
「八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～」（素案）についての

市民意見提出制度(パブリックコメント）の実施結果と市の考え方について

　「八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～」を策定するにあたり、八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例第
１２条の規定に基づき、検討途中の素案を公表し、市民意見提出制度（パブリックコメント）を実施いたしましたので、その結果と提出された
市民意見に対する市の考え方を公表します。
　ご提出いただいたご意見等は、趣旨を損なわないように要約するとともに、同じ趣旨の意見については、まとめて回答します。

（１）意見募集期間
　　　　平成２７年１１月２５日（水）～平成２７年１２月２５日（金）

提出方法 意見件数（件）

（２）提出方法、提出人数及び意見の数

直接持参

電子メール

提出人数（人）

3

1

3

24

6

9

6

3

ファックス

郵便

合計

3

10



番号 頁 項目 意見の要約 市の考え方

1

3 「１　男女共同参画社
会とは」

【本文７行目～８行目】

「男性中心型労働慣行」という用語がわかりにくく、また、国の「第４次男女共同参
画基本計画」においては、「男性中心型労働慣行」に用語の解説が付けられてい
るため、本計画についても、巻末の「用語解説」に追加してはどうか。

ご意見を踏まえ、「用語解説」に追加します。

※「男性中心型労働慣行」…勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時
間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣行。

2

6～
11

「３　八尾市の現状と課
題」－「（１）「第２次 や
お女と男のはつらつプ
ラン」に基づくこれまで
の取り組みと課題」

男女共同参画社会をめざし、八尾市では、計画の目標を実現するため、基本目
標と基本課題を設定している。特に、６頁の基本課題（１）から11頁の基本課題
（６）までの内容を一層推進して行きたいと考えている。人権政策課の種々の活動
に対し、敬意を表しているが、現在中心となっている部署は人権政策課であり、他
の支援体制の協力がどこまで充実しているのか、私には読み取れない面がある。
市全体として、この目標に取り組んでいくなら、点のみの活動ではなく、他課との
線の連携がもっと見えてきても良いと思う。

ご意見の趣旨は、「第３章　計画の内容」の「２．推進体制」－「庁内の推進体制の
充実」において、「八尾市男女共同参画推進条例」に基づき、「八尾市男女共同参
画施策推進本部」を中心に、庁内関係各課の一層の連携強化を図ることを記載し
ております。

3

8 「３　八尾市の現状と課
題」－「（１）「第２次 や
お女と男のはつらつプ
ラン」に基づくこれまで
の取り組みと課題」

【（基本課題３：あらゆる暴力の根絶）－今後の課題】

ＤＶ被害者等の自立に向けた支援には、就労や住居の問題とあわせて、心理的、
精神的被害への長期的なケアが求められている。個別相談、グループワーク、自
助グループの開設など、相談体制の充実が必要である。

ご意見を踏まえ、施策を進める上で参考にさせていただきます。

4

10 「３　八尾市の現状と課
題」－「（１）「第２次 や
お女と男のはつらつプ
ラン」に基づくこれまで
の取り組みと課題」

【（基本課題５：就労の場での男女共同参画の推進）－今後の課題】

「女性の働き方の考えと実際の働き方のギャップを解消していくため」として、職場
での改善が取り上げられているが、45頁の「施策２　仕事と子育て・介護等の両立
のための支援」にある「子育てへの支援の充実」、「保育所・認定こども園等の整
備の推進」が十分に図られることが前提だと考える。これらの整備が充分になさ
れて、「結婚や出産にかかわらず仕事を続ける」ことができるようになったとき、市
民の意識も変わり、男女共同参画が推進されるのではないか。

ご意見を踏まえ、男女共同参画を実現させるため、「施策２　仕事と子育て・介護
等の両立のための支援」の推進に努め、女性が結婚や出産にかかわらず、仕事
を続けられるよう、仕事と子育て・介護等の両立を図るために必要な子育て支援
の充実や環境の整備の促進を図ってまいります。

