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委員の任期  平成 30 年８月 25 日から令和２年８月 24 日まで 



水戸市男女平等参画推進委員会性的マイノリティに関する専門部会報告書 

 

令和元年 12月 23 日 

専門部会長 田山 知賀子 

 

標記専門部会における勉強会及び議事の結果，必要と思われる性的マイノリティに関す

る施策について，次の通り報告いたします。 

 

記 

 

１ 性的マイノリティに関して，誤解に基づく様々な差別，偏見が存在する。市民及び事業

者に向け，人権の観点からの啓発が不可欠である。 

 

２ 性的マイノリティの総称として「LGBT」が広く使われているが，対応としては，「どの

ような性で生きていきたいか」と，「どのような性の人と家族，パートナーになりたいか」

は分けて考えるべきである。トランスジェンダー，特に性同一性障害者と同性愛者とでは，

配慮すべき事柄，対応が異なることに注意し，施策の検討，実施方法には細心の注意を要

する。 

 

３ 性同一性障害の性別移行では，①二人の医師の診断書を要する，②継続してホルモン治

療を要する，の２点において，大変な困難を抱えているのが実情である。医師会と連携し

て，対応可能な病院の情報を提供する体制の構築が望まれる。 

 

４ 学校教育においては，性的マイノリティの人権についても人権教育のカテゴリの一つ

に挙げられているが，人権教育を実施する側が，必ずしも性的マイノリティについての十

分な知識を学ぶ機会があるとは言えず，教職員の研修等の更なる充実が望まれる。 

 

５ いばらきパートナーシップ制度について，市民や事業者に広く周知する。また，適用拡

大について，事業者に働きかけをするとともに，水戸市の各種制度においての適用拡大に

ついても，全庁的に検証していく必要がある。 

 

６ 水戸市の職員採用試験の性別記載欄削除の是非については，性別にかかわらず能力で

選ぶべきであるから削除すべきであるとの意見がある一方，採用における男女格差が検

証できなくなるとの意見もあり，引き続き議論していくべきである。 

 

以上 



 

V   水戸市男女平等参画推進基本計画（第３次）素案 

 

 

第 1 章 計画の基本的事項 

 

１ 計画策定の趣旨 

本市では，男女平等参画による豊かで活力ある地域社会を目指し，1996（平成８）年に「男女共

同参画都市宣言」を行い，2001（平成 13）年に水戸市男女平等参画基本条例を制定しました。この

条例に基づき，2003（平成 15）年度に「水戸市男女平等参画推進基本計画」を，2014（平成 26）

年度に第２次計画（以下「現基本計画」という。）を策定し，男女平等参画社会の形成に向けた取

組を行ってまいりました。また，2016（平成 28）年度には，女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づき，「水戸市女性活躍推進計画」（以下「現推進計画」という。）を策定し，市民，

事業者等と連携しながら，多岐にわたる施策を総合的に推進してきたところです。 

しかしながら，社会における固定的性別役割分担意識や男女の経済格差，職場における男女の地

位の格差などは，依然として存在しています。 

また，近年，性的マイノリティの人権問題への対応など，新たな社会的要請も生じているほか，

2015（平成 27）年に国連で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：エスディージーズ1）にお

いて，それぞれの目標達成に向けた取組には，男女平等の視点が不可欠であるとされるなど，男女

平等参画の推進は国際的にも重要となっています。 

これらの状況を踏まえ，本市の目指す男女平等参画社会の実現に向け，より一層の取組を推進す

るため，新たな男女平等参画推進基本計画及び女性活躍推進計画を一体的に策定するものです。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

（１） この計画は，水戸市男女平等参画基本条例第９条に規定する「男女平等参画の推進のた

めの基本計画」として策定するものです。 

（２） この計画は，「水戸市第６次総合計画みと魁プラン」を踏まえ，より具体的な内容につ

いて定めた個別計画です。 

（３） この計画は，男女共同参画社会基本法第１４条第３項の規定による「市町村男女共同参

画計画」として策定し，国の男女共同参画社会基本法及び第４次男女共同参画基本計画，

茨城県男女共同参画推進条例及び茨城県男女共同参画基本計画(第３次)を勘案していま

す。 

（４） この計画は，国の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項の規定

による「市町村推進計画」としての「水戸市女性活躍推進計画(第２次)」を含み，同法律

に基づく基本方針及び茨城県女性活躍推進計画(第３次)を勘案しています。 

                                                   
1 持続可能な社会の発展を目指す国際社会の目標。経済，社会及び環境の３側面を不可分のものとし

て，先進国と開発途上国が共に取り組むべき総合的取組として，17のゴール（目標）と 169のターゲッ

トが掲げられている。ＳＤＧｓの実施に取り組むにあたっては，ジェンダー平等の実現及びジェンダー

の視点の主流化が，分野横断的な価値としてＳＤＧｓの全てのゴールの実現に不可欠なものであり，あ

らゆる取組において常にそれらの視点を確保し施策に反映することが必要であるとされている。 
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勘案 

勘案 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図】計画の位置付け 

 

３ 計画の期間 

新たな計画の期間は，水戸市第６次総合計画の計画期間を踏まえ，2020（令和２）年度から

2023（令和５）年度までの４か年とします。ただし，社会情勢の変化や計画の進捗状況を踏ま

え，必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

  

整合 

（茨城県） 

（国） 

水戸市第６次総合計画 

関連計画 

○水戸市まち・ひと・しご
と創生総合戦略 

○水戸市人権施策年間実施
計画 

○水戸市子ども･子育て支
援事業計画 

○水戸市ＤＶ対策基本計画 

○水戸市産業振興ビジョン 

 

       等 

（水戸市） 

男女共同参画社会基本法 

【男女共同参画基本計画】 

 

女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律 

【女性の職業生活における活

躍の推進に関する基本方針】 

茨城県男女共同参画推進条例 

【茨城県男女共同参画基本計画(第３次)】 

【茨城県女性活躍推進計画】 

【水戸市男女平等参画 

推進基本計画(第３次)】 

水戸市女性活躍推

進計画（第 2次） 

水戸市男女平等参画基本条例 
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第２章 調査結果の概要 

 

 本計画の策定に先立ち，水戸市男女平等参画に関する市民調査「男女の働き方とライフスタイル

に関する水戸市民アンケート」及び水戸市男女平等参画に関する事業所調査「水戸市で働く男女の

労働実態に関する事業所調査」を実施しました。 

 

１ 市民調査について（詳細は巻末資料参照） 

 

 調査結果のポイント 

（市民調査「男女の働き方とライフスタイルに関する水戸市民アンケート」報告書より抜粋） 

 

＜就業率の男女差＞ 

 25～44 歳の女性就業率は約７割半ば，25～44 歳の有配偶女性就業率は約７割，末子６歳未

満の女性就業率は約６割であった。 

 25～44歳男女の就業率の差は約 20％ポイント，25～44歳有配偶男女の就業率の差は約 30％

ポイント，末子６歳未満の男女の就業率の差は約 40％ポイントであった。 

 

＜役職者割合・管理職割合の男女差＞ 

 普段収入のある仕事をしている男女のうち，係長・主任以上の役職者割合は，女性が１割半

ば，男性が約５割であった。 

 普段収入のある仕事をしている男女のうち，課長以上の管理職割合は，女性が１割未満，男

性が３割弱であった。女性はどの年齢階層でも管理職が１割未満だったが，男性は 50～59 歳

では約５割が課長以上の管理職だった。 

 

＜離職経験の男女差及び結婚当時の企業規模による差＞ 

 離職経験のない女性は３割弱，男性は５割弱であった。 

 結婚当時に従業員規模 500人以上の企業に勤めていた女性は，結婚当時に従業員規模 500人

未満の企業や官公営に勤めていた女性と比べて，25～44 歳では離職経験回数 0 回の人の割合

が最も多く，45～64歳では離職経験回数 0回の人の割合が最も少なかった。 

 

＜ライフイベント（結婚，妊娠，出産出生，子育て，介護）の女性の働き方への影響＞ 

 結婚経験があり，その当時働いていた女性では，正社員・正職員が約７割，無職は１割弱だ

った。妊娠・出産出生・６歳までの子育て経験があり，その当時に働いていた女性では，正社

員・正職員が約３割，無職は４割強だった。 

 25～44 歳女性の２割半ば，45～64 歳女性の約３割が，結婚等によるライフイベントによる

離職経験があると回答した。最初に離職するきっかけとなったライフイベントは，45～64歳女

性では「結婚」が最も多く，25～44歳女性では「結婚」と「第一子の妊娠・出産・６歳までの

子育て」がほぼ同じくらいだった。 

 結婚等のライフイベントを機に離職した女性の離職理由で最も多かったのは「家事・育児・

介護に専念したかった」で，４割強を占めた。職場や家族の側の理由によってライフイベント

を機に離職した女性も３割強いた。 



 

4 

 

 結婚等で離職した女性のうち，４人に３人は転職・再就職経験があり，その８割は非正社員・

非正職員で転職・再就職していた。 

 結婚経験があり，その当時働いていた女性の約１割弱，男性の約２％が結婚に伴う不利益処

遇を経験していた。妊娠・出産出生・６歳までの子育て経験があり，その当時働いていた女性

の１割強，男性の約２％が妊娠・出産出生・６歳までの子育てに伴う不利益処遇を経験してい

た。いずれの場合も，最も多かった不利益処遇は「退職の強要・勧奨」だった。 

 

＜ライフイベント経験当時の支援環境＞ 

 結婚・妊娠出生・６歳までの子育て経験があり，その当時働いていた男女のうち，育休制度

を利用した女性は３割強で，男性は約 2.5％だった。 

 家族の介護経験があり，その当時働いていた男女のうち，介護休業制度等の支援制度を利用

した男性はほぼ皆無で，女性でも５％程度しかいなかった。 

 妊娠・出産出生・６歳までの子育てを経験した女性の１割強が，水戸市の公的保育サービス

不足等による就労への影響があったと回答した。 

 

