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西宮市男女共同参画懇話会  

平成２４年度 第２回会議録 
 
平成２４年 １０月２２日（月） 
午前１０時～１１時５０分     
於 ウェーブ ４１１学習室 
 
１． 出席者 
    （委 員）牧里、髙田、神谷、井上、西尾、篠田、石井、澤井 
    （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 
          
２． 会議次第 
   ・開 会 
     
   ・議 題 
   （１）報告事項 
    ・「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」推進状況報告書について 
   （２）協議事項 
    ・「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」評価報告書（案）について 
   （３）その他 

・「配偶者暴力相談支援センター」の開設について 
・「しごとサポートウェーブにしきた」の開設について 

    
３． 閉 会 
  
   （資料１）「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」推進状況報告書 

（資料２）「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」評価報告書（案） 
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「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」推進状況報告書について 
「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」評価報告書（案）について 
○事務局【  説   明  】 
 
○委員 
 審議会等への女性の応募を増やすためには、公募委員、市民委員の意見が市政に実際に

反映されているというリアリティが必要だと思います。西宮市の審議会では自由闊達に意

見が述べられ、それが具体的に市政に反映されていますか。 
 
○事務局 
 審議会によっては女性の応募がまったくないところもあり、今後どうするかが課題にな

っているところもあります。しかし、全体として女性からの応募がないわけではありませ

ん。 
 
○委員 
 環境や土木建築など、女性には縁がないと思われている審議会の場合は、主管課が率先

して女性委員の必要性を訴える必要があると思います。 
 
○事務局 
 都市計画審議会、屋外広告物審議会、開発審査会といった常々女性委員の登用をお願い

していた審議会では、平成２４年７月１日現在、女性委員がいます。懇話会ではかなり活

発に意見交換いただいているようですし、審議会でも発言、提言をたくさんいただいてお

り、意見も取り入れられていると聞いています。 
 
○会長 
 積極的に意見が出る委員会とそうではない委員会で条件に違いはありますか。 
 
○事務局 
 ヒアリングしている範囲では違いが見えてきません。会長が、行政に対し積極的に意見

を言われる委員会では結構意見がたくさん出ているとは聞いています。 
 
○会長 
 委員会の開催時間に問題はありませんか。その委員会がものごとを決定するためのもの

なのか、活発に意見を出しあうためのものなのか、委員会の性格を考えながらメンバーや

開催時間を決める必要があると思います。 
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○事務局 
 開催時間についてはこれまで特に気にしてきませんでしたが、今後、その点に留意した

いと思います。 
 
○委員 
 立場によって参加しやすい時間帯は異なります。また、女性が発言しやすいテーマ、発

言しにくいテーマはあるでしょう。 
 
○委員 
 女性委員のまったくいない審議会はありますか。 
 
○事務局 
 はい。女性委員のまったくいない審議会はあります。  
○委員 
 選出条件など、女性の参加が不可能な場合もあるでしょう。しかし、そうでない審議会

の場合は、女性委員を採用するよう積極的に要望していく必要があると思います。あて職

は社会を反映していますので、いたしかたない部分はあると思いますが、女性が会議に出

席して安定的に発言できるようにすることが課題だと思います。どの審議会の女性比率が

低く、変えられる部分はどこかを細かく検証する必要があると思います。 
 
○事務局 
 西宮市防災会議は交通や建築などのあて職が多く、どうしても女性委員は少なくなりが

ちです。ただ、兵庫県の防災会議はジャンルを見直したため、女性委員が増えて、女性比

率が 6.1 パーセントとなったと聞いています。 
 
○委員 
 防災計画には女性の視点が欠かせません。女性の目でものごとを見ること、また、幅広

い年齢の方がかかわる必要があると思います。 
 
○委員 
 市政ニュースの委員募集の記事を見逃すと募集していること自体知ることができません。

募集時期も審議会ごとに全部違います。現在募集中の委員をウェーブで掲示してはどうで

しょうか。また、提出書類の作文の書き方を指導するなどしてはどうでしょうか。 
 
○事務局 
 平成２４年度都市計画審議会などの建築関係の２つの審議会から、より多くの方に応募
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いただきたいということで応募用紙をウェーブに置いてほしいと依頼がありました。その

