
地域の実情と課題

連携団体

今後の課題事業の効果

未来を拓く女性交流会事業【長野県伊那市】

目的・目標

事業の特徴

○交流会参加者数 目標５０人→実績２３人
交流会参加者の感想は、大変満足７４％、まあ満足
２６％であり、「女性活躍にポジティブになれた」、
「他の企業や、異年齢の女性の仲間ができて刺激に
なった」 と意識改革に有効だった。

○女性が一歩を踏み出すために、交流会を継続し、
活躍する女性のロールモデルを得る。

○女性の活躍を進めるためには誰もが働きやすい
職場環境が必要であり、ワーク・ライフ・バランス
実現のための取り組みにも力を入れていく。

○伊那商工会議所女子会プロジェクト委員会
○上伊那地域若者人材確保連携協議会

○本市の女性活躍に関する課題を抽出する。
○女性が職場や地域で活躍することへの古くからの
偏見や戸惑いをなくし、一歩を踏み出せる
ようにする。
女性事業主の割合 １１．９％⇒１５％

○男女共同参画を推進してきたが、起業したり、管理職
として働く女性は少ない。

○若年層、生産年齢層を中心に人口が減少しており、
地域の継続、発展のために、企業や家庭での性別役割
分担意識や慣習を改革して、性別に関係なく自らの力を
発揮することが必要である。

○商工会議所と連携した地域の女性活躍の推進
意識調査の内容検討や、女性交流会の運営を商工
会議所と連携することで、企業への働きかけや、
女性従業員の交流会への参加促進を行うことが
できた。
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【開催日】 平成30年11月19日(月)
【会 場 】 スイートオアシス

菓匠Ｓｈｉｍｉｚｕ
【参加者】 23名
【内 容】
○杉浦莉起（すぎうら りた）さんの講演
女性の自信と積極性をアップ！

「らしさを活かすリーダーシップ力」
○交流会
おいしいスイーツを食べながら、業種や世代

を超えた交流
【参加者の感想】
講 演⇒大変満足６４％ まあ満足３６％
交流会⇒大変満足７４％ まあ満足２６％

事業の概要

わたしの未来を拓く女子会2018

【調査対象】
伊那商工会議所会員企業と従業員の女性
伊那市子育て支援センター利用者の女性
Point①
女性の活躍推進については、
「推進している」「賛成」が多い。
企業65.6% 女性79%

Point②
自身の活躍については戸惑い。
Point③
女性活躍を推進する上での課題は、仕事と家事
・育児の両立が多い。

女性活躍に関するアンケート


Graph1

		そう思う

		ややそう思う

		どちらとも言えない

		あまりそう思わない

		そう思わない

		無回答



管理職への打診があれば
受けてみたいですか

0.0962199313

0.1202749141

0.3024054983

0.2714776632

0.206185567

0.0034364261



企業

		受付№ ウケツケ		業種 ギョウシュ		業種その他 ギョウシュタ		男性総数 ダンセイソウスウ		男性正社員 ダンセイセイシャイン		男性管理職 ダンセイカンリショク		女性総数 ジョセイソウスウ		女性正社員 ジョセイセイシャイン		女性管理職 ジョセイカンリショク				育休対象男性 イクキュウタイショウダンセイ		育休対象女性 イクキュウタイショウジョセイ		利用男性 リヨウダンセイ		利用女性 リヨウジョセイ

		1		7				5		5		3		7		4		0				0		1		0		1

		2		9				8		8		0		1		1		0				0		0		0		0

		3		7				6		5		1		5		4		0				0		2		0		1

		4		6				1		0		0		2		1		1				0		0		0		0

		5		6				0		0		0		2		0		0				0		0		0		0

		6		2				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		7		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		8		9				1		1		1		2		0		0				0		0		0		0

		9		6				0		0		0		2		2		0		3

		10		6				2		2		1		1		1		1				0		0		0		0

		11		6				3		3		0		16		7		2				0		1		0		1

		12		6				80		50		15		30		15		1				0		0		0		0

		13		3				6		6		0		1		1		0				0		1		0		1

		14		9				10		10		1		3		3		0				11		4		0		0

		15		5				50		30		7		4		3		0		3

		16		11		生け花団体 イバナダンタイ																0		0		0		0

		17		2				15		15		3		3		2		0				0		0		0		0

		18		11		砕石プラントメンテナンス業 サイセキギョウ		4		3		2		2		2		1				0		0		0		0

		19		3				2		1		1		4		1		1		3

		20		3				0		0		0		1		1		0				0		0		0		0

		21		2				1		1		0		0		0		0		3

		22		11		建設業、卸売業、小売業 ケンセツギョウオロシウギョウコウリギョウ		4		1		3		0		0		0		3

		23		6				3		3		1		1		1		0				1		0		0		0

		24		6				2		0		2		1		1		0				0		1		0		1

		25		2				3		1		2		2		2		0				0		0		0		0

		26		4				11		11		4		5		4		0				0		0		0		0

		27		11		建設業、不動産業、物品賃貸業 ケンセツギョウフドウサンギョウブッピンチンタイギョウ		2		2		1		5		2		1				0		0		0		0

		28		6				4		0		1		3		0		1		3

		29		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		30		7				2		0		2		4		2		1				0		0		0		0

		31		9				4		4		1		12		2		2				0		0		0		0

		32		6				1		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		33		11		業種回答なし ギョウシュカイトウ		1		1		0		4		4		0		3

		34		9				1		0		1		5		0		2				0		0		0		0

		35		6				35		12		4		5		2		0				0		0		0		0

		36		2				2		2		0		1		0		1				0		0		0		0

		37		11		学習塾 ガクシュウジュク		1		1		0		3		0		0		3

		38		9				0		0		0		2		0		0				0		2		0		0

		39		6				0		0		0		3		0		0				0		0		0		0

		40		8				8		8		4		2		1		0		3

		41		9				29		2		1		7		1		0		3

		42		9		雇用者数回答なし コヨウシャスウカイトウ														3

		43		9				12		2		1		22		0		0				1		4		0		2

		44		8				2		2		1		1		1		1		3

		45		9				1		1		1		6		2		0				1		7		0		1

		46		7				30		29		15		42		22		5				1		1		0		1

		47		7				2		2		1		1		0		0				0		0		0		0

		48		5				184		108		7		37		6		0				3		0		0		0

		49		4				70		65		20		20		7		0				0		1		0		1

		50		6				18		17		1		3		2		0				0		0		0		0

		51		2				11		9		2		1		1		0				0		0		0		0

		52		4				9		6		3		3		2		0				2		0		0		0

		53		9				46		43		10		21		11		2				8		2		0		2

		54		11		自動車販売、自動車整備 ジドウシャハンバイジドウシャセイビ		16		14		2		5		4		1				16		5		0		0

		55		9				1		0		1		3		1		1				0		1		0		1

		56		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		57		6				1		0		1		1		0		1		3

		58		3				2		0		1		2		2		0				0		0		0		0

		59		2				1		1		0		1		0		0				1		1		0		1

		60		6				23		14		7		87		9		1				0		1		0		1

		61		10				1		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		62		3				14		12		1		6		3		1				0		0		0		0

		63		6				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		64		3				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		65		9				14		14		2		1		1		0				3		0		0		0

		66		3				7		7		2		2		1		1				1		0		0		0

		67		2				47		47		4		8		5		0		3

		68		7				165		158		67		132		94		10				4		0		0		0

		69		2				2		2		2		1		1		1				0		0		0		0

		70		6				0		0		0		1		1		1		3

		71		2				3		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		72		6				1		1		0		3		0		0				0		0		0		0

		73		6				2		0		0		7		0		0				1		0		0		0

		74		6				2		0		1		1		0		1				0		0		0		0

		75		11		教育 キョウイク		1		0		0		2		1		0				0		0		0		0

		76		9				0		0		0		7		0		0				0		0		0		0

		77		11		記載なし キサイ		0		0		0		4		4		0				0		0		0		0

		78		6				1		1		1		4		1		1				0		1		0		0

		79		2				67		63		16		61		57		4				5		3		0		3

		80		9				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		81		10				5		5		2		44		43		1				0		2		0		2

		82		6				35		15		4		20		5		0				1		2		0		2

		83		4				9		9		1		1		0		0				9		1		0		1

		84		3				37		37		12		42		37		0				0		1		0		1

		85		2				40		31		9		5		3		1				1		0		0		0

		86		3				1		1		0		0		0		0				0		0		0		0

		87		9				3		0		0		2		1		1				0		0		0		0

		88		11		記載なし キサイ		11		11		5		10		7		3				0		1		0		1

		89		7				5		5		3		9		5		1				0		0		0		0

		90		11		記載なし キサイ		46		37		8		10		10		1				0		0		0		0

		91		1				17		7		3		2		0		0		3		0		0		0		0

		92		3				2		1		1		0		0		0		3		0		0		0		0

		93		9				1		1		0		0		0		0		3		0		0		0		0

		94		6				7		7		1		3		3		0				0		1		0		1

		95		3				17		13		2		1		5		0				0		0		0		0

		96		3				9		8		2		6		3		0				0		0		0		0

		97		2				27		27		4		9		9		0				0		1		0		1

		98		2				4		4		3		1		1		1				0		0		0		0

		99		6				1		1		0		1		0		0		3		0		0		0		0

		100		2				25		21		4		4		3		0				0		0		0		0

		101		4				6		5		2		3		2		1				1		1		1		1

		102		7				5		5		2		4		4		0				2		0		0		0

		103		6				4		3		1		2		2		0		3		0		0		0		0

		104		6				3		3		1		2		1		0				0		0		0		0

		105		2				7		7		1		2		1		1				1		0		0		0

		106		9				10		10		2		5		3		1				0		0		0		0

		107		8				30		22		11		19		14		4				0		2		0		2

		108		6				0		0		0		6		0		0				0		0		0		0

		109		11		測量業・建設コンサルタント ソクリョウギョウケンセツ		10		6		4		3		1		2				3		1		0		0

		110		6				4		4		2		5		3		0				0		0		0		0

		111		11		記載なし キサイ		27		27		2		5		5		1				0		0		0		0

		112		11		電気事業 デンキジギョウ		53		38		9		15		6		0				47		6		0		2

		113		2				10		0		0		3		2		0				0		0		0		0

		114		7				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		115		10				0		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		116		8				12		6		0		15		4		0				6		0		4		0