＜家事・育児・介護負担の男女差＞ 

 回答者の一日当たり平均家事関連時間は，女性が５時間半弱，男性が２時間弱だった。年齢

階層別の男女差は「25～34歳」が最大だった。 

 家庭での家事・育児・介護分担度は男女で対照的で，家事・育児・介護の負担は男性ではな

く女性に偏っていた。フルタイムで働く有配偶男女間でもその傾向は変わらなかった。 

 男女共に本人の年収が高いと家庭での家事・育児・介護分担度が低いという関係がみられた

が，収入よりも男女差の影響の方が大きかった。 

 女性の継続就業に肯定的な男性と，女性の継続就業に否定的な男性との間に，統計的に有意

な一日当たり平均家事・育児・介護時間の差はなかった。 

 

＜性別役割分担意識の男女差＞ 

 職場における男女の優遇度が「男女とも平等」と回答した人は女性の２割弱，男性の２割強

だった。社会全体における男女の優遇度が「男女とも平等」と回答した人は女性の１割弱，男

性の１割強だった。 

 「女性は子供ができても仕事を続ける方が良い」と回答した人は女性の５割半ば，男性の４

割半ばだった。年齢階層別にみると，「女性は子供ができても仕事を続ける方が良い」と回答し

た人の割合が最も少なかったのは，「18～24歳」であった。 

 女性の継続就業に肯定的な女性は，女性の継続就業に否定的な女性よりも家庭外で収入の

ある仕事をしており，非正社員等よりも正社員等の方が多かった。 

 女性の継続就業に否定的な有配偶フルタイム男性労働者のパートナーは，４割強が無職だ

った。女性の継続就業に肯定的なフルタイム男性労働者のパートナーは，約８割が働いていた。 

 

＜年収の男女差＞ 

 女性は年収「０～99 万円」が最頻値で，約４割を占めた。男性は年収「300～499 万円」が

最頻値で，２割半ばほどいた。男性の３割超は年収 500万円以上，２割弱は年収「200～299万

円」，２割弱は年収 200万円未満だった。 
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２ 事業所調査について（詳細は巻末資料参照） 

 

 調査結果のポイント 

（事業所調査「水戸市で働く男女の労働実態に関する事業所調査」報告書より抜粋） 

 

１．事業所で働く従業員の従業の地位・雇用形態について 

1. 雇用形態 

 一般的に処遇水準の高い正社員・正職員の 2/3が男性であった。 

 一般的に処遇水準の低い非正社員・非正職員の 2/3は女性であった。 

 男性の場合，7割が正社員であったが，女性は正社員・正職員の割合（47.8％）より，非正

社員・非正職員の割合（49.8％）の方が高かった。 

 非正社員・非正職員にしめる無期雇用者の割合は，30 人未満規模ではすでに男女ともに 8

割と，100人以上の 1/3，300人以上の 1割を大きく上回った2 

2. 平均勤続年数 

 平均勤続年数の男女の違いは大きな企業で差が大きく，女性の方が短いところが多かった3。 

3. 管理職 

 事業所レベルの管理職女性割合は，男性では課長以上が 2/3と上級管理職が多く，女性は係

長級が 2/3と低い役職階層に多かった。 

 管理職にしめる女性割合は，30人以上規模に限定しても 22.5％，回答企業の 1/4～1/5で政

府目標の 30％をすでに達成していた。 

 

２．ワーク・ライフ・バランス関連制度と働きやすさ 

1. 育児・介護関連各種制度の整備状況 

 規模 30人未満では就業規則で定めるなどの整備をしていない企業等の割合が高かった。（育

休業制度なしが 4割超，介護休業制度なしが 6割超）4 

 30 人未満規模企業の育休制度の未整備は，とくに育児支援制度を利用しなかった女性の約

5割が 30人未満規模企業であったという市民調査の結果とも一致していた。 

 

                                                   
2 近年の人手不足下で，中小企業は大企業に比べてヒトの確保に苦しんでいることは，中小企業庁「中

小企業白書（2017年版）」などでも明らかにされている。非正規雇用の無期雇用化は，中小企業による人

手不足対策の 1 つだと考えられる。 
3 【考察】規模 30人未満の男女の平均勤続年数が小さい理由として，主に，①時間外・休日労働が少な

く転勤がない職場が多いこともあり女性が就業継続できているから，②小さい企業の方が，一般的に離

職率が高く中途採用者の割合が高いため，男性の勤続年数が大企業より短くなり結果的に男女間の平均

勤続年数の差が小さくなっているからの 2 点が考えられる。 
4育休・介護休業ともに法律上の義務が課されている。 
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 事業所内託児所は回答事業所の中ではほとんど整備されていなかった5。 

 

2. 労働時間・休日休暇などの働きやすさ 

 労働時間面では，規模が小さい方が働きやすい事業所の割合が大きかった。 

 年次有給休暇の取得率は規模による違いはなく，50％前後であった。 

 事業所側が年次有給休暇を取りやすいと回答した割合は 100 人以上規模で計 8 割に達して

いた。 

 

３．ハラスメント 

1. マタハラ（マタニティ・ハラスメント）6関係 

マタハラがあったと推測されるデータ 

 女性が産休・育休がとりにくい事業所は回答事業所全体の 1割以上であった。 

 非正社員について「産休・育休が取りやすい」に「あてはまる」と回答した事業所の割合は，

すべての規模において，正社員の半分以下であった7。 

 妊娠・出産を機に離職した者の割合は，女性が 97％と，ほとんどが女性であった。 

2. パタハラ（パタニティ・ハラスメント）8関係 

パタハラがあったと推測されるデータ 

 育休の取得しやすさには男女間格差が非常に大きく，男性は取りにくい環境にある。 

 「育休を取りやすい職場環境」に「あてはまる」と回答した事業所の割合は，30人未満規模

では， 

 女性正社員の 25.2％に対して男性正社員は 7.1％，30～99人規模で同じく女性 46.2％に対

して 6.8％，100人以上規模では，女性 70.9％に対して 9.1％であった。 

 男性の育休環境は事業所側の認識より，働く側の認識の方が厳しい状況にある。 

 男性の育休の取りやすさについて「あてはまる」「ややあてはまる」という回答は，100人以

上規模で 23.6％，300人以上で 38.9％であったが，市民調査では男性が育休をとりやすいと回

答した割合は 13.1％，男性の育休取得者の割合は 2.5％にすぎなかった。 

                                                   
5 【考察】企業主導型保育所は全国ベースで定員未充足が多いことが明らかになっている。（「東京新

聞」2019年 1月 22 日朝刊他参照。）企業主導型保育所をつくる場合には，保護者へのニーズ調査を丁寧

に行い，実際の保育ニーズとマッチさせる必要がある。 
6 マタハラとは，マタニティ・ハラスメントの略語。妊娠・出産した女性に対して，職場で行われる嫌

がらせのことを意味する。解雇・雇い止めや産休・育休などの法的権利の行使を認めないという事例か

ら言葉による嫌がらせまで多岐にわたり，近年，社会問題として注目されている。 
7 【考察】非正社員の方が正社員に比べて産休・育休を取得しにくいことは，子育て支援制度を利用し

ているのは正社員が 9 割，非正社員は 1割未満（当時の就労状態は正社員が 5割半ば，非正社員は 1/4）

という市民調査の結果からも明らかである。 
8   パタハラとは，パタニティ・ハラスメントの略語。働く男性に対して，育児に参加する機会や権利

を侵害する職場の上司や同僚から行われる嫌がらせのことを意味する。 
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3. 性的マイノリティ（LGBT）への配慮9 

 回答企業全体で 2割近くの事業所が，何らかの配慮をすでにしていた。 

 規模 30人以上では 5事業所に１事業所の割合で，30人未満でも 7事業所に 1事業所の割合

で，性的マイノリティ（LGBT）に配慮していた。 

4. ハラスメント防止への取組み 

 ハラスメント防止のために何の取組みもしていない事業所が，規模 30人未満で 75.5％，30

～99 人で 46.2％，100 人以上で 14.5％であった。特に，30 人未満規模で取組みが立ち後れて

いる。 

 セクハラ防止指針の策定割合は，100 人以上規模で 56.4％，30人未満規模では 4.５％であ

った。 

 相談窓口の設置割合は，同じく 100 人以上規模で 56.4％，30 人未満規模では 2.6％であっ

た。 

 マタハラ・パタハラ防止指針の策定割合は，規模 100人以上で 29.1％，30人未満では３.2％

であった。相談窓口の設置割合は，同じく 100 人以上規模の 43.6％に対して，30 人未満では

2.6％であった。 

 管理職研修，全従業員研修ともに実施している企業の割合は，100人未満規模では全て 1割

未満であった。 

４． 昇格昇進と女性 

1. 男性より女性管理職が少ない最大の理由 

 男性より女性管理職が少ない最大の理由は，多い順に，「管理職になりやすい雇用管理区分

での雇用が少なかったから」（全体の 26.5％），「女性の方が管理職を希望する人が少ないから」

（同 18.5％），「女性の方が管理職になる前に離職する人が多いから」（同 17.0％）となってい

た10。 

 「女性の方がもともと管理職の適性を有する人が少ないから」を最大の理由としてあげた

事業所の割合は 1割であった11。 

2. 転勤 

 転勤があると回答した事業所は調査事業所全体の 3割であった12。 

3. コース別雇用管理制度 

 コース別雇用管理制度を導入している事業所は 12，そのうち９事業所にコース転換制度が

あった。 

                                                   
9   性的マイノリティ（LGBT）の割合は，電通ダイバ－シティ・ラボの「LGBT調査 2018」では 8.9％，日
本労働組合総連合会の 2016 年の「LGBTに関する職場の意識調査」では 8.0％であった。 

10 【考察】管理職女性割合の引き上げには，雇用管理区分を超えたキャリア支援と就業継続できる仕組

みが必要である。 
11 【考察】利用しやすい各種制度の整備とともに，働く男女の意識・行動改革も必要である。 
12 【解説】男性の転勤が配偶女性の離職につながりやすいことはすでによく指摘されている。「市民調

査」では，離職の最大の理由を問う質問に１割半ばを超える回答が転勤・転居であった。 
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 コース制の職場でワーク・ライフ・バランスを容易にする双方向のコース転換制度が，12事

