
NO 意見の概要 県の考え方

１　計画の基本的な考え方

1 　基本理念「男女平等の実現」をはっきり位置付けてください。（ジェンダー平
等としてもよい）

2 　男女共同参画の基本的な考え方として「ジェンダー平等」の考え方を位置付け
ること。ジェンダー平等は世界的な流れであり、千葉県でも取り入れること。
（同様意見　2件）

3 　男女がともに認め合い、支えあい、「元気なちばの実現を目指すことを目標と
します。」という部分を、「ジェンダー平等の社会を目指すことを目標としま
す。」にしてください。（同様意見　１件）

4 　目標は「元気な千葉」というあいまいな表現をやめて、「県民全てが性別にか
かわりなく、それぞれの能力や個性が生かされる千葉県を目指します」としてほ
しい。

5 　全体的に「男女が」とせず、「誰もが」と、多様性を認め合えるような表現
に。

　「男女が」という表現については、男女共同参画社会基本
法等を勘案しています。

6 　国の計画を注視しなければなりませんが、県として必要な計画は入れてくださ
い。

　本計画は、「千葉県総合計画」の下、「千葉県ＤＶ防止・
被害者支援基本計画(第4次）」や「千葉県子ども・子育て支
援プラン2020」等、関わりの深い様々な計画との整合を図
りながら推進していくこととしており、これらの計画を総じ
て「関連諸計画」と記載しているところです。

7 　項目としては、もっともなことが書かれているが具体策に欠ける。 　御意見につきましては、今後の施策の推進に当たり、参考
とさせていただきます。

「第５次千葉県男女共同参画計画」原案への意見と県の考え方

※県民の皆様からの意見については、取りまとめの上、趣旨に損なわない範囲で要約させていただきました。

　男女共同参画社会基本法では、前文において、日本国憲法
の「個人の尊重」及び「法の下の平等」とともに、「男女の
人権の尊重」をはじめとする5つの基本理念が掲げられてお
り、千葉県男女共同参画計画では、同法を踏まえ、基本理念
として掲げることとしています。

　基本目標については、県総合計画「ちば元気プラン」との
整合を図るとともに、県民の誰もが分かりやすい表記となる
よう、「元気な千葉」としています。



8 　基本目標も３つではなく、国の基本法にのっとり5つにする。「男女共同参画社
会実現に向けての理解と教育の促進」「人権の尊重」「あらゆる場においての女
性の活躍推進」「安心・安全に暮らせる社会づくり」「心身の健康と性的権利」
とすることとしてください。

　男女共同参画社会基本法前文に示された、日本国憲法の
「個人の尊重」及び「法の下の平等」と、「男女の人権の尊
重」をはじめとする5つの基本理念を本計画においても基本
理念としています。
　基本目標については、国の第５次男女共同参画基本計画を
勘案しています。

２　基本計画　　３　事業計画

基本的な課題１　労働の場における男女共同参画の促進

9 　農林水産業における男女共同参画の促進として、SDGｓの観点から、農林水産
業に従事する人を増やす具体策を明記すること。

　農林水産業従事者の人材確保については、国において様々
な取組を進めており、県においても、取組を進めているとこ
ろです。
　御意見につきましては、今後の施策の推進に当たり、参考
とさせていただきます。

　自営業者、家族従業者、起業家等に対する支援→国連の女性差別撤廃委員会が
繰り返し勧告している所得税法56条改正を国に求めることを明記すること。
（同様意見　３件）

11 　女性が多く担っているケア労働への賃金レベルを上げることを求めます。

12 　コロナ禍の最中に、最も緊迫している男女参画における課題は看護師問題であ
ろう。看護士差別待遇を解消することを計画に明記してほしい。

13 　正規労働が当たり前、同一労働同一賃金、8時間働けば普通に生活できる賃金、
全国一律の最低賃金の引き上げなど明記した上で県としての具体策を明記するこ
と。（同様意見　２件）

　「男女雇用機会均等法」等労働関係法令については国が所
掌しているが、県においても「千葉県男女共同参画計画（第
５次）」において、労働者が性別により差別されることなく
その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、労働
相談センターでの個別相談への対応や各種法制度等の周知徹
底を図ることとしています。

　県は、「千葉県保育士処遇改善事業」を平成２９年度より
実施しており、本計画にも位置付けています。
　また、ケア労働従事者の人材確保に向けては、国に対し、
重点提案・要望として毎年度要望等しているところです。
　御意見につきましては、今後の施策の推進に当たり、参考
とさせていただきます。

