




は じ め に

昭和 23 年に「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」と掲げた世界

人権宣言が国際連合で採決され、今年で 75 年を迎えます。

国内外で人権を尊重、擁護するための取り組みが行われて

いる中、本市では、平成６年に「大垣市人権を尊重する都市

宣言」をいたしました。

さらに、平成 20 年３月には「市民一人ひとりが人権感覚を高め、お互いを認め合

う人権尊重のまちづくり」を基本理念とした「大垣市人権施策推進指針」を策定し、

この指針を５年ごとに改定しながら、時代に合わせた人権尊重のまちづくりを進めて

いるところでございます。

一方で、少子高齢化の進行による家族形態の変化をはじめ、地域社会における人間

関係の希薄化やスマートフォンなどのデジタル社会の発展、そして新型コロナウイル

ス感染症の流行など、急激に変化する社会環境に伴い、人権問題も多様化・複雑化し

ております。

このたび、こうした状況に対応した人権施策を推進するため、令和５年度から令和

９年度までの５年間を推進期間とする新たな指針を策定いたしました。

この指針に基づき、人権教育・啓発や擁護に加え、「誰一人取り残さない」持続可能

な開発目標であるＳＤＧｓの達成を目指して、取り組んでまいりますので、市民の皆

様のより一層のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

結びに、本指針の改定にあたり、貴重なご意見をいただきました「大垣市人権のま

ちづくり懇話会」の委員の皆様をはじめ、市民意識調査やパブリック・コメントなど

を通して、貴重なご意見を賜りました多くの市民の皆様に、心から感謝申し上げます。

　令和５年３月

大 垣 市 長　　　　　　　　　　　　
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第１章 　指針の改定

１　指針改定の趣旨
本市では、平成 20 年３月に「大垣市人権施策推進指針」を策定し、その後、平

成 25 年、平成 30 年の２回の改定を経た指針に基づき、各種施策に取り組んできま
した。

その一方で、私たちを取り巻く社会環境は、少子高齢化の進行による家族形態の
変化や、地域社会における人間関係の希薄化、スマートフォンなどの通信機器の普
及や急速なデジタル社会への移行など、急激に変化するとともに、人権問題も多様
化・複雑化してきています。

人権に関する現状は、女性・子ども・高齢者・障がいのある人など社会的弱者に
対する虐待や暴力、いじめ、インターネット上での誹

ひ

謗
ぼう

中
ちゅう

傷
しょう

、様々なハラスメント
などの問題が発生する事態となっています。また、令和２年から、世界的に拡大し
た新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のわが国での流行に伴い、これに関連
する不当な差別、偏見等も新たな人権問題となっています。

こうした社会環境・情勢の変化などを踏まえ、本市では、「人権に関する市民意
識調査」やパブリック・コメントにより市民の人権に関する意識を反映させ、また

「大垣市人権のまちづくり懇話会」の提言を受けながら、人権に関する施策を総合的
かつ効果的に推進していくため、「大垣市人権施策推進指針」の第三次改定を行うも
のです。

また、本市の市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための「大垣市未来ビ
ジョン」の第２期基本計画（令和５年度～）においても、引き続き「人権」分野を
未来のピース「みんながあったかいまち」に位置付け、人権尊重の推進、人権教育
の推進を掲げて、総合的かつ計画的な人権施策を進めます。

このほか、平成 27 年に国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」持続可
能で多様性と包

ほう

摂
せつ

性のある社会を実現すべく、17 のゴール及び 169 のターゲットか
らなる持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）についても、本指針の人権に関連する施策
等の取り組みに、関連するゴールを位置付け、その推進に努めます。
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２　指針改定の背景
　⑴　人権に関する世界の動き

昭和 23 年 12 月 10 日、国際連合において、世界大戦をはじめとする幾多の悲惨な
経験を踏まえて「世界人権宣言」が採択されました。

その後、「世界人権宣言」を実効性あるものにするために、人種差別撤廃条約（昭
和 40 年）、国際人権規約（昭和 41 年）、女子差別撤廃条約（昭和 54 年）、児童の権
利条約（平成元年）等の諸条約等を採択するとともに、国際婦人年をはじめとする
各種の国際年、各種宣言等によって人権尊重、差別撤廃に向けた取り組みが行われ
てきました。平成６年には、国連総会において、人権教育を通じて人権文化を世界
に築くことを目的として、平成７年から平成 16 年までの 10 年間を「人権教育のた
めの国連 10 年」とすることが決議されました。

そして、平成 16 年 12 月 10 日、第 59 回国連総会では、「人権教育のための国連 10
年」の取り組みを踏まえ、新たに「人権教育のための世界計画」に取り組む決議が
採択されました。「人権教育のための世界計画」は、初等・中等学校制度における人
権教育の推進に重点を置く平成 17 年から平成 21 年までの第一段階に始まり、現在
は、令和２年から令和６年までの第四段階が進められています。ここでは、重点対
象を「若者」として、包摂的で平和な社会を築くことを目的として、平等、人権と
非差別、包摂、並びに多様性の尊重に関する教育及び研修に重点を置いています。

平成 27 年には、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を
実現するための持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が、国連サミットにて全会一致で
採択されました。ＳＤＧｓの目標は、人権分野とも関わりが深く、人権施策の推進
は目標達成にとっても重要です。

令和２年からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の大流行により、全世界
が社会・経済など多くの面で大きな打撃を受けました。この感染症について、国連
人権理事会の議長声明は、国連人権高等弁務官事務所が新型コロナウイルス対策は

「人権を最前線かつ中心に据えるべき」とした「COVID-19 ガイダンス」と国連事務
総長報告書「COVID-19 と人権」に留意し、「パンデミックとの闘いにおいてすべて
の人権が尊重され、保護されかつ充足されること、及び、COVID-19 パンデミック
への各国への対応において、人権に関する義務及びコミットメントが全面的に遵守
されることを確保する」ことを要請しています。

その一方で、宗教・民族問題に起因する対立や弾圧、武力による侵攻や国家間の
紛争等が、様々な人権問題を生じさせる大きな要因となっている現状もあります。
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　⑵　人権に関する国の動き

わが国においては、昭和 22 年に、基本的人権の尊重を原則の一つとする日本国
憲法が施行され、すべての人々の基本的人権を侵すことのできない永久の権利とし
ました。また、国際的な人権保障の潮流に沿いながら法制度の整備を進めるととも
に、施策の充実が図られてきました。

その後、人権に関する各種法整備等がなされる中で、平成 11 年には人権教育及
び啓発に関する答申が、平成 13 年には人権救済制度のあり方に関する答申がなさ
れ、「あらゆる場において人権教育・啓発を推進し、女性、子ども、高齢者、障害
者、同和問題、アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者等及び刑を終えて出所した人
などの人権問題を積極的に解決することを重要な課題として取り組むこと」とされ
ました。　

