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第Ⅴ章 自由回答

県の男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画社会についての意見や要望に対して、女性111

人、男性92人、性別無回答２人、合計205人から、257件の回答が寄せられた。

ここでは、意見や要望を内容ごとに分類し、その一部を掲載する。

なお、一人の回答が複数の内容にわたる場合には、原文の内容の趣旨がそこなわないよう回答を分

け、それぞれを１件として分類している。また、掲載については、なるべく多くの方の意見や要望を

掲載するため、回答の文中から一部抜粋した場合もある。

【男女共同参画について】

◎ 男性女性、性が違う以上、すべてを平等にする必要があるとは思えません。お互いを尊重

し、協力し、差別しない事。男女共、残業無しでも生活できる収入を得、家庭にも地域にも

協力できる、ゆとりある時間がとれるよう、多くの民間会社がなってほしい。

（女性／50歳代／既婚／専業主婦・専業主夫／川越比企地域）

◎ 女性が社会で活躍することは大切なことですが精神的（思考パターン）、身体的、体力的な

違いがあり、違いを尊重しお互いの良い点を伸ばし弱点を補うような社会ができるように願

います。 （女性／30歳代／既婚／自由業・自営業・家業／さいたま地域）

◎ 男女が必ずしも平等な条件で同じように働く必要はないと思う。女性が家事や育児を誇り

に持てるような環境を作るというのも、男女を同じ価値、あるいは女性の価値を高めるとい

う上で必要な政策だと思う。家事や育児の仕事上の地位向上により、男女は平等を感じるこ

とができるはず。 （男性／20歳代／未婚／学生／川越比企地域）

◎ 男女平等はいい考え方かもしれませんが、体の構造上、母乳は女性からしか出ませんし、

子どもも男性には産めません。お互い効率よく生活していくためには、完全な男女平等とい

うのは無理があると思います。 （女性／20歳代／既婚／専業主婦・専業主夫／東部地域）

◎ 男女対等ということが必ずしも共同参画に値するか考えさせられる。

（男性／60歳代／既婚／自由業・自営業・家業／さいたま地域）

◎ 性別に関係なく個々の能力において社会に携わっていくべきを考えるのであまり平等へと

言うことが真の平等へとなるのかどうかは疑問です。弱い男も強い女もいます。

（男性／40歳代／未婚／その他／川越比企地域）

最後に、埼玉県の男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画社会についてご意見や

ご要望等がございましたら、ご自由にご記入ください。
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◎ 男女平等という思念自体を強制する事が、セクハラにあたります。

