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序 論 

 

１ 基本計画の見直しについて 

1994年（平成 6年）の国連総会において、1995年（平成 7年）から 10年間を「人権教

育のための国連 10年」とすることが決議され、人権という普遍的な文化を構築していくた

め、国や地方公共団体などは、あらゆる場を通じて人権教育の推進に積極的に取り組んで

きました。 

本町においては、2000年（平成 12年）、人権教育のための国連 10年猪名川町推進本部

を設置し、行動計画を策定しました。2008年（平成 20年）には、それまで実施してきた

同和対策事業や人権施策の効果をはかるため、「人権についての意識調査」を実施し、2009

年（平成 21年）に「人権についての意識調査 調査結果報告書」をとりまとめました。 

そして、2010年（平成 22年）の人権推進審議会からの提言や「人権についての意識調

査」の結果をふまえながら、2012年度（平成 24年度）を初年度とする「人権推進基本計

画」を策定しました。 

この計画期間が、2017年（平成 29年）3月で満了することから、2016年（平成 28年）

3月に実施した「人権についての住民意識調査」の結果とともに、近年に制定された新し

い法律の反映などを考慮して、2017年（平成 29年）3月に、計画期間を 2017年度（平成

29年度）・2018年度（平成 30年度）の 2か年とする「人権推進基本計画」を策定しました。 

その後、人権推進審議会や人権推進基本計画策定懇話会において、「人権についての住

民意識調査」の結果を分析するなど、この基本計画の見直しを図り、あらためて人権のま

ちづくりをめざした「人権推進基本計画」を策定しました。 

 

２ 計画期間 

本計画の期間は、2019年度（平成 31年度）から 2023年度（平成 35年度）までの５か

年とします。 

また、住民意識の変化やその他の調査結果から推測できる社会情勢の変化などをふまえ、

2024年度（平成 36年度）以降の計画を見直すこととします。 
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３ 基本計画の位置付け 

この「人権推進基本計画」は、「第五次猪名川町総合計画」を基本指針として、総合計

画に掲げる「豊かな心と安心を育てるまちづくり」、「きずなを育てるまちづくり」、「交流

と活力を育てるまちづくり」という基本理念とともに、町の将来像である「住みたい 訪れ

たい 帰りたい ふれあいのまち ふるさと猪名川」の実現をめざして、他の計画との連携・

整合を図りながら、人権教育・人権啓発を推進することとします。 

 

第１章 基本的な考え方 

 

１ 基本計画の背景 

（１）国際社会の取り組み 

  20世紀は、2度にわたる世界大戦で多くの尊い命をなくしました。この尊い犠牲のう

えで、国連は、1948年（昭和 23年）12月 10日、第 3回総会において「世界人権宣言」

を採択しました。 

その後、この精神を実現するため、1966年（昭和 41年）に「国際人権規約」を採択

しました。 

  これらに加えて、国連は、個別の人権を保障するため、1965年（昭和 40年）「あらゆ

る形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、1979年(昭和 54年)「女子に対するあらゆ

る形態の差別の撤廃に関する条約」、1989年（平成元年）「児童の権利に関する条約」（以

下「子どもの権利条約」という。）など、多くの条約を採択しました。 

1994年（平成 6年）の国連総会では、1995年（平成 7年）から 10年間を「人権教育

のための国連 10年」とすることが決議され、人権という普遍的な文化を構築していく

ための目標や具体的な実施プログラムなどを盛り込んだ同行動計画が示されました。 

  この行動計画が終了した 2004年（平成 16年）には、引き続き人権教育を積極的に推

進していくことを目的とした「人権教育のための世界計画」が採択されました。 

 

（２）国内の取り組み 

1947年（昭和 22年）には､第 2次世界大戦の過ちを 2度と繰り返さないという平和の

誓いを込めて、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の尊重」を 3大原則とした「日

本国憲法」が制定されました｡ 

また、日本は、人権尊重の潮流が国際的に進展する中で、国際社会の一員としての役 
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割を果たすため、「国際人権規約」や「子どもの権利条約」をはじめとする、人権に関

する条約を批准・発効するとともに、「障害者基本法」や「男女共同参画社会基本法」

などの国内法を整備し、基本的人権の尊重と人権思想の普及・高揚にむけた取り組みを

進めてきました。 

1995年（平成 7年）の国連総会の決議を受けて、1997年（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とりまとめられました。 

また、日本固有の人権問題である同和問題については、1965年（昭和 40年）の同和

対策審議会答申を受けて、1969年（昭和 44年）に「同和対策事業特別措置法」が制定

され、その後も同和問題の早期解決にむけて時限立法されるとともに、さまざまな施策

が実施されてきました。 

2000年（平成 12年）12月には、1999年（平成 11年）の人権擁護推進審議会の答申

などをふまえ、一層の人権施策の推進を図るため、「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。 

その後、人権教育の指導方法などに関する調査研究会議が、「人権教育・啓発に関す

る基本計画」をふまえ、2004 年（平成 16 年）に「人権教育の指導方法等の在り方につ

いて（第 1 次とりまとめ）」を、2006 年（平成 18 年）には第 2 次とりまとめを、2008

年（平成 20年）には第 3次とりまとめを行いました。 

このような中、2016 年（平成 28 年）12 月には、「部落差別の解消の推進に関する法

律（いわゆる「部落差別解消推進法」）」が施行されました。この法律は、従前のような

時限立法ではなく恒久法として、人権侵害を廃絶し、部落差別をはじめとする差別を許

さない社会づくりを推進するための法律となっています。 

  また、同年 4月には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（いわゆる「女

性活躍推進法」）」や「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（いわゆる「障

害者差別解消法」）」が施行されており、6月には「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（いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」）」が

施行されています。 

そのほか、2014年（平成 26年）1月には、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

が施行されています。 

 

（注）法令で使用する「障害」の表記は、もとより固有のものであることから、ここでは

法令に記載のとおりの「障害」の表記としています。 
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（３）猪名川町の取り組み 

本町では、1969 年（昭和 44 年）に、国の「同和対策事業特別措置法」のもとで、町

同和対策審議会から「基本的施策」の答申を受け、同和対策事業を実施しました。 

実態的差別を解消するための事業と心理的差別を解消するための同和教育・啓発事業

に取り組んだ結果、住環境の改善が大きく進みました。 

また、同和問題という課題が持つ重要性が、多くの人に認識されるなどの成果があり

ましたが、同和問題は解決の方向へ進んでいるものの、心理的・因習的な差別意識はな

くなっておらず、その解決は、依然として重要な課題となっています。 

人権に関する国際社会の取り組みや国内における法整備が進み、同和問題をはじめと

して、女性・子ども・高齢者・障がい者・外国人など、個別の人権問題に関する取り組

みが広がったことで、本町においても、人権問題に関する取り組みが広がりました。 

本町では、現在、「第五次総合計画 2020（住みたい 訪れたい 帰りたい ふれあいのま

ち「ふるさと猪名川」）」のもとで人権施策を進めていますが、個別計画として、女性の

人権については、2017年（平成 29年）3月に「第三次男女共同参画行動計画」を、子

どもの人権については、2015年（平成 27年）3月に「子ども・子育て支援事業計画」

を、高齢者の人権については、2018年（平成 30年）3月に「高齢者福祉計画」を、障

がい者の人権については、2018年（平成 30年）3月に「障がい者（児）福祉計画」を

それぞれ策定しています。 

教育については、2017年（平成 29年）に「猪名川町教育基本計画」を策定しました

が、外国人の人権については、さらなる調査・研究を要する状況となっています。 

また、2000年（平成 12年）には、人権教育のための国連 10年猪名川町推進本部を設

置し、「人権教育のための国連 10年猪名川町行動計画」を策定しました。 

2008 年（平成 20 年）には、それまで実施してきた同和対策事業や人権施策の効果を

図るため、「人権についての意識調査」を実施し、2009年（平成 21年）3月に「人権に

ついての意識調査 調査結果報告書」としてとりまとめました。 

そして、2010 年（平成 22 年）より、この調査結果をふまえ、今後の人権教育・人権

啓発の推進のため、2012年（平成 24年）3月に「人権推進基本計画」を策定しました。 

この計画期間が、2017 年（平成 29 年）3 月で満了し、これまでの基本計画を継承し
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つつ、2016 年（平成 28 年）3 月に実施した「人権についての住民意識調査」の結果を

ふまえ、「人権推進基本計画」を改訂しました。 

また、2016年（平成 28年）4月に「障害者差別解消法」が、同年 12月には「部落差

別解消推進法」が施行されるなど、近年、人権に関する法律の整備が進んだことで、今

後、具体的な施策などを検討していく必要があることから、あらたな法令整備などによ

る適時の見直しを行うことで、将来に向けてより実効性のある基本計画となるよう努め

ていきます。 

 

第２章 人権教育・啓発の推進 

 

1 人権に関する基本認識 

（１）人権の理念 

人権は、不当な差別を受けている人たちだけにかかわるのではなく、私たちすべての

人間にかかわっています。 

人権とは、「人間が人間らしく生きていくために、生まれたときからそなわっている

権利」（国の「人権教育・啓発に関する基本計画」より抜粋）であり、国や地方公共団

体には、住民一人ひとりの生命や自由・平等を保障し、日常生活を支援する責務があり

ます。 

住民一人ひとりが、あらゆる場と機会において、すべての人にとって普遍的な権利で

ある人権について学習するとともに、町も住民の人権問題の解決に取り組み、すべての

人が互いに尊重し合うことに価値があるとする、人権文化の息づく社会の実現に向けて

より尽力することが大切です。 

 

（２）人権教育の定義 

  1994年（平成 6年）に示された「人権教育のための国連 10年」行動計画では、「人権

教育とは、人権が人間関係・社会関係の基本原則だという自覚を高めるために、あらゆ

るところにいる人々をエンパワーするような芸術的・活動的・学問的な経験をさす」と

規定しており、この規定を受けて、国内行動計画では、「知識と技術の伝達及び態度の

形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及及び広報努力」と

定義されています。本町でも、この考え方を基本に人権教育を推進しています。 
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1998年（平成 10年）の兵庫県教育委員会の「人権教育基本方針」によると、人権教

育は、①すべての人に対して、とりわけ差別や偏見などによって十分に学ぶことができ

ない人に対して学習機会の提供に努め、自己実現を支援する（人権としての教育）、②

生命の尊厳や人権の概念と価値についての認識を培い、すべての人の人権が尊重される

社会を築いていこうとする意欲や態度の育成を図る（人権についての教育）、③人権尊

重の理念に基づいて、人と人とが豊かに共生していくために必要な資質や技能の育成を

図る（人権を尊重した生き方のための資質や技能を育成する教育）、④教育指導や学習

の環境が、学習者の人権を尊重したものとなるよう、「児童の権利に関する条約」等の

趣旨も踏まえ、その充実に努める（学習者の人権を大切にした教育）の４つの類型に分

類されています。 

  本町において、これまで取り組んできた人権教育は、同和教育の成果を活かしながら

「人権としての教育」と「人権についての教育」が中心であったといえます。今後は、

「人権を尊重した生き方のための資質や技能を育成する教育」、「学習者の人権を大切に

した教育」も視野に入れながら、総合的な人権教育を一層継続していく必要があります。 

 

２ 全町的な人権教育・啓発 

（１）現状と課題 

2000年（平成 12年）に「人権教育のための国連 10年」猪名川町行動計画が策定され、

同和問題の解決をはじめ、女性・子ども・高齢者・障がい者・外国人などあらゆる人の

人権が尊重されるまちづくりをめざし、「人権を考える町民のつどい」や「人権教育セ

ミナー」をはじめ、教育の場での研究・実践・発表や関係団体との連携などを進めてき

ました。 

1999年（平成 11年）の人権擁護推進審議会答申において、「今後は、これまで培って

きた同和教育の成果をふまえ、「人権教育」へと発展させる時期である。そして、同和

問題を人権問題の重要な柱として捉え、この問題の経緯等を十分に認識しつつ、国際的

な潮流とその取り組みをふまえて、積極的に推進すべきである。」と提言されました。 

本町では、2002年（平成 14年）に、町同和対策審議会から同様の趣旨で答申を受け、

同和問題を中心とした人権教育・人権啓発を進めてきました。 

しかし、住民にその効果が波及しているとはいいきれず、参加者の偏りなども見受け
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られることから、更なる啓発の推進が必要です。 

 

■人権についての住民意識調査 

人権への感じ方 

「人権」を、どのくらい身近な問題として感じているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2016年（平成28年）3月調査） 

 

