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※アンケートの記載をそのまま転記しているため、誤字・脱字や意味の捉えにくい

文章があります。また、■■は、調査票から読み取れなかった単語です。 

※アンケート回収数９６９件のうち、自由記載ありが以下の１８４件でした。 

 

１．（６０代、女性、西校区） ６０代男・女の区別なく人間としてお互い尊敬して助け合

いの精神を忘れずに我が欲忘れてだれかのためにしたことは喜んでもらえたら私もう

れしいと思いたい。 

  

２．（３０代、女性、北校区） 昔からのしきたりや考え（男は仕事、女は家庭）がなくなっ

たり、保育や介護などの環境がしっかりしない限り、男女共同参画社会なんていつま

でもできないと思う。女性が上に立っても環境が整っていない、子育ての時期から離

れてしまってその時の大変さを忘れているので何も変わらないでしょう。 

 

３．（３０代、女性、北校区） 今でも『男性は仕事、女性は家庭』という考えが根強く感

じる。実際私の職場でも男性が子供の件で仕事を休みたいと言えば、女性が仕事を

休めばいいという考えがある。女性も責任もって仕事をしているわけだから、会社側も

見直さなければ、変わっていかないと思う。 

  
４．（３０代、女性、東校区） とにかく保育料が高すぎる。働きにいってもほとんど保育

料になる。子育てが本当にしにくい。 

  
５．（４０代、男性、真美二校区） リーダーシップを発揮する人であれば、男女など関

係ない。ただ、子どもにとって母親は特別な存在。女性が参画することは良いが、子ど

もが疎外されないよう期待します。 

  
６．（４０代、男性、真美二校区） 女性が家計を助けるためにパートなどの仕事をする

必要がある場合、働くことは仕方ないが、子供と過ごす時間、コミュニケーション、子育

てが犠性になるなら、働かないで生活費を切りつめた方がいいと思う。家事、子育て、

介護は夫と妻双方で協力して行なうべき。 

  
７．（６０代、女性、真美一校区） 若い方がこれからどんどん活躍できる社会になって

いくよう期待しております。 

 

８．（４０代、女性、真美一校区） 実家も遠方のため、男女にかかわらず地域のコミュ

ニティが大事だと考えます。育児、介護とも助けてもらえる地域のつながりを作る必要

あり 

  
９．（７０代以上、女性、東校区） 国、県各市町村が、男女共同参画社会実現を促し

ても、その人自身、又個人の考え方、意識の問題であると思う。それには家庭の充
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実、心豊かな、ゆとりのある社会であれば、自然と男女問わず能力を発揮する事がで

きますが。現今の社会ではネ……。 

 

１０．（６０代、女性、東校区）結婚したら女性は家事労働だけで一生を終えるのは情な

いと思います。女性ももっと社会に進出し、能力を発揮すべきだと考えます。そのため

には常に研鑚を積み努力をし続けなければいけませんが‥‥。社会的活動も家事労

働も男女平等が基本だと思います。 

  
１１．（４０代、女性、真美一校区） 行政もアンケートで終わらせず、実践に移して下さ

い。 

 

１２．（６０代、男性、真美二校区） 世の中に、男と女しかいないのだから、男女の思

いが、お互いに理解出来る環境づくりとしくみづくりが必要ではないでしょうか。 

  
１３．（４０代、女性、東校区） 最近の若い人たちは男女平等意識が強いと思います。

育ってきた環境が一番多きく左右すると思うので年令の高い人に現在社会の柔軟性

が必要だと思います！！ 

  
１４．（３０代、女性、東校区） 会社が人を働かせすぎている。男性を仕事から解放し

てあげてほしい。もっと家庭や趣味にさく時間を与えてほしい。そうすると女性ももっと

仕事にあてる時間が増えると思う。 

  
１５．（５０代、女性、西校区） どんなアンケートを取っても変わらないと思います。期待

はしてません！！ 

  
１６．（１８～２９歳、女性、北校区） 日本はまだまだ世界に比べると男女が平等とは

言えないと思う。そして、自分自身もそれを実感しているため、男女共同参画社会が

実現するために、社会だけではなく１人１人個人が意識していければもっと良い生活

がおくれるようになると思う。 

  
１７．（５０代、男性、真美一校区） 男性社会の中で、男性は仕事優先、家庭のことは

後回しという意識を変革していくことが重要と考えます。このような意識が「空気」とな

って人々を拘束していることが、共同参画の大きな阻害要因となっていると思います。 

  
１８．（４０代、男性、北校区） 男、女全て同等にはできないと思います。（体調、力な

ど平等にならない事がある為）。 

  
１９．（１８～２９歳、女性、真美一校区） “人として尊重される”ようになればいいと思

う。（性別も考慮した上で）その人が生きたいように生きれる社会になればいい。 
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２０．（４０代、男性、真美二校区） 男女を問わず、自分の個性が発揮でき、活躍でき

る社会になればと思います。 

  
  
  
２１．（４０代、女性、東校区） 広陵町の旧村は、昔からの考え方を引き継いでおら

れ、男は偉いと言った感じで、女性は何にもかも男性のあとで、ずいぶん苦しみまし

た。このアンケートを参考にぜひ変えて行ってほしいものです。このアンケートは今後ど

のように活かすつもりなのでしょうか？期待しています。 

 

