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男女共同参画推進協議会(第 10 次)議事録 (第４回) 

開催日 
令和３年９月１５日（水） 

10:00～正午 
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：桜井委員、佐藤委員、山田委員、山本委員（左記 4名はｵﾝﾗｲﾝ出席）、 

     石橋委員、坂野委員、彦坂委員、三浦委員、湯浅委員 

・松戸市：男女共同参画課長、事務局（３名） 

◆第４回会議 

１．開会（会長挨拶） 

（事務局）総委員数９名、出席者９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。１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）市民意識調査票について 

（事務局）資料１について、前回から大きく変わった部分だけを説明させていただく。 

１頁 7 行目については、７５歳未満とさせていただいた。１１頁Ｆ２につい

ても、⑪として「７０～７４歳」を入れた。資料２の年齢階層別人口構成比を

見ると分かるとおり、７０～７４歳の比率が大きいためこのようにしている。 

（桜井会長）資料２を見ると他の年齢階層、例えば２０歳から２４歳だと５．６７％、

２５歳から２９歳が５．９０％となっており、７０歳から７４歳では６．９９％

（約７％）となっている。他のところが概ね５％～６％となっているのに、７

０歳から７４歳の約７％を割愛していいのかといった議論になり、修正したと

いうことか。 

（事務局）その通りである。 

（桜井会長）これについてはいかがか。皆さんの賛同を得られたようなので、このとお

り進めてください。 

（事務局）１頁「調査ご協力のお願い」7 行目の「７５歳未満」という上限を他の意識

調査では書いてないことが多い。ここは他の調査と同じように「２０歳以上」

だけにしたいと考えている。また、Ｆ２のところも「７０歳以上」という記

載にさせていただきたい。 

（桜井会長）これは７４歳までの無作為抽出で、ここに記述してもしなくても、このア

ンケートは７５歳以上の人には送られない。このあたりは技術的なことなの

で、調査のプロの方と検討いただければと思う。 

（事務局）３頁問５は、1 日のうち費やす時間の平均時間であるが、平日の仕事に費

やす時間について、前回と時間の単位が違っていたので、別枠にして報告書

に書けるよう前回と合わせた。そのため、仕事のみ時間の単位が変更となっ

ている。仕事をし過ぎていないかどうかをききたいため、一番多いのが「１

２時間以上」というようなかたちで分析していく。４頁問６の仕事と個人生

活のバランスをきくところで、前回もご意見を頂いて修正したが、答える側

の状況によって様々なパターンがあり、分析が難しいのではないか、他の質

問である程度知ることが出来るのではないか、例えば問６で満足しているか

どうかは、問５の現状と希望のギャップで取れるのではないか、またその理

由についても問５で仕事の時間が長いのか、問７・問８の家庭の役割分担の

現状と希望の中で分析できるのではと考えており設問数も多いため、問６と
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問６-１については削除してもいいのではと考えている。 

