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以下は、「吉川市男女共同参画計画策定基礎調査」の調査結果を概観し、そこから見

えてくる現状と課題を整理したものである。 

 

 

 

 意識と啓発                                 

● 男女平等意識について、特に女性は、社会通念や風潮、職場など各分野で「男性が優遇

  されている」という意識が高い。 

 

● 男女共同参画関連用語の周知度には用語により差があり、「男女共同参画社会基本法」、

「女子差別撤廃条約」、「ワーク・ライフ・バランス」などの周知状況が低く、啓発して

いく必要がある。 

 

問１  

平成 12 年度、平成 17 年度の調査結果と比較し、全体的に「平等」と感じる人の割合が増加して

いるものの、以下の項目においては、「男性が優遇されている(「男性の方が非常に優遇されている」

または「どちらかといえば男性の方が優遇されている」)」割合が「平等」の割合を上回っている。

「男性が優遇されている」割合は、 (ア)「家庭の中で」45.3％、(イ)「職場の中で」53.5％、(ウ)

「社会通念や風潮で」65.5％となっている。 

 また、「平等」と感じている比率は男性が多く、女性は全ての項目において、男性と比較し「男

性が優遇されている(「男性の方が非常に優遇されている」または「どちらかといえば男性の方が

優遇されている」)」と感じている割合が高い結果となっている。 

 

問３ 

 用語により、周知度に大きく差が出る結果となっている。特に、「知らない」割合が高い用語は、 

「吉川市配偶者暴力相談支援センター」59.9％、「吉川市男女共同参画推進条例」53.7％、「男女共

同参画社会基本法」45％となっている。 

 

 

 

 家庭                                     

●「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識については、賛成より反対が多く、「男

女で仕事と家事等を分担すること」を理想とする割合が半数を超えている。 

また、女性の働き方の理想についても、「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」、「結婚や出産にかかわらず、ずっと職業をもつ」の順に高

い比率となっている。 

 

● 「男女で仕事と家事等を分担すること」を理想と考えているにもかかわらず、実際の家

庭においては、「男は仕事、女も家事等にさしつかえない範囲で仕事をする」、「男は仕

事、女は家事等を分担する」割合が高く、女性と比較し、男性は仕事時間が長く、家事

時間が少ないという現状となっている。 

 

● こうした理想と現実を埋めるための「仕事と家庭の両立」については、「育児・介護休
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業制度などの労働環境を充実させること」、「男女が共に働くことに対する家族や周囲の

理解と協力」、「保育所などの子育て支援サービスを充実させること」が必要であると感

じている。 

 

問４・問５・問９  

 「男は仕事、女は家庭」という考え方については、「そう思わない」43％が「そう思う」12.1％

を 21.2 ポイント上回っているが、平成 12 年度、平成 17 年度と比較し、徐々に「そう思わない」

割合が減少している。 

 また、男女の役割分担の理想については、「男女ともに仕事をし、家事等も男女で分担する」が 5

1.5％と半数を占め、次いで、「男は仕事、女も家事等にさしつかえない範囲で仕事をする」30.9％

となっている。 

 また、「結婚や出産にかかわらず、ずっと職業をもつ」職業継続型は、平成 17 年度と比較し 4.3

ポイント増加し 20.5%。「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」、「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」を合わせた中断再就職型は、

平成 17 年度と比較し 6.5 ポイント増加し 55.1%と、半数を超える結果となっている。 

 

問６・問７ 

 上記のとおり、理想については、「男女ともに仕事をし、家事等も男女で分担する」割合が高い

にもかかわらず、現実は、「男は仕事、女も家事等にさしつかえない範囲で仕事をする」24.8％と

「男は仕事、女は家事等を分担する」22.8％が半数を占めている。 

さらに、家事時間については、男性は「1 時間未満」(平日 60.6％、休日 31.2％)に集中しており、

女性は「2～3 時間未満」(平日 20.1％、休日 15.6％)、「4～5 時間未満」(平日 13.5％、休日 15.1％)

などに分散している。平日の仕事については、「7 時間以上」の割合が、男性は 67％、女性は 21.8％

で、家事、仕事ともに、男女で大きく差が出る結果となっている。 

 

問８ 

上記の理想と現実を埋めるための「仕事と家庭の両立」については、男性、女性ともに、「育児・

介護休業制度などの労働環境を充実させること」(男性 19.2％、女性 20.1％)、「男女が共に働くこ

とに対する家族や周囲の理解と協力」(男性 15.8％、女性 17.9％)、「保育所などの子育て支援サー

ビスを充実させること」(男性 16.5％、女性 15.8％)の割合が高い結果となっている。 

 

 

 

 仕事                                      

● 一部の職業、勤務形態、働く目的については、男女により差が生じている。 

 

● 職場においては、賃金や配置場所、昇進、評価等について、女性への差別が存在してお

り、その認識も高くなっている。 

 