２２．（６０代、女性、真美二校区） 今現在、子供世帯は、直面している事で、幸にも、

大手企業ですので嫁は、時短勤務、息子は、育児休暇も取れました。それでも、保育

所問題も、（東京在住）大変でしたし、家事分担も、なかなかスムーズとは言えませ

ん。私達が働きたいと思った時代から、３０年以上経っているのにと、残念です。 

  
２３．（１８～２９歳、女性、真美一校区） 男女共同参画社会の実現に最も必要なこと

は「職場が男女共同参画社会の考え方に理解を示すこと、受け入れること」であるよう

に思います。現代社会においてこの問題は避けて通れないものです。広陵町が男女

共同参画社会をさらに実現してくれることを期待しています。 

  
２４．（４０代、女性、西校区） 年配の方達の意識改革はかなりむずかしいと思いま

す。将来的な事を考えて、１０代２０代の方達の意識改革を高めていく事が必要だと思

います。 

  
２５．（１８～２９歳、女性、西校区） 「男だから」とか「女だから」だとかいう古い考え方

はどんどん朽ちていくと思う。その考えの中には現代には合っていない部分もあるけれ

ども結局は人それぞれの思いやりで成り立つものであって古い考え方の中にも現代に

生かされるべきものは沢山あると思います。 

  
２６．（３０代、男性、西校区） 女性の再就職するのに十分な条件（給料含め）を出し

ている会社がまだまだ少ない為、働らきたくても選びたくてもなかなか選べないのが多

い。もっと民間企業に強く訴えかけて欲しい。（子育てで仕事を辞めた後再就職をする

ことに関して） 

  
２７．（４０代、女性、真美一校区） 何が正しくて何が間違いである、ということが決め

にくいことだと思うので、多様な選択が受け入れられる社会になればと思います。 

  
２８．（１８～２９歳、男性、真美一校区） 男だから…○○するべき女だから…○○する

べきという考えではなく公正中立な■■での制度を望む。 
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２９．（１８～２９歳、女性、真美一校区） 男女に関わらず、日本の会社・企業の労働

へ奉仕させようとする体制が変わらない限り、改善されない限り今以上の男女平等は

不可能だと思う。これのせいで夫婦どちらかが仕事をやめないと子育て介護は厳し

い。残業、サービス残業、休日出勤、有休消化ができない環境…企業に時間として拘

束される＝勤務評価ではない。この価値観が日本は強すぎる。 

  
３０．（３０代、男性、西校区） でもあんまり女性が出すぎると少子化も止まらんので、

テレワークとかで仕事してもらうとかしないと。会社も続きませんよね。生産性落ちる

し。働きながら子育てしながらというのは会社の性質も大きく関わると思います。個人

成積に重点を置いている様子■■ではまず無理です。その様な女性が働ける会社を

行政が作る、位で良いと。 

  
３１．（４０代、女性、真美二校区） ２０代、３０代の若い世代より、中高年の世代の方

が男性優位の意識が根強く持っている様に思います。今の若い人の方が考え方が柔

軟で、年齢が上がるにつれ意識を変えるのは難しいと思います。逆に言えば、行政等

の受け皿（制度）をしっかり整えておけば、徐々にそういう社会に変化するのかと思い

ます。 

  
３２．（６０代、男性、西校区） 男女共同でやればいいと思います。 

 

３３．（５０代、女性、北校区） このようなアンケートを町民からとるだけでなくアンケー

トの調査の結果を十分にうけとめてもらい広陵町が住みよい町になるように企画し、１

つでも実践してもらいたい！！ 

 

３４．（５０代、女性、西校区） 行政も未だ男性上位、まだまだ男女共同参画社会なん

て机上の空論の世界かなと思います。性別が違うので身体の構造も力の差もあり、平

等にとは元々、無理があるとも思います。男女の間には今後ＡＩが参入するかもしれま

せん。 

  
３５．（４０代、男性、真美二校区） 法律により女性の雇用、職制登用に関する規制を

加えることにより努力目標から義務へ変更しないと進展しないと思います。 

  
３６．（１８～２９歳、男性、真美二校区）企業側もいろいろ取り組んでいるようですが、

まだまだ成果が上がっていないのかなという印象です。 

  
３７．（１８～２９歳、女性、真美二校区）必ずしも女性を管理職に登用する必要はない

と思うが、それを希望する女性から機会を奪うべきではないと思うので現状を改善す

べきではあると考える。 

  
３８．（６０代、男性、西校区） 役割を決めることで広く多く 
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３９．（１８～２９歳、男性、真美二校区） いいと思う 

  
４０．（５０代、女性、真美一校区） 社会全体をみた時にまだまだ意識が低いと思う。

言葉を理解していても職場、家庭では様々な問題が残っている。子どもは親を見て育

つ。地域、社会の動きが変わらない限り、実現は難しい。個人の思いも尊重しながら

お互いがベストな選択ができることが望ましいと思う。 

  
４１．（５０代、女性、西校区）男女共同参画に協力したいので行政も頑張って下さ

い！！ 

  
４２．（６０代、女性、真美二校区） 今回のアンケートに６０才以上の年令で選ばれた

のですが、子育ても終り、介護も終ってひと段落終った私には、あまり意味がない様で

す。ただ、今後孫のことを世話（娘が仕事に復帰するので）があるので、その思いもあ

り記入しました。世の中、私が仕事を辞めざるを得なかった３５年程前とあまり変って

はいないと感じています。子供が出来たら仕事を辞める、こんな古い考え方今だにあ

るなんてと思います。考え方は色々でしょうが、人口の減少していく中、女性が社会へ

出て世の中を支えていく必要にせまられているのではと思っています。私達親世代が

男女共同参画のことをもっと知る必要性を感じます。 

  
４３．（４０代、女性、真美一校区） 仕事も家事も充実してやるのは無理。その上、育

児や介護…体がもたない 

  
４４．（６０代、男性、真美一校区） 行政として責極的な取組み、制度化の実現を期待

します 

  
４５．（６０代、女性、西校区） どちらかといえば男女平等に働けたらと思います。７０

才を目前に問いが過ぎ去った事への質問が多かったですが自営業の為夫が出来る

事、妻が出来る事補いながら歩いて来たのでこれからもそうしていくつもりです介護の

経験はないですがどちらかが必要となれば助け合って行きます 

  
４６．（４０代、男性、東校区） 女性、男性で分けるのではなく成すべき事柄の内容に

的した人物がすべてにおいて関われる社会をめざすべきだと思う。本当の共同参画は

年令や性別、ではなくやりたい仕事につけるチャレンジできるということではないでしょ

うか？ 

  
４７．（５０代、男性、西校区） 職場によっては完全に女性が何もかも優遇されている。

逆差別である。 

 

