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          ～ 愛 広がる 人権 のまちに ～ 

21 世紀は「人権の世紀」と言われています。自他の人権

が尊重され、幸福な社会生活を創造していこうという決意

です。 

国際連合は、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世界に訴えまし

た。これは、世界の人々にとって希望と励みの源となり、

人権を守る動きは大きく前進しています。1995 年には「人

権教育のための国連 10 年」を、2005 年には「人権教育の

ための世界計画」がスタートされ、本格的な人権教育・啓

発が取り組まれています。 

わが国では、2000 年 12 月に、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を施行、2002

年は、「人権教育・啓発に関する基本計画」が閣議決定され、人権教育・啓発の推進に努め

ています。 

 宗像市におきましては、1998（平成 10）年の 6 月定例市議会において、全ての市民がか

けがえのない存在として、互いに尊重しあう平和で差別のない都市の実現をめざすために

「宗像市人権を尊重する都市宣言」を採択しました。 

 また、2012（平成 24）年には「宗像市子ども基本条例」を施行するなど人権問題の解決

に向けて市民一人ひとりの人権意識を高め、人権が尊重される住みよいまちの創出をめざ

し、さまざまな施策を総合的に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、同和問題をはじめとして、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等

に対する人権問題が存在しています。インターネットによる差別事象や環境問題、北朝鮮

人権問題等の新たな人権侵害も発生するなど、人権問題は多様化し、複雑化しています。 

 このため、宗像市では、市民一人ひとりが、自他の人権を尊重することの重要性を認識

した行動がとれるよう「宗像市人権教育・啓発基本計画」を策定し、今後の人権教育・啓

発を進めるうえでの基本的方向を示しています。 

 今後、宗像市はこの基本計画に基づき、県や関係機関・団体等と連携を図り、偏見や差

別のない～愛広がる 人権のまち～の実現に向けて取り組んでまいります。市民の皆さま

のさらなるご理解とご協力を心からお願いします。 

平成２９年  月 

                     宗像市長  谷井 博美 



                            

はじめに 

 

 21 世紀は、「人権の世紀」と言われています。人権とは、私たちが幸せに生きるための

権利です。一人ひとりの人権が尊重され、すべての市民が幸せになるための人権施策を推

進することがまちの活性化となり、心豊かな人権のまちづくりとなります。 

宗像市では、1999 年に「宗像市人権を尊重する都市宣言」を掲げて、人権教育・啓発に

取り組み、多くの成果をあげてきました。しかしながら、同和問題をはじめ、近年は、イ

ンターネット上における差別情報の氾濫、環境問題、北朝鮮拉致問題、女性、子ども、高

齢者に対する虐待や暴力等による深刻な人権侵害も発生しています。 

このような状況の中で、宗像市では、実情に即した人権教育・啓発を推進するために、

～愛広がる 人権のまち～を目指して、「宗像市人権教育・啓発基本計画」を策定しました。

この基本計画は、これから取り組むべき人権教育・啓発と取り組みの方向性を明示し、人

権問題解決のための施策をよりよく推進していこうとしています。 

また、行動計画では、これらの内容について所管課を設けて適切に進行し、自己点検・

自己評価を実施することで内容の改善・充実に努めます。 

さらに、様々な団体の代表で構成する宗像市人権教育・啓発推進協議会*からも、市民の

視点や専門的立場からご意見やご助言をいただき、実効ある施策の推進を図るようにして

います。 

人権教育・啓発は、日々、住民の心豊かな社会生活につながる具体的な人権施策であり、

行政全体で取り組むべき重要課題です。今後、様々な人権問題の解決に向け、この「基本

計画」を活かした人権施策を推進し、人権が尊重される ～愛広がる 人権のまち～ の

実現に向けて取り組んでいきます。 
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「障がい」の表記について 

 宗像市人権教育・啓発基本計画においては、「障害」を「障がい」と表記しています。 

 法令や制度、施設名、団体名などの固有名詞については、漢字で「障害」と表記しています。 

 「障害」のひらがな表記については、障がい者や関係者の中でも意見が分かれています。 

 国の障害者政策委員会の意見では、「法制上の「障害」の表記の在り方について、障害者権利条約

における新しい障害の考え方を踏まえつつ、今後の国民、特に障害当事者の意向を踏まえて検討す

る」こととされており、「障がい」もまた一般的ではないため、本計画においても、試行的に表記し

ます。 
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第 1 章 基本理念 

 

１ 基本計画の趣旨 

   宗像市人権教育・啓発基本計画（以下｢基本計画｣という。）は、2000（平成 12）年

12 月に交付された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条の規定及び

2003（平成 15）年６月に交付された「福岡県人権教育・啓発基本指針」に基づき、地

方公共団体の責務として、宗像市の実情に即した施策を推進するために策定したもの

です。 

   宗像市ではこれまでも、1998（平成 10）年５月に施行された「福岡県人権教育のた

めの国連 10 年*」に基づき、国・県と連携し人権教育・啓発を推進していくために、

1998（平成 10 年）６月定例議会で｢宗像市人権を尊重する都市宣言｣を採択し、その

翌年の 1999（平成 11）年には、「宗像市人権教育・啓発基本方針」並びに「人権教育・

啓発宗像市行動計画」を策定し、すべての市民がかけがえのない存在として互いに人

権を尊重しあう、平和で差別のない都市の実現をめざして、共生社会の実現と人権文

化*の構築に向けた人権施策に積極的に取り組んできました。    

その結果、市民の人権問題に対する理解と認識は深まってきていますが、私たちの

周りには、今なお、学校、地域、家庭、職域等社会生活の様々な局面において、同和

問題をはじめとして、女性、子ども、高齢者、障がい者等に対する偏見や差別が存在

しています。また、近年の国際化、科学技術の進展等を背景として、環境と人権、情

報と人権、企業と人権等新たな人権問題も発生し、人権問題はますます多様化、複雑

化しています。 

このような状況を踏まえ、国や県では人権問題解決のために、様々な施策を実施し

てきました。宗像市においても、さらなる人権意識の高揚は、豊かな市民生活を実現

するためにきわめて重要な課題となっています。これらの課題解決の中心となる人権

教育・啓発は、「一人ひとりの人権尊重の精神の確立」と｢共に学び・共に働き・共に

暮らすことができる社会｣を実現するために、粘り強くかつ創造的に展開していくこと

が必要です。 

そこで、市民一人ひとりが日常的に自己の生き方を問い直し、自らの意識改革を図

りながら人権問題解決の主体者として、人権尊重を生活の中に具体化するために、基

本計画を策定し、自他の人権が尊重される都市の実現を目指して、人権教育・啓発に

関する施策を、より総合的かつ効果的に推進します。 

   また、この基本計画に基づき、年度ごとの「実施計画」を策定するとともに実施状

況を点検・評価し、その結果を今後の施策に反映させる等実効ある施策の推進を図り

ます。 
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２ 基本計画の性格 

   この計画は、宗像市が 1999（平成 11）年に「宗像市人権を尊重する都市宣言」を

掲げて人権教育・啓発の具体的実践を推進してきた実績を高く評価しながら、今後の

推進を一層効果的にするために、今までの推進体制を見直し、新しい方向と実践を示

し、市民と行政が力を合わせて「人権尊重のまちづくり」を進めていくための基本理

念や施策の方向性を明らかにしたものです。 

   基本計画は、次の性格を有するものです。 

（１）国の「人権教育・啓発に関する基本指針」及び「福岡県人権教育・啓発の基本指 

針」の趣旨をふまえ、宗像市の人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進するため

に策定するものであること。 

 

（２）「宗像市人権教育・啓発基本方針」「人権教育・啓発宗像市行動計画」（平成 11 年

度策定）を継承し、また 2015（平成 27）年「宗像市第２次総合計画」に掲げる「人・

まち・自然が共生するまち」に基づく、新しい人権教育・啓発のあり方を示すもの

であること。 

 

（３）人権が尊重される社会づくりの担い手は市民であるとの理念の下に、宗像市にお

ける人権教育・啓発の基本的な方針を示すものであり、学校、職場、地域社会及び

家庭等において、市民が人権尊重の理念に対する理解を深め、自他の人権を尊重し、

連携・協働して実効ある人権教育・啓発を推進するものであること。 

 

（４）同和問題をはじめとして、人権問題の解決を図るための教育・啓発のあり方に関

する方向性を示したものであること。 

 

（５）基本計画の推進にあたっては、第４章の中に掲げる「分野別施策推進」に基づき、

すべての部署が連携しながら全庁的に取り組むものであること。 
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第２章 基本計画策定の背景 

 

１ 国際的な潮流 

    20 世紀において、二度にわたる世界大戦は、かつてない規模で人々の生活を破壊

し、多くの尊い人命を奪いました。このようなことへの反省から、世界の人々は、「平

和」と「人権」がいかにかけがえのないものであるかを学び、国際連合は、1948（昭

和 23）年第 3 回国連総会において「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世界に訴えました。 

「世界人権宣言*」では、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲る

ことのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎

である」として「すべての人間は、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、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の

精神を持って行動しなければならない」と全世界に表明しました。 

これを契機として、国連は、各種の人権に関連する国際条約の採択等、様々な人

権を擁護し促進する活動を行い、国際社会全体で人権に取り組もうとする機運が高

まり次のような、規約や条約が採択されました。 

1965（昭和 40）年「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際規約」（人種差

別撤廃条約*）、1966（昭和 41）年「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規

約」（社会権規約）「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（自由権規約）、1979

（昭和 54）年「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（女子差別撤

廃条約）、1989（平成元）年「児童の権利に関する条約 *」（子どもの権利条約 *）、

2006（平成 18）年「障害者の権利に関する条約」等。 

また、様々な国際年の設定を通して、人権が尊重される社会の実現に向けた取り

組みがなされてきました。 

しかしながら、人種、民族、宗教等の対立に起因する地域紛争、また、テロや迫

害により尊い人命が奪われ、人権が侵害される状況が続いていることから、1993（平

成５）年ウィーンにおいて世界人権会議が開催され「ウィーン宣言及び行動計画」

が採択されました。翌 1994（平成６）年の第 49 回国連総会はこうした経過を踏ま

え、「世界人権宣言*」の意義を再確認するとともに 1995（平成７）年から 2004（平

成 16）年までの 10 年間を「人権教育のための国連 10 年*」とすることを決議し、

具体的なプログラムとしての行動計画を示しました。 

    行動計画の最終年を迎えた 2004（平成 16）年 12 月には国連総会において、世界

各国で引き続き人権教育を積極的に推進することを目的に、2005（平成 17）年「人

権教育のための世界プログラム」を開始する決議が採択され、初等中等教育に焦点

を絞って設定され、プログラムが示されました。 
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２ 国・県の取り組み 

我が国においては、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下   

で、国際人権規約をはじめとする人権関係条約を批准・加入し、人権が尊重される社

会の形成に向けた取り組みを進めてきました。1995（平成７）年には、国連総会にお

いて「人権教育のための国連 10 年*」が決議されたことを受けて、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（平成９）年具

