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アンケート対象団体：市内町内会・自治会 ３５４団体 

          市内企業      ６５０団体 

アンケート記載者：町内会長及び企業の人事担当部署 

 

Ⅰ 基本項目   (業種、従業員数、女性管理職の登用状況) 

Ⅱ ポジティブ・アクション 

Ⅲ 育児休業制度 

Ⅳ 介護休業制度 

Ⅴ ワーク・ライフ・バランス 

Ⅵ [セクシュアル・ハラスメント 

 

Ⅰ 基本項目   (業種、従業員数、女性管理職の登用状況) 

 

【設問１ 事業所の業種及び従業員数についてお答えください。】 

 業 種 （日本標準産業分類別の調査対象事業） 

①鉱業・採石業・砂利採取業       ②建設業  ③製造業  

④電気・ガス・熱供給・水道業  ⑤情報通信業  ⑥運輸業・郵便行  

⑦卸売業・小売業  ⑧金融業・保険業  ⑨不動産業・物品賃貸業  

⑩学術研究・専門・技術サービス業  ⑪宿泊業・飲食サービ

ス業 

 ⑫生活関連サービス業・娯楽

業 

 

⑬教育・学習支援業  ⑭医療・福祉  ⑮複合サービス事業  

⑯サービス業（他に類さないもの）  ⑰その他    

 

 従業員数 

 男性 女性 合計 

正規社員従業員 人 人 人 

パートタイマー 人 人 人 

臨時（アルバイト） 人 人 人 

人材派遣者 人 人 人 

合計 人 人 人 

 

      

【設問２ 係長以上の管理職及び女性の役職管理職は何人いますか。】 

管理職 管理職数 A うち女性人数 B 割合（B÷A）×１００：％ 

役員・事業主 人 人 ％ 

部長相当職 人 人 ％ 

課長相当職 人 人 ％ 

係長相当職 人 人 ％ 

主任相当数 人 人 ％ 

合計 人 人 ％ 
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【設問３ 女性管理職が合計の１割未満（１０％未満）で有る場合、それはどのような理由からで

すか。（あてはまるものすべてに○）】 

 

選択枠  

①管理能力の面で必要な知識や判断力を有する女性の適任者がいない(少ない)から  

②将来管理職に就く可能性のある女性はいるが、現在のところその職に就くための在

籍年数などを 満たしていないから 

 

③女性は勤続年数が短く、管理職になるまでに退職してしまうから  

④女性には家庭での責任があるので、長時間の労働を要求できないから  

⑤業務の内容が、女性には任せられない、あるいは女性に向いていないと思うから  

⑥業務の内容が、女性に向いてないと思うから  

⑦⑥上司・同僚・部下となる男性が女性管理職を希望していないから  

⑧上司・同僚・部下となる女性が女性管理職を希望していないから  

⑨⑦顧客が女性管理職をいやがるから  

⑩⑧女性自身が、管理職になることを望んでいないことが多いから  

⑪⑨目標となる女性の先輩がいないので、次が育たないから  

⑫⑩社会的にまで女性登用の気運が高まっていないから  

⑬事業所として「女性管理職は必要ない」との方針であるから  

⑭⑪その他 （ご自由に記入ください） 
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Ⅱポジティブ・アクション 

 

【設問４ 「ポジティブ・アクション」という言葉を聞いたことがありますか。(○は1つ)】 

選択枠  

よく知っている  

ある程度知っている  

言葉は聞いたことはあるが内容はあまり知らない  

聞いたことがないまったく知らない  

 

 

