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ごあいさつ 

２１世紀は「人権の世紀」と言われおり、国内外において人権尊重社会の実現に

向けた様々な取組が行われていますが、女性や児童、高齢者などに対する暴力や虐

待等の人権問題が依然として報告されております。また、近年ではＳＮＳ（ソーシ

ャル・ ネットワーキング・サービス）の普及により、インターネット等によるいじ

め問題や犯罪被害など、子どもたちを取り巻く新たな人権問題も発生しております。   

こうした人権問題に対応するため、市民の皆様からいただいた貴重な御意見を踏

まえ、このたび、従来の「基本指針」を改め、新たに「糸魚川市人権教育・啓発推

進計画」を策定し、より分かり易い方向性を提示させていただきました。 

今後は本計画に基づき、あらゆる場において、人権教育と啓発をより一層推進し

てまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました策定委員の皆様をはじめ、

市民意識調査にご協力をいただきました市民の皆様、関係者の皆様に深く感謝し、

心より御礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 平成２９年３月   
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第１章計画の概要 

1．基本的な考え方 

（1）計画策定の趣旨 

国は、2000 年（平成12 年）、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（以下「人権教育・

啓発推進法※」という。）を制定し、この第５条に、「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、人権教育及び啓発に関する施策を策定し、及び実

施する責務を有する」と規定し、地方公共団体に対して、人権教育・啓発施策に関する計画の策定

と実施を求めました。 

201７年（平成2９年）3月、市では、本市を取り巻く社会経済情勢の変化や新たな市民ニーズ

に対応するとともに、明日に希望を持ち、安全・安心な暮らしを築いていくため、「第二次糸魚川

市総合計画」を策定しました。 

その基本計画の中で、全ての人の人権が尊重され、年齢や性別、障害の有無などによらず、誰も

がその個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、市民の人権意識の高揚を図り、あらゆ

る差別解消のための施策を推進することを掲げています。 

 

そこで、市民一人一人が人権尊重の理念について理解を深め、「すべての人の人権が尊重され、

誰もがその個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目指し、人権教育・啓発の取組を総合的

かつ計画的に進めるため、201７年（平成2９年）3月に「糸魚川市人権教育・啓発推進計画」（以

下「推進計画」という。）を策定しました。 

 

※人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（「人権教育・啓発推進法」） 

この法律は、人権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鑑み、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に、2000 年（平成 12 年）

12 月 6 日に施行されました。 

 

（2）計画の性格 

①本市における人権教育と人権啓発の施策を総合的に進めるための指針であり、各種の個別計画

や施策の基本となる計画です。 

②市民との協働及び国、県、関係市町村、関係機関、関係団体との連携・協力によって実現して

いく計画です。 

③今後の社会情勢の急激な変化等により特に必要と認めた場合は、その都度見直しを行います。 

 

（3）計画の期間 

本計画の期間は、201７年（平成 2９年）度から 2023 年（平成 3５年）度までの７年間とし

ます。 
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2．基本理念 

人権とは、全ての人々が持っている人間としての尊厳に基づく固有の権利であり、私たちが社会

において幸福な生活を営むために欠かすことのできない大切な権利です。 

しかしながら、私たちの周りには、女性に対する差別、子どもや高齢者へのいじめや虐待の問題、

障がい者や外国から来た人に対する差別や偏見、高度情報化など社会情勢の変化に伴うプライバシ

ーの侵害、同和問題等、様々な人権問題が存在しています｡このような人権侵害は、個人の幸福を

奪うだけでなく、その生命をも脅かす深刻な社会問題となっています。 

これらの問題をともに克服し、全ての人々が平和で心豊かな生活を送ることのできるまちづくり

を目指すことが私たちの責務です。 

また、国連の「世界人権宣言」では、「全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、

尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を

もって行動しなければならない」（第1条）とうたっています。 

あるいは、日本国憲法においても、「国民は、全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

与えられる」（第11条）、「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身

分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」（第14条）と謳っ

ています。 

そこで、この推進計画は、人権に関わる問題を特別なこととせず、一人一人が基本的人権を享有

する社会の一員であることを認識し、「人間としての尊厳に基づき、自分はもとより、他人の人権

をも大切にし、お互いを認め合い、尊重し合う豊かな人間性を育むこと」を基本理念とします。 

 

3．策定の背景 

（1）国際的な潮流 

国際連合は、第３回総会（1948年）において、差別撤廃・人権確立によって人類共通の願いであ

る恒久平和の実現を明確にするという基本精神をもった「世界人権宣言」を採択しました。 

そして、人類社会の最も基本的なルールである人権を確立し、世界の全ての人々が幸せな未来を迎

えられるよう、第４９回総会（1994年）において、「人権教育のための国連１０年」とする決議

を採択し、「行動計画」を提起しました。 

さらに、より有効的な方策として「人権教育のための世界プログラム」を提起し、現在、国際的潮

流として取組が進められています。 

 

（2）国・県の取組 

我が国においては、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）には国内行動計画と「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定しまし

た。 

国内の法制定をめぐる動向としては、1997年（平成９年）に「人権擁護施策推進法」が制定さ

れ、人権教育・啓発に関する施策や人権が侵害された場合の被害者救済に関する施策を進めること

は、国の責務であると明記されました。 

また、人権教育・啓発に関する理念や国、地方公共団体、国民の責務などを法律として規定する必

要があるとして、2000年（平成１２年）には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制

定されています。 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」では、「国及び地方公共団体は、人権教育及び人権
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啓発に関する施策を策定し、実施する責務がある。国民の責務は、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。」と規定していま

す。 

新潟県では、同和教育を中核とした人権教育を推進するため、1978年（昭和５３年）に「同和

教育基本方針」を策定しました。 

その後、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行されたことに伴い、2004 年（平

成１６年）に「新潟県人権教育・啓発推進基本指針」を策定、2010 年（平成２２年）には「新

潟県人権教育基本方針」を策定し、学校教育及び社会教育における人権教育の一層の推進と充実を

図っています。 

 

（3）糸魚川市の取組 

当市では、このような動向を受け、すべての市民が互いの人権を尊重しあう社会を実現するため、

国・県の人権に関する計画や指針にそって、現状に即した人権教育及び人権啓発の推進、分野別の

人権施策の推進など、当市が取り組むべき人権教育・啓発の基本的方向を明らかにする「糸魚川市

人権教育・啓発推進基本指針」を平成19年3月に策定し、各分野で人権に配慮した施策を推進し

てきました。 

しかし、社会状況の変化は著しく、子どもや高齢者、女性の人権、インターネットによる人権侵

害等の問題は更に深刻化しており、これまで顕在化していなかった新たな人権侵害も発生していま

す。 

また、人権に関する市民意識調査の結果を見ても、市民の人権に対する意識は十分とはいえませ

ん。そこで、市として人権教育・啓発をさらに進めるため、この度「糸魚川市人権教育・啓発推進

計画」を策定します。 

 

今後は、先に策定した「第二次糸魚川市総合計画」の中の個別計画として、「糸魚川市人権教育・

啓発推進計画」を位置づけて事業を展開し、全ての人の人権が尊重され、老若男女・障害者など誰

もがその個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、市民の人権意識の高揚を図り、あら

ゆる差別解消のための施策を推進します。 
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4．計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二次糸魚川市総合計画（基本計画） 

「人権啓発と男女共同参画の推進」 
○人権意識の高揚と人権啓発の推進 

○男女共同参画の推進 

【関連個別計画】 

・第２次いといがわ男女共同参画プラン 

・糸魚川市子ども一貫教育基本計画 

・糸魚川市子ども・子育て支援事業計画 

・第３次糸魚川市親子保健計画 

・糸魚川市高齢者福祉計画 

・第６期糸魚川市介護保険事業計画 

・第３期糸魚川市地域福祉計画 

・糸魚川市ささえあいプラン 

（第 4 期糸魚川市障害者計画・障害福祉計画） 

・第２次健康いといがわ 21 

・第２次糸魚川市生涯学習推進計画 
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第２章 あらゆる場における人権教育・啓発の推進 

１ 人権教育・人権啓発のあり方 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」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」、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」と定義され、人権教育及び人権啓

発は、国及び地方公共団体の責務とされています。 

当市における人権教育・啓発は、家庭、学校・園（保育所、幼稚園）、地域、職場など様々な場

を通じて、市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、これを体得できるよ

う、次の事項に留意して推進することが必要です。 

 

