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 意見等に対する実施機関の考え方 
意見等 市の考え方 

ドメスティック・バイオレンスは、6ページ

で初めて出てきますが、28 ページに用語解

説があり読みにくいので直してください。 

２８ページの用語解説を７ページに移動

します。 

施策の方向１、番号５について、若手お笑

い芸人を活用して「男女共同参画」の芸を

作ってもらい、各種出前講座や研修に活用

するよう、個別事業に「啓発のためのパフ

ォーマンス出前」を追加したらどうか。 

各種講座、研修については、その都度、開

催目的に合わせ、内容や受講対象者、講師

の選定をして実施します。 

施策の方向１、番号５の施策の概要の記述

について、「市民と協働企画し」を追記し

たらどうか。 

市民との協働は重要と考えますので、「男

女共同参画意識の高揚と啓発のため、講演

会、講座、研修会など、市民協働などの手

法を取り入れながら実施します。」としま

す。 

施策の方向２、番号９の個別事業は、ボラ

ンティア・市民活動団体の登録と登録団体

の情報紙の発行だけなので、ボランティア

一般の話。男女共同参画とは言えない。具

体的に示してください。 

例） 

・ボランティア・市民活動団体にパブリッ

クコメントを求める 

・ボランティア・市民活動団体に男女共同

参画事業や審議会への参加を呼びかける 

・ボランティア・市民活動情報に「ゆい」

を挟む 

施策の概要で、「男女共同参画に関連する

市民活動の情報を収集・提供します。」と

掲げています。市民活動団体が行う男女共

同参画に関する活動は様々です。団体の活

動の情報収集と提供のために、個別事業で

「ボランティア・市民活動登録制度の実

施」と「ボランティア・市民活動団体情報

紙の発行」を掲げていますが、「ボランテ

ィア・市民活動団体情報紙の発行」は、市

だけではなく、他機関のボランティア・市

民活動に関する情報紙などの発行も考え

られることから、「ボランティア・市民活

動団体情報紙等の発行と配布」とします。 

施策の方向３、番号１３、１４について、

個別事業としてメディアリテラシーの向

上、メディアリテラシー教育の実施とある

が、抽象的で具体的に何をするのかわから

ない。具体的内容を記述してほしい。 

「・メディアリテラシー向上のため、理解

し易い事例を示しての広報活動などの実

施」とします。 

また、番号１４の施策の概要を「児童・生

徒が課題や目的に応じて必要な情報を主

体的に選択、判断、表現、処理し、受け手

の状況などを踏まえて発信、伝達できる能
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力を養います。」とし、個別事業を「・情

報モラルについて学ぶ授業の実施と活用

できる教材ソフトの導入」とします。 

施策の方向４番号１８、施策の方向７番号

３９、施策の方向１５番号６４、施策の方

向１８番号７３、７５、７８、施策の方向

１９番号７９、施策の方向２０番号８１、

施策の方向２１番号８８、施策の方向２３

番号９５、施策の方向２５番号９９には、

各種相談事業が記載されていますが、それ

ぞれの個別事業に「ワンストップ窓口の設

置」を追記してほしい。 

「ワンストップ窓口」は市民の利便性向上

と考えます。施策の方向２５で、相談事業

の充実を掲げていますが、番号９９施策の

概要を「各種相談事業における市民の利便

性向上のため、機能や体制の充実と相談担

当職員の資質の向上を図ります。」とし、

対応します。 

施策の方向４番号１８、 施策の方向７番号

３９、施策の方向１５番号６４、施策の方

向１８番号７３、７５、７８、施策の方向

１９番号７９、施策の方向２０番号８１、

施策の方向２１番号８８、施策の方向２３

番号９５、施策の方向２５番号９９につい

て、相談員が男女共同参画の視点で相談対

応できるよう、それぞれの個別事業の中に

『相談員の男女共同参画（ジェンダー・Ｄ

Ｖなど）についての研修』を追記してほし

い。 

施策の方向２５、番号９９施策の概要に

「～相談担当職員の資質の向上を図りま

す。」としており、個別事業に「・相談員

資質向上のための研修参加」を掲げていま

す。追記しません。 

施策の方向４番号１９について、具体的に

どの課がどんな事業をするかを明記してく

ださい。明記できなければ、『ワンストッ

プ窓口の設置』が必要になります。 

担当課については、生活活性課、子ども課、

福祉課、介護高齢課、学校教育課を表記し

ます。事業については、担当課ごと、様々

な事業がありますので、「・ＤＶ被害者に

対する支援体制の充実」のままとします。 
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施策の方向５番号２０、２１について、セ

