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施策分野Ⅲ 持続可能な男女共同参画社会の実現に向けた環境づくり 

【基本認識】 

男女共同参画を推進するための各種制度の状況  

男女共同参画社会の形成においては、一人一人の個人がその事情に応じた多様な働き方やライ

フコースを選択でき、誰もがその能力を思う存分発揮できる社会の実現に向けて、取り組む必要

があります。 

 また、男女ともに多様な生き方、働き方を選択できるよう、育児・介護について、支援基盤の

充実を図ることが重要です。 

 

育児に関する支援基盤 

・就労を希望する人が働き続けながら子育てできるなど、多様な働き方や生き方を選択できる社会

的な仕組みが整うことで、子育てを楽しみ、自らの生活を充実させることができると言えます。 

・「女性が就業継続・再就職したいと考えていても、実現できない理由」について調査を実施した

ところ、「勤務条件等が合う働き口が見つからない」「保育サービスが利用できない」「育児負

担」との理由が大半を占めています。 

・育児に関する支援として、大阪市では「大阪市こども・子育て支援計画」に基づき、保育所等の

整備を進め、待機児童数は大幅に減少しましたが、就業を希望する人が仕事と子育てを共に選択

できる環境を整備するため、引き続き、入所枠の確保や多様な保育ニーズに対応するなど、子育

て支援の環境整備を計画的に進める必要があります。 

 

介護に関する支援基盤 

・大阪市における高齢者人口は増加し、今後もさらに高齢化が進展することが見込まれています。

特に 75 歳以上人口は急激に増加する一方で、支え手である生産年齢人口は少なくなっていきま

す。そのため、「就労」と「介護」での「二者択一構造」を解消し、男女がともに介護しながら

働き続ける環境を整えることが重要です。 

・大阪市では、「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、市内で生活するすべ

ての高齢者が、生きがいを持って安心して生活できる環境を実現することをめざし、地域包括ケ

アシステムの構築や在宅介護サービスの充実などの取組を推進してきました。同計画の取組は、

働きながら要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続（介護離職ゼロの推進）や負担軽

減という観点にもつながるものであり、男女共同参画の観点からも取組を継続していくことが必

要です。 

 

相談体制 

・育児や介護を背景として、女性は、再就職や起業、地域活動への参画を行っていくうえで、自分

に合った仕事や活動をどうしたら見つけられるか、育児・介護との両立をどのようにすればよい

のかといったさまざまな悩みを抱えています。また、仕事・育児・介護のほかにも結婚や出産な

ど、ライフステージにおいて大きな決断を迫られます。大阪市では、生き方・こころ・からだ・

労働・ＤＶ・人間関係など様々な悩みに対する相談に対応するため、男女共同参画センターにお

いて「女性の悩み相談」を実施してきました。 
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・一方、男性も、仕事の悩みや夫婦関係をはじめとして身近な人間関係などの悩みを人に伝えられ

ず、ストレスをひとりで抱えている場合も少なくありません。大阪市では、全国でも先駆的に平

成 16 年から「男性の悩み相談」を実施してきました。男性相談は、男女共同参画の推進はもと

より、ＤＶの男性被害者の支援や再発防止のための加害者支援の観点においても、力を入れて取

り組んでいく必要があります。 

・これらの相談はあわせて年間 1万件以上の利用がされていますが、時勢に応じた適切な対応を図

りながら、これまで構築してきた制度をより多くの方に利用していただけるよう、広報・周知を

強化して進めることが重要です。 

 

 

 

女性の就業に関する意識  

■女性が就業継続・再就職したいと考えていても、実現できない理由については、「仕事内容、勤

務場所、勤務時間等について、条件にあう働き口が見つからないため」が 61.0％と最も多く、「保

育所の入所や延長保育や一時預かり、休日保育など、保育サービスが利用できないため」が 58.3％、

「育児負担が大きいため」が 50.0％と続きます。 

  

 女性が就業継続したいと考えていても実現できない理由について 

  

 ※回答者は当てはまるものすべてを選択して回答 

「大阪市男女共同参画に関する意識調査」(令和元年度) 

 

 

  

現状データ 

 

