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２１世紀は「人権の世紀」と言われています。世界人権宣言や日本国憲法で保障

されているように、すべての人々には、人間として尊重され、生きていく権利があ

ります。 

しかし、残念なことに、私たちの生活の様々な場面において、人権が侵害される

事象が発生しています。また、社会の国際化、情報化の進展や少子高齢化に伴って、

人権に関する新たな課題も生じています。 

国においては、平成９年に「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計

画が策定され、平成１２年には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制

定されました。 

本町のこの基本計画は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、

人権教育及び人権啓発に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもの

です。 

その基本とするところは、「人にやさしい」を基本に、あらゆる差別を許さず、

人権の大切さが実感できるまちづくりを実現するため、町政のあらゆる施策に人権

尊重の精神を活かすことをめざすものであります。 

今後は、この計画に基づき、人権が尊重される平和で豊かな社会の実現に向け、

町民のみなさんとともに取組を推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解

とご協力をお願い申し上げます。 

終わりに、この基本計画の策定にあたりまして、２年間にわたりご審議いただき

ました「稲美町人権教育啓発推進協議会」の委員の皆様並びに貴重なご意見をいた

だきました町民の皆様に、厚くお礼を申し上げます。 
 
 

２００７（平成１９）年３月 
 
 

稲美町長 古 谷   博  
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第１章 計画の概要 

１ 人権尊重の理念 

人権とは、すべての人間が人間の尊厳に基づいて持っている固有の権利であり、社

会を構成する人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営

むために欠かすことのできない権利であって、すべての人に平等でなければならない

ものです。 
日本国憲法においても、人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び

将来の国民に与えられたものであるとされ（11 条、97 条）、個人の尊重、生命、自由、

幸福追求の権利の尊重（13 条）と法の下の平等及び差別の禁止（14 条）という包括的

な規定と様々な人権の個別、具体的な保障規定の中に明文で示されています。これら

は、国際社会で取り決められた諸条約によって確認・強化されています。 
これらの人権については、国や地方公共団体等公権力との関係においてはもちろん、

国民相互の間においても尊重されるべきものです。 
すなわち、一人ひとりが自らの人権を主張し行使するに当たって、自分の人権のみ

ならず他人の人権についても正しい理解を持ち、自らの権利の行使に伴う責任を自覚

することにより、他人の人権との共存を図っていくことが重要です。 
さらに、そのことが、日常生活の中で自然に態度や行動にあらわれるよう、「人権尊

重のまちづくり」を推し進めていかなければなりません。 

２ 計画策定の根拠と目的 

稲美町人権教育及び人権啓発に関する基本計画（以下「基本計画」という。）は、

２０００（平成１２）年１２月に制定された「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律」に基づき、人権教育及び人権啓発に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ものです。 

また、基本計画の政策的根拠は、２００２（平成１４）年４月に策定された第４次

稲美町総合計画に求めています。 

総合計画では、「人権を認めあう人づくり・まちづくりの推進」を重要施策に掲げ、

人権の尊重が社会の文化として根付いていくように、一人ひとりが人権について正し

く理解し、権利の行使に伴う責任を自覚するとともに、お互いを認めあい、尊重しあ

い、共に生きる「共生社会」の実現をめざしています。 
そこで、本町では、この基本計画によって、人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律の理念に基づき、総合計画に定めた内容の実現に向け、今後めざすべき重点的な

目標と基本的な取り組み方策を明らかにしていきます。 

３ 人権教育及び人権啓発の基本的な考え方 



 －２― 

国際化、情報化、少子・高齢化などが進展する成熟社会においては、人々の価値観

や生き方の多様化に伴い様々な権利が交錯し衝突する機会が多くなっています。この

ような社会では、同質性を優先させる考え方よりもむしろ、異質性を認め合い、共存

していく考え方が重要になってきます。 
具体的には、一人ひとりの人権が保障され、これを基盤とする平和の文化が息づい

ている社会や、誰もがやりたいことにいつでもチャレンジできる機会が平等に保障さ

れている社会、また、年齢、性別、国籍等様々な属性や思想等にとらわれずに、誰も

が社会との調和の中で自分自身の考え方を主張でき、人々が互いに文化や価値観の違

いをありのまま受け入れ共存している社会、さらに、自己責任を基本に楽しみながら

自己実現を図る創造的な行動が展開されるよう、適切な情報開示と公正なルールに基

づく 21 世紀にふさわしい人権が確立されている社会など新しい市民社会をめざすこ

とが大切です。それはまさに、人権尊重の理念に基づく共に生きる社会の創造をめざ

すものです。 
その意味で、稲美町民すべてが、人権尊重の理念について理解を深め、人権の尊重

を基本とする社会づくりを進めること、さらに、それを次代へと継承していくことは、

稲美町及び町民が果たすべき極めて重要な責務です。 
このため、人権尊重の理念に関して、家庭や学校、地域、職場などあらゆる場にお

いて教育及び啓発を進め、人権尊重の理念に関する町民の理解を深めることにより、

人権の尊重が社会の文化として定着し、町民みんながお互いを認め合いながら共に生

きる「共生社会」の実現をめざします。 

第２章 計画策定の背景 

２１世紀は、「人権の世紀」と言われています。「人権教育のための国連１０年」が１

９９５（平成７）年に定められたことを踏まえ、人権問題が今世紀の重要課題として認

識され、国際的に人権尊重の機運が高まっています。 
わが国においても、１９９７（平成９）年７月に「人権教育のための国連１０年」に

関する国内行動計画が策定されるとともに、２０００（平成１２）年１２月に「人権教

育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、国や地方公共団体、そして国民一人

ひとりになお一層の取組みが求められています。 
さらに、地域改善対策に関する特別措置法が２００２（平成１４）年３月末に失効し、

今後の人権教育及び人権啓発のあり方が国や県から示され、また、さまざまな人権に関

する法律が新たに制定されていること等から、地域社会における人権教育及び人権啓発

の推進について、町行政の責務がこれまで以上に重要になっています。 
本町においても、長年にわたり、差別のない心豊かな共生社会の実現をめざし、同和

対策事業・地域改善対策事業を通じて、人権にかかるもっとも深刻、かつ重大な同和問
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題の解決に向けた取り組みが積み重ねられたことにより、住環境の改善等に一定の改善

