
重点課題 現状 出典 課題

【評価指標】過去５年以内に配偶者等から暴力的行為を受けた経験がある人の割合
令和３年度の計画目標：0%に近づける　令和２年度の実績値：12.6%

【評価指標】ＤＶ相談を区で実施していることを知らない人の割合
令和３年度の計画目標：40％　令和２年度の実績値：49.2％

・身体的暴力の認知度は94.6％だが、精神的暴力は66.5％と約30ポイントの開きがある。

・区の「暴力（セクハラ・ＤＶ）の根絶に向けた啓発活動や相談窓口の設置」などの認知度は、平成27年度の約30%から令和2年度の約40%に増加
したが、知らない人も約半数にのぼる。

・女性が「相談しなかった」理由の第1位が「相談しても無駄だと思ったから」（48.8％）で、次に「相談するほどのことではないと思ったか
ら」（32.6％）である。

・職員の精神的暴力の認知度は、平成27年度に約75.6%だったが、令和2年度は76.9％とほぼ横ばいである。（指標） 職員意識調査

・ＤＶ被害者の無職の割合は、平成30年度31.8％から令和2年度41.8％に増加している。 聞き取り調査

・行政には夜間や休日に相談できない。

・経済的不安や子の養育、生活する場所など、加害者の支配下から脱した後のことに不安を抱えている。

・ＤＶが原因で精神的に不安定になり、長く不調が続く場合がある。自己肯定感が低く、行動に移せなかったり、加害者から一度離れても元に戻
るケースもある。

・ＤＶ被害者の子どもは親から直接的に、また日頃のメディアにも暴力的な場面を無意識に見聞きしている可能性がある。

・平成30年3月の目黒区と平成31年1月の千葉県野田市の児童虐待死事件の背後には、ＤＶが関連している。

【評価指標】「平和と人権を尊重する社会である」と考える人の割合
令和３年度の計画目標：25%　令和元年度の実績値：28.5%

協働のまちづくり調査

・「今の社会は男女平等になっていない」と回答した割合は63.7％であり、平成27年度調査時の53.6％よりも上昇している。また、「今の社会は
男女平等になっていない」と回答した女性69.8％に対し、男性55.4％と性別に差がみられる。

・分野別での男女平等の実現度合では、「社会通念・慣習・しきたり」分野で「男性の方が優遇されている」と回答した女性の割合は84.7％と
なっており、コモンセンス上の男女格差を感じている人が多い。

・「メディアの影響から、潜在的なジェンダーバイアスが形成されるのではないか」との意見がワーキンググループで出されたが、このような考
えに影響を及ぼしているメディアは年齢によって異なる。40歳以上の年齢層は考えに影響を及ぼしているメディアとして「テレビ」が7割以上の
回答を占め最も回答が多いが、10代から20代は「ＳＮＳ」が8割弱で最も多く、30代は「インターネットニュースサイト」が7割以上で最も多い。

住民意識調査および
女性活躍推進ＷＧ

・令和2年6月16日、豊島区区議会は「性暴力の根絶を目指す決議案」と「性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書案」を賛成多数で可決
した。

豊島区議会ＨＰ

・豊島区内の刑法犯の発生件数は平成26年から年々減少しており、平成26年6,100件の発生件数は、平成30年には4,479件となっている。 令和元年としまの統計

【評価指標】「①子宮頸がん・②乳がん検診の受診率」
令和３年度の計画目標：①36.8％・②33.0％　令和元年度の実績値：①25.1％・②29.1％

地域保健課調べ

・区が実施している性と生に関する健康支援(性教育・性感染症対策や子宮頸がん検診・乳がん検診の推進など)の認知度は、女性約70％に対し、
男性は47%となっている。

