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自由意見 

問 35 男女共同参画に対するご意見やお考えを自由にお書き下さい。 

カテゴリ一覧（「関連」欄の数字は以下の一覧と対応しています。） 

（１）男女の意識について 42件 

（２）家庭環境について 13件 

（３）雇用・労働環境について 28件 

（４）社会環境について 49件 

（５）この調査への意見・要望等について 9件 

（６）行政への意見・要望等について 12件 

（７）その他 30件 

合 計 183件 

 

年代 女性 男性 性別無回答 合 計 

10代 4 3 0 7 

20代 11 8 1 20 

30代 15 5 0 20 

40代 17 16 0 33 

50代 19 15 0 34 

60代 23 13 0 36 

70歳以上 13 15 2 30 

年齢無回答 0 0 3 3 

合 計 102 75 6 183 

 

（１）男女の意識について 

 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

1 改めて男女の差が、今問題となっていることを感じた。直接差

別を受けたと感じたことはないが、よりよい社会を作るために

は、男女平等になることが当たり前になる必要があると思う。

そして、もっと法律や制度を知ろうと思った。 

 20代 女性 

2 体力、性格、環境の違う男女がすべて平等になるのは無理な話

だと思う。お互い尊敬し合い、それぞれの特性が活かされる社

会になって欲しい。 

 40代 男性 

3 男女共同参画社会を形成するには、公的な制度や整備も必要だ

とは思うが、一番必要なのは男女共に個々の意識を真の意味で

平等にすること。お互いに心身について理解し合い、差別なく

思いやりを持つことが大切だと思う。 

 40代 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

4 男女差別的なことが自分には無かったので、他人事だという意

識で通り過ぎていた。これからは、もっと勉強していろんな人

に思いやりをもって接していきたいと思った。 

 50代 女性 

5 今の若者には、そんなに男性だから、女性だから、という考え

は無い気がする。男女平等な社会は小さいころからの教育で決

まると思う。 

 10代 女性 

6 日本は、男尊女卑の考え方が根強いので、完全に平等にするた

めには相当な時間と労力が必要だと思う。 

 10代 女性 

7 10年前に比べれば男女共同参画も浸透してきていると思う。あ

らゆる機会を通じて、男女の平等と相互理解についてみんなで

考える事が必要だと思う。 

 30代 女性 

8 鹿児島の男尊女卑の考え方(意識)は根強くある。海外や他県に

学んでいく機会を持ったら良いと思う。 

 40代 女性 

9 東京都知事のように女性でも能力のある方の登用が、鹿児島は

少ないのは何故だろうか。積極的に活用しなければ、男性に女

性の価値を知らしめることはできないと思う。男女の違いがあ

ってこそ、お互いを認め合い尊重すべきだ。 

 50代 女性 

10 男女間には肉体的な差（筋力など）があるのは疑う余地がな

い。それは、差別とは別の次元の話であることを認識してから

議論されるべきである。 

 50代 男性 

11 男女は平等なのだという意識改革の徹底が必要だと思う。  50代 女性 

12 法制度の整備だけでなく、意識改革が最も必要。「女性だから」

「男性だから」という考え方を男女ともに持っていることが弊

害になっている。 

 50代 男性 

13 鹿児島の中高年男性の女性への意識の低さには辟易する。それ

をうまく手のひらで転がし操っている中高年女性にはスカッと

するし、頭が下がる。この年代の意識は変わらないし、変えた

いとも思わない。次の世代、子ども達の意識から変えていく教

育をして息の長い活動をするべきである。 

 40代 女性 

14 日本にとって一番大事なことは、子どもを増やす事である。そ

のためには、女性は社会で働けというのではなく、家庭で家

事、育児に専念し、男性は仕事に専念する。子どもが手を離れ

た頃、働けば良い。どうも専業主婦が悪い風潮になっている気

がする。男性に働きやすい職場を作るべきである。年金の問題

もあるし、何より日本の人口がこれ以上減ったらどう他国と対

抗していくのだろうか。 

3 60代 男性 

15 鹿児島市の男女共同参画はとても進展していると思っている。

女性の職場も増えて、この頃では女性の方が強くなった気がす

る。増々の力をお願いしたい。 

3 70歳以上 女性 

16 男性と女性の平等概念は理解しているつもりだが、体力的、機

能的に男女が平等とは思わない。時々、女性の平等間のねじれ

から、男性に役割や仕事を任せるような女性も見られた。 

 70歳以上 男性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

17 『男性』『女性』と考える必要があるのか？女性優遇や男性優遇

は現代社会にはない。それぞれの分野に挑戦すれば良い。 

 60代 男性 

18 男女の意識改革が必要だと思う。子どもの頃からの教育やしつ

けからすべきだと思う。 

 60代 女性 

19 鹿児島では昔からの風習もあり、40歳代以上の男性は男尊女卑

感が抜けていない。また、両親世代からすると、理解されない

事が多く、抜け出せない女性も多いのではないかと感じる。 

 40代 女性 

20 男性が弱くなり過ぎて、ある意味女性が強くなり過ぎている。  70歳以上 無回答 

21 男女共同参画があるとは知らなかったし、今まで以上に真剣に

取り組まなければいけないと実感した。自分を見つめる時間が

できた。 

 50代 男性 

22 私の勤務している会社は長年働く女性社員より先に男性社員

（ノウハウを知らない畑違いの会社から来た新入社員）が部長

や課長となる。社長に「何故か？」と問うが、はっきりとした

理由が分からない。女性だからといって、男尊女卑が 2020年に

なっても存在する事に驚く。 

 30代 女性 

23 法律は理解しても、実行・参画となるとなかなか難しい面もあ

