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第１章 基本的な考え方 

１ 基本指針策定の趣旨 

国は、平成 14（2002）年 3月に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」
に基づく「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、様々な人権課題に対

する諸施策を進めています。 
この法律において、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と連携を図り

ながら、地域の実情を踏まえ、人権教育・啓発に関する施策を策定し、実施す

る責務があるとされています。 
県は、平成 16（2004）年 4 月に「新潟県人権教育・啓発推進基本指針」を策

定し、これに基づき人権に配慮した行政施策や人権教育・啓発などを推進して

います。 
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・県の人権に関する指針や計画にそって、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」を策定するものです。 
 
２ 基本指針の性格と目標 

この基本指針は、当市の人権教育及び人権啓発に関する施策の基本的な方向

性を示すとともに、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題など、各人権課

題における施策の基本方針を示すものです。 
また、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく当市の施策とそ

の実施の方針を示す基本指針として位置付け、国及び県の基本指針をふまえ、

当市の実情に即して策定したものです。 
当市は、この基本指針により、人権教育及び人権啓発を推進するとともに、

各種行政施策の実施に当たっては、基本指針を尊重しながら推進します。 
市民には、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、すべての市民がそれぞ

れの立場で人権を尊重した生活を営むことによって、一人ひとりの人権を尊重

する社会の実現に寄与することを期待するものです。 
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３ 人権を取り巻く状況 

（１）国際的経過 

20世紀前半、世界は二度にわたる悲惨な大戦を経験し、この反省に立って国
際連合は、昭和 23(1948)年の総会で「世界人権宣言」を採択し、世界の人権擁
護の動きは大きく前進しました。 
宣言は、前文で「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」、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」、第 2条で「すべての人は、人種、皮膚の色、
性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門

地、その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることな

く、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」として

います。 
国際連合では、世界人権宣言の理念を実現するために、「あらゆる形態の人種

差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）」、「国際人権規約」、「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）」、「児童の

権利に関する条約（子どもの権利条約）」など、多くの人権に関する宣言や条約

を採択してきました。 
また、「国際人権年」、「国際婦人年」、「国際児童年」、「国際障害者年」、「国際

高齢者年」などテーマごとに国際年を設定し、人権擁護の取組を進めてきまし

た。 
しかし、東西対立による冷戦終了後も、世界各地で民族や宗教の違いなどに

よる紛争や内戦が多発し、これに伴う人権侵害、難民の発生などの深刻な人権

問題が表面化したため、国際社会全体で人権擁護に取り組む気運が高まり、国

連は平成 6（1994）年の総会において、平成 7（1995）年から 10年間を「人権
教育のための国連 10年」とする決議を採択し、すべての国において人権教育を
推進する国内行動計画の策定を求めています。 
「人権教育のための国連 10 年」の最終年である平成 16（2004）年の国連総

会では、平成 17（2005）年から「人権教育のための世界プログラム」に取り組
むことが採択されました。 
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（２）国・県の動向 

我が国では、日本国憲法で「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」としており、「基本的人権の尊重」

を基本原則として各種国内法の整備や各種施策を実施するとともに、国連が採

択した「国際人権規約」や「人種差別撤廃条約」をはじめ、人権に関する多く

の条約を批准し、国際社会の一員として人権擁護の取組を進めてきました。 
平成 9（1997)年には、「人権教育のための国連 10年」の趣旨を受け、国内行

動計画を策定しました。 
また、同年の「人権擁護施策推進法」の施行により、「人権擁護推進審議会」

が設置され、平成 11（1999）年には「人権尊重の理念に関する国民相互の理解
を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事

項」の調査・審議について答申がされています。 
これを受けて、平成 12（2000）年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律」が施行され、国は「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、県は

「新潟県人権教育・啓発推進基本指針」を策定しています。 
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第２章 人権教育・人権啓発の推進 

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
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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。 
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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。 
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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事業と人権に関する啓発

事業を連携し、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
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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。 
文部科学省が発行し、乳幼児や児童・生徒の保護者に配付されている「家庭

