
性別 年齢
問５　男性が女性とともに家事、育児、介護、地域活動に積極的に参加していくため
　　　には、どのようなことが必要だと思いますか（自由記載意見）

男性 30代 相手を思いやる気持ちが大切だと思う。

女性 30代 お互いを思いやる気持ちの教育を行う。

女性 60代 男・女仕事の内容（重労働・軽労働によっての判断によって違う）。

女性 60代 学校教育で男女平等をもっと教育する。

女性 20代 企業の制度充実や労働者の考えを改めるのではなく法を整備する。

男性 70代 現在の核家族化家庭でなく、親子で２代～３代の家族の方が子供も多く育てられる。

女性 40代 個が自分勝手になっているだけ。

女性 50代 子どものころから協力し合うことをしつけや育て方をすること。

女性
80歳
以上

主人がきちんとしないのでさせません。

女性 60代 主人が亡くなっている。

女性 20代
政府が企業に対して働きかけること（現時点で有給休暇もとれない、サービス残業も多い
会社が多いなかで、地域活動とか参加が出来ない。）

女性 40代 そもそも「男女」ではなく、「誰でも」だと思います。

女性 60代 それぞれの家庭によって変わってくる。社会的な応援は必要。

女性 50代 頼る人がいない人に優しい社会を望む。

女性 70代 男女関係なく協力する事が共働きの第一条件です。長年共働きをして来た者として…。

男性 70代 男女という観点で片づけようという認識を改めること。

女性 60代 男女の能力相応の役割分担を認識した上での配分分担を考えること。

男性 30代 男性、女性ともに給与アップ。

女性 60代
男性だけで充分生活が出来る給料体系を構築してから論議すべき。両方働かないと生活が
出来ない社会なので色々問題がおこる。

女性 40代 男性の意識向上.、おもいやり。

女性 70代
男性の日常的な身辺自立。男性も、食事をつくる、そうじをする、せんたく・買物をす
る、育児・介護をする等の日常生活の維持が当たり前にできること。

女性 50代
地域活動に積極的に参加していく⇒この様な地域は少なくなって行っている。参加せざえ
るをえない地域である。１人でたくさんしている。

女性 40代 町内居住者同士の会釈をしよう。



性別 年齢
問５　男性が女性とともに家事、育児、介護、地域活動に積極的に参加していくため
　　　には、どのようなことが必要だと思いますか（自由記載意見）

女性 60代 適切な仕事量を確保する為の人員の確保。

女性 40代 できる人ができる事を分担してすればいい。

男性 30代
特定の条件を満たした家族にボーナス支給。育児、家事、地域に貢献など。男性に育児休
暇を認定させる。

女性
80歳
以上

何をどの程度理解すべきか分からない。

女性 60代
日本は医療費等、老後のサポートに金を使いすぎて、働く世代の首が回っていないことを
改めるべき。

女性 30代 勉強が忙しく手伝う時間がない。言葉使い。

男性 50代 昔の考えをもっているお年寄りが多い。周りの目がイタイ。

男性 70代 無理だと思うが年寄りの意識改革が必要と思う。

男性 40代 老人、要介護者への配慮。

男性 60代
労働時間、休暇が増えたとしても、日給月給だと逆に苦しくなり、生活の質が落ちて悪
じゅんかんになる事もあると思います。



性別 年齢
問８　あなた自身に介護が必要となった場合、主に誰に介護してもらいたいと思い
　　　ますか（自由記載意見）

男性 50代 安楽死

女性 60代 今、実父母を看ているので自分のことは考えられない。

男性 30代 今は分からない。

男性 40代 医療関係

女性 40代 介護が必要となるまでに死にたい。

女性 40代 介護されるくらいなら死ぬ。

男性
80歳
以上

考えていない。

男性 60代 自分

女性 60代 そうなる前に安楽死を望む。

女性 40代 誰にもしてもらいたくない。

女性 70代 だれにも世話になりたくない。

男性 30代 迷惑の無いよう安楽死。

男性 50代 よく分からない。

女性 60代 嫁

女性 40代 わからない。

女性 70代 わからない。



性別 年齢
問１４　人々が安心して子どもを産み育てられる環境を整えるには、どんなことが必要
　　　　だと思いますか。（自由記載意見）

女性 40代 3世代で住むことができる環境整備。

女性 40代 明るい未来！！

女性 30代 安全な外遊び場がほしい。

男性 50代 安定。安心できる給与が必要。

男性 60代 安定した収入

女性 40代 安定した職業＝安定した収入。

女性 40代 医療費の無料化（中学生まで）

女性 70代 医療費を小学生まで無料化。

女性 20代 お互いの理解・協力。

男性 70代 親子で２代又は３代の家庭生又はそれができる環境が必要。

女性 70代 親になる事の重要性の啓もう活動。

女性 20代
会社や、社会に対する子育ての理解があってほしい。仕事を探していても、子供が居る事
だけで断られるので。

女性 50代 学費が大きな負担となるのでその補助。

男性 40代 義務教育中学生までは医療費がいらないように！

男性 30代 給与アップ

女性 50代 経済的問題もあるが、２世代３世代の同居の実現。

男性 30代 結婚・出産したら月に１０万円支給。

男性 60代 高収入→共稼ぎしなくても…。

女性 60代
子育ての先輩である父母や義父母の知識を吸収し、また吸収できる人間関係、家族関係を
作る努力をすれば、父母からの協力も得られる。２世代、３世代の同居が望ましい。

男性 40代 子供が幼い間、父又は母が家庭にいられる環境。

女性 60代 子供のいる家族を全ての面で優遇する。税面でも。

女性 40代
産後。育休をとってももどってこれる職場環境。会社の理解、子供はよくカゼを引くも
の。保育園からのＴＥＬでいやみを言わない！

女性    社会通念を改めること（企業努力）。



性別 年齢
問１４　人々が安心して子どもを産み育てられる環境を整えるには、どんなことが必要
　　　　だと思いますか。（自由記載意見）

男性 60代 職場の理解

男性 60代 職場の理解。

男性 50代 職場や社会の意識改革

女性 50代 女性が育児する為の社会、仕事の軽減。

女性 60代 所得の増加、無駄な税金が多すぎる。

女性 40代 全て必要ない。

女性 40代 税金の補助。

女性
80歳
以上

前提条件が分からない。安心とは？？より安全になら分かる。

男性 30代 創造力を育む環境。特に自然の中で。

男性
80歳
以上

外で遊ぶ事。

男性 40代 祖父母との同居ができる人はする。

女性 60代
短時間勤務やこどものために休みを取ることは必要で仕方ないと思う。しかし、そのため
にその人に代わり仕事を受けもつ方にも何か得になる制度があれば、仕事をお願いして休
んだりする方にも、お願いされる方にも快く仕事ができるようになると思います。

女性 30代 地域毎で現役引退したお年よりを活用（地域で守る）。

男性 50代 地域の安全を住民で管理していく取組み。子ども110番の充実など。

女性    
小さいうちは母親が働かなくても経済的に育てていけるよう父親の収入が安定していれば
いいと思う。（補助を含めて）

男性 50代
小さな子より高校大学のほうがお金がかかるので子供手あてでは上のほうで補助がほし
い。

女性 50代
近くにおじいちゃんおばあちゃんいない方は地域の退職後の時間のある方にちょっと子供
をあずけられると助かる。

女性 30代 長期休暇中の保育の充実。

男性 30代 同居親族への保護？の給付（祖父・祖母への給付）。

女性 70代
乳幼児以上の医療費補助を考えて欲しい。母子家庭だと収入が少しでも上がると補助がな
くなってしまう。

女性 60代 母親が働かなくてもよいくらいの父親の収入。

女性 50代 病気の時の支援・サポート。（保育ではない）



性別 年齢
問１４　人々が安心して子どもを産み育てられる環境を整えるには、どんなことが必要
　　　　だと思いますか。（自由記載意見）

女性 40代 不妊、不育症の助成金の充実。

女性 50代 保健師さん等に気軽に相談、来訪してほしい。

女性 60代
まだまだ働ける、年金生活されている方たちの労働力を地域にある公民館等を利用して、
保育時間も工夫して、生きがいにもつながると思う。

女性 40代 未成年のうちの医療費を国から出してほしい。

男性 60代 両親の近く又は同居。

女性
80歳
以上

若い人達の経済の安定。※主人だけの収入でも生活出来る様になれば。

女性 70代 わからない。



性別 年齢
問１５　医療機関において、特に乳がんや子宮がんなどの検診は、どのようなことが
　　　　あれば、女性が受診しやすくなると思いますか。 （自由記載欄）

女性 50代
１年に１度誰でも誕生日があるように、１年に１度（最低）必ず検診を受けることを義務
づける。

男性 30代 20代、30代から無料クーポンの配布。

女性 40代 ＰＥＴの費用軽減。

女性 60代 痛みのない検査方法。

女性 30代 痛みや苦痛のない検査。

女性 60代
いつでも、女性なら誰でもどの病院で書類を持参しなくても受診できるようにする。安い
料金で。

女性 60代
一方通行の周知方法が多すぎる。もっと地域に反映して、隅々にまで周知する必要があ
る。

女性 60代

会社の健康診断にオプションでつけられる様にもっと充実させて欲しい。（会社ごとで検
診の内容が異なるので、３年に１回でも同じ様になるように、欠けているところをおぎな
うようなシステムになってくれると助かる。）乳がんではないけど、他にも、例えば血液
検査など。市で働いていたらしてもらえたけど、一般企業はしてくれないので。）

