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西宮市男女共同参画推進委員会  

平成２５年度 第２回会議録 
 
平成２５年１０月９日（水） 
午前１０時～１２時００分     
於 ウェーブ ４１１学習室 
 
１． 出席者 
    （委 員）髙田、牧里、神谷、石井、新山、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 高橋 
         男女共同参画センター長 森山 

男女共同参画推進課 主事 廣瀬 
          
２． 会議次第 
   ・開 会 
     ・西宮市男女共同参画推進委員会委員の委嘱状交付 
   ・議 題 
    
  （１）報告事項 
  ・「西宮市男女共同参画（中間改定）」推進状況報告書―平成２４年度―について 
  （２）協議事項 
  ・「西宮市男女共同参画（中間改定）」評価報告書（案）―平成２４年度―について 
  （３）その他 
    
 ３． 閉 会 
  
 ①「西宮市男女共同参画（中間改定）」推進状況報告書―平成２４年度― 
 ②「西宮市男女共同参画（中間改定）」評価報告書（案）―平成２４年度― 
 ③西宮市付属機関条例 
 ④西宮市男女共同参画推進委員会運営要領 
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DV相談等件数 修正について 
○事務局【  説   明  】 
 
○委員 
 婦人相談のうち、DV 関係は DV 相談室へ回したため、２４年度の婦人相談回数は例年より約
２００件減り、６２５件になったのですね。 
 
○事務局 
 はい。 
 
○委員 
 DV相談を合わせても７８４件なので、全体の相談件数は減っているということですね。 
 
○事務局 
 ２３年度までは、DV 相談は婦人相談回数の中に含まれています。２４年度は、４月から９月
９日までの DV 相談は、婦人相談回数の６２５件の内に含まれています。９月１０日以降の DV
相談は２６９件となり、合計で８９４件です。 
 
○委員 
 西宮市の DV相談件数の総数を教えてください。 
 
○事務局 
 西宮市の平成２４年度 DV 相談件数は、３６０件と１５９件と２６９件と６件を足した計７９
４件です。 
 
○事務局 
 県へ報告する場合は、ウェーブの DV相談と婦人相談の DV相談を合わせて報告しています。 
 
○委員 
 では、合計は婦人相談のうちの DV相談延回数１５９件と DV相談室相談延回数２６９件、女性
のための相談のうちの DV 相談件数３６０件、法律相談の６件を足したものが、西宮市における
DV相談件数ということですか。 
 
○事務局 
 はい、そうです。 
 
○委員 
 ２段目は、２４年４月１日から２４年９月９日までの件数ですが、２２年度に４６７件、２３
年度に４６９件という数字が入っているのはどういうことですか。 
 
○事務局 
 ２４年度については、２４年４月１日から２４年９月９日までということです。２３年度、２

２年度は１年分の相談件数です。 
 
○委員 
 ２４年度については、２つ欄を作ってはどうですか。そうすれば、時系列で分かりやすいと思
います。 
 
○委員長 
 婦人相談件数の６２５件の内訳というかたちで、来年度からは、下欄も一つずらして書いてく
ださい。DV 相談件数の合計が書いてあれば、推移が分かって、今の説明がスムーズに分かると
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思います。 
 
○事務局 
 DV 相談はいろいろな窓口で行われていて、どれを集計するかという問題もありましたので、
それも含めて整理します。 
 
○委員長 
 高齢者虐待の相談件数の中にも DV 相談が含まれていることがあります。女性の相談だけでは
なく、高齢者、または子どもなど、関連するところも調査すると、広範囲に DV の件数が分かる
と思います。ぜひそれは挙げていただきたいと思います。 
 
○事務局 
 DV はなかなか表に出てきませんが、数字で出てくると関心が高くなりますので、集計方法は
非常に大事だと最近感じています。 
 
○委員 
 高齢者虐待や女性問題、児童虐待で受けた相談のうち、DV だと思われる相談をピックアップ
していますか。 
 
○事務局 
 厳密に仕分けされているかどうか分かりませんが、DV 被害者の相談窓口担当者連絡協議会の
方に、仕分けをするようにお願いしてまいります。 
 
○委員 
 確認してください。そうすれば、今後、意識して仕分けしてくれるでしょう。 
 
○委員 
 DV対策基本計画の中では、DV相談をカウントすることになっています。DVなのか、高齢者
虐待の中でも息子からか、嫁からなのかなど、担当部署でもカウントできますので、よろしくお
願いしたいと思います。 
 
