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松戸市男女共同参画プラン第５次実施計画の評価 
活動目標 
めざすまちⅠ 女性も男性も支えあえるまち 

指標及びＨ28年度現状値 Ｒ1年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み 目標値 
（Ｒ３年度） 

保育所等の待機児童数 
 

0人 

・０歳から２歳の乳幼児に向けて、保育需要の高い地域を中心に
小規模保育施設を整備した。 

・３歳以上の児童に対しては、幼稚園の預かり保育を充実・拡充
することで、小規模保育施設の卒園児を受け入れる体制を強化
した。 

・松戸駅と新松戸駅にある既設の送迎保育ステーションに加え、
八柱駅と東松戸駅に新規のステーションを開設した。 

・令和元年度に新設された幼児教育課と密な連携をとり、３歳以
上の待機児童解消に努めた。 

0人 (→） 

・幼稚園と小規模保育施設の連携を促進する。 
・関係各所と連携し新卒保育士の確保や離職防止について取
り組む。 
・地域別の保育需要を更に分析し、効果的な小規模保育施設の
整備をはかる。 

 0人 

放課後児童クラブの待機児童数 
 

0人 

・放課後児童クラブ実施施設の修繕 
（主な修繕） 
① 新松戸西放課後児童クラブ・・鉄部塗装修繕、玄関鉄骨 
② 六実第二放課後児童クラブ・・外灯修繕 
③ 馬橋放課後児童クラブ・・手洗い場下水管修繕 
④ 横須賀放課後児童クラブ・・室内電灯修繕 

0人 (→） 

・利用者増加に対する、施設の確保。 
  施設の確保に向けて、関係機関との協議・調整 
・放課後児童クラブ実施施設の改修及び増築。 
  小学校の老朽化に伴い、施設の改修、増築 
 

0人 

地域子育て支援拠点事業 

21ヶ所 

新規施設開設 おやこＤＥ広場八ケ崎 

26ヶ所 (⤴) 

・開設場所の選定 
・開設に向けて関係機関との協議・調整 27ヶ所 

女性の就労割合 
 

69.4％ 

・再就職や両立（家庭・子育て・介護）など、働きたい女性の悩
みに対してキャリアコンサルタントがアドバイスを行う「まつ
ど女性就労・両立支援相談」について、Ｒ１年度は相談回数を
週２回から週 3回に増やして実施した。 

   Ｈ30年度  延相談者数 278人 就労者数 45人 
   Ｒ１年度  延相談者数 338人 就労者数 82人 
（Ｒ1年度は市民意識調査を実施していないため実績値を把握していない） 

・相談回数を増やしたことにより実際に就労につながるケー
スが増えているため、今後も相談機会の拡大やハローワー
クと連携した情報提供を行いながら、就労率の向上を目指
す。 75％ 

「男女共同参画社会」という用語の周知度 
 
女性 69.3％、男性 75.5％ 

・男女共同参画社会の実現に向けて広く市民の理解を深めるた
め、男女共同参画週間（6月 23日～29日）を記念した講演会
を開催した。 

・女性の人権問題や男女共同参画への理解を深め、ジェンダーに
敏感な市民を増やすことを目的として「女性センターゆうまつ
ど」の全館を利用した市民の集い「ゆうまつどフェスタ 2019」
を開催した。 

（R1年度は市民意識調査を実施していないため実績値を把握していない） 

・男女共同参画週間記念講演会、ゆうまつどフェスタの他、女
性活躍推進講座や男性の育児支援を目的とした講座の開催
や情報紙の発行、情報コーナーにおける男女共同参画関連
図書・資料の閲覧、Twitterなどを活用し、積極的に情報を
発信する 

100％ 

資料２ 
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めざすまちⅠ 女性も男性も支えあえるまち（つづき） 

指標及びＨ28年度現状値 Ｒ１年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み 目標値 
（Ｒ３年度） 

