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西宮市男女共同参画懇話会 
平成２５年度 第１回会議録 

 
平成２５年７月１１日（木） 

午前１０時３０分～１２時 

於 ウェーブ ４１１学習室 

 

１． 出席者 

    （委 員）井上、高田、西尾、牧里、新山、神谷、溝越、杉岡、藤森 

    （事務局）産業文化局長 田村 

         文化まちづくり部長 多田 

         男女共同参画推進課長 髙橋 

         男女共同参画推進課 課長補佐 森山 

         男女共同参画推進課 主事 廣瀬 

 

 

２．会議次第 

  ・開 会 

 

  ・議 題 

  （１）協議事項 

   ・西宮市男女共同参画懇話会の運営について 

  （２）報告事項 

   ・西宮市の男女共同参画施策の推進について 

   ・西宮市男女共同参画センターの事業について 

  （３）その他 

 

３．閉会 

 

（資料） 

  ①平成25年度第１回西宮市男女共同参画懇話会（説明資料） 

  ②西宮市男女共同参画懇話会 委員名簿 

  ③西宮市男女共同参画懇話会設置要綱 

  ④審議会における委員の状況（女性委員の割合） 

  ⑤市職員女性比率の状況 

  ⑥「しごとサポートウェーブにしきた」利用状況 

  ⑦ＤＶ相談状況 

  ⑧西宮市男女共同参画センター ウェーブ 

   ―平成24年度事業報告書・平成25年度事業計画書― 

  ⑨西宮市男女共同参画プラン（中間改定） 

  ⑩西宮市男女共同参画啓発冊子「働くってなんだろう」 
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平成25年度「西宮市男女共同参画プラン」推進状況調査（平成24年度）について 

 

○事務局 【説明】 

 

○委員 

 懇話会と審議会の違いというのは何ですか。 

 

○事務局 

 審議会でいいますと、審査会というところも結構あったりして、かなり決定しなければならないようなこ

とをお持ちの審議会とか協議会とかいうのがございます。懇話会というのは、ご意見をいただくという形

になっています。ご意見をいただくだけというのではなく、もっといろいろ決定にかかわる、権限のある提

言という単なる意見ではなくて、大事にしていかなければならないという意味で、権限が少し大きくなると

いう形にはなるかと思います。 

 

○副会長 

 基本的には、審議会というのは条例設置になります。 

 

○副会長 

 懇話会は、市長に諮問するだけなので、市長がそれを採用するかしないかは、市長の判断ということ

です。 

 

○事務局 

 こちらに要綱をつけさせていただいておりますが、これ以外に、議事録のこととか細かいことにつきまし

ては、運営要領を規定しておりましたけれども、今回条例の中に、一般的な付属機関と、男女共同参

画推進委員会の特例というのも含めまして、条例に書かせていただいますので、それまで要綱にはな

かったこととしては、議決は過半数をもってするとか、そういったことも出てまいります。定員につきまし

ても、条例で10名にさせていただいております。あまり本懇話会では何かを多数決で決めるというのは

今までございませんでしたが、一応条例の中には議決の方法についても規定されております。 

 

○委員 

 相談のところで、いわゆる婦人相談、女へんに・・ということで、あえて婦人という言葉を、女性相談で

はなくて、使われているのかな、どうなのかなということだけちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○事務局 

 これは職種としまして、県の配暴センターも、こちらの配偶者暴力相談支援センターも婦人相談員を

置くということになっていますので、婦人相談というのが女性相談とはなっておりませんので、このまま

の名称でやらせていただいています。いろんな委員会で、婦人ではなくて女性というふうに読み替えよう

とかいうことはあるんですが、その点につきましては、婦人相談員がＤＶの相談に当たるということにな

っており、その婦人というのを全部読み替えることをしておりません。 

 

○会長 

 質問は、婦人相談員が相談はするけれども、市民に向けては婦人相談とかという言葉なのでしょうか、

ということです。 

 

○事務局 

 今ご説明したのもあって、まだ替えていません。それにつきましては、うちは女性のための相談なんで

すよね、うちのセンターは女性のための相談なのですが、担当課に婦人相談を女性相談にしてください

と言ったことはありません。 

 

