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１８

人権問題についての意見・要望

ご意見・ご要望を自由に記述していただいたところ、305 件の様々な意見が寄せられました。
紙面の都合上、抜粋した意見を分野ごとに分類して記載いたします。内容については、意見の
趣旨を損なわないよう、一部要約したものもあります。

◎

人権全般に関する意見

◎

同じ人権問題を抱えた人達同士が交流していく場をつくることも必要ですし、そうでない人
達を交えて交流を深めることで差別や偏見をなくすことができるのではないでしょうか。さま
ざまな人権問題で社会が悪い方向に向かっているので、やはり一人一人がそういった現状を理
解できるような教育が一番かもしれません。
（女性／20 歳代）
人権とは啓発・広報活動で変えていくものではなく、地域のみんなの気持ちで充実した生活
をしていける様な国・町づくりをしていくことで守られていくと思います。
（男性／40 歳代）
生まれてから平等に生きる権利は大事だと思います。自分がその人の立場になった時の気持
ちを常に持ち行動出来るようにしたいです。
（女性／30 歳代）
例えば子供の人権や女性の人権等考えるべき事もあるが、昨今騒がれているのは行き過ぎる
面がある。子供をたたかない教育で育った子供が常識の外れた事件を起こす。女性の人権とし
て優遇された結果、男性に対する人権の低さに問題提起は誰もしない。こんな意識で、人権に
対しての考えだと大した改革にならないだろう。海外の貧しい人達の人権は大きく騒いで手を
差し伸ばすが、国内の貧しい人達には生活保護も門前払いして空腹で死亡するという結果、こ
れが現在の日本。ここから変えるべきじゃないのか？
（男性／40 歳代）
私の幼少期（約 30～40 年前）に比べて「人権」という意識は希薄になってきていると思い
ます。これは改善されているというのではなくむしろ「ゆとり教育」の歪みで「道徳」がなく
なっているから自覚も他者を思いやる心もなくなってきているのではないでしょうか？今こそ
「道徳」を立て直して「人としての道」をつけて欲しいです。「徳」なき国は「亡び」ます。
真剣に考えていっていただきたいです。
（女性／40 歳代）
学校や地域での様々な取り組みに接する機会がありましたが、真剣に考える人々とただ義務
として参加する人々の間にはかなりの温度差があるように思いました。同和やいじめ、性差別
の問題は当事者の身になって考えない限り決して消えることはないのだと思います。
（女性／50 歳代）
平等はみんなが一律に同じという訳じゃなくていろんな立場、いろんな考え方、いろんな人
がいる中で互いに助け合って生活しているのだという心になれば差別や人権問題はなくなると
思う。感謝の心が少なくなっているように思う。地域の活動、国の活動もとても大事だと思う
がそれ以上に家族のつながり、親子の絆を大切に「ありがとう」の心で暮らせるようにまずは
自分から努力していきたいと思います。
（男性／30 歳代）
「人権」という概念はとても難しい。暴走する危険性もあるし、極端に踏みにじられること
もある。憲法の基本的人権の尊重にしても、あくまでも概念であって 100％保障されているわ
けではない。他者を不幸にすることで「守られる」悪質な人権もある。善良な人の人権を守っ
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てこそ、真の「人権」であると思う。
（男性／40 歳代）
人権問題には様々な問題や対応を図ることは大事かと思われますが、「人を大切にする（思
いやる心）人々を育む」事が一番の解決策ではないかと考えます。それにはどう対処していく
べきかを考えて頂きたい。
（男性／50 歳代）
人権問題の悪弊解消については、現代の人間関係や他の人を思いやる心を持っていた時代の
人々が少なくなりつつある今、悲観的な印象を持たざるを得ません。人の集まりのバランスで
成立している社会で、”自己”の存在だけを考えればよいという自分本位の人間社会にどんど
んなってしまう日本が恐ろしく思えます。
（男性／60 歳代）
人や自然と触れ合いながら一人ひとりが自然に相手に対する思いやりを持つ事が出来る事が
一番だと思います。しかし、現実には家庭問題等様々な問題が山積みになっているので、全く
簡単な事ではないと思いますが、個人的にはそう願うばかりです。自分も含め、全ての人間が
どうしたら幸せになれるのか、常に考えながら行動する事が重要だと思います。
（男性／20 歳代）
人権を権利だと主張できる人はいいけれど、言えずに訴える事もできない人もいます。世の
中が もっと人に優しくなればいいなと思います。生理的に受け入れがたい事、育った環境が
違う等、 様々な事があると思いますが、人を受け入れる広い心が育ってほしいものです。勉
強というより、 知識を深めたいと思います。それと、障害者や病気の方の差別や偏った考え
も少なくなってほしい です。もうすこしゆとりがほしいです。
（女性／30 歳代）