体的なプログラムとして「人権教育のための国連 10 年に関する国内行動計画*」が策

定されました。  

 また、1999（平成 11）年人権擁護推進会議は、「人権教育・啓発の基本的なあり方」

の答申を法務大臣、文部大臣（現文部科学大臣）及び総務長官(現総務大臣)に対して行

い、2000（平成 12）年には「人権教育及び人権啓発に関する法律」（人権法）が施行

されました。同法には、国及び地方公共団体は人権教育及び人権啓発に関する施策を

策定し、実施する責務とともに、これを総合的かつ計画的に推進するために、国は基

本的な計画を策定することが規定され、2002（平成 14）年３月同法に基づく国の基本

計画が示されました。  

 さらに、2016（平成 28）年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」(障害者差別解消法*)「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取

組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法*)が施行され、12 月に「部落差別の解

消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法*)が国会で成立しました。 

  福岡県においても、国の「人権教育・人権啓発に関する基本計画」及び「人権教育 

のための国連 10 年*福福岡県行動計画」の趣旨を踏まえ、2003（平成 15）年６月に「福 

岡県人権教育・啓発基本指針」が策定され、指針に基づく実施計画により様々な施策

が実施されています。 

 

 ３ 宗像市の取り組み  

 1998（平成 10）年 6 月定例市議会において、「宗像市民は人類の多年にわたる努力

の遺産である人権が、永久に侵されることのないよう自らの人権意識を高め、すべて

の市民がかけがえのない存在として、互いに尊重しあう平和で差別のない都市の実現

をめざします」という『宗像市人権を尊重する都市宣言』を採択しました。 

 同年「人権教育のための国連 10 年*福岡県行動計画」の策定を受け、1999（平成 11）

年「宗像市人権教育・啓発基本方針」及び「人権教育・啓発宗像市行動計画」を策定

しました。これに基づき市民一人ひとりが人権意識を高め、人権が尊重される住みよ

い宗像市の創出（人権文化*が根付いたまち）を目指し、平成 11 年度を初年度に目標

年度を平成 20 年として同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、

ＨＩＶ患者等に対する差別を無くすための様々な施策を総合的に展開し、市民の人権

意識の高揚に取り組んできました。また、2012（平成 24）年には、「宗像市子ども基

本条例」を制定し「子どもの権利」「大人の責務」「子どもにやさしいまち」を３つの

柱として、子どもの健やかな成長が保障されるまちづくりを、子どもも大人も共に手

を取り合って進めていくことを宣言しました。 
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第３章 人権教育・啓発の推進 

 
   人権教育は、基本的人権尊重の精神が正しく身に付くよう、学校教育・社会教育に

おいて行われる教育活動であり、人権啓発とは、広く市民の間に、人権尊重思想の普

及高揚を図ることを目的として行われる研修・情報提供・広報活動です。 

   私たち行政は「人権教育のための国連 10 年*」決議が目指している、人権という普

遍的文化を創造し、21 世紀が真に基本的人権が尊重される「人権の世紀」となり得る

ように努めなければなりません。そのため、あらゆる人権問題を早期に解決すること

が、国をはじめとする行政の責務であるという基本認識にたって人権・啓発の推進に

努力する必要があります。 

  人が人として人間らしく生活していくためには、基本的人権が保障された社会が不

可欠であり、そのためには、法律や制度による人権の保障が必要です。しかし、法律

や制度による人権の保障には限界があります。お互いの人権が尊重される社会を築く

ためには、家庭、学校、地域、職場のあらゆる日常の生活の中で、市民一人ひとりが

人権尊重の精神を育み、人権が尊重された社会の実現を目指すことが必要です。 

そのためには、市民一人ひとりがあらゆる差別に対して鋭い感覚を培い、お互いの

人権を尊重し合う「共に学び・共に働き・共に暮らすことができる社会」を実現する

ために必要な認識・情熱・意思を確立し、差別をなくす行動、実践が図られる教育・

啓発を推進していかなければなりません。 

これまで宗像市では、同和問題をはじめとして、女性、子ども、高齢者、障がい者、

外国人等の人権問題に対して、あらゆる機会をとらえて人権教育・啓発に取り組んで

きました。特に、宗像市では、同和問題啓発冊子を童話風の作品にしたり人権問題強

調期間の取り組みとして人権講演会を開催する等して、人権教育や啓発の手法を工夫

して市民の心に訴える内容に取り組み、多くの成果をあげることができました。また、

2000（平成 12）年には、「宗像市人権・同和教育研究協議会*」「宗像市ＰＴＡ人権教

育実践交流会」「宗像市人権教育・啓発推進協議会*」を設立し、学校やＰＴＡ、市民

が相互交流することにより人権意識の普及と高揚を図ってきました。しかし、今なお

偏見や差別が存在し、近年では、高齢化、国際化、高度情報化、科学技術の発展等を

背景とした重大な差別事象等の人権問題が新たに発生しています。今後、市民意識の

改革に向けた、幅広い教育・啓発を推進することが必要になっています。 

 

１ 人権教育 

 宗像市では、今まで「人権教育のための国連 10 年*福岡県行動計画」及び「宗像市人権

教育・啓発基本方針、宗像市行動計画」に基づき「宗像市人権・同和教育研究協議会*」を

中心に、人権・同和学習を推進し、様々な人権問題に関する学習をすすめてきました。ま

た、ＰＴＡでも、毎年「ＰＴＡ人権教育実践交流会」を通して、会員の人権意識・感覚の
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高揚を図ってきました。 

 しかしながら、今なお、学校、家庭、地域において、いじめや虐待、差別発言や落書き

事件、ＤＶ*、インターネット*による人権侵害等様々な人権問題が発生しています。この

ような現状から、より人権が尊重される社会を創出するには、同和問題をはじめとして、

女性、子ども、高齢者、障がい者等の人権問題に関する学習を積極的に推進していく必要

があります。 

（１） 学校等における主な人権教育 

① 就学前の人権教育 

 乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて大切な時期です。この時

期に、基本的人権の尊重の芽生えを育むことは重要です。 

 保育所、幼稚園、認定こども園等では、毎日の活動の中で、子どもたちに、発達段階

に応じた心豊かな人格形成に配慮した幼児教育に努めることが大切です。そのためには、

保育所、幼稚園、認定こども園等の教職員が人権に関する正しい理解と認識を深めるこ

とが必要です。同時に、家庭や地域における園児への関わり方等、具体的に支援してい

く方法を見い出す努力を積極的に進めていきます。 

 【取り組みの方向性】 

・ 幼児教育振興プログラムに基づく施策の推進 

・ 家庭教育学級､子育て支援センター事業等の支援・充実 

・ 関係機関との連携 

・ 保育所、幼稚園、認定こども園等の教職員の研修支援 

 

② 学校教育における人権教育 

学校教育においては、児童生徒の発達段階に即し、学校教育活動全体を通して、同和

問題をはじめとする様々な人権問題についての科学的認識を深めるとともに、生活の基

盤である確かな学力の定着を図っていく必要があります。2005（平成 17）年の宗像市

の「小学生の生活と意識調査」や 2001（平成 13）年県の人権・同和問題意識調査では、

「いじめの問題が恒常的にあることや規範意識、社会性が身についていない子どもの問

題が存在している。」という結果がでています。このように、まだまだ人権教育への取

り組みは十分であるとは言えません。今後は、真に差別をしない、させない社会を創る

子どもの育成を着実に図っていく必要があります。 

また、学校教育における取り組みが有効に機能するためには、教職員の人権尊重の理

念に対する認識や人権感覚を高めるために教職員の研修の充実に努めます。 

【取り組みの方向性】 

・ 小中一貫教育を見通した人権教育カリキュラムの整備と改善 

・ 確かな学力の定着を充実を図る学習指導法の工夫改善と進路保障 

・ 効果的な人権教育学習教材の情報収集や調査研究 
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・ 教職員に関する認識や人権感覚を高める研修の充実 

 

③ ＰＴＡ研修 

近年、いじめや不登校、虐待、子どもの生活の乱れ、社会規範意識の薄さ等が大きな

社会問題となっています。これらの問題を解決していくためには、学校と家庭をつなぐ

ＰＴＡ活動が大きな役割を果たします。各学校や学校間の交流・報告を通してＰＴＡ会

員の人権意識や感覚の高揚を図るＰＴＡ研修が重要です。 

【取り組みの方向性】 

・ 各学校における人権教育の取り組み 

・ 学校間の人権教育の交流・報告 

                    

（２） 家庭、地域における主な人権教育 

① 家庭教育 

現在、家庭における教育力の低下が指摘されています。その原因として、尐子化、核

家族化、共働き、過保護等子どもを取り巻く環境や子どもへのかかわり方が大きな影響

を与えています。これらの問題解決に向けて、人格形成を左右する家庭の教育力の向上

を図るとともに、保護者自身が偏見や差別心を持っていないことを子どもに示すことが

できるよう、家庭教育に関する保護者の学習機会の充実や保護者への情報提供に努めま

す。 

 また、子育てに不安や悩みを抱える保護者等への相談事業や相談体制の充実に努める

とともに家庭内における暴力や虐待等の人権侵害の発生を未然に防ぐために学校等の

他機関との連携を一層強め、早期発見、早期支援や相談機能の充実に努めます。 

【取り組みの方向性】 

・ 家庭教育に関する学習機会や情報の提供 

・ ＰＴＡ活動との連携 

・ 家庭児童相談室の充実 

・ 学校、家庭、地域等との連携 

 

② 地域社会における人権教育 

地域社会は、様々な人々のふれあいを通じて、人権意識の高揚を図り、社会の構成員

として自立を促す大切な場です。そこには、同和問題をはじめとして、女性、高齢者、

障がい者等の様々な問題が存在しています。 

宗像市では、地域コミュニティ*における人権問題講演会を開催したり、ルックルッ

ク講座*で受講者を募ったりするなど市民の人権意識の高揚を図るために、様々な教

育・啓発活動を行ってきましたが、人権講演会のアンケート結果では、まだ十分に市民

に人権意識が浸透していない状況です。 
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そこで、人権問題が多様化・複雑化する中、あらゆる人権問題の解決を図るために、

コミュニティ*・センターや自治公民館等を中心に、研修会や交流会を積極的に実施し、

問題解決に向けた人権教育に取り組みます。         

【取り組みの方向性】 

・ コミュニティ*・センター、自治公民館等での人権教育・啓発活動 

・ ルックルック講座*（人権学習）への講師派遣 

・ 啓発冊子やＤＶD 等人権教育・啓発学習教材・資料等の充実 

・ 福岡県人権啓発センターとの連携 （特設コーナーの設置等）  

・ 指導者の育成 

                     

