
【施策分野Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍の推進】
1．現状と課題

⑴ 女性の就業状況等

③ワーク・ライフ・バランスの状況

対応

・ご意見を踏まえ下記のとおり文章を修正しました。
　「大阪府における管理的職業従事者に占める女性の割合は増加しつつあり、令和元年では平成30年から4.4ポイン
ト増加し、20.9％になっています。」

・女性管理職の割合が低いことについては、「管理的職業従事者における男性と女性の割合（大阪府）」のグラフで示
しているため、女性の継続就労・管理職登用につながる職場環境整備に向けた取組の代表例のグラフを掲載し、中小
企業では大企業に比べて取組が進んでいない傾向がうかがえることを記載いたします。

対応

対応

⇒

②企業等における女性活躍の状況

・ご意見のとおり修正しました。

・ご意見を踏まえ、「基本認識」の該当部分に「男性の育児休業の取得は進んでおらず、取得期間の長さも男性は女
性と比べて非常に短くなっています」と記載するとともに、「現状データ」の該当部分の記載を　「育児休業の取得期間
（全国）について、男性は7割以上が2週間未満であり、女性に比べて格段に短くなっています。」としました。
（調査対象者の実数については不明のため記載しておりません）

・ご意見のとおり修正しました。

・文の下に国で作成された調査結果のデータを転記しております。

・ここでは、ワーク・ライフ・バランスの観点、特に男性の家庭への参画拡大の観点から、男性が長時間労働となってい
る割合が高くなっている現状に対する記述としております。長時間労働の是正については、企業に限らず、官公庁等
を含め、社会全体の課題であるとの認識から、「企業における、」という記述を削除します。

・ご意見のとおり修正しました。

①男女間での経済的格差等の状況

いただいたご意見
特になし

いただいたご意見
＜牛山委員＞
・（管理的職業従事者に占める女性の割合について）H30→R1で4.4ポイントも女性の割合が増加しているた
め、R2の30ポイント目標には届かずとも、近い未来の達成を見据えて、文章としてもっと良い表現をなさっても
よいのではないか。

＜友田委員＞
・Ｐ5下の文章に「大企業での女性管理職提示を実施しているのは2割程度と低く、さらに中小企業は進んでい
ません。」と記載してはどうか。

いただいたご意見
＜森田委員＞
「週労働時間60 時間以上の雇用者の割合」の後に、（全国）を付記した方がよいのではないか。

＜友田委員＞
・Ｐ9下の文章に「育児休業を取得した〇人のうち、7割以上が2週間以内の育児休業であり、女性の取得期間
と甚だしく短いです。育児のために休業するために必要な期間を取得することができる取り組みが必要で
す。」と記載してはどうか。

＜牛山委員＞
・（「取得期間別育児休業後復職者割合」の表について）女性男性ともに、他期間に比べて圧倒的に高いポイ
ントである２か所ずつの着色のほうが、イメージを示しやすいのではないでしょうか。
・Ｐ10のスペースが余っていますので、文中に登場する「調査結果」などの資料を具体的に掲載するようなこと
は可能か。

＜友田委員＞
・Ｐ11の囲みの文章中「企業における、長時間労働を是正するとともに・・・」とあり、「企業」とひとくくりにしてし
いるが、職種によって差があると思う。職種別にその傾向を分析をして課題を明確にすることが良いと思う。

＜森田委員＞
・Ｐ11の囲みの文章中「新たなワークスタイル」は、「新たな働き方（ワークスタイル）」のほうがよいのではない
か。

⇒

⇒

資料２



【施策分野Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍の推進】

⑵ 地域における女性の活躍状況

2．基本的方向と具体的取組

・ご意見を踏まえ、下記のとおり具体的取組を追加しました。
　「男性の育児・介護休業等の取得促進など、男性の家庭参画に向けた意義や必要性の啓発及びノウハウ等の提
供」