ると思う。お互いが認識して理解をし、活動に参加する機会が

必要ではないだろうか。 

 70歳以上 男性 

24 鹿児島はいまだに考えが古い。年齢によって男女差別の考えに

すごく差がある。何もしない男性がとても大切にされ、女性は

小間使いの様である。高齢者の考えも変えていく事が必要であ

る。仕事場でも、高齢者の方程悪気なく差別している。 

3 40代 女性 

25 鹿児島は特に、男性が男だからという理由だけで、能力もな

い、生きていく上での生活（家事）も出来ないのに威張る。も

っと、そこを教育すべきである。特に高齢者に多く、その人た

ちが子育てをしているので、次の世代も続くと思う。 

 60代 女性 

26 男性に適している事、女性に適している事がそれぞれあると思

う。その特性を生かしてお互いを尊重してできる事は協力して

行うことが大事だと思う。 

 60代 女性 

27 鹿児島には『男だから偉い』という訳の分からない概念を持っ

ている高齢者男性が多く存在している。その人たちの考えを変

えたり、排除しないと難しい問題だと思う。 

 50代 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

28 平等の考え方に問題があると思う。女性と男性は同じではない

と考えている。女性にしか出来ない仕事もたくさんあり、素晴

らしい感性や感受性も持っている。今の世の中は、女性が多く

リードしている。男性と同じことをするのが平等ではない。女

性の特質を認め生き、活かす。女性は、社会で平等と思ってい

ない人も多いかもしれない。自分をもっと活かせると思うと、

そうなるかもしれない。自分に枠をはめている事があるのかも

しれない。「出来ない」とか、「社会が、世の中が悪い」とか。

男性にも言える事と思う。女性にも男性にも、もっと自分のこ

とを前向きに考え、自分次第との考え方を推し進める事が大事

と考えている。世の中が平等でないとか社会がどうとかいう時

代ではないと思う。（人種差別の事は、考えが及ばない）行政も

手助けして頂けるのは有難いが、個人の考えを前向きにする必

要を感じる。 

6 70歳以上 男性 

29 男性、女性と区別のない社会になって欲しい。しかし女性は、

自分の感情や気分などで、仕事や人に対しての接し方が変化す

る人が多いような気がする。女性も男性と同等になるには、そ

のような所を変えていかないといけないような気がする。 

 50代 女性 

30 未だに、男性がする事、女性がする事と決めつけている人がい

るのが現状だと思う。古い考えは捨て、新しい今の考え方にシ

フトしていかなくてはならない。相手に対して感謝の気持ちの

念を持つ事。 

 40代 男性 

31 自分が若かったころに比べれば、大分理解されてきていると思

う。子育てについては特に大きく変わってきていると思う。全

体的には、あともう少しという感じである。 

2 50代 女性 

32 男女が対等な立場での社会を実現するには、社会や個人にも男

女の差の固定観念が根付いていると思う。体力などの性差はあ

って当たり前だが、基本的な能力には差はないと思う。 

 60代 女性 

33 若い世代は随分、男性が家庭でも社会でも女性と協働している

事が抵抗なくできるようになってきている。身近な所では感じ

る。年齢が高くなると、やはり昔の慣習か、女性を「女のくせ

に」とか蔑称、蔑視がまだまだあると思う。徐々に参画社会が

形成されていく事を望む。 

 60代 女性 

34 鹿児島は古来からの習慣等で、男尊女卑が強く残っているよう

に感じる。こういう点を幼い頃より教え撤廃していく方向に教

育していく必要がある。年齢が進んでいても、その時々に『鹿

児島を変えていこう』という意識を持つことを気付かせること

も大切ではないだろうか。そういう意味で、鹿児島が先進県に

なれるよう期待する。 

4 50代 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

35 男性にしか出来ない事、女性にしか出来ない事をもっと理解し

て互いに補い、協力し合えれば良いのではないだろうか？不平

等を受け止めるのも必要な事だと思う。全ての物事に平等、不

平等がある以上、仕方のない事にも思える。 

 40代 女性 

36 男女は生物として違うが、個性として認める。男女は何が違う

か、互いに分かってないタブー的なところを明確にさせたうえ

で個性として生かせる方法をみんなに考えさせる。一部の人が

考えただけではそこで終わってしまう。 

 50代 男性 

37 女性からの差別も考えるべきである。男なんでしょう、男だか

ら…、という考えの方の女性も多い。 

 40代 男性 

38 女性を過度に扱いすぎて、本末転倒のような扱いになってい

る。本来の男女平等なら、女性を過度に優遇せず、男性と同じ

ように扱うことが必要である。 

 30代 男性 

39 あまり女性を強調すると逆に差別が出やすくなるように思う。

男性の意識を変えないと、女性を登用してもお飾りや形だけと

なり、本質は変わらない。 

 50代 女性 

40 本県は特に、社会風土的に男女間の扱いの差があるように思

う。ただ、なんでも平等になりうるのかについては、十分に議

論をするべきで、表面的なものにならない工夫が必要だと思っ

ている。 

 50代 男性 

41 男性、女性それぞれに身体的、情緒的特徴があり、お互いを補

完し合う社会が男女平等参画社会であり、いたずらに現在の社

会の状況を否定したり女性の権利のみを追求することには違和

感がある。鹿児島市の書類においても性別欄を削除する動きが

あるが言語道断である。男性が男性を名乗り、女性が女性を名

乗ることに何の問題があるのか分からない。ＬＧＢＴ問題と男

女共同参画社会づくりを混同してはいけない。このアンケート

は一方的に女性が虐げられているかのような設問になってい

る。一部識者、マスコミの論調に沿ったような偏向性を感じ

る。男性であれ女性であれ、主体性を持った行動が必要な時代

であり、行政が殊更に性別をベースにした議論をする必要はな

い。ジェンダーフリー論にみられるような間違った男女共同参

画社会にならないことを、鹿児島市がミスリードしないことを

