
令和３年度

多様な性に関する市民意識調査

結果報告書

令和４年３月

北広島市

１ 調査対象：令和3年10月25日時点 18歳以上の市民（無作為抽出）

２ 調査方法：郵送による

３ 調査期間：令和3年11月1日～11月17日

４ 回答状況：送付数3,000件

回答数1,286件（回答率42.9％）





〔R3.11多様な性に関する市民意識調査〕

１-あなたの年齢について教えてください。

.

２-あなたの戸籍上の性別を教えてください。 ３-あなたの性自認について教えてください。

４-あなたの職業を教えてください。

　アンケート調査の集計結果　

あなた自身についてお伺いします

1.3%

5.5%

9.1%

15.6%

17.3%

22.8%

28.1%

0.2%

①10歳代

②20歳代

③30歳代

④40歳代

⑤50歳代

⑥60歳代

⑦70歳以上

無回答・無効票等

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

１－年齢

41.8%

57.8%

0.5%

２－戸籍上の性別

①男性

②女性

無回答・

無効票等

42.0%
57.2%

0.2%
0.5%

３－性自認

①男性

②女性

③その他

無回答・

無効票等

26.3%

5.1%

18.5%

5.2%

14.9%

3.0%

23.7%

2.6%

0.6%

①会社員・団体職員

②自営業・自由業

③パート・アルバイト

④公務員

⑤家事専業

⑥学生

⑦無職

⑧その他

無回答・無効票等

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

４－職業

年齢別

回答率
対象者 回答者 割合

10歳代 76 17 22%

20歳代 282 71 25%

30歳代 329 117 36%

40歳代 538 201 37%

50歳代 544 222 41%

60歳代 570 293 51%

70歳以上 661 362 55%

計 3,000 1,286 43%

※年齢未回答が3件
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〔R3.11多様な性に関する市民意識調査〕

問１- あなたは次の言葉について聞いたことがありますか。また意味を知っていますか。

　■「知っている」が５割

性的マイノリティ（LGBT・性的少数者）についてお伺いします

　■「知っている」が８割

　■「知っている」が８割

54.6%23.9%

10.1%

11.4%

①聞いたことがあるし意味も知っている

②聞いたことがある

③聞いたことがない

無回答・無効票等

83.8%

8.2%

0.9% 7.0%

①聞いたことがあるし意味も知っている

②聞いたことがある

③聞いたことがない

無回答・無効票等

83.8%

8.4%

0.7%
7.1%

①聞いたことがあるし意味も知っている

②聞いたことがある

③聞いたことがない

無回答・無効票等

知っている言葉 「ＬＧＢＴ」

知っている言葉 「レズビアン」

知っている言葉 「ゲイ」
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〔R3.11多様な性に関する市民意識調査〕

　■「知っている」が６割

　■「知っている」が５割

　■「知っている」が７割

59.8%

20.8%

9.3%

10.0%

①聞いたことがあるし意味も知っている

②聞いたことがある

③聞いたことがない

無回答・無効票等

50.4%
30.6%

8.6%

10.3%

①聞いたことがあるし意味も知っている

②聞いたことがある

③聞いたことがない

無回答・無効票等

72.2%

19.3%

1.2%

7.3%

①聞いたことがあるし意味も知っている

②聞いたことがある

③聞いたことがない

無回答・無効票等

知っている言葉 「バイセクシャル」

知っている言葉 「トランスジェンダー」

知っている言葉 「性同一性障害」
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〔R3.11多様な性に関する市民意識調査〕

　■７割が「聞いたことがない」

　■７割が「聞いたことがない」

　■「聞いたことがある」が７割だが、「知っ
ている」が３割

4.0% 6.1%

75.2%

14.6%

①聞いたことがあるし意味も知っている

②聞いたことがある

③聞いたことがない

無回答・無効票等

7.2%

6.9%

71.4%

14.5%

①聞いたことがあるし意味も知っている

②聞いたことがある

③聞いたことがない

無回答・無効票等

33.0%

40.6%

15.5%

10.9%

①聞いたことがあるし意味も知っている

②聞いたことがある

③聞いたことがない

無回答・無効票等

知っている言葉 「アライ」

知っている言葉 「アウティング」

知っている言葉 「パートナーシップ制度」
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〔R3.11多様な性に関する市民意識調査〕

問２-ご自身について性的マイノリティ（LGBT・性的少数者など）だと思いますか。（１つだけに〇）

①そう思う 16 1.2%

②そう思わない 1,187 92.3%

③わからない 59 4.6%

無回答・無効票等 24 1.9%

合計 1,286

問３-あなたのまわりに性的マイノリティの方はいますか。（１つだけに〇）

①いる 113 8.8%

②断定はできないがいる 101 7.9%

③いない 787 61.2%

④わからない 278 21.6%

無回答・無効票等 7 0.5%

合計 1,286

問４-打ち明けられた時の気持ち（複数回答）

　■今までどおりに接するが多数を占め、消極的な
　　 回答は少ない

　■約１％「性的マイノリティ」が存在する状況である

　■周囲に約１７％の割合で「性的マイノリティ」
　  「断定はできないが」が存在する

1.2%

92.3%

4.6%
1.9%

①そう思う

②そう思わない

③わからない

無回答・無効票等

8.8%

7.9%

61.2%

21.6%

0.5%

①いる

②断定はできないが

いる

③いない

④わからない

無回答・無効票等

4.1%

14.3%

26.0%

29.9%

18.0%

2.3%

1.0%

4.2%

0.3%

①応援したいと思う

②信頼してくれていると思う

③理解したいと思う

④今までどおりに接する

⑤おどろくが、話を聞く

⑥理解できないと思う

⑦距離を置きたいと思う

⑧わからない

無回答・無効票等

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

問４－打ち明けられた時の気持ち
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〔R3.11多様な性に関する市民意識調査〕

問５-今の社会は生きづらいか

問６-〔問５〕で”生きづらい”と答えた方の理由（複数回答）

　■全体的に横並びであるが、差別や偏見が存在しているとの回答が多い結果となっている

　■６割が生きづらいと思う反面、「わからない」
　　という回答も３割を占める

62.5%

6.1%

29.0%

2.3%
問５－今の社会は生きづらいか

①思う ②思わない ③わからない 無回答・無効票等

18.0%

12.4%

14.7%

11.6%

9.6%

10.6%

9.6%

0.9%

12.7%

①差別や偏見、いじめ等が存在していると思うから

②家族や友達等に相談しづらい状況にあるから

③制服や設備（トイレ、更衣室等）など生活しづらいと思うから

④就職や職場で不利・不当な扱いをさせると思うから

⑤書類等で性別の記載をすることに抵抗があると思うから

⑥同性パートナーとの関係を認めてもらえないから

⑦行政機関などの相談体制が不十分だと思うから

⑧その他

無回答・無効票等

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
問６－生きづらい（理由）
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〔R3.11多様な性に関する市民意識調査〕

問７-差別や偏見をなくすにはどのような取組みが必要か（複数回答）

　■取り組む必要がない回答は極めて少なく、啓発活動や法制度・認証制度の整備を求める回答が多い

20.2%

19.8%

16.4%

16.9%

18.0%

1.9%

1.3%

4.3%

1.1%

①社会全体として性的マイノリティへの理解促進とな

る啓発・広報活動の推進

②同性婚を認めるなど、国の法制度を拡充

③市町村における支援や認証制度を設ける

④当事者やその周囲の人々は相談できる専門窓口

の整備

⑤性的マイノリティの方が利用しやすい設備の整備

⑥特に取り組む必要はない

⑦その他

⑧わからない

無回答・無効票等

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

問７－差別や偏見をなくすには
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年齢
戸籍上の
性別

その他の理由

10代 女性 国が同性婚を認めていないから。

20代 男性
若い世代より４０より上の世代が、まだＬＧＢＴやゲイの方たちの事で理解できてい
ない。

20代 女性
性的マイノリティについての認識が、まだ一般的に広まっていないように感じるた
め。

20代 女性 同性カップルは、賃貸物件の契約を断られることがあるから。

20代 女性
政治家の方が性的少数者の方にひどい発言をした事件を知った時に「日本は終
わってるな」と思った。

20代 女性 緊急時、呼んでもらえない。全体の知識不足（私も含めて）

20代 女性
性的マイノリティの人には配慮しなければならないという中途半端な認識だけが伝
わっていて具体的な知識が一般的に広まっていないから。

30代 男性 社会的不利益が法などにある。
30代 男性 理解されにくい世代がまだ社会にいるため、20年後は変わっていると思います。
30代 女性 差別や偏見を目の当たりにしているから。

