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(仮称)第２次茨木市男女共同参画計画(素案)について
・市ホームページ

結果の公表場所 ・情報ルーム（市役所南館情報ルーム）
・総務部人権・男女共生課担当窓口
意見等募集期間

平成24年１月５日(木)から平成24年１月31日(火)まで
８人

意見提出件数

95件
（うち賛否のみ 10件、無効 ０件）

公表資料

結果公表日

・(仮称)第２次茨木市男女共同参画計画(素案)に対して提出された
ご意見及び市の考え方
平成24年７月２日(月)
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 １ 男女共同参画についての理解の推進
№

1

2

3

4

5

意見の概要

市の考え方

男女共同参画社会は、男性にとっても、生 国の「第３次男女共同参画基本計画」にお
きやすい社会であるという理解を、男性に いて、「男性・子どもにとっての男女共同参
も、女性にも広げてほしい。
画」が重点分野として盛り込まれており、本
市でも男性にとっての男女共同参画の意
義や理解が深まるよう、取組を進めます。
基本的方向１「固定的な性別役割分担意
識の解消」（１）「男女共同参画推進のため
の広報や啓発活動の充実」４の施策内容
「市民や市民活動団体等と協働して講座
や研修、啓発紙等の制作を推進します」
啓発紙等→表記は「誌」が適切ではない
か。

「誌」については、冊子タイプの啓発物につ
いて利用しており、施策内容４「市民や市
民活動団体等と協働して講座や研修、啓
発紙等の制作を推進します」の部分につい
ては、原案通り「紙」とさせていただきます。

性別役割分業にとらわれない男性像、暴
力を選ばない男性像を、今後も積極的に
市の発行物で紹介してほしい。

男女共同参画推進のためには、性別役
割分担意識の解消が重要なため、広報
誌をはじめ、人権・男女共同参画啓発
誌・ＷＡＭ通信などを通じて引き続き
男女共同参画に関する啓発に努めま
す。

基本的方向２「メディアを活用した男女共 児童生徒が、情報を評価・識別する能力を
同参画の推進」（２）「情報教育の推進」に 養うことは重要であると考えております。そ
ついて
こで、各学校に携帯電話やインターネット
子どもへの情報教育は、非常に重要。子ど 等の使用にあたっての留意点を指導する
もたちへ男女平等教育をしっかりと行うとと よう通知するとともに、教材を開発するなど
もに、メディア・リテラシー教育を学年ごとに 発達段階や実態に応じた指導ができるよう
１回は必ず実施するようにしてほしい。また 支援しております。また、保護者に指導し
保護者へのメディアリラシー教育の機会づ た内容を知らせて家庭で課題を共有した
くりも重要。家庭ぐるみで、メディア・リテラ り、フィルタリング普及に向けた啓発活動を
シーの視点を養うような主旨の出前講座も 進めるよう指導しております。
展開してもらいたい。
なお、依頼があれば保護者会やＰＴＡ学習
会等の地域の学習会で出前研修を実施し
ております。さらに、市が行う保護者を対象
とした各種講座においてもテーマとして取り
入れてまいります。

男女共同参画の視点に配慮した、子ども 今後とも、男女共同参画の視点に配慮した
向けの広報紙やホームページ等に期待し 子ども向け広報紙を含めた広報誌、ホーム
たい。
ページに努めてまいります。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 １ 男女共同参画についての理解の推進
№

6

7

8

9

意見の概要

市の考え方

男女共同参画に関する調査・研究につい ご指摘いただいた調査・研究については、
て、地元の大学や市民グループと連携す 茨木市の特性をふまえながら、まとめてい
ることで、より実りある内容にしてほしい。こ く必要があると考えております。また、大学
うした成果を公表する研究フォーラムを大 との連携につきましては、ローズＷＡＭ事
学とローズＷＡＭが一緒に開催することは 業の中で、地元大学等と連携を進めており
できないだろうか。
ます。今後は、市民グループとの協働も視
野に入れ、学術的な成果としてまとめてい
くことも検討していきたいと考えておりま
す。
基本的方向の３「男女共同参画に関わる
調査・研究と情報収集・提供」について
男女間の格差や不平等の実態把握だけで
なく、ひとり親家庭、高齢者、障がい者、在
日外国人、被差別部落の人びと、アイヌの
人びと、など国や府でも重点課題とされる
複合的に困難な課題を抱える女性の実態
把握も課題として明記されることを希望す
る。

障害があること、在住外国人であること、
同和問題等に加え、女性であることから複
合的に困難な状況におかれている人々に
ついては、人権尊重の観点から配慮が必
要と考えておりますことから、その現状と課
題について研究を進めてまいります。

基本的方向３「男女共同参画に関わる調 女性労働者の実態把握については、今後
査・研究と情報収集・提供」について
実施予定の事業所調査業務に調査項目と
男女間の格差の中でも賃金格差や雇用形 して盛り込めないか研究してまいります。
態など女性の労働の実態を市内事業所や
労働者調査で実態把握が必要と考える。