（１）連携と協働による多様な機会の提供 

人権問題がますます複雑化、多様化する傾向の中で、人権教育・啓発は、家庭、学校・園（保育

所、幼稚園）、地域、関係機関、関係団体など社会全体が連携・協働し、多様な場と機会を通じて、

より効果的、総合的に推進することが必要です。 

 

（２）発達段階を踏まえた効果的な推進 

市民一人ひとりが、人権の重要性を正しく理解し、その精神を身につけ、人権を相互に尊重する

態度と行動に根づいて日常生活を営むことが必要です。 

人権教育・啓発は、幼児から高齢者に至る幅広い年齢層を対象とするものであり、より効果的に

推進するためには、家庭、学校・園（保育所、幼稚園）、地域、職場など対象者の発達段階に応じ

ながら、ねばり強く推進することが必要です。 

 

（３）市民の自主性の尊重と人権教育・啓発における主体性の確保 

人権教育・啓発に当たっては、人権問題は人の内面的な問題にかかわることや多種多様な意見が

あることなどから、市民一人ひとりの自主性を尊重し、押し付けにならないよう十分留意すること

が必要です。 

また、その効果を十分発揮するためには、その内容はもとより、実施の方法などにおいても、市

民の理解と共感を得るものであることが必要であり、市は主体性や中立性を確保して人権教育・啓

発を推進することが必要です。 

 

２ 就学前における人権教育の推進 

（１）現状と課題 

乳幼児期は、人間形成の基礎が培われる大切な時期であり、乳幼児期を思いやりや命を大切にす

る心、善悪の判断、自分も他人も大切にする態度などの人権を尊重する精神の出発点としてとらえ、

乳幼児の発達段階に合わせた人権教育が必要です。 

保育所や幼稚園では、豊かな人間性をはぐくむ保育等に努めており、今後も職員の人権意識の高

揚と適切な人権教育を行う資質の向上を図るとともに、家庭との連携を図り、人権を大切にする保

育の実践と家庭教育の支援を図ることが必要です。 

 

（２）施策の基本方針 

① 家庭や地域と連携した乳幼児の人権教育の推進 

家庭や地域との連携のもと、乳幼児の豊かな心を育て、思いやりや命を大切にする心、善悪の判
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断、自分も他人も大切にする態度などの人権尊重の芽生えをはぐくむ人権教育に努めます。 

 

② 保育所や幼稚園等における人権教育の推進 

保育所や幼稚園等においては、乳幼児の発達段階に合わせて、豊かな心を育て人権を大切にする

心をはぐくむ保育等の充実に努めます。 

また、子育てにかかわる保護者と保育所、幼稚園等の関係機関が連携して、乳幼児期の家庭にお

ける人権教育の支援を推進します。 

職員が乳幼児への人権教育や子育てにかかわる保護者への支援を適切に実践できるよう、研修機

会等を通じて人権に対する正しい認識や人権意識の向上に努めます。 

 

３ 学校教育における人権教育の推進 

（１）現状と課題 

学校教育における人権教育は、すべての人間が平等であることを基盤とした人権尊重の教育を進

めてきました。 

また、児童・生徒の発達段階や教科等の特質を踏まえた人権教育、同和教育の全体計画や年間指

導計画を作成し、教育活動全体を通して進めてきました。 

しかし、心ない言動により深く傷つく児童・生徒やいじめ等が依然として発生し、人権にかかわ

る様々な問題が生じています。 

こうした状況の改善を図るためには、今までの成果を踏まえて、人権尊重の精神をはぐくむ指導

と豊かな人間性をはぐくむ教育の充実が必要です。 

また、教職員がより鋭い人権感覚を身に付け、日々の教育活動において、人権尊重の精神涵養に

向け、組織的、計画的に人権教育を推進することが必要です。 

 

（２）施策の基本方針 

① 人権尊重の精神をはぐくむ教育の推進 

日常生活における偏見や差別をなくし、人権尊重の精神をはぐくむ指導の充実を図ります。 

教職員一人ひとりの人権感覚を高め、指導力向上のための職員研修の充実を図ります。 

 

② 豊かな人間性をはぐくむ教育の推進 

自尊感情をはぐくむため、一人ひとりのよさを伸ばすとともに、互いのよさを認め合う活動の充

実に努めます。 

豊かな感性をはぐくむため、社会体験活動や触れ合い体験、自然体験活動等の充実を図ります。 

思いやりの心や共に生きる態度等を育てる道徳教育の充実を図ります。 

 

４ 社会教育における人権教育の推進 

（１）現状と課題 

社会教育では、すべての人々の人権が尊重される社会の実現を目指し、人権問題を知識として学

ぶだけではなく、日常生活において態度と行動に現れるような人権感覚の涵養が求められます。 

当市では、生涯学習フェスティバルなどの生涯学習推進計画に沿った各種事業と人権に関する啓

発事業が連携し、人権に関する知識の習得や人権について考える機会の提供に努めてきました。 

また、家庭教育では、子育てサポーターが参加する研修などで、大人自身が子どもの人権を認識

し、子どもに対するしつけ等の教育に当たることができるとともに、日常生活を通して模範となる
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行動が取れるよう、人権に関する内容を取り入れています。 

一人ひとりがお互いを認め合い、共に生きるまちづくりを進めるためには、学習機会の一層の拡

充や学習意欲の喚起が必要であり、市民のニーズに合った人権教育のプログラムを提供するととも

に、必要課題としての人権学習に市民が主体的に取り組むことが求められています。 

 

（２）施策の基本方針 

① 教育・啓発活動の推進 

冊子やリーフレットを活用し、人権に関する教育・啓発を推進します。 

家庭、学校・園（保育所、幼稚園）、地域が連携を図りながら、命や人権に関する豊かな心をは

ぐくむ人権教育・啓発を推進します。 

広報、教育資料、視聴覚教材を積極的に活用し、より効果的な人権教育・啓発を推進します。 

 

② 家庭や地域における人権教育の支援 

妊娠期、就学時、思春期など子どもの年齢に応じた子育て学習や父親向けの家庭教育参加啓発講

座などにおいて、親子が共に人権感覚を身につけられるよう学習機会の提供と充実を図ります。 

子育てに関する様々な悩みに対して、相談体制を拡充します。 

地区公民館など社会教育施設での様々な学習の場において、地域の実情に応じ、市民に対する学

習機会や情報の提供、指導者の育成などの学習支援を推進します。 

視聴覚教材の整備、紹介、貸し出し等により、市民の主体的な人権教育・啓発活動の支援と助長

を行います。 

 

５ 市民及び企業・団体等に対する人権啓発の推進 

（１）現状と課題 

人権啓発は、市民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、これを前提に他人

の人権にも十分配慮した行動がとれるようにするとともに、人権侵害があった場合には、これに適

正に対処できるよう啓発を推進する必要があります。 

当市では、人権啓発として、様々な人権課題をテーマにした講演会・研修会、人権意識高揚のた

めの街頭啓発、糸魚川人権擁護委員協議会との連携や広報紙による啓発事業を実施しています。 

今後は、対象者の発達段階や理解度を踏まえ、親しみやすいテーマや具体的事例を用いた啓発、

参加型や体験型の啓発など、より効果的な手法を検討し啓発を推進する必要があります。 

企業には、地域社会の一員として、社会的責任とともに、様々な社会的貢献が求められており、

企業自らの人権問題への対応や雇用主としての取組が進められています。 

しかし、企業においては、人権に配慮した公正な採用選考、賃金や処遇での男女差別、セクシャ

ル・ハラスメント（性的いやがらせ）、パワー・ハラスメント（上司によるいやがらせ）、マタニ

ティ・ハラスメント（妊娠や出産者に対するいやがらせ）、高齢者、障害者、外国人の雇用差別な

ど、人権にかかわる問題を現在でも多く抱えています。また、団体等においても、企業と同様に地

域社会の一員として社会的責任と社会的貢献が求められています。 

 

（２）施策の基本方針 

① 対象者の発達段階や理解度に応じた啓発 

家庭、学校・園（保育所、幼稚園）、地域、職場などで、各年齢層の日常生活における経験や興

味、関心などに応じた人権啓発に努めます。 
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② 効果的な啓発の推進 

