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◆◇ご意見欄◇◆ 

男女共同参画づくりに関する市の事業について、

ご意見やご要望がありましたらご自由にご記入くださ

い。 

 

○夫婦で教員をしています。学校現場にいる主人は土

日は部活でほぼ家におらず、平日も朝早く夜も 23 時

頃の帰宅です。育児に参加したい気持ちはあっても

できない現状というのもあります。話は今回のテーマ

とずれてしまうかと思いますが、参加していけるような

現場づくりも必要かなと…。（現在 3才、1才の息子が

います）地域のボランティアの方や、パート的な形で

宿題のチェック、部活指導等の補助、そういった部分

のサポートの充実がはかれれば職員負担も減り、家

族と関る時間も増えるのでは？と思いました。働き方

改革がコロナによって大きく進み、一般企業はテレワ

ークなど働く手段や方法が多様化しました。公務員も

そういった見直しが必要なのでは？と思います。関係

ない内容になってしまっているかしれませんが、市民

1人 1人が生きやすい世の中になればと思います。／

女／30～39歳 

○女性の活躍は必要不可欠なことだが、男性のやる気

をなくすようなことにならないようにしてほしい。／男

／40～49歳 

○「市の事業について何をいつおこなっているのか知ら

ない」と感じている市民が多いと思う。新聞やテレビ等、

マスメディアを通じておこなったこと、おこなおうとして

いることを周知させると共に、関心を抱かせ、慫慂し

なければならない。／男／20～29歳 

○何か動くにしてもお金がかかります。国民健康保険税、

後期高齢者医療保険料、高すぎると思います。／女

／70～79歳 

○子供を持たない（持てない）女性にも金銭的な手当て

を出してほしい。子供を産むことに対する待遇、子供

がいる世帯への待遇が良すぎる。／女／40～49歳 

○女性が社会で働くために保育園、学童等の充実はも

ちろん必要とは思いますが、たとえば、子どもが病気

になった時に、それを預かることよりも、会社を早退あ

るいは、休んで、子どもを親が看られるようになること

を重視した方がよいのではないかと思います（休みや

すい会社、環境を作って欲しいと思います）。／女／

60～69歳 

○市民の考えを吸い上げるシステム作りが大切。実質

的な交流のプラットホームを立ち上げる必要がある。

0（ゼロ）からの出発である、という発想で押し付けを

排除する心構えが必要と思う。とにかく先進の考え方

を学ぶ必要と、それを拡めて行く熱意が欠かせない。

／女／60～69歳 

○残念ながら、私は「男女共同参画社会」について、上

田市の活動が知らない。伝わって来ない。です。／男

／70～79歳 

○女性は、結婚した時や出産した時は仕事をやめ家庭

に入る。まずこのことが共同参画づくりのネックだと思

います。仕事をやめるという選択は女性のみに課せ

られ、男性がやめるという事はまずありえません。出

産という国にとって一番大切な（民のいない国は国で

はない）ことにより女性が不利益を被ることは、あって

はならないと思います。自分で選べる社会であってほ

しいものです。家庭に入りたい人は入り、働きたい人

は仕事が続けられる、そのためには、安心して子ども

をあずけられ、急な病気や用事の時も、あずかっても

らえる場所がある、そんなシステムを作る。それを行

政に求めたいと思います。男女が共に活躍し、共に

負担を負う。それには個人や一企業ではやっぱりむ

ずかしいと思います。／女／70～79歳 

○日本も外国みたいに、どんどん女性が向上していって

ほしい。 総理や市長や県知事も挑戦していってほし

い。／女／40～49歳 

○市政に参画できる制度として、指名や推薦などの他

に、希望者が自ら応募できる方法などを公示、募集す

る制度も取り入れたらどうか。／男／70～79歳 

○制度や方策の策定はもちろんであるが、各人や団体

が具体的に取り組む中で、互いに考え合ったり、行動

するなど、できることから一歩ずつ進んでいくことを大

切にしたい。理屈だけで理想を求めても、なかなか実

現していくことにはならないと思う。まず、自分のでき

ることで立ち上がってみることでしょうか。／男／70～

79歳 

○出会いの場や男女が話しを出来る場。社会がどうす
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ればよいか決めていくのに、よく話し合ってゆっくり、

長い時間をかけてよくなるように地域で、まず、いろい

ろな世代間で問題について話し合って議論してみた

方がいいと思う。これからだと思う。／男／40～49歳 

○特にありません。移住者です（東京で勤務していまし

た。67歳まで）。／女／70～79歳 

○市の事業として〝男女共同参画〟を何に取り組んで

いるのか知らない。 条例の中に 7 つの基本理念が

あって、これらを具体的に何に取り組んでいるのかが

見えない。計画に対して遅れているのか？どこまで何

が出来ているのか？これに対しての反省は？／男／

40～49歳 

○男女共同参画という言葉で、女性の地位向上をうたっ

ているが、世の中の女性はどれほど望んでいるの

か？本当に大多数の人が違くなってＰＴＡ会長や議員

になりたいと考えているのか？都合のいいことだけ、

平等や地位向上を目指しているように見える。是非こ

のような意見も、取り上げ公表して欲しい。／男／30

～39歳 

○男女平等社会を目指すのであれば、市役所自身がお

手本として行動を示すことが必要です。 市長に面会

するとお茶を出すのは決まって秘書課の女性職員、

市のイベントで司会をするのは女性が多いという現状

を見ると、旗振り役である市役所自体の意識に疑問

を感じます。まずは、トップである市長が行動をもって

見本を示すべきです。どんな手本を示してくれるか楽

しみにしています。また、新しい計画の策定について

は、前計画の単なる焼き直しとして数字の更新や単

語の修正、国、県計画のコピペに終始するのではなく、

上田市として目指すべき新しい男女共同共生社会が

具体的に提示されることを望みます。／男／50～59

歳 

○集計お疲れ様です。我々市民のためにいつもありが

とうございます。これからもよろしくお願いします。／

男／30～39歳 

○今回のアンケートで初めてこのような事業が行われて

いることを知りました。「どうすれば参画してくれるか」

よりも「どうして参画しないか」を、社会に出てからそ

れなりに経験をつんでいる年齢層にアンケートをとっ

てから、そのアンケート結果に対しどう思うか、意識改

革するためにどうすべきかを考えるべきではないかと

思いました。18 才～20 代の若い世代の意見を聞くこ

とも重要なのは理解できますし、機会が与えられるこ

とは嬉しく思いますが、まだ学生あるいは社会に出た

ばかりの者が考えて出したアンケートの回答内容に

信ぴょう性があるかも少し疑問に思います（特に「どう

いった改善が必要か」という問いに対して）。／男／20

～29歳 

○質問項目のつくり直しを考えて次回の調査に活かし

てほしい。長野県は未成年の自殺者数が全国でも非

常に多く、これは家庭内暴力や、いじめ、ＬＧＢＴなど

今日の問題とも密接に関っているだろうと考えている

（相関関係は明らかになっていない）。他都道府県の

子どもの数と比較しても、異常な値だと思うので、この

問題についても、本調査のように意見を聞き、住民の

認識を確認する機会を設けてよいのではないか。ま

た、質問の選択肢そのものに対して、「当事者（子ども

をもつ人、女性、子のいる男性）が解決すべき」である

かのように作られている。直接的な当事者ではない

人々の認識を変えることが運命線だろう。／女／20

～29歳 

○移住された方には上田市はやっぱり住みよいところ

だといわれる様によい環境に、人のやさしさ、日本一

の移住の県になる場所にして行きたいものです。／

女／70～79歳 

○男性、女性ということで分けることなく、1 人の人間、

個々の人間として対応できる社会であればいいと思

いますが…。ただ、女性ということで傷ついている人、

大変な思いをされている方の窓口が充実していれば

（相談支援機関）周知されることも大切かと思います。

／女／40～49歳 

○アンケートに記入するさいに、気付かされたこともあり

ました。勉強になりました。ありがとうございます。／

男／40～49歳 

○男女平等を強調しすぎに感じました。「男は仕事、女

は家庭」この教えで一致している夫婦がいれば、それ

は否定されるべきではないと思います。男女共同参

画、男女平等をうたうあまり否定される人がいる気も

します。ＤＶや差別は許されることではありませんが、

男女でくくるのではなく、人として相手を思いやる気持
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ちについて広める活動の方が、より世の中のために