また、平成 12 年 12 月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行
され、国及び地方公共団体の責務が定められました。これにより、人権が尊重され
る社会の実現に向けて行政の果たす役割がますます重要になっています。

平成 14 年３月に「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」の失効に伴い「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定され、平成 23 年４月
には、北朝鮮当局による拉致問題等に関する事項が加わり、この計画に基づいて人
権教育・啓発に関する施策が推進されてきました。

また、国は、平成 27 年に国連サミットで採択された持続可能な開発目標ＳＤＧｓ
の達成に向けて、平成 28 年５月に「ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、同年 12 月に
は「ＳＤＧｓ実施指針」が策定されました。指針で定められた８つの優先課題の中
には、「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現」、「平和と安全・安
心社会の実現」といった人権と関連した課題が示されており、女性、子ども、高齢
者、障がい者など社会的に弱い立場の人々に向けた施策を進めることが求められて
います。

さらに、令和２年から新型コロナウイルス感染症が日本においても流行する中、
令和３年２月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が改正され、感染症患者
等に対する差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務が規定されました。

第１章　指針の改定 ❖
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　⑶　人権に関する県の動き

岐阜県では、平成 10 年に庁内の人権関係部局が連携・協力し、人権施策について
総合的かつ効果的に推進することを目的とした「岐阜県人権啓発活動連絡協議会」
が設置されました。平成 12 年には、人権尊重意識を広く県民に普及し、様々な人
権に関する問題への取り組みを推進するため「岐阜県人権啓発センター」が設置さ
れました。また、平成 17 年５月、これまでの「人権啓発連絡協議会」を改組・拡充
し、岐阜県の人権課題全般について総合的に審議する機関として、県民を代表する
有識者などで構成される「岐阜県人権懇話会」が設置されました。
「人権教育のための国連 10 年」に関する国内行動計画等で示された基本的考え方

の趣旨を踏まえ、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条において規
定されている地方公共団体の責務に基づき、「岐阜県人権施策推進指針」が平成 15
年３月に策定されました。この指針によって、岐阜県が進める人権教育・人権啓発
について、その現状と課題及び具体的施策の方向性を明らかにし、人権尊重の意識
を高めるための総合的かつ効果的な取り組みが行われています。令和５年３月には

「岐阜県人権施策推進指針」の第四次改定が行われました。
また、令和２年からは、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、感染者や医療

従事者などに対する人権侵害（コロナハラスメント）や事情があってワクチンを接
種しない・できない人への人権侵害（ワクチンハラスメント）が問題となりました。
県では、同年７月に差別的取扱い等の禁止も含めた「岐阜県感染症対策基本条例」
を施行し、同年９月には、岐阜県知事・県内 42 市町村長が連名で、「ストップ『コ
ロナハラスメント』宣言」を行い、新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害
を防止する取り組みを行っています。

4

❖ 第１章　指針の改定



ＳＤＧｓの目標 　本指針に関連する目標：１、３、４、５、８、10、11、16、17

１　貧困をなくそう　あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
２　飢餓をゼロに　飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する　
３　すべての人に健康と福祉を　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進

する
４　質の高い教育をみんなに　すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の

機会を促進する
５　ジェンダー平等を実現しよう　ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う
６　安全な水とトイレを世界中に　すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
７　エネルギーをみんなに　そしてクリーンに　すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代

的エネルギーへのアクセスを確保する
８　働きがいも経済成長も　包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇

用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する
９　産業と技術革新の基盤をつくろう　強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な

産業化の促進及びイノベーションの推進を図る
10　人や国の不平等をなくそう　各国内及び各国間の不平等を是正する
11　住み続けられるまちづくりを　包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間

居住を実現する
12　つくる責任つかう責任　持続可能な生産消費形態を確保する
13　気候変動に具体的な対策を　気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
14　海の豊かさを守ろう　持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
15　陸の豊かさを守ろう　陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、

砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する
16　平和と公正をすべての人に　持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々

に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築
する

17　パートナーシップで目標を達成しよう　持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化する

　　（外務省仮訳）
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３　指針の基本的な考え方
　⑴　基本理念

　　本指針では、引き続き ｢市民一人ひとりが人権感覚を高め、お互いを認め合う人
権尊重のまちづくり」を基本理念とし、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の
実現を図ります。

市民一人ひとりが人権感覚を高め、お互いを認め合う人権尊重のまちづくり市民一人ひとりが人権感覚を高め、お互いを認め合う人権尊重のまちづくり

　⑵　指針の位置付け
本市では、平成６年に議会において ｢大垣市人権を尊重する都市｣ の宣言を議決

し、各施策を実施してきました。本指針は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する
法律」第５条に規定されている、地方公共団体の責務として策定したもので、本市
の今後の人権施策の基本的な方向を明らかにするものです。

また、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための「大垣市未来ビジョン」
の第２期基本計画の中で、引き続き「人権」分野を未来のピース「みんながあった
かいまち」に位置付けるとともに、各分野別計画との整合性及び連携を図り、人権
尊重宣言都市にふさわしい人権施策を推進します。

