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西宮市男女共同参画推進委員会  

平成２８年度 第１回会議録 
 
平成２８年７月２１日（木） 
午前１０時００分～午後１２時００分     
於 男女共同参画センター ウェーブ 411 学習室 
 

出席者 
    （委 員）髙田 昌代、牧里 毎治、井上 はねこ、志賀 俊彦、 

原田 孝一、溝越 和子、折口 恵子、山下 素子 
    （事務局）市民局長 中尾 敬一 
         人権推進部長 保城 勝則 
         男女共同参画推進課 課長  森山 毅 
                   係長  藤井 有紀 
                   副主査 松井 裕行 
                   主事  廣瀬 貴規 

会議次第 
  １ 開 会 
 
  ２ 議 題 
  （１）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 
  （２）その他 
    
  ３ 閉 会 
 資料 

 ・西宮市の男女共同参画施策の推進について・・・資料１ 
・西宮市男女共同参画センター ウェーブ 

平成２７年度事業報告書 平成２８年度事業計画書（概要）・・・・・・・・資料２ 
 ・西宮市職員 次世代育成支援・女性活躍推進プラン・・・・・・・・・・・資料３ 
 ・その他資料（第４次男女共同参画基本計画（概要）など） 

                       
議題 西宮市の男女共同参画施策の推進について 
○事務局【  説   明  】  
 
○委員 

SNS の利用について。熊本、大分の大地震の際、被災地の代わりに、福岡市が特設サイトを設けて、

救援物資の受付やボランティアへの連絡などしていました。熊本のネット環境が整ったあとに引き継ぎ
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が行われましたが、非常によい連携が取れていたと思います。SNS 担当者を置き、サイトをつくるだけ

では意味がありません。他市の成功事例を参考にしながら、本当に役に立つ、生きるサイトにしてほし

いと思います。 
※SNS･･･フェイスブックやツイッターなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスのこと。 
 
○委員 
 中学校のための「デート DV 防止講座」の出前講座について。出前講座についての意見は寄せられま

すか。 
 
○事務局 
 講座を受けた中学生は、講座内容を素直に受け取っているようです。自分もこういう対応を取ってい

きたいといった感想をいただきます。生徒の意見は学校で集約し、NPO 法人ウィメンズネットこうべに

送られるのですが、そのうちいくつかの意見が市に上がってきます。 
 生徒の感想は、われわれが期待しているような模範回答のようなものが多いように思います。学校で

意見をピックアップしているからかもしれません。 
 講座の実施方法としては、ロールプレイングしながら分かりやすく伝えた上で、どうしたらいいかを

考えるように進めていきました。生徒たちも興味深く参加しているように思いました。 
 
○委員 
 昨年のデート DV 防止講座の出前講座は、鳴尾南中学校と西宮浜中学校で行われ、今年は平木中学校、

浜甲子園中学校、西宮浜中学校で実施される予定です。今年、鳴尾南中学校が実施しない理由、また、

西宮浜中学校が今年も実施する理由、新たに平木中学校、浜甲子園中学校が取組を始める理由を教えて

ください。 
 
○事務局 
 デート DV 防止講座は中学３年生対象のプログラムです。昨年、鳴尾南中学校は２年生、３年生を対

象に実施されましたので、今年の中学３年生はすでに受講済みのため、今年は実施しないのだと思われ

ます。 
 
○委員長 
 資料１の４ページ、７の（３）「若年層へのデート DV 防止啓発促進のための教職員の啓発に取り組み

ます」について、西宮市としての最終到達目標は何ですか。市内の中学生全員がこの講座を受けること

ですか。 
 
○事務局 
 男女共同参画推進課としては、全中学校で学校のカリキュラムとして実施し、全生徒が講座を受ける

ことを目標としています。ただ、現在のところは、数校で何度か実施したという状況です。 
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○委員長 
 市内全中学校でデート DV の啓発を進めるためには、学校の先生方が授業できなければなりません。

