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■はじめに 

 

 第２次養父市人権教育及び啓発推進計画は、人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律（平成１２年法律第１４７号、同年１２月６日公布・施行。）第５

条の規定に基づき、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

推進を図るため作成しました。 

 わが国では、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で、

人権に関する諸制度の整備や人権に関する諸条約への加入など人権に関する諸

施策が講じられてきましたが、今日においても、生命・身体の安全にかかわる

事象や、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障がい等による不当な

差別その他の人権侵害がなお存在しています。また、社会の国際化、情報化、

少子・高齢化等の進展に伴って、新しい人権課題も生じてきています。 

 すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現

するためには、市民一人一人が、日常の暮らしの中で人権尊重の精神が自然に

態度や行動に現れる明るいまちづくりをめざすことが必要です。 

 そのために行われる人権教育・啓発の重要性については、どんなに強調して

もし過ぎることはありません。 

 人権を尊重する取り組みを学校や職場はもとより、家庭や地域社会のあらゆ

る機会で積極的に推進し、人権尊重の理念が日常生活に根付き、文化として定

着するよう努めてまいりたいと考えています。 

 最後になりましたが、この推進計画策定にあたり協力をいただきました「養

父市人権教育及び人権啓発推進計画策定委員会」の委員をはじめ、貴重なご意

見をいただきました皆さまに厚くお礼申し上げます。 

 

 平成２８（2016）年３月 

 

 養父市長 広 瀬  栄 
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第１章 推進計画について 

 

１  推進計画の基本的な考え方 

 

この養父市人権教育及び啓発推進計画（以下「推進計画」という。）は、「人

権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平成 12（2000）年）及び「人権教

育・啓発に関する基本計画」（平成 14 年３月 15 日閣議決定）、県の策定した

「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」に基づき、今後、養父市が

進めていく人権教育・啓発の方針とするものです。 

 また、この推進計画は、養父市まちづくり基本条例の基本理念のもと、家庭

や学校、地域、職場などあらゆる場で人権教育及び人権啓発を進め、人権尊重

の理念が日常生活の中で自然に態度や行動にあらわれるなど、人権尊重が社会

の文化として定着することをめざします。 

 

２ 推進計画の期間 

 

 この推進計画の期間は、平成 29 年度から平成 38 年度(2017～2026 年度) の

10 年間とします。（ただし、５年後に見直しを行います。） 

 

第２章 人権をめぐる取り組み 

 

１ 国際社会における取り組み 

 

国連では、人類が20世紀に二度にわたる世界大戦で経験した人種差別や、戦

争の反省に立って、昭和23（1948）年 12月の第３回総会で「世界人権宣言」を

採択しました。 

その後、その基本的精神を具体化し実効性を高めるために、昭和 41（1966）

年に「国際人権規約」を採択しました。さらに、今日まで「難民条約」や「人

種差別撤廃条約」をはじめ、多くの人権関係の条約を採択し、国際的な人権の

擁護に取り組んできました。 

平成５ (1993)年 にウィーンで開催された「世界人権会議」で、人権が尊重

される社会の実現のためには 『教育が重要である』 という共通認識が示され、

その翌年に国連では、平成７（1995）年 から平成 16（2004）年 までの１０年

間を、「人権教育のための国連１０年」と定め、各国で行動計画を策定し実行し

ていくことを決議しました。 



2 

 

その期間終了後においても、「人権教育のための世界計画」を宣言し、平成 17

年から実施しています。 

 

２ 国の取り組み 

 

敗戦後、民主主義国家として再スタートしたわが国は、日本国憲法を制定す

ると共に、国連の人権にかかわる各宣言にも連動し、 婦人参政権の確立など人

権に関する諸施策の推進を図りました。また、わが国にとって重要な人権課題 

である同和問題については、「この問題の解決は、国の責務であり、国民的課題」

とした同和対策審議会答申（昭和 40（1965 ）年 ) を受け、｢同和対策事業特別

措置法｣(注 1)（昭和 44（1969 ）年 ) と、その改訂版である「地域改善対策特

別措置法」（昭和 57（1982 ）年 ）、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律」（昭和 62（1987 ）年 ) によって被差別地域住民の生活

環境の改善に取り組みました。 

さらに、近年多様化する人権侵害に対応して、「ＤＶ防止法」「児童虐待防止

法」「高齢者虐待防止法」「いじめ防止対策推進法」などを制定し、生命と人権

を守る取り組みを強化しています。 

一方、人権教育・人権啓発については、平成７（1995 ）年に、内閣総理大臣

を本部長とする「人権教育のための国連 10 年推進本部」を設置し、平成９（1997 ）

年に「人権教育のための国連 10 年に関する国内行動計画」を策定しました。 

さらに、平成 12（2000）年 12 月に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法

律」を施行するとともに、平成 14（2002）年 ３月には「人権教育・啓発に関す

る基本計画」を策定し取り組んでいます。基本計画には 12 の人権課題が掲げら

れ、その中には急速に進展する高度情報化社会の中で、匿名での誹謗中傷や差

別を助長する表現が流される等のインターネットや電子メールなどによる人権

侵害も課題としています。 

文部科学省は、学校、家庭、地域社会が一体となった総合的な取り組みや、

学校における人権教育の指導方法の改善充実について実践的な研究を委嘱する

「人権教育研究推進事業」及び人権教育に関する事業等の実践・成果を踏まえ、

学校における人権教育に関する指導方法の在り方等について調査研究を行う

「人権教育に関する指導方法に関する調査研究」等を実施して、人権教育の推

進に努めています。 

法務省の人権擁護機関が、人権啓発の実施主体として啓発活動を行っていま

す。その時々の社会情勢や人権侵犯事件の動向を勘案して、重点的に啓発する

課題を決めて、全ての人々が相互に共存できる平和で豊かな社会に向けた啓発

活動を展開し、着実に実施しています。 
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このほか、21 世紀は「人権の世紀」といわれるとともに「環境の世紀」とも

いわれており、地球環境の問題や科学技術の進展に伴う新たな人権課題につい

ても提起しています。 

 

(注１）同和対策事業特別措置法 

昭和 44 年７月に公布、同和対策事業対象地域の生活環境の改善、職業の安定、教育の充

実等住民生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的とする 10 年間の時限立法の法

律。その後 3 年間の延長後、地域改善対策特別措置法へと引き継がれた。 

 

３ 兵庫県の取り組み 

 

兵庫県は、人権尊重の理念に関して、県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、県民がお互いを認めながら共に生きる共生