４８．（５０代、女性、西校区）このアンケートで住み良い広陵町になる事を願います。 
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４９．（７０代以上、女性、真美一校区） 男女平等の社会といっても、各々の特性によ

って、自然と適・不適がある。そこの溝を埋めるべく、お互いを尊重し、理解しあい、職

場、社会の意識改革によって、平等の責務（男女共）において、育児、介護が出来る

社会が当然であることが望ましい。 

  
５０．（６０代、男性、西校区） １００ｍ早い人が、マラソンを走れる訳ではないので、

色々な場面に合わせた対応が組織としてできるかどうかが課題。 

  
５１．（７０代以上、男性、真美一校区） 自分自身が問題に関心を持ち勉強しなけれ

ばならないと思う 

 

５２．（６０代、女性、真美二校区） 中学、高校教育の中で家事、育児、介護の知識、

実践力をつけるべき。法律で、国、市町村議員の男女比を平等に決める。法律で、会

社、公務員の役職の男女比を平等に決める。フレックスタイム制度の導入に罰則をつ

ける。保育所、ベビーシッターの充実をはかる。育休の後も元の職場にもどれる保障

を法律で決める。 

  
５３．（７０代以上、男性、真美一校区） 男女間の性別ではなく、個々人を個々人とし

て認識する社会を実現すべき。 

  
５４．（５０代、女性、真美二校区） 男女共同参画というと、働く現役世代を思い浮か

べ、それを支え、支援するにはと考えてしまうが、必ずしもそればかりではないのかもと

思いました。自分自身も何らかの形で参画することが求められるようになるのでしょう

か。 

  
５５．（４０代、女性、西校区） 男性であれば、主として夫か妻か、どちらが家庭におい

て中心になるか、そしてそれを経済的に支えるのはどちらかを決め、勤務している会

社などの団体に、それをフォローできる、導びけるスタッフを完備すべき。一昔前の家

庭事情や社会事情を広げる先人たちを相手に道をひらくのは本人にとってとても苛酷

でエネルギーのいる事と考えてほしい。妻（女性）もしかり。 

  
５６．（３０代、女性、真美一校区） 男女の性差を差別につなげないで、良い面をお互

い認め合い、支え合える仕組みになればいいなと思います。 

 

５７．（６０代、男性、北校区） 個人の考え方はそれぞれ違う。それぞれの考えで“幸

せ”と思うことのできる選択が自由にできる体制づくりが重要と考えます。亭主関白で

も家族が幸せならそれで良し。子供のころから『自己自立』の大切さを教えることが必

要なのでは。 
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５８．（６０代、女性、真美一校区） 「男女共同参画社会」とても良いことだと思います

が、それぞれの家庭、夫の理解なき場合もめる原因になります。「妻たるもの家庭にい

るべし」と思う夫であれば、むずかしいです。家庭を放ったらかしで社会に参加してもな

にも良いことはありません！ 

 

５９．（１８～２９歳、女性、真美二校区） 男性だけでなく、女性も働けるそんな環境が

つくれたらいいと思います。特に、女性は出産や結婚などを通して家庭に従事すること

が多いかと思いますが、その中でも、男女平等に生活できる制度が整ったらいいと思

います。 

  
６０．（６０代、女性、東校区） 男女の区別なく隔たりもなく臨機応変に多様な事を成

す為、お互いの損得なく心から支え合いより安定した将来、そしていずれ迎える終末

期に対して安心して立ち向う事が出来る社会を目指して、皆で理解、努力勇気を持っ

て進んで行ければと思います。 

  
６１．（５０代、女性、真美二校区） 男女として考える前に個人の特性、を生かして、互

いに補い合えるような社会であればと思う。女の敵は女、等と言われるような事もあ

る。イクメン等という言葉も、子育ては親や大人がしてゆくものと思えばおかしな言葉

で、一日も早く男、女と冠のつく言葉がもてはやされない様な社会にしてゆかなくては

ならないと思う 

  
６２．（１８～２９歳、男性、西校区） 労働時間が長い上、風通しの悪い職場環境であ

り、残業手当は全額つかない事で、夫婦仲も悪くなり、男性は仕事におわれ、女性

は、家庭のことにおわれ、仕事と家庭を両立することが出来ないのが実情である。 

  
６３．（５０代、女性、真美二校区） 男女共の意識改革が必要だと考えます。机上の

空論にならない様に力のある女性の活躍を期待します 

 

６４．（６０代、女性、真美一校区） 広陵町は保育サービスはほぼ出来ていると聞きま

すが今後、老人が増える一方の社会、介護サービスの充実をもっと期待したいです。 

  
６５．（６０代、女性、東校区） にくらべずい分進んできたと思います。制度で無理やり

に．．という事も必要ですが、大人にも子供にも「教育」での、意識改革が、重要だと思

います。 

  
６６．（３０代、女性、真美二校区） まだまだ日本は男性優先的考えな人が多い。特に

６０才以上の人はその考えている、と生活、仕事していて感じる。平等になんてはたし

て出来るのか。体質はなかなか変えられない。 

  
６７．（６０代、男性、真美二校区） 男女が共に生き生きと働ける社会を作る為には、
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子育て支援、介護支援それらをサポートする制度の充実が必要であると考えます。 

