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男女共同参画推進協議会(第 10 次)議事録 (第３回) 

開催日 
令和３年６月２４日（木） 

14:00～16：00 
場 所 

松戸市男女共同参画センター 

ゆうまつど４階ホール 

出席者 

・委 員：石橋委員、坂野委員、桜井委員、彦坂委員、三浦委員（ｵﾝﾗｲﾝ出席）、 

     山田委員 

・松戸市：男女共同参画課長、事務局（３名） 

◆第３回会議 

１．開会（会長挨拶） 

（事務局）総委員数９名、出席者６名。松戸市男女共同参画推進協議会条例第７条第２ 

項の規定により会議の成立を報告。２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）意識調査について 

（事務局）次期実施計画の策定にあたり、今年度は市民意識調査と児童・生徒アンケー

ト調査を実施する予定であるが、その際のポイントは次のとおりである。 

・統計的な数値がとれるものは、それを優先する。(女性の就労率など) 

・女性と男性の意識の違いを出すべきものは、ジェンダー統計として、男女 

別に集計・分析する。 

・報告書に分析結果を記載することを前提に、意義のある設問を設定する。 

（報告書及び計画書に記載できそうにないものは極力きかない。） 

・他部署で実施したアンケート等と重なる設問があれば、他部署の調査結果 

を使用することとして、今回調査では極力きかない。 

・集計・分析のしやすさも考えて、設問の選択肢等を作成する。 

・一般的に設問数が多くなると、回答者が面倒になり回収率が下がるので、で

きるだけ簡潔に、設問数を絞ることが求められる。 

具体的には市民意識調査の骨格（案）を資料２のとおり作成したので、資料

３の前回市民意識調査票（原本）と見比べながら、順次意見交換をお願いし

たい。前回アンケートでは、「調査のご協力のお願い」の後で回答者の性別

や年齢、職業等をきいているが、今回は最後の９ページにしている。これは

比較的最近の意識調査では、最後にきいている傾向があるのでそのようにし

た。プロフィールを最初にきくか、最後にきくかということについても意見

を伺いたい。 

（山田委員）最後でいいと思う。子育ての調査でも、自分のことをきかれた後だと、そう 

いうふうに思われたら嫌だという気持ちが出てしまう気がするので、最後

の方がいいと思う。 

（坂野委員）最後にきかれるパターンを経験したことがあまりないので、イレギュラーな

気もするが違和感はない。 

（三浦委員）どちらでもいい気もするが、アンケートの内容が細かいので、先に本題に答

えて頂いて最後に自身のことを答えて頂いてもいいのかなと思う。 

（桜井会長）原案どおりという意見が多いようだ。 

（事務局）それでは、最後にプロフィールをきくというかたちにさせていただく。次に、

Ｆ１の「あなたの性別をお答えください」のところで、①女性、②男性の後

に、③として（ ）を追記した。これは、先日別件で「性別をきくのはこうい
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う時代に無神経だ」と言われたことがあったため、性別を答えづらい方やど

っちか迷っている方もいらっしゃると思い、③（ ）をつけることとしたが、

これについてはいかがか。 

（桜井会長）男女共同参画の意識調査であり、ジェンダー格差を見る調査であるので、性

別をきくのは必要だと思う。自認の性が女性なら女性のところに○をしても

らえばいいのだが、性別について、わからない、決めたくない・決められな

いという人もいるなど多様なので、③（ ）で、自由に書いてもらうというこ

とでいいと思う。 

（彦坂委員）③（ ）だけでいいのか。選択肢で「答えたくありません。」のようなもの 

があって、その他で（ ）だったらいいのかもしれないが、ただ（ ）を置かれ

ても何を書けばいいか分からないのでは。 

（桜井会長）セクシャルマイノリティの方たちは、こうすることで大体分かってもらえる 

と思う。女性でもなく男性でもなくその他というのも失礼な話になる。（ ）

だけの方が現実的だと思う。 

（彦坂委員）（ ）に想定される中身は何かあるのか。 

（桜井会長）最近ではＬＧＢＴといわず、そのあとにＱ（クエッショニング：悩んでいる

人）をつけたり、Ｘ（エックスジェンダー：男性・女性のどちらかでもない、

あるいはどちらでもあるという認識を持つ人）だったり、Ａ（アセクシュアル:

