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ご あ い さ つ 

  

 本市では、２００４年（平成１６年）に田川市人

権教育・啓発基本計画を策定し、その計画に基づき

これまで人権教育・啓発を推進して参りました。こ

の間、市民の皆様のご理解、ご協力により人権問題

についての認識が深まるなど一定の成果がありまし

たが、依然として部落差別問題（同和問題）をはじ

め、女性、子ども、高齢者、障がいのある人等人権

問題は未だ解決されておらず、インターネットを利

用した差別事象の発生など新たな問題も深刻化して

います。 

 また、現在新型コロナウイルスによる感染症が世界を席巻し、その収束は未

だ見通せません。さらに社会生活の中で格差が拡大し不安のうちに日々を送っ

ている方もおられます。そのような中でお互いを差別し合うことになれば、  

社会の分断が加速していくことも懸念されます。そうした状況に歯止めをかけ、

良い方向へ変えていくために、今なによりも「共生社会の実現」が求められて

おります。 

 お互いを尊重し支え合う共生社会を実現するためには、自分の人権を守ると

同時に他者の人権を尊重する意識をもつことが大切です。人権は共生社会の実

現のために必要不可欠なものであり、その人権についての認識を、さらに市民

の皆様に広げていく人権教育・啓発の重要性は今後増すばかりです。 

 そのため、今回人権問題を取り巻く現状を踏まえて、田川市人権教育・啓発

基本計画を改定することにより、人権教育・啓発の取組をさらに力強く推進し

１日も早く すべての人の人権が尊重される“人権のまち 田川”を実現するべ

く取り組んで参ります。 

 今後とも本市の人権施策に対する市民の皆様のご理解とご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

  ２０２１年（令和３年）４月 

 

            田 川 市 長
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＜表記について＞ 

〇「障がいのある人」 

  ２００６年（平成１８年）の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」（障

害者権利条約）では、「障害」のとらえ方を従来の＊「医学モデル」から「社会モデル」

に重心を移しました。「社会モデル」とは、「『障害のある人が生活を営む上で妨げになっ

ている社会的障壁を取り除くことにより、障害のある人が障害のない人と等しく機会が

確保される』という理念に基づき、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の

責務である」という考え方です。 

この考え方に基づいて、２０１３年（平成２５年）＊「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」が制定され、国は２０１４年（平成２６年）に障害者権利条約に批

准しています。 

このような「社会モデル」の考え方に基づきつつも、「害」には「人を傷つける」（三

省堂新明解国語辞典第七版より）という意味があることから、「害」をひらがなで表記す

ることが一般化しているため、法律等の固有名詞を除き、本計画ではひらがなを用いて

「障がい」と表記します。 

また、国際条約や国内法の理念に基づき、「機能障がいがあることにより、日常生活や

社会生活を送っていく上で社会的障壁（社会における事物・制度・慣行・観念等）のあ

る人」＝「障がいのある人」という考え方から、「障がいのある人」と表記します。 

 

〇「部落差別問題（同和問題）」 

  ２０１６年（平成２８年）に制定された＊「部落差別の解消の推進に関する法律」では、

法律で初めて「部落差別」という言葉が使用されました。「部落差別の現実を直視する中

で、今もなお存在する“結婚や就職時における差別事象” “差別落書きやインターネッ

ト上における差別書き込み” 等の解消を図っていく必要がある」という理由からです。 

一方で、これまで行政用語として、「日本社会の歴史的発展の過程において形成された

身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に

低位の状態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権を侵害され、

とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障

されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題（＊同和対策審議会答申より）」

を指して「同和問題」という言葉が用いられています。 

  つまり、「部落差別により生じる社会問題」＝「同和問題」であることから、部落差別

解消推進法の成立に至る背景や法律の趣旨を踏まえ、答申、具申及び基本文書等におい

て「同和問題」と表記されているもの以外については、「部落差別問題（同和問題）」と

表記します。 
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                              第１章 基本的考え方 

 

第１章 基本的考え方 

 

１ 基本計画改定の趣旨 

本市では、２０００年（平成１２年）１２月に公布・施行された「人権教育

及び人権啓発の推進に関する法律」第５条の規定に基づき、本市の実情に即し

た人権教育・啓発に関する施策を推進するため、２００４年（平成１６年）に

「田川市人権教育・啓発基本計画」を策定し、あらゆる差別の撤廃に向けた取

組を進めてきました。 

 その結果、市民の人権問題に対する理解と認識はある程度深まってきていま

すが、依然として、学校・職場・地域社会・家庭など社会生活の様々な局面に

おいて、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人

等に対する偏見や差別などの人権問題が広く存在しています。また、近年の高

齢化、国際化、高度情報化等を背景として新たな人権問題が発生しており、人

権課題はますます多様化、複雑化しています。 

さらに、子ども・高齢者・障がいのある人等に対する虐待の防止を目的とし

た法律や、障がいを理由とする差別の解消、ヘイトスピーチの解消、部落差別

の解消を目的とした法律等、個別の人権問題の解決に向けた法整備も進んでい

ます。本市においても「田川市部落差別の解消の推進に関する条例」の制定や

「田川市人権擁護条例」を一部改正する等、同様に法整備の充実に取り組んで

います。 

以上のような人権を取り巻く状況の大きな変化や、基本計画策定から１６年

以上が経過した中、これまでの人権教育及び人権啓発の成果と課題を踏まえ必

要な見直しを行うために今回基本計画を改定します。 

本計画の改定を通じて、市民の人権意識、人権認識、人権感覚の高揚を図る

とともに、共生社会の実現に向けて多様性を認め合い、“すべての人が人間ら

しく幸せに生きる”ための「人権が尊重されるまち」を目指し、人権教育・啓

発に関する施策を総合的・計画的・効果的に推進していきます。 
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２ 基本計画の性格 

  この基本計画は、次の性格を有するものです。 

 

⑴ 国の「人権教育・啓発に関する基本計画」、県の「福岡県人権教育・啓発基

本指針」及び本市の「田川市部落差別の解消の推進に関する条例」「田川市人

権擁護条例」等の趣旨を踏まえ、人権教育・啓発を総合的・計画的・効果的

に推進するためのものです。 

 

⑵ 「第６次田川市総合計画」及び既存の各個別計画における人権のまちづく

りの精神を明確にするものであり、総合計画及び各個別計画と整合性を保ち

ながら、一体的に推進していくものです。 

 

⑶ ２０１７年（平成２９年）に本市が実施した「人権問題に関する市民意識

調査」（以下「市民意識調査」という。）により明らかになった実態に基づき、

学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通して、市民が人権尊重の理念

に対する理解を深め、これを体得できるよう中長期的な展望を見据えたもの

です。 

 

⑷ 人権が尊重される社会の担い手は市民であるとの認識のもとに、本市にお

ける人権教育・啓発の基本的な方針を示すものであり、市民、事業者、団体、

行政等がそれぞれの役割を踏まえた上で連携・協働し、実効ある人権教育・

啓発を推進するものです。 

 

⑸ 基本計画の推進に当たっては、「すべての行政施策は人権施策である」と

の認識のもと、行政のすべての領域に人権施策を根付かせ、全庁的に推進す

るものです。 
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３ 言葉の定義 

  この基本計画の策定に当たって、基本となる「人権」、「差別」、「人権教育」、

「人権啓発」の考え方を以下のように定義します。 

 

⑴ 「人権」とは 

人権とは、「すべての人が人間らしく幸せに生きていくために持っている、

欠かすことのできない権利」と定義します。具体的には、「人間の尊厳」、「生

命の安全（生存権）」等と考えます。 

   重要なポイントは、人権は「人間がただ人間であるということのみに基づ

き、当然に有する権利」であり、この考え方は、「人間の尊厳」から導き出

されることだということです。また、「戦争は最大の人権侵害である」とい

う言葉に代表されるように、「生存権」が人権の基本的条件の一つであると

いうことです。 

そして、日本国憲法第９７条にうたわれているように、人権は、「人類の歴

史上、人々が長年の努力を重ね、闘い、勝ち取ってきたもの」であることか

ら、「誰にも奪うことのできない、欠かすことのできない権利」であると言え

ます。 

 

⑵ 「差別」とは 

差別とは、「人権を侵害すること。すなわち、本人に責任のない理由や本

人の努力ではどうすることもできないことを理由に、人間らしく幸せに生き

る権利を奪うこと」と定義します。つまり、「行為者の差別意識の有無にか

かわらず、個人に帰することができない根拠に基づいて、『人間の尊厳』『生

命の安全（生存権）』等の人権が不公正や不平等な取り扱いを受けること」

です。 

差別（人権侵害）の構造には、主に無知や偏見に基づく「排除」や「支配」

等があげられます。具体的には、部落差別に関する問題（同和問題）、障が

いのある人に関する問題、外国人に関する問題、感染症患者等（ＨＩＶ感染

者、ハンセン病元患者、新型コロナウイルス感染症患者等）に関する問題、

性的指向及び性自認に関する問題等は主に「排除」の形態として現れ、女性

に関する問題、子どもに関する問題、高齢者に関する問題、ハラスメントに

関する問題等は主に「支配」の形態として現れます。 

 

⑶ 「人権教育」「人権啓発」とは 

＊「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第２条において、「人権教
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育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、

国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深め

ることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。」と

規定されています。 

このことを踏まえ、本市において「人権教育」とは「科学的・系統的・継

続的な取組を通して、知識理解及び人権感覚を基盤とする『自己他者の人権

擁護を実践しようとする意思、意欲、態度の向上』『実践力や行動力の育成』

を図るため、主に学校教育及び社会教育において行われる教育活動」と定義

します。したがって、「学校における人権教育」、「科学的・系統的・継続的

に実施する社会教育分野における人権教育」等は「人権教育」であると言え

ます。 

また、「人権啓発」とは「広く市民の間に、人権尊重理念の普及及び高揚

を図ることを目的として行われる研修、情報提供、広報活動等で人権教育を

除いたもの」と定義します。したがって、「広報紙やホームページ等、広報

媒体による情報提供及び広報活動」、「懸垂幕・防災行政無線等による広報活

動」、「街頭啓発やパネル展示等による啓発活動」、「単発型の啓発講演会・講

座の実施」等は「人権啓発」であると言えます。 
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第２章 人権を取り巻く状況 

 

１ 国際社会における取組 

２０世紀における急速な科学技術の進歩は、人類社会に豊かさと快適さをも

たらした半面、二度にわたる世界大戦は、かつてない規模で人びとの生活を破

壊し、多くの人命を奪うとともに、人類社会の未来に大きな脅威を与えること

となりました。 

この反省から、１９４８年（昭和２３年）第３回国連総会において＊「世界

人権宣言」が採択されました。宣言は、「人類社会のすべての構成員の固有の

尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、

正義及び平和の基礎である」として、「すべて人間は、生まれながらにして自

由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを

授けられており、互いに同胞の精神を持って行動しなければならない」と全世

界に表明し、人権保障の目標や基準を示しました。 

  以後、「世界人権宣言」の理念は、１９６５年（昭和４０年）に＊「あらゆる

形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（人種差別撤廃条約）、１９６６年（昭

和４１年）に＊「国際人権規約」（経済的、社会的及び文化的権利に関する国際

規約：社会権規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約：自由権規約）、

１９７９年（昭和５４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）、１９８９年（平成元年）に＊「児童の権利に

関する条約」（子どもの権利条約）、２００６年（平成１８年）に「障害者の権

利に関する条約」（障害者権利条約）等の採択や、１９６８年（昭和４３年）

の「国際人権年」をはじめとする様々な国際年の設定を通して、実現が図られ

てきました。 

しかしながら、人種、民族、宗教の対立による地域紛争や、テロ、迫害によ

り尊い命が奪われ、人権が侵害される状況が続いたことから、１９９３年（平

成５年）にオーストリアのウィーンで開催された＊「世界人権会議」において   

＊「ウィーン宣言及び行動計画」が採択されました。そして、翌１９９４年（平

成６年）の第４９回国連総会はこうした経過を踏まえ、「世界人権宣言」の意

義を再確認するとともに、１９９５年（平成７年）から２００４年（平成１６

年）までの１０年間を＊「人権教育のための国連１０年」と決議し、具体的な

プログラムとしての「行動計画」を示し、人権という普遍的文化を世界に構築

するための取組が開始されました。 

  また、人権問題を総合的に調整する役割を担う「国連人権高等弁務官」が    

１９９３年（平成５年）に創設され、２００６年（平成１８年）には、国連総
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会の下部組織として「人権理事会」が設立されました。 

こうしたことを受け、人権教育のための国連１０年の取組の継続を目的とし

て、２００４年（平成１６年）に「人権教育のための世界プログラム」が採択

され、２００５年（平成１７年）から「人権教育のための世界計画」が策定さ

れています。 

このプログラムでは、効果的な人権教育を継続していくため、５年ごとにフ

ェーズ（段階）を区切り、重点領域を定めた計画を策定することになっていま

す。２０２０年（令和２年）から２０２４年（令和６年）の第４フェーズでは、

重点対象を「若者」とし、特に「平等、人権と非差別、包摂的で平和な社会の

ための包摂と多様性の尊重」に重点を置くこととされています。 

さらに、２０１５年（平成２７年）国連サミットで「持続可能な開発目標   

（ＳＤＧｓ）」が採択されました。これは、「誰一人取り残さない」という理念

のもとに、２０１６年(平成２８年)から２０３０年（令和１２年）までに達成

すべき国際目標であり、持続可能な世界を実現するための１７のゴール（なり

たい姿）と１６９のターゲット（具体的な達成基準）から構成されているもの

です。ＳＤＧｓの内容はどれも「共生社会の実現」を具現化するものであ

り、人権尊重の考え方がベースにあります。なお、「人権教育のための世

界プログラム（第４フェーズ）」では、ＳＤＧｓの目標４－７と連携するこ

ととしています。 

＜ＳＤＧｓの目標４＞ 

 すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会 

を促進する。 

＜４－７＞ 

 ２０３０年までに.持続可能な開発と持続可能なライフスタイル、人権、  

 ジェンダー平等、平和と非暴力の文化、グローバル市民、および文化的多 

 様性と文化が持続可能な開発にもたらす貢献の理解などの教育を通じて、 

 すべての学習者が持続可能な開発を推進するための知識とスキルを獲得す

るようにする。 

 

２ 我が国における取組 

我が国では、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の  

もとで、国際人権規約をはじめとする人権関係条約に批准、加入し、人権が尊

重される社会形成に向けた取組を進めてきました。「人権教育のための国連 

１０年」が決議されたことを受けて、１９９５年（平成７年）に内閣総理大臣

を本部長とする「人権教育のための国連１０年推進本部」が設置され、     
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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」が策定されました。 

また、１９９６年（平成８年）の＊地域改善対策協議会意見具申では、「世界

の平和を願う我が国が、世界各国との連携・協力のもとに、あらゆる差別の解

消を目指す国際社会の重要な一員として、その役割を積極的に果たしていくこ

とは、『人権の世紀』である２１世紀に向けた我が国の枢要な責務というべき

である。」と述べています。また、「国際社会における我が国の果たすべき役割

からすれば、まずは足元と言うべき国内において、同和問題等様々な人権問題

を一日も早く解決するよう努力することは、国際的な責務である。」とし、同

和問題の解決に向けた今後の主要な課題は、「教育、就労、産業等の面でなお

存在している較差の是正」、「差別意識の解消に向けた教育及び啓発の推進」、

「人権侵害による被害の救済等の対応の充実強化」であるとしました。これら

の指摘に対する具体的な方策の検討を行うために、１９９７年（平成９年）「人

権擁護施策推進法」に基づく＊人権擁護推進審議会が法務省に設置されました。 

１９９９年（平成１１年）人権擁護推進審議会は、「人権教育・啓発の基本

的な在り方について」の答申を行い、２０００年（平成１２年）には「人権教

育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行されました。同法では、国及び地

方公共団体は「人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責

務を有する」と規定した上で、「施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない」と規

定しました。この規定に基づき、２００２年（平成１４年）３月に、同法に基

づく国の基本計画が示されました。 

さらに、＊「児童虐待の防止等に関する法律」（２０００年（平成１２年））、

＊「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」（２００１年（平

成１３年））、＊「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律」（２００６年（平成１８年））、＊「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」（２０１２年（平成２４年））、「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律」（２０１６年（平成２８年））、 

＊「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関す

る法律」（２０１６年（平成２８年））、「部落差別の解消の推進に関する法律」

（２０１６年（平成２８年））、＊「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律等の一部を改正する法律」（２０２０年（令和２年））等の法律が施行さ

れるなど、人権課題の解決に向けて法整備が進められています。 
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３ 福岡県における取組 

  福岡県では、国の施策に基づく取組以外にも、独自に条例や行動計画等を制

定・策定し、＊人権文化の構築と共生社会の実現に向けた人権施策が総合的か

つ計画的に進められてきました。 

 １９９７年（平成９年）には、「ふくおか新世紀計画」が策定され、人権に配

慮した行政を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて、県民一人ひとりの

人権意識を高揚するための教育・啓発を進め、差別や偏見の解消が図られてき

ました。 

翌１９９８年（平成１０年）には、国の政策を踏まえ「人権教育のための国

連１０年福岡県行動計画」が策定されました。この計画の理念である人権とい

う普遍的な文化を構築するため、これまでの同和教育や啓発活動の成果と手法

への評価を踏まえ、人権教育・啓発が進められてきました。 

２００４年（平成１６年）に県行動計画が終了することから、その趣旨を踏

まえ、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進するため、２００３年（平成

１５年）に「福岡県人権教育・啓発基本指針」が策定されました。基本指針に

基づき、部落差別問題（同和問題）をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい

のある人等の基本的人権にかかわる問題の解決に向け、様々な場を通した人権

教育・啓発の推進が行われてきました。 

個別計画においては、「福岡県青少年健全育成総合計画」（２０１８年度（平

成３０年度）～２０２２年度（令和４年度））や「福岡県高齢者保健福祉計画（第

８次）」（２０１８年度（平成３０年度）～２０２０年度（令和２年度））、「福岡

県障がい者福祉計画（第４期）・福岡県障がい児福祉計画（第１期）」（２０１８

年度（平成３０年度）～２０２０年度（令和２年度））、「第４次福岡県男女共同

参画計画」（２０１６年度（平成２８年度）～２０２０年度（令和２年度））、「第

２期ふくおか子ども・子育て応援総合プラン」（２０２０年度（令和２年度）～

２０２４年度（令和６年度））、「福岡県子どもの貧困対策推進計画」（２０１６

年度（平成２８年度）～２０２０年度（令和２年度））等が策定され、様々な人

権問題解決のための取組が進められています。 

さらに、インターネット上の人権侵害や性的指向及び性自認に関する人権問

題が新たに顕在化する等の社会状況の変化や２０１６年（平成２８年）に実施

した「人権問題に関する県民意識調査」の結果を踏まえ、２０１８年（平成    

３０年）に「福岡県人権教育・啓発基本指針」が改定されました。この新たな

基本指針及びこれに基づく実施計画により、県は人権が尊重される心豊かな社

会の実現を目指しています。 

  なお、２０１９年（平成３１年）には、「部落差別の解消の推進に関する法律」
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の趣旨に基づき、「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を改正し、

結婚や就職に際しての部落差別事象の発生防止に加え、基本理念や相談体制の

充実、教育・啓発の推進、部落差別に係る実態の調査の実施等の規定を盛り込

んだ「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」が制定されました。 

この条例において、すべての県民が等しく基本的人権を享有するかけがえの

ない個人として尊重されるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に

対する県民一人ひとりの理解を深めるよう努め、部落差別のない社会の実現を

目指して、その解消に関する施策が進められています。 

 

４ 田川市における取組 

  本市では、すべての市民の人権を保障し、安心して生き生きと暮らせる「人

権のまち田川」の実現に向けて、「日本国憲法や教育基本法等の人権に関する

法律等」や「世界人権宣言をはじめ人権に係る国際諸条約等」の理念を具現化

するため、様々な人権教育・啓発を推進してきました。 

１９９６年（平成８年）には「田川市人権擁護条例」を制定し、世界人権宣

言の理念にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別を解消するための取組を

通して、市民の人権意識の高揚を図り、市民による人権擁護が確立された社会

の実現を目指してきました。 

  また、２００４年（平成１６年）には市民一人ひとりの人権が真に尊重され

る差別のない社会を築くために、様々な人権問題に関する人権教育・啓発の指

針となる「田川市人権教育・啓発基本計画」を策定しました。この計画では、

すべての行政施策は人権施策でなくてはならないとの認識のもと、全行政組織

は人権尊重の視点で行政施策を考え、実施しなければならないことを明確にし

ました。 

さらに、本市の総合的なまちづくりの最上位計画である「田川市第５次総合

計画」においても、「自分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会をつ

くる」ことを掲げ、市民が人権についての理解を深めていくとともに、お互い

の違いを認め、人権意識を踏まえた行動ができる社会の実現を目指し、人権尊

重理念の共有化を図ってきました。 

個別計画においては、「田川市男女共同参画プラン（第２次）」（２０１７年度

（平成２９年度）～２０２６年度（令和８年度））や「田川市高齢者保健福祉計

画（第８次）」（２０１８年度（平成３０年度）～２０２０年度（令和２年度））、

「田川市障がい者福祉基本計画（第３期）」（２０１７年度（平成２９年度）～

２０２０年度（令和３年度））、「田川市子どもの貧困対策推進計画」（２０１９

年度（令和元年度）～２０２３年度（令和５年度））等が策定され、様々な人権
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問題解決のための取組が進められてきました。 

