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１ 社会参画と意識 

１ 審議会等における女性委員の割合 

審議会等は、国や地方公共団体が重 

要な施策を進めるにあたって有識者等 

から意見を求めるため、法令や条例な 

どに基づき設置された機関です。 

 神奈川県では、審議会等における女性

委員の登用率について具体的な目標を設

定して取り組んでいます。 

 神奈川県の平成 29 年度の女性委員 

登用率は 35.1％でした。 

 なお、県では、第 10 次登用計画に基づ

き、平成 32 年度までに 40％を達成するこ

とを目標として取り組んでいます。 

２ 夫は外で働き、妻は家を守るべきとの考え方 

県の調査では平成 18 年度以降、 

《そう思わない》の割合が、《そう 

思う》を上回っており、平成 28 年 

度調査では、《そう思う》が 25.0％、 

《そう思わない》が 36.2％となりま 

した。 

国の調査では、平成 26 年度に反対 

《そう思わない》の割合が賛成《そう 

思う》の割合を逆転し、平成 28 年度も、 

反対《そう思わない》の割合が 54.3％ 

と、半数を超えました。

Ⅰ 神奈川県における男女共同参画の状況 

平成２９年度の本県の審議会等における女性委員登用率は、前年度より微増した。 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という意識に対して、《そう思わない》の割合が《そう思う》

を上回っている。 

グラフ２

グラフ１

（県は福祉子どもみらい局調査、国は内閣府「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」より作成）

（県は県民ニーズ調査（課題別）、内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より作成）

※平成 26 年 4 月 1 日付で「審議会等の委員への男女共同参画推進要綱の運用について」を一部改正し、「法令等の規

定に基づき職を指定して選出する委員」、「県議会に対して県議会議員から推薦を依頼する委員」については登用計画

の対象外としたため、グラフ中、平成 26 年以降の登用率については、この運用に基づき算出した登用率を掲載してい

ます。（旧基準に基づく登用率：32.2％（H26）、33.2％（H27）、33.0％（H28）、33.8％（H29））
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３ 男女の地位の平等感 

「社会通念・慣習・しきたりなどで」や「社会全体で」では、《男性の方が優遇されている》が、《女

性の方が優遇されている》を大きく上回っている。 

 平成 28 年度の県民ニーズ調査で、「社会通念・慣習・しきたりなどで」、「社会全体で」、［議会・

行政等の政策決定の場で」、「職場で」、「家庭生活で」、「地域活動で」、「学校教育の場で」の７つの

分野において、男女の地位は平等になっていると思うかを聞いたところ、全ての分野において、《男

性の方が優遇されている》が、《女性の方が優遇されている》を上回っています。特に、「社会通念・

慣習・しきたりなどで」や「社会全体で」では、《男性の方が優遇されている》の割合が約７割と

大きくなっています。 

グラフ３

（県民ニーズ調査（平成 28 年度）より作成）

男女の地位の平等感 
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４ 家庭における役割分担

５ 県職員における役職別総数に占める女性の割合 

平成 29 年度の県職員における役職 

別総数に占める女性の割合は、理事・ 

局長級 10.6％、部長級 8.3％、課長 

級 14.5％となっています。 

課長級よりも上位級の役職には未 

だに女性が少なく、政策方針決定過 

程での男女共同参画が不十分な状況 

が続いています。

（人事に関する統計報告書(県人事委員会)より作成） 

※平成 29 年度は、平成 29 年 4 月 1 日現在速報により作成 

 平成 28 年度の県民ニーズ調査で、家庭における「家事」、「育児」の役割分担について聞いたところ、

育児や介護を必要とする子や親がいる人の場合、育児は約９割が「子の母親」が、介護は約７割が「妻」

が行っており、家庭内における女性の負担が大きくなっています。 

グラフ４

（県民ニーズ調査（平成 28 年度）より作成）

県職員における役職別の女性の割合は増加傾向にはあるが、部長級では前年度から減少した。 

グラフ５

家庭における「家事」、「育児」については、主に女性が担っている。 
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６ 県の女性（男性）職員に占める管理職の割合（輩出率） 