育児や介護が課題であることをより具体的に示すため、

市民意識調査の結果を加えました。 
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育児支援基盤の状況  

■大阪市の保育所等在籍児童数（令和２年４月１日時点）は、平成 27年度より 6,679人増加し

54,302人となり、待機児童数（令和２年４月１日時点）は、20人と大幅に減少しましたが、保

育所等に入所できず利用保留となっているこどもの数は 2,800人を超えています。 

  

 ※待機児童数：利用保留児童総数（新規利用申込数から利用決定児童数を差し引いたもの）から、転所希望、育休

中、求職活動休止中、 特定保育所希望等を理由とする利用保留児童数を除いたもの 

 

介護を理由とした離職の状況  

■就業構造基本調査（平成 29年度）によると、平成 24年 10月から平成 29年 9月までの 5年間

で、前職の離職理由を、介護や看護のためとして回答した方は、全国では総数 498,300人とな

っています。大阪市では、総数 10,700人のうち女性が 5,500人（51.4％）となっています。 

 

前職の離職理由別人口（介護・看護のため） 

  

                      就業構造基本調査（平成 29年度） 

 

 

就業構造基本調査について全国の数値を記載していましたが、大阪市の数値が確

認できましたので、数値を加え、表に示しました。 
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相談の状況  

■男女共同参画センターで実施した女性の悩み相談・男性の悩み相談の件数は、面接と電話をあ

わせて、女性の悩み相談が 13,447件、男性の悩み相談が 324件で、相談内容は多岐にわたって

います。またこれらの相談の認知度は、女性の悩み相談が 15.0％、男性の悩み相談が 7.1％と

なっています。 

 

令和元年度 相談実績及び認知度 

 

             認知度は「男女共同参画に関する市民意識調査」（令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間集約では各相談の認知度のグラフを記載していましたが、相談内容をより具

体的に伝えるため、グラフは削除のうえ、種別の相談件数を加え、一つの表にま

とめる形に整理しなおしました。 
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【基本認識】 

男女共同参画に関する市民意識  

 

・男女共同参画社会の実現に向けては、女性が保障された法律上の権利等男女共同参画にかかる法

制度についての整備や市民の理解も重要です。大阪市では、「大阪市男女共同参画推進条例」や

「大阪市男女共同参画基本計画」を整備し、あわせて市が実施する男女共同参画施策又は男女共

同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情に対する「大阪市男女共同参画施

策苦情処理制度」を整備し、施策を推進してきました。 

・法制度の市民の理解について、「大阪市男女共同参画推進条例」の認知度は 30.6％に留まってい

ますが、一方で、男女平等の意識や「男性は仕事、女性は家庭中心」といった固定的な性別役割

分担への考え方は変化が見られ、固定的な性別役割分担を肯定する市民の割合は減少傾向にあり

ます。 

・しかしながら、その割合は依然３割を超えていることから、引き続き、男女共同参画に関連した

制度や取組について、広報・周知を進め、固定的な性別役割分担意識の解消や男女平等の意識に

関する啓発が必要です。 

・男女平等・男女共同参画意識を醸成するためには、長時間労働の見直し等働き方の改革はもとよ

り、男女共同参画についての理解や、家庭での家事や育児、介護を男女がともに担うことが当た

り前という考え方が広く市民に浸透するような啓発や、さまざまな情報について男女共同参画の

視点から適切か判断する能力を身につけるための取組など、男女平等を推進する教育・学習を、

あらゆる機会を通じて提供することが重要です。 

・また、固定的な性別役割分担意識の解消を効果的に図っていくためには、男性に対する意識啓発

を進めることや、次代を担う若い世代に対し社会に出る前の段階から啓発を行っていく必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法制度等の認知度を高める取組は行っていく必要がありますが、認知度のグラフ

自体は掲載しても語るものが少ないため、基本認識の文書内で状況を言及し、中

間集約時のグラフは削除する形で整理しなおしました。 
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固定的役割分担に関する市民意識  