  ２０１９年（平成３１年）には、部落差別は決して許されないものであり、

その解消に努めることが市の責務であるとの姿勢を明らかにして、そのための

取組を定めた「田川市部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。 

これは、現在もなお存在するとともに情報化の進展に伴って状況が変化して

いる部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とし

た「部落差別の解消の推進に関する法律」（２０１６年（平成２８年）施行）の

理念を具現化するためのものであり、条例では「市の責務」、「市民の役割」、「教

育・啓発の充実」、「相談体制の充実」、「調査の実施」、「田川市部落差別解消審

議会の設置」等を定めています。 

また、同時に「田川市人権擁護条例」の一部改正を行い、人権教育・啓発を

総合的・計画的に推進するべく「田川市人権教育・啓発基本計画」の位置づけ

を明確にしました。 

 さらに、２０２１年（令和３年）４月には、「第６次田川市総合計画」がス

タートしました。「人権教育・啓発の推進」「共生社会の実現」などを施策の基

本方針とし、すべての人が人間らしく幸せに生きることのできるまちづくりを

目指すこととしています。 
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第３章 人権教育・啓発の基本理念及び基本方針 

 

１ 基本理念 

 “自分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会をつくる” 

人権教育・啓発の推進を通して、市民の人権意識、人権認識、人権感覚の高

揚を図るとともに、共生社会の実現に向けて多様性を認め合い、すべての人が

人間らしく幸せに生きるための人権が守られるまちを目指します。 

 

２ 基本方針 

⑴ 部落差別問題（同和問題）をはじめとするあらゆる人権問題を解決するた

めの施策 

部落差別問題（同和問題）は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられ

た身分制度や中世の“ケガレ観”を根拠とする差別問題で、我が国固有の人

権問題であるとともに、最も深刻にして重大な社会問題です。 

また、本市は石炭産業とともに歩んできた歴史があります。炭鉱の歴史と

部落差別問題（同和問題）は、双方とも「よそ者を排除する」という意識（忌

避意識）が存在することからも密接な関係があり、部落差別問題（同和問題）

はまさに地域課題であるとともにその解決は重要課題です。 

一方で、個別の人権問題には独自の歴史と課題が存在すると同時に様々な

人権問題がかかわりながら新たな差別を生み出しています。これらの人権問

題は共通の課題を持っており、この課題を解決することがすべての人権問題

の解決につながります。  

したがって、部落差別問題（同和問題）をはじめとするあらゆる人権問題

を解決するため、人権問題の共通課題を解決するという視点に立った人権教

育・啓発を推進します。 

 

⑵ すべての人が共存できる人権尊重社会の実現のための施策 

すべての市民が、人権問題を単に知識としてとどめるのではなく、自らの

課題としてとらえ、課題解決のため主体的に学び、行動し、あらゆる場面に

人権尊重の精神を活かすことができるよう、人権意識の高揚に取り組みます。 

そのためにも、お互いの違いや異なる考え方、生き方を尊重し、認め合い

ながらともに生きる社会を実現するための人権教育・啓発を推進します。 

なお、これらの取組は、市民の理解と共感を得ながら確実なものにします。 
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⑶ 人権を侵すと考えられる制度や慣習を改めるための施策 

私たちは、昔からの制度や慣習の中で生活しています。制度や慣習は伝

統・文化として大切に継承すべきものもありますが、中には科学的根拠がな

い迷信や因習等、大切にすることで人と人との関係を切り離し、その結果特

定の人たちの人権を侵害すると考えられるものもあります。 

したがって、すべての市民が人権侵害につながる制度や慣習の問題点につ

いて自ら考え、意識や認識を改めていくための人権教育・啓発を推進します。 
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第４章 人権教育・啓発の推進 

 

１ 人権教育・啓発の基本的在り方 

  すべての市民の人権が尊重される心豊かな社会の実現には、一人ひと

りが様々な人権問題を自分の問題としてとらえ、問題解決のため自ら判断し、

行動できるようになることと、それを可能にする社会的な環境や条件の整備が

重要です。 

  人権教育・啓発では、人と人とのつながりを大切にし、自分の権利だけでな

く他の人々の人権についても正しく理解し、人権を互いに尊重し合うこと、す

なわち「人権の共存」という考え方が定着することが求められています。 

  これらのことを踏まえ、本市における人権教育・啓発は、就学前、学校、家

庭、地域、職場、行政等様々な場を通じて、人権尊重の理念に対する理解を深

め、これを体得できるよう、次の事項に留意して推進します。 

 

⑴ 多様な機会の提供 

   ２０１７年（平成２９年）の「市民意識調査」では、「人権講演会や人権講

座等への参加」や「広報紙・啓発ポスターの認知」等、研修・広報活動への

接触度と人権問題への関心度は相関関係があることが明らかとなって

います。（図１：「人権問題への関心度」と「人権講演会や人権講座等への参

加回数」の相関、図２：「人権問題への関心度」と「啓発活動に対する認知

（広報たがわ）」の相関） 

   このことから、すべての市民が人権問題への関心を高め、人権に対する正

しい理解と認識を深める機会が得られるよう、様々な媒体を活用した人権教

育・啓発を行います。 

 

（図１）
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（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 生涯を通した人権教育・啓発の推進 

   人権教育・啓発は、幼児から高齢者に至るすべての年齢層を対象とするも

のであり、就学前、学校、家庭、地域、職場、行政等様々な場において取り

組むことが必要です。さらに、学習者が成長していく各過程に応じた学習活

動を推進することを基本に、市民一人ひとりが生涯を通じて人権問題を身近

で重要な学習課題の一つとして学び、人権尊重の理念を実現するための取組

を日常生活の中で活かしていけるよう、効果的な人権教育・啓発を継続的に

推進します。 

 

⑶ 市民の自主性の尊重 

   「人権尊重の精神」は市民一人ひとりの心のあり方にかかわるものである

ことから、一人ひとりの自主性を尊重し、押し付けとならないよう十分留意

することが必要です。加えて、人権問題について多種多様な意見があること

を踏まえ、人権研修の場においては、自由かつ率直な意見交換ができる環境

づくりが必要です。 

   また、その効果を十分に発揮するためには、その内容や実施の方法などに

おいても、市民の理解と共感を得るものであることが必要です。 

なお、人権教育・啓発の取組に集まる様々な立場の人々が活発な意見交換

等を通じて、基本的人権の尊重が世界人権宣言で人類の「共通の基準」とさ

れていることの意義を、自分のものとしていくことが求められます。 

 

 

 

 

 

「人権問題への関心度」と「啓発活動に対する認知（広報たがわ）」の相関 
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２ あらゆる場における人権教育・啓発の推進 

⑴ 就学前における人権教育の推進 

   乳幼児期は、人間形成の基礎が培われる極めて大切な時期です。この時期

には、自分が周囲の人から大切な存在として受け止められ、愛されているこ

とを感じることによって、自分以外の人の存在に目を向け、親しむようにな

っていきます。このようなかかわりを通して、自己の存在を感じ取るととも

に、友だちの存在に目を向け、様々な経験をし、共感や思いやりの心等を持

つようになります。また、生活や遊びといった直接的・具体的な体験から、

情緒的・知的な発達、あるいは社会性を涵養し、人間として、社会の一員と

して、よりよく生きるための基礎を築いていきます。 

   その基礎を築く場として、家庭及び地域社会、就学前教育・保育施設があ

げられます。家庭においては、愛情やしつけ等を通して成長の最も基礎とな

る心身の基盤が形成されます。地域社会においては、様々な人々との交流や

身近な自然との触れ合いを通して豊かな体験を得ることができます。そして、

就学前教育・保育施設においては集団活動を通して、家庭や地域では体験で

きない社会・文化等に触れ、教員、保育士等に支えられながら乳幼児期の貴

重な経験により、その基盤はより一層強化されるのです。 

本市では、こうした保育に同和保育所として設置した西保育所、北保育所

で先駆的に取り組んできました。子どものくらしを見つめ、保護者に寄り添

い、地域に根ざしこれらを丁寧につなぎながら、人間形成の基礎を育むぬく

もりのある保育を創造してきました。 

一方、近年においては、社会の急激な変化を受けて価値観や生活様式が多

様化しており、地域におけるつながりの希薄化等が見られるなど、子どもを

取り巻く環境は大きく変化しています。そして、このような社会状況は、家

庭や地域社会における教育力の低下の要因となっています。そのため、近年

自主性、協調性、問題解決能力等の力が弱くなっているといわれており、乳

幼児期の成長における最も重要な人間関係の形成が全体的に希薄なものに

なってきていることが懸念されています。 

このような状況だからこそ、本市が大切にしてきた就学前教育・保育では

人権が大切にされた環境のもとで自他の存在が実感できる集団活動や遊び

を重視していきます。そして、この時期は、心身の成長や発達が著しく、一

人ひとりの個人差も大きいため、発達過程や生活環境等、それぞれの特性や

課題に十分留意することが必要です。そして家庭や地域と連携し、基本的な

習慣等を十分に身につけることができるよう配慮した教育を行うことが一

人ひとりの人権を尊重した教育・保育であると考えます。 
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また、子どもは、大人から守られる存在だけでなく、権利の主体であり、

自ら行動しながら人格を形成していく存在です。その成長を見守ることは、

保護者だけではなく、社会の責任でもあります。よって、子育て支援体制の

整備、地域において子どもを育てる環境や家庭の教育力の向上等の子どもの

育成環境を充実させることが求められます。さらに、人権を尊重する心を育

む教育を推進するために、教員、保育士、保護者等、子どもにかかわる人た

ちの人権意識の向上を図る必要があり、様々な人権問題について正しい理解

と認識を深める研修が必要です。 

 

⑵ 学校教育における人権教育の推進 

   本市では、同和教育の取組の中で積み上げてきた成果を踏まえ、普遍的な

視点からの人権教育の取組へと発展させてきました。特に、国の「人権教育・

啓発に関する基本計画」及び「人権教育の指導方法等の在り方について[第

三次とりまとめ]（２００８年（平成２０年））」を受け、「人権教育は、人権

に関する知識理解と人権感覚の涵養を基盤として、意識、態度、実践的な行

動力等様々な資質や能力を育成し、発展させる総合的な教育」として、人権

教育に取り組んできました。 

近年においては、「田川市人権教育・啓発基本計画（２００４年（平成   

１６年）」及び「福岡県人権教育推進プラン（２００９年（平成２１年）」を

もとに、以下の基本視点で人権教育を推進してきたところです。 

〔人権教育推進の基本視点〕 

１ 人権や人権問題について学び、理解を深める 

     （人権についての教育） 

２ 人権が大切にされた環境で学ぶ       （人権を通じての教育） 

３ すべての人が等しく学習機会を得て、自己の能力を最大限に伸ばす 

               （人権としての教育） 

４ 人権が大切にされる社会を目指す        （人権のための教育） 

しかし、学校においては、障がいのある人に関する差別発言やいじめの問

題、規範意識や社会性が身に付いていない子どもの問題等が明らかとなって

います。加えて、スマートフォン等の普及により、インターネット上に掲載

されている人権問題に関する不確かな情報や、差別を助長する表現等の有害

な情報に、子どもが日常的に触れる機会があるといった問題があります。 

   また、教育を受ける権利や環境が十分に保障されていない子どもの実態に

加え、子どもの貧困対策等個別の人権課題に関する法律制定の趣旨を踏まえ、

「教育権を保障することそのものが人権である」という認識に立ち、一人ひ



20 

                          第４章 人権教育・啓発の推進 

 

とりの学力と進路の保障に努める必要があります。 

   さらに、指導する立場である教職員自身の、より一層の人権尊重の理念の

理解・体得が必要であることが、２０１９年（令和元年）に実施した「田川

市教職員の人権意識、人権教育に関する調査」の結果等からも明らかになっ

ています。 

 

ここで、２０１７年（平成２９年）の「市民意識調査」の結果を見ると、

部落差別問題（同和問題）の解決方法について、「学校の人権教育で正しい

知識を教える」ことが効果的であると回答した割合が最も高いことから、今

後も学校教育における人権教育の充実を図ることが必要です。（図３：部落

差別問題（同和問題）を解決するための方法） 

 

（図３） 

 

また、障がいのある人に関する差別発言が継続して起こっていることから、

子どもの人権に関する知的理解を深めるとともに、人権についての価値や態

度、人権を大切にする文化を創造する技能を身に付ける人権教育がより一層

求められます。 

  そこで、子どもが自他の人権が大切にされた環境の中で、自分のよさや特

性を発揮し、身の回りの人権課題だけでなく、ＳＤＧｓにあげられている世



21 

                          第４章 人権教育・啓発の推進 

 

界の人権課題を主体的に解決していくことができる学びを推進することが

重要です。さらに、こうした学びを創造していく教職員の人権意識、人権認

識、人権感覚を高める研修の充実が求められます。 

 

⑶ 社会教育における人権教育の推進 

社会教育においても学校教育と同様、同和教育の成果を踏まえ、普遍的な

人権教育の取組へと発展させてきました。特に、自他の人権を尊重し、部落

差別をはじめ、あらゆる差別のない社会を形成していくため、系統的な学習

内容によるセミナーや各校区活性化協議会や地区公民館、地域での各種講座

や研修会等を開催し、市民が人権問題について学習する機会の提供や地域に

おける主体的な学びの支援を行ってきました。 

しかし、２０１７年（平成２９年）の「市民意識調査」の結果を見ると、

市民の人権意識・人権認識の実態から様々な課題が明らかとなりました。と

りわけ、３５．２％が人権問題に「あまり関心がない」「まったく関心がな

い」と回答しています。（図４：人権問題に関する関心度） 

 

（図４）  

 

  

 

 

 

 

 

この結果からも明らかなように、今後も引き続き人権尊重の意識を高める

ための教育が求められることから、あらゆる機会を通じて人権に関する学習

を推進する必要があります。そのためにも、すべての市民に対して、人権問

題を取り巻く社会情勢や地域の実態等を踏まえて人権に関する多様な学習

機会を提供し、一人ひとりが人権についての理解と知識を深め、お互いの人

権を尊重する社会の実現を図ることが必要です。 

「人権のまちづくり」を推進するためには、地域に根差したきめ細かな取

組が重要です。そのため、目的と対象者を明確にした学習内容を創造する必

要があります。その際には、「人権とは何か」「差別とは何か」といった人権

に関する基本的認識をしっかりと押さえるとともに、様々な人権課題や社会

的な関心が高まっている人権課題をテーマにしたものを、参加者の学習意欲
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を高めるような方法や内容について創意工夫しながら科学的・系統的・継続

的に実施していく必要があります。 

さらに、学校教育、社会教育関係諸団体、関係機関・研究組織等と連携し、

社会教育における人権教育を充実することが重要です。 

 

⑷ 市民に対する人権啓発の推進 

   本市では、＊「福岡県同和問題啓発強調月間」（７月）や ＊「人権週間」 

（１２月４日～１０日）を中心に、講演会、街頭啓発、広報紙やホームページ

での啓発・情報提供、啓発パネル展や啓発ＤＶＤの上映、人権啓発冊子の配

布等を通して、部落差別をはじめ様々な差別の解消に向けた市民啓発を実施

してきました。  

   しかし、これまでの様々な啓発の取組みにもかかわらず、依然として世代

と場を問わず人間の尊厳を踏みにじる差別や偏見が見られます。 

   特に、情報化の進展に伴い、電子掲示板やホームページ、メール、ＳＮＳ

等に個人や団体等を誹謗中傷する内容が書きこまれるなど、インターネット

社会における人権侵害が問題となっています。 

   ２０１７年（平成２９年）の「市民意識調査」において、１４．３％が「人

権侵害を受けたと感じたことがある」と回答しています。（図５：人権侵害を

受けたと感じた経験） 

 

（図５）              

 

 

 

 

 

 

また、人権侵害が起きる要因の一つである、科学的根拠のない風習（六曜、

きよめ塩等）に関して、六曜については５４．３％、きよめ塩については     

２７．７％が「気にする」と回答しています。（図６：六曜を気にする風習、

図７：葬式や祭礼などの際に清めの塩を使う風習） 
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（図６） 

 

  

 

 

 

 

（図７） 

 

 

 

 

 

 

    

このような非科学的で不合理な慣習が社会で共有され、私たちの判断や 

行動に影響を与えている精神風土が、差別や偏見を温存する土壌ともなって

います。 

   こうした実態を踏まえて、すべての市民に人権尊重の思想を普及させ、相

互に人権を尊重する社会が構築されるよう、内容や手法に創意工夫を凝らし

て、効果的な市民啓発を推進していきます。また、人権侵害事象が起こった

場合には、その要因、背景、差別性を丁寧に分析・検証し、必要に応じて市

民啓発に活かし、人権侵害事象について市民が正しく認識し適正に対処でき

るよう努めていきます。 

   なお、啓発の推進に当たっては、田川地区人権センターをはじめ関係機関

と十分に連携を図り、実効性のあるものとします。 

  

⑸ 企業に対する人権啓発の推進 

企業は、顧客・従業員・地域住民・社会一般に対し、社会的責任と社会的

貢献が求められており、人権の視点で企業活動を行っていくことが求められ

ています。 

１９７５年（昭和５０年）に発覚した＊「部落地名総鑑」事件を契機とし

て、田川地区では、１９８１年（昭和５６年）に「田川地区企業内同和問題

研修推進員協議会」が発足し、本市及び本市教育委員会は「行政関係五者協

議会」の一翼を担い、取組に対する支援を行っているところですが、今後も
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活動の充実が図られるように支援します。 

また、特に近年は、賃金や処遇での男女の均等な待遇確保の問題や、セク

シュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、高齢者・障がいのある人・

外国人の雇用等における差別、ワーク・ライフ・バランスとそれを実現する

働き方改革の推進等、従業員の人権を保障する上で様々な課題を抱えていま

す。 

企業で働く一人ひとりが希望にあふれ、その能力を十分に発揮して生き生

きと働ける職場を実現するには、すべての従業員の人権が尊重されることが

必要です。したがって、人権尊重の意識の高い職場づくりが進むよう、事業

者や従業員の人権意識を高めるための人権啓発に努めます。 

なお、企業において行われる自主的な人権啓発は、行政が実施する人権啓

発事業と同様、従業員本人だけでなくその家族への影響を考えると大きな効

果が期待されることから、各企業での人権啓発の実施に対しては講師の紹介

や派遣等の支援を行い、その充実を図ります。 
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３ 特定職業従事者に対する人権教育・啓発の推進 

  すべての市民の人権が尊重される社会を目指すためには、あらゆる人々を対

象にした人権教育・啓発を推進する必要があります。中でも特に、特定職業従

事者（市職員、教職員、福祉関係者、医療関係者、マスメディア関係者等、人

権にかかわりの深い職業に従事する人）については、その職務の性質上、市民

の人権を守る立場にあり、市民から信頼されることが何よりも重要であること

から、一人ひとりが常に人権尊重の視点で職務を遂行する必要があります。 

 したがって、特定職業従事者に対する研修や情報提供の充実に努め、さらな

る人権意識の高揚を図る必要があります。 

 

⑴ 市職員 

     地方自治体は、個々の行政施策を通じて、憲法の基本理念の一つである「基

本的人権の尊重」を具現化する役割を担っています。この役割を果たすため

には、行政に従事する職員一人ひとりが、憲法の理念を尊重かつ遵守して、

職務の遂行に努めなければなりません。 

     そのため、本市では、これまで職制に応じた階層別人権研修の実施や、各

部署に人権学習・接遇改善推進員を設置し、受講した研修内容を職場全体に

フィードバックする体制づくりを推進する等、集合研修と職場研修の双方に

より市職員に対する人権研修に取り組んできました。 

     今後も、職員一人ひとりが人権を尊重した行政の担い手として、各分野に

おいて人権が尊重される社会の実現に向け、人権尊重の視点に立ち業務を遂

行することができるよう、人権研修に取り組んでいく必要があります。 

  なお、実施に当たっては、内容の充実を図るとともに、様々な手法を用い

ながら、効果的に進めていく必要があります。 

 

⑵ 教職員 

   人権教育は、教育を受ける権利が保障され、人権が保障された教育環境が

確保された状況の中で実施されなければなりません。その中で、教職員は、

子どもに直接接し指導する立場にあり、その心身の成長発達に大きな影響力

を持っています。 

したがって、教職員自身が子ども一人ひとりの大切さを強く自覚し、一人

の人間として接するという態度そのものが、人権教育の重要な部分です。 

そのためには、教職員一人ひとりが、人権尊重の理念を正しく認識し、人権

についての知的理解を深め、人権感覚を高める必要があります。 

具体的には、教職員が人権を尊重する社会の実現のために取り組んでい
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る人々に直接出会い、それらの人々の思いに触れることにより、教職員の人

権意識の高揚につながり、そのことにより指導内容が充実し、ひいては子ど

もの人権感覚を高めるものとなります。 

 これまでも各学校において、教職員の資質能力の向上に向けた人権研修を

定期的に行っていますが、教育委員会では２０１７年（平成２９年）に「田

川市教育委員会人権・同和問題職員研修計画」を策定し、教職員に対する人

権・同和問題研修を組織的・計画的に実施しています。 

今後は、上記研修計画に基づいた研修をはじめとした各種研修のさらなる

充実を図り、教職員の資質能力の向上に努めます。 

 

⑶ 福祉関係者 

     社会福祉施設職員、社会福祉協議会職員、民生委員・児童委員、その他福

祉に関する事業に従事する人は、高齢者、子ども、障がいのある人等からの

相談に直接携わり、個人のプライバシーにかかわる情報を取り扱うことが多

いため、個人の人格の尊重、秘密の保持、公平な処遇の確保はもちろんのこ

と、それぞれの状況ごとにきめ細かな配慮が求められるため、高い倫理観や

鋭い人権感覚を有する必要があります。 

このため、福祉関係者に対し、自主的な研修の実施を働きかけると

ともに、様々な研修会・講演会への参加を促進する等、人権意識の高揚に努

めていく必要があります。 

 

