
今までの施策の進捗状況・アンケート・ワークショップのまとめ

基本理念　 現状と課題
個人の人権の尊重 ●男女は「不平等」とする割合が高いが、「平等」が増加。平等感が上昇

●生涯学習をとおした男女平等意識づくりの取組みは順調に進捗
●学校における男女平等の意識づくりの取り組みは順調に進捗
●ＤＶ相談件数が年々増加している
●家族がそれぞれの個性や考え方を尊重する
●学校と家庭と地域の連携により、子供一人ひとりの個性が尊重される
●学校と家庭と地域がより関わり合い、男女に関わりなく子供の個性や能力を発揮できる環境をつくる

多様な生き方の選択 ●「夫は仕事、妻は家庭」は、年齢が若くなるほど「同感しない」割合が高い
●女性の仕事「一生継続」を望むが上昇。女性の社会参加に対する理解度高まる
●女性の望ましい生き方は「仕事と家庭の両立」が多く、女性への役割分担意識が改善
●男性の望ましい生き方は「仕事優先」が多く、男性への役割分担意識は根強い
●「家庭責任の考慮」や「時間外労働をさせにくい」など女性の活用に課題があると答えた事業所が約3割近くあるが、前回と比べると課題がないとする事業所が増加している
●仕事、家庭・育児、地域活動等に参加するためには男女の役割分担の慣習やしきたりを改めること、家事などのしつけが必要
●性別により役割分担している家庭がある

方針決定過程への共同参
画

●女性管理職は役職が上がるほど減少。前回より減少
●女性の地域参画が促進
●女性の能力が活かされるととも評価され、責任と向上心をもって仕事に臨む
●女性の管理職への登用

家庭生活と他の社会生活
の両立

●家事は、男性の分担も増加しているが依然として女性の分担が多い
●半分以上を育児分担している男性の割合は約2割、20，30代女性の育児全部を分担する割合が増
●介護は、男女共に「一部」を分担し、高齢になるほど分担が増加傾向
●男性の労働時間が増加。女性50代が増加
●家族の介護のかかわり方は　「在宅福祉サービス利用」や「介護施設等への入所」が多い
●3人に1人は、地域活動に参加しておらず、その割合は増加傾向。
●男性正社員が増加、女性従業員（正社員、非正規）の雇用が減少している
●男性の育児休業利用が増加
●介護休業利用は性別にかかわりなく減少傾向
●育児・介護休業制度を定着させる上で、代替要員の確保や周囲の業務負担増、代替要員の処遇が問題
●事業所において、勤務時間の短縮、時間外労働の軽減、育児介護休業制度やフレックスタイムを導入し仕事と家庭の両立のための職場環境の改善が促進
●仕事、家庭・育児、地域活動等に参加するためには労働時間の短縮や各種休暇休業制度の普及や家事・育児・介護サービス等の充実が必要男女の役割分担の慣習やしきたりを改めること、家事などのしつけ
が必要
●女性が働き続けるためには「家族の理解・協力や働きやすい労働条件、育児・介護休業制度諸手当、施設、サービスの充実を必要としてる
●家庭の仕事を分担し合い、さらに、あらゆる会話が弾む家庭
●性別により役割分担している家庭やコミュニケーション不足の家庭もある
●家族同士がよりコミュニケーションを深め、協力し合う家庭をつくる
●学校への協力などの連携がとりにくい状況にある
●住民間のコミュニケーションが十分にとれ高齢者や障がいのある人が安心して暮らせるようになっている
●地域活動などに女性が参加しにくく、また地域住民の関わりが薄くなっている
●地域の集まりに、女性や地域住民が参加できる場を作る。また、誰もが安心して暮らせる地域社会をつくる
●多様なライフスタイルに合わせた働き方を選択できる
●家庭と仕事を両立させるような制度が利用しづらい状況にある
●子育て支援など安心して働くための環境整備、各種支援制度の利用促進
●バリアフリーを進める

生涯にわたる心身の健康 ●健康な心づくりとからだづくりのための各種講演会、健康相談等に多くの市民が参加
●予防対策の推進や保健福祉施設の整備等について充実を求める声もある

　※　国際的理解と協力　男女共同参画に関する国際社会における取組の情報を収集し、関係するすべての施策に反映させるとともに、広く市民に情報を提供することで国際社会への理解等を促す。

