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１．男女平等意識 

「男は仕事、女は家庭」というような性別役割分担についての考え方については、「そ

う思わない」が 68.9％と過半数を占めており、「そう思う」（5.7％）を 63.2ポイントと

大幅に上回っている。平成 28年度結果と比較すると、「そう思う」の割合が減少し、「そ

うは思わない」が増加していることから、性別役割分担意識の解消が進んでいることが

うかがえる。 

「そう思う」と感じる理由について、女性、男性ともに「男性は外の仕事、女性は家

事・育児に向いているから」が最も高くなっている。「そう思わない」と感じる理由は、

女性、男性ともに「家事・育児は男女で協力してやるべきだから」が最も高くなってい

る。 

男女の平等感については、様々な分野の中でも「平等」の割合が最も高いのは＜学校

教育の場で＞で、55.3％となっている。「平等」の回答においては全ての項目で男性の方

が女性よりも割合が高く、その差が大きい方から順に、＜家庭の中で＞（20.2ポイント

差）、＜法律や制度の上で＞（19.3ポイント差）、＜地域活動の場で＞（18.0ポイント差）、

＜政治の場で＞（16.0ポイント差）などである。 

一方、＜社会の慣習やしきたりで＞＜政治の場で＞＜全体として＞＜職場の中で＞は

“男性優遇”（「男性の方が優遇されている」＋「どちらかといえば男性の方が優遇され

ている」）が過半数を占めている。＜政治の場で＞は“男性優遇”が 72.4％、＜社会の

慣習やしきたりで＞は 72.1％と特に高い。 

平成 28 年度結果と比較すると、「平等」の割合は＜職場の中で＞は 2.7 ポイント増加

しているが、それ以外の項目の「平等」の割合はすべて減少している。さらに、＜政治

の場で＞は“男性優遇”が 9.5ポイント増加するなど変化が大きい。 

 

２．家庭生活 

男女の役割分担に関する意識については、「男女とも仕事をし、家事・育児も男女で分

担する」が最も高く６割近くを占めている。年代による傾向の違いはあまりみられない。 

家庭における男女の役割分担の実態についてみると、料理に関することや洗濯、掃除

等については「主に女性」の割合が高く（＜食事をつくる＞＜食料品の買い物＞＜家族

の衣類の洗濯＞＜玄関や廊下の掃除＞＜トイレの掃除＞）、家の手入れや自治会等への出

席（＜家の簡単な修理＞＜庭の手入れ＞＜町内会や自治会への出席＞）については「主

に男性」の割合が高い傾向がみられる。＜ＰＴＡへの出席＞や＜小学校の子供の勉強の

面倒＞＜乳幼児の世話＞＜寝たきりの家族の世話＞などの育児や介護にかかわる役割分

担は、「主に男性」の割合はきわめて低く、「主に女性」の割合が高くなっている。 

平成 28年度結果と比較すると、＜ゴミ出し＞については変化があった。＜ゴミ出し＞

は平成 28年度結果では「主に女性」が最も高かったが、今回の調査では「主に男性」が

最も高くなっている。 

年齢別にみると、＜食事をつくる＞、＜家族の衣類の洗濯＞、＜トイレの掃除＞など

は、年代が高くなるにつれて「主に男性」の割合が低くなり、「主に女性」の割合が高く

なっている。一方、＜家の簡単な修理＞や＜銀行・郵便局の用事＞、＜町内会や自治会

への出席＞などは年代が高くなるにつれて、「主に男性」の割合が高くなる傾向となって

いる。 

全体的には、家庭における役割分担は依然として性別の偏りがみられるが、偏りの解

消につながる動きは少しずつ進んでいるといえる。しかし、年代が高い層では若い層よ

りも性別による役割分担がみられる。  
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３．子育てと教育 

