


 

ごあいさつ 
 
 

 「お互いが尊重される 
ま ち

       地域づくり」をめざして  

 
 
21 世紀は「人権の世紀」といわれるように、人権尊重の意識が高まっています。「人

権」とは、人が人らしく幸せに生きていくための権利であり、誰もが生まれながらに

持っている固有の権利です。 

国は、人権教育と人権啓発の理念の普及と国民の理解を深めることを目的として、

平成 12 年（2000 年）に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を施行しまし

た。これに伴い、地方公共団体においても地域の実情を踏まえた人権施策を策定し、

実施することが求められています。 

芦屋町では、これまでにも人権問題に対するさまざまな施策を行い、人権に関する

意識の向上を図ってまいりました。 

しかしながら、社会全般として引き続き、児童虐待や高齢者などの問題が報道され、

また高度情報化などに伴い、インターネットを介した差別事件など新たな人権問題が

発生しています。 

この様な中で、芦屋町では地域の実情を把握するため、平成 23 年度に「芦屋町人

権教育・啓発推進計画策定協議会」を設置し、「芦屋町人権問題に関する住民意識調

査」を実施しました。 

この結果を踏まえ、本町における人権教育・啓発を推進するため「芦屋町人権教育・

啓発基本計画」を策定しました。今後は、この計画を推進し、「お互いが尊重される

地域づくり」の一層の深化をめざしてまいります。 

つきましては、関係団体及び町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

最後に、この計画の策定にあたり、ご尽力を賜りました策定協議会の委員の皆様を

はじめ、貴重なご意見とご提言をお寄せいただきました町民の皆様に深く感謝し、心

からお礼申し上げます。 

 
平成 25 年 3 月 

芦屋町長 波 多 野 茂 丸 
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第第１章章  計計画画のの策策定定ににああたたっってて  
 

■１ 計画策定の趣旨 

■２ 計画策定の背景 

■３ 計画の位置づけ 

■４ 計画の期間 
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１１  計計画画策策定定のの趣趣旨旨  
 

わが国では、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もとで、人権に関

する国内諸制度の整備や人権に関する国際条約への加入等、これまで人権に関する諸施策が

講じられてきました。 

しかしながら、今日においても依然として家庭・学校・地域社会・職場等、社会生活のさ

まざまな局面において、生命・身体の安全にかかわる事象や社会的身分・門地・民族・信条・

性別・障がい等による不当な差別その他の人権侵害が存在しています。また、国際化・情報

化・高齢化等の進展に伴って、人権に関する新たな問題も生じてきています。 

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」（以下、

「人権教育・啓発推進法」という。）においては、第５条に地域公共団体の責務として、「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。」と明記されており、

芦屋町の実情に即した人権教育・啓発の取り組みが求められています。 

人権問題をめぐる状況は、今後もますます複雑化・多様化することが予想され、住民一人

ひとりの努力によって、人権が尊重される社会をつくっていくことが重要であることから、

人権教育・啓発に関する施策の総合的かつ計画的な取り組みを推進するための「芦屋町人権

教育・啓発基本計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 
 

２２  計計画画策策定定のの背背景景  

                                                 

（１）国際的な取り組み 

昭和 23 年（1948 年）、第３回国連総会において人権及び自由を尊重し確保するために、

第二次世界大戦の反省から、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として

「世界人権宣言※1」が採択されました。この世界人権宣言に基づき「国際人権規約※2」「難

民の地位に関する条約※3」「人種差別撤廃条約※4」「女子差別撤廃条約※5」「児童の権利に関

する条約※6」等さまざまな人権に関する条約が締結されています。 

また、平成５年（1993 年）には世界人権宣言 45 周年として、人権教育の重要性を強調

した「ウイーン宣言及び行動計画※7」が採択され、これを受けて、平成７年（1995 年）か

ら平成 16 年（2004 年）の 10 年間を「人権教育のための国連 10 年」とすることが国連決

議されました。平成 17 年（2005 年）からは「人権教育のための世界プログラム※8」や「国

連持続可能な開発のための教育の 10 年※9」が開始されています。 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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（２）国・県における取り組み 

わが国では日本国憲法のもとで、「国際人権規約※2」をはじめとする人権関係諸条約に加

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。 

平成７年（1995 年）には、「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、平成９年

（1997 年）「人権教育のための国連 10 年に関する国内行動計画」を策定しました。 

また、国の付属機関である地域改善対策協議会は、平成８年（1996 年）の意見具申にお

いて、わが国固有の人権問題である同和問題の解決に向けた今後の主要な課題は、教育、

就労、産業等の面でなお存在している格差の是正等のほか、「差別解消に向けた教育及び啓

発の推進」「人権侵害による被害者の救済等の対応の充実強化」であると指摘しました。こ

の事項に対して、今後の具体的な方策を検討するために、平成９年（1997 年）「人権擁護

施策推進法」に基づく人権擁護推進審議会が設置されました。 

平成 11 年（1999 年）、人権擁護推進審議会によって「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につ

いて」の答申がとりまとめられ、この答申を受けて、平成 12 年（2000 年）に「人権教育・

啓発推進法」が施行されました。そして、同法に基づき平成 14 年（2002 年）に「人権教

育・啓発に関する基本計画」が策定されました。 

福岡県においては、平成 10 年（1998 年）に「人権教育のための国連 10 年福岡県行動計

画」を策定し、人権教育・啓発のめざすべき方向を示し、人権問題の解決に向けた施策に

取り組んできました。 

平成 15 年（2003 年）には、「人権教育・啓発推進法」の趣旨を踏まえながら、「福岡県

人権教育・啓発基本指針」を策定し、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進していま

す。 

 

（３）芦屋町における取り組み 

芦屋町では、「芦屋町総合振興計画」に基づき、住民の人権意識の向上及び差別のない明

るい社会の実現に向けて、芦屋町人権・同和教育研究協議会や各種関係機関と連携のもと、

さまざまな人権教育・啓発の取り組みを実施してきました。 

広報紙を通じた啓発活動や、人権カレンダー・人権啓発冊子・人権啓発物資の配布、各

種相談事業の実施、学校教育や社会教育の場における人権教育の推進をはじめ、福岡県同

和問題啓発強調月間※10である７月に人権講演会、12 月の人権週間※11に人権まつりを開催

し、住民が人権や差別について身近に考えることができる機会の提供に努めています。 

平成 23 年（2011 年）には、人権問題に関する実情を把握するために住民 2,000 人を対

象とした「芦屋町人権問題に関する住民意識調査」（以下、「住民意識調査」という。）を実

施し、平成 25 年（2013 年）に本計画を策定しました。 

 

                                                  
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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３３  計計画画のの位位置置づづけけ  
 

本計画は、「人権教育・啓発推進法」に基づく、芦屋町の人権施策を総合的かつ計画的に推

進するための計画であり、人権教育・啓発の現状・課題を踏まえた、今後取り組むべき基本

的な方向性を示すものです。 

本計画の策定にあたっては、町の最上位計画である「芦屋町総合振興計画」をはじめ、「芦

屋町男女共同参画推進プラン」や福祉分野の計画等の関連計画及び国・福岡県の関連計画と

の整合を図ります。 

 
 

 
 芦 屋 町 総 合 振 興 計 画
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

４４  計計画画のの期期間間  
 

本計画の期間は、平成 25 年度（2013 年度）から平成 34 年度（2022 年度）までの 10 か年

とします。ただし、国内外の状況や社会情勢の動向に応じて見直しを行います。 

 

他の関連計画等 

福 祉 関 連

教 育 関 連 そ の 他

＜人権分野＞ 
連携・整合 男女共同参画 芦屋町人権教育・啓発基本計画

連
携
・
整
合 

国「人権教育・啓発に関する基本計画」

県「福岡県人権教育・啓発基本指針」
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第第２章章  人人権権教教育育・・啓啓発発のの推推進進  
 

■１ 人権教育 

■２ 人権啓発 
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人権教育・啓発については、「人権教育・啓発推進法」の第２条において、「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。」と規定されています。 
この規定から、「福岡県人権教育・啓発基本指針」では、人権教育とは、基本的人権尊重の

精神が正しく身に付くよう、学校教育や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、広く県民の間に、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・広報活動等で人権教育を除いたものであると整理されています。 
芦屋町の人権教育・啓発の推進にあたっても、基本的人権が尊重される社会の実現をめざ

し、さまざまな人権問題の固有の課題を踏まえた上で、その根底にある共通の構造を見極め、

総合的・有機的な内容や手法について工夫を行いながら「人権尊重のまちづくり」を推進し

ていく必要があります。 
 

１１  人人権権教教育育  

                                                 

 