10 　御意見につきましては、国の動向を注視する必要があると
考えます。



14 　シニア世代の多様な働き方支援については、年金制度や国保の改悪が、特に、
一人暮らしの女性に重くのしかかり、日々の生活のために働かざるをえない実態
があり、自助、共助では解決できない公助を前面にした政策を明記し、県として
の具体策を明記すること。

　御意見に係る取組については、「施策の方向⑦　施策2
シニア世代の多様な働き方支援」において位置付けており、
引き続き、「シニア世代の就労・再就職支援」に取り組んで
まいります。

15 　ここで「地方創生のチャンス」「持続可能な社会の実現や地域創生につなが
る」と繰り返していますが、唐突であり、本計画に必要なキーワードとは思えま
せん。どうしても入れたいのであれば、ウエイトを下げて表現すべきと考えま
す。

16 　地方創生と地域創生を区別して使っているのでしょうか。区別する意味がわか
らず、説明が必要です。できれば、統一をお願いしたいです。

17 　テレワーク普及によって女性の家庭での負担がかえって増えたという複数の調
査をネットで見かけました。在宅での働き方が男性の家事・育児への参画を促す
好機と捉えるなら、踏み込んで、男性の意識改革の必要性を加えるべきです。

　御意見については、「基本的な課題８　男女共同参画への
意識づくり」において述べています。

基本的な課題２　ライフステージに応じた男女共同参画の促進

18 　今後、介護離職は、少子化・核家族の中で男性にとっても大きな課題であり、
女性だけに限定しない方がよいと思います。

　国の第５次男女共同参画基本計画での記載を参考としてい
ること、介護離職については、依然として女性が多いといっ
た現状を踏まえたことから、この記載としています。

19 　女性が活躍できない現状の中でも最も課題になる育児・介護についての公的な
施策を抜本的に改善すること。
　育児・介護を家庭内での自己責任としないこと。
・保育所を抜本的に増やす
・介護施設の増設と介護内容の充実
（同様意見　２件）

20 　幼稚園の預かり保育ではなく、公立保育園をもっと増やし、親も子も教育する
という立場で女性支援を。

　御意見につきましては、今後の施策の推進の参考とさせて
いただきます。

21 　子育て・介護への支援は公的なものでなくてはならない。保健所からの訪問で
定期的な子育ての見守りなどの体制をとって下さい。

　御意見に係る取組については、「基本的な課題２」の「施
策の方向①　子育・介護への支援」及び「基本的な課題５」
の「施策の方向②　高齢者・障害者の自立に向けた支援」に
おいて位置付けており、実施主体の市町村とも連携して、取
り組んでまいります。

　御意見を踏まえ、記述を修正しました。
　継続就業を望んでいる女性が子育て・介護等により就業を
中断することなく継続できるよう一層支援するとともに、子
育て・介護等により就業を中断した女性に対しても、意欲と
能力を生かす再就職、起業の実現など魅力ある雇用環境の整
備などの支援が何より必要です。これらの支援は、持続可能
な社会の実現や地方創生にもつながっていくことが期待され
ます。

　御意見に係る取組については、「施策の方向①　子育て・
介護への支援」において位置付けています。



22 　県職場における仕事と家庭の両立が可能な職場環境の整備については、家事、
育児、介護休暇等を積極的にとれるよう、まずは県庁内でのジェンダー平等教育
と実践具体化を入れること。

　御意見に係る取組については、「施策の方向①　ワーク･
ライフ･バランス（仕事と生活の調和）の普及促進」におい
て位置付けています。
　なお、県職員向けの男女共同参画の推進に資するための講
演会などを実施しています。

24 　家事・育児・介護休暇が男性も女性も具体的に取れる人を増やす取組の支援を
盛り込むこと。

　御意見を踏まえ、取組を追加しました。
第２章
①ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）の普及促進
重点
仕事・家庭生活・地域活動の調和を図るための広報・啓発を
行い、多様な働き方・生き方が選択でき、豊かな生活を営め
るよう働きかけを行います。
□ワーク・ライフ・バランスの普及促進
□育児休業・介護休業制度の普及・定着
□県職場における仕事と家庭の両立が可能な職場環境の整備

第３章
施策２　育児休業・介護休業制度の普及・定着
　
　男女がともに育児や介護をしながら働き続けることができ
る雇用環境を整備するため、育児休業・介護休業制度等両立
支援制度の普及・定着を図ります。

○ 千葉県男女共同参画推進連携会議等における周知広報
〇 男女共同参画に積極的に取り組んでいる事業所の表彰
〇 働き方改革に取り組む企業の登録制度(再掲)

