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男女共同参画推進協議会(第 10 次)議事録 (第２回) 

開催日 令和３年２月４日（木）13:30～15：00 場 所 
松戸市女性センターゆうまつど

４階ホール 

出席者 

・委 員：桜井委員、佐藤委員、彦坂委員、山本委員、湯浅委員（左記 5名はｵﾝ 

ﾗｲﾝ出席）、小出委員、坂野委員、坂本委員、三浦委員、山田委員 

・松戸市：男女共同参画課長、事務局（3名） 

◆第２回会議 

１．開会（会長挨拶） 

（事務局）総委員数 10名、出席者 10名。松戸市男女共同参画推進協議会条例第７ 

     条２項の規定により会議の成立を報告。３名から傍聴の申し出あり。 

（桜井会長）入室を許可する。 

 

２．議事 

  （１）第５次実施計画の概要について 

（事務局）配付資料１に基づき説明。 

〔意見交換〕 

（坂本委員）私はこのコロナを経験して、家庭内の暴力がすごく目立っているという気が 

する。そのなかで、家庭内の男女の平等を今一度確認したいと思う。家庭の

中でお父さんが一家の長で「お父さんの言う事は聞かなきゃいけない」と家

庭では教育しているかもしれないが、親子でも、夫婦でも対等に話すという

意識をちゃんと持たなければいけない。そういう家庭教育をしないといつま

でも誰かが支配するという構図となってしまう。小さい時からの刷り込み

で、男は強くあらねばと、物も言わずに殴ったり、そうして躾けてきたこと

が結果として暴力を容認したり、家族の殺傷事件を引き起こしたりしている

のではないか。 

昨年秋女性センターで開催された講演会で、父親が自分の娘に性的暴力を振

るい、それによって中学生、高校生が家に居られず出歩いている、そういう

子どもたちを救わなければという思いで、子どもたちのためのシェルターを

作った女性に講演をしていただいた。あれはとっても痛ましい。そういうと

きにお母さんは何しているのか。その時は声も出せなかったというが、お母

さんも結婚した時から家庭の中でも男女の平等をしっかりと意識し、そこは

話し合わなきゃ駄目と言えなければ、子どもたちがきちんと自分の意見を言

えるようにはならないのでは。今年はまず家庭から、問題と向き合っていけ

るようなことをすべき。 

    （三浦委員）成果目標のめざすまちⅠのところで、学校教育での男女平等感が 50％近い 

にもかかわらず、社会全体での男女平等感は女性が一ケタ、男性は 17.5%と

なっている。年代も関係しているのかもしれないが、せっかく学校教育で男

女平等感を養ったなら、その後も社会で男女平等が実現される流れを作りた

い。学校教育での男女平等感は、何をもって 50％近い数字が出ているのか

疑問に思う。 

          「学校での男女平等感」と坂本委員が仰った「家庭での男女平等感」は、そ
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れぞれのパートナーシップや対等な関係性をどう築いていけるかといった