○副会長 

 読み替えはできるのではないですか。女性相談も婦人相談員でやるとか。 

 

○事務局 
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 女性相談にしてもいいんじゃないかというのを今初めて思いました。 

 

○会長 

 担当課は、男女共同参画推進課ではないのですか。 

 

○事務局 

 男女共同参画推進課ではありません。 

 

○会長 

 だから、男女共同参画推進課から庁内の関連でということになるわけですね。 

 

○事務局 

 ほかの市の例もみて、相談を関係課としてまいります。 

 

○委員 

 上から２行目の婦人相談のうちＤＶ相談回数と６行目の女性のための相談とは回数と件数が違うだ

けですか。 

 

○事務局 

 二つ目の婦人相談のうちＤＶ相談回数というのは、担当課が違いまして、婦人相談員がいるところで

のＤＶ相談の件数で、この女性のための相談は当センターの、先ほど紹介させていただきましたフェミニ

ストカウンセラーが受けた中の相談でのＤＶ相談ということになります。 

 

○委員 

 ちなみに、担当課は。 

 

○事務局 

 一応、配偶者暴力相談支援センターはどこの所管かというのは言わないことになっています。 

 

○事務局 

 女性に対する相談が、福祉的支援の必要なものについては福祉部門と言っておりまして、先ほども女

性に対する相談であるとか、児童の虐待の相談なんかがそういった部門と一括して福祉のほうでそうい

う窓口を持っているということです。 

 

○事務局 

 委員会でも、福祉で持っているというだけで、配偶者暴力相談支援センターのご質問に関しては、全

部副市長が答えるようになっております。ですから、担当課では、配偶者暴力相談支援センターについ

ては答えないということになっております。 

 

○委員 

 この表の婦人相談のうちＤＶ相談実人数とその下のＤＶ相談室、これは要するに別のものですか。今

その区別がよくわからなくて。ＤＶ相談室であるセンターが受けたのは261名、その上の210と261という

のは別のものなんですか。 

 

○事務局 

 別です。（内数であることが後日判明しました。4月1日から9月9日までの統計は、婦人相談のうちの

DV相談です。9月10日から3月31日までのDV相談室の統計は、婦人相談の内数ではなく、婦人相談の

DV相談件数がDV相談室の件数にそのまま移行しています。） 

 

○会長 

 ＤＶ相談室に新たに電話をしてきているような人たちがいるということで、増えているというふうにしてよ

ろしいでしょうかね。 
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○事務局 

 そうです。 

（以降、件数についてのダブリについて、質問があったが、ダブリがあり回答が間違っていたため修正し

ました。） 

 

○会長 

 実人数と回数と何とかのうちというのが同じように並列に並んでいるので、わかりづらいんだと思いま

す。 

 

○委員 

 電話相談と面接相談の件数はダブっていませんか。 

 

○事務局 

 女性のための相談のうちのＤＶ相談件数の中の面接と電話、24年度のこの360件の女性他のための

相談のうちＤＶ相談件数、これは面接相談と電話相談の合計の数字です。 

 

○事務局 

 資料⑧の10ページの上のほうにございます電話相談のＤＶの74件と面接相談のＤＶの286件を足した

ものがこちらの360件になっております。 

 

○会長 

 あと、婦人相談のところが合算されているところ、それはわからないですか。 

 

○事務局 

 そうです。 

 

○会長 

 というのは、フェミニストカウンセラーの方々の仕事量というか、そういったことを考えたり、いろんなこと

を検討するのに、電話相談と面接相談と別々に考えないと、時間の捉え方が違ったりとか、あと面接相

談をしている最中に同行訪問はできなかったりとかしますよね。そういったことを検討するのに、ちょっと

詳細な数字がいただけると、懇話会や審議会で検討しやすいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

○事務局 

 うちのフェミニストカウンセラーの相談も、面接相談の回数を減らしています。フェミニストカウンセラー

もきゅうきゅうに詰まり、さばき切れなくなって、今年度はちょっと規定回数をダウンさせています。理由

は相談内容に十分にお答えできないためです。 

 