社会の実現をめざしてあらゆる場における人権教育及び啓発を進めています。 

昭和 43（1968 ）年に「同和教育基本方針」を定め、同和教育を教育体系に位

置づけました。昭和 45（1970 ）年「兵庫県同和対策長期計画」を策定し、生活

環境の基盤整備を進めるとともに、昭和 46（1971 ）年 から「差別をなくそう

県民運動」を実施してきました。 

平成３（1991 ）年には、県と市町が（財）兵庫県人権啓発協会を共同設置し、 

同和問題をはじめ、さまざまな人権課題について研修、啓発等を展開していま

す。 

平成 13（2001）年には、「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」を

策定し、あらゆる場において人権が尊重され県民すべてが互いに認め合いなが

ら「共に生きる社会」の実現をめざしてきました。 

兵庫 2001 年計画では、共生型ネットワークづくりを基本理念に“こころ豊か

な兵庫づくり”の目標のもと、人権の尊重される社会づくりを掲げました。と

りわけ、阪神・淡路大震災などから学んだ生命の尊厳と人と人のつながりの大

切さなどの貴重な教訓を生かしたさまざまな取り組みを進めています。 

その後、｢21 世紀兵庫長期ビジョン－美しい兵庫 21－｣(平成 13 年３月策定) 

に掲げた『めざすべき社会像（注２）』を見すえながら、同時に策定した「兵庫

県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」で示している基本課題を中心に、

あらゆる場で人権の尊重される社会づくりをしています。 

また、県教育委員会は、平成 10（1998 ）年に「人権教育基本方針」を策定し、

学校教育及び社会教育において人権教育の推進に取り組んでいます。新たな課

題として国際化、情報化、科学技術の進展、環境問題、少子・高齢化など社会

の急激な変化に伴う問題についても、人権という共通の価値に立脚し、「人権と
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いう普遍的文化」を構築することを目標に、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を推進しています。 

 

(注２）めざすべき社会像 

 「２１世紀兵庫長期ビジョン」においてめざす社会像のひとつとして、「創造的市民社会」

を提示し、人権尊重の理念に基づく共に生きる社会の創造をめざしている。具体的には、一

人一人の人権が保障され、これを基盤とする平和の文化が息づいている社会等の新しい市民

社会を示している。 

 

４ 養父市の取り組み 

 

私たちのまちは、かつて同和行政の推進を図りながらも、その方法論をめぐ

って昭和 40 年代後半に大きな混乱を経験しました(八鹿高校事件など)。住民の

分裂という辛い出来事でしたが、それに負けずに行政と住民が手をとって、人

権の小さな取り組みを少しずつ大きな輪にしていきました。これは、現在「養

父市人権教育推進協議会」として結実し、中立的な立場で多様な活動を展開す

る市民団体として評価を受けています。 

養父市においては、平成 16 年４月の市誕生にあわせて行政部局に人権推進課

（現：人権・協働課）を設置し、教育委員会と連携しながら人権教育・人権啓

発などによって人権尊重のまちづくりを推進しています。 

県の策定した「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」に基づき、

平成 19 年に「養父市人権教育及び啓発推進計画」を策定のうえ、「養父市人権

教育推進協議会」と連携を密にしながら、市内の児童生徒による人権作品づく

りへの参加や意見発表をはじめ、市民の学習活動を推進してきました。しかし、

社会状況の変化は著しく、子どもや高齢者、女性の人権、インターネットによ

る人権侵害等の問題は、更に深刻化しています。また、これまで顕在化してい

なかった新たな人権侵害も発生しています。（22～27 ページ参照）今後は、人

権に関するアンケート調査結果などを踏まえ、新たに策定した 「第２次養父市

人権教育及び啓発推進計画」に基づき事業を展開し、あらゆる場で人権が尊重

される「人権文化の息づくまちづくり」を進めます。 
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第３章 人権に関する基本理念 

 

１ 人権尊重の理念 

 

人権とは、すべての人が人間の尊厳にもとづいて持っている権利です。すべ

ての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人間固有の権利であって、すべての人に平等に保

障されなければならないものです。 

人権尊重社会を実現するためには、すべての個人が、相互に人権の意義及び

その尊重と共存の重要性について、理性及び感性の両面から理解を深めるとと

もに、自分の権利の行使に伴う責任を自覚し、自分の人権と同様に他人の人権

をも尊重することが求められています。 

したがって、人権尊重の理念は、自分の人権のみならず他人の人権について

も正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し

合うこと（自尊他敬）すなわち、人権共生の考え方であると言えます。人間と

して認め合うことができる社会は、人々が平和で活力のある社会を築き、全て

の人々が人間としての希望と幸福感を抱くために必要不可欠なことです。 

 

２ 人権教育 ・啓発に関する基本理念 

 

人権教育・啓発は、人権尊重社会の実現をめざして、日本国憲法や教育基本

法などの国内法、人権関係の国際条約などに即して推進していくべきものであ

ります。その基本的な考え方としては、平成 12（2000 ）年の「人権教育及び人

権啓発の推進に関する法律」を踏まえるものとします。 

人権教育とは、「人間尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」（人権教育及

び人権啓発の推進に関する法律第２条）であり、生涯学習の視点に立って、幼

児期からの発達段階を踏まえ、地域の実情等に応じて、学校教育と社会教育と

が相互に連携を図りながら実施すべきものです。 

人権啓発は、「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の啓発活動」を意味し、「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

とができるように」することを旨としています（人権教育・啓発推進法第２条、

第３条）。 
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第４章 あらゆる場における教育及び啓発 

 

１   家 庭 

 

「家庭はあらゆる教育の出発点」といわれるように、生涯にわたって豊かな

人権感覚を養ううえ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、家庭での遊びやしつけ、家事や家族のふれあいなど、

日常生活を通じて豊かな情操や思いやりの心、自立心などを育みながら、基本

的な社会ルールを教えていくことが大切です。 

 しかし、近年の核家族化や母子・父子家庭の増加、少子化や地域における連

帯意識の希薄化などに伴う子育ての孤立化、家族の絆の弱体化に起因する育児

不安、育児ノイローゼ、児童虐待、しつけへの自信喪失、過保護や過度の放任

といった家庭の教育力の低下が子どもの発達に大きな影響を与えています。ま

た、インターネットやスマートフォンの普及などにより、人と人とが直接対話

をするなどのコミュニケーションの重要性が今後ますます増しており、家庭教

育を支援していく必要性が生じています。 

そこで、次の取り組みをします。 

        

