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5 自由意見（主な意見を抜粋）  

 

１ 人権全般に係るご意見 

●人権問題が身近でないせいか、関心がないのが本音です。しかし人権問題はいつ、これから自分

が関わるかはわかりません。これからは、少しでも人権について知っていく必要があるかなと、

このアンケートの問いに答えながら思いました。来春は、社会人として働くことになるので、い

ろいろ理解していかなくてはならないと思っています。（男性 20～29 歳） 

●人と人が認め合うことが大切です。それが一番大事。（男性 20～29 歳） 

●人間、生まれた所が違うし、生活も違う。強く生きることを本人が自覚すること、人間に生まれ

た以上、苦しみ悲しみは、生きるための人道と思い、前向きに考えるべきです。過去の人の生き

方を知るべきです。人との交流が必要だと思います。（男性 70 歳以上） 

●小学校の授業で、きっかけを与えるべきだと思う。私が小学生の時、実際授業はあったが、内容

は覚えておらず、「差別をなくそう」「差別はいけない」という曖昧な記憶しかない。今回、この

アンケートをきっかけに、実際に起きている問題を知りたいと思った。（女性 40～49 歳） 

●差別を営利目的としている人が存在することに問題を感じます。（男性 50～59 歳） 

●まず、幼い頃から人権とは何かということをすべての国民に教えていくことを強化すべきである。

その上で、年齢にそって自分が何をすべきか、どういう行動をとるべきか、考える時間を持つべ

きだと思う。大人になってからでは難しいかもしれないが、子ども時代に学校で学ぶことは可能

なので、もっとそういう教育をする時間を、国が作るようにすべきだ（今のままでは、教育時間

が少なすぎると思う）。（女性 40～49 歳） 

●差別には、それぞれ、それなりの事情があり、人の「口」には戸は立てられない。差別を口にす

ることの恥ずかしさを根付かせ、必要と思われる法整備を急ぐべき。（男性 60～69 歳） 

●人を愛する子どもの時に両親、周りから大切にされること、愛情を持って育てられることが大事

だと思います。これらが得られないと、自分がみじめだから他人をうらやむ、自分以下の存在に

したい等、まわりの人を攻撃、いじめる等の行為が出てくると思います。（男性 70 歳以上） 

●寝た子を起こすことはしないで、人権人権と騒がない方が今の若者はあまり深く知らない人の方

が多いように思います。髙齢者の方がよく知って色々とよくない言葉や、結婚についてもとやか

くいうことが多いと思います。難しい問題と考えます。（女性 70 歳以上） 

●今回アンケートに回答させていただく中で、私が知っている、関心のある人権問題は一部だった

のだと、改めて気付かされました。一人ひとりが意識することが一番大切であると思います。解

決策や啓発活動についての意見はすぐに出てきませんが、今後、廿日市の広報紙にある「みんな

が手をつなぐために」や、「しあわせに生きたい」というリーフレットを、まずは自分が読み、

関心を高めていきたいと思います。（女性 30～39 歳） 

●国際人権規約や日本国憲法にある人権の考え方を少しずつで良いので啓発記事でくりかえし読

みたい。教育費の負担をなくし全体の教育水準・知的レベル・教養を向上させる。 

（女性 50～59 歳） 

●周りの大人や、学校での教育が重要だと思う。幼い頃に習ったこと、言いきかせは、大人になっ

ても残るもので、同じように大人になった時、自分の子どもにも教え、くり返してより良くなる

のが理想だ。今の大人は常識がなく、教えることが下手で、子どももわからずひどいことをする

大人になってしまっている気がする。（女性 20～29 歳） 
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●自分が正しい判断ができれば正しい言動ができ、自分の子どもたちへと続くと思う。 

