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2014年11月22日 

女性会員アンケート調査結果について 

 

全国消防職員協議会女性連絡会 

代 表  迎 香奈江 

＜実施時期＞ 

  基準日：2014年4月1日 

発 文：2014年7月2日 

回収期限：2014年8月31日 

 

＜調査対象及び方法＞ 

  全消協加盟中の全女性会員を対象とし、各自で回答用紙を各ブロック女性代表宛てに投函。 

（配布方法：原本を全消協幹事→各ブロック→各県→各単協→各女性会員へ配布） 

 

＜回収数＞ 

  総数 ： 120人（完全匿名のため、回答又は未回答者の所属単協等は不明） 

 

＜回答内容の概要＞ 

  設問ごとの回答を、項目別に集計し全体に占める比率を表示した。なお、回収総数は120人分

であるが複数回答可の項目や、回答者によっては未回答もあり、回答数の総計が一致しないも

のがある。※比率（％）については、小数点第二位四捨五入。 

 

＜回答者のパーソナルデータ＞ 

  20歳代 66人（55.0％）、30歳代 42人（35.0％）、40歳代 11人（9.2％）、採用年度も2000

年以降が85.9％と、極めて若い層で占められている。 

 

＜データの活用について＞ 

  今回の結果については、今後の学習会等における議題で取り上げるとともに、全消協ホーム

ページへ掲載することにより、男女を問わず全国の消防職員（消協未組織を含む）の参考資料

とする。 
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1. パーソナルデータ 

 

 

① 年 齢 

 集計数（人) 比率（％) 

10歳代 0 0.0％ 

20歳代 66 55.0％ 

30歳代 42 35.0％ 

40歳代 11 9.2％ 

50歳代 0 0.0％ 

60歳以上 0 0.0％ 

未記入 1 0.8％ 

計 120  

 

 

② 採用年 

 集計数（人) 比率（％) 

1970年代 0 0.0％  

1980年代 2 1.7％  

1990年代 11 9.2％  

2000年代 74 61.7％  

2010年以降 29 24.2％ 

未入力 4 3.3％  

計 120  

 

 

③ 階 級 

 集計数（人) 比率（％) 

消防士 52 43.3％ 

副士長 20 16.7％ 

士 長 39 32.5％ 

司令補 7 5.8％ 

司 令 0 0.0％ 

司令長以上 0 0.0％ 

消防主事 1 0.8％ 

未記入 1 0.8％ 

計 120  

 

 

④ 本部での女性職員としての採用 

 集計数（人) 比率（％) 

初めての採用 41 34.2％ 

二番目以降 78 65.0％ 

未記入 1 0.8％ 

計 120  

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 未婚・既婚 

 集計数（人) 比率（％) 

既 婚 43 35.8％ 

未 婚 76 63.3％ 

未記入 1 0.8％ 

計 120  

 

 

 

 

⑥ 子ども 

 集計数（人) 比率（％) 

い る 33 27.5％ 

いない 86 71.7％ 

未記入 1 0.8％ 

計 120  
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2. 業務内容 

① 現在の業務内容 

＜日勤＞  

 回答数（人) 比率（％) 

総 務 8 20.5％ 

予 防 18 46.2％ 

救 急 7 17.9％ 

警 防 0 0.0％ 

救 助 0 0.0％ 

通信指令 1 2.6％ 

その他 5 12.8％ 

計 39  

※複数回答あり 

＜隔勤＞ 

 回答数（人) 比率（％) 

総 務 6 5.3％ 

予 防 10 8.8％ 

救 急 51 44.7％ 

警 防 28 24.6％ 

救 助 5 4.4％ 

通信指令 8 7.0％ 

その他 6 5.3％ 

計 114  

※複数回答あり 

② これまでの業務経験 

＜日勤＞ 

 回答数（人) 比率（％) 

総 務 14 16.3％ 

予 防 20 23.3％ 

救 急 24 27.9％ 

警 防 16 18.6％ 

救 助 1 1.2％ 

通信指令 3 3.5％ 

その他 8 9.3％ 

計 86  

※複数回答あり 

＜隔勤＞ 

 回答数（人) 比率（％) 

総 務 12 5.1％ 

予 防 32 13.6％ 

救 急 82 34.7％ 

警 防 63 26.7％ 

救 助 20 8.5％ 

通信指令 15 6.4％ 

その他 12 5.1％ 

計 236  

※複数回答あり 

 

 

③ 希望する業務 

＜日勤＞ 

 回答数（人) 比率（％) 

総 務 10 18.2％ 

予 防 22 40.0％ 

救 急 9 16.4％ 

警 防 5 9.1％ 

救 助 2 3.6％ 

通信指令 5 9.1％ 

その他 2 3.6％ 

計 55  

※複数回答あり 

＜隔勤＞ 

 回答数（人) 比率（％) 

総 務 5 3.0％ 

予 防 23 13.9％ 

救 急 63 38.0％ 

警 防 38 22.9％ 

救 助 10 6.0％ 

通信指令 19 11.4％ 

その他 8 4.8％ 

計 166  

※複数回答あり 

④ 災害出動経験 

 回答数（人) 比率（％) 

は い 118 98.3％ 

いいえ 2 1.7％ 

計 120  

 

⑤ いいえ、の理由 

 ・事務吏員としての採用のため 

 ・採用以降、日勤(総務課と予防課)だから 

 

⑥ 希望の業務かどうか 

 回答数（人) 比率（％) 

