
人権についての関市民意識調査
調査結果報告書（自由記入欄） 平成２８年８月

問３　あなたの職業は？

（該当なし）

問４　あなたの家族構成は？

（該当なし）

問５　日本の社会にはいろいろな人権問題がありますが、次のうち、あなたが関心を持っている問題は何ですか？

日頃からあまり関心を持っていない
自営の関係、人への思いやり気持ちいい関係があることが大事だと思います。思いやりということ
考えたことがない
子どものいじめ
生活保護家庭の人権
部落差別
労働者の人権問題
特に関心はない
母子、父子、生活保護家族の子どもの教育問題
産まれた家によって教育ができない子どもに関して。能力があるのにあきらめなければいけない子など
地域猫やペットショップで売買される動物に関する問題
特に若い人たちの正規雇用される率が減り派遣等で将来の希望が持てない。
人権問題で否定された人たちの人権。最近細かいことで文句を言いすぎ。
法よりも人のボスの支配がまかり通っている
１６(人身取引被害者)の意味がわかりません

問６　これまでに、自分や自分の家族にどのような人権侵害を感じたことがありますか？

自治会役員の集まりで女性が出ると「ご主人は仕事？」と必ず聞かれる。男性が出て当たり前という考えからなのか。不愉快である。
外国での人種差別
女だから～しなければいけないとか、長男だから家を継がなければならないなど。
母子家庭への
かくれてこそこそ、絶対に本人にはいわない
障がいであるための待遇の悪さ

問７　もしも人権侵害を受けた場合、どのように対応をしますか？

ケースバイケース
無視する
受けた侵害の内容により変わると思います。
程度にもよるが相手を理解したい。
相手と話し合う
時と場合により
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電話相談
職場の上司に相談する
学校に相談した
相手にしない。悪質な場合は徹底的に否定してあげる。
９(相談先：県、市役所の公的機関)、１０(相談先：警察)以外無いと思うのですが。

問８　次にあげるもののうち、女性の人権について特に問題があると思われることは何ですか？

高齢により家内での立場
１(男女の固定的な役割分担意識)とは逆に女性の社会的進出を宣揚するにあたり、女性の家庭的な役割を見下げる風潮が気になる
「男は仕事、女は家庭」というのが女性差別であるという意識。全国一律、専業主婦に否定的な雰囲気になること。
女性の方が強い。人前では弱く見せて内では文句を言う。男性の人権問題ぎゃくだ。よく考えよ。自分の家のことだ。
女性が子育てしながら勤めることができる環境作り
男性が女のくせに等下にみている。店員が女性だと強くあたる男性がいる。
人間の資質の問題教育に期待するしか、１(男女の固定的な役割分担意識)は個人の問題だと思うので、２(職場における男女の待遇の違い)は職場意識

問10　あなたは、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？

家族の形態は時代と共に変化しています。若くして子どもを抱え、一人で生きている女性、仕事をしながら頑張る女性の視点、今の社会では身近で切実な問題
なので、何よりも一番に考えるべきではないか？
権利だけでなく、義務や条件も平等な扱いに。
保育施設の充実化
女性サービスデーと平等に男性サービスデーも作る。「女性～」と特別扱いしない
男性女性がお互いに理解しあうこと。性別で決めるのではなく個を見る思いやりが大切だと思う。
男女それぞれの役割があるので平等にはならない
法律を作る
女性の社会進出は少子化に繋がっている
子育ての段階で親がきちんと教えていく
本当の男女平等の意味について考える機会をつくる。
お互いに役割分担があると思う
ある一ヶ所でだけ考えてもどうする事もできないでしょうか。
男性も女性もあまえ（自分への）をなくすべき。自分と力の弱い者の立場を個人個人で入れ替えてみるべき。
権限を持った人に努力してもらう。

