
欄は新潟市にない設問 当該市で新規の設問

新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）

平成30年10月実施予定
／18歳以上3,000人抽出

平成28年1月実施
／18歳以上2,000人抽出
・有効回収率46.6％

平成28年7月実施
／18歳以上2,000人抽出
・有効回収率45.8％

平成29年6月実施
／15歳以上2,100人抽出
・有効回収率38.8％

平成27年7～8月実施
／20歳以上2,160人抽出
・有効回収率33.6％

記述

あなたは，「人権」ということに関心
を持っていますか。

あなたは、人権に関心がありますか。 人は、みんな幸せに生きていく権利を
もっており、とっても身近で大切なも
のです。あなたは、人権や差別に関心
がありますか。あるとすればそれはど
のようなことですか。

人権とは、人が生まれながらに持って
いる人間らしく生きる権利で誰にも侵
すことのできない永久の権利です。あ
なたは、人権や差別問題に関心があり
ますか。

（あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号すべてに○） （あてはまる番号１つ○）

あなたは、「人権」という言葉から何
をイメージしますか。

（あてはまる番号に３つ以内で○）

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。

あなたは、人権が守られていると思い
ますか。
・あなた自身の人権について
・社会全体について

日本国憲法では、個人の尊重や幸福の
追求など基本的人権（人が生まれなが
らにして持っている権利）が保障され
ています。今の柏崎市は、基本的人権
が守られている社会だと思いますか。

今の日本は、人権が尊重されている社
会だと思いますか。

日本国憲法では、個人の尊重、幸福追
求の権利、教育を受ける権利、勤労の
権利など基本的人権（人間が生まれな
がらに持っている権利）を守るため、
いろいろなことが定められています。
あなたは、現在の日本で、基本的人権
が守られていると思いますか。

（あてはまる番号１つ○） （それぞれあてはまる番号１つ○） （あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号１つ○）

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。

あなたは、最近５年間に人権を侵害さ
れたと感じたことがありますか。

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。

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。

（あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号１つ○）

「誰から？」「どのような？」人権侵
害をうけたと思いましたか。

「1.ある」と回答した方におたずねし
ます。それはどのようなことでそう思
いましたか。

「ある」と答えた方にお聞きします。
どのようなことですか。

（あてはまる番号すべて○（問４「あ
る」の回答者が対象）

（あてはまる番号すべてに○） （あてはまる番号すべてに○）

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。

あなたが、もしご自分の人権を侵害さ
れた場合、まずどのような対応をしま
すか。

もし、あなたが人権を侵害された場合
そのような対応をしますか。

人権が侵害されたとき，誰かに相談し
ましたか。

もし、あなたが自分の人権を侵害され
た場合、どのように対応しますか。

（あてはまる番号１つ○） （それぞれあてはまる番号１つ○） （考えに一番近い番号1つ○） （あてはまるものすべてに○） （あてはまる番号１つ○）

項目/設問

問１

実施日／対象
・有効回収率

人権に関する市民意識調査の設問比較　＜県内他市＞

市名（設問数）

設問
番号

１　人権全般

問２

問３

問４

付問

問５

資料６ 
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新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）市名（設問数）

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。

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。

人権問題のうち，関心のあるものすべ
てに○をつけてください。

日本の社会には基本的人権に関わるい
ろいろな問題がありますが、あなたは
どのような問題に関心がありますか。

（あてはまる番号にすべて○） （あてはまる番号にすべて○） （あてはまる番号にすべて○） （関心が高い番号に３つ以内で○）

新発田市では「住民票の写し等に係る
本人通知制度」を実施しています。こ
のことについて、

上越市には「住民票の写し等の他人交
付に係る本人通知制度」があります。
このことについて、

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に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。

（あてはまる番号にすべて○）

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
元調査について、あなたはどう考えま
すか。

あなたは、身元調査についてどう考え
ますか。

本籍、出生、家庭環境、国籍、資産な
どを本人の了承を得ないで調べること
を身元調査といいます。身元調査につ
いて、あなたはどう考えますか。

本籍、出生、家族構成、国籍、思想、
信条などについて、本人の知らないと
ころで調べることを身元調査といいま
す。このような身元調査は、プライバ
シーの侵害や結婚、就職での差別など
の人権侵害につながる恐れがありま
す。身元調査をすることについて、あ
なたの考え

（あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （考えに一番近い番号1つ○）

２　人権啓発活動 人権を守るための活動

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。

（主なもの３つ以内で○）

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。

あなたは、人権問題に関する講演会や
研修会、イベントなどに参加したこと
がありますか。

あなたは、人権問題に関する講習会、
研修会に参加したことがありますか。

（あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○）

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、長岡市がめざしている「互
いの人権を認め、尊重しあう社会」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。

あなたは、柏崎市が進めている「すべ
ての人が人権を尊重し、互いに支え合
いながら共に健やかに安心して暮らせ
る地域づくり」を実現するためには、
行政において、今後どのような取組が
必要だと思いますか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （大切だと思う番号３つ以内で○）

問６

問７

問８

問９

問１
０

問１
１

新規 
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新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）市名（設問数）

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。

国では、様々な差別を解消するため
に、昨年（2016）年、次の3つの法律が
施行されました。あなたは、これらの
法律を知っていますか。
①いわゆる「障害者差別解消法」
②いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」
③いわゆる「部落差別解消法」

（各々あてはまる番号１つ○） （あてはまる番号に１つ○）

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。

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。

女性の人権について、特に問題がある
とあなたが思うことはどのようなこと
ですか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○）

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。

あなたは，女性の人権を守るために，
どのようなことが必要だと思います
か。

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。

女性の人権を守るためには、何が必要
であると考えますか。あなたのお考え
に近いものを３つ以内で選んでくださ
い。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （大切だと思う番号３つ以内で○） （考えに近い番号に３つ以内で○）

２児の母であるＡさんは、子育てが一
段落したので働きに出ようと考えてい
ます。しかし夫のＢさんは、Ａさんに
は家事に専念してほしいと考え、働く
ことに反対しました。このことについ
て、あなたはどのように思いますか。

（あてはまる番号に１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。

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。

子どもの人権について、特に問題があ
るとあなたが思うのはどのようなこと
ですか。

子どもの人権について，特に尊重され
ていないと思うことを，次の中から３
つ以内で○をつけてください。

子どもの人権が尊重されていないと感
じるのはどのようなときですか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （考えに近い番号に３つ以内で○）

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。

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。

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。

子どもの人権を守るために、特に必要
だと思うことを、次の中から３つ以内
で○をつけてください。

乳幼児の虐待など、子どもの人権が侵
される事件が相次いでいますが、子ど
もの人権を守るために必要なことは何
ですか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （大切だと思う番号３つ以内で○） （必要だと思う番号３つ以内で○） （考えに近い番号に３つ以内で○）

あなたは、いじめの問題についてどの
ように思いますか。

あなたは、いじめの問題についてどの
ように思いますか。

（あてはまる番号に１つ○） （考えに一番近い番号1つ○）

問１
３

問１
４

問１
５

問１
６

問１
２ 新規 
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新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）市名（設問数）

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。

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。

高齢者の人権について、特に問題があ
るとあなたが思うのはどのようなこと
ですか。

高齢者の人権について，特に尊重され
ていないと思うことを，次の中から３
つ以内で○をつけてください。

あなたが、高齢者の人権が尊重されて
いないと感じるのはどのようなときで
すか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○）

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。

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。

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。

高齢者の人権を守るために、特に必要
だと思うことを、次の中から３つ以内
で○をつけてください。

高齢者の人権が尊重されるには何が必
要と考えますか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （大切だと思う番号３つ以内で○） （必要だと思う番号３つ以内で○） （考えに近い番号に３つ以内で○）

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。

あなたが、「障害のある人の人権が特
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。

障がいのある人の人権について、特に
問題があるとあなたが思うのはどのよ
うなことですか。

障がいのある人の人権について、特に
尊重されていないと思うことを、次の
中から３つ以内で○をつけてくださ
い。

あなたは，どのようなことで障害のあ
る人の人権が尊重されていないと感じ
ますか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （考えに近い番号に３つ以内で○）

