
目 次（データ編）   
【 単純集計表 】                          
 １ 人権全般 
 問１   人権に関する考え方 ……………………………………………………    1 

 問２   差別や人権侵害を受けた経験 …………………………………………    2 

  ①   その内容 …………………………………………………………………    2 

  ②   相談先 ……………………………………………………………………    2 

 問３   差別や人権侵害を行った経験 …………………………………………    3 

 問４   生活場面における人間関係 ……………………………………………    3 

 問５   優生思想についての見聞き ……………………………………………    3 

 問６   あいサポート運動についての認知 ……………………………………    3 

 問７   ユニバーサルデザインについての認知度 ……………………………    4 

 問８   手助けの経験 ……………………………………………………………    4 

 

 ２ 同和問題（部落差別） 

 問９   同和問題（部落差別）について知ったきっかけ ……………………    5 

 問１０  同和地区（被差別部落）やその住民との関わり ……………………    5 

 問１１  同和問題（部落差別）についての認知度 ……………………………    5 

 問１２  同和地区（被差別部落）についての見聞き …………………………    6 

   ①  その内容 …………………………………………………………………    6 

   ②  行動 ………………………………………………………………………    6 

 問１３  結婚差別への考え方 ……………………………………………………    6 

 問１４  土地差別への考え方 ……………………………………………………    7 

 問１５  身元調査への考え方 ……………………………………………………    7 

 

 ３ 教育・啓発 

 問１７  講演会等への参加回数 …………………………………………………    8 

   ①  その開催者 ………………………………………………………………    8 

   ②  参加したきっかけ ………………………………………………………    8 

   ③  参加しなかった理由 ……………………………………………………    8 

 問１８  理解に役立った啓発物 …………………………………………………    9 

   ①  その理由 …………………………………………………………………    9 

 問１９  人権教育・人権啓発に関する考え方 …………………………………   10 

ページ 



 問２０  様々な場面での行動 ……………………………………………………   11 

  属性 ……………………………………………………………………………………   12～13 

 

【 設問間クロス集計表 】※集計を行っていない設問あり 

問１ 

 問１（１）とのクロス ………………………………………………………………   14～25 

 問１（２）とのクロス ………………………………………………………………   26～37 

 問１（３）とのクロス ………………………………………………………………   38～49 

 問１（４）とのクロス ………………………………………………………………   50～61 

 問１（５）とのクロス ………………………………………………………………   62～73 

 問１（６）とのクロス ………………………………………………………………   74～85 

 問１（７）とのクロス ………………………………………………………………   86～97 

 問１（８）とのクロス ………………………………………………………………   98～109 

 問１（９）とのクロス ………………………………………………………………   110～121 

 問１（１０）とのクロス ……………………………………………………………    122～133 

 問１（１１）とのクロス ……………………………………………………………   134～145 

 問１（１２）とのクロス ……………………………………………………………    146～157 

 問１（１３）とのクロス ……………………………………………………………   158～169 

 問１（１４）とのクロス ……………………………………………………………   170～181 

問２ 

 問２とのクロス ………………………………………………………………………   182～195 

問３ 

 問３とのクロス ………………………………………………………………………   196～209 

問４ 

 問４（１）とのクロス ………………………………………………………………   210～221 

 問４（２）とのクロス ………………………………………………………………   222～233 

 問４（３）とのクロス ………………………………………………………………   234～245 

問８ 

 問８（１）とのクロス ………………………………………………………………   246～255 

 問８（２）とのクロス ………………………………………………………………   256～265 

 問８（３）とのクロス ………………………………………………………………   266～275 

 問８（４）とのクロス ………………………………………………………………   276～285 

 問８（５）とのクロス ………………………………………………………………   286～295 

 問８（６）とのクロス ………………………………………………………………   296～305 

問９ 

 問９とのクロス ………………………………………………………………………   306～309 



問１０ 

 問１０とのクロス ……………………………………………………………………  310～321 

問１１ 

 問１１とのクロス ……………………………………………………………………  322～333 

問１２ 

 問１２とのクロス ……………………………………………………………………  334～341 

問１３ 

問１３とのクロス ……………………………………………………………………  342～354 

問１４ 

 問１４とのクロス ……………………………………………………………………  355～364 

問１５ 

 問１５とのクロス ……………………………………………………………………  365～378 

問１７ 

 問１７とのクロス ……………………………………………………………………  379～393 

 問１７②とのクロス …………………………………………………………………  394～406 

 問１７③とのクロス …………………………………………………………………  407～419 

問１８ 

 問１８①とのクロス …………………………………………………………………  420～435 

問１９ 

 問１９（１）とのクロス ……………………………………………………………  436～450 

 問１９（２）とのクロス ……………………………………………………………  451～465 

 問１９（３）とのクロス ……………………………………………………………  466～480 

 問１９（４）とのクロス ……………………………………………………………  481～495 

 問１９（５）とのクロス ……………………………………………………………  496～510 

 問１９（６）とのクロス ……………………………………………………………  511～525 

 問１９（７）とのクロス ……………………………………………………………  526～540 

 問１９（８）とのクロス ……………………………………………………………  541～555 

問２０ 

 問２０（１）とのクロス ……………………………………………………………  556～570 

 問２０（２）とのクロス ……………………………………………………………  571～585 

 問２０（３）とのクロス ……………………………………………………………  586～600 

 問２０（４）とのクロス ……………………………………………………………  601～615 

 問２０（５）とのクロス ……………………………………………………………  616～630 

 問２０（６）とのクロス ……………………………………………………………  631～645 

 問２０（７）とのクロス ……………………………………………………………  646～660 

 



属性 

 １ 性別とのクロス   ……………………………………………………………  661～675 

 ２ 年齢とのクロス   ……………………………………………………………  676～700 

 ３ 家族構成とのクロス ……………………………………………………………  701～719 

 ４ 職業等とのクロス  ……………………………………………………………  720～746 

 ５ お住まいとのクロス ……………………………………………………………  747～783 

属性（グループ） 

 家族構成・年齢とのクロス …………………………………………………………  784～813 

 お住まい（地域）とのクロス ………………………………………………………  814～828 

 

【 自由記述 】 

 問１６ 同和問題（部落差別）についての自由記述 ……………………………  829～849 

 人権についての自由記述 ……………………………………………………………  850～870 

 


