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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

 

我が国では、日本国憲法のもと、人権に関する制度の整備や国際条約への批准及び加入

など、さまざまな施策が講じられてきました。 

しかし今日においても、女性や子ども、高齢者、障がいのある人、同和問題（部落差別）、

外国人等に関する差別や人権侵害が依然として存在しています。また近年、インターネッ

トを悪用した人権侵害、東日本大震災における風評被害等、人権に関する新たな問題も生

じています。このように、人権問題をめぐる状況は、社会の急速な進展や変化に伴い、今

後ますます多様化・複雑化することが予想されます。 

そのため、市はもとより市民一人ひとりの努力によって、家庭や地域社会、学校、職場

等が一体となり、人権が尊重される社会を築くことが今まで以上に重要となります。 

本市では、「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）に基

づき、国及び県の方針や計画、さらには、「宇陀市総合計画」をはじめとする本市の関連計

画、「人権に関する市民意識調査」の結果等を踏まえるとともに、今後の社会経済情勢や国

及び県の施策動向の変化、市の財政状況など柔軟に対応しながら、人権に関する施策の総

合的かつ計画的な取組を推進するため、「宇陀市人権施策基本計画（以下「本計画」という。）」

を策定しました。 

 

２．計画の期間 

 

本計画の期間は、平成 25（2013）年度から 2022 年度の 10 か年とします。ただし、社

会経済情勢の変化を踏まえ、国及び県の施策との整合を図りながら、宇陀市人権啓発活動

推進本部の調査研究部会が 2 年ごとに計画の評価を行い、宇陀市あらゆる差別の撤廃・人

権擁護に関する審議会の意見を拝聴するとともに、5 年目となる平成 29（2017）年度に計

画の中間見直しを行いました。 

 

３．計画策定の体制 

 

本計画は、次のような手法や体制で計画案や人権施策に対する市民の意見を反映しなが

ら策定しました。 

                                                   
*人権教育及び人権啓発の推進に関する法律： 

人権擁護推進審議会の答申を受け、平成 12（2000）年、人権教育・啓発を推進することを目的として

制定された法律 
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（１）「人権に関する市民意識調査」の実施 

本計画を策定するにあたり、市民の人権に関する意識を把握し、今後の人権施策を推進

していくうえでの課題や方向性を整理するための基礎資料として活用することを目的と

して、平成 23 年 12 月に「人権に関する市民意識調査」を実施しました。調査は 2,000

人を対象とし、うち 1,970 人に配布、817 人から回答を得ました。 

（２）庁内における検討 

人権施策に関する現状把握や庁内の連携強化を図るため、人権に関する取組状況調査

を実施し、現状や課題を掘り下げ、今後の方策を検討しました。 

また、宇陀市人権啓発活動推進本部の調査研究部会で本計画の素案を作成及び検討し、

本部運営委員会における全庁的な調整を踏まえ、宇陀市あらゆる差別の撤廃・人権擁護に

関する審議会の意見を拝聴しながら策定しました。 

（３）中間見直し 

平成 29 年度に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」などの個別の人権

課題を解消するための法整備等を踏まえ、関係課等の庁内ヒアリングを実施し、計画の中

間見直しを行いました。 

 

 

■宇陀市人権啓発推進本部組織図 
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第２章 人権問題に関する動向 

１．本市の状況 

 

本市では、日本国憲法及び世界人権宣言の精神に基づき、平成 18（2006）年に｢宇陀市

における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例｣を制定し、市民一人ひと

りの人権が尊重され、真に自由及び平等で平和な社会が実現できるよう施策を進めていま

す。 

また、町村合併と同時に｢宇陀市人権啓発活動推進本部要綱｣を定め、「宇陀市人権啓発

活動推進本部」を設置しました。平成 20（2008）年に策定した「宇陀市総合計画」におい

ても、同和問題（部落差別）や高齢者への差別などさまざまな人権問題の存在を課題とし

てあげており、主要施策を「人権啓発・教育の推進」「人権相談・擁護体制の充実」として、

さまざまな人権課題への取組を行い、平成 23（2011）年に「人権に関する市民意識調査」

を実施し、平成 25（2013）年「宇陀市人権施策基本計画」を策定しました。 

男女共同参画計画では、平成 20（2008）年には「宇陀市男女共同参画計画」を策定、男

女共同参画社会の実現に向け、平成 29（2017）年には「男女共同参画に関するアンケート

調査」を実施し「宇陀市男女共同参画計画（第 2 次）」の策定をしました。 

 

 

【人権に関する本市の動き】 

平成 18（2006）年 「宇陀市における部落差別撤廃と 

                    あらゆる差別をなくすことを目指す条例」制定 

「宇陀市人権啓発活動推進本部要綱」設置 

平成 19（2007）年 「宇陀市男女共同参画社会をめざす住民意識実態調査」実施 

「宇陀市小中学生男女共同参画社会をめざすアンケート調査」実施 

平成 20（2008）年 「宇陀市総合計画」策定 

「宇陀市男女共同参画計画」策定 

 平成 23（2011）年 「人権に関する市民意識調査」実施 

 平成 25（2013）年 「宇陀市人権施策基本計画」策定 

 平成 29（2017）年 「男女共同参画に関するアンケート調査」実施 

 平成 30（2018）年 「男女共同参画計画（第２次)」策定 
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２．国際的な動向 

 

国際連合（以下「国連」という。）では、昭和 23（1948）年の第 3 回国連総会において、

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であ

る」とする「世界人権宣言」を採択して以来、「国際人権規約」や「児童の権利に関する

条約」（子どもの権利条約）、「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

性差別撤廃条約）、「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）

など、人権に関する数多くの規約等が採択されてきました。さらに、平成 6（1994）年に

は、人権問題を総合的に調整する国連人権高等弁務官の設置や人権関係諸条約の監視機関

等の積極的な活動など、人権と平和が尊重される社会の実現に向けた取組が進められてき

ました。 

特に、平成 6（1994）年の第 49 回国連総会では、人権に対する世界的な規模での理解を

深め、あらゆる国において人権という普遍的な文化を構築することが重要であるという国

際的な共通認識のもとに、「人権教育のための国連 10 年（1995～2004）」が採択され、各

国において、国内行動計画の策定や、地方及び地域社会に基盤を置く団体に対して、住民

に対する実効性のある人権教育を実施することを求めました。この「人権教育のための国

連 10 年」の取組により、世界的な人権教育推進の方向が定められ、各国では国内行動計画

の策定や人権センターの設立など、さまざまな取組が推進されています。 

しかし、21 世紀に入った現在でも、世界の各地で人種や民族、宗教等の違い、あるい

は政治的対立や経済的利害によって戦争や迫害、差別などが生じており、人権の侵害、さ

らには、生命まで危険にさらされているという現状があります。 

「人権教育のための国連 10 年」の取組が最終年を迎えた平成 16（2004）年 12 月には、

国連総会において、世界各地で引き続き人権教育を積極的に推進することを目的に、「人権

教育のための世界計画決議」が採択されました。そして、平成 21（2009）年には、高等教

育における人権教育及び公務員等への人権研修のための行動計画となる「『人権教育のため

の世界プログラム』 第 2 段階」を経て、さらに平成 27（2015）年から平成 31（2019）

年までを「第 3 段階」として最初の 2 つの段階の実施を強化し、メディア専門家及びジャ

ーナリストへの人権研修を促進することを重点に置いた取組が進められ、国連を中心とし

て 21 世紀を人権の世紀とするための取組が積極的に推進されています。 

平成 22（2010）年には、環境保護や人権尊重といった普遍的な価値基準を世界のあらゆ

る組織に浸透させることを目的に、国際標準化機構（ISO）で策定された ISO26000 など、

社会的責任に関する国際規格のテキストが発行されており、企業等の組織が人権尊重のた

めの取組をより積極的に実践していくことが期待されています。 
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【人権に関する国際的な動き】 

昭和 23（1948）年 「世界人権宣言」採択 

昭和 34（1959）年 「児童の権利に関する宣言」採択 

昭和 38（1963）年 「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国連宣言」採択 

昭和 40（1965）年 「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）採択 

昭和 41（1966）年 「国際人権規約」採択 

昭和 54（1979）年 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」 

（女性差別撤廃条約）採択 

平成 元（1989）年 「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）採択 

平成 ６（1994）年 「人権教育のための国連 10 年（1995～2004）」採択 

平成 16（2004）年 「人権教育のための世界計画決議」採択 

平成 18（2006）年 「障害者の権利に関する条約」採択 

平成 21（2009）年 「『人権教育のための世界プログラム』第２段階」採択 

平成 22（2010）年  社会的責任に関する国際規格「ISO26000」発行 

平成 26（2014）年 「『人権教育のための世界プログラム』第 3 段階」採択 
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３．国内の動向 

 

我が国では、国際社会の一員として、国際人権規約をはじめとした人権関係諸条約を締

結するとともに、国連が提唱する「国際婦人年（1975 年）」「国際児童年（1979 年）」「国

際障害者年（1981 年）」「国際識字年（1990 年）」等多くの国際年*に取り組み、その趣旨

に基づいて国内法を整備するなど、基本的人権の尊重と人権意識を高めるための施策を推

進しています。 

特に、我が国固有の問題である同和問題（部落差別）については、昭和 40（1965）年の

「同和対策審議会答申」に基づき、特別対策として「同和対策事業特別措置法」が昭和 44

（1969）年から平成 14（2002）年 3 月までの 33 年間実施されてきました。 

また、女性、障がいのある人、外国人等のさまざまな人権問題についても、男女共同参

画社会やノーマライゼーション、あるいは共生社会の実現などの理念のもとに、その改善

に向けた施策等が推進されています。しかし、国連の規約人権委員会をはじめとした関係

機関からは、我が国には依然としてさまざまな人権課題が存在すると指摘されています。 

こうした中、平成 7（1995）年 12 月には、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」が設置され、平成 9（1997）年 7 月には、「人権教育のための

国連 10 年に関する国内行動計画」が策定されました。 

また、平成 9（1997）年 3 月には、「人権擁護施策推進法」が施行され、人権尊重の理

念を深めるための教育・啓発及び人権侵害の被害者救済に関する施策の推進を国の責務と

して位置付け、同法に基づき人権擁護推進審議会が設置されました。同審議会では、平成

11（1999）年 7 月に「人権教育・啓発の基本的事項」について、平成 13（2001）年 5 月

に「人権救済制度の在り方」について答申が出されました。 

さらに、人権教育・啓発に関する施策として、平成 12（2000）年 12 月に「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）が施行されました。同法におい

ては、国の責務とともに、第 5 条で「地方公共団体は、人権教育及び啓発に関する施策を

策定し、実施する責務を有する」と規定されています。また、平成 14（2002）年 3 月には、

同法に基づき国の「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。 

平成 28（2016）年には、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての

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を目指し、「障害者差別解消法」が施行され、障がいのある人への差

別的取扱いを禁止し、公的機関に必要な配慮が義務づけられました。 

 

 

                                                   
* 国際年： 

国際社会が 1 年間をつうじて共通した問題に取り組む活動。国際年の制定は通常、国連総会で決定され

る。 

 ノーマライゼーション： 

障がいのある人や高齢の方の生活をできるだけ一般の市民と同じような生活に近づけること、かつ、障

がいのある人や高齢の方がそうでない人と共に生きる社会が本来の姿であり、そのような社会づくりを

目指すという考え方のこと 
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また、外国人への不当な差別的言動は「許されない」と定めた「ヘイトスピーチ*解消法」

や部落差別のない社会の実現を目指すことを目的とした「部落差別解消推進法」がそれぞ

れ施行されるなど、個別の人権課題を解消するための法律が整備されました。 

他にも、女性・子ども・高齢者などの人権に関する法整備や各種の人権関係法の施行な

どにより、様々な取組が行われています。 

県においても、平成 9（1997）年に「奈良県あらゆる差別の撤廃及び人権の尊重に関す

る条例」を制定、平成 10（1998）年には「『人権教育のための国連 10 年』奈良県行動計

画」を策定、平成 16（2004）年には「奈良県人権施策に関する基本計画」を策定するなど、

人権施策を総合的に推進しています。さらに、平成 20（2008）年には「人権教育の推進に

ついての基本方針」を策定、平成 23（2011）年には「若者の人権意識調査」を実施、平成

28 年には「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」が施行さ

れ、人権に関する教育・啓発、差別解消のための諸事業をはじめ、各種分野における人権

施策を国及び市町村、企業、団体との連携・協働により取り組んでいます。 

 

  

                                                   
*  ヘイトスピーチ： 

人種、国籍、思想、宗教、性的指向など変えることが難しい個人や集団の特質に基いて、暴力や差別を

あおる発言や行動のこと 
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【人権に関する国の動き】 

昭和 40（1965）年 「同和対策審議会答申」提出 

昭和 44（1969）年 「同和対策事業特別措置法」施行 

昭和 54（1979）年 「国際人権規約」発効 

昭和 60（1985）年 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」 

（女性差別撤廃条約）発効 

平成 6（1994）年 「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）発効 

平成 7（1995）年 「人権教育のための国連 10 年推進本部」設置 

平成 8（1996）年 「地域改善対策協議会意見具申」 

「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）発効 

平成 9（1997）年 「人権援護施策推進法」施行 

 「『人権教育のための国連 10 年』に関する国内行動計画」策定 

平成 11（1999）年 「人権教育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事項について」 

人権擁護推進審議会答申 

平成 12（2000）年 「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）施行 

平成 13（2001）年 「人権救済制度の在り方について」人権擁護推進審議会答申 

平成 14（2002）年 「人権教育・啓発に関する基本計画」策定 

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

                             （障害者差別解消法）施行 

平成 28（2016）年 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた 

                取組の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）施行 

平成 28（2016）年 「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）施行 

 

【人権に関する県の動き】 

昭和 41（1966）年 「同和教育の推進についての基本方針」策定 

昭和 61（1986）年 「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）児童生徒に対する指導指針」通知 

昭和 63（1988）年 「同和問題に関する県民啓発活動の基本方針」策定 

平成 6（1994）年 「奈良県国際識字年推進計画」策定 

平成 9（1997）年 「奈良県あらゆる差別の撤廃及び人権の尊重に関する条例」制定 

平成 10（1998）年 「『人権教育のための国連 10 年』奈良県行動計画」策定 

平成 13（2001）年 「人権教育推進プラン」（学校教育編）策定 

平成 14（2002）年 「人権教育推進プラン」（社会教育編）策定 

平成 16（2004）年 「奈良県人権施策に関する基本計画」策定 

平成 20（2008）年 「人権教育の推進についての基本方針」策定 

平成 23（2011）年 「若者の人権意識調査」実施 

平成 28（2016）年 「奈良県障害のある人もない人も 

                     ともに暮らしやすい社会づくり条例」施行  
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第３章 計画の基本理念 

１．計画の基本理念 

人権とは、人間の尊厳に基づいて一人ひとりがもっている固有の権利であり、社会を構

成するすべての人が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むた

めに欠かすことのできない権利です。 

市民一人ひとりが、お互いの「個性」や価値観の違いを認め合い支え合う「人権を尊重

する意識」を育むことができるまちをつくるため、さらには、日常生活の中で出会うさま

ざまな事象の中から、主体的に考え、学び、何が人権課題になるのかを的確に判断し、自

らの課題として解決に向けた行動に移せる「人権を尊重する姿勢」を育むことができるま

ちをつくるため、次の基本理念を掲げます。 

誰もが尊重される共生のまちづくり  

 

２．計画の基本的視点 

（１）人権尊重を基本とした行政の推進 
市の全部局が、豊かな人権文化の創造を目指し、「教育」「福祉」「健康」「安全・安心」

「環境」等のあらゆる分野において、人権尊重を基本とした施策の推進に取り組みます。

また、市職員は、人権教育・啓発の推進をはじめとするさまざまな役割を担うことから、

市職員一人ひとりの人権意識を高め、地域活動への積極的な参加を促進します。 
 

（２）人権意識を高める取組の推進 
市民一人ひとりが人権に関する正しい知識を身につけ、偏見や差別に気づく感覚を育み、

日常生活の中で自分や他者の人権を尊重できる意識を高めることができるよう、家庭や学

校、地域、職場などのあらゆる場で効果的かつ実践的な人権教育・啓発を推進します。 
 

（３）協働による、人権尊重のまちづくり 
人権が尊重される社会を実現するためには、すべての人々がお互いの人権を尊重し、支

え合う社会づくりを進めていかなければなりません。市民一人ひとりが協力し合い、社会

の担い手であるという自覚を促すとともに、市民や関係団体との協働による人権尊重の

まちづくりに取り組みます。  
 

（４）相談支援体制の充実 
人権侵害などの問題が生じた時は、その被害者が安心して相談ができ、問題解決に向けた

支援体制が整っていることが重要です。人権問題におけるさまざまな事柄に対して、国・県

やNPO 等の民間団体との連携・協働を図りながら、相談支援体制の充実を図ります。 
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誰もが尊重される共生のまちづくり 

基本理念 

 

（１）人権尊重を基本とした行政の推進 

（２）人権意識を高める取組の推進 

（３）協働による、人権尊重のまちづくり 

（４）相談支援体制の充実 

基本的視点 

施策の方向 

 

①  市民への啓発の推進 

②  企業への啓発の推進 

③  特定の職業に従事する人に対する研修の充実 

 

（２）人権啓発の推進 

分 野 

１．人権施策の推進 
 

区 分 

①  相談体制の充実 

②  関係機関相互のネットワークの充実 

（３）相談支援体制の

充実 

（１）人権教育の推進 
①  学校・就学前における人権教育の推進 

②  生涯学習における人権教育の推進  

 

３．計画の体系 
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施策の方向 

 

分 野 

 