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。

あなたは，障害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。

あなたは、障がいがある人の人権を守
るためには、どのようなことが必要だ
と思いますか。

障がいのある人の人権を守るために特
に必要だと思うことを、次の中から３
つ以内で○をつけてください。

障害のある人の人権を守るためには何
が必要ですか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （大切だと思う番号３つ以内で○） （必要だと思う番号３つ以内で○） （必要だと思う番号３つ以内で○）

８　同和問題
＜用語の解説を記載＞
※ 同和問題（部落差別問題）とは、同
和地区（被差別部落）の住民や出身者
が、人生や日常生活のさまざまな面で
差別を受けるなど、基本的人権が侵害
されているという重大な社会問題で
す。以下，同和問題，同和地区と表現
します。

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。

あなたは，日本の社会にいまだに同和
問題や同和地区があることを知ってい
ますか。

日本の社会に「部落問題」「部落差
別」「同和問題」などといわれる問題
があることを知っていますか。

あなたは、日本の社会に「被差別部
落」と呼ばれていた同和地区、あるい
は「同和問題」といわれている問題が
あることを知っていますか。

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○）

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。

（あてはまる番号に１つ○）

問１
７

問１
８

問１
９

問２
０

問２
１

問２
２
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新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）市名（設問数）

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。

「1.知っている」と回答した方にお聞
きします。
あなたが、同和問題や同和地区につい
て、はじめて知ったのは，いつ頃です
か。

あなたが、同和問題や同和地区につい
て知ったのは、いつ頃ですか。

「知っている」「聞いたことはある
が，あまり知らない」と答えた方にお
聞きします。
部落差別問題（同和問題）について、
はじめて知ったのはいつごろですか。

あなたが被差別部落や同和問題につい
て初めて知ったのはいつ頃ですか。

（あてはまる番号に１つ○（問21
「知っている」の回答者が対象））

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○）

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。

「1.知っている」と回答した方にお聞
きします。
あなたが同和問題や同和地区につい
て、はじめて知ったきっかけは，何で
すか。

あなたが、同和問題や同和地区につい
て知ったきっかけは、何ですか。

「知っている」「聞いたことはある
が，あまり知らない」と答えた方にお
聞きします。
部落差別問題（同和問題）について、
はじめて知ったきっかけは何ですか。

あなたが被差別部落や同和問題につい
て、初めて知ったきっかけは何です
か。

（あてはまる番号に１つ○（問21
「知っている」の回答者が対象））

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○）

あなたのまわりで，同和地区の人を嫌
がったり，避けたりする意識があると
思いますか。

（あてはまる番号に１つ○）

あなたは、自分自身に、同和地区の人
を嫌がったり、避けたりする意識があ
ると思いますか。

（あてはまる番号に１つ○）

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。

あなたは今でも、同和地区の人や出身
であることを理由に差別や人権侵害が
あると思いますか。

あなたは、現在でも被差別部落である
ことを理由に、各地で差別があること
を知っていますか。

（あてはまる番号に１つ○（問21
「知っている」の回答者が対象））

（あてはまる番号に１つ○）
（あてはまる番号に１つ○）

あなたは、親しい友人から「○○さん
は同和地区出身だ」と言われたとき、
どのように対応しますか。

（あてはまる番号に１つ○）

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。

あなたは、親しく付き合っている隣近
所の人が同和地区出身とわかった場
合、どうしますか。

あなたは、親しく付き合っている友
人、近所の人、職場の人が、同和地区
出身とわかった場合どうしますか。

あなたが日頃親しく付き合っている人
が、被差別部落の人であることが分
かった場合、あなたはどうしますか。

日ごろ親しく付き合っている隣近所の
人が被差別部落の人であることがわ
かった場合，あなたはどうしますか。

（あてはまる番号に１つ○（問21
「知っている」の回答者が対象））

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （一番近いもの１つに○） （あてはまる番号に１つ○）

ご自身や子ども、あるいは身内が結婚
しようとするとき、相手が被差別部落
出身の人かどうかが、気になります
か。
（あてはまる番号に１つ○）

問２
３

問２
４

問２
５

問２
６
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新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）市名（設問数）