平成 29 年度の県の女性職員に占める管

理職の割合については、理事・局長級が

0.18％、部長級が 0.23％、課長級が 2.9％

となっています。 

また、県の男性職員に占める管理職の割

合については、理事・局長級が 0.9％、部

長級が 1.4％、課長級が 9.7％となっており、

女性よりも理事・局長級で５倍、部長級で

６倍、課長級で３倍以上輩出率が高くなっ

ています。 

県の女性職員に占める管理職の割合については、男性に比べて依然として低い。 

グラフ６

（人事に関する統計報告(県人事委員会)より作成） 

※平成 29 年度は、平成 29 年 4 月 1 日現在速報により作成 

部長級、H22～理事・局長級

総務課長級、H22～部長級

課長級
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７ 県の一般職員の女性及び男性の割合 

平成 29 年度の県の一般職員の女性割

合は、36.3％、男性の割合は、63.7％ 

となっています。 

平成 22 年度に男性の割合が６割を 

超えて以降、男女の割合はほぼ横ばい 

の状況が続いています。 

２ 労働 

１ 女性の年齢階級別労働力率 

日本の女性の年齢階級別労働力率は、

「Ｍ字カーブ」を描いていますが、諸外

国はＭ字の谷はほとんどありません。

また、Ｍ字の底は、30～34 歳となって

おり、30 歳代で労働力率が大きく落ち込

んでいます。 

神奈川県は、約 20 年前（1995 年）に

はＭ字カーブの底が深くなっていまし

たが、近年その傾向は緩和されつつあり

ます。しかしながら、Ｍ字カーブの底の

値、深さとも全国最下位となっており、

出産子育て期にあたる女性にとって、就

業の継続が難しい状況がうかがわれま

す。 

その原因としては、長時間労働や長い

通勤時間等、特に 30 歳代の仕事に対す

る負担が大きいことが挙げられます。 

（人事に関する統計報告(県人事委員会)より作成） 

※平成 29 年度は、平成 29 年 4 月 1 日現在速報により作成 

グラフ８
女性の年齢階級別労働力率 

神奈川県、日本全国は「国勢調査」、米国及びスウェーデンはILO「LABORSTA」 

より作成 

「労働力率」…15歳以上人口に占める労働力人口（就業者+完全失業者)の割合 

県の一般職員の男女の割合は、ほぼ横ばいの状況にある。 

神奈川県のＭ字カーブは、底の値、深さとも全国最下位になっている。 

グラフ７

（％）

（年齢）
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２ 男女間の賃金格差 

 平成 29 年の男女間の賃金格差 

は、男性を 100 とした場合、全国 

では、女性は 73.4％と前年から 

0.4 ポイント格差が縮小し、神奈川 

県では、74.6％と 0.6 ポイントの縮 

小となりました。 

３ 企業等における男女別平均勤続年数 

平成 29 年度の県条例に基づく事 

業所からの届出結果では、平均勤続 

年数が男性は 16.0 年、女性は 10.3 

年で、前年度と比べると格差は変わ

らず、5.7 年となっていま 

す。 

 なお、平成 29 年の賃金構造基本 

統計調査での神奈川県の男女別平均 

勤続年数の差は 4.6 年と、前年から 

格差はやや小さくなっています。 

＊『条例に基づく届出』の対象：県内の従業員数 300 人以上の事業所（年度ごと） 

＊『賃金構造基本統計調査』の対象：５人以上の常用労働者を雇用する民営企業及び 10 人以上の常用労働者を

雇用する公営事業者から抽出（年ごと）

神奈川県では男女間の賃金格差が前年より縮小した。 

神奈川県の平均勤続年数は、男女ともに横ばいで推移しており、女性の方が男性よりも約6年短い。

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成） 

グラフ９

グラフ10

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」及び条例に基づく届出結果より作成）

(年) 
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4 短時間労働者と一般労働者の1時間当たり給与額の格差 