切に願う。 

5,7 70歳以上 男性 

42 女性は男性が優遇されて平等ではないというが、肝心な時に女

だからという武器で逃げたり、経済的には女性が優遇されてい

ると感じる（同じコース料理でも女性が安いとか、男が費用負

担するのが当たり前とか)。 

 50代 男性 
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（２）家庭環境について 

 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

43 ＤＶを受けて育った子どもが大人になった時、自分の子どもや

家族に暴力をしない様に子どもの時から習慣づけて育てるのが

大事ではと思う。65歳以上の人は、子どものころから男女の差

別を見て育て子どもも教育し、育てたと思う。 

 70歳以上 男性 

44 個人家族単位の日々の生活の中で考えていくべきことだと思っ

た。また、自分の固定概念が気づかぬあまりに周りを圧迫、支

配して押し付けてしまうことが一番怖いと思う。男性ならば、

女性ならば、と決めつけてしまうことのないよう性別ではな

く、彼または彼女という個人そのものの個性や持ち味を理解で

きるような心持ちでありたいと思った。 

 20代 女性 

45 女性側の意識を高める事も大切だと思う。そのためには、教育

の機会を増やすことや、家庭の役割分担を固定しない事。子育

ての家庭にはママと共にパパの支援も必要である。モデルとな

る国や地域の実態を知り、常識と思われているものの見方をや

める事である。 

 40代 女性 

46 女性は子どもを宿して母性本能が生まれる。子どもが産まれて

寄り添って子ども（赤ちゃん）は育っていく。見えない愛の力

を両親から受けて育っていく。共稼ぎの家庭が多くなり、母の

（女性にしか出来ない事）愛情、それを支える父、という昔の

生活は、今の生活環境と違うのが現状である。働く女性はもち

ろん輝いている。しかし、保育園の待機児童が多いのだった

ら、もう少し仕事を始めるのをゆっくりしても良いのではと思

う。 

 60代 女性 

47 子育てをするのであれば、女性はある程度家事中心になるのは

仕方ないと思う。男性、女性というより、子どもが一番大切で

ある。各家庭が、もっと子ども中心でやっていけるような、収

入が安定した生活が理想である。男女よりも、『良い大人（自立

していて、他者の事を思いやり、規律と責任感がある人）』が不

足していると思う。 

 40代 男性 

48 子どもを一番に考えて欲しい。子どもに不安を与えないよう

に。 

 無回答 無回答 

49 子育て世代だが、まだまだ女性が家事や育児をして当たり前と

いう考えが多いと思う。職場に関しても、鹿児島は昔からの企

業が多く、大企業と比べて男性の方が優遇されていると思う。 

3 30代 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

50 私が子育てしていた頃は、女性が子どもを育てるのが当然であ

った。今は共働きが普通であり、男性も子育てに参加している

所をよく見かけるようになった。男性女性、負担なく家庭生活

をしていく今の世の風潮は喜ばしい事だと思う。女性も社会に

進出し活躍できる未来がすぐそこまで来ているように感じる。

お互いの性も尊重し理解していけると思う。また、子育てもそ

うやっていったら、立派な考えのある子どもが成長していける

と思った。 

4 50代 女性 

51 男女平等はよく分かる。子どもがいる方は、まず子どもを責任

をもって一人前にして欲しい。今の世の中はすべて他人任せに

している面が多々あると思う。朝食を取らせてもらえない子ど

もがいると聞いてびっくりする。父親や母親が子どもにしてあ

げられる時間は長い人生の中でほんのわずかだと思う。その

間、精一杯のことをしてあげて欲しい。昔の親はまず子ども優

先で、そのあとに自分の事をしていたと思う。 

 70歳以上 女性 

52 女性も働く事が当たり前のような社会になってきたが、子育て

に関してはやはり女性の負担が大きい。男性の時短や、勤務終

了時間を早くする対策をして、接待の休日ゴルフや飲み会等が

普通でない社会になってくれたら嬉しい。男性は決められたと

おりに働き、可能な所で家事や育児を手伝ってくれるが、子ど

もの熱や健診、予防接種等、変化に対応するのは女性ばかりで

ある。イクメンとかではなく、子の親として共に平等に子育て

をしていきたい。 

3 20代 女性 

53 母子家庭で育った。経済的に苦しくゆとりがなかった為、大学

への進学をあきらめざるを得なかった。時が経つにつれ、学び

たかったとの思いは募る。男女問題を考える際、貧困の問題も

同時に考えて頂きたい（それ以前の問題を抱えている人もいる

ということである）。全ての男女がしっかり学べる教育制度があ

れば、男女や貧困の差に関係のない男女のリーダーが育つと思

う。 

 40代 女性 

54 私たちの年代の男性は、家事手伝い等はあまりあてにできなか

ったが、年を取った現在も尾を引いて役に立たない。現代の男

性は優しくなって、よく家事等手伝っている様である（息子

等）。 

 70歳以上 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

55 子どもが成人するまでは、子どもが家に帰ってきたら暖かく迎

える家族がいるべきであると思う。子どもにとっての役割が、

男女で違う。それぞれの特質を生かしながら子育てや家族とし

ての役割を果たしていくような教育が必要である。○○年後に

〇○の数値を○○にするとか表面だけの数値にこだわる推進は

やめて欲しい。もっと本質を見据え、根本を変えていくべきで

ある。共働きが多くなった現在、働くことへの生き甲斐で職に

ついているのか、経済的な面でついているのか。もし後者の方

が多いのであれば、共働きをしなくてもよい経済をつくる必要

がある。男女共同参画イコール共働きではなく、仕事に生きが

いをもって働きたい人が性別に関係なく働く社会を作って欲し

い。家事や子育ても立派な仕事である。専業主婦（夫）が下げ

すまされるような社会にして欲しくない。 

4 60代 男性 

 

 