30代 女性
頭の中が昭和の古い考え、カチコチの世代が多すぎる。学ぼうとしない。政治家を
はじめとして、時代の流れに順応しない人が上司なら最悪です。

30代 女性
全てに対して生きにくさはあると思う。何年経っても偏見が消えない。そもそも上に
立つ人間がそういう気持ちを持っているから変わらないのでは？と思う。

30代 女性 私はマイノリティではないと思っているため。
30代 女性 仲間が見つけやすければいいのにと思います。
30代 女性 同性婚が認められていないから。
40代 男性 本能的な忌避感が普通あるから。
40代 女性 生殖医療や家族をつくる時に希望どおりにならない。
40代 女性 性教育が不十分だと思うから。
50代 女性 社会全体の理解が不足していると思うから。
50代 男性 小中学生は特に家族が厳しい
50代 女性 公衆浴場で本当かどうかの判断がつかなく、断られているのを見たから。
50代 男性 隠さなければならない状況が多い事
50代 女性 子どもの頃にLGBTについて教育されていないから。
50代 男性 日本人の風潮。
50代 女性 社会全体における教育が不十分
50代 女性 同性婚が認められていない。手当を受けられない。
50代 男性 行政が認めていないから。
50代 女性 性的に限らず、マイノリティは生きづらいと思うのでは。
60代 女性 日常生活のすべてが、男か女で扱いが替わる。息が詰まる。
60代 女性 理解するに十分な世の中ではない。
70代 男性 行政機関が受け入れていない
70代 女性 本人ではないので、深いことがわからない。

問6　今の社会は生きづらいか　⇒　生きづらいと答えた方の理由

9



年齢
戸籍上の
性別

その他の理由

20代 男性 性的マイノリティの事をもっと知る必要がある。
20代 女性 設備の整備をするなら先に偏見をなくすのが先。
20代 女性 相談窓口の研修があれば参加したい。
20代 女性 学校の授業
30代 女性 メディアのイジリをなくす、悪影響。
30代 女性 制度を作ると詐欺に利用さやすそう。
30代 女性 義務教育に組み込んでもいいと思う。

40代 女性
学校の制服などを性的マイノリティの人も選びやすいデザインに加え、かつ何
を着ていても性自認がすぐにわかってしまうことのないような全体への配慮を
する。

50代 女性 LGBTについての教育の時間を作る
50代 女性 多様性についての教育を小さい時から受け、当たり前の社会に。
50代 男性 自治体が認めていけばよい。
70代 男性 行政機関窓口での積極的な対応

問7　差別や偏見をなくすにはどのような取組みが必要か
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年齢
戸籍上の
性別

意見・要望

問2で自身を
マイノリティ
だと思うと答
えた方

10代 女性
そもそもこういうアンケートを取る必要がなくなるくらい、色んな性のあり
方が認められる社会にするために、変な気遣いや行き過ぎた干渉、質問
はやめるべきだと思う。

10代 女性

特別扱い、特例ではなく、周りと同じように生きられる制度や整備が大事
だと思う。多くの当事者は、大きく声をあげたいわけではない。法律等の
壁や、今はまだ偏見が少なくないから、声を上げざるを得ないだけなの
で、当事者が生きている上で、困っていること、壁を感じたことなどを、多
く聞く事で整備を進めていくべき。

10代 男性
差別は本人が差別と感じるかどうかだと思う。本人達の感情のみで法律
を変える必要はないと思う。必要なことは静かに暮らすことなので、偏見
はないが、騒ぐことはないと思う。

10代 女性
幼少期から取り組みをはじめると、偏見や差別が減ると思います。絵本
や動画、幼児向け（児童、生徒を含む義務教育を受ける人）の道徳的な
学習時間を取り入れる。授業やガイダンスなど。

10代 男性
人が人を好きになることは、素敵なことであり、自由に行える世界になっ
てほしいです。

10代 女性
幼稚園が小学校の時期から、多様な性について、触れる機会を与える
べきだと思う。教育活動が絵本、文庫本の設置だと、幼い頃からの理解
が将来の価値観の形成に関係すると思う。

20代 女性
北広島市もパートナーシップ制度があったら、性的マイノリティの方も生
きやすくなると思います。

20代 女性
これからも北広島市に住み続けたいと思っています。いずれ、パートナー
シップ宣誓をしたいと思っている相手がいるので、制度を整えてほしいで
す。

●

20代 女性

私の友達にもＬＧＢＴの方がいますが、とても自分らしさと個性を出してい
るのに、否定や偏見をされた時、とても悲しい顔をしていました。それに、
自分は女性、男性と実感して生きている方々にとって、このＬＧＢＴは広
めた方が良いです。ポスターや講演会などを開いてもらえると、理解しや
すくなると思います。後は、講演会が終わった後に、ＬＧＢＴの人たちと触
れ合って、会話をするという場を作った方が私的には、差別と偏見がなく
なると思います。

20代 女性
学校の制服はズボン、スカートを着たい方を着れるような社会になって
ほしい。

20代 男性 偏見を持つ世代がいなくなるのを待つ

20代 女性
性的マイノリティへの理解をしている方もいらっしゃることから、反対に理
解できない方々はなぜ理解できないのかということに焦点をあて、これら
のことから対策を取ってみる。

20代 女性
学校などの公教育の中で、性に対する理解をするための場を設けていく
必要があると思う。学校でなくても、市民が気軽に参加できる講演会等。

20代 女性 市町村における認証制度があれば、とても素敵だと思います。

20代 女性

性的マイノリティという言葉をなくすような取り組みが必要。少数多数とか
ではなくて、人はそれぞれ個としての性質を持っているというような考え
になれるといいんじゃないでしょうか。小学生やそれより小さい頃から教
えていけるような体制があるといいかと。

20代 男性
もっとメディアや学校で教え、偏見をなくす必要がある。みんな違って、み
んないいをもっと普及させるべき。

20代 男性
身近にいる自分とは違う価値観や立場の人の生き方に触れ、知見を広
げていくことが第一歩ではないでしょうか。

20代 女性
いつか世界全体が、この事について理解できることを願っています。好き
な事、物を好きと言える環境が大事だと感じます。

20代 女性
特に、女性同士のカップルは、男女のカップルや、男性同士のカップルと
比較して、収入が少ないと感じるので、女性同士のカップルが困窮しない
ような仕組みがあると良いと思います。

●

問8　ご意見・ご要望　（総数318件）
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年齢
戸籍上の
性別

意見・要望

問2で自身を
マイノリティ
だと思うと答
えた方

問8　ご意見・ご要望　（総数318件）

20代 女性
若い人たちより、高齢者の方たちの方が、偏見を持っている人が多いと
思う。（気持ち悪い等言っているのを聞いた）30代後半からの理解を得ら
れる取り組みが必要かと思います。

20代 女性

お年寄りの方や宗教などで規律が厳しい人は、「性」に対して他の人より
敏感だと思うので、こういう人たちに「今の時代はいいなぁ」と思ってもらう
のが大切だと思う。20代の私でさえ「昔の方がよかったなぁ」と今の日本
は思ってしまうのだから。

20代 男性 性別を細分化すべき。

20代 女性

少子化をいうと、高齢の方を含め「同性愛」に対する視点は厳しくなると
思う。子どもに対する支援（施設や金銭的）も充実したうえで、パートナー
シップ制度を取り入れたり、相談窓口、支援員の一般の人（心理職でもよ
いが）の研修や、会社への支援（出前講義等）があれば、参加したり、理
解を広げたいと考えらえると思う。

20代 男性 誰しもが受け入れれらるような社会体づくりのための印象操作。

20代 女性
自分には関係ないと思っている人にこそ差別や偏見について知ってもら
う必要があると思います。

20代 男性

偏見や差別は、現時点ではなくならないと思う。なぜなら、自分と違う人
間や変わってる人を差別する人がいるからだ。それと性的マイノリティに
ついて最近では耳にする機会が多くなってきましたが、年配の方がLGBT
と聞いて意味を理解できる人が全体の何割いるのだろうか？圧倒的に
少数派だと思います。では、少しでも理解が深まるようにするには、一例
を挙げると、我々日本人は義務教育とかいうのに従って生きてきました。
その教育の中にもっと深く性的マイノリティについて、授業をするべきで
す。例えば、授業中に公演などで差別や偏見で苦しんでいる、もしくは苦
しんでいた人に演説させてください。その苦しみはきっと若い人達の心に
突き刺さり、大人になってからでもLGBTの人を見たり、それとこういった
アンケートをもっとすべきです。これを答えていくと、意味を調べたりして
理解する人は増えていくと思います。

30代 男性

まずは、環境の整備が必要と感じます。教育の浸透もまだ不十分です。
人としての在り様に理解を深め、当たり前の世の中を目指すためには、
法整備と並行して、オープンにできる世論をもっと広げていく必要がある
と思います。理解と尊重が当たり前にできる人を育てていきたいもので
す。

30代 女性

否定をしている人は、ＬＧＢＴ等の方々が本気なのかふざけているのかの
判断が出来ず、毛嫌いしている部分があります。現に昔の会社の同僚が
それにより酷く傷つき落ち込んでいた時期がありました。男性として入社
し、女性というのを公にした後、「女子トイレにいた、気持ち悪い」「ありえ
ない」「女装して会社に来て、他の部署の人たちの目も気になる」等、
散々言われていました。なので、ちゃんとした本当の事を広く理解してあ
げてもらいえる取り組みが必要だと思います。