非性愛）だったり、今は答えたくないとか、揺れているとか、そういう方たち

もいて、一人ずつ書き方が違うし、どんな答えが出てくるか分からない。 

（彦坂委員）③というジャンルで数字になるので、集計する時にどう処理するかだと思 

う。 

（桜井会長）集計する場合は、③に〇をつけた人の数字をあげて、（ ）内については、

欄外に羅列しておけばいいと思う。 

（坂野委員）ルールがしっかりしていればいいのではないか。③に〇を付けて、( )に何

も書かない人は③の中の無回答で、何にも○を付けない人は、全くの無回答と

いうことになる。 

（桜井会長）そう思う。すべての設問について無回答という選択肢をつけていないが、ど

の選択肢にも〇がつかない人は、無回答ということになる。③（ ）という選

択肢でいいか、勤務先の法人でもセクシュアル・マイノリティ支援者養成講座

を行っており、講師たちに再度確認してみる。 

（事務局）Ｆ２の「あなたの年齢層をお答えください」のところで、５歳刻みで２０歳

から６９歳まであるが、前回は８５歳未満まできいていた、前々回は７０歳未

満までだったので、今回も７０歳未満までとしたい。 

（桜井会長）前回の調査では対象年齢を８５歳未満に、前々回は７０歳未満にしていた。

「あなたはいま働いていますか」という設問に対して、働いているという女性

の回答率が、前回は前々回よりも低かった。母数を８５歳未満までにすれば、

７０歳未満までより低く出て当然で、対象年齢を変えてしまった結果、松戸市

では前々回より前回のほうが働いている女性が少なくなったように見えた。そ

こで、対象年齢については慎重に決めていく必要があると、問題提起させてい

ただいた。また、松戸市の女性の就労率については、ハローワークさんの方で

も捉えてらっしゃると思うが、就労率は意識調査で求めるものではないので、

課長が最初に「統計で取れるものは、意識調査では取らない」とおっしゃった

のは、そういうことだと思う。しかしながら、松戸市民の年齢構成をうかがう

と、６５歳以上が２５％ぐらいだということなので、７０歳未満にしてしまう

と、高齢者の意識が反映されない調査になってしまうのではないかと危惧して
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いる。最近では、年金の支給開始を遅らせようという話もあり、「７０歳にな