本町では、人権意識を高めるために、生涯を通しての学習が必要であると考えており、

学校教育では、子どもの発達段階に配慮しつつ、家庭や地域、職場と連携し、より広く効

果的な人権教育や人権啓発を行います。特に、「子どもの権利条約」の精神を活かし、いじ

めや虐待、貧困から子どもを守るとともに、子どもを人権の主人公として尊重し、子ども

も大人と同じ独立した人格を持つ存在ととらえ、子どもの人権を保障することが大切と考

えます。 

人権教育・啓発の手法については、「法の下の平等」・「個人の尊重」といった人権一般

の普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視点からのアプ

ローチがあり、この両者があいまって人権尊重への理解が深まります。 

また、人々の価値観やライフスタイルの多様化が進んでいる現代社会では、一人ひとり

の個性を尊重し、お互いの違いを認め合い、ともに支え合う｢共生社会｣の実現が求められ

ており、誰もが人権と差別について理解を深めるとともに、多様な価値観を受け入れ、相

手の立場を理解できる柔軟な感性を磨き、人権を尊重することを当然のこととして行動で

きる実践力を身につけることが引き続き期待されます。 

なお、2016 年（平成 28 年）3 月に、町内の人権の拠点施設であった木津総合会館と清

水東会館が廃止され、六瀬連絡所の機能を併せ持った複合施設として、六瀬総合センター
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（ふらっと六瀬）が誕生しました。この施設は、隣保館としての位置付けも有した複合施

設であることから、あらたな人権の拠点施設として、一層の情報発信などの活用をめざし

ます。 

 

（２）今後の取り組み 

① 人権の実現に影響を与える人たちに対する取り組みが不可欠であり、基本計画に 

ついて理解し、自分の仕事が基本計画のどの部分とかかわっているのかを明らかにし、

すべての関係者が連携して取り組みの内容をつくり上げます。 

② これまでに蓄積された同和教育における経験や成果、地域的な特性などもふまえ町

の各種計画に基づき、その周知と啓発・普及に努めます。 

③ 本町における今後の人権教育の内容や方法などについては、住民がより参加しやす

く、理解しやすいものとなるよう、人権啓発推進員との連携を図り、自治会単位での

学習会を推進するとともに、人権啓発推進員の資質の向上も図ります。 

④ 住民が主体となり、人権のまちづくりに参画することで、個々の住民の人権意識が

高揚することを念頭に、人権推進審議会との意見調整を図りながら、人権推進基本計

画を策定し、実施に際しては、より具体的な施策を進めます。 

 

３ 学校教育・社会教育における人権教育 

（１）現状と課題 

2008年（平成 20年）と 2016年（平成 28年）に町が実施した、人権についての住民

意識調査によると、回答率は低いものの、概ね若い年代ほど人権に対する感覚が鋭く、

課題解決に対して積極的であるという傾向を読み取ることができます。 

このことは、1969年（昭和 44年）以降、40数年にわたり推進してきた同和対策事業

や人権同和学習の成果があらわれたものと解することができますが、まだまだ差別を払

拭できていないという課題も明らかになりました。そのため、人権尊重のまちづくりを

さらに進めるため、家庭・学校・園・地域社会における人権教育を一層充実する必要が

あります。 

学校・園教育では、現代社会の中にある偏見と差別について正しく認識できる能力と
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部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消に、積極的に取り組むことができる行動力

の育成が重要であり、指導者が「子どもの権利条約」を尊重し、児童・生徒を自らと対

等で独立した存在として認めることが大切です。 

また、貧困状況にある子どもの健やかな成育と教育の機会均等を図るため、「子ども

の貧困対策の推進に関する法律」などを受けた取り組みを行う必要があります。 

町教育委員会では、学校教育の重点目標と評価の観点を明示するために、「猪名川の

教育ナビゲーション」を策定しており、その中で、「人権尊重の生き方の基礎を培う教

育の充実」を掲げ、人権教育の推進に取り組んでいます。 

しかしながら、いじめの問題など、教育の場における人権侵害の根絶には、いまだ至

っていない状況です。各学校・園では、これまで以上に、「日本国憲法」、「国際人権規

約」、「子どもの権利条約」などの理念を尊重した人権教育を推進する体制を充実させ、

児童・生徒一人ひとりが確かな人権意識を育むことができるよう、人権尊重の学校・園

文化の醸成に努めていく必要があります。 

社会教育における家庭教育については、子育てに不安を抱いている保護者や児童虐待

などが社会問題になる中、保護者が自信をもち、孤立することなく安心して子育てがで

きる環境づくりに取り組むことが、子どもの人権尊重につながると考えており、子育て

中の親が気軽に相談できる施設の充実に努めています。 

また、児童虐待などの人権侵害を未然に防止できるよう、関係部署との連携のもと、

要保護児童対策協議会の活動を進めるとともに、子育ての悩みや不安の相談支援体制の

充実に努めていきます。 

地域では、生涯学習の観点に立ち、人生の各時期において、同和問題をはじめ、女性・

子ども・高齢者・障がい者・外国人の問題など、さまざまな人権問題に関する学びがで

きるようにすることが大切です。住民一人ひとりが人権のまちづくりの担い手であると

いう観点から、住民が中心となって人権学習を計画し、実施することが、ますます重要

な課題となります。行政の主な役割は、住民の主体的な取り組みを後押しすることであ

り、地域住民による人権学習会や各種団体の自主的な人権学習会を、人権啓発推進員と

の連携を図りながら支援することが必要です。 

事業所は、地域の一員として、豊かな社会づくりに貢献する責任を担っており、町商
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工会や猪名川町人権・同和教育研究協議会（以下「猪名同教」という。）と連携しなが

ら、事業者や従業員が、人権意識の高揚を図る役割を担うことができるよう、町が学習

支援を行います。 
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■人権についての住民意識調査 

人権に対する考え方（人権などに対するいろいろな考え方について） 

人権のみならず、最近はいろいろな考え方をする人がいますが、あなたは「次のような

考え方」について、どう思われますか。 

 

＜人権に対する考え方（Ｎ＝851）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 
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（２）今後の取り組み 

① 学校教育では、生きる力を育む教育活動が進められており、生きる力とは、変化の

激しい現代社会において、多様な変化に柔軟に対応しながら、他者と協調しながら、

自立的に社会生活を送るために必要な実践力を養います。 

② 生きる力の醸成は、人権教育を通じて育まれる他者との共感力やコミュニケーショ

ン能力、具体的な人権問題を解決しようとする行動力などとも重なり合います。 

③ 学校教育における全体計画や年間指導計画の中に、一人ひとりが生命尊重を基盤と

して、自分の個性や存在に自信を持ち、他人の人権についても正しく理解し、尊重し

合えることをめざす人権教育を明確に位置付けます。 

④ 人権教育に関する点検・評価を行い、次年度における年間指導計画の見直しや指導

方法の改善を図るため、効果的な教育実践や学習教材などについて、情報収集を行い

ます。 

⑤ 人権教育・啓発の内容や手法に関する調査研究を、町立学校の教職員が組織的に行

い、有効活用できるよう、整理し保管するよう努めます。 

⑥ 社会教育では、関係団体等との連携を図りながら、六瀬総合センターをはじめ、公

民館など社会教育施設を拠点として、人権講座などを定期的に開催し、人権教育を推

進します。 

⑦ 子育て支援センターや保健センターの事業を継続することにより、家庭教育の向上

とともに、子どもの人権を守る活動を引き続き行います。 

 

４ 人権啓発活動の推進 

（１）現状と課題 

人権啓発活動とは、住民などに対する人権思想の普及・高揚を図ることを目的とした

情報提供や広報活動のことであり、｢啓発活動｣や「人権啓発」と表現されています。 

本町での人権啓発は、学校・園・団体・地域・事業所などで広く行われています。イ

ベントや学習会、啓発冊子・チラシ・ポスターなどの人権啓発の方法がとられています

が、画一化したり、参加者が固定化する傾向があり、住民意識調査でも、住民に十分周

知されていないことが分かりました。このことから、人権に関する情報の周知を図るた
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め、啓発の内容や手法を見直し、一層の創意工夫を図る必要があります。 

また、平成 27 年度から設けられた「人権啓発推進員」との連携を図りながら、人権

啓発活動の推進に努めていきます。 

 

■人権についての住民意識調査 

町民の人権尊重の輪を広げるにはなにが重要か 

 町民のみなさんに人権尊重の輪を広げていくためには、どのようなことが最も重要だと

思いますか。 

 

＜人権の輪を広げるには何が重要か（Ｎ＝851）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

（２）今後の取り組み 

① 住民の参画 

人権啓発イベントについて、企画立案段階から実施まで、住民が主体的に運営するこ

とが基本であるという町の考え方について、広く住民への周知を図ります。 

また、多くの住民がさまざまなイベントに参加できるよう、啓発テーマなどの内容の

工夫やＰＲの仕方などについて、これまでのノウハウが活用されるよう支援を行い、特

に、若者の参加を促すために、働きかけの手法や内容などの工夫について、官民が一体
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となって知恵を出しあいます。 

② 手法の工夫 

住民意識調査での効果的な広報事業では、広報紙による啓発が効果的であるという結

果が出ています。今後は、特集記事を含めて、広報紙による啓発の充実を図り、ホーム

ページやケーブルテレビを活用した啓発手法の工夫に努めます。 

③ 学習機会の充実 

町主催の各種事業、学校・園、社会教育、福祉団体、商工会などの学習会が幅広く開

催されていますが、誰もが気軽に参加するためには、開催方法や場所、日程などの工夫

が必要です。現在、一部校区で開かれている地区別人権学習会の活動を広げるために、

まちづくり協議会が中心となった学習会の開催について、先進事例の紹介や開催要請を

行いながら、各校区で実施できるよう、住民と行政が一緒に検討します。 

④ 内容の工夫 

課題として、同和問題をはじめ、女性・子ども・高齢者・障がい者・外国人などの人

権問題を取りあげ、人権一般にかかわる内容として、人権に関する基本的な知識の習得、

生命の尊さ、個性の尊重を取りあげます。 

⑤ 学習方法の工夫 

講演型から体験学習や双方向学習など、効果的で多様な学習方法を工夫し、人が集ま

る機会を活用し、啓発活動に協力を求めることも必要です。 

 

５ 人権の実現に影響を与える人たちへの人権教育 

（１）現状と課題 

教職員の研修では、一人ひとりの子どもが人権の主体であり、人権を尊重される主体

であるという理念を基本とした人権教育の実践を大切にしています。 

そして、指導者として、同和教育の成果に学び、子どもの生活の現実や行動の背景を

読み取る力量を培うとともに、子どもの家庭や地域とのかかわり方、指導者が自分の指

導のあり方を常に見直し、確かな人権感覚と指導力の育成に努めています。教職員は、

人権教育においても、子どもの一人ひとりの深い理解に基づき、適切な指導と支援の充

実を図ることによって、子どもたちが生活や学習上の困難を改善または克服するための
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研修を深め、実践しています。 

本町では、職員を対象とした人権問題に関する職員研修を実施することにより、職員

の人権意識の向上に努めています。すべての住民が、さまざまな人権問題を共通の課題

として広く共有することができるように、まずは職員が正しい知識を得る必要があり、

正しい知識のもとで広く住民に対し人権意識の啓発に努めていく必要があります。 

この他、町内各所で人権の実現に影響を与える人たちが活動されており、それらの人

たちは、子ども・高齢者・障がい者と接する機会が多く、日ごろから人権に深くかかわ

っていることを認識しながら、個々の事例に対応していく必要があります。 

そのためには、人権尊重の理念について正しく理解するだけでなく、実践していくこ

とが重要となるため、研修の場を通じて人権意識の向上と実践力の向上に努めることが

期待されています。 

また、地域活動をされている人たちは、人権に関する問題の身近な相談窓口となって

おり、日々の活動や研修会を通じて人権に配慮した対応が、これまで以上にできるよう

努めることが期待されています。 

 

（２）今後の取り組み 

① 学校では、教職員が学習教材の理解や授業研究などによる効果的な授業方法の開発

に取り組むとともに、教職員自身も積極的にボランティア活動などに参加し、体験的

学びにより人権意識を高め、更なる指導力の向上に努めます。 

② 町職員には、本計画を周知していくとともに、人権に関する職員研修を定期的に実

施し、人権に関する一般論にとどまらず、それぞれの部課で課題となっている事象に

ついて、学びあうことのできる研修の支援や充実に努めます。 

③ 職員一人ひとりが、率先して地域の活動に参加し、地域や住民と一体となった活動

を展開することにより、住民から信頼される職員の育成に努めます。 

④ 人権問題研修のあり方として、体験学習や人権問題の当事者との交流の機会を設け

るなど、さらなる工夫を行いながら、より効果のある研修となるよう努めます。 

⑤ 町内における人権の実現に影響を与える人たちは、子ども・障がい者・高齢者など

の社会的弱者と接する機会が多いことから、引き続き、人権意識の向上と実践力の向
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上を図る研修などを行っていきます。 