		117		3				4		3		1		2		1		1				0		0		0		0

		118		2				5		4		1		3		1		1		3		0		0		0		0

		119		2				2		2		1		2		2		1				0		0		0		0

		120		3				27		26		6		3		3		0				2		0		2		0

		121		9				4		4		1		31		29		5				0		5		0		5

		122		10				1		1		1		1		1		0		3		0		0		0		0

		123		3				2		2		1		1		1		0				0		0		0		0

		124		9				0		0		0		1		1		1				0		0		0		0

		125		9				4		4		0		3		0		0				0		1		0		1

		126		9				1		1		1		1		1		0				0		0		0		0

		127		3		雇用者数回答なし コヨウシャスウカイトウ																0		2		0		2

		128		2				5		3		2		0		0		0				5		0		0		0

		129		3				2		2		0		0		0		0				0		0		0		0

		130		9				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		131		6				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		132		3				2		2		0		0		0		0				0		0		0		0

		133		3				10		10		0		3		3		0				2		0		0		0

		134		9				0		0		0		2		0		0				0		0		0		0

		135		5				106		94		12		51		47		1				2		1		0		1

		136		4				2		2		1		4		3		1				0		0		0		0

		137		2				28		28		1		2		2		0				0		0		0		0

		138		9				1		1		1		3		1		1				0		0		0		0

		139		3				5		5		2		5		4		0				0		0		0		0

		140		2				18		18		3		3		3		0				0		0		0		0

		141		7				8		8		3		2		2		0				8		2		0		0

		142		9				2		1		1		4		2		0		3		0		0		0		0

		143		9				4		4		2		1		1		0				0		0		0		0

		144		3				4		3		1		20		20		0		3		0		0		0		0

		145		6				7		7		0		3		3		1				0		0		0		0

		146		2				21		21		4		4		1		0				0		0		0		0

		147		6				6		5		1		2		0		1				0		0		0		0

		148		3				134		95		6		40		6		0				3		0		0		0

		149		2				2		2		1		1		1		1				0		0		0		0

		150		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		151		3				17		13		4		7		5		2				1		0		0		0

		152		9				77		33		2		103		4		0		3		0		0		0		0

		153		6				0		0		0		1		1		0				0		0		0		0

		154		2				26		0		4		1		0		0		3		0		0		0		0

		155		6				10		9		1		3		3		0				2		0		1		0

		156		11		電気 デンキ		24		24		4		1		1		0				0		0		0		0

		157		11		不動産鑑定 フドウサンカンテイ		2		2		2		0		0		0				0		0		0		0

		158		9				1		0		1		4		0		0				0		0		0		0

		159		10				1		0		1		7		3		0				0		0		0		0

		160		3				15		15		2		7		4		0				1		2		0		0

		161		8				5		5		1		1		1		0		3		0		0		0		0

		162		9				4		4		1		2		2		1				0		0		0		0

		163		6				27		27		3		3		3		0				0		4		0		1

		164		2				12		12		2		2		1		0				0		0		0		0

		165		9				1		1		1		11		6		1				0		1		0		1

		166		6				2		2		1		2		1		0				0		0		0		0

		167		11		記載なし キサイ		1		1		0		1		0		0		3		0		0		0		0

		168		11		旅行業 リョコウギョウ		1500		1500		0		1100		1100				3		0		0		0		0

		169		11		飲食宿泊業、サービス業　医療、福祉 インショクシュクハクギョウギョウイリョウフクシ		0		0		0		10		0		0				0		0		0		0

		170		11		製造、卸、小売業 セイゾウオロシコウリギョウ		9		6		2		17		9		2				0		3		0		0

		171		3				1161		1118		125		333		329		0				0		36		0		36

		172		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		173		9				12		3		1		10		5		2				0		0		0		0

		174		10				1		0		0		2		2		0				0		0		0		0

		175		2				4		4		1		1		1		0				0		0		0		0

		176		11		公益団体 コウエキダンタイ		1		0		1		1		0		0				0		0		0		0

		177		11		倉庫業 ソウコギョウ		1		0		1		1		0		1				1		1		0		0

		178		6				6		6		3		2		2		0				0		1		0		1

		179		9				0		0		0		2		0		0				0		1		0		0

		180		9				0		0		0		4		3		1				0		0		0		0

		181		9				3		2		0		12		0		0				0		0		0		0

		182		9				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		183		3				3		3		0		1		0		0				0		0		0		0

		184		10				1		0		1		3		1		0				0		0		0		0

		185		3				1		0		0		4		0		0				0		0		0		0

		186		11		建設　卸小売業 ケンセツオロシコウリギョウ		9		9		5		5		5		1				0		0		0		0

		187		2				1		0		1		0		0		1				0		0		0		0

		188		6				7		5		2		3		0		0				2		0		0		0

		189		3				16		16		2		3		3		0				0		0		0		0

		190		9				1		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		191		8				12		0		0		2		0		0				0		0		0		0

		192		11		建設、卸、小売業 ケンセツオロシコウリギョウ		46		43		4		7		0		1				4		0		0		0

		193		6				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		194		2				5		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		195		6				10		0		0		11		0		0				0		0		0		0

		196		7				4		4		1		6		2		0				4		6		0		0

		197		8				2		2		0		1		1		0				0		0		0		0

		198		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		199		9				11		11		0		17		1		0				0		0		0		0

		200		11		美容業 ビヨウギョウ		0		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		201		3				26		21		6		10		1		0				0		0		0		0

		202		6				0		0		0		2		1		1				0		0		0		0

		203		2				1		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		204		9				1		0		1		1		1		0		3		0		0		0		0

		205		3				125		80		24		62		38		2				4		3		1		3

		206		10				0		0		0		8		1		0				0		1		0		1

		207		3				3		0		0		3		1		0				0		0		0		0

		208		9				1		1		0		0		0		0		3		0		0		0		0

		209		3				0		0		0		1		1		0				0		0		0		0

		210		2				6		2		2		1		1		0				0		0		0		0

		211		3				2		0		2		2		0		1				0		0		0		0

		212		2				4		4		0		1		1		0				4		1		0		0

		213		6				1		0		1		1		1		0				0		0		0		0

		214		10				2		2		0		0		0		0				0		0		0		0

		215		9				1		0		1		4		0		1				0		2		0		2

		216		6				15		15		3		1		1		0		3		0		0		0		0

		217		2				3		2		0		0		0		0				0		0		0		0

		218		6				0		0		0		1		1		0		3		0		0		0		0

		219		11		デザイン業 ギョウ		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0

		220		9				10		0		2		3		0		1		3		0		0		0		0

		221		9				28		21		1		3		3		0				0		0		0		0

		222		11		社会保険労務士業 シャカイホケンロウムシギョウ		1		1		0		5		2		0				1		5		0		0

		223		6				11		10		1		4		4		1				0		0		0		0

		224		6				16		16		3		2		1		0				2		0		0		0

		225		2				2		2		1		0		0		0				0		0		0		0

		226		11		卸、小売、飲食サービス業 オロシコウインショクギョウ		0		0		0		1		0		1				0		0		0		0

		227		6				2		2		1		2		1		1		3		0		0		0		0

		228		11		製造、派遣・請負業 セイゾウハケンウケオイギョウ		157		33		8		236		18		1				0		5		0		5

		229		11		記載なし キサイ		96		75		20		83		51		5				10		13		0		6

		230		6				4		4		1		2		2		0				0		0		0		0

		231		9				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		232		6				17		17		7		11		7		1				0		0		0		0

		233		2				27		27		6		6		6		0				0		0		0		0

		234		6				0		0		0		3		3		1				0		1		0		1

		235		6				0		0		0		2		0		0				0		0		0		0

		236		3				26		24		7		3		3		0				0		0		0		0

		237		3				3		3		0		3		3		0				0		0		0		0

		238		3				14		12		1		5		3		0				1		0		0		0

		239		6				2		1		1		0		0		0		3		0		0		0		0

		240		9				1		0		1		3		1		1		3		0		0		0		0

		241		8				2		1		1		1		1		0				0		0		0		0

		242		11		記載なし キサイ		1		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		243		7				6		5		1		13		13		0				1		2		1		2

		244		11		記載なし キサイ		1		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		245		2				36		36		3		2		2		0				1		0		0		0

		246		3				37		37		12		44		39		0				0		1		0		1

		247		3				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		248		6				1		0		1		2		1		0				0		0		0		0

		249		9				2		0		2		0		0		0		3		0		0		0		0

		250		9				8		0		0		30		2		0				0		0		0		0

		251		11		女性専用フィットネス ジョセイセンヨウ		49		11		3		101		51		1				0		4		0		4

		252		3				2		0		2		13		13		0				0		0		0		0

		253		9				3		2		1		9		6		1				0		2		0		2

		254		9				2		0		0		5		1		0				1		0		0		0

		255		3				2		1		0		3		0		0		3		0		0		0		0

		256		2				1		1		0		1		1		1		3		0		0		0		0

		257		2				0		0		0		2		0		2		3		0		0		0		0

		258		8				1		1		0		1		0		2		3		0		0		0		0

		259		6				15		12		2		5		2		1				0		1		0		1

		260		11		派遣業 ハケンギョウ		50		2		0		92		2		1				0		0		0		0

		261		3				14		5		2		8		4		1				0		0		0		0

		262		9				0		0		0		3		2		1				0		0		0		0

		263		2				4		4		0		2		2		1		3		0		0		0		0

		264		8				1		1		0		2		2		0				0		0		0		0

		265		2				3		2		1		1		1		0				0		0		0		0

		266		9				5		5		1		10		2		1				0		0		0		0

		267		3				530		503		109		165		165		0				0		6		0		5

		268		6				10		5		2		4		1		0				0		0		0		0

		269		3				1		1		1		2		2		0				0		0		0		0

		270		5				193		133		13		30		14		0				167		19		0		0

		271		6				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		272		9				58		3		2		82		1		0		0		0		0		0		0

