
地域の実情と課題

【岐阜市男女共同参画推進審議会】
岐阜商工会議所、岐阜青年会議所、岐阜市自治会連絡協議会、
女性団体、子育て支援団体、厚生労働省岐阜労働局、岐阜市
小中学校長会、岐阜市議会、連合岐阜・岐阜地域協議会、岐
阜大学、岐阜経済大学
【行政】･･･岐阜県、近隣市町村
【その他】･･･ＰＴＡ協議会、市内保育所、市内幼稚園、

岐阜市商工会議所、岐阜市青年会議所、
岐阜市男女共同参画優良事業者

連携団体

今後の課題事業の効果

女性の活躍推進（男性の家庭参画への理解促進・意識啓発）事業【岐阜市】

目的・目標

事業の特徴

〇H28年度の市民意識調査で、家庭生活において家事や育児等
の担い手は７割以上が主に女性が担っていることが分かり、ま
た、女性が職業を持ち続けていくうえでの問題について、「家
事や育児・介護との両立が難しい」が８割半ばを超えていた。
これらは、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見を背
景にした、男性中心型労働慣行が維持されていることなどから
男性の家事への十分な分担が必ずしも得られず、家事や育児、
家族の介護等の家庭的責任の多くを女性が担っているという実
態であり、それにより、女性が職場において活躍することが困
難になっている。

〇家事や育児、家族の介護等の家庭的責任の多くを女性が担っ
ている現状から、男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主
体的に参画する動きを広めるため、男性を対象とした啓発、セ
ミナーを実施し、男性の家庭参画への理解促進、意識改革を図
ることにより、女性が職業生活において活躍しやすい環境づく
りを推進する
【全体目標】男性の家庭参画への理解度70% ⇒ 84%（達成）

イベント100人以上、セミナー定員の80％
⇒ イベント130人、セミナー96%（達成）

〇策定する女性活躍推進計画では「働き方改革」と併せて「男
性の家庭参画への理解促進、意識改革」を重要事業として位置
づける。まずは、キックオフイベントにより、「男性の家庭参
画」が必要であることを周知し、啓発ハンドブック等では、男
性に知って欲しい、やって欲しい家事や家庭のことを紹介。家
事メンセミナーでは、実践を通して家事参画を理解してもらい
、男性が家事を補助的ではなく、主体的に考えられるよう促し
た。これらの事業を一連で行うことで、より効果的な周知・啓
発を図ることができた。

〇男性が家事を主体的に考えられるようになることで、男性の
働き方も変わり、女性の社会での活躍も進む。高齢化が進み要
介護者が増えている中、男性が家事に不慣れであることから介
護離職を余儀なくされたり、孤立した介護生活となっていたり
する例もあり、これらの課題も男性の家事参画が進むことによ
って改善が期待できる。
⇒男性の家庭参画への理解度 84%

岐阜市女性活躍推進計画に掲げたよう下記の課題に取り組む。

①ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発
②男性の家庭参画への理解促進
③多様な働き方の促進
④就労環境の改善の促進



男性の家庭参画への
理解促進・意識改革

現 状
【平成28年度市民意識調査】から
(市内在住18歳以上男女各1,500人対象）

○家事や育児の担い手の７割以上が女性
女性が職業を持ち続けていく上での課題として、

○85.3％が｢家事や育児・介護との両立が難しい｣
と回答

背 景
・固定的な性別役割分担意識

→ 根強く残る男性中心型労働形態
・出産・育児、介護離職など

→ 女性の働き方への制約

女性の就労には、これまで以上に

家庭（パートナー）の理解と
協力が必要
このため、

【次期男女共同参画基本計画】において、
「働き方改革」と併せた
「男性の家庭参画への理解促進と意識改革」

を重要施策として位置付け。

Ⅰ 「男の家事力」キックオフイベント
家事フェス2018

・男性を対象とした家事実践の紹介
・家事についてのトークショー
⇒家事への興味・関心を持つ

男性を増やす

講師： 山田 亮氏
ゲスト：ＦＣ岐阜より小野選手、

古橋選手、ビクトル選手
場所： ぎふメディアコスモス

ドキドキテラス

Ⅱ 「男の家事力」～料理力は家事力～
男性向け料理セミナー
家事メンセミナー

・男性向けの料理セミナー及び女性向け
家事シェアセミナー同時開催
（2回実施）

・第1回目は、若年カップルからシニア
世代夫婦など幅広く募集。

・第2回目は、父親と子どもを対象とし
た料理セミナー。

講師：伊藤 惠氏（料理セミナー）

山田 亮氏（家事シェアセミナー）

「男性の家庭参画への理解促進・意識改革」事業概要

Ⅲ 男性の家庭参画啓発
「男の家事力」啓発

・男性に是非、知って欲しい、やって欲
しい家事を紹介・発信
（啓発編・洗濯編・掃除編・料理編）

①動画作成
Youtubeなどで配信
啓発編、洗濯編、食器洗い編、料理編
を作成、配信

②ハンドブック・啓発パンフレット・家
事検定作成

VTRと連動し発信
市内企業、公共施設などへ配布

先取り

女性の活躍推進（男性の家庭参画への理解促進・意識改革）事業事業の概要



①家事フェス
2018 開催日時 ：平成30年1月20日（土） 10:30～11:30

場所 ：みんなの森ぎふメディアコスモス ドキドキテラス
イベント名 ：家事フェス2018「楽家事×家事シェア=ゆとり。男の家事力ＵＰで家庭円満」
ゲスト ：山田 亮氏（家事ジャーナリスト）、ＦＣ岐阜より小野選手、古橋選手、ビクトル選手
参加者数 ：130名
アンケート回収率：59.6％ アンケート回答者数：59名（内 男性28名、女性31名）