⑥ 日々の活動の中で体験する身近な人権問題について話し合う機会を持つなど、お互

いに共通認識を持てるような取り組みを推進します。 

 

第３章 効果的な推進体制 

 

人権教育・啓発の推進にあたり、これまでの町の取り組みや人権をめぐる現況などをふ

まえ、さまざまな人権課題の解決にむけて、総合的・効果的に取り組みます。 

 

１ 推進体制の整備 

（１）全庁的な推進体制 

庁内の人権推進協議会は、人権教育・啓発の実施にあたり、全庁的な体制で取り組み、

人権課題ごとの施策を実施し、一体的に推進していくとともに、推進計画に基づいた事

業計画を年度ごとに策定します。 

あわせて、町が実施するすべての施策について、人権尊重の理念を取り入れます。 

 

 

人権推進協議会 

副町長（会長）・企画総務部長・地域振興部長・生活部長

まちづくり部長・教育部長・議会事務局長・消防長 

 

人権推進協議会幹事会 

庁内の課長職（消防本部・消防署を含む） 

 

＊人権推進協議会：人権教育・啓発の推進について、本町の各行政機関相互の連絡調整をはか

り、人権推進基本計画に基づく施策を中心に、人権施策を協議する庁内組織。 

＊人権推進協議会幹事会：人権推進協議会での専門事項を調査・研究するための庁内組織。 

 

町 長 

人
権
推
進
審
議
会 

諮問 

答申 
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（２）施策の評価と計画の見直し 

本計画に基づく人権施策について、その評価を定期的に行うとともに、住民意識の変

化や「部落差別の解消の推進に関する法律」など、近年制定された人権に関する各法律

の具体的な運用などを参考に適時の修正を行い、本町の人権推進基本計画が、より効果

的なものとなるよう推進します。 

 

（３）町人権推進審議会への報告 

  本計画に基づく人権施策の推進にあたり、町人権推進審議会の意見や提言を尊重して

いくとともに、事業計画と進捗状況について報告します。 

また、事業計画に関する目標値を設定し、その実現を図るとともに、内部評価と外部

評価（町人権推進審議会）を行い、公開を原則として透明性を確保しながら、意見と評

価、点検の結果を人権施策に反映していきます。 

なお、社会的状況などを的確に把握しながら、その見直しを行います。 

 

２ 連携の強化 

（１）住民参画の取り組みと人権文化の地域づくり 

 地域が抱えている人権課題を解決し、人権尊重が日常の暮らしの中で生かされるため

には、行政だけが人権啓発を担うのではなく、住民と行政との協働のまちづくりが大切

であり、住民の要望や意見がまちづくりに反映されるシステムの検討や行政による住民

の自主活動への支援が重要になります。 

① 住民の意見やアイディアが生かされる啓発事業、各種団体や地域で行われる啓発活

動の支援を行います。 

② 効果的な人権教育・啓発活動を進めるために、適時に住民意識調査を実施し、経年

変化の実態や実情を分析する必要があり、その調査結果をもとにして、重点課題を明

らかにし、人権教育・人権啓発に取り組みます。 

 

（２）関係機関や各種団体との連携・協力 

人権教育や啓発活動に関する施策の企画・立案・実施に際しては、関係機関をはじめ
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さまざまな人権問題の解決に取り組んでいる各種団体と連携しながら推進します。 

 

３ 人権侵害に対する相談・支援体制の充実 

現在、地域包括支援センター・障がい者相談支援センター・六瀬総合センターなどで人

権相談が行われていますが、2008年（平成 20年）と 2016年（平成 28年）に実施した住

民意識調査では、約４人に１人が人権侵害を受けていることが分かりました。 

特に、地域や学校、職場において、暴力・脅迫・無理強い・仲間はずれなどの扱いを受

けたとする回答は、今回の調査では、2008年（平成 20年）の調査に比べ 20ポイントも増

加しています。 

また、その後の対応では、多くの人が「何もできない、しない」という回答であり、2008

年（平成 20年）の住民意識調査で高かった公的機関への相談が、2016年（平成 28年）の

調査では、低下傾向に転じたことから、公的な相談、支援体制の充実が求められます。こ

れにむけて、① 個別の問題に専門的に対応できる相談員の確保、② 相談者が納得できる

結果を出せる支援体制の充実、③ 利用者が安心できるプライバシーの保護、④ 住民に周

知する広報活動の充実など、一層の強化を図ります。 

 

４ 文献・資料等の整備・充実など 

人権に関する文献や資料等は、効果的な人権教育・人権啓発を実施していく上で、不可

欠なものであり、その整備と充実、保存に努めます。 

また、これまでの人権教育の実践や研究調査をまとめ、今後、一層の活用につながるよ

う整理します。 
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第４章 具体的な人権課題への取り組み 

１ 同和問題 

（１）現状と課題 

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

消推進法」という。）」が可決・成立しました。部落差別は許されないものであるとの認

識のもと、部落差別のない社会を実現することを目的としており、いまだに部落差別が

現存していることを国が認め、この問題に真正面からとりくむ姿勢を示した法律となっ

ています。基本理念を「部落差別のない社会の実現」と位置付け、部落差別を解消する

必要性に対する国民一人ひとりの理解を深めるよう努めるとされています。 

  国の責務として、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講

ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を

行うとされ、地方公共団体は、部落差別の解消に関し、その地域の事情に応じた施策を

講ずるよう努めると規定されています。具体的には、①相談体制の充実、②教育及び啓

発活動の実施、③実態調査の実施があげられています。 

部落差別解消推進法の成立以前は、1969 年（昭和 44 年）に「同和対策事業特別措置

法」を施行し、以後 33年にわたり特別措置法のもと、生活環境の改善、社会福祉の充実、

産業・職業の安定、教育文化の向上、人権擁護活動の強化などを通して、同和地区住民

の社会的地位の向上等、差別解消にハード面、ソフト面で特別対策事業が終了する 2002 

年（平成 14年）まで一定の成果を生みだしましたが、差別に対する法的規制、差別から

保護するための必要な立法措置を講じ、司法的に救済することまでは実現されませんで

した。 

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

し、国・地方公共団体に人権教育及び人権啓発の実施を義務付け、学校・地域・家庭・

職域その他さまざまな学習の場の提供と効果的な手法の採用を要請しました。この要請

は、部落差別解消への取り組みがその基盤となっており、今日の人権問題の取り組みの

端緒を開いたことを示しています。 

  本町における人権の取り組みは、以下のとおりであり、行政と住民が一体となった取

り組みを展開してきました。 
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＜猪名川町における同和対策事業及び推進体制について＞ 

1970年（昭和 45年） 事業 対象地区内の施設・設備整備（昭和 53年まで） 

集会所、橋りょう、道路、下排水路、児童遊園、火葬場など 

1971年（昭和 46年） 組織 猪名川町同和教育協議会（現人権・同和教育研究協議会）設立 

1973年（昭和 48年） 組織 同和教育室（平成 14年度から人権推進室）設置 

同和対策審議会設置（翌年に答申実施） 

同和対策事業推進連絡協議会（町管理職で構成）設置 

1976年（昭和 51年） 施設 木津総合会館（平成 28年 3月まで）設置 

2016年（平成 28年） 施設 六瀬総合センター（ふらっと六瀬）設置 

 

教育分野では、同和教育指導方針に基づき、学校教育・社会教育を通して、学校・園・

職場・地域・家庭の各場において人権教育・啓発を行ってきました。 

 2002 年（平成 14年）、猪名川町同和対策審議会は特別措置法の終了に伴い、2002 年（平

成 14年）以降の同和問題の解決の方策について答申を行いました。その中で、「今後はこ

れまで培ってきた同和教育の成果を踏まえ、「人権教育」へと発展させる時期である。」と

し、人権教育を積極的に進めることが示唆されました。 

 

＊猪名川町同和対策審議会：町長の諮問に応じ、猪名川町の同和問題に関する総合的施策の推進

について、必要な事項の調査審議をする（平成 14年 4月から人権推進審議会となる）。 

 

■人権についての住民意識調査の結果 

2016年（平成 28年）3月に実施した「住民意識調査」から、本町の同和問題に関する意

識と対応についてみていきます。 

 

 調査方法：満 20歳以上の男女、無作為抽出、配布 2千人、回答 851人（回収率 42.6％） 
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○ここ５年間くらいの間で、差別的な発言を聞いた経験がありますか 

 差別的な発言を聞いたことがないが 60.5％と大部分を占めていますが、無回答の 14％

を除く約 25％、4人に 1人は差別的な発言を直接聞いたことがあります。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

「住宅を購入する際、同和地区の物件は避けた方がよい」が 10.3％で、差別的な発言を聞 

いた内容では最も多い結果となりました。 

また、「同和地区の人と結婚してはいけない」を聞いたことがあるとの回答が 2.2％あり、

結婚について男女の性別による差はありませんでした。 

別の質問で、「子どもが結婚する相手が同和地区の人であることがわかった場合、あなた

はどうすると思いますか」との問いに、平成 20年 6月に実施した意識調査（配布数 1,000

人、回答数 563人、回収率 56.3％）と比較すると増加しており、少数ではありますが、一

定数の人が同和地区出身者との結婚を認めないとの考えを持っています。 

 

回 答 平成 27年度 平成 20年度 前回との比較 

絶対に結婚を認めない 3.3％ 2.7％ ＋0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 

親戚などの反対が強ければ、認めない 2.6％ 0.7％ ＋1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ 

聞いたことはな

い, 60.5

住宅購入は、同

和地区は避けた

ほうがよい, 

10.3

同和地区は治安

が悪い, 5.4

同和地区の人は

無理難題を言う, 

4.1

同和地区の人は

怖い, 2.9

同和地区の人と

結婚してはいけ

ない, 2.2

同和地区の人と

は付き合っては

いけない, 0.5

無回答, 14
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過去には、次のような婚姻に関する差別事案が裁判になっています。 

 

○差別発言を誰から聞きましたか 

差別発言を聞いたことがある 217人に対し、誰から聞いたかを聞いたところ、職場の人

が一番多く 22.6％、次いで家族が 22.1％、友人 15.7％と身近な人が多数を占めました。 

職場や家庭における人権教育の大切さが、あらためて数字で示されました。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

 

婚姻に関する差別事案 

○長野県結婚差別事件 

1961 年（昭和 36 年）、婚姻した女性の身元調査を男性の両親が行い、部落出身者であること

がわかり、さまざまな嫌がらせの末、女性が自殺してしまいました。女性は「見知らぬ異郷の地

で冷たい差別の中にあって、頼る人も相談する人もなく、希望の一切を失って・・・生きて帰ら

ぬ故郷ですがみなさんの暖かい胸に帰ります。・・・誰が悪いのではなく、世の中の因習に負け

た自分が不幸だったのです。」との遺書を残し自らの命を絶ちました。 

○岡山県結婚差別事件 

1986 年（昭和 61 年）、男性は、女性が部落出身者であることを知りながら交際し、結婚の約

束をしていましたが、男性の両親・親族が結婚に強硬に反対し、婚姻届は一度出されたものの、

その婚姻が破談となりました。この事件は、最高裁まで争われ慰謝料 700 万円の支払いが命じ

られました。 

家族, 22.1

親戚, 8.8

近所の人, 11.1

友人, 15.7

職場の人, 22.6

知らない人, 

10.1

その他, 7.4

無回答, 2.3
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○差別的な発言を聞いた時の態度 

差別的な発言を聞いた 217人に「どう感じたか・どう行動したか」を聞いたところ、「そ

のとおりと思った」が 16.1％と差別発言を肯定する意見がありました。 

また、「そういう意見もあるのかと思い、あまり気にならなかった」が 59.4％ありまし

た。「気にならなかった」と回答していますので、「差別発言に賛同していない」とも理解

することができますが、「差別的な発言を聞いたときの態度」としては、消極的な反応とも

とれますので、もっと人権感覚を高めるような教育・啓発などが求められます。 

心情的には反発を感じながらも「相手には何も言わなかった」が 17.5％、「相手にその

気持ちを伝えた」が 4.6％、あわせて 22.1％であり、４分の１未満の低い値となりました。 

同和問題・部落差別について、みんなで考え発言できる社会の実現が求められます。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