（女性／20歳代／既婚／会社員・団体職員／南部地域）

◎ あまり役立たないものには、税金を使ってもらいたくない。男女共同参画社会が出産率を

低くした原因の一つであると思う。これで未来がありますか。

（男性／50歳代／既婚／会社員・団体職員／利根地域）

◎ 長い間ずっと女性が大部分を占める職場で働いて来て、資格で所得を得て来たので、正直

男女の差別を仕事上では感じて来なかった。故に共同参画がどのようなところから起こり何

処へ向かおうとしているのか無関心で来ました。一部の周辺の男性（高齢）の中には女は

黙って男に従っていればいいと公言する人もいて“古い”と無視しています。

（女性／60歳代／既婚／会社員・団体職員／川越比企地域）

◎ 女性の敵は女性という点が多々見受けられる。まずは一般女性の認識、立場を理解しその

上で施策を講ずる必要があるだろう。

（男性／20歳代／未婚／会社員・団体職員／東部地域）

◎ 男女共同参画という言葉が、そもそも訳が分かりづらいと思う。平等、平等とは言うもの

の、やはり男にしかできない仕事、女にしかできない仕事（家庭を含め）があると思うが、

同じ仕事なら能力があればやはり、男女問わず認められるべきだと強く思う。男は年齢でど

んどん昇進していくのを見ると、女は不利だとつくづく思う。

（女性／40歳代／既婚／パート・アルバイト／県央地域）

◎ 男女の共同参画については、格差とか差別を問うのではなく、相手の能力やそれぞれの社

会での役割を理解し合う、協力し合う環境づくりが第一だと思います。

（男性／40歳代／既婚／会社員・団体職員／北部地域）

◎ 女性に対するのと同じように、１人で子育てをしている男性、老親の介護をしている男性

にも支援をしないと、本当の男女共同参画はできないと思います。（職業等について）強要は

されないけれど、望めば不可能ではないという程度の、ゆるやかな男女の住み分けがいいで

す。すべて男女平等に、同数に、というのは勘弁してほしい。いい意味での男の世界、女の

世界がないと、世の中から輝きがうすれる気がします。

（女性／40歳代／既婚／公務員・教員／さいたま地域）

◎ 社会通念を一朝一夕で変えることは不可能だが、教育を通して男女平等な状況、概念等を

浸透させて行く事が肝要である。又、男性よりも女性の方が能力を明らかに発揮出来る分野

における実績を積み重ねて行く必要がある。

（男性／50歳代／既婚／会社員・団体職員／東部地域）
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◎ 男女平等ということで形や数字を単に同じにすることが本当の平等ではないと思います。

男女に性差がある以上、同じになることはありません。ただ男であれ、女であれ、仕事と家

庭の両立など社会参加するには行政からの支援は必要だと思います。そういった意味では、

現代社会において、女性の立場が低いので、行政に女性の職員を多く配置して頂くと、共感

する立場から支援しやすいと思います。

（女性／40歳代／既婚／パート・アルバイト／利根地域）

◎ 権利は当然に平等にあるべきだが社会的にも平等にするのであれば「女性だから」という

優遇策はいけない。すべて同じにするか男は仕事、女は家庭をきちんと役割をはたすべきだ。

（男性／30歳代／既婚／会社員・団体職員／東部地域）

◎ 女性専用車両を作るなら、男性専用も作るべき。女性がいつも弱いとは限らない。

（女性／50歳代／既婚／自由業・自営業・家業／西部地域）

◎ 個人の意思を尊重し、男女それぞれの特徴をいかし、能力を高め、互いに敬愛しあうこと。

（男性／60歳代／既婚／自由業・自営業・家業／西部地域）

【子育て・介護について】

◎ 現在の社会構造のあり方が良いのか思う事があります。家庭教育が出来ていない事に人間

関係が希薄、大人と子ども、教員と生徒、年上と年下等々、関係が計れない。男女が平等は

大事であるが、その前に子ども達に生きる事には何が必要かを家庭内で核家族でなく、親子

２代３代の世代の中で子育てが出来る様、家庭が必要と考えています。女性が平等に権利を

得る事も大事であるが、家庭が健全であっての社会ではと考えているもの（者）です。物で

はない事。

（男性／70歳以上／既婚／無職／さいたま地域）

◎ 子育て支援、子ども・育児環境を整える事は、イコールお年寄りにも優しい生活しやすい

環境になれると思います。イコール女性の社会参画も進んでいくと思います。

（女性／30歳代／既婚／その他／南部地域）

◎ 保育園の待機児童の解消を望みます。このままでは子供を産みたくても産めないので。

（女性／20歳代／未婚／会社員・団体職員／さいたま地域）

◎ 女性が働きやすい環境にしてほしいです。学童保育が町で運営していただけないので親の

負担が多く大変です。料金も高いです。子供を教育していく上で経済的にも十分働きたいの

ですがなかなか時間が思うようにいきません。資格を持っていますがとても今は思うように

働けません。どうかよろしく改善をお願いします。

（女性／40歳代／既婚／パート・アルバイト／利根地域）
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◎ 子育てが一段落して、女性が仕事（パート）をしたいのに、長期の休み（夏休み）に子供