○事務局 
 兵庫県の男女共同参画では、高齢者虐待の加害者を集計し、報告していますので、今後検討し

ます。 
 
○委員長 
 報告書の１３７ページの事業コード１２２―０３、これは被害者支援窓口担当連絡会議の開催
をするということで、検討会の開催が課題や目的なのに、取り組み内容として、配偶者暴力相談
支援センターが開設されたと書いてあるのはなぜですか。 
 
○事務局 
 DV 被害者支援窓口担当者会は、２年ほど開催されていません。配偶者暴力支援センターであ
る DV 相談室を設立することに注力していたため、会議を開くことができていません。何かを書
かなければならないということで、配偶者暴力支援センターが開設されたと書きました。課題や
目的に対応する答えではありません。 
 
○委員長 
そうであれば、取り組み内容として、配偶者暴力支援センター開設にあたり、本年度は開催さ

れなかったと書いてはどうでしょうか。 
 

○事務局 
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 そのようにいたします。実施していないことについては、する用意がある、検討中であるとか、
開催する方向にあるという表現で書きたいと思います。 
 
○委員長 
 できていない事業は普通に回答した方が、次の取り組みに反映しやすいと思います。 
 
○委員 
 ４０ページの上から２つ目、自助グループの育成とありますが、これは被害者向けの講座をし
たということですね。 
 
○事務局 
 自助グループ自身が、講座をしました。 
 
○委員 
 ではこれは、男女共同参画推進室が主体的に関わったわけではなく、民間が実施した事業とい

うことですか。 
 
○事務局 
 これは市民参画事業ですが、部屋を貸しただけではありません。この事業はコンペでしたので、
こちらで審査し、採択いたしました。事業実施に際しては、情報相談アドバイザーがアドバイス
をし、組み立てにも協力しています。それを支援したと表現しています。 
 
○委員 
 取り組み内容を見ると、被害者支援講座の開催となっているので、推進課が実施したのかと思

ったのですが、共催のため、このような表現になっているのでしょうか。 
 
○事務局 
 共催です。 
 
○委員 
 DV 被害を受けた母と子の回復や自助グループ云々という言葉が、様々な取り組みの中に書か
れています。目的が重なっているのであれば、取り組み内容として重なってもいいと思いますが、
穴を埋めるために書かれたようなところや、関係のないところもあるように見受けられます。 
 
○事務局 
 プランの目的を達成させるために具体的な事業を付けていますが、それがかなり重複している

状況です。ぴったり該当する事業がない場合、そうとも取れるというかたちで書いていることが
あります。一度整理したいと思います。 
 
○委員 
 空いているところに事業を入れて、やったように見えてしまうとよくないと思います。ぜひこ
こは見直して、当てはまらないところに関しては、削除を検討してください。 
 
○委員 
 例えば、４１ページの上から三つ目、働く女性対象の能力向上のための講座等の実施について、

課題及び目的に、「DV被害者にとっては」と書いてありますが、この事業は DV被害者のための
ものではないように思います。DV 被害者のための講座なのか、女性一般のための講座なのか、
どちらですか。身体的および精神的ダメージからの回復、とありますが、そういうことを含めた

能力向上のために、何かをされるのでしょうか。 
 
○事務局 
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  DV被害者に限定した就労支援は行っていません。避難をして落ち着かれて、次の一歩を踏み
出そうという DV 被害者の方や母子家庭の方に対しての就労支援を行っています。就労支援の対
象者の一部に DV被害者もいるという講座しか設定できません。 
 
○委員 
 難しいかなとは思います。 
 
○事務局 
 京都の男女共同参画センターでは、DV 被害者の方に対して、有料のスキル講座の受講料を免
除していました。西宮の男女共同参画センターでも検討したことがあるのですが、人数が非常に
限定されるため、オープンにして、DV被害者の方もいるという形でしか実施できていません。 
 
○委員長 
 ハローワークと協働して、就業支援と同時に相談も行える環境づくりを行ったということで十
分だと思います。あえて DV と言わなくても、シングルマザーの方々の離婚理由は DV の可能性
も高いので、相談場所と就業支援を一致させたことによって、この事業は推進したと考えてもい
いのではないでしょうか。 
 