結果、女性委員が１名ずつ増えました。働きかければ、それなりの効果があるということ

を実感しています。 
 
○会長 
 公募委員の募集方法に工夫が必要だと思います。ウェーブでも選考作文の書き方や面接

のポイント等の講座が行われていますが、その際に委員を募集している審議会を案内して

はどうでしょうか。 
 
○委員 
 例えば、２名の委員募集に対して女性２名、男性１０名から応募があった場合、どのよ

うに選考しますか。性別に関係なく書類で選考するのでしょうか。 
 
○事務局 
 男女共同参画推進課からは、能力が同等なら、女性を優先的に採用してほしいと申し入

れをしています。 
 
○委員 
 男女各１名採用することはできませんか。 
 
○委員 
 欧米では一般的にポジティブアクション、アファーマティブアクションを採用しており、

応募者の能力がほぼ同一の場合は女性を優先的に採用すると公言しています。そうしたこ

とを明記すれば、応募してみようと思う女性も増えるでしょう。審査結果は公開されてい

ますか。 
 
○事務局 
 人物評価になりますので、結果は公開していません。 
 
○委員 
 応募者から結果の問い合わせがあった場合、ある程度は公開しなければならないのでは

ないですか。 
 
○事務局 
 内容は限定されますが、ご本人からの照会があればお答えしています。 
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○委員 
 ものごとを理論的に説明することに関しては男性の方が有利なことが多いですし、都市

計画などの場合、その内容に精通している人の方が有利だと思います。女性が小論文の講

座を受けただけで選考を通過できるのか疑問です。審議会の内容をレクチャーする必要も

あるのではないでしょうか。また、委員の選考に際してどのような人物評価をしているの

か、選考過程が分かりづらいと感じることもあります。 
 
○事務局 
 小論文はその方がお持ちの知識と思いがどの程度伝わるか、面接では、議論に積極的に

参加いただけるかどうか、質問の意図を理解していただけるかどうかをみています。 
 
○委員 
 基本的には市民の目線でよいということですね。 
 
○事務局 
 はい、そうです。公募委員には市民目線の意見を期待しています。ただ、女性が発言す

ることが難しいテーマもありますので、審議会の内容を詳しく説明する必要はあると思い

ます。小論文の書き方対策をしただけではあまり意味がないように思います。 
 
○会長 
 最初から、これは女性には不向きだと考えず、まずは女性委員を採用してほしいという

原課や審議会へのはたらきかけが必要です。そのためには、まず男女共同参画推進課が各

審議会の男女比率を把握したうえで話を持ちかけるとよいでしょう。 
 
○事務局 
 女性事務職員については、応募者総数における女性割合は 39.1 パーセント、合格者にお

ける女性割合は 39.4 パーセントと、目標の 40 パーセントが達成されるベースができてい

るように思います。一方、消防局は女性の応募者が非常に少なく、女性の合格者はいませ

んでした。 
 
○委員 
 男女共同参画センターができたころは女性の職域を広げようという動きがありましたが、

いまはそれもなくなり、職域の拡大は実現できないままのように思います。2012 年現在、

女性がどれだけいろいろな職業に就いて、どれだけ新しい可能性に挑戦しているかという

報告があってもいいと思います。 
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○委員 
 委員を採用する側の意識、特に管理職の意識が変わらないと女性委員の採用は進まない