法の下の平等、個人の尊重といった基本的視点での人権啓発に加え、より身近な具体的事例、社

会問題となっている事例を取り上げ、より効果的な人権啓発の推進に努めます。 

広報紙、パンフレット、ホームページなどによる人権啓発、講演会、研修会などの知識習得型の

人権啓発に加え、体験研修や社会奉仕活動への参加などの参加型や体験型の人権啓発を検討し、よ

り効果的な取組を推進します。 

 

③ 企業等に対する人権啓発の推進 

経営者、人事担当者などが人権問題についての正しい理解を深めるため、関係機関と連携し、啓

発や研修内容の助言、情報提供などに努めます。 

商工関係、農林水産業、建設業などの関係団体に対し、人権教育・啓発のための助言・指導に努

めます。 

④ 企業内の人権啓発に対する支援 

雇用や職場における人権問題を解消するため、企業自身の人権教育・啓発に対する取組を支援し

ます。 

 

６ 家庭における人権啓発の推進 

（１）現状と課題 

「家庭はあらゆる教育の出発点」といわれるように、生涯にわたって豊かな人権感覚を養ううえで

家庭の果たす役割は極めて重要です。なかでも、人間形成の基礎を培う幼少期に、家庭での遊びや

しつけ、家事や家族のふれあいなど、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

育みながら、基本的な社会ルールを教えていくことが大切です。 

しかし、近年の核家族化や母子・父子家庭の増加、経済格差の拡大に伴う貧困率の増加、少子化や

地域における連帯意識の希薄化などに伴う子育ての孤立化、家族の絆の弱体化に起因する育児不安、

育児ノイローゼ、児童虐待、しつけへの自信喪失、過保護や過度の放任といった家庭の教育力の低

下が子どもの発達に大きな影響を与えています。 

また、インターネットやスマートフォンの普及などにより、人と人とが直接対話をするなどのコミ

ュニケーションの重要性が今後ますます増しており、家庭教育を支援していく必要性が生じていま

す。 

 

（２）施策の基本方針 

① 家庭における人権教育の支援 

妊娠期、就学時、思春期など子どもの年齢に応じた子育て学習や父親向けの家庭教育参加啓発講

座などにおいて、親子が共に人権感覚を身につけられるよう学習機会の提供と充実を図ります。 

また、家庭の経済状況などの子育てに関する様々な悩みに対して、相談体制を拡充します。 

②講演会、乳幼児健康診査などを通して、子育ての土台となる親子の愛着形成、自己肯定感を育

む子育ての重要性を啓発します 

③子どもは、「社会の宝」「地域の宝」という認識のもと民生委員・児童委員の活動等を通して、

子どもの社会性の育成や地域社会の教育力の向上を図っていきます。 

④日常生活におけるさまざまな人権意識の高揚をめざした啓発活動や情報提供を積極的に行い、

人権問題について家庭のなかで活発な話し合いが行われ、日常生活の場で実践されるよう促します。 
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第 3 章 分野別人権施策の推進 

1 女性 

（現状と課題） 

国連では、女性の人権を世界各国の共通した課題として、女性の地位向上のための世界行動計画

や女性差別撤廃条約などを採択し、国際的な規模で女性の人権の確立に向けた様々な取組を行って

います。 

我が国においても、このような国際的な動向に配慮しながら、｢男女雇用機会均等法｣や｢男女共

同参画社会基本法｣、｢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｣など法制面におけ

る整備が行われ、女性の人権保障が大きく進歩しました。 

しかし、女性の権利に関する様々な法律が整備された現在でも、セクハラやドメスティック・バ

イオレンス※（以下「ＤＶ」という。）、ストーカー行為※、さらには人身取引や性犯罪など女性

の人権に関する様々な問題が起きています。 

一方、国際化や高度情報化、少子高齢化、国内経済の長期低迷などによる社会・経済情勢の変化

に伴い、家族のあり方や男女のライフスタイルが多様化している状況に対応していく上で、男女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現が必要となっています。 

 

本市では、2007 年（平成 19 年）に「いといがわ男女共同参画プラン」を策定し、男女がと

もに協力しながらその個性と能力を発揮して活躍できる地域づくりを展開してきました。 

また、2010 年（平成 22 年）には「糸魚川市男女共同参画推進委員会条例」を施行して附属

機関を設け、市の男女共同参画の効果的な推進をはかるための体制を整備してきました。 

しかしながら、人権に関する市民意識調査の「女性の人権が守られていないと感じるのはどのよ

うなことか」については、「妊娠、出産による就業の不利益、継続的な雇用への理解不足」、「就

職時の採用条件、仕事の内容、給料の格差など職場における待遇の違い」、「男女の固定的な役割

分担（男は仕事、女は家庭など）の意識」が 35％を超える結果となったことからもわかるように、

未だに男女の性別で役割を固定的にとらえる意識が根強く残っており、学校、地域、家庭、職場な

どのさまざまな場で男女平等意識を浸透させることが課題となっています。 

「女性の人権を守るためにはどのようなことが必要だと思うか」については、「男女ともに、働

きながら家事や育児・介護などを両立できる環境を充実させる」が 6 割を超えて突出しており、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス※）を推進していくことで、男性とも女性がも互い

にその人権を尊重しながら責任を分かち合い、あらゆる分野で男女がともに個性と能力を十分に発

揮していく社会を実現するためには、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス※）の推進で

きるまちづくりが求められています。がとても重要です。 

 

（施策の方向） 

１男女の意識づくり女性の活躍推進 

推進施策 内容 

男女共同参画社会を実現するための意

識づくり働き方改革 

・固定的な性別役割分担の見直します。長時間労働の削

減等の働き方改革を推進します。 

・男女平等意識に立った地域の慣行・制度等の見直しと

改善を行います。 

・家事・育児・介護等への参画に向けた環境の整備を進
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めます。 

・情報を適切に利活用する能力を醸成します。 

・男女共同参画に関する男性の理解の促進を図ります。 

男女平等意識を育むための教育や生涯

学習の推進政策・方針決定過程への女

性の参画拡大 

・幼稚園、保育園における男女平等教育を推進します。 

・政治、行政、経済分野における政策・方針決定過程へ

の女性の参画拡大を進めます。 

・学校における男女平等教育を推進します。 

・男女平等意識を高めるための生涯学習を推進します。 

男女平等の労働環境づくり 

雇用等における男女共同参画の推進と

仕事と生活の調和 

・労働の場における性別役割意識を改善します。 

・ワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。 

・男女の雇用における均等な機会と待遇の確保など雇用

環境の整備を進めます。 

・多様なライフスタイルに対応した就業環境の整備を進

めます。 

・再就職及び起業支援を行います。 

社会活動・さまざまな分野への男女共

同参画の推進 

・地域における男女共同参画を推進します。 

・防災、科学技術・学術などさまざまな分野における女

性の参画拡大を進めます 

２政策・方針決定の場への女性の参画 

推進施策 内容 

政策・方針決定の場への女性の参画 

・行政の各分野における政策、方針決定の場への女性の

参画を促進します。 

・農林漁業、商工自営業における男女平等への意識づく

りと経営参画を促進します。 

女性のチャレンジ支援 
・女性の人材育成と能力発揮のための支援を行います。 

・女性の再就職・起業等への支援を行います。 

３人権が尊重される環境づくり２安全・安心な暮らしの実現 

推進施策 内容 

女性に対する暴力・いやがらせの根絶 

生涯を通じた男女の健康支援 

・ドメスティック・バイオレンス防止対策を推進します。 

・生涯を通じた男女の健康支援、性差に応じた健康支援

を行います。 

・セクシュアル・ハラスメント防止対策を推進します。 

・妊娠・出産等に関する健康支援を行います。 

人権を擁護する相談体制の整備 ・相談窓口を充実します。 



- 11 - 

 

女性に対するあらゆる暴力の根絶 ・女性に対する暴力の根絶を目指します。 

・悩みを持つ人への支援を行います。 

・ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）への対応を行

います。 

・子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策を推進し

ます。 

・様々なハラスメント※に対する防止対策を推進します。 

生涯を通じた女性の健康支援 

貧困、高齢、障害等により困難を抱え

た女性等が安心して暮らせる環境の整

備 

 