・同上

・女性活躍リーディングカンパニー認証基準の項目として、男性の育児休業等の取得促進の取組や取得実績を評価
する項目を設定しているところです。

(2)　女性の多様な働き方の実現

⇒

⇒

いただいたご意見 対応
特になし

対応

④差別的取り扱いやセクハラ等の状況

⑤大阪市役所の管理職等の女性比率の状況

対応

・法令違反等の事案公表は国（労働局）の権限に基づくものであるため、大阪市としては、そうした事象が生じないよう
啓発していくことが重要であると認識しております。

いただいたご意見 対応
＜渋谷委員＞
・「男性の育児等休業の促進」を、基本的方向１でより明確に強いメッセージとして訴え、そのための具体的取
組も、さらに具体的に示してみてはどうか。

＜篠田委員＞
・男性の家庭参画の推進をぜひ加えていただきたい。

＜花岡委員＞
・男性の子育て参加、男性の育児休暇取得を強化する。男性の育児休暇取得を積極的に進める企業の支援
をしてはどうか。

⇒

⇒

基本的方向１　雇用等における女性の活躍推進と両立支援

(1)　企業等における女性の活躍推進

＜牛山委員＞
・（Ｐ14「大阪市役所における各役職段階にある職員に占める女性職員の割合」）表の右にいくほど役職が上
がる表のほうが、伝わりやすいかと存じます。理由として、前１３ページの年齢別の表と合わせて見た際に、年
齢の流れと役職の流れが同じ向きであるほうが、読み手にとって楽なのではないか。

⇒

・ご意見を踏まえ修正しました。

対応

いただいたご意見
＜森田委員＞
・Ｐ16の囲み文章の2段落目の一文が長いので「・・・少ないと考えられます。そのため、引き続き・・・」と分けて
はどうか。
　また、「人材プールを厚くしていく」の部分が分かりにくいため「活動に関わり続ける人を増やしていく」等に替
えてはどうか。

・ご意見のとおり修正しました。

⑥地域における女性の活躍状況

いただいたご意見
＜友田委員＞
・Ｐ13「ハラスメント」について、啓発だけでよいのかと悩む。ハラスメントは暴力であり犯罪行為に等しく、相談
内容も多く、啓発だけで、企業等に任せておくべき問題ではないと思う。ハラスメントが生じた職場、企業に対
しては、ホームページ上で公開するなど、解決するために取り組むべき方針やそれぞれに課することなど実
施することまで盛り込むことはできないか。

いただいたご意見



【施策分野Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍の推進】

その他（資料についての意見）

　

いただいたご意見 対応
特になし

(2)　地域で活躍する女性の育成・支援
いただいたご意見 対応

特になし
⇒

⇒

特になし

いただいたご意見 対応
＜川口委員＞
・国は、男性国家公務員に育児休業を1ヶ月以上取得することを推奨する方針を決め、今年4月から男性部下
の育休取得を上司の人事評価に反映する方針（日経新聞2019年12月16日）だそうです（現在、実施されてい
るかどうかについては不明）。
女性の活躍がなかなか進まないのは、女性が育児の大半を担っていることが一因です。大阪市役所が民間
企業の模範となるよう男性育児休業の取得促進のための施策を実施してはどうか。

＜海老沢委員＞
・大阪市だけの対策で、即時的な効果が見込めるのは、市の管理職に対する女性の割合を増やすことだと考
えます。自ら管理職になる意思のない女性が一定数いると想定される。管理職になった後の子育て等の配慮
や支援体制に対する不安がある可能性があるので、それに対する対策を講じれば管理職の女性比率の上昇
に役立つと考える。管理職昇進のためのより具体的な支援体制を検討する価値があるのではないか。

・大阪市においても、育児休業を含む休業・休暇等の取得、労働時間などの労務管理の要素も含めて、総合的に人事
評価を行っているところです。
また、男性職員の育児休業や育児関連休暇の取得率向上を目標に掲げ、男性職員の育児参加の促進に向けた制度
の周知や情報提供、上司との面談を仕組化するなどの取組を検討しているところです。

・大阪市では、女性の管理職登用に関する数値目標を設定のうえ、意欲、能力、実績を持った女性職員の積極的な管
理職への登用に向けた取組を進めています。また、女性職員の職域拡大や、幅広い経験を積むことができる人事配
置を行うとともに、女性職員の活躍のサポートに向けた女性職員向けのセミナーやキャリアデザイン研修、ワーク・ラ
イフ・バランス推進に向けた管理職向け研修などを実施しているところです。

