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西宮市男女共同参画懇話会  

平成２３年度 第４回会議録 

 

平成２４年 ３月２７日（火） 

午前１０時～１２時     

於 ウェーブ ４１１学習室 

 

 

１． 出席者 

    （委 員）牧里、神谷、井上、西尾、篠田、新山、金子、澤井 

    （事務局）総合企画局長 田原、 

         文化まちづくり部長 部谷、男女共同参画推進課長 高橋 

         男女共同参画センター長 藪内 

          

２． 議 題     

   （１）協議事項 

    ・「西宮市男女共同参画プラン評価報告書」―平成２２年度―について 

    ・「平成２４年度西宮市男女共同参画センター事業計画」について 

（２）報告事項 

・「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」策定について 
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「西宮市男女共同参画プラン評価報告書」―平成２２年度―について 

○事務局【  説   明  】 

 

○会長 

 評価報告書の「４．今後の方向性」の内容について過不足があればご指摘ください。 

 

○委員 

 「①男女の人権の尊重」で、「男女共同参画推進課では原因究明をおこなうとともに」と

ありますが、原因究明という表現がふさわしくないように思います。 

 

○委員 

 「①男女の人権の尊重」で、「セクハラの本質が理解されるように、市民だけでなく事業

者等を巻き込むなどの取り組みを行ないます」とありますが、事業者に取り組んでほしい

のはセクハラが起きない環境づくりです。セクハラが起きない環境づくりを進める取り組

みを行います、といったように具体的かつ明確に示した方がよいと思います。 

 

○事務局 

 文言を修正いたします。 

 

○委員 

 これはあくまでも方向性ですから具体例を挙げなくてもよいとは思いますが、「検討しま

す」「取り組みます」だけだと本当に実施したかどうかが分かりませんので、具体例を盛り

込んでいただきたいと思います。 
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○委員 

 厚生労働省が職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議審議会の提言を受けて今後

の方向性を発表しました。職場ではセクハラ以外にも力を背景にしたパワーハラスメント

（パワハラ）と複合的なセクハラの問題がたくさんあります。厚生労働省の提言も含めて

事業者の方々に啓発研修等を実施いただきたいと思います。それについても盛り込んでく

ださい。 

 

○委員 

 『神戸新聞』に、姫路市が市職員に対して行ったアンケート結果が出ていましたが、そ

こでは女性職員の２割がセクハラを受けたことがあると答えています。モラルハラスメン

ト（モラハラ）、パワハラも加わって事態は非常に複雑になっています。職員階層別の研修

会等の措置が必要だと感じています。西宮市も姫路市と同程度の都市規模ですから、同様

の傾向がみられるのではないかと思いますので、ぜひご検討願います。 

 

○事務局 

 関係課、特に研修厚生課と協議し、研修を行うように働きかけたいと思います。 

 

○委員 

 職員だけではなく、事業者向けの研修も必要です。 

 

○事務局 

 事業者向けの研修ももう少し具体的にできればと思っています。 

 

○委員 
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 セクハラの本質が理解されるように、市民だけでなく事業者等を巻き込むなどの取り組

みを行います、という部分をふくらませて、そういった内容を盛り込んでほしいと思いま

す。 

 

○会長 

 取り組みの内容が具体的でないため難しいでしょうが、人間尊重の環境づくりの啓発に

取り組みます、といったような目標が書かれていないため、何が本質なのかがよく分かり

ません。 

 

○委員 

 企業のパワハラ、セクハラの防止のためには、企業のトップ自身がセクハラ、パワハラ

を許さないと明言する必要があります。西宮市の企業のトップがどれだけパワハラ、セク

ハラを許さないということを言っているか、社内に専門スタッフを置くことが難しい中小

企業の場合、相談できる外部ルートをつくっているかといった実態を調べて、対策をとっ

ていない企業があれば協力すると。そのためには企業のトップを集めて研修をするなど、

行政としてできることはたくさんあると思います。 

 

