
 

 

 

 

 

 

 

人権・男女共同参画に関する 

意識と労働実態調査 

 

報 告 書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年（2019 年）３月 

 

練 馬 区 
  



 



⽬ 次 

第Ⅰ章 調査の概要 

１ 調査の目的 .................................................................. 3 
２ 調査の内容 .................................................................. 3 
３ 調査の設計 .................................................................. 3 
４ 調査対象の構成 .............................................................. 4 
５ 集計・分析にあたって ........................................................ 7 
６ 調査対象（回答者）の属性 .................................................... 8 

第Ⅱ章 単純集計結果 

１ 単純集計結果（区民調査） ................................................... 19 
２ 単純集計結果（事業所調査） ................................................. 51 

第Ⅲ章 まとめ 

１ 区民調査 

(1) 調査対象（回答者）の属性 ................................................... 75 

(2) 人権について ............................................................... 75 

(3) 男女の役割分担意識と健康について ........................................... 76 

(4) 配偶者暴力について ......................................................... 76 

(5) 就業と職場環境について ..................................................... 77 

(6) 仕事と家庭の両立とワーク・ライフ・バランスについて ......................... 78 

(7) 男女共同参画社会について ................................................... 78 

２ 事業所調査 

(1) 調査対象（回答者）の属性 ................................................... 79 

(2) 事業所の現状と今後について ................................................. 80 

(3) ワーク・ライフ・バランスについて ........................................... 80 

(4) 女性の活躍推進の取り組みについて ........................................... 80 

(5) 育児・介護休業への取り組みについて ......................................... 81 

(6) ハラスメントについて ....................................................... 82 

(7) ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）について ....................................... 82 

(8) 男女共同参画社会について ................................................... 82 

第Ⅳ章 調査結果【区民調査】 

１ 人権について 

(1) 人権問題について関心のあるもの ............................................. 85 

(2) 人権が守られているかについて ............................................... 87 

(3) 人権を意識した生活 ......................................................... 88 

  



⽬ 次 

(4) 人権侵害や差別を受けた経験の有無 ........................................... 89 

(5) 実際に受けた人権侵害や差別について ......................................... 90 

(6) 人権侵害への対応について ................................................... 92 

(7) 同和問題の認知度 ........................................................... 93 

(8) 同和問題に関して現在起きている人権問題 ..................................... 94 

(9) 同和問題の解決に必要なこと ................................................. 96 

(10) 同和地区出身の方との結婚について ........................................... 98 

(11) ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）の認知度 ....................................... 99 

(12) ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）に対する人権問題 .............................. 100 

(13) ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）に対する人権問題に関する区への要望 ............ 101 

(14) 犯罪被害者等に関する問題 .................................................. 102 

(15) 人権尊重社会の実現のために区が取り組むべき施策 ............................ 103 

２ 男女の役割分担意識と健康について 

(1) 男女の固定的役割分担について .............................................. 104 

(2) 「男は仕事、女は家庭」と思う理由 .......................................... 105 

(3) 家庭における男女の役割分担 ................................................ 107 

(4) 結婚・出産・男女の役割に対する考え方 ...................................... 109 

(5) 男女平等の考え ............................................................ 115 

(6) リプロダクティブ・ヘルス＆ライツのために区が取り組むべき施策 .............. 121 

３ 配偶者暴力について 

(1) 配偶者暴力被害相談窓口の認知度 ............................................ 122 

(2) 知っている配偶者暴力被害相談窓口 .......................................... 124 

(3) 配偶者暴力被害経験の有無 .................................................. 125 

(4) 配偶者から受けた暴力の種類 ................................................ 126 

(5) 配偶者暴力被害に対する相談の有無・相談先 .................................. 127 

(6) 相談しなかった（できなかった）理由 ........................................ 128 

(7) デートＤＶの認知度 ........................................................ 129 

(8) デートＤＶ被害経験の有無 .................................................. 130 

(9) 交際相手から受けた暴力の種類 .............................................. 131 

(10) デートＤＶ被害に対する相談の有無・相談先 .................................. 132 

(11) 相談しなかった（できなかった）理由 ........................................ 133 

４ 就業と職場環境について 

(1) 就業状況 .................................................................. 134 

(2) １週間にあてる仕事の時間数 ................................................ 136 

(3) 就業の形態 ................................................................ 138 

  