っても働いてください」という傾向がここ５年１０年で強くなっており、そう

いう時に６９歳で切るのはどうなのか。このあたりは石橋委員いかがか。 

（石橋委員）確かに高齢者雇用安定法の改正で、これまで６５歳だった継続雇用を７０歳ま

でにするということで、企業にお願いしている立場からすると、集計の結果８

５歳未満だと就労率が低くなるというのであれば、６９歳又は７０歳でいいと

思う。 

（桜井会長）それでは、６９歳までということで。 

（事務局）Ｆ３「あなたは現在収入のある仕事をしていますか。」のところで、前回の質

問が自営業から始まっていたが、会社員や公務員の方が多いので一般的な感覚

で並べ替えるとともに、「内職、個人教授」はあまりにも少なかったので止め

た。「学生」は、アルバイトをしている人もいると思うが入れるようにした。 

（彦坂委員）アルバイトですごく稼いでいる学生はどう答えればいいのか。たまに家庭教師

をやるという人もいる。「収入のある仕事をしていますか」という質問の回答

で「学生」というのはどういう意味か。例えば、自衛隊や自治医大、気象大学

校などのお金を貰える学生、さらには学位を取りに来ている社会人もいるの

で、少し難しいのでは。 

（桜井会長）「学生」という少し異なるカテゴリーの選択肢が入ってしまっているので、こ

れは削除ということとする。 

（彦坂委員）「現在」というのは、回答日現在ということか。昨日まで働いていてもという

ことか。派遣の方は結構単発だと思うが。 

（桜井会長）非正規雇用の方を対象とした調査を実施したことがあるが、非正規と不就労を

繰り返している状況があり、いつ調査するかによって全然答えが違ってくる。

それが現実なので、その人が現在と思うところで選んで頂ければいいのでは。 

（事務局）Ｆ３-１のところで、配偶者又はパートナーの職業を聞けるといいと思い、今

回質問を追加した。 

（桜井会長）これは難しいと思う。クロス集計が複雑すぎて出来ない。男性が回答者だとす

るとその配偶者は女性で、それに対してこれだけの選択肢がある。また、女性

が回答者だとするとその配偶者は男性で、その選択肢もこれだけある。この設

問だけでも４種類の集計になり、選択肢それぞれの数字が小さなものになり、

有意差が出てくるか疑問になる。この意識調査ではこのままでも男性と女性の

回答の違いがわかるので、男性はこうでした、女性はこうでしたということで

いいのでは。 

（事務局）それでは、Ｆ３-１はきかないこととする。次に、Ｆ４「あなたの家族構成は

どれですか」のところで、前回の質問では、親と子供の中に一人親も含まれて

いたと思うが、今回は夫婦と子供なのか、母親又は父親と子どもなのかを、分

けて答えられるようにした。そして、いろいろな暮らし方や考え方を、一人親

を抽出して見ることができるのではと思う。また、前回はＦ-５で、「お子さ

んはいらっしゃいますか」の中に選択肢があったが、今回は「同居するお子さ

んはいらっしゃいますか」とし、お子さんがいる人の年齢層を答えていただく

かたちにしている。次に、内容に移り、問１のところで、キについては、前回

きいていなかったが、内閣府の調査に合わせて追加した。問２について、まず

アは前回「男は仕事、女は家庭という役割分担の方が良い」というきき方だっ

たが、今回は「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」というように、国

と同じ表現にした。また、前回エの「男性には一家の主として決定権を持って

いいて欲しいと思う」は止め、ウとして「リーダーや管理職には男性のが方が
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向いている」にかえた。問３については前回と同様残す。 