希望どおり 65 52.8％ 

どちらかといえば 

希望どおり 
26 21.1％ 

どちらでもない 15 12.2％ 

どちらかといえば 

希望どおりではない 
13 10.6％ 

希望どおりではない 4 3.2％ 

計 123  
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⑦ 希望通りにならない理由 

・隔勤できる施設がない    

 ・希望をとってもらえない    

  ・上司の考えに左右されている気がする 

  ・異動時のタイミング 

  ・標準課程に行っていないため 

  ・人員不足で女性を見る余裕がないため 

・救命士採用の場合１年目は消防隊配属の 

ため救急業務にまだ就けない 

・本署消防隊なら予防業務がしたかった 

・階級が上がった 

・女性だから 

・女性用設備が整っていない庁舎があり配

属先が限られるから 

・体力・力不足 

・本部として何か考えがあるかも 

 

⑧ いつまで災害出動したいか 

 回答数（人) 比率（％) 

結婚するまで 4 3.3％ 

出産するまで 10 8.3％ 

（  ）歳まで 36 30.0％ 

定年まで 31 25.8％ 

その他 31 25.8％ 

未記入 8 6.7％ 

計 120  

 

⑧－１ 「上記（ ）歳まで」の詳細 

 回答数（人) 比率（％) 

30歳まで 1 2.6％ 

35歳まで 4 10.2％ 

40歳まで 9 23.1％ 

40～45歳まで 1 2.6％ 

40～50歳まで 1 2.6％ 

45歳まで 12 30.8％ 

50歳まで 9 23.1％ 

55歳まで 2 5.1％ 

計 39  

「その他」の詳細 

・まわりに迷惑がかからないよう現場で動

けるまで 

・体力と自分自身の気持ちが続く限り、体力が

先に限界を迎えると思う。現場で活動したい

という気持ちがあり、体力・精神的に十分な

活動ができる状態であれば年令は関係なく出

動できると思う。あとは家庭の事情によりと

思う。 

・妊娠するまで   

・自分が現場で働きたいと思う限り体力・気

力・精神を鍛えたいと思うので、いつまで

とは考えたことがない 

・体力・気力・家族の協力が続くまで 

・立場や役割は変わると思うが、出来る限り現

場に関わりたいと思う 

・もういいです 

・体力が続くまで 

・その時の自分の状況、体力面、組織の環境な

どによって変わると思うのでわからない 

・自分の体力では他の隊員の足を引っ張ると周

りが感じた時 

・わからない。結婚出産まで辞職していなけれ

ば今後も続けたいとは思っている 

・定年まで出動したいけど現実的には結婚や出

産までだと思っている 

・実際は家庭のことなど難しい面もある 

・あまり考えていない 

・いつまでというのはないが長い間日勤をして

現場を離れるのはスキルが追いつかず不安 
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3. 庁舎の施設について 

① 使用形態 

 
ア 専用を整備 イ 専用に転用 ウ 兼用 エ なし 

計 
回答数(人) 比率（％) 回答数(人) 比率（％) 回答数(人) 比率（％) 回答数(人) 比率（％) 

更衣室 81 67.5％ 26 21.7％ 7 5.9％ 6 5.0％ 120 

仮眠室 74 61.1％ 34 28.1％ 7 5.8％ 6 5.0％ 121 

休憩室 32 26.7％ 12 10.0％ 52 43.3％ 24 20.0％ 120 

浴 室 

（浴槽付） 
59 49.2％ 2 1.7％ 28 23.3％ 31 25.8％ 120 

浴 室  
(シャワーのみ) 

25 22.3％ 5 4.5％ 19 17.0％ 63 56.3％ 112 

トイレ 113 94.2％ 7 5.8％ 0 0.0％ 0 0.0％ 120 

洗面所 61 50.8％ 3 2.5％ 46 38.3％ 10 8.3％ 120 

洗濯機 47 39.2％ 2 1.7％ 57 47.5％ 14 11.7％ 120 

② 要望して出来た施設の有無 

 回答数（人) 比率（％) 

は い 39 33.3％ 

いいえ 78 66.7％ 

計 117  

 

②－１ 上記「はい」の詳細 

 回答数（人) 比率（％) 

更衣室 2 6.5％ 

仮眠室 5 16.1％ 

休憩室 0 0.0％ 

浴 室 5 16.1％ 

シャワー室 0 0.0％ 

トイレ 3 9.7％ 

洗面所 2 6.5％ 

洗濯機 7 22.6％ 

その他 7 22.6％ 

計 31  

 

その他 

 ・仮眠室の男性との仕切りドア・鍵 

 ・洗濯物干し場 

 ・土足で出入りできる女性用トイレ 

 ・女性トイレに放送用スピーカー 

 ・洗髪出来る洗面台 

 ・和式トイレから洋式トイレに 

 

 

 

 

 

 

 

③ 要望中だが出来ていない施設の有無 

 回答数（人) 比率（％) 

は い 20 17.1％ 

いいえ 97 82.9％ 

計 117  

 

③－１ 上記「はい」の詳細 

・洗濯機  

・日勤者用の休憩室（更衣室） 

・出張所の女性仮眠室 

・洗面所 

・浴室 

・更衣室 

・施設増築時、浴室はシャワーのみの男女兼用

のものしかできなかった（予算とスペースが

原因と思われる） 

・女性が勤務していない分署ではあるが女子ト

イレがないこと。職員委員会に意見は通った

が予算編成の段階で落とされた。 

・仮眠室が男性仮眠室と同じ部屋にあり区切り

の上 20ｃｍが空いているので、そこを塞いで

いただくように要望した。 

・共用部屋の一部が女性仮眠室で間仕切りがあ

るだけ。仕切りと入口の扉をきちんとしてほ

しい。 

・乾燥室 
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・トイレの個室を増やして欲しい 

・庁舎によって女性施設が無く配属されない 

 

④－１ 兼用で不便なことの有無 

 回答数（人) 比率（％) 

