
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



 
 

はじめに  
 

 国では、すべての国民に基本的人権の享受を保障す

る日本国憲法の下、人権に関する様々な取り組みが行

われてきました。  

 本市においても、人権が尊重される社会の実現を目

指し、人権教育・啓発活動を積極的に推進してまいり

ました。  

平成 18 年度には、基本的人権の大切さを認識し、い

たわりの心と、人と人とのふれあいがゆきわたる人間性豊かな社会を実現

するため、「人権尊重都市」を宣言いたしました。  

 しかし、いまだに私たちの周りには、いわれなき差別の同和問題をはじめ

として、女性への差別や暴力、子どもに対する虐待やいじめ、障害者や高齢

者に対する偏見や差別など、様々な人権問題や差別が存在しております。  

 また、国際化、情報化、高齢化の進展など社会状況の急速な変化に伴って、

人権に関する新たな課題も生じてきています。  

 このような状況の中、すべての人々の人権が尊重され、豊かで健康な生活

を営める社会をつくるため、なお一層の人権教育・啓発を推進していかなけ

ればなりません。  

 今回、平成 20 年に策定した「富岡市人権教育・啓発に関する基本計画」

を改訂し、より実効性が高く、新たな課題に対応した基本計画に見直しまし

た。  

改訂にあたっては、市民意識調査を実施し、市民の皆さんの人権に関する

意識を把握し、基礎資料として活用しました。  

 引き続き、「世界遺産にふさわしいまち」として、人権尊重都市宣言の理

念を実現するために、人権思想の普及・高揚、偏見や差別のない地域づくり

を進めていきたいと考えております。  

 今後、この基本計画をもとに市民、関係団体、行政が連携を図りながら、

より一層の人権教育・啓発を推進していきたいと考えておりますので、市民

の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。  

 

 平成 28 年 5 月  
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第１章 基本的考え方 

１ 計画の策定について 

本市は、すべての市民が一人ひとりの人権を尊重した考え方、行動をとるこ

とができる社会の実現を目指し、平成 18 年（2006 年）、人権尊重都市を宣言し

ました。この宣言では、「社会生活において基本的人権の侵害は、いかなる理由

があっても許されるものではない」とし、「基本的人権の大切さを認識し、いた

わりの心と、人と人とのふれあいがゆきわたる人間性豊かな社会を実現する」

ことを明らかにしています。 

さらに、この宣言の理念の実現に向けた取組を積極的に推進するために、平

成 20 年（2008 年）、「富岡市人権教育・啓発に関する基本計画」（以下 第 1 次

計画）を策定し、人権問題に対する正しい理解や認識を一層深めるとともに、

差別や偏見のない明るい社会の実現を目指してきました。これによって、さま

ざまな場面で人権尊重のまちづくりが進められています。 

しかしながら、誤った認識や行動による人権問題は今なお存在しています。

また、社会経済情勢や国際化、情報化などの急激な変化に伴う、新たな人権問

題も生じており、人権尊重都市宣言の理念の実現を目指すためには、これまで

の人権教育・啓発をより効果的に推進するとともに、新たな課題への迅速で的

確な対応が必要となっています。 

また、平成 26 年（2014 年）6 月には、本市の重要な地域資源である富岡製

糸場が、「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に登録され、さらに同年

12 月に国宝に指定されるなど、本市では、これまでに経験したことのない大き

な変化が起きています。このようなことは市民の誇りであるとともに、積み重

ねてきた歴史を、人類・世界の共有する宝として後世に永久的につなぐという

非常に大きな責務が本市と市民に課せられるようになったともいえます。この

ような責務を果たす上で、「世界遺産にふさわしいまち」として、人権尊重都市

宣言の理念を実現することの重要性が増しています。 

こうした点を踏まえ、より実効性が高く、新たな課題に対応した人権教育・

啓発を、総合的かつ計画的に推進するため、第 1 次計画を見直し、「（仮称）第

2 次富岡市人権教育・啓発に関する基本計画（案）」（以下 本計画）を策定する

ことといたしました。 
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２ 計画の目標 

本計画は、人権教育・啓発の推進によって、子どもから大人まで、市民一人ひ

とりが互いの人権を尊重し、さまざまな人権課題への正しい理解と行動を身に

つけることにより、あらゆる差別や偏見のない、「世界遺産にふさわしい人権尊

重のまち 富岡」をつくり、将来へつなぐことを目標とします。 

 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、本市のまちづくりの最上位計画「富岡市総合計画」の部門別計画

に位置づけられ、本市が取り組む人権教育・啓発にかかわる施策の方向性や、

市行政全般における人権尊重の基本方針を示すものです。 

また、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第 5 条（地方公共団体の

責務）に基づき策定するものです。 

 

４ 計画の期間 

本計画は、平成 28 年度（2016 年度）から平成 37 年度（2025 年度）までの

10 年間を計画期間とします。 

さらに、本計画の実施状況や社会経済情勢の変化、新たな人権課題、国や群

馬県における法律や制度の変更などに応じた弾力的な推進を図るため、計画期

間の中間年にあたる平成 32 年度（2020 年度）を目途に、計画の中間見直しを

実施することとします。 

 

富岡市人権尊重都市宣言 

わが国は、日本国憲法及び世界人権宣言に明示されている基本的人権

の尊重とあらゆる差別を撤廃する努力が続けられてきた。 

私たちは、誰もがかけがえのない人として尊重され、心身ともに健康

で幸せな生活を営みたいという共通の願いを持っている。 

社会生活において基本的人権の侵害は、いかなる理由があっても許さ

れるものではない。 

基本的人権の大切さを認識し、いたわりの心と、人と人とのふれあい

がゆきわたる人間性豊かな社会を実現するため、富岡市を「人権尊重都

市」とすることを宣言する。 

平成 18 年（2006 年）9 月 
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５ 計画の推進体制・方針 

本計画は、市民と本市にかかわるさまざまな団体、企業・事業所、関係機関、

市行政それぞれが計画への認識を共有し、積極的にかかわり、連携と協働によ

って推進します。 

 

（１）協働による推進 

市民、地域づくり協議会や NPO・ボランティア団体等の市民活動団体、企業・

事業所等と市行政の協働によって計画を推進します。 

 

（２）関係機関との連携 

国や県、群馬県人権啓発活動ネットワーク協議会をはじめとする関係機関と

緊密に連携します。 

 

（３）推進状況の管理 

計画の推進状況について、「富岡市人権教育・啓発推進協議会」による意見等

を取り入れるとともに、情報を公表し、多様な意見を反映することで、より効

果的な計画推進を図ります。 

 

（４）庁内の体制 

全庁的な推進組織「富岡市人権教育・啓発推進本部」の体制を確保し、効果的

な計画推進に努めます。 

 

６ 計画の役割分担 

本計画のより効果的な推進を図るため、市民、地域づくり協議会や NPO・ボ

ランティア団体等の市民活動団体、企業・事業所等と市行政の役割分担を明確

にします。 

 

（１）市民の役割 

市民は、本計画の推進を担い、実践する主体です。 

本計画の主旨と必要性の理解に努めるとともに、地域づくり協議会や NPO・
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ボランティア団体等の市民活動団体、企業・事業所等、市行政と連携し、計画の

推進に積極的にかかわり、実践し、互いの人権が尊重される「世界遺産にふさ

わしい人権尊重のまち 富岡」を創る主体として取り組むことが期待されます。 

 

（２）地域づくり協議会や市民活動団体等の役割 

市内 12 地区の各地域づくり協議会や NPO・ボランティア団体等の市民活動

団体は、地域や家庭等、市民の生活に身近な人権教育･啓発の担い手です。 

市民や地域をリードするとともに、さまざまな情報や行動を地域に広め、実

践する役割が期待されます。 

 

（３）企業・事業所等の役割 

企業・事業所等は、地域社会を構成する一員として、活動のあらゆる場や機

会で人権に配慮する社会的責任を担っています。 

社会的な責務を果たすとともに、その取組を市民や地域に波及させる役割が

期待されます。 

 

（４）関係機関等の役割 

本計画の策定組織である「富岡市人権教育・啓発推進協議会」や、関係機関に

は、それぞれの専門性や特性を活かし、市民、地域づくり協議会や NPO・ボラ

ンティア団体等の市民活動団体、企業・事業所等と連携し、本計画の推進を支

援する役割が求められます。 

 

（５）市行政の役割 

本計画の周知を図るとともに、社会教育の観点から人権問題を考える重要性

を踏まえ、生涯学習の一環として人権教育・啓発に取り組みます。また、市民や

地域づくり協議会をはじめとする市民団体等の意見を反映した計画の推進に努

めます。 

計画の中間見直しの時期を目途に、市民の意識や行動の変化、人権課題の状

況等を把握する市民意識調査を実施し、本計画の評価やより実効性の高い施策

推進への活用を図ります。 

庁内の横断的な推進組織「富岡市人権教育・啓発推進本部」を中心として、関

係部局との連絡調整を図ります。
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第２章 各人権課題における人権教育・啓発の推進 

 

１ 女性の人権 

 

現状 

 

男女が共に個人の尊厳を重んじ、責任を担い合い、個々の能力を発揮できる

社会をつくることが求められています。また、少子化や高齢化が進行する中、

女性の活躍による社会の活性化や、地域活動や家事・育児・介護等への男性の

主体的なかかわりが、これまで以上に求められています。 

しかし、現実には、社会生活のさまざまな場面で女性が不利益を受けること

が少なくありません。また、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、性

犯罪、夫や元夫、パートナーなどからの暴力（ドメスティック・バイオレンス

（DV））などでは女性が被害者になることが多く、女性の人権が著しく侵害さ

れる深刻な問題が発生しています。 

本市では、平成 26 年（2014 年）3 月に「第 2 次富岡市男女共同参画基本計

画」を策定し、男女共同参画社会の実現を目指してさまざまな施策に取り組ん

でいます。 

市民意識調査では 

職場における差別待遇や、「男は仕事、女は家庭」などといった性別による固

定的な役割分担＊の押し付けなどに対して、女性の人権が尊重されていないと多

くの市民が感じています。DV については、「いかなる場合も許されるべきでは

ない」とほとんどの市民が考えている一方、女性では約 1 割が周囲に DV 被害

に遭い苦しんでいる人が「いる」としており、深刻な状況もうかがえます。ま

た、女性の人権を守るためには、仕事と家庭の両立ができる環境整備が必要で

あると多くの市民が考えています。しかし、性別による固定的な役割分担への

問題意識や DV を許さないという意識には男女差が見られ、女性のほうが問題

意識を強く持っていることがうかがえます。 
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 国の動き 

日本国憲法は、個人の尊重と法の下の平等をうたっており、国は、昭和 60 年（1985 年）に

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（女性差別撤廃条約）を批准し、国

際社会の一員として女性の差別撤廃や地位向上に取り組んでいます。また、平成 11 年（1999

年）には「男女共同参画社会基本法」を制定し、国や地方自治体、国民それぞれが果たすべき

役割を定めました。さらに、平成 12 年（2000 年）に「ストーカー行為等の規制等に関する法

律」（ストーカー規制法）、平成 13 年（2001 年）に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（DV 防止法）」を制定するなど、女性の人権を守る取組を進める一方、平成

