
令和２年度 第３回田川市男女共同参画センター運営委員会 

 

日 時：令和３年３月２３日（火） 

場 所：男女共同参画センター 講座室１ 

 

 

１ 開  会 

 

 

 

 

２ 議  事 

⑴ 令和２年度田川市男女共同参画センター事業実績報告について 

 

 

 

 

 

 

⑵ 田川市男女共同参画社会づくりに向けた市民意識調査の結果報告について 

 

 

 

 

 

３ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

【添付資料】 

 資料１ 令和２年度田川市男女共同参画センター事業実績 

 資料２ 市民意識調査報告書の概要 

  



令和２年度事業実績・計画

　資料 １

日　程 啓発事業名 会　場 内　容 備　考

7月30日
（木）

デートＤＶ防止研修会
田川科学技術

高等学校

・対象：高校生及び職員
・講師：野口真理子さん（NPO法人FOSC理事長）
・参加者：164人

男女共同
参画研修会

6月13日
（土）

ゆめっせフェスタ２０２０
田川青少年

文化ホール

・オープニング:第九を歌うバイinたがわミニコンサート
・講演:「男性学の視点から男女共に生きやすい社会を考える」
・講師：田中俊之さん（大正大学心理社会学部准教授）

（中止）

8月1日
（土）

男性の家事応援講座
男女共同参画

センター

・対象：市郡在住又は在勤のテーマに関心のある方
・講師：桑原義行さん（福岡県クリーニング生活衛生同業組合理事
長）
・参加者：12人

男女共同
参画研修会

11月26日
（木）

子育て女性就職サポートセ
ミナー

男女共同参画
センター

・対象：働くことを考えている子育て中の女性、及び内容に関
心のある方
・講演:「私の怒りと賢く付き合う～怒りで後悔しない！子育てに
必要なアンガーマネジメント～」」
・講師：丸山啓太さん（マルプロ代表）
・参加者：13人
※福岡県と市の共同事業

男女共同
参画研修会

12月3日
（木）

デートＤＶ防止研修会 福岡県立大学
・対象：福岡県立大学学生及び教職員
・講師：野口真理子さん（NPO法人FOSC理事長）
・参加者：20人

男女共同
参画研修会

3月11日
（木）

田川市女性人材バンク登録
者研修会

男女共同参画
センター

・対象：⑴田川市女性人材バンク登録者
　　　　 ⑵田川市男女共同参画センター登録団体会員
　　　　 ⑶一般希望者
・講師：井上奈美子さん（福岡県立大学准教授）
　　　　　岡田亜紀さん（キャリアコンサルタント）
　　　　　中藤優子さん（特別支援学校教諭）
・参加者：18人

女性リーダー
育成研修

子ども料理教室（1回開催）

親子料理教室（2回開催）

男性の料理教室（1回開催）

★その他

11月12～
25日
※市役所
は11～26
日

「女性に対する暴力をなくす
運動」に関する取組

田川市立図書
館、田川市役
所1階

・「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせて、特設コー
ナー設置
＜内容＞
　〇関連書籍の紹介５０冊（図書館のみ）
　〇福岡県作成のＤＶ防止ポスター、女性相談窓口紹介ポス
ター、パープルリボン運動内容紹介ポスター掲示
　〇女性相談窓口カードの設置
　〇パープルリボンの飾りつけ（参加型）

　　　　中止
田川市民会館
調理実習室

料理教室
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田川市男女共同参画社会づくりに向けた市民意識調査の概要について 

 

