
欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

平成30年10月実施予定
／18歳以上3,000人抽出

平成27年11月実施
／20歳以上2,500人抽出
・有効回収率46.6％

平成28年12月実施
／20歳以上3,000人抽出
・有効回収率48.1％

平成27年7月実施
／20歳以上5,000人抽出
・有効回収率40.4％

平成25年9月実施
／20歳以上3,000人抽出
・有効回収率32.7％

平成26年3月実施
／20歳以上3,000人抽出
・有効回収率47.8％

平成27年9月実施／
20歳以上80歳未満5,000人抽出

・有効回収率50.5％

平成29年12月実施
／18歳以上3,000人抽出
・有効回収率37.9％

記述

あなたは，「人権」というこ
とに関心を持っていますか。
（○は１つだけ）

あなたは，人権問題・差別問
題に，どの程度関心を持って
いますか。

あなたは，人権問題・差別問
題に，どの程度関心を持って
いますか。（○は１つだけ）

あなたは，「人権」という言
葉から何をイメージします
か。（○は３つ以内）

あなたは，今の日本は「人
権」が守られている社会だと
思いますか。（○は１つだ
け）

あなたは，今の日本は，一人
ひとりの人権が尊重されてい
る社会だと思いますか。（○
は１つ）

あなたは，今の日本では「基
本的人権」が尊重されている
社会だと思いますか。（あて
はまるもの１つに○）

今の日本は，人権が尊重され
ている社会と思いますか。

今の日本は，人権が尊重され
ている社会だと思いますか。
（○は１つだけ）

日本国憲法では，自由権，平
等権，社会権などの基本的人
権の尊重を規定しています。
あなたは人権を重要なことだ
と思いますか。（当てはまる
番号を，1つだけ，記入してく
ださい。）

あなたは，基本的人権は侵す
ことのできない永久の権利と
して，憲法で保障されている
ことを知っていますか。

「差別」についてあなたのお
考えに近いものはどれです
か。
①あってはならない?仕方がな
い?
②あなたは差別をしない?す
る?

「差別」についてあなたのお
考えに近いものはどれです
か。
①あってはならない?仕方がな
い?
②あなたは差別をしない?す
る?

あなたは，今までに，ご自分
の人権が侵害されたと思った
ことがありますか。（○は１
つだけ）

あなたは，今までにあなた自
身やご家族の「人権」が侵害
されたと思ったことがありま
すか。（○は1つ）

あなたは，今までに，自分の
人権が侵害されたと思ったこ
とがありますか。（○は１
つ）

あなたはこれまでに，「差
別」をされたと思ったことが
ありますか。ある場合，何に
ついて差別をされましたか。
（あてはまるもの３つ以内に
○）

過去５～６年の間に，あなた
自身が人権侵害を受けたと感
じたことがありますか。（○
は１つ）

あなたはこれまでに，自分の
人権が侵害されたと思ったこ
とがありますか。

付問

「誰から？」「どのよう
な？」人権侵害をうけたと思
いましたか。（あてはまるも
のすべて）

あなた自身や家族が受けたと
思う人権侵害は，以下のうち
どのようなものですか。（○
はあてはまるものすべて）

それは，次のうちどのような
ものですか。（あてはまるも
のすべてに○）

どのようなことで人権が侵害
されたと感じられましたか
（○はいくつでも）
どこで，あるいは，だれから
人権が侵害されたと感じられ
ましたか。（○はいくつで
も）

「ある」と回答した人にお尋
ねします。どのようなことで
人権が侵害されたと思いまし
たか。

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

問２

問４

１　人権全般

問３

市名（設問数）

実施日／対象
・有効回収率

項目/設問

設問
番号

問１

あなたは，この５年間に，差
別をされたと思ったことがあ
りますか。ある場合，どのよ
うな事柄について差別をされ
たのか，次の中から該当する
ものを，すべて選んでくださ
い。
あなたは，この５年間に，次
のような差別や人権侵害を受
けたことがありますか。ある
場合，該当するものを，すべ
て選んでください。
（あてはまるものすべてに
○）

資料５ 
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

あなたが，もしご自分の人権
を侵害された場合，まずどの
ように対応しますか。（○は
１つだけ）

もし，あなた自身やご家族の
人権を侵害された場合，あな
たはまず最初にどのような対
応を取りますか。（○は１
つ）

自分の人権が侵害されたと
思ったとき，どうしました
か。（もっともあてはまるも
のに○）

もし，あなたが差別をされた
り，人権を侵害されたりした
場合，まずどうしますか。
（あてはまるもの１つに○）

その時，どうされましたか。
（○はいくつでも）

差別を受けるなど人権を侵害
され，自分だけでは解決でき
ないと判断した場合，あなた
はどのように対処しますか
（しましたか）。（○は３つ
まで）

あなたはこれまでに，他人を
「差別」したことがあります
か。ある場合，何について差
別したことがありますか。
（あてはまるもの３つ以内に
○）

あなたはこれまでに，他人の
人権を侵害してしまったと思
うことがありますか。（○は
１つ）
それは，次のうちどのような
ものですか。（あてはまるも
のすべてに○）

あなたはこれまでに，他人を
「差別」したことがあります
か。ある場合，何について差
別したことがありますか。
（あてはまるもの３つ以内に
○）

あなたは，この５年間に，差
別をしたことがありますか。
ある場合，どのような事柄に
ついて差別をしたのか，次の
中から該当するものを，すべ
て選んでください。（あては
まるものすべてに○）

