
令和３年度 

区・自治会における女性役員登用についての現況調査結果 
 

実施：茅野市男女共同参画推進会議 
区・自治会専門部会 

１ 調査の目的 
 地域での各種活動等について、将来的に持続可能な地域社会の実現のために

は、多様な担い手が必要になることから、その一部を担う女性の参画を考える視

点として、女性が区・自治会に参加しやすい仕組みづくりや、女性の意見を反映

するための取り組みをお聞きし、今後の参考にするため。 

 

２ 調査の実施 
（１）調査期間 令和３年（2021 年）７月～令和３年（2021 年）８月 

 
（２）調査対象 茅野市の区・自治会長 

 

（３）調査方法 地区コミュニティセンターを通じ、区長会において、 

区・自治会長へ調査用紙を配付しました。 

 

（４）回答率 ９２％（対象者９８人、回答数９０人） 

 

３ 調査結果の概要   
 
 女性役員の登用について

三役などの役員に女性を登用している区・自治会は、全体の３６％ 
（３２区・自治会／９０区・自治会）でした。 
選出方法については、どの役職においても「選挙（選考委員会等を経て行う

場合を含む）」によるものが最も多くなっています。次に「当番、輪番制」が

続いていますが、選考委員会等により、性別に関係なく選出する区・自治会も

多くありました。 
全体では、女性役員（三役、区議会議員、公民館長・主事）の登用人数は 

６５人となっていて、昨年より４人増えています。 
 

 女性役員の必要性について 

区・自治会の役員に女性が必要だと思う人の割合は７９％でした。 

  主な理由として、「女性の立場や視点での意見が必要である」との回答が最 

も多く、次に「高齢者、子ども、女性の立場に配慮した細やかな対応ができる」 

や「男女に関係なく実力のある人を選出すべき」と続いています。 
 
女性は、女性の視点はもちろんですが、高齢者や子どもの立場にも配慮でき

るなどの回答が多いことから、女性の参画や意見を取り入れる環境を整えるこ
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とは、様々な年代の視点や発想が組み込まれ、区・自治会がより活性化するこ

とにつながると考えられます。 

 

女性を役員に登用することについて、支障になっていること 

  「女性自身に役を受ける意識がない」が４３区、「役員が毎年改選されるた

め、女性役員登用の意識が根付かない」が２８区ありました。 

  その他として、「区の役は男性という意識がまだ残っている」、「女性が役員 

 になる意識が区民、本人に浸透していない」、「力仕事など不向きなことがある」 

などの回答がありました。 
 

「女性自身に、区・自治会の役員を受ける意識がない」ことは、「区・自治会 

の役員は男性」という意識以外に、力仕事や様々な現場による作業が多いと 

思われていることから役員を受けることに消極的になっていると考えられま 

す。また、役員は男性が担った方がよいと考える傾向にあります。今後、女性 

が参画する（意見を取り入れる）ために、どのようなことが必要か考えてい 

くことが大切です。 

 

女性役員を登用するために工夫していること 

 「男女の区別なく選出を可能にしている」や「世帯主以外からも役員を選出

している」などの回答が最も多くありました。次いで、「区・自治会に関心が

もてるよう総会等に出席するよう呼びかけ」や「会計は女性にするなど女性が

就任できるようあらかじめ定める」などが続いています。 

  

女性が役員となった場合の家族の協力について 

あなたの女性の家族（妻、母、娘）が役員となった場合、家事、育児、介護 

について「できるだけ協力する」と答えた方が７１人と最も多くなっています。

次いで「協力したいが、仕事が忙しい」となっています。また、「家事・育児・

介護などをしたことがないので難しい」との回答もありました。 

 

女性の意見を取り入れるために行っていること 

 女性の意見を取り入れる取り組みについて、１５の区・自治会が取り組んで

います。具体的な取り組みとして、「会合を行っている」、「投書箱の設置」、「要

望箇所に関する情報を受けること」、「議会にアドバイザーとして参加してもら

う」などの回答がありました。 

  