（桜井会長）この件については、私と事務局でかなりやり取りをした。ここはワーク・

ライフ・バランスについての満足をきいている。思ったような仕事につけな

いとか、いい仕事につけているといった仕事の中身についての満足を尋ねて

いるわけではない。仕事と仕事以外、具体的には家事や地域活動といったこ

ととのバランスで満足しているかいないかをきく項目である。前回、この設

問についてはご意見があったと思うが、いかがか。 

（坂野委員）ワーク・ライフ・バランスのことについて、一番端的に調査できる気がす

るので、答える立場からすればあった方がいい。 

（桜井会長）選択肢もこの内容でよろしいか。 

（三浦委員）ワーク・ライフ・バランスという設問の意味を理解した。こちらで大丈夫

だと思う。 

（桜井会長）それでは、このまま残すこととする。 

（湯浅委員）ワーク・ライフ・バランスという言葉には荷重な働き方を強いられている

状況を是正していこうという意思が入っているのではないか。ワーク・ライ

フ・バランスの定義をもうすこし少し明らかにしていかないと、どこに軸を

置いたらいいのかが分かりづらい気がする。 

（桜井会長）ワーク・ライフ・バランスについて、特に日本の場合、仕事の時間が長く

なっているのでそこを変えていく意味も含めて解説した方がいいということ

か。 

（湯浅委員）現状を変えながら人間らしく暮らしていける状況を作ることが、ワーク・

ライフ・バランスの持っている最終的な理想だと思う。 

（桜井会長）しかし、これは調査なので、ある方向を打ち出すような解説を入れること

については慎重にした方がいいと思う。調査はまずは実態がどうなっている

のかを知るためのものであり、その結果をみて、例えば、まだまだ労働時間

が長く、ワークとライフのバランスがとれていないということであれば、そ

こを松戸市として啓発して、施策を打っていくという流れだと思う。調査と

しては最初から踏み込んだ解説はしない方がいいと思う。 

（事務局）５頁問１２－３「地域活動の中で役員は男性とか女性は掃除や手伝いなど

性別による役割分担はありますか」で選択肢が「ある」と「ない」しかなか

ったが、これを「よくある」、「時々ある」、「ない」、「わからない」の

４段階にした。問１２－４の選択肢２は、「不要だと思う」としているが、

「必要ではない」という方が答えやすいと思うのでそのようにしたい。 

（桜井会長）アンケートの文言としてはその方がいいと思う。 

（彦坂委員）時と場合によるのでは。時と場合によって違うと考える人はどれに〇をし

たらいいのか。 

（桜井会長）たとえばどういう時にそうなるのか。 

（彦坂委員）大学のグループ単位での泊りの引率で、女性だけを対象にしている場合な

ど、どうしても女性じゃないとできないということもある。グループによっ

てはそういうこともありうる。 

（桜井会長）問１２は自治体や町内会、ＰＴＡ、子ども会等における役割分担をきいて

いるが、それでも必要か。 

（彦坂委員）イベントによると思うので、可能性がないとはいえない。 

（桜井会長）右か左かではなく、真ん中の選択肢を一つ増やすということか。 

（彦坂委員）そう思う。 

（事務局）最初に真ん中の選択肢があったが、研究会から曖昧なものを作るとそこに
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寄ってしまうのではという懸念が示され、今回割愛した経緯がある。 