基本的方向２　地域における女性の活躍推進

⇒

(1)　女性の地域活動への参画促進のための環境づくり
いただいたご意見 対応

⇒

(3)　市役所における働きやすい職場づくりと女性の参画拡大



【施策分野Ⅱ 安全で安心な暮らしの支援】
1．現状と課題

⑴ 女性に対する暴力をめぐる状況

⑵ 男女の健康状況

いただいたご意見 対応
＜友田委員＞

・「更年期の男女の健康問題や不定愁訴等への対応が必要」との記載について、がんに関する健康問題とわ
けて、記載する方がよい。不定愁訴等への対応という文言がわかりにくく、不定愁訴でもそのうちの何が大阪
市では多くて何がどのように問題なのか。
・「がんの予防・早期発見のための検診率の向上」について、「男性とは異なる健康上の問題に直面する」旨
の文章に続けて記載する方がより分かりやすい。そのうえで、それぞれのがん検診率を分析することで、早期
発見のための取り組みがより分かりやすくなる。
・大阪市の乳がん・子宮頚(けい)がん等の疾患の罹患状況についてのデータを提示していただければ、大阪
市の女性特有の疾患の特徴が明確になり、課題を見出すことになると思う。
・「ストレスによるうつ病の発症等こころの健康や、薬物・アルコール依存への対応についても重要な課題と
なっています。」との記載について、こころの健康の現状と問題点、アデイクションの現状と問題点をデータ等
で明らかにすることで、大阪市の取り組むべき課題の重要箇所が明らかになると思う。

⇒

・委員からいただいたご意見を踏まえ、がんとがん以外の健康問題に関する記載を分けるとともに、大阪市健康増進
計画「すこやか大阪２１」に記載している内容を中心に、再構成して記載内容を整理しました。

・大阪市では、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１」を策定しており、当該計画には、大阪市の健康（身体だけでな
くこころについても）に関する現状の分析、課題の抽出、課題を解決するための取組みが記載されております。「男女
の健康状況」のエリアの内容は、この「すこやか大阪２１」に記載されている内容を参考に記載しております。なお、「す
こやか大阪２１」によれば、健康寿命に影響する要因（疾患）を調査分析したところ、大阪市の女性の特徴的な結果とし
て「関節疾患」、「骨折・転倒」があがっており、「骨粗しょう症」予防の取組が行われております。この取組については、
男女計画においても、女性特有の健康課題に関する取組として、健康局から報告があげられております。

大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第2次後期）」（大阪市ＨＰ）

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000430621.html

性犯罪・性暴力の状況

いただいたご意見 対応
＜友田委員＞
性暴力について、相談窓口の広報・周知を図り、被害を受けた際のケアを適切に行う必要があるとの記載に
ついて、具体的な方針を示すことが望まれる。
また、顕在している被害数は氷山の一角と考えることが必要であり、その被害に遭わないために、加害者にさ
せないために、若者を中心に教育に予防として組み込んでいくことが必要であり、可能であれば明記してほし
い。
デートDVについても、同様に、暴力被害者にならないために、加害者にならないために、男女共同参画の視
点で啓発活動が重要だと思う。

・ご意見を踏まえ、性暴力に関する具体的な取組として下記のとおり記載しました
　「被害を未然に防ぐため、学校教育等を通じてこどもたちが暴力を認識し、その危険から自らを守るための力を育み
訴えることができるよう、こどもの発達段階に応じて性暴力・性犯罪の危険性や性に関する正しい知識を身に付ける啓
発授業を実施します。」

　「男女の対等なパートナーシップや暴力を伴わない人間関係を構築し、将来の加害者、被害者を生まないようにする
ため、市内中学生向けのデートＤＶ防止啓発リーフレットを作製・配付し、あわせて学校教育の場において啓発教材を
活用したデートＤＶ防止の啓発・予防教育授業を実施します。」