教育手帳」や市が発行している「子育てお役立ちブック」を活用し、家庭にお

ける人権意識の高揚を促進します。 
 
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、女性や子どもの人権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）、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。 
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（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。 
 
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。 
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第３章 分野別人権施策の推進 

１ 女性 

（１）現状と課題 

男女平等の理念は、性別を理由として差別的扱いを受けることなく、平等な

存在として人権を保障されるべきとして、日本国憲法に明記されています。 
また、「男女共同参画社会基本法」が平成 11（1999）年に施行され、国全体

で様々な分野における男女共同参画社会形成のための取組が行われてきました。 
しかし、現実には、女性が地域や職場において、政策や方針の決定に参画す

ることが少ないこと、賃金や処遇での男女格差、固定的な役割分担意識によっ

て女性が家事・育児・介護等の多くを負担している現状など、人々の意識や行

動、社会の慣習の中には、性別による差別や不公平な事例が現在でも残ってい

ます。 
また、ドメスティック・バイオレンス（配偶者や恋人からの暴力）、セクシュ

アル･ハラスメント（性的嫌がらせ）、ストーカー行為（しつこいつきまとい行

為）等女性に対する暴力や人権侵害が社会問題になるなど、男女平等社会が実

現されたといえる状況ではありません。 
こうした状況を踏まえ、性別による固定的な役割分担意識などにとらわれる

ことなく、一人の人間として尊重され、持っている個性や能力を発揮できる社

会の実現に向けて、家庭、学校・園（保育所、幼稚園）、地域、職場等あらゆる

分野で男女共同参画の視点にたって、人権教育・啓発を推進することが必要で

す。 
 
（２）施策の基本方針 

 ① 男女共同参画社会の実現に向けた総合的な取組 

国・県の新しい施策や当市の実情などを踏まえた「糸魚川市男女共同参画計

画」を策定し、市民と行政が一体となって、男女共同参画社会の実現に向けた

総合的な取組を展開します。 

 

② 個人の尊重と男女平等意識の定着 

個人の尊重と男女平等意識の定着を図るため、家庭、学校・園（保育所、幼

稚園）、地域、職場等あらゆる分野において、性別による固定的な役割分担意識
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を見直し、男女平等・人権尊重の意識を醸成する教育・啓発を推進します。 

メディアによる性別での差別や固定観念に基づく情報を適切に解釈・判断で

きるよう、市民のメディア･リテラシーの育成に努めます。 

 

※ メディア･リテラシー：メディアからの情報を主体的に読解し、分析･活用する能

力。情報をそのまま受け取らず積極的に解釈・批判できる力。 

 

③ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

地域社会、行政等様々な場の方針・政策決定過程において、男女が共に参画

し、等しく意見が反映されるよう、女性が参画しやすい環境づくりと参画拡大

の啓発に努めます。 

 

④ 男女が働きやすい環境づくり 

男女の働く機会が等しく確保され、能力が正当に評価される雇用環境づくり

のため、関係機関と連携しながら企業等への啓発に努めます。 

子育てしている世帯が安心して仕事と子育てを両立できる環境づくりを推進

します。 

働く場におけるセクシュアル･ハラスメントを防止するため、関係機関と協力

しながら、企業における啓発を促進します。 

 

⑤ 女性に対する暴力と人権侵害の防止 

暴力は重大な犯罪で人権侵害であるとの認識のもと、女性に対する暴力の発

生を防ぐ環境づくりを推進するとともに、相談窓口の設置や被害者の支援体制

の整備を推進します。 

 

２ 子ども 

（１）現状と課題 

子どもを取り巻く環境は、少子化や核家族化、近隣との関係の希薄化等を背

景に大きく変化し、家庭や地域が持つ子どもの健全育成や教育の機能・能力の

低下が懸念されています。 
全国的にみると、家庭では、過保護、過干渉、放任、育児放棄、児童虐待等
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の子どもの養育に関する問題が、学校では、いじめや体罰等、子どもの人権に

