
分科会 11 月 27 日(日) 9:30～11:30

＜分科会①＞

テ ー マ 女性の活躍推進と男女共同参画センターの役割

開催趣旨

女性の活躍促進に向けては、行政と経済界、NPO、地域団体等が連携
し、さまざまな取組みがなされている。その気運をとらえ、女性の登用
や職域拡大などあらゆる分野における女性の参画拡大、人材育成策の充
実、ワーク・ライフ・バランス推進などの女性の参画を可能とする環境
整備の加速化が求められる。

男女共同参画センターとして様々な機関と連携する取組みについて事
例を通して考える。

会 場 音楽室 出席者数 32 名

進 行
岸上真己
(一般財団法人大阪市男女共同参
画のまち創生協会)

運営協力
報告

松岡美江
(公益財団法人松山市男女共同参画
推進財団)

配布資料

【当日配布資料】
・「平成 28 年度ものづくり

企業のための女性技術者リ
ーダー養成塾」参加者募集
パンフレット

・あいホール通信
（平成 28年 10、11 号）

内 容

＜概要＞
先進的な取り組みであり、かつ今年度「事業企画大賞」を受賞した２つの事例発表

後、グループに分かれ、センターとして何ができるか、誰とつながることが有効か等
について意見交換し、全体でシェアした。

＜プログラム（進行）＞
１）進行の岸上さんから開催趣旨 及び 流れについて説明後、参加者の自己紹介

２）事例発表と質疑応答

①名古屋市男女平等参画推進センター・女性会館（イーブルなごや）伊藤克恵さん
「ものづくり企業のための女性技術者リーダー養成塾」

【企画のきっかけ】
平成 26年 5月開催の国立女性教育会館（ﾇｴｯｸ）での研修で、「共同参画 2013 年

10月号」(内閣府男女共同参画局発行)に掲載されている図表「都道府県別 M 字カーブ
の深さ、管理職比率、出生率」を見た。M 字カーブが深く管理職比率が低いゾーンに
いる愛知県を含む 7県の共通項が『ものづくりが盛んな地域では？』と考え、『もの
づくり→いいものを作りたい→長時間労働が当たり前→残業代で収入が多い→性別役
割分担意識の強化→女性技術者は男性中心の労働慣行の中で成果を発揮した者しかキ
ャリアアップできなかったのではないか』という仮説を立てた。そして、名古屋市が
男女共同参画社会になるためには『製造業にアプローチすることが有効ではないか』
と考え、自分たちが持っているネットワークでできることを企画した。
【連携の内容】

名古屋工業大学主催「工場長養成塾」（今年で 10 回目の歴史あり）をヒントに講



座を組み立てた。名古屋工業大学男女共同参画推進センターと共催できたことが最も
よかったことである。塾長には名古屋工業大学男女共同参画推進センター長 藤岡伸子
さんに、「工場長養成塾」塾長仁科さんには副塾長になっていただいた。

共通の目標は、中小企業をターゲットにし、『中小企業における女性技術者のリー
ダー養成』であることを確認の上、進めていった。

2 期目である今年度は、参加者の増加と中小企業比率のアップを目標に設定。岡崎
信用金庫、愛知銀行、大垣共立銀行が後援し精力的に動いてくれた（この後援は「工
場長養成塾」で既にこの 3 行が後援していたために実現）。また中部経済産業局、中
部経済連合会、名古屋商工会議所、中部ダイバーシティ Net からも後援を得る。以上
の結果、中小企業からの参加は 3 社から 10社に増加し、半数以上が中小企業となっ
た。

連携の思わぬ副産物として、中部経済産業局『ものづくり女子の活躍応援サイト』
の中の「オススメ研修情報」に当事業が掲載されたり「活躍するものづくり女子」
「リケジョの星」に受講生が登場。更に日本女性技術者フォーラムとの連携もスター
ト。様々な人、組織、団体の協力を得て当事業を実施することができた。
【まとめ】
・連携には、「組織との連携」と「人との連携」がある。