30代 女性
同性婚等の法制度拡充のためにも各市町村でのパートナーシップ宣誓
を広げていけば、やがて法改正にもつながっていくと思います。

30代 女性

性的マイノリティに限らず、極端かもしれないが「少数派は悪」というよう
な風潮を感じる。少数派であることは悪いことではないという意識改革が
必要だと思う。親世代がそのような意識を持ち、子世代に伝えることも大
切。

30代 女性

様々な場面で、書面に自分の事を記載する時、ほぼ100％性別の欄があ
るので、性的マイノリティの方々は。やるせない思いをしていると思いま
す。小さな取り組みから始め、ゆくゆくは、性的マイノリティの方々が、胸
を張って自分を主張できる未来ができたらいいと思います。

30代 男性
市が行えることは少ないかもしれませんが、市役所内などに気配りがあ
るだけで、来られた方の気持ちが違うと思います。北広島市はできるよう
に思います（札幌市職員）

30代 男性 義務教育中の教育。
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年齢
戸籍上の
性別

意見・要望

問2で自身を
マイノリティ
だと思うと答
えた方

問8　ご意見・ご要望　（総数318件）

30代 女性

今ある感覚を変える必要がある。幼児期から「男だから、女だから」の感
覚をうえつけない。もっと言えば、妊娠中の親の教育から取り入れるべ
き。世の中の人が「人としてどうあるべきか」との考えがあれば、施別
云々ではなく、その人の人権としてみることができるはず。

30代 女性
差別するつもりもないが、そこまで支援することが必要なのか？と思って
しまう。生物学的には、ふつうではないでしょう？と思ってしまう。

30代 女性

男らしい、女らしい等は、もはや死語です。市町村はもちろん、企業に対
して啓発しなければ働きにくいと思う。また、幼少期から教育して取り入
れるべき。保育士や教師へのセミナー等、義務化するべきだと思う。幼少
期から違和感を感じている方が多い。親は偏見なく育てていても、園や
学校で覚えてきているのが現状です。

30代 女性 同性婚として認められると、差別的な発言をする人は減ると思う。

30代 女性
自分と違う感覚、考えは理解しづらいと思います。同封された「にじいろ
きたひろ」を初めて拝見し、とてもわかりやすかったです。わからないなり
に少しずつ理解を深めることが大切だと思いました。

30代 男性 子どもの頃から教育をしていくといいと思う。

30代 女性
交流会、スポーツ大会など、チームワークでコミュニケーションを取ること
で理解しやすいと思います。

30代 女性
周囲にいないためわかりませんが、みんなに優しい社会になればよいと
思います。

30代 女性

取り組みなどの大きいことはできないけど、自分の子どもが皆と違っても
接し方は変わらないと思う。同じように子どもにも伝えていきたい事です
ね。男女の中と変わらない制度、国の法は増えてくれることを願います。
自由な気持ちを大事にしてほしい。皆が幸せに…

30代 女性
法律が行政の制度の整備が、まだまだ追いついていないように感じま
す。

30代 女性

性的マイノリティの方々は、同じ人間に変わりない。他人にとっては、い
やな目で見てきたり、「同性は気持ち悪い」と思う人もいます。そういう事
はなくしてほしいし、理解してもらいたいです。性的マイノリティの皆さん
には幸せになってほしいです。

30代 男性
様々なアンケート等の問いに、男性、女性の欄を設けなくてもよいと思
う。そもそも必要か？多目的トイレ、温泉施設など、マイノリティの存在が
当たりまえとして生活できる設備を整えることが急がれると思う。

30代 女性

まずは、LGBTについて「知る」ということが、最も大切だと思います。知ら
なければ、その人たちの苦しみに気が付くことができないので。知ってい
る人が多くなれば、何とかしたいという人も増えると思います。制度の拡
充ももちろんですが、啓発活動に力を入れることで、LGBTが身近にな
り、とっつきやすくなる気がしました。よくラジオでその話題に触れること
が多く、自分自身、少し身近なものとして認識するようになりました。

30代 女性

諸外国に比べ、偏見等の根が深いように感じるため、国、市町村の制度
を早急に整えると同時に、幼いうちから性教育に力を入れるべきだと感じ
ます。日本人特有の国民性から、少数の風当たりが強くなってしまう所を
同時に変えようとしていかなければ、本当の普及は難しいと思います。

30代 女性

国や市がどんな取り組みをするより、生きづらさの根本は差別意識だと
思うから、有名な人がテレビなどで、自身の性をカミングアウトする方が
よっぽど偏見はなくなりやすいと思います。若い人の偏見は少ないので
は？年配者の方が偏見が多そうなイメージです。

30代 女性 色々な人が生活しやすい社会であってほしい。
30代 男性 学校などで教育を行う。
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戸籍上の
性別

意見・要望

問2で自身を
マイノリティ
だと思うと答
えた方

問8　ご意見・ご要望　（総数318件）

30代 女性

30年間生きてきた中で、3名の方が「好きになった人が同姓である」という
方でした。実際、私が知らないだけで、周りにたくさんいるんだろうなと思
います。多様な性に関する考え方というのが、考え直される時代がきて
良かったと思います。自分よりも上の年齢の世代は、特に偏見が強そう
だな、と思います。どのような方でも生きやすい社会になるといいなと思
います。

30代 女性
小さい頃から教える。今の幼稚園児でも男と男は結婚できないよ！と発
言するが、そこから男は女と、女は男と、という考えが植え付けられてる
と思うので。

30代 女性

最近たまたま読んだ漫画が、同性同士の恋愛物語でした。今まで、特に
性的マイノリティについて考えたことがありませんでしたが、その漫画を
読んで、人を好きになる気持ちに性別は関係ない、みんな同じ人間なん
だと強く感じました。漫画等、日常で触れやすい手段でもっと性的マイノリ
ティについて、知ってもらう機会が増えればいいなと思います。

30代 女性

相談できる場所がもしできたとしたら、本人の共感をしてあげられるよう
な専門家などを取り入れてあげるべき。世の中の人がもっと理解できる
人がたくさん増えて、大きい顔をして生活できる社会ができればいいのに
な、と思っています。

30代 男性
人の理解は必要とは思う。だけど「理解しましょう」「手助けしましょう」み
たいなのは、かえって差別的というかそのことを強調させて「普通じゃな
い人」みたいな印象を受けて、違和感を感じます。

40代 男性 特にありませんが、色々と多種多様な社会になってきたと思います。

40代 女性
性別も男と女だけじゃなく、中間の性も子供のうちから当たり前の教育と
してすべき、人間もいろいろな人がいるので。同性で結婚できないのも意
味がわからない。

40代 女性
子供の頃から性的マイノリティの方がいる事、それが普通の事だという
認識がなければ差別や偏見をなくすことは難しいと思う。小学校の教育
の現場から性教育として取り組むことがまず第一歩だと思う。

40代 女性
差別や偏見をしてはいけないと思っていても、実際に見かけたりしたら、
ビックリしてしまうかもしれません。そうならないための社会の理解促進
活動が必要なのではないかと思います。

40代 男性
社会全体の理解が進まなければ、制度や設備を整備しても実効性がな
いため、まずは子どもたちの教育からはじめていくべきだと思います。

40代 女性 自分と違うと思うものへの関心を市民一人ひとりが持つこと。

40代 男性

世の中、理解のある人だけではないので、性的マイノリティだけでなく、
学歴、容姿、性別、障害、国籍などにおける、差別やイジメをなくすことは
不可能です。しかし、社会が動くことによって、救われる当事者は必ずい
ると思います。

40代 女性

日本は海外に比べて、非常に取り組みが遅いです。スピードアップを望
んでいます。北広島は今、非常に注目されている時期なので（球場誘致
等で）それに乗っかり、今こそ頑張り時だと思います。応援しております。
（札幌より取り組みが早いと人口が増えるかも！！）

40代 女性

大きな広報活動はしなくて、社会が普通に性的マイノリティの人を採用
し、性的マイノリティの人の活躍の場が増えていけば自然と差別や偏見
はなくなっていくのではないかと思います。性別ではなく、一人の人間とし
て、向き合っていくことが大切な気がします。

40代 男性 やはり理解促進をもっと推進していけなよいと思う。
40代 男性 まずは理解すること。また、勉強すること。

40代 女性

子どもたちが小さいうちから、家庭や学校で色々な人がおり、みな大切に
されなくてはならないということを教えていくことが必要と思います。大人
でも、単なる趣味や嗜好（ＬＧＢＴであることを）と、捉えている人もいるの
で、医学的な面や、当人たちの苦しさを知ることが出来るような機会があ
るとよいと思います。
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問8　ご意見・ご要望　（総数318件）

40代 女性
LGBTであっても、普通に通学、勤務をして生活をしている。性的指向に
よって、その人の幸福の選択肢が制限されてはならない。等しく人権が
尊重されるべきことを、小学生から道徳で教えるべきである。

40代 男性

国全体でこのことが当たり前だと認識できる仕組みや法整備から始める
必要があると思う。企業等については国等の動きがあれば、後から自然
についてくると思う。これから通じて、ジェンダー平等が人々に浸透すれ
ば自然と差別等は今より少なくなると思う。全て「ゼロ」にするのは難しい
と思いますが…