（桜井会長）内閣府の調査と設問が同じようなものは同じ文言にして頂いた。その方が全

国的にはこうだが、松戸市の特徴はこうだという結果が出せる。問３につい

ては、これをきいて、調査結果を報告書にまとめる際に、なにをどのように記

述したいのかという感じもするが、アクションリサーチのように、調査する

ことによって回答者に何かに気づいてもらうことを目的に質問する狙いがあ

るのなら、それもありかなと思う。また、「国や地方自治体では」でなく、「国

や松戸市では」としてはどうか。 

（事務局）そのようにさせていただく。次に、普段の生活についての問４について、前回

は問１で「とくに両立している」という表現にしていたが、内閣府の調査に倣

って、「ともに優先している」という表現に改めた。問５について、前回は平

日や休みの日の現状と希望の時間数をそれぞれ記入していただいたが、この

方法では集計が大変なので、前回の報告書で纏めていた時間帯を選択肢にし

て選んでもらうかたちにした。問６の「あなたは自分のワーク・ライフ・バラ

ンスについて満足していますか」については新設となる。 

（桜井会長）問６は、Ｆ３「収入のある仕事はしていない」とした人以外とのクロス集計

になる。あれこれきいてもそれを報告書にする際に複雑すぎて処理できないと

か、難しくなるというのがあるので、報告書にするときにこの結果をどのよう

にまとめていくのかを予めイメージしておくことが大切である。 

（彦坂委員）問６の「ワーク・ライフ・バランス」のワークに主婦業は入らないのか。入

らないという前提であれば、６番から８番はあまりリンクしない可能性があ

る。仕事をしていくうえで、家庭内労働のバランスについてきくという前提な

のか。 

（坂野委員）家事や介護などをまったくワークと捉えないとすると、家事・介護が大変な時

に、ワーク・ライフ・バランスのワークは忙しくて出来ないから、「仕事がで

きないことが不満」、「満足してない」ということになる。 

（桜井会長）「収入のある仕事」ということでこの調査におけるワークの定義みたいなもの

をどこかに記載しておいた方がいい。 

（坂野委員）よく見ると問４の家庭生活のところに、「家事と育児、介護、看護、家族と過

ごす時間」というように謳ってはある。   

（彦坂委員）収入はなくても介護とかに時間を割かれ、ワーク・ライフ・バランスに不満の

ある人も実は多くいるかもしれない。 

（桜井会長）そのように思う。介護などが大変で仕事を辞めざるを得ない人もいるわけだか

ら、それはワーク・ライフ・バランスという観点ではまったく不満になる。も

う少し公的な制度なども使いたいし、パートナーにも担ってほしい、ほかの家

族にも担ってほしい、なんで自分だけがという話になる。 

（彦坂委員）家庭においてメインで頑張ってる人のほうが、分担を気にするし、回答したい

のかもしれない。 

（桜井会長）そうだと思う。それで不満だという答えになる。男性は女性に比べおそらく余

り不満ではなく、現状のままでいいという答えが多く出るのではないか。そこ

が、ジェンダーの差であり、日本の現実ということかもしれない。 

（事務局）問９から問１１までは概ね前回と同じ内容になっている。 

（彦坂委員）問９の冒頭に「一般に」と書いているところが、回答を難しくしている気がす

る。これは「私は」でなく、「一般にそう考えるのがいい」というアンケート

なのか。 

（坂野委員）ここで何かフィルターがかかってしまう気がする。「一般に」とすることで、
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自分の意見ではなく、一般の人はどう思っているのかを推測するようになって

しまうのでは。 

（桜井会長）「一般に」というよりも自分自身がどうかということを答えていただきたいの

だが、しかし、これを男性が回答する場合には「一般に」というようなことに

なる。シングルの男性もいるし、結婚している人にとっては「妻が」というよ

うになり、女性にしてみれば「私が」という答えになる。だから「一般に」を

付けたのだと思うが、これは不要かもしれない。 

（彦坂委員）何か結婚や仕事、子どもが、あまりにも強く結び付き過ぎている気がする。仕

事をやるやらないの判断が、出産や育児が主要因という先入観があって、仕事

が気に入らないから辞める時もあるだろうし、体調面で辞める時もある。この

仕事の持ち方としての前提を、「子ども、育児、出産に関しての側面で考える

と」などと追記したほうがいいのでは。 

（桜井会長）そういうことだと思う。一番初めの設問に加えておいた方がいい。 

（事務局）問１０の選択肢６のモデルとはロールモデルのことを言っているが、この表現

で大丈夫か。 

（桜井会長）ロールモデル自体があまり一般的でないため、「身近に活躍する女性がいない

こと」でいい。 

（事務局）４頁の地域活動については今回新設になる。「地域活動をどのくらいやってい

るか」や「どんな活動をしているか」、「活動しづらい理由」などについては、

市民自治課の調査で取れるので、その辺はきかない。「地域活動の中で婦人部

というのがあり、そこでは掃除や会場設営、お茶入れといったことだけをやら

されている」という声を耳にしたので、その辺の実態について調べたい。 

（桜井会長）地域活動について尋ねるのはいいと思う。ＰＴＡも会員は女性が多いが、会長

は男性でお茶入れは相変わらず女性が行っているなど、ボランティア活動の実

態もしっかり見ていきたいということでこういう設問になったと思う。市民活

動の方の調査では、市民活動におけるジェンダー格差はほとんど見えてこな

い。だから男女共同参画課の調査でやらないといけない。ちなみに全国の自治

会、町内会の長は９６％が男性という調査結果がある。それだけ格差がある日

本社会のなかで松戸はどうなのか、松戸はそこまでひどくないといった結果が

出るといいと思う。 

（事務局）ちなみに、市内の自治会、町会等を代表する地区長は１５人ほどいらっしゃる

が女性は１人とのこと。 

（桜井会長）そういう社会に私たちは住んでいるということを認識し、政策を打っていく必

要があり、そのための計画づくりとなる。 

（三浦委員）問１２－３で、２番の「性別による役割分担はない」というように答えた人が、

問１２－４に進んだときに、「一般的に」とはしているものの、答えようがな

いのでは。 

（事務局）問１２－４の選択肢３で「なくなった方がいいと思う」としているが、「ない

方がいいと思う」にかえる。次の問１３「政策・方針決定過程への女性の参画

について」も新設で、（説明）のところには、追って政策決定過程で女性が少

ない現状の説明を入れたい。また、政策の決定過程に管理職や管理職等に女性

が少ない理由として、選択肢にアンコンシャスバイアスの一例を入れている

が、内容はもう少し精査していきたい。問１４のポジティブアクションの説明

については、前回の説明が正しくなかったため修正した。問１５－３の「なぜ

相談しなかったのですか。」については、言い方が少しきついため、「相談し

なかった理由を教えて下さい。」に直したらどうかという意見を山本委員から
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頂いている。問１７は人権問題についての考え方であるが、全面的に変更した。 