問11　子どもの人権について特に問題があると思われることは何ですか？

教師の人格を疑うようなニュースがあふれている時代です。何で見分ければよいのでしょうか？
子どものケンカに大人が出すぎ。
親による虐待
子の安全を見守りつつ自由を延ばす
女性だからといって差別するのではなく、適・否で区別することを男女とも意識すること
保護者による子どもの奇抜な髪形、ピアス、タトゥー等
経済格差による教育格差
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子どもが意見を言おうとしたら親があなたは黙っていなさいという。
都会、地域に差があるように考えられます。
勉強についていけない子の教育を充実する
子ども同士のいじめに対する教師の対応
家庭のしつけに問題がある
本当に子どもの事を考えたら答えは出るよ。

問13　あなたは、児童虐待を発見したらどうされますか？

止める
学校等教育機関
すごく気になったら匿名でどこかへTELします。
制止する、許さない、見逃さない
制止する
その子どもの親に話す
子ども本人に注意する。
すぐ人権だと言って守られすぎること
状況次第
知らせたいが名前は名乗りたくない
あからさまにまたがって殴る等の暴力の場合は止めるが教育には手を出すことも必要だと思う。
先生に相談する
１(通報先：子ども相談センター、市、警察).２(通報先：民生・児童委員)は何もしてくれない。センターはどこにあるかわからない。
刑事事件にするべき。

問14　あなたは、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？

親への教育なんか無理です。様々な考え方があっての育て方がある中で、いろんな個性があって当たり前なのです。
親の教育から
子どもが小学校低学年、保育園児いじめにあい、親子共悩みましたが親として写真にとって記録残す位で、相手の子のお母さんと仲良くなるように努力した位
で、悩み正確は不明で、今思えば軽い方でした。
地域で監督できる環境作り
民生委員が積極的に情報収集すべき。
家庭に親、子しかおらず、他の世代との触れ合い、価値観が変わる経験が少ない。昔の「ご近所づきあい」に近いものが生まれれば今より良くなると考える
格差社会の改善。大人（親）の格差に伴って子どもの格差が発生。
貧困家庭の子どもたちも学費で心配せずに進学できるよう給付型奨学金が増えるとよいと思う。
警察の介入を積極的にして罰則を広く知らしめる
教育格差をなくし未来に希望が持てるような社会を負担する。
親の質が向上（言葉が汚くてすみません。あてはまる言葉が見つからずちゃんとご飯を作る等そういう意味です。）するような場を作る。
もっと児童相談所が真剣に取組む。ニュース等で見ると発言が他人事に感じる。
大人ではなく子どもに聞いてください。
親に教育する
子どもに人権は必要ないとまで言わないがあまり気にしすぎると子どもに正しいことを伝えられなくなる。
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大人が個人の尊重を学ぶべき。子どもは親を見ならう。親は自分さえよければいいと言って生活しているから。
子どもより馬鹿な大人を再教育。無理か。

問15　次にあげるもののうち、高齢者の人権について特に問題があると思われることはなんですか？

認知症者等の保護施設の充実強化
高齢者も働こうという強い意志を持つことの大切さ
バリアフリー
家庭内で祖父、祖母と話しをしない。コミュニケーションが取れていない。
働ける人は何歳までも働くこと
孤立してしまうこと
福祉施設の不備
すべての人が生きていれば必ず老いていく。心身ともに弱者になることを若い時代から早く気付いてやさしい思いやりの心を持ってほしい。家庭でも社会でも教
育が必要だと思う。
死なない、治らないのが高齢者。当たり前ですが、最期の事は難しくてわかりません。

問16　あなたは、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？

保護施設の充実強化
本人次第で関係ない
高齢者にも問題がある
バリアフリー
家庭内やご近所で高齢者が気軽に話ができる環境がどの家庭でもある。ご近所が仲良しな環境が必要だと思います。
高齢者より子どもだよ。日本の借金を誰が返すの。

問17　次にあげるもののうち、障がいのある人の人権について特に問題があると思われることは何ですか？

指一本の切り傷でも生活の障がいになる事がある。それをみんなが感じ受け止める事
障がい施設に入れてしまう（隔離する）のがだめだ。もっと世の中に出してもまれて育ったほうがよい。
健常者が障がい者マークの駐車場に平気で車を止めること。いざ障がい者の人が利用したいときにできない。
見た目で障がい者だから関わらないでおこうと思う人が多いのではないか。
一般道路で障がい者が困ったりしていた場合親切に接したりしているのを見たりします。若者たちのそうした姿を見て今後いい社会になる喜びを感じます。
内部に障がいがあり見た目でわからないために生じる困難への対処、改善が遅れている
自分が障がい者になった事を想像せずにいじめている。人権教育が戦前と同じ。

