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は じ め に

世紀は「人権と環境の世紀」といわれています。このことは、 世紀に21 20
おける２度にわたる世界大戦や世界の各地で相次いだ民族や宗教、イデオロギ

ーの対立による紛争、さらには、地球規模的な環境破壊や汚染を招いたという

苦い経験と反省を踏まえ、新たな世紀を、人間相互はもちろん、自然や環境と

の共生により、すべての人々の人権が尊重される平和な世紀にしたいという願

いが込められています。

人権についてみますと、2008年は、1948年の国際連合総会において採択され

た「世界人権宣言」から60年目の佳節にあたります。この宣言には 「すべて、

の人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等で

ある。人間は、理性と良心を授けられており、互いに同胞の精神をもって行動

しなければならない」との基本原則が示され、この理念が今日の基本的人権の

考え方の根底にあるといえます。

わが国では、憲法に基本的人権の尊重が明記され、近年には各種の人権に関

、「 」する条約の批准や人権関連の法律が制定され 人権教育のための国連１０年

に関する国内行動計画の策定や国連総会において、その後のフォローアップと

して「人権教育のための世界計画」を開始することが決議されました。また、

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の制定など、人権に関するさま

ざまな取組がなされています。

加西市におきましても、国・県に呼応して、あらゆる人々の人権が尊重され

る社会の実現に向けて力を注いでいるところですが、平成15年4月策定の「加

」 、西市人権教育及び啓発に関する推進指針 から５年が経過する現在においても

人権問題を取り巻く情勢は多様化・複雑化し、依然として多くの課題がある現

状です。さらには、社会の国際化、情報化の進展や少子高齢化に伴って、人権

に関する新たな課題も生じています。

このため、これまでの人権教育・啓発に関する推進指針を継承・発展させ、

引き続き、人権施策を総合的かつ計画的に進める方向を示すために、大西耕雲

氏を座長とする「加西市人権教育・啓発推進懇話会」を設立し、提言をいただ

きました。

この提言を「加西市人権教育及び啓発に関する推進指針」と定め、これから

も、この指針のもと、行政はもちろん、市民、各種団体、企業、ＮＰＯ・ＮＧ

Ｏなど社会の構成員すべての参画と協働により、すべての人の人権が尊重され

る平和で明るい、そして、恵まれた自然を生かしながら、歴史、伝統に根ざし

た加西の個性と魅力を生かし、誰もが心豊かで安心して暮らせる、いつまでも

住み続けたいと思う加西市づくりをめざしてまいります。皆様方の更なるご理

解とご協力を心からお願い申し上げます。

最後になりましたが、この指針の策定にあたり専門的見地から熱心にご討議

いただきました「加西市人権教育・啓発推進懇話会」の委員の皆様をはじめ、

指針策定にご尽力いただきました関係者の皆様に対し、心からお礼申し上げま

す。

２００８年（平成２０年）４月

中 川 暢 三加西市長
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「加西市人権教育及び啓発に関する推進指針」策定後の取組と成果及び今後の推進課題 
 

  
加西市におきましては、平成１５年４月に「加西市人権教育及び啓発に関する推進指

針」を策定し、人権啓発の推進事業を展開してきました。 
その後社会情勢も変化し、この５年間に積み上げた実績がある一方、積み残した課題、

或いは新たな課題も生じています。 
行政の各担当部局の施策及び実施につきましては、すべての部局・病院で法のもとの平

等原則など人権面からも、窓口対応や事業受付などにおいて老若男女、思想、信条、宗教、

出身、経済的・社会的地位などによる差別はしないことを徹底してきました。さらには、

市役所をはじめ、行政機関には個人情報が集積されています。コンピュータ、インターネ

ットの利用による情報化社会の進展や住民のプライバシー意識の高揚などにより、より一

層、市民のプライバシー保護のため、名簿（職員名簿・対象者名簿などあらゆる名簿）、台

帳（住民基本台帳・課税台帳をはじめとするあらゆる台帳）等公簿の取り扱いには万全の

注意を払ってきました。 
総務部局におきましては、加西市情報公開条例、加西市個人情報保護条例、市民参画基

本計画、男女共同参画ゆめプランなど、市の主要施策としても取組を推進してきました。

市民相談係は、市民の人権擁護の窓口であり、日常生活での悩みや迷い、不安に対する相

談や解決方法の模索など多様な案件が寄せられ、適切な対応を行ってきました。 
市民福祉部局におきましては、HIV など感染症の予防やハンセン病への偏見などの排除

のために啓発を行ってきました。また、市民福祉部・建設経済部・病院で協力体制をとり

ながら障害のある人・高齢者に対するノーマライゼーションの推進をめざし、社会システ

ムの整備や施設の改良などを行うとともに、高齢者、入院患者や障害のある人の介護・看

護などにおけるプライバシー保護や介護保険制度等の利用促進などの啓発も進めてきまし

た。 
建設経済部局におきましては、高齢者や障害者など社会的弱者といわれる人々にも安全

で住みよい社会、施設づくりを進めるため兵庫県「まちづくり条例」に基づき、建物等に

対し、指導助言を行ってきました。また、女性や障害のある人の雇用促進や就職差別の排

除など、活動を普及推進してきました。 
 生活環境部局におきましては、地球温暖化防止対策をはじめ、公害対策、バイオマス事

業の展開、上下水道の整備等、人と自然に優しい環境づくりに努めています。また、自然

観察会を実施するなど、貴重な動植物、生態系への保全について普及、啓発を行ってきま

した。これら環境問題への取組を通して、人が本来持ち備えている穏やかな心の醸成や住

みやすいまちづくりへの一端を担ってきました。 
 教育委員会におきましては、学校における人権教育として、各教科や道徳、特別活動、

総合的な学習の時間等の特質を生かしながら、児童・生徒の発達段階に応じて基本的な人

権感覚の育成を行ってきました。また、国際理解教育や福祉教育、ボランティア活動など

の推進を図り、「共生」、「共感」、「相手を思いやる心」の育成にも努めてきたところです。 
社会教育分野では、公民館で女性や高齢者等を対象に人権学習会や障害者講座を開催する

など、様々な活動や体験を通して人権教育の取組を進めています。 
諸施策の実施に伴い、「人権尊重を基底とし、安全・安心な暮しを支える施策の推進」の

取組内容を説明したり、市民の人権に配慮した考えを説明したりすることは、人権啓発の

推進、施策に対する信頼の獲得、あるいは市民参画への足がかりとなるとともに、説明責

任の実施、情報の公開など、市の果たすべき役割として取り組んできたところです。 
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このように様々な取組を通して、「豊かな人権感覚・人権意識の醸成」、「人権学習で

つなぐコミュニケーション」「リーダーの養成」といった新たなキーワードも浮かび上

がってきました。これらのキーワードを大切にしながら「加西市人権教育及び啓発に関

する推進指針」のもと、積極的に人権教育・人権学習に取り組んできました。 
 加西市の取組の中から「人権課題に関する施策」を検証し、今後の課題を整理してみ

ました。 
１． 女性 

平成２０年２月２９日現在の加西市の人口は４９，７４０人で、女性は２５，６

３６人で、人口の約５１．５％を占めています。 
加西市では男女が共に暮らしやすい社会をめざし、平成１４年３月に「加西市男

女共同参画ゆめプラン」を策定し、その実現に向け、平成１５年４月アスティアか

さいに「加西市男女共同参画センター」を設立しました。これまで情報誌「ゆめ色

みらい」の刊行、各種の男女共同参画啓発講座等の事業を展開し、特に男女間にお

ける人権意識の変革に取り組んできました。 
今後の課題としては、意識変革から実行への進展を目指し、女性が家庭と仕事と

を両立しやすい社会の環境づくりや地域社会における女性活動の活性化等が求めら

れます。 
２． 子ども 

平成２０年２月２９日現在の加西市の１５歳未満の子どもの数（年少人口）は、

６，６０６人で、人口比率は、約１３．３％です。 
平成１５年７月の「次世代育成支援対策推進法」の制定を受け、平成１７年３月

に「かさい子ども・子育て応援プラン（加西市次世代育成支援行動計画）」を策定し

ました。少子化社会が進む中、「安心して子どもを生み育てられるまちづくり」に向

け取り組んでいます。保育所、幼稚園等の施設整備を始め、子育て相談、延長保育・

学童保育、あるいは経済的援助をとおしての子育て支援、教育研修所や青少年セン

ターなどで実施しているいじめ・不登校問題への取組、児童虐待防止対策として加

西市要保護児童対策地域協議会の設置など様々な人権施策を展開しています。 
今後の課題としては、子育て支援の一層の強化、子どもの居場所づくり、またい

じめ問題など子どもの権利侵害に対する人権救済施策の充実等が求められます。 
３． 高齢者 

平成２０年２月２９日現在の加西市の高齢者（６５歳以上）人口は１１，７６５

人で、高齢化率は約２３．７％です。兵庫県平均２０．５％（平成１９年２月１日

現在）を少し上回り、ほぼ４人に１人が高齢者です。 
加西市では、平成１８年３月に「加西市高齢者保健福祉計画」及び「介護保険事

業計画」を策定し、以降３年間の高齢者対策の計画を定め、取り組んでいます。 
その主なものは、①介護予防や生活習慣病予防対策として、あったかシステムの

活用や町ぐるみ健診の実施、健康増進センターを拠点にした健康増進事業等、②地

域ケア体制の整備として、いきいき委員会、はつらつ委員会といった小地域福祉活

動を通じた声掛けや交流の促進、③生きがいづくりと社会参加の促進をめざして、

高齢者あったか推進のつどいや敬老月間ふるさと福祉事業の開催、また老人クラブ

の各種活動やシルバー人材センターの活動への参加を推進しています。 
今後の課題は、福祉施策と連携し、更なる高齢化社会を見据え、高齢者の社会参

加の促進、介護サービスの充実、高齢者虐待の抑止などの高齢者の人権擁護等に一

層の充実が求められます。 



 iii

４． 障害のある人 
平成２０年２月２９日現在の加西市の障害者数は、身体障害者２，２００人（身

体障害者手帳所持者）、知的障害者（療育手帳所持者）２９０人、精神障害者（精神

障害者保険福祉手帳所持者）１４６人です。 
加西市では平成１６年３月に制定した「新・加西市障害者福祉基本計画」及び平

成１９年３月に制定した「加西市障害福祉計画」に基づき、「障害のある人もない人

も、すべての人が安心して暮らせるまちづくり」をめざし、各種施策を実施してい

ます。特別支援学校、善防園の充実を始め、社会福祉協議会を拠点とした介護サー

ビス等生活支援事業の充実、また北播５市１町で連携し相談支援体制も整えていま

す。 
今後の課題として、自立を支援するサービス提供体制の充実、障害者の社会参加

の促進、健常者との交流促進、そして人権擁護及び救済等の施策の充実が求められ

ます。 
５． 同和問題 

加西市では、平成１４年３月に「地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特

別措置に関する法律」の失効を受け、同和問題の解決にかかる施策を一般施策化し

つつ、存続する課題に取り組むため各部局で同和問題を再認識して事業に取り組ん

できました。職員の認識促進のため、平成１５年度に特措法失効の説明と市指針策

定の趣旨説明を兼ねた、職員人権学習会を実施しました。また同和問題を利用した

「えせ同和」については、商工会議所とも連携し企業への啓発を行ってきました。 
今後の課題としては、インターネットを利用した差別情報の流布やいまだに残る

心理的差別等その解消に向け、同和問題の正しい知識と理解を普及し、より一層の

教育・啓発に努力することが求められます。 
６． 外国人 

平成２０年２月２９日現在、加西市に在住する外国人は９８１人で、内訳は中国

人が多く５１４人、その次にブラジル人１４１人、韓国・朝鮮籍７９人、ベトナム

人６４人、フィリピン人６３人と続きますが、そのほとんどは、外国人研修制度を

利用して来日した人々です。 
加西市では、市民と外国人の相互理解を促進するため、平成元年に加西市都市親

善友好協会を設立し、友好都市米国プルマン市との交流事業、かさい日本語クラス、

市民外国語セミナー等を実施してきました。平成１９年７月には、名称を加西市国

際交流協会に変更し、より一層在住外国人支援活動に力を入れています。 
今後の課題としては、市内外国人が在籍する企業との連絡・連携を始め、市民の

異文化理解の促進、外国人への偏見の払拭など、多文化共生社会の実現に向け、よ

り充実した施策の展開が求められます。 
７． ＨＩＶやハンセン病感染者等 

加西市では、平成１５年度からハンセン病療養施設長島愛生園を訪問し、市民の

ハンセン病理解を深める活動を続けています。平成１８年１１月１日には、『ハンセ

ン病回復者の帰郷を喜び、ハンセン病差別撤廃を誓う会』において、市長から「ハ

ンセン病差別撤廃宣言」が丸山総合運動公園で行われました。これは、ハンセン病

のみならず、近年発生した、ＨＩＶ感染、ＢＳＥ、或いは鳥インフルエンザ等の発

生時における偏見・差別事件にも通じる考えを示したものです。 
今後の課題としては、ハンセン病回復者の救済を始め、これからも発生が危惧さ

れる伝染病などに対して、正しい知識の習得と的確な判断力の養成を促進し、風評
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被害等による偏見・差別を抑制、防止する必要があります。また、そのためには伝

染病対策の基本となる医療体制の充実が求められます。 
８． 刑を終えて出所した人々 

刑を終えて出所した人々に対する偏見や差別意識を解消し、今後もその社会復帰

に資するための啓発活動を積極的に推進していく必要があります。 
９．その他の人権課題 

最近は、インターネット上の人権侵害が重要な課題となり、また犯罪被害者の人

権も注目されています。新しい人権課題に真しに対応する行政施策が求められます。 
 
 人権の取組全般を通じて、啓発活動における質的な向上に向けての効果的な手法も取

り入れてきました。 
人権推進課・公民館指導員（中央・善防・北部）・人権啓発指導員がともに啓発活動

における研修会を定期的に開催し、具体的な内容についての質を高めるべく指導力も向

上させてきました。さらに、人権侵害などの人権問題の解決にむけて特設相談日を開設

して人権擁護委員が相談にあたりました。人権啓発ネットワークづくりにも重点を置き、

推進を図るとともに具体的な啓発における補助教材についても構想を練り上げてきま

した。 
 住民向けの啓発冊子「まちかど」を毎年編集し、全戸配布を行い、「まちかどフォー

ラム」、「地区人権学習会」で効果的な啓発活動を行ってきました。また、啓発機関誌「か

がやき」を発行し、市民の人権意識の高揚も図ってきました。 
 人権文化をすすめるために推進月間の８月に「人権文化をすすめる市民のつどい」を

市民対象に開催して、毎年、人権の課題を加西市の実情に即しながら実施をしてきまし

た。 
 「こころの国際化」を構築すべく、「愛の詩」作品を募集し、市内、県内はもとより

県外、国外からも作品の応募点数が年々増えています。入賞作品は、冊子にして啓発を

してきました。 
 一方、よきリーダーを養成することが啓発活動における重要な位置をしめます。市職

員にも毎年人権学習研修会を実施してリーダーとしての資質の向上に努めています。 
 ただ、啓発・推進における新たな問題、課題も出てきました。校区別・町別人権学習

会における、参加者の固定化や学習会内容のマンネリ化傾向が挙げられます。今後の改

善点と認識しています。 
 今回の見直しにおいて策定された「加西市人権教育及び啓発に関する推進指針」に則

り、各団体組織、各事業所及び市民における人権教育・学習の推進をより積極的に行っ

ていくと同時に町別人権学習会「まちかどフォーラム」では、推進役の区長、社会教育

推進員とも打ち合わせを事前に十分行い、質的な向上も図っていきます。また、各団体

等に呼びかけております「人権出前講座」の充実も図っていきます。 
評価に関しては、国・県の動向も参考にしながら、住民意識を把握していきたいと考

えています。 
 今後の人権教育・啓発の推進においては、本指針を要として推進を担う人権推進課を

中心とした庁内全部局、外部関係諸機関・団体とのネットワークの強化もさらに強固な

ものにしていきたいと考えています。 
 また、人権教育・啓発活動においては、「あらゆる機会に、あらゆる場所で、あらゆ

る人々に」という生涯学習の基軸を人権教育・啓発の「合い言葉」として今後も尚一層

推進をはかります。 
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１ 加西市の人権教育・啓発の現状 
 

(1)  国・県等の取組 
第二次世界大戦後、国連は、世界平和のために、世界の国々のあらゆる差別をなくし、

すべての人々の人権が守られることを目的として、昭和２３年１２月、国連第３回総会

において「世界人権宣言」を採択しました。 
「人権教育のための国連１０年」の取組が最終年を迎えた平成１６年１２月には、国

連総会において、世界各地で引き続き人権教育を積極的に推進することを目的に、平成

１７年から「人権教育のための世界計画」を開始する決議が採択されるなど、21 世紀を

人権の世紀とするための取組が更に推進されようとしています。 
また、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」が公布・施行さ