関する問題が生じています。 
また、情報化が進展する中、物の豊かさを享受する一方で、兄弟姉妹や地域

の子ども同士が触れ合う機会が減少し、これらを通じて体得する円滑な対人関

係を形成する能力、人を思いやる心、我慢することなどの社会性が養われる場

や機会の減少が懸念されています。 
さらに、有害情報の氾濫や児童ポルノ等の性の商品化、子どもに対する無差

別的な暴力や連れ去りなどが増加し、子どもたちの健全な成長や人権を阻害・

侵害する問題が社会問題化しています。 
当市においては、これらの状況を踏まえて、関係機関の連携によって児童の

虐待防止を図る「糸魚川市要保護児童対策地域協議会」の設置、子どもの成長

と発達課題に応じて子育てを支援する「子育てお役立ちブック」の発行等によ

り、子どもの健やかな成長と子育て支援、子どもの人権の擁護に努めています。 
今後においても、家庭と学校・園（保育所、幼稚園）、地域、関係機関等が一

体となって、子どもが健やかに成長できる環境づくりや人権の擁護を図ること

が必要です。 
 
（２）施策の基本方針 

 ① 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。 
 
② いじめを生まない学校づくりの推進 

いじめ防止の視点から学習指導や学校行事等の教育活動を見直し、児童・生

徒の主体性を発揮したいじめ防止の取組を推進します。 
児童・生徒が安心した学校生活が送られるよう、不安や悩みに対応できる相

談体制の充実を図ります。 
 
③ 児童虐待の防止対策の推進 

地域住民と関係機関との連携による児童虐待の発見や通報の仕組を確立する
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ため、「糸魚川市要保護児童対策地域協議会」による情報のネットワーク化を図

ります。 
虐待を受けた児童に対しては、ケアを行っていくことが重要であるため、児

童福祉、保健医療、教育、警察等の関係機関が連携した支援に努めます。 
児童虐待に対する防止体制の強化が求められていることから、保護者に対し

必要な指導、援助のための相談や個別訪問体制を築きます。 
 
④ 子育て支援の推進 

行政と医療機関が連携し、妊娠、出産、育児と継続した子育て支援を推進し

ます。 
市民が子育てへの関心や理解を高め、地域全体で子育て家庭を支えることが

できるよう、講習会や研修会等の開催により、子育てに関する意識啓発等を推

進します。 
子育て支援の基盤となる相談や支援のサービスを整備するとともに、地域子

育て支援センター、子育てサークル、子育てサポーターなどの活用を図り、身

近な地域で子育てを支援する体制の充実に努めます。 
 
⑤ 子どもの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。 

 子どもの非行防止のため、警察、学校、地域や関係機関・団体等と連携し、

非行の防止と保護の徹底に努めます。 

児童買春、児童ポルノ等が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであ

ることから、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に

関する理解を深めるための教育・啓発に努めます。 
また、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

護に努めます。 
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３ 高齢者 

（１）現状と課題 

日本の高齢化は、出生率の低下や平均寿命の延びを背景に急速に進展してお

り、平成 17（2005）年 10月 1日現在における高齢化率（人口に占める 65歳
以上の人口割合）は、全国で 20.0％、本県で 23.7%となっており、平成 27（2015）
年には国民の 4 人に 1人が 65歳以上になると推計されています。 
当市の高齢化率は 30.71%（平成 18（2006）年 4 月 1日現在）で、国・県を

大幅に上回るスピードで高齢化が進展しています。また、全世帯 17，684（平
成 18（2006）年 4月 1 日住民基本台帳）のうち約 23%の世帯が高齢者の単身
世帯や高齢者のみの世帯で占めています。 
高齢者の増加とともに、寝たきりや認知症等によって介護を要する高齢者が

増加し、介護の期間も長期化する傾向にあります。 
こうした状況を背景として、高齢者に対する身体的、精神的な虐待や介護放

棄、財産権の侵害等、高齢者の人権にかかわる問題が生じています。 
このため、高齢者の権利擁護と高齢者に対する犯罪防止を図るとともに、現

在は若年層であっても、「老い」は将来必ず訪れるとの自覚や認識を持って、市

民一人ひとりが高齢者の人権に対する理解を深める教育・啓発が必要です。 
また、高齢者の中には、身体機能の低下などによって、自らが「役に立たな

い、邪魔な存在」と思い込み、精神的に孤立する例も見受けられ、高齢者が住

み慣れた地域や家庭において、生きがいを持って生活が営める地域社会づくり

が必要です。 
 

（２）施策の基本方針 

① 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、高齢者が生きい

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。 
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② 社会参加の促進と就労機会の確保 

