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大阪狭山市男女共同参画推進プラン（案）パブリックコメント手続きの実施状況 

募集期間 平成１７年１月１４日から平成１７年２月１４日 

意見件数 ≪提出人数≫   ７人（個人） 

≪意見件数≫  19件 

 

大阪狭山市男女共同参画推進プラン（案）に対する意見全体に対する市の考え方 

「（新）大阪狭山市男女共同参画推進プラン」（案）は、行政と市民のパートナーシップによる男女共同参画

社会の実現をめざすための基本的な方向を掲げた内容となっています。パブリックコメント手続きの実施によ

り市民の皆さんから寄せられましたこのプラン（案）に対するご意見、ご提案への回答として、以下のとおり

市の考え方を示していますが、「（新）大阪狭山市男女共同参画推進プラン」策定後の事業への展開におきまし

ても、ご意見、ご提案を反映させながら積極的に取り組んでいきたいと考えています。 

 

大阪狭山市男女共同参画推進プラン（案）に対する意見への回答 

番号 ご意見・ご提案の内容（要旨） 市の考え方 

１  男女共同参画社会の実現に向けての６つの

基本方向は、ニートやフリーターなどの増加傾

向にある中で、社会の構成員の認識に将来めま

ぐるしい変化がおきそうに思います。子育てに

関しても高齢者に対しても若い世代の価値観

を的確に予測することは不可能です。一番知っ

てほしい世代にどのようにして伝えるかが課

題です。 

 

 第4章第2節基本方向1．「男女共同参画社会実現のた

めの意識づくり」の施策体系（P24）に示しているように、

学校（保育所･幼稚園を含む）における男女平等教育の推

進、男女共同参画のための生涯学習の推進を重点に、具

体的な取り組みを市民と協働して進めていきます。 

２  市の付属機関に占める女性委員の割合が少

なく、女性委員皆無の委員会が多いのが目立ち

ます。10年くらいかけて数値目標を４０％に引

き上げてもらいたい。また、市民の意識を高め、

市民参加と言う見地から市の付属機関である

全ての審議会、行政委員会などの構成は、４

０％は公募とする数値目標をもって取り組ま

れることを要望します。 

 

３ 行政施策として可能な範囲で各種審議会へ

の促進を進めていくべきです。とりあえずの目

標が20%でなく、50%ではないのはどうしてです

か。この機会に女性の比率を増やしてくださ

い。 

 

 審議会、行政委員会などへの女性の参画割合は、全体

で当面の目標数値である 20 パーセントを達成していま

すが、一部で達成に至らないところもあり、今後さらな

る審議会、行政委員会などへの女性の参画を図っていき

ます。 

女性委員比率の最終到達目標は５０％ですが、今後、

そこに至るまでの数値目標を年次毎に設定していきま

す。また、審議会等の委員を構成する際には、より幅広

く意見などを求めるため市民委員の公募に努めており、

今後ともさらに進めていきます。 

４  社会の様々な分野で困難や課題に直面して

いる当事者の市の付属機関への参画を希望し

ます。 

 現在、それぞれの分野における市の附属機関である審

議会等では当事者団体も含め、幅広い分野からの参画が

図られるよう努めています。ご意見のように、今後とも

さらに参画を進めていきます。 

 

５  「計画の期間は、平成16（2004）年度から平

成25（2013）年度までの10年間とします。た

だし、国内外の男女共同参画の動向や社会経済

情勢の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行

います。」とありますが、必要に応じて見直す

 計画は、市長を本部長とする庁内推進体制である「大

阪狭山市男女共同参画推進本部」において必要に応じて

見直しを行います。また、見直しをする際には、市長か

ら諮問機関等に諮問或いは依頼を行います。諮問機関な

どの設置につきましては、今後、（仮称）男女共同参画推
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のは誰ですか。また、見直す場合、（仮称）男

女共同参画推進条例に参画審議会の設置を盛

り込み、この審議会に市長が諮問すればいいと

思いますが。 

 

進条例を制定するにあたり、審議会の設置も含め十分に

検討していきます。 

 

６ 遅くとも2年後までに男女共同参画推進条例

の制定を切望します。 

また、条例を制定する際は、前文に日本国憲法

にうたわれている「個人の自由」と「法の下の

平等」の文言および男女共同参画社会の実現を

21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置づけた男女共同参画社会基本法の言葉を、

条例の前文に書き込むことを切望します。 

 第3章第6節「男女共同参画に関する法整備」（P19）

に示しているように、男女共同参画社会の形成を促進す

るための条例について調査･研究を行い、市の特性に応じ

た（仮称）男女共同参画推進条例の制定を速やかに進め

ます。 

 また、日本国憲法が保障している基本的人権及び男女

共同参画社会基本法などの法制度を基本に、本市として

の条例を制定します。 

 