5

14 「３　八尾市の現状と課
題」－「（１）「第２次 や
お女と男のはつらつプ
ラン」に基づくこれまで
の取り組みと課題」

【（基本課題９：男女で参画に偏りのある分野への男女共同参画の促進）－現状】

「減災」という言葉を付け加えて、「自主防災・減災活動等」にしてはどうか。

自主防災活動をはじめとした防災活動については、「八尾市地域防災計画」の目
的及び基本方針において、「減災」を含む内容で記載しており、ご意見の趣旨は、
自主防災活動等の取り組みの中に含まれているものと考えております。また、「第
３章　計画の内容」－「１．計画の具体的な取り組み」－「基本課題（９）地域におけ
る男女共同参画の推進」の本文16行目に、男女共同参画の視点を防災や減災対
策に取り入れることの重要性が認識された旨を追記します。

（３）提出された意見の要約及び市の考え方

第１章　計画の策定にあたって

2



番号 頁 項目 意見の要約 市の考え方

6

16 「３　八尾市の現状と課
題」-「（２）「市民意識調
査」からみた八尾市の
現状」

【「市民意識調査」からみた八尾市の現状　６個目の箇条】

一般にＤＶというと、まだまだ身体的なもののみと思っている人が多いと感じる。本
人はＤＶと思わずに相談に来て、初めて精神的ＤＶであることを知る場合が多い
からである。「精神的ＤＶ」、「経済的ＤＶ」という言葉をもっと前面に出していくこと
によって、自分もＤＶ被害者かもしれないと、気がつくのではないか。

ご意見の趣旨は、「基本課題（５）女性に対するあらゆる暴力の根絶」の本文４行
目から５行目に、「ＤＶは、配偶者やパートナー等からの暴力ですが、その中に
は、体への危害だけでなく、言葉や態度で相手の心を傷つけること等も含まれま
す。」と記載し、17行目に「被害者に対し、自身への被害の気づきを促す情報を提
供する」ことについて記載しております。また、巻末の「用語解説」のページでは、
ＤＶは「身体的暴力だけでなく、精神的、性的、経済的な暴力なども含まれます。」
と記載しております。

7

17 「４　八尾市の男女共
同参画の現状」－「（１）
人口の推移」

平成27年度の国勢調査の結果は出せないか。 国勢調査を実施した総務省統計局は、平成27年国勢調査の集計結果公表を、平
成28年10月以降順次公表としています。

8

39 「６　計画の体系」 【計画の体系の基本課題について】

今回の計画案では、現行計画で書かれていた「多文化共生」や「男女で参画に偏
りのある分野への男女共同参画の促進」がどこまで推進されたかは、現況などで
書かれていない。そして、そこに該当する部分を探すと明らかに抽象的にしか書
かれていない。担当部局の積極性・具体性が読み取れない。今回の計画案では
残念だが　外国人女性や、防災面での男女共同参画で『抽象化』『統合化』が行
われ、目標や方向が不明確になってしまったと思われる。

「多文化共生」や「男女で参画に偏りのある分野への男女共同参画の促進」の現
況については、「第１章　計画の策定にあたって」の「３．八尾市の現状と課題」に
おいて、これまでの取り組みと現状、今後の課題を記載しております。
計画の体系の「基本課題」につきましては、これまでの取り組みの成果と課題、市
民意識調査の結果等を踏まえつつ、社会状況の変化や新たな課題等に対応し、
現行計画を継続、発展させたものと考えております。
また、現在、国を挙げて「女性の活躍」に向けた取り組みの推進が図られる中、本
市におきましても、人口減少社会を迎える中で、今後もまちを活力あるものにして
いくためには、誰もがその個性と能力を発揮して、活き活きと活躍できるまちをめ
ざしていく必要があると認識しており、「女性の活躍推進」を柱に据えた計画の体
系としております。

9

51 「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅱ
誰もが安心して暮らせ
る社会づくり」

【基本課題（４）生涯を通じた健康への支援】

男性も、ＤＶ被害、ストレス被害はある一方で、「男のくせに・・・」などの価値観等
から相談しにくいといった状況があるように思う。男性の自殺者が多い現状を踏ま
え、男性が気軽に相談できる体制等も必要ではないか。

ご意見の趣旨は、「基本課題（４）生涯を通じた健康への支援」の取り組み「29　自
殺対策の推進」及び「基本課題（10）男女共同参画推進の拠点の充実」の取り組
み「63　相談事業の充実」に含まれているものと考えております。
中高年層の自殺の割合が高い現状を踏まえ、男性の心身の健康に対する取り組
みや、相談事業の充実を図ってまいります。

