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（仮称）土浦市男女共同参画推進条例案要綱（仮称）土浦市男女共同参画推進条例案要綱（仮称）土浦市男女共同参画推進条例案要綱（仮称）土浦市男女共同参画推進条例案要綱    

パブリックコメント実施概要パブリックコメント実施概要パブリックコメント実施概要パブリックコメント実施概要及び意見の内容と回答及び意見の内容と回答及び意見の内容と回答及び意見の内容と回答    
 

①募集期間:平成２３年１２月１５日（木）～平成２４年１月１０日（火） 

②公表場所:本庁（情報公開室），各支所・出張所，各地区公民館，男女共同参画課，市ホームページ 

③意見者数: ２人 

④意見件数: ２件 

（なお，２件中１件については，同種の意見を２度にわたって提出されたもので，２度目の意見は最初の意見を詳細に

補足したものですので，意見件数としては１件として取り扱わせていただいております。） 

⑤意見内容と回答 （意見の内容に網掛けした部分について回答しています。） 

《１件目《１件目《１件目《１件目の意見の意見の意見の意見》》》》    

要綱の 

該当頁 
意見項目 意見内容 回答 

【当初のご意見】   

３頁 条例制定の

趣旨等 

 従来、男女共同参画は、当然の事で条例として定める上で考え

なければならないのは、現今社会的役割の中で、男が仕事で女性

は家庭という概念は、戦後世代に根強くあったものと推察されま

す。 

 現今、必要なことは、エスカレーター式の終身型雇用は変化を

続けています。児童期の教育も義務教育を含む高等教育に至るま

で単線的であった。現状は複線的に対応しなければならない社会

情勢となり職種転換可能な社会支援（成人教育）を必要とする社

会に変化していると考えます。特に児童期における教育について

は、社会上の規範、秩序、良識を学ぶ時期が小学校に時期に当た

この【当初の意見】については，下記の【２度目の意見】

において，詳細に補足されているため，【２度目の意見】へ

の回答に代えさせていただきます。 

なお，条例制定の趣旨は，次のとおりです。また，本条例

の制定を機に，条例の趣旨・内容の周知徹底を図るとともに，

市民の皆さんや事業者の皆さんと市の協働による各種施策

の実施を通じて，男女共同参画社会の実現を図ってまいりた

いと考えています。 

本条例は，「男女共同参画基本法」や「茨城県男女共同参

画推進条例」を踏まえ，本市の男女共同参画の推進を図るた
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要綱の 