■男女平等の意識について、「平等である」とした回答の割合が、「学校教育の場」で 49.9％と最

も高く、「地域活動・社会活動の場」で 32.6％、「法や制度のうえ」で 28.2％と続き、「社会通

念・慣習・しきたりなど」が 8.2％と最も低くなっています。「男性優遇」とする割合は「社会

通念・慣習・しきたりなど」では 77.5％、「政治の場で」が 74.2％、「社会全体として」が 70.0％

と、それぞれ 7 割台となっています。「女性優遇」とする割合は、「地域活動・社会活動の場」

で 9.2％、「家庭生活」で 9.0％が高くなっていますが、すべての項目において 1 割を下回って

います。   

  

※上記は「わからない」「無回答」の表記は除いている。 

「大阪市男女共同参画に関する市民意識調査」（令和元年度） 

 

 

 

 

現状データ 

 

（％） 
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記載している内容は中間集約の際と同じものですが、傾向等が伝わりにくいグラ

フであったため削除し、各項目の比較がよりわかりやすく伝わるよう、同一デー

タでグラフの種類を変更しました。 
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■固定的な性別役割分担について、令和元年度には、「男性は仕事、女性は家庭中心」という考

え方に、「賛成」（「そう思う」「ある程度そう思う」）は 35.1％、「反対」（「あまりそう

思わない」「そう思わない」）は 62.4％となっており、固定的な性別役割分担の考え方に反対

する人の割合は増加傾向にあります。 

  

  

 「大阪市男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 25年度・平成 27年度・令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

（％） 

記載している内容は中間集約の際と同じもの

ですが、傾向等が伝わりにくいグラフであっ

たため削除し、各項目の比較がよりわかりや

すく伝わるよう、同一データでグラフの種類

を変更しました。 
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■「男性は仕事、女性は家庭中心」と思う理由としては、「女性が家にいた方が、子どもの成長

などにとって良いと思うから」という回答が 63.5％と最も高く、「家事・育児・介護と両立し

ながら働き続けるのは大変だと思うから」については、男性は 43.0％、女性は 57.2％ともっと

も男女差が大きくなっています。「日本の伝統的な家族の在り方だと思うから」についても、

全体で 20.1％が理由として選択していますが、男性は 27.2％、女性が 14.4％と男女差が見られ

ます。 

  

資料：「大阪市男女共同参画に関する市民意識調査」（令和元年度） 
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【基本認識】 

防災分野における男女共同参画  

災害は、地震、津波、風水害等の自然現象（自然要因）とそれを受け止める側の社会の在り方

（社会要因）により、その被害の大きさが決まってくると考えられており、被害を小さくするた

めには、社会要因による災害時の困難を最小限にする取組が重要です。大規模災害の発生は、全

ての人の生活を脅かしますが、とりわけ、女性や子ども、脆弱な状況にある人々がより多くの影

響を受けると言われています。 

 東日本大震災をはじめとするこれまでの災害においては、様々な意思決定過程への女性の参画

が十分に確保されず、女性と男性のニーズの違いなどが配慮されにくいといった課題が生じまし

た。避難所に授乳や着替えをする場所がない、女性が必要とする物資が不足する、避難所運営者

が男性のため女性が必要な物資を受け取りにくいなど、女性と男性のニーズの違いなどが明らか

になりました。この経験を踏まえ、東日本大震災以降も多くの自然災害が起こる中で、様々な取

り組みが全国的に進められています。 

 地方自治体が災害対応に当たって取り組むべき事項をまとめた「災害対応力を強化する女性の

視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」（内閣府）が令和２年５月に取り

まとめられました。こういった国の動向も注視しながら、社会の課題が一層顕著になって現れる

災害時に備え、平時から男女共同参画の視点に立った取組を一層進めていくことが必要です。 

 