○会長 

 目いっぱいの時間じゃなくて、もう一人のカウンセラーと相談したりするような時間ってすごく大事だと

思いますので、カウンセラーがダウンしないようにすることは必要だなと思います。 

 

○委員 

 先ほどお話があった資料⑧の10ページですけど、ちょっと確認させていただきたいんですけど、例えば

20年から24年までずっと数字が出ていますけれども、面接相談の相談可能回数は結構大きいですよ

ね。これは大きいけど、どういうことですか。件数が少な目に出ていますね。だけど、フェミニストカウンセ

ラーの方々はお忙しいということですか。 

 

○事務局 

 相談は電話で事前に予約を受け付けます。大体１カ月先ぐらいまで埋まっているのが通常の状態で

す。新規の方は予約がとりづらいという状況です。直前になってのキャンセルは日常的にあるので、結

果としてその回は相談者がいません。よって、相談可能回数に比べて、件数が少ないという状況です。 
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○委員 

 ということは、１カ月先の予定がどうなるかわからないまま、一応予約が取られるけど、結局やっぱり

無理だったとか忘れてしまったとかいうことで来られないという問題が起こっています。 

 

○事務局 

 24年度につきましては、面接相談は1,220の相談機会、件数として832件、実人数は182名の方が来

られました。来られたときに、次回の予約をして帰られる方が多いです。だから、新規の方はそのすき間

を予約してというふうな形になります。 

 

○委員 

 何かその辺、改善は考えておられるのですか。例えば、歯医者さんとかでも予約を２回無断でキャン

セルしたら、窓口まで来てくださいというように、よく人気の歯医者さんなんかはしていますけど、何か対

策を練らないと、結局新規の人たちもやっぱり切羽詰っているところがあり、もったいないですね。 

 

○事務局 

 この分母を見ていただいてもわかりますように、22年と23年以降は分母がかなり違っています。実はこ

の23年度というものは、22年度末に、３月ごろに国の「光をそそぐ交付金」をいただきまして、電話相談

を一部委託をしました。それまで分母が750であったときには、ひどいときには予約が２カ月先に延びた

りして、その間にもう煮詰まってしまうことが非常に多くありました。それを解消するために一部電話相

談を委託して、面接相談の回数を増やし、次の相談を１カ月以内にするようにしました。それによって煮

詰まることが少なるとともに、直前になって体調が思わしくなくて来ないということが大分減りました。そ

れでも新規の方は、出にくいというところがあったりして、分母に釣り合うほどには増えなかったというこ

とと、面接相談を増やしたことによって、フェミニストカウンセラーが非常に忙しくなり、検討する余地が

難くなりました。なので、25年度につきましては、この分母を若干減らして余裕を持たせようと思っていま

す。回数としては、相談者は１カ月程度で次の相談となるようにはなりました。ただ、おっしゃるように、

予約をしたのに来ないというのは、何とかしていきたいと思います。 

 

○会長 

 カウンセリングは無料ですね。例えば、回数を限ろうとかいうことは考えておられないのですか。昔から

よく聞いたのですけども、例えばある公的な施設で無料でカウンセリング受けて、なかなか予約がとれ

なくなったら、同じカウンセラーさんが別の施設でカウンセリングやっているのを見つけて、追っかけてい

く。何かそれ自体が目的になっていて、本人自身にとってのカウンセリングが不要になるような、自分自

身の変化とか望んでいるのかという疑問があったのです。やっぱり今相談したという人のほうがはるか

に緊急性は高いと思うので、リピーターさんをどういうふうにしていこうとするのか。例えば、グループカ

ウンセリングのほうに移ってもらうのはどうでしょうか。 

 

○事務局 

 自治体によっては、回数制限をされているところもあるとは聞いているのですが、こういう精神面の相

談は制限を設けていません。今回資料として出しておりませんが、大体終結というのか、ご本人がある

程度落ちつくところの終結回数というのは、最近は短くなってきていますが、ずっと相談される方もいて、

それについては、拒否していません。 

 

