○を１つ）

【自由意見】
◎ 最後に、市の男女共同参画施策について、ご意見ご要望がありましたらご自由に書きください
※文章は原文のままの表記です

（70代女性）
過日、NHK夜の「赤ちゃん置きざり」の放映をみて、何が男女共同参画かなと１人怒りにふるえました。き
れいごとの施策など必要ありません。もっと現実に即した失業のない社会、誰でも働きたい時に働けるよ
1 う、子供達が安全な場所で育てられるように国に働きかけて下さい。／老人同志集まると若しも自分達が
若かったら現代の世では子供は産みたくないと申しています。社会の悪がはびこりすぎました。こわーい
世の中です。※お仕事御苦労さまです。
（30代男性）
男女共同参画とは何ですか？いきなりこんなもの送られてもわけわからない。ふつうに会社員で働いて
2 いて市のやっている事など分かるわけもない。そんなひまもない。もっと現実を認識してほしい。市民のこ
とを思うなら税金下げてほしい。
3

（70代女性）
男女共同参画 存在さえ知りませんでした。

4

（50代男性）
社会環境を考慮して、男女仲良く、自由平等であること願います。

（60代女性）
5
市報等で言葉は知っていますが、活動内容がはっきりしません。
（20代男性）
まだまだこの「共同参画施策」を知らない方も多いと思うので、もっと大々的にアピールをしたほうが良い
6
と思います。
7

（70代男性）
女性は女性であるべきであるが、現代社会の若い人は理想と現實にあい反するものがあると思う。

（年齢・性別無回答）
自分の人生一度きりだから後悔しない人生を送るために離婚はひとつの選択だと考える人が増えてきて
いるかもしれない。でも、子供がいなければそれでもいいと思うが、子供ができたら子供を第一に考えるべ
8 きである。自分は離婚してホッとしても、大好きなお父さんお母さんがなぜ離れ離れに暮らすのか、子供の
ショックは大きいと思う。簡単に離婚すべきではない。※市内に、手当てをもらうために離婚して、その後も
同居している人がいますよ。モラルがないですね。
9

（60代女性）
私は65歳で無職です。健康ですが働く場所がほしいですね。生きがいにもなります。

10

（50代男性）
このアンケートは税金のむだと思う。

（50代女性）
どちらの役所でも使っているようですが、「男女共同参画」という言葉の意味がよくわかりません。国から
11
の政策課題なのでしょうか。いかにも机上で作られた固い表現だと思います。
（40代女性）
不勉強で申し訳ありませんが、アンケートからも男女共同参画施策という物が何であるかよくわかりませ
12 んでした。市の施策を意識する時間的余裕もない者もいると思います。私の場合、男女うんぬんよりも正
職・非正職問題で今は手一杯です。市民の意識改革（？）たいへんだと思います。頑張ってください。

（60代男性）
学校教育の場でかたよった平等教育をしないよう希望します。（例）混合名簿 学校行事等で必要以上に
13
混合種目、内容にこだわる指導 ※小学校運動会のかけっこを混合にすることなど
（60代女性）
認識不足で「男女共同参画施策」とは何を目標にしているのか良くわかりませんでした。ただ、男女平等
公平になることによって社会、地域、家庭がよりよくなるためのじぎょうなのでしょうか。だとすると、男らし
さ、女らしさより、先ず“人間らしさ”が基本だと思います。独身の頃、３度の職場で「男女差別」を経験しま
14 した。現在の女性は自由に生きている様に思えますが、内部はあの頃の私とは尐しも変わってはいませ
ん。まだまだ男社会です。日本の男性は、もっと世界を見てください。勉強してください。男性の意識が変
わらない限り、変りません。「女は下らない家事をやっていればいい」「尐子化を防ぐには昔の様に結婚適
齢期を作るべきだ」つい最近ある男性が云ってました。
15

