
計画体系案と市民意識調査等との関連

基本目標 施策の方向性

〔問１〕男女平等感 男女平等観は、女性と男性で認識が違うことがある。女性の方が差別感を感じている傾向がある。

〔問２〕女性と男性のあり方
固定的性別役割分担意識として、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであると思う」に対して、平成28年度に比べると、賛成
が減り反対が増えている。

〔問１７-ア〕人権侵害の認識 「性別により物事を決めつけるのはおかしいと思う」と考える人が女性８割、男性７割以上いる。

（2）男女共同参画に関する情報収
集と情報発信

〔問30〕市で行うべき施策
〔問２９〕ゆうまつど事業の認知度

３つの項目で5割近く、その他の項目についても比較的関心が高い。にも関わらず、「男女共同参画に関する情報は市からは伝
わってこない」と答えている人が４割近くいる。女性には比較的知られているが男性は全体的に認知度は低い。

課題2
政策・方針決定過程への
女性の参画促進

（1）女性登用の仕組みづくり
〔問１３〕政策・方針決定過程に女性
が少ない理由

「職場などでの慣例になっているから」「女性を政策・方針決定過程や管理職等に起用しにくいしくみになっているから」がとも
に4割近くおり、「職場や社会のしくみが女性の登用を積極的に受け入れるようになっていない」と考えていることがわかる。

（2）ロールモデルの育成
〔高2問１０〕女性の登用を増やすた
めに必要なこと

 高校２年生の回答では、「女性が働きやすいような環境やしくみをつくる」が一番多かったが、２番目に多かったのが「実際に活
躍している女性に話を聴いたり見本を示す」で、特に若い層にはロールモデルが重要であることがわかった。

（3）ポジティブアクションの理解・検
討

〔問１４〕ポジティブアクションについ
ての考え

ポジティブアクションについての考えは、「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせた《賛成》では、全体で63.5％となってい
て、前回平成２８年度の51.8％から11.7ポイント上がっており、総論では賛成の意識が高まっていると考えられる。

課題3
就労の場での男女共同
参画の推進

〔F2,３〕年齢層別就労状況
女性は、年齢が上がるほど常勤職（正規雇用労働者）の率が下がっており、４０歳以上は非正規雇用労働者が増え、正規雇用労
働者を超える。

〔問9〕女性の仕事の就き方
女性の仕事の就き方について、「妊娠や出産に関わらず、ずっと仕事を持ち続ける」は女性の30～49歳において5割を超えて
おり、70代以外は４割を超えている。男性も30～69歳において４割を超えている。

〔問30〕市で行うべき施策 「女性の就労、再就職の支援」が2番目に多く約5割。

（2）就労環境の整備
〔問10〕女性が社会参画に踏み切れ
ない理由

女性が社会参画に踏み切れない理由としては、女性も男性も「子育て・教育との両立」「家事との両立」が多かった。また、男女で
の差が大きかったものは、「家族の理解・協力が得られないこと」で女性の方が16.1ポイント多かった。また、「介護との両立」、
「能力やスキルに自信が持てないこと」とした人も女性に多かった。

（3）多様な働き方の推進 ≪その他、保育所等の待機者数など≫

（4）女性のキャリア形成と能力開
発・発揮の支援

〔問１３〕政策・方針決定過程に女性
が少ない理由

女性はスキルを磨いたり経験を積んだりする機会が少ないからや、キャリアの中断などで自信が持てなくなっているからと答
えた人が15％を超えていた。

課題４
地域における男女共同参
画の推進

（１）地域活動への多様な視点の確
保

〔問5-7〕社会活動（ボランティアや
地域活動など）に費やす時間〕

一日のうちに社会活動（ボランティアや地域活動など）に費やす時間をみると、現状は女性も男性も０分が約８割、１分以上１時
間未満が約１割であるが、希望では１分以上１時間未満が約3割と増加しており、社会活動をしたいというニーズはあると考えら
れる。

（2）地域活動での政策・方針決定過
程への女性の参画促進

〔問１２-1、2〕地域活動での団体の
長の男女比〕

団体の長の男女比をみると、女性の多い団体でも４割以上、構成員がほぼ同数の団体では７割以上が男性である。

（3）地域活動での固定的性別役割
分担の解消

〔問12-3，4〕地域活動での性別に
よる役割分担

地域活動での性別による役割分担は、半数以上が「ない」と答えているが、3割近くが「ある」（「ある」と「時々ある」の合計）と答
えている。また、約７５％は性別による役割分担は必要ではないと答えており、必要であるとする約１３％を大きく上回ってい
る。