【設問５ 男女共同参画の職場とするための積極的な改善策としてどのような取組みをされて

いますか。 (あてはまるものすべてに○)】 

選択枠  

①男女共同参画に関する研修に参加している  

②女性の募集・採用の拡大をしている  

③女性が少なかった職場や職域に女性を配置している  

④女性の管理職を積極的に登用している  

⑤性別により評価することがないよう、人事考課基準を定めている  

⑥同じ職場での同質の業務については、同一賃金とし、男女格差をなくしている  

⑦継続して就業できるよう配置・転勤等を考慮している  

⑧仕事と家庭の両立ができるよう労働時間に配慮している  

⑨その他（ご自由に記入ください） 

⑩特になし  

 

【設問６ 問５で①～⑨に○をつけられた事業所に伺います。改善に取り組まれた結果、どのよ

うな効果が得られましたか。5段階評価のあてはまる番号に○をつけてください。】 

 非常にそ

う思う 

ややそう

思う 

どちらとも

いえない 

あまり思

わない 

まったく思

わない 

①職場の雰囲気がよくなって活

気が出た 

     

②女性の就業年数が延びた      

③女性のチャレンジ意欲が向

上した 

     

④女性の責任感が向上した      

⑤女性の活躍が会社の利益に

貢献した 

     

⑥外部の評価・企業イメージが

向上した 

     

⑦就職希望者が増加した      

⑧退職者が減少した      
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Ⅲ 育児休業制度 

 

【設問７ 貴事業所では、育児休業制度を導入していますか。(Oは1つ)】 

 

選択枠 正規社員のみ 正規社員・非正規社

員とも 

いつの時期からいつから導入、

いつ頃導入予定 

導入している    

導入予定がある    

導入予定がない    

 

 

【設問８ 問７で「導入している」と答えた事業所にお尋ねします。過去1年間の以下の従業員の

人数についてお答えください。】 

 

 出産した女性従業員 配偶者が出産した男性

従業員 

全体数 A   

うち、育児休業を取得している人数 B   

育児休業取得率 B÷A   

 

 

【設問９ 問７で「導入予定がない」と答えた事業所にお尋ねします。その理由について答えくだ

さい。】 

 

理由：（ご自由に記入ください） 

 

 

 

 

 

 

【設問１０９ 問８で育児休業を取得した従業員の取得期間別の日数についてお答えください。】 

 

 1か月未満 1か月～  

6か月未満 

6か月～ 

1年未満 

1年～ 

1年6か月未満 

1年6か月以上 

女性従業員      

男性従業員      
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【設問１１ 】育児休業を取得し、復職する際の待遇は、以前と同じ条件ですか？ 

選択枠  

以前と全く同じ  

以前と違う  

以前とは具体的にどの様に違いますか、ご自由に記入ください 
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Ⅳ 介護休業制度 

 

 

【設問１２１０ 貴事業所では、介護休業制度を導入していますか。(○は1つ)】 

選択枠 正社員のみ 正社員・非正社員とも いつから導入、いつ頃導入予定 

導入している    

導入予定がある    

導入予定がない    

 

 

【設問１３１１ 問１０で「導入している」と答えた方にお尋ねします。過去1年間の以下の従業員

の人数についてお答えください。】 

 女性従業員 男性従業員 

全体数 A   

うち、介護休業を取得している人数 B   

介護休業取得率 B÷A   

 

 

【設問１４１２ 問１１で介護休業を取得した従業員の取得期間別の日数についてお答えくださ

い。】 

 

 1か月未満 1か月～ 

 6か月未満 

6か月～ 

 1年未満 

1年～ 

1年6か月未満 

1年6か月以上 

女性従業員      

男性従業員      
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Ⅴ ワーク・ライフ・バランス 

 

【設問１５１３ 「ワーク・ライフ・バランス」について知っていますか。(○は1つ)】 

 

選択枠  

よく理解している  

だいたい理解している  

聞いたことはあるが内容はよく知らない  

知らない  

 

 

【設問１６１４ 「ワーク・ライフ・バランス」を事業所で推進していくことについてどのようにお考え

ですか。 (Oは1つ)】 

 

 