問19　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？

何となく知っていた
会社での研修
身内が同和の人間
若い時の職場研修
今もよくわかっていない
島崎藤村の破戒を読んだ
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問22　同和問題について、今特に問題があると思うのはどのようなことですか？

同和問題がオープンになっていないこと。事実が不明確なこと。
身近に感じないためわからない
よく理解していない
気にしたことがない
比較的年齢の高い人たちしか問題としていない。そのような人たちの意識を改めるべき。
身近にみえないので
十数年前までのことで今もそんなに問題になっているという認識はなかった。
身近にない話なのでよく分からない。

問23　あなたは、今後の同和問題についてどのような取り組みが重要だとおもいますか？

意識せず普通にする
今は特に取り組みが必要だとは思わない
互いに不安に思っていることを明確にしあう。
同和を知らずに育った。同和について教育すること自体がこの先も差別を続けていくことになると思うので、知らないで生きて行く世代も必要かと思う。
時が解決する
各人々の理解
実態を知ってもらうこと
同和地区等の扱い自体解消しては？
今は特に問題に思うことはない。
同和問題を身近に感じたことはない
同和について、そんなに差別を受けているのかわからない。
同和地区以外の人（特に若い人）はそこまで興味はない為同和地区だけ特別な扱いをするのはおかしい。
私の周りでは同和のことを話す人も知っている人もいないのです。変に同和問題として同和とはと説明しないほうがよいのでは。
同和地区に支援を行うのではなく差別的思想を排除し被差別者の意識を改め人的、物的流動性を高めることで各人に選択の幅を持たせることが必要である。
親から聞いたわけではなく、こういったアンケートで知った。何年経ってもなくならないものは自然に待つしかない。
大人または高齢者にきちんと認識を改めてもらう。
同和問題に関する正しい知識の提供
同和問題は終わったのではないか
20年後同和のことを知っている人間は少なくなるのだから役所の仕事は見当違いや面白おかしくネットで騒いでいる人間を取り締まるべき。
同和地区がある家庭教育において特別の配慮も場合によっては必要。教育の負担が重くなりすぎないよう人的支援（スクールカウンセラーなどをもっと活用して
指導の環境向上につなげる試み）を加味できる体制作り。
そもそも、このように取り上げることが差別のはじまりなのではないですか。
相互理解を深める。
教育することで逆に蒸し返すことがあるのでは？
存在しているのか、それすらわかりません。

問24　次にあげるもののうち、外国人の人権問題について特に問題があると思われるものは何ですか？

外国人のマナーが悪くて人権問題どころではないと思う。
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日本人が海外に行けば同じように差別があるので仕方がないとも思うが英語などの共通語案内が増えるとよい
外国人の友達がいないのでどういうことで困っているかわからない
外国で生活するのだから不利益があって当然
日本の文化を知ってもらってそれに準じてもらう

問25　次にあげるもののうち、感染症患者等の人権について特に問題があると思われるものは何ですか？

病院がない
身近な例がなく意識していない
一般的に自分に降りかからず感染するのは性的行為という知識から人権問題になる。全員に検査し知らずに相手に移すことを防ぎその際にきっちり説明する。
外観だけで差別をしている。外国人に学ぶべき。

問26　あなたの職場にや地域にエイズウィルスに感染した人やエイズ患者がいる場合、あなたはどのような態度で接すると思いますか？

どういう病気かよくわからないから
エイズに感染した原因によって態度に違いは出来ると思う。医療行為による感染ならば支援したい。
うつらないように気をつけるのは当然のことと思うので、うつらないための知識を身につけたうえで、大丈夫な範囲で普通に付き合う。