人権侵害に対する相談や救済
に関する制度について，あな
たが必要と思うものは何です
か。（あてはまるものすべて
に○）

日本の社会には，人権に関わ
る課題がいろいろあります
が，あなたは，どの人権問題
に関心がありますか。（あて
はまるものすべて）

さまざまな人権課題につい
て，あなたの関心があるもの
をあげてください。（○はあ
てはまるものすべて）

次の人権課題に関連する言葉
のうち，あなたが知っている
ものはありますか。番号で回
答してください。（それぞれ
○は１つ）
あなたは，人権に関わるさま
ざまな問題のうち，どのよう
な人権問題に関心があります
か。（あてはまるものすべて
に○）

日本の社会には，基本的人権
にかかわるさまざまな問題が
あります。あなたは，どの人
権問題に関心がありますか。
（あてはまるものすべてに
○）

次の人権問題の内，あなたが
関心ある人権問題をお聞かせ
ください。（当てはまる番
号，すべてを，○で囲んでく
ださい。）

岡山市において，特に取り組
むべきと思われる人権課題は
何ですか。（○はいくつで
も）

日本の社会には，基本的人権
にかかわる問題がいろいろあ
りますが，あなたはどのよう
な問題に関心がありますか。

次の中で，あなたが人権が尊
重されていないと思うものを
すべて選んでください。
次の中で，あなたが関心を寄
せるものをすべて選んでくだ
さい。（各あてはまるものす
べてに○）

あなたは，次の人権に関わる
さまざまな問題について，今
の日本の社会で，どの程度人
権が尊重されていると思いま
すか。（それぞれ○は１つ）

あなたは，子ども，高齢者，
障がい者などの下記質問項目
に問われた状態（の人）とか
かわりを持っている，もしく
は持ったことがありますか。

本籍，出生，家庭環境，国
籍，資産などを調べることを
身元調査といいます。第三者
が本人の了承を得ないで身元
調査行うことについて，あな
たはどう考えますか。（○は
１つだけ）

結婚相手を決めるときに相手
の身元調査をすることについ
て，あなたのお考えに近いも
のはどれですか。（○は１
つ）

あなたは結婚や就職のとき
に，その相手方などの身元調
査をすることについて，どの
ように考えますか。（○は１
つだけ）

問７

問５

問８

問６

新規 
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

あなたは，自分自身を含め，
市民一人ひとりの人権意識
が，10年前（2005年）に比べ
て高くなっていると思います
か。（○は1つ）

あなたは，この５～６年の間
に，日本で，人権が侵害され
るようなことは，次第に少な
くなってきたと思いますか，
あまり変わらないと思います
か，それとも次第に多くなっ
てきたと思いますか。（○は
１つ）
「人権尊重が叫ばれる一方
で，権利のみを主張して，他
人の迷惑を考えない人が増え
てきた」という意見につい
て，あなたはどう思います
か。（○は１つ）

あなたは，国民一人ひとりの
人権意識は10 年前に比べて高
くなっていると思いますか。
（あてはまるもの１つに○）

新聞やテレビなどで「人権問
題」とか「人権が侵害され
た」というニュースが報道さ
れることがありますが，あな
たは過去５～６年の間に，日
本で人権が侵害されるような
ことの変化は（一部省略）
（○は１つ）

国民一人ひとりの人権意識
は，５～６年前と比べて高く
なっていると思いますか。
マスメディア等で，「自分の
権利のみを主張して，自分の
責任や義務を考えない人が多
い」という意見が聞かれます
が，あなたはこの意見につい
てどう思いますか。

たとえば，お祝い事は「大
安」の日を選ぶ，「友引」の
日はお葬式を避ける，といっ
た風習について，あなたのお
考えに近いものはどれです
か。（それぞれ，あてはまる
もの１つに○）
①その風習は当然?おかしい?
②あなたご自身は従う?従わな
い?

次の事例について，あなたの
お考えをお聞かせください。
・文化や生活習慣が地域にな
じまないなどの理由で，外国
人が近隣に引っ越してくるこ
とに反対すること
・高齢者や障がいのある人に
とって，建物交通機関などの
施策が使いにくいこと
・親睦を深めるなどの理由
で，終業後，職場の異性に飲
食やカラオケを強要すること
・スポーツクラブなどの規約
に，障がいのある人が利用で
きない旨の規定を設けること
・しつけの目的で，親がいう
ことを聞かない子どもに平手
で殴るなどの体罰を加えるこ
と
・重大な犯罪を犯した未成年
の顔写真や実名を公表するこ
と
・家柄が違うという理由で，
結婚に反対すること

次の（１）（２）の風習（な
らわし）があなたは気になり
ますか。
（1）結婚式は「仏滅」の日は
よくないとして避ける
（2）葬儀の後に塩で身を清め
る
また，それについてあなたは
どう思いますか。

（2）結婚相手を決めるとき
に，当人同士が合意している
にもかかわらず，家族やまわ
りの人たちが反対することが
あります。このことについ
て，あなたはどう思います
か。（○は1つ）

結婚相手を決めるときに相手
の身元調査をすることについ
て，あなたのお考えに近いも
のはどれですか。（それぞ
れ，あてはまるもの１つに
○）
①それは当然?おかしい?
②あなたご自身は従う?従わな
い?