女性 40代 各受診科の優れている機関の紹介。

男性 30代 学校の保健体育の授業で検診を受ける必要性をしっかりと教育する。

女性 70代 がん対策の重要性の啓発発動。

男性 30代
ガンは本当に悪い病気なのでしょうか？突然死より準備ができて良いと思う。治療した場
合、しない場合の長所・短所を中立の立場での見解が少ないのでは？偏りが大きいと思
う。

女性 30代 義務化にする（もちろん行きやすい環境にした上で）。

女性 20代 義務付け（日付指定）

男性 30代 教育

女性 30代 強制的にやればいい。

男性 70代 近所に病院があること。短時間で終了すること。

男性 30代 勤務先の職場で任意の定期健康診断を行ってもらう。

女性 50代
検査技師の技術向上、思いやりなどで、痛みを感じないこと。相手は生身の人間なので、
よく理解してほしい。

女性 70代
検診施設に託児がある。又は家族で行ける場所、公園や商業施設の中（近く）に検診施設
があり、夫が子どもをみている間に検診が受けられるとか。

女性 60代 検診時も病休扱いにする。



性別 年齢
問１５　医療機関において、特に乳がんや子宮がんなどの検診は、どのようなことが
　　　　あれば、女性が受診しやすくなると思いますか。 （自由記載欄）

男性 60代 検診中に子供があずけられるところがあること。

男性 30代 検診できる体制を職場がきちんとすること。チェック機能フォロー体制等。

女性 40代 検診を受ける人は受けるが、受けていない人はずっと受けていない。後者の人達への啓蒙

男性
80歳
以上

個人の自覚。

男性 60代
子育ての中で生活におわれる毎日を送っていると、気がついたら検診することを忘れ
た！！となることも。ハガキなどで知らしてくれれば行かなきゃと、予定の中に入れこむ
ことをするかもしれないです。

女性 40代 採血のみなど検査の簡易化、内診はハードルが高いので。

女性 70代 最新の検診機器に常に更新すること。

女性 70代 職場が積極的に検診を受診させる機会を設ける。

男性 30代 診察までに長時間待たなくてはならないのは、つらい。

女性 40代 そもそも、子宮がん検診ははずかしくて受けたくない。

男性 20代 通販キットの充実。

女性 70代 定期検診の中に必ず組み込む。

女性 40代 日時、場所を指定し、強制的に行ってもらう。

女性 30代 必要性を啓発すること（パンフレット等は見ないだろう）。

男性 70代 病気になった方の体験を具体的に広報することも必要ではないでしょうか。

女性 60代
不幸にして発病した場合、それ以前に受けた公的検診の受検率によって保険治療費の自己
負担率に差をつける。

男性 40代 法的義務化

女性 60代 他の市町村のように個人宛に受診表が届くと忘れず良い。

男性 50代 本人の意識改革。

女性 30代
本人の意識の問題なので、死にたくなければ検診しないさい！！などと表現しても良いと
思う。

男性 60代 本人の自覚。

女性 30代 毎年無料でうけられるようにしてほしい。



性別 年齢
問１５　医療機関において、特に乳がんや子宮がんなどの検診は、どのようなことが
　　　　あれば、女性が受診しやすくなると思いますか。 （自由記載欄）

男性 40代 町で検診日を何日間か指定してくれるとよい。

女性 40代
マンモは痛くて検診したくない。それに当てにならないし。もっと確実な検診を開発して
ほしい。

女性 50代 予約でなくても見てくれる。

女性 60代 予約なしの受診が可能なこと。



性別 年齢
問１９　あなたが受けた（問18での暴力を）行為について誰かに打ち明けたり、
　　　　相談したりしましたか。（自由記載欄）

女性 70代 一時的なことだったから。

女性 60代 岡山人は口が悪い。

女性 60代 夫と話し合った。

女性 60代 がまんした。

男性 60代 がまんできるから。

男性 70代 口をきかないようにした。

女性
80歳
以上

したくなかった。

女性 40代 しても解決しないと思った。

不明 不明 しても無駄。

女性 60代 自分が可哀想になるから。

男性 60代 自分で解決する。

男性 60代 宗教の先生

男性 30代 親族にでも相談出来ない。良好な関係がそうでなくなるのも嫌だったので。

女性 40代 相談したところで、どうにもならない。

女性 70代 相談する所がわからない。

女性 60代 崇教で勉強。

女性 40代 他人に言う事ではない。

女性 70代 他人に知られたくない。

女性 60代 誰にも言えない。

男性 60代 妻の方に非があったと思うから。

女性 40代 時がたてば忘れるから・・・！！

女性 50代 とくに、問題なく子育も私と子供自身の考えできました。

女性 50代 なかったから。



性別 年齢
問１９　あなたが受けた（問18での暴力を）行為について誰かに打ち明けたり、
　　　　相談したりしましたか。（自由記載欄）

女性
80歳
以上

はずかしいから。

男性 70代 必要がなかった。

女性 30代 必要なし。

女性 70代 夫婦けんかだから。

女性 60代 全く当てはまらない。

女性 30代 私もどなった。



性別 年齢 問１９（問１８での暴力を）相談しなかった理由

女性 40代 ２人だけの問題であり、話し合い、努力する。

女性 40代 あきらめた。いつか変わってくれるかなと思っていたから。

女性 60代 あまりたいした事はないと思うから。

男性 50代 言いにくい。

女性 40代 言えないから。

女性 70代 云えなかった。

女性 60代 言っても仕方ない。

女性 20代 いつもではなく、ケンカの時で話し合いが出来ればないので。

女性 50代 解決出来ないと思ったから。

女性 20代 回数が少なかったため。

男性 30代 家庭内で収められた。

男性 60代 家庭内で話し合う。

女性
80歳
以上

がまんできる範囲だった。

男性 50代 がまんをしていた。

男性 40代 気にしない。

女性 40代 兄弟ケンカ、夫婦ケンカ、ケンカがあるのはあたりまえ。

女性 60代
ぐちるだけ解決はない。相談した子が助け舟を出したら倍返しになる。見えない世界から
の送り物として見ないと理解不可能。時間は掛かるけどテレビや新聞のようにならない為
に必要です。