なると思います。参考資料にあった女性の割合につ

いてですが、各役を志望する男女比なしでは、参考に

なりません。志望する男性が女性より多ければ、役に

つくのは男性の方が多くなるのは、おかしなことでは

ないと思うためです。／男／20～29歳 

○男女平等、男女共同参画とはいえ、グローバルリズ

ムを押し進めている現在、日本の文化、昔からのいい

物をこわす事なく「日本」という国体を守っていく事が

大事だと思います。日本人を優先。／女／50～59歳 

○事業の明確化、又、市民に広く周知されるような工夫

を更に考察して欲しいです。いろいろな事業がある事

は承知しており、感心するところではあります。／女

／70～79歳 

○まずは政策の場（自治体の議会）での女性の割合が

増える事で、女性の立場での意見が言いやすくなると

は思います。／男／40～49歳 

○女性の意見をとり入れる必要がある。例えば上田市

発展のために真田程の素晴しい方が居ますので、も

っともっと盛り上げて行けば良いと思う。／女／80 歳

以上 

○言っても人の話しを聞かないのが国の政治だ！！／

男／70～79歳 

○現代は共働きがあたり前。少子高齢もあいまって、育

児、家事、介護は、夫婦と行政があわせてしなければ

できないという現実。個人の意識が変わり、行政の事

業が充実していくことが大事だと思う。大変な時代で

すね。／女／50～59歳 

○少子高齢化に大きく関係する課題であると思います。

女性の社会進出による、未婚率の上昇や、晩婚化な

ど少子化に繋がっています。女性にしかできない大き

な役割である出産。地域や家族がみんなで支え、女

性が出産、子供を育てる事ができる環境作りが大事

です。一方的な考えだが、女性は（男性と共に）子供

が成人になるまで愛情を持って育て上げる。その後

からの社会での活躍でも遅くないと思います。社会全

体が女性を大切にしていかなければいけない。／男

／50～59歳 

○特になし。／男／60～69歳 

○むずかしかったです。これからの日本人で生きていい

くのは…大変なことだと思いました。／女／60～69歳 

○コロナ禍の中でも、経済が落ち込まないで！家庭の

中に不和が入り込まないで！それを願うばかりです。

できるだけの支援ができる事はして欲しい！意とする

事は違いますが、現在の、コロナ禍の状況を見て欲し

い！／女／70～79歳 

○アンケート集計にどれだけの税金が使われるのです

か？手紙ではなく、ネット上での入力にして下さい。古

いです。／男／30～39歳 

○若い年代 20～30 代は、男、女の役割を昔ほど重視し

ておらず、育児、家事も平等に行うようになってきてい

る。しかし、保育、ベビーシッターなどの制度が不十分

であり、母親が家に残るという昔ながらの体制は変わ

りづらい。又、金銭面的負担もある。市の予算を見つ

め直し、前例主義の公務員組織の見直しを計り、本

当に必要な事業へ投資してもらいたい。若い人の教

育、40 代以上の上席クラスの意識改革が必要だと思

う。予算に関しては強い不満を感じている！／男／20

～29歳 

○子供を産みたいと思えるような、社会になっていけば

いいなと思います。／女／50～59歳 

○非常に良いアンケートだった。本当に内容を精査して

今後の上田市の雇用や子育て世代、介護を行う人々

にとってよりよい施策、施設が増えていって欲しいと

思うし、ただのアンケートとして終わらせて欲しくない

と思う。／女／30～39歳 

○各年代別にお願いしたら。／女／70～79歳 

○問 18 については、もっとテレビとか新聞とかでとりあ

げて、子供達にもわかりやすくやった方がいいと思い

ました。／女／50～59歳 

○ご苦労様です。たまに銀行などで入り口に案内の方

が立っています。窓口前のスタッフがいらっしゃると、

気持ちがいい。見た目には分からない不自由さをか

かえている人もいるので、助けるスタッフが当り前に

いると、ありがたいです。※女性が一歩下がる風土？

が根づき過ぎていますね。良い点でも有ります。／女

／50～59歳 

○男女平等を考え、アンケートに答えていたら、私の中

に「家事は、女性の方が向いている」「男性は稼がなく

ちゃ、経済的大黒柱であるべき」という意識があること
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に気づきました。平等でないですね。自分の得意を生

かして生きてゆく事を由と思うけど、得意をわかってい

る人がどのぐらいいるのか？それがお金になり生活

してゆけるか？他人の得意を解かろうとする人、それ

を認める人もどのぐらいいるか？一人で生きてゆくな

ら、やれる事をやり、後は、お金が解決…できるの

か？結婚したり、協（共）同生活になると、役割がでて

くる、担うことになる。その役割が、均等でないと、不

平等なのか？ちがうな…話し合う事、わかり合う事。

何をするか、何ができるか、何をしてもらうか、どうし

たいか、「声を上げる、声を聞く」そういう場が必要と

思います。人は、スタートしてから平等ではありませ

ん。この時代を精一杯生きて行きたい。／女／50～

59歳 

○一桁生れの老夫婦です。皆様に迷惑を掛けないよう

日々をおくっております。よろしくお願いします。／男

／80歳以上 

○先日のどこかの県の男性のようにＬＧＢＴを誤解して

いたり、会社での立場＝社会での地位という、年配の

男性をたくさん見てきました（サービス業で）。若い人

たちの方が、やわらかい思考で色々考えられると思う

ので、男女…の前に世代交代してほしいです。また、

職業での男女平等は看護師や保育士など、微妙な場

合もあるので、一律に平等は難しいと思います。男性

らしさ、女性向きなど議論すべき職業も多いですね。

上田市もどんどん新しい風が吹くことを願っています。

／女／50～59歳 

○女性は家事、育児も、仕事も地域の役員なども、全部

もっともっとがんばれ！という方向にならないといいな

と思います。／女／30～39歳 

○子供に対する施策が最優先されていくべき。／男／

70～79歳 

○家庭、地域、職場、学校で男女平等と相互理解のた

めの学習を充実する。／男／80歳以上 

○男女共同参画や男女の人権を尊重する考え方は一

人一人の意識を変えていくことが必要です。それには、

一番身近で参加しやすい自治会ごとに講師を招き、

その問題の講演会や話し合いの場を設けていく。 こ

れから社会に出て行く子供達に対する教育、家庭で

の家族間の接し方や学校での学習の中でその意識

を持って接していくことが大切と思います。／女／70

～79歳 

○若い人達がもっとたくさんの子供たちを産んでくれる

様に最大限に、援助をしてあげてほしいと思います。

保育園などをもっと沢山作って安心して子供をあずけ

て、働ける様に、市でも国でも努力をしてほしいです。

これ以上、一年間に産まれる赤ちゃんが少なくなった

ら、この国は年寄りばかり増えてしまい、国がつぶれ

てしまいます。赤字国債ばかり発行して、ずっと国を

維持していくつもりなのでしょうか？／女／60～69歳 

○「男女平等＝全て同じにする」ことではないことを理解

することが大切です。できないことを補いあえる社会

になればよいなと思います。子供（女）には、常々「家

事、育児はどちらがやってもいい」「女の子だから…と

言ってあきらめる必要はない」と伝えています。10 年

後位には、そんな子供世代と一緒に働くことを考える

と、親世代は柔軟な物事の考え方を持っていないとダ

メだろうなと思っています。私自身、ダイバシティにつ

いて 2年間勉強する機会があり、考え方がとても変わ

りました。年輩の方は難しいかもしれませんが、40 代

はまだ間に合います。言葉でいくら言ってもなかなか

理解されない面もあるので、教育の場も大事にして頂

きたいです。／女／40～49歳 

○読むのがものすごく大変でした。／女／50～59歳 

○上田市には上田音頭と言う歌が無いので、私が作詩

した信州上田音頭を作曲して、上田の観光大使のコ

ロンビアローズさんに歌ってもらいたいです。作曲の

先生は市におまかせします。／男／70～79歳 

○上田市は産業も観光も佐久と比較して劣ることになっ

ています。上田市を活気が出るようにするには、道路

整備をして、通行量を増加させることが必要です。特

に松代に行く峠を冬でも安全に通行できるようにして、

上田では勤務する会社がない東信出身者の人に住

んでもらうようにして人口増加をして、若者が地域づく

りに参加して活気が出るようにする。／男／60～69

歳 

○まずは夫が変わらない限り、自分から見た世界の男

女平等など考えられない。幼少期の育て方が大事、

それからです、市など事業の事は。／女／30～39歳 

○Ｔｗｉｔｔｅｒなどを活用して、今後のイベントや活動結果



102 

 

