
自由意見

※　原文のとおりとした。

（１）　男女共同参画について

性　別 年　代 内　　　　　　　　　　容
私も、いち社会人として働き方を改める必要はあると考えていました。世の
中には、色々な状況のもとで生活している人たちがたくさん居ると思います
が、1人ひとりがよりよい生活を送り、ストレスフリーな社会になることを
祈っています。

男女ともに、もっと休暇が取りやすく、男は働き、女は家庭に入るといった
ような考え方は古いのだということを、高い年齢の人から理解してもらうこ
とが必要だと思う。社会を作っている年齢の高い人達の考え方を改めなけれ
ば、若い人達も肩身が狭く行動しにくいです。

回りのことは考えず、自分自身が思うように後悔しない人生を生きるといい
と思うし、男女平等は今はまだむずかしいのかなと思います。

男性
（１件）

10・20代

問が、女性の社会進出を促すものが多かったため、問からして、男女平等か
らは程遠いと感じた。仕方ないかもしれませんが。それでも、昔でも今で
も、根は男女関係ないと思っているので、男女平等を謳っている限りはいつ
までも男女平等にはならないと思う。又、体の構造上、どうしても平等には
ならない部分があると思うので、そこは無理に平等にしないほうが良いと思
う。

男尊女卑傾向の家庭で育ったので、私は古い考えの方だと思います。私個人
はこういう考えだけれど、社会の他の人達の考え（望み）は多分こうだろう
等と考えながら回答しましたが、難しかったです。職場で女性が活躍するこ
とは大切だと思いますが、男性にしわ寄せが行くのであれば、結局、男女不
平等のままだと思います。書きながら色々と考えました。良い機会だったと
思います。

小樽は小児科が少なく、救急外来等でも小児科医が不在ということもあり、
他の地域では、仕事が終わってから小児科に連れて行く等ということが出来
ても、小樽ではなかなか難しく、その点も女性の社会進出に影響を及ぼして
いるのではないかと思います。

男女の考え方や性質は根本的に違うものだと思っています。だからこそ、女
性は男性に対して、男性は女性に対して、気持ちに寄りそうことが大切だと
思います。相手の気持ちになって考えるという普遍的なことが重要だと思い
ます。あとは、男女に関連するあらゆる法律や制度の見直しや整備が必要だ
と考えます。差別や性差が無くなる世の中を望みます。

女性が社会や仕事に出やすくするためには、まず、男性（パートナー）の協
力、理解が不可欠だと思う。仕事もするが家庭のこともやらなくてはいけな
いだと、どちらかが、あるいはどちらも中途半端になってしまい、達成感や
幸福感を得づらいと思う。

男性
（１件）

30代
この意識調査をする事自体が差別があると国が認めていると感じた。差別が
なくなり、育児に参加できる社会保障などを充実してほしい。衣食住、小樽
市民が不自由なく生活出来る様、小樽市には頑張ってほしい！

女性
（１件）

40代 男女平等と言われながら、レディースデイがある事に違和感を感じます。

女性
（３件）

10・20代

女性
（４件）

30代
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男女性別が違うので、平等な社会は難しいかと思います。平等も必要です
が、お互いを尊重しあう、社会の仕組みを行うべきかと思います。

男女平等が理想だが、現実は女性に力仕事は無理かと。その分、子育ては女
性かと思うのが現状。家事などは男女平等が良い。女性に頼るから企業は男
を残し、帰る職場が多いかと・・・専業主婦になりたい、無理だが。

男性
（３件）

40代

女性の積極的な社会参加に賛成はするが・・・日本の社会への女性参加が世
界と比べて低いとメディアでよく放送しているが、それが悪いことだとは思
わない。自分のまわりには、そこまで積極的な女性はいないように思う。何
でもかんでも世界と同じ価値観じゃなくてもいいのではないか。女性を参加
させなければと、あせっているようにも思える。男性には男性の、女性には
女性の特徴や特性があると思うが・・・

問16→「1」と答えましたが、10年以上前、当時の私は、ＤＶ＝なぐる、ける
位にしか思っていなかった為、自分を肯定することをせず、自分が笑ってい
れば何とかうまく家庭を壊すことなくやっていけると思ってがまんをしてい
ました。このような方はまだまだたくさんいます。声にしていないだけで
す。どうか、相談しやすい環境を作って頂きたいです。周りで気づいた人も
相談しに行けるような環境も作って頂きたいです。

３－問11は何を優先かという問いでしたが、どれもあてあまらず○をつけま
した。一番優先したいのは「自分」、個人を優先したいです。今さら夫に何
を言っても変わりません。あきらめもあります。