住民意識調査

・女性のクラミジア検査（性感染症検査）の陽性率は、平成27年度は6.9％だったが、令和元年度は11.9％である。
・男性は6.0%から3.1%に減少している。

・20歳未満の人工妊娠中絶は、平成27年度185件/2,228件（8％）だったが、令和元年度は384件/4,527件（8.4％）件である。

・「としま見る知るモバイル」（結婚から出産・子育て応援サイト）の登録者数は、平成27年度は2,739件だったが、令和元年度は7,374件であ
る。

（２） 人権尊重と男女共同社会への意識づくり

・あらゆる人権意識の向上

・男女平等の意識づくり

・誰もが安心・安全に暮らせる環境の整備

・メディアリテラシーの向上

住民意識調査

（３） 性と生に関する健康支援

・がん検診の周知啓発の推進

・区の性と生に関する取組みの男性に対する周知

・女性に対する性感染症の教育、啓発の推進

・リプロダクティブ・ヘルス・ライツの知識と意識の浸透豊島区の保健衛生

　男女共同参画に関する現状と課題について

　目標１　人権尊重のまち

（１） 女性に対するあらゆる暴力の根絶

住民意識調査

・相談窓口の周知

・区民の精神的暴力の認知度の向上

・職員の精神的暴力の認知度の向上

・ＤＶ被害者の相談に対する信頼度の向上

・夜間や休日に対応できる体制の構築

・ＤＶ被害者の経済的な困窮の解消

・ＤＶ被害者の精神的、肉体的ダメージからの早期回復

・子どものメディアリテラシーの向上

・ＤＶと児童虐待関係機関の連携

ＤＶの防止ＷＧ

住民意識調査・・・男女共同参画社会に関する住民意識調査

職員意識調査・・・職員の男女平等意識に関する調査

聞き取り調査・・・配偶者等による暴力相談実態聞き取り調査

協働のまちづくり調査・・・豊島区協働のまちづくりに関する区民意識調査

区内企業実態調査・・・女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに係る区内企業実態調査

ＷＧ・・・ワーキンググループ

ＨＰ・・・ホームページ
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令和3年3月24日
第2回豊島区男女共同参画推進会議・女性活躍推進協議会
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重点課題 現状 出典 課題

【評価指標】「女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに係る区内企業実態調査の実施」
令和３年度の計画目標：実施　平成30年度の実績値：実施

・再就職を希望する女性の採用の際に重視する点では、離職前の職での経験値や意欲、専門性、人間性などが多く挙げられており、離職期間や子
どもの有無について重視している企業は少ない。

・女性の一生と職業の関わり方で、「子育て期間を含めて一生職業を持つ（職業継続型）」は、平成21年度は29.6％であるのに対して、令和2年
度は47.1％となった。年齢別でみると、「18～29歳」が38.5％と最も少なく、「30～39歳」が59.1％と最も多い。

・男女平等の実現度で、自身の職場の中において、「男性のほうが優遇されている」は59.5％であるのに対して、「女性のほうが優遇されてい
る」が6.0％となっている。

・「過去5年間にセクシュアル・ハラスメントの被害を受けたこと、見聞きしたことがある人」は、平成27年度は33.8％であるのに対して、令和2
年度は41.2％となっている。

【評価指標】職場の中で「育児・介護休業制度を取得しやすい」と思う人の割合
令和３年度の計画目標：男女とも80%　令和２年度の実績値：女性62.6％・男性65.3％

・自身の職場の「育児休業制度および介護休業制度」について、「ない」と「制度があるかどうか知らない」の合計が45.8％である。

・理想では、「『仕事』『家庭』『地域・個人の生活』を両立」が41.0％と最も多いが、現実には「『仕事』を優先」が45.6％と最も多い。平成
27年度から傾向の変化も見られない。

・家庭生活での家事分担について、「重大問題の決定」「ゴミ出し」以外はすべて「妻の担当」が多い。「子育て」は「夫の担当・どちらかと言
えば夫の担当」が0.3%であるのに対し、「妻の担当・どちらかと言えば妻の担当」は50.0%となっている。

・労働時間について、『週34時間以下』は女性が35.4％、男性が18.3％であるのに対し、『週49時間以上』は女性は10.1％、男性は28.6％となっ
ている。

・男女が共に、「仕事」と「家庭」と「地域・個人の生活」の両立をしていくために重要なことについて、「育児・介護休業制度を利用できる職
場環境づくり」が最も多く、次いで「柔軟な勤務制度の導入」「女性が働くことへの理解」となっている。