27 年（2015 年）に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）を

制定し、女性が職業生活において活躍できる環境の整備を進めています。 

 

 

課題 

 

• 家庭、学校、地域、職場など、さまざまな場面に残る、性別による固定的

な役割分担意識やそれに基づく言動をなくし、男女共同参画の意識や行

動の教育・啓発をさらに推進することが必要です。 

• DV、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、性犯罪など、女性

に対するあらゆる差別や暴力の防止とともに、被害者の保護や自立支援

などの対策のさらなる充実が必要です。 

• 市民と行政、企業・事業所等が一体となって、働く場における採用や昇進

などの男女の均等な機会と待遇の確保に努めるとともに、ワーク・ライ

フ・バランス（仕事と生活の調和）を推進することが必要です。 

• 地域等における市民活動の場において、性別による役割分担の意識や慣

習をなくし、性別にかかわらず個人がそれぞれの能力を発揮し、責任を担

い合って地域づくりに取り組むことが必要です。 

 

施策の方向性 

（１）「富岡市男女共同参画基本計画」の推進 

男女共同参画社会の実現に向けて、「富岡市男女共同参画基本計

画」に基づく施策を、総合的かつ計画的に推進します。 

（２）企業・事業所との協働による男女共同参画の推進 

企業・事業所との協働によって、男女が互いの人権を尊重しつつ

責任を担い合い、能力を発揮できる労働環境づくりを推進します。

また、男女共同参画に取り組む企業・事業所を支援します。 
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（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

性別にかかわらず、誰もが仕事と家事、育児、介護や趣味、学習、

地域活動など仕事以外の生活の両方を充実させた多様な生き方を

選択・実現できる社会を目指し、ワーク・ライフ・バランスを推進

します。 

（４）女性に対するあらゆる暴力の撤廃 

女性に対する精神的、肉体的、性的、経済的などあらゆる暴力の

撤廃を目指し、女性への暴力を許さない環境づくりを推進します。 

（５）DV 等の被害者対応体制の確保 

差別や暴力の事象が発生した場合の相談対応や保護、支援につ

いて、国や県、関係機関等との緊密な連携による確実な対応体制

の確保と充実に努めます。 

 

市民の役割 

 

・男性も女性も、個人の能力を十分に発揮し、社会の中で互いに協力しなが

ら活躍できる、男女共同参画社会の実現を目指しましょう。 

・性別による固定的な役割分担意識の解消に努めましょう。 

・女性の人権を侵害するあらゆる暴力を許さない環境づくりに努めましょう。 

  

 

 

 

 

＊性別による固定的な役割分担 

「男は仕事、女は家庭」というように、個人の意向や能力にかかわらず、性別によって役割

分担を固定的にとらえる意識は、未ださまざまな場面に根強く残っており、性別による人権問

題に影響しています。 

市民意識調査でも、女性の人権が尊重されていないと感じることとして、職場における差別

待遇とともに、固定的な役割分担の押し付けを上げる人が多くなっています。また、男性より

も女性で、固定的な役割分担の押し付けを問題と感じる人が多く、男女の意識の差が大きくな

っています。 

一人ひとりが、生活の中で、性別による偏見がないか、改めて見直し、気づき、行動につな

げることが重要です。 
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２ 子どもの人権 

 

現状 

 

近年、出生率の低下、核家族化の進行、共働き家庭の増加、生活様式の多様化

などにより、子どもを取り巻く社会環境は急激に変化しています。特に家庭に

おける虐待や育児放棄、学校における不登校やいじめ、教職員等の指導者によ

る体罰など、子どもの人権が侵害される問題が生じています。また、性犯罪や

性的搾取、不審者や身近な人によって幼い命が奪われるなどの事件も発生して

います。さらに、インターネットや携帯電話の普及による子どもへの悪影響や

プライバシーの侵害なども問題となっています。 

本市では、平成 27 年（2015 年）3 月に「富岡市子ども・子育て支援事業計

画」を策定し、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認

識のもと、家庭、学校、地域、その他の社会の構成員が各々の役割を果たし、相

互に協力しながら、子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指してさまざ

まな施策に取り組んでいます。 

市民意識調査では 

子どもによる仲間はずれや無視・暴力・暴言、保護者による虐待や無視・暴

言・子育ての放棄などに対して、子どもの人権が尊重されていないと多くの市

民が感じています。また、子どもの人権を守るためには、教師や指導者の人間

性や指導力の向上、学校などで子ども同士のいじめを見逃さないようにするこ

と、学校・家庭・地域の連携強化などが必要であると多くの市民が考えていま

す。 

 
 国の動き 

国は、平成 6 年（1994 年）に子どもの基本的人権を国際的に保障する「児童の権利に関す

る条約」を批准しました。また、子どものいじめの防止や早期発見を図るため、平成 25 年（2013

年）に「いじめ防止対策推進法」を施行し、国や地方自治体、学校や教職員、保護者それぞれ

の責務を明示しています。 

 

 

課題 

 

• 子どもたち一人ひとりが個性をもったかけがえのない存在であることを

受け止め、それぞれの意向や個性を尊重し、安心して健やかに成長できる

社会をつくることが必要です。 
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• 家庭、学校、地域の連携・協力により、子どもたちを地域全体で見守り、

育てる体制づくりが必要です。 

• 子どもの虐待やいじめを未然に防止するとともに、早期発見や早期対応

に努めることが必要です。また、被害者の保護やその家族への迅速で的確

な対応が必要です。 

• 学校教育を中心として、子どもの発達段階に応じた人権教育を体系的に

推進することが必要です。 

 

施策の方向性 

（１）「富岡市子ども・子育て支援事業計画」の推進 

「富岡市子ども・子育て支援事業計画」に基づく施策を、総合的

かつ計画的に推進します。 

（２）家庭・学校・地域の連携強化の推進 

地域全体で子どもたちを見守り、育てるための家庭、学校、地域

の連携・協力体制の強化を推進します。 

（３）子どもの発達段階に応じた人権教育の推進 

保育園・幼稚園・認定こども園、小・中学校、さらに家庭や地域

などにおいて、子どもの発達段階に応じた体系的かつ継続的な人

権教育を推進します。また、人権教育にあたる教職員の資質や指

導力の向上、人材の育成を図ります。 

（４）虐待やいじめの未然防止と早期対応 

子どもの虐待やいじめの未然防止に取り組むとともに、早期発

見と早期対応、被害者やその家族への相談対応や保護、支援につ

いて、国や県、関係団体等との緊密な連携による確実な対応体制

の確保と充実に努めます。 

 

市民の役割 

 

・「地域の子どもを地域で育てる」という意識を持ち、地域の子どもたちの心

身の健やかな成長を見守りましょう。 

・子どもたちの意向や個性を尊重し、信頼関係を築きましょう。 

・虐待やいじめなどの早期発見と未然防止に努めましょう。 
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３ 高齢者の人権 

 

現状 

 

わが国は、平均寿命の延伸や少子化の進行などにより、高齢者人口が年々増

加しています。一方、総人口は平成 20 年（2008 年）頃をピークに減少に転じ、

「平成 27 年版高齢社会白書」（内閣府）によると、日本の高齢化率（総人口に

占める 65 歳以上の高齢者の占める割合）は 26.0％で過去最高となっています。

このような状況を背景に、高齢者を取り巻く社会環境は急激に変化しており、

さまざまな人権問題が起きています。特に、医療や介護の場における身体的・

精神的虐待、家族や親族など身近な人による虐待、財産権の侵害、高齢者を狙

った犯罪、高齢者の自立を妨げる雇用の場での差別などの問題が深刻化してい

ます。 

本市の高齢化率は平成 26 年（2014 年）に 28.6％（住民基本台帳）となって

おり、この割合は今後さらに高くなることが予想されます。このような中、平

成 27 年（2015 年）に第 6 期となる「富岡市高齢者保健福祉計画及び介護保険

事業計画」を策定し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる

社会づくりの実現に取り組んでいます。また、平成 23 年（2011 年）には市内

外の関係機関等から構成される「富岡市高齢者等安心ネットワーク連絡協議会」

を設立し、高齢者や障害のある人が生きがいを持ち、安心して暮らし続けられ

る地域社会の構築を推進しています。 

市民意識調査では 

悪徳商法や振込め詐欺など高齢者が狙われる犯罪、経済的な保障が不十分な

こと、病気になった時に十分な看護や介護が受けられないことなどに対して、

高齢者の人権が尊重されていないと多くの市民が感じています。また、高齢者

の人権を守るためには、高齢者の自立した生活のための社会福祉施策の充実、

地域で高齢者を支える仕組みづくり、高齢者が自立して生活しやすいまちづく

りなど、高齢者の自立促進やそれを支える仕組みづくりが特に強く求められて

います。 

  



第２章 各人権課題における人権教育・啓発の推進／３ 高齢者の人権 

11 

 国の動き 

国は、平成 7 年（1995 年）に高齢社会への対策を総合的に進めるために「高齢社会対策基

本法」を施行しました。また、増大する高齢者の介護ニーズに対応し、社会全体で支え合う仕

組みとして、平成 12 年（2000 年）に介護保険制度を導入しました。その後、高齢者の虐待を

防止するため、平成 18 年（2006 年）に「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等

に関する法律」（高齢者虐待防止法）を施行しました。平成 24 年（2012 年）には「老人福祉

法」を改正し、市町村に市民後見人の養成努力義務が課せられました。同年には、高年齢者が

意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を図るために、「高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律」（高年齢者雇用安定法）を改正しました。また、災害対策のための「災害対策基本

法」を平成 25 年（2013 年）に改正し、避難時に特に配慮を要する高齢者等の円滑な避難体制

の確保について定めています。 

 

 