該当頁 
意見項目 意見内容 回答 

り、その上で、個人の個性は中等前期・後期の教育の中で培われ

ていくものと考えます。更に専門性を培う教育機会は高等教育と

専修、専門（２年修学）で学ぶ上で、地域社会に又日本社会に貢

献するものと考えます。 

 男女共同参画推進については、必要な事は、「すべての人間は、

生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等

である」（世界人権宣言）とある通りこの理念を基調とし、モラ

トリアム期間の複線化により、生涯を通じて生き甲斐のある豊か

な地域社会の構築の為、全ての人間（市民）に開かれた教育の機

会を市行政として経済的余力のある方達に有利であることなく、

社会的経済的困難を伴う国民（市民）へ平等に教育機会を与え各

年代層（偏ることのない）に財政的支援（市に依る借入で賄う事

と借入条件は誰でも自己計画「返済・収支報告も含」を市に提出

し４００万円を限度とする）を行うことで、就業支援することで

必然的により良き地域社会の再構築を促し男女の差別なく地域社

会のあり方をとものでなければならない。 

 前段については社会福祉協議会でも福祉資金の貸付もあり、必

要性に疑義を感じる方もいるかと考えるが、一定の条件を必要と

し他方優先主義に偏り過ぎていることで非常に借り難い状況の貸

付制度になっていることに対しての提案である。 

 今、必死に自己の人生を社会に貢献したいと考え行動した時、

資金面での壁又は、ハードルは高い壁になり、その人（市民）自

身の自助だけでは乗り越えるのはかなり難しいものと考えられ

め制定するもので，基本条例的性格を持つものです。 

男女共同参画推進について，我が国においては，国際的な

動きと軌を一にして進められ，平成１１年には男女共同参画

基本法が制定されたところです。 

本市においては，多くの女性の活動に支えられながら，同

法に基づき，市の特性を勘案した取組を推進しております。

しかし，男女共同参画社会の実現には，なお一層の努力が必

要であり，ここに条例を制定し，市民，事業者，行政の責務

を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に関する施策

の実効性を確保し，男女共同参画の推進を図ります。 

御意見のように，男女共同参画の推進は，男女が社会の対

等な構成員として活動することにより，地域社会の再構築を

促すものでもあります。 
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要綱の 

該当頁 
意見項目 意見内容 回答 

る。 

土浦市にとり、個人（市民）において、社会的支援の幅を広げ

尚かつ「目的」の明確なものについては、土浦市の財政的負担の

増加に伴う今後避けては通れない公的社会保障（年金、医療、介

護、生活保護制度）制度維持に貢献すると考える。理由は単純で

ある。「個」（市民）の自立が、共助と公助により促進される事

は生涯現役で働き続けられる事を保障するものであり地域社会の

活性化に繋がるからである。又市財政にも寄与すると考える。 

福祉社会を目指す上で、各市民において権利と義務を明確化す

ることで就労支援（企業主体ではなく働く人（市民）がいて企業

も自治も国も成り立つ事を忘れてはならない）の間口を広げる事

により初めて「男女平等で共同」の理念は貫かれるものと私は考

える。 

ワークライフバランスとは、各ステージにおいて人生をより良

く生きる為にあり、堕落することを意味するものではないはずで

す。社会支援のバランスを三助の理念を基調とし施策は遂行され

ねばならないと考えます。各市民において権利だけをモンスター

の様に騒ぐ方も目にはします。それは、逆立ちでわがままは許さ

れてはなりません。常に努力し自己向上に努め頑張っている人に

社会的支援を広げる事に主眼はあります。 

最後になりますが、自立が孤立に成らない様、地域自治を担う

為、市又、関係者において啓発活動は推し進められなければなら
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要綱の 

該当頁 
意見項目 意見内容 回答 

ないと私は考えます。御参考にして頂ければ幸いです。 

【２度目のご意見】   

５頁 ３．定義 １ 多様な個性よ能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現

を、市民、事業者、行政が一体となり取り組み目指していく。と

のことですが、事業者とは、一般企業及び社会福祉協議会並びに

包括センターを定義しているのか明確でなく、それとも連動し啓

発活動を促し推進していくとするならば、義務的事項を条例にす

るだけで効果の有無を検討して頂きたい。 

事業者とは，「市内において事業を行う個人及び法人その

他の団体」と定義していますように，市内で事業を行う個人

事業主や民間企業，ＮＰＯ法人等はもとより，社会福祉法人

である土浦市社会福祉協議会（地域包括支援センター「うら

ら」は，同協議会が運営する事業所です。）も含まれます。 

考え方に「事業者」を追加し，説明します。 

５頁 ３．定義 ２ （定義）にある「自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつとも

に責任を担うべき社会」とあるが、自己責任だけを明文化したも

のであれば、共助と公助のバランスを欠いたものとなってしまう

事になり、この点は、良く議論した上でバランスの欠く事のない

様明確化が必要である。あまりにも抽象的文面であることの指摘

とさせて頂きたい。 

御意見の「共助」や「公助」につきましては，市や市民，

事業者の責務規定により，担保されるものと考えています。 

なお，「男女共同参画社会」の定義は，男女共同参画社会

基本法第２条第１号の「男女共同参画社会の形成」の定義を

引用しています。 

これは，同法第９条の(地方公共団体の責務)において，「地

方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形

成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地

方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施す

る責務を有する。」と規定されていることから，市がその責
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要綱の 

