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問 19 あなたは、男性あるいは女性の人権が尊重されていないと感じるのは、どのようなことですか（ドメスティッ

ク・バイオレンス（ＤＶ）を含む）。 
 
【男性の人権が尊重されていないと感じること】
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女性へのサービス（割引サービスなど）があるのに男性は少ない。その為一緒に利用したくても、利用で
男性が中心に子育てする為育児休業をとろうとしても理解されていないことがある
そもそも「男性だから」「女性だから」という考え方がおかしいと思います。男性ももっと「育児休業」を使っ
、広めていってほしいと思います。
近頃は女性（若い）の男性に対する言葉づかいが悪くなってると思う。
男性の方が所得は多いが、自由に使えるお金はそれほどない。（既婚者の場合）しかし、レディースディ
、女性限定といった特典はあまりない。
年金生活になってから人権が尊重されなくなった。
電車の中とか…？デパートなどにある授乳室やおむつを交換する所に男性が入れない事。（最近はおむ
を交換する所はＯＫになったけど、授乳室というか、そういう所には入れない。）パパだって、ミルクあげた
するのに、禁止にするのがおかしい。だから、男性は、育児を協力してくれない気がする…。
仕事（優）にしなくてはいけない、場合
残業の割合いが、男性の方が多い。サービス残業があたりまえになりつつある。これでは、男性の身体に
状を増やすのではと、心配になる。仕事をするのが遅いのではなく、残って仕事をしなくてはならない人
事は尊重されるべき。世の中のしかたなくサービス残業してる人が、かわいそうに感じます。時給を払う
ない。すくなくても自分のまわりでは！
性的な差別に特に気がつかない。男性の場合は、特に年令（先輩と後輩）と職階によって、人権が浸害さ
ることがよくある。国際的に見ても日本は旧態然としているのではなかろうか。男性には、ただ女性だか
というだけで劣視するバカ者がいるが、その逆を見たことがない。女性は男性をべっ視することはない。
おだやかでなくても…。
夫の子育て参加の意識が高まる現在であるが実際、育児休かを取る男性は少ない職場などで、まだまだ
れを行える状況になっていないのが現状である。子育ては女性（妻）という意識はまだ大きい
男性は何事も先に立ち、岩沼市も、男性の人権が優先されている時代がまだ続いていると思う。
主夫という考えに偏見がある育休をとることに抵抗がある
女性が外で働いて男性が家庭で家事をこなすという状況になった場合の周囲、世間一般の見る目。
育児、介護休暇制度が、不十分、又仮に有ったとしても、実際職場の慣例では、男性が休んだ実例は殆
どなく、休めない雰囲気。他に、セクハラという既念は主に、女性の立場で考えられているが、男性の立
からも同じことを考えるべきである。
力仕事は、男性がするのが当然と言う所
残業する場合女性がすぐ帰える。
我家では十分尊重されていると思います。
子育て支援といいつつ、実際に正社員の男性が育児休暇をもらおうとすると周りからいい顔をされず逆に
場に戻りにくくなっている実態が多すぎる。
家族
職場での出世、対遇に、男性優位のふんいきがある。
サービスに「女性ｏｎｌｙ」のものしかないとき
感じる事は余りない様な気がします
公共交通機関ｅｔｃに女性専用車輌が出来たりすること。
女性中心としている所に男性が少ないと、のけものにされている気がする
電車でのチカン行為やちょっとのことでのセクハラ疑い
ほとんどないと思う
バスや、電車などのチカン行為など、冤罪でも有罪になってしまう。
仕事中心で家事などを手伝っているヒマがない。・ＰＴＡの時等は、出席できるようにしてほしい
「稼ぎ」がいい人がえらくて、「稼ぎ」が少なくても、人間性で評価はしてもらえない。働きすぎのお父さん、
かれているお父さんが増えている。
電車で痴漢していないのに、痴漢したと女子高校生とかに因縁をつけられ、そのようになってしまった
ュースを見た。どちらかと言えば、男性はウソをつき、女性は真実を話すというような女性を神聖化してい
ような風潮があると思う。
男性にも更年期がある事を分かってほしい。
家庭
非正規労働者が簡単に解雇されること。
（子育て中は特に）男性もすすんで育児休業を取れないことに感じる。
男性側の言い分を聞いていないと思う。
尊重されていない人は魅力がない行いをしているから仕方がない。本人の努力。頑張っている人を見て
をひっぱる人が邪魔をする傾向があるので、その人への罰則。
能力がないのに職務につけられて苦しんでいる人が居るのをみると思う。
男女平等と言いながら一般に男性が軽くみられている事や働くのがあたりまえと思われている事
派遺切りなど
男女平等の言葉がある反面、街でよくみる光景だが、女性はおしゃれしてでかけ夫が、恋人が、子供、食
、しつけ全て、男性がやっているのを見た時
女性専用電車
女性を守る為の法律をふりかざし、自分を守ろうとする時。
矢張り女性より男性の力は上ではなかろうか仕事の内容について職場ごとに考えて、進むべきか。  
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・あまり男女平等を進める事により男性が弱くなり社会がゆがんで行くのでないかと思う。
・地域のリーダーが圧倒的に男性が多い。
・優先順位１位が「仕事」
・両親と住んでて、決定権とかがない事
・セクハラ問題。やはり男性が不利になるケースがかなり多いと思われる
会社の突然のリストラ育児休暇とと介護休暇をとると出世にかかわる会社もある
共働きの時、子供の病気で夫婦交互に休みをとろうとしたら「なぜ奥さんが休まないのか」と周りに言われ
た。育休を男性に浸透させて使えるようにしてほしい。
・安月給取りといわれた時
・育児休暇を取りにくい。・公共施設などのおむつ替えスペースなど男性は入りにくい。・社会全体として育
児は女性がするものという意識が強く、男性がしようとすると妨げが多い。
・家庭、地域活動等、職場以外の活動に理解が得られにくい。（これらの活動に係る休暇等を取ることが困
・セクハラ、パワハラ等
・男性のトイレに子供のオムツ替えを出来るシートが少ない。
・あまり感じた事がない。
・自分次第です
・人権の尊重の一人歩き。
・いっしょうけんめい働いている父親に対して、母親が、子供に父親の悪口を言っている。
・それぞれの個性がなかなか認められない。まだまだ男は、こうあるべき…という考え方が多い。（例えば
育児休暇が取りにくい、料理は女性がすべき）
・子育て支援分野に於いて、男性の方が少なく、女性が多く、男性も多く参入させた方が良い。
・仕事上で女性が男性を怒る。悪口などを聞いた時。
・男女平等の名のもとに男性差別もあるような…
・ここ数年は給料が上がらずボーナスもカット（無し）人権以前の問題だと思っています。特に地元中小企業
にあるので大変です。男性の働く環境が変わっているようです
・セクハラが余りにもクローズアップされて無実の男性が刑を受ける現況が大分見受けられる。
・女性専用列車…悪意のない男性が無実の罪に泣く事がある例も少なくない。男性専用があっても良い。・
パウダールーム…最近の大手商業施設はかなり改善されてきているが、男性用トイレには（入った事がな
いが）身支度のスペースが無い所が多いと聞いています。・家長、世帯主としての責任を重く背負っている
・男性・女性ともに感じるのは「日本人特有である民度の低さ」に起因する間違った権利意識にあると思い
・育児休暇が取りにくい→取得している人が稀で、珍しがられる。・旅行映画（かなり改善）での「レディース
プラン（割引）」があるのに男性にはない。・共働き世帯で、子どもに万が一のことがあり妻が仕事を抜け出
せない場合、夫が早退等しにくい雰囲気が職場にある
・仕事上の立場のみで人間が評価されてしまう。
・ショッピングに行った時に、衣類売場に男性用がなかったこと。男性でも小・中学生ですが、男の子用の
グッズが全くといっていい位ないです。女の子用の店の方が多い。（例、お弁当箱や、食器エプロンなどの
・レディーファースト・ちかん等・男性が女性におごる行為。
・同い年の同じ契約社員の男性が年配の女性に「男のくせに正社員じゃないなんて努力が足りない」という
ような事を陰で言われていたのを聞いた時。
・子育てや介護などにもっと参加したくても、会社の中でそれを利用することができない仕事量や上司の考
え方があり、権利を主張すれば、かいこもありえるような対応をされる。
・派遣社員などの問題。
・学歴差別
・テレビ番組の質の低下（一部の番組）・大人が自分で自分の問題を解決できない（社会への甘え）・離婚
率の増化・大人の幼稚化→男女、互いに尊敬しない。