大阪市における状況 

・大阪市では、令和２年４月に策定した「大阪市地域防災計画」において、避難所運営・開設にあ

たり「避難所の運営における男女共同参画を推進するとともに、高齢者、障がい者、多様な性に

よる男女のニーズの違い等多様な視点に配慮するものとする。また、女性専用の物干し場、更衣

室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配付等に

よる避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努

める。」と明記するなど、男女共同参画の視点からの防災・復興の取組を推進しています。 

・近年の震災・災害経験を踏まえ、男女共同参画の視点を取り入れた地域防災力の向上に向けて、

防災分野における方針の立案・決定過程への女性の参画拡大は不可欠であり、自主防災組織等に

おける女性リーダーの育成や、男女共同参画の視点からの事前の備え、避難所運営、被災者支援

等に取り組む必要があります。大阪市の防災会議や地域防災リーダーにおける女性の割合は年々

上昇しているものの、３割にも満たない状況であり、引き続き、女性の参画を推進していく必要

があります。 

・防災活動への女性の参画を啓発・支援する取組を行っている男女共同参画センターにおいても、

センターが男女共同参画の視点から地域防災について担うべき役割や取組について検討を進め、

防災分野における男女共同参画推進に向けた今後の取組を充実していく必要があります。 
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中間集約では、現行計画をベースに記載し、東日本大震災後の震災状況調査の避難所における男女

別要望のグラフを掲載していましたが、防災に女性の視点を入れることはより重要な課題となって

いることから、趣旨を変えない前提で国の最新の表現に近づける形で認識の記載を整理しなおしま

した。グラフはやや古い調査のものであるため削除し、記載していた趣旨は文中で整理しました。 
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防災関係の取組への女性の参画  

■大阪市防災会議の女性比率は、平成 28年度の 12.8％から令和 2年度は 25.0％に上昇、地域防災

リーダーは平成 28年度の 16.5％から令和 2年度は 19.2％に上昇しています。 

                            

  

                           （市民局調べ） 

 

 

 

 

現状データ 

 

（％） 

中間集約では、地域防災リーダーの毎年の変化のグラフを掲載していましたが、

「防災会議」「地域防災リーダー」という 2 つの柱を記載した方がより適切であ

るため削除し、防災会議のグラフを加え、よりわかりやすく伝わるよう、記載す

るデータの年度を絞り整理しました。 
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【基本認識】 

国際社会との協調・多文化共生  

 

国際的な状況 

・国際的に見て、我が国の男女共同参画・女性活躍推進は低い水準にあり、2019年に世界経済フォ

ーラムが公表したジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）で日本は過去最低記録

を記録しました。国際的な動きや状況について情報収集し、わかりやすく市民へ提供し、理解を

深めてもらうことは、大阪市の男女共同参画の市民意識を醸成するうえでも重要です。 

・国における男女共同参画施策は、国連をはじめとする国際的な女性の地位向上に係る働きと連動

して推進されており、女子差別撤廃委員会、国連女性の地位委員会（CSW）を始めとする国際会議

等における議論や女子差別撤廃条約の積極的遵守、北京宣言・行動綱領に沿った取組、「持続可

能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs)に向けた「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」等の新たな国際的な潮流も踏まえ推進されています。国際的な議論や成果などを国

内に共有することも意識啓発や機運醸成となり、また、SDGs実施指針にあるとおり、分野横断的

な価値としてあらゆる取組について常にジェンダーの視点を確保し、施策に反映することも国際

的にこれまで以上に重要なものとなっています。 

 

大阪市民における多文化共生の状況 

・大阪市では、多様な価値観や文化を認め、国籍や民族、性別や出身などの違いを理由として社会

的不利益を被ることがなく、一人ひとりが個人として尊重され、相互に対等な関係を築き、その

持てる能力を十分発揮しつつ自己実現をめざして、社会参加できる創造的な社会である多文化共

生社会の実現をめざしています。 

・大阪市の外国人住民数は平成 26 年から増加に転じました。国籍も多様化し、新たに来住する外

国人住民は、留学生や技能実習生のような単身者や、日本で仕事をし、家族を呼び寄せた世帯、

日本人の配偶者、永住権を取得した永住者など様々な方がおられ、抱える課題、ニーズも多様化

しています。令和元年 12月末時点で、外国人住民数は 145,857人となっており、平成 31年 4月

の「出入国管理及び難民認定法」の改正もあり、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大によ

る影響は懸念されるものの、これまで以上に増加することも予想されます。 

・そのような中、特に外国人女性は、言語の違い、文化・価値観の違い、地域における孤立等に加

えて、女性であることにより更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意する

必要があり、生活上必要な情報の不足やＤＶ被害などの悩み事を抱えている場合があることから、

多文化共生の施策においても男女共同参画の視点をもって推進することが重要です。 

・また、外国人住民は支援されるだけの存在ではなく、地域の一員として大阪をともにつくる担い

手でもあります。そのため、男女共同参画施策と多文化共生施策が相互に連携し、外国人住民を

支援していくことが、魅力あるまちづくりにもつながります。 
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国際的な指数の状況  