現 状 と 課 題 

人権尊重の社会を実現するためには、一人ひとりが人権問題の正しい理解と認識を深める

とともに、人権意識を高め、自らの課題として日常生活の中に活かせる人権感覚を身につけ

ることが重要であり、そのためには、あらゆる場を通した人権教育を進めることが求められ

ます。 
芦屋町では、平成 16 年度から、学力の向上、豊かな心の育成、体力の向上、特別支援教育

に取り組む「さわやかプロジェクト※12」を実施しており、その中で心に響く道徳授業を推進

しています。その他、人権の花「ひまわり」の栽培を通じて、他人への思いやりや命を大切

にする心を育てる「人権の花運動」や、保育所（園）・幼稚園と連携した幼児期からの規範意

識の育成等、幼児教育・学校教育における人権教育の推進に取り組んでいます。住民意識調

査の結果からも、人権問題についての理解を深めるにあたって役立つものとして、「新聞、テ

レビ、ラジオ」の 48.1%に次いで、「学校や保育所、幼稚園での人権教育」が 28.2%と高くなっ

ており、次世代を担う子どもたちへの人権教育が期待されていることがうかがえるため、幼

児教育・学校教育における人権教育のさらなる推進を図る必要があります。 

また、社会教育においても、出前講座の推進など人権に関する学習機会の提供に取り組ん

でいるものの、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現には、今後ともより多くの人に学

習機会を提供し、生涯に渡って継続性のある教育活動に取り組むことが必要です。 

あわせて、町職員や教職員、保育従事者、社会教育関係・保健福祉関係者など人権に深い

かかわりを持つ職業等に従事する人たちに対しては、人権に関する講演会等への参加や人

権・同和教育研修会をはじめ、各現場において研修等を実施していますが、今後とも、人権

尊重の精神を涵養するための研修等を重点的に実施していくことが大切です。 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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新聞、テレビ、ラジオ

学校や保育所、幼稚園での人権教育

人権講演会や人権まつりなど

広報誌、パンフレット、冊子、ホームページ

公民館や集会所での講演会・研修会など

掲示物（ポスター、立看板、垂れ幕など）

人権問題についての学習グループの活動や、
グループ相互の交流会

人権問題に関する相談窓口

その他

無回答

<複数回答>
N=799

 

●人権問題についての理解を深めるにあたって、特に役立つもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 
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取 り 組 み 内 容 

 

（１）幼児教育・学校教育における人権教育 

子どもたちが将来に夢・希望・志を持ち、さわやかな若者に育っていけるよう、学力の

向上、豊かな心の育成、体力の向上、特別支援教育に取り組む「さわやかプロジェクト※12」

を推進します。その際、保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校の一貫・連携した規範意識

の育成や、小中学校における道徳授業を推進し、子どもの豊かな心を育成します。 
 

（２）社会教育における人権教育 

・幼児から高齢者のライフサイクルに応じて、生涯に渡って学習ができるよう、出前講座

の推進や、公民館等の身近な施設を活用した講座の開催等、人権に関するさまざまな学

習機会を提供します。 
・人権にかかわる教育活動充実のため、情報収集・提供、広報活動に努めます。 

 

（３）人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人に対する研修等 

①町職員に対する人権教育の推進 

職員に対して人権についての学習機会を提供し、理解促進に努めることで、職員の意識

向上を図ります。 

②教職員への人権教育の推進 

芦屋町の教職員が、人権・同和に関する芦屋町の現状と歴史的な課題を理解し、人権・

同和教育を推進していくことができるよう、人権・同和教育研修会を実施します。また、

学校人権・同和教育研究協議会の取り組みにより、教職員一人ひとりの自己研鑽及びさま

ざまな課題解決に努めます。 

③保育・幼児教育従事者への人権教育の推進 

町内各保育所（園）や幼稚園に対し、人権教育・研修への積極的な参加を推進すること

で、保育・幼児教育従事者の人権意識向上を図ります。 

④社会教育関係団体・保健福祉関係機関に対する人権教育の推進 

区長会、婦人会等の社会教育関係団体や、芦屋町社会福祉協議会、各種福祉施設などの

保健福祉関係機関に対し、人権問題についての理解や認識が深められるよう、働きかけを

行います。 
 

                                                  
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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２２  人人権権啓啓発発  

                                                 

 
現 状 と 課 題 

住民の人権意識が暮らしの中に根づき、定着することをめざすためには、人権教育ととも

にその積極的な推進が必要であり、効果的な啓発を継続的に行うことが重要となります。 
※10に人権講演会、12 月の人権週間芦屋町では、毎年、７月の福岡県同和問題啓発強調月間

※11にあわせて人権まつりを実施しているほか、学校における「人権の花運動」の取り組み等、

さまざまな啓発活動を実施しています。しかしながら、住民意識調査の結果からもわかるよ

うに、これらの人権講演会や人権まつりに一度も参加したことがない人は 70.1%と多く、参

加者も固定されがちであることが課題となっています。住民意識調査の結果からは、人権講

演会や人権まつりに一度も参加したことのない理由として、「仕事や家庭の都合で行けなかっ

た」が 22.2%と最も高く、次いで「講演会や人権まつりが開催されていることを知らない」

が 18.4%と続いており、年齢によってもその理由に差がみられます。そのため、より多くの

参加を促し、あらゆる年齢層が参加しやすい状況をつくるため、開催日程への配慮やテーマ

の工夫、住民の多様なニーズに応じた内容の充実を図ることとあわせ、行事の実施に関する

広報・周知を推進していく必要があります。 

人権啓発行事以外にも、広報紙への人権啓発記事「差別をなくすために」の掲載や、人権

啓発冊子「お互いが尊重される地域
ま ち

づくり」及び人権カレンダーの発行等、広報紙・啓発資

料等による人権啓発に取り組んでいます。 

広報紙に掲載している記事「差別をなくすために」については、住民意識調査の結果から

「毎月読んでいる」が 12.1%、「時々読む」が 24.3%、「目を通したことはある」が 29.7%と、

何らかの形で目を通したことがある人が 66.1%で全体の約３分の２を占めており、半数以上

の人が関心を持っていることがうかがえます。しかし、その一方で、「読んだことがない」が

17.9%、「あることを知らない」が 13.6%となっており、関心のない人も約３分の１いること

がうかがえます。これは、人権啓発冊子「お互いが尊重される地域
ま ち

づくり」についても同様

の結果がみられます。 

また、人権カレンダーについては、住民意識調査の結果から「活用している」が 21.4%、「時々、

活用している」が 17.8%と、あわせて 39.2%が活用していると回答しています。しかし、「活

用していない」が 44.7%、「あることを知らない」が 14.3%と、あわせて 59.0%が活用してお

らず、活用しているとの回答を上回っています。これらのことから、今後は、内容の見直し・

充実を進め、より多くの人たちに読んでいただき、活用していただけるような広報紙・啓発

資料等を作成していくことが求められます。 

さらに、企業等においては、職場内における人間関係や雇用に関する問題等、企業や事業

所内における人権啓発の取り組みが重要なものとなっています。芦屋町においても、町内の

民間企業に対しては、要望に応じて啓発ビデオの貸し出しや出前講座による講師の派遣等を

行っていますが、今後とも企業における人権啓発を支援していく必要があります。 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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●過去５年以内に芦屋町が実施する人権講演会や人権まつりに参加したことがあるか 

 

2.4

70.1

19.4

4.0

4.1

0% 20% 40% 60% 80%

５回以上参加したことがある

３～５回参加したことがある

１～２回参加したことがある

参加したことが一度もない

無回答

<単数回答>
N=799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2

4.1

11.9

14.3

18.4

22.2

0% 10% 20% 30% 40%

仕事や家庭の都合で行けなかった

講演会や人権まつりが開催されていることを知らない

自分は差別していないし、差別されたこともない

興味がない

その他

無回答

<複数回答>
N=560

●人権講演会や人権まつりに一度も参加したことのない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●広報誌に掲載している記事「差別をなくすために」を読んだことがあるか 

 

2.4

13.6

17.9

29.7

24.3

12.1

0% 10% 20% 30% 40%

毎月読んでいる

時々読む

目を通したことはある

読んだことがない

あることを知らない

無回答

<単数回答>
N=799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 
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2.0

11.5

23.2

39.2

13.8

10.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

いつも読んでいる

テーマによって時々読む

目を通したことはある

読んだことがない

あることを知らない

無回答

<単数回答>
N=799

1.9

14.3

44.7

17.8

21.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

活用している

時々、活用している

活用していない

あることを知らない

無回答

<単数回答>
N=799

●人権啓発冊子「お互いが尊重される地域
ま ち

づくり」を読んだことがあるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人権カレンダーを活用しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 
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取 り 組 み 内 容 

 

（１）人権啓発行事の開催 

・体験型・参加型の行事の検討や、開催日程への配慮、住民ニーズの反映等、内容を見直

し、幅広く住民の参加を促進することができる人権啓発行事を開催します。 

・広報紙やインターネット等の媒体の積極的活用や、各種団体等との連携を強化し、人権

啓発行事に関する情報提供の充実を図ります。 

 

（２）広報紙・啓発資料等による人権啓発 

・住民の興味・関心をひくような紙面づくりや、対象に応じた内容の工夫を行いながら、

広報紙等を通じた人権啓発に継続的に取り組みます。 

・人権啓発資料のあり方を再度検討するとともに、内容の精査を行いながら、より効果的

な啓発資料を作成します。 

 

（３）企業における人権啓発 

企業が社会的責任を自覚し、人権を大切にする企業づくりや人権尊重の意識の高い職場

づくりが進むよう、町内の事業者や事業者団体に対する啓発に努めます。 
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第第３章章  分分野野別別施施策策のの推推進進  
 

■１ 高齢者に関する問題 

■２ 子どもに関する問題 

■３ 障がい者に関する問題 

■４ 女性に関する問題 

■５ 同和問題 

■６ 外国人に関する問題 

■７ インターネット等による人権侵害 

■８ さまざまな人権課題 
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芦屋町ではこれまで、さまざまな人権教育・啓発を通じて住民の人権意識の高揚に取り組