・ 男女共同参画の社会づくりの一環として、男性が子育てや介護をはじめとす

る家庭生活へ積極的に参加することを促します。 

・ 子どもは、「社会の宝」「地域の宝」という認識のもと民生委員・児童委員

の活動、子ども育成連絡協議会活動、青少年健全育成活動等を通して、子ど

もの社会性の育成や地域社会の教育力の向上を図っていきます。 

・ 子育て関係機関や支援グループ等のネットワークづくりや子育てに関する

情報提供・子育て相談体制を充実し、子育て支援をします。 

・ 日常生活におけるさまざまな人権意識の高揚をめざした啓発活動や情報提

供を積極的に行い、人権問題について家庭のなか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します。 

 

 

２ 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

的役割を担う学校教育は大変重要です。特に児童生徒等の発達段階に対応し、

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。子どもの社

会性や豊かな人間性を育む観点から、机上の知育だけでなく、具体的な体験や
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事物との関わりを通じた体験活動を積極的に推進することが大切です。 

 

(1) 就学前教育(保育所、認定こども園） 

 

 人間形成の基礎を培う大切なこの時期に、幼児の発達の特性を踏まえながら、

身近な動植物に親しみ、生命の大切さに気づかせたり、さまざまな遊び等を通

して豊かな心情を育てたり、社会生活上のマナーやルールを身につける保育・

教育が必要です。さらに、人権尊重の精神の芽生えを感性として育むことも必

要です。 

 そこで、次の取り組みをします。 

 

・ こども育成課、認定こども園等における子育てに関する情報提供・子育て相

談体制を充実し、子育て関係機関、支援グループ等のネットワークづくりを

進めていきます。 

・ 「保育所保育指針」及び「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」にもと

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・教育を行います。 

 

(2) 小・中・高等学校 

 

 「兵庫県人権教育基本方針」に基づき、同和教育が人権問題の重要な柱とと

らえつつ、児童生徒一人一人に人権尊重の理念を深め、生命の尊厳を基盤に、

互いの人格を尊重し個性を認め合う心、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などの豊かな人間性を育成するとともに、自

他に対する肯定的な態度や責任感を培っていくことが大切です。 また、今日的

な人権課題である「いじめ」、「インターネットによる人権侵害」などに対す

る理解と対応が必要不可欠となっています。さらに、生涯学習の基礎を培う観

点から、人権の意味や内容などへの理解を深め、人権尊重の精神を高める教育

を推進します。 

そこで、次の取り組みをします。 

 

① 人権に関する知的理解と人権感覚の涵養を基盤に、児童生徒の発達段階に応

じ、あらゆる教育活動で取り組み、自他の人権を守り、人権課題を解決しよ

うとする意欲・態度を育てます。 

・自然や地域での体験学習、高齢者や障がいのある人（注３）などとの交流 

などを積極的に推進し、家庭や地域社会などと連携した教育を進めます。 
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② 学校や地域の実態を踏まえ、全ての教育活動を通して、生命を大切にする心、

他人を思いやる心、ボランティアなどの社会貢献の精神、自立心、責任感、

他者との共生などの実践的な態度を育てます。 

③ インターネットによる人権侵害に対する対応が喫緊の課題となる中、各校で

子どもや PTAと共にルールづくりをするなどの取り組みを進めます。 

④ 児童生徒に豊かな心を育み、お互いを思いやり、未来に向けてよりよく生き

る力を培うことは人権教育にとって大切な視点です。 

・先人から学ぶ「先人教育」を実施し、児童生徒に「心の柱」を培います。 

・「そうあんくんの日」（注４）を活かし、自らを律する心を育てます。 

・地域から学ぶ教育を充実させ、ふるさとを愛し誇りに思う心を育てます。 

⑤ 保育・教育の場の確保や子どもの活動の充実等を図り、障がいのある人が能

力を最大限に発揮し、共に学ぶことで豊かな人間性を育むインクルーシブ教

育システム（注５）の支援体制を構築します。 

 

(注３）障がいのある人  

本計画書では、法律や制度の名称などは「障害者」と表記し、その他は「障がいのある人」

と表記している。 

 

(注４）そうあんくんの日 

 子どもたちが自ら課題を見つけ、自主・自律的な生活を送り「生きる力」を育む日として、

第２・第４水曜日に実施する。名称は、養父市の先人「池田草庵」にちなんだものである。 

 

(注５)インクルーシブ教育システム 

 人間の多様性の尊重等を強化し、障害のある人が精神的及び身体的な能力等を可能な最大

限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的の下、障害

のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。 

 

 

３ 地 域 

 

 地域は、そこで生活する人々が日常の学習や地域活動等を通して、さまざま

な人権問題などについて理解を深め、実践する場です。 

 各地区は昔ながらの古い習わしがあり、人権に関することも挙げられます。

改めるべきことは改め、良いところは受け継いでいくことが大切です。 

 また、人権感覚や人権意識は、主として家庭や地域における日常のつきあい

の中で培われることから、地域の住民に対する社会教育活動や交流活動などで
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人権教育・啓発を活発に推進することが必要です。 

 地域社会の人間関係が希薄化し、地域のコミュニティ再生が課題となる中、

小学校区単位に設立された地域自治組織の人権教育に果たす役割は大きなもの

があります。人と人のつながりや交流に重点を置きながら人権文化に満ちたま

ちになるよう、地域自治組織への支援を継続していきます。 

そこで、次の取り組みをします。 

 

・ 各市民団体などで構成する民間の推進団体「養父市人権教育推進協議会」や

「地域自治組織」と連携しながら人権講演会や学習会などを実施し、人権意

識の高揚を図ります。 

・ 地域における人権教育及び啓発リーダーを育成し、住民の主体的な教育及び

啓発活動が活発に展開されるよう支援します。 

・ 人権教育を生涯教育として位置づけ、人権に関する具体的な課題に即応した

学習情報の提供や学習機会の拡充を図ります。 

・ 人権相談の充実を図ります。 

 

 

４ 職 場 （企業等の事業所） 

 

 企業等の事業所は、その事業活動を通して社会や地域と深い関わりがありま

す。従ってその活動全般において、人権尊重の視点に立つことが必要であり、

一人一人の人権意識の高揚を図ることが重要です。そのためには、障がいのあ

る人にとって働きやすい職場は、すべての人にとって働きやすい職場と位置づ

け、養父市の職場づくりをめざしていきたいものです。 

 企業等の社会的責任として、コンプライアンスの推進、ワーク・ライフ・バ

ランス（注６）や男女共同参画社会の実現、地域貢献、地域環境の保全活動が

今後ますます重要となってきます。また、職場でのパワー・ハラスメント（注

７）、マタニティハラスメント（注８）、セクシュアル・ハラスメント（注９）、

モラル・ハラスメント（注 10）などが起きないよう、人権に配慮した適切な対

応が求められています。 

そこで、次の取り組みをします。 

 