業所中７事業所で導入されていた。同制度は，女性管理職割合の引き上げにも活用可能である。 

4. 産休・育休等の取得の昇格昇進への影響 

 正社員の 1 年未満の育休取得が昇格昇進に及ぼす負の影響が 1 年以内に解消する割合は，

規模 100人以上で 49.1％，30人未満では 27.7％であった。 

 正社員の 1年未満の育休取得が昇格昇進に及ぼす影響が分からないという回答が，100人以

上規模でも 40.0％であった。 

５．女性活躍推進とその業績向上・生産性向上に対する事業所の認識・評価 

1. 業績向上・生産性向上に対する事業所の認識 

業績向上，生産性向上に各種取組みが有効だと考える事業所の割合について主な結果は下記の

とおりであった。 

 組織整備について，規模 300人以上で 6割，100人以上計 4割，30人未満 3割弱であった。 

 数値目標の設定について，300人以上では 2/3，100人以上計 36.4％，30人未満 17.4％であ

った。 

 管理職研修について，300人以上 5割，100人以上計 3割強，30人未満 2割であった。 

 同じ条件なら女性を積極的登用について，規模による差なく，全体で２割弱であった。 

 非正社員から正社員への転換制度は，300 人以上で 95％，100 人以上計で 72.7％，30 人未

満 36.8％と，各項目の中でもっとも高い割合で支持された。 

 両立支援制度の周知徹底については，300人以上で 2/3，100人以上計で 5割半ば，30 人未

満 1/4であった。 

2. 女性活躍推進のための各種取組みと業績・生産性向上との関係 

業績向上・生産性の向上に有効だと考える事業所数に対する実際に取組みを実施している事業

所数の割合（経営にとってその取組みが良いと考えている事業所数に対する実際に行動してい

る事業所数の割合）は下記の通りであった。全体として，規模の大きな企業の方がより行動率

が高い。参考数値ながら 300 人以上の数値も紹介しておく。 

 組織整備は，規模 300人以上で 8割，100人以上計で 6割強，30人未満で 5割であった。 

 数値目標の設定は，300人以上で 10割，100人以上計で 8割，30人未満で 2割弱であった。 

 女性活躍推進のための管理職研修は，100人以上計で 5割，30人未満で 2割であった。 

 非正社員から正社員への転換制度は，300 人以上で 95％，30 人未満でも 86.0％ともっとも

行動率が高かった。 

 両立支援の周知徹底は，100人以上計で 86.7％，30人未満で 52.5％であった。 

６．ワーク・ライフ・バランス/女性活躍推進への積極性と認定制度認知度の関係 

1. ワーク・ライフ・バランスへの積極性 

 「積極的に取り組んでいる」と「どちらかというと積極的に取り組んでいる」を合わせて，

30人未満，30～99人は 3割，100人以上計では 6割であった。 
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2. 「くるみん認定」13の認知度と取得状況 

 「くるみん認定」について，規模 300 人以上では 95％，100 人以上では 7 割が知っていた

が，30人未満では８割，30～99人で６割が全く知らなかった。 

 「くるみん認定」取得企業等は，調査対象企業計 329社のうち 5社と少なかった。 

3. 女性活躍推進について，経営トップの姿勢 

 女性活躍推進について，100人以上で 8割，30～99人規模で 6割，30人未満で 3割半ばと，

規模が大きいほど重視していた。 

 いずれの企業規模においても，計画等で明文化し積極的に女性活躍を重視していることを

周知している事業所の割合は小さく，計画等で明文化していない事業所割合が各規模 5割超と

なった。 

4. 「えるぼし認定」14の認知度と取得状況 

 「よく知らないし聞いたこともない」が 300人以上で 1割，100人以上計で 4割，30～99人

で 8割，30人未満で 9割と，規模が小さくなるとほとんど認知されていない。 

 「えるぼし第３段階」を取得している企業等は調査対象企業計 329社のうち２社，申請準備

中が２社と少なかった。 

  

                                                   
13  企業規模 101人以上の企業には，次世代育成推進法に基づく一般事業主行動計画の策定，届出，公

表・周知が義務づけられている。行動計画の目標を達成するなど一定の要件を満たした場合に「くる
みん認定」を受けることができる。 

14  「えるぼし」認定とは，女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し届け出た事業主のうち，優良な
事業主が申請することにより受けられる，国の認定制度である。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

 「水戸市男女平等参画基本条例」を踏まえた本計画の基本理念は，次の通りです。 

 

（１）性別による差別の根絶と人権の尊重  

性別を理由にした差別を受けず，一人一人の個性や尊厳が重んじられ，能力を発揮する機

会が確保され，男女の人権が尊重されること。 

 

（２）多様な生き方を選択する権利の確立  

各人が自立した個人として，自らの意思と責任において，自らの生き方を選択できること。 

 

（３）性と生殖に関する健康と権利の尊重  

妊娠や出産，避妊，月経，生殖医療等における負担の大きい女性の心身の健康が配慮され，

一人一人の生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が，大切に守られ尊重されること。 

 

（４）あらゆる場や分野での男女平等参画  

男女が家庭，学校，地域，職場等のあらゆる場での活動において，また，福祉，教育，防

災，環境，科学等のあらゆる分野での取組において，平等に参画し，責任を分かち合うこと

ができること。 

 

（５）政策，方針や計画の決定過程への平等な参画  

男女が等しく利益を享受することができ，ともに責任を担うために，政策，方針及び計画

の立案から決定まで，平等な立場で主体的に関わるための機会が確保されること。 

 

（６）国際的協調を踏まえた多様な価値観の形成と尊重  

国際社会の一員として，多様な文化・価値観を持った人々との相互理解を深めながら，国

際的協調を踏まえ，男女平等参画の状況が国際的な水準に達成するように努力すること。 

 

《市，市民，事業者の責務（水戸市男女平等参画基本条例より）》 

（市の責務） 

 市は，男女平等参画の推進のため，市の進めるすべての施策に男女平等参画の視点を導入するととも

に，男女平等に関する施策を実施するよう努める。 

（市民の責務） 

 市民は，家庭，学校，地域，職場等のあらゆる分野で男女平等参画の推進に努めるとともに，市が実

施する男女平等参画に関する施策に協力するよう努める。 

市民は，家庭，学校，地域，職場等において，ＤＶ又は虐待の事実を知った場合には，関係機関へ通

報するよう努める。 

（事業者の責務） 

 事業者は，その事業活動に関し，基本理念にのっとり，男女平等参画の推進に自ら努めるとともに，

市が実施する男女平等参画に関する施策に協力するよう努める。 

 事業者は，男女平等参画社会の推進のため，その事業活動に関し，積極的格差是正措置を講じるよう

努める。 
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２ 目指す姿 

「認め合い 助け合い 一人一人が輝く男女平等参画のまち・みと」 

 

 

 

 

３ 基本方針 

現基本計画での取組の成果等を検証しながら，時代の要請である次の３つの基本方針に対応し

た計画として策定します。 

 

基本方針１ 働く場での女性の活躍の推進（水戸市女性活躍推進計画（第２次）） 

本項目を，水戸市女性活躍推進計画（第２次）と位置付け，引き続き重点的に取り組みます。 

女性の活躍には事業者の取組が大変重要であることから，積極的な情報発信を行うとともに，

労働環境の改善や一般事業主行動計画15の策定の促進等，事業者の取組を加速させる仕組みづく

りを進めます。 

また，男女共に自らの希望に応じたワーク・ライフ・バランスの実現が可能な，働きやすい職

場を目指した事業者の取組を促進します。 

さらに，働きたいと希望する女性の就業継続や再就職に向けた支援を強化するとともに，女性

の起業家の育成をはじめ，多様な働き方の支援を推進します。 

基本方針２ 性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

性別にかかわらず，誰もが生き方や働き方を選択でき，性的マイノリティも含め，多様性と人

権が尊重され，不合理な扱いを受けることのない環境づくりを促進します。 

また，ＤＶやセクシュアル・ハラスメント，さらに，近年社会問題として認識されるようにな

った，デートＤＶ16など，男女平等参画を阻害する人権侵害の根絶に向けた取組を進めます。 

基本方針３ 男女平等参画社会の実現に向けた環境づくり 

市民の男女平等参画社会の実現を目指していく意識を醸成するとともに，行動のきっかけと

なるような体験機会の創出や，インセンティブの付与など，行動に移しやすい環境づくりに取り

組みます。 

また，各種調査から得られたデータを活用し，本市の女性と男性の状況の差異や不平等の状況

把握に努めながら，市のあらゆる政策・施策に男女平等参画の視点を一層取り入れていきます。 

これらの取組により，政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに，地域コミュニ

ティ活動をはじめ，あらゆる分野での男女平等参画を推進します。 

 

                                                   
15 女性活躍推進法では，常時雇用する従業者の数が 301 人以上の事業主に対しては，①女性の活躍に関

する状況把握と課題分析②目標や取組内容を盛り込んだ行動計画の策定と，全ての従業員への周知➂労

働局への届け出④女性の活躍に関する情報の公表 が義務付けられている。民間事業主が定めるものを

「一般事業主行動計画」，国，地方公共団体が定めるものを「特定事業主行動計画」という。令和元年，

法改正により，義務の対象が，常時雇用する従業者の数が 301 人以上から 101人以上の事業主に拡大さ

れた。 
16 交際相手から振るわれる暴力。相手を思いどおりに支配しようとする言動や態度。「なぐる・ける」だ

けでなく，強い束縛で恐怖心を与えたり，心を傷つけたりすることも暴力にあたる。 

性別にかかわらず，市民一人一人が自らの意思で社会のあらゆる分野に参画し，

個性と能力を十分に発揮できる男女平等参画社会を目指す 



 

４ 施策の体系  

✰は重点施策 

基本方針１ 働く場での女性の活躍の推進【水戸市女性活躍推進計画（第２次）】 

 

基本施策 １－１ 働く場における男女平等の実現 

 

施策①希望に応じた多様で柔軟な働き方の実現 

 
取組１ 多様なキャリアコースの普及促進 ✰ 

取組２ 女性のキャリアアップの支援  

施策②女性が管理職を希望しやすい職場環境の実現 

 取組１ 理由の分析と問題解決の促進 ✰ 

基本施策 １－２ 働きやすい職場環境の実現 

 

施策①働き続けるための制度が整った職場環境づくり 

 
取組１ 事業者への従業員規模に応じた取組の支援 ✰ 

取組２ ハラスメント防止と対策 

施策②ワーク・ライフ・バランスの実現 

 
取組１ 長時間労働の改善の促進 ✰ 

取組２ 育休取得・介護休業取得の推進 

基本施策 １－３ 女性の就業支援 

 

