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８ 自由回答 

1 女性の社会進出は，良いことだと思いますが，子どもが小さいうち（小

学生，中学生）は，やはり愛情を注ぐことが大切だと思います。家庭の中

に，経済的余裕が生まれ家計が潤っても，子どもと接する時間が減り，温

かみのある生活がなくなってしまうのは悲しいことだと思います。 

2 私たち夫婦も子，孫達に介護される年齢になりました。緊急の時は何事

もスムーズに行くことを希望いたします。 

3 ○共働き制度の充実。10歳からの子どもを預けていける充実した施設づく

り ○病気でも預かる制度づくり ○小学生の児童クラブの充実 

4 実働時間と報酬のバランスの問題が大きいと思う。男女共同参画社会の

実現とは，ボランティアではなく，多少の自己犠牲（時間，責任，肉体的

疲労）が伴うものだと思う。「社会のためにどう働く」の考えがないとね

…。 

5 話は変わりますが，市議会議員はいらないと思います。給料を一般の会

社よりもたくさんもらっているので，市役所の人間だけで十分業務をこな

せると思います。市民税を神栖市くらい下げてほしい。あと警察の違法な

取り締まり等をやめてもらいたい。少子高齢化は止まらないので高齢者が

安心して暮らせる社会にしてください。よろしくお願いします。 

6 今後，益々「認知症」の老人が増えていくことは間違いないと思いま

す。支援，介護の充実を早急に対応していただきたいと思います。 

7 私は，男ですが市議会選では女性に入れました。今回の市長さんは，仕

事が早いと思い，その方が推薦した人だったのと，男性女性と関係なく変

えてくれそうな人材だったからです。外の変化を求めるなら，内部から進

めてみては？人間の体と同じです。教育担当も必要かもしれません。市長

さん，頑張ってください。 

8 未就学児の保育サービスを充実させて欲しい。男性の育休取得が可能な

世の中にするのは難しいだろうから，せめて，長時間勤務が少なくなるよ

う企業側に働きかけて欲しい。 

9 お忙しい中お疲れ様です。鹿嶋市が今後よりよいまちになることを願っ

ています。今後とも鹿嶋市民のためによろしくお願いいたします。 

10 田舎なので外から来た人間とのコミュニケーションを嫌がる人が多い！

現状は外から来て生活している人も多いのでは？聞いた話ですが，年金生

活者に税金も払ってないのに文句を言うなと役所で言われたとか？先行き

不安のある鹿嶋市！ 

11 父の世代が団塊の世代と言われていて，若い時から仕事しかしてこなか

った人で，女は家事をやる，主人のおかまわりをするのが当たり前。帰宅

すれば，お茶は出してもらって，ご飯もよそってもらってお風呂は洗って

あって入るだけ。すべて女の仕事と決め込んでいて何もしないのに，口ば

っか動いている。定年退職した男性には，１日専業主婦を強制的にでも体

験して，どれだけ主婦はやることがたくさんあって大変か味わってもらい

たい！当たり前のことがどれだけありがたいことかわかってほしい！！！ 
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12 男女共同の問題だけでなく，その前に市民一人ひとりの人間性，教育，