（桜井会長）何をここで知りたいか、どのように報告書で分析していくかということを

考える必要がある。つまり地域活動やＰＴＡ、自治会の活動では、トップを

男性が占めていて、お茶入れやお世話は女性委員がやるというような現実が

あなたの地域でもありますかということをききたいわけで、それについてど

う思いますかということが本質となる。例えば、看護師や介護士といった職

業も今は男性の従事者が増えている。こういうところで場合によっては必要

という部分をつくると、事務局が心配されているように、ほとんどそこに寄

ってしまう可能性がある。地域活動をされている三浦委員はどうお考えか。 

（三浦委員）微妙なところは必ず出てくると思うが、どちらなのかを是非知りたい。二

つにしてどちらかを答えて頂いた方が、女性と男性の意識が明確になるので、

その方がいいと思う。 

（桜井会長）山田委員も地域で活動されているが、いかがか。 

（山田委員）地域活動における性別役割分担について、いたたまれなくなるケースが非

常に多いと感じている。一般的に皆さんがどう考えているかをききたい。設

問にも「一般的に」とあるが、もう少し限定するのであれば、注釈を入れて

もいいと思う。しかしながら、質問の意味は通じるので、このままでもいい

気がする。 

（桜井会長）男性で地域活動をされている佐藤委員はいかがか。 

（佐藤委員）「性別による役割分担は必要だと思いますか」を、違う言い方にして、選

択肢も「絶対必要」、「少しは必要」、「絶対不要」などと四択にすると何

かしっくりくるような気がする。 

（桜井会長）例えば、「一般的に地域活動では、性別による役割分担が往々にして見ら

れますが、この現状についてあなたはどう思いますか」というような質問だ

と答え易いということか。 

（佐藤委員）今仰ったような前段の説明があるといい。 

（桜井会長）分かりました。ここで結論を出すのは難しいと思うので、こういう意見が

委員からあったということを事務局の方で庁内の研究会等に伝え、そこで決

めて頂ければと思う。 

（彦坂委員）検討して頂くときに、問１２－２も一緒に検討して頂ければと思う。どち

らですかときかれて、どっちもありうるという人はどれを選んだらいいのか。

交代する度にどっちもあるという団体も結構あると思う。「どちらもある」

という選択肢がないといけないのでは。また、性別による役割分担という意

味が曖昧で、性別によって役割を分担しなければいけない、当然のなりゆき

で分担しているものもあると思う。不当に役割を分担させられているケース

と必然的に役割を分担しているケースとがあると思うので、その辺をどうし

たらアンケートを受ける人に伝えられるかを、念頭に検討して頂きたい。 

（桜井会長）必然的に役割があるというのは、それこそがもう既に思い込みという考え

方もある。例えば、海外では今は消防士も女性が体を鍛えてポンプ車を動か

して、重い放水ポンプを扱うようになっている。看護師や介護士にも男性が

増えてきたこともある。ちょっと前であれば当然男性と女性で向き不向きが

あるということだったが、もはや性別による役割分担はあまりない。むしろ

性による分け方があること自体、アンコンシャスバイアスといって、無意識

の偏見に陥っているというところまで議論が進んでいるので、そのへんを踏

まえてこのような設問になったのでは。いずれにしても、彦坂委員が仰るの

は問１２-２で、一つの団体でも男性が長になるときもあるし、女性が長にな
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るときもあるので、「女性」、「男性」のほかに「どっちもある」が必要だ

