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三木市男女共同参画プラン（案）に対する意見の要旨及び意見等に対する市の考え方 

※回答分類：①プラン(案)に記載済 ②意見を反映 ③今後の参考・検討 ④対応が困難 

番号 ご意見の要旨 件数 プラン(案)の該当箇所 市の考え方 
回答

分類

1 ランドセルが時代にのりカラフルに

なってきているのに、せっかくの教育が

中学で止まっている。制服も、男女共に

スーツにして、パンツスタイルかスカー

トかを選ぶ。ネクタイやリボンも男女関

係なく選ぶなどの方が時代に合ってい

る 

1 P.48 

施策の方向 28 

子どもたち一人一人が性別にとらわれず自分らし

く「個」を大切に育てていくためには、制服のみなら

ず自由な選択ができるように今後検討する必要があ

ると考えます。 

③ 

2 こども園から、男の子でもリボンやま

まごとが好きでもいい、女の子でも髪が

短くてもいい虫が好きでもいい。自分の

好きな遊びをして、好きな色の服を着

る。そこから始めないと本当に対等な関

係・感覚はつくれない。 

1 P.48 

具体的施策 28 

ご意見の内容は、プラン（案）具体的施策 82「男

女平等や人権尊重についての指導と個性や能力を生

かした教育の推進」に含まれるものと考えます。 

① 

3 男女対等であっても、筋力などは男性

の方が優位で、そういう力に女性は抵抗

できない。デ－トＤＶやＤＶ、さまざま

なハラスメント、卑劣な性暴力等加害者

にならない、被害者になって泣き寝入り

しないよう、しっかり正しい知識と、あ

るべき姿を教育の中で根付かせて欲し

い。 

1 P.36 

施策の方向 20 

P.40 

施策の方向 22 

P.46 

具体的施策 79 

ご意見の内容は、プラン（案）施策の方向 20「Ｄ

Ｖ対策等の推進」、施策の方向 22「各種ハラスメント

防止対策の推進」、具体的施策 79「中学・高校生等を

対象としたデートＤＶ防止講座に対する支援」に含ま

れるものと考えます。 

① 
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4 ドイツには「胎児の尊厳」がある。安

易なセックスでの妊娠・出産・虐待など、

胎児の尊厳があれば性教育は必然で、そ

こからお互いの性への尊重も生まれる

と思います。 

1 P.48 

具体的施策 84 

 ご意見の内容は、プラン（案）具体的施策 84「学

校教育における性教育の充実」に含まれるものと考え

ます。 

① 

5 参画プランは７か年の長期プランで

あるので、中間地点で進捗状況の結果公

表、問題点の分析などを行いその後の事

業推進に生かす。事業の推進後には、そ

の結果が目標に達成できたかの検証も

必要。 

1 P.3  

（4）プランの進行管理 

 プランは７年間の計画となっているため、毎年具体

的な実施計画を立て、その進捗状況を男女共同参画セ

ンターで管理しています。また、その結果については、

男女共同参画センターのホームページにおいて公表

しています。 

① 

6 「男女共同参画の視点からの表現ガ

イドライン」が三木市独自のものであれ

ば注釈が欲しい。 

1 P.9 

具体的施策３ 

 ご意見を踏まえ、プラン（案）に「男女共同参画の

視点からの表現ガイドライン」についての注釈を追加

したいと考えます。 

② 

7 この問いは、「女性の昇進や昇給が、

男性に比べて差があるとしたら何に原

因があると思いますか」なので、その回

答には「十分働けないと思われている」

等の推測を述べる理由だけでなく、数値

が３番目に多く社会的な仕組みが要因

の、「職場では男性中心の慣行がある」

38.7％も追記しておく必要がある。 

1 P.16 

基本課題④ 

現状と課題 

 下から７行目～ 

 ご意見を踏まえ、プラン（案）基本課題④「働き方

の見直しと男性の家庭・地域活動への参画促進」の現

状と課題に「女性の昇進や昇給が、男性に比べて差が

あるとしたら何に原因があると思いますか」の調査結

果として「職場では男性中心の慣行がある」及び「昇

進・昇給に差はない」を追記したいと考えます。 

② 
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8 「サービス基盤」がわかりにくいの

で、具体的に説明が必要。 

1 P.22 

具体的施策 31 

 ご意見を踏まえ、プラン（案）具体的施策 31の施