問28　刑を終えて出所した人の人権について

その人次第で相手に対することはかわらない
刑によっては、付き合いが変化する(同様の意見、多数あり）
その時にならないとわからない。
また、繰り返さないかと気になります。同じようには付き合います。
刑の程度による。重ければ避ける。
刑を終えてといっても難しいと思います。知らない人は怖いです。近所の人なら知っているので怖くはないと思われます。その人に家族もおいでになりますから
私は近所のほうで普通にお話しはしていました。（父親が警察の仕事をしておりましたから）
その人次第だと思う
その人の生き方が大切。みんなと違ってイバリだすと困る。他人を思う事が自分の都合と同じか大なれば友人となる。
どのような罪で刑を受けたのか、その理由によっては距離をとる。「刑を終えて出所した」という情報だけでは、何とも判断できない。

問29　あなたは、　インターネットや携帯電話などで人権上問題があると思われる情報を見たり、聞いたりしたことがありますか？

インターネットは使用していない。
職場のホームページに勝手に写真がのせられること。
ＩＴはしていないから
知らない人からメール、ラインが来るということは情報が漏れているのではないかと思う。
迷惑メールが多すぎる
携帯電話は仕事以外にはあまり使用しておりませんので
持ってない
責任は一切とらないが、自分の都合だけは押し通している人を知っている。

問30　人権に関わる機関（窓口）を知っていますか？
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全部知っているが役に立たない
機関の名称は知っていても、実際の設置場所までは知らない。
色々な施設名は知っているが人権に関する機関としての認識はない。
名前は全部知っているが、どこにあるかわからない

問31　人権問題につて理解を深め、人権意識を高めるために、今後どのような取り組みを行えばよいと思いますか？

法的に取り締まる
どんな問題があるのかを明確にすること。

問32　あなたは、市民一人ひとりが、人権を尊重しあうためる心がけたり行動したりすべきことはどのようなことと思いますか？

特に人への大事な感じいい思いやり
理解されるより、相手を理解して、周りに良い種をまいて行く事。（良い種をまけば、自分に返って来ると思います。）
人の悪い所は言わない、聞かない、見ない。
まず個人の勉強を促進する制度が必要
自らの責任ある行動をとること。無責任、自分の都合、いばる、損得、集団的行動が多すぎる。
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問33（人権問題に関することで、関市へのご意見・ご要望などがありましたら、ご自由にご記入ください。

