
1
行きつけのスーパーのレジでこのような男性を時々見かけますが、とても親切丁寧で愛想も良く
好感が持てます。人間様々な考え方、生き方があって当然なので、問題視せず、自然に受け止
められる環境が必要かと。公務員の採用でも差別は無いと思いますし。

2 このテーマは、私には難解である。

3 本人の考えを尊重したい。

4

大変難しい問題で意見を述べるのも難しいです。
過去・現在でも自分の周りでの経験が有りません。この問題はニュースや雑誌等で時々見聞しま
すが、自分の対策等は殆ど考えたこともなく、このアンケートで少し考えてみましたが、私の意見
は本人を理解してあげるほかに対策は浮かびません。
時間をかけて本人と心から話し、理解してやること以外に対策はないのでは・・・

5 特にない。身近でそういう事が起っているかどうかは判らない。

6
身近で接したことがなく、正直どう接したらよいかその場にならないとわからない。トランスジェン
ダーの方がいるのは事実ですので、人権や人格を認めなければいけないと思います。

7 性的少数者が相談できる機関に相談することでしょう。

8
私は古い人間なので、こういうこと自体が理解できない。もうすこし、シニアにもわかるように、説
明をしてほしい。

9
よく分かりません。
国、特に一部の政党がかなりの抵抗をしているように見えて、なかなか自治体レベルでの取り組
みが見えません。

10 人は皆、平等である、との人間の理想を実行していく必要がある。教育が必要。

11 化粧施設等（公共施設）率先してやるべきと思う。民間施設が追従すると思う。 

12 公的にカウンセリングなどを行うと共に、公私で認知を高める活動が必要ではないか

13
最初は気味の悪い人たちだと思っていたが、病気ではなく、「個性」だと思うようになってから抵抗
がなくなった。性別適合手術に県内医療機関が貢献していたが、その後、手術をする医者がいな
くなったのは残念だ。

14 存じてないので、解らない。

15

「性的少数者」とは、好きになった同性の相手が発生したときに起きることなんですか？
ただ、一人で悶々としている場合もあるのですか？
人の性格を見た場合、「外見は男だけど、どうみても性格上女だな」という人がいるよ。別に、悩
んでいないようだけどね。
そもそもが、わからないんですよ。

16

正直なところ、性的少数者については、時々テレビなどで見るぐらいで、身近にはいないので、ほ
とんど実態を知らない状態です。しかし、このために苦しんでいる人たちがいるのも事実ですか
ら、もっと、一般の人にも理解を深めてもらうように、もっと積極的に知る機会があればと思いま
す。そして、誰もが少しでも差別のない暮らしができればと思います。

17
横浜で虹色のグッズを配って啓蒙していたのをみました。未知な人にいろいろな情報提供をして
いくのも大切だと思います。

18 マイノリティーも個性と知っているが、周りに少ないと特別視してしまう
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質問７
　性的少数者に対する県の取組に対して、ご意見、ご要望などがありましたら、自由にお書きく
ださい。



19

オーストラリアのシドニーで、エイズの罹患者施設を見学したことがありますが、職員の方が、本
人の責任ではない、生まれた時からそのようになっているのだから差別はできないと話していま
した。本人の責任ではないので特に区別差別する必要はなく、個性として理解していくべきだと
思っています。専門的知識を持つ方の養成や講演などで理解を深めていく様に取り組んでいた
だきたいと思っています。

20
性的少数者は何時の時代もいた　特に問題なく
人の営みの中に少し考えの違う人も　５％ぐらいはいても良いのでは・・・

21 解らない言葉がありました、もっとＰＲが必要ではないでしょうか。

22 もっと積極的な支援が必要かもしれない。

23 現在も未来も、人は様々で、それぞれが生活すればよいと思っている。

24
人としての多様性、それは個性であり、比較的少数だから、気持ち悪いから、などの理由で差別
されるべきではありません。ＬＧＢＴに対する偏見、嫌がらせが一日でも早くなくなるよう願ってい
ます。

25 県の取り組み自体を理解していないので、意見・要望の出しようがありません。

26 難しい問題で良く分かりません。

27
その人自身が自分が該当するのかどうかで悩んでいることもあるかもしれないから 
まず電話などで気軽に相談出来る場が必要かもしれないと思う

28

わが国では江戸時代までは、公然の秘密として、社会的に認知されていた（対応の術を承知して
いた）のではないか。明治以後、米国的な建前主義を正しいとする、（浅薄な）知識人やマスコミ
のせいで、当該ノウハウを忘れているのが現状ではないか。したがって、江戸時代中期～後期
頃の、ある種洗練された対応方法を周知していく手法もあって良いのではないか（例：小説”弥次
喜多道中”を、普通に受け入れる”文化”があった！）。つまり、特殊なことを特別対応するという
視点でいる限り、この問題を解決することはできないわけで、特別なことではないという視点で”
普通に対応していく文化”を思い出すことが良いのではないか。さすれば、当事者が思い悩むこ
ともなくなっていくのではないか（カウンセリング方式は、医療行為なので、特別視していることに
なる。ＬＧＢＴ問題は、古来、人類に普通にあったことを、米国的な建前主義が特別視したことか
ら生じた事象にすぎないと思う）。
以上、「特別視することは、無教養のなせるわざである」ことを周知させるのが良いと思う。

29
テレビなどで活躍している方がたくさんいるので、昔ほどは抵抗感はない。というより男女以外の
性があること自体なんとも思わない。ただトイレやお風呂などで実際に会うと戸惑うかもしれな
い。

30

有名人がカミングアウトすることで潜在的に相当数の性的少数者が居るのかもしれないと感じ始
めたが、自分の身近で表明した人が居ないため実態が良く分からない。ただ言いたくても言えな
い人がいる可能性はあるので、学校教育等でも積極的に取り上げるようになれば、言いやすい
雰囲気づくりの一助にはなるかと思う。

31
子供の友人にいると聞いてます。子供は抵抗なく理解しているので私も抵抗なく話を聞いていま
す。特別視する必要性を感じません。

32
悩みのある当事者にしかわからないこともあると思うので、相談できる窓口を相談しやすくした
り、解決するにはどう対応したらいいか一緒に考える場が必要だと思います。

33
県内での性的少数者に対する取り組みは、あまり知られていない気がする。 
もっと広く知って貰う様、色々と対策する必要が有ると思う。

34
一昨年、ロサンゼルスのコンベンションセンターでトイレを利用した時、入口の案内が男、女、そ
の他と３つに分かれていた。さすがアメリカは進んでいると感心した。県内の施設もこうすればい
いと思う。

35 このように問題化する方が差別化を生むと考えています。



36 初めて聞いた言葉です

37

性別の記載が必要な書類はもちろんあるが、必要とは思えないものにも当然のように性別欄が
あるのを不思議に思っていた。私は女だが、男性の小便器が隣の人に見えるような状況であるこ
とも違和感を感じる。LGBTが使いやすいように全部男女共用の個室にすると、盗撮カメラの設置
がし易くなるなど性犯罪が増えそうで難しいとも思う。公衆浴場や更衣室も同じような問題があ
り、対策対応は難しいように感じる。 
一方で日常生活的には性的にどっちを好むかどうかは別に気にならない。それよりも小児性愛
やジェンダーバイオレンスを好む人の方が問題であり、対策に取り組んで欲しいくらいである。

38
性的少数者に対する誤解を生じさせないよう、義務教育の段階で啓発活動をしていくことが必要
だと思う。

39 性的少数者が差別されることのない社会になるよう努力していただきたい。

40 非常に理解しにくい事柄なので、書き込みいたしません。

41
周囲に対象の人が存在しないのでなかなか理解が難しい。今後、理解を深める取り組みに力を
入れてほしい。

42

県の取り組みは良く分からない。 
性的少数者を差別するつもりはないが、同性での結婚など様々な法律等との兼ね合いが難しい
と思う。彼ら・彼女らも普通に生活する権利はあると思うが、何でも認めてあげるのが全部正解と
は思えない部分もある。

43
実際に高校の同級生で、女性から男性になった子がいます。当時からそんな感じでしたが、私は
あまり、そんなことは気にならず普通に接してました。

44 周囲の人の理解容認が肝要と思っており、普通に付き合えばと思っております。

45 信条は個人の自由だが、同性の結婚を認めて、公的資支援を施すことには抵抗感がある。

46
身の回りに対象者がいないためなんとも言えないのですが、同じ人間！
差別なく生活していける環境作り、まわりの人達の理解が広がるといいですね。

47
最近は性的少数者について、マスコミ等で報道されていますが、過剰報道ではないかと思ってい
ます。

48 多様性が基本

49

理解しようと心がけた態度を取っているが心の底から理解しているかというと、そうでもない。人
のことは尊重するが、自分が同性から告白されたり、恋愛対象として見られている場合に、その
気持ちに応えることは出来ないかもしれない。たまたまお互いに好きになった場合においては、
周囲の目は気にせず受け入れるのだろうが、婚姻関係や家族を築いたとしとも、結局自分は自
分で誰と付随することなく個人の人生なのだから結婚しようが内縁関係だろうがお互いの信頼関
係が成立していれば男女の組み合わせでなくても基準とされるルールなんて気にすることないと
思います。法律によって産んだ者を母としているが、代理母をした経験から言うと、産んでも育て
なければ愛着が湧かないことが身をもって証明できた。育てる過程で家族ができあがる。日本の
法律を現代の日本人が幸福感を持てる選択が出来るように改訂する必要があると思います。選
択の自由があって、窮地に追い込まれることが防げるのだと思います。お母さんが2人でもお父さ
んが3人でも、シングルでもトリプルでも両親（男女）でなくても構わないと思います。一人孤独に
なることだけ避けられたら幸せになれると思います。

50
男女関係なく、人間として接していけばよいと思います。 
気持ち悪いという人がまだまだ多いようです。

51 相談できる機関を設け援助されていると思うが、支援機関を是非とも充実してほしい

52 どういう取り組みがなされているのか知りたい。



53 私の会社でも、このテーマを取り上げて、会社としてアライを宣言しています！

54

身近にいないのであまりよくわからないですね。報道やネットでしか存在がわからないので。これ
からは身近にもカミウンガウトする人が増えるかもしれませんね。ただ、実際どう接したらいいの
かわからないという人のほうが多いのではないでしょうか？ 
すでにカミングアウトしている人が具体的にどのように接してほしいのか伝える必要があるので
は？普通にと言ってもどれが普通なのかわかりにくい世の中ですから。伝えるほうも相手の立場
になっての工夫が必要だと思います。

55

トランスジェンダーに偏見を持たないように、小学生のころから授業等で教えてほしい。苦しんで
いる人がいたら、手を差し伸べる、優しい埼玉県になってほしいです。 
友人のお子さんが、ＬＧＢＴなのですが、本人以上に、親もつらい思いをしているので、サポート体
制があったらいいと思います。

56 ニュースなどで見聞きすることはあるが、正直興味はあまりない。

57

性的少数者の人にとってはまだまだ住みにくい世の中だとは思うが、それでも少しずつ変わって
来ている事が希望に繋がるだろう。これからも我々の意識を変えていく取り組み（教育等）と、例
えば公共施設のトイレを変えていくような取り組みの、ソフト・ハードの両面から確実に進めていく
べきだと考える。