⑷ 医療関係者 

     近年、医療技術の進歩、疾病構造の変化、人口構造の変化、市民の生活水

準の向上等により、健康や病気に関する意識や価値観が大きく変わってきて

おり、患者の人権を尊重した質の高い医療の実現や、患者と医療関係者の望

ましい関係の構築が重要となってきています。 

医療関係者は、疾病の予防、治療、リハビリテーションを通じて市民と常

に接する職業であり、患者のプライバシーにかかわることも多く、生命の尊

重と個人の尊厳の保持を本旨としなければなりません。 

このため、医療関係者に対し、様々な研修会・講演会への参加を促進す

る等、人権意識の高揚に努めていく必要があります。 

 

⑸ マスメディア関係者 

   情報社会が高度化する中で、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディアが社

会へ多くの情報を提供しており、人々の価値判断や意識形成に大きな影響力
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を持っています。 

   そこで、人権尊重の視点に立ったマスメディア活動が推進されるよう、マ

スメディアに対して人権に関する情報発信や情報提供などに努めていく必

要があります。 
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４ 人権教育・啓発の効果的推進 

本計画に掲げた理念を実現するためには、すべての市民が人権問題について

広く深く学ぶ必要があり、行政はその学びを総合的かつ体系的に推進していか

なければなりません。 

そのためには、関係機関や研究組織等と連携し、人材の育成、教材の整備・

充実、学習プログラムの充実及び支援、啓発内容・手法の充実、情報提供の充

実・強化等の推進体制や学びの環境の充実に取り組んでいく必要があります。 

 

⑴ 人材の育成 

一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される社会の実現のため、  

行政の取組とともに、市民による主体的な人権教育・啓発が推進されること

が望まれます。そこで、確かな人権認識と豊かな人権感覚を兼ね備え、市民

生活の身近な場で人権問題の解決（人権が尊重された社会の実現）に向けた

情報提供者・推進者・実践者となる人材を育成していくことは、非常に意義

深いことです。 

そのためには、学習対象者に応じて内容や手法を工夫し、人材を育成す  

るための研修を実施する必要があります。 

本市においては、地域活動の中核を担う立場の方々や市職員・教職員等を

対象とした講座や、子どもの健全育成に係る団体（ＰＴＡ、子ども会育成会

等）構成員等を対象としたセミナー、市内企業や校区活性化協議会を対象と

した研修講座などを実施し、地域活動、社会活動を担う方を中心に人権啓

発・教育の情報提供者・推進者・実践者の育成を目指しています。 

  今後も、人材育成に向けた各種講座の充実強化を図るとともに、様々な市

民団体等が自主的・主体的に活動していくための条件整備に努めていきます。 

 

⑵ 教材等の整備・充実 

   人権教育・啓発を推進していくためには、その目的や対象に応じた効果  

的な教材や学習資料が必要です。これらの整備・充実においては、市民の状

況と今の社会状況を踏まえ総合的、体系的に学習の目的を明確にする必要が

あります。具体的には学習対象（小中学生、若年層、地域役員等）と学習内

容（「知的側面」、「価値的・態度的側面」、「技能的側面」）から、学習に求め

られる教材の特性が決まっていきます。その特性に応じて現存の教材を整備

するとともに、不足する特性の教材は補填していく必要があります。 

   学校教育に係る教材等については、子どもの発達段階を踏まえ、あらゆる

学習において系統的・発展的に取組ができるよう、地域の実態に応じた学習
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資料、人材、学習の場の提供等について支援し、保幼小中が切れ目ない人権

教育となるよう努めていきます。 

社会教育・啓発に係る教材等については、部落差別問題（同和問題）をは

じめとするあらゆる人権問題に対する実態、法や条例等の知識理解とともに、

人権問題を解決することの意味や価値、その方法や技能が身に付くものとな

るように努めていきます。これまでの資料や取組を整理し、発展的な人権教

育・啓発となるよう内容の充実に努めていきます。 

さらに、これからの人権教育・啓発はグローバルな視点を持って推進し  

ていくことも重要です。ＳＤＧｓの１７項目を踏まえた、世界的な人権課題

について主体的に学習できるよう、田川地区人権センターや田川市人権・同

和教育推進協議会をはじめとした関係機関や研究組織とも連携しながら教材

等を充実できるよう努めていきます。 

 

⑶ 学習プログラムの充実及び支援 

   人権教育の学習プログラムにおいては、学習者が人権問題に対する知識  

を学ぶだけでなく、日常の生活の中で人権感覚を身につけた行動につなぐこ

とができることが最終的なねらいです。 

そのために、人権問題において被差別の側の立場に立ち、当事者の声に   

学ぶことを通して、学習者自身の人権認識や人権感覚を高めていくことが重

要です。さらに、部落差別問題（同和問題）をはじめとする様々な人権問題

を総合的に取り上げるとともに、学習者の日常生活の場面における人権問題

（生活課題）と関連付け、自分とのつながりの中で人権課題をとらえること

ができるよう、科学的・系統的・継続的な学習プログラムを工夫するよう努

めていきます。 

また、学習形態についても、学習者の主体的な学びとなるよう、参加体    

験的な学習やグループ交流等を通して経験的に学べるよう工夫していく必要

があります。とりわけ学校教育においては、ＩＣＴ機器等を活用して、世界

的な人権課題について他地域や他国の人との意見交流を行う等、グローバル

な視点に立った学習プログラムに着手していきます。 

なお、地域、職場、市民団体等が行う主体的な学習においては、本市の実

態や対象領域の実情に合わせた効果的な学習内容を構築し、必要に応じて支

援を行います。 

 

⑷ 啓発内容・手法の充実 

   先述のとおり、２０１７年（平成２９年）の「市民意識調査」では、        
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３５．２％が「人権問題に関心がない」と回答しています。市民の約３分の

１が「人権問題は自分とは無関係だ」ととらえている現状を深刻に受け止め、

市民一人ひとりが人権問題を自らの問題としてとらえ、確かな人権感覚を身

につけられるような啓発内容・手法を工夫する必要があります。 

   啓発の内容については、最新の人権問題を取り巻く情勢を踏まえ、市民一

人ひとりの自己啓発につながるものとなるよう努めなければなりません。 

啓発の手法には、「法の下の平等」、「個人の尊重」といった普遍的な視点か

らアプローチする手法と、具体的な人権課題に即した個別的な視点からアプ

ローチしていく手法があり、これらは両者があいまって人権についての理解

が深まっていくと考えられることから、普遍的視点と個別的視点の双方向か

らの啓発を推進します。 

 また、ＤＶＤ等の視聴覚教材の整備・活用、市役所や市民会館等でのパネ

ル展等の内容・手法の工夫、各種研修会等における内容・手法・形態などの

充実を図ります。 

  さらに、相談活動の中で人権問題に関するニーズの把握に努め、効果的な

人権啓発に努めます。 

 

⑸ 情報提供の充実・強化 

    市民の間に人権尊重の思想を普及させる取組は、学校や行政による、官主

導の人権教育・啓発の推進だけでは十分ではありません。家庭、地域、企業、

市民団体等、民間による草の根的な人権教育・啓発の拡充が重要です。 

とりわけ地域や職場における人権確立活動の中核を担う立場の方々等は、

これらの重要な役割を担っていることから、市が実施する人権に関する様々

な講演会・講座等において学ぶ機会を設定しています。しかし、人権教育・

啓発を推進するための様々な情報・資料・手法等は、十分に行き届かせるこ

とができていないのが現状です。 

   そのため、情報や資料の集積に努めるとともに、情報提供の媒体として、  

広報紙、啓発冊子、懸垂幕、防災行政無線等の他、ホームページの充実、      

ＳＮＳを活用した情報発信の強化など、有効かつ適切な情報の提供に努め  

ます。 
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第５章 分野別人権施策の推進 

 

１ 部落差別に関する問題（同和問題） 

⑴ 情勢 

１９６５年（昭和４０年）の同和対策審議会答申において、同和問題は、

「人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法

によって保障された基本的人権にかかわる課題である。したがって、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。」、「近代社会の原理

として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていない

という、最も重大にして深刻な社会問題である。」との基本認識が示されまし

た。この同対審答申を受けて、国は、１９６９年（昭和４４年）に１０年間

の時限立法として＊「同和対策事業特別措置法」を施行し、以後、二度にわ

たり制定された特別措置法に基づき、約３３年間、同和対策事業を実施しま

した。 

福岡県では、歴史的経緯や社会的背景を踏まえ、部落差別問題（同和問題）

の解決を県政の重要課題と位置付け事業を展開してきました。また、被差別

部落（同和地区）と炭鉱が密接な関係があることから、全国最多の被差別部

落（同和地区）が散在し、全国有数規模の旧産炭地域が存在する福岡県では、

国の特別対策及び県独自の施策を推進し、同和対策事業を総合的に推進して

きました。 

その結果、生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備は着実な成果が

見られたところです。一方、差別意識の解消に向けた教育・啓発も様々な創

意工夫のもと推進してきましたが、地域・職場・学校などの場面において、

依然として差別事象が発生しており、差別意識の解消には至っていない状況

です。部落差別問題（同和問題）に対する住民の理解を妨げる＊「えせ同和

行為」も依然として起こっています。 

さらに、近年では、インターネット上で、個人や団体を誹謗中傷する書き

込みや、不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で被差別部落（同和地区）

の所在地を流布するなどの問題も発生し、その匿名性、情報の拡散性により

部落差別はより一層深刻な状況となっています。 

こうした中、部落差別問題（同和問題）をとりまく状況の変化を踏まえ、

新たな課題に対応するために、国は２０１６年（平成２８年）に「部落差別

の解消の推進に関する法律」を、県は２０１９年（平成３１年）に「福岡県

部落差別の解消の推進に関する条例」を施行し、「部落差別は許されないもの

であるとの認識の下、これを解消することが重要な課題であり、部落差別の
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解消に関する施策の推進は国・県の責務である」ことを改めて明確にしてい

ます。 

 

⑵ 田川市のこれまでの取組 

本市では、部落差別問題（同和問題）の解決は市政の重要課題であるとし

て、これまで生活環境の整備、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、

生活安定・向上のための諸給付、教育・啓発事業の推進など、各種施策を積

極的に推進してきました。 

その結果、特別対策に基づき実施してきた生活環境の整備をはじめとした

ハード面については、住宅、道路、下排水路、保育所、児童遊園、農業基盤

等の整備、地域活動の拠点となる＊隣保館及び集会所の建設等により、生活

環境の劣悪さが差別を再生産する状況はほぼ改善されてきました。 

教育･啓発事業の推進を中心としたソフト面についても、進路保障の充実や

部落解放奨学金制度等により、同和地区と地区外の高等学校進学率の較差は

ほぼ解消されました。さらに、部落差別により奪われた文字を取り戻す（尊

厳を取り戻す）ことを目的として始まった「識字学級」により、同和地区住

民の自己実現や社会参加の促進が図られてきました。加えて、同和地区の子

どもたちの健全育成を図るための取組や、同和地区住民の雇用の安定を図る

ための取組が行われてきました。 

 

現在、部落差別を解消するための教育・啓発については、同和教育や啓発

活動の中で積み上げられてきた成果と手法を踏まえ、すべての人の基本的人

権を尊重していくための人権教育・啓発へと発展的に取り組んでいるところ

です。その中で、部落差別問題（同和問題）を人権問題の重要な柱としてと

らえ、固有の経緯等を十分に認識し、国際的な潮流を踏まえて推進していま

す。 

学校教育においては、部落差別問題（同和問題）に対する科学的認識に基

づく確かな人権意識の育成のため、児童生徒の発達段階や地域の実態を踏ま

えた系統的・発展的な取組を進めてきました。具体的には、人権教育の国際

的な潮流や、少子・高齢化、国際化、情報化、科学技術の進展等に伴い、よ

り一層人権が尊重される社会を形成する必要があることから、同和教育副読

本等を活用した取組等、部落差別問題（同和問題）をはじめとする様々な人

権問題に関する学習を進めています。 

社会教育・啓発においては、市民の人権意識・人権認識の実態を十分に踏

まえ、様々な部類による講演会・研修会・講座・セミナー等を開催していま
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す。また、広報媒体を活用した啓発活動、福岡県同和問題啓発強調月間や人

権週間における街頭啓発活動、啓発冊子の作成・配布、啓発パネル等の展示

や啓発ＤＶＤの上映等、様々な手法により幅広く取り組んでいます。 

さらに、田川地区人権センター、田川地区企業内同和問題研修推進員協議

会、田川市人権・同和教育推進協議会、校区活性化協議会等の関係機関・団

体との連携により人権教育・啓発の充実を図っています。 

    

⑶ 課題 

２０１７年（平成２９年）の「市民意識調査」の結果では、部落差別問題

（同和問題）について、「進学などの教育面」、「就職面」、「生活環境の面」、

「日常のつきあいの面」で、「差別はある」、「多少差別はある」と回答した

割合はそれぞれ１５％から２５％であり、「結婚面」については４５％が（多

少を含め）「差別はある」と回答しています。差別は見えにくくなったと言

われていますが、この結果は、未だ部落差別が根強く残っていることを明確

に示しています。（図８：部落差別についての考え方）  

 

（図８）  

 

また、部落差別問題（同和問題）を解消するための方法について、    

３５．９％が「わざわざとりあげず、そっとしておく方がよい」（寝た子を

起こすな論）と回答しています。「どちらともいえない」を含めると、    

６９．０％となっています。同対審答申では「『寝た子を起こすな論』式の

考えで、同和問題をそのまま放置しておけば社会進化にともないいつとはな

く解消すると主張することも同意できない」と示しています。「寝た子を起
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こすな論」は、部落差別解消の取り組みを阻害する要因です。現に部落差別

は存在し、特にインターネット上では被差別部落（同和地区）の所在地情報

の流布や差別的な書き込みなどの問題が深刻化していることからも、教育・

啓発により「寝た子を正しく起こす」ことが重要です。（図９：部落差別問

題（同和問題）を解決するための方法）  

 

（図９）  

 

 

 

 

 

 

 

さらに、「学校の授業で最初に部落差別問題（同和問題）を知った時の気

持ち」と「部落差別解消の方法についての現在の考え方」の間には、相関関

係があることが明らかとなりました。つまり、部落差別問題（同和問題）と

最初に出会ったときの気持ちは、その後の人権・部落問題学習の中でも大き

く変化することなく、部落差別解消の方法についての考え方に大きな影響を

与えています。したがって、「部落差別問題（同和問題）との最初の出会わ

せ方のさらなる工夫」と「科学的・系統的・継続的な人権・部落問題学習の

充実」が求められます。  

 

⑷ 推進方針 

   ２０１７年（平成２９年）の「市民意識調査」の結果から明らかとなった

課題や「田川市部落差別の解消の推進に関する条例」等関係法令の趣旨を十

分に踏まえ、部落差別を解消するための教育・啓発のさらなる充実に努めま

す。 

 

ア 部落差別問題（同和問題）啓発の推進 

（ア）市民に対する啓発活動の充実 

・市民一人ひとりが部落差別問題（同和問題）に対する正しい理解と認

識を深め、部落差別の解消に主体的に取り組むことができる     

よう、福岡県同和問題啓発強調月間や人権週間をはじめ、様々な機会

を通して啓発活動に取り組みます。 
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・「田川市部落差別の解消の推進に関する条例」について、条例制定の背

景や歴史的経緯等を含めた周知及び啓発に努めます。 

  （イ）地域における啓発活動の充実 

・地区公民館等地域に出向き、人権問題の基本的認識を中心とした学び

を充実させ、地域住民が人権問題について関心を持てるような講座の

実施に努めます。 

・校区活性化協議会との連携を密にし、各校区における講座の充実を図

ります。 

（ウ）企業における啓発活動の充実 

・田川地区企業内同和問題推進協議会と連携し、加盟企業の＊公正採用

選考人権啓発推進員及び事業主に対する研修の支援に努めます。 

    ・講座の実施等により、企業における啓発・研修活動が充実するよう支

援に努めます。 

  （エ）相談体制の充実 

・各種研修会の参加等により、人権相談に従事する隣保館職員をはじめ、

人権教育・啓発担当職員のスキルアップ等に努めます。 

    ・法務局、人権擁護委員等との情報の共有を図り、連携を強化します。 

（オ）えせ同和行為の排除 

・法務局や警察、田川地区企業内同和問題推進協議会等、関係機関との

連携を図ります。 

 

イ 人権・同和教育の推進 

（ア）学校教育 

     ・人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成を目指して、計画的、

効果的な人権・同和教育を推進します。 

・自立・自己実現を図るため学力の向上、労働観・職業観の育成を図り

ます。 

・部落差別の解消に向けた教職員の正しい認識を培う研修の充実を図る

とともに、児童生徒への効果的かつ適切な指導が行われるよう指導力

の向上に努め、人権尊重の視点に沿った学校づくりを進めます。 

（イ）社会教育 

・人権問題の基本的認識や田川地区の人権問題の歴史等について学ぶと

ともに、学びが感性や態度・行動に現れるような系統的な学習の充実

を図ります。 

・地域活動・社会活動を担う方々を中心にした講座を充実し、人権教育・
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啓発の情報提供者・推進者・実践者となる人材の育成を図ります。 

・ＰＴＡを対象とした講座を実施し、保護者に対する学習や情報の提供

に努めます。 

・学校をはじめ関係機関・団体と連携し、福岡県人権・同和問題啓発事

業（少年期の人権啓発の推進）による人権学習、体験学習及び交流集

会等の充実に努めます。 

・学習参加者が学びを通して相互につながり、社会参加に向けた意識を

高めるための教育活動（社会参加促進支援事業）の支援に努めます。 
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２ 女性に関する問題 

⑴ 情勢 

国連は、１９７５年（昭和５０年）を＊「国際婦人年」と定め、これを機

に女性の人権尊重・地位向上を目指した取組が本格化しました。これに続き、    

１９７６年（昭和５１年）から１０年間を「国連婦人の１０年」として、女

性問題に関する認識を深めるための活動が奨励される中で、１９７９年（昭

和５４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」が採

択されました。さらに、１９９３年（平成５年）に「女性に対する暴力の撤

廃に関する宣言」が採択されたほか、数次の世界女性会議等の国際会議が連

動して進められ、現在の男女共同参画社会の形成に向けた動きへとつながっ

ていきました。 

我が国においても、日本国憲法で定められている政治的、経済的又は社会

的関係における性差別の禁止（第１４条）並びに家族関係における男女平等

（第２４条）の具現化に向けて取り組んできました。１９７２年（昭和４７

年）に「勤労婦人基本法」が制定、なお同法は１９８５年に＊「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女子労働者の福祉の増進に関す

る法律（男女雇用機会均等法）に改正され、１９８５年（昭和６０年）に「女

性差別撤廃条約」を批准、１９８７年（昭和６２年）「西暦２０００年に向け

ての新国内行動計画」が策定されるほか、「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」や＊「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律」など、女性の人権確立に向けた関係法や制度

の整備が図られてきました。 

そのような中、国内の少子・高齢化などの急激な社会変化への対応とも相

まって、１９９６年（平成８年）には「男女共同参画２０００年プラン」が

策定され、１９９９年（平成１１年）に男女共同参画社会の実現を２１世紀

の最重要課題と位置付けた＊「男女共同参画社会基本法」が制定されました。 

さらに、２０１５年（平成２７年）には、自らの意思によって職業生活を

営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して活躍でき

る社会づくりを目的とした「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」が公布され、同法第１９条第１項の規定に基づき、２０１６年（平成     

２８年）から５年間を計画期間として取り組む「特定事業主行動計画」の策

定を義務付けています。 

 

⑵ 田川市のこれまでの取組 

本市においては、女性の地位向上、社会進出への基本施策を検討するため、
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１９９２年（平成４年）に「女性問題懇話会」を設置しました。その後、第

２次、第３次懇話会と続き、その集大成として同懇話会は２００１年（平成

１３年）に「２１世紀に向けて男女共同参画社会を築くための田川市の女性

政策のあり方について」の提言を行いました。 

家庭、職場、地域等あらゆる分野における女性の社会参画を重点目標とす

るこの提言のもとに設置された「田川市男女共同参画推進条例制定検討委員

会」からの答申書等をもとに「田川市男女共同参画推進条例」を制定し、      

２００４年（平成１６年）に施行しました。 

その後、条例に基づき２００７年（平成１９年）に「田川市男女共同参画

プラン」を策定、２０１７年には「第２次田川市男女共同参画プラン」（計

画期間：２０１７年（平成２９年）～２０２６年（令和８年））を策定し、

すべての男女がお互いにその人権を認め、家庭や地域で支え合い、自分自身

の個性や能力を発揮し、自分らしく生きられる男女共同参画社会の実現に向

けた施策を推進しています。 

また、１９９８年（平成１０年）に「田川市女性センター」（２００４年

（平成１６年）に「田川市男女共同参画センター」に名称変更、愛称「ゆめ

っせ」）を設置し、情報の収集・提供、調査・研究の実施、＊ＤＶやセクシュ

アル・ハラスメント等の相談の充実、「ゆめっせフェスタ」の開催や「ゆめ

っせ通信」の発行等による研修・啓発の充実を図るとともに、市民の活動拠

点の場及び安心して生活できる環境づくりの場として、男女共同参画の推進

を図っています。 

その他、学校教育や社会教育・啓発の場においても、様々な視点から女性

の人権に関する学習や各種講座等を実施し、女性の尊厳を保障するための取

組を行っています。 

 

⑶ 課題 

２０２０年（令和２年）に実施した「男女共同参画社会づくりに向けた市

民意識調査」の結果では、男女の地位について、「社会通念・慣習・しきたり

など」において「男性優遇」「どちらかといえば男性優遇」と回答した割合は

７４.１％でした。（図１０：男女の地位について） 

人々の意識や行動、社会的慣習の中には、女性に対する差別や偏見、社会

によってつくられた性別に基づく固定的な役割分担等があり、社会生活の

様々な場面において女性が不利益を受けていることがあることから、これら

の解消に向けた教育・啓発が重要です。 
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（図１０）  

 