んできました。しかしながら、少子高齢化や情報化の進行など社会情勢が大きく変化する中

では、人権問題も多岐に渡っており、さまざまな分野に対応した人権教育・啓発を推進して

いく必要があります。 

平成 23 年７月に実施した住民意識調査結果では、社会全体で取り組まなければならないと

思う人権問題として、「高齢者の問題」が 62.5%と最も高い割合を占めており、次いで「子ど

もの問題」が 48.2%、「障がい者の問題」が 41.3%、「インターネットによる人権侵害問題」が

26.5%と続いています。なかでも、全国調査と比較して大きな差がみられる「高齢者の問題」

と「子どもの問題」については、芦屋町において特に人権意識が高い項目といえます。 

これらの芦屋町の特徴を踏まえつつ、あらゆる人権問題の解消に向けて、人権教育・啓発

に取り組んでいく必要があります。 

 

 

1.5

8.6
2.6

0.5
2.6

性的指向：9.2
性同一性障害者：10.4

3.3
16.8

8.4

32.7
26.5

24.1
19.0

14.9
7.9

ＨＩＶ感染者等：18.9
ハンセン病患者等：17.0

7.3
12.5

5.4
6.2

1.0
15.0

9.1
44.1

41.3
40.5

62.5
35.0

48.2

25.0
18.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

女性の問題

子どもの問題

高齢者の問題

障がい者の問題

同和問題

アイヌの人々に関する問題

外国人に関する問題

HIV感染者・ハンセン病回復者などに関する問題

刑を終えて出所した人やその家族に関する問題

犯罪被害者やその家族に関する問題

インターネットによる人権侵害問題

ホームレスに関する問題

性的指向や性同一性障がい者に関する問題

その他

特にない

無回答

<複数回答>

●社会全体で力をいれて取り組まなければならないと思う人権問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 芦屋町（Ｎ=799） 全国（Ｎ=1,766） 

 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 

内閣府人権擁護に関する世論調査（平成 19 年 6 月調査） 
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１１  高高齢齢者者にに関関すするる問問題題  

                                                 

 

現 状 と 課 題 

わが国では、出生率の低下や平均寿命の伸びに伴い、世界に例を見ない速さで高齢化が進

んでいます。高齢者の増加に伴って介護や支援を要する高齢者が増加し、介護の長期化、重

度化等により家族介護者の身体的・精神的・経済的負担も増大しています。加えて、認知症

になる高齢者の増加に伴い、高齢者の財産管理や遺産相続、高齢者への虐待等の問題の増加

が指摘されています。 

こうした状況の中で、高齢者介護を社会全体で支えることをめざし、平成 12 年（2000 年）

４月から介護保険制度が導入されました。また、民法改正による成年後見制度※13の実施や、

平成 18 年（2006 年）には「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」の施行等、高齢者を取り巻く環境は大きく変化しています。 

芦屋町では、平成 24 年 10 月末現在の高齢化率（高齢者世帯状況調査）が 25.3%で、４人

に１人が 65 歳以上となっており、高齢化の進行に伴って支援や介護の必要な認定者も増加傾

向にあります。このような状況に対応するため、平成 24 年３月に「芦屋町高齢者福祉計画」

を策定し、これに基づき、各種福祉サービスの提供や高齢者の生きがいづくりの推進に取り

組んでいます。また、福岡県介護保険広域連合と連携のもと、施設サービスや在宅サービス

等の各種介護保険サービスを提供しています。さらに、公的な支援以外にも、芦屋町ボラン

ティア活動センター「りーど」※14に登録されているボランティア団体の活動等において、住

民による高齢者への支援が実施されています。 

住民意識調査の結果においては、高齢者に関する事柄で、特に人権上問題があると思われ

るものについて、「生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」が

39.3%と最も高くなっていることから、相談支援や情報提供の充実を図る必要があります。 

また、高齢者の人権を守るために必要なこととして「社会の重要な一員として、生きがい

を持って生活し、活動できるような環境づくりを行う」が 43.6%となっており、高齢者が社

会の一員としていきいきと生活できるよう、社会参加や生きがいづくりの推進にも継続的に

取り組む必要があります。 

加えて芦屋町では、平成 24 年４月に設置された地域包括支援センターを中心として、虐待

防止マニュアルの作成など高齢者虐待防止に関する取り組みや、成年後見制度などの権利擁

護事業を進めています。近年増加しつつある認知症に関しても、認知症サポーターの育成や

「はいかい高齢者ＳＯＳネットワーク※15」に取り組んでおり、今後さらなる進行が予測され

る高齢社会に対応していくためにも、これらの取り組みの周知や、より一層の推進を図る必

要があります。 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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3.0

4.9

0.6

11.6

14.6

14.8

18.1

18.6

21.3

25.3

34.3

35.5

39.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと

高齢者に対する保健、医療、福祉などのサービスが十分でないこと

経済的に自立が困難なこと

詐欺や悪徳商法の被害を受けやすいこと

道路の段差や建物の階段など外出先での不便が多いこと

仕事やボランティアなどを通して自分の能力を発揮する機会が少ないこと

病院や特別養護老人ホーム等での看護や介護において不当な扱いや
虐待を受けること

高齢者の人格や行動が尊重されないこと

認知症に対する誤解や偏見に基づく不当な扱いを受けること

家庭内での看護や介護において不当な扱いや虐待を受けること

その他

特にない

無回答

<複数回答>
N=799

●高齢者に関する事柄で、特に人権上問題があると思われるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●高齢者の人権を守るために必要なこと 

2.4

3.3

0.3

7.8

12.9

13.9

14.8

17.4

19.5

22.0

22.2

23.2

43.6

44.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

高齢者のための保健、医療、福祉サービスを充実する

社会の重要な一員として、生きがいを持って生活し、
活動できるような環境づくりを行う

高齢者のための相談・支援体制を充実する

建物の階段や道路の段差を解消するなど、バリアフリーを進める

幅広い分野で高齢者が率先して他世代との連携、交流が
図れるよう、世代間交流事業を進める

高齢者一人ひとりの人生観や信条が大切にされる社会をつくる

高齢者への犯罪に対する取締りを強化する

学校教育の中で、高齢者の人権についての教育を充実する

高齢者の人権に関して、住民の意識が高まるように努める

保健・医療・福祉関係従事者に対し、高齢者の人権に関する
研修を充実する

公民館での高齢者教室などを充実する

その他

特にない

無回答

<複数回答>
N=799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 
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取 り 組 み 内 容 

（１）サービスを利用しやすい環境づくり 

・地域包括支援センターや介護サービス事業者等の福祉施設、民生委員との協力のもと相

談体制や情報提供体制の充実を図ります。 
・介護や支援の必要な高齢者が適切にサービスを利用できるよう、健康の保持・増進や介

護予防、在宅生活の支援等に取り組むとともに、福岡県介護保険広域連合と連携のもと

介護基盤の整備を図るなど、高齢者への支援に取り組みます。 
・芦屋町ボランティア活動センター「りーど」※14と連携のもと、住民との協働による高齢

者支援に取り組みます。 
 

（２）高齢者の生きがい・仲間づくりの推進 

・高齢者が社会的役割を担い、生きがいを持って生活できるよう、長年にわたって培われ

た豊富な経験や能力を活かした生きがいづくりや、老人クラブ等への参加や高齢者の仲

間づくりに取り組みます。 
・各小学校区における祖父母学級の講座を充実させ、世代間交流や情報交換などの活動が

できる環境の提供に取り組みます。 
 

（３）高齢者の権利擁護 

①高齢者虐待の早期発見・未然防止 

高齢者に対する虐待を早期発見し、未然に防止するため、広報紙を通じた虐待防止の周

知・啓発に取り組むとともに、虐待防止ネットワーク等虐待予防の体制整備に努めます。 

②認知症高齢者対策 

・認知症に関する正しい理解を促進するとともに、認知症サポーターの養成や「はいかい

高齢者ＳＯＳネットワーク※15」を通じて、認知症高齢者が身近な地域で安全に暮らせる

環境づくりに取り組みます。 
※13・成年後見制度 や日常生活権利擁護事業などの権利擁護に関する制度・事業の周知と利

用促進を図ります。 
 

                                                  
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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２２  子子どどももにに関関すするる問問題題  

                                                 

 

現 状 と 課 題 

※6平成６年（1994 年）「児童の権利に関する条約 」が批准され、子どもの最善の利益を守

り、健やかな発達と子ども独自の権利を擁護することが合意されました。また、この条約の

精神に沿って、平成 10 年（1998 年）に児童福祉法が改正、平成 11 年（1999 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」が制定され、さらに、