		273		9				250		34		11		300		6		1				0		2		0		2

		274		10				1		0		1		1		1		0				0		0		0		0

		275		3				2		2		2		0		0		0				0		0		0		0

		276		2				16		16		1		2		2		0				0		0		0		0

		277		9				3		3		1		19		11		3				0		0		0		0

		278		6				72		72		8		22		22		0				0		1		0		1

		279		2				10		9		2		5		3		2				1		1		0		1

		280		9				1		0		0		3		0		0				0		0		0		0

		281		9				89		59		20		77		37		15				2		0		0		0

		282		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		283		3				69		64		8		56		44		2				0		1		0		1

		284		6				1		1		0		8		3		0				0		0		0		0

		285		3				4		4		1		1		1		0				1		0		0		0

		286		2				6		3		1		3		0		0				0		0		0		0

		287		7				5		5		3		6		5		1				1		0		1		0

		288		2				3		3		2		2		2		1				0		0		0		0

		289		10				2		2		1		9		6		1		3		0		0		0		0

		290		3				93		88		21		49		26		0				0		0		0		0

		291		6				3		2		1		2		2		1				0		0		0		0

		292		7				4		3		1		3		0		1				0		0		0		0

		293		2				2		2		1		0		0		0				0		0		0		0

		294		9				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		295		11		業務受託会社 ギョウムジュタクガイシャ		3		3		1		1		1		1				0		0		0		0

		296		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		297		3				98		82		14		53		19		0				5		0		0		0

		298		11		製造、卸、小売業 セイゾウオロシコウリギョウ		40		35		0		50		12		0				0		3		0		0

		299		9				1		0		1		7		6		1				0		0		0		0

		300		2				3		3		1		1		1		1				0		0		0		0

		301		3				14		9		1		11		4		1				0		0		0		0

		302		2				0		0		1		2		0		0				0		0		0		0

		303		6				35		35		4		9		9		0				0		0		0		0

		304		6				1		1		1		6		2		1				0		0		0		0

		305		3				1		0		3		0		0						0		0		0		0

		306		6				10		10		0		3		3		0				0		0		0		0

		307		9				3		3		1		4		4		0		3		0		0		0		0

		308		3				7		5		2		3		3		0				0		0		0		0

		309		9				1		0		0		1		1		0				0		0		0		0

		310		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		311		9				5		1		1		3		1		1				0		0		0		0

		312		9				0		0		0		1		1		1		3		0		0		0		0

		313		7				3		2		1		1		1		0				0		0		0		0

		314		9				1		1		1		4		3		0				1		4		0		0

		315		8				2		1		1		1		0		0				0		0		0		0

		316		3				10		4		2		5		2		1				0		0		0		0

		317		7				4		3		1		6		4		0				1		0		0		0

		318		3				1		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		319		11		丸印なし マルジルシ		1		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		320		9				2		1		0		2		1		0				0		0		0		0

		321		6				0		0		0		2		1		1				0		0		0		0

		322		9				3		2		2		3		2		1		3		0		0		0		0

		323		9				1		1		1		3		3		1				0		0		0		0

		324		6				4		2		1		15		1		0				0		0		0		0

		325		6				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		326		11		記載なし キサイ		30		25		5		20		10		0				3		5		0		2

		327		2				2		2		0		1		1		1				1		0		0		0

		328		3				79		75		10		57		51		3				3		4		0		4

		329		9				42		38		8		14		7		1				0		0		0		0

		330		4				8		6		3		5		2		0				1		1		0		1

		331		3				26		26		5		5		5		0				0		0		0		0

		332		2				80		80		18		7		7		2				1		0		0		0

		333		9		清掃業 セイソウギョウ		58		35		2		141		23		0				0		0		0		0

		334		3		食品製造販売（ロングライフパン） ショクヒンセイゾウハンバイ		5		5		0		18		11		0				0		0		0		0

		335		3				1		1		1		1		1		0				0		0		0		0

		336		3				2		2		1		0		0		0		3		0		0		0		0

		337		5				0		0		0		1		1		1				0		0		0		0

		338		9		ゴルフ場 ジョウ		24		8		3		16		2		0				0		0		0		0

		339		11		派遣事業 ハケンジギョウ		15		0		0		5		0		0		3		0		0		0		0

		340		9				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		341		6				3		3		1		3		2		1				1		0		0		0

		342		6		自動車販売 ジドウシャハンバイ		5		5		0		3		0		0				0		0		0		0

		343		11		記載なし キサイ		0		0		1		0		0		1		3		0		0		0		0

		344		3				0		0		0		1		0		0		3		0		0		0		0

		345		9				1		1		1		0		0		0		3		0		0		0		0

		346		3				22		21		5		2		2		0				1		0		0		0

		347		2				10		10		4		2		1		1		3		0		0		0		0

		348		2				47		47		9		9		8		0				0		0		0		0

		349		3				353		310		37		73		31		1				0		13		0		13

		350		6				11		11		4		3		2		0		3		0		0		0		0

		351		3				2		2		1		2		2		0				0		0		0		0

		352		4				28		28		8		12		11		1				2		2		0		2

		353		2				23		19		6		8		3		0				3		0		0		0

		354		2				2		2		1		2		1		1				0		0		0		0

		355		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0

		356		2				16		16		2		3		3		1		3		0		0		0		0

		357		4				1		1		1		4		3		0				0		0		0		0

		358		3		フィルター製造 セイゾウ		6		6		1		11		11		3				0		0		0		0

		359		7				502		446		111		510		273		3				18		6		3		6

		360		3				219		124		18		87		41		0				0		5		0		5





女性

		受付№ ウケツケ		問３－９ トイ		問４－１１ トイ		問６－５ トイ		問７－４ トイ

		1

		2

		3

		4		退職までいかずともパートになる等どうしても同じ仕事のままということが難しいように思える。 タイショクナドオナシゴトムズカオモ

		5

		6

		7

		8

		9						4

		10

		11						4

		12

		13		妊娠中の仕事 ニンシンチュウシゴト

		14

		15

		16

		17

		18						4

		19

		20

		21								上司が有給休暇取得を奨励する意思を表明し、上司自身も休みをとる。 ジョウシユウキュウキュウカシュトクショウレイイシヒョウメイジョウシジシンヤス

		22

		23								休みを取った人のかわりに仕事をフォローしてくれる体制 ヤストヒトシゴトタイセイ

		24				10

		25		職場を含め社会が小さい子ども同伴でいることに寛容でない場面が多い。 ショクバフクシャカイチイコドウハンカンヨウバメンオオ

		26						業務の効率化、内容の精選 ギョウムコウリツカナイヨウセイセン

		27						4

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34						4

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41								有給があっても仕事が忙しくて使えないままの人がよくいるので絶対数日はとるようにするなど対策をとる。 ユウキュウシゴトイソガツカヒトゼッタイスウジツタイサク

		42				10

		43				10

		44						4		人手不足解消 ヒトデブソクカイショウ

		45		女性への負担が多い ジョセイフタンオオ				会社の理解 カイシャリカイ

		46

		47

		48						4

		49

		50

		51

		52						4

		53

		54

		55

		56

		57		女性の認識も必要 ジョセイニンシキヒツヨウ

		58				10

		59

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66

		67						年休が1年に10日では少ない。20日間くらいでればと思う。 ネンキュウネンニチスクニチカンオモ

		68

		69

		70				男性社員の理解 ダンセイシャインリカイ

		71

		72

		73

		74

		75				学校、保育園の理解 ガッコウホイクエンリカイ

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83				10

		84

		85

		86

		87						4

		88

		89

		90						4		有給休暇取りずらいです。周りがあまりとらないのもあるが一番は企業トップが取得を奨励すれば取りやすくなると思う。例えば1か月に1回どこかでとるとか難しいなら半年に1回とか。あとはGWの間の平日とか。旅行したいです。 ユウキュウキュウカトマワイチバンキギョウシュトクショウレイトオモタトゲツカイムズカハントシカイアイダヘイジツリョコウ

		91

		92

		93

		94						4

		95								女性の活躍を推進するのではなく、既婚者は男女ともに働くか働かないか選べるようにするべきだと思う。現状働いている既婚女性の多くは一人の所得では家計が苦しいという理由で働きに出ている人が殆どだと思う。夫婦どちらかが専業でも子どもを育てられる所得があるべき。 ジョセイカツヤクスイシンキコンシャダンジョハタラハタラエラオモゲンジョウハタラキコンジョセイオオヒトリショトクカケイクルリユウハタラデヒトホトンオモフウフセンギョウコソダショトク

		96		同僚の女性にも理解してほしい ドウリョウジョセイリカイ

		97

		98

		99

		100						どんな理由で休む、遅れる、早退するかの職場の理解　 リユウヤスオクソウタイショクバリカイ

		101				9  10		4

		102

		103		様々な制約をクリアできる仕事、職場がない サマザマセイヤクシゴトショクバ

		104						4

		105

		106

		107

		108

		109						4

		110

		111						4

		112

		113

		114

		115

		116

		117

		118

		119		女性が活躍しているのに、活躍しているという評価を得られない為に何となくみんな活躍していないという自己評価でいる。同じような仕事内容であっても、女：一般職　男：総合職にわけられていて、人によってですが、男性より忙しく大変な仕事をしてしているのに地位は下、という状況がある。 ジョセイカツヤクカツヤクヒョウカエタメナンカツヤクジコヒョウカオナシゴトナイヨウオンナイッパンショクオトコソウゴウショクヒトダンセイイソガタイヘンシゴトチイシタジョウキョウ

		120

		121

		122

		123

		124

		125

		126		男尊女卑的考え方が深い。暗黙の男性ルールが多い。 ダンソンジョヒテキカンガカタフカアンモクダンセイオオ		9 10
女性の人間関係（いじめ、悪口、陰口、圧力etc）問題に対する社会的意識の変化
ex．女性のもめごとと片付けずに仕事場でのいじめ、圧力等には何かしら罰則をもって対応する等 ジョセイニンゲンカンケイワルグチカゲグチアツリョクモンダイタイシャカイテキイシキヘンカジョセイカタヅシゴトバアツリョクトウナニバッソクタイオウトウ		残業を縮減するための、組織内協力体制の強化
ex．自分の仕事が終わったら人の仕事も手伝う等 ザンギョウシュクゲンソシキナイキョウリョクタイセイキョウカジブンシゴトオヒトシゴトテツダナド

