
計画の体系と具体的な施策（案）

≪基本理念・視点≫ ・あらゆる分野における男女共同参画の推進

・固定的性別役割分担意識の解消、ジェンダー平等意識の醸成

・人権の尊重

基本目標 施策の方向性 担当課 具体的な施策 指   標

行政経営課
各審議会等所管課

附属機関等の指針の徹底（理解の促進、呼びかけ続ける）
仕組みづくり、選任の工夫

女性委員の登用率

男女共同参画課
人材育成のための講座の実施（キャリアアップ講座、リーダー養成講座）、意識改
革するための啓発活動（講座・講演会等）

講座・講演会の参加者数
市民意識調査

（2）ロールモデルの育成 男女共同参画課 人材育成のための講座の実施（キャリアアップ講座、リーダー養成講座）
講座・講演会の参加者数、参
加者アンケート

（3）ポジティブアクションの理解促進 男女共同参画課 セミナー、情報紙等による情報発信（市民・企業向け）
市民意識調査（ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｱｸｼｮ
ﾝについてどう思うか）

男女共同参画課 まつど女性就労・両立支援相談、講座の実施（HWとの連携講座）
相談事業利用者数、講座参加
者数、女性の就労率

商工振興課
就労支援全般（女性を含めた氷河期世代等への支援、千葉県ジョブサポートセン
ター）、HWとの連携

商工振興課 労働相談の実施 労働相談の実施回数

子育て支援課 放課後児童クラブの待機児童ゼロの維持 待機児童数ゼロ

保育課 保育所（園）の待機児童ゼロの維持、保育コンシェルジュ 待機児童数ゼロ

介護保険課 介護保険サービスの周知と利用促進 介護人材育成事業利用者数

（３）職場での固定的性別役割分担意
識の払拭

商工振興課  男女共同参画課 企業等への働きかけ（セミナーの実施又は国等のセミナーの周知など）
市民意識調査（職場での男女
平等観）

商工振興課
労働相談・労働セミナーの実施、起業の支援、コワーキングスペースの充実
※中小企業向けのセミナーなど

労働相談・セミナーの実施回
数

男女共同参画課　 起業相談、講座の実施（起業カレッジ等） 相談者数、講座参加者数

（５）女性のキャリア形成と能力開発・
発揮の支援

男女共同参画課　 講座の実施（キャリアアップ講座、リーダー養成講座等）、企業等への情報発信 講座参加者数

子育て支援課 子育てサービスの充実と周知、子育てコーディネーター

子ども家庭相談課  母子保健担
当室

ママパパ学級による周知、男性の育児参加促進

介護保険課 家族介護支援事業の充実と周知、相談支援体制の維持

地域包括ケア推進課 福祉まるごと相談

商工振興課
労働相談の実施、企業等への働きかけ（セミナーの実施又は国等のセミナーの
周知など）

男女共同参画課
女性就労・両立支援相談、講座等の実施（市民向け）、職員向け情報提供・情報発
信等、HWとの連携、企業等への情報提供

男女共同参画課 講座等の実施（市民向け）、職員向け情報提供・情報発信等

子育て支援課 子育てサービスの充実と周知、子育てコーディネーター

子ども家庭相談課  母子保健担
当室

ママパパ学級による周知、男性の育児参加促進

男女共同参画課 講座等の実施（市民向け）、職員向け情報提供・情報発信等