２．分野別施策の推進 

区 分 

（７）さまざまな人権 

①  さまざまな人権に関する教育・啓発の推進 

②  相談体制の充実 

③  情報提供の充実  

①  子どもの人権に関する教育・啓発の推進 

②  子育て支援及び就学前教育の推進 

③  いじめ・不登校等への対策の充実 

④  健全育成に向けた取組の推進 

⑤  児童虐待防止対策の充実 

（２）子ども 

①  女性の人権に関する教育・啓発の推進 

②  政策形成・意思形成の場への女性の参画推進 

③  家庭と仕事・地域活動のバランスがとれた生活への支援 

④  DV からの保護と自立支援 

⑤  女性の身体的特徴の尊重 

⑥  女性へのエンパワメント促進及びチャレンジ支援 

⑦  女性が中心となる団体・関係機関等の活動支援 

 

 

 

（１）女性 

①  同和問題（部落差別）に関する教育・啓発の推進 

②  人権侵害事象への対応の推進 

③  人権交流センターの活動強化 

（５）同和問題 

（部落差別） 

①  高齢者の人権に関する教育・啓発の推進 

②  交流をつうじた生きがいづくり・健康づくりの推進 

③  雇用就業機会の拡大 

④  高齢者の自立・社会参加への支援 

⑤  高齢者の権利擁護の推進 

 

（３）高齢者 

①  障がいのある人の人権に関する教育・啓発の推進 

②  ふれあい機会の拡大 

③  障がいのある人の教育及び学習機会の充実 

④  障がいのある人の自立・社会参加への支援 

⑤  障がいのある人の権利擁護の推進 

 

（４）障がいのある人 

①  外国人の人権に関する教育・啓発の推進 

②  国際理解の推進 

③  日常生活への支援 

④  就労の機会均等の確保 

 

（６）外国人 
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第４章 計画の内容 

１．人権施策の推進 

 

「誰もが尊重される共生のまちづくり」を目指し、「人権教育の推進」「人権啓発の推進」

「相談支援体制の充実」を本市の人権施策の柱とし、市民一人ひとりの主体的な参画や協

働により積極的に推進します。 

（１）人権教育の推進 

人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養
かんよう

を目的とする教育活動」であると、「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）において定義されており、家

庭、学校・園（所）、地域、職場等、あらゆる場所や機会をつうじて、社会全体で体系的

に取組を進めることが必要です。 

本市ではこれまで、人権文化講座等の各種フォーラムやセミナーを開催し、家庭や地域

において人権について学ぶ機会の提供に努めてきました。 

今後、これまでの人権教育の成果を発展させ、人権に関する学習の機会を家庭、学校・

園（所）、地域などで一層充実させるとともに、生涯学習の視点に立ち、乳幼児期からの

発達段階を踏まえ、学校教育と社会教育との相互連携を図りつつ、宇陀市人権教育推進協

議会及び人権教育研究会に対する支援並びに相互連携を進め、地域の実情等に応じた人権

教育を推進します。 

また、国連が決議した「『人権教育のための世界プログラム』第 2 段階」において、高

等教育における教職員、教育者、公務員等の人権研修に重点がおかれたことを踏まえ、市

職員をはじめ、教職員、保健・医療・福祉関係者等が、常に人権を尊重する意識や姿勢を

もって、職務が遂行できるよう、人権研修の充実を図り、「第 3 段階」においては、実施

の強化が求められています。 

本市では、市の「教育大綱」や「人権教育の推進について」に基づき、さまざまな人権

問題に関する学習を展開しており、その担い手である教職員に対しても、人権問題の解決

を図るための研修及び実践に努めてきました。また、市職員についても、人権研修の実施

や各種人権講座を通じて、人権問題に関する正しい知識や理解を習得することができるよ

う取り組んできました。 

今後も、これまでの成果を引き継ぐとともに、奈良県教育委員会が策定した「人権教育

の推進についての基本方針」及び「人権教育推進プラン（学校教育編・社会教育編）」、県

が作成した「人権にかかる保育マニュアル」等も踏まえ、あらゆる場で人権教育を推進し

ていきます。 
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〈施策の方向〉 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

１ 

学校・就学前教

育における人権

教育の推進 

ア 学校・園（所）における人権教育の推進 

１）子どもたちの発達段階に応じ、人権尊重の意義や命の

大切さについて理解が深まるよう、国や県の方針を

踏まえ、学校・園（所）において人権教育を推進しま

す。 

２）学校・園（所）においてさまざまな教材研究を行い、

体験や学習の機会を充実します。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

イ 基礎学力の充実と学習意欲の向上 

１）「教育を受けること自体が人権」という認識のもと、

子どもたちの学習意欲を高めるため、学習環境及び学

習形態の工夫を図るとともに、一人ひとりの実態に応

じたきめ細やかで分かりやすい授業づくりを推進し

ます。 

ウ 新たな教育課題への対応 

１）インターネットを悪用した人権侵害等、新たな教育課

題に対応するため、国や県の動向及び子どもの状況

等に応じた取組を進めます。 

エ 指導者の資質の向上 

１）教職員一人ひとりの意識と資質を高めるため、宇陀市

教育センター等において教職員に対する研修を実施

します。 

オ 学校・園（所）の連携、家庭や地域との連携 

１）地域社会全体で人権教育を進めるため、市内保育所か

ら中学校まで校種を超えた連携を深めるとともに、ボ

ランティアや NPO 等、家庭や地域のさまざまな主体

と連携し、多様な取組を展開します。 
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№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

２ 

生涯学習におけ

る人権教育の推

進 

ア 家庭における人権教育の推進 

１）家庭は、子どもたちの人権意識を高めるために重要な

役割を果たしており、家庭における教育力を向上させ

るため、人権講座など保護者が人権について学べる機

会を増やします。 

２）人権を大切にする家庭環境づくりを支援するため、公

民館活動や子育て支援事業における人権に関する講

座等の充実を図ります。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

イ 地域社会における人権教育の推進 

１）奈良県市町村人権・同和問題啓発活動推進本部連絡協

議会と連携して開催している「人権を確かめあう日」

の活動や市民の集い等、人権尊重の理念に関する理解

を深めることができる市民参加型の取組を継続して

実施します。 

２）地域ぐるみで人権学習を推進できるよう、身近な話題

や人権尊重の視点から、地域の生活課題と人権問題を

効果的に結びつけながら研修を開催するなど、内容

及び手法に工夫を凝らし、市民の意識や関心を喚起

する啓発活動を実施します。 

３）生涯学習振興指針に沿った人権教育を推進します。 

ウ 人権教育を進めるための指導者の育成 

１）地域における指導者の資質向上に向け、人権セミナー

等の研修活動を行います。 

２）関係機関・団体と連携して人権教育を効果的に進める

ことができるよう、国内外の取組等に関する情報や各

種資料の提供に努めます。 

エ 地域が一体となった人権教育の推進 

１）人権教育を推進する地域ネットワークを構築するた

め、宇陀市人権教育推進協議会等の関係団体と連携強

化を図ります。 

   

                                                   
人権を確かめあう日： 

同和問題解決に向けた啓発活動推進のため、同和問題をはじめあらゆる人権問題の基本的認識の徹底と

人権確立を目指し、奈良県市町村人権・同和問題啓発活動推進本部連絡協議会（市町村同和問題「啓発

連協」）が提唱し、平成元（1989）年から、毎月 11日は「人権を確かめあう日」と設定された。 
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（２）人権啓発の推進 

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。）」であると「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）において定義されていま

す。市民の人権意識が暮らしの中に根づき、文化として定着することを実現するためには、

人権教育とともに人権啓発の積極的な推進が必要です。 

本市ではこれまで、イベントや各種講習・講座等をはじめ、地域住民とのさまざまな交

流機会をつうじて、人権意識を高めるための啓発活動を進めてきました。 

しかし、平成 23（2011）年に実施した「人権に関する市民意識調査」においては、「最

近（3 年程度）、人権問題に関するイベント、講演会、研修会、学習会などに参加したこ

とがあるか」という設問に対して、「参加したことがない」と答えた人が 52.0％と半数を

占めています。今後、より一層市民への啓発を充実するため、イベントや各種講習・講座

への参加を促すとともに、参加しやすい講座内容等の工夫を図ります。 

また、企業に対してはこれまで、公正採用や職場の人権侵害防止に向け、企業内人権啓

発推進員の設置等を働きかけてきました。 

今後も、これまでの人権啓発事業の充実を図るとともに、より効果的な人権啓発方法を

検討していきます。 

さらに、教職員や福祉関係者等、人権にかかわりの深い職業に従事している方に対する

啓発に取り組みます。 
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〈施策の方向〉 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

１ 
市民への啓発の

推進 

ア 人権啓発行事や学習会の開催 

１）関係機関と協力し、差別をなくす市民集会や人権フェ

スティバルなどの実施を通して、さまざまな人権啓

発を推進します。 

２）公共施設を活用した学習機会等の提供を行います。 

市民環境部 

総務部 

教育委員会

事務局 

イ 多様な啓発媒体による人権啓発の推進 

１）「広報うだ」をはじめ、市のホームページやケーブル

テレビ（うだチャン 11）、ポスター、冊子、リーフ

レット等、多様な媒体を活用した、効果的な啓発や情

報提供に努めます。 

２）マスメディアを活用した啓発や情報提供を行います。 

ウ 地域における人権啓発の推進 

１）人権交流センターをはじめ市内の公共施設における各

種講習・講座や、自治会における出前講座などを実施

し、地域住民との交流を通じて、人権啓発を図りま

す。 

エ 関係機関との連携・協力 

１）「差別をなくす強調月間」「人権を確かめあう日」「人

権週間」などの機会を捉え、県、奈良県市町村人権・

同和問題啓発活動推進本部連絡協議会、法務局や人権

擁護委員等との連携を図りながら啓発に努めます。 

２ 
企業への啓発の

推進 

ア 企業内人権研修への支援  

１）宇陀企業内人権教育推進協議会と連携し、企業内研修

を支援します。 

農林商工部 イ 就職の機会均等の確保 

１）就職の機会均等を図る公正な採用選考が行われるよ

う、県と連携し、人事担当責任者等に対する啓発を推

進します。 
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№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

３ 

特定の職業に従

事する人に対す

る研修の充実 

ア 市職員 

１）市職員に対し、時代の変化を考慮して今日的な課題を

設定するなど、適宜研究内容を見直すとともに、参加

体験型学習を取り入れるなど、研修方法に工夫を加え

つつ、段階的に知識と技能を習得する研修を実施しま

す。 

２）各種人権講座に関する情報提供を行い、参加を促進し

ます。 

市民環境部 

総務部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

水道局 

市立病院 

さんとぴあ榛

原 

イ 教職員  

１）教職員に対し、人権教育研究会など関係団体と連携し

ながら、教育方法や内容の向上を目指した研修会を

計画的かつ継続的に行います。 

２）今日的な教育課題を解決していくため、研修方法の創

意工夫に努めます。 

ウ 医療・保健関係者 

１）医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、医療技術

者等、あらゆる医療・保健関係者は、人々の健康と生

命を守ることを使命としており、業務の遂行にあたっ

て、個人情報の保護、患者や要介護者の人権を尊重す

る行動などが求められています。そのため、各事業所

において実施されている医療・保健関連業務等に従事

する人への啓発に協力します。 

エ 福祉関係者 

１）福祉事務所職員や民生委員・児童委員、社会福祉施設

職員をはじめとする社会福祉関係事業等に従事する人

は、日常的に子どもや高齢者、障がいのある人等、さ

まざまな人々への生活相談や自立に向けた助言また

は、介助などに携わっており、個人の人格の尊重と個

人情報の保護及び公平な処遇、きめ細やかな配慮等が

求められています。そのため、それぞれの専門的研修

の中に、高齢者、障がいのある人等の人権に関する研

修を組み入れるなど、各種研修会の内容充実を図り、

継続します。 

オ 消防職員 

１）消防職員は、消防、救急、救助活動などの任務をつう

じて、日常生活に制限をかけるなど、市民の人権に影

響を及ぼす場合があります。そのため、消防職員への

啓発に協力します。 

  

                                                   
民生委員・児童委員： 

住民の立場に立った相談・支援者であり、それぞれの地域において高齢者の相談や見守り、児童虐待の

防止・早期発見などを行う厚生労働大臣から委嘱された民間の人のこと。 
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（３）相談支援体制の充実 

人権が侵害された場合の司法による救済や人権侵犯事件に対する法的救済は、国の管

轄するところです。しかし、人権が侵害されるおそれのある人や、実際に侵害されている

人に対しては、市町村において解決のための助言や一時的な保護を行うなど、相談支援

体制の整備、充実を図る必要があります。特に近年、多様化・複雑化する人権相談に対応

するため、関係各課や各機関との連携、相談員の資質向上が必要不可欠です。 

本市ではこれまで、人権に関するさまざまな相談に対応するため、女性専門相談員によ

る DV 相談や社会福祉協議会による弁護士・精神科医相談など、女性や高齢者等それぞれ

の窓口で相談を実施してきました。また、人権擁護委員や民生委員・児童委員との連携

により、地域住民からのさまざまな相談に対し、きめ細やかな対応に努めてきました。 

しかし、平成 23（2011）年に実施した「人権に関する市民意識調査」では、人権が侵

害されたと思ったことがある人の対応として「黙って我慢した」が 42.4％と最も高いのに

対し、「相談した」は 10.6％にとどまっています。これは、人権侵害に関する相談機関に

ついて知らない人が多いことや、相談機関等の多くが個別課題への対応にとどまっており、

多様化・複雑化する人権問題への対応が、必ずしも十分ではないことなどが考えられます。

今後、相談支援体制をより一層強化するため、相談窓口の周知徹底を図るとともに、関係

機関相互の連携強化及び相談員の資質向上を図ります。 

さらに、人権が侵害された人に対しては、救済措置やアフターケアが重要であり、被害

を最少限にとどめる保護のあり方について、今後、研究及び検討していきます。 

 

  

                                                   
人権擁護委員： 

市町村（特別区を含む）の区域で、人権に関する相談や啓発などの人権擁護活動を行う法務大臣から委

嘱された民間の人のこと。 
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〈施策の方向〉 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

1 
相談体制の充

実 

ア 相談窓口の充実  

１）多様化・複雑化する相談に的確に対応し、相談者の立

場に立った適切な助言ができるよう、人権問題とその

解決手法等に関する専門知識や経験等を有する専門

相談員の確保に努めるとともに、手話通訳者の設置、

拡充に努めます。 

２）「広報うだ」をはじめ、多様な媒体を活用し、より一

層積極的に相談窓口及びその活動内容等の広報に努

めます。 

市民環境部 

健康福祉部 

イ 相談員の資質向上 

１）人権に関する相談は、さまざまな個人情報を取り扱う

ことから、個人情報保護をはじめ、さまざまなテーマ

による研修機会を設けます。 

２ 

関係機関相互

のネットワークの

充実 

１）個々の相談窓口だけでは対応が困難な人権侵害事例に

対しては、宇陀市人権教育推進協議会の加盟団体と連

携し、被害者の保護や人権回復に向けた対応を図りま

す。 

２）法務局等の関係機関や人権擁護委員、民生委員・児童

委員等との連絡調整を図り、相談体制の充実に努めま

す。 

市民環境部 

健康福祉部 
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２．分野別施策の推進 
 

人権施策を推進するにあたっては、「人権教育のための国連 10 年に関する国内行動計画」

が示す分野に基づき、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、同和問題（部落差別）、外

国人、さまざまな人権にかかわる人権問題を重点課題として設定し、本計画の理念を尊重

するとともに、個別計画に基づきながら施策を推進します。 

 

（１）女性 

国連では、昭和 50（1975）年を「国際婦人年」と定め、同年に「世界行動計画」を採

択し、女性の地位向上と男女平等のための取組を推進してきました。 

国内においても、昭和 52（1977）年に「国内行動計画」を策定し、女性の権利を守り

雇用を促進するなど、各種施策を推進してきました。また、平成 11（1999）年には、男

女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かちあいながら、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社会の実現を目指すため「男女共同参画社会基本

法」が施行されました。 

しかし今日においても、配偶者からの暴力（DV）や恋人からの暴力（デート DV）、

性的言動により精神的苦痛や実質的な危害を与える行為（セクシュアル・ハラスメント）、

ストーカー行為など、女性に対する暴力や性的嫌がらせは大きな社会問題となっていま

す。この問題に対応するため、平成 20（2008）年に「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」（2 次改正）が施行され、市町村の担うべき役割が強化されてい

ます。 

また、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などが整備され、女性の雇用機会の拡大

等が進められる一方で、性別を理由とした不利益な取り扱いの解消など職場環境の整備が

求められています。さらに、地域における防災の取組の中で女性の参画が求められ、平成

22（2010 年）には「男女共同参画基本計画」（第 3 次）、平成 27（2015 年）には「男女

共同参画基本計画」（第 4 次）が策定されました。 

本市ではこれまで、平成 20（2008）年に「宇陀市男女共同参画計画」を策定し、各種

施策を推進、平成 29（2017）年で本計画が満了することから、「男女共同参画に関するア

ンケート調査を実施し、「宇陀市男女共同参画計画（第 2 次）」を策定しました。 

計画では、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男女が互いの人権を尊重し認め合

うこと、また男性女性が自立した人間としてあらゆる分野に参画し、その責任と義務を担

う社会を築くことをめざして、男女共同参画の意識を高め、「私たちはパートナー 女性

（ひと）と男性（ひと） ともに築こう宇陀の未来」の基本理念のもと、誰もが参画でき

る環境づくりの実現のために計画の推進を図っていきます。 

  

                                                   

 デート DV： 

恋人や交際相手などの親密な関係にある者（配偶者等を除く）の一方から他方に対してふるわれる身体

的、精神的及び性的暴力のこと。 
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〈施策の方向〉 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