「組織との連携」：さまざまな組織に味方をつくる。
「人との連携」 ：“熱い人”を味方につけて、その人から伝播させていく。

②浜松市男女共同参画文化芸術活動推進センター（あいホール）井出あゆみさん
「第 2 回浜松市議会議員とあいゆうねっととの意見交換会」

【企画のきっかけ】
浜松市民の男女共同参画意識はまだまだ低く、啓発事業をやっても成果が見えにく

い。それを打破するためには、力を持った人に対してアプローチをしていかないと変
わらないと考え、平成 26 年度から議員とのパイプづくりを行うために、「市議会議
員と『あいゆうねっと』(※)との意見交換会」を企画した。
(※)あいゆうねっと：浜松市内で男女共同参画の視点を持って活動している市民グループのネ

ットワーク。現在 34 団体。（当センターを管理運営している NPO 法人浜
松男女共同参画推進協会が音頭をとって活動している）

【事業の目的・目標】
・あいゆうねっとのメンバーは地域課題を把握しているが、それが政策にまでなかな

か届かないので、それを議員に届ける。
・政策決定の場にいる議員に男女共同参画の視点が薄い実態があるので、女性の視点

を届ける機会とする。
【工夫点】
・政治的な活動との誤解やその悪影響を避けるため、センターの男女共同参画推進事

業ではあるが、センターの主催ではなく、市からの受託者である NPO 法人浜松男女
共同参画推進協会の主催として実施。

・事前に市議会の各会派を訪ね、長に事業の趣旨と男女共同参画の意義を伝えた。
【成果】
・扱ったテーマのうちの１つ「ひとり親の支援」から、子ども食堂が市の施策として

実施されることとなった。
・あいゆうねっとのメンバーが市議会議員選挙に立候補し、当選した。
【まとめ】
・議会とのパイプをこれからも継続的につくっていきたい。議員に理解してもらいな

がら、男女共同参画推進を応援していただく形で進めていきたい。

３）グループ討議・全体でのシェア

＜まとめ＞
・普段付き合っていない相手、共通言語がない接点の弱い相手と話すことで、広がり

が出て新しいアイディアも出てくる。
・男女センター同士の事例を参考にすると深くなりすぎる嫌いがあるので、全く違う

分野の機関が実施している事業を参考にするなど、別の視点に学ぶことも必要。
・実際の行動に移していく。視野を拡げて情報収集をする。



＜分科会②＞

テ ー マ 困難な状況にある女性のための支援事業

開催趣旨

若年女性やシングル女性の貧困問題は深刻な問題であるにも関わらず、
可視化されてこなかったため社会的支援策もない。男女共同参画センタ
ーができる取組みとしては、女性相談以外にも調査研究で実態を明らか
にすることや支援プログラムを実施すること、当事者がつどい、交流す
ることにより当事者自身がエンパワメントされていくサポートの場の設
定、そして、メディアや行政に発信することで、社会課題の解決につな
げていくことが考えられる。
男女共同参画センターだからこそできる支援のあり方について考える。

会 場 研修室１ 出席者数 18 名

進 行
邊見 倫子
（一般財団法人大阪市男女共同
参画のまち創生協会）

運営協力
報告

山屋 理恵
（特定非営利活動法人インクルいわ
て）

配布資料
尼崎市
尼崎市女性センタートレピエ
・事例報告書
・仕事塾受講生募集チラシ
豊中市
とよなか男女共同参画推進セ
ンター
・若年女性支援事業報告書
大阪市
・生きづらさ・働きづらさに
悩む若い女性のためのパソコ
ン講座事業報告書

内 容

＜概要＞
困難な状況にある女性のための支援事業について協議した。当事者は深刻な状

況であり、少数ではない現実があっても可視化されず、有効な支援策が講じられ
ていない現実から、取り組みを進めている団体からは同様な課題が出され、試行
錯誤している状況が伺えた。