は い 28 41.8％ 

いいえ 39 58.2％ 

計 67  

 

「はい」の詳細 

・トイレ掃除（女性専用となっているが、時々男性

が使用しているから  

・洗濯機が男性脱衣所にあるため、男性の衣類が置

きっぱなし） 

・洗濯機を男女共用で使用しているが、必要な際に

下着を洗えない 

・洗面所と浴室が隣接し脱衣所がすりガラスのため

浴室を使用しづらい 

・洗面所の兼用（化粧はトイレ使用） 

・洗濯機乾燥機を専用にしてほしい 

・シャワー室にスピーカーが無く、男性が呼ぶなど

して対応。気を遣わせてしまう 

・仮眠室の兼用 

・女性用の施設（仮眠室、ロッカー）が少なく配置

上不便 

・使用をためらう、不便、周囲の目が気になる。

（トイレ） 

・いびきが聞こえ気になる。（仮眠室） 

・洗面所、浴室は気を使うから別がよい。 

・洗濯物は一緒に洗っているが、人によっては嫌な

人もいると思うので別がいいと思っている。 

・休憩室に入りにくい 

・仮眠室・更衣室が同じなので出場時は布団がその

まま 

・衣服が置いてあるので不在時は不安 

・入浴など他職員に気を使う 

・浴室・洗濯室・洗面所が 1 エリアで女性入浴中は

男性が洗濯・洗面等できず気を使う 

・浴槽付浴室が共用の為生理時はシャワーのみ 

・既存の古い施設に女性用の施設が整備されない。

その所に配属されない。 

 

 

 

 

 

④－２ 兼用風呂の使用形態 

 回答数（人) 比率（％) 

時間を決める 2 3.6％ 

表示する 24 42.9％ 

その他 30 53.6％ 

計 56  
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4. 職場内の人間関係 

① 男性職員との間でのいやな経験の有無 

 回答数（人) 比率（％) 

は い 72 60.0％ 

いいえ 48 40.0％ 

計 120  

 

② 「はい」の詳細 

 ・一部の方になるが異様にスキンシップが多い 

・女性職員は必要ないという言葉や態度 

・軽視される 

・寝ていて女性の部屋に無断で入り「カギ閉めな

きゃダメだろ」と入ってきた男性職員に言われ

た。 

・既婚者の上司に告白された 

・セクハラ発言に怒りを覚えた   

 ・メール・電話が頻繁にあり、無視していたら次

の勤務から無視された。それを協議会の一部

に言ったら、多数の職員へ噂が回り、信用し

て相談できない。 

 ・飲み会で隣に座るよう強要された  

・男性職員から冗談半分で、当務職員の前に洗濯

物を干された（下着も含む） 

・上司の車に乗せてもらっただけで不倫と噂さ

れた。消防長まで話がいき、苦しかった。 

・職員の奥さんに不倫してると疑われた。業務

で、２人で草刈りをしていただけだが、奥さ

んが毎当務職場に監視に来ており、疑われた。 

・自分の中で出来る・出来ないを判断して仕事

しているが、勝手に出来ないと判断された。 

・飲み会で手を握られた  

・女だからと見下される 

  ・体力の差 

  ・身体のことをからかわれた 

  ・結婚出産彼氏の有無など心配してくれるのは

ありがたいがしつこい 

  ・お酒を飲んだ時のスキンシップが多すぎる 

・女性というだけで馬鹿にされる 

  ・この職場にはセクハラなんて関係ないと言わ

れいつも嫌な言動を受けています。抵抗はで

きません。 

  ・セクハラは日常茶飯事。男性職員が複数グ

ループに分かれており、一つのグループと話

したり飲みに行くと、別グループから変な噂

を立てられたり倉庫へ呼び出され問いたださ

れ、無視される。 

  ・勤務ではない日に行動を監視されているよう

な発言を聞き、出歩けない時期があった 

・悪気はないと思いますが、言葉のセクハラを

感じることはある 

  ・女だからダメとか言われる 

  ・女性消防吏員というだけで態度が違う 

  ・無視 

  ・セクハラ、パワハラは当たり前だと思われて

いること 

  ・容姿や体型に関するハラスメント 

・セクハラ、下ネタ 

・エロ本等を置いてあり眼のやり場に困る 

・オナラ・ゲップ等をわざと人前でする 

・力の差を言われる 

・パワハラ、女は（消防隊に・現場に）いらな

い。早く日勤に行った方がいい、出産したら

出世はあきらめろ、 

・女だからといって容赦しないと言いながら胸

ぐらをつかまれた 

・妊娠中税金泥棒といわれた 

・辞めたほうがいい、いつか辞職させてやると

いわれた 

・大盛りの食事を無理やり食べさせてくる 

・飲み会、二次会等上司の指示で強要される 

・あることないこと噂される 

・女性だからと言われる、女性というだけで敬

遠される 

・接し方に距離があり男性同士のように気さく
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に対応してもらえない 

・男性職員とまったく違う対応をされる、孤立する  

・男性に女性の気持ちは分からないのであきらめて

いる 

 

 

③ 女性職員間でのいやな経験の有無 

 回答数（人) 比率（％) 

は い 25 20.8％ 

いいえ 95 79.2％ 

計 120  

 

