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Ⅲ　自由記述

　回答をいただいた484件のうち、男女共同参画に関して199件の意見が寄せられま
した。
　誤字・脱字，表現方法等について原文の意見の主旨を損なわないように修正を加
えて掲載しました。なお、同じ内容の意見や個人・企業が特定できる場合など好ましく
ないと判断したものについては，掲載していないものがあります。

◎男女共同参画について
○ 男女の役割についてわきまえた上で、共同参画は良いと思う。 女性 40～49歳
○ 男は男らしく家の柱となって働き、女は主婦・子育て等を完全にやっ

て、その上で共同なり何でも責任のある生き方を仕事をしたいと思いま
す。

女性 70歳以上

○ （左記問い全てをふまえて）男女が共にあらゆる場で分け隔てなく、対
等に付き合えるという事は、とても良いことであると思います。「アン
ケート問２」でも書きましたが、お互いが相手を尊重し、相手の弱い部
分を補いつつ、物事に取り組めたら、仕事（職場）も家庭も、日常のさ
さいな事も少しは変わるのかなぁ!?と考えます。

男性 30～39歳

○ 男女それぞれの立場で、生活ができればと思います。 女性 50～59歳
○ 男女平等ではなく、男は男、女は女というふうに、お互いの長所・短所

を認めあい、協力していくことが良いと思う。平等、平等と言ってる方
が、不平等・差別だと思う。

女性 20～29歳

○ 良いことだと思うが、よくわかりません。無理に男女共同参画、平等に
すべきでなく、その人それぞれの特性を生かした社会づくりが大切だと
考えます。

男性 40～49歳

○ 男性には男性の、女性には女性の特徴があるので、何もかも平等とはい
かないと思います。特徴を生かして良い方向にいけたらと思います。

女性 50～59歳

○ 男女平等はそのとおりだと思います。でも、男性にできない、女性にで
きない事があると思うので、無理に男女肩を並べるのでなく、お互いに
助け合う事が大事と考えます。

女性 60～69歳

○ 社会も職場も男女平等の精神が大切で、共に敬い、助け合う事が大切だ
と思います。

女性 50～59歳

○ 個々問題が異なり、男女（市民）が協力しなければならないと思う。 男性 60～69歳
○ ドラマ「功名が辻」のように、共に支えあい、助け合い、家族も仕事も

前進できれば至上ですが、現実には男女それぞれの特性＝固定観念が先
行し、女は「こうするもの」、男は「こうするもの」という意識が強
く、なかなか平等な立場で物事を進めていくのは困難です。現代社会に
「ゆとり」が足りない分、お互いを誉める事を忘れ、責め合う事ばかり
している社会の中で、みんな率直な意見が言えなくなっていると感じま
す。男女の特性の良いところは尊敬しつつ、家庭・仕事・教育とも、
もっともっとお互いを認め合え、自由に意見がぶっつけ合え、たたえ合
える男女対等な社会の実現を切望します。

女性 50～59歳

○ 今の世の中の女性は、仕事と家庭を両立するのは難しいと思います。そ
のため、未婚・少子化が進むのではないかと思います。そのため、男女
ともに協力し合える社会になってほしいです。

女性 20～29歳

○ ジェンダーフリーに取り組みつつ、社会的な環境を整えて行く事が必
要。

男性 50～59歳

○ 男女共同参画と言っても、内容が広い事だと思います。民間企業・市・
町・また一人一人の自覚と協力がなければできない事だと思います。

男性 40～49歳

○ 女性参画の受皿整備も重要であるが、女性そのものも甘えることなくス
キルアップが必要。

男性 40～49歳

○ やはり女性もいろいろと意見のできる人間であること。その意見に対
し、対等に耳をかたむける事。

女性 60～69歳

○ 今まで言われていた男性型の競争社会に勝ち抜ける力を、女性も身に付
けるべき。

女性 30～39歳

○ 地域活性化には多くの女性参画が必要。 男性 70歳以上
○ 是非、共同参画をお願いします。 女性 70歳以上
○ 賛成です。外国（先進国）と比較して遅いと思っています。 女性 70歳以上
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○ 良いと思う。 男性 60～69歳
○ とても良い事だと思います。 女性 20～29歳
○ とても良い事だと思いますが、自分が参画できる事があるか考えた時、

