
西宮市男女共同参画プラン

男女がいきいきと躍動する男女共同参画社会の実現

西　宮　市

（中間改定）

概 要 版

　本市においては、平成9（1997）年度「西宮市新女性プラン」、平成19（2007）年度「西宮市男女共同参画プラン」を
策定し、男女共同参画社会の実現に向けて総合的に施策を推進してきました。
　現計画である「西宮市男女共同参画プラン」の期間は10年（平成19（2007）年～平成28（2016）年）としていますが、
社会・経済の変化や各種法令及び制度の改正等を踏まえて、目標数値を5年目に設定し「必要に応じて見直しを行
う」と定めていることから、このたび中間見直しを行うものです。
　また、男女共同参画プラン（中間改定）の別冊として、DVに関する施策を総合的に推進する「西宮市ＤＶ対策
基本計画」を策定しました。

＜西宮市男女共同参画プラン＞では
○進捗状況を見る指標を一部変更するとともに、指標の数値目標を平成28年度までのものに改定しました。
○内閣府の「第3次男女共同参画基本計画」において改めて強調している視点のうち、「男性、子どもにとっての
男女共同参画」、「貧困など生活上の困難に直面する男女への支援」、及び「地域、防災・環境その他の分野に
おける男女共同参画の推進」のうち防災について、本中間見直しの主要課題として項立てを行っています。

＜西宮市DV対策基本計画＞では
○DV防止の啓発とDV予防教育によるDVの発生自体を防止することに注力する基本計画としました。　　
○DV被害者支援に有効な事業とこれから必要となる事業を明確化し、市が総合的なＤＶ対策を行うための方向
付けとなるようにしました。

平成24（2012）年度から平成28（2016）年度（5年間）とします。
配偶者暴力防止法の改正や国の基本方針等の改定の際には、必要に応じて見直します。

男女共同参画プランの概念図

〈基 本 理 念〉

〈基 本 目 標〉

〈基本的視点〉

〈基本的視点〉

男女がいきいきと躍動する男女共同参画社会の実現

Ⅰ　あらゆる分野への男女共同参画の促進
Ⅱ　男女共同参画社会を実現する基盤づくり
Ⅲ　就労における男女平等の推進と環境の整備
Ⅳ　人権の尊重と健やかな暮らしのための環境整備
Ⅴ　安全・安心に暮らせる男女共同のまちづくり

男女の人権の尊重

エンパワーメントの促進

あらゆる分野での男女
共同参画の推進　　　

仕事と家庭・地域生活の両立

西宮市男女共同参画プラン（中間改定）

計画の期間

中間見直しのポイント

計画の見直しの趣旨

ドメスティック・バイオレンスは犯罪です。　夫・恋人からの暴力に悩んでいる人は、ご相談下さい。

＜女性のための相談＞
〇西宮市男女共同参画センター　ウェーブ
・電話相談 TEL 0798-64-9499（月・木　10時～16時）
・面接相談・法律相談予約 TEL 0798-64-9498（月～土　9時～17時）

＜全般的なDV相談＞
〇西宮市婦人相談（児童・母子支援グループ）
 TEL 0798-35-3166（月～金　9時～17時30分）
〇兵庫県立女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター）
 TEL 078-732-7700（9時～21時）

指標の設定
プランの進捗状況を判断するためのもので、目標として設定した数値をめざし施策を推進します。

西宮市男女共同参画プラン

基本
目標 項　　　　　　　　　　　目 現状数値

（22年度）
目標数値
または方向
（28年度）

Ⅰ

審議会等への女性の登用率 28.1％ 40.0％

市職員管理職にしめる女性の割合

係長級以上
（事務職のみ） 16.9％ 20.0％

課長級以上
（公立学校の校長・教頭・幼稚園長を除く全職種） 8.1％ 10.0％

Ⅱ

『「男は仕事、女は家庭」と言う考え方に（どちらかといえば）賛同しない』と答えた割合
（平成22（2010）年度男女共同参画に関する市民意識調査及び事業所意識調査） 52.3％ 60.0％

『「男女の地位」で男女が平等（やや平等）であると感じる』と答えた割合（家庭生活、職
場、学校、地域活動）
（平成22（2010）年度男女共同参画に関する市民意識調査及び事業所意識調査）

家庭生活 
63.5％ 75.0％

職場
43.1％ 55.0％

学校
 74.1％ 80.0％

地域活動 
62.0％ 75.0％

男女共同参画センターで実施した講座修了生によるグループの結成数 9グループ 15グループ

男女共同参画センターの登録グループ数 43グループ 60グループ

男女共同参画に関する地域等への出前講座の実施回数 3回／年 5回／年

Ⅲ

女性のパワーアップ講座への参加者数 187人 300人

市内事業所の男性育児休業取得率 2.5％ 13％

女性に対する暴力の防止に関する講座・研修の開催回数 4回／年 6回／年

Ⅳ 『身の回りで人権が尊重されていると思う』と答えた割合
（平成19（2007）年度　西宮市民意識調査） 17.8％ 50.0%

Ⅴ

男女共同参画センターにおける男性向け講座の参加者数 389人 600人

ファミリーサポートセンター登録会員数 3,405人 4,800人

保育所待機児童の解消 310人 0人

環境計画推進パートナーシップ会議委員の女性比率 25.0％ 40.0％

「自殺対策講演会・研修」および「精神保健福祉に関する講座」の開催回数 26回／年 35回／年

西宮市DV対策基本計画

基本
目標 項　　　　　　　　　　　目 現状数値

（22年度）
目標数値
または方向
（28年度）

Ⅰ DV相談窓口を知っている女性の割合 29.0% 67.0%

Ⅳ
職員へのDV防止に関する研修の実施回数 1回／年 ５回／年

二次的被害防止に向けた窓口職員対象研修会の開催回数 － １回／年

Ⅵ

DV防止に関する講演会等の実施回数 ３回／年 ５回／年

デートDV防止に関する啓発の実施 １回／年
市立中学校生徒
に対し、在学中に
１度は啓発を行う

概要版西宮市男女共同参画プラン（中間改定）

平成24（2012）年3月

発行　西宮市男女共同参画推進課
　　　〒663-8204　西宮市高松町4‒8　プレラにしのみや4Ｆ
　　　TEL：0798‒64‒9495
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男女共同参画センターで実施した講座修了生によるグループの結成数 9グループ 15グループ