（女性 50～59 歳） 

●人権問題は、小学校で習う内容や親等から言われた情報が思い込みとなって、偏向的な見方が継

続して起こっているものだと思うので、事実を子どものうちに伝える機会を増やす（正確に伝え

る）のが必要だと考えます。（女性 20～29 歳） 

●一人ひとりの意識改革が必要だと思います。ポジティブに考え前向きに生きること、自分自身を

常に振り返ること、人に優しく自分に厳しく、人を傷つけるような言動をしていないか、自分を

振り返ることが必要だと思っています。人は一人では生きていけない、いろいろな人と社会に貢

献できることを考えていきたいと思います。（男性 50～59 歳） 

●人権問題はあまり取りあげてしない方が良いと思います。（女性 70 歳以上） 

●個々の気持ちの持ち方次第。右にならえ的になる流れをくずす。（女性 50～59 歳） 

●小学生の頃は人権学習があったと思うが、時間が経つにつれ忘れている気がする。正直今覚えて

いることはほとんどない…。広島では平和学習が毎年あるが、他県は平和学習というものがなく、

知識や理解に差があると感じる（長崎を除く）。この平和学習と同じように、くり返し長い時間

をかけて知識を身に付けていけば、少しは浸透するのではないでしょうか。廿日市がよりよい町

になるよう今後の活動に期待しています。（女性 30～39 歳） 

●差別、いじめなどの問題を根絶するためには、小中高の教育（道徳）をしっかりと行っていくべ

きである。グローバル教育、必修科目の教育も良いが、人としてどうあるべきか、まず教える方

法を見直し、バランスの良い教育をしていくことで、加速化するグローバル社会に対応していけ

る人の育成に繋がっていくと思う。（男性 20～29 歳） 

●今の社会では差別を根底からなくすことは困難だと思います。啓発活動自体はあまり意味がない

ように感じます。当事者でなければそもそも関心のある人が少ないのでは？また、差別を受けて

いる側の人たちも、行政による手厚い保護に甘えて、本気で差別をなくしたいと思っている人は

一部なのではないかと感じます。平等であることは、差別をする側もされる側も意識というか同

じ価値観をもたなければ成立しないはずです。（女性 50～59 歳） 

●差別をなくすことは重要だと思われます。ですが差別を受けたと訴える人（一部ですが）の中に

は異常なまでの反応（言葉狩りに等しい）を見せる方もおられます。差別を受けた人が逆に差別

を行うという場合もあります。どちら側の人間もそれぞれの問題があると思います。 

（男性 30～39 歳） 

●身近では全然聞かないし、意識している人はほとんどいないように感じる。（男性 50～59 歳） 

●今までの歴史の中で、差別がなくなった時はないと思います。現在では（あくまで自分の周り）

差別をする側よりされた側の方が過敏に騒ぎ過ぎていると思います。最近では少なくなって来て

いるとは思いますけど、他人を想う心をどう育てていくか、その問題だと思います。 

（男性 30～39 歳） 

●職場や近所など身近なところに人権問題が多くあるように思います。また、人権問題に関心がな

い人も多く、何も考えず言った言葉が問題になることも多いです。一人ひとりがもっと人権問題

に関心が持てるよう地域での講演会やイベントなどの回数を増やしていただきたいと思います。 

（女性 30～39 歳） 

●誤った理解をした大人がもの言わぬ人権侵害を続けているのだと感じます。子どもの頃から正し

く理解させ、大人も考えを改めていくことで変化できるのではないかと思います。廿日市市は他

県、他市町村に比べると人権問題に対する理解や啓発活動が浸透していると感じています。 

（女性 40～49 歳） 
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●人権を主張するよりも、尊重や思いやりを持って接することで差別がなくなっていくと思ってい

