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（平成22年11～12月実施）
【20歳以上3,300人抽出・

有効回収率54.2％】

（平成22年7月実施）
【18歳以上5,000人抽出・

有効回収率45.4％】

（平成22年9月実施）
【20歳以上3,000人抽出・

有効回収率36.4％】

（平成21年11月実施）
【20歳以上3,000人抽出・

有効回収率63.3％】

（平成22年6～7月実施）
【16歳以上3,000人抽出・

有効回収率49.4％】

（平成22年9月実施）
【20歳以上4,500人抽出・

有効回収率77.3％】

問１

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。

人権に関する市民意識調査　『比較』

新潟市

１　人権全般

（平成18年9～10月実施）
【18歳以上2,500人抽出・

有効回収率51.8％】

資料 ７

問２
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）

問３

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○）

あなたは，今の日本が，基本
的人権の尊重されている社会
だと思いますか。（あてはま
る番号に1つだけ○印をつけて
ください。）

今の日本は，人権が尊重され
ている社会と思いますか。

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。
人権の「重要度」を，あなた
はどうお考えですか。（当て
はまる番号を，1つだけ，○で
囲んでください。）囲んでください。）

あなたが生活の中で大切にし
たいと思っているものは何で
すか。（あてはまる番号すべ
てに○）

問４

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
○）

あなたは，この10年ほどの間
に自分の人権が侵害されたと
思ったことがありますか。
（あてはまる番号に1つだけ○
印をつけてください。）

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。

「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

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 （○

それは，どのようなことで自
分の人権が侵害されたと思い
ましたか 差し支えなければ

「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

　付問

いましたか。（あてはまるも
のすべて）

どのようなものですか。（○
はあてはまるものすべて）

ましたか。差し支えなければ
お答えください。（あてはま
る番号すべてに○印をつけて
ください。）

人権が侵害されたと思いまし
たか。次の選択枠の中から該
当するものをいくつでも選ん
でください。

問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。あなたが最
初に取ると思う対応を，1つだ
けお選びください。

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○）

あなたは，自分の人権が侵害
されたと思った時，どちらに
相談されますか。（あてはま
る番号すべてに○印をつけて
ください。）
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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
○）

問６

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）

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。）

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。
次の選択枠の中からいくつで
も選んでください。○） も選んでください。

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（2000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，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○）

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。

「差別」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 差別について
-2 あなたは差別を
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

【伝統・習慣等に対する意
識】
次のア～カについて，あなた
の考えに最も近いものをそれ
ぞれ選んでください。（ア～
カのそれぞれについてあては
まる番号1つに○）
ｱ　伝統や習慣に従う方が，よ
い結果となりやすい

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

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 そうした風習については
-2 では，あなたご自身はどう
しますか

い結果となりやすい
ｲ　私は，自分が納得できない
ことは，たとえ皆が行ってい
ても，やりたくない
ｳ　国が栄えるためには，個人
の自由がある程度犠牲になっ
ても，やむをえない
ｴ　結婚式の日どりを決めると
きに，仏滅の日は避け，大安
の日を選んだ方がよい
ｵ　結婚相手を決めるときに，
家柄についてこだわる
ｶ　死は，けがれていると思う
ので，葬式の時に清めの塩を
まく方がよい

次の（１）（２）の風習（な
らわし）をあなたはどう思い
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
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【「結婚」に対する考え方】
（1）結婚相手を決めるとき
に，家柄などを問題にするこ
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 そうしたことについては
-2 では，あなたご自身はどう
しますか

結婚相手を決めるときに家柄
を気にしますか。

（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）

次の事例について，あなたの
お考えをお聞かせください。
（それぞれに，あなたのお考
えに一番近い番号を，1つだ
け，○で囲んでください。）
・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
・文化や生活習慣が地域にな
じまないなどの理由で 外国

【「差別」に対する考え方】
「差別」についていろいろな
考えがありますが，次の（1）
～（3）について，あなたはど
う思いますか。（○は（1）～
（3）それぞれ1つ）
（1）会社の入社試験で，仕事
への適性や能力でなく，両親
の有無などの家庭環境を理由
に不採用にされたとします。
このことについて あなたは 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，建物や交通機関など
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
食やカラオケなどを強要する
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

このことについて，あなたは
どう思いますか。
（2）子育てが一段落したの
で，働きに出たいと夫に相談
したところ，夫は「男は仕
事，女は家庭」といって反対
しました。このことについ
て，あなたはどう思います
か。
（3）家主が，外国人であると
いうことを理由にマンション
を貸すことを断わりました。
このことについて，あなたは
どう思いますか。

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
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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。

