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第１章 調査の概要 

１．調査の目的 

本調査は、第３次男女共同参画基本計画の策定にあたり、基礎資料とするために実施した。 

 

２．調査の実施方法 

①調査地域 東村山市全域 

②調査対象 東村山市在住の２０歳以上の男女 

③標 本 数 ２，０００人 

④抽出方法 住民基本台帳からの無作為抽出 

⑤調査方法 郵送による配布・回収方式 

⑥調査期間 平成27年８月７日（金）～９月４日（金） 

 

３．回収結果 

①配布数 ２，０００人 

②回収数 ７０９人（回収率３５．５％） 

③有効回収数 ７０６人（有効回収率３５．３％） 

女 性 ３８５人（５４．５％） 

男 性 ３１６人（４４．８％） 

性別不明  ５人（ ０．７％） 

 

４．調査結果を見る上での注意事項 

 

・本文、表、グラフなどに使われる「ｎ」は、各設問に対する回答者数である。 

・百分率（％）の計算は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで表示した。したがって、単数回

答（１つだけ選ぶ問）においても、四捨五入の影響で、％を足し合わせて100％にならない場合があ

る。 

・複数回答（２つ以上選んでよい問）においては、％の合計が100％を超える場合がある。 

・本文、表、グラフは、表示の都合上、調査票の選択肢等の文言を一部簡略化している場合がある。 

・回答者数が30人未満の場合、比率が上下しやすいため、傾向を見るにとどめ、本文中では触れてい

ない場合がある。 

・経年比較は東村山市が前回（平成22年度）に実施した調査結果による。また、調査票の選択肢等に

変更があった場合は、今回（平成27年度）の調査票に合わせた表記へ統一している。 
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第２章 調査結果の詳細 

１．回答者のプロフィール 

Ｑ１ 性別 

「女性」が54.5％、「男性」が44.8％となっている。 

 

Ｑ２ 年齢 

全体では「65～69歳」が11.0％で最も高く、「25～29歳」が最も低い。性別でみると、女性では「50

～54歳」が12.2％、男性では「65～69歳」が11.7％と最も高くなっている。 

 

Ｑ３ 就業状況 

全体では「就職している」（53.4％）が半数を超えており、「以前は就職していたが離職した」

（38.5％）が約４割である。性別でみると、「就職している」は男性で62.3％と高く、女性で46.2％と

なっている。 

 

Ｑ３-１ 職業・就労形態 

全体では「勤め（常勤）」（53.1％）が半数を超えており、「パート・アルバイト」が21.0％である。

性別でみると、「勤め（常勤）」は男性で68.0％と高く、女性で36.5％となっている。「パート・アルバ

イト」は女性で39.3％と高くなっている。 

 

Ｑ３-２ 離職した理由 

全体では「定年退職のため」（38.2％）が約４割、「出産・子育てのための自己退職」が20.2％であ

る。性別でみると、「定年退職のため」は男性で72.3％と高く、「出産・子育てのための自己退職」は

女性で32.2％と高くなっている。 

 

Ｑ４ 婚姻状況 

全体では「結婚している」（67.1％）が７割近くと最も高い。性別でみると、「結婚している」は女

性で66.8％、男性で68.4％となっている。「結婚していたが、離･死別した」は女性で17.7％、「結婚し

ていない」は男性で15.8％と比較的高くなっている。 

 

Ｑ４-1 配偶者やパートナーの職業・就労形態はどれですか。 

全体では「勤め（常勤）」（35.1％）と「無職（専業主婦・主夫・学生）」（34.0％）が３割台半ばと

高い。性別でみると、女性では「勤め（常勤）」が53.5％と高く、「無職（専業主婦・主夫・学生）」も

21.2％となっている。男性では「無職（専業主婦・主夫・学生）」が49.5％と高く、「パート・アルバ

イト」が19.7％となっている。 

 

Ｑ５ 子どもの有無 

全体では子どもが「いる」（75.6％）が７割台半ばと高い。性別でみると、子どもが「いる」は女性

で80.8％、男性で70.3％となっている。 
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Ｑ６ 子どもの人数 

全体では「２人」（54.9％）が半数を超えて最も高く、「１人」（23.8％）とあわせた割合は約８割と

なっている。性別でみると、「２人」は女性（54.7％）、男性（55.0％）ともに半数を超えている。 

 

 

