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は じ め に

　先の第二次世界大戦では 5,600 万人を超える多くの犠牲者を出し、その悲惨な戦争から

今年 70 年を迎えます。お互いの命や土地を奪いあうような戦争を二度と繰り返さないと

いう反省から、世界各国で基本的人権の基準を宣言したのが ｢世界人権宣言｣ です。

　その基本には、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、平等である」とい

う理念であり、日本国憲法の基本理念とするところでもあります。

　しかし、残念なことに私たちの身の回りには、女性や子ども、高齢者などのいわゆる社

会的弱者に対する暴力や虐待、また今日のインターネット等による誹謗中傷、予断や偏見

から生じる差別やヘイトスピーチなどの新たな人権侵害も発生しております。

　私たちは、昨年の丹波市豪雨災害が、人と人との「絆」や「相手を思いやる心」の大切

さを学びました。そして、一人ひとりがそうした意識を持つためには、ふれあいを通じて

一人ひとりの人権が尊重される平和で豊かなまちの実現に向けて、不断の努力を積み重ね

ていかなければならないことも改めて実感しました。

　丹波市が発足して 10 年が過ぎ、この間の人権施策は平成 18 年策定の「丹波市人権施策

基本方針」に基づきすすめてきましたが、近年、急速に高度情報化が進む中、インターネッ

トの匿名性を悪用した書き込み、女性や子ども、高齢者への虐待など時代の進展とともに

新たな人権問題も発生していることから、平成 26 年６月に「第２次丹波市人権施策基本

方針の策定について」を諮問し、平成 27 年３月に答申を受けました。

　この答申を尊重し、人権施策の総合的な推進をはかるための基本的な方向を示すものと

して「第２次丹波市人権施策基本方針」として策定しました。

　今後はこの基本方針に基づき、市民の皆様と協働しながらすべての人の人権が尊重され

る平和で明るい丹波市の創造をめざして、さらに一層の努力を重ねていきます。

　なお、この基本方針の策定にあたりご審議いただきました「丹波市人権行政推進審議会」

の委員の皆様並びに貴重なご意見を頂きました市民の皆様に厚くお礼申しあげます。

　平成 27 年３月

　丹波市長　辻 　 重 五 郎
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第１章　方針策定の背景

１．国際社会の取組
　人類の歴史の中で、20 世紀ほど科学技術が急速に発達して多くの利便性を享受し、私たち人類

の未来に夢を育んだ世紀はありません。一方で 20 世紀は、二度にわたる世界大戦をはじめとして、

さまざまな戦争や紛争が世界各地で繰り広げられ、多くの尊い人命が失われたばかりか様々な人権

侵害が行われた世紀でもありました。

　こうした経験と反省から、国際連合（以下、「国連」という）は、1948（昭和 23）年に「世界人権宣言」

を採択し、人権の尊重が平和の基盤であることを国際社会に訴えました。これを契機として、国連

は人権に関連する国際条約を採択し、この宣言を基礎として、各国におけるその実施の確保を求め

てきました。

　しかし、世界では地域紛争の多発や貧困による犠牲者や大災害による犠牲者を多数出すとともに

人権侵害・差別が後を絶ちません。このようなもとで国連は、1995 年から 2004 年までの「人権教

育のための国連 10 年」を実施し、あらゆる人権侵害をなくし、地球的規模で平和の基礎となる人

権文化の創造を目指してきました。この「人権教育のための国連 10 年」が終了した後は、2005 年

からは５年ごとの「人権教育のための世界計画」をスタートさせ、また 2011 年には「人権教育と

研修に関する国連宣言」を採択し、人権文化を発展させる取組が推進されています。

　21 世紀は「人権の世紀」といわれています。この「人権の世紀」という言葉には、21 世紀を平

和と人権が守られる世紀にしたいという人々の願いが込められています。しかし、21 世紀になっ

た現在でも、人種や民族、宗教間の対立や偏見、差別はなくならず、さらに環境破壊など人類の安

全をおびやかす問題も出てきており、人権の重要性はますます高まってきています。

２．日本における取組
　わが国においては、日本国憲法を制定・施行（昭和 21 年制定・昭和 22 年施行）して半世紀あま

り、憲法の保障する基本的人権の確立に向けて、各種の法律や制度の整備を進めるとともに、様々

な条約の締約国となるなど国際社会の一員として具体的な取組を進めてきました。

　一方では、我が国固有の人権問題である同和問題は、憲法が保障する基本的人権の侵害に係る深

刻かつ重大な問題として取組が進められてきました。1965（昭和 40）年の「同和対策審議会答申」

を受け、1969（昭和 44）年「同和対策事業特別措置法」を制定し本格的に同和行政をスタートさせ、

法の失効（2002 年３月 31 日）までに、３度にわたり制定された特別措置法を中心に諸施策を展開

し、生活環境改善、産業・雇用、教育文化、人権擁護に関わる諸施策が総合的に推進されてきまし

た。2000（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」が制定され、同法に基
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づき 2002（平成 14）年には「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。これにより、

人権教育・啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることが、改めて国及び地方公共団体

の責務とされました。このほか、「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（2005 年）」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（2013 年）」など、人権に関す

る数々の法律が制定・改正・施行され、多くの人権課題に対する取組が進められています。

３．兵庫県における取組
　兵庫県においては、人権関係の法に基づき国と連携をとりつつ人権施策が推進されてきました。

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”を県政の目標に掲げ、「こころ豊かな人づくり」「すこやかな社会づくり」など、人権が

尊重される社会づくりをめざして施策が展開されてきました。

　阪神・淡路大震災から学んだ「生命の尊厳」「人と人のつながり」の大切さなど、貴重な教訓を

生かしながら様々な取組が展開されています。1991（平成３）年に「（財（兵庫県人権啓発協会」

を設置するとともに、2001（平成 13）年２月には成熟社会にふさわしい兵庫づくりの新しい羅針

盤として「21 世紀兵庫長期ビジョン―美しい兵庫―」全県ビジョンを策定しました。３月には兵

庫県男女共同参画計画「ひょうご男女共同参画プラン 21」を、10 月には「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、平成 16 年度からは多様な人権問題の解決を図るため「人権

文化をすすめる県民運動」を展開するなど、人権尊重の社会づくりに向けた取組が進められてい

ます。また、兵庫県教育委員会では、1998（平成 10）年に「兵庫県人権教育基本方針」を策定し、

学校教育、社会教育における人権教育が推進されています。

　また、行政と地域・職域団体などで構成する「ひょうご人権ネットワーク会議」のもとで、人権

にかかわる啓発・相談などの活動を連携・協働して展開するほか、戸籍謄本などの不正取得を防止

する「本人通知制度」導入を市町に推進するなど個別の人権課題についての取組も展開されていま

す。

参考：日本が締約国となっている主な人権条約

難民条約　　　　　　　　　　　　　人種差別撤廃条約

国際人権規約　　　　　　　　　　　女性差別撤廃条約

拷問等禁止条約　　　　　　　　　　子どもの権利条約

国際組織犯罪防止条約　　　　　　　強制失踪条約

障害者権利条約
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４．丹波市における取組
　丹波市では、平成 17 年度にまちづくりの方向を示す「丹波市総合計画」を策定し、市の将来像を「人