④ 「はい」の詳細 

・多数の男性職員と性的関係を持つ等で風紀

を乱す。自分が注目されていないというよ

うな態度で同性である女性に対して業務妨

害をする。 

・モラルハラスメントの人がいる 

・あいさつをしても返事がない 

・嫌がらせ、パワハラ 

・無視される  

・その人の考えを押し付けられた  

・女性だからというだけで、他の女性職員と

全てが同じように思われたり扱われたりす

る。  

・陰口をいわれる 

 ・交代をしてもらえない  

・妊娠が分かった時に隔勤から日勤へ異動と

なったが、周囲に迷惑をかけていると言わ

れた。  

・２名しか女性職員がおらず比べられる。お

互いにそれで嫌な思いをしている。 

・２番目は楽だよなと周りから言われる 

・情報共有化の欠如 

・女性はこうだと決め付けて同じように扱わ

れる 

・女性であることを主張し体力作り等努力し

ない 

・自分の業務（救急等）しか訓練勉強しない

（警防・救助に興味がない） 

 

⑤ セクハラの経験、見聞き 

 回答数（人) 比率（％) 

あ る 62 52.1％ 

な い 57 47.9％ 

計 119  

 

⑥－１ 「ある」の詳細 

・プライベートな質問(結婚,離婚,彼氏など) 

職員間の性的な関係について勤務中に話す、

異性の仮眠室に入る。勤務中に異性にベタベ

タ触る。 

・10 年前程前ですが,お茶は女の子が入れたほ

うがおいしいという発言があった。 

・お酒の席で隣を強要されたらしい 

・いやらしい言動、デマ 

・性的な玩具を送りつけられた。 

・飲み会後、手をつなごうとされた。  

・執拗に連絡先を聞かれる（複数） 

・抱きつかれた  

・胸にビールジョッキを当てられた  

・肩をもんでくる 

・お尻をさわる  

・無駄に手を握られる（ジュースの小銭を渡す

とき） 

・握手のやり方が違うと握ってくる  

・行動を監視される 

・皆の前で身体のことを大声で言われた 

（胸が～、お尻が～） 

・ドライブに誘われ断れず、キスされた。 

（既婚者から） 

・女性職員に交際を迫るメールを送信してくる 

・酒の席で体を触られる。恋人、結婚、出産に

ついてネタにされる 

・他女性職員が妊娠したところ、お前はまだか、
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旦那は子どもの作り方知らないのかと他職

員の前で聞かれた。 

 ・お酒を飲んだ時上司から体の関係を求めら

れた 

・パワハラ・セクハラはあって当然の環境で   

す 

・体を触られる。性的な話は嫌だと言っても

話してくる 

 ・女性は内勤と決めつける発言がある 

 ・貸与品が当たらない 

 ・職場で夜間他の職員が仮眠中に相談がある

と呼び出され陰部を出して見せてきた。 

  怖くて声が出せなかった。自分の仮眠室に

逃げた 

 ・早く結婚しろなど言われた 

 ・結婚して辞めろという発言を受けた後輩が

いた。また、寿退社が当たり前という発

言をする職員がいる。 

・私生活に口出し（彼氏、結婚その他） 

・悪気無く言われる 

・事実無根な噂を立てる、ありもしないこと

を決め付けて話される 

・容姿で差別、体重や体型・身体的な特徴に

ついて言われる 

・出産・育児をしている女性職員への心無い

言葉 

・女性を差別する発言、言葉（消防に女は要

らない、子供を生んだら家庭に入るべき、

結婚しろ、子供を産め等）、 

・女性への配慮のない言葉 

・性的な発言（生理・男性経験人数など）、 

・酒の席での上司（管理職など）の相手の強

要 

・男性が上半身裸でうろうろ・ズボンを下げ

下着が見える（上衣をズボンに入れる際な

ど） 

・口頭ですむ内容なのに男性が仮眠室に

無断で入ってロッカーを開けていた 

 

⑥－２ 対 処 

 回答数（人) 比率（％) 

何もせず 28 28.3％ 

直接相手に抗議 18 18.2％ 

他人に相談 28 28.3％ 

他人から注意 14 14.1％ 

当局や市の担当者へ報告 4 4.0％ 

その他 7 7.0％ 

計 99  

その他 

・さわり返す。女性としてみられないよ

う、女性を出さないようにした。 

・市長事務局から出向している管理職

のため、相手にしなければ良いと考

えた。今後も続けば担当課に報告す

るよう考えている。 

・年度末に提出する希望調査用紙に名

前は伏せたが内容を記載した          

・現在、対応について協議中 

・内心嫌でしたが笑って返事をしました    

・この仕事についた以上半ば諦めている 

・会話の一つなので特に問題視していな

いが一般的にはセクハラ 

・そのままにした 

・何もしなかったら仕事に影響が出た 

・自分は平気だが人によってはセクハラ

と感じる人もいると思う 

・セクハラ・パワハラを受けた本人にど

うして欲しいか聞いたらもう少し様子

を見ると言っていたので様子を見てい

る 

・お茶は誰が入れても一緒、その発言は

セクハラですよと言うと、そうは言っ

ても女の子が入れたほうがおいしいと

言ってきた。 
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・時間が解決 

 

 

⑥－３ 何もしなかった理由 

・関係が悪くなるのが嫌  

・ケースによっては何もしない方が穏便にす

む  

・言えなかった。その中に信頼してる人や女

性職員もいてショックだった 

・採用２年目だったし、相談できる先輩がお

らず、どうして良いか分からなかった。 

・誰とつながっているか分からず言えない、

バレた時が怖い。 

・ある程度慣れた。気にしていないわけでは

ないが気にしても仕方がないと思っている 

・相談しても解決できると思わなかったの    

で 

・働きにくくなることが予想されたため 

・他職員に迷惑をかけたくなかった。自分の

消防人生にも良いことがないと思ったため 

・セクハラを受けた証拠がなく訴えても無駄

だと思った 

 ・署に女性は他にいないので、嫌なのはきっ

と自分だけであり、その場をやり過ごさな

いと日々仕事をやっていけない 

 ・自分が我慢すればうまくやっていけると

思ったから 

 ・立場上、それしか選択できない空気感だっ

たから 

・言いふらされると思った 

・相談相手がいない 

・言っても無駄 

・入った当初でどうしていいかわからないこ

とが多い 

・場の雰囲気が悪くなる 

・相談しても何も変わらなかった 

・諦めろと言われた 

・自分さえ我慢すればいずれこの話題は終わ

るので我慢 

・抗議しても相手が反省しない 

・心配されている部分もあり話題のひとつな

ので問題視していない 

・その場はやりすごすしかなかった 

・相談しても解決せず 

 