と思います。意識改革を訴え、主導していくのが男女共同参画推進課の役目だと思います。

女性職員、委員の少ないところ、頭の堅いところにどんどんはたらきかけていく必要があ

ると思います。 
 
○委員 
 男性優位といわれる職場にも女性が入りつつありますが、その女性が上に立たないと意

識改革は進みません。女性が上に立てるよう、行政側が主導していく必要があります。女

性でも力を発揮できるのだということを中学、高校時代から教育してほしいと思います。 
 
○会長 
 男女共同参画推進課に言われて重い腰を上げるというのが実態ではないかと思います。

すぐに状況が変わらなくてもあきらめずにはたらきかけ続けることが大切です。 
 
○事務局 
 土木、建築、造園、化学の部署でも女性職員は増えていますので、変わりつつあるとは

思っています。 
 
○会長 
 女性のトップリーダーが一人でも出てくれば大きく変わる可能性はあります。 
 
○委員 
 推進状況報告書によると、自殺者数の推移について、特に女性の数が倍増していますが

理由は把握していますか。 
 
○事務局 
 把握していません。 
 
○委員 
 もしも理由が分かれば、男女共同参画推進課に寄せられる相談に対しても予測がつきま

すし、対策を打つこともできます。ウェーブとして、また、審議会として理由を知る必要

があると思います。 
評価報告書（案）の中で、自殺対策講演会・研修の回数について、目標が３５回、実績

が２６回で達成率が 74.3 パーセントとありますが、行ってみたい、聞いてみたいと思うよ

うなタイトルや講演内容になっていますか。回数ももう少し増やす必要があると思います。
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どのような人が、どういうタイトルで、誰に対象にやっているのでしょうか。今後も自殺

者は減る可能性はなく、増える可能性も十分ありえますから、もう少し詰めた動きを取る

必要があると思います。 
 

○委員 
 自殺者の年齢は分かっていますか。それによって原因を推測できると思います。 
 
○事務局 
 女性の自殺者の増加を受けて、担当課に啓発をお願いしています。講演会・研修も回数

を増やしていく予定だと聞いています。厚生労働省の報告によると、１９歳以下の若年で

の自殺が顕著に増加しています。 
 
○委員 
 男女の比率は分かりますか。 
 
○事務局 
 分かりません。 
 
○委員 
 厚生労働省が「健やか親子２１」という取り組みを進めていますが、自殺者は一向に減

りません。 
 
○委員 
 いじめを苦にした自殺でしょうか。 
 
○事務局 
 １９歳以下、それから１９歳から２７歳も増えています。就職できなかったことが理由

かもしれません。 
 
○委員 
 理由は分かっているのでしょうか。 
 
○事務局 
 就職が関係しているのではないかと思いますが、これは推測でしかありません。そのあ

たりについては調査したいと思います。 
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○委員 
 女性管理職の退職が比較的多かったため、事務系係長級職員の女性比率が低下している

とのことですが、退職理由は分かっていますか。仕事の負担が大きかったため退職したの

か、定年退職だったのかによって対策が違ってくると思います。 
 評価報告書（案）の、《４．男性、子どもにとっての男女共同参画》で、「男性の参加者

数は伸び悩んでいるようです」と、人ごとのような書き方になっています。その理由を追

求、分析する必要があると思います。 
 また、評価報告書（案）の、《１．あらゆる分野への男女共同参画の促進》について、「女

性比率が上昇した効果が見えてこないために」とありますが、表現が非常に後ろ向きです。

適切な書き方に改めた方がよいと思います。 
 
○事務局 
 係長級に昇進する年代の女性が育休を取得していること、また、定年退職前に早期退職

をされた方が多かったため比率が落ちました。 
講座への男性参加者の伸び悩みについては、若い世代の参加者を増やすため、講座開催

日時、企画内容について工夫、検討する必要があると思っています。 
ご指摘の表現については修正いたします。女性比率が上昇した際のメリットを積極的に

訴えていく必要があると思っています。例えば、女性の政治的地位の高い国は温暖化効果

ガスの排出量が少ないという客観的な事実があるという論文が出されています。 
 
○委員 
 進捗状況報告書の中の、男性に向けた講座で、『いきぬく「男」の心理学』について、対

象者は誰ですか、また、３回実施となっていますが連続講座ですか。 
 
○事務局 
 連続講座です。そのなかの１回は国の助成金によって実施しました。講師は、男性専門

相談員、産業カウンセラー、男性の悩み相談を受けている方を各１回お招きしました。 
 
○委員 
 参加者の年齢層を教えてください。 
 
○事務局 
 ４０代、５０代の方が中心でした。なかには３０代の方もおられました。 
 
○委員 
 子育てや介護ももちろん大切ですが、精神的なことに関する講座も必要だと思いますの
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で『いきぬく「男」の心理学』の講座はよいと思います。違う方面からアプローチしてい