DVに関する状況

いただいたご意見 対応
＜牛山委員＞
相談機関・相談窓口同士の連携図のような別表を載せるようなことは可能か。（直接の認知度が低い機関・窓
口であっても、認知度が高い機関や相談件数の多い機関から促されて2次対応としての相談対応が上手く
いっている状況であれば、機関・窓口としての機能をある程度満たしているのではないかと考えるため。）

＜友田委員＞
「被害者の安全確保に向け、関係機関との連携を強化するとともに、自立支援に向けては、医療機関や福祉
機関との一層の連携も必要」との記載について、どのように連携を強化するのか、また、どのように一層連携
するのかについて表現すると新たな施策・計画となる。

また、新型コロナウイルス感染拡大により、相談することがこれまで以上に困難になり、今後の社会生活の在
り様が変容する中で、暴力の問題への取り組みについて触れておく必要があると思う。それは、アウトリーチ
が重要になってくると思われますが、そのためのシステム構築や方法についての方針も明記しておくことが良
い。

・ご意見を踏まえ、新計画に、相談機関の連携図及び相談窓口一覧を、参考資料として掲載することとします。（別表
参照）
　

・ご意見を踏まえ、「基本的方向３　女性に対するあらゆる暴力の根絶」において、関係機関との連携強化にかかる具
体的な取組として、下記のとおり記載しました。
　「要保護児童対策地域協議会を通じて関係機関との情報共有、連携の強化を図ります。」

・ご意見を踏まえ、、「基本的方向３　女性に対するあらゆる暴力の根絶」において、下記のとおり記載しました。
　「コロナ禍の影響等により電話や面接での相談が困難となるといった被害者の置かれた状況に十分配慮して新たな
相談方法を取り入れるなど、相談しやすい環境整備に取り組みます。」

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000430621.html


【施策分野Ⅱ 安全で安心な暮らしの支援】

(3) 困難を抱えたあらゆる女性などの状況

いただいたご意見 対応
＜渋谷委員＞
施策分野Ⅱの現状と課題ｐ３０の最終段落に、「性的少数者」の点が指摘されているが、前提となる資料や説
明がなく唐突な印象を受ける。例えば、様々な相談事例の中で、性の多様性に関する相談案件が占める割合
が増えていることなどを示すデータ等があれば、紹介してはどうか。

＜友田委員＞
「より高い所得を得られる正規雇用の職」との表現について、「安定した収入と生活のできる職」と修正した方
が良いと考える。

「今後とも、高齢者・障がいのある人などが住みなれた地域で安心して暮らせるための施策の推進」との記載
について、
高齢者の独り暮らしについての課題は明記されているが、障がい者についての課題が記載されていない。丁
寧に困難を抱えた状況をわけて考え課題を提案した方が良い。

「多様な性のあり方への理解を深め、性的少数者への偏見や差別意識をなくしていく必要」があるとの記載に
ついて、必要性の記載だけでなく課題を明記するとともに、課題解決の具体的な方策を記載する必要がある
と思う。

「家庭に居場所がない等の未成年女性への支援も求められています。」との記載について、家庭に居場所が
ない等のくだりがわかりにくく、具体的に問題となっている事柄を丁寧に記すことが必要と思う。

＜牛山委員＞
社会に既に浸透している親しみのあるコンテンツ（映画等）を題材に、解釈によって、男女共同参画や家庭、
子どもへのサポートについて興味関心をひく、などのセンセーショナルな啓発手法が可能か、またその有効性
についてどのように考えるか。

⇒

・ご意見を踏まえ、「生活上の困難に直面する女性等」についての基本認識において、下記のとおり表現を整理しまし
た。
　
　「性のあり方が多数派とは異なる面がある性的少数者について、現在では差別的な扱いを受けることは不当なことで
あるという認識が広まってきていますが、いまだに偏見や差別が残っている現状があります。本市において性の多様
性に関する相談件数は増加傾向にあり、多様な性のあり方への理解を深め、社会全体が多様性を尊重する環境づく
りを進めることが必要です。」