参考資料 



指標等からみる進捗状況（H20～H23）
【第1回審議会配布資料２より】

アンケート調査の結果と市民意識の変化(H19～
H23)【第1回審議会配布資料３から】

ワークショップでの意見
【別紙ワークショップ意見から】

家
庭

●各指標の平均達成率（H20～H23）
    「喜多方市男女共生のつどい参加者数」121％
    「みんなの台所参加者数」101％
    「太極拳ゆったり体操愛好者数」109%
    「男女共同参画に関する生涯学習講座の受講者数」111%

●家庭教育学級（対象：幼・小中学校保護者）への参加者数は増加傾向
●生涯学習を通した男女平等の意識づくりの取り組は順調に進捗

●家事は、男性の分担も増加しているが依然として女性の分担が多い
●育児の半分以上を分担している男性の割合は2割弱
●介護は、男女共に「一部」を分担し、高齢になるほど分担が増加傾向
●男性の労働時間が増加。女性50代が増加
●「夫は仕事、妻は家庭」は、年齢が若くなるほど「同感しない」割合が高い
●女性の仕事「一生継続」を望むが上昇。女性の社会参加に対する理解度高まる
●女性の望ましい生き方は「仕事と家庭の両立」が多く、女性への役割分担意識が改善
●男性の望ましい生き方は「仕事優先」が多く、男性への役割分担意識は根強い
●男女の平等感が高まっているものの、「不平等」の割合が高い
●家族の介護のかかわり方は　「在宅福祉サービス利用」や「介護施設等への入所」の希
望が多い

●理想　　家族がそれぞれの個性や考え方を尊重し、また、家庭の仕事を分担し合い、さらに、あらゆる会話が弾む家庭
　　・世代間が共に尊重、いたわり、尊敬し合う
　　・家庭の仕事の分担する
　　・家族がにぎやかで笑いがある

●現実　　性別により役割分担している家庭やコミュニケーション不足の家庭もある
　　・夫婦の役割分担が自然とできてしまった
　　・子どもの話を時間を気にせず聞けることが少ない

●実現への方向性　　家族同士がよりコミュニケーションを深め、協力し合う家庭をつくる
　　・相手の話をよく聞く（個人を尊重することにつながる）
　　・家事を話し合って分担する

学
校

●各指標の平均達成率（H20～H23）
    「地域学校保健委員会の設立数」103%
    「小学生を対象とした人権教室の開催回数」638%
    「特別保育事業実施保育所数」100%

●学校を通した男女平等の意識づくりの取組は順調に進捗。

●理想　　学校と家庭と地域の連携により、子供一人ひとりの個性が尊重される
　　・学校の中で男女共同参画について学ぶ場がある
　　・地域に開放され、様々な人々が関わるふれあいの場がある

●現実　　学校への協力などの連携がとりにくい状況にある
　　・仕事の都合もあり、先生とは家庭訪問のとき以外ゆっくり話せない
　　・学校や先生方への協力をできるだけしたい
　
●実現への方向性　学校と家庭と地域がより関わり合い、男女に関わりなく子供の個性や能力を発揮できる環境をつくる
　　・子供、先生、親の信頼関係を深める
　　・学力とともに道徳も大事にする
　　・命の大切さを学ぶ場にする

地
域

●各指標の平均達成率（H20～H23）
　　「育児サークルの参加者数」187%
　　「ボランティア活動支援センター運営団体の団体・個人会員数」団体
92%個人112%
     「市内NPO法人組織数」116%
     「花いっぱいコンクール参加件数」51%

●3人に1人は、地域活動に参加しておらず、その割合は増加傾向。 ●理想　女性の地域参画が促進し、住民間のコミュニケーションが十分にとれ高齢者や障がいのある人が安心して暮らせるようになっ
ている。
　　・女性の意見が地域の行事に取り入れられる
　　・住民同士のコミュニケーションが図れる
　　・目がとどく（防災とひとり暮らし世帯へのサポート体制がある）

●現実　地域活動などに女性が参加しにくく、また地域住民の関わりが薄くなっている
　　・町内会に女性役員が少ない、区会での発言に抵抗がある
　　・隣近所に会話が無い
　　・地域の子どもを守りたくても声を掛けられない
　　・高齢者への気配りが少ない