２．一般的、社会的男女平等意識について 

（１）少子化の主な要因 

「子育ては経済的負担が大きいから」が全体53.1％で最も高く、男性の方が女性よりも16.0ポイン

ト高くなっている。次いで「未婚者が増えたから」が全体47.7％で、男性の方が女性よりも4.3ポイン

ト高くなっている。一方、「育児に対する男性の理解や協力が足りないから」は女性の方が男性よりも

9.3ポイント高くなっている。 

年代別でみると、「子育ては経済的負担が大きいから」は年代が下がるほど高い傾向がみられ、20～

30歳代で６割台半ばと高くなっている。 

就業別でみると、「子育ては経済的負担が大きいから」は〈就職している〉が60.7％、〈就職してい

ない〉が46.0％で、〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも14.7ポイント高くなっている。 

 

（２）普段の生活や結婚・子育て・家庭についての考え方や意見 

《そう思う》「どちらかといえばそう思う」「そう思う」の合計が、「（ア）結婚する、しない、は個

人の自由である」「（オ）女の子も経済的自立ができるように育てるのがよい」「（カ）男の子も家事が

できるように育てるのがよい」「（コ）父親はもっと子育てに関わる方がよい」「（サ）子育てには地域

社会の支援が必要である」「（ス）女性も社会参加（就職や地域活動）をするべきだ」「（タ）男性も家

事をするべきだ」で９割を超えて高くなっている。《そう思わない》「そう思わない」「どちらかといえ

ばそう思わない」の合計は、「（ソ）家事は女性の仕事だから、共働きでも女性がするほうがよい」が

８割台半ばと最も高くなっており、次いで「（キ）進路を決める時に、性別を考慮した方がよい」が６

割台半ば、「（イ）結婚したら夫は仕事を、妻は家事・育児を優先したほうがよい」が５割強となって

いる。 

平成 22年度調査と比較すると、《そう思う》は「（エ）女の子は女の子らしく、男の子は男の子らし

く育てるのがよい」が女性 14.5ポイント、男性 13.9ポイント、「（ク）子どもが小さいうち（３歳位

まで）は母親が家庭で育てる方がよい」は女性 9.7ポイント、男性 12.3ポイント、「（ケ）父親と母親

の役割は基本的に違いがある」は女性 7.3ポイント、男性 7.7ポイントそれぞれ減少している。 

性別でみると、《そう思う》は「（オ）女の子も経済的自立ができるように育てるのがよい」「（コ）

父親はもっと子育てに関わる方がよい」「（サ）子育てには地域社会の支援が必要である」が男女とも

に９割台半ばと高くなっている。また、「（エ）女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てる

のがよい」が男性で68.1％と女性の46.5％よりも21.6ポイント高くなっている。《そう思わない》は

「（ソ）家事は女性の仕事だから、共働きでも女性がするほうがよい」が女性88.5％、男性82.2％と最

も高くなっている。 
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３．社会活動への参加について 

（１）過去３年以内での地域の社会活動への参加状況 

《活動経験あり》「活動している」「現在は活動していないが、過去３年間に活動していた」の合計

が31.3％、「活動していない」が66.0％となっている。 

性別でみると、《活動経験あり》は、女性の方が男性よりも5.1ポイント高くなっている。 

年代別でみると、《活動経験あり》は40歳代が35.5％で最も高く、一方、「活動していない」は20歳

代が74.3％で最も高くなっている。 

 

（２）参加している（していた）活動・今後参加したい活動 

参加している（していた）活動は、「仲間で集まって行う趣味やスポーツなどの活動」（全体48.9％）、

「町会や自治体などの活動」（全体48.4％）が高くなっている。また、「ＰＴＡや青少年対策地区委員

会などの子どもにかかわる活動」は、女性の方が男性よりも26.3ポイント高くなっている。「防犯、防

災、交通安全などに関する活動」は、男性の方が女性よりも18.9ポイント高くなっている。 

年代別でみると、「仲間で集まって行う趣味やスポーツなどの活動」は70歳代が約６割と高くなって

いる。 

就業別でみると、「仲間で集まって行う趣味やスポーツなどの活動」は、〈就職している〉の方が

〈就職していない〉よりも7.6ポイント高くなっている。 

今後参加したい活動は、「仲間で集まって行う趣味やスポーツなどの活動」が全体 21.3％、女性

18.6％、男性 25.6％で最も高くなっている。（「無回答」を除く） 

年代別でみると、「仲間で集まって行う趣味やスポーツなどの活動」は 30歳代に次いで 60歳代が約

３割と高くなっている。 

 