正直言って何もないので、人事でしかないです。
女性 30～39歳

○ 男女差別のない社会が理想です。 女性 70歳以上
○ チャンスは平等でなければならない。 男性 30～39歳
○ 参画の内容による。 男性 70歳以上
○ 言葉が先行し、内容の理解ができていない。 女性 70歳以上
○ まだ、いまいち良く理解していない？ 女性 30～39歳
○ 考えた事もないので、わからない。 男性 50～59歳
○ 男女共同参画という言葉を初めて聞いた。（館山在住4年目）はっきり

言って、よくわからない。
男性 30～39歳

○ 今まで全然聞いた事のないものでした。全市民がわかりやすくして欲し
いものです。館山市民の何％くらいがこの言葉を知り、理解してるのか
知りたいです。このアンケート用紙が送られてきて、初めて知ったくら
いです。何の目的でって感じがすごくしている。

女性 40～49歳

○ 男女共同参画、今回初めて聞きました。もっと違う言い方はないので
しょうか？言いたい事はわかるのですが、興味がわきにくいです。

女性 30～39歳

○ 言葉としては聞いていましたが、あまり深く考えておりませんでしたの
で、とても勉強になり考えさせられました。

女性 50～59歳

○ 男女にとらわれず、人としてハンデを持っている人や老人も含め、広く
議論していける場、例えばネットのBBS他を市として立ち上げよ！！

男性 50～59歳

○ あえて女性雇用促進等しなくても・・・と思うこともある。どうしても
「女性が、女性が」と女性の事に目がいってしまうが、表面的に法整備
等しても、本当の意味での男女共同参画になるのかどうか疑問に思う点
もあるが、やらないよりは良い。

女性 30～39歳

○ 女性がもっと参加した方が良いと思うが、男性の意識改革をして、女性
が家から出やすいようにしてほしい。

女性 60～69歳

○ 先程あったように、社会活動等への参画について、審議会等女性委員の
数を増やすなど、女性にしかわからない部分（意見）をもっと出してい
き、社会的立場を確立していくべきだと思います。

男性 20～29歳

○ 男女問わず、参加できる人は率先して参加すると良い。 男性 50～59歳
○ 一人一人が意識して、どのような形にしてゆきたいのかを考え、目標に

向けて行動する事が大切だと思います。
女性 30～39歳

○ このアンケートが理想ではなく現実になるよう行動、考えていきたいで
す。

女性 50～59歳

○ 女と男が共に支えあい～男女が対等なパートナーとしてという立派な文
章が並んでいますが、現実として中高年の男性は全く無関心です。妻と
言う言葉で何でも夫の為にするのが、当たり前と思っている人が多い。

女性 60～69歳

○ 我が家は主人と共に二人の子供を育ててきました。また、大きな行事な
どは祖父母も参加するスタイルを取ってきましたので共通の話題も多
く、ですから家の中で会話が途切れる事もなく、バランスの良い人間関
係が築かれていました。これは、子供達が成人した現在でも変わってい
ません。しかし、始めからそうであった訳ではありませんでした。共稼
ぎでしたので、子供や家庭の事をすべてかかえていた私が疲れてしまっ
た時期があり、その際に主人と話し合い協力体制を取ってくれる様に要
望したのです（下の子が生まれてしばらくした頃でした）受け入れてく
れた主人もその事により、子供達の良き理解者になれた事を今では喜ん
でいます。又、会社も民間ですが、産休の間アルバイトの交代要員を入
れてくれる制度がありましたので、安心して出産する事ができました。
周囲及び出産後の公的機関のサポートがあれば女性は皆、子供を授かり
たいと考えていると思います。目の前の高齢化社会を愁うより、出産と
いう国にとって大切な仕事を行う女性に対して、差別する男性社会の改
革急進を切に願います。館山でも高齢化・少子化は深刻な問題ですの
で、男女共同参画は将来において、とても重要な推進事業と考えます。