子育て支援課 子育てサービスの充実と周知、子育てコーディネーター

子ども家庭相談課  母子保健担
当室

ママパパ学級による周知、男性の育児参加促進

介護保険課 家族介護支援事業の充実と周知、相談支援体制の維持

地域包括ケア推進課 福祉まるごと相談、男性の介護参加への支援

課題３
ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現

（1）仕事や社会活動と家事・育児・介護
等の両立支援

（3）男性の働き方の見直しと家庭参画
の推進

市民意識調査（女性と男性の
家事・育児・介護の時間の差）

（2） 家庭における固定的性別役割分
担意識の解消

市民意識調査（女性と男性の
家事・育児・介護の時間の差）

市民意識調査（女性と男性の
家事・育児・介護の時間の差）

課題

Ⅰ.あらゆる分野に
おける男女共同参画
の推進

課題１
政策・方針決定過程
への女性の参画促進

課題２
就労の場での男女共
同参画の推進

（1）女性登用の仕組みづくり

（1）女性の就労支援

（2）就労環境の整備

（４）多様な働き方の推進

「松戸市女性活

躍推進計画」と

位置づけ

資料 １



（１）地域活動への多様な視点の確保 市民自治課
まつど地域活躍塾の実施、ボランティア体験の実施（1人ひとりの市民がそれぞ
れ望む形でまちづくりに参画できるよう支援し、地域活動の担い手を増やす）

まつど地域活躍塾修了者数、
ボランティア体験の実施回数

市民自治課 「町会自治会の手引き」等に記載するなどして周知を図る

町会・自治会長における女性
の割合、市民意識調査（地域
活動での団体の長の女性の
割合）

男女共同参画課
講演会や講座の実施、情報発信等（様々な地域活動での政策・方針決定過程へ
の女性の参画促進のための啓発）

市民意識調査（地域活動での
団体の長の女性の割合）

市民自治課 「町会自治会の手引き」等に記載するなどして周知を図る

男女共同参画課 講演会や講座の実施、情報発信等

危機管理課

・パートナー講座での啓発、女性防災会議委員からの人材紹介依頼や声掛けを
行い、女性の防災に関する参加を呼びかける。
・防災計画等の検討段階における女性の参画を進め、女性の視点を取り入れた
防災体制や環境を充実（地域防災計画に記載）
・女性の意見を聴く「しくみ」を検討（自主防災組織、避難所運営委員会等での女
性役員や女性部会の検討、女性防災リーダーの養成等）

市の防災会議の女性委員の
割合、避難所運営委員会の女
性の割合、女性防災リーダー
の人数

消防総務課
町会や団体から依頼された防災訓練の実施（主に役員等の参加が多いがそれ以
外（現場の女性等）の参加を呼びかける）

訓練への参加者数の女性の
割合

男女共同参画課
社会教育課

防災における男女共同参画や多様性の視点の重要性を知ってもらうための講
座の実施

講座の参加者数

危機管理課

・総合防災訓練で男女の違いに配慮した避難所設営訓練や、パートナー講座で
の啓発、 避難所運営ゲームHUG等での想定訓練の実施
・各地域の避難所運営マニュアルに男女共同参画の視点を入れるよう周知を図
る
・避難所等において性的マイノリティの方等、個人の状況に合わせた配慮