【設問１７１５ 貴事業所で、次の項目の中で取組をしているものがありますか。 (あてはまるも

のすべてに○】 

選択枠  

①短時間勤務制度  

②所定外労働の免除  

③始業・終業時刻の繰り下げ・繰り上げ  

④フレックスタイム制度  

⑤在宅勤務  

⑥就業形態の変更  

⑦再雇用制度(育児・介護により退職した従業員の再雇用)   

⑧産前・産後休暇制度  

⑨休業中の手当支給  

⑩子ども、家族のための看護休暇   

⑪勤務時間、勤務地、担当業務について希望聴取  

⑫育児・介護休業中の経済的支援  

⑬その他  

 

選択枠  

必要  

どちらかといえば必要  

あまり必要ではない  

必要でない  

分からない  
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Ⅵ セクシャルハラスメント 

 

【設問１８１６ 「セクシャルハラスメント」について知っていますか。(○は1つ)】 

 

選択枠  

よく理解している  

だいたい理解している  

聞いたことはあるが内容はよく知らない  

知らない  

 

【設問１９１７ 貴事業所で「セクシャルハラスメント」の防止に対して何か取り組みを行っていま

すか。(あてはまるものすべてに○】 

 

選択枠  

①社内規定などへの明示  

②定期的な面接やアンケートの実施  

③苦情や相談体制の整備・充実  

④セクシュアル・ハラスメント防止委員会等の設置  

⑤セクシュアル・ハラスメント防止に関する研移会等の開催  

⑥男女平等に関する意識の徹底  

⑦セクシュアル・ハラスメントの相談員や担当者がいる     
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【用語の説明】 

(1) パートタイマー 

  1日の所定労働時間または1週間の所定労働日数が一般労働者より少ない常勤労働者 

(2)臨時(アルバイト) 

  緊急・臨時の場合に採用する者で、1年を超えて連続して勤務しない者 

(3) 人材派遣者 

  別経営の事業所から契約に基づき派遣されている者 

(4) ポジティブ・アクション 

  男女労働者間の間に生じている格差の是正を目的として企業が行う取組みのこと。 

   例)・男女の役割分担に基づく慣行の見直し等、職場環境の改善を行う 

     ・女性が少ない職務・役職に女性を積極的に採用・登用する 

     ・性別により評価することがないよう、人事考課基準を明確にする 

(5) 育児休業制度 

  1歳未満の子(1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで)

を養育する労働者(男女)の申し出により、職場での身分や地位を失わずに一定期間育児のために休業

することを認める制度。平成22年6月30日より、両親ともに育児休業を取得した場合、取得可能期間が1

歳2か月まで延長された。(パパ・ママ育休プラス) 

(6) 介護休業制度 

  要介護状態にある対象家族を介護する労働者の申し出により,その労働者が一定期間介護のため

に休業することを認める制度。 

(7) ワーク・ライフ・バランス 

  「仕事と生活の調和」と訳され、「一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を

果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の 各段階に応じ

て多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す。 

(8) 短時間勤務制度 

  所定労働時間を通常よりも短くする制度。育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する労 働者

が希望する場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とすることを事業主に義務付けている。 

(9) フレックスタイム制度 

  労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変形

労働時間制の一つである。 

(10) 在宅勤務 

  「事業主と雇用関係にある労働者が、労働時間の全部または一部について、自宅で情報通信機器を

用いて行う勤務形態」をいい、事業所内で勤務する場合と同様に労働基準法・最低賃金法などの労働

基準関係法令が適用される働き方。 

(11)産前・産後休暇制度 

  出産のための休暇のこと。産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間。 

(12) 看護休暇 

  小学校就学前の子を療育する労働者が申し出ることにより、小学校就学前の子が1人の場合は年に

5日まで、小学校就学前の子が2人以上の場合は1年に10日まで、病気・けがをした子の看護のために、

または子に予防接種(又は健康診断)を受けさせるために、取得することができる休暇制度。 

 

 