男女共同参画センターだからこそできる取り組みを模索し検討した。

＜プログラム（進行）＞

１ コーディネーター（進行）から分科会の趣旨と実施している団体の紹介。

２ 参加者の自己紹介と事例紹介

① 尼崎市 困難な状況にある女性のための就労支援事業事例報告
発表者 尼崎市女性センタートレピエ 尾本 信子さん

シングルマザー等を対象としたパソコン・就労支援講座（平成 21年度～）
若年シングル女性を対象としたガールズ講座（平成 23 年度～）を実施。
センターの講座修了者、関係機関からの紹介など連携が重要。ジョブトレーニ
ングというプログラムで個別就労相談を並行して実施しながら歩調をあわせ、
段階的に支援を実施。コミュニケーションを多く重ね、仕事の指示を丁寧に出
すことでしっかり受け止め前向きになり、信頼関係の構築が重要である。平成
26年度から実施のしごと塾では尼崎市しごと支援課との共催により、広報も広
く実施、新聞折り込み等費用のかかる媒体も利用できた。

参加者の満足度も高く、課題は関係機関との連携強化とスタッフの事務負担
の軽減化である。



② 豊中市 若年女性支援事業報告
発表者 とよなか男女共同参画センター 藤長 恵子さん

39 歳くらいまでの未婚（シングルマザーは除く）で生きにくさを感じてい
る女性が対象。共通していることは知られたくないという気持ちと自己肯
定感の低さ。初職が非正規であること、公共での支援を知らないこと、自
分から伝えるのが苦手、情報を得ることが難しいなど共通した傾向がみら
れるとの報告がされた。受講の効果が高いことから少人数でも丁寧に実施
していく必要性が報告された。課題として対象者の絞り方、また実施後の
フォロー、連携団体へのつなぎ、支援の周知方法などが挙げられた。

③ 大阪市 困難な状況にある人への支援事業
生きにくさ・働きづらさに悩む若い女性のためのパソコン講座事業

発表者（一財）大阪市男女共同参画のまち創生協会企画調整課 邊見 倫子さん
平成 23 年度から実施しており、講座の満足度も高く、生きづらさや働き

にくさを抱えている若年層の女性が多く存在することが分かった。他にも似
通った事業を実施している他業種団体もあるが、若い女性にとって「女性だ
けの場」「仕事以外の悩みも相談できること」が良いのではないか。また、
課題を抱える女性がモチベーションを保って現実と向き合うことの難しさ、
いかに対象とする層へ情報を届け、参加に結びつけるかなど広報・集客にも
課題が残る。

３ ディスカッション
特に課題に挙がった広報、予算、事業の方向性について活発な意見交換が

行われた。
当事者に届く広報の仕方については、地域の民生委員、教育委員会、他市

町村の部局など役所の職員の PR が力になるのではないか、地元のコンビニ、
スーパー、駅のコーナーなど目につきやすい場所で行うこと、また経済的困
窮を抱えている場合が多いので参加者への交通費支給が必要ではないか。
事業予算の確保については、基金をつくる、指定管理の中で実施する強み

と弱みなど、意見が多く出された。
今後の事業の方向性として、プログラム内容の見直しや、一つのセンター

で実施するのではなく、キャンペーンを張って複数のセンターで同時に実施
してはどうか、など多様な意見が出された。

＜まとめ＞

・ 広報、集客、資金獲得、通常の事業の中で、この事業をどのように実施してい
くかなど共通した課題が浮かび上がった。また困難な状況にある女性への支援は
確実に効果があり、必要な事業であることが共通認識となった。

真にすべての女性が輝くというのであれば、困難を抱えた女性への支援こそ重
要である。可視化されてこなかったということは、一番深刻な状況にあって見え
にくいと同時に、当事者が声を上げにくい、知られたくないという現状に配慮が
必要ということである。