（３）雇用・労働環境について 

 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

56 職種にもよるが、鹿児島はまだまだ男性優位な環境だと思う。

基本的に男性の方が優れていると考えるリーダーが減ってくれ

ることを願う。性別ではなく、一個人として尊重できる教育を

充実させて欲しい。指導する側、教育する側が果たして平等な

考えを持っているかは疑問だが。妬みや嫉妬という感情が根

源、認める勇気が大切なのでは、と思う。 

7 50代 女性 

57 人事を決める際に、女性が多数を占めるような組織が増えると

良いと思う。 

 50代 男性 

58 障がいのある子の親は、養護学校等への通学の際、保護者によ

る送迎が必要だったり、自主通学できても親の出勤時間の方が

早い場合、第三者からの支援が受けられないと、夫婦ともにフ

ルタイム勤務というのは厳しいと思う。障害のある子を育てて

いる親も、いろいろな場で活躍できるようなサービス等が充実

していると良いと思う。 

 40代 女性 

59 女性が活躍している仕事や男性の多い職場で、女性の活躍など

どんな分野があり、良い所悪い所などの意見を知る場所や情報

を見られる所があれば良いと思う。知ることで、選択する仕事

など視野が広がる若者が増えると思う。 

 30代 女性 

60 本当に平等になるとは当分思えない。都会ではなるかもしれな

いが、地方の鹿児島ではすぐすぐ実現するとは思えない。最低

賃金をあげても女性の基本給は低いと思う。職場についても個

人経営に関しては、上の役職(男性)に逆らえない環境であると

思う。 

 20代 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

61 男女ともに、正社員、非正社員に関わらずどの程度平等な役割

を担っているか直接確かめた方が良い。業界ごとにどのような

不平等があるかも直接知ることは、就活する人や目指す人達に

とっても有意義な情報になると思う。 

 30代 男性 

62 本当は仕事を続けたかったのだが、辞めなければならなかっ

た。キャリアがすべてリセットされとても悔しい。また、働く

ようになったときにまた 1からキャリアを形成するのは、男女

間でとても不平等だと思う。異性が同じ立場なら仕事を続けら

れる。小さい子どもがいるというだけで働けない（実家が県外

という理由でも）。 

 30代 女性 

63 女性だけの雇用枠の設定などは、逆セクハラであり、能力ベー

スで均等に雇用すべきである。男性、女性枠での参画を考える

こと自体が古い。鹿児島がまだ頭の固い年寄の偉そうな男性が

牛耳っているので、国への見せつけの形上で「やってます」的

な男女参画政策もお金の無駄。いつまでも過去の偉業にとらわ

れず新しいことにチャレンジできる土台が出来ればいいのだ

が。教育が大事だと思う。 

4 50代 女性 

64 性別で選ぶべきではなく、実力で選ぶべきである。現在女性の

方が優遇されていると思う。そういうことはやめるべき。逆差

別になっている。 

 60代 女性 

65 鹿児島は、封建的な県なので、女性を下に見る風潮があると思

う。そもそも昔から男性の方が賃金が高く設定されていたの

で、女性が意見を言っても（家庭内で）「俺と同じだけ稼げない

くせに」という言葉が出てきたりする。今の若い夫婦世代に

は、そういう意識はないように見受けられる。 

 50代 女性 

66 女性が働きやすい社会になってきているとは感じる。ただ保育

園に通わせ、仕事をしている方が楽という若い方のとらえ方は

心配である。育休期間の見直しも必要である。 

 無回答 無回答 

67 『お茶くみは女性でなければいけない』『社員が個人的に買って

きたお土産、差し入れは女性が配らなければいけない』『差し入

れが果物なら、女性が剥かなくてはいけない』等々、職場で

「それは女性でなくても出来る事ですよね」という場合があ

り、上司にも掛け合って理解されても最後は経営者や役員が

「女性でなければいけない」で進まない。会社トップの意識が

変わらない限り、改善されない現状である。罰金刑でもない限

り、「他社はしてない」で取り合ってくれなさそう。 

 30代 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

68 私は現在、転職して正職員となった。転職するために、二週間

勉強していた時には周りの人から「結婚すればいいのに」「いつ

か結婚するから勉強しなくてもいい」と言われた。私の人生な

のにと思った。転職が成功すると、初対面の男性（20代）から

嫉妬され、「女なのに転職成功？」と言われ、今の職場の 60代

男性からは、「娘は専業主婦。子どもの為に女性は家庭に入り、

男一人で稼げないとね」と言われ、まだまだ鹿児島は男尊女卑

の古い考え方が残っていると思う。私は今まで色々な県に住ん

でいたので、余計に感じる。自分の身は自分で守らなければな

らない。女性だけ犠牲になるのはおかしい。私は鹿児島は好き

だが、男尊女卑の古い考え方さえなくなればもっと住みやすい

のにと思っている。もっと広い国際的視点を市民に持っていた

だきたい。 

 20代 無回答 

69 男女平等の前に、鹿児島はブラック企業ばかり。まずそこから

改善すべきである。就労時間や賃金が豊かになれば、男女の家

庭の役割や社会の役割、職場での役割などわざわざ役割を決め

つけなくても、適材適所で個人が力を発揮して住み心地の良い

街になるはずである。その為にも、役所の皆さまぜひご協力い

ただきたい。 

 40代 女性 

70 職場に対して、もっと男女共同参画の内容通知等して頂きた

い。 

 40代 女性 

71 出産し、職場復帰しても子どもの体調が悪くなったり、帰って

からの育児など大変で結局退職した人を見た事がある。子ども

の理由で早退したい旨や勤務を変更することを言いやすい職場

作りが必要だと思う。また、そういう時はすぐ父親ではなく母

親が対応する事が多いので、父親ももう少し積極的に育児に介

入して欲しい。 

2 30代 女性 

72 子育て中の仕事選びはとても難しいと思う。子どもが急に熱を

出したりして迎えに行く時などは、フルタイムで責任ある仕事

に就いていたりすると、抜けられなかったりする。抜けられる

仕事を選ぶと、大体給料は安い。主人は仕事を抜けられない。

主人が抜けたりすると、職場での評価が下がる。そうすると、

家計が下がったりして結局困るのは私になる。職場での理解が

進まないと変わらないと思う。外面ではなく中身が変わらない

と、たくさん年休があっても使えないのでは一緒である。 

 50代 女性 

73 知人に県内の消防団を希望している女性がいた。しかし『女

性』ということで落ちてしまったそうである。最初聴いたとき

は大変驚いた。今でも多くの職分野が『性別』による隔たりが

あるように感じる。 

 20代 女性 

74 本県は男性優位の社会が現存しており、これらを払拭する環境

を構築する必要がある。そのため、公的機関等に男女の区別な

く能力資質の高い人を積極的に登用する事が望まれる。 

 70歳以上 男性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

75 女性が安心して仕事のできる環境をお願いしたい。妹がパート

で働いている。本人は常勤で働きたいと思っていても、子ども

が熱を出すと会社を休む。また、姑等何があるか分からないの

で、やはりパートで働くと言っている。 

 60代 女性 

76 どんなに良い制度があっても、自分達よりも世代が上である上

司や親の考え方を変えてもらわないと、女性が活躍するには厳

しい社会であると思う。女性と男性というよりは、性格的なも

のである。特異な面をしっかりと考慮して仕事や昇進を期待で

きる世の中になって欲しい。子育てをしていくにあたって、Ｐ

ＴＡなど平日にあるが、仕事をしていると中々休みを取りにく

い。週末であったり、何かもっと考慮できないものか。ＰＴＡ

活動などもっと違う形に変化させて、今の時代に合ったものに

して欲しい。仕事にも集中できると思う。結局ＰＴＡも女性が

多く参加している。 

 30代 女性 

77 私は妊娠前、パートの臨時職員として働いていたのだが、妊娠

が分かり、仕事を辞めざるを得なかった。産休や育休をもっと

取りやすくして欲しい。産休や育休を取れず仕事を辞めて収入

がないので、年金や税金の支払いの優遇がもっとあれば良いと

思う。 

6 20代 女性 

78 学生だが、働いている方はやっぱり男性が多いし、役職のある

人は男性が多いと思う。一方で女性には社会の中で生活しやす

いようなサービスは増えてきているとは思うけど、実際に男女

平等な世の中になっているとは思わない。 

4 20代 男性 

79 女の人が働きやすい世の中になることを願っている。  10代 女性 

80 鹿児島は給与水準が低く、労働時間が長い、いわゆる労基法等

を逸脱するブラック企業が非常に多いのが現実である。そんな

中で、女性に対しては長時間労働が体力的に対応できない等の

理由から、初期段階で女性が組織に対して大きな役割を担いづ

らい構造になっている企業が多い。理想的な男女共同参画は鹿

児島の企業の労働水準向上と、女性が勤続可能な環境を保持で

きる資本力向上が必要と感じる。いわゆる景気回復がまずない

と、企業は対応が難しいということである。 

 50代 男性 

81 正社員で働いているが、子育てか仕事かという選択をいつも強

いられている。でも子どもは大切である。自分のキャリアの為

に子どもに悲しい思いをさせたくない。子どもを大切にしなが

ら仕事にも役に立てられるような社会の理解があるサポートが

あればいいのに、といつも思う。子育てをしている人は働きに

くい社会が変われば、男女共同参画もＤＶもいい方向へ進むよ

うに思う。 

 40代 女性 

82 昔面接を受けに行った時に、すぐに結婚や妊娠とかないよねと

言われた。そういった事を言われるのも平等ではないと思っ

た。 

 30代 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

83 出産後に働いた職場の上司（男性より女性）で、結婚して子ど

もがいない方で理解が無い方がいた。急な熱で子どもの迎えに

行かないといけない方に、溜息をしながら「働けないな」と言

っていた。もっと働きやすい環境つくりをして欲しい。 

 50代 女性 

 

 

