
No. 男女共同参画全般について
性
別

年
齢

1
男女共同参画という文字は見たことがある、というくらいの意識でしかなく、あいパルにも月に５～６回通っているが
具体的に何をしているか全然わからないし伝わってこない。関心を持って見ないといけないのか？よくわからない現
実です。

女性 50～59歳

2 当の本人が自ら進んで行動しないとダメだということが基本的な考えですので特に望みません。 男性 70歳以上

3

女性・男性とも協力出来る所を決めて活動する方が、争うよりも建設的だと思います。お互いが対立し合うと、力が
発揮しにくいと思います。良い例：日露戦争、２００２年野球、ジャイアンツの主力打者にまで走塁の意識を求めて、
チーム全体に伝わり、日本一に（走塁に弱点があった）。悪い例：大東亜戦争（陸軍と海軍がお互い仲が悪く、足を
引っぱり合った）２００６年サッカードイツＷ杯１分２敗でグループリーグ敗退。日本代表の仲が悪く分裂していた。

男性 40～49歳

4 頑張ってください。戸田市がよりよい町になりますように。 男性 20～29歳

5
子育ても終わり、今は息子家族と一緒に暮らしています。昔とは違い、息子夫婦を見ているとお互い協力し合って
います。嫁も２年後には職場復帰するので、私と夫も協力し合っていきたいと思っています。

女性 60～69歳

6
今の生活が優先で戸田市の共同参画に関して今の所望む事など思いつきません。５つまで○を付けましたが、人
はその時々に直面した時必要と感じる事かも。申し訳ないです。

女性 20～29歳

7
男と女では体も心も全く違うので、同じ扱いにすること自体にかなり無理があると思う。たとえば力仕事は男しかでき
ないし、介護はほとんど女しかできない。この事実から目を逸らしてはいけない。さもなければ対策は形式的なもの
で終わってしまう。

男性 60～69歳

8
男女共同参画という取り組みが、男にも女にも差別を感じてしまう。取り組みがないと差別を感じる人がいるというこ
となのかと。声を大きくあげる人の考え方が正しいと思われがちで、反対意見がかき消されて不自由な社会になっ
ている気がする。

男性 50～59歳

9 年齢が年齢なので男女共同参画といわれてもあまりわからない、その様な行動に参加出来ない。 女性 70歳以上

10 男女共同参画施策を考えている人に男性が多いため、考えや行動が広がりにくいのではと思います。 男性 20～29歳

11 「男女共同参画」という考え方ではなく「人間」というくくりで物事を考えるように早くなって欲しいと思います。 男性 50～59歳

12
まだ高校生なので、今回のアンケートの内容のことについてあまり考えたことがなかった。難しかったけど、これから
社会に出ていくので、きちんと考えた方がよいことだと思いました。

女性    20歳未満

13
人に考えを押しつけすぎる、過ぎた主張は害になる。そのような事の前に、１人１人の道徳観念をもう一度見直すべ
き。

男性 40～49歳

14
まだ学生なので、あまり深く考えた事がありませんでしたが、今回このようなアンケートに参加させて頂き、色々と勉
強になりました。社会に出ていく上で、これからもっと学んでいきたいと思います。

女性    20歳未満

15
男女平等ということより、個の特性を大事にする。男とか女とかではなくその人ができることをする。喜んでやることが
出来ればそれで良いと思う。

女性 60～69歳

16
男女の区別なく普通に生活出来るようになればと思います。男性女性の区別なく人間として接していれば良いので
はないでしょうか。生意気を言ってごめんなさい。

女性 60～69歳

17 男性にあって女性にないサービス、女性にあって男性にないサービスがあることをまずよく認識してほしい。 男性 30～39歳

18 男女とも一人で自立する、心構えを持って生きる。 男性 60～69歳

19 教育、職業、家庭などにおいて、男女の区別なく平等に考えて欲しい。 女性 60～69歳

20 自分には、あまり関係が無いことなので、興味が出ない。 女性 50～59歳
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No. 市の施策・事業について
性
別