今後の事業の方向性としては、男女共同参画センターだからこそのプログラ
ム、女性の抱える光と影の部分を広く可視化させるしくみをつくること。センタ
ー間の連帯を深め、よりよい支援策を講じていくためにも情報共有しながら実施
していければいいのではないか。社会に認識をひろめながら、必要な人に情報が
届く仕組みをつくる、センターは困った人が来られるところであると同時に、セ
ンターとしてどこまで支援ができるのか、他に連携や専門性が必要なのではない
かなど、問いを立てながら地域のセーフティーネットとなるべく実施していきた
い。



＜分科会③＞

テ ー マ 女性への暴力防止に向けて～男性への取組みから～

開催趣旨

「男らしさ」にとらわれ、男性は悩みを人に伝えられず、生きづらさを
ひとりで抱えている場合が少なくない。男性がおかれている現状や男性
相談について、事例を共有しながら対応を考える。
また、男性が主体となって取り組んでいる女性への暴力防止キャンペー
ンである「ホワイトリボンキャンペーン」の事例をとおして、男女共同
参画センターでこれからどのように取組みを広げていくか考える。

会 場 会議室 2 出席者数 20名

進 行
田中 陽子
（一般財団法人大阪市男女共同
参画のまち創生協会）

運営協力
報告

武藤 祐太
（三重県男女共同参画センター）

配布資料

ホワイトリボンキャンペーン
・リーフレット

こうち男女共同参画センター
・男性相談カード

川崎市男女共同参画センター
・ちちしるべ

Way To Be a Dad
・情報誌すくらむ
・シングルファーザー生活実

態インタビュー調査 報告
書

内 容

＜概要＞

男性相談の現状やシングルファーザーの生活実態の調査結果などの事例をとおして男
性の抱える悩みや課題を知る。
そこから男性の暴力をなくすための方策について、参加者からの質疑応答をとおして
考えた。

＜プログラム（進行）＞

事例提供
中村 彰さん（ホワイトリボンキャンペーン・ジャパン）

カナダで 1980 年代後半からマイケル・カウフマンによる、男性が暴力をふるうこと

に対して否定の意志を示すことの重要性を啓発する活動が広まった。この考え方は、

日本におけるメンズリブ運動の流れと重なる。

近年では「フェアメン」（暴力を決して振るわず、パートナーを対等な相手として尊

重する男性のこと）という言葉を発信して相手も自分も大切にできる男性を増やす活

動を続けている。この言葉を「イクメン」のように広げることで、暴力をふるう男性

を減らしていくことを狙っている。

また暴力の問題を考えるうえで、男性の被害者がいることや、女性同士のカップルの

間で暴力がおこる場合もあることを知っておくべきである。性別によって誰が加害者

で誰が被害者であるかという思い込みを無くさないと、男性をはじめとする少数派の

人々が被害者になったときに声を上げにくくなるという現実がある。



尾形 泰伸さん（川崎市男女共同参画センター すくらむ 21）
シングルファーザー生活実態インタビュー調査から見えてくる男性の抱える課題に

ついて講義いただいた。
まず、この調査はシングルファーザーの自助グループの形成も念頭に置いて企画・

実施した。その結果、調査に協力してくれる当事者が予想以上に集まったことから、
このテーマに対するニーズの高さがうかがえた。

インタビュー調査を開始すると、最初は「特に問題はない」と答える当事者が多か
ったが、話を進めていくと「実は・・・」と抱えている課題を語る方もいた他、自分
では課題と認識していなかったが、話を聞いてみると関係機関への相談につなげるこ
とで改善できる課題を抱えている方もいた。このことから自分自身のことや家庭のこ
とを話せるような関係を築けず、社会的に孤立してしまうことで、そもそも課題を抱
えていることに気づかないという現実が見えてきた。

インタビュー調査という場で話してみての感想あるいは協力動機からは、「語るこ
と」の必要性や意義が垣間見えた。今後男性にむけた事業展開方法の一つとして、
「相談」や「当事者自助グループ」を前面化せずに、語ることのできる機会創出とい
う方向性があるのではないだろうか。