が図られるとともに、差別意識の払拭や教育上の格差の解消に大きな成果をあげてきま

した。 
しかし、差別意識は依然として根深く、人権に関する正しい知識や日常生活で生かさ

れるような人権感覚が十分身についているとは言いがたい状況があります。 
また、近年の急激な社会情勢の変化が、本町においても人権に関する新たな課題を生

み、これまで以上に積極的・効果的な取り組みが求められています。 

第３章 人権課題の取り組み 

１ 身近な人権課題への取り組み 

人権尊重の理念に関する理解を深めるためには、法の下の平等や一人ひとりの人権

を個人として尊重するという普遍的な視点と、人権問題を現実社会の中で具体的な問

題としてとらえ、身近な課題に積極的に取組んで解決していこうとする視点との両面

からのアプローチが大切です。理念の理解を常に現実の問題に結び付けなければなり

ません。 
その意味で、「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計画でも重要な課題

とされている、同和問題、女性、子ども、高齢者、※障害者、外国人、ＨＩＶ感染者等

の各人権課題について、これまで進められてきた取り組みの現状と今後の方針等を踏

まえつつ基本的な方策を示します。 

（１）同和問題 

わが国では、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重大問題である

という認識のもと、１９６９（昭和４４）年の「同和対策事業特別措置法」の制定

以来、三度にわたる特別措置法に基づく関係諸施策が進められてきました。 

同和問題は基本的人権にかかわる重要課題であるとの認識のもと、これらの諸施

策によって、長年にわたり生活環境の改善、教育上の較差の解消、差別意識の解消

などに対する取組みが図られてきました。 

その結果、住宅や道路などの環境は大きく改善され、進学や就職の機会も拡大さ

れました。また、住民の同和問題への正しい理解や人権感覚・人権意識の向上など、

一定の成果も見られるようになりました。 

しかし、一部において依然として偏見が根深く存在し、潜在化の傾向が見られる

など、同和問題の完全な解決には至らず結婚や就職などの差別が今なお残っており、

これらの差別を解消するとともに人権を擁護することが今後に残された課題です。 

そのため、これまでの同和教育の取組みを踏まえ、すべての人々の基本的人権を
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尊重していくための人権教育・人権啓発の取組みが求められています。 

【取り組み方策】 

  すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育・人権啓発を推進

し、同和問題をはじめとする人権について、わかりやすく学習内容を工夫し、

差別意識の解消を図ります。 

  子どもが、様々な人権問題について学習を深め、差別や偏見を許さない人

権意識を培うため、幼稚園、小学校、中学校等での人権教育を推進します。 

  隣保館事業の活性化を図り、隣保館が今後とも周辺地域住民との交流の場

として、また、人権教育・人権啓発の拠点となる「開かれた地域のセンター」

として、その充実に努めてまいります。 

  稲美町人権・同和教育研究協議会などの関係団体との連携を図り、幅広い

人権教育・人権啓発のための研究や研修の充実を図ります。 

  各種人権相談、差別事象については、法務局、人権擁護委員などの関係機

関・団体との連携を図り、対応していきます。 

（２）女性 

憲法には、両性の平等がうたわれており、その実現に向けて、※男女共同参画社会

基本法（１９９９、平成１１年）をはじめ男女雇用機会均等法（１９８６、昭和６

１年）や育児・介護休業法（１９９２、平成４年）などの法律整備等により、女性

を取り巻く環境の整備が進んできました。しかし、わが国の現状は、職場や地域に

おける女性の政策・方針決定への参画や能力発揮のための環境整備が十分ではない

ほか、女性の家事、育児、介護における負担が重いなど、様々な面で男女共同参画

が不十分な状況にあります。 
また、性犯罪、売買春、夫・パートナー等からの暴力（いわゆる※ドメスティック・

バイオレンス）、※セクシュアル・ハラスメント、※ストーカー行為などの女性に対す

る人権侵害も問題となっています。 
これらの背景には、「男は外で働き、女性は家庭を守る」といった性別役割分担意

識や「男性が女性よりも優位である」という性差別意識、さらには、固定的・画一

的に「男らしさ」、「女らしさ」をとらえるといった意識が根強く残っていることが

挙げられます。 
本町においても、男女が性別にとらわれることなく、一人ひとりの価値観に基づ

いた多様な生き方が尊重され、それぞれの能力や個性をあらゆる分野で十分発揮す

ることのできる社会の実現をめざして、「稲美町男女共同参画プラン」が２００２（平

成１４）年に策定されました。 

【取り組み方策】 
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  男女が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野に参画し得る「※男女共