男女平等がさけばれてから男性の発言（セクハラ）等の批判が取り上げら
れ、最近では社会的にも家庭的にも男女の力関係が逆転していると思う。”
女性”に焦点をあてて考えるのではなく、よりいっそうの”男女共同参画社
会”であることを望む。

男女共同参画というものを計画する事なく、それが普通の社会になる様、根
本的な考え方から変えていけるといいなと思います。子供達の豊かな社会の
為、小樽市の為に頑張ってほしいです。

男性優位が当たり前の年代の方が多いので、大変かと思いますが、小樽が住
みやすい町になるよう頑張ってください。介護施設に身内を入所させること
を恥だと思う人や、娘や嫁がするものと広言する人を数多く見てきてます
し、実際に言われたことがあります。まずは、意識改革が必要ではと思いま
す。

男女関係なく評価され働けること、男女関係なく家事育児や地域社会に参加
することには時間的経済的な余裕が必要です。男女平等に活躍することがで
きれば時間的に経済的に余裕を持つことができ、全てに参画することができ
ます。男女共にキャリアが築けて子育てや介護の苦楽を共有することができ
れば少子化問題も解決するのではないでしょうか。

男女平等への意識は個人差があるので、必ずしも諸外国に比べてどうのこう
のという物差しばかりで計るものではないと思います。そのため、最低限、
男女差による障害となっていることを取り除くことが重要となるのではない
でしょうか。

女性の意見を積極的に取り入れることは必要ですが、声の大きい（積極的に
自己主張出来る）人の意見だけでは偏ってしまうため、より多くの女性たち
の意見を吸い上げる事が必要。また、女性の意見が強くなりすぎる事で男性
が虐げられる事がないようバランスを考えた政策が必要となると思われま
す。

女性
（６件）

50代

50代
男性

（２件）

男性
（３件）

40代
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育児も介護も個人の努力では限界があり、国全体で子育て、老人介護のサ
ポートが必要だと思う。この分野に人員や予算を増やし、男女ともにワーク
ライフバランスを取りたいものです。

昭和生まれと致しましては、男女不平等にも一理があり、男は弱い立場の
女、子供を守るという使命感が有った様に思います。（又、裏社会などでは
人身売買なども平然とあったわけで）今はかなり女性の立場は良い方向へ向
かってきていると思います。共同参画が進む事で、”何の平等”が必要か否
か見誤らない事が大事かと思います。

何もかも平等ではなく、しきたりや宗教（修道院、寺院）など守らなければ
ならないものもあるのではないでしょうか。

男性
（１件）

60代 男女平等になることには賛成だが、強制的な施策にならない様に希望する。

女性自身の中にある男女の差をなくする事も必要と思います。私も多少の事
なら気にしない事のほうが生きやすいので。でも、根本的な事は考える必要
があると思います。

まず、公務員等（小樽市役所）の役職者の男女比を同数にしてから問うてく
ださい。採用についても、男女比を平等にしてください。小樽市内の企業等
の旧時代的な男尊女卑の考え方を改めさせてください。

考え方、特に女のくせに！の男性が多い。高齢になってから気付く不便が多
い。特に、公共交通機関の使用が他の市より行動範囲を狭くしていると感じ
ています。

憲法第三章第14条第1項、第24条に男女共同参画に関する基本条項があります
が、小学生の頃からこれ等の条項を現実社会生活に反映させる教育の継続が
必要であると考えます。

女性の家事、子育てからの負担を大きく軽減するための、保育所等施設、休
暇等の制度の充実、夫の休暇制度の実現性の推進、その上に立った女性の社
会参画に向けた取組、教養の向上に係る時間の創出が必要で、行政はそのた
めに予算を組むとか制度を作ってもらいたい。

男女共同参画社会の実現は、様々な制度の改革も必要ですが、それ以上に国
民全体の意識改革が不可欠だと思います。まずは政府をはじめ、政治家自身
の意識改革からではないでしょうか。

政治に参加するカベが高すぎる。被選挙権がおかしい！年や供託金をなくす
る事！

女性自身の積極性がないように思われる。
世の中、男女平等と良く聞きますが、まだまだ女性が不利になったり、女性
だけが待遇が良かったりしている。過去にも未来も男女平等は決してないと
思う。なぜなら、男と女は違うから！

私個人としては、女性の方が男性より優秀と思っている。従って、いろんな
立場での女性の進出を期待しています。以前、看護師の教育をしていました
が、女性の方が真面目で一生懸命取り組んでいたように思います。