策の内容「高齢者が住み慣れた地域や住まいで安心し

て生活できるよう、地域におけるサービス基盤を充実

します。」を修正したいと考えます。 

② 

9 「性差に応じた医療」とは、具体的に

どんな医療をさすのか分かりにくい。 

1 P.30 

具体的施策 53 

 ご意見を踏まえ、プラン（案）具体的施策 53の施

策の内容「性差に応じた医療」を修正したいと考えま

す。 

② 

10 8 行目に「男女雇用機会均等法の制

定」、下から 8行目に「男女雇用機会均

等法が施行されるなど」とありますが、

1985 年に制定されてから、2006 年まで

施行されていなかったのですか。 

１ P.1  

（1）国際社会と日本の動

き 

 ご指摘のように、現在の文面では 1985 年に制定さ

れてから、2006 年まで施行されなかったように読み

取れますので、プラン（案）第１章１-（1）「国際社

会と日本の動き」を修正したいと考えます。 

② 

11 男女共同参画に取り組むグループ作

りの支援がありますが、男女共同参画セ

ンターを拠点に活動するグループの育

成にも力を注いで欲しいと思います。 

１ P.10 

具体的施策８ 

 プラン（案）具体的施策８施策の内容「男女共同参

画に取り組む団体・グループづくりを支援するなど、

個人や団体の力量アップとともに交流を促します」の

対象に男女共同参画センターの登録グループも含む

ものと考えております。 

① 

12 P.19 の６行目から 10行目までの説明

がわかりにくいです。 

１ P.19 

基本課題⑤ 

 ご意見を踏まえプラン（案）基本課題⑤「ワーク・

ライフ・バランスの理解と推進」の現状と課題の文言

を修正したいと考えます。 

② 
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13 施策の方向10具体的施策29を施策の

方向 10 に入れてまとまった取り組みに

した方が良いと思います。 

１ P.20 

施策の方向 10、11 

 ご意見を踏まえ、プラン（案）施策の方向 10と施

策の方向 11 を一つにまとめたいと考えます。 

② 

14 最後の行の「相談窓体制」は「相談体

制」か「相談窓口体制」？ 

１ P.23 

具体的施策 32 

 ご意見を踏まえ、プラン（案）具体的施策 32の 

施策の内容中、「相談窓体制」を「相談体制」に訂正

したいと考えます。 

② 

15 具体的施策 42 を施策の方向 12「地域

で子育てや介護を支える体制づくり」に

入れて、地域活動に限定せず、子育て支

援として、仕事でなくても子育て中の親

の支援をするという取り組みにできな

いでしょうか。 

１ P.26 

具体的施策 42 

P.22 

具体的施策 30 

 プラン（案）具体的施策 42 は地域活動を活性化す

るための取組の地域活動に育児期の方々に参加して

もらうための施策として取り入れています。ご指摘の

仕事の有無にかかわらず子育て中の保護者を支援す

る施策につきましては、具体的施策 30 の文言を修正

したいと考えます。 

② 

16 3行目の身体の生理機能が変化するの

は「妊娠・出産期」を除いて男女ともあ

ると思いますので、「特に女性は」は「ま

た、性別により」以降のところへ入れた

方が良いと思います。 

１ P.28 

基本課題⑧ 

 ご意見を踏まえ、プラン（案）基本課題⑧「生涯に

わたる男女の健康対策」現状と課題の文言を修正した

いと考えます。 

② 

17 施策の方向23と24を分ける必要はな

いように思います。もし、分けるのであ

れば、具体的施策 75 と 76 を別施策にし

て取り組む方が良いと思います。 

１ P.43 

施策の方向 23 

P.44 

施策の方向 24 

 ご意見を踏まえ、プラン（案）施策の方向 23と施

策の方向 24 を一つにまとめたいと考えます。 

② 
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18 コミュニケーションスキルをあげよ

う。自分のこととして想像し、理解を深

めるために大切なことだと思う。 

正しい批判をするにはどうすればよ

いか。批判の為だけに批判をすることで

終わってはいけないと思う。 

１ P.48 

具体的施策 82 

 ご意見の内容は、プラン（案）具体的施策 82「男

女平等や人権尊重についての指導と個性や能力を生

かした教育の推進」に含まれるものと考えます。 

① 

合計件数 18  