・ご意見を踏まえ、　「より高い所得を得られる正規雇用の職」の表現を、「安定した収入と生活のできる職」に改めまし
た。

・ご意見を踏まえ、障がい者に係る課題について、基本認識に記載しました。

・多様な性のあり方への理解を深め、性的少数者への偏見や差別意識をなくしていくための取組みとして、下記のとお
り記載しています。
「・性の多様性（性的指向や性自認など）の尊重についての啓発の推進、人権相談における性的少数者に　係る強
化相談日の設定、地域での性的少数者とアライ（よき理解者）との協働・交流の機会の提供による市民・企業の理解の
さらなる充実を推進します。」
　なお、性の多様性尊重に関する啓発の具体的内容としては、「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」「大阪市性の
多様性尊重大賞表彰」等を実施しています。

・未成年女性への支援に係る具体的内容については、基本的方向３「女性に対するあらゆる暴力の根絶」において、
下記のとおり記載しました。
「デートＤＶやからだの悩み等を抱える若年女性や、家庭に『居場所』がない等生活する場の安心・安全を確保できな
い若年女性への支援となる相談体制を充実していきます。」

・ご意見を踏まえ、市民の関心を惹く効果的な啓発手法について今後検討します。



【施策分野Ⅱ 安全で安心な暮らしの支援】

2．基本的方向と具体的取組

その他（資料についての意見）

　

いただいたご意見 対応
特になし

⇒

(2)　高齢者・障がいのある人等が安心して暮らせる環境の整備
いただいたご意見 対応

特になし ⇒

基本的方向５　困難を抱えたあらゆる女性等が安心して暮らせるための支援
(1)　生活上の困難を抱える女性等への自立支援

いただいたご意見 対応
特になし ⇒

(2)　男女の健康をおびやかす問題についての対策の推進
いただいたご意見 対応

特になし
⇒

基本的方向４　生涯を通じた健康支援
(1)　女性の生涯を通じた健康保持・増進のための施策の推進

いただいたご意見 対応
特になし

⇒

(2)　DV家庭への支援
いただいたご意見 対応

＜朴木委員＞
p.24　男性相談の充実に関する支援策として「男性相談の実施」だけでなく、具体的な支援につなぐ方策を記
載できないか。
ＤＶ被害者は圧倒的に女性が多く、男性には「加害者更生」が必要という流れはその通りだと思うが、少数と
は言え、男性の被害者も存在する。特に、子供を抱えた男性被害者は「自分の思うように動くことが出来ない」
等の問題に直面している。女性被害者の場合は母子福祉の主旨も踏まえた支援が制度化されているが、男
性（+子ども)の場合は、例えば「生活を立て直すための住居の一時的提供」などの制度はなく、実際に困って
いる人もいる。
「・・・男性相談の実施」（p.33）だけでなく、もう少し踏み込んで「・・・男性相談の充実と支援策の検討」くらいは
記載出来るのではないか。

⇒

＜事務局修正＞
ご意見を踏まえ、男性被害者が相談しやすい環境づくりの必要性を基本認識として記載するとともに、基本方向及び
具体的取組に、下記のとおり記載しました。

（基本的方向３　女性に対するあらゆる暴力の根絶）
・関係機関が連携し、被害者の安全確保や、福祉制度の活用・心理的なケア等の自立に向けた支援を行うなど、男性
を含むDV被害者とその家族への支援に取り組みます。
（具体的取組）
（２）ＤＶ被害者と家族への支援
④ 男性に向けた支援

性への支援を実施します。」

基本的方向３　女性に対するあらゆる暴力の根絶

(1)　女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり
いただいたご意見 対応

特になし



【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】
1．現状と課題

⑴ 男女共同参画を推進するための各種制度の状況

⑵ 男女共同参画に関する市民意識

(3) 男女共同参画と防災・減災

(4) 国際社会との協調・多文化共生

いただいたご意見 対応
＜牛山委員＞
SDGsについて大阪市内で開発目標を掲げている企業の割合、さらに「複数の開発目標」を掲げている企業の
割合についてのデータがあればあわせて掲載できないか。（SDGsは企業にとっても重要な生存戦略になる
が、「持続可能な『複数の』開発目標」である意識がより望ましい。他の自治体との差別化としても、SDGsをよ
り深掘りした具体的な情報収集や施策の推進に大阪市が取り組んでいると内外にアピールする意義はあるの
ではないか。）