○同和地区または同和地区付近への居住について 

家の購入や家を借りる場合に、同和地区や校区内に同和地区がある物件についてどう思

うかを聞いています。「いずれにあってもこだわらない」が 43.5％と４割強ある一方、「同

和地区の物件は避けるが、校区内に同和地区のある物件は避けないと思う」が 32.8％、「同

和地区の物件だけでなく、校区内に同和地区のある物件も避けると思う」が 19.6％と合計

52.4％と過半数を示しています。 

反発・疑問を感

じ、相手にその

気持ちを伝えた, 

4.6

反発・疑問を感

じたが、相手に

は何も言わな

かった, 17.5

そういう意見も

あるのかと思

い、あまり気に

ならなかった, 

59.4

そのとおりと

思った, 16.1

無回答, 2.3



- 24 - 
 

2010 年（平成 22 年）前後に、大阪府・京都府・香川県・三重県で宅地建物取引業者に

対し「取引物件が同和地区であるかどうかの問い合わせを受けた経験」を聞いた結果、３

分の１以上の業者がこうした質問を受けた経験があると回答しています。 

近年においても、部落差別意識が解消されていない実態が見て取れます。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

○同和問題の解決について 

同和問題の解決について考えを聞くと、最も多かった答えが「わざわざ教えたり、啓発

せずに、そっとしておけば自然になくなる」が 34.5％で、次いで多かったのが「同和問題

を解決するための教育や啓発活動をもっと推進すべきである」が 28.0％で、いわゆる寝た

子を起こすなという意見と、「積極的な啓発が必要」という相反する意見が上位を占めまし

た。 

＊寝た子を起こすな：何も知らない人に、わざわざ問題の所在を知らせる必要はなく、そっと放

置しておけば自然に解決するという考え方の比喩表現。 

 

次に、「自由に意見交換ができる環境をつくる必要がある」が 27.0％、「文化活動やイベ

ントなど、住民の交流の場を増やす必要がある」が 25.3％と、住民の交流に必要性を求め

る意見が多くありました。 

いずれにあって

もこだわらない, 

43.5

同和地区の物件

は避けるが、校

内に同和地区の

ある物件は避け

ないと思う, 

32.8

同和地区の物件

だけでなく、校

内区に同和地区

のある物件も避

けると思う, 

19.6

無回答, 4.1
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また、部落差別解消推進法にもある相談体制の充実である「人権相談・電話相談を増や

すべき」が 19.2％を占めました。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

（２）今後の取り組み 

① 部落差別の解消の推進に関する法律に基づく取組事項 

  2002年（平成 14年）3月に、「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」が失効し、いわゆる「地対財特法」という特別措置法がなくなってからの

空白を埋めるため、部落差別解消推進法の基本理念に則り、世代や地域のニーズに沿っ

た啓発・研修を実施します。 

また、地域の実情に応じた相談体制の充実に努めるとともに、部落差別の実態調査を

あらたな差別を生むことのないよう十分に留意しながら、その実施内容や手法などを慎

重に検討して実施します。 

② 人権を尊重する教育の推進・家庭における同和教育への支援 

人権問題、とりわけ同和問題を身近な問題であることと認識し、いまだ解消されない

部落差別の解消のため、教育実践や教育プログラムの実施に努めます。 

家庭での人権に関する認識を深めるため、一人ひとりの人権が普遍的なこととして、

そっとしておけ

ば、自然になく

なる, 34.5

教育・啓発活動

を推進すべき, 

28

自由に意見交換

ができる環境づ

くり, 27

住民交流の場を

増やす, 25.3

人権相談・電話

相談を増やすべ

き, 19.2

なりゆきに任せ

る, 16.5

自分も解決に向

けて努力する, 

12.6

わからない, 

12.3

無回答, 3.3
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尊重される社会をつくり出すための具体的な方策を考えるような、学習・研修に取り組

みます。 

 ③ 差別意識の解消に向けた啓発の推進 

同和問題の解決に向けて、差別意識を解消し、人権尊重の意識を高め、住民の主体的

な啓発活動を支援します。 

地域や職場での同和問題の解決に向けた人権学習会などの開催を支援します。本町に

おける部落の歴史などの調査・研究を進めます。 

 ④ 交流と協働の促進 

  同和地区内外の住民の積極的な交流や活動を支援し、同和地区に対する偏見や差別意

識の解消をめざします。隣保館施設でもある六瀬総合センターでは、同和地区やその周

辺地域の住民を含めた地域社会全体の中で、人権・同和問題への理解と認識を深めるた

めの交流・啓発事業を中心として、差別意識の解消に向けた地域社会に密着したコミュ

ニティセンターとして、一層の活用を図ります。 

 

＊隣保館：福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれた福祉センターとし 

て、生活上の相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う社会福祉施設 

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 
 

―推進体制― 

 人権推進室を中心に、人権推進審議会、人権擁護委員、猪名川町人権・同和教育研究協

議会や猪名川町人権啓発推進員が協働し、人権啓発に努めます。 

人権意識の高揚につとめ、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消し、民

主主義を確立するため、人権・同和教育の研究と実践を目的としています。 

（部 会） 

就学前教育部会、ＰＴＡ部会、小学校教育部会、男女共同参画部会、中学・高校

教育部会、社会教育部会、進路保障部会、自治会部会、特別支援教育部会、町職

員部会 

猪名川町人権・同和教育研究協議会 

 人権擁護委員法に基づき、法務大臣の委嘱

を受けて、人権相談や人権の考えを広める活

動をしています。 

 地域の中で人権が侵害されないように配慮

しています。 

人権擁護委員 

猪名川町六瀬総合センター（人権推進室） 

各自治会には、自治会での人権教育や人権

啓発を推進するための人権啓発推進員がいま

す。 

（主な職務）自治会住民への人権啓発推進事

業の周知に関すること 等 

人権啓発推進員 

町長の諮問に応じ、人権に関する総合的施

策の推進について、必要事項を調査及び審議

します。 

人権推進審議会 
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２ 女性の人権 

（１）現状と課題 

男女平等の理念は、日本国憲法とともに、1972年（昭和 47年）に成立した現行の「雇

用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、いわゆる「男女雇

用機会均等法」などによって、確保されていることとなっていますが、現実的に「男は

仕事、女性は家庭」といった性別による役割意識が、今なお社会に現存しています。 

すべての女性が輝く社会づくりをめざして「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律」が 2016年（平成 28年）4月に施行されました。 

この法律が成立した背景には、働く意欲があるにもかかわらず、就業できない女性が

多数存在し、指導的地位に占める女性の割合が先進諸国を大きく下回っているなど、女

性の活躍を促すことをねらいとしています。 

  また、社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合を

少なくとも 30％程度にする「2020 30運動」が国により進められています。 

  男女の役割についての固定的な性別による役割分担意識や偏見など、過去の差別や経

緯に起因して生じた男女の置かれた社会的状況の格差を解消し、実質的な機会の平等を

担保するためには、男女平等ではなく男女のいずれか一方に対し、このような機会を積

極的に提供するポジティブ・アクション（積極的改善措置）が必要となります。 

 

＊ポジティブ・アクション（積極的改善措置）：さまざまな分野において、活動に参画する機会

の男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、活動

に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施していくもの。 

 

（参 考） 

積極的改善措置の事例として、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、女

性の国家公務員の採用や登用の促進等が実施されている。男女共同参画社会基本法では、積極

的改善措置は国の責務として規定され、また国に準じた施策として、地方公共団体の責務にも

含まれている。 
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＜女性の人権に関する動き＞ 

1975年（昭和 50年） 国連 国際婦人年 

1979年（昭和 54年） 

 

国連 

 

女子差別撤廃条約 

日本は 1985 年（昭和 60 年）に批准 

1986年（昭和 61年） 国 男女雇用機会均等法の施行 

1999年（平成 11年）、2007年（平成 19年）改正 

1999 年（平成 11年） 国 男女共同参画社会基本法の施行 

2000年（平成 12年） 国 男女共同参画基本計画 

第 2次（平成 17年）、第 3次（平成 22年）、第 4次（平成

27年） 

2001年（平成 13年） 国 

 

町 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の施行 

2004年（平成 16年）、2013年(平成 25年)改正 

男女共同参画行動計画を策定 

2009年（平成 21年）改訂 

2012 年（平成 24年） 町 第二次男女共同参画行動計画を策定 

2016年（平成 28年） 国 

県 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行 

ひょうご男女いきいきプラン 2020 

2017 年（平成 29年） 町 第三次男女共同参画行動計画を策定 

2018年（平成 30年） 国 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の施行 
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本町では、2017 年（平成 29 年）に策定した「第三次猪名川町男女共同参画行動計画」

により、男女が共に社会のあらゆる分野に参画できる社会の実現をめざしています。 

2016 年（平成 28 年）に実施した人権に関する住民意識調査では、女性の人権について

の調査結果が、次のとおりとなりました。 

 

○日本における女性の社会進出は進んでいると思いますか 

回答者数 851人のうち、肯定的な「そう思う」が 10.7％、「どちらかといえばそう思う」

が 30.8％、合わせて 41.5％と、４割強となっていますが、否定的な「そう思わない」が

10.5％、「どちらかといえばそうは思わない」が 19.7％で、合計が 30.2％となっており、

肯定的な意見が上回っています。この回答傾向に、性別や年代による偏りはみられません

でした。 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

 

○女性が社会進出するための支援制度は、不足していると思いますか 

「そう思う」が 34.2％、「どちらかといえばそう思う」が 39.0％で、73.2％の人が女性

の社会進出が進んでいない現状に、支援制度の不足があると感じています。 

 

 

 

そう思う, 10.7

どちらかといえ

ばそう思う, 

30.8

どちらともいえ

ない, 26.3

どちらかといえ

ばそうは思わな

い, 19.7

そう思わない, 

10.5

無回答, 2
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（2016年（平成 28年）3月調査） 

○夫は外で働き妻は家庭を守るべきだと思いますか 

「そう思う」が 4.2％、「どちらかといえばそう思う」が 14.1％、合わせて 18.3％であり

「男は仕事、女は家事・育児」といった性別による役割分担意識は希薄化しているとみる

ことができますが、第三次男女共同参画行動計画の策定時に、同様の質問で「どちらとも

いえない」との中間的な回答を選択肢から排除した回答では、「男は仕事、女は家庭」との

考え方に賛同する答えが 44.1％と高くなっています。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

そう思う, 34.2

どちらかといえ

ばそう思う, 39

どちらともいえ

ない, 17.4

どちらかといえばそう

は思わない, 4.8

そう思わない, 2.5 無回答, 2.1

そう思う, 2.2

どちらかといえ

ばそう思う, 

14.1

どちらともいえ

ない, 43.2

どちらかといえ

ばそうは思わな

い, 15.4

そう思わない, 

20.8

無回答, 2.2
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○夫の親を介護するのは妻の役目であると思いますか 

「そう思わない」が 32.5％、「どちらかといえばそうは思わない」が 17.3％で、合わせて

49.8％と５割弱が否定的な考えですが、性別・年代により偏りがあり、女性の回答 54.3％ 

と男性の回答 43.7％では、10.6 ﾎﾟｲﾝﾄの開きがあり、20歳代の回答 69.2％と 70歳以上の

回答 32.3％では、36.9 ﾎﾟｲﾝﾄの開きがありました。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

この調査から、性別による役割意識が依然として残っており、子育てや介護の場面では、

負担の多くが女性にのしかかっており、制度の充実が求められます。 

また、配偶者や恋人からのＤＶやセクシュアル・ハラスメントなどの女性に対する暴力

も、女性の人権侵害の重大な問題となっています。 

 こうした状況を改善し、男女がその能力と個性を十分に発揮でき、互いに尊重し、社会

のあらゆる分野でともに参画できる環境づくりに取り組む必要があります。 

 