ということ。また、問１２-４は、役割によっては男性でなくてはいけないも

の、女性でなくてはいけないものもあるので、それに合うような選択肢が一

つ必要だというご意見と理解した。ここまで、色々なご意見を頂いたが、私

たちが報告書を書く際にこのへんのところが悩みどころになると思う。この

設問の選択肢については、そのへんも踏まえて事務局の方で最終的に決着し

て頂ければと思う。そして、事務局の方から最終的にどうなったかをメール

で皆さんに知らせて頂きたい。大変貴重なご指摘をありがとうございました。 

（彦坂委員）問１２－３で例示していることが問１２－４の性別による役割分担を指し

ているのであれば、問１２－４のところに「問１２－３にあるような」など

といった一文を入れると分かり易いと思う。 

（桜井会長）そういうアイディア、ご意見も踏まえ、事務局に一任したい。 

（事務局）６頁問１５の選択肢の一番下に「その他」を追加した。アからケ以外に何

かあるかもということでこのようにさせていただいた。７頁問１８性的マイ

ノリティの説明欄、トランスジェンダーの意味を「性別違和」に変更した。 

（桜井会長）「性同一障害」というのがトランスジェンダーのところに記載されていた

が、今やそれは障害や病気ととらえてはいけないという認識だ。医療の分野

で「性同一障害」を限定的に使うことはあるが、ここでは「性別違和」だけ

にしていただいた。 

（事務局）問１９「今までの自分の性のあり方」のところでは、「違和感」を先にし

て、「好きになる相手の性」を後にした。８頁問２１のウ、「あなたの家事、

育児、介護の負担は増えましたか」で、イの「家庭内での家事等について、

役割分担に変化はありましたか」と同じような内容であり、同様に問２１の

オ、「今の役割分担を今後も継続したいですか」もエで満足度をきいており、

希望としては重なるため、両方とも削除してはどうか。 

（桜井会長）問２０からは新型コロナによる影響ということで、これまでの調査にはこ

ういった設問は全くなかったわけだが、今事務局が述べたことについてはい

かがか。異論がないようなので、それでは、ウとオについては削除すること

とする。 

（事務局）問２２のア、「生活の経済的な状況は変化しましたか」の選択肢について、

前回までは「悪化した」、「とても悪化した」、「少し悪化した」のほかに、

「変わらない」と「良くなった」が一緒になっていたが、「変わらない」と

「良くなった」を分けて４段階にした。 

（桜井会長）４段階の方がいいと思う。 

（事務局）問２３も「変わらない」と「良くなった」が一緒になっていたのを二つに

分けた。問２６「災害が起きた時にどういうことに配慮が必要か」で、前回

まではネガティブな表現、人権侵害が起こりやすいようなかたちで記載して

いたものをポジティブな表現に変えた。 

（彦坂委員）問２２のアなどの選択肢が４段階になったのはいいと思うが、統計処理し

ようとすると、悪くなったの選択肢の方に比重が傾く解析結果になり、回答

した人の分布が正規分布とならないのではないか。この場合、正規分布する

ように、ネガティブとポジティブのバランス、左右の選択肢のバランスを整

えなくていいのか。「悪くなった」、「変わらない」、「良くなった」であ

れば、平等かと思うが、分割することでその割合、一つの選択肢の中に含ま

れる割合を減らしてしまう結果になるのではないか。 

（桜井会長）私は、コロナの影響については、この選択肢でいいと思うが、彦坂委員の
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ご意見については、事務局の方で統計のスペシャリストにもう一度確かめて