・女性限定の企画が多いと思う。（商業・サービス業においては特に。一緒にいるのに男だというだけで料
金が高かったりする。
・男性というだけで、仕事に於て肉体的・時間的負担が大きい事を平気に行なわせている時がある。
・父子家庭への対応
・制度の不公平さ（児童扶養手当等…）母子寮等が設置されているが逆は無い
・男性、女性共自分の地位立場等利用し弱者いじめをしいる
・わが家では男性の人権を尊重しているので、特別感じることはない。
・夫の悪口を言う奥さんを見た時
・子育て（保育）について
・男は仕事という社会通念。育児や介護休暇が女性よりも取りにくいところもあり、なかなか、家庭のことま
で手がまわらない。父子支援策も母子家庭より遅れているような気がする。
・先輩、後輩の関係の中でのぞましい引きつぎの様な教育の機会が少なすぎているように思われる
・不景気とはいえ（会社によるのかも知れないが）１ヶ月のうち週１で休みをもらえないこと。
・男性（老人）としての日常での生活に目を向けてくれない。
・男性の人権がこれまで尊重されていないと感じたことは、特にありませんでした。
・男女を問わず地域の諸行事の打合せ等で、慣習のみを重じ、新提案も聞きもせず、一方的に無視し、し
かも陰で提案者を罵したり、悪口を聞くと、提案者の人権が尊重されていないと思う。
・仕事の能力は男女の別なく個人の資質によると思うのに仕事が出来ないと思われると続けられなくなる事  
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・最近の「派遣村」「首切り」の話題テレビ画面で出てくるのは殆んど男性ばかり。社会的弱者として男性が
登場するのでは、なかなか男女共同参画社会にはほど遠い。大都会のかたすみで多数の男性のホームレ
スがうごめいていること自体、男性の人権が尊重されていないことでは。
・仕事が多すぎる。残業代も全額出ないのに、毎日残業、休日出勤ばかり。子供に会えない日が多いくら
い、仕事しているのはおかしい。もっと人間らしい生活をしてほしい。会社がおかしい。上司・社長が古い考
・若い男性、特に２０代は、考え方にしっかりしない人が多く見られ、女性の言いなりになっている男性が増
加しているように思われる。（もう少こし責任能力の向上をして欲しい）
・特にない。されていないとは感じない。
・趣味も持てず仕事一筋に生きて来た男性が退職後仕事から開放されたと同時に無力感も大きい様です。
仕事人間の男性は退職後急に家庭や地域戻るにも苦労の様です。もう少しゆとりの有る、生き方が出来な
いのかと思いました。
・人権が尊重されず無視された場合
・子育て、介護においてお休みを取れる、環境にない事
・現役が終ると男性は用ナシと見られ、家庭でもジャマものあつかいされている。男性は社会生活の中で女
性を一段下に見ているので老人になった時人権が尊重されないだと思います。
・家庭より仕事が優先になってしまう世の中
・仕事中心の生活で人常的な地域活動になかなか参加出来ず、そういう人達の意見がはねかえされる事。
・男女間で盛上げて行くには、男性だから、男でしょうの使い方が、この世になってまだ使用されている。相
手の立場もあり、重んじて使用されたい。
・母子家庭支援の政策は問題になるが父子家庭はないがしろになっていると思う
・女性からは言葉で負けてしまう。心が弱いもの。相手の身になり考えられればと思う。
・個人で事業を営なんでいると、会社関係、大きな事業主・市の事業などから取り除かられている時仕事が
ない時です。
・女性専用車両の導入
・女性限定の特典（レディースデーなど）はあるが、男性向けのものがない店。・女性の多い職場（看護師、
保育士など）での男性の立場・女性へのセクハラは問題とされるが、男性へのセクハラはあまり表に出てこ
・「男だから」という理由を持ち出される時。
・育休・産休が取れない。
・仕事から遅く帰ってくると、夕食が少ない（納豆飯）になる。
・男だからという意識。
・人権尊重というよりも、男性達はもっとしっかり勉強し女性をリードする気迫を持つように努力する事が、
肝要と思います。
・サラリーマンは、やはり会社にいる時間、通勤に掛かる時間が長くかていの事を手伝いたくてもできない
現実があると思います。
・子どもの人権が侵されてると思います。西小に通う、こどもたちは満足のいく環境の中で学習できている
のでしょうか？今後　玉浦小・中も同じような状況になることが予想されます。また、プレハブで対処するの
ですか。教育の環境について、真剣に取り組んで欲しいです。
・チカン等の容疑
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【女性の人権が尊重されないと感じること】
定な就業環境（ハケン等による低収入、再就職困難）での出産・子育て支援が無い。
が集まった時、何かと動くのは女。
すべてにおいて男性優位のことが多すぎる
の面倒を見るのが「女性」という考えが昔からあるので、本当は働きたくても主婦をしているという人が
と思う。だったらサービスをもっと充実させてほしいです。
がたよりないのでそのたよりない男性に女性を尊重する事が出来ないのでは？
、育事と仕事の両立が厳しい。会社に制度があっても、実際には使えないので、やめざるを得ない状況
実である。
的に、男尊女ヒに関じます。全般的に。
の行事等の差別があると思われます個人的には女性だから等は多少あります
全般に男性優位の考え方が強く女性は二の次にされてしまう事
上、女が下などと、今まだにそう思っている、男の人達が多い事。
事は妻があたり前となっていて、そう思われている時など
の席での、男性社員への“酒つぎ”女性だけの役割になっている気がして、おもしろくない。参加したくな
。すくなくても自分のまわりでは！
よりも根本に体力の劣る女性に対して、精神面でも劣等視するかん違い男性がいる。職場でセックスに
る露骨な話を女性にするかん違い男がいる。仕事にセックスは関係ない。質と量で評価される「能力」だ
ある。勿論、相互の和が大事だが…。
の人権が尊重されている、いないは、個人の考え方しだいであり、特に職場や社会において尊重されて
いと感じることはない。
の際、感じたが、妻が親権をとっても子供の籍は夫の方に入ったままとの事で、手続きが必要であっ
供＝夫が必ずしも当てはまるものではない。
と女性の違いとはいえ、女性の持っている力を、引き入れるこのなさが少し淋しいです。
、セクハラ、社会復帰の困難
職への就職がむずかしい
人が働こうと思っても、親が近くにいなければ小さい子供のいる人は難しいです。
の会社における女性の採用の考え方。能力のある女性を実際に客観的に判断するという機会を設けな
況。
リーマン（製造業）を３０年程続けていますが、職場、職種、昇給、昇進、全てにわたって男女平等とは思
ん。社会通念上の弊害も土台としてあると思いますが、そもそも会社の歴史、組織の歴史、しくみが、
心にできているのです。女性は組立現場に配属、結婚で寿退社、という基本既念があります。そもそも男
等の目指す方向ゴールが何かという事が、良くわかりません。
くみは女性の仕事と思われる。
「お前は３食昼寝付き、子供と遊んでいればいいんだから、楽でいい、俺は毎日仕事でくたくただ」と言
た事があります。子育でと、家事の大変さを全く、理解されてない事。
まだ男性の意見が強いられているような気がします。
のくせに」とか言われた時。
が男性だと、育休がうまく使えなかったりで結局退職せざるをえないことがあってやりきれない思いをし
場
での出世、対遇に、男性優位のふんいきがある。
というだけで能力ある女性より、昇級のスピードが早いとき
の意見は重要的に聞いてもらえない様な気がします。家庭でも堂々と意見が云える様な社会に成って
と思います
での性差別による職種差別がまだある。・育児支援、特に有職の女性への支援。
内での男女の賃金格差
での男性中心的である。女性はあまり重要されてない
会やＰＴＡなどの役員決めの決定権について
場。②家庭。これ以外の事でも日本においてまだまだ人権が尊重されないことが多々あると思う。事例
たらきりがない。ＥＸ．国会や、市町村の議員なんかも圧到的に男性。低学年の頃から、教育されない
ずかないと思う。
をしていても、家事や買い物などもしなくてはならないので自分の時間が取れない。
的に女性の発言は甘くみられがちである。大部社会全体が変わってきているが男性が優遇されている
感じる
て、家事、介護等が女性中心となる。
若い人達は分らないが５０才後半以上の人達の考え方が男性優位（特に人の上に立つ人…役員等。）
主婦＝らくしていると思われている。
くみとかは「女性の仕事」みたいな雰囲気があり、男性がするとお茶をもらった人も何故か違和感がある