２ 人権啓発 

 宗像市では、2001（平成 13）年に施行された「宗像市人権教育・啓発推進協議会*」を

中心にして、人権講演会や広報紙「宗像タウンプレス」(以下広報紙)、啓発冊子、小中学

生の人権作文集等を配布して、啓発活動に努めてきました。また、2004 年（平成 16）年

には「宗像市男女共同参画社会推進条例」を施行し、男女共同参画推進センター「ゆい」

を拠点として男女共同参画推進に関する啓発事業を行ってきました。 

しかしながら、学校や地域における差別発言や落書き事件､児童虐待、ＤＶ*等、心ない

差別事象が依然として発生しています。また、宗像市人権意識調査でも「十分な根拠もな

しに人を判断したり疑ったりする」とか「家庭内で､男だからとか女だからとかという考え

を押しつけられる」等人権問題が依然として根強く残っている結果がでています。 

このような現状より、市民一人ひとりに人権意識や人権感覚を深く浸透するための人権

啓発のあり方を工夫して取り組むことが必要です。 

（１） 市民に対する主な人権啓発 

① 市民啓発 

 市民一人ひとりが自他の人権を守ろうとする意識・意欲・態度を持ち、実践的な行動

をとることで、差別を解消することができます。宗像市としては、これまで、長年にわ

たって市民への人権啓発を推進してきましたが、市民の人権問題に対する認識は高まっ

てきているものの、十分とは言えません。毎年開催している人権講演会のアンケートか

らも「同和問題についてはじめて知った」とか「そのような問題はないのでは」と言っ

た回答が見受けられます。 

これからも、市民一人ひとりが確かな人権意識と感覚を育てるための、人権啓発のあ

り方を工夫して取り組むことが必要であります。 

【取り組みの方向性】 

・ 人権・同和問題啓発強調月間の取り組みの推進 

・ 広報紙やリーフレット、啓発冊子等での啓発 

・ 市民参加による運営、自主グループの養成 
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② 啓発推進体制 

 市民啓発が充実・発展していくためには、推進体制の確立と連携が必要となる。その

ためには、啓発活動を充実させるための啓発推進窓口や推進体制の強化が必要である。 

【取り組みの方向性】 

・ 人権啓発窓口の充実や推進本部体制の強化 

・ 研修プログラム研究体制の確立 

・ 福岡県人権啓発センターとの連携 

 

③ 社会教育・文化及び福祉等の活動における啓発 

人権教育の裾野を広げるために、社会教育、文化および福祉活動等情報や人が集まる

場に組み込まれた人権啓発を推進・創造する 

【取り組みの方向性】 

・ コミュニティ*・センターや市民活動交流館（メイトム宗像）等での啓発 

・ 社会教育、文化活動においての啓発 

・ 図書館を活用した啓発 

・ 総合相談室の充実 

 

（２） 団体、事業所における主な人権啓発 

① 人権啓発推進団体 

団体の活動の充実や市との連携を推進すると共に､団体構成員が教育、啓発指導者推

進者として役割を担える研修を充実させます。 

【取り組みの方向性】 

・ 人権研修プログラム研究体制を確立し､啓発プログラム等の具体化、活用化を図 

る。 

・ 市人権教育・啓発推進協議会及び市同和教育研究協議会への助言や支援 

・ 保護司会、人権擁護推進委員会等との連携・支援 

 

② 一般社会団体 

一般社会団体が自主的、主体的に人権啓発の取り組みを推進できるように教材、資料、

啓発プログラム等の環境整備を行います。 

【取り組みの方向性】 

・ 学習会、研修会が自主的、主体的取り組みが出来るような教材、資料啓発プログ   

ラムの助言・支援 

・ 市民の生活と身近に関わる自治会長、民生委員児童委員等啓発推進者への支援 

・ 市民学習ネットワーク、文化協会、体育協会等への人権研修 
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③ 事業所（企業）における啓発活動 

事業所は地域社会の構成員でもあり、働きやすい職場づくり・人権を尊重し合える職

場づくりに取り組むことによって、社会から信頼され、事業の発展につながるといった

認識を事業・職場内に定着させることが必要です。 

そこで、事業主層への理解を促進し、職場内での人権侵害（パワー*・セクシャル・

マタニティ等のハラスメント）を防止できるよう、公正採用選考による人権啓発推進員

の設置を一層促し、企業内の自主的、主体的な研修体制を確立、情報提供等の支援に努

めます。 

【取り組みの方向性】 

・ 事業主層への研修 

・ 事業所内研修の確立と自主活動に対する指導・助言 

 

３ その他特定職業従事者に対する人権研修 

 すべての市民の人権が尊重される社会の実現するためには、様々な分野の人々を対象に、

あらゆる場、機会を通じて人権教育及び啓発の取り組みが必要です。特に人権へのかかわ

りが深い特定の職業（教職員、宗像市職員、社会教育関係者、福祉関係者、保健・医療関

係者、マスメディア関係者等）に従事する人に対しては、人権尊重の精神を涵養するため

の研修を実施していくことが必要です。 

（１） 教職員（保育所、幼稚園、認定こども園等含む）                                 

 教職員に関する研修の意義は、教職員自らの人権意識を形成することにとどまらず、

その推進者として効果的な人権教育を実践するための知識・技能・態度の獲得を目指す

ことでもあります。 

 教職員自らが人権尊重の理念を十分に認識し、その上で、児童生徒に人権に関する知

的理解を深めさせ、人権感覚を身につけさせる指導も行うためには、同和問題、いじめ

の問題、障がい者の問題等様々な人権問題についての知的理解と科学的認識を深めるこ

と、人権教育に関する知識・技能を向上させること等、実践力や指導力の向上を図るた

め人権教育に対する資質・能力を持つことが大切です。 

 また、教職員の資質・能力の向上を図るために、 管理職研修、新規採用職員研修､施

設内研修等、あらゆる機会を捉えた研修を行います。小中教職員は、『宗像市人権・同

和教育研究協議会*』の中で、様々な課題に取り組む実践交流会や研修会を行います。

県内外で開催される各種研修会にも同協議会の支援の中で参加を促します。 

【取り組みの方向性】 

・ 研修内容の充実 

・ 各種研修会への参加               

・ 教職員の資質の向上 
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（２） 宗像市職員 

人権に配慮した行政を推進していくには、職員一人ひとりが確かな人権意識を確立

することが必要です。宗像市では、2005（平成 17）年に市民協働部(現、市民協働環

境部)に人権対策課を設置し、今後の人権問題に積極的に取り組む体制を整備しまし

た。こうした、市政の意義を職員の意識の中に深く浸透させ、人権問題を解決するた

めの資質・能力を有することが大切です。 

そのためには、人権に関する様々な課題をより広く、より深く認識し、その解決に

向けて真摯に取り組むことができる資質・能力を持った人間性豊かな職員の育成を図

る必要性があります。市職員に対しては、職務内容及び職責に応じた定期的、継続的

職員研修の充実を図り、公務員として積極的に役割を果たすことができる職員の育成

に努めます。 

また、研修の内容を知識理解にとどめず、職務の面において人権尊重の視点に      

立ち、インクルーシブ・合理的配慮*がある接遇に努め、さらなる市民サービスの向

上を図ります。 

【取り組みの方向性】            

・ 人権研修の実施及び充実 

・ 指導者の育成 

・ 研修テキストの作成 

     

（３） 社会教育関係者 

 自治会長（区長）、自治公民館長、シニアクラブ、婦人会、小・中ＰＴＡ、体育協

会、文化協会、青尐年育成協議会、子ども会等の社会教育関係者は、各地域の様々な

団体のリーダーやお世話役として、子どもから大人までかなりの市民とかかわってい

ます。 

そのため、それぞれの団体の活動は、参加した市民の人権を尊重した活動が求めら

れます。そのことは、市民全体の人権の対する資質・能力を向上させていくことにも

強く影響しています。そこで、これらの関係者に、人権に関する共通の理解や認識を

深めるための一層の研修の充実に努めます。 

【取り組みの方向性】 

・ 各団体のニーズにあった研修の充実 

・ 実践的な研修手法の工夫改善 

 

（４） 福祉関係者 

民生委員・児童委員は、地域の社会福祉活動において、また、福祉施設や事業所の

職員は、利用者に対するサービスの提供において、個人の生活に直接かかわる機会が

多く、個人の人格を尊重し、プライバシーの保護や業務上知り得た秘密の保持などが
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求められます。このため、福祉関係者の人権意識の普及、高揚が図られるよう、人権

教育の充実を図っていきます。 

【取り組みの方向性】 

・ 人権に関する研修の充実、支援 

・ 人権問題に関する情報の提供 

 

（５） 保健・医療関係者 

診療業務に従事する医師、看護師などの医療関係職員及び健康相談や訪問指導のほ

か地域の保健活動に従事する保健師、管理栄養士などについては、市民の生命や健康

を守ることを使命とし、個人の生活に深い関わりをもつ業務を担っています。保健・

医療関係者が人権問題を正しく認識・理解し、個人の人格を尊重するとともに、プラ

イバシーへの配慮や病歴・相談内容などの個人情報の保護について適切に対処できる

よう、人権教育の充実に努めていきます。 

【取り組みの方向性】 

・ 人権に関する研修の充実 

・ 人権問題に関する情報の提供 

 

（６） マスメディア*関係者 

  マスメディア*は人権教育、啓発の推進を図る上で極めて有効な手段であり、関係

者の積極的な取り組みが必要です。また、一方では誤って報道された場合など、権利

侵害は極めて大きなものとなり、報道や取材活動等に当たっては、人権に常に配慮す

ることが必要です。マスメディア*関係者に対し、その活動を通して積極的に市民に

対して人権尊重の働きかけを行うよう要請に努めるとともに、常に人権に配慮した報

道等が行われるよう促します。 

【取り組みの方向性】 

・ 人権教育、啓発のため積極的な働きかけ 

・ 人権に配慮した報道の要請 
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第４章 分野別施策推進 

 

１ 同和問題   

（１）現状と課題 

2016 年、国会で「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法*)が成立し

ました。第 1 条の目的では、「現在もなお部落差別が存在すること」「部落差別は許されな

いものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であること」「部落差別の解

消を推進し、もって部落差別のない社会を実現すること」が記されています。 

同和問題は、我が国固有の人権問題であり、日本国憲法が保障する基本的人権に関わる

深刻でかつ重大な社会問題である。その早期解消を図ることは国の責務であり国民的課題

となっています。 

 国は、1965(昭和 40)年の同和対策審議会答申を受けて、1969（昭和 44）年に「同和対

策事業特別措置法」を 10 年間の時限立法として公布、その後「地域改善対策事業特別措置

法」「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」を制定し、同和問

題解決に向けて様々な関係施策を推進してきました。 

 福岡県においては、同和問題の解決を県政の重要な課題と位置付け、国や市町村と一体

となって特別措置法に基づく特別対策のほか、独自の施策を実施することにより、総合的

な同和対策の積極的な推進に努めてきました。その結果、生活環境の改善をはじめとする

物的な基盤整備は着実な成果が見られてきました。  

 宗像市では、1969（昭和 44）年 11 月に同和対策審議会を設置し、翌 1970（昭和 45）

年に、専門部として同和対策室を設け、地区住民の要望をふまえ、事業の統括、連絡調整

を図ってきました。1981（昭和 56）年には、市政施行と同時に、同和対策課を設置し「宗

像市同和教育推進協議会」が中心となって同和教育・啓発を全面的に推進してきました。 

1998（平成 10）年 6 月の定例議会においては「宗像市民は～差別のない都市の実現をめ

ざす～」という宗像市民の人権を尊重する都市宣言を採択し、同和問題に関する正しい理

解と認識を深め、同和問題に自主的に取り組むことができるよう人権教育・啓発活動を推

進してきました。 

  市民啓発の取り組みとしては、1981（昭和 56）年から、毎年 7 月を「同和問題強調月間」、

12 月 1～20 日を「人権問題強調期間」と定め、街頭啓発、人権問題講演会等を行い、国及

び県と一体となって啓発に取り組んできました。また、毎年 4 月は宗像市独自の「同和問

題強調月間」を設定したり、小・中学校児童生徒の人権作文等を掲載した冊子の製作・配

布を行ったりして、市民全体で人権教育・啓発に取り組んできました。 

  しかしながら、依然として結婚差別や差別発言、差別落書き等の差別事象が後を絶たず、

いまだ差別意識の解消にはいたっていません。このような残された課題解決については、

国をはじめ、県とともに協力・連携して差別解消に努めていきます。このような現状をふ

まえ、今後も同和問題を人権問題の主要な問題として位置づけ、すべての人の基本的人権
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を尊重する人権教育・啓発を積極的に推進していきます。            

