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Ⅰ　調査の概要

・調査の目的
宮若市は、第２次宮若市総合計画に掲げる人権尊重社会の構築を図るために、宮若市の人権に関す

る実情を把握し、基礎的な資料を得ることで、より効果的な「第２次宮若市人権教育・啓発基本計画」

を策定することを目的として、意識調査を実施する。

（１）　人権に関する意識状況の変化を把握し、現在まで取り組んできた人権教育及び啓発事業等の施策

　　が人権課題の解決に対しどのような効果や影響をもたらしているのかを把握する。

（２）　人権に関する意識調査を通して見えた、人権教育及び啓発に関する現状と課題等の把握の中から、

　　今後取り組むべき人権教育・啓発活動を効果的に推進していくための基礎資料とする。

・調査の対象
宮若市に居住する 20歳以上の市民を対象とし、住民基本台帳及び外国人登録台帳から電算処理によ

り 2,000 人を無作為抽出した。

・調査の方法　
　調査期間は令和 2年 7月 1日～ 8月 31 日とし、対象とする 2,000 人に調査票を 7月 1日より順次

発送し、同封した返信用封筒にて調査票を返送する方法を用いた。

・回収の状況
回収の締め切りを 8月 31 日までとしたが、8月 31 日以降に到着した調査票についても、9月 10

日までの到着分を集計・分析対象とする。延着分を含め全体で 602 通を回収する。また、2,000 通の

送付に対して調査対象者に到達しないで返送された調査票が 25通あり、有効送付数は 1,975 通となる。

よって、今回の調査に関する回収率は、30.4％（602 通 /1,975 通）となる。

Ⅱ　調査の結果と考察

１．人権問題全般
( １) 基本的人権の認知度

設問は『問 1  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。』と設定する。

【結果】
　本市の基本的人権の認知度は、「知っている」88.0％、「知らない」11.6％と高い認識率を示している
(H29 内閣府調査 81.4％）。年齢別では 40 歳代をピークとして高齢層、若年層で若干低い傾向を示して
いる。
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（２）人権侵害の経験

設問は『問 2  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。』と設定

する。

【結果】
　「ある」の回答率が 24.1％を示し、「わからない」の 19.3％を上回る。前回調査 (H22) では「わからない」
24.0％が「ある｣ 21.5％を上回っていたが、今回の調査では、20 歳代、30 歳代の「わからない」の回
答率が低くなっていることが要因と考えられる。何が自分の人権を侵害する行為なのか、若年層にも意
識が高まっていることがうかがえる。

（３）人権侵害の内容

設問は『問 3  問 2 で『1 ある』と答えた方におたずねします。それは、どのような場合ですか。差

し支えなければ、あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】　 
　設問 2 で「ある」と回答した人のうち、45.5％が「あらぬうわさ、悪口、かげ口」、29.0％が「名誉きそん、
侮辱」と回答している。選択肢「あらぬうわさ、悪口、かげ口」「名誉きそん、侮辱」は、その表現が
他の選択肢より抽象的であることから、高い値を示していることが考えられる。

（４）主な人権侵害に関する意識

設問は『問 4  あなたは、さまざまな人権課題について、関心があるものはどれですか。あてはまる

番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　「インターネットによる人権侵害」「障がいのある人」「子ども」「高齢者」の回答率が高い。特に、「イ
ンターネットによる人権侵害」については、インターネットの普及やその人権課題としての意識の高ま
りから、前回調査 (H22) から 26％増加し、前回の「高齢者に関する問題」を上回り、最も関心のある
人権課題となっている。

（５）法律や条例の認知度

設問は『問 5  ここ数年様々な法律や条例が施行されております。以下の法律や条例についてどの程

度知っていますか。全ての項目について当てはまる番号に１つ○をつけてください。』と設定し、「部落

差別解消推進法」「ヘイトスピーチ解消法」「障害者差別解消推進法」「福岡県部落差別解消推進条例」

の４つの法律・条例について、その認知度を調査した。

【結果】
　「よく知っている」「少し知っている」を合わせた数値で見ると、最も認知されているのが「部落差別
解消推進法」の 36.4％、最も認知されていないのが「福岡県部落差別解消推進条例」の 23.1％であり、
総体的に見ても認知度はまだ高くないことがわかった。法律や条例の趣旨を考えると、その存在の周知
や目的・内容の啓発に、今後も取り組んでいかなければならない。
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２．さまざまな人権課題に関する意識
さまざまな人権課題について 15問を設定している。各設問の選択肢は、基本的には、平成 28年度