23 　全体的に「男性の家庭に対する責任」に対して非常にあいまいな表現であると
感じました。すでに日本の男性が諸外国の男性に比べて家事育児の時間が顕著に
少なく、改善も遅々として進んでいないことが明らかになっています。特に以下
の2点について、「家庭生活に目を向け」「男性の協力」という文言は避けるべき
と指摘する。（同様意見　１件）

　御意見を踏まえ、記述を一部修正しました。
　女性の仕事と生活の両立には、家庭等における男性の家
事・育児・介護等への参画が不可欠であり、男性が従来の職
場中心のライフスタイルを見直し、男女がともに、家庭生活
や地域活動も含め、個人の希望に応じた多様なライフスタイ
ルの実現を目指すことが重要です。



基本的な課題3　政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

25 　政策・方針決定の場への女性の参画が低いことが、ジェンダー平等の社会への
遅れの一番の要因となっている。千葉県としても女性の県職員への採用を増やす
こと、県庁内でのジェンダー平等研修をどの分野でも行い、まず県庁から意識改
革をすすめること。審議会や対策本部などへの女性の参加を増やすことを明記す
ること。

26 　コロナ禍の中で非正規の女性労働者は真っ先に職を失い、医療や保育などで働
く女性は劣悪な待遇で働き、子育てや介護の負担、多発する性暴力の被害にさら
されるなど女性施策の遅れが顕著に表れています。政策・方針決定への女性の参
画が全国44位という千葉県の遅れを引き上げる具体案を示してください。

27 　ジェンダー指数が低い日本の一番の原因は、政策方針決定過程への女性の参画
が低いことです。特に千葉県庁における女性の管理職があまりにも少ない状況を
改善し、女性の声がしっかり届くように増やすべきです。また、審議会への女性
の登用を半分にすることを目標とするべきです。

28 　県のコロナ対策本部などの対策本部への女性の参加を増やしてほしい。

基本的な課題4　あらゆる暴力の根絶と人権の尊重

29 　若者をDV加害者にも被害者にもさせないよう、中学生、小学生も対象にデート
DV防止教育（プログラム）を実施してほしいです。

　御意見については、「施策の方向①　施策１　暴力を許さ
ない社会に向けた広報啓発」において、若者がＤＶについて
考え、互いに尊重できるパートナーシップの在り方を学ぶこ
とを目的に、高校生等を対象にセミナーを実施しています。
　御意見につきましては、今後の施策の推進の参考とさせて
いただきます。

30 　被害者の安心安全の為に加害者を放置しないで、更生教育プログラムを受講さ
せ、再犯防止につなげたいです。被害者、加害者プログラムともに受講しやすい
ように、利用助成金や支援者、相談員の育成、増員、市町村ごとに相談窓口、配
暴センターの設置などで困窮されている県民が相談しやすい利用しやすい環境を
作り暴力のない社会を目指し計画を実行していただきたいです。

　御意見については、「施策の方向①　施策２　DV防止及
び被害者支援の総合的な推進」において、配偶者暴力相談支
援センターにおける相談、女性サポートセンターにおける一
時保護、DV職務関係者への研修、DV被害者の生活再建支援
等の取組を行っています。

31 　ＤＶや虐待は人権問題です。被害者を保護するために、児童相談所数と職員数
の増加及び相談員の対応力向上を目指すなどの体制を強化することを盛り込むこ
とを求めます。（同様意見　５件）

　御意見に係る取組については、「施策の方向①　施策４
児童虐待防止対策の総合的な推進」及び「施策の方向①　施
策５　DV及び児童虐待に関する関係機関・団体との連携強
化」において位置付けています。

　御意見に係る取組については、「施策の方向①　政策・方
針決定過程への男女共同参画の促進」において位置付けてお
り、成果目標の達成に向け、引き続き、積極的に取り組んで
まいります。



32 　虐待防止対策は、医者と連携した相談にのることのできるプログラムを用意し
てほしい。

　御意見に係る取組については、「施策の方向①　施策５
ＤＶ及び児童虐待に関する関係機関・団体との連携強化」に
おいて位置付けています。

33 　コロナ禍の下、同居する家族からの性暴力の危険にさらされています。
　児童虐待と女性へのDV暴力は一体化しています。児童虐待件数が1万件を超え
ていることから、民間シェルターへの公的財政支援をとること。

　御意見につきましては、今後の施策の推進に当たり、参考
とさせていただきます。

34 　ＤＶや虐待は人権問題です。被害者を保護するために、女性センターや女性サ
ポートセンターの予算を増やし、人材確保などの支援強化をするとともに、民間
の支援団体への財政的支援を含め、協力・協働を強めるべきです。

