
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 総合企画部男女共同参画課 課長名 松澤 一美 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

男女共同参画社会の実現に向け、「市町村の主体的取組の促進」及び「県民活動の促進及び連携」を施策展開の基

軸として、市町村や民間団体の活動支援や全県的なＤＶ被害者支援体制の整備・充実等を重点的に展開し、男女共同

参画の促進を図ります。 

２ 施策の概要 

施策名 男女共同参画社会の実現 
施策 
コード

４ － ０ １ ０ ９

アクションプラン 
における位置付け 

施策３ 男女共同参画社会の実現 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
10 自治のちから（男女共同参画社会の実現と 

ＤＶ対策の推進） 
千葉県男女共同参画計画 

関係
課名

関係各課（全庁）、児童家庭課、雇用労
働課、農林水産政策課、農業改良課、
林務課、水産課、(教)指導課、（警）生活
安全総務課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年月） 

区
分

社会全体で、男女の地位が平等になっ

ていると思う人の割合 

5.5％（女性） 

17.1％（男性） 

(16年度) 

増加を目指します 

（18年度） 

－ 

(21年度に調査) 
－

社会のあらゆる分野において、指導的

地位に女性が占める割合 

8.9％＊１（参考） 

（12年） 

(国勢調査) 

増加を目指します 

（18年度） 

－ 

（22年度に調査） 
－

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

千葉県では、男女共同参画への取組みに地域差が顕著であることや、政策・方針決定過程へ

の女性の参画が低いことに加え、性別による固定的な役割分担意識が依然として見受けられま

す。このことは施策目標を達成するうえで大きな障害になると考えられます。 

また、ＤＶ※対策に関しては、ＤＶ被害は潜在化しているため、被害の実態把握が困難である

という実情があります。 

目標の 

達成状況総括 

男女共同参画社会の実現に向けては、概ね順調に進んでいますが、一部に課題があります。 

・男女共同参画社会の実現に向けた計画の策定及び推進体制の確立については、「千葉県男女共

同参画計画(第２次)」を18年 12月に策定し、新しい計画に沿って男女共同参画社会の実現に

向けた取組が始まりました。指標の一つである県の審議会等における女性委員の割合は、18年

度で27.3％に留まり第１次の計画の目標である30％を達成することができませんでした。 

市町村の取組についても、男女共同参画計画を策定した市町村は46.4％と、目標の50％を達

成することができず半数以下に留まっております。また組織上男女共同参画担当部署を位置付

ける市町村は89.3％と増えていますが、これは市町村合併により策定済み市町村に吸収された

ためであり、新たに位置付けた市町村はなく、依然として地域差が見られ、県として一層の取

組が必要となっています。 

民間団体等の活動支援及び連携については、19年２月に「第１回千葉県男女共同参画推進連

携会議」を68団体の参加を得て開催し、19年度は情報交換会や研修会を継続的に行い協働体制

強化に努めていくことが確認されました。 

・ＤＶ被害者支援に関しては、18年 3月に策定した「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画」

に沿って県内関係団体と連携を図り取組を進めたところ、民間被害者支援活動団体数は20団体

から21団体へ微増し、県が関与するＤＶ被害者支援に係る研修の受講者数は4580人から5347

人へ大幅に増加するなど、ＤＶに関する認識も一層高まってきました。 

※  ＤＶ：Domestic Violence ドメスティック・バイオレンスの略。配偶者・パートナー等親しい間柄における暴力

のことです。これまでは、家庭内で起こる暴力は個人的な問題として処理されていましたが、女性に対する人権

侵害として社会的問題と認知されるようになってきています。 

＊１ 現状値を把握していないことから、その主なものとして「管理的職業従事者における女性割合」（12年国勢調査）

の値を記載しています。管理的職業従事者とは、管理的公務員、会社・団体等役員、会社・団体等管理職員、そ

の他の管理的職業従事者です。 



３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

4,526 2,506 
金額

2,835 697 

4.3 6.0 
Ⅰ 

（男女共同参画社会の実現に向けた計画の策定及び推進体

制の確立） 

「千葉県男女共同参画計画」に基づき、男女共同参画施策を

総合的、効果的に展開します。 人員
6.7 6.0 

93,684 6,206 
金額

87,733 3,358 

1.6 5.0 
Ⅱ 

（市町村・民間団体等の活動支援及び連携） 

市町村、民間団体等への情報提供等による支援、連携強化を

図り、地域の推進体制整備を促進します。 

人員
1.6 5.0 

135,422 153,041 
金額

131,816 135,603 

6.0 6.0 
Ⅲ 

（ＤＶ被害者支援） 

「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画」に基づき、ＤＶ被

害者一人ひとりが、どこでも、安心して安全・平穏な生活を

おくることができるよう必要な支援を行うとともに、全県的

なＤＶ相談支援体制の整備を促進します。 
人員

5.7 6.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年月） 

区
分

苦情処理機関の設置 － 
機関の設置 

（18年度） 

機関の設置 

(18年度) 
Ａ

Ⅰ 

県の審議会等の女性委員の割合 
26.3％ 

（16年度） 

増加を目指します 

（18年度） 

27.3％ 

(18年度) 
Ａ

男女共同参画計画を策定した市町

村の割合 

35％ 

（17年度） 

50％ 

（18年度） 

増加を目指します 

(22年度) 