男性 40代 苦痛に思うほどではない。

男性 70代 原因がない。

女性 40代 原因が分かっている。

男性 70代 個人の問題だから。

男性
80歳
以上

事が大きくなる。



性別 年齢 問１９（問１８での暴力を）相談しなかった理由

女性 50代 こわい。

女性 50代
こんな表現をすることもあるんだ。私は自分の身は自分で守ろうと決心し同じ状況になら
ないよう努力した。

女性 30代 さっさと離婚したから。

男性 70代 自身が考え決めることが良いと思う。

女性 30代 してもしょうがない。

女性 60代 しても表面上だけのなぐさめとか同情のような気がして。

女性 40代 自分が悪いから一部。

男性 40代 自分でおさめるしかない。

女性 60代 自分で解決。

男性 70代 自分で解決。

女性 70代 自分で解決したかった。

男性 40代 自分で考え行動した。

男性 20代 自分で心の中で納めた。同じ経験した人とグチを言ってたかな！

女性
80歳
以上

自分の思いどをりにならない。

女性 60代 自分の気にしすぎと思って相談できなかった。

    自分も言い返す。

女性 30代 上記のａ～ｅのなし。

女性 40代 少々のことは、よくあること。

男性 70代 真剣に相談できる人、場所がない。秘密を守ってくれる人がいるとは思えなかった。

男性 50代 心配かけたくなかった。

女性 20代
親身になってくれる人はいないと思ったので、現に離婚調停の際、調停員に私に非がある
と言われた。

女性 60代 信頼できる相談相手がいなかった。

女性
80歳
以上

する必要を感じなかったのでよくわからない。



性別 年齢 問１９（問１８での暴力を）相談しなかった理由

女性 70代 戦中教育を受けた私には誰にも話す事は出来なかった。

男性 60代 相談したからってどうなるものではないと思った。

男性 50代 相談しても…。

男性 60代 相談することが全くない。

女性 30代 相談する所がわからないから。

女性 70代 相談するほどでない。

女性
80歳
以上

相談する程でなかったから。会話で解決できる範囲。

男性 30代
相談するほどではないと思ったから。病院に行くほどのケガ等ではないから。二人の問題
だと思った。

女性
80歳
以上

相談する程ではないとの認識。

男性 60代 相談する程悩まなかった。

男性 30代 相談する程の事でもなかった。

女性 30代 相談できる性格ではない。

女性 50代 相談場所が分からない。

男性 60代 そこまで深刻ではなかったから。

女性
80歳
以上

その環境になかった。

男性 40代 その必要ない。

女性 50代 それほどではなかった為。

男性 60代 それほどひどくない。

女性 30代 他人に言えない。

女性 50代 他人に相談しても解決はしない。

女性 30代 他人に相談することでない。

男性 40代 他人はわからない。

女性 20代 他の人に相談したくない。



性別 年齢 問１９（問１８での暴力を）相談しなかった理由

女性 30代
誰に相談して良いか分からなかった。最近はパンフレットも多く分かりやすいが以前は分
からなかった。

女性 60代 だれもわかってくれなかった。

女性 30代 できない。

男性 50代 できないと思う。

男性 60代 当事者間の問題なので。

女性 70代 時が解決すると思ったから。

女性 40代 特に気にならない。

女性 20代 特に自分の中で問題と思わなかった。

女性 70代 どこに相談すればいいかわからない。

男性 50代 ないから。

女性 60代 ないので。

女性 60代 なかった（昔は）とりあってくれない。

女性 70代 なかったから。

男性 30代 何も事もなく５０年すごしました。

男性 20代 何も問題ない為。

男性 30代 何とも思わなかったから。

女性 50代 恥だと思ったことと、自分が働いていて収入もあった。

女性
80歳
以上

はずかしい。

女性 70代 はずかしい。

男性 60代 恥ずかしいから。

女性 70代 話す必要がない。

女性 70代 必要とする程の事でなかった（事の成り行き）。

男性 60代 必要なし。



性別 年齢 問１９（問１８での暴力を）相談しなかった理由

女性 60代 必要なし。

女性 60代 人が間に入るとよけいに火に油をそそぐようになる。

女性 60代 人には言えない。

女性 40代 一人で生活できる金がないから。

女性 60代 病院→母、病院→警察署

女性 20代 夫婦間で解決。

男性 30代 不必要

男性 30代 べつに嫌じゃなかった。

男性 70代 変化がないと感じた。

女性 60代 暴力を受けなかったから。

女性
80歳
以上

本人との話し合い。

女性 60代 身近にそんな人がいない。

男性 40代 むだだから。

男性 70代 迷りに知らない人ばかりで出来なかった。

男性 70代 ゆるせるはんい。

男性 60代 理由がない。

女性 50代 わからなかった。

女性 50代 私が悪かったから。

女性 20代
私の場合、感覚がまひしていたのか一過性のものだと思いたかったのか誰にも相談できず
にいました。DVを受ける自分が悪いと思っていた所もあります。



性別 年齢
問２１　ＤＶ・デートＤＶなどの暴力を防止するためには、どのようなことが効果的
　　　　または必要だと思いますか。（自由記載欄）

女性 40代 ＤＶ（加害者）の罪を重たくする。ＤＶは何をしてもくりかえす。

男性 30代 ＤＶ加害者、被害者ともにカウンセリング治療を受けられるような機会がある。

男性 70代 ＤＶ加害者には行動管理ができる様にしたい。

女性 70代 ＤＶ者及び子どもたちへ人間の心の倫理の指導の必要性がある。

女性 40代
ＤＶするのは元々、その人自身が持っているものが形になって相手にぶつけるものだと思
うので、そうカンタンに自分をかえられるものではないと思う。

男性 70代
ＤＶととらえる基準が人により違いがあり大変難しい問題だと思う。（よほどでないとこ
れくらいで相談に行ってよいか迷いそうな気がする）。相談することにより加害者被害者
が離れるのではなく加害者が反省し、よい結果になる事は多いのでしょうか？

女性 50代 ＤＶとはどの様なものか＝犯罪であるかの教育を行う。

女性 60代 ＤＶは、親が自分の考を直さないから、子供か親になった時、同じ事をする。

男性 60代
DVはなかなか治らないと聞きます！そして、把握もむづかしい！！交通違反金のように
罰金制の導入！しかし、プライバシーもあると思うので裁判制を取り入れ、公の場で本人
に誓約をさせるくらいの罰はあっていいと思います！！

女性 60代 刑罰を与えなければ、ならない。

男性 60代 相手をよく見たり、話を聞く環境を作る。

女性 60代
お互い好きな相手と一緒に居る筈なのに、何故暴力に発展してしまうのか…。何故、自分
は相手と一緒に居るのか、当人がよく考える必要があるのでは？

女性 40代 夫々の責任において解決する。

男性 30代 大人が加害者とならないような教育を行う。

女性 40代 親の教育徹底。

女性    親の教育の仕方。

男性 40代 加害者側の刑を重くする。

男性 60代 加害者に避難先を知られるないような行政職員の適切な対応。

男性 30代 加害者に法的・社会的制裁を加える。

女性 50代 加害者のカウンセラーも大事なのではないでしょうか。

男性 50代 加害者の氏名、写真の公開。

男性 30代 加害者の罰則を強化すべき。



性別 年齢
問２１　ＤＶ・デートＤＶなどの暴力を防止するためには、どのようなことが効果的
　　　　または必要だと思いますか。（自由記載欄）

女性 50代
加害者への心のケア「何故人を支配したいのか」「どうすれば、ＤＶをせずにいられる
か」自分と向き合う機会が必要。

男性 70代 加害者への罰則

女性 60代 加害者への罰則をきびしくする。

男性 40代 加害者も相談できる相談窓口をつくる。

女性 30代 加害の厳罰化。

男性 70代 加害の再発防止を社会的に徹底させること。

男性 60代 賢くなる。見る目を養う。

女性 70代 家庭教育の繰り返し（世代を超えて）。

女性 70代 家庭での教育、しつけ。

男性 60代 家庭内の話し合い伴。

女性 20代
くそみたいな人間同士が付き合った結果起こるものであるので、広報したところで無駄だ
と思う。

女性
80歳
以上

経験ないので分からない。

女性 20代 警察、その他福祉事務所等が介入しやすくする。

女性 30代 警察署所に行くのが１番の様に思う。

女性
80歳
以上

刑罰をきびしくする。

男性 30代 刑務所に入れたら、二度と出さないこと。

男性 60代 刑を厳しくする。

男性 70代 ゲーム機に遠因？簡単に人を傷つける。

男性 50代 個人的にカウンセリングを受けさせるシステム作り。

男性 50代 子育てに問題有の為、親の教育が必要。

男性 70代
言葉の暴力も身体暴力も家庭内でも一種の犯罪であるという認識を広め、賠償責任まで認
めてほしい。

女性 30代 子どものころからの教育・しつけ。

女性 60代 子供は家庭がお手本。暴力はいけない事と親子で話し合う事が必要。



性別 年齢
問２１　ＤＶ・デートＤＶなどの暴力を防止するためには、どのようなことが効果的
　　　　または必要だと思いますか。（自由記載欄）

男性 40代 自己の行動などみずから律するを常識とする。

女性 20代
市などの職員に無知な人が多い。そういう制度を知ってほしいのなら公共の仕事に携る者
の知識の向上をしてほしい。

男性 30代
自分が加害者か被害者などを自覚する為、スマートフォンなどに無料アプリなどを配信
し、アンケート形式で答え、ＤＶの可能性を％で表して、まず、自分自身の立場を自覚す
ることが大切と思う。

女性 60代 自分で考え方を捜す。

男性 50代 上記のようなきれいごとより相手と離してわからないようにすること。

男性
80歳
以上

状況によって被害者をすぐに保護したり、被害に対応出来る地域社会や機関の体制が必要
だと思う。

男性 60代 ストレスの少ない社会をつくる。学校などで人間の尊厳を重んじる教育を行う。

女性 70代 相談から対応までを早急にすること。

女性 30代
相談出来ない人が多いと思う。回りが気付いてあげることが必要。ＤＶひがい者の身がら
の安全をやくそくしてあげられる様なしせつがほしい。

女性 40代
育ち方によっても、ＤＶ加害者、被害者になる原因となるため、親にも子どもを産む前の
研修等で理解してもらう。

女性 40代
その相手を選んだのは自分。他人のせいにしすぎ。もっと根本的な所に目を向けなければ
なくならない。

女性 50代 その人のおいたちに問題があると思う。なおらない。くせと思うしかない。

女性 60代
地域・PTAで研修会をしても参加するのは役員のみ。振込詐欺とか過払金の様にラジオ・
テレビ等でしつこく啓発した方がいい。

女性 40代 小さな頃からの教育も必要。

女性 60代 道徳教育をしっかりする。

女性 50代
どんなに教育を受けても根本はそう言う家庭に生まれてしまうと、全体に防止する事は出
来ませんよ。１番～８番まで読んでも頭にすっと入って来ません。言葉を並べてもピンと
きません。もう一歩家庭にふみ込んでほしいです。