●実現への方向性　地域の集まりに女性や地域住民が参加できる場を作る。また、誰もが安心して暮らせる地域社会をつくる。
　　・女性も役員に参加してもらう
　　・地域で異世代交流の場を作る
　　・ご近所同士の声かけをする
　　・高齢者への配慮が必要

職
場

●各指標の平均達成率（H20～H23）
     「企業内保育サービス実施事業所数」94%
     「在宅ワーク・再就職セミナー開催回数」169%
     「新規創業のための融資制度を受ける女性企業家の利用件数」0%
     「ふくしま自治研修センターで実施される研修への女性職員派遣人
数」71%
     「東北自治研修所で実施される研修への女性職員派遣人数」38%

●男性正社員が増加、女性従業員（正社員、非正規）の雇用が減少している。
●「家庭責任の考慮」や「時間外労働をさせにくい」など女性活用の課題があるとした事業
所が約3割あるものの、課題はないとする事業所は前回よりも倍増。
●女性管理職は役職が上がるほど減少。前回より減少。
●男性の育児休業利用が増加
●介護休業利用は性別にかかわりなく減少傾向。
●育児・介護休業制度を定着させる上で、代替要員の確保や周囲の業務負担増、代替要
員の処遇が問題
●事業所において、勤務時間の短縮、時間外労働の軽減、育児介護休業制度やフレック
スタイムを導入し仕事と家庭の両立のための職場環境の改善が促進
●仕事、家庭・育児、地域活動等に参加するためには労働時間の短縮や各種休暇休業制
度の普及や家事・育児・介護サービス等の充実、男女の役割分担の慣習やしきたりを改め
ること、家事などのしつけが必要
●女性が働き続けるためには「家族の理解・協力や働きやすい労働条件、育児・介護休業
制度諸手当、施設、サービスの充実を必要としてる。

●理想　女性の能力が活かされるととも評価され、責任と向上心をもって仕事に臨む。また、多様なライフスタイルに合わせた働き方を
選択できる
　　・能力が活かされ、それが適正に評価される
　　・休みが取りやすい環境が整っている
　　・託児所などの育児支援施設が充実している

●現実　家庭と仕事を両立させるような制度が利用しづらい状況にある
　　・女性の管理職が少ない
　　・女性が思い切り働ける職場が少ない
　　・育児休暇を取ると嫌がられる、また、介護休暇の取得が少ない

●実現への方向性　女性の管理職への登用、子育て支援など安心して働くための環境整備、各種支援制度の利用促進
　　・女性の管理職を多くする、仕事に対して責任や誇りを持つ
　　・女性が働きやすい環境（保育等）をつくる子育てをする
　　・子育てをする男性への理解や制度を広げる

そ
の
他

●各指標の平均達成率（H20～H23）
     「商工会議所女性会及び商工会女性会の会員数」80%
     「グリーン・ツーリズム交流人口」78%
     「野菜ソムリエ資格取得者数」125%
     「おもてなし向上セミナー等の新規受講者数」52%
     「観光分野における広報きたかた等への女性記事掲載回数」222%
     「国際交流事業参加者数」73%
　　「市の審議会等における女性委員の割合」95%
　
●ＤＶ相談件数が年々増加している。
　　被害者の保護や自立のための支援が必要

●バリアフリーを進める

今までの施策の進捗状況・アンケート・ワークショップ結果



　