○事務局 

 その件に関しては、平成 24 年 4 月の組織改正で、男女共同参画推進課と勤労福祉課が同

じ局になりますので、連携して取り組んでいきたいと思います。 

 

○委員 

 セクハラとパワハラには相関関係があるという意見には賛成です。セクハラ、パワハラ

以外にモラハラもあり、このモラハラという言葉がこれから大きなキーワードになると思



5 
 

います。日本では、モラハラという言葉は、家庭内の精神的な暴力という意味で使われて

いますが、アメリカなどではモラハラをパワハラの意味で使っています。どういう言葉を

採用するのか、また、どのような意味合いで使うのか定義づけをはっきりさせる必要があ

ると思います。 

 

○委員 

先ほどの姫路市役所のアンケートでは、２割の女性がセクハラを経験しているという結

果が出ていますが、男性の多い職場、女性のほとんどいない職場では６割、８割の女性が

セクハラを経験していると推定されます。つまり、ほとんどの人が経験していると考えた

方がよいと思います。 

 

○委員 

 「④仕事と家庭、地域生活の両立」で、「市行政のレベルで推進していけることには限界

がありますが」とあるのはその通りだとは思いますが、このように書かれると言い訳のよ

うに感じます。誤解を招く表現のような気がしますので、この文は削除してはどうでしょ

うか。もう少し前向きな表現にした方がいいと思います。 

 

○事務局 

 表現を再考いたします。事業者の管轄は県であるため、市レベルで指示することはでき

ませんが、地道な啓発活動の成果が出てきていると感じていますので、それは続けていき

たいと思っています。また、勤労福祉課とともに前進した事業ができるようであれば、取

り組みたいと思っています。 

 

○会長 
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 行政の命令系統のなかでできることとできないことがありますし、行政権力が及ばない

ところもあります。及ばないところは放っておくのではなく、例えば、一緒にやりましょ

うと道筋を付けることはできます。行政レベルでやることは推進し、それとともに事業主

と協力しながら啓発活動や意識改革が進むような環境づくりをするといったように分けて

計画した方がいいと思います。中核都市として、男女共同参画の環境づくりに積極的に取

り組む姿勢を見せた方がいいと思います。ほかに意見はありませんか。 

 

○委員 

 ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）、児童虐待、セクハラというように個別に対応して

いくと漏れる可能性がありますので、「性暴力」というキーワードで一括して対応すべき時

期にきていると思います。カテゴリーをもう一度見直していただきたいと思います。 

 

○事務局 

 前期計画では、セクハラ、ＤＶといったように分野ごとに講座を実施していましたが、

後期計画では、女性に対する暴力に関する講座といった大きなくくりにしています。 

 

○委員 

 「③エンパワーメントの促進の表現」で、「市民意識調査等を参考に、就職だけでなく、」

とありますが、やはり雇用労働者が一番多いわけですから、就職はもとよりという表現の

方がいいと思います。 

 

○事務局 

 検討いたします。 
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「平成２４年度西宮市男女共同参画センター事業計画」について 

○事務局【  説   明  】  

 

○委員 

 各講座の対象者への呼びかけはどのようにされていますか。講座内容によって母子生活

支援施設、または中学、高校といったように個別に受講を呼びかけていますか。また、団

体、学校とはどのように連携していますか。 

 

○事務局 

 一般的な広報だけでなく、来ていただきたい方に対してピンポイントで呼びかけていま

す。例えば、小中高の養護教員や児童委員・民生委員に向けて個別に呼びかけています。

母子家庭を対象にした事業については、窓口にチラシを置いて講座を案内しています。多

くの方に参加いただくために、ＤＶ被害者以外にも、関係者、支援者等に対して呼びかけ

ています。内容によっては、研修厚生課とタイアップし、職員研修として職員にも参加し

てもらうということもしています。 

 この事業計画は、プランの中間見直しをしたこと、ＤＶ対策基本計画を策定したことを

広く庁内、庁外に対して周知することを基本としています。最近は、協働事業提案や市民

企画講座として、市民参画型の事業を企画運営することが多くなってきました。 

 