女性 50～59歳
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○ 平成11年6月23日、本社会基本法公布以来7年を経過する中、これを知る
人22.3％、不知が多く33％（平成16年11月世論調査）である。権利は与
えられるものではないが、日本民俗の特性であろう。男女共同参画の実
現は、例えれば、基本的に雇用分野においては男女の均等、待遇の導入
につき指針等をモデルに示し、積極的に自治体が指導する事により、こ
れを図ることが期待される。

男性 70歳以上

○ 何でもかんでも男も女も同じという考えを、具体的施策の中で押し付け
るのは、問題があると思う。ある委員会のメンバーに占める女性の割合
だけ上げれば（数値だけ上げれば）それで問題解決とはいかない。

男性 60～69歳

○ 男女共同参画、男女平等は良い事だが、女性が社会に進出して地位が上
がり、女性一人暮らしができる事で離婚や未婚が増え、子供の数が少な
いのも大きな問題ではないかと思う。また、このような事が当たり前と
思う世の中が、おかしくなってきているのではないかと思う。

男性 50～59歳

○ 日本国憲法では、象徴である天皇に女性天皇は認められていません（皇
室典範）。これでは妃殿下は男子を産む道具でしかありません。この国
に男女共同参画など基本的にありません。

男性 60～69歳

○ 現実問題として「男女共同参画」が実施されると、女性の負担がますま
す重くなると思います。男性が子育て・介護・社会参加を今以上に進め
ていかない限り、「男女共同参画」は絵に描いた餅です。

女性 50～59歳

○ なんでも50％、50％にすることには行動不満（男女共同参画）（女性が
多くでもいい）会社等の構成は男尊。しかし、一般社会（映画、旅行等
の）では、女性が優遇？

男性 50～59歳

○ 男女共同参画社会基本法必要ない。 女性 30～39歳
○ 無理に作ることはない。 女性 60～69歳
○ あまりパッとしない気がする。 女性 50～59歳
○ 広報の報告では、あまりたいした事を言っていない気がする。 女性 70歳以上
○ やはり、すべての事で平等にはできないと思う。 男性 30～39歳
○ 調査票をもう少し多くの人にお願いしたら、より以上データが有ると思

います。（初めて知りました）
女性 70歳以上

◎仕事に関することについて
○ 女性は子供を育てる事で、生活が全く変わってしまう。子供をとるか、

仕事をとるか・・・両方をとるには大変な労力がかかっている事に、
もっと理解を求めたい。子供は「物」ではない。病気もすれば、淋しい
思いも感じている。もっとゆとりのある仕事をしても良いのでは？

女性 30～39歳

○ 女性の出産・育休・保育所の配慮がまだまだだと思う。 女性 40～49歳
○ 職種によっては無理かもしれませんが、職場専用の託児所があるとい

い。託児所でなくても、保育士さんの出張制度や、このための補助金な
どで、出産後や育児中でも職場に戻れるようにしてほしい。保育園で
は、保育料が高くて、最初の月の支払いが間に合わなかったりします。

女性 30～39歳

○ 在宅を増やして欲しい。職場内の保育施設の完全設置。 女性 30～39歳
○ 女性の多い職場なので、それ程男女差別は感じた事はないが、女性が妊

娠と子育ての時に職を辞めなければならないところが、もう少しどうに
かなれば良いと思う。男が育児休暇を取れる環境が、整備されれば良い
と思う。

男性 30～39歳

○ 大昔から、男が外に出て働き、女は家庭を守る型があり、徐々に女性も
外に出て働くようになっている。その結果、少子化・子供の非行の増加
につながり、子孫の繁栄をおびやかしていると思えてならない。ただ、
能力のある女性は、大いに外に出て、社会に貢献する道を閉ざす事のな
いようにしたい。