＜友田委員＞
「男女共同参画の市民意識を醸成するうえで、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取組みが重要」との記載について、単に理解を深める取組だけでなく、大阪市が
率先して、ジェンダーギャップを指数を0.8（例えばの数値）とするため何らかの取り組みを実践する等の表明
があると良い。

「大阪市の男女共同参画を推進するうえで、多文化共生の視点での施策を推進することもますます重要」との
記載について、大阪市の多文化共生の視点を加えて施策を推進する旨記載した方が、わかりやすく、大阪の
オリジナルと意気込みが見えてくると思う。

⇒

・「SDGsについて大阪市内で開発目標を掲げている企業の割合」や「複数の開発目標を掲げている企業の割合」につ
いての関係データを持ち合わせておらず、お示しすることはできませんが、ご意見の趣旨を踏まえ、SDGｓに関する取
組みの紹介や情報発信にあたり、効果的な手法を検討してまいります。

・ご意見については、ジェンダーギャップ指数改善につながる取組として、施策分野Ⅰにおいて、経済分野、行政分野に
おける女性の参画拡大にかかる取組を下記のとおり記載しております。なお、「国際社会との協調・多文化共生」の項
においては、他の記載内容とのバランスから再掲はしておりません。
（企業等における女性の活躍推進）
・企業や民間団体における方針の立案、決定過程への女性の参画拡大に向けた、企業等における女性管理職の積極的な登用を促
します
（市役所における働きやすい職場環境づくりと女性の参画拡大）
・女性の活躍を推進し組織の活性化を図るため、女性の管理職登用に関する数値目標を設定し、意欲、能力、実績を持った女性職

員を積極的に管理職に登用します。

・ご意見を踏まえ、多文化共生の視点にかかる基本認識として下記を記載しました。
「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。」

いただいたご意見 対応
＜花岡委員＞
・避難所において性的な被害を受ける女性がいる現状について配慮頂きたい。避難所においてお手洗いに行
きたくても安全なトイレが確保出来ず、我慢する女性が多いと聞く。熱中症予防のため水分を取りたいがお手
洗いが安心して出来ないからと水分を控える女性もいるのが現状である。
自然災害が頻発している日本においていざという時のために平時から必ず検討・準備頂きたい。

⇒

・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ないといった課題が生じていることを踏まえ、女性や子育て家庭のニー
ズに配慮した避難所運営など、避難所の運営における男女共同参画を推進することはもとより、委員のご意見のとおり
平時からの取組が重要であるため、その旨を計画において広く伝えられるよう、基本認識にその趣旨を記載しました。

いただいたご意見 対応
＜牛山委員＞
今後、「女性は仕事、男性は家庭を中心にする」という考えについてのアンケートの実施を検討いただけない
か。（子を産むことがありえる女性キャリア的要素から、極端な質問ととらえられるかもしれないが、男女共同
参画を象徴する印象深いアンケートになりうるため）

⇒

・委員のご意見を踏まえ、今後の固定的性別役割分担意識に関するアンケートを実施する際に、男女双方の視点から
の項目について、検討してまいります。

いただいたご意見 対応
特になし



【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】
2．基本的方向と具体的取組

(3)　多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実
いただいたご意見 対応

特になし
⇒

(2)　男女・女性の意識改革の促進
いただいたご意見 対応

特になし
⇒

基本的方向７　男女共同参画を推進する教育・啓発の充実
(1)　男女共同参画の理解促進・情報発信

いただいたご意見 対応
＜渋谷委員＞
男女平等、男女共同参画とともに「性の多様性」についての理解促進も掲げているが、具体的取組には反映さ
れていないため、具体的取組として「性の多様性」に関する取組を掲げてはどうか。

＜花岡委員＞
・男女共同参画を推進する教育・啓発の充実について、学校において教育・啓発活動を行っていくにあたり、ど
の世代から教育を行うのか。若年層からの教育が今後の男女共同参画を推進するために必要ではないか。