基本的方向３「男女共同参画に関わる調 女性の参画については、市並びにその関
査・研究と情報収集・提供」について
連団体とともに、市民団体や地域団体も含
女性の参画について市民団体や地域活動 んでの情報収集が必要と考えております。
レベルでの実態把握が必要と考える。

施策の基本的方向に
４、「ローズWAMの運営の充実を図る」を入
れてほしい。
具体的施策は
・運営に関わる人の研修・教育
・登録団体の育成と活動の支え
10 ・女性リーダー養成

ローズＷＡＭの運営の充実については、
「第３部 計画の推進」の「第１章 推進体
制」に「２ 男女共同参画社会づくりの拠点
の充実」に記載しております。また、登録団
体の育成と活動の支えや女性リーダー養
成については、 「基本目標６ だれもが安
心して暮らせる社会づくり」の「３ 地域の
活動における男女共同参画の促進」で盛り
込んでいることから、原案どおりとさせてい
ただきます。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ２ 社会における意思決定への女性の参画拡大
№

意見の概要

市の考え方

ポジティブアクションの実施に賛成。防災・
防犯などの危機管理上の意味でも重要。
職場、地域、市民活動、審議会等へ女性
の参画を増やすためには、リーダーとなる
女性同士が交流できる場づくりが有効だと
思われる。また、ＦＣ堺では、過去、女性の
11 パワーアップ講座が開催されたり資料が発
行されていたので、なんらかのノウハウが
あるのではないか。女性たちがともに力を
つける仕掛けがほしい。

意思決定過程や方針決定過程への女性
の参画拡大は重要であることから、ポジ
ティブアクションを推進するとともに、ローズ
ＷＡＭにおいては、女性のチャレンジ応援
講座や再就職応援セミナー等、女性の力
を引き出す講座を開催しております。今後
につきましても、本計画に基づいた具体的
な施策として、各種講座を計画してまいり
ます。

すべての目標値に根拠の説明が必要では ご指摘どおりすべての目標値に根拠の説
明を記載いたします。
12 ないか。
数値目標を達成できないときの措置はどう 数値目標は、市あるいは直接取組む機関
するのか。この数値に拘束力があるのかど や団体等が、様々な施策および事業内容
うかを明示してほしい。
等を実施・検討していく上での努力目標的
13
なものとして設定しているもので、拘束力
はありません。
指標９「女性人材情報から審議会等の委
員へ登用された女性の数」
14 女性人材情報リスト
説明が必要ではないか。

ご指摘どおり説明を追加するとともに、わ
かりやすい表現に修正します。

基本的方向２「女性の参画拡大のための ご指摘の内容については、総合評価一般
環境整備」（２）「市内事業所、地域団体等 競争入札の評価基準書の内容検討です
における女性の参画拡大のための環境整 が、わかりやすい表現に修正します。
備」
15 ４行目「取組を評価する制度の導入」とは、
どのようなことを考えているのか、記載され
たい。
女性の管理職への登用に賛成。能力向上 ご意見どおり推進してまいります。
の機会を確実に用意し、茨木市が女性活
16
躍推進のモデルとなってほしい。
基本的方向３「女性の管理職への登用推 職員の任用に関する規則において「昇任」
進と能力向上機会の充実」
という用語を使用しておりますので、「昇
17 ６行目 管理職就任→昇進に修正してほし 任」に修正します。
い。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ３ 男女共同参画を進める教育と学習
№

意見の概要

市の考え方

指標10「男女共同参画社会推進登録団体
数」
男女共同参画推進登録団体数を１７から２
２に増やす意義はあるのか？むやみに団
18 体数を増やすよりも、ひとつの団体の質の
向上と範囲の拡大を目指すべきではない
のか。

19

指標10「男女共同参画社会推進登録団体
数」
団体とのネットワークの共有がなされてい
るのか。

登録団体数を増やすだけで内容が伴わな
ければ、意義はありませんが、新たな団体
の活動支援を行っていく必要もありますの
で、既存の団体の活性化とあわせて、新規
団体の育成も支援していきたいと考えてお
ります。

男女共同参画社会推進登録団体とのネッ
トワークについては、月１回開催される登
録団体連絡会で情報共有を行うとともに、
ローズＷＡＭまつりをはじめ、市と登録団
体とが協働して実施している「市民協働企
画講座」の開催等、さまざまな機会を通じ
て交流しております。

基本的方向１「子どもの頃からの男女平等 暴力被害の早期発見、対応は重要である
への理解の促進と将来を見通した自己形 ことから、ご意見を考慮し、研修内容に留
成支援」（１）「男女平等を推進する保育・教 意します。
育の充実」３５「男女平等についての理解
を深めるため、保育・教育関係者に対する
研修を充実します」
（１）暴力被害の早期発見などについての
20
知識、（２）子どもが性被害に遭った直後
の、周囲の大人への「心理教育」の重要性
の認識等についても、学びがあることを希
望する。