同参画社会」の実現をめざし、啓発活動を推進します。 
  ドメスティック・バイオレンスについては、県立家庭女性センターや県立

男女共同参画センターをはじめとした関係機関との連携を強化して支援体制

を充実し、その防止に向けた意識啓発等を行います。 

（３）子ども 

近年、大量の物や情報が氾濫する一方で、少子化や核家族化、地域社会の関係の

希薄化、個人主義的な考えや学歴偏重の社会風潮などにより、子どもを取り巻く家

庭環境の変化は著しいものがあります。 
このような状況において、児童虐待、家庭内暴力や学校でのいじめ、少年非行の

凶悪化、薬物乱用の低年齢化、いわゆる「援助交際」や児童ポルノなどの性の商品

化など、子どもの人権をめぐる問題が深刻化しています。 
このような子どもの人権をめぐる問題の背景には、家庭、社会環境などの変化と

いう要因のほか、大人が、子どもを未成熟な存在として支配的な意識を持ったり、

保護や教育の対象としてのみとらえたりすることや、また、そのことによって子ど

もの自立心や社会性の欠如を招いているというようなことも、要因として存在して

いると考えられます。 
本町においても、２００３（平成１５）年７月に「次世代育成支援対策推進法」

が成立したのを受け、２００５（平成１７）年３月、社会全体で子育て支援に取り

組む観点から「いなみ子どもいきいきプラン２００５」を策定しました。 

今後は、子どもを保護の対象としてだけでなく、権利の主体として認めるという

「児童の権利に関する条約」（１９９４（平成６）年批准）の趣旨を十分踏まえた教

育及び啓発を進める必要があります。 
また、児童の虐待問題については、「児童虐待の防止等に関する法律」２０００（平

成１２）年５月の趣旨を踏まえて、保健、医療、福祉、教育、警察等の関係機関に

よる連携した支援体制の充実に努めるとともに、その防止等に向けた意識啓発を推

進しなければなりません。 

【取り組み方策】 

  学校における人権教育の充実を図るとともに、青少年の健全育成をめざし、

家庭、学校、地域社会が連携を深め、一体となって取り組みます。 

  人権意識や多様な価値観の醸成を図り、生きる力を育てるため、教育体制

の整備を推進します。 

  いじめや児童虐待等、子どもを取り巻くさまざまな問題解決のために、地

域の関係機関、団体等との連携を強化し、子どもや保護者などに関する情報
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収集や支援等を実施します。 