58 男女どちらも入れるトイレをどこでも設置すると良いと思います。

59 ご本人達から意見を聞いて、出来る限り対応を希望します。

60
何でも言える自由な時代になったと感じる 
あまり理解できないが人として平等であるべきだと思う

61 まだまだ社会的に理解を得られているとは言えない状況なので、啓発活動は重要だと思う。

62
学校には性的少数者がいるように思うので、先生の理解と早期のうちにいろいろな人がいること
を教育の中で教えるべきと思う。

63 もっと広報などに記載してほしい。市町村の広報にも

64 昭和の時代から変化して、日本文化の現代の問題のように思います。

65
もちろん気持ちでは理解しているつもりだが、いざ、子どもがとなると、いろいろ悩んでしまうと思
う

66
身の回りにいないのでわからないが、差別的な扱いに対しては指導や、相談窓口を解説するな
どの取り組みを啓発したらいいと思う。

67 普通が当たり前と思われていた社会で様々な人が生きやすくなればいいと思う

68
テレビで知りましたが実際、身近に居ないのでピンと来ません。御本人の居心地の良い状態にし
てあげることが良いと思います。

69 今後積極的な取り組みが必要だと思う。

70
このようなことにかかわる機会がありませんので、意見がありません。ただ、このようなことにあま
り関心が行くと、平等感がなくなり、良くないとも思っています。

71
少数なだけに全般的に理解をされるのは現状難しいと思う。そもそも差別はダメなので、少数者
と括らず全般的に偏見を持たない風潮を進めて行くべきだと思う。

72 身近にいないので。実感が無いです。理解はできます。

73 昔もいたのだから現在でも性的少数者がいてもおかしくないと思う。

74 性別に関係なく人ひとりの個人を尊重するよう、子供のころから教育するべき。



75
性的少数者に対してはこちらから積極的に接することはやや難しく感じます。どちらからもやや受
け身になるかと思います。

76
世間で受け入れ始めていて、良い事だと思うが、まだまだ難題は多いし、偏見も多いと思う。
我が子がそうだったらと、夫婦で話した時もあったが、意見は割れた。
苦しんでる人も居ると思うので、相談や交流を持てる場を増やせてあげたらと思う。

77 特別視をしないで普通に接することだと思います。

78

世論が多様性を認め、受け入れの方向に向かっていることは承知していますが、この問題に関し
ては、気もちの面で生理的な拒否感（こうした物言いに批判があるのもわかっていますが）が湧き
起こるのが正直な所です。大手を振って権利を主張するようなものではなく、秘匿すべきもので
はないかと感じてしまいます。子ども達の前であまり堂々として欲しくないと思ってしまいます。施
策も取らないといけないのでしょうが、行政主導で認める昨今の動きにも否定的です。それよりも
まっとうに生きている人への施策を充実させていただきたいです。

79
性的少数者うんぬんについて当事者としては悩み多いのであろうが、個人的には考えが及ばな
い。

80

最近だいぶ開けてきたし認知度も高くなってきた気がするが、それでも実際知り合いなどにはい
ないこともあり、あまり現実的には良くわかっていないと思うので、実際の機関の案内の促進や、
気軽に相談できる窓口などについて、もっと目にとまる何かで発信していくのがいい気がします。
まだまだ普通に生活している中で、テレビなどのメディア以外ではまだあまり目にしません。開け
ている気がするとは言え、予想ですがまだ閉鎖的で悩んでいる人が多い気がします。

81
身近にいないので実際に対応をするとなると不安である。事前に知識を得、備えていきたいと思
います。

82 理解していないのでわからない

83 タイ国ではトイレが三つあると聞いている、日本でもそれに習おうとしているらしい。

84
ＬＧＢＴが話題になりますが、世の中多様性で満ち溢れています。性の問題だけでなく、色々な障
害の問題、考え方の違いなど、もっと多様性を意識した行政を心掛ける必要があると思います。

85 LGBT以外に、生活に困っている人々の方が救済が先では？

86
自治体が何かしたら解決することではないけど、まずは法律を整えるのが県に出来ることでしょう
か。

87
このアンケートがマイノリティに届くことを想定していないことから(質問に子どもがいる前提である
等)レベルが察せられる。

88 個人の個性の問題だから、他人がとやかく批判するべきではない。

89
自分の周りに居ないので深刻に考えたことはないが、芸能人の人達が頑張って生きている姿を
見て、ご両親の立派さを感じている

90
昭和世代の人がきちんと差別意識をなくせるような取り組みが必要。同性愛者の人の婚姻を認
められるようにしても良いと思う。それによって開かれた埼玉県のイメージを全国的に知らしめる
のも一つの方法かと。

91
最近良く耳にします。他人事と思っていますが、よく理解しないといけないと思います。みんなが
差別なく生きていく社会にするために！！

92 身近にそのような人がいないため、あまり真剣に考えたことがない。



93 判らない

94 広報、　ＨＰ

95
あたしの周りにいないので、特別、気にしたことはありません。差別することは出来ない社会です
が、これからが性的少数者問題の本番でしょう。先ごろ「トイレの使用」でニュースになったことが
ありました。難しい世の中です。

96 これからの課題だと思う。

97 興味も関心もない

98
私の身の回りに聞いたことがないため、難しいが、苦しんでいる方へ支援の場があれば良いと思
う。

99
取組の状態を知らなかったので、何とも言えませんが、本人に困っていることがあれば、積極的
に支援すべきと思いますが、本人からの申し出は難しいし、第三者からでは問題が生じる恐れが
あるし、難問です。結局、家族や身近な方々が、先ずは動くことが必要と思う。

100 私の周りには居ませんが、もし身近な人にカミングアウトされたら受け止められるか心配です。

101
県の取り組みに並行して市町村の自治体が内容を理解し地道な努力が必要です。欧米諸国に
比べて制度も遅れているので、その点が難しいです。

102 話は聞くが、近くに該当者がいないので実態や問題がよくわからない。

103
人は皆、差別される事なく自由に生きる権利が有りますが、現実は違っています。県では様々な
取り組みをしていると思いますが、今迄以上に障害者や性的少数者を職員に採用してほしいで
す。

104

性的少数者が自覚するのは何歳ごろからですか。多分社会に出る前には自覚はあるはず。なら
ば、まず教員を教育することが大事でしょう。最近埼玉県の教員の質が下がっていて平気で暴言
を吐きそうなので。あとはPTA主催の講演会などで保護者にも認知を広める活動も大事。そうい
う下地を作っておいてから社会に出してあげたほうがいいと思う。

105 今は、そういう事は気にしなくてもよいと思っている

106 わからない

107
LGBTについては理解し難い点もあるが、個人の尊重のために、住みやすい政策を展開していた
だく方が良い。

108

身の回りにいない（カミングアウトされたことがないだけかもしれないが…）ので、必要な取組につ
いてもよく分からない。
日本ではカミングアウトする事自体、ハードルが高いイメージ。例え、カミングアウトしたところで、
法整備の枠外のことも多い（結婚とか？）イメージ。
と書いてはみたものの、まだまだ色々と無知の無知のような気がする。

109
既存の文化や習慣が原因で生きづらい人は様々な形で沢山いると思うので、性的少数者という
ラベルを貼った扱いではなく、性別文化習慣の前に、一人一人がより生き易い社会を新しく作っ
て行くという、大きな括りの中で取り組んでもらいたいと思う。

110 身近にいないのでよくわからない



111

性的少数者という言葉は近年、一般化してきているが、まだ、まだ普通に受容できる社会である
とは言えない。私自身においても、いまなお違和感を感じてしまうが、今後、さらなる啓発、啓蒙
により、社会的存在として普通になっていくと思う。
しかしながら、人間の感性、感情、意識の中にある男、女の性の区別がある限り、完全解消には
至らないように思えてならない。

112
１）今回のアンケート調査によって、性的少数者に関する知識・関心が薄いことに気づかされた。
２）実際に自分の周りや家族に具体的に起きた場合に、自分がどのような行動に出るかを考える
と自信が無い。

113 いいんじゃないかな、悪さするわけじゃないし。

114
勉強が足らずわからない言葉やわからなかった意味がたくさんありました。周りにはいらっしゃる
のかもわかりませんが今現在いないと思っています。 
もっとオープンに話せる環境になることが大切ですね。

115
具体的に、接することがなく、周囲に該当者はいないように思うのでよくわからない
この国では、排除主義が明治政府によって構築されて以来、生きづらいのではないかと思う

116 特に必要ない。

117 むずかしいアンケートだった

118

難しい問題である。最近テレビなどで一般に知られるようになったが、やはり虐め等の対象になり
うる事案であると思う。周りは理解できないのが普通なので。手を差し伸べようにも本人が隠して
いたら、ちょっとした言動で傷つく言葉を言ってしまうかもしれない。県の取り組みとしては、未成
年者のＬＧＢＴに特化して対応して頂けたら良いのではないかと思います。

119 今までどおりでよい。

120

私は当事者ではないが、幼稚園のとき、女子扱いが強烈にいやだった。スカートや言動の制限
がいやだった。意見を言うと大人にきつくしかられた。幼児期、自分は大人になったら性別を選べ
るものと思っていた。それだけ自分の性別に疑問を持っていた。なので「Ｔ」の人は生きづらいだ
ろうと想像がつく。あと、ＬＧＢＴとひとくくりにされるのは何かと不便だろうから、早くなにか、ユニ
バーサルな思考方法が浸透するといい。当事者の知り合いがいないとイメージしにくいので良い
アイデアが当事者周辺から出てくるといいな。あとカミングアウトをしなければならない場面、例え
ばトイレなどは、性区別の必要の無い施設が増えるといい。家のトイレは無性別なんだから出来
るんじゃないかな。性別を強烈に意識しなければならない場面は幼稚園・保育園あたりからある
ので、大人の意識を変えることと同時に子供には「当たり前」を作っていければいいんだけど。

121 教育現場で、教える時に保護者も同席させたほうがいいと思います。 

122 まったくわからないが、先進国の例を参考にして国が関わらない限り前進はないでしょうね。

123 もっと普通のこと、と思えるような社会になればよい

124 そういう人たちが集まる場所やコミュニティーなどもあるといいと思います。

125
学校において教師の理解や地域の理解が著しく遅れていると思う。中学校にそのような生徒が
いたが的確なアドバイスができる学校関係者が一人もいなかった。小学校や中学校も視野に入
れて低年齢の対象者にも対応できる体制を整えて欲しい。

126
性だけでなく体や心の障害がある人など、配慮や理解が必要な人がいることを子供だけでなく大
人もきちんと知ることができるような取り組みをしてほしいと思います。



127 もっとたくさんの手立てで相談場所や理解のためのPRをする必要がある。

128

身の回りにまだいないので（もしくはそうだと知らないでいるので）あまり積極的に考えた事がな
いのですが、質問６を読んで、性的少数者の方が相談できる機関が足りない、不足しているなあ
と感じました。
ただ、本来あるべき教育（性の不一致はおかしい事では無く、誰にでも起こりうる事で、自分らしく
生きることに不自由を感じずに過ごすことができる世の中であるべきだという）がなされていれ
ば、相談する機関なども必要ではなくなるはずなので、このように機関が必要であることが問題
なのだろうなあと感じました。

129

体は男で心は女の場合は、分け隔てなく自然に接することも可能であるが、体が女性で心が男
の場合、体がキャシャな見かけからも対応次第ではキズつくのではといらぬ気づかい腫物扱い
になるのではという心配もなく、女性同性愛者の友人と三十年来の付き合いもあり、仕事も依頼
している。身近な県公務員制服組の違和感が危惧される県の具体的な対応策の事例公表によ
る共有も必要な対策であろう。