１ 

女性の人権に関

する教育・啓発

の推進 

１）男女共同参画について市民に広く啓発するため、広報紙

やホームページ等を活用するとともに、宇陀市人権

啓発活動推進本部・男女共同参画推進部会など、関

係機関等との連携による教育・啓発を継続的に推進し

ます。 

２）男女共同参画集会の開催など、市民の理解を深める取

組を推進します。 

３）女性のさまざまな悩みや不安の解消を図るため、人権

相談や女性問題に関する相談などの各種相談窓口の

充実を図ります。 

４）学校・園（所）では、男女平等教育等を推進するとと

もに、性別にかかわらず個々の子ども一人ひとりの能

力や適性を重視した進路指導を実施します。 

５）家族の固定化された役割分担の見直しなど、互いの人

権が尊重されるよう啓発等を推進します。 

６）性自認*や性的指向に対する差別や偏見があり、理解

認識を深める教育・啓発を進めます。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

２ 

政策形成・意思

形成の場への女

性の参画推進 

１）本市の施策に女性の意見や考えを反映していくため、

行政委員会や審議会等での女性委員の登用を進めま

す。 

２）市の組織において、女性職員の管理職への登用を進め

ます。 

３）自治会やまちづくり協議会、各種団体における女性の

役職者の比率を高めるための啓発と参加参画を推進

します。 

全庁 

 

  

                                                   
*性自認： 

自分の性別をどのように認識しているのかということ。 
＊性的指向： 

人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具体的には、恋愛・性愛の対象が異

性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指す。 
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№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

３ 

家庭と仕事・地

域活動のバラン

スがとれた生活

への支援 

１）家庭と仕事や地域活動等の両立を支えるため、育児や

介護を支援する各種サービスの充実を図るとともに、
ワーク・ライフ・バランスの推進や、育児休業・介

護休業制度の普及等へ向けた啓発や研修などを推進

します。 

２）市職員が率先してワーク・ライフ・バランスに取り組

む意識を高めるための研修を行います。 

３）高齢者の閉じこもり予防、参加者同士の交流、生きが

いづくりを目的としたぬく森サロンや運動教室、就労

支援等を推進します。 

４）障がい者虐待の早期発見、早期対応を図るとともに、

障がい者がスポーツ・レクレーション活動等を通して、

身近に地域で生きがいのある生活が送れるようサービ

スの充実を図ります。 

市民環境部 

総務部 

健康福祉部 

４ 
DV からの保護と

自立支援 

１）広報紙などの多様な媒体を活用し、DV 防止に関する

啓発活動を推進します。 

２）相談窓口や自立支援に関する諸制度等について周知す

るとともに、被害者が相談しやすい環境整備の充実を

図ります。 

３）各種相談窓口や乳幼児健診等、さまざまな機会をとら

え、きめ細やかな相談に応じるとともに、必要に応じ

て奈良県女性センターや奈良県中央子ども家庭相談

センターにつなげるなど、関係機関と連携を密にした

相談支援体制の充実を図ります。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

５ 
女性の身体的

特徴の尊重 

１）妊娠・出産や更年期等、女性ホルモンの影響等により、

女性の健康課題は年齢と共に変化するため、世代に応

じた健康管理や健康づくりの体制の充実を図ります。 

健康福祉部 

 

  

                                                   

 ワーク・ライフ・バランス： 

一人ひとりがやりがいや充実感をもちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な

どにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できるこ

と 
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№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

６ 

女性へのエンパ

ワメント促進及

びチャレンジ支援 

１）女性のエンパワメントを促進し、経済活動や社会活動

に参画できるよう、学習機会の提供に努めるととも

に、実践活動への支援を推進します。 

２）女性がその能力を十分に発揮し、さまざまな分野へ積

極的にチャレンジできるよう、関係機関と連携し、情

報提供等の取組を進めます。 

３）子どもをもつ女性が積極的に社会参加できるよう、就

労のための情報提供や支援を行うとともに、放課後児

童健全育成事業や預かり保育等の保育サービスの充

実を図ります。 

4）支援を必要とする人たちなど、さまざまな困難の解決

に向けて、相談事業や助成制度の周知、就労に関する

情報提供等の支援に努めます。 

５）健康促進のため、食育を推進していきます。 

６）国際社会の一員として、海外情報の提供や多文化共生

を進め、共生の地域づくりに努めます。 

市民環境部 

健康福祉部 

農林商工部

教育委員会 

事務局 

企画財政部 

７ 

女性が中心とな

る団体・関係機

関等の活動支

援 

１）女性が中心となる団体の活動を支援するため、団体活

動に関する情報提供や相談支援を行います。 

２）女性が中心となる団体相互の連携を働きかけ、団体同

士のネットワークづくりを支援します。 

３）自主防災組織や消防団への女性の参画を促し、災害時

に女性の意見・要望が反映できる環境整備を推進しま

す。 

総務部 

企画財政部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

   

                                                   

 エンパワメント： 

「力をつけること」という意味をもつ言葉で、政治・経済・社会・家庭などのあらゆる分野で、自らの

もてるさまざまな能力に気づくとともに、それらを最大限に引き出すということを指す。世界の女性の

人権尊重、差別撤廃運動の中で使われるようになった用語 
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【主な関係法令・計画等】 
 

［宇陀市］ 

平成 20（2008）年 「宇陀市男女共同参画計画」策定 

平成 30（2018）年 「宇陀市男女共同参画計画（第２次）」策定 
 

［県］ 

昭和 61（1986）年 「奈良県婦人行動計画」策定 

平成 9 （1997）年 「なら女性プラン 21」（奈良県女性行動計画 第２期）策定 

平成 13（2001）年 「奈良県男女共同参画推進条例」制定 

平成 14（2002）年 「なら男女共同参画プラン 21」（奈良県男女共同参画計画）策定 

平成 18（2006）年 「なら男女ＧＥＮＫＩプラン」（奈良県男女共同参画計画第２次)策定 

「奈良県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」策定 

平成 21（2009）年 「奈良県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」（第２次)策定 

 平成 28（2016）年 「奈良県女性の輝き・活躍促進計画」（奈良県男女共同参画計画第 3次） 
 

［国］ 

昭和 47（1972）年 「勤労婦人福祉法」施行 

「雇用の分野における男女の均等な機会 

                      及び待遇の確保等に関する法律」施行 

昭和 51（1976）年 「特定職種『育児休業法』」施行 

昭和 52（1977）年 「国内行動計画」策定 

昭和 60（1985）年 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」 

（女性差別撤廃条約）発効 

昭和 61（1986）年 「男女雇用機会均等法」施行 

平成 ４（1992）年 「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」（育児・介護休業法）施行 

平成 11（1999）年 「男女共同参画社会基本法」施行 

平成 12（2000）年 「男女共同参画基本計画」策定 

 「ストーカー行為等の規則等に関する法律」施行 

平成 13（2001）年 「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」施行 

「女性に対する暴力をなくす運動」について閣議決定 

平成 17（2005）年 「男女共同参画基本計画」（第２次）策定 

平成 19（2007）年 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」策定 

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定 

平成 20（2008）年 「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」改正施行 

平成 22（2010）年 「男女共同参画基本計画」（第３次）策定 

平成 25（2013）年 「ストーカー行為等の規則等に関する法律」改正施行 

平成 26（2014）年 「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」改正施行 

平成 27（2015）年 「男女共同参画基本計画」（第 4次）策定 

平成 28（2016）年 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」施行 

平成 29（201７）年 「ストーカー行為等の規則等に関する法律」改正施行  
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（２）子ども 

国連では、子どもの基本的人権を国際的に保障するため、平成元（1989）年の第 44 回

国連総会において「子どもの権利条約」を採択し、平成 2（1990）年に発効しました。同

条約には、18 歳未満の子どもが生存、成長、発達、保護、参加という包括的な権利を実

現及び確保するため、必要となる具体的な事項が規定されており、日本は平成 6（1994）

年に批准しました。 

国内では、昭和 22（1947）年に「児童福祉法」を施行、また昭和 26（1951）年に「児

童憲章」を制定し、次世代の担い手であるすべての児童の幸福を図ることを理念に、関係

諸施策が実施されてきました。 

子どもの成長については、家庭のみならず、地域社会全体でこれを支えていかなければ

なりません。しかし、今日の社会情勢は、有害情報の氾濫や核家族化の進行、家族形態の

多様化などが、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。中でも、乳幼児期からの虐待や学校におけるいじめ等の深刻な問

題が増加しています。特に児童虐待については、暴力を伴うものだけではなく、ネグレ

クト（育児放棄）など発見が困難な事例も年々増加しており、こうした問題への対応が喫

緊の課題となっています。 

県が平成 23（2011）年に実施した「若者の人権意識調査」においては、人権の尊重さ

れた社会をつくるために重要なこととして、「保育所・幼稚園・学校での人権教育を充実

する」「幼児期から思いやりの心を育むなど、家庭における教育を充実する」が高い割合

となっています。また、本市が平成 23（2011）年に実施した「人権に関する市民意識調

査」においては、子どもに関する人権が損なわれる場合として、「大人の考えの押しつけ」

が 50.3％、「親の過保護や過干渉」が 49.7％と高い割合となっています。これらの結果か

ら、家庭だけでなく、地域や学校など社会全体で子どもを守ることの重要性がうかがえま

す。 

また、本市が実施した同調査においては、子どもに関する人権が損なわれる場合として、

「親による虐待や養育放棄」が 59.5％と最も高いほか、「学校におけるいじめ」が 52.9％

と、子どもの生命と安全を脅かす深刻な問題に関する回答割合が高くなっています。 

本市ではこれまで、急速に進む少子化への対応を図るため、国が平成 15（2003）年に

施行した「次世代育成支援対策推進法」を踏まえ、平成 22（2010）年 3 月に「宇陀市次

世代育成支援後期行動計画」を策定し、子育て支援に関する施策を総合的に進めてきまし

た。児童虐待については、要保護児童対策地域協議会を中心に虐待防止や早期発見・早期

対応に取り組んできました。また、地域では、人権擁護委員、民生委員・児童委員等によ

り、地域から孤立した子育てをなくすための活動や、子どもを犯罪から守るための活動等

を進めてきました。 

今後、家庭や地域、学校など社会全体で子どもを権利の主体として尊重し、健やかに育

むことのできるよう、子どもの人権に関する啓発・教育を進めるとともに、就学前教育や

                                                   

 児童虐待： 

親などの保護者が監護する児童に対し、児童虐待防止法第２条に掲げる行為をすること。身体的虐待、

性的虐待、ネグレクト（育児放棄）及び心理的虐待の形態がある 
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健全育成に向けた取組を進めます。また、学校や医療機関等、関係機関の連携強化を図り、

いじめや児童虐待の防止に向けた取組を進めるとともに、問題の早期発見・早期対応に努

めます。また、平成 25（2013）「いじめ防止対策法」が施行、全国の自治体でいじめ防止

に関わる基本方針が策定されています。いじめは人権侵害であり、絶対に許されないとい

う毅然とした対応が重要です。 

さらに、平成 24（2012）年には社会保障と税の一体改革に伴う、子ども子育て関連 3

法（「子ども子育て支援法」「改正認定こども園法」「子ども・子育て支援整備法」）が制定

され、子ども・子育て支援給付と地域子ども・子育て支援事業の本格実施に向けた取組が

始まりました。本市では、子ども・子育て会議を設置し、平成 27 年には「宇陀市子ども・

子育て支援事業計画」を策定し、総合的、計画的な子育て支援事業を推進しています。 

 

〈施策の方向〉 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

１ 

子どもの人権に

関する教育・啓

発の推進 

１）地域社会全体で子どもの人権を守る気運を高めるた

め、人権擁護委員、民生委員・児童委員など関係者と

の連携のもと、子育て講演会や各種相談活動等の充

実を図ります。 

２）保育所では、県が作成した「人権にかかる保育マニュ

アル」などを活用し、子どもの人権に関する教育・啓

発を推進します。 

３）学校・園では、すべての学習活動及び子育て支援活動

を通じて子どもの人権を尊重する教育を推進します。 

４）宇陀市教育センターなどによる教職員への研修の充実

を図ります。 

５）家庭に対しては、保護者がその責任を自覚して子ども

の権利を尊重し、家族が互いに支え合い、豊かな家庭

生活を送れるよう、ＰＴＡ等との連携のもと人権講座

を開催するなど、教育・啓発を推進します。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 
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№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

２ 

子育て支援及び

就学前教育の

推進  

１）子どもの個性や発達段階に応じた適切な保育を推進す

るため、家庭支援推進保育士を設置するとともに、地

域子育て支援センターや各種健診、健康教室等あらゆ

る場での相談支援体制の充実を図ります。 

２）子育て支援及び就学前教育に携わるすべての職員が人

権尊重の視点に立って子どもとかかわることができ

るよう、研修の充実を図ります。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

３ 

いじめ・不登校

等への対策の充

実 

１）いじめの早期発見・未然防止のため、教職員に対する

研修を充実するとともに、関係機関・団体との連携を

進めます。 

２）いじめや不登校の問題等により悩みを抱える児童生徒

のために、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーを配置し、適応指導教室など関係機関

による教育相談体制の充実を図ります。 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

４ 
健全育成に向け

た取組の推進 

１）子どもの健全育成に悪影響を及ぼすたばこや酒、覚せ

い剤等について、乱用防止のための啓発活動を行うと

ともに、子どもに与えない、ふれさせない環境づくり

を進めます。 

２）インターネットやさまざまなメディアをとおして広が

る有害情報から子どもを守るための取組をはじめ、児

童買春など性の商品化を防止する取組を、家庭や学

校、地域、関連機関・団体との連携により進めます。 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

５ 
児童虐待防止

対策の充実 

１）家庭訪問や各種健診、相談等をつうじて、児童虐待の

早期発見に努めます。 

２）学校や医療機関、要保護児童対策地域協議会等の関

係機関のネットワークを活用しながら、児童虐待防止

のための情報共有を図ります。 

３）ケース会議等を開催し、支援内容の協議を行い、要保

護児童の早期発見・早期対応に努めます。 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

 

                                                   

 スクールカウンセラー： 

臨床心理士、精神科医等、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する人を学校に

配置し、児童生徒へのカウンセリングや教職員及び保護者に対する助言・援助を行うこと 

 スクールソーシャルワーカー： 

子どもの家庭、環境による問題に対処するため、児童相談所と連携したり教員を支援したりする福祉の

専門家のこと。 

 要保護児童対策地域協議会： 

要保護児童の早期発見及びその適切な保護を図るために、関係機関の従事者が情報を共有し、適切な連

携のもとに対応していくため設置された協議会のこと。児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連

携及び協力の推進、要保護児童対策を推進するための広報・啓発活動、要保護児童の適切な保護に関す

る協議などを行う。 
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【主な関係法令・計画等】 

［宇陀市］ 

平成 17（2005）年  各旧町村において「次世代育成支援行動計画」（前期計画）策定 

平成 22（2010）年 「宇陀市次世代育成支援後期行動計画」策定 

平成 27（2015）年 「宇陀市子ども・子育て支援事業計画」策定 

 

［県］ 

昭和 51（1976）年 「奈良県青少年の健全育成に関する条例」制定 

平成 11（1999）年 「奈良県人権にかかる保育マニュアル」策定 

平成 17（2005）年 「奈良県次世代育成支援行動計画」（前期計画）策定 

「子どもを犯罪の被害から守る条例」制定 

平成 18（2006）年 「奈良県少年補導に関する条例」制定 

平成 20（2008）年 「人権教育の推進についての基本方針」策定 

平成 22（2010）年 「奈良県次世代育成支援行動計画」（後期計画）策定 

 

［国］ 

昭和 23（1948）年 「児童福祉法」施行 

昭和 26（1951）年 「児童憲章」制定 

平成 6（1994）年 「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）発効 

平成 11（1999）年 「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」施行 

 

平成 12（2000）年 「児童虐待の防止等に関する法律」施行 

平成 15（2003）年 「次世代育成支援対策推進法」施行 

平成 22（2010）年 「子ども・子育てビジョン」策定 

 「子ども・若者育成支援推進法」施行 

平成 23（2011）年 「次世代育成支援対策推進法」改正 

平成 24（2012）年 「子ども・子育て関連 3法」制定 

平成 25（2013）年 「いじめ防止対策推進法」施行 

平成 26（2014）年 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制 

                  及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」施行 

平成 27（2016）年 「子ども・子育て支援新制度」施行 
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（３）高齢者 

我が国では、高齢者の増加が諸外国に例をみないスピードで進んでおり、内閣府の平成

29 年度版高齢社会白書によると、平成 28（2016）10 月 1 日現在、総人口に占める高齢

者の割合（高齢化率）は 27.3%となっています。本市では既に、現在 3 人に 1 人が 65 歳

以上となっており、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、重度化など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。 

また、認知症等により財産管理など日常生活を送る上でさまざまな困難を抱える高齢者

が増加しており、生活保護など経済的支援にいたる前段階における支援のあり方が課題と

なっています。さらに、認知症に対する理解不足等を原因として、家族や介護者による虐

待など、深刻な問題が指摘されています。 

こうした状況の中で、高齢者の介護を社会全体で支えることを目指し、平成 12（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」の