平成 29 年の神奈川県女性の短時間 

労働者と一般労働者の 1時間当たり給 

与額の格差（グラフ中の数値が小さい 

ほど格差が大きい）は 70.5％で、前年 

より 1.0 ポイント縮小しましたが、全 

国女性と比較すると、0.6 ポイント下 

回っています。 

一方で、神奈川県男性は 55.4％で、 

前年より 4.0 ポイント一般労働者との 

格差が縮まり、全国男性との格差も 

1.7 ポイントになりました。 

＊ この調査では、「短時間労働者」の 

定義を、常用労働者のうち①一日の所定労 

働時間が一般の労働者よりも短い者②一 

日の所定労働時間が一般の労働者と同じ 

で一週間の所定労働日数が一般の労働者 

よりも少ない労働者としています。また、 

「一般労働者」とは、短時間労働者以外の 

常用労働者をいいます。平成 15 年以前は 

「パートタイム労働者」の数値です。  

参考：一般労働者（女性）の H29 年の１時間当たり所定内給与額：全国女性 1,510 円／神奈川県女性 1,652 円 

参考：短時間労働者（女性）の H29 年の１時間当たり所定内給与額：全国女性 1,074 円／神奈川県女性 1,164 円 

５ 男女共同参画の推進状況についての県内の事業所からの届出 

  （この項目の各データは神奈川県男女共同参画推進条例に基づく事業所からの届出結果より作成） 

（１） 届出件数 

神奈川県では、県内の事業所において 

男女共同参画がより一層進むよう、毎年 

10 月 1日現在で従業員数 300 人以上の事 

業所ごとに男女共同参画の推進状況を届  

け出ることを県条例に規定し、平成 14 

年度から取り組んでいます。 

 平成 29 年度の届出件数は、前年度より 

増加して、604 件でした。 

神奈川県の短時間労働者と一般労働者の１時間当たり給与額は、男女とも格差が縮まった。 

事業所からの届出件数は、前年度より増加し、600件を超えている。 

グラフ11

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成） 

グラフ１２
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（２） 届出事業所の内訳 

 平成 29 年度の業種別の割合は、製造業が 33.1％と最も多く、続いてサービス業が 14.4％、医療福祉が

14.2％となっています。 

＊ 農林業、漁業、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道、不動産業は届出がない、又は届出事業所が少ないため、

分析対象外としています。 

（３） 男性及び女性の正社員・非正社員割合 

平成 29 年度の女性正社員の割合 

は、44.4％、男性正社員の割合は、 

81.0％となっています。 

 女性の正社員の割合は前年度に比 

べやや減少し、引き続き非正社員が 

正社員を上回っています。 

業種別の割合は、製造業が最も多く、全体の約3分の１を占めている。 

女性正社員の割合は、ほぼ横ばいで推移し、男性よりも30ポイント以上低くなっている。 

グラフ１４

グラフ１３
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（４） 役職別総数に占める女性の割合 

平成 29 年度の役職別総数に占める女 

性の割合は、部長相当職が 4.8％、課長 

相当職が 8.5％、係長相当職が 13.4％と 

なっています。 

（５） 女性管理職の割合 

女性管理職の割合は上昇傾向ですが、 

平成 29 年度は 7.4％で、前年度と変わ 

りませんでした。 

＊「管理職」とは、部長相当職及び課長 

相当職をいいます（以下同じ）。

部長、課長、係長相当職の女性の割合は、依然として低い水準にある。 

女性管理職の割合は、近年上昇傾向にあるが、依然として低い水準にある。 

グラフ１６

（算式：女性管理職人数／管理職総数）

グラフ１５

（算式：当該女性相当職人数／当該相当職総数）
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（6） 男性及び女性の各正社員総数のうち管理職の割合 