年
齢

1 市で開催する講座は昼が多いが、もっと社会人も参加しやすいように夜の講座も増やしてほしい。 女性 50～59歳

2
個人の意識や固定観念を市の施策で変えることはむずかしい。講座を受けることで個人の価値観を変えることは可
能なのか。

女性 30～39歳

3
働いている女性でも参加しやすい時間や曜日で、趣味やスキルアップするための講座を増やしてほしいです。公
民館等で行っているのは平日の昼間が多いので興味があっても参加できないことが多々あるので。

女性 50～59歳

4
名前は知っていたが、今いち何をやっている所かよくわからない。戸田に住んでいるが、仕事場は市内でもないし、
子供がいないため地域密着がないので、これからの事を考えると、詳しくならないといけないのかな？と思います。

女性 50～59歳

5
東京都大田区立男女平等推進センター（エセナおおた）のような先進事例を参考にして事業を進めてほしいと思い
ます。

男性 40～49歳

6
今日、女性軽視を問題としてさまざまな対策をとっているが、その対策を行うことにより逆に女性が優位に立ってい
る場面が増加していると感じる。男女平等を訴えるのならば、撤廃すべき。

男性    20歳未満

7 「市民の血税（税金）」は、大切に有効に使ってください！ 女性 40～49歳

8 男女共同参画（施策）と言ってる時点で違うと思う。行政に甘えすぎ。既に実現済では？ 女性 40～49歳

9 今後のご活躍をお祈り申し上げます。 男性 70歳以上

10 特別な取り組みをしないで、結果的に男女共同参画社会の実現に歩んでいる、という様な施策を望んでいます。 女性 60～69歳

11 個人的な意見ですが、民間の家賃が高い為、市営住宅を増やして欲しい（現実間題です）。 女性 70歳以上

12 性別などではなく、障害のある人への配慮を、もっと充実できるようにしてほしい。 男性 40～49歳

13
戸田ふるさと祭りを屋外と室内両方でやってほしい。戸田ふるさと祭りにじゃんけん大会の老若男女イベントを増や
してほしい。できれば会場をイオン北戸田店でやってほしい。（日本テレビ）の仮装大賞を戸田市文化会館でやっ
てほしい。

男性 30～39歳

14 頑張って下さい。 男性 60～69歳

15
ビリーブはなぜやめたのですか？テニスを通じて男女が協力できる場がなくなった。テニスコートの再開を望みま
す。

男性 50～59歳
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No. 情報提供・周知について
性
別

年
齢

1
男女共同参画とは、広報と一緒に配られる情報誌「つばさ」を見ただけでは、中身も意味もわかりません。せっかく
アンケート調査が届いても良い答えができません。申し訳ありません。市民がよりよい暮しができるよう願っていま
す。

女性 70歳以上

2
インターネットやチラシだけでなく、市の祭り等でどのような活動をしているのか、どの年齢でも分かるような資料をパ
ネル等で掲示してほしいと思います。例えばＤＶの問題については、相談窓口などの情報が入ってきていない被害
者が、自分が被害者と気がつく手助けになるかもしれません。

男性 20～29歳

3 市の取り組みを知らない人が多いので、もっと広める動きをとった方が良いと思います！ 男性 20～29歳

4 男女共同参画に関してのＰＲをもっと。 男性 70歳以上

5 あいパルの存在を戸田市民はどれだけ知っているのでしょうか？まずはそこからだと思われます。 男性 40～49歳

6
男女共同参画について全く知識がありません。又、どんな役割を果たしているのか、興味はあります。ですが平日
会社に行って、土日は休みの生活を送っているとどこでその活動を知っていけばよいのでしょうか？と思いました。

女性 40～49歳

7
男女共同参画という言葉自体にピンときません。小学生でも分かるようにシンプルで明確に目的・目標を示してほし
いです。

女性 30～39歳

8

話はそれると思いますが…戸田市には道の駅がありません。地方にある道の駅ましこや道の駅保田小学校等は
「情報発信機能」の役割を充分持って運営されていると思います。あいパルはとても素晴らしい施設だと思います。
その道の駅をお手本にもっとたくさんの市民の方が集まって頂ける様に農産物や名産品を置いたり人材センターや
交流センターを兼ね備えた複合施設になってほしいと思います。