男女共同参画センターの登録グループ数 43グループ 60グループ

男女共同参画に関する地域等への出前講座の実施回数 3回／年 5回／年

Ⅲ

女性のパワーアップ講座への参加者数 187人 300人

市内事業所の男性育児休業取得率 2.5％ 13％

女性に対する暴力の防止に関する講座・研修の開催回数 4回／年 6回／年

Ⅳ 『身の回りで人権が尊重されていると思う』と答えた割合
（平成19（2007）年度　西宮市民意識調査） 17.8％ 50.0%

Ⅴ

男女共同参画センターにおける男性向け講座の参加者数 389人 600人

ファミリーサポートセンター登録会員数 3,405人 4,800人

保育所待機児童の解消 310人 0人

環境計画推進パートナーシップ会議委員の女性比率 25.0％ 40.0％

「自殺対策講演会・研修」および「精神保健福祉に関する講座」の開催回数 26回／年 35回／年

西宮市DV対策基本計画

基本
目標 項　　　　　　　　　　　目 現状数値

（22年度）
目標数値
または方向
（28年度）

Ⅰ DV相談窓口を知っている女性の割合 29.0% 67.0%

Ⅳ
職員へのDV防止に関する研修の実施回数 1回／年 ５回／年

二次的被害防止に向けた窓口職員対象研修会の開催回数 － １回／年

Ⅵ

DV防止に関する講演会等の実施回数 ３回／年 ５回／年

デートDV防止に関する啓発の実施 １回／年
市立中学校生徒
に対し、在学中に
１度は啓発を行う

概要版西宮市男女共同参画プラン（中間改定）

平成24（2012）年3月

発行　西宮市男女共同参画推進課
　　　〒663-8204　西宮市高松町4‒8　プレラにしのみや4Ｆ
　　　TEL：0798‒64‒9495



西宮市男女共同参画プラン 西宮市ＤＶ対策基本計画
計画の体系表 計画の体系図

基本目標 基本目標

重点施策

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅱ

あらゆる分野への男女共同参画の促進

就労における男女平等の推進と環境の整備

人権の尊重と健やかな暮らしのための環境整備

安全・安心に暮らせる男女共同のまちづくり

男女共同参画社会を実現する基盤づくり

　 あらゆる分野への
Ⅰ 男女共同参画の促
　 進

Ⅰ 相談機能の充実

Ⅱ 被害者の安全確保

Ⅲ 自立支援

Ⅴ DV防止に向けた　 啓発・教育

Ⅳ 支援者の資質向上

　 男女共同参画社会
Ⅱ を実現する基盤づ
　 くり

　 就労における男女
Ⅲ 平等の推進と環境
　 の整備

　 人権の尊重と健や
Ⅳ かな暮らしのため
　 の環境整備　

　 安全・安心に暮ら
Ⅴ せる男女共同のま
　 ちづくり

主要課題 主要課題

1 政策・方針決定の場へ
の女性の参画の拡大 1 相談窓口の充実

3 福祉関係者および市民
による早期発見・通報

2 地域における男女共同
参画の促進 2 保健・医療関係者によ

る早期発見・通報

1 緊急時の安全確保と一
時保護までの支援

2 警察と連携した被害者
の支援

3 被害者に係る情報の保
護

1 DV被害者の手続きの
負担軽減

2 心身の回復に向けた支
援

3 生活の支援

4 就労の支援

5 住宅の支援

6 子どもへの支援

1 ＤＶ被害者支援に向け
た職員の資質向上、苦
情への対応

1 市民に対するDV防止
の啓発

2 若年層に対するDV防
止の啓発とDV予防教
育

3 DV予防教育に向けた
教職員への啓発

3 多文化共生と国際理解
の推進

2 学術分野及び生涯学習
における男女共同参画
の推進

3 男女共同参画の視点に
立った学校教育の推進

4 男性、子どもにとって
の男女共同参画

2 男女の仕事と生活の調
和

1 人権が尊重される社会
づくりのための意識啓
発

3 生涯にわたる健康支援

1 高齢者、障害のある人
が安心して暮らせるた
めの環境整備

2 貧困など生活上の困難
に直面する男女への支
援

3 防災・災害復興におけ
る男女共同参画の推進

1 男女共同参画社会を実
現するための意識改革

1 雇用における男女平等
の促進

2 女性に対するあらゆる
暴力の根絶

　⑴　女性の人材育成と能力の活用
◎⑵　施策・方針決定過程への女性の参画促進

◎⑴　相談窓口の周知
　⑵　相談窓口の強化
◎⑶　相談体制の整備

　⑴　福祉関係者によるDVの早期発見に向けた取り組みの充実
　⑵　 民生委員・児童委員によるDVの早期発見に向けた取り

組みの充実
　⑶　市民によるDVの早期発見に向けた取り組みの充実

プランにおいて諸課題の解決に向け、特に重点的に取り組む施策は以下のとおりです。

◎⑴　社会活動における女性リーダーの育成
　⑵　男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 　⑴　 保健・医療関係者によるDVの早期発見に向けた取り組

