
 
 

問 8-① 人権問題に関しては県や市町村の広報誌や新聞記事、映画・テレビ番組な

どを通じて啓発活動が行われていますが、これらを読んだり見たりしたことがあり

ますか。（○は１つだけ） 

 

積極的に読んだり見た

りしている,  6.5%

ときどき読んだり見たり

している,  52.1%

ほとんど読んだり見たり

したことがない,  32.3%

まったく読んだり見たり

していない,  6.9%

無回答,  2.2%

 

【 参 考 】 

前回調査（H17 鳥取県人権意識調査） 

問 8-① 人権問題に関しては県や市町村の広報誌や新聞記事、映画･テレビ番組などを通じて啓発活動が

行われていますが、これらを読んだり見たりしたことがありますか。（○は１つだけ） 

積極的に読んだり見た

りしている, 9.5%

ときどき読んだり見たり

している, 63.0%

ほどんど読んだり見た

りしたことがない, 20.0%

まったく読んだり見たり

していない, 4.5%

無回答, 3.0%
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問 8-② 問 8-①で「積極的に読んだり見たりしている」又は「ときどき読んだり見

たりしている」と回答された方におたずねします。県や市町村の広報誌を読まれて

どのように感じましたか。それぞれについて、あなたの考えに近いものをお答えく

ださい。（○は１つだけ） 

 

【わかりやすい】 

そう思う,  11.3%

まあそう思う,  55.1%
どちらともいえない,  

24.7%

あまりそう思わない,  

5.6%

そうは思わない,  1.3%

無回答,  2.0%

 

【共感できる】 

そう思う,  12.7%

まあそう思う,  51.7%
どちらともいえない,  

25.4%

あまりそう思わない,  

4.3%

そうは思わない,  1.6%

無回答,  4.3%

【もっと増やすべき】 

そう思う,  14.2%

まあそう思う,  26.5%
どちらともいえない,  

38.4%

あまりそう思わない,  

12.5%

そうは思わない,  3.3%

無回答,  5.1%
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【 参 考 】 

前回調査（H17 鳥取県人権意識調査） 

問 8-② 前問 8-①で人権問題に関する「県や市町村の広報誌や新聞記事、映画･テレビ番組など」を「積

極的に」又は「ときどき見たり読んだりする」と回答された方にお尋ねします。県や市町村の広報誌

を読まれて、どのように感じましたか。それぞれについて、あなたの考えに近い番号に○をしてくだ

さい。 

 
 
 

そう思う, 17.4% まあそう思う, 42.8%
どちらともいえない, 

20.6%

あまりそう思わない, 

5.9%

そうは思わない, 1.4%

無回答, 11.9%

 
 

そう思う, 17.7% まあそう思う, 40.4%
どちらともいえない, 

22.6%

あまりそう思わない, 

5.8%

そうは思わない, 1.1%

無回答, 12.4%

そう思う, 13.7%

まあそう思う, 20.4%
どちらともいえない, 

31.1%

あまりそう思わない, 

9.5%

そうは思わない, 4.7%

無回答, 20.6%

 
 

【もっと増やすべき】 

【わかりやすい】 

【共感できる】 
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問 8-③ 問 8-①で「ほとんど読んだり見たりしたことがない」又は「まったく読ん

だり見たりしていない」と回答された方におたずねします。あなたが広報誌などを

読んだり見たりしないのはなぜですか。（○は１つだけ） 

難しくてよくわからない

から, 10.5%

自分の日常生活にあま

り関係ないから, 25.7%

忙しくて、読んだり見た

りする暇がないから, 

26.6%

内容が自分の考え方と

異なっているから, 3.5%

もう十分に理解している

ことで必要ないから, 

9.1%

興味がないから, 11.8%

その他, 9.6%

無回答, 3.2%

 
 