　⑶　指針の推進期間
　　令和５年度から令和９年度までの５年間です。

令　和 5 6 7 8 9 年度

西　暦 2023 2024 2025 2026 2027 年度

大垣市未来ビジョン
第２期基本計画 5 年

指針の推進期間 5 年
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指針の位置付け

大
垣
市
人
権
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）

【大垣市未来ビジョン 第２期基本計画 施策体系図】

本市の将来都市像　｢みんなで創る 希望あふれる産業文化都市｣

４　みんながあったかいまち（健康・福祉・人権）

1　人権尊重の推進

2　人権教育の推進

⑺　人権

▽分野別計画（未来のピース）

▽分野 ▽施策

大垣市未来ビジョン

大垣市多文化共生推進指針
大垣市男女共同参画プラン
大垣市地域福祉計画
大垣市障がい者総合支援プラン
大垣市高齢者福祉計画
大垣市子育て支援計画　など

大垣市人権施策推進指針

岐阜県人権施策推進指針

人権教育・啓発に関する
基本計画

第１章　指針の改定 ❖
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第２章 　人権施策の推進

１　人権施策がめざす基本的な方向
基本的な 4 つの方向に沿って人権施策を推進していくことにより、基本理念の実

現を図ります。

　⑴　人権感覚の醸成
市民一人ひとりが人権問題に関心をもち、人権に関する基本的な知識や考え方

を身につけ、日常の暮らしの中に人権尊重の意識が定着していくよう、人権感覚
の醸成を図ります。

　⑵　一人ひとりの人権が尊重されるまちづくり
市民一人ひとりが自立した人間として尊厳が保たれ、個人の自由が確保された

平等社会の中で、個性と能力が十分発揮できる差別や偏見のない地域社会づくり
をめざします。

　⑶　多様な価値観や個性が尊重され、ともに支え合えるまちづくり
一人ひとりの個性や違いを尊重し、多様な文化や歴史、生活習慣などを認め合

い、様々な市民とともに生活し、ともに支え合える地域社会の実現をめざします。

　⑷　市民等との協働によるまちづくり
人権感覚にすぐれたまちづくりを推進するため、市民をはじめ地域コミュニ

ティ、学校、企業、ＮＰＯ、行政などが協働して積極的な取り組みを行い、相乗
効果が発揮できるような協働型社会を構築して、人権が尊重されるまちの実現を
めざします。

第２章　人権施策の推進 ❖
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２　人権教育・啓発の推進
　⑴　人権教育の推進

現状と課題

人権教育については、基本的人権の尊重の精神が正しく身につくよう、地域の実
情等を踏まえながら、学校教育及び社会教育を通じて様々な取り組みが行われてい
ます。

本市においても、市民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、あらゆる分野に
おいて、様々な機会を通じて、人権教育に取り組んでいます。

しかし、人間の尊厳や人権尊重の理念についての正しい理解やこれを実践する態
度が十分定着していないことなどにより、様々な人権問題が生じています。

市民意識調査の結果では、人権意識を高めるための取り組みについては、「学校で
の教育を充実する」が最も高く、次いで「慣習や社会の仕組みを改善する」、「行政
が啓発活動を積極的に行う」の順となっています。特に、上位２つは、過去２回の
調査でも、同じになっています。

また、市民一人ひとりが、人権を尊重しあうために心がけたり、行動すべきこと
については、「人権に対する正しい知識を身につけること」が最も高く、次いで「自
分の権利と同様に他人の権利も尊重すること」、「因習や誤った固定観念にとらわれ
ないこと」の順になっています。この順番は、３回の調査を通して、同じになって
います。

人権尊重の理念を定着させ、人権感覚あふれる学校や地域社会であるためには、
日常生活のあらゆる場面において、人権が尊重され自己実現が図られていくことが
必要です。そのために、学校教育や社会教育を通じて、学校・家庭・地域社会にお
いて、良好な人間関係を構築し、社会での規範意識の向上を図るよう、発達段階に
応じた人権教育を効果的に進めていく必要があります。

幼保園や保育園・幼稚園の教育では、乳幼児期は、人格形成の基礎を培う重要な
時期にあたることから、机上の知育だけでなく、自然に親しむなど多様な体験活動
を通じて自他の生命を大切にする心を育むとともに、友達をはじめ様々な人との豊
かな人間関係を築く中で、他者の存在に気づき相手を尊重する気持ちを育んでいく
必要があります。

学校教育では、教育活動全体を通じて幼児・児童・生徒が社会生活を営む上で必
要な知識・技能や態度を身につけることにより、人権尊重の精神を養っていく必要
があります。

10

❖ 第２章　人権施策の推進



社会教育では、生涯学習の視点に立ち、あらゆる機会において、人権に関する学
習の一層の充実を図っていく必要があります。また、この人権に関する学習では、
単に人権問題を知識として学ぶだけではなく、日常生活において態度や行動に現れ
るような人権感覚を養っていくことが求められます。

39.539.5

30.930.9

56.556.5

25.825.8

15.315.3

18.418.4

4.84.8

22.722.7

0.40.4

3.03.0

10.210.2

10.410.4

0.20.2

45.245.2
49.049.0

33.433.4
23.323.3

64.864.8
55.855.8

31.031.0
31.131.1

18.018.0
10.710.7

27.227.2
26.926.9

6.26.2
4.14.1

0.70.7

3.13.1
2.72.7

1.11.1

1.51.5
0.90.9

0%

慣習や社会の仕組みを改善する

家庭での教育を充実する

学校での教育を充実する

行政が啓発活動を積極的に行う

自治会などの地域での
取り組みを充実する

企業・職場での取り組みを充実する

民間活動団体での取り組みを充実する

人権侵害を受けた方への
相談・支援を充実する

人権意識は向上しているので
取り組む必要はない

個人の意識の問題に介入する必要はない

わからない

その他

（調査項目なし）

（調査項目なし）（調査項目なし）
（調査項目なし）（調査項目なし）

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

20% 40% 60% 80%

平成24年度調査（ｎ = 1,082）

平成29年度調査（ｎ =   883）

令和 4 年度調査（ｎ =   921）

人権意識を高めるための取り組み

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和 4年 7月調査）から

第２章　人権施策の推進 ❖
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施策の方向

　①　学校教育における人権教育の推進  
　　1　発達段階に応じた人権尊重意識を高めるための教育の充実

幼児・児童・生徒が発達段階に応じ、すべての教育活動を通じて、人権尊重
の意識を高め、主体的に人権問題に取り組むことができる力を育むとともに、
一人ひとりを大切にする教育を推進します。早い段階から、自他の生命を大切
にする豊かな人間性の基礎を育むため、地域の実情にあった自然体験や社会体
験、文化活動などを通した、特色ある保育・教育を推進します。

そのために、効果的な教育実践や学習教材などについての情報収集や調査研
究に努め、人権教育の指導方法の改善を図ります。

人権を尊重しあうために心がけたり、行動すべきこと

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

0%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

20% 40% 60% 80%

65.665.6

47.447.4

61.061.0

26.426.4

13.213.2

17.217.2

14.714.7

1.61.6

5.35.3

4.34.3

0.40.4

71.271.2
70.270.2

49.849.8
49.149.1

60.960.9
59.559.5

13.113.1

18.918.9
14.114.1

17.217.2
15.115.1

2.12.1
1.31.3

1.01.0
0.40.4

人権に対する正しい知識を身につけること

因習や誤った固定観念にとらわれないこと

自分の権利と同様に他人の権利も尊重すること

自分の生活している地域の人 を々尊重すること

家庭内でのお互いの権利を尊重すること

職場で人権を尊重する意識を高めあうこと

特にない

わからない

その他

（調査項目なし） 平成24年度調査（ｎ = 1,096）

平成29年度調査（ｎ =   892）

令和 4 年度調査（ｎ =   912）

12

❖ 第２章　人権施策の推進



　　2　人権教育推進のための教職員の指導力向上
各学校が人権の視点に立った教育や学校運営に努めるとともに、研修等を通

じて教職員の資質向上を図り、人権尊重の理念などについての十分な認識や指
導力をもった人材の確保に努めます。

　　3　学校と家庭・地域が一体となった人権教育の推進
豊かな人間性や社会性を育むため、社会教育との連携を図りながら、ボラン

ティア活動などの多様な体験活動や高齢者・障がいのある人などとの交流の機
会の充実を図るなど、家庭・地域と一体となった人権教育を推進します。

　②　社会教育における人権教育の推進
　　1　人権に関する多様な学習機会の提供

生涯学習の視点に立って、人権に関する学習の一層の充実を図るとともに、
社会教育施設を中心として、学校や社会教育関係団体等との連携を図りなが
ら、人権に関する多様な学習機会を提供します。