⑥－４ 相談した相手 

 回答数（人) 比率（％) 

当局や市の担当者 4 7.4％ 

直属の上司 21 38.9％ 

女性職員(同期以外) 9 16.7％ 

女性職員（同期） 8 14.8％ 

男性職員（同期） 6 11.1％ 

単協の職員 6 11.1％ 

計 54  

 

⑥－５ 抗議、注意後の相手の反応 

 回答数（人) 比率（％) 

セクハラがなくなった 15 45.5％ 

よりひどくなった 3 9.0％ 

変化なし 15 45.5％ 

計 33  

 

詳細 

・誘いのメールがしばらく続いた 

・メールが来なくなった 

・コミュニケーションをとるようにしたら友人

関係を作りセクハラはなくなった 

・軽減した  

・セクハラがなくなった  

・注意は悪影響となるため放置している 

・変化なし  

・笑い話として今でも言われる 

・相手と距離を置くようにしている、近寄らな

い 

・注意してもらったら上司に相談したことに対

し「言うな」等の言葉をかけられた 
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・ほかの業務で注意される際そのことを引

き合いに出される 

・変化が無く「悔しかったら訴えろ」と言

われた 

・大なり小なりある、人によりさまざま 

・よりひどくなった(注意したことをパワ

ハラを言って更に態度が悪くなった) 

・その後,そのような場面がなくなったの

でわからない。 

 

⑦ 仕事の上での被差別経験 

 回答数（人) 比率（％) 

あ り 53 43.3％ 

な し 49 40.2％ 

以前はあった 20 16.4％ 

計 122  

 

⑧－１ 「ある」の詳細 

 ・女性が現場に出る行為自体が信じられない

という考えの人がおおかった 

・消防学校卒業した後の配属(仮配属)が男性

と同じではない。消防,救助の訓練をさせ

ず救急のみとする。 

・女性職員は消防隊員，救助隊員としての配

置はしないという暗黙のルールがあった。 

・面体、防火衣の貸与なし、意識(女性軽視) 

・女性だからと特別扱い 

・お茶くみを強制的にさせられる。 

・消防隊へ配属がない  

・少しでも弱さをみせたら「だから女は…」

と言われた 

 ・能力を判断するチャンスを奪われた  

・台風災害出動で、危ないからと通信指令員

にまわされた。 

・パワハラ「力のない女はいらない」といわ

れた 

 ・重いものを運ぶ時、男性と同じ扱いをされ

ない。  

・ポンプの筒先隊をさせてもらえない  

・採用当初はどの車両に配車するか目の

前で司令補以上がもめてた 

・現場だと、やはり女性だから体力的に

難しいみたいなことを言われた。  

・一番下っ端なのに、男性の先輩が仕事

をさせられたり上司の優しさかもしれ

ないが、初の女性職員で扱いが分から

ず仕事を命令しづらかったらしい。 

・女性というだけで体力や頼りないと初

期評価される。日勤事務の今では高評

価されている。  

・女だから～と、関係ないことも比べら

れる。 

・採用時から総務担当。人づてに女性だ

からと聞いた 

・救命士を理由に救急以外の業務に就く

ことがない。（男性救命士は救急以外

の業務をしている） 

・同期男性との業務の内容の違い。女性

を理由にさせてもらえないことが多い 

・女性は繁華街（出動件数の多いとこ

ろ）には配属させない 

・火災現場へ女性が出動する事への話し

合い 

・体力が劣っていても仕方がないと決め

つけられた 

・女性のくせにという言葉を聞いた 

・将来は日勤しかないという考え方 

・職域が狭い 

・訓練で人によってはダメと言われるこ

とがあった  

   ・災害に出なくていいと言われた。過剰

な配慮が多い 

   ・男性と同等に見てもらえなかったとき 

   ・女性職員に対する理解がなかったり、
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扱いや発現に語弊がある 

・救助隊に志願することさえ許されな

かった 

・女性だから担架が持てないと言われた。

（見てもいないのに。） 

   ・女性でも同じ給料をもらっていると言

われた 

   ・業務内容の過剰な制限 

   ・うまくいえないが、よくある 

   ・訓練をさせない 

・男性職員と同じように怒ってもらえな  

い 

・お前以外に仕事を頼むと言われる（警

防、救助など） 

・女性は出場できない 

・女性メインの訓練はない 

・現場に行かなくてもよい、呼吸器を付

けなくてもよい 

・女性は救急専従で警防活動はなし 

・根拠のない業務制限（日勤のみ、救急

のみ、機関員をさせない） 

・50 代女性の現場は無理、体力、女性は

結婚出産までしか使えない、できない

と決めつけ女性は結婚出産でいなくな

るので大事な仕事は任せられない、女

性だからしょうがない等の発言 

・出産後日勤、仕事に限りがある 

・私生活への口出し（子供を生んだらど

うする、暗にやめたらと言われる） 

 