あなたは次にあげる現在の日
本社会に関する考え方につい
てどう思いますか。（ア～エ
のそれぞれについてあてはま
る番号1つに○）
ｱ すべての人が平等に扱われｱ　すべての人が平等に扱われ
るべきだという考え方がいき
わたっている社会だ
ｲ　規律や礼儀が重んじられて
いる社会だ
ｳ　権利や自由の主張がいき過
ぎている社会だ
ｴ　努力すればむくわれる社会
だ

川崎市は，子どもの権利の侵
害や男女平等にかかわる人権
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，市の行政に関する苦情を
受け付ける市民オンブズマン受け付ける市民オ ブ
を設置していることを知って
いますか。（○は1つ）

浜松市は，「人権尊重の意識
が生活の中に定着した市」
と，あなたは思いますか。
（当てはまる番号を，1つだ
け，○で囲んでください。）

問７

あなたが，「女性の人権が守
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
と思うものを，最大3つまでお
選びください （○は3つま

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

女性の人権問題について，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

あなたが，女性に関する事柄
で，人権上問題があると思わ
れるのはどのような場合です
か （あてはまる番号すべて

日本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。次の中から3つ
選んでください（なければ3つ

２　女性

問７ （○は３つ以内） 選びください。（○は3つま
で）

か。（あてはまるもの３つ以
内に○）

か。（当てはまる番号，3つ以
内を，○で囲んでくださ
い。）

か。（あてはまる番号すべて
に○印をつけてください。）

選んでください（なければ3つ
選ばなくてもけっこうで
す）。

問８

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。（○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。必要だ
と思うものを，最大3つまでお
選びください。（○は3つま
で）

女性の人権を守るために，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○）

女性の人権を守るために，あ
なたが特に必要だと考えるこ
とは何ですか。（当てはまる
番号，3つ以内を，○で囲んで
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。次の中から3つ
選んでください（なければ3つ
えらばなくてもけっこうで
す）。
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次のような意見について，あ
なたはどのように思います
か。（ア～キのそれぞれにつ
いてあてはまる番号1つに○）
ｱ　男性は外で働き，女性は家
で家事・育児をするものであ
る
ｲ　夫の言うことに従うのが，
「よい妻」である
ｳ　夫婦がお互いの親を介護す
るのは当然である
ｴ　結婚は個人の自由であるか
ら，してもしなくてもよいら，してもしなくてもよ
ｵ　夫婦別姓選択制が認められ
た方がよい
ｶ　女の子は女らしく，男の子
は男らしく育てた方がよい
ｷ　男性も育児休業や介護休業
を積極的にとるべきである

あなたは，女性が職業を持つ
ことについてどのように思わ
れますか。（あてはまる番号1
つに○）つに○）

あなたは，次のような事柄が
配偶者（事実婚・別居中を含
む）間で行われた場合につい
て，暴力だと思いますか。
（ア～キのそれぞれについて
あてはまる番号1つに○）
ｱ　なぐる蹴るなどの行為
ｲ　いやがっているのに性的な
ことを強要する行為
ｳ　長時間無視し続ける行為
ｴ　交友関係や電話などを細か
く監視する行為
ｵ　生活費などを渡さない行為
ｶ 「甲斐性なし」 「誰のおｶ　「甲斐性なし」，「誰のお
かげで生活できるんだ」等く
りかえし言う行為
ｷ　なぐるふりをしたり，大声
でどなったりする等威嚇する
行為
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あなたは，今後，男女が社会
のあらゆる分野で平等になる
ために，特に重要と思われる
ものは何ですか。（あてはま
る番号3つまでに○）

問９

あなたが，「子どもの人権が
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
だと思うものを，最大3つまで
お選びください （○は3つま

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

子どもの人権問題について，
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

あなたが，子どもに関する事
柄で，人権上問題があると思
われるのはどのような場合で
すか （あてはまる番号すべ

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 次の中から3つ選ん

３　子ども

問９ か。（○は３つ以内） お選びください。（○は3つま
で）

か。（あてはまるもの３つ以
内に○）

すか。（当てはまる番号，3つ
以内を，○で囲んでくださ
い。）

すか。（あてはまる番号すべ
てに○印をつけてくださ
い。）

とですか。次の中から3つ選ん
でください（なければ3つえら
ばなくてもけっこうです）。

問10

あなたは，子どもの人権を守
るために，どのようなことが
必要だと思いますか。（○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。必要
だと思うものを，最大3つまで
お選びください。（○は3つま
で）

子どもの人権を守るために，
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
○）

子どもの人権を守るために，
あなたが特に必要だと考える
ことは何ですか。（当てはま
る番号，3つ以内を，○で囲ん
でください。）

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。次の中か
ら3つ選んでください（なけれ
ば3つえらばなくてもけっこう
です）。