・性と妊娠、出産等に関する女性の健康を支援します。 

・女性の心と体の健康の維持、増進対策を充実させます。 

・性と妊娠、出産等に関する正しい知識の普及促進に努

めます。 

・貧困等生活上の困難に直面する女性等を支援します。 

・高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の

整備を進めます。 

４仕事、家庭生活、社会活動が両立できる仕組みづくり３男女共同参画社会の実現に向けた基盤

の整備 

推進施策 内容 

仕事と家庭生活の両立支援 

男女共同参画の視点に立った各種制度

等の整備 

・男性にとっての男女共同参画を推進します。 

・多様な形態の働き方を可能とする育児・介護の支援基

盤の整備を進めます。 

・仕事と育児の両立を支援します。 

・男女の人権尊重の理念等についての理解を促進します。 

子育てへの支援 

教育等を通じた意識改革、理解の促進 

・育児に関する学習機会を提供します。 

・男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育、

学習を充実させます。 

・子育てに関する相談を充実させます。 

・男女平等意識を高めるための生涯学習を推進します。 

・多様なニーズに対応した保育サービスを実施します。 

・広報・啓発活動を推進します。 

社会活動への参画促進 

・地域活動への男女共同参画を促進します。 

・防災・環境その他の分野における男女共同参画を促進

します。 

高齢者、障害者等への自立支援と在宅

介護支援制度の充実 

 

・ひとり親家庭への自立支援を行います。 

・高齢者への自立支援を行います。 

・障がい者への自立支援を行います。 

・在宅介護支援制度を充実させます。 
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国際化に対応した男女共同参画の推進 
・在住外国人への生活支援を行います。 

・多文化共生を推進します。 

 

※ドメスティック・バイオレンス 

・配偶者（事実婚、別居を含む）やパートナーなど親密な関係にある（あった）人から振るわれる

暴力の事をいう 

 

※ストーカー行為 

・特定の人に対する好意の感情又は怨念の感情を充足する目的で、その人又は社会生活上その人と

密接な関係の人に、つきまとい、待ち伏せ、見張り、押し掛け等、法律に定める類型の行為を反復

してすること。 

 

※ワーク・ライフ・バランス 

・労働者の仕事と生活全般の調和を支援するという考え方で、子育てとの両立のみならず、独身者

も含め、ボランティア活動や自己啓発などの個人で行う領域までを含む広い概念。 

女性の社会進出、家族形態の多様化、労働者の意識の変化、少子高齢化等を背景に企業の取り組み

や政策面での対応が徐々に進みつつある。 

 

※様々なハラスメント 

・セクシャル・ハラスメント（性的いやがらせ）、パワー・ハラスメント（上司によるいやがらせ）、

マタニティ・ハラスメント（妊娠や出産者に対するいやがらせ）など。 
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2 子ども 

（現状と課題） 

1989 年（平成元年）平成元（1989）年の国連総会において採択された「児童の権利に関す

る条約」は、わが国でも、1994 年（平成 6 年）平成 6（1994）年に批准されました。子ども

の人権や自由を尊重し、子どもを「保護される対象」から「権利行使の主体」として認め、子ども

自身が自分はかけがえのない存在であると感じ、自立して生きていけるよう、子どもの意見や意思

を尊重するため社会全体で取り組む必要があります。  

 児童虐待防止のため、2000 年（平成 12 年）平成 12（2000）年には「児童虐待の防止等に

関する法律」、2008 年（平成 20 年）平成 20（2008）年には「児童虐待防止法及び児童福祉

法の一部を改正する法律」、2013 年（平成 25 年）平成 25（2013）年には「いじめ防止対策

推進法」が施行され、防止対策が強化されました。 

 本市では、市や家庭、地域、学校等が、それぞれの役割を自覚して連携し、0 歳から 18 歳まで

適時適切な教育と切れ目のない支援のため、2010 年（平成 22 年）平成 22（2010）年に「こ

ども一貫教育基本計画」を策定し、2016 年（平成 28 年）4 月からは第２期計画がスタートし

ました。この計画は、目指す方向性のひとつに「豊かな心の育成」を掲げています。また、いじめ

のない社会の実現いじめの被害を最小限に抑える環境づくりに向けて一層の取り組み強化のため、

2014 年（平成 26 年）平成 26（2014）年 12 月に「糸魚川市いじめ防止基本方針」を策定、

2015 年（平成 27 年）平成 27（2015）年 4 月に「糸魚川市いじめ防止条例」を制定し、い

じめの未然防止及び早期発見、即時対応等の対策を推進しています。 

また、「糸魚川市次世代育成支援行計画（後期計画）」の内容を継承し、更に地域の子ども・子

育て支援を総合的に推進するため、2015 年（平成 27 年）平成 27（2015）年 3 月に「子ど

も・子育て支援事業計画」を策定しました。 

 近年の少子化や核家族化により、子ども同士の触れ合いや地域との繋がりが希薄化し、自主性や

社会性が育ちにくく、家庭や地域における子育て機能が低下しています。社会問題化している児童

虐待やいじめなども増加傾向にあり、子どもの人権をめぐる問題は複雑化・深刻化しており、更な

る対策が必要です。 

 市民意識調査の「子どもの人権が守られていないと感じるのはどのようなことか」については、

「親が虐待したり、無視したり、面倒をみなかったりする」が 58.1％、子ども同士の「暴力」「仲

間はずし」「無視」などのいじめがあるが 43.5％という結果となり、このような問題の要因の一

つとして、大人が子どもを未熟な存在として支配的意識を持ったり、保護や教育の対象として見た

りすることによって、子どもの主体性や社会性の欠如を招いていることが考えられます。 子ども

の人権を認め、子ども自身が自分はかけがえのない存在であると感じ、自立して生きていけるよう、

子どもの意見や意思を尊重するための取り組みを進めることが必要です。また、子ども同士が相手

のことを尊重し、思いやりのある言動ができるようになることも必要です。 

 

（施策の方向） 

１ 教育環境及び内容の充実 

推進施策 内容 

子どもの権利の保護教育環境の整備 

・放課後等の補習を支援します。 

・子どもの自尊感情を高める取組の充実を図ります。 

・子どもの自主性を育む教育活動を推進します。 
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いじめの防止等の推進 