池添 佳代さん（こうち男女共同参画センター ソーレ）
こうち男女共同参画センタ－の男性相談の現状や今後の展望についてお話しいただ

いた。現在、センターでは月 3回電話または面談での男性相談を行っている。相談を
受けるのは男性の臨床心理士、精神保健福祉士、キャリアカウンセラーなど。現在相
談を受ける中で 40 代男性からの相談が最も多くその次に 30 代、20 代と続いてい
る。（30代、20代は入れ替わることもある）内訳は夫婦や家族関係の悩みが一番多
いが、ここ数年では仕事に関すること（仕事ストレス、人間関係、休職後の職場復帰
など）が増えてきている。

男性相談の件数は広報をすれば着実に増えるという現状があるため、競輪場、競馬
場といった男性が多くいると思われる場所への広報を続けている。

現在、女性の電話相談に男性からの相談がかかってくることが多数ある。その原因
としては、テレビやラジオでの広報では詳細情報までは伝わらないということが考え
られる。また、女性相談に男性からの電話がきた場合、ある程度話を聞いたうえで男
性相談の日時を伝え、予約してもらうか、急ぐ場合には、関係機関につなげるという
方法をとっている。

田中 陽子さん（一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会）
クレオ大阪での相談件数の推移や実情について、また大阪はＤＶの件数が多いこと

から大阪市から委託されているＤＶ被害者支援事業についてお話しいただいた。
クレオ大阪ではＤＶが顕在化する前後の支援を担い、現在発生しているＤＶについ

ては大阪市配偶者暴力相談支援センターと役割分担をして支援している。市の委託事
業としてＤＶ専門電話相談、緊急一時保護施設へのケースワーカー・カウンセラーの
派遣業務等も担当。また「夕陽丘基金」を立ち上げ、ＤＶ被害者やその同伴者に対し
て保護命令の申請にかかる費用や当面の生活費等の貸付による経済的な支援も行って
いる。相談現場からのニーズを、地域の団体と協働で、事業化してきた成果である。

クレオ大阪の男性相談は、相談を担当する団体（『男』悩みのホットライン）の協
力のもと、「全国男性相談研修会」(第 1～3 回)を開催し、男性相談の意義と具体的な
対応方法、女性相談・男性相談の相乗効果等を全国にむけて発信している。

＜まとめ＞
各地域で男性相談が開設されているほか「フェアメン」という考えを啓発するなど

男性向けのサポートや啓発は多数行われている。しかし、シングルファーザーの方々
が単身のしんどさから、子どもに暴力が向かってしまう可能性がある、という話もあ
り、男性が弱音を吐くことをよしとしない、現在の社会にあるジェンダー意識が暴力
につながることが伺えた。

ホワイトリボンキャンペーンでもまだ体制が浅く、今後の男性に向けた取り組みと
しても具体的な計画はないとのことからも、暴力をめぐる男性事情の情報収集と具体
策の考案が必要と思われる。



＜分科会④＞

テ ー マ 災害・防災・復興における男女共同参画センター

開催趣旨

東日本大震災以降、全国の地域防災計画の見直しがなされ、災害時には
避難所として男女共同参画センターを位置づける計画も立案されてい
る。熊本地震では、熊本市男女共同参画センターが集約避難所となっ
た。
震災から半年余り、防災を初め、それぞれの地域にとって男女共同参画
センターが「あるって大事」であるために、女性リーダー育成、つなが
りを広げる等、平素から備えていく役割や在り方とは何か、熊本県と市
の男女共同参画センターの今回の体験を通して議論を深めていく。

会 場 音楽室 出席者数 27名

進 行
納米恵美子
（特定非営利活動法人全国女性
会館協議会）

運営協力
報告

長沢涼子
（福島県男女共生センター）
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「はあもにい」Vol.80
2016.7

