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あ い さ つ 

 

 

21世紀は「人権の世紀」と言われています。基本的人権の 

尊重を基本原理とする日本国憲法の下、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。 

わが国においては、1997（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、2000（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。 

本町では、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、2007

（平成19）年3月に「稲美町人権教育及び人権啓発に関する基本計画」を策定し、様々

な人権課題の解決に向け取り組んできたところです。 

しかし、少子高齢化の進行に伴う地域コミュニティの希薄化や急速な情報化、国際

化の進展など、人権に関する問題はより複雑化、多様化し、その対応が求められてい

るところです。 

また、兵庫県においては、近年の人権をとりまく社会情勢の変化や人権課題の多様

化に対応するため、「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」が2016（平成

28）年3月に改定されました。 

そこで、こうした状況を踏まえ、「第5次稲美町総合計画」の主要施策に掲げる「人

権を認めあう人づくり・まちづくりの推進」を政策的根拠に、本基本計画を見直すこ

とといたしました。 

今後も本基本計画に掲げる人権尊重の理念のもと、引き続き人権教育と人権啓発を

はじめとする人権施策の推進を図ってまいりますので、住民のみなさんにおかれまし

てはご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

最後になりますが、本基本計画の見直しにあたりまして、ご審議いただきました「稲

美町人権教育啓発推進協議会」の委員の皆様に、厚くお礼を申しあげます。 

 

2019（令和元）年 6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）を明確化していま

す。これらは、国際社会において諸条例や計画により積極的に推進されています。 

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あたって、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「人権を認め

あう人づくり・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、2012（平成24）年3月に策定された第5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」を主要施策に掲げ、同

和問題をはじめとする様々な人権課題の解決をめざして、人権啓発活動を推進するとと

もに、児童生徒に対する人権教育や地域における人権学習と交流を通じて住民の人権意

識を高め、豊かな人権社会を育むことをめざしています。 

そこで本町では、本基本計画によって、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、引き続き明らかにしていきます。 
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３ 人権教育及び人権啓発の基本的な考え方 

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あい、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。 

そのため本町においては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の趣旨を踏ま

え、2007（平成 19）年 3月に「稲美町人権教育及び人権啓発に関する基本計画」を策定

し、同和問題をはじめとするあらゆる差別意識の完全解消をめざし、自治会主体の住民

学習や講演会の開催啓発冊子の作成など、住民意識の高揚に努めてきました。 

その意味で、住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、本町及び

住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住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、住民みんながお互いを認めあいながら共に生きる「共

生社会」の実現をめざします。 
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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 1995（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

り組みが求められています。 

さらに、個々の人権問題についても、子ども、高齢者、障がいのある人に対する虐待防

止のための法律をはじめ、「いじめ防止対策推進法」、「子どもの貧困対策の推進に関する法

律（以下「子ども貧困対策法」という。）」及び 2016（平成 28）年 4月に「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」という。）」、2016（平成 28）

年 6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法

律」、2016（平成 28）年 12月に「部落差別の解消の推進に関する法律（以下「部落差別解

消法」という。）」が施行され、様々な人権課題に関わる新しい制度や枠組の整備が進んで

います。 

本町においては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、2007（平

成 19）年 3月に「稲美町人権教育及び人権啓発に関する基本計画」を策定し、今日まで同

和問題をはじめ様々な人権課題の解決に向け取り組んできたところです。 

しかし、少子高齢化の進行に伴う地域コミュニティの希薄化や急速な情報化、国際化の

進展など、人権に関する問題はより複雑化、多様化し、その対応が求められています。 

そこで、こうした状況を踏まえ 2019（令和元）年 6月に本基本計画を見直し、今後も基

本計画に掲げる人権尊重の理念のもと、引き続き人権教育と人権啓発をはじめとする人権

施策の推進を図ります。 
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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り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、障がいのある人、外国人等の各人権課題