頂くこととする。 

（事務局）「変わらない」と「良くなった」とした人ではなく、「とても悪化した」、

「少し悪化した」というところに支援が必要だと報告書や計画に書いていく

必要があるので、そういう人たちがどのくらいいるのかを知りたい。それが

「悪化した」だけだと、どのくらい困っているのかが分からないため、この

ようなかたちにした。統計のプロにもきいてみたいと思うが、正規分布とい

った全体のバランスというよりはその部分に注目していきたいと考えてい

る。 

（三浦委員）問１８の性的マイノリティに関しては、さきほどの説明で理解できたが、

ＬＧＢＴといった性的マイノリティのマイノリティ（少数派）とは、いった

いどういうことか。少ないか多いかの問題ではないような気がする。今後も

ずっとＬＧＢＴの人イコール少数派ということになるのか、そこに何か意味

があるのか。 

（桜井会長）今仰ったことは、とてもよく分かる。マイノリティ（少数派）と言ってし

まっていいのかということだろうと思う。しかしながら、今各地の自治体の

行政文書などでは、性的マイノリティという言葉が一般的になっている。Ｌ

ＧＢＴについても、いまはＬＧＢＴＱやＬＧＢＴＱ＋、ＬＧＢＴＩＱＡなど

さまざまな言い方が出てきている。性的マイノリティには、セクシュアルだ

けではなく、ジェンダーマイノリティの意味も含めてこの言葉を使っている。

三浦委員のご質問の意図はとてもよく分かるが、今のところはこれでいきた

いと思う。     

（佐藤委員）問２１のウが削除になったが、これも結構大事かなと思う。コロナ禍で労

働時間や在宅勤務が増え、仕事とプライベートの境目がつかなくなったりし

て、自分やパートナーの負担が増えている感じがある。この設問をどう活用

するかにも関わってくるが、イの設問だけにして「ああ自分の負担が増えた、

ああパートナーの負担が増えた、そうなんだ。」で終わるのを事務局や市が

良しとするなら別だが、個人的にはその先だと思っている。ウを残し、負担

がどれくらい増えたか、相当増えたかのか、もう鬱になるくらい激増したの

か、ちょっと増えた程度なのか、その辺の統計を取ることはすごく大事だと

感じている。そのへんの統計がとれれば、そういう負担を抱える人が松戸市

に多いと分かれば、市の事業としてメンタルヘルスやワーク・ライフ・バラ

ンスの講座を増やすとか、ケアを増やすとかの判断に繋がるのではないか。 

（桜井会長）そうするとパートナーの分担についても選択肢を増やす必要があるのでは。 

（佐藤委員）理想はパートナーの実情も捕捉できればと思う。しかしながら、みんなが

みんな回答できる訳でもないと思うので、そこは敢えて発言しなかった。 

（桜井会長）とりあえずは自分の分担が増えたとしたら、どれくらい増えたかをききた

いということか。 

（佐藤委員）まずそこは必須かなと思う。 

（桜井会長）わかりました。こちらについても、事務局に持ち帰っていただくこととし

たい。 

（坂野委員）問２１のエの「生活満足度が上がりましたか」という質問が、家事が増え

たか減ったかということに限った質問になってはいないか。 

（桜井会長）ここでは、生活全体のことをきいている。 

（坂野委員）少し生活全体というのが分かりづらい気がする。テレワークなど、いろい

ろな働き方が増え、上がったか下がったか、それこそ私はどちらとも言えな
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いという気持ちを持っており、多分変わらない人は殆どいないのでは。働き

方や生活全般をいうのであれば、変わらない人はまずいないと思っているの

で、この設問の捉え方、答え方は少し難しいのでは。 

（桜井会長）コロナ禍で在宅勤務が増え、家に居られていいという反面、収入が下がっ

たとういう人もいると思うので、どちらとも言えない現状は確かにある。 

（坂野委員）パートナーが深夜まで仕事だったりすると、可哀そうだなと思う反面、自

分の生活も侵害される場合があり、上がった下がったでは言い切れないので

は。 

（桜井会長）今の坂野委員の意見についても、事務局に持ち帰っていただき、検討して

頂ければと思う。 

（事務局）只今のご意見も踏まえ、基本的にはウを残し、選択肢を少し増やす方向で、

またエは全体の生活満足度だということが分かるような表記に改め、「どち

らとも言えない」という選択肢を設けるよう検討する。 

（佐藤委員）問２１のイはそのままで、イで１と答えた方を対象に、「ウ.あなたの家事、

育児、介護等の負担は増えましたか」の選択肢を、「１．相当増えた」、「２．

少し増えた」、「３．少し減った」、「４．大幅に減った」というようにし

てはどうか。さらに、スペースがあれば、選択肢も自分の場合とパートナー

の場合のそれぞれについて、１～４を設定できればと思う。 

（桜井会長）分析する際にまず結婚している人を抽出し、そのなかから自分の分担が増

えたという人を抽出していくと、一つひとつの割合が小さくなってしまい、

その有効性について注意が必要となる。これについては再度事務局と相談さ

せて頂きたい。 

（事務局）Ｆ４「同居する家族」について、前回は家族構成として、１世代や２世代、

３世代で親と子を表現していたが、本人から見た関係性が分かりづらいとい

う意見をいただき、同居する家族を答えてもらうこととした。当初会長から

はこのようなききかただと複雑化して分析が難しいといったご意見をいただ

いたが、右の四角の中のように、あらかじめ想定パターンを決めておき、そ

のパターンで分析していけば可能だと思っている。 

（桜井会長）本当に活発なご意見、皆さん現場で見ているからこそのご意見をたくさん

いただいた。市民意識調査というのは、やはりこのように現場の声が反映さ

れていないものは全然ダメだと思っている。今回は本当にいいものが出来る

のではないか。活発なご意見をありがとうございました。 

 

（２）児童・生徒アンケート調査票について 

（事務局）問５で「女性と男性でクラスの係や仕事が分かれていること」としていた

ものを、「女子と男子で」というように変更した。この部分について、中学

生用と高校生用では「女子生徒」、「男子生徒」とし、小学生用には「生徒」

は付けていない。これは学校の中で先生の呼び方がそうなっていること、「イ.