○委員 

 市民企画講座は予算的に提案しにくいということを聞いたことがあります。既婚でお子

さんのいる女性が人事異動になった際、やむなく退職という選択をしなくてもいいような

職場づくりを議論する場、検討する場が必要だと思います。それを継続的な課題として取

り上げていきたいと思います。今後、女性の社会参画が進むにつれて、転勤はますます大
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きな課題となってくると思います。家庭と仕事を実現できるように啓発が必要だと思いま

す。 

 もう一点は、リプロダクティブ・ヘルス・ライツに関係することです。４歳、５歳の幼

児が性的虐待を受けた場合、成長後、フラッシュバックがあると聞きます。しかし、こう

したことは調査に現れにくく、出てくる事例は氷山の一角です。世界の多くの国では、性

被害を防止するため早期に性教育が行われています。日本でも小中学生に向けた講座が必

要だと思われますが、こうした講座は教科とは関係ないため教育委員会主導で講座を実施

することは難しいようですので、ぜひ男女共同参画推進課が旗を振って進めていただきた

いと思います。これも単発では効果があらわれにくい分野ですので、シリーズで取り上げ

ていただきたいと思います。 

 

○事務局 

 西宮市主催の講座としてとり上げてほしいということですか。 

 

○委員 

 市民企画講座、協働事業提案は単発であり、参加できる人はそれほど多くないため、効

果はあまり期待できないように思います。シリーズで実施した方が効果はあると思います。 

 

○会長 

 平成２４年度の事業には間に合いますか。 

  

○事務局 

 事務局としてもシリーズで続けて実施したいと思っています。今回の年間講座予定のな

かには盛り込まれていませんが、何らかのかたちで実施することは可能だと思いますので
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検討いたします。 

 

○委員 

 昨年度は、心の問題といった男性向けのセミナーを実施しても参加者がなかなか集まら

なかったようですが、今年度はどういった方をターゲットにして、どのような内容の講座

だったのでしょうか。工夫した点があればそれも含めて教えてください。 

 

○事務局 

 次年度の講座予定の内容で、「自殺防止事業」と書いていますが、自殺防止も含めて全般

的に男性の意識を徐々に変えていこうと考えています。本年度実施した講座は、メンタル

ヘルスや、ものの見方を変えて楽になりましょうという内容の講座でした。次年度の事業

についても、同様の方向になるとは思いますが、評価でご指摘があったとおり、いままさ

に問題に直面している世代の方をターゲットにこれから内容を考えていこうと思っていま

す。 

 

○委員 

 ＤＶ被害者を対象にした講座にはなかなか人が集まらないのに、ＤＶ被害者サポーター

養成講座には大勢の方が来られて、実はその受講者の大半がＤＶ被害者であったというこ

とがありました。自分のしんどい姿を人には見せたがらないわけです。ましてや日本人男

性の場合、ぎりぎりまで人には見せない、一人で耐えるといった人が多いように思います。

よっぽど工夫しないと人を集めにくいとは思います。 

 

○委員 

 いまの意見に賛成です。ＤＶサバイバーとサポーターというように、あえてサポーター
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という言葉が付いていますが、このようにすると参加者は増えます。 

 

○事務局 

 こうした講座を実施すると、友だちの話ですが、といって自分のことをお話になる方が

多くいらっしゃいます。事業を企画している女性相談室でもその点は認識しておりますの

で、ＤＶ講座という名称で実施する以外にも、料理講座など興味のある講座からつなげて

いくということもを考えています。 

 

○委員  

この建物の実習室で男の料理講座を実施されていると思いますが、単なる料理講座と男

女共同参画センターの実施する料理講座は当然違うべきだと思いますが、そのあたりはど

のようにお考えですか。 

 

○事務局 

 表向きは料理講座ではありますが、料理だけだと男女共同参画推進課が実施する意味は

ありませんので、前後に話し合いなどをしていただく機会を設けています。男性の語り合

いグループといった方向につなげていきたいと思っています。 

 