（３）参加したいと思う条件 

「参加するきっかけがある」は全体39.9％、女性37.6％、男性42.8％、「活動の時間が合う」は全体

38.8％、女性37.6％、男性40.5％と高くなっている。 

年代別でみると、「参加するきっかけがある」「活動の時間が合う」「経済的に余裕がある」はおおむ

ね年代が下がるほど高い傾向があり、「仲間がいる」でも同様の傾向がみられる。 

就業別でみると、「参加するきっかけがある」には大きな差はみられないが、「自由時間が今よりあ

る」は、〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも32.1ポイント高くなっている。 

 

（４）条件がそろった場合、参加したい活動 

「仲間で集まって行う趣味やスポーツなどの活動」が全体50.1％、女性48.6％、男性51.8％で最も

高くなっている。「防犯、防災、交通安全などに関する活動」は、男性の方が女性よりも20.0ポイント

高くなっている。 

年代別でみると、「仲間で集まって行う趣味やスポーツなどの活動」は30歳代で６割を超えて最も高

くなっている。 

就業別でみると、「高齢者や障害者の介護・介助などのボランティア活動」は、〈就職していない〉

の方が〈就職している〉よりも7.6ポイント高くなっている。 
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４．高齢者の介護について 

（１）介護の担い手について 

全体では「家族全体で男性も女性も同じように取り組むべきである」が53.4％と最も高くなってい

る。性別では、あまり大きな違いはみられない。 

平成 22年度調査と比較すると、「家族全体で男性も女性も同じように取り組むべきである」は女性

16.3ポイント、男性 13.9ポイント増加している。 

年代別でみると、「家族全体で男性も女性も同じように取り組むべきである」は 50歳代で 65.3％と

最も高くなっている。 

就業別でみると、「家族全体で男性も女性も同じように取り組むべきである」は、〈就職している〉

の方が〈就職していない〉よりも 10.9ポイント高くなっている。 

 

（２）男性の介護への参加を進めるために必要なこと 

「男性が取りやすいような介護休業（休暇）制度を整備する」が全体70.8％、女性73.0％、男性

68.7％でそれぞれ最も高くなっている。 

平成22年度調査と比較すると、「労働時間を短くしたり、在宅勤務、フレックスタイムの導入などを

企業に働きかける」が前回調査よりも女性で40.7ポイント、男性で10.7ポイント増加している。 

年代別でみると、「男性が取りやすいような介護休業（休暇）制度を整備する」は20～50歳代が７割

台半ばから８割弱と高くなっている。 

就業別でみると、「男性が取りやすいような介護休業（休暇）制度を整備する」は、〈就職してい

る〉の方が〈就職していない〉よりも9.7ポイント高くなっている。 

 

（３）将来、介護を受ける場合に望む対応 

全体では「施設で介護」が60.6％、「在宅で介護」が36.7％となっている。 

性別でみると「施設で介護」は、女性の方が男性よりも5.5ポイント高くなっている。 

平成22年度調査と比較すると、女性は「施設で介護」が17.4ポイント増加し、「在宅で介護」が19.0

ポイント減少している。男性は前回調査と比べて大きな変化はみられない。 

年代別でみると、「在宅で介護」は年代が上がるほど高くなり、80歳以上が50.0％で最も高くなって

いる。「施設で介護」は20歳代が77.1％で最も高くなっている。 

 

（４）主に介護をしてもらいたい人 

「配偶者やパートナー」が 47.9％と最も高くなっている。 

性別でみると、「配偶者やパートナー」は、男性の方が女性よりも 19.5ポイント高くなっている。

「娘」は、女性の方が男性よりも 16.6ポイント高くなっている。 

年代別でみると、「配偶者やパートナー」がすべての世代で最も高くなっている。 

就業別でみると、「配偶者やパートナー」は、〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも 5.1

ポイント高くなっている。 
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５．仕事について 

（１）女性の就業への考え 

「子どもができたら一時辞めて、手がかからなくなったらまた職業に就く」が56.2％と最も高く

なっている。 

性別でみると、「子どもができたら一時辞めて、手がかからなくなったらまた職業に就く」は男性の

方が女性よりも6.9ポイント高く、「結婚しても、子どもができても職業は続けるほうがよい」は女性

の方が男性よりも7.6ポイント高い。 

平成22年度調査と比較すると、「結婚しても、子どもができても職業は続けるほうがよい」が女性

8.5ポイント、男性7.9ポイント、ともに増加している。 

年代別でみると、「子どもができたら一時辞めて、手がかからなくなったらまた職業に就く」は20歳

代と70歳代が６割台と高くなっている。 

 