と自然の交流文化都市―丹波市都市圏の形成を目指して―」と定め、その実現を目指してまちづく

りを進めてきました。現在、2015( 平成 27) 年度から 10 年間の「第２次丹波市総合計画 基本構想」

において、「人と人、人と自然の創造的交流文化都市～みんなでつなぐ丹（まごころ）の里～」を

将来像と定めて、まちづくりの視点として、「育て合い支え合える人の輪づくり」、「人・自然・産業・

暮らしが循環する“源流のまち”づくり」、「来訪者を“丹（まごころ）”で迎える交流・定住の魅

力づくり」の三つを掲げ、策定作業が進められています。

　これらのまちづくりの根底には、平成 24 年に施行された「丹波市自治基本条例」の基本理念の

一つである「市民一人ひとりの基本的人権が守られ、助け合いながら、安全・安心に暮らすことが

できることを目指した市政を行います。」という精神が流れています。

　また、市民の権利として、「市民は、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等にかかわらず一人

ひとりが人間として尊重され、また、自治体における主権者として平等に市の施策や地域の自治活

動、まちづくりに参加・参画する権利を持っています。」と明記し、市民主体の一人一人の人権が

尊重され、多様性を認め合うまちを目指しています。

　本市では、旧町時代より人権課題や地域課題の解決に向けた各自治会単位での住民人権学習会が

熱心に展開されるとともに、自治会の人権学習を推進する指導者養成を進めてきました。

　また基本的人権の尊重、自由、平等、平和を基本理念として部落差別をはじめとするあらゆる差

別の撤廃を目指して、人権教育・同和教育の推進や啓発活動に取り組む企業や各種団体、教育関係、

行政で組織された「丹波市人権・同和教育協議会」において、それぞれの立場から人権問題の解決

に向けた研究と実践活動が行われています。

　平成 18 年 10 月には「人権施策基本方針」を策定し、人権尊重の理念に対する理解を深め「人権

文化の根づくまち」、「共に生きる地域社会」を創造することを本市の重要課題の一つとして捉え、

人権行政の基本理念と方向性を示しました。　　

　また、平成 21 年３月には「丹波市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」を策定しました。

人権尊重のまちづくりの推進に向けて、「人権啓発センター」においては、人権尊重のまちづくり

の推進に向けて「丹波市人権施策推進会議」と「丹波市人権行政推進審議会」を所管するとともに、

全庁的な推進体制を構築する中で、市民の理解と協力を得ながら人権施策を推進してきています。

　平成 24 年には「人権に関する市民意識調査」を実施し、人権課題に対する市民意識の現状につ

いて把握し、人権課題について人権施策に反映することとしました。

　今回の基本方針は、以上のことを踏まえ平成 18 年 10 月に策定した「丹波市人権施策基本方針」

と平成 19 年３月に策定の「丹波市人権施策推進指針」の見直しを行い第２次基本方針として改定

するものです。
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第２章　人権施策推進の基本的な考え方

１．人権尊重の基本理念
（１）人権尊重の精神
　人権とは、すべての人が人間の尊厳に基づいてもっている固有の権利であって、社会を構成する

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ために欠かすことがで

きない権利であり、すべての人に等しく実現されなければなりません。

　また、すべての市民が人権を享有し、人権尊重の社会、平和で豊かな地域社会を実現するために

は、人権が市民相互の間において共に尊重され、「人権の共存」が達成されることが重要です。また、

人権は市民相互の間のみならず、国や地方公共団体・企業等を含む社会的な制度や関係性において

も尊重されなければなりません。

　そのためには、全ての人が人権の意義を理解し、豊かな人権感覚を育み、「人権の尊重」と「人

権の共存」の重要性について理解するとともに、市民、企業・事業所、関係団体、行政等が連携し

て、社会全体として人権の尊重・確保を図ることが大切です。

（２）人権尊重の社会
　人権尊重の社会とは、すべての市民が、社会的身分・門地・思想・信条・年齢・性別や人種・宗

教・文化・国籍などの違い及び障がいや疾病の有無・性的指向等に関わりなく、一人の人間として

その人権が尊重され、支えあいながら社会の一員として安全に、安心して暮らせる社会です。また、

自らの能力や個性を発揮して、生き甲斐のある人生を創造することができる社会です。

　人権尊重の社会の実現のためには、すべての市民が人権尊重の精神を当然のこととして身につけ、

日常生活及び企業や団体等の活動におけるあらゆる場に織り込むとともに、行政において人権保障

の社会制度を整えるなど市民の人権を実現する責務を果たすことによって、地域社会に人権を文化

として定着させることが求められます。

２．人権施策推進の目標
　「第２次丹波市総合計画」においては、「人と人、人と自然の創造的交流文化都市～みんなでつな

ぐ丹（まごころ）の里～」を将来像と定め、まちづくりを進めることとしています。これは、市民

一人一人が安心して暮らし、いきいきと元気に活動でき、本当にこのまちに住んでよかったと思え

るようなまちづくりです。そのためには、人々が互いに助け合い地域づくりに参画し、市民が誇り

に思える地域コミュニティづくりが重要であり、また子どもから高齢者まであらゆる年齢層の人の
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交流と参画をうながす連携づくりが必要です。

　これらは、人権尊重の理念に基づく共生社会の創造を目指すこととも重なり合っています。その

意味で、市民すべてが人権尊重の理念について理解を深め、豊かな人権文化を備えた社会づくりを

進めること、さらにそれを次代へ継承していくことは、市及び市民の果たすべき極めて重要な責務

と言えます。

　このため、市と市民、企業・事業者、各関係機関団体等が手を携えて、家庭や学校、地域、職場

などあらゆる場における人権教育・啓発・研修を進め、人権尊重の理念に関する理解を深めること

により、豊かな人権文化を育み、みんながお互いを認め合いながら共に生きる「共生社会」の実現

を目指します。

３．基本方針の性格
　この「第２次丹波市人権施策基本方針」は、本市における人権施策を総合的に推進するため、施

策の基本的な方向を示すものです。

　人権施策の推進にあたっては、市、市民、企業・事業所、各関係機関がそれぞれの立場で参画と

協働の下に進めることが大切です。このため、行政では市の施策として主体的に取り組むとともに、

各主体にあってはこの基本方針の趣旨に沿った自主的な取組を期待するものです。
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第３章　人権に関する市民意識

　市では、多様な人権課題に対する市民意識の現状を把握するとともに、今後の人権教育・啓発に

資する資料を得るため、平成 24 年６月に「人権に関する市民意識調査」を実施しました。調査結

果から明らかになった人権に関する市民意識は以下の通りです。

（「人権に関する市民意識調査結果（概要版）」から抜粋・掲載しています。）

１．人権問題に関する関心・知識

◆関心のある人権問題
　18 項目について、「関心がある」と「少し関心がある」
を合わせて、ともかくも関心があると答えた者の割合が
多かった順に項目を並べ直して示したものです。
　関心のある人権問題としては、「障がいのある人の人
権問題」「東日本大震災による風評被害の問題」「高齢者
の人権問題」「子どもの人権問題」「若者の就労・自立支援」

「労働者の権利に関する問題」「女性の人権問題」では 8
割を超えました。続いて「犯罪被害者等の人権問題」が
7 割台、「インターネットを悪用した人権侵害の問題」「部
落差別に関する問題」「エイズ等感染症患者の人権問題」

「刑期を終えた出所者への人権問題」が 6 割台となりま
した。そして「ハンセン病患者・元患者の人権問題」「外
国人の人権問題」「ホームレスの人権問題」「刑務所等に
おける被収容者の人権問題」が 5 割台、「性同一性障害
や同性愛など性に関わる人権問題」「アイヌの人々の人
権問題」は 4 割台となりました。
　「東日本大震災による風評被害」、「犯罪被害者等の人権
問題」を除いて、前回調査（平成 17 年）と比較すると、
すべての人権問題について「関心がある」「少し関心があ
る」を合わせた数値が約 5 ～ 13％の幅で下がっています。
※「東日本大震災による風評被害」、「犯罪被害者等の人
権問題」は前回調査では項目が無かったので、比較はで
きない。

「人権に関する市民意識調査」の調査概要

調　査　対　象

・調査対象　丹波市内 20 歳以上の男女 2,000 人
・調査方法　郵送配布・郵送回収
・調査期間　平成 24 年 6 月 13 日～ 7 月 6 日
・抽出方法　層化無作為抽出
・有効回収数　1,131 件（56.6％）

図1-1　人権問題への関心（Ｎ1＝1,131）

障がい

年代別回答者の割合（Ｎ1＝1,131）

●20 歳代 6.9％●年齢不明
2.0％

●30 歳代
　11.4％
●30 歳代
　11.4％

●40 歳代
　11.4％
●40 歳代
　11.4％

●50 歳代
　16.4％
●50 歳代
　16.4％

●60 歳代
　23.7％
●60 歳代
　23.7％

●70 歳以上
　28.5％

●70 歳以上
　28.5％
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２．人権についての考え方

◆人権についての考え方
　「人権問題とは、差別を受けている人の問題
であって自分とは関係がない」に対する、“反
対”が最もまとまっており、人権問題が自分に
関係ある問題だと認識している人が 8 割以上と
なっています。
　一方、問題解決の方向性については「権利ば
かり主張して、がまんすることのできない者が
増えている」には“賛成”が 8 割以上、「思い
やりややさしさをみんなが持てば人権問題は
解決する」には“賛成”が 6 割以上、「学校では、
権利より義務を果たすことを教えるべきだ」に

は“賛成”が 6 割以上などまとまっているとこ
ろをみると、「がまん」「思いやり・やさしさ」

「義務を果たす」など私的な努力や、心の持ち
ようによって、問題を解決しようという考えが
まとまっていることが伺えます。
　「差別をなくすには、差別を禁止する法律が
必要だと思う」には“反対”が 6 割以上、「人
権問題を解決する責任は、まず、行政にある」
には“反対”が約 6 割あり、立法や行政施策に
よる「公的解決」には、回答者の多くが消極的
であると言えます。

38.7%

2.2%

31.2%

23.3%

15.5%

12.3%

16.3%

11.8%

10.3%

14.0%

42.9%

9.1%

36.4%

37.9%

38.5%

30.7%

33.7%

26.3%

21.9%

27.3%

12.5%

31.5%

18.7%

24.8%

25.9%

36.8%

32.8%

40.5%

41.4%

35.9%

3.4%

55.1%

12.0%

10.9%

17.9%

16.4%

15.2%

18.8%

24.0%

21.4%

2.6%

2.1%

1.7%

3.0%

2.1%

3.8%

2.0%

2.6%

2.5%

1.4%

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

権利ばかり主張しがまんできない者が増えている

人権問題は差別を受けている人の問題

思いやりをみんが持てば人権問題は解決

学校では権利より義務を教えるべき

競争社会では能力による差別は仕方ない

個人の権利より地域みんなの利益が優先

差別される人にも問題がある

人権問題を解決する責任はまず行政にある

差別をなくすには差別禁止法が必要

介護される高齢者等が自己主張するのは良くない

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 回答なし

図2-1　人権についての考え方（Ｎ1＝1,131）
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３．人権侵害に対する対応

◆人権を侵害された経験
　人権を侵害された経験は、「ない」が 38.3％、「ある」が 25.1％でほぼ 4 人に１人の割合となっています。

◆人権侵害の内容
　「あらぬうわさや悪口などによる名誉や信用の侵害」が５割を超え、「地域・学校・職場での暴力・
脅迫・無理強い・仲間はずれなど」が３割を超えています。

図5-1　人権侵害の経験（Ｎ1＝1,131）

0

わからない
24.5％

回答なし
12.1％ ある 25.1％ ない 38.3％

20 40 60 80 100

56.0%

11.6%

10.9%

34.5%

8.8%

4.6%

3.2%

15.8%

22.2%

3.5%

9.9%

1.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

噂や悪口

公的機関の不当な扱い

企業等の不当な扱い

地域･学校・職場等での暴力・仲間外れなど

家庭内の暴力虐待

セクシャルハラスメント

ストーカー行為

パワーハラスメント

プライバシー侵害

インターネット利用した人権侵害

その他

回答なし

図5-2　どのような人権侵害を受けたか（複数回答Ｎ＝284）

人権侵害の経験が「ある」と答えた人への質問
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◆人権侵害の理由
　「その他」が２割ありますが、「職業」「収入・財産」「容姿・身なり」「女性であること、男性で
あること」「学歴・出身校」「思想・信条」「年齢」で１割を越えています。