⑧－２ 解決するための努力について 

・常に希望を周囲に言い続けた 

・努力を認めてもらうように頑張った 

・総務へ意見したり単協へ相談したりした。 

・庁舎の設備の関係などから難しい面もあり，

特にしていない。 

・やるべきことをこなすだけ 

・個人レベルで話をし、理解してもらった 

・意見・要望した  

・筋トレをした（５名）  

・特になにもしなかった 

 ・直接上司に訴えた （４名）  

・訓練・技術の習得、資格を取得した。 

・必要なもの全てした 

・男性と同じようにして何でも挑戦し、弱さ

を見せないようにした。  

・休憩や飲み会で「どんどん使ってください

よ～」「少し仕事しにくいでしょ？」と、

私の気持ちを伝えた。 

・アピールや相談をしたが人事がからんでい

て組織の考えもあるので努力しようがない 

・解決方法がわからない 

・人員不足、人事なので仕方がない 

・努力していない 

・日々、努力している 

 ・訓練等について他の人にやっていいか聞き

に行った 

 ・自分の事を分かってもらえるように会話を

した 

 ・担架について重い傷病者でも自分が持てる

と思えば積極的に持つ 

 ・職員委員会に意見を出した 

・体力つくり･維持 

・女性っぽい振る舞いはしない 

・結婚出産の時期を考えている 

・訓練等への積極的参加・アピール・救助大

会出場 

・相談・上司に言い続ける・現場でも活動

できることを説明・ほかの人に間に入っ

てもらい話をしてもらう・やりたいと訴

える･申告書に希望を書く 

・自費での免許・資格取得（大型等）、 
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・気にせず仕事 

・性別による区別は必要だが差別は必要な

い男女関係無く一生懸命やっていれば見

ていてくれる 

 

⑧－３ 現在、解決されたか 

・今はどうでもよくなった。今もあると思

うが麻痺しているか 

・だいぶ改善されてきたと思う。 

・解決済み（１３名） 

・解決していない（１８名） 

・わからない。その後の採用がない。 

・新しく整備される分署の救急隊は兼務隊

となる予定なので女性職員も火災出動す

ることになる予定 

・防災衣は貸与された。世代の交代で徐々

に自然と女性軽視は減っているように思

う。 

・たぶん解決した 

   ・１５年経つと、差別は感じない。同期や

男性職員と同じように！と変なプライド

がなくなったから感じないというところ

もある。 

  ・わからない、どちらとも言えない 

  ・私の採用前に先輩が解決してくれた 

 ・他の所属に行くと、また一から受け入れ

てもらえるまでに時間がいる。 

  ・徐々に解決している（言われなくなって

いる） 

  ・人により理解のある人もいれば、そうで

ない人もいる。      

 ・職員委員会に意見を出したが、委員会が

まだ開催されていないので、なんとも

言えない。 

・解決され以前は日勤のみだったが現在は

大半の女性が隔勤 

・上司が異動し解決 

・事務へ異動になった 

・まれにある 

・今は無理と言われた 
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5. 結婚と出産について 

 

① 結婚、出産は仕事の障害になるか 

 回答数（人) 比率（％) 

な る 71 59.2％ 

ならない 47 39.2％ 

未記入 2 1.7％ 

計 120  

 