みの実施
　⑵　保健・医療関係者の通報体制の整備

　⑴　被害者の安全確保のための体制づくり

　⑴　警察との連携強化

◎⑴　情報保護の体制強化

◎⑴　DV相談窓口、手続きのワンストップ化
　⑵　婦人相談の充実

　⑴　心身回復のための支援

　⑴　生活基盤整備のための支援

　⑴　就労支援に向けた環境整備

　⑴　住宅確保に向けた支援

◎⑴　子どものケアに関する支援
　⑵　就学・保育に関する支援

◎⑴　職員の資質向上
　⑵　苦情とその対応内容の情報共有

◎⑴　市民へのDVおよびDV被害に関する理解の促進
　⑵　DV防止およびDV被害からの回復に向けた支援

◎⑴　若年層へのDV防止の啓発とDV予防教育の推進

　⑴　学校におけるDV予防教育の推進
　⑵　DV予防の取り組みの推進

　⑴　地域での多文化共生・国際理解の促進
　⑵　外国人市民にも住みやすい環境づくり

◎⑴　男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進
　⑵　研究・学術分野における女性の参画拡大

　⑴　学校園の教育における男女平等・共同参画の促進
　⑵　男女共同参画社会をめざす教育・学習機会の充実

◎⑴　男性に向けた男女共同参画の意識啓発
◎⑵　子育て環境の整備

　⑴　仕事と生活の調和の意識啓発
◎⑵　仕事と生活の調和に向けた環境整備

　⑴　人権尊重の視点に立った意識啓発
　⑵　メディアにおける女性の人権尊重

　⑴　生涯を通じた男女の健康支援
◎⑵　健康を脅かす問題についての対策の推進

◎⑴　 高齢者・障害のある人が安全・安心に暮らせるための条
件整備

　⑵　介護支援体制の充実

◎⑴　自立をめざす支援施策の充実
◎⑵　安定した雇用、就労に向けた支援施策の充実

　⑴　男女共同参画の視点での防災・災害復興施策の推進

◎⑴　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
◎⑵　男女共同参画の意識形成に向けた広報・啓発活動
　⑶　男女共同参画推進のための拠点機能の充実

　⑴　男女の雇用機会均等についての啓発
◎⑵　職場における男女平等の推進
　⑶　女性の就労支援のための施策の推進

◎⑴　女性に対するあらゆる暴力をなくす意識づくりの推進
◎⑵　DVの防止と被害者支援のための施策の推進
　　 「西宮市DV対策基本計画」

施策の方向 施策の方向

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

施策・方針決定過程への女性の参画促進 審議会等への女性の参画拡大

社会活動における女性リーダーの育成 地域活動・ボランティア活動等での女性リーダーの育成

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

職場における男女平等の推進 労働条件等の相談の実施

仕事と生活の調和に向けた環境整備 女性の就労支援に向けた関係機関との連携

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

女性に対するあらゆる暴力をなくす意識づくり
の推進

女性に対する暴力根絶のための広報・啓発

DV防止と被害者支援のための施策の推進 西宮市DV対策基本計画の策定

健康を脅かす問題についての対策の推進 自殺予防対策の推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

高齢者・障害のある人が安全・安心に暮らせる
ための条件整備

高齢者・障害のある人が地域で自立生活するための支援

自立をめざす支援施策の充実 ひとり親家庭支援の充実

安定した雇用、就労に向けた支援施策の充実 雇用における関係機関との連携促進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の
見直し

学校・家庭・地域等あらゆる分野における慣行見直しに向
けた啓発

男女共同参画の意識形成に向けた広報・啓発活
動

男女共同参画に関する啓発事業の実施

男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 ライフステージに応じた学習機会の充実

男性に向けた男女共同参画の意識啓発 男性の地域生活や家庭生活への参画促進

子育て環境の整備 子育て支援施策の充実

重点施策

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

相談機能の充実

DV防止に向けた啓発・教育

被害者の安全確保

自立支援

支援者の資質向上

プランにおいて諸課題の解決に向け、特に重点的に取り組む施策は以下のとおりです。

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

相談窓口の周知
ホームページ・市政ニュース等の広報媒体による市民へ
の相談窓口の周知

相談体制の整備 「配偶者暴力相談支援センター」の開設

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

市民へのDVおよびDV被害に関する理解の促進 女性の人権の尊重に関する啓発・広報
若年層へのDV防止の啓発とDV予防教育の推進 児童・生徒に対するDV予防教育の推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

情報保護の体制強化 DV被害者に関する情報管理の徹底

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

DV相談窓口、手続きのワンストップ化 「配偶者暴力相談支援センター」の開設
子どものケアに関する支援 子どもの心身回復をめざす取り組みの推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

職員の資質向上
職員に向けたDVおよびDV被害に関する理解促進のため
の研修の実施

プランを推進する体制

男女共同参画推進会議

連絡調整会議

男女共同参画懇話会

男女共同参画推進課

男女共同参画センター市職員

市
民

　
市
民
団
体

各施策所管課

施策への
フィードバック 研修

連絡調整
報告・協議 提言・意見

委員

事業企画協議
連絡調整
推進状況報告

　市の施策担当課は、プランが実効性のあるものとなるよう男女共同参画の視点を持って施策を実施し、諸課題に
取り組みます。プランの推進にあたっては、市だけでなく地域社会のさまざまな関係機関とネットワークを構築し、
協働して取り組みます。
　また、プランを具体的にかつ年次を追って推進していくため、毎年、施策の推進状況の調査を実施し、進捗状況
の検証を行います。
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計画の体系表 計画の体系図