　「何もしなかった」が 44.0％で最も多く、「回
答なし」2.1％を合わせて 46.1％となるので、
残る約５割は何らかの対応をしたことになり
ます。対応の中で最も多かったのは「友達・
同僚・上司など身近な人に相談した」（33.1％）
であり、「家族・親戚に相談した」（28.2％）、

「相手に抗議するなど自分で解決した」（17.6％）
がこれに続き、その他の選択肢は、１割未満で
す。ここから、家族、身近な人などに相談する
か自分で抗議するという「私的問題解決型」が
多く、「外部機関相談型」がごくわずかだとい
うことがわかります。

◆人権侵害の対応

図5-3　人権侵害を受けた理由（複数回答＝Ｎ284）

12.0%
17.3%

14.8%
5.3%
4.9%

1.1%
6.0%
5.6%
5.3%

2.5%
12.0%
13.4%
14.4%

1.1%
6.3%

10.2%
8.8%

20.1%
7.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
学歴・出身校

職業

収入財産

単親家庭･両親なし

身体障がい

知的障がい

精神障がい

病気・病歴

同和地区出身

国籍民族等

思想信条

女性･男性であること

容姿･身なり

逮捕･犯罪歴

宗教

年齢

独身･離婚･既婚

その他

回答なし

図5-4　人権侵害を受けた時の対応（複数回答Ｎ＝284）

33.1%

28.2%

5.6%

1.1%

1.8%

2.5%

0.7%

17.6%

44.0%

9.5%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

友達など身近な人に相談

家族親戚に相談

地域で相談

法務局等で相談

県･市窓口に相談

警察に相談

弁護士に相談

自分で解決

何もしなかった

その他

回答なし
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４．啓発方法や参加状況

◆人権問題の理解を深めるために役立ったもの
　「住民人権学習会」「テレビ・ラジオのニュース等」が４割台、「学校の授業」「人権啓発冊子等の記事」
が３割台、「市民や保護者対象の人権講演会等」も２割を越えており、メディアとともに、学校・
市民啓発事業の役割は大きいことが伺えます。

◆市の施設や学校で行われる市民や保護者対象の講演会や研修会
「1 ～ 2 回」、「3 ～ 5 回」、「6 回以上」を合計すると約６割が参加しています。

44.2%

42.4%

31.2%

31.0%

25.4%

19.4%

13.8%

13.7%

9.0%

6.4%

2.0%

10.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

自治会単位の住民人権学習会

TV･ラジオのニュース･番組、新聞

学校の授業等での同和･人権教育

啓発冊子･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･広報誌の記事

市民･保護者対象の講演会等

家族･友人との話し合い

職場の人権研修会

ボランティア活動への参加

市販の本や雑誌

民間団体等による講演会等

その他

回答なし

図14-1　人権問題の理解を深めるのに役立ったもの（答えは3つまでＮ＝1,131）

図14-2　市民や保護者対象の講演会・研修会（Ｎ＝1,131）

●回答なし　7.3％

●参加した
　ことがない
　36.3％

●1-2 回参加した
　31.3％

●3-5 回参加した
　13.6％
●3-5 回参加した
　13.6％

●6回以上参加した
　11.4％
●6回以上参加した
　11.4％
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◆同和地区や同じ小学校区内にある住宅の購入・賃貸
　「いずれにあたってもこだわらない」が約６割
で最も多く、「同和地区の物件だけ」を避けると
いう回答が 3 割弱、「同和地区も、同じ小学校区
内の物件も避ける」は 5.1％となっています。

第４章　人権課題への取組

　「人権尊重」という普遍的な理念に基づいて、実社会の具体的な人権課題の解決に向けて、市と

して取り組む施策の方向をテーマごとに示します。

１．同和問題
（１）現況
　わが国固有の人権問題である同和問題は、憲法が保障する基本的人権の侵害にあたる重大な問題
です。同和対策審議会答申（昭和 40 年）により本格的な対策が始まり、同和問題の解決にむけて
これまで三度にわたり制定された特別法に基づき特別対策が実施されました。その結果、生活環境
をはじめ様々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
や啓発も推進されてきました。
　これら施策によって、同和問題に関する市民の差別意識は解消の方向に向けて進んでいるものの、
全国的には結婚問題・土地問題・就職問題等をはじめ、悪質な中傷や落書き、インターネットによ
る悪質な差別的情報の掲載など人権に関わる問題が多く発生しています。また、同和問題に対する
国民の理解を妨げる「えせ同和行為」も依然として残っています。
　丹波市においても、これまでの取組によって部落差別に関する意識は解消に向けて進んでいます
が、結婚問題・土地問題等が発生しており、忌避意識は依然として存在しています。市では、地域
等と連携して、自治会等での住民人権学習をはじめ、隣保館での人権歴史講座や学校・地域と一体
で取り組む地域人権教育事業、市内の企業や各種団体及び幅広い市民が参画する丹波市人権・同和
教育協議会での研究や実践などの教育や啓発活動に取り組んでいます。今後とも、市民の差別意識
の解消に向けて、継続して効果的な取組を進めていくことが必要です。

■関連する市民意向　（「人権に関する市民意識調査（平成 24年６月）」より）

●どちらの物
　件も避ける
　5.1%●同和地区のみ

　避ける　29.1%

●いずれにあっても
　こだわらない　59.6%

●回答なし
　6.2%

図11-2　住宅を選ぶ際、同和地区・同じ
　　　　校区の物件を避けるか（Ｎ＝1,131）
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◆同和問題についての意見
　例えば、「自分の身内が同和地区出身者と結婚したいと言っても、本人の意志を尊重して反対し
ない」については、84.4％が“賛成”し、“反対”は１割程度となっています。

■関連する市民意向　（「人権に関する市民意識調査（平成 24年６月）」より）

（２）課題
・　差別事象への対応
・　同和問題に対する正しい理解の形成に向けた人権教育・啓発・研修の推進
・　人権尊重のまち（地域）づくりの推進

54.0%

53.7%

62.8%

44.7%

32.4%

30.1%

13.5%

10.0%

9.1%

30.4%

27.1%

15.6%

27.5%

26.0%

23.3%

33.2%

17.7%

13.2%

8.5%

10.0%

6.3%

15.6%

24.8%

21.4%

29.8%

27.9%

20.8%

4.0%

7.6%

12.8%

7.6%

13.9%

23.0%

21.0%

41.3%

53.5%

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

身内が同和地区出身者と結婚したいと言っても、
本人の意志を尊重して反対しない

今の時代、実力さえあれば部落差別など関係ない

同和地区出身者とわかっても、いままでのつきあ
いをさけようとは思わない

同和地区の土地が周辺の地価より著しく低く、そ
のことにより特別な不利益を生じるのは部落差別

である

同和問題の解決に向けた行政の取り組みは、今後
もまだ必要だと思う

学校や社会教育で、同和問題について教えること
はかえって差別を残すことにつながる

長年の同和対策事業、教育・啓発、市民の努力に
よって同和問題は解決したと思う

家を買うにあたって、その家が同和地区にあたる
かどうかを自治体に電話でたずねても差別行為に

はあたらない

人を雇うとき、同和地区の出身かどうか、身元を
調べる人がいても、差別とはいえない

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない

図11-1　同和問題に関しての意見（Ｎ＝1,131）
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（３）施策の方向性
①差別事象への対応

　市内における身元調査や被差別地域についての情報提示などの具体的な差別事象をはじめ、差別
意識の解消を阻害し、誤った意識を植え付けかねない言動等に対しては、関係機関と連携しつつ行
政が主体的に対応するとともに、地域や各種団体等とも連携して相談体制や被害者の権利の回復、
加害者への教育・啓発等を図る仕組みの構築などに取り組んでいきます。さらに差別解消にむけて、
部落問題に関する正しい理解と認識を培うために関係者に対する人権教育・啓発・研修を推進しま
す。

②人権啓発活動の充実

　同和問題は重要な人権問題であり解決できる問題として、偏見や忌避意識・差別意識を解消する
とともに同和問題に関する認識を一層深め、人権尊重の精神の普及と意識向上に向けて啓発活動を
充実する必要があります。
　このため、同和問題についての情報・資料の提供、自由な意見交換ができる環境づくりに努める
とともに、同和問題への関わり方を人の生き方として捉え、差別払拭にむけて人権教育・啓発・研
修の推進を図ります。
　また、地域社会の中で人権啓発を推進していくにあたっては、企業や各種団体等との連携などに
よって人権研修会、講演会等を実施し、人権意識の向上をめざします。

③人権のまち（地域）づくり

　同和問題の原因や背景に「社会全体に残る差別意識」をあげる人の割合が高くなっていることか
ら、どのような習慣や制度、因習が部落差別を温存しているのか、地域の中にあるどのような意識
が民主的な地域づくりを阻害しているかを明らかにしていくことが重要です。
　このため、同和問題をはじめとして、様々な人権問題についての認識をより深めるために、総合
的に啓発活動を推進していくとともに、同和問題に対する偏見や忌避意識に基づく言動が払拭され
たまち（地域）づくりに向けて、それぞれの地域にある生活課題と結合させながら、人権学習活動
を推進していきます。