◎

女性の人権について ◎

男女平等について、平等であるべきところは平等で良いと思いますが、個々の適正というの
もあると思うので平等にすることによって強制になってしまうとか無理な役割を与えられてし
まったりするのは違うと思う。
（女性／30 歳代）
女性の人権に関して、男女雇用均等法の法強化
（女性／40 歳代）
私はシングルマザーです。なかなか思うように働けません。託児所はありますが、正社員の
み利用可能ということで保育園に預けています。夏・冬休みなど連休を取らなくてはいけなく
なり、その度にイヤミを言われます。
（女性／20 歳代）

◎

子どもの人権について

◎

大人はすでに自分なりの差別意識を持ってしまっているから根本的な意味で差別や人権差別
をなくすのは簡単ではないが、子供達はもっと自然な形で様々な国の子供達とかかわることに
よって自分で学んでいくことができるのではないかと思う。子どもの時から参加できる国際活
動などがより多くあればいいのではないか。
（女性／50 歳代）
啓発活動や広報活動は、関心のない人には届かないと思うので、子供のころからの教育や
様々な人との交流機会を増やして欲しいと思います。
（女性／40 歳代）
国家 100 年の計は教育にあると思います。教職課程を通したのみで教員採用するのではなく
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教育者を育成することにより次代を担う子供達を育てる事になります。自然の輪廻で世の中は
変化していくと思います。先ず、教師ではなく教育者を育成することと思います。教師の質の
向上と思います。
（女性／70 歳代）
全ては学校教育からだと思います。昔のように地域の人々との交流が少なくなっており、良
い事と悪い事を教わる機会がないのだと思います。
（男性／30 歳代）
現在、学校事務員として学校に勤務していますが、子どもたちに対して「人権標語・作文の
募集」などの「人権週間」があり、だいぶ浸透していると思います。大人でも難しいと感じる
人権問題を子どもの頃から教育されることにより、身近になってきて良いことだと思います。
それが生活に活かされればなおさら良いと思います。
（女性／20 歳代）
学校内におけるいじめについて教師の負担が現状では重過ぎると思う。教師以外の第三者が
校内でそういった問題処理を行うような専門家を配置すべきでは・・・。
（男性／40 歳代）
小さい頃からの教育が大切と考えます。まず、先生の質を上げる必要があります。毎年先生
の適正テストが必要ではないかと思います。
（男性／50 歳代）
子供の人権について特に関心があります。周囲の皆で子供を育てているという意識があれば
改善出来る事は多いと思います。他の人権問題に関しても他者への関心を持つことで良くなる
と思います。昨今のやや行き過ぎた個人の尊重が他者への関心を持つことにブレーキをかけて
いると感じます。
（女性／40 歳代）

