
対象等

質問項目

質問１ 風習について
（１）「ひのえうま」生まれの人との結婚

（２）結婚式は「大安」がよいとの風習

質問２ 人権問題への関心

質問３ 関心のある人権課題

質問４ 人権が侵害されたと思ったことがあるかどうか

質問５ 質問４「ある」→受けた人権侵害の内容

質問６ 質問４「ある」→人権侵害を受けた場所

質問７ 人権侵害された場合について
（１）人権侵害を受けた場合の対応

（２）人権侵害を受けた場合の相談先

質問８ 日本の人権問題について
（１）基本的人権が尊重された社会か

（２）人権意識は10年前と比べてどうか

質問９ 人権に関する国際的事項を知っているか

質問10 この問題があることを知っているか

質問11 はじめて知った時期

質問12 はじめて知ったきっかけ

質問13 身近な人が同和地区の人と知ったときの態度

質問14 結婚について
（１）【結婚していない子どもがいる方に質問】

同和地区の人との結婚に対する対応

（２）【結婚されていない方に質問】
同和地区の人との結婚に対する対応

質問15 問題の解決について
（１）　考え方

（２）　必要な施策

質問16 講演会や研修会への参加状況、情報の取得方法

その他の課題 質問17 同和問題以外の講演会や研修会への参加状況

質問18 啓発についての考え方

質問19 義務教育での「同和教育」についての考え方

質問20 啓発・教育のあり方についての考え方
　　　　（他の人権問題との比較）

同 和 問 題

人権課題毎 同 和 問 題

平成１３年人権に関する県民意識調査の質問項目

人 権 全 般

対象20歳以上3,000人 回収1,356人
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平成５年７月 平成９年７月 平成１５年２月 平成１９年６月
対象20歳以上3,000人 回収2,274人 対象20歳以上3,000人 回収2,148人 対象20歳以上3,000人 回収2,059人 対象20歳以上3,000人 回収1,766人

◆人権の問題について ◆人権の問題について ◆人権問題について ◆人権問題について

Q1 人権に関する言葉（複数回答）
Q2 基本的人権の認識 Ｑ１ 基本的人権の認識 Ｑ１ 基本的人権の認識 Ｑ１ 基本的人権の認識
Q3 人権侵害の傾向 Ｑ２ 人権侵害の傾向 Ｑ２ 人権侵害の傾向 Ｑ２ 人権侵害の傾向
Q5 人権侵害の相談先 Ｑ３ 人権侵害の有無 Ｑ３ 人権侵害の有無 Ｑ３ 人権侵害の有無
Q4 人権侵害の対応 Ｑ３から　ＳＱ１ 人権侵害の形態 ＳＱ　人権侵害の形態 Ｑ３ＳＱ　人権侵害の形態
最後に，権利に関する意見について
Q14 権利のみの主張への考え

◆権利に関する意見について
Ｑ16 権利のみの主張への考え

Ｑ４ 権利のみの主張への考え Ｑ４ 権利のみの主張への考え

◆子ども，高齢者，女性，外国人の人
権擁護について

◆主な人権課題に関する意識につい
て

◆主な人権課題に関する意識につい
て

Ｑ５ 関心ある人権課題（複数回答） Ｑ５ 関心ある人権課題（複数回答）
Ｑ12 女性の人権上の問題（複数回 Ｑ６ 女性の人権上の問題（複数回答） Ｑ６ 女性の人権上の問題（複数回答）
Ｑ13 女性の人権に必要なこと（複数
回答）

Ｑ７ 女性の人権に必要なこと（複数回
答）

Ｑ８ 子どもの人権上の問題（複数回 Ｑ８ 子どもの人権上の問題（複数回 Ｑ７ 子どもの人権上の問題（複数回
Ｑ９ 子どもの人権に必要なこと（複数
回答）

Ｑ９ 子どもの人権に必要なこと（複数
回答）

Ｑ10 高齢者の人権上の問題（複数回
答）

Ｑ１０ 高齢者の人権上の問題（複数
回答）

Ｑ８ 高齢者の人権上の問題（複数回
答）

Ｑ11 高齢者の人権に必要なことは
（複数回答）

Ｑ１１ 高齢者の人権に必要なこと（複
数回答）
Ｑ１２ 障害者の人権問題（複数回答） Ｑ９ 障害者の人権問題（複数回答）
Ｑ１３ 障害者の人権に必要なこと（複
数回答）
Ｑ１４ 同和問題を知ったきっかけ Ｑ１０ 同和問題を知ったきっかけ
ＳＱ１ 同和問題で発生している人権
問題（複数回答）