  次代を担う子どもを安心して生み育て、健やかに育つ環境づくりを総合的

に推進します。 

（４）高齢者 

わが国では、２１世紀半ばには３人に１人が６５歳以上という超高齢社会が到来

します。 
こうした超高齢社会を目前に控えて、高齢者が家族や社会の中で生きがいを持っ

て健やかな生活を過ごすことができるよう、国民の意識や社会のシステムを改革す

る様々な取組みが行われています。 
高齢者については、働きたいという意志や能力があるにもかかわらず、一律定年

制によって、高齢であるということのみをもって就労の機会が奪われるなど、社会

に参加し、自己実現を図るための権利が十分に保障されているとはいえない状況に

あります。 
また、心身上の機能の衰え等から介護等が必要になった際に、人格やプライバシ

ーを無視した扱いを受けたり、ややもすれば虐待や遺棄、財産侵害を被るなど、高

齢者の「人間としての尊厳」が否定されるケースが見られるなどの問題も生じてい

ます。 
本町においても、２００６（平成１８）年３月に「稲美町高齢者保健福祉計画・

稲美町介護保健事業計画」を改定し、高齢者の支援と自立した生活ができる基盤の

整備を進めています。 

今後は、高齢者自らも社会の構成員として積極的に役割を担うよう、高齢者の学

習機会の充実や意識啓発に努めることが必要です。 

【取り組み方策】 
  高齢者への福祉の向上、人権擁護などについて住民の意識向上を図るため、

教育、啓発を推進します。 

  経験や知識を生かし、働く機会を提供するため、シルバー人材センターな

どの機能をより充実させ、就業の支援を図ります。 

  高齢者同士や異世代間の交流など、地域活動への参加の機会を創出すると

ともに、交流の拠点となる施設の充実を図り、高齢者のクラブ、サークルな

どの育成と支援に努めます。 

  歩道の段差の解消、階段のスロープ化、手すりの設置など「※バリアフリー

のまちづくり」を一層推進します。 

  高齢者が地域で安心して生活が送れるよう、権利擁護に関する相談、支援

の充実に努めます。 
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（５）※障害者 

障害者が地域社会の中で暮らしていく上で様々な障害があります。すなわち、道

路の段差や階段、駅舎エレベーターの不備などの「物理的な障壁」、資格制限等によ

る「制度的な障壁」、さらには差別や偏見等の「心理的な障壁」、点字図書や字幕付

きテレビ放送が不足していることなどの「文化・情報面の障壁」です。今日では、

これらの障壁に加え、障害者に対する企業や施設内等での虐待や暴行、さらには、

財産侵害などの人権問題が生じています。 
障害のある人が基本的人権をもつ一人の人間として、自ら進んで社会活動に参加

できるような平等な社会づくりをめざすとともに、すべてのライフステージで施策

の充実を図り、生涯にわたって障害のある人の自立と社会参加の促進を図っていか

なければなりません。 

そのため、本町においても、１９９９（平成１１）年に「稲美町障害者基本計画」

を策定し、障害のある人をはじめ、すべての人の人権が尊重され、あらゆる面にお

いて差別のない平等な社会をめざす「※ノーマライゼーションの理念」のもと、さま

ざまな障害者施策に取り組んでいるところです。 

【取り組み方策】 

  障害に対する正しい理解と認識を深め、共に生きる豊かな心を育むために、

住民に対してあらゆる機会を通じて啓発活動を実施します。 

  さまざまな行事や活動を通じて、障害のある人との交流の充実を図ります。 

  保育所、幼稚園、学校では、障害の状態に応じて、一人ひとりの可能性を

伸ばす教育の充実に努めるとともに、すべての幼児、児童、生徒が「共に学

び、共に育つ」環境づくりをめざします。 

  すべての人が住みやすい「※バリアフリーのまちづくり」を推進します。 

  すべての人が容易に、早く、的確に必要な情報を入手できるなど、情報の 
※バリアフリーに努めます。 

（６）外国人 

今日、わが国で生活する外国人が急激に増え、２００３（平成１５）年度には   

１９１万人を超えました。そのため、言語、宗教、習慣等の違いから、外国人をめ

ぐって様々な人権問題が発生しています。 
例えば、家主や仲介業者の意向により、外国人にはアパートやマンションに入居

させないという差別的取扱いがなされたり、公衆浴場において外国人の入浴マナー

が悪いとして、一律に外国人の入浴を拒否したり、あるいは、外国人について根拠

のないうわさが広まるといった事案が生じています。 
ことばの問題や生活習慣の違いを乗り越え相互理解を進めるため、国際交流の更



 －８― 

なる進展を図ることが必要です。 

【取り組み方策】 

  講座や講演会、国際交流を通じて、外国人や異文化に対する理解を深め、

人権尊重を基盤とした国際性豊かな住民の育成に努めます。 

  外国人への情報提供の推進、相談体制など、外国人が暮らしやすい環境づ

くりを推進します。 

  お互いが信頼しあい、助けあい、共に生きる意識を養い、差別や偏見の不

当性に対する認識と理解を深め、その解消に努めます。 

（７）その他の人権課題 

わが国では、アイヌの人々の問題をはじめ、ＨＩＶ感染者やハンセン病、その他

の難病患者の人たち、刑を終えて出所した人、犯罪被害者やその家族の人たち等、

人権にかかわる様々な問題があります。 

また、最近ではインターネットなどを利用した人権侵害事例やプライバシーの侵

害、※ストーカーなどによる人権侵害などについても問題とされています。 

これらのさまざまな人権問題の解決を図るためには、正しい認識と理解を深める

教育及び啓発を進め、差別や偏見をなくしていくことが必要です。 

① アイヌの人々 

アイヌの人々が、憲法の下で平等を保障された国民として、その人権が擁護さ

れなければならないのは当然のことです。しかし、アイヌの人々に対する理解が

十分ではないため、就職や結婚などにおいて差別や偏見が依然として存在してい

ます。アイヌの人々に対する差別や偏見を解消し、アイヌの人に対する理解と認

識を深めていくことが必要です。 

② ＨＩＶ感染者やハンセン病、その他の難病患者の人たち 

わが国においては、エイズ、ハンセン病などの感染病に対する正しい知識と理

解が十分普及しているとはいえない状況にあります。これら感染病にかかった患

者及び元患者が、周囲の人々の誤った知識や偏見などにより、職場での迫害、学

校等の入学登校の拒否、医療の差別、プライバシーの侵害などが社会問題となっ

ています。このような状況を踏まえ、ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する

差別や偏見をなくすようにすることが必要です。 

③ 刑を終えて出所した人々 

刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見には根強いものがあり、就職に



 －９― 

際しての差別の問題、悪意のある噂の流布などの問題があります。刑を終えて出

所した人が、社会の一員としての生活を営むためには、本人の強い更正意欲と合

わせて、家族、職場、地域社会の理解と協力が必要です。刑を終えて出所した人

に対する差別や偏見をなくすようにすることが必要です。 

④ 犯罪被害者やその家族の人たち 

犯罪被害者やその家族の人たちをめぐる問題としては、マスメディアの行き過

ぎた犯罪の報道によるプライバシーの侵害や過剰な取材による私生活の平穏の侵

害等があります。これらの人たちに対する配慮と保護を図る等、人権を擁護する

啓発活動を行うことが必要です。 

⑤ インターネットによる人権侵害 

インターネットの利用人口は年々増加し、こうしたインターネットの普及に伴

い、その匿名性、情報発信の容易さから、個人の名誉を侵害したり、差別を助長

する表現や有害な情報の掲載など、人権にかかわる様々な問題が発生しています。

そのため、一般のインターネット利用者やプロバイダー等に対して、個人の名誉

やプライバシーに関する正しい理解を深めるための啓発活動を推進していくこと

が必要です。 

⑥ ホームレス 

自立の意思がありながら、やむを得ない事情でホームレスとなり、健康で文化

的な生活ができない人々が多数存在し、嫌がらせや暴力を受けるなど、ホームレ

スに対する人権侵害の問題が起こっています。 
そのため、２００２（平成１４）年７月、「ホームレスの自立支援等に関する特

別措置法」が制定されました。 
ホームレスの自立を図るためには様々な取り組みが必要ですが、近隣住民の人

権にも配慮しながら、ホームレスに対する偏見や差別を解消するよう啓発活動を

推進することが必要です。 

⑦ 性的指向 

性的指向とは、人の性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念を言います。

具体的には、性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方

に向かう両性愛を指します。 
同性愛、両性愛の人々は、少数派であるために正常と思われず、場合によって

は職場を追われることさえあります。このような性的指向を理由とする差別的取

扱いについては、現在では、不当なことであるという認識が広がっていますが、
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いまだ偏見や差別が後を絶たないのが現状であり、これらの人々の人権擁護を図

るための啓発活動を推進することが必要です。 

⑧ 性同一性障害者 

生物学的な性（からだの性）と性の自己意識（こころの性）が一致しないため、

社会生活に支障がある状態を言います。性同一性障害の人々は、社会の中で偏見

の目にさらされるなどの差別を受けてきました。 
２００３（平成１５）年７月、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する

法律」が公布され、２００４（平成１６）年７月から施行されました。この法律

により、性同一性障害者であって一定の条件を満たすものについては、性別の取

扱いの変更の審判を受けることが出来るようになりました。性同一性障害を理由

とする偏見や差別をなくすため、様々な啓発活動を推進することが必要です。 

【取り組み方策】 

  ＨＩＶ感染者やハンセン病患者をはじめとした感染症に関する治療予防に

対する医学的な部分での啓発及び偏見や差別意識の解消に向けた人権啓発の

さらなる推進に努めます。 

 学校教育において、エイズを含む性感染症に対する性教育の取り組みの強化

を図ります。 

  「アイヌの人々」の人権問題、「ホームレスの人々」の問題、「犯罪被害者

及びその家族」の権利の問題及び「セクシャル・マイノリティー」に関する

人権問題などについては、積極的に啓発に取り組み、国や県の動向を注視す

るとともに申し入れや働きかけを行っていきます。 

２ 共通課題への取り組み 

（１）安全、安心なまちづくり 

※バリアフリーと※ユニバーサルデザインの理念に基づくまちづくりは、単に、障

害者や高齢者のための福祉施策ととらえるのではなく、だれもが普通に生活してい

ける「まち」をめざすことであり、すなわち、すべての町民の人権に配慮したまち

づくりであるといえます。 
本町では、福祉のまちづくり条例（１９９３、平成５年１０月施行 兵庫県条例）

に基づき、個別住宅以外のあらゆる公益的施設（社会福祉施設、官公庁施設）や公

共施設（公園、道路）の※バリアフリー化を推進し、特に、本町所管の施設について

は、他の民間施設等への模範となるよう、段差の解消、手すりの設置、庁舎窓口の

低カウンター化等の施設整備に取り組んでいます。 
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具体的には、町立の幼稚園・学校における※ノーマライゼーションの考えに基づい

