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Ⅲ 自由回答 
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以下は、自由回答欄への記載をいただいたご意見の中から、回答を抜粋し掲載した

ものです。 

 

◎ 男性が仕事、家事、育児、介護などを両立することについて 

内容 性別 年齢 

両立は女性も難しいように男性も難しいと思う。男性も育児休暇を取るべきだと

思う。 
女性 20 代 

とても賛成。仕事、家事、育児、すべて女性に任せる時代は終わった。今は共働

き夫婦も多く、核家族で身内の協力さえ得られない。男性も子の親、母親だけが

親じゃない。２人の子どもは２人で子育てしていくべき。仕事が大変なのは重々

承知。 

女性 20 代 

とても素敵だと思う。何も恥ずかしいことではない。むしろ楽しいことをしてい

ると知ってほしい。女性を喜ばせてほしい。 
男性 20 代 

テレビで介護離職をし、親の年金で生計を立てているという男性たちの特集を見

て、男性が育児、介護などを理由に休業や短時間勤務をすると収入面に大きな不

安があると感じた。 

男性 20 代 

根底から教育しなければ家事や育児に自主的に参加はしてくれない。そもそも共

同作業なのだから年配の方々の「奥さんの尻に敷かれている」という認識も変え

ていかなければ変わらない。座って「おーい」と声をかければすっとお茶の出て

くる時代は終わっている。 

女性 30 代 

仕事と家事、育児等と両立することは実質難しいと思う。時間的な事や精神的な

ストレスが原因だと思う。 
女性 30 代 

現在は女性も出産後も働くことが増えたので男性も家事、育児に女性と同じくら

い携わるべきだと思う。 
男性 30 代 

家庭の事をたくさんしたい気持ちが強いが仕事の負担が大きく、家庭に時間、体

力を使うことがあまりできないのが現状なので男性、女性共に仕事の負担が減る

社会になれば良いと思います。 

男性 30 代 

今後は男性が積極的に色々な面で関わる事が多くなってくると思います。現在で

も若い世代の人たちはスムーズに家事、育児に参加している人が多くなっている

のは事実なので年配者の理解がもっとあればいいのではと思う。 

女性 40 代 

性別に関わらず、特性を活かし社会生活に取り組む意識を根付かせ社会も理解を

深める努力が自身、周囲ともに必要。 
女性 40 代 

職場や地域等、社会全体で男性が仕事を休んで家事等を行っていても、特別な目

で見られることがなくなり、当たり前となれば、仕事と両立する人が増えると思

います。 

男性 40 代 

育児、介護休業の取得がまだまだ難しい。職場での意識の変化にはまだ 10～20

年はかかると思う。強制力のある法律の制定が必要。 
男性 40 代 

今は積極的に仕事以外の事に参加する時間を作るのは良いこと。全体に皆、働き

過ぎだと思う。経済的、時間的にもう少し余裕のある社会環境を作ってもらいた

い。時代、環境は 10 年 20 年前とは変わっている。経済大国である必要もなく、

もう少し幸せな暮らしをすることを考えた社会の仕組みにならないと結婚する

者も減る一方かなと思う。 

男性 40 代 

企業（職場）の理解が必須。また、職場に勤務する女性の家庭との両立のため、

男性にしわ寄せがいくことのないように全体で配慮すべき。男性が育児、介護を

する時のフォローは女性がする場合に比べて乏しいように感じる。 

女性 50 代 

大変良いことだと思う。お金を稼いでこればよいという考え方を改め、男女が家

庭の中で助け合うことが大切であると思う。そのために育児、子育て、介護が必

要な時期は仕事をセーブできる職場環境が当然の社会にならないといけない。 

女性 50 代 
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内容 性別 年齢 

とても良い事だと思います。特に介護など、自分の親なのに何もしない男性の話

を聞いたことがあります。男性の兄弟姉妹より「嫁の仕事」と決めつけられてい

るのが現状。口は出すけど、手、お金は出さない人が多い。 

女性 50 代 

いい事だと思うが、現実的に仕事の負担は女性より多く、また家庭の収入のメイ

ンが男性であるため、仕事優先は仕方ない面もある。 
男性 50 代 

あるべき姿だと思う。そのために過去と同じ繰り返しではなく新しい取組みをす

るべき時と思う。 
男性 50 代 

男性がとか女性がという議論がおかしい男女平等の世の中になってきている。不

平等があれば法律、しきたり等の見直しをはかればよい。育児や介護については

国や地方の支援が必要。 

男性 50 代 

男性にとっても女性にとっても大切な分野だと思います。生活をより良い物にす

るためのものだと思います。家族が幸福に過ごすためには、関わる事が大切では

ないかと思います。 

女性 60 代 

この頃の若いお父さんはよく育児に参加されているなと感心します。 女性 60 代 

年齢的に考えの差があると思います。近隣の目が気になることもあると思いま

す。（あの家では男性がこんなことをやってたよ！という古い考え） 
男性 60 代 

夫婦共働きする事でお互いの負担を理解し、分業する事の意識を高める。 男性 60 代 

◎ 女性が仕事、家事、育児、介護などを両立することについて 

内容 性別 年齢 

女性だけが両立しているという現状にあるならば、男性も介入すべきだと思う。

男女関係なくどちらかがやってもよい。お互い助けあう。 
女性 

20 歳 

未満 

女性が出産、育児のために会社を辞めるということが珍しくはないが、会社側が

２～３年の休暇を与えれば辞めなくても仕事と両立できると思う。子どもの医療

費が成人まで無料となれば女性は産みやすくなると子どもが増えるので将来の

介護も楽になると思う。 

女性 
20 歳 

未満 

両立すべきというのが最近の考え方のように思うけれど、仕事だけに専念したい

人や家庭だけに専念したい人がいてもその意見は尊重されるべきで両立してい

るのがベストとも言い切れず、より個人の生きたい生き方で生きていけるような

社会になったらいいと思います。 

女性 20 代 

男性に同じく両立は厳しいものがあるため、女性と男性が協力する。 男性 20 代 

女性ばかりに負担がかかるのは変えていくべきであるし、制度や周囲の理解、協

力が得られやすい環境を作っていくべきである。海外では女性が積極的に活躍し

ている国もあるので徐々にそうなっていくとよい。 

男性 20 代 

得手不得手もあるから、どうしても女性側が家事や育児をしなければならないと

いうことはないし、代行サービス業をシニアで構成すれば若い人は仕事、家事は

代行。手の空いたシニアは若い人を支えてくれるというふうになったらいい。そ

うでないとこの世の中お金がなくて暮らしていけない。 

女性 30 代 

負担が大きい。ベビーシッター制度等、子どもと二人きりの時間だけにならない

よう、母親自身が自分の時間を持ちつつ、育児を楽しめる環境作り、また、預け

てもいいんだと思える社会の雰囲気作りは大事だと思う。 

女性 30 代 

出産、育児に関しては、昔より改善されていると思うが介護についてはまだ認識

が薄いように思う。 
女性 30 代 

女性が出産後も働くことが当たり前になってきたが子どもが熱を出した時など、

仕事を休まないといけない時がある。看護をしてくれるサービスが充実してくる

ととても助かる。 

男性 30 代 

両立するべき。そのための環境を整える必要がある。 男性 30 代 
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内容 性別 年齢 