１ 調査の概要 

⑴ 目  的  本市における男女共同参画社会の実現に向けて市民の意識と生活実 

態を把握し、第２次男女共同参画プランの見直しや今後の男女共同参画 

施策の推進に反映させるための基礎資料を得ることを目的とする。 

⑵ 対 象 者  市内に住民登録している満 20 歳以上の男女 1,500 人 

⑶ 抽出方法  住民基本台帳から年齢 10 歳階層ごとに（70 歳以上は 1 階層とし、全 

部で 6 階層とする）男女同数を無作為抽出 

⑷ 調査方法  質問紙法（無記名自記式）（郵送による配布・回収もしくはｗｅｂ 

での回答） 

⑸ 調査期間  令和２年９月８日～９月３０日 

         （ただし、令和２年１０月３１日回収分までを集計に含めている。） 

⑹ 調査票の回収結果   回収数   455 件 

回収率  30.3％（平成 27 年調査時:34.6％） 

⑺ 調査結果の総括及び監修 

         阪井 俊文（北九州市立大学非常勤講師・特定非営利活動法人福岡 

ジェンダー研究所嘱託研究員） 

         倉富 史枝（特定非営利活動法人福岡ジェンダー研究所理事） 

 

２ 調査結果の概要  

⑴ 基本属性について 

 性別構成 

回答者の性別 

「女性」：64.0％  

「男性」：36.0％ 

 

 

 

 

   年齢構成 

   回答者の年齢は、「60 歳代」（21.8％）、「70 歳以上」（19.6％）、「50 歳代」（16.9％）、

「40 歳代」（14.9％）の順で多く、『60 歳以上』で約４割を占めている。 

 

男性

36.0%

女性

64.0%

無回答

－

全 体

（N=455）
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【今回調査と前回調査（Ｈ27 年度実施）の回収率の比較】 

     

20歳代 12.1 ％ 8.8 ％ 3.3 P

30歳代 12.3 ％ 12 ％ 0.3 P

40歳代 14.9 ％ 14.8 ％ 0.1 P

50歳代 16.9 ％ 20.4 ％ △ 3.5 P

60歳代 21.8 ％ 24.5 ％ △ 2.7 P

70歳代以上 19.6 ％ 18.7 ％ 0.9 P

全体 30.3 ％ 34.6 ％ △ 4.3 P

今回調査

（R2.9）

前回調査

（H27.9）
比較

 

 

  ⑵ 男女平等に関する考え方について 

 性別役割分担意識 （問１） Ｐ７ 

・性別役割分担に『反対』は男性 61.6％、女性 68.4％で、前回調査よりも約３～６ 

   ポント増加している。福岡県・全国調査よりも性別役割分担意識を容認しない人は 

男女とも多い。 

 分野別にみた男女の地位の平等感 （問２） Ｐ９ 

・「平等である」との回答が高い分野は「学校教育の場」が 47.3％、次いで「法律 

や制度の上で」が 28.8％。その他の分野は『男性優位』が５割を超え、特に「政治 

の場」（79.2％）、「社会全体」（74.7％）、「社会通念・慣習・しきたり」（74.1％）で 

は７割を超えている。 

 

⑶ 家庭生活や子育てについて 

 家庭内における性別役割分担 

家庭内の役割分担 （問３） Ｐ２７ 

・家庭内の仕事で『夫中心』が高いものは「生活費を稼ぐ」（65.7％）、「家庭 

の問題における最終的な決定をする」（37.6％）である。 

・『妻中心』が高いものは「炊事、掃除、洗濯などの家事をする」（78.7％）、「日々 

の家計を管理する」（68.8％）、「育児、子どものしつけをする」（63.5％）、「親 

の世話（介護）をする」（59.6％）、「ＰＴＡや子ども会活動への参加」（56.2％） 

である。 
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・「夫と妻が同じ程度分担」が高いものは「子どもの教育方針や進路目標を決 

める」（43.1％）である。 

配偶者に最もしてほしいこと （問３-１） Ｐ４４ 

・配偶者に最もしてほしいことは男女とも「炊事、掃除、洗濯などの家事を 

する」が最も高く、次いで男性は「日々の家計を管理する」、女性は「生活費 

を稼ぐ」である。 

 子育てに関する考え方 （問４） Ｐ４６ 

・「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てる方がよい」という考え方は前回調

査よりも支持しない人が増え、男性で１割半ば、女性で２割近く増加している。 

・男の子も女の子も同様に経済的自立・生活自立できるような育て方への支持は 

９割前後であり、女性の方が男性よりも割合は高く、男性は前回調査よりも支持 

する人はやや減少している。 

 