課題 

 

• 高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯、認知症や障害のある高齢者

の増加が予想される中、高齢者が住み慣れた地域で自立して安全・安心に

暮らし続けられるよう、保健、医療、福祉の枠を超えた連携の強化による

効果的な高齢者サービスの提供が必要です。 

• 高齢者の自立した生活、活発な社会参加を促すために、社会基盤や情報基

盤のバリアフリー化が必要です。 

• 悪徳商法や振込め詐欺など高齢者が狙われやすい犯罪、雇用の場での差

別、医療や介護の場における身体的・精神的虐待、財産権の侵害などの人

権侵害を未然に防止するとともに、早期発見や早期対応を支援する体制

づくりが必要です。 

• 災害時に自力での避難が困難な高齢者が安心して避難できるよう、関係

機関等と地域が連携した支援体制づくりが必要です。 

• 高齢者の能力や知識、経験などを発揮できる機会や仕組みづくりが必要

です。 

 

施策の方向性 

（１）「富岡市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の推進 

「富岡市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づく

施策を、総合的かつ計画的に推進します。 

（２）地域見守り体制の強化 

民生委員・児童委員、区長会、地域づくり協議会、介護・福祉サ

ービス事業者等との連携を図り、高齢者の安全・安心を地域で見

守る体制の強化を図ります。 
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（３）高齢者の自立と社会参加の促進 

高齢者一人ひとりの能力や知識、経験などを活かし、いきいきと

暮らし続けられる仕組みづくりを推進します。また、企業・事業所

やシルバー人材センター、老人クラブ、社会福祉団体、地域づくり

協議会や NPO・ボランティア団体等の市民活動団体との連携を図

り、高齢者の自立のための就労支援や社会参加を促進します。 

（４）高齢者が暮らしやすいまちづくりの推進 

高齢者をはじめ、すべての市民が安全で快適に暮らし、積極的に

社会参加ができるよう、建築物、道路、公園、公共交通機関等の社

会基盤のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化を推進します。 

 

市民の役割 

 

・高齢になっても、それぞれの意向や能力、経験を活かし、安心して暮らし

続けられる地域づくりに積極的にかかわりましょう。 

・高齢者の人権を尊重するとともに、日頃から地域の高齢者との交流を図り、

高齢者を狙う犯罪や、高齢者に対する虐待などの早期発見と未然防止に努

めましょう。 

・高齢になることで起こりやすい心身の症状や認知症について知り、理解に

努めるとともに、自らの健康増進に努めましょう。 
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４ 障害のある人の人権 

 

現状 

 

障害の有無にかかわらず、だれもが住み慣れた家庭や地域で安心して生活で

きるよう、「ノーマライゼーション」の理念に基づき、互いを支え合う市民意識

の醸成や、障害のある本人とその家族への支援の充実が図られています。しか

し、障害の種類や程度はさまざまであり、障害や障害のある人に対する理解や

配慮が十分ではない状況も見られます。また、障害があることによって自立や

社会参加が妨げられるなど、人権が侵害される問題が生じています。 

本市（平成 27 年（2015 年）3 月 31 日現在）の身体障害者手帳所持者数は

2,295 人、療育手帳所持者数は 355 人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は 250

人となっており、これらを合わせた人数は本市の人口の約 5.7％に該当します。

また、障害のある人の数は増加傾向にあり、重度化や重複化とともに高齢化が

進行しています。このような状況を背景に、平成 24 年（2012 年）に第 2 次と

なる「富岡市障害者基本計画」を策定し、障害のある人の自立した生活を支援

するとともに、障害の有無にかかわらず、だれもが社会参加しやすいまちづく

りを目指しています。 

市民意識調査では 

地域社会からの孤立、希望する職種に就けない、周囲の人の温かい心の欠如

などに対して、障害のある人の人権が尊重されていないと多くの市民が感じて

います。また、障害のある人の人権を守るためには、雇用促進などの就労の支

援、相談体制の充実など、障害のある人の経済的自立やそのための相談体制が

特に強く求められています。 

 
 国の動き 

国は、平成 5 年（1993 年）に「障害者対策に関する新長期計画」、平成 7 年（1995 年）に

「障害者プラン」を策定し、平成 23 年（2011 年）から平成 25 年（2013 年）にかけて、「障

害者基本法」の改正、「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」（障

害者虐待防止法）の施行、「障害者自立支援法」の「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」（障害者総合支援法）としての改正、「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」（障害者差別解消法）の制定を行うなど、障害の有無にかかわらず、互い

の能力と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現や障害のある人の権利利益の擁護を推

進しています。また、災害対策のための「災害対策基本法」を平成 25 年（2013 年）に改正し、

避難時に特に配慮を要する障害のある人等の円滑な避難の確保について定めています。さら

に、国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」を平成 26 年（2014 年）に批准し、

障害のある人の権利の実現に向けた取組を一層強化するとともに、障害のある人の人権尊重に

関する国際協力をさらに推進しています。 

課題 
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• 障害の有無にかかわらず、だれもが地域社会を構成する一員としてそれ

ぞれの能力を発揮し、安心して暮らし続けられるよう、障害のある人一人

ひとりの意向や能力、個性に応じた就労や社会参加、自立した生活を支援

するための環境整備が必要です。 

• 雇用の場での差別、医療や介護の場における身体的・精神的虐待、財産権

の侵害などの人権侵害を未然に防止するとともに、早期発見と早期対応

を支援する体制づくりが必要です。 

• 災害時に自力での避難が困難な障害のある人が安心して避難できるよう、

関係機関等と地域、行政が連携した支援体制づくりが必要です。 

• 子どもたちが障害の有無にかかわらず、共に学び、互いを尊重する心を育

めるよう、保育施設や学校等における障害のある子どもたちの受け入れ

体制の充実と人権教育の推進が必要です。 

 

施策の方向性 

（１）「富岡市障害者基本計画」の推進 

「富岡市障害者基本計画」に基づく施策を、総合的かつ計画的に

推進します。 

（２）地域見守り体制の強化 

民生委員・児童委員、自治会、地域づくり協議会、介護・福祉サ

ービス事業者等との連携を図り、障害のある人の安全・安心を地

域で見守る体制の強化を図ります。 

（３）障害のある人の自立と社会参加の促進 

障害のある人一人ひとりが能力や知識、経験などを活かし、いき

いきと暮らし続けられる仕組みづくりを推進します。また、企業・

事業所やハローワーク、社会福祉団体、地域づくり協議会や NPO・

ボランティア団体等の市民活動団体との連携を図り、障害のある

人の自立のための就労支援や社会参加を促進します。 

（４）障害のある人が暮らしやすいまちづくりの推進 

障害のある人をはじめ、すべての市民が安全で快適に暮らし、積

極的に社会参加ができるよう、建築物、道路、公園、公共交通機関

等の社会基盤のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化を推進

します。 
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（５）共に学び、互いを尊重し合う学校教育の推進 

障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び、互い

を尊重し合うことができる学校教育を推進します。 

 

市民の役割 

 

・障害への正しい理解に努め、障害のある人一人ひとりの状況に即した対応

を心がけましょう。 

・障害のある人の人権を尊重するとともに、障害のある人を狙う犯罪や虐待

などの早期発見と未然防止に努めましょう。 

・障害への正しい理解に努め、障害のある人一人ひとりの意向や能力、経験

を活かし、安心して暮らし続けられる地域づくりに積極的にかかわりまし

ょう。 

 
  



第２章 各人権課題における人権教育・啓発の推進／５ 同和問題 

16 

５ 同和問題 

 

現状 

 

同和問題は、日本固有の人権問題であり、昭和 40 年（1965 年）に出された

国の同和対策審議会答申は「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平

等にかかわる問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわ

る課題であり、その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」

としており、「国の責務」と「国民的課題」が確認されています。また、この答

申には「『寝た子をおこすな』式の考え＊で、同和問題はこのまま放置しておけ

ば社会進化にともない、いつとはなく解決すると主張することはできない」と

明記され、同和問題に対する向きあい方が示唆されています。 

本市では、対象地域の社会基盤整備を法（特別措置法）に基づいて推進し、生

活環境の改善などが進みました。しかし、心理的な差別の解消には未だ至って

いません。 

市民意識調査では 

日本の社会に「同和問題」「部落問題」などといわれる問題があることを多く

の市民が知っており、具体的には、結婚に周囲が反対することが問題として起

きていると多くの市民が感じています。そして、同和問題を解決するためには、

市民一人ひとりの正しい理解を深める努力や、正しい理解を促すための市民へ

の教育・啓発活動の推進が必要であると多くの市民が考えています。しかしそ

の一方で、「時がたてば自然に解決するので、そっとしておく」ことが必要と考

える市民が 2 割以上見られます。また、年代によって問題の認知度や初めて知

った時期などに差異が見られ、若い年代に対する認知度向上のための教育と、

高い年代に対する正しい理解の啓発が求められています。 

 

 国の動き 

国は、昭和 40 年（1965 年）に出された同和対策審議会答申を受け、昭和 44 年（1969 年）

に最初の特別措置法である「同和対策事業特別措置法」（同対法）を制定し、その後「地域改善

対策特別措置法」（地対法）を経て「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」（地対財特法）へ移行し、この法律が失効する平成 14 年（2002 年）3 月末までの

33 年間にわたり特別対策が実施されました。平成 14 年（2002 年）閣議決定された「人権教

育・啓発に関する基本計画」（平成 23 年（2011 年）変更）では同和問題を重要な人権問題の

1 つとしてとらえ、その解消のための積極的な教育・啓発を図ることが示されています。 
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課題 

 

• 無関心や誤った認識が同和問題の解決を妨げる大きな要因となることを

知り、正しい理解と、その解決のための行動を促すことが必要です。 

• 学校教育における取組をさらに推進し、正しく理解し、行動できる子ども

たちを育てることが必要です。 

• 社会教育において、大人たちが同和問題を正しく理解し、子どもから大人

まですべての市民が認識を共有し、共に解決に取り組める地域社会をつ

くることが必要です。 

• 差別的発言や行動などの事象が発生した場合の迅速な対応と原因の究明、

再発防止を図るための関係機関等や地域の連携が必要です。 

 