◎

高齢者の人権について

◎

近頃私の住んでいる地域では老人の一人暮らしや若い未婚の男性が（一人暮らし）多くなっ
ています。その為、地域の活動がスムーズに進まない様です。いずれ私も仲間に入る様になり
ますが安い年金では入れる老人ホームは無い様です。この先考えるとお先真っ暗です。誰でも
入れる様な老人施設があれば良いですね。
（女性／60 歳代）
高齢者、障害者の施設が少ないと思います。家族の負担を減らして欲しいです。
（女性／30 歳代）
今の日本は高齢者や障害者などの弱者をよくみかける。障害者に対する補助や施設について
はよくわからないが高齢社会に対してはまだまだ遅れていると思います。老人が老人の世話を
する家庭や、共働きで面倒をみたくてもなかなかみることが出来ない世帯が多いと思います。
昔と違い、生活の為の共働き世帯では深刻な問題であり、もし仕事を辞めて介護をしたとす
ると、今度は今の若手世代が老人になった時、自分達の生活も出来ないほど貧しくなると思い、
とても不安です。今が良ければ、今をしのげれば・・・ではあまりにも心の余裕もなくなり温
かい家庭など築いていけないと思います。もっと低価格の老人ホームが沢山出来、安心して親
を預けながら自分達の生活が保てる道づくりをして欲しいと思います。お金が無ければ施設に
もいけない、預けられない、そんな格差社会をなくすよう皆でしていかなければ、人を思いや
る気持ちをどんどんなくす事になりかねません。どうか県や国で是非検討して頂きたいと切に
願います。
（女性／40 歳代）

◎

障害者の人権について

◎
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障害者に対してもっと支援や援助をして欲しい。
（男性／30 歳代）
差別問題は大事な問題なので面と向かって話し合う機会が少ないとは思いますが、人権問題
を一口で差別と終わらせるだけでなく、差別と区別についても取り上げて欲しいです。例えば
知的障害者に暴力を振るわれたり、性的いたずらをされたりしても仕方ないで済まさないで欲
しい。それでは被害者の人権がないがしろにされてしまいます。そういった子どもを持つ親に
も教育して欲しいです。
（女性／30 歳代）

◎

同和問題について ◎

私は子供の頃に、同和問題や差別については他人と話すべきではないという雰囲気の中で育
ちました。その為あまりにも無知であったと思います。同和地区出身だからと言って誰にも迷
惑はかけていないのに、醜く辛い歴史は今もなお続いているのでしょうか？
（女性／40 歳代）
同和問題は学校で勉強してから知ったが、深い説明はなく同和問題があるという感じで中途
半端に興味を与えただけで、知らなければそういった人がいるという事も知らないままで生活
していたと思う。教えるのであればきちんと説明し、そういったことを未来にはなくすよう訴
える教えをした方が子供には良いと思う。長い目でゆっくりと伝えていく方が良いと思う。
（女性／30 歳代）
関西に比べ関東は人権に関心のない人が多いと考える（移住してきた人や隣人との付き合い
が少ない環境なので無関心や見ないふりが多いのか？）。差別と知らずに差別するケースが多
いことを知ってほしい。以前出席したセミナーで、子供が親に同和って？と聞いた時、「誰に
でも平等に接するのよ」と教えた後「うちは違うけどね」と言葉を加えた。この最後の一言が
「差別」である。これを理解する教育をしなければならない。
（男性／40 歳代）
埼玉県に来て同和問題の取り組みにびっくりしました。実際に問題があるでしょうか。結婚
も含め自由になってきているように思います。自分の友人もそうだが、気にしたことはありま
せん。他県で知らずに育った年代はあまり気にしないように思います。
（女性／50 歳代）

◎

アイヌの人々の人権について ◎

アイヌの人々の人権については学校でも習わなかったし報道もされていないので、もっと世
の中の人々にわかってもらうようにしたらいいと思う。
（女性／30 歳代）

◎

外国人の人権についての考え ◎

最近、身の周りに外国の方が住むようになった。基本的なルール（例えばごみの捨て方）を
守らない等の問題が多々見受けられる。この原因として説明不足が考えられる。市町ごとに生
活するための基本的なルールに関して、各外国語の説明書を準備したり説明会を開く等の導入
教育のようなものが必要。
（男性／60 歳代）
まだまだ日本国、日本人自体が、他国の人々を受け入れていないのが、現実だと思う（自分
も含めて）。
（男性／40 歳代）

116

１８ 人権問題についての意見・要望

国が違っても人間は一つです。地球上の人々が同じ様な生活が出来ればと願っています。
（男性／60 歳代）
人口減少に対し外国人移民を大きく受け入れよう・・・等の意見が産業界からもありますが
外国人と長く関わってきた立場の上から反対です。多くは経済活性、労働力確保の観点から出
てきた近視眼的解答であり、中長期的に日本人のアイデンティティ、文化、思想に多大な影響
をもたらす深刻な問題です。戦後６５年、日本は確固たる人間教育の基盤を持たず、与えられ
た自由と人権の思想民主主義の看板の下、人としての善悪、男女、家庭、社会のあり様もぼや
け、否、国としてめざすべき社会の根本理念において漂流状態であると感じています。移民、
異文化の流入は足許を固めて後慎重にとりくむべきと思います。
（男性／50 歳代）