に福岡県が実施した「人権問題に関する県民意識調査」（以下「県民意識調査」とする）を踏まえたも

のとしているが、表現方法を変更して設定しているものや、県民意識調査にはない独自の選択肢も加え

ている。

（１）同和問題を知ったきっかけ

設問は『問 6  あなたが、同和問題について、初めて知ったきっかけは何からですか。この中から１

つお答えください。』と設定する。

【結果】 
　「同和問題を知ったきっかけ」については、「学校の先生から」「家庭」などの回答率が高いという傾向は、
県民意識調査とほぼ同様の傾向を示している。その中で本市は、｢学校の先生から」43.2％、「講演会や
研修会で」6.8％、「広報紙や啓発冊子など」2.5％の項目で県民意識調査より高い値を示し、同和問題
を正しく学習する機会での認知度が高いことを示している。また、県民意識調査と異なった値を示して
いるのが「覚えていない」12.5％で、県民意識調査の 5.1％より高い値を示している。

（２）同和問題に関する人権問題

設問は『問７  あなたは、同和問題に関し、現在、どのような人権問題が起きていると思いますか。

あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
 　「結婚への反対」については、本市 52.5％及び県民意識調査 56.9％といずれも高い値を示している。
本市では「差別言動」35.0％、「同和地区かどうか調べられる」28.1％が高い値を示しているのに対して、
県民意識調査では、「就職や職場で不利な扱い」46.1％、「身元調査」35.2％などが高い値を示し結婚問
題以外では県民意識調査とは異なる傾向を示している。

（３）同和問題を解決するための方策

設問は『問 8  あなたは、同和問題を解決するために、どのような方策が望ましいと思いますか。あ

てはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　本市では、「そっとしておく」が最も高い 32.9％の値を示し、「市民が学ぶ場を充実させる」が 23.8
％で続く。県民意識調査では、「啓発活動に力を入れる」42.7％、「同和地区の人びとの努力」が 31.3％、「そ
っとしておく」25.5％の順となっている。市の「啓発活動に力を入れる」18.1％は、県に比べて半分以
下の値を示し、本市では「市民が学ぶ場を充実させる」ことを重要視する傾向がうかがえる。

（４）結婚にかかわる同和問題

設問は『問９  あなたは、お子さんの結婚相手が同和地区出身者だと分かった場合、どうしますか。

この中から１つお答えください。( お子さんがいない場合は、いると仮定して答えてください )』と設

定する。

【結果】　
　「結婚を認める」とする「意見を尊重し賛成する」は 60.1％を示し、「しかたがない」と合わせた割
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合は 76.4％と高い値を示す。｢結婚を認めない」とする「家族などの反対があれば認めない｣ ｢認めない」
は合計 2.0％と低い値を示している。県民意識調査においても同様の傾向を示しており、子どもの意思
を尊重する意識が定着してきていることを示している。反面、「しかたがない」と 16.3％が答えており、
親としては反対するという課題を抱えているともいえる。また「わからない」は 17.6％と少なからず
存在しており、仮定の話に答えにくいという意識や、明確に答えることを躊躇する意識をうかがうこと
ができる。

（５）学校における人権教育の推進　　

設問は『問 10  あなたは、学校で人権教育 ( 同和問題をはじめとするさまざまな差別をなくすことを

目的とする教育 ) を推進することについて、どのように考えますか。』と設定する。

【結果】
　「積極的に推進すべき」「多少は推進すべき」と人権教育の推進に肯定的な割合が 68.6％と高くなっ
ている。しかし、「あまり必要ない」｢必要ない」と答えた否定的な意見も 18.9％と少なからず存在し
ている。

（６）女性に関する人権上の問題

設問は『問 11  あなたは、女性に関して、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。

あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　本市では、「固定的な役割分担」52.2％、「職場における待遇の違い」50.2％、「妊娠出産等における
不当な扱い」42.0％の順で高い値を示している。県民意識調査では、「職場における待遇の違い」41.7％、