施策①希望する時期に希望する形態で再就職できる環境の実現 

 

取組１ 子育てをしながら再就職を目指す女性に向けたサポート 

取組２ 働きながら子どもを安心して育てられる環境の確保 

取組３ 女性の起業への支援 

基本方針２ 性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

 

基本施策 ２－１ 性的マイノリティの人権が尊重される環境づくり 

 

施策①性的マイノリティについての周囲の理解の促進 

 
取組１ 市民全体への正しい理解の促進 ✰ 

取組２ 相談体制の充実 

施策②性的マイノリティであることに困難をかかえずに生活できる環境の整備 

 

取組１ 市の行政サービスにおける対応の促進 

取組２ 学校において性的マイノリティへの理解や対応 

取組３ 性同一性障害の医療機関へのアクセス性の向上 
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  取組４ 事業者への働きかけの強化 

基本施策 ２－２ 性別に起因する人権侵害の根絶 

  

施策①人権侵害であるＤＶ等を容認しない社会の実現 

 
取組１ 市民へのＤＶ等の理解の促進 

取組２ 被害者の保護と自立支援に向けた体制の充実 

基本方針３ 男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

 

基本施策 ３－１ 市民の意識の醸成と行動変化の促進 

 

施策①男女平等の意義や必要性，重要性の「見える化」による行動変化の促進 

 
取組１ ジェンダー統計の充実 ✰ 

取組２ 男女平等に関わる情報や知識の周知・啓発 ✰ 

施策②若者が固定概念を認知することで，女性が就業することへの意識を変える 

 取組１ 若者の思い込みや経験不足を補う体験機会の創出 ✰ 

 取組２ 若者の人生選択に資する情報の提供 

施策③男性の家事・育児・介護等への参画の促進 

 
取組１ 男性の家事，育児，介護に関わる意識の向上 

取組２ 固定的な性別役割分担意識の払拭 

基本施策 ３－２ あらゆる分野での男女平等参画の推進 

 

施策①地域の活性化やまちづくりへの女性の参画拡大 

 

取組１ 政策決定過程での女性の参画を推進 

取組２ 農業・商業等の経営への女性の参画を促進 

取組３ 防災施策への男女平等参画の推進 ✰ 

取組４ その他分野での男女平等参画の推進 

施策②職業選択における固定観念を変える 

 
取組１ 子どもや若者への，固定観念を変えるきっかけづくり ✰ 

取組２ 理工系分野，専門・技術的分野への女性の参画促進 
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第３章 計画の推進体制と進行管理 

 

１ 計画の推進体制 

  本基本計画は，市民，事業者，関係機関,各種団体との連携，協働により推進します。また，関

係各課長から成る「水戸市男女平等参画推進連絡会議」等により情報を共有しながら，全庁的に推

進します。 

 

２ 計画の進行管理 

  計画の進行管理を適切に行うため，毎年，基本計画の進捗状況の調査を行います。また，水戸市

男女平等参画推進委員会において施策の実施状況をチェックするとともに，市民に公表します。

なお，ＰＤＣＡのそれぞれの段階で，ＥＢＰＭ17（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング）

の視点をより一層重視します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
17 エビデンス（証拠）に基づく政策形成。Evidence‐Based Policy Making の略。政策目的を明確化したうえで，

信頼できるデータやエビデンスに基づいて政策を実行していくことにより，政策の有効性を高め，行政への信頼

を高める狙いがある。 

ＥＢＰＭ
Evidence‐Based 
Policy Making

Pｌａｎ

Do

Check

Action
●施策の推進 

●関係機関との連携 

●実施状況の把握（ジェンダー統

計による進捗状況の監視を含

む） 

●社会情勢の分析 

●施策の改善 

●新たな課題への対応 

●事業の実施計画 

●関係機関との連携 
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第４章 施策の展開 

 

基本方針１ 働く場での女性の活躍の推進（水戸市女性活躍推進計画 第２次） 

 

基本施策 １－１ 働く場における男女平等の実現                 

 

【現状】 

 日本の女性の管理職比率は，諸外国と比較しても際立って低い状況です。本市の男女の係長以上の

役職者比率の差は勤続年数が浅いうちから大きく，年齢階層が上がるほど，差が拡大しています。本

市では，50 代以上の男性の半数以上が管理職であるのに対し，女性は 10%に満たない状況です。ま

た，事業所で働く非正規雇用労働者の３分の２が女性です。本市「不本意非正規雇用労働者」の女性

は，推計で３千人います。 

 

施策① 希望に応じた多様で柔軟な働き方の実現                  

 

 

※ 以下に示すデータのうち(事業所調査)とは水戸市男女平等参画に関する事業所調査（平成 30 年度実

施），(市民調査)とは水戸市男女平等参画に関する市民調査(平成 30 年度実施)である。 

 

 

 

女性管理職が少ない理由（事業所調査） 

 

課題  

女性の管理職比率が低い要因として，「雇用管理区分」をあげる事業者が多い。また，「正規雇

用がなかったから」という不本意非正規雇用労働者の存在は，個性と能力を発揮できる活力ある

地域社会の実現にとって看過できない問題である。誰もが，希望に応じて，その職業形態を選択

できることが求められる。 

 

 女性管理職が少ない理由で最も多かったのは「男性より女性の方が管理職になりやすい雇

用管理区分での採用が少なかったから」，次に多かったのは「女性の方が管理職を希望する

人が少ないから」だった(図１)。 
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(図１)男性管理職より女性管理職が少ない理由 

 

 

雇用形態（事業所調査） 

 

（図２）  正社員・非正社員の性別割合 

 

 

 

 男性は，働く人の 7 割が正社員・正職員であるが，働く女性の正社員・正職員は 5 割弱

である。また，非正規雇用労働者の 7割近くが女性である(図２)。 
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非正規雇用労働者となった理由（市民調査） 

 

 

雇用形態，配偶者の有無による，年収の状況（市民調査） 

(図３)雇用形態別の昨年度の年収（女性，n=546） 

 

 

業績向上・生産性向上に対する事業所の認識（事業所調査） 

 

（図４）  非正社員から正社員への転換制度の取組率と有効性の認識  (事業所割合) 

  

（1）取組みを実施している 
（2）その取組みは業績や生産性の

向上に有効だと思う 

はい いいえ 
無回答・誤回

答 
はい いいえ 

無回答・誤回

答 

30 人未満 31.6% 49.7% 18.7% 36.8% 20.0% 43.2% 

30～99 人 57.3% 35.0% 7.7% 59.0% 12.0% 29.1% 

100 人以上計 78.2% 18.2% 3.6% 72.7% 5.5% 21.8% 

うち 300 人以上 88.9% 11.1% 0.0% 94.4% 0.0% 5.6% 

 

 普段の仕事が「非正社員・非正職員」と回答した女性のうち，「正規の仕事がなかったか

ら」の割合を不本意非正規比率と定義すると，その割合は 12.1％だった。平成 27年国勢調

査では，本市の派遣社員やパート・アルバイト等の非正規雇用労働者の女性は約 25,800 人

おり，そのうち，推計 3,100 人が不本意非正規雇用労働者である。 

女性の収入の最頻値は，配偶者のない正社員では 200～299 万円に対し，配偶者のない

非正社員では 100～199 万円であった(図３)。 

 女性活躍のための各種取組のうち最も取組率が高く，最も業績・生産性向上に有効だと

されているのが，非正社員から正社員への転換制度で，特に企業規模が大きくなるほど取組

率及び有効性の認識の率が高い(図４)。 
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｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 多様なキャリアコースの普及促進 ☆ 

具体的取組 内容 担当課 

①制度導入の効果と事例の周

知 

 制度を導入した事業者における，制度

導入の効果などを広報します。 

男女平等参画課，商工課 

取組２ 女性のキャリアアップの支援 

具体的取組 内容 担当課 

①知識やスキルの習得の支援  管理職育成や能力向上のための講座

や研修を開催します。 

男女平等参画課 

 

 

 

 

施策② 女性が管理職を希望しやすい職場環境の実現                 

 

管理職に占める女性の割合（国際比較） 

 

 

性別年齢別での管理職割合（市民調査） 

 

 

 

 日本の就業者に占める女性の割合は，2018 年は 44.2%であり，諸外国と比較し大きな差は

ない。しかし，管理的職業従事者に占める女性の割合は，2018 年は 14.9%で，諸外国が軒並

み 30％を超えているのと比べると依然として際立って低い水準となっている（内閣府令和元

年男女共同参画白書より） 

 課長以上の管理職割合について，男性は 50 歳～59歳では約 5割が課長以上の管理職であ

るのに対し，女性は 1割に満たない(図５)。 

課題 

女性管理職が少ない理由の２番目として，「女性の方が管理職を希望する人が少ない」が挙げ

られています。なぜ，希望しないのか，その背景を探り，意欲ある女性が管理職を抵抗なく引き

受けられる職場環境をつくっていく必要があります。 
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(図５)性別年齢階層別の管理職割合（n=943） 

 

（注）有効回答に占める課長以上の管理職の割合。 

 

 

 

勤続年数と役職者割合の男女差（市民調査） 

 

(図６)勤務先での平均勤続年数と役職者割合の関係（n=1,111） 

 

（注）有効回答に占める係長・主任相当職以上の役職者の割合。 

 

 

職場における男女平等感（市民調査） 

 

 男女の役職者割合は，勤続年数６～10 年の正社員男性と同水準の比率になるのに，正社

員女性で勤続年数 16～20年かかるという結果だった(図６)。 

 職場における男女平等感は，2018 年は全体で 19.7%となっており，5 年前の 2013 年の

10.6%と比較すると上昇した。しかし，男性は，「男性優位」が 5 年前より 23.6%ポイント

減少したのと比較して，女性は，8.2%ポイント減少にとどまり，「男性優位」が 6 割を超え

る(図７)。 
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(図７)職場における男女の優遇度に関する認識（n=1,772） 

 

女性役職者のいる職場の，職場環境の特徴（市民調査） 

 

 

 

｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 理由の分析と問題解決の促進 ☆ 

具体的取組 内容 担当課 

①職場環境に関する調査の促

進 

 女性が管理職を希望しやすい職場環

境になっているかについて，調査するよ

う，関係機関等へ働きかけます。 

男女平等参画課 

①業界全体での問題解決へ向

けた取組の支援 

 研修等の機会をとらえ，同業者同士の

情報共有を図ります。 

男女平等参画課，商工課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性役職者の職場環境は，①男女で仕事の内容に差がない，②非正規雇用労働も含め女性

が妊娠・出産を通じて働きやすい，③男性が育休・介護休業を取得しやすい，という特徴が

みられた。 
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《基本施策１－１の指標》 

 

◎目標指標 

  現状 目標値 

えるぼし取得企業数 3社 20社 

非正規雇用労働者に占める女性の割合 74％ 50％ 

ステップ指標 

  現状 目標値 

事業所向けセミナーアンケートで認識が変わった割合 92.1% 現状維持 

努力義務の企業での女性活躍一般事業主行動計画

策定数 
２４社 100社 
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基本施策 １－２ 働きやすい職場環境の実現                   

 

【現状】 

育児や介護等の両立支援制度や働きやすさに関わる体制は，規模の小さい事業者ほど整って

おらず，制度の利用者のうち，非正規雇用労働者はほとんどいない状況です。 

子育て世代の男性の職場環境は，残業や休日出勤が多く，休暇の取得や定時退社が難しいとい

った，特徴があります。 

また，妊娠，出産などを理由とする不利益処遇を経験したことのある女性が１割を超えるにも

かかわらず，職場におけるセクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメントの対策に取

り組んでいない事業所の割合は，企業規模 30人未満の事業所では８割近くにのぼります。なお，

令和元年の法改正により，セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメントに加え，パ

ワーハラスメント対策の措置を講じることが，事業者の義務となりました。 

働きやすい職場環境や女性の活躍を推進するための国の認定制度「くるみん」「えるぼし」の

認知度が低い状況です。 

 

 

施策① 働き続けるための制度が整った職場環境づくり                

 

 

 

各種制度の整備状況 

 

 

各種制度・対策を整備していない事業所の割合は，企業規模によって大きく異なっていた

(図８)。 

課題 

両立支援制度の利用者のほとんどが，規模が大きい事業者の正規雇用労働者であったことか

ら，非正規雇用労働者や規模が小さい事業者の正規雇用労働者が，両立支援制度を利用して働き

続けられるようにしなければならない。また，ハラスメントは働く人の人格を傷つけ，労働意欲

や生産性の低下をもたらすことから，早急な対策が必要である。 
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(図８)各種制度・対策を整備していない事業所の割合 

 

事業所調査結果をもとに 茨城大学後藤玲子教授が作成 

 

 

従業員規模別従業員総数と構成比 

 

 

 水戸市５人以上の従業者規模別従業員総数と構成比 

 水戸市母集団 

従業員規模 規模別従業員総数 構成比 

５～９人 10,726人 9.1％ 

１０～１９人 12,552人 10.6％ 

２０～２９人 7,986人 6.8％ 

３０～４９人 9,734人 8.2％ 

５０～９９人 14,319人 12.1％ 

１００人以上 62,734人 53.1％ 

 計 118,051人 100.0％ 

（総務省統計局「平成 26年経済センサス基礎調査」より作成） 

 

 

 

就業率の男女差（市民調査） 

  

 

  

就業率の男女差は，「25～44歳」の年齢階層が最も大きく約 20％ポイント(図９)。同じ

年齢階層で有配偶では男女の就業率の差は約 30％ポイント，末子 6歳未満の男女の就業率

の差は約 40％ポイントと広がる。 
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(図９)性別年齢階層別の就業率（n=1,770） 

 

（注）「その他」を除く有効回答に占める「正社員・正職員」，「非正社員・非正職員」，「自営業主等」の割合。 

 

子育て等のライフイベント経験当時の支援環境（市民調査） 

 

（図 10）妊娠・出産出生・６歳までの子育て当時における支援制度の利用状況（n=782） 

 

 

 支援制度の利用状況は，「いずれも利用しなかった」が女性では 5 割で，男性では 9 割近くに

上った。男性の育休取得は 2.5％に留まった。男性に最も利用されているのは「産休又は配偶者

出産休暇制度」で 8.2％だった（図 10）。 

 女性の支援制度の利用率をみると，非正社員等はほとんど利用していなかった(図 11)。制度

の利用率を従業員規模別でみると，規模の大きい事業者ほど，制度の利用率が高かった(図 12)。 
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(図 11)妊娠・出産出生・子育て支援制度の利用有無別の当時の就労形態（n=344） 

 

 

(図 12)妊娠・出産出生・子育て支援制度の利用有無別の当時の勤務先従業員規模（n=338） 

 

えるぼし，くるみん認定の認知度（事業所調査） 

(図 13)「えるぼし認定」「くるみん認定」を「知らない・聞いたこともない」事業所の割合 

 
 

 「えるぼし」「くるみん」について，全体的に認知度が低く，企業規模により大きな差が

あった。「えるぼし」は 100 人以上の規模の事業者であっても，4 割が「知らない」と回答

した(図 13)。 



 

26 

 

 

 

妊娠・出産・子育て等における不利益処遇の経験の有無（市民調査） 

 

 

ハラスメント防止の取組（事業所調査） 

 

｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 事業者への，従業員規模に応じた取組の支援 ✰ 

具体的取組 内容 担当課 

①休暇制度や労働時間等に関す

る関係法令の周知 

 非正規雇用労働者も含め，働き続けるた

めに重要な，従業者の権利に関わる関係法

令の内容について，とりわけ中小規模の事

業者に向けた周知を強化します。 

男女平等参画課 

②一般事業主行動計画の策定や

各種制度の整備に向けた支援 

 努力義務となっている，中小規模の事業

者が，一般事業主行動計画の策定や，育休

制度や介護休暇制度を整備できるよう，情

報提供などの支援をします。 

商工課，男女平等参画課，各課 

③くるみん，えるぼし認定取得

の啓発 

 一般事業主行動計画の策定をした事業

者に向け，「くるみん」，「えるぼし」の認

定取得を働きかけます。 

男女平等参画課 

取組２ ハラスメント防止と対策 

具体的取組 内容 担当課 

①事業者に向けた啓発  関係機関等と連携し，ハラスメントの事

例等をハラスメントの防止マニュアル等

で分かりやすく啓発します。 

男女平等参画課 

②従業者がハラスメントの内容

と対処法を学ぶための支援 

 従業者がハラスメントについて理解を

深め，対処法を知るための研修等を実施し

ます。 

商工課，男女平等参画課，各課 

 

 企業規模が大きいほど，何らかの取組をしている割合が高い。セクハラ防止指針の策定

が最も多くの事業所で取り組まれており，企業規模 100 人以上の事業所では 5割以上の事

業所で取り組んでいる。マタニティ・ハラスメント，パタニティ・ハラスメントに関して

は，セクハラほどではないものの，企業規模が大きくなるほど，防止指針の策定に取り組

んでいる。 

 妊娠・出産・6 歳までの子育て経験があり，その当時働いていた人のうち，25 歳～44 歳

の女性の 13.8％が，不利益処遇を受けたと回答した。最も多かった不利益処遇は「退職の

強要・勧奨」で，「その他の不利益処遇」としては，転勤・異動，昇給・昇格延伸，ハラス

メント等であった。 
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施策② ワーク・ライフ・バランスの実現                      

 

 
 

ライフイベントの女性の働き方への影響（市民調査） 

 

(図 14)結婚等を機に離職した最大の理由【単一回答】（女性，n=227） 

 

 

 最初に離職するきっかけは，全体では「結婚」が半分近くを占めた。25歳～44歳では，「第

一子の妊娠・出産・6歳までの子育て」と「結婚」が 4 割強だった。 

離職の最大の具体的な理由は，「家事・育児・介護に専念したかった」だった。 

2 番目に多い「その他」の 6割は「結婚等に伴う転勤・転居」だったことから，3割強の女性

が職場や家族側の理由によって結婚等を機に離職していた(図 14)。 

課題 

 子育て世代の女性の離職の最大のきっかけは，出産・子育てであり，男性の子育てへの参画

が重要である。男性の育休取得の少なさの背景には，長時間労働のほか，業務に支障が生じる

ことや，取得者が少ないことからの取りにくさ，収入への不安など様々な要因が考えられるこ

とから，ワーク・ライフ・バランスの促進とともに，育休取得を阻む要因をなくしていく取組

が求められる。また，戦後のベビーブームに生まれた世代が，2025(令和 7)年には 75歳以上の

後期高齢者に到達することから，仕事と介護の両立が課題である。 
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子育て期にある男性の職場環境 

 

（図 15）妊娠・出産出生・６歳までの子育て当時の勤務先の職場環境（男性、n=438） 

 

 

｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 長時間労働の改善の促進 ✰ 

具体的取組 内容 担当課 

①ＩＣＴの活用による仕事の

効率化や人員確保の支援 

 定型的な市の業務等においてＩＣＴ

活用し労働時間の短縮や，適正な人員配

置を図ります。 

情報政策課 

②ノー残業デーの徹底  残業が多い部署と解決に向けた対策

を検討・実施するなど，組織全体での残

業の減縮に取り組みます。 

人事課，各課 

③事業者や市民に向けたワー

ク・ライフ・バランスの啓発 

 事業者や男性など，業種や性別，家族

形態に応じてきめ細かく啓発します。 

男女平等参画課，商工課 

取組２ 育休取得・介護休業取得の推進 

具体的取組 内容 担当課 

①市における率先した取り組み  管理職への働きかけや男性の育休取

得を前提とした人員配置，育児や介護の

状況にある職員の有無についての情報

共有の仕方を検討します。 

人事課，男女平等参画課 

②事業者の模範となるような市

の取組の公表 

 事業者とノウハウを共有し，地域全体

での取組につなげます。 

人事課，男女平等参画課 

妊娠・出産出生・6 歳までの子育て当時の勤務先の職場環境は，残業や休日出勤が多く，

男性が育休・介護休業を取りにくい(図 15)。 
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《基本施策１－２の指標》 

 