  
６８．（５０代、男性、北校区） まず女性に対する優遇（女性車両、疑チカン行為に対

する男性への対応等）を平等にする必要あり、又、男性もすべてを年令、性別等で判

断せず、能力で適正に評価すること。 

  
６９．（６０代、男性、北校区） 男女共同参画社会を実現するためには、まず、行政役

所が卒先して、手本を示していくべきだと思う。例えば町長が男性なら副町長は女性

にするとか、部長級以上を男性、女性半分ずつにするとか、行政がやる気があれば簡

単なことです。（特にヨーロッパの北欧の国が参考になるのでは） 

  
７０．（３０代、男性、真美二校区） 「男と女は、性別関係なく」ということを言いすぎて

るようにおもう。「男らしさ」・「女らしさ」もあっていいと思う。ただ、「中間的考え」もある

ということが最近ではわかってきて、浸透してきていると思うので、‥‥。 

 

７１．（７０代以上、女性、真美一校区） 若い男女は理解しているがわれわれ年令の

高い男女はなにを言っているのか？と私の主人は言います。時間がかかりそうです

ね。 

 

７２．（５０代、女性、真美二校区） そもそも、女性が外で働くには、家庭での仕事が多

すぎる。家事、育児、介護等、細かい部分での時間が多すぎる。それをほおっておくと

家庭が崩壊してしまう。その底辺の部分の改善こそ必要なのでは…。 

  
７３．（１８～２９歳、男性、真美二校区） 行政には子育て支援を積極的に行ってほし

い。 

  
７４．（６０代、男性、真美二校区） 男でも女でも１個人の人間性を尊重しあい、お互

いの劣る所をカバーしあい、同じ目線で話しあえる。 

 

７５．（４０代、男性、西校区） 労働条件の改革で変化すると思われます。 

 

７６．（７０代以上、女性、真美一校区） 世の中は男性があって女性、女性があって男

性だと思うのでお互いに理解しあってやって行くのが一番いいと思います。 

  
７７．（５０代、女性、真美一校区） 離婚していますので家庭での男女平等、夫の育児

休暇については回答は難しいですが、私事で言えば高齢で離婚し、生活を支えてい

かなければならなくなった現状において、パートの最低賃金の低さで夜勤での重労働

をせざるを得ない状況、体力的な不安等があります。働き方改革も重要ですが補助金

制度など充実させてもらえばと感じました。 
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７８．（４０代、女性、真美二校区） 社会、家庭など、生活全てにおいて、今よりも更に

男女が平等になる事を強く願います。 

  
７９．（６０代、女性、真美二校区） 男女共に得て不得てがあると思いますので強制す

る事なく自然にこの様な社会になる事を期待します 

  
８０．（５０代、男性、東校区） 考え方は人それぞれなのでむずかしいと思う 

  
８１．（１８～２９歳、男性、真美二校区） 市・町・村レベルではどうしようもないと思い

ます。 

  
８２．（６０代、女性、西校区） 男女共に個性や能力が活かせる登用の有り方が望ま

しい。 

  
８３．（５０代、女性、北校区） 男が育児、家事をしなければならない。女が仕事をもた

なければならないという少し“しなければならない”感があって、男が絶対育児・家事を

しないといけない風に感じます。個々、仕事が好き、きらい、家事．育児が好きとそれ

ぞれの形があっていいと思うそういう社会になれば素敵だと思います。 

  
８４．（６０代、女性、真美一校区） 住みよい町になるといいですね。 

  
８５．（４０代、女性、真美一校区） 今回のアンケートには関係ないのですが、どちらの

窓口に伝えればよいのか分からないので、このスペースに書かせていただきます。町

では、拡声器によるお知らせをしている時がありますが、エコーがかかりすぎているの

か、何を言っているのか聴き取れません。改善してください。うるさいだけで困っていま

す。 

  
８６．（３０代、男性、真美一校区） 広陵町が、このようなアンケートを実施する意味・

意義を知りたいです。 

 

８７．（６０代、女性、東校区） 私の地域の近くでは、女性が地域の役職を荷なう事は

なく女性はほとんど出て来ません。集まりは男性の場です。男女共参加して意見やコ

ミニケーションをとれる場がほしいものです。 

  
８８．（７０代以上、男性、西校区） 従来からの方法が全てにおいて悪いという事がな

いと思う子どもが小さい間は、家で母親が、めんどうを見る事が子どもにとって、非常

に大事な事であることをみんなが確認し合う事も大切だと思います。 

 

８９．（３０代、女性、西校区） 男女の性差に関わらず、それぞれの能力がきちんと発

揮できるよう柔軟なとりくみをしてほしい。女性だから、家庭に入れ、女性も働きに出
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ろ、ときめられたくない。向いている人が、家庭に入れて、そして働くことも、決めればい

い。 

  
  