、何とも言えない慣習があったり、深く日本の文化に根付いているもの…。
会議や行事に女性の参加が少ないこと。※男性だけが並んでいるイベントが夛い。
ーム等の場合でも“女性”というだけで、バカにされたり、信用されない事がある。・長男の嫁は…同居の
があるとか義父母のめんどうは当たり前的な考え方の人がいる事。
などで、社会復期することを認めてほしい
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・職場
・老親の介護が主として女性（娘や嫁）の役割と見なされていること。
・フルタイムで働いていても、家事全搬が妻の負担となっていることに感じる。
・全体に男社会なので、女性はガマンを強要される時がある。
・育休がとれない
・男性の暴力的な言葉、態度女性は口先だけで影で文句を言い合う時。言い合いった後も何もしない時。
・子供と家庭の事をすべておしつけられていて疲れていても夫や家人が気配りしていない様子をみた時
・家事等、金銭にあらわれない働きがあまりにも多く、男性の方は、労働力が金になって表われるのでややも
すると専業主婦などは肩身のせまいおもいをする事もある
・収入の格差
・話し合いで事が解決しない気まづくなる・意見を取り入れてもらえない
・嫁としかみていない姑との会話をする時。
・女性の管理職に対する男性全体の態度等
・知人もＤＶでなやんでいる方がおり、女性が経済的に自立できない時、夫の死を待つこと以外生きる術がな
い時。家事はすべて女性（主に専業主婦）がやるのをあたりまえと思っている男性が身近にいるとき。田舎で
あればある程、女性が活動できる場所がないと思うとき。
・ＤＶ
・◎同じ職場で同じ仕事をしていても男性の方が給料が高いことがある。◎昔の考え方を持っている方で、女
性は子供を産み家庭を築く事が当たり前など、仕事をしていると否定される時がある。
・会社内での仕事内容、ポスト、など。
・男女の人権に対して、職場は女性は女性職場男性は男性職場にしないと、問題が多く起きるのは目に見え
ている、平等とは何か男性と女性の生き方考え方は大きく異るものである
・女性が家の事をするのがあたり前と思われているところ
・パート勤務などの女性は、奴隷のように働らかされている
・家事は女性が行うものとしている考え方
・社会通念・慣習・しきたり　ＤＶ　法律・制度（尊重されているものもあるが、されていないものがあると思う）
・育児休業をとれない・家事はお母さんがすると世の中で決めつけられ家庭にしろ、職場にしろ、政治でも男
性優位、女は家に居る的なところがある。
・人権の尊重を必要としない意識の女性が多いのではないかと思う。
・優先順位１位が「家庭」
・○○さんは女性だから…。とか、女性だから～～～だ。のように扱われている時。
・家事、育事は、女性という意識が８０％はある。女性の町内会長とか地域での女性リーダーは男の人にとら
れるという感じがすごく大きい。
・女性が子供を理由に休みを取ることは理解がありながらも、休みに変わりがないと戦力にならないような考
えを持たれること。
・仕事から帰えってから家事等をしている時
・Ｄ．Ｖ
・仕事に対するやる気が生かされにくい。
・日本はまだ男性優位な考え方が多い。Ｄ．Ｖ。
・１．妊娠、子育て等で会社を休む時復帰が不利となる場合が多い。２．民間では給料が低く押えられている。
・自分次第です
・人権の尊重の一人歩き。
・今回の健康診断も、小さな子供がいれば、夫に会社を休んでもらうようになる。休めない場合は、受けれな
いってことです。市から、子ども連れでも受けれる、環境を考えてほしいです。
・家事、子育てが女性だけの負担になっている。
・子育ての面で、特に感じる。女性の負担が多い。
・女性の管理職が少ない。
・独身？結婚は？と聞かれる時。
・女性だからという理由で優遇されたりするのは逆差別だと思います。何でも男女平等が良いとも思えない。
・夫が妻に家の事はやるものだという思いだけでいるので夫が時間に余裕があっても家事などには関心を持
たずなんでも妻に押しつけようとする。協力を願うと不気嫌になるので、そのあとの雰囲気についていけなくな
るので一人で頑張ってしまう事が多い
・夫から妻へのＤＶが依然として多い。
・家庭ではやはり夫が権威をかざす
・家庭内でのババの存在は孫の話し相手。老夫のきげんをそこねない配慮と家庭内の和やかな雰囲気づくり
にあり対外的に考える能力・体力も少なくなっています。個々の和やかが地域・市と大きくなるのだと思って自
分なりの努力で進めている所です。お役に立てるアンケート解答にはならなかったと思います
・子育てしながらの仕事なのに、子どもがカゼをひいた時に休みをとろうとすると、たいてい男性の従業員から
もいい顔されない。
・地元企業に求人が少なすぎる。情報が少ない介護の為やめても次の復帰がむずかしい。短時間の仕事もな
い。もっと地元企業は地元の人間を雇ってほしい。女性の時給が安すすぎる。（岩沼）
・ドメスティックバイオレンスと云った人権にかかわる現場を見聞きした場合は誰でもが注意或いは関係機関
に通報出来る様に周知徹底されたし。
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・出産（妊娠中も）・育児にやさしい環境が少ない。孤立奮闘する母親の受け皿や支援が充実していると感じた
事がない。継続して支える必要があると思う。
・仕事も子育てをして、ふっきすると居場所にこまり、また一からのスタートとなるの！！男は基本的に休まな
いのでそのようなくろうはない！女は、子を育てて仕事にもどると新人と同じあつかいになりまたはじめからの
スタートとなるのもおかしい。
・「女三界に家なし」が全てを語っています・社会的地位のあの人の方が男尊女卑の傾向にあると感じていま
・職場での、男女間の給料差。職場での。管理職などの、登用機会の少なさ。
・男性・女性ともに感じるのは「日本人特有である民度の低さ」に起因する間違った権利意識にあると思いま
・女性の人が重くてもてないものでも運ばせている
・Ｄ．Ｖ
・昭和３０年頃はそうだったが、今は女性上位のような気がします。男性より、すぐれている人の活用がまだ不
十分であると思います。
・慣習として残っている“女は家事”“男尊女卑”の意識ｅｘ実家に行けば女の人は最後に○○をするｅｔｃ…・育
児休暇を取得すると昇進が｛遅れる防げになる
・意見が尊重されない。・高等教育を受けてもムダ、という風潮がある。・家事、子育て全てを担うのが当たり
前と思われていること。・町内会も男性が中心。
・自分は女性ですが、あまり感じたことはないです。
・職場での地位
・性犯罪や男性からＤＶを受けているといったニュースを聞いた時。
・女性の育児休業制度など、充実してない所では、復職が、難しい場合もある。会社の方も、高度な仕事、（業
務）には、男性を、教育し、就ける、きらいは有る。
・社会復帰をしたくても、子供が突然体調をくずしたりした時のことを考えるとあずけるところもなく核家族で、
近くにたよれる人もいなければ、回りの人にかける迷惑を考えると二の足をふんでしまう。
・自分が子供達がまだ学校に通っているとき、女性がＰ．Ｔ．Ａの本部役員に選らばれることがなかった。私が
中学校で初めて女性の本部役員に選らばれてから、女性が役員をけっこうやってくるようになった。それまで
は、女性の人権なんてなかったと思う。
・ニュースで知るＤＶなどは、女性の被害の方がはるかに多いし、家事労働、介護など、負担が大きいと思う。
・男らしさ女らしさなど要求されること・上級職への門戸がせまい・家事・子育てが女性に片寄りがち
・セクハラに対する処分が甘い。
・私はＤＶが理由で離婚しました。暴力と言っても、言葉での暴力は、外傷はありませんが、心の傷は深いもの
です。大声でどなりつける。「誰のおかげで生活ができると思っているんだ」とか、ちょっとした事で「釣った魚に
エサはいらない」とか、本人は気にしていない。今の高齢者の方々も平気で使っている何気ない一言、会社で
も母子家庭という事で、かなり低くみられて、収入のためには何でもやるだろうという感覚で、一般の方より大
変な仕事を与えられたり、セクハラもあり、人権が尊重されていないと思っています。
・男性と比べると給料が安い。
・職場の地位
・テレビ番組の質の低下（一部の番組）・大人が自分で自分の問題を解決できない（社会への甘え）・離婚率の
増化・大人の幼稚化→男女、互いに尊敬しない。
・人間性を無視して、男性が亭主関白になること。・大人に成長する段階で独身時代に両親から大事に育てら
れた事とそうでない事で思いやりのかけた大人になってしまう
・職場でクレームの電話があった場合、女性がでると男性をだしてほしいと言われる事・夫婦で農業をしてきて
も、妻に収入がないため、言葉での暴力をしてもいい返すことができないからと考えている。