た施設整備等があげられます。 

【取り組み方策】 

  公共施設の※バリアフリー化に向けて計画的な改修を進めるとともに、民間

の施設に対しても、※ユニバーサルデザインや※バリアフリーの考え方の啓発

に努めます。 

 

（２）情報社会でのプライバシー保護 

地方公務員法（１９５０、昭和２５年法律第２６１号）第３４条第１項では、「職

員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同

様とする。」として、地方公務員が、個人情報等の「秘密を守る義務」を明記してい

ます。 
町行政における業務の大部分は住民の個人情報に関わるものであり、その取り扱

いに関しては、個人のプライバシーが侵されることのないよう、個人情報の管理に

は、細心の注意が求められています。 
近年の情報化に伴うＯＡ化の進展により、地方公共団体が取り扱う住民の個人情

報は、業務目的に応じて、正確に大量にデータ化され、電磁処理されています。こ

れらの電磁処理されたデータの保管や業務目的外の使用等については、厳しい管理

と制限が求められています。 
本町においては、２０００（平成１２）年９月に「稲美町情報公開条例」が制定

されました。この条例においては、特定の個人を識別する情報及び特定の個人を識

別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するお

それがあるものを原則不開示情報として規定されています。また、２００４（平成

１６）年３月に「個人情報の保護に関する条例」が制定されました。この条例は、

個人情報の取り扱いの基本的事項を定めるとともに、町の保管する個人情報の開示、

訂正及び削除を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護す

ることを目的としています。 
具体的内容としては、町の保管する個人情報の開示、訂正及び削除の請求、思想、

信条及び宗教に関する個人情報、病歴等の個人の特性を規定する身体に関する個人

情報及び犯罪歴等の社会的差別の原因となるおそれのある個人情報（総称して、セ

ンシティブ情報という）の収集の禁止、個人情報の町内部での目的外利用提供、町

外部への提供の原則禁止などです。 
電子計算機システムの導入などに伴い各所属における個人情報の管理責任も増大

する傾向にあり、引き続き、職員の個人情報保護に対する意識を高めるよう啓発に
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努めるとともに、日常業務における個人情報の管理や取り扱いを更に厳格、適正か

つスムーズに行えるよう、現状の業務執行方法等について、個人情報保護の視点か

ら常にチェックし、必要に応じた改善をしていくことが必要です。 
また、社会の情報化が進むなかで、まちづくりを進めるにあたりインターネット

を活用した情報収集や情報発信は、有効で効果的な手段であり、地方公共団体に限

らず、今後ますます家庭や社会に普及するものと思われます。情報の発信者に匿名

性があり、情報発信が技術的・心理的に容易にできるという点があることから、例

えば、他人に対する誹謗中傷や差別を助長する表現等が見られ、その発信相手は全

国規模であり、多数の人権にかかわる問題が発生しています。 
基本的人権のひとつである表現の自由には十分配慮しなければなりませんが、一

般に許される限度を超えて個人のプライバシーに踏み込んだり、誹謗中傷を行う等

の人権侵害に対しては、発信者が判明する場合は、発信者に対する啓発を通じて侵

害状況の排除に努め、発信者が特定できない場合は、プロバイダー（インターネッ

トへの接続サービスを有料で提供する業者）にその情報の停止や削除の申し入れを

し、業界の自主規制を促すことで個別的な対応を図っていかなければなりません。 

【取り組み方策】 

  条例や規則等で規制している※センシティブ情報をはじめとした個人情報

の漏洩が起こらないよう、システムの安全性の確保と研修等による職員の意

識啓発に努めます。 

  「住民基本台帳ネットワークシステム」からの情報が、本来の行政サービ

スの目的以外に利用されることのないよう、安全性の確保に努めます。 

  町は、インターネットの一使用者として、人権に対する配慮を行うことは

もちろん、地域や学校で※ＩＴ講座やＩＴ教育を推進するにあたり、操作技術

の研修だけではなく、受講者や児童・生徒に対し、インターネット上の誤っ

た情報や偏った情報をめぐる問題を含め、情報化の進展が社会にもたらす影

響や情報の収集・発信における個人の責任や情報モラルについての研修を実

施します。 

３ 人権教育及び人権啓発への取り組み 

（１）家庭 

「家庭はあらゆる教育の出発点」と言われるように、生涯にわたって豊かな人権

感覚を養う上で家庭の果たす役割は極めて重要です。 
なかでも、人間形成の基礎を培う幼少期に、家庭で、遊びやしつけ、家事や家族

とのふれあいなど日常生活を通じて、豊かな情操や思いやりの心、自立心などを育
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くみ、基本的な社会ルールなどを教えていくことが大切です。 
また、こうした家庭における子どもへの教育は、温かい家庭関係のもとで、親子