○事務局 
 課題及び目的のところを変更した方がよろしいでしょうか。 
 
○委員長 
 いいえ。これはこのままでいいと思います。取組内容として、検討、準備していると書かれて
いますが、これはすでに実施されていることですね。 
 
○事務局 
 はい。文言を修正いたします。 
 
○委員長 
 DV 被害を受けた母と子の回復という文言があちこちに出てくるので、これが教育や啓発につ
ながるのかと思いました。関係のないところは削除した方がいいと思います。 
 
○委員 
 １４ページ、学校教育に関して、事業コード２３１．２３２について、目的として、男女平等
の視点に立ったとか、男女共同参画の視点に立ったという言葉が挙げられています。取組内容で
は、例えば、２３１－０３、地区別研修会を何回実施したということが挙げられていますが、男

女共同参画の視点のものがどれだけあるか、はなはだ疑問です。ここに書かれている取組内容は、
各課から出されたものをそのまま載せているのですか。もしくは男女共同参画課でまとめている
のですか。 
 
○事務局 
 基本的には、各課から提出された報告書の内容をそのまま載せています。 
 
○委員 
 どこにそういう視点が含まれているのかとか、どういう成果が上がっているのかが分かりませ

ん。学校教育でデート DV に対しての取り組みをしたり、人権教育研究委員会でもこの問題を取
り上げたりと、少しずつ進展していますが、それ以外のことについては、何回実施したという報
告で終わっています。聞かれるとやらなければいけないという意識になり、各課も意識が進むの

ではないかと思います。やりました、というだけで、実態が変わらないということが繰り返され
るように思います。 
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○事務局 
 していないという報告があった場合、実施したことを書くように話をしています。こちらが意
図しているような、成果が見えるものではないことは十分承知しています。 
 
○委員 
 視点とどのようにつながっているのか明確に答えてほしいと一言入れると、これは本当にやら

なければならないなと思うのではないでしょうか。そういうことも取り組みとして入れた方がい
いと思います。 
 
○事務局 
 そのように現場が気づくような文言で評価をいただくと、それについてこちらの方が関係各課
にフィードバックをいたします。 
 
○委員 
 私は内情を知っていますが、ここだけ読むとやっているようにも読み取れてしまいます。やっ

ていないという根拠を示すことができませんが、あまり主観的な評価になってはいけないと思い
ますので、その辺り、もう少し成果が上がるようにできればと思います。 
 
○委員長 
 今のご意見を書いていただきたいと思います。 
 
○委員 
 全体的に「視点」とのつながりを明らかにしてほしいということを意見として入れていただき
たいと思います。 
 
○委員 
 その取り組みがよかったのか、去年までと比較してどうだったのか分かるように、前年比が書

いてあるといいと思います。 
 
○委員長 
 ＰＤＣＡサイクルが回っていないように思います。各部署は男女共同参画基本プラン、または
DV対策基本計画に沿って計画を立てているのでしょうか。 
 
○委員長 
 今年度の計画、取り組み、結果を書いてください。各部署にアセスメントをして、ちゃんとア
セスメントできていますねという評価は推進委員会がすると。 
 
○委員 
 おっしゃる通り、ここに書かれているのは結果だけです。やはり年度当初に男女共同参画推進

のためのプランを立てることが必要だと思います。そのプランに対して、その年度できたかどう
かということが非常に重要です。２８年度の計画の目標達成までのプランがあり、単年度のプラ
ンがあるということで、その意気込みを持って各担当課にはやってほしいと思います。 
 
○委員 
 各所管課の報告内容を見ると、必ずしも男女共同参画推進の視点に立って書かれているとはい

えません。意識を変えるのも、男女共同参画推進課の仕事だと思います。各課から出てきた意見
をそのまま委員会に出して、できていないではないかという繰り返しになりがちですので、少し
やり方を見直さなければならないと感じました。意識付けのための一つのきっかけにもなると思

います。 
 
○事務局 
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 総合計画では、やらなければならないことになっています。年度当初に目標を立て、その結果
を提出するようにするなど、どこまで負荷をかけるか検討していきたいと思っています。年度当
初にプランを立てるところまで各課の意識がいっていない状況です。 
 
○委員 
 これは２８年度に向けての計画ですが、あと４年しかありません。来年の７月に委員会を開く

際には、今年の意気込みが分かるような資料を出してほしいと思います。次の年の７月には、１
年間、どのようなことができたかを推進状況報告書でチェックすると。２８年の目標を達成する
ぞという意気込みがほしいと思いました。 
 