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 

【現状と課題】 

同和対策審議会答申(1965（昭和 40）年 8月)では、「同和問題は人類普遍の原理であ

る人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権

にかかわる問題」と位置づけ、その早急な解決が「国の責務であり、同時に国民的課

題である」とされています。 

こうした同和問題の解決に向けて、これまで三度にわたり制定された特別法に基づ

き特別対策が実施され、その結果、物的な生活環境をはじめ様々な面で存在していた

課題が大きく改善されてきました。これらの成果を受け、2002（平成 14）年 3月をも

って特別法に基づく対策は終了しましたが、2016（平成 28）年 12月に「部落差別解消

法」が施行されるなど、今なお残る差別意識の解消に向けた人権教育及び人権啓発は

着実に推進されてきています。 

本町では、同和問題の解決に向けた取り組みとして、生活環境等の基盤整備を進め

るとともに、1973（昭和 48）年から各自治会単位での学習会を行うなど、人権意識の

高揚を図るための教育及び啓発にも努めてきました。この結果、生活環境等の基盤整

備についてはおおむね完了し、また、住民の同和問題への理解と認識は着実に定着し

つつありますが、人々の差別意識については課題も残っています。 

今後は、こうした差別意識の解消を図るため、これまでの成果等を踏まえすべての

人の基本的人権を尊重していくための教育及び啓発を発展的に再構築し、学校、地域、

企業等での様々な機会をとらえた人権教育及び人権啓発活動に取り組んでいきます。 

その際、同和問題は今もなお意識面を中心に残っており、住民一人ひとりが自ら解

決すべき身近な課題としてとらえていけるよう、この問題の固有の経緯を踏まえ、具

体的な課題に即して、現状の正しい理解と認識を深める教育及び啓発を進めていくこ

とが大切です。 
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【今後の取り組み】 

１）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及び人権啓発を推進し、

同和問題をはじめとする人権課題について、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。 

２）子どもが様々な人権課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。 

３）隣保館事業の活性化を図り隣保館が今後も周辺地域住民との交流の場として、ま

た、人権教育及び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。 

４）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

育及び人権啓発のための研究や研修の充実を図ります。 

５）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 

 【現状と課題】 

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）、男女雇用機会均等法（1991（平成 3）年改定）及び女性活

躍推進法（2015（平成 27）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、男女の役割を固定的にとらえる意識等が依然として根強く社会

に残っていることがあり、様々な場面で女性が不利益を受ける原因にもなっています。

男女が社会の対等な構成員として、その違いを認めつつ互いに尊重し、ともにいきい

きと生活できる社会をめざしていくために、こうした意識の解消を図っていく必要が

あります。このため、本町でも 2012（平成 24）年に「第 2次稲美町男女共同参画プラ

ン」を策定し、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取り組んでいます。 

今後も「稲美町男女共同参画プラン」に基づき、男女がともに、いつでも、何処で

も、いきいきと生活できる社会をめざして、学校、地域、企業等の中で生命や個性の

尊重を基盤とする男女の平等を推進する教育等の充実を図っています。 
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【今後の取り組み】 

１）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。 

２）ドメスティック・バイオレンスについては、県女性家庭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 

【現状と課題】 

近年の少子化や核家族化、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、少年非行の低

年齢化、児童ポルノの氾濫などの性の商品化、※ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）や掲示板を介したインターネット上のいじめ、貧困問題など、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。 

また、2015（平成 27）年 3月には新たな子ども・子育て支援制度を踏まえて、2015(平

成 27)年度から 2019（平成 31)年度までの 5年間を計画期間とする「稲美町子ども・子

育て支援事業計画」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人権教育及び

人権啓発を進める必要があります。 

学校でのいじめについては、「いじめ防止対策推進法（2013（平成 25）年 9月）」、「兵

庫県いじめ防止基本方針（2017（平成 29）年 3月改定）」を踏まえた「稲美町いじめ防

止基本方針（2017（平成 29）年 8月改定）」に基づき、住民総がかりでいじめに対峙す

るとともに、教職員の資質能力の向上を図り、家庭や地域、関係機関等と連携協力し

て問題克服のための取り組みを進めます。 

2016（平成 28）年に改正された「児童福祉法」では、子どもが家庭において健やか

に育成されるよう、保護者を支援することを原則とした上で、家庭教育が困難又は適
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切でない場合には、必要な措置を講ずることとされ、これらの施策の展開にあたって