高齢者が長年にわたって培ってきた知識や経験を生かし、積極的に社会参加

できるよう支援します。 
高齢者とその他の世代の相互理解や連帯感を深めるため、世代間交流機会の

充実に努めます。 
高齢者の意欲と能力に応じて、年齢にかかわらない雇用や多様な就業機会の

確保を促進します。 
 
③ 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。 
 

４ 障害者 

（１）現状と課題 

当市における障害者数は、平成 18（2006）年 4月 1日現在で、身体障害者（身
体障害者手帳所持者）2,247人、知的障害者（療育手帳所持者）311人、精神障
害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）237人となっています。 
近年、障害者が生活するうえで障壁（バリア）となるものを取り除いていこ

うとする「バリアフリー」、障害の有無で特別に区別されることなく共に家庭や

地域社会の中で普通に生活できる社会をつくろうとする「ノーマライゼーショ

ン」の理念が浸透しつつあります。 
しかし、現実には建物内や歩道の段差といった物理的障壁、就職や雇用での

差別、障害や障害者に対する偏見や差別意識など様々な障壁が依然として存在

し、障害者の自立と社会参加を妨げる要因の一つとなっています。 
平成 16（2004）年に一部改正された「障害者基本法」は、理念に「何人も、

障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害す

る行為をしてはならない。」とすることが加えられ、障害者に対する差別の禁止

が法律のうえでも明確にされています。 
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これらを踏まえて、地域社会のすべての人々が、障害は誰もが無関係ではな

く自らのこととして認識し、偏見や差別意識を取り除くことが必要です。 
障害の有無にかかわらず家庭や地域で自分らしい生活が送れるよう、障害や

障害者に対する正しい理解と認識を深めるとともに、障害者を取り巻く障壁を

取り除きながら共生の地域社会づくりが必要です。 
 

（２）施策の基本方針 

① 障害や障害者に対する正しい理解の促進 

障害者に対する偏見や差別意識を解消し、ノーマライゼーションの理念を定

着させるための啓発を推進します。 
障害や障害者に対する理解と認識を深めるため、地域住民を含めた地域交流

事業等を通して啓発を推進します。 
学校や地域の活動など日常的なふれ合いを通して、障害の有無にかかわらず

共に学び共に活動する機会の拡充に努めます。 
 
② 自立と社会参加の促進 

障害者や高齢者をはじめ、すべての人々が自由に活動でき、安心して自立し

た生活が営めるよう、各種施設や歩行空間等のバリアフリー化を促進します。 
障害者の社会参加を促進するため、移動支援やコミュニケーション手段の確

保に努めます。 
障害者の社会活動等の参加機会を確保し、障害者の社会参加を支援するとと

もに、障害者の自立意識の向上に努めます。 
障害者の就業を通じた社会参加と職業的自立ができるよう、職業相談の充実

と事業主、市民への啓発に努めます。 
 
③ 権利擁護の推進 

障害者が家庭や地域で自分らしい生活を送れるよう、社会福祉協議会と連携

し、権利擁護事業を推進します。 
関係機関との連携を深め、障害者に対する相談・支援体制の充実に努めます。 
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５ 同和問題 

（１）現状と課題 

同和問題は、我が国固有の人権問題であり、日本社会の歴史的過程で形づく

られた身分差別によって、国民の一部の人々が、経済的、社会的、文化的に低

い状態におかれ、今もなお、日常生活における様々な差別が少なからず認めら

れます。 
問題解決のため、国は地方公共団体と共に「同和対策事業特別措置法」に基

づいた地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対

する物的基盤整備は成果を上げ、大きく改善しています。しかし、全国的には、

現在でも結婚や就職における差別問題など、身近な場面での差別事案が発生し

ています。 
当市においては、昭和 45（1970）年、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ため、夫が自殺するという痛ましい事件が起こっ