・今は男女共派遣社員の首切りですぐやめさせられたり、住む所がなくなったり、人として扱かわれず物のよう
に切り捨てられているのはやはりおかしい
・職場などで、定年前であっても女性が働いていると「居すわっている…」等の空気があり男女平等とはいえな
い。５０才をすぎるととかく疎まれがち。社会自体が若い女性を受け入れる体質がまだまだ残っている。
・社会的にというよりも家庭内のほうがより感じられるかも知れない。決定権が男にある場合が多い。女の人
は従うだけとか…（特に６０代～７０代ではよくあると思う。）
・男性からのセクシャルハラスメントが圧倒的に多い。年令に関係なく、力関係のみで行なわれそれが、まだま
だ横行していること
・大企業、公務員以外の女性。・産後の再就職・子供を生んでも保育所等がない（収入もないのに高価な託児
所、個人に子供達を預けざるを得ない）・小子化と言うわりに、全てにおいて対応が悪すぎる（子供は若い人し
か生めないのだから、２０年後を見すえて支援してあげるべきでは！）
・小さなサークルでさえ会議の時男性がお茶をいれるという場面を見た事がない。当然女性がいれるものとし
て待っているのが普通の様だ。（但し女性の方もそれが当然と思っている人が殆んだから意識改革は時間が
かかりそうです）
・結婚してからの仕事の収入を、自分ではなく、婚家に総て、出さなければならないと言う話を随分と聞きま
す。私にはびっくりする事です。
・家事と子育てのありかた。
・わが家では女性の人権は尊重されているので、特別感じることはない。
・墓守りができない
・会社でのお茶くみ
・職場での発言等…。



・古い慣習、特に田舎の方。職場だと給与差別とか、昇進の遅れなど。
・職場でも家庭でも女性の仕事が多すぎて社会に出る機会をのがす場合が多い。
・セクシャルハラスメント、パワーハラスメント
・子育だてをしながら仕事をしたいが、時間が制限されて就職する場が少ないと思う。
・社会に対する姿勢等々、言葉・意見のちがい。
・職場における待遇、昇進給与職種等
・女性のリーダーが少ない。
・職場におけるポジョンの差別
・共働きの場合、女性への家事の負担が男性と比べてはるかに大きい。また、育児に於ても同様である。
・１．どうしても仕事する上で主婦であると家庭の事情ですぐ休むとう事とかが一番に感じられることが多いで
す。２．弱い女性に男性はすぐ話より手をあげたりする。大声で怒鳴ったりしている様子とかよく主婦仲間で話
題になります。最近の男性にはポリシーがないのかも小さい時の愛情不足なのか？
・☆会社の重要なポストはほぼ男性．☆政治に参画しにくい環境．☆賃金体系が低い．
・家庭内では、夫が口ばかりでなにもしないので、仕事、子育て、家事と負担が大きい。すぐ賃金の差を言って
くる所。
・家事を全部こなしてあたりまえである。女が全部やることだと全部決められる事。
・精神的な暴力
・男性の意志にそぐわない時、女性の意見を認めず追し通す。それでも女性が自己主張すると暴力でかたず
ける。・家事の負担が多い時、男性は時間をもてあましても手伝わない。・自分（男性）にかかる出費（趣味、
遊び）にはすごく甘い。
・家事、育児、介護は女性の仕事と押しつけるところ。学校の行事の参加は女性で仕事を休むのは「あたりま
え！」と思うところ。
・不平等はあるかもしれないが「人権が尊重されていない」とまで感じる事はない。
・家族介護が女性の仕事という考えが根強くあること、学校行事等の参加でも若い人は男の人も多いが年令
が上がってくると減っている事
・女性の立場、地位は社会的にはあまり認められていないのは、現在的には多くあると思う。家庭内において
も企業内でも、日本という国の難しさがあると思う。今後は変わると思うが、育ち方、躾が今までは女性のやる
べき事と別けられてた様な気がする。
・ガザ地区へのイスラエルからの攻撃を考えるに、こういった戦いで犠牲になるのは、決って女性や子供と
いった弱い立場の人々です。パレスチナのガザ地区に平和を！何かのハケ口で暴力の対象になるのは、地
域に限らず家庭のＤＶでも同じ。弱者がより弱い弱者をいためつけるといった構造をなくしていかなくては！
・専業主婦の家庭内での負担が多すぎる事と、それに対する報収があいまいである事。・夫が、妻を扶養して
いると意識が男性側にありすぎる事。
・男性と同じようにフルタイムで働いているのに、子供の体調が悪いと、仕事を休むのはだいたい女性。職場
は理解ある所なので助かるが何日続いても、父親は休めない。
・男性から、生理で仕事が出来ないのか？会話中で、女のくせに生意気である。女は家に閉じ込っていれば
いい。女は、黙って男の言う事を聞けばいい。
・男性の給料収入の方が多く、収入の少ない女性（家事全般を行っているのにもかかわらず）は男性にさか
らってはいけないと思っている男性。
・職業が限られていて低賃金がみられる
・多分そう感じた事があると思うが思い出せない
・結婚、出産の為退職せざるをえない環境であること又は、復職が困難であること。
・仕事人間の御主人様に仕えて、仕事も時間に余裕の有るパートの仕事をしてと言えば聞えが良いのですが
家族の理解、（子育て、夫の世話）が無く、フルタイムでは、働けないのが実情です。
・社会全般に男性優位の考え方が強い。
・上司のセクハラ的言動は多々ある。
・仕事の上での役割・頑張って仕事をしても、女だからという、男性からの暴言！
・介護は家にいる女性の仕事との考えがまだ多くあり、あらゆるサービスを利用することにちゅう躇する人が多
い様に思われます。（女性よりも家族の方に）
・ＤＶ
・夫の性格と育った家庭環境ではないのかしら。本人が直す気がなかったらＤＶはあり続けると思う。
・パワーハラスメント
・共働きの場合における男性の協力が少ないことが多い。・ＤＶはなかなか表からわかりづらい事が多いので
囲りの人達が気付いた時は手遅れになっている。
・子供の頃から、男の子、女の子と差別して育てられているので、どうしても男は強く女は弱い立場が出来上
がっているので…今私は６０才、若い男女は案外対等に付き合っているかもしれませんが、結婚すればどうし
ても女性が弱い立場になると思いますが、人間として尊敬しあえば人間として愛すれば男の女のって無いと思
・仕事でも家庭でも雑用が多い
・昇進や昇級、企業の人事など。・女性は家事をしなければならないといった慣習
・時給が安い・不審者に対する対応が甘い・地下道の整備（怖くて使えない）
・母子家庭への偏見。パート、アルバイトの時給。
・子育て、家事、そして仕事の関係から、時間になると退社する。この様な事から、なかなか責任ある仕事に
従事出来ない部分と思われます。
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・ＤＶ子供を作る事の強要。教育を受けさせない。（大学は行かせない。など）
・地域の会合の時すべて男性中心で進められる
・男性からはいかくと力で負けてしまう。力が弱いもの。お互いに相手を気づかえれば男女関係ないと思うが
・職場に置いて女性の意見がまったく通らないこと。・今、社会では男女平等と言っているが職場では男性の
方が有利になっている。
・女性が産休などで職場に復帰した時、男性の支えが表面的・形式的で、本人の立場に立って欲しいと思っ
た。・家族が病気で休みをとりたいと思っても態度がひややか（上司の態度）
・会社において、どんなにいい仕事をしても出世できない（男性社員に比べて）出産後の職場復帰が困難
・同じく一生懸命働いていても他人からは出者張と言われる事です。
・ＤＶとかは別として、今の社会において男女共１人の人間として、見ているのでそんなに男だから女だからと
いうのはなくなってきていると思う。
・賃金が安い事・責任ある仕事は、まかせてもらえない・働く場所が限られている・家事全般は、女だけで、手
伝わない・義母も、「男は台所に立つものじゃない」と決めつけ言う。
・男性の多い職場での女性の立場・子育て中の女性に対する配慮・支援が不十分であるところ。
・救命救急士、消防士などの採用で、女性の募集が少ない又は無い。・男性が多い職場では、女性への対応
が遅れている。（女子トイレがないなど）

・会社の立場　　　・産休・育休後の職場の復帰
・女性の給与体制が少ない企業がある。
・まだ男尊女卑の傾向がある。しかしながら、女性もあらゆる面で、勉強しなければならないと思う。
・男性は手が空いていても電話をとらず、女性に取らすこと。　　接客を女性が忙しいのにも関らず、させる事。
（お茶・コーヒーを出す。）
・女性の給与体制が少ない企業がある。
・まだまだ男尊女卑の傾向がある。しかしながら、女性もあらゆる面で勉強しなければならないと思う。
・女だからという意識。
・古い考えの男性には、女性だからあたりまえみたいな考えはありますよね。家事・育児・・・