40代 男性
教育等により小さい頃から理解に取り組むこと。また、親などの近しい人
から理解が得られるようにする社会や仕組みづくりが必要だと感じてい
ます。

40代 女性 一人で悩んだりすることはせず、周囲に頼っていただきたい。

40代 女性

友達は、学校や職場で差別を受けたと言う。子どもの頃から、自分と違う
感じで生まれる人はいるのは当たり前なんだと教えてほしい。もし自分が
そう生まれてきたら、差別されるのは悲しい。皆、生まれたら一緒だよっ
て…

40代 女性

中高生の娘達からも時々話題になりますし、ドラマやアニメなどでも題材
になっていて、子供たち世代の方が受け入れているし、抵抗がないよう
に思います。いい事だと思います。大人になってからでは、なかなか難し
いと思いますが、子供の頃から触れていけば、みんなも理解する気がし
ます。

40代 女性
幼少期から、こういう考えや気持ちの人もいるという知識を持てると良い
のかも…性的マイノリティ←という言葉でくくるのすら偏見に感じます。

40代 女性
性的マイノリティの方たち自身からの話を聞き、どのような時に差別や偏
見を感じるか（想像できるが）等や、どのような取り組みを希望するかを
聞く事が一番必要だと思います。

40代 男性
教育現場から多様性を認めるようにしていく。時間のかかる取り組みだ
が仕方ない。

40代 女性
マイノリティの方の体験談→認めてくれた家族、認めてくれない家族。ど
う打ち明けたか、その時の家族の反応は。本人の気持ち、親の気持ちな
ど、生の声を聞いてみると、それぞれの気持ちがわかりそう。

40代 男性

少子化による自治体や国力の低下と別の問題ではありません。同性婚
による「損失」から目をそらさず、何らかの形で、性的少数派への育児参
加や養子の義務化を検討してください。少子化の加速は、最終的にＬＧＢ
Ｔ含め、皆が不幸になります。

40代 女性
日本は偏見を持ちやすいし、海外に比べて、隠したがる傾向があると思
います。個々の感じ方の差なので、偏見がある一方、偏見を持っていな
い人がいることを当事者に知ってもらえれば、良いのではと思います。

40代 男性
性に限らず、少数派で社会的、制度的に弱い立場の人は、行政の支援
が必要。性的不一致の人は、ある程度の割合（１割以上？不正確）いる
と記事で見たので、社会（行政）の仕組みに組み入れるべき。

40代 男性 同性婚を認めると、急に日本人が増えるから、同性婚は認めない。

40代 男性
小学校からなどで、幼い時から教えていけば、普通の事だと思えるように
なると思います。

40代 女性
早い年齢のうちから学校等で性的マイノリティの方達が普通の存在だと
いうことを常識として教えていけばいいと思います。

40代 女性

人間（あるいは動物も含む生物）の性についての本を興味があって読み
ました。自然界には一定程度、男女（雄雌）に単純に分類できない個体
が発生する必然性があると知りました。必ずいるのに、その他多数の論
理を押しつけるのはおかしいです。

40代 女性

ご本人たちは特別感を出されたら余計目立ってしまうことを嫌がるので
はないかと思う。啓発、広報活動もとても大事ですが、自分が性をもつこ
とが当たり前であるような形に国の法制等を悩むことなく変えていくべき
だと思う。
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問8　ご意見・ご要望　（総数318件）

40代 女性

性的マイノリティの浸透している外国の取り組みをまず勉強して、日本で
も取り入れられそうな行動活動をやってみるのはどうでしょう。こういう人
たちが当たり前になるといいですね。ＳＮＳで幼児がドラッグクィーンの方
に色々自由に質問している動画を見ました。赤裸々に答えてるドラッグ
クィーンさん、よかったです。

40代 女性
性的マイノリティの方たちが生活しやすい環境に向けて取り組んでいらっ
しゃる方々を、行政も協力していってほしいと思います。

40代 男性
そもそも、差別・偏見があることが理解に困る。自分は、各々身長や体重
が皆違いがあるのと同じ様な感覚なので、取り組むべきことがあるのか
どうかわからない。

40代 女性
保護者、教育者が「女の子だから、男の子だから」という指導を行わず、
子どもの頃から多様な性が当たり前という感覚を身につけさせる。

40代 女性

「男だから・女だから」という考えが古い。「性的マイノリティの方」と分ける
のもなんだか変。一個の人間として自由であるべきと考えています。同
性婚を認め、多目的トイレを増やす。未成年のマイノリティの人が差別さ
れたり、困ったりしないように、教育機関の人たちに沢山勉強していただ
いて、生きやすくしてもらいたいです。

40代 男性
何でもありな世の中になるよう、様々なことが変化していけばいいと思
う。

40代 女性
国は法制度を変えようとしないで、市町村レベルから新しい制度を作り、
性的マイノリティの存在を認めていくべきだと思う。北広島市も、もっと積
極的にこの問題に取り組む必要があると考えます。

40代 女性
小学校の性の勉強の時に、その事を教えて伝えて、早くから教えていけ
ばと。人は、色々な人がいると、男だからとか女だからとか、この世の中
で、この時代では古い考えをなくしていかなければなと。

40代 女性
カミングアウトしている、活躍している本などを紹介したりする機会を設け
る。（広報やホームページなど）

40代 男性
自分を含め、昭和生まれの世代は幼い頃から、男女の考え方を強く教え
てこられたため、その概要を急に変えるのは容易ではないと思う。理解
促進活動をしつつも相当の時間が必要。

40代 女性
小さい頃（幼稚園、保育園）から社会人になってからも、性に関する学び
の場が必要だと思う。特に幼・小・中学校での取り組みが大切だと感じ
る。

40代 女性
制服の自由化（どう着てもよい制服にする）や、小中学校での教育など、
小さいうちからマイノリティに対する偏見をなくす環境づくりが必要。（大
人は頭で理解できても、子どもは難しいと思うので）

40代 男性

今まで考えたことがない事案です。非常に難しい問題と思います。社会、
家庭、教育へ浸透させていく必要があるでしょうし、そうではない方々の
慣れと理解がないと即効性のある方法は見つからないように感じます。
（慣れ＝聞く、見る）

40代 男性 メディアの力と時間が必要。

40代 男性
少数者の権利自由は尊重するべきと思うが、マイノリティをないがしろに
せず、バランスを取り、不公平感のない取り組みにしてほしいと思いがあ
ります。

40代 女性
この問題にかぎらず、自分と意見が違う人の意見を真剣に聞いたりでき
る人を育てる事が重要だと思います。親や両親、政治家等がいつまでも
差別する言動をとっていると難しいと思います。

40代 女性
関心が全面的に出しても（社会全体として）出さなくても、バランスが大切
だと思います。そっと暮らしたい方もいれば、主張なさる方もいるので。

40代 女性 小学校から授業などに取り入れるべき。

40代 女性

制服や体操着を男女別にしない（学校や職場どこでも）LGBTに限らず、
人は千差万別であり、自分の価値観だけで差別することは、愚かだとい
うことを教育に取り入れるべき。子供でも相談しやすいよう窓口を設け
る。
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40代 女性
小さい頃からの教育が必要だと思う。（幼・小・中・高校）そういう人もいる
という事を教えていかないと。（障がい者もそうだけど）

40代 女性
聖書教育活動のボランティアをしておりますが、最近、こういった問い合
わせが多いように感じます。性的マイノリティを乗り越える上で聖書が大
変役に立ったことをお伝えしたい。

40代 女性 一人ひとりがもっと考える必要性があると思う。
50代 女性 性別に関係なく入れるトイレを増やしてほしい。

50代 女性
その事を特別なものとして取り扱うことでなくそのような世の中になるとい
いですね。ボールパークもそのような場になる事を望んでいます。

50代 女性
性的マイノリティの方だけでなく、HSP、いじめにあっている人等々人とし
て生きられる社会になってほしい。北広島市が差別・偏見のなくなるよう
な町づくりをしてもらいたいです。その第一歩を取り組んで頂きたいで

50代 男性 個人の問題なので国が関わる必要なし。悩んだ人で克服すればよい。

50代 女性
性的マイノリティの方に限らず、なんらかの障害をもっていたりなど、みん
なが違ってもいいと心から思える社会になるためには、環境や法律の整
備がもっともっと必要と思うし、教育にも取り入れるべきだと思う。

50代 男性
テレビに出ている性的マイノリティの芸能人の講演会を行ったり、道内の
活動者とのイベントを行うなどしてはどうか？性的マイノリティにこだわら
ず、多様性という枠の内で考えていけたら良いのでは？

50代 男性 わからないので、見守っていきたい。
50代 女性 みんな幸せになってほしいです。
50代 男性 ご苦労さまです。

50代 男性
おネエタレントがたくさんテレビに出ている。個性として認め、職業に活か
すことを導くガイドラインを創り、人権の保護、法律をわかりやすくして、
社会の一員として認める。

50代 女性

差別や偏見を無くすることは難しい。ですが、北広島市でこういうアン
ケート調査をすることに、とても意味のあることで、当事者に届いたので
あれば、意見を言いやすいし、心強いと思っていると思います。私は、ど
こに相談できるか窓口があるのか全く知りません。当事者達は知ってい
るのでしょうか。「差別や偏見をなくす」より、皆に知ってもらえるような「広
報活動」「専門窓口」に力を入れたらよいのかと思いました。