を預けられる場所があると（小学生時期）良いと思います。普段は、学童に預けていなくて

も夏休みのみなど。周囲にこの件があり、働けない女性が多いです。核家族が多い時代には、

働きづらい理由ではないでしょうか。

（女性／30歳代／既婚／専業主婦・専業主夫／西部地域）

◎ 子持ちで片親の家庭の事、子供のできない家庭等の男女それぞれに対する支援など進めて

ほしい。 （男性／40歳代／既婚／会社員・団体職員／川越比企地域）

【意識改革・啓発について】

◎ 日本は一見して平等に見えるが実態は発展途上国並みの理解であり社会全般の意識改革が

早急に必要と思います。

一般の方も審議メンバーに必要であり教育専門家、政治家、公務員のみでの討議では改革

と言われる変革は困難と考えます。幅広く推進メンバーを考慮願います。

（男性／50歳代／既婚／会社員・団体職員／さいたま地域）

◎ 男女共にお互いを大切に思いやること、自分一人ではないことを年齢に関係なくできれば

（思えたら）法律も必要ないのにと思います。

（女性／20歳代／既婚／専業主婦・専業主夫／東部地域）

◎ 男女平等や共同参画といった事を都合良く使い分けている女性が多いと思う。誰もが嫌が

る仕事や汚れ仕事にも関わってこその平等だと思うのですが、主義主張をすることはしても、

その様な事を進んでしようとする女性がまったくいないのが実情です。本当の意味での平等

（責任や義務）をわからせないと、片寄ったものになってしまうと思います。もっと女性の

意識改革をしていただきたい。

（男性／40歳代／既婚／公務員・教員／利根地域）

◎ 最近、男性も育児に参加するようになってきましたが、まだまだ足りないと思います。お

金を稼ぐ事は大変ですが、『命』を育む方が、比較にならない程大変です。その大変さをもっ

と既婚の男性に教える必要があると思います。

（男性／30歳代／既婚／会社員・団体職員／東部地域）

◎ 男性の意識向上、改善に力を注いで下さい。現代の若者は私達世代が育てている為柔軟性

がありますが中高年世代（男性）は古い感覚の人が多く困りもの。真の平等を願うばかりで

す。 （女性／40歳代／既婚／専業主婦・専業主夫／川越比企地域）

◎ 家庭でも学校でも家事を男女別なく、自分のことは自分で出来る様教育することが大事で

あると思う。 （女性／50歳代／既婚／その他／川越比企地域）
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◎ 義務教育の中で男女平等であることを教え一人一人の意識をそうさせていく事が必要では