（２）女性が就業し続けるうえでの障害 

「子どもを預けるところ（保育園等）がない」が全体 67.6％、「育児休業（休暇）など、職場の条

件・制度が不十分」が全体 65.7％と高くなっている。また、「高齢者や病人の介護・看護」は、女性の

方が男性よりも 15.9ポイント高くなっている。 

平成 22年度調査と比較すると、「子どもを預けるところ（保育園等）がない」は男女ともに前回調

査と比べ変化がない。 

年代別でみると、「子どもを預けるところ（保育園等）がない」は 40歳代が７割台半ばと最も高く

なっている。「育児休業（休暇）など、職場の条件・制度が不十分」は 20歳代が７割台半ばと最も高

くなっている。 

就業別でみると、「高齢者や病人の介護・看護」は、〈就職していない〉の方が〈就職している〉よ

りも 16.7ポイント高くなっている。 

 

（３）離職後の女性の社会活動 

「仕事と家事・育児・介護の両立のしやすさなどを重視し、正社員として再就職する」が全体

64.4％で最も高く、「これまでの知識・経験を生かせることと、時間や場所の両立を重視して、非正規

で再就職する」は、女性の方が男性よりも 17.9ポイント高くなっている。 

年代別でみると、「仕事と家事・育児・介護の両立しやすさなどを重視し、正社員として再就職する」

は 30～50歳代が７割を超えて高く、就業別でみると、〈就職している〉の方が〈就職していない〉よ

りも 9.8ポイント高くなっている。 

 

（４）就業している理由 

「生計を維持するため」が全体 73.5％で最も高く、男性の方が女性よりも 28.9ポイント高くなって

いる。また、「働くのがあたりまえだと思うから」は、男性の方が女性よりも 17.4ポイント高く、「生

活費補助のため」は、女性の方が男性よりも 25.7ポイント高くなっている。 

年代別でみると、「生計を維持するため」と「将来に備えて貯蓄するため」はおおむね年代が下がる

ほど高くなる傾向がみられる。 
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（５）現在の職場環境 

「男性は育児休業（休暇）を取得できない、または取得しにくい」が全体34.0％、で最も高く、次

いで「男性は介護休業（休暇）を取得できない、または取得しにくい」が全体29.4％、となっている。 

性別でみると、「男性は育児休業（休暇）を取得できない、または取得しにくい」は17.9ポイント、

「男性は介護休業（休暇）を取得できない、または取得しにくい」は15.2ポイント、男性の方が女性

よりも高くなっている。 

年代別でみると、「男性は育児休業（休暇）を取得できない、または取得しにくい」「男性は介護休

業（休暇）を取得できない、または取得しにくい」「男女間で昇進、昇格に差がある」は、年代が下が

るほど高くなる傾向がある。 

 

（６）就業していない理由 

「高齢だから」が全体41.1％で最も高くなっている。性別でみると、「育児の負担が大きいから」は、

女性の方が男性よりも15.7ポイント高くなっている。 

年代別でみると、「健康や体力に自信がないから」は60歳代が25.4％と最も高くなっている。「親や

病気の家族の世話をするため」は40歳代が21.9％と最も高くなっている。 

 

 

６．健康について 

（１）この半年間に仕事や生活で感じたストレス 

「自分の健康・病気・障害」が全体で 33.3％、女性で 35.8％と最も高くなっている。男性は「職場

の人間関係」が 32.6％と最も高く、女性の 20.8％よりも 11.8ポイント高くなっている。 

年代別でみると、「自分の健康・病気・障害」は 70歳代が 41.9％と最も高くなっている。「職場の長

時間労働」は年代が下がるほど高い傾向がみられ、20歳代が 34.3％と最も高くなっている。 

就業別でみると、〈就職している〉は「職場の人間関係」が 44.6％と最も高くなっており、〈就職し

ていない〉は「自分の健康・病気・障害」が 39.5％と最も高くなっている。 

 