○会長 

 その辺は検討していただいて、結構この問題はあちらこちらでずっと聞く問題で、もう10年越しにずっ

と同じ人が来ているとかがあります。でも、新規の方で、本当に命にかかわるような場合と、継続でも、

やっぱり面談が必要な場合でも、すぐに逃げる必要がある場合もあり、検討が要るかもしれません。公

的なお金での相談というところが難しいと思います。 

 

○事務局 

 相談者の方は匿名で、好きなときに、それから無料でということが一番お望みですので、どうしてもそ

うなってしまいます。 

 

○会長 
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 特に面接の部分ですね。名前が、仮名であったとしても継続して、一応カルテみたいなのがあるはず

ですから、それで回数がわかります。言うほうの気持ちはとてもつらいというのはよくわかるのですけど。 

 

○事務局 

 問題があることについては、カウンセラーと改善策を検討します。 

 

○会長 

 ほか、いかがでしょうか。 

 

○委員 

 質問なのですが、資料⑥のところで、チャレンジ相談ってありますよね。チャレンジ相談というのは男性

もうけられますか。相談の違いが分かりません。 

 

○事務局 

 「しごとサポートウェーブにしきた」は国がサテライトとして、自治体のほうに一部業務をおろしているも

ので、宝塚のソリオにも、そういうサテライトがございます。宝塚では、男性も女性も求職相談できます。

西宮の場合は、本局のハローワーク西宮が青木町にございますので、ここでは、女性のためのサポー

トとさせていただいております。チャレンジ相談はうちの事業ですので、女性しか受けておりません。「し

ごとサポートウェーブ」は当センターの同じフロアになることから、主に女性の求職相談をやっていただく

ようにしております。同じ女性に特化して求職相談をするということで、私どもの事業のチャレンジ相談

の件数も載せさせていただきました。コンセプトとしましては、そちらの４１２学習室のお部屋でしている

チャレンジ相談から具体的に方向性が決まって、仕事を探しにいこうと思ったときに、10歩も歩けばハロ

ーワークに行ける。そういう意味で連携をとっています。 

 

○委員 

 資料⑥の人数なのですが、これは「しごとサポートウェーブ」とあわせたものですか。 

 

○事務局 

 いえ、これは「しごとサポートウェーブにしきた」のみです。 

 

○委員 

 男性もやっぱり来られるんですか。 

 

○事務局 

 スタッフが全員女性で、女性に特化した求職のご相談を受けることができますが、来られた方が男性

だからだめですとは言いません。男性の方も若干来られます。ちょっと幅を広げて、この春から女性だけ

ではなくて、一応若者と女性のという形でさせていただきます。なぜかといいますと、ハローワーク西宮

では、中高年の方の男性が求職に来ておられますので、たばこの臭いがしたりとか、ごった返していた

りという感じで、例えば若者や新卒、既卒２年以内の方とかが「ここまでになってしまったのか」と愕然と

するということのないように、女性の方もいらっしゃって、明るい雰囲気で求職相談をしていただけるよう

にという配慮もあって、こちらのサテライトを開設させていただきました。なので、ここに載っている男性

の方というのは、比較的若い男性が多いと思います。 

 

○委員 

 表のことはよくわかったのですけども、同じ資料⑥は、職業相談件数とか、あと職業紹介件数、これは

数が随分と、例えば３月であれば442回、269回と、減ってはいますけれども、もっと減るのが実際の就

職件数です。例えば結局就職が決まった人たちは数が少なくて、その前には他の媒体を利用されて就

職が決まっただとか、あとは実際就職難ですから難しいこともあると思いますが、実際ここに来られてい

る方の属性で、やっぱり女性が多い、若い人も時々来ている、そのほかの属性、例えば年齢だとか、シ

ニアの人が多いだとか、既婚者が多いだとか、お子さんがおられるだとか、その辺の何か特徴というの

はありますでしょうか。 

 

○事務局 
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 昨年の途中までで、ハローワークのサテライトがまとめましたアンケートというのがあったと思いますが、