＊ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）：同居関係にある配偶者や内縁関係の間でおこる暴力の

ことで、現在では、同居の有無を問わず元夫婦や恋人など、近親者間におこる暴力全般をさ

す場合が多い。 

＊セクシュアル・ハラスメント：他の人の意に反する性的言動により、その人を不快にさせたり、

肉体的・精神的な苦痛や困惑などを与えることで、主に男性から女性に対して行われること

が多い。 

そう思う, 1.4

どちらかといえ

ばそう思う, 6.8

どちらともいえ

ない, 39.7どちらかといえ

ばそうは思わな

い, 17.3

そう思わない, 

32.5

無回答, 2.2



- 33 - 
 

（２）今後の取り組み 

① 性別的役割意識の解消に向けた男女平等を実現するための意識改革 

  性別による役割意識の解消のため、住民や事業者が男女共同参画について学習する機

会を提供し、講演会やセミナー等のイベントを開催するとともに、広報やホームページ

等で情報を発信し、男女相互の人権尊重の意識啓発を推進します。 

また、女性の人権をテーマとした研修を実施し、男女平等の視点にたった施策の推進

につなげます。 

  学校教育では、男女の固定的な役割意識にとらわれた考え方やあり方を押しつけるこ

となく、自己選択や自己決定を行い、自分らしく生きることができる力を育むため、男

女共生教育の推進に努めます。 

また、家庭においては、介護や育児・家事などについて夫婦が共に話し合い、家庭内

でのそれぞれの役割について、性別により決定するのではなく、個々の話し合いにより

決定することを推奨します。 

② 政策・方針決定の場への女性の参画推進 

  あらゆる場面で女性の意思を反映させた施策の展開ができるよう、審議会等への女性

の登用や地域における女性リーダーの養成を推進します。 

また、性別にかかわりなく、個々の能力や適正に応じた人事配置や職務分担に努めま

す。 

③ 女性に対する暴力への取り組み 

  配偶者や恋人などからのＤＶやセクシュアル・ハラスメント、性犯罪等の女性に対す

る暴力は、人権侵害の最たるものであり、重大な社会問題です。関係機関との連携を図

りながら、被害者の相談及び支援体制の充実を図ります。 

④ 男女が働きやすい環境とワーク・ライフ・バランスの実現 

職場における性別による固定的な役割分担意識等を解消し、男女が働きやすい職場の

実現をめざし、職業生活と家庭生活との両立、ワーク・ライフ・バランスを図るため、

雇用における男女の均等な機会と待遇、仕事と家庭の両立に向けた広報・啓発、多様な

就業機会の拡大、ひとり親家庭への支援の促進等の環境整備を図り、女性の個性と能力

が十分に発揮できる豊かで活力ある社会の実現をめざします。 
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また、子どもを安心して産み、育てるための託児所や留守家庭児童育成室などの保育

や子育て支援サービスを充実させるとともに、男女が協力して育児や介護を担っていく

ことができるよう、育児休業や介護休業制度等の普及・啓発を図ります。 

 

＊ワーク・ライフ・バランス：誰もが仕事、家庭生活、地域生活、個々の自己啓発など、さま

ざまな活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 

＊留守家庭児童育成室：保護者の就労や病気などにより、放課後に家庭において適切な保育を

受けられない児童を対象に、適切な遊びや生活ができる一時的な保育場所のこと。 
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３ 子どもの人権 

（１）現状と課題 

国では、憲法や児童福祉法などで、子どもの人権尊重についての基本理念が示されて

おり、子どもの権利について定めた「児童の権利に関する条約」が 1989年（平成元年）

国連で採択され、わが国では 1994年（平成 6 年）に批准され、子どもの ①生きる権利

②守られる権利 ③育つ権利 ④参加する権利の４つの柱が明記されています。 

  「児童虐待防止法」が 2000 年（平成 12 年）に施行され、少子化に対応した子育て支

援を推進するため、「次世代育成支援対策推進法」が 2003 年（平成 15 年）に制定され、

地方公共団体や各事業所に行動計画の策定が義務付けられ、本町では、「子ども・子育て

支援事業計画」を策定しました。 

  2014年（平成 26年）には、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、子

どもの将来が、その生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況

にある子どもが健やかに育成される環境を整備し、教育の機会均等を図るために、子ど

もの貧困対策に関し、総合的に推進することを目的としています。地方公共団体は、国

と協力しながら施策を展開することとされ、子どもの貧困に対する取り組みが本格化し

ています。 

  また、本町では、「教育基本法」に定める教育の目的・目標を具体化するため、2017年

（平成 29 年）4 月に、「猪名川町教育基本計画」を策定し、子どもの教育振興方針と施

策を示しています（2019年（平成 31年）度から「猪名川町教育振興基本計画」）。 

  2013年（平成 25年）9月に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、「いじめ

防止基本方針」を策定し、教育委員会内に「いじめ問題対策審議会」を設置し、いじめ

撲滅に取り組んでいます。 
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＜子どもの人権の動き＞ 

1989年（平成元年）  国連 児童の権利に関する条約 採択 

1994年（平成 6年）  国 児童の権利に関する条約 批准 

2003年（平成 15年） 国 次世代育成支援対策推進法 

2005年（平成 17年） 県 

町 

ひょうご子ども未来プラン 

次世代育成支援前期行動計画 いなっ子きらきらプラン 

2006年（平成 18年） 町 要保護児童対策地域協議会 

2010年（平成 22年） 町 いなっ子・きらきら次代をみんなで育むまち・猪名川 

2012年（平成 24年） 町 教育基本計画（平成 24年度～平成 28年度） 

2014年（平成 26年） 国 子どもの貧困対策の推進に関する法律 施行 

2015年（平成 27年） 県 

町 

ひょうご子ども・子育て未来プラン 

子ども・子育て支援事業計画、いじめ防止基本方針 

2017年（平成 29年） 町 教育基本計画（平成 29年度・平成 30年度） 

 

■住民意識調査の結果について 

2016年（平成 28年）の人権に関する住民意識調査（回答数 851）で、子どもの人権につ

いての調査結果は、次のとおりとなりました。 

 

○子どもの貧困問題について 

子どもの貧困問題は、低学力や非行に関わる大きな問題であると思いますか 

 「そう思う」が 49.1％、「どちらかといえばそう思う」が 29.8％で、合わせて 78.9％と

８割弱を示しています。子どもの低学力や非行問題の背景に、子どもの貧困問題が大きく

かかわっているという認識が多数ありました。 

また、子どもの貧困連鎖を断ち切る内容として、「収入の低い家庭の子どもが大学に進学

できないのは、やむをえないことだと思いますか」との問いに対し「そう思わない」が

53.5％、「どちらかといえばそうは思わない」が 22.9％と、合わせて 76.4％となり、家庭

の経済力により進学の道が絶たれることを危惧する人が多数いることがわかります。 
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（2016年（平成 28年）3月調査） 

○児童虐待について 

親がしつけのために体罰や暴力的なことばを用いるのは、しかたがないことだ 

「そう思う」が 2.2％、「どちらかといえばそう思う」が 10.2％で、合わせて 12.4％と

なり、９割弱（「どちらともいえない」の 23％を含む）の人が否定的な意見を示していま

すが、１割強の人がしつけと称し「力」による支配を選択しています。 

子どもをひとりの人権主体として尊重し、子どもの成長に寄り添った対応が求められま

す。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

そう思う, 49.1

どちらかといえばそう思う, 

29.8

どちらともいえない, 

15.2

どちらかといえばそうは思わ

ない, 2.8

そうは思わない, 2.6 無回答, 0.5

そう思う, 2.2

どちらかといえ

ばそう思う, 

10.2

どちらともいえ

ない, 23

どちらかといえばそうは思わない, 

26.2

そう思わない, 

37.7

無回答, 0.4
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○いじめ問題について 

いじめている人やいじめられている人を見ても、見て見ぬふりをする人が多い 

「そう思う」が 38.7％、「どちらかといえばそう思う」が 43.8％で、合わせて 82.5％と

なりました。いじめは人権問題であり、傍観せず、積極的に問題の解決を図っていく態度

の育成が求められます。 

また、「いじめは、いじめを受ける子どもにも問題があると思いますか」との問いに対し、

「そう思う」が 3.6％、「どちらかといえばそう思う」が 13.9％で、合わせて 17.5％とな

り、「そう思わない」25.6％と「どちらかといえばそうは思わない」15.6％の合計 41.2％

と比べると少数ですが、２割弱の人が、「いじめられる方も悪い」と残念な考えを持ってい

ます。 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

 

○子どもの権利条約、意見表明権について 

「学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明の場がないことはよくない」という問

いに対し、「そう思う」が 34.8％、「どちらかというとそう思う」が 30.8％で、65.6％の人

が子どもの意見の尊重を指摘しています。 

 

 

 

そう思う, 38.7

どちらかといえ

ばそう思う, 

43.8

どちらともいえ

ない, 12.8

どちらかといえばそうは思わ

ない, 3.1

そう思わない, 0.6 無回答, 1.1
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 本町では、子育てしやすい環境づくりを推進するため、中学生までの医療費負担につい

て、所得制限を撤廃し、完全無料化としたことをはじめ、病気等の回復に至っていない児

童や回復期で集団保育が困難な児童を預かる「病児保育」を実施し、また乳幼児同伴での

外出がしやすいように「赤ちゃんの駅」の設置等の事業に取り組んでいます。 

教育分野では、個人の人権を尊重し、男女平等、自他の敬愛と協力を重んずることを目

標に、教育基本計画（平成 31年度から教育振興基本計画）を定め、不登校対策や特別な支

援を要する子どもの教育などにも力を入れています。 

また、いじめ防止基本方針に基づき、人として決して許されない卑劣な行為であるいじ

めを根絶するため、家庭と学校と地域が連携して取り組んでいます。 

 

（２）今後の取り組み 

① 子どもの貧困対策の推進 

  「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の基本理念にのっとり、子どもの将来がそ

の生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困家庭への就学援助や学習

支援、生活保護を含むその保護者に対する生活・就労支援を実施します。 

  学校を子どもの貧困対策のプラットフォームと位置付け、配置されているスクール・

ソーシャルワーカーの活用を図り、教育部門と福祉部門が連携して子どもの貧困対策を

総合的に推進します。 

 

＊スクール・ソーシャルワーカー：子ども自身と向き合うだけでなく、家庭や行政、福祉関係

施設など、外部機関を連携しながら、子どもを取り巻く環境を調整する。社会福祉士や精

神保健福祉士などの福祉専門職が担うことが多い。 

 

② 教育現場における人権教育推進体制の充実 

人権尊重の学校・園文化の構築をめざし、人権尊重の理念に基づき、自己実現と共に

生きる社会の構築に向け、主体的に取り組む意欲や態度を育成します。 

また、人権教育の取り組みを家庭や地域に積極的に発信します。 
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③ いじめの撲滅と子どもの人権を守る取り組み 

  人として決して許されない卑劣な行為であるいじめを、子どもの世界から根絶するた

めに、家庭と学校と地域が手を携えて取り組んでいきます。 

また、各学校では、いじめ防止基本方針を定め、教職員は人権尊重の視点に立って子

どもたちと向き合い、家庭・地域・関係機関と連携していくなかで、課題解決に努めて

いきます。子どもや保護者の相談窓口として、教育支援センターのカウンセラーの継続

配置をはじめ、スクールカウンセラーやスクール・ソーシャルワーカーの活用、その他

病院や医院をはじめとする専門機関との連携の充実を図ります。 

④ 児童虐待の早期発見・早期対応 

  児童虐待は、子どもの体だけでなく心に深い傷を残します。これを防止するために、

猪名川町要保護児童対策地域協議会を効率的に機能させ、児童虐待の早期発見・早期対

応・未然防止を図ります。 

また、児童虐待の早期発見には、学校・園はもとより、住民の協力が不可欠であるこ

とから、住民や関係機関を対象に児童虐待防止への理解を深める啓発を進めます。 

 

＊猪名川町要保護児童対策地域協議会：虐待や非行など、さまざまな問題を抱えた児童の早期

発見と適切な保護を目的として、児童福祉法に基づいて設置されている協議会。 

 

⑤ 権利の主体としての子どもの人権の尊重 

  子どもの人権が尊重される社会を実現するためには、1989年（平成元年）11月に国連

で採択された「子どもの権利条約」にあるように、子どもを保護や指導の対象としての

みとらえるのではなく、権利の主体と認め、その最善の利益を尊重する視点を持つこと

が必要であり、大人とともに社会を構成するパートナーとして、子どもの基本的人権が

最大限に尊重されるよう、家庭・地域・学校・行政が一体となって、子どもの権利擁護

を進めます。 

 

  ＊子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）：子どもの基本的人権を国際的に保障するた

めに採択された条約（前文と本文５４条）で、１８歳未満の児童を権利をもつ主体と位置
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付け、大人と同様に、ひとりの人間としての人権を認めている（すべての子どもに保障さ

れる権利のほかに、難民や少数民族の子ども、障がいのある子どもなど、特に配慮が必要

な子どもの権利についても定めている）。 

（４つの原則）① 命を守られ成長できること ② 子どもにとって最もよいこと 

③ 意見を表明し参加できること ④ 差別のないこと 

（４つの権利）① 生きる権利 ② 育つ権利 ③ 守られる権利 ④ 参加する権利 



- 42 - 
 

４ 高齢者の人権 

（１）現状と課題 

  急速な高齢化が進むわが国では、2017年（平成 29年）10月 1日時点での高齢化率が

27.7％となり、本町でも 26.3％（平成 29年度）となっています。 

すでに、超高齢社会を迎えており、2025 年には、いわゆる団塊の世代が 75 歳以上の

後期高齢者となり、介護サービスに対する需要がますます増大していくものと予想され

ます。団塊の世代が、75歳以上となる 2025年を見据えて、要介護状態が重度化しても、

住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていけるよう医療・介護・予防・住まい・

生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が求められています。 

 