あなたは，子どもに対する次
のような意見についてどのよ
うに思いますか。（ア～オの
それぞれについてあてはまる
番号1つに○）
ｱ　場合によっては，教師が生
徒に体罰を加えることも認め
られるべきである
ｲ　過剰な干渉と思われる校則
でも，学校教育は必要である
ｳ　少年が凶悪犯罪を犯した場
合には，大人と同様に厳しい
罰則を適用し，刑事責任をと
らせるべきである
ｴ　子どもには親に養われ，教
えを諭される存在であるから
親の助言や意見に従うべきで
ある
ｵ　児童の権利の保護・擁護の
ため，児童買春・児童ポルノ
に対し もっと厳しい罰則をに対し，もっと厳しい罰則を
設けるべきである

あなたは，近所の子どもが虐
待を受けていることを知った
場合，「児童虐待の防止等に
関する法律」により，通知義
務があることを知っています
か。
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あなたは，近所の子どもが虐
待を受けている事実を知った
場合，どのような行動をとる
と思いますか。（あてはまる
番号すべてに○）

問11

あなたが，「高齢者の人権が
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）

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

高齢者の人権問題について，
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

あなたが，高齢者に関する事
柄で，人権上問題があると思
われるのはどのような場合で
すか。（あてはまる番号すべ

高齢者の人権が尊重されてい
ないと思うのは，特にどのよ
うなことですか。（あてはま
る番後3つまでに○）

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。次の中から3つ選ん

４　高齢者

問11 か。（○は３つ以内） か。（あてはまるもの３つ以
内に○）

すか。（当てはまる番号，3つ
以内を，○で囲んでくださ
い。）

すか。（あてはまる番号す
てに○印をつけてくださ
い。）

る番後3つまでに○） とですか。次の中から3つ選ん
でください（なければ3つえら
ばなくてもけっこうです）。

問12

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

高齢者の人権を守るために，
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
○）

高齢者の人権を守るために，
あなたが特に必要だと考える
ことは何ですか。（当てはま
る番号，3つ以内を，○で囲ん
でください。）

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。次の中か
ら3つ選んでください（なけれ
ば3つえらばなくてもけっこう
です）。

あなたは，次の意見について
どのように思いますか。（ア
～キのそれぞれについてあて
はまる番号1つに○）
ｱ　本人が望めば，高齢者もで
きるかぎり年金などの管理はきるかぎり年金などの管理は
自分自身でする方がよい
ｲ　心身に衰えが生じても，本
人が望めば，長年親しんでき
た地域で暮らすほうがよい
ｳ　まちや建物のつくりは高齢
者に対する配慮に欠けている
ｴ　高齢者が社会参加できる場
を増やすべきである
ｵ　年をとると頑固になるの
で，家族から孤立してもしか
たない
ｶ　介護を必要とする状況にな
れば，施設などに入所する方
がよい
ｷ　近くに高齢者のみの世帯がｷ 近くに高齢者 み 世帯が
居住していれば声をかけた
り，配慮しようと思う
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問13

あなたは，障がいのある人が
地域で生活する上で，どのよ
うなことが「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）

障害のある人が地域で生活す
るとき，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○）

障がいのある人の人権問題に
ついて，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，○で囲んで
ください。）

あなたが，障害者に関する事
柄で，人権上問題があると思
われるのはどのような場合で
すか。（あてはまる番号すべ
てに○印をつけてくださ
い。）

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。次の中から3つ
選んでください（なければ3つ
えらばなくてもけっこうで
す）。

あなたは，障がいのある人の
人権を守るために，どのよう
なことが必要だと思います

障害のある人の人権を守るた
めに，あなたはどのようなこ
とが必要だと思いますか

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
と考えることは何ですか

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 次

５　障がい者

問14
なことが必要だと思います
か。（○は３つ以内）

とが必要だと思いますか。
（あてはまるもの３つ以内に
○）

と考えることは何ですか。
（当てはまる番号，3つ以内
を，○で囲んでください。）

なことだと思われますか。次
の中から3つ選んでください
（なければ3つえらばなくても
けっこうです）。

国や地方公共団体では，障害
のある人が社会の構成員とし
て地域の中で共に生活を送れ
るようにすることをめざした
「※ノーマライゼーション」
に基づいた環境づくりを進め
ています。そこで，この「障
害のある人が身近で普通に生
活しているのが当たり前」と
いう考え方について，あなた
はどのように思いますか。
（あてはまる番号1つに○）（あてはまる番号1つに○）

街のなかで障害者が暮らしや
すくしていくための設備（ス
ロープ・自動ドア・展示ブ
ロック・案内板等）につい
て，あなたはどう思います
か。（あてはまる番号1つに
○）

あなたの住んでいる地域に障
害者関連施設が建設されると
したら，あなたはどうします
か。（あてはまる番号1つに
○）

国は企業に対して障害者を一
定の割合で雇用することを法
律で義務づけていますが，職
場で障害者と共に働くとした
ら，あなたはどう思います
か。（あてはまる番号1つに
○）