ています。 
糸魚川市教育委員会では、昭和 63（1988）年から本格的な同和教育に取り組

んでいます。 
第 35回新潟県政世論調査（平成 14（2002）年実施）における、同和地区、

同和問題の認知度にかかる項目の回答結果は、「知っている」が 50％、「知らな
い」が 46％となっています。 
県政世論調査結果から、当市においても、同和問題の認知度ついて同様の傾

向であると推測されるため、同和問題について理解を深めるための、より効果

的な同和教育・啓発を推進することが必要です。 
 

（２）施策の基本方針 

① 啓発活動の推進 

市民から、同和問題についての正しい知識と理解を深めてもらうため、法務

局及び糸魚川人権擁護委員協議会、県等と連携した啓発を推進します。 
企業・団体等の採用時において、不適切な面接や職場内における差別が発生

しないよう啓発を推進します。 
同和問題を口実とした不当な要求等を行う「えせ同和行為」について、正し

い理解の促進とその対応方法について周知します。 
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同和問題に対する市職員の正しい理解を促すため、職員の人権・同和問題に

関する研修機会の拡充に努めます。 
 
② 学校教育における推進 

学校における指導計画に基づき、教育活動全体の中で同和教育を推進します。 
同和問題に対する教職員の理解をより深めるため、同和教育研修会や現地学

習会を実施します。 
 
③ 社会教育における推進 

同和問題をはじめとする人権問題に対する正しい理解と認識を深めるため、

「人権講演会」、「人権研修会」など市民に対する研修・学習機会の提供に努め

ます。 
社会教育事業の多岐にわたる分野においても、人権が強く認識されるように

なってきていることから、社会教育指導者に対する人権・同和問題研修会への

参加を促進します。 
 
６ 外国人 

（１）現状と課題 

当市における外国人数は 294 人（平成 17（2005）年 10月 1 日現在）で、10
年前（1995年、139人）と比較して 2.1 倍と急激に増加しています。 
平成 7（1995）年には、歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人等が約５割

を占めていましたが、近年では、中国、フィリピン、ブラジルからの研修生、

就労を目的とした人々が増加しています。 
また、日本人の配偶者として、一定割合の方が在住しています。 
こうした状況の中で、依然として市民の意識の中には、外国人に対する偏見

や差別意識が少なからず認められます。 
日常生活などにおいても、日本人と外国人とのあいだで、言語、生活習慣、

価値観の相違等に起因する様々な問題が生じることがあります。 
今後も国際化が進展する中、市内に居住する外国人数は増加するものと予測

され、異なる国籍と生活文化・習慣を持つ人々が相互に理解を深め、同じ地域

社会の一員として認め合いながら、多文化共生の地域社会づくりが必要です。 



 19 

（２）施策の基本方針 

① 相互理解の促進と人権意識の啓発 

外国人が日本語や日本文化を理解することは、地域社会の一員として生活す

る上で重要であることから、これらの学習機会の提供に努めます。 
外国人に対する偏見や差別意識をなくすため、学校、行政、各種団体が行う

世界の国々に関する教育、学習、交流など様々な機会を通じて人権意識の啓発

に努めます。 
 
② 外国人が住みやすい生活環境の充実 

外国人が日常生活に必要な情報を容易に得られるよう外国人生活相談室を設

置します。 
企業、関係機関、民間団体などと連携して、外国語による情報提供、外国人

に対する相談・支援体制の充実を図ります。 
 
③ 外国人の適正な雇用等の促進 

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

に努めます。 
 
７ 感染症患者等 

（１）現状と課題 

ＨＩＶ・エイズ、ハンセン病などの感染症に対する知識や理解の不足、思い

込みなどにより、これらの患者や元患者、その家族に対する偏見や差別などが

存在しています。 
ＨＩＶ感染症は、その感染経路が特定されているうえ、感染力もそれほど強

いものではないことから、正しい知識に基づき日常生活を営む限り感染を恐れ

る必要はありません。また、早期治療により、感染しても発症を遅らせたりす

ることや引続き社会生活を営むことができます。 
ハンセン病は、感染しても発病する可能性は極めて低く、治療方法も確立し

ており、遺伝病でないことも判明しています。しかし、発病した患者の外見上

の特徴から特殊な病気として扱われ、平成 8（1996）年までハンセン病患者の
隔離政策が行われてきました。 
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その後、平成 13(2001)年には国の強制隔離政策に対する違憲判決が出され、
ハンセン病患者などの名誉回復及び福祉の向上を図るための「ハンセン病療養