固定的性別役割分担意識や性差に関する偏見、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が女性の居場所と出番を奪ってい
ることへの問題意識を持ちながら、具体的な行動変容に至っていないことが考えられる。

課題５
防災における男女共同参
画の推進

（1）防災分野や災害現場での役員
等への女性の参画促進

〔問25〕災害時に重要なこと
 男女共同参画の視点を持った防災体制推進のために重要なこととして、「避難所運営の責任者に男女それぞれが配置され、避
難所運営や被災者対応に多様な視点が入ること」が一番多く、約５割となっている。

（2）災害時や非常時での男女の違
いに配慮した対応

（3）性暴力、性被害等に対する危機
管理

〔問４〕仕事、家庭生活、地域・個人の
生活の優先度（現状と希望）

仕事、家庭生活、地域・個人の生活の優先度（現状と希望）を見ると、現状としては、男性は「仕事を優先」、女性は「家庭生活を優
先」が一番多い。希望をみると、男女とも「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活をともに優先」が一番多い。

〔問30〕市で行うべき施策 「仕事と家庭を両立するために必要な公的サービスの充実」が一番多く、約6割。

〔問５〕費やす時間
女性は、小さい子どもがいる場合は特に、家事育児の時間が長い傾向があり、反対に男性は子どもがいても仕事の時間が長
い。

〔問6-1〕ワーク・ライフ・バランス不
満足の理由

ワーク・ライフ・バランス不満足の理由として女性と男性の差が大きいものとしては、男性は「自分の仕事が長いため」、女性は特
に末子の年齢が小学生の人で「仕事と家事などを両立しなくてはならないため」と「家族の中で家事などの役割分担が偏ってい
るため」が高かった。

〔問7,８〕家庭内労働の分担につい
て

家庭内労働の分担については、女性は「主に自分が分担し、パートナーが手伝う程度」が多く、男性は「主にパートナーが分担し、
自分が手伝う程度」が多かった。希望としては、女性は「今のままでいいと思う」とする人もと同じ位「パートナーにもう少し分担
して欲しいと思う」が多く、男性も「自分がもっと（もう少し）分担した方がいいと思う」が4割ほどいた。末子の年齢が小学生以
下では、その傾向が強かった。

（3）男性の働き方の見直しと家庭
参画の推進

〔問11〕男性の家庭・地域へ参加して
いくためには何が必要か

男性が家庭参画するために必要なこととしては、女性が一番多かったのは「男性が家事などに参加する男性の抵抗感をなくす
こと」で、5割を超えていたが、男性の意識としては約３割で、差が大きかった。男女とも多かったのは、「労働時間の短縮・休暇
利用ができるよう職場の環境や意識を見直すこと」で特に男性は55％を超えていた。女性は「男性の意識を変えること」が重要
であると考え、男性は「働き方や労働環境を見直すこと」が重要だと考える傾向にあるといえる。

課題1

課題 市民意識調査、　児童・生徒アンケートの関連

災害時にどのような配慮が必要かについては、最も多かったのが「避難所生活でのプライバシーの確保」であったが、2番目に
多かったのが、女性では「犯罪等に巻き込まれないようトイレ等は男女別にし、物陰や暗がりにならないようにする」で、男性は
「避難所での生活ルール作りには女性の意見も反映されるようにする」であった。

〔問２６〕災害時にどのような配慮が
必要か

Ⅱ.ワーク・ライフ・バランス
の実現

（１）様々な機会を通じた意識改革
の実施

（1）女性の就労支援

（1）仕事や社会活動と家庭生活の
両立支援

（2） 家庭における固定的性別役割
分担意識の解消

Ⅰ.あらゆる分野における男
女共同参画の推進

あらゆる分野での意識改
革、情報収集と情報発信

課題6
ワーク・ライフ・バランス
の実現

「松戸市女性活躍推

進計画」と位置づけ

資料6



課題７
配偶者等からの暴力の根
絶

〔問１５〕DV被害の有無 言葉による侮辱（女性135人）から命の危険を感じるような暴力（女性20人）まで、一定の人が被害を受けている。

〔高2問11等〕被害の有無
嫌な思い、怖い思いをしたことがあるかについては、女子では2割以上が被害の経験があった。男子でも３～9％の被害経験が
あった。

〔高2問14等〕デートDVの経験の有
無と考えについて、〔高2問15等〕
デートDVの認知度

多くはないが、一定数の被害経験があった。どの行為に対しても「変だと思う」と考える子どもが多かった。デートDVの認知度
も高く、特に中学生は前回H28年度より14.8ポイント増えていた。