男女別の正社員総数のうち、女性の 

管理職の割合は 4.9％で、前年度から 

微減となっています。 

 平成 15 年度以降女性の管理職の割合 

は上昇傾向にあるものの、男性の割合 

と比べて約４分の１と、依然として低 

い状況が続いています。 

（7） 男性及び女性の各正社員総数のうち管理職の登用割合 

男性及び女性の各正社員総数のうち、 

過去１年間に新たに管理職へ登用され 

た割合は、女性が男性の約３割と、依 

然として女性の方が低い状況が続いて 

います。 

グラフ１８

男女別正社員総数のうち管理職の割合は、女性は、男性と比べて約４分の１と低い状況が続いている。

管理職の登用割合は、女性は男性と比べて約３割と低い状況が続いている。 

グラフ１７

（算式：男女別各管理職人数／男女別各正社員総数）

（算式：男女別過去１年間に管理職になった人数／男女別各正社員総数）
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（８） 男性の育児休業利用状況 

事業所における男性の育児休業 

利用割合は、前年度に比べ 2.2 ポ

イント増加して 8.0％となりまし

たが、依然低い水準にあります。 

３ 教育 

１ 県内大学の理学部・工学部の女性割合 

平成 20 年度以降、県内の理学部・ 

工学部の女性の割合は増加の傾向に 

あり、平成 29 年度は 15.2％となっ 

ており、前年度より 0.1 ポイント 

増加しました。 

グラフ２０

県内大学の理学部・工学部の女性割合は、１５．2％と 9年連続で増加している。 

男性の育児休業利用割合は、8．0％と上昇傾向にあるが、依然低い水準となっている。 

（H19 以降は「神奈川県学校基本調査結果報告」により作成）

（H18 までは、「神奈川の大学統計」より作成） 

グラフ１９
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大学・短期大学の学部別割合 

平成 29 年度の「公立高等学校等卒業者の進路状況調査」で、県内公立高等学校等卒業者の進学状況は、

学部別にみると、女性は男性と比べて理・工学部への進路選択が少ない状況です。 

平成 19 年度と比べると、女性は、理学部が 2.8％で 0.6 ポイント、工学部が 4.4％と 0.5 ポイント増加し

ました。 

グラフ２１

県内公立高校等卒業者の女性の理・工学部への進路選択は、人文・社会科学部に比べると依然として

少ない。 

２ 県内公立高等学校等卒業者の大学・短期大学の進学状況 

（神奈川県「公立高等学校等卒業者の進路状況調査」より作成）
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←単身 

←母子 

４ 異性に対する暴力の根絶 

１ 配偶者等からの暴力（DV）に関する相談件数 

県配偶者暴力相談支援センターに 

よせられたＤＶ相談件数は、最近５ 

年間は５千件前後で推移しています。 

＊ ＤＶ防止法の全面施行（平成14年 4月）

に伴い、県は平成 14年度から配偶者暴力

相談支援センターを設置しています。そ

の後、平成 23 年９月に横浜市が、平成 24

年 10 月に相模原市が、平成 28 年５月に

川崎市が配偶者暴力相談支援センターを

設置しました。 

２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法）に基づく一時保護件数

神奈川県で平成 29 年度にＤＶ防止 

法に基づく一時保護を行った件数は、 

182 件となっています。 

 また、一時保護件数のうち、母子 

での保護は 128 件で、一時保護をし 

た被害者の７割以上が子どもを同 

伴しています。

県配偶者暴力相談支援センターへのDV相談件数は、５千件前後で推移している。 

DV防止法に基づき一時保護した被害者の７割以上が子どもを同伴している。 

グラフ２２

（神奈川県福祉子どもみらい局調べより作成）

グラフ２３

←単身 

←母子

（神奈川県福祉子どもみらい局調べより作成）
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３ セクシュアル・ハラスメント相談件数 