・家庭や地域における人権教育を推進します。 

・いじめの未然防止、早期発見、即時対応の取組を推進

します。 

・不登校及び不登校傾向の児童生徒を支援します。 

教職員研修の充実 

・教職員、ＰＴＡを対象とした研修を実施します。 

・「人権教育、同和教育講演会」を実施します。 

・生徒指導にかかわる研修を実施します。 

性教育の充実 

・デートＤＶ防止教育を推進します。 

・ＬＧＢＴの理解を促します。 

・性差を理解し、互いに尊重する心を育成します。 

２ 家庭・地域との連携 

推進施策 内容 

相談・支援体制の充実 
・子ども自身及び保護者、地域住民が、子どもに関する

相談等を寄せる窓口の整備を図ります。 

地域の見守りの充実 ・学校や地域と連携し、見守り体制の充実を図ります。 

３ 児童虐待の防止対策の推進 

推進施策 内容 

早期発見と早期対応への取組 

・乳幼児健診や健康相談、養育支援訪問等を通して、子

育て環境や生活状況を把握し、早期発見・早期対応に努

めます。を図ります。 

虐待防止ネットワークの強化 
・関係機関とに連携を強化し、総合的な支援を行うため

要保護児童対策地域協議会の機能を充実します。 

４ 子育て環境づくりの推進 

推進施策 内容 

子育てと家庭に関する相談の充実 

・子育ての悩みや不安軽減を図るため、園や子育て支援

センター等での子育て相談や情報の提供、親子交流の場

の提供に加え、保健師や総合的な子育て支援体制を充実

に努めます。します。 

市民意識の醸成 

・子育ては、学校や家庭、地域社会全体で子育てを支援

するため、啓発活動を推進し、子育てに対する市民の意

識を醸成します。 
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安全な環境づくりの推進 

・子どもの健全育成、事故や犯罪から保護するため、関

係機関と地域の連携による防犯パトロールや啓発活動

を推進します。 

・家庭、学校・園（保育所、幼稚園）、地域が連携し、

健全な成長を阻害するおそれのある書籍、雑誌、インタ

ーネット上の有害情報等から子どもの保護を図ります。 

５ 広報・啓発活動の推進 

推進施策 内容 

子どもの人権を尊重する意識の高揚 

子どもは基本的人権の享有主体であり、「児童の権利に

関する条約」の理念に基づき、子どもの権利に関する理

解の醸成と子どもの人権を尊重する意識の高揚を図り

ます。 

相談・支援体制の周知 

・学校を通じて、相談窓口や支援体制の周知を図ります。 

・児童虐待が子どもに及ぼす影響、虐待の禁止、通告義

務等について、地域住民の理解と協力のための啓発活動

を推進します。 
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3 高齢者 

（現状と課題） 

日本の高齢化は諸外国と比べて急速に進行しており、大きな課題となっています。本市において

も高齢化は急激に進行しており、 2015年2014（平成27年26）年に高齢化率は36.7％35.6％

となり、3 人に 1 人が高齢者という超高齢化社会を迎えています。2010 年（平成 22 年）年で

は、高齢者夫婦のみ世帯が 2,126 世帯、高齢者ひとり暮らし世帯が 1,949 世帯であり、潜在的

に高齢者が孤立してしまう可能性があります。 

このように高齢者は増加していますが、大切な社会の一員たる高齢者に対して、心身の衰えによ

る偏見、軽視や差別意識などから高齢者の尊厳を傷つける、また認知症の高齢者や介護の必要な高

齢者に対する権利侵害や虐待といった問題は存在し続けています。 

2006 年（平成 18 年）には「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援などに関する

法律」が施行され、高齢者虐待の定義、通報の義務などが定められました。また、能力には個人差

がありますが、高齢者というだけで経済的自立や社会参加の機会が妨げられていることもあります。 

 

また、高齢者が健康で生きがいのある豊かな生活を営むことができるよう、市全体だけではなく、

それぞれの地域性を視野に入れた高齢者福祉対策に取り組み、全ての市民が高齢者問題を自分自身

の問題として捉え、高齢者の尊厳が保障されるように、人権教育・啓発を推進する必要があります。 

に努めます。また、認知症の正しい理解を深め、認知症になっても地域で安心して暮らせる地域づ

くりを推進していきます。 

 

高齢者は決して、守られるだけの「保護客体」でありません。むしろ「権利の主体」として理解

される必要があります。その為には、高齢者自身が住み慣れた地域において豊かな生活を送り、か

つ経験や知識を活かせる拠点づくりなどの推進が必要です。した生きがいづくりの支援を行います。 

 

現在、本市では平成 27 年から 29 年までの 3 ヵ年を 1 期とした「糸魚川市高齢者福祉計画・

第 6 期介護保険計画」を策定し、高齢者福祉及び介護保険事業の基本的な目標を定め、その方向

性を示し、必要な施策とその取組みを総合的かつ体系的に推進しております。 

また、市民意識調査の結果をみると、高齢者の人権を守るためには「高齢者が自立して生活しや

すい環境を整備する」ことが重要となっており、高齢者の自立の視点が課題となっているとから、

生きがいづくりを含めた地域包括ケアに取り組まなければなりません。 

 

（施策の方向） 

１高齢者が自立安心して暮らしやすい環境整備 

推進施策 内容 

ひとり暮らし高齢者安否確認 

ひとり暮らし高齢者の孤独感の解消、安らかな在宅生活

を送れる環境づくりを図るため、月に２回程度老人クラ

ブ等による安否確認を行います。 

屋根雪等除雪支援 

労力的かつ経済的に自力での除雪等が困難な高齢者世

帯等が屋根雪除雪、雪踏みを実施した際、その経費の一

部を助成します。 
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高齢社会に関する理解と認識の向上 

・高齢者のこれまでの社会貢献や果たしてきた役割に対

し、「敬老の日」、「老人の日」、「老人週間」等の行

事を通じて、敬老意識の醸成を図るとともに、市民の高

齢社会に対する関心や理解を高めます。 

・高齢者の人権に対する市民の認識と理解を深めるとと

もに、高齢者が生き生きと生活を営むことができる地域

社会の実現に向けた啓発を推進します。 

権利擁護の推進 

・関係機関との連携のもと、身体的、精神的な虐待や介

護放棄、財産権の侵害等、高齢者の人権侵害の防止と問

題に関する相談体制の充実を推進します。 

・高齢者や高齢者を介護している家族は、様々な問題を

抱えることがあることから、保健、医療、福祉等の関係

機関が連携して総合的な相談や情報提供機能の充実を

図ります。 

 

２相談体制の充実 

推進施策 内容 

地域包括支援センターの機能強化 

市内 5 箇所に地域包括支援センターを設置し、高齢者虐

待対応を含めた権利擁護業務を始め、高齢者の総合相談

窓口として対応します。 

３見守り体制の確立 

推進施策 内容 

高齢者等見守り支援ネットワーク事業

の活用 

・民間事業所の協力のもと、地域の高齢者や支援が必要

な人を緩やかに見守り、また、既存の見守り実施団体と

ともにネットワークを活用し、地域全体での取組を進め

るものです。ます。 

ひとり暮らし高齢者の安否確認の実施 

・ひとり暮らし高齢者の孤独感の解消、安らかな在宅生

活を送れる環境づくりを図るため、月に２回程度老人ク

ラブ等による安否確認を行います。 

４認知症に関する知識の普及啓発 

推進施策 内容 

認知症サポーターの養成 

・認知症になっても地域で安心して暮らし続けるための

認知症に関する正しい知識の取得と普及啓発を市民に

対して行います。 
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５４気軽に社会参加できる環境づくり 

推進施策 内容 

高齢者・障害者おでかけパス事業 

路線バスの割引定期券の購入に対して、市が費用の一部

を負担することにより、高齢者や障害のある方の外出を

支援します。 

高齢者おでかけ支援タクシー券交付事

業 

 

高齢者の外出支援や身体的・地理的事情によりバスに乗

ることができない方を支援するため年間 4,000 円分の

タクシー券を支給します。 

 

高齢者の生きがいづくり 

・高齢者の経験や知識、技能等を活かした学びや地域社

会への貢献活動として、「介護予防・日常生活支援総合

事業」を進め、高齢者が地域の助け合いの担い手になる

よう進めていきます。 

さまざまな学習の場や就業機会の確保 

・高齢者の豊富な経験や知識と技術を活かしつつ、活力

を社会に還元する仕組みづくりについて検討・支援して

いきます。 
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4 障害のある人 

（現状と課題） 

国においては、1993 年（平成５年）12 月に障害者の自立と社会経済活動への参加を目的と

する「障害者基本法」が公布されました。同法は、障害者福祉施策の基本となる事項と国及び地方

公共団体に対して、その責務を規定したほか、障害者基本計画の策定を義務付け、障害者の自立及

び社会参加の支援などの施策を総合的かつ計画的に推進していくこととしました。 

また、初めて数値による施策目標を掲げた「障害者プラン」を 1995 年（平成７年）に、2002

年（平成 14 年）には、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生

社会の実現を目指した「障害者基本計画」を策定し、障害者福祉施策に取り組んできました。 

さらに、2011 年（平成 23 年）６月に「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」（以下、「障害者虐待防止法」という。）が成立し、2012 年（平成 24 年）10 

月から施行され、障害者の虐待の予防と早期発見、及び養護者への支援を講ずることとしています。 

加えて、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成

25 年 6 月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）

が制定され、平成 28 年 4 月 1 日から施行されました。 

 

本市では、平成 24 年度から平成 26 年度までを計画期間とする「第３期糸魚川市障害者計

画・障害福祉計画（糸魚川市ささえあいプラン）」に基づき、障害者施策の推進に努めてまいりま

したが、この間、障害者自立支援法の改正により、相談支援体制の充実・強化や地域生活への移行

の推進などが規定され、平成 25 年には障害者総合支援法の施行により難病患者等を対象とした

障害者の範囲拡大など、制度の大きな見直しがなされました。 

こうした中、本市でも、福祉ニーズの多様化による新たな課題に対応するため、障害福祉サービ

スの充実を図るとともに、障害のある人もない人も共に助け合いながら暮らしていくことができる

ように、「相談支援体制の強化」、「日常生活支援の充実」、「就労支援・雇用促進」、「療育・

教育・子育て」、「安全・安心な生活の確保」、「啓発と広報」を６つの柱として掲げ、平成 27 

年度からの３年間における障害者施策の進むべき方向を示した「第４期糸魚川市障害者計画・障害

福祉計画」を策定し、「ささえあいと自立の地域生活を実現」させるため、障害者福祉施策に取り

組んできました。 

市民意識調査の「障がい者の人権が守られていないと感じるのはどのようなことか」については、

「障がいのある人に対する人々の理解が不十分なこと」が全体で 59.3％という結果となり、依然

として障がい及び障がいのある人に対する正しい理解が進んでいないことから、これらを解消する

ための広報・啓発活動が重要です。 

 