 

（２）施策の基本的方向 

① 同和問題啓発の推進 

 県と密接に連携し、市民一人ひとりが同和問題についての正しい理解と認識を深め、

同和問題に自主的に取り組むことができるよう啓発活動に積極的に取り組みます。 

【取り組みの方向性】 

・ 地域を活用した啓発研修 

・ 同和問題啓発強調月間の取り組み 

・ 企業・事業所等への啓発の推進 

・ 児童･生徒作品「人権ポスター・標語」の展示 

・ 児童･生徒作品「人権作文集」等の作成 

・ 人権啓発ＤＶＤの貸し出し 

・ 「えせ同和行為*」対応についての啓発推進 

・ 福岡県人権啓発情報センターとの連携 

   

② 同和教育の推進 

同和問題の解決は、教育における重要な課題であることを認識するとともに、市民の

教育・啓発に対する期待や願いに応えるために、これまでに培われてきた同和教育の成

果を踏まえつつ、引き続き施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。 

また、諸施策の推進に当たっては、学校教育と社会教育が連携･融合し、学校・地域・

家庭が一体となり、各種事業・研修会等を友好的に行うとともに、それらの取り組みを

通して、同和問題に対する科学的認識に基づく確かな人権意識を培い、差別事象の解消

と市民一人ひとりが個性や能力を生かし、自己実現を図ることができる社会の実現を目

指した取り組みを積極的に推進します。 

（ア） 学校教育 

児童生徒の人権意識の高揚を目指して、就学前・小・中学校の連携の下、全教科・

全領域における計画的・効果的な人権教育を進めます。その際、副読本「かがやき*」

ＤＶＤ「あおぞら*」等を市内各小中学校の年間計画の中に位置づけ、有効活用を行

うとともに内容の充実を図ります。 

また、校長を中心とする校内推進組織を確立し、人権・同和教育担当者を設置する

とともに、教職員の人権・同和問題に対する正しい認識を培う研修 

の充実を図り、児童生徒への効果的な指導が行われるよう指導力の向上に努 

めます。 

【取り組みの方向性】                    

・ 小中一貫教育を見通した人権教育全体計画の作成 
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・ 学習指導方法の工夫改善 

・ 小中学校における人権教育の推進、充実 

・ 同和教育副読本*、活用実践集等の活用 

・ 豊かな心を育む教育活動充実 

・ 教職員の資質を高める｢宗像市人権・同和教育研究協議会*｣の支援 

・ 効果的な教職員研修の推進 

 

（イ）社会教育 

家庭教育の重要性を認識し、乳幼児期における人権問題に対する土台づくり及び児

童生徒に対する正しい人権意識を形成するために、保護者に対する学習機会や情報の

提供を行います。 

 また、効果的な学習を進めるために、知識のみならず感性や態度・行動に表れるよ

うな体験活動を重視した学習プログラムの開発や学習方法の工夫改善等を進めると

ともに、教育資料等を通して、的確な情報提供に努めます。 

さらに、これまで行われてきた教育活動の成果を損なうことなく、地域における計

画的・効果的な教育活動が行われるようその支援に努めます。 

【取り組みの方向性】 

・ 家庭教育に対する支援 

・ 学習教材・資料等の充実 

・ 学校教育との連携 

・ 地域への啓発と支援 
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２ 女性の人権問題 

（１） 現状と課題 

国連は、女性の地位の向上を目指して、1975（昭和 50）年を「国際婦人年」、1979（昭

和 54）年には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を採択し、女性の

人権尊重・地位向上を目指して積極的に取り組んできました。1995（平成 7）年北京で開

催された第 4 回世界女性会議では「女性の権利は人権である」と謳われ、「女性と貧困」「女

性に対する暴力」「女性と経済」等、12 の具体的な提案が行動綱領として採択されました。 

 国内においては、1999（平成 11）年 6 月には「男女共同参画社会基本法」、2000（平成

12）年には「男女共同参画基本計画」が施行され、推進体制の拡充が図られました。 

宗像市においては、男女共同参画社会の実現をめざし「宗像市男女共同参画プラン」2001

～2010（平成 13～22）年度を作成しました。2004（平成 16）年 4 月には「宗像市男女共

同参画推進条例」を施行し、性別にかかわらず、お互いを尊重し、職場、学校、家庭、地

域等、社会のあらゆる分野で自分らしい選択ができ、個性と能力を十分に発揮し、喜びも

責任も分かち合う社会を目指しています。 

しかしながら、今日私たちの社会生活において、男女が対等であるとはいえない状況が

あり、様々な社会制度や慣行を男女共同参画の視点に立ち、見直す必要があります。女性

があらゆる場に参画し、能力を発揮するためには、家庭や地域、職場、学校等において性

による固定的役割分担意識を取り除くことが大切です。 

女性が働くための条件整備については、国・県等の関係機関と連携し、男女雇用機会均

等法や労働基準法等の周知や、企業・労働者の意識啓発に努めるとともに、セクシュアル・

ハラスメント*の防止に取り組むことが重要です。 

また、性暴力、ＤＶ*等、女性に対する人権侵害をなくす啓発活動を展開することも重要な

課題です。女性に対する暴力は人権に関わる重大な問題であり、男女共同参画社会の実現

を著しく阻害するものです。社会をあげての女性への暴力を無くす取り組みが重要です。 

 男女共同参画に関する意識啓発については、男女共同参画推進センター「ゆい」を拠点

とし地域や市民活動団体等連携しながら取り組みます。男女がともに社会の対等な構成員

として、性別に関わらず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でき

る男女共同参画社会の実現を目指し、様々な機会を捉え広く市民の意識啓発を図ることが

重要です。 

 

（２） 施策の基本的方向 

① 男女共同参画社会を実現するための環境づくり 

 女性の人権が尊重される社会を実現するためには、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、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

任を担う男女共同参画の推進が必要です。このため、政策・方針決定過程への女性の参
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画を図るとともに、内閣府の定める男女共同参画週間*を中心とし推進の意識を醸成す

る啓発活動を行います。 

また、子どもたちが将来、性別にかかわりなく対等な立場で社会や家庭を担っていく

ために必要な教育の充実を図ります。 

【取り組みの方向性】 

・ 政策・方針決定過程（審議会等）への女性の参画の推進 

・ 男女共同参画に関する啓発の実施（「男女共同参画の日」の定着等） 

・ 国や県が実施する啓発活動・事業との連携 

・ 男女共同参画教育の充実（「男女共同参画教育指導の手引」等の活用） 

 

② 女性の人権が尊重される社会づくり 

 福岡県男女共同参画推進条例は、誰もが性別によって差別されることなく、その人権

が尊重されることを基本理念の一つとしています。近年大きな社会問題となっている女

性への暴力、特にＤＶ*について、被害者の人権を尊重しながら、法律等に基づいた適

切な対応を図ります。 

また、女性に対する暴力をなくす運動期間を中心とし、啓発活動に積極的に取り組み

ます。 

【取り組みの方向性】 

・ 女性に対する暴力の防止 

・ ＤＶ*被害者等に対する支援 

・ 女性の人権に係る啓発活動の推進 

 

③ 職場・家庭・地域における男女共同参画の推進 

女性があらゆる分野において男性と対等に参画するためには、職場における均等な機

会と待遇の確保や働き方の見直し、ワーク・ライフ・バランス *の実現、職場・家庭・

地域における活動を男女が共に担える環境づくりが必要です。このため、事業者と連携

した取り組みの推進、ワーク・ライフ・バランス *、仕事と家庭の両立支援の取り組み、

地域における女性の参画等を推進します。 

【取り組みの方向性】 

・ 職場における男女共同参画推進 

・ 男女が共に家事や育児、地域活動を担う環境づくり 

・ 女性の再就職支援 
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３ 子どもの人権問題 

（１）現状と課題 

国では、日本国憲法の精神に則り、1947（昭和 22）年に「児童福祉法」、1951（昭和 26）

年には「児童憲章」を制定し、子どもの人権尊重とその心身にわたる福祉の保障及び増進

に関する関係諸施策を進めてきました。1994（平成 6）年には「児童の権利に関する条約 *」

（子どもの権利条約 *）を批准し、1998（平成 10）年に児童福祉法を改正、1999（平成

11）年には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」

を制定し、2000（平成 12）年には、被虐待児の早期救済等を目指す「児童虐待の防止等に

関する法律」を制定しました。さらに、2016(平成 28)年には、児童福祉法を改正し、すべ

ての児童が適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されることなどの権利

を有することを明確にしました。 

県では、1983（昭和 58）年に「福岡県青尐年健全育成対策推進本部」を設置し、1995

（平成 7）年「福岡県青尐年健全育成条例」を制定し、この条例を適正に運用するととも

に、1992（平成 4）年「福岡県青尐年健全育成総合計画」や 1997（平成 9）年「福岡県児

童育成計画」等に基づいて子どもが健やかにたくましく育まれる環境づくりに努めてきま

した。 

また、急増する児童虐待に対応するため、2001（平成 13）年には県内の福祉・医療や教

育等の関係機関・団体で構成する「福岡県児童虐待防止中央連絡会議」を設置するととも

に県内 14 ブロックに「福岡県児童虐待防止地域連絡会議」を設置し、児童虐待防止ネット

ワークを構築する等、児童虐待の防止施策の推進を図ってきました。 

しかしながら、依然として子どもの人権を侵害する事象は後を絶たず、児童虐待、いじ

めや体罰等多くの深刻な問題が生じています。また、シンナーや覚せい剤等の薬物乱用の

低年齢化、有害情報の氾濫や性の商品化といった問題等、子どもの心身をむしばむ憂うべ

き社会現象も見られます。 

原因としては、尐子化や核家族化等の進行により、家庭や地域における子育て機能の低

下や地域とのつながりの希薄化といった子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化してい

ることが大きな要因として考えられています。 

このような現状の中、宗像市はこれまで子どもを安心して生み育てることができるよう、

地域ぐるみで「子育てやさしい、まちづくり」を進めてきましたが、2012 年（平成 24）

年に「宗像市子ども基本条例」を制定し「子どもの最善の利益の保障」を念頭に置き、宗

像市における子ども施策の推進にあたることとしました。 

今後、子育て支援体制の充実、地域ぐるみでの子育てや家庭や地域の教育力向上等子ど

もが健やかに育まれる環境づくりを通して、人権意識の高揚と人権教育の推進を図ってい

く必要があります。  
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（２）施策の基本的方向 

① 子どもの人権が尊重される社会づくり 

子どもの健全育成のためには、子どもを「保護の対象」とするだけでなく、「権利を

行使する主体」として捉える「児童の権利に関する条約」の理念を踏まえ、子どもを市

民の一人として捉え、子どもの権利を保障し、守ることが大切です。 

【取り組みの方向性】 

・ 宗像市子ども基本条例についての広報・啓発活動の推進 

・ 宗像市子ども基本条例に則った学習機会の提供 

 