130
映画おくりびとの冒頭で、バイセクシャルの仏さんが出てきて、みんな大笑いしましたが、日本で
のバイセクシャルに対する認識はその程度かと思いました。

131 このアンケート回答者が性的少数者ではないという前提の設問である気がする

132
今回のアンケートの内容は全然知らないことばかりです。
今回何のためにアンケートを取ったのか分かりませんが、日頃もっと啓蒙すべきではないでしょう
か。

133
年寄りには理解できない問題です。１００年昔に対象となる人(自覚する含む)はいたのでしょう
か。どうして問題になったのかわかりません。

134 どのような活動をしているかもよくわかってません。

135
アンケートやニュースになる時点でまだ差別があるのだと思いますね。性別などどうでもよいと思
うには、もう少し時間がかかるのかもしれません。

136

日本人は昔から差別する心を持っていると思います。性差別についても昔からあったのだと思
う。現在では若い人の方が少ないのではないかと思う。ということは年配者、肩書きをつけている
人の方が無理解だと思う。教育者、公務員、自治会長、などをあげてもいいのではないかと思い
ます。医学的知識も必要だろうし、県議会での真剣な議論をすべきと思う。自分が子供の時には
朝鮮の人などを実際にいじめた経験を持っている。埼玉県人の心から差別をなくすのは容易なこ
とではないと思います。

137 この問題はとても難しい。具体的な協力方法などがわからない。

138 身近にいないので、あまりよくわからないのが正直なところです。

139

とても難しい問題だと思います。
まず、子供にどのように伝えるのか？
例えばいい友達と思っていた同性が同性愛者だった時の対応？
病気ではないので理解することは大切だと思いますが、実際周りにいるとどのように対応すれば
いいか分かりません。

140 行政として、今後も対応すべきと考えます。

141
相談機関に聴ける人あるいは相談しやすいのかが気になりました。そうした相談機関があること
を知らせる必要があると思いました。

142 身近な問題でないのであまり関心がありませんでしたが、もう少し注意するようにいたします。

143 暖かく見守って行くべきだ。差別はいけない。堂々と行動せよ。



144 特に関心がない

145 とにかく大人も子供も理解が足りないと思う。学校等でも啓発活動が必要ではないでしょうか。

146

性的少数者に対し偏見は持たぬが　映像で見る限りその人の服装を見ると尋常でない服装で現
れる。解説者は少なくとも展示物より控えた服装であるべきだが真っ赤な髪の毛や服装をなぜ良
しとするか？対象の作品より自分が控え目であるべきだが、それを議論していないのが残念で
す。

147 申し訳ありませんが意識したことがないので、少し考えます

148 理解を広げる、啓もうが少ないと思います。

149
十分な理解者では有りません。 
今後理解を深めたいと思います。

150
どうとらえるかは難しい。少数派という意味では社会的に少数派はいろいろなかたちでたくさんい
る。すべてにおいて少数派を最優先するのは少し違う気がする。

151 LGBとＴは一緒にすべきでは無いと思う。

152 どのような取り組みをしているかがわからないのでなんとも言いようがない

153 良く分からない世界だと思う。

154 先ず櫂より始めよ。国及び地方の公共団体が率先して、目に見える対策を講ずるべき。

155
非常に難しい問題だと思います。年齢が高い人ほど理解できないと思いますので、若い人、働き
盛りの人達にいろいろ教養しはたらき掛けていくのがよろしいかと思います。

156 身近にいなくて、全くわからなくて申し訳ないです。

157
具体的に直接対応した経験はないが、気持ちとして当たり前のことに区別を強要されたとの体験
談を聞いて、その場面では落ち着いて対処しようと気持ちを固めています。

158
県の取り組みは知らないが今日では、このような事象も考慮しなければならない時代なんでしょ
うね。

159 実態が良くわからないので概要、統計データ等を公表してほしい。

160
男女を区別するからこの問題が起こっているのであり、医療以外は一切の区別を止めればよ
い。教育やトイレ、言葉、服装、結婚など。

161 過剰に騒ぎすぎる感じがする。

162
該当者を身近にしたとき、その人の主張に偏見を持たずに過ごしているので，抵抗なく受け入れ
ている。これからは、人口の減少のことが気になり、この問題に対して平常心で臨みたい。

163
少数者といえども、年々増えているように思う
カミングアウトする事、しても良いと言うことに気づいているからだと思う
だから回りの人々も、それを個性だと思って接していければ良いと思う

164

性別がどんなでも構わないけど、トイレや共同浴場で「心は女だから」と体が男のまま女性用を
使用するのはどうかと思う。そんなのは性的小数者の中でも、周りの人の気持ちを考えられない
ごく一部の人だけだとは思うけど。
自治体もそのごく一部の人を支援して、女性用の場所を使うように活動するようなことは止めて
ほしい。多数の人が迷惑する。



165 もう少し知識を持ってから判断をしていきたい。

166

なんとなく最近になってマスコミで取り上げられるようになってきた感じのテーマだ。障害者が昔
は差別的な用語で言われていたから、日本も世界的な視点で障害者の呼称も変更してきたが、
その流れの中で今回のテーマＵＰや社会的ニーズから、今後の取り組みが更に必要になってき
たと思う。
よって回答は大半が理解度が低い。今後は基本的な課題を掘り下げて、広く周知を図って欲しい
ものです。

167
本人だけでなく、周囲のつらさについて対応してくれる機関があればいいと思う。
差別をするつもりはなくとも、差別と受け取られてしまうのはきつい。

168
会社でも独自でも勉強しています。知り合いの友人もゲイだったり、レインボーパレードに参加す
るなど活動しています。このようなアンケートが無くなる社会をつくりたいですね。

169 周りに該当者がいないので実感はないが、“多様性”を認めることは必要。

170
小さい子と親御さんむけのイベント（LGBTを扱った絵本のおはなし会など）があれば、学校でいじ
めの加害者・被害者になる子が減るかも。

171

本アンケートとは若干異なりますが、自分の培った経験や考え方、思いとの間に差異が発生した
場合、受け入れることを拒否する傾向があり、それが「差別」につながるかと思います。自分の思
いや考え方と異なる場合にどのように対応すべきか、どのように受け入れられるのか、学習でき
る場があればよいかと思います。
性的少数者だけではなく差別的な考え方から脱却できるのではないかと思います。

172 トランスジェンダーも立派な県人。暮らしやすい環境が整うとよいと思います。

173
日本はまだまだLGBTへの理解が不十分。LGBTパレードなどが世界で行われているが、日本は
小規模。LGBTは、思想・性癖的なものではないことを証明するためにもっと科学的な説明をすべ
き。

174

声をあげられる人のサポートも大切だと思いますが、声をあげられない障害者のサポートをもっ
と積極的にやって欲しい。 
場面緘黙、自閉症、発達障害の人の支援をもっとして欲しい。 
特に就業についての支援を充実させて欲しい。

175 頭では理解しています。でも？

176 推進していただきたい

177
実際に経験したことがないのでわからないが、普段から人の話をよく聞いてあげて、仮に相談さ
れるようなことがあれば、今回認識した相談できる機関などを紹介できるように心がけたい。

178
自由に語れる環境が必要であり、日常化する活動が求められる、継続的な機会を多く持つ政策
を求めたい

179 偏見が多いと感じます。このような人たちが違和感なく過ごせる世間がくればいいと思います。

180
大人になってオープンにされてる人は何人か知り合いにいますが、子供の頃居たのかはわから
ないですかね。

181 自分の周りにいないので実感がわきません。

182 身近な問題と考えにくい。 

183
職場や学校において、実際に該当する人と接するのは、少し気を遣うのかもしれないが、世界的
に見て、政治を始め各分野で宣言し、堂々と生きている人が増えた。当人は気遣いをされる方が
心苦しいかもしれない。ごく普通に接すればいいと思う。多様性を広報することも大切かと思う。



184
時代の流れで、多様性を受け入れる社会が求められている昨今、何人も頭の切り替えが必要と
思う。
しかし、同和問題と同様に長期間を要するだろう。世代が交代する位の期間かかるだろう。

185 人それぞれ違うのと同じなんだから、差別を感じさせない世の中になってほしい。

186 本件無知で何も知りません、興味もありません

187
学生のうちは、スクールカウンセラーや養護教諭が、こういうところも、あるよ！と何気なく教えて
あげるのも良いと思う。 

188 初めての言葉でどこで情報を収集すれば良いのか。

189
日本でもやっと理解できる人が増えてはいるが、まだまだ理解不足は否めないし、まだまだ潜在
意識として押しとどめている人も沢山いるのではないだろうか?!

190 性的少数者でも絶対に差別すべきではなく、ごく普通に一緒に生活する環境を作るべきです。

191 いままで関心がなかったので、よくわかりません。

192
その取り組みが何故必要なのかが分からない。敢えてやるから目立つのであって、「勝手にどう
ぞ」という姿勢で良いのでは？

193 個人で解決すべき問題であり、行政が立ち入るべき問題では無いと思います。

194
取り組みをしていることを初めてアンケートで知りました。広報などで情報提供があってもいいと
思います。

195 平等だと思う

196
少数者対応は、性的少数者に限らないと思います。嫌がらせやからかいを受けたり、避けられた
りするなど、周囲の無理解による差別や偏見等が存在することも事実でしょう。少数者について
正しく理解するため、県民講座などを開催することは重要と思います。

197 安心して、相談できるところがあるのは、とても大切だと思う。

198 相談があれば積極的に対処して貰いたいと思います。

199 求められない限り積極的にならずに良いと思う

200
自分は男性だが、学生時代、電車の中で見知らぬ男性に尻を触られた経験がある。この行為が
痴漢に当たるのか分からないが、性的少数者がきちんと認められるためには、同性へのこのよう
な行為も取り締まりの対象とする必要があると思う。

201
日本はまだまだこれからだと思う。 
言葉自体、あまり浸透していない。

202 性的少数者にまだ身近に出会った事ないですね。

203 特別な人だとは思わない世の中になって欲しい。

204
とてもデリケートな問題だと思います。
この問題を改めて取り扱う必要性があるのか正直懐疑的です。

205
そっと見守っていること 
過度に反応することをしない

206
性的少数者(家族や保護者も)がすべて相談できる機関を知っているのか疑問です。孫の友人が
悩んでいることを聴いた。



207
ニュースメディアなどで取り上げられる機会は多いのですが、よくわかりません。 
本人の意思は尊重するべきと思います。

208

近年取り組みが行われるようになり、またNHKの番組で取り上げられているのをみて少し驚い
た。 
身の回りに経験がないため無知に等しかったが、正しい理解と協力のためにも、まずはきちんと
した知識や情報を得られればと思います。

209 県の公共施設での共用設備の充実

210
年輩の方のほうが偏った気持ちを持っているように感じてます。未来の子供たちが偏見を持たな
いためにも（年輩の方が孫などに差別的な発言をしてしまう）、そういった方への啓蒙活動も必要
だと感じます。

211
ともすると人種差別的な側面を持つ問題ですが、本人からの自発的な告知・家族からの救済に
対して、公的機関がどれだけサポートできるか、疑問である。マイノリティーに対する教育と認知
を、低学年レベルから指導する必要があると考えます。