（施策の方向） 

１相談支援体制の強化 

推進施策 内容 

相談窓口の充実 

・市内の相談支援事業所と連携をしていく中で、基幹的

な相談支援センターを設置し、わかりやすい相談窓口を

目指します。 

・福祉事業所が連携し、地域で不足している社会資源や
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課題を掘り起こし、地域自立支援協議会へ提案いたしま

す。 

情報提供の充実 

・広報紙やホームページによる情報提供を充実させると

ともに、様々な方法で情報を受けられるような方法を検

討します。 

・手話通訳などのボランティア団体との連携を図る中

で、サービスの提供体制を整えます。 

権利擁護体制の充実 

・成年後見制度や、社会福祉協議会が実施している日常

生活自立支援事業について周知を図ります。 

・障害者施設の職員、相談支援専門員、保護者等を対象

に、虐待に関する理解の促進を図り、虐待防止の啓発に

努めます。を行います。 

２日常生活支援の充実 

推進施策 内容 

日常生活支援サービスの充実 
・市内で利用できる各種障害福祉サービスの充実を図り

ます。 

経済的支援 ・各種手当や助成制度などの支援を行います。 

３就労支援・雇用促進 

推進施策 内容 

企業への就労機会の拡大 

・障害者を多数雇用している企業に対して、優遇措置の

拡大を行います。 

・市内の企業等に各種助成制度の説明や先進的な企業に

よる研修会などを行います。 

・関係機関と連携し、障害者雇用の促進を行います。 

・商工団体等と連携し、障害者雇用促進するため、企業

に対して障害者の理解を深める啓発活動を行います。 

 

福祉的就労の支援体制の構築 
・就労訓練の場を確保するとともに、利用者が固定せず

循環するような体制づくりをします。 

就労に関する相談と支援 

・障害者就業・生活支援センターさくらの出張相談会や、

就労支援事業所によるハローワーク訪問、相談支援専門

員やジョブコーチによる相談など、就労に関する相談に

ついて随時対応します。 
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４療育・教育・子育て 

推進施策 内容 

療育の充実 
・「ことばの教室」や「発達支援センターめだか園」の

充実を図り、とぎれない支援を提供していきます。 

学校教育の充実 

・特別な支援を要する児童生徒の理解を深め、インクル

ーシブ教育※を推進します。 

・「0 歳から 18 歳までの子ども一貫教育方針」に基づ

き、家庭や地域、特別支援学校等と連携した、障害の特

性に応じた専門性の高い特別支援教育の充実を図りま

す。 

子育て支援の充実 
・障害児の一時預かりとなる「放課後等デイサービス」

の充実と定員の確保を図ります。 

５安全・安心な生活の確保 

推進施策 内容 

安全・安心なまちづくり 
・ハード面のバリアフリーや防災・安全対策など、安全

安心なまちづくりを目指します。 

健康・医療の充実 

・保健師による健康指導など、こころとからだの健康づ

くりを推進します。 

・自立支援医療の周知・給付を行い医療費軽減の助成を

行います。 

住まいの確保・充実 

・グループホームや一人での生活に慣らすための、短期

入所、宿泊体験施設を検討します。 

・ひとり暮らしを希望される人に対して、生活する中で

できない部分に対して支援を行います。 

６啓発と広報 

推進施策 内容 

障害の正しい理解 

・市民が病気や障害について理解を深めるように努め、

障害のある人への心の壁を取り除くよう努めます。 

・イベントやブース展示等を通じて、障害者団体や事業

所の活動を周知し、啓発に努めます。します。 
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福祉教育の充実 

・優しい心と思いやりの心を持ち、お互いに助け合う気

持ちを育むため、福祉教育や体験学習などを行い、学校

における福祉教育の充実に努めます。を図ります。 

障害者団体との協働 
・障害者団体の活動を活性化するため、団体のリーフレ

ット配布の協力や活動費の一部助成などを行います。 

ボランティアの充実 

・地域で障害者福祉のために活動する手話、点訳、朗読、

要約筆記等のボランティア団体に支援を行います。 

・社会福祉協議会と協力しながらボランティアの養成を

行います。 

 

※インクルーシブ教育 

・障害のある子どもを含むすべての子どもに対して、子ども一人一人の教育的ニーズにあった適切

な教育的支援を「通常の学級において」行う教育のこと。 
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５外国籍住民 

（現状と課題） 

近年の国際化に伴い、わが国を訪問する外国人旅行者や在住する外国人は増加傾向にあります。 

また、本市の住民基本台帳における外国人住民数は、平成 28 年３月 31 日現在において 324

人となっており、その数は、他の自治体と比較して高い水準ではないものの、今後の社会情勢の変

化や外国との交流が進むにつれて増加すると予想されます。 

 

このような外国人の増加に伴い、言語、文化、習慣、価値観の違いから、近隣住民との摩擦や偏

見、外国人労働者の就労に際しての差別、外国人への入居拒否などさまざまな人権問題が生じてい

ます。また、戦前からの歴史的経緯を背景に持つ韓国・朝鮮国籍等の特別永住者の人たちの多くは、

日本で生まれ、育ち、生活をしているにもかかわらず、無理解や差別を受けているという現実があ

ります。さらには、近年では、デモなどにおいて特定の国籍の外国人を排斥し、差別を扇動するヘ

イトスピーチが社会問題となっています。 

 

外国人の多くは、異なる文化・言語・宗教・習慣を持っており、これらの文化や習慣は人格形成

の重要な一部となっています。これらを互いに理解し、認め合い、異文化をともに学び合うことに

よって、外国人を地域の構成員として受け入れていくことが大切です。 

 

市民意識調査の結果をみると、「外国籍住民の人権が守られていないと思うこと」については、

「外国語で対応できる行政相談窓口や病院・施設が少ないこと」が46.7％と群を抜いて最も高く、

地域や職場をはじめとする社会のあらゆる場面において、日本語能力の高くない外国人にとっては

住みにくい環境であることがうかがえます。 

また、「外国人住民の人権を守るために、どのようなことが必要だと思うか」については、「外

国語による相談の場を増やす」が 33.9％と最も高く、次いで、「外国籍住民と日本人の相互理解

と交流を進める」が 28.1％の順となりました。 

今後も関係団体と連携しながら、市民及び外国人市民が、異なる文化、習慣及び価値観を互いに

認識し、尊重しあえる意識を育んでいくことができる環境をつくり、国籍や文化の違いに関わらず、

人権が尊重され、誰もが快適な生活を送られる地域づくりを進める必要があります。 

 

（施策の方向） 

１外国人が暮らしやすいまちづくり 

推進施策 内容 

様々な場面での外国語併記による暮ら

しやすい環境の推進 

・住居、労働、福祉、医療、教育等の分野で生活情報や

啓発パンフレットの作成など情報提供に努め、交通案

内・防災案内等標識に可能な限りの外国語を併記しま

す。 

また、市役所や公民館などの公共施設や、学校、幼稚園、

保育園などの教育施設においても可能な限り外国語を

併記します。 

円滑なコミュニケーションの確保 
・コミュニティ通訳において、日本語での会話が難しい

外国人を対象として、医療通訳や行政通訳を行います。 
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生活に必要な日本語能力の習得 

・語学力向上のための日本語教室を開設します。また、

教室を通して、国籍、年代を超えた仲間づくりを進めま

す。 

相談支援体制の充実 

・外国人生活相談室を定期的に開催し、生活上のさまざ

まな悩みや行政上の制度等の相談に応じ、問題解決を図

ります。 

外国籍児童・生徒の教育支援 

・日本語が分からない外国籍の小学生・中学生に対して、

早く日本の学校生活に慣れてもらえるように、日本語の

習得や学校生活の約束事など学校生活サポート授業を

行います。 

２外国人に対する理解の醸成 

推進施策 内容 

国際理解教育の推進 

・学校教育をはじめとし、地域や職場などにおける学習

機会を通して、わが国の文化を大切にする意識を培うと

ともに、外国のさまざまな文化や歴史、伝統について理

解を深め、国籍の違いを越えて、お互いを尊重し合う心

を育成します。 

外国籍住民と市民の交流促進 

・外国籍住民との交流イベントなどを開催することによ

り、市民の国際感覚の醸成と異文化への理解を深めると

ともに、外国籍住民が地域社会の一員として参加できる

多様な機会の提供と多文化共生による魅力的な地域づ

くりにつなげていきます。 

３適正な雇用等の促進 

推進施策 内容 

企業、事業主等への啓発 ・外国人労働者が適正な労働条件のもとで就労できるよ

う、事業主等への啓発を行います。 
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６ 感染症患者等 

（現状と課題） 

医学的に見て不正確な知識や思い込みにより感染症患者に対する偏見や差別意識が生まれ、患

者・元患者や家族に対する様々な人権問題が生じています。 

 