50代 男性 私は、そのような人は認めない。

50代 男性
不便はなくす方向で取り組みが必要だと思う。入浴施設などは、どうする
べきか検討が必要だと感じます。

50代 女性
様々な場面で、性別を書く箇所に男、女だけでなく、自身についての性を
かける欄をつくる。

50代 女性

啓発、広報しても、そうでない人には響かないと思うので、例えばでいう
と、男・女が結婚するのが普通という感覚が一般的なように、法的に認め
られているという何かがあれば、いつかは普通になる時が来るかもと思
う。

50代 女性
何をどう取り組んだらよいのかはわかりません。皆が男だから、女だから
という考えをなくして、一人の人間として接して、誰もが同じ生活ができた
らいいと思います。

50代 女性
大々的に啓発活動を行い、イベント的に取り上げるよりも、トイレ、ユニ
セックス衣服、学校教育の中で男女別扱いしないなど、環境、教育の見
直しが必要だと思う。

50代 男性 社会的にもっと認知されるべきと考えます。

50代 女性

古い住宅地は、空き家が増えてきているので、そこにＬＧＢＴＱの方に住
んでもらって、ご近所付き合いができれば、差別や偏見は減る。遠い世
界の人ごとなので、なかなか無くならない。自分が若い頃は、東京に住ん
でいて、兄弟にＬＧＢＴＱの友人がいたりしたので、差別や偏見は持って
いないつもりだ。
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50代 女性

元同僚の男性がゲイとカミングアウトしてくれ２０年程オープンに友人関
係が続いている。その当時は、今ほどちゃんと理解される時代ではな
かったけれど、彼らＬＧＢＴの中ではちゃんと生きていけるルールやコミュ
ニティが存在することを知った。ＬＧＢＴのパーティーや集まりにも参加さ
せてもらい、自然と差別や偏見は持っていないが、未だに生きづらい人
もいると思う。行政の取り組みはいいことだと思うが、ナイーブな面が
色々あるので、慎重に行うことが何より大事だと思う。

50代 女性
法制度を整えなければ進まないと思います。市町村別にでも措置が必
要。

50代 女性
小・中学校から、そういう事が相談できるように、学校にも、保健の先生
のような専門的な人がいると良いと思う。また、小学校の性教育の時に
も、説明すべきだと思います。

50代 男性
人間、人としてもっと正しく人権を理解してあげることが、そういった方々
を救い、そして生活しやすくなると思います。

50代 男性
今までで良いと思う。個人の趣味や嗜好に対し、行政として取り組むの
はおかしいのではと思う。それならば、小児性愛者やサイコパス等も取り
組みしないとならないのでは？

50代 男性 啓発広報活動と法と設備の整備が最重要。

50代 男性

公に啓発・広報活動をする事は、必要ないというか、小学校や中・高校生
の教育現場はもちろんだが、家族でも性教育と同じ様に自然に話せる環
境づくりが大切。現代動画配信（Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ等）でも関連するチャンネル
もあるので、、積極的に視聴する機会を増やせたらいいかなと思う。自分
もそれで理解や認識をすることができたので。

50代 女性 社会全体に知ってもらうため、イベントやパンフレットなどを行う。

50代 女性
まずは、自分自身が性的マイノリティの方はいて当たり前だという認識を
持ち、その意見を発信する。

50代 女性

先日、職場で「リンゴ色へＬＧＢＴを知っていますか？」を生徒と一緒に観
たのですが、授業の中でＬＧＢＴを取り上げて若いうちから教育すること
は、とても必要で、私も学生時代に教えてもらえていたら良かったと思い
ました。昔は女性っぽい男子はいじめを受けていてとても不愉快に感じ、
いじめられた本人は悲しい思いをしたと感じ、しかし私は助けてあげられ
なく、大変申し訳ない気持ちでした。

50代 女性
身近にいないので、よくわかりません。テレビで知識だけですが、もしい
たとしてもふつうに暮らしていけると思います。

50代 男性 人として理解する。

50代 男性
基本的人権が尊重されていないと思う。学校で教える必要があると思う。
色々な差別がおかしい事を教えなくては？

50代 女性
まず目にする書類を、男・女・他に変更することにより、世間に広める意
識づけをする。

50代 女性

性的マイノリティに限らず、障がい者（特にマイナーな病気）や、様々な支
援の網目からこぼれ落ちてしまう少数弱者がおり、偏見をなくすには、制
度を整えるのと同じくらい、他者の立場に立って思いやる気持ちを持つ
事ではないかと思います。小学校等で子供の頃から世の中には様々な
人がいるという事を教えるのも良いのかもしれません。

50代 男性
人の生き方、趣味、思考は迷惑をかけない限り尊重されるべきだと考え
る。まずは知り、理解することが大事だと思う。

50代 女性
性的マイノリティもですが、男女平等もまだまだな世の中と感じる。全て
の人が平等である世の中に。法改正、環境改善を！

50代 女性
小さな頃からLGBTについての知識を持ってもらう。母親学級などでも取
り入れ、考える場をつくっている。

50代 男性 諸外国との交流（意識の違い）
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50代 女性

昔はLGBTという言葉もなく、レズやゲイとはマンガや小説の中の「変な
趣味」を持つ人という認識でした。実際にそんな人がいるとは思いもしま
せんでした。今は、色んな人がいるんだと頭では理解しているつもりです
が、感情面では？？多分、子どもの頃からの刷り込みでしょう。なので、
幼少の事から、世の中に多様な人が存在するという事を教え、偏見を持
たずに成長できればいいな、と思います。

50代 女性 全自治体が、パートナーシップ宣誓制度を取り入れる。
50代 女性 小学校、中学校から授業の中で、教える時間を作る。

50代 女性
男、女と決めずに、一人の人としての生活や仕事等など、認めていける
社会になれるといいと思います。

50代 女性 国の対策の強化。

50代 女性
この意識調査を行い、どのように活用、取り組みができたかを知りたいで
す。

50代 女性

理解云々よりも、その人がその人であることを当たり前として受け入れ
て、今まで通りに接してあげることが大事だと思います。大切な人と一緒
にいたい気持ちは、人ならば当たり前でそれを全て「当たり前の普通のこ
と」になればいいと思います。

50代 女性

以前、障がい者の方が「子ども達に触れあう機会を作ってほしい。子ども
達の学びになる」と言われ、深いに思われたという記事を目にしたことが
あります。特別に取り上げて扱うことに違和感を感じる、と私も思いまし
た。少しずつでも「当たり前」になる様な社会になることを望んでいます。

50代 男性 法を定めて対応すべき案件かと思う。

50代 男性
同性愛やバイセクシャルと、同一性障害をひとまとめにすることに大きな
抵抗を感じる。「私はゲイだ」と言われるのと「私は身体は男だけど心は
女」と言われるのでは、反応は違ってくるだろう。

50代 女性 行政が認めれば、自ずと広まっていくと思う。
50代 女性 理解

50代 女性
差別、偏見、いじめにつながらない社会制度、体制は必要な時代にきて
いるのですね！

50代 女性
性的マイノリティの方は、取り組みについて、あえてふれてほしくないと思
います。

50代 男性 あなたたちが考えるべきことを、市民を利用しないでもらいたい。

50代 女性

私自身、差別や偏見が全くないかというと嘘になります。事実、国が同性
婚を認めるとなると少し抵抗があります。しかし、理解を深めたいという
気持ちもあり、性的マイノリティの方々が少しでも暮らしやすい社会にな
ればと思っています。

50代 女性
漫画やドラマで「昨日なに食べた？」「弟の夫」を見てリアリティがあって
よかった。勤務先（会社）でも毎年、LGBT等理解促進の取組をしている
ので、差別、偏見を感じない。

50代 男性
誰に対しても、差別することなく、公正公平な態度で接する力を養うこと。
そのために、もっとLGBTを知ってもらい、イメージを持ってもらうための活
動を広げる行動を取る。

50代 女性

個人の意識が占める割合が多いと思うので、テレビの番組で、特殊に取
り上げられるのではなく、ドラマの中とかでも、自然なこととしているのを
目にする回数が増えると、年齢問わず、個々に理解を示していける世の
中になると思います。

50代 男性
なぜ偏見があるのかわかりません。心と身体に違いはあっても、普通の
ことだと思います。

50代 男性 別れた場合、その後の社会復帰できるような体制。
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50代 女性

生きにくくなるような差別や偏見は、あってはならないと思うが、性的マイ
ノリティを全てOKとしてしまった場合、トイレや浴場などで、そうではない
人の利用やトラブルなどが心配になってくる。今回、同封されていたしお
りを読んで、知っているようで、わかっていなかったこともあったので、（例
えばトランスジェンダーと性同一性障害の違いなど）そんなことから、いき
なり法制度の拡充などのハードルが高い取り組みと感じるのですが、ま
ずはもっと広く理解促進活動が必要ではと思った。

