
第１章
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

1
計画策定の視点について、「共同参画」ではなく「男女共同参
画」とした方がよい。

ご指摘のとおり「男女共同参画」と修正いたします。

2

計画策定の視点について、本文中の表現を「『男女共同参画』
「『男女共同参画』とは女性と男性が互いに人間として尊重し合
い、互いの人権・人格を尊重し合い、それぞれが責任感と自由
な意志を持って生きるという考え方です。」に変えてほしい。

提案にある内容は包括されていますので、次期改定
の際の参考とさせていただきます。

3
女性センター機能の「交流機能 団体などの交流・ネットワーク
支援等の事業の実施」に協働を反映させることが望ましいと思
います。

すでに反映させておりますが、今後一層の充実を図り
ます。

4
職場、家庭、教育すべての場において、男女の性差や特性を尊
重した施策にすることを明記するべき。

ご意見の趣旨は、計画の基本的な考え方の中にあり
ます、「基本理念　１　男女の人権の尊重」に含まれ
ています。

指標
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

5
指標２
「附属機関の女性委員
の割合」

３０％でも達成できていないが、目標値を５０％にして、男女平
等指数を目指すべきである。
委員として女性が出やすいように積極的にはたらきかける必要
がある。

この指標の目標値は、国の男女共同参画基本計画
を参考に設定したものです。
達成した時点で新たな目標値を設定しますので、原
案のとおりとします。

6
指標３「学校の勉強が好
きだ」と肯定的に回答す
る児童の割合

「学校の勉強が好きだ」と肯定的に回答する児童の割合よりも
「学校が好きだ」と肯定的に回答する児童の割合にして、「勉
強」のみでなくむしろ「学校全体の環境」を考えた方がいいと思
う。

学力の底上げを図ることにより、進学・就職など男女
の偏りをなくすことが必要だと考えます。

7
指標３「学校の勉強が好
きだ」と肯定的に回答す
る児童の割合

「学校の勉強が好きだと肯定的に回答する児童の割合」、この
項目がなぜハーモニープランに入っているのか分からない。

学力の底上げを図ることにより、進学・就職など男女
の偏りをなくすことが必要だと考えます。

8 指標６
病児保育所数を各区に増やす目標をつけてほしい。あるいは、
看護経験のあるヘルパーの数をふやすしくみを入れてほしい。

病児・病後児保育施設については、千葉市次世代育
成支援行動計画＇後期計画（に基づき、平成２６年ま
でに、各区に２か所の計１２か所設置する計画として
います。

9
指標６「保育所の受け入
れ児童数を増やす」など

公的な保育所を増設し、保育所の待機児童をなくす、女性の自
立を促進するためにも、重点課題に位置づけてほしい。

夢はぐくむ　ちばこどもプランに、認可保育所の整備
等で、重点事業として位置づけられています。

10

指標７
男女共同参画センター
の「は～もねっと」登録
団第数

登録団体を増やすには、登録することによるメリットとして使用
料の軽減など考慮してほしい。

女性センターの運用に関する意見としてお伺いしま
す。

11

指標７
男女共同参画センター
の「は～もねっと」登録
団第数

「はーもねっと」登録団体は＇５５団体（にするべき
この指標の目標値は千葉市男女共同参画審議会等
の意見などを参考に設定したものです。
原案のとおりとします。

12

指標７
男女共同参画センター
の「男女共同参画セン
ター」の利用者数」

利用者数を増やすことも必要であるが、学んだ人が社会にどう
生かしていくか、施策提言できるシステムをつくってほしい。

ご意見としてお伺いいたします。

13

指標７
男女共同参画センター
の「男女共同参画セン
ター」の利用者数」

女性センターの利用者数を増やしたいなら、レストランをもっと
工夫するべき。

ご意見としてお伺いいたします。
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14
指標８「特定健康診査」
の実施率