（40代男性）
・もっとアピールが必要 ・何を行っているか連絡、報告など ・市民、全員が知ることが必要

（60代男性）
・男女共同参画施策とは関係ない項目がある。おかしく感じる。 ・条件付きの質問がわかりにくい。わか
16
りやすくして欲しい。 ・第２次とあるが、第１次が不明である。くわしくＰＲして欲しい。
（50代男性）
もう尐し宣伝して何の目的でやっているかを知らせた方がいいと思いました。（私が無知なだけかも知れ
17
ませんが）
（70代男性）
男女共同参画施策の最大の課題は、若者が結婚し子供を生み育てる社会システムをとりもどすこと。い
18 かに権利を主張し、自己満足を得ても子供のいない国家社会は滅亡するしかない。「子育ての偉大さ」
キャンペーンでもやったらどうか！
（50代女性）
市報等で「男女共同参画」について目にします。又、自分自身「男女共同参画」ということに興味があると
同時に必要性を常々感じています。ところが、市で企画していることにあまり興味を持つことができず、今
まで何も参加せず今日まで来ました。なんとなく･･･型にはめているような企画と感じることが多かったせい
19
でしょうか。今回、アンケートに参加させて頂きありがとうございました。先入観で市の企画に賛同できな
かったのかもしれないと反省すると同時に、このアンケートを機会に折にふれて市の企画に目を通してい
きたいと思いました。
20

（70代男性）
各々の事業内容がわからない。活動内容を市民にＰＲする必要を感じます。

（40代女性）
今回このようなアンケートをいただき、市に男女共同参画についての活動があることを初めて知りまし
た。問２５にあるような、③川柳の募集、④苦情処理窓口の開設等、どのような成果があるのか、あったの
21 か知りたいなと思いました。このアンケートをすることによって、東大和市が尐しでも良くなればと願って協
力させていただきました。ただ、市民にどのぐらいこの施策に感心をもっているか、一人一人にどの程度浸
透しているか、尐し疑問が残ります。市民に還元される様な政策をお願いいたします。
22

（50代男性）
男女共同参画の言葉に慣染みなし。この辺のＰＲから着手すべき。

（30代女性）
“男女共同参画施策”と行っていますが、時間をかけるような事ばかりしていて、働く女性の為になるよう
23
な事が実現されていないように思います。

（40代女性）
大人に対しては、仕事、育児、などの支援が整えられることが重要であると考えます。子供の教育に関し
ては、男女平等を教えるよりも、お母さんがどんな仕事をしているか？お父さんがどんな仕事をしている
か？世の中の男女がどんな仕事をしているか？を知ることがずっと大事だと思います。いろんなことを知っ
24
て、それぞれの子供が考える！！全員が同じことを教えられるよりずっと意味があると思います。子供のと
きから考えながら大人になったら今よりずっと良くなると思います。（市役所はサービス業です！！今回の
様に市民の声を（ニーズを）聞いてくださる様お願い致します。）
（30代女性）
以前、フルタイムのパート（月～金 ９:００～１８:００）で働いており、社会保険、厚生年金にも加入していま
した。出産後も産休、育児休暇をとって仕事復帰を希望しましたが、パートは産休、育休の制度はないと言
25
われ、退職しました。正社員が優遇されているのが現状です。もっと、パートやアルバイトでも一定の条件
を満たしていれば、社会復帰がしやすい社会になることを望みます。
（20代女性）
この紙が市役所に届くまでには、様々な人が働き届いていると思います。どうかいち市民の意見ですが、
26 尐しでもお役に立てればと、返信させていただきます。どうか、誰もが平等に働きやすく、住みやすく、いき
られるよう願っています。
27

（70代男性）
当市転入から半年経過。すべて之から考えます。

（40代女性）
問７で書いた通り、「男女」という所にポイントをおく事より、「人生とは人とかかわって生きる事だ」というこ
とを重要旨すべきかな、と思います。「問題が起きたらめんどうだ」と考える大人に育てられたら、めんどう
28
な結婚生活、子供を育てる事は大変すぎて選択しなくなってしまいます。男女のつながり方も、女性同士
のつながり方も同時に考え直す時期なのだと思います。
29