50代 女性

性的マイノリティに限らず、この国は少数派は生きにくい。普通、みんな
同じがベターとされるものはずっと抵抗があります。西の里にノーマライ
ゼーションをかかげたものが立ってますが、理解は進んでいないと感じま
す。※アンケートをとって、おおよそのことが見えて、どう取り組む等、連
絡くだされば幸いです。

50代 女性

今は芸能人の人も、自分は「○○です！」と公表している人も多く、以前
に比べると理解してくれる人も増えていると思う。そういう人達に実際に
悩んでいる人に相談できればと思っている方が、交流できる場があれば
よいのでは？また、学校の教育でも取り入れるべき。日本は性教育に関
しても、進んでいるとはいえない。

50代 女性 学校で取り組むべきだと思います。

50代 女性
取組みをする事でかえって差別や偏見につながりませんか？不十分だ
と言いながら、取り組む必要はないというには矛盾ですかね？

50代 男性

性別に限らず、世の中の全ての差別や偏見がなくなる事を目指した取り
組みであったほしいと思います。人と違う事は、個性であり、違いこそ豊
かさであるという教育を、どんどん行ってほしいと思います。子供から教
えられる事、大人はたくさんあります。

60代 女性
小学校、中学校での性的マイノリティへの理解促進となる学習を行うべ
き。

60代 男性
急いでも成果は得られないと思う。時が解決するのを待つのが一番か。
本人は社会に頼りすぎず、意識しすぎず、社会と触れ合う事ができない
でしょうか。（日本は赤字大国では…）

60代 女性 子どもの時からの教育

60代 女性

私個人としては、理解できないのが真実です。男として、女として生まれ
てきた以上、その性別を最後まで全うしてほしいと親として思うところで
す。法律を変えてまでする事ではないと思います。そんな事をしたらこの
国に未来はないのでしょう。姿、形を変えて本当にこの人たちが幸福な
のでしょうか。

60代 男性
特別な事をする必要はない。性的マイノリティの人もそう思っていると思
う。普通に生きれる社会を作ってあげてください。

60代 女性 家族（子ども）の教育、ＰＴＡ（大人）での勉強会

60代 女性

社会全体が理解し、当たり前として受け入れる時代となってほしいです。
特に就職や、職場での不利、不当な扱いがなくなる様に願います。まだ
まだ制度やカミングアウトできず、希望の職種に就けない方々がいる現
実を訴えたり、社会の理解を進める啓発。広報を広げていってほしいと
思う。

60代 女性
情報が先行し「自分が性的マイノリティではないか？」と思う年齢が低く
なっているように感じます。小中学校は、自分が確立されていないので、
周囲、本人が決めるのは、どうなのかなと思います。

60代 男性 多様性を認め合う等、学校での取り組み。

60代 女性
仕事をしていた時、ゲイの友達がいました。仕事仲間に理解があり、楽し
く働くことができました。そんな空気がどこにでも流れますように願ってい
ます。

60代 男性 理解促進について、具体的手法についてはよくわからない。

60代 女性
特別視することなく、多種多様な人が平等に生活できる社会になるとよ
いと思う。

60代 男性 結婚の制度を国が変えない限り、日本じゃ無理。
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60代 男性
行政機関携わる方々は、大変だと思いますが、よりよい社会生活ができ
るようにお願いします。

60代 女性
自分の性に違和感を持っている人がいるということを理解し、偏見なく接
していきたい。

60代 男性
理解促進となる啓発のためにも、結果については、広報誌等に公表して
ほしい。

60代 男性

性的マイノリティの方はある一定の割合で今、現在すでにいるという事を
まず理解すべきです。学校であれば、１１クラスのうち１クラスは全員性
的マイノリティ。市役所であれば、どこか１つの課は課長以下全員性的マ
イノリティです。もうマイノリティとさえ言えない人数です。ですから、もう身
近にいう事を理解して、共に普通に生活できる社会を構築すべきではな
いでしょうか。

60代 男性

個人の自由だから思うようにすればいいが、それを制度で変えてほしい
と望むべきではないと思う。本質的な性的マイノリティの方は少なく、育っ
ていく中で、周りの取り組みが満たされていれば、その方向に進まない
人が多いと聞いている。

60代 女性

この問題は、少なからず昔からあったのだと思います。しかし、当時の社
会を考えるとなかなか話せなかったというのが現実。その方たちの話を
聞くことは、とても大切だと思います。ただ、現実にもし自分の周りにそう
いう人がいたとしたら、理性をもって考えられるか、正直なんともいえない
気持ち。それが正直なところです。ただ、相手の存在を認められるような
社会を作りたいと思います。

60代 男性
人、それぞれなので、取り組みはしても、差別、偏見はなくならない。（自
然界ではないので）

60代 女性
北広島市役所も頑張っているなぁと思いました。これからも先を行く市に
なるといいと思います。

60代 男性 理解することが必要。

60代 女性
特に偏見もなく思いますが、「自分は性的マイノリティであること」を主張
することもしないで、普通に生活できることを受け入れる社会になってほ
しい。

60代 女性
年々、理解者が増えていっていますが、それでもまだまだ私自身完全に
その方の気持ちなどわからない面もあるので、テレビなどで力になる番
組を！

60代 男性

性的マイノリティの方への理解や支援は必要と思うが、そうでない人は受
ける感覚も無視してほしくない。例えば、共同トイレや共同浴場の使用に
ついては、男性、女性とも違和感があることは否めないし、マイノリティで
ない人、プライバシー感覚も重視することは絶対に必要である。これは
「肌の色」問題とは別の次元の問題である。また「結婚」もこれまでの現
状の「結婚」と「同性婚」は別のシステムにしたうえで、パートナーの権利
を保障することが重要では。異常の２つの例は、第三者による悪用を防
ぐ上でも重要で、ＬＧＢＴについて理解とか、啓発とかという方針だけでは
前に進まないし、広く受け入れられない問題を多く含んでいると思う。

60代 女性 幼い頃（小学生くらいから）からの社会教育をする。

60代 女性

自分のこととして考えられないので、難しいことですが、「差別や偏見は
いけないこと」という認識をもっていることが一番大切で、理解促進の啓
発などを、とりたてて騒ぎ立てるのではなく、認めて見守ってあげられる
ような社会であればと思います。

60代 女性
行政ももちろんですが、教育に力を入れるなど、社会全体で考え、理解
できればと思います。

60代 女性
個々の人生ですので恥じる事なく、前向きに周りの人達が理解して見
守ってあげてほしいです。

60代 女性
周りが子ども達に偏見をなくすような教育を取り入れていく事が必要。時
間をかけていかなくては、日本ではタブーな問題で根強いと思う個性だ
から仕方ないと思うんですけどね。
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60代 女性

性的マイノリティに限らず、少数派の人は沢山いると思います。例えば、
身体、知的障害、認知、精神障害や高齢者等、そういうマイノリティの人
への理解、接し方を教育に取り込んで、小さいうちから指導すると良いの
ではないかと思います。「教育」が大切です。普通に接する社会になれば
よいですね。

60代 男性

年齢が高いほど受け入れるのが大変そうに思える。町内会の回覧等を
何度も使って、見やすくわかりやすいチラシのようなもので、わかってもら
うしかないのでは。中学生くらいからのいじめもあるから、小さい頃から
教えられるよう、親にも知識が必要かと思う。

60代 女性
すべての人々の尊厳が守られ、生きやすい社会になることを望みます
し、できる事から自分なりにも行動していきたいと思います。

60代 男性

過去、男女を認識した、または、そのような教えを受けたように性的マイ
ノリティも存在することを普通のように、情報提供する機会を増やすこと
が重要だと思う。できれば、子供たちにも早い段階から、これも普通だと
いう認識になってほしい。

60代 男性 学校教育、法整備。
60代 男性 法の整備、同性婚をまず認める。

60代 女性
まだ色々と問題があると思うが、時代の流れで変わっていくものではない
か。

60代 男性
当事者でなければ理解できない深い問題ですが、社会生活における多
様性を知って認め合う努力と環境の整備など、受け入れの制度をケアも
含めて充実させなければならないと思います。

60代 男性

何事も自由であるべきだけど、日本の歴史や法律等で障害があるのは
仕方なく、かなりの月日がかかるのは当然だと思う。いずれ全ての事柄
が、個々が税金を納めている以上は、認められないのはおかしいと思
う。

60代 女性

性的マイノリティへの差別や偏見を持つ人は、あらゆる差に対してもそう
であると思う。「違い」に対する差別をなくすことは、とても難しく、また、な
くならないとも思う。当人たちが（マイノリティの人たち）暮らしやすい制
度、設備を整えることが先なのだと思う。社会の在り方をまず少しずつ変
える法が早いのではないでしょうか。

60代 女性

唐突にアンケートをいただき驚きました。札幌に次ぐ開かれた都市として
のビジョンをしっかりお持ちなのですね。その一部として理解させていた
だきました。他にも、女性の地位向上、日本ハムさんに投資したものの回
収（関西の企業は手ごわい）、智略を駆使なさって実現に向け、お願いい
たします。