結婚相手を決めるときに家柄
を気にしますか。
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

あなたは，川崎市では，一人
ひとりの人権が尊重されてい
ると感じますか。
あなたは，川崎市が，人々が
互いのさまざまな違いを認め
合い，共に生きる社会になっ
ていると思いますか。
（各○は１つ）

浜松市は，「人権尊重の意
識」が生活の中に定着してい
ると思いますか。（当てはま
る番号を，1つだけ記入してく
ださい。）

あなた自身の人権意識は，５
年前と比べ高くなったと思い
ますか。（○は１つ）

あなたは，自分以外の人の人
権を尊重することができてい
ると思いますか。（当てはま
る番号を，１つだけ，記入し
てください。）

あなたの「人権」に対する考
えのうち，もっとも近いもの
は次のうちどれですか。（○
は１つ）

２　人権啓発活動
あなたは，これまで人権問題
に関する知識や情報を何から
得ましたか。（○は３つ以
内）

あなたは，これまで人権問題
に関する知識や情報を何から
得ましたか。（あてはまるも
のすべてに○）

あなたは，現在，北九州市が
行っている次のような人権に
関する啓発活動をご存知です
か。
いろいろな人権に関する啓発
活動の情報をどこから得てい
ますか。

福岡市では「人権尊重週間」
における行事をはじめ，様々
な人権問題解決への市民啓発
を行っていますが，あなたが
この５年間に，見たり，聞い
たりしたことがあるものを，
すべて選んでください。（あ
てはまるものすべてに○）

あなたは，人権問題に関する
講話会や研修会，イベントな
どに参加したことがあります
か。（○は１つだけ）

あなたは，人権についての講
演会や研修会に参加したこと
がありますか。（○は1つ）
参加して理解は深まりました
か。
「人権フェア」に参加したこ
とはありますか。
「人権フォーラム」に参加し
たことはありますか。
「人権学校」に参加したこと
はありますか。
「市政だより人権特集」を見
たことはありますか。
「人権尊重ポスター」を見た
ことはありますか。
「川崎市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（人権のﾍﾟｰ
ｼﾞ）」を見たことはあります
か。
その他人権関連事業に参加し
たことはありますか。

あなたは，横浜市（区役所）
が行っている人権啓発講演会
やイベントに参加したり，広
報紙で「人権問題」に関する
記事を読んだりしたことなど
はありますか。
ある場合，人権についての理
解は深まりましたか。
それぞれについて，お答えく
ださい。
①講演会に参加したことはあ
りますか。（１つに○）
①-2理解は深まったか
②人権啓発キャンペーンなど
のイベントにさんかしたこと
はありますか。（１つに○）
②-2理解は深まったか

あなたは，これまで，次のよ
うな人権問題に関する講演
会，研修会などに参加したこ
とがありますか。（○はいく
つでも）

これまで人権に関する講演・
研修に参加したことはありま
すか。
参加したのは次のうちどれで
すか。

人権問題の解決のために，
様々な講演会や人権講座など
が開催されていますが，この
５年間に，参加したことがあ
りますか。（各項目のあては
まるもの１つに○）

問９

問１０
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

あなたは，新潟市民憲章「み
んなで生きるために，助け合
うまち。一人ひとりが大切に
され，いかされるまち」を実
現するためには，今後特にど
のような取組が必要だと思い
ますか。（○は３つ以内）

あなたは，人権について理解
を深める上で，どのような方
法が役立つと思いますか（○
は3つまで）

あなたは，人権啓発を推進す
るためには，どのような方法
が効果的であると思います
か。（あてはまるものすべて
に○）
あなたは，人権問題や人権課
題の解決にむけて，相模原市
は今後どのようなことに力を
入れていけばよいと思います
か。次の中からあなたの考え
に近いものを３つまでお選び
ください。（○は３つまで）
あなたは，一人ひとりの人権
が尊重される社会を実現する
ためには，ふぉのようなこと
が必要だと思いますか。次の
中からあなたの考えに近いも
のを３つまでお選びくださ
い。（○は３つまで）

横浜市がめざす「互いに人権
を尊重しあい，ともに生きる
社会」を実現するために，あ
なたは今後どのような取組が
必要だと思いますか。（あて
はまるもの３つ以内に○）
横浜市では，人権についての
理解を深めていただくために
さまざまな取組を進めていま
す。あなたは，今後どのよう
な取組を充実させていくべき
だと思いますか。（あてはま
るもの３つ以内に○）

「人権尊重の意識が生活の中
に定着した浜松市」にするた
めに，行政はどのようなこと
に力を入れるべきだと思いま
すか。（当てはまる番号，す
べてを，記入してくださ
い。）
人権尊重の理解を深めるため
に，あなたが特に効果的であ
ると思う啓発活動は何です
か。（当てはまる番号，すべ
てを，記入してください。）
人権が尊重される社会を実現
するために，あなたが必要だ
と思う取組は何ですか。（当
てはまる番号，すべてを，記
入してください。）

人権尊重の輪を広げるために
は，特にどのような方法が効
果が高いと思われますか。
（○はいくつでも）

人権の大切さを理解し，人権
を尊重するという意識を高め
て，「人権文化のまちづく
り」を進めるためには，今後
どのような取り組みを行えば
よいと思いますか。

あなたは人権問題についての
理解を深めるにあたって，ど
のようなものが特に役立つと
お考えでしょうか。（○は３
つまで）

市民一人ひとりが，人権を尊
重しあうために，心がけたり
行動すべきこととして，あな
たはどのようなことが求めら
れると思いますか。（あては
まるもの３つ以内に○）

お互いの人権が尊重されるた
めに，市民一人ひとりがする
べきことはどれだと思います
か。（当てはまる番号，すべ
てを，記入してください。）

相模原市では，市民の皆様が
人権についての理解を深めて
いただくため，講演会やパネ
ル展示などの啓発事業を行っ
ています。次のうち，あなた
が知っているものはあります
か。（あてはまるものすべて
に○）

年１回発行している「広報よ
こはま人権特集号」を読んだ
ことはありますか。
毎月発行する広報よこはまに
掲載している「人権に関する
コラム」を読んだことはあり
ますか。
公共施設などに掲出されてい
る「人権尊重ポスター」，市
営地下鉄での「車内ＬＥＤ広
告」を見たことはあります
か。
横浜市のホームページにある
人権に関するページを見たこ
とはありますか。

あなたは，川崎市が，子ども
の権利の侵害や男女平等に関
わる人権侵害についての相
談・救済を行う人権オンブズ
パーソンや，市の各区役所で
行われている人権擁護委員に
よる人権相談を知っています
か。（○は１つ）