○委員長 
 書式を変えれば、書かなければならないと思います。今年度目標を挙げて、それが達成できな

かった場合は、理由を考えて改善していく。人員が少ないとか、協力してくれる人がないという
のであれば、次は、その課題を解決する。PDCAサイクルになるような様式にするというのも一
つの方法だと思います。 
 
○委員長 
 審議会は、自己評価したものを評価するのだと思います。 
 
○事務局 
 今回は自己評価が報告書になっている状態ですので、様式を改めたいと思います。 
 
○委員長 
 自己評価の評価が必要です。例えば、配偶者暴力支援センターの設立に時間がかかったのは人

員的な問題があり、手が回らなかったためですが、そういう理由もあって当然だと思います。き
ちんとアセスメントし、できなかった理由についてきちんと報告があれば、普通に受け止められ
ると思います。 
 
○事務局 
 報告する担当課が、自分で気が付くような様式に改めたいと思います。 
 
○委員長 
 では、議題（２）「西宮市男女共同参画（中間改定）」評価報告書（案）について事務局より説

明願います。 
 
「西宮市男女共同参画（中間改定）」評価報告書（案）について 
○事務局【  説   明  】 
 
○委員長 
 報告書のトピックス的なところを説明いただきました。ご意見、ご質問はございますか。本日
の追加資料の２ページ目の追加評価も併せてご覧ください。 
 
○委員 
 評価のところは、これまで、各委員が推進委員会で話し合ったことを担当課でまとめていたと
思います。一人一人の委員の言葉がそのまま載るのではなかったと思いますが。 
 
○事務局 
 昨年度も、皆さんのご意見はできるだけそのまま評価に載せています。 
 
○委員 
 ということは、今回もそれぞれが提出したものをそのまま載せているということですね。 
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○事務局 
 はい。ご意見をほぼそのまま載せています。方向性でまとめて、それに対応するお答えはまと

めています。 
 
○委員 
 評価のところは、あえて語尾をそろえたり、まとめたりといったことは全くせずに、このまま
載せるということですね。自分が書く際も、どのような語調で書いたらいいのか分かりませんで
した。最終的な報告書には、提出したものがそのまま載ると考えたらいいのですね。 
 
○事務局 
 そのまま載せようと思っていました。ニュアンスが違うけれども、同じことが書かれているこ

とは確かにありました。ただ、それはそれだけ注目されていることだということで、二重、三重
に載せてもいいと考えました。まとめた方がいいでしょうか。 
 
○委員長 
 皆さん、いかがでしょうか。 
 
○委員 
 それ以前の疑問です。評価を見ると、３人、４人の方の意見だけとなっていますので、残りの
委員の方々の意見も反映した方がいいのではないかと思います。評価を提出された委員が少なく、

意見が偏っているように感じます。再考していただく必要があるのか、ないのか、これでいいの
か疑問に思いました。 
 
○委員長 
 一つの意見にまとめなくてもいいと思います。語尾などは多少そろえてもいいのかなと思いま
す。では、確認しながら進めます。追加の意見がございましたら、その場でご発言ください。で

は６ページをご覧ください。 
 Ⅰ、あらゆる分野への男女共同参画の促進について。追加の意見等ございますか。 
審議会への女性の登用や女性管理職比率は、各課の担当者の意識によるところが大きい、とい

うご意見は間違っていませんか。 
 

○事務局 
 審議会は各課ですが、管理職は人事課となります。 
 
○委員長 
 そうすると、登用は各課の担当者とした方が正しいということですか。 
 
○事務局 
 審議会の方は各課です。委員の意見の骨子は、事務局でまとめてもよろしいでしょうか。もし
くは、このままそれぞれのご意見として出した方がいいでしょうか。 
 
○委員 
 今、ご指摘いただいたのは私が書いたことですが、そのように事実を間違ってとらえているよ
うなことは、きちんと直して出すべきだと思います。 
 
○事務局 
 委員からの意見は、各担当課に見ていただく必要がありますので、そちらの方がくみ取れるよ

うに文章を再編したいと思います。 
 
○委員長 
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 これは市民も見ますね。 
 
○事務局 
 ホームページにアップしますので、見ます。 
 
○委員長 
 では、同様の意見に関しては、箇条書きのかたちにするということでよろしいですか。 
 
○委員 
 語尾の修正等は、意味が変わらない程度に事務局でしていただきたいと思います。 
 審議会委員の女性の登用について、登用率がほとんど変わらないという意見と比率が上がって
いるという意見が両方載っています。審議会として、このように違った意見が載っていてもいい