（彦坂委員）個人を特定できそうなほど具体的で面白い。 

（桜井会長）今年度の調査という感じでいいが、タイムリー過ぎるような気もする。 

（事務局）その辺も少し期待して、今トピックとなっているもの記載した。問１８につい

ては、「性的マイノリティと言う言葉を知っていますか。」ときいているが、

選択肢の２番を「初めて知った」から「知らなかった」に直す予定。また、知

らなかった人のために説明書きを入れる。６頁は、新型コロナによる影響につ

いて全面的に新設した。問２１の結婚している人（事実婚等を含む。）の等と

は、同性婚を含めての事実婚ということである。また、防災についても、男女

共同参画の視点が必要であり、その推進の為に何が必要かを問２５できいてい

る。ここで、「（○は３つまで）」としていたが、どれも必要と思うため、「（〇

はいくつでも）」に改めたい。問２８の「性教育では、子どもにどのようなこ

とを学んでほしいですか。」の選択肢には生理についても入れたい。やはり、

女子だけでなく男子についても生理について学んでほしいと思うので、５の

「妊娠と出産について」の前あたりに、「生理（月経）について」を入れてい

きたい。また、問３１の選択肢１０の「市役所」を「松戸市」に改めるととも

に、選択肢１１が続いてしまっているので修正する。 

（彦坂委員）問２７の学校教育とは小中高か。大学や保育園も入るのか。 

（事務局）イメージとしては、その全てである。 

（彦坂委員）問２８の選択肢の１番や２番、生理のこと、妊娠・出産などは、小学校の高学

年で勉強していると思うがどうか。また、教科書に載っていて既に取り組んで

いるところと、特に教科書に指定のないところを区別する必要はないか。 

（事務局）小学校の高学年でも勉強しているとは思うが、大事なことだという認識がある

かどうかをききたい。教科書に載っていても、学校や先生によって時間のかけ

方が違っている可能性もある。 

（桜井会長）性的マイノリティについて新しくきいているが、「性的マイノリティ・ＬＧＢ

Ｔ」と表記したほうがいいのでは。ＬＧＢＴしか知らない人もいるかもしれな

いし、こうしておけばどちらかの言葉に引っかかるのではないか。LＧＢＴに

するか、ＬＧＢＴＱにするか、今はＱを付ける人も多いが、とりあえずＬＧＢ

Ｔのまででいいのでは。 

（事務局）Ｑまであることを知っているのは、それなりに知識のある人だと思う。問１８

と問３１については、そのような表記にしていきたい。次に、資料４に児童・

生徒アンケート調査の内容比較として、前回調査の小学校６年生と中学校２年

生、高校２年生の質問内容を並べているが、こちらの調査については、次回ま

でにたたき台を作成し、事前にご意見を頂いたうえで協議会に諮りたい。 

 

（２）計画策定の方向性について 

 （事務局）資料５「男女共同参画プラン第６次実施計画骨格たたき台」については、昨年

１２月に策定された国の男女共同参画基本計画の項目を参考に作成したもの

であるが、今後の意識調査の結果を踏まえ、来年度までにかたちにしていきた

いと考えている。例えば、政策方針決定過程の女性参画についてはしっかりと

入れていかなければいけないと考えているほか、人権のところも暴力の根絶あ

たりは毎回入れているが、その他の人権侵害というところも入れていかなけれ

ばいけない。その他にも、性教育や防災は大変重要な部分であると感じている。 

（桜井会長）資料５とその別紙 1、別紙２と年代別に実施計画を比較すると大分特徴が見え

てくる。これまでの第４次と第５次は、街づくりの計画のような感じがする。
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特に別紙２の第４次実施計画では、めざすまちの姿というのがやはり子育てと