ことが、社会全体の目標に繋がってくると思うが、なかなか言葉と数字だけ

では見えづらいと感じた。 

（佐藤委員）目標について、今回の資料は当然コロナ禍以前に作られたもので、これから

達成状況を評価していかなければならないが、そこに今のコロナ禍の部分を

どう組み込んでいくか、検証の仕方が難しいと感じている。 

（山田委員）コロナ禍で子育てをしている母親や子供たちの自殺者が増えているデータも

あり、家庭の中で閉じこもりがちな今の状況が、個々の生きる意欲や生活に

大きな影響を与えている。学校教育の中で子供たちは男女平等を学んできて

いるが、身体の成長に合わせて男女を意識してしまいがちになる。お互いが

平等であると意識して社会に出ていくため、その辺のところを具体的にサポ

ートできる何かが必要。自分たちの取り組みでも、結婚や出産に対して、も

っと学びの場というか、結婚や出産をしたらどういうことが起こるか、もっ

と早い段階から知っておく術はないかと私たち子育て中の母親は感じてい

る。若い人たちや独身の方たちに「結婚とは」、「子育てとは」といったと

ころをもっと知ってもらえる取り組みをしていくことで、男女の平等感が引

き継がれる。計画に落とし込むのは難しいが、具体的に示されるような流れ

になってほしい。 

（湯浅委員）審議会委員等の女性の割合が前年度より下がっている状況は、先般の日本学

術会議の人選と重なると感じている。いわゆる「役所にとって都合のいい」

というか「ふさわしい」、そういう人選だと今の時代なかなか目標は達成で

きないと思うので、その辺の考え方を変えていく必要がある。 

ＮＰＯ法人は、自分の価値観の中で地域に役に立つ活動をしたいというのが

目的だが、その活動をもっと支援をしていく必要がある。松戸には平和や福

祉、教育、環境など多数の活動グループがあるので、お互いの交流を促すき

っかけ作りも市の役割としてあると思う。 

（彦坂委員）成果目標の令和３年度目標値が、男性も女性も大体同じ値で設定されている

が、２箇所だけ男性と女性で目標値が異なっている。めざすまちⅢ「休日に

社会活動に費やす時間」の目標値が 39分と 56分とあるが、これは計算式み

たいなものがあるのか。また「女性センターの認知度」も、大きく割合が異

なっているが、これはどうなのか。 

（事務局）「休日に社会活動に費やす時間」が男女によって違いがあるが、これは平

成 28 年度の市民意識調査に実態と理想の数値がそれぞれあり、ここから現

状値と目標値を設定しているため異なっている。「女性センターの認知度」

についても、同様に市民意識調査から目標値を設定しているため、男女によ

って異なった数値となっている。 

（彦坂委員）理由については了解したが、目標としては同じ数値にすべきでは。 

（桜井会長）総務省の国民生活時間調査などによると、男性と女性の差が大きいため、こ

れを同じ目標にしてしまうと、実現可能性に支障が生じてしまうという考え

があったと思われる。 

（彦坂委員）休日の社会活動に費やす時間の方は、実態がそれほど変わらないので、同じ
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目標値でもいいような気がする。    

（山本委員）活動目標について、毎年の実績値より評価を計るとの記載があるが、資料に

は平成 28年度の現状値と令和３年度の目標値しか載っていない。平成 29年

度以降は年々こういう風に推移しているというような見せ方にしないのか。 

（事務局）現状値については、第５次実施計画を策定した際の数値であり、29 年度以

降の実績値に対する評価は、ちょうどこの後の議題で議論いただくこととし

ており、今回は令和元年度実績値の評価を予定している。 

（山本委員）今後、第６次実施計画の内容を考えていくうえで、例えば、現状値が令和元

年度としたら、令和２年度以降の数値が毎年こういう風に推移してきたと分

かるようにすれば、次はこのようにしましょうなどと、更に使い勝手が良く

なると思う。 

（坂野委員）松戸市が「子育てしやすい街」総合１位であることが浸透している気がする 

が、子育てしやすい街と男女共同参画社会の課題がどのようにリンクしてく 

るのか、男女共同参画を推進すれば子育てしやすい街に繋がってくるのか、 

その辺の関係を伺いたい。 

(桜井会長)大変重要なご指摘であると思う。松戸市の男女共同参画プラン第５次実施計

画の基本に関わるところである。参考資料の「第５次実施計画」を見ると、

基本理念をすべて「何々を支えるまち」や「何々のまち」と「めざすまち」

で括ってあり、街づくりの計画にも見える。第６次実施計画を作るときに、

どういう構造で作ったらいいのか、基本的なところから検討頂ければと考え

ている。そのために、昨年 12 月に国が策定した「第５次男女共同参画基本

計画」の概要を最後に付けていただいた。国は男女共同参画の計画をこのよ

うに進めていくというものがあるので、そういうものも参考に、第６次実施

計画はどういう構造で整理すべきか考えていきたい。 

 

（２）第５次実施計画の評価について 

（事務局）配付資料２に基づき説明。 

〔意見交換〕 

（湯浅委員)今回の資料の中で、国の第５次男女共同参画基本計画を付けて頂いたこと 

はとても参考になった。松戸市の現状がどうなっているのか把握する意味

で、第６次計画を作る前にジェンダー統計を作ることも必要だと思う。ま

た、国の計画の中に「女性に対するあらゆる暴力の根絶」というのが第５

分野にあり、ＤＶに関する問題は積極的に取り組まなくてはならない。「性

犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づき今後３年間を「集中強化期間」

として取組を推進するとしているので、そのことも次の計画に盛り込んで

いきたい。児童相談所を作ることに関わっているが、こうしている間にも

ＤＶの問題は寄せられてくるため、その辺を考えていく必要がある。さら

に貧困に陥るのはどうしても女性だということをしっかりと私たちは再認

識し、そこに視点をおいて計画を立てなくてはならない。お互いが暮らし

やすいといった表現ではなく、女性と男性の格差・差別をどう解消するか

という視点で次の計画を作っていきたい。 
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（桜井会長）資料１も、ある意味ジェンダー統計であえると言える。女性が何％、男 