などを拡げ、より多くの人に活動を認知した方がいい

と思う。／男／18・19歳 

○自治会のことですが、自治会長と言われる人に、私

の住んでいる地区は、女性がいません。男の社会で

す。女はシャシャリ出るなという事なんです。絶対にお

かしいと思っています。上田市のことですが、思いき

って女性の副市長を登用したらいかがですか。さすれ

ば、上田市は、男女共同参画にすごく、積極的な市と、

アピール出来るはずです。／女／60～69歳 

○男女の差など、感じる事なく、これが当り前と思って生

活してきましたが、少しずつ、差別が無くなるのはうれ

しいです。／女／70～79歳 

○働いていくためには保育園が必須なので、保育士に

対しての報酬をもっと高くして良いと思う。現状では、

やめていく人が多いので、良い人材が育ちにくいと思

う。／女／40～49歳 

○今、コロナでなかなか人が集まる事がむずかしい時

代ですが、それだけになお、女性の力とシルバー世

代が、その役割が増えてくる気がします。新しい変革

の時代に、新しい世界が現れてくると思います。／男

／60～69歳 

○理想論でなく、もっと泥くさい基本から地道に教育が

必要。日本（世界的）に男性重視の世界だと思う。根

本的教育が必要。／男／70～79歳 

○家庭でも職場でもギブアンドテイクで言うテイクを欲し

た人が得をしていると思う。そしてテイクばかりの人が

増え過ぎていると思う（ギブの部分を誰が補足してい

るのかを理解していない。）。→多分、男性はギブ部

分を女性に…という事が多いのでは…。 男性、女性

でも、どんな職種でも、その人を生かして行ける社会

環境になっていく事を望みます。 共同参画したくても、

男性ならでは、女性ならではの特記した職種の就い

た人が、会社では別の人に仕事を委託できない（例え

ば、重量物を扱う仕事があれば、会社の環境から変

えないといけない事になる←女性にお願い出来る様

にするには）。 問 5‐1 と問 5‐2 の 5 ですが、「妻が」

前提なんですね。自宅介護を「無職」の扱いにする所

もおかしいと思っています。誰かに頼めないから、が

まんしている人が多いと思う。施設がない、高い、い

つ終わるかわからない毎日、負担は誰が、何処がし

ていくか。介護慰労金…ずいぶんな手当てですね…。

誰でも就きたくない仕事です。／女／40～49歳 

○正規で働いていますが、子どもがカゼをひいたり、園

（学校）の用事等で休みが多くなってしまいます。有休

もありますが、私も含め、周りを見ていると有休が足り

ず…またたくさん休むことにより会社（同りょう）にめい

わくをかけてしまい…いろんな思いをしながら、日々

働いています。多分、育児は母親となっているからで、

父親も家庭の都合で休みやすい社会になれば、上記

のような女性のなやみも減るのかなと思います。むず

かしいですが…。／女／40～49歳 

○女性が活躍するように環境を整えようとしているのは、

アンケートでもわかるが、男性がもっと協力的になら

ないといけないと思う。私の働いている会社は、仕事

をして人生の価値を高めると考えている雰囲気があ

る。間違いとは言わないし、社会をまわす為に重要な

事と思うが、男性ももっと家庭に帰れるような環境を

整えて欲しいと思う。／男／30～39歳 

○私が結婚前まで勤めていた職場には「産休、育休」の

制度はありましたが、一度も使った人はいませんでし

た。なぜなら、就職中に妊娠がわかると会社内で退

職させる雰囲気になり、「産休、育休」制度を使う前に、

皆さん女性は退職されていきます。私もその 1 人です。

妊娠がわかり嬉しい気持ちのまま会社に報告をし、

産休制度を使いたいと申し出たところ、産休の説明ど

ころかその話に触れることなく、休んでいる時の給与

補償は会社にとって利益がない事や、今まで誰も使

ったことがない…。色々と言われ精神的に変になりそ

うで妊娠している体にも悪く、居づらくなり退職しまし

た。この会社は中途採用で職安紹介で入社し 5 年。

職安での求人票に「産休育休制度」有だったのでここ

に決めたのに、いざ使おうとしても使えず、表向きに

制度のみ有る状態。役員、各部の上司は全員男性。

理解してもらえるはずないですかね。こんなことが普

通にどこにでもある社会で、男女共同参画、期待はし

たいですか…ぜひがんばって下さい！！／女／40～

49歳 

○数合わせのために女性を登用するのは反対。出世を

望む女性ばかりではないことを頭に入れておく必要あ

り。男性の年収が減っていることが問題。公務員の年
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収は 3 割程度減らして財政再建すべき。公務員の給

料は非正規労働者の年収も含めて算定すべき。公務

員サイコーでは日本の将来が危ぶまれる。／男／40

～49歳 

○女性が社会参加する為に、幼児、子供の一時預かり

所の設置（ドイツなどでは、女性が働く、集会参加等、

出掛ける場合など一時子供を預かる施設が充実して

いる。夫婦で出掛ける時など、共に行動する機会が

多く、充実している。）。／男／70～79歳 

○官公庁の内部調査感ありで、一般市民には｛ちょっと」

馴染めない。 男女共同参画に国を上げて（特に地方

は力を入れているようで）大々的にやっていて、参考

資料（4）の市町村職員（…）に占める割合が上田市は、

39 位とあまりに低い感がする。女性にももっと頑張れ

ばと、やる気を起こさせる教育等をして増やせばどう

か！市長の配慮を願いたい。 もっとイベント等で女

性の地位向上をアピールしては？／男／80歳以上 

○アンケートの取り方を紙でなく、ＰＣやスマートフォンを

使ったネットでのアンケートとした方が手軽で良い。／

男／20～29歳 

○育児で一旦、仕事から離れた人に対して、抵抗なく再

就職（復帰）できる環境があれば、その人の能力も向

上し、社会にコウケンできると思います。／女／20～

29歳 

○男性と女性の仕事に対する意識差がある限り、意味

を成さない。統計的には、出世欲の様な、男性の方が

強い事もあるだろう。女性で管理者になりたい、会社

を経営したいという願望がある人の少なさで、一般企

業では、平等と言ってもそうならない現実が変らない

限り、当該のアンケートもあまり意味を成さず、絵に描

いた餅にすぎない。 ☆このアンケート集計で、いった

い、いくらの人件費（税金）を使うのか？！マークシー

トなど効果的な手法など…考えるべき。民間の努力を

考え、余計な税金を使うな！／男／40～49歳 

○みんなが同じはむずかしいですが、個々の能力が、

生（活）かせる社会になるといいですね。／女／50～

59歳 

○市政が男女共同参画づくりを策定しても、企業（事業

主）が変らなければ、社会は変わらないと思います。

／女／40～49歳 

○上田市は長野県の中でも女性議員の割合が多いこと

を資料で知りました。日本では、近代まで主に男性中

心の教育制度や社会制度が形成され、それは何らか

の形で現代まで残っていると思います。若い世代を中

心に男女平等に対する考え方は根付いてきていると

思いますが、まだまだ世代全体、社会全体としては、

そうではないように思います。まずは、法律や条例、

政策の決定の場に女性の声をより多く反映させ、男

女平等の体制をつくっていくことだと思います。／男

／30～39歳 

○問題をどう（解決に向けて）取り組んで行くのか、マイ

ルストンを明確にして、衆知する、経過を報告すること

が重要と思います。／男／70～79歳 

○行政と地域間の交流が重要と思います。定期的な話

し合いの場を設ける事も必要と思います。／男／60

～69歳 

○モデルケース（育休、介護休）、実例の紹介をしてほし

い。 年功序列での昇進制度の廃止。／男／20～29

歳 

○女性が働き続けられるよう、育児休暇、介護休暇制

度の周知、取得しやすい環境作りに力を入れていた

だきたい。病児保育、学童保育等のハード面も充足

できるようにお願いしたい。／女／60～69歳 

○あくまでも私個人の考えですが、昔から、男尊女卑の

考えが、年長者ほど有る。年長者の価値観など変わ

る事はない。子供達に悲しい歴史として教えるのは良

いが、その考えを植えつけないでほしい。80 才を過ぎ

て役立つ老人は良いが、役立たない老人は尊厳死も、

考えてほしい。例えば、80 才を越える時、延命治療を

希望するのか、しないのか、本人が判断できる内に

意思表示をしておいた方がよい。色々な持病で、ただ

ねているだけ、胃ろう等をして年金目当てに生かされ

るだけというのは、生きている意味があるのか？介護

する側の負担増すばかり、『名優色を好む』という言

葉も大嫌い。今時こんな事を言うと笑われる。が、な

ぜか、パワハラ、セクハラが絶えない。パワハラ、セク

ハラで悩んだり、転職したり、自殺においこまれた女

性がどれほどいるだろうか？全日本人が、今、行動し

なければ、未来は明るくひらかれない。／女／50～59

歳 



104 

 