⽬ 次 

(4) 勤め先の業種 .............................................................. 140 

(5) 勤め先での役職 ............................................................ 141 

(6) 勤務年数 .................................................................. 142 

(7) 働いている理由 ............................................................ 143 

(8) 正規の職員以外の就業形態を選択している理由 ................................ 144 

(9) 仕事による年収 ............................................................ 145 

(10) １週間にあてる家事等の時間数 .............................................. 147 

(11) 働いていない理由 .......................................................... 151 

(12) 仕事につくことに対する不安の有無 .......................................... 153 

(13) 仕事につくことへの不安に対する施策 ........................................ 154 

(14) 希望する就業形態 .......................................................... 155 

(15) 女性の仕事との関わり方 .................................................... 156 

(16) 女性の活躍・長期継続雇用を困難にしていること .............................. 157 

(17) ハラスメント経験の有無 .................................................... 158 

(18) 受けたハラスメントの種類 .................................................. 159 

(19) ハラスメント相談の有無 .................................................... 160 

(20) 受けたハラスメントの相談先 ................................................ 161 

(21) ハラスメントについて相談しなかった（できなかった）理由 .................... 162 

５ 仕事と家庭の両立とワーク・ライフ・バランスについて 

(1) 職場の育児・介護支援制度取得状況 .......................................... 163 

(2) 仕事と育児・介護の両立を図るために期待する支援策 .......................... 166 

(3) ワーク・ライフ・バランスの認知度 .......................................... 168 

(4) ワーク・ライフ・バランスの現状 ............................................ 169 

(5) ワーク・ライフ・バランスを図る上で重要なこと .............................. 170 

６ 男女共同参画社会について 

(1) 男女共同参画社会実現のために必要なこと .................................... 171 

(2) 防災での男女共同参画の視点 ................................................ 173 

(3) 区の実施事業の認知度 ...................................................... 174 

(4) 男女共同参画社会について（自由意見） ...................................... 175 

第Ⅴ章 調査結果【事業所調査】 

１ 事業所の現状と今後について 

(1) 事業の今後 ................................................................ 183 

(2) 今後の従業員の雇用計画 .................................................... 184 

(3) 雇用に関して事業所が直面している問題 ...................................... 185 

  



⽬ 次 

２ ワーク・ライフ・バランスについて 

(1) ワーク・ライフ・バランスの認知度 .......................................... 186 

(2) ワーク・ライフ・バランスへの取り組み ①現状 .............................. 187 

(3) ワーク・ライフ・バランスへの取り組み ②今後の必要性 ...................... 188 

(4) ワーク・ライフ・バランスへの取り組み内容 .................................. 189 

(5) ワーク・ライフ・バランスへの取り組みのメリット ............................ 191 

(6) ワーク・ライフ・バランスへの取り組みが進んでいない理由 .................... 192 

(7) 仕事や職場の現状 .......................................................... 194 

(8) ワーク・ライフ・バランス推進のために重要と思う区の取り組み ................ 195 

３ 女性の活躍推進の取り組みについて 

(1) ポジティブ・アクションの認知度 ............................................ 196 

(2) ポジティブ・アクション推進のために必要な取り組み .......................... 197 

(3) 女性の採用を拡大するための取り組み ........................................ 199 

(4) 子育て中の女性を正社員として採用することについて .......................... 200 

(5) 女性の積極的配置・登用の取り組みの有無 .................................... 201 

(6) 女性の積極的配置・登用の取り組み内容 ...................................... 202 

(7) 管理職の人数と女性の管理職の人数 .......................................... 204 

(8) 女性管理職が少ない理由 .................................................... 205 

(9) 職場環境・風土の改善取り組み .............................................. 207 

(10) 女性活躍推進における取り組み .............................................. 209 

(11) 女性活躍推進における取り組みの効果 ........................................ 210 

(12) 女性活躍推進における取り組みが進んでいない理由 ............................ 212 

(13) 女性活躍推進法の認知度 .................................................... 214 

(14) えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定制度認知度 .................... 215 

(15) 女性活躍推進に関して区に望むこと .......................................... 216 

４ 育児・介護休業への取り組みについて 

(1) １年間に出産した人数と育児・介護休業取得人数 .............................. 217 

(2) 育児休業取得時の事業所の対応 .............................................. 222 

(3) 介護休業取得時の事業所の対応 .............................................. 223 

(4) 男性の育児休業取得促進のための取り組みの有無 .............................. 224 

(5) 男性の介護休業取得促進のための取り組みの有無 .............................. 225 

(6) 男性の育児休業・介護休業取得の課題 ........................................ 226 

(7) 仕事と育児・介護の両立に関する環境整備 .................................... 228 

(8) 仕事と育児・介護の両立に関する取り組み（自由回答） ........................ 232 

(9) 仕事と育児・介護両立支援制度の今後の考え .................................. 233 

(10) 仕事と育児・介護との両立で重要なこと ...................................... 234 



⽬ 次 

５ ハラスメントについて 

(1) ハラスメントの実態 ........................................................ 236 

(2) ハラスメント防止の取り組み ................................................ 238 

(3) ハラスメント防止の取り組み内容 ............................................ 239 

(4) ハラスメント相談窓口の設置部署 ............................................ 240 

(5) ハラスメントの相談件数 .................................................... 241 

(6) ハラスメント対応の困難な点 ................................................ 242 

(7) ハラスメント防止体制に対する認識 .......................................... 243 

６ ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）について 

(1) ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）の人権問題認知度 .............................. 244 

(2) ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）への配慮 ...................................... 245 

７ 男女共同参画について 

(1) 男女共同参画について（自由意見） .......................................... 246 

第Ⅵ章 使用した調査票 

【区民調査】.............................................................. 255 
【事業所調査】............................................................ 283 

 

  



 


	表紙
	 目次