イベント
満足度

回答者
年齢別
分布

今後、

今まで以上
に家事に
参画するか
（男性対象）

男性の
家庭参画、

家事シェア
について

当日は、ＪＡぎふの
協力により新鮮野菜
の販売も実施。

トークショーに加え、
洗濯ものたたみゲー
ムも開催。会場が盛
り上がった。
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Sheet1

		岐阜市　「男の家事力ＵＰ化」推進キックオフイベントアンケート ギフシオトコカジリョクカスイシン

				開催日時　：平成30年1月20日（土）　10:30～11:30 カイサイビジヘイセイネンツキヒド

				場所　　　　：みんなの森ぎふメディアコスモス　ドキドキテラス バショ

				イベント名：家事フェス2018「楽家事×家事シェア=ゆとり。男の家事力ＵＰで家庭円満」 メイカジラクカジカジオトコカジリョクカテイエンマン

				ゲスト　　　　：山田　亮氏（家事ジャーナリスト）、ＦＣ岐阜より小野選手、古橋選手、ビクトル選手 ヤマダリョウシカジギフオノセンシュフルハシセンシュセンシュ
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Ｑ.現在、家事をされていますか？
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アンケート回答者年齢別分布
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Sheet3
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Ｑ．どなたと一緒に参加されましたか？
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Ｑ．男性の家庭参画、家事シェアリングについて
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Ｑ．今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか？
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		ご家族 カゾク		友人 ユウジン		恋人 コイビト		その他 ホカ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ

		1		女 オンナ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		得意な人が得意な家事をすればいいと思う。親がその姿を見せれば子どもは自然と手伝うようになり、自然に家事が出来るようになる。あまり、家事メン、育メンを世間が求めると女性と同じく不得意な人もいると思うのでかわいそうな気もする。苦手な家事、得意な家事を細かく話し合って分担し、更に相手に過度に期待しない。ＮＨＫの「あさいち」でも取り上げられていたが「名前のない家事」の存在もお互い理解したい。特に男性にしってもらいたい。 トクイヒトトクイカジオモオヤスガタミコシゼンテツダシゼンカジデキカジソダセケンモトジョセイオナフトクイヒトオモキニガテカジトクイカジコマハナアブンタンサラアイテカドキタイトアナマエカジソンザイタガリカイトクダンセイ

		2		女 オンナ		50代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-		とても楽しめました。こういったイベントがあればまた参加したいです。 タノサンカ

		3		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		ずいぶん前から問題だと思っていたところを、男性目線でとても楽しく学ばせて頂きました。ありがとうございました。 マエモンダイオモダンセイメセンタノマナイタダ

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		洗濯ものたたみの実演が見えず、残念でした。プロジェクターで投影できていたらよかったです。 センタクジツエンミザンネントウエイ

		5		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		はい

		6		男 オトコ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		7		女 オンナ		10代未満 ダイミマン		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		8		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		9		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		10		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		11		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		12		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		13		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		14		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		15		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		女 オンナ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		17		女 オンナ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		18		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		今後、取り組んでいきたいと思います。本日はありがとうございました。 コンゴトクオモホンジツ

		19		女 オンナ		50代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		20		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		21		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		22		男 オトコ		50代 ダイ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		23		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		24		男 オトコ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		25		女 オンナ		50代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-		考えるきっかけになりました。大事な事だと考えます。ありがとうございました。 カンガダイジコトカンガ

		26		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		27		男 オトコ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		現在ゴミ出しと風呂そうじを担当。今後増やしていきたいと思います。 ゲンザイダフロタントウコンゴフオモ

		28		男 オトコ		10代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		29		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		「お、ありがとう。」と言いたいです。 イ

		30		男 オトコ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		ありがとうございます。

		31		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		32		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		33		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		男でもできる家事や、男らしい家事も知りたい。 オトコカジオトコカジシ

		34		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		色々と勉強になった。上手くシェアするのが大切だと思った。 イロイロベンキョウウマタイセツオモ

		35		男 オトコ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		はい

		36		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		37		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		38		女 オンナ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		39		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						-		よくわからない		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		40		女 オンナ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		41		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		42		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		-

		43		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		44		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		45		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		選手の色々なお話しが聞けたので、参加して良かったです。 センシュイロイロハナキサンカヨ

		46		女 オンナ		40代 ダイ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		-

		47		女 オンナ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-		楽しかったです。 タノ

		48		男 オトコ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		どちらともいえない

		49		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		50		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（パートナー）		どちらかといえば不満 フマン		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		愛知県一宮市からの参加です。一宮市ともタイアップ企画を検討してほしいです。マイクは、よりマイクが良いと思う。 アイチケンイチノミヤシサンカイチノミヤシキカクケントウイオモ

		51		男 オトコ		20代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		52の1		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		52の2		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		52の3		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		53		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		54		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		55		男 オトコ		40代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		また、こういうイベントを開催してほしいです。 カイサイ