次の人権に関する相談先のう
ち，あなたが知っているもの
はありますか。相談経験の有
無は問いません。（あてはま
るものすべてに○）

あなたは，これまで人権問題
に関する知識や情報を何から
得ましたか。（あてはまるも
の３つ以内に○）

問１１
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

人権啓発講演会などに，より
多くの人が参加するために，
あなたはどのような工夫が効
果的だと思いますか。（あて
はまるもの３つ以内に○）

３　差別を解消するための法律
平成28年度に人権に関する３
つの法律が施行されました。
あなたは，これらの法律と市
が制定した関連条例について
どれくらいご存知ですか。
（あてはまる番号に○）

４　女性
あなたが，「女性の人権が特
に守られていない」と思われ
るのは，どのようなことです
か。（○は３つ以内）

あなたは，女性の人権に関す
ることについて，特に問題だ
と思うものは何ですか。（○
は3つまで）

あなたは，女性の人権に関す
ることで，どのようなことが
問題だと思いますか。（あて
はまるものすべてに○）

女性に関することで，あなた
が人権上特に問題があると思
うのはどのようなことです
か。（あてはまるもの３つ以
内に○）

次の事例の内，あなたはどの
事例が特に問題だとお考えで
すか。（当てはまる番号，3つ
以内を，記入してくださ
い。）

あなたは，女性の人権に関
し，現在，特にどのような問
題が起きていると思われます
か。（○は３つまで）

女性の人権に関する事柄で，
女性の人権が尊重されていな
いと思うのはどのようなこと
ですか。

あなたが，女性に関する事柄
で，人権上，特に問題がある
と思うのはどのようなことで
すか。（○は３つまで）

あなたは，女性の人権を守る
ために，特にどのようなこと
が必要だと思いますか。（○
は３つ以内）

あなたは，女性の人権を守る
ためには，どのようなことが
必要だと思いますか。（○は
３つまで）

女性の人権を守るために，あ
なたが特に必要だと思うこと
は何ですか。（当てはまる番
号，3つ以内を，記入してくだ
さい。）

女性の人権を守るために，必
要なことはどのようなことだ
と思いますか。

女性の人権を守るために，必
要なことはどのようなことだ
と思いますか。（○は３つま
で）

子どもが成長したなどで再就
職を希望する女性に対して，
配偶者またはパートナーが
「男は仕事，女は家庭」と反
対しました。このことについ
て，あなたはどう思います
か。

次にあげる行為が夫婦間で行
われた場合，あなたは「暴
力」にあたると思われます
か。（○はそれぞれの項目に
１つずつ）

５　子ども
あなたが，「子どもの人権が
特に守られていない」と思わ
れるのは，どのようなことで
すか。（○は３つ以内）

あなたは，子どもの人権に関
することについて，特に問題
だと思うものは何ですか。
（○は3つまで）

あなたは，子どもの人権に関
することで，どのようなこと
が問題だと思いますか。（あ
てはまるものすべてに○）

子どもに関することで，あな
たが人権上特に問題があると
思うのはどのようなことです
か。（あてはまるもの３つ以
内に○）

次の事例の内，あなたが特に
問題だと思う事例はどれです
か。（当てはまる番号，3つ以
内を，記入してください。）

あなたは，子どもの人権に関
し，現在，特にどのような問
題が起きていると思われます
か。（○は３つまで）

子どもの人権に関する事柄
で，人権が尊重されていない
と思われるのはどのようなこ
とですか。

あなたが，子どもに関する事
柄で，人権上，特に問題があ
ると思うのはどのようなこと
ですか。（○は３つまで）

あなたは，子どもの人権を守
るために，特にどのようなこ
とが必要だと思いますか。
（○は３つ以内）

あなたは，子どもの人権を守
るためには，どのようなこと
が必要だと思いますか。（○
は３つまで）

子どもの人権を守るために，
あなたが特に必要だと思うこ
とは何ですか。（当てはまる
番号，3つ以内を，記入してく
ださい。）

子どもの人権が守られるため
には，特にどのようなことが
必要だと思われますか。（○
は３つまで）

子どもの人権を守るために，
必要なことはどのようなこと
だと思われますか。

子どもの人権を守るために，
必要なことはどのようなこと
だと思いますか。（○は３つ
まで）

あなたは，相模原市子どもの
権利条例（平成27年4月1日施
行）を知っていますか。（○
は１つ）

子どものいじめ問題につい
て，あなたが人権上特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（あてはまるも
の３つ以内に○）

親がしつけの一環として体罰
を加えることをどう思われま
すか。あなたの考えに最も近
いものをお選びください。
（○は１つ）

問１２

問１４

問１５

問１６

問１３

新規 
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

６　高齢者
あなたが，「高齢者の人権が
特に守られていない」と思わ
れるのは，どのようなことで
すか。（○は３つ以内）

あなたは，高齢者の人権に関
することで，どのようなこと
が問題だと思いますか。（あ
てはまるものすべてに○）

高齢者に関することで，あな
たが人権上特に問題があると
思うのはどのようなことです
か。（あてはまるもの３つ以
内に○）

次の事例の内，あなたが特に
問題だと思う事例はどれです
か。（当てはまる番号，3つ以
内を，記入してください。）

あなたは，高齢者の人権に関
し，現在，特にどのような問
題が起きていると思われます
か。（○は３つまで）

高齢者の人権に関する事柄
で，人権が尊重されていない
と思われるのはどのようなこ
とですか。

あなたが，高齢者に関する事
柄で，人権上，特に問題があ
ると思うのはどのようなこと
ですか。（○は３つまで）

あなたは，高齢者の人権を守
るために，特にどのようなこ
とが必要だと思いますか。
（○は３つ以内）

あなたは，高齢者の人権を守
るためには，どのようなこと
が必要だと思いますか。（○
は３つまで）

高齢者の人権を守るために，
あなたが特に必要だと思うこ
とは何ですか。（当てはまる
番号，3つ以内を，記入してく
ださい。）

高齢者の人権が守られるため
には，特にどのようなことが
必要だと思われますか。（○
は３つまで）

高齢者の人権を守るために，
必要なことはどのようなこと
だと思われますか。

高齢者の人権を守るために，
必要なことはどのようなこと
だと思いますか。（○は３つ
まで）

７　障がい者
あなたは，さまざまな障がい
のある人が地域で生活する上
で，特にどのような点で「障
がい者の人権が守られていな
い」と思いますか。（○は３
つ以内）