⇒

・ご意見を踏まえ、具体的取組に下記のとおり記載しました。

「・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。」

・ご意見を踏まえ、若年層からの教育・啓発について、具体的取組に下記のとおり記載しました。

「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。」

(2)　相談体制の充実
いただいたご意見 対応

＜渋谷委員＞
　ｐ５０施策分野Ⅲの基本的方向６・具体的取組（２）相談体制の充実①の２つ目に「相談窓口を身近に利用し
ていただけるような、窓口の広報・周知」とあるが、ここだけ尊敬語表現にされていることに違和感がある。 ⇒

・ご意見を踏まえ下記のとおり文章を修正しました。
「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。」

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

(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
いただいたご意見 対応

＜前田委員＞
少子高齢化が急速に進んでいる現状を何とかしなければ、皆さん１００才まで生きる長寿社会の中で、周りに
気兼ねすることなく安心して生活ができなくなる。周りでは適当な介護施設がなく、仕方なく老老介護をしてい
る家族が沢山ある。　年金で賄える介護施設を増やす、認知症になっても見守ってもらえる施設があるという
体制を整えるのは喫緊の課題だと思う。

　また、働き盛りの子供が多い国は繁栄するが、高齢化した層の多い国は当然消費も少なく発展しないと思
う。
結婚もしない・したがって子供も増えない、この体制を変えるには子育てしやすい環境を作る、子供が成人す
るまでは教育にも医療にも大きな金銭負担はない、税制面でも優遇していく体制を重要な課題として考えなけ
ればならないと思う。

・委員の問題意識を踏まえ、「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ある」との基本認識を記載するとともに、育児・介護の支援基盤の整備に
係る取組を整理しています。



【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】

(2)　多文化共生の視点を踏まえた男女共同参画
いただいたご意見 対応

⇒

基本的方向９　国際社会と協調した多様性に富んだ取組みの推進
(1)　男女共同参画にかかる国際的取組みの情報発信

いただいたご意見 対応
＜三久保委員＞
「海外の動向、各国の取り組み等の情報を収集し、分かりやすく市民へ情報提供します。」との記載について、
コロナ禍以前より海外の真似すべき良い動向、取り組み等が入手されていないと感じており、国際社会と協調
するためにこれに関する専門部会を立ち上げていただきたい。

⇒

大阪市で取り組んでいる国際的取組の情報発信については、令和元年度の事例では、情報誌クレオにおいて、G20大
阪サミットやSDGsにおけるジェンダーの視点の紹介や、国連女子差別撤廃委員会の活動の紹介などを行いました。
行政として、民間では取り上げられにくい観点からの紹介を行っており、そういった情報発信については継続が必要と
考えています。一方で、今回委員からご意見をいただいたことで、市民に求められる情報が入手できているか、発信で
きているかという点については、あらためて振り返るべき課題と認識し、現時点で専門部会の立ち上げまでは難しいと
考えておりますが、まずは委員のご意見や感じられていることをを改めてより詳細にお聞きし、情報発信の手法や内容
等について検討してまいりたいと考えております。

基本的方向８　男女共同参画の視点に立った防災・減災
(1)　男女共同参画の視点を踏まえた地域防災の推進

いただいたご意見 対応
特になし

⇒



【基本的な方針・その他】

いただいたご意見 対応
＜篠田委員＞
「大阪市がめざすべき男女共同参画社会の3つの視点」について
・①に多様性が盛り込まれていることから、男女のみならず「性別にかかわらず」という表現が本来は適切であ
ると考える。（男女共同参画という表記ですが、本来は性別に左右されない社会の実現である前提のうえで、
LGBTの方々に対する配慮も、今後必要になるため）

＜徳野委員＞
・とりわけ「コロナ禍」は、いわゆる「社会的弱者」への影響が大きく、今回の「新たな男女共同参画基本計画の
策定に向けた検討内容の中間集約」におけるタイミングでは反映が困難であることは理解しているが、今後の
新計画に向けては欠かすことのできない視点であると考えている。
・少し考えただけでも、企業の倒産や業績悪化に伴う解雇や雇止めの影響、在宅ワークの拡大によるＤＶ等の
増加などが報道等で明らかになっており、男女共同参画の視点からの分析が必要と考えている。
・場合によっては、今後の検討スケジュールにも影響する大きな課題だと考えているが、現時点での認識など
も聞かせて頂ければと考えている。