れ、今後は国や地方公共団体のいっそう積極的な取組を求めています。 
このような中、兵庫県においても、兵庫 2001 年計画における「共生型ネットワーク

社会づくり」の基本理念のもと、“こころ豊かな兵庫づくり”を県政目標として、「ここ

ろ豊かな人づくり」「すこやかな社会づくり」をめざす様々な施策を展開し、人権の尊重

される社会づくりに努めてきました。平成３年には、財団法人兵庫県人権啓発協会を県・

市が共同設置し、同和問題をはじめとする人権問題全般について、研修、啓発、研究事

業等を全県的に展開するとともに、平成１０年には、兵庫県教育委員会において「人権

教育基本方針」を策定し、学校教育、社会教育で、方針に基づいた人権教育の推進を図

りました。そして、平成１３年には、「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」

を策定し、あらゆる差別や偏見がない、誰もが安心していきいきと生活することのでき

る真の共生社会の構築をめざしています。 
このように憲法制定以後、人権尊重の社会づくりをめざした永年の取組、殊に部落差

別解消を目的とする同和教育の取組や「男女共同参画社会基本法」などの人権関連法令

の整備により、差別の不当性や人権の大切さについての市民の理解は進み、一定の成果

はありました。しかし、例えば差別落書きや平成１８年度に発覚した電子版「部落地名

総鑑」などに見られるように、まだまだ差別意識の潜在化傾向がある同和問題をはじめ、

女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人、ＨＩＶなどの感染症者や元ハンセン病

患者などに対する差別や偏見は今なお解消に至っていません。 
また、国際化や情報化、少子・高齢化などの社会の急激な変化や進展により、例えば

インターネットを利用した人権侵害事件やプライバシーの侵害、個人情報の流出など、

人権問題も複雑・多様化してきています。 
 

(2)  加西市の取組 
① 教育・啓発推進体制 

   加西市は、昭和４2 年の市制発足当時、社会教育に従事する職員はわずか３名（公民

館職員を含む）でしたが、昭和４３年には４人に増員し、ようやく社会教育団体の幹

部に同和研修が実施できる状態でした。昭和４４年には同和対策事業特別措置法施行
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をうけ、市民啓発のための同和教育懇談会を教育長・公民館職員を中心に、市内小・

中学校長の応援により実施しました。 
   しかし、公民館活動とあわせての推進活動では、同和教育の徹底が期しがたいため、

昭和４８年度に「同和教育指導室」を設置するとともに、各公民館に「同和教育推進

室」を設け、さらに地域内において同和教育を推進するため、「同和教育指導員」制度

を発足させ、隣保単位の同和教育推進懇談会を実施してきました。 
   さらに、昭和５２年度には、同和問題の解決が真に市民一人一人の課題であるとの

認識を徹底するため、各町の区長、婦人会班長、社会教育推進員を同和教育推進の協

力者として委嘱する「同和教育協力員」制度を設けました。昭和６２年度の「同和対

策事業特別措置法」から「地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関

する法律」への法改正にあわせて、各公民館に置かれていた「同和教育推進室」を廃

止して新たに「公民館指導員」を設けるという組織変更により指導体制を刷新し、同

和教育の推進を図ってきました。 
平成１２年度からは、同和問題をはじめとして、人権に関わる様々な課題を視野に

入れて総合的に意識啓発を推進していくために、「同和教育指導室」を「人権教育推進

室」に改組・改称し、同和問題を人権問題の重要な課題ととらえつつ、広く人権教育

を推進していくこととしました。 
   同和対策事業については、昭和４４年の「同和対策事業特別措置法」施行にあわせ、

福祉事務所内に「同和対策係」が設置され３名が配置されました。昭和４６年には「福

祉事務所同和対策室」となり体制の強化が図られました。昭和４８年には単独で部と

並ぶ「同和対策室」を設置し、さらに、昭和５２年には同室内に「企画調整課」と「事

業課」を設置して、より一層の同和問題の解決に取り組みました。昭和５６年には「管

理課」と「事業課」に改組、昭和５７年３月末の「同和対策事業特別措置法」の失効、

同年４月１日の「地域改善対策特別措置法」の施行を受け、各種施策の見直し計画を

立て、着実に実施に移しました。ほぼ計画どおりに地域改善対策事業は進捗し、昭和

５９年には「事業課」を「管理係・事業係」の１課２係体制としました。昭和６０年

にはそれを「事業課管理事業係」の１係のみとし、昭和６２年には組織変更により福

祉事務所内に「地域改善課地域改善係」を設置しました。平成元年の組織改正に伴い、

「市民福祉部地域改善課」としました。一般施策化と啓発活動を行っていくという二

人三脚の業務を担いました。 
平成７年、財団法人兵庫県人権啓発協会等と連携し、「差別をなくそう県民運動－東

播磨のつどい－」を加西市民会館で開催しました。それ以降、毎年８月の「差別をな

くそう県民運動月間」に、区長会・婦人会・人権擁護委員会などの協賛により「差別

をなくそう市民運動のつどい」を開催し、人権思想の普及高揚に努めています。 
平成１０年度には、地域改善対策事業の減少などにより、組織改革で「市民環境部

市民課地域改善係」とし、平成１２年度には「市民福祉部市民課地域改善係」と改組

しました。同年、「男女共同参画社会基本法」を受け、企画総務部内に『市民参画の推

進』と『男女共同参画社会の推進』を担当する「市民参画推進室」を設けました。平
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成１４年３月３１日の「地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関す

る法律」失効により、地域改善対策事業の一般施策化及び平成１２年１２月施行の「人

権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の趣旨を汲み、「教育委員会人権教育推進室」

と「市民課地域改善係」を統合・改組し、平成１４年度から「市民福祉部人権推進課」

を発足させました。 
人権推進課は、人権施策の推進にかかる事業計画・方針策定や人権関係団体や行政

機関等との連携調整を行う「企画調整係」と人権教育・啓発事業を実施する「人権対

策係」の２係で構成され、人権思想の普及高揚とあらゆる差別のない明るく住みよい

まちづくり推進の大きな役割を担っています。 
今後は、教育・啓発・相談・連携・広報など、あらゆる人権課題解決のセンターと

しての機能の充実と共に行政部内のネットワークづくりが大切です。 
 
 ② 学校教育における取組 
   加西市では、学校における人権・同和教育において、各教科や道徳・特別活動等の

特質を生かしつつ、児童・生徒の発達段階に応じて基本的な人権感覚の育成を行って

きました。 
また、地区の児童・生徒の学力の充実や、教育・文化水準の向上に取り組んできま

した。 
   地区を持つ学校においては、教育上の格差を解消するために、地区児童・生徒の学

力及び自立性の向上と健康の増進を図り、進学や就職が適切に行われるよう進路指導

の充実に努めてきました。 
   平成１３年度からは、副読本として、小学校では「ともだち」にかわる「ほほえみ」、

平成１４年度からは「こころのノート」、平成１５年度からは、中学校で「ともだち」

にかわる「きらめき」等を活用し、同和問題をはじめ女性、子ども、障害のある人、

外国人などの人権にかかわる今日的な課題の解決に向け、道徳の時間はもとより「総

合的な学習の時間」、各教科、課外活動との関連も図りながら全教育活動を通して様々

な人権問題の解決に向けた取組を進めています。そして、加西市教育委員会では、差

別を鋭く見つめ、共に支えあいながら伸びていく子の育成をめざして、同和（道徳）

教育指定校を設け、研究を深めるとともに、お互いの取組を研究会において発表し、

人権・同和教育の深化に努めました。 
   また、昭和５３年、兵庫県社会福祉協議会から北条小学校が福祉教育指定を受け、

昭和５６年度には社会福祉法人加西市社会福祉協議会の福祉教育指定校制度が発足、

現在では、１１小学校、４中学校、特別支援学校及び北条高校、播磨農業高校の市内

の全校において、児童生徒に対する人権教育の基盤の広がりを図る福祉教育やボラン

ティア活動についての理解や実践のための教育・啓発を進めています。 
   人権について正しく理解し、豊かな人権感覚を身に付け、豊かな感性を育てていく

ため、保育所（園）園児・幼稚（児）園児・小・中・特別支援学校生・高等学校生や

ＰＴＡからポスターや標語を募集し、幅広い人権・同和教育を行っています。 
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   今後も、人権教育の充実を図り知識のみでなく実践にまでつながる教育を進めると

ともに福祉教育やボランティア活動などの推進を図り、「共生」、「共感」や「相手を思

いやる心」などの育成に努めることが大切です。 
 

③ 教育事業での取組 
教育事業は、部落差別の現実に立ち、地区住民の同和問題解決につながる学習活動

を充実し､社会的自覚を培い、部落差別解消への意欲と実践力を養うことを目的として

実施してきました。 
加西市においては、昭和４２年度以来、小学生の学力補充学級を開設、その後中学生も

対象に加えました。名称も学力補充学級から学力促進学級、解放学級、同和地区内教育事

業、同和地区教育事業、地域改善教育事業、人権教育推進市町事業と変遷してきました。 
児童・生徒対象では､同和問題解決のために自主的な学習意欲や学習能力を高め、教

育水準の向上に資する活動や進路についての学習を主にしながら、同和問題・生活上

の諸問題について学習活動を進めてきました。 
成人対象の学習活動も昭和４４年度に集会所等指導事業として１学級開設し、以後、諸

集会事業、解放学級、同和地区内教育事業、同和地区教育事業、地域改善教育事業、人権

教育推進市町事業と名称を変更し、自立精神のかん養を目的としながら今日に至っていま

す。 
成人対象では、地区の生活実態や生産・労働生活に根ざす課題を解決し、生活の安

定や教育・文化を高める基礎的な学習を主にしながら、自学・自習の意欲や自立する

力の向上に努め、同和問題を解決する力を培う学習活動を進めてきました。 
 また、この事業は、市民全般にわたる生涯学習推進の一環として、多様な学習機会

や学習情報の提供を進め、自主的、自発的な学習者やグループの育成に努めるなど、

着実に市民意識の高まりが現れてきています。 
 

④ 市民教育の取組 
国民的な課題である同和問題の解決には、行政としては市民に草の根運動的な教

育・啓発を行う必要があります。この意味で社会同和教育は学校同和教育と両輪をな

す形で推進されなければなりません。加西市では、「同和対策事業特別措置法」施行の

年から「町別同和教育懇談会」に精力的に取り組んできました。昭和４４・４５年度

に市内１２９町すべての地域で、教育長を先頭に各公民館職員、小・中学校長が各町

区長や社会教育協力員の協力と理解のもとに進めました。 
 しかし、町単位の懇談会では出席者も限られ、数多くの市民への徹底が期しがたい

ため、昭和４９年､同和教育推進室・同和教育指導員制度を設置し、隣保単位を原則と

したきめ細かな「町別同和教育懇談会」を実施しました。また、地区内外の交流を密

にし、相互の認識を深めることにより同和問題解消の一助とするとともに、生活文化

の交流が増進されることを願って「交流学習事業」を展開しました。 
その後、地域における自主的な同和学習活動を促すために､「同和教育推進モデル地
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区指定事業」を実施してきました。また､「町別同和教育懇談会」では、映画やビデオ

など視聴覚教材を利用し、対象者を保育園（所）児・幼稚園児・小中学生それぞれの

保護者別や、成人の男女別、さらに２０～４０歳代の男女別、高齢者と区別して、ラ

イフステージ（生涯の各時期）や性別に応じたきめ細かい学習会を実施してきました。 
一方、公民館においては､昭和４４年度、公民館３館（中央・南部・北部）の館内学

習事業として同和教育を実施するとともに､昭和４５年以降は、公民館における婦人学

級・高齢者学級・幼児教育学級をはじめ趣味の学習講座などにおいて、学習時間の１

～１．５割程度の同和研修を義務化し、学習内容には必ず同和学習を含むものとしま

した。また、ボランティア活動に関する学習も積極的に行うように努めました。 
昭和５６年度に、西脇市ではじまった視力障害者のための兵庫県身体障害者社会学

級「東播磨青い鳥学級西脇教室」や聴力障害者対象の「くすの木学級中町教室」への

学級生の学習援助を行いました。また昭和５９年３月には、「第９回兵庫県身体障害者

社会学級生のつどい」が、市民ボランティアや加西市社会福祉協議会、加西・加西北

条の両ライオンズクラブなど多数の市民や団体の協力によって加西市民会館で開催さ

れ、参加者は１，０００人を超えました。以後、昭和６２年度～平成元年度、平成８

年度～１０年度は、加西市が「青い鳥学級」の開催当番市として実施し、加西市・西

脇市・小野市が３年毎に交代で担当して実施しました。 
また、昭和６２年度～平成元年度まで、すべての市民が同和問題への理解を深め、

日常生活で人権が尊重される差別のないコミュニティづくりを推進するために、対象

地域内外の住民が交流する「交流懇談会」を開催しました。市民が自らの意思で同和

問題に取り組む「自主学習会」も行われました。 
さらに、これらを統合した「合同交流懇談会」も実施されました。以後、「人権映画

フォーラム」、「人権住民学習会」などを加え、同和教育アンケートの実施や小・中学

校人権作文集「かけ橋」、啓発冊子「散歩道」「まちかど」「愛の詩」などを発行し多様

な方法により推進しました。 
平成１０年度から実施してきた「さわやか人権学習会」では市民に人権文化を構築

するため､啓発映画を中心にしながら普遍的な視点からのアプローチと固有の問題に

ついてのアプローチの両面から人権意識の高揚を図りました。人権尊重のまちづくり

を進めていく中で、一人一人の生き方を見直すとともに、部落差別の解消を明るく住

みよいまちづくりの課題として位置付け、懇談会を実施してきました。平成１４年度

からは､啓発冊子を「まちかど」と改称したことに伴い「まちかどフォーラム」とし、

日常生活の中で差別につながるものの見方や考え方を見直し、こころ豊かなまちづく

りを推進することや、部落差別をはじめとするあらゆる差別のない「共に生きる社会」

の実現をめざして取り組むことを重点目標として進めています。 
平成１７年度からは、毎年、市民対象の人権研修の一環として、ハンセン病療養所

を訪問し、入所者との交流を通じてハンセン病に対する正しい理解を促進し、偏見・

差別の解消に向けた人権意識の普及啓発を行っています。 
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⑤ 社会教育団体等の取組 
社会教育団体に対する研修としては、昭和４３年度より、各公民館単位に年１回、

婦人会幹部研修を実施しました。また、昭和４７年度からは、市連合ＰＴＡの指導者

研修会に必ず同和教育研修を取り入れることとし、各小・中・特別支援学校ＰＴＡに

おいても同和教育研修が実施され、差別意識の解消に向けた取組が続けられています。 
 さらに、昭和５０年度からは、幼稚園父母の会・保育所（園）母の会における同和

教育研修は公民館幼児教育学級や各幼稚園での家庭教育学級として取り組まれること

となり、その開設学級数は年々増加し、保育所母の会、婦人会、ＰＴＡ等では、会員

等の熱心な取組により、ながらく続けられています。 
昭和５３年度には、加西市連合婦人会が県委託同和教育事業を受けたことにより、

年間６回にわたり計画的な学習を持つことができました。 
平成４年度以降は同和問題の解決を積極的に推進するため、団体等に対する指導を

更に発展させ、婦人セミナー、幼児教育学級、家庭教育学級、公民館学級生、ＰＴＡ、

老人クラブ、高齢者大学、市職員、教職員等の研修に取り組んできました。 
さらに、平成１４年度からは人権啓発の更なる推進をめざし民生委員・児童委員協

議会や老人クラブ等、人権啓発の対象組織・団体を拡げて「人権出前講座」として取

り組んでいます。 
 

⑥ 企業での取組 
心が通い合う明るい職場づくりのためには、企業内同和教育が必要であります。こ

の認識のもとに、昭和４５年度の年度内に企業経営者の研修会を一度実施しましたが、

成人を組織的にとらえることができるという企業の有利な学習条件にもかかわらず、

当初は企業内同和教育に取り組んだのはわずか１企業でした。 
しかし昭和４８年度になって、国・県の出先機関の長（神戸法務局社支局長、加西

保健所長、北播磨福祉事務所長）が中心となり､「同和教育実践チーム」を編成し､各

企業に同和教育の重要性を訴えていきました。様々な取組の結果、昭和４８年度には

２１企業、４９年度には６０企業、５０年度には５４企業と、それぞれ従業員を対象

とする同和教育研修を実施することができました。 
昭和５１年度には、市内でもっとも従業員数の多い三洋電機㈱北条製造事業部で、

企業としては最初に「同和教育推進委員会」が組織され、人権教育が計画的に推進さ

れました。これらの研修を受けた人たちが「町別同和教育懇談会」の中心となって推

進する姿がみられました。また、それ以後、同社では定期的に学習資料を配布すると

ともに「職場別グループ学習会」を実施し、現在も「明るい職場づくり懇談会」とし

て継続されています。昭和５７年度には、同事業部は第２９回兵庫県同和教育研究協

議会東播磨大会において、「明るい職場づくりを目指して」のテーマで、取組を報告し

ました。 
昭和５３年度には、市長自ら「企業内同和教育推進実践チーム」の責任者となり、

経済部商工課が窓口となって「企業内同和教育担当者研修」を持ち、２７企業の企業
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内同和教育の推進にあたりました。 
以後、企業内における同和学習への取組は、少数ではありますが継続して行われて