・家事を見える化できておらず、男性が家事の大変さをわかっていない実態がある。 女性活躍推進ＷＧ

【評価指標】ＰＴＡの会長に占める女性の割合
令和３年度の計画目標：50%　令和元年度の実績値：13.3％

【評価指標】町会の会長に占める女性の割合
令和３年度の計画目標：20%　令和元年度の実績値：7.8％

・「地域活動に参加していない」割合は女性51.5％に対し、男性は66.1％となっている。また、「男性の地域参加や家庭生活への参加促進に必要
なこと」では、「労働時間の短縮やボランティア休暇など労働環境を改善すること」が39.4％で最も多い。

・生活時間配分の理想について、「仕事、家庭、地域・個人の生活を両立」と回答した割合が女性44.9％・男性35.7％で最も多いが、現実では両
立できている割合は女性10.5％、男性8.2％となっており、地域活動に参加したいと考えているが、参加できていない現状である。なお、現実の
生活時間配分では「仕事を優先」と回答した割合が女性40.6％、男性52.0％で最も多い。

（５） 家庭生活と仕事の両立支援の推進

住民意識調査

・区民に対する育児、介護休業等制度の周知

・企業に対する制度の周知徹底

・企業における育休、介護休業取得の仕組みづくり

・区民、企業の育児・介護休業の積極的取得の気運醸成

・固定的な性別役割分担意識の解消

・男性の家事参画の意識と家事能力を向上する取組み

・ワーク・ライフ・バランス促進に向けた企業の具体的実践

（６） 地域活動への参加の推進

男女平等推進センター調べ

・地域活動団体における男女平等意識の啓発

・区民に対するワーク・ライフ・バランスの啓発

・男性の地域活動へ参加することの動機づけ
住民意識調査

　男女共同参画に関する現状と課題について

　目標２　多様な選択ができるまち

（４） 雇用の場における男女平等の推進

区内企業実態調査 ・若年層へのキャリア教育の推進

・職場における男女平等の待遇

・固定的なや鎖分担意識の解消

・セクシュアル・ハラスメントをはじめとする様々なハラス
メントの防止

・再就職を希望する女性への支援

住民意識調査

住民意識調査・・・男女共同参画社会に関する住民意識調査

職員意識調査・・・職員の男女平等意識に関する調査

聞き取り調査・・・配偶者等による暴力相談実態聞き取り調査

協働のまちづくり調査・・・豊島区協働のまちづくりに関する区民意識調査

区内企業実態調査・・・女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに係る区内企業実態調査

ＷＧ・・・ワーキンググループ

ＨＰ・・・ホームページ
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重点課題 現状 出典 課題

【評価指標】「男は仕事、女は家庭」という考え方を否定する人の割合
令和３年度の計画目標：70％　令和２年度の実績値：56.6％

・「子どもの育て方」について、「別々に考える」と回答した人は、平成21年度の36.5%から平成27年度は27.6％、令和2年度は20.8％と減少して
いる。

・「男女平等が実現されている分野」は「学校教育の場」が最も多いが、男性は47.3％、女性は38.3％と約10ポイントの開きがある。

・「学校教育の場で力を入れるべきこと」は、「生活指導や進路指導において、男女の別なく能力を生かせるよう配慮すること」が64.2%と最も
高く、「互いに相手の人格を尊重するという考え方に基づく性教育の充実」、「日常の活動の中で男女平等意識を育てる指導をすること」が続い
ている。

・子どもは、家庭、学校、地域など、あらゆる場面で、ジェンダーバイアスの影響を受けている。 女性活躍推進ＷＧ

【評価指標】男女平等推進センターの利用者数
令和３年度の計画目標：16,000人　令和元年度の実績値：12,749人

・「エポック10フェスタ」の参加団体は平成27年度の17団体から令和元年度には21団体に増加している。

・男女平等推進センターの認知度は「知らなかった」が76.6％（女性71.6％、男性83.9％）と最も多く、平成27年度の67.8％から増加している。
また、18～39歳では9割以上に認知されていない。

・「区が地域で男女共同参画を推進するための人材育成・団体支援を行っていること」を知らなかった人は、63.6％となっている。

【評価指標】区の附属機関・審議会等の女性の参画率
令和３年度の計画目標：40%　令和２年度の実績値：35.2%

【評価指標】女性委員のいない区の附属機関・審議会等数
令和３年度の計画目標：0　令和２年度の実績値：6

【評価指標】管理職に占める女性管理職の割合
令和３年度の計画目標：30%　令和２年度の実績値：22.1%

豊島区人事課調べ

・区内企業において、管理職（課長相当職、部長相当職）の女性比率が0～10％の企業が多く、企業割合では課長相当職では46.0％、部長職は
56.1％が女性比率が0～10％となっている。