７ 男女共同参画に関する情報提供、講演会開

催、各種イベントへの参加など、まずあらゆる

年齢層の男女の皆さんに知るチャンスを与え

ることから始めて欲しいと思います。そのため

にはワンフロアーでもよいのでセンター設置

が必要になるでしょうし、活動を担う中心人物

も必要になってきます。 

人材は、身分保障された市職員ではなく、意

欲ある市民がかかわる方がふさわしいと思い

ます。行政側からは、事務局機能を果たし、連

絡調整役としての配属があれば十分と思いま

す。 

 

８ 市が実施している女性相談は毎月予約がいっ

ぱいとのこと。また、継続相談や実質的な支援

が必ずや必要だと思いますが対応できていな

いのでは。相談機能は常時必要です。子育て支

援センター内、または女性センターを施設内に

併設するなどして総合的な支援体制が望まれ

ます。  

 

９ 既存の施設を利用した「（仮称）大阪狭山市

男女共同参画推進センター」の設置目標年度を

決めることを要望します。 

また、男女共同参画に関する苦情に迅速に対応

できる男女共同参画苦情処理受付窓口の設置

を要望します。 

 

第3章第４節「男女共同参画の推進拠点の整備・充実」

（P18）に示しているように、（仮称）男女共同参画推進

センターの設置を進めます。今後、本計画策定に伴い、

（仮称）男女共同参画推進センター設置の目標年度を設

定する予定です。 

  同推進センターは、市が設置し市民主体で運営する公

設民営方式をはじめとして同推進センターの運営方法の

あり方を十分に研究していきます。 

設置場所につきましては、子育て支援センターとの併

設も含め、十分な検討を行っていきます。 

 現在、市では女性相談を含む人権相談を毎日実施し、

また専門相談員による女性相談を月 1 回行っています

が、今後設置される同推進センターにはこの相談機能の

充実を図るとともに、男女共同参画に関する苦情相談を

含め、多様な事業の展開を図り、支援体制を整備してい

くことが本計画で示しています。 

 

１０ 男女共同参画社会基本法がいう地方公共団

体の区域の特性に応じた施策を実施し、また

は、広報活動等を通じて、基本理念について市

民の理解を深めるためには、市の行政組織に男

女共同参画社会推進グループの設置が必要で

はないでしょうか。 

第 3章第１節「庁内推進体制の機能の強化」（P17）に

示しているように、市長を本部長とする「大阪狭山市男

女共同参画推進本部」を中心に、これまで以上に関係部

局間の有機的な連携の拡充と緊密な調整をとるものであ

ります。したがって、現行の所管グループと今後設置さ

れる「（仮称）大阪狭山市男女共同参画推進センター」の

設置により対応していきます。 

 

１１ 各小学校区に男女共同参画推進に関する市 市として広く市民公募をしていきます。ご意見のよう
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民委員設置を検討するとなっていますが、市民

委員の人選は誰がするのですか。男女共同参画

についての認識は地域によって温度差があり

ます。どのように整合性を図りながら進めるの

ですか。また、市民委員にどのような活動を期

待しているのですか。 

 

１２ 協働がキーワードになるなら 30 人以上の市

民委員会の設置が求められます。民主的な運営

によって、提言にあるような大阪狭山市男女共

同参画推進センターの設置まで辿りつけるよ

うに願います。 

 

に地域によって認識の温度差があり、各地域の実情に合

わせた取り組みが必要です。このため、市民委員で構成

する市民委員会をつくり、情報交換の場として、定期的

な交流会や研修会の開催を行い、全体としての整合性を

図っていきます。 

市民委員はそれぞれの地域で学習・啓発活動や情報の

発信など男女共同参画を促進する活動を行っていただく

予定です。また、市民委員会では市の男女共同に関する

情報誌の発行や市の取り組みに関する意見もいただくこ

とを考えています。 

 

１３ 市の協働事業の事業者登録において男女共

同参画を実践している事業所を審査し、委託し

たらどうでしょうか。 

 

「第４章施策の内容、第２節基本方向と重点施策・事

業及び市民の取り組み、基本方向Ⅱ男女共同参画社会を

実現する就労環境づくり」（P30、31）において、市の業

者登録に、事業所の男女共同参画に関する進捗状況を報

告する制度の導入に取り組むとしています。なお、ご提

案の、「審査し、委託する」ことについては、関係諸法等

との整合性や社会情勢などを見極めながら、今後の課題

として調査、研究をしていきたいと考えています。 

 

１４ 子育て・家事に男性や地域の人も参加出来る

よう、市民レベルでの呼びかけや研修・交流の

機会の設置が望まれます。 

 