平成 12 年（2000 年）には、被虐待児の早期救済等をめざす「児童虐待の防止等に関する法

律」が制定されました。しかし、今日の社会情勢は、情報化、国際化、少子高齢化及び価値

観の多様化など著しく変化しており、加えて、核家族化の進行、家族形態の多様化等、子ど

もや子育て家庭を取り巻く環境に大きな影響を与え、さまざまな課題を生み出しています。 

芦屋町では、児童相談所や関係機関と協力のもと、虐待の相談に対応しているものの、相

談件数は増加傾向にあり、その内容も年々多岐に渡っています。虐待から子どもを守るため

には、早期発見・対応が必要不可欠であり、あわせて専門的な援助を必要とする場合も増え

ていることから、今後とも支援体制のさらなる充実が求められます。 

また、町内小中学校においては、不登校者やいじめが児童・生徒指導上の課題となってい

ます。早期対応を行うことで、その多くは迅速に解決できていますが、今後も未然防止、早

期発見・対応のできる体制について検討していく必要があります。 

その他、子どもの健全育成の取り組みとして、家庭・学校・地域社会が連携し、地域ぐる

みで子どもたちの育成に取り組む「芦屋町青少年健全育成町民会議」や、地方青少年問題協

議会法に基づき設置された「芦屋町青少年問題協議会」では、露骨な性描写や暴力等の有害

図書の氾濫に対処するため白いポストを設置し、有害図書追放など環境浄化活動に取り組ん

でいます。 

また、現在の世情を反映し、住民意識調査の結果でも、子どもに関する人権上の問題とし

て「子ども同士でのいじめ等の行為」が 46.8%、「保護者などが子どもを身体的、心理的（放

任や無視を含む）、性的に虐待すること」が 43.9%と、いじめや虐待に対しての関心が高いこ

とがうかがえます。さらに、子どもの人権を守るために必要なこととして「家庭、地域、学

校の連携のもと、地域で子どもを育み、子どもの環境や活動を考えていこうという気運を高

める」が 51.4%と約半数を占めていることから、今後とも「芦屋町青少年健全育成町民会議」

や「芦屋町青少年問題協議会」の取り組みと連携し、家庭や地域、学校と協力のもと、子ど

もたちの健全育成や、虐待及びいじめ等の未然防止・早期発見・早期対応に取り組んでいく

ことが重要です。 

 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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●子どもに関する事柄で、特に人権上問題があると思われるもの 

3.3

4.5

1.0

16.0

17.0

17.3

22.0

22.2

32.2

35.0

43.9

46.8

0% 20% 40% 60%

子ども同士でのいじめ等の行為

保護者などが子どもを身体的、心理的（放任や無視を含む）、
性的に虐待すること

子どもの虐待に気付いても、見て見ぬふりをすること

学校や就職先の選択など子どもの意見について、大人がその
意見を無視したり、大人の考えを押し付けたりすること

児童買春・売春、児童ポルノなど

暴力や性など、子どもにとって有害な情報の氾濫

大人が指導という理由で体罰を加えること

不審者によるつきまといなど、子どもの安全をおびやかす行為

「子どもだから」という理由で、子どものプライバシーを
尊重しないこと

その他

特にない

無回答

<複数回答>
N=799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●子どもの人権を守るために必要なこと 

3.0

2.9

1.0

8.1

16.9

22.3

23.2

25.0

26.9

29.8

44.9

51.4

0% 20% 40% 60%

家庭、地域、学校の連携のもと、地域で子どもを育み、子どもの環境
や活動を考えていこうという気運を高める

学校において、いじめ問題の防止に対する取り組みの強化を図る

子ども自身が気軽に相談できる体制づくりや専門相談機能の充実を図る

子どもに対する虐待の防止に取り組む

シンナー・覚せい剤等の薬物や性的な犯罪などから子どもを守る
取り組みを進める

子どもを基本的人権を有する社会の一員としてとらえ、子ども自身の
意志や行動を、権利として尊重する

マスコミ等が紙面・番組等の内容に配慮したり、企業等が
ゲームソフトなどの内容・販売に配慮する

学校教育の中で、子どもの人権についての教育を充実する

子どもの人権に関して、住民の意識が高まるように努める

その他

特にない

無回答

<複数回答>
N=799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 
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取 り 組 み 内 容 

（１）子育て支援の充実 

・子育てに関する不安や悩みの解消、負担の軽減を図るため、芦屋町子育て支援センター

「たんぽぽ」※16をはじめとする相談支援体制や各種保育サービスの充実に努めます。 
・児童相談所や関係機関と連携を図りながら、虐待に関する相談支援や虐待の早期発見・

対応に取り組みます。 
 

（２）心豊かに育つ環境づくりの推進 

※12・「さわやかプロジェクト 」のもと心に響く道徳授業を実施し、児童・生徒の豊かな心

をはぐくむ教育の推進及び人権意識の高揚を図ります。 
・教育相談、家庭や地域との連携等を行い、児童・生徒の個々の抱える悩みや問題の把握

に努め、不登校・いじめの未然防止、早期発見及び早期支援ができる体制づくりを推進

します。 
・「芦屋町青少年健全育成町民会議」について広く住民の意見を集結するとともに、家庭・

学校・地域とのネットワークを密にしながら、国・県・町の施策に呼応し、未来を担う

青少年の健全育成に取り組みます。 
・「芦屋町青少年問題協議会」を中心に、有害図書追放の白いポストを設置し、子どもたち

を取り巻く有害図書の浄化等に努めます。 
 

                                                  
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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３３  障障ががいい者者にに関関すするる問問題題  

                                                 

 

現 状 と 課 題 

国連は、障がい者の人権擁護の理念を高めるため、昭和 56 年（1981 年）を「国際障害者

年」とすることを決議、「完全参加と平等」をスローガンに、昭和 57 年（1982 年）「障害者

に関する世界行動計画」を定め、昭和 58 年（1983 年）からの 10 年間を「障害者のための国

連 10 年」としました。そして、その成果は、平成５年（1993 年）から平成 14 年（2002 年）

までの「アジア太平洋障害者の 10 年」に引き継がれ、さらなる障がい者対策の推進が図られ

てきました。 

このような潮流の中で、わが国においても平成５年（1993 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、これまで「医療と保護」の対象であった精神障がい者に対し、

福祉的視点から社会復帰を支援していくこととしました。同年、「障害者対策に関する新長期

計画」を策定し、平成５年（1993 年）以降の 10 年間における施策の基本的方向と具体的方

策を明らかにしました。平成７年（1995 年）にこの新長期計画の重点施策実施計画として「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。近年では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関

する法律」（平成 24 年 10 月１日施行）や「障害者総合支援法」（平成 25 年 4 月施行）の制定

等、障がい者を取り巻く状況は大きく変化しています。 

芦屋町では、平成 24 年３月に策定した「芦屋町障害福祉計画」に基づき「障害者週間」の

広報・啓発をはじめ、県や各種団体等の主催する講演会や研修の案内、各種団体の紹介等に

ついて、広報紙への掲載等を通して、住民への啓発を行っています。また、成年後見制度※13

の利用支援をはじめとする権利擁護や、障がい者やその家族への相談支援、障がい者の雇用

促進等に、関係機関と連携のもと取り組んでいます。特別支援教育についても、保育所（園）・

幼稚園を対象とした「すくすく発達相談」や小中学校を対象とした「巡回相談」、臨床心理士

等の派遣による各園・校における状況把握及び個別相談、指導助言を実施しています。 

住民意識調査の結果では、障がい者に関する事柄で特に人権上問題があるものとして、「働

ける場所や能力を発揮できる機会が少ないこと」が 38.2%、「人々の障がい者に対する理解を

深める機会が少ないこと」が 28.4%と高く、また、障がい者の人権を守るために必要なこと

として「障がいのある人もない人も、地域社会の中でともに暮らせる社会を目指す」が 53.2%

と最も高くなっています。平成 23 年に改正された「障害者基本法」においては、「全ての国

民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊

重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられ

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」の実現をめざすと宣言さ

れています。そのため、障がいや障がい者について住民の正しい理解と認識を深めるための

取り組みをより一層推進するとともに、障がい者やその家族が地域で安心して暮らすことが

できるよう、権利擁護や相談支援、就業機会の確保等に、引き続き取り組んでいく必要があ

ります。 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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28.4

38.2
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働ける場所や能力を発揮できる機会が少ないこと

人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと

経済的に自立が困難なこと

差別的な言動を受けること

障がい者の人格や行動が尊重されないこと
（結婚、就職に際しての周囲の反対など）

道路の段差や建物の階段など外出先での不便が多いこと

聴覚や視覚に障がいのある人などへの必要な情報を伝える
配慮が足りないこと

就職・職場で不利な扱いを受けること

使える在宅サービスや福祉施設・病院が少ないこと

学校の受け入れ体制が不十分なこと

スポーツ・文化活動・地域活動に参加できる機会が少ないこと

詐欺や悪徳商法の被害を受けやすいこと

住宅を容易に借りることができないこと

病院や福祉施設において、不当な扱いや虐待を受けること

その他

特にない

無回答

●障がい者に関する事柄で、特に人権上問題があると思われるもの 

 
<複
 

数回答>
N=799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 
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21.8
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27.3

29.8

53.2

0% 20% 40% 60%

障がいのある人もない人も、地域社会の中でともに暮らせる
社会を目指す

障がい者のニーズにあった保健、医療、福祉サービスを充実する

障がい者の就職の機会を確保する

障がい者が安心して生活しやすい環境（バリアフリー等）にする

障がい者の人権に関して、教育・啓発を通して、住民の意識が
高まるように努める

学校教育の中で、障がい者の人権についての教育を充実する

特別支援学校や近隣の小・中学校の児童・生徒との交流教育
などを実施し、障がいのある子どもに対する理解と認識を図る

障がいに応じた教育を支援する仕組みを充実する

障がい者団体、施設、作業所、民間福祉活動団体などにおける
講演会や体験学習など、様々な機会をとらえた障がい者

との交流を図る

障がい者のための教育・支援体制を充実する

その他

無回答

●障がい者の人権を守るために必要なこと 
 
< 複数回答>

N=799

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 



 

 24

 