（４）社会環境について 

 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

84 地域や職業によって変わりにくい意識があると思うが、自分の

子どもが社会の担い手として成長していく上で、平等な機会が

より増えていくことを願う。その為に、子どものうちから教育

の一つとして知識を増やしていける機会を持つことが必要だと

思う。 

 30代 女性 

85 高齢の方に、女性を少々差別しているのでは?という言動をみか

けることがある。その方たちの考え方を今から変えることは難

しいと思うので、これからの未来のために出来ることがあれば

良いと思う。 

 50代 女性 

86 男性はこうあるべき、女性はこうあるべき、という考えを持つ

人が多いように感じる(特に高齢の方)。一度そう思っている人

の意識を変えることは難しいかもしれないので、若い世代か

ら、男女関係なく同じように仕事や家庭等の生活を送ることが

当たり前なのだ、という意識を持てるような社会になっていけ

ば良いと思う。 

 30代 女性 

87 男女の差別なく住みやすい社会であって欲しい。立場をわきま

えて生活し行動する。男女協力して働きやすい職場、社会生活

を目指し努力していきたい。 

 70歳以上 女性 

88 古い考えを持った権力者の改善を願う。身体的な理由で性別を

考えずに選択もできないこともある。そこの部分を改善してい

くことはとても大切なことだと思う。 

 40代 男性 

89 もっと鹿児島県全体で、県民、市民がより良い生活を送れるよ

うに取り組んで欲しい。 

 20代 男性 

90 コロナ禍の今思うことは、ドイツ、ノルウェー、ニュージーラ

ンド、台湾など女性が首相の国が感染者をあまり多く出さなか

ったということだ。男女の違いに何か対応の仕方もあるのか知

りたい。 

 70歳以上 女性 

91 性別ではなく、人間としての目線で全てを決める必要がある。

鹿児島は、郷中教育という人間性の文化がある。これは、一部

女性に対して男性が女性を下に見る部分がある。時代が違うと

いう言葉で終わらせるのではなく、現代版の地域における郷中

教育(男女は平等)、人間としての目線を若い人々が発信する。 

 40代 男性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

92 小さい子どもはすぐ病気になったり熱を出したりして、園にお

迎えに行くことがよくあるが、そのような時に男女平等にお休

みをもらい協力しながら子育て、仕事に取り組めたら良いのだ

が、日本の国の体質的に未だに母親がお休みをもらうのが当然

といった風潮がある。働く女性は、肩身の狭い思いをされてい

る方も多いと思う。それは、シングルファザーの方など子育て

に積極的に取り組んでいる男性も同じだと思う。男女共に協力

しながら過ごせる社会になれば良いと思う。 

 30代 女性 

93 女性の場合、妊娠出産が不平等の要因として社会の中では、ど

うしても思われがちなのでもっと讃えるべきこと、尊重したう

えでの「男女共同参画」になることを願います。 

 60代 女性 

94 全ての基本は「人の育成」である。自分や地域に誇りを持てる

ような教育がとても重要。はるか先のことになるかもしれない

が、問 33の関係法律が不要になる世の中の実現を願っている。 

 60代 男性 

95 自分が努力し、地位が上がることで共同参画が改善されるので

はないか。 

 70歳以上 女性 

96 男性女性に関係なく社会を形成する上で誰でも参加できること

を強く地域社会、教育、メディア色々なところから発信して頂

きたい。 

 50代 男性 

97 男性にしかできないこと、女性が男性より優れている能力のこ

と、互いに違いや良い点を見直してそれぞれが自由で活力のあ

る社会を形成してほしい。 

 60代 男性 

98 女性はこうあるべきという考え方も根本から見直し、子ども達

の教育にも取り入れ、変えていかないと何も変わらない気がし

ます。 

 40代 女性 

99 性別役割分担意識については、近年絶対悪のような感覚を多く

の人が抱いているようである。私自身もそれに捉われる必要は

ないと思う一方で、分担意識も文化的、社会的な合理性や背景

から生まれてきたものでもあるので、それらを殊更排除するよ

うな施策を取ることがないようにバランスのとれた男女共同参

画をお願いする。 

 20代 男性 

100 身体能力に差があり、出産というイベントもあるのでそもそも

無理だと思う。逆に専業主婦でも生活していけるように経済回

復して欲しい。女性でも仕事で結果を残したいという人には、

機会を与えるべきではあると思う。 

 30代 女性 

101 私は、横浜から 50年前に嫁いできた。鹿児島の男性の横暴さに

びっくりした。そんなに男が偉いのかと、そこで私はあえて仕

事をして、女性だって家の為にお金を稼ぎ、子どもをしっかり

育て夫に迷惑をかけずやってきた。少し鹿児島の女性は優しす

ぎると思う。今は、男が偉い女はひっこんでいろという時代で

はない。これからは、男女が一緒になってこの国を支える時代

が来る。 

 70歳以上 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

102 私の個人的な意見だが、鹿児島は「女性は家事、育児、男性は

仕事」といった考えがまだ根強く残っていると思う。そのよう

な考えが見直されれば、より多くの女性が社会で活躍できるよ

うになると思う。 

 10代 女性 

103 男女共同参画を考えるのではなくて、それが当たり前という時

代を作っていかなければならないと思う。 

 40代 男性 

104 鹿児島は特に、男性は仕事、女性は家庭という考えが高齢者を

筆頭に浸透している感じを受ける。男女の役割差別意識がなく

なり、協力して働けたり育児が出来る社会を望む。 

 30代 女性 

105 高齢者、疾病でない生活保障世帯構成員等が保育、放課後の子

どものケアを行う施設をつくり、労働世帯の男女が積極的に働