＜森田委員＞
「男女の個人としての尊厳が重んぜられ、～」とあるが、普段使う言葉とすれば、「重んじられ～」の方がよいの
ではないか。

・計画名や基本方針における「男女」という表記については、本計画が、男女共同参画社会基本法、大阪市男女共同
参画推進条例に基づくものであることから、現行の枠組みで取組んでまいりたいと考えておりますが、計画に基づく取
組については、多様性を踏まえたものとなるように整理してまいります。

・新型コロナウイルス感染症による影響については、国の第５次男女共同参画基本計画策定にあたっての考え方（案）
にも記載されており、感染症拡大の影響を受けての社会的・経済的状況を踏まえ、課題を把握し、取組につなげていく
必要がある旨が、基本的な方針に総論的に記載されております。本計画においても、今後５年間の計画であることを踏
まえ、基本方針及び各項目における基本認識に追記するとともに、その時々の状況に柔軟に合わせた取組を進めてい
くものとしたいと考えております。
 
 
 

・ご意見を踏まえ、修正してまいります。
 
 
 
 



（別表） 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）被害者支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

地方裁判所 
・接近禁止命令 

・電話等禁止命令 

・退去命令 

保護命令申立 

各区保健福祉センター 

大阪市配偶者暴力相談支援センター 

大阪府女性相談センター 

警 察 

安全のための支援・一時保護 

自立支援（福祉制度の活用等） 

連 携 

※１保護命令について 

 保護命令の申立については、大阪市配

偶者暴力相談支援センターへご相談く

ださい。 

 地方裁判所に申し立てると加害者に対

し保護命令が出されます。 

 更なる暴力により、生命又は身体に重

大な危害を受けるおそれが大きいとき

に限ります。 

 種類 

被害者への接近禁止命令、被害者の

子・親族等への接近禁止命令、電話等

禁止命令、退去命令 

 

※１ 

※２ 

連 

携 

連 

携 

こども相談センター 

相談先 

※２一時保護について 

一時保護は、各区保健福祉センターへご相

談ください。区役所閉庁時は警察へご相談

ください。（緊急時には 110 番） 

加害者に近づいて欲しくない 

 

加害者から逃げたい 

 



（別表） 

相談窓口一覧 
 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）について 

名称 電話番号 相談受付時間 

大阪市配偶者暴力相談支援センター 06-4305-0100 
9：30～17：00 

土・日・祝日・年末年始を除く 

大阪府女性相談センター 

06-6949-6022 

06-6946-7890 

（FAX）06-6940-0075（相談専用） 

9：00～20：00 

祝日・年末年始を除く 

【夜間・祝日ＤＶ電話相談】 
06-6946-7890 

（FAX）06-6940-0075（相談専用） 
上記以外の時間 

【外国人専用電話】 

（大阪府外国人情報コーナートリオフォン利用） 
06-6949-6181 

9：00～17：30 

土・日・祝日・年末年始を除く 

クレオ大阪 女性総合相談センター 
電話相談専用     06-6770-7700 

総合受付面談予約  06-6770-7730 

火～土 10：00～20：30 

日祝日 10：00～16：00 

クレオ大阪 男性の悩み相談 
電話相談専用      06-6354-1055 

総合受付面談予約  06-6770-7723 

金 19：00～21：00 

第３日曜日 11：00～17：00 

各区役所保健福祉センター   
9：00～17：30 

土・日・祝日・年末年始を除く 

各警察署生活安全課 緊急時は110番 24時間受付 

DV相談ナビ（内閣府） 全国共通短縮ダイヤル ＃8008 
9：00～17：00 

日・祝日・年末年始を除く 

性犯罪被害について 

性暴力救援センター・大阪SACHIKO 
072-330-0799 

全国共通短縮ダイヤル ＃8891 
24時間受付 

DV・セクハラ・性被害について 

大阪弁護士会 06-6364-6251 
第2木曜日のみ  

11時30分～13時30分 

 