性が何％という実態がどうかを見ている。湯浅委員は、この資料のほかに

どういう指標をジェンダー統計として加えたいか。 

（湯浅委員）例えば、教育の分野で、いつの間にか男女混合の名簿が現場から消えて 

いる。男子生徒が先、女子生徒が後という形になっている。教育現場にお

ける先生方の男女共同参画に対する取り組みや実態はどうなのか。教育の

分野は全然出ていないのでこれが一つ。また、女性の働く実態というか、

コロナのこともあるが、女性が就労の場でどういう状況にあるかというこ

とも調べなくてはならない。 

（佐藤委員）資料２には男性の育児休業取得率が、また提言書には管理職研修の推進 

なども謳われている。管理職研修については、いわゆる「イクボス研修」 

といって、育児に理解のある管理職（ボス）を増やそうと、松戸市など自 

治体や民間で課長以上の管理職を集めてその重要性を説くという研修が行 

われているが、今はコロナ禍で自治体や企業もバラつきがある。こういう 

時代なので、ウェブやオンラインでとにかく研修計画通りに推進し、達成 

に向けて動いている自治体や企業がある一方、そうした打ち合わせや研修 

もアナログでしか出来ないため先送りするところもあるなど両極端になっ 

ている。松戸市はこういう研修をウエブなどを利用してどんどん推進して 

いくスタンスなのか、それともリスクヘッジというか、先送りしがちなの 

か、その辺のところも留意して見ていきたい。 

（三浦委員）デートＤＶや自己肯定感をテーマに高校生を対象とした出前授業を行って 

いるが、高校生はあまりに知識がなく、益々伝える必要があると感じてい 

る。また、コロナの影響で子供達が家で暴力的なゲームやユーチューブを 

見る機会が多くなっており、結果的にそれらがＤＶや暴力を肯定するもの 

になるなど、影響は非常に大きい。命の大切さを言いつつ、結果的には暴 

力が当たり前になっている。それらについて、何か松戸市から発信できな 

いものかと感じている。 

（山本委員）男性職員の育児休業の取得率について、今回の目標値は市役所の男性職員 

が対象だが、市内に勤めている民間の方の取得率を調べられればいいと思 

う。コロナ禍でのリモートや在宅勤務が増えている中で、まだまだ会社に 

よっては外に出て行かなくてはならない。都内に行くような人もまだまだ

いるが、リモートが進めば、男性の育児参画に繋がるところもあると思う。

家庭内ＤＶの問題とトレードオフだが、これまで考えられなかった形での

育児参画の機会が生まれていることも確かである。諸刃の剣のようなとこ

ろもあるが、企業のテレワーク推進をどこかと協力しながらやっていくこ

とも検討していいのでは。 

（坂本委員）男女共同参画を周知するため、「ゆうまつど」は大事な場所だと思うが、 

看板を「男女共同参画会館」か何かにして、男女の問題をここで議論する 

ことにしたらどうか。例えば、家事の分担がこんなに女性にかかっており、 

これについて男性はどう考えているのか討論する場でもいい。また、子ど

もの教育について、お父さんが忙しいから全部お母さん任せにし、お父さ
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んが全然知らないでいる状況など、子どもの教育をお母さんに任せっぱな