・家庭内で弱い立場の主婦が夫にＤＶや暴言などで支配される事がある。
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見 

 

問２０ このアンケートについての意
・完全に平等にするのは、無理だと思います。
・「男女共同参画」と言う取り組みが少しづつ動いているのかなと思いました。こんな世の中です、子供
と老人には安全な生活、中高年には安心して働ける職場作りに（定年前）努めてほしいと願っていま
・私には、２人の子供がいます。４月から保育所に預けて働きたかったのですが、「待機」になってしまい
ました。職場の人には本当に申し訳ないです。待機が５０人もいると聞きました。早く保育所を増やして
下さい。切実な願いです。
・子育てをした時代が４０年も前なので良くわからなくなってしまった。（子育等の件）。
・男女同じに尊重すべきと思います
・風習等を変えるのはとても大変な事、何もしなければ自然に変わる事もないので何か前に進もうとす
るアンケートだと思う。
・理念としては全くその通りで、賛成だ。しかし、この不況で、限られた予算でできることは、そう多くはな
い。県職員の給料をカットしないと成り立たない地方自治体の場合、もっとその前にやるべきことがある
のでは？と思ってしまう。
・アンケート倒れにならないように。
・男女共同参画について、理解していないので答えにくい質問が多かった。
・「男女共同参画社会基本法」についてもう少し解説してほしいです
・私は現在１歳半の息子を育児中です。２～３年後くらいには何かしらの仕事がしたいと思っています。
子育てしながらもパートではなく正社員で働ける制度をぜひ整えてください。
・７０才をこえた自分については子育で男女共同参加は過去の事で、年令適にこれからかかわって行く
事などを考えながら問に答えましたこの点で非常に答えにくい質問でした。
・一人一人の意見を一つも残らず、全国へ広めて欲しいです。
・質問がむずかしい所もあった。
・「男女共同参画社会」推進にあたり、「男性はより逞ましく」「女性はより美しく」なれるような社会構築を
念じております。
・ゆたかな人生、活力ある社会をめざす男女共同参画、男女が均等にといいますが、仕事・地域社会の
中で、力を使う事での差はあると思います。力仕事や、残業などは女性にはつらいものだと思います。
とくに、高齢社会の中での取り組みについて？！
・男性の特徴と女性の特徴を生かすような設問がほしい。生来、性によって肉体的、情感的な相違があ
るので、それぞれの特性が生かされるような家庭や社会での慣習や仕組みであってほしい。その間に
は法律的に平等の精神が保障されるべきと考える。
・男女共同参画も大切な取り組みのひとつであると思いますが、これだけの労力と経費を今、かける必
要が、どれくらいあるのでしょうか？雇用問題や犯罪抑止問題など、行政としてやるべきことがあるので
・問１０について、夫がいないので、記入に迷った。
・「業種や年代による質問内容を変える様になっていれば」と感じました。（質問に答えられない項目が
・世界恐慌に瀑され始め、仕事の絶対量が減少して来ているという状況を感じている現在、このアン
ケートを回答していると、とてもタイミング的に悪いと感じてしまった。男性だけでなく、女性も社会進出
をと考えることは望ましいが、雇用の絶対量を落さない工夫をまず考えなければならないことが第一優
・女性は、結婚して、子供を産んで、育てる。これも立派な社会参加だと思います。仕事で男と対等に活
躍するつもりであれば、そのような選択、場もあると思います。何を男女平等の理想と考えるかだと思い
ます。男には子供は産めません。
・「男女共同参画」という言葉や意味を知らない人も多いと思う。同じ市内と言ってもそれぞれの地域に
よって特徴が違く、私の住むこの地域は、特にこの言葉には、程遠いと感じる。岩沼市が、女性から見
ても子育てしながら仕事もし、住みやすい環境になれば良いと思う。特に、子育て支援に関しては力を
入れて頂きたい。保育所の環境、条件（時間帯など）には、だいぶ改善されて、良い方向へと進んでい
る様に感じるが、児童館に関しては、まるでダメだと思う。土曜日、及び休校日（長期休みも含み）の児
童館の利用時間は、早急に改善して頂きたい。低学年
・これは、アンケートではなく、市民の意識調査なのか。
・このアンケートは男女共同参画なのに女性の見方の方からしか書かれていない。
・色々考えさせられました。
・女性の人権が尊重されていないように思われがちですが、男女平等社会になりつつある今は、逆に、
男性の人権が尊重されにくくなると懸念します。まず、人間としての人権を考え、それをふまえた上で男
の不利、女の不利をサポートする、社会体制が必要と思いました。
・アンケートを記入しても全て改善されるわけでないので、あまり期待できない、アンケートの結果がど
のように役立っているのか疑問  
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・男女平等について、実生活の面と仕事の面とで別な問題としてとらえるべき。男女共同参画社会を推
進するためには、「男と女は絶対的に違う」ことを教育現場でもっと時間をかけて学ぶ機会を作らないと
いけない。子どもができて身にしみて分かったことは、いくら育児を夫婦で分担したつもりでも子どもに
とって母親は特別な存在であること（乳幼児期にはなおさら）。フレックス、育児休暇等の制度を企業の
中に幅広く普及、啓発活動を市にはして欲しいと思っている。できることから頑張ってほしい。アンケート
自体について、無記名のものは無責任な発言が
・ありがとうございました。
・市はアンケート回収してまとめ結果を出して、データーだけで会議して、何を、いつ（５Ｗ）を計画して欲
しい。いつも同じ事をしないで欲しい。
・このアンケートを行うことで、市が男女平等ｅｔｃについて改善しようとしている姿勢が、とてもいいと思
います。岩沼市は、住んでいて、いい街だと（思って）感じています。
・長い。
・今日まで余り考えて無った事なので？振り返って良く考えて見たいと思います
・設問が色々交差しているようで解答しにくい。
・就職難の昨今、現時点では、基本的に男性が仕事中心で家庭を守って欲しい。女性はサポート的な
立場でいたい。社会の中では、適材適所で男女は問わない。
・共同参画を進める部分では男女共に年令の若い人々の交流から高年令層への交流が必要とされる
が若い人の仕事をもう少しふやしていかないと自本を省りみなくなる。
・男女の特質をいかして職場の仕事を決めて欲しい。女性は男性を育ててきているので大人度は女性
が上だと思うし何にもしなくてもたくましく生きていけると思います。
・昔と比べれば、男女の人権の格差はなくなってきていると思う。現在の資本主義社会においては男女
問わず、実績主義になってきており、社会においても能力のある人間が男女問わず尊重されるよう思え
る。個々人の努力が評価されると思う。
・１つ１つの言葉がむずかしいところがあって、よく頭に入ってこなかった。
・子育て以前は、美容師という職業に勤めていた為、あまり、男女平等などと考える事はなかったのでこ
のアンケートにおいては、実感的なものではないと思います。また、女性の方が本質的に強いと思う…
・アンケートをもって何の市政に生かされるのかわかりません。市職員に対してのアンケートで十分で
・市の文化的な催し（ＥＸ．講演会）等によく参加している方なのですが、いつも女性の参加が少なく思
う。私が生きている間はまず無理かもしれない。５０年後くらいにならないと日本では、男女同権（ほんと
うの意味での）にはならないのでは？
・アンケートについては、いいが本質的なものが見えてこない。
・このアンケートがムダにならないように期待します。
・男女共同参画の理念、意志等、現社会の中で男女均等が充分浸透しているとは思わないが、人には
それぞれ役目というものがあって成り立っている中で、資格あるもの、能力あるもの適材、適所で活躍
するしくみ、社会でいいのではないかと思う。
・参考意見を基に男女共同参画を推進するのは何々むずかしいと思うが…ぜひ明るいまちづくりに女
性も積極的な参画を望ましい。
・男女の特性、それぞれひとりひとりの特性を生かした、男女共同参画を望みます。このような意識調
査は、今後も続けてほしいです。（いろいろな分野の）
・市があまり関与する事項でもないと思っている。
・男女共同参画などは少しづつ社会に浸透しつつあると思いますが行政でリードし頑張ってもらえれば
と思っています。尚６０才を過ぎているので現状のままでも特に不満は有りません。
・男女共同参画は、悪い事ではないですが、女性が外に出ると生じる子供への影響もあると思うので、
その辺をもう少し、考えていく事が大切だと思います。・古い考え方は、失くすべきですが、年長者は、