所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が施行されています。 
こうした感染症をめぐる状況を踏まえ、今後も様々な場を通じてＨＩＶ・エ

イズ、ハンセン病などに関する正しい知識の普及・啓発に努め、感染症患者等

に対する偏見や差別意識をなくすための教育・啓発が必要です。 
 
（２）施策の基本方針 

① 教育・啓発活動の推進 

学校教育において、発達段階に応じたエイズ教育を推進し、エイズに対する

正しい知識と理解の普及に努めます。 
偏見や差別意識の解消を図るため、感染症の正しい知識の普及・啓発を推進

します。 
国や県の実施する事業と連携し、エイズ無料検査及び相談事業などの広報活

動を行います。 
 
② 保健指導等の充実 

関係機関と連携して、専門的知識に基づく保健指導等の相談体制の充実に努

めます。 
 

８ 様々な人権問題 

（１）北朝鮮による拉致被害者 

① 現状と課題 

北朝鮮は、平成 14（2002）年 9 月 17日の日朝首脳会談で日本人の拉致を初
めて認めました。 
これを受け、日本政府は、17人（平成 19（2007）年 1月末現在）の日本人

を北朝鮮当局によって拉致された被害者として認定しています。そのうち 5 人
については帰国が実現し、その後、家族の帰国も実現しました。 
しかし、帰国した 5 名を除く拉致被害者の安否については、現在でも北朝鮮

当局より十分な説明がなされていません。 
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② 施策の基本方針 

県との連携を図りながら、市民の拉致問題への認識と意識啓発を行うととも

に、拉致問題の早期解決に向けた取組に努めます。 
 

（２）犯罪被害者やその家族 

① 現状と課題 

犯罪被害者やその家族は、生命、身体、財産に対する直接的な犯罪被害だけ

でなく、犯罪被害を受けたことによる精神的、経済的な様々な被害を受けてい

る場合があり、また、近隣によるうわさ話、マスメディアによる過剰な取材な

ど二次的被害を受ける場合もあると指摘されています。 
平成 17（2005）年 12月には「犯罪被害者等基本法」に基づいて、犯罪被害

者のための施策を総合的、計画的に推進する「犯罪被害者等基本計画」が策定

されました。 
 
② 施策の基本方針 

犯罪被害者やその家族は、多様な精神的、経済的な被害を受けている場合が

あることから、安全で安心できる生活を確保するため、社会全体が犯罪被害者

とその家族の人権に対する理解を深めるよう、関係機関・関係団体と連携して

啓発に努めます。 
 
（３）刑を終えて出所した人等 

① 現状と課題 

刑を終えて出所した人、執行猶予の判決を受けた人、非行や罪を犯した少年

などが、社会の一員として立ち直ろうとしていても、地域社会における根強い

偏見や差別意識のため、更生への妨げや人権が損なわれる恐れがあります。 
また、刑を終えて出所した人等の家族についても、その家族であるとの理由

で人権が侵害されることがあります。 
 
② 施策の基本方針 

刑を終えて出所した人等に対する偏見や差別意識の解消を図るため、関係機

関や更生保護に関わる団体と連携・協力して啓発に努めます。 
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（４）インターネットによる人権侵害 