・ 「養父市人権教育推進協議会」と連携し、企業等の事業所において、人権が

尊重される職場づくりや人権尊重の視点に根ざした企業活動を進めるため、

従業員等の研修を積極的に働きかけます。 

・ 養父市人権教育推進協議会企業部会の理念「なかよし」から「ありがとう」
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のもと、働きやすい職場環境づくりをめざします。 

・ 養父市商工会や関係機関と連携し、市内の企業等事業所の経営者や人事労務

担当者に対し、従業員の不公正な採用や、男女間の不公平な賃金格差の是正

に努めます。また、パワー・ハラスメントやマタニティハラスメント、セク

シュアル・ハラスメント、モラル・ハラスメントなどさまざまな人権課題に

ついて、人権啓発を積極的に行うとともに、従業員に対し自主的に人権研修

を行うよう促します。 

・ 障がいのある人が働きやすい職場環境づくりのために、障害者雇用に精通し

た社会福祉法人などの関係機関と連携し、情報共有に努め、情報マッチング

を行います。 

・ 企業等の事業所における研修に、啓発資料の配布をはじめ情報提供等積極的

な支援を行います。 

 

（注６）ワーク・ライフ・バランス 

 仕事と生活の調和。老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、 

様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態である。 

 

（注７）パワー・ハラスメント 

 職場のパワー・ハラスメントは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関

係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与

える又は職場環境を悪化させる行為」のこと。 

  

（注８）マタニティハラスメント 

 職場におけるマタニティハラスメント（マタハラ）とは、働く女性が妊娠・出産を理由

に解雇されることや、職場で受ける精神的・肉体的な嫌がらせのこと。働く女性を悩ませ

る「セクハラ」「パワハラ」に並ぶ３大ハラスメントの１つである。職場や社会がもっと

関心を持ち、当事者が相談しやすい環境を整えていく必要がある。 

 

（注９）セクシュアル・ハラスメント 

「性的嫌がらせ」のこと。略してセクハラといわれる。相手が不快と思う性的言動によ

って、個人の尊厳を傷つけ、就労等の遂行を困難にすること。大きく分けて〈対価型：性

的要求や身体への不必要な接触等〉と〈環境型：「ふしだら」 といった噂を流したり、性

的な会話、職場にヌードポスターを貼る等女性が不愉快に感じる職場等〉がある。最近は、

雇用の場だけでなく、あらゆる就業の場、教育の場、地域社会等でのセクハラも問題とな

っている。 
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（注 10）モラル・ハラスメント 

 主に言葉や態度によって、巧妙に人の心を傷つける精神的な暴力。無視などの態度や人

格を傷つけるような言葉など、精神的な嫌がらせ・迷惑行為を含む。 

 

 

５ 市職員及び教育関係者等 

 

人権教育及び啓発を推進するために、 すべての職員が、 人権尊重の理念に

ついて理解して業務にあたり、常に人権尊重の視点から自ら担当する事務・事業等を

見直していくことが大切です。

そこで、次の取り組みを推進します。 

(1) 市職員等 

・ 市職員及び市の施設で業務にあたる職員が、それぞれの職務に応じた人権意

識を高められるように、研修の充実に努めます。 

・ 市の施策に人権尊重の理念を反映させるため、各部局に指導的役割を担う人

権リーダーを配置します。 

・ すべての部局において、人権尊重の視点を事業ごとに施策に反映できるよう、

職場研修の充実に努めます。 

 

(2) 教育関係者 

・  教育関係者は、児童生徒等の人権尊重の理念に関する理解を深めるという重

要な役割を担っているため、一人一人の人権意識を高めると同時に、人権問

題に関する知識・技術の習得をめざした研修の充実を図ります。 

・ 家庭や地域社会と連携を深め、人権問題の解決に積極的な役割を果たせるよ

う、その資質の向上に努めます。 

 

(3) 福祉関係者 

・ 福祉事務所の職員、福祉施設職員、民生委員・児童委員やその他福祉関係業

務の従事者は、高齢者や障がいのある人等にかかわるため、より高い人権意

識が必要です。これら関係者の人権意識を高めるための研修の充実を図りま

す。 
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(4) 医療・保健関係者 

・ 医師、歯科医師、保健師、看護師をはじめ各種医療・保健業務の従事者は、

人の生命と健康を守るという重要な役割を担っています。また、プライバシ

ーの配慮など、患者はもとより家族の立場を考慮した一層の人権意識の向上

が必要とされます。 そこで、公立八鹿病院、養父市医師会、南但歯科医師会、

但馬薬剤師会等と協働し、これらの各種医療・保健関係者の人権意識を高め

るための研修の充実を図ります。 

 

(5) 消防職員・団員 

・ 火災をはじめとする各種災害等から市民の身体、生命、財産を守ることを職

務としている消防職員・団員は、人権に配慮した活動が必要となります。そ

のため、兵庫県消防学校での人権研修を考慮しつつ、消防職員・ 団員の人権

意識を高めるための研修の充実を図ります。 

 

※ 市職員及び教育関係者等の関係者、従事者は、高い人権意識と共に実践

力が問われます。人権講演会、人権学びステーション、養父市人権教育

推進協議会各支部主催の人権学習会などに積極的に参加し、人権意識の

高揚と共に実践力を高めます。 

 

 

第５章 さまざまな人権課題の現状と今後の取り組み 

 

１ 女 性 

 

【 現状と課題 】 

 

日本国憲法第14条は、 法の下における男女両性の本質的平等について規定し

ています。また、女性の地位向上は、我が国のみならず世界各国の共通した課

題となっています。 

わが国における労働関係については、昭和47（1972）年の「雇用の分野にお

ける男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律」（男女雇用機会均等法）

により、男女の平等の原則が確立されています。平成11（1999）年 ６月に「男

女共同参画社会基本法」（注11）を制定、翌12（2000）年 には同法にもとづく
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初めての計画である「男女共同参画基本計画」が策定されました。また、性犯

罪、配偶者等からの暴力、職場におけるセクシュアル・ハラスメントや結婚・

妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱い等の問題も生じています。 

養父市においても、職場や地域において、女性の政策・方針決定への参画は

十分ではないため、参画を促す必要があります。また、ジェンダー（注 12）や

社会の慣習・慣行が、いまだ根強く残っているため意識改革が必要です。「男

は仕事、女は家庭」という性的役割分担意識も強く、女性に家事・育児や介護

などの負担が重くのしかかっています。 

また、一方では夫やパートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス

＝ＤＶ）や職場におけるセクシュアル・ハラスメント、性犯罪、売買春行為、

その他ストーカー行為等女性に対する人権侵害も問題になっています。これら

の防止に向けた意識啓発が必要です。 

男女が対等なパートナーとして、社会のあらゆる分野の活動に参画し、共に

責任を担う男女共同参画の社会づくりをめざした「養父市男女共同参画プラン」 

にもとづき、次の諸施策を推進します。 

 