212

芸能人の話になるが、最近歌手の方がカミングアウトをしたとのこと。好意的な意見が多く、受け
入れられているらしい。でもそれは、「今まで意思に反して男らしく・・を求められつらかったでしょ
う・・・。」という同情にも似た感情と現在のキレイな姿を見ての事で、いきなり仕事仲間がお化粧
をしてきたら、それは受け入れられないかもしれない。せめて仕事中はスーツで普通で・・と言う
だろう。

213
大学生の時に性的少数者の友達がいました。多くの友人が普通に接していましたが、中には「気
持ち悪い」というような冷たい言葉を言う人もいました。私には小学生の子供がいますが、決して
差別をする側の人間にならないように、一緒に勉強していきたいです。

214
私は息子が性的少数派だとしても特に気にしないです。幸せならそれでいいと思うので。もしそう
なら打ち明けてくれるような環境にしたいな～と思います。

215
苦しみを分かち合える、辛さを吐露できる、信頼できる機関や人の集まりがあればいいと思う(カ
フェみたいな)

216 TVなどのドラマでしか見たことも聞いたこともない。

217 問題視するべきでない。

218 もっと世間一般の方々がＬＧＢＴの事を理解出来るようにする。

219
自分は何も抵抗がなく、普通の人としか認識しない為、取り組みって？と思ってしまいますが、必
要なのであれば、相談窓口などは増えた方が良いかと。

220
自殺に至る人もいると聞きますし、1人で苦しんでいる人も多いという思うので、早急に対策して
下さい。

221

幼稚園や保育園時代に、傾向を持つ子どもがいても、先生方は、何ら関係なく普通に接して欲し
い。もう少し大きくなって顕著に現れても、一人の人間として接して欲しい。だれも目に見えない
部分で人とは絶対に同じではない。どういう傾向に生まれたとしても、神のみが知る領域だと思
う。寧ろ同じなんて可笑しいし、面白くもない。私は生まれつき両手の中指と薬指がほぼ一緒に
動いてしまう。これも生まれつきでだからと言って、不自由はない。脳の構造と筋の構造の違い
はあるけれど。
教育者がクラスを束ねる技量に掛かっていると思う。体験豊富な先生を望む。

222
周りの人たちの理解や認識があっても、その人を認めることがなかなかすぐには出来ないものだ
と感じます。



223 お互いが気持ち良く過ごせる環境をお願いします。

224
私は、LGBTが単なる性癖ではないという理由を知らない。同様に理解不足で抵抗感を持つ人は
少なくないのではないか。県としては、理解を広める取り組みを行うのがよいのではないか。

225

知り合いに二人いる。二人とも優秀な技術者。突然に服などが変わったが、考え方や知識などは
それ以前と同じで、それまでと何も変わらずに交流している。 
必要なのは、それまでと変わらずに接することだと思う。 
そして、手続きなども、本人の意志に合わせて特別なことはなくできればいいと思う。

226 性的少数者への偏見をなくし、みんなが生きやすい社会にするための取り組みをお願いします

227
県の取組みで出来る事とすれば、公共施設の積極的なLGBTへの解放。実情の正確な調査と必
要な手続き変更と適応の国への要請。

228 今後も地道な努力で啓発活動をお願いします

229 相談できる機関があることは当然だと思う。支援はしていくべき

230 助けてあげて欲しい

231 知らないことが多いのに驚いた。もっと社会のことを知らなければと痛感した。

232

自由と個の尊厳は絶対的に守るべき人間の使命であること。これを前提として考えれば性的少
数者は特別に意識せず堂々と世の中で活躍されるべきである。第三者は少数者ほど目を向けや
すく「違和感として」自分との違いを敬遠する。それが問題点。特別扱いにせず自由に自分の能
力を発揮される「見識」を育てていく事が教育の神髄であることを身に着ける社会になるような教
育が必要になっていると考えます

233

全く関係がないと思っていますので。ただ報道などで見聞きしていますので、他人事としての理解
では、「認めてあげれば」と思っています。本人が辛いのであれば、その苦しさからの解放をして
あげないと、人間として生きていけないのでは、と想像します。
自分の家族がそのような苦しみを受けているとしたら、ショックだが、受け入れるべきだと思いま
す。

234

身近にいるのかもしれないけど、今のところ相談されたこともないので具体的に県がどういう対応
をしているのかまではわかりません。ただ、公共施設のトイレなど、オリンピックも近いのだから早
く整備してあげたらと思います。見た目だけで判断して、男湯とか、女湯とか、男女差が必要なも
のもあるので、わかりやすい施策をお願いします。

235 カタカナ語（外来語?）や英字略字の表記だと、わかりにくい。日本語で表記してほしい。

236 たとえ性的少数者の方がいても、平等だといいですね

237 知識がないのでよくわからない。理解が必要ですよね

238 難しい問題だと思います。

239

男のくせに、とか、女のくせにとか、との言葉があり、そのような知人もいますが、それは個性と理
解し認めています。 
女性のような細やかな男性を好きな女性、男性のような頼もしい女性を好きな男性もいます。 
社会を乱す振る舞いが無ければ、差別することなく認め合う国であってほしい。 
また、性的少数者が活躍できることが国の力になると思います。 

240
現状にどれだけ即しているか、どれだけの成果がでているのか、全く分かりませんが、聞いた範
囲ではよくやっていると思う。自治体の規模から言って、こういった問題に県として取り組むのは
本当に大変だろうなと察します。



241 今後においても力添えをどうぞよろしくお願いします

242 少数者と意識せず普通に付き合っていければよいと思う

243 どのような取組をしているのか全く知らない

244 身の回りに該当者いなく良く分からない

245
性的少数者について埼玉県がどのような取り組みをしているのか、全く知らないことでしたが、今
後関心をもっていきたいと思う。マイノリティーに対してすべからく寛容である社会が良いと思う

246 安心安全な社会を一緒になって作れるように啓発活動を強化してください。

247 当たり前の生活が送れる世の中になる様、切に願います。

248
第三者が、性的少数者の人達に偏見なく普通に接し普通の生活が送れるよう気を付けてあげる
といいのでは。またそれに対し、自治体での呼びかけも大事だと思います。

249

性的少数者であろうが、障碍者や健常者というくくりであろうが、最近は気にならなくなってきてい
る。現に知的障碍者を子に持つ私も、理解を得られる空間で楽しく暮らすのがいいと思っている。
それが哀れみでも同情でも、攻撃を受けないでいられる空間を探して生きていくしかないと思う。
行政やメディアが情報を発信することで認知され理解されていくと思うが、それより何より県を代
表する知事や県の職員が進んで理解し配慮する埼玉県であって欲しいと願う。

250

現在生じている不利益への対応（入院時に家族ではないと病状説明や面会を断られる、パート
ナーの遺産を相続できる権利がない、住まいの確保が難しいなど）。 
幼少時からの啓蒙。 
県職員自体が差別がない環境で労働していることのアピール

251 勉強不足です。これから考えて勉強してみます。

252
 周りにいるかもしれないが、わからないので身近な問題と感じられない。このため、深く考えたこ
とがないのでわからない。 

253 支援は欠かせない

254 身近にいないので、真剣に考えたことがありません。

255
あまり表面に出てこないので実感がわからないので、もし身近にいたら親身になって対応して行
きたいと思います。

256
テレビや漫画、ネット等で昔から現実にしろ非現実にしろ触れてきてはいるので実際に会ったり
言われたりしてもそうなんだーくらいですが、身の回り（特に上の世代）では完全否定する人ばか
りです。そうはなりたくないです。

257 情報がなさすぎるので、いろいろ発信していってほしい。



258

そもそも性同一性障害の人と、その他を一緒にすべきなのか？
一緒だというのなら【障害】なのか？
現在の医学的見地からの【判定】は科学的に解明と立証がされているのか？
差別は良くないという感情が介入していないか？
様々なマイノリティが世の中には居るが、LGBTばかりが優先されるのはなぜか？
上記について明快な回答ができる人が居ないのはなぜか？

259
感情に素直に反応する小学生中学生のうちから、差別することのないように、仕向けることが、
重要です。

260 特別なことと社会で学習してきたので、あまり理解ができません

261

自分も違うし、自分の周りにもいないので実感はありませんが、テレビなどでもご活躍中の方が
多数いらっしゃいますし、気づかないだけで自分の周りにもいるかもしれないですね。自分の子
供が・・・ってことだと戸惑うかもしれませんが、知人などにいたとしても特に気にすることなくつき
あえると思うのですが、当人からすると不安で話せないって思うのも普通ではないでしょうか？

262

人間を2種類に分別するのがおかしいと思う。トイレにしても入り口は一緒で同じ洋式トイレのみ
でもいいように思うが、、、。衣料品店の試着室のように。個々が区切られていれば何も問題ない
ように思う。日帰り温泉などでも、家族風呂のような貸切で安価で入れるところもまだないし。性
的少数者だけでなく、障害者を持つ家族は温泉にも一緒に行けない。人間みんな違うというのが
もっと理解される社会になるのは難しいのかもしれない。

263 最終着地点が分からない。

264

性的少数者が人権を主張することは良いことですし、彼らの権利は守られなければならないので
すが、行き過ぎた主張や行動は控えていただきたい。良俗公序を守る範囲で同性愛者の権利を
主張してほしい。米国の様に極端から極端に走るような社会的な大変革は避けるのがのぞまし
い。

265 この件、騒ぎ過ぎ、時間をかけて進めるべき。

266
性的少数者に対する差別や偏見は単に、自分とは違うから、よく知らないから、といった理由から
発生すると思う。もっと性的少数者のことを知り、会う機会があればいいと思う。

267
子どもが性的少数者の場合、親には相談しづらいと思うので、子どもでも外部に相談しやすい環
境があるといいと思う。

268 そういう方と接したことはありませんが、理解を深めていかなければいけないと思います。

269
今「ジェンダー」というと、LGBTだと思われている。しかし、そもそも男性優位社会である限り、他
の性別とされた人は不当な扱いを受けることには変わりはない。性別で不利益を受けない真の
平等社会をめざすのが本来すべきことだ。

270 皆が自由に自分の人生を生きられるような社会になると良いと思います

271 もう少し相談ができる場所や、知識を得られる場所が増えるといいと思う。

272
県としてどんな取り組みをしているのか知らない。　 
また、どのような方法で広報しているのかも知らない。

273
性的少数者というと、とても広く感じます。 
皆、平等であるべきはずだと思います。 
差別せず、優遇せず、ということが実現するのが無難なのかと考えます。

274 あまり騒ぎ立てるのではなく、「自然な受け入れ環境」が望ましいと思います。



275 昔からあったことだと思うが、昔はどうしていたんだろうと思う。

276
性的少数者に対する理解を深め、さらに共生の道を指し示すようなシンポジウムなどを開催して
ほしい。

277

平野啓一郎の「分人」のように、関わる人によって、人は人格を変えるものだから、どうもこの系
の話はあやしい
無理に行政は関わるべきではないと思う
民間に委託する内容ではないだろうか
学校では対処できないだろう
そっとしておくか、環境を変えるべきか、よくわからない

278 もう少しオープンにして欲しいです。

279 差別のない社会は大切なので理解する、受け入れることが必要だと思います。

280 私ら高齢者には同性愛などとても理解できません。

281
ずいぶん、カミングアウトして、暮らしやすくなったと思う。 
全然、抵抗はない(しかし、身内にいたら、わからない)