60代 女性
意思を交換できる場所などあったらよいと思う。性的マイノリティのない人
と混ざって話せるとよいと思う。

60代 男性
同じ人間であるということを理解しなければならない同情もしないし、差
別もしない。人はそれぞれあるということ。世の中はそういうものだ。

60代 女性
性の多様性を認め合える活動を、気軽に参加できる企画があれば…と
思います。

60代 男性 テレビなどでの行動を行う。
60代 男性 今まで通り接していくことが差別、偏見をなくす。
60代 女性 理解してあげる。

60代 女性

性的マイノリティと呼ぶ事自体、すでに差別や偏見につながるのではと
思ったりします。男性、女性、性的マイノリティの区別なく、一人の人とし
て生きる事が出来る社会が望ましいのですが、実際にはトイレや更衣室
等の問題もあり、難しい問題だと感じています。

60代 男性 個々の性を尊重しなくてはならない。

60代 男性
教育制度に問題があると考えます。つまり、LGBT等の人々が教育者に
なっているのかな。
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60代 女性
小さな子供の頃から「男だから、女だから」と言わず、どっちでも「普通だ
よ、おかしくないよ」って教育していけば良いと思う。あまり騒がないよう
に自然にしていれば良いと思います。

60代 女性
差別や偏見は無知の産物。法や条例で多様な在り方を支持し、知らせる
ことは、大きな意味がある。「である側」と「でない側」が分かれて対立し
あう状況は、一番不幸だと考えます。

60代 女性
北広島市では具体的な取り組みをしているのでしょうか。それを知りた
い。

60代 男性
問の趣旨とは異なりますが、LGBとTXは根本的な課題が違うと思いま
す。このため、２つは分けて（共通はあるが）考えるべきだと思います。

60代 女性
社会全体に性的マイノリティへの理解促進となる啓発、広報活動の推進
のために、知名度の高いタレント等を使い、テレビやポスター等で広め
る。

60代 女性

別段、本人のことであり、周りがサポートするのではなく、自分で決めた
事は、自分で解決すべきと。この様な調査の目的がわかりません。アン
ケート届きましたので返信しますが、全く興味がないです。その方達の問
題では…今後はこのようなアンケートをいただきたくないです。

60代 女性
校則や就業規則など、身近なところから受け入れられる体制を整えた
ら、自然に偏見などなくなり、、社会も受け入れる環境になるのではない
でしょうか。

60代 女性
日本はまだまだ理解が遅く、いろんな考え方をする人をもっと知ったらと
思います。もっと自由に生きていくために、私は応援します。

60代 男性
国民の理解を得るまでには、まだまだ時間がかかる事だと思います。理
解をしてもらえる事をいろんな形にして、アピールが必要だと思います。

60代 女性

差別、偏見はなくならいと思う。第三の性の存在が、普通になる社会にな
ればよいと思う。当事者の声を行政がしっかり聞いて、それを実行する。
子どもが小さい時から多様な性を持つ人間がいるという教育をしっかりし
ていく。

60代 女性

人はその人が多様な性を持とうが、あるいはそうでなくても、平和の内に
生存する権利があります。社会は、人が男・女・LGBTであろうと。またそ
うではなくても、家族を持ち、家庭を営み、健康に平和に暮らすことを保
障すべきです。

60代 女性
LGBTについて、理解する様、できるように学ぶ機会を増やすべきだと
思っています。また、企業について、どんどん設備を整えるよう補助をし
ていただきたいです。

60代 女性 どういう態度や行動が偏見だと捉えられるのか知りたいです。

60代 男性
各個人が、色々な考え、色々な生き方があるのだと思えばいい。ただし、
法律等で、制限がある場合は、改める事も必要だと思う。

60代 女性

身近にいないと思うので、あまりよくわかりません。外見で不審者に判断
されるのはつらいと思いますし、一人の人間として尊重されるべきなの
は、子どもでも老人でも障がい者でもマイノリティの方でも同じだと思いま
す。

60代 女性
少数派を色メガネで見ない世の中。子供の頃からの人、それぞれの価値
観を大切にする周りの環境。

60代 女性
知る機会を増やして、学ぶことから始める。発言することは恥ずかしいと
思うけど、当事者が勇気をもって発信してほしいと考えます。応援しま
す！

60代 女性
自分自身は性的マイノリティの人達に対しては、そのように生まれてくる
人がいるということを理解しているつもりです。ただ、マイノリティ＝弱者、
マジョリティ＝強者とは単純に感じることが出来ません！

70代 女性 よくわかりませんが、特に力を入れて考える必要はない！
70代 男性 人権の教育

70代 男性
街頭であまり目にすることが少ないので、ポスター掲示等で広く皆さまに
認識していただく。
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70代 女性

要点は３点、①教育②マスコミ③抗議の仕方。第一に学校教育におい
て、明確に子どもたちと話し合う、認め合うことが必要だと思う。彼らが将
来大人になるのだから。そもそも学校教育の中で、中心に捉えるべき事
柄は、人権教育だと思う。全ての人権、性的マイノリティだけではなく、発
達障害の人も含めて、身体的、精神的に障害のある人もない人も認め合
い、弱い立場のお年寄りや女性、乳幼児のいるのが社会なんだという事
を、子ども達に自覚させるのが教育だと思う。そのための教育のカリキュ
ラムが大事で、その工夫や開発が大切だと思う。第２にマスコミ。マスコミ
の宣伝効果は限りなく生身の私たちに与える影響は大きい。マスコミが
どこに軸足を置いて、物事の視点を明らかにして、情報を発信し続けるこ
とが重要です。私は人権を最も大切に考える社会が構築されるならば、
性的マイノリティの人も含めて、みんなが幸せに暮らせる社会が実現で
きるようになると思う。そのためには、個々人の人権に対する意識の底
上げが必要不可欠だと思う。最後に、人権がおざなりになっている社会
に対して教育の場面で、それに抗議する具体的方法を教える事も、絶対
に必要だと思う。

70代 男性 法制度を整備して、国民の理解を求める。

70代 男性
まず、高齢者が理解できない。小さい頃から家族でふつうに話し合いが
できるように、小学校から授業で子ども達に理解させて行く。

70代 男性
今回のアンケートはとても重要であり、市として真剣に取り組んでいるこ
とは、とても評価できます。

70代 女性
施設の整備や啓発等を充実させる事が、当事者への思いやりだと思い
ます。

70代 女性
私の考えでは、社会問題と思っています。なぜなら、男と女なのです。
色々な今の時代の情報等を目にする度に、自分の意識を変えなければ
と思います。

70代 女性
差別や偏見の問題を、行政のやりやすいところから、一つ一つ解決して
いことです。私の思っている以上に社会には多いと思います。

70代 女性

性に関する意識調査は、とても良いと思う。１回だけでなく、定期的に実
施するとよい。また、当事者の声や意見もできれば知る機会があるとよ
い。取り組みを継続するなかで、住民意識も変わり、皆が住みよい街に
つながっていくと思う。

70代 男性 一人一人は尊重され、生きることの社会つくりが大切だと思う。
70代 女性 個々の考えと自由を応援する。

70代 男性
この問題は、当人の気持ち（心）の事で、周りがとやかく言うのは少しお
かしいと思う。そういう方への理解と社会全体が促進する世の中になっ
てほしい。

70代 男性 私はただ、住みやすい社会であれば良いと思うだけ。
70代 男性 みながもっとおおらかな気持ちを持つ事だと思う。

70代 女性

人間すべて貴重で、かけがえのない一生である。その一生はすべての
人にとって尊重することが基本であると考える。男女、年齢、人種、帰属
する国、すべての人を尊重することが、基本ではないだろうか。そうあり
たい。

70代 男性

性的マイノリティへの差別や偏見が大勢を占めるのが正常な社会だと考
える。異常は異常として取り扱うのが大事だと考える。どのような形でも
認める「寛容な社会」では、小学生、中学生、高校生などの学校教育が
成り立つのか。日本の人口減少の傾向との関係はどうなのか。「差別、
偏見の是正」を論ずる以前に「正常な男女交際」「自然な結婚」を国を挙
げて推進することが重要ではないか。

70代 男性 人権についての啓発が必要であると考える。
70代 女性 個々の考えなので、難しいと思います。
70代 男性 現実的にその人の有様を理解していない。
70代 女性 この世界はよくわかりません、すみません。
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70代 女性
人間としての生を受けたのですから、特別なことは考えず、当たり前とし
て受け止めなければいいのでは、と思います。

70代 女性

性的マイノリティであることとは全く無関係に、仕事や社会的活動の成果
を正当に評価することが当たり前になってほしいと思います。その人の
力量をきちんと認める世の中であれば、差別や偏見も自ずとなくなるの
ではないでしょうか。まず、公務員の世界で性的マイノリティの方々が然
るべき位置につけるようになってほしいです。台湾のオードリー・タンさん
のように。

70代 女性
国の法制度が整うと、社会全体がその方向に向かうので、その市町村の
取り組みを充実させていければいいと思います。

70代 性別不明

75年間生きてきている間、今思えばそういう方は何人も出会ってきました
が、皆さん、力強く生きていました。普通に生まれても差別がたくさんあ
り、何を認めてもらいたいのか、かわいそう？きっとそれもいやだと思い
ます。同性婚を認めてほしい。社会が認めることで、皆さん生きやすくな
るはず。どんな人にも言えない苦しみがあります。生きやすい社会にして
ほしいと思います。