ます。（女性 50～59 歳） 

●いつの時代でも、自分より弱い人に対して「いじめ」をする人はなくならないと思いますが、ま

ず大人・親から子どもに対して「いじめ」暴力をしない子育てをし次の世代に差別は「ノー」と

いえる人達を育てたいと思います。（女性 60～69 歳） 

●人間一人ひとり考え方が違うので差別をなくそうという考えが無理なことだと思う。現在の差別

がなくなったとしても別の不満がまた差別の始まりになる。本当に差別がなくなるのなら、戦争、

テロ、国すらなくなるのだろう。活動がムダとは思わないが。（男性 20～29 歳） 

●人権問題は個人個人の意識の問題で、いけないことと知りながらついうっかり発言や行動がほと

んどだと思っています。ただごく少数、人権問題になっていることに（加害者）気が付かない場

合もあるのも事実なので、その部分（どの様なケースがあるのか）をいかに知らせていけるのか

がこれから重要だと思います。（男性 40～49 歳） 

●地方、地域、地区レベルでなく全国規模（例えばＴＶの討論会や特番等）でどんどん取り上げて

行かないとダメだと思います。ＴＶの番組では同和問題を取り上げるのはタブーだと聞いたこと

があります（本当かどうかは知りませんけど見聞きしたことは今までないと思います）。 

（男性 50～59 歳） 

●人権問題を大きく捉えるとなかなか活動に結びつかないので、身の周りの疑問や不安等少しずつ

考えていくことが個々にできることかと思い実行しています。たとえ、夫婦でも家族でも互いを

尊重し合わないと話し合いもできないと、つくづく思います。難しいです。アンケートを通して、

理解の浅さを感じました。（女性 60～69 歳） 

●部落差別やアイヌの方々の差別など、もうないものだと思っていたので驚きました。他の差別も

漠然とは知っていても具体的な内容は知らないので、これからは、広報誌の記事や「しあわせに

生きたい」を真剣に読んでみたいと思います。子をもつ親として、知っておかなければいけない

ことですよね。良い機会を与えていただきありがとうございました。（女性 40～49 歳） 

 

 

2 個別人権問題に係るご意見 

（１）女性にかかわる問題 

●女性、女性とあまりにも言いすぎる。（男性 70 歳以上） 

●リーフレットの中に、男女共同参画社会の実現とワークライフバランスを一緒に載せていること

が多いが、やめてほしい。男女共同参画＝ワークライフバランスのような構図で誤解をまねきや

すい。イラストも男性が赤ちゃんを抱っこしているとか料理をしているといったイラストや女性

が仕事をしているといったものが多いが、ワークライフバランスは結婚している人や子どもがい

るだけのものではない。ワークライフバランスのリーフレットには「働く母親だけのことではな

い」と書かれているのに、矛盾していると思う。（女性 40～49 歳） 

●地味な努力をせず口先だけの人権主張で倫理感・道徳感が著しく欠落している世相が原因。子ど

もに教室の掃除ぐらいさせてはどうか。特に女性の甘さが目立つように思う。義務と責任回避的

議論のマニュアル的啓発活動は意味がないと考えます。（男性 70 歳以上） 

●人権問題も部落とか同和とか身近に感じることは今までないし、何のことなのかよくわからない。

男女平等とよく言うが根本的に平等など不可能だと思う。女性は管理職になりにくいと言うが、

子育てしたり家庭をもったり忙しい中でなぜ管理職にこだわるのかわからない。ニュースを見て
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いても権利ばかりを主張して中身が伴っていないと感じることが多い。社会の構造が悪いとか、

人が助けてくれないとか言ってもどうにもならないことの方が多いのだから自分で何とかする以

外ないと思う。（女性 30～39 歳） 

 