		127

		128						4

		129

		130

		131

		132

		133

		134

		135						4

		136

		137

		138

		139

		140

		141

		142

		143

		144

		145

		146

		147

		148						4

		149

		150

		151

		152

		153						4

		154

		155

		156				10		4

		157

		158

		159

		160

		161

		162

		163

		164

		165

		166

		167

		168

		169

		170

		171				10

		172						4

		173

		174

		175								上司が積極的に取得する ジョウシセッキョクテキシュトク

		176

		177

		178

		179

		180

		181

		182						相互理解、互助（夫・舅・姑） ソウゴリカイゴジョオットシュウトシュウトメ

		183

		184

		185

		186

		187						有給休暇の取りやすさ ユウキュウキュウカト

		188

		189						有休等のとりやすさ ユウキュウトウ

		190		同僚の女性の認識 ドウリョウジョセイニンシキ

		191

		192

		193

		194						意識改革 イシキカイカク

		195

		196

		197		子供の教育面での影響。フルタイムで共働きだと習い事ができない。子供との時間が少ない。 コドモキョウイクメンエイキョウトモバタラナラゴトコドモジカンスク		女性も男性と同じ様な職種につく。女性≠事務 ジョセイダンセイオナヨウショクシュジョセイジム		家族の理解、家族を職場に招く、旅行に家族をつれていく カゾクリカイカゾクショクバマネリョコウカゾク

		198

		199						年間休日120～124日は必須 ネンカンキュウジツニチヒッス

		200

		201

		202

		203

		204

		205								有休取得の促進をしなくても良くなるような仕事環境にすることが必要。 ユウキュウシュトクソクシンヨシゴトカンキョウヒツヨウ

		206

		207

		208		自分が働いて来た中では認められて来たと思うから。 ジブンハタラキナカミトキオモ

		209

		210

		211				従業員の意識改革 ジュウギョウインイシキカイカク

		212						子供の用事などの休みは取りやすい環境ですが、私用で休む有休も取りやすいようにしてほしい。 コドモヨウジヤストカンキョウシヨウヤスユウキュウト

		213

		214

		215

		216

		217

		218

		219		土日学童、病児保育の少なさ ドニチガクドウビョウジホイクスク

		220

		221								仕事量の減少 シゴトリョウゲンショウ

		222

		223

		224

		225				10
11託児所・保育料補助 タクジショホイクリョウホジョ

		226

		227

		228						4

		229

		230

		231

		232						4

		233		8  9  10

		234		体のつくりが男女で相違するため、気持ちだけではうめられない差がある。（授乳、生理、腕力） カラダダンジョソウイキモサジュニュウセイリワンリョク

		235				9  10		4

		236

		237

		238

		239

		240

		241

		242

		243

		244

		245

		246

		247

		248

		249		保育園等の体制 ホイクエントウタイセイ

		250

		251				7  8  9		4

		252		大きな問題はないと思う オオモンダイオモ

		253				9  10		4

		254

		255

		256

		257

		258

		259						4

		260

		261

		262

		263

		264

		265		8				4

		266

		267

		268								休暇を自身が取得をしても、最低限業務が回る人材の雇用、人数の充実 キュウカジシンシュトクサイテイゲンギョウムマワジンザイコヨウニンズウジュウジツ

		269

		270						特別休暇の制度があっても実際に取得することが難しい。誰でも取得しやすい環境が必要だと思います。有給など。 トクベツキュウカセイドジッサイシュトクムズカダレシュトクカンキョウヒツヨウオモユウキュウ

		271

		272

		273

		274						業務の見える化・標準化、情報の共有化 ギョウムミカヒョウジュンカジョウホウキョウユウカ

		275

		276								職種にもよるが、まず上司が有給をとってみては？各々が遠慮してしまうことが意味がない。取れるときはどんどん取って消化する。 ショクシュジョウシユウキュウオノオノエンリョイミトトショウカ

		277

		278

		279

		280

		281		男尊女卑 ダンソンジョヒ				意味不明　　現場の状況わかってますか？ イミフメイゲンバジョウキョウ		従業員が少ないと取れない ジュウギョウインスクト

		282								人員の確保が必要 ジンインカクホヒツヨウ

		283

		284

		285		企業では、60歳を過ぎると「終わった人」という感じで、今さら女性の活躍は自分には当てはまらない。 キギョウサイスオヒトカンイマジョセイカツヤクジブンア

		286				8  9  10

		287

		288

		289				4

		290





企業 （加工用）

		受付№ ウケツケ		業種 ギョウシュ		業種その他 ギョウシュタ		男性総数 ダンセイソウスウ		男性正社員 ダンセイセイシャイン		男性管理職 ダンセイカンリショク		女性総数 ジョセイソウスウ		女性正社員 ジョセイセイシャイン		女性管理職 ジョセイカンリショク				育休対象男性 イクキュウタイショウダンセイ		育休対象女性 イクキュウタイショウジョセイ		利用男性 リヨウダンセイ		利用女性 リヨウジョセイ

		1		7				5		5		3		7		4		0				0		1		0		1

		2		9				8		8		0		1		1		0				0		0		0		0

		3		7				6		5		1		5		4		0				0		2		0		1

		4		6				1		0		0		2		1		1				0		0		0		0

		5		6				0		0		0		2		0		0				0		0		0		0

		6		2				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		7		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		8		9				1		1		1		2		0		0				0		0		0		0

		9		6				0		0		0		2		2		0		3

		10		6				2		2		1		1		1		1				0		0		0		0

		11		6				3		3		0		16		7		2				0		1		0		1

		12		6				80		50		15		30		15		1				0		0		0		0

		13		3				6		6		0		1		1		0				0		1		0		1

		14		9				10		10		1		3		3		0				11		4		0		0

		15		5				50		30		7		4		3		0		3

		16		11		生け花団体 イバナダンタイ																0		0		0		0

		17		2				15		15		3		3		2		0				0		0		0		0

		18		11		砕石プラントメンテナンス業 サイセキギョウ		4		3		2		2		2		1				0		0		0		0

		19		3				2		1		1		4		1		1		3

		20		3				0		0		0		1		1		0				0		0		0		0

		21		2				1		1		0		0		0		0		3

		22		11		建設業、卸売業、小売業 ケンセツギョウオロシウギョウコウリギョウ		4		1		3		0		0		0		3

		23		6				3		3		1		1		1		0				1		0		0		0

		24		6				2		0		2		1		1		0				0		1		0		1

		25		2				3		1		2		2		2		0				0		0		0		0

		26		4				11		11		4		5		4		0				0		0		0		0

		27		11		建設業、不動産業、物品賃貸業 ケンセツギョウフドウサンギョウブッピンチンタイギョウ		2		2		1		5		2		1				0		0		0		0

		28		6				4		0		1		3		0		1		3

		29		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		30		7				2		0		2		4		2		1				0		0		0		0

		31		9				4		4		1		12		2		2				0		0		0		0

		32		6				1		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		33		11		業種回答なし ギョウシュカイトウ		1		1		0		4		4		0		3

		34		9				1		0		1		5		0		2				0		0		0		0

		35		6				35		12		4		5		2		0				0		0		0		0

		36		2				2		2		0		1		0		1				0		0		0		0

		37		11		学習塾 ガクシュウジュク		1		1		0		3		0		0		3

		38		9				0		0		0		2		0		0				0		2		0		0

		39		6				0		0		0		3		0		0				0		0		0		0

		40		8				8		8		4		2		1		0		3

		41		9				29		2		1		7		1		0		3

		42		9		雇用者数回答なし コヨウシャスウカイトウ														3

		43		9				12		2		1		22		0		0				1		4		0		2

		44		8				2		2		1		1		1		1		3

		45		9				1		1		1		6		2		0				1		7		0		1

		46		7				30		29		15		42		22		5				1		1		0		1

		47		7				2		2		1		1		0		0				0		0		0		0

		48		5				184		108		7		37		6		0				3		0		0		0

		49		4				70		65		20		20		7		0				0		1		0		1

		50		6				18		17		1		3		2		0				0		0		0		0

		51		2				11		9		2		1		1		0				0		0		0		0

		52		4				9		6		3		3		2		0				2		0		0		0

		53		9				46		43		10		21		11		2				8		2		0		2

		54		11		自動車販売、自動車整備 ジドウシャハンバイジドウシャセイビ		16		14		2		5		4		1				0		0		0		0

		55		9				1		0		1		3		1		1				0		1		0		1

		56		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		57		6				1		0		1		1		0		1		3

		58		3				2		0		1		2		2		0				0		0		0		0

		59		2				1		1		0		1		0		0				1		1		0		1

		60		6				23		14		7		87		9		1				0		1		0		1

		61		10				1		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		62		3				14		12		1		6		3		1				0		0		0		0

		63		6				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		64		3				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		65		9				14		14		2		1		1		0				3		0		0		0

		66		3				7		7		2		2		1		1				1		0		0		0

		67		2				47		47		4		8		5		0		3

		68		7				165		158		67		132		94		10				4		0		0		0

		69		2				2		2		2		1		1		1				0		0		0		0

		70		6				0		0		0		1		1		1		3

		71		2				3		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		72		6				1		1		0		3		0		0				0		0		0		0

		73		6				2		0		0		7		0		0				1		0		0		0

		74		6				2		0		1		1		0		1				0		0		0		0

		75		11		教育 キョウイク		1		0		0		2		1		0				0		0		0		0

		76		9				0		0		0		7		0		0				0		0		0		0

		77		11		記載なし キサイ		0		0		0		4		4		0				0		0		0		0

		78		6				1		1		1		4		1		1				0		1		0		0

		79		2				67		63		16		61		57		4				5		3		0		3

		80		9				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		81		10				5		5		2		44		43		1				0		2		0		2