女性 40代 何をしてもムダだと思う。本人（相手）が大人になってくれないと変わらないと思う。

女性 40代 逃げるしかない。

女性 40代 年配者への周知、やはり家庭が一番の教育の場だと思います。

男性 20代 罰則を重くする。

男性 60代
被害者がどう逃げればいいか具体的に考える。子どものうちにケンカの機会を取上げな
い。

女性 60代 法整備、厳罰強化。



性別 年齢
問２１　ＤＶ・デートＤＶなどの暴力を防止するためには、どのようなことが効果的
　　　　または必要だと思いますか。（自由記載欄）

女性 30代 暴力行為への罰則強化。

女性 70代 暴力犯罪の刑の厳罰化、刑務所の運営の厳格化。

男性 30代 暴力をふるう人の親の責任もあると思うので防止するのは難しいと思う。

女性 60代 暴力をふるうような人物とはつき合わない。縁を切る。さける。

女性 60代
見えない世界を理解で来ないといたちごっこに終わる。見えない世界からのえいきょうで
す。時間がかかります。少しづつ解善に向かっているかな？

男性 60代 見る目をやしなう。相手を良く知る。変な人と付き合わない。自己責任。

女性 40代

友人にＤＶ被害者がいるが…、結局、ＤＶ加害者は育った環境に問題があると思う。つま
り加害者本人もＤＶを見て育ったか、親族に虐待を受けていた等である。しかし、すべて
の人がそうだとは思わない。中には父親が母親に暴力をふるわれるのを見て育ち、自分は
絶対にやらないと思う人もいるようだ。本人の心の弱さからくるものもあると思う。又、
ＤＶ被害者にもある特徴があると思う。まじめで男性をたてるようなやさしい人。気の強
い女性は被害にあいにくい。ＤＶ加害者は絶対に自分の非を認めないし、被害者ゆうりに
しようとすればするほど加害者の行動はエスカレートする。なくすことはなかり難しいと
思う。

女性 40代 幼児期からの家庭教育が大切！！

女性
80歳
以上

よくわからないが、大人発達障害などの病的な原因の有無。完全に治る行為とは思えな
い。治療法があればよいが。

女性 40代 わからない。

女性 40代 別れる。



性別 年齢
問２２　ＤＶ被害者への支援のなかで、どのような取り組みが効果的、または必要だと
　　　　思いますか。（自由記載欄）

女性 40代
ＤＶが確認されたらすぐに、加害者の接触禁止命令。違反した場合の罰則法的手段。もち
ろん子どもにも。加害者の親が接触する場合もある。できれば肉親の接触禁止もしてほし
い。

女性 60代 今は警察に相談する方が“危険”という意識が強くある。この問題は？

女性 30代 加害者にバツをあたえる。

男性 30代 加害者への教育。

男性 60代 近所・会社・学校等の伴が必要。

女性 60代 経済的支援

女性 20代
個人を特定されない手段で相談できると良い。（電話、ネット等）手軽に相談できると良
い。

男性 20代 実際に暴力が起きてからでないと警察が動いてくれない体制を見直す必要あり。

男性 70代 相談を真剣に取り上げてくれることの広報。

女性 60代
食べ物やいろいろな面の改善も必要である。今の世の中ではある程度は良くなるように見
えるけど。

女性 60代 誰も知らない所ににげる。１０年くらいすとあきらめるから。

男性 70代 地域で見守って出来るだけ被害のない社会にしたいと思います。

女性 50代 どこが担当するのか決まっていないのが問題では？

女性 50代 何かあってからしか警察は動かない！相談があったらすぐ行動をおこしてほしい！

男性 60代 なによりも、ＤＶを相談した後の対応（相談した各機関の）が問題なのでは？

男性 60代 何度も相談できるようお願いします。２年前間に１回という制限をなくしてほしい。

女性 50代 発見されてからが長いと思います、何年も先に支援をしてほしいと思います。

男性
80歳
以上

被害者の転居先等の情報管理徹底。

女性 40代 必要ない。

男性 70代 窓口対応者が本気で対応すること。

女性 60代 幼児の頃の子育て（後姿含）を親に勉強してもらう。



性別 年齢 問２５　「女性の生き方」として、あなたの理想に最も近いもの（自由記載欄）

女性 40代
2（結婚し、子どもを持ち、仕事も続ける）と6（結婚し、子どもを持ち、結婚前も結婚後
も仕事をしない）の間

男性 60代
3（結婚し、子どもを持ち、結婚または出産（子の出生）を機に退職し、子育て後に再び
仕事をする）,4（結婚し、子どもを持ち、結婚または出産（子の出生）を機に退職し、そ
の後は仕事をしない）を夫婦できめる。

女性 20代 お互いに話し合って決める。

女性 30代 結婚、子供を持つこと、仕事を続ける休むなど全て自分で選べる環境が整っていること。

女性 30代 結婚・出産後、仕事を継続するかは本人の意志で決める。

女性 70代 結婚相手の経済的事情によりけり。

女性 20代 結婚し、子供を持ち、お互いに尊重し、二人でよく話し合って役割分担をおこなう。

男性 30代 結婚し、子どもを持ち、子どもが小さいうちは子育てを優先した仕事の勤務で働く。

男性 30代 結婚し、子どもを持ち、仕事は自由に選べばよい。

男性 20代 結婚し、子どもを持ち、仕事はそれぞれで決める。

女性 60代
結婚し、子どもを持ち、出産を機に育休取得。会社が子育てに協力的で仕事も続けられ
る。

女性 60代
結婚し、子供を持ち、出産を機に休職し１・２年後復職し、５０才ぐらいまで働く。その
後は自分のしたい事をする。

男性 60代 結婚して、子どもを持ち、子ども達が手からはなれる年になったら社会ふっきしたい。

女性 30代 子どもがいない為、返答が出来ない。

男性 50代 仕事は結婚出産前後でも自由。出産はできればする事が望まれる。

女性 60代 自分らしく生きる。

男性 60代 出産後、休職し、その後復職。

女性 30代 女性は家族で話し合って決めればよい。

女性 30代 自立して、自分が幸福だと納得できる生き方。

男性 30代 人生の流れにまかせる。

女性 50代 娘は42才ですが子供がほしくてもできないのです。夫婦で旅行などに良くいってます。

女性 50代 理想はなく、自由でいい



性別 年齢 問２５　「女性の生き方」として、あなたの理想に最も近いもの（自由記載欄）

男性 40代 わからない。

女性 60代
私はこの様に生きて来ましたが、人生は、思ったようにはいきません。その度に生きてい
く方向性が違ったりする。



性別 年齢
問２６　女性が企業や組織で働き続けるために、何が必要だと思いますか。
　　　　（自由記載欄）

女性 40代
「子育てがあるから」「主婦だから」「女性だから」など関係ない。男性と同じように働
くべき。それが本当の「男女平等」だと思う。

男性 60代 会社、社長に感謝。働かなければ生活できないから働いている。根性。

女性 60代 環境、境遇も大切だけど、「人」として、努力して生きていく事を学んだ方が良い。

女性 20代
企業が職場の近くに子供を安心して預けられる場所を確保する。※近くにある何社か集
まってすればいいと考える。

女性 60代 結婚・出産・介護等で退職者のない会社の法人税等を安くする。

女性
80歳
以上

子供の理解。強い意志。

男性 70代 産休、育休後も働きやすい職場づくり。男女を区別しない風土づくり。

男性 30代 事業所内託児施設（小学6年生まで預けられるもの）

男性 40代 全て必要だと思います。３つは選べません。

男性 20代 忍耐力・健康

女性 60代 農業

    配偶者・パートナーと家族の理解と協力。

女性 60代
働き続けたいのなら、それなりの努力・意志・覚悟が必要。子育ては他人に任せられない
という信念・自信と責任感が必要。

女性 40代 必要ない。

女性 60代
真に男女平等を目指すのであれば性別を問わず、同じ勤務時間で同じ勤務量を消化する必
要がある、また、それに対して企業が正確に個人の力量を評価しなければならない。