282
世の中の流れを把握し、ある程度はその流れに沿うべきだが、最先端を追う必要はないと思う。
そういうのは東京や大阪が担えばよい。

283 各人が穏やかに、気持ちよく生活ができる環境を整えることを希望しています。

284 性的少数者が当たり前のように多数者と同じように暮らしが営めるようにして欲しい。

285
性的少数者に対して、県がどのようにこれまで取り組んできたか、また、今後、どのように取り組
んで行こうとしているのかを積極的に県民に啓蒙する必要があると思う。 

286
子供のころ、男性でありながら、女性の言葉を使って縫い物をしているのを見ましたが、子供で良
くわからなかった思い出があります。最近よく取り上げられていますが、どうなのかなと思います

287
テレビ等で芸能関係者の女装化で営業活動をしている人があまりにも多い中、一般の人を見る
とファッション行動なのか性的少数者なのか戸惑うことがある。どうしても疑いの目線で見てしま
います。はっきりしていれば対応の余地があるのですが。

288 特別扱いする意味がわからない

289
以前勤めていた会社に、トランスジェンダーの方がいました。その方は、男性から女性に変わり
ましたが、周りの者は気にしないようにして今まで通り対応していました。 
周囲の理解・サポートが必要と思います。

290
報道されているので少しは知っているが、身近にそういう人がいないので関心は少ない。講座な
どがあれば話を聞いてみたい。障害のある人の生きづらさとやや異なるのか、あまり変わらない
のか、そんなことが知りたいです。

291
トランスジェンダーなのかトランスジェンダーの振りをしているのか解らない場合が多い。資格（証
明書）が必要になる時代が来るのかな。

292 身近にそのような人がいないので、あまり関心を持っていません。

293 この世の中がもっと開放的になってほしい。



294
社会的な理解も大事ですが、過剰な対応もよろしくないと思います。 
社会全体の中でのバランスが重要だと思います。

295 積極的に取組んで欲しいと思います。

296
性的少数者の当事者ですが、まだまだ、県の取組が進んでいないので、しっかりと性的少数者の
理解を深めながら推進していただき、自殺数を減らすべきだと思います。

297

生物学的な性別と精神的な性別は別だという部分の議論をすべき。その後は、性的マイノリティ
の方も多様性があるから、個別に対応していくべきです。
それから、埼玉にも渋谷区のような性的マイノリティの方の居場所を作ってあげて実際に生活し
ながら、データを積み上げて分析して対応するしか無いと思う。
普通と同じで、良い人も悪い人も性的マイノリティにはいる事を忘れてはいけないと思います。

298 そもそも、性的少数者の意味がわからない。

299 取り組みがあることすら知らない

300
家族制度の崩壊を訴えているのは政治家一族の世襲制が崩壊するのを危惧？？？？？。世の
中の変化について行けないのは政治家。

301
テレビなどでカミングアウトしている人が増え始めましたが、受け入れには、まだまだ嫌悪感、抵
抗があります。 

302

難しい問題であり、簡単に解決できるものではないと思います。理解が難しいとしても、話を聞い
てあげることができる環境づくりがあることを公にすることでしょうか。本当はすべての人は平等
であるといいたいところですが、現実には受け入れることができない人がいることを前提にどうす
れば少しづつでも理解ができる社会になるか、受け入れることができる社会になるかを考える必
要があるのだと思います。（社会＝人にもなる）
小学生の授業の中でも学べる環境が必要かもしれません。自分は小学生の時同級生に様々な
障害者が何人かいて一緒に授業を受けました。その後に社会に出ても障害のある人に出会って
も普通に接することができたので、当たり前だと思えるかどうかも大事なことなのかなと思いま
す。

303

社会的にも微妙な問題であり、本人が自覚しても家族にも明かせないで悩んだ時に、気軽に相
談できる機関・人物が見つけられるように、行政施設や教育施設(学校も含む)での掲示や県民
紙・市報等にもっと具体的に掲載し続けることも必要では。自身も理解者とは言えないが、今の
時代では受け止めざるを得ないことと思っているし、少数だからこそ、存在することを大事にした
いものだ。

304
肩身の狭い想いをしていると想像します。 
いろんな人がいていい世の中なのだから、否定せず存在を認める事が大事だと思います。 
県の取り組みについては知りませんが、どんな人でも受け入れる存在であって欲しいです。

305

元の職場、親戚、縁者の身近にはいないので、あまり深刻には考えたことはない。
その身になって考えると色々生きていくには人知れない苦労、不便があり、気の毒だなあと思い
ます。差別する気持ちはありませんが、立場、気持ちが充分には分らないので、こんなことで苦
労しているということを例示して頂き、納得して行動したいと思います。

306 他人への配慮が大切であり、当事者の気持ちを最大限尊重する事に尽きると考えます。

307
性的少数者本人が相談できる場所があることを知っているのか、また相談できているのかが疑
問。

308 特別視するのではなく、普通人として扱うべき

309 この時代、行政も本人も、あまり敏感にならなくて良いのではないだろうか。



310 個人の問題で、県として対応する必要があるとは思えない。

311 さほど必要性を感じない。

312 理解出来ない。

313 今まで、身近で該当するような事が無かったので、特に意見なし。

314
本当にその人がLGBTなのかわからない。 
自分はLGBTであると主張し、盗撮などの目的で異性のトイレなどに入る人もいるのではない
か？

315
性的少数者に対する心遣いとしての救済措置は、非常に重要な事と思います。予算の許す範囲
で前向きに取り組んで頂きたいと思います。

316

消費の中心層として注目されているマーケットがＬＧＢＴだ。女性同性愛者（Lesbian）、男性同性
愛者（Ｇay）、両性愛者（Bisexual）、トランスジェンダー（Transgender）の頭文字で、貯蓄性向が低
く、ファッションなどにも敏感、消費意欲が高い。米国では年間6兆円を超える市場がある。よっ
て、県民の消費拡大につながる県の取組に期待する。

317
とくに年配層、60以上の私らは抵抗がある。でもこれを払しょくするには、担当がこの年代の集ま
る公民館をふくめて、セミナー・講演会を積極的にやり周知していくしかない。少しずつ理解を得
られるようがんばってほしい。またセミナーの内容もよく検討していくしかない。

318 広く認知されるように、各地の広報誌にソフトな取り組みをすすめたら如何でしょう。

319
LGBTを頭でわかっているつもりだが、実際LGBTの方々がいないこともあり、具体的な課題がつ
かめない。できれば、LGBTの方々と話ができるともっと、課題が明確になると思う。

320 性的少数者数は人口総数からの割合は小さいと推測されるが、知りたいです。

321 まだまだ、ＰＲ不足している。

322 特に必要なし。

323
性的少数者と言われる人が、自分の周りにはいないので、まだ偏見をもっております。性同一性
障害の方に対しては、理解したいな、と思うのですが、バイセクシャルとなると、どうも生理的に受
け付けません。

324
男女平等や女性の権利の向上と言っているものは、性的少数者を踏まえていない政策である。
統合された対策が必要

325 性的少数者が相談できる機関（電話対応？直接行くの？守秘義務は？）信じられますか？

326
具体的にどんな事をしているのか見えません。全ての人の人権は守られる住みよい県でありた
いです。

327

個々人の生き方が尊重されるべき時代になっていると思います。
心ない言動をする一部の人々により、差別感が助長されているのではないか？と感じるところで
す。
腫れ物に触るようにするのではなく、もっとオープンに明るく皆で学べる環境づくりが必要ではな
いでしょうか。

328 情報が少なすぎる感じがします。

329 特にありませんが、今の取り組みを続けてほしいです。



330

性的少数者に関する報道をみていると、知られたくないが自分の立場を守ってくれ、理解してくれ
と言っているようにみえる。
別に性的少数者というカテゴリーに限らず、社会一般の中でのコミュニケーションが不足している
のかもしれません。
県として、なにができるか、難しい問題かもしれません。やりすぎても、おかしくなってしまいます
からね。

331
学校教育でも学生や生徒児童だけでなく、教職員への啓発をしっかり行っていっていただきた
い。また、県内の中小零細企業の経営者や幹部への啓発も重要。

332 あまり誇張しキャンペーンをすることはむしろネガティブ効果になりませんか。

333 相談できる施設が増えるといいと思う。

334

LGBTを理解しますが、法律上の身分保障等が不鮮明。県ではないが、該当行政議員の議会傍
聴・報告の活動・発言などが偏っている様に感じています。特に議員などは、本来の職務に邁進
すべきだと思う時がある。県の取組は、これから推進強化すると思われるが、埼玉県男女共同参
画推進センター、埼玉県立精神保健福祉センター、埼玉県立総合教育センター、（一社）社会的
包摂サポートセンターなどの活動を注視し見守りたい。

335
身の回りで公言している人がおらず、実感がわかないので、深く考えたことがない。テレビなどで
は公言している人が多くおり、本人が明るくネタにしている一方で、周囲がからかっているように
も見えるので、何がよくて何がダメなのかがわかりづらい。そういったことを教えてもらいたい。

336
少数者を極端に庇護することは適当でないと感じる。そっとしておいて欲しい人も多いと思う。た
だし仕事などで差別される事の無いよう、相談機関などは整備しておくべきと感じる。

337 自分の周りにはいませんが、少しでも配慮できる社会になれば良いと思います。

338
まだほとんど認知されていないのが現状だと思います。障害者のように外見からは分からないの
で難しい問題で

339 多様性を認める世の中になるような施策をお願いします。

340 今回のテーマについては日本は後進国かもしれない

341 性的少数者の方々からの要望を聞いて、取組の方針を決めるのが良いと思います

342
最近、差別は無く受け入れられるようになってきていると思う。県として特にあれこれしない方が
良いのでは。

343 もっと、積極的に新聞、テレビなどに掲載、あるいは取り上げられるようアピールした方が良い。

344 少しずつ問題があるからのアンケートだと思うけど私としてはまったく理解できない。

345
県が積極的に取組んでいるようには感じられないです。私もLGBT当事者ですが、カミングアウト
する勇気はありません。

346
だろうぐらいで、本当のところはあやふや、言葉、行動には注意しているが、こんなに大騒ぎしす
ぎでは無いのだろうか？？

347
中島潤先生がとってもわかりやすくLGBTについて教えてくれました。 
小中学校の先生方、全員に中島潤先生の研修を！

348
身近にはいないので、具体的に言えませんが、抵抗はないと思います。テレビなどではよく見て
いますが、人として人格的に優れた人が多いと思っています。



349
性的少数者への支援は最近のファッションだが、やるべきことの多い県行政からすると優先順位
は低いはずだ。

350 自由に選択できるような教育

351 これからも、偏見なく相談できるように対応してあげてほしい。

352
代々木公園での年一のLGBTの催しに埼玉県も県として参加することは効果があると思う。司会
のホリプロアナウンサー・前田まりさんに伺えば良くご存知です。

353

自分の子供が、といわれるとやや微妙ではありますが、私自身は特に周囲にそうした方がいたと
しても抵抗はありません。その方の個性ととらえます。ただ、やはり困る場面は多いのだろうと想
像します。相談できる機関があったとしても、敷居が高く、（お堅い名称の機関に感じるので）なか
なか相談しにくいのではないでしょうか。
もう少し気軽に相談できるよう、工夫してほしいです。

