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Ⅴ．自由意見のまとめ

男女共同参画に関する意見を自由記述の形で回答していただき、118 件の回答を得られました。

以下に、整理・分類し、主な意見を記載します。

１．男女平等に関する意識について

性別 年代 問３８．自由意見

女性 50 代

男性、女性に限らずそれぞれが得意なことを行えば良い。無理に男女平等を進める

必要はない。仕事が向いている人は仕事、家事が向いている人は家事。そのことで

弊害が出るのであれば見直さないといけない。個々人がもっと家庭を大切にし、子ど

もの教育をしっかりしなければならない。一番大切なのは楽しい家庭を作る事だと思

う。女性の社会進出も大事だが、家庭を大切にする事がもっと大切ではないか。

女性 40 代

男女平等って急に変わらないし、何でも平等にというのもおかしな気がする。変わるに

は少しずつ、今小学生の子が大人になる頃には男も女もなく、といった風に変われば

よしとする。

男性 10 代

私はそこまできつい男女差別を見たことはありません。男女差別は、何も女性だけが

差別を受け続けているということではなく、男性も差別対象のケースもあると思いま

す。このアンケートの８割くらいは男女差別というより女性差別のアンケートであると

感じました。私は男女差別をなくすことは大賛成です。

男性 20 代

男女平等の社会づくりに向けた調査ですが、質問内容に不平等さを感じました。女性

向けだけではなく、男性向けの相談窓口も同じように注力していくことを願っていま

す。

女性 70 代以上 昔と違って今は女性でも対等に抜擢されつつあると思います。

女性 60 代

他市で 40 年幼稚園に勤務していました。教育の場では男女平等の教育はされている

と思っています。意識が根底にあれば、次世代には当たり前のことになると信じてい

ます。

女性 40 代

「男女平等」というより、男性ならではの良いところ、女性ならではの良いところを生か

し、平和で幸せな生活が皆できるよう願っているので、そのように働きかけをして下さ

ったらと思っています。

女性 60 代
女性では、遺族年金をもらっている方の方が多いのが現実です。まだまだ男性社会

だと思います。男性が外で働き、女性は家を守るという考えは根強いと思います。

女性 40 代
平等の意味を正しく理解する事が必要。男女は必ずしも同じではない（身体的感情面

等）特質も活かしつつ平等な権利は主張すべき。

女性 70 代以上

男は男らしく責任を持ち、女の人や子ども達を力強く育てて守ってほしい。女は女らし

く子どもを産み育て、家庭を暖かく支えてほしいと願います。当たり前のように思う私

は古い考えなのでしょうか。
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男性 20 代
男女間の不当な差別は撤廃していくべきであるが、男性、女性それぞれにしかできな