基本目標 基本目標

重点施策

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅱ

あらゆる分野への男女共同参画の促進

就労における男女平等の推進と環境の整備

人権の尊重と健やかな暮らしのための環境整備

安全・安心に暮らせる男女共同のまちづくり

男女共同参画社会を実現する基盤づくり

　 あらゆる分野への
Ⅰ 男女共同参画の促
　 進

Ⅰ 相談機能の充実

Ⅱ 被害者の安全確保

Ⅲ 自立支援

Ⅴ DV防止に向けた　 啓発・教育

Ⅳ 支援者の資質向上

　 男女共同参画社会
Ⅱ を実現する基盤づ
　 くり

　 就労における男女
Ⅲ 平等の推進と環境
　 の整備

　 人権の尊重と健や
Ⅳ かな暮らしのため
　 の環境整備　

　 安全・安心に暮ら
Ⅴ せる男女共同のま
　 ちづくり

主要課題 主要課題

1 政策・方針決定の場へ
の女性の参画の拡大 1 相談窓口の充実

3 福祉関係者および市民
による早期発見・通報

2 地域における男女共同
参画の促進 2 保健・医療関係者によ

る早期発見・通報

1 緊急時の安全確保と一
時保護までの支援

2 警察と連携した被害者
の支援

3 被害者に係る情報の保
護

1 DV被害者の手続きの
負担軽減

2 心身の回復に向けた支
援

3 生活の支援

4 就労の支援

5 住宅の支援

6 子どもへの支援

1 ＤＶ被害者支援に向け
た職員の資質向上、苦
情への対応

1 市民に対するDV防止
の啓発

2 若年層に対するDV防
止の啓発とDV予防教
育

3 DV予防教育に向けた
教職員への啓発

3 多文化共生と国際理解
の推進

2 学術分野及び生涯学習
における男女共同参画
の推進

3 男女共同参画の視点に
立った学校教育の推進

4 男性、子どもにとって
の男女共同参画

2 男女の仕事と生活の調
和

1 人権が尊重される社会
づくりのための意識啓
発

3 生涯にわたる健康支援

1 高齢者、障害のある人
が安心して暮らせるた
めの環境整備

2 貧困など生活上の困難
に直面する男女への支
援

3 防災・災害復興におけ
る男女共同参画の推進

1 男女共同参画社会を実
現するための意識改革

1 雇用における男女平等
の促進

2 女性に対するあらゆる
暴力の根絶

　⑴　女性の人材育成と能力の活用
◎⑵　施策・方針決定過程への女性の参画促進

◎⑴　相談窓口の周知
　⑵　相談窓口の強化
◎⑶　相談体制の整備

　⑴　福祉関係者によるDVの早期発見に向けた取り組みの充実
　⑵　 民生委員・児童委員によるDVの早期発見に向けた取り

組みの充実
　⑶　市民によるDVの早期発見に向けた取り組みの充実

プランにおいて諸課題の解決に向け、特に重点的に取り組む施策は以下のとおりです。

◎⑴　社会活動における女性リーダーの育成
　⑵　男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 　⑴　 保健・医療関係者によるDVの早期発見に向けた取り組

みの実施
　⑵　保健・医療関係者の通報体制の整備

　⑴　被害者の安全確保のための体制づくり

　⑴　警察との連携強化

◎⑴　情報保護の体制強化

◎⑴　DV相談窓口、手続きのワンストップ化
　⑵　婦人相談の充実

　⑴　心身回復のための支援

　⑴　生活基盤整備のための支援

　⑴　就労支援に向けた環境整備

　⑴　住宅確保に向けた支援

◎⑴　子どものケアに関する支援
　⑵　就学・保育に関する支援

◎⑴　職員の資質向上
　⑵　苦情とその対応内容の情報共有

◎⑴　市民へのDVおよびDV被害に関する理解の促進
　⑵　DV防止およびDV被害からの回復に向けた支援

◎⑴　若年層へのDV防止の啓発とDV予防教育の推進

　⑴　学校におけるDV予防教育の推進
　⑵　DV予防の取り組みの推進

　⑴　地域での多文化共生・国際理解の促進
　⑵　外国人市民にも住みやすい環境づくり

◎⑴　男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進
　⑵　研究・学術分野における女性の参画拡大

　⑴　学校園の教育における男女平等・共同参画の促進
　⑵　男女共同参画社会をめざす教育・学習機会の充実

◎⑴　男性に向けた男女共同参画の意識啓発
◎⑵　子育て環境の整備

　⑴　仕事と生活の調和の意識啓発
◎⑵　仕事と生活の調和に向けた環境整備

　⑴　人権尊重の視点に立った意識啓発
　⑵　メディアにおける女性の人権尊重

　⑴　生涯を通じた男女の健康支援
◎⑵　健康を脅かす問題についての対策の推進

◎⑴　 高齢者・障害のある人が安全・安心に暮らせるための条
件整備

　⑵　介護支援体制の充実

◎⑴　自立をめざす支援施策の充実
◎⑵　安定した雇用、就労に向けた支援施策の充実

　⑴　男女共同参画の視点での防災・災害復興施策の推進

◎⑴　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
◎⑵　男女共同参画の意識形成に向けた広報・啓発活動
　⑶　男女共同参画推進のための拠点機能の充実

　⑴　男女の雇用機会均等についての啓発
◎⑵　職場における男女平等の推進
　⑶　女性の就労支援のための施策の推進

◎⑴　女性に対するあらゆる暴力をなくす意識づくりの推進
◎⑵　DVの防止と被害者支援のための施策の推進
　　 「西宮市DV対策基本計画」

施策の方向 施策の方向

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

施策・方針決定過程への女性の参画促進 審議会等への女性の参画拡大

社会活動における女性リーダーの育成 地域活動・ボランティア活動等での女性リーダーの育成

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

職場における男女平等の推進 労働条件等の相談の実施

仕事と生活の調和に向けた環境整備 女性の就労支援に向けた関係機関との連携

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

女性に対するあらゆる暴力をなくす意識づくり
の推進

女性に対する暴力根絶のための広報・啓発

DV防止と被害者支援のための施策の推進 西宮市DV対策基本計画の策定

健康を脅かす問題についての対策の推進 自殺予防対策の推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

高齢者・障害のある人が安全・安心に暮らせる
ための条件整備

高齢者・障害のある人が地域で自立生活するための支援

自立をめざす支援施策の充実 ひとり親家庭支援の充実

安定した雇用、就労に向けた支援施策の充実 雇用における関係機関との連携促進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の
見直し

学校・家庭・地域等あらゆる分野における慣行見直しに向
けた啓発

男女共同参画の意識形成に向けた広報・啓発活
動

男女共同参画に関する啓発事業の実施

男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 ライフステージに応じた学習機会の充実

男性に向けた男女共同参画の意識啓発 男性の地域生活や家庭生活への参画促進

子育て環境の整備 子育て支援施策の充実

重点施策

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

相談機能の充実

DV防止に向けた啓発・教育

被害者の安全確保

自立支援

支援者の資質向上

プランにおいて諸課題の解決に向け、特に重点的に取り組む施策は以下のとおりです。

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

相談窓口の周知
ホームページ・市政ニュース等の広報媒体による市民へ
の相談窓口の周知

相談体制の整備 「配偶者暴力相談支援センター」の開設

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

市民へのDVおよびDV被害に関する理解の促進 女性の人権の尊重に関する啓発・広報
若年層へのDV防止の啓発とDV予防教育の推進 児童・生徒に対するDV予防教育の推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

情報保護の体制強化 DV被害者に関する情報管理の徹底

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

DV相談窓口、手続きのワンストップ化 「配偶者暴力相談支援センター」の開設
子どものケアに関する支援 子どもの心身回復をめざす取り組みの推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