９０．（６０代、女性、真美二校区） 大型店（スーパー電器店ホームセンター）での買物

で男性より女性店員さんの方が、気が効く受け答えで満足する事が多いです。 

  
９１．（５０代、男性、真美二校区） 個々の人の考え方は異なるのであまり画一的に決

めない方が良い。しかし各自が自由に様々なことができるようバリアーがない社会にな

れば良い 

  
９２．（６０代、女性、真美一校区） 私も共働きをしてきましたが、母親を子供から引き

離し、家事を省力化することが豊かな生活だとは思えません。「男女共同参画」が、

「女も男のように働け」と聞こえる気がしてなりません。広陵町には、そんなスローガン

に引きずられることなく、住みよい町づくり、特にここ３０年来増え続ける新しい住宅地

の「地域のつながりの希薄さ」が、子育て世帯の悲惨、老齢世代の孤立の原因である

と見据えて、対策を模索してほしい。 

  
９３．（６０代、男性、真美二校区） ◎第一に法律、制度等の確定が必要であると考え

る。◎次に行動に移る為に施設等の拡充が必須条件と考える。 

  
９４．（４０代、男性、東校区） 男女とも平等の働きというのは難しいものと考えます。

むしろ、男性には男性にしかできないこと。女性には女性にしかできないことを、それ

ぞれの役割を果たして、それぞれが補いあえれば、共同になるものと思います。女性

の社会進出がイコール共同参画だとは思えません 

  
９５．（６０代、男性、真美二校区） まだまだ男性優位、の考え方があり、啓蒙活動に

より男女共同参画社会の重要性の認識を広げる。 

  
９６．（５０代、女性、西校区） 待機児童等の問題は、各事業所での保育制度をもっと

充実すれば改善されると思うので国の法律としてその方向に法制度を改革してほしい 

  
９７．（５０代、男性、真美二校区） 専業主婦よりも、共働きを優偶する政策が必要。

税収入、年金払収入、健保収入増加、子育て、支援の為の雇用増加と、女性が働く

ことには人不足の解消、等、利点の方が大きい。男女ともに働ける人は働き、子ども

は、社会が育てる仕組みが必要。→人を動かすのは、損得の考えがもっとも、早い、

それができるのは税制改革です。 

 

９８．（５０代、男性、真美一校区） 女性が働きやすい環境を整えるだけで良いと思

う。女性の管理職等への登用については、すでに女性の方が有利になっていると思
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う。 

 

９９．（５０代、女性、真美一校区） 性別に関係なく、自分らしく生き生きと活動できる

社会であることを望む。固定観念に捕らわれず、意志決定ができ、周りもまた認めて

いける寛容さを持つ必要があると思う。変えていくためには若い力に大いに期待して

います。 

  
１００．（５０代、男性、西校区）あまりよくわからない。 

  
１０１．（４０代、男性、真美一校区） 先ず個性と能力に性別間で偏りがある事を認め

それを踏まえて、各々の長所を組合す作業が重要ですが、それが難しいですねぇ。 

  
１０２．（４０代、男性、西校区） 「女性の登用を進める」といわなければすすめられな

いのはおかしい個人を見るようにし、評価できる（その理由等を披露できる）人材づくり

を急ぐ必要があると思います。 

  
１０３．（３０代、男性、真美二校区） 自分の職場での話だけかもしれませんが責任の

重い仕事は男性の方がやるべきという女性側の無言の圧力を感じる事があります。

（めんどうな事は男性がやってくれるから自分はふられた事だけやっていればいいとい

うような…）男女平等は良い事だし、自分もそうであって欲しいと思いますが、しんどい

ところだけ男性におしつけられている印象は残念ながらぬぐえません。そんな時だけ男

性をたてないで欲しいと思います。 

  
１０４．（６０代、女性、北校区） 男女の人権の尊重と青任制度の見直し学習機会の

充実 

 

１０５．（６０代、男性、西校区） 男性目線、女性目線、各々の目線があるのでバラン

スの良い構成が必要と考えます。 

 

１０６．（５０代、男性、西校区） 私は現状にそれほど不満はありません。それ程現状

の不満は多いんでしょうか？それよりも男の給料を多くして、女性が家庭に入れる様

にする方がいいのでは？いやいや働いている方もおられるのでは？ 

  
１０７．（３０代、女性、真美二校区） 女性がフルタイムで働きたくても子供がいるとどう

しても短かい時間しか働けない。そうなると昇進も遠のいていって職場で活役したくて

もできない。朝早い時間や夜遅い時間でも働けるような保育施設を行政が設けてくれ

れば子持ちの母でも社会で活役していけるようになると思う。実際にそうなってほし

い。 

 



広陵町男女共同参画に関する意識調査の自由意見 

- 12 - 

 

１０８．（５０代、女性、東校区） 個人の良い所を、認め、はっき出きればと思います。 

  
１０９．（６０代、女性、真美二校区） 男女共同参画に対する考えや方法が大阪よりず

い分遅れているように思います。学校の人権教育にもっとしっかりと根づかせてほし

い。（他市町村と比べて）先生方の研修や巾広い考え方、実践を大いに期待します。 

  
１１０．（６０代、男性、真美一校区） 「男女共同参画社会」という言葉に多くの人がな

じみを覚えるように、フレーズ化やシンボル化を図って、その目的を達成できるように

推進して行ったら良いと思う。 

 

１１１．（６０代、女性、東校区） 高齢の親と同居し、私自身も６０才を超え、今後仕事

をすることはないと思いますが、子ども逹が、子育て、介護の心配なく仕事が続けられ

る社会になることを、強く望みます。 

  
  
１１２．（５０代、男性、真美二校区） 大量の質問でとても疲れた。このアンケートの集

計した結果のまとめを教えてほしい。これをもとにどんないい制度ができたか、今後教

えてほしい。アンケートだけとって何もいい制度ができなかったら、全く無駄になってし

まうので、今後、アンケートに答えたくない。山村町長さんに期待しています。 

  
１１３．（７０代以上、女性、西校区） 男女ともに、活動に参加するには、気持ち・体力

時間に、ゆとりを持つ事が出来て、初めて、実行できる。生活に、ゆとりがなくては、そ

の気もおこらない。 

  
１１４．（４０代、女性、東校区） 女性の意識も上げていかないと男性ばかりに理解を

求めていっても同じだと思います。又年令的にも５０才以上の男性はまだまだ、自分が

主だと思っている方が多く、役場に行っても、対応が横柄なのは、管理職の男性、逆

に管理職の女性はていねいです。その年代の男性の意識改革はかなり難しいと思い

ます。 

 