区内企業実態調査

・「地域活動において女性リーダーを増やす必要があると思うか」について、「必要であると思う」と回答した割合は55.5％であり、「必要でな
いと思う」13.7％に対し、大きな差がみられる。

・「地域活動における女性リーダーを増やすために必要なこと」について、「さまざまな立場の人が参加しやすいよう、活動時間を工夫する」の
女性の回答が68.6％で最も回答が多い。

・「女性が政策・方針決定の過程に参画するために必要なこと」について、「区民の意見を把握し、区政に反映させるための仕組みづくり」の女
性の回答が42.0％で最も回答が多い。

・豊島区職員において「課長以上になりたい」と回答している割合は女性3.1％、男性23.6％であった。女性が管理職になりたいと思わない理由
は「家庭生活と両立しないから」が25.2％で最も多い。

職員意識調査

・政府は2020年までに指導的地位に占める女性割合を30％程度に上昇させる目標の達成年度を先送りし、2020年代の可能な限り早期に30％程度に
することとした。

内閣府男女共同参画局ＨＰ

・女性管理職は、男性並みかそれ以上に働かなければならないイメージがあり、子育て中の女性管理職などはあまりいない。

・「リーダーは男性」という潜在的な役割分担意識がある。女性がリーダーにならない理由としては、リーダーになる自信がないという側面もあ
るのではないか。女性リーダーのロールモデルも不足している。

（８） 区民・団体等の自主的活動への支援

男女平等推進センター調べ
・エポック10利用者数の増加

・地域における男女共同参画推進団体活動の支援

・区民に対する地域活動へ参加することの動機づけ
住民意識調査

（９） 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進

豊島区企画課調べ

・女性リーダーや女性管理職などのロールモデルの提示

・家事負担の軽減

・子育て支援

・男性の家庭進出促進

・政策・方針決定過程に参画する女性の意識の向上

・政策・方針決定過程に女性が参画しやすい環境の整備

・柔軟な働き方の促進

住民意識調査

女性活躍推進ＷＧ

　男女共同参画に関する現状と課題について

　目標３　学び参画するまち

（７） 学習・啓発による男女共同参画意識の向上

住民意識調査
・固定的な性別役割分担意識の解消

・家庭、学校、地域など、あらゆる場面におけるジェンダー
平等意識の啓発

・教師の固定的なジェンダーによる職業観の払拭

住民意識調査・・・男女共同参画社会に関する住民意識調査

職員意識調査・・・職員の男女平等意識に関する調査

聞き取り調査・・・配偶者等による暴力相談実態聞き取り調査

協働のまちづくり調査・・・豊島区協働のまちづくりに関する区民意識調査

区内企業実態調査・・・女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに係る区内企業実態調査

ＷＧ・・・ワーキンググループ

ＨＰ・・・ホームページ
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重点課題 現状 出典 課題

【評価指標】「①子育ては母親の仕事」「②家事は女性の仕事」という考え方を否定する男性の割合
令和３年度の計画目標：①70%・②80%　令和２年度の実績値：①55.4％・②66.1%

・家庭生活における家事分担について、10個の家事項目のうち8個が「夫の担当」よりも「妻の担当」という回答であった。特に「子育て」は、
「夫の担当」である家庭は0.3％に対し、「妻の担当」は50.0％であった。

・分野別での男女平等の実現度合では、「家の中で」分野で「男性の方が優遇されている」と回答した女性の割合は59.1％となっており、男性も
40.0％が「男性の方が優遇されている」と回答している。

・男性が育児休暇や介護休暇を取ることについて、「取った方がいい」と回答した割合は57.2％であり、「取らない方がいい」1.2％に対し、大
きな差がみられる。

・「育児・介護休業を利用できないと思われる理由」として、「職場が育児・介護休暇を取得できる雰囲気ではないから」で女性28.6％、男性
42.3％、また「昇進・昇格などに不利になるから」で女性0％、男性23.1％と大きな差があり、男性が休暇を取得しやすい職場環境でない。