なぜ，障害者の雇用が進まな
いと思いますか。（あてはま
る番号1つに○）
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問15

あなたは，同和地区（被差別
部落）の存在や同和問題を
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，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。（あてはまるもの１つに
○）

同和問題について，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，○で囲んでください。）

あなたは，日本の社会に「同
和地区」とか「被差別部落」
とよばれるところがあり，そ
この出身であるとか，そこに
住んでいるというだけの理由
で差別される社会問題を知っ
ていますか。（あてはまる番
号に1つだけ○印をつけてくだ
さい。）

あなたが，同和地区（被差別 あなたが，同和地区や挿話問 あなたが，同和地区や同和問 あなたが，同和問題を初めて

６　同和問題

問16

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
15「知っている」の回答者が
対象））

題について，はじめて知った
のは何歳のときですか。（○
は1つ）

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○）

知ったのは，いつごろです
か。

問17

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15「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○）

あなたが同和問題や被差別部
落（同和地区）があること
を，どのようにして知りまし
たか。（あてはまる番号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。

あなたは，今でも同和地区
（被差別部落）出身であるこ

差 や 権侵

現在，次のことについて部落
差別があると思いますか。
（

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 思 す

問18

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
15「知っている」の回答者が
対象））

（ア～ウのそれぞれについて
あてはまる番号1つに○）
ｱ　就職について
ｲ　結婚について
ｳ　宅地建物取引について

だあると思いますか。

あなたは，同和地区の人々に
対する差別的な行動や落書き
を見聞きしたことがあります
か。

問

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

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

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

仮に，日ごろから親しくつき
あっている人が，なにかのこ
とで同和地区出身の人である
ことがわかった場合 あなた問19 ことがわかった場合，どうし

ますか。（○は１つだけ（問
15「知っている」の回答者が
対象））

た場合，あなたはどうします
か。（○は1つ）

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○）

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1つに○）

問20

あなたが，同和問題で特に人
権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15「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）

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○）

あなたが，同和問題に関する
事柄で，人権上問題があると
思われるのはどのような場合
ですか。（あてはまる番号す
べてに○印をつけてくださ
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。次の中から3つ選んでくだ
さい（なければ3つえらばなく
てもけっこうです）。
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問21

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。（○は
３つ以内（問15「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考える
ことは何ですか。（当てはま
る番号，3つ以内を，○で囲ん
でください。）

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。次の中
から3つ選んでください（なけ
れば3つえらばなくてもけっこ
うです）。

同和地区出身の人との結婚に
ついておたずねします。

結婚についてお尋ねします。
（ご自身が現在その立場にな
くても，その立場にあった場
合どうするかと考えてみてお
答えください）。

仮に，あなたが同和関係者と
恋愛し，結婚しようとしたと
き，家族（親や兄弟）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。
あなたのお考えに最も近いも
のを，1つだけお選びくださ
い。（○は1つ）

-1 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○）

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。

仮に あなたのお子さんの結 -2 あなたの子どもが結婚しよ もし仮に あなたのお子さん 仮に あなたのお子さんが結仮に，あなたのお子さんの結
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。
あなたのお考えに最も近いも
のを，1つだけお選びくださ
い。

2 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○）

もし仮に，あなたのお子さん
（お子さんがいない場合は，
いると仮定してお答えくださ
い）が恋愛をし，結婚したい
といっている相手が同和地区
の人であった場合についてお
聞きします。（それぞれにつ
いてあてはまる番号1つに○）

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。

同和問題以外でも，子ども，
障害者，外国人市民などさま
ざまな人権にかかわる課題が
ありますが，同和問題の啓
発・教育のあり方について，
あなたの考えに最も近いもの
を1つだけお選びください。
（ ）（○は1つ）

堺市では，学校で「同和教
育」が行われていますが，あ
なたはどのようにお考えです
か（あてはまる番号1つに○）
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同和問題について，次のよう
な意見がありますが，あなた
はどう思いますか。（ア～キ
のそれぞれについてあてはま
る番号1つに○）
ｱ　部落差別はいけないことだ
が，自分とは関係のない話で
ある
ｲ　同和地区の人々と，深く関
わることにはためらいを感じ
る
ｳ　今まで，差別されてきた同
和地区の人々のくやしさを思和地区 人 くやしさを思
えば，差別について厳しく追
及するのも理解できる
ｴ　部落差別を許さない態度を
身につけることは，他の人権
問題にもプラスになる
ｵ　同和地区の人々には，差別
されるくやしさを知っている
だけに，人として思いやりが
ある人が多い
ｶ　同和地区の人は何かあると
集団でおしかけてくる
ｷ　同和地区の人々は，「差
別，差別」と言って，被害者
意識が強すぎる