354 直面してみないとわからない。

355 東京都渋谷区のようにパートナーシップ制度を認めてあげてください。

356
LGBTは世界的にも正しい対処が注視される人々だと思います。現実に対面したことはありませ
んが、男性女性と区分される場面でどのようにすれば良いかが周知されるように対応してほしい
と思います。

357 積極的な情報発信をお願いします。

358 相談機関があることや県民など理解に対する啓発に取り組んでいただきたい。

359 とても難しい問題ですが、県での取り組みがあるというのは良い事だと思います。

360

周囲にいたことがないので、実感としては分からないが、気付かないだけかもしれないし、隠さざ
るを得ないのかもしれない。
とにかく、貧困や障害、外国人その他不便で困っている方々も含め、誰もが生きやすい社会にし
たいので、当事者の意見も聞きつつ、垣根を取り払うような施策をどんどん打って頂きたい。

361
マスコミの報道で見聞きしていて、人権上は問題だと思うものの、正確なところは理解できていな
い。身近なところで問題が起きていないので、他人事に思えてしまう。県民講座では、関心がある
人しか参加しないので、余り啓発にならないのではないか。

362 職場でも、隠す事なく過ごしている人が出てきたが、特に気にならなくなった。

363
まだまだ認知、対応が始まったばかり。 
当たり前の事になるにはまだまだ時間がかかるのでは？

364 はっきり言ってよくわかりません。

365
県としても、出来るだけ身近面談で相談できる体制が望ましいが、専門家、予算確保など進めて
いただきたい。

366 正しい情報を発信していただくことが重要だと思います。

367 他人であれば理解しようとしますが自分の子どもだとショックが大きいと思います。



368

男女の区別をなくす・・・例えばトイレ、例えば書類の男女の記入欄・・・本当になくなったらどうな
るんだろう？と考えてみる。トイレは男女平等だとしたら、隣のトイレに男性が入っている場合を
想像したら、なんだかイヤだなと思ってしまう。中には紳士的な対応をしないオトコの人もいるか
も知れない。女性専用のトイレだと安心して不安も感じずに入ることができる。書類に男女の記入
がなくなったら、不便なことはないだろうか。性的少数者で男女の記入をしたくなかったら空欄に
すればよいと思う。

369 そういった方の意見をよく聞いて対処して欲しい。

370

この問題は、最近公にされてきている。
実は、私もそうだったのかなと思うようなことがある。
もう少し、オープンにいろいろな情報を発信してほしい。
悩んでいる人が、もっと楽になるとおもう。

371 理屈で割り切れない部分があるので、カウンセラーのような聞き役が必要だと感じる。

372 アンケートとして良くない様な気もします

373
性的少数者もそうですが、見た目では分かりにくい障害者も同じような偏見の目で見られること
が少なくありません。

374

私の娘はトランスジェンダーです。女性として生まれてきましたが、高校生の時にカミングアウトを
受け、以来、男性として育てています。 
この春、大学を卒業予定で、有り難いことにきちんと障害を理解して頂いた会社2社から内定を頂
くことができ、安堵していますが、これまでには色々な苦悩がありました。 
これからも差別や偏見と向き合っていかなければなりませんが、何より、本人が自分に自信を
持って堂々と生活してくれていることが家族にとっては救いです。 
性的少数者が少しずつですが理解され始めたこの時代に生まれたことを心から感謝しつつ、就
職などで不利益を被らないよう、企業などへの説明等、ぜひお願いできればと思います。

375 とっても難しい問題。正直どのような方向を目指すべきなのかわからない。

376 偏見がなくなる世の中になったらいいなと思います。

377 心にそってあげる方向で努力してほしいが、具体的な取り組みを知らない。

378
積極的な肯定は必要ない
普通にする事が重要と思う

379 出来る限り、相談できるよう宣伝してほしい。

380 タレントさん以外知らないのでよくわかりませんが、認められる世の中の風は感じています。

381
現状を明らかにしていくことにより、理解が深まる環境作りが、当事者にとっても回りにとっても必
要だと思う。

382

性的少数者に対する県の取組は、世界と比べると周回遅れの感は否めないと感じる（日本全体
どこでもそうであるが）。 
人権教育で、何事も多数者に合わせるのがいいという少数者に対する意識を変えていく一環とし
て、性的少数者に対する取組が行われればいいのかなと思う。

383 直接、接する機会がないので詳しい事がわかりません。

384 よくわからないです。

385 学校教育の中で、正しい知識を伝える必要がある

386 知っているようで、知らないことが多いと痛感しました。



387

新時代のnewcase。身近にいても、現時点では全く分からないが、
男だが女性的
女性だが男性的であることはあり得ると思う。
県の取り組み・・・
県内でのウエディングが挙げられる施設など、広報が必要かと思われる

388
昔に比べてなかりオープンにはしやすくなったかもしれないがまだまだ追いついていない感じが
する

389
定年退職前にタイ王国に長期転勤していたから他の人よりも慣れてはいる。現地の部下にも居
たので違和感はあまりありません。しかしながら日本ではまだまだ理解度や社会の寛容性が未
熟だと思う。

390
同性がすきだとか、心は異性だとかこればかりはごく自然であるものと思います。入浴は厳しくと
もお手洗いぐらいはビクビクせず気持ちよく使ってほしい。理解のある社会になってほしいです
ね。

391
会社内におけるトイレの使用について最近記事になった事を記憶しているが、今後性的少数者
が増えるのではと感じているのでパブリックスペースでも何らかの対策が必要ではと思います。

392

どんな分野でも少数者は生きにくさを感じるものだと思います。 
最近、LGBTに特化して理解を求める声を聞きますが、もともと日本ではそういう人たちを自然に
受け入れる土壌があったと思いますし、すべての性的少数者が、声高に運動する人たちに抵抗
がないわけではないことも知っています。 
互いに理解しあって社会が円滑に進んでいけば良いとは思いますが、急進的に、しかも公的機
関が理解を求めるのは逆効果な面もあるのではないでしょうか。他者を完全に理解できるとは思
えませんし。 
性的にどうであれ、そこは理解しきれなくても、一個の人と人として付き合っていくことが大切だと
思います。

393
妻方の姪が社会人になってカミングアウトしましたが父は受け入れまで数年要しました。家族だと
すっきり割りきるには時間がかかりますね。

394
人と人が理解し合うためには、たくさん会話することだと思います。 
今のところまわりに該当する方がいないので、もう少し話せる場があったらもっともっと理解につ
ながると思います。

395 苦しんでる少数者が少しでも減るように埼玉県でも欧米諸国の取組を取り入れてほしいです。

396

①オープンにできるような環境を作ってあげる。
②当該LGBTに医師の証明書発行制度の導入。証明携帯の励行。悪用の罰則制度確立
③男、女、、LGBTに分けた施設を作るか、逆に区別をなくす施設を作る。既往の男女の理解が
必要。
④就職できるように経営者に理解を求める。

397
1日も早く制度を改善し、ＬＧＢＴＱの皆さんが生きづらさを感じないような埼玉県にしていってくだ
さい。

398
差別はしていないと言いながらもしていると強く指摘する人がいるよう感じられるため、意識的に
対応せず、全般の一つとして見なした方が良いでしょう



399
僕も友人からカミングアウトを受けました。
その後も普段と変わらないように仲良しでいます。
テレビなどで面白おかしくするのが一番よく無いと思います

400
性的少数者の権利を守ることも大切だが、性的少数者の、行き過ぎた権利を守ることは反対で
ある

401
やはり男は男らしく、女は女らしくあるべきだと思う。これは差別でなく区別である。男が上とか、
女が上とかそういく事ではなく、お互いの特性を、生かして生きていくべきだと思う。

402
身近に居ないのでよくわかりません。 
その人のキャラクターにもよると思います。 
一概にLGBTだからといって、すぐ差別には繋がらないと考えます。

403 このような取り組みをしていることを今回のアンケートで初めて知った 

404
相談する窓口や性的少数者の方に対しての配慮の仕方を勉強する機会が有ればいいなと思い
ます。 

405
自分の知識しかLGBT知らなくて、今回のアンケートを通して、県の取り組みの一環を知ることが
できました。同じ人だからこそ、理解し支援をしなくてはならないことを痛感しました。 

406 偏見による無意味な差別が少なくなればいいと思います。

407
ニュースでは取り上げられるが、身近に事例がないので実感がない。それもあって、LGBTについ
ては興味がない。

408 トイレ問題はデリケートなので難しいと思います

409
性別違和を感じる子どもへの配慮について、学校等の現場でシミュレーション教育を行って欲し
い。(教員対象など)

410
トイレ、飲み放題、専用車両等直接配慮が必要なものもあるが、そもそも女性の働く環境等(子育
て支援も含めて)両性が平等な状態が醸成されないと理解が深まらないと思います。

411

若年時の本人の気付きと、それに対する周囲の対応が困難だと思います。 
小学生のうちから、トランスジェンダーについて詳しく説明することで、認識を持てるようになると
思います。 
『男』『女』の選択肢の世界で成長してしまうと、どうしても異質なものと認識してしまうと思います。

412
県として取り組むべきは、公的権利のサポートと、差別をする人たちへの働きかけ。全体にきれ
いなことを啓蒙することに意義を感じない。具体的に一人ひとりへの働きかけを。

413

無理に理解をしようとさせるのは誤ったアプローチであり、違いがあることを「尊重する」ことが大
事だと思っています。そういう方向性での対応で取り組んで頂ければと思います。 
※本質的には、理解は難しい領域だと思っているので。知識として知っていても、腹落ちはなか
なか難しい。

414 義務教育でも入れられるといいのではないでしょうか。

415 特別なことではないということを，学校の道徳などでも扱ったらいいのではないかと思います。

416
とてもデリケートな問題で、当事者や家族の相談など真剣に向き合ってくれるようなサポートを県
のみならず身近な市町村でも対応して頂けるといいように思います。



417

日本の戸籍上は男性と女性しかいない。その組み合わせとしては、男女、男男、女女の３通りし
かない。だから男女以外の組み合わせがあってもおかしくないし、自分の性を受け入れられない
人がいてもおかしいことではない。誰もがそういうことに普通に理解を示すべきだし、国や自治体
が先進的に取り組むべきだ。

418
「男は男らしく、女は女らしく」の時代に育っているため、自分自身の考えを評価するためのセミ
ナー等があれば参加したいと思う。

419 性的なもの以外でも人それぞれ。違いをあげつらうこと自体がNGですね。

420 周りにいないので、よく分からない。県の取り組みも何をしているのかわからない。

421
以前勤めていた会社の上司にいました。
肉体的にいじって女性らしく見え、ユニフォームも女性用を着用していました。
しかし、周りの目が気になって会話するのに抵抗がありました。

422 まだまだ認知度が低い気がします

423
県がどのように取り組んでいるかわからない。アンケートをするだけでなく、このような機会に県
の取り組みを紹介した方が良いと考える。

424
理屈では差別はいけないことは多くの人はわかっていると思うが、感覚的に受け入れるのは時
間がかかるので、少しでも早くなれるために、触れ合う機会を多く作ることが大切だと思います。

425
十人十色だから、特別の扱いをしなくてもいいと思いますよ。当本人のままで受け入れていれ
ば。

426
当事者意識で困る事、改善する事が周囲にわかりやすく周知され、良いアイデアが出て理解が
進む事が出来る様になると良い

427 よく知らない。あまり考えたこともない。

428

７年前偶然レインボー映画祭にいき、そのような人たちに視線を向けた作品をたくさん見ました。
はじめはとても抵抗ありましたが、何年も毎年みるようになり彼らが苦しみ生活している姿を感じ
るようになりました。映画祭は彼らを支援している若い世代がいます。若い世代のほうが理解して
いるかもしれません。電車で女性姿の彼を見かけると頑張って生きてるんだと思います。せめて
この世の中で恥じることなく堂々と皆普通な人と思える世の中になってほしいです！