１１５．（１８～２９歳、女性、東校区）「女性を積極的に登用」というスローガン自体も女

性を道具として使っているような感じがするので複雑です（国政において）アンケートの

問４３にあるように、避難所のプライバシー等をしっかりと確保してほしいです。生理用

品の準備とか…。 

 

１１６．（６０代、女性、西校区）幅広い年令層に問いかける（ＰＲや、広報、学習機会） 

  
１１７．（４０代、女性、西校区） 日本人に古くから根付く、「男らしさ」「女らしさ」といっ

た概念を変えるのは、容易な事ではないと思う。独身で働いている女性は皆、多かれ

少なかれ「不平等」な世の中だという気持ちがあると思う。女だというだけで正当な評
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価をされていないと日々感じています。 

  
１１８．（６０代、男性、東校区） 基本的に男女の身体的、生理的な違いがあるのに男

女平等は無理と思う。しかし、現状で良いかと言うとあまりに不平等であるのも確実で

ある。行政（町）としては、社会保障の充実に特に注力してもらいたい。女性の出産、

保育、介護の負担の軽減策を確実に１つづつ実行（実施）してもらいたい。 

 

１１９．（１８～２９歳、女性、東校区） 女性が働きに出ることだけが男女共同参画では

ない。 

  
１２０．（７０代以上、女性、真美二校区） 男女の役割分担について、男性の問題意

識が低く、男性は仕事優先の考え方が根強く残っていると思います。 

  
１２１．（６０代、女性、北校区） 育休後、すみやかに職場に復帰できるように社会形

成、人それぞれの多様性をみとめあう社会  

  
１２２．（５０代、女性、真美一校区） 女性も短時間の就労につくと、なにか、メリットが

あること、減税などあれば「働く女性」を理解する家族がふえる 

  
１２３．（４０代、女性、真美一校区） そもそも、男性一人のかせぎで生活できないか

ら、夫婦共かせぎせざるをえない状況が多々あり、子育てや介護とのはざまで女性は

おしつぶされている。もっと男性は女性に助けられているという認識をもち、社会をつく

るべきと思う。 

  
１２４．（７０代以上、女性、真美二校区） 年代や個人によって男女の役割分担への

考え方が違い。家庭での日常役割分担を分かち合うのは、急には、難かしい！次世

代の人達に学校での家庭科教育をもっと増やしたら良い。各家庭でも子供の頃から

一緒に参加させる。勉強や受験等で親も子供も、そちらの方へ重要視していってしま

うのかな？ 

  
１２５．（５０代、女性、真美二校区） アンケート全体を通して、家事・育児介ゴは女性

がになうもの、として考えていることがうかがえるので、そういう意識から変えていくこと

が必要だと思う。 

  
１２６．（５０代、男性、真美二校区） 人手不足の昨今とはいえ、各企業主に事業運営

を行うに当たり最も大きな経費負担を強いられるのは、言わずとがな“人件費”。効率

経営を集め、尚且つ就業する者同士、互いにワークシェアして、子育てや介護等、を

行うにはやはり各人にそれ相応のスキルがなくては、どうにもならない。性別によら

ず、誰もが同じように活躍出来る社会を理想とするならば、そこは“スキルアップ”を抜

きにして語ることは出来ない。一にも二にも労働に対する個々人のスキルアップ。ポイ
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ントはここに尽きると思う。 

 

１２７．（５０代、男性、真美二校区） なんでもタダはダメよ！ 

  
１２８．（７０代以上、男性、真美二校区） 日本の古い風習等が今も社会、会社に残っ

ています。法律・制度の強化（■）が必要。 

  
１２９．（１８～２９歳、男性、真美二校区）時代に合った男女それぞれの立場の考えを

尊重すべきだと考えている。 

  
１３０．（３０代、女性、北校区） 男性の残業を少なくする＝家庭の時間を増やす。 

 

１３１．（６０代、男性、真美一校区） “男だから”、“女だから”、と云う意識を無くす。能

力を正当に評価する制度の確立。その上での登用の機会均等制度の確立が必要。 

  
１３２．（４０代、女性、北校区） 女性の社会進出は見直され、少しずつ良い傾向にな

ってきていると思うが、その分家庭内の犠牲（？）が生じるので、同時進行で、男性の

家庭・学校・地域（子供会自警団）などの介入もしてほしい。子育て世代だけでなく、老

若男女全てが希薄で、子供が犠牲になり、悪循環になってきている様にも思う。 

  
１３３．（１８～２９歳、女性、北校区） 今は、まだ１０代ですが、きちんと、男女共同参

画社会で、男女が思いっきり働ける社会になっていてほしいです。 

  
１３４．（４０代、女性、真美二校区） 男女共同参画と言うけれど、現実的にはむずか

しい。法律では何もかわらないと思います。結局は、夫婦や上司、等の人や社会との

関係。当人同志の話し合いになると思います。 

  
１３５．（６０代、男性、真美二校区） 特にありません。 

  
１３６．（３０代、女性、真美二校区） 男、女にかかわりなく、適材適所で活やくできる

社会が形成されればよいと思います。 

  
１３７．（４０代、男性、真美一校区） ・コミュニケーションが取れる場を増やす。・色々

な問題に対応出来る、窓口、（相談窓口）等、を設置する 

  
１３８．（６０代、男性、西校区） 男女共同だけでなく、老若男女が生き生きと生活、活

躍できる地域、社会を望みます。 

 

１３９．（１８～２９歳、女性、真美一校区） 特になし 
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１４０．（５０代、男性、西校区） ・女性が働きやすい環境を整備し巾広い職業で働く女

性を増やす。・女性自身も自ら働きやすい環境を提定していく。（ボトムアップ） 

  
１４１．（３０代、男性、真美一校区） 奈良県は他県に比べ保守的な為、より積極的に

改革を進めなければ未来はない！！ 

  
１４２．（１８～２９歳、女性、北校区）女性の方が再雇用されにくい現状を変えてほし

い。 

  
１４３．（４０代、女性、西校区） 男女共、お互いを尊重する意識を持つ事が重要だと

思う。 

 