実施や「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

齢者への支援体制は拡充しています。 

本市ではこれまで、「宇陀市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画」を策定し、各種施

策を推進してきました。また、地域包括ケアシステムの推進拠点として、平成 27（2015）

年4月に地域包括支援センターと在宅医療介護連携支援の2つの業務を併せ持って行う宇

陀市医療介護あんしんセンターを開設し、さまざまな活動を進めてきました。特に、認知

症高齢者が増加する中、意思決定が困難な人の自己決定権を尊重するため、日常生活自

立支援事業や成年後見制度利用支援事業等の周知に努めてきました。 

また、宇陀市社会福祉協議会では、平成 26（2014）年から、専門的な知識・能力・体

制を備えた法人として、成年後見人等として選任を受ける「法人成年後見制度」を実施し

ています。 

本市が平成 23（2011）年に実施した「人権に関する市民意識調査」では、高齢者に関

する人権が損なわれる場合として「じゃまもの扱い」が 55.8％、「家族や介護者からのい

じめや虐待（世話をしない、暴言、暴力）」が 48.0％と、日常生活に潜む深刻な問題が高

くなっており、家族や介護者の認知症等に関する理解が不足していることがうかがえます。 

今後、高齢者が住みなれた地域や家庭で尊厳をもって暮らすことができるよう、家族や介

護者をはじめ、市民に対し、高齢者の人権についての理解を深める取組を推進します。ま

た、住民運営の「通いの場」として、「いきいき 100 歳体操」や「おはようラジオ体操」

                                                   

 成年後見制度： 

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人の、判断能力の程度に応じて、「財

産管理」や介護、福祉サービスなど日常生活での様々な契約などを結んだり「身上監護」 本人の「権

利」を保護し、支援していく制度です。 

 地域包括ケアシステム： 

高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで送れるように、住まい・

医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するためのケアシステム。 

 日常生活自立支援事業： 

社会福祉協議会が窓口となり、認知症高齢者・知的障がいのある人・精神障がいのある人等の中で、

判断能力が十分でない人々が地域において自立した生活がおくれるよう、利用者との契約に基づき福

祉サービスの利用援助などを支援する制度です。 
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などを推進することで地域のつながりを強め、老人クラブやシルバー人材センター、ボラ

ンティア、NPO 等と連携し、生きがいづくりや交流の場の確保に努めるとともに、雇用

就業機会の確保に努めます。さらに、関係機関との連携のもと、高齢者虐待防止に向けた

取組や権利擁護を進めます。 

 

 

〈施策の方向〉 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

１ 

高齢者の人権に

関する教育・啓

発の推進 

１）広報紙やホームページを活用し、高齢者に対する虐待

は、高齢者の尊厳を著しく傷つける人権問題である

ことを広く市民に啓発するとともに、医療介護あん

しんセンターなどの関係機関を通じて、啓発を推進

します。 

２）高齢者が住みなれた地域で安心して暮らしていけるよ

うに、地域住民やボランティア、NPO、関係機関・

団体などに対して、支え合いの意識づくりを進めま

す。 

３）認知症高齢者を地域で見守っていくため、認知症サポ

ーターの養成を進め、認知症に対する理解を深める

取組を進めます。 

４）学校・園（所）では、子どもと高齢者の交流を促進し

高齢者の人権についての理解を深めます。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

２ 

交流をつうじた生

きがいづくり・健

康づくりの推進  

１）高齢者が積極的に地域活動に参加し、健康で明るく自

立した生活ができるよう、老人クラブ等への支援や介

護予防事業の充実を図ります。 

2）「いきいき 100 歳体操」「おはようラジオ体操」など

を推進することで地域のつながりの強化を図ります。 

市民環境部 

健康福祉部 

３ 
雇用就業機会

の拡大 

１）地域において高齢者の豊かな経験や能力を生かし、可

能な限り社会の担い手としての役割を果たすことが

できる社会を実現するため、ハローワークやシルバー

人材センターなど関係機関と連携し、雇用就業機会の

拡大に努めます。 

健康福祉部 

農林商工部 
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№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

４ 

高齢者の自立・

社会参加への

支援 

１）高齢者が住みなれた地域で安心して暮らしていける

ように、福祉サービスを充実するとともに、医療

介護あんしんセンターを中心とした相談支援体制

及び地域包括ケアシステムの構築を図ります。 

２）高齢者安心安全ネットワークの活用や認知症サポー

ターなどによる見守り体制の構築など、地域住民

やボランティア、NPO、医療・介護・福祉等の関

係機関と連携・協力体制の充実を図ります。 

市民環境部 

健康福祉部 

さんとぴあ榛原 

５ 
高齢者の権利

擁護の推進 

１）関係機関との連携のもと高齢者虐待の早期発見・早

期対応に努めるとともに、研修等をつうじて施設

等の虐待防止や個人情報保護に関する取組を促進

します。 

２）成年後見制度や日常生活自立支援事業などの権利擁

護制度を紹介し、高齢者の権利擁護に向けた取組

を推進します。 

３）高齢者の尊厳を守るため、施設等に介護相談員を派

遣し、サービス利用者の不満や不安等について相

談に応じるとともに、利用者の声を施設につな

げ、サービスの質的向上を図ります。 

市民環境部 

健康福祉部 

さんとぴあ榛原 
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【主な関係法令・計画等】 

［宇陀市］ 

平成 18（2006）年 「宇陀市高齢者保健事業計画及び高齢者福祉計画」（第３期）策定 

平成 21（2009）年 「宇陀市高齢者保健事業計画及び高齢者福祉計画」（第４期）策定 

平成 24（2012）年 「宇陀市高齢者保健事業計画及び高齢者福祉計画」（第５期）策定 

平成 25（2013）年 「宇陀市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な 

                     市道の構造に関する基準を定める条例」施行 

平成 27（2015）年 「宇陀市高齢者保健福祉計画及び第 6 期介護保険事業計画」策定 

平成 28（2016）年 「宇陀市地域包括ケアシステム全体構想」策定 

 

［県］ 

平成 ７（1995）年 「奈良県住みよい福祉のまちづくり条例」制定 

平成 12（2000）年 「奈良県介護保険事業支援計画」策定 

平成 15（2003）年 「奈良県介護保険事業支援計画」（第２期）策定 

平成 18（2006）年 「奈良県介護保険事業支援計画」（第３期）策定 

平成 21（2009）年 「奈良県介護保険事業支援計画」（第４期）策定 

平成 22（2010）年 「奈良県高齢者福祉計画」策定 

平成 24（2012）年 「奈良県高齢者福祉計画及び奈良県介護保険事業支援計画」 

                                 （第５期）策定 

平成 27（2015）年 「奈良県高齢者福祉計画及び奈良県介護保険事業支援計画」 

                                 （第 6期）策定 

 

［国］ 

昭和 38（1963）年 「老人福祉法」施行 

昭和 46（1971）年 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」施行 

昭和 58（1983）年 「老人保健法」施行 

平成 元（1989）年 「高齢者保健福祉推進十か年戦略」（ゴールドプラン）策定 

平成 12（2000）年 「介護保険制度」実施 

「成年後見制度」実施 

平成 18（2006）年 「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」施行 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」施行 

 平成 27（2015）年 「医療・介護総合推進法」成立 
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（４）障がいのある人 

国連では、障がいのある人の人権擁護の理念を高めるため「国際障害者年（1981 年）」

を決議し、また、「完全参加と平等」をスローガンにした「障害者に関する世界行動計画」

を採択するなど、障がいのある人に関する施策を推進してきました。 

国内では、障がいのあるなしに関わらず、教育を受け、生活、就労し活動する社会を基

本とする「ノーマライゼーション」の理念と、身体的、精神的、社会的、経済的、職業的

に可能な限りの回復を図ることを基本とする「リハビリテーション」の理念をもとに、さ

まざまな施策が推進されてきました。また、障がいのある人の自立支援や安心して生活

できる環境整備を図るため、バリアフリー化に向けた施策も展開されてきました。 

平成 23 年（2011）に改正された「障害者基本法」では、「障害は障害者の問題ではな

く、社会との関係から生じるもの」と規定しています。そのため、社会的障壁（日常生活

や社会生活を営む上で障壁となる事物、制度、慣行、観念等）の除去を進めることで、障

がいのある人を地域で包み込み、共に生きる社会づくりに向けた環境整備が必要とされて

います。また、精神障がい、重症心身障がい、発達障がい、高次脳機能障がいなどの多様

な障がい特性に応じた支援体制の充実を図り、きめ細かく対応していくことが求められて

います。 

平成 24（2012）年に「障害者虐待防止法」が施行されたことを受け、障がいのある人

への虐待防止に向けた取組の充実が必要となっています。また平成 28（2016）年に「障

害者差別解消法」が施行、障がいのある人への差別的取扱いを禁止し、公的機関に必要な

配慮が義務づけられました。 

そのほか、障がいのある子ども一人ひとりの要望に対し、集団から排除せず、教育の場

で包み込むような援助（インクルーシブ教育）を原則に、すべての子どもが地域の学校

で学ぶことができる体制と条件整備に向けた検討も進められています。こうした国の動向

を踏まえながら、特別支援教育のあり方について、引き続き検討する必要があります。 

奈良県においても、平成 28（2016）年に「奈良県障害のある人もない人もともに暮ら

しやすい社会づくり条例」が施行され、障害を理由とする不利益な取扱いや社会的障壁の

除去のための合理的配慮などの障害を理由とする差別があった場合の相談・支援に加え、

障害及び障害のある人に関する理解についての周知啓発等について規定しています。 

本市においても、「宇陀市障がい者基本計画」及び「宇陀市障がい福祉計画」を策定し、

「障がいのある人がいきいきと暮らせるまち」の実現を目指し、各種施策を推進、また平

成 27（2015）年に「宇陀市障がい者地域自立支援協議会」を設置し、障がい者等への支

                                                   

 インクルーシブ教育： 

さまざまな理由で学校教育へのアクセスから『排除』されている子どもたちを「特別な支援を必要とす

る子ども」とし、そのような子どもを包摂（包み込む）する教育をいう 

 特別支援教育： 

障がいのある幼児・児童・生徒の自立や、社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、

幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的要望を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善

または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うこと 
合理的配慮： 

障がいを持つ人たちの社会参加を可能にするため、障壁となる環境やシステムを可能な範囲で変更した

り調整したりすること 
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援体制を図ってきました。 

本市が平成 23（2011）年に実施した「人権に関する市民意識調査」では、障がいのあ

る人に関する人権が損なわれる場合として「就職するときや、職場での条件・待遇」が

66.5％と最も高いほか、「結婚」「じろじろ見たり、避けたりする」などが高く、依然とし

て障がいに対する偏見や差別意識が存在することがうかがえます。 

今後、さまざまな障がいへの理解を深めるための啓発を推進するとともに、学校や社会

の中で障がいのある人とふれあう機会を増やし、差別や偏見の解消に努めます。また、障

がいのある人が社会の一員として生きがいをもって生活できるよう、関係機関・団体との

連携のもと、教育及び学習機会の充実を図るとともに、自立・社会参加のための総合的な

支援体制の構築に努めます。さらに、障がいのある人の権利擁護や虐待防止に向けた取組

の充実を図ります。 
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〈施策の方向〉 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

１ 

障がいのある人

の人権に関する

教育・啓発の推

進 

１）精神障がいや発達障がい等、さまざまな障がいへの

理解を深めるため、市民に対して、広報紙等を活用

した啓発を推進します。 

２）民生委員・児童委員や人権擁護委員等、各種相談員

に対し、精神障がい等さまざまな障がいについて正

しい知識をもち、障がいに応じた相談に対応できる

よう研修を行います。 

３）子どもの頃から障がいのある人の人権についての理

解を深めるため、学校・園（所）ではさまざまな体

験及び学習活動を推進します。 

4）「障害者差別解消法」に基づき、差別解消についての

関心と理解を深めるために必要な啓発活動を行いま

す。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 

２ 
ふれあい機会の

拡大  

１）人権文化講座や障害者スポーツ・レクリエーション

文化交流事業等、各種交流事業を通じて、障がいの

ある人が気軽に参加でき、交流できる機会や環境づ

くりを進めます。 

２）民生委員・児童委員による施設訪問等を通じて、障

がいのある人との交流を推進します。 

市民環境部 

健康福祉部 

農林商工部 

３ 

障がいのある人

の教育及び学習

機会の充実 

１）特別支援教育に関する研修を実施するなど、学校・

園（所）における特別支援教育支援員や教職員、保

育士の資質向上、人員確保に努めるとともに、障が

いの程度や発達段階などに応じた教育内容や、指導

方法の改善を図ります。 

２）障がいのある子どもの学習機会を充実させるため、

教育・医療・福祉などの関係機関相互の連携を強化

し、乳幼児期から学校卒業まで一貫した専門的な教

育の充実を図ります。 

３）障がいのある人が社会に出てからもさまざまな分野

の学習が行えるよう、各種講演会や講座、行事にお

いて、手話通訳者・要約筆記者を派遣するなど、障

がいに応じたコミュニケーション支援の充実を図り

ます。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 
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№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

４ 

障がいのある人

の自立・社会参

加への支援 

１）市内の企業に対して、障がいのある人の雇用に関する

理解を求め、障がいのある人の雇用就業機会の確保

に努めるとともに、福祉、労働、教育等の関係機関

との連携による就労支援体制づくりを推進します。 

２）障がいの特性に応じた総合的な生活支援体制を整備し

ます。 

３）事業者への指導・助言を通じて、施設のバリアフリー

化を推進します。 

市民環境部 

健康福祉部 

農林商工部 

建設部 

５ 

障がいのある人

の権利擁護の推

進 

１）宇陀市宇陀郡合同障害者自立支援協議会等を通じて、

地域における支援体制や相談支援体制の充実・強化

を図ります。 

２）判断能力が十分でない人の財産等を守るため、成年後

見制度の利用促進や権利擁護にかかわる相談事業等

の充実を図ります。 

３）「障害者虐待防止法」及び「障害者差別解消法」に基

づき、医療・教育関係者や民生委員・児童委員など

関係機関との連携により早期発見・早期対応を図る

ための虐待防止ネットワークの構築及び権利擁護に

努めます。 

市民環境部 

健康福祉部 

教育委員会

事務局 
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【主な関係法令・計画等】 

 

［宇陀市］ 

平成 18（2006）年 「宇陀市障がい福祉計画」策定 

平成 21（2009）年 「宇陀市障がい福祉計画」（第２期）策定 

平成 24（2012）年 「宇陀市障がい福祉計画」（第３期）策定 

平成 27（2015）年 「宇陀市障がい福祉計画」（第４期）策定 

 

［県］ 

平成 ７（1995）年 「奈良県住みよい福祉のまちづくり条例」制定 

平成 17（2005）年 「奈良県障害者長期計画 2005」（前期計画）策定 

平成 21（2009）年 「奈良県障害福祉計画」（第 2 期）策定 

平成 22（2010）年 「奈良県障害者長期計画 2005」（後期計画）策定 

 「奈良県障害福祉計画」策定 

上記 2計画を一体とした「奈良県障害者計画」策定 

平成 24（2012）年 「奈良県障害福祉計画」（第 3 期）策定 

平成 27（2015）年 「奈良県障害福祉計画」（第 4 期）策定 

平成 28（2016）年 「奈良県障害のある人もない人も 

                    ともに暮らしやすい社会づくり条例」施行 

平成 29（2017）年 「奈良県手話言語条例」施行 

 

［国］ 

 昭和 25（1950）年 「身体障害者福祉法」「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」 

施行 

 昭和 35（1960）年 「精神薄弱者福祉法」「障害者の雇用の促進等に関する法律」施行 

 昭和 45（1970）年 「心身障害者対策基本法」施行 

 昭和 57（1982）年 「障害者対策に関する長期計画」策定 

 平成 ５（1993）年 「障害者基本法」施行 

平成 ６（1994）年 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる 

                     特定建築物の建築の促進に関する法律」施行 

 平成 ７（1995）年 「障害者プラン～ノーマライゼーション７か年戦略～」策定 

 平成 10（1998）年 「知的障害者福祉法」改正（精神薄弱者福祉法から題名改称） 

 平成 14（2002）年 「障害者基本計画」策定 

「重点施策実施５か年計画」（新障害者プラン 前期計画）策定 

「身体障害者補助犬法」施行 

平成 17（2005）年 「発達障害者支援法」施行 

 平成 18（2006）年 「障害者自立支援法」施行 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」改正 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」施行 
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平成 19（2007）年 「障害者自立支援法」施行 

「重点施策実施５か年計画」（新障害者プラン 後期計画）策定 

 平成 22（2010）年 「障害者自立支援法」一部改正 

平成 23（2011）年 「障害者基本法」改正 

平成 24（2012）年 「障害者虐待防止法」施行 

平成 25（2013）年 「障害者総合支援法」「障害者優先調達推進法」施行 

「障害者基本計画（第 3次）」策定 

平成 28（2016）年 「障害者差別解消法」施行 
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（５）同和問題（部落差別） 

昭和 44（1969）年に「同和対策事業特別措置法」を施行し、差別の解消を目的に環境

の改善、職業の安定、教育の充実などを図る同和対策事業が国策として開始されました。

その後、平成 14（2002）年までの 33 年間にわたり特別対策として展開されてきた同和対

策事業は、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効に

より終えんを迎え、残された課題は一般対策において解決を図ることとなりました。 

この間、国・県・市町村では、互いに密接な連携を図りながら各種施策を推進するとと

もに、地域住民の自主的な努力によって、生活環境の改善等の物的な基盤整備は着実に

成果をあげてきました。 

しかし、これらの取組により事業面において成果はあがっているものの、差別意識は依

然として存在しています。本市では、平成 23（2011）年に「市民による差別事象」が発

生しました。また、宅建業者による同和地区問い合わせや、戸籍、住民票の不正取得によ

る個人情報の売買等の事象が報告されています。最近では、インターネットの普及にとも

ない、インターネット上の掲示板において、偏見をもって中傷する、極めて悪質な差別書

き込みが行われたり、動画サイトに差別表現のある動画が投稿されるなどの事象も生じて

います。 

また、本市が平成 23（2011）年に実施した「人権に関する市民意識調査」においては、

同和問題（部落差別）に関する人権が損なわれる場合として、「結婚」が 65.5％と最も高

くなっています。子どもの結婚相手が同和地区出身者であった場合「問題にしない」とい

う割合が半数に満たないことからも、同和地区出身者に対する差別や偏見は依然として強

いことがうかがえます。また、これら同和問題（部落差別）を解決するための取組として

は、「居住地や出身地にかかわらず人々が互いに広くふれあう」が 56.4％、「同和問題の歴

史や現状を知る」が 39.4%と高い割合となっており、市民一人ひとりへの同和問題（部落

差別）について正しい理解と認識を深めるための教育・啓発が一層浸透するよう、関係機

関・団体と連携して取り組んでいく必要があります。 

平成 28（2016）年 12 月に、「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進

法）」が施行されました。この法律では、現在もなお部落差別が存在しているとし、日本

国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるした上で、部落差別の解消を

推進し部落差別のない社会を実現することを目的としています。そして、国と地方公共団

体に対して部落差別の解消の責務を定め、地域の実情に応じた施策を実施していくことが

謳われており、部落差別の解消に向け一層取り組むことになりました。 
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〈施策の方向〉 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