クシュアル・ハラスメント防止の啓発では

不十分。セクシュアル・ハラスメントだと

気がつかず行う側とセクシュアル・ハラス

メントと感じる側の意識にギャップがある

ので、双方が理解するための「ジェンダー

理解のための研修」を個別事業に追記して

ほしい。 

施策の方向１、６、８に掲げたとおり、市

民や地域、事業所などを対象とした男女共

同参画への理解と意識の高揚を図るため

の講演会や各種講座、研修、出前講座など

の実施にジェンダー理解のための研修は

含んでいますので、追記しません。 

施策の方向７番号３２について、個別事業

に「人権及び男女共同参画に関する学習の

実施」とあります。男女共同参画基本計画

なので、人権は大切だと思いますが、計画

の核心がぼやけていますので、人権は削除

し、男女共同参画だけにしたらどうか。 

男女共同参画社会基本法では、男女共同参

画社会の形成は、人権が尊重されることを

旨として、行われなければならないと謳わ

れていますので、男女共同参画の推進は、

男女の人権の尊重が基本です。 

施策の方向７番号３２の個別事業「・人権

及び男女共同参画に関する学習の実施」

は、そのままとします。 

施策の方向１１番号５１について、審議会

等委員への公募制度ですが、どのくらい導

入され、目標はどのくらいか示してほしい。 

現在、豊川市男女共同参画審議会委員につ

いて、市民公募による委員枠を２人分設け

て公募制度を導入していますが、その他の

審議会等には導入されていません。今後、

各審議会等において公募制度の導入を図

っていきます。 

「基本課題５国際社会への対応を促進しま

す」と「施策の方向２５行政の役割と率先

行動、相談事業の充実」については、一般

論であり、男女共同参画基本計画には不要。 

男女共同参画社会基本法や本市男女共同

参画推進条例の基本理念に国際的協調を

掲げており、本計画がこの基本理念に基づ

いて策定していることから、そのままとし

ます。 

また、本市条例に市は市民等の模範となる

よう率先して男女共同参画を推進するこ

とが定めてあります。男女共同参画の推進

に市が率先して取り組むことを明示し、市

民と共に推進するため、そのままとしま

す。 
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施策の方向１３番号５９について、個別事

業「外国の男女共同参画に関する情報収集

と提供」は、市が率先して行うことが市民

意識向上のために必要。施策の方向２５に

記載したらどうか。 

外国における情報の収集と提供のため、 

そのままとします。 

施策の方向１５番号６４には、セクシュア

ル・ハラスメントだけでなく、パワー・ハ

ラスメントやモラル・ハラスメントも用語

解説も含め、追記したらどうか。 

労働に関する相談は、パワー・ハラスメン

トやモラル・ハラスメント以外にも待遇や

勤務条件、労働環境など様々な問題があり

ますので、「就業や職場におけるセクシュ

アル・ハラスメントを始めとした様々なハ

ラスメント、待遇など、労働に関する相談

を実施します。」とします。 

施策の方向１８番号７２について、市民ニ

ーズに見合った保育サービスの提供とあり

ますが、市民ニーズは刻々と変化します。

保育園の保育に自由度を与え、保育園同士

が競争するよう進めてほしい。 

豊川市には、市立、民間を合わせて４７の

保育園がありますが、保育園の保育は厚生

労働省が定めた「保育所保育指針」に基づ

き行われています。 

この指針の範疇において、各園が行事など

地域の特性を生かし、保育が実施されてい

ます。 

施策の方向１８番号７７について、公共施

設に乳児用トイレやベビーベッドなどの設

置は大いに結構ですが、税金で役所が行う

のではなく、民間団体に頼み、自主的に工

夫してもらえばよいのでは。 

公共施設には子育て世帯を含め、市民の施

設利用における利便性の向上が求められ

ています。市が整備した施設については、

施設利用者の利便性の向上や安全性の確

保のため、市が整備することが基本です。 

基本課題８について、「男女がともに生涯

を通じて健康で充実した生活を送ること

は、男女共同参画社会の実現に向けて前提

となるものです」とあります。これでは、

あらゆる施策が「男女共同参画」のために

必要ということになり、「男女共同参画」

への関心が薄れるだけです。精査し、男女

共同参画に関する項目だけにしてくださ

い。 

男女ともに生涯を通じて心身が健康であ

ることは、男女の個性と能力を発揮した対

等な社会への参画につながります。健康を

害すると、社会参画も思うようにいかない

場合があります。こうしたことから健康づ

くりのための啓発や心身の健康づくりの

ための事業に取り組むことは、男女共同参

画の推進にとって前提であり、重要なこと

であると考えています。そのままとしま

す。 
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施策の方向２２について、リプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツは、啓発のみでなく、性