 

家庭・地域・職場などの課題としては、「社会活動への参加」や「役職や

委員への就任への意思」については男性に比べ女性は低く、「家事分担」に

ついては、その役割分担が妻に偏っていること等があげられます。また、以

前仕事に就いていて退職した女性は、その理由として「介護が十分にできな

い」「出産や育児に対しての労働環境が整っていなかった」と回答している

割合が男性に比べて高いことなどがあげられます。 

本市のさらなる活性化のためには、女性の家事・育児・介護負担等

の軽減を図り、女性が社会活動へ参加しやすくなるような条件整備を図ると

ともに、昇給・昇格、役職への登用等の男女格差を解消し、方針決定の場で

女性の意見が反映される体制を構築していく必要があります。 

   さらに、女性の約３０％は配偶者からの暴力（ＤＶ）などを受けた経験が

あり、そのうち本市の女性相談窓口に相談したことのある人は４％でした。

女性に対するＤＶは、支配行為により女性の尊厳を否定する「差別」そのも

のであり、ＤＶなどの暴力を容認しない社会づくりを進めるためにも、あら

ゆる世代、特に若年層に対する暴力防止啓発や被害者への適切な支援が必要

です。 

 

⑷ 推進方針 

２０２０年（令和２年）に実施した「男女共同参画社会づくりに向けた市

民意識調査」から明らかとなった課題や「第２次田川市男女共同参画プラン」

等を十分に踏まえ、女性が自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に

参画する機会が確保され、女性の人権が確立される社会の形成に向けた取組
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のさらなる充実に努めます。 

 

ア 男女共同参画意識の形成づくり 

（ア）社会的慣習の見直しを図る啓発活動の推進 

・男女共同参画と人権尊重の理念に基づく啓発活動を通して、男女がと

もに家庭や地域を担い、社会において個性と能力を発揮するための意

識の形成を推進し、性別に基づく固定的役割分担意識の解消を図りま

す。 

  （イ）男女共同参画の意識を育む学校教育の推進 

・学校において、発達段階に応じて個人の尊厳や男女平等に関する教育   

を推進します。あわせて、教職員に対して男女共同参画についての理

解促進を図ります。 

  （ウ）人権尊重の意識を醸成する社会教育・啓発の推進 

・講演会・研修会・講座・セミナー等の開催や、様々な広報媒体を通し

て、女性の人権を保障するための教育・啓発のさらなる充実を図りま

す。 

 

  イ 家庭・地域・職場における男女共同参画の推進 

  （ア）男女が共に支えあう子育て・介護の実現 

    ・男女が共に支え合いながら家事・育児・介護を担うとともに、ワーク・

ライフ・バランスが実現できるような環境づくりを推進します。 

  （イ）地域における男女共同参画社会づくりの推進 

    ・出前講座をはじめ各種啓発活動を通して、男女共同参画についての正

しい理解と認識を広めます。 

（ウ）職場における男女共同参画の推進 

    ・職場において女性が能力を発揮できるよう、職場環境の整備促進を図

り、男女がともに働きやすい職場環境づくりを推進します。 

 

ウ 男女共同参画を実現するための環境づくり 

  （ア）政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

・政策・方針決定過程へ多様な意見や意思が反映されるよう、審議会等

への女性委員の登用を推進します。また、女性の能力を発揮するため、

女性リーダーの育成に向けた研修等の取組を推進します。 
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  エ 女性の人権が尊重される社会づくり 

  （ア）女性に対する暴力の発生を防ぐ環境づくりの推進 

    ・女性の人権を尊重するために、女性に対する暴力防止に関する理解の

促進を図るとともに、関係機関等との連携を強化し、配偶者からの暴

力防止及び被害者保護の対策を推進します。 

  （イ）相談体制の充実 

    ・被害者からの相談に適切に対応できるよう、相談窓口の周知及び相談

業務の充実・強化を図ります。 
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３ 子どもに関する問題 

⑴ 情勢 

   国は、日本国憲法の理念に基づき、１９４７年（昭和２２年）に＊「児童

福祉法」を、１９５１年（昭和２６年）には＊「児童憲章」を制定し、子ど

もの人権尊重とその心身にわたる福祉の保障及び増進に関する関係諸施策

を進めてきました。 

また、１９８９年（平成元年）の国連総会において、「児童の権利に関する

条約」が採択されました。この条約は、世界の多くの児童（１８歳未満のす

べての者）が、今日なお貧困、飢餓などの困難な状況に置かれていることに

鑑み、世界的な視野から児童の人権の尊重、保護の促進を目指し、次の権利

を守ることを定めています。 

＜生きる権利＞ 

すべての子どもの命が守られること 

＜育つ権利＞ 

  もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、 

生活の支援などを受け、友達と遊んだりすること 

＜守られる権利＞ 

 暴力や搾取、有害な労働などから守られること 

＜参加する権利＞ 

 自由に意見を表したり、団体を作ったりできること 

我が国はこの条約を１９９４年（平成６年）に批准し、「児童の最善の利益

が主として考慮される」という条約の精神に沿って、１９９８年（平成１０

年）に児童福祉法を改正しました。 

さらに、１９９９年（平成１１年）には、「児童買春、児童ポルノに係る行

為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、２０００年（平成１２年）には、

「児童虐待の防止等に関する法律」、２０１３年（平成２５年）には、「いじ

め防止対策推進法」及び「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を制定、

２０１７年（平成２９年）には、「いじめ防止等のための基本的な方針」の改

定などの関係法令等が整備されてきました。 

加えて、２０１８年（平成３０年）には「児童虐待の防止等に関する法律」、

２０１９年（平成３１年）には、「児童福祉法」の一部が改正されました。こ

のように、子どもの人権尊重の動きが進む一方、虐待、いじめ、体罰、貧困

などの子どもの人権侵害が深刻になっており、子どもが被害者となる事件や

自死等が社会問題化しています。また、覚せい剤や大麻等の薬物乱用、有害

情報の氾濫、性の商品化等といった子どもの心身をむしばむ社会現象や、ス
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マートフォン等のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を介

在したいじめ、性的犯罪の被害などの問題も起きています。 

 

⑵ 田川市のこれまでの取組 

   本市においては、２００１年（平成１３年）に「田川市児童育成計画」を

策定し、子育ての環境づくりを行ってきました。また、２００３年（平成   

１５年）には「田川市児童育成計画」を更に充実させ、２００５年（平成   

１７年）に「田川市次世代育成支援対策行動計画」を策定しました。     

２０１０年（平成２２年）には、この計画の後期計画（２０１０年度（平成

２２年度）～２０１４年度（平成２６年度））を策定し、次世代育成支援対策

の取組を進めてきました。 

   さらに、２０１２年（平成２４年）に子ども・子育て支援法をはじめとす

る「子ども・子育て関連３法」が成立し、これに基づく「子ども・子育て支

援制度」が２０１５年度（平成２７年度）から施行されました。これを踏ま

え、同年に「田川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・子育

て支援に関する事業を総合的に推進し、子どもを持つ世帯に対する経済的な

支援及びソフト事業での支援を通じて子どもの支援を行っています。 

   子どもの学ぶ権利を保障する取組としては、就学期においては主に経済的

支援と相談的支援の教育支援事業を行っています。 

経済的支援は、世帯の所得に応じた田川市就学援助や上級学校への進学を

支援する田川市育英資金や田川市奨学金制度などです。これは、経済的理由

によって子どもの学ぶ権利が失われないようにしていくためのものです。 

相談的支援は、虐待、いじめ、不登校、貧困などにより学ぶ権利が妨げら

れている場合、スクールソーシャルワーカーや家庭児童相談員が、当事者や

その保護者の困り感や願いを聞き取り等により把握し、教育部局と福祉部局

の連携のもと、関係機関等と連絡調整しながら支援を実施することにより学

びを保障し、願いを実現していくものです。 

 

⑶ 課題 

   少子化や核家族化、都市化の進行等により、家庭や地域における子育て機

能の低下や地域とのつながりの希薄化など、子どもを取り巻く状況は大きく

変化しており、子どもの権利が十分に守られていない状況もみられています。 

具体的には、本市においても不登校や面前ＤＶ等による児童虐待が増加し 

ており、子どもが犠牲になるケースも発生しています。これらの事案の背景

には、「どのように子育てをしたら良いのか分からない」、「どのように子ども
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と接したら良いのか分からない」という親の悩みもあります。親自身のスト

レスの軽減や社会参加の支援等、子育て支援の取組も重要です。 

   子どもは、大人から庇護されるばかりでなく、権利の主体であって自ら考

え、行動しながら人格を形成していく存在であり、その成長発達を見守るこ

とは、保護者だけでなく社会の責任です。 

  このため、子育て支援体制の整備、地域ぐるみで子どもを育てる環境や家

庭の教育力の向上など子どもが健やかに育まれる環境づくりを通して、人権

意識の高揚と人権教育の推進を図っていく必要があります。 

  このほか、非行やいじめの未然防止及び解消、学校不適応の改善を図るた

め、＊スクールカウンセラー、＊スクールソーシャルワーカー、ＮＰО 法人等

との連携を強化し、児童生徒の支援に取り組む必要があります。 

あわせて、このような中、子どもに豊かな人間性、正義感や公正さを重ん

じる心、他者を思いやる心、人権を尊重する心などを培うことや、子どもが

自立した社会生活を営む上での基礎となり、よりよい社会を形成していく素

地となる、豊かな情操、自尊感情、規範意識、社会性を育成することも求め

られています。  

  特に、子どもの人権に大きくかかわるいじめの解消に向けては、自己中心

的な考え方を克服し、他者や多様性を受容することや、社会への責任感や公

正さの精神を培うことも求められます。 

 

⑷ 推進方針 

「田川市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、本市の子どもの最善の

利益を実現するため、「児童の権利に関する条約」で定められている４つの権

利を守るための条件整備や人権教育・啓発及び子ども・子育て支援等の取組

を積極的に推進します。 

 

ア 子どもの人権が尊重される社会づくり 

（ア）市民意識の醸成を図るための啓発の推進 

   ・「青少年の非行・被害防止強調月間」及び「子ども・若者育成支援強調

月間」、「児童虐待防止推進月間」に合わせた啓発活動を実施します。 

  （イ）人権尊重の意識を高める教育・啓発の推進 

    ・社会教育・啓発に係る各種講座・セミナー等において、小・中学校      

ＰＴＡ等を対象に学習機会を提供し、子どもの人権に係る教育・啓発

を推進します。 
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  （ウ）関係機関等との連携 

    ・いじめや非行問題などの解決に向けて、学校・家庭・地域・関係機関

等との連携を図ります。 

 

イ 子育て支援 

（ア）相談・支援体制の整備・充実 

  ・子育てに対する不安や悩み、いじめ、不登校、虐待等、様々な問題に

ついての関係機関に対する周知に努めるとともに、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカー、家庭児童相談員等による相談の

充実を図ります。 

    ・虐待については、未然防止、早期発見・早期対応が重要であるため関

係機関・団体との連携の強化を図ります。 

  （イ）保育の充実 

    ・子育ての不安感を緩和し、安心して子育てができる環境整備を促進す

るため、保護者の多様なニーズに応え、保育サービスの充実を図りま

す。 

    ・人権を大切にする心を育てる保育を行うために、保育所職員等の人権

感覚を豊かにするための職員研修の充実を図ります。 

 

ウ 心豊かに育つ環境整備 

（ア）子どもの健全育成 

  ・豊かな情操や自尊感情、規範意識、生命の尊重、他者への思いやり、

社会性などの豊かな心を育むことにより、異文化理解や異なる価値観

の受容など、他者や多様性を理解できる児童生徒を育成します。 

（イ）人権教育・心の教育等の推進 

   ・学校教育活動を通して、児童生徒の人権意識の高揚と定着を図るとと

もに、豊かな心を育みます。あわせて、児童生徒の発達段階に応じて、

社会規範等に対する理解の深化を図ります。 

（ウ）生徒指導の推進 

  ・学校教育においては、「いじめや体罰は絶対に認められない」という認

識のもとに、教職員研修会等において、一人ひとりの子どもに対する

理解を深め、いじめの未然防止や早期発見・早期対応の重要性及び体

罰禁止の周知徹底を図ります。 

（エ）社会環境の整備 

  ・学校・家庭・地域・関係機関等と連携し、子どもの安全確保を行うと
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ともに、子どもを犯罪から守るための取組を推進します。 
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４ 高齢者に関する問題 

⑴ 情勢 

高齢者対策に関する国際的な動きをみると、初めての取組は１９８２年（昭

和５７年）にウィーンで開催された「第１回高齢者問題世界会議」における

「高齢化に関する国際行動計画」の採択です。その後、１９９１年（平成３

年）の国連総会において＊「高齢者のための国連原則」が、また、１９９２

年（平成４年）の国連総会において１９９９年（平成１１年）を「国際高齢

者年」とする決議が採択されました。 

   我が国においては、１９９５年（平成７年）に「高齢社会対策基本法」が

施行され、同法に基づく「高齢社会対策大綱（１９９６年（平成８年）７月

閣議決定）」を基本として、各種の対策が講じられてきました。 

総務省統計局によると、２０２０年（令和２年）９月１５日現在、６５歳

以上の高齢者（以下「高齢者」という。）人口は、３，６１７万人、総人口に

占める高齢者の割合（以下「高齢化率」という。）は２８．７％となり、過去

最高となっています。 

   この高齢化の進行により、介護を必要とする高齢者の増加が続き、また、

核家族化が進むなどの社会構造の変化もあり、高齢者単独世帯や高齢者夫婦

のみの世帯が増加しています。そのため、高齢者の問題は、少子化問題と相

まって大きな社会問題となっています。 

   高齢者を取り巻く状況が変化する中、２０００年（平成１２年）から  

「介護保険制度」が施行され、現在では、介護が必要な高齢者の生活を支え

る制度として定着しています。 

介護保険制度では、高齢者の尊厳の保持と、自立生活支援を目的とした地

域包括ケアシステムの構築・推進を目指しています。地域包括ケアシステム

は、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ

とができるよう、住まい・医療・介護・予防及び生活支援を一体的に提供し、

地域社会全体で高齢者を支える仕組みです。（図１１：地域包括ケアシステ

ム） 

また、家庭や介護施設などでの虐待が深刻になる中、高齢者の尊厳を保持

するため、２００６年（平成１８年）に、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法律」が施行され、地方公共団体は、高齢者虐待

の防止、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する適切

な支援を行うこととされました。 
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 （図１１） 

 

 

 

⑵ 田川市のこれまでの取組 

本市においては、高齢化社会の到来に対応するため、高齢者が住み慣れた

地域で、安心して暮らしていける社会の実現をめざして、１９９３年（平成

５年）に「田川市高齢者憲章」を制定し、高齢者の尊厳を守るための取組を

進めてきました。 

福岡県介護保険広域連合の構成団体である本市では、福岡県介護保険広域

連合介護保険事業計画のもと、介護が必要な高齢者が心身の状況や生活環境

等に応じてサービスを選択し、安心して日常生活を送ることができるよう、

介護保険制度を実施しています。 

   また、田川市高齢者保健福祉計画を策定し、高齢者を対象とした保健福祉

事業全般に係る施策を展開し、高齢者が地域において健康で自立した生活が

送れるように、相談対応、生活支援サービス、疾病の予防及び健康保持・増

進等に取り組み、地域住民の自主的な活動を支援しています。 

さらに、地域包括ケアシステムの構築を目指し、２０１７年度（平成２９

年度）から、田川市地域包括ケアシステム推進協議会及び専門部会（医療・

介護・住まい部会、保健（予防）・生活支援部会、認知症支援部会）を設置

しました。田川市地域包括ケアシステム推進協議会では、地域住民や医療・

介護等関係者、学識経験者及び行政職員等により、生活支援サービスや認知

症施策等について検討し、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組んで

います。 
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⑶ 課題 

２０２０年（令和２年）１０月１日現在の本市の高齢化率は３４．０％で、

国及び県の高齢化率を上回っており、その内の半数以上は７５歳以上の後期

高齢者です。総人口に占める後期高齢者人口の割合は、今後もさらに上昇す

ることが見込まれていることから、これまで以上に、高齢者を地域社会全体

で支える体制が必要となります。 

このため、スポーツや文化活動等による「生きがいづくり」の取組を通し

て、地域住民としての関係性を継続し、世代を超えた交流を深めることによ

り、社会参加を促進していくことが必要です。 

また、働く意欲に応じた就労の場の提供など、高齢者の活躍の場を広げる

ことも求められています。 

一方で、認知症や老老介護世帯の増加、経済問題など高齢者を取り巻く状

況は複雑化し、虐待や消費者被害など、高齢者の権利が脅かされることがあ

ります。 

とりわけ、虐待は、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、財産や生命までも

危険にさらす重大な人権侵害です。市民の意識を啓発することで、虐待の防

止を図り、高齢者や養護者の相談に応じるなど虐待防止に対応する体制づく

りが重要となります。 

個人の尊厳が尊重されながら住み慣れた地域で安心して生活できるよう、

適切なサービスや関係機関の利用につなげることで、高齢者の権利を擁護す

るとともに、高齢者を支える地域づくりを進めなければなりません。 

 

⑷ 推進方針 

   今後も、福岡県介護保険広域連合介護保険事業計画及び田川市高齢者保健

福祉計画をもとに、介護保険制度及びその他高齢者保健福祉事業を進めてい

きます。 

そのもとで、高齢者の尊厳の保持と自立生活支援の推進については、次の 

事項に取り組みます。 

 

ア 生きがいづくりの推進 

  （ア）生きがい活動と社会参加の促進 

・高齢者の学びの場としての各種教養講座を開催するなど、高齢者の自

己実現を促進するための生きがい活動や社会参加を支援します。 

・高齢者の労働能力を活用し、地域社会に貢献するとともに、高齢者の

生きがい活動や社会参加を促進するシルバー人材センターの活動を支
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援します。 

   

イ いつまでも住み続けられる地域の実現 

（ア）総合相談支援業務 

・どのような支援が必要か把握し、地域における適切なサービスや関係

機関の利用につなげます。 

・相談内容や相談者の状況等を整理し、地域課題の抽出に努めます。  

  （イ）権利擁護の推進 

・＊成年後見制度等についての研修会を開催し、認知症等で判断能力が

低下する前に自分の生き方について考えていくことの大切さを提案し

ます。 

・不適切なケア、虐待等の人権侵害や判断能力の低下に関する相談を受

け、その対応を行います。 

・成年後見制度を周知し、利用にあたっての手続きを支援します。 

（ウ）認知症高齢者の日常生活支援 

・認知症高齢者やその家族が、安心して日常生活を営むことができるよ

う、認知症に関する正しい知識の普及啓発に努めます。 

・家族だけで問題を抱えこんでしまうことのないよう、相談しやすい体

制等を整備するとともに、介護者の精神的ストレスを軽減する取組を

進めます。 

  （エ）生活支援体制の整備 

・介護予防・生活支援サービスの構築推進のため、地域住民や医療・介

護の専門職等、多様な団体や人が話し合う場である協議体を市及び各

中学校区に設置することを目指します。 

 

  ウ 教育・啓発の推進 

  （ア）社会教育及び学校教育等の取組 

    ・社会教育や人権啓発において、講演会・研修会・広報活動等を実施し、

市民の高齢者問題に関する正しい理解と認識を図ります。 

     ・学校教育において、高齢者に対する尊敬、感謝の心を育むとともに、 

介護・福祉体験や高齢者との交流事業を推進します。 
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５ 障がいのある人に関する問題 

⑴ 情勢 

国連は、１９８１年（昭和５６年）を障がいのある人の完全参加と平等を

テーマとする＊「国際障害者年」と設定し、その後１９８３年（昭和５８年）

からを＊「障害者のための国連１０年」と定めました。さらに、アジア太平

洋地域では、「アジア太平洋障害者の１０年」の設定など、障がいのある人の

権利の実現と人権尊重に向けて取り組んできました。そして、２００６年（平

成１８年）、国連総会で障がいのある人に関する初めての国際条約である「障

害者の権利に関する条約」が採択されました。この条約は、「私たち抜きで私

たちのことを決めないで（Nothing About Us Without Us）」をスローガンに、

条約の当事者である障がいのある人たちが主体となって作成されたものです。 

我が国では、１９９３年（平成５年）に＊「障害者基本法」を制定し、障

がいのある人の「自立とあらゆる分野における参加促進」という基本理念を

示しました。その後、障害当事者等の意見も踏まえて、２０１１年（平成     

２３年）の障害者基本法の改正及び「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」の制定、２０１２年（平成２４年）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」の制定、２０１３

年（平成２５年）の障害者差別解消法の制定など、様々な法制度整備を行っ

た後、２０１４年（平成２６年）に障害者の権利に関する条約を批准しまし

た。 

福岡県においては、障害者基本法に基づく「福岡県障害者長期計画」を    

２０１５年（平成２７年）に策定し、障害者施策の総合的推進に努めていま

す。また、２０１７年（平成２９年）に「福岡県障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する条例」を制定し、障害を理由とする差別の解消の推進に

努めています。 

 

⑵ 田川市のこれまでの取組 

本市では、障害者基本法に基づく「田川市障がい者福祉基本計画」を策定

し、「障がいのある人もない人もお互いに地域で支えあい、共に学び共に生き

るまちづくり」を基本理念として、障害者施策を総合的に推進しています。

併せて、この計画の実施計画にあたる「田川市障がい福祉計画」及び「障が

い児福祉計画」を障害者総合支援法に基づき３年ごとに策定し、障害福祉サ

ービス等の充実に努めています。 

また、障害者差別解消法の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消に

関する職員対応要領」を策定し、「田川地区障害者差別解消支援地域協議会」
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を田川地区８市町村共同で設置し、障害を理由とする差別の解消の推進に努