女性 30代 臨機応変で安い価格の保育の充実。

男性 40代 わからない。



性別 年齢 問３０　あなたが働いている主な理由は何ですか。（自由記載欄）

女性 40代 あたりまえ。質問がバカげている。

女性 40代 親の介護。

女性 30代 家族旅行や家族での外食など家族でリッチな時間を過ごすため。

女性 40代 来て欲しい、と頼まれたから。

女性 20代 健康維持の為。

女性 60代 子供に負担を掛けない為。

女性 50代 時間を有効に使うため（子供の学校の時間）。

女性 20代 仕事を依頼されたから。

男性 30代 持病の治療費

男性 30代 社会的信用を得る為。

男性 30代 社会的地位

女性 50代 しゅうとと少しでも離れたい。

女性 40代 主人が働かないから。

女性 40代 主婦で家にいても誰とも話さないので陰気になり気分がめいるため。

女性
80歳
以上

自立生活

男性 60代 責任感

女性 60代 年金のみ、無職

    農地を荒らさないため。

女性 60代 配偶者の手伝い。

女性 20代 働くことは人間として当然の行為と思っているため。（健康であるかぎり）

女性 70代 人として成長するため。

女性 60代 父母の看護をしながら、地域を維持する為。

男性 50代 母子家庭で、働かないと生きていけないから。



性別 年齢 問３０　あなたが働いている主な理由は何ですか。（自由記載欄）

女性 60代 孫のための積み立て

女性 40代 無職

女性 60代 老化、ぼけ予防。



性別 年齢
問３２　性別による不平等な扱いの具体的な内容はどのようなことですか。
　　　　（自由記載欄）

女性 30代 育休、産休がない。

女性 40代 お茶出しや、食器洗い等、女性独自の仕事とされている。

男性 30代 会社のルール違反や仕事上のミスをしても女性よりも男性の方が処分されやすい。

女性 40代 仕事の負担の差がある。

男性 70代 女性なのに男性のような仕事までさせられている（男性のようなあつかい）。

男性 40代 力仕事やきたない仕事をやらされる（ゴミの処理）。

男性 60代 パートなのに正社員の仕事をさせる。賃金はパート並。

女性 60代
走り続け廻ってやっと終わる位仕事をおしつけ、出来ないと止めろといつも言われる。給
料どろぼうと言われる事もある。



性別 年齢
問３４　あなたは、「さんかく岡山」にどのような役割を期待しますか。
　　　　（自由記載欄）

女性 50代 各町内会等に周知・普及を計る。

男性 70代 家庭、料理教室

女性 70代 企業（管理者）への啓発。企業（管理者）に対する監督または監視。

女性 60代 期待していない

女性 40代 期待しない。

男性 30代 経営トップへの教育。

女性 40代 子育て育児介護に関する機能の充実。

女性 40代 さんかく岡山自体、あることを知らない人も多いと思うのでもっとPRする必要がある。

男性 60代 事業所に産休がとれる、職場復帰のえきるよう、教育（事業主を）してほしい。

女性 60代 食生活について、勉強できる料理講座。

女性 60代 スキルがあるのに職場がない事

女性
80歳
以上

存在理由なし。

女性 30代 高れい者のこようのかくほ。

女性
80歳
以上

誰でも気軽に利用できるような間口の広さ、介護施設の充実が課題。

女性 30代 男女共に相手を尊重する、人間を尊重する講座を広めてほしい。

男性
80歳
以上

男女の性差ではなく、身体的な差を混同しないでもらいたい。共同参画の言う共同が性差
をなくすものでないように、男は男、女は女である。

女性 60代
地域の運営が行き塞っている現実、男・女と言っている時ではないのではないでしょう
か。

男性 40代 なにも期待しない。

女性 40代 必要ない。

女性 60代
病気で娘宅に世話になってるので（通院の為）岡山に住んでないのでこのアンケートには
該当しない思うのですが（主人も死亡してる）。

男性
80歳
以上

弁護士相談



性別 年齢

問３５　岡山市では、性別にかかわらず、あらゆる人々が、共に自立し責任を分かち
　　　　合い、豊かで安心して暮らせる男女共同参画社会の実現を目指しています。
　　　　今後、このような社会の実現を推進するうえで、あなたはどのようなことが
　　　　必要だと思いますか。（自由記載欄）

女性 50代

１．仕事が忙しく、ゆっくり考える暇が無い。休日は家事と趣味・けいこ事が有る為。
２．考えないといけないとは思う思うが、自分に課題としてつきつけられないと考えられ
ない。３．なので、課題を持っておられる皆さんの問題意識に応じてよりよく対応してく
ださる事を望んでおります。

女性
80歳
以上

1～18全部できたら必要。

女性 20代 各種条例等を整備して、企業に守らす事。

男性
80歳
以上

学校や施設で働く人（教諭・保育士・保母その他）の人としての教育又は充実・質の向上

女性 70代 興味なし。

女性 60代 現在の親自身の間違った考えと再教育して欲しい。

女性 40代 高齢者でよくわからない。

男性 30代 子供を産みやすい環境。

男性 30代 この世の中でみんなが幸せになる方法は存在しません。

男性 60代 自身の自覚。

男性 40代 市役所の半数の職員を女性にする。

女性 30代
しょうがい者手あてを不当にとっている人をバッしてほしい。のーの－とお金をもらって
る人がいる。

女性 50代 職員の方々が個々のケースに対して本気で向きあう気持ちをもつ。

男性 60代
職場は、まだまだ男中心だと思うので（賃金、役職、出産など）もっと、前進させてほし
い。

女性 40代 女性を年齢で差別しない企業側の教育、正社員の増員。

女性 60代 新年の名紙交換会の時、半数が女性であった…と。

男性 60代
人類が地球上に現れ200万年と言われます。人は哺乳類の一種で弱肉強食の自然界を生き
抜いて現在の発展をとげています。昭和になって平等がさけばれ４０～５０年「笛吹けど
踊れないＤＮＡ」。

女性 40代
生活が豊かで心が貧しいからこうなる。本当に苦労した人間にしか心は宿らないのでいく
ら考えても無理。今の日本人には。

女性 70代 性別も個性なので、全てを平等にするべきではない。

男性 50代 男女の特性を平等だけにかたよらず教育する。



性別 年齢

問３５　岡山市では、性別にかかわらず、あらゆる人々が、共に自立し責任を分かち
　　　　合い、豊かで安心して暮らせる男女共同参画社会の実現を目指しています。
　　　　今後、このような社会の実現を推進するうえで、あなたはどのようなことが
　　　　必要だと思いますか。（自由記載欄）

女性 70代 男女は人間的には平等であるが、生き方は別

女性 60代
地域に密接して情報の充実を計ってほしい。公的な、利用可能の場所があっても、知らな
い人の方が多い。

女性 20代
何をやるにしても分からない点があるため、いろいろな相談窓口があるといいかなと思い
ます。

男性 60代 必要といえば、どれも必要だから、分からない。

女性 60代
平等と言いすぎ。男女は別の性なので違って当然。それぞれを尊重し敬う心があれば、後
は、金銭と体制の充実で問題は解決するはず。

男性 50代
平等とは、選択の自由があり、性別に関わらず押しつけられるものではない。また、男性
だからこそ、女性だからこそより輝く場合があるのだという認識を推進すること。専業主
婦に対する意識の改め。

女性 40代 もっと簡単、単純なこと。

女性 70代 わからない。



性別 年齢
問３６　男女共同参画についてご意見や日頃感じておられることがありましたら、
　　　　ご自由にお書きください。

男性
80歳
以上

“子を産む”という女性特有のことがあるので、機能的に男女はちがう。子どもにとって
母親へのニーズは父親に向けられているそれとはちがっている。そういうことを踏まえ、
考慮されて初めて男女共同参画がはじまるのではないかと思っている。

女性 30代
「さんかく岡山」自体市民に今ひとつ浸透していないと思う。DV被害者が直ちに相談出
来る環境作に力を入れて欲しい。

女性
80歳
以上

「さんかく岡山」について全く知識がないのですが、今後高齢化が進む中、子育て支援よ
り以上に介護施設の充実を計るべきだと考えます。介護に関しては緊急の課題だと思いま
す。若い人達も将来に不安があるから子供を埋めない状態です。安定した老後を確保する
ことが最優先されるべきです。

男性 40代

「男女共同参画　女性が輝く…」に疑問を持っている。経済のグローバル化により、又、
女性の社会進出に伴って、若い男性は仕事も収入も少なく家庭を持つのは無理で、又、多
くの女性も収入が少なく、結婚後も仕事と家事の両立、そして育児と考えると将来に夢や
希望を持てない。男女は人間として平等であるが役割が違う。女性は子供を生み育てる天
命を持っている。女性が男性と同様に社会に進出して華々しく活躍するばかりが輝いてい
るとは思えない。母親が外で働くことで子供に問題が生じている例はたくさんある。そし
て、女性ばかりが強調されて男性がなおざりにされている感がある。女も男も輝いてそれ
ぞれの天名が生かせる社会になってほしい。

女性 40代
・さんかく岡山の利用を促進させるパンフレットやちらしを新聞に入れる。・講演会など
参加してみたい企画を立ててほしい（料理教室等でもよい）。

女性 60代
男女平等は無理が多くあります。男性は女性を助ける所は助けると例えば、力でもそうで
す。女性では持ち上げられない物でもやれと言われたり出来ないから済みませんとたのん
でも無理な時、男性の役わりを女性の役割がおかしくなっている。

女性
80歳
以上

ＤＶにあっている者の親族として、頭ごなしにさんかくの人から「どういう兄弟ですかあ
まりにひどい」と言われた。私共はＤＶにあっていることをほとんど知らされていないと
いうか、説明を受けていませんでした。こちらの事情も理解してほしいです。それ以来兄
弟関係が一層悪くなってしまいました。