訓練、啓発活動の実施回数、
割合

消防総務課
各町会・自治会、企業、学校等における防火指導・救急指導の実施
（充実・強化）　→女性を中心に若年層の参加を呼びかける

各指導への参加者数の女性
の割合

危機管理課
パートナー講座や講演会での啓発、避難所となる小中学校に男女別トイレを備蓄
※各地域の避難所運営マニュアルに男女共同参画の視点を入れるよう周知を図
る

男女別トイレの備蓄率

市民安全課 避難所等での防犯パトロールの実施等、警察との連携

子ども家庭相談課
DV等、あらゆる暴力の防止に係る啓発を実施（啓発用のチラシやカード、ステッ
カーを関係機関や市内公共施設等に配布）

チラシ、カード、ステッカーの
配布箇所、部数

男女共同参画課
暴力防止の啓発(講座、講演会の実施、情報誌やチラシ・パンフレット等による啓
発、情報コーナーでの情報提供）、NPO等への支援

市民意識調査（自分が我慢す
ればいいと思った等の割合）

子ども家庭相談課 相談・支援体制の維持 DV相談件数

地域包括ケア推進課
高齢者虐待防止ネットワークとの連携
福祉まるごと相談、地域包括支援センターの周知

相談件数、相談種別

市民安全課 犯罪被害者支援、警察との連携

子ども家庭相談課
DV等、あらゆる暴力の防止に係る啓発を実施（啓発用のチラシやカード、ステッ
カーを関係機関や市内公共施設等に配布）

チラシ、カード、ステッカーの
配布箇所、部数

男女共同参画課 意識づくり（講座・講演会の実施）、情報発信等
市民意識調査（自分が我慢す
ればいいと思った等の割合）

市民安全課 市内の安全安心パトロール、メール配信等による犯罪防止 性犯罪認知件数

（2）災害時や非常時での男女の違いに
配慮した対応

（3）災害時における性暴力、性被害等
に対する危機管理

課題４
地域における男女共
同参画の推進

市民意識調査（地域活動での
固定的性別役割分担の状況
等）

Ⅱ.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

課題６
配偶者等からの暴力
の根絶

（1）DV等、あらゆる暴力の防止

（2）相談・支援体制の充実

（3）暴力を容認しない意識づくり

課題５
防災における男女共
同参画の推進

（3）地域活動での固定的性別役割分
担の解消

（1）防災分野や災害現場での女性の参
画促進

（2）地域活動での政策・方針決定過程
への女性の参画促進

「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



子育て支援課
児童扶養手当、ひとり親医療費助成、子育て世帯生活支援特別給付金、離婚相
談、ひとり親相談、就労相談

受給者数/ひとり親数（対象
者）

子ども政策課　子どもの未来応
援担当室

子どもの未来応援プランの推進

男女共同参画課 講座の実施（ひとり親対象交流会）、生理用品の無償配布 講座参加者数

生活支援課 生活保護、生活困窮者自立支援制度による支援
市民意識調査（生活に困って
いる割合、支援を受けている
割合）

地域包括ケア推進課 福祉まるごと相談、地域包括支援センターの周知 相談件数、相談種別

児童生徒課 子どもの不登校から、問題解決に向けた相談支援

男女共同参画課 まつど女性就労・両立支援相談、HWとの連携
相談事業利用者数、女性の就
労率

生活支援課 生活保護、生活困窮者自立支援制度による支援

子ども政策課　子どもの未来応
援担当室

子どもの未来応援プランの推進

子育て支援課 離婚相談、ひとり親相談、就労相談

地域包括ケア推進課 福祉まるごと相談、地域包括支援センターの周知 相談件数、相談種別

子ども家庭相談課 婦人相談 相談件数、相談種別

障害福祉課 基幹相談支援センターでの相談支援、センターの周知 相談件数、相談種別

（４）高齢者が安心して暮らせる環境の
整備

地域包括ケア推進課 福祉まるごと相談、地域包括支援センターの周知 相談件数、相談種別

健康推進課 女性の健康指導等の実施（更年期の健康指導）
パンフレット配布数、市民意
識調査

子ども家庭相談課　母子保健担
当室

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ関連講座の実施やパンフレット等による周知
（妊娠期からの健康相談、思春期等の子どもを持つ保護者等向け講座、他情報
提供）

パンフレット配布数、市民意
識調査、講座参加者数

総合医療センター医事課 女性外来（病院事業） 実施回数

（2）疾病予防、健康づくりの推進 健康推進課 乳がん・子宮頸がん検診等女性特有の病気の検診の促進 検診の受診率

（3）妊娠・出産、不妊等に関する支援
子ども家庭相談課  母子保健担
当室

・母子健康手帳交付、ママパパ学級等の妊娠期の健康支援
・特定不妊治療費の助成（千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた
方を対象）、県の不妊相談事業等の周知