		82		6				35		15		4		20		5		0				1		2		0		2

		83		4				9		9		1		1		0		0				9		1		0		1

		84		3				37		37		12		42		37		0				0		1		0		1

		85		2				40		31		9		5		3		1				1		0		0		0

		86		3				1		1		0		0		0		0				0		0		0		0

		87		9				3		0		0		2		1		1				0		0		0		0

		88		11		記載なし キサイ		11		11		5		10		7		3				0		1		0		1

		89		7				5		5		3		9		5		1				0		0		0		0

		90		11		記載なし キサイ		46		37		8		10		10		1				0		0		0		0

		91		1				17		7		3		2		0		0		3		0		0		0		0

		92		3				2		1		1		0		0		0		3		0		0		0		0

		93		9				1		1		0		0		0		0		3		0		0		0		0

		94		6				7		7		1		3		3		0				0		1		0		1

		95		3				17		13		2		1		5		0				0		0		0		0

		96		3				9		8		2		6		3		0				0		0		0		0

		97		2				27		27		4		9		9		0				0		1		0		1

		98		2				4		4		3		1		1		1				0		0		0		0

		99		6				1		1		0		1		0		0		3		0		0		0		0

		100		2				25		21		4		4		3		0				0		0		0		0

		101		4				6		5		2		3		2		1				1		1		1		1

		102		7				5		5		2		4		4		0				2		0		0		0

		103		6				4		3		1		2		2		0		3		0		0		0		0

		104		6				3		3		1		2		1		0				0		0		0		0

		105		2				7		7		1		2		1		1				1		0		0		0

		106		9				10		10		2		5		3		1				0		0		0		0

		107		8				30		22		11		19		14		4				0		2		0		2

		108		6				0		0		0		6		0		0				0		0		0		0

		109		11		測量業・建設コンサルタント ソクリョウギョウケンセツ		10		6		4		3		1		2				3		1		0		0

		110		6				4		4		2		5		3		0				0		0		0		0

		111		11		記載なし キサイ		27		27		2		5		5		1				0		0		0		0

		112		11		電気事業 デンキジギョウ		53		38		9		15		6		0				47		6		0		2

		113		2				10		0		0		3		2		0				0		0		0		0

		114		7				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		115		10				0		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		116		8				12		6		0		15		4		0				6		0		4		0

		117		3				4		3		1		2		1		1				0		0		0		0

		118		2				5		4		1		3		1		1		3		0		0		0		0

		119		2				2		2		1		2		2		1				0		0		0		0

		120		3				27		26		6		3		3		0				2		0		2		0

		121		9				4		4		1		31		29		5				0		5		0		5

		122		10				1		1		1		1		1		0		3		0		0		0		0

		123		3				2		2		1		1		1		0				0		0		0		0

		124		9				0		0		0		1		1		1				0		0		0		0

		125		9				4		4		0		3		0		0				0		1		0		1

		126		9				1		1		1		1		1		0				0		0		0		0

		127		3		雇用者数回答なし コヨウシャスウカイトウ																0		2		0		2

		128		2				5		3		2		0		0		0				5		0		0		0

		129		3				2		2		0		0		0		0				0		0		0		0

		130		9				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		131		6				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		132		3				2		2		0		0		0		0				0		0		0		0

		133		3				10		10		0		3		3		0				2		0		0		0

		134		9				0		0		0		2		0		0				0		0		0		0

		135		5				106		94		12		51		47		1				2		1		0		1

		136		4				2		2		1		4		3		1				0		0		0		0

		137		2				28		28		1		2		2		0				0		0		0		0

		138		9				1		1		1		3		1		1				0		0		0		0

		139		3				5		5		2		5		4		0				0		0		0		0

		140		2				18		18		3		3		3		0				0		0		0		0

		141		7				8		8		3		2		2		0				8		2		0		0

		142		9				2		1		1		4		2		0		3		0		0		0		0

		143		9				4		4		2		1		1		0				0		0		0		0

		144		3				4		3		1		20		20		0		3		0		0		0		0

		145		6				7		7		0		3		3		1				0		0		0		0

		146		2				21		21		4		4		1		0				0		0		0		0

		147		6				6		5		1		2		0		1				0		0		0		0

		148		3				134		95		6		40		6		0				3		0		0		0

		149		2				2		2		1		1		1		1				0		0		0		0

		150		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		151		3				17		13		4		7		5		2				1		0		0		0

		152		9				77		33		2		103		4		0		3		0		0		0		0

		153		6				0		0		0		1		1		0				0		0		0		0

		154		2				26		0		4		1		0		0		3		0		0		0		0

		155		6				10		9		1		3		3		0				2		0		1		0

		156		11		電気 デンキ		24		24		4		1		1		0				0		0		0		0

		157		11		不動産鑑定 フドウサンカンテイ		2		2		2		0		0		0				0		0		0		0

		158		9				1		0		1		4		0		0				0		0		0		0

		159		10				1		0		1		7		3		0				0		0		0		0

		160		3				15		15		2		7		4		0				1		2		0		0

		161		8				5		5		1		1		1		0		3		0		0		0		0

		162		9				4		4		1		2		2		1				0		0		0		0

		163		6				27		27		3		3		3		0				0		4		0		1

		164		2				12		12		2		2		1		0				0		0		0		0

		165		9				1		1		1		11		6		1				0		1		0		1

		166		6				2		2		1		2		1		0				0		0		0		0

		167		11		記載なし キサイ		1		1		0		1		0		0		3		0		0		0		0

		168		11		旅行業 リョコウギョウ		1500		1500		0		1100		1100				3		0		0		0		0

		169		11		飲食宿泊業、サービス業　医療、福祉 インショクシュクハクギョウギョウイリョウフクシ		0		0		0		10		0		0				0		0		0		0

		170		11		製造、卸、小売業 セイゾウオロシコウリギョウ		9		6		2		17		9		2				0		3		0		0

		171		3				1161		1118		125		333		329		0				0		36		0		36

		172		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		173		9				12		3		1		10		5		2				0		0		0		0

		174		10				1		0		0		2		2		0				0		0		0		0

		175		2				4		4		1		1		1		0				0		0		0		0

		176		11		公益団体 コウエキダンタイ		1		0		1		1		0		0				0		0		0		0

		177		11		倉庫業 ソウコギョウ		1		0		1		1		0		1				1		1		0		0

		178		6				6		6		3		2		2		0				0		1		0		1

		179		9				0		0		0		2		0		0				0		1		0		0

		180		9				0		0		0		4		3		1				0		0		0		0

		181		9				3		2		0		12		0		0				0		0		0		0

		182		9				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		183		3				3		3		0		1		0		0				0		0		0		0

		184		10				1		0		1		3		1		0				0		0		0		0

		185		3				1		0		0		4		0		0				0		0		0		0

		186		11		建設　卸小売業 ケンセツオロシコウリギョウ		9		9		5		5		5		1				0		0		0		0

		187		2				1		0		1		0		0		1				0		0		0		0

		188		6				7		5		2		3		0		0				2		0		0		0

		189		3				16		16		2		3		3		0				0		0		0		0

		190		9				1		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		191		8				12		0		0		2		0		0				0		0		0		0

		192		11		建設、卸、小売業 ケンセツオロシコウリギョウ		46		43		4		7		0		1				4		0		0		0

		193		6				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		194		2				5		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		195		6				10		0		0		11		0		0				0		0		0		0

		196		7				4		4		1		6		2		0				4		6		0		0

		197		8				2		2		0		1		1		0				0		0		0		0

		198		6				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		199		9				11		11		0		17		1		0				0		0		0		0

		200		11		美容業 ビヨウギョウ		0		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		201		3				26		21		6		10		1		0				0		0		0		0

		202		6				0		0		0		2		1		1				0		0		0		0

		203		2				1		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		204		9				1		0		1		1		1		0		3		0		0		0		0

		205		3				125		80		24		62		38		2				4		3		1		3

		206		10				0		0		0		8		1		0				0		1		0		1

		207		3				3		0		0		3		1		0				0		0		0		0

		208		9				1		1		0		0		0		0		3		0		0		0		0

		209		3				0		0		0		1		1		0				0		0		0		0

		210		2				6		2		2		1		1		0				0		0		0		0

		211		3				2		0		2		2		0		1				0		0		0		0

		212		2				4		4		0		1		1		0				4		1		0		0

		213		6				1		0		1		1		1		0				0		0		0		0

		214		10				2		2		0		0		0		0				0		0		0		0

		215		9				1		0		1		4		0		1				0		2		0		2

		216		6				15		15		3		1		1		0		3		0		0		0		0

		217		2				3		2		0		0		0		0				0		0		0		0

		218		6				0		0		0		1		1		0		3		0		0		0		0

		219		11		デザイン業 ギョウ		1		0		0		0		0		0				1		0		0		0

		220		9				10		0		2		3		0		1		3		0		0		0		0

		221		9				28		21		1		3		3		0				0		0		0		0

		222		11		社会保険労務士業 シャカイホケンロウムシギョウ		1		1		0		5		2		0				1		5		0		0

		223		6				11		10		1		4		4		1				0		0		0		0

		224		6				16		16		3		2		1		0				2		0		0		0

		225		2				2		2		1		0		0		0				0		0		0		0

		226		11		卸、小売、飲食サービス業 オロシコウインショクギョウ		0		0		0		1		0		1				0		0		0		0

		227		6				2		2		1		2		1		1		3		0		0		0		0

		228		11		製造、派遣・請負業 セイゾウハケンウケオイギョウ		157		33		8		236		18		1				0		5		0		5

		229		11		記載なし キサイ		96		75		20		83		51		5				10		13		0		6

		230		6				4		4		1		2		2		0				0		0		0		0

		231		9				1		1		0		1		1		0				0		0		0		0

		232		6				17		17		7		11		7		1				0		0		0		0

		233		2				27		27		6		6		6		0				0		0		0		0

		234		6				0		0		0		3		3		1				0		1		0		1

		235		6				0		0		0		2		0		0				0		0		0		0

		236		3				26		24		7		3		3		0				0		0		0		0

		237		3				3		3		0		3		3		0				0		0		0		0

		238		3				14		12		1		5		3		0				1		0		0		0

		239		6				2		1		1		0		0		0		3		0		0		0		0

		240		9				1		0		1		3		1		1		3		0		0		0		0

		241		8				2		1		1		1		1		0				0		0		0		0

		242		11		記載なし キサイ		1		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		243		7				6		5		1		13		13		0				1		2		1		2