　女性サポートセンターにおける一時保護は、その一部につ
いて民間団体と連携しているところです。
　なお、御意見につきましては、今後の施策の推進に当た
り、参考とさせていただきます。

35 　「女性に対する暴力は、犯罪であり、人権侵害であることを「広報啓発」だけ
ではなく、学校や社会教育、メディアやSNSなど様々な手段、媒体を通じて社会
のすみずみまで周知徹底するよう明記すること。

　御意見に係る取組については、「施策の方向①　ＤＶ・児
童虐待(しつけと称する体罰含)等あらゆる暴力の根絶と被害
者への支援」及び「施策の方向①　学校教育・社会教育等に
おける男女共同参画の啓発・推進」において位置付けていま
す。

基本的な課題５　誰もが安心して暮らせる環境の整備

36 　平和なくして平等はありません。平和でこそ安心して暮らせます。国連で採択
された核兵禁止条約の来年発効にむけ、被爆国である日本政府に批准を求めるこ
と、また欠陥機である危険なオスプレイの配備撤回を求めることを明記するこ
と。

　本計画は、男女共同参画基本法に基づき、都道府県の区域
における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につい
て定めるものとしています。

37 　性的マイノリティの方々がこれまで差別されたり、蔑まれたり、友人や肉親に
も本当のことが言えず苦しむこと、これらは人権侵害に当たるものです。支援団
体との協力協働を密にし、当事者との意見交換の場を設けることを求めます。

　御意見につきましては、今後の施策の推進に当たり、参考
とさせていただきます。

38 　ひとり親家庭の女性はダブルワーク、トリプルワークと働かざるをえない状況
です。
　県としての公的支援の具体化を明記すること。（同様意見　１件）

　御意見に係る取組については、「施策の方向①　ひとり親
家庭等様々な困難な状況に置かれている人々への対応」にお
いて位置付けています。



基本的な課題６　生涯を通じた健康づくりの促進

39 　全ての女性が費用の心配なく、毎年の健康診断を受けることができるように、
婦人科検診の拡充を盛り込むこと。

　県では、婦人科検診を含むがん対策の総合的な推進につい
て、「施策の方向①　施策７　総合的ながん対策の推進」に
おいて位置付けており、受診の必要性の理解促進に、引き続
き、取り組んでまいります。

40 　妊娠出産にかかわる費用の負担軽減を盛り込むこと。 　国の第５次男女共同参画基本計画において、妊娠・出産期
の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図る旨記載されて
おり、国の動向を注視してまいります。

41 　避妊薬と緊急避妊薬を安価で入手しやすくすること。 　国の第５次男女共同参画基本計画において、処方箋なしに
緊急避妊薬を適切に利用できるよう、幅広く健康支援の視野
に立って検討する旨記載されており、国において適切に検討
されるものと考えます。

基本的な課題７　防災・復興における男女共同参画の促進

42 第３章　73ページ　37行及び40行
　災害時におけるDVや性被害などについて、「男性・女性それぞれを」とありま
すが、災害時においては圧倒的に女性が被害に遭っている例が多いので表現を変
えてください。

　御意見を踏まえ、記述を修正しました。
　災害時、避難所等におけるＤＶや性被害などについて、相
談に対応します。
　
○　女性相談・男性相談

43 　県の防災会議等で男女共同参画課が積極的役割を果たすことを明記すること。 　御意見に係る取組について、「施策の方向①　施策１　防
災分野への女性の参画」において位置付けています。

44 　防災や避難所運営、復旧・復興にかかわる自治体職員、地域防災組織などで
ジェンダー平等の視点で国のガイドライン等での研修について実行計画を明記す
ること。

　御意見に係る取組については、「施策２　男女共同参画の
視点を取り入れた防災・復興への取組のための研修」におい
て位置付けています。



45 　減災のための十分な対策を取る必要があると考えます。防災・復興に関する共
同の促進のために、具体的な施策や女性の視点を盛り込んだガイドラインの作成
を求めます。

　御意見に係る取組については、新たに、「施策の方向①
施策４　避難所における男女共同参画の促進」において位置
付けています。

基本的な課題８　男女共同参画への意識づくり

46 表の指標名　「社会全体で男女の地位が平等となっていると思う人の割合」
　現状　　　女性　9.7％、男性　18.4％、
　目標　　　増加を目指します
　数値目標を設定すべきではないか。また、どのように増加させるのかを書いて
ください。

　平等と感じる人の割合について近年の傾向を見ると、微増
微減を繰り返す状況にあることから、まずは、増加を目指し
てまいります。
　そのため、第５次計画の取組を積極的に推進して意識の醸
成を図ってまいります。
　