職員の資質向上
職員に向けたDVおよびDV被害に関する理解促進のため
の研修の実施

プランを推進する体制

男女共同参画推進会議

連絡調整会議

男女共同参画懇話会

男女共同参画推進課

男女共同参画センター市職員

市
民

　
市
民
団
体

各施策所管課

施策への
フィードバック 研修

連絡調整
報告・協議 提言・意見

委員

事業企画協議
連絡調整
推進状況報告

　市の施策担当課は、プランが実効性のあるものとなるよう男女共同参画の視点を持って施策を実施し、諸課題に
取り組みます。プランの推進にあたっては、市だけでなく地域社会のさまざまな関係機関とネットワークを構築し、
協働して取り組みます。
　また、プランを具体的にかつ年次を追って推進していくため、毎年、施策の推進状況の調査を実施し、進捗状況
の検証を行います。



西宮市男女共同参画プラン 西宮市ＤＶ対策基本計画
計画の体系表 計画の体系図

基本目標 基本目標

重点施策

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅱ

あらゆる分野への男女共同参画の促進

就労における男女平等の推進と環境の整備

人権の尊重と健やかな暮らしのための環境整備

安全・安心に暮らせる男女共同のまちづくり

男女共同参画社会を実現する基盤づくり

　 あらゆる分野への
Ⅰ 男女共同参画の促
　 進

Ⅰ 相談機能の充実

Ⅱ 被害者の安全確保

Ⅲ 自立支援

Ⅴ DV防止に向けた　 啓発・教育

Ⅳ 支援者の資質向上

　 男女共同参画社会
Ⅱ を実現する基盤づ
　 くり

　 就労における男女
Ⅲ 平等の推進と環境
　 の整備

　 人権の尊重と健や
Ⅳ かな暮らしのため
　 の環境整備　

　 安全・安心に暮ら
Ⅴ せる男女共同のま
　 ちづくり

主要課題 主要課題

1 政策・方針決定の場へ
の女性の参画の拡大 1 相談窓口の充実

3 福祉関係者および市民
による早期発見・通報

2 地域における男女共同
参画の促進 2 保健・医療関係者によ

る早期発見・通報

1 緊急時の安全確保と一
時保護までの支援

2 警察と連携した被害者
の支援

3 被害者に係る情報の保
護

1 DV被害者の手続きの
負担軽減

2 心身の回復に向けた支
援

3 生活の支援

4 就労の支援

5 住宅の支援

6 子どもへの支援

1 ＤＶ被害者支援に向け
た職員の資質向上、苦
情への対応

1 市民に対するDV防止
の啓発

2 若年層に対するDV防
止の啓発とDV予防教
育

3 DV予防教育に向けた
教職員への啓発

3 多文化共生と国際理解
の推進

2 学術分野及び生涯学習
における男女共同参画
の推進

3 男女共同参画の視点に
立った学校教育の推進

4 男性、子どもにとって
の男女共同参画

2 男女の仕事と生活の調
和

1 人権が尊重される社会
づくりのための意識啓
発

3 生涯にわたる健康支援

1 高齢者、障害のある人
が安心して暮らせるた
めの環境整備

2 貧困など生活上の困難
に直面する男女への支
援

3 防災・災害復興におけ
る男女共同参画の推進

1 男女共同参画社会を実
現するための意識改革

1 雇用における男女平等
の促進

2 女性に対するあらゆる
暴力の根絶

　⑴　女性の人材育成と能力の活用
◎⑵　施策・方針決定過程への女性の参画促進

◎⑴　相談窓口の周知
　⑵　相談窓口の強化
◎⑶　相談体制の整備

　⑴　福祉関係者によるDVの早期発見に向けた取り組みの充実
　⑵　 民生委員・児童委員によるDVの早期発見に向けた取り

組みの充実
　⑶　市民によるDVの早期発見に向けた取り組みの充実

プランにおいて諸課題の解決に向け、特に重点的に取り組む施策は以下のとおりです。

◎⑴　社会活動における女性リーダーの育成
　⑵　男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 　⑴　 保健・医療関係者によるDVの早期発見に向けた取り組

みの実施
　⑵　保健・医療関係者の通報体制の整備

　⑴　被害者の安全確保のための体制づくり

　⑴　警察との連携強化

◎⑴　情報保護の体制強化

◎⑴　DV相談窓口、手続きのワンストップ化
　⑵　婦人相談の充実

　⑴　心身回復のための支援

　⑴　生活基盤整備のための支援

　⑴　就労支援に向けた環境整備

　⑴　住宅確保に向けた支援

◎⑴　子どものケアに関する支援
　⑵　就学・保育に関する支援

◎⑴　職員の資質向上
　⑵　苦情とその対応内容の情報共有

◎⑴　市民へのDVおよびDV被害に関する理解の促進
　⑵　DV防止およびDV被害からの回復に向けた支援

◎⑴　若年層へのDV防止の啓発とDV予防教育の推進

　⑴　学校におけるDV予防教育の推進
　⑵　DV予防の取り組みの推進

　⑴　地域での多文化共生・国際理解の促進
　⑵　外国人市民にも住みやすい環境づくり

◎⑴　男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進
　⑵　研究・学術分野における女性の参画拡大

　⑴　学校園の教育における男女平等・共同参画の促進
　⑵　男女共同参画社会をめざす教育・学習機会の充実

◎⑴　男性に向けた男女共同参画の意識啓発
◎⑵　子育て環境の整備

　⑴　仕事と生活の調和の意識啓発
◎⑵　仕事と生活の調和に向けた環境整備

　⑴　人権尊重の視点に立った意識啓発
　⑵　メディアにおける女性の人権尊重

　⑴　生涯を通じた男女の健康支援
◎⑵　健康を脅かす問題についての対策の推進

◎⑴　 高齢者・障害のある人が安全・安心に暮らせるための条
件整備

　⑵　介護支援体制の充実

◎⑴　自立をめざす支援施策の充実
◎⑵　安定した雇用、就労に向けた支援施策の充実

　⑴　男女共同参画の視点での防災・災害復興施策の推進

◎⑴　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
◎⑵　男女共同参画の意識形成に向けた広報・啓発活動
　⑶　男女共同参画推進のための拠点機能の充実