		56		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		FC岐阜　小野選手　古橋選手　ビクトル選手　頑張って下さい。 ギフオノセンシュフルハシセンシュセンシュガンバクダ

		57		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		楽しかったです。来てよかったー タノキ
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Ｑ.現在、家事をされていますか？
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Ｑ．男性の家庭参画、家事シェアリングについて



		



Ｑ．今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか？



		






Graph1

		10代未満		10代未満

		10代		10代

		20代		20代

		30代		30代

		40代		40代

		50代		50代

		60代以上		60代以上



5

2

1

0

1

1

8

5

3

9

5

8

5

6



Sheet1

		岐阜市　「男の家事力ＵＰ化」推進キックオフイベントアンケート ギフシオトコカジリョクカスイシン

				開催日時　：平成30年1月20日（土）　10:30～11:30 カイサイビジヘイセイネンツキヒド

				場所　　　　：みんなの森ぎふメディアコスモス　ドキドキテラス バショ

				イベント名：家事フェス2018「楽家事×家事シェア=ゆとり。男の家事力ＵＰで家庭円満」 メイカジラクカジカジオトコカジリョクカテイエンマン

				ゲスト　　　　：山田　亮氏（家事ジャーナリスト）、ＦＣ岐阜より小野選手、古橋選手、ビクトル選手 ヤマダリョウシカジギフオノセンシュフルハシセンシュセンシュ

				アンケート回収率　59.6％ カイシュウリツ

						男性 ダンセイ		女性 ジョセイ		合計 ゴウケイ

				アンケート回答者数 カイトウシャスウ		28		31		59

				主体的（毎日） シュタイテキマイニチ				補助的（毎日） ホジョテキマイニチ				時々 トキドキ				全くしていない マッタ				無回答 ムカイトウ

				28				9				16				2				4

				内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ

				6		22		7		2		11		5		2		0		2		2





Sheet1

		主体的

		補助的（毎日）

		時々

		全くしていない

		無回答



Ｑ.現在、家事をされていますか？

28

9

16

2

4



Sheet2

		10代未満		10代未満

		10代		10代

		20代		20代

		30代		30代

		40代		40代

		50代		50代

		60代以上		60代以上



アンケート回答者年齢別分布

5

2

1

0

1

1

8

5

3

9

5

8

5

6



Sheet3

		家族

		友人

		恋人

		その他（お一人で参加など）



Ｑ．どなたと一緒に参加されましたか？

33

8

0

18



		大変満足

		満足

		どちらかといえば満足

		どちらかといえば不満

		不満



イベント満足度

24

27

7

1

0



		必要

		よくわからない

		不要



Ｑ．男性の家庭参画、家事シェアリングについて

58

1

0



		はい

		どちらともいえない

		いいえ

		無回答



Ｑ．今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか？

26

2

0

1



		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q3.どなたと一緒にこられましたか イッショ								Q4		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見 ジユウイケン

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		ご家族 カゾク		友人 ユウジン		恋人 コイビト		その他 ホカ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ

		1		女 オンナ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		得意な人が得意な家事をすればいいと思う。親がその姿を見せれば子どもは自然と手伝うようになり、自然に家事が出来るようになる。あまり、家事メン、育メンを世間が求めると女性と同じく不得意な人もいると思うのでかわいそうな気もする。苦手な家事、得意な家事を細かく話し合って分担し、更に相手に過度に期待しない。ＮＨＫの「あさいち」でも取り上げられていたが「名前のない家事」の存在もお互い理解したい。特に男性にしってもらいたい。 トクイヒトトクイカジオモオヤスガタミコシゼンテツダシゼンカジデキカジソダセケンモトジョセイオナフトクイヒトオモキニガテカジトクイカジコマハナアブンタンサラアイテカドキタイトアナマエカジソンザイタガリカイトクダンセイ

		2		女 オンナ		50代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-		とても楽しめました。こういったイベントがあればまた参加したいです。 タノサンカ

		3		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		ずいぶん前から問題だと思っていたところを、男性目線でとても楽しく学ばせて頂きました。ありがとうございました。 マエモンダイオモダンセイメセンタノマナイタダ

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		洗濯ものたたみの実演が見えず、残念でした。プロジェクターで投影できていたらよかったです。 センタクジツエンミザンネントウエイ

		5		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		はい

		6		男 オトコ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		7		女 オンナ		10代未満 ダイミマン		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		8		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		9		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		10		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		11		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		12		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		13		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		14		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		15		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		女 オンナ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		17		女 オンナ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		18		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		今後、取り組んでいきたいと思います。本日はありがとうございました。 コンゴトクオモホンジツ

		19		女 オンナ		50代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		20		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		21		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		22		男 オトコ		50代 ダイ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		23		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		24		男 オトコ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		25		女 オンナ		50代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-		考えるきっかけになりました。大事な事だと考えます。ありがとうございました。 カンガダイジコトカンガ

		26		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		27		男 オトコ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		現在ゴミ出しと風呂そうじを担当。今後増やしていきたいと思います。 ゲンザイダフロタントウコンゴフオモ

		28		男 オトコ		10代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		29		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		「お、ありがとう。」と言いたいです。 イ

		30		男 オトコ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		ありがとうございます。

		31		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		32		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		33		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		男でもできる家事や、男らしい家事も知りたい。 オトコカジオトコカジシ