めています。そして、障害及び障がいのある人に対する市民の理解と認識を

深めるため、講演会や研修会の開催、啓発冊子の作成・配布を実施してきま

した。 

さらに、２０１９年（平成３１年）には、「田川市手話言語条例」を制定し、

手話が言語であることやろう者（手話を言語として日常生活及び社会生活を

営む者）に対する理解を広げるとともに手話の普及を推進しています。 

加えて、パラリンピアンとの交流などをきっかけに共生社会の実現に向け、

ユニバーサルデザインのまちづくりと心のバリアフリーに取り組むホストタ

ウンとして、２０１８年（平成３０年）に「共生社会ホストタウン」に登録

され、全室バリアフリー対応のトレーラーハウス合宿所の整備、田川市総合

体育館のバリアフリー化及び心のバリアフリー研修の定期開催などに取り組

みました。そして、２０１９年（令和元年）には、共生社会ホストタウンの

中でも先導的・先進的に取り組む自治体として、「先導的共生社会ホストタウ

ン」として認定されました。 

学校教育分野においては、障がいのある子どもの自立と社会参画を進める

ために、「福岡県特別支援教育推進プラン（平成２９年福岡県教育委員会）」

に基づいて特別支援教育を推進しています。特に、個別の教育支援計画を作

成し、本人、保護者の願い、幼児児童生徒の実態や学習指導の成果や課題、

有用な支援方法を引き継ぐなど、連続性のある多様な学びの場における教育

の充実に取り組んでいます。 

また、学校でも障害者差別解消法に基づき、本人や保護者から学校施設や

学習活動のあり方等について相談があった場合、本人や保護者との十分な協

議を通して合意形成を図ることにより、社会的障壁等を取り除き、他の子ど

もたちと平等に教育を受けることができるよう必要かつ合理的な取組を実施

しています。 

 

⑶ 課題 

２０１５年（平成２７年）の「田川市障がい福祉に関するアンケート調査」

において、障がいのある人が差別や偏見があると感じる機会について、最も

多かったのは｢仕事や収入」（２１．６％）で、以下、「交通機関や施設の整備」

（１７．５％）、「まちかどでの人の視線」（１７．３％）と続いています。 

（図１２：障がいのある人が差別や偏見があると感じる機会） 
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（図１２） 

 

 

また、２０１７年（平成２９年）の「市民意識調査」において、障がいの

ある人の人権が守られるための方法について「そう思う」、「どちらかといえ

ばそう思う」と回答した割合は、どの項目についても約７割以上と高く、特

に「障がいのある人の視点に立った生活環境を整備する（バリアフリーなど）」、

「障がいのある人のための相談・支援体制を充実する」、「障がいのある人の

ニーズにあった保健、医療、福祉サービスを充実する」、「障がいのある人の

就職の機会を確保する」の４項目は８割以上となっています。（図１３：障が

いのある人の人権が守られるための方法について） 

以上の結果から、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしてい

けるよう、生活環境の整備、雇用の機会の確保に努めるとともに、相談・支

援体制や保健、医療、福祉サービスの充実を図ることが必要です。また、市

民一人ひとりが障害や障がいのある人への正しい理解を深めるよう、啓発活

動の推進が必要です。 

一方、「合理的配慮」「不当な差別的取扱い」について、「言葉だけは知って

いるが、内容は知らない」「まったく知らない」と回答した割合は、「合理的

配慮」は７５．８％、「不当な差別的取扱い」は７０．０％です。とりわけ「合

理的配慮」の理念は、「社会モデル」と同様、すべての人権問題解決のための

取組に共通する考え方であり、「障がいを理由とする不当な差別的取扱い」こ

そが「障がい者差別」であることから、啓発活動を通してその周知に努める

必要があります。（図１４：「合理的配慮」「不当な差別的取扱い」の認知度） 
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（図１３） 

 

 

（図１４） 

 

 

教育の分野においては、特別な支援を必要とする児童生徒の数が急激に増

加しています。個々の情報を丁寧に共有し、組織的にきめ細やかな支援を実

施するため教員の専門性を高め、体制づくりを強化していく必要があります。 

  また児童生徒による障がいのある人に関する差別的な発言等により、障が

いのある人やその家族や関係者が生きづらさを感じる事案も起こっており、

引き続き人権学習の充実が求められます。 
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⑷ 推進方針 

＊ノーマライゼーションの理念のもと、必要な支援を受けながら、障がいの

ある人が安心して生活できる地域社会の実現に向け、各種施策を総合的に推

進します。 

 

ア 障がいのある人の権利擁護 

（ア）差別解消の推進 

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の内容を理解する

うえで重要な言葉である「合理的配慮」、「社会的障壁」、「不当な差別

的取扱い」の持つ意味の理解を深めるなど、法の周知啓発を図ります。 

・「田川地区障害者差別解消支援地域協議会」をはじめ、関係機関等と連

携し、障がいのある人への差別や偏見解消に努めます。 

（イ）相談体制の充実 

・「田川地区障がい者基幹相談支援センター」により、障害種別や年齢に

よらず障がいのある人の相談業務の一元化を図り、相談体制の充実に

努めます。 

（ウ ） 虐 待の 早 期 発見 と 虐 待を 受 け た障 が い のあ る 人 の保 護 及 び     

養護者への支援 

・障害者虐待防止法に基づき、福岡県や田川地区障がい者基幹相談支援

センター等と連携し、障がいのある人の権利利益の擁護を図ります。 

（エ）教育・啓発の推進 

・障害や障がいのある人に対する正しい理解を促進するため、講演会や

研修会の開催、広報たがわやホームページ等を活用して啓発を推進し

ます。 

・障がいのある人との出会いや体験を通した学習の充実を計画的、系統

的、継続的に図ります。 

 

イ 環境の整備と就労の確保 

（ア）生活環境の整備 

・障がいのある人を含むすべての人々がより安心して暮らせるよう、公

共施設について、必要に応じてバリアフリー化に努めます。 

（イ）保健、医療、福祉サービスの充実 

・障がいのある人が、地域生活を継続するため、また、介護に当たる家

族の負担を軽減するため、公的制度の充実を図り、必要とするサービ

スが提供できるよう努めます。 
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（ウ）就労の確保 

・障がいのある人の自立を促進するため、障がい者就業・生活支援セン

ターじゃんぷや田川公共職業安定所等と連携し、一般企業への就労や

福祉的就労への啓発を図り、障がいのある人の適性や能力に応じた就

労・雇用機会の提供に努めます。 

 

  ウ 特別支援教育の充実 

  （ア）指導力の向上 

    ・児童生徒の多様な実態と実態に応じた個別の教育課程を編成し、日常

の授業や生徒指導、進路指導等で具体化できる担当教員の専門性を高

める研修の充実を図ります。 

 （イ）連続性のある教育の充実 

    ・個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成とこれらを活用した教育

活動の充実を推進し、発達段階に応じ、連続した教育支援を展開でき

るようにします。 
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６ 外国人に関する問題 

 ⑴ 情勢 

   国連は、外国人の人権が尊重される社会の実現に向けて、１９６５年（昭

和４０年）に「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」を採択し、

国は１９９５年（平成７年）に批准しましたが、このような歴史的経緯に由

来する在日韓国・朝鮮人等に対する民族的偏見や異なる歴史、文化、言語、

宗教、生活習慣などについて相互理解が十分でないことなどから、今もなお

多種多様の人権問題が発生しています。 

  ２０１６年度（平成２８年度）の法務省「外国人住民アンケート調査」で

は、就労の際の差別、入居や入店の拒否、侮辱等の差別的発言があると報告

されています。 

   また、近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘ

イトスピーチが各地で起こっており、社会問題となっています。このヘイト

スピーチが、マスメディアやインターネット等で大きく報道される中、  

２０１４年（平成２６年）の国連自由権規約委員会による日本政府報告審査

における最終見解、及び国連人種差別撤廃委員会による同審査における最終

見解で、政府に対してヘイトスピーチへの対処が勧告されました。このよう

な情勢の中、国は２０１６年（平成２８年）に「本邦外出身者に対する不当

な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」を施行しました。 

   さらに、少子高齢化による人材不足を解消するため、出入国管理及び難民

認定法の改正等に伴い、外国からの労働者を受け入れる動きが活発化してき

ており、今後、外国人はより身近な存在となってきます。 

 

 ⑵ 田川市のこれまでの取組 

   民族や文化、宗教、価値観など異なる人々が同じ地域で生活し、相互理解

が深まることで、新しい文化や多様性のある豊かな社会が生み出されます。 

   本市では、日本人と外国人が共に互いを理解尊重し、暮らしやすい地域づ

くりを進めるため、人権教育・啓発に関する各種講座などを通して、相互理

解を深めるための啓発活動にも取り組んでいます。また、外国人が言語や文

化の壁を超えて安心して生活できるよう、情報提供や相談対応などを行って

います。 

その他、地域に住んでいる外国人が、日本語がわからないために日常生活

の中で困ったり、不利益を受けたりすることが少しでも解消されるように、

福岡県立大学の支援の下、ボランティアによる日本語教室も開催されていま

す。 
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さらに、学校においては、ＡＬＴ（外国語指導助手）を派遣し外国語科の

学習で、英語の技能を高めるだけでなく、異文化理解を進めています。 

加えて総合的な学習の時間や道徳科の学習において＊国際理解教育や外国

人の人権問題についての学習を進めています。 

 

 ⑶ 課題 

  ２０１７年（平成２９年）の「市民意識調査」において、在日外国人に対

する差別を解消するための方法について、「交流を通した異文化理解」、「学校

における人権教育の充実」、「行政における人権啓発の充実」の３項目は、「そ

う思う」、「どちらかといえばそう思う」と肯定的に回答した割合が５割以上

となっています。（図１５：在日外国人に対する差別を解消するための方法に

ついて） 

グローバル社会における共生社会の実現は、これからのまちづくりの大き

な柱の一つといえます。 

 

（図１５） 

 

 

また、近年の急速な国際化により、日本に在住する外国人の数が急増して

います。本市においても同様で、外国人住民は、２０２０年（令和２年）８

月末現在で５４７人であり、市の総人口の１．２％となっています。特に、

アジア諸国から来る外国人労働者等が増加しています。 

   本市の外国人住民を国籍別で見るとベトナムが２０９名、韓国が１００名、

フィリピンが８３名などアジア系住民が９６％以上を占めています。また、

在留資格別に見てみると非永住者が６３．６％、永住者が１６．６％、非永

住者のうち最も多いのは技能実習生で６０．９％となっています。 

  このような外国人住民の増加に伴い、日本人との意思疎通が十分に図れな

いというコミュニケーションの問題、外国人児童生徒及びその保護者等への
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情報提供や日本語の学習支援などの教育機会確保の問題、災害時や緊急事態

時の情報提供の問題、快適な暮らしの実現のための公営住宅の供給や、自治

会等による受入れ体制づくりの問題があります。これらを解決していく取組

を通して、国籍等の違いにかかわらずすべての人が互いの文化を尊重し、と

もに生きる社会の実現を目指した意識啓発を行うとともに、外国人住民の社

会参画を図る支援を進めていく必要があります。とりわけ、アジア系外国人

住民に対する支援や理解を図る教育と啓発は急務であり、重点的に推進して

いく必要があります。 

さらに、田川市は東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に

おけるドイツ連邦共和国及びベラルーシ共和国の車いすフェンシングチーム

のキャンプ地となっていることから、そうした国々の人々との交流も進むこ

とが想定されます。 

   これらのことから、これまで以上に外国人の人権問題について正しい認識

を持ち、より相互理解を深めていくことが大切です。 

 

 ⑷ 推進方針 

   グローバル社会における多文化共生社会の実現に向けて、国籍等の違い  

にかかわらずすべての人が互いの文化や思いを尊重し、豊かな生き方を実現

していくために、外国人住民への支援と学びの提供、及び市民に対して教育

と啓発の機会提供をこれまで以上に進めていきます。 

 

ア コミュニケーション支援 

 (ア)行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備 

・住民に提供を行う行政サービスや履行しなければならない義務の内容、

地域社会で生活する上で必要となるルールや習慣、地域が主催するイ

ベント等について、多言語での情報提供を行います。 

(イ)外国人住民の生活相談のための窓口設置 

・外国人住民が行政・生活情報を入手し、地域生活で生じる様々な問題

について相談できるよう、福岡県国際交流センターと連携し、相談窓

口の設置に努めます。 

   (ウ)日本語教育の推進 

    ・日本語教育の推進に関する法律に規定された基本理念にのっとり、日

本語教育の推進に関し、ボランティア団体等と連携した日本語教育の

場を提供します。 
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  イ 教育機会の確保・提供 

(ア)就学に関する多言語による情報提供・就学案内 

    ・外国人の子どもが就学の機会を逸することがないよう、小中学校の入

学や学校生活及び就学援助制度、その他学校制度全般について、多言

語での周知や分かりやすい説明を行い、公立の義務教育諸学校への入

学も可能であることを案内します。     

(イ)日本語の学習支援 

    ・「外国人児童生徒受入れの手引き改訂版」（平成３１年３月文部科学省）

等を参考に、外国人の子どもの日本語能力に応じた指導を進めるととも

に、学校管理職や日本語指導担当教員等に対して外国人児童生徒教育の

研修を実施します。 

(ウ)すべての児童生徒を対象とした多文化共生の考え方に基づく教育の  

推進 

    ・国籍等の違いにかかわらず、誰もが社会の構成員であることを学ぶこ

とが重要との認識から、外国人の児童生徒を受け入れていない学校も

含めて、すべての児童生徒を対象に、多文化共生や異文化理解の考え

方に基づく教育を推進します。その際、外国人の人権尊重の視点に配

慮します。 

 

ウ 災害時の支援体制の整備 

(ア)外国人に関する防災対策の推進 

    ・外国人住民に対する平常時からの防災情報の周知及び災害発生時にお

ける災害そのものや被災者の生活支援、気象に関する情報提供等の重

要性が増していることから、外国人に関する防災対策の推進に努めま

す。 

 

 エ 住宅確保等のための支援 

(ア)外国人住民に対する公営住宅の供給 

・外国人住民について、法令の入居基準に基づき、公営住宅の入居申込

資格を認め、公営住宅の安定供給に努めます。 

(イ)自治会・町内会等を中心とする取組の推進 

・自治会等への外国人住民の加入を促し、自治会等が地域ぐるみで外国

人住民を受け入れられる素地を醸成します。そのためには外国人住民

と自治会等が言語や習慣、宗教等を相互理解することが必要であるこ

とから、ＮＰＯや市民活動団体の力を借りつつ仕組みづくりを推進し
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ます。 

 

オ 多文化共生の意識啓発・醸成 

(ア)地域住民等に対する多文化共生の意識啓発 

・国籍等の違いに関わらずすべての人が外国人住民と共生していくため

に、住民や企業、ＮＰＯ等を対象に、多文化共生の地域づくりについ

て啓発を行います。 

(イ)国際交流等をテーマにしたイベントの開催 

・国際交流イベント等を開催し、地域住民が交流する機会を設けます。 
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７ 感染症患者等に関する問題 

⑴  情勢 

１９８８年（昭和６３年）に＊世界保健機構（ＷＨＯ）は、１２月 1 日を

世界エイズデーと定め、＊ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）感染者、エイズ

（後天性免疫不全症候群）の蔓延防止と患者及びその家族への差別や偏見の

解消を図る啓発活動の実施を提唱し、世界レベルでの取組を展開しています。 

ＨＩＶは、性的接触に留意すれば感染する可能性はほとんどなく、早期発

見及び早期治療により日常生活が可能です。しかし、ＨＩＶ感染症やエイズ

に関して、依然として自分とは無関係な一部の人の病気という意識が存在し、

予防行動が適切でないことによる感染の拡大やＨＩＶ感染者への差別や偏見

を助長する一因となっています。 

１９９９年 (平成１１年)に施行された「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」に基づき、国は「後天性免疫不全症候群に関する

特定感染症予防指針」を策定しました。この指針により、国と地方公共団体

の役割分担のもと、人権を尊重しつつ、普及啓発及び教育、検査・相談体制

の充実、医療の提供などの施策が推進されています。 

 

ハンセン病は、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

染症ですが、感染力は非常に弱く、感染したとしても発病する可能性は非常

に低いものです。仮に発病した場合であっても、現在では治療法が確立され

ており、早期発見と適切な治療で完治します。 

我が国では、「癩予防ニ関する件」が施行された１９０７年（明治４０年）

から「らい予防法の廃止に関する法律」が施行された１９９６年（平成８年）

までの８９年もの長い間、ハンセン病患者に対する隔離政策がとられ、社会

から排除されてきました。特に、１９３１年（昭和１６年）の「癩予防法」

施行以降は、日本中のすべてのハンセン病患者は療養所に強制隔離され、そ

のことにより患者は、行動、住居、職業選択、学問等、人間としての権利や

自由を奪われてきました。 

らい予防法が廃止されて２０年以上経過しますが、ハンセン病療養所入所

者の多くは、長期間隔離されたことにより家族や親族などとの関係を断たれ、

社会での差別・偏見や入所者自身の高齢化等により完治後も療養所に残らざ

るを得ないなど、社会復帰が困難な状況です。 

 

２０１９年（令和元年）１２月に中国湖北省武漢市において確認された新

型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）は、またたく間に世界中に広
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がり、多大な悪影響を与えています。我が国においても、人命が失われるな

ど感染症による直接的な影響に止まらず、社会的、経済的活動の制限等によ

る混乱が発生しており、その収束は未だに見通せない状況となっています。 

そうした中で、ウイルスの感染と同様に、差別や偏見が人々の間でより広

範囲に拡大し、深刻化しています。 

具体的には、感染者や濃厚接触者、感染者の家族、医療従事者、運送業者、

感染者が所属する学校や事業所等（以下「感染者等」という。）に対して、不

安や恐れから生じる嫌悪やそのことに伴う差別や偏見が多発している状況で

す。 

 さらに、経済的・文化的・社会的に不利を強いられている（社会的に困難

を抱えている）マイノリティに対して、感染症拡大の影響が集中的に反映し

ている状況も見られます。 

 

⑵ 田川市のこれまでの取組  

本市では、ＨＩＶ感染症やハンセン病、新型コロナウイルス感染症等を理

由とする差別をなくすために、講演会・研修会の開催や啓発冊子等の作成及

び配布、ホームページ上での啓発等により、感染症についての正しい知識と

情報の提供を行い、差別や偏見の解消に努めています。 

ＨＩＶ感染症について、学校においては、発達段階に応じた性教育の中で

学習しています。また、新型コロナウイルス感染症等の人権問題についても

学習の機会を設け、児童生徒の発達段階に応じて正しい理解と認識を深めて

います。 

 

⑶ 課題 

ＨＩＶ感染症・エイズについては、若年層から中高年層において増加傾向

にあることから、幅広い世代に向けてＨＩＶ検査の受検促進や適切な予防行

動をとるための正しい知識の普及啓発を引き続き行っていく必要があります。 

また、ハンセン病療養所の入所者の多くは療養所での生活を続けているた

め、社会復帰を希望する人が安心して生活できる環境の整備に努めるととも

に、差別や偏見の解消に向けて教育・啓発に引き続き取り組む必要がありま

す。 

さらに、新型コロナウイルス感染症に関する問題については、新たな課題

でもあることから、様々な機会を通してすべての人が正しい知識を持ち、感

染者等に対する差別や偏見の解消に向けた教育・啓発を進めていく必要があ

ります。 
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なお、いずれの感染症に関する問題についても、「医療・福祉」の問題と同

様に「人権」の視点を欠かすことなく取組を進めていくことが重要です。 

 

⑷ 推進方針 

ＨＩＶ感染症やハンセン病、新型コロナウイルス感染症等の患者等が不当

な取り扱いを受けることがないよう、正しい知識の普及と差別や偏見をなく

すため、人間の尊厳や人権尊重を基盤とした教育・啓発の推進に努めていき

ます。 

 

ア 教育・啓発の推進 

（ア）市民に対する教育・啓発の推進 

・感染症に対する様々な知識や情報の提供とともに、感染症患者に対する

排除の歴史等を踏まえ、感染症患者等に対する差別や偏見を解消するた

めの社会教育・啓発を推進します。 

（イ）学校における教育の推進 

・各教科、道徳の時間、総合的な学習の時間、特別活動等の教育活動の中

で、発達段階に応じて正しい知識を身につけるとともに、感染症患者等

に対する差別や偏見をなくしていけるよう、計画的・継続的に取り組み

ます。 

 

イ 患者等の人権に配慮した相談・支援 

 （ア）感染症等に関する相談・支援 

・感染症等に関する相談については、患者等のプライバシーの保護を図り、

法務局等の国の機関や保健所等の県の機関などの関係機関等と連携して、

適切に取り組みます。 

 （イ）ハンセン病療養所入所者の社会復帰 

・ハンセン病療養所に入所している方の社会復帰の際には、関係機関と連

携し、適切な支援に努めます。 
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８ 犯罪被害者等に関する問題 