【 今後の取り組み 】 

 

・ 政策・方針決定過程への女性の参画を拡大します。 

・ 男女の平等を阻む社会制度・慣行の見直しと意識改革を図るための啓発を行

います。 

・ 男女平等をめざす教育や学習の充実を図ります。 

・ 男女の労働権の確立と均等な労働条件の確保にむけて支援します。 

・ 女性に対するあらゆる暴力の根絶にむけて啓発を行います。 

・ 生涯にわたる女性の健康保持と増進を推進します。 

 

（注 11）男女共同参画社会基本法 

 男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分発揮することができる男女共同参画社会の形成を図るため、国・地方公共団体

・国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本

となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進することを目的とした法律。 
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（注 12）ジェンダー 

ジェンダーとは、ある社会において、生物学的男性ないし女性にとってふさわしいと考え

られている役割・思考・行動・表象全般をさす。 

 

 

２ 子ども 

 

【現状と課題】 

 

すべての子どもの人権の尊重とその心身にわたる福祉の保障及び増進などに

関しては、日本国憲法をはじめ、児童福祉法や児童憲章、教育基本法などにお

いて基本原理・理念として示されています。また、国際的にも平成元（1989）

年「児童の権利に関する条約」（注 13）が国連で採択されました。これは子ど

もを保護の対象としてではなく、権利の主体者として認めようとするものです。 

子どもの人権が保障され、健やかに育つことはすべての市民の願いです。し

かし、子どもを取り巻く家庭や社会環境は、スマートフォンやインターネット

の普及、有害な図書やテレビ番組などによる大量の情報の氾濫、少子化と核家

族化、母子・父子家庭の増加など著しく変化しています。また、児童の商業的

性的搾取、いじめ、不登校、体罰、少年非行、薬物乱用、家庭内暴力、スマー

トフォンを介したインターネット上の書き込みによるトラブルや人権侵害な

ど、子どもたちの人権をめぐる問題が深刻化しています。 

いじめとは、当該児童生徒が一定の人間関係にある者から、心理的、物理的

な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものです。加害者が子

どもの人格を故意に侵害する点において極めて悪質であり、違法性の高い行為

です。従来、いじめの問題は、子どもの間で行われた悪戯と見られたことが多

いですが、行為の悪質さを理解することが必要です。 

法務省の人権擁護機関が調査・処理を行う人権侵犯事件では、平成22年以降

、子どもの人権侵害事案では、学校におけるいじめが最も多く、児童に対する

暴行・虐待、さらに教育職員による体罰などが多く見られます。 

いじめの問題は、大きな社会問題となっており、平成25年６月に「いじめ防

止対策推進法」（平成25年法律第71号）が制定され、９月２８日に施行されて

います。 

  

 



15 

 

【今後の取り組み】 

 

・ 児童虐待については、児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与え

ると共に、次世代に引き継がれており､早期発見、早期対応に努めることが重

要です。保健、医療、福祉、教育、警察、民生委員・児童委員等の関係機関

による連携と、要保護児童対策地域協議会を開催して支援体制の充実に努め、 

その防止に向けた意識啓発を行います。 

・ いじめが起きる背景には、子どもの人権尊重意識の希薄化があります。そこ

で、教職員は、児童生徒の実態、人間関係の把握、児童生徒の発するサイン

の気づきを大切にすると共に、カウンセラー、臨床心理士等の相談体制の充

実を行い、いじめの早期発見・早期対応に努めます。そして、学校、家庭、

地域及び関係機関との連携を密にし、いじめの解消に向けた取り組みを進め

ます。それにより、いじめを許さない風土づくりを学校、家庭、地域が一体

となって推進します。 

・ 体罰は人権侵害そのものであり、絶対にあってはならないことです。体罰や

威圧的言動に頼る指導を根絶させるためにすべての教職員は、子ども理解に

努め、高い専門性と優れた指導力を身につけ、信頼関係に基づいた実践を行

わなければなりません。そのためには、研修の充実を図り、教職員の資質能

力の向上を図ります。 

・ 不登校の要因は非常に複雑です。教職員は、分かる授業づくり、温かい学級

集団づくりに努め、適切なかかわり、予防などの取り組みを行います。また、 

カウンセラー、こども家庭センター等関係機関と連携を深めながら、教育相

談体制の充実を図るなど、不登校児童生徒の自立に向けて積極的に支援を図

ります。 

・ 児童生徒の健全育成のために、学校、家庭、地域社会、関係機関や団体など

の連携による「子どもを地域で育てる活動」を支援します。 

・ 母子・父子家庭をはじめとする子育て支援を積極的に推進し、一人一人を大

切にした良い環境づくりを推進します。 

・ 子育てに関する講座を開催し、広報やホームページ等で周知すると共に、講

座の充実を図ります。 

・ ワーク・ライフ・バランスの充実を図ることで子育てしやすい環境づくりに

努めます。 

 

 



16 

 

（注 13）児童の権利に関する条約 

世界には貧しさや飢え、戦争などで苦しむ子どもたちがたくさんいる。そのような現実

を踏まえ、子どもの人権や自由を尊重し、子どもの保護と援助を進めることをめざした条

約。 

 

 

３ 高齢者 

 

【現状と課題】 

 

わが国では、出生率の低下と平均寿命の伸長等を要因として、世界の中でも類

を見ないスピードで少子・高齢化が進行しており、平成 27（2015）年には全国

民の４人に１人が 65 歳以上の高齢者となる本格的高齢社会の到来が見込まれて

います。 

このような中、社会参加の意欲があるのに年齢を理由にその機会を奪われるこ

とや身体的虐待、食事や介護の放棄、話をしないなどの心理的虐待、財産権の侵

害のほか高齢者を狙った詐欺事件の被害など「人間としての尊厳」が否定される

ケースが見られます。 

平成 12（2000）年から介護保険制度がスタートし、同時に「ノーマライゼー

ション」「共生」の理念により「成年後見制度」（注 14）が法制化されました。

平成 18（2006）年４月には高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する

施策を推進して高齢者の権利・利益を保護するために「高齢者虐待防止法」も施

行されました。 

法務省の人権擁護機関では、「高齢者を大切にする心を育てよう」を年間強調

事項の一つとして掲げて啓発活動を実施しています。 

養父市では、高齢化率は約 35％（平成 27年７月末現在）に達しており、全国

平均と比較すると約 30 年早く超高齢社会に入っています。平成 27（2015）年３

月には、「養父市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、安心な福

祉のまちづくりに努めています。 

医療や介護体制の整備に努めてきましたが、市の全域が中山間地域であるため

に、交通弱者である高齢者の行動が著しく制約され、移動にも高いコストがかか

ります。さらに若年世代の流出により、独居高齢者や高齢夫婦世帯の割合が高く、

地域での社会参加が困難になり、農地の保全等にも支障が生じています。また、

シルバー・ハラスメント（高齢者に対する虐待・嫌がらせ）も大きな社会問題と

なる中で、今後は、地域による見守り、支え合いが重要になります。 
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高齢社会への意識啓発に努め、保健、医療、福祉の連携と教育、就労、住宅、