もしあなたが，家を購入した
り，マンションを借りたりす
るなど住宅を選ぶ際に，同和
地区や同和地区が小中学校区
にある物件ならばどのように
思いますか。
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部落差別をなくす方法につい
て，次のような意見がありま
す。あなたはどう思います
か。（ア～キのそれぞれにつ
いてあてはまる番号1つに○）
ｱ　「差別，差別」と騒がない
で，そっとしておいたほうが
よい
ｲ　同和地区の人々が安定して
仕事につき暮らしが良くなれ
ば，部落差別はなくなる
ｳ　同和地区の人々が，もっと
積極的に差別の不当性を訴え積極的に差別 不当性を訴え
て，人々に働きかければ，差
別はなくなる
ｴ　私たちが，もっと人権意識
にめざめ，差別を許さない態
度と行動力を身につければ差
別はなくなる
ｵ　同和地区の人々が分散して
住むようにすれば差別はなく
なる
ｶ　同和地区と周辺地域の人々
が交流を深め，協働して差別
のない「まちづくり」を進め
る
ｷ　法律で差別を禁止する

問22

あなたは，外国籍住民が地域
で生活する上で，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，日本人と外国人が
市民として同じ地域で暮らし
ていく上で問題があるとした
ら，それは何だと思います
か。問題だと思うものを，最
大2つまでお選び下さい。（○
は2つまで）

外国人が地域で生活すると
き，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○）

外国人の人権問題について，
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，○で囲んでくださ
い。）

あなたが，外国人に関する事
柄で，人権上問題があると思
われるのはどのような場合で
すか。（あてはまる番号すべ
てに○印をつけてくださ
い。）

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

７　外国籍住民

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。

問23

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

外国人の人権を守るために，
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
○）

外国人の人権を守るために，
あなたが特に必要だと考える
ことは何ですか。（当てはま
る番号，3つ以内を，○で囲ん
でください。）

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。次の中から3つ選んで
ください（なければ3つえらば
なくてもけっこうです）。
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あなたは，川崎市に住む外国
人市民の生活に必要な情報は
どこで得られると思います
か。（あなたが外国人市民の
場合は，どこで必要な情報を
得ていますか。）（○はあて
はまるものすべて）

あなたは，川崎市に住む外国
人市民が日常生活で困ってい
ることや心配していること
を，どこに相談したらよいと
思いますか （○はあてはま思いますか。（○はあてはま
るものすべて）

あなたは，社会の中で外国人
市民に対する偏見や差別があ
ると思いますか。（○は1つ）

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。（○
はあてはまるものすべて）

あなたは，外国人市民への偏
見や差別をなくすためには，
何が必要だと思いますか。何が必要だと思いますか。
（○はあてはまるものすべ
て）

川崎市が行っている外国人市
民施策について，あなたの
知っているものをあげてくだ
さい。（○はあてはまるもの
すべて）

日本人と外国人が，市民とし
てともにまちづくりを行って
いくために，どのような情報
やサービスがあればよいと思
いますか。（○はあてはまる
ものすべて）

日本に住む外国人の人権を守
るために次のような意見があ
りますが，あなたはどのよう
に思いますか。（ア～エのそ
れぞれについてあてはまる番
号1つに○）
ｱ　互いに文化・習慣のちがい
を理解する
ｲ　法律や制度を見直す
ｳ　日本国籍を取得する
ｴ　国際理解教育を進める
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あなたは，戦前，日本が朝鮮
半島などにおいて植民地対策
をしていたことを知っていま
すか。（あてはまる番号1つに
○）

外国人に家や部屋（マンショ
ンやアパート・文化住宅な
ど）を貸すのを拒否する日本
人がいます。あなたは，どの
ように思いますか。（あては
まる番号1つに○）

現在，日本には多くの外国人
が働きに来ています。あなた
は，外国人を労働者として受
け入れることについてどう思
いますか。（あてはまる番号1
つに○）

問24

あなたが，「ＨＩＶ感染者等
の人権が守られていない」と
思われるのは，どのようなこ
とですか。（○は３つ以内）

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○）

エイズ患者・ＨＩＶ感染者の
人権問題について，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 ○で囲んでください ）

エイズ患者・ＨＩＶ感染者，
ハンセン病回復者などの人権
について尊重されていないの
は，特にどのようなことです
か。（あてはまる番号3つまで
に○）

エイズ患者・ＨＩＶ（病原ウ
イルス）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。次の中から3
つ選んでください（なければ3

８　HIV感染者等

もの３つ以内に○） を，○で囲んでください。） に○） つ選んでください（なければ3
つえらばなくてもけっこうで
す）。

問25

あなたは，ＨＩＶ感染者等の
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。（○は３つ以内）

エイズ患者やＨＩＶ（エイズ
ウィルス）感染者の人権を守
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○）