○古い内容の活動では参加しづらいです。各地域の自

治会の活動内容を見直し、女性でも出来る事で変わ

ると思います。山林手入れなど、（マダーなどの）参加

した時のケガの保障など無い活動、使用していない

農水路の掃除が男女共同参画とは？（全員が農家で

はない）男女とも共通と思う災害訓練…どの場所に避

難するのか？その場所へは車で移動ｏｋなのか？車

で避難が一時的に出来る場所か？など、活動内容も

見直し、行政が動く所が必要と思います。※避難所の

男女とも、必要な事がある。（あくまで 1 例ですが…）

※土日休みはありますが、土曜日は通院（介護なども

含む）などあり、日曜日が唯一の休みに、自治会の活

動があるのはどうか？と…市の休日が出来、その日

に活動するなど工夫も欲しいです。／女／40～49歳 

○政治、社会から女性の登用、配置等を積極的登用し

なくては変わらないと思う。特に政治家の女性比率は

先進国で日本は最下位？ではないか。いつ迄に女性

の政治家を何％するか、特に若手の女性を起用すべ

きを目標にする。今の70才以上の政治家では決断が

出来ない。政治家は自らが身を引く（小泉元首相）事

が大切と思う。日本のトップから変えていかないと、市

民の意識を自ら変える事は少し無理がある。大きな

会社では、幹部を何年まで、30 迄に上げると掲げて

いる。市の行政も一緒、市会議員も女性を増やす、70

以上の議員を減らす、若手 30 代の女性議員立候補

を応援する等したい。行政に女性を増やさないと、日

本のこれからはないと思う。国民の意識を変えるには

日本のトップの発信力が重要！！その支援を行政に

お願いする。／男／70～79歳 

○ゆうぷらざ、男女共同参画ですばらしい取り組みをし

ているのに、場所が目立たず、もったいない。ひとま

ちプラザの中にするなど、立地的、駐車場的に人目

につく場所に移動したら良いと思う。しかし、女性の悩

み相談など、人目につきたくない心理が伴うものは、

今のまま残すなど、検討してみたらどうか。／女／50

～59歳 

○高令者や介護施設を 4人部屋など、特養多くしてほし

いです。待っていてもなかなか受け入れて頂けないで

す。 全国民にマスク 10 万円など、コピーなど大変な

ことです。もっと大変な人達がいっぱいいます。 国民

年金より生活保護を受けている人達は医者料もただ

で、生活保護を受けている人達の方がお金も多いら

しいですネ。おかしいですネ。／女／80歳以上 

○男女関係なく、適材適所で家事に向いている人が家

事を、仕事に向いている人が仕事をする社会になっ

ていくといいと思います。／女／50～59歳 

○働く女性、育休を取る男性が増え、家庭は女性、仕事

をするのは男性という意識は少なくなってきた気がす

るが、会社の中の職種のイメージは、事務は女性、営

業や外に出るのは男性というイメージや意識が強す

ぎる。女はこういう仕事、男はこういう仕事という固定

概念がなくなるようなアピールだったりをしてほしい。

そういう場を作ってほしい。／女／20～29歳 

○育休、介護休暇をとりたくても勤務先の体制が整って

いないと取得できない。仕事を続けたくても、保育園

や介護施設の空きがないと仕事を辞めるしかない。

行政には、受け皿を充実させるような政策を期待しま

す。／女／30～39歳 

○産後の女性が社会で活躍したいとき、必要なのは子

供を預ける先です。その為に、幼稚園、保育園を充実

させて頂きたいです。よく、保育士さん達のお給料が

安いこと、きついこと、人手が不足していることを耳に

します。まずは『保育士さん達の地位向上、待遇向上』

こそが女性も活躍できる社会の根っこになると思って

います。このままだと、正に『やり甲斐搾取』です。『質

の良い先生』をより多く集める為に必要なのは、「保

育料無償化」なんかではないです。そのお金こそ『他

人の子供を愛情を持って預かる先生達』に回してほし

い。生活の為に、質の良い先生も離職してしまうなん

てもったいないです。いつも子供たちを大切にして下

さる先生方に心から感謝をしている、いち保護者とし

ての意見です。／女／30～39歳 

○女性が家事、育児をやるのが通常で、男性が協力し

ているというのが現状だと思う。男性の方が収入があ

るから、働いた方が生活も楽になる。女性がパート等

でプラスの収入になるという感じで生活している。そ

の中で、女性も参加してというのは家族はもちろん、

施設などが夜遅くまでやっているなどの整備が必要

になる。しかし、施設も月に何日も使用すると高額に

なってしまう。周りの整備をしないと、なかなか「私の
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意見も」と立ち上がる女性がいないように思う。／女

／40～49歳 

○男女共同参画、これについて知らなかったので、しっ

かりと説明を記載するべきだと思います。上田で、こ

のような取り組みがあることがわかり、良かったです。

／男／20～29歳 

○もっと年が上の人にした方がアンケートの意見がある

のでは…／男／18・19歳 

○さいたま市から転入したばかりなので、上田市の方針

がまだよくわかりません。しかし、私自身もさいたま市

で、人権擁護委員、地域包括支援センター連絡員、

市民活動推進委員、ＮＰＯ理事、養護教諭の職業を

通じ、常に意識してきたことです。教育活動に特に大

切であると考えています。返送が遅れ申し訳ありませ

ん。／女／60～69歳 

○20代の自分が社会で働き始めてから、今の日本は男

女問わず 30 代以下と 40 代以上で、ジェンダーや男

女の役割、女性に対する認識に大きなギャップがある

ことを痛感しています。若者は理解してきています。

上の方の意識が変わらないと制度も変わらないので

はないでしょうか？／女／20～29歳 

○市役所が積極的にトライしていくべき、それをもっと広

報などを使って活動を広め、社会への女性進出を周

知していく。／男／30～39歳 

○女性の社会進出を強く望みます。自らがすすんで企

業においては役職に、地域においてはリーダー役に。

女性の絆がしっかり結べるよう、市が率先して参画の

場を与えてくれるよう、あらゆる分野に目を向け、裾

野を広げ（参画しにくい状態）をなくし欲しい（女ざっぺ

に、恥ずかしい、出しゃばり…）。／女／80歳以上 

○「男女が共同である事」ということ自体がまず受け入

れられない世代はまだまだいると思います。善きも悪

くもの長野県民の気質があると思います。すべて全国

を同じ考え方にするのは長い時間が必要なのでは？

文化がそれぞれの地にあり、生きているのですから。

／女／60～69歳 

○育児休業を活用しているのは、大手企業と公務員だ

け、中小企業は、活用できない、余裕がありません。

公務員は、育児休業を簡単にとっていますが、休業

中の給料は、休業できない中小企業の税金で払って

いるのでは？男女平等ときいたところは良いですが、

中小企業の人達が、育児休業をとれる体制になって

から、公務員の育児休業をとるようにしてほしい。コロ

ナの影響にて日本がだめになっていくのに、男女平

均は優先する課題ですか？／男／40～49歳 

○性別に関らず、意志のある人の言葉をしっかりときく

ような場を設けてもらいたい。 女性であっても、いわ

ゆる男性の仕事を好む人もいます。その逆もあります。

「やってみたい」という気持ちを大事にしてほしい。 

男女だけでなく、ジェンダー、ＬＧＢＴの事も同時に考

えていってもらいたい。／女／40～49歳 

○年内で長く勤めた会社を定年退職します。私の職場

は、女性が概ね、単純な作業で一日中競争の様に仕

事をこなし、男性はほとんどが、管理する側で、女性

たちの生産量をチェックしていました。私は、ずーとそ

んなシステムに不満でしたが、辞める勇気も無く定年

となります。今時は、男女共に同様な教育教育を受け、

学歴を持ちながらごく一部の優秀な女性たちがキャリ

アウーマン（ちょっと古い）などと呼ばれていました。長

野の地域性か？女性が我慢しているのか？「君に能

力が無いから！！」と一言で終わりそうですが、やっ

ぱり男性優位の会社でした。定年になり、会社には捧

げた人生を取り戻すべく、時間を大切に使いたいです。

女性が充実した時間を持てる社会が来ることを希望

してます。（愚痴です。誰にも言えないので。）／女／

60～69歳 

○日本に於いては古来より近代に至る迄、男尊女卑と

いう言葉が存在したように、歴史上に於いても著名な

女性の名前は殆んど残されていません。社会通念と

して「女子供」という感覚が今も尚、根強く残っていて

女性の価値は低く見られてきました。欧米諸国と比較

しても、この点に於いて日本は、とても先進国とは言

えないと思います。上田市の参考資料を拝見しますと、

3）市町村は議会における女性議員の割合はたった

10%と、4）市町村職員に占める女性の割合は 10%以

下であり、いずれも少ないことが分かります。今後こ

の点を改革していくことが必要だと思われます。女性

が結婚後、社会に進出するためには、男性と協力し

て家事を行うことが不可欠であると思います。家庭生

活と自身の他の活動も両立させて、男性も女性も互
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いに人権を尊重し、平等に政策等の立案や決定への