防災組織への女性の参画状況について 

区・自治会の防災組織（自主防災組織）に女性役員が「いる」と回答した区・

自治会は４２区（４７％）でした。「いる」場合の役職については、「給食・給

水」「救出・救護」を担う部分が最も多く、その他、避難・誘導や情報収集・

情報対策などがあがっています。 
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現在、区・自治会では、災害などの緊急時のために様々な取り組みや検討がさ

れていることと思います。防災組織への女性の参画は、家庭やその他の環境につ

ながりを持つ女性の意見を取り入れられることだけではなく、女性と男性が災

害から受ける影響の違いなどに配慮した対応ができ、困難を最小限にすること

ができると考えます。 

 

 

調査結果の詳細は、次頁以降をご覧ください。 

 調査にご協力いただきありがとうございました。 

 

 

 
問合せ先（事務局） 

茅野市教育委員会事務局 生涯学習課 
家庭教育センター 電話：73-0888 
メール：kateikyoiku.c@city.chino.lg.jp   
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     区・自治会における女性役員登用についての現況調査結果

　問１：区・自治会名（非公表）

　問２：あなたの性別は？

　問３：あなたの年代は？

　問４：区長・自治会長の選出方法

　　問４　その他コメント

  ・役員選考委員会をつくり、その中から上がって来た人を信任投票する。

  ・選考委員会で候補者を選出し選挙で決定する。（性別関係なし）。

  ・区会議員経験者から候補を選出する。

  ・予め区会にて候補者４人を選定し、本人にその旨了解の上総会に出す。

  ・前年度の副区⻑が就任する。
  ・年功序列。

  ・主に年齢順で該当者前後で区⻑職をやっていない人の中で選挙。

【茅野市男女共同参画に関する調査】

男, 94% 女, 6%
記入者男女比

12人

50人

20人

7人

1人

0人

70歳代以上

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

5人

5人

46人

13人

1人

16人

その他

推薦

選挙

当番・輪番制

互選

選考委員会等
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　問５：副区長・副自治会長・会計の選出方法

　　その他コメント

  ・主に男性がなっている。
  ・選考委員会で候補者を選出し選挙で決定する。（性別関係なし）。
  ・主に年齢順で該当者前後で区⻑職をやっていない人の中から選挙する。
  ・副⾃治会⻑は年功序列、会計は組⻑の中から選出する。
  ・区会議員経験者から候補を選出する。
  ・選考委員会で世帯主を選出し選挙で決定する。
  ・区⻑から依頼する。
  ・区⻑の指名により選出する。
  ・区⻑（総代）選挙。会計は区⻑兼務。
  ・副区⻑はなし、会計は前年度区⻑。

　問６：区・自治会議員の選出方法

　　　その他コメント

  ・各組より選出する。
  ・組⻑が区会議員に選任し、総会で承認する。
  ・組⻑が区会議員を兼任する。
  ・各常会より選出される。
  ・選考会で世帯主の中から選出し選挙で決定する。
  ・各組の中で該当者の中から１名選出、前区⻑、前区⻑代理者は別枠で入る。
  ・公選により２名、各常会選出により４名、次年度理事者3名。
  ・選考委員会で候補者を選出し選挙で決定（性別関係なし）。
  ・議員の職はなし。