【ＨＩＶ感染者等】 

ＨＩＶ感染症は、その感染経路はが性的接触、血液感染、母子感染に限られており、予防に関す

る正しい知識に基づいて日常生活を送れば、感染しないことがわかっています。また、新しい治療

薬の開発によって、エイズの発病を遅らせたり、抑えたりすることが可能となりました。 

【ハンセン病患者・元患者】 

ハンセン病は、感染力の非常に弱い「らい菌」による感染症です。今では、その治療方法も確立

され、適切な治療により後遺症もなく治癒します。 

しかし、戦前からの誤った知識のために、強制隔離政策が続けられた結果、患者やその家族に対

する差別や偏見が存在しました。1996 年（平成８年）平成８年（1996 年）に「らい予防法」

が廃止され、強制隔離政策が終結しても、差別や偏見が依然として残っている面があり、患者や元

患者の高齢化もあり、社会復帰が遅れています。 

 

市民意識調査の結果をみると、「感染症患者等の人権が守られていないと感じるのはどのような

ことか」については、「HIV やエイズ、ハンセン病について正しく理解がされていないこと」と

回答した人の割合が全体で 59.7％と突出して高く、次いで「わからない」が 24.0％となってい

ます。 

エイズ患者やＨＩＶ感染者、ハンセン病患者・元患者に対しては、誤った知識や理解不足による

マイナスイメージが依然として見られ、正しく理解されていないのが現状です。 

「感染症患者等の人権を守るために、どのようことが必要だと思うか」については、「エイズやハ

ンセン病等の実態や疾患の正しい理解の啓発による、偏見・差別の解消」、「感染症患者等のプラ

イバシー保護」、「学校教育 、生涯学習を通じて、感染症に対する正しい理解や、認識を深める

教育」と回答する人が多いことからも、ハンセン病やエイズ・ＨＩＶ等感染症に対する正しい知識

の普及、また、結核やその他の感染症についても理解の促進を図り、患者や元患者、感染者、そし

てその家族が差別や偏見を受けることがないように、関係機関と連携して人権教育・啓発を今後も

一層進めていく必要があります。 

 

（施策の方向） 

１感染症について理解の促進 

推進施策 内容 

感染症研修会の開催（人材養成） 

・保健所、医療機関等との連携を図りながら、感染症に

関する基本的知識及び最新情報を習得し、的確に対応で

きることを目的にした研修会を開催します。 

感染症に対する正しい知識の普及 

・保健所、医療機関等と連携し、感染症について正しい

知識を普及啓発し、感染症患者に対する偏見や差別の解

消を図ります。 
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感染症患者のへ相談支援 

・保健所、医療機関等との連携を図りながら、個人情報

の保護に十分留意した、感染症患者、患者家族への相談

支援のを実施します。に努めます。 
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7 インターネットによる人権侵害 

（現状と課題） 

近年、情報に関する技術革新はめざましく、携帯電話端末（スマートフォン）やタブレット型端

末などの普及によって、「いつでも・どこでも・だれもが・簡単に」情報の発信や交換ができるよ

うになり、私たちの日常生活において多くの利便性をもたらしています。 

その一方で、個人情報の流出や悪用、個人に対する誹謗・中傷や差別的な内容の書き込みなど、

さまざまな人権侵害につながる事例も多数発生しており、その対応策が求められています。 

このような中、人権を侵害するような書き込みに対しては、「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」（プロバイダ責任制限法）に基づき、書き込み

をされた人がプロバイダ等に対して書込みの削除や書込みをした人の情報開示を請求するなど、イ

ンターネット上の人権を守るための取り組みも進んできています。 

法務省の「人権侵犯事件統計」によると、インターネットを利用した人権侵犯事件は年々増加し

ており、2015 年（平成 27 年）では 1,869 件で 2006 年（平成 18 年）の 256 件から、10

年間で 1,613 件（7.3 倍増）と急増しており、情報技術の発展に伴う人権侵害は深刻な状況にあ

ります。 

当市においても、学校では、児童・生徒への情報モラルの学習を進めるとともに、保護者を対象

とした携帯電話やインターネットに関する講習会などに取り組んできました。しかし、SNS（ソ

ーシャル・ネットワーキング・サービス）による人間関係のもつれや出会い系サイトなどによるト

ラブルをはじめ、インターネットによる人権侵害や犯罪は依然として後を絶ちません。 

 

市民意識調査の結果をみると、「インターネット上で個人の人権が守られていないと感じるのは

どのようなことか」については、「他人を攻撃して傷つける表現など、人権を侵害する情報が掲載

されること」、「個人情報などの流出の問題が起きていること」、「子どもたちがインターネット

や携帯電話を使った各種サ-ビス上の書き込みで中傷されたり、いじめられたりする「ネットいじ

め」があること」などが上位項目としてあげられており、「インターネットによる人権侵害をなく

すために必要なこと」については、利用者に対する教育と啓発の推進だけでなく、不適切な情報発

信者に対する監視・取締りの強化や規制・罰則の強化を求める回答が多くなっています。 

 

今後は、市民一人ひとりがインターネットの利便性と問題点を正しく理解し、適正な利用と効果

的な活用に努めるとともに、個人情報の重要性を認識することが大切です。 

 

 

（施策の方向） 

１インターネットの正しい知識、利用マナーの習得 

推進施策 内容 

個人のプライバシーや名誉に関する正

しい理解を深めるための教育・啓発の

充実 

・インターネット上のプライバシーや個人情報保護など

に関する啓発・学習機会を充実します。 

 

・学校教育では、インターネットによるいじめ問題等を

踏まえた情報モラル教育の推進及び学校非公式サイト

等の監視等を行います。 
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２関係機関との連携強化 

推進施策 内容 

人権侵害に対して適切に対するため、

関係機関との連携強化 

・法務局、警察、人権擁護委員、ほか関係機関との連携・

協力を強化します。 

・インターネット上の差別的な発言についての削除要請

等の適切な対応に努めます。（プロバイダ責任制限法） 

・関係機関との相談窓口の設置に努めます。を図ります。 
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８ 同和問題 

（現状と課題） 

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関わる深刻かつ重

大な問題であるとして、1965 年（昭和 40 年）昭和 40 年（1965 年）に国の同和対策審議会

答申が出されました。国は、この答申により“同和問題の解決は国の責務であると同時に国民的課

題である”との指摘を受け、1969 年（昭和 44 年）昭和 44 年（1969 年）に「同和対策事

業特別措置法」を施行し、国や地方公共団体において、さまざまな特別対策を実施してきました。

また、1996 年（平成８年）平成８年（1996 年）に国に出された「同和問題の早期解決に向け

た今後の方策の基本的在り方について（意見具申）」の基本認識の中では、“同和問題は過去の問

題ではない。この問題の解決に向けた今後の取組みを人権にかかわるあらゆる問題の解決につなげ

ていくという、広がりをもった現実の問題である”と指摘されました。 

2000 年（平成 12 年）平成 12 年（2000 年）に施行された「人権教育及び人権啓発の推進

に関する法律」に基づき策定された「人権教育・啓発に関する基本計画」の中でも、重要な人権課

題の一つとして同和問題が明確に位置づけられており、“同和対策の法律の有無にかかわらず、同

和問題は現に存在し一日も早く解決すべき問題であることに変わりはない”という認識のもとで施

策を推進してきました。 

しかしながら、今もなお偏見や差別意識は根強く残り、特定の地域の出身であることや、そこに

住んでいることを理由に結婚や就職等で差別を受けるなど理不尽な人権侵害が生じています。 

本市では、1970 年（昭和 45 年）の結婚差別事件※などを契機に同和問題の解決に向けた人

権教育、同和教育及び人権啓発に取り組んできました。 

 