やはり、大切にしていくべきだと思います。
・きちんと実行してほしい
このアンケート結果、集計を知りたい。これから、市はどのように取り組むのか？
・女性の人権を尊重させるために、現在の社会のあり方を変える必要があり、その仕組みが確立され
ないままでは、希望的なことしか想像できない。よって男女共に意識の改革が必要と思われる。
・特に女性を意識しなくともそれぞれの能力を尊重できる社会であってほしいと思う。
・アンケートの為のアンケートの印象を受けた。このアンケートを集計して会議をする時、椅子にすわら
ないで立ちながら話し合い、実行力と危機感をもって事を達成してほしい。
・できるだけ数多くアンケート等をして、よりよい市政を行ってほしいと思います。
・問１９の内容質問がわかりづらい。ＤＶを受けた事があるが、それが尊重とつながりにくい。男女共同
参画というテーマも良いと思うが、現在、一番問う問題は別にあると思う。子を持つ親から思うのは、次
の世代を担う子供達の安全対策、教育をもっと充分に話し合う事だと思います。
・国の法整備を撤底させるべきで、各自治体の努力だけでは、仲々男女平等をなくすのはむずかしい。  
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・いつも考えていることではないのでアンケートにまごついた・先ず人間として尊重されればそういう考え
方になれば解決されると思う。
・質問数が多い。もっと簡単にしてほしい。
・自分自身の意識を変えなければと思う。
・岩沼に住んで１１年目になる。時々、資格をとったりしているが情報も少ないし、活動している方は、何
十年も住んでいる方同志の口こみというか？仙台とくらべて、市民の数から、ちがうからしょうがないの
でしょうが、市民だよりをみても情報がないと感じております。
・現在平等だと思っているので、あまり考えた事がありませんでした。
・足をつかって現状を把握しないかぎり税金の無駄使いでは！
・この質問事項で何がわかるのかな～？と疑問です。通り一遍の、常識的な答えしか出ないのでは？
・前に仕事に就きたくて市役所に保育園（認可）の登ろくをしに行った時に、３０人待ちと聞いて驚きまし
た。女性は出産して、いざ働きたくても、保育園（無認可では、１ヵ月いくらとられるのか…）が少ない状
況では、仕事ができないと思います。
・男女共同参画の考え方は、いいと思いますし、実施していくべきだと思いますが、男女の体格、考え
方、行動の違いなど、それぞれに向き不向きが人にはもともと遺伝子レベルで備わっていることを、前
提としてまず理解・認識した上で、家庭・地域社会レベルから男女共同参画に取り組んでいけばいいと
・７０才以上になると、次の世代と親子の関係がどうあるべきか。年を取っても子供の世話にならないと
か。いや子供のめんどうを見て貰うのと色々な家庭があると思います。
・いま一なんのアンケートだかわからない。
・独身者に夫婦間の役割などを聞いても意味ないと思う。
・各企業の考え方が、まったくもって浸透していないと思います。
・世界的に景気が後退しつつあり、税収入も減少すると思われる今、税金に限りがある中でこんな事に
金を使ってほしくない。食えずに自殺する人もいる事を忘れるべきでない。
・市職員の方たばこ、吸ってるがめだちます！！きちんと働いてるんですかね。空気が悪いので、今後
岩沼に住みたいとは、おもわない（タイヤの匂いで）窓あけられない。ビックリした。
・社会の中で、男女が対等に扱われることは、大事であるが、男性には男性の、女性には女性の特性
というものがあり、特性が違うものを全て同じに扱うことは無理であると思う。それゆえ、男女共同参画
社会の実現に向けては、それぞれの特性をふまえたうえで扱いが、仕事や生活を営むことが大事であ
る。さらには、社会への啓発の際には、人権と自由がしばし混同されることがあるように、対等と平等を
混同しないような啓発をしていただきたいと思う。
・男女共同参画というのに力をいれていていいと思った。しかし女性が目立つアンケートが多いと思っ
た。仕事がそれほどできない女性でも部長になるケースもでてきそう。男女平等ではなくなると思った。
まずは周りの意識がかわればすぐに男女平等の世界はできると思う。それと男性にも育児ができるし、
育児は女性だけでもないということを知って頂きたい。
・大変よいアイデアだと思います。夫婦二人の家庭が多くなり退職しても男は、家事は女という意識が
強い。男女共同という意識を新めて話し合う機会になりました。これからの子育ても、男も女も同じよう
に掃除、お料理などするよう育てなければいけないと思いました。
・ＤＶに関して、女性ばかりが取上げられているが、逆のパターンもあると思います。女性相談窓口だけ
ではなく、男性窓口も設置した方が良いのでは？
・男女共同参画などは取組の成果が目に見えにくいので対策などとりくみにくいと思いますが、お仕事
頑張ってください。
・母子家庭・父子家庭の支援というのがありましたが、岩沼（吹上２丁目）には、離婚しても夫婦として生
活して子供を１０人ちかく産んで生活支援を受けている人がいると聞きました。本当に母子家庭で経済
的な面で大変な人がこれでは、ひどいのでは？そして父子家庭が多くなってきてる中で母子家庭に比
べ支援が少ないのでは？今は母子家庭も父子家庭も経済面で大きな違いはないのでは？
・「男女共同参画」とは、年代の相違かと思いますが日本古来の家族制度は、私は好きです。（主人を
家長に立てる）
・題目の言葉等聞いた事もなし。どう判断して良いかむづかしい、わからない。それより市職員の質の
向上を願う。
・調査結果を伝えることと、対策を具体的に立ててほしい。・男女が同じことをすることが男女共同参画
ととらえている人もいるがおかしいと思う。男女の生物学的特性により役割を分けることも必要だと思
う。「差別」と「区別」をよく考えて取り組むことが必要だ。
・男女平等が先行しすぎて、完全を目指すのは良くない。男性、女性の特性を考え、男性の出来る事、
女性の出来る事を尊重すべき。
・３０代より上の年齢の方々は、やはり多少は「男は仕事、女は家庭」という固定観念が基本に有ると思
います。これから教育を受ける人達に、「人間は全て平等」を教えてほしいです。  
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・男女協同参画って男女平等で社会に出て働く事又家庭で家事を平等で分け合う事なの？完全ではな
いけど実行していると思うよ！！
・アンケートの考え方についていけない。なぜ、今ひつようなのかがわからない
・おつかれ様です。
・税金のムダづかいで終らせる事なくこのアンケートを役立ててほしい。
・私は、女性がトップになどは考えない。トップになるには、それなりに強くなり（男性にマケないと考え
る）男性的な考えをもつ管理職になってしまうと思う。トップになって、産休を取るなんて、出来ない気が
する。女性にもっときびしくなる場合もある。男性に見守れながら、向上し仕事をし、出来ない事はこうし
てほしい、あーしてほしいを言える、助けてもらえる環境が大事だと思います。
・私も種々のボランティア活動をしていますが、現時点における男女共同参画について、岩沼市は進ん
でいるように見受けられます。
・市政に活かしてほしい。
・育児、保育、医療の面の安心できる体制。特に若い人は収入が少ないことが多いので、生活保護でも
ためらわない救済が必要な時もあると思います。
・問１７など項目内容が、女性の方が劣っているとの認識が強いような気がします。
・年金暮しの私達にとっては地域に溶けこんで町内などとつながりを持つ事が大事だと思います。仕事
に行く事もなく家にばかりいると身のまわりの事しか分からず社会からおきざりになる事もあると思いま
・むずかしいかった
・このアンケートの目線が男女平等ではないと感じる問１４：５　問１６：３　問１７：４１５
・意味がありますか…パートとして働らいていますが主人の扶養内で収入をおさえなければなりませ
ん。家計が大変だから働らいているのに、どうにかならないものでしょうか。男女共同参画と言えども
日々の生活が大変でうまく考えられません。
・我々７０才を越えた者にとっては男尊女卑は幼い頃から身についているので改めてとり上げたいとい
う強い意志はありませんが小さな家庭生活の中で改善する努力が必要だと思っています。聞く耳のな
い年代の男性に和やかに気づいてもらう方法などを楽しい話術で話していただける場などがあれば－
なんて消極的な考えを持っています
・年令的にむずかしかったです。
・たぶん色々記入しても、あまり実行されないような気がする。無駄のように思える。将来につなげられ
るのか？市が変わるには、何年もかかるのかな？