取 り 組 み 内 容 

（１）障がい者についての理解促進・啓発 

障がい及び障がい者に関する住民の理解を促進し、あわせて障がい者への配慮等につい

て、住民の協力を得るため、広報紙等を活用した啓発活動を行います。 
 

（２）障がい者の権利擁護 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 24 年 10 月１

日施行）において障がい者虐待に関する通報が法的に定められたことを受け、障がい者に

対する虐待の早期発見や未然防止等に、より一層取り組みます。 
の利用を支援します。 ※13また、判断能力が十分でない障がい者に対しては、成年後見制度

 

（３）サービス利用体制の充実 

・相談支援専門員や民生委員等との連携のもと、ライフサイクルを通じて切れ目のない相

談支援及び各種サービスの提供を図ります。 
・放課後等デイサービスを実施し、障がい児の自立支援や保護者の負担軽減を図ります。 

 

（４）雇用促進・就労支援 

障がい者が地域で自立した生活を営むことができるよう、関係機関と連携のもと、障が

い者の雇用・就労を支援します。 
 

（５）特別支援教育の充実 

発達障害を含む障がいのある幼児、児童及び生徒に対して、適切な教育的支援を行うた

め、幼児期から就労までの長期にわたる支援体制を整備します。また、小中学校において

は必要に応じて特別支援学級を設置し、教育上、特別な支援を必要とする児童・生徒に対

して、障がいによる学習上または生活上の困難を克服するための教育を行います。 
 
 

                                                  
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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４４  女女性性にに関関すするる問問題題  

                                                 

 

現 状 と 課 題 

国際的な女性の地位向上と男女平等のための取り組みは、昭和 50 年（1975 年）の「国際

婦人年」を契機として、昭和 54 年（1979 年）には「女性差別撤廃条約」が採択され、さら

に平成 12 年（2000 年）6 月には国連本部で「女性 2000 年会議」が開催され、女性の人権に

関する「成果文書」が採択されました。 

わが国においても、平成 11 年（1999 年)に「男女共同参画社会基本法」が施行され、そこ

では男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かちあい、性別に関わりなく、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、21 世紀の社会を決定する最

重要課題であると位置づけられています。さらに、個別の課題に対応するため、「男女雇用機

会均等法」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」や

「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」が制定される等法律や制度の整

備が図られています。 

芦屋町では、平成 20 年４月に「芦屋町男女共同参画推進プラン」を策定し、男女共同参画

社会の実現をめざして、研修等を通じた意識づくりや暴力・虐待の防止等さまざまな取り組

みを進めています。 

住民意識調査の結果からは、女性に関する事柄で、特に人権上の問題があると思われるも

のとして、セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）※17やドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）※18等の行為、職場における男女の待遇の違い等の回答が５割近くになっており、セクハ

ラやＤＶの防止については、女性の人権を守るために必要なものとしても 32.4%が回答して

います。それらのことから、今後とも女性の人権侵害の発生を防止するため、啓発活動や相

談支援、被害者の保護など支援体制の充実を図る必要があります。 

また、住民意識調査では、女性の人権を守るためには、「性別による固定的な役割分担意識

を是正し、男女平等・対等意識を広める」が 38.0%と、最も必要性が高いものとなっていま

す。そのためには今後も、家庭・職場・地域等あらゆる場における男女共同参画の推進をさ

らに図っていくことが重要です。 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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●女性に関する事柄で、特に人権上の問題があると思われるもの 

2.3

13.0

0.3

14.1

17.4

32.0

35.4

45.8

47.4

0% 20% 40% 60%

セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス
の行為

就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進における
男女差など、職場における男女の待遇の違い

「男は仕事、女は家庭」といった男女の固定的な役割分担
を押し付けること

女性に対するストーカー行為（つきまとい行為）、痴漢行為

風俗産業や売春・買春（いわゆる「援助交際」を含む）

女性の性を強調した広告

その他

特にない

無回答

<複数回答>
N=799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●女性の人権を守るために必要なこと 

3.1

9.5

1.1

15.3

16.1

20.8

27.0

27.4

31.7

32.4

38.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

性別による固定的な役割分担意識を是正し、
男女平等・対等意識を広める

セクシュアル・ハラスメントや、ドメスティック・バイオレンス
の防止に取り組む

様々な意思決定や方針決定の場へ女性が
参加できるよう促進する

ストーカー行為等女性に対する犯罪の取締りを強化する

男女雇用機会均等法や労働基準法などの周知や、
企業・労働者の意識啓発に努める

女性の人権侵害に対する相談体制を充実する

学校教育の中で、女性の人権についての教育を充実する

女性の人権に関して、住民（特に男性）の意識が
高まるよう努める

その他

特にない

無回答

<複数回答>
N=799

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 
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取 り 組 み 内 容 

（１）男女共同参画社会の実現に向けた環境づくり 

・男女共同参画に関する学習機会を提供し意識の高揚を図るため、住民及び職員を対象と

した講演会や研修会を実施します。 
・広報紙やホームページ等をはじめ、あらゆる機会をとらえて男女共同参画についての啓

発を行います。 

・新しい発想や価値観の創出及び社会全体の活性化を図るため、審議会等の政策・方針決

定過程の場に、より多くの女性の参画を促します。 

 

（２）女性の人権が尊重される社会づくり 

関係機関と連携のもと、セクハラやＤＶ等の防止に向けた啓発活動（ポスター掲示、パ

ンフレット配布等）を実施するとともに、それらに関する相談支援及び被害者の保護に取

り組みます。 

 

（３）家庭・職場・地域における男女共同参画の推進 

保護者等に対する男女共同参画に関する研修等の情報提供、商工会を通じた啓発活動、

区長や公民館長等を対象とした啓発活動等、家庭・職場・地域における男女共同参画を推

進します。 
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５５  同同和和問問題題  

                                                 

 

現 状 と 課 題 

昭和 40 年（1965 年）、わが国において同和対策審議会が、「同和問題は人類普遍の原理で

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

かわる課題である。（中略）その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」

と答申を出しました。その後、国は昭和 44 年（1969 年）に同和対策事業特別措置法を施行

し、以後、二度にわたり制定された特別措置法に基づき、同和問題解決に向けて関係施策を

推進してきました。 

福岡県では独自の取り組みとして昭和 56 年（1981 年）から毎年７月を「同和問題啓発強

調月間」と定め、街頭啓発や講演会など市町村と一体となって各種啓発事業を実施してきま

した。平成７年（1995 年）には、「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を制定

し、結婚及び就職に際しての部落差別事象の防止に努めてきました。また、平成８年（1996

年）には、啓発の拠点施設として春日市に「福岡県人権啓発情報センター」を設置し、同和

問題に関する常設展やさまざまな人権課題に関する特別展を開催するとともに、啓発冊子の

作成、人権啓発ラジオ番組の放送等を行い県民啓発のより一層の推進に努めています。 

芦屋町では、同和問題に関する広報・啓発活動に取り組んでおり、７月の福岡県同和問題

啓発強調月間※10には、人権・同和問題に関するパネルの展示を役場ロビーにて行っています。

また、芦屋町人権・同和教育研究協議会と連携のもと、人権啓発行事や啓発物資の作成・配

布等の実施、教育活動においても学校人権・同和教育研究協議会を中心に、同和問題に関す

る正しい理解と認識を深める取り組みを行っています。 

さらに、住民の人権をはじめ、生活、就職、進学など多岐にわたる相談に応じ、関係機関

と緊密な連携を保ちながら、適切な助言及び指導を行うために、人権生活相談員を設置して

います。あわせて、法務局から委嘱された人権擁護委員が相談に応じています。 

住民意識調査の結果からは、同和問題に関する事柄で特に人権上問題があるものとして「結

婚問題で周囲が反対すること」が 56.4%と最も高く、同和問題を解決するために望ましい方

法としては、「小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい知識を教える」が 45.7%

と半数近くを占めています。 

同和問題はわが国固有の人権問題であるため、住民一人ひとりが同和問題を正しく理解し、

認識を深めることができるよう、今後とも啓発・教育活動を継続して実施することが重要で

す。 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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●同和問題に関する事柄で、特に人権上問題があると思われるもの 

4.0

17.3

2.4

10.3

12.6

29.9

32.4

33.5

56.4

0% 20% 40% 60%

結婚問題で周囲が反対すること

付き合いを避けるなど日常の交際の中で差別があること

就職・職場で不利な扱いを受けること

身元調査をすること

同和地区の土地等の購入を避ける傾向にあること

インターネットを利用して差別的な情報を発信すること

その他

特にない

無回答

<複数回答>
N=799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

9.9

3.4

7.1

7.3

12.9

13.0

13.3

17.0

28.2

32.9

45.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する
正しい知識を教える

わざわざとりあげないで、そっとしておく方がよい

国や地方自治体（県・町）が、同和問題の解決に向けた
施策に積極的に取り組むべきであると思う

同和地区の人々自身が、自分の生活向上に努力
すべきであると思う

同和地区の人々が、一ヶ所にかたまって住まないように
すればよいと思う

住民が自ら差別や人権について学ぶ総合的な場を充実
すべきであると思う

差別をしたり、差別を利用するような場合には、法律で
処罰するべきだと思う

何をしても、解決することはむずかしい

差別をなくすための解放運動を積極的に
取り組むべきだと思う

その他

どうすればよいかわからない

無回答

●同和問題を解決するために望ましい方法 

 

<複数回答> 
N=799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 
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取 り 組 み 内 容 