１ 

同和問題（部落

差別）に関する

教育・啓発の推

進 

１）これまでの同和教育の成果を踏まえ、子どもや地域

の実態から教育課題を捉えることを大切にするとと

もに、学習者の発達段階に応じて同和問題を解決し

ていくための知識や技能、態度等の育成に努めま

す。 

２）人権意識を高める効果的な教育を推進するため、人

権セミナーを継続的に実施します。 

３）就職の機会均等を保持し、差別のない、働きやすい

職場づくりを進めるため、企業内人権教育推進協議

会等と連携し、事業主等を対象とした研修会等を実

施します。 

４）市民の興味関心を喚起することのできる効果的な情

報提供や啓発を推進します。 

市民環境部 

農林商工部 

教育委員会

事務局 

２ 
人権侵害事象

への対応の推進 

１）重大な人権侵害や差別行為である身元調査、インタ

ーネット上への差別書き込み、えせ同和行為など同

和問題の解決を妨げるような行為に対しては、関係

機関・団体と連携しながら適切な対応に取り組みま

す。 

２）同和問題（部落差別）に関する相談に的確に応じる

ため、各種相談事業の実施や広報・周知に努めます。 

市民環境部 

３ 
人権交流センタ

ーの活動強化 

１）人権交流センターを活用し、人権問題についての市

民理解を深めるため、地域のボランティア等との協

働の取組や、誰もが参加しやすい交流機会の充実な

ど、日常生活に根差した啓発活動を推進します。 

２）人権交流センターの機能強化を図ります。 

３）人権教育・啓発のため、歴史観の見直しや史料収集

分析を行い、宇陀市人権マップの取組を推進しま

す。 

市民環境部 
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【主な関係法令・計画等】 

 

［宇陀市］ 

平成 18（2006）年 「宇陀市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指 

す条例」制定 

 平成 25（2013）年 「宇陀市人権施策基本計画」策定 

［県］ 

昭和 41（1966）年 「同和教育の推進についての基本方針」策定 

昭和 63（1988）年 「同和問題に関する県民啓発活動の基本方針」策定 

平成 ９（1997）年 「奈良県あらゆる差別の撤廃及び人権の尊重に関する条例」制定 

平成 20（2008）年 「人権教育の推進についての基本方針」策定 

 

［国］ 

昭和 40（1965）年 「同和対策審議会答申」提出 

昭和 44（1969）年 「同和対策事業特別措置法」（同対法）を 10年間の時限立法として 

施行 

昭和 57（1982）年 「地域改善対策特別措置法」（地対法）を 5 年間の時限立法として施行 

昭和 62（1987）年 「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」 

（地対財特法）を 5年間の時限立法として施行 

平成 ４（1992）年 「地対財特法」を５年間延長 

平成 ８（1996）年 「地域改善対策協議会意見具申」 

平成 ９（1997）年 「地対財特法」の一部が改正、５年間の時限立法として施行 

平成 12（2000）年 「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）施行 

平成 14（2002）年 「地対財特法」失効 

 平成 28（2016）年 「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）施行 
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（６）外国人 

経済をはじめとするさまざまな分野でのボーダレス化、グローバル化の流れは地方に

も及び、地域で暮らす外国人は年々増加しています。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。国

においては、平成 18 年（2006 年）に、グローバル化の進展を背景に「地域における多文

化共生推進プラン」を策定し、国籍や民族などの違いを超えて互いの文化の差異を認め合

い、対等な関係を築いて共に生きる多文化共生の地域づくりを推進しています。 

しかしながら、近年、特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われている

ことが、マスコミ等によって、「ヘイトスピーチ」であると取り上げられている状況とな

っています。また、外国人であることを理由にした、アパートへの入居拒否や嫌がらせや

暴力など、外国人を排斥する趣旨の言動があります。 

こうした言動は人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけた

り、差別意識を生じさせることになりかねません。このようなことから、平成 28（2016

年）には「本邦外出身者に対する差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘ

イトスピーチ解消法）」が施行されました。 

本市の外国人登録者数の推移は、近年大きな変化は見られませんが、その国籍は多岐に

わたっています。また、本市が平成 23（2011）年に実施した「人権に関する市民意識調

査」では、日本に居住している外国人に関する人権が損なわれる場合として「就職すると

きや、職場での条件・待遇」が 55.7％、「外国人登録・選挙及び年金・受験資格など」が

45.2％と高い割合となっており、外国人が日本で生活する上でさまざまな困難があること

がうかがえます。 

今後、異なる国籍・文化的背景をもつ人々の多様な文化や習慣、価値観等を認め合いな

がら、同じ地域の一員として、互いに尊敬し安心して暮らすことのできる多文化共生社

会の実現に向け、教育・啓発及び国際理解の推進を図ります。また、外国人が円滑に日常

生活を送ることができるよう支援するとともに、事業主等に対し外国人が働きやすい環境

づくりを働きかけていきます。 

 

  

                                                   

 ボーダレス化： 

境界が薄れた状態。また、そのさま。特に世界経済・情報通信・メディア・環境問題など、国家の枠に

とどまらない多様な事象や活動 

 グローバル化： 

「グローバル化」「グローバリゼーション」などという言い方で、全世界的な規模を表す。特に経済関

連では「グローバル債」など、政治や IT を含む国際関係では「グローバルスタンダード」などのよう

な使い方がされる 

 多文化共生社会： 

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認めあい、対等な関係を築きながらともに生き

ていける社会のこと 
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〈施策の方向〉 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

１ 

外国人の人権に

関する教育・啓

発の推進 

１）「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）教育に関す

る指導指針」等に基づき、外国人の生活や文化を正

しく理解できるよう教育・啓発を推進します。 

市民環境部 

農林商工部 

教育委員会

事務局 

２ 
国際理解の推

進  

１）国籍や文化等の違いを超えて、誰もが市民の一員と

して尊重されるよう、国際交流に関連する団体など

と連携し、地域における国際交流機会の充実を図り

ます。 

２）市民の国際的な視野を広め、国際理解を推進するた

め、講座やセミナー等の研修を行います。 

企画財政部 

農林商工部 

教育委員会

事務局 

３ 
日常生活への支

援 

１）生活情報について多言語で情報提供を行うなど、外

国人が地域で暮らしやすい環境づくりに努めます。 
総務部 

４ 
就労の機会均

等の確保 

１）事業主等に対し、外国人の就労の機会均等を確保す

るための公正な採用システムの確立を図るよう、啓

発を推進します。 

農林商工部 

 

 

【主な関係法令・計画等】 

 

［県］ 

昭和 61（1986）年 「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）児童生徒に関する指導指針」通知 

平成 9（1997）年 「奈良県国際交流・協力推進大綱」策定 

平成 15（2003）年 「奈良県国際交流・協力推進大綱」改定 

 

［国］ 

昭和 26（1951）年 「出入国管理令」施行 

昭和 27（1952）年 「外国人登録法」施行 

昭和 57（1982）年 「出入国管理及び難民認定法」改正（出入国管理令から題名改称） 

平成 21（2009）年 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本 

の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正 

する等の法律」施行 

平成 24（2012）年 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」（外国人登録法の廃止）施行 

 平成 28（2016）年 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の 

                     推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）施行 
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（７）さまざまな人権 

私たちの周りには、未だに解決しない、あるいは、時代の流れや社会の変化とともに生

じた、さまざまな人権課題が存在しており、正しい理解と偏見、差別をなくすため教育や

啓発など取組を進めていきます。 

さまざまな人権課題としては、主に次のようなものがあげられます。 

 

 

●ＨＩＶ感染者やハンセン病回復者等の人権 

HIV 感染者やハンセン病回復者等が、周囲の人々の誤った知識や偏見などにより、日

常生活、職場、医療現場などで差別やプライバシー侵害などを受ける問題が起きていま

す。 
 

【主な関係法令・計画等】 

［県］ 

平成 ５（1993）年 「奈良県エイズ対策基本方針」策定 

 

［国］ 

 平成 ８（1996）年 「らい予防法の廃止に関する法律」施行 

平成 11（1999）年 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」施行 

平成 13（2001）年 「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」施行 

平成 21（2009）年 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」施行 

 

 

●アイヌの人々の人権 

アイヌの人々は、固有の言語や独自の豊かな文化をもっており、就職や結婚等で偏見

や差別が依然として存在しています。 
 

【主な関係法令・計画等】 

［国］ 

 平成 ９（1997）年 「アイヌ文化の新興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び 

啓発に関する法律」施行 

 

 

●刑を終えて出所した人の人権 

刑を終えて出所した人に対する偏見や差別は根強く、就職に際しての差別や住居の確

保が困難であるなど、社会復帰を目指す人たちにとって、現実は極めて厳しい状況にあ

ります。 

                                                   

 ＨＩＶ感染者： 

HIV（ヒト免疫不全ウイルス Human Immunodeficiency Virus）感染者は、HIV の感染が抗体検査等

により確認されているが、エイズ（後天性免疫不全症候群 AIDS：Acquired Immunodeficiency 

Syndrome）の特徴的な肺炎や腫瘍などの感染症を発症していない状態の人のこと。エイズは、HIV に

感染し、生体の免疫機能が破壊され、さまざまな感染症を起こしやすくなる病気のこと 
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【主な関係法令・計画等】 

［国］ 

平成 8（1996）年 「更生保護事業法」施行 

 
 

●犯罪被害者とその家族の人権 

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

心ない中傷など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など、

二次的な被害を受けることがあります。 
 
【主な関係法令・計画等】 

［県］ 

平成 28（2016）年 「奈良県犯罪被害者等支援条例」施行 

 

［国］ 

 昭和 24（1949）年 「刑事訴訟法」施行 

 昭和 56（1981）年 「犯罪被害者等給付金の支給に関する法律」施行 

平成 17（2005）年 「犯罪被害者等基本法」施行 

平成 20（2008）年 「被害者参加制度」実施 

「被害者参加人のための国選弁護制度」実施 

「損害賠償命令制度」実施 

「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する 

法律」改正（犯罪被害者等給付金の支給に関する法律より題名改称） 

 
 

●SNSやインターネットによる人権問題 

インターネットの普及に伴い、その匿名性、情報発信の容易さから情報モラルが低下

し、個人の名誉やプライバシーを侵害したり、差別を助長する表現をネット掲示板に投

稿するなど、人権にかかわるさまざまな問題が発生しています。 

また、小学生・中学生等の青少年の利用が年々増加している一方、SNS 等を利用した

誹謗中傷等、子どもが加害者や被害者になり、トラブルに巻き込まれる事案も発生して

います。 
 
【主な関係法令・計画等】 

［国］ 

平成 14（2002）年 「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」施行 

                                                   
ＳＮＳ： 

ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、人と人とのつながりを支援するインターネット上の

サービス 

 情報モラル： 

個人のプライバシーや著作権の保護、収集した情報の管理、発信する情報に対する責任など、情報社会

で適正な行動を行うためのもとになる考え方と態度のこと 
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 平成 21（2009）年 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の 

                              整備等に関する法律」施行 

 平成 26（2014）年 「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」施行 

 

 

●性的少数者（性的マイノリティ）の人権 

性的指向や性自認を理由として人権侵害があってはならないなどの人権尊重の観点か

らの配慮が必要です。LGBTQ などの性的マイノリティについては、その存在認識と偏

見等による生きづらさを理解するための情報提供や学習機会を通じて、意識啓発を図り

ます。学校教育の場においても、多様な性を尊重する意識を育てる教育に努めます。 

 

【主な関係法令・計画等】 

［国］ 

平成 16（2004）年 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」施行 

 

 

●ホームレスの人の人権 

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々に

対して、嫌がらせや暴行を加える事案が発生しています。 

 

【主な関係法令・計画等】 

［国］ 

平成 14（2002）年 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」を 10年間の 

時限立法として施行 

平成 24（2012）年 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」５年間の延長決定 

 平成 25（2013）年 「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」策定 

 平成 27（2015）年 「生活困窮者自立支援法」施行 

 平成 29（2017）年 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」10 年間の延長決定 

 

 

●プライバシーの保護に関する人権問題 

住民票の写しや戸籍謄本などが不正に取得され、身元調査などに悪用される場合があ

ります。個人のプライバシーの侵害を防ぐため、本人通知制度の周知啓発を通じて、本

人通知制度への登録の促進を図ります。 

                                                   

性的少数者（性的マイノリティ）： 

LGBTQ といわれる、レズビアン/Lesbian（女性同性愛者)、ゲイ/Gay（男性同性愛者)、バイセクシュアル

/Bisexual（両性愛者)、トランスジェンダー/Transgender（生まれた時に割り当てられた法律的・社会的な

性別にとらわれない性別のあり方を持つ人)、クエスチョニング/Questioning（特定の枠に属さない、わから

ない、典型的な男性／女性ではないと感じる人）など、様々な性のあり方を持っている人々の総称のこと。 

 ホームレス： 

都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる人のこと 
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【主な関係法令・計画等】 

［宇陀市］ 

平成 18（2006）年 「宇陀市個人情報保護条例」制定 

平成 24（2012）年  「宇陀市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱」 

［県］ 

平成 12（2000）年 「奈良県個人情報保護条例」制定 

平成 17（2005）年 「奈良県個人情報保護条例」改訂 

［国］ 

 昭和 23（1948）年 「戸籍法」施行 

 昭和 26（1951）年 「住民登録法」施行 

 昭和 42（1967）年 「住民基本台帳法」（住民登録法の廃止）施行 

平成 17（2005）年 「個人情報の保護に関する法律」施行 

平成 29（2017）年 「改正個人情報の保護に関する法律」施行 

 

 

●北朝鮮拉致問題に関する人権問題 

拉致問題は我が国の喫緊の国民的課題であり、北朝鮮当局による人権侵害問題への対

処が、国際社会をあげて取り組むべき課題とされています。 

 

【主な関係法令・計画等】 

［国］ 

平成 18（2006）年 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する 

法律」施行 

 

 

●東日本大震災に起因する人権問題 

避難生活の長期化に伴うトラブルや被災地からの避難者に対するいじめ等の人権問題

が発生しています。 

 

先述しているもの以外にも、我が国にはさまざまな人権課題が存在します。また、社会

情勢等の変化に伴い、今後ますます人権課題は多様化・複雑化すると予想されます。これ

らの課題の背景としてはいずれも、周囲の人々の関心をはじめ、正しい知識や理解が不足

していることが考えられます。 

本市ではこれまで、これらのさまざまな人権課題に対して、関係各課や関係機関・団体

等との連携により、相談支援を行うとともに、広報紙やホームページにおいて啓発活動を

行ってきました。 

今後も引き続き、さまざまな人権課題に対する正しい知識の普及・啓発に努めるととも

に、社会全体の意識を高める取組を進めます。 

また、多様化・複雑化する人権課題に対しては、福祉、教育、就労等さまざまな関係機

関と連携を図り、総合的、横断的に取り組みます。 
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〈施策の方向〉 

 

№ 施策の方向 具体的な施策内容（主な事業） 担当部局 

１ 

さまざまな人権に

関する教育・啓

発の推進 

１）誤った認識や偏見を背景にしたさまざまな人権課題や

今後生じる新たな人権課題に対して、広報紙やホー

ムページ、人権に関する啓発冊子やイベント等を通

じて啓発を推進します。 

２）さまざまな人権課題に対して、正しい理解と認識をも

てるようテーマ別による研修会や学習機会の充実を

図ります。 

市民環境部 

教育委員会

事務局 
２ 

相談体制の充

実  

１）関係各課と連携した相談支援を進めるとともに、国・

県の関係機関、地域の関係団体などと連携を図りなが

ら、市民が安心して頼れるネットワークを構築し、相

談体制の確立と機能の充実を図ります。 

２）多様化・複雑化するさまざまな人権課題に対して、

適切かつ迅速に対応するためには、専門知識や幅広

い見識が必要であり、総合的な相談支援を図ること

ができるよう、研修等を通じて相談員の資質向上に努

めます。 

３ 
情報提供の充

実 

１）新たに生じる人権課題に対しては、国や県と連携し、

迅速な情報提供を行います。 

２）市内公共施設等によせられる人権に関する情報等につ

いては、個人情報に配慮しながら関係各課や関係機

関・団体等と連携し、全庁的な情報発信の充実を図

ります。 
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第５章 計画の推進 

１．人権施策の推進体制 

 

本計画の趣旨を十分に踏まえて、市の行政機関はもとより、関係機関等との連携のもと、

全庁をあげて本計画の具体的推進に取り組みます。そのため、宇陀市人権啓発活動推進本

部を中心に、部局間相互の緊密な連携のもと、人権施策の総合的かつ効果的な推進に取り

組みます。 

また、国・県の施策動向や関連法、基本方針・基本計画、「宇陀市総合計画」等の各種個

別方針・計画とも整合を図ります。 

さらに、宇陀市人権教育推進協議会や人権教育研究会等、関係機関・団体に対する支援

及び相互連携により、協働のまちづくりを目指します。 

 