（２）子どもにかかわる問題 

●子どものいじめに目を光らせること（低学年・低年齢での）から始める。学校における「いじめ」

発覚をマイナスではなくプラスの評価を教師に与えるようにする。（男性 60～69 歳） 

●人権問題と一言で言っても、いろいろな問題があります。まず、子どもの人権を守ることが大

事だと思います。貧困の子どもが増えているというのが気になります。すべての子どもが幸せ

に教育を受けることができていけば、いじめなどの問題も減っていくと思います。豊かな心を

持つ子どもが増えれば、自然と豊かな社会につながっていくと考えます。（女性 30～39 歳） 

●一番気になるのは子どもの人権。小学生の時からしっかり道徳の勉強をした方が良い！親が仕

事で忙しくなり、ロクな子育てができていない。子どもたちが成長すると大変な大人になる。

基本的なことを教えていない親が多い。（女性 40～49 歳） 

●子どもは授業等で考えるきっかけがあるが、大人はないので参観日などを利用して大人も子ど

もも考える機会を！特にいじめの多い小学校高学年～高校生までは授業より大切なことだと思

う。もっと機会を増やすべきだと思う。今のいじめは気付きにくいので親も心配…。もっと言

えば、乳幼児の保護者から子どもの心を育てる言葉がけや、育児法を伝える講座を増やすべき！

１ヶ月に１度ペースでも全然良い！せめて集団検診の時等。今の親は、スマホばかり見て子ど

もに目が向いていないから心の部分が育ちにくい。大きくなって、人の気持ちがわからないか

ら陰湿ないじめが増える。子育て世帯こそ心ある育て方を伝えていくべきだと思う。親も子も

ストレスをためながら生活していっている気がする。もっと廿日市はがんばってほしい。広島

市に比べて子育て世帯に対する情報が少なすぎる。親も、子どもの心を育てる余裕がこのまま

では持てないと思う。（女性 30～39 歳） 

 

（３）障がいのある人にかかわる問題 

●娘が障がいを持っており、大学３年ですが、これから就職活動をするにあたっての不安がありま

す。本人も自立していく上で金銭的な不安や、社会からの目は気になるようです。姉妹がいる中

で、これから結婚などで障がいが出ないかも不安視するところです。教育が行き届いているとは

いえ、間違った捉え方をしていたり、親子での世代間の開き等で、まだまだ根深くあると思うの

で、これからも啓発運動はしていってほしいと思います。（女性 50～59 歳） 

●障がい者雇用や、女性の登用など、まず市役所が実践する。教育で正しい考え方を、子どもに教

えることが何より大切。行政はその妨げとなるようなことをやめてほしい。インターネットでの

差別的な表現、プライバシー侵害に規制が必要。（女性 50～59 歳） 

●同和問題については最近意識的には薄らいできたと思う。半世紀先にはなくなると思う。ハン

ディキャップに対する意識が全体的に低いと思う（他国に比べ）。例えばハンディキャップのマ

ークが付いている駐車場に駐車ができないようにする（罰金制を導入するｅｔｃ）。 

（男性 70 歳以上） 

 

（４）同和問題 

●特に皆が気にしているのがわからない。大げさに人権問題とか取り上げるから知識として入って

くるのではないか。実際に部落がどこかなんて知らない。老人が語りつぐからダメなのでは。 
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（女性 40～49 歳） 