○事務局 

 今年度の男性セミナーとして、「いきぬく「男」の心理学」を実施し、多数の受講者が集

まりました。講座後、講師にも２時間ほど残っていただき、茶話会も実施いたしました。 

 

○委員 

 講師はカウンセラーの方ですか。 
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○事務局 

 講座は３回実施しましたが、産業カウンセラーや、「男」悩みのホットライン相談員の方

に講師をお願いいたしました。 

 

○委員 

 講座予定でニートに関する講座とありますが、ニートとフリーターは連動していますの

で、フリーター・ニートに関する講座として間口を広げた方が受講しやすいと思います。

また、その内容に母息子、母娘と書かれていますが、父と息子の関係の方が複雑な場合が

ありますので、父と息子とした方がいいと思います。また、「母娘問題、女性ニートの見え

ない問題を含む」とありますが、問題という言葉が重複しているので整理して下さい。 

 

○事務局 

 以前、引きこもりの息子を持つ父親の講座を実施しましたが、多数の受講者が集まりま

した。女性ニートの見えない問題というのは、これまで女性のニートは家事手伝いといっ

たかたちで処理され、就業構造調査のなかでも見落とされていますので、このことに対し

て問題意識を持って取り組むという意味です。分かりやすいように表現を考えます。母息

子を取り上げることが適当かどうかについても企画者と検討いたします。 

 

○委員 

 母息子の問題というのは、いわゆるマザコン少年のことではないのでしょうか。 

 

○委員 

 私も、母親が過保護に育てすぎたため息子が家から出ていかずにニートになるというこ



12 
 

とだと思っていました。 

 

○委員 

 受け取り方が違ってしまうようですので表現自体を考えてください。先日、宝塚市で息

子が父親を刺すといった事件がありましたが、息子さんはニートだったようです。男性同

士の感情のもつれもあるように思います。 

 

○委員 

 女性ニートの見えない問題というのは、要するに表面化しにくい女性ニートの問題とい

うことですね。 

 

○委員 

 仕事と家庭・地域生活の両立というところで、介護、ケアの話とありますが、介護とケ

アを並列しておられるのでしょうか。ケアというと介護も入ってくると思いますが。 

 

○委員 

 ここでいうケアは、無償の「ケア労働」を指し、略して「ケア」としていると思われま

す。 

 

○委員 

 ケア労働であれば分かります。 

 

○会長 

 ２４年度の事業計画として挙げられているものは、内容が固まっているものもあれば、
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固まっていないものもあるわけですね。 

 

○事務局  

 講師の了解が得られなければ、開講を見送らざるを得ない場合もあります。 

 

○会長 

 この懇話会ではどこまで議論すべきなのでしょうか。 

 

○事務局  

 プランの中間見直しとＤＶプラン策定したなかで、男女共同参画センターとしてはこの

方向性で事業を進めていくということを周知したいと思っています。２４年度事業計画と

して挙げている事業は大きく変わることはないとお考えいただければ結構です。 

 

○委員 

 意見を出せば、修正はできるということですね。 

 

○事務局  

 そうです。 

 

○会長 

 １回限りの大人数を対象にした講座を、例えば、５回に分けて実施する予算はあるのか

といった提案も出ていますが、どこまで議論したらいいのかが分かりません。 

 

○委員  
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 可能であれば２４年度事業に反映させ、それが難しい場合は２５年度以降の事業に反映

させるといったスタンスでいいのではないでしょうか。 

 

○会長 

 ２５年度の事業には意見を反映することができるということですね。 

 

○事務局  

 はい。 

 

○委員 

 全国規模の企業に総合職として就職した場合、女性であっても全国配転を了承している

わけですから、その道をつぶすようなことはしてほしくないと思います。転勤の問題に対

して柔軟に対応できる企業を増やしたいと思っていますので、単発の講座では無理だと感

じています。 

 