平成24年5月19日（土）開催平成24年5月11日（金）開催平成24年5月7日（月）開催

（仮称）第２次きたかた男女共生プランワークショップ（第１回・第２回・第３回）の意見

第３回のテーマ
男女共同参画を実現する方法

（家事）
・夫婦・家族で何でも良いから決め事をつくる
・家事を話し合って分担する
・自分のことは自分でする
・両親それぞれの特性を活かし、家庭を支えていく
（子育て）
・両親は子どもの健全な成長を常に考える
（会話・コミュニケーション）
・家族が元気に朝から挨拶が出来る家庭にする
・各人の一週間の予定やその日の出来事を話すなど、家
庭内のコミュニケーションを図り、会話をなるべく多く交わ
す
・両親が会話の機会を多く作り、日常化する。
・話しやすい環境づくりをする（食卓を囲むなど）
・共通の話題を作る
・みんなで声かけをする
・ノーゲーム・ノーテレビの時間を設定し、家族が会話する
時間を作る
・夫婦仲良くする
・親子が仲良くする努力をする
・なるべく家族揃って食事をする
（その他）
・家族同士でも相手を思いやる心を持ち、感謝の言葉を口
に出来るようにする
・個人の意思を尊重し、その会話に耳を傾ける
・お互いの仕事を認め合う
・身の丈にあった生活をする
・無駄なお金を使わず計画的な使い方を考える
・自然に触れ命の大切さを学んでいく
・豊かな心を持つ
・自分の家の文化を大事にする
・仏壇に何気なく手を合わせ先祖を思いやる習慣をつくる
（意見等）
・家庭は自分育ての場である

（子ども）
・人間としてお互いを認め尊重しあう
・命の大切さを学ぶ場にする
・子どもの時から社会体験の機会を持つ
・学力とともに道徳も大事にする
・元気な挨拶が聞こえる学校にする
・生徒が楽しいと思える学校にする
・朝のあいさつ、帰りのあいさつ行う
・権利についてだけでなく義務のことをしっかり学ぶ
（学校と親）
・学校への協力体制をつくる
・家庭での躾と学校での教育をはっきりさせる
・子ども、教師、親、互いの信頼関係を深める
・夫婦共に学校に足を向け、関わりを持つ
・学校の活動には積極的に参加し、他の子どもや親などを
よく見る
・先生同士の交流、親との交流が重要
・親と教師が信頼しあって子供を育てる
・親が教師を信頼することが出来る心づくりが大切
・親は子供に教師を信頼させる
・親が先生を信頼して応援する
（学校と地域）
・学校を地域に開放する
・開かれた学校ということでPR等も大いに必要である
（教師）
・学校長と教師の信頼関係を作る
・教育委員会や校長は、先生を守り育てるべき
・教師は子どもの学習意欲や能力を引き出せるよう常に
教材研究をする
・学習意欲がわくように教師が授業を工夫する
・教師は、多忙な中でも教師としての自覚を持って仕事に
臨む
・教師が喜びを感じる場にする
・考える力を養う授業にする
・塾に行かなくても学力がつく授業をする
・女性教員が嫌がられないよう女性の良い特性を強調す
る
（その他）
・個人情報に対しては臨機応変に対応する

第２回のテーマ
男女共同参画の現実

第１回のテーマ
男女共同参画が実現した社会のイメー

ジ

（子ども）
・男女のくくりにこだわらず、一人ひとりが尊重
されている
・子供同士が育ち合える
・子どもが希望や夢を持つことができる
・良い意味での競争がある
・友達が多く、いじめもない、児童の笑い声があ
ふれた学校
・子どもの適正や能力を活かすことができる
（学校と地域）
・地域において子どもたちの見守りや近所同士
の声かけがある
・学校の中で男女共同参画について学ぶ場が
ある
・地域に開放され、様々な人が関わるふれあい
の場がある
・地域の特性を活かしたものづくりを学べる
・自然を感じることができる
（教員）
・教師も子育て、仕事、家庭を両立できる
・教師同士の参画が実現することで子どもの手
本となる
・男女に関係なく教師の質の向上のため研修
の機会がある
・教師による男女の偏見が無くなる
・親と子と教師の信頼関係が形成されている
・教師と親が児童について何でも話し合える
・勤務時間内にきちんと帰る事ができる
・女性の管理職が増える
・先生が生き生きしている

②
学
校

（家事）
・夫は、男を意識（性別意識）している
・夫婦の役割分担が自然とできてしまった
・なんでも頼んでいた
頼んだことはやるなど協力体制はできている
・男女区別なく、できるひとが行動する
・自分のことは自分でしている
（子育て）
・子供に親の仕事をする姿を見せていない
・子供の話を時間を気にせずに聞けることが少
ない

（会話・コミュニケーション）
・家族同士の朝のあいさつの言葉が少ない
・夜になると、妻は地域活動に外出する
・スポ少で夜に外出する子供もいる
・夫婦間の共通話題がない
・家族が揃ってやることもなく、にぎやかに行動
する場も少ない
・家族間のディスカッションや同じ時間を過ごせ
る時が少ない
・休みが合わない
・夕食の時間がバラバラであることや、おのおの
外出により年寄りは孤食
・夕食後、夫はひとりで茶の間に横になっている
・夕食時にテレビに夢中になると返事がない
・忙しいと会話がなく、（コミュニケーションが不
足し）時々口論になってしまう
・たまに家族全員で食事を作っている
・３食、家族顔を揃えて食べている
・テレビは別々に見ている
・家族と同じ趣味があった
・笑いがいつも多い家庭
（その他）
・核家族が多く、先祖や仏ごとに対する思いが
希薄