⑷ 就労・働き方について 

 女性が職業をもつことについての考え方 （問５） Ｐ５２ 

・女性が職業をもつことについて、女性は「就労継続」（47.8％）、男性は「子育て 

   期に就労を中断する働き方」（42.1％）の割合が高い。女性の「就労継続」は前回調 

   査よりも 10 ポイント以上増加している。 

 就業状況について 

職業の有無 （問６） Ｐ５５ 

・現在、「職業をもっている」人は６割強、「以前、職業をもっていたが今は職業 

をもっていない」は３割強で、男女ともほぼ同程度である。 

就業形態 （問６-１） Ｐ５７ 

・就業形態は「正社員」が男女とも３割半ばで最も多く、次いで男性は「自営・ 

会社経営」（16.5％）、女性は「パートタイマー・アルバイト」（27.6％）となって 

いる。 

仕事をやめた直接のきっかけ （問６-２） Ｐ５９ 

・仕事をやめた直接のきっかけは「定年になった」、「健康上（身体的・精神的） 

の理由」が約３割で上位にあがっている。 

・女性の 30 歳代は「出産や育児」と「結婚」、50 歳代と 60 歳代は「高齢者や病 

人の介護が十分にできない」などの割合が他の年代に比べて高い。 

 女性が職業をもち続ける上でさまたげになっていること （問７） Ｐ６１ 

・女性が職業をもち続ける上でさまたげになっていることは「家事・育児・介護の 

ための社会のシステムや施設等が不十分である」が男女とも６割弱を占めている。 
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・次いで女性は「家事・育児・介護への家族の協力が不十分である」が 51.2％で男 

性を 11.6 ポイント上回っている。 

 男女が働きやすい環境をつくるための必要な条件 （問８） Ｐ６３ 

・男女がともに働きやすい環境を作るために必要な条件は、「育児休業・介護休業中 

の賃金その他の経済的支援を充実すること」（45.1％）、「昇進・給与等に男女の差別 

的取扱いがないこと」（40.0％）、「女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と協力 

があること」（33.3％）となっている。 

・男性の 30 歳代では「残業や時間外勤務を減らす」「柔軟な勤務体制導入」「１日 

の労働時間を短くする」など働き方に関する項目が他の年代に比べて高い。 

 

⑸ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）について 

 生活における優先度 （問９） Ｐ６５ 

・理想の生活は「『仕事』と『家庭生活』を優先」（29.9％）、「『仕事』と『家庭生活』 

と『地域・個人の生活』を優先」（22.0％）で、実際の生活は「『仕事』を優先」（33.6％） 

となっている。 

 男女がともに調和のとれた生活をするために必要な条件整備 （問１０） Ｐ６７ 

・調和のとれた生活をするための条件整備は、男女ともに「育児・介護休業がとり 

やすい環境を整備する」が６割強で最も高く、男性 20 歳代、女性 20・30 歳代では 

７割台と高率である。 

 

⑹ 社会活動について 

 地域づくりに関わる活動への参加状況 （問１１） Ｐ７０ 

・地域活動に「特に参加していない」は約６割と前回調査に比べて約２割増えてい 

る。男女とも 20 歳代と 50 歳代で地域活動に参加していない人が多い。 

・参加している活動は「自治会や町内会での活動」（18.5％）、「地域イベント」「サ 

ークル活動」「環境保全活動」が約１割で、女性よりも男性の参加が多い。 

 住んでいる地域（自治会）での状況 （問１２） Ｐ７２ 

・住んでいる地域（自治会）などの状況は「わからない」が約半数、「特に男女差は 

ない」は約１割である。 

・女性は「裏方の仕事は女性がしている」の割合が男性よりも約７ポイント多い。 

 地域の役職、公職につくことについて 

地域の役職、公職への就任依頼に対して （問１３） Ｐ７４ 

・地域の役職、公職への就任依頼に対して『断る』が『引き受ける』を大きく上 

回っている。女性の方が男性よりも『断る』割合は高いが、女性の 40 歳代や 50 
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歳代では比較的『引き受ける』割合は高い。 