男女共同参画の考え方は、欧米発信のものである。日本はそれとは異なる。
古来より日本では男女の役割を分担することで、男女平等はそれなりにあ
る。女性が男性と同権とはいっても、身体の構造上、何から何まで同じよう
にするのはむしろ不自然。「男女」を語る前に、各人「一人の人間として」
生まれてきた意味を考えてみる必要がある。

（２）　就業に関する環境の整備について

性　別 年　代 内　　　　　　　　　　容

男性
（１件）

30代
年功序列をなくす為の法律または条例を作ってください。社内で行っている
人事考課など意味がない。

女性
（３件）

女性
（３件）

男性
（８件）

60代

70以上

70以上
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男性
（１件）

40代

男性、女性共に子育てに対する意識は高く、産休、育休、子どもの発熱等で
のお休みが男女共に非常に多くなっています。（私の職場では）子育てや介
護に理解はありますが、対象の人が多いと企業活動自体がまわらない状況で
す。企業に対する具体的な援助を国や自治体にお願いしたいです。

女性
（１件）

50代

介護現場で働いていますが圧倒的に女性の多い職場です。理由として大きい
のは賃金が低い事。介護は3Ｋの職種に入りますが、スーパーの方が楽で賃金
もさほど変わりません。夜勤もきついです。男性にもっと入ってもらいたい
ですが、この賃金では妻子を養えません。結局は母子家庭の人が多くなる状
況です。介護員の給与の底上げをして男性にももっと入ってもらいたいで
す。

女性
（１件）

60代

子育てしながら共働きを続けるためには！子供はよく熱を出したりカゼをひ
いたりするので、保育園や学校を休ませないとならないので、小学校低学年
までは、カゼや熱くらいの場合（軽い程度）は、町内の町医者で無料で預
かって頂けると（クリニック、医院に保育・学童保育を併設）とても助かる
のではないか！子供の事情で休むことなく働けたら職場に迷惑をかけないで
済むし、医者に預けてあるので安心！女性も昇進の機会も増えるのではない
か！

私自身、男は男、女は女として、家事、育児は女性がするものだと思ってい
ます。男性には仕事というものがありますから、子育てに関しては、男性に
はあまりゆとりがありません。育休を取れない所もありますから。ただ、休
日、夜には子育てに協力してもらいたいです。

昭和5年生まれの女性です。母校の教員となりましたが、結婚と同時に殆どが
退職しました。保育所なく、幼稚園なく当然のことと思いました。近年著し
く変貌しました。社会に政治に携われるようになりました。男性も女性も協
力して仕事を続けられることが、望ましいと考えます。

日本は男性社会。男女平等に賃金も同等にするべきと思います。介護保険相
談係の男性、横柄な人で話も聞いてくれず、相談にもならず、「法律で決
まっている」って言われた。腹が立った！

（３）　ＬＧＢＴについて

性　別 年　代 内　　　　　　　　　　容

男性
（１件）

10・20代

（パートナシップ制度について、自治体が「婚姻に相当する関係」と認める
ことについて）相当するのであれば「婚姻」じゃダメなんですか？　夫婦別
姓も男女共同参画において考えていかなければいけないことだと思います。
今の老人が世の中の変化についていけないのが原因だと思うので、時間が経
てば改善されるのでは。　（問１９について、質問の意味がわからない、と
の意見が付記されていた）

色々な考え方や、偏見が人口の分あると思いますが、人にしてはいけないこ
と、言ってはいけないこと等最低限のマナーを守れない人が多いので、こん
な住みずらい世の中なのかなと。人を攻撃するのではなく、受け入れたり、
嫌なことは流すことで、もっと人にやさしくなれるし、毎日笑顔でいられる
と思います。人にやさしい世の中になって欲しいです。

ＬＧＢＴ等に触れた項目をご用意して下さり、嬉しく思います。友人に当事
者の方が複数おり、生き辛さを抱えて、ただ耐えているのを見ております。
私では何の力にもなれません。自治体の立場から、現状を何とか変えて頂き
たいです。まずは第一歩として、小樽市でもパートナーシップ制度の導入を
強く望みます。

ＬＧＢＴ等の人達が利用しやすくするためには、人通りの多い施設や場所で
は犯罪も起きにくいと思うので、トイレを男女で分けずにすべて個室で小便
器を設置しない。

女性
（３件）

70以上

女性
（３件）

30代
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何度かＬＧＢＴの講演を聴いたり、研修をする中で知識はありますが、もし
自分の子が…と思うと、なかなか容易に受け入れるのは難しいことだなと感
じております。らしさにこだわることなく、しなやかに仕事をしていきたい
と改めて思いました。ありがとうございました。