		34		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		色々と勉強になった。上手くシェアするのが大切だと思った。 イロイロベンキョウウマタイセツオモ

		35		男 オトコ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		はい

		36		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		37		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		38		女 オンナ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		39		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						-		よくわからない		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		40		女 オンナ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		41		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		42		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		-

		43		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		44		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		45		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		選手の色々なお話しが聞けたので、参加して良かったです。 センシュイロイロハナキサンカヨ

		46		女 オンナ		40代 ダイ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		-

		47		女 オンナ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-		楽しかったです。 タノ

		48		男 オトコ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		どちらともいえない

		49		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		50		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（パートナー）		どちらかといえば不満 フマン		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		愛知県一宮市からの参加です。一宮市ともタイアップ企画を検討してほしいです。マイクは、よりマイクが良いと思う。 アイチケンイチノミヤシサンカイチノミヤシキカクケントウイオモ

		51		男 オトコ		20代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		52の1		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		52の2		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		52の3		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		53		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		54		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		55		男 オトコ		40代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		また、こういうイベントを開催してほしいです。 カイサイ

		56		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		FC岐阜　小野選手　古橋選手　ビクトル選手　頑張って下さい。 ギフオノセンシュフルハシセンシュセンシュガンバクダ

		57		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		楽しかったです。来てよかったー タノキ
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		ご家族 カゾク		友人 ユウジン		恋人 コイビト		その他 ホカ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ

		1		女 オンナ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		得意な人が得意な家事をすればいいと思う。親がその姿を見せれば子どもは自然と手伝うようになり、自然に家事が出来るようになる。あまり、家事メン、育メンを世間が求めると女性と同じく不得意な人もいると思うのでかわいそうな気もする。苦手な家事、得意な家事を細かく話し合って分担し、更に相手に過度に期待しない。ＮＨＫの「あさいち」でも取り上げられていたが「名前のない家事」の存在もお互い理解したい。特に男性にしってもらいたい。 トクイヒトトクイカジオモオヤスガタミコシゼンテツダシゼンカジデキカジソダセケンモトジョセイオナフトクイヒトオモキニガテカジトクイカジコマハナアブンタンサラアイテカドキタイトアナマエカジソンザイタガリカイトクダンセイ

		2		女 オンナ		50代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-		とても楽しめました。こういったイベントがあればまた参加したいです。 タノサンカ

		3		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		ずいぶん前から問題だと思っていたところを、男性目線でとても楽しく学ばせて頂きました。ありがとうございました。 マエモンダイオモダンセイメセンタノマナイタダ

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		洗濯ものたたみの実演が見えず、残念でした。プロジェクターで投影できていたらよかったです。 センタクジツエンミザンネントウエイ

		5		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		はい

		6		男 オトコ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		7		女 オンナ		10代未満 ダイミマン		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		8		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		9		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		10		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		11		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		12		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		13		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		14		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		15		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		女 オンナ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		17		女 オンナ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		18		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		今後、取り組んでいきたいと思います。本日はありがとうございました。 コンゴトクオモホンジツ

		19		女 オンナ		50代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		20		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		21		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		22		男 オトコ		50代 ダイ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		23		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		24		男 オトコ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		25		女 オンナ		50代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-		考えるきっかけになりました。大事な事だと考えます。ありがとうございました。 カンガダイジコトカンガ

		26		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		27		男 オトコ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		現在ゴミ出しと風呂そうじを担当。今後増やしていきたいと思います。 ゲンザイダフロタントウコンゴフオモ

		28		男 オトコ		10代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		29		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		「お、ありがとう。」と言いたいです。 イ

		30		男 オトコ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		ありがとうございます。

		31		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		32		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		33		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		男でもできる家事や、男らしい家事も知りたい。 オトコカジオトコカジシ

		34		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		色々と勉強になった。上手くシェアするのが大切だと思った。 イロイロベンキョウウマタイセツオモ

		35		男 オトコ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		はい

		36		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		37		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		38		女 オンナ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		39		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						-		よくわからない		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		40		女 オンナ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		41		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		42		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		-

		43		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		44		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		45		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		選手の色々なお話しが聞けたので、参加して良かったです。 センシュイロイロハナキサンカヨ

		46		女 オンナ		40代 ダイ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		-

		47		女 オンナ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-		楽しかったです。 タノ

		48		男 オトコ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		どちらともいえない

		49		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		50		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（パートナー）		どちらかといえば不満 フマン		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		愛知県一宮市からの参加です。一宮市ともタイアップ企画を検討してほしいです。マイクは、よりマイクが良いと思う。 アイチケンイチノミヤシサンカイチノミヤシキカクケントウイオモ

		51		男 オトコ		20代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		52の1		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		52の2		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		52の3		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		53		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		54		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		55		男 オトコ		40代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		また、こういうイベントを開催してほしいです。 カイサイ

		56		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		FC岐阜　小野選手　古橋選手　ビクトル選手　頑張って下さい。 ギフオノセンシュフルハシセンシュセンシュガンバクダ

		57		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		楽しかったです。来てよかったー タノキ
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		ご家族 カゾク		友人 ユウジン		恋人 コイビト		その他 ホカ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ

		1		女 オンナ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		得意な人が得意な家事をすればいいと思う。親がその姿を見せれば子どもは自然と手伝うようになり、自然に家事が出来るようになる。あまり、家事メン、育メンを世間が求めると女性と同じく不得意な人もいると思うのでかわいそうな気もする。苦手な家事、得意な家事を細かく話し合って分担し、更に相手に過度に期待しない。ＮＨＫの「あさいち」でも取り上げられていたが「名前のない家事」の存在もお互い理解したい。特に男性にしってもらいたい。 トクイヒトトクイカジオモオヤスガタミコシゼンテツダシゼンカジデキカジソダセケンモトジョセイオナフトクイヒトオモキニガテカジトクイカジコマハナアブンタンサラアイテカドキタイトアナマエカジソンザイタガリカイトクダンセイ

		2		女 オンナ		50代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-		とても楽しめました。こういったイベントがあればまた参加したいです。 タノサンカ

		3		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		ずいぶん前から問題だと思っていたところを、男性目線でとても楽しく学ばせて頂きました。ありがとうございました。 マエモンダイオモダンセイメセンタノマナイタダ

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		洗濯ものたたみの実演が見えず、残念でした。プロジェクターで投影できていたらよかったです。 センタクジツエンミザンネントウエイ

		5		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		はい

		6		男 オトコ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		7		女 オンナ		10代未満 ダイミマン		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		8		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		9		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		10		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		11		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		12		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		13		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		14		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		15		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		女 オンナ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		17		女 オンナ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		18		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		今後、取り組んでいきたいと思います。本日はありがとうございました。 コンゴトクオモホンジツ

		19		女 オンナ		50代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		20		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		21		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		22		男 オトコ		50代 ダイ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		23		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		24		男 オトコ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		25		女 オンナ		50代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-		考えるきっかけになりました。大事な事だと考えます。ありがとうございました。 カンガダイジコトカンガ

		26		女 オンナ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		27		男 オトコ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		現在ゴミ出しと風呂そうじを担当。今後増やしていきたいと思います。 ゲンザイダフロタントウコンゴフオモ

		28		男 オトコ		10代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		29		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		「お、ありがとう。」と言いたいです。 イ

		30		男 オトコ		50代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		ありがとうございます。

		31		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		32		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		33		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		男でもできる家事や、男らしい家事も知りたい。 オトコカジオトコカジシ

		34		男 オトコ		30代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		色々と勉強になった。上手くシェアするのが大切だと思った。 イロイロベンキョウウマタイセツオモ

		35		男 オトコ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		はい

		36		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		37		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		38		女 オンナ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		39		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						-		よくわからない		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		40		女 オンナ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		41		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		42		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		-

		43		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		44		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		45		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		選手の色々なお話しが聞けたので、参加して良かったです。 センシュイロイロハナキサンカヨ

		46		女 オンナ		40代 ダイ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		-		-

		47		女 オンナ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-		楽しかったです。 タノ

		48		男 オトコ		50代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		どちらともいえない

		49		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		50		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1（パートナー）		どちらかといえば不満 フマン		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		愛知県一宮市からの参加です。一宮市ともタイアップ企画を検討してほしいです。マイクは、よりマイクが良いと思う。 アイチケンイチノミヤシサンカイチノミヤシキカクケントウイオモ

		51		男 オトコ		20代 ダイ								1（一人） ヒトリ		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		52の1		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		52の2		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		-

		52の3		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		53		男 オトコ		10代未満 ダイミマン		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		54		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		55		男 オトコ		40代 ダイ								1（一人） ヒトリ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		また、こういうイベントを開催してほしいです。 カイサイ

		56		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ								1		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		FC岐阜　小野選手　古橋選手　ビクトル選手　頑張って下さい。 ギフオノセンシュフルハシセンシュセンシュガンバクダ

		57		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		楽しかったです。来てよかったー タノキ
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Ｑ.現在、家事をされていますか？
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どなたと一緒に参加されましたか？



		



Ｑ．男性の家庭参画、家事シェアリングについて



		



Ｑ．今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか？



		







②家事メンセミナー
～ＭＥＮ‘Ｓキッチン～ 開催日時：平成30年2月10日（土） 10:30～13:30

場所 ：もえぎの里生涯学習センター 調理室及び栄養指導室
イベント名：家事メンセミナー ～MEN’Sキッチン～
講師 ：伊藤 惠氏（男性向け調理セミナー）山田 亮氏（女性向け家事シェアセミナー）
参加者数：15組36名（子ども含む）
アンケート回収率：100％ アンケート回答者数：30名（内 男性15名、女性15名）

男性チームの調理し
た料理を皆で試食。

男性が料理セミナー
を受講中、女性は家
事シェアセミナーを
受講。
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		ご家族 カゾク		恋人 コイビト		その他 ホカ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ

		1		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		今回が初開催とのことで3倍という激戦の中当選させていただきましてありがとうございました。私のまわりでも多くの人がこのセミナーに興味を持っており、今後も継続して主催してほしいと話していました。市外からの参加で、岐阜市の方には申し訳ないくらいです。また来年度も開催があれば、また申し込みしたいです。娘ももう少し大きくなったら、どんどん料理（＆家事）を一緒にできる家庭にしたいです。 コンカイハツカイサイバイゲキセンナカトウセンワタシオオヒトキョウミモコンゴケイゾクシュサイハナシガイサンカギフシカタモウワケライネンドカイサイモウコムスメスコオオリョウリカジイッショカテイ