関市において、どのような人権問題があるのかわからないので、行政がどのような啓発活動を行っているのかも理解していない。生活にゆとりが
あると関心が持てるかも？
この調査で、人権について考えました。こんなものと生きてきました。人権についての不平不満はその時その時で自分の心の中で処理していまし
た。いろいろな人に関しては、相手の幸せを思って行動していました。
年配の人達の人権に対する偏見が問題。彼らに教育が必要と思う。また指導者にも意識の低い人が多い気がする。政治家も本心はわからない。き
れいごとが多すぎ。
(駐車場の)障がいのある人のスペースに一般の車が置いてある
私自身、人権問題に関しては感じる事がない状態です。住みやすい地域で良かったと思っています。
このアンケートに協力しましたが、広報に結果を載せて下さい。
特にないが、あまり日常のおいて人権について考える事がない。
子どものころからの教育がとても大切だと思う。
全て学校教育の不足、あたりさわりのない学問しか教えない。日本で生きていく方法を教えるべき。学問だけが勉強ではないことをもっと考える
べき。
健康で明るく元気な町になるようにおねがいします。
近人とのつきあいの難しさを感じています。朝気持ちの良いあいさつもできない人がいます。私自身楽しくつきあえるよう今後も返事がなくても
努力していこうと思います。
自分は転入で関市に来ました。関西方面にそれまで住んでいたのですが、正直関市は平和だと（むしろ平和過ぎると)感じます。人権問題、事の重
大さに気付かれていない方が大半を占めるのでは？と感じます。
私の義母が認知症になった時、近所の人が「あんたんとこのおばあさんがボケさしたね。」と言われショックを受けました。好きでなったわけで
は、人権を無視された事に腹立ちを覚えました。いつ誰がなるのかわかりません。病気の事を少しでも理解しあえる仲間、地域、社会であること
を願わずにはいられませんでした。
小、中学校の道徳で勉強することは大切だと思いました。
アンケートをするだけでなく、その結果や、その結果関市としてどのような対処をしていくことに決めたのか広報して下さい。
自分や周りの環境が人権をないがしろにされている状態ではないので、いまひとつ親身になれません。自分の身に置きかえることが大切なので
しょうけど。
いじめの問題について学校現場が積極的に取りくむ事。教師が常にいじめの実態について把握し、手を打つことが大切。
意外に人権問題に関わる人々の労働単価が低い様に感じる。
何か不自由なことがあるから障がい者なのに、その障がい者に対して一律に書類などを送り手続きするよう求めることは、大変不親切だと思う。
どのくらいの人数がいらっしゃるのか知りませんが、もっと細やかな対応するべきではありませんか？
このアンケート結果は、公表されるのでしょうか？また、どのように活用されるのですか？
どこまでが人権かわかりません。人権週間とか当事者のみの活動というか自己満足のためにあるような気がする。交通安全週間も同様ですけど、
週刊ではなくて年中そうあるべきでは。毎年やってるから今年もやるみたいな。
人権に関する色々な問題を解決するにはどこへ相談したら良いかを知らぬ人が多いと思うので、そのことを広報などでもっとしっかり伝えておく
と良いと思います。
人権に関しては、仮に侵害を受けたと言うのには、個人差もあると思うので、受けた側、聞く側共に事態をよく理解する中で対応すべきではない
かと思う。大げさに騒ぎ立てないことも大事だと思う。
人権は普段考える機会がないので、今回のアンケートで少し考えさせられました。人権についての考え方や取り組みをもっと知ってもらうように
していただけたらと思いました。（広報などの冊子等）
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様々な事が今までの習慣から自由になったり、他者が口出ししづらくなったりしていると思う。特に、子ども世代が出会う大人（主に親）が見本
となっていないことは、ある意味どうしようもないかもしれない。ご近所さんが機能しないので、学校教育で人間的に軸ができている大人と出会
わせたり、それによって考えさせたりすることがあれば、これから変わるかなと思う。
良く言われる。やわらかい心を持つということ。相手に気持ち良く、自分に気持ち良く、みんなに気持ち良く。生きる事の素晴らしさ。関市のス
ローガンとして使って欲しい。
関市の人権教育や啓発に関する基本計画や人権擁護都市としての具体的な活動を積極的にPRすべきだと思う。思います。
以前、教員による生徒への対応でひどい状態であることを聞いたが、こういった閉じた空間での対応についても、市としては情報収集し対応する
必要があるのではないかと思います。
監視社会を推奨するわけではないが、市として何か取り組むのであれば十分な情報収集を行っての分析をもって、無駄のない対策を取ってほし