また、人権問題についての正しい理解を深め、人権意識の高揚を図るため、
人権教育の学習成果を活用するなどの事業を推進し、地域や家庭での教育力の
向上に努めます。

　　2　社会教育活動を通じた家庭教育への支援
家庭教育学級等を通じて、親子ともに人権感覚が身につく学習機会の充実や

情報提供に努め、家庭教育への支援を図ります。

　　3　人権教育推進のための指導者の養成
地域社会において人権教育を推進する指導者の養成など、社会教育における

指導体制の充実に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標

　　

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⑵　人権啓発の推進

現状と課題

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」を意味し、人々が「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」にすることを目的としています（人権教育・啓発推進法第２条、第３条）。

人権啓発は、広く人々の間に、人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的に行わ
れる人権教育以外の、研修、情報提供、広報活動等により、一人ひとりが人権尊重
の重要性を正しく認識し、他人の人権にも十分に配慮できるようになることです。
例えば、「人権とは何か」、「人権の尊重とはどういうことか」、「人権を侵害された場
合に、これを排除し、救済するための制度がどのようになっているか」等について
人々が正しい認識を持ち、それらの認識が日常生活の中で、その態度面、行動面等
に根付くようにすることが目的です。また、その内容や実施方法については、市民
の理解と共感が得られるものであることが必要です。

具体的には、人権に関わる法令などの基本的な知識の習得を図る啓発、それぞれ
の分野の人権課題について認識を深める啓発、生命の尊さ・大切さを真に実感でき
るような啓発、一人ひとりがそれぞれの違いを認め合い、尊重しあうことが大切で
あることを訴えかける啓発、などが求められています。
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市民意識調査の結果では、人権問題について理解を深めるための効果的な啓発・広報活
動については、「テレビ・ラジオを活用した啓発」が最も高く、次いで「市の広報紙によ
る啓発」、「インターネットを活用した啓発（メールマガジンなど）」の順となっています。
特に「インターネットを活用した啓発（メールマガジンなど）」は、３回の調査を通して、
連続して増加しており、この啓発が有効だと考える人が増えてきていることがわかります。

人権問題について理解を深めるための効果的な啓発・広報活動

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

0%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

20% 40% 60% 80%

59.559.5

30.630.6

28.228.2

11.211.2

8.98.9

12.312.3

18.718.7

13.213.2

13.113.1

12.812.8

4.84.8

12.812.8

9.29.2

2.22.2

63.563.5
56.756.7

33.933.9
23.923.9

28.928.9
30.030.0

10.410.4
9.29.2

9.29.2
11.011.0

17.117.1
24.624.6

22.122.1
11.511.5

5.45.4

12.712.7

11.411.4
9.79.7

7.27.2
4.94.9

2.72.7
1.91.9

テレビ・ラジオを活用した啓発

新聞・雑誌を活用した啓発

市の広報紙による啓発

映画・ＤＶＤ・ビデオを活用した啓発

パンフレット、ポスターなどによる啓発

インターネットを活用した啓発
(メールマガジンなど)

講演会、研修会の開催

地域学習グループなど自主的な
学習による社会教育活動

パネル展などの開催（一般行事の中で
コーナーを設けることも含む）

地域での啓発リーダーを養成し、
住民の相互啓発を促す活動

特に効果的なものはない

わからない

その他

（調査項目なし）

（調査項目なし）（調査項目なし）
（調査項目なし）（調査項目なし）

平成24年度調査（ｎ = 1,087）

平成29年度調査（ｎ =   881）

令和 4 年度調査（ｎ =   904）

第２章　人権施策の推進 ❖
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施策の方向

　①　市民への啓発
　　1　各種情報媒体を活用した啓発

人権を尊重する市民意識の高揚を図るため、広報紙やホームページ、情報誌
など各種媒体を活用し、全市民に対して人権啓発を推進します。

　　2　講演会・講座等による啓発
人権を尊重する市民意識の形成を図るため、市民自らが人権問題を考える

きっかけづくりの場となる講演会・映画会やパネル展示、講座などの開催を進
めます。

講演会や研修会等の実施にあたっては、市民の関心を高めるため、効果的な
事業の実施に向けて、より一層の創意工夫を図ります。

　　3　視聴覚教材を活用した啓発
市民及び市職員などが人権についての理解を深めるため、人権に関するＤＶ

Ｄなどの充実を図り、それらを活用した啓発に努めます。

　②　企業等への啓発
　　1　事業主・公正採用選考人権啓発推進員などに対する啓発・研修

地域や社会へ大きな影響力をもつ企業等においては、人権が尊重される職場
づくりや、人権尊重の視点に立った企業活動を行う意味から、計画的・継続的に
事業主・公正採用選考人権啓発推進員などに対し啓発・研修を行うことが大切
です。そのため、ハローワーク等と連携し、研修会などへの参加を促進します。

また、企業等における人材の採用にあたっては、個人の能力と適性に基づく
公正な採用選考の確立を図るため、ハローワーク等と連携し、周知徹底に努め
ます。

　　2　啓発資料の配布・情報提供
企業等における人権に対する啓発・研修に関する資料や情報提供などの支援

に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標
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大垣市の人権教育・人権啓発　～市民に向けた取り組み～

　⑶　人権に関わりの深い分野の業務に従事する者に対する教育・啓発

現状と課題

人権教育や啓発を通じて市民の人権意識の高揚を図るためには、まず人権に関わ
りの深い特定の職業に従事する者（行政職員、教職員、消防職員、医療・福祉関係
職員など）が自らの人権意識を高め、常に人権尊重の視点に立って職務を遂行する
ことが重要です。

このため、各種研修によって、人権に関わりの深い特定の職業に従事する者に対
する人権教育・啓発の充実・強化を図る必要があります。

　　

施策の方向

　　1　各種研修の実施
行政職員、教職員、消防職員、医療・福祉関係職員などそれぞれの職場に応

じて人権尊重の理念に基づき日常の職務を遂行できるよう、また、市民の模
範、地域の指導者となるべき職員の人権感覚を高めることができるよう研修や
学習会を開催するとともに内容の充実を図り、職員の資質の向上に努めます。