そのためには、男女共同参画推進課と教育委員会が協力し、教材づくりや先生方への講習をする必要が

あります。４ページの７の（３）には、教職員の啓発に取り組む、とありますが、何のために、いつま

でに何をするかが分かりません。単発でボールを投げているだけで、啓発につながらず穴が空いてしま

っています。ぜひ教育委員会と連携を取って、教材づくり、先生方のトレーニングを始めてほしいと思

います。市の予算を効率的にどのように使うか考えていただければ、広がりやすいと思います。 
 
○事務局 
 中長期的な計画として次にどうするか、何のためにするかという考えはありますが、具体的な施策を

示すことができていない状況です。今後、十分に考えていきたいと思っています。 
 
○委員 
 母子生活支援施設「ファミリエひかり」について。現在入居中の４世帯の方は、以前おられたところ

からこちらに転居されたのでしょうか。民営化されると利用者が利用しにくくなるというイメージがあ

るのですが、職員数が足りているのか等心配しています。 
 
○事務局 
 現在、入居されている４世帯の方が以前からおられる方かどうかは分かりません。民営化によってサ

ービスが低下するようなことがあってはならないと考えています。当然、母子生活支援施設についても

サービス低下がないよう、安心、安全が守られるように検討しています。４月にスタートしたところで、

現在のところ入居者に対するサービスが低下したかどうか判定しかねる状況です。 
 
○委員 
 以前、さくら苑が近くにありましたが、下が保育園、２階が児童館で３階が施設でした。とても不便

で、老朽化し、気の毒だなと思うような感じのところでしたから、今回新設された施設は素晴らしいな

と思っています。西宮市としては、さくら苑を閉園後、何か次の施設を計画しておられますか。 
 
○事務局 
 さくら苑の代わりがファミリエひかりです。以前も公設公営ではなく、公設民営で社会福祉法人が運

営していました。 
 
○委員 
 20 所帯ぐらいの定員数ということですが、定員数は足りていますか。以前は入居できない方がいたと

聞いています。 
 
○事務局 
 定員数は問題ないと考えています。以前の施設は老朽化し、トイレ、お風呂は共同など課題がたくさ

んあったため、それを改善するために今回新設しました。運営についても、最新の方法を取り入れると
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いうことで民設としました。 
 
○委員長 
 ファミリエひかりの利用者への対応を懸念しての質問だと思います。社会福祉法人の施設の自己点検

評価はありますか。安全、安心の確保を確認しているかというご質問の趣旨もあるかと思います。 
 
○事務局 
 一般的な福祉施設ですから、ほかの児童関係の施設と同様の取り扱いです。評価については、所管に

確認し、後日報告いたします。なお、施設の所在地については公表していません。 
 
○委員 
 DV 被害者の駆け込み寺という位置付けなのでしょうが、こういった施設があることを市民は知らない

ということですね。 
 
○事務局 
 被害者が直接行くところではありません。婦人相談員に相談があり、行くところがない場合、県の保

護施設に行く前の緊急保護施設という扱いです。事前に連絡いただければ見学いただけます。 
 
○委員長 
 ファミリエひかりは配偶者暴力相談支援センターではなく、緊急に一時保護が必要な場合に収容する

施設です。基本的には子どもたちの生活の場です。地域に十分溶け込み、地域の自治体とも仲良くする

という理念の上に設立されています。秘密基地のようになるのはどうかなと思います。 
 
○事務局 
 建設にあたっては地域に対する説明会、見学会を実施し、周知を図り、コミュニケーションを取って

います。 
 
○委員長 
 大切な理念を持って、次世代的な発想でつくられている施設だと理解しています。 
 
○委員 
 今夜寝るところがない親子がいる場合、どのようにしたらいいでしょうか。 
 
○委員長 
 今晩寝るところがない方は県の DV 保護施設に保護されます。県の施設にすぐに入れない場合は、フ

ァミリエひかりに一時入居いただきます。市が対応できない時間帯は警察が対応しているのですか。 
 
○事務局 
 はい、そうです。市に相談いただいた場合は DV 相談室につなぎ、県に相談します。県がすぐに対応
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できない場合はファミリエひかりを緊急保護施設として利用します。 
 