は、何よりも子どもの最善の利益を優先させなければならないと明記されました。 

本町においては、乳幼児健診未受診児等で把握した虐待リスクのある児童家庭につ

いて、要保護児童対策地域協議会と情報共有し、早期支援に努めています。また、妊

娠期から産前産後に必要な支援を受けられるよう、ワンストップの相談窓口を開設し、

妊娠期から子育て期を通じた支援に努めています。 

【今後の取り組み】 

１）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。 

２）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。 

３）いじめや児童虐待等、子どもを取り巻く様々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収集や支援等を

実施します。 

４）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 

 【現状と課題】 

わが国では、2036（令和 18）年には 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

する様々な取り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、2018（平成 30）年 3 月に「稲美町高齢者福祉計画・第 7期介護保

険事業計画」を改定し、高齢者の生活を住み慣れた地域でできる限り継続して支える

ため、地域包括ケアシステムの深化・推進を基本理念とし、地域包括ケア体制の充実

などに努めています。 

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、高齢者の社会

参加、学習機会の充実や意識啓発に努めることが必要です。 
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【今後の取り組み】 

１）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、人権

教育及び人権啓発を推進します。 

２）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。 

３）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。 

４）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。 

５）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。 

（５）障がいのある人 

 【現状と課題】 

障がいのある人が地域社会の中で暮らしていくうえで様々な障壁があります。具体

的には、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」、差別や偏見等の「心理的な障壁」、点字図書が不足して