既婚の方のみお答えください。
仮に、あなたのお子さんが結婚しよう
とする相手が、同和地区出身者である
とわかった場合、あなたは、どうする
と思いますか。

仮に、あなた、またはあなたのお子さ
んが結婚しようとする相手が、同和地
区出身者であるとわかった場合、あな
たはどうしますか。

あなたや、あなたの子どもの結婚しよ
うとする相手が、被差別部落の出身者
であることが分かった場合、あなたは
どう思いますか。

あなたの子供の結婚しようとする相手
が、被差別部落の人であると分かった
場合、あなたはどうしますか。

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○）

未婚の方のみお答えください。
仮に、あなたが、同和地区出身の人と
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。

あなたが被差別部落の人と結婚しよう
としたとき、親や親戚から強い反対を
受けたら、あなたはどうしますか。

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○）

同和問題について「差別、差別という
から、いつまでも差別が残るのだ。
そっとしておけば部落差別は自然にな
くなる」という意見があります。この
意見に対して、あなたはどう思います
か。

同和問題について、「差別、差別とい
うから、いつまでも差別が残るのだ。
そっとしておけば部落差別は自然にな
くなる」という意見があります。この
意見に対して、あなたはどう思います
か。

「差別、差別というから、いつまでも
差別が残るのだ。そっとしておけば、
部落差別は自然になくなる」という考
えがあります。この考えについて、ど
う思いますか。

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○） （一番近いものに○）

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。

あなたが、同和問題で人権上、特に問
題があると思われるのはどのようなこ
とですか。

（あてはまる番号に３つ以内で○（問
21「知っている」の回答者が対象））

（あてはまる番号に３つ以内で○）

あなたは、同和問題をどのように解決
すべきであると考えていますか。

（考えに近い番号1つに○）

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。

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。

あなたは、同和問題を解決するため
に、どのようなことが必要だと思いま
すか。

同和問題を解決するためには，どうし
たらよいと思いますか。あなたのお考
えに近いものを３つ以内で選んでくだ
さい。

（あてはまる番号に３つ以内で○（問
21「知っている」の回答者が対象））

（あてはまる番号に３つ以内で○） （大切だと思う番号３つ以内で○） （考えに近い番号に３つ以内で○）

被差別部落の起源について、あなたは
どのように受けとめていますか。

（あてはまる番号に１つ○）

問２
８

問２
７
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新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）市名（設問数）

あなたは，同和問題についての講習会
や研修会に参加したり，新聞や雑誌の
関連した記事を読んだことがあります
か。１～９のそれぞれについて
1.講習会・研修会
2.地域懇談会
3.広報紙・冊子・パンフレット
4.新聞
5.雑誌・週刊誌
6.書籍
7.テレビ・ラジオ
8.インターネット
9.映画・ビデオ
10.ポスター等の掲示物

（あてはまる番号に１つ○；3択）

あなたは、義務教育である小中学校に
おける同和教育や同和問題の啓発（講
演会、研修会、映画会、広報等）を、
今後どうすればよいと思いますか。

同和問題についての啓発（講演会、研
修会、映画会、広報等）を今後どうす
ればよいと思いますか。

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に１つ○）

小中学校で行っている、同和問題をは
じめとした様々な人権課題を学ぶ同和
教育について、

（考えに近い番号に１つ○）

人権問題には、同和問題のほかに女
性、子ども、高齢者、外国人市民、障
害のある人等の問題がありますが、今
後の同和問題の啓発・教育のあり方に
ついて、

（考えに近い番号に１つ○）

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。

あなたが、「外国籍住民の人権が特に
守られていない」と思われるのは、ど
のようなことですか。

外国から来た人の人権について、特に
問題があるとあなたが思うのはどのよ
うなことですか。

日本に居住する外国籍の人の人権につ
いて、特に尊重されていないと思うこ
とを次の中から３つ以内で○をつけて
ください。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○）

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。

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。

外国から来た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。

日本に居住する外国籍の人の人権を守
るために、特に必要だと思うことを、
次の中から３つ以内で○をつけてくだ
さい。

あなたは、外国人の人権問題を解決す
るには何が必要であると思いますか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （大切だと思う番号３つ以内で○） （必要だと思う番号３つ以内で○） （必要だと考えている番号に１つ○）