エイズ患者・ＨＩＶ感染者の
人権を守るために，あなたが
特に必要だと考えることは何
ですか。（当てはまる番号，3
つ以内を，○で囲んでくださ
い。）

エイズ患者・ＨＩＶ（病原ウ
イルス）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。
次の中から3つ選んでください
（なければ3つえらばなくても
けっこうです）。

ハンセン病患者や元患者に関
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。（あてのようなことですか。（あて
はまるもの３つ以内に○）

ハンセン病患者や元患者の人
権を守るために，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○）
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問26

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人権
問題が発生していることを
知っていますか。（○は１つ
だけ）

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

９　ホームレス

つ以内に○）

問27

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，どのようなこと
が必要だと思いますか。（○
は１つだけ）

ホームレスの人権を守るため
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○）

ホームレス状態にある人の人
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。）

野宿生活者（ホームレス）に
対して，つぎのような意見が
ありますが，あなたはこれら
のことについてどう思います
か。（ア～キのそれぞれにつ
いてあてはまる番号1つに○）
ｱ　自分から好んで野宿生活者
にな た だから社会からになったのだから社会からの
け者にされても仕方がない
ｲ　野宿生活者は，汚いし，怖
い
ｳ　道路や公園に小屋を作るの
は，社会の迷惑である
ｴ　野宿生活者になったのは，
自分自身の責任である
ｵ　野宿生活者は，仕事探しな
どもっと努力をするべきであ
る
ｶ　野宿生活者が自立できるた
めに行政がもっと支援するべ
きである
ｷ　地域社会は，現在の野宿生
活者の状況について，もっと活者の状況について，もっと
理解を深めるべきである

問28

あなたは，新潟水俣病被害者
等（認定申請者や家族を含
む）に関することで，人権問
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）

10　新潟水俣病
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問29

あなたは，新潟水俣病被害者
等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。（○は３つ以内）

あなたは，犯罪被害者等の人
権に関することについて，特
に問題だと思うものを，最大3
つまでお選び下さい。（○は3
つまで）

犯罪被害者等（注1）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，犯罪被害者等に関
し，現在，特にどのような人
権問題が起きていると思いま
すか。（あてはまる番号3つま
でに○）

あなたは，犯罪被害者等の人
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。必要だと思うものを，最
大3つまでお選び下さい。（○
は3つまで）

犯罪被害者等の人権を守るた
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
○）

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。）

性同一性障害（注2）・同性愛
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 （あてはまるなことですか。（あてはまる
もの３つ以内に○）

性同一性障害・同性愛などの
性的少数者の人権を守るため
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○）

あなたは，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。）
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性的少数者（性同一性障害，
同性愛，先天的に身体上の性
別が不明瞭等）に対して，つ
ぎのような意見があります
が，あなたはこれらのことに
ついてどう思いますか。（ア
～オのそれぞれについてあて
はまる番号1つに○）
ｱ　性的少数者は，特別な存在
なので，社会生活上，さまざ
まな制限を受けるのは仕方が
ない
ｲ　性的少数者とのつきあいをｲ　性的少数者と きあ を
避ける
ｳ　性的少数者は，社会の中で
一定の割合で存在するもので
ある
ｴ　多様な性のあり方を理解
し，性的少数者が偏見を受け
ることのない社会づくりが必
要である
ｶ　性的少数者が不利益を受け
ることのないように，法令等
社会の条件を整えることが必
要である

アイヌ民族（注３）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○）

アイヌ民族の人権を守るため
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○）

インターネット上で，あなた あなたが，インターネット 高度情報化に伴い，あなたは インターネットに関する事柄
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○）

（パソコンや携帯電話）に関
する事柄で，人権上問題があ
ると思われるのはどのような
場合ですか。（あてはまる番
号すべてに○印をつけてくだ
さい。）

どのような人権課題が生まれ
ていると思いますか。（あて
はまる番号3つまでに○）

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。次の中から3つ選ん
でください（なければ3つえら
ばなくてもけっこうです）。

インターネット上の人権侵害
を防ぐために，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○）

インターネット（パソコン，
携帯電話含む）による人権侵
害を防ぐために，あなたが特
に必要だと考えることは何で
すか。（当てはまる番号，3つ
以内を，○で囲んでくださ
い。）
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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。）

刑を終えて出所した人につい
て，つぎのような意見があり
ますか，あなたはこれらのこ
とについてどう思いますか。
（ア～エのそれぞれについて
あてはまる番号1つに○）
ｱ　犯罪を犯したのだから，出
所したとしても就職や住居の
確保で制限を受けるのは当然
である
ｲ　本人や家族とのつきあいをｲ　本人や家族と きあ を
避ける
ｳ　一度犯罪を犯した人は，再
び犯罪を犯しやすい
ｴ　本人に更生の意思があるの
であれば，社会復帰できるよ
う地域社会で支えるべきであ
る

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）

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

人権問題について，現在，府
や市町村などでさまざまな人
権啓発活動をじっししていま
す。あなたは，このような啓
発活動についてどの程度参加
したことがありますか （ア