女性 40～49歳

9 もっと広報に力入れて欲しいです。知らないこと、問い合わせないとわからないことが多すぎです。 女性 20～29歳

10 意外と色々な取り組みをされていると驚きました。もっとアピールすべきと思いました。 男性 60～69歳

11
施策があることや、そのようなパンフレット、講座など全く知りませんでした。知る機会が増えればまた違ってくるのか
と思います。触れる機会も少ないので、もう少し身近なものになり、考えられるようになれば良いなと思いました。この
アンケートをきっかけに戸田市の行っている事業をもっと知りたいと思います。

女性    20歳未満

12 男女共同参画のことがまったくわかりませんでした。戸田広報を今度からよく見ます。 女性 60～69歳

13
今回のアンケートで、戸田市が男女共同参画社会のためにやっていることがこんなにあるんだと知りました。あくま
で私の視点からではありますが、そのような事業を推していくのであればもう少し、何かしらの手段を用いて宣伝なり
啓発なりしてもいいかもわかりません。（実際自分は今回のアンケートで知ったので）

男性 20～29歳

14
自分には関係が無いと思っている人が多いのではないか。身近で関心が持てる施策を具体的にＰＲしてほしい。熱
心に取り組んでいる人はいますが、まだまだ浸透していないのではないかと思われる。

男性 70歳以上

15
ここ数年、体調が悪く、仕事に行くことがやっとといった感じです。町会も班長になった一年間だけお手伝いするだ
けで、あまり外には出ていません。戸田広報を見ることが情報源です。お役に立てず、申し訳ありません。

女性 50～59歳

16 内容的に理解が無いので、少し学んで見たいと思います。 男性 70歳以上

17
今だ社会の慣習（ジェンダー）が残っており、それらを無くす取り組み（啓発活動や情報提供．チラシ等）が必要と考
える。

男性 70歳以上

18
上戸田地域交流センター「あいパル」そのものを知りませんでした。もっと情報を流していただかないと、知らない人
の方が多いと思います。

男性 60～69歳

19 男女共同参画の政策を進めているとは言っているものの、具体的な政策が市民には伝わっていない。 男性    20歳未満
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No. 子育て・介護について
性
別

年
齢

1
母子家庭への支援を増やすべきだと思います。また、女性へのピルの保険適用も視野に入れてほしいです。（体調
を整える為）

女性 20～29歳

2
もっと保育園・幼稚園などの職員の給料の充実に力を入れてほしい。私は高校生の時に一時、幼稚園の先生にな
りたいと思ったことがあったが、あまりに給料が低いので諦めた。命を預かる大変な仕事なのに、と思ってしまった。
日本政府は動く気がなさそうなので、せめて戸田市で何かできることはないか考えて、実行に移してほしい。

女性    20歳未満

3 女医のいる産婦人科が増えると通院しやすい。不妊専門病院（女医）があるといいと思う。 女性 30～39歳

4
保育園が少ないのに所在地が偏っている。また、保育園を乗り越えたら学童に入れず、仕事が続けられない。学童
の数が少なすぎるし、同じ公立で受け入れ人数が大きく異なることの理由が分からない。全体の人数に対して決め
るべきだと思う。

女性 30～39歳

5
トコバスをよく利用しますが、女性の高齢の利用者が多い様に感じます。トコバスが無くなると何処にも行けない方
が増えるのでは、と感じます。市長が代わられても、トコバスは残して頂きたいと切に思います。女性の弱者への視
点を大切にして頂きたいと思います。現状には、個人的には不満はありません。

男性 50～59歳

6 男女共同参画社会もいいですが、その前に高齢者が生活について考え、暮らしていけるような社会にしてほしい。 女性 60～69歳

7

公立幼稚園の設立、私立幼稚園の補助充実（収入別）幼稚園。小学校の長期休み中の保育施設の充実（パート等
で働きたくても、子供の休みのことを考えると働けない・採用されない。）保育費用が高いとパート代に対して負担が
大きい。フルタイムへの再就職はハードルが高く、子供の幼稚園．小学校の間にせめてパートに出たいのですが、
なかなか条件が難しく困っております。

女性 30～39歳

8
保育所・学童保育室の充実と共に、保育士の指導・教育される方の質の向上も図って欲しい。保育園の保育費の
負担が大きいので、値下げして欲しい。

男性 30～39歳

9

小学校放課後の子供のことが心配です。共働き世帯で親も遠方となると学童（つまらなくて３年生位になると辞めて
しまうと聞きます。）に入れるか１人で留守番させるようになると思いますが、子供の成長にそれでいいのかと不安で
なりません。働くのは経済状況も良くなり良いことと思いますが、平凡な家庭にいる時間がほぼ無く、子供がかわい
そうで仕方ありません。じゃあ仕事を辞めればいいのかと言われるのかもしれませんが。