④福祉や暮らしの向上

　隣保館は、同和問題をはじめとする様々な人権問題に関わる啓発や人権に関する相談、住民交流
など、地域における生活上の課題解決のための事業を推進していく必要があります。このため、教
養文化講座やレクリエーション等による地域住民の活動、コミュニティ活動の推進、生活支援につ
ながる福祉事業の取組を総合的に推進するとともに、これら事業を通して自己実現にむけた「生き
方」の構築を推進します。
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２．女性の人権
（１）現況
　女性の地位の向上は、世界各国の共通した問題意識となっており、国連を中心として 1975（昭
和 50）年を「国際婦人年」とし、1976 年から 1985 年までの 10 年間を「国連婦人の 10 年」として
活動が推進されてきました。1979（昭和 54）年には「女性差別撤廃条約」（日本は 1985 年批准）、
1993（平成５）年には「女子に対する暴力の撤廃に関する宣言」が採択され、こうした中で、各国
で女性の地位向上に向けた取組が行われています。
　わが国では 1999（平成 11）年、21 世紀の日本の社会を決定する重要課題と位置づけられ、男女
共同参画社会の形成を促進していくために「男女共同参画社会基本法」が制定されました。さらに
2000（平成 12）年には、「男女共同参画基本計画」が策定され、各地方公共団体にはその実施に向
けて具体的計画が求められ、2007（平成 19）年に ｢丹波市男女共同参画計画｣ を策定しています。
　人々の意識や行動、社会の習慣や慣行の中には、長年の男性社会のなかに組み込まれてきた女性
に対する差別や偏見、固定的役割分担意識等が根強く残っています。また、セクシュアル・ハラス
メントやドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、ストーカー行為等、女性に対する暴力的行為等
に関する法律の施行や、2012（平成 24）年 ｢丹波市配偶者等からの暴力対策基本計画｣ の策定な
どの取組も推進されていますが、問題が解消されるまでには至っていません。
　これらの問題を克服し、男女が社会の対等な構成員として主体的に社会のあらゆる分野の活動に
参画して、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し、共に責任を分かち合う

「男女共同参画社会」の形成が重要な課題となっています。
　丹波市においては、平成 20 年度から各自治会に男女共同参画推進員を設置いただき、推進員を
中心としたきめ細かな推進を展開するとともに、2013（平成 25）年３月に「第２次丹波市男女共
同参画計画（丹の里ハーモニープラン）」を策定しており、年齢や性別に関わりなく誰もがどこで
も個性と能力を発揮できる丹波市にするために、顕在化し認識される差別をなくすとともに、家庭
や地域などで心理的なバリアをなくしていくことが必要です。

■関連する現況等

ＤＶ相談件数　25 年度 27 件

丹波市の女性の登用率 25 年度 各種審議会 21.8％　市役所管理職 5.7％
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　暴力については、はっきりと反対をし、女性の権利を尊重しようとする回答が約 9 割となっています。
　セクシュアル・ハラスメントについては約 7 割、職場の待遇に差があることについては約 6 割が
反対を表明しています。

（２）課題
・　家庭、地域、職場などのあらゆる場面での男女共同参画の実現
・　固定的な性別役割分担意識の解消
・　配偶者等からの暴力（ＤＶ）等女性に対する暴力的行為防止に向けた啓発

（３）施策の方向性
①男女共同参画の視点に立った意識改革

　「第２次丹波市男女共同参画計画（丹の里ハーモニープラン）」に基づいて、男女共同参画社会の
形成に向けた取組を進めるとともに、女性の人権擁護が図られるよう、社会における制度や慣行に
ついて配慮すること、さらには、女性が様々な分野において政策・方針の決定の場面に参画するこ
と、家庭生活と他の活動の両立を成し遂げられるような社会を形成することが必要です。このため、
各自治会に設置の男女共同参画推進員機能の充実と人権に関する教育・啓発・研修を進めるととも
に、関係機関と連携・協力しながら社会的気運の高揚、後押しする仕組みづくり等に努めます。
　また、家庭・地域・職場・学校などにおける制度や慣行について見直しを呼びかけるとともに、
男女ともに社会的・文化的に形成された性差（ジェンダー）に対する感受性や意識を高め、女性を
束縛している社会・文化に対しての意識改革を推進すると共に女性のエンパワメント※ 1 を図って
いきます。

（※ 1：社会的弱者や被差別者が、自分自身の置かれている差別構造や抑圧されている要因に気づき、その状況を変革し
ていく方法や自信、自己決定力を回復・強化できるように援助すること。またはその理念。）

■関連する市民意向　（「人権に関する市民意識調査（平成 24年６月）」より）
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図6-1　女性の人権について（Ｎ＝1,131）
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②多様な生き方を選択できる条件等の整備

　男女共同参画においては女性の雇用の安定が重要です。このため、男女雇用機会均等法の定着が
図られ、家庭・地域・職場などあらゆる分野で女性の参加・参画が進められるよう啓発活動を推進
します。
　また、多様な保育サービスなど子育てを支援する環境づくりの推進や、介護や福祉サービスの質
の向上に努め、男女が安心して仕事と家庭を両立できる条件整備を推進します。さらに、農業・自
営の分野においても、男女が対等なパートナーとして生産活動や経営に参画でき、共にいきいきと
働ける環境づくりを支援していきます。
　これらにより、性差によらず多様な生き方を選択できる、多様性を認め合う社会の形成をめざし
ます。

③女性問題相談事業と健康づくり

　女性は、ライフサイクルの中で、妊娠、出産にかかわる、男性とは異なる人権問題に直面するこ
とがあります。生涯を通じた健康づくりへの支援や家庭内における家事育児の分担、仕事と子育て
の両立等、様々な問題についての支援策が大きな課題となっています。そのため、母子支援に関す
る諸事業を推進していくとともに、関係機関と連携しながら女性が心身ともに健康に生きられるよ
う相談事業の充実を図ります。

④女性に対するあらゆる暴力の根絶

　ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメント等、あらゆる暴
力を未然に防ぐための法律が制定されました。これらはいずれも暴力であり人権侵害行為であるこ
との認識も高まっています。
　こうしたことについて、一層の理解と意識変革を促すとともに、被害女性を支援するための相談
体制の充実や情報提供、行政・司法などの関係機関との連携を進め、女性の保護措置と自立支援の
取組を進めていきます。
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３．子ども・若者の人権
（１）現況
　子どもの人権の尊重と心身にわたる福祉の保障及び増進に関しては、日本国憲法や児童福祉法・
児童憲章等にその理念等が示されています。また、国際的にも 1989（平成元）年に「児童の権利
に関する条約」が採択されています。
　「児童の権利に関する条約」は子どもを権利の主体として位置づけ、子どもの「生存の権利」、「保
護を受ける権利」、「発達の権利」、「参加 ( 意見表明 ) の権利」などが保障されなければならないと
しています。そして、これまで「保護の対象」とされていた子どもを「権利の主体」として尊重し
ていくことが求められています。
　少子化や核家族化の進行、子育てに対する不安、家庭の教育力の低下、価値観の多様化、情報化
の進展など、子どもを取り巻く環境が大きく変化し子どもをめぐる問題も複雑・多様化しています。
全国的には少年犯罪の凶悪化や粗暴化、薬物乱用、学校における不登校化が顕在化し、児童虐待、
児童買春や児童ポルノ、体罰など子どもの人権にかかわる問題が発生しています。このような中で、
子どもの「教育を受ける権利」を尊重し、教育を通じて人権について学ぶ機会を保障していくこと
が求められています。また、2000（平成 12）年に ｢児童虐待の防止等に関する法律｣ が制定、い
じめに関しては 2013（平成 25）年に、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進す
るために「いじめ防止対策推進法」が制定され、「丹波市いじめ防止基本方針」を 2014（平成 26）
年に策定しました。それを受け各小中学校においても基本方針を策定し、未然防止や対応について
協議しています。
　丹波市においては、ネグレクト（育児放棄）や暴力などの児童虐待、インターネットが介在した
いじめ、不登校などの問題のほか、不安定な雇用形態の下におかれたり、学校卒業後も就労に移行
することが困難な若者の増加や孤立化など、子ども・若者と社会の結びつきに関する問題への取組
も求められています。

■関連する現況等

いじめ事案の発生件数（市把握分） 平成 25 年度：小学校 119 件、中学校 54 件。

児童の虐待件数（市把握分） 平成 25 年度：26 件
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　「子どもの意見表明（権利）」「遊びの時間（余暇の権利）」はいずれも「子どもの権利条約」上の権利で、
支持する回答の割合が高くなっています。また、虐待のおそれがあるケースを通報することについて
は約 7 割が支持するものの、しつけとして親が体罰を加えることに対する態度は賛否が分かれており、

「フリーターの若者が自立意識を欠く」という意見に対しても、賛否半々となっています。

（２）課題
・　児童虐待等、子どもの命を守るための即応性と実効性のある支援策の充実
・　学校・家庭・地域が連携した対応の実施
・　虐待、いじめ等の未然防止のための啓発活動と相談体制の強化
・　子どもたちの豊かな人間性と人権感覚の育成
・　引きこもり等により社会との関係が築きづらく孤立しがちな子ども・若者への支援体制の充実

（３）施策の方向性
①保健・福祉の充実

　家庭や地域が、母子保健や子育て学習センターなどの関係機関と連携して、子どもが家庭や地域
で健康・安全で情緒の安定した生活が送れる環境づくりを推進します。
　また、労働形態の多様化に対応した保育形態を考え、子育てと仕事の両立を可能にする取組を支
援していきます。また、学校での諸問題や親子関係など子育ての悩み相談事業の充実や、教育を受
ける機会を阻害する家庭環境や貧困などの問題への対応・支援に取り組みます。