＊超高齢社会：65歳以上の高齢者が、人口の 21％を超えた状態をいい、7％を超えると「高齢 

  化社会」、14％を超えると「高齢社会」という。 

＊団塊の世代：第 1次ベビーブームの 1947年（昭和 22年）年から 1949年（昭和 24年）に生

まれた戦後世代のこと。 

＊地域包括ケアシステム：住み慣れた地域において、高齢者のニーズに応じて、医療・介護・

予防・住まい・生活支援を切れ目なく提供する体制のこと。 

 

本町では、2018年（平成 30年）3月に「猪名川町高齢者福祉計画・第 7期介護保険事業

計画」を策定し、「地域ぐるみで支え合う いきいきと暮らせる健康長寿のまち 猪名川」を

基本目標に掲げ、地域社会全体で支え合う地域づくりにより、高齢者が住み慣れた場所で

いきいきと暮らせる健康長寿のまちをめざして、地域包括ケアシステムの構築をはじめと

する高齢者福祉施策に取り組んできました。 

引き続き、前期計画の取り組みを継承しつつ、地域包括ケアシステムの構築に向けて、

本町の介護保険者としての機能を強化し、要介護高齢者の自立支援・重度化防止や医療・

介護の連携、認知症施策の推進に取り組むとともに、介護予防や地域共生社会の実現に向

けた取り組みを推進し、高齢者が地域で支えられながら、自分らしく安心して暮らし続け

られるまちづくりをめざします。 
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＊要介護高齢者：寝たきりや認知症などのため、日常生活の全部または一部に介護を必要とす

る高齢者のこと。 

＊地域共生社会：制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手の関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体がつながることにより、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに

創っていく社会のこと。 

 

また、認知症などにより、財産の管理や日常生活等に支障がある人を社会全体で支え合

う成年後見制度の利用の促進を図るため、2016 年(平成 28 年)に「成年後見制度の利用の

促進に関する法律」が成立しました。 

 

＊成年後見制度：認知症や知的障がいなどにより、判断能力が十分でない人が不利益を被らない

よう、家庭裁判所に申し立てを行い、その人を支援してくれる人を選任する制度。 

 

国は、「成年後見制度利用促進基本計画」を定めるものとされ、地方公共団体は、国との

連携を図りながら、自主的・主体的に実施することとされています。 
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＜高齢者の人権の動き＞ 

1991 年（平成 3 年） 国連 高齢者のための国連原則（高齢者の自立、参加、ケア、

自己実現、尊厳） 決議 

1993 年（平成 5 年） 町 猪名川町老人保健福祉計画 

1995 年（平成 7 年） 国 高齢社会対策基本法 施行 

1999 年（平成 11 年） 国連 国際高齢者年 

2000 年（平成 12 年） 国 

町 

介護保険制度 開始 

猪名川町高齢者保健福祉計画 

2001 年（平成 13 年） 国 高齢社会対策大綱 

2003 年（平成 15 年） 町 猪名川町高齢者保健福祉計画・第２期介護保険事業計画 

2006 年（平成 18 年） 国 高齢者虐待防止法 施行 

2007 年（平成 19 年） 県 ひょうご長寿社会プラン 

2009 年（平成 21 年） 町 猪名川町高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画 

第５期（平成 24年）、第６期（平成 27年） 

2018 年（平成 30 年） 町 猪名川町高齢者福祉計画・第 7 期介護保険事業計画 

 

高齢者の虐待については、地域包括支援センターを中核として、早期発見・早期対応を

図るとともに、高齢擁護者の支援を行い、その負担の軽減に努めています。 

このような中、高齢者に対する人権侵害として、介護の放棄や身体的・精神的虐待、年

金・リフォーム詐欺などの金銭的虐待、振り込め詐欺などが大きな問題となっています。 

 高齢者の人権尊重のまちづくりの課題として、高齢者が長年住みなれた地域で、できる

だけ自立した生活を送ることができるように、本人の意思や希望を尊重し、さまざまな人

との支え合いの関係を築いていくことが必要であるため、住民一人ひとりが地域づくりに

積極的に参画することによって、地域の福祉力を高めていく取り組みが求められます。 

 

＊地域包括支援センター：地域において、高齢者の介護予防や相談業務、高齢者の虐待防止や早

期発見などを総合的に実施する中核機関。 
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■住民意識調査の結果について 

○家庭などで高齢者介護を支援する制度が整っていない 

「そう思う」が 41.7％、「どちらかといえばそう思う」が 38.4％で、合わせて 80.1％と

なっています。この回答傾向に、性別や年代による偏りはみられませんでした。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

○高齢者が暮らしやすいまちづくりが進んでいない 

「そう思う」が 20.7％、「どちらかといえばそう思う」が 34.9％で、合わせて 55.6％と

５割を超えています。年代別にみると、20歳代が 43.2％と一番低く、60歳代は 61.7％と

一番高い値でしたが、70歳代では、49.0％と 20歳代の次に低い結果となりました。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

そう思う, 41.7
どちらかといえ

ばそう思う, 

38.4

どちらともいえ

ない, 12.8

どちらかといえ

ばそうは思わな

い, 3.6

そう思わない, 

1.1
無回答, 2.4

そう思う, 20.7

どちらかといえ

ばそう思う, 

34.9
どちらともいえ

ない, 30.8

どちらかといえ

ばそうは思わな

い, 8.6

そう思わない, 

2.6

無回答, 2.5
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○病院での看護や福祉施設での介護や対応が十分でない 

「そう思う」が 13.5％、「どちらかといえばそう思う」が 25.5％で、合わせて 39.0％と

４割弱ありました。回答を年代別にみると、70歳以上が 34.4％と他の年代に比べ、少し低

い値となっています。この調査の結果では、若年層の考えよりも、実際に介護保険などの

サービスを受けていると思われる高齢者の意見の方が、高齢者が暮らしやすく、看護や介

護の対応に満足している割合が高く出ています。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

 

（２）今後の取り組み 

① 人権教育セミナーの開催 

  高齢者の人権について、住民の認識と理解を深めるとともに、とりわけ認知症高齢者

をはじめとする判断能力が低下している高齢者の権利擁護について、住民が自らの問題

としてとらえ、支え合いながら地域において生活を続けていくことができる地域共生社

会の理念の浸透を図ります。 

② 成年後見制度と高齢者虐待防止の取り組み 

  国が定める「成年後見制度利用促進基本計画」の趣旨に沿い、関係機関と連携して、

高齢者の権利擁護にかかわる相談・支援を推進するとともに、成年後見制度についての

周知・啓発を行い、同制度の利用促進を図ります。 

高齢者虐待については、「高齢者虐待防止法」に沿って、その早期発見に努め、適切か 

そう思う, 13.5

どちらかといえ

ばそう思う, 

25.5

どちらともいえ

ない, 42.7

どちらかといえ

ばそうは思わな

い, 11.9

そう思わない, 

3.8

無回答, 2.7
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つ迅速な対応を行い、あわせて地域包括支援センターを中核とした高齢者虐待防止の体

制の強化に努めます。 

③ 福祉のまちづくりの推進 

  福祉のまちづくりは、高齢者をはじめ、すべての人が住みやすいまちづくりに視点を

おいたユニバーサルデザインによるまちづくりとして取り組む必要があり、ハード面の

みならず、地域において世代を超えた交流が、いつでも気軽にできるような「縁側カフ

ェ」や「ふれあいいきいきサロン」のような場づくりを進める必要もありますので、道

路や建物、公共交通機関、公園整備などのユニバーサルデザイン化を推進するとともに、

理念の普及・啓発に努めます。 

 

＊ユニバーサルデザイン：文化、言語、国籍、老若男女、障がいなどといった違いを問わず、

すべての人が利用しやすいように設計（デザイン）すること。 

 

■猪名川町におけるユニバーサルデザインの事例 

 

 

段差の解消と点字ブロックの敷設    記号を用いた案内看板の設置 

 

④ 相談体制の周知と啓発 

 高齢者の権利擁護をはじめ、介護・福祉サービス・健康維持など、暮らしに関する相談

窓口としての地域包括支援センターの周知に努めるとともに、成年後見制度に関する手続

きなどの権利擁護の手続きが円滑に行われるよう、相談体制の充実に努めます。 

また、高齢者を介護している家族の精神的・経済的負担の軽減を図ることにより、高齢
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者とその家族が、地域で安心して生活を送ることができるよう支援します。 

⑤ 福祉マップの作成 

 各小学校では、校区における点字ブロックや多目的トイレなどの身近なマークを調べる

活動を行っています。その活動を通じて、マークは必要な人にとって欠かせないものであ

るとの教育が行われています。今後は、本活動の成果を「福祉マップ」として公開するな

どの活用方法を考えます。 
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５ 障がいのある人の人権 

「障がい」の表記について 

本町では、「障害」を「障がい」と表記しています。ただし、法律や条例などで使用されている

場合を除きます（例「身体障害者手帳」、「障害者差別解消推進法」など）。 

「障害」の表記は、「妨げる」や「隔てる」といった意味の「礙」や「碍」（礙の俗字）が、一

般に使われていましたが、常用漢字に「礙」「碍」の文字が無いことから、「障害」に統一されま

した。  

「礙」「碍」の「内に妨げがある」という意味に対し、「害」には「物事を傷つける、他に危害

を与える」といった他動詞的な意味を持ち、「礙」「碍」が持つ本来の意味と異なっています。 

人の「障がい」は、先天性のものや事故や病気などによる後天性のものがあり、障がいは本人

が望んだものではないことから、その人を表すときに「害」を用いることは、人権尊重の点から

も好ましくないものと考え、「害」の字をひらがな表記としています。 

 

（１）現状と課題 

2006 年（平成 18 年）に、国連において「障害者の権利に関する条約」が採択され、

国は、2014年（平成 26年）に同条約を批准しました。 

この間、2009年（平成 21年）12月には、同条約の締結に必要な国内法の整備を始め

とする障がい者制度の集中的な改革を行うために、内閣に「障害者制度改革推進本部」

が設置されました。同本部の下では、障がい当事者や学識経験者などからなる「障害者

制度改革推進会議」（以下「推進会議」という。）が設置され、その意見を踏まえて、「障

害者制度改革の推進のための基本的な方向について」が閣議決定され、「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律案」が作成されました。 

同法案は、2013年（平成 25年）4月に閣議決定され、通常国会において「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消推進法」という。）が成

立・公布されました。 

  障害者差別解消推進法では、障害者基本法の基本理念にのっとり、障害者基本法第 4

条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置づけられており、障がいを理由

とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障がい
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を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、障がい者差別の解

消を推進し、すべての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現に資することを目的としています。 

  また、行政機関等及び事業者が、事務事業を行うにあたり、障がいを理由として障が

い者でない者と不当な差別的取り扱いをすることにより、障がい者の権利・利益を侵害

してはならないとされています。 

行政機関等及び事業者が、事務事業を行うにあたり、障がい者から現に社会的障壁の

除去を必要としている旨の意思表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないと

きは、障がい者の権利・利益を侵害することとならないよう、障がい者の性別・年齢・

障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をしな

ければならないとされています。 

  なお、民間事業者については、「私的自治」の原則に配慮し、「合理的配慮の不提供の

禁止」は努力義務として、人権意識の啓発・周知を図るための取り組みを進めることと

し、法的義務とするか否かは、法施行後の状況を踏まえ検討することとなりました。 

法では、具体的に、①ガイドライン（対応要領・対応指針）の策定、②事業主による

差別解消の推進のための措置、③環境の整備、④相談及び紛争の防止・解決のための体

制の整備、⑤啓発活動などをあげています。 
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＜障がいのある人の人権の動き＞ 

1982年（昭和 57年） 国連 

国 

障害者に関する世界行動計画 採択 

障害者対策に関する長期計画 策定 

1997年（平成 9年） 町 第 1次猪名川町障害者計画 策定 

2003年（平成 15年） 国 新障害者基本計画 策定 

2004年（平成 16年） 国 障害者基本法 改正（障がいを理由とする差別の禁止

都道府県・市町村に障害者計画の策定を義務付け） 

2006年（平成 18年） 国連 

国 

町 

障害者の権利に関する条約 採択（2008年発効） 

障害者自立支援法 施行 

第 1期猪名川町障害福祉計画 策定 

2007年（平成 19年） 町 第 2次猪名川町障害者計画 策定（H19～H28） 

2009年（平成 21年） 町 第 2期猪名川町障害福祉計画 策定 

2010年（平成 22年） 県 ひょうご障害者福祉プラン 策定 

2011年（平成 23年） 国 障害者基本法 改正・施行 

2012年（平成 24年） 町 第 3期猪名川町障がい福祉計画 策定 

2014年（平成 26年） 国 障害者総合支援法 施行 

2015年（平成 27年） 町 第 4 期猪名川町障がい福祉計画 策定 

2016年（平成 28年） 国 障害者差別解消推進法 施行 

2017年（平成 29年） 町 第 2次猪名川町障がい者計画 期間延長（～H29） 

2018年（平成 30年） 町 障がい者（児）福祉計画・第 3次障がい者計画・第 5期

障がい福祉計画・第 1期障がい児福祉計画 策定 

 