交通などの生活関連分野における総合的な施策を展開することが必要です。 

    

【今後の取り組み】 

 

・ 高齢者への理解を深め、お互いの人権を尊重する教育・啓発の充実を図りま

す。 

・ 高齢者の経験、技や知識を生かすため、働く機会の提供をするシルバー人材

センター等の充実と就業支援を推進します。 

・ 高齢者が安心して暮らせる自立生活支援のための生活環境の改善を図りま

す。 

・ 高齢者同士や世代間交流など、地域活動へ参加できる機会を創出するととも

に活動拠点の充実による、生きがいと健康づくりを推進します。 

・ 高齢者が尊厳を持って暮らせるように、介護相談や人権相談窓口の充実を図

ります。 

・ 認知症高齢者等の人権を守るため、その病気への理解を広げるとともに成年

後見制度の普及啓発を推進します。 

・ 高齢者が生きがいを持って暮らせるために、地域包括ケアシステムを確立し

て自助・共助・公助を推進します。 

・ 地域包括支援センターが核となり、高齢者の権利擁護や虐待防止を推進しま

す。 

 

（注 14）成年後見制度 

精神上の障がい（知的障がい、精神障がい、認知症等）により判断能力が十分でない人が 

不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その人を援助してくれる人を付けて

もらう制度。「民法の一部を改正する法律」によって、従来の無能力者制度を改め、制限能力者の

制度を導入した。従来の制度では、高齢化社会への適切な対応及び知的障害者・精神障碍者等

の福祉の充実の観点からは不十分であり、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼー

ション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を図った。民法第7条以下参照。 
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４ 障がいのある人 

 

【現状と課題】 

 

国連では、昭和46（1971）年に「知的障害者の権利宣言」、昭和50（1975）年

に「障害者の権利宣言」が採択され、昭和56（1981 )年 を「国際障害者年」と

定め、昭和58（1983 ）年から平成４（1992 )年までの「国連・障害者の１０年

」を通じて「障害者の完全参加と平等」の実現をめざし、各国で障がい者施策の

推進と充実を図るよう取り組みを進めてきました。 

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊厳の尊重を促

進することを目的として，「障害者権利条約」が、平成18（2006）年に、国連に

おいて採択され、平成20（2008）年に発効しました。この条約の主な内容として

は，（1）一般原則（障害者の尊厳，自律及び自立の尊重，無差別，社会への完

全かつ効果的な参加及び包容等），（2）一般的義務（合理的配慮の実施を怠る

ことを含め，障害に基づくいかなる差別もなしに，すべての障害者のあらゆる人

権及び基本的自由を完全に実現することを確保し，及び促進すること等），（3）

障害者の権利実現のための措置（身体の自由，拷問の禁止，表現の自由等の自由

権的権利及び教育，労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規

定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容），（4）条約

の実施のための仕組み（条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害

者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討），となっています。 

平成５（1993）年には「障害者基本法」が制定され、障がいのある人をはじめ、

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」をもとに平成７（1995）年「障害者プラン（ノ

ーマライゼーション）７カ年戦略」が策定されました。その後平成 14（2002）

年には「障害者基本計画」が策定され、平成 15（2003）年に支援費制度が発足

し、利用者の意思でサービスを選択できる利用契約制度へと転換。対象のあり方

が見直され、平成 18 年からは「障害者自立支援法」により、障がいごとに分か

れていたサービス体系を再編して各種サービスを一元化しました。さらに平成

25（2013）年に「障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律）」に改正されました。障がいのある人に対する施策が着実

に進展してきています。また、平成 24（2012）年には「障害者虐待防止法（障

害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律）」が施行し、平

成 28 年４月からは「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律）」が施行されます。 

障がいのある人や高齢者にかかわらず、すべての人が共に住み、共に生きる社
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会を築くというノーマライゼーションの理念や、障がいの有無、年齢、性別、文

化等の違いにかかわらず、誰もが安心して快適に暮らせる社会（ユニバーサル社

会）という考えについては日常生活に浸透してきています。 

障がいのある人の自立意識や社会参加の意識は高まっています。しかし、現状

では「障がい」についての十分な知識がないために家族や職場、あるいは地域や

施設においても、障がいのある人の自立や社会参加が妨げられたりする事象があ

ります。 

障がいのある人の就労も厳しい状況ですが、市内に新しい就労支援事業が開所

する等少しずつですが支援は広がっています。 

今後も障がいのある人が基本的人権をもつひとりの人間として尊重され、誰も

が同じように生活し活動できる支援整備と障がいに対する正しい知識の普及や

啓発の推進が必要です。人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、

人の役に立つこと、人から必要とされることだと言われます。また、障がいのあ

る人が働きやすい職場は、すべての人にとって働きやすい環境です。障がいのあ

る人が所属意識を持ち、生きがいを持ってその力を適切に活かすことができる職

場環境づくり、支援体制が重要です。 

そのためには、すべてのライフステージでの施策の充実を図り、生涯にわたっ

て障がいのある人の自立と社会参加の促進をめざします。 

養父市では、その実現をめざし 「養父市障害者計画及び障害福祉計画」にも

とづく施策の展開を図っていきます。 

 

【今後の取り組み】 

「養父市障害者計画及び障害福祉計画」にもとづき、次の施策を推進します。 

 

・ 障がいのある人への理解を深め、お互いの人権を尊重する教育の正しい知識

の普及や啓発の充実を図ります。 

・ 障がいのある人や障がいのある児童等の虐待防止とともに、成年後見制度の

普及等、障がいのある人の権利擁護に向けた取り組みを推進します。 

・ 障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定を支援します。 

・ 障がい者福祉サービスの制度等情報の提供の充実を図ります。 

・ 障がいのある人が、組織に貢献し、適切に評価され、働くことを通して自己

肯定感を得て自己実現を図ることができるよう、就労や社会参加の促進を進

めます。 

・ 障がいのある人や家族が安心して生活できるよう関係機関と共に相談、支援

体制の充実を図ります。 
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５ 同和問題 

 