■2019年に Global Gender Gap Report 2020で発表されたジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap 

Index：GGI）の日本の総合スコアは 0.652、順位は 153か国中 121位（前回は 149か国中 110位）

です。  

     

 ジェンダーギャップ指数は、経済、政治、教育、健康の４つの分野のデータから作成され、０

が完全不平等、１が完全平等を示しています。 

外国人住民数の推移 

■大阪市内の外国人住民数は令和元（2019）年 12月末現在、145,857人となっており、住民基本

台帳人口に占める割合は 5.3％です。平成 17年(2005)年 12月末（122,753人）以降ゆるやかに

減少傾向でしたが、平成 25（2013）年で下げ止まり、平成 26（2014）年から年々増加していま

す。 

  

現状データ 

 

ジェンダー・ギャップ指数について、より伝わりやすくするため、4 分野のスコ

アの記載を追加しました。一方で、見やすくする観点から、総合値の上位記載は

5 か国に絞りました。 

 

中間集約では、外国人住民の増加について言及していましたが、データの記載を

していなかったので、グラフを追加しました。 
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国籍の状況 

■大阪市の外国人住民で最も多いのは韓国・朝鮮の国籍で 65,362人（44.8％）となっています。

平成 16年には大阪市の外国人住民の約 7割を占めていましたが減少し、第 2位の中国は 43,384

人（29.7％）と増加しています。近年急激に増加したのが、第 3位のベトナムで 17,135人

（11.7％）となっており、アジア諸国出身者が多いのが特徴です。 

  

 大阪市の国籍・地域別人数及び割合（各年 12月末日現在） 

  

                      大阪市多文化共生指針（素案）より 

在留資格の状況 

■大阪市内の外国人住民の在留資格は、特別永住者が 49,603人（34.0％）、永住者が 26,928人

（18.5％）、留学が 22,368人（15.3％）です。恒常的な在留が認められる資格（特別永住者、

永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者）は 87,664人（60.1％）となっています。 

 大阪市の在留資格別人数及び割合（令和元年 12月末現在） 

  

 大阪市多文化共生指針（素案）より 

  

中間集約で記載していたものに、より伝わりやすくするよう数字の表を加えました。 

中間集約では、外国人住民の在留資格について言及して

いましたが、データの記載をしていなかったので、表を

追加しました。 
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生活での困りごとについて 

■大阪市に居住する外国人の生活での困りごとや知りたい情報としては、「国民健康保険や年

金」（35.3％）、「税金」（28.9％）といった社会保障等に係る項目が上位で、次いで「家事

や地震や台風がおこったときにどうすればよいか」（22.8％）、「病院で診察を受ける方法、

母語で応じてくれる病院の情報」(20.0％)、「病気や事故のときにどうすればよいか」

(19.8％)といった緊急の対応に係る項目があがっています。また、「DV（パートナーや家族か

らの暴力）についての相談」も 2.2％あります。 

 

 生活で分からなくて困っていることや知りたい情報 

 

                   大阪市外国人住民アンケート（令和元年度） 
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項目 回答数 割合 