２．人権施策の進行管理 

 

本計画に掲げた施策については、宇陀市人権啓発活動推進本部の調査研究部会が 2 年ご

とに進捗状況を把握した上で、宇陀市あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する審議会にお

いて施策の充実や見直し等について評価を行い、計画の円滑な推進に努めます。また、人

権にかかわる問題は、常にその時々の社会情勢を踏まえた対応が重要であり、新たに発生

する人権課題への対応も必要です。そのため、各種人権施策の課題把握や効果の検証等を

実施し、人権施策や事業へ反映していきます。 

さらに、計画の着実な推進のためには、これらの管理及び評価を一連のつながりの中で

実施することが重要です。そのため、計画を立案し（Plan）、実践する（Do）ことはもち

ろん、計画策定後も適切に評価（Check）、改善（Act）を行います。 

 

  

 

Ｐｌａｎ ： 計 画 
 

● 行政活動の計画 
Ａｃｔ： 改善・見直し 
 
● 事業内容の改善・見直し 
 
● 目標、指標等の見直し 
 

Check：点検・評価 
 
● 施策・事業の 
      実施状況の把握 
 
● 目標・指標等の 
      達成状況の把握  

Do ： 実 施 
 
● 計画に基づく 
     施策・事業の実施  
● 施策・事業の実施内容 
     の公表と周知 

継続的

改善 
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人権に関する法律等について 

１．世界人権宣言 

 

1948年（昭和 23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
を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遵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 1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 2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 3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 4条 

 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。 

 

第 5条 

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

 

第 6条 

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

 

第 7条 

 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。
すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対
しても、平等な保護を受ける権利を有する。 

 

第 8条 

 すべて人は、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 9条 

 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 
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第 10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 11条 

1  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律
に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。  

2  何人も、実行の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科せられない。  

 

第 12条 

 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃
を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 

 

第 13条 

1  すべて人は、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 14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 15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。  

 

第 16条 

1  成年の男女は、人権、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 17条 

1  すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。  

2  何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。  

 

第 18条 

 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並び
に単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する
自由を含む。 

 

第 19条 

 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 20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 21条 

1  すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者をつうじて、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、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明さ
れなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、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 22条 

 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、
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各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び
文化的権利を実現する権利を有する。 
 

第 23条 

1  すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受け
る権利を有する。  

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

3  勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬
を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。  

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

第 24条 

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

第 25条 

1  すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準
を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、
保障を受ける権利を有する。  

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

 

第 26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 27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 28条 

 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有す
る。 
 

第 29条 

1  すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。  

2  すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障
すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的と
して法律によって定められた制限にのみ服する。  

3  これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。  
 

第 30条 

 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目
的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 
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２．児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 抜粋 
 

1989年（平成元年）11月 20日 

第 44回国際連合総会採択 

 

前文 省略 

 

第 1部 

 

第 1条（児童の定義） 

この条約の適用上、児童とは、18 歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律により、よ

り早く成年に達した者を除く。 

 

第 2条（差別の禁止） 

1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法廷保護者の人種、皮膚の色、性、言語、

宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかか

わらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。 

2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形

態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

 

第 3条（児童に対する措置の原則） 

1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機

関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 

2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れ

て、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措

置をとる。 

3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこ

れらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した規準に適合することを確保する。 

 

第 4条（締約国の義務）省略 

 

第 5条（父母等の責任、権利及び義務の尊重） 

締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定

められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童

の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。 

 

第 6条（生命に対する固有の権利） 

1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。 

2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。 

 

第 7条（登録、氏名及び国籍等に関する権利）省略 

 

第 8条（国籍等身元関係事項を保持する権利）省略 

 

第 9条（父母からの分離についての手続き及び児童が父母との接触を維持する権利）省略 

 

第 10条（家族の再統合に対する配慮）省略 

 

第 11条（児童の不法な国外移送、帰還できない事態の除去）省略 

 

第 12条（意見を表明する権利） 

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の

意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考

慮されるものとする。 

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続きにおいて、国内法の手続き規則

に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 

 

第 13条（表現の自由） 

1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択

する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 
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2 1 の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、

次の目的のために必要とされるものに限る。 

（a） 他の者の権利又は信用の尊重 

（b） 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 

 

第 14条（思想、良心及び宗教の自由） 

1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。 

2 締約国は、児童が 1 の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある

能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。 

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは

道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。 

 

第 15条（結社及び集会の自由） 

1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。 

2 1 の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若し

くは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課

することができない。 

 

第 16条（私生活等に対する不法な干渉からの保護） 

1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは法に干渉され又は名誉及び信用を

不法に攻撃されない。 

2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 

 

第 17条（多様な情報源からの情報及び資料の利用）省略 

 

第 18条（児童の養育及び発達についての父母の責任と国の援助） 

1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために

最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。

児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。 

2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任

を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務

の提供の発展を確保する。 

3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童

が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

 

第 19条（監護を受けている間における虐待からの保護） 

1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他のものによる監護を受けている間において、あらゆる形

態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐

待を含む。）からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 

2 1 の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成

その他の形態による防止のための効果的な手続き並びに 1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、

調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続きを含むものとする。 

 

第 20条（家庭環境を奪われた児童等に対する保護及び援助） 

1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとど

まることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。 

2 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。 

3 2 の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な

施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児

童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。 

 

第 21条（養子縁組に際しての保護）省略 

 

第 22条（難民の児童等に対する保護及び援助）省略 

 

第 23条（心身障害を有する児童に対する特別の養護及び援助） 

1 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参

加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。 

2 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、

申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これ
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を受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保す

る。 

3 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2 の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している

他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合

及び個人の発達（文化的及び精神的な発達を含む。）を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サ

ービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受する

ことができるように行われるものとする。 

4 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の

分野における適当な情報の交換（リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を

含む。）であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるように

することを目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 

 

第 24条（健康を享受すること等についての権利） 

1 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられ

ることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われな

いことを確保するために努力する。 

2 締約国は、1の権利の完全な実現を追及するものとし、特に、次のことのための適当な措置をとる。 

（a）幼児及び児童の死亡率を低下させること。 

（b）基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供することを確保すること。 

（c）環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含めて、特に容易に利用可

能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と戦う

こと。 

（d）母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。 

（e）社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、衛生（環境衛生を

含む。）並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びそ

の知識の使用について支援されることを確保すること。 

（f）予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展させること。 

3 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての措置をとる。 

4 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促進し及び奨励する

ことを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 

 

第 25条（児童の処遇等に関する定期的審査）省略 

 

第 26条（社会保障からの給付を受ける権利）省略 

 

第 27条（相当な生活水準についての権利）省略 

 

第 28条（教育についての権利） 

1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成す

るため、特に、 

（a）初等教育を義務的なものとし、すべてのものに対して無償のものとする。 

（b）種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等

教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合

における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 

（c）すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 

（d）すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が

与えられるものとする。 

（e）定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 

2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するため

のすべての適当な措置をとる。 

3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教

育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、

特に、開発途上国の必要を考慮する。 

 

第 29条（教育の目的） 

1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。 

（a）児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。 

（b）人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。 

（c）児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の

文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。 
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（d）すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、

両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。 

（e）自然環境の尊重を育成すること。 

2 この条文又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解しては

ならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定め

られる最低限度の基準に適合することを条件とする。 

 

第 30条（少数民族に属し又は原住民である児童の文化、宗教及び言語についての権利）省略 

 

第 31条（休息、余暇及び文化的生活に関する権利） 

1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を

行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 

2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸

術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。 

 

第 32条（経済的搾取からの保護、有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利） 

1 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しく

は身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認

める。 

2 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、締

約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、 

（a）雇用が認められるための 1又は 2以上の最低年齢を定める。 

（b）労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。 

（c）この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。 

 

第 33条（麻薬の不正使用等からの保護） 

締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の

不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべて

の適当な措置をとる。 

 

第 34条（性的搾取、虐待からの保護） 

締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次

のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 

（a）不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。 

（b）売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。 

（c）わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。 

 

第 35条（児童の誘拐、売買等からの保護）省略 

 

第 36条（他のすべての形態の搾取からの保護）省略 

 

第 37条（拷問等の禁止、自由を奪われた児童の取扱い）省略 

 

第 38条（武力紛争における児童の保護）省略 

 

第 39条（搾取、虐待、武力紛争等による被害を受けた児童の回復のための措置）省略 

 

第 40条（刑法を犯したと申し立てられた児童等の保護）省略 

 

第 41条（締約国の法律及び締約国について有効な国際法との関係）省略 

 

第 2部 省略  
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３．日本国憲法（抄） 
 

1946年（昭和 21年）11月 3日公布 

1947年（昭和 22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つうじて行動し、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こること

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 3章 国民の権利及び義務 

 

第 10条 

 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

 

第 11条 

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永

久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

 

第 12条 

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、

これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 

 

第 13条 

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しな

い限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

 

第 14条 

 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関

係において、差別されない。 

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける

者の一代に限り、その効力を有する。 

 

第 15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、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 

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

れない。 

 

第 16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。 
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第 17条 

 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求め

ることができる。 

 

第 18条 

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられな

い。 

 

第 19条 

 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

 

第 20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い。 

 

第 21条 

 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

 

第 22条 

 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

 

第 23条 

 学問の自由は、これを保障する。 

 

第 24条 

 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されな

ければならない。 

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個

人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 

 

第 25条 

 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

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

 

第 26条 

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを

無償とする。 

 

第 27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。 

 

第 28条 

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 

 

第 29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。 
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第 30条 

 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 

 

第 31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、又はその他刑罰を科せられない。 

 

第 32条 

 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 

 

第 33条 

 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する

令状によらなければ、逮捕されない。 

 

第 34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、拘留又は拘禁されない。又、

何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開

の法廷で示されなければならない。 

 

第 35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 33条の場合を除いて

は、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 

 

第 36条 

 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 

 

第 37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手続により証人

を求める権利を有する。 

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

きないときは、国でこれを附する。 

 

第 38条 

 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができな

い。 

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 

 

第 39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。 

 

第 40条 

 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の判決を受けたときは、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 10章 最高法規 

 

第 97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。 

 

  



61 

 

４．地域改善対策協議会意見具申 

 

1996年（平成 8年）5月 17日 

地域改善対策協議会 

 

1 同和問題に関する基本認識 
 

今世紀、人類は二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、平和が如何にかけがえのないものであるかを学んだ。し

かし、世界の人々の平和への願いにもかかわらず、冷戦構造の崩壊後も、依然として各地で地域紛争が多発し、多く

の犠牲者を出している。紛争の背景は一概には言えないが、人種や民族間の対立や偏見、そして差別の存在が大

きな原因の一つであると思われる。こうした中で、人類は、「平和のないところに人権は存在し得ない」、「人権のないと

ころに平和は存在し得ない」という大きな教訓を得た。今や、人権の尊重が平和の基礎であるということが世界の共通

認識になりつつある。このような意味において、21世紀は「人権の世紀」と呼ぶことができよう。 

我が国は、国際社会の一員として、国際人権規約をはじめとする人権に関する多くの条約に加入している。懸案と

なっていた「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）にも加入し、「人権教育のため

の国連 10 年」への本格的な取組みも開始された。世界の平和を願う我が国が、世界各国との連携・協力の下に、あ

らゆる差別の解消を目指す国際社会の重要な一員として、その役割を積極的に果たしていくことは、「人権の世紀」

である 21世紀に向けた我が国の枢要な責務というべきである。 

ひるがえって、我が国固有の人権問題である同和問題は、憲法が保障する基本的人権の侵害に係る深刻かつ重

大な問題である。戦後 50 年、本格的な対策が始まってからも四半世紀余、同和問題は多くの人々の努力によって、

解決へ向けて進んでいるものの、残念ながら依然として我が国における重要な課題と言わざるを得ない。その意味で、

戦後民主主義の真価が問われていると言えよう。また、国際社会における我が国の果たすべき役割からすれば、まず

は足元とも言うべき国内において、同和問題など様々な人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的

な責務である。 

昭和 40年の同和対策審議会答申（同対審答申）は、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

ると指摘している。その精神を踏まえて、今後とも、国や地方公共団体はもとより、国民の一人一人が同和問題の解

決に向けて主体的に努力していかなければならない。そのためには、基本的人権を保障された国民一人一人が、自

分自身の課題として、同和問題を人権問題という本質から捉え、解決に向けて努力する必要がある。 

同和問題は過去の課題ではない。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課題である。そのような観点から、これまでの成果を土台とし、従来の取

組みの反省を踏まえ、未来に向けた新たな方向性を見極めるべき時に差しかかっていると言えよう。 

 

2 同和問題解決への取組みの経緯と現状 
 

（1）これまでの経緯 

明治４年の太政官布告は、同和問題の解決に向けた出発点になったが、十分な対策はとられず、強固な差別意

識が残された。戦後、昭和 28 年度に隣保館設置の補助事業が始まり、昭和 35 年度からはモデル地区において総

合事業が開始された。これらは新憲法の下での新しい一歩ではあったが、同和地区の生活実態はなお劣悪であり、

全国的にみて対策の不均衡もみられた。 

昭和 40年の同対審答申は、あらゆる意味で今日までの対策の基礎になってきた。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基本認識を明確にし、国や地方公共団体の積極的な対応を促したことなど、同

和問題の解決を図る上でこの答申が果たした歴史的意義は極めて大きい。答申がなされてから既に 30年余り経過し

ているが、同和問題の早期解決に向けて、この答申の趣旨を今後とも受け継いでいかなければならない。 

同対審答申を踏まえ、昭和 44年に 10年間の限時法として同和対策事業特別措置法（同対法）が制定され、その

後の 3年間の延長も含め、特別対策が総合的に推進された。この間の対策により、物的な基礎整備が急速に進展す

るなど大きな成果をあげたが、心理的差別の解消の面では大きな課題が残った。また、事業の進展に伴い、一部に

周辺地域との均衡や一体性を欠いた事業の実施がみられたり、えせ同和行為などの新たな問題も発生してきた。 

このため、同対法に基づく事業の中で必要なものを継承しつつ、それまでの施策の反省を踏まえた地域改善対策

特別措置法（地対法）が昭和 57年に 5年間の限時法として制定された。その後、昭和 62年、地域改善対策の一般

対策への円滑な移行のための最終法として提案された現行の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措

置に関する法律（地対財特法）が 5 年間の限時法として制定され、平成 4 年に 5 年間延長された。地対法、地対財
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特法を通じ、特別対策を必要に応じて見直しながら引き続き実施する一方、心理的差別の解消を目指した啓発事業

の積極的な展開を図るとともに、行政の主体性の確立、えせ同和行為の排除などの適正化対策が推進され、現在、

地対財特法の期限まで、残り約１年という段階に差しかかっている。 

 

（2）現状と課題 

これまでの対策の効果を測定し、同和地区の実態や国民の意識等について把握するため、平成 5 年度に同和地

区実態把握等調査（実態調査）が実施された。当部会では「同和地区実態把握等調査に関する小委員会」を設置し、

この調査結果に基づいて、同和問題の解決に向けた課題を整理した。 

以下は、その要点である（別添同小委員会報告の「まとめ」の部分参照）。 
 

①現状 

同和地区においては、若い世代が就職や結婚のために同和地区外へ転出する傾向がみられ、全国平均に対して

高齢化の比率が若干高くなっている。同和関係者が同和関係者以外の者と結婚するケースは増加の傾向を示して

いる。また、住宅、道路等の物的な生活環境については改善が進み、全体的には、同和地区と周辺地域との較差は

みられない。下水道普及率は、全国平均に比べて大幅に低くなっているが、都市規模別にみると、大きな差はみられ

ない。 

高等学校等進学率は向上してきており、ここ数年 9 割を超えているが、全国平均と比べるとなお数ポイントの差が

みられる。最終学歴については、高等教育修了者（短大・大学等）の比率が 20歳代、30歳代では 40歳以上に比べ

てかなり高くなっているが、全国平均との差はなお大きい。 

就労状況は、若年齢層を中心に、安定化する傾向にあるが、全国平均と比較すると、不安定な就労形態の比率が

高くなっている。就労先は全体的に小規模な企業の比率が高くなっている。また、年収の面では、全国平均に比べて

全体的に低位に分布しており、世帯の家計の状況も、全般的にみると依然として全国平均よりも低位な状況にある。

農業経営世帯は、小規模農家が多く、農業従事者が高齢化してきている。事業経営世帯では、小規模な個人経営

が多い。 

同和地区の人であるということで約３割の同和関係者が人権を侵害されたとしているが、公的機関に相談した者は

少数にとどまっている。同和問題に関する国民の差別意識は、着実に解消へ向けて進んでいるものの、同和関係者

との結婚問題を中心に依然として残っている。 

隣保館の利用比率は高く、同和地区外住民も多数利用している。 

地域改善対策の適正化については、改善された点もみられるものの、個人給付的事業の資格審査の実施、公営

住宅等の家賃の見直し、地方公共団体単独事業の見直し、団体補助金の交付に際しての審査、公的施設の管理規

程の整備などの点で、不十分な状況がみられる。 
 

②これまでの成果と今後の主な課題 

実態調査の結果からみて、これまでの対策は生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備がおおむね完了す

るなど着実に成果をあげ、様々な面で存在していた較差は大きく改善された。 

しかし、高等学校や大学への進学率にみられるような教育の問題、これと密接に関連する不安定就労の問題、産

業面の問題など、較差がなお存在している分野がみられる。差別意識は着実に解消へ向けて進んでいるものの結婚

問題を中心に依然として根深く存在している。また、人権侵害が生じている状況もみられ、その際の人権擁護機関の

対応はなお十分なものとは言えない。さらに、適正化対策もなお不十分な状況である。 

同和問題の解決に向けた今後の主要な課題は、依然として存在している差別意識の解消、人権侵害による被害

の救済等の対応、教育、就労、産業等の面でなお存在している較差の是正、差別意識を生む新たな要因を克服す

るための施策の適正化であると考えられる。これらの課題については、その背景に関して十分な分析を行い、適切な

施策が講じられる必要がある。 

 

