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情報館 人権問題市民意識調査結果から（その2）

平成20年は、世界人権宣言60周年、鈴鹿市人権尊重都市宣言15周年に
当たります。ここでは、10月5日号に引き続き、平成18年に実施した人権問
題に関する市民意識調査の結果を紹介し、人権問題について考えます。

❷

差別や偏見のないまちをめざして 

　本市では、今後の人権啓発の方向性を把握することを目的として、平成18年、無作為に抽出した20歳以上の市民3,000人を

対象に、人権問題に関する市民意識調査を実施しました（有効回答数1,363、回答率約45.4％）。 

　身体障がい者が利用できるように、
　すべての公共の建物を改造すべきだと思いますか。

　「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の割合を合わせると62.2％

になります。今や「バリアフリー」という言葉は一般化し、すべての方を対

象にした「まちづくり」(※ユニバーサルデザイン化)が進められてい

る現状を反映しているためと考えられます。 

　障がい者を雇用する義務を果たしていない会社には、
　厳しい罰則を与えるべきだと思いますか。
　障がい者の社会参画の促進についての設問ですが、「どちらとも

いえない」の割合が45.3％と半数近くにのぼりました。このことは、

障がい者の実情を知らないまま、最初から障がい者の就労などの社

会参加は無理と考えてしまう方が多いためと考えられます。 

　今後、障がい者を取り巻く社会状況や生活状況を掘り下げながら、

より具体的な形で障がい者問題についての啓発活動を推進していく

必要があります。 

　人権問題に関する問題をめぐって、さまざまな意見があります。
あなたはどのように思いますか。

部落差別はいけないことだが、
わたしとは関係のない話だと思いますか。

　「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」を合わせた割

合が40.2％となり、わたしとは無関係でないと回答している方は4割

にとどまりました。部落差別はいけないことと分かっていても、わたし

たちの生活の中で、積極的にその問題をとらえ、差別を解決してい

こうとするまでには至っていないことがうかがえます。 

　今後も、部落差別の問題は自分自身と関係する問題であるという

ことを理解できるような啓発が必要です。 

部落差別を許さない態度を身に付けることは、
他の人権問題にもプラスになると思いますか。

　「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせると、その割合は52.5％

となり、半数以上の方が、部落差別を許さない態度を身に付けることが、

同和問題以外のさまざまな人権問題の解消にもプラスになると考えています。 

　こうしたことから、同和問題をわたしたちの生活の中で身近なもの

としてとらえることが、今後、同和問題のみならず、さまざまな人権問題

を解消するために必要であることが理解できます。 
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※ユニバーサルデザイン化・・・バリアフリーの考え方を発展させ、できるだけ多

くの方が利用できるように製品、建物、空間をデザインすること。 
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26.8%

　ある外国人が借家を探していました。適当なマンションを見つけたので申し込んだところ、外国人である
　ということで、家主は貸すことを断りました。このような家主の態度について、あなたはどう思いますか。

　外国人であるということで家主が住宅を

貸すことを断った態度について、外国人に対

する差別と認識している方の割合は26.8％

にとどまりました。 

　国連で1965年に採択された「人種差別

撤廃条約」は、いかなる理由があっても、

人種や国籍によって差別することを禁止し

ています。多文化共生が問われている現在、

その実現のためにも、こうした人権の国際

的な水準を知り、基本的な内容を理解でき

るような啓発が必要です。 

　最近、インターネットにある不特定の人が閲覧できる掲示板で、個人の実名をあげてひぼう中傷　　
するような内容が開示されることがあります。

　現在、だれもがパソコンや携帯電話

でコミュニケーションをとる時代になり、

インターネットはわたしたちの暮らし

を豊かなものにしてくれています。し

かし、ひぼう中傷や差別的な書き込み

など、インターネットの匿名性からく

る悪用事例が深刻な問題になっています。

今回の調査結果からも、「許せない人

権侵害だと思う」と回答した方の割合が、

66.1％を占め、また、公的機関の対応に

ついても、「許せない人権侵害である

ことを訴え、再発を防止すべきだ」と

回答した方の割合は60.7％にのぼりまし

た。しかし、20歳代では、男女ともに「許

せない人権侵害だと思う」という意見

が平均値を大きく下回り、「一部の人

が見るだけなので、特に対処する必要

はない」「消せば済む」など、公的機

関による対応についても、消極的な意

見を持つ割合が高くなりました。この

ことは、学校教育においても、インタ

ーネットの利用方法を学習するだけで

はなく、そこで得られる情報を評価、

識別する能力であるメディア・リテラ

シーや人権侵害の実態についても学習

する機会を設ける取り組みが必要であ

ることを示しています。 

　今回取り上げた人権問題のほかにも、子どもの人権、高齢者の人権、女性の人権など、さまざまな人権問

題が存在します。「人権の世紀」をめざす21世紀において、互いの人権を尊重し、だれもが安心で豊かな生

活を送るためには、一人ひとりが自ら人権尊重の精神を養うことが大切です。 

　「人間が人間らしく生きていく」、その実現のために、すべての人が生まれながらに持っている人権を大

切にし、自分の人権も相手の人権も大切に守りながら、だれもが幸せに暮らせる社会の創造をめざしましょう。 
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