Ｑ１０ＳＱ　同和問題で発生している人
権問題（複数回答）

ＳＱ２ 同和問題の解決に必要なこと
（複数回答）
Ｑ１５ アイヌの人々の人権問題
ＳＱ１ アイヌの人々の人権問題（複数
回答）

Ｑ１１ アイヌの人々の人権問題（複数
回答）

ＳＱ２ アイヌの人々の人権に必要なこ
と（複数回答）

◆外国人の人権について
Q12 外国人の人権擁護への意見

Ｑ14 外国人の人権擁護への意見 Ｑ１６ 外国人の人権擁護への意見 Ｑ１２ 外国人の人権擁護への意見

Q13 外国人の不利益な取扱いへの
考え

Ｑ15 外国人の不利益な取扱いへの
考え

Ｑ１７ 外国人の不利益な取扱いへの
考え

Ｑ１３ 外国人の不利益な取扱いへの
考え

Ｑ１８　ＨＩＶ感染者等の人権問題（複
数回答）

Ｑ１４　ＨＩＶ感染者等の人権問題（複
数回答）

Ｑ１９　ＨＩＶ感染者等の人権に必要な
こと（複数回答）
Ｑ２０ ハンセン病患者・元患者等の人
権問題（複数回答）

Ｑ１５ ハンセン病患者・元患者等の人
権問題（複数回答）

Ｑ２１ ハンセン病患者・元患者等の人
権に必要なこと（複数回答）
Ｑ２２ 犯罪被害者等の人権問題（複
数回答）

Ｑ１６ 犯罪被害者等の人権問題（複
数回答）

Ｑ２３ 犯罪被害者等の人権に必要な
こと（複数回答）
Ｑ２４ インターネットによる人権侵害の
問題（複数回答）

Ｑ１７ インターネットによる人権侵害の
問題（複数回答）

Ｑ２５ インターネットによる人権侵害の
解決に必要なこと（複数回答）

Ｑ１８ ホームレスの人権問題（複数回
Ｑ１９ 性的指向及び性同一性障害者
の人権問題（複数回答）

◆人権擁護に関する啓発活動につい
て

◆人権課題の解決のための方策につ
いて

Ｑ２６ 効果的な啓発広報活動（複数
回答）

Ｑ２０ 効果的な啓発広報活動（複数
回答）

◆人権擁護機関に対する要望
Ｑ17 人権課題解決への力点（複数回
答）

Ｑ２７ 人権課題解決への力点（複数
回答）

Ｑ２１ 人権課題解決への力点（複数
回答）

◆人権擁護委員について
Q6 人権擁護委員の活動認識（複数
回答）

◆人権擁護委員について
Ｑ４ 人権擁護委員の活動認識（複数
回答）

SQ 人権擁護委員活動の情報源（複
数回答）

ＳＱ　人権擁護委員活動の情報源（複
数回答）

Q7 人権擁護委員活動への要望（複
数回答）

Ｑ５ 人権擁護委員活動への要望（複
数回答）

Q8 望ましい人権擁護委員（３複数回
答）

Ｑ６ 望ましい人権擁護委員（３複数回
答）
Ｑ７ 人権擁護委員の望ましい年代

◆法律上の争いについて
Q9 法律上の争いの裁判へに訴え意
Q9SQ 意向がない理由（複数回答） Q3ＳＱ２ 人権侵害相談先（自由回答

－複数回答）
Q10 法律扶助制度の認識 Q3ＳＱ３ 公的相談への満足度

（ここまで聞いたらＱ４へ）
SQ 法律扶助制度の情報源（複数回 Q3ＳＱ４ 公的相談先に相談しない理
Q11 法律扶助制度の利用意向 （Ｑ３で「ない」と答えた者に）