 10人
4人

 46人
12人

 2人
 14人

その他
推薦
選挙

当番・輪番制
互選

選考委員会等

10人
4人

43人

21人

3人

8人

その他

推薦

選挙

当番・輪番制

互選

選考委員会等
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　問７：公民館長・主事の選出方法

　　その他コメント

  ・公⺠館⻑は選挙で、主事は館⻑が決める。
  ・事前に選考委員会を行い、選挙で選出する。
  ・選考委員会で性別関係なく候補者を選出し選挙で決定する。
  ・選考委員会により男性を選出する。
  ・選考委員会で世帯主の中から選出し、選挙で決定する。
  ・区議会にて選任する。
  ・当年度の副区⻑（会計）が主事、前年の副区⻑が分館⻑。
  ・公⺠館委員の中から選出する。
  ・公⺠館役員にて選出する。
  ・年令順。
  ・区⻑、副区⻑経験者より選出。
  ・当番の組から選出された方が行なう
  ・区⻑の２年後に公⺠館⻑をし、主事は館⻑が指名する。
  ・公⺠館なし、役職なし。

　問８：あなたの区・自治会には、女性の役員がいますか？

   ■女性役員の人数 

※役員・・・正副区⻑・⾃治会⻑、会計、区・⾃治会議員、
 公⺠館⻑、公⺠館主事を指します。

17人
10人

31人
13人

1人
11人

その他
推薦
選挙

当番・輪番制
互選

選考委員会等

いる, 37％

いる, 36％

いない, 63％

いない, 64％

＜令和２年度＞

＜令和３年度＞

令和2年, 2人

令和2年, 41人

令和2年, 18人

令和3年, 3人

令和3年, 45人
令和3年, 17人

公⺠館⻑・主事

議員

三役
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　問９：女性役員がいて良かったことはなんですか（複数回答可）
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1 女性は、細やかな配慮ができる 16区
2 女性の発想力や具体的な意見が、区・⾃治会の活動に活かされている20区
3 地域の状況は、女性の方が把握しているので、防災活動等に力を発揮できる5区
4 女性役員がいることで地域活動への参加者が増えた 6区
5 役員会の雰囲気が和やかになった 13区
6 高齢者や子供など異世代との交流がスムーズに行える 9区
7 その他 4区
1 その他 4区 1
2 高齢者や子供など異世代との交流がスムーズに行える 9区 6 2
3 役員会の雰囲気が和やかになった 13区 5 3
4 女性役員がいることで地域活動への参加者が増えた 6区 4 4
5 地域の状況は、女性の方が把握しているので、防災活動等に力を発揮できる5区 3 5
6 女性の発想力や具体的な意見が、区・⾃治会の活動に活かされている20区 2 6

　　その他コメント

  ・男女違いはありません。

  ・性別に関係なく優秀な方でした。

  ・はじめての女性ということで区⺠の期待感が少なく、気楽に気負わず。

  ・女性発想の意見が聞けるのは良いと思う。

　問10：役員に女性役員は必要だと思いますか？

  その他コメント
 ・どちらとも言えない。

 ・意識していない. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

必要, 79％

不要, 18％

その他・無回答, 3％

4区

5区

6区

9区

13区

16区

20区

その他

地域の状況は、女性の方が把握しているので、防災
活動等に力を発揮できる

女性役員がいることで地域活動への参加者が増えた

高齢者や子供など異世代との交流がスムーズに行え
る

役員会の雰囲気が和やかになった

女性は、細やかな配慮ができる

女性の発想力や具体的な意見が、区・⾃治会の活動
に活かされている

7



　問10-1：必要と思う理由はなんですか（複数回答可）

1 女性の立場や視点での意見が必要である 50区
2 区⺠の減少で男性だけでは役員の分担が困難である 26区
3 男女に関係なく実力のある人を選出すべきである 40区
4 区・⾃治会運営が活性化する 10区
5 高齢者、子供、女性の立場に配慮した細やかな対応ができる 42区
6 場が明るくなる 9区
7 その他 1区

7 その他 1区
#N/A #N/A #N/A 6

　　その他コメント

　問10-2：必要だと思わないのはどのような理由ですか（複数回答可）

1 男性だけで十分できる 5区
2 区・⾃治会運営に参画する世帯の代表者は、男性の役割だと思う 2区
3 力仕事など女性には不向きな仕事がある 9区
4 家庭の事情により、夜の会議や休日の行事の参加が難しい 14区
5 役員以外に、女性が活躍できる役割を設けている 3区
6 その他 2区