共同参画が出来るよう、持てる能力を充分に発揮で

きる「男女共同参画社会」が実現できればよいと思い

ます。この場合、女性は新聞、ＴＶ、ラジオ等いろいろ

な情報から「社会の現情況」を知り。しっかり勉強する

ことが前提となるでしょう。 Ｗｈｅｒｅ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａ ｗｉｌｌ，

ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａ ｗａｙ,／女／80歳以上 

○私は学生で、毎回〝広報うえだ〟を読んで（目を通す

くらいですが）いるのですが、上田市が行っている、男

女共同参画づくりに関する事業が具体的にどんな内

容なのか、どんなことをやっているのか、分かりませ

ん。私たち学生にも、市がどんなことを目指して、何を

取り組んでいるのかをもっとわかりやすく、のせてい

ただきたいです。社会に出たり、職や家庭を持ってい

ない学生が、〝男女共同参画社会〟についての知識

や関心をより高めていくことが、男女共同参画社会の

実現に近づく一歩ではないかと思います。／女／18・

19歳 

○幼児を抱えての仕事は厳しいものがあり、自分自身

で企業をとも考えているものの、起業するための情報

がとぼしい。上田市で女性の起業を応援してくれる仕

組みがあると良い。又、企業の求人では学歴を問う場

合が多く、希望の職になかなか就けない。多くの企業

では、結婚して子供が居る家庭の女性は、パート、派

遣社員など、時間にゆうずうが効く仕事をするべきだ

という考えがあり、私自身主人に休みを取るよう希望

を伝えても主人の職場上長より、女性蔑視の発言（女

が子供をみれば良い）があった。泣く泣く 2 年勤めた

会社を辞めることになった。市ですばらしい事業をし

たところで、現場が変わらなければ、何の意味もない。

仕事ができない。なんとかしていただきたい。／女／

30～39歳 

○男女共同参画づくりはしっていますが、個人が理解し、

だれでも参加が出来る様にしなければ、活動がだめ

になってしまう現状です。役員だけの団体ではありま

せん。身近の問題ですよ。おおふろしきはやめて、も

う少しわかりやすい活動にしてください。／男／70～

79歳 

○自分が二十位から考えることは一つしか有りません。

社会（世の中）が平和で一人の人間として皆、常に平

等であってほしい。人種、宗教、その他の差別のない

世界が理想だと思います。男女平等の問題も同じ事

だと思います。但し、平等ということは、同時に義務、

役割分担も有ると思います。権利だけを主張するの

ではなく義務も果たすべきではありませんか？／男

／70～79歳 

○当自治会では、自治会役員選出の際、必ず 2 名の女

性を選出する決まりになっています。その際、役員は

それぞれ担当部所が決まりますが、女性役員は、活

動の機会の少ない部所への配置が往々にしてあるよ

うに見られる。そのことが女性役員に対する思いやり

と思いちがいする。自治会長をはじめとする男性役員

の考え方は、いかがなものか。／女／70～79歳 

○上田市がどういう取り組みをしているのか、知りませ

ん。どういう働きをしているのか、市民がわかるように

して頂きたい。／女／30～39歳 

○男女の身体能力の差や特性の差が人類学的に有る

と思うので、全てが平等にはならない。なおさら不平

等になることもある。生命の本質を考えるべきである

と思う。／男／60～69歳 

○5 月に愛知県からこちら上田市に引っ越してきました。

このようなアンケートをするのははじめてで、上田市

特有のものなのでしょうか。このような機会を与えられ

ただけでも男女共同参画に前向きな市なのかなぁと

思えました。男女平等で性に差別のない町づくりをど

うぞよろしくお願いします。／女／20～29歳 

○男女に関係なく、個人をひとり一人大切にする。互い

に理解し合う社会が大切だと思う。／女／40～49歳 
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各設問「その他」の記述内容 

 

 

○問１（４）-１「その他」の記述内容 

 年金生活者／精神障害者の作業所／年金生活者／

キリスト教布教者／作業所 

 

○問１（４）-２「その他」の記述内容 

 年金生活／自営（息子の引継ぎ、その補佐）／溶接

（自営）／代表取締役／会社経営／夫亡／農業／亡

くなりました 

 

○問１（５）-１「その他」の記述内容 

 孫夫婦と／祖母とおじさん／長男／母と妹／父親、兄

／夫婦と子（夫婦）／交際中の女性と 2 人／婚約者と

同棲／1 世代世帯（姉妹）／施設／3 世帯、子夫婦、

孫／夫婦と祖母／姉と同居／祖父と兄／娘と／祖母、

父、母、本人／母、兄／祖母と息子夫婦、孫／自分と

義兄と子／私と長男、2 人暮し／2 人で同居／両親と

息子／長女と二人暮らし／母と／親、子、孫／ 

 

○問５-１「その他」の記述内容 

 生物学的にメスとオスの役割が分かれていると思うか

ら。各々であり、おしつけるほうが、おかしいと思うの

で！／妻もそれを望んでいる／結婚、出産を境に仕

事を辞める女性が多いため、補償が少ないこともある

と思うが、現状の環境では仕方のない選択であるとも

思う／個人差はあるが、性別によって向き不向きが

あると思うから／男で生まれ女で生まれ、それぞれの

特性があり、その特性を生かすことがいいと思う／

各々の事情に応じてで良いが、④に共感している／

米国や欧州でも夫が働き妻が家庭を守っており、そ

れが自然の姿だと思う／得意分野を受け持つ／話し

合いでどちらが主になっても良いと考えます／夫婦で

共働きでも、やはり男性の方が仕事に、女性は働い

ていても、家事、育児にウエイト（比重）をおいた方が、

うまく回って行くから／子供の教育にお金がかかるの

で、場合によっては共働きする／それぞれ家庭の事

情に応じ、対処すればよい／次世代は別として、今の

世代の人達の考えがかわるとは思えないから／自身

が男性であるからであって、男女（夫婦）いずれかが

家庭中心の方が良い／子育ては夫婦最大の事業だ

と思うから／女性の生理などが弊害していると思う／

女性は（出産の可能性がある場合）、出産時、仕事が

できない。その間は、会社としては、その人が帰ってく

るのを待ってはいられないので、さいしょから女性は

家庭を守る事が仕事だという方が良いと思う／生物

学的な観点で考えると性別による役割の適性は多少、

人間にもあると思うから／男性は肉体的理由により

出産出来ないから 

 

○問５-２「その他」の記述内容 

 できる方がした方が効率がよい／家事も育児も介護も

二人協力すべきと思う／いろいろ助け合いながら、で

きる事をやった方がいいと思う。その時々によって、

男と女でいろいろせんたくした方が／仕事をする事は

能力向上面でも精神的満足面でも良いと思うから／

夫婦で働かないと子供たちを大学に行けなかった／

「男性は仕事、女性は家庭・育児、介護」女性の社会

進出の進展により前提条件が崩壊しており、合理的

な役割分担とは言えないと考えます／仕事と両立で

きるなら、その方が良いと思うから／夫も育児をする

ことが前提にあってほしいため／お互いのやりたい事

や得意な事、能力を尊重し合う関係がいいから／適

切な分担は必要、しかし、個々の家族のありかた別に

なされるべき／そもそも、人を男女という 2 つのグル

ープに分けて考えることがおかしい。やれる人がやれ

る事をやるのが良い。その結果、偶然、男性が仕事

で女性が家庭になるかもしれないし、逆かもしれない

／稼げる方が働けば良い、又、共働きも必要／生活

のため働かざるをえない場合でも男は仕事だけして

いればという考えがおかしい／個人の特性を生かす

べき／女性が仕事をする、しないは、本人が決める事

で、まわりや社会が決めるべき事ではない／国がらを

かえていく事だと思う／自分の生き方を、自分で決め

る時代だと思うから／育児と介護は別の役割だと思う

から／夫婦で働かないと生活できないから／現状は、

男性の方が収入も多く、今の社会の仕組を変えない

限り、役割を固定しざるえないところもあると思う／当
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事者だけでは選択不可の状況が多い／家事、育児、

介護は家族全員の仕事、役割だと思うから／共働き

なので、固定したらなりたたない／働きたい人は誰で

も働くべき。勤労の義務もあるし／男性が家事を行っ

ている。女性はほとんど家事をしない／1 に近いが、

自分自身で男女関係なく役割を選択できる権利があ

るから／得意な方、または、やりたい方が仕事や家

事をすれば良いと思う／その夫妻によって価値観が

違うので、他人が押し付けるのはちがう。それぞれの

夫妻で役割を決めればいい／わりと女性の方が家庭、

育児、介護が得意で向いていること多い／共働きな

どで、共通の苦労などを理解することで、不和を避け

られると思うから（主婦と会社員という立場違いが減

る）／それぞれの、その時の仕事の立場やタイミング

で、やれる方がやれば良いと思う／各時、得意な方を

やれば良い／家族は負担を分かち合うべきと思うか

ら／家庭、育児は夫、妻で協力する物で、どちらかが

負う事ではないと思う為です／その時の状況によって

対応していけばいい／各家庭のやり方でやればよい

と思う／どちらかではなく、本当にどうしたいか少しも

古い考えにとらわれず、働くなら働く、家庭、育児、介

護を担うなら担う、あるいは外部と協力して分担したり

すればよいと思う／性別に関係なく、自分のやりたい

こと、長けていることを続けるべき／家事、育児、介護

を行うのに、男女の別は不要 

 