該当頁 
意見項目 意見内容 回答 

務を果たし，国や県と協調して男女共同参画社会の実現を目

指していく上で，当該定義については国と同一性を担保する

必要があると考えております。 

６頁 ３．定義 ３ ドメスティック・バイオレンス及び、セクシャルハラスメント

に対する文言があるが、パワーハラスメントについては、欠落し

ており、後段の基本的考え方に｛「不利益を与える行為」とは「雇

用上の不利益を与える行為（解雇、不当な人事考査、配置転換）」

などをいいます。｝とだけ書いてあり、実質この問題は、民法４

１５条、７１５条に核当する要件であり、対企業他団体（雇用主）

に対し精神的慰謝料賠償事件として、裁判上争いになる文言であ

り、法的効果を考えれば、条例で禁止行為として明確化するので

あれば、今回の条例としては、法的効果を担保する為の拡充に繋

がるが、位置づけによっては抽象あいまいで法的整合性を問われ

る。ので、努力義務事項として付しておくとすれば、条例施行後、

法律要件事項に対して連関的効果を問われるでしょう。良くこの

点は議論を深め、男女に関わらず、どちらでも有り得ることであ

る。よって、条例の効果を問う点である。事を問い正しておきた

い。 

御指摘のように，パワーハラスメントについては，性差を

根底としたものの存在も否定できませんが，同性内でも起こ

り得るものですので，ドメスティックバイオレンスやセクシ

ャルハラスメントのような性差を基本とするものではない

ので，本条例では定義していません。 

しかしながら，パワーハラスメントの内容によっては，条

例要綱案６．性別による人権侵害の禁止で行為を禁止してい

る１の「性別による差別的な取り扱い」や２の「その他性別

に起因する相手方に身体的又は精神的な苦痛を与える行為」

には含まれると考えます。 

本条例は，第２の目的に示すように男女共同参画を目指す

ための基本的な事項を定める基本条例の性格を持つもので，

男女共同参画社会基本法の理念や考え方を土浦市において

実現するための条例でもあります。したがいまして，本条例

は犯罪を立件するために必要となる犯罪構成要件を具備す

るような規制条例の上位に位置するものと考えております。

さらに，そのような犯罪や違法行為又は不法行為への対応

は，現時点では法律の所管事項と考えております。 

６頁 ４．基本理 ４ 「男女共に、個性や能力を発揮する機会が確保されること」と 御指摘のように男女共同参画社会の実現のためには，各ラ
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要綱の 

該当頁 
意見項目 意見内容 回答 

念 

①男女の人

権の尊重 

あるが、前回、提案事項でも触れさせて頂きました。大事な点は、

就労支援を含め本来、青年期には、人生の目標（夢）を見定めら

れない事と生きる意味を自覚できず、思い悩み適職かは後回しで

世間的に一定の年齢がくれば就職し自活する事が当たり前と世間

的に考えがちで、生きる為に仕事を目的とすると金銭を稼ぐ為、

又は安定志向に縛られ、各ライフステージで人生の転換時に順応

できず戸惑うこともあります。結婚する事も人生においては、大

きなイベントであります。この観点から、成人してから、本当に

就きたい仕事がどの年齢で目標となるかは難しい問題であるが、

５０代までは、職種転換できる様、社会的な支援制度が構築され

なければなりません。これは、生活保護を受けている市民（個人）

も例外ではありません。６０代を過ぎてもある意味では、多様な

価値観、考え方のある現代社会においては考えなければなりませ

ん。 

イフステージにおける社会福祉や労働政策の充実等が必要

不可欠と考えております。したがいまして，この条例に基づ

く男女共同参画社会の実現のための施策と社会福祉や労働

に関わる諸施策との連携を図りながら，社会の変化に対応

し，安心・安全で住みやすく，市民一人ひとりが生き生きと

希望を持って暮らし，誇りと愛着が持てるまちづくりを推進

していくことが重要と考えております。 

６頁 ４．基本理

念 

①男女の人

権の尊重 

５ ４）についての提案は、現今、社会福祉協議会の福祉資金の貸

付けは、就労支援で技能習得の為貸付けを受けるには、学生支援

機構及び日本政策金融銀行も社会人（３０代以上）になると同じ

ではあるが、修学後の支弁能力を条件にしており、貸付け条件を

入学前に「内々定」を求めてくることがほとんどで、卒業後に修

学した学校（資格を卒業と同時に取得できる専修、専門学校又は

大学）での「就職率が１００％」であることと客観的資料を基に

説明しても利用しにくい制度となってしまっている。この点は各

ライフステージで公助が抜け落ちている点で、核家族化した現社

上記４の御指摘にお答えしたように，男女共同参画社会

の実現のためには，社会福祉や労働政策の重要性について

は認識しております。 

なお，就労支援については，雇用・就業構造の変化など

で，経済的困難に陥る方が増加する中，ハローワーク又は

社会福祉協議会などにおいて，就業支援の貸付制度や給付

制度及び就労相談を行っており，利用促進が図られている

状況です。 

また，市における就労支援については，既存の支援制度
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要綱の 