（60代男性）
次の時代をせおう子育を親及地域、行政いちがんとなって考えていく必要を感じます。

（40代女性）
男女平等とは何ですか。人は人として生きているだけだと思うし、女とか男とか関係なく、家族としてくら
す事が大切で、自分が大切だと相手の事も大切だと思うし、自分の親が大切なら相手の親も大切にする
事だと思います。私の夫は私の親も自分の親もとても大切にしてくれています。だからというわけではない
30
けれど私も夫の親も一番に考えて生きて行きたいと思います。仕事に関しては主婦のパートの１０３万円
わくを無くすか、もっと多くしないと主婦は働けないし、時給も上がりません。会社はより多く働かせるため
に、時給を上げません。今私は７８０円です。もう何年も昇給はありません。
（20代男性）
決算前の無駄な道路工事を減らし、住民税を減らしてください。できれば法人税も。やはり給料が増え
31
て、ゆとりがあれば、様々なサービス、施設の利用もでます。
（30代女性）
もう尐し何をやっているのかわかるようにしてほしい。市報くらいではまったくわからない。（届かない、話
32 がみえない）どうせやるなら、こういうのに興味がない人も巻きこめるような形にしてほしい。これからも頑
張って下さい。
33

（60代女性）
男女共同参画施策があることさえ知りませんでした。

（30代女性）
経済的理由から、産後（産休明け）すぐ職場へ戻ったが体力的にも精神的にもかなり辛かった。公立の
保育園へ入園させたが、０才児を37.5℃で返されては、ほとんど仕事へ出られなかった。有給休暇も使い
きり欠勤続きの中、有料の保育ママさん（？）等へお願いする余裕はなかった。その状態で責任ある立場
へ昇格するはずもなく、自分から希望も出せない。会社での立場も不安定になり（パートになれと言われ
34
た）転職も考えたが、保育園の送迎が可能な範囲で選ばざるをえない。小学校へ入学するともっと時間的
制限もあり、長期休暇の弁当作り、役員の当番等、子育てしながら働く上での障害は増えていく。市の施
策によって負担が軽減したことは皆無であり、現実を理解して施策を立てているのか、聞いてみたい気も
しますが、市役所が全て開いている時間は仕事中なのです。
（60代女性）
市内に移住してきた人達の中には、元暴力団員や悪行の数々をしている人が多勢住みついたようです
が、その中には、バングラディシュや中国等男尊女卑のはなはだしい者がいますが、日本は一夫一妻制
である事を強く主張して、女性に対する暴力を振るう男性を、野放しにしないで欲しい。何らかの処分を与
35 えてください。環場が、ものすごく悪化しています。男性の特別教育を徹底的に行って欲しい。男性の精子
の数の減尐と、女性の精巣の萎縮などにより、近年、尐子化の傾向に有ります。人工授精や他人の腹を
仮りてまで、行うのは、両方の合意で行うべきですが、女性の意見なしで決まる事も有ります。気をつけた
いものです。
（60代女性）
経営者ですが、男女平等といっていますが、女性は子供さんがいると急な休み、早退が多く、男性と同じ
評価はむずかしいです。経営差は子供さんが病気、親が入院となると、経営者はおだいじにと言う気持と、
36
又かと言う気持です。結婚してない女性はは平等又は男性より能力のある人はいます。その人達は平等
評価にしています。
37