き、社会生産活動を行うべきである。出産への公的助成を充実

させ、出産後の負担は社会で支える。最終的に人口減への対応

となる。 

 40代 男性 

106 男女共同参画に参加したいので、現実化して欲しい。  60代 女性 

107 現在 70歳を超えており、我々が育った（受けた教育を含め）時

代とは全く世界観が変わってしまったが、基本的にはみな平等

で自由に生きる権利があり、それを担保にしていく責任が求め

られていると思う。 

 70歳以上 男性 

108 もっともっと女性の社会進出を望む。昔からの鹿児島の男尊女

卑の風習は今も残っていると思う。今のままでは鹿児島の発展

は望めないと思う。 

 50代 男性 

109 私は 78歳でまだパートで働いていて男女差を感じたことはない

が、色々なニュースを見ていると、もう少し全てが変わってい

かなければといつも思っている。 

 70歳以上 女性 

110 男女共同参画が可能になったら、面白い話が増えると思う。  10代 男性 

111 難しい問題だが、少しずつ変わっていけるように望む。  40代 男性 

112 男女が平等に社会で暮らしていくには、根本的な制度を変える

必要があると思う。特に教育と育休制度の充実は欠かすことが

出来ない。女性たちが女性であることを理由に黙って夢を捨て

てしまったり、立場の弱さをこれ以上感じる事のないような社

会、鹿児島市になって欲しい。 

 20代 女性 

113 これから先、女性の活躍の場が広がることを願っている。  60代 女性 

114 次代と共に進歩させるためにも、学校や社会での啓蒙を推進す

る必要があると思う。 

 60代 男性 

115 女性が出産し、ゆとりを持って子育てと仕事が両立できるよう

な社会になって欲しいと願う。 

 40代 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

116 近年、社会のあらゆる分野で女性の進出や登用が目立ってき

て、男女共同参画社会の形成は推進されてきていると感じる。

ただ、色々な分野や組織においてリーダー的地位や重要なポス

トに就いた際、やや足を引っ張るような風潮が感じられるのは

残念で、多少のミスに対しても、もう少し寛容であっても良い

と思う。 

 70歳以上 男性 

117 男女ともにお互いの理解が足りず、考え方や価値のずれによる

問題が多いので、お互いに理解を深め、新しい考え方や価値観

を取り入れて、男性も女性も平等な社会を創る必要性を感じて

いる。少しずつ一歩一歩前に進んで、男女ともに安心して働け

る社会が出来る事を祈っている。 

 20代 男性 

118 男女共同参画社会の実現に地域のコミュニティは必須だと思

う。地域で共助があれば、精神的支柱になったり、負担を軽減

したり、小さな変化にも気付けると思う。また、女性議員を増

やすよりは、女性リーダーを増やす方が良いと思う。その方

が、女性の意見を反映しやすくなるし、女性が政治に参加する

ハードルが下がると思うからである。ゲームやスマホの制限

は、地域コミュニティ再構築の為にはある程度必要ではない

か。 

7 10代 男性 

119 保育所に子どもを預けて働いている時、子どもがインフルエン

ザ等病気になると預かってもらえないと聞く。子育て中の女性

が社会に出て安心して働ける環境の充実を願う。職場でもこの

ような時、女性が気を遣わず休める制度を整えて欲しいと思

う。 

3 60代 女性 

120 女性の社会参画について、能力や良識のある女性の出現によっ

て、自然に男女の参画の平等が成されると思う。そのために法

の改善や社会全体の意識が変わる。日本独自の長い習慣があ

り、母親に子どもの育児がいくらか偏るのは仕方のない面もい

くらかある。 

2 70歳以上 男性 

121 男性は女性にもっと歩み寄って欲しいし、女性はもっと男性の

ように社会で活躍して欲しいと思う。 

 20代 女性 

122 体罰教育を当然のように受けた世代が管理職となっていて、そ

の人たちに育てられた世代がまた親や指導者(職場・学校・スポ

ーツ)になっているので、連鎖を断ち切って平和な世の中になっ

て欲しい。暴言や物を投げたりをＤＶであると理解していない

人も多いので、新聞やテレビの一面広告で出して欲しい。 

 60代 女性 

123 鹿児島県では特にないが県外での経験で、電車で女性専用がよ

くあるが、女性専用があることに反対ではないが、列車の数が

多い気がする。男性がどんどん出世していくイメージが強い。

女性もどんどん社会進出していくべきである。少しでも性別の

関係ない社会を作ってほしい。 

 20代 男性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

124 やる気のある女性が活躍できる社会、やる気のある女性を増や

す活動を期待している。設問には、やや恣意的なものを感じ

た。改善すべきだと思う。 

5 50代 男性 

125 今回の市民意識調査で改めて考える機会となった。幼児期から

性に捉われず、個性を尊重する世の中になればと思う。鹿児島

市内の小学校は、まだ男女別の名簿である。まずは市民意識の

改革からではないかと思う。 

 40代 女性 

126 保育所に預けることが難しく、仕事に復帰できない環境を無く

して欲しい。 

 20代 女性 

127 女性が過ごしやすい社会は、社会全体にとってもメリットがあ

ると思う。例えば、職場のトップの意識が、女性の社会活動、

地域活動への進出や、仕事とプライベートの両立に寛容になれ

るようになるには、その組織にお金と人員の余裕がないと難し

いと思う。そのための法律や制度などを整備することは、必要

なことかと思う。 

 40代 男性 

128 女性は赤ちゃんを産まなくてはいけないので、そういうことに

対する理解と協力、仕事復帰しやすい環境を整えていただきた

いと思う。 

 60代 女性 

129 私が子どもの頃、女性は家にいて家事・育児・介護をすること

が仕事で、男性は外で稼いでくることと、性別で役割分担する