女性 30～39歳

10
孫が保育園に入れず、一時保育です。安心して働けるように保育園を増やし幼稚園の延長保育も保育料を考えて
ほしいと思います。

女性 50～59歳

11
女性が家事育児をしながらもっと働きやすくするためには保育所等の充実が必要ですが、ただ増やすのではなく
保育士等働いている人の賃上げするなどの待遇を良くしてほしい。

女性 20～29歳

12
若い世代の人たちが（特に女性）、安心して子供を産み、育てたいという希望が持てる様、保育施設、老人介護施
設の充実、保護、保障の充実を求めます。

女性 50～59歳
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No. 社会参加・労働環境について
性
別

年
齢

1

私は町内会活動を嫌々行っています。現代では私のような方が多く「お人好しがバカを見る」と言われています。し
かしながら少子化で共働きが多くなり、町内活動の人が少なくなると地域が汚くなり、治安も悪くなると思い、仕方な
く行っている状態です。本当は子供も大人も女も男もハンディキャップがある方も平等にやれる事の範囲で町の活
動に参加できたらいいと思います。戸田５０周年の子供のフリーマーケットがとっても良かったです。あの形を発展さ
せてみてはいかがでしょうか？戸田の親子または学生が手作り商品のアイディアを考える→戸田市が出資→シル
バーやハンディキャップがある方が作る→学生などが販売→売上を分け合う。

女性 30～39歳

2
幼稚園の延長保育が、草加市で18：00～19：00頃までの所があるそうですが、戸田市はもう少し早い。遅くまで預
かってくれる所が増えればフルタイムで働ける人が増えるのでないか？逆に年収100万位希望の少しだけ働きたい
人もたくさんいると思う。そういう人に向けた支援の充実もお願いします。

女性 30～39歳

3 女性が自立して生きていける環境づくりを整備してほしいと思います。 女性 50～59歳

4
行政をあてにすることなくご近所のお付き合いの力を今一歩、強力に推進して行きたい。無関心こそ一凶。わが地
域の暖かい声かけ、冷静な目で生活をして行きたいと思います。

女性 60～69歳

5
自分の住む町は、町会長をはじめ、理事は全員男性です。はじめから女性にもお願いするという気がまったくありま
せん。老人会にしても女性の会長というのを聞いた事がありません。まずは小さなところから男女半々に近づけてい
けたら良いと思います。いずれは戸田も女性の市長が誕生してほしいと思っています。

女性 50～59歳

6 男女関係なく、能力がある人が適材適所な場所で活躍できる社会になって欲しいです。 女性 40～49歳

7 男社会に女が入り女からクレームが出る。逆だったらどう思うのかを考えて行動できないのか。 男性 20～29歳

8

家庭生活においては男女共に仕事をしている場合、家事や育児、介護などを女性が主に担っている場合が多く、
女性に負担がかかっていると思う。男女共に育児休暇や介護休暇など取りやすい環境になれば良いと思う。現実
には介護に関しては長期に休みづらく、結局退職せざるを得ない状況になる。政治的には女性のリーダーが出ると
足を引っ張り、引きずりおろしてしまう風潮にある。これでは能力を発揮できず、女性活躍社会とは言えない。

女性 60～69歳

9
男女雇用機会的等法など、行政は女性を働かせようとしているが、それは女性のためではなく、人手不足だからな
のではないか。なぜなら私のまわりは、夫が働いて家庭を守る妻のほうが幸せそうである。

女性 40～49歳

10

男女が平等に活躍できるような社会をつくるのはいいことだが、今の考え方や上層部の体制が今のままだと、女性
が子育てもし、働きもし、家事もやるといった負担ばかりが増え、強くたくましい女性ばかりが残り、男性が弱くなる一
方に感じられる。男性も家事・仕事・育児をする前提で家庭内、学校内の意識を変えること。および、国や社会で共
有した考えを持たないと、結婚しない男女が増え、家族そのものが崩壊してしまう危険がある。