◎目標指標 

  現状 目標値 

くるみん取得企業数 ８社 20社 

ステップ指標 

  現状 目標値 

水戸市職員の育休取得率 3.5% 10% 

努力義務の企業で次世代育成一般事業主行動計画策

定数 
社 社 
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基本施策１－３ 女性の就業支援                         

 

【現状】 

女性の労働力率は，子育て世代が最も低く，依然Ｍ字カーブが見られます。本市では，一度離職し

た女性４人に３人は，再就職しています。そのうち，２年以内に再就職している人が３割います。再

就職した女性の８割が非正規雇用労働者となっており，女性の非正規雇用率は，子育て後再就職する

時期から高まっています。非正規雇用労働者は，「都合のいい時間だけ働きたい」といった就業ニーズ

に応えうる一方で，低賃金など待遇の面において男性との格差が生じる一因ともなっています。雇用

形態は，将来の生活状態に格差を生む大きな要因ともなっています。 

 

施策① 希望する時期に希望する形態で再就職できる環境の実現            

 

 

女性の年齢階級別労働力率（Ｍ字カーブ）の状況（国勢調査） 

 

(図 15)年齢階層別労働力率 

本市の女性の労働力率は，過去 5 年の間に，国や県の水準に近付いてきたが，依然とし

て，特にＭ字の底において，国・県より低くなっている(図 15)。 

課題 

 離職した女性の８割は，離職から比較的短期間のうちに非正規雇用労働者として再就職してい

ることから，希望する時期での希望する雇用形態での再就職に向けたサポートが求められる。 
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再就職割合，再就職までの期間（市民調査） 

 

 

(図 16)結婚等による離職から転職・再就職までの期間（女性，n=172） 

 

 

 

（図 17）結婚等による離職後に転職・再就職したときの就労形態（女性，n=172） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「その他」の内訳は全て非正規だった。 

 

 

年齢階層別の正規雇用比率（市民調査） 

  

 

 結婚等によって離職した人の 4人に 3人は転職・再就職の経験があった。転職・再就職ま

での期間は，約 3割が 2年以内で，最も多かったのは 6～10年だった(図 16)。 

 そして，その時の就労形態は「非正社員・非正職員」が約８割だった(図 17)。 

正規雇用比率の男女差は「45～64歳」で最も大きい(図 18)。 
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(図 18)性別年齢階層別の正規雇用比率（n=1,061） 

 

 

 

 

｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 子育てをしながら再就職を目指す女性に向けたサポート 

具体的取組 内容 担当課 

①再就職に必要な知識やスキ

ルアップの機会の提供 

 ハローワークマザーズコーナー等と

の連携により，セミナー等を実施した

り，職業訓練等の情報提供をします。 

男女平等参画課 

②希望する働き方等に応じた

求められる支援策の検討 

 講座等の受講者へのニーズ調査等を

実施します。 

男女平等参画課 

取組２ 働きながら子どもを安心して育てられる環境の確保 

具体的取組 内容 担当課 

①幼児教育・保育環境の充実  計画的に保育の受け皿の拡大を進め

るとともに，公立幼稚園・保育所の認定

こども園への移行を図ります。 

幼児教育課 

②総合的な放課後児童対策の推

進 

 開放学級及び学童クラブの充実を図

ります。 

放課後児童課 

取組３ 女性の起業への支援 

具体的取組 内容 担当課 

①起業に関する学習機会の充実

と総合的な仕組みづくり 

 起業の入門から実践，起業後の経営ま

で，関係機関が連携し，各段階に応じた

総合的なサポートを実施します。 

男女平等参画課，商工課 

②女性が起業しやすいまちづく

りに向けた取組 

 女性も起業しやすくなる補助金制度

のあり方をはじめ，制度設計の検討や，

まちの活性化に女性経営者の視点を反

映する仕組みづくりをします。 

商工課 
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《基本施策１－３の指標》 

 

◎目標指標 

  現状 目標値 

25歳～44歳の女性の就業率 66.50% 80% 

ステップ指標 

  現状 目標値 

待機児童数 66人 10% 

中心市街地空き店舗補助金の交付先のうち女性が占める

割合 16.1% 30% 

プチ，ステップ講座から，駐車場公社の創業支援講座へ進んだ数 6人   
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基本方針２ 性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

 

基本施策 ２－１ 性的マイノリティの人権が尊重される環境づくり         

 

【現状】 

 性的マイノリティ18について，ある程度でも知っている人は４割近くいます。しかし，男女平等参

画推進委員会専門部会における意見交換や当事者への聞き取り調査等を通じて，学校，職場，地域コ

ミュニティ，病院など，様々な社会生活の場で，当事者が生きづらさを抱えていることが分かりまし

た。 

 

施策① 性的マイノリティについての周囲の理解の促進                

 

 

 

 

性的マイノリティへの配慮の有無（事業所調査） 

 

 

 

用語や制度の認知度（市民調査） 

 

 

 

                                                   
18 性自認や性的指向など，性及び性別には多様な性の態様があり，一般的に典型的と言われている態様

にない人達を，ＬＧＢＴと表現することもある。本計画では，そうした多様な性及び性別の態様を「性

的マイノリティ」と表現する。 

課題 

 自身が性的マイノリティであることを周囲に伝えること（カミングアウト）ができないこと

は，様々な場面における「生きづらさ」の根源である。カミングアウトができない理由の一つと

なっている，周囲の理解を促進する取組が重要である。 

 

 

 企業規模 30 人以上の事業所では，性的マイノリティへの配慮をしている事業所の割合

は，2割を超えている。 

 

性的少数者を表す用語「ＬＧＢＴ」は「詳しく知っている」「ある程度知っている」は 4

割近く，「聞いたことがある」を含めると認知度は男女とも 6割を超えている。 
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市町村に支援してほしいこと 

 

・学校での性的マイノリティに関する教育 24人 

・差別や偏見を無くすための，市民向け講演会・勉強会 18人 

・ピアサポート19等による仲間づくりの支援 17人 

・性的指向又は性的自認を理由とする差別の解消等を推進する条例 16人 

・差別や偏見を無くすための，市民向けパンフレットの配布等の啓発活動 13人 

・性的マイノリティに関する相談窓口 13人 

・パートナーシップ証明書の発行 12人 

・性的マイノリティの方が活動するための拠点施設  9人 

（平成 29年２月 11日開催 いばらきＬＧＢＴフォーラム アンケート） 

 

 

｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 市民全体への正しい理解の促進 

具体的取組 内容 担当課 

①啓発資料の作成  市民向けの，性的マイノリティに関す

る広報用資料を作成します。 

男女平等参画課 

②関係機関や人権擁護委員と

連携した，市民や事業者への啓

発 

 あらゆる機会をとらえ，市民や事業者

に向け，性的マイノリティに関する誤解

や偏見をなくす啓発をします。 

福祉総務課，男女平等参画課 

取組２ 相談体制の充実 

具体的取組 内容 担当課 

①様々なツールを利用した相談

体制の充実 

 様々なツールを利用し，相談者が一層

利用しやすい相談体制を目指します。 

男女平等参画課 

②相談の傾向の分析と施策への

反映の検討 

 相談の総合的な傾向から，市の施策に

反映すべき事項を検討します。 

男女平等参画課 

 

 

 

  

                                                   
19 ピア(peer)とは，仲間・同輩・対等者の意。同じ課題や境遇を持つ人が，互いに支えあい，助け

合うこと。 
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施策② 性的マイノリティであることに困難をかかえずに生活できる環境の整備      

 

 

勉強会の主な内容 

｟性自認についての勉強会まとめ｠ 

・性同一性障害は，性的指向，身体的性別，性自認のいずれかにマイノリティ性があるのでは

なく，性別のいろいろな要素に一貫性がない。性同一性障害ならではの苦痛がある。 

・性同一性障害の診断基準は①出生時の身体的性別等に対する著しい拒否感，忌避感，②出生

時の身体的性別と反対またはそれと一致しない性別になりたいという強い願望。の２つであ

る。 

・パートナーシップ制度について 

 性同一性障害の人たちは，性自認に沿った性別で，普通に社会生活を送りたい。自分の元の

名前，自分の身体的性別を想像させるようなものには，なるべく触れたくない。わざわざ戸

籍上の性別を公言してまで，このような制度の恩恵を受けたいとは思えない。 

・性別移行中はとてもセンシティブな状態である。 

・統計的に性別のデータが必要な場合があることは理解するが，できるだけ見えないようにや

ってほしい。少しの工夫で救われる場合もあるので，配慮を検討してほしい。 

・水戸には（性同一性障害の）診断書を書いてくれる病院がない。２人の医者の診断書が必要

であるが，できれば医師会で紹介する取組を望む。 

・特別扱いではなく，「誰でもトイレ」のように，誰もが受けられるサービスで，その中で，自

分たちも恩恵を受けたい。そういう意味で社会の中で埋没して生きたい。 

・トイレ標記の失敗の例がある。ある自治体で，「誰でもトイレ」の入り口に性的マイノリティ

のマーク（レインボーマーク）をつけてしまった。自分が性的マイノリティということが周

りに知られてしまうのではと，怖くて入れなくなった。多目的トイレで十分だった。 

 

｟性的指向についての勉強会まとめ｠ 
・女性で生まれて，自分のことも女性と思っており，女性を愛するのが女性同性愛者のレズビ

アン，どちらも愛せるのがバイセクシャル。体が女性，心の性別が男性の人で，男性が好き

なのは，男性同性愛者のゲイ。これらは，ほんの一部で，様々なセクシュアリティがある。 

・ＬＧＢＴだけだと当事者，非当事者という言葉が生まれてしまう。これからの考えとして，

分けるのではなく，誰もが気持ちよく生活していくためにどうすれば良いのか，という観点

が大事。 

・茨城県で，パートナーシップ宣誓制度というのができて，県立の病院や大きな病院で，手術

の際にパートナーも家族としてサインができるようになった。また，県営，市営の住宅に入

れるようになった。 

・学校生活でも社会でも，「うそをついて生きる」というのが，大変苦しい状況にある。日常生

活の何気ない会話でもうそをついて生活をしていると，自分の将来に不安を強く感じ，希望

を失ってしまう。うそをつかなくてよい社会が望まれる。 

・職場での福利厚生なども適用がない。会社に自身のセクシュアリティをカミングアウトしな

いといけない，というハードルもある。また，制服，衣類も着たくないものを着なければな

らないこともある。 

課題 

 性別にはいろいろな要素があり，多様な性があることを前提にした社会づくりが必要である。 

性同一性障害は，身体的な性別を自認する性別に近付けていく，性別の移行期をはじめ，他の

性的マイノリティとは異なる困難があることに，細心の注意をしながら対応する必要がある。 
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｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 市の行政サービスにおける対応の促進 