西宮は神戸と大阪の間にありまして、住宅都市で専業主婦率が高いので、やはりお子さんをお持ちの

既婚者の再就職の方が多く、一般職よりはパートのほうが多いと思われます。 

 

○委員 

 年齢が高いというよりは、子育て期の30、40代が多いということですか。 

 

○事務局 

 そうですね、パートの方が、時間が空いたので何か仕事をしたいという形が多いです。 

 

○委員 

 余り年齢が高い方というよりは、子育て期にある30代、40代ぐらいの人が多いということですか。 

 

○事務局 

 そうです。お子様をお連れになる方が結構おられます。 

 これが宝塚のサテライトになりますと、北部の方が大阪に出るまでにまずハローワークに寄られるとい

う形がありますので、割と男性が多いです。フルタイムという形で、大阪方面への求職相談が多くありま

す。ですから、女性に特化して、今はまだ短時間勤務ということのご紹介になってるかなと思うんですが、

まずはこれからという形でさせていただいています。 

 

○会長 

 ほか、いかがですか。 

 ちなみに、これをすると、子どもたちが男女共同参画センター ウェーブのほうに足を運ぶということで、

男女共同参画のことを理解するときの手だてにもなることとか、ハローワークに来る方で、いろいろ女性

の問題を抱えている方の相談との関係とか、講座との関係とかというのは、まだ見えないですか。 

 

○事務局 

 連携はさせていただこうと思っていますので、若者の就職、既卒３年までの方の就職相談会、企業を

呼んでの新卒相談会をこちらのセンターでさせていただく予定になっております。それ以外にも４回生の

女性を集めて「働くということ」についての講座もさせていただいております。 

 

○会長 

 うまく連携できているのですね。 

 

○事務局 

 そうです。 

 

○会長 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 では、議題の２番目のほうに移りたいと思います。 

 報告事項の二つ目の西宮市男女共同参画センターの事業について、事務局のほうからご説明をお

願いします。 

 

 

西宮市男女共同参画センターの事業について 

 

○事務局 【説明】 

 

○会長 

 ありがとうございました。ご質問、ご意見等、皆さんから、もう時間が残り少ないですが、ありましたらお

願いします。 

 

○委員 
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 最後の説明にあった学習支援事業の件で、私も知らなかったことなので教えてください。これまでもこ

ういう事業はなさっていたのかということと、今回の連携というのが、ただ場所を提供するということだけ

なのか、このことを通してそういった事業の目的も教えてほしいのですけど、そういった内容という面で

一緒に連携をしてやっていくということなのか、ちょっと具体的に教えてください。 

 

○事務局 

 この事業は生活保護所管課との連携事業です。様々な理由により、落ち着いて勉強できる環境が得

られない子どもたちのために居場所を提供し、市から受託されたNPO法人がサポートします。目的は、

子どもたちの学習能力と社会適応力の向上を支援し、貧困の連鎖を断ち切ることです。ウェーブでは

年間を通じて場所を提供し支援します。 

 

○事務局 

 補足ではございますけれども、一応聞いているのは、中学生で高校の受験するのにということです。

将来的には就労へのアクセスという、せめて高校を出てほしいということで、生活保護の事務というの

は非常に忙しいのですけれども、一歩先んじた事業として実施します。 

 

 

○委員 

 ここに来ると、女性たちのエンパワーメントの問題がポスターであちこちにある、そういうのを子どもた

ちが見るというのもすごくいいのかなと思っています。神戸市は３人受けていて、２人高校に行ったとい

う実績があります。だから、学校教育とはまた離れたところでやることの良さとか、ここに来ることの良さ

というのがあり、成功するといいなと思います。 

 

○事務局 

 その上にありますニートの若者の職業自立支援、これもＮＰＯに委託しているのですが、相談に行きた

い人に対して窓口を設けることについて、行政はスキルがあるんですけれども、来ない人を来させると

いうスキルというのは、これは行政ではなくて、民間といいますか、ＮＰＯさんのお力を借りるということが

多くなっております。 

 