　⑴　男女の雇用機会均等についての啓発
◎⑵　職場における男女平等の推進
　⑶　女性の就労支援のための施策の推進

◎⑴　女性に対するあらゆる暴力をなくす意識づくりの推進
◎⑵　DVの防止と被害者支援のための施策の推進
　　 「西宮市DV対策基本計画」

施策の方向 施策の方向

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

施策・方針決定過程への女性の参画促進 審議会等への女性の参画拡大

社会活動における女性リーダーの育成 地域活動・ボランティア活動等での女性リーダーの育成

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

職場における男女平等の推進 労働条件等の相談の実施

仕事と生活の調和に向けた環境整備 女性の就労支援に向けた関係機関との連携

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

女性に対するあらゆる暴力をなくす意識づくり
の推進

女性に対する暴力根絶のための広報・啓発

DV防止と被害者支援のための施策の推進 西宮市DV対策基本計画の策定

健康を脅かす問題についての対策の推進 自殺予防対策の推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

高齢者・障害のある人が安全・安心に暮らせる
ための条件整備

高齢者・障害のある人が地域で自立生活するための支援

自立をめざす支援施策の充実 ひとり親家庭支援の充実

安定した雇用、就労に向けた支援施策の充実 雇用における関係機関との連携促進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の
見直し

学校・家庭・地域等あらゆる分野における慣行見直しに向
けた啓発

男女共同参画の意識形成に向けた広報・啓発活
動

男女共同参画に関する啓発事業の実施

男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 ライフステージに応じた学習機会の充実

男性に向けた男女共同参画の意識啓発 男性の地域生活や家庭生活への参画促進

子育て環境の整備 子育て支援施策の充実

重点施策

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

相談機能の充実

DV防止に向けた啓発・教育

被害者の安全確保

自立支援

支援者の資質向上

プランにおいて諸課題の解決に向け、特に重点的に取り組む施策は以下のとおりです。

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

相談窓口の周知
ホームページ・市政ニュース等の広報媒体による市民へ
の相談窓口の周知

相談体制の整備 「配偶者暴力相談支援センター」の開設

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

市民へのDVおよびDV被害に関する理解の促進 女性の人権の尊重に関する啓発・広報
若年層へのDV防止の啓発とDV予防教育の推進 児童・生徒に対するDV予防教育の推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

情報保護の体制強化 DV被害者に関する情報管理の徹底

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

DV相談窓口、手続きのワンストップ化 「配偶者暴力相談支援センター」の開設
子どものケアに関する支援 子どもの心身回復をめざす取り組みの推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

職員の資質向上
職員に向けたDVおよびDV被害に関する理解促進のため
の研修の実施

プランを推進する体制

男女共同参画推進会議

連絡調整会議

男女共同参画懇話会

男女共同参画推進課

男女共同参画センター市職員

市
民

　
市
民
団
体

各施策所管課

施策への
フィードバック 研修

連絡調整
報告・協議 提言・意見

委員

事業企画協議
連絡調整
推進状況報告

　市の施策担当課は、プランが実効性のあるものとなるよう男女共同参画の視点を持って施策を実施し、諸課題に
取り組みます。プランの推進にあたっては、市だけでなく地域社会のさまざまな関係機関とネットワークを構築し、
協働して取り組みます。
　また、プランを具体的にかつ年次を追って推進していくため、毎年、施策の推進状況の調査を実施し、進捗状況
の検証を行います。



西宮市男女共同参画プラン 西宮市ＤＶ対策基本計画
計画の体系表 計画の体系図

基本目標 基本目標

重点施策

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅱ

あらゆる分野への男女共同参画の促進

就労における男女平等の推進と環境の整備

人権の尊重と健やかな暮らしのための環境整備

安全・安心に暮らせる男女共同のまちづくり

男女共同参画社会を実現する基盤づくり

　 あらゆる分野への
Ⅰ 男女共同参画の促
　 進

Ⅰ 相談機能の充実

Ⅱ 被害者の安全確保

Ⅲ 自立支援

Ⅴ DV防止に向けた　 啓発・教育

Ⅳ 支援者の資質向上

　 男女共同参画社会
Ⅱ を実現する基盤づ
　 くり

　 就労における男女
Ⅲ 平等の推進と環境
　 の整備

　 人権の尊重と健や
Ⅳ かな暮らしのため
　 の環境整備　

　 安全・安心に暮ら
Ⅴ せる男女共同のま
　 ちづくり

主要課題 主要課題

1 政策・方針決定の場へ
の女性の参画の拡大 1 相談窓口の充実

3 福祉関係者および市民
による早期発見・通報

2 地域における男女共同
参画の促進 2 保健・医療関係者によ

る早期発見・通報

1 緊急時の安全確保と一
時保護までの支援

2 警察と連携した被害者
の支援

3 被害者に係る情報の保
護

1 DV被害者の手続きの
負担軽減

2 心身の回復に向けた支
援

3 生活の支援

4 就労の支援

5 住宅の支援

6 子どもへの支援

1 ＤＶ被害者支援に向け
た職員の資質向上、苦
情への対応

1 市民に対するDV防止
の啓発

2 若年層に対するDV防
止の啓発とDV予防教
育

3 DV予防教育に向けた
教職員への啓発

3 多文化共生と国際理解
の推進

2 学術分野及び生涯学習
における男女共同参画
の推進

3 男女共同参画の視点に
立った学校教育の推進

4 男性、子どもにとって
の男女共同参画

2 男女の仕事と生活の調
和

1 人権が尊重される社会
づくりのための意識啓
発

3 生涯にわたる健康支援

1 高齢者、障害のある人
が安心して暮らせるた
めの環境整備

2 貧困など生活上の困難
に直面する男女への支
援

3 防災・災害復興におけ
る男女共同参画の推進

1 男女共同参画社会を実
現するための意識改革

1 雇用における男女平等
の促進

2 女性に対するあらゆる
暴力の根絶

　⑴　女性の人材育成と能力の活用
◎⑵　施策・方針決定過程への女性の参画促進

◎⑴　相談窓口の周知
　⑵　相談窓口の強化
◎⑶　相談体制の整備

　⑴　福祉関係者によるDVの早期発見に向けた取り組みの充実
　⑵　 民生委員・児童委員によるDVの早期発見に向けた取り

組みの充実
　⑶　市民によるDVの早期発見に向けた取り組みの充実

プランにおいて諸課題の解決に向け、特に重点的に取り組む施策は以下のとおりです。

◎⑴　社会活動における女性リーダーの育成
　⑵　男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 　⑴　 保健・医療関係者によるDVの早期発見に向けた取り組