女性 20代

ＰＴＡ活動の人権教育等が行われても、男性（父）の参加がないので、「女性が不利」み
たいな感覚を女性が受けるだけで、男性の理解にまではなかなかつながらないと思ってい
ます。企業や男性が主に集まるところ等でのＰＲや、アンケートを男性にもしてもらいた
いです。（考える機会を作ってほしい）でも男性らしく、女性らしく…は必要だし、それ
ぞれの特性だと思います。バランスよく、子育てや生活をしていきたいです。

女性 70代
TVでLGBTや人権について、オープンに話している番組をみることがある。家族で話合え
るよい機会になっている。学校の講演会、絵本やメディアなど通し話合える機会が増える
といいと思う。

男性 60代
アンケート協力しましたが設問の数が多すぎます。男性らしさ、女性らしさは、もう必要
のない時代でしょうか。

女性 40代
アンケートに協力してもらうのであれば、シール、のりつきのふうとうを準備するべきで
は？一般企業であればあたりまえにしていること。小さな気づかいだが、行政がこのよう
なことに気付かないのであれば、前項の改善は難しいのではと思ってしまうのが本音。

女性  
育休中に上の子を保育園へ預けられないなど、女性の負担を重くしていると思う。家庭は
それぞれなので言うことはないが、安心して子育てできる環境を市が整えてもらえるとあ
りがたいと思います。

男性 30代
育児・介護は主に女性の役割が大きく、働きながらの両立は難しいと感じる。経営者・管
理職が男性が殆どの男性社会であるというだけでなく、女性同士の意識も問題や原因にあ
ると感じることはある。



性別 年齢
問３６　男女共同参画についてご意見や日頃感じておられることがありましたら、
　　　　ご自由にお書きください。

男性 60代
育児休かや育児時間の確保が男性の場合まだまだ十分とれているとはいえないと思いま
す。男性があたり前にとれる社会の実現をめざしたいと思います。

女性 30代

以前、パソコン講座に参加させて頂き、再就職することが出来ました。本当に良い機会を
与えていただいたと思っています。しかし、私も含め、「さんかく岡山」がどんなことを
しているか理解していない方が非常に多いと思います。皆への周知で、もっと皆にサービ
スを利用してほしいです。パソコン講座など知らない方がほとんどだと思います。

女性 20代 いろいろ参画してみたいとは思うが、時間がない。

男性 40代 いろいろな事をもさくしてほしいです。

女性 50代
岡山は時代が遅れている。男女共同参画というテーマ自体、本当はあたりまえのことがで
きていないことの表れ。女性はもっと自信をもち、男性は女性に対してえらそうな態度を
とるな。町でも、店などでも、男性がえらそうにしているのは岡山だけだ。はずかしい。

女性 50代 男、女、性別て人々がいるので子どものころからの、しつけ、親に、心ではないかな。

女性 50代
男と女の肉体は違うので、男女平等を強く推進するのは好ましくないと思っています。そ
れよりも高齢者や障害者が生活しやすい岡山であってほしいと思います。

  
男と女はもともと違うのだから無理に平等・平等と言わなくてもよいと思うのだけども…
得意なこともちがうのに…。

男性 40代
介護保険を払っているのに、家庭で親を介護しても市からの支援は少ないと思います。家
族ががんばって親を介護するのにもっと支援をしてあげてほしいと思います。

女性 30代 学童保育で大変お世話になっていますが、土曜保育がないので困っています。

男性 70代 学校教育から始めること（子供の時から始めること）。

男性 60代 活用しづらいかんじ

男性 60代
家庭生活を維持することは、今の世の中では、貨幣価値に置き換えにくいという考えがま
だ根強い。労働力再生産の場として家庭が大切であり、そのことももっと評価すべき。男
→主夫、女→仕事という構図もあり、要は、家庭内労働をもっと評価、見直すべき。

女性 60代
過度に女性だからっていう守りが強い時もあるように感じます。子育てで私は家族のサ
ポートがありますが周りで大変そうな話を聞きます。保育園の充実などお金よりサポート
向上充実をお願いします。

女性 50代
希望の保育園になかなかあずけることができない。仕事復帰も遅れる。焦るのはいつも女
性だけだと思う。

女性 30代 共同をいっても差別は絶対なくならない。

男性 70代 具体的な行動としての施策が見えてないのでアピールをもっとしてほしい。

女性 20代
具体的な数値目標を立てたりして企業、学校などに達成させるようにした方がよい。計画
の立案だけになったり、広報という名のチラシ配布のみになっては進展がない。

男性 60代

現憲法を教えられた者として男女平等は当然と（学校教育のおかげ？）思ってきました
が、経済的にゆとりが出てきた１９８０年以降、女性が家庭にという風潮が目につくよう
になった気がします。欧米でも男女平等はごく近年の考え方であり、家庭と職場が分離す
るような社会では共同参画は難しいのでは？農村・漁村では共同は当たり前なのですか
ら。



性別 年齢
問３６　男女共同参画についてご意見や日頃感じておられることがありましたら、
　　　　ご自由にお書きください。

女性 60代
高齢者や障害者のための施設や在宅介護サービスを充実する。他県に比べて少なすぎる。
障害者向けの充実を！！

女性 40代
ここは、日本国。ずっと先祖から続いてきた習慣をかえる必要はない。外国は外国。日本
人としての誇りをもて！

  個人の力不足です。

女性 60代
子育てに手がかかって結局仕事ができない。岡山市は他市に比べて方針が弱い（援助不
足）。

女性 60代 子供が産めない男性と女性が全て一緒の男女平等でいいのか。

男性
80歳
以上

子供が小さい時は父親一人の給料で支えられるような仕組みがほしい。

女性 60代
子供は１人の人間として、平等に相談できる、家庭が充実していないと、家庭内暴力、引
きこもりになる。人は、人の為に多くの人は、１人の人守る（貴方は、１人ではない）。

男性 30代
子どもを持つかは個人個人の自由だとは思いますが、行き過ぎると社会が維持できないの
が難しいところです。

女性
80歳
以上

このアンケートを、ご送付頂いた主旨はわかりますが、高齢者にはアンケートを読んだ
り、答えたりする事は大変でした。EX.字がよみづらい、体調が悪い介護をしている。

男性 20代 この言葉の意味を伝える。何か他の言い方はないでしょうか？不慣れでわかりにくい。

女性 50代

この調査をもとに豊かで安心して暮らせる社会の実現が可能となることを願っています。
地球上の１人の人間、宇宙の中の１つの点にしかない私ですが、相談に伺うほどの苦しみ
を経験した者ですから、今回の調査を前向きにとらえ私のできることは何でも取り組んで
いきたいです。

女性 30代
このようなアンケートは何か役に立っているのかいつもギモンに思います。やるからには
役立ててほしいです。

女性 50代
最近の若い方は結婚をしない人や子供を産まない人が増えているのでこの先が不安です。
今の若い人が老人になったらささえる子供がいなくなり、経済が成り立たないのでないか
ととても心配です。

女性 50代 再就職等の就業支援をもっと充実したものにしてほしい（ＰＲも含む）。

女性 60代
さんかく岡山のＨＰを観たがイマイチ何を目的にしているのか判らなかった。男女の対
等って何？男女共同参画の意味・意義を正しく伝えないと間違った考え方や、自分の都合
の良い様に解釈して面倒臭い人間が現れる情況を危惧する。

男性 60代
さんかく岡山のしてる活動内容をもっと周知させて欲しい。内容がよく判らないの
で・・・。年令が高くても働ける場を設けて欲しい。女性にも。

男性 60代
事業（やられている事）があまり身近に感じられない。どうしてでしょう？食育と一緒
で、根本的な所での１０才位までの教えが大事なのでは！！

男性 30代
仕事と家庭の両立は困難なことが多いですが、解決は１人でするには限界がある。周囲と
たすけ合いしやすい環境をつくるのが今の課題ではないでしょうか。

女性 20代
仕事は大変、家事は楽だという考え方をする男性が多い。休みはなく、毎日の育児や家事
の大変さを分かってほしい。

女性 40代 自助努力に期待する他ない。



性別 年齢
問３６　男女共同参画についてご意見や日頃感じておられることがありましたら、
　　　　ご自由にお書きください。

女性 60代

自分自身、子どもを出産し、子育てをしてみてもっとこうしてくれたらなと思うことは今
までたくさんありました。特に保育園に入れず働くことができないのは今までもたくさん
の方が抱えている問題だと思います。これから、男女平等で働きやすく子育てしやすい岡
山市になっていくことを期待しています。

女性 60代
社会で昔より暴力・暴言が多くなっている気が致します（特に青少年）現在より少しでも
生活が良くなるような支援をお願い期待しております。

男性 50代
社会は（職場は）常に男性中心ではなく、女性の社会もある。一方的に社会＝男性→男性
優位と考えるのはやめてもらいたい。性別を超えた社会作りが必要（性同一性障害の方も
いる。男女だけで別けられない）。

女性 50代
小学校で、運動会かけっこがなくなったり、順位をつけないとかをやめてほしい。社会に
出たら競争することも必ずあるので、子供の頃から準備しておいた方がよいと思う。