本町では、障害者基本法に定める「障害者計画」を 1997年（平成 9年）に、障害者自立

支援法（現「障害者総合支援法」）に定める「障害福祉計画」を 2006年（平成 18年）に、

それぞれ策定しました。 

それ以降、障害者計画は 10年間、障害福祉計画は 3年間を計画期間として、それぞれ改

定を行い、2018 年（平成 30 年）には、児童福祉法の改正により、あらたに策定が義務付
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けられた「障がい児福祉計画」を含む「障がい者（児）福祉計画」として策定しています。   

本計画では、「地域であたりまえに暮らし、共に支えあい心豊かに暮らせるまち」を基本

理念とし、障がいに対する理解促進、教育・療育環境の充実、生活支援策の充実を進めて

います。 

 

■住民意識調査の結果について 

障がいのある人が暮らしやすいまちづくりが進んでいない 

肯定的な「そう思う」が 19.9％、「どちらかといえばそう思う」が 41.5％で、合わせて

61.4％と 6割を超えています。障がい者（児）福祉計画を策定する際にアンケート調査（回

答数 517件/1,000件、回収率 51.7％）を実施しており、障害者手帳の所持者に同様の質問

をしていますが、「そう思う」が 13.2％、「どちらかといえばそう思う」が 22.4％で、合わ

せて 35.6％と、住民意識調査の結果とは大きな差が出ています。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

障がいのある人が働ける場所や機会が少ない 

肯定的な「そう思う」が 30.1％、「どちらかといえばそう思う」が 43.7％で、合わせて

73.8％と 7割を超えています。障害者手帳の所持者の回答は、「そう思う」が 30.6％、「ど

ちらかといえばそう思う」が 21.5％で、合わせて 52.1％となっており、それぞれ半数以上

の人が町内で働ける環境が少ないと感じる結果となりました。 

 

そう思う, 19.9

どちらかといえ

ばそう思う, 

41.5
どちらともいえ

ない, 30.7

どちらかといえ

ばそうは思わな

い, 4.3

そう思わない, 

1.1
無回答, 2.6
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（2016年（平成 28年）3月調査） 

障がいのある人は学校や職場で不利なあつかいを受ける 

肯定的な「そう思う」が 17.6％、「どちらかといえばそう思う」が 36.7％で、合わせて

54.3％と 5割を超えています。障害者手帳の所持者の回答は、「そう思う」が 12.2％、「ど

ちらかといえばそう思う」が 19.5％で、合わせて 31.7％と住民意識調査の 54.3％とは、

差があるものの、障がいを理由に、社会で不利なあつかいを受けていると感じている人が

いることが分かります。 

 

（2016年（平成 28年）3月調査） 

そう思う, 30.1

どちらかといえ

ばそう思う, 

43.7

どちらともいえ

ない, 20.2

どちらかといえ

ばそうは思わな

い, 2.7

そう思わない, 

0.9
無回答, 2.4

そう思う, 17.6

どちらかといえ

ばそう思う, 

36.7

どちらともいえ

ない, 34.1

どちらかといえ

ばそうは思わな

い, 6.6

そう思わない, 

2.7

無回答, 2.4
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このように、住民意識調査や障害者手帳の所持者へのアンケート結果から、地域で暮ら

すために必要な働ける場所が町内には少なく、障がいを理由に社会で不利なあつかいを受

け、暮らしやすさが進んでいない現状が見えてきました。 

 

（２）今後の取り組み 

① 差別解消と虐待防止の推進 

  障害者差別解消推進法に基づき、合理的配慮や障がいを理由とする不当な差別的取扱

いの禁止を広く周知します。 

また、虐待防止のため家族のレスパイト及び障害者相談員などによる相談を広く受け

付けます。 

 

＊レスパイト：一時休止、休息、息抜きなどの意味があり、介護者が日々の介護に疲れを感じ、

介護力の限界を超えて、介護不能となることを予防するために、一時的に介護から離れる。 

＊障害者相談員：市町村から委託を受けて、身体・知的・精神に障がいのある人から、生活や

就職などの様々な相談を受けて、必要に応じて福祉サービスにつなげる業務をこなす相談

員のこと。 

 

② 障がい児福祉サービスと教育の推進 

  障がいのある児童の乳幼児期・学齢期・卒業後のライフステージに応じた切れ目のな

い福祉サービスの提供を行い、福祉と教育の協議の場を設け、一人ひとりに応じた支援

を行っていきます。 

また、教育現場において福祉講演会やアイマスクや車いす体験などにより、障がいの

ある人に関する理解を深めます。特別支援教育については、地域共生社会の形成に向け

て、インクルーシブ教育システムの構築を推進するとともに、教育と医療、福祉が連携

を深め、学校・幼稚園の特別支援教育コーディネーターを中心に、一人ひとりの教育的

ニーズに応じた支援を推進し、個々の教育を受ける権利を保障します。 
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＊インクルーシブ教育システム：包容する教育制度のことをいい、障がいを理由に教育全般か

ら排除されないことであり、人間の多様性を尊重し、障がいの有無にかかわらず、共に学

ぶ仕組みのこと。 

＊特別支援教育コーディネーター：各学校・幼稚園における特別支援教育の推進のため、主に

校内委員会・校内研修の企画・運営、関係機関・学校との連絡調整、保護者からの相談窓

口等の役割を担う教員。 

 

③ 障がいのある人の就労環境の充実 

  障がいのある人が社会の一員として、自立した生活を送ることができるよう、障害者

就労支援センターを中心に、障がいのある人の職場定着の支援のため、ジョブコーチ制

度の活用により、生活面での能力助言を行っていきます。 

また、雇用・就労問題に対する雇用者側の理解を促進するため、障害者自立支援協議

会などにより啓発活動を推進します。 

 

＊障害者就労支援センター：障がいのある人の就職相談や職場の定着支援を行い、本町では、

平成 20年に町社会福祉協議会に設置している。 

＊ジョブコーチ制度：職場適応援助者としてのジョブコーチが職場に出向き、障がいのある人

の職場適応や定着を支援するもの。 

＊障害者自立支援協議会：障がいのある人や家族、支援者などが構成員となり、障がい者の支

援体制について協議する場で、本町では、生活支援・就労支援・教育支援の各部会がある。 

 

④ 生活支援の充実 

  在宅福祉サービスを活用しながら、家族の介護負担を軽減し、必要に応じてグループ

ホームなどの住居支援を行います。 

また、障害者相談支援センターを中心に、障がいのある人からの相談に応じ、必要な

支援を行います。 
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＊グループホーム：障がいのある人や高齢者に対し、主に夜間において共同生活を営む住居で

相談・入浴・排せつ・食事の介護を行う障害福祉サービスのこと。 

＊障害者相談支援センター：障がいのある人からの様々な相談を受けて支援を行い、本町では、

町社会福祉協議会に設置している。 

 

⑤ 社会参加と自立の促進 

  障がいのある人をサポートする人材育成に努め、当事者団体などへの活動支援を行い

ます。障がいのある人の自立と社会参加を促進し、ノーマライゼーションの理念を社会

に定着させるため、住民の力を生かした啓発活動を推進します。障害者福祉センターや

関係団体などによる各種啓発やスポーツ、文化などの交流活動を通じ、障がいのある人

の社会参加を促すとともに、障がいのある人に対する住民一人ひとりの理解と認識を広

め、偏見や差別意識の解消を図ります。 

 

＊ノーマライゼーション：障がいのある人や高齢者を社会から保護したり、隔離するのではな

く、他の人々と等しく生きる共生社会や福祉環境の整備、実現をめざす考え。 
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６ 外国人住民の人権 

（１）現状と課題 

  日本の外国人登録者数は、経済や社会の国際化に伴い、2017年（平成 29年）末現在

で 256万人を超え過去最高となり、総人口の 2.02％を占めるようになりました。 

  国では、憲法や国際条約にのっとり、一部を除き、日本国民と同様に外国人住民にも

基本的人権の享有を保証し、他国の文化・価値観の尊重、外国人との共生に向けた相互

理解の増進に取り組んでいます。 

  兵庫県では、1994年（平成６年）に「地域国際化推進基本指針」を策定し、外国人の

人権を尊重する諸施策を実施するとともに、2000 年（平成 12 年）に「外国人児童生徒

にかかわる教育指針」を策定し、外国人児童・生徒の人権を尊重する教育を推進してい

ます。 

 

＜外国人住民の人権の動き＞ 

1966年（昭和 41年） 国連 国際人権規約（日本は 1979年に批准）  

1989年（平成元年） 町 オーストラリア・バララット市と姉妹都市提携 

1994年（平成 6年） 県 地域国際化推進基本指針 策定 

2000年（平成 12年） 県 外国人児童生徒にかかわる教育指針 策定 

2016年（平成 28年） 国 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（ヘイトスピーチ解消法） 

 

■住民意識調査の結果について 

日本に住んでいる外国人の人権について、問題があると思う項目を聞いたところ、「学校

や職場で、不利なあつかいを受けること」が最も高く、68.5％の人が問題ありと回答しま

した。次に「文化や習慣の違いによるいやがらせを受けること」が 68.0％、「ある著名人

が韓国・朝鮮籍であるなど、本人の了解なしに週刊誌などがその人の出自を報道すること」

が 63.3％と続きました。 

現実には、日本の歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人などをめぐる問題のほか、外

国人に対する就労差別や入居・入店拒否など、様々な人権問題がおこっています。 
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 本町における外国人登録者数は、2018年（平成 30年）3月末時点で、173人（人口比率

0.6％）となり、中でも韓国・ベトナム・中国の出身者が占める割合は大きく、全体の約８

割となっていますが、2018年（平成 30年）12月に入国管理法が改正され、今後、外国人

労働者の受入れ拡大が進むことで、本町における外国人登録者の増加も予想されます。 

外国人差別の背景には、人種や民族、言語、宗教、習慣などへの理解不足による偏見や

差別意識が根底にあり、日本として、さらなる国際化を進めるためには、国民一人ひとり

がこのような偏見や差別意識をなくす意識改革を行っていくことが求められています。 

 本町では、より一層の国際理解を深めるため、歴史的背景の中で、鉱山という共通点を

持つオーストラリア・バララット市と 1989年（平成元年）に姉妹都市提携を結び、2019年

（平成 31年）で 30年となります。この間、中学生派遣団や高校生の派遣、バララット市

からの高校生受入れをはじめ、多くの住民の交流が行われ、外国の習慣や文化を学ぶ機会

となるなど、国際理解の推進を図ってきました。 

また、外国人への行政サービスの提供は、国籍にかかわらず、納税の義務を履行し、地

域社会を構成する住民であるとの認識のもと、諸施策を進めています。転入時の不安の解

消を図るため、外国語による生活ガイド、転入手続きの案内、外国人生活支援相談の申込

案内、災害時の避難場所の案内、ごみの分別、健康づくり年間予定表、暮らしの安全・安

心ミニ情報などを記載したものを配布しています。 

 学校・園では、県の「外国人児童生徒にかかわる教育指針」に基づき、「外国人児童生徒

が誇りを持って過ごせる環境づくり」や共生の心を育成することをめざし、すべての児童・

生徒に多様な文化をもった人たちと、ともに生きていくための資質や技能を身につけるた

め、人権教育の中に国際理解教育・多文化共生教育を位置づけた実践を進めています。 

 近年、特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動、いわゆるヘイトスピーチが行われ、

出身者やその子孫が大きな苦痛を受けています。人の尊厳を傷つけ、人を排斥し、誹謗中

傷することは決して許されるものではありません。 

 

＊ヘイトスピーチ：憎悪に基づく差別的な言動で、特定の人種や民族、宗教などの少数者に対

して暴力や差別をあおったり、おとしめたりする侮蔑的な表現。 
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（２）今後の取り組み 