「妊娠出産等における不当な扱い」36.2％などの職場における課題が高い値を示しており、「固定的な役
割分担」に課題意識を持つという本市の特徴を示している。

（７）子どもに関する人権上の問題

設問は『問 12  あなたは、子どもに関して、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。

あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　本市では、｢いじめ」67.9％、「いじめを見て見ぬふり」56.1％、｢インターネットによる嫌がらせ」
43.9％などが高い回答率を示し、子どもの人権問題＝「いじめ」ととらえる傾向が強く、子どもの学校
生活を中心にとらえる傾向を示している。県民意識調査では、「子どもへの虐待や育児放棄」67.1％、「家
庭の経済状況による生活や教育への支障」40.7％、などが高い値を示し、家庭の状況も重視する傾向が
うかがえる。

（８）高齢者に関する人権上の問題

設問は『問 13  あなたは、高齢者に関して、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。

あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　県民意識調査では、「介護体制が十分でないこと」の選択肢が最も高い数値を示すが、本市では、「高
齢者を狙った悪徳商法」が、前回調査 (H22) より 14.6％も増加した 59.6％という結果であった。振り
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込め詐欺などが後をたたず、全国的な広がりを見せていることが関心の高まりを示している。

（９）障がいのある人に関する人権上の問題

設問は『問 14  あなたは、障がいのある人に関して、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。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　本市では、「障がいのある人に対する認識が不十分」56.8％、「仕事に就く機会が少ない」42.9％、「暮
らしにくいまち」41.0％が 40％以上の高い値を示している。県民意識調査では「仕事に就く機会が少
ない」56.6％が、「障がいのある人に対する認識が不十分」40.1％を大きく上回っており、県では就労
機会を保障し社会参加を進めていくことに関心が高く、市では、社会参加を阻んでいる「社会的障壁」
の除去に関心が高いことがうかがえる。

（１０）外国人に関する人権上の問題　

設問は『問 15  あなたは、外国人に関して、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。

あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　本市で高い回答率となったのは「必要な情報が得にくい」47.3％、「社会に受け入れられにくい」40.9％で
ある。県民意識調査で回答率が高かったのは、「特定の民族・国籍の人に対する差別的言動」32.3％、「就職・
職場で不当な扱いを受けること」31.1％であった。いわゆるヘイトスピーチに対する問題意識が県全体で高
いことがわかる。

（１１）ＨＩＶ感染者やその家族等に関する人権上の問題

設問は『問 16　あなたは、ＨＩＶ感染者やその家族等に関して、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。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　本市では、回答率の高い順から「感染者などが特別な目で見られる」52.7％、「退職や退学に追い込
まれる」37.7％、「感染を無断で伝えられる」34.7％となっている。県民意識調査でもほぼ同様の傾向
を示している。

（１２）ハンセン病患者等に関する人権上の問題

設問は『問 1 ７　あなたは、ハンセン病患者等に関して、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。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　回答率の高い順から ｢地域社会での正しい知識と理解が不十分」56.0％、「差別的言動」44.7％、「ハ
ンセン病療養所以外では自立した生活が困難」27.9％、｢宿泊施設等の利用を拒否」27.2％となっている。
県民意識調査でもほぼ同様の傾向を示している。

（１３）犯罪被害者等や家族に関する人権上の問題

設問は『問 18  あなたは、犯罪被害者等やその家族に関し、どのような問題が起きていると思われ

ますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。
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【結果】
　「無責任な噂や特別な目」は、66.8％と他の選択肢より際立った高い回答率を示している。県民意識
調査では、「マスメディアなどでプライバシーが公表されたり、私生活の平穏が保てなくなる」57.1％
の他、本市の選択肢にはない「犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間
被害に苦しむこと」56.0％が高い数値を示している。

（１４）インターネットに関する人権上の問題

設問は『問 19　あなたは、インターネットによる人権侵害に関して、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。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　最も高い回答率を示したのは「他人を傷つける表現の掲載」で 68.3％を示している。同様に県民意
識調査でも最も高い 66.1％を示している。また「ネットによるいじめ」59.8％、「個人情報の流出」51.2％、

「差別を助長する表現」43.4％なども高い回答率を示し、インターネットの匿名性を悪用したいじめや
差別に対して問題意識がもたれていることがわかる。

（１５）性的少数者に関する人権上の問題

設問は『問 20　あなたは、性的少数者に関して、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。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

【結果】
　回答率の高い順から「性的少数者へ理解が足りない」49.8％、「特別な目でみられる」40.0％、「差別的言動」
38.4％となった。この問題についての理解が不十分なため、差別的な扱いを受けていることに関心が高いこ
とがわかる。県民意識調査では、「差別的言動」38.5％「性的少数者へ理解が足りない」36.6％、「職場や学
校での嫌がらせ」33.3％などが高い回答率を示している。