◎

犯罪被害者やその家族の人権について

◎

人権問題で、被害を受けた人が、それから立ち直って前を向いて生きていけるような社会が
必要だと思う。被害者側が利用しやすいように、被害者側の意見を取り入れた救済制度をつ
くっていけばよいと思う。
（男性／20 歳代）
全て等しく人権を主張できるものではないと考えています。例えば犯罪者の人権を守ろうと
すると被害者の人権はないがしろになっていると思うことがある。
（男性／40 歳代）
人権という意識は強くなっていますが、反面自己主張ばかりで人に迷惑をかけることも高く
なっています。特に犯罪の被害者の報道で過去の生活面や交友関係まで報道がおよぶことが気
になります。加害者は逮捕されれば報道はおさまるのに被害者のことは熱するばかり・・・マ
スコミのあり方に疑問をもちます。
（女性／50 歳代）
犯罪者の人権は守られているのに被害者の人権が軽んじられている。マスコミは知る権利と
称し報道が目にあまる。犯罪者は自らの意志で犯罪を起こしたのであり被害者は意志にかかわ
らず被ったわけであるから国家賠償も含め充分に守られなければならない。
（男性／60 歳代）

◎

インターネットによる人権問題について ◎

勝手にメルアドを公開したり、他人になりきって勝手なことをインターネット、ツイッター
などに書き込んだりする人が現実にいます。言葉だけではなく本当にあった話を具体的に話し
て考えさせて教育することが一番ではないか。
（女性／40 歳代）
インターネットでの個人情報の流出が増えているので、法律で規制するなど、対策されると
よいと思う。
（女性／60 歳代）
生活環境が豊かになっていく一方でインターネット、メール等で人権を脅かす問題が多く
なってきていると思う。
（女性／60 歳代）
インターネット、WEB への掲載、書き込みへの責任を持たせる様、法整備を望みます。
（女性／40 歳代）

◎

拉致問題についての考え

◎
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拉致被害者救出に国、県はもっと真剣に取り組んでもらいたい。
（男性／60 歳代）
拉致問題が一日も早く解決して欲しいと心から思います。
（女性／40 歳代）

◎

プライバシーに関する人権問題について ◎

最近の個人情報保護は全てに於いて行き過ぎていると思われます。再考の余地十分あると思
います。
（女性／60 歳代）
人権は擁護されるべきだと思うが、ともすると昨今は人権を振りかざすという風潮になりす
ぎているように思う。顕著なのは個人情報保護法の拡大解釈などによる庶民の助け合い社会の
消失問題である。これまで永い間培われてきた、世界に自慢できる道徳的な互助社会をここ数
年で消失させた。その他庶民感覚では到底許されざる凶悪・悪質犯罪者などに対する人権擁護
風潮、永住権のない外国人に対する参政権付与問題なども議論が続いている。庶民が人権に目
覚めたというよりも自由平等主義の履き違えといったような風潮がこのような事態を生み出し
ているように思う。
（男性／60 歳代）