ことで家庭が成り立っていた。それが悪いことではなかった。

それは女性に対する教育が疎かだったことが大きな要因だった

と思う。戦後、女性も高等教育を受ける人が増え、世界的に男

女平等の考えが浸透し、社会的政治的にも女性の地位向上を目

指すようになって、今はその過渡期だと思う。だからもっと女

性に対する教育を充実させなければ本当の男女平等には届かな

い。今、国会議員になっている女性などは家系的に裕福な家庭

に育った人が多く、一般的な国民生活に理解があるとは思えな

い。これはひとえに教育的な欠陥があるためだと思う。 

 70歳以上 男性 

130 保育園の拡充とともに、待機児童を出来るだけ出さないような

制度と施設が必要である。そして、親権は離婚しても共同であ

るべきと考える。そのために養育費は必ず支払う等の責任を与

えて欲しい。子どもを戸籍に入れた方だけ子育て支援金や、税

制優遇されるのは全然納得がいかない。 

7 30代 男性 

131 男尊女卑の考えが残っている鹿児島で、市民の意識を変える男

女共同参画を進めるのは難しいことが多いと思うが、行政の施

策や世界の流れの中で、社会全体の理解も 10年前と比べると進

んできたと感じている。 

 30代 女性 

132 みんなが笑顔の溢れる社会になれば良いと思う。  40代 男性 
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（５）この調査への意見・要望等について 

 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

133 一応回答したが、離別の傷跡に触れたくなかったし、子どもも

障がい者で学校にも進学できなかった。私ではなく、結婚中の

人とかもっと他の方がいたのではないだろうか。もう少し調べ

てから書類を送って欲しい。離別者にとって、アンケートとは

いえどれもみんなつらい問いになった。 

 60代 女性 

134 ＬＧＢＴや男、女とか、人間としてはこの回答を求めること自

体できない。日本の戦前戦後教育、昭和、平成、この回答をた

だ◯を付けるだけでは納得いかない。もっと、根深いし国の問

題、政治の問題だと思う。 

 40代 男性 

135 質問の回答(選択欄)が意図的であり、問題ありき、原因ありき

での設問で、共同参画問題がよくなるとは思えない。また、行

政の考え方にも疑問を抱かざるを得ない。行政の知識不足や決

め付けで対応策などを考えて欲しくない。しっかりと個別案件

に目を向けて欲しい。 

6 40代 男性 

136 高齢者の為理解できず、問いに回答できなかった。  70歳以上 女性 

137 用語が短縮されていたり、英単語等分かりづらい。  60代 女性 

138 今回の意識調査を記入して、行政や政治等々、もう少し興味と

関心を持って生活していこうと思った。まだまだ勉強不足だと

痛感した。 

 70歳以上 女性 

139 もっとＰＲした方がいい。  60代 女性 

140 男女共同参画の意味が、用語解説を読んで少しは内容が分かっ

た。 

 70歳以上 女性 

141 用語解説が同封されていたので、主婦でももっと社会に目を向

けるよう、勉強しなければと思った。 

 60代 女性 

 

 

（６）行政への意見・要望等について 

 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

142 ワーク・ライフ・バランスを徹底していくことを行政が主体と

なって推進していくことが、男女共同参画につながると思う。 

 20代 男性 

143 鹿児島はあらゆる面で後進県である。古い考えの人、頑固な人

が多い。男尊女卑な考えもまだまだ残っている。そんな鹿児島

に男女共同参画が実現できるのだろうか。余程本気で取り組ま

ないと不可能だと思う。毎日、何事もなく一日が終われば給料

ももらえるし、といったお役所勤めの方に果たしてどこまで出

来るのか。 

 50代 女性 

144 いろんな相談や質問の窓口を増やして手続きを簡単にして欲し

い。 

 60代 女性 

145 手前でなく、真の意味での社会のあらゆる分野での男女の共同

参画ができるように、政治的政策の推進を強く図ることが大切

であると考える。 

 70歳以上 男性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

146 女性に暴力など、もってのほかである。日本の司法や法律を見

直して、厳しい罰を与えるなど、とにかく弱者を守るなど考え

ていくべきである。 

 50代 男性 

147 男女共同参画については過去にも多く議論がなされてきたと思

うが、様々な法整備がなされてきた中で、具体的に何に取り組

み何が改善されたのか非常に分かりづらい部分が多いと思う。

メリット、デメリットを含めて積極的に市民に周知し、気運を

高められると良いと思う。 

 20代 男性 

148 『ダイバーシティの実現』言葉自体は素晴らしいが、それを現

実に落とし込む行政はとても困難かと思う。皆が住み良い社会

インフラの構築に向けて頑張って欲しい。 

 40代 女性 

149 市がモデルとなって広めていくのも一つの方法だと思う。  60代 男性 

150 制度改革の検討と実施を強く求める。  70歳以上 男性 

151 保育施設など、子育て支援体制の充実を強化して欲しい。  40代 男性 

152 一方的な暴力・暴言は、直ぐに公的機関に相談できる体制作り

や、法的罰則・保護等積極的に進めるべきである。 

 50代 男性 

153 日本では、自由、平等、民主主義等の概念が上部だけで認知さ

れていると思う。まだまだ、世間体や会社本位の世界である。

これを変えるために一番効果的なものは、法律を男女差別なき

公平な内容に変えて罰則添付することである。今の政治は古い

頭の爺さん議員や困った事のない二世議員が占めて、個人より

会社組織利益優先で事を運んでいる。まだまだ女性がもっと政

治に参画、増やすべきだと思う。法律で半々にするべきであ

る。 

 60代 男性 

 

 