国民健康保険や年金 221 35.3% 

税金 181 28.9% 

火事や地震や台風がおこったときにどうすればよいか 143 22.8% 

病院で診察を受ける方法、母語で応じてくれる病院の情報 125 20.0% 

病気や事故のときにどうすればよいか 124 19.8% 

日本語の勉強のこと 120 19.2% 

給付金・生活保護 117 18.7% 

予防接種や健康診断 113 18.1% 

地域のイベントの情報 112 17.9% 

日本人と交流したい 104 16.6% 

項目 回答数 割合 

塾や習い事に必要なお金が高い 67 58.8% 

子育てや教育に必要なお金が高い 61 53.5% 

子どもが母語や母国の文化を勉強することができない 44 38.6% 

日本の保育や学校の慣習にしたがうことを求められる 40 35.1% 

日本の子育てや教育の仕組みがわからない 34 29.8% 

子どもが授業の内容を理解できないのではないかと心配

だ 

31 27.2% 

受験や進学の方法がわからない 31 27.2% 

日本語がわからないため、勉強を教えることができない 30 26.3% 

子どもが悪いこと（不良行為）をしないか心配だ 27 23.7% 

先生や他の親と会話ができない 23 20.2% 

生活で分からなくて困っている・知りたいと回答した割合（複数回答）（上位 10 項目） 

出産・子育て・教育・学校のことで困ったことがあると回答した割合（上位 10項目） 

中間集約では、「生活で分からなくて困っている

こと」「出産・子育て・教育・学校のことで困っ

ていること」の２つのデータを記載していました

が、施策分野自体が広い論点で取り扱っているこ

ともふまえ、「生活で分からなくて困っているこ

と」のデータに絞って掲載し、一方で、中間集約

では上位 10 項目のみ掲載していましたが、同デー

タのすべての回答を記載する形で整理しなおし、

課題がより伝わりやすい形に整理しなおしまし

た。 
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【基本的方向と具体的取組】 

基本的方向６  男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備  

男女がともに仕事や家庭に関する責任を担い、多様な生き方、働き方を選択できるよう、多様

な保育ニーズへの対応や地域での子育て支援など育児支援基盤の整備と、介護の居宅・施設サー

ビスの充実など介護支援基盤の整備を進めていきます。 

 また、男女共同参画の視点に立ち、男女それぞれの悩み等の相談を引き続き実施するととも

に、より多くの方に利用していただけるよう、相談窓口の認知度向上に向け広報・周知を積極的

に行っていきます。 

 

具体的取組  

（１）男女の多様な選択を可能にする育児・介護の支援基盤の整備 

 ① 多様な保育ニーズへの対応 

・変動する保育ニーズへ柔軟に対応するための入所枠の確保の取組を実施します。 

・病児・病後児保育、一時預かり、夜間保育など多様な保育サービスを行います。 

・緊急時などに子どもを預けられる仕組みなど、子育て家庭を支援します。 

 

 ② 地域での子育て支援 

 ・身近な地域での子育てに関する幅広い相談や支援体制を充実します。 

・子育てに関する情報提供の充実や、保護者や子ども同士の交流機会を提供します。 

・平日の放課後・土曜日・長期休業中などに、児童の居場所の提供等を行います。 

・保育所や幼稚園から高等学校までの子育てに伴う経済的負担の軽減を図ります。 

・すべての子どもたちが安心して医療を受けることができるよう、経済的負担を軽減する 

ため、こども医療費助成の取組を実施します。 

 

 ③ 子育てしやすい環境整備 

 ・妊婦や親子連れの方などが利用しやすく、安心して外出できるような公共施設等の環境整備

を進めます。 

 

 ④ 介護サービスの充実 

・居宅・施設サービス等介護の支援基盤の充実を図ります。 

・誰もが住み慣れた地域で安心して生きがいのある暮らしができるよう、地域包括ケア体制 

の推進、認知症高齢者及び家族への支援を行います。 

・介護サービス基盤を充実するとともに、介護人材の確保を支援します。 

・地域包括支援センター等の相談・支援体制を充実し、介護する家族の不安、悩みに対応 

し負担の軽減を図ります。 
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（２）相談体制の充実 

・女性のさまざまな悩みにかかる女性総合相談、男性相談員による男性の悩み相談、教育に 

関する相談などの相談を実施します。 

・市民が相談窓口を身近に利用できるよう、「どのような相談を受けることができるのか」 

「どのように対応してくれるのか」といった相談事例や相談内容等の情報も発信しなが 

ら、窓口の広報・周知に努めます。 
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【基本的方向と具体的取組】 