② 子育て支援 

 子育てに関する不安を軽減し、安心して子育てができる環境の充実に取り組みます。 

【取り組みの方向性】 

・ 児童にかかわる各関係機関・団体との連携強化 

・ 児童や家庭に対する相談・支援体制の充実 

 

③ 心豊かに育つ環境づくり 

 すべての子どもが、個性豊かに伸び伸びと育ち、夢や志をもった若者になることは、

全てに市民の願いです。しかし、子どもを取り巻く環境が大きく変化しています。この

ような状況に対処するため、学校・家庭・地域が連携し、子どもの健全育成に努めます。 

【取り組みの方向性】 

・ 子どもを取り巻く有害環境の浄化 

・ 青尐年指導員会事業の支援 

・ 子どもの居場所づくりの推進 

・ いじめや体罰等を防ぐための生徒指導の充実 

・ 地域の見守り活動の支援 

・ メディアリテラシー *教育の推進 
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４ 高齢者の人権問題 

（１）現状と課題 

世界各国で高齢化が進む中、1982（昭和 57）年に初めての高齢者に関する国連の

世界会議がウィーンで開催されました。1991（平成 3）年には、高齢者の自立、参加、

ケア、自己実現及び尊厳の５項目を実現するために「高齢者のための国連原則」を定

め、1999（平成 11）年を「国際高齢者年」に制定しました。 

また、我が国においては、急速に進んでいる高齢化社会に対応するため、1989（平

成元）年に「高齢者保健福祉推進 10 カ年戦略（ゴールドプラン）」が策定され 、2000

（平成 12）年から「介護保険制度」が導入されました。 

我が国の総人口は、2015（平成 27）年の国勢調査で、1920（大正 9）年の調査開

始以来、初めての減尐となりましたが、総人口に占める 65 歳以上の人口割合（高齢

化率）は、平均寿命の延びや出生率の低下に伴い、23.0 パーセントから 26.6 パーセ

ントに上昇しています。 

宗像市においても、65 歳以上の人口割合（高齢化率）は上昇しており、今回の国

勢調査では 26.6 パーセントとなっています。さらに 2025 年には団塊の世代すべて

が 75 歳以上となり、2040 年には団塊ジュニア世代が 65 歳以上になるなど、高齢化

は今後ますます進展することが見込まれています。それとともに、認知症高齢者の増

加や福祉サービスの需要の増加などが見込まれており、限られた医療施設、介護施設

で対応することは困難になることが懸念されます。そのため、高齢者が住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・

住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築が求め

られています。 

高齢者が健康で豊かな生活を送るためには、社会の重要な一員として、その個性や

能力を十分に発揮しながら主体的に社会活動に参画し、生きがいを持って生活し活動

できるような環境づくりが必要です。また、高齢社会の中核的存在となる団塊の世代

の豊富な知識や経験等を地域社会に生かしていくことが重要です。 

その一方で、高齢者のひとり暮らしや高齢夫婦世帯の増加をはじめ、高齢者に対す

る介護の放棄、身体的虐待や心理的虐待、あるいは高齢者の家族などによる無断の財

産処分（経済的虐待）、高齢者の孤独死や自殺、高齢者を対象としたニセ電話詐欺事

件など深刻な社会問題となっています。 

そこで、高齢者の人権擁護には、医療や福祉だけでなく多方面からの総合的な対応

を図るため、ネットワークづくりや相談窓口の充実が求められます。高齢者の人権問

題について広く市民が関心を持つよう周知に努め、市民全体が高齢者に対する認識や

理解を深め、すべての高齢者が、住み慣れた地域の中で支えあい、その人らしくいき

いきと、安心して暮らせるまちの実現を目指して、啓発活動を進めていく必要があり

ます。 
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（２）施策の基本的方向 

  ① 生きがいづくりの推進及び社会参加の支援 

 高齢者が生きがいを持って、充実した生活を送ることができるよう、地域社会にお

いて、生涯現役で長年培った豊富な知識や経験及び技能を生かし、社会の担い手、支

え手として意欲的に社会参加できる環境づくりを目指すとともに、高齢者の意欲や能

力に応じた多様な雇用・就業機会の確保に努めます。 

  【取り組みの方向性】 

   ・シルバー人材センターとの連携による雇用機会の確保 

   ・社会参加の促進 

   ・生涯学習の推進 

 

② 高齢者福祉の充実 

 高齢者が可能な限り住み慣れた地域や自宅で、いきいきと安心して暮らし続けるこ

とができるよう、高齢者福祉の中核である地域包括支援センターが中心となり、地域

住民の身近な総合相談・支援の機能を果たすことで、高齢者が人としての尊厳を保ち

ながら、公的サービスだけでなく地域におけるサービスや資源を有効に活用し、高齢

者やその家族を包括的に支援できる体制づくりを推進します。 

  【取り組みの方向性】 

   ・保健、医療、福祉相談体制の充実 

   ・介護保険事業の円滑な運営 

   ・サービス基盤の整備、充実 

   ・高齢者在宅生活の支援 

   ・認知症高齢者に対する支援 

   ・権利擁護事業の推進 

 ・成年後見制度 *の利用促進 

 

③ 高齢者への理解を深める教育・啓発の推進 

 高齢者等をはじめとするすべての市民の自立や社会参加を促進する、安全で快適な

生活環境づくりのため、「福岡県福祉のまちづくり条例」に基づき、公共的建築物、公

共交通機関、歩行空間等のバリアフリー*化を促進し、高齢者が安全かつ円滑に移動で

きるまちづくりを推進することは、高齢者福祉を進めるうえで大切です。 

 このような、高齢者福祉に対する理解と関心を深めるため、老人の日（9 月 15 日）

を中心とした「老人週間」（9 月 15 日～21 日）の行事を実施するなど広く市民の敬老

意識の高揚を図ります。 

 学校教育においては、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間を通して、高

齢者が地域づくりのために尽くしてきたことを理解し、高齢者に対する尊敬、感謝の
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心を育むとともに、介護・福祉体験や高齢者との相互交流事業を進めるなど福祉教育

を推進します。 

  

【取り組みの方向性】 

   ・広報紙による人権啓発活動 

   ・学校教育、生涯教育における福祉教育及び啓発活動の推進 

   ・世代間交流事業の推進 
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５ 障がい者の人権問題 

（１） 現状と課題 

国連では、1981（昭和 56）年に、障がい者の完全参加と平等をテーマとする「国

際障害者年」を設定し、1983（昭和 58）年から 1992（平成 4）年の 10 年間を「障

害者のための国連 10 年」と定め、障がい者の人権の確立、自立と社会参加の実現に

努めてきました。2006（平成 18）年には、障がい者の人権保障に関する初めての国

際条約である「障害者の権利に関する条約」が国連総会において採択され、2008（平

成 20）年に発効しました。 

我が国においても、1993（平成 5）年に「心身障害者対策基本法」を「障害者基 

本法」へと改正し、障がい者の「自立とあらゆる分野における参加促進」という基

本理念を示すとともに、1995（平成 7）年には、「障害者プラン～ノーマライゼーシ

ョン*7 か年戦略～」を策定し、障がい者施策の総合的、計画的推進を図っています。 

2011（平成 23）年には、障害者基本法が改正され、「全ての国民が、障がいの有

無に関わらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される」という理念に

則り、障がい者を施策の主体として位置づけるとともに、障がい者に対する差別禁

止と社会的障壁の除去に関する合理的配慮*義務が定められました。また、2012（平

成 24）年に、障がい者への虐待防止についての行政及び国民の責務を定めた「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」（障害者虐待防止法）

が施行されました。 

2013（平成 25）年には、「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）が施行され、障がい者の範囲に難病を加え、制度の

谷間のない支援の提供と法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現

するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生並びに社会的障壁の除

去に資するよう総合的かつ計画的に行われることを基本理念に掲げています。同年

6 月には、障がいを理由とする差別等の権利侵害行為の禁止や社会的障壁を取り除

くための合理的な配慮をすること等を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」（障害者差別解消法*）が成立しました。この法律は、国の基本方針

やそれに基づく自治体の対応要領、事業所向けの対応指針の作成・公表、事業者へ

の周知活動等の準備期間を経て、2016（平成 28）年 4 月に施行されました。 

宗像市では、1993（平成 5）年の「障害者基本法」が成立したのを受けて、1994 

（平成 6）年に市内の障がい者を対象に実態調査を実施しました。この調査結果から、

都市施設のバリアフリー*化や文化・スポーツ活動の参加、重度障がい者の地域生活

支援等の課題が明らかとなり、1997（平成 9）年に、「宗像市障害者推進計画」(2003

年までの 7 ヵ年間)を策定し、ノーマライゼーション*の社会の実現を目指して取り

組んできました。 
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2006（平成 18）年には、3 年を 1 期とする「第 1 期宗像市障害福祉計画」を策定

し、以後 3 年ごとにこの計画を見直し、現在、2015（平成 27）年を初年度とした「第

4 期宗像市障害福祉計画」に基づき、障がい福祉施策の推進に努めています。また、

2016（平成 28）年に施行された「障害者差別解消法*」に合わせて「宗像市におけ

る障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程」を策定する等、障害

者差別の解消に向けた取り組みを行っています。 

これらのことによって、地域における生活支援体制の整備も進み、障がい者の自

立と社会参加を可能とする環境も徐々に整いつつあります。また、障がい者自身が

自らの意思と能力を発揮して、地域の中で生活し、かつ積極的に社会へ参加したい

との意欲も高まっています。 

しかしながら、今なお、障がい者に対する偏見や差別意識は根強く残っており、 

   自立と社会参加を阻む様々な心理的、物理的障壁が依然として存在しています。 

そこで、障がい者が一人の人間として尊重され、誰もが同じように生活し、活動 

できる社会の実現に向け、基本的な理解、認識を深めるための広報・啓発を図り、

障がいや障がい者に対する理解の不足から生じる差別や偏見の解消に努めなければ

なりません。そのためには、子どもから大人まで全ての人々が、障がい者への理解

と思いやりの心を養い、具体的行動に結びつくような研修・啓発を進めるとともに、

様々な機会を捉えた障がい者との交流を図る必要があります。また、障がい者の自

立と社会参加を実現するために、障がい者の人権が尊重されるよう、正しい理解の

ための市民啓発や地域における生活支援体制の整備、就業機会の確保、インクルー

シブ教育をめざした特別支援教育の充実、施設整備（バリアフリー*化、ユニバーサ

ルデザイン*の導入）等合理的配慮*の基礎となる環境整備がなされた取り組みを継

続していく必要があります。 

 