子育てのかかわり方について、【自身】、【配偶者・パートナー】ともに「十分である」

と「ある程度は十分である」を合わせた“十分である”は、約４分の３を占めている。

年齢別にみると、全体、女性、男性いずれも 40～49歳で“十分である”の割合が最も高

くなっている。 

子育てのかかわり方が十分ではない理由としては、【自身】、【配偶者・パートナー】と

もに「仕事が忙しすぎるため」の割合が最も高く、これは男女ともに共通している。 

子供の教育やしつけのあり方については、＜女の子も男の子と同等に経済的に自立で

きるよう育てる＞、＜男の子にも炊事・掃除・選択など、生活に必要な技術を身につけ

させる＞、＜「理系向き」・「文系向き」の特性は性別に関係ない＞の３項目は「その通

りだと思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた“そう思う”の割合はいずれ

も９割以上で非常に高い。経済的、生活上の自立につながる技術を身に付けることや進

路選択については子供の性別にこだわることなく育てる方がよいという意識をほとんど

の人が持っていることがうかがえる。 

学校における男女平等教育への要望については、「生活指導や進路指導において、男女

の差をなくす配慮をする」が 53.7％で最も高く、次いで「教員自身の固定観念をとりの

ぞく研修を行う」が 51.7％、「男女平等の意識を育てる授業をする」が 50.1％となって

いる。平成 28年度調査では、「男女平等の意識を育てる授業をする」が１位、「生活指導

や進路指導において、男女の差をなくす配慮をする」が２位、「教員自身の固定観念をと

りのぞく研修を行う」が３位となっていたので、順位が入れ替わっている。 

 

４．高齢化 

老後についての不安は「健康のこと」が 73.2％、次いで「生活費のこと」が 66.0％と

なっており、他の項目と比較して際立って高い結果となっている。この結果は平成 28年

度調査と同様の結果であり、回答率についても大きな変化はみられない。 

介護を頼みたい人については、全体では「病院や施設に入る」が 71.2％、次いで「家

事手伝い業者や有料のホームヘルパー」33.8％、「配偶者」31.3％となっている。平成

28 年度調査結果では、「病院や施設に入る」、「配偶者」、「家事手伝い業者や有料のホー

ムヘルパー」の順に高かったので、今回調査結果からは家族よりも介護事業者に対する

期待度がさらに高まったことがうかがえる。 
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５．男女の就業・仕事 