女性 60代
上記のテーマは日頃あまり考えていませんでした。このアンケートの設問もむずかしかっ
たです。

女性 30代
正直、自分のまわりではDVにあってる人とか○○ハラスメントを受けてる人がいない
為、育児や介護に関する問題の方が重大だと思ってる。

女性 40代

職種がいろいろある中で男女平等は非常に難しいと感じる。例えるなら２０ｋｇの荷物を
女性が持ち運べないということです。市役所のようなきれいな仕事なら男女平等はある程
度通用しますが、商社に入って、タイやベトナムなどの海外転勤など子持ちの女性は無理
です。きたない仕事、えぐし仕事は全て男性です。それも女性がするのであれば男女平等
の社会の未来は明るいでしょう。裏社会も子供達に伝えた上で、理解し合える、男と女の
正しいありかたを教育すべきであると思います。

男性 70代
職場において男性が弱く、女性化しているように感じている。男性も女性に協力出来るよ
うな職場になってほしい。夫の協力（家庭）していけるようにしていきたい。

男性
80歳
以上

女性が強く成った事は良い事だが、強く成りすぎて思いやりが無く成った人が良くみられ
る。

男性 50代 女性が働きやすい環境が必要と思われます。

男性 30代 女性が働きやすいようにもっと保育所を作るべき。

女性 30代
女性が無理に男性に追いつこうとするのでなく、男女それぞれの特性の理解を根底にした
自然な役割分担ができればよい。

男性
80歳
以上

女性市長を望む。

女性 50代 女性男性の特性を大切にした上で考える。

男性 60代
女性の出産は、結婚が遅くなりうみたくても授かりにくいという現状もあり、不妊治療の
周囲の理解が広がればよいと思う。

男性 30代 女性ばかりが優ぐうされているように思う。

女性 60代
身体的、精神的に基本違うので、何でもすべて平等の考え方をあらためる必要有り。女性
の優遇措置が過大すぎるのでは？

女性 40代
真の自由と平等な社会実現し、金の無い人でも国会議員、地方議員へ立候補できる社会
を。

女性
80歳
以上

シンポジューム、講演会に参加させていただいていて、有効に利用させて戴いています
が、今は方々に講座もあり、現時代は広い知識を得られることを老いて尚感謝して聴講し
ております。ありがたいことです。生涯勉びたくおります。



性別 年齢
問３６　男女共同参画についてご意見や日頃感じておられることがありましたら、
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女性 70代
全ての事は本人の意志で決定する事なので、他のすすめで意見が変わる事はないと思う。
男女共同参画の意味が理解できてない。

女性 50代
生活がくるしくて年金もおさめていません。老後が心配です。子供も全々来ないので、こ
れからどうしたら良いのか、亡くなった時にどうすれば良いかわかりません。

男性
80歳
以上

制度等については、昔よりぐっと整備が進んでいると思う。だが、これからはもっと、
個々人の意識改革が重要では？手っとりばやい方法は、やはりＴＶ（ドラマ）、ニュース
で、マスコミ活動で公平な目線での取り上げられる機会をふやす事かも？？？

女性 50代
性別によって得手、不得手があるので、平等にこだわらなくていいと思う。平等といった
考え自体が性差別と感じる。

男性 70代
世間での「トップ」といわれる人々（政治家、企業）が本気で組織の内に共同参画の意識
をうえつけていく事が必要と思う。一般の人々の前進意欲を暗黙の圧力で押さえつけてい
るのでは？

男性 70代
戦後平和な時代が続き、市民に物事に対する緊張感が薄れて来ていないでしょうか。我国
の将来を考え、何事にも１２０％の努力を致したく考えます。

男性 60代

千人の男女に千通りの価値観。私の車は軽四。ベンツに乗っている友人は恥ずかしくない
か？と言います。又、女房の友人６５定年後もパートで、無理して建てた自慢の豪邸の
ローンを払っています。国民全員が豊かな暮らしを求め必死に働き、無駄遣いして日本の
産業をささえて来ました。若い人は働かなければいけません。しかし「ぜいたく」のため
に子育て中の女性が働くのはいかがなものか？

男性 20代
そもそも男女共同参画社会推進センターが存在することも知らなかった。何をしている所
かも知らなかった。知る機会が少ないような気がする。

女性 40代
男女共同参画、この通知が来て初めて知った。今後見つめて行きたい。選んでくれてあり
がとう。

男性 40代 男女共同参画という言葉がもう難しくしている。

男性 40代

男女共同参画というと、女性が働いてこそ、子供を生んでも仕事を続けてこそ成功という
思いを強く感じる。しかし、家庭にいて地域の活動やＰＴＡの活動に取り組んだり、子供
の世話、介護を自分で行いたいと思う女性もいること、経済的な余裕があればそうしたい
と思っている女性がいることもわかってほしい。女性がみんなが、仕事を続け、介護・育
児を他人にお願いしたいわけではない。

女性 50代

男女共同参画というのは何でしょうか。男女＝男と女。共同＝二人以上の者が力を合わせ
ること。参画＝計画の立案に加わること。⇒あまりに行政が市民に○○をやっています
よ、という感じがします。質問も、いかにも、岡山市は市民に、こうします。良くしま
す。では、回答して下さい。という感じです。

女性 40代

男女共同参画といえば、仕事のことがクローズアップされがちですが、育児や介護につい
てももっと意識が高まればよいと思う。とくに、介護は今後必ず誰もが直面することなの
で、学校授業で必修科目にしてもよいと思う。若者の力が絶対必要。誰もが介護にのぞめ
るように。

女性 40代
男女共同参画とうたってはいるが、事実どの官公庁、企業等、端は小売店迄、店長副店長
等ほとんどが男性優位にあるということです。

女性 30代
男女共同参画とは、どの様な事とされているのか、正直分からない状態だったので、アン
ケートに答える事で理解が少し出来ました。普段、自分が不等にあつかわれたりしないと
考える事がないので、良いきっかけになりました。

女性
80歳
以上

男女共同参画のようなチマチマした効果のない施策に無駄な金を使うのはやめて、国会議
員の半数を女性にするなど法によって解決すべき。
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女性 70代

男女共同参画はとても大切なことですが、その前にそれぞれの子供の育成に対する親とし
ての考え方と、人間の根本である倫理ある考え方の必要性があると考えます。マスコミ等
が悲しいニュースが多い日々、人間を人間と感えることのできない若者が多くみうけられ
る現代であるように考えます。岡山県が良い県民となれますようになると良いです。

男性 70代
男女共同というフレーズで男女差を助長しているように感じる。性差に関わらず、という
推進がなぜできないのか大いに疑問です。

女性 60代 男女差別解消への取り組みをもっと進めてほしい。

女性
80歳
以上

男女共にささえあって社会をつくっていく事はとても良い事だと思いますが、色々な制度
を法律でつくってみても会社は、すべてあてはまるものではない。公務員さんは、適用さ
れる事はあっても民間の中小企業にそれらの法をすべてあてはまる事はむずかしいと思
う。一人親の場合でも女性の方は色々な面で守られていると思う。この制度が離婚を多く
しているようにも思える！女性は女性としての役割、男性は男性としての役割が充分生か
される社会を希望します。

女性 60代
男女の差別があり一生懸命頑張っている女性がうかばれない。年金での差も大きいと思
う。（少なすぎ）。

女性 40代
男女は平等であるべきですが、男女は同じではなく特性も違うと思います。それぞれが平
等ということばかりにとらわれず、生きやすい社会になればよいと思います。

女性 40代
男女は平等であるべきですが、肉体的にや心の違いはあるので全て同じということもな
く、それぞれの性差を尊重し合い、お互いにいい所を生かし、苦手な所は補えるような世
の中になればいいと思いました。

女性 60代
男女は平等ですが、それぞれの働きは違いがあると思います。一言で平等を口にするのは
よくないと思います。

女性 70代 男女平等と言いすぎ。性的に異なることを認める事

女性 70代
男女平等といっても全部平等にしてしまうのはおかしい。性別の特徴をいかした区別があ
ると思います。

女性 30代
男女平等といわれているが、男性の役割、女性の役割として大切なものもあると思う。す
べてが男女平等なのはどうかと思う。

女性 40代

男女平等は確かに必要ではあるが、逆に仕事をしていない女性への軽視（子育ての軽視）
も感じる。学校での男女平等教育もそうだが、家庭をどういう形で作り上げていくかだと
か、主婦も認めていく世の中にしないと、子供の数は増えていかない気がする。男女の役
割分担はやはりあるべきだと思う。

男性 50代
男性・女性の役割分担をきちんとし、相手の事を思いやれる人間になる事が出来れば良い
と思います。

女性 30代
男性が女性の体が産後どれだけ大変かという事の知識が全くないので、教育の中で知って
いく事も必要なのでは。離婚も増えたり出産をあきらめるなどにもつながると思う。

