
◆ ご記入にあたってのお願い ◆

1. 事業所（事業主の方）のご判断でご記入ください。

2.

3. 記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒に入れて、１２月２４日(金)までに投函してください。

4. インターネットからの回答も可能です。下記ＵＲＬまたは、ＱＲコードからアクセスして回答してください。

https://s-kantan.jp/sanyo-onoda-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1217

5. この調査についてご不明な点やご質問がありましたら、以下にお問い合わせください。

令 和 ３ 年 １ ２ 月
山 陽 小 野 田 市

回答は、「１つだけ」、「いくつでも」などの指示に従い、別紙回答欄に数字を記入し、

回答が「その他」の場合はさらに具体的内容を記入してください。

男女共同参画に関する事業所アンケート

アンケートご協力のお願い

　市では、男女が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野に参画し、共に責任を分かち

合うことのできる男女共同参画社会の実現を目指すため、「さんようおのだ男女共同参画プ

ラン」を策定し、様々な施策に取り組んでいるところです。

　さて、このたび、市内事業所の経営者等の皆様に、事業所経営における男女共同参画に関

する意識や実情をお聞きし、今後の施策へ反映するため、標記アンケート調査を実施するこ

とといたしました。

　調査は、市内の事業所２００社を無作為で選ばせていただき、お願いするものです。

　ご回答は無記名とし、計画策定の基礎資料にのみ活用させていただきます。また、ご回答

いただいた集計結果は、ホームページ等で公開させていただきます。

　お忙しいところ、誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、何卒ご協力くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。

山陽小野田市市民部

市民活動推進課人権・男女共同参画室

電話 0836-82-1137

事

資料５

https://s-kantan.jp/sanyo-onoda-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1217


１.　市内の貴事業所の概要について
㊟Ｆ１～Ｆ５については令和３年１２月１日現在でお答えください。

Ｆ１ 業種　≪別紙の回答票に数字を記入してください。（以下全ての質問も同様）≫

1. 　建設業 ２. 　製造業

３. 　電気・ガス・水道業 ４. 　情報通信業

５. 　運輸業 ６. 　卸売・小売業

７. 　金融・保険業 ８. 　不動産業

９. 　飲食店・宿泊業 　医療・福祉

　教育・学習サービス 　サービス業

　その他（　　　　　　　　　　　）

Ｆ２ 従業員数

１. 　１～　３０人 ２. 　３０～１９９人

３. 　２００～３９９人 ４. 　４００～５９９人

５. 　６００～７９９人 ６. 　８００～９９９人

７. 　１０００人以上

Ｆ３ 女性の従業員の割合（全従業員のうち女性が占める割合）

１. 　０～９％ ２. 　１０～１９％

３. 　２０～２９％ ４. 　３０～３９％

５. 　４０～４９％ ６. 　５０％以上

Ｆ４ 女性の従業員数のうち正規従業員の割合（全女性の従業員のうち正規従業員が占める割合）

１. 　０～９％ ２. 　１０～１９％

３. 　２０～２９％ ４. 　３０～３９％

５. 　４０～４９％ ６. 　５０～５９％

７. 　６０～６９％ ８. 　７０～７９％

９. 　８０～８９％ 　９０～１００％

Ｆ５ 女性の管理職（課長級以上）への登用状況

１. 　登用している ２. 　登用していない

⇓ ⇓

　全課長職以上の管理職のうち 　　　　　問１へ

　　女性が占める割合は何％ですか。

　　割合を記入してください。

⇓

　　問２へ

１. 必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない

２. 管理職になるまでに退職してしまう

３. 女性自身が管理職になることを希望しない

４. 上司・同僚・部下になる者が女性役職者を希望しない

５. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１０.

問１
Ｆ５の女性の管理職について「２ 登用していない」を選んだ方は、理由を次の中からいくつでもあげて

ください。

１０.

１２.１１.

１３.