		244		11		記載なし キサイ		1		0		1		0		0		0				0		0		0		0

		245		2				36		36		3		2		2		0				1		0		0		0

		246		3				37		37		12		44		39		0				0		1		0		1

		247		3				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		248		6				1		0		1		2		1		0				0		0		0		0

		249		9				2		0		2		0		0		0		3		0		0		0		0

		250		9				8		0		0		30		2		0				0		0		0		0

		251		11		女性専用フィットネス ジョセイセンヨウ		49		11		3		101		51		1				0		4		0		4

		252		3				2		0		2		13		13		0				0		0		0		0

		253		9				3		2		1		9		6		1				0		2		0		2

		254		9				2		0		0		5		1		0				1		0		0		0

		255		3				2		1		0		3		0		0		3		0		0		0		0

		256		2				1		1		0		1		1		1		3		0		0		0		0

		257		2				0		0		0		2		0		2		3		0		0		0		0

		258		8				1		1		0		1		0		2		3		0		0		0		0

		259		6				15		12		2		5		2		1				0		1		0		1

		260		11		派遣業 ハケンギョウ		50		2		0		92		2		1				0		0		0		0

		261		3				14		5		2		8		4		1				0		0		0		0

		262		9				0		0		0		3		2		1				0		0		0		0

		263		2				4		4		0		2		2		1		3		0		0		0		0

		264		8				1		1		0		2		2		0				0		0		0		0

		265		2				3		2		1		1		1		0				0		0		0		0

		266		9				5		5		1		10		2		1				0		0		0		0

		267		3				530		503		109		165		165		0				0		6		0		5

		268		6				10		5		2		4		1		0				0		0		0		0

		269		3				1		1		1		2		2		0				0		0		0		0

		270		5				193		133		13		30		14		0				0		0		0		0

		271		6				1		0		0		1		0		0				0		0		0		0

		272		9				58		3		2		82		1		0		0		0		0		0		0

		273		9				250		34		11		300		6		1				0		2		0		2

		274		10				1		0		1		1		1		0				0		0		0		0

		275		3				2		2		2		0		0		0				0		0		0		0

		276		2				16		16		1		2		2		0				0		0		0		0

		277		9				3		3		1		19		11		3				0		0		0		0

		278		6				72		72		8		22		22		0				0		1		0		1

		279		2				10		9		2		5		3		2				1		1		0		1

		280		9				1		0		0		3		0		0				0		0		0		0

		281		9				89		59		20		77		37		15				2		0		0		0

		282		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		283		3				69		64		8		56		44		2				0		1		0		1

		284		6				1		1		0		8		3		0				0		0		0		0

		285		3				4		4		1		1		1		0				1		0		0		0

		286		2				6		3		1		3		0		0				0		0		0		0

		287		7				5		5		3		6		5		1				1		0		1		0

		288		2				3		3		2		2		2		1				0		0		0		0

		289		10				2		2		1		9		6		1		3		0		0		0		0

		290		3				93		88		21		49		26		0				0		0		0		0

		291		6				3		2		1		2		2		1				0		0		0		0

		292		7				4		3		1		3		0		1				0		0		0		0

		293		2				2		2		1		0		0		0				0		0		0		0

		294		9				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		295		11		業務受託会社 ギョウムジュタクガイシャ		3		3		1		1		1		1				0		0		0		0

		296		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		297		3				98		82		14		53		19		0				5		0		0		0

		298		11		製造、卸、小売業 セイゾウオロシコウリギョウ		40		35		0		50		12		0				0		3		0		0

		299		9				1		0		1		7		6		1				0		0		0		0

		300		2				3		3		1		1		1		1				0		0		0		0

		301		3				14		9		1		11		4		1				0		0		0		0

		302		2				0		0		1		2		0		0				0		0		0		0

		303		6				35		35		4		9		9		0				0		0		0		0

		304		6				1		1		1		6		2		1				0		0		0		0

		305		3				1		0		3		0		0						0		0		0		0

		306		6				10		10		0		3		3		0				0		0		0		0

		307		9				3		3		1		4		4		0		3		0		0		0		0

		308		3				7		5		2		3		3		0				0		0		0		0

		309		9				1		0		0		1		1		0				0		0		0		0

		310		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		311		9				5		1		1		3		1		1				0		0		0		0

		312		9				0		0		0		1		1		1		3		0		0		0		0

		313		7				3		2		1		1		1		0				0		0		0		0

		314		9				1		1		1		4		3		0				1		4		0		0

		315		8				2		1		1		1		0		0				0		0		0		0

		316		3				10		4		2		5		2		1				0		0		0		0

		317		7				4		3		1		6		4		0				1		0		0		0

		318		3				1		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		319		11		丸印なし マルジルシ		1		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		320		9				2		1		0		2		1		0				0		0		0		0

		321		6				0		0		0		2		1		1				0		0		0		0

		322		9				3		2		2		3		2		1		3		0		0		0		0

		323		9				1		1		1		3		3		1				0		0		0		0

		324		6				4		2		1		15		1		0				0		0		0		0

		325		6				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		326		11		記載なし キサイ		30		25		5		20		10		0				3		5		0		2

		327		2				2		2		0		1		1		1				1		0		0		0

		328		3				79		75		10		57		51		3				3		4		0		4

		329		9				42		38		8		14		7		1				0		0		0		0

		330		4				8		6		3		5		2		0				1		1		0		1

		331		3				26		26		5		5		5		0				0		0		0		0

		332		2				80		80		18		7		7		2				1		0		0		0

		333		9		清掃業 セイソウギョウ		58		35		2		141		23		0				0		0		0		0

		334		3		食品製造販売（ロングライフパン） ショクヒンセイゾウハンバイ		5		5		0		18		11		0				0		0		0		0

		335		3				1		1		1		1		1		0				0		0		0		0

		336		3				2		2		1		0		0		0		3		0		0		0		0

		337		5				0		0		0		1		1		1				0		0		0		0

		338		9		ゴルフ場 ジョウ		24		8		3		16		2		0				0		0		0		0

		339		11		派遣事業 ハケンジギョウ		15		0		0		5		0		0		3		0		0		0		0

		340		9				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		341		6				3		3		1		3		2		1				1		0		0		0

		342		6		自動車販売 ジドウシャハンバイ		5		5		0		3		0		0				0		0		0		0

		343		11		記載なし キサイ		0		0		1		0		0		1		3		0		0		0		0

		344		3				0		0		0		1		0		0		3		0		0		0		0

		345		9				1		1		1		0		0		0		3		0		0		0		0

		346		3				22		21		5		2		2		0				1		0		0		0

		347		2				10		10		4		2		1		1		3		0		0		0		0

		348		2				47		47		9		9		8		0				0		0		0		0

		349		3				353		310		37		73		31		1				0		13		0		13

		350		6				11		11		4		3		2		0		3		0		0		0		0

		351		3				2		2		1		2		2		0				0		0		0		0

		352		4				28		28		8		12		11		1				2		2		0		2

		353		2				23		19		6		8		3		0				3		0		0		0

		354		2				2		2		1		2		1		1				0		0		0		0

		355		11		記載なし キサイ		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0

		356		2				16		16		2		3		3		1		3		0		0		0		0

		357		4				1		1		1		4		3		0				0		0		0		0

		358		3		フィルター製造 セイゾウ		6		6		1		11		11		3				0		0		0		0

		359		7				502		446		111		510		273		3				18		6		3		6

		360		3				219		124		18		87		41		0				0		5		0		5

								9188		7506		1227		5732		3396		185				223		214		14		151

																										利用者 リヨウシャ				否利用 ヒリヨウ

						総数 ソウスウ		正社員 セイシャイン		正規社員 セイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		管理職 カンリショク		管理職 カンリショク				育児対象男性 イクジタイショウダンセイ		223		14		6.3		209		93.7

				男性 ダンセイ		9188		7506		81.7		456		5.0		1226		13.3				育児対象女性 イクジタイショウジョセイ		214		151		70.6		63		29.4

				女性 ジョセイ		5732		3396		59.3		2151		37.5		185		3.2

						14920		10902				2607				1411								男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

						正規社員 セイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		管理職 カンリショク												利用した リヨウ		6.3		70.6

		A		男性 ダンセイ		81.7		5.0		13.3												利用しなかった リヨウ		93.7		29.4

				女性 ジョセイ		59.3		37.5		3.2

						総数 ソウスウ		正規社員 セイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		管理職 カンリショク

		B		男性 ダンセイ		61.6		81.7		5.0		13.3

				女性 ジョセイ		38.4		59.3		37.5		3.2

						総数 ソウスウ		正規社員 セイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		管理職 カンリショク

		C		男性 ダンセイ		61.6		68.9		17.5		86.9

				女性 ジョセイ		38.4		31.1		82.5		13.1

				各項目男女比 カクコウモクダンジョヒ

				1		農林漁業 ノウリンギョギョウ		360		1		0.3%

				2		建設業 ケンセツギョウ		360		54		15.0%

				3		製造業 セイゾウギョウ		360		64		17.8%

				4		情報通信業 ジョウホウツウシンギョウ		360		9		2.5%

				5		運輸業、郵便業 ウンユギョウユウビンギョウ		360		5		1.4%

				6		卸売業、小売業 オロシウリギョウコウリギョウ		360		72		20.0%

				7		金融業、保険業 キンユウギョウホケンギョウ		360		17		4.7%

				8		不動産業、物品賃貸業 フドウサンギョウブッピンチンタイギョウ		360		11		3.1%

				9		飲食宿泊業、サービス業 インショクシュクハクギョウギョウ		360		71		19.7%

				10		医療、福祉 イリョウフクシ		360		11		3.1%

				11		その他 タ		360		45		12.5%

												100.0%





企業 （加工用）

		



男性

女性

B



企業 （加工用） (2)