		2		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－		美味しいパエジャーをありがとうございました。料理する主人を見て、将来は”シェフ”と・・・。頑張ってほしいです。合掌 オイリョウリシュジンミショウライガンバガッショウ

		3		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		又、企画して下さい。是非 マタキカククダゼヒ

		4		男 オトコ		50代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		5		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理初心者向けのセミナーがあると良いと思いました。 リョウリショシンシャムヨオモ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		楽しかったです。ありがとうございました。 タノ

		7		男 オトコ		20代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		家事メンになれるよう頑張ります カジガンバ

		8		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1										1				どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		10		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		11		女 オンナ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		12		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－

		13		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		抽選に漏れてしまったのに参加させていただきありがとうございました。 チュウセンモサンカ

		16		女 オンナ		20代 ダイ				1						1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		－		とても勉強になりました。楽しかったです。ありがとうございました。 ベンキョウタノ

		17		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		－		楽しかったです。ありがとうございました。 タノ

		20		女 オンナ		50代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		21		女 オンナ		30代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		主人が頑張る姿を見るだけでも感動したし、見れて良かったなぁと思います。つい自分が家事をやってしまうが、手伝ってもらって、主人に力をつけることも大事だと思いました。 シュジンガンバスガタミカンドウミヨオモジブンカジテツダシュジンチカラダイジオモ

		22		女 オンナ		30代 ダイ		1										1				満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		23		男 オトコ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		24		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		又、企画して頂きたいです。 マタキカクイタダ

		25		男 オトコ		20代 ダイ				1						1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		26		男 オトコ		50代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		ありがとうございました

		27		男 オトコ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		大変楽しいセミナーでした。また機会あれば参加したいです。 タイヘンタノキカイサンカ

		28		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		29		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		たのしく料理できました。トーフ生チョコを家でもつくりたい。 リョウリナマイエ

		30		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－		大変良い企画で楽しく学ばせて頂きました。今後も定期的にあれば、参加される夫妻も増え、家事参画が促されると思いました。 タイヘンヨキカクタノマナイタダコンゴテイキテキサンカフサイフカジサンカクウナガオモ
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Q.現在、家事をされていますか？



		



Q.今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか？（男性対象）
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		ご家族 カゾク		恋人 コイビト		その他 ホカ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ

		1		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		今回が初開催とのことで3倍という激戦の中当選させていただきましてありがとうございました。私のまわりでも多くの人がこのセミナーに興味を持っており、今後も継続して主催してほしいと話していました。市外からの参加で、岐阜市の方には申し訳ないくらいです。また来年度も開催があれば、また申し込みしたいです。娘ももう少し大きくなったら、どんどん料理（＆家事）を一緒にできる家庭にしたいです。 コンカイハツカイサイバイゲキセンナカトウセンワタシオオヒトキョウミモコンゴケイゾクシュサイハナシガイサンカギフシカタモウワケライネンドカイサイモウコムスメスコオオリョウリカジイッショカテイ

		2		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－		美味しいパエジャーをありがとうございました。料理する主人を見て、将来は”シェフ”と・・・。頑張ってほしいです。合掌 オイリョウリシュジンミショウライガンバガッショウ

		3		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		又、企画して下さい。是非 マタキカククダゼヒ

		4		男 オトコ		50代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		5		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理初心者向けのセミナーがあると良いと思いました。 リョウリショシンシャムヨオモ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		楽しかったです。ありがとうございました。 タノ

		7		男 オトコ		20代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		家事メンになれるよう頑張ります カジガンバ

		8		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1										1				どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		10		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		11		女 オンナ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		12		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－

		13		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		抽選に漏れてしまったのに参加させていただきありがとうございました。 チュウセンモサンカ

		16		女 オンナ		20代 ダイ				1						1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		－		とても勉強になりました。楽しかったです。ありがとうございました。 ベンキョウタノ

		17		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		－		楽しかったです。ありがとうございました。 タノ

		20		女 オンナ		50代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		21		女 オンナ		30代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		主人が頑張る姿を見るだけでも感動したし、見れて良かったなぁと思います。つい自分が家事をやってしまうが、手伝ってもらって、主人に力をつけることも大事だと思いました。 シュジンガンバスガタミカンドウミヨオモジブンカジテツダシュジンチカラダイジオモ

		22		女 オンナ		30代 ダイ		1										1				満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		23		男 オトコ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		24		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		又、企画して頂きたいです。 マタキカクイタダ

		25		男 オトコ		20代 ダイ				1						1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		26		男 オトコ		50代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		ありがとうございました

		27		男 オトコ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		大変楽しいセミナーでした。また機会あれば参加したいです。 タイヘンタノキカイサンカ

		28		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		29		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		たのしく料理できました。トーフ生チョコを家でもつくりたい。 リョウリナマイエ

		30		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－		大変良い企画で楽しく学ばせて頂きました。今後も定期的にあれば、参加される夫妻も増え、家事参画が促されると思いました。 タイヘンヨキカクタノマナイタダコンゴテイキテキサンカフサイフカジサンカクウナガオモ
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		1		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		今回が初開催とのことで3倍という激戦の中当選させていただきましてありがとうございました。私のまわりでも多くの人がこのセミナーに興味を持っており、今後も継続して主催してほしいと話していました。市外からの参加で、岐阜市の方には申し訳ないくらいです。また来年度も開催があれば、また申し込みしたいです。娘ももう少し大きくなったら、どんどん料理（＆家事）を一緒にできる家庭にしたいです。 コンカイハツカイサイバイゲキセンナカトウセンワタシオオヒトキョウミモコンゴケイゾクシュサイハナシガイサンカギフシカタモウワケライネンドカイサイモウコムスメスコオオリョウリカジイッショカテイ