70代 男性

LGBTの人は個人の権利主張を優先しているのでは。Ｔの人はある種の
先天的な問題（病気）で、基本的人権に係わり保護すべき。双方を同一
扱いはできない。権利には、必ず義務が伴うはずでＬＧＢＴの人は個人の
権利をいう前に、人口減少日本の共同社会を保つために必要な人口保
持に対する責任をどう果たすかを答えてからではないか。責任を果たさ
ないで権利をいうのではなく、個人の自由な生き方として認めるよう要求
すべきでは…結論としては、Ｔの人に対しては社会的な保護・支援が必
要である。ＬＧＢのひとは個人主義的な生き方で、現行の社会制度で十
分対応できる方法はある。ただし、個人の生き方に対する偏見があると
すれば、そこを正さなければならない。

70代 女性
ここ数年は多様性を認める様になってきたと思う。現実的には、不利益
は生じる事例もあるので、法令による保護を検討してほしい。

70代 男性 理解促進の啓発及び法制度の拡充。 ●

70代 女性
私自身、この事について差別や偏見をもっていませんので、なぜ問題な
のかわかりません。

70代 男性
本市にも波及が及んだと感じました。マイノリティの方々は、具体的にど
のような不便を感じているか、行政に何を求めているかについての情報
をまず明らかにすべきだと思います。

70代 女性
税金を使って、ＣＭ的に進めるのは変だと思う。一部のマイノリティの方
の相談やサポートする団体等あってもよいとは思う。理解しようとは思い
ますが…

70代 女性

人生で大切な相手と出会えるのが異性とは限らないと思います。巡り合
えた人が同性であったとしても、互いに大切と思えたなら、それは貴重な
巡り合わせだと思います。ただ、時として、思い違いということもあるので
慎重であってほしい。

70代 男性 生き方ひとつ、お好きな様に。
70代 男性 調査の取り組みに敬意を表します。

70代 女性

多くの人に正しい知識が得られる機会を設ける。義務教育、高等教育等
の教育課程に組み込む。病気ではない、普通の人間であり、人数が少な
く、知っている人が少ないというだけ。子ども、大人対象別に、当事者の
講演会、囲む会等を設ける。差別、偏見はいじめと同じ人権侵害にあた
る。当事者や親などが、悩みを語り合えるような場を提供する。フラッグ、
パンフレット等、目につく所に置く。

70代 男性 法的整備が必要では。
70代 女性 性的マイノリティを理解できません。
70代 男性 人間は、個々の価値観を持って生きています。
70代 女性 お互いの思いやり。
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70代 男性
ＬＧＢＴに関する相談先を知らない人々が多くいると思う。社会全体として
広報活動をより推進するべき。

70代 女性
自分で気づかない人もいると思うので、専門の病院で診てもらう。人間、
色々と思います。

70代 女性

今回の衆議院選で女性議員が少ないと言われていますね。そもそも、そ
れが変なのですよ。男・女、関係ないじゃないですか。能力が足りないか
ら選ばれないのです。国・政府がそんな事、声高に言ってる事がおかし
い。

70代 男性
多様性を認める社会の実現に向け、取り組むべきと思います。このアン
ケート調査もその一環と考えてます。

70代 男性

高齢者には、日常的に、また、オリンピックに於いても取り上げられてい
たりしていますが、よくわからず、理解もしがたいテーマです。人それぞ
れと言われながらも、不思議な世の中ですね。性別確認欄も色々必要な
時代がくるのでしょうか。

70代 男性 もっとすべき大事なことがあるのでは。

70代 男性
教育環境において、少しずつ理解を深める努力と、家庭においても時
折、これらについての話題をつくり、話合う機会を設けることは重要と考
える。

70代 女性
昔と違って近年は随分性的マイノリティに対して理解者も増え、堂々と生
きている方も増えたと思う。このまま静かに推し進めることで、良い結果
が生まれると感じる。

70代 女性

先日夜遅くにテレビを見ていたら、まさにこれらの難問で、夫婦とは認め
られないまま、他者の精子提供者のもと、子供を授かりました。産んだ人
はもちろん母となり、相手方は育ての親としか認められなかった。まさ
に、入籍が許可されていないため。この問題を決めるのは国民だから、
その１票で選ばれた議員方々なのに…もし自分の子がＬＧＢＴだったらど
う考えますか？と問いたいです。応援してあげてはいかかでしょうか。

70代 女性
個人の自由なので、周りであまり偏見をもたない事ですよね。私は、年齢
的に自分の若い頃のほうが、今の時代より性的マイノリティの方は、住
みづらかったような気がします。今の方が住みやすいのでは？

70代 男性
マイノリティの特異性を特技と思っている人が多い。それを生き方に有利
とし、利用している人もいる。

70代 男性
一人の人の人生に一度の人生。人生に終わりが来たとき、その人がどう
思うか、です。

70代 女性
社会生活の中で、立派に対応する能力があれば、これから数多くなる事
があると思います。多種多様な性格がつながっていく事もありと思いま
す。

70代 女性
専門窓口といっても、窓口に立つのも人目をはばかる状態ではないの
か？オーストラリアにはLGBTの街があり、祭りが盛り上っていた。

70代 女性 よくわからなくて、答えられなくて… ●

70代 性別不明
子どもがそういう人でなくてよかったと思う。はっきり言って、いやだと思
う。

70代 女性
性的マイノリティはひとつの個性だと本人も周りも思う事が必要。性的マ
イノリティという言葉を使わなくても、そんな事は普通の事と認識してお互
いを認め合う事が大事だと思います。

70代 男性 多様性を認める意識や気運を高める。

70代 男性
背景に生態系のアンバランスが起きているのか。あまりにも自由過ぎ
る。環境を戻していく他にはない。（昔は聞いたことがなかった）

70代 女性 個人の尊重が第一と思います。

70代 女性
以前に比べればですが、徐々に多様な生き方に対する理解度が高まっ
てきてると思います。これからも、もっともっと自己アピールしていける世
の中になればと思います。

70代 男性
社会の動きに合わせて、適切に対応していければいいことで、この案件
は市が旗を振ってハードすることではないと思う。
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年齢
戸籍上の
性別

意見・要望

問2で自身を
マイノリティ
だと思うと答
えた方

問8　ご意見・ご要望　（総数318件）

70代 女性
家族、周りの人が、どの様に対応したらよいのかなど、専門に相談できる
所を積極的に手助けする。

70代 女性 啓発や法整備、施設整備等が要望です。
70代 男性 法的人権について、整備が必要と思われます。

70代 女性
問６④⑤⑦などは、公務員さんが多く関わる部署です。アンケートで、一
般市民の意識を知ることは必要でしょうが、それよりもっと大事なのは、
公務員さんの意識改革です。

70代 男性
法制度により、実現した権利として認められていなければ、差別、偏見は
なくならない。特に日本では、と思う。

70代 男性
不真面目、興味本位な生き方のようにとらわれがちなところがある。社会
全体に理解促進の取り組みが大切のように思います。

70代 男性
性別マイノリティの方に聞く必要がある。回りの者の差別や偏見はよくな
い。厳しいが、差別偏見のない社会を作っていくことが大事ではないか。

70代 女性
その方達の縁によっての事と思います。差別はもってませんが、子孫繁
栄の事を考えますと寂しく思います。乱筆で失礼致します。

70代 女性

とりあえず何かすることはない。周囲も勉強しなければならない事で、自
然に認めて受け入れる社会の成熟も待ちたい。当事者には秘密にして
おきたいという方も多いです。むしろ、誰であっても人を認め合い、尊敬
できる社会であってほしい。

70代 女性
性的マイノリティについて、自分も理解できていないと思います。理解す
るには、時間と機会も不足しています。積極的に広報活動を即すととも
に、小中学校、広告の教育の中で、取り組む必要性があると思います。

70代 女性
同封されていた「にじいろきたひろ」等のパンフレットを広く市民に届け、
理解の促進を図る。

70代 女性

学校、地域全体で、偏見をなくす啓発をもっとすべきと思う。望まれて生
まれ、本人は何も責任などない。そういう人を偏見するのは、もともと道
理から外れていると思う。もっとあたたかい気持ちを育てていくとよいと思
います。

70代 女性
特別な事だと皆が思わないこと。常に何事も自分に置き換えて物事を考
える。いつになっても考え方を柔軟に受け入れるという気持ちを持ちたい
です。

70代 女性 社会全体が理解してあげる事が大事。

70代 女性

生まれた時から、両親（男と女）がいての生活が当たり前で暮らしてきた
事、年齢を増して、それを理解すれば私は難しいと思う。そういう人達を
認めるだけを強調するのではなく、私達もそういう方も自然に溶け込む在
り方ができるといいのかな、と思いました。

年代不明 女性
書類のすべてから（男・女）←どちらかに〇をなくしてほしい。男ですか？
女ですか？の質問を禁止にしてほしい。

●
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