具体的取組 内容 担当課 

①性別にかかわらず誰もが抵

抗なく利用できる公共施設等

の整備 

 公共施設等の整備にあたっては，性的

マイノリティの方が抵抗なく利用でき

るよう適切な配慮をします。 

関係各課 

②市職員向け研修の実施  市の職員が適切に対応できるよう，研

修を実施します。 

人事課 

③公的な認証を受けたパート

ナーシップ宣誓制度の適用拡

大の検討・実施 

 市の行政サービスにおける制度の適

用拡大について検討を続け，拡大すべき

ものは速やかに実施します。 

男女平等参画課，関係各課  

取組２ 学校においての性的マイノリティへの理解や対応 

具体的取組 内容 担当課 

①教職員への研修の充実  性的マイノリティの児童・生徒への対

応など，教職員への研修を充実します。 

総合教育研究所 

②学校教育における，服装，教育

内容などに配慮した対応の促進 

 性的マイノリティの児童・生徒がいる

前提での合理的配慮を促進します。 

総合教育研究所 

取組３ 性同一性障害の医療機関へのアクセス性の向上 

具体的取組 内容 担当課 

①医療関係機関への対応の働き

かけと連携体制の構築 

医療関係機関との，性的マイノリティ

に関しての情報共有の体制を構築しま

す。 

男女平等参画課，保健センター 

②公的医療保険や診療科に関す

る情報の提供 

 公的医療保険の適用の有無や受診す

る診療科に関しての情報を提供します。 

保健センター 

取組４ 事業者への働きかけの強化 

具体的取組 内容 担当課 

①性的マイノリティの方が働

きやすい職場環境に向けた支

援 

 事業者に向け，性的マイノリティの

方が働きやすい職場環境づくりを啓発

します。 

男女平等参画課 

②公的な認証を受けたパート

ナーシップ宣誓制度の適用拡

大の検討と要請 

 社会生活の様々な場面におけるパー

トナーシップ宣誓制度の適用拡大を検

討し，検討結果により，適用拡大を要

請します。 

男女平等参画課，商工課，関係各課 
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《基本施策２－１の指標》 

 

◎目標指標 

  現状 目標値 

性的マイノリティについて，正しく知っている割合   100% 

ステップ指標 

  現状 目標値 

事業後アンケートで「認識が変わった」割合 - 回答者の 90% 

【参考】市職員研修における同割合 89% 
 

事業後の教職員のアンケートで「認識が変わった」割合 - 回答者の 90% 
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基本施策 ２－２ 性別に起因する人権侵害の根絶                 

 

【現状】 

 人権を侵害する行為であるＤＶなどの被害者は女性が圧倒的に多くなっています。また，国のデー

タでは，夫婦間の様々な暴力のうち，身体的暴力でないものをＤＶと認識していない割合が高いです。

また，ＤＶ被害を受けた時の行動として，別れたくても別れなかった女性は，経済的な不安や子ども

の養育への自信が無いことなどが理由となっています。本市でＤＶの相談窓口を全く知らない割合

は，女性でも 50%を超える。近年は，交際相手間でのデートＤＶや女子高校生が被害者となるＪＫビ

ジネスなど，若者がトラブルに巻き込まれるケースが社会問題化しています。 

 

施策① 人権侵害であるＤＶ等を容認しない社会の実現                

 

 

ＤＶを受けた経験の性別割合 

 

(図 19)ＤＶを受けた経験の性別割合 

 
                     (水戸市男女平等に関する市民調査(平成 25年)) 

 

夫婦間で暴力と認識される行為 

(図 20) 「大声でどなる」を暴力と認識している割合 

課題 

 身体的暴力以外にも，恐怖心を与えたり束縛したりすることなどもＤＶであるとの認識が低

い。ＤＶの被害を受けたとしても，女性の場合，経済的な不安や子どもの養育を理由に相手と別

れない割合が高い。 
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（内閣府「男女間における暴力に関する調査」(平成 30 年)より作成） 

 

(図 21) 「他の異性との会話を許さない」を暴力と認識している割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府「男女間における暴力に関する調査」(平成 30 年)より作成） 

 

 

配偶者から被害を受けたときの行動 

 

 

「別れたい(別れよう)と思ったが，別れなかった」の割合は，女性が男性より 2 倍以上

高い割合となっている (図 22)。 
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(図 22) 配偶者から被害を受けたときの行動 

 

 

 

 

 

 

（内閣府「男女間における暴力に関する調査」(平成 30 年)より抜粋） 

 

 

 

 

(図 23) 配偶者と別れなかった理由(複数回答) 

 

 

 

（内閣府「男女間における暴力に関する調査」(平成 30 年)）より抜粋 

 

 

「別れたい(別れよう)と思ったが，別れなかった」の理由は，最も多いのが「子どもが

いるから，子どものことを考えたから」で，次いで女性は「経済的な不安があったから」

の割合が，男性の 3 倍近い(図 23)。なお，「子どもがいるから，子どものことを考えたか

ら」という理由で相手と別れなかった人の具体的理由では，「養育しながら生活していく自

信が無かったから」が，女性の方が，男性より 30%ポイント以上高かった。 
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ＤＶ相談窓口の認知度 

 

（図 24）ＤＶ相談窓口の認知度（n=1,772） 

 

(市民調査)      

 

 

｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 市民へのＤＶ等の理解の促進 

具体的取組 内容 担当課 

①ＤＶ防止に向けた意識啓発

と情報発信 

 ＤＶが人権侵害であるという啓発や

どのようなものがＤＶなのか，情報発信

をします。 

男女平等参画課，子ども課 

②若年層へのデートＤＶ，ＪＫ

ビジネス等の予防啓発 

 デートＤＶやＪＫビジネスについて

の情報収集と若年層への啓発をします。 

男女平等参画課 

③男女間の性暴力等に関する

予防啓発 

 性暴力等の予防や対応等に関する研

修等の取組を充実します。 

男女平等参画課 

 男女共に「いずれも知らなかった」という回答が最も多く過半数を占めていた。「65 歳

以上」の年齢階層以外は、女性の方が男性よりも「いずれも知らなかった」と回答した人

の割合が少なかった(図 24)。 
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取組２ 被害者の保護と自立支援に向けた体制の充実 

具体的取組 内容 担当課 

①ＤＶ相談窓口の周知  あらゆる機会をとらえ，相談窓口の周

知に努めます。 

子ども課，男女平等参画課 

②被害者の早期発見・安全確保

と自立支援に向けた関係機関と

の連携 

 市の窓口や電話相談等を通じた被害

者の早期発見と安全確保，その後の自立

への切れ目ない支援に向け，関係機関の

連携を強化します。 

子ども課，各課 

 

 

《基本施策２－２の指標》 

 

◎目標指標 

  現状 目標値 

ＤＶ相談窓口の認知度 41% 70% 

ステップ指標 

  現状 目標値 

ＤＶ相談窓口相談件数 

748

件   

ＤＶ防止法を知っている市民の割合 89% 
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基本方針３ 男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

 

基本施策 ３－１ 市民の意識の醸成と行動変化の促進                

 

【現状】 

 社会全体における男女の優遇度に関する認識について，「平等」の割合が減り，「男性優遇」と考え

る割合での男女での認識の差が拡大しています。 

 共にフルタイム正社員の夫婦でも，家事関連の負担は女性に偏っています。 

 女性の就労に関して，子どもができても就労を継続するべきだと考える割合は若年層が最も低い

ですが，全ての年齢階層で，学卒時点より現在の方が，女性の就労継続に対して肯定的になっており，

学卒直後と意識が大きく変わっています。 

 

施策① 男女平等参画の意義や必要性，重要性の「見える化」による行動変化の促進    

 

 

 

男女の優遇度に関する意識（市民調査） 

 

 

(図 21)社会全体における男女の優遇度に関する認識（n=1,772）。 

 

 社会全体における男女の優遇度では，男女の認識の差がある。「男性」優遇と認識して

いる割合は女性の方が高く，男女で 12.4％ポイントもの隔たりがあった(図 21)。これは，

前回の男女の認識の差が 5.3％だったのと比較すると２倍以上となっている。 

課題 

 男女平等参画の意義が理解されなければ，市民の行動変化や事業者の主体的取組の促進は望

めないことから，男女の状況の差異を，データでより一層明確に示し，男女平等や女性活躍の意

義や必要性について，説得力ある説明をしていく必要がある。 
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｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ ジェンダー統計20の充実 ☆ 

具体的取組 内容 担当課 

①男女の状況の差異を示すデ

ータの収集と分析 

 市が実施する調査の男女別データを

収集し，男女の状況の差異を，様々な側

面から分析します。 

男女平等参画課，各課 

②オープンデータの活用と分析  国や県，その他の実施機関による調査

結果などのオープンデータを活用し，本

市の男女平等の状況を，国や県，他の地

方自治体との比較などを通じて分析し

ます。 

情報政策課，各課 

取組２ 男女平等に関わる情報や知識の周知・啓発 ☆ 

具体的取組 内容 担当課 

①市が策定する各種計画や施策

等において，ジェンダー統計に

基づく施策の検討に努める 

 市が策定するあらゆる計画において，

ジェンダー統計に基づく，男女平等の視

点からの施策の検討に努めます。 

各課 

②男女の状況を示すデータの市

民への発信 

 男女の状況や男女格差を示す様々な

データを，市民に分かりやすく発信しま

す。 

男女平等参画課 

 

 

 

施策② 若者が固定観念を認知することで，女性が働くことへの意識を変える    

 

 

 

                                                   
20 男女間の意識により偏り，格差や差別の現状及びその要因，現状が生み出す影響を客観的に把握

するための統計 

課題 

 若者が，性別役割分担に関して無意識のうちに抱いてしまう偏った見方（認知バイアス）を修

正する機会がないまま，また，雇用形態と収入の関係等の十分な情報が無いままに人生選択をし

ている。 
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女性の社会進出に関する考え方（市民調査） 

 