かについても考える必要があると思います。それをすりあわせようとすると、またとても大変な
作業になるのでしょうが。 
 
○委員長 
 「0.2ポイントしか増えておらず」と書かれていますが、それを多いと考えるのか、ちょっとし
か増えていないと考えるのか。どうでしょうか。 
 
○委員 
 審議会の中で、増えていないという意見が多ければ、そちらでまとめた方がいいと思います。 
 
○委員 
 増えていませんね。 
 
○委員 
 先ほど、１名増えたという話がありましたが、それは少ないと感じます。 
 
○委員 
 懇話会が審議会になりましたが、この会に関していえば、非常に女性比率は高いですね。数字

のマジックもあると思います。どこで切るか、どの数字を取り上げるか、私自身非常に悩みます。
このことについては、一度、議論した方がいいと思います。 
 
○委員 
 増えていない、という委員の評価でまとまればいいのではないかと思います。というのは、０
パーセントの審議会が３つ、１０パーセント以下の審議会が８つありますが、ほとんど増えてい

ません。今の段階では、増えていない、何とかすべきだという評価が適当だと思います。 
次の目標として、なぜ増えていないのかを考える。全然増えないのだったら、女性ボード等を

つくり、女性の意見を反映させる必要があると思います。平成２０年から平成２４年まで増えて

いないのに、平成２８年までに増えるのかというと、増えるとは思えません。それならば、別の
刺激を与えるべきではないかと思います。 
 
○委員長 
 審議会に関しては増えていない、微増にすぎないということですね。 
 
○委員 
 努力しているけれども、増えていないということです。 
 
○委員長 
 なぜ増えないのか理由を考える必要があると思います。農業委員のように土地の所有者でない
と入れない委員会もあります。あて職で、例えば、医師会に頼むと男性ばかりということもある
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と思います。最終的な目的は、人数増ではなく、女性の意見を反映させることだとすれば、違う
方策を考えることも検討すべきだということでよろしいでしょうか。 
次に、市職員の女性管理職の割合について、決して高いとは言えないという意見が出ています。

これも努力はしているけれども、いまひとつ増えていないということでよろしいですか。 
 
○委員長 
 これについても、なぜ増えないのか、偏りはないかということについて、分析する必要がある
と思います。どこを強化すれば増えるのかと。分析をしないと難しいと思います。 
 
○委員 
 職員の男女比も違うと思います。昔は圧倒的に男性の採用が多かったのかもしれません。単に
女性管理職の比率がいくつだから少ないとは評価しにくいように思います。 
 
○事務局 
 おっしゃる通りです。最近は、女性の採用が全採用の３割から４割で、理論的には３０パーセ

ントまで管理職が女性になることは可能ですが、それ以前の採用が非常に少なく、そういった時
代もあったということです。ただ、実際のところ、女性がなかなか管理職員なりたがらないとい
うこともあるようです。おそらく３０代、４０代の女性は、家事労働で忙しいということもある

のだと思います。なりたくない人になってくれと言うのは、なかなか難しいということです。 
 
○委員長 
 なりたくない人になってもらって、事業が進まないのも困ります。男性職員も管理職になりた
がらないというのは、世の中の傾向ですね。どこに原因があるのか、分析する必要があると思い
ます。 
 
○委員 
 子どもが学校を終わってから、自分の仕事が終わるまでの居場所がありません。鍵っ子にした

くなければ、学童保育に預けておいて、５時か５時半で終わって迎えにいくというスタイルがで
きあがってしまっています。お父さん、お母さんが二人で送り迎えを担当すると、週の半分は遅
くまで残れない。だから、昇進はしたくないという悪い方向になってきています。保育所に入れ

ない、３年生までしか学童保育に入れないため、時短やパートに変えるという方向になります。
管理職になりたくてもなれない状況ではあります。 
 
○事務局 
 西宮では小学校４年生以降の学童保育がなく、その壁があることは聞いています。 
 
○委員長 
 Ⅲ就業による男女平等の推進と環境の整備について。病児保育や待機児童、学童保育の問題な
ど、いろいろな問題が渦巻いています。中学校は給食はありますか。 
 
○事務局 
 市立中学校は給食があります。 
 
○委員長 
 伊丹、宝塚の方は、給食があるから西宮に引っ越してくるということも聞いています。 
 
○委員長 
 そういった強みを生かすといいと思います。Ⅲのところに、就業している父母が、子育てがで

きる環境の見直しについて書いていただいてもいいでしょうか。 
 
○委員 
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 この評価は、各課に向けていっているのか、市民に向けていっているのかによって内容が違っ
てくると思います。各課であれば、女性も男性も働きやすい労働条件整備ということになるし、
市民であれば、ワーク・ライフ・バランスのような意識改革の問題や、家事分業の話などになり