先生の注意の仕方」のところで、女性の先生と男性の先生のように思われて

しまう危惧があったため修正した。問８では、職業によって男性と女性の偏

りがある理由について、質問の仕方を分かり易くするとともに、選択肢２が

「女性は子育てと家事を両立しなくてはいけないから」といった表現だった

が、これでは刷り込みになるのではという意見があったため、「女性は子育

てや家事に時間が取られることが多いから」に改めた。選択肢３は「力や体

力がいる仕事は男性がやったほうがいいから」という表現にしている。刷り

込みになるような表現は避けた方がいいが、ジェンダーに関する思い込みが、
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子どもたちにあるかどうかをききたいため、敢えてそのようなきき方にして

いる。中学２年生の調査表について、表紙の説明は、前回小学生用と同じに

していたが、教育委員会に見てもらったところ、中学生用も高校生用と同じ

説明で大丈夫ということで修正した。男女共同参画社会の説明を入れている

が、これに興味を持った子供がいたら、自分でそれを調べるから大丈夫とい

うような話もされた。問５も「女子生徒」、「男子生徒」という表現にして

いる。問８の職業について偏る理由も小学生用と同じにしている。問１２「男

女交際」について、こちらはデートＤＶの考えをきくところだが、考えでだ

けではなく、経験も聞く必要があると思い、表を延長して「されたことがあ

る」、「したことがある」、「されたこともしたこともない」という選択肢

を設定した。これは国（内閣府）のデートＤＶに関する調査に倣って追加し

たもの。高校生の調査表では問１０だけ変更した。「国会議員などの議員や

会社の役員などに女性を増やしていくためにはどうしたらいいと思います

か」で、前回は選択肢４を「女性と男性が同じくらいいてもいいと思う人を

増やす」というような表現だったが、「女性と男性が同じくらいいた方がい

いという考えの人を増やす」という表現に変更した。 

（桜井会長）問 1 の「あなたの性別を教えてください」のところで、性的マイノリティ

の方のために、最初ここに３としてカッコだけを付けるのはどうかと事務局

に話をしたが、やはり教育委員会の方でそれはない方がいいということにな

ったのか。 

（事務局）やはり３を付けることで先生がそのことについて説明しなくてはいけない、

そこまでの技量や余裕がない場合は困るといったこと、冒頭の説明の中で「答

えられない質問や答えたくない質問は飛ばして先に進んで下さい」というよ

うな説明もあり、ここを先生に説明していただき、女性・男性と答えづらい

子どもは飛ばしていただくこととした。封筒に入れて集めるかたちにするが、

そこを書いてないことで他人に見られたり、３を付けて他人に見られたりと

いったことを心配されている部分があったので、ここは敢えて女性・男性と

いうかたちにした。 

（桜井会長）そういうところで難しいと感じている。 

（事務局）おそらく持ち帰りではなく、一斉に教室に撒いてその場で記入してもらう

かたちになる。そうするとやはり悩んでいる子は付けづらいのかなという気

はする。 

（桜井会長）教育委員会の協力がないとこの調査はできないので、致し方ないとは思う

が、次回の調査では、性自認に違和がある生徒も答えられる工夫ができるよ

うになるといいと思う。 

（事務局）時代の流れでそういうかたちになっていくとは思うが、中途半端な説明を

されてもそれはそれで困るといったところもある。 

（桜井会長）生徒さんがこの３は何かときかれた時に、聞かれた教師がちゃんと答えら

れるようになっていないと、この選択肢を入れることは難しいとの説明のよ

うである。 

（彦坂委員）難しいとは思うが、「（○は一つ）」と書くと○は付けなくてはいけない

ようなことにならないか。ここは敢えて消しておけばいいのでは。特に出生

時の性別や学校での表向きの性別をきいている訳でもないので、そうするこ

とによって○がない人の抽出も期待できるのではないか。 

（事務局）「（○は一つ）」は取ろうと思う。 

（桜井会長）本当にいいご意見をいただいた。確かに「（○は一つ）」はとってしまっ
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ていい。 

 