マナーなどの向上を望む。特に，運転マナー，ルールなど守らない人が多

く，不安である。教育のレベルも低い。高校に入り勉強しない子どもも多

い。 

13 鹿嶋市は，陸の孤島と呼ばれているために都心部（つくば，千葉，東

京）や関西部（大阪，京都，広島）との交通の便を良くして欲しいです。

より魅力ある鹿嶋市，住みよい鹿嶋市のために職員の方のご尽力に期待し

ています。 

14 男女共同参画社会の実現がされますよう，祈っています。 

15 是非，女性含め市民が活き活きと暮らせる鹿嶋市を目指して活動を続け

て下さい。 

16 自治体や大中企業が積極的に人材の育成に努め，女性管理職の登用をぜ

ひお願いしたい。 

17 私自身高齢で病気が多くて家に閉じこもっているので，あまり世間のこ

とがわからずアンケートが参考にならずスミマセン。 

18 学童保育の充実。日曜日・祝日も受け入れてほしい。土，日夫婦ともに

休みでない家庭もある。一人っ子は，特に寂しそう。 

19 男女平等と男女同質をはきちがえてはいけないと思う。性別がある以

上，性差は当然あるので，それをお互いに認め合うことが平等なのであっ

て，なんでも同じくすることではない。（例えば，ハードな現場職（肉体労

働）は，女性の雇用を推進するとなると，お手洗い，更衣室，シャワー室

等を新たに女性用に設置することになる。気を遣ったり，経費が掛かる。

結婚・出産となると続けられない。） 

20  最後に，「女性支援室」という課室名は，いかがなものか。 

21 私が子どものころ憧れていた女性像は，いわゆる良妻賢母と言われる家

庭をしっかり守れる女性になれたらと，そのような教育を受けてきたと思

います。 

22  女性の生き方は一つではなく，もっと自由で楽しみがあっても良いです

ね。（経済力があればの話です。）私の年齢になっても，よい働き口があれ

ば，少しでも，夫の支えになります。 

23 アンケートを作った人は女性ですか？意味の分からない質問もありまし

た。アンケートの結果がきちんと形になるようにして下さい。 

24 女性が不平等な扱いを受けているからといって，何でもかんでも女性を

優遇すればいいとは思わない。女性だから選べないという仕組みは改善す

るべきだと思う。 

25 女性の昇格制度・収入 upがもっと充実すればうれしいです。 

26 ハローワークに託児所のような施設があるといい。いざ仕事を探そうと

思っても，子どもを見てくれる人はおらず…，ハローワークに通うことも

難しい人は，たくさんいると思います。 

27 社会でもっと女性が居やすい環境を充実させる。子どもが居ても就労し

やすい環境。妊婦，子どもを理由に遠まわしに不当な解雇をなくす。 

28 ６０歳以上の方（市議会議員等）の古い考え方を変えないと無理，必ず

ストップをかける。それはムリだとか… 



83 

   

29  

 