46.4％ 

(56市町村中26市) 

(18年度 

Ｂ

Ⅱ 

男女共同参画に関する事務の担当

部署が組織上位置付けられている

市町村の割合 

63市町村 82％ 

(17年度当初) 

100％ 

（18年度） 

50市町村89.3％ 

(18年度) 
Ｂ

ＤＶに対する認識 

60.9％（女性）＊２ 

56.1％（男性）（参考）

（13年） 

増加を目指します 

（18年度） 

100％に近づけます 

(21年度) 

46.1％(女性) ＊３
 

47.9％(男性) 

(参考、16年 9月) 

(21年度に調査) 

－

民間ＤＶ被害者支援活動団体数 
20団体 

（17年度） 

増加を目指します 

（18年度） 

21団体 

(18年度) 
Ａ

Ⅲ 

県が関与するＤＶ被害者支援に係

る研修の受講者数 

4,588人 

（17年度） 

5,080人 

（18年度） 

5,347人 

(18年度) 
Ａ

＊２ ＤＶに対する認識として、「女性への暴力実態調査」（平成13年度実施）において「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律」（ＤＶ防止法）を「知っている」と答えた人の割合を記載しています。 

＊３ ＤＶに対する認識として、「男女共同参画社会実現に向けての県民意識調査」(平成16年度実施)において「夫か

ら妻への暴力」に対して、「女性の人権が侵害されていると感じる」と答えた人の割合を記載しています。 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

県内市町村の取組状況には地域差が大きく、引き続き支援を行う必要があります。また、民間団体と

の協働を一層推進するため、県の実施する事業への企画段階からの参画をより進めることが求められて

います。 

ＤＶ対策については、千葉県女性サポートセンターの中核的機能を充実させ、地域の相談窓口への助

言や連携強化等が不可欠です。 

今後の 

施策展開 

男女共同参画施策を総合的、効果的に展開するため、市町村支援をより拡充し、職員等研修への県職

員の派遣を引き続き行うとともに、地域セミナーにより市町村の主体的取組を促進します。また、民間

団体に対してより効果的・効率的な活動支援を行うとともに、連携強化を図ります。 

ＤＶ対策については、千葉県女性サポートセンターを中核とし、関係機関の連携を一層強化した全県

的な支援体制を充実します。また、民間支援団体との協働による研修、ＤＶ加害者教育プログラム、若

者に対する教育講座等の事業を実施します。 

なお、これらの展開に当たっては、関係機関・部局との十分な連携、情報公開と県民参加、民間団体・

事業所等との協働のもと、施策展開を図ります。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

18年 6月に策定予定の「千葉県男女共同参画計画」及び平成17年度に策定した「千葉県ＤＶ防止・

被害者支援基本計画」に基づき、市町村や関係機関・民間団体等と連携し、施策展開を図ります。 

特に、市町村との連携を図るため、新たに男女共同参画地域推進員の設置を行います。 

 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

市町村男女共同参画担当課長会議の開催 

「ＤＶセンター連絡会議」開催（年３回） 

外国籍ＤＶ被害者支援事業（随時） 

「ＤＶに悩む男性相談」（週１回） 

ＤＶ加害者教育プログラムの実施（通年） 

４月 

～６月

市町村男女共同参画担当課長会議の開催 

｢ＤＶセンター連絡会議｣開催 

外国籍ＤＶ被害者支援事業(随時 ６回) 

｢ＤＶに悩む男性相談｣(週 1回 通年) 

ＤＶ加害者教育プログラムの実施(通年) 

７月 

～９月 

家庭等における暴力対策担当管理職研修（年

２回） 

千葉県男女共同参画推進員全体会議（年１

回） 

地域ＤＶセミナー基本、応用（年５回） 

７月 

～９月

地域ＤＶセミナー基本の開催（茂原、成田、千葉、

君津、柏） 

ちば県民共生センター、同東葛飾センターの開設

10月 

～12月 

苦情処理委員会の開催（月１回） 

千葉県男女共同参画推進連携会議の開催（年

１回） 

10月 

～12月

苦情処理委員設置要綱及び事務取扱要領を制定 

苦情処理委員及び専門員を委嘱、第１回会議の開

催 

千葉県男女共同参画地域推進員委嘱式、全体研修

会(１回) 