基本的な課題９　男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

　学校教育の分野では、人権尊重・ジェンダー平等教育の充実を求めます。
（同様意見　１件）

48 　性別役割分担意識を解消するために、小・中・高生の教育現場での取組を進め
てください。（同様意見　１件）

49 　正しい性教育を位置づけ、望まない妊娠や性被害の防止を。
（同様意見　１件）

50 　男女共同参画の基本に、学校での性教育を位置付けること。
　性教育は以下の４つの視点をふまえて小中学校で充実させること。
・性にかかわる体を科学的に学ばせること
・男女は平等であることを学ばせること
・男女の人権を尊重することを学ばせること
・男女が共生することを学ばせること

４　推進体制

51 　県内全市町村との連携では総花的で変化に乏しいのではないか。特定の市と連
携することを明確にし、実効性を高めた方がよい。

　県内の男女共同参画社会の実現のためには、全市町村との
連携が重要であると考えます。

47 　御意見の内容に係る施策については、「施策の方向①　学
校教育・社会教育等における男女共同参画の啓発・推進」に
おいて位置づけています。

　御意見については、「施策の方向①　施策７　学校におけ
る発達段階に応じた適切な性教育等の実施」において位置付
けています。



52 　「男女共同参画条例」をつくることが必要である。 　条例については、県議会の皆様をはじめ、県民の皆様の御
意見を幅広く伺ってまいりたいと考えます。

53 　県における第5次計画の評価専門部会を設置すること。 　本計画における評価の在り方については、今後検討するこ
ととしており、御意見につきましては参考とさせていただき
ます。

その他

54

55 　国連女性差別撤廃委員会が繰り返し勧告し、多くの女性の声が寄せられていた
選択的夫婦別姓の導入を国に求めること。（同様意見　１件）

56 　県内の問題が地域性よりも、年代差とか、職域、学歴差とか生活スタイルによ
る差異が根底にあるのであれば、突出して問題性をはらんでいる部分を抽出する
試みがまず、計画のベースになければならない。「調査なくして計画なし。」の
格言をかみ締めてみてはどうか。

57 　策定に当たって、県民参加を強く要望いたします。そのために、県民ニーズの
調査を丁寧に行って下さい。

58 　県としてパブリックコメントだけではなく、タウンミーティングや団体等から
意見を聞き、広く実態を把握すること。

59 　どんな状況下でも「男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する
重要課題」とした男女共同参画社会基本法に基づき、県としても予算措置、人的
確保なども含め、積極的に取り組むこと。

　本計画に基づき、男女共同参画の推進に積極的に取り組ん
でまいります。

60 　女性差別撤廃条約の選択議定書批准を国に求めていくこと。

※女子差別撤廃条約選択議定書（女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
る条約の選択議定書）は、権利侵害を受けたと主張する個人等が女子差別撤廃委
員会へ通報することができるという個人通報制度等が定められており、日本は現
在締結しておりません。

　国の第５次男女共同参画基本計画の中で、早期締結につい
て真剣な検討を進める旨記載されているため、国において適
切に検討されるものと考えます。

　県民のニーズの調査については、毎年度実施の「県政に関
する世論調査」や、5年に1度実施の「男女共同参画社会の
実現に向けての県民意識調査」において実施しています。
　また、本計画策定に当たり、パブリックコメントを実施す
るとともに、市町村からの意見募集も行い、広く県民からの
御意見をいただいたところです。

　国民生活白書によれば、事実婚の理由1位は「夫婦別姓を通すため」です。互い
に生まれ持った名前のまま法的な家族になれるなら、少子化改善の一助になるこ
とは確実です。
　今後、夫婦共稼ぎは当たり前になります。女性の活躍を支援するという意味で
も、選択的夫婦別姓は必須だと考えます。

　選択的夫婦別姓制度の導入については、国会における議論
や法整備の動向を注視する必要があると考えます。



61 　日本軍「慰安婦」問題解決を国に求めていくこと。 　本計画は、男女共同参画基本法に基づき、都道府県の区域
における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につい
て定めるものとしています。

62 　コロナ禍、給付金が世帯主に届くため、夫に渡りもらえない女性がいたという
事は大問題です。世帯主という考え方をなくすべきです。

　特別定額給付金（新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
関連）の支給方法につきましては、国において適切に検討さ
れるものと考えます。

63 　2019年の房総半島台風や集中豪雨、今回のコロナ問題、気候変動の対策強化
を行うことを明記すること。

　御意見につきましては、今後の施策推進に当たり、参考と
させていただきます。