■関連する市民意向　（「人権に関する市民意識調査（平成 24年６月）」より）
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図7-1　子どもの人権について（Ｎ＝1,131）
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②児童の虐待防止

　近年大きな社会問題となっている ｢児童虐待｣ の防止については、川西こども家庭センター（児
童相談所）と学校・子育て学習センター・教育委員会・保育園等関係機関との連携・ネットワーク
化による共通理解を深め、発生予防、早期発見、早期解決をめざして取組を進めます。2008（平成
20）年 10 月に「丹波市いじめ・虐待追放のまち宣言」を行い、2014（平成 26）年には ｢丹波市い
じめ防止基本方針｣ を策定するなど取組を進めており、子どもたちが安心して暮らし健やかに成長
していけるよう、子育て支援や ｢いじめ・暴力ゼロ市民運動｣ の推進など、明るく住みよいまちづ
くりを推進していきます。

③人権教育の推進

　学校における人権教育は、それぞれの校区や学校の人権課題を明らかにして、丹波市教育振興基
本計画に基づいて推進していきます。人権教育の目指す方向性を明らかにし、着実に児童生徒の人
権認識やその実践的態度の形成を図ります。
　また、様々な障がいや障壁により支援が必要な児童生徒については、家庭・地域・団体等との連
携を図りながら、児童生徒の「生きる力」を養っていけるよう、適切な対応、具体的な解決に取り
組んでいきます。
　さらに、教職員に対する人権教育の推進を図り、教師の児童生徒への体罰やスクール・セクシュ
アルハラスメントの根絶、人権意識・認識の向上、指導者としての教養・倫理及び専門的指導力の
向上を図ります。

④子どもの育成・安全確保

　青少年の健全育成、人権教育の向上にむけて、関係機関の連携強化を図り、地域・学校・行政を
中心に生きる力や、命を大切にする心を育てる事業を展開していきます。子どもの人権意識の向上
を図り、社会的に自立していけるよう、保護者のみならず行政・学校・企業・地域社会・市民がそ
れぞれの役割と責任を果たします。このため、市民等に対し、あらゆる機会を通じて子どもの安全・
子どもの権利を守るための啓発活動を推進していきます。
　また、登下校時における子どもの安全確保などのため、互いに協力し地域全体で子どもの健全な
成長を支える取組を推進していきます。

⑤若者と社会をつなぐ支援

　引きこもりやニートなど、社会との関係をうまく結べない若者に対して、「丹波市子ども・若者
サポートステーション」や「丹（まごころ）ワークサポートたんば」などでの相談しやすい体制や
雰囲気づくりを行うほか、学校・地域・団体・行政等が連携して支援する仕組みづくりや居場所づ
くりについて取組を進めます。
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４．高齢者の人権
（１）現況
　1982（昭和 57）年、ウィーンで開催された国連主催の初めての世界会議において、「高齢化に関
する国際行動計画」が採択され、さらに 1991（平成３）年第 64 回国連総会において「高齢者のた
めの国連原則（５原則―尊厳・自己実現・ケア・自立・参加）」が採択されました。
　わが国においては、1986（昭和 61）年に決定された「長寿社会対策大綱」に基づき長寿社会に
向けた総合的な対策の推進が図られ、1995（平成７）年に「高齢社会対策基本法」が施行されまし
た。以後、2001（平成 13）年に新しい高齢社会対策大綱の閣議決定や、2006（平成 18）年には ｢
高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律｣ が施行されました。
　わが国は、人口高齢化が急速に進行しており、2035（平成 47）年には３人に１人が 65 歳以上と
なる世界のどの国も経験したことがない高齢社会を迎えようとしています。丹波市においては、す
でに高齢化率 30％を超えて超高齢化社会へと移行しており、特に中山間地ではいわゆる「限界集落」
の問題が顕在化しています。
　高齢者への身体的・心理的虐待や介護放棄、経済面での権利侵害などが懸念され、悪質商法や財
産奪取などの高齢者をターゲットにした犯罪や事故が増加し、様々な問題が生じています。また、
高齢者に対する誤った認識が偏見や差別・人権侵害を生むことや、年齢制限などにより高齢者の働
く場所が確保できないことなどが指摘されています。独居高齢者の増加や介護・福祉サービスが十
分でないなどの状況は生存権を脅かす問題ともなりかねません。
　さらに、認知症高齢者に対する虐待や、財産奪取など高齢者の人権を侵害するような事象が発生
しています。
　今後においては、災害時における要援護者の支援策などについての対応も必要となってきていま
す。

■関連する現況等

65 歳以上人口、高齢化率　26 年 5 月末 20,335 人、30.29％

高齢者虐待件数　　25 年度 通報 27 件　うち認定 23 件　

高齢独居世帯数（26 年 4 月実態把握調査） 2,182 世帯
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　高齢者の人権については、「高齢者の働く場づくり」について明確な支持が多く、「住み慣れた家に
暮らし続けること」や「介護する家族と高齢者の権利の調整」に関わる意見に対しては、消極的となっ
ています。また、高齢者の自動車の運転については安全を優先する回答結果となっています。

（２）課題
・　高齢者の権利擁護に関する教育・啓発の推進
・　虐待への対策等、高齢者の権利を守るための対策の推進
・　高齢者がいきいきと暮らせるための、地域社会づくり
・　安心して暮らすための保健・福祉生活支援サービスの推進、ＮＰＯ等担い手の育成強化

（３）施策の方向性
①保健・福祉と人権擁護の推進

　介護保険制度の適切な実施とともに、介護保険の対象とならない高齢者も含めて介護予防、在宅
生活支援の観点から、各種教室・講座等の開催、相談事業の推進、在宅福祉・介護サービスの推進
とその充実を図るなど、高齢者福祉関連の施策と併せて、高齢者の人権擁護の取組を進めます。
　このため、高齢者と接する介護や福祉関係職員の資質の向上・人権意識の向上を図ります。また、
高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）・在宅介護支援センターと市内関係施設等との
ネットワーク化を推進します。

②認知症高齢者の人権擁護の推進

　高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）、在宅介護支援センター等における各種相談
業務の充実や、高齢者の認知症に関する情報提供や相談・支援体制の充実、あるいはグループホー

■関連する市民意向　（「人権に関する市民意識調査（平成 24年６月）」より）
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そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 回答なし

図10-1　高齢者の人権について（Ｎ＝1,131）
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ム等の整備の促進など、認知症高齢者の介護・福祉施策と併せて、介護保険施設等の職員を対象に
認知症高齢者に対する処遇の質の向上や人権擁護のための教育・啓発・研修を進めます。

③人権と自己決定の尊重

　利用者が選ぶ方式へと福祉サービスの利用方法が変っていく中で、認知症等の理由で判断能力の
不十分な方に対する財産・金銭管理、日常生活の相談・支援や各種サービスの利用援助などを行う
各種制度の活用により、高齢者の人権を守りながら自己決定権の尊重を図ります。
　また、生活全般にわたる相談や保健・医療・福祉サービスの利用援助・情報提供などを総合的に
支援できるようにするとともに、情報提供等のサービスの向上に努めます。

④高齢者の虐待防止の推進

　高齢者の虐待に関しては、介護者等による身体的虐待・心理的虐待・経済的虐待・ネグレスト（放
任・放棄）・性的虐待等があります。特に家庭内において、近親者からの虐待が多く発生している
ことが報告されており、発生した場合、当該事案に対する調査・処理・相談など関係機関と連携し
て適切な対応・解決に取り組みます。
　また、高齢者の人権擁護のため、高齢者の虐待防止法についての理解を深め、「虐待」が明らかな「人
権侵害」であることを教育・啓発・研修していきます。

⑤地域の相互支援体制の確立

　地域の各種団体、市民との協力・連携を図り、高齢者が住み慣れた地域で安心して健康でいきい
きと生活が送れるよう、相互支援活動の推進について検討するとともに、緊急通報体制等の整備の
推進を図るなど、地域での見守り体制の充実に向けて取り組みます。

⑥生活環境の整備

　道路・建物・住宅・公園など公共施設などの安全対策・バリアフリー化の推進や高齢者向け対応
住宅の整備・供給を推進します。また、在宅生活を支援する事業の推進を図ります。さらには、高
齢者に交通の利便を図るための事業の推進を図ります。

⑦社会参加と交流

　高齢者がいつまでも健康でいきいきと暮らせるよう、文化やスポーツ活動、奉仕活動、ボランティ
ア活動の推進を図るとともに、就労についてもシルバー人材センターなど関係団体と連携してその
推進を図ります。
　また、高齢者は敬愛すべき存在であるとの意識啓発を推進しつつ、子どもから高齢者までの幅広
い世代のふれあいや交流を進めていきます。
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５．障がいのある人の人権
（１）現況
　障がいのある人の人権問題の国際的な取組は、国連において、1981（昭和 56）年を「国際障害者年」
とする決議が採択され、国連アジア太平洋経済社会委員会において 1993（平成 5）年から 2002（平
成 14）年までの 10 年間を「アジア太平洋障害者の 10 年」とする決議が採択され、2006（平成 18）
年には「障害者の権利に関する条約」が採択され、社会への完全参加と平等を基本理念に、さらに
継続して取り組むこととされています。
　わが国における取組は、1982（昭和 57）年「障害者対策に関する長期計画」が策定された後、
関連する法律や計画の改正や制定が次々と定められてきました。「障害者基本法」（平成 25 年改正）、