【 参 考 】 

前回調査（H17 鳥取県人権意識調査） 

問８―③ 問８－①で人権問題に関する「県や市町村の広報誌や新聞記事、映画･テレビ番組など」を「ほ

とんど」又は「まったく見たり読んだりしない」と回答された方にお尋ねします。あなたが広報誌な

どを読んだり見たりしないのはなぜですか。（○は１つだけ） 

難しくてよくわからない

から, 13.2%

自分の日常生活にあま

り関係ないから, 27.8%

忙しくて読んだり見たり

する暇がないから, 

23.0%

内容が自分の考え方と

異なっているから, 4.0%

もう十分に理解している

ことで必要ないから, 

12.2%

興味がないから, 10.1%

その他, 7.1%

無回答, 3%
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問 9-① 過去３年ぐらいの間に人権問題に関する講演会や研修会に何回くらい参加

しましたか。（○は１つだけ） 

 

10回以上,  3.3%

５～９回,  6.6%

１～４回,  39.3% 参加したことがない,  

47.8%

無回答,  2.9%

49.2%

 

 

【 参 考 】 

前回調査（H17 鳥取県人権意識調査） 

問 9-① 過去３年ぐらいの間に人権問題に関する講演会や研修会に何回ぐらい参加しましたか。 

（○は１つだけ） 

 

10回以上, 4.2%

5～9回, 10.2% 1～4回, 41.1% 参加したことがない, 

41.8%

無回答, 2.7%
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問 9-② 問 9-①で「10 回以上」「５～９回」「１～４回」を選択された方におたず

ねします。それはどのような意識で参加しましたか。（○は１つだけ） 

 

自らの意識で積極的に
参加してきた,  34.1%

職場や地域の参加割当
などで仕方なく参加して

きた,  55.3%

その他,  8.5%

無回答,  2.1%

 

【 参 考 】 

前回調査（H17 鳥取県人権意識調査） 

問 9-② 問 9-①で過去３年間に人権問題研修に「参加したことがある」と回答した方にお尋ねします。

それはどのような意識で参加しましたか。（○は１つだけ） 

自らの意志で積極的

に参加してきた, 36.1%

職場や地域の参加割

当などで仕方なく参加

してきた, 55.6%

その他, 6.0%

無回答, 2.3%
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問 9-③ 同じく問 9-①で「10 回以上」「５～９回」「１～４回」を選択された方に

おたずねします。人権問題についての講演会や研修会に参加されてどのような感

想を持たれましたか。あなたの考えに近いものをお答えください。 

（○は３つ以内） 

49.2%

38.9%

26.6%

25.1%

20.8%

15.7%

15.3%

5.3%

4.8%

1.5%

　人権問題は日常の生活や仕事
と深く関わっていることに気づいた

差別や人権侵害の実態がよくわかった

　　　　差別や人権侵害をなくすために、
自分も何かしなければならないと思った

　　　そうはいっても差別は
やはりなくならないと思った

　もっといろいろな人権問題に
ついて学習を深めたいと思った

話がきれいごとすぎると思った

毎回同じような話で
　つまらないと思った

　　話が難しかったり、極端で
あったりして、理解しにくかった

その他

無回答

【 参 考 】 

前回調査（H17 鳥取県人権意識調査） 

問 9-③ 同じく問 9-①で過去３年間に人権問題研修に「参加したことがある」と回答された方にお尋ね

します。人権問題についての講演会や研修会に参加されて、どのような感想を持たれましたか。次の

中から特にあなたの考えに近いものをお答えください。（○は３つ以内） 

42.7%

25.4%

22.4%

21.4%

18.8%

18.1%

8.0%

3.9%

1.9%

47.8%
人権問題は日常の生活や仕事と
深く関わっていることに気づいた

差別や人権侵害の
実態がよくわかった

そうはいっても差別はやはり
なくならないと思った         

        差別や人権侵害をなくすために、
自分も何かしなければならないと思った

        もっといろいろな人権問題
について学習を深めたいと思った

毎回同じような話で
つまらないと思った

話がきれいごとすぎると思った

     話が難しかったり、極端で
あったりして、理解しにくかった

その他

無回答
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問 9-④ 問 9-①で「参加したことがない」を選択された方におたずねします。参加