○問６「その他」の記述内容 

 夫が家にいるようになり、家事を負担してくれるように

なった。毎日ご飯を作っている事を大変な事と思って

くれるようになった／特になし／一人住まいなので／

普段通り／特にない／コロナには関係なく仕事をして

いたので／ほとんど外出しなくなった。外のトイレを使

用しない為。運動（1人）以外は家の中。買物はＮｅｔ注

文で素材を購入。スーパーは野菜とくだものを週 1 回

～2 回に 1 回位。家庭菜園で野菜をＧｅｔ／特に変化

を感じない／夫婦共通の趣味が出来た／元々、年な

ので二人が家に居て、農業をしているので変化なし／

変わらない／外出や会合の機会が減り、心身ともに

活気がなくなった／変わっていない／あまり変わりな

い／マスクの使用のしかた／外仕事（農業）には変化

は感じない／手洗い、うがいをよくやるようになった／

仕事と休日の境があいまいであるため休まらない／

外出の機会の減少、自治会等、コミュニティ活動の減

少／変化はない／いつもと同じ、変わりなし／外出時

間を少なくしている／特になし／毎日、夫といっしょに

いるから変化は感じない／変化なし／介護福祉士と

して働いているので平常通り／あまり変化無し／気

軽に外出出来なくなった／家で過ごす時間が有意義

になった／変化はなかった／外出を控えるようになっ

た／お出かけが心配が多すぎて出かけづらいなと思

った／特にない／マスクや消毒に気を使うようになっ

た／コロナ感染に気をつけるようになった／特に変化

は感じない／特に変化なし。逆に仕事が忙しくなり大

変になった／一人暮らしなので、苦痛も何も特に思う

ことはなかった／ひとり暮しなので基本的には変わり

ませんが、外出を控えたり生活そのものが苦痛にな

った／変わらない／行動範囲が狭くなった／家に居

ることが多くなり、あせらず、丁寧な時間を過ごせる／

夫妻ともリタイアしているので、生活に変化はない／

特に変化なし／マスク着用や、出先での消毒などの

他、特に今までの生活と変わらない／外出の回数が

大幅に減った／山、写真、名所／日常の衛生意識が

上った／特に変化なし／コロナ感染症拡大による仕

事への影響は、特になかったから／変わらない／特

に変化なし／家族とすごす時間が増えた／コロナに

関係なく夫婦ともに通常の仕事だったため、よくわか

らない／外出時において人との接触を出来るだけ最

小限にしている／県内に子供達が家庭を持っている

が、前みたいに気軽に集まったりできない。友人とた

まに出掛ける事もなくなり、ストレスがたまり、ゆううつ

な気分／特に変化したことはなかった／主人も家内

での仕事なので、今迄とあまり変りない／体温を計る

ようになった／全く変わらなかった／特に変化した実

感はない／独立した子供達との交流がなかなか出来

ない事／特に変わったことはない。家や家族と過ごす

時間は苦痛ではない／学校が休校になったことが、

家庭にとって負担／自粛生活の中で、今だからこそ

出来る事柄として、近辺の老令の方々に気づかいの

手紙を書き、ポストｉｎする機会が増え、これもまた充

実した日々だと思っています／特に変化はない／近
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所、まわりの人達との交流が薄くなった／一人暮らし

のため、特に考えることもなく／外出や家族以外の人

と接することがなくストレスを感じた／気軽に祖父母

の家へ行かれなくなった／家から出づらくなった／変

わらない。コロナに関係なく、家族との時間を大事に

していた／収入の減／外出から戻った際の消毒に気

を配るようになった／かわらない／自営業のため、コ

ロナ拡大以前とさほど変化を感じていない／二人共、

老人なので、いつもと変わらない生活／気をつけては

いるが、家庭生活は特に変化なし／7 月末に結婚式

が決まっており、予定通りしましたが、コロナを気にす

る人は欠席など自由参加としました／変化していない

／我家では大きな変化は見られていません／コロナ

前と今も変化は感じていない／変化なし／外食が減

った位で特に変化なし／あまり変っていない／物を買

わなくなった／何も変わっていない／特に変わらない

／自由に出掛けられなくなり、休日の過ごし方への気

遣いが増えた／家庭生活において、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大の影響により、何らかの変化が生

じたと感じることはあまりない／特に変わりない／仕

事を家に持ち込む（テレワーク）ことによって、子ども

は家で静かにしなければいけなくなった。しわよせが

子どもにばかりいってしまってかわいそう／とくに変わ

らない／すべてがストレスになった。自分が感染源と

なったらと思うと苦しい／設問 3 の苦痛より違和感の

方が近い表現／家で楽しめることのバリエーションを

ふやしたいと思うようになった／変化無し／行動が制

限されてストレスを感じる／家と仕事以外、どこにも行

けない／それぞれが自立して生活することが大切で

あると実感／感じない 

 

○問７「その他」の記述内容 

 校内で良い映画の上映会を何度もやり、教職員と生

徒が同体験をし、話し合い、自分の考えを伝える機会

を増やす。子供から自分の考えというものを引き出す

事が大事／男性の意識を変えることが大事。内心で

は男が上だと思っている人が多い／男性と女性のも

つ可能性を勉強する／既に平等です／結果として性

別で差別されない社会の実現する為には、性別で区

別しない公正な支援を行うことが必要（公共機関、企

業）。男だから、女だからということを言い訳にしない

意識づくりが必要（個人）／男女でくくるのではなく、相

手を思いやること（活動）を促進すべき（男女でくくれ

る問題ではないと思う）／むしろ「教育」する方がよく

ないと思う／校長、管理者を増やすというのは本末転

倒。実力で選ぶべき。女性が同じ実力なのに昇進で

きない制度、法律は無くすべき／成長の差が男女に

あり、また体力等の違いから、子供だからといって何

でも平等というのが、しょせん無理がある／男性がや

って「当たり前」女性がやって「当たり前」の考えが無く

なれば良いと思う。お互いができる事を『当たり前』に

する事が大切だと思う／世代によっての考え方を統

一する（昔の方が役割固定等の考えが強いため）／3

案の教職員に限定した例そのものは、いかがなもの

か…！！（まるで、教職員が悪い、責任が有るような

もの）／そもそも平等という表現はどうか？体が違う

事を平等で片付けてはいけないと思う／男女平等を

押しつけすぎない／無理やり男性が～女性が～と強

調しない方が良い。特にメディア各種／教職員の多く

が、会社などの多数の人間組織に属した経験が少な

く、研修だけで理解が深まらないと思うので、一般企

業等で別組織に 1～3 年程経験を積むような長期研

修制度があると良いと思う／差別と区別の差を考え

られる社会性／全員に同じ対応すべき、ニュースとか

でもイジメなど多くみるし、現に自分もイジメがあった

とき、大人はなにもしないから／平等と公正、公平は

違うと思う／月経周期調節ピルなどの知識を広める

／そもそも男女が全く同じ人間ではないので、平等に

考えるのはむずかしい。体型、体調、情緒…様々なこ

とが男女では違うので／考えが偏っている人も、多様

性の人もすべての視点から見る教育をすべき。また、

海外の事例を取り上げて、自分の考えを作り、理解す

る世を目指すべき／人が嫌がる事は、やらない／「性

別によって」という考え方があることがそもそもの間違

い。男女以外の性もある 

 

○問 8「その他」の記述内容 

 働く必要があれば働けばよい／自分の好きにしたら良

いと思う／個人の考えにまかせていいのかと思う／

それぞれの自由。環境が（社会の）整わずに、出来る
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議論ではない。自由の保証が一番大事／自分の思う

ように自由にしたらいい／本人の希望でよい／本人

の意思を尊重して、決めるのがよい／男性と女性で

その時によっていろいろできるように、やるべき事を

やる／女性がやりたいようにすれば良い／夫婦間で

話し合うことが大事／個人の裁量によると思う／各々

が自由に決定できるような取りくみをすべき／“女性”

がという質問じたい差別を感じる。本人の意思がある

ならば職業をもてば良いと思う／女性の意志や男性

の意志、子育て全てを夫婦で考え抜いた結果ならど

れでも良い／夫婦で相談して決めるべきだ／本人が

望む期間、持つのが良い／職業を持ちたいなら持て

ばいいと思う／日本政府の老害が多すぎる。よけい

な事を女性に対して言う。このような事がなおらない

かぎりムリ／本人の希望により、職業の有無を決める

方が良い（本人が社会とのつながりを保ちたいのであ

れば職業を持ち続ける方がよい）／仕事を続けたいと

思えば家族と相談して続ければいいし、家族と過ごす

時間を大切にしたいとか思うのであれば仕事をやめ

ればいいし、自由だと思います／結婚や出産にかか

わらず、職業を持ち続けてもよい／時と場合による／

そもそもこの質問が愚問だ。このような質問が出る事

自体に憤りを覚える／女性だから、などと考えず、夫

婦で話し合ってより良い選択をすればよい／その

時々でとりまく状況や環境も違うので一概には言えな

い／個人の特性を大事にし、したい職業につく方が人

生楽しいし有意義／個人の選択が尊重されることが

大切である／その人それぞれの選択ができれば自由

で良いと思っている／結婚や出産にかかわらず、働く

社会体制が必要だと思います／あくまで女性本人の

選択の自由。家事、子育ては男女共に“女性の仕事”