みの実施
　⑵　保健・医療関係者の通報体制の整備

　⑴　被害者の安全確保のための体制づくり

　⑴　警察との連携強化

◎⑴　情報保護の体制強化

◎⑴　DV相談窓口、手続きのワンストップ化
　⑵　婦人相談の充実

　⑴　心身回復のための支援

　⑴　生活基盤整備のための支援

　⑴　就労支援に向けた環境整備

　⑴　住宅確保に向けた支援

◎⑴　子どものケアに関する支援
　⑵　就学・保育に関する支援

◎⑴　職員の資質向上
　⑵　苦情とその対応内容の情報共有

◎⑴　市民へのDVおよびDV被害に関する理解の促進
　⑵　DV防止およびDV被害からの回復に向けた支援

◎⑴　若年層へのDV防止の啓発とDV予防教育の推進

　⑴　学校におけるDV予防教育の推進
　⑵　DV予防の取り組みの推進

　⑴　地域での多文化共生・国際理解の促進
　⑵　外国人市民にも住みやすい環境づくり

◎⑴　男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進
　⑵　研究・学術分野における女性の参画拡大

　⑴　学校園の教育における男女平等・共同参画の促進
　⑵　男女共同参画社会をめざす教育・学習機会の充実

◎⑴　男性に向けた男女共同参画の意識啓発
◎⑵　子育て環境の整備

　⑴　仕事と生活の調和の意識啓発
◎⑵　仕事と生活の調和に向けた環境整備

　⑴　人権尊重の視点に立った意識啓発
　⑵　メディアにおける女性の人権尊重

　⑴　生涯を通じた男女の健康支援
◎⑵　健康を脅かす問題についての対策の推進

◎⑴　 高齢者・障害のある人が安全・安心に暮らせるための条
件整備

　⑵　介護支援体制の充実

◎⑴　自立をめざす支援施策の充実
◎⑵　安定した雇用、就労に向けた支援施策の充実

　⑴　男女共同参画の視点での防災・災害復興施策の推進

◎⑴　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
◎⑵　男女共同参画の意識形成に向けた広報・啓発活動
　⑶　男女共同参画推進のための拠点機能の充実

　⑴　男女の雇用機会均等についての啓発
◎⑵　職場における男女平等の推進
　⑶　女性の就労支援のための施策の推進

◎⑴　女性に対するあらゆる暴力をなくす意識づくりの推進
◎⑵　DVの防止と被害者支援のための施策の推進
　　 「西宮市DV対策基本計画」

施策の方向 施策の方向

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

施策・方針決定過程への女性の参画促進 審議会等への女性の参画拡大

社会活動における女性リーダーの育成 地域活動・ボランティア活動等での女性リーダーの育成

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

職場における男女平等の推進 労働条件等の相談の実施

仕事と生活の調和に向けた環境整備 女性の就労支援に向けた関係機関との連携

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

女性に対するあらゆる暴力をなくす意識づくり
の推進

女性に対する暴力根絶のための広報・啓発

DV防止と被害者支援のための施策の推進 西宮市DV対策基本計画の策定

健康を脅かす問題についての対策の推進 自殺予防対策の推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

高齢者・障害のある人が安全・安心に暮らせる
ための条件整備

高齢者・障害のある人が地域で自立生活するための支援

自立をめざす支援施策の充実 ひとり親家庭支援の充実

安定した雇用、就労に向けた支援施策の充実 雇用における関係機関との連携促進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の
見直し

学校・家庭・地域等あらゆる分野における慣行見直しに向
けた啓発

男女共同参画の意識形成に向けた広報・啓発活
動

男女共同参画に関する啓発事業の実施

男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 ライフステージに応じた学習機会の充実

男性に向けた男女共同参画の意識啓発 男性の地域生活や家庭生活への参画促進

子育て環境の整備 子育て支援施策の充実

重点施策

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

相談機能の充実

DV防止に向けた啓発・教育

被害者の安全確保

自立支援

支援者の資質向上

プランにおいて諸課題の解決に向け、特に重点的に取り組む施策は以下のとおりです。

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

相談窓口の周知
ホームページ・市政ニュース等の広報媒体による市民へ
の相談窓口の周知

相談体制の整備 「配偶者暴力相談支援センター」の開設

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

市民へのDVおよびDV被害に関する理解の促進 女性の人権の尊重に関する啓発・広報
若年層へのDV防止の啓発とDV予防教育の推進 児童・生徒に対するDV予防教育の推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

情報保護の体制強化 DV被害者に関する情報管理の徹底

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

DV相談窓口、手続きのワンストップ化 「配偶者暴力相談支援センター」の開設
子どものケアに関する支援 子どもの心身回復をめざす取り組みの推進

施　策　の　方　向 具　体　的　な　施　策

職員の資質向上
職員に向けたDVおよびDV被害に関する理解促進のため
の研修の実施

プランを推進する体制

男女共同参画推進会議

連絡調整会議

男女共同参画懇話会

男女共同参画推進課

男女共同参画センター市職員

市
民

　
市
民
団
体

各施策所管課

施策への
フィードバック 研修

連絡調整
報告・協議 提言・意見

委員

事業企画協議
連絡調整
推進状況報告

　市の施策担当課は、プランが実効性のあるものとなるよう男女共同参画の視点を持って施策を実施し、諸課題に
取り組みます。プランの推進にあたっては、市だけでなく地域社会のさまざまな関係機関とネットワークを構築し、
協働して取り組みます。
　また、プランを具体的にかつ年次を追って推進していくため、毎年、施策の推進状況の調査を実施し、進捗状況
の検証を行います。