市民意識調査では、「同和地区（被差別部落）の存在や同和問題を知っている」と答えた人は

77.3％、「知らない」と答えた人は 19.2%でした。新潟県が平成 25 年に実施した人権に関する

県民意識調査結果では「知っている」は 55.8%で、比較すると本市の認知度は 21.5 ポイント高

い結果となりました。その反面、関心がある人権問題では、「同和地区（被差別部落）出身者の人

権」と答えた人は 16.1%と低く、「今でも同和地区の人や出身であることを理由に差別や人権侵

害があると思うか」の問いには、「わからない」、「不明・無回答」を合計した数が 65.4％にの

ぼり、同和問題に関心を持ってもらうためのより一層の同和教育・啓発が必要です。 

また、「同和地区（被差別部落）の存在や同和問題を知ったきっかけは何か」の問いに対して、

「学校の授業」と答えた人が 28.7%と最も多く、年代別では 10 代の 75.0％、20 代の 67.4％

が学校の授業で教わったと答え、学校での同和教育の浸透を示す結果となりました。 

 

同和問題は、そっとしておけば自然に解決するのだから知らない人にわざわざ知らせる必要はな

いという、いわゆる「寝た子を起こすな」という考え方があります。意識調査では、この考え方に

ついて、「そう思う」、「どちらかといえば、そう思う」と答えた人は 42.8%であり、同和問題

を解決するという意識が低いことがうかがえます。あらゆる場面で同和問題への関心を高め、正し

い学習の機会をいかに作っていくかが課題です。 

同和問題は決して過去の問題ではありません。同和問題に対する無関心や誤った知識・偏見は、

差別意識を助長する原因にもなります。差別のない社会の実現に向けて、全ての市民が同和問題に

対する正しい認識と理解を深めることが何よりも重要です。 

 

※被差別部落出身者であるという理由で妻側から結婚解消を申し出たことから、夫が自殺するとい
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う痛ましい事件。差別意識が社会に根強く残っていたことを明らかにしたとともに、関西の問題だ

とされてきた部落差別が当市にとっても他人事ではないということを突き付けました。 

（施策の方向） 

１同和問題に対する正しい理解と認識を深める啓発の推進 

推進施策 内容 

関係機関等との連携による啓発活動の

推進 

・差別意識の解消に向け、法務局、糸魚川人権擁護委員

協議会、関係団体などと連携を図りながら、人権教育・

啓発を積極的に推進します。 

講演会・研修会等による啓発活動の実

施 

・市民や企業などが差別の解消に向けた取り組みが主体

的にできるよう、講演会の開催やポスターの掲示、パン

フレットの配布などに努めます。を行います。また、同

和問題をはじめとしたさまざまな人権問題に関する情

報や教育資料の収集を行い、その情報提供を行います。 

２学校や社会教育における人権・同和教育の推進 

推進施策 内容 

学校における人権・同和教育の推進 

・教職員に対して、同和問題をはじめとしたあらゆる

人々の人権尊重を目的とした研修会等を行います。 

・児童生徒に対する人権・同和教育を行います。 

人権啓発・教育の推進 

・地域での学びの拠点である、各地区公民館等を中心に、

人権・同和問題の学習機会の提供に努めるを図るととも

に、県や人権に係わる関係機関が行う人権・同和問題研

修会などへの、市民参加を推進します。 
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9 さまざまな人権 

（現状と課題） 

アイヌの人々、刑を終えて出所した人、犯罪被害者とその家族、ホームレスの人たち、婚外子、

性的指向(異性愛、同性愛、両性愛)を理由とする偏見・差別、性同一性障がい者、北朝鮮当局によ

って拉致された被害者、東日本大震災に起因する人権問題等、さまざまな人権問題についても、そ

れぞれの問題の性質や本質を理解したうえで、社会情勢の変化に応じて的確に対応していく必要が

あります。 

 

市民意識調査の結果をみると、人権にかかわる問題として、関心の高い問題については、「障が

い者の人権」、「女性の人権」、「子どもの人権」、「高齢者の人権」などが上位項目としてあげ

られています。しかし、その一方で少数ではありますが、近年の人権尊重の流れの中における、Ｌ

ＧＢＴ※に対する偏見や差別などの人権課題を懸念する意見も多く、それらに対しても取り組んで

いく必要があります。 

 

これら様々な人権問題の解決のためには、基本的に何が人権問題なのかを的確に判断できる知識

や感性を育てるとともに、市民一人ひとりが差別の問題を他人事とせず、自分自身の問題としてと

らえ、きちんと向き合いながら考えていくことが必要です。 

また、今後、新たに生じる人権問題についても、それぞれの問題の状況に応じた取り組みが必要

となっています。 

※ＬＧＢＴ 

性的少数者を示す言葉。Ｌ（レズビアン＝女性同性愛者）、Ｇ（ゲイ＝男性同性愛者）、Ｂ（バイ

セクシュアル＝両性愛者）、Ｔ（トランスジェンダー＝心と体の性の不一致、一般的に性同一性障

害も含む） 

 

（施策の方向） 

１様々な人権問題に対する人権意識の高揚 

推進施策 内容 

様々な人権問題に対する人権意識を高

揚するための教育・啓発の推進 

・広報紙やホームページによる啓発を行います。 

・様々な人権に関する学習機会を市民に提供します。 

２個人のプライバシーや名誉に関する理解促進の充実 

推進施策 内容 

個人のプライバシーや名誉に関する正

しい理解を深めるための教育・啓発の

充実 

・プライバシーや個人情報保護などに関する啓発・学習

機会を充実させます。 

３人権侵害に対する相談・支援体制の充実 

推進施策 内容 

人権侵害に対する相談・支援体制など

の整備 

・身近で相談しやすい人権に関する相談・支援窓口を整

備し、救済制度や支援機関などの情報提供を行います。 
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人権侵害に対して適切に対応するため

の関係機関との連携強化 

・法務局、人権擁護委員、地域、各種団体などとの連携・

協力を強化し、問題の解決に努めます。を図ります。 

４社会情勢の変化に伴う新たな人権問題への対応 

推進施策 内容 

新たな人権問題の把握、情報提供 

・関係機関との連携により、新たな人権問題に関する情

報収集と情報提供に努めます。を行います。 

・計画の見直し毎に人権に関する市民意識調査を実施

し、時代の変化に応じた人権問題の把握と、課題解決の

ための施策を推進します。 
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第 4 章 計画の推進に向けて 

１ 庁内推進体制の整備 

社会情勢の変化に伴い、複雑化・多様化する人権問題に適切に対応するためには、庁内の各担当の

専門的な対応と関連する部局間の緊密な連携体制が不可欠です。 

そのため、本市の人権施策を全庁的な組織で総合的・効果的に推進するとともに、人権問題を検討・

協議する「糸魚川市人権施策推進庁内委員会」を設置し、人権施策の調整及び総合的な推進を図り

ます。 

 

２ 関係機関等との連携 

人権教育・啓発を効果的に推進するため、国・県、企業・団体等と連携を図りながら、幅広い分野

における取組を推進します。 

法務局及び糸魚川人権擁護委員協議会、県等と連携を図るとともに、企業、団体、地域等への支援、

相互協力により、情報の共有化、連携による啓発事業の実施、企業・団体等による主体的、自発的

な人権教育・啓発の取組など、より効果的な人権施策の推進に努めます。 

 

３ 計画の進行管理と見直し 

本推進計画は、総合計画と整合性をもつものであることから、この計画に掲げた内容については、

毎年、糸魚川市人権施策推進庁内委員を中心に事業実績報告書・事業計画書を作成し、取り組み状

況を把握することで適切な進行管理を行います。 

また、人権を取り巻く社会情勢の変化等を踏まえ、概ね５年ごとに市民意識調査を行い市民の人権

に関する意識の変化の把握に努めます。 

 

４ 数値目標 

本推進計画をより実効性のあるものとするためには、実施した施策の成果や達成状況を数値により

示すことが重要です。 

第二次糸魚川市総合計画おいても、全ての人の人権が尊重され、年齢や性別、障害の有無などによ

らず、誰もがその個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、「人権や差別問題に関心の

ある市民の割合」を８５％にすることを施策指標に設定しています。 

 

本計画においても、この施策指標を目標値に設定し、計画最終年度となる平成3５年度中の達成を

目指します。 

 

 

 

 

施策指標 現状(H27) 中間目標(H31) 最終目標(H35) 

人権や差別問題に関心のある市民の割合 72％ 83％ 85％ 