○委員長 
 避難場所はファミリエひかりの場合もあれば、ホテルの場合もあるし、高齢者の方の場合は違う施設

の場合もあると。色々な選択肢があって、その選択肢の一つとしてファミリエひかりがあるということ

ですね。 
 
○事務局 
 そうです。相談者に合わせた対応をしています。 
 
○委員 
 西宮市職員の次世代育成支援・女性活躍推進プランに、「男性職員の出産補助休暇を取得率 100％とす

ることを目指す」と書いていますが、西宮市の男性職員の出産補助休暇の取得率を教えてください。 
 
○事務局 
 今、数字を把握しておりませんので、確認して次回お伝えします。 
 （後日、78.5％と回答） 
 
○委員 
 出産補助休暇とはどのような休みですか。 
 
○事務局 
 配偶者の出産に合わせて取得する休暇です。一人目の出産の場合には２日、二人目以降は３日です。

予定日前後１週間前ぐらいから出産の日以後 14 日までの間に取得できます。具体的な取得率は分かりま

せんが、大抵の男性職員は取得していると思います。 
 
○委員長 
 男女共同参画推進課が、なぜ男性の育児休業取得を勧めるのか、皆さんはその理由を分かっているの

でしょうか。仕事に育児経験を生かせるということがこの書き方では分かりません。とりあえず取るよ

うに勧めれば取得率は上がるとは思いますが、それでは目的にかなっているとはいえません。取得した

人が自分の仕事にどのように生かして、西宮がどのようによくなったかが大事だと思います。 
 
○委員 
 子どもが病気になった場合、父親である自分が率先して面倒をみることによってワーク・ライフ・バ

ランスの大切さを知り、それを仕事に活かすことができることに気付いて、子育てが自分たちの人生や

暮らしの中で役に立つという具体的なシナリオが必要だと思います。駅ナカ（店舗や保育施設）は働く

女性の潜在ニーズが生み出したものです。それがきっかけとなって男女共同参画を理解する人が増えま

した。きっかけをていねいに説明した上で取得を勧めないと、取得することが目的になってしまいます。

工夫が必要です。 
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○事務局 
 育休取得した男性職員からメリットは聞いたことがありませんでした。アンケートを採ってリサーチ

することは可能だと思います。 
 
○委員長 
 職員研修で育休取得者に話をしてもらっている市町村もあると聞きます。 
 計画の中に「周りの人もできるだけ早く調整しましょう」と書いてありますが、女性の場合は妊娠し