１４４．（１８～２９歳、男性、北校区） ○女性の活躍推進の政策だけで、女性なら何で

もいいからポストにつけてあとで困ったというのは本末転倒である会議等いろいろな場

に出席することが女性の活躍ではない女性たちが、家庭でまた子供とのかかわり充分

考え合わせて考えるべきである。○町民の人権意識も低いと思われるので人権相談

員のもっと専門知識をもった人を選人すべきと考える。 

  
１４５．（１８～２９歳、女性、北校区） 男性と女性とを分けて考えるのではなく、その家

庭、その人自身はどうしたいか、どう在る方がその人らしいのかと、個別で考えること

が大切だと思う。家庭内の話し合いを大切にすることをすすめる必要もあると思う。 

  
１４６．（４０代、男性、西校区） 女性の中でも、責任の問題、忙しくなる等の理由で、

企業等で管理職になるための昇進試験を受けない方がおられるのを聞いたことがあり

ます。女性の意識改革、女性の登用が進むような支援が必要であると思います。 

  
１４７．（６０代、男性、真美一校区） ・自分の現役、第２の職場を振り返って記入。現

役職員の話では、当時と違い昨今子育て、介護休暇・休職を取得する人が男女とも

に増え、取得しやすく、その取得出来る期間が増えたとの事。○男女共同参画につい

ては政府・地方公共団体・特に大企業が積極的にいく必要があり、また啓発が今以

上に進めていかなければならない。○子育てについては、男性もある程度進んでいる

と思うが、介護休暇・休職についてはもっと男性自身の意識改革が必要（子育て世代

と違って介護世代はまだまだ保守的） 

  
１４８．（４０代、女性、西校区） それぞれが違った家族構成であったり、能力であった

りするので、男女の性別に関わらず、その人に合った生活が出来、仕事も家事も男女

の固定なく出来る人がする、能力に合った方がするで良いと思う。例えば避難所での

役割分担なども、いろんな職種の人が集まっていると思うので得意分野をそれぞれが

やった方がスムーズに行くと思います。 
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１４９．（６０代、女性、北校区） 共同参画の意味が理解できません。子供を生んだ女

性が子供を養育する時間は、不平等なのでしょうか？男女の違いがあるのは当然だ

と思っていますから。それは不平等とはいえないと思います。 

  
１５０．（６０代、男性、真美一校区） 女性は性格上、仲間意識が強く、全ての人を平

等に扱う意識が欠けている。（いじめの問題でもよく現われている。）女性の地位向上

は必要で、それが平等社会と思っている人も多いが、女性の社会への過剰進出は、

逆に不公平社会を築く。男女共同参画は、男性は女性の家事などを軽蔑することなく

感謝し、女性は、男性の仕事に対して感謝するなど、互いを尊重することが大切。 

  
１５１．（６０代、女性、東校区） 男女の性差はかなりはっきりあると思います。その上

で最小単位の家庭においてコミュニケーションをはかり、夫婦間の理解のもと協力し合

えたら一番良いと思います。それにはやはり男女共同参画に関する学習機会の充実

が必要なのでしょうか。固定観念の違いなどかなりジレンマに直面している人も多いと

思います。 

  
１５２．（５０代、女性、西校区） 賛成ですが、多くの男性は家事に向いていないと思い

ます。子供の頃からの躾が必要なので、今の大人の男性に家事をさせるのは気の毒

です。また個性と言いますが芸能人や文化人なら個性を売りにできますが、一般の社

会では個性的な人は認めてもらいにくいと思います。一人ひとりの意識の改革が必要

で時間がかかると思います。 

  
１５３．（５０代、男性、西校区） 広陵町役場の相談窓口に、女性の登用が必要。無

愛想な、男性職員（管理職）は、窓口には不用。発言も無責任すぎる。 

  
１５４．（６０代、女性、東校区） 田舎ならではのよさがあるのですが、年寄りにはなか

なか昔ながらの考えを変えることはむずかしいのかなと思うことがあります。その昔な

がらの考えを、転換していくことも大切かなと思うところです 

  
１５５．（６０代、女性、東校区）家族の協力で退職まで勤務できた。今後、年金につい

ても受給時期が遅くなるようなので、夫婦とも、働きつづけられる環境が必要だと思

う。 

  
１５６．（６０代、女性、西校区）仕事も家事も、男女の別なく出来る人が出来る事をお

互いに協力しあってやれば社会も良くなって行くと思います。まずは、それが出来る環

境作りが大切だと思います。よろしく、お願いします。 

  
１５７．（４０代、女性、真美一校区） 女性がなかなか社会進出できないのは子育てと

の両立が難しいからだと思うので病時保育、夜間保育などできる社会をつくってほしい

です。 
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１５８．（３０代、女性、西校区） 男性も女性も意識改革が必要だと思います。妊娠は