・男女共同は多いに結講であるが、人間男性に出来ること（男性でなくては出来ない事）女性に出来る
事、身体的構造又は社会環境によって区別されている役割分担もあるので全て共同とは云いがたいこ
ともあると思うので理解して頂きたい。
・取り立てて女性のみになにかを行うという姿勢そのものが、この制度に即しているか疑問。行政も、
土・日を休みとせず、平日に参加出来ない人々を対象とした企画を催す必要もあるのではないか。福島
県二本松市にある『男女共生センター』での講座に通った経験が何度かあります。趣旨が生かされた行
事が多く、広く県内から参加者が集まりました。
・アンケートの質問内容について、該当しない（自分自身の立場的）項目が多々有ります。例えば、子供
いない人もいれば、介護をしていない人もいれば、結婚もしていない人もいると思うので、回答しようも
出来ない項目もあると思います。
・男女平等は、浸透しているものと感じています。・このようなアンケートは、これ以外にもどんどん実施
していただき、より良い岩沼市になってほしいと思っています。
・アンケートに答えてもどうせなにもかわらないのできたいはしていない。女性の人権の尊重を言うなら
安心して仕事の出来る様にしてもらいたい。保育所など、子供を安心してあずけられる様にしてもらい
・男女共同参画社会になることは、民主的でたいへん理想的です。しかし、男性と女性は果たすべき役
割がおのずと異なるようにも思います。女性は子どもを生み育てなければなりませんが、次代を担う大
切な子どもたちが心身共に健全に育つ環境のもと、女性の社会進出となることを願ってやみません。
・この、私達女性の意見が、職場にきちんと、はんえいしてもらえるように、強く期待しています。
・もうすぐ６０才になりますが、働きたくとも働けないのが不満です。健康であるうちは社会に尽したいと
思っているのですがもっと市役所、等の指導をお願いしたいと思います。
・東北のまちで、男女共同参画についての意識はかなり低い地域だと思う。ぜひアンケート結果を政策
にいかして欲しい。
・言葉むずかしい
・男女平等の意味が広すぎて難しい。例えば、産婦人科の看護士さんが男女平等の考えから男性の看
護士さんが半分を占めていたら嫌だと思う。
・年よりには、わからないことばかりです。アンケート、は現役、若い人におねがいします
・男女共同参画、それぞれ私は別に夫に家事など手伝ってもらわないけど、やはり男でなければ、女に
はむりなことは、やってもらうし、私はこれまで通りでいいと思います。  
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・人間としてそれぞれの個性や技、出来ることを考えながら家庭、地域、社会の輪を広げていくべきであ
・男性と女性、違うものを同じにしようとする事に疑問を持ちます。
・子供の保育所体制、児童手当等のより一層の拡充を望みます。子育てが負担と感じない地域社会の
形成を男女共同参画により実現してほしいです。
・女性の社会参加について、女性が管理職に就くにはかなり無理して頑張っていかなければ難しいの
が現状だと思います。そういう女性が管理職になって働いている下に女性がいても、そこになかなか難
しい問題も出てきます。それは、やはり、男性が、理解していないからだと思います。本音とたてまえと
いう言葉がありますが、表面では理解していると言いながら現実は働きにくい職場がほとんどで、改善
されるにはかなりの時間を要すると思います
・良い事だと思う。
・言葉では共同参画社会とうたってはいるが何如か法が１人歩きしているように思える。条文では何と
でも云えるがそれに対する事例や表記がことさら少なく理解しようにも途中で中断してしまう。又アン
ケートの内容の中に社会通念、慣習の文字が多々あるが今までにして来たことがある面で否定されて
しまうことになるのではとの心配もある。法を以って規制するのであれば机上のものだけではなく実状
に合ったもの、すなわち法は個人（市民）が各々解釈が出来るようなものでは困るし混乱する原因では
ないのだろうか。今年は裁判員制度の始まりの年でもあるの
・男女平等には絶対になれないと思う！！
・男性女性の人権の尊重も大切だが、自分自身、仕事と子育ての両立で大変で、今はそこまで考えら
れない状況である。保育所の数をふやしたりしてもらい、主婦が働ける環境を整えてもらことが、今、目
先の願いである。男女共同参画は、そのようなことをまわりで感じていき解決に向けて実践できるように
考えていくことからではないでしょうか？
・世代を越えたコミュニケーションの場をつくり、若い人達に先輩大人として教えて上げたい。曲がりなり
にも人生経験を通し、次代の子供達に受けついで欲しい。数々の人生経験を乗り越え、現在があると
思う。岩沼市の発展を切望致します。
・何をもっての平等なのか、はっきりしていない。男には男の能力、女には女の能力、それぞれにできる
ことと、できないことは絶対にある。すべてを平等にするなら、力仕事も女もやるべきだし、家事も男もや
るべき。それぞれの能力の差をカバーしあってこその平等ではないか。力を合わせてならいいが、単に
平等ではダメだと思う。
・アンケートされることは問題ないか、集計されて、公開され尚かつどのように生かすのか教えて欲し
い。何の情報もないまま、やりっぱなしにしない事を願いたい
・多種、多様な問題をかかえていると思いますが、相談してもスピーディでないし、この位の問題で、こ
れでは？と思う事があります。何の為に相談窓口を設置するというのか、パフォーマンスの様に思われ
ます。困っている人も沢山いるわけですから、実現できる様に取り組む、市役所になって下さい
・全体の流れから、女性を中心に捉えた質問の様に感じます。回答結果は必然に片寄る様に思われま
す。再度質問の内容を検討すべきと考えます。（質問する前から、男女共同参画がなされていないこと
を前提にアンケートを答える形式になっている様な…）
・今迄あまり考えずに過して来ましたが、これを機会に少しは考えなければと思いました。
・専問的な質問があったので少し難かしかった。
・世の中のほとんどが男中心に動いてます。男中心の世の中で全てがうまくいっているわけではないで
すが、女性も、男性と同じ立場になっても、果たして、うまくいくのか。よくわかりません。むずかしいよう
・普段の環境を見直す事が出来たように思います。
・子育て、仕事をやめてずいぶんたちました。よくわからない問が多く問１０は病人相手で役割分担はむ
りです。
・けっこう難しかったです。考えさせられるアンケートでした。
・女性の社会進出だと、子育て支援とか能力開発といった話ばかりで、未婚女性や、子育てをしていな
い（終わった）女性は無視されているような気がする。どんなライフスタイルであっても個人の人権を尊
重し、各職場・家庭で柔軟に対応していく政策、意識をもてるような教育や活動が大事で、すべてにお
いて男女平等を唱えるのは、無理があるのではないか？男性、女性、それぞれにしかできないことが
あってもいいと思う。また、このよう調査では女性の社会進出に関することばかりが、男性目線で取り上
・判断の基準は色々とあって、３段階だけではいいきれない場合が多い。巾広い要素を入れてていただ
ければと思いますが、かと言って文章表現もむずかしい。研究の余地があると思います。
・それぞれ家庭が違うと思います。老若男女人それぞれ、それにみあったアンケートをおねがいします。
みんな同じでないですよ目が悪い人、一人でくらしている人など！
・どちらとも言えないが市民一人として、協力していかなければと思う
・男女共同参画に関するアンケートの内容の実現に向けて色々と知りました。早い実施を希望いたしま
・男女共同参画を前に進めて下さい。
・男女共同参画社会を積極的に進めなくてはならないものなのか。なり行きで良いのではないか。  
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・男女共同参画←何て読むのかわかりません。そういう人は多いと思います。
・質問に対する選択回答が複雑（重複部分が多く）な為、大変難かしく考え過ぎた。もっとシンプルに出
来ないだろうか？
・どんどんこのようなアンケートを出して今のこの世の中をもっと幸せに動ける生活環境にしてほしいと
思います。最近はなやんでいる人間が多すぎます。心がやんでいるというのかいろんな悩みを聞いてく
れる場所とか少ないと思うので市民の何人かでいろんな悩事がある方達とのサークル活動というのも
・今の大人は子供の時から『男は仕事、女は家庭』という考えのもと育てられているので、なかなかかえ
られないと思う。子供たちには、そうなってほしくない。
・内容にわかりにくい所がありました。
・このアンケート結果により少しでも女性の人権が尊重され、社会になるよう心より望んでいます。