【現状と課題】 

 

同和問題は、わが国固有の重大な人権問題であり、その早期解消を図ることは国

民的課題です。 

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

あるとの認識のもと、昭和 44（1969）年に「同和対策事業特別措置法」を制定

以来、昭和 57（1982）年には、「地域改善対策特別措置法」（注 15）として改

訂し、その後、３度にわたる改正をしながら特別措置法にもとづく関係諸施策

を進めてきました。そして平成 14（2002）年には同法の失効により、特別対策

事業は一般施策へと移行されました。 

昭和 40 年代後期に、養父郡(現養父市)と隣接の朝来郡(現朝来市)の南但馬８

町では、連携しながら同和教育を盛んに推進するとともに、同時に全国的に高

まった部落解放運動を支援していましたが、八鹿高校における同和教育をめぐ

って大きな混乱が起きました。その後は、解放運動との分離が進み、教育の中

立性と行政の中立的な立場による主体的な取り組みを推進しています。 

この間は合併前の各旧町において、差別の解消に向け対策事業の集中的な実

施と教育の取り組みにより、同和地区の生活環境は大きく改善され、進学や就

職の機会も拡大されてきました。また、市民の同和問題に対する理解と認識も

着実に定着しつつあります。 

一方、養父郡４町の合併を進めていくうえで、住民団体である町同和（民主）

教育推進協議会では、市一本化統合に向けて新市の同和（民主）教育推進協議

会の骨格やその団体名及び活動内容について、２カ年の議論を経て方針を打ち

出すことができました。団体名は、同和問題をはじめとする様々な人権課題に

対応するため、「養父市人権教育推進協議会」とされました。 

近年、同和問題についての市民の理解と認識は着実に定着しつつありますが、

結婚や就職に際しての差別の問題、またインターネットによる差別文書掲示等、

さまざまな面において差別事象が見られるなど、同和問題の完全な解決には至

っておらず、さらなる努力が求められています。 

 今後、市民意識の高揚を図るとともに同和地区等で様々な課題を抱えた住民

の自主的な活動及び地域づくりを支援するとともに、豊かな人間関係を創造する

という認識に立って、地区内外の人々の交流を通じた市民主体による「人権のま

ちづくり」を推進します。 
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【今後の取り組み】 

 

・ 差別意識の解消に向け、養父市人権教育推進協議会などの関係団体との連携

を図りながら人権教育・啓発を積極的に推進します。 

・ 同和問題をはじめとする人権の学習の場づくりを地域自治組織等に働きか

け、市民参加により差別意識の解消を図ります。 

・ 子どもが、さまざま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、学校・園などでの人権教育を推進します。 

・ 一般施策の活用による各種の事業の支援を図り地域づくりを進めます。 

・ みふね会館を拠点として地区内外住民の交流を図ります。 

・ 各種の人権相談、人権侵害については、法務局、人権擁護委員協議会などの

関係機関、団体との連携を図り対応していきます。 

・ えせ同和行為（注 16）の排除に向けた啓発を推進します。 

 

（注 15）地域改善対策特別措置法 

同和対策特別措置法が昭和 57年３月 31 日に失効したことに伴い、同法施行 13 年間にわ

たる成果を踏まえつつなお残された課題を解決するため、従来の施策の反省の上に立って新

たな観点を加えて制定された法律で、法の有効期限は５年間とされた。さらに、地域改善対

策特別事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（５年ごとに２度改正）へと引き継が

れたが、平成 13 年度末で失効し、一般施策で対応していくこととなった。 

 

（注 16）えせ同和行為 

同和問題が 「こわいもの、できるなら避けたいもの」 とする誤った考え方を逆手にとっ

て、高額の書籍を売りつけるなど、違法・不当な利益の提供などを要求する行為。 

 

 

６ 外国人 

 

【現状と課題】 

今日、国際化の著しい進展により、わが国に入国する外国人は増加しており、

平成26年度末では約1415万人にのぼり過去最高となっています。言語、文化、宗教
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、習慣などの理解不足からくる偏見や差別意識から、就職や結婚などにおいて差

別を受けるなどの人権問題が起きています。また、特定の民族や国籍の人々を排

斥する差別的取扱いがなされたり、サービスの提供が拒否されるなどの人権問題

も生じています。 

養父市における外国人登録者数は９カ国で約 107人（平成 27年３月末）です。

国籍別では中国、フィリピン、ベトナム、インドネシア、韓国、アメリカ等です。

永住者が約半数を占めており、その他は日本人の配偶者と結婚して生活している

方や企業での技術研修等によるものです。言葉の壁により地域との交流が薄く、

孤立しやすいなどの問題も生じており、お互いの人権や異なる文化を認め合い、

尊重しあう「多文化共生社会」をつくっていくことが必要です。 

 

【今後の取り組み】 

・ 外国人に対する偏見や差別意識の解消と人権意識の高揚を図るための啓発を

推進します。 

・ 外国人の日本語能力向上のための日本語講座の開設や、多言語による生活相

談を実施します。 

・ 外国籍の児童生徒に対する学習支援を充実します。 

・ 地域での交流事業の開催を支援し、相互理解と共生意識の高揚を図ります。 

 

 

７ その他の人権課題 

 

(１) インターネットによる人権侵害 

 

【現状と課題】 

 

 高度情報化社会が進展し、インターネットや電子メール、ＳＮＳ等は、だれ

でも情報を受信・発信できる手軽で便利なメディアとして活用が進んでいます。 

 その反面、匿名性、情報発信の容易さから、他人を誹謗中傷する表現や差別

を助長する表現、個人や集団にとって有害な情報が電子メールで流されたり、

インターネット上に掲載されたりするなど、人権に関わるさまざまな問題が発

生しています。特に、子どもたちがインターネットを利用して、違法・有害情

報にアクセスしたり、出会い系サイトを利用して児童売春などの性的被害にあ

う事件が多数発生しています。また、「メール」だけでなく、「ブログ」「プ
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ロフ」（注 17）など、新しい形態が次々とつくり出されています。インターネ

ット上でのいじめ、それに伴う不登校、自殺も深刻な問題になっています。 

 このような状況に対し、「プロバイダ責任制限法」（平成 14 年）、「個人情

報の保護に関する法律」（平成 15 年）、「インターネット異性紹介事業を利用

して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（出会い系サイト規制法）」（平

成 15 年・平成 20 年改正）、「青少年が安全に安心してインターネットを利用

できる環境の整備等に関する法律」（平成 20 年）などの法整備が行われていま

す。 

 