人
権
啓
発

人
権
教
育

広報紙

小中学校人権
教育学習発表展

人権作文集

分野別人権講座
・人権心の
ふれあい講座

人権講演会

小中学校人権宣言

小中学校人権教育

人権啓発広告塔

人権 Letter

人
権
感
覚
の
醸
成
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　　2　個人情報保護に関する研修
大垣市個人情報保護条例では、市が行政の目的を達成するために個人情報を

収集、保管又は利用する場合の取り扱いに関して、基本原則を確立し、個人情
報を保護するために必要な措置を実施しています。また、令和５年４月からは、

「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報を保護するために必要な措
置を実施していきます。

実際の情報管理については、職員一人ひとりの個人情報の重要性に関する自
覚と認識が重要であることから、個人情報保護制度の周知徹底を図るため、職
員研修をはじめとする啓発に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標
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３　人権擁護の推進
　⑴　人権擁護の推進

現状と課題

わが国において、女性・子ども・高齢者・障がいのある人など社会的弱者に対す
る虐待や暴力、いじめ、インターネット上での誹謗中傷、様々なハラスメントなど、
深刻な状況となっていることに加え、新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や
差別も新たな問題となっています。

市は、こうした状況において、国・県並びに関係機関・団体等との密接な連携を
図りながら、相談・救済をはじめとする人権擁護体制の充実を図る必要があります。

また、女性、子ども、高齢者、障がいのある人など、各分野での相談体制の充実
を図るとともに、様々な人権問題に対して庁内外の関係部署・機関・団体等が相互
に連携し、問題解決に向けて迅速かつ的確に対応を図る必要があります。

市民意識調査の結果では、人権侵害を受けたと感じた経験については、「人権侵
害を受けたと感じたことはない」が最も高く、次いで「あらぬうわさ、他人からの
悪口、かげ口」、「職場での不当な待遇、パワー・ハラスメント」の順となっていま
す。特に「人権侵害を受けたと感じたことはない」は、３回連続で減り、40％にま
で減少しています。一方、「あらぬうわさ、他人からの悪口、かげ口」、「職場での不
当な待遇、パワー・ハラスメント」は、３回の調査を通して、連続して増加してお
り、相対的に「人権侵害を受けたと感じた経験」のある人は、増えていると考えら
れます。

第２章　人権施策の推進 ❖
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人権侵害を受けたと感じた経験

0%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

20% 40% 60%30%10% 50%

平成24年度調査（ｎ = 1,049）

平成29年度調査（ｎ =   896）

令和 4 年度調査（ｎ =   834）

30.8

8.8

5.7

5.1

13.5

6.4

5.5

2.9

2.1

8.1

48.9

1.2

33.7
35.3

7.1
9.0

5.7

5.8

18.8

7.9

4.2

3.6

3.2

22.3

42.4
40.0

20.1

2.6

3.2

4.9

8.0

21.3

6.6

5.2

1.1
0.8

あらぬうわさ、他人からの悪口、かげ口

名誉・信用のき損、侮辱

公的機関による不当な扱い

脅迫、強要、暴力、
ドメスティック・バイオレンス

職場での不当な待遇、パワー・ハラスメント

プライバシーの侵害

地域や家庭での差別待遇

セクシュアル・ハラスメント

ストーカー行為

仲間はずれ、いやがらせ、いじめ、虐待

人権侵害を受けたと感じたことはない

その他

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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また、人権侵害を受けた場合の対応については、「家族や親族に相談する」が最も
高く、次いで「友人や会社の同僚など、親しい人に相談する」、「相手に抗議する」
の順となっています。

その一方で、「何もしない、我慢する」が前回調査（平成 29 年度）から増えてい
ることや、民生・児童委員、法務局や人権擁護委員といった専門の委員や機関に相
談する人が減少する傾向にあります。新型コロナウイルス感染症の拡大による対面
窓口の減少や人間関係の希薄化などが影響している可能性があります。相談しない
人の増加や公的相談窓口の利用の低下により問題が解決されない事態が懸念され
ます。相談窓口・体制について、一層の周知及び充実を図る必要があります。

人権侵害を受けた場合の対応

0%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

20% 40% 60% 80%

平成24年度調査（ｎ = 1,091）

平成29年度調査（ｎ =   906）

令和 4 年度調査（ｎ =   916）

21.0

25.3

51.0

32.3

5.7

7.4

12.6

10.5

23.9

22.3

2.0

11.8
25.4

25.6
25.7

51.2
53.2

39.2
42.7

4.2
4.5

4.9
5.0

9.1
11.2

8.7
7.9

18.2
19.9

21.6
20.9

1.5
1.1

何もしない、我慢する

相手に抗議する

家族や親族に相談する

友人や会社の同僚など、
親しい人に相談する

所属する団体やサークルに相談する

民生・児童委員などに相談する

弁護士に相談する

法務局や人権擁護委員に相談する

県や市役所などの公的機関に相談する

警察に相談する

その他

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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施策の方向

　①　人権相談体制の充実
　　1　分野別人権相談窓口の充実

多様化・複雑化する人権問題に対応するため、様々な人権に対する相談窓口
を明確化し、市民が利用しやすい相談体制をつくります。

　　2　相談機関等の情報提供
市民が戸惑うことなく速やかに人権に関わる相談をできるようにするため、

相談・支援に関する窓口及び制度の内容や、各種相談・支援機関の情報を、市
ホームページや広報紙など様々な広報媒体を活用して積極的に提供します。

　　3　相談員や関係職員の資質向上
人権に関する様々な相談について、迅速かつ的確に対応できるように、各相

談員や関係職員がそれぞれの職務に応じ各種研修に積極的に参加し、資質の向
上に努めます。

　②　関係機関・団体等との連携・協力の推進
　　1　関係機関・団体等との連携・協力の強化

多様化・複雑化する人権問題について、個別の機関だけで相談・支援を完結
することは困難なため、国・県並びに関係機関・団体等の各種相談機関・支援
機関との相互の連携・協力を強化します。

　　　　

　　　　

関連するＳＤＧｓの目標
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４　分野別人権施策の推進
　関心のある人権問題

関心のある人権問題

0%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

20% 40% 60%10% 30% 50%

平成24年度調査（ｎ = 1,110）

平成29年度調査（ｎ =   936）

令和 4 年度調査（ｎ =   928）
その他
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37.0
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1.0

4.8
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37.8
38.5
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44.5
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5.7
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10.8
7.4
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1.3
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15.2