（２）定期的な健康診断の受診の有無 

全体では「受けている」は81.4％、「受けていない」は17.6％となっている。 

性別でみると、「受けている」は、男性の方が女性よりも10.1ポイント高くなっている。 

平成22年度調査と比較すると、「受けている」は女性4.9ポイント、男性4.0ポイント増加している。 

年代別でみると、「受けている」はおおむね年代が上がるほど高くなっている。 

就業別でみると、「受けている」は、〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも19.3ポイン

ト高くなっている。 

 

（３）受診している健康診断の種類 

「自分の勤務先で実施する健康診断」が全体41.4％で最も高く、男性の方が女性よりも13.6ポイン

ト高くなっている。 

平成22年度調査と比較すると、「市で実施する健康診断」は女性が11.0ポイント増加しているが、そ

のほかの項目は男女ともにあまり変化がない。 

年代別でみると、「自分の勤務先で実施する健康診断」は30歳代が72.1％と最も高くなっている。
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「市で実施する健康診断」は70歳代が39.3％と最も高くなっている。 

就業別でみると、「国民健康保健で実施する健康診断（25～39歳）・特定健康診査（40～74歳）」は、

〈就職していない〉の方が〈就職している〉よりも20.3ポイント高くなっている。「市で実施する健康

診断」は、〈就職していない〉の方が〈就職している〉よりも18.5ポイント高くなっている。 

 

 

７．セクシュアル・ハラスメントについて 

（１）セクシュアル・ハラスメントを受けたり見た経験の有無 

「自分が受けたことがある」は全体10.1％、女性16.4％、男性2.2％で、女性の方が男性よりも14.2

ポイント高くなっている。 

平成 22年度調査と比較すると、「どちらもない」は女性 4.5ポイント、男性 6.3ポイント増加して

いる。なお、「自分が受けたことがある」「人が受けたのを見たことがある」は男女ともに前回調査と

比べあまり変化がない。 

 

（２）セクシュアル・ハラスメントの内容 

全体では「身体を触る」が46.6％で最も高く、次いで「『女のくせに』『女だから』または『男のく

せに』『男だから』と差別的な言い方をする」が42.9％となっている。女性は「身体を触る」が50.0％

で最も高く、また、「いやがっているのに、性に関する話を聞かせる」は、女性の方が男性よりも12.5

ポイント高くなっている。一方、男性は「『女のくせに』『女だから』または『男のくせに』『男だから』

と差別的な言い方をする」が56.3％で最も高く、女性の35.7％より20.6ポイント高くなっている。 

平成 22年度調査と比較すると、「『女のくせに』『女だから』または『男のくせに』『男だから』と差

別的な言い方をする」は男性が 12.3ポイント増加している。「宴会でお酌やデュエットを強要する」

は女性が 3.6ポイント、男性が 14.1ポイント減少している。 

就業別でみると、「『女のくせに』『女だから』または『男のくせに』『男だから』と差別的な言い方

をする」は、〈就職していない〉の方が〈就職している〉よりも 11.5ポイント高くなっている。「宴会

でお酌やデュエットを強要する」も同様に、〈就職していない〉方が〈就職している〉よりも 19.1ポ

イント高くなっている。 

 

（３）相談経験の有無 

相談を「した」は45.9％、《していない》「したかったが、しなかった」「しようとは思わなかった」

の合計は48.9％となっている。 

性別でみると、「した」は、女性の方が男性より23.5ポイント高くなっている。 

平成22年度調査と比較すると、「した」は女性4.8ポイント、男性9.3ポイント増加している。 

 

（４）セクシュアル・ハラスメントを受けたり見た時の相談先 

サンプル数が少ないため参考として表示するにとどめるが、平成22年度調査と比較すると、女性は

「友人・知人」が4.7ポイント、「親族」が17.1ポイント増加している。 
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（５）セクシュアル・ハラスメントを受けたり見た時に相談しなかった理由 

セクシュアル・ハラスメントを受けたり見た時に相談しなかった理由は、「相談しても無駄だと思っ

た」が全体50.8％と高くなっている。また、「誰（どこ）に相談してよいかわからなかった」は、女性

の方が男性よりも15.7ポイント高くなっている。 

 

 