特定健診について、受診率を６５％にまで上げたいのならば、
スムーズに受診できるよう、用紙は家で記入するように各人に
届けた方がよい。

ご意見としてお伺いいたします。

15

指標８「性感染症に関す
る正しい知識をもってい
る高校生の割合＇思春
期（」

「性感染症の知識を持っている高校生の割合をふやす」は、よ
い。
出前講座等の啓発にＮＰＯを活用してほしい。

ご意見としてお伺いいたします。

基本目標１
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

16 施策の方向性１
ＤＶの被害者を救うことだけに集中して、ＤＶが女性への人権侵
害であることやＤＶの予防がおざなりにならないようにしてほし
い。

ご意見としてお伺いいたします。

17
11106
加害者に対する取り組
み

加害者に対する取り組みは、調査・研究するだけではなく、もっ
と進めて、具体的な実効性のある対策を取ってほしい。

加害者に対する取組は暴力防止のために重要と考
えていることから、今後の取り組みの際に参考とさせ
ていただきます。

18
11109
児童人権啓発事業

啓発パンフもよいが、実際に児童の窓口になっている団体など
への支援や児童の人権救済をするしくみに予算を使ってほし
い。

ご意見としてお伺いいたします。

19
11111
ＤＶ防止基本計画の策
定

DV防止基本計画の策定は、市民参加・民間の活動団体などか
らも意見を募集し、策定してほしい。 ご意見としてお伺いいたします。

20
11112
配偶者暴力相談支援セ
ンターの設置

配偶者暴力相談支援センターの設置は急務だと思います。市
民の力を活用して設置し、また、そこでのワンストップサービス
を望みます。

ご意見としてお伺いいたします。

21

12101
セクシャル・ハラスメント
に関する啓発や情報提
供

啓発冊子もいいが、実際に企業に出前講座や企業外の相談窓
口の設置など、実際の救済措置に、予算を使った方がいい。

今後の取り組みの際に参考とさせていただきます。

22

12302
情報を主体的に読み解
く力を身につけるための
啓発・学習事業

一般向けの講座、講演会にお金を使うより学校などへの出前講
座、生徒向けのパンフレットの作成の方が効果的と考える。

今後の取り組みの際に参考とさせていただきます。

23

12302
情報を主体的に読み解
く力を身につけるための
啓発・学習事業

「情報を主体的に読み解く力を身につけるための啓発や学習事
業」はとても大切なので、回数を多く各地で開催してほしい。

ご意見としてお伺いいたします。

24
13101
男女共同参画に関する
世界の動きの理解

一般向けの講座などにお金をかけるより、女性センターなど
ハーモニープラザなど公共施設の利用者に「世界の動向」を知
らせるようなマンガ入りのパンフレットを配布する方が効果的と
考える。

今後の取り組みの際に参考とさせていただきます。

25
施策の方向性３
③外国人市民が安心し
て暮らせる環境づくり

外国人市民が不自由なく生活できるよう、病院スタッフに英会
話の訓練をする必要がある。

ご意見としてお伺いいたします。

基本目標２
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

26
基本目標２ 現在の尐子化社会の中では、女性の社会進出よりも子育て環

境、教育環境の充実の方がより切迫した問題だと考える。
ご意見としてお伺いいたします。

27

施策の方向性１
市や附属機関などの方
針決定過程における男
女の参画促進

特定の思想をもった尐数の者がこの政策に影響を及ぼさない
ためにも、この政策から協働という言葉を削除してください。

千葉市は、市民参加及び協働に関する条例に基づ
き、市民主体の活力あるまちづくりを目指し、市民参
加と協働を推進するものです。

28
③市政への市民参画の
促進

市民の声をすいあげる機関をつくる。 今後の取り組みの際に参考とさせていただきます。

29
③市政への市民参画の
促進

市が実施する施策に協力するだけではなく、計画策定時など、
市民への説明会、タウンミーティングの開催など市民が参画し
やすい環境・システムをつくる。

施策を進めるにあたっては、「計画、決定、執行、評
価」の一連の過程に応じて、
ふさわしい市民参加の手続きを組み合わせ、効果的
に市民の意見を反映することと
しており、今後も市民参加の機会を多く取り入れて参
ります。



30
21101
女性職員及び女性教職
員の登用促進

男女共同参画のミッションを理解している人を女性センターの
館長として登用してほしい。

ご意見としてお伺いいたします。

33
21201
附属機関への女性委員
の登用促進

千葉市の附属機関の女性割合がなぜ低いのか、その原因をひ
とつづつ解決していく必要があると思う。

ご意見としてお伺いいたします。

34
21204
附属機関の委員の公募
による選任の推進

すべての審議会において、公募の市民を委員とするとともに、
各審議会の委員の３分の１以上を公募の委員にして、市民の
意見が市政に反映できるようにする。

審議会によっては、医療など専門性が高い事項を審
議するものなど、公募の市民
を選任することが困難なものもあり、設置目的、審議
事項等に応じて公募の市民を
選任することとしております。
　また、施策に応じ、どのような立場の方からの意見
を求めるのかはまちまちであ
るため、選任する割合につきましては、各施策の内容
に応じて判断しております。

35
22103
男女共同参画審議会の
開催

「千葉市男女共同参画審議会」の委員には公募の市民を５人
以上にする。

多様な皆様のご意見を伺うため、現状どおりとしま
す。

基本目標３
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

36
教育制度や指導内容の面では男女平等が概ね達成されている
と記載してあるが、本当にそうなのか、もう一度制度や指導内
容をジェンダーの視点でチェックしたほうがよい。