その他 2
役員以外に、女性が活躍できる役割を設けている3 6.08 役員以外に、女性が活躍できる役割を設けている#N/A
家庭の事情により、夜の会議や休日の行事の参加が難しい14 17.09 #REF! #REF!
力仕事など女性には不向きな仕事がある9 12.1 家庭の事情により、夜の会議や休日の行事の参加が難しい#N/A
区・⾃治会運営に参画する世帯の代表者は、男性の役割だと思う2 5.11 力仕事など女性には不向きな仕事がある#N/A
男性だけで十分できる 5 8.12 区・⾃治会運営に参画する世帯の代表者は、男性の役割だと思う#N/A

3.13 #N/A 男性だけで十分できる#N/A 1

  ・いろいろな考え方をとりいれるべきである。男女問わず区（⾃治会）を活性化し尽力しようと思う人を
   選出するべき。

  ・特にこだわる必要はない。出来る女性はやればいい。公務員を半分女性にする必要はないと思う。

　　問10-2　その他コメント

1区

9区

10区

36区

40区

42区

50区

その他

場が明るくなる

区・⾃治会運営が活性化する

区⺠の減少で男性だけでは役員の分担が困難である

男女に関係なく実力のある人を選出すべきである

高齢者、子供、女性の立場に配慮した細やかな対応
ができる

女性の立場や視点での意見が必要である

2区

2区

3区

5区

9区

14区

その他

区・⾃治会運営に参画する世帯の代表者は、男性の
役割だと思う

役員以外に、女性が活躍できる役割を設けている

男性だけで十分できる

力仕事など女性には不向きな仕事がある

家庭の事情により、夜の会議や休日の行事の参加が
難しい
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　問１１：女性を役員に登用するための取決めや工夫していることはありますか？（複数回答可）

無回答 3区
その他 45区
特になし 0区
区・⾃治会 6区
役員以外の 1区
「会計は女 1区
世帯主以外 15区 18.45 #N/A 世帯主以外からも役員を選出している#N/A 5
男女の区別 38区 41.46 #N/A 男女の区別なく選出可能にしている#N/A 1

0 #N/A

　　その他コメント

   ・次年度は女性役員（１人）が登用されます。

　問12：女性役員登用についての状況を教えてください。(複数回答可)

3区

2区

45区

1区

1区

6区

15区

38区

無回答

その他

特になし

「会計は女性とする。」など、女性が就任する役職
をあらかじめ定めている

役員以外の役割を経験してから、役員に就任しても
らうようにしている

区・⾃治会に関心を持てるよう、総会等への出席を
呼びかけている

世帯主以外からも役員を選出している

男女の区別なく選出可能にしている

10区

7区

3区

16区

27区

28区

無回答

その他

女性役員登用のため、規約等を変更する
予定がある

女性役員登用について、現在検討中

今後も継続して登用する

女性登用について考えていない
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　問12：女性役員登用についての状況を教えてください。(複数回答可)  　(続き）

  その他コメント
  ・世帯主以外も可とする。
  ・区役員は女性の登用を進める義務を負う。
  ・世帯主が女性で高齢者以外は選出する可能性がある。
  ・特には検討していない。
  ・あえて女性を登用する事には無理がある。
  ・総会で意見を聞いたが、反対多数だった。
  ・家庭環境による。
  ・⾃治会は皆で活動するものだから必要に応じて家族の誰かが参加すればよいと思う。
  ・世帯主が女性の場合候補として上がることがあるが、世帯主でなければ対象にならない。
  ・役員については、世帯に依頼しており、女性登用も可だが結果的に男性となっている。