・「男女共同社会を実現するために大切なこと」として、「家事や育児、高齢者・病人の介護や看護を、男女ともに担える社会づくりを進めるこ
と」で女性74・1％に対し、男性47.7％で大きな差がみられる。

・豊島区職員で「育児休業をためらわず取得する」男性は17.0％、「育児休業をためらわず取得する」男性は16.0％となっている。ためらう理由
としては育児休業も介護休業も「職場に迷惑をかけること」が7割程度で最も多い。

職員意識調査

・区内企業において「男性が育児休業を取得するにあたっての課題」として、「代替要員の確保が困難」との回答が58.1％と最も多い。 区内企業実態調査

・家庭生活における性別役割分担意識が根強く残っており、家事労働に対する評価が低い傾向がある。

・男性が家事に参画する意識を醸成することは重要であるが、そもそも男女における家事能力に差がある。

・ジェンダー意識に関する子どもへの影響は家庭環境が大きく、買い与えるおもちゃや読んでいる童話によっても、無意識にジェンダー意識を植
え付けている可能性がある。

・国では、平成30年７月に『児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策』、翌平成31年２月には、『「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急
総合対策」の更なる徹底・強化について』がまとめられた。

厚生労働省ＨＰ

・令和元年に配偶者暴力防止法の一部改正が行われ、児童虐待と密接な関連があるとされるＤＶの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連
携・協力すべき関係機関として児童相談所が明文化された。

内閣府男女共同参画局ＨＰ

【評価指標】障害者就労支援事業及び就労支援事業所から一般就労した人数
令和３年度の計画目標：120人　令和元年度の実績値：180人

豊島区障害福祉課調べ

・性的少数者（LGBT等）について、「個人の人権として理解・尊重すべきである」が87.4％となっている。

・性的少数者の困りごとについて、「偏見や差別、無理解があること」や「心の性に合う公衆トイレや入浴施設がないこと」を理解している人
は、半数以上となっているが、「パートナーが入院した際、治療方針等について説明を受けられないこと」は42.2％、「パートナーと共同で住宅
ローンを組むことに制限があること」は32.6％となっている。

・平成31年4月1日、豊島区男女共同参画推進条例を改正し、パートナーシップ制度を位置付けた。

・令和2年6月、豊島区男女共同参画苦情処理委員あてに企業からのアウティング被害に関する苦情等申出書が提出された。苦情処理委員会にて実
態調査、事実確認のうえ、企業に対して再発防止に向けた取り組み（社内研修の実施）について指導した。

豊島区男女共同参画苦情処理委員会

・コロナ禍において、就業者数は男女とも令和2年4月に大幅に減少。特に女性の減少幅が大きい（男性:37万人減、女性:70万人減）。また、女性
の自殺者数は、令和3年1月は525人で対前年同月28人増加。年合計では、男性は対前年で26人の減少であったが、女性は934人の増加。

内閣府男女共同参画局ＨＰ

（11） 高齢者、障害者など様々な困難を抱える人々が安心し
て暮らせる環境の整備

・あらゆる場での性の多様性の尊重

・誰もが安心して暮らせるための制度の確立

・女性の貧困に対する関係機関の連携

住民意識調査

　男女共同参画に関する現状と課題について

　目標４　すべての人が安心していきいきと暮らせるまち

（10） 男性や子どもにとっての男女共同参画の推進

住民意識調査

・固定的な性別役割分担意識の解消

・家庭、学校、地域など、あらゆる場面におけるジェンダー
平等意識の啓発

・男性への男女共同参画意識の啓発

・男性の家事参加への啓発

・職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進

・ＤＶと児童虐待防止施策の推進

女性活躍推進ＷＧ

住民意識調査・・・男女共同参画社会に関する住民意識調査

職員意識調査・・・職員の男女平等意識に関する調査

聞き取り調査・・・配偶者等による暴力相談実態聞き取り調査

協働のまちづくり調査・・・豊島区協働のまちづくりに関する区民意識調査

区内企業実態調査・・・女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに係る区内企業実態調査

ＷＧ・・・ワーキンググループ
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