会社自体の意識が低いとどうしても解決しない問題である。経営者や上

司がそういう問題があるということを知らないだろうし，事実上相談する

相手がいない人の方が多いであろうと思います。「女の人は我慢できなくな

ったら仕事をやめる→他へ職を探す」そういう風に思って，はなっから決

め付ける男性が多いと思います。 

30 保育や介護の支援，施設などの公的サービスが十分でない（不足してい

る）と常日頃感じている。行政としても重点課題として最大限の努力をし

てほしいと思います。 

31 私は保育士で現在託児所で働いています。保育士の雇用の拡充（賃金，

休暇など）を検討していただきたいです。基本給の問題や，早遅番ができ

ない（子育てのため）などの理由で保育から離れている知人もいます。 

32 地域の特性として，人（他人）のことを干渉しようとすることが好き，

地元は地元，外から来た人を受け入れない風習，習慣が根強く残っていま

す。男女共同参画社会の実現に向けて，色々な事を改革することはよいこ

とだと思いますが，それ以前に，地元の意識改革をしたほうがよいと思い

ます。これから先，自分の子どもたちが社会に出たとき，男だから女だか

らというのではなく，才能のある人間が先頭に立ち，進み，皆で協力をし

て，社会を良くしていけたら良いと考えます。ボランティアに参加したい

が，時間がとれず参加できない。家庭の状況も，参加するのに難しく，人

とコミュニケーションを取ることが苦手な事も踏み出す勇気をもてない理

由だと思う（自分自身）。 

33 再就職支援制度 

34 女性求人を見て，給料が大幅に違い，保育料を払っても働く意力がわか

ないと思う。同じ仕事をしているのに…。親の介護で退職せざるを得ない

人にも復帰できる社会を望む。今の 60代，70代は原動力があると思う。 

35 日頃 PTA活動や地域の活動に参加していますが，いろいろな会議や講習

など平日の夜７：００～９：００など，子育て中の母親にとってその時間

を家から抜けることがとても苦痛で，女性ネットワークなど，女性のため

の何かなはずが，とても疑問に感じます。そのような活動に参加していろ

いろと勉強になることも多く，良いとは思いますが，もう少し時間帯やや

り方を考えてほしいと思っています。 

36 公務員の残業代が出ないことに不満。家庭があるのに定時に帰れない。

サービス残業しなければ仕事が多すぎて帰宅できない。休みたくても休め

ない（仕事が多すぎて）。 

37 男女共同参画社会に対する運動は分かるが，女性のいない家庭を除いて

は，子育て，介護などに関してはやはり女性のほうが適していると思う

し，理想的だと感じる。 

38 女性議員を増やす。 

39 パート・アルバイトの母子家庭への対応について，行政の無関心さから

母がやむなく娘を殺害した事件がありました。アンケート集計も大切です

が，県と市の連携を密にし，また日頃より弱者へよく耳を傾けることが肝

要です。 
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40 こちらに東京から移住して２０年になりますが利権がらみの家の道路・

土地，いまだに汚い！地震で困ったときにも，議員さんに訴えましたが変

わらず，水がなくて大変苦労しました。 

41 鹿嶋市には大変お世話になっています。初めて聞いた言葉で良くわかり

ませんでした。アンケートに充分答えられたかわかりません。これからも

鹿嶋市が発展していく事を望んでいます。 

42 女性（子どもをもつ働く）の有休数を増やす。又は病児保育が出来る施

設を鹿嶋につくり，女性が働き続けられる環境をつくってほしい。 

43 こちらに引越ししてきたばかりでよくわかりませんが私は男女平等とい

っても重いものはもってくれたり，しっかりしてほしいのはやはり男性に

求めているので女性を大切に考えてほしいという考えです。 

44 男女が同等に生活していくための社会の実現は大変な事だと思います。

地域の議員さんで女性の方が増えているように，男性だけというわけでな

く，女性の視点からなど，様々な角度で発言していくのは大事だと思いま

す。男女に限らず，子ども，大人，お年寄りの方も平等に生活を守られる

ような街づくりをがんばって下さい。 

45 現在子ども達は家族を持ち独立しており。私共夫婦もこれといって心配

事もなく幸せな生活を送っておりますが，以前，私の母（９２歳）が一緒

に生活していた時は，介護の大変さを感じました。神奈川県からでしたの

で，鹿嶋の介護施設の利用等することはありませんでしたが，国内どこで

も共通に利用できたら助かるのになぁと思いました。出来るだけ，自分の

事は自分で･･･を目標に，子どもたちの生活に負担をかけないように生きて

いきたいとの夫婦の願いです。 

46 現在フルタイムで仕事をしています。保育園に預けるにもお金がかか

り，何のために働いているかわからなくなります。女性が社会に出る事は

良い事と思います。私は女性多数の職場で制度的にも同僚の意識的にも恵

まれていますが，独身の女性ががんばって遅くまで仕事しているのを見

て，子どもが出来たら絶対に続けられないだろうと感じることが多くあり

ますし，子どもがいる方も家族の協力があって残業しています。しかし家

族との時間を大切にできなければそこまでして働かなくてはいけないの

か？と思います。企業も含め変われば良いなぁ。 

47 私の住んでいる大野地区では未だに農作業に使用した大量のビニールや

松の枝等を畑や道端で燃やしています。しかも住宅地の側で。市では，畑を

借りている方がほとんどなので農耕者を特定できないとのことでしたが，れ

っきとした犯罪のはずです。「男女共同参画社会実現」も大切と思いますが

これは健康問題に関する基本的なことではないですか。 

48 実際，子どもがいる女性に対することは改善させるという風潮がある

が，子どもが欲しくてもできなかった女性に対してはどこも何もしてくれ

ない。不妊治療の為に仕事をセーブせざるを得なくて，結局子どもに恵ま

れず，仕事に復帰しようとしたら，年齢的に厳しいことになってしまった

女性は，どこも保障してくれない。子どもの為にキャリアを捨てたのに，

結局子どももキャリアも全て失った。子どもを持てることが偉いことなの

か。結婚してこんな田舎に来なければよかった。 

49 粘り強いご努力で実現されることを望みます。 
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50 子どもが小学校へ入学すると，午後６時までしか預かってくれる施設が