該当頁 
意見項目 意見内容 回答 

会では、親一人の子一人という世帯は多く、特に一人親が、介護

（在宅も含）か病気で入院していて、尚かつ「事理弁識能力を欠

く状況」ともなれば、面倒を看ている成人（社会人）は就職する

際も身元保証人で壁は高くなり、就きたい仕事があって「夢又は

目標」が現実的に社会的にも有益であった場合、１）での主旨目

的は反古されてしまう状況となってしまうのである。ここに、公

助からの支援と共助の理念を再構築しなければ自助にだけ頼って

いては、前文での主旨は貫徹されないと考えます。よって、市に

よる助成で就労支援資金｛職種転換を伴うもの等｝（目的、主旨、

必要な資料と説明できる文書又、現状の生活の実態を報告できる

書面の提出と民生委員他、行政職員等（社会福祉課）による問述

で支援が適切であると判断できることが条件）を４００万円を限

度に土浦市独自の助成制度として、修学後、ハローワーク共連携

し就職支援をし、又修学している各学校でもキャリア支援があり、

修学中も学校側からの修学状況が適切で真剣に取り組んでいるか

を３ヶ月毎か６ヶ月毎に報告の義務を要請し、尚かつ本人の報告

も合わせ市担当部課に修学実態を報告させ適切であることが把握

されれば、１年ごとに継続申請をし、貸付けによる連帯保証人は

課さず、修学中は無利子で、修学後１％程度の有利子返済として

助成制度の構築が真に必要ではないでしょうか。 

の活用を図っているところです。 

６頁 ４．基本理

念 

６ 「男女が、性別による差別的扱いを受けることなく、市民（個

人）としての尊厳が重んじられ、個性や能力を発揮する機会が確

男女共同参画社会は，日本国憲法うたわれる個人の尊重，

男女平等の理念の実現を前提にした社会です。このように，
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要綱の 

該当頁 
意見項目 意見内容 回答 

①男女の人

権の尊重 

保されること」に繋げられ平等に扱われる様、又、市財政におい

ても寄与することになるかと考えます。理由は、生涯を通じて、

自助、共助、公助が連関し各市民の能力の向上と資質に寄与すれ

ば、今後、日本社会が直面する逃げては通れない社会保障に関わ

る財源も土浦市にとっては大きな課題であると考えれば「個」の

成長と向上により、各市民が自覚し地域社会に貢献もし生涯現役

で有意義に働く意義が共有できれば、医療、介護、福祉、年金の

財源も各市民の意識改革に繋げれば、世界各国又は日本社会にお

いて誇れる土浦市となるのではないでしょうか。私はそう在りた

いと願います。 

「男女の人権の尊重」は，男女共同参画社会を実現の根底を

なす基本理念です。 

そうしたことから，前文に示させていただいた条例制定の

意義に沿って，男女共同参画社会の実現を図るとともに，併

せて御指摘のとおりの社会の実現を目指したいと考えます。 

３頁 条例制定の

趣旨等 

７ 前回の提案の主旨に対する補足事項にもなりましたが、頑張っ

ている人（男女に関係なく）、必死に生きている人、正直に嘘を

つかず生きている人を本当に土浦市による独自の公的支援（就労

等含）を広げて頂きたいと御要望致します。最後に自分勝手で権

利だけ主張しモンスターのごとく公的秩序を乱す市民（個人）に

ついては、市独自の罰則強化も必要かと考えます。本来「日本人

の知性」で培ってきた良い面を生かし真に日本人による日本人の

為の民主主義社会の再構築に向け今回の震災をきっかけに、全市

民が立ち上がり「発展と知性のある土浦市」にする為、今がチャ

ンスと捉えて頂くことを主眼に御提案させて頂きました。私も及

ばずながら、出来る事から実践し地域貢献を誓わせて頂きます。

「がんばろう！土浦！！」 

上記１から６で回答いたしましたとおり，本条例の趣旨や

内容を市民や事業者への周知徹底し，浸透を図りながら，本

市における男女共同参画社会を実現してまいりたいと考え

ておりますので，今後ともその実現への取組みに御参加・御

協力をお願いいたします。 
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《２件目《２件目《２件目《２件目の意見の意見の意見の意見》》》》    

要綱の 

該当頁 
意見項目 意見内容 回答案 

６頁～ 

９頁 

 

１２頁 

４．基本理

念 全般 

 

７．基本計

画 

＜理念と項目体系＞ 

 先行の土浦市男女共同参画推進計画の基本理念に同等の理念が掲

げられ、各項目がバランス良い体系となっています。これまでに行

われてきたことの整理、確認がなされ、条例によって「計画」の位

置づけが明確に定められたと思えます。 

男女共同参画社会の実現が図れるよう，各種施策を，計画

的・総合的に実行し，男女共同参画を推進していきたいと考

えます。  

９頁 ４．基本理

念 

⑤国際的協

調 

＜語句について＞ 

 p.9 の基本的考え方の欄 「国際的強調」は、「国際的協調」では

ないですか。 

御指摘のとおり，「国際的強調」を、「国際的協調」に訂正

いたします。 

 