施策の方向性 

（１）同和教育・啓発の推進 

講演会、広報や啓発資料などのさらなる内容の充実を図るとと

もに、法務局や人権擁護委員をはじめとする関係機関との連携に

よる事業を推進します。 

（２）地域や富岡人権擁護委員協議会との協働 

区長会や富岡人権擁護委員協議会、企業・事業所等との協働によ

る事業を推進します。 

（３）企業・事業所等との連携 

企業・事業所等における、正しい知識等の習得のための取組を促

すとともに支援します。 

（４）相談体制の充実と同和問題事象の対応強化 

関係機関等と連携し、同和問題にかかわる相談体制の充実と事

象の監視強化に努めます。 

（５）えせ（似非）同和行為の排除 

関係機関等と連携し、同和問題を口実に不当な利益等を求める

「えせ（似非）同和行為」の被害予防を推進するとともに、排除の

ための広報や情報提供を強化します。 
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市民の役割 

 

・同和問題の正しい理解に努め、正しい行動を身につけましょう。 

・「えせ同和行為」などの不当な要求は、き然たる態度で断固拒否するととも

に、直ちに法務局や市役所に連絡しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「寝た子をおこすな」式の考え 

国の同和対策審議会答申では、「そっとしておけば、いつの間にか問題が解消するだろう」

という考え方を「寝た子をおこすな」式の考えとして述べ、「主張することはできない」とし

ています。 

市民意識調査では、同和問題解決について、「社会全体で解決をはかるべきであり、自分も

努力すべきだ」とする人が最も多くなっていますが（3 割以上）、「そっとしておけば、自然に

なくなるだろう」という「寝た子をおこすな」式に考える人、「わからない」とする人がこれに

次いで多くなっています（ともに約 2 割）。また、「そっとしておけば、自然になくなるだろう」

とする人は高い年代ほど多く、「わからない」は若い年代で多くなっており、年代による認識

の違いが見られます。 

無関心でいることや、知らないふりをすることは同和問題だけでなく、あらゆる人権問題の

解決を妨げる大きな要因です。向き合い、正しく理解し、行動につなげることが重要です。 
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６ 外国籍の人の人権 

 

現状 

 

日本に在留する外国人は年々増加しており、平成 26 年（2014 年）末現在で

約 212 万人（在留外国人統計）となっています。また、近年、外国からの観光

客が増加傾向にあり、同年の日本への外国人入国者数は過去最高の約 1,415 万

人（出入国管理統計）となっています。 

本市における外国人登録者数は、平成 26 年（2014 年）3 月末現在で 487 人

となっており、総人口に占める割合は約 1％となっています。その内訳は、中国

273 人が半数以上で特に多く、次いでフィリピン 76 人、韓国 35 人、タイ 29 人

などとなっています。また、富岡製糸場の世界遺産登録により、今後、本市を訪

れる外国からの観光客の増加が予想されます。 

市民意識調査では 

日本に住む外国籍の人の人権が尊重されていないと感じることについて、特

に高い項目は見られませんが、その中で、「特にない」が「就職や仕事の内容、

待遇などで不利な扱いを受ける」に次いで高く、市民にとってあまり身近に感

じる問題にはなっていないことがうかがえます。一方、日本に居住している外

国籍の人の人権を守るためには、互いの文化や習慣を尊重し、協調する態度を

育む国際理解教育の推進が強く求められています。 

 

 国の動き 

国は、外国籍の住民の利便性向上と行政サービスの合理化を図るため、平成 24 年（2012 年）

に外国人登録制度を廃止し、新しい在留管理制度の導入と、中長期日本に滞在する外国人住民

等の住民基本台帳への編入を行いました。 

 

 

課題 

 

• 異なる国籍や文化を持った人々が互いの文化や生活習慣の違いを理解し、

共に尊重し合える社会をつくることが必要です。 

• 関係機関との連携強化による外国籍の人たちの相談対応や支援体制の充

実が必要です。 

• 国際交流協会をはじめ、交際交流に携わる機関・団体等の支援や連携強化

が必要です。 
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• 地域住民同士が、積極的な交流を通じて「心と心の交流」を図り、互いの

理解を深めることが必要です。 

 

施策の方向性 

（１）外国籍の人の人権に関する教育・啓発活動の推進 

互いの言葉や文化、生活習慣などの違いを学び、理解し合えるよ

う、相互学習や交流の機会と情報の提供を図ります。 

（２）国際交流協会との連携強化 

国際交流協会との連携強化を図り、外国籍の人たちとの国際交

流や多文化共生、生活支援などに取り組むとともに、情報提供や

相談・支援体制の充実に努めます。 

 

市民の役割 

 

・地域で暮らす外国籍の人たちの言葉や文化、生活習慣の理解に努めましょ

う。 

・外国からの来訪者が安心して滞在できるよう支援し、積極的な交流を図り

ましょう。 
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７ 感染症患者等の人権 

 

現状 

 

エイズ（AIDS 後天性免疫不全症候群）やハンセン病＊など一部の感染症に

ついて、その治療法や予防法、感染の仕組みなどに関する正しい知識と理解を

促す取組が進められています。しかし、未だ十分とはいえない状況にあり、誤

った認識や思い込み、無関心により、感染者や患者、元患者やその家族等に対

する差別や偏見、プライバシーの侵害などの人権問題が発生しています。 

本市では、関係機関等と連携して、学校教育や社会教育などを通じた正しい

知識の普及・啓発を行い、感染者や患者、元患者等に対する差別や偏見の解消

に取り組んでいます。 

市民意識調査では 

関心がある人権問題について、「HIV 感染者・ハンセン病患者等」は 1 割未満

となっており、感染症患者等の人権問題は、市民にとってあまり身近に感じる

問題にはなっていないことがうかがえます。 

 

 国の動き 

国は、平成 11 年（1999 年）に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律」、平成 21 年（2009 年）に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」を施行するなど、

感染者や患者、元患者やその家族などに対する差別や偏見の解消を目指した啓発活動に取り組

んでいます。 

 

 

課題 

 

• 感染症に対する無関心や誤った認識が差別を助長することを受け止め、

正しい理解を促すことが必要です。 

• 学校教育において、児童・生徒の発達段階に応じた性教育を含めた正しい

知識の教育・啓発活動が必要です。 
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施策の方向性 

（１）感染症に関する正しい知識の普及啓発の推進 

広報やホームページを活用し、感染症に関する正確で新しい情

報を提供するとともに、県保健福祉事務所などが実施するエイズ

検査や相談、エイズへの理解と支援の象徴「レッドリボン」や「世

界エイズデー」を通じた啓発運動、「ハンセン病を正しく理解する

週間」などを通じて、関係機関等と連携しながら正しい知識の普

及啓発を推進します。 

（２）地域医療機関との連携 

公立富岡総合病院をはじめとする地域医療機関との連携を強化

し、人権に配慮した医療体制の整備・充実を図ります。 

 

市民の役割 

 

・感染症に対する正しい理解と行動を身につけましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

＊ハンセン病 

ハンセン病は、「らい菌」という細菌の感染によって引き起こされる慢性の感染症です。感

染しにくく、感染しても発症することは極稀であり、遺伝もしません。現在は、開発途上国な

どの衛生環境や栄養状況が非常に悪い地域で新規患者が発生していますが、日本では新規患者

は年間 1～2 名程度となっており、適切な治療によって治癒しています。 

しかし、平成 8 年（1996 年）に「らい予防法」が廃止されるまで、国は患者を強制収容す

ることを基本とし、親族との断絶や子どもを持たないことを強要するなど、誤った対策を続け

てきました。また、社会においても誤った認識が一般化しており、深刻な人権侵害が生じてい

ました。 

国内には平成 27 年（2015 年）末現在、国立のハンセン病療養所が 13 か所ありますが、入

所者は既に治癒しており、感染源となる人はいません。しかし、かつての誤った国の方針の影

響、強要された親族との断絶、未だに根強く残る差別や偏見、治療の遅れによる後遺症等の身

体の障害などから、多くの人が療養所での生活を余儀なくされています。 

どんな病気であっても、症状に苦しむ患者やその家族の人権が侵害されるようなことはあっ

てはなりません。無関心や誤った言動は、長い年月にわたる深刻な人権侵害につながることを

認識することが必要です。 
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８ 犯罪被害者やその家族等の人権 

 

現状 

 

犯罪被害者やその家族が、精神面、肉体面、経済面などさまざまな面で苦し

められるだけでなく、マスコミ等の行き過ぎた報道によるプライバシーの侵害

や、周囲の心ない無責任な中傷やうわさなどによる名誉棄損などの二次的な人

権侵害を受ける問題が発生しています。また、近年では、インターネットを介

したプライバシーの侵害なども深刻な問題となっています。 

本市では、警察をはじめ、保護司会や犯罪被害者支援活動を行う関係機関等

との連携により被害者支援の充実と、二次的な人権侵害の未然防止に取り組ん

でいます。 

市民意識調査では 

関心がある人権問題について、「犯罪被害者やその家族」は 2 割程度となって

おり、犯罪被害者やその家族等の人権問題は、市民にとってあまり身近に感じ

る問題にはなっていないことがうかがえます。 

 

 国の動き 

国は、平成 16 年（2004 年）に「犯罪被害者等基本法」を制定し、犯罪被害者等の権利利益

の保護を推進しています。また、同法に基づき平成 17 年（2005 年）に「犯罪被害者等基本計

画」、平成 23 年（2011 年）にその第 2 次計画を策定し、さらに平成 28 年（2016 年）には第

3 次計画を策定する予定となっています。 

 

 

課題 

 

• 犯罪被害者やその家族等に対する無関心や誤った認識が差別を助長する

ことを受け止め、正しい理解を促すことが必要です。 

• 子どもが犯罪被害者やその家族である場合、特に、精神面、肉体面、経済

面などの一時的被害からの回復と、二次的被害の防止を図るため、子ども

やその家族等を地域全体で見守り、支える体制づくりが必要です。 
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施策の方向性 

（１）相談・支援体制の充実 

国や県、警察、保護司会や犯罪被害者支援活動を行う関係機関等

との連携強化により、相談・支援体制の充実を図るとともに、犯罪

被害者やその家族等の支援に取り組む個人や団体の活動支援を推

進します。 

 

市民の役割 

 

・犯罪被害者やその家族等の人権を尊重し、思いやりをもった行動をとりま

しょう。 

・二次的被害の防止に努めましょう。 
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９ インターネットによる人権侵害 

 

現状 

 