◎

行政への要望

◎

会社内での役職（上司）による人権の無視が実際身近にあり、多くの社員が理不尽な扱いに
ただただ我慢をし、仕事を失う事への不安や再就職の難しい時代の為転職もできずひどい待遇
に耐えています。この様な場合に「駆け込み寺」的な機関はないのでしょうか。もしあるのな
ら多くの人が認知できるようにして下さい。知ることにより抑止力になり少しでも助けになる
と思うのです。
（男性／40 歳代）
「人権」について意識している人自体が少ないと思う。「人権」というものがどんなもので
大切なのかをまず知ってもらえるような活動をしたらいいのではないでしょうか。
（女性／20 歳代）
多様な価値観が存在する中で、それぞれがその多様性を尊重する社会の形成が必要である。
個人が個人として相互に認めあい、扶助しあうことが当然となるような社会を目指し、行政は
その先頭に立ち国民を啓発すると共に、行政による個人への人権侵害を防止すべく積極的な施
策の充実をお願いしたい。日常的、地道な活動が人権尊重社会を切り拓くと信じたい。
（女性／50 歳代）
経済的に困っている方はさまざまな点で人権を侵害されてしまうので、そのような方をすみ
やかに救済する施策に県は力を入れてほしいです。必要性に疑問を感じる公共事業よりも人の
命や生活にかかわることに税金を使ってほしいです。
（女性／40 歳代）
広報活動等を行うにあたって、広報誌や県等のホームページを見ることがない世代も多いの
で、駅やデパートなど、どの世代も行くような場所にも掲示した方がよいと思います（居酒屋、
カラオケとか）。また、実現は難しいかもしれませんが、実際に老人施設、病院、学校等と連
携し、ボランティアで 1 日とか、毎週日曜日とか決めて訪問日を設けたり、様々な人と触れ合
える機会をもっとつくっていただいたり、多くの人が参加できるようなシステムをつくると、
10～20 代、30 代の人も仕事がない日に参加しやすいと思います。またそういったことを幼稚
園の頃から教育の場で取り入れられれば、大人になってもスムーズに参加できたり、人権につ
いてもっと考えられると思います。
（女性／20 歳代）
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結局は個人個人の意識で変わる。国や県はその気付きを与える手助けをするべき。急に変え
られるものではなく、変化は長いスパンで考えてないと現れないと思う。
（男性／20 歳代）
政府や自治体がインターネットや雑誌を利用して積極的に広報すること（インターネットや
雑誌は高い意識をもった人が見ていると思うので）。
（男性／60 歳代）
自分がこのアンケートのようなことに出会った時の解決方法など考えてみたい。又、市の広
報誌に具体的な例などあげて解決のしかたを教えて欲しい。
（男性／70 歳代）
小中高と学生の時にもっと様々な人権問題について学ぶべきだと思います。子供の時から人
権に対して理解をし、話し合えば大人になっても前向きに接する事が出来るのではないかと思
います。
（男性／30 歳代）
今回の調査を通じて人権問題について無知な点が多いと感じました。先ず問題を知り、人権
に関する意識、関心を高める活動が必要であると思います。行政としては、相談・対策・社会
への対応などに力を入れて頂きたいと思います。
（女性／50 歳代）