(家事）
・「お手伝い」で終わらず、家庭の仕事の分担を
し円滑化を図る
・家事は自分のやるべきと考え、やってもらった
ら感謝する
・家計のやりくりを夫婦で話し合って決め、実践
する
・性別による特性（男性はゴミや力仕事）を活か
す
（子育て）
・子供の将来の希望を家族みんなで聞き、子供
の意識を高める
・両親が協力して伸びやかに子供を育てる
・親が子供を1つの命、人格として尊重して育て
る
・子供が多い。
・母親学級が両親学級になる
（会話・コミュニケーション）
・あらゆる会話が弾み（増える）理解と和を生み
出す
・家族で、夕食をつくり、ゆっくりお茶のみ、たま
に旅行やスポーツができる
・週1回は家族会議を開き話し合う
・感謝等の言葉が素直に言える
・家族が多くにぎやかで笑いのある
・朝・夕食は家族全員がそろう
・夫婦の時間がとれ仲がいい
（その他）
・祖父母への敬老の心を育てる
・世代間が共に尊重し合い、いたわり、尊敬し、
それぞれのペースを守れる
・親のストレスが軽減することで子供がいきいき
し、みんな健康的で元気
・個人個人の意思が尊重される
・親は残業づくしでなく、定刻帰宅日を多くする
・共同作業により節電
・ご近所との付き合いが多い家庭
・母親も夜の懇親会に参加できる

①
家
庭

（子ども）
・子供の個性が伸ばされていない
・年齢に関係なく交流のできている学校に行け
る子供たちは幸せ
・子供のしつけは家庭で責任を持つ
・親が参加する行事が増えた分、子供と共通す
る話題がある
・小規模の学校なので、生徒は家族と同じような
もの
（学校と親）
・教師と父兄との信頼関係が希薄で、教師が親
の協力を得られていない
・教師が親の応援を得られていない
・親として、学校や先生方への協力をできるだけ
したい
・（学校）活動は家族で参加している
・仕事の都合もあり、先生とは家庭訪問の時以
外ゆっくり話せない
・子供の友達の親とも仲良くなっている
・親が学校（行事等）に参加していると子供も親
と同じく参加、協力する
・夫婦で学校に関わる人たちや、教育に熱心な
人たちが増えている
・お父さんの存在が大きくなっている
・PTAの役割が変わってきている
（教師）
・先生の仕事が多く、勤務時間外でも仕事をして
いる先生が多く見受けられる
・男女混合、男女別名簿、学校によって違う
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（女性の参画）
・女性も役員して参加してもらう・大人も子供も挨拶が出来
る地域づくりをする
・まちづくりに女性の視点を活かす
・地域の行事や集会に積極的に女性も参加し意見を出
す。またそうしやすい場にする
（住民同士の関わり）
・地域の人々が参加できる行事を考え育てていく
・地域で異世代交流の場を作る
・適度な懇親の場を設定する
・地域活動や行事には積極的に参加する
・地域の人たちに壁を作らないように、地域に積極的に参
加する
・地域住民との関わりを大切にする
・ご近所同士の声かけ運動をする
（地域の安心・安全）
・子育てに協力的な地域づくり
・高齢社会ということで、高齢者を意識した地域づくりを企
画するなど高齢者への配慮が必要となる
・自分の住む地域を自分できれいにするマナーやモラルを
身につける
・住みやすい地域づくりを皆で目指す
・防災は地域からを原点に考える
（その他）
・結の強化
・地域性に特化した地域づくりのテーマが大切