インターネットの普及により私たちの生活はたいへん便利になり、さまざま

な情報が得られるようになりました。「平成 26 年通信利用動向調査」（総務省）

によると、平成 26 年（2014 年）末におけるインターネット利用者数は 13～59

歳で 9 割以上となっており、60 歳代以上の利用も拡大傾向となっています。ス

マートフォンやタブレット型端末などの普及により、インターネットは今後さ

らに私たちの暮らしに欠かせないものとなっていくことが予想されます。しか

し、インターネット上では個人が匿名によって情報発信することが可能である

ため、特定の個人のプライバシーの侵害や、誹謗中傷、差別的な表現の情報化

など、人権を侵害するさまざまな問題が発生しています。 

本市では、平成 11 年（1999 年）に「富岡市個人情報保護条例」を施行し、

個人情報を収集、利用、提供する場合の適正な取扱いのルールを定めています。

また、平成 24 年（2012 年）に「富岡市情報セキュリティ基本方針」を施行し、

本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めています。 

市民意識調査では 

インターネットによる人権侵害への市民の関心は高く、誹謗中傷する内容の

掲載や個人情報の流出、犯罪を誘発する場になっているなどの人権侵害がイン

ターネット上で起きていると多くの市民が感じています。 

 

 国の動き 

国は、平成 14 年（2002 年）に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者

情報の開示に関する法律」（プロバイダ責任制限法）を施行し、インターネット上でプライバ

シーや著作権の侵害があった場合にインターネット接続サービスの提供事業者（プロバイダ）

が負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を規定しました。また、

平成 21 年（2009 年）には「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」（青少年インターネット環境整備法）を施行し、子どもたちが安全に安心し

てインターネットを利用できる環境づくりを推進しています。 
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課題 

 

• インターネット上に掲載した情報によって深刻な人権侵害が起こり得る

こと、そして誰もが人権侵害の加害者にも被害者にもなり得ることを認

識し、情報モラルについて正しい理解を促すことが必要です。 

• 特に子どもをインターネットによる人権侵害から守るため、学校、家庭、

地域の連携により、学校教育、社会教育の双方で情報モラル教育を推進す

ることが必要です。 

 

施策の方向性 

（１）学校教育・社会教育における情報モラル教育・啓発の推進 

学校教育、PTA 等と連携した家庭教育、地域における社会教育

など、さまざまな場や機会を通じて子どもから大人まで、情報モ

ラルに関する正しい知識と行動を身につける教育と啓発の充実を

図ります。 

（２）関係機関等との連携 

法務局や警察等の関係機関等と連携して、インターネットを介

した人権侵害の監視や早期発見を図るとともに、プロバイダ等の

情報サービス事業者に対する迅速な対応措置の要請を推進します。 

 

市民の役割 

 

・個人情報の取扱いに対する正しい理解と行動を身につけましょう。 
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10 その他の人権 

 

北朝鮮により拉致された被害者の人権 現状と課題 

 

北朝鮮当局による日本人の拉致は、日本に対する主権の侵害であり、国民の

生命にかかわる重大な人権侵害です。 

国は、平成 18 年（2006 年）に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害

問題への対処に関する法律」を施行し、拉致問題に関する啓発について、国と

地方公共団体が共に努めることを定めています。また、平成 23 年（2011 年）

に閣議決定により「北朝鮮当局による拉致問題等」を国の「人権教育・啓発に関

する基本計画」における人権課題の 1 つに追加しました。 

平成 24 年（2012 年）までに国は北朝鮮当局による拉致被害者として 17 名を

認定しており、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく努力を続け

ています。拉致問題の解決には、国の取組を後押しする国民世論の高まりが必

要です。 

 

東日本大震災などの被災者の人権 現状と課題 

 

平成 23 年（2011 年）に発生した東北地方太平洋沖地震と、それに伴う津波

や余震による東日本大震災は、東北地方から関東地方の太平洋沿岸部に大きな

被害をもたらしただけでなく、福島第一原子力発電所の事故を引き起こし、多

くの人々が避難生活や他地域への移住を余儀なくされています。そのような中、

放射性物質の外部放出に関する思い込みや偏見、風評の被害、長引く避難生活

の中でのトラブルなどの人権問題が発生しています。 

根拠のない思い込みや偏見、風評に惑わされることのない冷静な判断と行動

ができるよう、災害や放射性物質の影響について正しく理解し、災害の二次的

被害防止に努めることが必要です。 

 

さまざまな人権問題 現状と課題 

 

これらの他にもさまざまな人権問題があり、それらをとりまく環境の変化に

伴って、より深刻化しているものもあります。 

日本列島北部から北海道に先住して固有の言語や文化を持つアイヌの人々、

生物学的な性（からだの性）と性の自己意識（こころの性）が一致しないために
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社会生活に支障を生じている性同一性障害のある人、同性愛、両性愛など性的

意識や恋愛感情がどのような対象に向かうかの概念（性的指向）が少数派の人々、

刑を終えて出所した人やその家族、自立の意思がありながらもやむを得ない理

由で野宿生活を余儀なくされているホームレスの人々などへの人権侵害、被害

者やその家族等に深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらす人身取引などの人権問

題がその一例として挙げられます。 

さらに、社会経済情勢や自然環境の著しい変化などにより、従来の知識や理

解では対応が難しい新たな人権問題が発生しています。このような新たな人権

問題について正しく理解し、迅速かつ適切に対応するとともに、これまで認識

されてきたさまざまな人権問題についても、正しい理解と行動を促すためのさ

らなる教育と啓発が必要です。 
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第３章 あらゆる場や機会を通じた教育・啓発の推進 

本市では、さまざまな人権問題に対して常に配慮するとともに、人権教育・

啓発の普及や高揚を図るため、次に掲げるような「あらゆる場や機会」におけ

る人権教育・啓発を推進します。 

１ 家庭において 

 

現状と課題 

 

家庭は、子どもたちが育つ、教育の原点であるとともに、男女共同参画や、さ

まざまな人権問題への正しい理解を行動へつなげる実践の場です。家庭におい

て大人たちが正しい人権意識に基づく行動を実践し、子どもたちの人間形成や

人権教育の基礎をつくり、人権感覚を身につける上で、家庭の役割はたいへん

重要です。さらに、家庭には、子どもたちの間のいじめなどの問題を受け止め、

早期に発見し対応する能力が求められています。 

しかし、保護者や親子を対象とする情報提供や、人権について学習する場や

機会は十分とはいえず、家庭における人権教育力向上に向けた取組を強化する

ことが必要です。また、ワーク・ライフ・バランスの推進と、家庭内での性別に

よる固定的役割分担意識の解消が必要です。そのために、学校教育や社会教育、

地域と、企業・事業所等との連携・協働の強化が必要です。 

 

施策の方向性 

（１）親子で参加できる学習の場や機会の充実 

親子や家族で参加できる人権教育・啓発のための講演会などの

事業を推進します。 

（２）相談機能の充実 

子育てや家庭教育に関するさまざまな悩みや不安に対応できる

相談機能の強化を推進します。 

（３）関係機関等との連携による児童虐待防止の強化 

虐待などの深刻な人権侵害に対して、関係機関等と連携を図り、

子どもの人権が尊重され、保護される環境づくりを推進します。 
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（４）ワーク・ライフ・バランスの推進 

性別にかかわらず、誰もが仕事と家事、育児、介護や趣味、学習、

地域活動など仕事以外の生活の両方を充実させた多様な生き方を

選択・実現できる社会を目指し、ワーク・ライフ・バランスを推進

します。 
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２ 地域において 

 

現状と課題 

 

地域は市民の暮らしに最も身近な人権教育・啓発の場であるとともに、子ど

もたちや高齢者の見守りや市民同士のつながりを育む役割が求められています。

本市では 12 地区の公民館単位に地域づくり協議会が運営されており、各協議会

が中心となって、子どもから大人まで、市民一人ひとりが正しい人権感覚を身

につけ、真に人権が尊重される地域づくりを推進することが求められています。 

しかし、地域での生涯学習活動や社会教育の場において、人権に関する学習

機会に参加する市民の数は多いとはいえません。また、参加者の年齢や性別に

偏りが見られることから、参加体験型学習や身近な課題を取り上げた学習など、

多様な世代の市民が興味を持って参加・交流できる学習の場や機会づくりが必

要です。 

 

施策の方向性 

（１）地域の実情に応じた学習の場や機会の充実 

区長会、地域づくり協議会をはじめとする地域団体、保育園や幼

稚園、認定こども園、学校、家庭などとの連携・協働を推進すると

ともに、地域住民の多様なライフスタイルを考慮し、多くの市民

が参加・交流できるよう、地域の実情に応じた学習の場や機会の

充実に努めます。 

（２）指導者となる人材の養成 

人権尊重の精神の普及や人権問題の解決に向けて、人権教育・啓

発の地域リーダーの養成に努めます。 
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３ 子どもたちの教育の場において 

 

現状と課題 

 

子どもたちが、さまざまな人権問題についての正しい認識や、互いの人権を

尊重することを身につけ、社会の一員として地域を担い、成長していくことは、

人権尊重社会をつくる上でたいへん重要であり、若年齢から人権教育を体系的

に進められる学校教育はたいへん大きな役割を担っています。子どもたち一人

ひとりが、正しい人権意識を持った指導者のもとで人権尊重の意義やその重要

性を正しく理解し、人権感覚を身につけられる教育環境が重要です。 

本市では、子どもたちのそれぞれの発達段階に応じた人権教育を、国・県及

び市の人権教育基本指針に基づき、総合的かつ計画的に推進しています。 

保育園・幼稚園・認定こども園では、人間形成の基礎が培われる極めて大切

な時期であることから、幼児の発達段階に応じて、身近な動植物に親しみ、生

命の大切さに気づかせ、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努めています。一人ひとりの幼児の調和のとれた全人

的発達の基礎を築き、他人を尊重する気持ちを持てるような人間関係づくりに

努めること、幼児それぞれの生活環境を十分把握しつつ適切な指導を行うこと、

幼児が日常生活の基礎的な事項を十分身につけるとともに、将来の人間として

の自立の基礎を築くことなどに配慮しています。 

小・中学校では、児童・生徒の発達段階に即しながら、学校の教育活動全体を

通じて人権尊重の意識を高める教育を行っています。人権尊重についての理解

を促し、命を大切にし、自他の人格を尊重し、互いの個性を認め合う心、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ことが重要であり、その