仕事を続けていくうえでの不安については、「健康」が６割以上で最も高く、次いで「解

雇・倒産」、「家族や親族の介護」、「適性・職業能力」となっている。性別でみると、男

女ともに「健康」が６割以上で最も高いことは同じである。そのほかの項目では、女性

は「家事との両立」、「出産・育児」で男性を大きく上回っている。一方、男性は「解雇・

倒産」で女性を大きく上回っている。女性は主に家事や出産・育児と仕事の両立に悩み、

男性は解雇や倒産で生計を支えていけなくなることに不安を感じていることがうかがえ

る。 

仕事の内容や待遇面における男女格差については、「男性に比べて女性の採用が少ない」

が最も高く、次いで、「能力を正当に評価しない」、「昇進、昇格に男女差がある」、「配置

場所が限られている」の順となっている。性別でみると、「男性に比べて女性の採用が少

ない」や「配置場所が限られている」は女性の回答率を男性が大きく上回っている。一

方、「昇進、昇格に男女差がある」、「能力を正当に評価しない」などは男性を女性が上回

っている。男性は採用や配置場所等女性に与えられる機会そのものに格差を感じ、女性

は能力の評価について男女格差を感じていることがうかがえる。 

女性の働き方の【理想】については、「結婚や出産にかかわらず、仕事を続ける」が

32.0％で最も高く、次いで「子育ての時期だけ一時やめて、その後はパートタイムで仕

事を続ける」、「子育ての時期だけ一時やめて、その後はフルタイムで仕事を続ける」と

なっている。平成 28年度結果と比較すると、平成 28年度は「結婚や出産にかかわらず、

仕事を続ける」と「子育ての時期だけ一時やめて、その後はパートタイムで仕事を続け

る」は、ほぼ拮抗していた。 

【現実】の女性の働き方は、「子育ての時期だけ一時やめて、その後はパートタイムで

仕事を続ける（いた）」が最も多く、次いで「結婚や出産にかかわらず、仕事を続ける（い

た）」、「結婚するまで仕事をもち、結婚後は家事などに専念する（いた）」と続いている。

また、中断の有無にかかわらず結婚または子育て後に仕事をもっている（いた）割合の

合計は、平成 28年度調査では 59.6％だったが、今回調査では 74.2％と 14.6ポイント増

加している。 

女性が継続して働くために重要なことについては、＜配偶者（男性）の理解や家事・

育児などへの参加＞、＜配偶者（男性）以外の家族の理解や家事・育児などへの参加＞、

＜保育施設や学童保育の充実＞、＜企業経営者や職場の理解＞、＜育児・介護休暇など

の休暇制度の充実＞は、「とても重要」と「重要」を合わせた“重要である”が９割を超

えている。 

女性の再就職のために重要なことは、＜家族の理解や家事・育児などへの参加＞、＜

子供や介護を必要とする人などを預かってくれる施設の充実＞、＜企業経営者や職場の

理解＞、＜企業などが再就職を希望する人を雇用する制度の充実＞、＜在宅勤務やフレ

ックスタイム制度、短時間勤務制度の導入や介護休業などの休暇制度の充実＞は“重要

である”が９割を超えている。 

育児休業制度の利用について、「利用した」は全体では 9.8％、女性では 15.5％である

のに対して、男性は 3.4％ときわめて低い割合にとどまっている。年齢別にみると、女

性の 30～39 歳及び男性の 30～39 歳では「利用した」の割合が全ての年代の中で最も高

い割合となっている。 

育児休業制度を利用できるが使わなかった理由としては、「職場に利用しにくい雰囲気

があるから」という回答が５割を超えて最も高く、次いで、「同僚に迷惑がかかるから」、

「上司がいい顔をしないから」の順となっている。 

男性の育児休業制度についての意識については、「子育ては夫婦で行うものだから、男
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性も利用すべき」が約７割を占めている。性別でみても、男女で大きな違いはみられな

い。平成 28 年度結果と比較すると、「子育ては夫婦で行うものだから、男性も利用すべ

き」の割合は約５割から約７割へと増加している。 

今後、男性が家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくために必要なこ

とは、「男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくす」と「夫婦や

家族間でのコミュニケーションをよくはかる」が半数近い割合となっている。性別でみ

ても、男女ともにこの項目の回答率が高くなっている。 

 

６．配偶者などからの暴力・ストーカー 

配偶者などからの暴力被害の経験について、「１、２度あった」と「何度もあった」を

合わせた“暴力があった”は、＜身体的暴力被害＞では 12.9％、＜精神的暴力被害＞で

は 12.0％、＜性的な行為の強要被害＞は 5.4％、＜経済的暴力被害＞は 3.4％となって

いる。性別でみると、男性よりも女性の方が被害を受けた人の割合が高いが、男性でも

＜身体的暴力被害＞では 10.1％、＜精神的暴力被害＞では 9.1％と、少なからず被害を

受けている人がいることがうかがえる。また、配偶者などからの暴力被害の経験を持つ

人のうち、全体で 14.9％、女性では 19.3％、男性では 6.7％人が命の危険を「感じたこ

とがある」と回答しており、暴力被害が深刻であることがうかがえる。 

暴力行為を受けたときの対応として、「相手と別れた」人は、全体で 27.6％、女性で

31.6％、男性で 20.0％であったが、「別れたいと思ったが、別れなかった」人はそれ以

上の割合で、暴力行為を受けたとしても実際に別れるためには困難な状況があることが

うかがえる。 

暴力行為によるケガの有無や治療経験については、医師の治療が必要にならない程度

の人までも含めてケガをした人の割合は、全体では 21.8％、女性では 28.1％、男性では

10.0％にのぼる。 

暴力被害についての相談の経験についてたずねたところ、「相談した」は全体では

40.2％、女性では 50.9％、男性では 20.0％となっており、女性よりも男性は暴力被害を

受けた後の相談経験が少ない傾向がみられる。年齢別では、若い年代ほど「相談した」

の割合が高く、年代が高くなるほど「相談した」割合が低く、「相談しようとは思わなか

った」の割合が高くなっていく傾向がみられる。また、暴力被害についての相談相手は、

「家族・親戚」が 65.7％で最も高く、次いで「友人・知人」が 62.9％となっている。平

成 28年度結果と比較すると、かつて最も割合が高かった「友人・知人」への相談は減少

し、「家族・親戚」の割合が増加するなど、より身近な存在へ相談する割合が増えている。

その一方で、公的機関への相談の割合はきわめて低く、相談窓口等についての認知度を

高める必要がある。 

つきまとい行為等被害の経験は、全体では 9.6％、女性は 14.6％、男性は 3.8％とな

っている。年齢別でみると、女性では 30～39 歳、男性では 40～49 歳で、被害を受けた

割合が他の年代よりも高くなっている。 
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７．健康と性に関する教育について 