〔問30〕市で行うべき施策 「DVやセクハラなどの人権問題の対策」が3番目に多く、約5割。

〔問15-1～3〕相談の有無～相談し
なかった理由

被害があっても、約7割が相談していない。相談していない理由は、男女とも「相談するほどのことではないと思ったから」が一
番多かったが、女性は「相談して解決できるものではないと思ったから」も同じくらい高かった。

〔高2問13等〕相談先の認知度 交番・警察、学校、こども110番の家などを知っている割合が8割を超えていた。
（3）暴力を容認しない意識づくり

課題８
貧困等生活上の困難に
対する支援（ひとり親等
含む）

〔F2,３〕年齢層別就労状況

男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇用労働者の割合が高いことが女性が貧困に陥りやすい背景の一つとなってい
る。ひとり親、特に母子家庭は、非正規雇用など不安定な就業を続けざるを得ない状況が多く、貧困に陥りやすい。女性は、年
齢が上がるほど常勤職（正規雇用労働者）の率が下がっており、４０歳以上は非正規雇用労働者が増え、正規雇用労働者を超え
る。（再掲〕

〔問22〕コロナ感染拡大前の生活と
拡大後の生活

ひとり親の家庭は、生活が（とても、少し）苦しい割合が、全体よりも高い。

〔高2問20等〕生理用品の用意に
困ったことがあるか

女性の貧困は、子どもの貧困につながることも多い。児童生徒アンケートにおいて、女子に対する「生理用品の用意に困ったこ
とがあるか」との質問に、高校２年生で「よくある」9.3％、「ときどきある」が27.1％いた。全てが経済上の理由とは限らない
が、３割以上の生徒が「困ったことがある」と答えたことで、生理用品の配備等の必要性がわかった。

（2）女性の経済的自立のための就
業・生活面の支援、環境整備

　=就労の支援

（3）暴力や病気、精神的な困難等の
複合的な問題に対する支援

　＝健康の支援、相談窓口の充実等

課題９
生涯を通じた健康支援
（性差に応じた心身の健
康）

（1）年代に応じた女性の健康に関
する教育及び啓発

女性は、その心身の状況が年代に応じて大きく変化するという特性があるため、「リプロダクティブ・ヘルス・ライツ（性と生殖に
関する健康と権利）」の視点が重要であり、長期的、継続的かつ包括的な観点に立って健康の増進を支援する必要がある。

（2）疾病予防、健康づくりの推進 〃

（3）妊娠・出産、不妊等に関する支
援

（健康に関する調査を参考にする）

（4）こころの健康対策
〔問23,２４〕新型コロナの影響によ
る体調の変化

新型コロナの影響により体調が悪化した人は女性の方が多かった。
様々な困難から、精神的な悩みや不調を抱える人のために、悩みを受け止め整理して、解決に向かうことができる力をつける支
援をする。（心の相談件数、自殺者の動向も調査）

課題１０
多様性を尊重する社会づ
くり（性的マイノリティ等）

（1）多様な性についての理解促進
〔問18〕性的マイノリティの認知度
〔問19〕性のあり方に悩んだことが
あるか

認知度は高く、9割近くが知っていると答えた。
性のあり方に悩んだことがある人は約４％いた。

（2）相談窓口の充実、支援体制づく
り

〔問30〕市で行うべき施策 「性的マイノリティ・LGBTに関する啓発と支援」と答えた人が約2割いた。

（3）公共施設等へのみんなのトイレ
設置や申請書の様式等の配慮の検
討

〔問20,21ア〕新型コロナ感染症の
拡大前と現在で、自分とパートナー
の仕事の質や量に変化はあったか

仕事をしている女性は、働き方が減った人が男性よりやや多かった。
在宅での仕事が増えたと答えたのは男性の方が多かった。

〔問22〕生活の比較、何か支援を受
けたか

感染拡大後の生活状況で、苦しくなったと答えた人が3割近くいた。生活が苦しいと答えた人が増えていた。
困っている人で、何も支援を受けていないという人が7割以上いた。

（２）働き方の変化に伴う家庭内で
の役割分担の変化と男性の家庭参
画の推進

〔問21ア,イ,ウ,エ〕家事分担の変化
はあったか、家事等の負担は増えた
か、生活満足度は上がったか

「自分の家事分担が増えた」と答えたのは男性の方がやや多く、「パートナーの分担が増えた」と答えたのは女性の方がやや多
かった。「自分の分担が増えた」と答えた女性は生活満足度が「下がった」が多く、男性は「上がった」が多かった。「パートナーの
分担が増えた」と答えた女性は生活満足度が「上がった」が多く、男性は「下がった」が多かった。