男性 40～49歳

○ 社会活動や教育活動でも職場がその重要性を認識し、柔軟な対応がとれ
る環境がなければ参加できない思う。

女性 40～49歳

○ 現在の社会では、夫婦が共に働く事ができる状況には、まだまだなって
いない。共働きをしなくても生活できる社会にはならないのか。

男性 50～59歳

○ 女性に働きやすい環境を作ってあげたから、無理やり女性も男性と同様
に働けという雰囲気作りは逆に恐い。

男性 60～69歳

○ 家族を持つ男女が、共に働き続けることができる体制を作っていきたい
です。（働く事は自己表現の一つだと思うので）

女性 30～39歳

54



○ 真面目に働く＝生活の安定・向上、そんな社会になってほしい。 女性 60～69歳
○ 家庭の負担がやはり大きすぎます。家事や子育てをサポートしていただ

ける体制があれば、もっと社会進出が可能ではないでしょうか。家庭や
子供を犠牲にして、社会で活躍できるとは思いません。

女性 30～39歳

○ 育児休業を使用できるよう、もっと理解ある社会にする為に市は何をし
てくれるのでしょうか？

男性 30～39歳

○ 男女が対等に働くという事は、家庭を持っている人にとって、家庭内も
平等に行われなければ難しい問題だと思います。私の年齢の人たち、昔
は女は家庭を守り、男は外で働いてくる・・・これが当たり前とされ、
昔と比べたらだいぶ働き易くなっていると思います。しかし、今の若い
人達の多くは、家族がゆえに子育ての期間の労働が折り合わず、限られ
てしまっていると思う。

女性 50～59歳

○ まだ子供のいる社員を夜遅くまで仕事をさせては、家庭はうまくいきま
せん。妻と子供に見限りられ、居場所のない人をつくっています。

女性 60～69歳

○ 現場、休日出勤など、女性ももっと表に出るべきである。 男性 40～49歳
○ 女性も専門性ある職についたり、知識を身につけたりすることも大切だ

と思いました。
女性 50～59歳

○ 自分をレベルアップする意識。 男性 60～69歳
○ 自信を持って男女の区別なく仕事をする事である。 女性 70歳以上
○ ハローワーク内に、もっと各市で取り組むボランティアや公共的な仕事

の紹介をした方が良い。
男性 50～59歳

○ 館山は働く場所がない。パート労働者が多いのではないでしょうか。働
く会社が欲しい。

女性 60～69歳

○ 身体障害者の仕事がもっとあっても良いと思う。年齢制限がなく。 男性 60～69歳
○ 地元で若者が働ける職場が増えてほしい。（都会からUターンさせたい

と思っています。）そして、活気ある館山市になってほしいです。
女性 50～59歳

○ 市内に情報技術を持つ企業の誘致をする。地方、地元企業の育成、企業
支援により仕事と雇用の場を。地域企業での商品開発や共同受注などを
手がける組織の育成と支援を。

男性 60～69歳

○ 男女を問わず、平等であるべきと思う。 男性 40～49歳
○ 上記と同じで、男と女ができる仕事を。 女性 50～59歳
○ 賃金体型に問題があり、同一労働に関して同一賃金にすべし。 男性 50～59歳
○ パートと正職員の差がかなりあり、特に公務員の臨時職員は同じ仕事を

しているのに賃金の差がありすぎます。例にとると保育士などです。命
を預かる仕事です。男女の差別と少し違いますが、若い世代、復帰した
時の待遇をもっと改善して欲しい。

女性 50～59歳

○ 男女のパートの時間給、同一にしてもらいたい。 女性 60～69歳
○ 男女平等の理解が都市主義に走る傾向がある。 女性 70歳以上
○ 女性の場合の良い点と悪い点もある。力仕事は男性の方が良い所もあ