８．ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）について 

（１）ＤＶを受けた経験の有無 

《経験あり》「何度もあった」「１、２度あった」の合計は「（２）大声で怒鳴ったり、人前で馬鹿に

されたり、命令口調でものを言われた」が 20.7％で最も高くなっている。 

平成 22年度調査と比較すると、《経験あり》は「（１）何を言っても無視され続けた」が女性で 2.8

ポイント増加している。 

性別でみると、《経験あり》は「（２）大声で怒鳴ったり、人前で馬鹿にされたり、命令口調でもの

を言われた」が、女性の方が男性よりも11.8ポイント高くなっている。同様に、「（６）『だれのおかげ

で食べていけるんだ』と言われた」が、女性の方が男性よりも12.7ポイント高くなっている。 

 

（２）相談経験の有無 

相談を「した」は19.2％、《していない》「したかったが、しなかった」「しようとは思わなかった」

の合計は34.7％となっている。 

性別でみると、「した」は、女性の方が男性よりも14.6ポイント高くなっている。 

年代別でみると、「した」は30歳代が25.9％と最も高くなっている。《していない》「したかったが、

しなかった」「しようとは思わなかった」の合計は60歳代が47.3％と最も高くなっている。 

就業別でみると、「した」は、〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも4.1ポイント高く

なっている。《していない》も同様に、〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも11.6ポイン

ト高くなっている。 

 

（３）ドメスティック・バイオレンスを受けた時の相談先 

サンプル数が少ないため参考として表示するにとどめる。 

 

（４）ドメスティック・バイオレンスを受けた時に相談しなかった理由 

サンプル数が少ないため参考として表示するにとどめる。 

 

９．男女共同参画社会の実現に必要なこと 

（１）男女平等の意識 

《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は「（３）学校教育」が

67.6％で最も高く、「平等になっていない」は「（６）社会通念・習慣・しきたり」が 64.4％と最も高

くなっている。 

性別でみると、《平等になっている》は「学校教育」が女性64.9％、男性71.2％と最も高くなってい
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る。「平等になっていない」は「家庭生活（家事・育児・介護）」が、女性の方が男性よりも16.8ポイ

ント高くなっている。 

○1 家庭生活（家事・育児・介護） 

年代別でみると、80歳以上を除いた各年代で「平等になっていない」は《平等になっている》をそ

れぞれ上回っている。 

就業別でみると、〈就職していない〉〈就職している〉のいずれにも関わらず、「平等になっていない」

は過半数で、《平等になっている》を大きく上回っている。 

 

○2 労働・雇用・職場 

年代別でみると、《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は20歳

代が37.2％で最も高くなっている。一方、「平等になっていない」は80歳以上を除いた各年代で《平等

になっている》をそれぞれ上回っている。 

就業別でみると、《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は、

〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも16.1ポイント高くなっている。また、〈就職してい

ない〉〈就職している〉のいずれにも関わらず、「平等になっていない」は過半数で、《平等になってい

る》を大きく上回っている。 

 

○3 学校教育 

年代別でみると、《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は40歳

代が84.3％で最も高く、20歳代で82.8％となっている。 

就業別でみると、《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は、

〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも11.9ポイント高くなっている。また、〈就職してい

ない〉〈就職している〉のいずれにも関わらず、《平等になっている》は過半数で、「平等になっていな

い」を大きく上回っている。 

 

○4 政治の場 

年代別でみると、《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は80歳

以上が40.0％で最も高くなっている。一方、70歳代と80歳以上を除いた各年代で「平等になっていな

い」は半数以上となっている。 

就業別でみると、〈就職していない〉〈就職している〉のいずれにも関わらず、「平等になっていない」

は過半数で、《平等になっている》を大きく上回っている。 

 

○5 法律や制度 

年代別でみると、《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は、30

歳代を除いた各年代で「平等になっていない」をそれぞれ上回っている。 

就業別でみると、《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は、

〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも8.4ポイント高くなっている。 
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○6 社会通念・習慣・しきたり 

年代別でみると、《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は80歳

以上を除いた各年代で「平等になっていない」は《平等になっている》をそれぞれ上回っている。 

就業別でみると、〈就職していない〉〈就職している〉のいずれにも関わらず、「平等になっていない」

は過半数で、《平等になっている》を大きく上回っている。 

 