なく，残業できなくなる。学童等で，午後８時まで対応できる施設を是非

設置してほしい。 

51 女性の存在，活躍なくして社会の繁栄・発展はあり得ません。女性の地

位は昔と比べれば上がったのでしょうが，まだまだ低いのが現状ではない

でしょうか。特に地方では，その傾向が強い気がします。鹿嶋市として，

男女共同参画計画を立ち上げたことは大変すばらしいことと思います。全

国の模範となるよう頑張ってください。その結果，女性が住みたい市とな

りますように・・・。応援していきます。 

52 すばらしい事とは思いますが，幸せな家庭生活があっての社会だと思い

ます。個々の家庭での役割分担が無理なく出来ることが理想であり，やは

り子育て期間はしっかり子どもに目を向ける事の大切さもアピールしてほ

しい。 

53 自己中心にならないよう，平等になるためには，若い力と女性の意見も

しっかり聞いてほしいです。今まで通りではなく，改革が大事だと思う。

無駄なことはカットすべきだと。 

54 アンケートの意図にはずれるでしょうが，セクハラはないけど容姿によ

る差別は感じたことがあります。病院勤めで相手は年配（７０歳～）の医

師です。男女とも容姿のいいほうが好印象なのはわかりますが，頭ごなし

やあからさまな態度，違いがあるのはいつまでも心に残ります。意識の改

革は良い方にあってほしいです。 

55 啓蒙活動の充実を図る。 

56 未婚化，晩婚化，少子化など。一部の大企業や公務員は別として，経済

的余裕，精神的余裕，時間の余裕がないことが大きな問題だと思う。毎日

のサービス残業，休日出勤等最悪な労働条件の中で精神身体の限界まで働

かされている。家庭や地域社会に目を向ける余裕はない。企業（雇用）側

の意識改革，労働者・管理職を守る法律などが整い，男性に余裕が出来た

とき女性も社会進出しやすくなると思う。 

57 男女共同参画社会の実現のための意見かはわかりませんが，１歳から遊

べる場所が少ないと感じます。神栖市にできた，中央公園みたいな場所も

鹿嶋市にできたら，子育て中のパパも公園に連れていったり，協力してく

れると思います。家族向けのイベントなどもあると楽しそうですね。 

58 女性のやる気だと思います。家庭に逃げないで頑張ってほしい。 

59 男女共同参画社会は，革命時の中国共産党のイメージと重なってあまり

良くない。今は，女性の社会進出も多くなり，男女の特性を活かした職業

分担もかなり良くなってきている（医療，介護から宇宙飛行士まで）少子

化対策のためにも･･･。これからは，結婚，子育て時期の男女に対して，積

極的な休職を許す会社と社会の実現が期待されます。 

60 男女関係なく仕事の出来る人が上にいけるようになってほしい。 

61 女性が男性のように働くことが平等といった概念自体に否定的意見を持

っています。人類の歴史上，家を守り子を守ってきたのは常に女性で，男

性は働くことが多く，世界的に見て先進国以外もそうなっている国が多

い。両親は働き，子どもは，施設，学童，保育所に預ける事で家庭のつな

がりが薄れていく。子どもの体調が崩れる，家族に何かあったときにすぐ
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に対応できる役割をもった人，内助の功の力をなくしてしまうのは日本の

国力を削減してしまうことにつながると考える。何でも欧米のマネをする

のが良いと考えるのは間違っていると思う。 

62 男女共同参画講演会に何回か出席させていただき，講話に共感したり学

ばせていただくことばかりです。女性の方でちょっと高齢の方の講話を聞

いてみたいと思いますね。今後のために。 

63 産休や育児休業のある職場を増やしてほしい。鹿嶋も神栖のように中学

生の医療費のことを見直してほしい。もっと女性や子どもに対することす

べてを見直すべきだと思います。お金がいるのに子どもができると会社を

辞めさせられる…。どうやって育てていけばいいのでしょう。子どもは大

事です。でも，生きていくのにお金もいります。 

64 アンケートばかりやっているが，実現味がないので意味があるとは思え

ない。１つでも実現して，納得いく世の中にしてほしい。役場は暇人なの

か!!もっと他にやる事ないのか!! 