・特定不妊治療費の助成の助
成件数

男女共同参画課 ゆうまつどこころの相談 相談事業利用者数

健康推進課 自殺対策計画の推進、自殺対策相談支援 自殺者数、自殺死亡率

行政経営課
男女共同参画課

多様な性を含む人権に関する講演会・講座の開催、パンフレット等での周知
「松戸市職員・教職員のための多様な性に関する対応ガイドライン」の周知

教育政策研究課
教育委員会職員・教員への研修会の開催、「松戸市職員・教職員のための多様な
性に関する対応ガイドライン」の周知

学習指導課 人権教育の一環として、LGBTに関する理解促進を図る。
児童生徒アンケート（LGBT
の認知度）

（2）相談・支援 行政経営課 松戸市パートナーシップ宣誓制度の運営、人権相談窓口の案内（法務局）
市民意識調査（ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ宣
誓制度の認知度）

庁内各担当課 施設の新設又は改修時に「みんなのトイレ」を設置 みんなのトイレの設置率

危機管理課 避難所等において性的マイノリティの方等、個人の状況に合わせた配慮

行政経営課 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ宣誓制度に係る各種サービスの拡充検討 市民意識調査

（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

男女共同参画課 意識づくり（男性向け講座等）
市民意識調査（女性と男性の
家事・育児・介護の時間の差）

男女共同参画課 ゆうまつどこころの相談 市民意識調査

健康推進課 感染症に伴う心身の健康相談

市民意識調査（LGBTの認知
度）

生活支援課 生活保護、生活困窮者自立支援制度による支援

（３）心身の健康の支援

（4）こころの健康対策

課題9
多様性を尊重する社
会づくり

（1）多様な性についての理解促進

（3）公共施設や各種制度等における配
慮

課題１0

感染症の影響等、社
会経済状況の変化に
よる男女共同参画の
課題の解決

（１）経済的状況の変化による生活面の
支援

課題8
生涯を通じた健康支
援 （1）年代に応じた女性の健康に関する

指導及び啓発等

貧困等生活上の困
難に対する支援

（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

（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

（3）暴力や病気、障害、精神的な困難
等による複合的な問題に対する支援

課題７

市民意識調査（生活に困って
いる割合、支援を受けている
割合）



学習指導課（小・中学校）
学習指導要領に基づく授業での人権教育の実施、子どもの人権リーフレット配
付（小5）

リーフレット配付部数
児童生徒アンケート

学務課（市立高校） ジェンダー平等・人権教育の実施、教員の研修・啓発等 児童生徒アンケート

男女共同参画課
中高生男女共同参画推進事業（中高生向けのパートナー講座）、
家庭教育・保護者に対するジェンダーを再生産させないための講座等

児童生徒アンケート

社会教育課
家庭教育学級、生涯学習大学におけるジェンダーを再生産させないための講座
等

市民意識調査

子ども家庭相談課
DV等、あらゆる暴力の防止に係る啓発を実施（啓発用のチラシやカード、ステッ
カーを関係機関や市内公共施設等に配布）

チラシ、カード、ステッカーの
配布箇所、部数

子どもわかもの課 家庭教育相談員による相談

児童生徒課 デートDVへの対応・啓発、関係機関との連携

学習指導課 「生命の安全教育」（学年に応じたカリキュラム指導）

学務課（市立高校）
高校生に対するデートDVへの対応・啓発
スクールカウンセラー等による相談・支援

学習指導課
（ジェンダーの視点を持った）性教育の実施、生命の安全教育（学年に応じたカリ
キュラム指導）
教員への指導・啓発・研修の実施

児童生徒アンケート（性に対し
て知りたいことはないを減ら
す）

学務課（市立高校）
性教育の実施、生命の安全教育（学年に応じたカリキュラム指導）
教員への指導・啓発・研修の実施

児童生徒アンケート

社会教育課 講座等の実施、家庭教育学級等、親に対する講座等 講座等での理解度
男女共同参画課 講座の実施（保護者向け思春期講座） 講座等での理解度