		2		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－		美味しいパエジャーをありがとうございました。料理する主人を見て、将来は”シェフ”と・・・。頑張ってほしいです。合掌 オイリョウリシュジンミショウライガンバガッショウ

		3		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		又、企画して下さい。是非 マタキカククダゼヒ

		4		男 オトコ		50代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		5		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理初心者向けのセミナーがあると良いと思いました。 リョウリショシンシャムヨオモ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		楽しかったです。ありがとうございました。 タノ

		7		男 オトコ		20代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		家事メンになれるよう頑張ります カジガンバ

		8		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1										1				どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		10		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		11		女 オンナ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		12		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－

		13		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		抽選に漏れてしまったのに参加させていただきありがとうございました。 チュウセンモサンカ

		16		女 オンナ		20代 ダイ				1						1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		－		とても勉強になりました。楽しかったです。ありがとうございました。 ベンキョウタノ

		17		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		－		楽しかったです。ありがとうございました。 タノ

		20		女 オンナ		50代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		21		女 オンナ		30代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		主人が頑張る姿を見るだけでも感動したし、見れて良かったなぁと思います。つい自分が家事をやってしまうが、手伝ってもらって、主人に力をつけることも大事だと思いました。 シュジンガンバスガタミカンドウミヨオモジブンカジテツダシュジンチカラダイジオモ

		22		女 オンナ		30代 ダイ		1										1				満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		23		男 オトコ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		24		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		又、企画して頂きたいです。 マタキカクイタダ

		25		男 オトコ		20代 ダイ				1						1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		26		男 オトコ		50代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		ありがとうございました

		27		男 オトコ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		大変楽しいセミナーでした。また機会あれば参加したいです。 タイヘンタノキカイサンカ

		28		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		29		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		たのしく料理できました。トーフ生チョコを家でもつくりたい。 リョウリナマイエ

		30		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－		大変良い企画で楽しく学ばせて頂きました。今後も定期的にあれば、参加される夫妻も増え、家事参画が促されると思いました。 タイヘンヨキカクタノマナイタダコンゴテイキテキサンカフサイフカジサンカクウナガオモ
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ようすに、とても良い
経験になったとの声
も。
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参加者数：9組32名（1組欠席）
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		4		女 オンナ		30代		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		主人と子どもが料理するのが初めてでした。とてもいい経験ができました。 シュジンコリョウリハジケイケン

		5		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		パパと子ども達の共同作業の企画は中々ないので、今後も実施してほしいです。

		6		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもと一緒に作ることが、子どもも喜んで主人もいい経験になりました。このセミナーをきっかけに、やってくれるといいです。またこのようなセミナーがあったら、参加したいです。 コイッショツクコヨロコシュジンケイケンサンカ

		7		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		父：子どもと料理をする事がないので、これをきっかけに土・日だけでも料理を作ってみたいと思います。
長女：たのしかったです。母に自まんしたいです。
次女：楽しかったです。お家でも作ってみたいです。 チチコリョウリコトドニチリョウリツクオモチョウジョハハジジジョタノウチツク

		8		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		週末がすごく充実したものになりました。子ども達が楽しくて、日頃食べられない食材が食べられる機会になりました。人参を食べてたのにびっくりです！！ママ達の講座の先生の話もすごく為になり楽しい時間でした。ありがとうございました♡ シュウマツジュウジツコタチタノヒゴロタショクザイタキカイニンジンタタチコウザセンセイハナシタメタノジカン

		9		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		10		男 オトコ		40代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		11		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		12		男 オトコ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		13		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		14		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		15		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		16		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		17		男 オトコ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

								17		0		0		10		6		1		0

				女　8 オンナ		10代未満 ダイミマン																大変満足　　　　　　16 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的 シュタイテキ		はい

						0																11		17		9		8

				男　9 オトコ		10代 ダイ																満足　　　　　　　　　12 マンゾク		不要 フヨウ		内　女 ウチオンナ		どちらともいえない

						0																6		0		8		1

				計 ケイ		20代 ダイ																どちらかといえば満足　　2 マンゾク		よくわからない		内　男 ウチオトコ		いいえ

				17		0																0		0		1		0

						30代 ダイ																どちらかといえば不満　　0 フマン				補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		無回答 ムカイトウ