しでいいのかといったテーマで市民が議論する。我が家の話だけでなく、

よその家ではどうしているかを知ってもらわないと、女性たちが力を付け

ていくことにならない。女性はもっと色々な力を付けてどこでも対等に渡

り合えるようになってほしい。そのためにも「男女共同参画会館」という

名称にしてはどうか。 

(桜井会長)女性センターではなく、「男女共同参画会館」としっかり掲げた方がいい 

という意見を頂いた。これも今後俎上に載せていかれればと思う。 

(山田委員)待機児童について、就労相談の現場にいて感じることは、現在待機児童ゼ 

ロとは言いつつ、実際自分が入りたい保育所に入れているかどうかは疑問 

である。コロナのこともあり世帯収入が減り、女性が働かなければならな 

い状況が今非常にある中、働くことに前向きで、働くスキルを持っている 

方は、正社員登用で働ける方ももちろんいる。しかしながら、相談に来る 

方の中で週５に満たない方や、コロナもあり離婚を考えている方、シング 

ルになりきれていない、ほぼ別居状態のような方も増えている。シングル 

にならないと公的支援が使えず、それでいて仕事をしなくてはならないの 

に保育所にはなかなか入れない。週５働けば入れるが、子どもが小さいと 

いろんな事情で週３とか週４しか働けず、認可保育園にはなかなか入れな 

い。すると一時保育を検討するが、保育園はほぼ正規で働いている方の受 

け入れでいっぱいで、一時保育の枠までなかなか残っていない。女性の働 

き方が多様になっているにも関わらず、保育の状況が改善されておらず、 

そこにあまり視点が行っていないと感じている。そこの部分が待機児童ゼ 

ロという数字だけで測れない部分だと思う。また、若くして子どもを産ん 

だ方などが、自立できるプログラムを市として支援していかないと女性が 

家庭にいることで色々な問題が起きたりする。自立ができないから家も出 

れず、ＤＶが起こっても外に出れないなど、女性の自立にコミットした政 

策を考えていかなければならない。 

 (坂野委員)男性の育児休暇の取得率について、全国的に市役所など公的機関がどれく 

らいで、松戸市は低いのか高いのかが分からない。目標値自体も最初から 

控えめな気がする。13％というのは目標値としてどうなのか。 

（事務局)国の計画で定める国家公務員の目標値が、計画策定時に 13％となってい 

たため、松戸市もこの数値を目指そうと設定した。参考までに、令和元年 

度の国家公務員は 12.4％、地方公務員は 5.6％となっている。 

（彦坂委員）コロナを利用して何か進められることがあればいいと感じている。情報 

をオンデマンド配信でこちらから一気に伝えるのにはいいタイミングでは 

ないか。今までそういう配信の仕方は慣れていなかったが、このタイミン 

グで具体的に何か進められる可能性があり期待している。 

(桜井会長)コロナは大変なことばかりだが、何か新しい、「ピンチはチャンス」とい 

うところのきっかけになるかもしれない。 

（事務局）本日は、多くのご意見をいただき有り難うございました。来年度に向け 

て、庁内関係各課から若手・中堅職員を集め、アンケートのたたき台を作
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らせていただき、下案が出来きた段階でご意見をいただきながら進めてい

きたい。 

（桜井会長）第６次実施計画の策定にあたっては、資料１のように、活動目標と成果

目標を二つに分けて目標を立てるのは分かりにくいかもしれない。第６次

実施計画もこのように整理するのであれば、活動目標と成果目標の違いを

はっきりと定義づける必要がある、特に、成果目標は数値でとるのが難し

いため、そのあたりの工夫も必要となる。また、国の男女共同参画社会基

本法には、市町村は国の男女共同参画基本計画を勘案して当該地域におけ

る基本計画を定めるよう努めなければならないとされており、まちづくり

という立て方でなく、松戸という地域特性を加味しつつ、国の基本計画、

現在は昨年 12 月に策定された第５次男女共同参画基本計画であるが、こ

れを勘案した作りにしていくべきである。さらに、コロナの影響は、私た

ちが初めて直面するものであるが、計画の中にどう入れるべきかという新

たな課題も見えてきた。 

 

（３）その他事務連絡 

（事務局）配付資料３に基づき、今後のスケジュールを説明。 

（桜井会長）次回の開催予定は６月ということだが、本日と同じ木曜日であれば第１週 

と第２週を外してほしいとの要望があった。詳細については、事務局の方で 

調整をお願いしたい。 

（事務局）今後予定している男女共同参画課主催行事の報告。 

２月２７日（土） 

「ひとり親家庭のためのライフプランセミナーと交流会」 

ひとり親家庭を対象に、経済的自立につながる情報提供やひとり親家庭の

参加者が交流を図るきっかけづくりを目的に開催。 

３月４日（木）（NPO法人 MamaCanとの共催） 

「お仕事フェスタ２０２１～あなたの働きたい！を応援します！！」 

女性が「自分らしく働く」ことへの一歩を踏み出すための情報提供や、就 

労・起業のサポートを目的として実施。 

３月９日（火） 

「女性の視点で考える防災・減災セミナー」 

災害時に女性と男性が受ける影響やニーズの違いなどを認識し、ジェン 

ダーの視点からの災害対応について考えることを目的に実施。 

（事務局）先ほど坂本委員から女性センターを「男女共同参画会館」にしたらどう 

かといったご意見をいただいたが、ちょうどいま条例改正の議案を提出し

ており、３月議会で承認が得られれば、４月１日からは「男女共同参画セ

ンターゆうまつど」となる予定である。 

（桜井会長）最後にいい話を聞くことができた。以上をもって、第 10次松戸市男女 

共同参画推進協議会第２回会議を終了する。 
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【配布資料】 

資料１ 松戸市男女共同参画プラン第５次実施計画の概要 

資料２ 松戸市男女共同参画プラン第５次実施計画の評価 

資料３ 松戸市男女共同参画プラン第６次実施計画策定までのスケジュール 

資料４ 松戸市男女共同参画推進協議会（第 10次）委員名簿 

参考  松戸市男女共同参画プラン第５次実施計画 

参考  松戸市男女共同参画プラン第５次実施計画＜概要版＞ 

参考  松戸市の男女共同参画推進に関する提言書 

参考  第５次男女共同参画基本計画  

 