○委員  

 はたしてそれは西宮の行政で行うべきことでしょうか。総合職を採用する場合、エリア

限定の総合職で採用している企業もあります。また、総合職の中高年の男性ですが、親の

介護を理由に転勤を拒否したら閑職に追いやられて、パワハラで退職に追い込まれて裁判

になった例がありました。このように状況が大きく動いているなかで、西宮市の男女共同

参画センターが日本の企業のあり方まで含めて連続講座をする必要があるのか疑問です。

私としては、西宮市の中小企業に対しての働きかけを優先してほしいと思います。 

 

○事務局  
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 勤労福祉行政、商工会議所、市内中小零細企業との事業連携は非常に大事だと思います。

大企業に向けた啓発については市としての情報収集やマンパワーにも限界があります。ワ

ーク・ライフ・バランスであれば県が中心となって進めています。勤労福祉計画のなかに

もその方法は明記されています。市としては商工会議所との事業連携が中心になってくる

と思っています。不景気のなか、企業としてもなかなか大きなことに取り組む余裕はない

と思いますので、セクハラやワーク・ライフ・バランスなど、身近な問題について企業と

連携して研修を行いたいと思っています。 

 

○委員  

 女性の社会参画がＭ字カーブにならないよう、雇用環境の整備を図る必要があると思い

ます。問題を西宮市の中小企業という小さい枠でとらえるのは将来的にもよくないと思い

ます。 

 

○委員  

 たくさんの講座がありますが、いざ自分が受講しようと思ったときに自分がどの講座に

マッチするのか、自分は場違いじゃないのかということがこの説明だけでは分かりません。

各講座の対象者について、もっと分かりやすく説明してください。男女共同参画センター

がコンシェルジュ的な役割をはたしてほしいと思います。 

 

○事務局  

 どのような文章で参加者に呼びかけるかということは日夜考えています。主催者として

受け取っていただきたいメッセージの真の部分を加味しつつ、興味がわくような案内がで

きるよう研究してまいりたいと思います。ご意見、肝に銘じてまいります。 
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○委員  

 せっかく４０代の男性委員がおられるわけですから、講座の内容を詰める会議にアドバ

イザーとして来ていただいてはどうでしょうか。いい意味で役所の枠を出る講座になるの

ではないかと思います。柔軟に対応ください。 

 

○会長 

 講座に参加したい、参加を迷っているという方からの問い合わせはありますか。あると

したらどのぐらいありますか。 

 

○事務局  

  問い合わせはあります。男性の方からも、私が行ってもいいのか、男性でも参加できる

のかといった問い合わせを結構いただいています。その場合は、企画者につないで内容に

ついて具体的に説明させていただいています。 

 

○会長 

 そのやり取りの記録はありますか。 

 

○事務局  

 記録は取っていません。 

 

○委員 

 ビジネスでは消費者からの意見は記録として残して分析し、商品開発に役立てるのが普

通です。例えば、４０代の男性がどのようなニーズを持っているかということを常にアン

テナを張って集める必要があります。リード文、キャッチコピーについても、消費者側の
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立場で書くとどんな言葉になるのかということはプロの方にアドバイスしてもらった方が

いいと思います。 

 

○事務局  

 講座参加者へのアンケートで、どんなコピーに惹かれて参加したかということを聞こう

と思っています。行政はあくまでも中立でなければなりませんが、目を引くような斬新な

ネーミングを研究しなければならないとは思っています。手法については十分検討してい

きたいと思います。 

 

○委員  

 やはり市民目線の文言は非常に大事だと思います。私が他市の広報にＤＶ、身体的暴力、

モラルハラスメントなどの精神的な暴力について書いたところ、女性相談の数が大きく増

えました。ＤＶは身体的な暴力だと思われていた人が多かったのですが、もしかしたら私

もそうなのかもしれないと気づいた方が多かったようです。リード文に精神的な暴力や簡

単なチェックリストを入れるなどして身体的暴力だけでなく、精神的な暴力もその文言の

中に入れるとよいと思います。 

 