ないでしょうか。 （男性／20歳代／未婚／会社員・団体職員／東部地域）

【社会制度について】

◎ 企業・役所の管理監督者に男性が多く、しかも彼らには子育て・介護・家事の経験や知識

がほとんどない。だからダメだと思う。

「With You さいたま」の名前について、何を意味するのか全くわからない。英語と平仮名

を使ったわかりやすいつもりの名前はいかがなものか。きちんとした日本語でわかりやすい

名前にして下さい。 （女性／30歳代／未婚／会社員・団体職員／西部地域）

◎ 全て、企業の協力を必要とする。企業の協力無しでは出来ない。

（男性／50歳代／既婚／会社員・団体職員／県央地域）

◎ 男性の仕事の時間を短くするなど社会全体で変わらなければ実現は遠いと思います。

（女性／40歳代／既婚／専業主婦・専業主夫／南西部地域）

◎ 数字の上での男女平等でなく、能力のある女性が自分を生かせる世の中を望みます。また

その人の年齢をみるのでなく能力をみる世の中、女だから男だからと性別で判断しない世の

中になればと思います。 （女性／50歳代／未婚／無職／利根地域）

◎ 男に対する逆差別もなくすことが必要。女性だからダメなのではない。それぞれの特徴

「個」を生かして仕事すべき。どんな女性も全て疲れたサラリーマンになりたいとは思って

いないはず。 （男性／40歳代／既婚／会社員・団体職員／県央地域）

◎ 男女平等の推進を進めることは、とても重要な事と思いますが、少子高齢化に伴う労働力

の減少に対応するために、女性を社会に戻そうとする一面も感じられます。家庭内のことは、

女性でなければ担えないこともあるし、仕事でも男性でなければできないことも多々ありま

す。何事も「協働」とくくれない部分。お互い（男女）が協力し合って、補い合って、性の

特長を活かして生活することが大事です。もちろん職場で女だからと待遇の差別をされるの

は許せませんが、女性が差別されないためにも、子育て中の保育サービスや勤務時間の充実

は、社会全体の理解が求められると思います。法に定められていても、現実は社会的に適用

されていない（されにくい）部分も多いので、県に推進を期待します。

（女性／50歳代／既婚／公務員・教員／川越比企地域）

◎ 過度にフェミニズムになるのも逆に社会にとって良くない事だと思います。多様性が認め

られる社会になることが重要だと考えます。

（男性／30歳代／既婚／会社員・団体職員／川越比企地域）
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◎ 女性が男性社会に出るのはもちろんですが、男性が女性の仕事（家事、育児、ＰＴＡな

ど）に一時的にやる機会があるのも必要だと思います。うちは３人目の出産の時、入院中家

のことをすべて夫にやってもらいました。そしたら、家事に協力的になってくれて、子ども

との距離も縮まったんです。

（女性／30歳代／既婚／パート・アルバイト／西部地域）

【行政施策への要望について】

◎ 毎月配布される市報に、定期的に情報を載せていただくと、もっと関心が持てると思いま

す。まだまだ知らない人が多いと思います。

（女性／40歳代／既婚／パート・アルバイト／西部地域）

◎ 現在、埼玉県が行っている施策が良く分からないため、市報だけではなく、県民全てがよ

く分かるようにしていただきたいです。

（男性／30歳代／既婚／会社員・団体職員／さいたま地域）

◎ このアンケートが届くまで存在することも知らなかった。もっと目立った活動をしてほし

い。声を上げてほしい。このままだと安心して結婚出産が出来ない。

（女性／20歳代／未婚／パート・アルバイト／川越比企地域）

◎ 今までそういった県の施設の存在を知らなかったし、内容もよくわからないのでより分か

り易い資料を配布する等して外にもっと発信していって欲しい。自分は出産後に職場復帰し

て仕事できているが、親の側に居る、夫が同じ職場である等非常に恵まれているから可能な

ことだと思う。逆に環境が原因で仕事を持ったり外に出て行ったりしづらい人たちに実際役

に立つような相談窓口やアドバイスをしてあげられるようにして欲しい。

（女性／20歳代／既婚／会社員・団体職員／さいたま地域）

◎ ホームページで男女共同参画を調べました。もう少し男女共同参画の事を県民に知らせた

方が良いと思います。 （女性／50歳代／既婚／パート・アルバイト／西部地域）

◎ 横文字が多い。最近意味がわからない言葉が多い。これを機会に少しわかった気がします。

この年齢でも参加しようと思いました。

（男性／60歳代／既婚／自由業・自営業・家業／川越比企地域）

◎ 質問事項の用語が難し過ぎます。分かり易い言葉でお願い致します。姪が解説をしました。

（女性／70歳以上／既婚／自由業・自営業・家業／川越比企地域）
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◎ アンケートの中では「・・・こうすべき」という言葉で選択をするところがあったが、男