います。 
 また、企業に対する「えせ同和行為（同和問題を口実とした利権行為など）」はあと

を絶たず、このような行為は同和問題の解決には何の益にもならず、かえって差別の

解消を阻害することから､「えせ同和行為」の排除とともに正しい同和問題に対する認

識を促す働きかけを企業にしてまいりました。 
    就職差別、性差による賃金、処遇などの差別や職場におけるセクシュアル・ハラス

メント（性的な言動に起因する問題）、パワー・ハラスメント（職権や地位などを背景

にした人権侵害）など、職場教育の浸透などにより、改善されつつあるものの、企業

の抱える人権問題が解消されたとはいえません。 

一方、新たな課題として終身雇用制の崩壊、フリーターの増加、パート・派遣社員・

請負労働者といった非正規雇用者の増加など、労働形態の変化や賃金格差の拡大とい

った問題がクローズアップされています。 

これらの解消には企業の自主的な努力と企業内での主体的な研修等の取組が欠かせ

ません。そのため今後も、企業と協力連携を保ちながらこれらの課題の解消に努めま

す。 
平成１５年は、「『企業の社会的責任（CSR）』元年」と呼ばれ、この年以降、企業は

その役割として、日常の活動の中に社会的公正性や倫理性、環境への配慮など、社会

との関わりにおいて責任を負うこととなりました。今後も企業と協力連携を保ちなが

ら、さまざまな人権課題の解消に努めます。 
また、差別の解消に悪い影響を与える「えせ同和行為」の排除にも企業の理解と協

力が大切であり、あわせて協力連携を深め排除に取り組みます。 
 

⑦ 奨学生の育成の取組 
教育奨励金制度は、同和対策事業特別措置法に基づき、同和対策事業の一環として、地

区の青少年に将来有為な社会人として活躍してもらうために、高等学校及び大学への進学

を促進する目的で、県とあわせて設置しました。 
県の取組としては、昭和４１年度に「高等学校進学奨励金制度」を創設、昭和４４

年度には大学・短期大学を追加するとともに県単独「入学支度金給付制度」を創設し

ました。昭和５７年度には､「地域改善対策奨学資金」と改称し、大学・短期大学が貸

与に移行し、昭和６２年度には、高校・高専が貸与に移行しました。 
市単独の教育奨励金は、昭和４８年度に始まり、徐々に支給額の改善を図り、「修学

資金」、「入学支度金」に広げました。市単独の「大学奨学資金貸与制度」は、昭和５

７年度より「給付」から「貸与」に移行し、昭和６３年度には、この制度を廃止しま

したが、県高等学校奨学資金の活用を図ってきました。またその後、同和対策の進路

保障をさらに進め、一般対策としての奨学金の充実を図ってきました。 
昭和４６年に発足した「奨学生友の会」は、毎年、友の会学習会を実施するととも
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に､奨学生と保護者合同の学習会もあわせて実施してきました。 
 今後も、地域リーダーとして自主的な活動を期待するとともに、地域の発展向上に

資する人材の活用が期待されます。 
 

⑧ 加西市人権教育協議会の取組 
昭和４４年度に学校教育・社会教育における同和教育の研究・実践をする会として、

「加西市同和教育協議会」が発足し､「加西市人権・同和教育協議会」、「加西市人権教

育協議会」と規約改正や名称変更を行って今日に至っています。 
その間、兵庫県同和教育研究大会東播磨大会が第２１回（昭和４９年）、第２６回（昭

和５４年）、第３１回（昭和５９年）、第３９回（平成４年）、第４８回（平成１３年）

の５回にわたり加西市で開催され、大会ごとに有意義な討議がなされました。 
なかでも、第４８回大会は、「差別の現実を深く認識し、人権尊重の精神に徹した部

落差別をはじめあらゆる差別を解消する教育・啓発活動を確立しよう」を大会テーマ

に掲げて、加西中学校で開催されました。市内をはじめ東播磨地域全域から約１，２

００人の参加を得て､「人権の世紀」の始まりにふさわしく熱心な討議が行われました。 
    平成１４年７月に開催した総会において、あらゆる差別の解消と人権尊重のまちづ

くりを推進するため､協議会を「加西市人権教育協議会」と改称し、今日に至っていま

す。 
 

(3)  今後の課題 
以上のように、加西市においては、教育委員会と同和対策室が連携して同和問題の解

決をねらいとした同和教育・啓発を重点的に実施してきました。社会教育においては、

同和教育指導室などが設置されたために、同和教育や啓発をそれら担当部署に任せる傾

向が生じ、結果的に他部署の取組に停滞が見られました。 
 例えば､公民館は同和教育に取り組んではきましたが、まだ差別意識が残っている現状

をみますと、部落差別の解消を目的とした同和対策・教育をさらに積極的に取り組む必

要があります。そのためには、職員の適正な配置や研修による資質の向上などが必要と

考えられます。 
 また、同和対策事業や地域改善対策事業の推進にあたっては、地区内外の住民双方に

対する、制度や施策・事業の目的、必要性、効果、などの理解が必要でありますが、市

民に対する十分な説明がないまま施策が進んだため、制度、目的などが理解されないう

ちに事業が先行してしまい、事業に対する「ねたみ意識」に基づく差別発言や「自助・

自立の努力の欠如」などの無理解や偏見に満ちた言動もよく見られました。また、地区

内外の「交流懇談会」が積極的に行われてきたにもかかわらず、地区と周辺地域との婚

姻関係等の交流がスムーズに実現できていない例もあることも憂慮すべき重要な課題で

す。 
このような点を反省し､あらゆる部局が、人権に対する認識を深め、制度の運用や事業

の実施にあたっては、住民に説明・啓発を行い十分な理解の上で進めることが大切です。
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「地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律」失効後は、これ

までの同和対策の成果を損なうことなく一般対策化を図り、行政のすべての施策は、住

民の権利・義務や生命財産など生活全般にかかわるものであることから、あらゆる行政

に携わる担当者が人権の擁護者・啓発者として努めるべきです。 
 職場におけるセクシャル・ハラスメント（性的な言動に起因する問題）、パワー・ハラ

スメント（職権や地位などを背景にした人権侵害）、雇用における男女格差､児童虐待、

外国人や高齢者に対する人権問題など､国際化や情報化、少子・高齢化などの社会の変化

に伴い人権問題もますます複雑多様化しています。また、学校や社会においても陰湿な

いじめ問題が惹起していることから人権問題は重要な課題として提起されてきています。 
今後は､人権の尊重をめぐる国内外の動向や「人権教育及び人権啓発の推進に関する法

律」の趣旨を踏まえるとともに､「第 4 次加西市総合計画」や「かさい男女共同参画ゆめ

プラン」、「市民参画基本計画」、「加西市高齢者保健福祉計画」、「加西市障害福祉基本計

画」などで示されている基本課題やめざすべき社会像等を見据えつつ、人権が尊重され

る社会づくりをめざしたこれまで以上の積極的な取組が必要です。 
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２ 人権尊重の理念 
 
  人権は生まれながらにして、身分や性などに関係なく、人間としての尊厳に基づいて誰

にも備わっている基本的な権利です。これは、社会を構成している人々が個人としての生

存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むうえで欠かせない権利であり、すべて

の人に平等でなければなりません。 
  日本国憲法においても、人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、侵す

ことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられたものであるとされ（１

１条、９７条）、個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利の尊重（１3 条）と法の下の平

等及び差別の禁止（１４条）という二つの包括的な規定と、様々な人権の個別・具体的な

保障規定の中に明確化されています。これらは、国際社会で取り決められた諸条約によっ

て、確認・強化されています。 
  これらの人権については、国や地方公共団体などとの関係においてはもちろん、市民相

互の関係においても尊重されるべきものであります。 
また、わが国においては、一方では正当に権利を主張すべき場面でその主張が必ずしも

十分に行われておらず、他方では自分の権利ばかり主張して他人の権利への配慮を欠いて

いる事例が少なくありません。これらはいずれも、人権についての正しい理解がいまだ不

十分であるからにほかなりません。 
これからの社会においては、一人一人が自らの人権を主張し行使する際に、他人の人権

にも十分に配慮し、権利の行使には責任が伴うことを自覚することが大切です。そうする

ことによってはじめて、お互いの人権が共存できるからです。 
さらに、そのことが、日常生活の中で自然に態度や行動に現れるようになることが大切

です。 
  一方、私たちが幸せな生活を築いていくためには、世の中が平和でお互いが人間として

尊重される社会であることが最も基本となる大切なことです。 
 人類史上最大の悲劇となった第二次大戦を厳しく反省する中から、１９４８年に国連総

会で採択された世界人権宣言はその冒頭で「人権を尊重することが世界平和の基礎である」

と述べています。そのことは、振り返って過去の戦時下の国民の生活を見ても「聖戦」の

名のもとに、人々の命と生活を犠牲にした人権無視が徹底されたことから理解できます。 
 人権の擁護と恒久平和の願いは表裏一体のものとして、私たちはこれらの実現にいっそ

う努めなければなりません。 
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３ 指針の基本的な考え方 
 

(1)  策定の趣旨 
「人権の世紀」といわれる２１世紀は、国際的に人権問題が重要な課題として認識さ

れ､人権尊重の機運が高まってきています。国連において、平成７年に「人権教育のため

の国連１０年」が定められ、各国に人権教育の積極的な取組が呼びかけられる中で、わ

が国においても、平成９年に「人権教育の国連１０年に関する国内行動計画」が策定さ

れました。 
さらに、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、

今後は国、地方公共団体、そして国民一人一人にいっそうの取組が求められています。 
平成１６年１２月には、国連総会において、「人権教育のための世界計画」を開始す

る決議が採択されるなど、21 世紀を人権の世紀とするための取組が更に推進されようと

しています。 
加西市では平成１３年にスタートした「第４次加西市総合計画」の基本構想策定にお

いて、計画目標に「多様な価値観と個性の尊重」「共助・協働社会の実現」を掲げ、す

べての市民がお互いの人権を尊重し、様々な文化や価値観を認めあうことにより、だれ

もが自分らしく暮らせる社会を築き、「共助」すなわち「人権尊重」「思いやり」「共感」

の精神に基本を置いた「助け合い」のシステムを構築して、地域コミュニティを中心と

した「共助社会」の構築をめざしています。 
その具体化に向けて、今後の人権教育及び啓発推進の方針を定めるためにこの指針を

策定しました。 
 

(2)  性格と役割 
本指針は、人権の尊重される共に生きる社会づくりに向けて、市が進める人権尊重の

ための教育及び啓発にかかわる施策の総合的な推進について基本的な方向を示す指針

としての性格を持つものです。 
市の人権教育及び啓発にかかわる施策は、国・県をはじめ市民、企業、団体等様々な

主体の参画と協働の下に推進されなければなりません。このため、市は国・県の施策と

連携を図りながら主体的に施策を展開するとともに、他の各主体がこの指針の趣旨に沿

って自主的に取り組むことを期待します。 
 

(3)  指針の見直し 
この指針は、平成１５年度を初年度とし、平成１９年度に見直しをして平成２０年度

に改訂をしました。今後、社会情勢の急激な変化や市の状況に合わせた計画とするため、

必要に応じて適宜見直しを行うこととします。          
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４ 重点方針 
 

(1) 市民の参画と協働によるあらゆる場での教育・啓発 
加西市では、平成２２年（2010 年）を目標とした「第４次加西市総合計画」において、

「市民参画・協働のまちづくり」を基本構想の柱の一つとして位置づけています。 
 私たちのまち加西市を、どこよりも住みやすく、すばらしい個性と魅力にあふれた誇

り高いまちとするためには、多くの市民の方々に、市政やまちづくりについて関心を寄

せていただくことが必要です。また、行政も職員の意識改革とあわせて、絶えず組織体

制や行政運営手法の見直しを行う必要があります。これらについては社会変化や状況の

変化に応じて、常に柔軟に対応していかなければなりません。そして、市民と行政が協

力しあって、市民参画により､「花と歴史と愛のまち－かさい」の創造に向けた魅力あ

る２１世紀のまちづくりを進めていくことが求められています。 
 日本国憲法第１２条及び第９７条の規定においても明らかなように、基本的人権の獲

得は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、不断の努力によってこれを保持

することとされています。国家や他の人から、自然に、黙っていて与えられるというも

のでないことは明らかです。 
 また、人権教育及び人権啓発は、教育者と被教育者などとの相互の意思の疎通がなけ

れば、一方的な教育・啓発となり、知識のみの理解となり、日常の実践につながり得ま

せん。人権は、概念としてだけではなく、具体性をもってとらえていくことが大切です。

日常生活の出来事に対して、人権の視点から考え、意識していくことが大切であり、日

常の行動に結びついていくことによって、人権の尊重が文化として根づいていくもので

す。 
 このようなことから､「人権尊重文化の構築」を共通の目的として、あらゆる市民団

体や企業などを含めた市民の参画と協働により、家庭、学校、地域、職場といったあら

ゆる場において、人権教育及び啓発を継続して進めることが必要です。 
 加西市はこのような観点から、よりいっそうの市民の参画と協働を進め、家庭、学校、

地域、職場など、市民生活のあらゆる場において、市民一人一人のライフステージ（生

涯の各時期）に合わせた人権教育及び啓発を進めるとともに､これらが相互に連携しそ

れぞれの役割を担いつつ、市民一人一人が暮らしの中で人権を尊重した生き方の基礎を

培う営みと豊かな人間関係づくりを進めるための積極的な支援を行います。 
 

(2) 人権尊重を基本とした行政の推進 
  市町村は基礎的な地方公共団体として、住民の日常生活に直結する事務を包括的、一

般的に処理することを任務としています。また、これらの事務は、住民の財産や生命の

安全と福祉を保持増進するため、住民の権利を制限し、自由を規制するような内容をも

含みます。 
  このように、市の行う行政事務は、市民の個人情報をはじめとして､健康・福祉の増進

や生命・財産の安全確保、教育文化の向上など、行政全般にわたって住民の権利と義務
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に関わった業務をおこなっています。 
  これらの行政を進める上で一番の基礎となるのは､住民の人権の保障と人権尊重に立

脚した政策であり、施策や事務事業の遂行であり、差別のない公平な行政の推進であり

ます。このことは、日本国憲法第１５条第２項が「公務員は全体の奉仕者である」と規

定し、地方自治法第２条第１５項「地方公共団体は､法令に違反してその事務を処理して

はならない」と規定しています。ここでいう「法令」の最上位に位置付けられるのが憲

法であることは言うまでもありません。 
  しかし、法律や規制だけで「人権」や「平等」が達成されるものではありません。そ

こには、私的な好き嫌いの感情に左右されない、人として他人を愛する理性的な隣人愛

が必要と考えられます。少なくとも行政に携わる者は、「法令の遵守」「全体の奉仕者」

が義務付けられています。その上に公正・公平な住民への愛情を持つことにより、いっ

そう「人権」の擁護・尊重が進むことになると考えられます。 
  このようなことからも、地方公共団体は人権尊重を基本とした行政を推進することが

必要であり、行政に携わるものすべてがこの原点に立ち返り、意識を高めることが必要

であります。 
  加西市の第４次総合計画の基本目標は､「花と歴史と愛のまち かさい」－活力とゆと

りに満ちた「ふるさと夢都市」をめざして－であり、これは、花につつまれた、歴史を

育む環境の中で、人が元気であり、環境にやさしく、あたたかさの中で暮らせる都市で

あり、このような都市を支える多様な価値観と個性が尊重され、共助・協働社会が実現

されている都市を指しています。 
  この目標設定の基本的視点は､「多様な価値観と個性の尊重」と「共助・協働社会の実

現」という二つの視点から成り立っています。一つ目の「多様な価値観と個性の尊重」

では、２１世紀の成熟社会においては、従来の画一的な価値観から、心の豊かさや生活

のゆとり､うるおいを求める方向に変化し､文化や人間関係を育むことを通じて、真に豊

かな生活の実現を求めようとしています。また、国際化や情報通信技術の進展に伴い、

ひと・もの・情報の国際交流が盛んになり、様々な文化や生活スタイルに触れる機会が

増大してきています。このような状況の中ですべての人がお互いの人権を尊重し、様々

な文化や個性を認めあうことにより、誰もが自分らしく暮らせる社会を築いていくこと

が求められています。そのためには、多様な価値観と個性を寛容の精神で尊重しあい、

一人一人がそれぞれの生活信条により、自分のしたいこと、自分のできることを見つけ、

その人らしさを育んでいけるような環境づくりと、一人一人が自分の目標に自由に挑戦

できる仕組みやその成果に対する賞賛により、すべての人の個性を生かしていくことが

必要です。 
  二つ目の「共助・協働社会の実現」については、従来、住民は基本的には行政主導に

よる「公助」社会で生活してきましたが、少子高齢化に伴う多世代社会が進展する中で、

地域が住民の様々なニーズ（要望）にきめ細かく対応でき、一人一人が地域で自分の存

在を実感しながら、生きがいと安らぎが持てるような環境づくりが必要になりました。

そのためには、地域社会で自治会やボランティアなどさまざまな住民組織が助け合って
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いくという精神が必要となっています。すなわち「人権尊重」「思いやり」「共感」の精