地域の役職、公職への就任依頼を断る理由 （問１３-１） Ｐ７８ 

・地域の役職、公職への就任依頼を『断る』理由は、「知識や経験の面で不安があ 

るから」「責任が重いから」が５割強である。 

・女性の 30 歳代では「時間的な余裕がないから」（71.4％）、その他の年代は「責 

任が重いから」が５割強から６割強で最も高い。 

 女性が地域のリーダーになるために必要なこと （問１４） Ｐ８０ 

・女性が地域のリーダーになるために必要なこととして、女性は「家族が家事・育 

児の分担に協力する」「育児・介護支援制度の充実」を上位にあげている。男性では 

「男性中心の社会通念や慣習を改めるための啓発」「さまざまな立場の人が参加し 

やすいよう、会議の実施方法を工夫する（時間帯、リモート会議など）」が同率 

の第１位となっている。 

 

⑺ 配偶者からの暴力（ＤＶ）などの人権侵害について 

 配偶者からの暴力（ＤＶ）の経験 （問１５） Ｐ８２ 

・前回調査よりも女性は調査項目（13 項目）すべての暴力で『経験あり』が増えて 

いる。 

・13 項目の暴力を一つでも受けたことがある人は、男性 24.6％、女性 31.1％。女 

性は 30 歳代で約５割、20 歳代と 50 歳代でも約４割、男性は 30 歳代と 50 歳代で 

３割半ばで多い。 

 配偶者からの暴力（ＤＶ）を受けた時の相談 （問１５-１） Ｐ８７ 

・暴力を受けた時、「親族」「友人・知人」への相談が約３割で、「誰にも相談しなか 

った」は男性が約６割、女性が約４割となっている。 

・女性は前回調査よりも専門家や公的な相談機関への相談が増えている。 

 相談しなかった理由 （問１５-２）  Ｐ８９ 

・配偶者等から暴力を受けていることを相談しなかった理由は「相談するほどのこ 

とではないと思った」「相談しても無駄だと思った」「自分にも悪いところがあると 

思った」「自分さえ我慢すれば何とかこのままやっていけると思った」が上位となっ 

ている。 

 

⑻ 防災について 

 災害に備えるために必要な男女共同参画の視点 （問１６） Ｐ９１ 

・災害に備えるために、男女共同参画の視点による対策や対応で必要なことは「備 

蓄品について女性や介護者、障がい者の視点を入れる」「日頃からのコミュニケーシ 
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ョン、地域でのつながりを大切にする」「避難所運営の基準などをつくり女性や子ど 

もが安全に過ごせるようにする」が上位３位である。 

 

⑼ 男女共同参画社会について 

 男女共同参画に関する法令、言葉の認知 （問１７） Ｐ９３ 

・男女共同参画社会に関する法令や言葉の認知は女性の方が男性よりも高い。前回 

調査より「ジェンダー」は男女とも認知があがっている。その他、女性では「ワー 

ク・ライフ・バランス」「育児・介護休業法」「男女雇用機会均等法」「男女共同参画 

社会」「デートＤＶ」などの認知が約５～16 ポイントあがっている。 

・女性は年齢が低い層、男性は 40～60 歳代で認知が高い。 

 田川市の男女共同参画推進に関する事項の認知 （問１８） Ｐ９５ 

・市の男女共同参画推進に関する事項の認知は女性の方が男性よりも高い。 

・「田川市男女共同参画推進条例」や「田川市男女共同参画プラン」は男女とも年齢 

が高い層での認知が高く、その他の項目についても女性は年齢が高い層での認知が 

高い。 

 男女共同参画社会の実現に向けて重点をおいてほしい施策  （問１９） Ｐ９９ 

・男女共同参画社会の実現に向けて重点をおいてほしい施策は「高齢者等の施設や 

   介護サービスの充実」「労働時間の短縮や在宅勤務の普及など、男女ともに働き方の 

   見直し」「保育の施設・サービスの充実」が上位３位となっている。 

 