◎

その他

◎

今迄あまり深く考えた事がなかった。実際に何かトラブルにあった事もなかった。アンケー
トを通じ様々な問題があることがわかったのでこれから考えてみようと思います。
（女性／50 歳代）
このアンケートを受けてさまざまな問題があることを知りました。今迄あまり人権など考え
た事も無くすごしていたのでわからないことばかりでした。外国人やホームレス・刑を終えた
人等は身近にいないのでその方達がどの様に悩んでいるかもはじめて知りました。
（女性／30 歳代）
今回初めてこのようなアンケートに答えてみて改めて自分自身の人権問題についての意識の
低さを感じ、これからは少しでも関心を持っていきたいと思います。
（男性／20 歳代）
自己中心的な人が増加していると感じます。多種の弱者に対する思いやりを持てる人が増え
れば良い県、良い社会になると思いますが、核家族化が進み景気も良くならない状況では自分
の家族や自身のことで一杯一杯で、周囲にまで思いやりや気配りのできない人が増えざるを得
ないのでしょうか？
（男性／50 歳代）
偏見は無い方と思っています。マスコミの影響は大きいと思うこのごろです。マスコミが良
い指揮者になるべき・・・と思います。
（女性／60 歳代）
同和・アイヌ・外国人・各人権問題ですが、くわしくはわからなかったので・・・ちょっと
考えましたがむずかしかったです。ただ同じ人間としてちょっとしたやさしさがあればこんな
問題なくせるのに！！と思いました。
（女性／50 歳代）
相手の立場になって（できるだけ近づいて）考えてみることが重要である。自分が知らない
うちに相手を差別する、また、差別されることがあると思う。自分で考えるという教育をもっ
と広げてほしい。未来をよりよくするために個々がもっと進歩していきたい。
（女性／50 歳代）
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社会状況によって人権が損なわれることが多々あると思います。経済状況が悪化することに
より、親の生活苦が子供に影響し、子供達の生活も荒れてくるのは当然である。戦後の日本で
は殆どが貧しく、貧しくとも互いを思いやることが出来たと思うが、今日のように格差社会で
はその様な社会は作れていないと思います。
（女性／60 歳代）
法によって人間を守ることは大切ですが、私達は周囲の人々と思いやりを持って接して、毎
日の生活を充実させていきたいと思います。
（男性／70 歳代）
私達一人一人が自分を大切にする様に、他の人にも優しくして周りの人と仲良く出来る様に
自分をみがいていきたい。
（女性／60 歳代）
家庭・学校・地域社会全体が一体となって、人に対するやさしやと支援が出来る仕組みをつ
くって行くことが大切であると考えます。行政だけに任せるのではなく、地域住民一人一人が
保っていくという姿勢＆行動が必要と思っています。
（男性／50 歳代）
もっと皆が安心して生きていける世の中にするべきことが山ほどあると思う。いじめや虐待
など本当に許しがたい行為。人としての道にはずれた行為だと思う。
（女性／30 歳代）
人は何かが出来るから価値があるのではなく存在そのものに価値があり、どの人も生きてい
ける権利を持っていること自体わからなくなっている。生活者の私一人では何もできないが、
出会うすべての人に、道行く人にも心の中では笑顔で接しられる様努力している。出会う人と
一言でも話したり、挨拶したりしている。自分が生きている喜びが、誰もが自覚し、共に生き
ているから社会が成り立っているという思いと、この地域に住まわせて頂いていることをまず
感謝している。人の心の中の高ぶりが取れて他人を自分より優れている人と思って接していけ
たらと思う。どの人権問題も人の心の中の自己中心が解決されなければ、本当の平和な生活は
ないと思っている。この様なアンケートで人権を考える機会をもっと多くの人にも、と思いま
す。
（女性／50 歳代）
大人が偏見、差別するから子供もそうなるのである。社会が差別するから子供もそのように
育つのである。身近な人を大切にすることから理解し、愛することから始まると思う。
（女性／40 歳代）
一人では生きては行かれない人生です。お互いに助け合って生きる事と思います。少しでも
世の為、人の為にと思えたら、感謝の気持ちで、気付いた事をしながら過ごしております。
（女性／80 歳以上）
他人の不幸の上に自身の幸福を築かないという確固たる教育のあり方。人間として、人間の
ために胸を痛める心が持てる地球人意識こそが、21 世紀には最も大切になってくるだろうと
思います。
（男性／50 歳代）
とにかくお互いを尊重しあえる社会、人を思いやる心、他人を敬える心を育んでいくことが
大切だと思います。学校教育での取り組みは成果として表れるかもしれませんが、人権教育を
受けてこなかった世代への啓発活動も重要だと思います。
（男性／60 歳代）
人権問題は、いつも私達の生活の底流にあり、声高に主張する人もいれば忍従に甘んじる人
もいる。これを制度だけで改善しようとしても不可能であろう。国際的に人権を尊重する国と
そうでない国がある。人権も自由も何らかの代償を払って獲得してきた時代があった。現在は
その代償の代わりに、教育でもって根付かせることができはしまいか。教育できる環境とそれ