い役割があるとの認識を深める事も大事だと思います。

男性 40 代
私のように、男女平等の推進を必要と感じていない人がいるということは、男女が平

等になってきている感じがしている。

女性 50 代
あまりにも男女平等というのはおかしいと思います。日本本来の男は男らしく、女は女

らしく、きっちりと考慮されたものであってほしいと思います。

２．家庭生活について

性別 年代 問３８．自由意見

女性 30 代

現在子どもが小さいためパート勤務です。フルタイムで働いていますが何かあれば子

どもや家庭を優先しなければならないためパートでいます。現状夫に働いてもらわな

いと生活出来ません。家事や育児、地域での活動等でも十分に社会に貢献している

のだと思える環境になればよいなと思います。

女性 70 代以上
男の人には仕事があり、女の人は家庭の役割があります。お互いに話合って協力し

合って理解をしてほしい。

３．子育て・教育について

性別 年代 問３８．自由意見

男性 30 代

男女平等も大切ですが、専業主婦の充実というのも大切にしてほしい。男女平等の

前に子どもの数が減っており、子ども手当や医療を充実させてください。「八尾市は子

育てがしやすい」を売りにして若い世代を増やしていくべき。

女性 60 代
職場における性差意識解消には親が子どもを安心して預けて働ける環境がもっと必

要と感じます。

女性 30 代

女性が働きたくても子どもが保育所（園）に入れない現状が八尾にもまだまだある。結

局我慢するのは女性である。男女共に平等に社会で力を発揮できるようにもっと就

労、福祉、子育てに力を貸して欲しい。

女性 40 代

大企業では夫も育児参加に配慮した休暇などが充実していますが、自営業や小規模

の企業に就労している人達は、夫の休暇取得もままならず、残業が多いため、妻一

人で家事、育児をせざるを得ません。夫の育児休暇取得の推進も良い事ですが、自

営業の妻が時々リフレッシュできたり、体調が悪いときなどに一時保育を手軽に利用

できるようにしてもらえたらと思います。

女性 30 代

この手の講座、イベントなどの参加者は、結局女性が主で男性には届かないように思

います。小さい時から男子にも掃除、洗濯、炊事などを習わせ、宿題としてそれらをお

父さんと一緒にするなど、父親の参加をさせる仕組みを作ってほしい。学校のプリント

なども父親は目も通さないといったケースも多いので、子どもに「これはお父さんが読

んでチェックして」と言わせるなど、かたくるしくない日常に溶け込んだアプローチで男

性に意識付していけばよいと思います。
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４．就労について

性別 年代 問３８．自由意見

女性 60 代

保育園の充実や小学校低学年の児童あずかり保育など女性がフルタイムで働ける

様な行政の支援が必要。又職場においてもワークシェアリングなど女性が働きやすい

環境づくりを企業だけでなく、行政のサポート（提案や指導）によって実現してほしいと

思います。

女性 30 代

小さい子どもを持つ母親が働きやすい地域にして欲しいと思います。小さい子どもが

いて、実家が遠く主人も仕事で家を空けがちなので、就職を考えられないのが現状で

す。社会と関わりを持ちたいと思いながらもできずに育児をされているお母さんは、た

くさんいるのではないでしょうか？

５．仕事と生活の調和について

性別 年代 問３８．自由意見

女性 40 代

男性は仕事に疲れていて、なかなか早く家庭に帰ることができません。女性のために

も男性社会がまず変化するべきでは。残業、休日出勤を無くし、諸外国のように長期

休暇を中小企業勤務の人もとれるような仕組みが欲しいと思う。

男性 20 代 完璧に両立できることを期待しています。

６．あらゆる暴力について

性別 年代 問３８．自由意見

男性 10 代

学校教育の中で感じた事だが、DV やセクシュアル・ハラスメントなどの問題は以前か

らあったにも関わらず、授業で取り上げられた機会は少なく、最早そのような行為が

非常に稀なケースであるかのような言い回しだった。学校教育から見直していく必要

があると考える。

７．男女共同参画社会づくりについて

性別 年代 問３８．自由意見

女性 40 代
『男女共同参画社会』は名称が固くてなじめないようなイメージ。もう少し柔らかく分か

りやすい呼び方はないでしょうか。

男性 70 代以上
行政がもっと動くべきです。少子高齢化社会に伴って、男女共同参画はますます重大

です。行政と市民が協働で作り上げるべきです。

男性 40 代
著名人を呼んでのセミナーを行うと関心を持つ人が増えると思うので、そのような取り

組みをして欲しい。

女性 20 代
影響力がある人達が世間に向かって大事なポイントを発信させないと世の中は簡単

には変化しないと思います。
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女性 50 代