ために必要な体験活動や交流活動等の場や機会の充実に努めています。 

また、学校における人権教育の充実を図るためには、各学校の推進体制が整

備され、教職員の資質向上を図ることが重要であることから、市内すべての小・

中学校に人権教育主任を配置し、各学校おける人権教育の中心的役割を担って

います。各学校では校内研修や職員会議を定期的に開催し、自校の課題を踏ま

えた人権教育の研修を計画的に実施するとともに、毎年 12 月上旬を中心とし

て、市内すべての小・中学校が人権問題を集中的に学習する「人権集中学習」の

期間を設定しています。 

さらに、本市では、各学校の人権教育主任を対象とした年 2 回の「人権教育

主任会議」の開催や、管理職を含む本市に転入したすべての教職員及び新規採

用教職員を対象とした毎年の「富岡市人権教育研修会」の実施などを通して、

人権尊重の精神を基盤とした人権教育に対する理解を深めるとともに、教職員
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の資質向上に努めています。 

また、人権教育資料「めぶき」「かがやき」「はぐくみ」を各家庭に配布し、保

護者の人権感覚の醸成に努めています。 

今後さらに、人権教育の体系的な推進に取り組むとともに、教職員の質向上

に努めます。また、子どもたちがさまざまな人権問題の解決を自分自身の課題

として捉えるためには、保護者や地域の大人たちの人権意識を高めることが重

要であり、家庭や地域社会との連携・協働をさらに強化することが必要です。 

 

施策の方向性 

（１）人権教育指導資料・学習教材等の有効活用の支援 

子どもたちの興味や関心を引き出し、主体的かつ自主的な学習

ができるよう、県教育委員会や県総合教育センター等で作成され

た発達段階に応じた指導資料や、地域に根ざした教材の有効活用

を支援します。 

（２）効果的な人権教育推進のための学習活動の支援 

各学校におけるボランティア活動などの社会奉仕体験や自然体

験、高齢者や障害のある人たちとの交流などの体験を重視した体

系的な学習活動の展開に取り組みます。 

（３）教職員の人権意識や指導力を高める研修の充実 

教職員が人権に関する認識を深め、人権問題を解決する熱意や

使命感、実践的指導力などを培うための研修等の機会の充実を図

ります。 

（４）家庭・地域社会・校種間の連携強化 

家庭、地域社会、校種間、関係機関等の連携を強化し、人権教育

を推進する環境整備を推進します。 
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４ 働く場において 

 

現状と課題 

 

働く場は、市民の生活と地域社会を構成する重要な役割を担っており、活動

のあらゆる場や機会で人権に配慮する社会的責任を担っています。 

本市では、ハローワークとの連携を図りながら、企業・事業所等の採用担当

者等を対象とする公正な雇用のための人権啓発推進研修会等への積極的な参加

を促進しています。また、研修会の開催、啓発冊子の配布などを通じて、企業・

事業所等の社会的責任としての人権への取組の周知・徹底を図っています。 

企業・事業所等では、公正採用選考人権啓発推進員を中心に、ハローワーク

との連携を図りながら、公正な採用や選考の点検・是正に取り組んでいます。

また、個別事業所などからの要請により、ハローワークにおいて公正採用選考

に関する研修を実施しています。 

今後も性別、年齢、国籍などの違いや障害の有無などによる採用や選考、賃

金、昇進などの格差、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなど

の人権侵害の防止と解消、仕事と子育てや介護との両立や家族と過ごす時間の

確保などの指導や啓発に努めるとともに、主体的に取り組む企業・事業所等の

支援を強化することが必要です。 

 

施策の方向性 

（１）企業・事業所等の主体的取組の支援 

企業・事業所等が行う人権に関する研修会や講演会を積極的に

支援するとともに、市内のリーディングカンパニーと連携し、人

権に関する先進的な取組事例（ロールモデル）の情報提供と普及

啓発を推進します。 
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第４章 人権にかかわりの深い職業に従事する人たちに

対する教育・啓発 

差別や偏見のない、人権が尊重される社会を実現するためには、市民一人ひ

とりが人権に配慮して行動することが必要です。そのためには、人権にかかわ

りの深い職業に従事する人たちが率先して人権の擁護に努めることが必要であ

り、次のような職業に従事する人たちに対して、積極的に人権教育・啓発を推

進します。 

 

１ 行政・消防職員 

【行政職員】 

行政職員は、業務を通じて市民と深いかかわりを持つことから、常に人権的

配慮を心がけるとともに、あらゆる差別や偏見などの人権侵害から市民を守り、

その解消に努めることが必要です。そのため、職員一人ひとりが正しい人権感

覚を身につけ、市民の立場に立って職務を遂行できるよう、人権についての研

修機会の充実を図るとともに、さまざまな場や機会を通じて人権意識の醸成に

努めます。さらに、地域社会の一員として地域における人権教育・啓発の推進

に率先して取り組むべき立場であるという自覚を持ち、行動できるような意識

改革に努めます。 

 

【消防職員】 

消防職員は、火災やさまざまな災害から市民の生命や財産を守り、被害を軽

減する職務上、その活動を通じて市民の日常生活と深くかかわるため、高い人

権意識を持って職務を遂行することが必要です。そのため、消防職員や消防団

員などに対して人権教育・啓発の推進を引き続き働きかけるとともに、自主的

な取組を積極的に支援します。また、地域や各企業・団体等で開催される訓練

等においても、人権教育・啓発の推進に積極的な役割を担えるよう支援します。 
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２ 教職員・社会教育関係者 

【教職員】 

学校教育においては、幼児、児童、生徒の人権意識を高める上で、教職員が重

要な役割を担います。教職員が人権について十分な知識を身につけ、常に行動

で示すことが重要です。そのため、特に各学校において人権教育推進の中心と

なる人権教育主任、本市に新たに赴任した教職員や新規採用教職員に重点をお

き、人権について十分な認識を深め、人権問題を解決する熱意と使命感を持っ

て教育活動が展開できるよう、研修等の場や機会の充実を図ります。 

また、人口の減少や少子高齢化の進行、男女共同参画の推進、国際化などの

社会の変化に対応した質の高い人権教育を指導できる資質の向上を図ることが

重要です。そのため、各学校における日常的な研修、市や県が実施する研修な

ど、さまざまな研修機会を通じて、教職員の人権についての理解と認識を深化

させ、指導力の向上を図ります。 

さらに、子どもたちの「豊かな心」の育成を図るため、家庭や地域社会との連

携、校種間やさまざまな人たちとの交流を通じて指導力や相談対応力の向上を

図ります。 

 

【社会教育関係者】 

社会教育においては、市民の社会教育活動を支援するとともに、地域におい

て人権教育を指導・助言する立場として、社会教育主事、公民館職員などの社

会教育関係職員が重要な役割を担います。地域における人権教育を充実させる

ためには、社会教育関係職員が人権について十分な理解と認識を身につけ、指

導力・助言力の向上を図ることが重要です。 

また、家庭や地域など身近な人権問題の解決を図るためには、人権問題全般

についての普遍的視点による取組や、具体的な人権問題それぞれに即した個別

的視点による取組まで、高い専門性と幅広い知識を持ち、効果的な学習を進め

る手法を身につけた人材を地域の中で養成することも必要です。そのため、公

民館職員などの社会教育関係職員や地域住民を対象にした指導者研修会、養成

講座等を実施するとともに、研修内容や方法について、性別や年齢等にとらわ

れず幅広い指導者の養成が計画的・系統的に推進できるよう努めます。さらに、

養成講座等を修了した人材を指導者として各種人権教育講座や研修の場で活用

できる仕組みづくりに取り組みます。 
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３ 医療・保健福祉関係者 

【医療関係者】 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、医療技術者などの医療従事者は、人権意識

に基づいた考えや行動が特に求められる職業のひとつです。そのため、医療従

事者を養成する各種学校や養成施設をはじめ、医師会、歯科医師会、薬剤師会、

看護協会など各種関係機関等に対して人権教育・啓発の推進を引き続き働きか

けるとともに、自主的な取組の積極的な支援を推進します。 

 

【保健福祉関係者】 

保健師、生活保護ケースワーカー、民生委員・児童委員、社会福祉施設職員な

どの保健福祉関係者は、子ども、高齢者、障害のある人、生活困窮者などと深く

かかわるため、健康増進、疾病予防、生活相談、介護などの場において、個人の

プライバシー保護や人権尊重の十分な知識や配慮が必要です。そのため、福祉

施設や関係機関等に対して人権教育・啓発の推進を引き続き働きかけるととも

に、自主的な取組の積極的な支援を推進します。 

 

４ メディア関係者 

新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などのマスメディアやインターネットによって

もたらされる情報が社会に及ぼす影響は、あらゆる面においてたいへん大きく、

メディア等を活用した人権教育・啓発意識の高揚が重要である一方、不適切な

情報が及ぼす影響も大きいといえます。そのため、メディア等に従事する関係

者に対しては、プライバシーの侵害や誤った認識による報道など、人権侵害を

助長する情報を監視するとともに、人権に配慮した表現や活動を促します。ま

た、人権教育・啓発の推進を引き続き働きかけるとともに、自主的な取組の積

極的な支援を推進します。 
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資 料 市民意識調査の結果概要 

本計画の策定に先立ち、計画推進のための取組の一環として市民の人権問題

に関する意識を把握し、その基礎資料とすることを目的に、市民意識調査を実

施しました。 

 

調 査 名  人権問題に関する市民意識調査 

調査対象  18 歳以上の市民 2,000 人 

調査方法  郵送による配布・回収 

調査期間  平成 26 年（2014 年）11 月 4 日～12 月 1 日 

回収状況  回収数 713 件（回収率 35.7％） 
※各設問の回答比率（％）は、小数点第二位を四捨五入し、小数点第一位までを表示しているため、表示

された回答比率の合計が 100.0％にならない場合があります。 

※表やグラフに表記される「N＝※」（※は数字）は、該当質問の回答者数を表します。 

※一部の選択肢は調査時のものを要約しています。 

 

回答者の属性 

（１）性別 

 

（２）年代 

 

  

43.1 53.7 3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（Ｎ＝713）

男性 女性 不明

0.8 
7.4 11.1 14.6 18.9 25.9 17.8 3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（Ｎ＝713）

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明
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① 人権に関すること全般について 

 基本的人権の日常的な実感について、「どちらかといえば守られていると思う」が約 5 割で最も高

く、「守られていると思う」との合計値『守られている』は 8 割以上。 

 人権や差別問題への関心は、「少し関心がある」が 5 割以上で最も高く、「かなり関心がある」との

合計値『関心がある』は 6 割以上。一方、「あまり関心がない」が約 3 割。 

 関心がある人権問題（複数回答可）は、「障害のある人」「インターネットによる人権侵害」の 2 項

目がそれぞれ 4 割以上、次いで「高齢者」「子ども」「女性」の 3 項目がそれぞれ 3 割以上。一

方、「特に関心のある人権問題はない」が約 1 割。 

32.7 49.2 7.0 3.6 6.0 1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=713）