ます。誰に向けて発信するかというところまで踏み込んで考える必要があると思います。 
 
○委員長 
 ここの評価は、西宮市の事業に対しての評価ですね。 
 
○事務局 
 そうです。事業をしている担当者に向けて、ここを変えれば変わりますよというところです。 
 
○委員長 
 Ⅲについては、学童期に入ったときの居場所について検討する必要があるという意見を追加し
ます。 
 Ⅱ男女共同参画社会を実現する基盤づくりについて。先ほどの学童保育は、Ⅱに入れてくださ

い。内容としては、グループが増えていてよく頑張っているということ。フォローやサポートを
してほしいということ。地道に取り組んでほしいということ。就労支援がよくできているという
こと。男性の男女共同参画も徐々によくなっているということ。意識啓発については、イラスト

やカットを用いてイメージ化を図ってはどうかという意見が出ています。 
Ⅲ就労における男女平等の推進と環境の整備について。ハローワークが一緒になったというこ

ともあり、よい評価です。男性の育児休業取得率が増えない点については、もう少し頑張る必要

があるという意見が出ています。男性の育児休業取得率は、アップしますか。 
 

○事務局 
 男性職員も育休を取得していますし、取る人も増えてきています。ただ、目標に達するまでで
はありません。 
 
○委員 
 男性が育休を取りにくい状況でしょうか。例えば、福祉関係の課で育児休暇を取りたいという
人がいた場合、モデルケースで、市を挙げて取得をバックアップするのは難しいでしょうか。 
 
○事務局 
 その点は人事に聞いてみないと分かりませんが、仕事の内容にもよると思います。大勢で、同

じ仕事をしている場合はフォローができると思いますが、その人がすべて担当しているような業
務の場合、休暇を取られると困るということもあります。それでも育休を取った人がいるのか、
あるいは上司と交渉したのか、人事がそれを把握しているのかということは聞いていませんので、

確認いたします。 
法律に定められた制度だということで、以前に比べて、育休を取得しやすくなっています。た

だ、意識の問題がどうしてもあるのかなと。本人の意識と周りの意識が一番ネックになっている

のではないかと思います。 
 
○委員長 
 例えば、担当が完全に決まっている職場に女性がいたらどうするのですか。女性は妊娠、出産
すると、最低でも１４週間は休業という状況になりますが。 
 
○事務局 
 その時期にはアルバイトが入ります。ただ、アルバイトの場合は、本人がしていた業務をすべ
てできるわけではありませんので、やはり戦力ダウンで、ほかの職員に負荷がかかります。 
 
○委員長 
 それは、男性でも女性でも同じことが起こると思います。そうすると西宮市は育休が取りにく
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いということですか。 
 
○委員 
 西宮市が取得しにくいというよりも、社会全般がそういう傾向にあるということではありませ
んか。 

 
○委員 
 一般的に大きな企業では、担当者しか分からないことがある会社は駄目だといわれています。
その人の仕事を理解している上司、同僚などがいないと育休を取れる環境はつくれないと思いま

す。それは男女に関係ありません。私が、夫に育休を取ってと言った時、夫は「きみは僕に出世
してほしくないのか」と言いました。男性は育休を取ると、仕事もできない、出世もできない、
戻った時に席がないと思うようです。育休を取っても出世もできるし、仕事にも戻ってこられる

という環境づくりを性別に関係なく、してほしいと思います。 
 
○委員 
 評価をどう書くかということだと思います。端的なのは、男性の育休は取れている、取れてい
ないということです。また、なぜ取れないのかという分析も評価に必要です。そして、取れない
状況の背後にある意識は何か。取らせたくないのであれば、なぜ取らせたくないのか。男子が育

休を取ることの意味にはどんなものがあるのか。世の中一般は育休を取得していないということ
も、取得しない理由になるでしょう。やる気がある事業所がモデルになろうとしていることが分
析結果から分かるかもしれません。育休を取る男性を検証してもいいでしょう。育休を取ると出

世が難しいという日本の文化を逆手に取って、育休を取得した人を出世させてもいいわけです。
しかし、その手を打たないという現実があります。打たないという現実をみた時に、世の中一般
の事業所はそうでしょうと言う人がいるわけです。なんで西宮市の職員が育休を取らないとなる