いることなどの「文化・情報面の障壁」などであり、これらを総括して「社会的障壁」

と呼んでいます。今日では、これらの障壁に加え、障がいのある人に対する企業や施

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。 

わが国では、障がいのある人に対する差別の禁止や※合理的配慮などを定めた「障害

者差別解消法」及び「改正障害者雇用促進法」が施行されるなど、「全ての国民が、障

がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊

重される」という理念に基づいた法律の改正、施行が進められています。 

本町においても、2018（平成 30）年に「稲美町障害者基本計画・第 5期いなみ障が

い福祉計画」を改定し、ライフステージのすべての段階において、その能力を最大限

に発揮しながら、自らの意思で選択・行動し、可能な限り自立した生活をおくるため

の「リハビリテーション」の理念と、障がいのある人もない人も共に生活できる社会

こそが正常な社会であるという「※ノーマライゼーション」の理念のもと、様々な分野

に及ぶ障がい福祉施策を総合的かつ計画的に推進しているところです。 

【今後の取り組み】 

１）障がいのある人への理解の促進と人権の確保について、「障害者差別解消法」に基

づく合理的配慮の推進に取り組みます。 

２）障がい福祉サービスについては、障がいのある人が主体的に自立生活を送れるよ

うサービスの充実を図ります。 



 - 9 - 

３）障がいのある人の自立と社会参加を促進するため、バリアフリー化、※ユニバーサ

ルデザイン化を進めます。 

４）障がいのある人の雇用・就業を推進すると共に、雇用者や職場の理解を深めるこ

とで就労定着の支援を推進します。 

５）障がいのある子どもの自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズ

を把握して、持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、

適切な教育や指導を通じて必要な支援を推進します。 

（６）外国人 

 【現状と課題】 

今日、わが国で生活する外国人が急激に増え、2017（平成 29）年度には 256 万人を

超えました。 

日常生活においては、異なる言語や習慣、文化等への理解不足などから、労働や住

宅、教育などの分野において、外国人住民が差別的な待遇を受けたり、様々な不便を

強いられるなどの問題が依然として生じています。 

また、従来から国内に生活の本拠を有する在日韓国・朝鮮人等の永住者については、

日本人住民との生活・文化・スポーツの交流などを通じて相互理解が深まりつつあり

ますが、歴史的経緯から差別意識は依然として残っており、いわゆる「ヘイトスピー

チ」などの新たな問題も生じています。 

本町でも外国人が年々増加しており、国際的な視野や見識をもつことや、外国人た

ちの習慣や価値観を理解し、信頼関係を構築していくことが必要です。 

今後も、各種の交流事業やイベントなどの開催等を通じて、異なる文化の理解や多

文化共生の重要性についての認識を高め、外国人住民が抱える課題等への理解を深め

るなど、住民の国際感覚の醸成に努めるとともに、グローバル化する社会の中で、言

語や文化が異なる人々と主体的に協働し、交流していくために必要な力を培う教育及

び啓発についても推進しています。 

【今後の取り組み】 

１）外国の習慣や価値観等を相互に理解するため、言語や文化についての講座や教室

など交流事業を推進し、住民の国際理解を深めます。 

２）外国人への積極的な情報発信や様々な相談に応じるとともに、多文化共生社会を

推進します。 

３）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。 
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（７）その他の人権課題 

 【現状と課題】 

わが国では、難病患者・ＨＩＶ感染者やハンセン病の人たちの問題をはじめ、犯罪

被害者やその家族の人たち、刑を終えて出所した人々等、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、

ストーカー行為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。 

これらの様々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 難病患者・ＨＩＶ感染者等 

難病は、原因不明で治療法が確立していない慢性的経過をたどる疾患です。その

ため、患者・家族にかかる経済的、身体的、精神的な負担が大きいほか、それぞれ

の疾患に関する情報の不足や無理解からの差別や偏見が見受けられます。 

 また、ＨＩＶ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、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、患者等に対する差別や偏見をなくすには、疾患に対す

る正しい知識を広げるとともに、患者の多くは普通の社会生活を営みながら就労を

継続することも可能であり、かつ、その権利を有していることなどについて、幅広

く理解を深めていくことが大切です。 

② 犯罪被害者やその家族の人たち 

犯罪等により被害を受けた人、そしてその家族や遺族の多くは直接的な被害に加

え、精神的なショックや興味本位による噂や中傷、プライバシーをも侵害しかねか

い執拗な取材・報道によるストレス、治療等による回復過程での配慮に欠ける対応

等の二次的な被害に悩まされています。 

このような状況から、犯罪被害者等が再び平穏に生活できるよう支援を図るため、

2005（平成 16）年 12月に「犯罪被害者等基本法」が制定されました。 

本町においても、犯罪被害者等基本法の趣旨に基づき、2018（平成 30）年 4月に

「稲美町犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等の人権擁護につながる啓

発を推進しています。 
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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、就職に際

しての差別や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、本人の強い更生意欲とあわせて、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 インターネットによる人権侵害 

インターネットの普及に伴い利用人口は年々増加する一方で、その匿名性、情報

発信の容易さから、個人の名誉を侵害し、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になります。 

⑤ 性的マイノリティ 

海外においては、同性婚が認められる国や地域も多くあり、国内においても、同

性婚を「結婚に相当する関係」と認める地方自治体が増加するなど、少しずつ性の

あり方の多様性が認められてきましたが、今なお偏見や差別の対象となり、日常生

活において制約や不利益を受けています。 

2004（平成 16）年 7月に「性同一性障害者の差別の取扱いの特例に関する法律」

が施行され、性同一性障がい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できるようになりました。 

社会が性の多様なあり方を理解し、性的マイノリティの人たちに対する偏見や差

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。 

⑥ その他の人権課題 

このほか、ホームレス、アイヌの人々、北朝鮮当局によって拉致された被害者等

の様々な人権問題があります。 

今後、このような人権問題を含め、社会的情勢の変化などから新たな課題も生じ

ており、これらの解決を図るための教育及び啓発を進める必要がります。 
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【今後の取り組み】 