・少子高齢化、労働力減少で女性の社会進出を考える上で、社会の常識をいかに変えるべきか計画を
たてる上には大きく参考になるのではないでしょうか？
・今回の調査は無作為に２０００名と記してあるが、この抽出について、行政区毎、男女別等について考
慮しているのでしょうか。
・何事も小さなことから始めよう。
・このアンケートにどのような意味があるのか、やや疑問に思う。街を住みよくするにはどうすれば良い
か等、他に考えなければいけない事があると思う。
・問１３の７、再就職をする際の相談支援を充実させることとあるが、今現在相談の場がどこなのか分か
らない。
・男女共同参画社会は男女の別なくそれぞれが一人の人間として出来る事をする事だと思います。「男
だから」「女だから」と言う言葉は好きではないので使わないように努力したいと思います
・男女、違いがあるので、すべて平等というわけにはいかないが、女性の不利益につながるものは、改
めなくてはならないと思う。また男性が休みやすい職場であってほしい。
・市役所の機能的な組織づくり、現在は「さわやか市政推進課」が窓口だけど、市長直属のプロジェクト
チームを作る位の気持で、このアンケートを生かして欲しい。
・普段、あまり考えないテーマ（特に人権）なので難かしかった。
・年なのでなかなか大変でした
・後期高令者という区別・正規社員・非正規社員派遣社員の区別・親殺し・子殺し・無差別殺人など男性
の人権・女性の人権という分け方がおかしいと思う。基本的人権が尊重されていないのだと思う。
・このアンケートがどのように役立ったのか分かるようにしてほしい。・他の人の意見に興味がある。
・戦後６０年、そして現在は女性の人権も大分尊重されていると思います。若い女性の方が強くなってき
ていると思います。男女等同といいましても、能力、体力、気力等は、男性にかないません。でも女性に
は、女性の美しさ、やさしさ、繊細さがあります。ですから男性、女性お互いに思いやりを持って接して
いけば問題がないと思います。
・男性とか女性とか言う前に、一世帯の中で安定した収入がえられる職業の確保の方が大事だと思う。
その中で家事、子育てはどちらかが分担してもかまわないと思うのだが、今の時代夫一人の収入で
は、安定した暮しができない。そのため結婚、出産など考えられない時代なのだと思う。まず雇用対策
に力を入れ、豊から社会にならなければ、男女の役割など語れないと思う。しわよせは、弱い立場の子
・４０代以上の男性が、まだまだ男女共同参画について理解していないと感じております。この年代に
特に力を入れて理解してもらえるような研修や社会的啓発が必要と思われます。
・若い年代の人や、経営者、上司などになっている人にアンケートをとってみてはどうでしょうか。高年
代の人にとって、質問内容はあまり、これからの社会改革には役に立たないように思います。
・男と女がすべて同じように行動し、生活することが、平等ではないと思う。男には男の役割、女には女
の役割があるし、それを無理に混ぜ合わせてもうまくいかないのではないか。
・この時代に男女共同事業より、顧用促進、店舗の誘致をした方がよい。岩沼は店が少なくて困る。
・とっても面倒でした。
・内容がむずかしくて答えが見つかりません今の生活とはかけ離れすぎてわかりません
・男女共同参画社会と言う文字は目にしていましたが、どんな内容か分かりませんでしたこのアンケー
トに記入して少し分かりました我家の事ですが現在夫が退職後夫は主夫（婦）業で私はフルタイム常態
で仕事をしています。
・大変良い取り組みだと思う。何かの機会に集計の結果を教えてほしい。
・このアンケートが何の役に立つのでしょうか？あまり意味がある様には思えません。市民に問いかけ
る前に、経営者と話しされた方が良いと思います。
・私の職場は幸か不幸か、仕事内容に男も女もなく対等に労働しています。男女平等となんでもかんで
も騒ぐのではなく、男でなければ出来ない事とか、女ならではの良さとかそれぞれの個性を生かす事、
お互いたすけ合って生きる事の大切さを教えて行くべきだと思う。今日の女性は重分優遇されていると  
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・この１０年来男女の共同参画を企業や社会に於て始られた事は、良い事ではないでしょうか。こう言う
事がらを、もっと積極的に前進させるには、女性自身が事がらを的確に判断し適正に対処する能力を
養い権利と責任を全うすること
・改めて考えさせられました。
・行政の強力なバックアップが必要と思う。・他の市町村のモデルとなるような施策を期待する。
・男性、女性、の性としての生物としての違いは確実にあり、その特性を生かしながら人間として、お互
いの性質を尊重して生きて行けば良い生活が出来ると思います。
・解らない部分があり答えずらい
・私みたいな学のない物にアンケートなんてとんでもない。知恵のある人にお願いします。
・男性と女性がそれぞれの役割を地域や家庭において果すことは非常に良いことと思います。しかし
男・女の体力の差、知識力の差、精神的な差は個人個人で異なっているので、竹を割るような結果を求
めることをしてはならないと思います。
・なんといっても生活の安定が、必要だと感じる。女性が安心して子育てや家事ができる、女性だけでな
く、男性も仕事中心でなく家庭中心になれる社会が、男女参画社会になれると考える。
・上記の答えが本当に答になっているかよくわからない。私は女性なので男性側に立ってみないとわか
らない。
・年令（世代）によって解答が限定又は未答される様に感じました。平等と同権、つい同じ様な考え方を
してしまいがちですが…体力や考え、肉体が違うのですから、今も昔も変りのない、日常生活上の男女
の役割は、これからも変りはないと思います。ただ、時代の流れからみて、助け合う事の大切さは必要
・質問内容、全て納得して記入した分けではない。もっと分り安くあってもと思料致しました。
・同類の質問が多いように感じた。このアンケートがどのように有効に利用されるのかが知りたい。又、
実際に改善された結果も知りたい。
・岩沼市が何をしたくこのアンケートを求めるのか…いまひとつわからない
・役立てて下さい
・今の世の中離婚する人が多いと思います。子供がいなければ仕方ないと思いますが、子供がいて離
婚して、母子家庭、父子家庭というのは、あまりにも身勝手で子供がかわいそうです。結婚ということに
ついて、今の人達に大切さを伝えてほしい！女性は仕事より家庭を大事に。男性は仕事を１番にした
・こんなくだらない事よりもっと優先的に考えることがあるはず。景気とか就職とか雇用とか。
・単身世帯なので問４・１０をどう書けばいいのか指示があると良かった。市が男女共同参画について
積極的に取り組んでいることが分かり良かった。
・１９９９年に施行され今年で１０年。今頃アンケートですか？
・性差と、文化的につくられた差別は違うと思います。男性が力仕事を率先して行ったり、女性が家事を
分担したり、母性で育んだりすることは、社会生活を円滑に行う上で大切です。しかし、社会通念や慣
習のにとらわれた考えや、政策、等に権利があたえられないことが、大きな問題だと思います。職場で
は、男性もお茶をいれたり、育児休暇、介護休暇がとれるような岩沼市にして下さい。
・というようなことを声高らかに言わずともそれほど高いハードルのようには思いません。ただ、話すべ
きは男であろうと、なかろうと能力があり向いてる職につきたい。あるいは、復帰したい者が家族や社会
の協力を得て、職に就けるよう市としてのサポート、意識づけをしていただきたいと思います。基本は、
能力ある人を、性別にかかわらず、登用しその方の状況に柔軟に対応できる制度を整える事が大切だ
・仕事を持つ女性、家族構成、自営業健康の問題など、人それぞれの違った生活をしている上での、ア
ンケートむずかしいと思います。
・一人ひとりの意識を変えなければならない。　何をしなければならないのか、何が出来るのかを考えて
行かねばならないと思う。
・現実にとても難しい問題だと思います。生活していて、女と男の感性の違いなど生理的にどうしようも
ないところがあるような？・・一人の人間として認めていければ・・しかし、出産という大きな機・母性とい
う面の違いは認めていってほしい。男女が平等であるということへの認識が、反対に離婚をふやしてし
まったりしてるような気がします。
・男女共同参画における問題点や、いろいろな取り組みが必要と感じました。
・まったく、普段意識してしてないテーマなので、答えにくかったと思います。生活において男女平等に
すごしていると思います。  
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