● 仕事をしていない女性は、「今は家事・育児を優先しているが、今後はパートやアルバ

イトで働きたい。」と考えている方が多い。 

 

問１０－１・１０－２・１０－３ 

対象 : 仕事をしている人 
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職業について、男女の差が半分以上となっているものとしては、「自由業(作家、弁護士、スポー

ツ選手など)」男性 4.6％ 女性 0.5%、「経営・管理職」男性 7.3％ 女性 0％、「専門・技術職(医師、

技師、教員など)」男性 16.5％ 女性 7.8%、「販売サービス職」男性 2.8％ 女性 7.8％、「家事専業」

男性 0.9％ 女性 28.6％となっている。 

勤務形態についても、「正職員」は男性 69.9%、女性は 33％、「パート・アルバイト」は男性 9.

6％、女性 44％と男女で大きく差が出る結果となっている。 

 働く目的についても、男性は「家計を維持するため」31.5％に集中しており、女性は「家計を維

持するため」17.4％、「将来に備えて貯蓄するため」と「自分で自由になる収入がほしいため」12.

3％などに分散している。 

女性に対する待遇の差については、男性は「配置場所が限られている」16.3％、「女性が昇進、

昇格しづらい」12.8％の順で比率が高く、女性は「女性の賃金の方が安い」14.9％、「能力を正当

に評価しない」13.3％の順で比率が高く、男女の認識に差がある結果となっている。 

 また、平成 17 年度と比較し、「待遇の差はない」とする割合が 9.1 ポイント減少しており、待遇

の差について認識が高まっている。 

仕事をしていない人を対象に、過去の仕事経験を伺ったところ、「仕事の経験はない」と回答し

た方は、男性 0％、女性 5.7％という結果となっている。 

 働いていない理由については、回答者のうち 39.5％の方が 60 歳以上であるためことから、男女

ともに「高齢だから」(全体 21.6％)が最も高い割合を占め、次いで、男性は「働かなくても経済的

に困らない」11.4％、女性は「家事・育児の方が大切である」13.9％の比率が高い結果となってい

る。 

 今後の就労希望については、「働くつもりはない」回答率は、男性 44％、女性 29.9％、「パート・

アルバイトとして働きたい」回答率は、男性 12％、女性 26.4％と、それぞれ男女間において 14

ポイント以上の差が出る結果となっている。 

 

問１０－４・１０－５・１０－６ 

対象 : 仕事をしていない人 

過去の仕事経験については、「仕事の経験はない」と回答した人は、男性 0％に対し、女性は 5.

7％という結果となっている。 

 働いていない理由については、回答者のうち 39.5％の方が 60 歳以上であるためことから、男女

ともに「高齢だから」(全体 21.6％)が最も高い割合を占め、次いで、男性は「働かなくても経済的

に困らない」11.4％、女性は「家事・育児の方が大切である」13.9％の比率が高い結果となってい

る。 

 今後の就労希望については、「働くつもりはない」回答率は、男性 44％、女性 29.9％、「パート・

アルバイトとして働きたい」回答率は、男性 12％、女性 26.4％と、それぞれ男女間において 14

ポイント以上の差が出る結果となっている。 

 

 

 

 教育                                      

● 親が子どもに期待する人間像からは、依然として親が、「男らしさ」、「女らしさ」の枠

組みにとらわれていることがわかる。 

 

● 学校における男女平等教育については、授業内容や生活・進路指導、教師の意識改革な

どが求められている。 
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問１１・１２・１３ 

「女の子は女らしく、男の子は男らしく育てたほうがよい」回答率は、男性 48.6％、女性 21.9％、

「性別にこだわらず、育てたほうがよい」回答率は、男性 39.4％、女性 57.8％と、それぞれ男女

間において大きく差が出る結果となっている。 

 平成 17 年度と比較すると、「性別にこだわらず、育てたほうがよい」回答率が 5.8 ポイント増加

している。 

 また、期待する子どもの人間像については、「性別にこだわらず、育てたほうがよい」と回答し

た方でも、男の子と女の子、それぞれ異なる人間像を選択している場合も多く、男性像と女性像に

微妙な差異が表れている。 

学校における男女平等教育で力を入れて欲しいところは、「男女平等の意識を育てる授業をする」

20.3％、「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」19.2％、「教員自身の固定

観念をとりのぞく研修を行う」16.8％の順で多い回答率となっている。 

 

 

 

 性・暴力                                    

● 「ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス＝夫や恋人などの親しい関係にある者からの暴

力)」の被害者は確実に存在し、深刻に受け止める必要がある。 

 

●ＤＶ被害を受けても、家族や友人に話をするか、「相談するほどのことではない」とあき

らめている場合が多い。 

 

● 「ＤＶ」についての周知度は高いものの、ＤＶ被害の相談先である「吉川市配偶者暴力

支援センター」の周知度が低い。 

 

問３ 

 「ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)」については、「内容まで知っている」が 71.3％、「知ら

ない」が 5.2％と周知度が高いにもかかわらず、平成 21 年 6 月に開設し、ＤＶ被害者の支援を行

っている「吉川市配偶者暴力相談支援センター」については、「内容まで知っている」が 6.8％、「知

らない」が 59.9％と周知度が低い結果となっている。 

 

問１４ 

 女性の人権が侵害されていると感じる事柄としては、「レイプ(強姦)などの女性への性暴力」17.