あなたが，障害のある人に関
することで，人権上特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（あてはまるも
の３つ以内に○）

あなたは，障害のある人の人
権に関することで，どのよう
なことが問題だと思います
か。（あてはまるものすべて
に○）

障害のある人に関すること
で，あなたが人権上特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（あてはまるも
の４つ以内に○）

次の事例の内，あなたが特に
問題だと思う事例は何です
か。（当てはまる番号，3つ以
内を，記入してください。）

あなたは，障害のある人の人
権に関し，現在，特にどのよ
うな問題が起きていると思わ
れますか。（○は３つまで）

障害のある人の人権に関する
事柄で，人権が尊重されてい
ないと思われるのはどのよう
なことですか。

あなたが，障がい者に関する
事柄で，人権上，特に問題が
あると思うのはどのようなこ
とですか。（○は３つまで）

あなたは，障がいのある人の
人権を守るために，特にどの
ようなことが必要だと思いま
すか。（○は３つ以内）

あなたは，障害のある人の人
権を守るためには，どのよう
なことが必要だと思います
か。（○は３つまで）

障がいのある人の人権を守る
ために，あなたが特に必要だ
と思うことは何ですか。（当
てはまる番号，3つ以内を，記
入してください。）

障害のある人の人権が守られ
るためには，特にどのような
ことが必要だと思われます
か。（○は３つまで）

障害のある人の人権を守るた
めに，必要なことはどのよう
なことだと思われますか。

障がい者の人権を守るため
に，必要なことはどのような
ことだと思いますか。（○は
３つまで）

あなたの住んでいる地域に，
グループホームなどの障害者
関連施設が開設されるとした
ら，あなたはどう思われます
か。あなたの考えに最も近い
のをお選びください。（○は
１つ）

８　同和問題
あなたは，日本の社会に同和
地区（被差別部落）の存在や
同和問題があることを知って
いますか。（○は１つだけ）

あなたは，同和地区や同和問
題などのことを知っています
か。（○は1つ）

あなたは，同和問題を知って
いますか。（○は１つ）

あなたは，日本の社会に「同
和地区」「被差別部落」など
と呼ばれ，差別を受けている
地区があること，あるいは
「同和問題」「部落問題」
「部落差別」などと言われる
問題があるのを知っています
か。

あなたは，同和問題をご存知
ですか。（当てはまる番号を
ひとつだけ，記入してくださ
い。）

あなたは，身近（新潟県内）
の同和地区（被差別部落）の
存在や同和問題があることを
知っていますか。（○は１つ
だけ）

問１７

問１９

問２０

問２１

問１８

問２２
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

あなたが，同和地区（被差別
部落）や同和問題について，
はじめて知ったのは，いつ頃
ですか。（○は１つだけ（問
21「知っている」の回答者が
対象））

あなたが，同和地区や同和問
題について，初めて知ったの
はいつ頃ですか。（あてはま
るもの１つに○）

あなたが，同和問題を初めて
知ったのは，いつごろです
か。

日本の社会に，被差別部落，
同和地区などと呼ばれ，「差
別」を受けてきた地区がある
ことを，あなたが初めて知っ
たのは，いつごろでしょう
か。（○は１つだけ）

あなたが，同和地区（被差別
部落）や同和問題について，
はじめて知ったきっかけは，
何ですか。（○は１つだけ
（問21「知っている」の回答
者が対象））

あなたが，同和地区や同和問
題について，はじめて知った
きかっけは何ですか。あなた
がはじめて知ったきっかけと
なるものを，1つだけお選びく
ださい。（○は1つ）

あなたが同和問題について，
初めて知ったきっかけが何で
すか。（○は１つ）

あなたが，同和地区や同和問
題について，初めて知った
きっかけは何ですか。（あて
はまるもの１つに○）

あなたが，同和問題を初めて
知ったのは，どのようなこと
からですか。

あなたが初めてそのことを
知ったのは，何によってで
しょうか。（○は１つだけ）

あなたは，今でも同和地区
（被差別部落）出身であるこ
とを理由にした差別や人権侵
害（部落差別）があると思い
ますか。（○は１つだけ（問
21「知っている」の回答者が
対象））

同和地区の人を嫌がったり，
避けたりするような意識はま
だあると思いますか。

あなたは，仮に,日ごろ親しく
付き合っている人が，同和地
区（被差別部落）の人である
ことがわかった場合，どうし
ますか。（○は１つだけ（問
21「知っている」の回答者が
対象））