 「第３章計画の推進、第２節市民の生涯学習の推進（１）

（２）」（P17）や「第４章施策の内容、第２節基本方向と

重点施策・事業及び市民の取り組み、Ⅴ男女がともに築

く地域社会とエンパワーメント」【現状と課題】（P40）な

どにおいても記述したとおり、地域住民の自主的な地域

活動・市民活動の活性化の重要性を認識しており、男女

共同参画の視点を取り入れた生涯学習の推進など、さま

ざまな取り組みの中で創意、工夫して進めていくものと

考えています。そして、この計画の特徴として市民の取

り組みについても示していますが、ご意見のとおり、講

座や講演会、研修会等への参加はもちろんのこと、市民、

市民団体、ＮＰＯなどの男女共同参画への主体的・自発

的な取り組みに大いに期待しています。 

 

１５  暴力などの被害を受けた人（子どもを含む）

が一時的に避難・危険回避できる秘密厳守の場

所（シェルター）が欲しいです。 

 「第４章施策の内容、第２節基本方向と重点施策・事

業及び市民の取り組み、Ⅳ女性に対する暴力根絶のため

に」（P36）において、被害者への緊急支援及び自立支援

など、相談支援体制の充実と、加害者に対する啓発支援・

相談体制の確立が求められると記述しています。（案）に

は具体的な例示はしていませんが、これらの支援体制・

相談体制づくりなどの取り組み（P38）の中で、被害者へ

の有効かつ合理的な緊急支援方策の一環として、検討す

べき案件であると認識しています。 

 

１６ 学校教育において、人権の視点を軸にした

「性教育」やメディアリテラシーの授業が全年

齢に対して必要と感じています。ＮＰＯや専門

機関の技能と活力が生かされるよう総合学習

などに取り入れていくようにしてほしいです。

ご意見のとおり、年齢やそれぞれのライフステージに

応じたきめ細かな教育や啓発が必要です。 

 そして、「第３章計画の推進、第３節市民と行政の協働

による推進（１）」（P18）などにおいても記述したとおり、

行政や市民、地域組織、ＮＰＯ、事業者、諸関係機関な
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また、教員や地域社会で子ども支援に携わる

人々への研修も必要です。 

どのネットワークの構築を図り、各主体間の多様な協働

事業を実施する中から、お示しのような取り組みをして

いきたいと考えています。 

 

１７ 今後、PTA などの社会教育関係団体も、意欲

的に男女共同参画推進計画の趣旨を踏まえた

活動を展開していかなくてはならないと考え

ます。 

 若いお父さんやお母さんたちが、本計画の視

点をもちつつ次世代の子どもたちを大阪狭山

市で健やかに育むことができる、これが市民共

有の社会的ビジョンになると思います。 

新たな計画の策定を機に、行政と市民のパートナーシ

ップによる男女共同参画社会の実現を目指した、より意

欲的な取り組みが望まれます。 

ご意見の計画の志す視点と同旨でありますが、「第２

章計画の考え方、第２節計画がめざす社会」（P15）にお

いて掲げた３つの基本理念が、市民共有の社会的ビジョ

ンとして根付くことが、延いては大阪狭山市における男

女共同参画社会実現の成否に結びつくものと考えていま

す。 

 

１８ 「市民の意見を反映させるために、市民参画

による第三者組織の評価システムの構築など

を進めます。」とあります。人選方法やどこを

どう評価するシステムなのか、具体的に答えて

ください。 

 

 

実効性の高い計画の推進をするためには、「第３章計

画の推進、第３節市民と行政の協働による推進（１）」

（P18）などにおいても記述したとおり、市民と行政が諸

課題を共有し、それぞれの役割のもとに課題解決に向け

た取り組みが求められます。そのためにも、常に市民と

行政が課題について共通の認識を持つ必要があり、計画

の期中における進捗状況等について、市民の意見を反映

させた的確・適正な評価・点検が不可欠となります。 

男女共同参画推進本部において計画の進捗状況を調査

し、公表しますが、その評価・点検には行政のみならず、

地域、年齢、性別などさまざまな立場の市民に参画いた

だくことが大切であり、例えば、前述の「市民委員」に

もその役割を担っていただくことも可能ではないかと考

えています。また、評価するシステムについては、行政

が主導して定義づけるのではなく、むしろその第三者組

織自体が主体的に仕組みを見出していただくことも望ま

しいと考えています。 

 

１９ ＰＴＡなど昼間の活動は、参加可能な人が主

婦と限られており、男性の参加は望めません。

女性も仕事をしている人は参加しにくい。ま

ず、ここからの改善を望みます。 

男性や働く女性にＰＴＡやボランティア活動などへの

積極的な関与を呼びかけるためには、さまざまなライフ

スタイルの人々が参画できるように、活動内容や時間帯

などを工夫することが必要です。 

地域住民の自主的な地域活動・市民活動に男女共同参

画の理念が広く普及反映され、活かされることでお示し

のような改善が促されると考えています。 

 

 

 

 

 