く必要があると思います 
 
○事務局 
 西宮市の自殺者数について、平成２１年度までは８０名を超えていたのですが、平成２

２年に自殺対策の効果があらわれはじめ、男性の自殺者数は減っています。引き続き男性

に向けての支援的なサポートは続ける予定です。逆に女性の自殺者が増えてしまっている

のが課題ではあります。 
 
○委員 
 推進状況報告書の、乳がん、子宮がん等の検診の実施・啓発について、HPV ワクチンの

接種割合のデータも載せてください。 
また、母親学級・両親学級などによる妊娠・出産に関する知識の普及事業について、母

子健康手帳と一緒に配布される西宮市情報冊子に DV 相談窓口の電話番号を載せてくださ

い。 
 
「配偶者暴力相談支援センター」の開設について 
「しごとサポートウェーブにしきた」の開設について 
○事務局【  説   明  】  
 
○委員 
 相談室の受付時間以外は留守番電話で対応しているのでしょうか。また、２４時間対応

の緊急連絡先を留守番電話で案内していますか。 
 
○事務局 
 留守番電話で対応していますが、２４時間対応のほかのセンターを案内することはして

いません。この点は課題だと思っています。 
 
○事務局 
 受付時間以外の緊急の場合は警察への通報をお願いしています。相談という時間に余裕

のある場合は、開所時間中にお電話いただくというかたちにしています。 
  
○委員 
 市において２４時間対応することは難しいと思います。県の関係機関と話し合い、調整

してほしいと思います。 
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○事務局 
 配偶者暴力相談支援センターの運営について定期的に会合を持っていますので、調整し

ていきたいと思います。 
 しごとサポートウェーブにしきたについては、ハローワークと西宮市が相互連携しなが

ら進めています。 
 
○委員 
 西宮市とハローワーク西宮が連携となっていますが、西宮市の男女共同参画センターと

ハローワーク西宮が連携しているということですか。 
  
○事務局 
 市役所としては男女共同参画推進課と勤労福祉課が担当しています。勤労福祉課が窓口

となり、どこに設置すれば効果的か考えるなかで男女共同参画センターが選ばれたという

ことです。 
 
○委員 
 精神的に大変な状況にある人はカウンセリングを受けていただき、ある程度働く準備が

できた人にはしごとサポートウェーブにしきたを利用いただくという趣旨がこのちらしか

らは読み取れません。健康な人だけが対象と読めてしまいます。 
 
○事務局 
 ハローワーク西宮には女性の就業についての協議会があり、そこでは DV 被害者、母子

家庭に対する就業支援をメインとして行っています。ただ、ウェーブに DV 被害者が来る

ということを書くと支障がありますので、表向きは女性に特化した求職相談窓口であると

しています。また、しごとサポートウェーブにしきたでは求職活動の証明もできますので、

一般の方も来られます。 
 
○委員 
 相談担当者は市の職員ですか、ハローワークの方ですか。 
 
○事務局 
 職員は５名いますが、職業案内を担当している３名はハローワークの職員で、２名は勤

労福祉課の臨時職員です。 
 
○委員 

DV 被害者の方に対しては、単なる就職支援だけではなく、面接に行くための服を用意す
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るなどきめ細かな支援が必要です。そうしたことは市ではできないと思いますので、民間

団体との連携ももっと広がるといいと思います。 
 
○事務局 
 尼崎のトレピエでは、化粧品のサンプルを提供いただいたり、ストッキングの寄付をい

ただいたりするなど、民間団体と連携をしていると聞いたことがあります。今後の検討課

題としてまいります。 
（終了） 

 