い。何かを丸投げして対応しましたといった、例年の実行宜るのようなことは非効率で、見える行政の対応とは思えません。
市民ひとりひとりの協力と理解が絶対に必要だと思います。今後の活動に関市民として参加して住んでで良かったと思える街づくりに全力を注ぎ
たいと思っております。
人というもの、自分というものの深い理解が重要です。自分というものが孤立分断的に他からの助けも得ないで存在しているのではないという深
い自覚が必要です。
人権侵害に悩んでる人をなくすために、みんなで考え、取り組む必要があると思う。自分もできることがあれば協力していきたいし、まずは自分
の周りの人を大切にしたいと思う。
教育現場での充実が必要
継続して繰り返し繰り返し教育、広報、教育等実施して地道に行うこと。
関に住んで20年経ちますが未だによそ者扱いにされるのが残念です。
幼少期からの声掛け、教育、根っこの大切さを思います。周りの大人の影響は後に反応されるのではないのでしょうか。
女性問題、子どもの人権、高齢者、障がい者などは特に子どものうちにしっかりと教育すべきことだと思う。私自身小学生のときに高齢者、障が
い者、外国人の方との関わりがあり、授業で教えてもらった記憶があり、教えてもらったおかげで普通に接する事ができています。小さいうちか
ら正しい事を教えていくのが大事だと実感しました。
関市内でも同和地区が知られていて結婚等で差別があると思います。なぜそういう話が伝わって行くのでしょうか？不思議です。
同和問題について。その言葉や意味については会社員になった時に教育されて知った。だが実際にそういう人に会ったこともないしその地区を知
らない。大昔の身分にいつまでもこだわっていること自体が理解できない。同和出身だといわれてもそれがどうしたの、何の問題もないでしょと
言いたい。
今回のアンケートに取組むことでよくわからないことを調べたり考えるよい機会になりました。直接ひどい被害にあっていないため少し遠い感覚
でいましたがいつ巻き込まれるかもわからないので怖いと思いました。具体的な事例を挙げて相談先がわかるようなＰＲをお願いします。
個人の徳と言いますか勉強によるものが大きいため他人からこういう人に対してこう考えなさいという考えを押し付けられては表面的には思いや
りのある行動はできても本音の部分では変わることはない。今回のアンケートの設問も机上の空論やよい子ちゃん的な返答で済んでしまうものが
多く本当に人権侵害の現場や体験を持つ人が考えたとは思えずアンケート自体意味があるのか疑問。
子どもの貧困率が年々上がっているといわれているのに根本的な取り組みをしない国を残念に思います。
平和な日常が送れていればそれでよい。人の悪口を聞いても聞き流す。よいことはそこで自分に聞き納める。
市民一人一人の人権を大事にできるように子どものうちから教育する必要がある。子どもの教育と同時に家庭教育に於いても重要な責任がある。
障がい者や高齢者（身体的不自由を伴う）車イスユーザーが自然を親しみ楽しめる森の遊歩道や公園、カフェがあったりコミュニケーションが取
れる施設があったりするとなおよい。おじいちゃん、おばあちゃん、父母、子（孫）が三世代で楽しめるような施設や空間。老人施設は子どもた
ちの声を間近に聞ける場所に建ててほしい。山の中ではなく。
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人権に関する講演会が実施されているが会場が、わかくさ・プラザなど多人数が集まるような場所が多いです。市民の人権感覚をもっと磨くため
に各地区等を会場として多くの市民に気軽に参加できる方法をとってもよいのではないか。著名人を講師に迎えなくても身近に講師となってお話
をしていただける方があるように思います。
社会の流れが速く高齢者になると対応が難しいと考えます。年寄りはとなってしまいがち。自分からあきらめてしまう。若者や家族での話の中に
入っていけなくなる。仕事で子どもたちとの生活がばらばらになり月に一度会うとしても話はかみ合わない。仲良くとは難しくなってしまいがち
ですね。
よいと思えることをどんどん実践して少しでもよい世の中に為して下さい。
子どもが挨拶標語等考えるときに家族みんなで意見を出し合い、よい標語（共感できる、前向きになれる）作成に真剣になります。同じように親
子が一緒に考えられる機会、関市から与えられ表彰等があれば目標にもなります。
関市で人権問題があるような気がしませんのであまり騒がないほうがよいかも。
市政で取り組んでいる姿勢が全く見られないので形で表してほしいです。市での企業（10人以上の企業）で女性を絶対２割以上雇用するなどの立
案をしていけばよい。権利を主張するなら義務をはたさせろ。
小さな地区でさえ、江戸時代にはここの辺りの人たちはなどという話を年寄りから聞きます。人間は人より上にいたいと思うのが常なので綺麗事
を言ってもなくなりはしないと思う。知らなければ次世代の子どもは知らずに済みます。いじめとか高齢者問題、インターネットなどは何とかし