たことが周囲の人にも分かりますが、男性の場合は言わなければ分かりません。出産手当金が支給され

てはじめて分かることが多いと思います。その中で、周りが調整するのは難しいと思います。具体的な

策が必要です。 
 
○事務局 
 西宮市でも女性職員が育休、産休を取ると職場は困るという意識がまだあります。適齢期の女性を職

場に異動させないでほしいという人たちもいます。そこから変えていく必要があります。なぜこの制度

がいるのかという思想の部分がまったく一般化していません。子どもを産み、育てるということが市の

内部でもなかなか認知されていない状況ですので、そこを変えていかなければと思います。また、育休

の代替職員として、臨時職員を活用と記述がありますが、代替がきかない職務も多いのが現状です。 
 
○委員 
 トップダウンが必要な場合もあると思います。京都府の副知事の一人は知事命令で育児休業を取得さ

れました。彼はいまや男性の育児休業取得の宣伝隊です。トップが音頭を取ってほしいと思います。 
 
○委員 
 育児休業制度は何のためにあるか、みんなが納得するような方向性を示すことも大事だと思います。 
 
○事務局 
 その辺りをプランに重点的に盛り込んでいきたいと思います。 
 
○委員長 
 育児休業取得について全国的な一覧表が出ると思いますので、その時に恥ずかしい思いをしないよう

にしていただきたいと思います。私たちもかかわっていますので、頑張りたいと思います。 
 
○委員 
 マタニティマークを付けていると嫌がらせされるという話を聞いて、さびしい社会だと思っています。

学校現場でも小学校６年生や中学校３年生の担任になった時に、保護者から「まさか妊娠しないでしょ

うね」という声をかけられることがあるのは事実であり、素直に妊娠を喜ぶ雰囲気がなくなっているこ

とを感じます。 
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○委員 
 市役所でも予算カットで人員は減らされるのに仕事は減らない。そんな中、夫婦揃って育休で休むな

んて何を考えているんだという話になります。そうではなくて、職場内で助け合い、喜んでくれる雰囲

気に職場を変えるために育休問題を考えましょうという方向に持っていく必要があります。そうしない

と、育休を取る人が足手まといのようになってしまいます。 
 学校の先生の場合は、新しい命が生まれて次の世代が育つことを話して、クラスの子どもたちみんな

を育てましょうという意味づけが必要だと思います。 
 
○委員 
 資料１の６ページ、主要な施策展開の（２）あらゆる分野への男女共同参画の促進で、「家庭」「職場」

「学校」「地域」をはじめとする～とあります。職場や学校では事業主や団体が啓発し、情報提供もなさ

れていると思いますが、家庭、地域に対する情報提供や啓発はまだまだできていないと思います。今後、

具体的にどのように進める予定ですか。 
 
○事務局 
 現状、地域における男女共同参画の推進については、色々な施策の中で地域のご協力をいただいてい

ます。民生委員やボランティアセンターの運営、老人クラブ、福祉ボランティアなどを通じて地域の方

とのかかわりの中で男女共同参画の視点を持って取り組んでいます。地域の方向けに講座をしているわ

けではありませんが、できる場面でやっています。 
 
○委員 
 子どもの貧困対策として、こども食堂の活動が行われていますが、子どもの貧困の根底にあるのはシ

ングルマザーの問題です。それは非正規雇用の問題や DV 問題につながり、子どもが夕食を食べられな

いというところにつながります。 
 災害時の避難所が女性にとって過ごしにくいという問題もあります。問題が取り上げられるのは一瞬

で、その後が続きません。防災用品や避難経路についてだけではなく、災害が起こる前から考えておく

べきことについて研修や研究会を立ち上げると地域が動き出すきっかけになると思います。女性の貧困

問題、災害対策は、地域の男女共同参画についての啓発のよい切り口になると思います。 
 
○委員長 
 自治体の公助が難しい中で、自治会としての共助や子どもを持っている親の自助があまり出てきませ

ん。震災を経験している市だからこそ、知恵をお持ちの方がたくさんおられると思います。 
 では、次の議題に移ります。 
 
議題 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  】  
 
○委員 
 特に注目度の高かった講座については講座の様子を DVD にしたり、ネットで配信したりしてはどうで
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しょうか。個人的には、職員向けの講座で非常に好評だった田中先生の講座を聞きたいと思っています。 
 