守られていると思う どちらかといえば守られていると思う

どちらかといえば守られていないと思う 守られていないと思う

わからない 不明

15.0 50.5 29.9 1.7

1.7

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=713）

かなり関心がある 少し関心がある あまり関心がない

まったく関心がない わからない 不明

43.1 

40.1 

37.2 

35.3 

31.7 

28.6 

20.6 

16.3 

12.1 

10.0 

9.7 

9.3 

8.1 

7.2 

6.5 

5.9 

3.6 

1.1 

8.4 

0% 20% 40% 60%

障害のある人

インターネットによる人権侵害

高齢者

子ども

女性

北朝鮮当局による拉致被害者等

犯罪被害者やその家族

東日本大震災に伴う人権侵害

同和地区出身者

刑を終えて出所した人

外国籍の人

人身取引に関する人権問題

ホームレス

HIV感染者・ハンセン病患者等

性同一性障害のある人

性的指向を理由とする人権侵害

アイヌの人々

その他

特に関心のある人権問題はない
全体（N=713）
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 自分や身近な人への差別的行動・発言の被害経験（複数回答可）について、「受けたことはない」

が特に高い。 

 

 差別的行動・発言の被害時の対応（複数回答可）について、「黙って我慢した」が 4 割以上、次い

で「身近な人に相談した」が 3 割以上、「相手に抗議した」が 2 割以上。 

 

 差別的行動・発言の加害経験（複数回答可）について、「したことはない」が約 8 割。 

 

20.3 

19.1 

18.0 

12.2 

6.6 

2.8 

0.6 

1.7 

49.2 

0% 20% 40% 60%

女性に対する差別

子どもへのいじめ・虐待

障害のある人に対する差別

高齢者に対する差別

同和地区出身者に対する差別

外国籍の人に対する差別

HIV感染者・ハンセン病患者などに対する差別

その他

受けたことはない

全体（N=713）

36.1 

26.8 

16.3 

6.7 

3.5 

2.9 

2.9 

2.2 

43.5 

0% 20% 40% 60%

身近な人に相談した

相手に抗議した

学校に相談した

県や市などの公的機関に相談した

弁護士・カウンセラー等に相談した

警察に相談した

民間団体・ボランティアに相談した

法務局、人権擁護委員に相談した

黙って我慢した

被害経験がある場合（N=313）

4.2 

3.8 

3.6 

3.2 

3.1 

1.7 

0.6 

0.8 

79.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害のある人に対する差別

女性に対する差別

高齢者に対する差別

子どもへのいじめ・虐待

外国籍の人に対する差別

同和地区出身者に対する差別

HIV感染者・ハンセン病患者などに対する差別

その他

したことはない

全体（N=713）
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② 女性の人権について 

 女性の人権が尊重されていないと感じること（複数回答可）は、「職場における差別待遇」「固定的

な役割分担の押し付け」の 2 項目がそれぞれ約 4 割。 

 

 女性への性的いやがらせ（セクシュアル・ハラスメント）だと思うこと（複数回答可）は、「『女の

くせに』『女だから』などの言い方をする」が約 5 割で最も高い。 

 

 自分や身近な人への DV 被害について、被害にあっている人は「いない」が 9 割以上。 

 

  

40.5 

36.5 

26.2 

25.2 

24.5 

21.9 

11.6 

11.4 

1.3 

18.1 

0% 20% 40% 60%

職場における差別待遇（採用、昇格、賃金など）

固定的な役割分担の押し付け（「男は仕事、女は家庭」など）

痴漢行為

女性に対するストーカー（つきまとい行為）

セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）

夫婦間や交際相手からの暴力（DV）

女性のヌード写真などを掲載した雑誌やアダルトビデオ

売春・買春、援助交際

その他

人権が尊重されていないと感じることは特にない

全体（N=713）

47.0 

39.0 

38.7 

37.6 

27.1 

26.4 

25.8 

25.5 

24.8 

12.1 

0.4 

10.0 

0% 20% 40% 60%

「女のくせに」「女だから」などの言い方をする

性的なことを言ったり、うわさを流したりする

じろじろ見たり、髪や肩・手など体に触れたりする

「結婚しないのか」「子どもはまだか」などと言う

ヌード写真などを貼ったり見せたりする

つきあいなどしつこく誘う

容姿や年齢などを話題にする

宴会でのお酌やデュエットを強要する

女性に雑用や私用を強要する

異性との交際について聞く

その他

セクシュアル・ハラスメントだと思うことは特にない

全体（N=713）

5.0 92.1 2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=713）

いる いない 不明
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 DV の認識ついて、「いかなる場合でも、暴力は許されるべきではない」が約 9 割。 

 DV 被害時の対応（複数回答可）について、「身近な人に相談する」が約 7 割、次いで「警察に相

談する」が 5 割以上、「県や市などの公的機関に相談する」が約 4 割。 

 女性の人権を守るために必要なこと（複数回答可）は、「男女共に仕事と家事や育児・介護等を両

立できる環境整備」が約 5 割で最も高い。 

1.1

7.4 86.7

1.1

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（N=713）

家庭内や親しい関係でのことだから、仕方がない

暴力を振るわれる方にも問題があり、仕方ないことがある

いかなる場合でも、暴力は許されるべきではない

その他

不明

67.7 

56.1 

36.9 

26.6 

21.6 

15.3 

7.9 

3.6 

1.3 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80%

身近な人に相談する

警察に相談する

県や市などの公的機関に相談する

弁護士・カウンセラー等に相談する

法務局、人権擁護委員に相談する

民間団体・ボランティアに相談する

学校に相談する

自分だけで解決する

何もせず我慢する

その他
全体（N=713）

48.8 

30.9 

30.7 

30.4 

25.2 

21.6 

21.5 

20.6 

7.6 

1.3 

2.1 

0% 20% 40% 60%

男女共に仕事と家事や育児・介護等を両立できる環境整備

男女平等や性についての教育の充実

相談体制の充実

ストーカーなど女性が被害者になる犯罪の取り締まり強化

人権教育・啓発活動の推進

相談機関による被害者の意思や気持ちに配慮した対応

女性が暴力等の被害から避難するための場所の整備

女性の就業機会の確保や、職業能力開発の機会の充実

議員、企業役員や行政の審議会等への女性の参画促進

その他

必要だと思うことは特にない
全体（N=713）
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③ 子どもの人権について 

 子どもの人権が尊重されていないと感じること（複数回答可）は、「子どもによる仲間はずれや無

視、暴力、暴言など」「保護者による虐待や無視、暴言、子育ての放棄」の 2 項目がそれぞれ 6 割

以上。 

 

 身近で子どもが虐待されていることを知った場合の対応は、「学校、警察、民生・児童委員などに

通報する」が約 7 割。 

 

 子どもの人権を守るために必要なこと（複数回答可）は、「教師や指導者の人間性、指導力の向上」

が約 5 割、次いで「学校その他で、子ども同士のいじめを見逃さないようにする」「学校、家庭、地

域の連携強化」の 2 項目がそれぞれ 4 割以上。 

62.4 

62.4 

53.0 

50.9 

47.4 

1.3 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80%

子どもによる仲間はずれや無視、暴力、暴言など

保護者による虐待や無視、暴言、子育ての放棄

いじめをしている人、されている人を見て見ぬ振りをする

教師や指導者による体罰や無視、暴言など

子どもの考えを無視し、大人の考えをおしつける

その他

人権が尊重されていないと感じることは特にない
全体（N=713）

69.8

3.1

23.1

2.0

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=713）

学校、警察、民生・児童委員などに通報する

直接、その家族に確かめてみる

何か行動をおこしたいが、どうしたらよいかわからない

自分に関係ないので特に何もしない

不明

47.8 

41.1 

40.1 

34.9 

31.8 

26.4 

22.3 

13.0 

8.1 

1.0 

1.1 

0% 20% 40% 60%

教師や指導者の人間性、指導力の向上

学校その他で、子ども同士のいじめを見逃さないようにする

学校、家庭、地域の連携強化

相談体制の充実

子どもが周囲から孤立しないような環境づくり

人権教育・啓発活動の推進

児童虐待の発見や解決のための体制づくり

子どもの自主性を尊重し大人の考えを押付けないようにする

部活動などで、行き過ぎた練習が行われないようにする

その他

必要だと思うことは特にない
全体（N=713）
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④ 高齢者の人権について 

 高齢者の人権が尊重されていないと感じること（複数回答可）は、「悪徳商法や振込め詐欺など高

齢者が狙われる犯罪が多い」が 5 割以上、次いで「経済的な保障が十分でない」が 4 割以上。 

 

 高齢者の人権を守るために必要なこと（複数回答可）は、「高齢者の自立した生活のための『在宅

サービス』などの社会福祉施策の充実」「地域で高齢者を支えていく仕組みづくり」「高齢者が自立

して生活しやすいまちづくりの推進」の 3 項目がそれぞれ 4 割以上。 

  

  

53.2 

45.2 

36.5 

33.7 

30.4 

21.6 

19.9 

9.8 

0.8 

8.1 

0% 20% 40% 60%

悪徳商法や振込め詐欺など高齢者が狙われる犯罪が多い

経済的な保障が十分でない

病気などになったとき、十分な看護や介護が受けられない

認知症等の高齢者への虐待

高齢者に冷たい態度をとったり、相手にしなかったりする

能力や知識、経験を発揮する機会が少ない

道路の段差、駅や建物の段差などにより外出に支障がある

アパートなど住宅への入居を断られることがある

その他

人権が尊重されていないと感じることは特にない

全体（N=713）

46.0 

44.5 

42.1 

38.3 

31.7 

22.4 

13.9 

1.0 

3.1 

0% 20% 40% 60%

自立した生活のための在宅サービス等社会福祉施策の充実

地域で高齢者を支えていく仕組みづくり

高齢者が自立して生活しやすいまちづくりの推進

高齢者の生きがいづくり支援

相談体制の充実

高齢者の雇用促進

人権教育・啓発活動の推進

その他

必要だと思うことは特にない
全体（N=713）
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⑤ 障害のある人の人権について 