たいけど同和に関しては沈黙が一番だと思う。
今回初めて人権問題について考えさせられましたが、このアンケートが少しでもお役に立てるとよいと思っています。よろしくお願いします。
この回答がどのように生かされるのか、ただたんにアンケートだけなのか、協力をグラフだけでなく活かしてほしい。
どんな問題が起きているのか知らないことが多いと思いますのでそれを関市民に伝えるもしくはみれるようになるとよいと思います。広報とかで
もよいと思います。
高齢の方は因習、固定観念にとらわれがちで若い世代との隔たりやあい入れない（理解しあえない）と思います。人格を否定するようなものの言
い方を平気でされます。関市は高齢者が多いので（ちょっと決めつけていますが）人権感覚は低めなのでは。これも人権問題にひかかる意見です
ね。すみません。
人権に対する窓口がわかりにくい。市民にわかりやすくしてほしい（連絡先など）
自分の年で人権問題について考えるということはあまりないし他に思うことや考えなくてはいけないことが多くまた難しい。もう少し質問を減ら
しもっと答えやすい問いにしてほしいと思った。お疲れ様でした。
高齢者には難しくてあまりわかりません。人権問題を感じたことがありませんのでわかりません。
最近は何でも人権、人権と言いすぎ。このアンケートを見ていても今までは特に考えもしなかったことまでこれも人権、これも差別と考えてしま
う。過剰になりすぎないほうがよいと思う。
子どもが学校等で頂いてくる相談窓口のチラシはなんとなく頭に残っています。そのときはその気がなくても思い出せる存在であってくれること
はとても助かっています。
女性の平均寿命が世界一の日本、その長く生きる女性が老いていくとき幸せと感じられる社会であってほしい。少子高齢化が益々進む日本、わた
しもあなたも老人になる。どうすれば安心して老後が迎えられ家族の間で社会の中で気兼ねしないで生き、穏やかな心で終わることができるか、
お金や物ではなく心の教育が足りなく必要ではないでしょうか。
特に子どものいじめには心が痛みます。教育委員会と学校が一丸となって先生や子どもの人権意識を高め一人一人が大切にされる教育を望みま
す。
人権は難しいです。差別をなくして安全で住みよい街にしたいです。
人権問題は関市だけで解決できる問題ではありません。行政、職場、学校、家庭等の密なる連携が必要だと考えます。特に一部週刊誌による特定
の団体、民族に対する誹謗、中傷には目に余るものがありました。
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平成24年３月に策定された関市人権教育、啓発に関する基本計画があることすら知りませんでした。（常識的に考えればあるのが当然ですが）定
期的にアピールがほしいです。
最近人権問題がよく言われているが気にしすぎ。基本本人たち同士の問題であり気にするから些細なことでもヤイヤイ言いたくなる。生きている
以上不都合はあるのだから対処したいのなら何故そうなったのか、どのようにすれば対処できるかを自分で考えるべき。他人に相談しても所詮他
人事。まず人権問題と騒ぐ人は自分に矢印を向けるべき。
人権問題は心の問題で法律、制度で表面的になくなっても見えなくなるだけだと思います。大変難しい問題ですので長い時間が必要だと思いま
す。
人権問題、同和問題についてあまり考えた事はないです。いじめについては、決まった答えはないと思いますが、少し考えるところはあります。
どのような事でも、関連しあっているので人権に対して取り組む場合でも、何を第一として取り組むべきかを考え、進めて欲しい。回答にあたっ
ても、自分の中で現実と理想が交差しました。回答する期間が少し短い気がしました。
身近にこのアンケートにあるような事例がないので、あまりピンとこない内容でした。講演やビデオ等で見聞する機会があれば参加したいと思い
ます。特に同和については、詳しくはわからないので知らない人が多いと思います。
社会の安定、権力者が傲慢にならない事。
障がいがある人が住みやすいまちづくり、利用しやすい施設を充実させていただきたいです。特に公共交通機関は障がいを持った方が利用しやす
い体、心にも優しいモノであるべきだと考えます。今後に期待しております。障がい者の方が利用される事業所の審査基準の厳格化もお願い致し
ます。
女性の労働については、やはり不公平さを感じることがある。結婚したら結婚後、住む職場によっては仕事を辞めざるを得なかったり、妊娠、出
産、子育てで労働に制限が出るのは必然的に女性。能力があっても姓を変え、子を産むのが女性である以上、この社会の仕組みが変わるのは難し
い。男性は結婚しても、子ができても何も変わらない生活を続けられるのが当たり前の社会だから。そして何より腹立たしいのは、男が働くおか
げで、嫁と子どもが生活できると偉そうに上に立つ男の存在。女性の存在、女性の能力を軽んじる男が上に立つ(政治、会社の上司）