という固定概念を取り払うべき／本人の希望や家庭

の状況によって決めればよい／社会の働く女性に対

するサポート、観念が不充分である為、子どもができ

たら職業を中断せざるを負えない事が多い、という事

実をもっと広くの人に知って欲しい。一度中断すると

子どもがいるという理由で再就職が難しい／夫や子

どもと相談して、家族で決めればよいと思う／それぞ

れの状況によるので、何とも言えない／育児に専念し

たい女性は離職し、出産後も職を続けたい女性には

特に夫の協力により、続ける方がよい。女性の気持ち

を尊重したい／その人の自由でよい。平等という考え

かたがよくわからない／女性が働かないと生活できな

いのが問題／並行して家事もこなすべき／女性、一

人、一人がそれぞれ選択するべき（家庭の事情等を

考慮して）／それぞれの家庭の事情で決めること／

個人の好きにすれば良いと思う／本人や家族にとっ

て、いちばんよい方法をそれぞれが選択できることが

大切／男女関係なく、その人個人の考えが尊重され

るとよい／その時の家庭の状況によって変わる。職

種にもよる。個別に考えるべき／その家庭の状況に

より考えれば良いと思う／個人の希望、家族構成と

状況、職場の環境によって、選択すると良い／それぞ

れの生活があり、どのような選択も可能な社会に近づ

けたらいいと思う／1 と近いのですが、一人の人間と

して、職業を持つことは、当然と考える。「結婚・出産

にかかわらず」と、限定することなく／個人の自由だと

思う。それぞれの状況に応じて考える事だと思う／一

概に言えない／人それぞれ。自分で選べばいい。女

性というより個人としてみてほしい／その人の人生な

ので、やりたい事をやった方が良い／その人、個人個

人の思いに応じて、やる、やらないを決める／職業を

持つ持たないは、人によって異なると思います。結婚

や出産後は専業主婦になりたいと思う人も居るでしょ

うし、専業主婦になりたくてもなれない、つまり共働き

するしかないという人も居ると思います。職業を持つ

こと自体は賛成です／結婚や出産にかかわらず働き

たい人は働ける世の中だといいと思います／個人個

人が選択していけばいいと思う／その人の価値観や

家計のことを考えて、それぞれでいい。家にいたくて

も働かなければ生活できないこともある／家事に専

念すること、職業を持つことを、それぞれのその時の

状況で、選べる方がよい／その時々で判断すれば良

い／本人の自由にするとよい／職業を続けるか否か

も含め、パートナーと相談、納得して決められるのが

良いと思います。女性だから、ライフイベントのタイミ

ングで「こうすべき」でなく、本人、家族が自由に選択

でき、社会がそれを応援する仕組みが必要と思いま

す／特に何も思わない。それぞれ事情があり個人の

選択を尊重する／個人の事情、仕事の種類によって



111 

 

様々だと思うので、「職業を持ち続けている」方が良い

とも悪いとも判断できない／私は、旅館をやっており

ましたので／女性が家事以外に職業を持つかどうか

は、個人が希望や事情に応じて判断することであり、

女性一般的に確一的な規範を押しつけるべきでない

／女性が家事を仕事と考えても、外で働く事をのぞん

でも、良いと思う。問題なのは、働かなくては生活でき

ないから、仕方なく外で働くという事／個人の生き方

は人それぞれだと思うので各自の判断にまかせるべ

き／その人が本当にどうしたいか？それが大切だと

思う／個人の自由にできる社会にする／それぞれの

家庭の自由であってよい。職をもつ、もたないも自由

に考えるべきだと思う／本人次第／私は農家だから、

男も女もなく働いた 

 

○問９「その他」の記述内容 

 子どもが病気等になった時に、仕事を早退したり、休

んだりしがしにくい現状があると思います／20 年前に

比べて女性も活やくし始めている／妊娠、育児中に

対する職場の理解／ベビーシッター等、高令者に比

較して育児サービスのメニュー、予算が少ないこと／

この設問でききたいことについて考えたことがない／

社会全体の考え方、理解の違い／1～10 どれもある

かと思いますが、なぜ 3 つまでなのでしょうか？13、1

～10 全てがあっても良いのでは？／出産等、生まれ

もった身体的特徴が原因で、仕事を続けることが困

難になる場合があること／子供の急な発熱等で休ま

なければならない事があるが、休みづらいというか子

供を言い訳にする訳ではないが、やはり子供がいて

の仕事で大変だと思うのはその辺り／分からない／

育児と両立できるように無理なく仕事できる仕組みが

ないこと／家事をしなくなること。男性は仕事と家事を

両立しているのに／会社間で、制度の有無、内容の

差が大きい／家事育児を何かに頼ることは悪だと思

い、思われがちなこと／平等で対等に働きたいという

女性が、どれだけ存在するか？意識差がある限り、

成立しない／家庭での育児や介護の負担が多い／

男性に比べて更年期症状がきつい／会社によって状

況が異なってしまうこと。ただしむやみに行政が口を

出すべきではないとも思う／育児の中心は母親であ

ることが望ましい。仕事を続けることは制度上、また

職業にもよるが、組織、職場の立場からは難しさがあ

ると思う。キャリア形成の面でも男性と差がつく／育

休中の賃金減少や、育休終了後の業務復帰への自

身、周囲の空気、認識の悪土が出ること／会社内で

休業した際に仕事の割り振りをする人材がいない。女

性はすぐ会社をやめるからといった感じで、2 人目を

作りたくても雰囲気的にできないこと／妊娠、出産、

育児で仕事との両立が困難になること。 乳幼児など、

まだ小さい子どもが居る場合、就職活動で不利（採用

されにくい）になることが多いと感じる／①本当に、働

き続けたいと思っている女性がどれくらいいるのかと

いう事。②働かざるを得ない子育て世代のお金の事

情。③8時から 17時まで会社にいないといけないよう

な一般の会社の働き方／すべての人が楽しく働ける

ように理解し合う方にしたほうが良い。女・男と区別せ

ず個人を見た方が良い／70 才以上でも働ける職場

がたくさんほしいです／産休、育休の制度があったと

しても、職場の雰囲気から、その制度を利用できず、

退職を選ぶことがある。あるいは、利用したとしても復

起しづらい環境がある 

 

○問 10「その他」の記述内容 

 経験が少ないため、やりたがらない／代表になりたが

らない／教育が伴わない為、意識の向上が遅々とし

て進まない／女性の意識が後ろ向きだから／女性で

積極的な人が少ない／率先して引き受けようとする

意志が欠如している／適任者が絶対的に少数であり、

女性自身がやるものではないと思っている。考え方の

違い／自分だったら女性も応えんしたい。どんどん女

性も首相とか会長とかやっているところを見たい／女

性自身がやりたいと思っていない／団体の参加者の

比率として女性が少ないからではないか？／母集団

（会社、自治会組織等）の女性の割合がもともと少な

いこと。辞退する女性が多いこと／自主的にやりたい

と思う人が少ないから／女性自身の気構えが無い／

育休、産休等により、職場等を離れる期間が生じるた

め／女性にやりたくないという人もいると思うから／そ

ういった場に出たい女性の全体数が少ないからでは

と思う／世の中（現在）に応じて考える必要があり、わ
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ずらわしい人間関係がからみ、ライフスタイルのじゃ