7.2
5.1

5.9

5.3

11.4
6.6

16.0

17.9

41.8
37.3

12.1
18.6
18.3

5.7

7.9
5.3

2.3

12.7
11.4

4.1

9.7
6.4

18.8

16.5
26.1

1.0
1.3

女性の人権問題

高齢者の人権問題

部落差別（同和問題）による人権問題

外国人の人権問題

ハンセン病患者・元患者や
その家族の人権問題

犯罪被害者とその家族の人権問題

北朝鮮当局による人権問題（拉致問題）

性的少数者の人権問題

震災等の災害に起因する人権問題

子どもの人権問題

障がいのある人の人権問題

アイヌの人々の人権問題

感染症に関連した人権問題（エイズ患者、
HIV感染者、新型コロナウイルス感染者等）

刑を終えて出所した人の人権問題

インターネットによる人権問題

ホームレスの人権問題

人身取引（性的搾取、強制労働などを
目的とするもの）

特にない

（調査項目なし）
（調査項目なし）

22.1

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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関心のある人権問題（県調査との比較）

0%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す＊エイズ患者、HIV感染者、新型コロナウイルス感染者等
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ハンセン病患者・元患者や
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犯罪被害者とその家族の人権問題

北朝鮮当局による人権問題（拉致問題）

性的少数者の人権問題

震災等の災害に起因する人権問題

子どもの人権問題

障がいのある人の人権問題

アイヌの人々の人権問題
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5.3

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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大垣市人権施策推進指針の第三次改定にあたり、市民の人権についての考えを聴
取し人権施策の基礎資料とすることを目的に、以下の要領において市民意識調査

「大垣市人権に関する市民意識調査」を実施しました。

調査対象者　　満 18歳以上の市内在住者　2,000 人（無作為抽出）
調 査 方 法　　郵送にて調査票配付。郵送返送とインターネット回答により回収。
調査基準日　　令和４年６月１日
調 査 期 間　　令和４年６月 20日～７月 22日
設 問 数　　54問
有効回答率　　48.9％（有効回答数：978件）

この意識調査の中で、国（法務省）が啓発活動強調事項として掲げる 17 の人権課
題について、複数回答可として、関心のある人権問題の調査を行いました。

その結果、関心を持っている人権問題は、「障がいのある人の人権問題」、「イン
ターネットによる人権問題」、「子どもの人権問題」、「女性の人権問題」、「高齢者の
人権問題」の５つの人権問題で、30％半ば～ 40％半ばの高率で、上位５つを占めて
います。国の掲げる 17 の人権課題全体でみても、この５つの問題は突出した状況
にあります。また「インターネットによる人権問題」を除く、女性・子ども・高齢
者・障がいのある人に関する関心は、過去２回の調査においても比較的高い傾向に
あります。

このほか、「インターネットによる人権問題」については、３回の調査を通じて
その割合が高くなっており、日本社会の急速なデジタル社会への移行や、インター
ネット上での誹謗中傷事件が社会問題化したこととも連動したと考えられる状況
があります。また、「感染症に関連した人権問題」が急激に増加しているのは、令和
２年からの新型コロナウイルス感染症の国内及び世界での流行を受けたものと考
えられます。

一方、テレビ・新聞などのメディアで取り上げられることが急激に多くなった「性
的少数者の人権問題」については、約 10％で、前回調査より僅かながら増加してい
る状況にあります。

また、市調査に先行する令和３年に、「岐阜県人権施策推進指針」の改定に伴って
岐阜県が実施した「人権に関する県民意識調査」においても、女性・子ども・高齢
者・障がいのある人・インターネットの５分野に関する関心が高く、市調査と同様
の傾向にあることがわかります。また、「インターネットに関する人権問題」、「感染
症に関連した人権問題」、「性的少数者の人権問題」についても、県調査と市調査の
結果は、おおむね似た傾向にあるとみることができます。

第２章　人権施策の推進 ❖
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⑴　女性の人権
現状と課題

男女平等の理念は、日本国憲法に法の下の平等として規定されています。
しかし、現実には「男性は仕事、女性は家庭」といった男女の役割を固定的に捉

える意識が社会に根強く残っており、家庭や職場において様々な男女差別を生じさ
せ、女性の社会参画を妨げている現状があります。性犯罪、配偶者等からの暴力、
職場等におけるセクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産等を理由とする不利益取
扱や、ストーカー行為等の問題が発生しています。

昭和 60 年にわが国が締約国となった「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に
関する条約」（女子差別撤廃条約）では、男女の完全な平等の達成に貢献することを
目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。

国内においては、平成 11 年６月施行の「男女共同参画社会基本法」に基づき、平
成 12 年 12 月に「男女共同参画基本計画」が策定され、令和２年 12 月に第５次計画
が閣議決定されました。また、平成 28 年４月には「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律」（女性活躍推進法）が全面施行されるなど、女性の活躍への期
待、関心が高まっています。

一方、女性に対する暴力防止等への取り組みについては、平成 12 年 11 月に「ス
トーカー行為等の規制等に関する法律」が施行され、その後も、規制対象行為の拡
大、罰則の強化などの改正が行われました。平成 13 年 10 月には「配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護等に関する法律」が施行され、その後、被害者の対象範
囲や救済についての拡充も図られています。

本市においては、平成 15 年３月に「大垣市男女共同参画推進条例」を制定し、平
成 17 年３月には「男女共同参画都市宣言」を行いました。令和５年３月には、各施
策を総合的かつ計画的に実施するため「大垣市男女共同参画プラン」の第五次改定
をするなど、男女の人権尊重と男女共同参画社会の実現に向けて一層の取り組みを
進めています。

市民意識調査の結果からは、女性の人権について問題があると思うことは、「『男
は仕事、女は家庭』というような、男女の固定的な役割分担意識を他人に押し付け
ること」、「採用、昇進、昇給など、職場における男女の待遇に違いがあること」が
50％近く、またともに３回の調査を通して連続して増加しており、固定的な役割分
担意識や、採用・昇進・昇給などの職場での待遇の違いに問題があると感じている
人が多いことがわかります。
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また、ＤＶ、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、ストー
カー行為などの問題があると感じている人が、前回調査からは減少傾向にあるもの
の、約 20 ～ 30％と、一定の割合で存在していることもわかります。

これらのことから、家庭や職場における男女平等に向けた取り組みと、各種ハラ
スメント防止対策を、引き続き、推進することが求められています。

施策の方向

　1　男女共同参画社会の形成に向けた意識づくりの推進
男女の人権尊重と男女共同参画を生活に定着させるために、人権学習・講座の

0%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す
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「男は仕事、女は家庭」というような、
男女の固定的な役割分担意識を