【 今後の取り組み 】 

 

・ インターネット利用についての啓発活動やモラルの向上に努めていきます。 

 

（注 17）プロフ 

  プロフィール（プロフィールサイト）の略で、モバイルサイト上に自己紹介ページを

作成できるサービスの総称。 

 

(２) ＨＩＶ感染者 

 

【現状と課題】 

 医療技術の進歩や医療体制の整備が進んでいますが、今なおエイズに関して

の正しい知識と理解不足により、患者や感染者、さらにはその家族に対してまで、 

差別や偏見及び排除などの人権にかかわる問題が発生しています。 

 エイズの原因であるＨＩＶ（注 18）の感染者数は、兵庫県では約 342 人（平

成 25 年 12 月 29 日現在）（20～30歳代が多い）で、感染者は増加傾向にありま

す。朝来健康福祉事務所では、月２回はＨＩＶ抗体検査、相談事業を実施してい

るほか、拠点病院（豊岡病院）でも月２回休日検査を実施しています。しかし、

近年エイズに関する関心が低下している傾向にあるため、市民に対する感染予防

のための正しい知識の普及啓発を行うとともに、人権尊重の視点に立った教育・

啓発活動が求められます。 

 

【今後の取り組み】 

 

・ エイズに対する正しい知識・予防啓発の普及を推進します。 

・ 県の行うエイズ検査や相談業務の情報を提供します。 
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（注 18）ＨＩＶ 

ヒト免疫不全ウイルスのこと。 

 

(３) ハンセン病患者等 

 

【現状と課題】 

 

 ハンセン病（注 19）は、もともと病原性の弱い「らい菌」による感染症です

が、国によって行われた隔離政策により、「恐ろしい伝染病」であると誤った

認識が人々に与えられました。しかし、らい菌に感染しただけでは発病する可

能性は極めて低く、感染したとしても発病することは極めてまれで、万一、発

病しても、早期治療により後遺症は残りません。ハンセン病に対する差別や偏

見の解消を更に推進するため、平成 20（2008）年には「ハンセン病問題の解決

の促進に関する法律」が成立し、翌年、施行されました。県では、療養所入所

者の里帰り事業や、療養所への訪問・交流事業等を行っています。 

 

【今後の取り組み】 

 

・ ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発を推進します。 

 

（注 19） ハンセン病 

 らい菌による慢性の感染症で末梢神経や皮膚が侵される病気。 今では薬で完治する。 

 

(４) 刑を終えて出所した人 

 

【現状と課題】 

 

 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見は根強く、就職に際しての差

別や住居の確保の困難等、社会復帰をめざす人たちにとって、現実は極めて厳

しい状況にあります。 

 刑を終えて出所した人たちが、地域社会の一員として円滑な社会生活を営む

ためには、本人の強い更生意欲と併せて、家族はもとより、職場、地域社会の

理解と協力が必要です。 
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【 今後の取り組み 】 

 

・ 刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくするための啓発活動を推

進します。 

 

 

(５) 犯罪被害者等 

 

【現状と課題】 

 

 犯罪被害者等は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦し

んでいるにもかかわらず、興味本位のうわさや心ない中傷等により名誉が傷つ

けられたり、私生活の平穏が脅かされるなどの問題があります。平成 16（2004）

年 12 月に「犯罪被害者等基本法」が制定されました。 

 

【 今後の取り組み 】 

  

・ 犯罪被害者のさまざまな問題の解消に向け、広報活動や研修に努めます。 

 

 

(６)  北朝鮮当局によって拉致された被害者等 

 

【現状と課題】 

 

 拉致問題は、わが国の喫緊の国民的課題であり、これを始めとする北朝鮮当

局による人権侵害問題への対応が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされ

る中、この問題について関心と認識を深めていくことが大切です。 

 この課題は、平成 23年４月の閣議決定により、「人権教育・啓発に関する基

本計画」の人権課題に追加されました。 

 この課題の正しい知識の普及を図り、関心と認識を深めていくために啓発活

動を推進します。 
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(７)  地球環境と人権 

 

【現状と課題】 

21 世紀は、「人権の世紀」といわれるだけでなく、「環境の世紀」といわれ

ています。21 世紀の科学技術の発達は、公害、オゾンホール、環境ホルモン、

熱中症患者の増加などの人体への悪影響、また、局地的な大雨の発生増加や海面

上昇、沿岸での高潮被害などが生じています。地球温暖化の影響と考えられる地

球規模の環境破壊の問題も起き、人類の生存に適した地球環境の保全が強く求め

られています。 

近年の地球温暖化を引き起こした原因は、社会や経済のあり方が大きく変化し

たために起こった莫大な二酸化炭素などの温室効果ガスの排出と、自然林の大規

模な伐採による砂漠化の拡大などがあげられています。また、エネルギー転換と

してのバイオ燃料の開発は、食料の生産と流通を一変してしまう危惧さえされて

います。 

このように世界的規模で進む地球環境の破壊は、一国の問題でなく、多くの国

の人々にかかわる問題であり、世界各地で困窮する難民や弱者の生活を直撃する

ことになります。 

私たちは、こうした状況を踏まえ、21 世紀は地球環境の問題をこれまで以上

に私たち一人一人の生活と切り離しては考えられない時代ととらえ、環境にやさ

しい社会や低炭素型まちづくり、循環型社会づくりを進め、地球上のあらゆる人

々の人権に配慮し、さまざまな人々が共生する社会の実現に向け、一人一人の価

値観・生活スタイルの転換をしなければなりません。 

 

【今後の取り組み】 

 

・ 児童・生徒への環境教育の実施、生涯学習として公民館等において環境学習

を推進します。 

・ 循環型社会の構築のため、ごみの分別や３Ｒ（注 20）を推進し、環境にやさ

しい社会の実現をめざします。 

・ 健康で快適な生活環境を確保するうえで、大気汚染や地球温暖化防止対策と

して省エネ・省資源に努め、低炭素なまちづくりを進めます。 

・ 河川等の水質を保全するため生活雑排水の良好な管理を図ります。 
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・ 自然資源の持続可能な利用のための適切な農林漁業活動と里地・里山の保全

に取り組みます。 

 

（注 20）３Ｒ 

  使い終わったあとに、ごみにならないような、もののつくり方や売り方をすることを

リデュース、もう一度使うことをリユースという。リサイクルとともに、３Ｒといわてい

る。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