る。
女性 60～69歳

○ 力仕事はどうしても男の仕事だと思う。女には無理な事が多い。現実的
には平等は無理だと思う。

男性 40～49歳

○ 男女が同じ仕事をする事が平等とは言えない。形式や形だけが平等では
いけない。

男性 20～29歳

○ 仕事の内容による。 男性 70歳以上
○ 性別にこだわらず、能力を重視すべき。義務と責任も平等に果たさなけ

ればならない。
男性 30～39歳

○ 基本的に、女性は働くべきではないと考える。結婚する前までにすべ
き。家庭が守れなくて、仕事とかしてる場合じゃないと思う。

女性 20～29歳

○ 専業主婦も一つの職業として見てほしい。仕事を持っているよりも、家
庭にいる方が制限があり、大変な事が多い場合がある。

女性 50～59歳

○ 現在、仕事は退職しているが、60歳まで勤務していた。仕事をしていた
事で、社会のかかわり方、又年金等良かったと思っている。

女性 60～69歳

○ 良い。 男性 60～69歳
○ 60歳過ぎたなら漁師では何も仕事がありません。本当に情けないです。 男性 60～69歳
○ 50歳過ぎると、仕事はあまりない。 男性 50～59歳

○ 54歳まで千葉まで通勤し、その後地元で仕事を探しましたが、年齢の壁
と男性優先の求人が多く、仕事に就く事ができなかった。

女性 60～69歳

55



○ 「市内に就職したいが仕事がない」という語をよく聞きます。悩みです
ね。

女性 70歳以上

○ 現在、東京で常勤中の看護師です。館山はレベルが低い、品位が無い。
プライドを持って働けない。

女性 50～59歳

○ 仕事に対しては、女性でもすごく優秀で頑張っている人がいますが、向
上心のない人（特に公務員）が非常に多く感じられます。

男性 30～39歳

○ 社会的に地位の高い人の「プロ意識欠如」事件が多発しているのが不気
味です。精を出して地道に働くのは、美徳でも死後でもなく、当たり前
の事だと思うのですが・・・。

女性 50～59歳

○ OL時代は随分とセクハラを受けてきましたが、大手でしたが「建設会
社」という男社会の中で、泣き寝入りしか術はありませんでした。

女性 30～39歳

○ 農家ですので昔から思えば良くなってきていると思いますが、まだ男女
の差はあると思います。

女性 50～59歳

○ 館山ではまだまだ女は差別され、理不尽な扱いを受ける。意見を述べれ
ば、頭ごなしに否定されたりも。平等と言う言葉はない。あるのはセク
ハラだけ。

女性 30～39歳

○ 頭から「女性にはできないことだ」と決め付けてやらせない。トップか
らこのような考え方である。このような考え方を改めさせるような、
トップに対する研修会を何度も行うべきである。

女性 50～59歳

○ 息子が（そううつ）精神状態が不安定な時があったりした時もあって、
困った時もある。

女性 70歳以上

○ 今の職場で産休など何もないので、子供が欲しいが困っています。 女性 20～29歳
○ もう少し女性にも働きやすい職場を。 女性 50～59歳
○ 職場での勤務時間で、主婦・母親である自分は、家事があるため5時に

帰りたいが、どうしても残業をせざるを得ない状況。男性は8時でも9時
でも残っていられるが、女性には定時で帰れるよう、会社全体の徹底し
た取り組みを望みます。

女性 40～49歳

○ 職種が千差万別のため、社員は臨機応変に。 男性 60～69歳
○ 一生続ける仕事に就くのは、難しいと思います。 女性 20～29歳
○ 最近、TVドキュメントは男性の育児休暇率2.0％を示した。極低水準は

否めないが、取得する男性がいるのも事実だ。今後、夫婦の絆のほか、
職場環境の整備、上司・同僚らの理解を支援、賃金、代替要員、保育施
設の拡充（政府は小学生までを対象拡充と策定中）、仕事のスキル等、
関連する諸問題解決に向け、自治体の指導と周知徹底が求められる。