基本的方向７  男女共同参画を推進する教育・啓発の充実  

男女がともに仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自ら希望に沿った形で展開できるよ

う、男女共同参画意識の変化や動向を把握しながら、男女平等・男女共同参画・性の多様性など

についての理解促進など、学校、職場、地域等のあらゆる機会を通じて教育・啓発活動を展開し

ます。 

 また、メディアやインターネット、SNS等を通じて流れるさまざまな情報を、男女共同参画の視

点から適切な表現かどうか判断し発信する能力を身につけるための啓発や、女性が保障された法

律上の権利や、権利の侵害を受けた場合の対応等男女共同参画に関連する諸制度について理解を

深めるため、広報・周知を引き続き行います。 

 さらに、固定的な性別役割分担意識の解消に向け、特に男性への意識改革を推進しつつ、男女

がともに家事・育児・介護や地域活動へ自発的に参画するよう意識改革を図ります。 

 また、人生 100年時代と言われるこれからの社会において、男女ともに充実した社会参加につ

ながるよう、学びの機会を提供し、生涯学習を支援します。 

 若い世代に対しては、一人ひとりの個性と能力の発揮に向けて、男女共同参画の視点に立った

進路指導や生徒指導を実施することや、これから就職しようとする若者が生き方や働き方を主体

的に選択できるよう、多様な働き方や仕事と家庭の両立について考える機会を提供していきま

す。 

 

 

具体的取組  

（１）男女共同参画の理解促進、情報発信 

 ① 学校・地域、企業での教育・啓発を通じた男女平等・男女共同参画意識の醸成 

・小中学校における教育活動全体を通して、男女平等教育を推進します。 

・小中学校の日常生活において、性の多様性に関する知識理解を促進し、偏見・差別を許さな

い姿勢を醸成していきます。 

・男女共同参画の意義、重要性についての理解を促進するため、男女共同参画週間や女性に 

対する暴力をなくす運動、地域イベント等のさまざまな機会を活用し、地域団体等と連携 

しつつ啓発活動を行います。 

・男女共同参画センターにおいて、男女共同参画に関する情報提供を行うとともに、各種啓 

発事業を実施します。 

・地域や企業に出向いて、男女共同参画の視点から身近な課題を取り上げた講座を実施しま 

す。 

・地域・家庭において、生涯学習の一環として、男女共同参画について学習する機会を提供 

します。 

 

 ② 男女共同参画や女性の活躍推進にかかる情報発信 

 ・ホームページや SNSをはじめ、情報誌、ポスター・チラシ等さまざまな広報媒体を活用し 

て、男女共同参画や女性活躍推進にかかる意義、重要性、取組などについて広く情報発信 
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します。 

 

 ③ 男女共同参画推進に向けた調査・研究の実施 

 ・地域や雇用の場等における男女共同参画意識の変化や動向を把握するため、市民・企業意識

の状況を調査するとともに、男女共同参画にかかる調査・研究を行い、その結果を効果的な

施策実施に活かしていきます。 

・男女共同参画にかかわる図書・統計情報等を収集・整備し、市民等へ提供します。 

 

 ④ 男女共同参画の視点からの適切な行政広報・情報発信の推進 

・女性の人権、男女共同参画の視点からの適切な広報・情報発信を推進します。 

 

 ⑤ 男女共同参画の視点をふまえた表現等の推進 

 ・メディアやインターネット、SNS等を通じて流れるさまざまな情報に対して、女性の人 

権、男女共同参画の視点から適切な表現かどうか判断する能力や、適切な情報を発信する 

能力を身につけるよう、メディア・リテラシー向上に向けた啓発を行います。 

 

 ⑥ 法令・制度の理解促進 

 ・男女共同参画に関連する法令や大阪市条例・基本計画等について、市民にわかりやすく、そ

の内容について広報・周知に努めます。 

 

（２）男性・女性の意識改革の促進 

 ① 固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発 

・男女の固定的な性別役割分担意識の解消に向け、さまざまな広報媒体や機会を活用して、 

啓発を実施します。 

 

 ② 男性の家庭生活や地域活動への参画の促進 

 ・男性が仕事と両立しながら家事や育児・介護、地域活動を行うことが社会的に評価される 

ことをアピールします。 

・家事育児・介護等に男性も積極的に参画するよう、男女共同参画センターの事業や地域の 

イベント等を通して啓発に取り組みます。 

・男性自身の意識だけではなく､家族・地域・職場等の周囲の理解を深め、男性が家事や育 

児､介護等の活動に前向きに参画できるよう必要な広報・啓発等を行います。 

 