 ① 外国人住民へのコミュニケーション推進 

  国籍や民族、文化の違いを理解し合い、あらたな交流機会の拡大、住民主体の活動や

グループによる国際交流活動を支援し、ともに多文化共生のまちづくりを進めるため

外国人住民との交流の機会をふやすとともに、町への相談などを通して、外国人住民

からの意見を反映しながら各種行政施策に取り組みます。 

② 公的機関での案内の外国語表記 

町役場をはじめ、公的機関の表示や案内などを可能な限り複数の外国語表記とする対

応に努めます。 

③ 地域社会と社会活動支援 

外国人住民に向けて、転入時の案内やくらしのインフォメーションをはじめ、生活ガ

イドなどの地域で生活するために必要な情報や公共施設･制度を理解し活用していただ

くために、外国語による情報提供に努めるとともに、日常生活での悩みや職場などでの

言語によるトラブルの解消に向けて、生活支援に関する相談員や通訳者の充実を図り、

外国人住民に向けた一層の生活支援に取り組みます。 

④ 多文化共生教育の深化 

学校・園では、保育・各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間などの学校教育

活動全体を通じて、広い視野をもち、異なる習慣・文化を持った人たちと、ともに生き

ていく態度を育成するための教育の充実を図ります。 

また、人権教育におけるカリキュラムを整理し、ゲストティーチャーによる体験的教

育活動も積極的に取り入れていきます。 

 

＊ゲストティーチャー：学校の授業や子ども会活動、その他の団体の活動に招かれた一般市

民の指導者のこと。 

 

⑤ ヘイトスピーチに対して 

広報や学習会の開催を通して、外国人の人権問題を深め、違いを認め、互いの人権を

尊重する社会を築き、ヘイトスピーチのない社会の実現を図ります。 
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７ インターネットによる人権侵害 

（１）現状と課題 

インターネットには、電子メールのような特定の人への通信のほか、ホームページの

ような不特定多数の利用者に向けた情報発信、電子掲示板を利用した利用者間の反復的

な情報の受発信があります。だれもが手軽に使える便利なメディアとして、社会経済活

動や日常生活に必要不可欠なものになっています。 

  一方では、匿名性に対する誤った認識や安易な利用から、インターネットで他人を誹

謗中傷する行為や、子ども同士によるネットいじめが発生しているほか、同和地区とさ

れる地域の地名や画像、差別を助長する表現の掲載、個人の実名や写真などの個人情報

が流出して回収が不可能になるなど、人権に関する様々な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ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Ｓ

ＮＳ）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発生してい

ます。 

 

＊ソーシャル・ネットワーキング・サービス：人と人との社会的なつながりを維持・促進させ

る様々な機能を提供するオンライン・サービスのこと。 

 

＜インターネットに関する動き＞ 

1996年（平成 8年） 県 個人情報保護に関する条例 制定 

1998年（平成 10年） 町 情報公開条例 制定 

1999年（平成 11年） 町 個人情報保護条例 制定 

2003年（平成 15年） 国 個人情報の保護に関する法律 制定 

2010年（平成 22年） 国 インターネット上での表現であっても、他の表現方法と同

じく名誉棄損が成立する（最高裁判所例）。 

 

国では、人権を侵害する悪質な情報の掲載に関して､「プロバイダ責任制限法」(平成 14

年)や「個人情報保護法」(平成 15年)などの法的対応や業界の自主規制による対策が進め

られています。 
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県では、「青少年愛護条例」の改正（平成 21年）により、１８歳未満の青少年の携帯電

話契約時に、保護者からの申し出がある場合を除きフィルタリングを義務付けているほか

学校教育では、ネット上の誹謗中傷・いじめ、不適切な投稿などの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し、スマートフォンやＳＮＳ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ています。 

 町では、小中学校において、スマートフォンのルールづくりに取り組み、専門家を外部

講師として招へいし、スマートフォンの上手な使い方やネット情報の取扱い方について、

高学年を中心に学習しています。 

また、猪名川町青少年健全育成推進協議会のスマホ部会では、町内の小中学生を対象に

スマートフォンの授業を行う SWING－BY活動を展開し、平成２５年度から延べ６千人の児

童・生徒に対し授業を行いました。 

 

＊フィルタリング：インターネットサイトへの接続を制限するサービス。 

 

（２）今後の取り組み 

① プライバシーに関する正しい理解を深める教育と啓発 

  プライバシーに関する正しい理解を深めるための教育と啓発を推進するとともに、住

民が情報を主体的に収集・選択・発信できる能力（メディア・リテラシー）を養うため

の支援を行います。 

また、住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得に対しては、個人情報保護や本人通知

制度に関して、引き続き啓発に努めます。 

 

＊メディア・リテラシー：情報メディアを主体的に読み解いて、必要な情報を引き出し、その

真意を見抜き、活用する能力（リテラシー：能力・資質）のこと。 

＊本人通知制度（事前登録型本人通知制度）：市町村が、戸籍謄本などを第三者に交付した場

合に、あらかじめ登録されている人に対して、交付した事実を知らせる制度（第三者への

交付を差し止めたり、交付請求者の住所・氏名などを通知する制度ではない）。 
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② 学校等における情報モラルの育成 

  スマートフォンやＳＮＳなどの利用によるトラブルや誹謗中傷､ネットいじめ、個人

情報の漏えい等を防止するため、教職員が研修するなど、児童・生徒をインターネット

上のトラブルから守る取り組みを推進します。 

また、身近な相談ツールとして SNSによる相談窓口を設置します。 

 

③ インターネット上の人権侵害事象への対応 

  法務局や警察などの関係機関との連携を深めながら、インターネット上の人権侵害事 

象については、モニタリング制度の導入などにより、削除の要請などの適切な対応に努 

めます。 

 

＊モニタリング制度：インターネット上での差別用語などの書き込みに対する監視。 

 

④ スマートフォンやインターネットに関する研修会等の実施 

  スマートフォンやインターネットに関する研修会などを実施し、インターネットなど

の正しい利用方法を啓発します。 
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８ さまざまな人権問題 

（１）現状と課題 

  その他の人権問題として、アイヌの人たち、HIV 感染者、ハンセン病患者等、刑を終

えて出所した人、犯罪被害者、北朝鮮拉致被害者、ホームレス、性的指向、性自認（性

同一性障害は、こころの性とからだの性が一致しないことで違和感や不快感を持ったり

からだの性とこころの性の適合を望む状態）、人身取引に関する問題、そして東日本大震

災に起因する人権問題などがあります。 

① アイヌの人たちに対する偏見や差別 

アイヌの人たちに対する偏見や理解不足から、就職や結婚などにおける差別などの人 

権問題が依然として存在しています。先住民族であるアイヌの人たちの歴史・文化・伝 

統、アイヌの人たちの現状について、認識と理解を深めていくことが必要です。 

② 刑を終えて出所した人に対する偏見や差別 

 刑を終えて出所した人やその家族に対する根強い偏見により、就職差別や住居の確保

が困難などの人権問題が発生しています。刑を終えて出所した人が更生するためには、

本人の強い更生意欲と周囲の人たちの理解と協力が、円滑な社会復帰へとつながるよう

この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。 

③ 犯罪被害者とその家族の人権問題 

 犯罪被害者とその家族が、興味本位のうわさや中傷などにより名誉を傷つけられ、平

穏な私生活が脅かされるなどの人権問題が発生しています。犯罪被害者とその家族の立

場を考え、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。 

④ 北朝鮮拉致被害者とその家族の人権問題 

 わが国の喫緊の国民的課題である、北朝鮮による日本人拉致問題の解決が、国際社会

をあげて取り組むべき重要課題とされています。 

⑤ ホームレスに対する偏見や差別 

 ホームレスの自立を図るための取組みが行われる一方で、ホームレスに対する嫌がら

せや暴行事件などの人権問題が発生しています。 

 ⑥ 性的指向を理由とする偏見や差別 

  同性愛者などの性的指向に関する少数派の人たちへの根強い偏見があり、職場を追わ
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れるなどの社会生活のさまざまな場面において、人権問題が発生しています。 

⑦ 性自認を理由とする偏見や差別 

 性自認に関する少数派の人たちは、からだの性とこころの性との食い違いに悩みなが

ら、周囲の心ない好奇の目にさらされ、職場などで不適切な取扱いを受けるなど、社会

生活のさまざまな場面において、人権問題が発生しています。 

⑧ 人身取引による人権問題 

 性的搾取や強制労働などを目的とした人身取引は、重大な犯罪であるとともに、基本

的人権を侵害する深刻な人権問題です。 

⑨ 東日本大震災に起因する偏見や差別 

福島第一原子力発電所の事故の影響から、避難生活の長期化に伴うトラブルや、被災

地からの避難者に対するいじめなど、東日本大震災を起因とする人権問題が発生してい

ます。一人ひとりが震災の記憶を風化させることなく、正しい知識と思いやりの心を持

って問題を解決し、新しい人権問題の発生を防止していくことが必要です。 

（法務省啓発活動強調事項より） 

 

HIV 感染症は、正しい知識に基づいた生活を送る限り、感染を恐れる必要はなく、誤

った風評で、患者や感染者が差別を受ける事態が発生しているため、社会全体が、感染

に関する正しい知識の理解を深め、HIV 感染症やハンセン病などの罹患者の人権が奪わ

れないようにすることが求められています。 

 

＊HIV：ヒト免疫不全ウィルスのことで、後天性免疫不全症候群（AIDS）を発症させる。 

＊ハンセン病：らい菌に感染することにより、皮膚や神経に症状が現れる感染症のひとつ。 

 

2016年（平成 28 年）12 月には、国家公務員の人事や処遇などを取り扱う人事院規則

において、LGBT や性的指向・性自認について、先入観や偏見に基づく差別的な言動は、

セクシュアル・ハラスメントとみなされることになりました。 

なお、LGBTなどの性的少数者の課題に関して、国連をはじめとする関係機関などでは、

「Sexual Orientation（性的指向）」や「Gender Identity（性自認）」の頭文字をとった
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「SOGI」として定義し、SOGI（性的指向・性自認）の課題を LGBTなどの特定の人にだけ

配慮が必要な課題とするのではなく、すべての人の人権課題として捉えています。 

 

＊LGBT：性的少数者を限定的にさす言葉で、レズビアン（女性同性愛者）・ゲイ（男性同性愛 

者）・バイセクシュアル（両性愛者）・トランスジェンダー（出生時の性と自認する性の 

不一致）の各単語の頭文字をとった総称のこと（他の性的少数者は含まない）。 

なお、性的少数者は、この４類型だけでなく多様な人がいるとされており、LGBTである 

か否かは自身の認識やアイデンティティーによるものであり、医学的な疾病などではな 

いことはもとより、他の人に証明できるものでもない。 

＊性的指向：いずれの性別を恋愛や性愛の対象とするかという、人間の根本的な性傾向のこ 

とをさし、性指向ともいう。 

＊性自認：自分がどの性別であるかの認識（この認識が、自分の生物学的な性別と一致する 

人も、一致しない人もいる）のことをいう（性的指向・性自認ともに、自らの意思によ 

る変更は不可能とされている）。 

＊セクシュアル・ハラスメント：他の人の意に反する性的言動により、その人を不快にさせ 

たり、身体的・精神的苦痛や困惑などを与えること（男性から女性に対して行われるこ 

とが多い）。 

 

また、景気の低迷や非正規などの雇用情勢等にみられる社会経済情勢の変化を背景に

引きこもりや失業などの生活困窮を抱える若者が増加しています。 

  一方、1998年（平成 10年）から 2011年（平成 23年）まで、年間３万人を超えてい

た自殺者は、2015 年（平成 27 年）には２万４千人まで減少しましたが、自殺予防対策

は今も重要な課題です。さまざまな人権問題が、個別に解決される必要のあることは言

うまでもありません。 

  しかしながら、人権推進施策を講じる上で、何よりも重要な観点は、猪名川町のすべ

ての住民が、差別することも差別されることもなく、安心して日々の生活を営むことが

できるようなまちづくりをめざすことです。 

そのためには、今後、行政・関係団体・住民等との連携、協力により、一層の人権意
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識の醸成と人権尊重のまちづくりに努めていく必要があります。 

 

（２）今後の取り組み 

① 人権侵害に対する防止と救済、啓発 

  時代とともに、新しいかたちの人権侵害に関する問題が発生した場合は、これらに対

する防止と救済、啓発について、関係機関と連携しながら対応に努めます。 

  人権に関するすべての課題について、偏見や差別を除去し、基本的人権が確立された

社会を実現するために、一人ひとりが個人として尊重されるまちづくりをめざして、住

民一人ひとりが人権の主体としてかかわりながら、積極的に課題解決を図ることができ

るような施策を推進します。 

② 正しい知識の普及と偏見による不当性への啓発活動の実施 

  啓発資料の配布や講演会の開催など、関係機関や家庭・地域と連携しながら、LGBTや

HIV 感染症、ハンセン病の罹患者等への理解を深め、学校では正しい知識の普及活動を

行い、偏見や差別意識の解消に努めます。 

また、2011 年（平成 23 年）に発生した東日本大震災に伴う福島原発事故にかかる風

評による偏見や差別についても、正しい知識の啓発に努めます。 