男性 70歳以上

○ 支え合うこと。 男性 70歳以上
○ マニアル的な事は女性は優れているが、マネージメントは？でも、優れ

ている人もいる。それを上げる社会のしくみは、不十分（上位の男がだ
らしがない）大火なくの小心。

男性 50～59歳

○ 問14の答3欄は少ないです。十分に答になりませんでした。 女性 70歳以上

 ◎教育に関することについて
○ 学校教育の制度をもう少し見直して、健全な心を持った子供達を育てて

欲しい。
男性 70歳以上

○ 良い、悪いの区別をまず教える。 男性 60～69歳
○ 館山市の学校にはいじめはないのでしょうか。ＴＶを見ていると、事件

のあった（学生）校長先生いわく、命の大切さを教えていきますと言っ
ているが、事件があってからでは遅い。仲間を大切にすることを教える
べき。

女性 60～69歳

○ 人は信用しても、信頼するなということわざがある。まずは、自分を大
切に生きる教育。（戦前教育受けた者として）

男性 70歳以上

○ 小学校の道徳に取り入れ、教育する必要があると考えます。 男性 40～49歳
○ 一般常識、道徳を教える。 男性 60～69歳
○ 徳育教育が必要。修身的内容を示して、21世紀に対応する地球人を創る

べし。
男性 50～59歳

○ 男の子は男らしく、女の子は女らしく。 女性 50～59歳
○ 男は男らしく、女は女らしくをモットーに、それぞれの役割を教えても

らいたい。家庭でも同じことと思う。
男性 40～49歳
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○ 男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく、をもう一度考え直すべ
きと思う。

女性 60～69歳

○ 良い意味での「らしさ」は必要だと思う。 女性 30～39歳
○ 男は男らしく、女は女らしく、思いやりの心を育む道徳教育が、これか

ら必要であると思います。
女性 50～59歳

○ ジェンダーフリーはいいが、小学校で先生が男子児童を「～さん」と呼
ぶのはおかしい。男の子の呼び方は、普通に「～君」でいいと思う。

男性 50～59歳

○ 行き過ぎたジェンダーフリーの考え方（男も女も同じ部屋で着替えさせ
るとか）や、女の子がお人形さんごっこをするのは良くないとか、女の
子が女の子らしくするのはダメとか、赤い色が好きと言ってはいけない
とか、可愛い格好を好むのはダメとか、無理に形の上だけの平等を公教
育の場で強要するのは、良くないと思う。

男性 60～69歳

○ ジェンダー教育必要なし。 女性 30～39歳
○ 性教育・薬物関係の教育を、もっとしっかりやった方が良い。 女性 20～29歳
○ 内容の充実を図り、生徒の能力を伸ばせるようになることを望む。教員

の増員も必要だと思う。
男性 30～39歳

○ 教育に対する取り組み方が、各学校（小、中）や地域によって違いすぎ
る。レベルを同等にして欲しい。

女性 40～49歳

○ 学校教育の中で特に機会を設けなくても、各科目の授業内容から自然に
身に付いていくと思います。

女性 30～39歳

○ 学校の登校日土曜日に午前中授業を行う。日曜日休日とする。（これで
学力が良くなります。

女性 60～69歳

○ 小学校の子供は、男女の差を感じない環境にあると思います。 女性 30～39歳
○ 勉強のできない生徒を、もっと真剣に指導して欲しい。塾に行けば良い

と思っている先生が多い。金のない家もある。男の先生を増やして欲し
い。

女性 60～69歳

○ 教員のレベルアップ。 女性 30～39歳
○ 女学生の言葉使いは聞いてられない。男女平等の誤りでは。教師の質

（先生）の低下（サラリーマン化）。
男性 50～59歳

○ 子供を本当に愛する先生が増えてほしい。 女性 60～69歳
○ 今、孫を保育園に送り迎えをしていますが、小さなすり傷でも神経を尖

らせていらっしゃるのが大変だなあと思いました。
女性 50～59歳

○ 学校教育に託する事だけではなく、私たち家庭教育をもっと重視すべき
ではないかと思いますし、もっと学校教育の中で、教師はプライドを持
ち、生徒に接し厳しく指導すべきだと思います。（全てに対して）