3％、「職場におけるセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)」13.8％、「家庭内での夫から妻へ

の暴力」12.1％の順で高い回答率となっている。 

 

問１５ 

 ＤＶの経験については、全ての項目中、一つでも経験のある(「何度もあった」または「1、2 度

あった」)方は、全体の 27％おり、多い順では、「大声でどなられる」17.9％、「『誰のおかげで生活

できるんだ』とか『かいしょうなし』と言われる」9.2％、「嫌がっているのに性的な行為を強要さ

れる」6.5％となっている。 

 特に深刻化している点として、女性の場合、「命の危険を感じるくらいの暴行を受けたことがあ

る」が 3.6%、「医師の治療が必要とならない程度の暴行を受けたことがある」が 5.7％存在するこ
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と、また、自由意見において、自らのつらいＤＶ体験と支援を望む意見があった。 

 平成 17 年度の調査では女性のみを対象としていたこともあり、平成 17 年度と比較すると全ての

項目において、経験率が下回る結果となっている。例えば、「命の危険を感じるくらいの暴行を受

ける」は 1.8 ポイント減少、「医師の治療が必要とならない程度の暴行を受ける」は 7 ポイント減

少している。 

問１６・１６－１・１６－２ 

ＤＶ相談の有無については「相談した」が 30.2％であり、その相談相手は「友人・知人」が 46.

9％、「家族」が 40.6％となっている。 

 また、「相談しようとは思わなかった」回答率は 59％あり、その理由は多い順に「相談するほど

のことではないと思ったから」40.9％、「自分にも悪いところがあると思ったから」18.2％、「相談

しても無駄だと思ったから」12.5％となっている。 

 

 

 

 参画                                      

●地方政治に女性の意見が反映されていると感じる割合は、高くなってきているが、男性

43.1％、女性 24％と男女差が生じている。 

  また、反映されない理由は、「社会のしくみが女性に不利」、「男性の意識、理解が足り

ない」、「女性議員が少ない」と考えられている。 

 

●ポジティブ・アクションの導入については、前回調査より賛成が減少したものの、男女

とも賛成が反対を上回っている。 

 

問１７・１７－１ 

地方政治に女性の意見が反映されている(「十分反映されてる」と「ある程度反映されている」)

比率は全体で 31％、そう意識するのは、男性が多く 43.1％、女性は 24％となっている。 

 また、反映されていない(「あまり反映されていない」と「ほとんど反映されていない」)比率は

全体で 18.2％。平成 17 年度と比較すると 9.7 ポイント減少している。 

 反映されていない理由は、全体では「社会のしくみが女性に不利」21.1％、「男性の意識、理解

が足りない」17.9％の順に多いが、男性で最も多かったのは「組合団体や地域組織のリーダーに女

性が少ない」21.9％という結果となっている。 

 

問１８ 

賛成する(「賛成する」と「どちらかといえば賛成する」)比率 44.3％は、反対する(「どちらかと

いえば反対する」と「反対する」)比率 10.8％を大きく上回った。 

しかし、平成 17 年度と比較すると、「賛成する」比率は 11.7 ポイント減少している。  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 今後の施策                                   

●日本の男女共同参画が遅れているのは、「仕事と家事・育児・介護等の両立支援制度がな

い、足りない」「男女の固定的役割分担意識が強い」ためであり、地方政治に女性の意見

が反映されていないのは、「男性の意識、理解が足りない」、「女性議員が少ない」からと

考えられている。 

 

●上記の意識や要望を踏まえ、「男女共同参画社会」を実現するための施策については、「介

護や子育ての支援やサービスの充実をはかり、男女平等の考え方に立った社会教育を進

めること」が望まれている。 

 

問２ 

 回答者の男性・女性ともに、「仕事と家事・育児・介護等の両立支援制度がない、足りない」29％、

「男女の固定的役割分担意識が強い」25.4％と、割合が多い。 

 

問１９ 

「男女共同参画社会」を実現するために力を入れることは、「介護の支援やサービスの充実をはか

る」15.9％、「子育ての支援やサービスの充実をはかる」15.4％、「男女平等の考え方に立った社会

教育を進める」9.7％の順で多い回答率となっている。 
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Ⅲ   調査結果 
 