●私は広島に来て子どものＰＴＡの研修会で初めて同和問題について現在でもあるらしいという

現実について知りました。ほとんどの人間にとって過去の遺物で、私も広島に来なければ一生知

らずに終わったと思います。今でも広島に存在するとすれば、それは人間として悲しいことです。

その地域に行って実際に行っている大人達を教育すべきです。その周りの子ども達が親を見てま

ねるのです。知らない者にとっては存在すらしないことです。（女性 50～59 歳） 

●人の心は、皆同じではないが、私は同和地区の人々とは小さい頃から関わりがあり、友達もたく

さんいます。本人たちは、周りの人が思っているほど、人権のことを気にしてない人がたくさん

います。周りの人の方が事を大きくしたり、なんとかしなくっちゃーとか、おせっかいなことを

考えたり、はっきり言って迷惑だと思います。それより、その人たちのことを悪く言ったり、根

も葉もないことを言ったりするお年寄りの方がもっと問題です。今の若い人は？とよく言うけど、

その言っている年寄りたちの方がたちが悪いし、わがままな人が多いように思います。（女性 40

～49 歳） 

●小・中学校の道徳の時間に同和教育をしてほしいです。子どもの頃からこのような問題があるこ

とを知り、差別のない世の中にしてほしいと思います。（男性 40～49 歳） 

●知りたくない権利もあるので、寝た子を起こすような啓発活動はして欲しくない。新興住宅地な

どは、同和教育は必要と思われない。人権問題についての学習会・講演会で啓発活動すれば良い

と思う。根強く同和問題が残っている地域には、学習会など開催するなどして、解決していかな

ければならないと思う。地域に合わせた啓発活動が良いと思います。（女性 50～59 歳） 

●人権問題を解決するのは、難しいと思います（不可能かもしれません）。自分と違うこと、平均

と違うことは排除しようとする気持ちがある（認めない…といった方が良いかも）。なかなか、

「みんな違ってみんな良い」とはいかない。私自身も知らない間に、差別をしているかもしれな

い。同和問題は、私が子どもの頃に比べると、世代も変わり、少しは、関心が薄れてきたように

感じます。大人が気にしているだけで私たち子どもは気にせず一緒に遊んでいました。 

（女性 50～59 歳） 

●同和教育から人権教育へと改められてから意識が薄くなっているように思います。同和教育にお

いては幼・保から保育士・教員はもとより子ども達にも推進をされていましたが、人権教育とい

う名になり、一人ひとりを大切にというスローガンばかり言われているが、具体的なことは理解

されていない。人権問題は日常の中にあり、家庭・学校・地域の中で育まれていく、まずは子ど

もが愛されかわいがられて育つ家庭を営めるようにすることが大切です。大切に愛情を注がれ愛

されて育った子は、他者を大切にし、他者の違いを認めることができるでしょう。子ども達を産

み育てる環境が一番良いと言われる廿日市市に期待しています。（女性 60～69 歳） 

 

（５）インターネットによる人権侵害にかかわる問題 

●以前の人権問題と現在の人権問題には内容に大きな違いがあると思います。今はＳＮＳの普及な

ど情報が散乱している現状でいくつもの問題が起こっています。今、何が必要かを皆でディスカ

ッションしたり、一人ひとりが自覚を高めるような取り組みが必要だと思います。 

（女性 50～59 歳） 

●インターネットは厳しく監視をする必要がある。（男性 50～59 歳） 

●ネットが普及している限り解決には至らないと思う。（女性 20～29 歳） 

●学校で憲法（基本的人権）を皆学んでおり、差別が悪であることは誰もが周知していながら、自

分とは異なる思考を許容できず、攻撃・中傷することが多くなっている。しかも個人だけでなく
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インターネットやマスコミにも広がっている。個人としては、自分の立場に置き換えて考え言動

に責任を持つしかないのでは？（女性 70 歳以上） 

 