１）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。 

２）学校教育において、児童生徒等が発達段階に応じて正しい知識を身につけること

により、ＨＩＶ感染者等に対する差別・偏見の解消に努めます。 

３）犯罪被害者等及び性的マイノリティ等に関する人権問題等については、国や県、

関係機関と連携を図りながら積極的な啓発に取り組みます。 

２ 共通課題への取り組み 

（１）安全、安心なまちづくり 

 【現状と課題】 

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、障がい

のある人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、すべての住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ています。 

また、兵庫県において、「ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例」が 2018（平

成 30）年 4月に施行され、年齢、性別、障がいの有無、言語、文化等の違いに関わり

なく、すべての人が地域社会の一員として尊重される社会の実現を図る取り組みが進

められています。 

【今後の取り組み】 

１）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）医療、福祉、就労、教育等の社会の幅広い分野において、情報の取得、施設及び

交通手段の利用、製品及びサービスの普及等についてユニバーサルデザイン化の

措置が講じられることにより、すべての人が社会参加を阻害されることなく、地

域社会の一員として活用することができるよう推進します。 
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（２）情報社会でのプライバシー保護 

 【現状と課題】 

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適正な管理に

努めています。 

また、近年の高度情報化社会の進展により、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、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。 

情報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中で、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る一方で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。 

さらに、スマートフォンの急速な普及やＳＮＳの利用拡大により、青少年が人権侵

害の加害者や被害者になる事例も多発しています。 
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【今後の取り組み】 

１）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。 

２）「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。 

３）本町は、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。また、学校教育において

も、ネット上の誹謗中傷・いじめ、不適切な投稿など、ネットトラブル等を防止

するため、関係機関と連携して情報モラルの指導を徹底するとともに、スマート

フォンやＳＮＳ等を利用する際の学校や家庭でのルールづくりなど、情報社会を

生きるうえでの子どもの自主的・主体的な取り組みを推進します。 

４）インターネット上の悪質な人権侵犯事案に対しては、法務局及び県と連携してプ

ロバイダー等にその情報の削除を求めるなど、適切な対応に努めます。 

５）住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人

に交付を知らせる「本人通知制度」により、高度情報化社会の発展に伴う人権の

保護という視点からも不正取得の防止に努めます。 

３ 人権教育及び人権啓発への取り組み 

（１）家庭 

 【現状と課題】 

「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、自立心などを育み、

基本的な社会ルール等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、温かい家族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、幼稚園や保育所、子育て支援センター等における子育てに関する相談・
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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

しあ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家事・育児・

介護への積極的な参加を促すことが必要です。 

さらに、啓発資料や町広報紙等により、人権問題について家族の間で活発な話しあ

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。 

【今後の取り組み】 

１）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 

 【現状と課題】 

地域は、住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あいの中で個人が自然に会

得していくものであることから、人権教育及び人権啓発を推進するための指導者の育

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。 

【今後の取り組み】 

１）長い歴史を持つ「生涯学習推進員」の制度を更に活性化し、「人権を尊重するま

ちづくり」のために研修会等を充実します。 

２）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
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発資料や指導技術などのより一層の充実を図ります。 

３）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。 

４）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。 

５）行政主体のイベントに限らず、住民団体やＮＰＯ、ＮＧＯの主催、共催するイベ

ントでの啓発活動を支援します。 

（３）企業等 

 【現状と課題】 

多様な人たちにより構成される企業等においては、出身地・性別・国籍・年齢・障

がいの有無などによる人権問題が起こることが懸念されます。 

このため、人権尊重の意識が高い職場作りや企業の社会的責任を果たすため積極的

に従業員等の研修などに努めることが大切です。 

本町では、こうした企業等の研修を促進するため、人材や施設、情報の提供等の支

援を行います。 

【今後の取り組み】 

１）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。 

２）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。 

３）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。 

４）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。 

（４）学校等 

 【現状と課題】 

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。 
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幼稚園、保育所においては、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。特に保育所においては、「保育所保育指針」に基づき、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

他の人格を尊重し互いの個性を認めあう心、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、障がいのある人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。 