（１）同和問題啓発の推進 

住民一人ひとりが同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を深め、

自主的に取り組むことができるよう、芦屋町人権・同和教育研究協議会と連携のもと、福

岡県同和問題啓発強調月間※10の講演会やパネルの展示、啓発物資の作成・配布等を通じた

啓発の促進に取り組みます。 
 

（２）同和教育の推進 

・学校人権・同和教育研究協議会の取り組みにより、人権・同和問題に関する理解と認識

を深めるとともに、人権・同和教育の推進を図ります。 
・あらゆる教育・学習の場において、同和問題に関する正しい理解と認識を深めるための

事業・研修会等を効果的に行い、差別事象の解消と住民一人ひとりが個性や能力を活か

し、自己実現を図ることができる社会の実現をめざします。 
 

（３）相談支援体制の充実 

人権問題をはじめとする住民のあらゆる問題の解決を図るため、人権生活相談員や人権

擁護委員による人権相談を実施し、関係機関との連携を図りながら、適切な助言及び指導

を行います。 
 

                                                  
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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６６  外外国国人人にに関関すするる問問題題  

                                                 

 

現 状 と 課 題 

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、生活しており、世界のすべての人々が、基本的に有する人権

を守り、尊重することは、このような国際化時代の前提になるものです。しかし、人権擁護

推進審議会が平成 13 年（2001 年）に行った答申では、外国人に対する人権課題として、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おり、外国人に対する偏見や理解不足が少なからず認められ

ます。 

住民意識調査の結果からは、外国人に関する事柄で、特に人権上問題があると思われるも

のについて、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の受け入れが十

分でないこと」が 32.4%と最も高くなっています。また、外国人の人権を守るために必要な

こととして、「日本と外国の文化交流を行う」が 31.9%、「外国人であることや日本語ができ

ないことが理由で、日本人と同等のサービスが受けられないような障がいを取り除く」が

30.2%と高くなっています。 

こうした外国人への偏見を解消し、語学力の向上や相互理解を深めるため、芦屋町では、

学校教育でのＡＬＴ（外国語指導助手）による英語教育や中学生のオーストラリアへの派遣

を通じて、国際理解教育及び国際交流の推進を図っています。また、国際交流協会を中心と

して実施される交流事業への支援を行っています。さらに、芦屋町ボランティア活動センター

「りーど」※14に登録しているボランティア団体では、いつでも外国人に通訳の対応ができる

体制が整っており、こうした人材を活用することが可能となっています。 

国際化の進展に伴って、地域に居住する外国人の数はますます増加するものと考えられる

ため、今後も国際理解や国際交流を促進し、多様な文化や習慣、価値観等を理解し、認め合

いながら、同じ地域の一員として誰もが安心して暮らすことのできる環境づくりに取り組む

必要があります。 

 
 
 
 
 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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●外国人に関する事柄で、特に人権上問題があると思われるもの 

5.9

18.6

1.5

7.9

8.6

8.8

9.4

13.8

14.1

15.0

17.0

17.8

21.9

32.4

0% 10% 20% 30% 40%

外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会
の受け入れが十分でないこと

外国人が働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと

保健、医療、防災、教育などの生活に必要な情報が十分に手に入らないこと

就職や仕事の内容、待遇等で不利な扱いを受けること

差別的な言動を受けること

国籍を理由に結婚を周囲が反対すること

駅や公共交通機関、文化・スポーツ施設、ショッピング施設などで、
外国語表示がなく、十分なサービスが受けられないこと

学校の受験資格の扱いや受け入れ体制が十分でないこと

住宅を容易に借りることができないこと

本名を使用することによって、差別や不利益を受けることがあるため、
やむを得ず通称名を使う人が多いこと

外国人の人格や行動が尊重されないこと

その他

特にない

無回答

 

<複 数回答>
N=799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●外国人の人権を守るために必要なこと 

5.3

12.3

0.8

6.3

12.1

15.5

16.3

17.6

18.4

18.5

22.2

30.2

31.9

0% 10% 20% 30% 40%

日本と外国の文化交流を行う

外国人であることや日本語ができないことが理由で、日本人と同等の
サービスが受けられないような障がいを取り除く

海外から外国人女性を連れてきて、売春等を強要するなどの
組織的犯罪に対する取締りを強化する

不当な就労や雇用などに対する取締りや罰則を強化する

外国人が日本語を学べる機会を増やす

外国人に対する民間住宅への入居差別、就労に関しての
不利な扱い等を防止する

外国人の人権に関して、住民の意識が高まるように努める

学校教育の中で、外国人の人権についての教育を充実する

外国人のための人権相談体制を充実する

外国人を支援する民間ボランティア団体を育成する

その他

特にない

無回答

<複数回答>
N=799

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年 3 月） 
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取 り 組 み 内 容 

（１）国際理解教育・国際交流の支援 

・語学力の研修とともに国際的感覚を学び、グローバルな視野を持って行動できる人材を

育成するため、学校教育でのＡＬＴ（外国語指導助手）による英語教育や、中学生を対

象としたオーストラリアへのホームステイを実施します。 
・異文化や価値観の違いを認め、お互いの人権を尊重することができるよう、国際交流協

会を中心とした交流事業を支援します。 
 

（２）住みよい環境づくり 

地域に暮らす外国人の人権が擁護され、安心して生活できるよう、外国人に配慮した相

談体制や情報提供体制の整備に努めます。 
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65.3 16.9

1.3

9.6 6.9

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

インターネットの匿名性を利用し、普段は言えない
他人への悪口をいってしまうこと

人権侵害にあたる 一概にはいえない 人権侵害にはあたらない わからない 無回答

<単数回答>
N=799

７７  イインンタターーネネッットト等等にによよるる人人権権侵侵害害  
 

現 状 と 課 題 

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、

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います。 

国においては、平成 14 年（2002 年）５月に、インターネット等において権利の侵害が発

生した場合における、プロバイダ等による迅速かつ適切な対応を目的に、「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)

が施行されました。しかしながら、法務省の「平成 23 年中の人権侵犯事件の状況について」

によると、インターネット等を利用した人権侵犯事件は依然として増加傾向にあります。 

芦屋町では、住民意識調査の結果から、インターネットの匿名性を利用して他人への悪口

をいってしまうことについて、65.3%が「人権侵害にあたる」と回答しており、加えて、社会

全体で力をいれて取り組まなければならないと思う人権問題としても、「インターネットによ

る人権侵害問題」が約３割と比較的高い割合を占めています。青少年の健全育成に向けて、

学校における情報教育、「子ども脱ケータイ宣言」の取り組み等を進めていますが、今後とも

これらの取り組みを通じて、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

教育・啓発を推進していく必要があります。 

 
●以下の問題に関する事柄が人権侵害にあたると思うか 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年３月） 

 

取 り 組 み 内 容 

（１）教育・啓発の推進 

インターネット等による人権侵害をなくすため、住民への啓発を推進するとともに、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理解を深める教育・啓発を行い

ます。 
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８８  ささままざざままなな人人権権課課題題  

                                                 

 

現 状 と 課 題 

前述の人権課題のほかにも、次にあげるようなさまざまな人権課題が存在しています。そ

れぞれが抱える課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です。 

 

○刑を終えて出所した人 

本人に更生の意欲があっても、地域社会の偏見や差別意識がある場合は、更生への妨げや

人権が損なわれるおそれがあります。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、本人の強い更生意欲とともに、周囲の人々の理解と協力が必要です。 

○ホームレスの人たち 

やむを得ない事情でホームレスとなり、健康で文化的な生活ができなくなった人たちに対

して、嫌がらせや集団暴行など人権に関する問題が生じています。ホームレスの人たちの人

権に配慮するとともに、地域社会の理解と協力が必要です。 

※19者や同性愛者 ○性同一性障がい

周囲の無理解が社会生活を制限していること等、精神的な苦痛を受ける状況があり、性同

一性障がい者や同性愛者に対する偏見や差別等の問題が発生しています。このため、性同一

性障がいや性的指向を理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めることが必要です。 

○犯罪被害者 

犯罪被害者やその家族は、犯罪行為による直接的な被害のほか、興味本位のうわさや心な

い中傷等により名誉が傷つけられたり、プライバシーが侵害されたりする等、二次的な被害

を受けることがあります。犯罪被害者とその家族の人権に配慮することが必要です。 

○ＨＩＶやハンセン病等の患者・回復者 

医学的に見て不正確な知識や思いこみによる過度の危機意識の結果、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さまざまな人権問題が生じています。治療

及び予防といった医学的な対応とともに、患者、元患者や家族に対する偏見や差別意識の解

消等、人権に関する配慮が必要です。 

○個人情報の保護 

高度情報化社会の急速な進展に伴って個人情報保護の重要性が高まっています。また、住

民票の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害等も社会的な問題となっており、個人

情報の取り扱いへの配慮が必要となっています。このため、情報セキュリティ対策の充実や

個人情報の適切な取り扱いに努めることが必要です。 

 
※用語解説は資料編（Ｐ42～44）に記載 
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●以下の問題に関する事柄が人権侵害にあたると思うか 

 