仮に，日ごろから親しくつき
あっている隣近所の人が，同
和関係者であることがわかっ
た場合，あなたはどうします
か。（○は1つ）

日ごろ親しく付き合っている
隣近所の人が，何かのこと
で，同和地区出身の人である
ことがわかった場合，あなた
はどうしますか。（あてはま
るもの１つに○）

あなたが，同和問題で特に人
権上問題があると思われるの
はどのようなことですか。
（○は３つ以内（問21「知っ
ている」の回答者が対象））

あなたは，同和問題につい
て，以下のうちどのようなこ
とが人権上問題であると思い
ますか。最大3つまでお選びく
ださい。（○は3つまで）

あなたは，同和問題につい
て，現在，どのような人権問
題が起きていると思います
か。（あてはまるものすべて
に○）

同和問題で，あなたが人権上
特に問題があると思うのはど
のようなことですか。（あて
はまるもの３つ以内に○）

次の事例の内，あなたが特に
問題だと思う事例は何です
か。（当てはまる番号，3つ以
内を，記入してください。）

同和問題に関する事柄で，人
権が尊重されていないと思わ
れるのはどのようなことです
か。

被差別部落，同和地区などと
呼ばれてきた地区やその地区
に住んでいる人々に対する差
別についてどう思いますか。
各項目のあなたのお考えに最
も近い１つに○印をつけてく
ださい。（一部省略）

あなたは，同和問題を解決す
るために，特にどのようなこ
とが必要だと思いますか。
（○は３つ以内（問21「知っ
ている」の回答者が対象））

同和問題の解決のために，ど
のようなことが必要だと思い
ますか。（○は3つまで）

同和問題を解決するために，
あなたはどのようなことが必
要だと思いますか。
（あてはまるもの３つ以内に
○）

同和問題を解決するために，
あなたが特に必要だと思うこ
とは何ですか。（当てはまる
番号，3つ以内を，記入してく
ださい。）

あなたは，同和問題を解決す
るためには，今後どのような
ことが必要だと思われます
か。あなたの考えに近いもの
をお選びください。（○は１
つ）

同和問題の解決に対するあな
たの考えに最も近いものを1つ
選んでください。
同和問題を解決するために
は，大切なのはどのようなこ
とだと思われますか。

あなたは同和問題を解決する
ためには，どのような方向が
望ましいと思いますか。（○
は３つまで）

仮に，あなたが同和関係者と
結婚しようとしたとき，家族
（親や兄弟姉妹）や親戚の人
から強い反対を受けたら，あ
なたはどうしますか。（○は1
つ）

あなたが同和地区出身の人と
恋愛し，結婚しようとしたと
き，親や親戚などから強い反
対を受けたら，あなたはどう
しますか。（あてはまるもの
１つに○）

かりに，あなたが旧同和地区
の出身の人と結婚しようとし
たとき，親や親族から反対を
受けたら，あなたはどうされ
ますか。結婚する当事者のつ
もりでお答えください。（○
は１つ）

仮に，あなたが同和地区の人
と知り合い，結婚しようとし
たとき，家族や親せきから強
い反対を受けた場合，あなた
はどうすると思いますか。

問２５

問２７

問２４

問２６

問２３

問２８
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

あなたのお子さんが結婚しよ
うとする相手が，同和関係者
であるとわかった場合，あな
たはどうしますか。子どもが
いると仮定してお答えくださ
い。（○は１つ）

あなたの子どもが結婚しよう
とする相手が，同和地区出身
の人であると分かった場合，
あなたはどうしますか。（あ
てはまるもの１つに○）

かりに，あなたのお子さんが
結婚しようとする相手が，旧
同和地区の出身の人であるこ
とがわかった場合，あなたは
どうされますか。親の立場に
立ったつもりでお答えくださ
い。（○は１つ）

仮に，あなたのお子さんが結
婚しようとする相手が，同和
地区の人であると分かった場
合，あなたはどうすると思い
ますか。

あなた自身は同和問題につい
て，どのように考えますか。
あなたの考えに最も近いもの
を選んでください。（○は１
つだけ）

あなたの身近な人が，同和地
区の出身者に対して差別的な
発言をしたり，態度をした場
合（あなたのお考えに最も近
いもの１つに○）

あなたの身近な人から「同和
地区の出身者との結婚につい
て，家族から強い反対を受け
ている」と相談を受けた場合
（あなたのお考えに最も近い
もの１つに○）

あなたが引っ越しや住居の購
入などの理由で不動産を探し
ていたところ，希望する条件
にあう不動産が見つかったた
め。賃貸もしくは購入の契約
をしようと考えていたが，そ
こが同和地区内または同和地
区と同じ校区内にあることが
分かった場合（あなたのお考
えに最も近いもの１つに○）
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

９　外国籍住民
あなたは，外国籍住民が地域
で生活する上で，特にどのよ
うな点で「外国籍住民の人権
が守られていない」と思いま
すか。（○は３つ以内）

あなたは，外国人市民に対す
る偏見や差別がどのような場
合にあると思いますか。（○
はいくつでも）

あなたは，外国人の人権に関
することで，どのようなこと
が問題だと思いますか。（あ
てはまるものすべてに○）

外国人や保護者が外国人であ
る子どもなどに関すること
で，あなたが人権上特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（あてはまるも
の３つ以内に○）

次の事例の内，あなたが特に
問題だと思う事例は何です
か。（当てはまる番号，3つ以
内を，記入してください。）

あなたは，日本に居住してい
る外国人の人権に関し，現
在，特にどのような問題が起
きていると思われますか。
（○は３つまで）

日本に居住する外国人は，生
活上のいろいろな面で差別さ
れているといわれています
が，外国人の人権について，
あなたの意見に最も近いもの
を次の中から1つ選んでくださ
い。