（２）施策の基本的方向 

① 障がい者に対する正しい理解と認識のための広報・啓発活動の推進 

ノーマライゼーション*の理念は、市民の間に着実に広がりを見せています。し

かしながら、一方では障がい者に対する偏見や差別意識が依然として根強く残って

います。障がい者、ない人、すべての人が社会の一員として暮らすことができるま

ちづくりを進めるためには、市民一人ひとりが障がい者問題について正しい理解と

認識を深めるための広報・啓発を図るとともに、障がいや障がい者に対する理解の

不足から生じる差別や偏見の解消に努める必要があります。 

     【取り組みの方向性】 

・ ノーマライゼーション*の理念の広報・啓発活動の推進 

・ 「障害者差別解消法*」の推進 

・ 「障害者週間*」（12 月 3 日～9 日）における啓発活動 
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・ 障がい者団体への支援 

 

② 自立と社会参加の促進のための支援 

     障害者基本法の理念である障がい者の自立とあらゆる分野の活動への参加を促

進するための環境づくりを進めます。また、障がい者が住み慣れた地域で安心し

て生活できるよう相談支援体制の整備、障害者スポーツの振興、各種レクリエー

ション・文化活動への参加促進等に取り組みます。 

 【取り組みの方向性】                

・ 地域における生活支援 

・ 宗像市障害者生活支援センターの周知 

・ スポーツ、レクリエーション、文化、芸術活動の振興 

・ 社会参加の支援 

 

③ 学校における特別支援教育及び福祉教育の充実 

  障がいのある子どもの自立と社会参加の推進を図るため、一人ひとりの教育的

なニーズを把握し、合理的配慮*を明確した個に応じた教育を行います。また、障

がい者に対する正しい理解を深め、思いやりのある心を育てるために、交流及び

共同学習の推進や地域活動の支援を行い、障がいのある子どもとその教育につい

ての理解の促進を図ります。 

    【取り組みの方向性】  

・ 交流及び共同学習の推進 

・ 通常の学級における特別な教育的支援が必要な児童生徒に対する支援の推進 

・ 障がいのある子どもについての理解の促進 

・ 教職員の研修の充実 

 

④ 障がい者の権利擁護の推進 

障がい者の人権を守り自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を防止し、そ

の予防と早期発見のための取り組みや、養護者に対する支援を行うとともに、障

がい者の権利擁護を進めるために成年後見制度 *の活用等の支援・啓発を行いま

す。 

【取り組みの方向性】 

・ 障がい者虐待防止事業の推進 

・ 宗像市障害者虐待防止センターの周知 

・ 関係機関との連携による成年後見制度 *の周知、利用支援 
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６ 外国人の人権問題 

（１） 現状と課題  

2016 年「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法

律」(ヘイトスピーチ解消法*)が施行されました。 

人権擁護推進審議会が 2001（平成 13）年に行った答申では、外国人に対する人権問題

として、就労に際しての差別問題、入居・入店拒否問題、在日韓国・朝鮮人児童生徒への

暴力や嫌がらせ、差別発言があると指摘しています。 

 県は、近年の著しいグローバル化、ボーダレス化の進展に伴い、仕事あるいは研修や勉

学のために多数の外国人が訪れ､また､生活しています。今後とも、県に在住する外国人が

増加していくことが予想されています。 

 そこで、県では、1997(平成９)年に「福岡県国際化推進プラン」、2002（平成 14）年 3

月には、同プランを見直して「ふくおか国際化推進プラン」を策定し、日本人と外国人が

共に暮らす、世界に開かれた地域づくりを目指してきました。 

 また、県内に国際化問題に取り組むための「福岡県国際交流行政連絡会議」を設置し、

1998（平成 10）年には、県内在住外国人から広く意見を求めるため、外国人を主要メンバ

ーとした「福岡県の国際化を共に考える懇話会」を発足し、取り組みを進めてきました。 

 さらに、1998（平成 10）年には、「学校教育における在日外国人の人権に関する指導上

の指針」を策定し、在日韓国・朝鮮人をはじめとする外国人と日本人が共に生き、多元的

文化や多様性を容認できるように、外国人問題に関する人権教育を推進してきました。 

 宗像市では、著しい国際化の進展に伴い、仕事、研修、勉強のために多数の外国人が宗

像市を訪れ（平成 27 年度現在 530 人）、宗像市で生活しており、今後も在住する外国人は

増加していくことが予想されます。また、宗像市では、国際理解を深めるために、1992（平

成４）年４月には、大韓民国金海市と姉妹都市を結び、積極的に交流を推進しています。 

 しかしながら、これら外国人に対し、言葉をはじめとして文化や習慣の違い等による人

権問題が生じることが心配されます。また、民族や人権を冒涜したヘイトスピーチ等が繰

り返されており、国も 2016（平成 28）年「ヘイトスピーチ防止法*」を施行する等グロー

バル社会に対応して人種・民族の尊厳を対象に保たれるよう制度改革に力を入れています。 

 そこで、外国人の基本的人権に関する諸問題を解決するため、外国人のための人権相談

体制の充実、差別意識の解消、嫌がらせや差別事象の根絶に向けた人権教育・啓発活動に

努めていきます。 

 

（２）施策の基本的方向 

① 国際理解のための啓発の推進 

開かれた地域社会を目指すためには、異なった言葉や習慣､価値観を持つ人々の文化

を理解することが必要です。このことは、一人ひとりが「地球市民」としての意識をも

つことにつながります。国籍や文化の違いを乗り越えて、お互いに個性を尊重し合い、
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相互扶助の精神をもって安心して暮らせる地域社会づくりを推進します。 

【取り組みの方向性】 

・ 国際交流の推進の充実 

・ 宗像市グローバル人材育成プランの推進 

 

② 国際理解教育の推進 

学校はもとより、地域や家庭においても、人権教育・国際理解教育の更なる充実が求

められています。 

このため、学校、地域、家庭が連携・協力しながら、人権教育を推進するとともに、

外国人に対する偏見や差別意識を解消し、多元的文化や多様性を尊重するための国際理

解教育を推進します。特に学校では、異文化に対する理解や異なる文化を持つ人々とと

もに協調して生きていく態度を育成する等の国際理解教育をすべての教育活動を通し

て推進します。 

【取り組みの方向性】 

・ 外国語指導助手の活用 

・ 児童生徒の海外交流事業の実施 
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７ ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等の人権問題 

（１）現状と課題 

  ＷＨＯ（世界保健機構）は、1988 年（昭和 63 年）に毎年 12 月 1 日を「世界エイ

ズデー」と定め，ＨＩＶ感染症／エイズのまん延防止と患者・感染者への偏見と差別

の解消を図る啓発活動の実施を提唱しました。 

これを受け、我が国においては、1999 年（平成 11 年）にＨＩＶ感染症／エイズを

はじめとして、それまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、「感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（感染症法）が施行され、患者・

感染者の人権に配慮した予防及び医療に関する総合的な施策が推進されることとな

りました。 

また、ハンセン病は、らい菌による感染症で、現在では治療法が確立していますが、

1996 年（平成 8 年）に「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されるまで、古く

から患者に対して施設への入所を強制する隔離政策が採られ続け、2001 年（平成 13

年）の熊本地裁判決を契機として、ようやく国によるハンセン病患者・元患者に対す

る補償や名誉回復などの措置が講じられることとなりました。 

しかしながら、ＨＩＶ感染症／エイズやハンセン病については、いまだに疾病に対

する正しい認識が不足しており、患者・感染者のみならずその家族に対して、差別や

偏見、排除するといった人権に関わる問題が発生しています。 

そこで、特に 21 世紀を担う青尐年に対しては、性に関する正しい知識や理解とあ

わせて、ＨＩＶ感染症／エイズの予防やＨＩＶ感染者・エイズ患者に対する偏見及び

差別の解消に向けた啓発を推進する必要があります。 

一方、ハンセン病療養所の入所者は、いまだに多くの人が生活や医療への不安偏

見・差別へのおそれなどから、療養所での生活を余儀なくされているため、社会復帰

を希望する人が安心して生活できるよう、偏見や差別の解消に向けて、啓発や広報活

動に一層取り組む必要があります。 

 

（２）施策の基本的方向 

 ① ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等の人権 

国や県の施策と歩調を合わせ、ＨＩＶ感染者・エイズ患者やハンセン病患者・元患

者への偏見や差別を解消するため、市民に対して疾病の正しい知識の普及、啓発を推

進するとともに、福岡県宗像保健福祉環境事務所など、関係機関と連携、調整を図り

ながら、エイズ教育の充実や相談・支援体制の確保に努めます。 

【取り組みの方向性】 

・ ＨＩＶ感染症／エイズ、ハンセン病に関する啓発の推進  

・ 学校におけるエイズ教育の充実 
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８ その他の人権問題 

前述の人権問題のほかにも、次にあげるような人権問題が存在しており様々な機会を

通して人権教育・啓発を推進します。 

（１）アイヌの人たちの人権 

 アイヌの人々は、中世末期以降の歴史の中では、東北北部から北海道全域に先住して

いた民族であり、現在においてもアイヌ語をはじめとする口承文芸やイオマンテ等の伝

統儀礼、あるいは特有のアイヌ文様等に代表される豊かな独自の文化や伝統を有してい

ます。アイヌの文化や伝統は、江戸時代の松前藩の支配や維新後の「北海道開拓使」の

設置による同化政策により、十分に保存・伝承が図られていない現状があります。 

 また、アイヌの人々が居住する地域においては、経済状況や生活環境、教育水準等こ

れまでの北海道ウタリ福祉対策の実施で確実に向上してきたものもありますが、他の

人々との間になお格差があり、結婚や就職等に今なお、偏見や差別が存在して、人権教

育・啓発活動において、正しい行動ができるよう関係機関と連携して取り組みます。 

 

（２）犯罪被害者等の人権 

犯罪被害者やその家族は、直接的な被害とともに、それに付随する精神的、経済的被

害等を受けているだけでなく、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、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法

律」や「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」等犯罪被害者等の支援、救済を図

るための法的整備も進められてきました。 

  今後とも、関係法を有効に活用しながら、犯罪被害者やその家族の立場やニーズを踏ま

えた支援策を講じるとともに、司法、行政、民間団体との連携、協力の下に、その心情

に配慮した啓発活動の推進に努めます。 

 