65 社会一般的には男女平等を目指すべきと考えられている。だが，男とし

ての意見として非常に危惧している。自分の立場が弱くなる事が私にとっ

て一番いやであるとともに，このような事をしていってもまた数十年後に

は今度は『男女の立場が逆転した事による調査』が始まって，男性の地位

が低い事に関して意見を書いてくださいなどと，イタチごっこのようなこ

とが始まってしまうのではないかと思う。 

66 実現を目指すのは良いことですけどくれぐれも税金の無駄使いだけはし

ないで有効に使って頑張ってください。 

67 女性も働きやすい環境づくり，そのための男性の意識改革。 

68 男性の特性，女性の特性を活かし共同参画社会を実現して頂きたい。共

同参画社会のイメージを活かして頂きたい。行政制度とリーダーの姿勢が

重要です。 

69 年をとった人ほど男女という区別をする。女性が活躍する職場はなかな

かむずかしい（偏見多い）。家事の理解は男性にはむずかしい，参加型の講

習などでは現状の改善にはならない 

70 保育園・学童，高齢者，障害（児）者施設の充実と経済的支援が必要。

これらがないと家庭，特に女性への負担が大きい。保育者・介護者が急病

などの時スムーズに預け入れできるシステムが必要。子育て，介護は家庭

での負担が大きい。 

71 この結果を公表してほしい。自分が参加したアンケートの結果でほかの

人がどう思うか知りたい。 

72 特にありません。 

73 男女には体の違いがあるので「平等」というのは実現しないのではない

かと思う。例えば，女性は妊娠・出産で休みを取る期間が必要。月に 1度

生理痛の重い人は仕事を休む程の時もある。男女の違いを認め受け入れ，

それぞれに合った仕事の分担や休みを取りやすい職場を増やす，理解を増

やすことで男女の違いが活かされ，よりよい社会になると思う。もちろん

男性にも同じことが言えますが。 

74 社会的通念，慣習が田舎であればあるほど昔のまま強く残っている。鹿

嶋市もその通りだと思う。男性の意識を変えないとなかなか「男女共同参
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画社会の実現」は難しいと思う。もっと市民の意見を聞く場所を設けるべ

きだと思う。 

75 それぞれが意識し，努力していくことが必要だと思います。 

76 がんばれ市長！ 

77 私の勤務している会社の社長（５９歳）は，女性事務職員は正社員・パ

ート社員ともに社員としての人数にカウントしません。建築業なので，現

場の仕事を持たない社員は直接金を稼がないので社員ではない認識のよう

です。(女性でも現場を持って男性と同じく採用になった者は，社員として

扱われ給与も同じです。）男性側の教育の場が必要だと思います。 

78 女性も社会に参画できるよう，環境づくり・職場づくりが必要でありま

す。経験豊富な知識を持った年配者や青年が気軽に参画できるよう地域の

活性化を図れる活動に進展していくことを希望します。 

79 男女問わず，固定概念にとらわれることなく，相手の立場になって(身に

なって）考え行動したならば，（もし自分がこうなったら，こうだったら）

社会でも家庭でも困っていたり忙しくしていたら，手助けしたり（手伝

う）等，常に互いを思いやる心を持って接して行動したならば，皆が助け

合い，支え合い，互いのことを語り合い，理解し合うことによって実現し

ていくことと存じます。しかし，「憲法２４条男女平等」が掲げられている

のに，いまだ現況は悲しい。 

80 住みやすい，働きやすい環境が拡大できるようになるといい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