と、結局、そういう考えの人しか採用していないことになります。管理職になりたがらない女性
が多いという話がありましたが、そういう女性しか採っていなという話があります。採用できな
いのだったら、どこかから女性管理職をハンティングしてもいい。実際にやっている市もあるわ

けです。なぜしないのかというと、労働組合の反対があるといったこともあるのです。そこでよ
うやく分析が始まるわけです。 
そこも含めて、審議会の文書がほかの市にどのような影響を与えるのかとか、そのセクション

にどんな影響を与えるのかということも含めて考える必要があると思います。自分のところで全
部やれる事業なら、ここで決めればいいのだろうけれども、ほかの課にも協力してもらって、連
携しなければならない仕事がたくさんありすぎると。そういう時に、ここだけの意見で決まるわ

けではなくて、発信源になる。もっと積極的に育休を採るように勧めてはどうかという意見に対
して、意見をもらわなければならないわけです。その時に初めてマイナス要因なのか、プラス要
因なのか、積極的に手が打てるのか、もっと前の作業をしなければならないのかということが分

かってくるのだと思います。ここだけで議論していても、多分、分からないと思います。西宮市
の職員の皆さんが本当のところどう考えているのかまったく分かりません。そういうことも含め
て、どこまで評価として書いていいのか、その点についておうかがいしたいと思います。 
 
○事務局 
 女性活用が遅々として進んでいなかったところに、首相が対策を打ち出し、動き出したという

ことから、トップが言ったら、進めようという意識が生まれるとは思っています。 
 
○委員 
 まずは、進んでいないということを書かなければなりません。方向性を考える時に、副市長と
して女性をヘッドハンティングしてきてはどうかと。それができないなら、なぜできないのかと
提言してもいいと思います。 
 
○事務局 
 育休については、市役所だからといって民間と特別違うということはないということをお伝え
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したかったのです。ただ、公的機関が民間企業に対してモデルケースとなるべきだとは思います
し、検証していく制度は必要だと思います。まだまだ社会全般の考え方が、法制度に追いついて
いないのが実態だと思います。 
 
○事務局 
 西宮市は局長級に女性がいますが、そのことに驚かれる市民もいます。民間だったらなかなか

こうは進まないと言う市民がいる一方で、民間よりも率先して市がやるべきだという考え方もあ
ります。 
 
○委員 
 質的評価もいると思います。局長に女性がいることは評価すべきです。反対評価もあるかもし
れませんが、審議会としては質的な評価もして、これはいいと書くことが必要だと思います。課

によっては、それをよく思わないところがあるかもしれませんが、それはそれで変えていく対象
になるわけです。量だけではなく、質の評価もしてください。 
 
○委員 
 女性局長がいることは素晴らしいと書いてください。 
 
○委員長 
 局長級、課長級に女性が何人いるというデータがあると分かりやすいと思います。育児休業を
男女共同参画の側面からみた場合もぜひ盛り込んでください。また、育児休業中は無給のため、

住宅ローン等を抱えた夫婦にとっては必ずしもいいことばかりではありません。育児休業取得率
だけで評価せず、お産に関連した有給休暇の取得率も評価の視点に入れると、男性の育児参加も
見えると思います。 
 Ⅳ人権の尊重と健やかな暮らしのための環境整備について。評価できるところともう少し頑張
るところを分けて書くようにします。 
 Ⅴ安心・安全に暮らせる男女共同のまちづくりについて。全体的には取り組みを推進している

状況で、頑張っているところは、そのように書いてはどうかという意見が出ています。 
 
○委員 
 全体の表現について、これは評価ですので、要望が書かれているところは、そういう必要を感
じている、という表現に書き直した方がいいと思います。 
 
○委員長 
 文章のまとめ作業については、委員長、副委員長に一任いただき、事務局と調整して行うとい
うことでよろしいでしょうか。 
 
○委員 
異議なし。 
 

○委員長 
消防団の取り組みについて書かれていますが、消防団にも定数があり、女性に入ってもらいた

いと思っても、男性が抜けないと女性が入れないことになっているようです。 
 

○事務局 
 西宮では消防団については把握できていませんが、女性はいないと聞いています。消防署の中
に消防団の係があります。 
 
○委員長  
 消防団は、地域の互助会的な昔ながらの仕組みですが、今、消防団に替わるような地域に根ざ
した取り組みがあるとすれば、それに女性は入っているでしょうか。避難所マニュアルなどにも、
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女性の視点を入れるよう国からもいわれています。防災についての男女共同参画の取り組みはす
ごい勢いで進んでいますので、ぜひ確認してください。 
 今後の方向性については、皆さんからいただいたご意見をピックアップして入れたり、評価に