（40代女性）
男女平等とはおかしい。それぞれ性質のちがうもの、ちがってあたりまえ。

（50代男性）
権利意識を高めることも大切だとは思うが、保育事業の充実等、女性の選択の幅を広げてあげる社会
38
作りが肝要だと思う。
（60代女性）
男と女の考えの差、体のしくみ（性欲の差）、男女思いやりを持っての意見交換やっての上での参画。近
ごろ女性を甘やかし過ぎに思われる。女の目から見て、そう思われる。日本の将来をになう子作りも、男
あってのこと。女の意見ばかり先走っては良くない。男女平等だったら、意見の相違もなく、離婚も減り、子
育、仕事にも,又、生活にも生甲斐ができるのではないか。男女共同参画の前に男、女を奥く理解して話し
39
合いを持ちながら進めてほしいです。人間社会が良くなれば、正しい子育てが出来るし、社会の「ゆがみ」
もなくなり、思いやりのある人間が多くなり、男女共同参画より「離婚」を考えたほうが、日本の未来には良
いと思える。子供にとって両親（父、母）の意見の中で育てられた子供の方が、考えも思想も良い方に向い
て育つと思えます。働くのは、子育てが終わってからでも長寿社会ですから。
（40代女性）
現在は父親学級があり、男性の啓発にとって１つの良い機会になっていると思う。しかし、仕事等を口実
に子育てや介護の負担を女性に押し付けている男性が多いのではないかと思う。女性が社会に出る為に
は、社会の制度ももちろんだが、夫や家族の認識と協力がなくては、子育ての責任や負担で疲へいしてい
く中、女性が何を考えられるだろうか。どんなに良い事業を行っても男性が関わらざるおえない状況にでも
40
ならない限り、女性の参画は家庭内でつぶれていく。自分の経験でいえば、幼児教育、学校教育のレベル
の低さを埋める為の自己犠牲は大きく、努力する程父親は親業を放棄して、がんじがらめである。幼児教
育の質を上げながら男性にも女性にも親業をしっかりさせることが又大人としての成長の機会で、老年期
問題への遠隔的な対処になるのではないかと思っている。
41

（30代男性）
男女共同はいいと思うけど、男女平等はむずかしいと思います。いままでもずっとそうだったのですか
ら。

（40代女性）
男女共同参画施策とは何か。アンケート用紙に説明がなく、興味のないものにとっては、なんのことかわ
42
かりません。知っている人にとっては常識ですが、知らない人もいるんじゃないでしょうか？
（40代女性）
働きながら子育てをする世代として、今痛烈に感じているのは、親が働いている時間の子供の安全が確
保しにくい社会になっているということです。私自身は公務員なので、保育所や学童保育のお世話になる
ことができていますが、入所できないお子さん達を抱えているお母さんは、仕事をもつことができないので
はないでしょうか。また、お世話になっていても、時間外（特に学童は短いです！）や休日の仕事の時の受
入れシステムがほとんどなく、困っています。病児、病後児保育も市内には民間サービスすらないのでは
43
ないでしょうか。将来的には、子どもが安全に過ごせ、病気の時には親も安心して仕事を休める環境の整
備が望まれますが、今現在すぐに実現することは難しいでしょう。子どもの安全と健康が守られなければ、
子どもをあきらめる女性、仕事をあきらめる女性は多いはずです。２年前に市役所で聞いた「保育ママ制
度はありますが、登録者がいません」･･･おかしいですよね。仏作って魂入れずでは困ります。保育システ
ムの拡充を強く強く望んでいます。
（30代男性）
男女共同参画施策とは、何の目的でどのようなことを、いつから行っており、過去の成果は何があるので
すか？市はあまりに情報伝達不足であると思う。市民が市の施策をすべて知り理解していると勘違いして
44
いるのだと思う。企業でも行政でもサービスの相手には十分な情報連絡手段を整えて欲しいと思う。良い
市になるよう、お互いに頑張りましょう。
（70代男性）
施策について、どうして知らないのだろうか。私が知るためには、どんな方策があるかを考えていただけ
45
れば有難い。
（30代女性）
東大和市を盛り上げるには、３０代（私も含め）前ｊ後の世代が、どれだけ根づいた生活をしているかが重
要だと考えます。男女平等もそうですが、魅力のある生活環境、教育制度、介護制度はどれか一つでも特
46
別なもの（他市にない制度）があると良いのではないでしょうか。高齢化で、どんどん活気がなく寂しくなっ
ていく不安があります。今のうちから手を打って、素敵な市になるよう願っています。
（60代男性）
男女共同参画施策を考える時、その対応等に様々なものがあるが、「共同」とか「平等」とか言っても男
女の肉体の違い、変化があるので自ずから例えば女性のできる仕事とかに限度があるので、共同参画に
47
同一視はできない。何らかの場面で男女の差が生じた施策立てられるべきであって、止むを得ないことで
ある。
（40代女性）
私は基本的に、母親は家事育児をやり女性の役割を重視したい方です。なぜなら、今小学生の子供が
おり、学校の方でＰＴＡ等活動しておりますが、やはり働いているという事を理由に学校に関心を持ってもら
えず、年々協力者が尐なくなり、時々子供の為に学校行事他学校関連の為時間を費やしているのにやっ
48
ている事に疑問を持ってしまう程です。今は大変便利な世の中でほとんどの子供が不自由のない生活を
していると思いますが、小さいうちはいつも親がそばにいて声をかけてあげる必要性を痛感しております。
とてもよい施策ですが、時期を急がず、長いスタンスで考えていければと思っています。
（50代女性）
保育園に入りやすいような環境を作ってほしい。娘も嫁さんも技術を身につけたが、子供（現在３才）が
49 保育園に入れないため、技術を生かす事が出来ない。ふたり共、働く意欲はあるようですが、現実はむず
かしいようです。
（40代男性）
アンケート調査の意味が良くわかりませんでした。アンケート調査を基に何を行う予定であるか、アナウ
50
ンスしてください。