「障害者の雇用の促進等に関する法律」（平成 26 年改正）、「障害者基本計画（第３次）」（平成 25 年
策定）、「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）」（平
成 26 年改正）などに基づき事業が推進されています。また、「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」（平成 24 年施行）、「障害者の権利に関する条約（平成 26 年批准）」や、
平成 28 年施行予定の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、人権擁護の
一層の取組推進が求められています。
　近年は、ソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）※ 1 の考え方に基づき、障がいのある人
もない人も社会の一員として互いに尊重し支えあいながら、地域のなかで共に生活できる社会の実
現に向け、障がいのある人の人権を保障する施策を推進することが求められています。しかし、障
がいのある人に対する偏見や差別意識等の心の障壁、建築物や歩道の段差などの物的障壁、資格・
免許等の制度面での障壁など、障がいのある人の自立と社会参加を阻む障壁が丹波市においても存
在しており、それらを社会的に無くしていく取組の実行が求められています。
　（※ 1：障がいのある人を社会から隔離排除するのではなく、社会の中で共に助け合って生きていこうという考え方。）

■関連する現況等

特別支援学校 氷上特別支援学校

障がいのある人の雇用の現状
（障害者雇用率制度※ 2）

市内対象事業所数 33 社
うち、基準達成 61％、未達成 39％

（※ 2：「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知
的障害者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるように義務づけるもの。従業員 50 人以上の民間事業者には 2.0％以上、
国や地方公共団体等は 2.3％以上が義務づけられている（平成 25 年 4 月 1 日改定）。）
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　障がいのある人の人権については、「障がいのある子もない子も一緒に学ぶ機会を増やす」ことと「企
業における障がいのある人の雇用の促進」について多く支持されています。
　一方、「精神に障がいのある人に対する不安」を過半数の人が感じるという回答結果となっています。

（２）課題
・　社会的な障壁の除去に向けた取組の推進
・　ライフステージにおける障がいのある人に対する支援と権利擁護
・　子どもや女性、外国人の障がいのある人といった立場の弱い人々への特段の配慮
・　障がいのある人に対する虐待防止対策の推進
・　本人の自己決定の尊重と自立と社会参加の促進に向けた支援の充実

（３）施策の方向性
①心のバリアフリーの推進

　ソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）の考え方を普及させるため、「障害者週間」（12
月３日～９日）の周知や講演会など、市民が障がいのある人に対する理解を深めるよう啓発活動を
推進します。
　また、日常生活において障がいのある人と障がいのない人がふれあい、交流をすることによって、
障がいについての理解を深め人権尊重の意識を高める活動を関係機関と連携して推進します。
　さらに、障がいのある人への不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の法的義務を明確化する「障
害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成 28 年４月から施行されることに伴い、行
政においてその対応方針を定めて、関係機関や団体と連携して推進し、障がいのある人もない人も
共に生きる社会をつくることを目指します。

■関連する市民意向　（「人権に関する市民意識調査（平成 24年６月）」より）
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そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 回答なし

図8-1　障がいのある人の人権について（Ｎ＝1,131）
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②地域生活や自立・社会参加の支援と権利擁護

　生活の場としてのグループホームや福祉ホーム、働く場や活動の場としての地域活動支援セン
ターや就労移行支援・就労継続支援事業所などの充実や必要に応じてホームヘルプサービス等の在
宅サービスの提供など、障がいのある人の地域での生活を支援する施策の推進と併せて、障がいの
ある人の権利擁護の取組を推進します。
　また、学校教育や地域生活等幅広い分野において、障がいのある人へのボランティア活動に対す
る理解を深め、各種のボランティア活動に積極的な参加を促します。
　社会参画にあたっては雇用の確保が重要となることから、ジョブコーチ※ 1 の活用や雇用に関す
る相談・支援とともに、企業・事業所等への普及・啓発、国や県と連携した支援措置の充実等に取
り組みます。

（※ 1：職場適応援助者の通称。障がいのある人が円滑に就労できるように、職場内外の支援環境を整える人をさす。）

③生活環境づくりと支援

　障がいのある人の安全で快適な生活と社会参加の環境整備として、「福祉のまちづくり条例」の
活用や、民間の建物や住宅、道路、公園等のユニバーサルデザイン化を推進します。
　また、公共施設などの物理的バリアフリー化はもとより、窓口対応等についても、障がいのある
人の人権に配慮した対応や情報の提供など情報バリアフリー化に努めます。さらに各種生活支援
サービス事業の推進を図ります。
　さらに、近年の水害や土砂災害などに対する災害時の要援護者の支援体制はもとより個人情報の
保護についても対応していきます。

④障がいのある人への虐待防止

　障がいのある人への虐待の防止や早期発見・早期対応を図るためには、関係機関との連携協力が
重要となります。このため、「丹波市障がい者虐待対策地域連絡会」において、障がいのある人へ
の虐待防止対策の検討、普及啓発、情報交換や研修などを行い、地域関係機関のネットワークの強
化を図っていきます。
　また、市内の障害福祉サービス事業所等が開催する障がい者虐待防止に関する研修会等に講師を
派遣し、障がいのある人への虐待防止に関する基礎知識、障がいのある人の権利擁護に関する啓発
等を行います。

⑤障がい児療育支援の充実

　障がいのある子どもが早期に適切な療育が受けられるように、丹波市立子ども発達支援センター
が総合窓口となり、医療、保健、福祉、教育の連携のもと、子どもの成長と学びの連続性を踏まえ、
ライフステージに通じた一貫した療育支援の充実を図り、子どもの個性や能力を十分に発揮できる
支援を行います。
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６．外国人の人権
（１）現況
　経済をはじめ、様々な分野においてボーダレス化・グローバル化の流れは地方にも及び、地域で
暮らす外国人は年々増加しています。国際的には、国連において国際人権規約、難民条約、人種差
別撤廃条約などが採択されています。わが国も順次締約国となり、国際社会と歩調を合わせた取組
を進めています。
　しかし、歴史的経緯から今日まで日本に生活の本拠をもつ在日韓国人・朝鮮人等の永住者、さら
には中国帰国者、難民、研修生・実習生、移住労働者など、外国人に対する就労差別や入居・入店
拒否など様々な人権問題が発生しています。こうした背景には、歴史的経緯に加え、言語・文化・
生活習慣等への理解不足からくる外国人に対する偏見や差別意識が挙げられます。これらの偏見や
差別意識は、国際化の著しい進展や国民への人権尊重の精神の定着、様々な人権教育・啓発の努力
により外国人に対する理解が進み、着実に改善の方向に向かっていると考えられますが、今日的な
問題としては、滞在の長期化、定住化、永住化傾向の中での教育、就職、結婚などの問題、また外
国にルーツを持つ子どもたちの教育を受ける権利と民族的アイデンティティの保障などの問題があ
ります。また、近年は異なる国籍、人種、民族的な背景を持つ人々に対して憎悪（ヘイト）に基づ
く言動を行い差別を扇動する「ヘイトスピーチ」への対応も求められています。
　丹波市内に居住する外国人の数は約 600 人と人口の約１％を占め、定住化も進んでいますが、人
権問題も発生しており、異なる国籍・文化・歴史的背景等を持つ人々が、様々な文化や多様性を認
め合いながら、同じ地域の一員としてお互いに尊敬し、いつも安心して暮らすことができる共生社
会の実現に向けた取組が必要です。

■関連する現況等

人口　26 年 5 月末 日本人 67,130 人　　外国人 644 人　　計 67,774 人

世帯　26 年 5 月末 日本人世帯 24,685　　外国人世帯 393　　複数国籍 131

主な外国人登録の国籍 中国、ブラジル、フィリピン、韓国・朝鮮、ベトナム、インドネシア
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　「外国人の人権を尊重しようとする立場に立つ回答、外国人の権利を幅広く認めるべきだとする立
場に立つ回答」で多かったのは、「日常の地域づきあい」について約 9 割、「職場の通称名（日本名の
使用）に対する回答で約 8 割、「同一の仕事でも賃金に格差があることに反対する意見」で約 7 割となっ
ています。
　一方、自国や自民族の言語の学習を保障することについては 5 割台となりました。

（２）課題
・　外国人や外国にルーツを持つ子どもたちに対する正しい理解・認識、文化や生活習慣につい
　  ての相互理解、権利擁護にかかる教育・啓発の推進
・　外国人や外国にルーツを持つ子どもたちの教育権の保障
・　多言語での情報提供など外国人の暮らしやすい環境の整備
・　学校教育の中での日本語指導の推進
・　市民の国際交流活動の活性化
・　多文化共生に向けた取組の役割分担と連携

（３）施策の方向性
①知識・情報の提供

　外国人の人権を尊重する前提として、生活に関わることから法律や制度に関わることまで幅広い
知識や情報をその人に届ける必要があります、その国の言葉で必要な情報が必要な人に届くように
することが大切であり、行政機関等における多言語案内・表示等の対応を進めるとともに、関係機
関や各種団体等とも連携して、日本語指導の推進、事業主や地域等に対する啓発等に取り組みます。

■関連する市民意向　（「人権に関する市民意識調査（平成 24年６月）」より）
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新しく市に暮らすようになった外国人を
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同一の仕事でも賃金格差は仕方がない

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 回答なし

図9-1　在日外国人の人権について（Ｎ＝1,131）
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　また、外国人への知識・情報等の提供や相談等のサポートを担う人材や団体等の育成・支援にも
取り組みます。

②啓発・相互理解の促進

　日本人と外国人が互いにふれあい交流することは、相互の文化・価値観に対する理解を深め、人
権擁護にも繋がります。このため、地域が外国人を受け入れ共生できるよう、外国人の文化や習慣、
人権に対して理解を深めるための啓発活動を推進するとともに、外国人住民に対しても、地域行事
等への参加を働きかけるなど、交流・相互理解の促進・啓発に努めます。
　また、多文化共生について地域、学校、企業・事業所、行政等が連携する仕組みづくりに取り組
みます。