基本計画３「多様な選択を可能にする教
育・能力開発・学習機会の充実」（３）「子ど
もや若者のための学習や体験活動の推
進」、あるいは具体的施策に
21 「女性の科学技術・学術分野」の文言を入
れてほしい。

ご意見の趣旨は、「基本目標３ 男女共同
参画を進める教育と学習の推進」−「１ 子
どもの頃からの男女平等への理解の促進
と将来を見通した自己形成支援」−「（２）
キャリア教育の推進」に含んでいることか
ら、原案どおりとさせていただきます。

基本的方向２「男性にとっての男女共同参
画の推進」（３）「男性の男女共同参画に関
する総合的な調査の推進」
22 調査の推進→調査の実施が表現として適
切ではないか。

固定的な性別役割分担意識が男性にもた
らす心身の健康の問題等については、今
後調査を実施する方向で検討しますが、具
体的な内容について今後検討が必要なこ
とから、原案どおりとさせていただきます。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ３ 男女共同参画を進める教育と学習
№

意見の概要

市の考え方

基本的方向３「多様な選択を可能にする教
育・能力開発・学習機会の充実」（１）「生涯
学習に関する情報提供と学習機会の提
供」４行目
23 自己表現を抹消、重複している。

ご指摘の部分は「市民の自己表現、自己
実現を支援します」であり、ここでの「自己
表現」とは「自分の意思や考えを他の人に
伝える行為」と考えております。また、「自
己実現」とは、「自分の目的を達成するこ
と」と考えておりますことから、原案どおりと
させていただきます。

基本的方向３「多様な選択を可能にする教
育・能力開発・学習機会の充実」（１）「生涯
学習に関する情報提供と学習機会の提
供」５０「ローズＷＡＭ等を活用して、女性
の芸術や文化、ものづくり等の表現活動を
支援します」
女性が力をつけたり、表現力を高めるに
24 は、学習機会だけでなく、文化や芸術も重
要。男女共同参画の視点をもつ指導者に
よるアートワークや演劇などがローズＷＡ
Ｍで盛り上がることを願う。とくにローズ
ホールでの展示、ワムホールでの舞台活
用が望まれる。

文化、芸術活動による表現、啓発は重要と
認識しており、市民スタッフを中心とした
「デートＤＶ朗読劇」や男女共同参画の視
点に立った演劇の公演などを実施しており
ます。今後も舞台を中心としてローズＷＡ
Ｍの施設を活かした文化、芸術活動による
啓発を推進してまいります。

基本的方向３「多様な選択を可能にする教
育・能力開発・学習機会の充実」（３）「子ど
もや若者のための学習や体験活動の推
進」５５「若者の自立に向けての支援をしま
す」について、
無業女性に関して「ガールズトーク」と呼ば
25
れる交流企画が各地の男女共同参画セン
ターで開催されるようになっている。彼女ら
も、問題の所在を発見するための学びや
仲間作りが必要と思う。

若者の自立支援につきましては、重要課
題ととらえ、計画に基づいた具体的な施策
の実施が必要と考えております。現在、相
談事業のなかで実施しております「ワムワ
ムよりみちトーク」のような気軽に話しがで
きる場作りや、集える仕掛けを検討していく
必要があると考えております。

※無業女性の説明、（２）「女性のチャレン わかりやすい表現に修正します。
ジに関する情報提供と講座の開催」、（３）
「子どもや若者のための学習や体験活動
26 の推進」
表現が不適切、修正してほしい。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ４ 働く場における男女平等
№

意見の概要

市の考え方

職場での男女共同参画は進んでいる企業 ご指摘いただいた内容は、「基本目標２
とそうでないところの格差が大きい。茨木 社会における意思決定への女性の参画拡
市と取引のある事業所が入札等に参加す 大」-「２ 女性の参画拡大のための環境整
るための要件として、社員や役職に男女の 備」-「（２）市内事業所、地域団体等におけ
偏りがないか資料の提出をお願いしてはど る女性の参画拡大のための環境整備」の
「28 総合評価一般競争入札において、男
27 うか。
女共同参画に積極的に取組む事業所に対
する評価を採り入れます」に含まれると考
えており、今後の施策の参考とさせていた
だきます。
基本的方向１「雇用の分野における男女の 非常勤嘱託員と臨時職員を表す用語とし
均等な機会と待遇の確保対策の推進」（１） て「非正規職員」に改めます。
「労働に関する法律・制度の周知徹底」57
28 「非常勤の職員・教職員の休業制度等の
周知に努めます」
「臨時職員」を付記してほしい。
基本的方向１「雇用の分野における男女の 現在、市内事業所を対象に働きやすい職
均等な機会と待遇の確保対策の推進」（２） 場づくりにつながるセミナーの実施や、リー
「男女平等な労働観づくり」59「事業所に対 フレット等による情報提供に努めており、今
してセクシュアル・ハラスメント防止等、働 後も継続してまいります。
29 きやすい職場づくりに対する情報提供や研
修を実施します」
市内の事業所に対して、セクシュアル・ハラ
スメント防止のための情報提供や研修を、
行政側から、おおいに提言し進めてほし
基本的方向１「雇用の分野における男女の 本市が実施する人権研修等に積極的に参
均等な機会と待遇の確保対策の推進」（２） 加し、働きやすい職場づくりへの貢献が認
「男女平等な労働観づくり」60「女性の活躍 められる事業所に対して、様々な媒体を通
推進や男女が働きやすい職場づくりに積 じ、紹介していく予定です。
極的に取組む市内事業所を先進事例とし
30 て紹介します」
前項のセクシュアル・ハラスメント研修な
ど、いくつかの条件をクリアした市内事業
所を、先進事例として紹介してはどうか。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ５ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
№