子ども家庭相談課　母子保健担
当室

思春期等の子どもを持つ保護者等向け講座、他情報提供 講座等での理解度

学習指導課
性別にとらわれないキャリア教育、進路指導の実施。　進路適性検査（パスカー
ド・進路コンパス、キャリアパスポート）の実施

進路適性検査の実施生徒数

学務課（市立高校） 性別にとらわれないキャリア教育、進路指導の実施 児童生徒アンケート
男女共同参画課 講座の実施等による啓発 児童生徒アンケート

（2） 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

学務課（小・中・市立高校） 女性教員のキャリアアップの支援・仕組みづくり（両立支援含む） 校長・副校長の女性の割合

（1）各分野における連携体制の強化 男女共同参画課
男女共同参画推進協議会（市民・各団体等）、推進会議・研究会（市役所各所属）
を通じた連携の強化

庁内各担当課 男女共同参画の視点を持った政策の企画・立案、事業の実施

人事課
男女共同参画課

各施策を実施するにあたって男女共同参画の視点を持って実施するための啓発
（男女共同参画研修の実施等）、配慮指針の運用と周知

研修受講者数、受講者ｱﾝｹｰﾄに
おける理解度、職員ｱﾝｹｰﾄ

（３）男女共同参画プランの達成状況の
評価と計画への反映

男女共同参画課 計画の進捗管理 各指標の達成率

（４）国・県等との連携 男女共同参画課
国・県等の動きを注視しつつ、連携を図り、法改正や交付金、各種支援等の必要
な情報を収集し、各施策を推進する

（1）男女共同参画推進のための啓発等
の充実

男女共同参画課
あらゆる分野での意識改革を図るため、男女共同参画に関する講演会や講座の
実施（固定的性別役割分担意識の解消やアンコンシャスバイアスの払拭等）

講座・講演会の参加者数
市民意識調査（男女平等観
等）

（2）女性のエンパワーメントの推進 男女共同参画課 講座の実施（女性のエンパワーメント、女性活躍等） 講座参加者数、市民意識調査

（3）情報収集、情報発信 男女共同参画課
国・県、関係機関等から情報収集、情報紙・SNS等での情報発信、ゆうまつどラ
イブラリーの運営

市民意識調査（男女平等観
等、ゆうまつど事業の認知
度）

（4）相談・支援の充実 男女共同参画課 就労両立支援相談、こころの相談 相談者数

（5）市民活動団体との連携 男女共同参画課
NPO等との共催・連携事業の実施、男女共同参画推進団体の支援、連携・情報
共有、男女共同参画市民企画支援事業、ゆうまつどフェスタの実施

市民企画支援事業補助金交
付件数

　

人事課
市職員としての男女共同参画意識の醸成、男女共同参画研修の実施
（市役所が市内企業等のオピニオンリーダーとなるように）

研修受講者数、受講者アン
ケートにおける理解度

男女共同参画課 職員向け情報提供・情報発信等 職員アンケート

（２）女性職員の管理職への登用のため
の仕組みづくり

人事課
特定事業主行動計画の推進（女性職員の管理職への登用のための人材育成・能
力開発、女性活躍推進研修の実施等による職員の意識改革、ロールモデルの養
成等）

管理職に占める女性の割合、研
修修了者数職員ｱﾝｹｰﾄ

（３）職員の働き方改革及び仕事と家庭
生活の両立支援

人事課
特定事業主行動計画の推進（時間外勤務の縮減、年休等休暇取得の推進、育休
取得の推進、研修等の実施による職場での意識改革

男性職員の育児休業取得率、職
員アンケート（両立支援の満足
度）

方策３
市職員の男女共同
参画の推進

（１）市職員としての男女共同参画意識
の醸成

計画の推進体制 方策1
推進体制の整備・強
化 （２） 各事業を男女共同参画の視点を

持って実施

方策2
男女共同参画セン
ターゆうまつどの機
能強化

（2） デートDV等、性被害、性暴力の根
絶 児童生徒アンケート（相談す

る割合を高める、デートDVは
変だと思う割合を高める）、
自己肯定感を高める等

（3） 性教育の充実

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

（１） 総合的なキャリア教育の推進

Ⅲ.教育等を通じた
意識改革、理解の促
進

課題１1
ジェンダー平等や人
権尊重の教育の推
進 （1） ジェンダー平等を推進する教育・

学習の充実
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