Q3ＳＱ５ 仮に人権侵害された場合の
対応

人権擁護に関する世論調査

1 【資料２－２、４】国世論調査・結果.xls項目比較



県名 岐阜県（Ｈ１９） 滋賀県（Ｈ１８） 長崎県（Ｈ１７）

質問項目 対象20歳以上2,000人 回収1,169人 対象20歳以上6,000人 回収3,315人 対象20歳以上2,991人 回収1,323人

問１ 関心を持っている人権問題 問１ 人権に関わる条約や法律への関心 問１ 人権に関心があるか

問２ 人権意識を高める有効な方法 問２　「人権が尊重される」の定義 問２ 関心を持っている人権問題

問３ 講演会や研修会への参加状況 問３ 人権が尊重される豊かな社会か 問３ 人権侵害の増減の意識

問４ 人権を侵害されたと感じたかどうか 問４ 人権を侵害されたと感じたかどうか 問４ 人権を侵害されたと感じたかどうか

問４ー１ 受けた人権侵害の内容 問４ー１ 受けた人権侵害の内容 問４ー１ 受けた人権侵害の内容

問５ 人権侵害を受けた場合の対応 問４ー２ 人権侵害を受けた場面・場所 問４－２ 人権侵害を受けたときの対応

問４－３ 人権侵害を受けたときの対応 問５ 人権に関わる法律への関心

問４－３－１ 相談結果の満足度

問４－３－１－１ 具体的な不満点

問５ 言い伝えや因習についての考え方

問６ 結婚についての考え方

問７ 人権の尊重や侵害についての考え方

問６ 関心の度合い 問８ 人権が尊重されるための必要なもの 問６ 問題と思う点

問７ 問題と思う点 問９ 次の行為はセクシュアル・ハラスメントか 問７ 人権が守られるための必要なもの

問８ 尊重するための必要なもの 問10 人権が尊重されるための必要なもの

問９ 関心の度合い 問11 いじめの予防策として必要なもの 問８ 問題と思う点

問10 問題と思う点 問９ 人権が守られるための必要なもの

問11 児童虐待を発見した時の対応

問12 人権を守るための必要なもの

問13 関心の度合い 問12 人権が尊重されるための必要なもの 問10 問題と思う点

問14 問題と思う点 問13 高齢期になった時にしたい活動 問11 人権が守られるための必要なもの

問15 人権を守るための必要なもの

問16 関心の度合い 問14 人権が尊重されるための必要なもの 問12 問題と思う点

問17 問題と思う点 問15 障害者が暮らしやすい社会か 問13 人権が守られるための必要なもの

問18 人権を守るための必要なもの

問19 関心の度合い 問16 この問題を知っているか 問24 はじめて知ったきっかけ

問20 はじめて知ったきっかけ 問16ー１ はじめて知った時期 問24ー１ はじめて知った時期

問21 はじめて知った時期 問16ー２ はじめて知ったきっかけ 問24ー２ 差別意識はあるか

問22 同和地区の人との結婚に対する対応 問16ー３ 同和問題の解決に向けての考え方 問24ー２ー１ 近い将来なくすことができるか

問23 考え方 問16ー４ 問題の解決するための必要な取組 問24ー３ どのような問題があるか

問24 解決するための方法 問24－４ 身近な人が同和地区の人と知ったときの対応

問25 意識を高めるための有効な啓発方法 問24ー５ 同和地区の人との結婚に対する対応

問24ー６ 解決するための必要なもの

問26 関心の度合い

問27 問題と思う点

問28 人権を守るための必要なもの

問29 関心の度合い 問17 外国人が増加することをどう考えるか 問14 問題と思う点

問30 問題と思う点 問18 人権が尊重されるための必要なもの 問15 人権が守られるための必要なもの

問31 人権を守るための必要なもの

問32 関心の度合い 問19 患者の人権が尊重されるための必要なもの 問16 HIV感染者等の人権で問題と思う点

問33 問題と思う点 問20 インフォームド・コンセントについての考え方 問17 HIV感染者等の人権が守られるための必要なもの

問34 身近に感染症患者等がいる場合の対応 問18 ハンセン病元患者等の人権で問題と思う点

問35 ハンセン病元患者等の人権や名誉回復のための方策 問19 ﾊﾝｾﾝ病元患者の人権が守られるための必要なもの

問36 関心の度合い

問37 身近な人が刑を終えて出所した人と知ったときの対応

問38　「更生保護」活動についてのあなたの考え方

問39 関心の度合い 問21 人権が尊重されるための必要なもの 問20 問題と思う点

問40 問題と思う点 問21 人権が守られるための必要なもの

問41 人権を守るための必要なもの

問42 関心の度合い 問22 人権侵害を解決するための必要なもの 問22 問題と思う点

問43 問題と思う点 問23 人権侵害を解決するための必要なもの

問44 人権侵害を解決するための必要なもの

問45 関心の度合い

問46 問題と思う点

問47 人権問題を解決するための必要なもの

問48 関心の度合い

問49 問題と思う点

問50 人権問題を解決するための必要なもの

問51 関心の度合い

問52 問題と思う点

問53 人権問題を解決するための必要なもの

問54 人権教育・人権啓発で必要な方法 問23 県等の啓発活動を知っているか 問25 講演会や研修会への参加状況、情報の取得方法

問23ー１ 今後の啓発活動の内容 問26 人権が尊重される社会の実現に向けての方策

問24 講演会や研修会等への参加状況 問27 効果的な人権啓発広報活動

問24ー１ 今後の講演会等の方法や内容

問24ー２ 不参加の理由

問25 人権が尊重される社会の実現に向けての考え方

問26 どの人権問題に重点をおいて啓発すべきか

問27 人権が尊重される社会を実現するための必要な取組
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近年の各県における人権意識調査の状況

人権全般
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