③生活・教育環境の充実

　外国人が地域で安心して生活できるよう、日常生活に関する情報を提供したり、各種相談事業や
日本語を学習する機会の充実を図ることが必要です。そのため、行政と国際交流協会など民間団体
との連携を図ります。
　また、外国人や外国にルーツを持つ児童・生徒が安心して勉学に励めるように、日本語を学ぶ機
会・場の提供や日本語指導の人材確保など各学校における取組を進めます。

④雇用・保健・福祉の充実

　外国人の就労について、日本人と平等に扱われないなどの問題が生じないように、就労条件・賃
金等に対して適正に対応するために、関係機関と連携をとりつつ事業主に対して啓発を推進してい
きます。
　また、外国人が健康な生活を送るために、事業主や関係機関と連携して、疾病の予防や保健・医
療などについて利用しやすい環境・条件の整備に努めるとともに、在住外国人に対する国民健康保
険・介護保険・国民年金制度等の周知に努めます。



29

７．その他の人権課題
（１）個人情報の保護
①現況と課題

　コンピュータの発達によって、だれもが手軽に情報の受発信ができる時代となり、便利な社会に
なった半面、個人の責任や情報モラルについての正しい理解と認識が必要となっています。
　本市においても、大量のデータを蓄積し処理することができるようになり、顧客情報や住民情報
などの個人情報は、企業はもとより行政機関でも集中管理を行っています。それだけに個人情報の
管理と利用について ｢丹波市情報セキュリティ対策基準｣ や ｢丹波市個人情報保護条例｣ を遵守し、
個人の権利利益の保護に努めるとともに、人権に配慮する必要があります。

②施策の方向性

　個人情報はプライバシーそのものであり、その漏洩は人権侵害に直接関わる恐れがあります。個
人情報の保護については法制度的な対応も進んでいますが、市民一人一人が高度情報化社会に対応
した人権について認識が深められるよう啓発活動を推進していきます。
　また、行政窓口においても来客者の個人情報やプライバシーが守れるように本人通知制度の周知・
啓発を図るなどの配慮を講じるとともに職員一人一人の人権意識、情報モラルの高揚の研修を実施
していきます。

（２）インターネットによる人権侵害
①現況と課題

　高度情報化社会は高い利便性をもたらしますが、インターネットを利用した悪質な差別的書き込
み、中傷、プライバシーの侵害、個人情報の漏洩、ストーカー行為などが問題となっています。ま
た、スマートフォン等の普及による子どもへの性犯罪や人権侵害も大きな問題となっています。こ
れらの使い方を誤るあるいは悪用することにより、差別を助長したり人権侵害を引き起こす恐れが
あります。

■関連する現況等

本人通知制度登録者数　 383 人　（平成 26 年 7 月 7 日現在）

（本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録
をされている方に対して、証明書を交付した事実を通知する制度です。証明書の交付事実を本人に通知することにより、
不正請求の早期発見や抑止効果が期待されます。）
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②施策の方向性

　インターネットによる人権侵害の恐れを克服するために、市民一人一人がインターネットを利用
する際のモラルを身に付けると共に、学校での子ども・親子向けの教育・啓発など、市民の正しい
理解を深めるための啓発活動を推進していきます。
　また、インターネット利用の低年齢化に対応し、小学生の頃からのインターネット教育に伴う人
権啓発・教育を推進するとともに、ネットパトロールなど抑止的取組も推進していきます。

（３）感染症患者等の人権
①現況と課題

　ＨＩＶ感染者やエイズ患者、ハンセン病患者・元患者、またＯ - １５７ やＣ型肝炎などの感染症
等に関する人権問題が存在します。誤解や誤った知識による偏見や差別・人権侵害が存在します。

②施策の方向性

　感染症等は、自分に関係が無いとして無理解・無関心のままでいるのではなく、正しい知識の普
及、感染者等への配慮、共に生きる姿勢を身に付けることが大切です。そのため、情報提供や正し
い性教育・保健指導及び相談活動等の推進を図ります。

（４）さまざまな人権問題
①現況と課題

　今の日本社会には、前述してきた人権課題の他にも、社会情勢を背景にした様々な人権課題があ
ります。例えば、放射性物質の拡散による風評被害などの「東日本大震災をはじめ災害に伴う人権
問題」、今日の労働環境における労働者の問題や若者の自立なども問題となっています。他にも先
住民族に関する知識や理解不足から生じる「アイヌの人々」に対する人権問題、「刑を終えて出所
した人」や「犯罪被害者」の人権問題、「性的指向（性愛の対象）」や「性同一性障害」などに関す
る人権問題、その他、「ホームレス」に対する嫌がらせや暴行事件、「拉致被害者」等の人権問題が
存在します。

②施策の方向性

　こうした各種の問題についても、すべての人の人権を尊重する視点に立って、正しい知識の普及
や啓発の推進、各種相談活動を通じて対応していきます。
　また、今後の社会の様々な変化により生じてくる人権問題に対しても、機敏に対応していきます。
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第５章　人権施策の推進に向けて

１．あらゆる場における人権教育・啓発・研修の推進
　人権は日常生活で起こる様々な出来事に対して人権の視点からとらえ意識していくことが大切で
あり、日常の行動に結びつけていくことによって人権文化が根付いていくのです。そのため、人権
教育・啓発・研修は、学習教材や啓発資料による理解を深めることはもとより、日常生活や社会活
動を通して具体的に行われることが大切であり、生涯にわたって継続されることが大切です。
　このような観点から、市は家庭、学校、地域、職場といった市民生活のあらゆる場においてその
ニーズに合った人権教育・人権啓発を進めるとともに、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い豊かな人間関係をつくっていけるように積極的な支援を行います。

①家庭における人権教育・啓発

　豊かな人間性や人権感覚を育む上で家庭の果たす役割は重要です。幼少期の家庭における多様な
生活体験・ふれあいを通した情操や思いやり等による人間関係の基礎を培うとともに、差別や排除
に対して毅然とした態度をとり、市民として地域社会に積極的に関わっていくための態度を育んで
いくことが大切です。
　そのため、家庭と地域・保護者同士が連携して、子どもたちに、他人に対する思いやりや基本的
倫理観、みんなの命を大切にする心などの価値を伝えると同時に、人権について親子・地域で学ん
でいく体制を整えます。家庭の養育力の向上と子育て支援、家庭教育に対する支援の充実に努める
ほか、生涯学習施設を利用した人権学習の場・機会の提供、情報等の提供を推進していきます。

②学校等における人権教育・啓発

ア）就学前における教育

　就学前における教育は、乳幼児期が人間形成の基礎が培われる大切な時期であることに鑑み、実
態を正しく把握し人権に配慮した保育を行うとともに、幼児の発達の特性を踏まえ生命の大切さに
気付かせ、豊かな心情を育むなど人権尊重の精神が感性として育まれるよう努めます。
　また、保育・教育における成果は、指導者によるところが大きいため、指導者の人権意識の向上
に向けて研修に取り組みます。

イ）小・中学校における人権教育

　小・中学校における人権教育は、人権文化を育むため、教育条件や学習環境の整備をはじめ、家
庭や地域と連携して取り組むことが大切です。とりわけ、いじめ、暴力、不登校などは、緊急の課
題として解決にむけて関係機関等との連携のもと早期に取り組んでいくことが大切です。
　さらに、開かれた学校運営とともに人権教育推進体制を整備し、児童生徒の発達段階に即して計
画的に推進するとともに、各教科等の特性を生かし体験や交流等を取り入れつつ、全教育活動を通
して豊かな人権認識、主体的実践力の形成に努めます。
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③企業（職場）等における人権教育・啓発

　企業の活動は社会を構成する一員として、「企業の社会的責任」（ＣＳＲ）が求められています。
安心な商品やサービスの提供や、環境への配慮、個人情報についても十分な管理が必要です。また、
企業（職場）等は、性別・年齢・出身地・国籍の違いなど多様な人々によって構成されているため、
人権に配慮した経営や運営が重要です。不公平な採用、男女間の昇給・昇任格差、いじめやセクシュ
アルハラスメント・パワーハラスメントなど、性や出身地、国籍、年齢、障がいの有無等による人
権問題の発生が懸念されます。とりわけ、女性や障がいのある人が、その能力を十分に発揮できる
環境を整備することは社会的な課題となっています。
　このように、企業（職場）等においては、人権が配慮された職場づくり、企業活動、社会貢献を
遂行していくために、従業員・職員に対する人権研修の実施が欠かせません。また、経営者にあっ
ては人権を基底にした経営倫理の確立が求められます。このため、企業の主体的な取組と合わせて、
人権意識の向上のための啓発、資料や情報の提供など、連携・支援を進めていきます。

④地域における人権教育・啓発

　地域は、市民が日常生活や地域活動を通して様々な人権問題について理解を深め実践する場であ
り、子どもたちにとっては体験的に学ぶ場として重要な役割を担っています。地域における文化・
スポーツ・奉仕・交流活動等を通して、人権がそれぞれの生活の中に生かされ、豊かな人間関係の
構築、民主的な地域づくり、地域の教育力の向上、ひいては、「人権文化の地域づくり」に寄与す
ることが期待されます。
　これまでの人権施策の取組により一定の進展は見られますが、近年の少子高齢化や情報化の急速
な進展に伴い、地域では子育て問題、高齢者問題、女性の社会参画、不合理なしきたりや因習、男
女の固定的役割分担意識、同和問題など数々の人権問題が存在しています。また、地域の生活上の
課題も少なくありません。こうした実情をふまえ、人権課題と生活上の課題を整合させつつ、課題
解決に取り組んでいくことが求められています。
　このため、市民の自主性と要求に依拠して「だれでも・いつでも・どこでも」の生涯学習の理念
を大切にした人権教育・啓発・研修活動を進めていきます。また、地域における文化・教養・スポー
ツ活動等に併せて、人権学習の機会・情報・資料の提供等を支援していきます。