　問13：女性を役員に登用することについて支障になっていることはありますか？（複数回答可）

無回答 13区
その他 13区
女性⾃身に
役を受ける 43区 46.87 女性⾃身に役を受ける意識がない#N/A
役員が毎年
改選される 28区 31.88 役員が毎年改選されるため、女性役員登用の意識が根付かない#N/A
家族の同意
が得られな 12区 15.89 家族の同意が得られない#N/A
役員の選挙
権が世帯主 7区 10.9 役員の選挙権が世帯主しかない#N/A
区・⾃治会
の条例や規 0区 3.91 区・⾃治会の条例や規約により、女性を登用することができない#N/A

10区 13.92 女性が役員に就任することについて、区⺠の理解を得るのが難しい#N/A

　　その他コメント

  ・区の役は男性という意識がまだ残っているように思う。
  ・女性⾃身が回りの目を気にする。
  ・女性が役員になる意識が区⺠・本人に醸成されていない。
  ・役員＝「世帯主の男性」の考え方が根づいている。
  ・力仕事など不向きな事があり、全体的に高齢の為、男性にも頼めず無理が重なる。
  ・世帯主が多数男性だから。
  ・世帯からどちらが出ても良いことになっているが。
  ・世帯主を中心に行っている。女性が世帯主であれば可能性はある。
  ・慣習。
  ・現在も女性役員はいるため支障なし。
  ・支障になっていることはない。

14区

13区

0区

7区

10区

12区

28区

43区

無回答

その他

区・⾃治会の条例や規約により、女性を登用することが
できない

役員の選挙権が世帯主しかない

女性が役員に就任することについて、区⺠の理解を得る
のが難しい

家族の同意が得られない

役員が毎年改選されるため、女性役員登用の意識が根付
かない

女性⾃身に役を受ける意識がない
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　問14：女性が役員を務めることについてどのように思われますか？（複数回答可）

　　　問14　「難しい」理由コメント

  ・議員作業等体力を使う仕事が有る。

  ・男性役員の協力と家族の協力の両方がないと精神的にも体力的にもかなり難しいと思う。
  ・世帯主と重複して役員になる可能性があり、また年がかわると同じ世帯で役員になる事も想定される。
  ・女性だからと言って家族、他の役員に負担をかけてはならない。
  ・選挙推薦委員会で選挙候補者の推薦にあがらないと思う。

 
　問15：あなたの女性の家族（妻・母・娘）が役員となったとき、家事・育児・介護に協力

　　　　　できますか？　【男性の方への質問】（複数回答可）

　　その他コメント

  ・現在親の介護をしながら一人でやっている。

  ・状況で対応する。

  ・⾃分（男性）の区役が免除されるのであれば。１軒２名は無理。

  ・その時の状況による。

  ・役員同士協力し合うことや、家族が協力すれば男性と同様に努めることはできると思うが、その上で家庭、
   仕事の両立はむずかしい。

2人

10人

33人

47人

48人

無回答

難しい

家族が協力すれば男性と同様にできる

男性と同様にできる

役員同士協力すればできる

7人

4人

2人

9人

71人

無回答

その他

家事・育児・介護をしたことがないので難しい

協力したいが、仕事が忙しく難しい

できるだけ協力する
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　問16：女性の意見を取り入れるために行っていることがありますか？

　　取組の具体例

  ・意見を取り入れるための会合を行っている。

  ・意見や要望個所に関する情報を受けている。

  ・総会等に意見・要望を取り入れている。

  ・投書箱を設置している。

  ・隣組を通じて意見集約などを行っている。

  ・会議に参加するよう促している。

  ・改選時に呼びかけをしている。

  ・公⺠館行事への参加を呼びかける。

  ・まちづくり委員会での高齢者対応及びＰＴＡ、保護者会への参加をしている。

  ・議会にアドバイザーとして、参加してもらっている。

　　その他コメント

  ・区の女性団体の役員を務めている女性から意見を伺っている

  ・婦人部活動など、女性の役職もある。

  ・特別に女性だから、男性だからという区別はない。

  ・組単位の総会では女性の参加もあり、意見が出されている。

  ・特に女性に限らず、会員らの声が聞ける様にと会報で募っている。

  ・役員会(毎月)において、役員名(男性)にかかわらず、女性の参加が半分ほどである。このため意図的に
   発言してもらうよう会議を進めている。

3人

9人

63人

15人

無回答

その他

取組をしていない

取組をしている
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　問17：令和４年の区・自治会役員の選出について教えてください。