神に基づく「助け合いのシステム」を構築して、まず地域コミュニティを中心とした「共

助社会」を構築することが求められています。 
  さらに、本格的な成熟社会に入り、行政依存型ではなく、住民の主体的な参画・主導

による地域づくりに対する機運がいっそう高まってきていることから、共助から一歩踏

み込んで、市民自ら・団体・ＮＰＯ（非営利組織）、行政など、市内で活動する各主体そ

れぞれが共通の基本的な考え方に立って、適切な役割分担や連携による地域づくりの展

開が必要となってきています。 
  これらの施策の展開や連携、市民活動の推進に果たす行政の役割は大きなものがあり、

よりいっそう行政の主体的な計画と働きの見直しが必要となってきます。そのような意

味においても、行政の基本姿勢としての「人権尊重」の理念の再認識と日常的な点検体

制づくりが求められます。 
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５ 身近な人権課題 
 
   人権尊重の理念に関する理解を深めるためには、法のもとの平等や一人一人の人権を

個人として尊重するという普遍的な視点と、人権問題を現実社会の中で具体的な問題と

してとらえ、身近な課題に積極的に取り組んで解決していこうとする視点との両面から

のアプローチが大切です。理念の理解を常に現実の問題に結び付けなければなりません。 
   その意味で､「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計画、「兵庫県人権教

育及び啓発に関する総合推進指針」においても重要課題として位置づけされている、女

性、子ども､高齢者、障害のある人、同和問題、外国人、ＨＩＶ感染者（患者）等、イン

ターネット社会などの人権課題について、各課題ごとの施策にかかわる個別計画等に基

づき、これまで進められてきた人権尊重の視点からの取組や今後の方針等を踏まえつつ、

以下のように教育及び啓発を進めます。 
   国の「人権教育・啓発に関する基本計画」では、「このような様々な人権問題が生じ

ている背景としては、人々の中に見られる同質性・均一性を重視しがちな性向や非合理

的な因習的意識の存在等が挙げられているが、国際化、情報化、高齢化、少子化等の社

会の急激な変化なども、その要因になっている」と指摘しています。 

それぞれの人権課題について正しい知識を身につけるとともに、自らの問題としてと

らえ、具体的な行動につなげていくという積極的な姿勢が求められます。 

 
(1) 女性 

憲法には、両性の本質的平等がうたわれており、その実現に向けて、男女共同参画社

会基本法（平成１１年６月）をはじめ男女雇用機会均等法（昭和６１年４月）や育児・

介護休業法（平成４年４月）などの法律の整備等により､女性の地位向上をめざした環境

整備が進んできました。しかし、わが国の現状は､職場や地域における女性の政策・方針

決定への参画や能力発揮のための環境整備が十分ではないほか、女性の家事、育児、介

護における負担が重いなど、様々な面で男女共同参画が諸外国と比較しても不十分な状

況にあります。 
 また、性犯罪､売買春、夫やパートナー等からの暴力、セクシュアル・ハラスメント、

ストーカー行為などの女性に対する人権侵害も問題となっています。 
 これらの背景には､「男は外で働き､女は家庭を守る」といった性別役割分担意識や「男

性が女性よりも優れている」という性差別意識、さらには、固定的・画一的に「男らし

さ」「女らしさ」をとらえるといった、いわゆるジェンダーによる偏見などが根強く残

っていることが挙げられます。 
 こうした意識の解消を図り､男女が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野に参

画し得る「男女共同参画社会」の実現をめざし､加西市では平成１４年３月「かさい男

女共同参画ゆめプラン」を策定し、「男女平等への意識改革」「男女がともに豊かに働け

る社会の形成」「男女がともに築く家庭生活・地域生活の実現」「生涯にわたる生活・健

康・福祉環境の整備」を基本目標とした施策を推進しています。 
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 今後は、男女共同参画社会基本法（平成１１年６月）の理念に則り､新たに策定され

た「かさい男女共同参画ゆめプラン」（平成１４年３月）に基づき､意識啓発や学習活動

の支援、相談、民間グループ等との交流支援などにより男女の平等を阻む社会制度や慣

行等の見直しと意識改革を図るとともに､男女の平等を推進する学校教育等の充実など

の諸施策を実施し、さらには、各種委員の選出の面で、市の中心部に比較して周辺地域

では女性の比率が低いことなども改善されなければなりません。また、男女共同参画社

会の実現をめざすための活動と情報の拠点となる男女共同参画センター（平成１５年３

月）での市民活動の活性化が求められます。 
平成１９年１１月１１日、市制４０周年記念式典において、社会のあらゆる場におい

て、市を挙げて男女共同参画社会づくりに積極的に取り組む姿勢を明らかにすることで、

住民の男女共同参画意識をより一層高めることを目的とした「男女共同参画都市宣言」

がなされました。 
 また、特にドメスティック・バイオレンスについては、平成１５年の内閣府の調査に

よると約５人に１人の女性が被害を受けていることに鑑み、「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」（DV 防止法）が２回目の改正をされ、平成２０年１月

に施行されました。 
今後も引き続き男女共同参画センターをはじめとした関係機関や警察署、民生委員・

児童委員などとの連携を強化するなど支援体制の充実に努めるほか、その防止に向けた

意識啓発等を行います。 
 

(2) 子ども 
近年、大量の物や情報が氾濫する一方で､少子化や核家族化、地域社会の人間関係の希

薄化、個人主義的な考えや学歴偏重の社会風潮などにより､子どもを取り巻く家庭や社会

環境の変化は著しいものがあります。 
このような状況において、児童虐待、家庭内暴力や学校でのいじめ､少年非行の凶悪化、

薬物乱用の低年齢化、インターネットや携帯電話の著しい普及による有害情報の氾濫、

出会い系サイトを介した事件やメール問題など、子どもの人権が侵害されやすい環境に

なっており、いわゆる児童買春・援助交際や児童ポルノなどの性の商品化など、子ども

の人権をめぐる問題が深刻化しています。 
このような子どもの人権をめぐる問題の背景には、家庭、社会環境などの変化という

要因のほか、大人が、子どもを未成熟な存在として支配的な意識をもったり保護や教育

の対象としてのみとらえたりすることや、また、そのことによって子どもの自律心や社

会性の欠如を招いているというようなことも要因として考えられます。 
加西市では､「加西市エンゼルプラン」（平成１２年３月）に基づき、地域社会として

子育てを支援し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりをめざして、加西市の子

どもと子育てに関する施策を総合的に推進してきました。計画の基本視点には、「人間と

しての子どもの尊重」を第一に掲げています。さらに、後継計画として「加西市次世代

育成支援行動計画（かさい子ども・子育て応援プラン）」（平成１７年３月）を策定し、



 17

加西市が今後取り組む少子化対策及び、子育ち・子育て支援施策の方向性を目標として

示しています。 
また、支援としては、①子どもの個性が生き、子どもが主役となって活躍できる地域

づくりの充実 ②家庭・地域の「子育て力」の強化 ③家庭と仕事の両立を支える地域

社会づくりと保育サービス等の充実 ④安全・安心の子育て環境の充実 ⑤子どもの声

が聞こえるまちづくりの推進 などの施策に取り組んでいます。 
今後は、こうした取組のいっそうの充実を図る中で、子どもを保護の対象としてだけ

でなく、権利の主体として認めるという「児童の権利に関する条約」（平成６年４月批准）

の趣旨を十分踏まえた教育及び啓発を進めます。 
 とりわけ、児童の虐待問題については、「児童虐待の防止等に関する法律」（平成１２

年５月公布）、「同法の一部改正する法律」（平成１８年６月公布）、「児童虐待の防止等

に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成２０年４月施行）の趣旨を踏

まえて、保健、医療、福祉、教育、警察等の関係機関による連携した支援体制の充実に

努め、その防止等に向けた意識の啓発等を行います。          
更に、学校、家庭、地域社会の連携による総合的な取組の充実を図ります。また、児

童をめぐる諸問題の解決に関する民生委員・児童委員としての重要な使命については、

一般の認識が極めて低いのが現状です。民生委員・児童委員の活動への深い理解が緊急

の課題であり、行政における対策が必要です。 
 

(3) 高齢者 
わが国では、２１世紀半ばには３人に１人が６５歳以上という超高齢社会が到来しま

す。 
こうした超高齢社会を目前に控えて、高齢者が家族や社会の中で生きがいを持って健

やかな生活を過ごすことができるよう、国民の意識や社会のシステムを改革する様々な

取組がなされています。 
高齢者については、働きたいという意欲や能力があるにもかかわらず、一律の定年制

であるとか、高齢であるということのみをもって就労の機会が奪われるなど、社会参加

や自己実現を図る権利が十分に保障されていないことがあります。また、心身上の機能

の衰え等から介護等が必要になった際に、人格やプライバシーを無視された扱いを受け

たり、ややもすれば虐待や遺棄、財産侵害を被るなど、高齢者の「人間としての尊厳」

が否定されるケースが見られるなどの問題が生じています。 
加西市では､「加西市高齢者保健福祉計画」（平成１８年３月）や「寝たきりゼロのま

ちづくり推進事業」などにより、在宅保健福祉サービスの充実や保健福祉施設の整備、

生きがい・健康づくり対策、高齢者等にやさしい住まいやまちづくりなど高齢者の総合

的な福祉の増進に努めています。 
今後も、高齢者が社会の重要な構成員として、長年培った知識、経験、技能等を正し

く評価され活躍できる機会が増えるよう、また、高齢者の豊かに生きる権利や個人とし

ての尊厳が重んじられるよう、マスメディアの活用も図りながら、市民各層における認
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識を高めていきます。さらに、高齢者自らも社会の構成員として積極的に役割を担える

よう、高齢者の学習機会の充実や意識啓発に努めます。 
 

(4) 障害のある人 
「障害者基本法」では、「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。」と規定されていますが、

依然として社会には、身体や知的発達、精神に障害のある人が生活していく上で、様々

な障壁が存在しており、その自立と社会参加が阻まれている状況にあります。また、さ

らに「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を

侵害する行為をしてはならない。」と規定されていますが、「心理的な障壁」も存在し続

け、障害者への偏見の解消や正しい理解の普及は十分ではありません。 
 加西市には、１００人に５人（平成１９年３月現在）の割合で何らかの障害のある人

が住んでいます。その人たちの一部は、地域でみんなと一緒に生活することに不自由さ

を感じて家庭に閉じこもったり、施設に入って家族と離れ離れの生活を余儀なくされて

います。 
 社会は障害がある人と健常者が共に生きる場であります。まず障害児については、隔

離的に教育する方法では、修了後に社会生活に慣れるのが困難になります。従って、修

了後に障害児が社会に自然に融けこんで自立できるようにするために、学習機会におい

て区別しない統合教育が求められます。これにより、障害がない児童も、障害児と一緒

に学校生活を経験する機会を得られ、地域社会は様々な人たちが共に暮らす場であること

を学びとることができます。障害の性質によっては発達段階で専門施設での教育が必要

なケースもありますが、その場合でも学業を終えて社会人となったとき、心理的にも身

体的にも自由に生活できる住環境が構築されていなければなりません。 
 障害のある人たちへの施策として「障害の軽減を図り、自立につなげる」と言われま

すが、軽減が望めない障害のため隔離と差別の生活を生涯にわたって強いられている人

が多くいます。この人たちにとって「自立」とは「健常」に近づくことではなく、障害

を受容して生き方を自分で決め、自分らしく暮らすことであります。 
 加西市では、「新・加西市障害者福祉基本計画」(平成１６年３月)に基づいて障害者施

策の基本的な考え方であるリハビリテーション（傷病の完治による生活復帰）とノーマ

ライゼーション（障害のある人もない人もすべての人が安心して暮らせる社会）を踏まえ、

すべての人々が人間としての喜びや社会の一員として充実感を持ち、積極的に社会参加

して自己実現を図るため、保健、福祉、芸術、文化、スポーツ等あらゆる面から総合的

にアプローチする「ヒューマンケア（全人的手当）」を基本理念とした諸施策を展開し

ています。 
 今後もさらに、インクルーシブ（障害のある人が完全に自由に暮らせる包括的）な地

域社会を実現するための教育及び啓発を推進しなければなりません。 
   
  注：（「障害者」の表記における「害」の表記については、用語解説Ｐ35 を参照。） 
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(5) 同和問題 
同和対策審議会答申（昭和４０年８月）では、「同和問題は人類普遍の原理である人間

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

る課題」と位置付け、その早急な解決が「国の責務であり、同時に国民的課題である」

と述べています。 
こうした同和問題の解決に向けて、これまで、「同和対策事業特別措置法」「地域改善

対策特別措置法」「地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律」

と三度にわたり制定され、再延長などがなされた特別法に基づき特別対策が実施され、

その結果、物的な生活環境をはじめさまざまな面で存在していた格差が大きく改善され

るとともに、差別意識の解消に向けた教育及び啓発も着実に推進されてきています。 
今後の主要な課題は、結婚や就職、差別落書き等に見られるように、依然として存在

している差別意識の解消や人権侵害による被害の救済等の対応などであるとされていま

す。 
加西市においては、市制発足以来、日本国固有の人権課題として同和問題の解決に向

けた取組を進め、地域における生活環境等の基盤整備を進めるとともに、昭和４３年か

ら社会教育関係団体の幹部に対する同和研修に取り組み、以降、町別同和教育懇談会な

ど、差別の解消と人権意識の高揚を図るための教育及び啓発にも努めてきました。その

結果、地区における生活環境等の基盤整備についてはおおむね完了し、格差は大きく改

善されてきています。また、同和問題についての市民の理解と認識は着実に定着しつつ

ありますが、人々の差別意識が結婚・就職などにかかわる問題や人間関係にかかわる心

理的差別として表出してくることもあり、そして最近では、インターネットを悪用した

差別的な情報を流すなど、陰湿な問題も生じてきています。 
 今後はこうした差別意識の根源的な解消を図らなければなりません。このために人権

教育および啓発を、これまでに積み上げてきた同和教育の成果や手法に学びつつ、目標

をさらに広げて基本的人権の意識を高める視点で発展的に再構築します。具体的には、

学習教材や研修方法、啓発手法などに工夫を凝らしつつ、学校、地域、職域などでのさ

まざまな機会をとらえた人権教育及び啓発に取り組んでいきます。 
 その際、同和問題を自ら解決すべき身近な課題として、自らの生き方にかかわる問題

としてとらえ、この問題の固有の経緯を踏まえ、具体的な課題に即して、現状の正しい

理解と認識を深め、教育及び啓発を進めて、その結果として、学習者の問題解決への展

望を育てることが大切です。 
また、行政は主体性を堅持し、市民の信頼を高めていくとともに、えせ同和行為の排

除や自由な意見交換のできる環境づくりを進めていくことが大切です。 
 

(6) 外国人 
国際化の進展に伴い、加西市でも平成２０年２月末現在でアジア、中南米を中心とし

て８０１世帯（約４．７％）、９８１人（約２％）が居住しています。国別では、中国、

ブラジル、韓国・朝鮮、ベトナム、フィリピン、ラオスなどの順に多く、２０カ国の多
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数にわたっています。本指針第一次策定時の平成１５年前期と比較して１０９世帯、１

０４人の増加が見られます。         
このように多数の外国人市民が増加する中で、日常生活において、異なる言語や習慣、

文化等への理解不足などから、労働や住宅、教育、医療・健康生活などの分野において、

外国人市民が差別的な待遇を受けたり、様々な不便を強いられるなどの問題が依然とし

て生じています。その他にも、ゴミの持ち出しなどに関する地域での連絡、協力などの

面で、言葉や習慣などの問題から派生する、地域との小さな摩擦なども起こっています。 
 また、従来からわが国に生活の本拠を有する在日韓国・朝鮮人等の永住者については、

近年、文化・スポーツの交流などを通して相互理解が深まりつつありますが、日本によ

る植民地化などの歴史的経緯から、潜在的な差別意識が依然として見られます。 
 外国人市民に対する理解やその人権の尊重に関する理解を深めていくためには、異な

る文化や生活習慣、価値観に対する寛容の気持ちを育み、ともに生きる環境づくりを進

め、市民の「こころの国際化」を図ることが大切です。 
 このため、加西市では、外国人市民が住みやすく活動しやすい環境整備に努め、外国

人市民を含むすべての市民が共生の心を育むことをめざして、市民の人権の尊重を基本

に据えた諸施策を実施しています。 
   今後も、情報提供や啓発パンフレット等の作成配布や異文化理解の学習、各種の交流

事業やイベントの開催を通じて、異なる文化、生活習慣や価値観、外国人市民が抱える

課題等への理解を深めると共に外国人に対する相談・支援体制の充実を図ります。 
さらに、人権教育・啓発に関する市民の意識調査も実施し、啓発・推進活動に生かし

ていきます。あわせて、多文化共生社会の実現をめざし、市民の国際感覚の醸成に資す

る教育及び啓発も推進します。 
    

(7) ＨＩＶや元ハンセン病感染者（患者）等 
エイズについては、これまで正しい知識の普及啓発を行ってきましたが、患者・感染

者に対する差別や偏見が見受けられます。世界保健機関（WHO）では、毎年１２月１日

を「世界エイズデー」と定め、世界的レベルでの患者・感染者に対する差別や偏見の解

消に取り組んでいます。 
また、ハンセン病については、平成８年に「らい予防法」が廃止されるまで、国立ハ

ンセン病療養所に一律に隔離され、患者やその家族は多大な精神的苦痛を強いられてき

ました。また「らい予防法」廃止にもかかわらず、平成１５年においてもハンセン病元

患者の宿泊拒否問題が生じています。 
これらの感染症については、感染力が弱く日常生活では感染しないこと、エイズにつ

いては、発病を遅らせる治療薬が開発されており、また、ハンセン病については、現在

は短期間で治ゆする病気となったことなどから、元感染者等については、普通の社会生

活を営むことが可能であり、かつ、その権利を有していることなどについて理解を深め

ていくことが大切です。 
 また、法定伝染病やＯ１５７病原性大腸菌など感染力の強い感染症罹患者などについ
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ても、いたずらに恐れたり、避けたり、あらぬ噂を立てるなどによる人権侵害のないよ