 障害のある人の人権が尊重されていないと感じること（複数回答可）は、「地域社会から孤立しが

ちである」「希望する職業に就けない」「障害のある人に対して周囲の人の温かい心が欠けている」

の 3 項目がそれぞれ 4 割以上。 

 

 障害のある人の人権を守るために行政が行うべきこと（複数回答可）は、「雇用促進など就労の支

援」が 4 割以上、次いで「相談体制の充実」が 3 割以上。 

  

  

45.4 

43.1 

41.4 

29.9 

24.5 

18.2 

16.3 

16.3 

14.7 

1.5 

9.7 

0% 20% 40% 60%

地域社会から孤立しがちである

希望する職業に就けない

障害のある人に対して周囲の人の温かい心が欠けている

道路、駅や建物の段差などにより外出に支障がある

結婚問題で周囲から反対を受けることがある

知的・精神障害のある人等の財産管理の権利侵害がある

必要な情報を入手しにくい

ｽﾎﾟｰﾂ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、文化・芸術活動への参加がしにくい

アパートなど住宅への入居を断られることがある

その他

人権が尊重されていないと感じることは特にない
全体（N=713）

46.4 

35.2 

26.1 

22.0 

21.5 

21.2 

18.7 

17.8 

16.1 

13.3 

0.4 

3.1 

0% 20% 40% 60%

雇用促進など就労の支援

相談体制の充実

障害のある人が使いやすい道路、施設などの環境整備

リハビリテーション事業や機能訓練などの充実

家事など、日常生活を支援するサービスの充実

保健・医療施設の充実

障害のある人が参加しやすいような行事の工夫と開催

人権教育・啓発活動の推進

障害のある人が自己決定することを支援する仕組みの充実

障害者施設・サービスへのオンブズマン制度の導入

その他

必要だと思うことは特にない
全体（N=713）
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⑥ 同和問題について 

 「同和問題」「部落問題」の認知について、「知っている」が約 9 割。 

 

 同和問題を初めて知った時期は、「小学生の頃」が 3 割以上、次いで「中学生の頃」が 2 割以上

で、15 歳くらいまでを合わせると 6 割以上。 

 

 同和問題を初めて知ったきっかけは、「家族から聞いた」「学校の授業でとりあげられた」の 2 項目

がそれぞれ 2 割以上、次いで「きっかけは覚えていない」が約 1 割。 

 

  

87.5 10.0 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=713）

知っている 知らない 不明

2.2 35.9 25.5 10.1 13.9 11.7 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=624）

小学校入学前（6歳くらいまで） 小学生の頃（7～12歳くらいまで）

中学生の頃（13～15歳くらいまで） 高校生の頃（16～18歳くらいまで）

高校卒業後 いつ頃だったか覚えていない

不明

26.9 3.7 7.1 5.0 6.7 26.4 7.4 4.8

0.6

9.9

0.8

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=624）

家族から聞いた 親戚の人から聞いた

近所の人から聞いた 職場の人から聞いた

学校の友だちから聞いた 学校の授業でとりあげられた

テレビ・ラジオ・新聞・本等 同和問題の講演会や研修会

県や市の広報紙やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、冊子等 きっかけは覚えていない

その他 不明



資 料 市民意識調査の結果概要 

47 

 同和問題に関して問題が起きていると感じること（複数回答可）は、「結婚に周囲が反対する」が

4 割以上で最も高い。一方、「問題が起きていると感じることは特にない」が 2 割以上。 

 

 同和問題の解決についてどう考えるかは、「社会全体で解決をはかるべきであり、自分も努力すべ

きだ」が 3 割以上で最も高い。次いで、「そっとしておけば、自然になくなるだろう」「わからな

い」がそれぞれ約 2 割。 

 

 同和問題を解決するために必要なこと（複数回答可）は、「市民一人ひとりが正しい理解を深める

努力をする」が 5 割以上、次いで「正しく理解されるよう、市民への教育・啓発活動の推進」が 4

割以上、「時がたてば自然に解決するので、そっとしておく」が 2 割以上。 

 

  

46.1 

26.9 

25.0 

23.0 

9.4 

6.2 

2.0 

26.4 

0% 20% 40% 60%

結婚に周囲が反対する

結婚や就職時などの身元調査

差別的な言動

つきあい・交際が避けられる

就職・職場での不利な扱い

インターネット上での差別的な情報掲載

その他

問題が起きていると感じることは特にない
全体（N=713）

34.5 13.2 7.2 17.5

0.7

2.4 17.1 7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=713）

社会全体で解決をはかるべきであり、自分も努力すべきだ

自分にはどうにもできないが、誰かしかるべき人や機関が解決をはかるべきだ

自分にはどうにもできないし、なりゆきにまかせるしかない

そっとしておけば、自然になくなるだろう

同和地区の人々の問題であるから、自分には関係ない

その他

わからない

不明

50.8 

43.2 

23.4 

18.2 

17.0 

8.7 

4.1 

7.6 

0% 20% 40% 60%

市民一人ひとりが正しい理解を深める努力をする

正しく理解されるよう、市民への教育・啓発活動の推進

時がたてば自然に解決するので、そっとしておく

同和問題についての相談体制の充実

行政による同和問題対策事業の積極的な推進

同和地区の人々がすすんで差別解消のために努力する

その他

必要だと思うことは特にない
全体（N=713）
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⑦ 外国籍の人の人権について 

 日本に住む外国籍の人の人権が尊重されていないと感じること（複数回答可）は、「就職や仕事内

容、待遇等で不利な扱いを受ける」「人権が尊重されていないと感じることは特にない」の 2 項目

がそれぞれ約 3 割。 

 

 日本に居住している外国籍の人の人権を守るために必要なこと（複数回答可）は、「互いの文化や

習慣を尊重し、協調する態度を育む国際理解教育の推進」が 4 割以上、次いで「日常生活に必要な

情報の外国語による提供」「外国籍の人と地域住民との交流を図り、相互理解を深める」「相談体制

の充実」の 3 項目がそれぞれ 3 割以上。 

  

  

30.9 

25.9 

25.2 

22.3 

15.0 

11.6 

10.7 

6.6 

2.0 

28.3 

0% 20% 40% 60%

就職や仕事内容、待遇等で不利な扱いを受ける

病院･公共施設の外国語表記が不十分でｻｰﾋﾞｽが受けにくい

文化・生活習慣等の違いから地域社会で受け入れられにくい

年金･医療等の福祉政策が日本人と同様に適用されない

選挙権がない

アパートなど住宅への入居を断られることがある

結婚を周囲から反対される

入店拒否や、十分なサービスを受けられなかったりする

その他

人権が尊重されていないと感じることは特にない

全体（N=713）

42.8 

33.1 

31.3 

30.6 

23.7 

9.3 

1.5 

11.6 

0% 20% 40% 60%

互いの文化･習慣の尊重･協調を育む国際理解教育の推進

日常生活に必要な情報の外国語による提供

外国籍の人と地域住民との交流を図り相互理解を深める

相談体制の充実

外国籍の人の就労機会の確保

外国籍の人の地方参政権を認め行政への参画を推進する

その他

必要だと思うことは特にない
全体（N=713）
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⑧ インターネットによる人権問題について 

 インターネット上で人権侵害が起きていると感じること（複数回答可）は、「他人の誹謗中傷（ひ

どい悪口）が掲載される」が 6 割以上、次いで「個人情報の流出の問題が発生している」が約 5

割。 

 

 

⑨ 東日本大震災に伴う人権問題について 

 東日本大震災・原発事故による被災者への人権侵害が起きていると感じること（複数回答可）は、

「人権が尊重されていないと感じることは特にない」が約 4 割で最も高い。次いで「避難生活の長

期化によるストレスに伴ういさかいや虐待」が 3 割以上。 

 

  

59.0 

48.5 

41.7 

32.5 

31.8 

21.7 

21.2 

4.1 

10.7 

0% 20% 40% 60% 80%

他人の誹謗中傷（ひどい悪口）が掲載される

個人情報の流出の問題が発生している

出会い系サイトなど犯罪を誘発するような場になっている

悪徳商法によるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ取引での被害が起こっている

差別的な表現や差別を助長するような表現が掲載される

ネットポルノが存在する

捜査対象の未成年者の実名や顔写真が掲載される

その他

人権侵害が起きていると感じることは特にない
全体（N=713）

33.0 

25.4 

19.9 

9.4 

8.0 

7.6 

3.6 

37.6 

0% 20% 40% 60%

避難生活の長期化によるストレスに伴ういさかいや虐待

差別的な言動をされる

職場、学校等で嫌がらせやいじめを受ける

アパートなど住宅への入居を断られることがある

学校、幼稚園等への入学・入園や施設利用を拒否される

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否される

その他

人権が尊重されていないと感じることは特にない

全体（N=713）
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⑩ 人権問題の解決のための方策について 

 人権啓発を推進するための効果的な啓発広報活動（複数回答可）として、「広報紙・パンフレッ

ト・ポスター」「講演会、シンポジウム、研修会等」の 2 項目がそれぞれ 4 割以上。 

 

 市民が人権問題についての理解を深め、人権意識を高めていくために必要な取組（複数回答可）

は、「学校教育を通した、子どもたちへの人権教育の充実」「社会教育を通した、大人から子どもま

ですべての市民への人権教育の充実」の 2 項目がそれぞれ 5 割以上。 

 

  

47.1 

44.5 

32.1 

28.1 

15.6 

13.9 

13.7 

8.4 

2.9 

8.8 

0% 20% 40% 60%

広報紙・パンフレット・ポスター

講演会、シンポジウム、研修会等

自由な意見交換ができる会合

高齢者・障害のある人・外国籍の人等との交流会

交通広告（電車等の車内・車体広告、駅での広告等）

展示会（資料、写真等）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･Eﾒｰﾙ（ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ等）を利用した啓発広報

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（少人数の討論会や参加体験型など）

その他

効果的なものは特にない
全体（N=713）

55.3 

52.2 

25.8 

25.1 

21.3 

19.4 

15.1 

10.2 

0.7 

5.9 

0% 20% 40% 60%

学校教育を通した、子どもたちへの人権教育の充実

社会教育を通した、すべての市民への人権教育の充実

人権が侵害された被害者の救済・支援の充実

人権意識を高め理解を深める啓発広報活動を推進する

犯罪の取り締まり強化

国・県・市町村及び民間団体等の関係機関の連携

人権課題に対応する専門の相談機関・施設の充実

人権に関する情報の収集及び提供の充実

その他

わからない
全体（N=713）



 

 

  



 

 

 

 