を受け入れる子供達が沢山いる日本を期待したい。
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（男性／70 歳代）
人権問題の理解度は身近であったり、TV・本等であったり、知らない事もあったりでなかな
か難しいです。昔と違い、いけない事を注意するにも人を見てしまうような現代の社会。関係
ないかも知れませんがほとんどの若い人は、パソコンや携帯を見ていて人とのふれ合いや会話
もなくなってきているのでしょうか。もっと身近な人達との声かけとかも、大切だと思います。
他は関係ないではなく、良い事はいいとほめ悪い事は悪いという意識を、小さい頃からちゃん
と教えてあげる。もっと子供に目を向けてあげる。
（女性／50 歳代）
人権問題は一生続く問題で、全くなくなるというのは難しいと思います。でも一番大切な問
題ですので常に取り上げていかないといけないと思います。育った環境により、出る意見も
色々で難しい問題だと思います。
（女性／60 歳代）
調査自体が、人権問題について考える良い機会だと思います。深く考え、普及・啓発となる
様な調査を様々な世代に、定期的に実施して欲しいと思います。
（女性／30 歳代）
差別されているのを見たら声をかけたりして孤立させないような環境が必要だと思う。相談
所などを増やしたりした方がいい。小さいうちから人権問題などの教育をした方がいいと思い
ます。教える方も理解がないと子どもに伝わらないので話し合いの場があるといいと思います。
（女性／30 歳代）
子どもに対する人権問題の教育を充実させて下さい。子どもの人権（虐待）を守って下さい
（新聞等を見ていると自治体によって差があると思います）。
（女性／40 歳代）
イジメにより小・中・高校生の自殺のニュース等で必ず学校や教育委員会の歯切れの悪い記
者会見、人ごとだと思っている様にしか感じられない。子供は家より学校にいる時間が長いの
だからもう少しイジメに対して真剣に取り組んで欲しい。先生が多忙なのは知っていますが言
い訳にはなりません。もっと先生を増やすとか退職した先生をパートで雇えばいいのでは？子
供は大事な宝物です。次世代を担う人達ですからね！先生方の子供がイジメられていたらどん
な気持ちでしょうか？
（男性／40 歳代）
権利ばかりを問題としているが、国民としての義務の教育を進めることにより権利も尊重さ
れると思う。
（女性／30 歳代）
先日子供の小学校の授業で人権に関する内容があり、見学して来ました。今の世の中自己中
心的な人が多くまわりの事を考えないので、小さい頃から相手を思いやる心を持つ事はとても
良いと思います。
（女性／40 歳代）
人権問題について、テレビやインターネットで見聞きして、関心はある方だと思っています
が、現実では、自分も含めた家族・親族・知人の中で人権問題（人権の侵害）にあった人がい
ないので、よく理解していないのが実状かもしれません。障害者への差別や人種差別、いじめ
などには強い抵抗感があるので、これらの問題には自分なりに出来ることをしているつもりで
すが、周囲を見ていると幼い頃からの偏見に左右されている様に感じるので子供達への教育も
必要だと思います。
（女性／30 歳代）
子供の時から地域・学校教育等でしっかり人権問題を親も子も考える必要がある。大人同士
の交流も必要。ネット社会になりつつあるのでもう少し規制を強化することを考えてほしい。
（男性／60 歳代）
子供のいじめ及び若い親たちの無関心さが関係していると私は思います。多分今の子供が親
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になった時また同じことになり、子供のいじめは終わらないと思うのです。
（男性／40 歳代）
児童虐待の報道など見るたび行政の対応があまいと感じる。もっと権限を持たせること。
（男性／60 歳代）
自分の子供だけでなく全ての子のことを考えて物事を判断する習慣を身につけること。
（女性／70 歳代）
お互いを思いやる気持ちがあれば人権問題はおきません。この心を育てることが重要！特に
家庭で。
（男性／50 歳代）
心にゆとりのある家庭、その中で育った子供が大人になる。そうなれば差別や犯罪のない明
るい社会が期待できるのではないでしょうか。心にゆとりのある生活の中からウソをつかない
豊かな心でいられる人間が人のために頑張る、そう願いたいものです。それには、国や県・市
から経済的にも精神的にも支援あってのことだと思います。
（女性／60 歳代）
人権問題といっても様々です。地域の問題から個人の問題、大きなことから小さな事。でも
その人にとったらとても大事なことです。小さな事からでも解決できればいいなと思います。
アンケートをやってみて改めて、色々な問題があるなあと思いました。学生の時に、そういえ
ばこんな人権問題の授業やったなあ。でも、今現在忘れかけている？とか、今はこの問題続い
ているの？とか、その時習っても一時の事で忘れてしまう人も多いのでは？それでは意味がな
いというか、もっといつでもみんなが人権について考えられる様な社会になれたらいいですね。
（女性／30 歳代）
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