						9																0				5		0

						40代 ダイ																不満　　　　　　　　　　　　0 フマン				内　女 ウチオンナ

						8																0				0

						50代 ダイ																				内　男 ウチオトコ

						0																				5

						60代以上 ダイイジョウ																				時々 トキドキ

						0																				2

																										内　女 ウチオンナ

																										0

																										内　男 ウチオトコ

																										2

								全体 ゼンタイ																		全くしていない マッタ

						10代未満 ダイミマン		0																		1

						10代 ダイ		0																		内女 ウチオンナ

						20代 ダイ		0																		0

						30代 ダイ		9																		内男 ウチオトコ

						40代 ダイ		8																		1

						50代 ダイ		0

						60代以上 ダイイジョウ		0

						合計 ゴウケイ		17

								男性 ダンセイ

						参加者 サンカシャ		9

								家族 カゾク		恋人 コイビト		その他（お一人で参加など） タヒトリサンカ

								17		0		0

								大変満足 タイヘンマンゾク		満足 マンゾク		どちらかといえば満足 マンゾク		どちらかといえば不満 フマン		不満 フマン

								11		6		0		0		0

								必要 ヒツヨウ		不要 フヨウ

								17		0

								はい		いいえ		どちらともいえない

								8		0		1

								主体的 シュタイテキ		補助的 ホジョテキ		時々 トキドキ		全くしていない マッタ								無回答 ムカイトウ

								9		5		2		1								0

								主体的（毎日） シュタイテキマイニチ				補助的（毎日）				時々 トキドキ				全くしていない マッタ

								内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ

								趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		プレゼントが魅力的だった ミリョクテキ

								10		6		1

								大変満足 タイヘンマンゾク				満足 マンゾク				どちらかといえば満足 マンゾク

								内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ

								趣旨に同感				パートナーの勧め				プレゼントが魅力的だった

								内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ





		



どなたと一緒に参加されましたか？
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男性の家庭参画、家事シェアリングについて



		



Q.現在、家事をされていますか？



		



Q.今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか？（男性対象）
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		ご家族 カゾク		恋人 コイビト		その他 ホカ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ

		1		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		今回が初開催とのことで3倍という激戦の中当選させていただきましてありがとうございました。私のまわりでも多くの人がこのセミナーに興味を持っており、今後も継続して主催してほしいと話していました。市外からの参加で、岐阜市の方には申し訳ないくらいです。また来年度も開催があれば、また申し込みしたいです。娘ももう少し大きくなったら、どんどん料理（＆家事）を一緒にできる家庭にしたいです。 コンカイハツカイサイバイゲキセンナカトウセンワタシオオヒトキョウミモコンゴケイゾクシュサイハナシガイサンカギフシカタモウワケライネンドカイサイモウコムスメスコオオリョウリカジイッショカテイ

		2		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－		美味しいパエジャーをありがとうございました。料理する主人を見て、将来は”シェフ”と・・・。頑張ってほしいです。合掌 オイリョウリシュジンミショウライガンバガッショウ

		3		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		又、企画して下さい。是非 マタキカククダゼヒ

		4		男 オトコ		50代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい

		5		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理初心者向けのセミナーがあると良いと思いました。 リョウリショシンシャムヨオモ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		楽しかったです。ありがとうございました。 タノ

		7		男 オトコ		20代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		家事メンになれるよう頑張ります カジガンバ

		8		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		60代以上 ダイイジョウ		1										1				どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		10		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		11		女 オンナ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		12		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－

		13		女 オンナ		60代以上 ダイイジョウ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		抽選に漏れてしまったのに参加させていただきありがとうございました。 チュウセンモサンカ

		16		女 オンナ		20代 ダイ				1						1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		－		とても勉強になりました。楽しかったです。ありがとうございました。 ベンキョウタノ

		17		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		－		楽しかったです。ありがとうございました。 タノ

		20		女 オンナ		50代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		21		女 オンナ		30代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		主人が頑張る姿を見るだけでも感動したし、見れて良かったなぁと思います。つい自分が家事をやってしまうが、手伝ってもらって、主人に力をつけることも大事だと思いました。 シュジンガンバスガタミカンドウミヨオモジブンカジテツダシュジンチカラダイジオモ

		22		女 オンナ		30代 ダイ		1										1				満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		23		男 オトコ		30代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		24		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		又、企画して頂きたいです。 マタキカクイタダ

		25		男 オトコ		20代 ダイ				1						1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		26		男 オトコ		50代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		ありがとうございました

		27		男 オトコ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		大変楽しいセミナーでした。また機会あれば参加したいです。 タイヘンタノキカイサンカ

		28		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		29		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		たのしく料理できました。トーフ生チョコを家でもつくりたい。 リョウリナマイエ
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③男性の家庭参画啓発
動画 計4作品：①啓発編 ②食器洗い編 ③洗濯編 ④料理編
啓発誌：「家事メンのすすめ」 Ｂ5サイズ 32ページ 7,000冊

①啓発編

②食器洗い編

③洗濯編

④料理編

啓発誌
「家事メンのすすめ」

動画URLを読み取れ
るQRコードを掲載し、
連動して発信。

動画
岐阜市公式ユーチューブ、各施設におけるサイネージ広告、岐阜市HP
等
啓発誌
各公共施設、企業、イベント時等での配布

活用方法

啓発動画



③男性の家庭参画
啓発物品 男性の家庭参画への理解促進と意識改革を目的とした啓発冊子や物品を作成し、本事業

と併せて効果的に活用。

男性用エプロンとバンダナ
セットを家事メンセミナー参
加者に配布。継続的な家庭
での家事参画を促進。

岐阜市内のロールモデルを
取材し、“家事シェアリング”
を合言葉に、其々の家事ス
タイル等を掲載した冊子。

家事検定問題を作成。

家事メンマスター認定等で
活用。

男性の家庭参画の必要性
を訴えるポスター。

日本と世界における男性の
家事・育児参画状況の違い
や、夫婦における家事・育
児に費やす時間の比較な
どを掲載。
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