の絆を深め、親等が自ら模範を示していく中で進めていくことが大切です。 
しかし、近年、都市化、核家族化、少子化や地域における連帯意識の希薄化など

に伴い、育児不安の広がりやしつけへの自信の喪失、過保護や過度の放任といった

家庭の教育力の低下が指摘されており、家庭の持つ教育力を高めていくための取り

組みが必要です。 
このため、中央こども家庭センターや保育所、子育て学習センター等における子

育てに関する相談・支援体制の充実や子育てに関する学習の支援をはじめ、親自ら

が人権意識を高めるための自主的な学習活動の支援を行うとともに、親と子の体験

学習の促進等温かい親子関係を育み、親子が共に学んでいけるような施策を学校や

地域と連携を図りつつ進めることが大切です。また、家庭においては、男女が、そ

れぞれの責任を担って共に協力し合うことが大切であり、これまで家庭へのかかわ

りが希薄だった男性の子育てへの積極的な参加を促すことが必要です。 
さらに、啓発資料や町広報等により、人権問題について家族の間で活発な話し合

いが行われ、日常生活の場で実践されるよう促すことが必要です。 

【取り組み方策】 

  家族を構成する男女の人権が尊重され、かつ、個人としての尊厳が重んじ

られるよう、家庭での意識啓発及び家庭における養育力・教育力を向上させ

るための取り組みを推進します。 

（２）地域 

地域は、町民が、日常の学習活動や地域活動等を通じて、様々な人権問題などに

ついて理解を深め、実践する場であり、特に、子どもたちにとっては、思いやりの

心や自立心を育み、社会性などを体験的に学ぶ場として重要な役割を担っています。 
このことから、地域においては、公民館等における社会教育活動や隣保館におけ

る学習・交流活動、大学等における公開講座、行政主催のセミナー等の開催をはじ

め、青少年団体、子ども会、自治会、ＰＴＡや※ボランティア団体、市民サークル、 
※ＮＰＯ、※ＮＧＯ等を中心とする人権にかかわる多様な学習活動が展開されるとと

もに、これらの団体や組織による社会奉仕活動、福祉体験活動、交流活動、文化活

動、スポーツ活動などが活発に行われることが大切です。 
このため、「人権教育基本方針」を基本として、人権教育を生涯学習体系に位置付

け、人権に関する具体的な課題に即しつつ、多様な学習情報・教材の提供を行い、

学習機会の拡充を図るなど住民の自主的な学習活動の支援を行うことが必要です。 
また、人権感覚等は、主として地域における日常の付き合いの中で個人が自然に



 －１４― 

会得していくものであることから、教育及び啓発リーダーの育成や地域実践活動の

場・機会の提供、交流の促進等により、地域の教育力を高め、住民の主体的な教育

及び啓発活動が活発に展開されることが必要です。 

【取り組み方策】 

  長い歴史を持つ「生涯学習推進員」の制度を更に活性化し、「人権のまち

づくり」に活用するためのシステムを構築します。 

  各自治会単位での人権学習会の更なる活性化を図るため、人権啓発ビデオ

等の啓発資料や指導技術などのより一層の充実をはかります。 

  企業の人権教育・人権啓発活動において、「一人ひとりを大切にする明る

い職場づくり」にあわせ、公正・公平な就職・雇用という社会的責任を果た

すための研修や日常的活動の取り組みを進めます。 

  人権文化をすすめる町民運動推進強調月間（８月）や人権週間（１２月）

を啓発活動の強調期間として、あらゆる差別の解消に向けて、住民意識の高

揚に努めます。 

  広報紙、啓発誌、人権作文、人権標語、人権ポスターなどの活用による啓

発活動を推進します。 

  行政主体のイベントに限らず、住民団体・※ＮＧＯ・※ＮＰＯの主催、共催

するイベントでの啓発活動を支援します。 

  セクシュアルハラスメントの防止に向けた企業の取り組みを促進するため

の啓発活動を強化します。 

  男女雇用機会均等法の定着が図られるよう趣旨や内容についての啓発活動

を推進します。 

  妊娠出産にかかわる女性の心身の機能が労働の場での差別に結びつかない

よう、母性保護の理念の浸透に向けた普及啓発に取り組みます。 

（３）学校等 

人格形成に大きな影響のある学齢期において、人権尊重のための教育の中心的役

割を担うのが学校教育です。 
学校教育においては、学校の主体性や教育の中立性を堅持しながら、特に、児童

生徒等の発達段階に十分配慮しつつ、それぞれの実態に即して創意に富んだ教育を

行うことが大切です。 
幼稚園、保育園においては、幼児期が人間形成の基礎が培われる大切な時期であ

るため、幼児の発達の特性を踏まえ、身近な動植物に親しみ、生命の大切さに気付

かせ、豊かな心情を育てるなど、人権尊重の精神の芽生えが感性として育まれるよ

うに努めることが大切です。特に、保育園においては、「保育所保育指針」に基づき、
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人に対する愛情と信頼感、互いに尊重する心などを育てるとともに、子どもの人権