まになる。→自治会、ＰＴＡなどはいらない／女性自

身がその意識がないから／人には向き不向きがあり、

責任の重さをとらえ方が違うのでは？／女性が目立

つことが良くないという社会通念と女性による妬み／

女性がやりたがらない／能力の問題／昨年頃より女

性役員が多くなった様に思われる／政治、行政は分

からないが、自治会やＰＴＡ等はやりたいと思う女性

は多くないと思う／積極的に役職に就こうと思う人が、

やろうと思う人が女性は少ない。女性の意識が少な

いのでは／やりたい人が少ない／女性の参画意識も

低いから／女性の能力が正当に評価されないから／

女性自身にやる気が無いため／女性は人前に出る、

立つ、話す事を嫌がる傾向が多いため／男性は割り

切った判断、お付き合いが上手だと思う／未だに立

場が弱く意見なんて通らないとあきらめているから。

仕事をしていても、結局家事をやらないとならないた

めに時間がない／めんどうだから／面倒くさいし、偏

屈な人間もいるから／何世代も前から、代わる努力を

男性側が怠っているため／女性自身がそういう役に

なろうとしていないと思う／女性という立場を盾にして

いるから／女性自らが、このような場に出る気運にな

っていない／家事などを理由に女性自身が積極的に

参画しようとしていないから／女性自ら自主的に取り

組まない／地区又は、学校単位でやり方が違う事も

多く、なりたいと思わない／子育て等、家族の都合で

退職に至る場合、組織に残る人が男性が多くなり、結

果として管理職を担う人も男性が多くなると考えます。 

自治会では、家庭の代表として夫側が出ることが多

いのではと考えます／女性は尻ごみする場合が多い、

頼んでも断わられてしまう／自治会に関しては、そも

そも「婦人部」というのがあるのが不思議です。育成

会などでも、男性女性で分けず、一家庭一人で都合

がつく方が出席するという形で、問題ないかと思いま

す（夫婦でしっかりコミュニケーションをとり、引き継ぎ

するのが原則ですが…）／そもそも女性がやりたがら

ない／上に立ちたいと思う女性が少ない／個人の能

力の差／そのような仕事は男性の方が合っているか

ら／やらなくて良いものは無くして、本当に必要なも

のだけにして、多くの意見を聴けるようにすれば良い。

IT 技術も進んでいるのだから男女の区別より仕組み

を変えるべき／男尊女卑が強く、子供がいない家庭

を馬鹿にするから／能力と財力が必要。資質が必要

／意識の問題／女性の立候補者が少ないから 

 

○問 12「その他」の記述内容 

 すべては教育されていない、古い社会構造のたまもの

／育児、介護の必要がなかったから／長期仕事休む

と戻りにくいから（仕事内容の変化、周りの環境）／近

所の親せき等、周囲の評判を気にするから／子供、

赤子、育児への苦手意識。上司が良い顔をしないか

ら／自分に変わる人間がいない／社会全体的に女

性が育休をとり、男性は育休をとらないものという雰

囲気があるから／男性自身が育児、介護について学

ぶ機会、姿勢が少ないから／休業しても不利になら

ないシステムが出来ていない／大きなプロジェクトを

かかえている等、途中で抜け出せずタイミングを逃し

てしまっている／育児や介護は女性がすると考えて

いる男性がいるから／会社に制度がなかった／替わ

れる人がいない（仕事）／自民党が悪い／幼児のお

世話は父親でも大丈夫だと思うが、乳児の世話は母

親の方が向いていると思う／前例の少なさもあり、取

得しにくいから／どうしたって気まずい空気になる／

給与が減ってしまうから／楽したいと思っているから

／固定概念がそうであるから／休業あけに社内の環

境が変っていると居づらくなる／男性が育児休業をと

る事がまだ定着していない。会社に男性の育児休業

があることを周知されていない／家事ができないので、

休業をとっても役に立たず、じゃまなだけだから／日

本の働き方が、昔からまだ代わりきれていない／前

例がないので取得しづらい／育児休業→子供がいな

い。介護休業→介護必要になった事がまだない／利

用出来るような、社会全体の制度になっていない／

前例のないことをするには勇気がいるから／まだ必

要がないから／妻と夫の間での理解度の差？／会

社のしくみ、人材が不十分だから／家庭において経

済的に優位なのが、どちらかに存在する／母乳が出

ないから／職場の雰囲気もある／慣習と先例が社内

にないから／男性のつまらないプライドが有るから／

企業の制度や人員が不足している／業務に支障が
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出るポジションに立っていると取得が困難なケースも

あるかもしれません。 収入減の可能性（取得中の期

間、月収がげんがくする可能性）／利用するのがあた

りまえ、という認識が全体に不足している／育休休業

を取るのは理想ですが、実際、会社側からすれば休

まれると困るし、余裕がない／そんな余裕のある会社、

人多いの？進まないのは、いろいろな意味で矛盾を

感じます／社会の風潮で取得しづらい雰囲気だから

／復帰時に特に開発系の仕事は特にそう感じるが、

周りから置いていかれる（浦島太郎）的なことを考える

／制度が普及していないから、回答はむずかしい／

育児、介護は女性の仕事で、男性は外でお金をかせ

ぐという固定概念が昔からあるから／男性自身が必

要性を感じていない人が多いと思う／ただ単に、家事、

育児をしたくないから／私が働いていた時は、制度が

なかった／収入が減るから／社会通念上、男性が育

児、介護のために仕事を離れることに対する抵抗感

／そういう風潮や前例が少ないから 

 

○問 13「その他」の記述内容 

 夫婦共に教員ですが、人手不足を解消すること／会

社内の人材を増やし、育休など取りやすい状況を作

る／経営者の考えを変えないと／教育を通じて、それ

が当たり前、という社会を目指さないと不可能／社会

でコミュニケーションできる場を増やして相談できる話

し合いの場や、男女で思っている事をきょうゆうする

場を作る／ＡＩ技術の活用等により、生産性の高い働

き方に移行すること（勤務時間の削減につながる）。

男は仕事、女は家庭という古い固定観念から脱却す

る為に、具体的な新しいライフスタイル（道徳観念）を

提示すること／核家族化に問題があり、人間関係（近

所づきあい）が希薄になった／夫婦（当事者）間の理

解／男と女が同じ位の収入となってないと！同じに参

加出来ない／年配者が手助けする／海外の様に時

間には帰れる様に、職場の長は考える。上司が帰ら

ないので、自分も帰りづらい環境はやめる／若者の

教育により、時代の流れも必要／本人の覚悟、自己

犠牲／男性と同様に女性も仕事と家事を両立するこ

と／生き方に「ゆとり」が必要と思う／独身の方に地

域活動に参加してほしい。人手不足／男性及び父親

に対する支援活動を増やしていくこと。母親のための

支援の方が世の中では多く感じます。又、上田市主

催のイベントのお知らせ（広報うえだ）を見ていても、

「お母さん」又は「ママ」の言葉が気になります。「保護

者」で良いのではないでしょうか／すべての人が考え

方を変えること。個人を理解できる社会になり仕組み

が後押ししてくれること／社会全体的に賃金増加 

 

○問 19「その他」の記述内容 

 お互いを尊重すること／よくわからない／ＬＧＢＴなど

に偏見を持たないこと／性別で能力を判別しない／

分からない／わかりません／相手（お互い）の事を理

解し合う考えを持つ／男性、女性ともに等しい量の仕

事と家事をこなすこと／過剰なアピールをせず、能力、

成果、人権的に対等であることを示す（周囲の理解、

リテラシーの向上が必要だが）／地域活動や社会活

動は、山林手入れや川そうじなど、力（ちから）仕事が

多い地域活動が多いので、別の物（企画＝災害対策

で、ひなん訓練など）にかえる／自然と変化して行っ

てると思う／小、中、高校の学校で男女平等について

考える／今そうなってないの？／家庭内活動や仕事、

政治もやりたい人が参加しやすい社会制度があると

よいと思う（現状、そういったものがあるので、あれば

もっと周知してもらいたい）／行政と教育機関が連携

し、参画機会を拡大する／全員が心も経済も自立し

ていなければ、何かにとらわれてしまう／他者を否定

しない、色々な考えがあると受け止める／「性別によ

る」という意識をなくし、「個人」として社会全体を見て

いくこと／アンケートをとる前に、政治とかで動く必要

がある 

 

○問 20「その他」の記述内容 

 周知徹底、啓発でけではなく専門的な知識と実践力を

もった方が上に立って行動を仕掛けていかないと変

わらない／関係ないかと思いますが、パートですが、

現職場の時給が安すぎる。不満の職員が多いが、他

の職場に移るのに年令もあり、など、楽しく働きたい

／社会的地位や性別に捉われない市民や消費者等、

多様な主体からＳＮＳ等を活用して意見を聴くシステ

ムの構築／どれも啓発していただければありがたい
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です／金銭補助／分からない／男女問わずお互いを

認めあい、協力する／男性も、もっと女性が働けるよ

う協力すべきだと思う／能力順にランク付けすればい

いだけ／地域の名の知れた人を優先的に選ぶ風習

を正すべき／行政が生活のバックアップをする／

年々、気候や人の変動があるので、災害対応を考え

てくれる事！避難所の女性扱いや準備とテントなどの

個人空間の確保／この質問が男女を対等にとらえて

いないように思う。男女が平等になると、素敵な日本

になるのかな？／一言で言うと、「働き方改革」。保育

園の入園には、ゆうせん順位がある。「正社員、8ｈ労

働、昼間みてくれる人がいない」など。そういった順位

などを廃止してほしい。フレックスや 1つの案件に対し

ての対価を払う、請負うなどを正社員、パート、フリー

ランスなどのしきりを、なくすべきだと思う／民間にプ

ロジェクトを任せてやってもらう取り組みをしてみる。

色々な人がいるから色々な選択枠が必要／下宿に

居たため、期限内に返信出来ませんでした。すみま

せん／1～14 まで全てが女性差別の言葉になってい

る 