① 現状と課題 

日本のインターネット利用者数は、ここ数年で急増しており、世帯普及率は

80％近くに達していると言われています。 
普及率の増加により、だれでも世界中の人と気軽に交流できるとともに、自

身で手軽に情報発信できるようになりました。 
インターネット上では、自分の名前や顔を知られることなく情報発信できる

ため、人権の無視や犯罪を目的とした情報が掲載される場合があり、インター

ネットに関連した人権侵害や犯罪が急増しています。 
インターネット利用者が、安全に利用するためのルールやモラルを守ること

を心がけるよう周知を行ない、人権侵害が発生しないよう防止することが必要

です。 
インターネット被害を受けた場合の対処法についても、周知することが必要

です。 
 
② 施策の基本方針 

インターネット利用時のルールやマナー、プライバシー侵害や名誉毀損等に

関する正しい理解を深めるための普及・啓発に努めます。 
 
（５）その他の人権課題 

ここまで触れてきた課題のほかに、ホームレス、性同一性障害の人、同性愛

者等への偏見と差別、プライバシーの侵害など様々な人権に関する課題が存在

しています。 
これらの課題についても、自らの人権のみならず、他人の人権についても正

しく理解し、相互に人権を尊重するよう、「人権尊重の理念」に基づく人権教育・

啓発の推進に努めます。 
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第４章 特定の職業に従事する人に対する人権教育・啓発 

１ 現状と課題 

市職員、教職員・社会教育関係者、消防職員、医療・保健・福祉関係者など

は、人権について正しい理解を深め、常に人権を尊重した態度と行動でそれぞ

れの職務を遂行することが必要です。 
これらの職業に従事する人が人権を尊重した態度と行動で職務を遂行するこ

とは、市民の信頼の向上とともに、市民サービスや接遇の向上にも結びつきま

す。 
このため、職務の性質上、人権に深くかかわりのある職業に従事する人に対

しては、特に人権教育・啓発の充実を図ることが必要です。 
 
２ 施策の基本方針 

（１）市職員に対する人権教育・啓発 

市職員は、職務上、多くの個人情報やプライバシーにかかわる業務、市民生

活に影響を及ぼす業務に携わることから、人権に関する知識を習得し、高い人

権尊重の意識を持って職務を遂行できるよう研修等の充実に努めます。 
 
（２）教職員・社会教育関係者に対する人権教育・啓発 

教職員は、教育活動を通じて児童・生徒の人権意識を高めるうえで重要な役

割を果たします。 
このため、教職員一人ひとりが様々な人権問題を正しく理解し、児童・生徒

に対して適切に人権教育を実践できるよう研修等の一層の充実を図ります。 
人権問題の解決を自らの課題として取り組むよう資質と指導力の向上に努め

ます。 
社会教育主事、公民館職員等の社会教育関係職員は、地域での指導者として、

様々な人権問題に関する理解と認識を深め、指導力を発揮して人権問題の解決

に資することができるよう、研修や自己啓発を通じて資質と指導力の向上に努

めます。 
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（３）消防職員に対する人権教育・啓発 

消防職員は、市民の生命、身体及び財産を火災や災害などから守る役割を担

っており、人命・人権の尊重、プライバシーの保護に配慮して職務に当たる必

要があることから、様々な人権に関する研修の充実に努めます。 
 
（４）医療・保健・福祉関係者に対する人権教育・啓発 

医療・保健・福祉関係者は、人としての尊厳やプライバシーの保護など、人

権意識に立脚した職務の執行が必要であることから、関係機関等への人権教

育・啓発の実施の働きかけや各種研修の充実に努めます。 
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第５章 人権施策の推進に向けて 

１ 庁内推進体制と総合調整機能の強化 

当市では、女性、子ども、高齢者など、個別の課題に対応した人権教育・啓

発を推進してきましたが、さらに総合的、効果的に人権施策を推進するため、

様々な行政分野がより連携を強化し人権教育・啓発を推進します。 
各行政分野の連携と総合的、効果的施策の推進を図るため、総合調整機能を

備えた推進体制づくりに努めます。 
 

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には、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 人権施策の進行管理と基本指針の見直し 

人権施策の推進状況については、定期的に進行管理し、円滑な人権施策の推

進に努めます。 
本指針については、国・県の動向、社会情勢の変化及び当市の実情を踏まえ、

必要に応じて的確に見直します。 
 
 