429
身近で性的少数者に関する情報に接する機会がなく問題意識がかなり低いので、県の具体的対
処例の情報提供を公民館とか市町村の出先機関に掲示・パンフレットなどで知ることができれば
良いと思います。

430 何人に対しても人格の尊厳を持って臨めば差別はなくなるはず。教育で徹底してほしい。

431 扶養に関わる制度など、誰もが対等に受けられるといい。

432 アンケートにこの案件が取り上げられること自体がよい取り組みのひとつと思います。

433

県民が困っている時に真っ先に相談にいくとすれば市町村の役所です。ところが、その対応は非
常にお粗末で相談に乗って解決に向けていこうという意欲もあまり感じれらないのが実態です。
県から市町村への指導教育を充実させてほしいと思います。
性的少数者の問題を含めすべての面で・・・・

434 本当にそうか認定すべきでは。女装した痴漢だっている。



435 自分らしく自由に生活できるように支援していくことが大切だと思います

436
昨今、声高に主張をする性的少数者の方（？）に違和感を感じています。 
県として取り組みをする必要があるのかを疑問に感じます。

437

県として何か特別に取り組む必要があるのか疑問。他にもっと重要な課題があるのでは。性的
少数者に対してのみでなくあらゆる差別や偏見をなくし、さまざまな価値観を共有しあえる社会を
目指すのであれば賛同したい。 
性的少数者への配慮がいきすぎて、多数派が肩身の狭い思いをさせられないようにして欲しい。 
入浴施設や更衣室・トイレは戸籍に登録されている性別で区別すべきだと思う。「身体が男性で
も心は女性」と言われても非常に抵抗があるし、下心をもって入ってくる人が出そうで不安です。
自認する戸籍に変更すれば問題ないはず。 
性的指向は個人の自由であり、それを当たり前のこととして受け入れる雰囲気さえあれば、特に
法令の制定などの必要性は感じない。他人に話されて困るようであれば自分の胸の内に秘めて
いるべきと、アウティング事件の裁判のニュースをみていて感じた。

438 本人だけでなく、家族や職場の啓蒙活動やセミナーをもっと開催すべきだと思います。

439
性的少数者を理解し、差別してはならないという話、理屈としては判る。ただ、気持ちがついてい
かない。

440
小学校の同級生がバイセクシャルだったが、当時の私には知識も想像力もなく、今思えば傷つけ
るようなことも言ってしまっていた。今の小学校ではもちろんLGBTQの教育が行われていますよ
ね？もしないのなら、早急に取り入れるべきです。

441
性別がどうであれ人権があり尊重されなければならない。従い性別が何であっても社会は受け
入れる意識、姿勢、が必要であり、受け止める枠、体制を整えることをお願いします。

442
東京に比べて、県がLGBTの方に何かを対策を取っていると感じたことがない。LGBTは、幼少期
からの教育が大事であると感じるため、LGBTに関する理解を教育に組み込んでほしい

443 取り組む必要がない。当たり前と思えば良い。

444
性的少数者は尊重されるべきだが、同様に、性的少数者ではない人も尊重されるべきであり、少
数者が特に優遇されるべきではないと思う。

445 県民参加の熟議の場が必要

446 差別は容認されるべきではないが、特別扱いもすべきではないと思います。

447
埼玉県が積極的に、差別意識を取り除く取り組みをしているとは感じない。子どもの頃からの教
育、会社・家庭への周知などもっと働きかけが必要だと思う。

448 県が取り組むことではないと思う

449
まだ性的少数者は趣味や性癖と認識している方が多いのでその定義から変えていく必要がある
と思います

450 同性カップルへの補助金や茨城県のように同性パートナー制度導入をご検討下さい。

451 性的少数者に対する理解を広めるための、幼児教育の段階からの対策が求められます。

452
自分の子供が性的少数者だった場合、理解はしたいと思っている。その反面、一般的に普通だと
思われている結婚や出産など、乗り越えなければならない壁が多くなる。親として、なるべく苦労
は少ない方がいいかなと思っている。



453 婚姻はともかく、パートナー制度はあってもいいのではないかと思いました。

454 まったく未経験の世界のため、特段の意見はない。

455 差別だと言われるかもしれないが区別はしっかりして欲しい

456 教育、職場で不利な扱い方をされないように環境・法的にも整備されると良い。

457
問６の相談機関を、もっと身近に、数多く設置し、メール等も使って、気楽に相談できるようにして
いくといいと思う。

458
身近に居ないので、何とも言えないですが、そのような方を拒否しないようにしていきたいと思っ
ています

459 あまり意識し過ぎないほうが良いと思います。気を使いすぎに抵抗感あります。

460
Diversityという名のもとに、違う人たちに対する対応を別途必要とする社会はおかしいと思いま
す。そうした人たちも自然に過ごせる社会の実現が必要だと思います。

461 LGBTについて行政サイドから詳しく説明・啓蒙活動してほしい。

462 同性から言い寄られた事があり、LGBTではないので困惑しかない。 

463
私の回りにはいらっしゃらないのですが差別は悲しいと思います。相手のことを思いやる温かな
世の中になって欲しいと切に思います。

464
現在は理解できていない。今後、性的少数者に出会う機会があれば理解しようと努めると思う。
しかし、もし自分の子供が該当者であれば、子孫が絶えるのかと思うと、ショックだと思う。逆に言
えば子孫の問題さえ解決できるならば、性的少数者に対する抵抗は無くなると思う。

465 少なくとも知り合いにいないものでノーコメントです。

466 難しい問題だと思いますので慎重に取り組んでいただけることを期待致します。

467
対応が非常に難しく感じ受けます。行政の対応も、どうしていいのか、答えが出しにくいナーバス
な事柄だと思います。 
心底より、ご苦労さまと、申し上げます。

468
性的少数者は前から一定数いたとは思うが、自ら言える風潮ではなかった。でも今は違ってき
た。自分たちのような若い世代と年配の世代では受け入れ方にも差があると思う。性的少数者に
対する正しい理解を得るための知識や情報は必要。

469
逆に誰が異性愛者だとか考えて生きてるわけじゃない。身近にいないからよくわからない。同性
婚は認めていいのでは？くらいにしか思わない。お手洗いは多目的用では当事者さんがたは嫌
なのかな。

470

自分が青年期には本当に少数だったが、増えているのか、以前は隠していたのか、食べ物の影
響なのか。原因となる要素もしっかり認識した上で取り組まないと、小手先の支援になるのではと
危惧する。 
世間が受け入れる方向にはあるものの、偏見はまだ根強いと感じるため、専門家を交えた慎重
な対応を期待する。

471 出来るだけ援助をしてあげるべき

472
今後いろいろな形の家庭環境が増えると思うので、支援を拡大して住み良い街づくりを願いま
す。

473 わかりません。意見を言えるほど、理解していないので、説明の機会を増やしてほしい。



474 現状を直視し、トイレ、風呂などそれなりの対策をうっていくことが必要。

475 性的少数者に係る用語の広報を積極的に進めて欲しい

476 分かりません 

477
非常に難しい問題と思います。社会環境の中で堂々と生活する時代が来ることを祈るばかりで
す。

478
学校において、教員に対する研修を制度化・徹底する。
人権問題なので、国の施策ときっちり歩調を合わせる。

479 こればっかりはケースバイケースだからとにかく取り組みを継続して頑張っていくしかないと思う。

480
理解することによって生活しやすくなるのだから男女の意識はなくしてもいいのではないか。昔の
男は男らしく、女は女らしく...
パートナーシップ制度も自治体によって格差があり、より良い方向へ変えていって欲しい。

481 身近に該当者がいないのて、理解しにくい。

482
身近にいないのでわからないが、もしカミングアウトされたら、正直、ひいてしまうと思う。あくま
で、テレビの向こうの話。情けないですが、、、

483

私が子どもの頃、堂々と同性愛者であると宣言しているカップルがいた。
二人とも芸術家で、知性があり、うちの母親などは立派な人たちとして尊敬していた。
私も、子ども心にも、彼らを変態と言ってあしざまに言う人たちより、彼らのほうがよほど立派な人
だと思っていた。でも、もし、母親が世間と同じような気持ちだったら、自分も偏見をもってしまった
かもしれないと思った。学校などで、性的少数者に対する偏見を無くするような指導をぜひおこ
なっていただきたい。

484 何となく興味本位で見てしまうが、心ではすみませんと言っている

485

多くの人が『LGBT＝性的マイノリティ』と認識しているようですが、この言葉自体が性的マイノリ
ティの一部しか表現できておらず、LGBとＴは違う属性であることも理解されていないようです。
ＳＯＧＩ【Sexual Orientation（性的指向） ＆ Gender Identity（性自認）】という言葉があり、最大のマ
ジョリティであるヘテロセクシャル（異性愛者）とシスジェンダー（心と体が一致）の組み合わせを
含むすべての人を表現できます。しかしながら、性的指向ではなく性的嗜好と誤った理解をして
いる人も少なくはありません。
私は性的マイノリティについてはよく理解してますが、質問５についてはやや抵抗があるというの
が正直なところです。それは性的指向がヘテロセクシャルであるためなので、やや抵抗ありという
ことは否定されるべきではありませんが、性的マイノリティの人が差別を受けたり、心無いアウ
ティングはハラスメントです。
国会議員ですら誤った理解をしている人もいるようなので残念ですね。

486 周りにそのような人があまりいなかったので、あまり考えたことがなかった。

487 公共の施設（図書館等）に広報誌（具体例などを説明したもの）を置いてほしい。

488
差別のない、誤った知識での誤解のないように、私たちも身近なところから理解を深められるよう
に勉強していきたいと思っています。

489

幼稚園保育園の頃から既に子供たちの間でいわゆる女の子っぽい趣味の男の子がからかわれ
たりする。そういうところから既に性別に対する偏見が始まっていると思う。妊娠中の両親学級な
どで子供への接し方（性別の偏見をなくしていくこと）や、年中・年長の頃から最低限の人権教育
を実施する機会をもち、段階を踏みながら性的少数者への偏見もなくしていってほしい。



490

言いたい事や制度整備の意義は解るが、少数派に大多数そして生物としての本懐である異性と
の「普通が」脅かされかねない気も大分しているのが本音。　少子化と同じ、大多数の老人優遇
が根幹を揺るがしている現代で、そこまで少数派を取り上げる必要があるのか？と言葉には出さ
ないが感じています。

491 取組をしている事すら知らなかった。

492 県民の税金を使って取り組むべきではない。

493
人権というか、人はできるだけ自由に生きてほしいので、最低限偏見を持って取り組むことはしな
いでほしい。

494

ペドフィリアや性加害は許せないですが、LGBTQなどの認識が広まって偏見がなくなってほしい
とは思います。
SNS上でなく実際にカミングアウトされたことがないので自分でもどう反応するか分からないです
が、なるべく相手を傷つけない言動を心がけたいです。

495
自分で好きでトランスジェンダーになったわけではないと思うので、事実を受け入れて理解できる
ように学校教育でも取り入れれば良いと思います。体験できるような取り組みができるといいです
ね。