意見の概要

市の考え方

男性・女性の固定的な役割を解消するた 固定的な性別役割分担意識の解消には、
めには、それなりのロールモデルが必要。 男女とも様々なロールモデルが重要である
単に役割を交替するのではなくお互いが協 ことから、様々な役割を担いあえるような啓
31 力するということが重要。
発や学習機会の提供を推進します。

ワーク・ライフ・バランスの考え方に賛成。 市民のモデルとなるようワーク・ライフ・バラ
とくに、市役所の若い世代の男性職員に ンスを推進してまいります。
は、市民のモデルとなってもらって、積極的
に「育児休業」を取得してほしい。茨木市役
32 所の職員が、よいチームワークで、市民の
ためによい仕事を成して頂きたいと願って
いる。
短時間正規労働について、検討してもらい 平成22年度から条例を制定し、正規職員と
たい。
して任期付短時間勤務職員の制度を導入
33
しております。
過労死かリストラかという非人間的な環
賃金格差の解消や、待遇の確保等、雇用
境、正規職と非正規雇用の職員の格差、こ 条件が整備されてこそ、ワーク・ライフ・バ
ういった現状を男女共同参画社会への実 ランスの推進が可能となるため、市内事業
34 現をめざすなかで、変革していかなくては 所に対し、雇用条件の改善に向けた啓発
いけない。
に努めてまいります。
市民活動への参画について、記載されて ご提案どおり修正します。
いる部分と記載されていない部分がある。
家庭生活、地域活動、市民活動はすべて
35 地域にとって必要な活動と思うので、一体
の内容として記載されたらどうか。

指標18「市における男性職員の『育児休
業』取得者率」
36 育児休業取得 数値目標 ５％は数値が
低すぎる。

「茨木市職員のための次世代育成支援行
動計画」の後期計画（平成22〜26年度）に
おいて５％の目標を定めており、これに
従って推進してまいります。

指標18「市における男性職員の『育児休
業』取得者率」
女性職員だけではなく、男性職員も育児休
暇を普通にとれるような社会になればいい
とは思うが、それは個々の家庭によるの
で、目標値（０→５％）に設定するべきでは
ない。半ば強制的に男性職員が育児休暇
37
をとったほうが、職場において好奇な目で
見られるのではないか。待遇などに差が生
まれないよう、十分に職員からも意見を聞
き、了承を得る必要がある。

「茨木市職員のための次世代育成支援行
動計画」の後期計画（平成22〜26年度）に
おいて５％の目標を定めておりますので、
決して強制とならないよう職場環境や意識
の改善に努めながら推進してまいります。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ５ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
№

意見の概要

市の考え方

基本的方向３「家庭や地域活動への男女
共同参画の促進」
育児休業の取得促進は一般事業所にでも
38 啓発が必要ではないか。

ご指摘いただいた内容は、「基本計画５
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）の推進」−「基本的方向２ 多様なライ
フスタイルに対応した子育てや介護の支
援」に掲載しているとおり、市内事業所に
対し、育児休業の取得促進を啓発してまい
ります。

基本的方向２「多様なライフスタイルに対
応した子育てや介護の支援」６行目
39 自分の親→自分や妻の親に修正。妻の親
を介護する男性も多数いる。

ご指摘いただいた内容について、昨今自
分の親だけでなく、妻の親を介護する男性
も増えていることから、適切な表現に変更
します。

女性の就労を保障するためには、まずは
保育所入所の待機児童０の実現を明記し
てほしい。保育所入所受付条件を、就労活
動や就労予定が明確な場合の段階から認
40 める制度とすることが必要。

待機児童対策につきましては、茨木市次
世代育成支援行動計画において、既に『保
育サービス等目標事業量』として目標値を
設定しており、今後もそれに基づいた取組
をしてまいります。
なお、現在、就職活動中及び就労予定の
方につきましても、入所申込の受付をして
おります。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ６ だれもが安心して暮らせる社会づくり
№