（３）報告書（分析）の方向性について 

（事務局）ご審議いただいているアンケートについては、今後この結果を分析し報告

書に記載して計画に反映していかなくてはならないが、資料４はそのための

整理表となる。前回の会議で計画の骨格（たたき台）としてお示しした、国

の第５次基本計画を参考に作成した項目を一番左の欄に置き、その右に今回

の調査項目、その右に児童・生徒アンケートの項目、そして一番右に統計や

庁内調査でデータがあるのではないかと考えられるものを記載している。一

番左の項目も国の計画に沿ったもので、これが決定というわけではないが、

目安ということで置いている。新型コロナに関しても、今回は新たに項目を

設けず、それぞれの項目の中で問題や課題に近いものの中に入れてある。次

回の推進協議会では、クロス集計とか前回との比較を含めどのように分析し

ていくのか、どのように報告書に記載していくのかの議論をお願いしたいと

考えている。 

（桜井会長）事務局の方でこのように整理していただいたが、実際に議論していくのは

データがあがってきてからで、それを見ながら分析を一つずつやっていくと

いうことでいいか。 

（事務局）そういうことになる。 

（彦坂委員）新型コロナが結構長く続いているので、先ほどの通勤時間が何時間かとい

うアンケートはいつの時点、コロナ前かコロナ後なのかということを、アン

ケートをとる際、アンケートに答えて頂く方に伝えておかないと、コロナ状

態で回答する人と、将来コロナが収まって普通の社会生活のことを想定して

コロナ前のように回答する人がいると解析が難しくなる。どこかで線引きを

しないといけないと思う。 

（桜井委員）確かに、そこは全体を見ながらいつの時点の話かということを説明しない

といけない。新型コロナの影響が長く続いており、内閣府の調査でも女性に

かなり大きく影響しているという結果が出ているので、これについては色々

な分析の中に入れてしまうのではなく、章を分けて特出しした方がいいとも

思う。 

（湯浅委員）まだコロナの問題を社会的にも経済的にもどう位置付けていいかというこ

とは理論化されていない。しかし、アンケート項目の中にはコロナの領域が

入っている。アンケートというのは今までの積み重ねの中で問題になってい

ることを、男女共同参画社会にしていくために質問するという部分がある訳

で、アンケートの取り方自体も方向性が変わってくるのではないか。女性活

躍推進法が制定されているが、松戸市内の企業に向けて、男女の働き方に関

してどの様な調査をしたらいいか、男女の働き方についてどの様な意識を持

っているかアンケート調査をして欲しい。男女共同参画の啓発のためにも、

企業に対して同じ様な意識調査をしたらどうか、市役所職員とは違う結果が

出るのではないか。今回無作為抽出の 4,000 人の中から民間企業へ勤めてい

る人だけの集計ができれば、これからの方向性を検討するうえで参考になる

のではないか。男女共同参画推進法に違反する企業への罰則のようなものが

考えられないか。企業名を公表するとかいろいろとやり方はある。松戸市に

はまだ男女共同参画推進条例がないが、そういう事を入れられるような実施

計画を作って行くべき。男女共同参画について、子どもたちへの教育は大切

だといわれているが、次の計画ではどのように進めるのか、具体的な施策を
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示していきたい。第５次の計画を作った時に、基本理念の置き方が変わった。