女性 30～39歳

11

学童の有無などは、親がしっかり働けるように、という考えだが、私はしっかり働けてもくたくたになってしまった。
（今、子どもが８才なので、０～８才までの生活内容に。）子が大きくなった後も、成人するまではこの疲労は変わらな
いと思う。改善策は、フルタイム制を変えることしかないと思っています。時短ではなく、６ｈ勤務を選んで一生働ける
世の中にしてほしい。

女性 30～39歳

12

女性の社会進出を考えますと日本経済の先行きは女性に期待されている訳ですから、この様なことを全国民が認
識し、教育から女性が働ける環境づくり、雇用までを総合的に改革する必要があるのでは思います。女性が働ける
基盤づくりが大事で、大勢の女性の能力を期待しております。男女の差はない筈です。私のところは共働きで２人と
も定年まで勤めました。

男性 70歳以上

13
女性の社会進出は良い事ではありますが、女性を過剰に保護した結果、女尊男卑という皮肉な事にならないようお
願いします。

男性 30～39歳

14
子どもを保育園に預けて共働きをしています。子どもの体調不良で休みをとったり、早退するのはいつも母である
私。夫は「休めない」「休んでいる人いない」と。私の仕事も、“休めない”“休みたくない”もの。なかなか男性社会
で、家族のために勤務調整するのは難しいことなんだなと感じています。

女性 20～29歳

15

男女共同参画の推進は積極的に今後も行っていくことと思う反面、雇用面についてはいくつか課題があると感じま
す。業種によってまちまちだと思いますが、男性と女性での責任の取らされ方が異なる中、職位、給与面も均等に
するというのは、不平等です。性別を問わず、全てを平等にするのは限界があると思いますが、人権の尊重、能力
に見合った男女共同参画社会の確立を望みます。

男性 20～29歳

16

起業にしてもお金をもらいたいから行うわけではなく、選ばれる戸田をつくり続けるために、地元に何かしたいと思っ
ていますが、私がしてみたい分野は、国や行政のつながりが大きいので本当に歯がゆさを感じます。起業支援にし
ても分野を強化していただいたり行政の方や市議の方々とのつながりが持てたらありがたいです。ちなみに保育事
業子育てタウン戸田をしたいです。

女性 30～39歳

17
男女の差別はいけないことです。しかし基本的な体力の違いは女性の私は感じてきました。でも順応性や会話能
力には自信があります。性別的に得意不得意もあることではないかと思います。それぞれの特性を生かして、男と
女（大きく分けて）しかいない社会ですから、協力して成り立っていければと思います。

女性 50～59歳

18
子供がいると遠くに働きに行けません。戸田市内に会社が増えて、働ける場所が選べると良いと思います。戸田市
の都市化を希望致します。地下鉄などの整備でもっともっと新しい会社が出来る事を望んでいます。

女性 40～49歳

19

私が社会に出た頃は男女平等といっても寿退職が普通でしたし働く為の制度がなかった。それに比べて今は女性
が社会に進出しやすい様に一見みえる。実際に、パートは増えているが、仕事内容・時間でみるとこれは女性が多
い、これは男性が多いとはっきりしているのは何故か。体力は当然だがポッカリ空いた穴をどちらが補うのかが不充
分なのでは。

女性 70歳以上
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No. アンケートについて
性
別

年
齢

1 アンケート実施おつかれさまです。 男性 40～49歳

2
男女共同参画と書かれておりますが、こちらのアンケートでは圧倒的に女性の事を中心に考えられている印象を受
けます。女性が不利だ、と騒がれている今だからこそ平等の精神を忘れないで頂きたいと心配になります。

女性 20～29歳

3 名前を書かないとはいえ、年齢にあったアンケートを送ってほしいと思います。 女性 70歳以上

4
質問の中に、答えが誘導的な問いが多すぎる。カタカナ、英文字が多すぎる。分かりづらい統計だけ、事務的処理
だけの市民参加はすぐ辞めてほしい。

男性 60～69歳

5 私は男性なのであまり答えられませんでした。出来れば手頃な住まいの提供をお願いします。 男性 50～59歳

6
男女共同参画を企画する時点で壁を作っていると思われる。各個人の能力に性別は関係ない。このようなアンケー
ト自体が無意味である。

女性 40～49歳

7 こういうアンケートは若い人の意見の方が良いと思います。 女性 70歳以上

8

このアンケート自体にも差別があるが、女性の政治への興味の無さ等は、女性が参加を望まない事が多いだけ。そ
ういう現実を無視し、上から押しつける形になってしまっている。ですので、アンケートに１つ追加して欲しい。「あな
たはもし、生まれ変わったとしても男性または女性でいたいですか？」と。その割合で男女の差別等が見えてくると
思う。