⑴ 情勢 

犯罪被害者、その家族や遺族（以下「犯罪被害者等」という。）は、犯罪そ

のものによる直接的な被害だけでなく、再び被害に遭うのではないかという

精神的不安や、収入の途絶や医療費の負担などの経済的困窮といった状況に

置かれることが少なくありません。さらに、周囲の無理解からくるいわれの

ない偏見や興味本位のうわさや心ない中傷等の二次的被害により、プライバ

シーが侵害されたり私生活の平穏が脅かされたりするなど、尊厳が傷つけら

れる問題が指摘されてきました。 

我が国では、犯罪被害者等を保護することを目的に、２００４年（平成    

１６年）に「犯罪被害者等基本法」が制定され、２００５年（平成１７年）

には、この法律に基づく「犯罪被害者等基本計画」が策定されました。 

また、２００８年（平成２０年）には「犯罪被害者等給付金支給等による

犯罪被害者等の支援に関する法律」により給付金の支給額の引き上げ等が図

られるなど、被害者等を支援するための施策が進められています。 

   さらに、２０１６年（平成２８年）には「第三次犯罪被害者等基本計画」

が策定され、毎年１１月２５日から１２月１日までの１週間を「犯罪被害者

週間」として、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は

生活の平穏への配慮の重要性等について、理解を深めてもらうことを目的と

した活動が展開されています。 

   加えて、福岡県では、これらの基本法及び基本計画の方針等を踏まえ、   

２０１３年（平成２５年）に、「福岡県犯罪被害者等支援に関する取組指針」

を策定し、犯罪被害者等の支援に関する施策を展開してきています。 

 

⑵ 田川市のこれまでの取組 

本市では、これまで犯罪被害者等に特化し、その理解を深めるための取組

は実施していませんが、市民を対象とした講演会や研修会等により、犯罪被

害者等を含めすべての人の人権を尊重することの大切さを伝え、人権尊重の

理念の普及を図ってきました。 

 

⑶ 課題  

 ２０１８年（平成３０年）に福岡県が実施した「犯罪被害者等支援に関す

る県民アンケート調査」の結果、犯罪被害者等から「地域で無責任な噂を立

てられたり、好奇な目で見られた」など二次的被害に遭ったりしたとの声が

多く寄せられていることからも、犯罪被害者等に対する理解の促進が必要で
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す。 

また、性犯罪被害等については、被害を受けたこと自体を誰にも相談でき

ないということも少なくなく、そのような人たちへの必要な支援が確立され

るよう、関係機関が連携を図ることが求められています。 

 

⑷ 推進方針 

犯罪被害者等が置かれている状況、平穏な生活を保障することの重要性等

について理解を深め、犯罪被害者等の尊厳が尊重されるよう、関係機関と連

携し、啓発を実施します。 

 

ア 啓発の推進 

・犯罪被害者等に対する理解を深めるための啓発を推進します。 

 

イ 関係機関との連携 

・警察、法務局等国の関係機関、県、民間支援団体等と連携し、相互に協

力して犯罪被害者等への支援を推進します。 
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９ インターネットによる人権侵害に関する問題 

⑴ 情勢 

インターネットの普及に伴い、誰もが容易に交流し広範囲に情報発信や情

報交換を行うことが可能となっています。総務省の令和元年版情報通信白書

によると、２０１８年（平成３０年）の我が国のインターネット利用率は    

７９．８％に達しています。  

   一方で、その匿名性の容易さから、インターネット上でプライバシーを侵

害したり、差別を助長したりする書き込み等を行うなどの人権問題が発生し

ています。特定の個人や団体を誹謗中傷し、名誉を棄損する行為は犯罪であ

り、民事的責任だけでなく刑事的責任を負うこともあります。  

   このような中、１９９９年（平成１１年）に、インターネット等における

なりすまし行為などを禁止する「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」

が、２００１年（平成１３年）には、インターネット上で人権を侵害するよ

うな書き込み等に対して、被害者がプロバイダ(インターネット接続業者)等

に書き込みの削除や発信者情報の開示を求めることができる「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）が制定されるなど、法整備が進められてきました。  

また、近年はスマートフォンが子どもたちの間にも普及し、ＳＮＳやメー

ルなどによるいじめや嫌がらせも多く発生しています。さらに、インターネ

ット依存や有害・違法サイト等を通じてトラブルに巻き込まれる危険性が懸

念されています。 

加えて、２０１４年（平成２６年）には「私事性的画像記録の提供等によ

る被害の防止に関する法律」（リベンジポルノ被害防止法）が制定され、被害

者の人権の保障と被害の拡大防止を図っています。 

 

⑵  田川市のこれまでの取組  

本市では、インターネット上での差別書き込み等に対しては、法務局の人

権擁護機関等と連携して書き込み者に対して差別行為の是正を求めてきま

した。また、インターネットにおける人権問題について、情報やうわさをう

のみにせず、「確かめる、正しく知る」ことの重要性について、研修会等の

開催や情報提供等による啓発を実施してきました。  

さらに、学校教育においては、学校のＩＣＴ化を進めると同時に、小学校

中学年から中学校において、情報モラル教育に取り組み、特に保護者と学ぶ

規範意識育成事業を通して、保護者への啓発と家庭教育の充実に向けた支援

を推進してきました。  
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⑶   課題 

インターネットは、その性質上、一旦情報や画像が掲載されると消し去る

ことは極めて困難です。また、匿名性、情報発信の容易さから、真偽が定か

ではない情報も多く存在しています。  

そのため、情報の発信・収集に当たっては、個人の責任を十分に理解し、

情報モラルを身に着け、情報を正しく読み解き活用する力（メディアリテラ

シー）を養う必要があります。 

また、スマートフォンの急速な普及に伴い、インターネットの利用者が低

年齢化し、差別を助長する表現の書き込みを行うなどの様々な問題の発生は、

大人だけではなく子どもにも拡大しており、学校においても、児童生徒への

教育・啓発が重要です。 

 

⑷ 推進方針 

インターネットの危険性を十分に認識し、人権を侵害する情報や根拠のな

い情報をインターネット上に掲載すること等がないよう、関係機関と連携し

て取り組みます。また、メディアリテラシーを養うための教育・啓発を推進

します。 

 

ア 教育・啓発の推進  

（ア）市民に対する啓発の推進  

    ・名誉やプライバシーに関して正しく理解し、法律を守ることはもちろ

ん、一人ひとりがルールやマナーを守り、人権を侵害する情報をイン

ターネット上に掲載することがないよう、関係機関・団体等と連携し

啓発を実施します。  

・インターネット上の真偽が定かでない情報に惑わされることなく、正

しい認識力・判断力を身につけることができるよう、研修会や情報提

供を充実します。  

  （イ）学校における教育の推進  

    ・児童生徒が、インターネット上の様々な情報の中から、真意を主体的

に判断し、必要なものを的確に選別・活用できる能力や、適切に行動

するための基本となる考え方や態度を培うための教育の充実と保護者

啓発に努めます。  

・教職員に対して、インターネット上の誤った情報や偏った情報に関す

る問題や情報化の進展が社会にもたらす影響について認識し、情報の

収集・発信における個人の責任や情報モラル、個人情報の取扱い等に
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関する研修の充実を図ります。  

 

イ 関係機関等との連携  

・法務局等との情報共有や連携、協力を図り、差別的な書き込みを行った

当事者やプロバイダ等への削除要請など適切な対応に努めます。 
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10 性的指向及び性自認に関する問題 

⑴  情勢   

「性」には、しぐさや言葉づかい、好きになる性など人の数だけバリエー

ションがあり、そのあり方は「男性」、「女性」とはっきり分けられるもので

ないことから、「グラデーション」といわれています。しかし、男性が男性

を好きになることや、女性が女性を好きになることで嫌がらせやいじめを受

けたり、からだの性と心の性が一致しない人が、周囲の心ない好奇の目にさ

らされたりするなど、社会生活の中で、性的指向（どんな性を好きになるか）

や性自認（自分の性をどのように認識しているか）を理由とした差別や偏見

があります。  

国連は、２００８年(平成２０年)に性的指向と性自認に基づいた人権侵害

の根絶を世界に呼びかける宣言を出しました。また、２０１４年(平成２６

年)には、オリンピック憲章に「性的指向による差別禁止」が盛り込まれ、

欧米諸国では、同性婚や同性カップルに婚姻と同等の権利を認める動きも出

てきています。 

我が国では、２００４年 (平成１６年)に「性同一性障害者の性別の取扱

いの特例に関する法律」が施行され、一定の要件を満たせば、家庭裁判所に

対し、性別の取扱いの変更の審判を申し立てることができるようになりまし

た。 

また、２０１６年(平成２８年)には、職場での性的少数者への差別的な言

動がセクシャルハラスメントに当たることを、男女雇用機会均等法に基づく

事業主向けの「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇

用管理上講ずべき措置についての指針」に明記しました。 

このように、性的少数者の人権を確立する様々な動きがあります。 

なお、近年の様々な調査では、国内人口の概ね８％前後が性的少数者であ

るとの結果が出ています。「左利きの人とほぼ同じ割合」とも言われており、

私たちの身近な存在であることからも、社会全体として多様な性のあり方に

ついての理解を深めていく必要があります。 

 

⑵ 田川市のこれまでの取組  

    第２次田川市男女共同参画プランでは「性的少数者の権利を尊重する啓発

の推進」をあげて、性的少数者に対する正しい理解を深めるため、男女共同

参画週間や人権週間をはじめ、様々な機会における広報媒体等を活用した情

報提供や、セミナー等の開催による啓発を進めています。 

学校においては、常に当事者がいることを前提に教育活動を進めていくこ
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とが重要であることから、文部科学省の「性同一性障害に係る児童生徒に対

するきめ細かな対応の実施等について」（２０１５年（平成２７年））の通知

に示された視点を踏まえ、対応しています。 

また、福岡県人権教育副読本や市内中学校が作成した視聴覚教材等を活用

した学習や、保健体育科での学習等を実施しています。 

さらに、個別の支援も重要であることから、本人の意向を踏まえ、学校が

把握している場合においては、教職員による教育相談の実施やスクールカウ

ンセラーなど専門家による支援を実施しています。 

   社会教育・啓発では、性的少数者をとりまく状況を踏まえ、性的少数者に

対する理解の促進を図るとともに、性の多様性に関する正しい理解と認識を

深めることを目的に、各種講座・セミナー・研修会等の実施や人権啓発冊子

の作成・配布等を通して、すべての人の尊厳や生存権が大切にされた社会の

実現に向けた教育・啓発活動を実施しています 

 

⑶ 課題 

性的指向や性自認は本人の意思で決められるものではありません。性的指

向や性自認を理由とした差別は不当であるという認識は社会に広まりつつあ

りますが、周囲の無理解や誤解からくる偏見やからかい等を恐れて、誰にも

相談できず、孤立や生きづらさを感じている状況にあります。また、本人の

了解なく第三者に暴露されること（アウティング）で、心が深く傷つけられ

る問題も起こっています。 

性的指向や性自認を理由とした差別や偏見を受けることなく、誰もが自分

らしく生きることができる社会の実現に向け、性の多様性について多くの人

が正しく理解、認識するためのさらなる教育・啓発が必要です。 

また、学校においては、性的少数者である児童生徒に配慮する取組が進め

られていますが、児童生徒や教職員、保護者の性的少数者に対する理解はま

だまだ十分とは言えません。 

さらに、児童生徒の性的指向及び性自認に関する相談に対応できる体制が必

要です。 

 

⑷ 推進方針 

     学校教育、社会教育及び市民啓発を通じて、様々な手法による教育・啓発

を実施し、性的少数者に対する正しい理解と認識を図るとともに、当事者の

尊厳を保障するための取組を推進します。 
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ア  教育・啓発の推進  

  （ア）社会教育・啓発の推進 

・性の多様性に関する正しい理解と認識を深め、性的指向や性自認を理

由とした差別や偏見をなくすために、講演会・研修会・講座等の開催

や、啓発資料の作成・配布、視聴覚教材の活用等、様々な手法による

教育・啓発を引き続き推進します。 

  （イ）学校教育の推進 

    ・人権教育に係る取組の中で、性的少数者に対する理解の促進を図ると

ともに、教職員及び児童生徒双方が性の多様性に関する正しい理解と

認識を深めるための取組を引き続き推進し、いかなる理由でもいじめ

や差別を許さない学校づくりを進めます。 

・当該児童生徒の心情に十分配慮し、当該児童生徒が安心して学校生活

を送るために必要な支援及び相談体制の充実を図ります。 

 

イ 相談支援体制の整備 

・国、県、その他の関係機関等と連携して、性的少数者が様々な不安な

気持ちを相談できる体制の整備を進めます。 
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11 様々な人権問題 

  このほかにも、次にあげるような人権課題があり、今後も引き続きあらゆる

機会を通して人権教育・啓発を推進します。 

 

＜生活困窮者等＞ 

 ⑴ 生活困窮者に関する問題 

ア 情勢及び田川市のこれまでの取組 

２０１４年（平成２６年）に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

が施行されました。同法では「教育支援」、「生活支援」、「保護者に対する

就労の支援」、「経済的支援」の４項目を柱とし、子どもの成長段階や家庭

環境に応じたきめ細やかな支援を行うこととされています。 

また、２０１５年（平成２７年）に施行された「生活困窮者自立支援法」

により、福祉事務所を設置する自治体ごとに生活困窮者の相談窓口が開設

され、生活困窮者の抱える様々な問題解決を支援する体制が整えられまし

た。 

なお、２０１９年（令和元年）の国民生活基礎調査によると、我が国の

「相対的貧困率（所得中央値の半分を下回る所得しか得ていないものの割

合）」は１５．４％であり、これらの世帯で暮らす１８歳未満の子どもの割

合（子どもの貧困率）は１３．５％となっています。 

このような中、本市では、２０１５年度（平成２７年度）から、これま

で「制度の狭間」に置かれてきた生活困窮者及び生活困窮に陥るおそれの

ある人に対し、相談窓口を設置し、第２のセーフティーネットとして自立

の促進を図ることを目的に、生活困窮者自立支援事業をすすめてきました。 

また、離職などにより住宅を失った、または、そのおそれの高い生活困

窮者に対しては住宅確保給付金事業により、その家賃相当額の給付を支援

し、２０１６年（平成２８年）２月からは家計改善支援事業により家計収

支の均衡が取れていないなど家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に

応じ、必要な情報提供や専門的助言等を行うことで生活を再生する支援を

行っています。 

さらに、同年４月からは生活困窮世帯の子どもの学習支援を含めた形で

の、市内中学生を対象とした「土曜数学・英語まなび塾」や、生活保護世

帯等で家庭に課題を抱える子どもに対しての相談や情報提供、学びの機会

提供を含めた支援を行うなど、親の貧困が世帯を超えて子どもに連鎖する

「貧困の連鎖」を断ち切るため様々な取り組みを行っています。 
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イ 課題 

生活困窮者の多くは地域から孤立し、支援が必要となる人ほど自らＳＯ

Ｓを発することが難しいため、支援に当たっては、早期に状況を把握し、

課題がより深刻になる前に解決を図る必要があります。 

さらに、病気や障がい、ＤＶ、虐待、不登校、引きこもりなど多くの課

題を抱える生活困窮者の中には、偏見や差別等により自己肯定感や自尊感

情を失っている方もいます。   

そのため、支援に当たっては、相談者一人ひとりを可能性や能力を持つ

かけがえのない存在として、その尊厳を守ることが重要です。 

また、親の貧困が世代を超えて子どもに連鎖する「貧困の連鎖」を断ち

切るためには、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、本人の

意欲と適性に応じて教育を受け、職業に就くことができるように支援して

いくことが重要です。 

 

ウ 推進方針 

多様で複合的な問題を抱える生活困窮者からの相談に対し、就労の問題、

心身の問題、家計の問題、家族の問題など包括的に対応していきます。 

また、生活困窮者が抱える課題は、経済的な課題のみならず生活や就労、

教育など多岐にわたることから、支援を必要とする人を早期に把握するた

めに福祉、税務、水道、住宅、労働、教育部門等の連携に努めます。 

   さらに、「貧困の連鎖」を断ち切るため、生活困窮世帯や生活保護世帯等

の子どもの学習支援や相談、情報提供等の取組を継続して実施します。 

 

⑵ ホームレスに関する問題 

 ア 情勢及び田川市のこれまでの取組 

ホームレスの自立支援に関する施策は、２００２年（平成１４年）に成

立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」により開始され

ました。同法では、ホームレスの自立支援等に関して、その人権に配慮す

ることが定められています。 

また、同法に基づき、２０１３年（平成２５年）に国が策定した「ホー

ムレスの自立の支援等に関する基本方針」では、ホームレス及び近隣住民

の双方の人権に配慮しつつ、啓発広報活動、人権相談等の取組により、ホ

ームレスの人権の擁護を推進することが必要であるとされています。 

    本市では、ホームレスについて市民などから情報提供を受けたり本人か

ら相談を受けたりした場合は、関係部署が連携して相談対応を行い、本人



75 

                    第５章 分野別人権施策の推進  11 様々な人権問題 

 

の状況等を把握し、その意思を尊重しながら対応していくこととしていま

す。 

  

イ 課題 

ホームレスとなるに至った要因は、倒産・失業等の仕事に起因するもの

や、病気やけが、人間関係、家庭内の問題等、様々なものが複合的に重な

り合っています。 

また、ホームレスの多くは、単に家がないという物理的状況のみならず、

家庭や家族的な共同体、きずなが崩壊した状況にあり、ホームレスの問題

は、社会から排除された人々の問題としてとらえる必要があります。その

ため、きずなの再構築や就労支援など長期的な伴走型の援助が必要です。 

 

 ウ 推進方針 

ホームレスの自立を支援するための取組の継続に努めます。また、ホー

ムレス問題に対する理解促進と人権への配慮など、市民への広報啓発活動

に努めます。 

 

＜北朝鮮当局による拉致被害者等に関する問題＞ 

ア 情勢及び田川市のこれまでの取組 

１９７０年代から１９８０年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で

行方不明となりました。これらの事件の多くは北朝鮮当局による拉致の疑

いが濃厚であることが明らかになっています。 

国は、２０１０年（平成２２年）までに１７名を北朝鮮当局による拉致

被害者として認定していますが、このほかにも拉致された可能性を排除で

きない事案があります。北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害

であり、我が国の主権及び国民の生命と安全にかかわる重大な問題です。 

本市では、北朝鮮人権侵害問題啓発週間（１２月１０日～１６日）を中

心に啓発パネルの展示及びポスター掲示などによる啓発を行っています。 

 

イ 課題 

    この問題の解決には、幅広い国民各層および国際社会の理解と支持が不

可欠であり、その関心と認識を深めることが求められています。 

    また、発生から４０年以上経過していることから、拉致被害者及び家族・

遺族の高齢化が進んでおり、早期の解決が求められます。 
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ウ 推進方針 

今後も引き続き、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心とした啓発活動を

行い、拉致問題に対する正しい理解と認識を図るための取組を進めていき

ます。 

 また、学校においても、多様な人権問題の一つとして、児童生徒の発達

段階に応じて、教材を効果的に活用するなど、拉致問題に対する理解が深

まるよう取組を進めていく必要があります。 

 

＜その他＞ 

  以上のような人権課題のほかにも、アイヌの人々や水俣病患者・家族等に対

する差別や偏見の問題、刑を終えて出所した人やその家族に対する地域社会の

差別や偏見が社会復帰を困難にしている状況、性的搾取を目的とした人身取引

の問題等があります。 

  また、災害時には、避難所でのプライバシーの確保のほか、女性、高齢者、

障がいのある人、外国人等への配慮の必要性が改めて認識されています。被災

者に対し、風評による嫌がらせやいじめなどの人権侵害も発生しています。 

  このため、それぞれの問題に応じた施策と人権教育・啓発を推進していくこ

とが必要です。 
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第６章 推進体制等 

 

１ 全庁的な体制による推進 

本市が実施するすべての行政施策は「日本国憲法」の基本理念である平和主

義、国民主権、基本的人権の尊重を基本としています。よって、「すべての行政

施策は人権施策である」との認識のもと、共生社会の実現に向けて多様性を認

め合い、「すべての人の人権が尊重されるまち」を目指して、人権教育・啓発を

推進します。 

また、様々な人権課題を解決するためには、普遍的な視点（「法の下の平等」

「個人の尊重」等、すべての人に共通する視点）と個別的な視点（「部落差別に

関する問題（同和問題）」、「女性に関する問題」、「子どもに関する問題」等、個

別の人権課題）の双方向からの取組を進めることが重要です。 

これらの中には、各分野に横断して関係するものも多いことから、各人権課

題を所掌している部課だけではなく、全庁的な体制のもと総合的・計画的・効

果的に取り組みます。 

 

２ 関係行政機関や関係機関・団体等との連携 

⑴ 関係行政機関との連携 

本計画に基づく人権教育・啓発の効果的な推進を図っていくために、国、

県及び市町村等の関係行政機関と緊密な連携と協力のもとに取り組みます。 

⑵ 関係機関・団体等との連携 

今日、人権問題がますます複雑・多様化する中で、人権教育・啓発が広範

かつ総合的な取組として展開できるよう、田川地区人権センター、田川市人

権・同和教育推進協議会、校区活性化協議会をはじめ、事業者、関係団体等

との密接な連携を図ります。 

   また、本計画の趣旨を実現するためには、市民一人ひとりの理解と協力が

不可欠です。したがって、本計画の趣旨が広く市民に浸透するよう様々な機

会や場をとらえてその周知を図ります。 

 

３ 市民の意見等の反映 

  本計画に基づく人権教育・啓発の推進については、「人権問題に関する市民

意識調査」の結果から明らかとなった市民の人権意識・人権認識の実態及びそ

の背景を丁寧に把握し、そこから導き出される取組の課題を明確にすることに

より、人権教育・啓発のさらなる推進を図ります。 

  また、講演会、研修会等のアンケート結果等についても、市民ニーズに的確
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に応えるための貴重な意見とするとともに、それらの意見を反映させた人権教

育・啓発の推進を図ります。 

 

４ 基本計画の実施期間 

本計画の実施期間は令和３年度から令和１２年度までの１０年間とします。 

 