うに対応することが必要です。 
加西市においては、平成１８年１１月１日、ハンセン病に対する差別や偏見を二度と

起こさないよう、ハンセン病差別撤廃宣言を行いました。 
今後も国・県に呼応し、エイズ予防月間や世界エイズ・デー、ハンセン病を正しく理

解する週間などを中心として、学校教育や社会教育においても正しい知識の普及啓発を

進め、感染者等に対する差別・偏見の解消に努めます。 
   今後も、ポスターやパンフレットなどによる広報、街頭啓発や講演会をはじめ、あら

ゆる機会を活用した幅広い教育及び啓発を推進します。 
 

(8) インターネット社会 
インターネットの利用により、電子掲示板やホームページを利用して個人が全世界に

向けて自分の意見や考えを発表することができるようになるなど、お互いの距離が随分

と縮まりました。その他にホームページを利用したオンラインショッピングや福祉の分

野にまでインターネットは広く利用され、今では生活に欠かせない道具として私たちの

生活をより便利にしています。 

しかし、このような光の部分ばかりではなく、脅迫メール、不正アクセスで個人情報

を閲覧する、差別・誹謗・中傷などの書き込みをするなどのインターネット犯罪が影の

部分として起きています。特に匿名性の高いインターネット上では、現実社会にも増し

て、モラルを無視する傾向が見られます。こうした現状を看過するのではなく、インタ

ーネット利用者一人一人が「差別を許さない」という強い信念を持って対処していかな

ければ、状況が改善されることはあり得ません。同時に、掲示板の管理者に対する削除

の要請依頼をすることも大切なことです。 

憲法で保障された表現の自由というものがあります。インターネットというメディア

を使うことによって自由に対してあるはずの責任も取らないのが現実です。問題は落書

きの内容より落書きをしたことに対する罪だといえます。 

平成１４年には「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」が施行され、インターネット上など情報の流通において権利の侵害が

行われた場合に、被害者がプロバイダ等に対して発信者情報の開示を請求する権利を与

えることが規定されています。更には、プライバシーポリシーを定めて取り扱うことも

必要になってきます。 

インターネットは本来暮らしを便利にしたり、人とのコミュニケーションの便利な道

具としてあるべきものです。絶えず向こう側に人がいる、インターネットというのは人

と人とのコミュニケーションの道具なんだというこの「基本」を私たちは忘れてはなり

ません。そしてその「基本」は、人権というものがベースにならなければなりません。 

また、誹謗中傷、電子メールによるいじめなど、インターネットを悪用した人権侵害

の加・被害者が出ないように予防教育や情報モラルに関する指導及び啓発を行うととも

に法的整備に伴う対応も必要になってきています。 
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加西市では、「加西市高度情報化推進プラン」 ～IT で創る豊かなまち・アクティブ

加西～を策定し多様な価値観と個性が織りなす豊かで活力あるふれあいコミュニティ

の創造を計画的・総合的に展開しています。一方で、個人情報の保護に努めるため平成

元年３月から個人情報の保護に関する条例を制定しています。さらに、インターネット

などネットワーク上での諸問題に備えネットワークを活用するにあたっての“エチケッ

ト”などの留意事項を利用者に必要な情報として提供するとともに高度情報通信社会に

対応できるよう啓発・指導を行っています。  

 

   個人情報の保護  

国においては、平成15年、個人の権利利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業

者の遵守すべき義務等を定めた「個人情報の保護に関する法律」を制定し、事業者は、

この法律により、個人情報について利用目的の特定、適正な取得、取得に際する利用目

的の通知又は公表、安全管理、第三者提供の制限などの義務が課せられることになりま

す。平成１７年４月１日から個人情報保護法が施行され、あわせて加西市においても個

人情報保護条例を施行しています。  

身元調査については、個人に関する情報を本人の了解なく調査し、その内容によって

は、結婚や就職において不利益を生じさせることから、住民や事業者が自ら身元調査を

行ったり、依頼することはもちろん、調査に応じたりすること自体が差別につながり、

個人のプライバシーを侵害することになります。そこで、今後も身元調査表の不正取得

を許さず、個人情報の管理の重要性を徹底します。 

行政機関が保有する個人情報の取扱いは、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個

人の権利利益を保護することを目的とします。特に行政責任者に対する職員研修を通し

て個人情報の管理を徹底します。  

 

(9) 刑を終えて出所した人々 
犯罪や非行が生まれるのも、罪を犯した人や非行をした少年が更生を果たす場も地域

社会に他ならず、その人たちの更生を実効あるものとするためには、本人の意欲とあわ

せ、本人を取り巻く地域社会の理解と協力が不可欠です。 
 犯罪や非行を防止し、明るい地域づくりを進めることが大切なのはもちろんのこと、

不幸にして非行や罪を犯した人たちの立ち直りを支援することも大切です。罪や非行を

犯し、裁判により受刑・執行され、その罪を悔いあらためて再起を誓う人たちにも、親・

子や兄弟姉妹があり、その人生があることを想うとき、一日も早い社会復帰が望まれま

す。 
 罪は憎むべきものでありますが、ややもすると罪や非行を犯した人はもちろん、その

親族までを差別し、偏見の目で見ることがあります。このようなことのないよう、刑を

受けて出所した人々の人権についても保護司や更生保護女性会をはじめ各種団体によ

る「社会を明るくする運動」の推進などを通じて教育及び啓発を進めます。 
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(10) 様々な人権課題 
○ 犯罪被害者等 

犯罪被害者やその家族は、直接的な被害はもとより、それに付随する精神的、経済

的被害を受けているほか、一部のマスメディアの過度の取材や報道による人権侵害な

どもあって、様々なストレスに苦しんでいる状況があります。 
このような中で、平成１６年には「犯罪被害者等基本法」が制定されるなど、犯罪

被害者等の支援、救済を図る法的整備も進められてきたところであり、今後とも司法、

行政、民間団体との連携、協力の下、正しい認識や理解を深め、地域全体が被害者を

サポートできる環境づくりに努めます。 
 
○ その他の人権課題 

このほか、アイヌの人々の問題をはじめ、難病患者の人たち、ホームレスの人たち、

刑事事件の被害者や被告人、拉致被害者家族、性同一性障害等の性的マイノリティの

人々、災害被害者など様々な人たちの人権に係る課題があります。これらの課題の解

決を図るための教育及び啓発を進める必要があります。 
 
 

   社会の変化に伴い、これからも様々な人権課題が表面化してくることが考え

られます。２１世紀を真の「人権の世紀」とするとともに、お互いの「違い」

を認め合い、ともに支え合う「共生の社会」を実現するために、私たち市民一

人一人が社会を構成する一員として、あらゆる人の人権に配慮し、日常生活の

中で、人権尊重が「文化」として定着した社会をめざしていくことが大切です。 

 そのためには、日常生活の中でのうわさ話や他人を侮辱する語を使うなど言

葉による暴力で人権を侵害するような身近な心理的差別の払拭をはじめとし

て、上述しているような人権上の課題の解決をめざして、計画的・継続的に取

り組むことが必要です。 

 



 24

６ 指針の総合的・効果的な推進のために 
 

(1) 人権教育及び啓発の推進 
① あらゆる場と機会における教育及び啓発 
  市民一人一人が人権意識を高めていくためには、子どもから大人まであらゆる年

齢層に対する人権教育・啓発を進めることが大切です。 
２１世紀に生きる子どもたちを育む学校教育においては、子どもの発達段階に応

じて就学前教育、小・中・高校・特別支援学校及び大学教育などを通して一貫した

人権教育を実施します。また、生涯学習においては、家庭や地域あるいは職場で人

権教育・啓発が推進されるよう支援していくことが必要です。 
 

 ア 家庭 
   「家庭はあらゆる教育の出発点」と言われるように、生涯にわたって豊かな人

権感覚を養う上で家庭の果たす役割は大きなものがあります。 
   とりわけ、人間形成の基礎を培う幼少期は､家庭において、遊びやしつけ、家事

や家族とのふれあいなどの日常生活を通じて、豊かな情操や思いやりの心、自立

心などを育み、基本的な社会生活ルールなどを体得させていくことが大切です。 
   また、こうした家庭におけるこどもへの教育は､温かい家族関係のもとに、親子

の絆を深め､親達が自ら模範を示していく中で進めていくことが大切です。 
   近年、都市化、核家族化､少子化や地域連帯感の希薄化などにより､育児不安の

広がりやしつけに対する自信喪失、過保護や過干渉、放任といった家庭の教育上

の問題、さらに、児童虐待といった犯罪的行為が指摘されています。家庭の教育

力の回復が急務となっています。 
   このため、子育て学習センターや教育研修所、青少年センター等における子育

てに関する相談・支援体制の充実や公民館や生涯学習課による幼児教育学級や家

庭教育講座などの子育てに関する学習の支援をはじめ、親自らが人権意識を高め

るための自主的な学習活動の支援、親子での体験学習の促進等、温かい親子関係

を育み、親子がともに学んでいけるような施策を学校や地域と連携を図りつつ進

めます。 
   また、家庭においては、男女がそれぞれの責任を担ってともに協力し合うこと

が大切であり、これまで家庭へのかかわりが希薄であった男性の子育てへの積極

的な参加を促します。 
   さらに、啓発資料や広報等により、身近な人権問題について家族の間で活発な

話し合いが行われ、日常生活の場で実践がなされるよう促します。 
 

 イ 学校・幼稚園・幼児園・保育所（園） 
   人格形成に大きな影響のある学齢期において、人権尊重のための教育の中心的

役割を担うのが学校教育です。 
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   学校教育においては、学校の主体性や教育の中立性を堅持しながら､特に、児童

生徒等の発達段階に十分配慮しつつ、それぞれの実態に即して創意に富んだ教育

を行うことが大切です。また、最近インターネット上の書き込みによる差別やい

じめ問題が全国的に多発している中で、児童・生徒一人一人の確かな人権感覚を

養う必要があります。 
   幼稚園や幼児園、保育所（園）においては、幼児期が人間形成の基礎が培われ

る大切な時期であるため、幼児の発達の特性を踏まえ、身近な動植物に親しみ、

生命の大切さに気づかせ、豊かな心情を育てるなど、人権尊重の精神の芽生えが

感性として育まれるように努めることが大切です。 
   小学校、中学校、高等学校、特別支援学校においては、児童生徒一人一人が、

生命を大切にする心、自他の人格を尊重しお互いの個性を認め合う心､他人の痛み

がわかる心、他人を思いやる心、正義感や公正さを重んじる心など豊かな人間性

を育成するとともに、自立心や責任感を培っていくことが重要です。また、身近

な生活にも結びつけながら、人権に関わる歴史等を正しく理解するとともに、人

権の意味や内容等への理解を深め、人権尊重の意欲や態度を培っていくことが大

切です。 
   保育所（園）においては､「保育所保育方針」に基づき、人に対する愛情と信頼

感、互いに尊重する心などを育てるとともに、子どもの人権に十分配慮した保育

を行います。 
   市立の幼稚園、幼児園においては、「幼稚園教育要領」に基づき、小学校や中学

校、特別支援学校においては、兵庫県教育委員会が策定した「人権教育基本方針」

及び加西市教育行政方針に則り､「生きる力」を育むという観点から、人権教育を

児童生徒の発達段階に応じてあらゆる教育活動に位置付けるとともに、自然や地

域での体験学習､外国人や高齢者、障害者等との交流を積極的に推進するなど家庭

や地域社会などと連携した教育を進めます。さらに、教職員の人権尊重の意識を

高め､人権感覚を養うことなどにより､人権を尊重した教育環境の整備に努めます。 
   また、独自の教育方針に則り特色ある教育を展開する私立幼稚園や私立専修学

校、私立保育所などについては、同様の趣旨に沿った教育及び啓発を奨励します。 
 

 ウ 地域社会 
   地域社会は、市民が日常の学習活動や地域活動等を通じて、さまざまな人権問

題などについて理解を深め、実践する場であり、特に、子ども達にとっては、思

いやりの心や自立心を育み、社会性などを体験的に学ぶ場として重要な役割を担

っています。 
   このことから、地域社会においては､公民館等における社会教育活動や学習・交

流活動、高等学校等におけるコミュニティカレッジなどの公開講座、行政主催に

よるセミナーや講演会等の開催をはじめ、青少年団体、子ども会、自治会、ＰＴ

Ａやボランティア団体、市民サークル､ＮＰＯ等を中心とする人権に関わる多様な
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学習活動が展開されるとともに、これらの団体や組織による社会奉仕活動、福祉

体験活動、芸術文化活動、スポーツ活動などが人間関係、市民交流に配慮されな

がら活発に行われることが大切です。 
   このため、「加西市教育行政方針」に則り､人権教育を生涯学習体系に位置付け、

人権に関する具体的な課題に則しつつ、多様な学習情報・教材の提供を行い、学

習機会の拡充を図るなど市民の自主的な学習活動の支援を行います。 
   また、人権感覚は､主として地域における日常生活の交流の中で個人が自然に体

得していく面が強いことから、教育及び啓発リーダーの育成や地域実践活動の場

や、交流の促進等により、地域の教育力を高め、市民の主体的な教育及び啓発活

動が活発に展開されるよう支援します。 
 

 エ 企業・職場 
   多様な人たちにより構成される企業の職場においては、出身地や国籍等による

不公正な採用や男女間の賃金格差、配置・昇進の格差、さらには職場での悪質な

いじめ、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動に起因する問題）など、性別

や出身地、国籍、年齢、障害の有無などによる人権問題が起こることが懸念され

ます。 
特に「就職」は、一人の人間にとって、生活の安定や社会参加を通じての生き

がい等、生存していくうえで極めて重大な意義をもっています。 
 憲法に明記されている「職業選択の自由」すなわち「就職の機会均等」は、誰

でも自由に自分の適性や能力に応じて職業を選べるということですが、そのため

には、雇用する側が差別のない公正な採用選考を行わなければなりません。 
また、女性や障害者等が能力を十分に発揮するための職場環境の整備が十分で

あるとは言えません。さらには、社会や地域への影響力の大きさから、企業倫理

として企業活動全般においても人権尊重の視点が必要となります。 
   このため、企業等の事業所においては、経済のグローバル化や高度情報化、地

球環境保護など、社会経済情勢の急激な変化の中で、その社会的責任（CSR）を

自覚し、企業倫理を確立することの重要性が高まっており、その実現に当たって

大きな役割を果たす人材の育成が必要となっています。これらの各企業において

は、今後とも、働きやすい職場づくり、人権を尊重しあえる職場づくりや人権尊

重の視点に根ざした企業活動を進めるために、積極的に従業員等の研修に努める

ことが大切です。    
また、企業活動の実施に伴い、取り扱う個人情報の適正な収集、利用、管理が

求められています。 
   さらに、企業等の事業所には、事業所内の研修だけでなく、地域でのイベント

などへの協賛をはじめ、人権啓発活動への社員等の参加の奨励、障害のある人や

学生等の就業体験の受け入れなどが期待されます。 
   市では、こうした企業等の事業所内研修や地域における実践活動等の自主的な
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取組を促進するため､啓発資料の配布をはじめ、経営者・人事労務担当者等に対す

る人権尊重意識の高い職場づくりの形成と雇用、労働条件や労働安全衛生などの

就労環境の整備、個人情報の適正な管理など、企業の社会的責任（CSR）を果た

す取組が推進されるよう企業を対象とした人権研修などを積極的に実施するとと

もに、事業所内研修に際して、人材や施設、情報、教材の提供などの支援を行い

ます。 
 

② 特定職業従事者等への教育及び啓発 
 ア 市職員等 
   加西市では、花につつまれた、歴史を育む環境の中で、人が元気であり、環境

にやさしく、あたたかさの中で暮らせる都市づくりを、そしてこのような都市を

支える多様な価値観と個性が尊重され、共助・協働社会が実現されている都市づ

くりをめざした行政を推進しています。このような行政を担う市職員等一人ひと

りが、豊かな人権感覚を身につけることが必要です。 
○ 行政職員としての資質向上に努めます。 

    同和問題をはじめとする各種の人権問題の早期解決は行政の責務であり、啓

発活動を推進することが行政職員の責務であることを十分認識するとともに、

職員一人ひとりが人権問題を自己課題としてとらえ、主体的・積極的に取り組

むための力量を培うことが必要です。 
○ 所管業務の内容と人権問題との関わりを明確に認識し､人権尊重を基底に据

えた行政運営に努めます。 
    それぞれの職務内容が市民一人ひとりの基本的人権と深く関わっており、人

権尊重を基底に据えた行政運営が基本であることの認識を深めることが必要で

す。 
○ 職場研修の機会の確保と研修内容の充実に努めます。 

    行政職員はそれぞれの所管業務において啓発活動の指導的役割を担います。

また、地域における職員の実践力を養うために研修の機会を確保し、研修方法

や教材などの整備を図ります。 
○ 所管業務や身の回りの差別の点検を通じて深く学びます。 

    所管業務や身の回りの差別や人権侵害を通して、差別や人権問題の現実から

行政課題を深く認識することが大切です。 
    そして、それらを具体的に職務に反映させ､課題の解決に結びつけます。 

○ 地域における啓発活動のリーダーとなるよう、地域活動に積極的に取り組み

ます。 
    職員は、居住地での地域活動に積極的に参加し、より良い人間関係を築く中

で、地域における啓発活動のリーダーとしてその役割を果たしていかなければ

なりません。 
  ○ 指定管理者制度が導入されて民間委託が進む現状から、指定管理者選定の基
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準に人権の視点の基準の明確化を図り、指定管理者（業者）の人権研修を推進