意見の概要

市の考え方

図23 高齢世帯、傷病世帯の説明が必要 説明を追加します。
41 ではないか。
指標21、23 現状値を記載する。

42

基本的方向１「高齢者、障害者、外国人等
が安心して暮らせる環境の整備」（２）「高
齢者の力の活用支援」
高齢者の力を活用するといっても、発揮で
きる場がないのが実情。市民活動なども、
なかなか仲間には入りにくい。実際には力
を持っていても活かす場がなく、個人的な
43 愉しみを追いかけている高齢者が多い。審
議委員の定年制等も、名誉職として考えて
る人には必要だが、実際に能力のある高
齢者には、もったいない制度ともいえる。方
策を考えてほしい。

指標21「自治会長における女性の割合」に
ついては、現状把握していないことから、
計画開始時の平成24年度から調査し、把
握します。
指標23「自主防災組織の役員への女性の
参画率」は、計画公表時には記載します。

老人クラブ、自治会、その他市民活動団体
等様々な活動の場があり、シルバー人材
センターにおいては、経験や知識を活かす
ことができるものと考えています。 また、
茨木シニアカレッジ・いこいこ未来塾への
参加により地域活動や仲間づくりにつなげ
ることができると考えています。

基本的方向３「地域の活動における男女共 自治会をはじめ、各種の地域団体があるこ
同参画の促進」（１）「男女共同参画の視点 とから、できる限り実情把握に努め、啓発
に立って地域団体を運営するための支援」 を行ってまいります。
地域ほど、男女共同社会になっておらず、
女性の会長は非常に少ない。活性化する
44 には、自治会の実情を数値化して示す（会
長の男女別数字、役員の女性数）等、働き
を担っている女性の存在を表面化して啓発
する施策が必要。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ７ 女性に対する暴力の根絶
№

意見の概要

市の考え方

配偶者暴力支援センターの機能について ＤＶ被害者の支援については、被害者の安
茨木市ＤＶ防止ネットワークなど、市内だけ 全確保の観点から、広域での連携が必要
と考えていることから、大阪府をはじめ関
45 ではなく広域での連携をお願いする。
係機関と連携して取組みます。
茨木市ＤＶ防止ネットワークという組織で、 配偶者等からの暴力の相談相手で一番多
民生委員や自治会への研修を実施できな いのは、知人、友人であることから、被害
いか。身近に相談できる人が必要である。 者に身近な人への啓発が重要と考えてい
ます。そのため、ローズＷＡＭでは、暴力
46
防止啓発講座として、地域の人を対象の
講座を実施しています。
「配偶者暴力支援センターの設置」の検討 DV相談等については、ローズＷＡＭにお
をお願いする。
いて実施していますが、「配偶者暴力相談
支援センター」の設置については、被害者
及び支援者の安全確保の点で、さらに慎
重な検討が必要であると考えています。
47

男性の被害者の声も聞いて施策に反映し ローズＷＡＭでは、男性電話相談を毎月１
てほしい。
回実施していることから、その相談内容を
ふまえ、今後の施策に活かしてまいりま
48
す。
ローズＷＡＭで開所当時から受けた「ＤＶ ご指摘いただいた内容については、統計を
相談」の内容分析や事後調査などをしてい 取りながら傾向を把握しておりますが、今
後はさらに内容を分析し、相談事業に活か
49 ただきたい。
してまいります。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ７ 女性に対する暴力の根絶
№

意見の概要

市の考え方

性犯罪への対策の推進について性犯罪への対策の推進については、被害
性暴力被害に関する対応の連携体制ＳＡ が潜在化しやすいことから、被害者が安心
ＲＴが整備できれば、確実に性暴力の発生 して相談できる体制の整備を行うとともに、
を抑止し予防につながる。
被害者と直接接する機会のある相談担当
予防とは、啓発や研修などの学習活動だ 者等への研修を充実します。
けではない。
●ミネアポリスの先進事例のように、信頼
できる連携体制SART（性暴力対応チーム）
の整備によって、被害直後に病院に受診
し、緊急避妊や投薬の医療処置を受ける
女性に、専門の看護師や支援員が丁寧に
対応することで、通報を決意する女性が増
えた。被害直後に証拠採取を行う女性たち
が増えることで、警察には、専用のコン
ピューターに性犯罪者のＤＮＡデータが蓄
積され、すみやかに過去の膨大な性犯罪
者のＤＮＡデータと照合し、迅速に加害者を
50
逮捕することができる。加害者をきちんと
逮捕することで、さらなる犯罪を未然に防ぐ
ことができる。すぐに犯人が見つからな
かったとしても、その事件の加害者の証拠
であるＤＮＡデータは、ずっと登録され続け
るため何十年経っても、ＤＮＡが合致する
人間が判明した場合、その事件に関して、
きちんと司法によって裁かれる。ＳＡＲＴの
連携体制が整備されたことが広く周知され
れば、確実に性犯罪の抑止力になる有効
な防止策といえる。