10

52 「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅱ
誰もが安心して暮らせ
る社会づくり」

【基本課題（５）女性に対するあらゆる暴力の根絶】

「面前ＤＶ」（子どもの面前でのＤＶ）は、児童虐待である。ＤＶ被害者の女性への
支援とともに、子どもへの支援も求められている。

ご意見の趣旨は、「基本課題（５）女性に対するあらゆる暴力の根絶」に含まれて
いるものと考えております。
今後も引き続き、あらゆる暴力の防止と根絶に向けた啓発活動を推進し、ＤＶ被
害者への支援とともに、その子どもへの支援についても、関係課と連携して対応
してまいります。

第２章　計画のめざす方向

第３章　計画の内容

3



番号 頁 項目 意見の要約 市の考え方

11

55 「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅱ
誰もが安心して暮らせ
る社会づくり」

【基本課題（６）様々な困難を抱える人々への支援】

子どもや若年女性の貧困が課題となっている。　また、発達障害を抱えて成長し
た人たちへの支援等、各担当課が連携するとともに、男女共同参画センター「す
みれ」での講座、相談事業とも連携していくことが必要である。

ご意見を踏まえ、施策を進めるにあたっては、各担当課が連携するとともに、必要
に応じて「すみれ」での講座、相談事業等とも連携するなど、適切な支援を図って
まいります。

12

56 「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅱ
誰もが安心して暮らせ
る社会づくり」

【基本課題（６）様々な困難を抱える人々への支援】
（取り組み44　外国人市民に対する多言語による情報提供）

現行計画では「外国人女性」と書いている個所を、今回の計画案では、「外国人
市民」に変更しているが、なぜか。56頁では数値目標に乳がん検診受診率、子宮
がん検診の受診率が示されている。ここで女性の受診率を記載しているのは、八
尾市の施策が外国人女性に伝わっているかどうかが問われているはずである。
日本人女性と外国人女性では検診受診率でどの程度格差があるのか、保健推
進課は意識したことがあるのかどうかが問われているのではないか。この辺を具
体的に意識しながら、「外国人市民」の表記を「外国人女性」に戻して、担当課を
文化国際課だけでなく、保健推進課も併記したほうが良いと思う。

本計画では、「基本課題（６）様々な困難を抱える人々への支援」の「施策15　複
合的に困難な状況に置かれている人々への対応・支援」において、外国人市民に
対する取り組みを記載しています。その取り組みである、多言語による情報提供
については、外国人市民が安心して暮らせるように、市政や日常生活に必要な
様々な情報を多言語で提供するなどのサービスの向上に努めるものであり、女性
に限定するものではないため、「外国人女性」ではなく、「外国人市民」としており
ます。
また、外国人市民にとって必要な情報が入手できるよう、様々な媒体や手段を活
用しながら、多言語による情報提供を行うことについては、庁内横断的に取り組
む必要があるため、主な担当課である「文化国際課」の記載が適当であると考え
ております。
なお、「外国人女性」に対する施策としては、「施策15　複合的に困難な状況に置
かれている人々への対応・支援」の取り組み「45　複合的に困難な状況に置かれ
ている人々に対する関係機関と連携した支援」及び「46　人権尊重の観点からの
配慮」で充実させていきたいと考えております。

13

58
59

「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅲ
男女共同参画社会の
実現に向けた意識の
醸成」

【基本課題（７）子どもの頃からの男女共同参画意識の醸成】

子どもの運動会を見ていると、児童会や生徒会会長が女子であることが多々あ
り、その競技や演技も男女差別がないと感じられる。学校教育では、男女共同参
画を意識して、取り組まれていると思われるが、一旦、家庭や地域をみると、ま
だ、その意識の低さが感じられる。学校教育で培われたものを育んでいきたいも
のだ。

ご意見を踏まえ、本計画に基づき、子どもの頃からの男女共同参画意識の醸成
が図られるよう、学校園、家庭、地域が一体となって、取り組みを推進してまいり
ます。

14

60
61

「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅲ
男女共同参画社会の
実現に向けた意識の
醸成」

【基本課題（８）様々な分野への男女共同参画の意識啓発】

男性に対してという取り組みが、きっちり出されていることは大事なことでいいと思
う。

ご意見を踏まえ、本計画に基づき、男性に対する取り組みを推進してまいります。

15

62 「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅲ
男女共同参画社会の
実現に向けた意識の
醸成」