内 容

＜概要＞
熊本地震での対応事例と東日本大震災での経験から見えてきた、災害・防災・復興

における男女共同参画センターの役割や今後の課題等について協議した。
過去の震災の教訓、経験が熊本地震での対応に活かされたことなどから、防災･復興

分野における男女共同参画の推進が少しずつではあるが着実に進展していること、ま
た、設置主体や運営形態の違いによりセンターの役割や課題は異なるが、どのような
立場にあっても取組を進める上では様々な専門家と連携し進めていくことが必要であ
ること等を共有した。

＜プログラム（進行）＞
１）開催趣旨、事例提供者の紹介。

２）事例提供
①発表者 熊本県くまもと県民交流館パレア男女共同参画センター 古森 豊さん

熊本地震後、館内が破損したため、完全に復旧したのは 7 月からとなった。その
間、女性総合相談業務については、平日昼の電話相談に限って早期に再開させ、6
月 1 日から通常運営を行った。想定外の地震ではあったが、過去の震災時の情報収
集からはじまり、その後女性会館協議会や熊本市との協力関係があったことで、い
ち早く性被害防止のためのポスター掲示など様々な取組を実施できた。中でも「被
災地訪問相談事業」は 8月から開始、国の支援もいただきながら、積極的に取り組
んでいる。
県直営のセンターである故に県の災害対策本部体制に組み込まれてしまい男女共

同参画センターとしての業務ができにくかったこと、また県として被災市町村に対
する男女共同参画視点での支援をするための調整が困難であったことなど、まだま



だ課題は多い。

②発表者 熊本市男女共同参画センター はあもにい 藤井宥貴子さん

指定管理者であり、かつ避難所に指定されていない状況下で、男女共同参画セン
ターとしてなすべき事は何かを考えることから始まった。数人の避難者を受け入れ
たのち、5 月の連休明けから 8月まで建物内に集約避難所が開設された。
発災直後の取組としては性被害・DV を防止するためのチラシ作成・配布を行った

が中には「こんな非常時に性被害など起こるはずがない」といった声も聞かれた。
しかし、二次被害を出さないという思いで継続した。
その後避難所キャラバンを開始し、内閣府で作成しているチェックシートを基に

調査を行った上で改善策の提案を行った。こうした活動が可能となったのは、全国
の男女共同参画センターとのつながりがあったからこそである。過去の震災を経験
した上での報告書や関係者のアドバイスが役立った。
つながることの重要性と受援力の必要性を強く感じている。

③発表者 公益財団法人せんだい男女共同参画財団 木須八重子さん

熊本地震でのケースは、男女共同参画センターが長期避難所となった初のケー
ス。
阪神淡路大震災、中越地震、東日本大震災での女性支援の経験が熊本にきちんと

伝わっていたと評価できる。
男女共同参画の視点で被災者支援を行うのは他でもなくセンターの職員だが、避

難所開設・運営を担うのは市町村である。市町村職員が主体となって関わる避難所
運営に、運営形態が様々なセンターの職員がどこまで、どのように関わるのかとい
うことは課題である。
また、県と市のセンターでは担うべき役割・位置づけも異なる。避難所では命を

守る、衛生面を確保する、二次被害を防ぐ、生活再建のための情報提供を行うなど
多方面からの支援が必要となる。ジェンダーの視点だけで支えるのは不可能なの
で、各分野のプロとつながってこそ力を発揮できる。また、全国女性会館協議会の
相互支援システムも上手く活用してほしい。

３）専門家との連携、指定管理者のセンターとしての課題などについて意見交換。

＜まとめ＞
・災害・復興・防災分野におけるジェンダー・男女共同参画の視点は重要ではあるが

それだけでは解決できない課題がある中、日頃から多様な専門家と連携しネットワ
ークを広げておくことが重要。

・県または市町村、直営または指定管理など運営形態によって抱える問題・課題が異
なる。特に指定管理の場合、災害時・緊急時における職員の雇用問題が大きな課題
となる。

・阪神淡路大震災以降、男女共同参画センターも女性支援のための大きな経験値を積
み上げてきた。復興へのプロセスはまだまだであるが、過去の経験を活かして着実
に進んでいけるのではないか。