		



男性

女性

C



女性 (加工用)

		



利用した

利用しなかった

育児休業について



								0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

																										利用者 リヨウシャ				否利用 ヒリヨウ

						総数 ソウスウ		正社員 セイシャイン		正規社員 セイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		管理職 カンリショク		管理職 カンリショク				育児対象男性 イクジタイショウダンセイ		223		14		6.3		209		93.7

				男性 ダンセイ		9188		7506		81.7		456		5.0		1226		13.3				育児対象女性 イクジタイショウジョセイ		214		151		70.6		63		29.4

				女性 ジョセイ		5732		3396		59.3		2151		37.5		185		3.2

						14920		10902				2607				1411								男性 ダンセイ				女性 ジョセイ

						正規社員 セイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		管理職 カンリショク												利用した リヨウ		14		6.3		151		70.6

		A		男性 ダンセイ		81.7		5.0		13.3												利用しなかった リヨウ		209		93.7		63		29.4

				女性 ジョセイ		59.3		37.5		3.2														223				214

						総数 ソウスウ		正規社員 セイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		管理職 カンリショク

		B		男性 ダンセイ		61.6		81.7		5.0		13.3

				女性 ジョセイ		38.4		59.3		37.5		3.2

						総数 ソウスウ		正規社員 セイキシャイン		非正規社員 ヒセイキシャイン		管理職 カンリショク

		C		男性 ダンセイ		61.6		68.9		17.5		86.9

				女性 ジョセイ		38.4		31.1		82.5		13.1

				各項目男女比 カクコウモクダンジョヒ

																1		農林漁業 ノウリンギョギョウ		360		1		0.3%

		1		農林漁業 ノウリンギョギョウ		360		1		0.3%						2		建設業 ケンセツギョウ		360		54		15.0%

		2		建設業 ケンセツギョウ		360		54		15.0%						3		製造業 セイゾウギョウ		360		64		17.8%

		3		製造業 セイゾウギョウ		360		64		17.8%						4		情報通信業 ジョウホウツウシンギョウ		360		9		2.5%

		4		情報通信業 ジョウホウツウシンギョウ		360		9		2.5%						5		運輸業、郵便業 ウンユギョウユウビンギョウ		360		5		1.4%

		5		運輸業、郵便業 ウンユギョウユウビンギョウ		360		5		1.4%						6		卸売業、小売業 オロシウリギョウコウリギョウ		360		72		20.0%

		6		卸売業、小売業 オロシウリギョウコウリギョウ		360		72		20.0%						7		金融業、保険業 キンユウギョウホケンギョウ		360		17		4.7%

		7		金融業、保険業 キンユウギョウホケンギョウ		360		17		4.7%						8		不動産業、物品賃貸業 フドウサンギョウブッピンチンタイギョウ		360		11		3.1%

		8		不動産業、物品賃貸業 フドウサンギョウブッピンチンタイギョウ		360		11		3.1%						9		飲食宿泊業、サービス業 インショクシュクハクギョウギョウ		360		71		19.7%

		9		飲食宿泊業、サービス業 インショクシュクハクギョウギョウ		360		71		19.7%						10		医療、福祉 イリョウフクシ		360		11		3.1%

		10		医療、福祉 イリョウフクシ		360		11		3.1%						11		その他 タ		360		45		12.5%

		11		その他 タ		360		45		12.5%														100.0%

										100.0%

				1		農林漁業 ノウリンギョギョウ		360		1		0.3%

				2		建設業 ケンセツギョウ		360		54		15.0%

				3		製造業 セイゾウギョウ		360		64		17.8%

				4		情報通信業 ジョウホウツウシンギョウ		360		9		2.5%

				5		運輸業、郵便業 ウンユギョウユウビンギョウ		360		5		1.4%

				6		卸売業、小売業 オロシウリギョウコウリギョウ		360		72		20.0%

				7		金融業、保険業 キンユウギョウホケンギョウ		360		17		4.7%

				8		不動産業、物品賃貸業 フドウサンギョウブッピンチンタイギョウ		360		11		3.1%

				9		飲食宿泊業、サービス業 インショクシュクハクギョウギョウ		360		71		19.7%

				10		医療、福祉 イリョウフクシ		360		11		3.1%

				11		その他 タ		360		45		12.5%

												100.0%

						女性従業員の採用拡大、パート契約社員から正社員への登用		114		31.7

						勤務時間・フレックスタイムなど、勤務時間の柔軟化		102		28.3

						出産や育児等による休業がハンディとならない人事制度の導入		9		2.5

						異動や担当業務について、本人の意向確認　		11		3.1

						女性の管理職への積極的登用		9		2.5

						女性の活躍に向けた社内の推進体制の整備（担当部署、指導者の設置、ノー残業デーの実施など）		4		1.1

						意識改革のための教育・研修機会の確保		3		0.8

						女性の採用や昇進における数値目標の設定		1		0.3

						トップの女性活躍推進に関するメッセージの発信		0		0

						企業内託児所や学童保育所などの設置による環境整備		0		0

						特に取り組んでいない		86		23.9

						その他		2		0.6

						無回答 ムカイトウ		19		5.3

						女性の家事や育児の負担を考慮する必要がある（時間外労働・深夜勤務をさせにくい）		185		51.9

						女性が就ける業務が限られている		37		10.3

						活躍を望む女性が少ない		25		6.9

						結婚や出産で退職する女性が多い		12		3.3

						上司や同僚の男性の認識、理解が不十分		9		2.5

						働きやすい職場環境（制度や設備）を整備する負担が重い		7		1.9

						転勤や部署間異動をさせにくい		2		0.6

						日常の業務が忙しく、女性活躍推進に取り組む余裕がない		8		2.2

						顧客や取引先を含む社会一般の理解が不十分		0		0

						コストや労力がかかる（業績にすぐに反映しない）		0		0

						女性の活躍推進の手法がわからない		1		0

						特にない		46		12.8

						その他		1		0.3

						無回答 ムカイトウ		25		6.9

						ぜひ、働き続けてほしい		170		47.2

						できれば働き続けてほしい		121		33.6

						働き続けるのは困難である		8		2.2

						わからない		25		6.9

						その他 タ		2		0.6

						無回答 ムカイトウ		34		9.4

						代替要員の人材確保が難しい		246		68.3

						企業側の経済負担が大きい		21		5.8

						上司や同僚の理解が得にくい		4		1.1

						顧客や取引先の理解が得にくい		4		1.1

						利用した従業員が、必ず復職する保証がない		9		2.5

						復職した後、通常業務に戻るまで時間がかかる		5		1.4

						その他		8		2.2

						無回答		63		17.5

						始業時刻の繰り下げ、または終業時刻の繰り上げ		104		28.9

						配置転換の考慮		8		2.2

						時間休の取得		23		6.4

						特に実施していない		171		47.5

						その他		6		1.7

						無回答		48		13.3

						いる		14		3.9

						いない		245		68.1

						対象者がいない		64		17.8

						わからない		7		1.9

						無回答		30		8.3

						勤務時間の柔軟化		127		35.5

						残業縮減		84		23.3

						業務改善		12		3

						仕事もプライベートも充実させるための時間管理意識の向上		5		1.4

						特別休暇（リフレッシュ休暇、ボランティア休暇、記念日休暇など）の制度拡充		6		1.7

						特に実施していない		108		30

						その他		1		0.3

						無回答		17		4.7

						時間単位、半日単位など柔軟な有給休暇取得制度		140		38.9

						取得しやすい職場の雰囲気作り		56		15.6

						経営者による有給休暇の取得奨励		9		2.5

						業務の補完・協力体制の整備		7		1.9

						特に実施していない		123		34.2

						その他		2		0.6

						無回答		23		6.4

						ノー残業デーを設定している		46		12.8

						残業の事前承認制を取っている		39		10.8

						長時間労働ではなく、時間効率を意識させる仕組みづくりをしている		89		24.7

						特に実施していない		136		37.8

						その他		1		0.3

						無回答		49		13.6
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問２　女性の活躍推進のために、取り組んでいることがありますか



		



問3　女性の活躍を進めるうえで、どのような問題があると思いますか



		





		



問６　



		



問７　育児休業制度以外に従業員の育児に関する独自の支援制度がありますか
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問１０



		



問１１



		





		男性		男性

		女性		女性



利用した

利用しなかった

6.3

93.7

70.6

29.4



		受付№ ウケツケ		問３－９ トイ		問４－１１ トイ		問６－５ トイ		問７－４ トイ

		1

		2

		3

		4		退職までいかずともパートになる等どうしても同じ仕事のままということが難しいように思える。 タイショクナドオナシゴトムズカオモ

		5

		6

		7

		8

		9						4

		10

		11						4

		12

		13		妊娠中の仕事 ニンシンチュウシゴト

		14

		15

		16

		17

		18						4

		19

		20

		21								上司が有給休暇取得を奨励する意思を表明し、上司自身も休みをとる。 ジョウシユウキュウキュウカシュトクショウレイイシヒョウメイジョウシジシンヤス

		22

		23								休みを取った人のかわりに仕事をフォローしてくれる体制 ヤストヒトシゴトタイセイ

		24				10

		25		職場を含め社会が小さい子ども同伴でいることに寛容でない場面が多い。 ショクバフクシャカイチイコドウハンカンヨウバメンオオ

		26						業務の効率化、内容の精選 ギョウムコウリツカナイヨウセイセン

		27						4

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34						4

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41								有給があっても仕事が忙しくて使えないままの人がよくいるので絶対数日はとるようにするなど対策をとる。 ユウキュウシゴトイソガツカヒトゼッタイスウジツタイサク