② 「なる」の詳細 

・子どものための体調や行事参加するため，

休暇を取得します。でもそれにより迷惑

をかけるような気がして気持ち的には申

しわけないと思うから。 

・隔日勤務は困難、家族とすれちがい。 

・子どもが生まれた時、体調不良等で帰った

りしないといけなくなった時、他の人の

業務に支障が出ると思う。また育児が一

段落した時に現場に戻りたいと希望した

時に希望が通るかわからない。 

・妊娠することにより隔勤に戻りにくくなる 

・子どもは生物なので育児と仕事の両立は容

易ではない。協力者が必要です。 

・やりたい業務がある場合、出産によってで

きなくなることもあると思うので少なから

ず障害になると思う。 

・配偶者が消防職員の場合、２人ともが隔勤

のままでは仕事を続けるのは難しいのでは。 

・泊まりができない。 

・現場で働くためには、家族・職場の理解、

自分の強い意志が必要 

 ・現場を離れることで、復帰した際周囲に迷

惑をかける。 

・希望の業務に就けない  

・同期と比べ、昇任が遅れる。（産休・育休

のため） 

・お腹が大きくなっても仕事を続けられるか

不安 

・家事・子育てで自分の責任が増す  

・体力面・妊娠中の体調不良が支障をきたす 

・学校入校・研修が、出産と重なれば出来な

くなる。 

・妊娠していないのに、結婚という理由で日

勤に異動となった。 

・技術や経験が一番発揮できる時期が、結婚

出産の適齢期だから。 

・女性に限ることではない。男性も配偶者出

産休暇などの制度を利用職員もいる。それ

が結婚出産の障害になると考えることがお

かしいのでは 

・職場に前例がなく、どのような対応になる

かわからない。結婚は問題ないと思うが出

産に関しては不安しかない 

・育休を取った後に仕事に戻りづらそうな環

境で子どもが作りづらい 

・妊娠により現場から離れ戻らない女性が多

いと思う 

・妊娠出産で隔日勤務ができなくなり、人員

に欠が出る 

・子どもが病気になった場合休みを取らなけ

ればならない、すぐに帰るという対応が出

来ないと思う 

・変則的な勤務で託児所も難しい点から仕事

に支障がでると思う 

・託児所に２４時間がない 

・仕事の障害というより、家庭をもったら仕

事が障害になると思う 

・人員不足 

・出産間のブランク 

・産休、育休が長期となり遅れてしまいそう 

・両立が大変そう 

・産休・育休後に、体力・知識的に仕事に戻

りにくい 
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・消防学校に入校が泊まりで行けない 

・職場からの理解が得られるかが不安 

・結婚はならないが子供は可能性がある 

・周りのサポートが必要になる 

・現場を強く希望できない、 

・面倒を見てくれる環境が無く自由に動ける

部署でないと難しい 

・早退の可能性があり隔勤は無理 

・救命士として救急隊になりたいが結婚出産

があるから長くは無理と言われている、体

力面 

・救急 1年でも触れていないのは怖い 

・希望職に就けない 

・妊娠発覚による業務担当交代 

・他職員への迷惑が増える（子供の為の突然

の年休等）、配属先の変更、育児休暇中の

ブランク 

・24時間帰れないので隔日（現場）は困難 

・職場に迷惑をかけることがある、負担が増

える。 

・現場復帰に期間がある 

・共働き・子供を預けれられる環境が無く隔

勤は困難 

・障害という言い方は問題があるが結婚後日

勤になるが出産までの若いうちに現場経験

を積みたいのにできない傾向 

・個人的に現場に出れなくなっても子供が大

きくなりいずれ現場復帰できるなら障害と

は感じない 

③ 配偶者が消防職員の方へ 

③－１ 配偶者の所属 

 回答数（人) 比率（％) 

同じ本部 45 80.4％ 

他本部 10 17.9％ 

その他 1 1.8％ 

計 56  

 

③－２ 困ったこと 

 回答数（人) 比率（％) 

あ る 4 13.8％ 

な い 25 86.2％ 

計 29  

 

③－３ 「ある」の詳細 

・２人とも隔勤のため、両親に負担をかけて

いる。 

 ・子供がいるため同じ日に勤務できないこと

から、夜間の検討会等に一緒に参加でき

ない。 

・人脈が広がりやすく夫婦で認知されデメ

リットばかりではない 

・気まずいことはたまにある 

・非常参集で二人とも職場に行く必要がある

と子供をどうするか 

・結婚前まではありもしない噂が立つ 

 

④ 子どものいる方、妊娠中の方へ 

④－１ 妊娠後の勤務体系の変化 

 回答数（人) 比率（％) 

日勤のまま 12 34.3％ 

隔勤のまま 3 8.6％ 

隔勤から日勤 19 54.3％ 

その他 1 2.9％ 

計 34  

④－２ 変化の詳細 

・予防課から総務課 

・立入検査等、外出する業務を行わず、庁舎

内での業務のみの業務となった 

・変化なし 

・救急隊から救急課へ  

・出産後、日勤に就いている。  

・報告した日から日勤へ 

・出動隊から外れ、日勤事務となった。  

・負担のかからない業務へ異動 

・あまりないが、外出は控えるよう指示され

た（立検や避難訓練指導など） 
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・予防業務から本部庶務（日勤） 

・警防から予防へ 

・現場出動をしなくなった 

・妊娠・育児休暇直後は日勤の総務課、半

年後に救急隊。 

・救命講習等事務･講習が主な仕事になっ

た 

・災害対応なし隔勤・災害出場なし 

・外出を控える・外出は危険だからとほぼ

軟禁状態・査察などに行けない・日勤時

は庁舎外への外出なし 

・所属の異動あり、 

・重いものや仕事させてもらえない 

・周囲が体調を気遣い仕事をカバーしてく

れる 

 

④－３ 上記勤務体系の変化は希望ですか？ 

 回答数（人) 比率（％) 

希 望 18 64.3％ 

希望ではない 10 35.7％ 

計 28  

 

④－４ 育児休業の取得状況・予定、希望通りか 

・子どもが 1歳になるまで取得、希望 通

り。 

・希望通り(１歳 2か月～１歳 6 か月) 

・産休育休合わせて１年 （希望通り） 

・希望どおり１～２年とれた  

・２年間とる予定（希望） 

  ・７ケ月～１年（保育園入園に合せて、希

望どおり）  

・子供が０歳１０ケ月になるまで取得

（希望どおり）  

・７～８ケ月で希望どおり 

  ・１０ケ月～１年で希望どおり 

  ・６ヶ月（希望通り） 

 ・８ヶ月（希望通り） 

 ・３年（当直で復帰したいため） 

 ・２年半予定（一時転出を内諾してもらった。

希望通り） 

 

⑤ 交代制勤務で子どものいる方へ 

⑤－１ 勤務中の育児者 

配偶者：１２人 

義父母： ３人 

実父母： ９人 

その他  

・３交替のため、主人と交代で。病気のと

きは主人の母に。  

・幼稚園 

 

⑤－２ 勤務と育児の両立で苦労すること 

・急な子どもの体調不良時に側にいてあげれ

ない。 

・学校行事等に全部参加してあげれなかった

り、勤務明けに参加して疲れが取れない 

・家族の行事は週末が多いが仕事があれば不

参加 

・子どもが小さいと夜さみしくなるみたい 

・非番の時は異常に甘えてくる 

・体力的に、昼寝など出来ない日はキツかっ

た。  

 ・両立ではなく、優先順位を決めて手を抜い

ている。 

 ・特にない 

 ・子どもが体調を崩しても年休で対応できる 

 ・子どもの病気、行事への参加 

 ・夫、祖父母など近くに理解してもらえる人

がいないと厳しい 

 ・子供の体調や保育園、学校行事、習い事の

勤務日との調整 

 ・すべて大変 

 ・子供が夜泣きして寝不足な日も勤務しての
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出動が多数あった 

・日勤だと帰宅後の家事 

 

⑥ 生理休暇 

⑥－１ 取得経験 

 回答数（人) 比率（％) 

は い 15 12.5％ 

いいえ 103 85.8％ 

未記入 2 1.7％ 

計 120  

 

⑥－２ 自由に取れますか？ 

 

⑥－３ 「いいえ」「どちらとも言えない」 

・生理で体調が悪いとは言えない 

・誰も取得した事がなく周囲がどういう反

応をとるか想像できない 

 