男性 40～49歳

9 男女共同参画と言っておきながら、質問が差別されているように感じるところがあります。 女性 60～69歳

10

このアンケートのように男女平等と言うけれど、「女性の～」とか「男性の～」と区切っている時点で平等を乱している
ように感じる。一人一人の個性や能力を見極めていくことや、その重要性を広めることが男女共同参画につながる
のではないか。最近の日本では女性のほうが被害者になりやすいこともあるが「か弱い女性像」として一括りにされ
ているようで嫌である。

女性    20歳未満

11 意味が分からない。 男性 60～69歳

12
ＥＸＣＵＳＥ　ＭＥ．ＴＯ　ａｌｌ　ＴＨＥ　ＳＴＡＦＦ　ＯＦ　ＣｉＴｙＨＡＬＬ．ＮＡＧＵＳＴＯ　Ｋｏｌａｎｇ　ｐｏｎｇ　ｍａｌａｍａｎ　ｎａｌａ
ｈａｔ　ｐｏ　ｒａｎｇ　ｎａｋａｓｕｌａｔ　ｓａ　ａｎｋｅｔｏ　ｓｅｎｂｕ　ｗａｋａｒａｎａｉ　ｄｅｓｕ　Ｔａｇａｌｏｇｏ　ｋａ　Ｅｇｏ　ｄｅ　ｏｎｅｇａｉｓｈｉｍａｓ
ｕ．ｓｅｎｂｕ　ｇｏｓｈｉｊｉｎ　ｇａ　ｋｏｔａｉｍａｓｈｉｔａ．

女性 30～39歳

13
80才を過ぎた女性に質問をしても良くわかりません。もう少し年寄りの事を考えた問題が欲しかった。生活して行く
のに大変です。

女性 70歳以上

14
付き合ったことも結婚したこともないので質問に答えれないのもありました。アンケートをするなら、選んでして欲しい
です。

女性 30～39歳
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No. 教育・学校ついて
性
別

年
齢

1

アンケートの内容全てが男女共同参画に該当されているのは、宜しいのでしょうか？もしそうなら、現段階で小中学
校において男女共同参画の視点に立った教育はして欲しくないです。例えば、ＬＧＢＴについても、「理解」というよ
りも、ＬＧＢＴについてあまりよく思っていない考えの人達が、「悪」とされないかが心配です。教育とは、あくまで子供
達自身が、個人個人の考えを持てるようにし、持っていい、という視点を最重視し、指導するものと考えております。
どの考えを持っていようと、虐げられないよう、細心の注意を払い活動して頂きたく存じます。

女性 20～29歳

2

アフターケアより防止に力を入れて下さい。事後では遅いです。今叶わなくとも、今現在、戸田市で教育を受けてい
る子ども達が、1０年後、２０年後、自分達の子どもにも受けさせたいと思える思考回路作りをしていくと、自然と男女
が平等でなくてはいけないと考える人すらいなくなると思います。自然と互いの事を思えるような教育をお願いしま
す。

男性 20～29歳

3 教育。 男性 40～49歳

4 幼年期から男女協力し合う事を教えていくべき。また、性差別と性別による適正は別の話なので混同せず指導を。 無回答 無回答

5
女性の教育が必要です。子供を産み子育てするのも女性の言葉、態度、行動がすべて影響します。暴言をはいた
り、無視したりする女性は家庭内、職場など、あらゆる所で教育不足。それは、私達６０才以上の方々が、子育てを
失敗した結果だと思います。女性が強くなり過ぎ。小学校でゴミの分別を実施し身につける必要あり。

女性 60～69歳

6

男女平等に働いていても、家事は女性に負担がかかるのが現実です。男性の意識を変えることが必要かと思いま
す。そのためには男女平等に教育をすることが大切ではないでしょうか。私の年代では、女子は家庭科、男子は技
術・工作など別の教科がありました。今はそのようなことがないと思いますが、長い年月をかけて教育しなければ、平
等の意識は育たないと思います。