		42				10

		43				10

		44						4		人手不足解消 ヒトデブソクカイショウ

		45		女性への負担が多い ジョセイフタンオオ				会社の理解 カイシャリカイ

		46

		47

		48						4

		49

		50

		51

		52						4

		53

		54

		55

		56

		57		女性の認識も必要 ジョセイニンシキヒツヨウ

		58				10

		59

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66

		67						年休が1年に10日では少ない。20日間くらいでればと思う。 ネンキュウネンニチスクニチカンオモ

		68

		69

		70				男性社員の理解 ダンセイシャインリカイ

		71

		72

		73

		74

		75				学校、保育園の理解 ガッコウホイクエンリカイ

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83				10

		84

		85

		86

		87						4

		88

		89

		90						4		有給休暇取りずらいです。周りがあまりとらないのもあるが一番は企業トップが取得を奨励すれば取りやすくなると思う。例えば1か月に1回どこかでとるとか難しいなら半年に1回とか。あとはGWの間の平日とか。旅行したいです。 ユウキュウキュウカトマワイチバンキギョウシュトクショウレイトオモタトゲツカイムズカハントシカイアイダヘイジツリョコウ

		91

		92

		93

		94						4

		95								女性の活躍を推進するのではなく、既婚者は男女ともに働くか働かないか選べるようにするべきだと思う。現状働いている既婚女性の多くは一人の所得では家計が苦しいという理由で働きに出ている人が殆どだと思う。夫婦どちらかが専業でも子どもを育てられる所得があるべき。 ジョセイカツヤクスイシンキコンシャダンジョハタラハタラエラオモゲンジョウハタラキコンジョセイオオヒトリショトクカケイクルリユウハタラデヒトホトンオモフウフセンギョウコソダショトク

		96		同僚の女性にも理解してほしい ドウリョウジョセイリカイ

		97

		98

		99

		100						どんな理由で休む、遅れる、早退するかの職場の理解　 リユウヤスオクソウタイショクバリカイ

		101				9  10		4

		102

		103		様々な制約をクリアできる仕事、職場がない サマザマセイヤクシゴトショクバ

		104						4

		105

		106

		107

		108

		109						4

		110

		111						4

		112

		113

		114

		115

		116

		117

		118

		119		女性が活躍しているのに、活躍しているという評価を得られない為に何となくみんな活躍していないという自己評価でいる。同じような仕事内容であっても、女：一般職　男：総合職にわけられていて、人によってですが、男性より忙しく大変な仕事をしてしているのに地位は下、という状況がある。 ジョセイカツヤクカツヤクヒョウカエタメナンカツヤクジコヒョウカオナシゴトナイヨウオンナイッパンショクオトコソウゴウショクヒトダンセイイソガタイヘンシゴトチイシタジョウキョウ

		120

		121

		122

		123

		124

		125

		126		男尊女卑的考え方が深い。暗黙の男性ルールが多い。 ダンソンジョヒテキカンガカタフカアンモクダンセイオオ		9 10
女性の人間関係（いじめ、悪口、陰口、圧力etc）問題に対する社会的意識の変化
ex．女性のもめごとと片付けずに仕事場でのいじめ、圧力等には何かしら罰則をもって対応する等 ジョセイニンゲンカンケイワルグチカゲグチアツリョクモンダイタイシャカイテキイシキヘンカジョセイカタヅシゴトバアツリョクトウナニバッソクタイオウトウ		残業を縮減するための、組織内協力体制の強化
ex．自分の仕事が終わったら人の仕事も手伝う等 ザンギョウシュクゲンソシキナイキョウリョクタイセイキョウカジブンシゴトオヒトシゴトテツダナド

		127

		128						4

		129

		130

		131

		132

		133

		134

		135						4

		136

		137

		138

		139

		140

		141

		142

		143

		144

		145

		146

		147

		148						4

		149

		150

		151

		152

		153						4

		154

		155

		156				10		4

		157

		158

		159

		160

		161

		162

		163

		164

		165

		166

		167

		168

		169

		170

		171				10

		172						4

		173

		174

		175								上司が積極的に取得する ジョウシセッキョクテキシュトク

		176

		177

		178

		179

		180

		181

		182						相互理解、互助（夫・舅・姑） ソウゴリカイゴジョオットシュウトシュウトメ

		183

		184

		185

		186

		187						有給休暇の取りやすさ ユウキュウキュウカト

		188

		189						有休等のとりやすさ ユウキュウトウ

		190		同僚の女性の認識 ドウリョウジョセイニンシキ

		191

		192

		193

		194						意識改革 イシキカイカク

		195

		196

		197		子供の教育面での影響。フルタイムで共働きだと習い事ができない。子供との時間が少ない。 コドモキョウイクメンエイキョウトモバタラナラゴトコドモジカンスク		女性も男性と同じ様な職種につく。女性≠事務 ジョセイダンセイオナヨウショクシュジョセイジム		家族の理解、家族を職場に招く、旅行に家族をつれていく カゾクリカイカゾクショクバマネリョコウカゾク

		198

		199						年間休日120～124日は必須 ネンカンキュウジツニチヒッス

		200

		201

		202

		203

		204

		205								有休取得の促進をしなくても良くなるような仕事環境にすることが必要。 ユウキュウシュトクソクシンヨシゴトカンキョウヒツヨウ

		206

		207

		208		自分が働いて来た中では認められて来たと思うから。 ジブンハタラキナカミトキオモ

		209

		210

		211				従業員の意識改革 ジュウギョウインイシキカイカク

		212						子供の用事などの休みは取りやすい環境ですが、私用で休む有休も取りやすいようにしてほしい。 コドモヨウジヤストカンキョウシヨウヤスユウキュウト

		213

		214

		215

		216

		217

		218

		219		土日学童、病児保育の少なさ ドニチガクドウビョウジホイクスク

		220

		221								仕事量の減少 シゴトリョウゲンショウ

		222

		223

		224

		225				10
11託児所・保育料補助 タクジショホイクリョウホジョ

		226

		227

		228						4

		229

		230

		231

		232						4

		233		8  9  10

		234		体のつくりが男女で相違するため、気持ちだけではうめられない差がある。（授乳、生理、腕力） カラダダンジョソウイキモサジュニュウセイリワンリョク

		235				9  10		4

		236

		237

		238

		239

		240

		241

		242

		243

		244

		245

		246

		247

		248

		249		保育園等の体制 ホイクエントウタイセイ

		250

		251				7  8  9		4

		252		大きな問題はないと思う オオモンダイオモ

		253				9  10		4

		254

		255

		256

		257

		258

		259						4

		260

		261

		262

		263

		264

		265		8				4

		266

		267

		268								休暇を自身が取得をしても、最低限業務が回る人材の雇用、人数の充実 キュウカジシンシュトクサイテイゲンギョウムマワジンザイコヨウニンズウジュウジツ

		269

		270						特別休暇の制度があっても実際に取得することが難しい。誰でも取得しやすい環境が必要だと思います。有給など。 トクベツキュウカセイドジッサイシュトクムズカダレシュトクカンキョウヒツヨウオモユウキュウ

		271

		272

		273

		274						業務の見える化・標準化、情報の共有化 ギョウムミカヒョウジュンカジョウホウキョウユウカ

		275

		276								職種にもよるが、まず上司が有給をとってみては？各々が遠慮してしまうことが意味がない。取れるときはどんどん取って消化する。 ショクシュジョウシユウキュウオノオノエンリョイミトトショウカ

		277

		278

		279

		280

		281		男尊女卑 ダンソンジョヒ				意味不明　　現場の状況わかってますか？ イミフメイゲンバジョウキョウ		従業員が少ないと取れない ジュウギョウインスクト

		282								人員の確保が必要 ジンインカクホヒツヨウ

		283

		284

		285		企業では、60歳を過ぎると「終わった人」という感じで、今さら女性の活躍は自分には当てはまらない。 キギョウサイスオヒトカンイマジョセイカツヤクジブンア

		286				8  9  10

		287

		288

		289						4

		290

		291				⑦１		④２９

				⑧２		⑧２

				⑨１		⑨５

				⑩１		⑩１３

												10歳代 サイダイ		3		1.0		1.0%

												20歳代 サイダイ		52		17.9		17.9%

												30歳代 サイダイ		78		26.8		26.8%

												40歳代 サイダイ		69		23.7		23.7%

												50歳代 サイダイ		69		23.7		23.7%

												60歳代 サイダイ		17		5.8		5.8%

												70歳以上 サイイジョウ		1		0.3		0.3%

												無回答 ムカイトウ		2		0.7		0.7%

												自営業 ジエイギョウ		291		2		0.7%

												農業・林業 ノウギョウリンギョウ		291		0		0.0%

												会社・団体・公官庁など（常勤） カイシャダンタイコウカンチョウジョウキン		291		182		62.5%

												パート・アルバイト		291		65		22.3%

												家事専業 カジセンギョウ		291		31		10.7%

												学生 ガクセイ		291		0		0.0%

												無職 ムショク		291		4		1.4%

												その他 タ		291		6		2.1%

												無回答 ムカイトウ		291		1		0.3%

																291		100.0%

												未婚 ミコン		291		98		33.7%

												既婚 キコン		291		190		65.3%

												無回答 ムカイトウ		291		3		1.0%

																291		100.0%

														賛成 サンセイ		291		230		79.0%

														反対 ハンタイ		291		2		0.7%

														どちらとも言えない イ		291		57		19.6%

														無回答 ムカイトウ		291		2		0.7%

																		291		100.0%

														そう思う オモ		127		43.6%

														そう思わない オモ		45		15.5%

														どちらとも言えない イ		117		40.2%

														無回答 ムカイトウ		2		0.7%

																291		100.0%

														そう思う		39		13.4%

														ややそう思う		126		43.3%

														どちらとも言えない		63		21.6%

														あまりそう思わない		49		16.8%

														そう思わない		13		4.5%

														無回答		1		0.3%

																291		100.0%

														そう思う		105		36.1%

														ややそう思う		129		44.3%

														どちらとも言えない		42		14.4%

														あまりそう思わない		11		3.8%

														そう思わない		3		1.0%

														無回答		1		0.3%

														そう思う		63		21.6%

														ややそう思う		84		28.9%

														どちらとも言えない		80		27.5%

														あまりそう思わない		46		15.8%

														そう思わない		15		5.2%

														無回答		3		1.0%

														そう思う		28		9.6%

														ややそう思う		35		12.0%

														どちらとも言えない		88		30.2%

														あまりそう思わない		79		27.1%

														そう思わない		60		20.6%

														無回答		1		0.3%

																		100.0%
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