他人に押し付けること

採用、昇進、昇給など、職場における
男女の待遇に違いがあること

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）

セクシュアル・ハラスメントや
マタニティ・ハラスメントを受けること

ストーカー行為、痴漢行為を受けること

売春・買春・援助交際があること

メディアで、内容に関係なく
女性の水着姿、裸体などが掲載されること

地域社会における行事などで、女性の
参加制限などの習慣やしきたりがあること

特に問題だと思うことはない

わからない （調査項目なし）

女性の人権について問題があると思うこと

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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開催、啓発誌・パンフレットの配布などにより、女性の人権尊重を啓発します。
また、固定的な性別役割分担意識をなくすため、市民への啓発を推進します。

　2　女性に対するあらゆる暴力の防止
女性に対するあらゆる暴力的行為の根絶のために、暴力防止に関する啓発活動

を推進し、相談機関などの情報提供を行います。
また、関係機関との連携を図りながら、ドメスティック・バイオレンス、セク

シュアル・ハラスメント等の女性の人権に関する相談及び被害者の支援（早期発
見、迅速な救援）を図ります。

　
　3　男女共同参画によるまちづくりの推進

男女共同参画によるまちづくりを推進していくため、審議会などの委員への女
性の積極的な登用を推進します。

地域活動においては、自治会や各種団体などに男女共同参画に関する取り組み
への支援を行い、意識啓発に努めます。

　4　男女が働きやすい環境づくりの推進
セクシュアル・ハラスメントをはじめとする職場におけるハラスメントの防止

について啓発を行うほか、女性の職業能力開発・就労継続や女性のキャリア形成・
再チャレンジへの支援、仕事と家庭・地域生活の両立への啓発など、女性の人権
が尊重され、男女がともに働きやすい環境づくりを推進します。

そのために、女性の職業能力開発のための学習機会の充実や資格取得への情報
提供、男女ともに仕事と家庭の両立をしやすくするための各種保育サービスや介
護サービスの充実などに努めます。

また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）がとれた就業環境及び
相談・支援やセミナーの開催など情報提供の充実を図るとともに、雇用分野にお
いては、男女均等な就労の機会と待遇や一層の女性活躍促進のために、関係機関
との連携により、企業などに対して法令・各種制度などの啓発活動に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標
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　⑵　子どもの人権

現状と課題

国では、昭和 22 年 12 月に「児童福祉法」、昭和 26 年５月に「児童憲章」を制定
しました。平成元年 11 月に国連総会で採択された「児童の権利条約」では、「子ど
もは特別な保護を受ける存在であるとともに、自ら権利を行使する主体者」と位置
付けられ、わが国は平成６年４月に、この条約に批准しました。

その後、平成 11 年 11 月に「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」、平成 12 年 11 月に「児童虐待の防止等に関する法律」、平
成 25 年９月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、その後も、児童虐待の発生予
防等を目的として「児童福祉法」、｢児童虐待の防止等に関する法律｣ が改正される
など、児童の人権擁護のための法整備が行われてきました。

しかし、近年の著しい少子化や核家族化などの家族形態の変容、地域コミュニ
ティにおける人的つながりや子育て機能の低下・子育ての孤立化、インターネット
やスマートフォン等の普及に代表される急速なデジタル社会への移行、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大に伴う人間関係の希薄化などと、子どもを取り巻く環境は急
激に変化しています。

こうした中、依然として、親などによる暴力やネグレクト等の虐待、性的虐待・児
童買春などの問題が存在し、さらに、いじめや不登校、体罰や、家庭内暴力、ヤン
グケアラー問題など、子どもの人権をめぐる問題は多様化、かつ複雑化しています。

こうした状況のもと、本市では、平成 22 年３月に「大垣市子育て支援条例」を制
定するとともに、「大垣市子育て支援計画（大垣市次世代育成支援行動計画）」を策
定し、子育て支援のための施策を行い、令和２年度からは「大垣市第三次子育て支
援計画」に基づき、「子どもが健やかに育ち、安心して子育てができるまち」をめざ
して、取り組みを進めています。

第２章　人権施策の推進 ❖
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市民意識調査の結果では、子どもの人権について問題があると思うことは、「仲間
はずれや無視など、相手がいやがることをしたり、させたりするなどのいじめをす
ること」が約 70％と最も高く、次いで「大人から子どもへの暴力・虐待（身体的、
性的、心理・精神的、育児放棄）」、「いじめをしている人や、いじめられている人を
見て見ぬふりをすること」の順となっており、この３つが主な問題と意識されてい
ることがわかります。また、「子どもを成績や学歴だけで判断すること」、「大人が、
子どもの進路の選択などで、子ども自身の意思を無視すること」、「児童虐待、児童
買春、児童ポルノなどの対象になること」なども 10％半ば～ 20％半ばと一定の割合
を占めています。
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（　）内の ｎ は有効回答者数を表す
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仲間はずれや無視など、
相手がいやがることをしたり、

させたりするなどのいじめをすること

いじめをしている人や、
いじめられている人を
見て見ぬふりをすること

大人から子どもへの暴力・虐待（身体的、
性的、心理・精神的、育児放棄）

大人が、子どもの進路の選択などで、
子ども自身の意思を無視すること

子どもを成績や学歴だけで判断すること

学校での教師による体罰や差別的な扱い

児童虐待、児童買春、児童ポルノなどの
対象となること

特に問題だと思うことはない

わからない

（調査項目なし）

（調査項目なし）

（調査項目なし）

子どもの人権について問題があると思うこと

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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また、児童虐待を発見した時の対応については、「学校や子ども相談センター（児
童相談所）、市の相談窓口などに知らせる」が約 50％と最も高く、次いで「警察に
通報する」となっていますが、「どこ（誰）に知らせたらいいのかわからない」も約
13％で３番目となっています。

これらのことから、子どもの人権問題は、いじめ、大人から子どもへの虐待・暴
力、体罰、学歴・成績重視の偏重など、多岐にわたっていることがわかります。児
童虐待の通報・相談窓口の認知度にみられるように、各問題の通報窓口・相談体制
についても周知・充実をはかることも必要です。

多様化・複雑化する子どもの人権問題の解決に向けては、子どもの健全な育成の
ための仕組みや、適切な相談ができる体制の充実と、子どもの個性や自主性が尊重
される社会の実現をめざした取り組みが求められています。

施策の方向

　1　子どもの人権を尊重する意識啓発
子どもは、すべて子どもとしての権利をもち、一人の個人として権利を行使す

る主体であることを、様々な機会を捉えて子ども自身や親、そして、市民全体に
対して意識啓発に努めます。

0%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す
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令和 4 年度調査（ｎ =   954）
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学校や子ども相談センター（児童相談所）、
市の相談窓口などに知らせる