５ 進行管理と見直し 

本計画に基づく「田川市人権教育・啓発実施計画」を２０２１年度（令和３

年度）に作成し、その進行・管理については「田川市人権施策推進会議」にお

いて毎年実施状況を把握・評価することとし、その事務局を人権・同和対策課

及び文化生涯学習課に置きます。 

なお、人権問題を取り巻く国際的潮流や国及び県等の状況、また、社会環境

の変化等に的確に対応するため、学識経験者、関係団体の代表者及び関係行政

機関等からなる「田川市部落差別解消審議会」に実施状況等について報告し、

審議会の意見等を踏まえ、５年を目途に本計画の見直しを行います。 
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＜ア行＞ 

 □あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約） 

あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びすべての人種間の理解を促進する政 

策を、あらゆる適切な手段により遅滞なく遂行すること等を内容とした条約。この条約

の実施確保のために、国連内の監督機関として「人種差別撤廃委員会」が設置されてい

る。１９６５年（昭和４０年）に第２０回国連総会で採択され、我が国は１９９５年（平

成７年）に締結。 

 

 □医学モデル 

   心身の機能・構造上の機能障がいを障害ととらえ、障害ゆえの生活上の困難の原因は

機能障がいにあるとする考え方。 

 

□育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

育児休業と介護休業の制度の設置、子の養育と家族介護を行う労働者に対して事業主

が行わなければならない、勤務時間などに関する措置や支援措置について定めたもの。

これにより、育児・介護を行う労働者の雇用の継続や再就職の促進を図り、職業生活と

家庭生活の両立に寄与することを通じて、その福祉の増進と経済・社会発展に資するこ

とを目的としている。 

育児・介護を行う労働者が、職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮し充実

した職業生活を営むことができること、育児または介護について、家族の一員としての

役割を果たせることを基本理念としている。 

 

□ウィーン宣言及び行動計画 

人権の国際的な普遍性や貧困を克服する権利、発展の権利が人権の不可分の部分であ

ることを確認し、国連活動における人権活動の強化策として、人権高等弁務官の設置等

を決めたもの。１９９３年（平成５年）にウィーンで開催された第２回世界人権会議で

採択。 

 

□ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）感染者 

ＨＩＶ (ヒト免疫不全ウイルス) の感染が確認されているが、エイズ (後天性免疫不

全症候群）を発症していない状態の人をいい、ＨＩＶによって引き起こされる免疫不全

症候群のことを特にエイズと呼んでいる。 

用 語 解 説 
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 □えせ同和行為 

「部落差別問題（同和問題）はこわい問題であり、できれば避けたい。」との誤った

意識を悪用して、なんらかの利権を得るため、部落差別問題（同和問題）を口実にして

企業・行政機関等に「ゆすり」、「たかり」等をする行為。部落差別問題（同和問題）に

対する誤った認識を植え付ける原因となっている。 

 

 

＜カ行＞ 

 □経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約） 

世界人権宣言の内容をより詳細に、労働の権利や社会保障に対する権利等の経済的、

社会的及び文化的権利について規定した条約。１９６６年（昭和４１年）に第２１回国

連総会で採択され、我が国は１９７９年（昭和５４年）に締結。 

 

□公正採用選考人権啓発推進員（制度） 

職業選択の自由、就職の機会均等を確保し、雇用の確保を図るために、企業内の適正

な採用選考システムの確立等に関し、中心的役割を果たすために設置された制度。 

 

□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」の実現を目指して、      

１９９１年（平成３年）に第４６回国連総会で採択された原則。 

 

 □国際障害者年 

１９８１年（昭和５６年）、国連が障がいのある人の完全参加と平等をめざす契機と

なるよう提唱した年。１９７５年（昭和５０年）年に「障害者の権利宣言」を採択した

ことに次ぎ、これらを単なる理念としてではなく社会において実現するという意図のも

と、１９７６年（昭和５２年）に第３１回国連総会で採択された。 

  

 □国際婦人年 

１９７５年（昭和５０年）、国連が女性の地位向上を目指す契機となるよう提唱した

年。 

 

□国際理解教育 

   世界の諸国民が国を超えて理解し合い、互いに人間として尊敬と信頼をもって協力し、

世界の平和を実現することを理念とした教育。 
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 □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女性労働者の福祉の増進に関

する法律（男女雇用機会均等法） 

１９７２年（昭和４７年）７月１日に公布された「勤労婦人福祉法」を改正した法律。

この法律は、女性差別撤廃条約批准に向けて制定されたものであり、募集・採用・配置・

昇進等において、女性と男性を均等に取扱うことが努力義務として定められた。なお、

努力義務は解消され、１９９７年（平成９年）の改正〔１９９９年（平成１１年）４月

施行〕によって、雇用のすべての場において男女平等がスタートしたといわれている。 

 

 

＜サ行＞ 

□児童虐待の防止等に関する法律 

２０００年（平成１２年）に施行された法律。この法律で児童虐待とは、１８歳に満

たない子どもに対して、「身体的虐待」（殴る、けるなど、子どもの身体に加えられる行

為）、「性的虐待」（子どもに性的な行為を強要すること）、「ネグレクト」（食事を与えな

いなど、養育の拒否、怠慢）、「心理的虐待」（言葉による暴力や無視など、心を傷つけ

る行為）をすることと定めている。 

    なお、これらの虐待を早期に発見しやすい立場にある、教職員や児童福祉施設の職

員、医師、保健師、弁護士などに、早期発見の努力義務が課せられた。 

 

□児童憲章 

すべての児童の幸福を図るため、児童の立場から子どもの権利を確認し、日本国憲法

の精神に従い１２の条文構成からなる、１９５１年（昭和２６年）の子どもの日に制定

された憲章。 

 

□児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

世界の多くの児童（児童については１８歳未満のすべての者と定義）が、今日なお、

飢え、貧困等の困難な状況に置かれている状況に鑑み、世界的な観点から児童の人権

の尊重、保護の促進を目指した条約。１９８９年（平成元年）の第４４回国 連総会で

採択され、我が国は１９９４年（平成６年）に締結。 

 

□児童福祉法 

児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう、保育、母子保護、児童虐

待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援する法律。関連相談機関の一つである児童

相談所（第１５条）や、被害者を居住させ保護する施設の一つとして考えられている母

子生活支援施設 (第３８条) について規定されている。 
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□市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約） 

世界人権宣言の内容を、生命に対する権利や身体の自由に対する権利等の市民的及 

び政治的権利についてより詳細に規定した条約。１９６６年（昭和４１年）に第２１ 

回国連総会で採択され、我が国は１９７９年（昭和５４年）に締結。 

 

 □障害者基本法 

   １９７０年（昭和４５年）に制定された心身障害者対策基本法が１９９３年（平成

５年）に改正され成立した法律。障がいのある人に係る基本的な法律であり、障がいの

ある人の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本理念・基本原則を定め、

及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障がいのある人の自立及び社

会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としている。 

 

□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） 

   ２０１１年（平成２３年）に成立し、２０１２年（平成２４年）１０月１日から施行

された法律。障がいのある人に対する虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障がいの

ある人に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等

を定めることにより、障がい者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進

し、もって障がいのある人の権利利益の擁護に資することを目的としている。 

 

 □障害者のための国連１０年 

障がい者の「完全参加と平等」のために、１９８３年（昭和５８年）から１９９２年

（平成４年）を障害者のための国連１０年とし、障がい者が社会生活に完全に参加し、

障がいのない人と同等の生活を享受する権利の実現をめざした。 

 

□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） 

２０１３年（平成２５年）に成立し、２０１６年（平成２８年）４月１日から施行さ

れた法律。障害者基本法の基本的な理念にのっとり、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を理由とする差別を

解消するための措置等を定めることにより、障がいを理由とする差別の解消を推進し、

もってすべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、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る。 

 

□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） 

すべての人間は、そもそも生まれながらにして自由かつ平等であることから、男子も
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女子も個人として等しく尊重されるべきであるとした条約。１９７９年（昭和５４年）

に第３４回国連総会で採択され、我が国は１９８５年（昭和６０年）に締結。 

 

□人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権教育・啓発推進法） 

   人権教育及び人権啓発に関する基本法的な性格をもつ法律で、２０００年（平成１２

年）１２月６日に公布・施行された。この法律では、国及び地方公共団体として、人権

教育及び人権啓発に関する施策を策定し、実施する責務が、また、国民として人権が尊

重される社会の実現に寄与するよう努める責務があると定められている。 

 

□人権教育のための国連１０年 

１９９４年（平成６年）１２月の国連総会において、１９９５年（平成７年）～    

２００４年（平成１６年）までの１０年間を､ ｢人権教育のための国連１０年」とする

ことが決議された。人権教育を「知識と技術の伝授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」と定義し、各国に様々な活

動を行うことを提唱している。 

 

□人権週間 

国連が世界人権宣言採択を記念して、採択日の１２月１０日を「人権デー」と定めた

のを受けて、我が国で定められた１２月１０日を最終日とする１週間。人権尊重思想の

普及・高揚のための啓発活動を全国的に展開している。 

 

□人権文化 

あらゆる人々が自己のみならず他の人々の尊厳について学び、相互理解を深めること

により、人権を尊重することが日常生活において定着・習慣化される状態。 

 

□人権擁護推進審議会 

人権擁護施策推進法に基づき、１９９７年（平成９年）３月に設置された。法務大臣、

文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、「人権尊重の理念に関する国民

相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的

事項」を調査協議し、１９９９年（平成１１年）に第一次答申が出された。 

また、法務大臣の諮問に応じ、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関す

る施策の充実に関する基本的事項」を調査協議し、２００１年（平成１３年）７月に第

二次答申が出された。 
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 □スクールカウンセラー 

学校現場において児童や生徒、その保護者に対して、臨床心理に関する専門知識を生

かしながらサポートしていく専門家。様々な心の問題をもつ人たちを、専門的な知識や

技法を使って支援する役割を担っている。 

 

 □スクールソーシャルワーカー 

教育の分野に加え、社会福祉に関する専門的な知識や技術を有する者で、問題を抱え

た児童生徒に対し、当該児童・生徒が置かれた環境への働きかけや、関係機関等との  

ネットワークの構築など、多様な支援方法を用いて課題解決への対応を図っていく人材。 

 

□成年後見制度 

認知症の人、知的障がいのある人及び精神障がいのある人などを保護するため、家庭

裁判所の審判に基づき成年後見人、保佐人、補助人などから援助を受ける制度。 

 

□世界人権会議 

   世界人権宣言の実現を図ることを目的とするもので、世界人権宣言４５周年を記念  

して１９９４年（平成６年）６月１４日にウィーンで開かれた人権会議。１７１ヵ国と   

ＮＧＯ（国際協力に携わる非政府組織、民間団体）も参加。 

 

 □世界人権宣言 

１９４８年（昭和２３年）１２月１０日、第３回国連総会で、すべての人民とすべて

の国が達成すべき人権の共通基準として採択した宣言。第１条には「すべての人間は、

生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理

性と良心とを授けられており、お互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」

とある。 

この宣言は、その後の各国憲法や地域人権条約にも多くの影響を与え、わが国も  

１９５１年（昭和２６年）の平和条約文で、この宣言の目的実現のため努力する意思を

明らかにした。 

 

□世界保健機構（ＷＨＯ） 

「World Health Organization」の略。国際社会の人々が最高水準の健康を維持す

る事を目的とした、国際連合の専門機関の一つ。本部はスイスのジュネーブにある。 
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＜タ行＞ 

□男女共同参画社会基本法 

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に

参加する機会が確保され、男女がともに責任を担うべき社会を実現させるため、日本で

は、１９９９年（平成１１年）に制定された。この法律に基づき２０００年（平成１２

年）に閣議決定された「男女共同参画基本計画」では、長期的な政策の方向を明示し、

具体的な施策を示した。 

 

□地域改善対策協議会意見具申 

地域改善対策協議会から、「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）」失効後の地域改善対策について、１９９６年（平成８年）

に内閣総理大臣・関係各大臣にあて提出された意見具申。正式名称は「同和問題の早期

解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」。 

特別対策により生活改善を始めとする物的な面での格差は大きく改善されたが、差  

別意識は結婚問題を中心に根強く残っており、人権侵害が生じている状況もみられるの

で、今後は差別意識の解消に向けた教育・啓発の推進を中心とした取組が重要であると

提言している。 

 

□ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

配偶者（事実婚を含む。）や配偶者であった者、また生活の本拠を共にする交際相手

からの暴力に加え、生活の本拠を共にしない交際相手からの暴力。 

 

□同和対策事業特別措置法 

同和地区の生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、

人権擁護活動の強化など、必要な措置を総合的に実施することを目的として、１９６９

年（昭和４４年）に制定された。 

 なお、この法律は、当初１０年間の時限立法であったが３年間延長された。その後「地

域改善対策特別措置法」「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」が制定され、２００２（平成１４）年３月まで同和対策事業が実施された。 

 

□同和対策審議会答申（同対審答申） 

１９６１年（昭和３６年）に発足した同和対策審議会が、１９６５年（昭和４０年）

に提出した総理大臣の諮問「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するため

の基本的方策」に対する答申で、その後の同和対策の指針となった。 

部落差別問題（同和問題）が憲法の基本的人権にかかわる問題であることを明らかに
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し、前文で「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」と述べて

いる。 

 

 

＜ナ行＞ 

 □ノーマライゼーション 

障害のある人の人権を尊重して、取り巻いている環境を変えることにより、他の人々

と同様な生活が送れる社会を作り上げていくこと。 

 

 

＜ハ行＞ 

□福岡県同和問題啓発強調月間 

部落差別問題（同和問題）の真の解決を目指して、県・市町村はもとより県民をあげ

て差別をなくす運動を展開するため、福岡県において １９８１年（昭和５６年）に設

定した７月の１か月間。 

 

 □部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法） 

２０１６年（平成２８年）に施行された法律。現在もなお部落差別が存在するととも

に、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部

落差別は許されないものであるとの認識のもと、これを解消することが重要な課題であ

るとし、国民一人ひとりの理解を深めることにより、部落差別のない社会を実現するこ

とを目的としている。 

相談体制の充実や教育・啓発に関し、国の責務や地方公共団体の努力義務を定め、国

が行う部落差別の実態調査について規定している。 

 

□部落地名総鑑事件 

１９７５年（昭和５０年）に発覚し、１９８５年（昭和６０年）までに９種類、約   

２２０冊をこえる差別図書が、「人事極秘、部落地名総鑑」等の書名で企業等に販売さ

れた事件。この事件をきっかけに、部落差別問題（同和問題）解決のための企業の社会

的責任が求められるようになり、公正採用選考の取組等が進められた。 

 

 □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） 

２０１６年（平成２８年）に施行された法律。本邦外出身者に対する不当な差別的言

動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を
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定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本施策として、相談体制の整備、教育の

充実及び啓発活動の推進について定めている。 

 

 

＜ラ行＞ 

 □隣保館 

地域の福祉向上や人権啓発を推進し、住民交流の拠点となるコミュニティーセンター

として市町村が設置し運営する施設。生活上の各種相談や人権問題解決のための各種事

業等を行っている。 
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人権関係年表 

 世 界 （国 連） 日 本 

１９４５年 

（昭和２０年） 

○「国際連合」設立     

１９４６年 

（昭和２１年） 

○「国連人権委員会」の設置 ○「日本国憲法」公布 

１９４７年 

（昭和２２年） 

 

 

 ○「教育基本法」制定 

○「学校教育法」制定 

○「労働基準法」制定 

○「児童福祉法」制定 

１９４８年 

（昭和２３年） 

○「世界人権宣言」採択  

１９４９年 

（昭和２４年） 

○「人身売買及び他人の売春

からの搾取の禁止に関する

条約」採択 

○「身体障害者福祉法」制定 

○「人権擁護委員法」制定 

１９５０年 

（昭和２５年） 

 ○「生活保護法」施行 

１９５１年 

（昭和２６年） 

 ○「児童憲章」制定 

１９５３年 

（昭和２８年） 

○「婦人の参政権に関する条

約」採択 

 

１９５５年 

（昭和３０年） 

 ○「婦人の参政権に関する条約」批

准 

１９５６年 

（昭和３１年） 

 ○「国際連合」加盟 

１９５８年 

（昭和３３年） 

 ○「人身売買及び他人の売春からの

搾取の禁止に関する条約」批准 

１９５９年 

（昭和３４年） 

○「児童の権利に関する宣言」

採択 
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 世 界 （国 連） 日 本 

１９６０年 

（昭和３５年） 

 ○「知的障害者福祉法」制定 

○「障害者の雇用の促進等に関する

法律」（障害者雇用促進法）制定 

○「同和対策審議会設置法」制定 

１９６３年 

（昭和３８年） 

 ○「老人福祉法」制定 

１９６４年 

（昭和３９年） 

 ○「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

制定 

１９６５年 

（昭和４０年） 

○「あらゆる形態の人種差別

撤廃に関する国際条約」（人

種差別撤廃条約）採択 

○「同和対策審議会答申」 

（同和問題に関する社会的及び経

済的諸問題を解決するための基本

方針） 

１９６６年 

（昭和４１年） 

○「経済的、社会的及び文化

的権利に関する国際規約」

（社会権規約／Ａ規約）、

「市民的及び政治的権利に

関する国際規約」（自由権規

約／Ｂ規約）採択 

 

１９６９年 

（昭和４４年） 

 ○「同和対策事業特別措置法」（同対

法）制定 

１９７０年 

（昭和４５年） 

 ○「心身障害者対策基本法」制定 

１９７１年 

（昭和４６年） 

 ○「中高年齢者等の雇用の促進に関

する特別措置法」制定 

１９７２年 

（昭和４７年） 

 ○「勤労婦人福祉法」制定 

１９７３年 

（昭和４８年） 

○「アパルトヘイト犯罪の抑

圧及び処罰に関する国際条

約」採択 

 

１９７５年 

（昭和５０年） 

○「障害者の権利に関する宣

言」採択 
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 世 界 （国 連） 日 本 

１９７６年 

（昭和５１年） 

○「国連婦人の１０年」開始  

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」（女性差別撤廃条約）採

択 

○「経済的、社会的及び文化的権利

に関する国際規約」（社会権規約／

Ａ規約）、「市民的及び政治的権利

に関する国際規約」（自由権規約／

Ｂ規約）批准 

１９８０年 

（昭和５５年） 

 ○「犯罪被害者等給付金の支給等に

よる犯罪被害者等の支援に関する

法律」制定 

１９８２年 

（昭和５７年） 

○「国連障害者の１０年宣言」

採択 

○「地域改善対策特別措置法」（地対

法）制定 

○「障害者対策に関する長期行動計

画」策定 

１９８４年 

（昭和５９年） 

○「拷問及び他の残虐な、非

人道的又は品位を傷つける

取扱い又は刑罰に関する条

約」採択 

○地域改善対策協議会意見具申「今

後における啓発活動のあり方につ

いて」 

１９８５年 

（昭和６０年） 

○「犯罪及び権力濫用の被害

者のための司法の基本原則

宣言」採択 

○「女子に対するあらゆる形態の差

別の撤廃に関する条約」（女子差別

撤廃条約）批准 

○「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女子労働

者の福祉の増進に関する法律」（男

女雇用機会均等法）制定（※「勤

労婦人福祉法」の改正） 

１９８６年 

（昭和６１年） 

 ○「高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律」制定（※「中高年齢者

等の雇用の促進に関する特別措置

法」の改正） 
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 世 界 （国 連） 日 本 

１９８７年 

（昭和６２年） 

 ○「地域改善対策特別事業に係る国

の財政上の特別措置に関する法

律」（地対財特法）制定 

１９８９年 

（平成元年） 

○「児童の権利に関する条約」

（子どもの権利条約）採択 

○「高齢者保健福祉推進１０ヶ年戦

略」（ゴールドプラン）策定 

○「後天性免疫不全症候群の予防に

関する法律」（エイズ予防法）制定 

１９９１年 

（平成３年） 

○「高齢者のための国連原則」

採択 

 

１９９３年 

（平成５年） 

○国連人権高等弁務官の新設 ○「障害者基本法」制定（※「心身

障害者対策基本法」の改正） 

１９９４年 

（平成６年） 

○「人権教育のための国連 

１０年宣言」採択 

○「児童の権利に関する条約」（子ど

もの権利条約）批准 

○「新高齢者保健福祉推進１０ヶ年

戦略」（新ゴールドプラン）策定 

１９９５年 

（平成７年） 

○「人権教育のための国連 

１０年」開始 

○「あらゆる形態の人種差別撤廃に

関する国際条約」（人種差別撤廃条

約）批准 

○「高齢社会対策基本法」制定 

○「障害者プラン」策定 

１９９６年 

（平成８年） 

 ○「人権擁護施策推進法」制定 

○「らい予防法の廃止に関する法律」

制定 

○「同和問題の早期解決に向けた今

後の方策の基本的なあり方につい

て」地域改善対策協議会意見具申 
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 世 界 （国 連） 日 本 