子どもを産んだり、親と同居したりすることで育児や介護の責任が生じるなら子

どもを産まないこと、同居しないこととなるのでは？両立する前提なのがおかし

い。 

女性 40 代 

仕事をしていても、高校生の早朝弁当作りや、とにかく時間がない。子育てをす

ることは母親の時間（特に睡眠）がないに等しい。高校で学食とかないと辛い。

自分の娘は子育てをもっと余裕をもってやってほしい。体を壊しても子育てする

のが現実。次は介護、女性（特に既婚者）はやることが多すぎて辛い。 

女性 40 代 

仕事の内容、職場環境が良ければ可能。周囲の協力がなければ負担が大きくなる

だけ。 
女性 40 代 

保育施設を増やすべき。入所条件も厳しすぎると思う。もう少し緩和しても良い。 男性 40 代 

この両立はとてもとても大変重い話で、すべてに恵まれた人だけにしかできない

ことだと思います。 
女性 50 代 

社会の理解は進みつつあると感じる。病児保育、土日保育、高齢者等介護施設の

充実を着実に進めてもらいたい。 
女性 50 代 

社会全体の理解がないと両立は難しい。職場においては有給があるのになかなか

取れない。家庭ももちろん、会社にも十分な理解をしてもらえるように特に現場

の仕事は両立が難しく思う。羽島市も羽島の会社に両立できるように働きかけて

ほしい。 

女性 50 代 

家事、育児、介護においては家族の理解があれば両立が可能と思う。出産に関し

ては仕事との両立は難しい。 
男性 50 代 

女性には家事、育児の負担は多くなるのは男性が収入面などで仕事優先などの理

由もあって仕方ない事でもあるが、男性も協力する意識ではなく、分担して行っ

ていく意識を持つ事。子が成人してから離婚があるのも女性への精神負担が多い

事にも理由があると思われる。 

男性 50 代 

現在、介護をしている者ですが、両立はできない。それぞれが分担、独立して集

中しなければできない。 
女性 60 代 

女性だけで行う事は絶対に精神的によくないと思います。理解あるパートナーや

周囲と共に行う事です。 
女性 60 代 

女性も然りで家事、育児、介護は当然のように任せられます。女性にもっと子ど

もを産んで社会に参画するようにと言われますが自分が仕事を続けながらすべ

てをこなそうとしても身体的に無理が生じますし、退職すれば経済的に窮してし

まいます。国で決められる事はすべてが大企業に向いていて一般の国民にとって

は机上の空論として聞こえてきます。 

女性 60 代 

男女同様に仕事、家事、育児、介護などを両立することは不可能と思います。 男性 60 代 
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◎ その他、男女共同参画について 