女性 60～69歳

7
女性、男性というワクを越えた人としての生き方、尊重が基本とする考え。人への思いやり、大切にする事が個々の
人生を心豊かに送るために大切だと思います。公共施設や市の対策に寄りかかる事より、いかに自身の人生を自
立して生きる事が出来るか、教育が大切だと思います。

女性 60～69歳

8
ＤＶやＬＧＢＴの方への理解だけでなく、女性の性教育が大切だと思う。教育において男女の性を一緒に教えること
は難しいが、男子、女子で考える時間があれば性犯罪は減らせるのではないか。

女性    20歳未満

9 小中学校での男女平等に対する授業や人権教育なども必要である。 男性 70歳以上

10
男性と女性で格差が無く、人間として互いに支え合い、生きていける社会、家庭であって欲しいです。結婚もしかり
です。子どもも小さい時から家庭で家事が出来るように育てることが大切です。社会に出ても女性を軽視する会社
や世の中であって欲しくありません。女性もきちんと教育を受けて社会で生きて欲しいです。

女性 70歳以上
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No. ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）ついて
性
別

年
齢

1

社会が男女の差別を無くそうとしているのは感じています。私達一人一人が理解していないがため、ＤＶなどが起こ
るのだと思います。学校や会社など、できるならばその怖さだったり差別の痛みを知れるようなことができればいいと
思います。生活の中で、まだ女性が生きにくい世の中だと感じます。それが少しでも和らぐことを私は願っていま
す。

男性    20歳未満

2
ＤＶ、暴力を受けた際の法的援助体制の強化を強く希望します。被害にあってから初めて法的措置を取るのでは、
対応が遅いと感じます。

男性 20～29歳

3 ＤＶや性犯罪の被害にあう人が一人でも少なくなればいいなと思います。 女性    20歳未満
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No. 家庭生活ついて
性
別

年
齢

1
男女共同参画についてあまり浸透していないと思います。男性より女性のほうが仕事と家事を両立することに不満
があるのが現状だと思います。もう少し男性にも家事を勧めるべきだと思います。

女性 20～29歳

2
女性の立場が認められる世論があたり前の様に流れている現在、全体的には（社会的に）平等、同権には色々な
問題がありますが、若い世代の家庭の中では、各家族の男女のバランスが均等になってきています。昔の女性とし
ては、とても進歩して良いかたちになっていると思います。

女性 50～59歳

3
各家庭、夫や妻の家事・育児・仕事の負担割合など違いはあると思うがそれでうまくいっていれば良し。問題はどち
らかが、または双方が不満に感じている場合。不満な人が多いのですか？自ら参画を希望した時に機会が得られ
る為に必要な施設・制度面の充実は大変重要と思いますので期待しています。

女性 40～49歳

4 夫婦の生活の大半が共働きに変わっているのに依然、家事分担が前時代的。 無回答 無回答

5

私は、戸田市で生まれ育ち、あと何年かで60年になりますが、夫の田舎では今だに「女は奴隷」的な考えがあるよう
で、帰るたびにとても違和感を感じます。自分の意見や考えを言うことは許されませんし、どんなに疲れていても、
「いい嫁」でなければなりません。「ここでは女は奴隷」と言ったのは、夫の母と、夫の母の妹です。女はろくに学校
にも行かせてもらえなかった、と聞きました。今度、生まれ変わるなら男で生まれたい、とも言っていました。ちなみに
夫の田舎は、茨城県の南部です。私は戸田で生まれて良かったと思います。結婚した当時は戸惑い、とても悩みま
したが「いい嫁じゃなくてもいい」宣言をし、今は、幸せに暮らしています。

女性 50～59歳

6
私は今年で70才ですが、今パートで働いております。このアンケートに於いてあまりよくわからず協力できていな
かったと思います。家事にしろ子育てにしろそれは個人の考えなので夫婦協力しどこにでもあるような普通な家庭
を築いていってほしいと思います。

女性 70歳以上

7
男女共同参画というと女性の社会進出が強く主張されるが、女性が働き、男が家を守るような形（主夫）もいいん
じゃないかと思う。

男性    20歳未満
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