やはり男女共同参画社会というものを作ろうという大きな基本理念を中心に

据えて、しっかりと位置付けなければいけなかったと思う。第５次を読み返

してみると、子育てやパートナーとの関係など、そういう意味では非常に特

徴ある計画であったかなとも思う。第６次を作るときには、このテーマを中

心に据えてもいいのではないか。かつて松戸市には女性の助役がいましたが、

女性活躍推進法が出来たときに、女性を政策決定の場へということを積極的

にやってくださったのを覚えている。現在も政策決定の場に参加する女性が

もっと増えていかなければならないのに、なんで逆に落ちているのか。この

へんのところを人事課に聞いてみたが、なかなかはっきりとした答えがない。

このようなことも必要なテーマだと思う。 

（桜井会長）たくさんのご意見をありがとうございます。これについては申し訳ないが、

メモを提出していただいてよろしいか。 

（湯浅委員）わかりました。 

（桜井会長）いただいたご意見については、この推進協議会の中で議論すべきものと、

松戸市の行政施策として松戸市に委ねるもの、それからもう一つ、国の第５

次基本計画、それを踏まえて第６次の計画への意見として言っていくべきも

のとがあると思う。この３つにカテゴライズ出来ると思う。この推進協議会

で取り上げなければいけないご意見については、次回以降検討していきたい

と思っている。松戸市に見解を問うもの等については、何らかの機会に回答

がいただければと思う。国の施策について、例えば、第６次男女共同参画基

本計画が出来る際、ロビーイングするとか、パブリックコメントを提出する

とか、そういうかたちになろうかと思う。いずれにしても、しっかりと私た

ちが考えていかなければならないご意見ばかりだと思うので、メモにして事

務局に届けていただければと思う。 

（湯浅委員）今回のアンケートで、やはりパートナーシップ制度について市民にきちん

と意見を聞いたほうがいいと思うが、それはどのように扱おうとしているの

か。 

（事務局）松戸市はすでに制度を取り入れているので、今回はアンケートの中に入れ

なかった。もう進めることは確実で、その周知は必要だという認識はもちろ

んあるし、それについては頑張りますとしか言えない。 

（桜井会長）これから行政施策としてどのようにやっていくかというのは松戸市さんに

考えていただくこと。報告書に記載する時には、セクシャルマイノリティに

ついてもきいているので、そこで同性パートナーシップ制度のことに触れる

ことは可能だと思う。同性パートナーシップ制度といっても知らない人も多

いと思うので、注釈を入れるとか、いろいろな周知の方法があろうかと思う。

いずれにしても追加のご意見だったので、先ほどと同じようにメモをいただ

ければと思う。 

(事務局)先ほどのご意見は、会社で働いている人と公務員は分けた方がいいというこ

とか。Ｆ３「あなたは現在収入のある仕事をしていますか」のなかの 1 番で

「会社員や公務員などの常勤職」としているが、例えばそこを分けた方がい

いというご意見か。そこを分ければ、会社員の状況と公務員の状況が分かる

のではないか。 

（桜井会長）たくさんに分けると、母数が本当に小さくなってしまう。特にクロス集計

をすると小さい数しか上がってこず、有効とみなされない数字にしかならな

いこともあるため、選択肢を細かく分けることは、慎重にした方がいいと思
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う。 

 

（４）その他事務連絡等 

（事務局）配付資料５に基づき市民意識調査等業務委託のスケジュールを説明。次回

会議は、市民意識調査の中間報告等を議題に、来年１月又は２月に開催予定。

今後予定している男女共同参画課主催行事の報告。男女共同参画課では、毎

年 11 月に男女共同参画推進団体との実行委員会形式にて「ゆうまつどフェ

スタ」を開催。今年度の基調講演会（11/6）には、東京大学大学院総合文化

研究科の瀬地山 角教授を招聘し、「世界一受けたい！ジェンダー論」と題

して、仕事や家庭、未来について講演いただく。本講演会は、会場でのリア

ル開催に加え、オンライン配信やオンデマンド配信も予定。 

（桜井会長）以上で、松戸市男女共同参画推進協議会第４回会議を終了する。 

 

【配布資料】 

資料１ 令和３年度市民意識調査票（案） 

資料２ 年齢階層別人口構成比 

資料３ 令和３年度児童・生徒アンケート調査票（案） 

資料４ 報告書（分析）の方向性 
資料５ 市民意識調査等業務委託スケジュール 

資料６ 松戸市男女共同参画推進協議会（第 10次）委員名簿 

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） 

 

 

 


