
Ｉ　調査概要

1. アンケートのテーマ

coLLaboプログラム参加者に関する基礎調査

2. アンケート目的

3. アンケート期間
2017/6/17 ～ 2018/2/20

4. アンケート方法
coLLaboプログラムの参加者にアンケート用紙を配り、回答を記入してもらう。

5. 回答者数
のべ89人

ＩＩ　調査項目

Q1 カミングアウトはしていますか？カミングアウトしていない理由は？

Q2 今後のカミングアウトの機会について最も近い考えは？

Q3 女性の恋人・パートナーはいますか？いる方は何年になりますか？

Q4 同性パートナーシップ制度を活用したいですか？

Q5 今日のプログラムはあなたの期待を100点とすると何点ですか？

Q6 各プログラムについて改善のアドバイスやご感想

Q7 レズビアンやセクシュアルマイノリティ女性に聞いてみたいこと

coLLaboプログラムに参加したセクシュアルマイノリティ女性について、属性や考え方、要望などを聞
き、よりニーズに応えるプログラム作りなどに活かす。

2017年度 coLLaboプログラム

 アンケート調査結果 （抜粋）
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III アンケート回答者の属性

※SA＝単一回答、MA＝複数回答、FA＝自由回答

項目 人数
構成比
（％）

有効回答率
（％）

全体 89 - -

年齢 （SA） 20代 21 24 87

30代 32 36

　*平均年齢= 35歳 40代 19 21

50代 4 4

60代 1 1

無記入 12 13

居住地域 （SA） 茨城県 2 2 96

埼玉県 10 11

千葉県 6 7

東京都 35 39

神奈川県 28 31

その他 4 4

無記入 4 4

居住地域・その他 （FA） 福島県・静岡県・沖縄県

セクシュアリティ （MA）※ レズビアン 40 45 91

バイセクシュアル 15 17

FtX 8 9

FtM 0 0

MtF 2 2

わからない 5 6

決めていない 7 8

その他 10 11

無記入 8 9

セクシュアリティ・その他 （FA） Aセクシュアル

アロマンティック（※恋愛感情をもたない）

クエスチョニング

シスジェンダー

パンセクシュアル

ノンセクシュアル

ロマンティックアセクシュアル

coLLaboプログラムの参加経験 （SA） ある 54 61 99

初めて 34 38

無記入 1 1

（結果の概要）
　年齢は30代を中心とし、20～60代と幅広い。居住地域は東京都とその近県が大半を占める。セク
シュアリティはレズビアンが約半数を占め、そのほかに多様な女性が参加している。プログラムの参
加経験者は過半数を超える。
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ＩV　調査結果

※SA＝単一回答、MA＝複数回答、FA＝自由回答、RR＝有効回答率

Q1　カミングアウトはしていますか？ （SA） （n=86） （RR 97％）

　→ 「していない」 ：理由は？

（SA） （n=18）

Q2　今後のカミングアウトの機会について最も近い考えは？
（SA） （n=87） （RR 98％）

（結果の概要）
　「オープンにしたい」と考える人は74％と多い。

（結果の概要）
　カミングアウトしている人の割合は約８割と高い。また、カミングアウトしていない人の半数も、することを
望んでいる。
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Q3　女性の恋人・パートナーはいますか？ （SA） （n=88） （RR 99％）

　→「いる」：年数は？

（FA） （n=19）

（SA） （n=86） （RR 97％）

Q4　同性パートナーシップについて、お住まいの自治体で制度ができたら、申請
や活用をしたいと思いますか？

（結果の概要）
　恋人・パートナーのいない人が77％と多数を占める。いる人では、5年以上が16％、10年以上が26％
と長期の関係を築いている人が４割以上に上る。

（概要）
　活用したい人は35％に留まり、「わからない」が過半数を占める。
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（FA） （n=83） （RR 93％）

Q6　各プログラムについて改善のアドバイスやご感想
（FA） （n=45）

○私たちが欲しいもの ～医療・職場・パートナーシップ～ （6/17開催）

・

・

・

・

○女性の病気とクリニック （8/19開催）

・

・

・

・

とても困っていた＆どうすれば良いかどうか分からなかったので、今回同じようなことで
困ってる方とお話することができて本当にほっとしました！また婦人科に行く勇気がわ
きました。初めてのＬＧＢＴのイベントに参加したのでキンチョーしていましたが皆さん気
さくに話しかけてくださって安心しました。