施策番号１２９について、急性期対応ばか 女性に対する暴力については、まず被害
りではなく、中長期的社会資源の開拓も必 者が安心して相談できるよう相談体制や相
要。
談環境を整備するとともに、被害者と直接
51
接する機会のある関係者への研修を充実
します。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ７ 女性に対する暴力の根絶
№

意見の概要

市の考え方

基本的方向２「女性に対する暴力への対 相談担当者が人権関係研修を受けられる
策の推進」（２）「相談しやすい体制等の整 よう留意するとともに、地域で子どもに関わ
備」130「被害者と直接接する機会のある各 る市民や保護者へ多様な方法での啓発に
種相談の担当者や窓口職員、民生委員・ 努めます。
児童委員、人権擁護委員等関係機関への
研修を充実します」
地域で性加害をするおそれが心配される
子どもたちを、回復プログラム（境界線や
悪いタッチ良いタッチなどの学習）につなぐ
ための研修を加えられないか。市のなんら
52
かの専門職が軸となって、地域で回復プロ
グラムのグループを運営する可能性は持
てないか。また、地域での回復を見守る人
材の育成（ＢＢＣをもっと活用）、地域で孤
立しがちな親たちを支える人材も重要。あ
らゆる社会資源が活かされてほしい。

基本的方向２「女性に対する暴力への対
策の推進」（２）「相談しやすい体制等の整
備」131「被害者支援を推進するために、警
察をはじめ関係機関との連携体制を整備
します」
「関係機関との連携を図る」とあるが、性暴
力被害の場合、被害が発生してから連絡
を取り合うのでは、再び深刻な被害（２次
被害）を引き起こしてしまうリスクが非常に
高くなる。事前に、関係諸機関の担当者が
顔を合わせ、お互いの仕事内容を理解し、
53 かつ、性暴力に関する研修を受けて、どの
メンバーも２次被害を起こさず、性被害特
有の心理状況を正しく理解し、適切な対応
の手配ができる等、お互いが信頼できる役
目をこなせるという関係を作らなければ、
本質的な意味で有効な「連携体制」ではな
い。

性犯罪を含め女性に対する暴力の対策に
ついては、関係機関との連携体制が重要
であることから、131の施策内容を検討、修
正します。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ７ 女性に対する暴力の根絶
№

意見の概要

市の考え方

基本的方向２「女性に対する暴力への対
策の推進」（２）「相談しやすい体制等の整
備」131「被害者支援を推進するために、警
察をはじめ関係機関との連携体制を整備
します」
性暴力被害の急性期対応においては、緊
急避妊や検査、証拠採取に関わる医師や
看護師との連携が重要。いずれ国が予算
化した折に、すみやかに、地元茨木市で連
54 携体制づくりが稼働できるよう、第２次茨木
市男女共同参画基本計画に「性暴力被害
対応の連携体制の整備」を明記していただ
きたい。そして、その準備のための検討会
議を進めて頂きたい。原文の「連携を図る」
という表現では、不十分だと考える。

性犯罪を含め女性に対する暴力の対策に
ついては、関係機関との連携体制が重要
であることから、131の施策内容を検討、修
正します。

「性暴力被害対応の連携体制を整備する」
あるいは「性暴力被害対応の連携体制を
55 検討し整備する」という一文を強く希望す
る。

性犯罪を含め女性に対する暴力の対策に
ついては、関係機関との連携体制が重要
であることから、131の施策内容を検討、修
正します。

地域で、幅広い層の支援者育成として、連
続講座の実施はできないか。構成員は、
専門職や市職員、教員、ＮＰＯなどの混合
56 の構成員が望ましい。

女性に対する暴力の根絶のためには、ど
のような暴力も許さない社会風土の醸成
と、被害者支援のための地域での取組が
重要と考えているため、地域への啓発を行
うとともに、地域での暴力被害者支援につ
いて検討します。

基本的方向３「配偶者等からの暴力の防
止及び被害者の保護等の推進」（４）「生活
基盤を整えるための支援」
57 ローズＷＡＭの市民サークルを「自立させ
る」ばかりではなく、社会資源の宝として、
捉えることができないか。

ローズＷＡＭで発足した市民サークルにつ
きましては、自立したサークルとして活動す
るとともに、ローズＷＡＭまつりをはじめと
する事業で連携しております。

ＤＶの定義について、女性から男性への暴 本計画のＤＶの定義は、ＤＶ防止法の対象
力も少なからずあるのではないか。
である「配偶者」（婚姻の届出をしていない
いわゆる「事実婚」や元配偶者を含む男
女）だけでなく、ＤＶ防止法対象外の「交際
相手からの暴力」、「親・きょうだいなどから
の暴力」も含み、その中には男性も含まれ
ています。具体的には、基本目標７-「３
58
配偶者等からの暴力の防止及び被害者の
保護等の推進」-「（２）相談・連携体制の充
実・強化」の中で、被害者としてや加害者と
しての男性に対する相談窓口の充実を図
ることを明記しています。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ７ 女性に対する暴力の根絶
№