○7 地域の活動や行事 

年代別でみると、《平等になっている》「平等になっている」「ほぼ平等になっている」の合計は20歳

代が65.7％で最も高く、30歳代と40歳代を除いた各年代で《平等になっている》は「平等になってい

ない」をそれぞれ上回っている。一方、「平等になっていない」は40歳代が46.5％で最も高い。 

 

（２）男性が家事・育児・介護を担えるようにするために重要なこと 

全体では「男性が自分の身のまわりのことなど、生活全般において自立できるよう、家庭や学校で

教える」「家事分担のルールを決めるなど、家族でよく話し合う」「労働時間の短縮を図ったり、育

児・介護休業（休暇）制度などを利用しやすくする」が３割を超えて高くなっている。性別でみると、

女性は「男性が自分の身のまわりのことなど、生活全般において自立できるよう、家庭や学校で教え

る」が38.2％で最も高くなっており、男性は「家事分担のルールを決めるなど、家庭でよく話し合う」

が38.0％で最も高くなっている。 

平成22年度調査と比較すると、「男性が自分の身のまわりのことなど、生活全般において自立できる

よう、家庭や学校で教える」は女性で7.2ポイント増加している。「家事分担のルールを決めるなど、

家族でよく話し合う」は男性で5.0ポイント、「男性自身が家事などへの協力や分担の重要性に気づく

よう、意識啓発や学習の機会をもうける」は男性で7.2ポイント減少しているが、そのほかの項目は男

女ともに前回調査と比べあまり変化がない。 

年代別でみると、「労働時間の短縮を図ったり、育児・介護休業（休暇）制度などを利用しやすくす

る」「職場の上司、同僚からの理解が得られ、休業（休暇）を取得しやい雰囲気をつくる」はおおむね

年代が下がるほど高くなる傾向がみられる。 

就業別でみると、「家事分担のルールを決めるなど、家庭でよく話し合う」が、〈就職していない〉

の方が〈就職している〉よりも6.1ポイント高くなっている。 

 

（３）男女共同参画の推進によってもたらされる変化 

全体では「仕事と家庭生活のバランスがとれた生き方ができる男性が増える」「企業が男性の家事参

画の重要性を認識し、労働時間短縮や休業制度の整備が進む」が５割強と高くなっている。性別でみ

ると、「家庭における夫婦や親子の絆が深まる」は、女性の方が男性よりも 18.1ポイント高くなって

いる。 

平成22年度調査と比較すると、女性では「企業が男性の家事参画の重要性を認識し、労働時間短縮

や休業制度の整備が進む」が9.0ポイント増加している。一方、男性の回答はほとんどの項目で減少傾

向がみられる。 

年代別でみると、「仕事と家庭生活のバランスがとれた生き方ができる男性が増える」は50～60歳代

が６割弱と高くなっている。「女性の家事負担が減り、女性の就労や社会参加が容易になる」は20歳代

が60.0％と最も高くなっている。 
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（４）市が取り組む男女共同参画施策の認知状況 

市が取り組む男女共同参画施策の認知状況は、すべての施策で１割未満となっているが、その中で

も「講座・フォーラムの開催」と「女性の悩み相談（カウンセリング）」がともに9.3％と、比較的認

知度が高くなっている。 

性別でみると、ほぼすべての項目において女性の方が男性よりも認知状況が高くなっている。 

平成22年度調査と比較すると、「いずれも知らない」は女性4.7ポイント、男性13.4ポイントそれぞ

れ増加している。 

年代別でみると、すべての項目でおおむね年代が上がるほど高くなる傾向がみられる。 

就業別でみると、「情報誌『ふぃ～りんぐ』の発行」を除いたすべての項目で、〈就職している〉よ

りも〈就職していない〉の方が高くなっている。 

 

（５）一般的に結婚を阻害している要因 

一般的に結婚を阻害している要因は、「経済的に成り立たない」が全体61.5％で最も高く、「キャリ

アプランとの両立が困難」は、女性の方が男性よりも13.2ポイント高くなっている。 

年代別でみると、「経済的に成り立たない」「キャリアプランとの両立が困難」はおおむね年代が下

がるほど高くなる傾向がみられる。 

就業別でみると、「経済的に成り立たない」は、〈就職している〉の方が〈就職していない〉よりも

4.0ポイント高くなっている。「将来の見通しが立たない」も同様に、〈就職している〉の方が〈就職し

ていない〉よりも4.7ポイント高くなっている。 
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