（６）その他の人権問題 

●設問に「女性の人権」はあるが、「男性の人権」がないのはなぜ？それも差別的だと思う。 

（男性 30～39 歳） 

●低所得者向けの政治をする。高所得者程人権を無視して、そのことに気付いていない。自分達が常に

正しいと思っている。結婚にしても低所得者は家柄など気にしないが高所得者は家柄を気にして、低

所得者を見下している。最悪は人間とみなしていない。国は区別と言っているが実際は差別であり、

格差を増大する政策をとっている。公務員の給与基準で民間よりはと言うが大企業の平均であって

600万はとんでもない年収平均以下、あるいは無収入のホームレス、100万～200万でベースアップ、

ボーナスも出ない人々のための政策はなにもない。応分負担にしても低所得者に厳しく高所得者に優

しいことばっかり公務員・政治家・平均年収以上の高所得者に年収半分以下、あるいは 200 万で生

活してみればわかるはずである。人権を守るには低所得者第一の政治をすることである。 

（男性 60～69 歳） 

●自己責任の時代です。他人との差別化で自分の存在価値を知る。ますます差別化は激化すると思

う。金持と貧乏人の格差が開くほど、人権の問題はひどくなると思います。（女性 70 歳以上） 

●昔から住んでいる地域の人が他から転居して来た人をじゃま者扱いにする風習が一部で残って

いる。また、元々工場で勤務（入社以来ずっとの人）が転属して来た者に対してじゃま者扱いを

すること。上司が注意しても直らない。とにかく他地域の人は気に入らないという考えがずっと

ある。自分の域を荒されるのはダメ！という田舎地域の人は多いのでしょうか？以前、勤務して

いた工場ではいじめがあり「親の介護はする必要ない！」とまで言われ苦痛を与えられた。生活

のため辞めることはできないので遠距離だが岩国市南西部の工場へ転属させてもらった。それま

では片道５ｋｍだったのに…元の工場には絶対に戻りませんし、戻りたくないです。 

（男性 40～49 歳） 

●高齢者の自立は、大変難しく、少しの年金では死ぬのも大変お金がかかることです、特に一人で

すと金の心配だけです。（女性 60～69 歳） 

●悩まれている方も、少なくないと思います。色々な差別を、私自身も、母子家庭で４人の子ども

を育ててきました。子どもが小さい頃は色々なことがありました。母子だから、在日韓国人だか

ら、女だから、色々なことが、私ではなくても、子どもにあったり、何という国だろうと思いま

した。最近は時代も変わり、常識というものがなくなり、大人も、若い人の時代にとり囲まれ、

古き良き風習というものがなくなり、わけがわからなくなっている世の中です。これからが不安

です。私自身でも、何とかできないものか考えたりします。孫達のためにも。考えてしまいます。

今は、ツイッター、ネットというありもしないことでも大きくなっていく、一人がこうだと流す

とそれそれと皆参加していく、恐ろしいです。子ども達のことを考え、なんとか良き世の中にし

ていきたいですね…。（女性 50～59 歳） 

 

 

3 行政へのご意見等 

●啓発活動にこれまで参加する機会がなかった。これまでの活動方法の他に、まずいろんなイベン

トの中に少しずつ活動を取り込んで、参加しやすくすると良いと思います。（男性 70 歳以上） 
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●具体的な問題事例で何がどこが人権問題なのかをわかりやすく解説したパンフレットをホーム

ページなどで発信していくことを行政等が行っていただけるとありがたいです。 

（男性 50～59 歳） 

●広報はつかいちの「暮らしの相談」で、市民相談、就業支援相談、心配ごと相談、障がいに関す

る総合相談、教育相談、子どもいじめ相談（110 番）、高齢者の総合相談、家庭児童相談などで

気になる人権にかかわる相談状況はどうでしょうか。人権意識の醸成で人権週間にあたり、作文、

標語を広く募集し、広報、公民館、学校、ＰＴＡ新聞などで発表するなど、どうでしょうか。広

報はつかいち 10月号に人権についての記事がないように思いました。（男性 70 歳以上） 

●部落解放、同和、いじめの問題は昔からずっとあって認識不足かもしれないけど、同和問題も昔

から比べたら少しは減ったと思う。実際、差別・抑圧を受けた人は学習会、研修会に出られる訳

もないし、すべての人が問題意識を持つのはもちろん、気軽に相談できるように開放的な窓口と、

専門員、相談員も色々勉強し懐の広い人に。（男性 60～69 歳） 

●人権問題等に関する講演会を頻繁に行っていただきたい。（男性 30～39 歳） 

●人権に関する事実（問題）の紹介と解決のための討論及び行動！啓蒙活動のたゆまぬ実践・研修

等。法律の作成と同時にきちんとしたルールづくり（法律づくり）及び罰則規定。 

（男性 60～69 歳） 

●今回のアンケートを書きながらもう少し人権問題の広報紙などにしっかり目を通したいと思い

ました。そして広報紙をもう少し目を引くようなデザインにするなど工夫すればよいと思いまし

た。（女性 40～49 歳） 

●アンケート記入をすることで、もう一度人権問題を考えさせられました。ずっと廿日市にいるの

に、「みんなが手をつなぐために」「しあわせに生きたい」などのことをまったく知りませんでし

た。もう少し、アピールしてみてはいかがでしょうか？20 代の人達は、人権問題に対してあま

り深く知らないと思います。私もそうです。でも、それは、人権問題を幼い頃から言われてきて、

改善されてきたからではないでしょうか？内容を深く知りすぎても知らなすぎても、ダメな気が

します。（男性 20～29 歳） 

●テレビやインターネット、ラジオ、スーパーやコンビニは誰でも利用すると思うので、そこでわ

かりやすく情報を発信したら良いと思います。（女性 30～39 歳） 

●各教育機関及び職場で基本的人権を守る研修会を行い、参加しやすくすること。 

（女性 40～49 歳） 

 

 