意見の概要

市の考え方

ＤＶの問題は全国的にも大きくとりあげられ ＤＶについての情報や啓発を様々な方法で
ているので、正確な被害件数やケースを市 行ってまいります。
59 民に知ってもらうことが必要ではないか。
基本的方向２「女性に対する暴力への対
策の推進」について
啓発や相談だけにとどまらず、性暴力被害
についての対応の体制設備の充実を明記
してほしい。茨木ではSART整備に向けて
60 女性グループを中心にした活動がすすん
でいる。取り組みを後退させることなく支援
の方向で施策の充実を希望する。

性犯罪を含め女性に対する暴力の対策に
ついては、関係機関との連携体制が重要
であることから、131の施策内容を検討、修
正します。

基本的方向２「女性に対する暴力への対 文言の修正をします。
策の推進」（１）「性犯罪への対策の推進の
61 予防」というタイトルの文言の意味がよくわ
からない。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標 ８ 生涯を通じた男女のこころとからだの健康支援
№

意見の概要

市の考え方

広報について具体的な記載がないのが気
がかり。各担当課に押し付けるのではな
く、広報課のように情報を把握して包括的
62 に発信できる課を作るべきではないか。

ご指摘の内容は、施策内容160「男性を含
め社会全体が認識できるよう啓発や情報
提供に努めます」に含まれており、その実
施については、人権・男女共生課と保健医
療課が中心となって進めてまいります。

基本的方向２「こころとからだの健康に関 具体的施策の文言について修正します。
する学習機会と情報の提供」（２）「健康の
保持増進のための健康教育、健康相談等
63 の推進」
内容が具体的取組の列挙になっているの
で、まとめられたらどうか。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
基本目標以外の内容について
№

意見の概要

市の考え方

基本理念の「趣旨」を記述すべきである。
64

基本目標に「よりよい市民生活のための制
度・慣行の見直し」を加える。
できれば上のような目標を加えてほしい。
地方として地方分権、自立・自律を確立し
ようとすれば地方から法制度や慣行をみな
おす姿勢が必要。
65 この基本目標に次の施策の基本方向を入
れる。
・必要な条例つくりを推進する。
・国の法制度・慣行、政策を評価しフィード
バックする。

「男女共同参画計画」策定時から、男女共
同参画社会基本法の趣旨に基づき５つの
基本理念を掲げておりますので、その旨を
記載いたします。
いただいた意見のご趣旨は、「基本目標１
男女共同参画についての理解の促進」に
含んでいることから、原案どおりとさせてい
ただきます。

職場、家庭、地域における性別役割分担 真の男女共同参画社会をめざし本計画を
意識やそれにもとづく慣行や仕組みがなお 策定しております。つきましては、今後本計
根強く残っている。真の男女共同参画社会 画を着実に推進してまいります。
66 をめざし、実効性のある取り組みが求めら
れる。
基本課題８「生涯を通じた男女のこころと ご指摘どおり文言を追加します。
からだの健康」②今後の課題 ５行目
67 健康の保持→。強意のため、保持増進とし
てください。
第３部第２章「計画の進行管理」１行目
数値目標については、それぞれの基本目
計画が「画餅に帰す」ことがないよう、数値 標ごとに掲載していますので、第２章 計画
の進行管理の部分に記載する予定はあり
68 目標を記載されたい。
ません。
計画の成果についての評価・検証につい 「男女共同参画計画」では、男女共同参画
て、方法・表示、対策などもう少し具体的に 社会の実現に向けた施策の実施状況や成
あげてほしい。
果、課題を掲載した進捗状況報告を毎年
度行ってきました。「第２次男女共同参画
69
計画」につきましても、現在の方法をふま
えて、計画の着実な遂行に努めます。

クオータ制、民法改正、制度・慣行の個人 ご意見いただいた文言については、記載
単位化、同一価値労働同一賃金といった、 する予定はありませんが、市の施策の中
70 実効性を担保する文言を出来るだけ使用 で取組める内容は推進してまいります。
してほしい。
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
その他の事項について
№

意見の概要

市の考え方

(1)第２次茨木市男女共同参画計画策定に 様々な方法で周知を図ってまいります。
あたり、市民に対する説明責任を果たす
71 為、「地区別説明会」を開催して頂きたい。

(2)概要版を作成、自治会へ回覧してほし
72 い。

本計画の概要版を作成し、様々な方法で
周知を図ってまいります。

基本的方向３「男女共同参画に関わる調 ご指摘どおり修正します。
査・研究と情報収集・提供」（２）「男女共同
参画に関する情報提供機会の充実」の１
行目文中の
「開館以来」を「開所以来」に変更。
73 第１部第３章「計画策定の背景」３「『茨木
市男女共同参画計画』のこれまでの取組」
（１）『基本課題ごとの取組状況」基本課題
２「男女共同参画社会に向けての意識作
り」①「取組の現状」の文中の「開館」を「開
所」に変更。
表紙（仮称）とあるが、Ｐ2茨木市総合保険 最終的な計画書では最終決定されたタイト
福祉計画には、記載がない。統一してほし ルを表記します。
74 い。