68.1 13.8

0.6

10.5 7.0

70.7 13.9

0.5

7.8 7.1

56.8 18.0

2.1

15.4 7.6

55.7 26.4

1.5

9.5 6.9

31.9 47.1

3.3

10.8 7.0

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

過去に刑を終えて出所した人が、それを理由に
就職を断られること

ホームレスの人たちが蔑視されたり、いやがらせ
を受けたりすること

性的指向や性同一性障がい者の人が社会的
不利益を受けること

犯罪被害者が誹謗・中傷され、平穏な生活が
送れないこと

HIVやハンセン病等の患者・回復者が日常生活で
さけられること

人権侵害にあたる 一概にはいえない 人権侵害にはあたらない わからない 無回答

<単数回答>
N=799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：芦屋町人権問題に関する住民意識調査 結果報告書（平成 24 年３月） 

 
 

取 り 組 み 内 容 

（１）教育・啓発活動の推進 

さまざまな人権課題に対する偏見や差別を解消し、住民への正しい知識の普及啓発を進

めるため、あらゆる機会を通して人権教育・啓発を行います。 
 

（２）個人情報の保護 

「芦屋町個人情報保護条例」に基づき、情報セキュリティ対策の充実や個人情報の適切

な取り扱いに努めます。 
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第第４章章  推推進進体体制制等等  
 

■１ 町の推進体制 

■２ 関係団体等との連携 

■３ 県、他市町村との連携 

■４ 計画の見直し 
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１１  町町のの推推進進体体制制  

本計画の推進においては、全庁的な推進組織である「芦屋町人権教育・啓発推進会議（仮

称）」を設置し、全庁体制で取り組むとともに、関係団体と連携を図りながら、人権啓発を町

政のあらゆる分野で推進し、基本計画の実現をめざします。 

人権教育・啓発の推進にあたっては、各人権課題を所管する部署が、この基本計画の趣旨

を踏まえながら、その方向性に沿った取り組みになっているか確認しながら推進していくこ

ととします。 

また、本計画を推進していくためには、住民一人ひとりが人権問題を自分のものとしてと

らえ、人権に対する意識を高めていくことが重要であるため、本計画についての広報・啓発

を積極的に行い、あらゆる機会をとらえて広く住民への周知を行います。 

 

２２  関関係係団団体体等等ととのの連連携携  

人権教育・啓発を総合的に推進するためには、各実施主体が担うべき役割を踏まえた上で、

相互に有機的な連携を図ることが大切です。 

このため、芦屋町人権・同和教育研究協議会や芦屋町学校人権・同和教育研究協議会をは

じめとする関係団体、企業等と連携・協働のもと、実効ある人権教育・啓発の推進に努めま

す。 

 

３３  県県、、他他市市町町村村ととのの連連携携  

本計画に基づく人権教育・啓発の効果的な推進を図るため、県及び他市町村と緊密な連携

と協力の下に取り組みます。 

特に、先進事例や啓発情報、啓発事業等、地域の実情に即して実施される人権教育・啓発

は、芦屋町にとってもより大きな効果が期待されることから、一層の連携強化に努めます。 

 

４４  計計画画のの見見直直しし  

人権問題を取り巻く国際的な動向や国・県の状況、社会的な変化に対応し、必要に応じて

計画の見直しを行い、その結果を広報紙・ホームページ等で周知していきます。 
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芦屋町人権教育・啓発基本計画 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人権教育 

人 

権 

教 

育 

・ 

啓 

発 

の 

推 

進 

（１）幼児教育・学校教育における人権教育 

（２）社会教育における人権教育 

（３）人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人に対す

る研修等 

①町職員に対する人権教育の推進 

②教職員への人権教育の推進 

③保育・幼児教育従事者への人権教育の推進 

④社会教育関係団体・保健福祉関係機関に対する人権教育

の推進

２ 人権啓発 

（１）人権啓発行事の開催 

（２）広報紙・啓発資料等による人権啓発 

（３）企業における人権啓発 
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（１）サービスを利用しやすい環境づくり 
（２）高齢者の生きがい・仲間づくりの推進 
（３）高齢者の権利擁護 

 
１ 高齢者に関する問題

 

 

 

 ①高齢者虐待の早期発見・未然防止 

 ②認知症高齢者対策 

 

２ 子どもに関する問題 

 
（１）子育て支援の充実 

（２）心豊かに育つ環境づくりの推進  

 

 ３ 障がい者に関する問題

 
（１）障がい者についての理解促進・啓発 

（２）障がい者の権利擁護 

（３）サービス利用体制の充実 

（４）雇用促進・就労支援 

（５）特別支援教育の充実 

 分 

野 

別 

施 

策 

の 
推 

進 

 

 

 

 
４ 女性に関する問題

 

 （１）男女共同参画社会の実現に向けた環境づくり 

（２）女性の人権が尊重される社会づくり 

（３）
 

家庭・職場・地域における男女共同参画の推進  

 
５ 同和問題

 

 （１）同和問題啓発の推進 

（２）同和教育の推進 

（３）相談支援体制の充実 
 

 

 
６ 外国人に関する問題

 

 （１）国際理解教育・国際交流の支援 

（２）住みよい環境づくり  

 
７ インターネット等による人権侵害 

 
（１）教育・啓発の推進 

 

 
８ さまざまな人権課題

 

（１）教育・啓発の推進 

（２）個人情報の保護 
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資資  料料  編編  
 

■１ 用語解説 

■２ 策定経過 

■３ 世界人権宣言 

■４ 日本国憲法（抄） 

■５ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

■６ 芦屋町人権擁護に関する条例 

■７ 芦屋町人権教育・啓発基本計画策定協議会委員名簿 
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１ 用語解説 

番号 記載ページ 用語 解説 

１ Ｐ２ 世界人権宣言 

昭和 23 年（1948 年）、第３回国連総会で採択。人

権及び自由を尊重し確保するために、「すべての人

民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣

言したもの。この宣言の後に国連で結ばれた人権

条約の基礎となっており、世界の人権に関する規

律の中で最も基本的な意義を有する。 

２ Ｐ２、３ 国際人権規約 

人権に関する条約・規約の一つ。世界人権宣言の

内容を基礎として条約化したもので、人権諸条約

の中で最も基本的かつ包括的なもの。昭和 41 年

（1966 年）12 月 16 日の第 21 回国際連合総会で採

択、昭和 51 年（1976 年）発効。 

３ Ｐ２ 
難民の地位に関す

る条約 

難民の人権保護と難民問題解決のための国際協力

を効果的にするための条約。国連が主催した難民

及び無国籍者の地位に関する国連全権会議で昭和

26 年（1951 年）７月 28 日採択。 

４ Ｐ２ 人種差別撤廃条約 

昭和 40 年（1965 年）12 月に国連総会で採択され

た条約。締結国が人権及び基本的自由の平等を確

保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する

政策等をすべての適法な方法により遅滞なくとる

ことを主な内容とする。日本は平成７年（1995 年）

12 月に批准した｡ 

５ Ｐ２ 女子差別撤廃条約 

女子に対する差別が権利の平等の原則及び人間の

尊厳の尊重の原則に反し、社会と家族の繁栄の増

進を阻害するものであるとの考えのもとに、各締

約国が男女の完全な平等の達成を目的として、女

子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理

念とする条約。 

６ Ｐ２、18 
児童の権利に関す

る条約 

児童の権利及び保護に関する総合的な条約で、国

連において平成元年（1989 年）11 月に採択。日本

は、平成６年（1994 年）に批准した。 

７ Ｐ２ 
ウイーン宣言及び

行動計画 

平成５年（1993 年）、ウイーンの第２回世界人権

会議で採択。世界のあらゆる人権侵害に対処する

ための国際人権法や国際人道法に関する原則や国

際連合の役割、すべての国々に対する要求を総括

した宣言及び行動計画。 



■資料編■ 
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番号 記載ページ 用語 解説 

８ Ｐ２ 
人権教育のための

世界プログラム 

「人権教育のための国連 10 年」のフォローアップ

を目的として国連総会によって決められた計画。

平成 17 年（2005 年）１月１日からの 10 年間を計

画期間とする。 

９ Ｐ２ 

国連持続可能な開

発のための教育の

10 年 

「持続可能な開発」とは、将来の世代のニーズを

満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニー

ズを満たすような社会づくりのことであり、その

取り組みにあたっては、性・人種による差別の克

服等への配慮が必要とされている。その｢持続可能

な開発｣の実現のために必要な教育への取り組み

を推進するための国連によるキャンペーンのこと

で、平成 17 年（2005 年）から平成 26 年（2014

年）を期間としている。 

10 
Ｐ３、９、

28、30 

福岡県同和問題啓

発強調月間 

同和問題の真の解決をめざして県・市町村はもと

より、県民あげての差別をなくす運動を展開する

ため、県において昭和 56 年（1981 年）に設定さ

れた７月の１か月間。 

11 Ｐ３、９ 人権週間 

国連が世界人権宣言採択を記念して、採択日の 12

月 10 日を「人権デー」と定めたのを受けて、わが

国で定められた 12 月 10 日を最終日とする１週間

のこと｡広く国民に人権思想の向上を呼びかける

啓発活動を行う週間。 

12 
Ｐ６、８、

20 

さわやかプロジェ

クト 

平成 16 年度から実施している芦屋町の教育プロ

ジェクト。将来に夢・希望・志を持つ、さわやか

な若者を育てるために学力・体力・豊かな心を身

につけさせるための教育プログラムを作成し、現

在も内容を見直しながら取り組んでいる。 

13 
Ｐ15、17、

21、24 
成年後見制度 

認知症、知的障がい者など、判断能力が不十分な

成人を支援するための法律上の制度。財産管理や

契約などの法律行為を自分で行うことが困難で

あったり、悪徳商法の被害にあうおそれがあるこ

とから、このような人々の保護と支援を目的とし

ている。 

14 
Ｐ15、17、

31 

芦屋町ボランティ

ア 活 動 セ ン タ ー

「りーど」 

芦屋町のボランティア活動を支援する施設で、ボ

ランティア活動に関する相談や活動への協力・補

助、活動の場の提供等を行っている。 
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番号 記載ページ 用語 解説 