（責任・やりがい）
・仕事に対して責任や誇りを持つ
・責任転嫁をしない
・自分の成長の場とする
・仕事の向上を喜び合える職場にする
・トップは一人一人を正しく評価する
・個人の能力に応じて役職を判断する
・女性の管理職を多くし職場の雰囲気を明るくする
・女性の声を多く取り上げてくれる職場にする
・社員から良い提案があがるような職場にする
（人間関係）
・経営者と従業員の間で良きパートナー関係を構築する
・打ち合わせやコミュニケーションを大切にする
・毎日ミーティングをする
・懇親の場や会食の場を作る
・人間関係を大事にする
・トップは働きやすい職場にし、社員・パートの方々の幸せ
を目指す
・思いやりのある場にする
・老若男女問わず明るい職場にする
・互いに相手を認め合うことの出来る職場にする
・よき上司であろうとする
（体制）
・仕事の内容に男女の差をつけずに平等にする
・職場の人全員が問題を共有し、協力して仕事を仕上げる
・男女区別無く「報・連・相」が出来る職場にする
・上司が進んで休暇をとる
・女性が働きやすい環境をつくる（保育等）
・子育てをする男性への理解や制度を広げる
（その他）
・育児は母が携わりその分の保育手当てを与える

③
地
域

④
職
場

（責任・やりがい）
・朝礼を毎朝し、スムーズに仕事に入れる
・自分の考えで仕事ができ、がんばれる
・女性の声を職場に取り入れている
・女性が女性の特性を活かせる職場
・女性が活躍できる場がまだまだ少ない
・役職は男性が多く、女性が少ない
・女性が思いきって働ける環境にない職場が多
い
・まだまだ男女の差が職場にあるように思える
・若い人がイキイキできる職場が多くほしい
（人間関係）
・職場は、違う環境で育った人たちと一緒に仕
事。統一は難しい
（体制）
・女性の残業がないようにしている
・結婚、出産、育児の期間でも安心して働ける職
場
・職場の掃除も分担している
・仕事の性別による役割分担がなくなったようだ
・育児休暇がもらえるようになった
・育児休暇と取ると嫌がられる
・雇用形態が複雑で働きづらい職場
・介護休暇の取得が少ない
・育児、出産休暇を男性も取ってほしい
・単身赴任、交代勤務で家庭がこわれる働き方
できない
・子供がいて働けない（ハローワークでは「預け
先あるか」、保育園では「働き先決まったか」と
聞かれ先に進めない）
（その他）
・電話の声は女性が優しい
・女性は細やかな対応ができる
・男性が女性化している
・地域貢献している会社が少ない

（責任・やりがい）
・自分の仕事に責任と向上心をもってのぞめる
・能力が活かされ、それが適正に評価される
・一人ひとりの能力を認め、意見やアドバイスを
し合える
・上司が職員の立場を理解している
（人間関係）
・考えを声に出すことができ、何でも話し合える
・にこやかで笑い声のあふれる職場
・孤立することがなく、職員どうしのコミュニケー
ションが図れている
・休み時間は皆が話せる職場でありたい
（体制）
・休みを取りやすい環境が整っている
・託児所が併設されるなど子育て支援がなされ
ている
・育児・介護など多様なライフスタイルに合わせ
た働き方が選択できる
・仕事の内容等に男女の相違をつけない
・昇給・昇進が平等で人材教育がなされている
・若い人たちを育てられるような職場
（その他）
・地域貢献ができている

（女性の参画）
・町内会の役員には女性が少なく、町内の集ま
りも少ない
・区会での発言に抵抗がある
・女性部を設け、地域での役割を持っている
（住民同士の関わり）
・若い世代の人が地域行事などへの参加が少
なく地域の絆が薄くなりつつある
・地域の行事に若い人の参加が少ない
・年代によって参加できる行事がなくなってきた
・行事に参加する時間がない
・地域活動に参加しない人が固定化
・地域住民の集まりがないため隣近所のかかわ
りが薄く少ない
・大雪の時期だけ道路の雪の苦情で隣同士の
会話がある
・隣近所に会話が無い
・行事ごとに各世帯１人が参加
（地域の安心・安全）
・地域の子供を守りたくても声をかけられない
・近所の子どもに声をかけられない
・ひとり暮らしの高齢者も見られるが、中に入り
込むことができない
・高齢者への気配りが少ない
・高齢者宅が多いが、訪問したくともできない
（その他）
・子供が外で遊ぶ姿を見かけず、元気な地域に
ならない
・高齢者の知恵が活かされていない
・農村地域では農地の維持が大変になっている
・震災以降、町内会の役割が変化してきた
・学校・学区単位の地域活動が活発
・地域性が乏しくさびしい
・子どもが遊び、笑う声が聞こえず寂しい

