
人権啓発パネル展

　福岡県人権啓発情報センターでは、県民の人権意識を高め、差

別のない社会の確立に寄与することを目的として、様々な啓発

活動を実施しています。　

　その活動の一つとして、当センターでは、みなさま方に人権に

対する関心をもっていただき、知識や認識を高め、行動へとつな

げていただくため、「人権啓発パネル展」を企画しました。

　

　本パネル展をご覧になったみなさま方に、何かを感じ、何かを

考え、行動していただくきっかけとなれば幸いです。

公益財団法人　福岡県人権啓発情報センター
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「人権」って、なあに？

　みなさんは、児童や高齢者への虐待などの報道をよく見かけ

ませんか。

　人権侵害は、身近なところで起きています。

　家庭や地域の人たちが人権について意識を高めていくこと

は、大切なことです。

　少し立ち止まって、人権について、考えてみませんか？

　人権は、私たちみんなが平等にもつ、大切なものなのです。

「人権」とは

●「人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」

【人権擁護推進審議会答申（平成11年）より】

●「人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利」

【人権教育・啓発に関する基本計画（平成１４年）より】

「人権」とは、人が人として

生きる権利です。
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人権が尊重されていると感じますか？

　平成23（2011）年に、福岡県が、「人権問題に関する県民意識調

査」を行いました。その中から、一部を紹介します。

　人権が「尊重されていると感じる」と答えた人は全体の20.3％

にとどまっています。

　

　「尊重されていると感じない」は15.0％で、全体の62.5％が「い

ちがいにはいえない」と回答しています。

　県民の多くが、“日本の社会は必ずしも人権が尊重されている

とはいえない”と感じているといえるでしょう。

現在の日本社会において、あなたは人権が尊重されている

と感じますか？

全体（N＝2,107）

単数回答（○は1つ）

尊重されていると感じる
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人権問題に関心がありますか？

　同じく「人権問題に関する県民意識調査」から紹介します。

　「障害者に関する問題」が51.2％を占め、「高齢者に関する問

題」と「原発事故による放射線被ばく風評被害に関する問題」がそ

れぞれ48.6％で続いています。

　「子ども」「北朝鮮当局による拉致被害者等」「女性」「同和問題」

「インターネット等による人権侵害」などの問題も3割以上あげら

れています。

あなたはどのような人権問題に関心がありますか？

全体（N＝2,107）

複数回答（○はいくつでも可）

障害者

高齢者

原発事故による風評被害

子ども

北朝鮮当局による拉致被害者等

女性

同和問題

インターネット等による人権侵害

犯罪被害者等

ホームレス

人身取引（トラフィッキング）

刑を終えて出所した人

日本に住んでいる外国人

HIV 感染者・エイズ患者

ハンセン病患者・回復者等

性同一性障害

性的指向（同性愛や両性愛）

アイヌの人々

その他

とくになし

回答なし
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福岡県人権啓発情報センター ヒューマン・アルカディアのご案内

場所：クローバープラザ（7階）

人と人とがふれあい、差別のない理想的な社会「ヒューマン・

アルカディア（人間の牧歌的な理想郷）」をめざす施設です。

常設展示室

厳しい差別の中でたくましく生き抜いて

きた人々の姿を様々な資料や映像を通し

て、時代の経過に沿って展示しています。

特別展示室

国内外の様々な人権問題をテーマとして、7

月の同和問題啓発強調月間及び12月の人

権週間を中心に特別展を開催しています。

視聴覚研修室

視聴覚教材を使った研修、セミナーなど

を行っています。同和問題教室は、随時申

込みを受け付けております。

啓発資料室

人権問題に関する図書、

ビデオなどの閲覧や貸

出を無料で行っていま

す。県・市町村等が制作

した啓発冊子もご覧に

なれます。

平日及び土曜日　午前9時～午後9時

（入室は、午後8時30分まで）

日曜日及び祝日　午前9時～午後5時

（入室は、午後4時30分まで）

毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌日）

但し、第4月曜日を除く

8月13日～15日（但し、8月の月曜日は第5月曜

日以外は開館します。）

年末年始（12月28日～1月4日）、臨時休館日

大人200円、高・大学生100円

中学生以下・65歳以上等は無料です。

詳しくは受付でお尋ねください。

※団体割引あり（20名以上）

福岡県人権啓発情報センター

〒816-0804 福岡県春日市原町3丁目1番7号　クローバープラザ7階

TEL 092-584-1271    FAX 092-584-1273

入 場 料

休 館 日

利用時間
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