入っているものを取り組みの方向性のところに入れたりして整理するということでよろしいでし
ょうか。 
 
○事務局 
 これをまとめるにあたり、皆さんからまさしくその通りだという評価をいただいています。こ
れについては、男女共同参画プランと同様、語尾等の修正をさせていただきます。方向性はこの

ままでいきたいと思います。DV 相談室は、福祉部と連携して被害者支援を行ったあと、啓発や
精神的な回復、自立支援という入り口と出口の役割を担っています。西宮市 DV 対策基本計画が
一番の特徴として持っている啓発がなかなかできていないと感じていますので、それについて今

後、改善する方向で事業を進めたいと思います。 
 
○委員長 
 ほかに追加等ございませんか。 
 
○委員 
 「取り組んだ」と書いてありますが、取り組んだことを評価しているのか、取り組んだことで
何か効果が見られたとか、そのように書き直した方がいいと思います。事実が書いてあるだけで
は、評価になりません。 
 
○委員長 
 一つ追加していただきたいことがあります。DV 相談件数が増えるにつれて、相談員が疲弊し
ていきます。相談内容もかなり重たいものになってきているという報告も聞いています。一人で
抱え込まないような環境をつくるなど、相談員の負担軽減を今後の方向性に盛り込んでいただき
たいと思います。 
 ５番目、DV 防止に向けた啓発教育について、中学校や青少年に加えて、ぜひ医療関係者への
啓発についてもお考えいただきたいと思います。ちなみに看護師の国家試験、助産師の国家試験
には、DVのことは必ず１問出題されています。医師の方も、非常に意識が高くなってきており、
医療関係者からの報告も増えているようです。それに対しての対応や、男女共同参画課との連携
についても、市民病院がある市だからこそ、ぜひ連携していただきたいと思います。 
 
○委員 
 DV に関わる専門職のバーンアウト防止、そうならないためのスキルアップ、増員についても
書いた方がいいと思います。 
 
○事務局 
 DV相談員の疲弊等について、全国的に問題、課題になっているのでしょうか。 
 
○委員長 
 十分な分析ができていませんが、相談の質が重くなっています。さまざまなところとの連携が

必要になり、相談員の負担が大きくなっています。２点目は、DV 相談が広くなったがゆえに、
相談員が必要になってきています。DV の専門職としてのスキルを持った人が少ないと、ストレ
スをうまく解消できない場合があります。 
 
○事務局 
 相談員のフォローアップやスキルアップについて聞かれることが多くなってきました。 
 
○委員長 
 care of caresといいますが、ケアをする人のケアが必要です。 
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○委員 
 メンターシステムのようなものでしょうか。 
 
○委員 
 相談員さんが鬱状態になってしまいますので、その手前でフォローしてほしいということだと

思います。 
 
○委員長 
 DV は二次受傷するといいます。それをうまく解消できる相談員ならいいのですが、トレーニ
ングがうまくできておらず、何度も二次受傷してしまって、しんどくなるということがあちらこ
ちらで起こっているのではないでしょうか。 
 
○委員 
 相談員を支える制度が必要です。何が問題かということをきちんと分析し、アドバイスすると

いう体制が、DV についてはまだ整っていないのではないでしょうか。苦しい状況にあることは
想像できます。 
 
○委員長 
 そうなってからでは遅いですので、ぜひ防止に取り組んでください。 
 
○委員 
 １２ページのⅠ相談機能の充実について、「配偶者暴力支援センター」ができ、西宮市 DV相談
室も開設された、という記述と、「配偶者暴力相談支援センター」として「西宮 DV相談室」が設
置され、という記述があります。どちらかはっきりさせてください。 
 
○事務局 
 分かりました。 
 
○委員長 
 その辺の文言の整理も委員長と副委員長、事務局で整理するということでご了解いただけます
か。 
 
○委員 
 異議なし 
 
○委員長 
 議事はこれで終わりました。では、今後の日程について事務局より説明願います。 
 
（３）その他について説明 
○事務局【  説   明  】 
 
○委員長 
 これをもちまして、男女共同参画推進委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 
（終了） 