　　　　問17-1女性に限定することを検討している役職がある（複数回答可）

　　　　問17-２男性に限定することを検討している役職がある（複数回答可）

  ・三役の議員経験者から。新議員は選考委員会で男性ばかりが選ばれる。

  ・御柱祭も有り、女性では大変である。

　問18：防災組織に女性が参画していますか？

　　「いる」場合、どのような役割についていますか

  ・ 防災本部会⻑        １人
  ・ 班⻑            １人
  ・ 班員            １人
  ・ ⾃主防災会・情報部副部⻑  １人
  ・ 避難・誘導         ３人
  ・ 情報収集・情報対策     ４人
  ・ 救出・救護        １４人
  ・ 給食・給水        ２３人
  ・ 福祉推進員・⺠⽣児童委員（ボランティアの会含む）   ４人
  ・ その他（保健補導員、組⻑、議員、公⺠館委員など）   ８人 

    　男性に変更する場合の理由

3人

2人

1人

公⺠館⻑・主事

議員

三役

いる, 42区 いない, 18区 検討中, 25区

無回答, 5区

5人

5人

7人

公⺠館⻑・主事

議員

三役
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　問18：防災組織に女性が参画していますか？（続き）

　　「防災組織に女性が参画していない」　理由を教えてください

       ・特に理由はない。

  ・男性より選出する流れになっている。

       ・役とかではないが別のところで女性に協力してもらっている。

  ・危険が多い。

  ・名簿上は男性であるが、配偶者の会議参加が目立つ。

  ・特に必要性がない。

       ・ 委員として参加している。
    

　問19：女性役員を増やすための取組や、女性の意見を取り入れるために取り組んでいる

　　　　　ことやアイデアががありましたら教えてください。

  ・改革委員を造り、検討・話し合いを行っている。

  ・区議会等、女性選出を呼びかけている。

  ・役員改選時にお願いにいく。役員になれそうな人を推薦してもらう。

  ・毎年、女性を役員に付ける事を習慣にしている。

  ・当区では福祉推進委員は女性にお願いしている。女性の方が細やかな対応ができるため。

  ・ 副区⻑を２名とし、内１名を女性とする。→男性は区⻑見習いとし次年度は区⻑、女性は会計担当とする。

  ・セクハラ問題が発⽣しないよう規律を守る。

  ・ 遅くまでの飲酒には強要しない。

  ・ 家庭的事情に配慮する。

  ・当⾃治会は移住者が多く、女性の意見も活発に言える環境にあると思う。

  ・どちらかと言うと男性は仕事で忙しいので区の活動は女性が出てくる事が多い。

        ・ 区活動にボランティアで参加をお願いしたい。(市の補助金をつけるなど）

  ・ＰＴＡ役職と関連した⻘少年育成会⻑などの役をやってもらいながらステップアップしてもらう様にする。

        ・男性女性以外な方もいる。それも考えてゆくべき時期だと思う。

  ・世帯に男性が居ない家では、常会⻑や、組⻑などは役を受けてもらっている。いきなり三役ではなく、議
           員から登用する事で広げてゆけば良いと思う。

  ・かつて一度だけ副区⻑に選出されたことがある。⼩さい集落のため、徐々に各種委員に女性が入るように
           なってきたが⼾主登録のため、歩みは遅い。区内の会議の中で議論を進めていく必要がある。