平成 29 年度に、都道府県労働局雇 

用均等室（全国）によせられたセク 

シュアル・ハラスメントの相談件数は、 

前年度より 718 件減少して 6,808 件 

でした。 

また、かながわ労働センターで受け 

た相談件数は 144 件で、近年ほぼ横ば 

いで推移しています。 

＊かながわ女性センターのセクシュア

ル・ハラスメントの相談は、平成 26 年度

で終了しました。 

＊かながわ女性センターは平成 27 年 4

月より相談窓口を再編し、「かながわ男女

共同参画センター」に名称変更しました。 

全国のセクシュアル・ハラスメントの相談件数は、３年連続で減少した。 

グラフ２４

（厚生労働省「雇用機会均等法の施行状況」及びかながわ労働センター「神奈川県労働相談の概況」より作成）
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４ 夫婦間での暴力についての認識 

夫婦間での暴力についての認識すべての項目で、「暴力にあたる」が「暴力にあたらない」を上回っ

ている。 

 平成 29 年度神奈川県県民ニーズ調査によると、夫婦間（事実婚や別居中も含む）で次の行為が行

われた場合、それを暴力だと思うか尋ねたところ、すべての項目で「暴力にあたる」が「暴力にあた

らない」を上回っています。 

 ただし、「交友関係や電話を細かく監視する」では、「暴力にあたる場合もそうでない場合もある」

が「暴力にあたる」を上回っています。 

グラフ２５ 夫婦間での行為における暴力についての認識 

（県民ニーズ調査（平成 29 年度）より作成） 
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5 健康・福祉・保育 

１ 保育所入所児童数と保育所入所待機児童数 

保育所入所児童数は年々増加しており、平成 30 年度は県全体で 152,164 人と、前年より 16,563

人と大幅に増加しています。また、保育所入所待機児童数は、平成 23年度から減少していましたが、

平成 29 年度から再び増加に転じ、平成 30 年度は前年から 111 人増加し、867 人となっています。

＊ 「保育所入所待機児童」とは、入所申込書が市町村に提出されており、入所要件に該当しているが、入所 

していない児童を指します。また、地方単独で支援している認定保育施設等に入所している待機児童や、 

入所可能な保育所があっても特定の保育所を希望し待機児童となっている児童を除いた数字となっていま 

す。 

保育所入所待機児童数は、平成23年度から減少傾向にあったが、平成29年度以降は増加している。

グラフ２６

（神奈川県福祉子どもみらい局調べより作成）
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２ 保育所定員数 

神奈川県内の保育所定員 

数は平成 30 年度で 139,463 

人となっており、前年度か 

ら 4,148 人増加しています。 

＊ 「就学前児童人口」は、「神 

奈川県年齢別人口統計調査結果 

報告」の 0～5 歳人口です。（各

年 1月 1日時点） 

３ ＨＩＶ感染者・エイズ患者数 

神奈川県内で新たに報告されたＨＩＶ 

感染者・エイズ患者数は、年によってば 

らつきがありますが、平成29年は82人で、

前年度から１人減少しています。また、そ

のうちエイズ患者数も、前年度より 1 人減

の 25 人となっています。 

（神奈川県福祉子どもみらい局調べより作成）

就学前児童人口は減少傾向にあるが、神奈川県内の保育所定員数は年々増加している。 

新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数は、平成２５年以降減少傾向にある。 

グラフ２８

グラフ２７

（神奈川県健康医療局調べより作成）
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４ 県職員の新規育児休業取得可能者に占める取得者の割合 

神奈川県職員の新規育児休業取得可能 

者に占める取得者の割合は、平成 27 年 

度で女性が 87.1％と前年度から 0.3 ポイ 

ント減少しましたが、男性は 1.6％と 0.5 

ポイント増加しています。 

＊ 各年度における育児休業取得可能者で 

はなく、各年度において新たに育児休業 

取得可能となった者の人数を母数として 

いるため、当該年度以前に育児休業取得 

可能となった者が新たに育児休業を取得 

した場合、100％を超える値（H25 年度） 

になる場合があります。 

神奈川県職員の新規育児休業取得割合は、女性は微減、男性は微増した。 

グラフ２９

（神奈川県人事委員会「人事に関する統計報告」より作成）
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