に十分配慮した保育を行うことが重要です。 
また、小学校、中学校においては、児童生徒一人ひとりが、生命を大切にする心、

自他の人格を尊重しお互いの個性を認め合う心、他人の痛みがわかる心、他人を思

いやる心、正義感や公正さを重んじる心などの豊かな人間性を育成するとともに、

自立心や責任感を培っていくことが重要です。また、身近な生活にも結び付けなが

ら、人権にかかわる歴史等を正しく理解するとともに、人権の意味や内容等への理

解を深め、人権尊重の意欲や態度を培っていくことが大切です。 
幼稚園、小学校、中学校においては「生きる力」を育むという観点から、人権教

育を児童生徒の発達段階に応じてあらゆる教育活動に位置づけるとともに、自然や

地域での体験学習、高齢者、障害者等との交流を積極的に推進するなど、家庭や地

域社会などと連携した教育を進めることが大切です。さらに、教職員の人権尊重の

意識を高め人権感覚を養うことなどにより、人権を尊重した学習環境の整備を進め

ることが大切です。 

【取り組み方策】 

  人権教育をあらゆる教育活動の基本に位置づけ、児童生徒の発達段階に応

じて、体験学習や外国籍の住民、高齢者、障害者等との交流を積極的に進め

ます。 

  同和問題が本町の大きな人権課題であることを基本に据えつつ、いじめ、

不登校等の学校内での人権課題や子育ての課題等の広範な人権課題に積極的

に取り組みます。 

  「自己と他人の生命を守る」という人権教育の根源である自尊感情（自己

肯定感）を育む教育プログラムを整備します。 

  男女共同参画を推進する視点に立った学校教育を推し進めます。 

  こどもの将来について、多様な選択を可能にする進路・就職指導の徹底を

はかります。 

  こどもの生命や身体の安全を確保するため、学校の危機管理体制の整備を

進めます。 

４ 相談支援体制の整備 

人権にかかわる住民の悩みは複雑、多様化し、かつ増加しています。この傾向は今

後ますます強まるものと予想されます。 
そこで、住民の人権に関する悩みに対応できる相談窓口を充実するとともに、庁内

各種相談窓口をつなぐ「統括窓口」を設け、人権擁護委員、民生・児童委員、主任児

童委員、関係団体、国や県の関係機関と共に迅速な対応が出来る体制を日頃から確立
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することが必要です。 

【取り組み方策】 

  人権関係の相談内容を的確に担当窓口につなぐ庁内ネットワークの整備を

進めるとともに、人権擁護委員、民生・児童委員、主任児童委員、関係機関

や※ＮＰＯ等の民間団体とのネットワークの確立に努めます。 

  人権侵犯事案発生に際しては、相談窓口・関係機関・民間団体の関係者と

迅速で綿密なケースカンファレンスを実施し、事案の早急な解決に向けた具

体的な対策がとれる体制を整備します。 

 

第４章 計画の効果的な推進 

第３章でとりあげた個別の人権課題とその基本的な取り組み方策を踏まえて、「人権が

尊重される心豊かな町づくり」を推進するため、次の４つの方向性を認識した取り組み

を進めます。 

１ 町民すべてが参画する人権のまちづくりと※コミュニティづくり 

地域社会や家庭の「崩壊」がいわれて久しく、このことが地域や家庭における教育

の低下につながり、子どもや高齢者の人権及び※ドメスティック・バイオレンス（夫で

あるパートナーからの暴力）の問題に大きく影響しています。 
町民すべてがあらゆる機会に、人権の大切さを学習する人権学習を生涯学習体系に

明確に位置づけ、人権意識の浸透を図り「人権が尊重される心豊かな町づくり」への

意欲を喚起し、自治会をはじめ、各種の団体に参画を呼びかけ、※ボランティア、※Ｎ

ＰＯ、※ＮＧＯ等の協力の下に地域コミュニティづくりを進めることが必要です。 
地域コミュニティづくりの中から、人権意識を浸透させて家庭における遊びやしつ

けを通じて、家庭での人権感覚を育てることが必要です。 

２ 人権教育・人権啓発を推進するための体制づくり 

町民一人ひとりの自己実現と共に生きる社会への展望のもと、人権尊重が社会の文

化として定着し、住民が人権の普遍性と正当性についての認識や人権共存の考え方へ

の理解を深めながら、人権の尊重を普遍的な価値観として共有するための教育及び啓

発を推進することが必要です。 
地域における人権学習の充実に向けて、これまで以上に住民と双方向性を持つ取り
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組みや、人権関係団体はもとより個人の「参画と協働」を基調とした活動を推進する