  ・現在、公⺠館の中に婦人部というものがあるが、今後婦人部という名称は廃⽌する予定。女性差別、軽視
           になる可能性があり問題となっている。但し、女性を押し出すのではなく、もっと広い範囲で女性を登用
           できるように規約などを変更することを検討中。

  ・ 男女含めた役員のなり手不足の方が問題である。会合を効率良く減らしたりムダを無くす工夫に心掛けて
           いる。
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　問２０：男女共同参画に関するご意見・ご感想

  ・ 特に男女区別なく、区の運営をしている。周りの役員でフォローしていけばどうにかなると思う。

       ・ 女性の参画へのハードルを下げる取組をしていきたいと思う。

  ・ 昔ながら（男性のみ参画）の考え方がある人もいて、女性の参画にはまだ時間がかかりそうに感じる。

  ・ すべての事に男女関係なく考えるべきである。男女区別していると区行政が成り立たない。（人口減少で）

  ・ 区の規約では女性が役につく場合の制約はないが伝統的についた事例がなく制度づくりが必要と思われる。

  ・ 人数的には確保できていても高齢化が問題で、それらに伴う介護に関わる家庭が増加してきている。

  ・ 総会には女性も出席するが、他の役は受けてもらえるものの三役〜主事等の役は難しい。
  ・ 女性がもう少し区行政等に興味を持っていただきたい。

  ・ 男女関係なく区⺠全員から意見要望を取り入れている。
  ・ 役員以外のＰＴＡ・育成会等役員は女性も対応している。
  ・ 臨機応変に対応すればいいと思う。

  ・ １年半以上続くコロナ禍に依る⽣活基盤の不安定。

       ・  女性同士の派閥的な部分が障害と感じる。

  ・ 他市町村等を参考に考える。

  ・ 共同参画できるような指導、勉強会、PRを行なう。
  ・ アンケートを募る。

  ・ こだわらなくて良い。

  ・ 役員について、男性・女性の規約はない。

  ・ ＰＴＡや保護者会などの役員も女性はくじ引きで、いやいや引いてしまうパターンが多い。したがって、役
             をやった人のつながりもできにくい。結果、区役等への引き上げが出来ない。悪循環。

  ・ 区⻑、区会議員、公⺠館主事等の主要ポストの業務量の軽減を工夫し、負担を減らす。複数年連続して役
            を受けなくても良い方法を検討していく必要がある。

  ・ このアンケートの文面･内容も男性役員へ向けたアンケートではないか。

  ・ 女性の参画は良いと考えるが、今まで登用していない為できない。区内の人台帳を作りたいが個人情報
             との関係でなかなか人の顔が見えない。

  ・ 男女の区別がなくなっていく時代だと思う。特に若い世代の方が、こういった意識のレベルが高いので、
             若い世代の意見も大切にする必要があると思う。

  ・ 女性の参画率を高める事が主目的になってはいけない。夫婦の役割がどうあるべきかを考えた上で結果と
            して女性登用が増えていくべきと考える。

  ・ 女性の参画意識を高めることが必要。

  ・ 役員になっていただける方を選出する事が大変な状況。役員になっても良いと思える環境（役務の軽減
             等）を整える事が必要と考える。それが出来れば女性の役員を選出する事に可能性が出ると思う。

  ・ 約半年やってきて､女性にとって家庭と仕事を持って区の役員は､家族の同意が得られても大変だと思う。
             区の行事は、土、日、祝日等が多いがその日が出勤日だったりすると仕事は休めない。他の役員の方に迷惑
             をかけてしまう（これは男性も同じだと思うが・・・）女性にはまだまだ役員に就くことはむずかしいので
             はないかとつくづく思う。

  ・女性や若い人達の声に耳を傾ける、重鎮の方々の意識変容が必須なのではと思う。

  ・ 男性でなければ他の区議と対等に見られないなどの考え方（会議は女性、飲み会の時は男性など）に
             ついて、男性の意識改革が必要である。
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