男性 50～59歳

○ 指導者に対しての感謝の気持ちという事が、忘れられている社会であ
る。家庭や地域において、お世話になった人に対しての感謝心をもっと
教育する必要がある。

男性 50～59歳

○ 昔の教育と違っておりますね。私達の時代は、戦争をしておりましたか
ら、随分激しかったですよ。

女性 70歳以上

○ 私の時代に比べ恵まれていると思いますが、何か一つ足らぬ物があるよ
うな気が致します。今は昔、子供が中学の事でしたが、週に１時間「修
身」の時間をと言って、笑われた事があったような・・・教養のない私
には、このくらいの事しか言えません。失礼致します。

女性 70歳以上

○ 少ない２人や３人の我が子にお金をあたえて育て、会話も身のまわりの
しつけもあまりしない母親が多く、子供も親の有難さを感ぜず育つの
で、昔は考えられなかった。

女性 70歳以上

○ 教育はできる限り、一生続けるべきである。 女性 70歳以上
○ お互いに協力する事が良い。 男性 70歳以上
○ 女性自身も向上心がもっと必要と思います。 女性 70歳以上
○ 社会的慣習の打破と幼児期からの論理性を高め、自己主張ができるよう

にする。
女性 70歳以上

○ 教育は学校、しつけは親、現在の親のしつけができていないから、子供
が変になる。

女性 60～69歳

○ 学校現場での教育では限度がある。しつけがきちっとされていない。子
供が多い。両親に問題があることから、教育の中で父兄への指導が必要
と思う。

男性 60～69歳

57



○ 一般社会生活に対応できる子供に育てる事。親に対して、一般常識や教
養講座の開催やパンフレットの配布を。

男性 60～69歳

○ 「親を教育しないと始まらない」的な親が多いのでは？早実高の斉藤投
手が注目を浴びるのは、その好例かと思います。

女性 50～59歳

○ 父親のかかわりが少ない。 女性 40～49歳
○ 人を思いやることのできる人間（子ども）を育てて欲しい。社会の規律

をしっかり家庭と学校で教育しましょう。
女性 70歳以上

○ 親も家庭で責任あるしつけが大切。挨拶のできる子、人をいたわる子に
教育現場に全てを押し付けない事が大切だと思います。

女性 50～59歳

○ 家庭教育の充実。 女性 70歳以上
○ もっと（学校など、生徒に関して）ボランティアに支援をして欲しい。 女性 50～59歳

○ 市民全員が関心を持って、地域で子供を育てるような協力が必要ではな
いかと思います。

女性 20～29歳

○ 日・祝日、夏・冬休みに小・中学生、父兄共々リクレーション・奉仕作
業の実施に市が力を入れる。

女性 60～69歳

○ 都市で大学選択をしている現在、市内近郊で良質の大学・大学院があれ
ば良いのに！？

女性 50～59歳

○ 安房高と南高の合併には賛成ですが、校舎が男女別々なのでは意味が無
いと思います。

女性 30～39歳

○ 良い。 男性 60～69歳
○ 今の自分には、よくわからない。 女性 30～39歳

 ◎その他
○ 男性、女性それぞれの特性を尊重し、協力しながら生活することは当た

り前だと思っているので、”平等”について考えることが、そもそも違
うような気もする。

女性 40～49歳

○ 元々、男女は平等ではないのです。（能力が異なりますので）ただ、助
け合う事は賛成です。

男性 40～49歳

○ 女の特性、男の特性を生かし合うシステム作りをすべきで、何でも平等
は良くない。

男性 60～69歳

○ 算数と物理は論理社会の基本です。女性はもっともっと算数と物理に強
くならなければダメ。

男性 70歳以上

○ 男女共同参画施策の推進全く必要悪である。 女性 30～39歳
○ 男女平等、女性の権利、ずいぶん意識が変わってきてると思います。た

だ、男女の体力の差をこれからどのように乗り越えるか難しい点もある
と思います。

女性 60～69歳

○ 私個人としては、基本的に男女は平等（同じ）とは思っていないので、
現在の女性の家事負担についてはなんとも思いません。仕事上は平等に
してもらいたいが、男性のかせぎで食べている主婦としては、当たり前
かと思います。