これまでに人権に関する講
演・研修に参加したことはあ
りますか。

11　人権啓発活動

問30

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・研修会に参加した
ことはありますか。（１つに
○）
-1（1） 講演会・研修会に参
加して，人権について理解は
深まりましたか。（１つに
○）

したことがありますか。（ア
～ウのそれぞれについてあて
はまる番号1つに○）
ｱ　講演会，研修会，シンポジ
ウム
ｲ　参加・体験型の学習機会
（車イス体験やグループ学習
等）
ｳ　駅頭啓発活動，区民まつり
や平和や人権展等におけるパ
ネル展示

-2 人権啓発キャンペーンなど
のイベントに参加したことは
ありますか （１つに○）

（1）参加したのは次のうちど
れですか（当てはまるものを
すべて選んでください）ありますか。（１つに○）

-2（2） イベントに参加し
て，人権について理解は深ま
りましたか。（１つに○）

す て選んでください）
（2）参加したことがないの
は，なぜですか

-3 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。（１つ
に○）
-3（3） 「広報よこはま人権
特集号」を読んで，人権につ
いて理解は深まりましたか。
（１つに○）

北九州市の広報誌『市政だよ
り』に掲載する人権に関する
記事を，あなたは読んだこと
がありますか。
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-4 毎月発行する広報よこはま
に随時掲載している「人権に
関するコラム」を読んだこと
はありますか。（１つに○）
-4(4) 「人権に関するコラ
ム」を読んで，人権について
理解は深まりましたか。（１
つに○）

次の項目について，あなた
は，見聞きしたことがありま
すか。（ア～エのそれぞれに
ついてあてはまる番号1つに
○）
ｱ　「広報さかい」掲載の人権
啓発・人権情報に関する記事
ｲ　堺市提供の人権テレビ番組
ｳ　人権啓発冊子や人権関係の
パンフレット，リーフレット
ｴ　堺市ホームページの人権
コーナー

-5 公共施設などに掲出されて 「何回も参加したことがあ 公共施設などに掲出されて
いる「人権啓発ポスター」を
見たことはありますか。（１
つに○）
-5(5) 「人権啓発ポスター」
を見て，人権について理解は
深まりましたか。（１つに
○）

何回も参加した とがあ
る」または「1，2回参加した
ことがある」と答えた方にお
聞きします。参加したことが
あるのは，どのようなテーマ
でしたか。（あてはまる番号
すべてに○）

-6 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。（１つに
○）
-6(6) 横浜市のホームページ
を見て，人権について理解は
深まりましたか。（１つに
○）

北九州市が制作した人権啓発
映画を見たことがありますか

北九州市が制作した人権を考
える5分間のラジオ番組「明日
への伝言版」を聴いた事があ
りますか。

毎年12月に，市内全世帯に
『いのち・あい・こころ』と
いう冊子が配られています
が，読んだことがあります
か。

あなたが，人権問題の講習会
や研修会に参加されたきっかや研修会に参加されたきっか
けは何ですか。（あてはまる
番号すべてに○）

あなたが理解を深めたいとお
考えの問題は何ですか。（あ
てはまる番号すべてに○）

あなたは，現在，名古屋市が
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。（あてはまる番号すべて
に○印をつけてください。）

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（あてはまる番号すべてに
○印をつけてください）。
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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○）

上記のいろいろな人権に関す
る啓発活動の情報はどこから
得ていますか（あてはまる番
号すべてに○印をつけてくだ
さい）。

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。役
立つと思うものを，最大3つま
でお選びください。（○は3つ
まで）

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○）

人権尊重の理解を深めるため
に，あなたが特に効果的であ
ると考える啓発活動は何です
か。（当てはまる番号，すべ
てを，○で囲んでくださ
い。）

あなたが，人権尊重の理解を
深めるために，特に効果的で
あると思われる啓発活動は何
ですか。（あてはまる番号す
べてに○印をつけてくださ
い。）

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○）

あなたは，人権教育・啓発に
ついて，行政として今後どの
ようなことに特に力を入れる
とよいと思いますか。（あて
はまる番号すべてに○印をつ
けてください。）

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 も 内 ）

市民相互で人権が尊重される
ために，あなたが，特に市民
一人ひとりが心がけたり，大
切にしたり，するべきことは
何とお考えですか。（当ては
まる番号，すべてを，○で囲
んでくださ ）

あなたは，市民相互の間で人
権が尊重されるために，特に
市民一人ひとりが心がけた
り，大切にすべきことは何だ
と思いますか。（あてはまる
番号すべてに○印をつけてく
ださ ）まるもの３つ以内に○） んでください。） 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
と考える取組は何ですか。
（当てはまる番号，すべて
を，○で囲んでください。）