性差に配慮した健康に対する関心を高めるために必要なことについて、「健康診断やが

ん検診等の受診の促進」が 53.7％で最も高く、次いで「学校等での生涯にわたる健康教

育の推進」が 37.4％、「女性特有の健康問題に関する相談窓口設置」が 35.6％となって

いる。性別でみると、上位３項目については男女ともに全体の傾向と同様である。 

性に関する正しい情報を得るために必要なことについて、「学校等での教育」が 74.4％

で最も高く、次いで、「情報・資料の提供」（42.0％）、「広報・啓発の推進」（32.0％）の

順となっている。性別でみても、男女ともに上位３項目の順位は同じで、そのほかの項

目の回答率も男女で大きな差はない。 

性教育を開始する年齢について、「未就学児（幼稚園・保育園）から」と「小学校低学

年から」と「小学校高学年から」を合わせた割合は 82.9％で、８割以上の人は小学校ま

でに性教育を開始した方がいいと考えていることがわかる。性別でみると、概ね男性よ

りも女性の方が低い年齢から性教育を開始した方がいいと考える人の割合が高いことが

うかがえる。「未就学児（幼稚園・保育園）から」と「小学校低学年」を合わせた割合は

女性では 49.2％となっており、女性のほぼ半数は小学校低学年までに性教育を開始した

方がいいと考えている。 

 

８．女性活躍推進 

昇進について、「昇進したい」は全体で 13.9％、女性では 9.9％、男性では 17.6％と、

男性の方が女性を 12.6ポイント上回っている。一方、「昇進したくない」は全体で 33.4％、

女性では 46.7％、男性では 21.2％と、女性の方が男性を 25.5 ポイント上回っている。

昇進したくない理由についてたずねたところ、「責任が重くなるのがいやだから」が最も

高く、次いで「現在のままで不満はないから」、「所定外労働が増えるから」、「自分の能

力に自信がないから」の順となっている。性別でみると、「責任が重くなるのがいやだか

ら」は女性では第１位、男性では第２位で、「現在のままで不満はないから」は男性では

第１位、女性では第２位になっている。 

女性が管理的地位につくために必要なことについては、全体では「仕事が適正に評価

されること」が半数近くで最も高く、次いで、「育児・介護との両立についての職場の支

援制度が整っていること」、「女性を活用するような会社の風土」、「家族の理解や協力」、

「経営者が女性を登用しようという意欲、方針」の順となっている。女性では「育児・

介護との両立についての職場の支援制度が整っていること」が 56.0％で最も高く、男性

を 22.3ポイント上回っている。また、「家族の理解や協力」については女性が男性を 17.8

ポイント上回るなど、特に育児・介護・家庭との両立に関する項目において男女の意識

に大きな違いがあることがうかがえる。 

積極的格差是正措置については、「賛成」は全体では 41.3％、「反対」は 17.5％となっ

ており、「賛成」が「反対」を 17.2ポイント上回っている。 

また、女性の活躍推進の障害となっていることについては、「女性活躍推進についての

社会全般の理解の欠如」が最も高く、次いで「長時間勤務や残業を当たり前ととらえる風

潮」、「家事や育児、介護において、男性の協力が不足していること」、「女性活躍推進につ

いての経営者や管理職の理解の欠如」の順となっている。 

 

  



14 

 

９．災害対応 

防災における男女共同参画推進のためには、全体では「町の防災会議に一定割合の女

性委員を入れる」と「備蓄品に女性が必要とする災害用品を配備する」が同率で最も高

くなっている。「町の防災会議に一定割合の女性委員を入れる」は男性で最も高く、「備

蓄品に女性が必要とする災害用品を配備する」は女性で最も高い割合となっている。 

避難所を設置する時の配慮についてたずねたところ、「プライバシーを確保するための

間仕切り」が 85.9％と最も高く、ほかにも「安全で行きやすい場所の男女別トイレ」、「小

さい子供連れの親子や障がい者、高齢者が安心して過ごせるスペース」、「男女別の更衣

室」が７割台と高い割合となっている。 

 