○委員 

 私たち団塊の世代の退職者というのは、いわゆる固定観念、男は外で仕事、女は家事というので育

ってきて、育児をせず育って、今退職して西宮にいるのです。そういう男女の役割、固定観念を持った

人を色んなツールを利用して、ここへ男女共同参画のところへ来させてやることができないのかというふ

うに考えて、そのやり方はいろんなものがあると思います。それから、防災・減災にしたって、ここのセン

ターがどういう役割を果たして、災害のときに「こうやって食事をつくるのに協力してくださいね」とかいう

ようなことをして、災害のときにここのセンターと利用者はどう行動するのか。それから、いわゆる男、女

の固定役割概念を持った、仕事ばっかりの社会的につき合いもない男が、家でじっとしているのを、どう

引っ張り出すか、夫婦で２人で引っ張り出すとか、パーティーとか、男と女の固定概念を、いわゆる意識

変革を促すとか、いろんな部分をこれから含めて考えていっていただきたいと思います。 

 

○委員 

 私、何十年もこういうところで講座をやっています。そういう特にリタイアした男性が来られると、その人

は、口では幾ら男女共同参画とかおっしゃっても、「俺は男だ」を全身に背負ってこられます。女性グル

ープを指導しようとし、自分の現役時代の肩書で勝負しようという方がいて、それを１回ぶっ壊すのにず

っとエネルギーを使ってきたんですよね。だから、まずは自助努力をと言いたいんです。ただし逆に言う

と、グループに積極的に参加される男性というのは、昔とすごく違ってきました。去年、ここにも書いてい

ますが、編集講座をやって、実際そこで新しいグループができたのですが、一番その中でまめに雑用を

全部引き受けてやるのが男性メンバーでした。長年こちらが苦労して、迷惑も被りながらやってきたけど、

やっぱりこういう成果は出ているんだなというのはすごくうれしいので、ぜひご自分で講座の企画をされ

て、呼びかけていただくと面白いのではないのかなと思います。期待しています。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 
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 いろんな企画の中で、共催事業とかいろいろなものがあるので、そういったところも検討したいと思い

ます。 

  

○委員 

 もしも男性がこういう講座に来られるのが難しいのであれば、例えば男性向きのこういう冊子をつくっ

て、そして妻がウェーブに用事があって、ここへ来られたら、さりげなく持って帰ってもらうだとか、そうい

うのもいいかなと思いました。例えば、今結構幸福度研究とかに力を入れてるんですけど、大体男性と

いうのは、一番嫌な時間というのが通勤の時間と上司と一緒にいる時間だそうです。その傾向が特に

男性の間で見られるらしくて、例えばスペインなんかだと、家にいる時間が長過ぎるという、そういう文句

もあるらしんです。だから、通勤だとか上司と一緒にいる時間がしんどいのはあなただけじゃないんだと

か、だけどこういう仕事で得るものは何なんだろうとか、何かこういうような肩書って何なんだろうみたい

なものは男性版であるとまたいいのかなと思いました。 

 

○会長 

 男女共同参画センターなので、公民館化しないように。目的を持っています。そういったところで、男

性のことに特化すると、すごくややこしくなってきて、見えづらくなって、何か公民館と間違うのではない

かというようなことにもなりかねないので、そのあたりは私たちも気をつけてやっていきたいと思いますの

でお願いします。 

 ありがとうございました。 

 では、議事は一応終わりましたので、事務局からの連絡はありますか。 

 

○事務局 

 今年度の懇話会は、今回を含めまして３回を予定しております。次回の懇話会につきましては、10月

上旬を予定しております。３回目は、来年の２月上旬ごろに開催させていただく予定です。次回以降の

日程調整につきましては、事務局から後日させていただきます。 

 なお、お集まりいただくのとは別に、９月末までに進捗状況に対する評価をいただき、事務局でまとめ

させていただきますので、このやりとり等につきましては、郵便等で直接させていただきますので、よろし

くお願いします。 

 また、本日の懇話会の議事録は、西宮市男女共同参画懇話会運営要領第２条により公表すること

になっておりますので、内容につきまして、後日議事録を送付させていただきますので、修正等ご確認

お願いいたします。事務局からは以上です。 

 

【閉会】 