あなたは，問5～13の各分野
（女性・子ども・高齢者・障
害者・同和問題・外国人・そ
の他の人権）の人権問題を解
決し，人権尊重の社会を実現
するためには，どのような取
り組みが必要だと思います
か。（あてはまる番号すべて
に○印をつけてください。）

人権が尊重される社会を実現
させるためには特にどのよう
な取り組みがひつようだと思
いますか。（あてはまる番号3
つまでに○）

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

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

「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，あなたが，行政は今後

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

問31

うまち。 人 り 大切に
され，いかされるまち」を実
現するためには，今後どのよ
うな取組が必要だと思います
か。（○は３つ以内）

社会」を実現するた 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○）

に，あなた ，行政は今後
特に力を入れるとよいと考え
る人権教育・啓発は何です
か。（当てはまる番号，すべ
てを，○で囲んでくださ
い。）

， 人権文化 まち 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。次の中か
ら3つ選んでください（なけれ
ば3つ選ばなくてもけっこうで
す）。
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【地球規模の課題】
次の地球的規模の問題のう
ち，日常生活の中であなたが
深刻に感じている問題はなん
ですか。（あてはまる番号す
べてに○）
・環境破壊
・地球温暖化
・感染症
・テロ。紛争
・国際犯罪組織
・人権侵害
・武器・兵器の密輸
・国際的な難民問題
・その他
・わからない

平和に関する次のことについ
てあなたはどのように思いま
すか。（ア～オのそれぞれに
ついてあてはまる番号1つに
○）
ｱ　人権の尊重は，平和の前提
条件である
ｲ　平和な社会とは，戦争のな
い状態だけでなく，すべての
人が本来享受すべき基本的権
利を実現することが妨げられ利を実現することが妨げられ
ない社会である
ｳ　世界で起きている事象と私
たちの生活とはさまざまなか
たちで影響しあっている
ｴ　環境の問題も貧困，不公
正，紛争といった問題と関連
している
ｵ　平和の維持のためには，武
力による解決もしかたない
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地球規模の課題について，わ
たしたちのできることとし
て，つぎのようなことがあり
ますが，あなたはこれらにつ
いてどのように考えますか。
（ア～キのそれぞれについて
あてはまる番号1つに○）
ｱ　飢餓や貧困で苦しむ国や地
域へ募金や物資を送る
ｲ　海外協力隊などで活躍する
ｳ　ＮＧＯ，NPOなどの活動に
参加する
ｴ　反戦，非核運動などの署名　反戦，非核運動など 署名
する
ｵ　不公正（児童労働，低賃金
労働，人権侵害，環境破壊
等）により生産された商品を
購入しない
ｶ　ふだんから世界の出来事に
関心を持って，新聞やテレビ
を見るようにする
ｷ　平和，人権，環境などの講
演会やシンポジウム，セミ
ナー等に参加する

あなたは，次の施設を利用し
たことがありますか。（ア～
オのそれぞれについてあては
まる番号1つに○）
ｱ　堺市人権ふれあいセンター
ｲ　堺市舳松人権歴史館
ｳ　堺市立平和と人権資料館
ｴ　大阪人権博物館
ｵ　大阪国際平和センター
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あなたは，次の人権に関する
宣言や法律，条例等につい
て，どの程度知っています
か。（ア～コのそれぞれにつ
いてあてはまる番号1つに○）
ｱ　堺市人権擁護都市宣言
ｲ　堺市非核平和都市宣言決議
ｳ　堺市平和と人権を尊重する
まちづくり条例
ｴ　堺市男女平等社会の形成の
推進に関する条例
ｵ　堺市子ども青少年の育成に
関する条例関する条例
ｶ　世界人権宣言
ｷ　国際人権規約（社会権規
約・自由権規約）
ｸ　同和対策審議会答申
ｹ　人権教育及び及び人権啓発
の推進に関する法律
ｺ　大阪府部落差別事象に係る
調査等の規制に関する条例

いろいろな意見についてお尋
ねします
次の（１）～（８）の意見に
ついて，あなたはどう思いま
すか。「そう思う」「そう思
わない 「わからない から1わない」「わからない」から1
つ選んで○をつけてくださ
い。
（1）家を継ぐのは長男が望ま
しい
（2）親の老後をみるのは子ど
もの務めだ
（3）男性は仕事，女性は家事
や育児の役割を担うことが好
ましい
（4）職場の上司は男性が望ま
しい
（5）どんな事情があっても教
師は生徒に体罰をすべきでな
い
（6）障害のある人が普通に地（6）障害のある人が普通に地
域社会で生活し，仕事や社会
活動，趣味を行う（参加す
る）のは当然だ
（7）家庭内で起こった，暴力
や子ども虐待などは，まず家
庭内で解決すべきだ
（8）女の子は女の子らしく，
男の子は男の子らしく育てる
べきだ

12　自由意見
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