していきます。 
 

 イ 教育関係者 
     ○ 教職員（幼稚（児）園教諭、保育士を含む）に対する人権教育を積極的に推

進します。 
    人権教育を育むためには、人権が保障された教育環境が確保されてはじめて

可能となります。このためには、教育活動に携わるすべての教育職員が、豊か

な人権感覚と科学的認識を身につけることが必要です。 
    最近、インターネット上の書き込みにおける陰湿ないじめ問題が全国的に多

発していることに鑑み、その防止策として家庭はもとより児童・生徒への「人

権感覚を身に付けることと“ネットワーク・エチケット”の徹底」を図る必要

があります。 
    教育の場における子ども等の人権を積極的に保障し､次代を担う子どもの人

権感覚を育むためには、直接指導にあたる教職員自らの人権意識を確かなもの

とするとともに、人権に対する豊かな感性が求められます。その上に、効果的

な人権教育を実践するための知識・技能・態度などの全人的力量が不可欠です。

この重責を担えるよう、教職員に対する人権教育を積極的に推進していきます。 
  ○ 社会教育関係職員への人権教育の充実に努めます。 

市民の生涯学習の推進に携わる社会教育関係職員については、人権問題に対

する一層の理解と認識を深め､人権にかかわる問題の解決に資する人材育成の

ための人権教育の充実に努めます。 
 

 ウ 保健福祉関係者 
   福祉事務所職員、民生委員・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、

家庭児童相談員、社会福祉施設職員、社会福祉協議会職員､ホームヘルパーやその

他社会福祉関係事業などに従事する人は、高齢者、子ども、障害者などの社会的

に弱い立場におかれている多くの人々の相談や介護等に直接携わっており、個人

の人格の尊重と秘密の保持やお互いの価値観を共有しあうなど公正な立場での関

わりを保たなければなりません。これらの社会福祉関係者に対する人権意識の普

及や高揚が直接的な人権保障とつながっているという点を重視し啓発を行います。 
 
 エ 医療保健関係者 
   医師、薬剤師、看護師、保健師、その他の医療関係者等あらゆる医療・保健従

事者は、人の命と暮らしを守ることをその使命とし、人の健康を管理し、疾病の

予防や治療、介護、医療に関する相談などにおいて人権を護る役割を負っていま

す。それだけに、患者のプライバシー保護のため最善の努力をしなければなりま

せん。 
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   そこで医療法第１条の「医療提供の理念」に基づき、医療を受ける者に対し、

良質かつ適切な医療を確保するため、医療機関の医療の担い手は、人権問題に対

する正しい理解と認識を深める必要があります。このため、医療関係従事者の人

権尊重意識の高揚のため、人権教育・啓発の充実に努めます。 
 

 オ 消防職員 
   消防職員は、市民の生命、身体及び財産を火災から守るとともに、不慮の事故、

地震・水害等の天災による被害を軽減することや、急病・疫病・事故などの際の

救急出動という人命に関わる職務を遂行します。そのためには、被害者や傷病者

の人権への十分な配慮が必要であります。また平時においては社会の安寧秩序を

保持し、市民の福祉を守る使命を果たさなければなりません。そのため、緊急事

態発生時の住民への的確な伝達手段に万全を期し、危険区域などに関する情報を

住民に提供し、分りやすい掲示をしなければなりません。 
   このような人命に関わる職務を遂行するための前提となるのは、高い人権意識

であります。この点に鑑み、消防職員にはその職務上の特質に十分配慮した啓発

を行います。 
 

 カ その他 
   市議会議員、各種委員会の委員、市の委嘱する青少年補導委員等についても、

人権教育の重要性に鑑み、自主的・自発的或いは計画的な人権教育を推進してい

くことが必要です。そのための企画や研修への働きかけをします。 
 

(2) 推進体制 
人権尊重の理念に関する理解を深めるための教育及び啓発は､女性､子ども、高齢者、

障害のある人、同和問題、外国人といった具体的な人権課題に関わる施策だけでなく、

市の施策全般を通じて行われることが大切です。そのためすべての市職員が高い人権意

識を持って行動していく必要があります。 
 このため、指針に基づく施策の推進にあたっては､「第４次加西市総合計画 花と歴

史と愛のまち かさい」計画の基本視点である「多様な価値観と個性の尊重」「共助・

協働社会の実現」を基礎として､全庁的な体制により各部局が相互に連絡・調整を図り

つつ総合的な対応を行うとともに､この指針が幅広く市民に理解と支持を得るため、学

識者等から専門的な意見を取り入れ、市民の立場からの意見を反映させていきます。「か

さい男女共同参画ゆめプラン」や「市民参画基本計画」、「加西市高齢者保健福祉計画・

第３期介護保険事業計画」、「加西市障害福祉基本計画」、「加西市地域防災計画」、「国民

健康保険事業計画」など各種の行政計画との整合を図ります。 
 さらに、総合的・効果的な人権啓発の推進を図るため、法務局社支局や兵庫県、（財）

兵庫県人権啓発協会をはじめ、市内外の人権に関わる機関等とのネットワーク化を図る

とともに、人権尊重のより広範な普及を目指し､各種民間団体やＮＰＯ（非営利組織）、
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ＮＧＯ（非政府組織）などとの連携を進めます。 
 

① 「加西市人権教育・啓発推進懇話会」での意見の施策への反映 
  学識者や市民団体の代表等で構成する「加西市人権教育・啓発推進懇話会」におい

て、専門的見地、市民の立場からの意見を聴き､積極的に施策に反映させます。 
 

② 「加西市人権問題連絡協議会」による施策の総合的な推進 
  各部局においては、この指針の趣旨に沿って、人権尊重の視点から個々の施策を展

開するとともに、各部長等で構成する「加西市人権問題連絡協議会」において、各施

策のフォローアップを行い、施策の一体的・総合的な推進を図ります。 
 

③ 人権関係機関・団体ネットワークの構築 
主管課である人権推進課をはじめ、男女共同参画センターなど市長部局各課、教育

委員会の学校教育課、市民交流課、公民館等の社会教育施設、さらには区長会や婦人

会・老人クラブをはじめ加西市人権教育協議会、加西市国際交流協会、社人権擁護委

員協議会加西部会、加西地区保護司会、社会福祉法人加西市社会福祉協議会、加西市

民生委員児童委員協議会、加西ボランティア団体、市指定管理者（業者）など種々の

市民団体とのネットワーク形成を図り、情報の共有化、イベントの共同開催､啓発事業

の共同実施、人材・施設の相互活用等を図ることにより、啓発､研修、研究、相談等の

効果的、効率的な推進に努めます。 
 

④ 市民の自発的・自律的なボランタリー活動の促進 
ボランティア団体をはじめ、ＮＰＯ（非営利組織）、ＮＧＯ（非政府組織）など、市

民それぞれの自発性や個別性に基づいて展開する人権尊重のための市民ボランタリー

活動を支援し協力していくことにより、人権尊重の理念の全市的な広がりを図ってい

きます。 
 

⑤ 市民意見等の聴取・反映 
市民参加のフォーラム等における市民の直接的な意見をはじめ、人権擁護にかかわ

る団体等の多様な意見を幅広く聴き、施策の推進等に反映させます。 
 

⑥ 人権教育・啓発指導者・職員の充実 
人権教育・啓発の推進にあたっては、当然、指導者の確保が必要となります。その

ため今後も、幅広い人材の確保と養成が必要で、教育関係者、行政、企業、民間団体

等からの人材発掘と指導者確保に努めます。 
 また、人権関係機関・団体のネットワーク構築や市民が受け入れやすい人権啓発事

業・イベントなどの開発など、高度な企画調整能力が必要となるため、担当職員の充

実を図ります。 
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⑦ 人権相談窓口の充実 

人権侵害の被害者が相談に行きやすい環境づくりと相談窓口の充実を図ります。 
 

(3) 推進の評価 
加西市における人権課題は広範にわたり、人権教育及び啓発の推進に関する課題も非

常に多岐にわたっています。 
この課題に対する取組と成果については､常に成果指標等を用いて有効性や効率性、達

成度などを評価し、計画（Ｐｌａｎ）、実践（Ｄｏ）、評価（Check）、改善（Action）の

循環する行政サイクルとして機能させることにより、早期の目的達成をめざすことが大

切です。 
 また指標設定のねらいは、人権教育及び啓発の方向性を明確にし､その実現に向けた

様々な議論や取組を「おこす、つなぐ､ひろげる」ことにあります。 
 この指標には、市民が人権課題の現状を認識（認知）できるという「普及啓発」の機

能と、人権侵害や差別などの現状について考える（探求）という「自己学習」の機能、

人権教育や啓発方法や人権課題について議論（疑問）する「相互理解」の機能、そして、

目標を確認（受容）して実践に移す「協働実践」の機能が考えられます。 
 もちろん指標の選定にあたっては、多種多様な観点からの検討が必要と考えられます

が､基本的視点として①わかりやすい指標 ②楽しい内容 ③柔軟な構成 ④成果志向 

の４つの重点に絞ります。 
 また、指標は大別して、客観的な統計データなどによる客観指標と市民の意識などに

よる主観指標に分けられ、前者は、各種統計や集計データや県や市が保有するデータな

どであり、後者は、市民や子どもの意識調査などが考えられます。 
 これらの指標の選定にあたっては、国の総務省調査や兵庫県長期ビジョン指標点検フ

ァイルなどを参考に、今後、開発を進めていきます。 
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用 語 解 説 
 
ＩＴ（アイティー） 
 インフォメーションテクノロジーの略。情報通信技術、情報通信産業のこと。パソコンや携帯電話

などの本体の使用技術とその機器を接続(ネットワーク化)したインターネットの技術並びにそれら

の技術を用いた産業活動の総称。 
 
アカウンタビリティ 
 説明責任と訳される。活動内容や判断理由を説明し、釈明する義務・責務を負うこと。 
行政は市民に対して、企業は株主に対して情報を公開し、報告を行う責務をさす。ＮＧＯやＮＰＯも

また、被援助者に対してあるいは寄付者に対して同等の責任を有している。 
 
異文化間コミュニケーション能力 
 単なる外国語能力ではない。ものの見方・考え方・価値観が異なる人々や、利害関係の異なる人々

との間で、異質な行動や考え方を奇異なものと受け止めたりするのではなく、相手の意見をよく聞い

て、正しく理解し、可能な限りそれを尊重する立場に立ちながら、他方では自分の考えを説得力のあ

る方法ではっきり表明し、相手に理解してもらうように働きかけることによって、立場や意見の違う

人々が協力できる方法を探り出すことのできる能力。 
（「ようこそ日本の学校へ」―日本語指導が必要な外国人児童生徒の指導資料―平成 7 年・文部省） 
 
インクルーシブ（形容動詞）「inclusive」。→インクルージョン 

 直訳すると「包含する」。障害者など社会的不利益を負っている人を包含した社会づくりをしよう

という考え方。 

 
インフォームド・コンセント 
 説明と同意や知らされた上での同意とか、十分な説明に基づく同意などと訳されるが、患者に診療

の目的、内容を納得できるように説明し了承を得て治療すること。 
 
インフラ 
 インフラストラクチャーの略。生産や生活などの基幹的部分。道路、鉄道、港湾、電気、水道、通

信など産業基盤となる社会資本及び学校、病院、社会福祉施設など生活関連の社会資本。耐久性、長

期的展望性が必要とされる。 
 
エイズ 

後天性免疫不全症候群（Acquired Immuno Deficiency Syndrome）のこと。ＨＩＶに感染するこ

とによって（後天性）、病原体に対する、人間に本来備わっている抵抗力（免疫）が、正常に働かな

く（不全）なることによって発症する様々な病気（症候群）の総称。 
 

エセ同和行為 
 「同和問題はこわい問題であり、できれば避けたい」という人々の誤った意識に乗じて、何らかの
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利益を得るために、同和問題を口実にして企業や官公署等に「物品の購入・強要」をはじめとして「ゆ

すり」「たかり」等といった不当な利益や義務のないことを求める行為。国民に同和問題に関する誤

った意識をうえつける大きな原因になっている。 
 
ＨＩＶ 

ヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeficiency Virus）のこと。ＨＩＶは、感染者の血液、

精液、膣分泌液、母乳のなかに存在し、性行為、母子感染、麻薬のまわしうちなどの血液感染によっ

て感染する。ＨＩＶは、免疫機能を担うリンパ球に入り込み、免疫細胞を壊しながら増殖していき、

そして免疫力が低下すると、さまざまな感染症や悪性腫瘍にかかりやすくなる。 
 
ＮＧＯ 
 非政府組織。政府間の協定によらず、創設された民間の国際協力機構。発展途上国での環境保全、

難民救済、教育・保健医療の向上等に取組む団体が多い。 
 
ＮＰＯ 
 民間非営利団体。さまざまな活動を通じて社会的な使命の実現をめざす民間の非営利団体。有償・

無償を問わずほとんどの活動が含まれ、行政や企業とは異なり、公平性や利益製に関係なく柔軟な活

動ができるため、自分たちの「高い志」に従い、「自分たちの価値観」で社会貢献活動が行なえる団

体である。 
 
エンパワーメント（エンパワメント） 
 力をつけること。よりよい社会を築くための責任をもった変革の主体となる力をつけること。みん

なで力を合わせ、共に力をつけ一人ひとりがその人らしく活動する中で、文化的、社会的、政治的、

経済的状況などを変えていく力をもつこと。 
 また、私たち一人ひとりが誰でも潜在的にもっているパワーや個性を再び生きいきと息吹かせるこ

とであることと、とらえる意見もある。 
 
解放令 

明治維新によって近世身分制は廃止され、「賎民解放令」（１８７１年）も出されて、法律や制度の

上での差別はなくなったが、実質的には賎民身分に対する差別はなくならず、それが近代社会の仕組

みのなかで部落差別として遺され、大きな解決の条件は第二次世界大戦後を待たなければならなかっ

た。 

 
学習指導要領 
小・中・高等学校、盲・聾・養護学校を対象に教育課程、教科内容とその取扱い、基本的指導事項

などを示した文部科学省告示である。教科書編集の基準にもなる。 
 

加西市エンゼルプラン 
 平成12 年3 月に策定し、｢安心して子どもを生み育てられるまちづくり｣のため、家庭、保育所、

幼稚園、学校、地域住民、各種団体、企業、行政の連携のもとで、少子化対策の具体策として子育ち・

子育て支援施策の展開を図るプランのこと。 
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「加西市次世代育成支援行動計画（かさい子ども・子育て応援プラン）」 

 本計画は、「花と歴史と愛のまち かさい（第4次加西市総合計画；平成13年3月）」に基づく児童

福祉を中心とする分野の計画であり、「加西市エンゼルプラン（平成12年3月）」の後継計画。平成

17年度を初年度として、平成21年度を目標年次とする5か年の計画。（前期5か年計画） 

平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が成立し、地方公共団体及び事業主（従業員数が300 

人を超える者）は、国が策定した｢行動計画策定指針｣に沿って、平成16年度中に行動計画を策定する

ことが義務づけられた。 

また、平成16年12月には、「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について（子

ども・子育て応援プラン）」が策定された。「かさい子ども・子育て応援プラン」では、次代の社会

を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりを推進していくために、加西市が今後取り組む少

子化対策及び子育ち・子育て支援施策の方向性と目標を示している。 

 
ゴールドプラン 
 １９８９（平成元）年に厚生・大蔵・自治の３大臣合意の形でまとめられた「高齢者保健福祉推進

１０ヵ年戦略」のこと。２０世紀中に達成すべきホームヘルパーの人数等の主な目標を数値で示し、

約６兆円の総事業費の規模も明らかにし、責任を負う３大臣合意の形でまとめられた画期的な計画。 
 ゴールドプランを見直し、１９９４(平成６)年にサービス整備目標値の引き上げ等を行ったものが