15 Ｐ15、17 
はいかい高齢者Ｓ

ＯＳネットワーク 

認知症高齢者及び要援護者が徘徊行動等により行

方不明になった場合に、折尾警察署を中心に、関

係機関・団体が相互に連携し、早期発見・早期保

護及び適切な事後処置を行うもの。 

16 Ｐ20 

芦屋町子育て支援

センター「たんぽ

ぽ」 

芦屋町の子育て支援の拠点となる施設で、子育て

をしている親子の交流の場の提供や子育てに関す

る相談、子育てサークルの支援等を行っている。

17 Ｐ25 

セクシュアル・ハラ

スメント（セクハ

ラ） 

「性的いやがらせ」のことで、性的なうわさを流

す、身体への不必要な接触や性的関係の強要など、

相手の意志に反して不快や不安な状態に追い込

む、性的な性質の言葉や行動などを指す。 

18 Ｐ25 
ドメスティック・バ

イオレンス（ＤＶ）

夫婦、恋人間など、親密な関係にある男女間で起

こる暴力。殴る、蹴るといった身体的暴力だけで

なく、罵る、無視するといった精神的暴力、生活

費を渡さないなどの経済的暴力も含まれる。 

19 Ｐ35 性同一性障がい 

生物学的には性別が明らかであるにもかかわら

ず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続

的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的

に他の性別に適合させようとする意思を有する状

態。 
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２ 策定経過 

 
日 付 会 議 等 内 容 

2 月 2 日 第１回芦屋町人権意識調査項目

事前検討会 

芦屋町人権意識調査票素案に関

する協議 

3 月 30 日 第２回芦屋町人権意識調査項目

事前検討会 

芦屋町人権意識調査票素案に関

する協議 

6 月 7 日 第１回芦屋町人権教育・啓発基本

計画策定協議会 

芦屋町人権意識調査票素案に関

する協議 

7 月 1 日 調査票の送付 無作為抽出により、2,000 通の送付

7 月 29 日 調査票の回収締め切り 回答数 799 通 

平成 

23 年 

8 月～ 意識調査結果のとりまとめ・分析  

3 月 31 日 意識調査結果報告書の完成  

7 月 26 日 第 1回ワーキングチーム会議 ・計画の策定趣旨、策定体制、 

スケジュールについて 

・住民意識調査結果の報告 

・ヒアリング調査について 

8 月 3 日 第 1回芦屋町人権教育・啓発基本

計画策定協議会 

・計画の策定趣旨、策定体制、 

スケジュールについて 

・住民意識調査結果の報告 

9 月 21 日 第２回ワーキングチーム会議 基本計画の骨子に関する検討 

10 月 16 日 第３回ワーキングチーム会議 基本計画の素案に関する検討 

11 月 5 日 第２回芦屋町人権教育・啓発基本

計画策定協議会 

基本計画の素案に関する検討 

11 月 14 日 第４回ワーキングチーム会議 基本計画の素案に関する最終検

討 

12 月 10 日 第３回芦屋町人権教育・啓発基本

計画策定協議会 

基本計画の素案に関する検討 

平成 

24 年 

12 月 25 日 

～1月24日 

パブリックコメントの実施  

平成 

25 年 
2 月 1 日 第４回芦屋町人権教育・啓発基本

計画策定協議会 

・パブリックコメントの結果報告

・基本計画の承認 
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３ 世界人権宣言 
 

昭和 23 年（1948 年）12 月 10 日 

第３回国際連合総会採択 

前 文 

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世

界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受

けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 

 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の

支配によって人権保護することが肝要であるので、 

 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 

 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権

についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進す

ることを決意したので、 

 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成するこ

とを誓約したので、 

 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるの

で、 

 よって、ここに、国際連合総会は、 

 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間に

も、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育

によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的

措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準

として、この世界人権宣言を公布する。  

第一条 

 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、

理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 

第二条 

１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出

身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この

宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。  

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域である

と、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国

際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。  

第三条 

 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

第四条 

 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。 
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第五条 

 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。 

第六条 

 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。 

第七条 

 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。 

第八条 

 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国

内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

第九条 

 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。 

第十条 

 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公

平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 

第十一条 

１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判に

おいて法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。  

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪

とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。  

第十二条 

 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。 

第十三条 

１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。  

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。  

第十四条 

１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。  

２ この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の

場合には、援用することはできない。  

第十五条 

１ すべて人は、国籍をもつ権利を有する。  

２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。  
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第十六条 

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。  

２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。  

３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。  

第十七条 

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。  

第十八条 

 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更

する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によっ

て宗教又は信念を表明する自由を含む。 

第十九条 

 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己

の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び

思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 

第二十条 

１ すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。  

２ 何人も、結社に属することを強制されない。  

第二十一条 

１ すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。  

２ すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。  

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

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

また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。  

第二十二条 

 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。 

第二十三条 

１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対す

る保護を受ける権利を有する。  

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

有する。  

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

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

る。  
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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。  

第二十四条 

 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有す

る。 

第二十五条 

１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分

な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力によ

る生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。  

２ 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを

問わず、同じ社会的保護を受ける。  

第二十六条 

１ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階において

は、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、

一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく

開放されていなければならない。 

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。

教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、

かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。  

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。  

第二十七条 

１ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあ

ずかる権利を有する。  

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保

護される権利を有する。  

第二十八条 

 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。 

第二十九条 

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。  

第三十条 

 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自

由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解

釈してはならない。 
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４ 日本国憲法（抄） 
 

昭和21年（1946年）11月3日公布 

昭和22年（1947年）5月3日施行 

前文 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のため

に、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為

によ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 

 

（日本国民の要件） 

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

 

（基本的人権の享有と性質） 

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。 

 

（自由･権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任） 

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。 

 

（個人の尊重、生命・自由･幸福追求の権利の尊重） 

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。 

 

（法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界） 

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。 
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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。 

 

（公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障） 

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。 

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。 

 

（請願権） 

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。 

 

（国及び公共団体の賠償責任） 

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。 

 

（奴隷的拘束及び苦役からの自由） 

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。 

 

（思想及び良心の自由） 

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。 

 

（信教の自由、国の宗教活動の禁止） 

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。 

 

（集会･結社･表現の自由、検閲の禁止、通信の自由） 

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。 

 

（居住･移転･職業選択の自由、外国移住･国籍離脱の自由） 

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。 

 

（学問の自由） 

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
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（家族生活における個人の尊厳と両性の平等） 

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。 

 

（生存権、国の生存権保障義務） 

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。 

 

（教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償） 

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。 

 

（労働の権利･義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止） 

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

３ 児童は、これを酷使してはならない。 

 

（労働者の団結権･団体交渉権その他団体行動権） 

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。 

 

（財産権の保障） 

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。 

 

（納税者の義務） 

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。 

 

（法廷手続の保障） 

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。 

 

（裁判を受ける権利） 

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。 

 

（逮捕に関する権利） 

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。 
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（拘留･拘禁に対する保障） 

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。 

 

（住居侵入･捜索･押収に対する保障） 

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。 

 

（拷問及び残虐な刑罰の禁止） 

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。 

 

（刑事被告人の諸権利） 

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。 

 

（不利益な供述の共用の禁止、自白の証拠能力） 

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。 

 

（刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止） 

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。 

 

（刑事補償） 

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 

 

（基本的人権の本質） 
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、過去幾多の試練に堪へ、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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５ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 
 

平成12年（2000年）12月6日 法律第147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。 

 

（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。 
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（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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６ 芦屋町人権擁護に関する条例 

 
平成 12 年３月 22 日条例第 16 号 

（目的） 

第１条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲

法、及び「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」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり部落差別・障害者差別・女性差別・いじめ等、あら

ゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による「明るく健全な町、人権尊重の町」の実現に寄与

することを目的とする。 

 

（町の責務） 

第２条 町は、前条の目的を達成するため、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるも

のとする。 

 

（町民の課題） 

第３条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、

自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。 

 

（町の施策の推進） 

第４条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために国及び県と協力し、必要な施策の

推進に努めるものとする。 

 

（啓発活動及び教育の充実） 

第５条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、充実した人権に関する啓発活動及び人権教育

を行い、人権尊重の町づくりに努めるものとする。 

 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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７ 芦屋町人権教育・啓発基本計画策定協議会委員名簿 

 
 氏 名 所 属 機 関 備 考 

１ 安髙 吉明 芦屋町人権・同和教育研究協議会 委員長 
２ 田中 信代 芦屋町人権擁護委員 副委員長 
３ 安部 知彦 芦屋町社会福祉協議会  

４ 三上 一孔 芦屋町学校人権・同和教育研究協議会  

５ 橋本  求 部落解放同盟芦屋支部  

６ 野﨑 昭吾 芦屋町民生委員・児童委員  

７ 林  英次 芦屋町社会教育委員  

８ 中島 幸男 教育長  

９ 岡本 正美 学校教育課長  

10 中西 新吾 企画政策課長  

11 吉永 博幸 福祉課長  

12 清水 和久 北九州教育事務所（学識経験者）  

（順不同・敬称略） 
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