かそういうまちづくりの方向に引き付けられてしまって、男女共同参画や人権

のところがなかなか前面に出てきていない、そこがこれまでの松戸市の計画の

特徴だとも思う。先ほど課長から説明があったように、今回は国の第５次男女

共同参画基本計画にかなり寄り添っている。各市の男女共同参画計画は、国の

男女共同参画基本計画を勘案して定めるよう努めなければならないと男女共

同参画基本法に規定されているので、松戸市が勝手に作っていいということで

はない。国の男女共同参画基本計画をしっかりと意識して、そこを見ながら作

っていくものである。しかし、国と同じものを作る必要はない。国は、時代状

況を反映して５年ごとに計画を変えている。それにプラスして、各市或いは県

は、地域の状況をそこに加えて独自の計画を作っていく。したがって、国の基

本計画はもちろん土台にしなければならないが、そこに松戸市の特徴をどこま

で入れられるかどうかである。資料５のたたき台として作っていただいたの

は、確かに国の基本計画に沿っている。変わりつつある時代背景をしっかりと

反映していると思う。そこで、松戸市の特徴というのをどう反映させたらいい

かというところだが、そのあたりはいかがか。各委員から「松戸市はこういう

街だ、或いはこういう特徴がある」といったところをお聞かせ頂ければ、そう

いうことを計画に反映していけると思うがいかがか。 

（三浦委員）私たちの法人の活動は、貧困世帯やひとり親家庭への支援が主な内容で、私が

見ているのはそういう家庭が多いので、松戸市の特徴としてお答えできるか、

またこの計画にどう盛り込まれていくのかは分からないが、さっきも桜井会長

がおっしゃった人権、子育てに特化しないで人権を重要視するという意味で、

一人ひとりの意思決定や選択、それを伝えること或いはその機会、教育といっ

たものを松戸市は力を入れて頂きたいと思う。いろいろな家庭の現場を見てい

て、子どもたちが意思決定出来たら、伝えることが出来たら、その家庭の負の

連鎖から抜け出せる可能性が広がると思う。そういったことが計画の中に盛り

込まれたらいいと感じている。 

（石橋委員）私たちハローワークは、松戸・柏・我孫子・流山など５市を管轄しており、松

戸市に特定出来ず全体の話になるほか、たたき台とは少し離れるかもしれない

が、雇用の関係では、当然東京のすぐ隣のまちということで、職業紹介を行っ

た求職者の約５割が都内で働いている。それが、一昨年まではその傾向があっ

たが、昨年度はコロナの関係もあり、電車通勤を控える方、地元志向の方が増

えてきており、いままで５０%以上が東京であったが、今は逆に管内の５市が

就職先となっている割合が５割以上と逆転してきている。今後国の基本計画を

見させていただき、松戸市の計画を検討していきたい。 

（坂野委員）やはり高齢化の問題はあると思う。市内でも眼鏡屋さんが増えたり、補聴器の

お店が増えたり、高齢者をケアするお店もよく目にするようになった。５年半

ぐらい寝たきりの母がいたので、その介護をやっているとどうしても毎日を送

るだけで手一杯になってしまって、どこに相談に行ったらいいのかが分からな

い。実際、難病の認定は受けていたが、その症状が進み身体を全く動かせなく

なると、実は障害者の認定も受けられるということを、２年も３年も経ってか

ら分かった。松戸市の高齢者福祉課や障害福祉課の方に助けて頂いて、おむつ

の支給をして頂いたが、そういうサービスを毎日の生活で手一杯だと分からな

い、そういう情報がなかなか入らないので、そういう発信を市のほうでやって

いただき、色々目にするものが増えたらいいと思う。子育ての面では預けると

ころが増えていったりとか目にするが、介護というと「ヤングケアラー」とい
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う言葉も最近よく耳にするようになったため、計画の健康のところに、健康を