市民意見意識調査に基づいた結果であり原案とおり
といたします。

37
教育の現場においても男らしさ、女らしさが身に付くような教育
を目指すことを施策にも明記してください。

ご意見としてお伺いいたします。

38 ①男女平等教育の推進
男女の個性と能力を伸ばす学校教育の推進に関して、女子生
徒の制服についてスカートだけではなく、スラックスも選択でき
るようにする。

ご意見としてお伺いいたします。

39 ①男女平等教育の推進
「男女平等教育の推進」の中の各具体的事業の事業内容に、
男女平等教育の推進を入れる。

ご意見としてお伺いいたします。

40
31101
人権教育推進事業

「人権教育推進事業」の中には「『男女平等教育』を実現する」と
いう項目と、「男女平等に根差した性教育の実践」も入れるべき
である。

ご意見としてお伺いいたします。

41
31101
人権教育推進事業

 ＤＶ防止のためには、早期からの予防教育が必要である。ＮＰ
Ｏや民間団体を活用し、中学生・高校生向けに「デートＤＶ防止
パンフレット」の作成や、デートＤＶ防止講座を実施してほしい。

女性センターで、高校生を対象としたデートＤＶ防止
講座を実施しております。

42 ①男女平等教育の推進
具体的事業に「各発達段階に応じた『男女平等パンフレット』の
作成」を追加し、幼児用・小学生用・中学生用・高校生用の各段
階に応じた「男女平等パンフ」を配布が必要であると考える。

今後の取り組みの際に参考とさせていただきます。

43
31102
教職員研修の充実

教職員研修において、「男女平等教育」を学習し、教師自身が
男女平等の考えを持つべきだ。

ご意見の趣旨は「基本目標３・施策の方向性１に含ま
れています。

44
31303
家庭教育資料作成事業

子育ての手引きは、男女平等の視点を入れ、市民参加で作っ
てほしい。

今後の改定の際に参考とさせていただきます。

45
32103
男女共同参画に関する
情報誌の発行

女性センターの情報誌「みらい」について、年４回発行し、また、
編集委員を市民公募で数人選び女性センターと一体になって
作成してほしい。

女性センターの運用に関する参考としてお伺いしま
す。

46
32204
男女共同参画センター
利用者懇談会の実施

女性センター利用者懇談会よりも、女性センター運営協議会の
ようなものを作り、市民との協働によって、女性センターを活性
化してほしい。

女性センターの運用に関する意見としてお伺いしま
す。

47
32204
男女共同参画センター
利用者懇談会の実施

女性センター利用者懇談会について、日程・内容＇議事録（の公
開してほしい。

女性センターの運用に関する参考としてお伺いしま
す。

施策の方向性１



48
32301
男女共同参画に関する
講座の開催

地域で男女共同参画を進める人材の育成講座のような、ステッ
プアップ講座を望む。

女性センターの運用に関する参考としてお伺いしま
す。

49

32301
男女共同参画に関する
講座の開催
32302
公民館における男女共
同参画に関する講座の
開催

「男女共同参画社会」を早く実現するために、男女共同参画に
関する講座をもっと増やし、多くの市民が男女共同参画社会に
ついて学ぶ機会を増やしてほしい。
また、女性センターや公民館だけでなく、さまざまな場所に自ら
出向き、実施してほしい。

今後女性センター指定管理者において、出前講座を
実施する計画としております。

基本目標４
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

50
42101
再就職の支援

再就職を支援するための、情報提供や相談事業だけではなく、
再就職をするための資格取得講座やパソコン講座などを女性
センターなどで開催するべきである。

女性センター以外にも他の機関等で行っています。

51
施策の方向性２④働き
ながら育児や介護を行
うための支援

子育てと仕事の両立が難しく、子育てを取るケースが多いので
はないか、充分なサポートがあり、緩やかな働き方ができる環
境があればキャリアを積みたい、自己実現を果たしたい人は多
いと思う。

ご意見の趣旨は「基本目標４・施策の方向性２に含ま
れています。

53
44101
労働時間短縮や休暇取
得に向けた意識啓発

啓発では、時短も休暇取得も実現できない。どうワークライフバ
ランスを実現できるかの相談や、コンサルタントできる人材、講
師派遣、出前講座など、できるしくみをＮＰＯなどと一緒につくる
べきだ。