されなかったのはなぜですか。（○は１つだけ） 

 

興味がないから,  18.9%

いつもと同じような話で

つまらないから,  10.8%

忙しくて都合がつかない

から,  28.2%

そのような研修会や講

習会が行われていること

を知らなかったから,  

31.9%

その他,  7.1%

無回答,  3.1%

29.7%

 

【 参 考 】 

前回調査（H17 鳥取県人権意識調査） 

問 9-④ 問 9-①で過去３年間に人権問題研修に「参加したことがない」と回答された方にお尋ねします。

参加されなかったのはなぜですか。（○は１つだけ） 

興味がないから, 20.4%

いつも同じような話しで

つまらないから, 19.7%

忙しくて都合がつかな

いから, 33.4% その他, 23.0%

無回答, 3.5%
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問 10 県民が人権問題について理解を深めるために、どのような手法での啓発活動が

重要だと思いますか。（○はいくつでも） 

42.3%

29.8%

23.8%

21.0%

21.0%

19.5%

18.0%

17.7%

10.0%

9.9%

6.4%

6.1%

3.1%

4.0%

テレビ・ラジオなどの
　　マスメディア利用

講演会の開催

広報紙・パンフレット・
　　ポスターの作成

新聞・雑誌・週刊誌
　　　　　　での掲載

 自由な意見の交換が
　　できる会合の開催

映画・ビデオの上映

高齢者や障がい者
　　　　の疑似体験

当事者との交流会の開催

特にない

 ワークショップ（専門家を
交えた少人数の討論会）

       メールマガジン等の
インターネット上での広報

パネルなどの展示会の開催

その他

無回答

 

 

 

※前回調査なし 
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問 11 人権を尊重する心や態度を育むために、学校教育においてどのような教育を

行ったらよいと思いますか。あなたの経験や現在の子どもを取り巻く状況などか

ら判断してあなたの考えに近いものをお答えください。（○は３つ以内） 

69.3%

43.8%

29.6%

27.9%

20.7%

19.8%

3.6%

3.2%

2.8%

   人や命を大切にする心や態度
を育むという視点の教育を進める

同和問題や、障がい者、女性、高齢者、子ども、
外国人の人権、いじめの問題など、さまざまな

人権の視点をいれながら、総合的に教育を進める

   差別をすることは悪いことである
という意識を持たせる教育を進める

障がい者や高齢者、外国人とのふれあいの
 場を多くし、交流体験を通じた教育を進める

自分が人権の主体であると
    自覚できる教育を進める

歴史的な経過や、差別の現状などが
        理解できるような教育を進める

わからない

その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H17 鳥取県人権意識調査） 

問 10 人権を尊重する心や態度を育むために、学校教育においてどのような教育を行ったらよいと思い

ますか。あなたの経験や現在の子どもを取り巻く状況などから判断して特にあなたの考えに近いもの

をお答えください。（○は３つ以内 

48.6%

30.4%

29.8%

27.2%

15.9%

1.8%

0.9%

3.2%

2.0%

72.9%
   人の命を大切にする心や態度

を育むという視点の教育を進める

       同和問題や障害者、女性、高齢者、子ども、

       外国人の人権、いじめの問題などさまざまな

人権の視点をいれながら、総合的な教育を進める

    差別をすることは悪いことである

という意識を持たせる教育を進める

障害者や高齢者、外国人とのふれあいの

場を多くし、交流体験を通じた教育を進める

すべての児童･生徒が自分の人権

について考えるような教育を進める

歴史的な経緯や差別の現状などが

      理解できるような教育を進める

分からない

そのような教育は必要ない

その他

無回答
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