１９９７年 

（平成９年） 

 ○「アイヌ文化の振興並びにアイヌ

の伝統等に関する知識の普及及び

啓発に関する法律」（アイヌ文化振

興法）制定 

○「『人権教育のための国連１０年』

に関する国内行動計画」策定 

○「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女性労働

者の福祉の増進に関する法律」制

定（※「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女

子労働者の福祉の増進に関する法

律」の改正） 

１９９８年 

（平成１０年） 

 ○「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」制定 

１９９９年 

（平成１１年） 

 ○「男女共同参画社会基本法」制定 

○「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」制定（※「雇用の分野にお

ける男女の均等な機会及び待遇の

確保等女性労働者の福祉の増進に

関する法律」の改正） 

○「児童買春、児童ポルノに係る行

為等の処罰及び児童の保護等に関

する法律」（児童買春・児童ポルノ

禁止法）制定 

○「不正アクセス行為の禁止等に関

する法律」制定 
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 世 界 （国 連） 日 本 

２０００年 

（平成１２年） 

 ○「犯罪被害者の権利利益の保護を

図るための刑事手続きに付随する

措置に関する法律」（犯罪被害者保

護法）制定 

○「児童虐待の防止等に関する法律」

（児童虐待防止法）制定 

○「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）制

定 

○「人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律」（人権教育・啓発推進

法）制定 

○「男女共同参画基本計画」策定 

２００１年 

（平成１３年） 

 ○「ハンセン病療養所入所者等に対

する補償金の支給等に関する法

律」制定 

○「配偶者からの暴力防止及び被害

者の保護等に関する法律」（ＤＶ防

止法）制定 

○「高齢者の居住の安定確保等に関

する法律」制定 

○「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の情報

の開示に関する法律」（プロバイダ

責任制限法）制定 
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 世 界 （国 連） 日 本 

２００２年 

（平成１４年） 

 ○「人権教育・啓発に関する基本計

画」策定 

○「新子どもプラン」策定 

○「障害者基本計画」策定 

○「ホームレスの自立の支援等に関

する特別措置法」制定 

○「北朝鮮によって拉致された被害

者等の支援に関する法律」制定 

２００３年 

（平成１５年） 

 ○「個人情報の保護に関する法律」

制定 

○「インターネット異性紹介事業を

利用して児童を誘引する行為の規

制等に関する法律」（出会い系サイ

ト規制法）制定 

○「性同一性障害の性別の取扱いの

特例に関する法律」制定 

２００４年 

（平成１６年） 

○「人権教育のための世界計

画」採択 

○「人権教育の指導方法等の在り方

について」第一次とりまとめ 

○「発達障害者支援法」制定 

○「犯罪被害者等基本法」制定 

２００５年 

（平成１７年） 

 ○「障害者自立支援法」制定 

○「高齢者虐待の防止、高齢者養護

者に対する支援等に関する法律」

（高齢者虐待防止法）制定 

○「犯罪被害者等基本計画」策定 
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 世 界 （国 連） 日 本 

２００６年 

（平成１８年） 

○「人権理事会」設立決議を

採択 

○「障害者の権利に関する条

約」採択 

○「人権教育の指導方法等の在り方

について」第二次とりまとめ 

○「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」制定 

○「高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律」（バリア

フリー法）制定 

○「自殺対策基本法」制定 

２００７年 

（平成１９年） 

○「先住民族の権利に関する

国連宣言」採択 

○「住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律」

制定 

２００８年 

（平成２０年） 

○国連人権理事会における

「ハンセン病差別撤廃決

議」採択 

○「人権教育の指導方法等の在り方

について」第三次とりまとめ 

○「アイヌ民族を先住民とすること

を求める決議」衆参両院採択 

○「ハンセン病問題の解決の促進に

関する法律」制定 

○「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）制定 

２００９年 

（平成２１年） 

 ○「子ども・若者育成支援推進法」

制定 

２０１０年 

（平成２２年） 

○国連総会における「ハンセ

ン病差別撤廃決議」採択 

 

２０１１年 

（平成２３年） 

○「ジェンダー平等と女性の

エンパワーメントのための

国連機関」設置 

○「人権教育及び研修に関す

る国連宣言」採択 

○「人権教育・啓発に関する基本計

画」一部変更 

○「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）制定 
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 世 界 （国 連） 日 本 

２０１２年 

（平成２４年） 

 ○「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）制定（※「障

害者自立支援法」の改正） 

２０１３年 

（平成２５年） 

 ○「生活困窮者自立支援法」制定 

○「いじめ防止対策推進法」制定 

○「子どもの貧困対策の推進に関す

る法律」制定 

○「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）制定 

２０１４年 

（平成２６年） 

 ○「障害者の権利に関する条約」批

准 

○「私事性的画像記録の提供等によ

る被害の防止に関する法律」（リベ

ンジポルノ防止法）制定 

２０１５年 

（平成２７年） 

 ○「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）制定 

○「子ども・子育て支援新制度」開

始 

２０１６年 

（平成２８年） 

 ○「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）制定 

○「部落差別の解消の推進に関する

法律」制定 

２０１９年 

（令和元年） 

 〇「アイヌ民族の誇りが尊重される

社会を施策の推進に関する法律」

（アイヌ新法）制定 

２０２０年 

（令和２年） 

 〇「改正労働施策総合推進法」（パワ

ハラ防止法）制定 
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世界人権宣言（仮訳文） 

１９４８年(昭和２３年)１２月１０日 

第３回国際連合総会採択 

前文 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認するこ

とは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自

由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言され

たので、 

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするために

は、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 

国際連合の諸国民は、国連憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同

権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上

とを促進することを決意したので、 

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成

することを誓約したので、 

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要で

あるので、 

よって、ここに、国際連合総会は、 

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民

の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重

を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを

国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とす

べての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。 

 

第１条 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならな

い。  

第２条 

１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは

社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受け

ることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 
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２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地

域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治

上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 

第３条 

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

第４条 

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形

においても禁止する。 

第５条 

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはな

い。 

第６条 

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 

第７条 

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を

受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、

そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 

第８条 

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有

する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

第９条 

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

第１０条 

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独

立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有す

る。 

第１１条 

１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開

の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。 

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のた

めに有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を

課せられない。 

第１２条 

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉

及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して
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法の保護を受ける権利を有する。 

第１３条 

１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。 

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。 

第１４条 

１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有

する。 

２ この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とす

る訴追の場合には、援用することはできない。 

第１５条 

１ すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されるこ

とはない。 

第１６条 

１ 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、

かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し

平等の権利を有する。 

２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 

３ 家族は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を

有する。 

第１７条 

１ すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 

第１８条 

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念

を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝

及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 

第１９条 

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることな

く自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわり

なく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 

第２０条 

１ すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 

２ 何人も、結社に属することを強制されない。 
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第２１条 

１ すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権

利を有する。 

２ すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 

３ 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真

正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるもので

なければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行

われなければならない。 

第２２条 

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際

的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展

とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 

第２３条 

１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失

業に対する保護を受ける権利を有する。 

２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受け

る権利を有する。 

３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する

公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を

受けることができる。 

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利

を有する。 

第２４条 

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利

を有する。 

第２５条 

１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福

祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢そ

の他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

２ 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出である

と否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

 

第２６条 

１ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階

においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教
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育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に

応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。 

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければ

ならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び

友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければ

ならない。 

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

第２７条 

１ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩

恵とにあずかる権利を有する。 

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的

利益を保護される権利を有する。 

第２８条 

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対

する権利を有する。 

第２９条 

１ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対

して義務を負う。 

２ すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な

承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の

正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服す

る。 

３ これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使し

てはならない。 

第３０条 

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げ

る権 利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為

を行う権 利を認めるものと解釈してはならない。 
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日本国憲法（抄） 

昭和２１年１１月３日公布 

昭和２２年５月３日施行 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫

のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保

し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに

主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信

託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理

に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するの

であって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう

と決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよ

うと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国

民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであっ

て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、

他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 

 

第３章 国民の権利及び義務 

第１０条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

第１１条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する 

基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

第１２条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを

保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共

の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 

第１３条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の

権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必

要とする。 

第１４条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地

により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれ
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を有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 

第１５条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 

２ すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 

３ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 

４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関

し公的にも私的にも責任を問はれない。 

第１６条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正

その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいか

なる差別待遇も受けない。 

第１７条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところに

より、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 

第１８条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、

その意に反する苦役に服させられない。 

第１９条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

第２０条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特

権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 

３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

第２１条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

第２２条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

第２３条 学問の自由は、これを保障する。 

第２４条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本

として、相互の協力により、維持されなければならない。 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の

事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければ

ならない。 

第２５条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に

努めなければならない。 

第２６条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を

受ける権利を有する。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる

義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 
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第２７条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

３ 児童は、これを酷使してはならない。 

第２８条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障

する。 

第２９条 財産権は、これを侵してはならない。 

２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 

３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 

第３０条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 

第３１条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又

はその他の刑罰を科せられない。 

第３２条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 

第３３条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、

且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 

第３４条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられ

なければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要

求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなけ

ればならない。 

第３５条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けること

のない権利は、第３３条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する

場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 

２ 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 

第３６条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 

第３７条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける

権利を有する。 

２ 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己

のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 

３ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告

人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 

第３８条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 

２ 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、

これを証拠とすることができない。 

３ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑

罰を科せられない。 

第３９条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑
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事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 

第４０条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるとこ

ろにより、国にその補償を求めることができる。 

 

第１０章 最高法規 

第９７条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努

力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

平成１２年１１月２９日制定  

平成１２年１２月６日施行 

(目的) 

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、

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

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

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

することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を

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

解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 

(基本理念) 

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その

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

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

自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。 

(国の責務） 

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。） 

にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務) 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(国民の責務) 

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に

寄与するよう努めなければならない。 

(基本計画の策定) 

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

(年次報告) 

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 
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(財政上の措置) 

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施

策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

 

附則 

（施行期日） 

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

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

する。 

（見直し） 

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

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

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

も踏まえ、見直しを行うものとする。 

 

＜衆議院法務委員会における附帯決議＞ 

  この法律の施行に伴い、政府は、次の点につき格段の配慮をされたい。 

 １ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、行政の中立性に配慮し、

地方自治体や人権にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 

 ２ 前項の基本計画は、「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計画等を踏  

まえ、充実したものにすること。 

 ３ 「人権の２１世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取組みは、政治の根

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

こと。 

 

＜参議院法務委員会における附帯決議＞ 

  政府は、「人権の２１世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点につ

いて格別の努力をすべきである。 

 １ 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国

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

講じること。 

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

かかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 

 ３ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連１０年」に関  

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

でその取組みに努めること。 
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田川市人権擁護条例 

平成８年３月１５日 

条例第２号 

（目的） 

第１条 この条例は、「国民に基本的人権を保障し、法の下に平等」を定める日本国憲法及

び「すべての人間は、生まれながらにして自由で、尊厳と権利とについて平等である。」 

とする世界人権宣言の理念にのっとり、部落差別をはじめ、女性、心身障害者、人種その

他あらゆる差別をなくし、もって市民の人権意識の高揚を図り、市民による人権擁護の確

立された明るい社会の実現に寄与することを目的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を総合的に推進するよう努めなけれ

ばならない。 

（市民の責務） 

第３条 市民は、この条例の本旨を理解するとともに相互に人権を尊重し、人権侵害をなく

すため市の推進する施策に協力するよう努めなければならない。 

（教育及び啓発活動） 

第４条 市は、関係機関と協力し、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会を

とらえて啓発活動を行うものとする。 

（田川市人権教育・啓発基本計画の策定） 

第５条 市は、前条に定める教育及び啓発を効果的かつ計画的に実施するため、田川市人権

教育・啓発基本計画を策定するものとする。 

（推進体制の充実） 

第６条 市は、第２条の施策を推進するため、国、県をはじめ関係機関と連携を図り推進体

制の充実に努めるものとする。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（抜粋） 

平成２５年６月１９日制定 

平成２８年４月１日施行 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この法律は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）の基本的な理念にのっとり、

全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が

重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を

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害

を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の

解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、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する。 

(定義) 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障

害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に

日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよう

な社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第３条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消

の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

(国民の責務） 

第４条 国民は、第１条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要

であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければなら

ない。 

(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) 

第５条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配

慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する

研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 

 

第２章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 

第６条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実

施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下「基本方針」と
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いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的

な事項 

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事 

 項 

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 

 

第３章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置 

(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 

第７条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない

者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害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の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない

ときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び

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。 

(事業者における障害を理由とする差別の禁止) 

第８条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差

別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としてい

る旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害

者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に

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するように努めなけれ

ばならない。 

（地方公共団体等職員対応要領） 

第１０条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第７条に規定

する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応する

ために必要な要領を定めるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体の機関及び独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとす

るときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

３ 地方公共団体の機関及び独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、

遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 
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４ 国は、地方公共団体の機関及び独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成

に協力しなければならない。 

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 

 

第４章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 

(相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 

第１４条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由と

する差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防

止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 

(啓発活動) 

第１５条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解

を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図る

ため、必要な啓発活動を行うものとする。 

(情報の収集、整理及び提供) 

第１６条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外におけ

る障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を

行うものとする。 

(障害者差別解消支援地域協議会) 

第１７条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と

社会参加に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第２項において「関

係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とす

る差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消す

るための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支

援地域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認める

ときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利

活動法人その他の団体 

二 学識経験者 

三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次条から附則第６条まで

の規定は、公布の日から施行する。 



114 

              資料 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（抜粋） 

 

＜衆議院内閣委員会における附帯決議＞ 

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な処置を講ずべきである。 

 １ 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内法

整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要な手

続を進めること。 

 ２ 基本方針、対応要領及び対応指針は障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の

基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即して作

成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。 

 ３ 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好

事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの基と

なる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的な相談

事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や

対応指針の内容の充実を図ること。 

 ４ 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、事業者の事業規模、事業規模から

見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮すること

とし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明について、障害者本人

が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐して行うことも

可能であることを周知すること。 

 ５ 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施

設の許可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を

得るために積極的な啓発活動を行うこと。 

 ６ 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生じ

ない体制を構築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表するなど、

その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制度の活用・充実及

び本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確保に努め

ること。 

 ７ 附則第７条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相

談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者におけ

る合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留

意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後３年を待つことなく、

本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。 

 ８ 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする

差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。 
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＜参議院内閣委員会における附帯決議＞ 

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

 １ 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内法

整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要な手

続を進めること。また、同条約の趣旨に沿うよう、障害女性や障害児に対する複合的な

差別の現状を認識し、障害女性や障害児の人権の擁護を図ること。 

 ２ 基本方針、対応要領及び対応指針は、国連障害者権利条約で定めた定義等に基づくと

ともに、障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の基本的事項を踏まえて作成す

ること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即して作成されることに鑑み基本方針

をできる限り早期に作成するよう努めること。 

 ３ 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好

事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの基と

なる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的な相談

事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や

対応指針の内容の充実を図ること。 

 ４ 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、その水準が本法の趣旨を不当にゆ

がめることのない合理的な範囲で設定されるべきであることを念頭に、事業者の事業規

模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合

的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明につ

いて、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐

して行うことも可能であることを周知すること。 

 ５ 本法の規定に基づき、主務大臣が事業者に対して行った助言、指導及び勧告について

は、取りまとめて毎年国会に報告すること。 

 ６ 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施

設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を

得るために積極的な啓発活動を行うこと。 

 ７ 本法の規定に基づいて行う啓発活動については、障害者への支援を行っている団体等

とも連携を図り、効果的に行うこと。 

 ８ 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生じ

ない体制を構築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表するなど、

財政措置も含め、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制

度の活用・充実を図ること。また、国の出先機関等が地域協議会に積極的に参加すると

ともに、本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確保

に努めること。 

 ９ 附則第７条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相
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談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者におけ

る合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留

意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後３年を待つことなく、

本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。 

 １０ 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とす

る差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。 

 １１ 本法施行後、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を

踏まえ「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」の定義を検討すること。 

 １２ 本法第１６条に基づく国の「障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関

する情報の収集、整理及び提供」に関する措置のうち、特に内閣府においては、障害者

差別解消支援地域協議会と連携するなどして、差別に関する個別事案を収集し、国民に

公開し、有効に活用すること。 
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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 

平成２８年５月２４日制定 

平成２８年６月３日施行 

 

（前文） 

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、

適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを扇動する

不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、

当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。 

もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過

することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。 

ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権

教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的

言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であるこ

とに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかに

するとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の 

域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの（以

下この条において「本邦外出身者」という。）に対する差別的意識を助長し又は誘発する

目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本

邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由

として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。 

（基本理念) 

第３条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深

めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう

努めなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第４条 国は、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に関する施策を

実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解

消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を
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有する。 

２ 地方公共団体は、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に関し、

国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

第２章 基本的施策 

（相談体制の整備) 

第５条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるととも

に、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するも

のとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出

身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争

の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。 

（教育の充実等) 

第６条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施す

るとともに、そのために必要な取組を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出

身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのため

に必要な取組を行うよう努めるものとする。 

（啓発活動等) 

第７条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周

知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そ

のために必要な取組を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出

身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深め

ることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を

行うよう努めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（不当な差別的言動に係る取組についての検討） 

２ 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対

する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。 
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＜衆議院法務委員会における附帯決議＞ 

  国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきで

ある。 

 １ 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神

に照らし、第２条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のもので

あれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識

の下、適切に対処すること。 

 ２ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている

地方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その解

消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。 

 ３ インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長

し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。 

 ４ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態の把握に

努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと。 

 

＜参議院法務委員会における附帯決議＞ 

  国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題で

あることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

１ 第２条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、

いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲

法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処する

こと。 

 ２ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるもの

の、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様

に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。 
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部落差別の解消の推進に関する法律 

平成２８年１２月９日制定 

平成２８年１２月１６日施行 

(目的) 

第１条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落

差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保

障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこ

れを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定

め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等につい

て定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するこ

とを目的とする。 

(基本理念) 

第２条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけが

えのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要

性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実

現することを旨として、行われなければならない。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第３条 国は、前条の基本理念にのっとり、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責務を有する。 

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役

割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じ

た施策を講ずるよう努めるものとする。 

(相談体制の充実） 

第４条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別

に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 

(教育及び啓発) 

第５条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別

を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 

(部落差別の実態に係る調査) 

第６条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得

て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。 
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附  則 

この法律は、公布の日から施行する。 

 

＜衆議院法務委員会における附帯決議＞ 

  政府は、本法に基づく部落差別の解消の推進に関する施策について、世代間の理解の差 

 や地域社会の実情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部

落差別の解消の推進による部落差別のない社会の実現に向けて、適正かつ丁寧な運用に努

めること。 

 

＜参議院法務委員会における附帯決議＞ 

  国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、

地域社会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

 １ 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理

解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落

差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて総合

的に施策を実施すること。 

 ２ 教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むこ

とがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その

内容、手法等に配慮すること。 

 ３ 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査

を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつ

つ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等について慎

重に検討すること。 
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田川市部落差別の解消の推進に関する条例 

平成３１年４月１日 

条例第４号 

（目的）  

第１条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落

差別の状況が変化していることを踏まえ、日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する

法律（平成２８年法律第１０９号）の理念にのっとり、部落差別は許されないものである

との認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関

し、田川市人権擁護条例（平成８年条例第２号）に定めるもののほか、必要な事項を定め

ることにより、部落差別のない田川市を実現することを目的とする。  

（市の責務）  

第２条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、国及び県との連携を図りつつ、部

落差別の解消に関する施策を講じなければならない。  

（市民の役割）  

第３条 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別を解消するための市の施

策に協力し、部落差別の解消に努めるものとする。  

（教育及び啓発の充実）  

第４条 市は、部落差別を解消するため、教育及び啓発の充実を図るものとする。  

（推進体制の充実）  

第５条 市は、部落差別の解消に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び部落差別

の解消に取り組む団体との連携を深めるとともに、施策の推進体制の充実を図るものとす

る。  

（相談体制の充実）  

第６条 市は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。  

（調査の実施）  

第７条 市は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、国が行う部落差別の実態に係

る調査に協力するとともに、必要に応じて、部落差別の解消に関する調査を行うものとす

る。  

（審議会）  

第８条 部落差別の解消に関する重要事項について調査し、及び審議するため、田川市部落

差別解消審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

２ 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。  
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（委任）  

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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田川市人権施策推進会議要綱 

 

（設置） 

第１条 人権教育及び啓発に関する施策（以下「人権施策」という。）の総合的かつ効果的

な推進を図るため、田川市人権施策推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 田川市人権教育及び啓発に関する基本計画（以下「計画」という。）の案の策定に関

すること。 

⑵ 計画の実施及び推進に関すること。 

⑶ その他人権施策の推進に係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、副市長の職にある者をもって充て、副会長は、教育部長の職にある者及び市民

生活部長の職にある者をもって充てる。 

３ 委員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。 

（会長及び副会長の職務） 

第４条 会長は、推進会議を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会長は、必要に応じ推進会議を招集し、議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その意見

又は助言を求めることができる。 

（連絡会議） 

第６条 推進会議の審議事項のうち、別表第２に掲げる専門的事項の検討及び調整を行うた

め人権施策関係課連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

２ 連絡会議は、別表第２に掲げる関係課の職員のうちから会長が指名する委員をもって組

織する。 

３ 連絡会議に、委員長１人を置く。 

４ 委員長は、委員の互選により選出し、連絡会議を総括する。 

５ 委員長は、必要に応じて連絡会議を招集し、これを主宰する。 

６ 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会議に委員以外の者の出席を求め、その意

見又は説明を求めることができる。 
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（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、教育部文化生涯学習課及び市民生活部人権・同和対策課におい

て処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成１５年８月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年 7 月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年８月１５日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１８年４月２８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

委 員 

総務部長 

建設経済部長 

市立病院事務局長 

総務部経営企画課長 

総務部総務課長 

市民生活部保健福祉課長 

市民生活部生活支援課長 

市民生活高齢障害課長 

市民生活部子育て支援課長 

市民生活部人権・同和対策課長 

市民生活部市民課長 

教育部学校教育課長 

教育部文化生涯学習課長 

 

別表第２（第６条関係） 

調査審議事項 関 係 課 

１ 総括的事項 

２ 同和問題 

３ 女性問題 

４ 子ども問題 

５ 高齢者問題 

６ 障害者問題 

７ 外国人問題 

８ ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等 

９ 犯罪被害者の問題 

10 インターネットによる人権侵害 

11 性的指向及び性自認の多様性の問題 

12 その他の人権課題 

総務部経営企画課 

総務部総務課 

市民生活部保健福祉課 

市民生活部生活支援課 

市民生活部高齢障害課 

市民生活部子育て支援課 

市民生活部人権・同和対策課 

市民生活部市民課 

市立病院 

教育部学校教育課 

教育部文化生涯学習課 
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