「新ゴールドプラン」であり、９０年から目標年の９９年までの総事業費は９兆円を上回ることとな

った。 
 
国際児童年 

児童の権利の保障をめざす契機となる国連が提唱した年。1979 年（昭和 54 年）。 
 
国際障害者年 
障害者の完全参加と平等をめざす契機となるよう国連が提唱した年、1981 年（昭和 56 年）。 

  
国際婦人年 
女性の地位向上をめざす契機となるよう国連が提唱した年。1975 年（昭和 50 年）。 

 
こころの国際化 
 同じ地域の住民として、新たに本県に居住する外国人県民を温かく迎え入れ、従来から本県で生活

している外国人県民とともに生きる環境整備を進めるため、異なる文化や生活習慣、価値観に対する

理解や寛容の気持を育んでいくこと。 
（「地域国際化推進基本方針」平成 6 年 3 月） 

コミュニティ 
 一般的には、地域社会（地域性と協同意識によって成立する社会）を指すが、村落、家庭など個人

を全面的に吸収する社会集団を指す場合もある。 
 
参加型学習 

講義形式などの知識伝達型の学習に対して、指導者と学習者、学習者向上のコミュニケーションを

取り入れるなど、学習者の主体的な学びを引き出す中で、お互いの気づきや考えを共有しながら、知
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識や技能、意欲を高めていこうとする学習である。 
 

CSR（Corporate Social Responsibility） 

企業の社会的責任。企業の活動に社会的公正や倫理、環境への配慮を取り入れ、消費者、従業員、

地域社会に対し、責任ある行動をとるという考え方。 

 
ジェンダー 
 生まれる前に決定される生物学的な性の違いである「セックス」に対して、出生後に育つ環境の中

で、こうあるべきとして社会的、文化的につくられた性差観念のこと。日常生活の中で求められる「男

らしさ、女らしさ」や「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分担はその一例。このため、「らし

さの性」「つくられた性」とも呼ばれる。 
 
実態的差別、心理的差別 

1965 年（昭和 40 年）の同和対策審議会答申では、実態的差別とは地区住民の生活実態に具現さ

れている差別のことであり、たとえば、就職・教育の機会均等が実質的に保障されないなどの差別で

あるとしている。心理的差別とは人々の観念や意識のうちに潜在する差別であり、言語や文字や行為

を媒介として顕在化するものをいい、たとえば、侮蔑する差別、非合理な偏見や嫌悪の感情によって

交際を拒み、婚約を破棄するなどの行為にあらわれる差別であるとしている。 
 
障害者（障害のある人） 
 障害者基本法では、「障害者とは、身体障害・知的障害・精神障害があるため、長期にわたり日常

生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と定義しており、それは、障害者へのサービス

をどのようにして行なうかを考えるときに、「サービスの対象となる人」をはっきりさせておく必要

があるからである。 
 また、最近ではチャレンジド（障害を持ちながら自らの可能性を実現しようとする人）という表現

や障害をスペシャルニーズ（それぞれに特別な配慮が必要であるという意味）という表現も一般的に

なりつつある。 
 「障害者」の表記における「害」という漢字のひらがな表記については、「害」という漢字のイメ

ージの悪さから、「障がい者」と表す自治体などがある。 
 「障がい者」のひらがな表記に関しては、国の法律、規則等は漢字表記で統一されており、表記の

見直し議論はない。当市も漢字表記としている。また、報道機関では、通常、漢字表記を用いている。 

もともと「障害」は、「障礙」と表記されていたが、昭和２２年に公布された当用漢字表に「礙」

「碍」（礙の俗字）が無くなり、法律に使用することができないため、「害」の字が代わりに使用され

るようになったとされている。但し、都道府県では、平成１６年から福島県が、平成１８年２月から

北海道、大分県が、平成１９年４月から山形県が、ひらがな表記を始めている。 
 今後も「障害のある人の権利に関する条約」等における今後の国の動勢にも留意します。 
 

障害者基本法 

平成５年12月、これまでの「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」と改められ、障害者とは

身体障害者、知的障害者、精神障害者と定義された。 

平成 16 年６月には、近年の障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等にかんがみ、障害者に対して障
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害を理由として差別その他の権利利益を侵害する行為の禁止規定や都道府県及び市町村に障害者の

ための施策に関する基本的な計画の策定を義務付ける等の大幅な改正が行われた。 
 

障害者自立支援法 

２００５年（平成１７年）１０月成立。これまで障害種別（身体・知的・精神障害）ごとに異なる

法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の

制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、

地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定める。 
 
人権 
 「人間として幸せに生きる当然の権利」のこと。すべての人間が生まれながらにしてもっているも

のであり、ひとつの国だけでなく世界のいかなる国においても、尊重されるべきものでなければなら

ない。 
 
人権関係諸条約 
 国連が中心となって採択されている人権関係諸条約は現在３０あり、そのうち、日本は、１２の条

約を批准している。特に、教育に関係する内容を含む条約としては、「児童の権利に関する条約」の

ほかに、「国際人権規約」「女子差別撤廃条約」「人種差別撤廃条約」などがある。※詳しくは、「人権

教育推進資料」(兵庫県教育委員会)のＰ４Ｐ及びＰ45 を参照のこと。 
 
人権教育のための国連 10 年 

1994 年（平成６年）の第 49 回国連総会において、人権に対する世界的な規模での理解を深め、

あらゆる国において人権という普遍的文化を構築することが重要であるという国際的な共通認識の

下に、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、各国において国内行動計画を策定することや、地方及び地域社会に基盤を置く団体に

対しては、国の支援を受けて、住民に対する実効ある人権教育を実施することが求められました。こ

れを受けて、国においては、1995 年（平成７年）12 月に、内閣に内閣総理大臣を本部長とする人権

教育のための国連 10 年推進本部を設置し、1997 年（平成９年）７月には、国内行動計画を策定し

た。 
 

人権教育のための世界計画 

1995 年（平成７年）から取り組まれてきた「人権教育のための国連 10 年」が 2004 年末で終了す

ることを受けて、2004 年（平成 16 年）12 月 10 日に開催された第 59 回国連総会で、引き続き世界各

国で人権教育を積極的に推進していくことを目的に、「人権教育のための世界プログラム」を 2005

年（平成 17 年）１月１日から開始することが全会一致で採択された。 

 

人権教育の４つの側面 
 「人権教育のための国連 10 年」(1995～2004、平成 7～16 年)の行動計画に「知識と技術の伝達お

よび態度の形成を通じ、普遍的文化を構築するために行なう研修、普及及び広報努力」と定義された

人権教育及び人権啓発の具体的なとらえ方である。①人権としての教育(教育・学習環境の保障)、②

人権についての教育(人権についての基本的な考え方、実現に向けての機構・方法、さまざまな人権
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侵害の事実と課題克服の取り組みについての学習、③人権を通じての教育(教育のあらゆる機会や場

面で、そこに参加するすべての人の人権が尊重される環境と雰囲気の醸成)、④人権のための(をめざ

す)教育（前記３つを包括した上位概念で明確な目的を持った教育であること）をいう。 
 
人権週間 

1948年（昭和23年）、第３回国連総会において、基本的人権及び自由を遵守し確保するために、「世

界人権宣言」が採択され、採択日の12月10日を「人権デー」と定めた。日本では、この「人権デー」

を最終日とする一週間（12月４日～10日）を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとと

もに人権尊重思想の普及高揚に努めている。 

 
人権文化 
 人権擁護・人権尊重の精神が日常の生活で生かされている社会文化をいう。 
 
人権擁護機関 人権擁護委員 
 国民の基本的人権を守るために、国の機関として、法務省人権擁護局とその下部組織である法務局、

地方法務局及びその支局、それに法務大臣が委嘱する人権擁護委員が置かれている。これらをまとめ

て法務省の人権擁護機関という。人権擁護委員は各市町村の地域住民の中にあって人権擁護活動の任

務を持つ。 
 
推計人口 
 国勢調査(2000、平成 12 年実施)の確定値を基礎に、その後の毎月の住民基本台帳法及び外国人登

録法に基づく出生、死亡、転入、転出数を加減して算出された人口。 
 
スクールセクハラ 
 「スクール・セクシュアル・ハラスメント」の略。教職員が、児童生徒を不快にさせる性的な言動

を行うこと。 
 
ストーカー行為 
 特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情

を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して、「つきまとい等」(つきまとい、待ち伏せ

し、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りを

したり、押し掛けることやその行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る

状態に置くこと。)を繰り返して行なうこと。 
 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が 2000(平成 12 年)から施行され、ストーカー行為を

処罰するなど必要な規制を行なうとともに、被害者に対する援助等を定めている。 
 
スーパーバイザー 
 管理・監督者。仕事や組織の流れを把握し、指導調整する役割を担う。 
 
成年後見制度 
 成人に達した知的障害者や高齢者で、頼りになる身寄りのない人たちの財産や生命を守り、その権
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利を守る制度。 
 
世界人権宣言 
 １９４８（昭和２３）年１２月１０日に国際連合の第３回総会で採択された宣言。宣言は、前文以

下３０条にわたって個人の諸種の基本的自由、労働権、経済的社会的文化的な面における生存権的権

利等を細かく規定。条約のような拘束力はないが、人権保障の国際標準を示したものとして大きな意

義がある。 
 
セクシュアル・ハラスメント 
 相手の意に反した性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって仕事や教育等の場において

一定の不利益を与えたり、それを繰り返すことによって就業環境等を著しく悪化させること。 
 
全国水平社 

第２次世界大戦前の部落解放運動の全国組織。１９２２年３月３ 日、京都市岡崎公会堂に全国か

ら３０００余名の部落民を集めて創立大会が開かれた。「水平社」という名称は、差別のない水平社

会をめざすという意味を込めて阪本清一郎氏が発案したといわれる。 また、１７世紀のイギリス革

命の際の左派政治集団「レヴェラーズ（水平派）」にならったとも言われている。 

 
多文化共生社会 

 国籍や民族などの異なる人々が、互いに文化的ちがいを認め、対等な関係を築き、ともに生きてい

く社会をいう。 

 
男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。 
 

地域国際化推進基本指針 
 すべての県民が国籍を超えて、互いの文化、生活習慣、言語等を理解し、人権を尊重する「国際性

豊かな共生社会」の実現に向けての「課題」と「推進方策」を整理し、施策の総合的推進を図るため

の行動指針として、平成 6 年(1994 年)3 月に兵庫県が策定した。 
 その後、時代背景、社会情勢の変化を踏まえ、「指針」のフォローアップを実施するため、「地域国

際化推進基本方針フォローアップ方策」を策定した。 
 
電子掲示板 
 インターネット上でのメッセージ交換システムのひとつ。ホームページを閲覧した者が、ホームペ

ージ上の掲示板にメッセージを書き残すことで、他の不特定多数の閲覧者にメッセージを伝えること

ができる。 
 
同和対策事業特別措置法 

1969 年（昭和 44 年）に成立。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
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定、教育の充実、人権擁護活動の強化を図り、地区住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与するこ

とを目標とした。 
 

同和対策審議会答申 

内閣総理大臣の諮問機関として設けられた同和対策審議会が、1965 年（昭和 40 年）８月「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方策」について審議した結果をまとめた答

申。同和問題の解決は国の責務であり、国民的課題であるとしている。  
 

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 
インターネットでプライバシーや権利の侵害があったときに、プロバイダ等が負う損害賠償責任の

範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めた法律（プロバイダ責任制限法）。この法律

では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダ等は被害者

に対して賠償責任を負わなくてもよいとしている。権利侵害情報が掲載されていて、被害者側からは

情報の発信者が分からない場合、プロバイダ等に削除依頼をすることができる。  
 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 
夫婦間及び恋愛関係にある男女間その他の密接な関係にある男女間で行われる暴力的行為（暴力そ

の他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）。 
 
ネグレクト 

養育者による，子供に対する不適切な保護や養育。衣食住を十分に世話しない場合や，精神的・医

療的なケアを十分に行わない場合など。栄養不良や発達障害などを引き起こすほか，人格形成に多大

な影響を与える可能性がある。育児放棄。養育放棄。 

 

ネットワーク・エチケット（Network Etiquette） 

インターネットを利用する人が守るべき倫理的な基準。道徳。他人に迷惑をかけないことが原則で

ある。ネットワーク上のエチケットのこと。“ネチケット”（Netiquette）は、ネットワーク・エチ

ケットを一語にまとめた造語。 
 
ノーマライゼーション 
 障害者などハンディのある人を特別に扱うのではなく、一般の人たちと同じように一般の社会で普

通の生活を送ることができるように、日常生活の中で共に助け合っていくという考え方。 
 
バリアフリー 
 障害者などハンディのある人が社会生活をしていく上での障壁（バリア）を除去するという意味。

段差の解消など物理的な意味に加えて、最近は社会的、心理的な意味でも使われている。 
 
パワーハラスメント 

日本語で権力や地位を利用した嫌がらせという意味で用いられる言葉である。会社などで職権など

の権力差（パワー）を背景にし、本来の業務の範疇を超えて継続的に、人格と尊厳を傷つける言動を

行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為である。 
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犯罪被害者等基本法 
犯罪被害者等（犯罪等により被害を受けたもの及びその家族または遺族）の権利保護を求める世論

の高まりを受けて平成 16 年秋の臨時国会（第 161 回国会）において成立した犯罪被害者等基本法が

平成 17 年 4 月 1日から施行されました。 

 これまで、犯罪被害者等は十分な支援を受けられず、社会的・経済的に不安定な立場に立たされる

ことが少なくなかった。この法律により、国、地方公共団体、民間団体等の連携の下、犯罪被害者等

の権利や利益の保護を図るための取り組みが行われるようになった。 

 
ハンセン病 

1873 年（明治６年）にノルウェーのハンセン博士が発見した「らい菌」の感染によって、主に皮

膚や末梢神経が侵される感染症。現在ではいくつかの薬剤を併用する治療法が確立され、適切な治療

により完治する。 
 

ヒューマンケア 

お互いがトータルな思いやり・共感という思いがもてるようなかわりあいを持つことで苦痛や苦悩、

不安や憤りなどを癒し、また、その過程において、自らも相互作用により成長することを意味してい

る。 

 

PTSD （Post -traumatic Stress Disorder） 

 心的外傷後ストレス障害という意味です。トラウマ（心的外傷）に対する反応として生ずる精神的

な障害で、出来事を思い出す、悪夢を見る、思い出させる状況を避ける、イライラ、怒りっぽい、物

事に集中できないなどの多彩な症状を呈します「心理的外傷後ストレス障害」の略称。ショッキング

な出来事を経験することによって、その後しばらくは精神的に不安定な状態が続くことをいう。精神

的なダメージがストレス性の障害をもたらす。 

 
ファシリテーター 
 単なる司会、進行役ではなく、話し合いを「容易にし、促進する」役割を担い、グループの中の一

人一人が持っている豊かな経験・アイディア・意見を「引き出し」、皆が等しく参加できるようにす

る人のこと。 
 ファシリテーターは、そうした全員参加型の話し合いを通して、一人一人が自らの生き方・あり方

との関連で何かを「発見」し、「気づき」をもたらすことを可能にする役割をもっている。 
 

保育所保育指針 
 厚生労働省が作成した、保育所における「保育の目標」、「保育の方法」、「保育の環境」等の保育を

展開するに当たって、各年齢ごとの必要な基本的事項が盛り込まれた指針のこと。 
 
ホームページ 
 インターネット上に公開されており、コンピュータ等で閲覧することができる情報。世界中の個人

や企業等がインターネット上にホームページを公開しており、様々な情報を閲覧することができる。 
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ホームレス 
 失業、家庭崩壊、社会生活からの逃避等、様々な要因により、特定の住居を持たずに、道路、公園、

河川敷、駅等で野宿生活を送っている人々を、その状態に着目していうことが多い。 
 
ボランタリー活動 

自由意思で、自発的・主体的に労力や技術を提供し、社会活動を行うこと。 

 
ボランティア 
自らの意思で、見返りを期待しない「社会的貢献」をいう。 
 

民生委員・児童委員 
厚生労働大臣の委嘱により、住民の福祉の増進を図るため、社会奉仕の精神を持って、常に住民の

立場に立って相談に応じ、必要な援助や情報提供を行うとともに、社会福祉事業者や社会福祉活動を

行う者と密接に連携し、関係行政機関の業務に協力する者。また、民生委員は児童及び妊産婦の福祉

の増進を図るための活動を行う児童委員に充てられる。 
 

ユニバーサルデザイン 
 ユニバーサルデザインとは、「全ての人のためのデザイン」を意味し、まちづくりやものづくり

などを進めるにあたり、年齢や能力、性別、体格、障害の有無など人々が持つ様々な特性を超えて、

「誰にでも公平に利用できること」「使い方が簡単ですぐわかること」など７つの原則が公表されて

いる。バリアフリーデザインが障害者などの生活上の障壁を取り除こうとするものであるのに対し、

ユニバーサルデザインはすべての人が安全で快適に過ごせる環境づくりを設計段階からめざしたも

のといえる。 

 

幼稚園教育要領 
 幼稚園を対象に「幼稚園教育の基本」、「幼稚園教育の目標」、「教育課程の編成」等を示した文部科

学省告示である。 
 
ワークショップ 

 集団である特定のテーマについて討議し、結論を出す方法。あらかじめ５～６名単位の小グループ

に分割し、各グループ別に特定のテーマに関する各種の問題を討議し、結果を他のグループを含めた

全体討議にかけ、その集団全体としての結論を引き出す方式をとる。 
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人権関係カレンダー 

（国際的なものには、英名を括弧内に併記。紙面の都合上割愛したものもある。） 

 

1月 17日 防災とボランティアの日 

24日 法律扶助の日 

 