（70代男性）
私はスポーツクラブで仲間（男女）を作り、月に数度ハイキングやカラオケ食事会などをしております。
「男女共同参画施策」などと言われますと妙に固苦しく、飛び込めません。気軽に仲間になれるスポーツク
51
ラブは格好の社交場です。特に高齢者に薦めたいと思います。市で補助金などを出して後押しすれば病
院などへ行くよりはるかに健康的ではないでしょうか。
52

（60代男性）
もう尐し勉強してもみます。

（20代男性）
現在の日本では、女性を過剰に優遇する意識が蔓延しています。教育の場、公共の場、会社、家庭等、
それは様々な場所に及んでいます。学校では男子よりも女子の意見が尊重され、レディースデイや女性専
用サービス等が街のあちこちで見つかり、メディアが女性の権利ばかりを謳い続け、女性政治家の男性を
不当に貶める発言がまったく問題されないなど、枚挙に暇がありません。この風潮は、厳正であるべき司
法の場にも広がっています。痴漢冤罪事件における無実証明の難しさが叫ばれるだけでなく、富山連続婦
女暴行事件や静岡県御殿場市の集団暴行事件等の実例も数多く存在しているのです。このアンケートに
53
は「管理職への女性の登用」「女性グループの指導者養成」などの項目が多々あり、女性の権利拡充ばか
りを意識しているように感じられました。しかしそのように現状を正しく認識せず女性の地位向上ばかりを
考えた結果が、今の日本なのです。女性が臆面もなく「亭主元気で留守がいい」「退職夫は濡れ落ち葉」な
どと言い放ち、反論すれば痴漢冤罪によりノーリスクで男性は社会的に抹殺される。これが男女平等の社
会なのでしょうか？真の男女平等とは何なのかを真剣に考え、正しい男女共同参画社会を実現できるよ
う、市には努力していただきたいです。
（70代女性）
子供が病気の時でも預かってくれる保育園か学童保育所がないと女性は働き続けることが出来ない。近
くに祖父母がいなければ、フルタイムの勤務は無理･･と祖父母の立場として思う。又、保育園、学校共行
事の度に休暇をとることになる。例えば学校では、本の読みきかせ、校門での朝のあいさつ、みどりのお
54
ばさんの役目等々。現在の社会状況から止むをえないとは思うものの、現況では働く女性に負担が多過
ぎる。職場では理解を示してくれていても、尐しの発熱でも呼び出されでは、満足に働けない。尐子化にな
るのも無理ないと思う。
（50代男性）
もうやめた方がいいんじゃないの。マジで腹を括ってやっているとも思えないし。大体さ、市役所が人の
生活に入り込むのって･･･日本って、いつのまにか共産主義になったの？それにさ、市役所の人が加入し
55 ている組合って、横田基地をなくして、米軍を追い出して自衛隊もなくそうなんて、言ってるよね。そんな安
全保障も考えない組合の組合員の言うことなんて一つも信用できないって。上野千鶴子は介護に、大沢真
理は品格に逃げた時点で、終わったと思うけどねえ。まあ、ぐらぐらの梯子の上で、頑張ってちょうだい。
56