女性 70代
男性も女性もそれぞれ長所、短所があるので、それを理解し、適材適所に活動できたら良
いと思っています。

男性 70代
地域皆で参加しよう、協力し合うというイメージがない。皆が忙しい昨今、やりくりした
時間で参加するなら、やはり楽しいと思えなければ、現代人は行動に移さないのではない
かと思う。

男性 30代
中高年への男女平等意識の啓発活動をしていただきたい。これまでにしてきたこと、され
てきたことを転換するのが難しい方が多いように思われます。

男性 30代 都合のいい時だけ性別をふりかざすのは止めるべきだ。
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男性
80歳
以上

出来る限り平等に扱われるべきだと思うが、出来る限り止まりで完全にはならないという
こと。田嶋陽子のような考え方は無理がある。平等に近い状態、男性≧女性これが理想だ
と思う。

  電話ですぐに相談できる事。

女性 70代
問35の文面を読む限り、当たり前のことだと思いますが、それが出来てないのでしょう
か。そうなら、この取り組みが行われている実感がありません。

男性 50代 トイレは男女別の方がいいです。

女性 30代
特定の人のみが携り、一般の人々には主旨が理解されていないと思います。今後の発展を
望みます。

男性
80歳
以上

特にありませんがんばってね！！

男性 60代 とにかく、家庭・社会での話し合い。自然に帰る。ネット社会が不要と思う。

女性 40代
どのようなケースで利用すれば良いのか分からない人が多いので具体的な例を広報で知ら
せる等する。

女性 30代
長年の習慣や考えはなかなか変える事はできない。男女平等を実現の為には、条例等に
よって強制的にでも社会を動かさないと進まないのではないかと考える。

女性 20代 何をしているところか、いまひとつ分からない。アンケートが分かりにくい。

女性 50代 何をしている所か知らない。

女性 60代 名前は知っているが、よく理解していない為詳しく説明などあれば利用しやすいと思う。

男性 70代
なんとなくしか理解できていないので、もう少し分かりやすく、理解しやすい（実際に
あったこと、具体例等内容を知りたい。

  なんの意味があるか。

女性 70代
日本国の労働生産人口の減少及び人口減少の問題解決の鍵は家庭に眠る労働力の活用にあ
り。貴所においては行政コストの一層の削減を求めたい。

女性 70代 日本の現状は男と女の役割が慣習として残っている。

男性 30代
日本はまだまだ男女平等にはなっていない。私の昭和２８年生まれの夫のように昭和生ま
れの男性は、平成の男性に比べ女性に対する考え方は、男性優遇されがちであると思う。
これからの日本はもっと男女平等前進的な考え方をした方がよいと思う。

男性 70代 年金だけの生活をもう少し見なおしてほしい。

女性 30代
パートなどで働きたいと思うが、長期休暇中だけ短時間だけなど子供を気軽に預けれる所
が充実してほしいと思う。

女性 60代 場所が不便です。駐車場は有りますか。

女性 70代
はたらく場においての旧態依然とした社会全体の意識改革。「平等」とは単純な平均・平
準化ではなく、それぞれの性差を理解し、それぞれがどういう役割・活躍ができるのかを
しっかり考えることができる社会的風潮。
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男性
80歳
以上

罰則がなければなにもかわらないのでは。

女性 70代

人と生まれて、人からして頂くとか、してもらうとかの行為は恥ずべきと常に思い、幼少
の頃から厳しい心を持つよう躾を家族皆で拡充して行く事が必要かと。決して学校のせ
い、他人のせいにしないよう、自分自身を強化していく人格形成が必要と感じている。大
勢の方の参加で賑わって欲しい。弥栄。

女性 50代 人として生きる事が負担なく全うされる社会づくり、そのお手伝いをして下さい。

女性 50代
１人暮らし（女性）の不安が多く、安心して暮らせる（ストカーなど）住宅が有るといい
なと思います。警察官の巡回など。

女性 60代
平等と言いすぎ。男女は別の性なので違って当然。それぞれを尊重し敬う心があれば、後
は、金銭と体制の充実で問題は解決するはず。子供については、できない夫婦もいること
を考慮してもらいたい。

女性 20代
普段、何をしているのかが分からない。罰則や拘束力を持たない相談や案内をしたり、条
例を作っても企業や経営者は守らないのでは？

男性 50代
不平等はよくないが、性の違いをお互いに認め合う必要がある。人間としての立位置と男
と女の立位置は明らかに違うので。

女性 70代
母子家庭の生活をもっと充実させて欲しい。母子家庭というだけで、子ども達に負担を掛
ける事が多い社会だと思う。（職場・生活費などの面で）

男性 50代
ほとんど情報がなかった世代でした。家庭で、話合える習慣が必要。日常生活の和合、協
力、助け合う。人間関係・人付き合いの出来ない人が多くなった。

女性 60代 ほとんど知らない。一度、シネマに行った事がある。

男性
80歳
以上

本人の自覚と意欲でしょう。家庭教育、小児教育、３才位から自立意志、目標を植えつけ
る。

男性 30代
本来は女性の能力の方が高い可能性があるが社会としてそれを認められる体制になってい
ない。

女性 70代
誠に失礼乍ら表立ってどういう活動を多くなさっているのか理解出来てないのです。すみ
ません。しかしＤＶを受けている特に子供達、そして女性、駆込み寺的な存在で守ってあ
げて下さる事をお願いします。よろしく御願い致します。

男性 50代
まだまだ知らない人もいると思うのでもっと知ってもらえるようにしたらよいのではない
でしょうか。

女性 30代
まだまだ平等という意識は低いと感じています。子供の（小さい内）時からの教育で変わ
れるのでは？と思います。ですが、男女の差が（体力とか）あるのも事実なので、総合的
に難しく感じます。

女性 60代 皆が声を発信出来るよう、受け入れ態勢を整えて欲しい。

女性 40代
息子（高校生）が小１の時、不登校になりかけました。すぐに児童相談所に行きました
が、半年待たされました。意味がありません。今はかわっていれば良いのですが…。

女性 50代

息子の通う小学校は、学童で預かってもらえる学年が１～６年→１～３年に縮小されまし
た。働かれている方にとっては、とても手痛い事だと思います。安心して子供を預かって
もらえる場所が増えるべきだと私は思います。岡山市立の小学校でこの様な事になる自体
を悲しく思います。
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女性 60代

目指す事は決して悪い事ではないが、正直に言って無理があると思う。どんなに声高に主
張しようとも、未だ人々の心の中には「男は外で働くもの、女は家事を行うもの」という
意識は決して消えてはおらず、子供ですら「男らしく強くあること」「女らしくお淑やか
であること」を求められる。身体のつくりが異なる以上、やむをえない事なのかもしれな
い。

男性 70代

豊かで安心して暮らせる男女共同参画実現に協力させて頂きます。御苦労様です。頑張り
ましょう。私も色々な形から出来るだけ協力させて頂き、今迄のご奉仕させて頂いた経験
を生かしたいと思います。日本国を始め世界の人々が安心して暮らせる社会でありますよ
うお願い申し上げます。合掌。

男性 50代
よく「女性が輝くまちづくり」と言いますがドラマ「エイジハラスメント」という番組を
見て考えてほしいです。「女性が輝くまちづくり」自体が男女共同参画の理念に反してい
ると思います。

女性 60代
良り善き社会、安心して暮らせる岡山になります様に！＜もったいない＞の心を育てて
行って欲しいです。高年齢ではありますが。まだがんばれます！

女性 50代

我家の主人は７２才。私、６７才。何事も主人は自分ありきで行動するので、やはり相手
の事も考えての行動であって欲しいと思いますが。（どの年代からか）我家の長男は妻の
事細かな事まで合わせられ、自分の外の仕事もこなす。大変優秀な人材です。それを誇り
に思います。

男性 50代

私自身、１人で子ども２人育てていますが、働く環境がよくありません。仕事をしないと
生活できないので子供たちとあまりふれあえていません。この状況をかえたくて他の仕事
をさがしていますが・・・。どうなることやら・・・。少子化だと言われても、子育てし
にくい世の中では女性は、子供を産む事をためらうでしょうし、子供への暴力にもつな
がって行くと思います。

女性 60代
私達の世代は親が「男は仕事、女は家事」の考えの方が多いが、３０代くらいの方を見て
いると、家事の分担が進んでいて、女性が社会で活き活きと働いておられるので、良い傾
向だと思う。

女性 40代
私の職場では、女性（子育て世代）への待遇が良すぎる。その分、男性や独身女性、私の
ような子供のいない女性への負担が増えている。結婚したくてもできない。子供が欲しく
てもできない女性にとっては、どんどん環境が悪くなっている。

女性 50代
私は難病で１人で歩行するのが無理で杖か車イスを使っているので主人にたよって食事・
買物も主人まかせで済まないと思いながら自分でできる事はなるべく自分でしています。
このアンケートとは程遠い生活してます。

女性 50代 老人になっても参加でき、元気に年をとりたいです。