【基本課題（９）地域における男女共同参画の推進】
（取り組み58　防災における男女共同参画の推進）
（取り組み59　防災分野における女性の参画の拡大）

この項目は阪神大震災で女性の避難所での２次被害が指摘され、発災時の対応
での配慮、避難所運営での基本的な計画や運営指針、運営リーダーへの女性参
画の充実が課題となった。しかし、現行計画で明記されていた事柄が、今回の計
画案では抽象化、統合簡略化が行われ、読み取りにくくなっている。
現行計画に立ち返り、簡略化しても重要な用語は外さない、理解しやすいように
表記の工夫が必要である。そのうえで、消防職場や土木現場での女性職員の拡
大を踏まえた、意思決定や運営への女性当事者の意見反映を検討していただき
たい。

ご意見を踏まえ、防災における男女共同参画の取り組みをより明確にするため、
「基本課題（９）地域における男女共同参画の推進」の本文17行目以降を「地域に
おける生活者の多様な意見を反映した防災対策の実施により、地域の防災力向
上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性
の参画を拡大するとともに、男女のニーズの違いや多角的な視点から、事前の備
え、避難所運営、被災者支援等を実施し、防災・災害復興体制を確立する必要が
あります。」に修正します。

4



番号 頁 項目 意見の要約 市の考え方

16

62
63

「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅲ
男女共同参画社会の
実現に向けた意識の
醸成」

【基本課題（９）地域における男女共同参画の推進】

東日本大震災の経験を踏まえての取り組みは大変いいと思う。被害が大きかった
だけに、今まで見えなかったこと、見なかったことに、男女の問題もあったことに気
づかされた。

ご意見を踏まえ、本計画に基づき、防災における男女共同参画の取り組みを推
進してまいります。

17

64 「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅲ
男女共同参画社会の
実現に向けた意識の
醸成」

【基本課題（10）男女共同参画推進の拠点の充実】

「すみれ」の認知度を、現状値7.7％から目標値50.0％（平成37年度）に引き上げる
ためには、事業内容の充実とともに、『施設機能の充実』が不可欠である。例え
ば、「プライバシーが守られ、いつでも利用できる相談室」、「少人数から大人数ま
で、幅広く利用できる会議室」、「ターミナルから利便性の高い立地」など、中・長
期的な充実計画の立案を求める。

ご意見の趣旨は、「基本課題（10）男女共同参画推進の拠点の充実」の本文中
に、取り組みの工夫や「すみれ」の積極的な周知、機能の充実等について記載し
ているところであり、その立案については、担当課が事業展開を図る際に、具体
的に検討の上、示していく必要があると認識しております。

18

64 「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅲ
男女共同参画社会の
実現に向けた意識の
醸成」

【基本課題（10）男女共同参画推進の拠点の充実】

「すみれ」で開催している講座時間は、午前や昼間に開催しているため、働いてい
る女性が参加しにくいと思う。女性の活躍を推進する観点からも、講座時間等に
ついても柔軟に設定すると参加者も増えるのではないか。

19

64
65

「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅲ
男女共同参画社会の
実現に向けた意識の
醸成」

【基本課題（10）男女共同参画推進の拠点の充実】

「すみれ」を知っている人が１割程度とは、利用していた私には知名度の低さに驚
いている。最近は、若い方向きの講座も増えているが、反対に高齢者向きの講座
が減っている。

20

64
65

「１　計画の具体的な取
り組み」－「基本目標Ⅲ
男女共同参画社会の
実現に向けた意識の
醸成」

【基本課題（10）男女共同参画推進の拠点の充実】

男女共同参画推進の拠点となるのは、「すみれ」であり、人権政策課であるが、教
育は家庭である。それを担うのは親で、親は社会の動きで学ぶ。会社、地域に対
する男女共同参画推進に力を入れていただきたい。

ご意見を踏まえ、本計画に基づき、男女共同参画社会の実現に向けては、市民、
事業者、行政が一体となり、相互に連携を図りながら、会社や地域も含めたあら
ゆる場における男女共同参画の取り組みを推進してまいります。