審議会等委員の女性の割合 
 

27.9％ 

審議会等における女性委員の登用については「松戸市附属機関
等の設置及び運営に関する指針」に明記されており、選任候補者
の選任にあたってはこの指針に基づき、慎重に選定するよう関係
課から周知を図った。 

 
27.8％ (⤵) 

今後も同指針に基づき、目標値の達成に向けて女性委員の
いない附属機関（審議会等）の解消に努めるよう、機会あるご
とに働きかける。 40％ 

防災会議委員の女性の割合 
 

20.9％ 

防災会議委員は市の防災についての提言を行う役割を担ってお
り、自主防災組織における中心リーダーとしての活動実績や防災
に関する学術的な知識を有していることが求められることから、
適切な人材の確保が難しい現状である。 
パートナー講座等での周知、現職の女性委員に対して、同条件

を満たす人材の紹介をお願いした。 
 
 

23.3％ (⤴) 

防災会議委員の選出は松戸市防災会議条例に基づき行って
いる。委員に関しては職名の指定があり人事異動によって差
異がある。 
９号委員は、自主防災組織を構成する関係機関のリーダー

や学識経験のある者からも選出を行っており定数の５名以内
は全て女性委員である。 
女性の視点を取り入れた防災の必要性について、引き続き

パートナー講座等での周知、現職の女性委員に対して、同条件
を満たす人材の紹介を依頼していく。 

30％ 

自治会長に占める女性の割合 
 

－％ 

町会・自治会活動への多様な担い手の参加に向けて、相談や各
種補助金交付、会員加入促進策（加入促進キャンペーン）などを
通じて活動を支援し、地域での交流を活発化させた。また、町
会・自治会に依頼している行政連絡物（掲示用ポスター、回覧用
チラシ）の配布について、市からの送付量を減らして町会・自治
会の負担を減らすことで、活動しやすい環境づくりに努めた。 
 

6.6％ 

多様な担い手の参加を目指し、町会・自治会活動の魅力のPR、

加入促進チラシ・ポスターの配布などに注力する。 

 
10％ 

農業委員および農地利用最適化推進委員に
占める女性の人数 
 

1人 

農業委員、農地利用最適化推進委員の任期満了に伴う募集にあ
たり、女性農業者の立候補者数増に繋がるよう情報提供を行った。 
７～８月に地区説明会（市内 6 か所）、10 月に「まつど農委だ

より」を発行、また松戸市のＨＰ、広報まつどにおいても情報提
供を行った。 
 

1人 (→） 

委員の改選期間以外における女性農業者に対して引き続き
情報提供を行う。 
既存の委員を通じての顔見知りの女性農業者に対する引き

続きの働きかけ等。 
※次期改選 令和 5 年 7 月（予定募集期間：令和 4 年 11

月頃） 

2人 
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めざすまちⅡ いろいろな家族のかたちを尊重するまち 

指標及びＨ28年度現状値 Ｒ１年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み 目標値 
（Ｒ３年度） 

子宮頸がん検診受診率 
 

31.6％ 

 幼児健診や成人式、小学校などで検診についてのリーフレット
を配布し、若い世代への受診勧奨を積極的に行った。また、集団
検診の検査中に一時的にお子様の見守りを行う「ママサポート」
を実施し、乳幼児の子どもをもつ保護者も受けやすい検診の体制
を工夫した。その他、利便性向上の取り組みとして、集団検診の
開催回数を増やしたほか、電子申請による検診登録も開始した。 

 
31.0％ (⤵) 

・利便性の向上のため、集団検診の開催回数を増やすなど検 
診を受けやすい体制を整備する。 

・医師会等関係機関と連携し、無関心層を含めた若い世代にも 
受診勧奨を行う。 

・効果的な個別勧奨を行えるよう対象や方法を検討する。 
50％ 

乳がん検診受診率 
 

40.5％ 

・視触診が始まる 30歳・エコー検査が始まる 35歳・マンモグラ
フィ検査が始まる 40 歳の年齢の方には受診券を発送し、乳がん
検診の周知に努めた。 
また、7 月までに受診のなかった上記対象者へは、再勧奨として
がん検診に関するチラシを送付し、受診を促した。 
・小学校 5年生 6年生及びその保護者向けに「がん教育と受診勧
奨」のチラシを配布し、がん検診の受診を促した。 
・前年度の集団検診受診者には、今年度の集団検診の予約日を通
知し、受診を促した。 
 