⑤特定職業従事者の人権教育・啓発・研修

　人権に関わりが深い特定の職業に従事する人々の人権の理解・認識のありようは、人権行政遂行
に大きく影響します。そのため、従来から研修機関あるいは職場内など様々な形態で研修が行われ
てきましたが、人権尊重の理念を理解しその意識が行動に現れるように、不断の取組が求められて
います。
　このため、特定職業従事者の人権教育・啓発・研修を重視しその推進を図ります。
ア）市職員

　行政に携わるすべての職員が、人権を正しく理解し、人権の保障が行政の根幹であることを認
識した上で、人権行政がそれぞれの職務において公平・平等に遂行できるよう、各種の人権問題
について研修し資質の向上に努めます。
　また、地域社会の一員としても、地域で実施される人権学習に参加し、市民の人権教育・啓発
を推進する積極的な役割を担うよう意識改革に努めます。
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イ）教育関係職員

　「丹波市教育振興基本計画」に基づき、教職員が人権尊重の理念について十分な認識を持つこ
とができるよう研修等の一層の充実を図ります。人権意識の向上を図り、人権問題の解決を自ら
の課題として取り組むとともに、人権教育の充実・深化にむけて、資質と指導力の向上に努めま
す。生涯学習等に関係する職員についても、各種研修会を通して資質と指導力の向上に努めます。

ウ）医療・保健・福祉関係者

　医療関係者については、患者や家族の人権やプライバシーに留意し、医療や指導が確保できる
よう関係団体による人権研修を促進します。福祉関係者においても、人間の尊厳に対する認識や
プライバシーへの十分な配慮など、人権意識に根ざした行動が必要なことから、丹波市医師会、
歯科医師会、薬剤師会等と連携して各種研修会を通して人権意識の向上を図ります。

エ）消防職員・消防団員

　消防職員については、市民の生命と財産を守るという視点に立って業務を遂行することが求め
られます。消防学校等の研修とともに、職場内研修の充実によって人権意識の向上を図ります。
消防団員についても人権意識の向上に努めるよう取組を推進していきます。

オ）その他

　法曹関係者やマスメディア関係者、インターネット関係の人々などは、その情報発信能力によ
り社会に対して大きな影響力を有することから、当然に、高い倫理観と人権意識を備えることが
求められます。それぞれが自主的に人権意識を向上させることを基本に、情報や研修機会等の提
供に努めます。
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２．人権侵害に対する救済支援
　人権侵害の事案に対しては、丹波市人権啓発センターが窓口となって積極的に関与し、法務局と
連携しながら被害者の救済と権利の回復に向けて、情報提供や解決策のコーディネートなど、市と
して事案完結まで支援をします。
　隣保館での相談事業のほか、人権擁護委員による相談、社会福祉協議会（民生委員）の「心配ご
と相談」など、相談体制の充実・連携を図ります。

３．庁内の推進体制の整備
　人権施策は、市の施策全般を通じて行われることが重要であることから、全庁推進体制の中核で
ある「丹波市人権施策推進会議」において、関係部局相互の連絡調整、進捗状況・評価等を行います。
　また、人権施策の総合的・調和的な推進、人権問題に関する迅速・的確な対応のため、各課に「人
権担当者」を設置するとともに、関係部署間のネットワークを確立します。

４．市民等の参画と協働
　人権施策は、市の主体性のもと、市民、企業・事業所、各機関・団体等の多様な主体が、それぞ
れの役割と責任を自覚しつつ互いに協力する「参画と協働」のもとで推進します。本市では丹波市
自治基本条例に基づいて地域ごとの自治協議会による地域づくりを推進しているほか、市内では約
30 のＮＰＯ団体が活動しており、こうした市民・団体等との一層の協力・連携が望まれます。
　また、学識者や市民等で構成する「丹波市人権行政推進審議会」において、人権施策の推進のあ
り方や本基本方針に基づく施策の推進について、社会情勢に大きな変動があり、方針を改定しなけ
ればならない事情が生じた場合に市長の諮問に応じ調査研究及び審議し、答申いたします。

５．関連機関、団体等との連携
　人権施策の推進にあたっては、国・県関係機関及び他市町との連携、市内関係組織、民間団体等
との連携を図り、互いに協力して幅広く推進していきます。
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諮問第４号 

 

丹波市人権行政推進審議会  

 

 

   第２次丹波市人権施策基本方針の策定について（諮問） 

 

21 世紀は「人権の世紀」といわれるように、人権尊重の意識の高まりは世界的な潮

流となっています。 

本市では、平成 18 年に「丹波市人権施策基本方針」を策定し、人権文化の創造を目

標に、人権に関するさまざまな課題の解消に向けた取り組みを行っています。 

しかし、今日においても、同和問題をはじめ女性、子ども、高齢者、障害者、外国人

等をめぐる人権問題の解決に向けて取り組むべき多くの課題が存在しています。さらに、

近年の国際化、情報化、高齢化等の進展により新たな人権問題も生じています。 

また、平成 24 年度に行った人権に関する市民意識調査では、人権課題に対する市民

の関心が低下していることが明らかになっており、人権意識の高揚を図るための人権教

育・啓発を進める上において、市民の主体的な参加を促し、協働するための施策が求め

られています。 

こうした課題に適切かつ効果的に対応するためには、関係団体との連携を図り、人権

施策を総合的に推進することが必要となっています。 

以上のことから、本市における人権施策を総合的に推進するため、第２次丹波市人権

施策基本方針を策定したいので、人権行政推進審議会設置条例（平成 16 年丹波市条例

第 121 号）第２条第１項の規定に基づき諮問します。 

 

  平成26年６月３日 

 

丹波市長  辻 重五郎    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 37

 

 

 

平成２７年３月１３日 

 

 

 

丹波市長 辻 重五郎 様 

 

 

丹波市人権行政推進審議会 

 

会 長  阿久澤麻理子 

 

 

第２次丹波市人権施策基本方針の策定について（答申） 

 

 

平成２６年６月３日付け諮問第４号で丹波市長より諮問のあった｢第２次丹波市人権

施策基本方針の策定｣について、審議の結果、別紙のとおり「第２次丹波市人権施策基

本方針（案）」として答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37

 

37 

 

第２次丹波市人権施策基本方針に関わる審議状況 

 

 

丹波市人権行政推進審議会 

 

開催日 内     容 

平成 26 年６月３日 
・会議運営と人権施策基本方針の策定趣旨、スケジュール 

・H24 年度人権意識調査結果説明 

平成 26 年７月 14 日 
・基本方針の構成と人権各分野に関する現況課題（同和、外

国人） 

平成 26 年９月 18 日 ・人権各分野に関する現況課題（女性、子ども若者、高齢者）

平成 26 年 11 月５日 
・人権各分野に関する現況課題（障害、その他） 

・人権施策基本方針素案 

平成 26 年 12 月８日 ・人権施策基本方針素案について 

平成 27 年３月 13 日 ・人権施策基本方針答申案について 
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丹波市人権行政推進審議会委員名簿 

  

任期:平成 26 年６月３日

～平成 28 年６月２日

区   分 

（条例第３条

第２項） 

氏   名 所   属 役 職 備 考 

１号委員 

(公募市民) 

山本 育男       

松谷 節子       

東浦  寛       

２号委員 

(公共的団体

の代表) 

鳥内 幸代 柏原人権擁護委員協議会 人権擁護委員   

梅垣 嘉位 丹波市自治会長会 理事   

時里 孝子 丹波市国際交流協会 理事   

山根 允子 丹波市民生委員・児童委員連合会 副会長   

小林 清司 部落解放同盟丹波市支部連絡協議会 副議長   

北山 哲史 丹波市人権・同和教育協議会 事務局長 副会長 

尾松 勝實 丹波市社会福祉協議会 理事   

奥野 隆之 丹波市中学校長会 市島中学校長   

３号委員 

(識見を有す

るもの) 

阿久澤麻理子 大阪市立大学大学院創造都市研究科 教授 会長 
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丹波市人権行政推進審議会設置条例 
平成 16 年 11 月１日 条例第 121 号 

(設置) 
第１条 この条例は、人権尊重の社会づくりの推進について、市が行う施策の円滑なる

推進を図るため、丹波市人権行政推進審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 
(所掌事務) 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、人権尊重の社会づくりの推進に関連する行政、

教育啓発等の施策などの基本方針の策定について必要な調査、研究及び審議し、答申

するものとする。 
２ 審議会は、市長に建議することができる。 
(組織) 

第３条 審議会は、委員 12 人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 
(１) 公募による市民 
(２) 公共的団体の代表 
(３) 識見を有する者 
(４) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 
(会長及びその代理) 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 
２ 会長は、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員

が職務を代理する。 
(会議) 

第５条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 
２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。 
３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 
(庶務) 

第６条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。 
(その他) 

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、平成 16 年 11 月１日から施行する。 
附 則(平成 25 年 12 月 24 日条例第 46 号) 



40 40

 

40 

(施行期日) 
１ この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。 
(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

２ 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成 16 年

丹波市条例第 41 号)の一部を次のように改正する。 
〔次のよう〕略 

(準備行為) 
３ 改正後の丹波市人権行政推進審議会設置条例第３条第２項第１号に規定する公募

の方法による委員の選任に関し必要な手続きは、この条例の施行前においても行うこ

とができる。 
 