496
価値観の多様化にともない、性的少数者に対する理解も必要と思いますが、身近で起こらないと
ピンと来ませんね。

497
性的少数者に対する扱いを、性的多数者がどうとらえるかを常に考慮していただきたい。多数者
の生活に影響が出ないよう、どちらにも配慮が必要と思います。特に学生、生徒、児童の扱いは
慎重にお願いいたします。

498 注視しない。

499

どうしてもLGBT関連を理解出来ない人が身近にいるので、難しい問題だとつくづく思います。 
同じ人間はいません。 
自分と違う人を認められる人が増えると良いと思います。 
そんな人が増えるような取り組みをお願い致します。

500
性的な悩みは人には分からないもの。 
是非そういう人達も安心して暮らせる埼玉県であってほしい。

501

LGBTQの話に若い世代は偏見を持っていない人も多いです。ぜひ、一定年齢の上の層に対する
啓発を深めて欲しいです。 
個人差はありますが、性的少数者は自分達の存在を他人から余計な干渉をされず、ただそのま
ま認めて欲しいと願っています。経験上、啓発活動をする際、「可哀想な性的少数者だからこちら
が配慮しなくてはならない」と上から目線の態度を結果的に教えてしまっている方がいらっしゃい
ます。「異性愛者もLGBTQも対等である」という、同じ立場で関係を築く態度を意識して啓発して
頂ければと思います。

502
全世代において、未だ誤った認識が蔓延しているように感じる。県民講座が実施されていること
は知らなかった。市町村にも協力をお願いし、講座の周知及びLGBTの正しい知識が広がること
を願っている。

503
もっと理解しなくては、いけないと思うが、資料的なものや、講座などが、あれば参考に聞きにいく
と思う。

504

年代によって理解度に差があるのは仕方の無いことだと思います。 
今の若い世代が寛容になってきてるのは情報化社会で成長してきたからこそなので、それと同じ
ものを高齢者に求めるのは難しいでしょう。 
しかし無理解のまま他人への攻撃材料にする人がいるのは問題だと思うので、抵抗があるのは
仕方ないけれどそういうものなのだと静観するという選択肢があるのだと周知する活動が活発に
なればいいなと考えました。



505
県がどのような取り組みをしているのか知らなかった。悩んでいる方がどこへ相談したらよいの
かをもっと広めていく必要があると思う。学校等を通して相談できる機関を周知したらよいと思い
ます。

506 社会的に理解できる仕組みの構築が必要。

507

差別は絶対にいけません。 
また少数者の意見を汲み取ることこそが民主主義の根幹を成す理念です。 
性的少数者が生きやすい社会は全ての人が生きやすい社会です。 
その実現に向けて私も努力します。 
県職員のみなさんにも頑張って頂きたいですね！

508
この問題に限らず、少数派に対して日本は保守的すぎる。特に同年代～上の世代の理解が足り
ない。差別的。

509
性で人を判断するのでなく、性別に限らず◯◯さんとして尊重することは、男女共同参画含めて
いろんな分野で共通のことだと思っています。レッテルを貼りすぎるのも考えや見方が固定され
てしまうので、どうかなと思います。

510

県の政策や取り組みがまったく見えていない。そもそも、いないものとされているかと思う。埼玉
県は、当たり前に結婚をして子どもを産んだ人たちの楽園だから。でも、育てている子どももその
可能性をもって生きている、生まれてきているのに。未来を担う子たちが苦しむ社会を続けて欲し
くないです。このままでは、多様性を受け入れている東京と差がつく一方かと思います。当たり前
に結婚をして子どもを産んだ人たちが、自らの社会的ステータスや思考の幅広さをアピールする
ために、LGBTへの理解があるように見せるためだけの上辺の政策をくれぐれも行わないで欲し
い。ならば、何もしない方がまだマシかなと思います。

511 今、多様性を認める時代であるので、自分自身も認められるようにしたい

512
初めて聞いた言葉なのであまり実感はないが悩んでいる人もいる事を知り考える事が出来た。
相談場所がある事は素晴らしいと思う。

513

トランスジェンダーやバイセクシャルなど同一に議論するのは違和感がある。
異性愛者であっても興味が無ければ振られる訳で、趣味の問題だと感じるし、その人それぞれで
構わないと思う。
ロリコンやペドフィリアが省かれているのはなぜか疑問。

514

問題はマスコミ等で、よく取り上げられるようになり知っていますが、当事者には、まだまだ難しい
世の中なのだと思います。
だから、周りにあまりＬＧＢＴの人がいないのだと思います。
いない、のではなく、隠していないと生活出来ない、表に出せない、なのだと考えます。
もっと、小さな範囲で、居場所や相談窓口があれば、そしてその窓口が、閉じられた場所ではな
く、地域の人とも繋ぐ役目を担ってくれたらとは思います。
これは、この問題だけでなく、福祉全般に通ずることだと思います。

515

申し訳ないのですが、県で何に取り組んでいらっしゃるのか分かりません。
講演会？聞いたことありません。もっと宣伝してください。
LGBTについては若い世代の方が認知されているし、理解があると思います。
上の世代はまだまだ抵抗がある方が多く、正直自分の親も理解しているか、受け入れているの
か怪しいと感じます。
ゲイの方と一緒に働いたことありますが、力持ちで大きなものを運ぶのも難なくて、細やかな気配
りができてすごく素敵な方でした。
初めはどう接していいのか分からなかったけれど、実際に話したり一緒に仕事すると印象は変わ
るもんだなと思います。



516
税金や相続など、一般的な夫婦と同じようになるといいなと思います。近隣の県や自治体の動向
を待たず、いち早く埼玉県が取り組んでほしいです。

517

公的機関が用いる各種書類について、性別記入欄を廃止してほしいと思います。絶対に必要な
情報以外は書かせない、という意識が薄いことに憤りを覚えます。 
また、投票用紙の交付に使う器械でも、係員が性別を判断してボタンを押しますが、それが一部
の性的少数者の苦痛になっていることを理解した方が良いと思います。（一部自治体ではボタン
を片方ふさぎ、男女どちらに見えても同じボタンを押して対応しています。）細かなことですが、行
政がそういう事柄に敏感になってほしいと切に思います。

518
多機能トイレには「だれでもトイレ」みたいに女性男性意識せず使えるようなのがあっても良いの
ではと思う

519
子供の時から性的少数者と接したり、理解を深めることができれば、偏見や差別を持つ大人にな
る事は少ないと思います。そのため、義務教育の段階から性的少数者の理解を深める教育を
行って、多様な人々が社会には存在していることを子供たちに教えて欲しいです。

520

お役所の、性的マイノリティーへの理解や支援が始まったことは歓迎すべきですが、それが当事
者の望みとイコールかは別問題です。 
お役所仕事は「やっているふり」が多くて、実際は機能していないケースが多いと！ 
せめて、二次被害にならないようお願いします！！

521
地元の国保の保険証の性別欄に裏面参照、裏面に戸籍上の性別は○○と印字できるシステム
が導入されていない

522

実際に家族の中に性的マイノリティーという立場の人間がいた場合、自分がどの様な感情を持ち
どの様な態度をとるのか、全く想像できません。「性的マイノリティーが認められ、差別や迫害の
対象とならない社会」が理想的であることは否定しません。そうあるべきだと思います。ただ今後
「どうしても同性愛を受け入れられない」という考え方がマイノリティーとなった場合、その考えが
差別や迫害の対象になる危険性があるのではないでしょうか。全ての考え方が認められた上で、
差別や迫害のない社会を望みます。

523

これからは、社会が理解してゆくべき課題だと思います。しかし、例えば自衛隊など、男子だけで
禁欲的に訓練しているところに、男子狙いの同性愛の志願者を入れるべきではないと思います。
こうしたテーマの議論は必要だと思います。

524

テレビなどでは見たり聞いたりしたことがあるけど、実際我が子がそのような性の悩みを持ってい
たりそれを打ち明けられたら、自分はどうするだろう、と考える。たぶん、すごく悩み専門的な意見
や誰かに聞いてほしいとおもうので、身近に配布される県や市の広報などでもそのような施設や
電話や相談窓口を周知してほしい。

525 どんな取り組みをしているのか聞いたことがない。もっと広報するべきだと思います。

526

昔に比べて今はだいぶ違ってきていると思う。見えなかったものが見えるようになっているので、
それに対応しなければならない。それで少しでも世の中がよくなるのであれば、人が穏やかに暮
らせるのであればその流れを作らなければならないと思う。
昔、身近に被差別部落の友達がたくさんいた。当然大人たちは昔からの考えを押し付けてきた
が、自分が被差別部落の人間であったらと考えたことがあった。社会科で勉強をして理解はして
いたはずだったが、その時は涙が出るほどショックを受けたことをいまだに覚えている。今は大人
なので当時より柔軟に事が受け止められるが、いざ我が子であったら受け入れられるが、少し時
間はかかるのかな？

527 意見はあるのですが、わかりやすく伝える文章を作れません。

528 県での取り組みはあまり知りません。今後は関心を持って見守っていきたいです。



529
きちんと当事者の意見を聞いてほしい。専門家に研修を受けるなど、職員の方も理解を深めてほ
しい。

530
埼玉県内の市で、性的少数者で当選された市議会議員の方がいる市もあるので、県議会にも当
事者の方がいると、当事者の方の声が広まりやすいのではないかと思います。

531 広報が弱く知らない

532

同性愛者のカップルが家族として扱われる、差別禁止、合理的配慮義務など、権利保護の条例
制定。
制服等の強要禁止など実質的差別、文化的差別の撤廃。
理解促進に向けて民間団体との協働や気軽に相談できる環境の整備。
学校でのSDGs教育など、権利の教育の充実と教員への啓蒙。

533
今年できる地元の中学校は制服が自由に選べる。
この件だと思います

534
性別記入欄を必須項目にしないなど、徹底させる。例えば学校で生徒に配る資料。小学校から
隠れたカリキュラムとしての性差別をなくすよう忠告する。（名簿も男女にはっきり分けなくても良
いのでは）

535
県がこの問題に取り組んでいることを知らなかった。私の周りには知識もないのに偏見を持って
心ないことを平然と言い放つ人がたくさんいるので、活動自体をもっとアピールして欲しい。私自
身ももう少し理解を深めたいので何か勉強できる機会があればと思う。

536

理解することが必要だと思うので、小さいうちから様々な人がいて、理解しあうことが大切という
のを教えることが必要だと思います。そうすればカミングアウトという表現もなくなるのかなぁとは
思います。
呼び名は全員「○○さん」にするとか、制服は性別関係なく選べるとか(もしくはなくす)、誰でも使
用可能なトイレがあるとか対応しているのでしょうか？調べていないのですみません。校則は一
度全部見直してもいいかもしれませんね。テレビで髪をわざわざ黒く染めさせられたとか聞くと時
代にあってないと思いますし。小学生の時にハーフで白人の子がいましたが、幼いときから一緒
だと他の子と変わらず日本人の友達のひとりとしか思ってなくて、今思うと見た目はめっちゃ外国
人だったかもと思うことがあります。先入観なく過ごせる環境って大事だなと思います。

537 性的少数者がなにも気にせず普通に暮らせる街づくりをお願いします

538
性的少数者に対する偏見は年齢が増すほど考え方を変えることができないと感じ、小学校から
の早めの教育の必要性を感じている

539
人権に関わる大切な取り組みだと思いますので、他国の事例、他県の取り組みなどを十分かつ
慎重に議論して欲しいです。 
また、決まったことは、県民に伝わるように発信してほしいです。