（３）インターネット*等による人権侵害 

近年の高度情報化社会を背景として、インターネット*の匿名性を悪用し、インターネ

ット*上の電子掲示板やホームページに人権を侵害する情報の書き込みが増加していま

す。また、子どもの社会においても SNS 等が普及し、いじめ等の事例の増加につながっ

ています。このため、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律」（プロバイダ責任法）の周知に努めるとともに、利用者一人ひとりが、

情報モラルを守り、人権を侵害するような情報をインターネット*上に掲載しないよう、

関係機関と連携しながらＩＴ講習会等を通して必要な教育・啓発を行います。 

  また、パソコンや携帯電話のメール等を使った誹謗中傷等による人権侵害も発生してお

り、情報の収集・発信における個人の責任や情報モラルについての理解を促進させるた

めの教育・啓発を関係機関と連携していきます。  
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（４）刑を終えて出所した人の人権  

   刑を終えて出所した人に対しては、本人に真摯な更生の意欲がある場合であっても、

偏見や差別のため、身元の引き受けが難しいことや、就労、住居の確保等の問題があり、

社会復帰が窮めて厳しい状況にあります。刑を終えて出所した人が、真に更生し、社会

の一員として円滑な生活を営むことができるようにするためには、本人の意思とともに、

家族、職場、地域社会等の周囲の人々の理解と協力が欠かせないことから、刑を終えて

出所した人に対する偏見や差別意識を解消し、その社会復帰に資するための啓発活動を

今後も、積極的に推進する必要があり保護司や関係機関と連携して取り組みます。 

 

（５）性的マイノリティ*の人権 

 いわゆる「性的マイノリティ*」とされる人は、子どものころからいじめなど様々な偏見

や差別を体験したり、「こころの性」とは異なる振る舞いを要求されるなど、あらゆる場面

で精神的・肉体的苦痛を受けていることがあります。 

近年、性的マイノリティ*については、マスコミでも多く取り上げられており、人権問題

として幅広く認知されるようになってきました。また、当事者や家族が立ち上げた団体な

どが、差別や偏見をなくすために様々な啓発活動を行っています。性的マイノリティの正

しい認識を広めるために、宗像市においても、積極的な啓発活動に取り組みます。 

 

（６） 拉致された被害者の人権 

 2004（平成 14 年）９月の一回目の日朝首脳会談で、北朝鮮は長年否定してきた拉致を

初めて認め、謝罪し、再発防止を約束しました。しかし、未解決の被害者の方々について

は、未だに北朝鮮当局より十分な情報提供はされていません。 

2006（平成 18 年）には、北朝鮮当局による人権侵害問題の抑止を目的として、「拉致問

題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。また、

毎年 12 月 10 日から 16 日までは、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」として国や自治体をは

じめ、全国各地でさまざまな事業が実施されています。 

 拉致は決して許されない犯罪行為です。その早期解決に向けて、今後も、国・関係地方

公共団体と連携・協力して情報の共有を図り、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害

についての関心と認識を深める啓発・広報等の取り組みが必要です。  

            

（７）その他 

以上のような人権問題以外にも   

  ① ホームレス（野宿、路上）生活者に対する偏見や差別 

  ② 母子家庭･父子家庭に対する差別や偏見 

  ③ 人身取引（トラフィッキング） 

等の人権問題が存在しています。  
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このため、それぞれが抱える人権問題に応じた施策と人権教育・啓発の推進を行うこ

とが必要となっています。 
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第５章 人権教育・啓発推進体制 

 

１ 推進体制と進行管理 

基本計画に基づく人権教育・啓発の推進にあたっては、人権対策課のみならず行政  

全体で総合的かつ計画的、継続的に取り組むことが必要です。 

そのためには、基本計画に基づく人権教育･啓発を効果的に推進するため各課に人権  

推進委員を配置し、行政の主体性を確立します。 

また、基本計画の内容については「宗像市人権教育・啓発推進委員会」において進行管

理に努めます。 

    

２ 関係行政機関や関係団体との連携 

 基本計画に基づく人権教育・啓発の効果的な推進のため、国や県等とは、緊密な連携

と協力のもとに取り組みます。 

 また、人権擁護委員、保護司、民生委員・児童委員等直接市民と関わりのある機関と

は情報を共有し、人権啓発事業や相談事業に積極的に取り組みます。さらに、民間団体

や企業等には情報の提供や研修会への講師派遣等を行い、積極的な取り組みが 

できるように支援します。 

    

３ 基本計画の見直し 

この基本計画は、人権問題を取り巻く国際的な動向や我が国の状況、また、宗像市に 

おける人権教育・啓発の現状及び住民の意識等に的確に対応するために、「宗像市人権 

教育・啓発推進委員会」のもと、その進捗状況と効果について定期的に評価し、必要に

応じて見直しを行います。 
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４ 市人権教育・啓発の基本計画体系 
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（１）学校等における主な人権教育 

①就学前の人権教育 

・幼児教育振興プログラムに基づく施策の推進 

②学校教育における人権教育 

・小中一貫教育を見通した人権教育カリキュラムの

整備と充実 

③ＰＴＡ研修 

 ・学校間の人権教育の交流・報告 

 

 

 

 

 

（２）団体、事業所等における主な人権啓発 

①人権啓発推進団体 

・人権研修プログラム研究体制を確立し、啓発プロ

グラム等の具体化、活用化を図る 

②一般社会団体 

・学習会、研修会が自主的、主体的取り組みが出来

るように教材、資料啓発プログラムの助言・支援 

③事業所（企業）における啓発活動 

 ・事業主層への研修 

（２）家庭、地域における主な人権教育 

①家庭教育 

 ・家庭教育に関する学習機会や情報の提供 

②地域社会における人権教育 

・コミュニティ*・センター、自治公民館等での人

権教育・啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市民に対する主な人権啓発 

①市民啓発 

・人権・同和問題啓発強調月間の取り組みの推進 

②啓発推進体制 

 ・人権啓発窓口の充実や推進体制の強化 

③社会教育・文化及び福祉等の活動における啓発 

 ・コミュニティ*・センターや市民活動交流館（メ

イトム宗像）等で啓発 

１ 人権教育 

２ 人権啓発 

３ その他特定職業従事者に対する研修 

（1）教職員（2）宗像市職員（3）社会教育関係者（4）福祉関係者 等 
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分
野
別
施
策
の
推
進
（
第
４
章
） 

１ 同和問題 

２ 女性 

３ 子ども 

４ 高齢者 

５ 障がい者 

６ 外国人 

７ ＨＩＶ 

感染者等 

８ その他の 

人権問題 

○ 同和問題啓発の推進 

○ 同和教育の推進 

○ 男女共同参画社会を実現するための環境づくり 

○ 女性の人権が尊重される社会づくり 

○ 職場・家庭・地域における男女共同参画の推進 

○ 子どもの人権が尊重される社会づくり 

○ 子育て支援 

○ 心豊かに育つ環境づくり 

○ 生きがいづくりの推進及び社会参加の支援 

○ 高齢者福祉の充実 

○ 高齢者への理解を深める教育・啓発の推進 

○ 障がい者に対する正しい理解と認識のための広

報・啓発活動の推進 

○ 自立と社会参加の促進のための支援 

○ 特別支援教育及び福祉教育の充実 

○ 障がい者の権利擁護の推進 

○ 国際理解のための啓発の推進 

○ 国際理解教育の推進 

○ HIV感染者・ハンセン病患者等の人権 

 

○  
○ アイヌの人たちの人権 

○ 犯罪被害者等の人権 

○ インターネット等による人権侵害 

○ 刑を終えて出所した人の人権 

○ 性的マイノリティの人権 

○ 拉致された被害者の人権 

○ その他 

人
権
教
育
・
啓
発
推
進
体
制
（
第
５
章
） １ 推進体制と進行管理 

２ 関係行政機関や関係団体との連携 

３ 基本計画の見直し 
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 用語の説明 

＜基本理念＞ 

○人権 

  人権とは､私たちが幸せに生きるための権利で､人種や民族、性別等の違いを超えて万

人に共通した一人ひとりに備わった権利です。 

  人権の内容には、「自由権」（表現の自由､信教の自由、職業選択の自由、居住・移転の

自由等個人が国家の制限から自由であることにより実現された権利）、「社会権」（社会保

障を受ける権利、教育を受ける権利、労働基本権等、人として最低限度の生活を営むこ

とを保障する権利であり社会平等を保障する権利）そして、発展の権利や自決権､平和的

生存権、地球規模での安全な環境への権利等があります。 

   

＜国際的な潮流＞ 

○世界人権宣言 

  １9４８年 12 月 10 日、第３回国連総会で採択された人権の国際的基準です。その第

１条で、「すべての人間は､生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについ

て平等である」と規定し、全ての人間の自由・平等・無差別の原則を定めています。国

連は、この世界人権宣言を採択した日を「人権デー」とし、加盟国への人権思想の啓発

を要請しています。わが国では、12 月４日から 10 日までの１週間を「人権週間*」とし

て、広く人権の大切さについて啓発を行っています。宗像市では、12 月 1 日から 20 日

までを人権期間として人権啓発に取り組んでいます。 

 

○人種差別撤廃条約 

  1965 年の国連総会で採択、1969 年に発効した条約です。日本は､1995 年に批准して

います。この条約は、世界人権宣言と国連憲章の精神に基づき「あらゆる形態及び表現

による人種差別を全世界から速やかに撤廃し、人種間の理解を促進し、あらゆる形態の

人種隔離と差別のない国際社会を築くための早期の実際的措置の実現」を当事国に求め

ています。 

 

○人権教育のための国連 10 年 

1994 年の国連総会において、1995 年から 2004 年までを｢人権教育のための国連 10

年｣とすることを決議し､各国において「人権という普遍的文化」が構築されることを目

標とし、人権に関する教育啓発活動に積極的に取り組むよう要請しました。 

 

○人権教育のための国連 10 年に関する国内行動計画 

  「人権教育のための国連 10 年」決議を受け、政府は、1995 年 12 月に内閣に「人権

教育のための国連 10 年推進本部」を設置し国内行動計画の策定を進めました。1997 年 
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７月に「人権教育のための国連 10 年国内行動計画」が発表されました。 

この計画は、基本的人権を尊重する意識の高揚を図り「人権」という普遍的文化の創

造を目指し、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、アイヌの人々、外国人、Ｈ

ＩＶ感染者等、刑を追えて出所した人等を最重要課題として、差別意識の解消に向け、

人権教育に積極的に取り組むことにしています。 

 

○人権文化 

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

により、人権を尊重することが日常生活において定着・習慣化される状態。 

 

＜人権教育・啓発の推進＞ 

 

○宗像市人権教育・啓発推進協議会* 

  市民一人ひとりへの人権意識の普及と高揚を図り、豊かで明るい共生のまちづくりを

推進することを目的としています。2001（平成 13）年に設立。 

 

○人権週間 

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

受けて、わが国では、12 月４日から 10 日までの１週間を「人権週間」として、広く人

権の大切さについて啓発を行っています。宗像市では、12 月 1 日から 20 日までを人権

啓発強調期間として人権啓発に取り組んでいます。 

 