西宮市男女共同参画プラン

男女がいきいきと躍動する男女共同参画社会の実現

西　宮　市

（中間改定）

概 要 版

　本市においては、平成9（1997）年度「西宮市新女性プラン」、平成19（2007）年度「西宮市男女共同参画プラン」を
策定し、男女共同参画社会の実現に向けて総合的に施策を推進してきました。
　現計画である「西宮市男女共同参画プラン」の期間は10年（平成19（2007）年～平成28（2016）年）としていますが、
社会・経済の変化や各種法令及び制度の改正等を踏まえて、目標数値を5年目に設定し「必要に応じて見直しを行
う」と定めていることから、このたび中間見直しを行うものです。
　また、男女共同参画プラン（中間改定）の別冊として、DVに関する施策を総合的に推進する「西宮市ＤＶ対策
基本計画」を策定しました。

＜西宮市男女共同参画プラン＞では
○進捗状況を見る指標を一部変更するとともに、指標の数値目標を平成28年度までのものに改定しました。
○内閣府の「第3次男女共同参画基本計画」において改めて強調している視点のうち、「男性、子どもにとっての
男女共同参画」、「貧困など生活上の困難に直面する男女への支援」、及び「地域、防災・環境その他の分野に
おける男女共同参画の推進」のうち防災について、本中間見直しの主要課題として項立てを行っています。

＜西宮市DV対策基本計画＞では
○DV防止の啓発とDV予防教育によるDVの発生自体を防止することに注力する基本計画としました。　　
○DV被害者支援に有効な事業とこれから必要となる事業を明確化し、市が総合的なＤＶ対策を行うための方向
付けとなるようにしました。

平成24（2012）年度から平成28（2016）年度（5年間）とします。
配偶者暴力防止法の改正や国の基本方針等の改定の際には、必要に応じて見直します。

男女共同参画プランの概念図

〈基 本 理 念〉

〈基 本 目 標〉

〈基本的視点〉

〈基本的視点〉

男女がいきいきと躍動する男女共同参画社会の実現

Ⅰ　あらゆる分野への男女共同参画の促進
Ⅱ　男女共同参画社会を実現する基盤づくり
Ⅲ　就労における男女平等の推進と環境の整備
Ⅳ　人権の尊重と健やかな暮らしのための環境整備
Ⅴ　安全・安心に暮らせる男女共同のまちづくり

男女の人権の尊重

エンパワーメントの促進

あらゆる分野での男女
共同参画の推進　　　

仕事と家庭・地域生活の両立

西宮市男女共同参画プラン（中間改定）

計画の期間

中間見直しのポイント

計画の見直しの趣旨

ドメスティック・バイオレンスは犯罪です。　夫・恋人からの暴力に悩んでいる人は、ご相談下さい。

＜女性のための相談＞
〇西宮市男女共同参画センター　ウェーブ
・電話相談 TEL 0798-64-9499（月・木　10時～16時）
・面接相談・法律相談予約 TEL 0798-64-9498（月～土　9時～17時）

＜全般的なDV相談＞
〇西宮市婦人相談（児童・母子支援グループ）
 TEL 0798-35-3166（月～金　9時～17時30分）
〇兵庫県立女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター）
 TEL 078-732-7700（9時～21時）

指標の設定
プランの進捗状況を判断するためのもので、目標として設定した数値をめざし施策を推進します。

西宮市男女共同参画プラン

基本
目標 項　　　　　　　　　　　目 現状数値

（22年度）
目標数値
または方向
（28年度）

Ⅰ

審議会等への女性の登用率 28.1％ 40.0％

市職員管理職にしめる女性の割合

係長級以上
（事務職のみ） 16.9％ 20.0％

課長級以上
（公立学校の校長・教頭・幼稚園長を除く全職種） 8.1％ 10.0％

Ⅱ

『「男は仕事、女は家庭」と言う考え方に（どちらかといえば）賛同しない』と答えた割合
（平成22（2010）年度男女共同参画に関する市民意識調査及び事業所意識調査） 52.3％ 60.0％

『「男女の地位」で男女が平等（やや平等）であると感じる』と答えた割合（家庭生活、職
場、学校、地域活動）
（平成22（2010）年度男女共同参画に関する市民意識調査及び事業所意識調査）

家庭生活 
63.5％ 75.0％

職場
43.1％ 55.0％

学校
 74.1％ 80.0％

地域活動 
62.0％ 75.0％

男女共同参画センターで実施した講座修了生によるグループの結成数 9グループ 15グループ

男女共同参画センターの登録グループ数 43グループ 60グループ

男女共同参画に関する地域等への出前講座の実施回数 3回／年 5回／年

Ⅲ

女性のパワーアップ講座への参加者数 187人 300人

市内事業所の男性育児休業取得率 2.5％ 13％

女性に対する暴力の防止に関する講座・研修の開催回数 4回／年 6回／年

Ⅳ 『身の回りで人権が尊重されていると思う』と答えた割合
（平成19（2007）年度　西宮市民意識調査） 17.8％ 50.0%

Ⅴ

男女共同参画センターにおける男性向け講座の参加者数 389人 600人

ファミリーサポートセンター登録会員数 3,405人 4,800人

保育所待機児童の解消 310人 0人

環境計画推進パートナーシップ会議委員の女性比率 25.0％ 40.0％

「自殺対策講演会・研修」および「精神保健福祉に関する講座」の開催回数 26回／年 35回／年

西宮市DV対策基本計画

基本
目標 項　　　　　　　　　　　目 現状数値

（22年度）
目標数値
または方向
（28年度）

Ⅰ DV相談窓口を知っている女性の割合 29.0% 67.0%

Ⅳ
職員へのDV防止に関する研修の実施回数 1回／年 ５回／年

二次的被害防止に向けた窓口職員対象研修会の開催回数 － １回／年

Ⅵ

DV防止に関する講演会等の実施回数 ３回／年 ５回／年

デートDV防止に関する啓発の実施 １回／年
市立中学校生徒
に対し、在学中に
１度は啓発を行う

概要版西宮市男女共同参画プラン（中間改定）

平成24（2012）年3月

発行　西宮市男女共同参画推進課
　　　〒663-8204　西宮市高松町4‒8　プレラにしのみや4Ｆ
　　　TEL：0798‒64‒9495