個別の事業に対する提案としてお伺いします。

基本目標５
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

54
施策の方向性２
①起業に関する情報提
供や研修

起業のための講座を女性センターで、年に数十回開催するとと
もに起業のための資金を貸し出すシステムも検討するべきだ。

講座については、女性センター以外にも他の機関等
で行っています。
資金融資も、関係機関で行っています。

基本目標６
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

55
61304
ＭＣＧ＇マザー＆チャイ
ルドグループ（

MCGのようなグループ活動をもっと周知し、充実を図ってほし
い。

ご意見としてお伺いいたします。

56
63201
男女共同参画推進事業
者登録制度

保育運営課や産業支援課やマザーズハローワークなどと連携
をとりながら、子育てしながらも働きやすい事業者の開拓をして
ほしい。

事業に対する提案としてお伺いします。

57
64101
母子婦人相談事業

母子婦人相談事業は婦人を女性に、婦人相談員も同じように
変更してほしい。

ご意見としてお伺いいたします。

58
施策の方向性４
①ひとり親家庭の自立
支援

ひとり親家庭のためのアパート、市営住宅の提供などの住宅補
助をしてほしい。

市営住宅では母子・父子世帯に対し、空家募集にお
いて抽選番号を２つ付与する優遇措置を実施してお
ります。

基本目標７
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

59
基本目標７及び
施策の方向性２

基本目標７の表記としては、「民間団体との協働と支援」とする
ほうが望ましいと思います。また、施策の方向性にも追記し、
「男女共同参画を推進する民間団体の交流及び協働と連携の
推進」とすることを望む。

今回は、計画の中間見直しとして、基本目標の変更
はしないこととします。

60 基本目標７
特定の思想をもった尐数の者がこの政策に影響を及ぼさない
ためにも、この政策から協働という言葉を削除してください。

千葉市は、市民参加及び協働に関する条例に基づ
き、市民主体の活力あるまちづくりを目指し、市民参
加と協働を推進するものです。

61
施策の方向性１
①男女共同参画を推進
する断代への支援

具体的事業として「女性センターの運営を市民も入れた運営委
員会をつくる」を入れてほしい

女性センターの運用に関する参考としてお伺いしま
す。



62
71101
民間団体に対する活動
支援

男女共同参画社会を目指して学習と行動をしているグループに
対して、助成金を出して、グループ活動がスムーズに行われる
ように積極的に支援すべきである。

ご意見としてお伺いいたします。

63
71101
民間団体に対する活動
支援

「は～もねっと」登録団体を支援団としてではなく、協働する団
体との認識がほしい。また、こうした市民団体との協働の仕組
みづくり、市民団体の活用を考えてほしい。

女性センターの運用に関する参考としてお伺いしま
す。

64
72101
女性フォーラムの開催

女性フォーラムは、もっと多くの団体・グループが参加して実行
委員会形式で運営・開催するべきである。
また、事業内容についても、「団体と共同で」を、「様々な団体」
としてほしい。

女性フォーラムは、団体支援と連携強化を図る目的
で行っています。

65
施策の方向性１
②男女共同参画を推進
する人材の育成

女性団体などに対する男女共同参画に関する研修をし、男
女共同参画に対する理解を深め、計画策定の際などに意見
募集をしてほしい。

次期改定の際の参考とさせていただきます。

66

施策の方向性２
②男女共同参画を推進
する市民や団体との協
働促進

区民まつりなどに、出向き、女性センターのアピールをはーも
ねっと登録団体と協働でするとよい。

女性センターの運用に関する参考としてお伺いしま
す。

基本目標８
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

67
81102
学校保健充実事業

全ての学年に性教育は必要である。 ご意見としてお伺いいたします。

68
81104
エイズ対策推進事業

性感染症についての情報提供も必要
ご意見の趣旨は「基本目標８・施策の方向性１に含ま
れています。

69
84601
障害者相談支援事業

障害者相談支援事業の事業内容の最後の文に、「また、障害を
もった女性が気軽に相談できるような窓口を充実させる。」を追
加してほしい。

ご意見としてお伺いいたします。

71
施策の方向性１
性や健康への理解の促
進と健康づくり

この施策にはリプロダクティブヘルス・ライツ＇性の自己決定（と
いう思想を入れないでください。

ご意見としてお伺いいたします。

72
施策の方向性３
生涯にわたる健康を支
援する医療の充実

がん検診や、女性の更年期に対する対応についてはどうなって
いるか。

市民を対象として胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん
などの検査を実施しております。
また、「女性健康相談専用電話」を設置し女性の更年
期などの健康課題の相談を受ける他、女性医師によ
る健康相談も行っています。

その他
整理
番号

該当項目 意見の要旨 「市の考え方」

73 国の施策等に関するもの
千葉市ちば男女共同参画基本計画　新ハーモニープ
ラン＇中間見直し＇案（と直接関係ないため市の考え
は控えさせていただきます。