女性 20～29歳

○ 男性と女性が同等の仕事をする事がいいとは思いません。女性は出産・
育児という大きな仕事が一番大切だと考えます。社会で子育てをするく
らいの考えを持たないと、少子化は止まらないと思います。女性男性共
に、出産・育児は大事な仕事と考えます。

女性 60～69歳

○ 子育てしやすい環境作り、働く場所がない。 女性 40～49歳
○ らしさを忘れてはならない。男らしさ、女らしさ、子供らしさ、青年ら

しさ、特に小学・中学・高校生。
男性 50～59歳

○ 生物学的に男女には相違点があるので、その特徴として男らしさや女ら
しさが表現されるのは、当然だと思います。

女性 30～39歳

○ 義務と責任を果たさない者に、権利を主張する権利は無いと思う。（男
女とも）

男性 30～39歳

○ 子供が親を殺し、生命の大切さ、絆の大切さを知らず、自分の事だけを
主張し、成長していく若者が恐ろしく見受けられ、日本国の行く末とい
うか、我が家の明日も心配で、あの世へも行かれません。

女性 70歳以上

○ 生活におわれ、ゆとりがありません。 女性 50～59歳
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○ 格差社会・効率化・脱モラル・マナー、日本はいつから弱肉強食社会に
なったのでしょうか？そういう世の中で、夢や希望を抱いて生きるのは
至難の術ですが、若い人達には頑張ってほしいと思います。なんだか、
見当違いな意見ですみません。

女性 50～59歳

○ 格差社会化するなか、下層地居住高齢者には日常生活に不便（交通便）
と負担が嵩むようになっている。

男性 70歳以上

○ どんな場所にせよ、人の話を聞く事は大事な事だと思います。 女性 70歳以上
○ 地球環境は人類の心の環境次第であります。 男性 50～59歳
○ この場では関係のない話かとは思いますが、一言言いたいです。市で実

施している定期健診（子供の）や予防接種など、日時が決められてい
て、平日にしか行っていないのがとても不満です。共働きで、必ず私が
有給休暇を取り行くのですが、土・日も行えるようにしてもらいたいの
と、職場では気を使って行かなくてはいけないのですが、もっと子育て
に周りが協力してくれる社会にして欲しいです。

女性 20～29歳

○ 館山市は企業（工場）を誘致し、若い人達に働く場を作って、市税の増
収をはかってください。全国的に行われている土地測量をしっかりやっ
て欲しいと思います。（全ての基本だと思います）南房総市は既に終
わっていますので、工場誘致合戦には負けてしまいます。

男性 60～69歳

○ 当該世論調査は、内閣府において平成16年11月実施、同17年2月5日発表
されていますが、今回のこの調査結果を館山市民の意識として、館山市
のホームページ又は広報紙に掲載して欲しい。

男性 70歳以上

○ 私は難病患者なのですが、（医療従事者でもあります）「寿司の町」
「フラメンコの町」等と言う前に、「福祉に明るい市」になって欲しい
と思う事だらけです。

女性 30～39歳

○ 山間地の道路の掃除をお願い致します。 男性 60～69歳
○ 官公庁職員や教職員など、全て５年位に適格テストや民間企業への出向

など、交流か、又サービス対応を。
男性 60～69歳

○ 自分が社会の中で、何ができるかわからない。キッカケもない。もっと
参画できる事柄に関して、情報が欲しい。

女性 30～39歳

○ 祭日は元の日にちに直す。（今まで通りにして下さい。休日が多すぎる
ので。）

女性 60～69歳

○ 問9、問13他、男性の人権についての設問は必要ないでしょうか？ 男性 40～49歳
○ このアンケートの内容、よく理解できない。例　女らしくどういうこと

を女らしくと言うのでしょうか。
女性 60～69歳
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