（60代男性）
設問が多すぎる。まとめるのも大変と思う。

（30代女性）
男女共同参画の為に市が行っている事業については何も知りませんでした。市では、このような活動を
行って、広報誌などを通じ報告をしたりしているのでしょうが、本当に市民に知らせる、浸透させたいと思っ
たら、型どおりの活動をしているだけではダメだと思います。もっと大げさに、これでもかというくらいにしな
いと浸透はしないでしょう。毎月、新聞とともに届く広報誌も新聞をとっていない人は見ないでしょうし、積極
57 的に見ている人は全体の何パーセントいるでしょうか？言葉使いもむずかしかったり、内容が理解できな
い人も多いのではないでしょうか？実際にあった身近な事例を多用してもっとわかりやすく、かみくだい
て、これでもかというくらい知らせる活動をしないとダメだと思います。受けとる方の人間はほとんどが受身
ですから、みんなが能動的な人ばかりなら、こんな苦労をしなくてもよいと思いますが、男女共同参画のこ
とだけでなくすべての事に通じると思います。
（50代女性）
いくら男女平等と言っても男・女各々の本質、特性を生かした教育を望む。中学、小学高学年でも男女同
58 室を着替えをしなければならないシステムは異常。男でも女でも本人が良ければ良い。平等なんだからと
強いる事もお断り。

（30代男性）
この男女共同参画施策って何？その説明を先にすべきでは？どういう趣旨であるのかも？なんのため
59
のアンケートかも？
（20代女性）
市が行っている男女共同参画施策を全く知りませんでした。今後、もっとアピールして欲しいです。女性
60
が結婚して、子供が生まれても働ける市にしてください。
61

（40代女性）
市の女性の病気の健康診断が一年おきになった。平等とは思えない。

62

（50代男性）
具体的に何を行っているのか全くわからないので、施策の説明会を開催してもらいたい。

（40代女性）
今年度の映画「博士の愛した数式」はたいへんおもしろかった。この施策にひっかかる内容としては、主
63 人公の男女の過去に二人の子供を中絶したことくらいかと思うが、市民が楽しめる企画としてとても良いと
思った。最後にリクエスト等、アンケートがあり、次回が楽しみです。
64

（20代女性）
特にありませんが、日本は働きすぎですね。外国での働き方がうらやましい。

（70代女性）
私は１４年になりますが、糖尿病で家の中のことは全て主人がやってくれています。一寸ユダンすると血
糖値が４００になります。私が今やっている事は、お手洗いに行く事とご飯を食べる事だけです。今は男も
65 女も中学生くらいになると、自由に交際する様ですが、この長い人生を生きて行くのに、仕事とか学校とか
色々とありますが、学校の先生は勿論ですが、家庭でもどう生きて行かなければならないのかと云う事を
しっかり教える事が大切だと思うのです。
66

（40代男性）
一生懸命仕事してください。

（70代女性）
現在では、小・中学から、男女差別のない教育がなされていると思いますので、男尊女卑という意識はな
くなっていると思われます。この点は私の年令層の方達とは随分違っていると思うのです。能力のある方
67
は、男女の差別なく可能性をのばしていただきたいと思いますので、そのような社会になることを希みま
す。回答が遅れ、お役に立ちませんで、申し訳ございません。