35.5％ (⤵) 

・子宮頚がん検診や肺がん・大腸がん検診の集団検診時に、乳
がん検診の後期の予約が 8月にできることを伝える。 

・地域の健康イベントなどでがん検診のご案内や啓発物品の
配布を行う。 

 
50％ 

 
 
めざすまちⅢ 女性も男性も地域でつながりあうまち 

指標及びＨ28年度現状値 Ｒ１年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み 目標値 
（Ｒ３年度） 

消防団員の女性の人数 
 

14人 

消防局各種行事において、在団している女性消防団員による広報
活動や、女性消防団員を起用している入団促進リーフレットの配
布、各種広報媒体の活用等により入団促進を図った。また問い合
わせを受けた際には、消防団活動の内容説明等も然ることながら、
一時預かり保育や消防団応援の店事業等の待遇についてもお伝え
し、目標値の達成に向けより積極的に取り組んだ。 

 
36人 (⤴) 

消防団員にとって、顔が見える事務局であることが大前提
であり、女性消防団員からの意見や提案等に耳を傾け、より活
動しやすい環境を提供していくことが賢明である。また、在団
している消防団員の御家族が「松戸市消防団」に少しでも興味
を持ってもらえる環境づくりも大切である。 
 前回と同実績値且つ目標値を達成していることに安堵する
ことなく、男女問わず更なる増員に向けより積極的な広報活
動等を実施し、入団促進に努めなければならない。 

30人 
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めざすまちⅢ 女性も男性も地域でつながりあうまち（つづき） 

指標及びＨ28年度現状値 R1年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み 目標値 
（Ｒ３年度） 

市内で活動するＮＰＯ法人数 
 

156団体 

市民活動助成制度及び協働事業提案制度により事業に必要な資
金を助成した。 
また、市民活動サポートセンターでＮＰＯ法人に対するサポート
や相談受付、講座を実施した。 
 

149団体 (⤵) 

ＮＰＯ法人に対する支援をより手厚く行う必要がある。 
そのため、従来の取り組みの他に、市民活動サポートセンター
において、組織づくりに関するマネジメント手法を学ぶ連続
講座（コミュニティマネジメント塾）等を新たに実施する。 
 

160団体 

 
 
計画の推進体制 

指標及びＨ28年度現状値 R1年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み 目標値 
（Ｒ３年度） 

市役所男性職員の育児休業取得率 
 

5.1％ 

・男性職員に対する制度の周知徹底 
・取得しやすい職場風土の醸成 
 

6.8％ (⤴)  

・男性職員に対して制度の周知徹底をさらに積極的に行う。 
・取得しやすい職場風土の醸成のために研修等を行う。 13％ 

管理職（本庁課長相当職以上）に占める女
性の割合 
 

15.4％ 

・女性職員の総務・財務・企画・議会担当等、多様なポストへの積
極的な配置 
・女性職員のみを対象とする研修や外部研修（自治大学校、市町
村アカデミー等）への派遣 

 
16.8％ (⤴)  

・引き続き、女性職員の登用を積極的に図る。 
・管理職への登用を視野に入れ、多様な知識と経験を身に付け
ることができる部門への配置を行う。 
 
 

15％以上 

消防吏員の女性の割合 
 

4.0％ 

・採用試験の女性受験者の拡大に向けた積極的な広報活動 
 
 

4.6％ (⤴) 

・採用試験の女性受験者の拡大に向けてさらに積極的な広報
活動を行う。 
・女性向け説明会の開催等を検討していく。 
 

5％ 

 
 
 