○コミュニティ 

  地域社会。共同体。居住地や関心を共にすることで営まれる共同体。 

  地域性による結びつき「地域社会」。 

  共通の関心等による結びつきを重視する場合は「共同体」と言い換えられた。 

  その両方の意味を生かしたい場合は「地域共同体」とすることもできる。 

  宗像市では、12 地区のコミュニティ・センターが設置され、各コミュニティとも活発

な活動が展開されている。 

 宗像市にあるコミュニティ・センター（吉武、赤間、赤間西、自由ヶ丘、河東、南郷、

東郷、日の里、玄海、池野、岬、大島 

 

○ルックルック講座 

  市民の学びたい気持ちに応えるために、市民が行う研修会、学習会や学校の授業等に

講師を派遣する制度。平成 10 年度開始。 

  講座数 149 講座。講座内容（健康、福祉・介護、年金・保険・税、医療、食育・食事、
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子育て・教育、環境、歴史、趣味・教養、まちづくり・市の制度）平成 26 年 10 月現在 

 

○パワー・ハラスメント 

  職務権限を背景にした職場の嫌がらせ。企業の多くが実施したリストラの影響でより

深刻になり､件数も増えています。 

 

○マスメディア 

  大衆によびかける手段あるいは媒体で、パソコン、テレビ、新聞､雑誌等をいう。 

  

＜同和問題＞ 

 

○部落差別解消推進法 

「部落差別の解消の推進に関する法律」2016(平成 28年)12月 9日参議院本会議で成立。

同年 12 月 16 日施行。全 6 条からなる法律だが、第 1 条には、現在もなお部落差別が存

在する、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている。として部落

差別の解消をすることが重要な課題であるとしている。 

 

○えせ同和行為 

何らかの利権を得るため、同和問題を口実にして、企業・行政機関等に「ゆすり」｢た

かり｣等をする行為。 

 

○同和教育副読本「かがやき」 

  小・中・高等学校の 12 年間を通じた人権尊重の精神の育成を図る取り組みとして、福

岡県教育委員会が県内の教職員等の協力のもと、1991 年（平成６年）に作成し､各学校 

に配布したもの。 

 

○人権教育学習教材集「あおぞら」 

  「あおぞら」には、小学校用２編、中学校用６編、高等学校用３篇の教材が収録され

ている。「あおぞら」の教材は、「児童生徒の人権感覚育成につながる学習ができる」と

いう視点が大切にされています。そのために、①価値観・態度側面、技能的側面の育成

を意図した学習 ②自分で「感じ、考え、行動する」主体的・実践的な学習が図られる

ことが意図されています。 

 

○宗像市人権・同和教育研究協議会 

  宗像市内の小・中学校における同和問題をはじめとする様々な差別を解消するために、

人権教育・同和教育の研究と推進を図る会。2001（平成 13）年に設立。 
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＜女性の人権問題＞ 

 

○セクシュアル・ハラスメント 

  相手の意に反した、性的な性質の言動であり、身体への不必要な接触、性関係の強要、

性的なうわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真への掲示等、様々な態様の

ものをさします。 

 

○ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

一般的には、「配偶者やパートナーなどの親密な関係にある、またはあった人から振る

われる暴力のこと」をいう。個人の尊厳を侵すような身体的、精神的､経済的､性的に苦

痛を与える暴力または虐待を含む。 

 

○男女共同参画週間 

  国は、男女共同参画社会基本法が公布施行された（平成 11 年 6 月 23 日）を踏まえ、

6 月 23 日～29 日までの１週間を「男女共同参画週間」とし、男女共同参画社会の実現

に向けた様々な取り組みを行なっている。 

 

〇ワーク・ライフ・バランス  

  仕事とそれ以外の活動（家庭生活、地域活動、個人の趣味や学習、健康・休養など）

を調和させ、その両方を充実させて相乗効果を高めようという考え方やそのための取組

みのこと。男女がともに、人生の各段階において、個性が尊重され様々な活動を自ら希

望するバランスで展開できる状態である。 

 

＜子どもの人権問題＞   

 

○児童の権利に関する条約 （子どもの権利条約） 

  子どもの権利条約 は、18 歳未満を「児童」と定義し、国際人権規約において定めら

れている権利を児童まで広げ、児童の人権の尊重や確保の観点から必要となる事項を規

定したもの。差別の禁止、生存・発達の権利、意見表明権や表現の自由、教育への権利、

虐待や放任からの保護等こどもの幅広い権利を認めたもの。1989（平成元）年の第 44

回国連総会において採択され、1990（平成２）年に発効。1994〈平成６〉年批准。 

 

○メディアリテラシー  

  メディアからの情報を批判的に読み解き、情報の信憑性を的確に判断し有効に利用す

るための能力のこと。 
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＜障害者の人権問題＞ 

○障害者差別解消法 

  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」2016(平成 28)年 4 月 1 日施行。 

 

○成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人の預貯金などの財産

管理、福祉サービスの利用契約、遺産分割の協議等について、選任された成年後見人が

代理して行う。 

 

○合理的配慮 

行政機関や事業者に対して、障がい者から、社会の中にあるバリアを取り除くために

何らかの対応を求める意思が伝えられた場合、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと。 

 

○ノーマライゼーション 

知的障害者の処遇に関して北欧で主張された考え方。デンマークの学者ミケルセンが、

1953 年に同国の社会省に提出した文書の中で、「精神遅滞者に普通に近い生活を確保す

る」という意味で使いはじめた。健常者も障害者も共に生きる社会こそノーマル（普通）

であるという考え方です。 

 

○バリアフリー 

  障害のある人が社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるものを除去するとい

う意味で、もともと住宅建築用語で使用され、段差等の物理的障壁の除去を指すことが

多い用語ですが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的

なすべての障壁の除去という意味でも用いられます。 

 

○ユニバーサルデザイン 

  「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」といった、身体的状況、年齢、国籍等

を問わず、可能な限り全ての人が、人格と個性を尊重され、自由に社会に参画し、生き

生きと安全で豊かに暮らせるよう、生活環境や連続した移動環境をハード・ソフトの両

面から継続して整備・改善していくという理念のことです。 

 

○障害者週間 

  平成 16 年 6 月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉について

の関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、教育その他あらゆる分野の活動

に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」に代わるも 
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のとして設定された。障害者週間の期間は、毎年 12 月 3 日～12 月 9 日までの１週間で

す。 

 

＜他の人権問題＞ 

○ヘイトスピーチ防止法 

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律。

2016(平成 28)年 6 月 3 日施行。 

特定の民族や国籍の人々を排除する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチです。 

 

○インターネット 

  さまざまなコンピューターネットワークが相互に接続され、情報を受けたり発信した

りできる世界的規模のネットワークの総称。 

                   

○性的マイノリティ 

  体の性と心の性との食い違う性同一障害者や、同性愛者・両性愛者といった性的指向

が尐数派である人を指します。LGBT 等の略語が使われていましたが、最近では国連も

SOGI(性的指向と性自認)という言葉を使用し、全ての人たちの問題として提起していま

す。 
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世界人権宣言 

 

第１条  すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利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、姓、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  すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

第４条  何人も、奴隷にされ。又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形にお

いても禁止する。 

第５条  何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。 

第６条  すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 

第７条  すべての人は。法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受け

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

差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 

第８条  すべての人は、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、権利を有す

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  すべての人は、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、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 何人も実行のとき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 すべての人は、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 すべての人は、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 すべての人は、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また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。 
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第１５条１ すべての人は、国籍を持つ権利を有する。                   

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

い。 

第１６条１ 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家

庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中、及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を

有する。 

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 すべての人は、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 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持つ

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関わりなく、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、平和的な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 すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を

有する。 

     ２ すべての人は、自国において等しく公務につく権利を有する。 

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

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

らない。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き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 すべての人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業

に対する保護を受ける権利を有する。 

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

利を有する。 

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

つ有利な報酬を受け、かつ必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることがで

きる。 

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

する。 
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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持つ権利を有 

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。すべてに児童は、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。教育は尐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、すべての者に等しく開

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

益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。 

１９４８・１２・１０ 国連総会で採択 
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○日本国憲法（抄本） 

日本国憲法 

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、政府の行為によつ

て再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、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。 

第三章 国民の権利及び義務 

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

第十一条 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。 

第十二条 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。 

第十三条 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。 

第十四条 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。 

第十五条 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。 
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② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 

③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 

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

私的にも責任を問はれない。 

第十六条 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。 

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又

は公共団体に、その賠償を求めることができる。 

第十八条 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。 

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

第二十条 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。 

第二十一条 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。 

第二十二条 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。 

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 

第二十四条 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。 

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

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

ばならない。 

第二十六条 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。 

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 
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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。 

第二十八条 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。 

第二十九条 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。 

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 

第三十一条 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。 

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理

由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、

抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由

は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 

第三十五条 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。 

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有

する。 

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

制的手続により証人を求める権利を有する。 

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

れを依頼することができないときは、国でこれを附する。 

第三十八条 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。 

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつ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。 
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第四十条 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。 

第十章 最高法規 

第九十七条 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

であつて、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。 
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 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

（平成十二年十二月六日法律第百四十七号） 

（目的）   

第一条  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）   

第二条  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）  

第三条  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）  

第四条  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）  

第五条  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）  

第六条  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。  
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（基本計画の策定）  

第七条  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）  

第八条  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）  

第九条  国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業

の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。  

 

   附 則  

（施行期日） 

第一条  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） 

第二条  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（平成八年法律第百二十

号）第三条第二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。  
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おわりに 

 

21 世紀は「人権の世紀」と言われてすでに 10 年以上が経過しています。 

 

“人権文化*”は私たちの生活に根づいているでしょうか？ 

 

職場や学校、地域そして家庭等において、私たちの日常生活の出来事を人権の視点か

ら考えてみると、さまざまな人権が見えてきます。 

 

いじめ、差別、偏見、虐待、暴力等人の生活や生命をおびやかす多くの問題がますま

す増加傾向にあり、人権の重要性はますます高まってきています。 

 

この「基本計画は」、これらの人権問題の解決のために、人権教育啓発の内容を示し、

その内容の推進をはかるために、行動計画や所管課を設け、それぞれの内容が適切に進

行できるようにしています。 

 

21 世紀を真の「人権の世紀」にするために、この「基本計画」の作成を契機に、人権

について是非考えてみてください。 

 

そして、人権文化*を定着させるために、 

○ ふだん何気なく過ごしている日常生活を人権の視点から見直してみること。 

○ さまざまな人権に配慮して日常生活を過ごすこと。 

 

このような私たち一人ひとりの取り組みが ～愛広がる 人権のまち～ の実現への

第一歩となります。 

 

人権教育・啓発は、日々、住民の社会生活につながる具体的な人権施策であり、行政

全体で取り組むべき重要課題であります。この「基本計画」の推進が、今後、様々な人

権問題の解決に向けての力となり、人権を尊重しあう、住みよい都市の実現になること

を祈念いたします。 

 