「千葉県男女共同参画計画(第２次)」の策定 

家庭等における暴力対策担当管理職研修の開催

（松戸、千葉） 

１月 

～３月 

 

１月 

～３月

ちば県民共生センター地域セミナーの開催(白井

市、茂原市、鴨川市、銚子市、八街市の５地域)

千葉県男女共同参画地域推進員事業(講演５事

業、映画上映２事業、ワークショップ１事業) 

千葉県男女共同参画推進懇話会計画評価専門部

会の開催 

千葉県男女共同参画推進連携会議の開催 

 



５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた計画の策定及び推進体制の確立 

県民の方々への説明会やパブリックコメントを実施し、男女共同参画の理解と関心を高めなが

ら、「千葉県男女共同参画計画(第２次)」を 18 年 12 月に策定し、今後の施策の取組を提示しまし

た。22 年度の指標実現に向け、県の審議会等における女性委員の比率が 27.3％と微増するなど、

着実に成果が現れ始めています。また苦情処理機関を設置したことにより、男女共同参画社会の理

念に反する県の施策及び人権侵害事案に対し、第三者の立場から、県民意見の反映や不利益の解消

に寄与することが可能になりました。 

Ⅱ 市町村・民間団体等の活動支援及び連携 

市町村に対して市町村男女共同参画担当課長会議や地域セミナーの開催等を通し、主体的取組の

促進を支援してきました。その結果担当部署が組織上位置付けられている市町村は 18 年 4 月の段

階で89.3％となり17年度当初の82％から増加しています。これは市町村合併の影響もあるとはい

え、連携を図る上で有効に働くと思われます。18年度新設の民間団体との協働を図る「千葉県男女

共同参画推進連携会議」は 68 団体の参加を得て第１回全体会を開催し、協働気運を高めることが

でき、目標を概ね達成したと考えています。 

Ⅲ ＤＶ被害者支援 

 18年 3月に策定した「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画」に即し各種の施策を展開したとこ

ろ、ＤＶ被害者支援民間団体と県が関与するＤＶ被害者支援に係る研修の受講者数は増加しまし

た。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項 

Ⅱ 市町村・民間団体等の活動支援及び連携 

千葉県における女性センター機能は、男女の人権が尊重され、かつ、豊かで活力ある社会の実現

を目指し各種事業を展開する拠点として、18年８月に開設した「ちば県民共生センター」と「ちば

県民共生センター東葛飾センター」が拡充した形で引き継いでいます。 

残された 

課題 

Ⅰ 「千葉県男女共同参画計画(第２次)」の円滑な推進と県民に対する一層の周知 

・「千葉県男女共同参画計画(第２次)」の施策内容を実効性の高いものにするために、関係各機関

や庁内の連携を深める必要があります。また効果的な評価方法を検討し取り入れます。 

・「千葉県男女共同参画計画(第２次)」の施策内容を県民の方々に周知する方法を工夫する必要が

あります。 

Ⅱ 市町村・民間団体等への活動支援及び連携強化 

・地域差を踏まえた具体的な支援と民間団体等への活動支援及び連携をより強化する必要がありま

す。 

Ⅲ ＤＶ被害者支援 

・ＤＶは人権侵害であることから、潜在化しているＤＶ被害者に対する効果的な広報や情報提供を

進める必要があります。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 「千葉県男女共同参画計画(第２次)」の円滑な推進と県民に対する一層の周知 

・進捗状況を計り円滑な推進に寄与するため、千葉県独自の評価方法を採用します。 

・幅広い県民の方々にご理解いただけるよう「千葉県男女共同参画計画(第２次)」の着実な浸透の

ための工夫をします。 

Ⅱ 市町村・民間団体等への活動支援及び連携強化 

・市町村職員等の研修への県職員派遣や、地域セミナー、地域推進員事業を引き続き行い、市町村

の主体的な取組を支援します。また地域差の解消を目指し地域サミット(仮称)を開催します。 

・千葉県男女共同参画推進連携会議は部会・全体会により情報交換や研修の場を提供し、民間団体

等への連携・協働体制を強化します。 

Ⅲ ＤＶ被害者支援 

・潜在化しているＤＶ被害者を支援するために、引き続き市町村、関係機関、ＤＶ被害者支援団体

との連携・協働を進め、ＤＶ被害者一人ひとりに届くように広報・啓発活動を行います。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

 市町村・民間団体等が主体的に男女共同参画社会の実現に向けて取り組むことができように、支援のための施策を

展開していくこと。 

 