Q5　今日参加したプログラムは、あなたの期待を100点とすると何点ですか？

（結果の概要）
　80～100点と高得点を付けた人が約９割を占める。

ディスカッションやみなさんの意見をきけてよかったです

持ち帰りたいアイデアなどもたくさんあったので、メモ用紙と筆記用具があったらありが
たかったです。

途中からの参加でしたが、とても良い雰囲気で助かりました。改善は、とくに思いつきま
せん。

胃カメラがどんどん細くなり今はカプセル型カメラで内臓の撮影ができたり、大腸ファイ
バーを入れずに、ＭＲＩのように大腸内の凹凸を映し出して癌検診ができるなど医学、
機器業界は進歩を続けている。しかーし婦人科、女性器の検診がずっとクスコや器具
を挿入している（しかも太い、大きい）が、レズビアンだけでなく世の中の女性の大半が
もっと快適に検査できるようすごく細くて小さい検査器具を早く開発して欲しいです。
お・ね・が・い。ユニバーサルデザイン女性みんなのために。コラボさんに○○○○どこ
かへ（笑）つたえてー

もう少し参加者が多いと更に色々な意見が聞けたのかな・・・と思います。

私の知識不足の改善

複数回のプログラムであれば、頻度が高いとよりモチベーションが高まると思います。

100点

48%
90点代

23%

80点代

18%

70点代

60点代 59点以下
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○突撃！女性のクリニック （9/16開催）

・

・

・

○「女性」ってなあに？ （11/19開催）

・

・

・

○パートナーシップ （12/16開催）

・

・

・

・

○平日休つながろ会 （8/8、10/31、2/20開催）

・

・

・

・

・

・

・

・

生活に関する話題が多かった。そもそもパートナーシップやつき合うとはどういうことな
のか考えたかった

おたくるにぜひまた参加したいのと平日の会もぜひもっとやってほしい。ぜひ次はお手
伝いもさせていただきたいです！

もう一度組替えをして全員とグループトークすることができたらより良かったかなー。（参
加者全員の方とは深く話せないので、、でもこまめに分けるには時間が足りないか？）

スタッフのみなさん、フレンドリーで話しやすくて良かったです。

開催場所の広さ。Facebookを開設してみては？

もう少し深い話をしてみたい

あらかじめ質問したい内容が決まっている人がいたら、事前にまとめているのもありかな
と思いました。

もっともっと質問したいことがあったので(笑)、充実しすぎていて時間が足りないですね

普段は縁がない場所で様々な話を聞くことができて大変ためになりました。

無理なく話せて良かったです。ありがとうございました。

大変よくできた会だと思います。平日開催でまた楽しい企画をお願いします。

話しやすい環境をつくっていただいたと思います。ありがとうございました。

最後のみんなで話す時間がもう少し長くてもよかった。

私個人的な知識がもっと増えると、もっと楽しめると思う。

自分自身がもっと質問すること。（coLLaboさんのプログラムは100点です。）

ふだん自分が、モヤモヤだけでなく、どう対応・対処しているか話してもいいかも。

LGBT関係の活動には、ヘテロ女性にも共通するような「女性の抱える問題・生きづら
さ」のようなテーマにはあまり触れないイメージが今まであったので、今回のテーマはと
ても嬉しかったです。ぜひ第二弾をしてほしいと思います。

フリートークの時間のようなものがあると嬉しいです。友人を作る機会があると良いで
す。
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Q7　レズビアンやセクシュアルマイノリティ女性に聞いてみたいこと
（FA） （n=19） （RR 21％）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

恋人（パートナー）がいない場合の老後についてどのように考えていますか。計画とか
を聞いてみたいです。

今日、レズビアン、セクマイ女性の会はこういうものだなあというのを見て知りました。知
的障害とレズビアンをむすびつけた自伝を書きたいなあと思っています。

パートナーと自分の家族とはどのような関係を築いていますか？  問6コメント：宣誓に
よって、かえって差別等を受ける可能性を考えてしまう。

次回のテーマ「女性って何」はとても興味がありますが、仕事で参加できず…。また同じ
テーマでやって欲しいです。

女性同士で死ぬまで幸せに暮らせる自信がまだ持てない。もっと幸せな例を見たり聞
いたりしたい。

平日開催していただきありがとうございました。色んな人の恋愛話をきいてみたいで
す。

つながりをどう増やしていくか

どこで彼女を見つけてますか？

パートナーの家族とのつきあい方

「パートナー」とはどういった存在ですか？

女性同士のセイファーセックスについて

老後について

「Ally」という存在についてどう思いますか？何か求めるものはありますか？

カミングアウトについて、また改めて皆の意見を聞いてみたいです。（特に家族関係）

カミングアウト後の家族との関係性について

将来をどの様に考え、過ごしたいと思いますか？それに向け、計画していることは？

男性と結婚せず生きていくために収入など人生設計をどうしていけばいいと思うか？

彼女持ちの人になれそめや付き合う上での大事な人など聞きたいです。

発行：NPO 法人レインボーコミュニティ coLLabo 〒185-0094 世田谷区玉川 1-3-25 

MAIL: info@co-llabo.jp／Twitterアカウント：@collabonpo／Blog：http://info-event.co-llabo.jp/ 
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