○委員  

 西宮市は他市に比べて転勤者がかなりのウェートを占めていますので、この点を押さえ

た講座を考えていただきたいと思います。先ほど女性総合職に対する職場環境の改善につ

いて申し上げたのは、こうした背景があるからです。 

 

○会長  

 海外では、転勤は人権侵害であると９５パーセントの人が答えているのに、日本は人権



18 
 

侵害と答えたのは５パーセントしかいなかったという報告書が話題になったことがありま

す。転勤を人権問題ととらえる視点がどの程度研ぎ澄まされているのかということによる

と思います。４月以降、男女共同参画推進課は産業文化局のなかに入りますので、産業文

化局とうまく連携して働く側の視点から暮らしや家族を守ることのできる人権視点が育っ

ているかということに一緒に取り組むといいでしょう。女性の立場から転勤問題も切り込

んでいくことができるでしょう。今後の課題として取り扱っていただきたいと思います。 

 

「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」策定について 

○事務局【  説   明  】 

 

○会長 

 すでに決定された事項ではありますが、補足あるいは取り組みによって事業展開する際

の注意点についてご意見はありますか。 

 

○委員 

 西宮市には管理職登用試験はありますか。 

 

○事務局 

 ありません。 

 

○委員  

 管理職登用試験がないということは、管理職になりたいという意思があるにもかかわら

ず、指名されなければ管理職になれないということだと思います。国からは、２０３０年

には、意思決定できる立場の人の３０パーセントを女性にしようという方針が示されてい
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ますが、西宮市の目標は１０パーセントとなっており、２０パーセントもの乖離がありま

す。５年後には他市との差が大きくなってしまうのではないかと懸念しています。市議会

に報告済みで決定事項とのことですが、あえて意見として申し上げました。管理職昇進に

関して、西宮市も実力に伴う登用試験の導入をお願いします。 

 ２０代半ばと３０代前半の２人の総合職の女性の声の一例を紹介します。会社は違 

いますがいずれもゆったりした場でさらっと聞いていますので本音がでていると思い 

ます。 

 ２０代半ばの女性に、「車掌の経験を積み運転士を目指してはどうですか」と聞くと、 

運転士は男性たちの昇進だけで一杯で、女性が入る余地などないし挑戦しようと考える女

性などいるはずがなく、自分も運転士になりたいと言い出したら職場環境が悪化するので

はとの思いからとても言える雰囲気ではないといいます。声を上げないことが組織で生き

る術と半ばあきらめなのだがそれは自尊心から言えず目指さないと公言することによって

自分に言い聞かせているのだと感じます。 

 ３０代前半の女性からは、女性ゆえに本来の正当な権利や主張を、声を出して言えな 

い、ともらしたのを聞いています。男性を立て周囲に気遣いながら懸命に働いた結果、 

昇進意欲がないと映ってしまいます。必ずしも意欲がないとは言い切れないことを理解し

ておく必要があります。男女共同参画推進のための職場研修や啓発活動をすすめ、風通し

のよい職場環境が醸成されることでさまざまな経験を積みながら管理職を目指していくと

声を上げる女性が増えていくと期待されるし、セクハラ、パワハラなども減り職場環境の

良化も期待されます。 

 

○事務局  

 管理職の登用試験を採用している市町村もたしかにあります。ただ、男性は当然のよう

に管理職登用試験を受けるのに、女性は受けたいと言い出せないという弊害があったのも
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事実です。管理職登用試験をしたとしても、必ずしも女性が飛躍的に伸びるとは言い難い

と思います。管理職登用試験を採用している市町村でも、ぜひ女性も受けてくださいと背

中を押さないと、なかなか手が挙がらないという状況だと聞いています。本市には試験は

ありませんが、現在、女性の職員割合が事務職についてはほぼ３０パーセントとなってい

ます。将来、その方たちが管理職を目指されれば、３０パーセントを目指せるのではない

かと思います。今後の研修、フォローアップ、後押しに取り組む結果次第だと思います。 

 