問２
９

問３
０
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新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）市名（設問数）

日本での在留資格を持っている在日外
国人が、貸家を探していました。適当
なマンションを見つけたので申し込ん
だところ、外国人であることを理由
に、家主は貸すことを断りました。こ
のような家主の態度について、あなた
はどう思いますか。

（あてはまる番号に１つ○）

１０　ＨＩＶ感染者等
＜用語の解説を記載＞
※ ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）に
感染して起こる病気をエイズといい、
感染すると、身体を病気から守る免疫
系が破壊されて、身体の抵抗力が低下
し、様々な感染症や悪性腫瘍にかかっ
てしまうものです。

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。

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。

感染症患者とその家族の人権につい
て、特に問題があるとあなたが思うの
はどのようなことですか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○）

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。

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。

あなたは、感染症患者とその家族の人
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。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （大切だと思う番号３つ以内で○）

感染症患者とその家族が近所にいた場
合、あなたならどうしますか。

（あてはまる番号1つ○）

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。

（あてはまる番号に３つ以内で○）

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。

（あてはまる番号に３つ以内で○）

問３
１

問３
２

問３
３

問３
４
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新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）市名（設問数）

１２　性的少数者
あなたは、性的少数者（性的マイノリ
ティ、ＬＧＢＴ）という言葉を聞いた
ことがありますか。

（あてはまる番号に１つ○）

あなたの周りに性的少数者はいます
か。

（あてはまる番号に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。

（あてはまる番号に３つ以内で○）

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。

あなたは、インターネットによる人権
侵害として、特にどのようなことが心
配されますか。

インターネット上（SNS等）での人権侵
害について、特に問題があるとあなた
が思うのはどのようなことですか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○）

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。

あなたは、インターネットによる人権
侵害をなくすために、特にどのような
ことが必要だと思いますか。

インターネット上（SNS等）での人権侵
害を無くすためには、どのようなこと
が必要だと思いますか。

（あてはまる番号に３つ以内で○） （あてはまる番号に３つ以内で○） （大切だと思う番号３つ以内で○）

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 拉致被害者等
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。

北朝鮮当局による拉致被害者等とその
家族の人権について、特に問題がある
とあなたが思うのはどのようなことで
すか。

（あてはまる番号すべて○） （あてはまる番号に３つ以内で○）

北朝鮮当局による拉致被害者等とその
家族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。

（大切だと思う番号３つ以内で○）

その他 ホームレス（路上生活）状態にある人 犯罪被害者等
あなたは、ホームレス（路上生活）状
態にある人に対して、嫌がらせや暴力
などの人権問題が発生していることを
知っていますか。

犯罪被害者とその家族の人権につい
て、特に問題があるとあなたが思うの
はどのようなことですか。

（あてはまる番号に１つ○） （あてはまる番号に３つ以内で○）

問３
６

問３
７

問４
０

問３
５

問３
８

問３
９

新規 

新規 

新規 

新規 
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新潟市（40問） 長岡市（34問） 柏崎市（36問） 新発田市（24問） 上越市（31問）市名（設問数）

あなたは、ホームレス（路上生活）状
態に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。

犯罪被害者とその家族の人権を守るた
めには、どのようなことが必要だと思
いますか。

（あてはまる番号に１つ○） （大切だと思う番号３つ以内で○）

12　自由意見
さまざまな人権問題について、かねて
から考えておられること、また、国や
新潟県、新潟市などに対するご意見や
ご要望がありましたら、下の欄にご自
由にお書きください。

最後に、人権問題について、普段から
考えておられることや感じておられる
ことなどがありましたら、下の欄にご
自由にお書きください。

これまでの設問に関することや人権に
ついてのご意見、ご感想がございまし
たら、自由にお書きください。
また、設問数の都合により、本調査に
個別の設問として設定していない性的
少数者（LGBTなど）、新潟水俣病被害
者、ホームレス（路上生活者）状態に
ある人、刑期を終えて出所した人、ア
イヌの人々、福島第1原子力発電所事故
による福島からの避難者等の人権につ
いてもご意見がございましたら、こち
らにご記入ください。
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