女性しかできないので、職場環境が整わない限りは仕事・家庭（育時・家事）の両立は

不可能。地域の保育設備がないとそれも厳しい。まだまだ全てを続けることが奇跡に

近いような状況を目の当たりにする日々で、出産希望しているものの不安な気持ちが

消せません。 

  
１５９．（４０代、女性、西校区） 女性も働きやすい環境を整えてもらい、制度等ももう

一度見直してほしい。子どもの年齢があがるごとに家計も大変になるので、働きやす

い環境がほしい 

  
１６０．（６０代、女性、東校区） 男女意識しないで、どこにでも参加するような学校教

育（道徳とか） 

  
１６１．（４０代、女性、真美二校区） 夫婦間の役割分担が、されていても、女性の負

担のほうがかなり大きい、と思います。男性の意識がかわらないかぎり、無理だと思い

ます。小学生の頃から、女性と同じように将来料理、炊事、育事が出来るように、教育

して欲しいですね。 

  
１６２．（６０代、女性、真美一校区） 公務員の立場をふせて一年程世間で就職してみ

たら問題点が見えてくると思います。 

  
１６３．（６０代、女性、真美二校区） 上記のアンケート回答で考えを示させていただき

ましたので特に意見はございません。 

  
１６４．（１８～２９歳、男性、西校区） 所得の低下などにより共働きをしなければ生活

を送る余裕がなくなってきている社会であるため心のゆとりもなくなり、他人を思いやる

ことが必要な男女共同参画が広まっていかないと思います。 

  
１６５．（６０代、女性、東校区） 個々の考え方を変え、なにもかも社会が…と思わず。

個人の出きる、出きないの言えることだと思います。 

  
１６６．（不明） 広陵町は、誰のどのような考えで、男女共同参画を推進しようとしてい

るのか、その点がはっきりしない。町長の名前は出ているが、名目上の責任者でしか

ない。実質的な責任者は、役場の何という部署の誰なのか。その点をまず明らかにす

べきである。あるいは、町長が実質的な責任者なら、町長の頭の中から出てきたこと

なのか、それとも、誰かが町長に吹き込んだのか。男女共同参画といっても、普遍的

な価値観というよりも、特殊な立場による政治運動である。それに広陵町が利用され

ている心配もある。町は、そのような政治運動としての男女共同参画とは違うことを明

確にすべきである。 
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１６７．（４０代、女性、真美二校区） 多様な生活様式がある時代になってきているの

に、男女２種類のみで問題解決をはかるのは、難しいと思います。男女にとらわれず、

誰でもが社会参画しやすい広陵町になってほしいです。 

 

１６８．（３０代、男性、真美一校区） 今は難しくても、少しずつそのような社会に変わ

って欲しいと思う。 

  
１６９．（３０代、男性、真美二校区） 互いに適材適所、能力が出せる場を考え、協力

出来る社会に出来れば良いと思う。 

  
１７０．（６０代、男性、真美二校区） 条件が整備されれば男女ともに平等に参加でき

る社会が理想的ですが現在の状況においてはなかなか難しい部分があると思いま

す。 

  
１７１．（５０代、男性、北校区） あまり、よくわからないです。何を質問したいのです

か？ひとり身の私には、全然答えとしてなってないと思います。生活の為昼も夜（バイ

ト）も仕事して一日必死で生きてます。申しわけございません。 

  
１７２．（３０代、男性、北校区） 少子化の解決と女性の働く場とのバランス 

  
１７３．（５０代、女性、真美二校区） 保育所の充実は問題として取り上げられるが、

老人増加の中、介護のため離職に追い込まれる女性が減るよう、在宅ワークの促進

が必要。町が窓口となって在宅ワーク（内職でなくパソコンでの業務）のあっせんをす

るなど自治体の努力を望む。 

  
１７４．（１８～２９歳、女性、真美二校区） いくら男女平等と言っていても社会全体

が、男女へのそれぞれの偏見や固定概念など根付いている人も少なくありません。完

全に平等は不可能だと思いますが、少しでも理解出来る社会を望みます。 

  
１７５．（４０代、女性、真美一校区） アンケートが長すぎて後半読んで答えるのにしん

どくなりました。適切な解答を求めるためには内容の量も調整した方が良いのではと

思いました。 

  
１７６．（５０代、女性、北校区） 共に社会を支えているとの意識をもつ事が必要だと思

います。 

  
１７７．（３０代、女性、真美一校区） 女性に対して、「産め」「働け」と、押しつけの風潮

がなく個人がやりたい事を頑張れる場を広げていってほしい。上に立つ人間→えらそう

になるだけでなく、こんな人こそ思いやりを持って人に接するように気を付けてほしい！
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の意識が変わらないと、下は変えられない。税金高いのももっと考えてほしい～『税金

＝人のカネ』と思ってるからムダ使い多いねん！！改革して下さーい！！！ 

  
１７８．（３０代、女性、西校区）上場企業に勤める社員は意識が高いが、広陵で自営

業の方などの意識が低く、女性というだけで軽視される。発言権も弱いと聞いている。  

  
１７９．（７０代以上、男性、北校区） 女性の意識改革 

  
１８０．（５０代、女性、東校区） 特に関心無し。国の行政（国会議員等）においても所

せん女性はかざり物的な扱いにしかなっていない。 

  
１８１．（３０代、女性、真美一校区） 育児、家庭のことも考えたうえで、どう職場での

両立を図っていけばよいのか、一緒に考えて相談にのれるような、壊の深い上司が増

えることを望む。必要な女性の目線や考え方もあると思うので、男女で協力しあえる社

会となってほしいです。 

 

１８２．（４０代、男性、不明） 一度、管理職を３０代の男性５０％女性５０％で組んで１

年間テストしてみては？考え方も良いところも悪いところもみえて、おもしろい。それぐ

ら、テスト会社でやってみるぐらいのことをしないとわからない。 

  
１８３．（１８～２９歳、女性、北校区） 性別にかかわりなく参加することはいいが、性別

による身体能力の差はあるので、そこは考慮するべきだと思う。 

  
１８４．（６０代、女性、真美二校区） 参画社会の為の制度面の不備は、行政で整備

できるかもしれないが、各人の意識は、人としての成熟が、もっと求められる。そして、

組織や、社会においては、男女共に、個人の意志や能力に対して、正当な評価が与

えられていない事が多い中、いろいろなひずみを、生んでいるのではないだろうか。現

状突破の方法かもしれないが、安易や数合せの為の女性登用は、本末転倒である。 

 