（３）心身の健康の支援
〔問23ア,イ〕心や気分の変化、体の
体調の変化はあったか

心の変化では、悪くなった（とても、少し）が女性で約５３％、男性で約４０％、体調の変化では、悪くなった（とても、少し）が女性
で3３％、男性で約22％であり、女性の方が影響が大きいといえる。

（1）ひとり親家庭等、個人の置かれ
た状況に寄り添った切れ目のない
支援

（１）経済的状況の変化による生活
面の支援

Ⅲ.すべての人が尊厳をもっ
て生きることができる社会
の構築

（1）DV等、あらゆる暴力の防止

（2）相談・支援体制の充実

課題１１
新型コロナウイルス感染
症の影響による男女共同
参画の課題の解決

「松戸市配偶者等暴

力防止、被害者保護

に向けた計画」と位

置づけ



〔問27〕家庭での教育のあり方
「性別にとらわれない子育ては家庭でも積極的に取り組んだ方がいい」については女性で約8割、男性で約7割。若い年齢層
（20歳代）では約9割。

〔問2オ〕女性と男性のあり方
「女の子は女らしく、男の子は男らしく育てるのがいいと思う」では女性で、反対と「どちらかと言えば反対」を合わせた《反対》
が約6割、男性では約４割となっている。平成２８年度と比較すると、全体で平成２８年度よりも反対が増え、賛成が減っている。

〔問30〕市で行うべき施策 「学校における男女平等教育」は約4割。

〔高2問11等〕被害の有無
嫌な思い、怖い思いをしたことがあるかについては、女子では2割以上が被害の経験があった。男子でも３～８％の被害経験が
あった。（再掲）

〔高2問14等〕デートDVの経験の有
無と考えについて、〔高2問15等〕
デートDVの認知度

多くはないが、一定数の被害経験があった。どの行為に対しても「変だと思う」と考える子どもが多かった。デートDVの認知度
も高く、特に中学生は前回H28年度より14.8ポイント増えていた。（再掲）

〔問28）性教育に望むこと
複数回答により様々な内容を学んでほしいと考えていた。特に、相手を大切に思う気持ち、自分を大切に思う気持ちが多かっ
た。

〔高2問17等〕性に関して知りたい
こと

相手を大切に思う気持ち、自分を大切に思う気持ちが多かった。

〔高2問7,８,10等〕職業によって性
別に偏りがある理由、女性の登用を
増やすために必要なこと

大きくなるにつれ、偏りがあると考える子どもが増える。
「女性が働きやすいような環境や仕組みをつくる」が多かったが、次に多かったのが「実際に活躍している女性に話を聴いたり
見本を示す」であり、ロールモデルを含め、キャリア教育の必要性がわかる。

〔高2問3ウ等〕学校で学級委員や班
のリーダーに立候補する

「いつもする」「時々する」は大きくなるにつれ下がっているが、特に女子が大きく下がっている。教育過程においてのジェンダー
解消とキャリア教育の重要性がわかる。

（5） 学校教育の分野における政
策・方針決定過程への女性の参画
拡大

（学校等での政策・方針決定過程への女性の参画拡大）

（1）庁内連携体制の強化

（2）計画の達成状況の評価と計画
への反映

方策2
男女共同参画センターゆ
うまつどの機能強化

（1）男女共同参画推進のための啓
発等の充実

（2）女性のエンパワーメントの推進

（3）情報収集、情報発信
（4）相談・支援の充実
（5）市民活動団体との連携

　

方策3
市（職員）の男女共同参
画推進

（1）市職員としての男女共同参画
意識の醸成

（2）職場での固定的性別役割分担
意識の払拭

（3）市職員の管理職等への女性の
登用

（4）ワーク・ライフ・バランスの推進

方策1
推進体制の整備・強化
（男女共同参画プランの
推進）

計画の推進体制

（1） ジェンダー平等を推進する教
育・学習の充実

（2） デートDV等、性被害、性暴力
の根絶

（3） 性教育の充実

（4） 総合的なキャリア教育の推進

Ⅳ.教育等を通じた意識改
革、理解の促進

課題１２
多様な選択を可能にする
教育・能力開発・学習機

会の充実

男女共同参画推進協議会（市民）、男女共同参画推進会議（市組織）等による推進体制の強化

〔問30〕市で行うべき施策
〔問２９〕ゆうまつど事業の認知度

３つの項目で5割近く、その他の項目についても比較的関心が高い。にも関わらず、「男女共同参画に関する情報は市からは伝
わってこない」と答えている人が４割近くいる。女性には比較的知られているが男性は全体的に認知度は低い。

〔職員アンケート〕
市職員のワークライフバランスの満足度、働き方に対する考え、固定的性別役割分担に対する考え、女性の登用に対する考え等
を聞いた。
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