暴力被害者や思春期の妊娠などの相談を受

け、治療もする場が必要。性犯罪被害者の

ケア拠点を豊川市民病院内に設置すること

を項目に入れるよう提案します。 

質問の趣旨からリプロダクティブ・ヘルス

／ライツの啓発ではなく、「施策の方向４

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、

児童・高齢者虐待に対する取組」及び「施

策の方向２４性差を理解し、尊重するため

の教育と取組」のことであると考え、これ

らで対応しています。 

また、「性犯罪被害者のケア拠点を豊川市

民病院に設置」については、現在、新市民

病院を建設する予定となっていますが、ご

提案の拠点整備の予定はありません。しか

しながら、性犯罪被害者のケアには、被害

者保護への対応拠点を開設している愛知

県警察を始め、医療機関や支援施設、相談

機関など様々な機関と連携した体制が必

要ですので、今後、実態を把握し、調査・

研究していきます。 

施策の方向２４番号９７の個別事業に『性

のマイノリティ（性同一性障害）を認める

教育』を追記してほしい。 

性のマイノリティの人は、幼少期から自分

の性に違和感を持つようになる。社会的に

受容されず、悩み、うつ病になったり自殺

する現実があります。 

性のマイノリティを教育で実施すると、思

春期で個人が自覚するかしないかの頃で

あり、子ども同士の付き合いの中でいじめ

の発生要因となると考えます。道徳の授業

など人権教育の中で個人を尊重すること

が重要と考えます。 

基本課題１０の現状と課題では、基本課題

１にある法律や用語など資料の説明が記載

されていますが、基本課題 1の現状と課題

には、その資料の説明がありません。 

基本課題 1及び１０の現状と課題につい

て適正な表現に修正を行います。 

施策の方向２５に「ポジティブ・アクショ

ン」を追加したらどうか。また、施策の方

向８番号４３に関連し、役所も事業所とし

て例示していく必要がある。役所のポジテ

ィブ・アクションも示してほしい。 

施策の方向２５番号１００に「人材育成方

針に基づき、女性職員の役割分担を見直し

能力に応じた職域拡大や管理職への登用

を図ります。」としています。これはポジ

ティブ・アクションの具体的な施策と考え

ます。市役所のポジティブ・アクションの

一例として、豊川市男女共同参画審議会で

は、男女いずれか一方の委員の数は、委員

総数の１０分の４未満にならないよう定

めています。 
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また、女性登用の促進のための啓発の一つ

として、市では、市審議会等委員への女性

登用率を一般公開しています。 

施策の方向２５番号１０２について、市が

主催、後援する講演会や講座は託児を設け

ることと、その具体的方法を記載してくだ

さい。また、託児実施率を掲げてください。 

市が行う講演会や講座等では、より多くの

市民が参加できるよう、その内容に応じて

配慮し、取り組んでいます。また、託児の

実施方法については、講演会、講座の広報

記事やポスター、チラシなどに記載し、周

知しています。 

市が後援する事業については、民間等が開

催する事業の趣旨に賛同し、奨励するもの

であり、企画運営に携わるものではありま

せんので、市が託児を実施することはでき

ませんが、主催者側に取組を促します。 

なお、市主催の講演会や講座の託児実施率

は、把握していませんが、「とよかわ市民

活動活性化基本方針」に育児中の親等が参

加しやすいよう、主管課に託児の設置を依

頼しており、平成２１年度は、１３の講座

等において実施されました。 

施策の方向２７に施策の概要として、「ワ

ンストップ窓口の設置」を追加し、個別事

業に「相談支援機関（民間も含め）の定期

的な情報交換会開催」と記述したらどうか。 

施策の方向２７は、男女共同参画推進体制

の整備と充実ですので、本基本計画の進行

管理や推進組織について掲げています。ご

意見の内容から「ワンストップ窓口の設

置」は、施策の方向２５、番号９９、施策

の概要「各種相談事業における市民の利便

性向上のため、機能や体制の充実と相談担

当職員の資質の向上を図ります。」で対応

します。 

また、「相談支援機関の定期的な情報交換

会開催」は、それぞれの相談事業の中で関

係機関と連携を図ることで対応していま

す。 
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施策の方向２７番号１０９について、豊川

市男女共同参画審議会を充実させるための

方法を教えてください。 

豊川市男女共同参画審議会は、市の男女共

同参画の推進に関する必要な事項を審議

するための機関として設置されています。

その役割としては、市長の諮問に応じて、

基本計画の策定や男女共同参画の推進に

関する重要な事項について調査審議し答

申することや、男女共同参画の推進にかか

る市の施策について調査審議し、意見を述

べることができるとしています。 

審議会が充実した機関であるよう、委員に

は、公募市民や様々な分野から人材を迎え

るとともに、市の男女共同参画の推進にか

かる施策について積極的、発展的な意見を

述べていただきます。 

誤字脱字に対する意見が３件ありました。 適正に修正を行います。 

 


