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はじめに

― ２１世紀に向けた

人と自然が輝くまち三田 ―

三田市では「心のふれあう田園文化都市」を理念に、豊かな自然と歴史、文
化を背景に近代的な都市機能が連携し、活気と活力に満ちあふれ、みんなの笑
顔が輝く「人と自然に輝くまち三田」のまちづくりを進めています。
女性施策につきましては、平成８年に「三田市女性行動計画」を策定し、男
女が共に輝き生活できるまちを目指し、全庁的に取り組んでおります。
同年 11 月には県下６番目の活動拠点として「三田市立女性センターさんだ」
を開設し、女性を取り巻く諸問題に対する市民の方々の理解を深め、女性の自
立及び社会参加を促進し、男女共同参画社会の実現を目指しております。
平成 12 年度はこの行動計画の最終年にあたります。そこで、著しい社会経済
情勢の変化に伴う市民意識の実態、意見等を把握し、第２次「女性行動計画」
及び女性施策に反映させたいと考えております。
「人権の世紀」とも言われる 21 世紀に向けて、関係機関、各種団体等をはじ
め、市民の皆様と共に努力してまいりたいと思います。
最後に、この調査に快くご協力いただきました市民の皆様、ご指導いただき
ました、関西学院大学社会学部

立木茂雄教授、四天王寺国際仏教大学文学部

土肥伊都子助教授、また、貢献いただきました関西学院大学大学院生 田村圭
子さんに心から厚くお礼申しあげます。

平成 12 年３月

三田市長

岡 田

義 弘
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