10．社会参画 

男女共同参画に関する言葉の認知度をたずねたところ、＜ドメスティック・バイオレ

ンス（ＤＶ）＞は約８割、＜デートＤＶ（交際相手からの暴力）＞、＜ジェンダー（社

会的性別）＞は約６割、＜ＬＧＢＴＱ（性的マイノリティ）＞はほぼ半数が「内容を知

っている」と回答している。平成 28年度結果と比較すると、＜ジェンダー（社会的性別）

＞や＜ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調査）＞については認知度が大幅に上

がったが、＜ポジティブ・アクション（積極的格差是正措置）＞の認知度はあまり上が

っていない。 

地域活動への参加については、「町内会・自治会などの地域活動」が 46.5％で最も高

く、性別でみても男女ともに最も割合が高い項目となっている。一方、「特に何もしてい

ない」の割合も高くなっており、全体で 42.9％、女性で 46.1％、男性では 53.8％とな

っている。 

男性の地域活動や家庭生活への参加促進に必要と思われることについては、「仕事と子

育ての両立を支援する体制を整備する」が最も高く、次いで「労働時間を短くして余暇

を増やす」となっている。 

町の政策への女性の意見の反映については、全体的に「十分反映されている」の割合

はごくわずかである。「十分反映されている」と「ある程度反映されている」を合わせた

“反映されている”と、「あまり反映されていない」と「ほとんど反映されていない」を

合わせた“反映されていない”の割合はともに約４分の１で、ほぼ拮抗している。「あま

り反映されていない」もしくは「ほとんど反映されていない」と回答した人に対してそ

の理由をたずねたところ、「男性の意識、理解が足りない」が全体、女性、男性いずれも

最も高い割合となっている。 

町の政策に女性の意見を反映するために必要なことについては、「町の審議会や委員会

に、女性委員を積極的に登用する」が最も高く、次いで「家事や子育てなど家庭内での

責任を、男女がバランスよく分かち合う」が高くなっている。全体、女性、男性いずれ

もこの２項目の割合が高い。 

審議会の女性委員の割合について、「女性がもう少し増えた方がよい」が 27.7％、「性

別にこだわる必要はない」は 27.0％で、ほぼ拮抗しているといえる。平成 28 年度結果

と比較すると、「女性がもう少し増えた方がよい」は減少し、「性別にこだわる必要はな

い」は増加、「男女半々ぐらいまで増えた方がよい」は増加している。女性に特化して委

員を増やすという観点よりも、男女半々ぐらいまで増えて両性が平等になったり、性別

にこだわらないという観点が増えていることがうかがえる。 

団体の代表者への就任については、就任の意向を持つ人は約３割を占めている。性別

でみると、女性で団体の代表者への就任の意向を持つ人は約２割、男性では４割近くと
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なっており、団体等への代表者の就任については男性よりも女性の方が消極的な傾向に

あることがうかがえる。 

団体の長や代表者を「やりたくない」と回答した人を対象としてその理由をたずねた

ところ、「自分に指導力がないと思うから」が最も高く、次いで「仕事が忙しく、地域活

動に専念できないから」が高くなっている。女性は「自分に指導力がないと思うから」

が最も高く、男性は「仕事が忙しく、地域活動に専念できないから」が最も高くなって

いる。 

地域団体におけるリーダーに女性が少ない理由として、全体では「女性は家事・育児

が忙しく、地域活動に専念できないから」が最も高く、次いで、「男性がリーダーとなる

のが社会慣行だから」、「女性自身が責任ある地位に就きたがらないから」の順となって

いる。「女性は家事・育児が忙しく、地域活動に専念できないから」は、男女ともに最も

割合が高くなっている。第２位の項目は、女性では「男性がリーダーとなるのが社会慣

行だから」、男性では「女性自身が責任ある地位に就きたがらないから」となっている。 

女性の議員を増やすために取り組むべきことについては、「仕事や家庭生活における固

定的な性別役割分担意識の解消に向けた意識啓発や情報提供」が５割以上で最も高く、

次いで「議員の産休制度・育児休業制度の整備」、「有権者や支援者、議員等によるハラ

スメント行為を防止するための意識啓発や研修」の順となっている。全体、女性、男性

いずれも上位３項目の順番は同じである。 

町の男女共同参画関連事業の認知度について、「男女共同参画情報誌『かがやき』」と

「ファミリーサポートセンター」がともに 20.6％で最もよく知られている事業となって

いる。「男女共同参画情報誌『かがやき』」は高い年代ほどよく知られていて、「ファミリ

ーサポートセンター」は子育て世代である 30～39 歳、40～49 歳でよく知られている。

特に、女性でその傾向が顕著である。一方、「知っているものはない」の割合は全体で

43.3％、女性では 35.3％、男性では 51.9％と、いずれも男女共同参画関連事業のことを

何も知らない人の割合は非常に高い。男女共同参画関連事業の認知度を高めるための取

組みが必要である。 

男女共同参画社会実現のために町が力を入れていくべきことについては、「男女ともに

働きながら子育て・介護などを行うことのできる労働環境整備についての働きかけ」が

最も高く、次いで「家庭における子育て支援の充実」、「保育所・学童保育室の充実」、「高

齢者や障害のある人などの福祉の充実」の順に高くなっている。子育てや介護と様々な

活動を両立していくための支援が強く要望されていることがうかがえる。平成 28年度結

果と比較しても、上位４項目までは今回の調査結果と同じ項目が並んでいる。 
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