 

 

(図 22)現時点で「女性は子供ができても仕事を続ける方が良い」と考える人の性別年齢階層別割合                        

（n=1,772） 

 

 

 

(図 23)学卒直後の時点で「女性は子供ができても仕事を続ける方が良い」と考えていた人の割合

（n=1,772） 

 

 

 

 

｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 若者の思い込みや経験不足を補う体験機会の創出 ☆ 

具体的取組 内容 担当課 

①大学，事業者と連携した，イ

ンターンと家庭へのショート

ステイ 

 子育てしながら働いている従業者が

いる企業へインターンし，従業者の家庭

への訪問と子育てを経験するプログラ

ムを実施します。 

男女平等参画課，商工課 

②ロールモデルの提供等による

研修会 

 育児と仕事を両立しているロールモ

デルによる研修会を実施します。 

男女平等参画課 

 男女ともに「女性は子どもができても仕事を続ける方が良い」と回答した人がもっとも多

い。年齢階層別では，18歳～24歳の同割合が最も少なかった(図 22)。 

学卒時点での考えと比較すると，どの年齢階層でも大幅に現時点の方が女性の社会進出に

肯定的な考えが増えていた。そして，65 歳以上以外のすべての年齢階層で，男性より女性の

方が，肯定的に変化する割合が高い。(図 23)。 
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取組２ 若者の人生選択に資する情報の提供 

具体的取組 内容 担当課 

①離職や雇用形態に伴う収入の

変化や年金への影響等の情報提

供 

 離職や雇用形態による収入の変化や

将来受け取る年金額の差を示し，就業へ

の意識を高めます。 

男女平等参画課，情報政策課 

 

 

 

 

施策➂ 男性の家事・育児・介護等への参画の促進                  

 

 

 

家事・育児・介護負担の男女差（市民調査） 

 

 

(図 24)女性の社会進出に対する考え方による家庭での家事・育児・介護分担度の違い 

―有配偶フルタイム男性（n=314）

 
 

 

 家庭での家事・育児・介護の負担について，フルタイムで働く男女では，女性の方がはる

かに重い。また，女性の継続就労に肯定的な男性は，女性の継続就労に否定的な男性と比較

して，一日当たり家事関連時間にはほとんど差がなかった(図 24)。 

課題 

 男女平等や女性の活躍への意識の醸成だけでは実際の行動を変えることは難しく，行動に移す

ための何らかの方策が必要である。 
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｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 男性の家事，育児，介護に関わる意識の向上 

具体的取組 内容 担当課 

①男性が家事，育児，介護等を

体験する機会の提供 

 家事，育児，介護等のスキルアップの

ための講座や普段の家庭内の役割分担

を交換するキャンペーンなどを実施し

ます。 

男女平等参画課 

②家事，育児，介護等への職員の

参加の促進 

 職員に向け，家事，育児，介護等への

参加を促す啓発をします。 

男女平等参画課 

取組２ 固定的な性別役割分担意識の払拭 

具体的取組 内容 担当課 

①育児に関する父親の役割の啓

発と父性の育成の推進 

 父子手帳の配布や，ハローベビークラ

スプレパパママの開催などをします。 

保健センター 

②女性の精神的負担・身体的負

担の軽減 

 「家事や育児，介護は女性の役割」「母

親はこうあるべきだ」といった固定観念

に縛られないロールモデルやデータな

どの情報提供をしていきます。 

男女平等参画課 

 

 

《基本施策３－１の指標》 

 

◎目標指標 

  現状 目標値 

18歳～24歳の「女性は子どもができても仕事を続ける方が良

い」の割合 

女性

46% 
男性

38.2% 80% 

 

 

基本施策３－２ あらゆる分野での男女平等参画の推進                

 

【現状】 

 働く女性が増え，地域コミュニティをはじめとした様々な分野でも女性が活動していますが，本市

の自治会長の女性割合は 10.9％となっているなど，地域や学校のリーダーは男性が大多数となって

います。審議会等における女性委員の割合は，着実に高くなっているものの，女性委員が全くいない

審議会等も存在しています。近年，水戸市においても自然災害が増加しているなか，防災計画や防災

体制に，女性の視点を取り入れる必要性が高まっています。 

 また，職種についても性別による偏りが見られます。 
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施策① 地域の活性化やまちづくりへの女性の参画拡大                

 

 

 

審議会等における女性委員の割合（水戸市） 

 

(図 25) 委員会・審議会等における女性委員の割合の推移 

 

 

｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 政策決定過程での女性の参画を推進 

具体的取組 内容 担当課 

①市の審議会委員の選任方法

の検証。 

 女性がいない審議会委員について，女

性の選任に向け取り組みます。 

行政改革課，関係各課 

 本市における審議会のうち，女性委員がいないのは11％の７審議会である。総委員数1024

人中，女性は 35％の 358 人である(2019．1.1現在)(図 25)。 

課題 １ 

 あらゆる分野において，男女が平等の立場で参画し，責任を分かち合うためには，政策・方針

の策定段階からの女性の参画が重要である。 
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②政治分野における男女共同参

画に関する法令等の市民への周

知 

 法令の趣旨や重要性を周知します。 男女平等参画課 

取組２ 農業・商業等の経営への女性の参画を促進 

具体的取組 内容 担当課 

①女性農業士の育成と支援  農業の担い手，農村の中核となる女性

農業士を育成します。 

農政課，農業技術活用センター 

②家族経営協定の普及促進  農家の家族間で経営方針や役割分担，

就業環境などを取り決め，農業経営にお

ける男女平等の意識づくりをします。 

農業委員会事務局 

③農業委員会の委員の女性比率

を高める取組 

 農業委員会の女性比率を高める啓発

等をします。 

農政課 

④商業関係団体との連携による

啓発 

 啓発セミナーや勉強会の開催を支援

します。 

商工課，男女平等参画課 

取組３ 防災施策への男女平等参画の推進 ☆ 

具体的取組 内容 担当課 

①避難所運営に男女がリーダー

として参画するための取組 

 防災マニュアル等において男女がリ

ーダーとして参画するしくみをつくり

ます。 

防災・危機管理課 

②地域の防災を担う女性リーダ

ーの養成 

 消防団など，地域において，防災を担

う女性リーダーを養成します。 

防災・危機管理課 

③災害時における男女平等参画

センターの役割の明確化 

 防災マニュアル等において，男女平等

参画活動の拠点としての同センターの

役割を明確化します。 

防災・危機管理課，男女平等参画課 

④水戸市消防吏員に占める女性

の割合を高める取組 

 水戸市女性消防吏員活躍推進計画に

基づき，計画的に取り組みます。 

消防総務課 

取組４ その他分野での男女平等参画の推進 

具体的取組 内容 担当課 

①地域の女性リーダーの養成 
 地域の方針決定の場への女性の参画

を推進します。 

市民生活課 

②まちづくりに関する女性へ

の情報提供の強化 

 都市計画やまちづくりに関して，Ｓ

ＮＳを始め様々なツールを活用した情

報提供により，とりわけ女性が情報に

接触できるよう配慮します。 

都市計画部，建設

部，市民協働部 
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施策② 職業選択における固定観念を変える                     

 

 

専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い主な職業に女性が占める割合 

 

(図 26) 専門的・技術的職業における性別割合 

医師（茨城県） 21.2％ 5,513人中 1,168人 

歯科医師（茨城県） 22.8％ 1,934人中 441人 

薬剤師（茨城県） 56.7％ 6,605人中 3,774人 

弁護士（水戸市） 16.5％ 121人中 20人 

消防吏員（水戸市） 2.1％ 341人中 7人 

 

 

子どもがなりたい職業ランキング 

市内中学校 

 男子 女子 

１ ゲームクリエータ― 幼稚園教諭 

２ コンピューターープログラマー 看護師 

３ 公務員(国・県・市) 薬剤師・教師(小中高) 

                  (令和元年実施 子ども対象講座事前アンケートより) 

 

 

｟課題解決に向けた取組｠ 

取組１ 子どもや若者への，固定観念を変えるきっかけづくり ☆ 

具体的取組 内容 担当課 

①性別に縛られない職業選択を

促すプログラムの実施拡大 

 現在実施している，性別に縛られない

職業選択を促すプログラムの実施を拡

大します。 

男女平等参画課 

 薬剤師の女性割合は 5割を超えるが，医師，歯科医師に女性が占める割合は，どちらも

2 割程度となっている(図 26)。 

課題 

性別による職種のイメージや思い込みなどに影響されない，個性や能力による自分らしい職

業選択ができるよう，知らず知らずのうちに持ってしまっている性別による職業への固定観念

を払拭する取組が求められる。 
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②教職員への研修の充実  子どもや若者の人格形成に大きな影

響を与える教職員向け研修を充実しま

す。 

総合教育研究所 

取組２ 理工系分野，専門的・技術的分野への女性の参画促進 

具体的取組 内容 担当課 

①ロールモデルの広報  女性の理工系分野の研究者や技術者

など，男性のイメージが強い職業に就い

て活躍している女性を紹介します。 

男女平等参画課 

②女性の教員や研究者・技術者

などが活躍している組織の広報 

 女性の教員がいる学校の紹介や，女性

の研究者・技術者が活躍している企業の

紹介など，指導者に女性がいる組織を紹

介します。 

男女平等参画課 

 

《基本施策３－２の指標》 

 

◎目標指標 

  現状 目標値 

社会全体での男女平等の認識度の男女差 18.9% 10% 

ステップ指標 

  現状 目標値 

男女平等に関する事業への市民の新規参加率 56.8% 70% 

 

◎目標指標 

  現状 目標値 

管理的職業従事者のうち女性の割合(雇用者） 17.5% 30% 

ステップ指標 

  現状 目標値 

女性の割合 30％以上の審議会等の割合 54.7% 100% 

性別に縛られない職業選択講座で認識が変わった割合 - 90% 

 

◎成果目標（国が地方自治体に求める水準） 

  
現状 

(水戸市) 目標値 

本庁係長相当職に占める女性の割合 17.7% 35% 

本庁課長相当職に占める女性の割合 9.6% 20% 

本庁部局長・次長相当職 6.0% 10% 

 