2月 21日 国際母語デー（International Mother Language Day） 

 

3月 8日  国際女性の日（International Women's Day） 

21日 国際人種差別撤廃デー 

（International Day for the Elimination of Racial Discrimination） 

22日 国連水の日（World Water Day） 

 

4月 7日  世界保健デー（World Health Day） 

 

5月 3日  憲法記念日 

世界報道自由デー（World Press Freedom Day） 

8日  世界赤十字デー（World Red Cross Day） 

12日 民生委員・児童委員の日 

15日 国際家族デー（International Day of Families） 

21日 対話と発展のための文化的多様性の世界デー 

（World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development） 

  25日～31日 自由、独立および人権のために闘うすべての植民地人民との 

     連帯週間  

（Week of Solidarity with the Peoples of All ColonialTerritories, Fighting for 

Freedom, Independence and Human Rights） 

 

6月 1日  人権擁護委員の日 

5日  世界環境デー（World Environment Day） 

12日 世界児童労働反対デー （World Day Against Child Labour） 

20日 世界難民デー（World Refugee Day） 

26日 国際拷問被害者支援デー 

（International Day in Support of Victims of Torture） 

  23日～29日 男女共同参画週間 

   毎年6月25日を含む週の日曜日から土曜日 ハンセン病を正しく理解する週間 

   ■男女雇用機会均等月間 

   ■外国人労働者問題啓発月間 

 

7月 11日 世界人口デー（World Population Day） 

■ “社会を明るくする運動”強調月間 
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8月 6日  広島原爆忌 

9日  長崎原爆忌 

9日  世界の先住民の国際デー 

（International Day of the World's Indigenous People） 

12日 国際青少年デー（International Youth Day） 

23日 奴隷貿易とその廃止を記念する国際デー 

（International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition） 

 

9月 8日  国際識字デー （International Literacy Day） 

16日 オゾン層保護のための国際デー 

   （International Day for the Preservation of the Ozone Layer） 

21日 国際平和デー（International Day of Peace） 

■ 障害者雇用促進月間 

 

10月 1日 国際高齢者デー（International Day of Older Persons） 

   第1月曜日 世界ハビタット・デー（World Habitat Day） 

（人の住居に関する記念日） 

   第2水曜日 国際防災デー   

（International Day for Natural Disaster Reduction） 

10日 世界メンタルヘルスデー（World Mental Health Day） 

16日 世界食糧デー（World Food Day） 

17日 貧困撲滅のための国際デー 

（International Day for the Eradication of Poverty） 

24日 国連デー （United Nations Day） 

■ 高年齢者雇用支援月間 

 

11月16日 国際寛容デー（International Day for Tolerance） 

20日 世界子どもの日（Universal Children's Day） 

25日 女性に対する暴力廃絶のための国際デー 

   （International Day for the Elimination of Violence against Women） 

 

12月 1日 世界エイズデー（World AIDS Day） 

2日  奴隷制度廃止国際デー 

（International Day for the Abolition of Slavery） 

3日  国際障害者デー（International Day of Disabled Persons） 

10日 人権デー （Human Rights Day） 

18日 国際移民デー （International Migrants Day） 

  3日～9日 障害者週間 

  4日～10日 人権週間 

  10 日～16 日 北朝鮮人権侵害問題啓発週間 
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○ 日本国憲法（抄） 
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人 権 関 係 年 表 

年 度 国 連 等 国 兵 庫 県 加 西 市 

１９４７ 
(昭２２) 

 「日本国憲法」施行   

１９４８ 
(昭２３) 

「世界人権宣言」採択 「民生委員法」施行   

１９４９ 
(昭２４) 

 「人権擁護委員法」施行   

１９５０ 
(昭２５) 

 「保護司法」施行   

１９５１ 
(昭２６) 

「難民条約」採択 「児童憲章」宣言   

１９５３ 
(昭２８) 

 「らい予防法」施行   

１９６５ 
(昭４０) 

「人種差別撤廃条約」採択 「同和対策審議会答申」 
「同和対策事業推進連絡協議会」
設置 

 

１９６６ 
(昭４１) 

「国際人権規約」採択     

１９６７ 
(昭４２) 

    「加西市」発足 

１９６８ 
(昭４３) 

「国際人権年」   
「同和対策基本要綱」制定 
「同和教育基本方針」策定 

 

１９６９ 
(昭４４) 

 「同和対策事業特別措置法」施行  

「福祉事務所同和対策係」設置 
「社会教育協力員制度」発足 
「加西市同和教育協議会」設置 
「同和教育推進懇談会」開始 

１９７１ 
(昭４６) 

   「差別を許さない県民運動」開始 
「第１次総合計画」策定 
「差別を許さない市民運動」開始 

１９７３ 
(昭４８) 

    
「同和対策室」設置 
「地域改善対策問題協議会」設置 
「同和教育指導室」設置 

１９７４ 
(昭４９) 

    
「同和教育推進室」設置 
「同和教育推進員制度」発足 

１９７６ 
(昭５１) 

「国連婦人の１０年」   
「県立同和研修センターのじぎく
会館」開設 

 

１９７７ 
(昭５２) 

    「同和教育協力員制度」発足 

１９７８ 
(昭５３) 

   
「差別をなくそう県民運動」へ改
称 

「差別をなくそう市民運動」へ改称 

１９７９ 
(昭５４) 

「女子差別撤廃条約」採択 
「国際児童年」 

   「同和教育推進懇談会」開始 

１９８１ 
(昭５６) 

「国際障害者年」 「同和対策協議会意見具申」  「第２次加西市総合計画」策定 

１９８２ 
(昭５７) 

 「地域改善対策特別措置法」施行
「兵庫県国際障害者年長期行動計
画」策定 

 

１９８３ 
(昭５８) 

「国連障害者の１０年」     

１９８５ 
(昭６０) 

   
「ひょうごの婦人しあわせプラ
ン」策定 

 

１９８６ 
(昭６１) 

 
「地域改善対策協議会意見具申」
「労働者派遣法」施行 
「男女雇用機会均等法」施行 

  

１９８７ 
(昭６２) 

 「地対財特法」施行  

「同和対策室」を「福祉事務所地域改
善課」に改組 
「同和教育推進室」を廃し「公民館指
導員制度」設置 

１９８９ 
(平元) 

「児童の権利に関する条
約」採択 

   
「市民福祉部地域改善課」に改組 
「加西市電子計算組織に係る個人情
報保護に関する条例」制定 

１９９０ 
(平２) 

   
「新ひょうごの女性しあわせプラ
ン」策定 
「すこやか長寿大作戦」策定 

「合同交流懇談会・人権住民学習会」
開始 

「兵庫２00１年計画」策定 １９９１ 
(平３) 

 「地域改善対策協議会意見具申」
「(財)兵庫県人権啓発協会」設立 

「第３次加西市総合計画」策定 

１９９２ 
(平４) 

   
「県立女性センター」開設 
「福祉のまちづくり条例」制定 

 

１９９５ 
(平５) 

「世界の先住民の国際年」 
「障害者基本法」施行 「人権問題研究アドバイザー」制

度の創設 
「部落差別撤廃宣言」決議 
「高齢者保健福祉計画」策定 
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人 権 関 係 年 表 

年 度 国 連 等 国 兵 庫 県 加 西 市 

１９９４ 
(平６) 

「人権教育のための国連
10年」国連決議 

「ハートビル法」施行 
「のじぎく文芸賞」公募開始 
「地域国際化推進基本指針」策定 

 
 

１９９５ 
(平７) 

「国際寛容年」 
「人権教育のための国連
１０年」 

「高齢者社会対策基本法」施行 
「“すこやかひょうご”障害者福
祉プラン」策定 

「町別人権学習会・人権映画フォーラ
ム」開始 
「差別をなくそう市民運動のつどい」
開始 

１９９６ 
(平８) 

「貧困撲滅のための国際
年」 

「地域改善対策協議会意見具申」
「男女共同参画2000年プラン」決
定 
「らい予防法」廃止 

「新ひょうごの女性しあわせプラ
ン後期実施計画」策定 
 

 
 
 

１９９７ 
(平９) 

 
「アイヌ文化振興法」施行 
「人権教育のための国連 10 年に
関する国内行動計画」策定 

「今後の人権啓発のあり方につい
て」(答申) 
「人権教育のあり方について」(報
告) 

「障害者福祉基本計画」策定 
「加西市情報公開条例」制定 

１９９８ 
(平１０) 

「世界人権宣言50周年」 
「介護保険法」施行 
  

「人権教育基本方針」策定 
「県民の人権意識」調査 

「市民環境部市民課地域改善係」に改
組 
「さわやか人権学習会」開始 
啓発冊子「かがやき」発行開始 

１９９９ 
(平１１) 

「国際高齢者年」 
「第1回国際平和会議100
周年」 
 

「男女共同参画社会基本法」施行
「人権擁護推進審議会答申」(人権
教育・啓発の在り方) 
「児童買春、児童ポルノ禁止法」
施行 

「人権啓発・地域改善対策室」に
改組(県) 
「人権教育推進課」に改組(教委) 
「兵庫高齢者・障害者権利擁護セ
ンター」開設 

「加西市の職場におけるセクシュア
ル・ハラスメントの防止に関する要
綱」設置 
「エンゼルプラン(児童育成計画)」策
定 
「高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画」策定 
「愛の詩」公募開始 

２０００ 
(平１２) 

「平和の文化のための国
際年」 
「国際組織犯罪防止条約
人身取引議定書」採択 
 
 

「児童虐待防止法」施行 
「犯罪被害者保護法」施行 
「ストーカー規制法」施行 
「人権教育及び人権啓発の推進に
関する法律」施行(12月6日) 

「兵庫県人権啓発活動シンボルマ
ーク」制定 
「老人保健福祉計画(介護保険事
業支援計画)」策定 
「外国人児童生徒にかかわる教育
指針」策定 

機構改革により「市民参画推進室」設
置 
「市民福祉部市民課地域改善係」に改
組 
「同和教育指導室」を「人権教育推進
室」に改組 

「ボランティア国際年」 

２００１ 
(平１３) 

「国連文明間の対話年」 
「人種主義、人種差別、排
外主義、不寛容に反対する
動員の国際年」 
「世界の子どものための
平和と非暴力の文化の国
連10年」 

「DV防止法」施行 
「人権教育・啓発に関する基本計
画」策定 
「ハンセン病補償法」施行  

「男女共同参画プラン２１」策定 
「21世紀兵庫長期ビジョン」策定 
「兵庫県人権教育及び啓発に関す
る総合推進指針」策定  

「第４次加西市総合計画」策定 
「かさい男女共同参画ゆめプラン」策
定 
「市民参画推進基本計画」策定 
啓発冊子「まちかど」発行開始 

２００２ 
(平１４) 

「ホームレス支援法」施行 
「身体障害者補助犬法」施行 
「障害者基本計画」策定 
「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」失効 

「男女共同参画社会づくり条例」
制定、施行 

機構改革により「市民福祉部人権推進
課」設置 
「健康かさい２１」策定  
「まちかどフォーラム・地区人権学習
会」開始 

２００３ 
(平１５) 

「国際刑事裁判所」発足 
「国連識字の１０年」宣言
(2003～2012) 

「拉致被害者支援法」施行 
「個人情報保護法」施行 
「武力攻撃事態法」施行 
「心神喪失者等医療観察法」施行
「少子化社会対策基本法」施行 
「出会い系サイト規制法」施行 

「県民の人権意識調査」実施 
「男女共同参画兵庫率先行動計
画」策定 

「加西市人権教育及び啓発に関する
推進指針」策定 
「新・加西市障害者福祉基本計画」 
策定 

２００４ 
(平１６) 

「人権教育のための世界
計画」採択 

「性同一性障害特例法」施行 

「人権文化をすすめる県民運動」
へ改称 
「兵庫県ホームレスの自立の支援
等に関する実施計画」策定 

「人権文化をすすめる市民のつどい」
へ改称 
「加西市次世代育成支援行動計画」策
定 

２００５ 
(平１７) 

「犯罪被害者等基本法」施行 
「発達障害者支援法」施行 
「人身取引議定書」国会承認 
「個人情報保護法」全面施行 

「兵庫県男女共同参画計画後期実
施計画」策定 
「ユニバーサル社会づくり総合指
針」策定 

機構改革により「企画財政部人権推進
課」に改組 

２００６ 
(平１８) 

「人権委員会」を「国連人
権理事会」に改組 
「障害者の権利に関する
条約」採択 
「強制的失踪防止条約」採
択 

「障害者自立支援法」施行 
「公益通報者保護法」施行 
「高齢者虐待防止法」施行 
「自殺対策基本法」施行 
「バリアフリー法」施行 

「ひょうご長寿社会プラン」策定 
「兵庫県自殺対策センター」設置 
「ＤＶ対策基本計画」策定 

機構改革により「市民福祉部人権推進
課」に改組 
「加西市高齢者保健福祉計画・第３期
介護保険事業計画」策定 
「ハンセン病差別撤廃宣言」 
「加西市障害者福祉計画」策定 

２００７ 
(平１９) 

 「男女機会均等法」施行 
 

「男女共同参画都市宣言」 
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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 

前 文  

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、わが国全土にわたつ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つて、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

つて、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つて、

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

等関係に立た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つて、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つて、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、法の下に平等であつて、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。 
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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出来る。 

 

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。 
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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。 

 

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､且つ理由となってゐる犯

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定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､第三十三条

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。 
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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出来る。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､実行のとき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、過去幾多の試錬に堪へ、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。 

 

第９８条 

 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行

為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 
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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１２月６日公布 
法律第１４７号 

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

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

んがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務

を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。 
    
（定義） 
第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、

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

とを目的とする広報その他の啓発活動（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。 
 
（財政上の措置） 
第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係

る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 
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附則 
（施行期日） 
第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、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三年以内に、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。 
 
 
■ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議 
【衆議院】          平成１２年１１月１５日 

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十年」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。 
 
■ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議 
【参議院】          平成１２年１１月２８日  
政府は、「人権の２１世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の

努力をすべきである。 
１ 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務

について周知徹底を図り、特に公務員による人権侵害のないよう適切な措置を講ずること。 
２ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方公共団体や人権にかかわる

民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 
３ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」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。 
４ 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき重要課題であることにかんがみ、内閣全体でその取

組に努めること。 
 
右決議する。 
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世界人権宣言 
             １９４８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、国際連合憲章において、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。 
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。 
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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、人権、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
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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  家庭は、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。 
 
第２１条 
１  すべて人は、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、統治の権力を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
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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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加西市人権教育・啓発推進懇話会設置要綱  
 

平成１９年６月１日  
訓令第２６号  

（設置）  
第１条 人権教育・啓発の推進について、広く意見を求めるため、「加西市人権教育・啓発  
推進懇話会」（以下「懇話会」という。）を設置する。  

（所掌事務）  
第２条 懇話会は、次の事項について審議する。  

（１）人権尊重の理念に関する理解を深めるための教育及び啓発に関する指針（以下「指

針」という。）の策定及び指針に基づく施策の推進に関すること。  
（２）その他人権尊重のための施策に関すること。  
（委員）  

第３条 懇話会は、１５名以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市

長が委嘱する。  
（１）学識経験を有する者  
（２）市内の主要な組織・団体の役員或いは委員  
（３）その他市長が必要と認める者  

２ 委員の任期は、任命された日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が必要と

認めるときは延長することができる。  
（座長）  

第４条 懇話会に座長を置き、委員の互選によってこれを定める。  
２ 座長は、懇話会を総括する。  
３ 座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者が  

その職務を代理する。  
（懇話会の開催）  

第５条 懇話会の会議（以下「会議」という。）は、座長が召集する。  
２ 座長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことがで  

きる。  
（謝金）  

第６条 委員が会議その他の懇話会の職務に従事したときは、別に定めるところにより  
謝金を支給する。  
（旅費）  

第７条 構成員が懇話会の職務を行うために、会議に出席し、又は旅行したときは、旅費  
を支給する。  

２ 前項の旅費の額は、加西市職員等旅費条例（昭和４2 年加西市条例第３９号）の規定

により行政職８級の職にある者に対して支給する額に相当する額とする。  
（庶務）  

第８条 懇話会の庶務は、市民福祉部人権推進課において処理する。  
（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関して必要な事項は、別に定める。  
   附則  

この訓令は、平成１９年６月１日から施行する。  
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加西市人権教育・啓発推進懇話会委員  

 

委 員 名 役 職 名 備  考 

大 西 耕 雲  
前兵庫県同和教育研究協議会会長  
前兵庫教育大学非常勤講師  

座長  

山 田 英 規  加西市区長会会長・繁昌町区長  座長職務代理者  

板 井 ち さ 代 加西市連合婦人会会長   

三 宅 通 義  加西市老人クラブ連合会会長   

生 澤 郁 雄  加西市民生委員児童委員協議会会長   

岩 田   勝  加西市人権啓発指導員   

竹 内 暉 雄  加西市社会福祉協議会理事長   

小 川 初 男  加西市連合ＰＴＡ会長   

玉 田 幸 代  社人権擁護委員協議会加西部会長   

後 藤   勇  加西商工会議所専務理事   

織 辺 豊 昭  加西市立善防園園長   

東 郷 邦 昭  加西市副市長   

八 巻 一 雄  加西市教育長   
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