内容 性別 年齢 

男女平等について女性は社会では不利で、男性は学校等で不利な立場にあると私

は思うので結果的には男女共に有利な時もあれば不利な時もあると思う。LGBT

については、私の周りにはバイセクシャルの子がいるがとても生き生きと生活し

ている。それは周りの人が偏見を持たず普通に接しているからだと思う。今はメ

ディアにも LGBTの方が多く活躍されているのでこれからは LGBTだからとい

って差別されたり、偏見を持たれたりしない社会になることを望む。 

女性 
20 歳 

未満 

給料に差がありすぎる。今はシングルマザーも増えてきているので、その辺を考

慮すべきでは。 
女性 20 代 

今後、男性が育児、家事を積極的に行ってくれるよう、推進、よろしくお願いし

ます。羽島のママたちみんな悩んでいます。産後うつ、育児ノイローゼになって

しまいます。 

女性 20 代 

社会科の教科書で用語は耳にするが、具体的にどういうことなのか、どうするべ

きかが分からないので学校教育で話し合う場を設けたり、講演会などでより多く

の人へ広めるべきである。 

男性 20 代 

もっと働きたい女性、もっと家事、育児がしたい男性のさまたげとなるような慣

習や雰囲気は変えていった方がよいと思うが、仕事に専念したい男性、家事、育

児に専念したい女性ももちろんいる訳で、そういう人に対しても理解をすべきで

はと思う。「みんな平等に負担しましょう」と強要している雰囲気もあるので。

家事をやらない男性はダメとか働かない女性は自立していないとか公平と平等

は違うので偏った意識づけにならないようにとは思います。 

女性 30 代 

何もかも男女平等にということでなく、互いに補い合う、支え合うというシンプ

ルな考えの元、具体的な施策がもっと打ち出されることを期待します。 
女性 30 代 

力仕事や細かな気配り等、男女に適した役割があって、すべてのことを男女平等

に扱うのは難しいと思う。しかし、まだ特に年配の世代は女のくせにという人が

いる。 

女性 40 代 

子どもを預けられる保育施設が整備されても幼い子どもを預けることをかわい

そうと考えている保育士が親に対して心無い言葉をかけること。古い考えのおじ

いちゃん、おばあちゃんに言われるのは諦めているが、仕事をする親の味方なる

べき保育士がいうのは本当に腹が立つ。羽島市だけではなく、岐阜市、一宮市の

保育施設でもある。 

女性 40 代 

まだまだ子育て、家事、介護は妻の仕事と考える男性は多い。妻が無職ならいい

が、常勤の場合はやはり不平等である。男女共同参画は大切だと思う。 
女性 40 代 

女性の管理職は増えているので、単に人数を増やすのではなく、本当に能力のあ

る人は積極的に登用すれば良いと思います。男性は働くのが当たり前という社会

の雰囲気があるが、専業主夫でもおかしくないという社会になれば、女性も働き

やすくなると思います。 

男性 40 代 

人により、共同参画ができるできないがあるため、個人に学ぶ機会があるとよい

と思う。 
男性 40 代 

不安が山積みの世の中、男性も女性もさらに平等という言葉のボランティア活動

を強いられる状態。イメージ的に参画して皆が得をする、喜ぶ、楽しいという明

るい社会になるといいなと思います。それができるのは羽島市だと思う。男女共

同参画という言葉が変。すでに差別している。ややこしい制度でなく、単純にわ

かりやすくがいいと思います。 

男性 40 代 
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内容 性別 年齢 

成人の大人への働きかけはもちろん大切だが、この先を担っていく子どもたちへ