ことが大切です。その内容も知識の伝達を中心としたものから、親しみやすく心に訴

え、日常生活の中で行動に生かされるものへの転換を図っていくことが大切です。 
旧来の知識付与型から住民の理解と共感の得られる学習とするために、新しい情報

の提供と対話型・双方向性のある学習に転換することが早急な課題であり、また、今

後の人権教育・人権啓発活動は、「コツコツと積み上げていく」息の長い取り組みが必

要です。 

３ 人権教育・人権啓発を推進するための指導者の育成 

人権学習を生涯学習の一環に明確に位置づけ、人権意識の浸透を図り「人権が尊重

される心豊かな町づくり」をより明確化して、意欲のある人材の層をさらに拡大し、

育成を図ることが必要です。 

４ 人権相談体制の確立 

時代や社会の変化につれて、人権はさまざまな面で多様な広がりを見せています。

「人権が尊重される心豊かな町づくり」を進める中で、人種、信条、性別、社会的身

分又は門地により、人権に関する悩みは、多様化、潜在化している傾向がみられます。 
役場の各種相談窓口をつなぐ「統括窓口」を設け、町民が人権問題で悩んだとき、

誰でも気軽に訪れることができる体制を確立するとともに、迅速な対応ができるよう

に国や県の関係機関等とのネットワークを整備することが必要です。 

５ 行政の推進体制 

教育委員会に属する「人権教育推進室」が主体となって人権教育・人権啓発に関す

る業務を担当し、また、町長部局に属する「地域福祉課」が主体となって人権・交流

活動の拠点である隣保館に関する業務を担当しています。 
町行政における人権教育及び人権啓発の推進に関する体制を強化するため、人権施

策関係の室課の連絡を一層密にし、実務での連携を強めるとともに職員の人権意識の

向上に努めます。 
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 用 語 説 明 （あいうえお順） 

※ ＩＴ（アイティー） 

インフォメーションテクノロジーの略。情報通信技術、情報通信産業のこと。パソ

コンや携帯電話などの本体の使用技術とその機器を接続（ネットワーク化）したイン

ターネットの技術、並びにそれらの技術を用いた産業活動の総称。 

※ ＮＧＯ（エヌジーオー） 

非政府組織。政府間の協定によらず、創設された民間の国際協力機構。発展途上国

での環境保全、難民救済、教育・保健医療の向上等に取り組む団体が多い。 

※ ＮＰＯ（エヌピーオー） 

民間非営利団体。様々な活動を通じて社会的な使命の実現をめざす民間の非営利団

体。有償・無償を問わずほとんどの活動が含まれ、行政や企業とは異なり、公平性や

利益性に関係なく柔軟な活動ができるため、自分たちの「高い志」に従い、「自分た

ちの価値観」で 社会貢献活動が行なえる団体である。 

※ コミュニティ 

一般的には、地域社会（地域性と共同意識によって成立する社会）を指すが、村落、

家庭など個人を全面的に吸収する社会集団を指す場合もある。 

※ 「障害者」という表現 

「障害のある人」のことを本文では便宜上「障害者」と表記している。 

障害者基本法では、「障害者とは、身体障害・知的障害・情緒障害があるため、長

期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と定義しており、

それは、障害者へのサービスをどのようにして行うかを考えるときに、「サービスの

対象となる人」をはっきりさせておく必要があるからである。 

また、最近ではチャレンジド（障害を持ちながら自らの可能性を実現しようとする

人）という表現や障害をスペシャルニーズ（それぞれに特別な配慮が必要であるとい

う意味）という表現も一般的になりつつある。 

※ ストーカー行為 

特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったことに対す

る怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して、「つきまと

い等」（つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他

その通常所在する場所の付近において見張りをしたり、押し掛けることやその行動を

監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。）を
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繰り返して行うこと。 

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が2000（平成12）年から施行され、ス

トーカー行為を処罰するなど必要な規制を行うとともに、被害者に対する援助等を定

めている。 

※ 成年後見制度 

判断能力が不十分な方々（痴呆性高齢者，知的障害者，精神障害者等）の日常生活

を法律的に保護する制度である。たとえば、介護保険制度のサービスを受けるには、

要介護（要支援）者本人と介護サービス指定事業者との間で契約を結ぶ必要があり、

この契約のための判断能力が不十分な場合、自分が損害を受けるような契約をする恐

れがある。このような日常生活における損害を受けないように、本人の権利を守る制

度が※成年後見制度である。判断能力が不十分な場合に、本人又は4 親等内の親族等が

家庭裁判所に申し立てし、家庭裁判所が成年後見人等を選任する 法定後見制度と、判

断能力が十分にあるときに、本人が将来に備えてあらかじめ任意後見人を選んでおく

任意後見制度がある。 

※ セクシュアル・ハラスメント 

労働や教育などの公的な場や、社会関係において、他者を性的対象物におとしめる

ような行為を行うこと。特に、労働の場において、異性に対して、異性が望んでいな

い性的意味合いをもつ行為を、他の異性が行うことを指す場合が多い。性的嫌がらせ。

セクハラ 

※ センシティブ情報 

機微情報。他人に知られたくない情報のこと。 

※ 男女共同参画社会 

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保されることで、男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。 

※ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

夫（妻）やパートナーが、妻（夫）や恋人に対し、暴力（身体的のみならず、精神

的・経済的・社会的・性的などのさまざまな暴力）で人格や安全を脅かし、自分の思

い通りにしようとする支配行動のこと。家庭内で起こるため表面化しにくい人権侵害

であり、犯罪行為である。 

※ ノーマライゼーション 

障害のある人を特別視するのでなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条

件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方の
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ことです。 

※ バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁となるものを除去するという意味で、

もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、よ

り広く障害のある人の社会的参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべて

の障壁の除去という意味でも用いられます。 

※ ボランティア 

自発的に福祉などの社会奉仕活動に参加する人。従来、無報酬での参加が原則とさ

れたが、近年、費用弁償程度の報酬を受ける「有償ボランティア」も多い。 

※ ユニバーサルデザイン 

米国の建築家、ロナルド・メイス氏（故人）が提唱。「すべての人々にとって、でき

る限り利用可能であるように、製品、建物、環境をデザインするという考え方。バリ

アフリーが障害のある人が社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるものを除

去するという意味であるのに対し、ユニバーサルデザインは設計段階から、すべての

人が共通して利用できるようにデザインする考え方のことです。 
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資料１ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成１２年１２月法律第１４７号） 
 
 （目的） 
第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人

種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関す

る内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地

方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の

擁護に資することを目的とする。 
 （定義） 
第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動

をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民

の理解を深めることを目的とする広報その他啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 
 （基本理念） 
第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職場そ

の他様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を

深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国

民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行わなければならない。 
 （国の責務） 
第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
 （地方公共団体） 
第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情  

を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
 （国民の責務） 
第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現

に寄与するよう努めなければならない。 
 （基本計画の策定） 
第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 
 （年次報告） 
第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策につい

ての報告を提出しなければならない。 
 （財政上の措置） 
第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該

施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 
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  附 則 
（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の施行

の日の属する年度の翌年度以後に講ずる人権教育及び人権啓発に関する施策について適

用する。 
 （見直し） 
第２条 この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平成８

年法律第１２０号）第３条第２項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済

に関する施策の充実に関する基本事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果

をも踏まえ、見直しを行う。 
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資料２ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対する付帯決議（衆議院） 
 
 この法律の施行に伴い、政府は、つぎの点につき格段の配慮をされたい。 
１ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、行政の中立性に配慮し、

地方自治体や人権にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 
２ 前項の基本計画は、「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計画等を踏まえ、

充実したものにすること。 
３ 「人権の２１世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取組みは、政治の根

底・基本に置くべき問題であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべきである

こと。 
 
 

資料３ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対する付帯決議（参議院） 
 
 政府は、「人権の２１世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点につい

て格段の努力をするべきである。 
１ 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国

民の責務について周知徹底を図り、特に公務員による人権侵害のないよう適切な措置を

講ずること。 
２ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方公共団体や人権に

かかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 
３ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連１０年」に関する

国内行動計画等を踏まえて、充実したものにすること。 
４ 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき重要課題であることにかんがみ、内閣全体

でその取組みに努めること。        
右決議する。 

 
 
 
 
 
 
 

 