あなたが，日本に居住する外
国人に関する事柄で，人権
上，特に問題があると思うの
はどのようなことですか。
（○は３つまで）

あなたは，外国籍住民の人権
を守るために，特にどのよう
なことが必要だと思います
か。（○は３つ以内）

あなたは，外国人の人権を守
るためには，どのようなこと
が必要だと思いますか。（○
は３つまで）

外国人の人権を守るために，
あなたが特に必要だと思うこ
とは何ですか。（当てはまる
番号，3つ以内を，記入してく
ださい。）

日本に居住している外国人の
人権が守られるためには，特
にどのようなことが必要だと
思われますか。（○は３つま
で）

日本に居住する外国人の人権
を守るためには，必要なこと
はどのようなことだろ思われ
ますか。

日本に居住する外国人の人権
を守るために，必要なことは
どのようなことだと思います
か。（○は３つまで）

１０　ＨＩＶ感染者等
あなたが，「ＨＩＶ感染者等
の人権が特に守られていな
い」と思われるのは，どのよ
うなことですか。（○は３つ
以内）

あなたは，エイズ患者やＨＩ
Ｖ（エイズウィルス）の感染
者の人権に関することで，ど
のようなことが問題だと思い
ますか。（あてはまるものす
べてに○）

エイズ患者やＨＩＶ（エイズ
ウィルス）感染者に関するこ
とで，あなたが人権上特に問
題があると思うのはどのよう
なことですか。（あてはまる
もの３つ以内に○）

あなたは，ＨＩＶ感染者・エ
イズ患者等の人権に関し，現
在，特にどのような問題が起
きていると思われますか。
（○は３つまで）

エイズ患者・ＨＩＶ感染者の
人権に関する事柄で，人権が
尊重されていないと思われる
のはどのようなことですか。

あなたが，ＨＩＶ（エイズ
ウィルス）感染者などに関す
る事柄で，人権上，特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（○は３つま
で）

あなたは，ＨＩＶ感染者等の
人権を守るために，特にどの
ようなことが必要だと思いま
すか。（○は３つ以内）

エイズ患者・ＨＩＶ感染者の
人権を守るために，あなたが
特に必要だと思うことは何で
すか。（当てはまる番号，3つ
以内を，記入してくださ
い。）

エイズ患者・ＨＩＶ感染者の
人権を守るために，必要なこ
とはどのようなことだと思わ
れますか。

ＨＩＶ（エイズウイルス）感
染者などの人権を守るため
に，必要なことはどのような
ことだと思いますか。（○は
３つまで）

かりに，あなたの会社の同僚
や学校のクラスメイトなど親
しくつきあっている人から，
ＨＩＶに感染していることを
打ち明けられたとしたら，あ
なたはどうされますか。あな
たの考えに最も近いものをお
選びください。（○は１つ）

あなたは，ハンセン病患者や
回復者の人権に関すること
で，どのようなことが問題だ
と思いますか。（あてはまる
ものすべてに○）

ハンセン病患者・回復者に関
することで，あなたが人権上
特に問題があると思うのはど
のようなことですか。（あて
はまるもの３つ以内に○）

あなたは，ハンセン病患者・
回復者とその家族の人権に関
し，現在，特にどのような問
題が起きていると思われます
か。（○は３つまで）

問２９

問３１

問３２

問３０
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

１１　新潟水俣病
あなたは，新潟水俣病患者
（家族を含む）に関すること
で，特に人権上問題があると
思われるのはどのようなこと
ですか。（○は３つ以内）

あなたは，新潟水俣病患者等
の人権を守るために，特にど
のようなことが必要だと思い
ますか。（○は３つ以内）

１２　性的少数者
あなたは，性的少数者,性的マ
イノリティ，ＬＧＢＴという
いずれかの言葉を聞いたこと
がありますか。（○は１つだ
け）

あなたは，性的少数者の人権
を守るためには，どのような
ことが必要だと思いますか。
（○は３つまで）

あなたの周りに性的少数者は
いますか。（○は１つだけ）

あなた自身，または，あなた
の家族や友人にいわゆるＬＧ
ＢＴなどの性的少数者の人は
いますか。（○は１つ）

あなたは，性的少数者の人権
を守るために，特にどのよう
なことが必要だと思います
か。（○は３つ以内）

性同一性障がい者の人権を守
るために，あなたが最も必要
だと考えることは何ですか。
（当てはまる番号，1つだけ，
○で囲んでください。）

性的マイノリティの人権を守
るために，必要なことはどの
ようなことだと思いますか。
（○は３つまで）

あなたが，性的マイノリティ
の人権に関することについ
て，特に問題だと思うものは
何ですか。（○は３つまで）

あなたは，いわゆるＬＧＢＴ
などの性的少数者の人権に関
することで，どのようなこと
が問題だと思いますか。（あ
てはまるものすべてに○）

いわゆるＬＧＢＴなどの性的
少数者に関することで，あな
たが人権上特に問題があると
思うのはどのようなことです
か。（あてはまるもの３つ以
内に○）

あなたは，性的指向（異性
愛，同性愛，両性愛）及び性
同一性障害のある人（生物学
的な性とこころの性が一致し
ない人）の人権に関し，現
在，特にどのような問題が起
きていると思われますか。
（○はいくつでも）

あなたが，性同一性障がい
（からだの性とこころの性が
一致しない状態）や，同性
愛・両性愛の方など性的マイ
ノリティに関する事柄で，人
権上，特に問題があると思う
のはどのようなことですか。
（○は３つまで）

問３４

問３５

問３６

問３７

問３３

新規 

新規 

新規 

- 11 -



欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

１３　インターネット
あなたは，コンピュータやス
マートフォン，携帯電話での
インターネット利用に関する
ことで，人権上特に問題があ
ると思うのはどのようなこと
ですか。（○は３つ以内）

あなたが，インターネットに
関することについて，人権上
特に問題だと思うのは何です
か。（あてはまるもの３つ以
内に○）

あなたは，インターネットを
利用した人権問題について，
どのようなことが問題だと思
いますか。（あてはまるもの
すべてに○）

インターネットに関すること
で，あなたが人権上特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（あてはまるも
の３つ以内に○）