害したり、年を重ねて動けなくなっても、安心して暮らしていけるようなシス

テムやサービスを入れて頂きたい。 

（彦坂委員）何か他の県や市にはないような、チャレンジみたいなものをひとつ入れたらい

いと思う。他の市でもやっているかもしれないが、例えば大学間だと割と連携

がとりやすかったりするので、松戸市で呼びかけて頂いて、市内にある私立や

公立の全ての学校に呼びかけをしていただいて、社会に出る直前の学生たちを

教育するとインパクトがあると思う。これから家庭を持つ、パートナーを見つ

けるという人に、出来れば自由になってほしいと思っているので、松戸市が音

頭をとっていただいて、そういう教育機関を連携させ、大学のオンデマンド等

を活用して一番社会に出る直前のところで、再教育というかジェンダー教育、

7/4の講演会のような面白そうなイベントを行うことにより、メッセージを年

に１,２回発信できればかなりのインパクトがあるのではないか。ちょうど大

学のオンライン環境もコロナの関係で、500人とか 1,000人が一度にアクセス

しても、オンライン授業やオンデマンド配信ができる環境が整っているのでそ

ういうのを活用していただきたい。千葉大は、国際色もあるし、関東に出たい

ということで、結構関西の方からも人が集まって来るので、そういう意味では

松戸市に限らず、全国に輩出できる基盤がある。教員が全部をお膳立てするこ

とはできないが、設備はあるので、市の方が声掛けをして頂き、そういうのを

フルに活用して頂ければいいのではないか。 

（山田委員）今彦坂委員が仰いましたが、私もすごく教育段階での施策が重要だと思ってお

り、自分の活動でもやり始めている。人権や生活、家庭、仕事というところを

もっと教育の段階で力をつけていく、将来社会を担う子どもたちがそれを知っ

たうえで平等な社会を作っていくというところに力を入れる必要があるのでは

と思っており、私としてはメッセージとして強く入れたい。また、地域におけ

る PTA や自治会について、松戸の特徴としては世代交代がなかなか出来ていな

い気がする。古きよきものを残しつつ、新しいものに取り組むといいながらも、

なかなかこう新しいものに変えていくことが苦手であると思っており、そこに

女性が入っていくことや、新しい考えを受容していくことで、考え方も変わり

今の時代に沿ったものになると感じており、地域における男女共同参画の推進

のところに強いメッセージとして載せられるし、松戸の特徴として入れた方が

いいのではと思う。また、三浦委員からもありましたが、生活困窮者とか一人

親とか、比較的人権に関わるところがどうしても行政主導だと平等の観点が強

くて、なかなか個々の人権の問題に強く関わっていきづらい、手厚くできない。

他市とか他の行政を見ていると、ＮＰＯや関係団体などと連携をして、いろい

ろな人権の問題に積極的に取り組んでいるところもあるが、松戸市はそこがま

だ弱いかなと思っているので、そこは是非柔軟に連携して進めていただきたい。 

（桜井会長）ありがとうございました。皆さんからご意見を伺ったので、以上で議題を終了

とする。 

 

（３）その他事務連絡 

（事務局）配付資料６に基づき、今後のスケジュールを説明。また、本日資料２の市民意識調

査骨格（案）について、色々と意見をいただいたが、ほかに何かあれば、７月初め

頃までに連絡願いたい。 

（桜井会長）ほかに何かあるか。 
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（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。 

７月４日（日） 

男女共同参画週間を記念して、「日常にひそむジェンダーバイアス」と題した講演 

会を開催。家庭や学校、職場、メディアなど、様々な場に潜むアンコンシャスバイ

アスに気づいて、行動を変えていただくきっかけづくりを目的に実施。当日は当館

でのリアルな講演会とオンライン配信とのハイブリットで開催するほか、開催後も

YouTube 上のオンデマンド配信を予定。 

（桜井会長）以上をもって、第 10次松戸市男女共同参画推進協議会第３回会議を終了する。 

 

 

【配布資料】 

資料１ 男女共同参画推進協議会(第 10次)委員名簿（4/1現在） 

資料２ 令和３年度市民意識調査骨格（案） 

資料３ 平成 28 年度市民意識調査票（原本） 

資料４ 平成 28 年度児童生徒アンケート調査（内容比較） 

資料５ 男女共同参画プラン第６次実施計画骨格 たたき台 

〃  別紙１ 男女共同参画プラン第５次実施計画の体系 

〃  別紙２ 男女共同参画プラン第４次実施計画の体系 

資料６ 男女共同参画プラン第６次実施計画策定全体スケジュール 

参考  市民意識調査・児童・生徒アンケート調査概要版（冊子） 

参考           〃         報告書（冊子） 

 

 

 