・所属に女性一人で男性に言いづらい 

・取得しようと思えば取得できると思う

が自分の立場と周りの方へ迷惑をかけ

ることが予測できるのであえて取らな

い 

・今後辛いときは取ると思う 

・必要だと思ったことがない 

・いい顔をされない 

・取得により益々女性があてにされなく

なる 

・男性職員が理解してくれない。過去に

所得された方がいるかどうかわからな

いため、男性職員や管理職が生理休暇

自体を知っているかもわからないため

口に出せない。車隊編成をするときに

人数不足で取得しにくい

・前例がないから(大多数) 

・生理を良く思っていない人もいる。 

  ・良い環境にいるが、業務への負担が大

きすぎる。 

  ・人員が少なく、上司に言いづらい。 

  ・必要な際は年休で処理している 

  ・上司が生理休暇の存在自体を知らない 

  ・出勤簿や勤怠報告が、誰でも見られる

状況であるため。 

  ・職員・管理職の理解不足                               

・１，２回取得できても毎月とはいか

ない 

・そもそも年休が取りにくいので生理休

暇は無理 

・上司は遠慮なくとってほしいと言って

くれていてありがたいが実際とるとな

ると言いづらい 

・生理と言えない、どういえばいいかわ

からない 

 

・男性職場だから 

・よく思わない男性もいると思うので

よっぽどひどくないと取得できない

と思う 

・取得しても病欠、年休処理 

 

☆良い意見☆ 

・水難隊に組まれているが、生理の時は潜

水せず水上バイク隊にしてもらっている。 

・生理痛がひどく手術したので人よりも辛い

ということを多くの人が知ってくれている

ので比較的言いやすく取得しやすい 

 回答数（人) 比率（％) 

は い 28 23.3％ 

いいえ 23 19.2％ 

どちらとも言えない 67 55.8％ 

未記入 2 1.7％ 

計 120  
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6．キャリアプラン 

 

① 仕事を辞めたいと思ったことがある 

 回答数（人) 比率（％) 

あ る 54 45.0％ 

な い 64 53.3％ 

どちらともいえない 2 1.7％ 

計 120  

 

② あると答えた理由   ※複数回答あり 

 回答数（人) 比率（％) 

セクハラ・パワハラ 17 27.0％ 

職務内容 9 14.3％ 

他の職種へ転職希望 10 15.9％ 

その他 27 42.9％ 

計 63  

その他の意見 

・子育てに専念したい  

 ・人間関係（複数名） 

 ・業務内容について悩んだ 

 ・自己の力不足 

 ・組織内で自分の存在意義が分からなく

なった 

 ・業務内容の多忙さから、精神的にキツい

時期があった。 

 ・子供が小さく、シフト制の業務に就いた

時、早朝出勤で夜は遅く、ほとんど主

人に育児を任せてて、主人に不満が沢

山あった。 

 ・結婚のことを考えると、家庭環境的に働

きづらい。 

 ・定年まで働くことは今の組織の状況では

難しいと思ったから 

 ・結婚出産 

 ・家族や子どものことで辞めたいと思った 

 ・面白くないと思ったから 

 ・一部の職員に嫌みを言われ辞めたいと

思ったことがある 

 ・地元ではない（県外）ため、地元に戻る

か仕事をとるかで悩んだ 

 ・女性として消防で勤務している必要性を

感じることができなかったことがある 

  ・この職業が女性向きではないと感じたか

ら 

・人間的に許せない人の下につき何もかも

嫌になった 

・何でも命令口調の上司にストレスを感じ

た 

・男性社会の中で男女での感じ方･考え方

の違いの溝が埋まらなかった 

・キャパを超えた仕事量 

・女性の消防現場活動に限界を感じた時 

・初任科卒業後女性という理由で事務職に

ついたから 

・迷いながら消防に入った為 

・向いていないと思った・訓練・体力的に

ついていけなかったから・向いていない 

・家庭と仕事の両立への不安 

・上司からの厳しい指導・態度にどうすれ

ばいいかわからなかった 

・できないこと･失敗ばかりに気をとられ

自分には向いてないと思い辛い時期があ

り味方がいないように感じていた今はや

めたいと思っていない 

 

③ ないと答えた方へ 

今後目指す役職は？ 

 回答数（人) 比率（％) 

管理職 7 9.0％ 

隊長 16 20.5％ 

現状維持 28 35.9％ 

特に考えていない 19 24.4％ 

その他 8 10.3％ 

計 78  

その他 

・色々な業務につき女性の枠を増やしたい 

・現在の業務＋他の隔勤業務につきたい 
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 ・責任職は希望していない 

・１日でも長く現場の仕事に就きたい  

・事務吏員の為選択肢はない 

・警防。特に消防事務、資格を活かしたい

（救命士） 

・家のことを考えるとどのようにしていけ

ばいいか悩む 

  

④男女間の処遇の格差 

④－１ 昇任等で性別による不利益があるか 

 回答数（人) 比率（％) 

あ る 4 3.3％ 

な い 112 93.3％ 

未記入 4 3.3％ 

計 120  

 

④－２ 「ある」の詳細 

・私自信ではないが、他女性職員が本庁

へ出向した際に昇任がなかった。これ

まで男性職員が本庁へ出向した際には

昇任があった。今後、この女性が消防

へ戻ってきた時にも昇任がなければ、

総務課へ申し入れようか考え中。その

際は協議会へも情報提供予定である。 

・出産に伴い給与が１号棒下がったまま

なのはおかしいと思う 

・救命士処置拡大も女性を理由に数年後

で計画されている 

 

 

 

 

 

 

 

 