（女性の参画）
・町内会の役員に女性を登用する
・地域をアピールする特産（女性の視点：食・ス
イーツ6次化）がある
・女性の意見が地域の行事に取り入れられる
・自分の考えが言える場や、権利を主張できる
又学べる場がある
（住民同士の関わり）
・地域の共同作業はどの世代も積極的に参加
しその後の反省会も全員参加
・ご近所さんときちんとあいさつができる
・地域に入ってくる人をあたたかく迎える
・住民同士のコミュニケーションを図れる
（地域の安全・安心）
・目がとどく（防災とひとり暮らし世帯へのサ
ポートの老後管理体制のある）
・高齢者への気配りができる
・子ども達が集まって遊び大人とかかわれる
・地域や市民全体で子供を育て守り助ける
・自分たちの地域を自分たちで環境整備する
・地域とは、子供達を元気にし、また、みんなが
自然と会話できる雰囲気があるところ
（その他）
・祭事や社会活動への参画、男女の出会いが
増え、少子化打開
・健康づくりやスポーツができる環境
・他の地域やその人々と交流を図り、豊かなふ
るさとを創生する
・住んでよかったと思える
・地域のよさを認識し大切に育てる
・絆
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・少子化対策・子育て支援のための予算を十分に取る
・企業を誘致するなど雇用創出の促進をする
・バリアフリーを進めていく
・男女共同参画を学ぶ場の参加者を増やす
・農地を放棄せずに、水を溜め災害防止などに利用して
守っていく
・家庭、職場、地域の環境美化運動を推進していく
・人口が増えるような施策を考える
・人を人と思えるような人づくり、まちづくりをする
・「困っている」「助けて」と言え、それを受け止めることが
出来る体制をつくる
・男女問わず相談する友を作る
・命の大切さと自分の家系の存続の大切さを学ぶ
・人を作り上げる責任を家庭、地域、学校教育、職場全体
で考えていく
・内外に誇れるふるさとにする
・弱者に温かい愛の手、心をかける人づくりをする
・古いしきたり、慣習を見直す
・若者が集まる地域にする（雇用する場所がある）
・様々な会議等に誰でも参加しやすいよう体制を工夫する
・男女それぞれのライフプランを認め合う
・地域、風土を活かす社会（市のオリジナリティ）にする
（その他意見）
・働く場があれあ若い人も多く子どもも増える
・仕事があることで地域の和が広がる

⑤
そ
の
他

・権利だけを主張して、実行してない女性が目
につく
・男女と分けないで、友人として長く付き合って
いる
・私が病で家にこもるようになった時、地域の方
たちが声を掛けてくれた
・世代間の力関係がいびつな社会（逆ピラミッ
ド）
・無関心の人々が多い社会
・ずべてに格差がある社会
・便利だが生きづらい社会
・清潔にすることに心がけがない
（その他の意見：提案も含む）
・だれにでも「あいさつ」をいつでもどこでも
・市民の足を運ぶ市役所のようなところは庁舎
の美、清潔さがほしい
・ゴミの分別と資源化
・不自由に感じてもその中で工夫をするなど、不
自由さと上手く付き合っていく
・人は人らしく生きる
・家の外に出て、人とふれ合うことが必要

・男女それぞれの特性を活かした男らしさ、女
らしさを再認識できる
・権利だけを主張するのではなく、まずは自分
で実行する
・男女が相互の協力と社会の支援で環境整備
・バリアフリー
・生きやすい
・Helpと言える社会であり、地域がフォローして
くれる体制が整っている
・働く場所が増える
・社会で活動している人をほめる
・できることを見つけ皆が協力する
・異質の考え方を認める
・男女共生につどいに老若男女が多く集まる
・人のお世話をしたり、またはされたりする
・あいさつがきちんとできる
・日本の「助け合う」文化を守る
・支え合うために共同作業で負担軽減
・老後は、楽しい共同生活している
・自殺者がない
・人権を認め合う
・住民が、地域の人たちが自ら提案し実行
・人に優しい家庭・職場・学校･行政、人と生き
物に優しい社会、「安心」と「安全」を常にチェッ
クし合える
・多世代同居