ご意見を踏まえ、本計画に基づき、あらゆる世代の市民が気軽に立ち寄り、男女
共同参画について考えることができる身近な拠点施設となるよう、様々な機会を
通じて、積極的な「すみれ」の周知に努めてまいります。また、「すみれ」で開催し
ている各種講座については、幅広い層の方に利用していただけるよう、講座の内
容や開催時間を工夫するなど、事業を充実させながら、参加者の拡大を図ってま
いります。

5



番号 頁 項目 意見の要約 市の考え方

21

38
39

- 6頁から15頁までの「これまでの取り組み」、「現状」、「今後の課題」は、大変わか
りやすくまとめられており、読みやすかった。
38・39頁の「計画の体系」が、はじめの頁にくるか、計画内容の全体を俯瞰できる
頁があれば、より分かりやすいのではないか。

本計画は、第１章で、国、大阪府の動向や八尾市の現状や課題、八尾市の統計
データ等を、第２章で、計画策定の目的や計画の目標、体系といった計画のめざ
す方向を、第３章で、具体的な取り組みを記した計画の内容を掲載した構成にし
ております。よって、「計画の体系」の掲載位置につきましては、計画案どおりで全
体像を把握していただけると考えております。

22

45 - 息子が通う保育所でも園舎の建て替え工事が始まっており、認定こども園へ向け
ての準備が始まっているようだが、以前こども園への移行に関しての説明会があ
り、保護者からの反対意見が多く、現時点では保留と聞いている。しかし、自宅が
ある校区の市立幼稚園も平成31年までに廃止されるという噂があり、こどもがま
だ未就園児の家庭では、どこへ入園させたらいいのだろうという不安が大きいと
聞く。
なぜ、こども園にした方がいいのか、そのメリットがよくわからないまま、計画だけ
が進んでいっているように感じる。実際こども園になった場合、待機児童の数は減
るのか。また、こども園に変わることのメリット（例えば、入園時は母親が就労して
おらず、幼稚園組に入ったが、途中で就職したので、同じこども園の保育園組に
そのまま移れる）などはあるのか。デメリット（自宅から通うことのできる園が遠くな
る）なども、もっとわかりやすく市民に説明していただけると、反対意見に偏るとい
うこともなくなるのではないか。
何よりも一番大切なのは、実際通うこどもたちとその送り迎えをすることになる母
親たちの気持ちなので、彼らにとって負担のないような計画を進めていっていただ
けたらと思う。

公立の認定こども園の整備については、平成27年８月に「就学前施設における教
育・保育と子育て支援計画（公立の認定こども園の整備）」を策定し、市内15ヶ所
で市民説明会を重ねてきたところです。
今後も同計画に基づき、取り組みを進めるとともに、ご意見については、施策を進
める上で参考にさせていただきます。

23

- - 全国的に男女共同参画という言葉は普及していて、「八尾市男女共同参画セン
ター」という名称は、知っている人も多いと思うが、「すみれ」という愛称は浸透して
いないのではないか。市民の目からは、「男女共同参画センター」が「すみれ」と
は、結びつきにくく感じる。「かがやき」の中にあるということを知らない方も多く、
市政だよりに講座の案内が掲載されているが、【申込み・問い合わせ】の男女共
同参画センターの下に、「かがやき４階」と書いていただきたい。

平成26（2014）年度に実施した市民意識調査の結果をみると、「すみれ」が設置さ
れていることを知らないという市民の声もまだまだ多いのが現状です。
ご意見を踏まえ、様々な機会を通じて、男女共同参画センターの愛称である「す
みれ」の名称やその設置場所等の周知に努めてまいります。

24

- - 昨今、離婚が多いが、その後、再婚があり、それぞれの子どもたちの新しい親と
の関係で、子どもの立場の悩みなど、子どもの人権を尊重しているところはある
のか。子どもから相談できない年代の子に、声かけはできないものか。

子どもに関する本市の行政計画として、「八尾市こどもいきいき未来計画」等があ
ります。
今後も引き続き、子どもが一人の人間として最大限に人権が尊重され、守られる
よう、取り組みを推進してまいります。また、ご意見については、今後、施策を実施
する上で参考にさせていただきます。

その他の意見
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