全ての人に納得のいく対策というのは難しいことは理解していますが、ＬＧ
ＢＴの方だけでなく、目に見える、見えない障害に、家庭内、社会で不便、
差別に苦しみ悩んでいる方々も沢山います。ひとりひとりが優しい気持ちで
周囲に関わっていける社会になれることを望んでいます。調査集計お疲れ様
です。

ＬＧＢＴ等の差別は無くすべきだが、男女の区別は必要。なんでも一緒にす
れば良いわけではない。

ＬＧＢＴだけでなくＳＯＧＩ(性的指向・性自認)についても教育や啓発が必
要だと思う。

男性
（１件）

60代

他国に比べて、日本ほどＬＧＢＴに寛容な国はない（マスコミ等で自由に収
入を得ている。）ので、何を問題にしているか？男女共同参画でも男女の肉
体的な差を考慮しているのか？アメリカでは、男女平等を進めすぎ、トイレ
を一緒にしたため、レイプ事件が発生していることをご存知ですか？（特に
トランスジェンダー。）世界の潮流に流がされず、基本を考えることが必要
では。

性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）のこともテレビなどで見るようになって、す
こしずつ認識するようになりました。その方達もどれほど大変なおもいで過
ごして来たか、なにも悪いことをして生きて来たわけでもないのに、偏見を
持ってしまう自分もいたと思う。これからは、だれよりも強い方たちなの
で、堂々として生きてください。

ハンディキャップのある方もマイノリティーの方も、幸せに暮らせる街にな
ることを期待しています。

（４）　その他

性　別 年　代 内　　　　　　　　　　容

女性
（１件）

10・20代

少子高齢化対策をもっとするべき。安心して子どもを産んで育てる環境にし
てほしい。若い人達の意見をもっと取り入れてほしい。女性のみんなが子育
てしながら働きたいと思っているとは思わないでほしい。お金がないから働
いているだけだ。

この調査の内容がわかりにくいと思いました。
意識調査をしても、何かに反映されなければ意味がないので、ムダな紙にな
らないよう気をひきしめて頑張って欲しい。住みやすい小樽になることを
祈ってます。

小樽に住むひとりひとりが、性別や年齢に関係なく、自分が本当にやりたい
仕事を見つけ、内に秘める個性や能力を十分に発揮する時、小樽は再び灯り
を取り戻すように想います。

夫の給料が安いから子供を預けてはたらかなければならない。小学校に、あ
がるまではお父さんに対しての給料アップや休日を増やして早く帰れる制度
をつくってください。無理に女性を社会に進出させることは平等でもなんで
もない。子供はさみしい思いをしています。無理に預けて働いたら子供がお
かしくなりました。

もっと市や国からの後押しがあれば、変わっていくと思います。

男性
（１件）

40代

昨今のメディア等ＬＧＢＴや性別格差を取り上げることが多いが、市として
取り組むのであれば、一過性の物ではなく、地域、さらには社会全体で取り
組む必要があると思う。身近な部分から考え、変え、男女共同参画という言
葉が必要無くなるようにしてください。

女性
（１件）

50代
普段から、男女平等などのことを考えたり、意識することがありませんでし
た。まず、意識することが大事だなと思いました。

70以上
女性

（２件）

女性
（２件）

40代

男性
（２件）

40代

女性
（５件）

40代
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この調査をどのように市政に生かしたかを、ホームページや特定情報誌での
公開では不充分と思う。何人の方が見るのでしょう？

男女共同参画が７年も経過しているのに、まったく知りませんでした。これ
までにどの様な成果があったのでしょうか？ぱるねっとは報告とインタ
ビューだけですか？

男性に大声でどなられたり、威嚇されたりすると自分でなくとも他人の事で
も恐ろしいし嫌になる。ヤル気がなくなる、あきらめてしまう、関係性がと
だえてしまう。そう思う女性はたぶん多いと思う。

性教育を学校教育の中にきちんと組み入れることを望みます。

男性
（１件）

60代
本音と建て前の状態ではなく、個人の意見を理解判断していける人間が入っ
ていない様に思えます。

まだまだ女性が子育て、家庭での炊事他全般の事をするのがあたりまえとい
う姑さんが多い様に思います。意識が変わってくれることを願います。７０
代になった嫁としては、つらかったです。

小樽市にこんな課があることは知りませんでした。10年近くも何か向上した
ことがあったのですか？人口も減少している中、市民の為により良い活動を
してほしいと思います。

このような調査は市民の意識を高める為には、大変良い事だと思いました。

男性
（１件）

70以上

市の取組が全く見えてこない。広報おたるで民間会社のＰＲを入れずに、こ
のことについてＰＲがほしい。この報告を正確に行政に反映させてほしい。

70以上
女性

（３件）

50代
男性

（２件）

女性
（２件）

60代
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