75

白紙ページの活用 ブランクは不適。 例. 標題紙の体裁は見やすさのために現状の
写真.イラストを（以下第２、第３部も同様） ままとします。

第１部第１章「計画の性格」３「計画の構
波線は説明語句の範囲を示しているため、
成」８行目、数値目標の説明について
原案のままとさせていただきます。
※ 波線、アステリスク、両方は読みづら
76 い。何れかに統一を（以下各ページ同様）

第２部第２章基本目標１「男女共同参画に 数値目標の内容説明のため、同項番中に
ついての理解の促進」「計画推進の指標」 記載させていただいております。
77 など数値目標の説明について
本文中は読みにくい。ページの脚注にして
ほしい。
第１部第２章「めざす社会と計画の基本理
念」下部、囲み文
男女共同参画社会基本法→第２条１項と
78 丁寧に記載する。

ここでは、本計画の基本理念を記載してお
り、「男女共同参画社会」の説明のため、
「男女共同参画社会基本法」より引用して
います。そのため、原案のままとさせてい
ただきます。

第１部第３章２「男女を取り巻く社会の状
況」（２）「雇用と賃金格差」３行目
79
事務所→事業所に訂正してほしい。

ご指摘どおり修正します。

17 / 19 ページ

「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
その他の事項について
№

意見の概要

市の考え方

第２部第１章体系図の見開き
80 ページを打つ。

ご指摘どおり修正します。

図13 ※ＩＰＵ資料
81 説明が必要です。

説明を追加します。

基本的方向１「子どもの頃からの男女平等 計画全体で漢字に統一します。
への理解の促進と将来を見通した自己形
成支援」（３）「様々な人との共生への取組
82 の推進」
様々な人→「さまざま」に。Ａ３（見開き）具
体的施策に揃える。
基本的方向３「多様な選択を可能にする教 計画全体で表現を統一します。
育・能力開発・学習機会の充実」５行目
83 生かす→活かすに訂正。

第２章「計画の進行管理」12行目
Ｐ３ 計画の期間文中と、Ｐ84 12行目の期
Ｐ3 第１部第１章４「計画の期間」文中との 間文中との文言を合わせます。
整合を図られたい。
84 〈見直しを行うものとします。見直し等を検
討します。〉
キーワード記載ページを（ ）で表示してほ 資料に「男女共同参画に関するキーワード
（50音順）」を掲載しています。
85 しい。例. 積極的改善措置（Ｐ14）
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「（仮称）第2次茨木市男女共同参画計画（素案）」に提出された意見等及び市の考え方
○賛否意見のみ
№

意見の概要

基本的方向１「固定的な性別役割分担意識の解消」（２）「男性にとっての男女共同参
86 画に関する広報や啓発の推進」に賛成する。
基本的方向１「子どもの頃からの男女平等への理解の促進と将来を見通した自己形成
支援」（１）「男女平等を推進する保育・教育の充実」35「男女平等についての理解を深
87 めるため、保育・教育関係者に対する研修を充実します」
保育・教育関係者への男女平等に関する研修の充実に賛成。
高齢者、障碍者だけではなく、若年層やひとり親家庭の貧困、そして防災について等、
88 しっかり書き込まれたと評価する。
母子家庭などのひとり親家庭、高齢単身女性、障がいがあること、在日外国人であるこ
と、同和問題などに加え、女性であることから複合的に困難な状況に置かれている場
89 合や性同一性障害を有する人びとへの配慮が明記されたことは重要であり賛同する。

４ 防災復興における男女共同参画の推進について
被災時における女性の問題解決に向けた防災体制確立が明記されたことは重要であ
90
り賛同する。
男女間のみならず「家族」「きょうだい」からの暴力も現実的な相談が多数あるのか？
91 無いとしても先駆的な取り組みだと評価する-。
本計画をDV防止法の市町村基本計画に位置付けられることは、昨今のDVに関連した
92 事件が多発している中、市民としては安心、安全な街づくりの第一歩として評価してい
る。
基本項目の７の「女性に対する暴力の根絶」の項で、「性犯罪への対応の推進」を掲げ
られていることは、子どもや女性が巻き込まれる性犯罪が多く報道される中で、安心、
93 安全な街づくりにとってかかせない、重要な取組となると考えられるので、推進してもら
いたい。
リプロダクティブ・ヘルツ／ライツの考え方に賛成。生涯を通じた「性」に関する健康教
94 育をおおいに進めてほしい。
今回の計画について、現在の社会経済情勢を踏まえ、社会におけるさまざまな課題に
対応する内容になっていることや、国の第３次男女共同参画基本計画の内容が盛り込
95 まれていることは評価している。
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