○委員 
 講座の記録は残っていませんか。講師の先生によっては、配信が不可の場合もあると思いますが。 
 
○事務局 
 記録は残していません。配信が可能かどうか、適宜講師に問い合わせます。 
 
○委員 
 地域からの依頼、要請がないと男女共同参画の学習会は実施できないのでしょうか。男女共同参画推

進課として地域に対してアクションを起こしてほしいと思います。 
 
○事務局 
 ウェーブをホームグラウンドとして、依頼があれば中学校などに出前講座をしています。条件、環境

が整えば地域に出向くことも可能です。地域での講座は従前からやるべきこととして考えてはいますが、

実現には至っていません。地域の女性リーダー研修についてはウェーブで実施するなど、その都度実施

しています。 
 
○委員長 
 今日、教育委員会の一連の研修に組み込むという話がありましたが、場所はどこで行われるのですか。 
 
○事務局 
 若竹生活文化会館です。 
 
○委員長 
 医療機関は病院でしかできないと思います。色々な研修のプログラムを把握し、来てもらうだけでは

なく、こちらから出向くといったプッシュ型も検討してほしいと思います。 
 
○事務局 
 おととし、西宮市中央病院の研修プログラムに DV 問題を盛り込みたいとの依頼を受け、病院で研修

を実施しました。既存の研修システムに組み込んでいただくのもいい方法だと思います。 
 
○委員長 
 研修会の始まる前の30分ぐらいを利用して男女共同参画の取組の報告をしてほしいという自治体から

の依頼もあります。研修会ではなくても、報告することによって関心を持ってもらえるかもしれません。 
 
○委員 
 各地区で研修会をしていますが、男女共同参画にかかわることはしていませんので、何かできればと

は思っています。 
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○事務局 
 男女共同参画推進課が地域に出ていく余裕があれば地域にはたらきかけていきますが、依頼が多くな

ると対応が難しくなると思います。現在のところ、各地区に出向いて研修をするための準備はできてい

ません。それを前提とした予算組みが必要になります。 
 
○委員 
 資料２、12 ページ、図書・資料コーナーについて。DV、デート DV を扱った DVD はありますか。ま

た、DVD には上映についての制限があると思いますが、その辺りはどうなっていますか。 
 
○事務局 
 物語映画だけではなく、研修向けに利用できる映像資料はあります。ただ、あまり活用はされていま

せん。各企業に配布している『労政にしのみや』を利用して、研修に使える DVD の PR ができると思い

ます。 
 
○委員 
 映像のほうが受け入れやすいのでラストフライデイ・シネマも来場者が多いのだと思います。せっか

く DVD があるなら活用したらどうでしょうか。 
 
○委員 
 資料２の３ページ、ラストフライデイ・シネマについて、夜の時間帯も実施しているとのことですが、

その時間は職員がいるのでしょうか。 
 
○事務局 
 はい、います。 
 
○委員 
 映画の上映会であれば市民が主体となって開催することができると思います。運営ボランティアスタ

ッフを養成するなど発想の転換が必要です。地域の講習会の前に組み込んでもらうのも一つの方法だと

思います。 
 
○委員長 
 市民の方々に協力いただいたり、PTA 等や自治体の会合を利用したりして啓発する方法もあると思い

ます。 
 
○委員 
 LGBT について。マスメディア・講演会などで取り上げられることが多くなっていると感じています。

また、西宮市教育委員会もセクシャルマイノリティーの啓発冊子を作成し、マスコミに取り上げられま

した。文科省が LGBT の教職員研修用冊子を各校２部配布するなど、各機関で啓発に取り組んでいます。
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西宮東高校の木曜講座では一般向けに LGBT についての講座をするとのことです。新設された高木北小

学校には、男女別のトイレのほかに多目的トイレが設置されていますが、車いすのマークと共に男女の

マークが付いていました。教育委員会に問い合わせたところ、LGBT を考えての設置かどうかについて

は分かりませんという回答でしたが･･･。 
※LGBT･･･レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーなどの性的少数者のこと。 
 
○委員長 
 資料３のイラストについて。男女共同参画の資料に使うイラストはよく考えて選んだほうがいいと思

います。無料イラストはステレオタイプなので注意が必要です。次世代育成支援という面では、親だけ

ではなく社会全体で育てる、女性活躍という面では、色々な女性がいるという流れになっています。 
 最後に事務局から連絡事項をお願いします。 
 
○事務局 
 本日の会議の内容については議事録を作成し、各委員に確認いただきます。次回の会議は１０月から

１１月を予定しています。その間に、庁内の関連事業の推進状況の評価報告書のコメントをお願いした

いと思います。 
 
○委員長 

時間になりましたので閉会いたします。 
（終了） 