あなたは，インターネットに
よる人権侵害に関して，現
在，特にどのような問題が起
きていると思われますか。
（○は３つまで）

インターネットに関する事柄
で，人権が尊重されていない
と思われるのはどのようなこ
とですか。

あなたが，インターネットに
関する事柄で，人権上，特に
問題があると思うのはどのよ
うなことですか。（○は３つ
まで）

あなたは，インターネット上
の人権侵害を防ぐために，特
にどのようなことが必要だと
思いますか。（○は３つ以
内）

インターネットによる人権侵
害を防ぐために，あなたが特
に必要だと思うことは何です
か。（当てはまる番号，３つ
以内を，記入してくださ
い。）

インターネットを使った人権
侵害を防ぐために，あなたが
必要だと思うことを選んでく
ださい。（○は３つまで）

１４　北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する問題
北朝鮮当局による拉致（以下
「拉致問題」という。）につ
いて，あなたが知っているこ
とはどのようなことですか。
（当てはまる番号すべてに
○）

北朝鮮当局による拉致問題に
ついて，あなたが知っている
ことはどうのようなことです
か。（あてはまるものすべて
に○）

北朝鮮当局による拉致につい
て，あなたが知っていること
はどうのようなことですか。
（あてはまるものすべてに
○）

あなたが，北朝鮮当局によっ
て拉致された被害者等に関す
る事柄で，人権上，特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（○は３つま
で）

その他 犯罪被害者 犯罪被害者 犯罪被害者 犯罪被害者 犯罪被害者 犯罪被害者
あなたが，犯罪被害者などの
人権に関することについて，
特に問題だと思うものは何で
すか。（○は3つまで）

あなたは，犯罪被害者やその
家族の人権に関することで，
どのようなことが問題だと思
いますか。（あてはまるもの
すべてに○）

犯罪被害者等に関すること
で，あなたが人権上特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（あてはまるも
の３つ以内に○）

犯罪被害者等（犯罪被害者と
その家族，遺族）の人権を守
るために，あなたが最も必要
だと思うことは何ですか。
（当てはまる番号を，１つだ
け，記入してください。）

あなたは，犯罪被害者とその
家族の人権に関し，現在，特
にどのような問題が起きてい
ると思われますか。（○はい
くつでも）

あなたが，犯罪被害者やその
家族に関する事柄で，人権
上，特に問題があると思うの
はどのようなことですか。
（○は３つまで）

刑を終えて出所した人 刑を終えて出所した人 刑を終えて出所した人 刑を終えて出所した人
あなたは，刑を終えて出所し
た人の人権に関することで，
どのようなことが問題だと思
いますか。（あてはまるもの
すべてに○）

刑を終えて出所した人に関す
ることで，あなたが人権上特
に問題があると思うのはどの
ようなことですか。（あては
まるもの３つ以内に○）

刑を終えて出所した人の人権
を守るために，あなたが最も
必要だと思うことは何です
か。(当てはまる番号を，１つ
だけ，記入してください。)

あなたが，刑を終えて出所し
た人に関する事柄で，人権
上，特に問題があると思うの
はどのようなことですか。
（○は３つまで）

ホームレス ホームレス ホームレス ホームレス ホームレス
あなたは，ホームレスの人権
に関することで，どのような
ことが問題だと思いますか。
(あてはまるものすべてに○)

ホームレスに関することで，
あなたが人権上特に問題があ
ると思うのはどのようなこと
ですか。（あてはまるもの３
つ以内に○）

ホームレスの人の人権を守る
ために，あなたが最も必要だ
と思うことは何ですか。（当
てはまる番号，１つだけ，記
入してください。）

あなたは，ホームレスの人権
に関し，現在，特にどのよう
な問題が起きていると思われ
ますか。（○はいくつでも）

あなたが，ホームレスに関す
る事柄で，人権上，特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（○は３つま
で）

問４０

問３８

問３９

新規 
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欄は新潟市にない設問

新潟市（40問） 川崎市（29問） 相模原市（46問） 横浜市（41問） 浜松市(29問) 岡山市(29問) 北九州市（37問） 福岡市（34問）

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜主な政令指定都市＞

市名（設問数）

資料５ 

震災被害者 震災被害者 震災被害者 震災被害者
あなたは，地震などの自然災
害や，それに伴って発生した
原子力発電所の事故により被
災した方々に，どのような人
権問題が起きていると思いま
すか。(あてはまるものすべて
に○)

地震など災害が起きた場合
に，あなたが人権上特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（あてはまるも
の３つ以内に○）

あなたは，東日本大震災やそ
れに伴う福島第一原子力発電
所の事故の発生により，現
在，被災者に，特にどのよう
な人権問題が起きていると思
われますか。（○はいくつで
も）

あなたが，地震などの災害が
発生した際に，人権上，特に
問題があると思うのはどのよ
うなことですか。（○は３つ
まで）

労働者 労働者
あなたは，働く人の人権に関
することで，どのようなこと
が問題だと思いますか。(あて
はまるものすべてに○)

働く人の人権について，あな
たが特に問題があると思うの
はどのようなことですか。(あ
てはまるもの３つ以内に○)

アイヌの人々 アイヌの人々
あなたは，アイヌの人々の人
権に関することで，どのよう
なことが問題だと思います
か。(あてはまるものすべてに
○)

アイヌ民族に関することで，
あなたが人権上特に問題があ
ると思うのはどのようなこと
ですか。（あてはまるもの３
つ以内に○）

人身取引（トラフィッキング） 人身取引（トラフィッキング）

あなたは，人身取引に関する
ことで，どのようなことが問
題だと思いますか。(あてはま
るものすべてに○)

人身取引被害に関すること
で，あなたが人権上特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（あてはまるも
の３つ以内に○）

自死・自死遺族
自死・自死遺族に関すること
で，あなたが人権上特に問題
があると思うのはどのような
ことですか。（あてはまるも
の３つ以内に○）
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