女の役割については、あまり固定した考えを押し出さないほうがよいと思う。特に家庭の中

では、その時の状況で話し合って、自分たちに合う形を作っていけばよい。男女という前に、

一人一人が大人の人間に成長していくことが不可欠。最近、あまりに弱い、子どもじみた大

人が多い。 （女性／50歳代／既婚／パート・アルバイト／南西部地域）

◎ 男女共同参画課の存在を知らなかった。もっと外に出てＰＲすべき。アンケートをして統

計を取り机上の仕事をして満足していては？無作為の方法も良いが内容は若い人向けで高齢

者に聞くのはどうか。アンケートの紙質が良すぎる。もっと量を減らし市報さいたまぐらい

の量にしたら税金を節約出来る。 （男性／70歳以上／既婚／無職／さいたま地域）

◎ 男女共同参画が何かがわかりません。何となく、言葉の意味ではわかりますが、もっと具

体的に何をしているか知りたいです。このアンケートで暮らしやすくなるといいと思います。

（女性／40歳代／既婚／会社員・団体職員／さいたま地域）

◎ ＰＲ不足なのか。私自身は良く男女共同参画を知らないんです。

（男性／50歳代／既婚／自由業・自営業・家業／東部地域）

◎ 市報をよく読んでいないせいか、県民生活部男女共同参画課と言う所があったとは知りま

せんでした。もう少しわかりやすいネーミングにして、あちこちに宣伝してほしい。

（女性／50歳代／既婚／専業主婦・専業主夫／さいたま地域）

◎ 他県に先駆けた、積極的な、活動、男女差別の是正が行われていく事を期待しております。

多少強引であっても、女性に住み良い地域になることは、埼玉の活性化に繋がると思ってお

ります。 （男性／20歳代／未婚／学生／南西部地域）

◎ 男女平等に関しては時代は刻々と進んでいます。まずは要となる法整備、改正を均等法関

係で改善が進むことを強く希望します。そこから現在の社会で定着させるまたは促進させる

順序がよろしいかと思います。

（男性／40歳代／未婚／会社員・団体職員／西部地域）

◎ 税金の無駄使いにならない様、計画、企画を充分に検討して下さい。

（男性／50歳代／既婚／会社員・団体職員／東部地域）

◎ 仕事の面で男女共同参画の社会以前に、現実の今の現実の社会は仕事をしたいのに就業で

きないごく普通の人があふれています。男だ女だ云々を今話題にしている感覚がうらやまし

い。次は雇用に関しての実態を調査し積極的に対策を世に発信して下さい。アンケートは有

意義です。紙質を落として税金を節約していろんな方を調査して役立てて下さい。

（女性／40歳代／未婚／その他／さいたま地域）
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◎ 雇用（正社員）を増やしてほしい。いろいろな資格が取れるように講義をひらいてほしい

（ほぼ無料で）。

（女性／20歳代／既婚／専業主婦・専業主夫／さいたま地域）

◎ パソコンが出来たらいいと思っています。いつもさいたま市で開催なので遠くて行けませ

ん。近隣の市でも行えるようにしてもらいたいです。

（女性／40歳代／既婚／パート・アルバイト／南西部地域）

◎ 定年後の社会参画のありかたについてのセミナー等の機会があれば出てみたい。

（男性／50歳代／既婚／会社員・団体職員／県央地域）

◎ 現在はさいたま市在住ですが、県内の別の市町村へ転居を予定しています。やはりさいた

ま市はいろいろな施策が充実していて、他の市町村はどうしても劣ってしまうと思います。

住んでいる市町村に関係なく、平等にさいたま市並みのサービスを受けられたらいいと思い

ます。

（女性／30歳代／既婚／会社員・団体職員／さいたま地域）

◎ これからは青年男女が飛躍していく社会を作る為にはやる気を起こさせる皆が主役の町作

りを目指していってほしいと思います。

（女性／60歳代／既婚／パート・アルバイト／さいたま地域）

◎ 大変重要な企画と思います。ＤＶ、女性差別等の相談窓口が色々とありすぎる様に思いま

す（逆にわかりにくい様に思います）。

（男性／50歳代／既婚／会社員・団体職員／川越比企地域）

◎ 男女別学の高校（公立）に私自身行っていたのですが、勉学に励むのにとても良い環境で

した。今後も県内の男女別学の高校を残していってほしいと思います。

（女性／20歳代／未婚／学生／さいたま地域）

◎ 差別に悩む人など今も多くいると思います。相談窓口などを充実させて多くのそういう

人々を支援していってほしいです。

（男性／40歳代／未婚／自由業・自営業・家業／東部地域）

◎ ずっと望んでいた事なのですが、夫婦別姓の法制化を是非進めて欲しいです。強く希望し

ます。

（女性／50歳代／既婚／専業主婦・専業主夫／さいたま地域）