3 同和問題解決への展望 
 

（1）これまでの対策の意義と評価 

同対法以来これまで三度にわたる特別法が制定され、四半世紀余にわたって同和地区、同和関係者に対象を限

定した特別対策が実施されてきた。同対審答申の当時は、同和地区や同和関係者が事実上一般対策の枠外に置

かれていたという状況や、心理的差別と実態的差別の相互作用が差別を再生産しているという悪循環がみられた。こ

の悪循環を断ち切り、生活実態の早急な改善を図るには、迅速な事業の実施と全国的な水準の引上げを図ること等

が必要とされ、これらの法律により期間を限って、国が財政上の特別措置を講じることにより、所要の施策の推進に努

めてきた。 
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このような考え方の下に推進されてきた特別対策は、極めて大きな意義をもつものであった。すなわち、物的な生

活環境をはじめ様々な面で存在していた較差が大きく改善された。また、これによって物的な生活環境の劣悪さが差

別を再生産するというような状況も改善の方向に進み、差別意識の解消に向けた教育及び啓発も様々な創意工夫の

下に推進されてきた。さらに、対策の実施は全国的に進展し、地方公共団体にとって財政的負担が特に大きい物的

な基盤整備はおおかた完了したとみられる。これらを総合的に勘案した場合、全般的にみれば、これまでの特別対

策は現行法期限内におおむねその目的を達成できるものと考えられる。 

これまでの対策は上述のように大きな意義があったが、2（2）に述べたように深刻な課題が残されているとともに、現

時点でみれば反省すべき点も少なくない。事業の実施に当たって周辺地域との一体性を欠いたり、啓発などのソフト

面の取組みが不十分であったことにより、いわゆる「ねたみ意識」が表面化するなど差別意識の解消に逆行するひず

みが指摘されてきた。また、これらの特別対策は、施策の適用上、地区や住民を行政が公的に区別して実施されてき

たものであり、それが住民の意識に与える影響等、この手法に内在する問題点も指摘されている。 
 

（2）今後の施策の基本的な方向 

特別対策は、事業の実施の緊要性等に応じて講じられるものであり、状況が整えばできる限り早期に一般対策へ

移行することになる。一方、教育、就労、産業等の面でなお存在している較差の背景には様々な要因があり、短期間

で集中的に較差を解消することは困難とみられ、ある程度の時間をかけて粘り強く較差解消に努めるべきである。 

このようなことから、従来の対策を漫然と継続していたのでは同和問題の早期解決に至ることは困難であり、これま

での特別対策については、おおむねその目的を達成できる状況になったことから、現行法の期限である平成９年３月

末をもって終了することとし、教育、就労、産業等のなお残された課題については、その解決のため、４で述べるよう

な工夫を一般対策に加えつつ対応するという基本姿勢に立つべきである。 

本報告に盛り込まれた施策を実現していくため、法的措置の必要性を含め各般の措置について具体的に検討し、

これに基づいて、国及び地方公共団体は、基本的人権の尊重と同和問題の一日も早い解決をうたった同対審答申

の精神とこれまでの成果を踏まえつつ、それぞれがその責務を自覚し、今後とも一致協力して、これらの課題の解決

に向けて積極的に取り組んでいく必要がある。 

同対審答申は、「部落差別が現存するかぎりこの行政は積極的に推進されなければならない」と指摘しており、特

別対策の終了、すなわち一般対策への移行が、同和問題の早期解決を目指す取組みの放棄を意味するものでない

ことは言うまでもない。一般対策移行後は、従来にも増して、行政が基本的人権の尊重という目標をしっかりと見据え、

一部に立ち遅れのあることも視野に入れながら、地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努め、真摯に施策を

実施していく主体的な姿勢が求められる。 

 

4 今後の重点施策の方向 
 

（1）差別意識の解消に向けた教育及び啓発の推進 
 

①基本的な考え方 

差別意識の解消のために教育及び啓発の果たすべき役割は極めて大きく、これまで様々な手法で施策が推進さ

れてきた。しかしながら、同和問題に関する国民の差別意識は解消へ向けて進んでいるものの依然として根深く存在

しており、その解消に向けた教育及び啓発は引き続き積極的に推進していかなければならない。 

教育及び啓発の手法には、法の下の平等、個人の尊重といった普遍的な視点からアプローチしてそれぞれの差

別問題の解決につなげていく手法と、それぞれの差別問題の解決という個別的な視点からアプローチしてあらゆる差

別の解消につなげていく手法があるが、この両者は対立するものではなく、その両者があいまって人権意識の高揚が

図られ、様々な差別問題も解消されていくものと考えられる。 

今後、差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこ

れまでの手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として発展的

に再構築すべきと考えられる。その中で、同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、この問題に固有の経緯等を

十分に認識しつつ、国際的な潮流とその取組みを踏まえて積極的に推進すべきである。 

同様な観点から、「人権教育のための国連 10年」に係る施策の中でも、同和問題を我が国の人権問題における重

要な柱として捉え、今後策定される国内行動計画に基づいて教育及び啓発を積極的に推進し、同和問題に関する

差別意識の解消に努めるべきである。 
 

②実施体制の整備と内容の創意工夫 

国や地方公共団体においては、これまでの積み上げられてきた成果や手法への評価を踏まえて、実施体制の整

備や必要な施策について検討すべきである。その際、「人権教育のための国連 10 年」に係る施策の積極的な推進
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等による差別意識の解消に向けた教育及び啓発の総合的かつ効果的な推進という観点を踏まえる必要がある。また、

従来特別対策として行ってきた学校教育や社会教育の関係事業、及び就労対策、農林漁業対策、中小企業対策の

中で行ってきたものを含む各種の啓発事業については、人権教育、人権啓発の推進という観点から再構成すべきで

ある。 

公益法人等の公的な性格を有する民間団体、社会教育関係団体や民間企業も、今後の教育及び啓発において

重要な役割を担うことが期待される。特に、財団法人地域改善啓発センターは、啓発活動の実践、多様な主体が実

施する教育・啓発活動に対する情報提供など種々の支援等の面で引き続き重要な役割を果たしていくことが期待さ

れ、今後の教育及び啓発との関連において、その在り方を必要に応じ見直していくことが望まれる。今後の教育及び

啓発を更に効果的なものとしていくためには、それぞれの主体における実施体制の整備とあわせ、多様な主体が連

携協力するための横断的なネットワークの形成、その中核的な媒体となる情報データベースの整備、公務員研修等

を通じた指導者の養成、優れた教材や手法を開発するための調査研究など、教育や啓発の共通基盤となる要素が

整備される必要がある。また、人材養成等の観点から、大学教育においても人権問題に対する一層の対応が強く望

まれる。 

教育及び啓発の内容の面でも、様々な課題に対する国際的な人権教育・啓発の成果、経験等も踏まえ、公正で

広く国民の共感を得られるような更なる創意工夫を凝らし、家庭、地域社会、学校などの日常生活の中で実践的に人

権意識を培っていくことが必要である。このため、例えば、多様な興味関心への対応、知識の伝達にとどまらない日

常生活や地域の実態に即した実践性、感性への訴えかけ、誰もが参加しやすい明るく楽しい雰囲気づくりと意見や

感想の自由な交換の重視、マスメディアの活用といった観点から、その内容・手法については一層の創意工夫を凝ら

していくことが望まれる。 

また、いたずらに「禁句」にとらわれることにより、意識の中に建前と本音の乖離が生じ、問題の本質の正しい理解

が妨げられることのないよう、特に留意すべきである。その意味でもメディアの役割は重要である。 

 

（2）人権侵害による被害の救済等の対応の充実強化 
 

①基本的な考え方 

同和問題の本質的な課題は、同和関係者に対する人権侵害の解消を図るとともに人権侵害が発生しないような社

会的意識を確立することであるが、残念ながら今なお同和関係者に対する人権侵害が生じている。不幸にして人権

侵害が発生した場合には、司法機関による解決のほか、人権擁護機関が中立公正な立場から相談、勧告等の対応

をしてきたところであるが、現行の体制では被害の簡易迅速な救済という観点からはなお十分なものとは言えない。 

人権擁護制度の在り方は、その国の人権に対する姿勢を示していると言っても過言ではない。同和関係者に対す

る人権侵害などあらゆる人権侵害に対して、被害の救済を含めてより有効な対応が図られるよう、人権擁護制度の充

実強化に取り組むべきである。教育及び啓発という観点からも、人権侵害が発生した際に、関係者に対し適切な人権

擁護措置を講ずることは極めて大きな意味をもつものと考えられる。 
 

②人権侵害救済制度の確立 

あらゆる人権侵害に対して、事実関係の調査や被害の救済等を含め簡易迅速かつ有効適切な対応が図られるよ

う、各国の取組み等国際的な潮流も視野に入れ、現行の人権擁護制度を抜本的に見直し、21 世紀にふさわしい人

権侵害救済制度の確立を目指して鋭意検討を進めるべきである。 
 

③人権擁護委員制度の充実と人権相談業務の推進 

上述のように人権擁護制度全般にわたって突っ込んだ検討が必要であるが、人権擁護委員制度の在り方につい

ても、既に種々の問題点が指摘されているところであり、より積極的な活動が期待できる適任者を確保するための方

策、人権擁護委員の活動をより活性化するための方策、さらには、その活動を実効あるものにするための方策等につ

いて、総合的に検討する必要があるものと考えられる。 

人権相談業務は、人権侵害による被害の救済等の対応の端緒として重要な意味を持っている。法務局等の人権

擁護機関と地方公共団体は相互に緊密な連携の下に、公共施設などの国民の利用しやすい場所において市民が

いつでも気軽に相談できるような窓口の整備を積極的に進めるべきである。また、相談に応じる職員や人権擁護委員

の対応能力の向上を図ることが不可欠である。さらに、人権擁護制度について国民に知ってもらうための努力も重要

であり、教育・啓発活動と連携を図りつつ、人権相談業務の内容、相談体制について積極的に周知を図るべきであ

る。 

 

（3）地域改善対策特定事業の一般対策への円滑な移行 
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①基本的な考え方 

既に述べたように、現行の特別対策の期限をもって一般対策へ移行するという基本姿勢に立つことは、同和問題

の早期解決を目指す取組みの放棄を意味するものではない。今後の施策ニーズには必要な各般の一般対策によっ

て的確に対応していくということであり、国及び地方公共団体は一致協力して、残された課題の解決に向けて積極的

に取り組んでいく必要がある。 

この一般対策への移行を円滑に行うためには、下記に述べるような一部の事業等については一定の工夫が必要と

考えられる。その具体化に当たっては、一般対策への移行の趣旨に照らせば限定的でなければならないが、既存の

一般対策の状況、なお残されている課題の状況、地方公共団体の財政状況等を踏まえた上で、これまでの施策の成

果が損なわれるなどの支障が生ずることのないよう配慮すべきである。 
 

②工夫の方向 

環境改善の分野のうち、小集落地区等改良事業の場合は、既に着工済みであるが地対財特法期限までの事業完

了が困難と見込まれるものがみられ、かつ、この事業を実施している地方公共団体の中には財政力の弱いものがみ

られることから、当該事業の完了に支障が生じることのないよう、国として適切に対応すべきである。また、小規模な集

落における環境改善のニーズに全体として的確に応えられるよう、受皿としての面的整備事業の手法を検討すべき

である。なお、公共下水道については、中小都市や町村において全国的に普及が遅れており、整備の促進が図られ

るべきである。 

社会福祉の分野においては、隣保館について、周辺地域を含めた地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓

発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、今後一層発展していくことが望まれる。地域の実

態把握や住民相談といった基本的な機能に加え、教養文化活動の充実や地域のボランティアグループとの連携など

地域社会に密着した総合的な活動を展開し、さらにこれらの活動を通じて日常生活に根ざした啓発活動を行うことが

期待される。このため、隣保館等の地域施設において各種の事業を総合的にかつ活発に展開することができるよう、

国として適切に対応すべきである。また、保育についても、家庭環境に対する配慮や地域との連携など、きめ細かな

保育を行っていけるよう、国として適切に対応すべきである。 

教育の分野においては、高等学校の進学率や中退率、また大学への進学率をみても全国平均と比べてなお較差

がみられる状況であり、その背景にある様々な要因も考慮した場合、教育を巡る課題は今なお多く、較差の解消には

ある程度の時間を要するものと考えられる。高等学校等進学奨励費補助事業については、教育が就労の安定、生活

水準の向上等社会生活の多くの分野の改善を図る上での基礎的条件をなすものであることにかんがみ、他の奨学資

金制度との整合性、運用の適正化等、様々な論議に留意しながら、当面、所要の施策を講ずることが望ましいと考え

られる。その際、これまでの成果が損なわれることのないよう十分配慮し、自立促進の観点に立ち、今後一層の進学

意欲と学力の向上を目指して、学校、家庭、地域社会が一体となった総合的な取組みが必要である。 

就労の分野においては、中高年齢層を中心に不安定就労者の比率が全国平均と比べて高い状況であり、就労を

巡る課題は今なお多く、較差の解消にはある程度の時間を要するものと考えられる。職業の安定は、直接生活水準

の向上に寄与し、社会生活の改善を図る上で基本となるものである。このため、若年齢層を含めた一層の就労の安

定を目指し、施策のニーズを踏まえ、全体の体系の中で受皿としての事業の検討を含め国として適切に対応すべき

である。 

農林漁業対策の分野においては、経営基盤の小規模零細性、高齢化、担い手の減少などの問題を抱えており、

小規模零細な農林漁業者における生産基盤や共同利用施設の整備について、全体の体系の中で受皿としての事

業の検討を含め国として適切に対応し、農林漁業の振興に努めるべきである。中小企業対策の分野においては、生

活水準の較差等につながる経営面での較差を是正するため、中小企業の共同化の促進、巡回相談等について全体

の体系の中で受皿としての事業の検討を含め国として適切に対応し、中小企業の振興に努めるべきである。 

相談員、指導員等については、受皿の検討を含め円滑な移行に努めるべきである。 

 

（4）今後の施策の適正な推進 
 

①基本的な考え方 

これまでの当協議会意見具申等の中で、行政の主体性の確立、同和関係者の自立向上、えせ同和行為の排除、

同和問題についての自由な意見交換のできる環境づくりの必要性が指摘されているが、今日においてもなお十分な

状況とは言えない。それだけ、この問題の難しさがあるものと考えられるが、引き続き、これらを達成するための息の長

い取組みが必要である。 
 

②行政の主体性の確立 

これまでの指摘を踏まえた国や地方公共団体の努力により、改善された点もみられるものの、残念ながら、実態調
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査の結果からみてなお課題が残されている状況であり、具体的な問題点について引き続き厳しく是正すべきである。 

このため、行政職員の研修の体系的な実施に努めるとともに、個人給付的事業における返還金の償還率の向上

等の適正化、著しく均衡を失した低家賃の是正、民間運動団体に対する地方公共団体の補助金等の支出の一層の

適正化、公的施設の管理運営の適正化、教育の中立性の確保について、引き続き関係機関を指導すべきである。ま

た、国税の課税については、国家行政の根幹にかかわる問題であり、その公正を疑われることのないよう、より一層の

主体性をもって引き続き適正・公平な課税の確保に努力すべきである。地方税の減免措置についてもその一層の適

正化に今後とも取り組むべきである。さらに、行政の監察・監査・会計検査等については、必要に応じてこれらの機能

の一層の活用が図られるべきである。 

また、今後、行政には、3 でも述べたように、基本的人権の尊重という目標をしっかりと見据え、真摯に、かつ的確

に、地域の状況や事業の必要性に応じ、施策を実施していく主体的な姿勢が求められる。 
 

③同和関係者の自立向上 

現在の同和地区が真に住みよい地域社会としてさらに発展していくためには、ソフト面での自主的な住民活動が

重要であり、これを促進するためには、同和関係者の意識の醸成や指導者となる人材の養成が必要である。また、同

和問題の解決を図る上で同和関係者の自立への意欲は重要な要素である。このため、教育や啓発の中で同和関係

者の自立向上という目標を重視し、それらを支援するための方策も検討すべきである。 
 

④えせ同和行為の排除 

えせ同和行為は、その行為自体が問題とされ排除されるべきものであるだけでなく、差別意識の解消に向けた教

育や啓発の効果を覆し、同和問題の解決に真剣に取り組んでいる者や同和関係者に対する国民のイメージを著しく

損ねるものである。そして、国民に対して、この問題に対する誤った意識を植え付け、同和問題解決の大きな阻害要

因となっている。法務省が平成 7 年 2 月に実施したえせ同和行為実態把握のためのアンケート調査によれば、1 事

業所当たりの要求件数の減少、要求に対する拒否率の上昇など改善された点もみられるものの、全体的には被害が

依然として深刻な状況である。これまで、昭和 62 年に国がえせ同和行為対策中央連絡協議会を設置してえせ同和

対策大綱を策定し、これに基づき情報交換、手引書の作成、啓発などに取り組んでいるが、被害が依然として深刻で

あることにかんがみ、えせ同和行為の排除の一層の強化を図るべきである。 

えせ同和行為に対処するには、同和問題を正しく理解することが何よりも重要である。また、刑事事件に該当する

ものについては引き続き厳格に対処すべきであり、不当要求には毅然とした態度をとること、組織全体で対応すること、

法務局、警察の暴力団取締担当部署、弁護士会の民事介入暴力被害者救済センターなどに早期に相談すること等

を行政機関、企業等に更に徹底すべきである。なお、同調査結果では、えせ同和行為に対して行政機関が無責任

な対応をし、企業が不信感を持っていることをうかがわせる事例もみられることから、行政機関が率先して毅然とした

態度をとるよう特に徹底すべきである。 
 

⑤同和問題についての自由な意見交換のできる環境づくり 

「同和問題はこわい問題であり避けたほうがよい」という風潮は、依然としてえせ同和行為が横行する背景となり、

行政の主体性の欠如を生み、この問題に関する自由な意見交換を阻害してきた。教育や啓発を真に実効あるものと

し、人権が尊重される社会を築きあげていくには、その基盤として同和問題に対する正しい認識を深めるための自由

な意見交換のできる環境づくりが不可欠である。同時に、教育や啓発に当たって、意見や感想を表明しやすい方法

を工夫することも重要と考えられる。 

 