【今後の取り組み】 

１）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、障がいのある人等との交流を積極的に進めま

す。 

２）同和問題が人権問題の重要な柱であるととらえつつ、いじめ、不登校及び虐待等

における広範な人権課題に積極的に取り組みます。 

３）人権尊重の理念に対する理解を深め、生命の尊厳を基盤に自他に対する肯定的な

態度と共生社会の実現に主体的に取り組む実践力を育成します。 

４）男女共同参画を推進する視点に立った学校教育を推進します。 

５）子どもの将来について、多様な選択を可能にする進路・就職指導の徹底を図りま

す。 

６）子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。 
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４ 相談支援体制の整備 

 【現状と課題】 

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、地域

福祉課、人権教育課が主体となり、人権擁護委員、民生委員・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することが必要です。 

【今後の取り組み】 

１）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、民生委員・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。 

２）差別事象に際しては、2018(平成30)年に策定した「稲美町差別事象等対応マニュ

アル」により、庁内関係者及び関係機関等が迅速に連携し、事案の早急な解決に

努めます。 

  



 - 19 - 

第４章 計画の効果的な推進 

本町では、あらゆる差別の解消は行政の責任であるとともに、「住民一人ひとりが解決し

ていく課題である」との認識のもと、人権をめぐる国内外の動向や、「人権教育及び人権啓

発に関する法律」の趣旨を踏まえ、人権問題の解決に向けて取り組んできました。 

その結果、自治会、各種団体等を通じた啓発活動の積極的な推進等により、住民の意識

も高まり、人権尊重が社会の文化として根付きつつあります。 

今後は、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

権を認めあう人づくり・まちづくり」を推進するため、次の 4つの方向性を認識した取り

組みを推進していきます。 

１ 住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 

少子化や核家族化、地域社会の関係の希薄化が進行し、このことが地域や家庭におけ

る教育力の低下につながり、女性や子ども、高齢者等の人権問題に大きく影響していま

す。 

本町では、すべての住民が人権尊重の理念に関する理解を深めるための人権教育及び

人権啓発を進めてきました。 

住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「人権を認めあう人づくり・まちづくりの推進」

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、家庭における遊びやしつけを

通じて人権感覚を育てることが必要です。 

２ 人権教育及び人権啓発を推進するための体制づくり 

住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。 

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

性のある学習を継続するとともに、今後においても「コツコツと積み上げていく」息の

長い人権教育及び人権啓発活動に取り組みます。 
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３ 人権教育及び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「人権を認めあ

う人づくり・まちづくりの推進」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、人権は様々な面で多様な広がりを見せています。「人権を

認めあう人づくり・まちづくりの推進」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。 

地域福祉課、人権教育課が主体となり、住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「人権教育課」が主体となって人権教育及び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

関係の各課と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。 

※ ＳＮＳ（エスエヌエス） 

ソーシャル・ネットワーキング・サービスの総称。 

日記やメッセージなどを通じて、友人や知人・共通の趣味を持つ人達とインターネッ

トでつながること。 

※ 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 社会貢献活動が行える団体である。 

※ 合理的配慮 

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合がある。 

障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要と

している意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。 

※ 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。 

※ 「障がい」という表記 

法令及び条例等の名称や、他の機関等が固有名詞、専門用語として用いられている場

合を除き、「障がい」と表記する。 
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※ 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。 

※ 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

味あ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） 

同居関係がある配偶者や内縁関係の間で起こる暴力（身体的のみならず、精神的・経

済的・社会的・性的などの様々な暴力）のこと。現在では、同居の有無を問わず、元夫

婦や恋人など、近親者間に起こる暴力全般を指す場合が多い。 

※ ノーマライゼーション 

障がい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こ

と。 

※ バリアフリー 

障がいのある人が社会生活をしていくうえ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

広く障がい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る。 
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※ 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

フリーが障がいのある人が社会生活をしていくうえで、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。 
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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。 

 

 

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

その取組に努めること。        

右決議する。 

 


