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　今回の意識調査は、「人権全般」、「部落差別問題」、
「さまざまな人権」、「市の啓発活動」の４つの項目（32
問）について質問しました。
　その中でいくつかの設問について見てみましょう。

　関心が「ある」または「少しはある」を選んだ人の割合を
合計すると71.9％でした。この数値は、福岡県の調査の
割合と比べると、やや高くなっていました。

　人権が侵害された経験が「ある」または「少しはある」と
回答した人は約25％いました。

　「何もせずにがまんする」が10.4％、「わからない」が
15.2％となっていました。
　人権侵害を受けたと感じたときは、公的機関等に気軽
に相談して下さい。　

　部落差別問題をはじめとするさまざまな人権問題に関する相談を受けています。
また、新型コロナウイルス感染症による偏見や差別が報道されていますが、許される
ものではありません。困りごとがあればご連絡ください。（相談無料・秘密厳守）
☎0948-26-1178 （FAX）0948-23-7048（立岩人権啓発センター）

◆調査対象　18歳以上の市民3,000人
◆調査方法　郵送による調査
◆調査期間　2019年9月10日～10月9日
◆回収状況　回収数1,208人（回収率40.3％）

人権問題市民意識調査の結果

人権問題についての関心

人 権 全 般

あなたは、これまで自分の人権が侵害されたと感じたこと
がありますか。

あなたは、自分の人権が侵害された場合、どのよう
に対処しますか。

人権が侵害された経験

人権が侵害された場合の対処

飯塚市では、人権相談員を設置しています。(男女各１名)

◆調査の概要◆

※様々な相談窓口については、最終ページをご覧ください。
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あなたは「人権問題」に対して興味や関心がありますか。問
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