（５）その他 
 

国においては、「人権教育のための国連 10 年」に係る施策の積極的な推進等を通じ、同和問題をはじめとする差

別意識の解消に向けた教育及び啓発を総合的かつ効果的に推進できるよう、その体制の在り方について検討する

必要があると考えられる。その際、既に述べた「人権の世紀」とも言うべき 21 世紀に向けた今後の政府全体としての

取組みにおける連絡調整体制についてもその在り方を併せて検討すべきである。 

地方公共団体においても、本報告を受けた国の施策の今後の方向及びその趣旨を踏まえ、地方単独事業につい

て更に見直しを行うことが強く望まれるほか、同和問題の解決と人権の尊重に向けた行政の取組みについて改めて

検討すべき時期にきているものと考えられる。その際、国と同様、「人権教育のための国連 10 年」に係る施策の推進

体制の在り方や「人権の世紀」とも言うべき 21 世紀に向けた今後の取組みにおける連絡調整体制の在り方について

も検討すべきである。 
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５．人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

 

2000年（平成12年）11月29日制定 

2000年（平成12年）12月 6日施行 

 

（目的）  

第 1 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2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 3 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つうじ
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 4 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 5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 6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 7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8条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提出しなけれ
ばならない。  

 

（財政上の措置）  

第 9 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 1 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 2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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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議（衆議院） 
 

 

この法律の施行に伴い、政府は、次の点につき格段の配慮をされたい。 

 

1 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、行政の中立性に配慮し、地方自治体や人権
にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 

 

2 前項の基本計画は、「人権教育のための国連 10年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにするこ
と。 

 

3 「人権の 21 世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取組みは、政治の根底・基本に置くべき課題
であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべきであること。 

 

 

 

 

 

 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議（参議院） 
 

 

政府は、「人権の 21世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段 

の努力をすべきである。 

 

1 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について
周知徹底を図り、特に公務員による人権侵害のないよう適切な措置を講ずること。 

 

2 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方公共団体や人権にかかわる民間団体等
関係各方面の意見を十分に踏まえること。 

 

3 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連 10 年」に関する国内行動計画等を踏
まえ、充実したものにすること。 

 

4 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき重要課題であることにかんがみ、内閣全体でその取組に努めること。 
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６．障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 （障害者差別解消法） 

 

平成 28年 4月 1日施行 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、

障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を

保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等

及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の

解消を推進し、もって全ての国民が、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資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称

する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状

態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、

制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百

九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条

第一項において同じ。）及び地方独立行政法人をいう。 

四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に置かれる機関 

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項及び第二項に規定す

る機関（これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関（ホの政令で定める機関が

置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十号）第十六条第二項

の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含

む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 

ヘ 会計検査院 

五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 

イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人を

いう。ロにおいて同じ。） 

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人（独立行政法人

を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定める

もの 

六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立

行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。）をいう。 

七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。）を

いう。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（国民の責務） 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障

害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、

自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めな

ければならない。 

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を

理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
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一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。 

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければなら

ない。 

6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱

いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意

思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとな

らないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合

理的な配慮をしなければならない。 

（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることに

より、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があ

った場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当

該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を

するように努めなければならない。 

（国等職員対応要領） 

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の

行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領（以下この条及び附則第三条におい

て「国等職員対応要領」という。）を定めるものとする。 

2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者そ

の他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 

3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 

（地方公共団体等職員対応要領） 

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該

地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領（以下この条及び附則

第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。）を定めるよう努めるものとする。 

2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あら

かじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、こ

れを公表するよう努めなければならない。 

4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなけ

ればならない。 

5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 

（事業者のための対応指針） 

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な

指針（以下「対応指針」という。）を定めるものとする。 

2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項につ

いて、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（事業主による措置に関する特例） 

第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するた

めの措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）の定めるところに

よる。 

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 
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第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相

談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体

制の整備を図るものとする。 

（啓発活動） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特

に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差別

及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（ 障害者差別解消支援地域協議会） 

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する

分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。）は、当該地方公共団体の

区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理

由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支

援地域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に

掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団

体 

二 学識経験者 

三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 

（協議会の事務等） 

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当

該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。 

2 関係機関及び前条第二項の構成員（次項において「構成機関等」という。）は、前項の協議の結果に基づき、当

該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。 

3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等が行う

相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等か

ら要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る

事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。 

4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 

5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければな

らない。 

（秘密保持義務） 

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（主務大臣） 

第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委

員会とする。 

（地方公共団体が処理する事務） 

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長

その他の執行機関が行うこととすることができる。 

（権限の委任） 

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に

委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定は、公布の日

から施行する。 

（基本方針に関する経過措置） 
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第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合

において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。 

2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められたものと

みなす。 

（国等職員対応要領に関する経過措置） 

第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の規定の例により、国等

職員対応要領を定め、これを公表することができる。 

2 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定により定めら

れたものとみなす。 

（地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置） 

第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、

地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。 

2 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十条の規定に

より定められたものとみなす。 

（対応指針に関する経過措置） 

第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、これを公表する

ことができる。 

2 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められたもの

とみなす。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去

の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 

（障害者基本法の一部改正） 

第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。 

第三十二条第二項に次の一号を加える。 

四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）の規定によりその権限に属

させられた事項を処理すること。 

（内閣府設置法の一部改正） 

第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。 

四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成二十五年法律第六十五号）第六条第一項に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。 
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7．本邦外出身者に対する不当な差別的言動の 

解消に向けた取組の推進に関する法律 （ヘイトスピーチ解消法） 

 
 平成 28 年 6 月 3 日公布・施行 

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身

者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はそ

の子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。 もとより、このような不当

な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に

照らしても、ふさわしいものではない。 ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更

なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に

向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。 

 （目的） 
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に
向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進す
ることを目的とする。 

 （定義） 
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域
の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの（以下この条において「本邦外出身者」という。）に対する
差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知する
など、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽
動する不当な差別的言動をいう。 

 （基本理念） 
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外
出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。 

 （国及び地方公共団体の責務） 
第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地
方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するた
めに必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。 

2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担
を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。 

 （相談体制の整備） 
第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争
の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。 

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差
別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体
制を整備するよう努めるものとする。 

 （教育の充実等） 
第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのため
に必要な取組を行うものとする。 

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差
別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。 

 （啓発活動等） 
第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深
めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。 

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差
別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、そ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を実
施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。 

   附 則 

 この法律は、公布の日から施行する。 
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8．部落差別の解消の推進に関する法律 （部落差別解消推進法） 

 

平成 28年 12月 16日交付・施行 

（目的） 

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変

化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別

は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関

し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定

めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が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っとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努

めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる

部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。 

2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国

及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。 

 

（相談体制の充実） 

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確

に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 

 

（教育及び啓発） 

第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。 

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要

な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 

 

（部落差別の実態に係る調査） 

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態

に係る調査を行うものとする。 

 

   附 則 

 この法律は、公布の日から施行する。 
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衆議院法務委員会における附帯決議（平成 28 年 11 月 16 日） 

 

  政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策について、世代間の理解の差や地域社会の実情を広く踏ま

えたものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部落差別の解消の推進による部落差別のない社会の実現に

向けて、適正かつ丁寧な運用に努めること。 

 

 

 

 

参議院法務委員会における附帯決議（平成 28 年 12 月 8 日） 

 

  国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地域社会の実情を踏

まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

 

 一 部落差別のない社会の実現にむけては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努める

ことはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要員を踏まえ、これ

に対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。 

 

 二 教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつ

つ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配慮すること。 

 

 三 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実施するに当たって

は、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものと

なるよう、その内容、手法等について慎重に検討する。 
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９．人権教育の推進についての基本方針（県） 
 

2008年（平成 20年）2月 15日 

奈良県教育委員会 

 

人権教育は、自他の人権の実現と擁護のために必要な資質や能力を育成し、発展させることを目指す総合的な教

育活動です。 

私たち人間は、生まれながらにして自由かつ平等であり、だれからも奪われることのない様々な権利を等しくもって

います。これらの権利は、人類の長い歴史にわたる努力の成果として確立されてきました。日本国憲法においても、

侵すことのできない永久の権利として基本的人権が保障され、国民は不断の努力によってこれを保持し、公共の福祉

のために利用する責任を負っていることが明記されています。すべての人が幸福を追求できる社会の実現に向けた

取組が求められているのです。 

しかし、自他の尊厳が自覚されず、差別的な観念にとらわれたり、権利を侵害したりしている現実があります。人権

が尊重される社会を築いていく上で、教育は大きな役割を担っています。倫理観や道徳性を培うとともに、人権につ

いての知識を学びこれを主体的に活用することができる技能を伝え、人権を尊重する態度をはぐくむことが一層必要

となっています。 

国際社会では、他者の尊厳を尊重する手段や方法を学び、人権の共存を図る努力が求められており、日本におい

ても、人権教育の推進が国、地方公共団体の責務となっています。 

県教育委員会はこれまでの成果の上に立って、人権が尊重される社会や地域を築く人間の育成を目指し、以下の

事項に留意しながら、すべての教育活動をつうじて人権教育を推進します。 

 

1 自分の大切さとともに、他の人の大切さが認められていることを実感できるような環境づくりを、あらゆる教育の場で

進めること 

 

2 教育の機会均等を保障し、一人一人がもつ可能性を伸ばすとともに、自己実現を目指すことができる能力を育成

すること 

 

3 人権についての理解を深める学習を進め、自分の権利だけでなく他の人の権利もともに守り、お互いをかけがえの

ない存在として尊重していく技能や態度をはぐくむこと 

 

4 豊かな人権感覚を育成するとともに、人権問題についての確かな見方や考え方を育てる指導の充実を図ること 

 

5 様々な人々や文化との出会いを大切にし、開かれた対話と交流をとおして積極的に相互理解を図ろうとする態度

をはぐくむこと 

 

6 生涯にわたる学習をとおして、社会の向上のために創造的に取り組み、協働できる人間づくりを目指すこと 

 

7 人権教育資料等の充実を図るとともに、学校、家庭、地域の連携を大切にし、計画的・組織的な取組を行うこと 
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１０．宇陀市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例 

 

2006年（平成 18年）1月 1日 

宇陀市条例第 123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証し、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、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別のない平和で明るい地域社

会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（市の責務） 

第 2 条 市は、前条の目的を達成するため、部落差別を初めとするあらゆる差別及び人権を侵害する行為の防止

と市民の人権意識の高揚に努めるものとする。 

 

（市民の責務） 

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

に、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。 

 

（施策の総合的かつ計画的推進） 

第 4条 市は、部落差別を初め、あらゆる差別をなくすため啓発活動及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的

に推進するように努めなければならない。 

 

（実態調査） 

第 5条 市は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。 

 

（推進体制の充実） 

第 6 条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、関係機関団体等と連携を図りながら、推進体制の充実に努め

るものとする。 

 

（審議会） 

第 7 条 市は、部落差別及びあらゆる差別の撤廃と人権意識の高揚を図り、必要な施策の策定及び推進に関する

重要事項を審議するため、宇陀市あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

（委任） 

第 8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 18年 1月 1日から施行する。 
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１１．宇陀市人権啓発活動推進本部要綱 
 

 （設置） 

第 1条 部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃し、普遍的な人権文化を構築するため、人権問題に対する正しい理

解と認識を培うよう、宇陀市職員が人権問題啓発の指導的役割を果たすとともに、啓発活動の強化・充実を図るこ

とを目的とし、宇陀市人権啓発活動推進本部（以下「推進本部」という。）を置く。 

 

 （所掌事務） 

第 2条 推進本部は、次に掲げる事項を処理する。 

（1） 人権確立のための施策の総合調整に関すること。 

（2） 人権確立のための啓発に関すること。 

（3） 人権確立のための関係機関等との連絡調整に関すること。 

2 推進本部は、目的達成のため必要があるときは、知識経験者及び関係機関、団体等の意見を求めることができ

る。 

 

（組織） 

第 3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。 

2 本部長は、市長をもって充てる。 

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部

長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。 

4 本部委員は、次条第 3項に定める職員及び第 5条第 3項に定める職員をもって充てる。 

 

（本部運営委員会） 

第 4条 推進本部は、次条に規定する専門部会で研究協議した事項及び本部の運営に関する事項について 

審議するため、本部運営委員会を置く。 

2 本部長は、本部運営委員会の会議を招集し、本部長がその議長となる。 

3 本部運営委員会の委員は、次長以上の職にある市職員とする。 

4 本部運営委員会は、必要があると認めるときは、本部運営委員会に属しない本部委員又はその他の市職員を会

議に出席させて意見を聴くことができる。 

 

（専門部会） 

第 5条 推進本部は、専門的な事項について研究協議するため、次の専門部会を置く。 

（1） 研修部会 職員研修の企画立案 

（2） 調査研究部会 啓発活動に必要な資料収集及び調査研究 

（3） 市民啓発部会 市民に対する人権教育・啓発事業の企画立案 

（4） 男女共同参画推進部会 男女共同参画を推進するための企画立案 

2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

3 部会長、副部会長及び部会員は、市長が課長職（規則第 3 条第 1 項第 2 号に規定する課長、同項第 3 号に規

定する室長、同項第 4号に規定する所長、同項第 5号に規定する館長、同項第 6号に規定する園長及び同項第

7号に規定する出納室長をいう。）の中から別に定める。 

4 専門部会は、部会長が招集し、その議長となる。 

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

6 専門部会は、必要があると認めるときは、当該専門部会に属しない本部委員又はその他の市職員を会議に出席さ

せて意見を聴くことができる。 

7 専門部会は、研究協議した事項を本部長に報告しなければならない。 

 

（事務局等） 

第 6条 推進本部の庶務を処理するため、推進本部に事務局を置く。 

2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。 

3 事務局長は、市民環境部人権推進課長をもって充て、事務局の事務を総括する。 

4 事務局員は、市民環境部人権推進課職員をもって充てる。 
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（その他） 

第 7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則（平成 18年宇陀市告示第 52号） 

この告示は、平成 18年 1月 1日から施行する。 

附 則（平成 18年宇陀市告示第 165号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成 19年宇陀市告示第 76号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成 20年宇陀市告示第 37号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成 20年宇陀市告示第 78号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成 22年宇陀市告示第 14号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成 22年宇陀市告示第 32号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成 26年宇陀市告示第 38号） 

この告示は、平成 26年 4月 1日から施行する。 
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主な相談窓口一覧 

 

 

概 要 相談時間 お問い合わせ先 

人
権
全
般 

人権全般 

人権侵害、同和問題（部落差別等） 
月～金 9時～17時 人権推進課 

0745-82-2147 

大宇陀人権交流センター 

0745-83-0572 

菟田野人権交流センター 

0745-84-2031 

 

人権擁護委員による相談 

毎日の暮らしの中で起こるさまざまな

人権に関する問題を解決するための相

談、人権侵犯の疑いのある問題等 

偶数月 第１水： 

菟田野人権交流センター 

奇数月 第２水：室生振興センター 

偶数月 第３水：宇陀市役所 

奇数月15日： 

大宇陀人権交流センター 

9時～12時 

女
性 

ＤＶ相談 

女性専門相談員等によるＤＶ、 

セクハラ、性暴力等 

第4水  13時～16時 

事前申し込み 人権推進課 

0745-82-2147 女性のあらゆる悩みの相談 

女性が抱える様々な問題に関する相談 
月～金  9時～17時 

子
ど
も 

妊娠期から乳幼児の相談 

妊産婦や子どもの健康相談 
月～金  9時～17時 

中央保健センター 

0745-92-5220 

子育て相談 

子育て不安、発達、児童虐待、 

保育サービス等、母子生活支援施設、

家庭における児童の問題等 

月～金  9時～17時 
こども未来課 

0745-82-2236 

月～金  9時～16時 
子育て支援センター 

0745-84-9925 

子育て世帯の経済的な相談 

子育て中の世帯が抱える経済的な困

窮についての相談 

月～金  9時～17時 
厚生保護課 

0745-82-2221 

通級指導教室「ほほえみ」 

児童の言葉の発達等を支援する通級

による指導及び教育相談 

月～金 ８時30分～１７時１５分 
教育総務課 

0745-82-3973 

適応指導教室「はばたき」 

不登校で悩んでいる小・中学生対象

教育相談や心の居場所つくり 

水・金 ９時～14時40分 

※祝日、学校長期休業中は休室 

教育総務課 

0745-82-3973 

高
齢
者
・
障
が
い
の
あ
る
人
・
そ
の
他 

高齢者・障がいのある人全般 

権利擁護、虐待、介護問題等 
月～金  9時～17時 

介護福祉課 

0745-82-3675 

医療介護あんしんセンター 

0745-85-2500 

社会福祉協議会 

0745-84-4116 

弁護士相談 

弁護士による福祉専門相談等 
事前申し込み 

社会福祉協議会 

0745-84-4116 精神科医相談 

認知症等に関する相談等 

こころの健康相談 

こころの病気、気分の沈み等 

第３火 

13時30分～16時30分 

事前申し込み 

中央保健センター 

0745-92-5220 
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