（３）多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実 

 ① 多様な生き方・働き方を学び可能性を広げる学習機会の提供 

・小中学校において、職業観・勤労観等を育成するキャリア教育を進めます。 

・一人ひとりの個性と能力の発揮に向けて、男女共同参画の視点に立った進路指導・生徒指 

導を実施します。 

・自立に向けたさまざまな体験を重ね、子どもが「生きる力」の基礎を身につけるよう取り 

組みます。 

・理工系分野等女性の参画が進んでいない分野においても活躍の機会があることへの理解を 
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深めるため、男女にかかわらず、幼いころから科学技術の魅力に接する機会を提供するな 

どの取組を実施します。 

 

 ② 就職前の若者に対する意識啓発 

 ・これから就職しようとする若者に対し、多様な働き方や仕事と家庭を両立することの意義等

について考えてもらう機会を提供し、自分にあった生き方、働き方を主体的に選択していく

ような意識啓発の取組を実施します。 

 

 ③ 生涯学習の機会の充実 

 ・生涯にわたり男女がともに個性と能力を発揮し、多様な働き方を選択ができるよう、生涯学

習関連施設において、キャリアアップ等に向けたさまざまな学習機会を提供します。 
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【基本的方向と具体的取組】 

基本的方向８  防災・復興における男女共同参画の推進  

今後、南海トラフ巨大地震等の発生も懸念されるところであり、地域防災計画の推進や地域防

災活動において、男女共同参画の視点を反映した取組を進めていきます。 

 また、地域防災活動への女性の参画について地域の理解が深まるよう啓発を行い、女性が地域

防災活動に中心的な役割を果たすよう参画を促します。 

 男女共同参画センターにおいて、男女共同参画の視点から地域防災について担うべき役割や取

組について検討を進め、災害時に男女共同参画センターが果たす機能の充実を図ります。 

 

具体的取組  

（１）男女共同参画の視点を踏まえた地域防災の推進 

 ① 市地域防災計画における女性の参画拡大 

・大阪市防災会議における女性委員の比率を高めていきます。 

 

 ② 地域防災活動への女性の参画 

 ・地域防災活動、特に避難所運営などに女性の視点を入れることや、そのためには女性の参画

が必要であることなどについて地域を対象としたセミナーや防災訓練等の場を通じて情報提

供・啓発を実施します。 

・地域防災活動の企画・実施に中心的な役割を果たす担い手として女性の参画の重要性の啓 

発を行います。 

・女性を含めた防災士や防災リーダーの育成を推進するとともに、大学と連携した防災講座へ

の参加を促進します。 

 

 ③ 男女共同参画センターを活用した地域防災の取組の強化 

 ・平時からの地域の防災を担う女性の人材育成の重要性や男女共同参画の視点をふまえた防

災・減災の必要性について啓発を行います。 

・避難所での女性に配慮した対応等にかかる相談窓口の設置など、男女共同参画センターが 

男女共同参画の視点からの地域防災について担うべき役割や取組について検討を進め、セ 

ンターが災害時に果たす機能の充実を図ります。 
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【基本的方向と具体的取組】 

基本的方向９  国際社会と協調した多様性に富んだ取組の推進  

男女共同参画の推進は国際社会における取組と密接に関係することから、男女共同参画に関す

る海外の動向、各国の取組等の情報を収集し、分かりやすく市民に情報発信を行うなどにより、

国際協調のもと男女共同参画の取組を進めていきます。 

 外国人に対し、地域で孤立しないよう、日本語学習支援や多言語で生活支援や相談窓口の情報

提供を行います。 

 

具体的取組  

（１）男女共同参画にかかる国際的取組の情報発信 

・男女共同参画に関する海外の動向、各国の取組等の情報収集し、わかりやすく市民へ情報 

発信します。 

・世界女性会議や国際女性デー、SDGsなどの国際的な取組の紹介、情報発信を行うなど、国 

際協調のもと男女共同参画の取組を進めます。 

 

（２）多文化共生の視点を踏まえた女性への支援 

・言語の違いなどにより、女性がさらに社会的に不利な立場となることの無いよう、生活に 

密着した日本語学習支援等を実施します。 

・外国人に対し、多言語での生活支援や相談窓口の情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 