（７）その他 

 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

154 基本的には、他人に対する思いやりの気持ちをお互いに持てる

かどうだと思う。鹿児島には、負けるな、嘘をつくな、弱い者

をいじめるな、という郷中教育があるが、子どもの頃からこの

ようなことを教育していくことが大切なのではないだろうか。 

 60代 男性 

155 夫が資金の無いところから会社を立ち上げたので、裏方で家

事、子育て、仕事をこなして来て、現在も事務業務に従事して

いる。身体と精神面に現在無理が来ているように思う。現在直

面している方が、無理なく家庭と仕事に従事できるように望

む。 

 70歳以上 女性 

156 今の生活に慣れて、女性自身が責任ある立場から逃れていると

思う。また、そのような人以外の社会進出する女性の人が男女

差別を訴えているようにも思う。土壇場から逃れる女性が多い

のに、一部の人が声高らかにしても男性に面倒がられているの

で、積極性を育てなければ今の世間は変わらない。 

 30代 男性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

157 緊急避妊薬や妊娠、出産、中絶に関しての決定権が女性医師や

女性の有識者ではなく、男性ばかりの会で決定されていること

に疑問がある。女性の身体を何故男性が管理しているのか。女

性をひ弱で護らなければならない存在と思わず、一人の人間と

して見て欲しい。 

 20代 女性 

158 怖いということを誰にも相談できなくて、家族もなんとなく離

れて出来事を考えているのか、我慢しなくてはならないと背負

いこんでしまうのが悩みだ。 

 20代 女性 

159 アンケートによって、男女共同参画に関する用語を知った。記

入しながら、自分自身、世の中のこの問題に関する現状がよく

わかっていないことがわかった。 

 60代 女性 

160 すべて世の中本音と建前がある通り、建前が先行して本音が後

から、男女共同参画に参加することが正しいのだが、と思う。 

 70歳以上 男性 

161 総合的で、幅の広い取り組みであると思うので、関係機関や団

体とのきめの細かい定期的で維持性のある連携協力のあり方が

検討されていくべきだと考えます。 

 70歳以上 男性 

162 私は、口で話してもなるようにしかできないと思っている。話

しても世の中には、何もできないものだなと思う。 

 70歳以上 無回答 

163 マンションに住んでいるが、近所付き合いがない。集合住宅で

のコミュニケーションづくりが盛んになっていくことが、男女

共同参画社会を形成していくのに必要だと思う。 

 60代 男性 

164 男性への研修は学生のみでなく社会人にも行うことで関心が高

まり、結果、男女共同参画の推進になると思う。また、女性側

も『守られるもの』という意識を下げ、自衛の能力を高める事

で介入しづらい家庭内暴力への抵抗力を高める事と、その間の

公的機関との連携につながると思う。男女ともに学生・社会人

に対し、教育・研修をすべきである。 

 20代 男性 

165 仕事のできる人が家庭に入り、出来ない人の方が働き続けてい

る。パートで働く時、不思議だと思う。子どもができると、病

気の時は母親を必要とすることを理解すべきである。平等では

ないと。淋しい思いをしている子は、かわいそうである。他の

子に意地悪をしたりする。専業主婦にしか見えない事の理解を

して欲しい。 

 50代 女性 

166 テレビやラジオなどを使って、広報活動をより多くしていく

事。 

 60代 男性 

167 男女問題もだが、ＬＧＢＴの理解については古い考えが浸透し

ており、それについて悩んだりしている人が多い気がする。特

に鹿児島は保守的な考えの人が多いので、そのような悩みがあ

る人は生活しにくいと思う。 

 40代 男性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

168 とても良い取り組みだと感じる。現実、女性には時間がなさす

ぎる。育児や介護サービスを充実させないと、女性が外へ出る

のは難しい。男性が出来る事にも限りがあるので、福祉サービ

スを充実させて欲しい、私はパートだが、子どもは保育所に入

所できず、幼稚園へ通わせた。幼稚園も申し込みの際、３～４

日並んで申請書をもらわないと入れない園もある。子育て世帯

はかなり厳しい状況にある。 

 30代 女性 

169 知識を身に付けるため、学習面に意欲のある子どもには、積極

的にその環境を与えられるように無償化する努力をして欲しい

と思う。選択肢を増やす、いずれ充実した生活が送れるよう

な。 

 40代 女性 

170 保育園に入れない子どもを減らす事が必要だと思う。  30代 男性 

171 共同参画に関する場が少ないように感じる。  60代 男性 

172 全ての人に、男女共同参画と共に人権の尊厳を学ぶ場をあらゆ

る機関を用いて働きかけていく事。 

 60代 女性 

173 男女同権・共同参画は、すぐに実現できるものではなく、私た

ち一人一人が努力してその実現に向かうことが、未来の子ども

たちに役立つ事だと考えている 

 70歳以上 女性 

174 現代は男女という枠組みだけでなく、様々な性に対応する事が

求められる。外見だけから判断することは出来ず、難しい事で

あるので、性を区別するのは必要最低限にして、後は区別しな

いように進めるのが良いと考える。 

 10代 男性 

175 私は妻からのＤＶにより離婚したが、離婚にあたり、調停での

不平等を感じた。まず、ＤＶは男性から女性にという考えが根

底にあり、まともに相談できない環境に驚いた。経済的には全

てに於いて女性有利（離婚したいなら金を出せ）である。全て

の女性を信用できない現状である（子どもは別）。 

 60代 男性 

176 長く生きてきたが、男女の性差と共同参画に矛盾を感じる年代

もあった。これからの世代は、小さい子どものうちから、家庭

や学校等でしっかりと形成していく事が望まれる。 

 60代 女性 

177 高齢の為、現在あまり深く考えたことはなかったが、是非、こ

ういう運動を勧めて欲しいと思う。 

 無回答 無回答 

178 男女共同参画はとても素晴らしい案だと思うが、昨今の日本は

元より、難しい問題が多く蓄積しており、なかなか進展するよ

うには感じられない。「男女共同参画社会」の言葉も周知されて

いないと思う。 

 50代 女性 
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 回答（自由記述） 関連 年代 性別 

179 鹿児島市は昨年ＬＧＢＴの議員の問題発言で、全国的に恥ずか

しい思いをした。議会は極めて良識的な判断をしたと思う。し

かし、高校入試で受験番号を男女で分けるなど、他県の人間か

ら見たら制度の根底から差別が残っている県だと断定せざるを

えない。小学校や高校では全てではないにしても名簿を性別で

分けていない学校があるように感じるが、中学校ではまず見か

けない。行政の足元から変えていく必要があるのではないだろ

うか？それを怠って、このようなアンケートを民間に求めるな

ど本末転倒ではないだろうか？まず自らえりを正すことをお勧

めする。 

6 50代 男性 

180 女性の地位向上のためには、ただ単に法律や制度を整えるだけ

ではなく、女性自身のスキルＵＰも大切で、精神面も強いメン

タルを必要とする。例えば東京都の小池知事並みの、メディア

に叩かれても微動だにしない精神力とカリスマ性。 

 70歳以上 男性 

181 結婚しても別姓でいられれば、結婚した後も働きやすい。  40代 男性 

182 日常生活の中では、あまり考えること無く日々を送っている。

社会への関心や興味をもつことは大事だと思うのだが、自分に

とって身近な問題以外は、無関心なのだと考えてしまった。 

 60代 女性 

183 政治の世界と同時に、マスコミの報道姿勢が、この問題を解決

する鍵である。全ての政策は国民の声により後押しされると思

う。マスコミが日々どんな番組やＣＭを流すかによって、社会

的な思考の方向が左右される。国民の意識を高め、問題意識を

喚起する毎日であって欲しい。 

 50代 男性 