２.　女性の登用・活躍促進について
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１. 産休・育休・介護休暇などの取得を促進する

２. 昇進・昇格・人事評価を明確にする

３. 女性社員の職域を拡大する

４. 会社全体の意識改革を行う

５. 女性のキャリアアップの支援をする

６. 一定の人数や割合で女性の役職者を任用する

７. 女性リーダーの育成を推進する

８. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

９. 必要と思わない

１. 男女を問わず優秀な人材が活躍できるようになる

２. 企業のイメージアップにつながる

３. 企業の生産性が向上する

４. 女性の視点を企業が取り入れることにより、多様なニーズに応えられる

５. 女性の声が反映されるようになり、女性の働く意欲が向上する

６. 労働時間の短縮等、職場風土の改善で組織が活性化される

７. 少子高齢化社会を踏まえて労働力が確保できる

８. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

９. 効果はないと思う

３.　ワーク・ライフ・バランスについて

１. 積極的に取り組んでいる

２. 取り組んでいる

３. あまり取り組んでいない

４. 全く取り組んでいない

１. フレックスタイム制度

２. テレワーク（在宅勤務）

３. ノー残業デーの設置

４. 短時間勤務制度

５. 育児・介護に関する経済的支援

６. 有給休暇の取得奨励

７. 有給休暇を半日あるいは時間単位で取得できる

８. 育休・介護休業の取得者に対する職場復帰支援

９. 就業形態の移行制度の整備（正規⇔非正規）

事業所内保育室の整備

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特に取組は行っていない

女性の役職者を増やすためには、どのような取り組みが必要だと思いますか。次の中からあてはまる

ものをいくつでもあげてください。

女性従業員が活躍することで、どのような効果があると思いますか。次の中からいくつでもあげてくださ

い。

従業員のワーク・ライフ・バランスについてどの程度取り組んでいますか。あてはまるものを１つだけお

答えください。

貴事業所でワーク・ライフ・バランスについて取り組んでいることを次の中からいくつでもあげてくださ

い。

問２

問３

問４

問５

１０.

１１.

１２.
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１. 企業トップの意識

２. 保育園等社会環境の整備

３. 上司・同僚の理解

４. 育児・介護休業法等、法律の知識普及

５. 行政の経費援助

６. 働き方、仕事の進め方を見直す

７. 残業時間を減らし、休日の増加を促進する

８. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４.　セクシュアル・ハラスメントに対する取組について

１. セクシュアル・ハラスメント

２. ＬＧＢＴに対するハラスメント

３. パワー・ハラスメント

４. マタニティハラスメント

５. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６. 取り組んでいない

１. 就業規則等に禁止を明文化

２. 啓発資料の配布・掲示

３. 管理職への研修・講習会等の実施

４. 従業員等への研修・講習会等の実施

５. 実態把握調査の実施

６. 相談窓口の設置

７. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５.　男女共同参画社会の実現に向けた行政施策について

１. 事業所を対象としたワーク・ライフ・バランスをテーマにしたセミナーの開催

２. 事業所を対象とした女性リーダーを育成するセミナーの開催

３. 広報紙やパンフレットなどによる男女共同参画についての啓発

４. 就業に必要な能力・技術を習得するための講座の開催

５. 保育施設や保育サービスの充実

６. 在宅介護サービスや介護施設の充実

７. 就労の相談機関の充実

８. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

９. 特になし

ご協力いただき、ありがとうございました。

お手数ですが、回答票を返信用封筒に入れ、投函してください。

問７-１

問７-２

問８

問９

問６

職場における男女共同参画について、貴事業所が特に推進されている取組や、ご意見等ございました

らご記入ください。

貴事業所の男女共同参画を実現するために、山陽小野田市はどのような施策を推進すればよいと思

いますか。次の中から３つまでお答えください。

問7-1で１～５のいずれかを選んだ方に伺います。貴事業所でのハラスメント防止の取組内容につい

て、次の中からあてはまるものをいくつでもあげてください。

貴事業所でワーク・ライフ・バランスを推進する上で重要なことは何ですか。次の中からあてはまるのを

いくつでもあげてください。

貴事業所ではハラスメント防止に取り組んでいますか。取り組んでいる場合、次の中からあてはまるも

のをいくつでもあげてください。

問７‐２へ
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回答票（男女共同参画に関する事業所アンケート）

１.　市内の貴事業所の概要について

⇒1を選んだ方

　女性が占める割合

⇒Ｆ5で２を選んだ方

３.　ワーク・ライフ・バランスについて

４.　セクシュアル・ハラスメントに対する取組について

⇒問7-1で１～５を選んだ方

５．男女共同参画社会の実現に向けた行政施策について

（その他）

（その他）

（その他）

（その他）

（その他）

記入不要
（事務処理） No.

（その他）

（その他）

問5

問2

（その他）

問1

問6

問7-1

問7-2

（その他）

問9

２.　女性の登用・活躍促進について

Ｆ1 F2 Ｆ3 Ｆ4

Ｆ5

問3

問4

　　　　％

問8

事