八尾市でも、国際交流を体験し、更にそれが就業につながるような企画が行われると

いいなと思います。国際的な仕事は男女を問わず、年齢や生活環境、それぞれが違

っていても平等に扱ってくれます。

女性 40 代
男女共同参画センターって、あまりなじみがありません。もっと身近な感じでイベントと

かもして下さらないと、きっと足を運ぶことはないと思います。

男性 60 代

仕事をすることは大事であるが、将来を背負う子どもを産み育てることも大切。子育て

期間は母親の影響が大きい小学低学年くらいまでと考えた支援を期待する。男女共

同参画は頭で理解しているが実態が伴っていないのが課題。

女性 50 代 やはり子どもの頃から男女平等の教育をすることが大切と思います。

男性 20 代

「男女共同参画社会づくり」のために八尾市がどのようなことを行っているのか正直全

く知らなかったです。八尾市が男女平等のためにどのようなことを行っているのか、し

ようとしているのかを多くの市民に知ってもらうようにすることがまず必要だと考えま

す。

女性 10 代

男女平等だと言われる今日ですが、実際には、家庭面でセカンドシフトが問題になっ

ていたり、仕事場でも男女差の名残のある所も少なくありません。やはり、意識的な問

題がカギとなっていると思います。小・中・高校から教育で、「男女差別」を大きく取り

あげ、問題点を知ることが大切ではないでしょうか。人は「知る」ことによって興味を持

ち、理解を持つことができると思います。

女性 40 代
八尾は保守的な考えがまだまだあると感じる事が多々あります。街全体をもっと活性

化していかないと古い街のままのような気がします。

女性 70 代以上
学習センターへ行く事がなかったので、これからは行って、色々と観て、物知りになり

たいです。

男性 60 代
男女共同参画のあり方に深みがない。もっと日本文化や男女のあり方を考えた上で

の共同参画を打ち立ててほしい。

男性 40 代

男女平等＝男女共同参画社会づくりの推進ではないと思います。個人個人が力を発

揮できる分野で社会に貢献すれば、結果的に男女共同参画社会に変わっていると思

う。古き良き日本が理想のような気がしますが。男女平等の前に、親が子を見守って

育てる環境を大事にすれば、人に優しい社会ができると感じます。

女性 70 代以上
男女共同参画センター「すみれ」の講座を、皆が楽しく感じられ、又受けてみようと期

待出来るように、と願っています。

男性 40 代 ぜひ市内の企業へも足を運んでいただき、啓発運動に取り組んでほしいと思います。

女性 30 代 女性が働く為には子育てしやすい環境を作らなければ難しいと思います。

女性 50 代
八尾市全体で考えるのも大切ですが、地域ひとつひとつで考えて頂けるのがあれば

参加しやすいと思います。

男性 60 代
担当者は形式的なアンケートで終わらず、男女共同参画社会づくりに役立ててほし

い。少しでも八尾市、大阪府、日本が良くなるなら協力は惜しまない。



155

男性 60 代
5 年、10 年後に女性がいろいろな場所での進出が根付いている地域モデルとして社

会に発信していってほしい。

女性 20 代 もっと 10～20 代が関心を持てるように取り組んでいきたい。

８．その他

性別 年代 問３８．自由意見

女性 10 代
質問と対象とする人の年齢層をもっと考えるべきだと思います。18 歳の私には難しい

質問が多くて、あまり協力できないです。

女性 50 代
市政だよりは目を通しているつもりでも、改めて題目をあげられると知らない事項があ

ると気付かされました。これからはしっかり読ませていただきます。

女性 70 代以上

難しいことは分かりませんが、今回の回答は迷う事が多かったです。1 人暮らしで年

齢も高く気ままにしています。一番最初に男女共同参画でどのような状態になればよ

いのかが、私には状況がつかめていません。人、各々幸せ度は違うと思いますので。

女性 70 代以上
80 過ぎた人には、この意識調査の内容は現状にそぐわない。質問の意図がわからな

い事があった。

女性 40 代

難しい言葉でなく、色々な方々にわかりやすい言葉に変えてみる。もっと気軽に意見

や要望を言える、話せる様にしてみる。もう少しわかりやすくして頂けたら、もっと浸透

していくのではと思います。

男性 70 代以上

男女共同参画社会と言うような難しい言葉を使うのではなく、もっと国民、市民の中に

融合したような制度にする必要があると思う。江戸時代から形作られたこの日本の人

間社会のあり方を変えるには、時間をかけてやる必要があると思う。まず基本的な制

度を作り、国民にオープンにし、時間をかけて人間づくりに力を注ぐ必要がある。

男性 70 代以上
このようなアンケートは、30～40 歳の働いている家庭にしてもらったらいいと思いま

す。

女性 20 代 ぜひ推進して欲しいです