○事務局  

 管理職の登用試験は、管理職へのステップの一番よい方策だと思いますが、職員に対す

る評価は人事評価制度と勤務評定というかたちで制度を常に見直しています。はたして管

理職登用試験だけが管理職への登用の手段として有効なのかを十分考える必要があります。

公務員の場合、民間企業のように管理職になってもさほど給与が上がるわけではないため、

現実論として管理職になりたいという職員がそれほど多くありません。特に男性がそうい

う傾向にあります。女性職員もかなり増えており、事務職だけではなく、建築、土木、電

気といった専門職も増えています。今後は、ますます専門職の分野での女性進出が進むと

思われます。さまざまな方法で管理職への女性職員の登用に取り組んでいることをご理解

ください。 

 

○委員  

 女性の管理職がある程度増えるまで、一時的な改善措置としてのポジティブアクション

の導入も積極的に進めていただきたいと思います。意欲のある職員には早い期間で昇進で

きるようにすると裾野拡大につながると思います。 

 

○委員  
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 今後の方針について事務局におたずねします。啓発活動、教育、困難に対する問題解決

など、さまざまな事業を行っておられますが、特に力を入れていることはありますか。そ

れともあらゆることをまんべんなくしようとしているのでしょうか。 

 

○事務局  

 男女共同参画はあらゆる分野に関係があるため、取り扱う課もたくさんあります。一見

してプランが総合的で特徴がないように思われるかもしれません。施策を行う担当課が男

女共同参画を十分理解していないと、市民への啓発は難しいと思っていますので、まずは

庁内での男女共同参画施策、理念の理解を十分深めることに力を入れたいと思っています。

指標を変更したところは大きな注力点といえると思います。男女共同参画推進課があり、

また「男女共同参画社会基本法」があり、そして日本の社会の変化にも対応していくため

にも男女共同参画が必要だということを理解されれば、おのずとよい施策ができると思い

ます。お配りした事業計画書の事業以外にも主催事業としても予算を上げていますし、共

催事業や県や国の事業も入ってきます。また、庁内の職員に向けた研修会も行ってまいり

ます。 

 

○委員  

 教育は一番大事だと思いますので、重点的に進めていただきたいと思います。 

 

○委員 

 プランにも相談窓口の強化をするということが書かれていますが、本当に大事なことだ

と思います。やはりハローワークと特に西宮市の中小企業と私たちの連携がとても大事だ

と思います。女性の再就職、特に事務職では年齢が大きく関係するようですし、就職の面

接で聞かれることは、結婚しているかどうか、転勤の予定はあるかということだそうです。
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男女共同参画センターがいくら女性の就労支援の講座をしたとしても、これが現実です。

まずは女性就労の実態、また中小企業は人事採用についてどのように考えているのかをよ

く知る必要があると思います。 

 

○事務局  

 ハローワークとは講座も求職相談も含めて連携していく予定です。例えば、ハローワー

クの方に男女共同参画センターへ出張いただき、センターの一部で求職相談を実施するこ

とを計画しています。職種については、皆さんが希望されている一般事務はやはり非常に

少なくなっています。こうしたことから、大学では研究者を目指す学生を養成したり、資

格を伴う高度な技術を取得する学生を育てたりするなど、高い事務処理能力を身につけた

学生を育てることに力を入れています。生涯学習もありますので、教育機関とも連携して

いきたいと思います。 

 

○事務局 

 勤労福祉課では勤労福祉審議会を持っており、その審議会にはハローワークの所長も入

っておられます。労働行政に詳しい方が会長に就いておられます。ただ、やはり労働側と

は、意見がなかなか一致しないようです。ワーク・ライフ・バランスについては、企業と

しては、すぐに実施することは難しいというのが本音ですが、会長もほかの方も推進すべ

きだと思っておられます。ハローワークや商工会議所などの方々と情報交換ができればと

思っていますので、新年度以降、考えたいと思います。 

 

○会長 

 時間がまいりましたので、これにて閉会いたします。 

（終了） 