の意識づけが必要。子どもはまず自分の親をみて男女関係を知る。子どもたちに

家庭を持つ事。人と助け合う事の意味と価値を教えてあげてほしい。現役の親た

ちは現状維持で精一杯。日々を惰性で生きるのが精一杯。羽島市男女共同参画プ

ランに大いに期待しています。行政の力は大きい。学校教育の中でもっと道徳教

育を押し進めて価値のあるものに。 

女性 50 代 

現代でも４０代以上の男性は、家事は女の仕事と考えている人が多い。うちもそ

の通りで日々ストレスを抱えている。娘たちの将来のためにも進めてもらいたい

課題だと思う。 

女性 50 代 

正直、こんなことをやっていることも知らないのが実状でした。もっといろいろ

みんなに知ってもらいたいし、知りたいと思う。 
女性 50 代 

能力、体力、知力、性格、個々に差や違いがあり、男女という枠にあてはめるこ

となく、各々の家庭、職場において役割を考えるべき。自分の考えと異なってい

ても批判や意見するのではなく、多様性を認めることを各々が心掛けることが必

要だと思う。 

女性 50 代 

社会全体がそのような意識改革をすべき。政治面でも国、県、市の議員も半数を

女性にする事を定義つけるべきである。普及にもっと力を入れるべき。 
男性 50 代 

男女は平等であり、両方とも尊重すべき。子どもを産むのは女性しかできないし、

仕事と育児とどちらをとるというのはかわいそうであり、もっと女性を地域社会

として守ってほしい。女性の存在は社会、国、地球規模で大切なものであると思

う。 

男性 50 代 

男女平等という共同参画での方向性は頭の中で理解はしても長年そういう住み

分けされてきた社会をなかなか変えていけていないのは長い間の慣例や習慣も

あると思う。年を重ねた者がいる家庭は特にそういう感覚が根強く残っていると

思う。 

男性 50 代 

男性が女性がという事ではなく、家族の一員としてお互いを慈しみ、尊敬しあい、

助け合う事をよく話し合う事でできる事、できない事がわかってくると思いま

す。その中で助け合えば笑える社会に繋がるのではと思いますが。平等という事

をはき違えずよく話し合う事が大切だと思います。 

女性 60 代 

日本はまだまだ遅れている。特に昨今のテレビを見ていても中高年男性の意識改

革の必要性を痛感する。 
女性 60 代 

何事においても女性を登用することが珍しく、大々的に取り上げてニュースにな

る事自体が課題ではないでしょうか。男女が関係なく個人の能力を評価して相応

しい人がリーダーとして力を発揮できることが大切だと思います。 

女性 60 代 

羽島市はまだ都会と違って古い考え等が残っていて、男性優位な仕組みが残って

いると思います。できる所から少しずつでも考え方を変えて、女性がどんどん発

言できて色々な事に参加できるようにして欲しいと思います。アンケートを集計

するだけでなく市民の意見をきちんと参考にして住みやすい明るい羽島市にし

てほしいです。 

女性 60 代 

男女共同参画運動することには賛成しますが、世の中の男女の意識改革も必要と

思いますので、そのためにはもっと宣伝しないといけないのでは。まだまだ世の

中、他人事のように考えている人々が多いと思われます。特に田舎では。 

男性 60 代 

人権的観点からすると耳障りのよい正論ぽい響き、今後の日本の財政を考えると

労働力としての女性の社会進出を押し進めたり、行政の立場を理解できる。少子

高齢化→労働量不足というサイクルがあるように思う。人権国家スウェーデンの

例によれば、女性の社会進出率 80％超え、さらにその 80％が低賃金の 50％超

え、結果片親家庭が急増。社会の核となる家庭が崩壊へ。愛情のない家で育った

ためか犯罪発生率も高い。 

男性 60 代 