３．人権課題解決のための施策
（１）人権教育・啓発活動への参加状況

設問は『問 21　宮若市では、人権課題の解決のために 1 ～ 7 のような方法で教育や啓発活動などを

行っています。最近、これらを見たり読んだり参加したことがありますか。あてはまる番号にいくつで

も○をつけてください。』と設定する。

○全体的傾向
　値の高い選択肢は「人権カレンダー」42.2％で、前回調査 (H22) より 4.9％増加している。前回に続
き高い数値となっているのは、全戸配布していること、市内小中学生のポスターをデザインに採用して
いること、カレンダーとして毎日目にふれることが要因と考えられる。逆に「人権啓発冊子」17.1％は、
6.1％減少している。他の「7 月人権講演会」「人権問題地域懇談会」「街頭啓発」などは 10％以下の厳
しい回答率を示している。

（２）人権教育・啓発活動（啓発冊子・カレンダー）の内容

設問は『問 22  『問 21』で啓発冊子やカレンダーについて○印をつけた方に、おたずねします。今

後どのような内容にすればよいと思いますか。この中から 1 つお答えください。』と設定する。
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○全体的傾向
　啓発冊子及びカレンダーを見たことがある回答者のうち、「今のまま」が 52.2％を示し、何らかの変
更を望むものとする選択肢「内容を変化」「考えさせる内容」「わかりやすく」は合わせて 47.1％、「わ
からない」が 9.1％の値を示す。現状のままと変化を望む意見は、ほぼ同じ割合を示しており、前回調
査 (H22) と同様の結果となった。

（３）人権教育・啓発活動（講演会・地域懇談会）の内容

設問は『問 23  『問 21』で講演会や地域懇談会について○印をつけた方に、おたずねします。今後

どのような内容にすればよいと思いますか。この中から１つお答えください。』と設定する。

○全体的傾向
　講演会及び地域懇談会に参加したことがあると答えた人は、すべての回答者の 7％に満たないが、こ
の中で高い回答率を示したのは ｢今のまま」40.7％で、前回調査 (H22) より 16.9％増加している。２番
目に回答率の高かった「同じ内容にならない」34.6％は前回とほぼ同じ数値となった。
※なお、本設問については、あてはまるもの 1つを選択することとしていたが、複数の選択肢が選択

された例もあったため、各選択肢の合計は 100％を超えている。

（４）人権教育・啓発活動（講演会・地域懇談会）の不参加の理由

設問は『問 24  『問 21』で講演会や地域懇談会について○印をつけなかった方に、おたずねします。

それはどのような理由からですか。この中から 1 つお答えください。』と設定する。

○全体的傾向
　「知らなかった」が 18.6％ ( 前回 27.9％、「関心がない」が 13.6％ ( 前回 29.6％となった。「関心がない」
が前回調査 (H22) より 16％低くなったことで、周知不足となる「知らなかった」が一番の原因となっ
たことから、周知方法の改善が必要である。

（５）人権啓発を推進するための啓発広報活動の種類

設問は『問 25　あなたは、人権啓発を推進するために、どのような啓発広報活動などが効果的であ

ると思いますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

○全体的傾向
　「広報」29.6％、「講演会や研修会」24.3％、「疑似体験」22.4％、が高い値を示しているが、これは
前回調査 (H22) と同様の結果であり、ほかの選択肢についてもほぼ同様の結果となった。「わからない」

「特にない」も前回同様高い値を示している。

（６）人権課題の解決に向けた施策

設問は『問 26  あなたは、今後、人権課題の解決に向けて、どのようなことに力を入れていけばよ

いと思いますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。』と設定する。

○全体的傾向
　「人権教育の充実」38.7％、「救済・支援の充実」28.4％、「啓発・広報活動の推進」28.2％が高い数
値を示していて、これは前回調査 (H22) とほぼ同様の結果となった。「人権教育の充実」については、
前回は 2 番目の「啓発・広報活動の推進」と 3.6％の開きがあったが、今回は 2 番目の「救済・支援の
充実」と 10.3％の開きに広がっていて、「人権教育の充実」に対する期待が高まっていることがうかが
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える。

４．各設問における「その他」意見及び人権問題について自由記述
P37~P41 にて概要を記載

Ⅲ　資料

○人権講演会の年次的推移

○地域懇談会の年次的推移

○アンケート結果集計表

○アンケート調査票