警察に通報する

民生委員・児童委員に知らせる

どこ（誰）に知らせたら
いいのかわからない

他人の家庭のことに口を出さない
などの理由で何もしない

その他

児童虐待を発見した時の対応

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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　2　児童虐待防止への取り組み
市民に対し、児童虐待の理解を深め、早期発見の協力を働きかけるため、啓発

活動をはじめ、児童虐待防止に関する研修会などを実施します。
また、学校・地域・関係機関・団体等とのネットワークを活用し、ケース会議

を開催するなど児童虐待の把握に努めるとともに、情報交換や具体的な支援を行
います。

　3　いじめや不登校などへの対応
いじめや不登校傾向を示す児童・生徒の早期発見・早期解決に向けて適切な対

処ができるようスクールカウンセラーなどの校内教育相談機能の充実を図ると
ともに、家庭・学校・各種相談窓口・専門機関の相互の連携体制強化に努めます。

また、生命の大切さを呼びかける啓発や、児童・生徒の実態に応じ適切な指導・
援助ができるよう教職員・相談員の資質向上のための研修の充実を図ります。

　4　家庭や地域社会での青少年健全育成
子どもが豊かな人間性を身につけ健やかに育つためには、地域ぐるみの子育て

支援、子どもの生きる力の育成、安心・安全な子育て環境の整備が必要です。
このため、子育て中の親と子どもたちが集まり、交流や育児相談ができる場の

整備や、児童遊園地などの安全な遊び場の適切な管理を進めるとともに、地域や
学校、関係機関・団体、ボランティアなどが連携を強化して、子育て支援組織の
育成、世代間交流や社会参加活動を通じて、子どもの健全育成に努め、地域ぐる
みで子育てをする社会を推進します。

また、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある書籍、雑誌、映像ソフト、
インターネット上の有害情報など、有害な社会環境から青少年を保護するととも
に、社会環境の浄化に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標
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　⑶　高齢者の人権

現状と課題

わが国では、平均寿命の大幅な伸びや少子化等を背景として、高齢者（65 歳以上）
の割合が 29.1％（令和４年９月）の超高齢社会となっています。この傾向はさらに
加速し、団塊の世代が 75 歳となる令和７年には、その割合は 30％に達すると見込
まれ、これまでに経験したことのない超高齢社会を迎えようとしています。

国においては、平成７年 12 月に「高齢社会対策基本法」を施行し、同法に基づき
策定された「高齢社会対策大綱」に沿って、高齢者が生涯にわたって安心して生き
がいをもって過ごすことができる社会をめざす施策を進めています。また、「超高
齢化」と「人口減少」の現状を踏まえ、令和７年を目途に、高齢者が可能な限り住
み慣れた地域で、自立した日常生活を営むことができるよう、「地域包括ケアシステ
ム」の構築を推進しています。

本市においても、令和７年の高齢者の割合は 28.7％と見込まれており、要介護認
定率や１人あたりの介護費用の増加への対策や、介護サービスを支える介護人材の
確保などが急務となっています。こうした中、「誰もが住み慣れた地域で生きがいを
持ち安心して暮らせる社会の実現」を基本目標に、令和３年度から令和５年度まで
の ｢大垣市高齢者福祉計画（第８期介護保険事業計画）｣ を策定し、「高齢者にやさ
しいまち大垣」の実現に向けた取り組みを進めています。

こうした中、介護者等による身体的・心理的虐待や、高齢者の家族等による本人
の財産の無断処分等の経済的虐待、詐欺などの犯罪といった高齢者の人権問題が大
きな社会問題となっています。また、高齢者が人生において培ってきた豊富な知識や
経験を活かす場が少なく、生きがいをもって暮らすことができない現状があります。

市民意識調査の結果では、高齢者の人権について問題があると思うことは、「経
済的に自立が困難なこと」が約 40％と最も高く、次いで「悪質商法の被害が多いこ
と」、「働く能力を発揮する機会が少ないこと」の順となっています。この３つは、
約 30 ～ 40％を占め、３回の調査を通して上位を占めています。

このことから、高齢者が安心して暮らせる社会の実現に向けた取り組みについて
は、高齢者の経済的な自立と、能力やその経験をいかした社会参加への支援が必要
であり、自立して生活しやすい環境整備をはじめ、福祉サービスや制度の充実、雇
用・多様な就業機会確保への対策が求められています。このほか、悪質商法の被害
が多いと回答する人の割合も高く、被害防止のための対策も求められています。

第２章　人権施策の推進 ❖
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施策の方向

　1　自立・生きがいづくりへの支援
高齢者が社会の重要な一員として、自ら豊富な知識・経験を十分に発揮し、い

きいきと元気に生活できるよう、高齢者が活躍する機会や場所の提供、地域・学
習活動への参加支援、就労機会の確保など、自立・生きがいづくりへの支援に努
めます。

そのために、高齢者の社会参加の促進と人的資源の活用として、老人クラブの
活動支援や高齢者を対象とした各種イベントの開催、活動場所の提供、就労支援
などを推進します。

　2　高齢者虐待等への対応
市民に対して、高齢者虐待についての知識・理解の啓発を図ります。
また、相談窓口を充実させるとともに、早期発見・早期対応に向けて情報の共

有化を図り、地域と関係機関のネットワークの強化を進めます。
高齢者に対する悪質商法やニセ電話詐欺などについても、広報紙などでの周知

や講座などの学習機会を利用して被害防止の啓発を図るとともに、地域福祉活動
を通じて関係機関と連携し、被害防止に努めます。

　3　高齢者の権利擁護
判断能力が低下した高齢者の権利を擁護するための「成年後見制度」や「日常

生活自立支援事業」の周知に努めるとともに、地域包括支援センター等、関係機
関と連携して相談・支援体制の充実に努めます。

　4　福祉・介護サービスの充実
高齢者ができる限り自立した生活が続けられ、住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう福祉・介護サービスの充実を図ります。
そのために、生活に不安を抱えるひとり暮らし高齢者等に対して、各種生活支

援サービスを提供するとともに、介護が必要になった高齢者に対しては、自らが
選択して適切なサービスが利用できるよう介護サービス基盤の計画的な整備を
進めます。

また、人権尊重の視点に立った質の高い介護サービスの確立と向上に努めます。
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　5　高齢者にやさしいまちづくりの推進
高齢者が住み慣れた地域の中で安全で快適に生活できるように、バリアフ

リー、ユニバーサルデザインに配慮した住宅等の整備や、公共的な建物・道路な
どの整備を促進し、高齢者にやさしいまちづくりを推進します。

関連するＳＤＧｓの目標
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特に問題だと思うことはない

わからない （調査項目なし）

高齢者の人権について問題があると思うこと

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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　⑷　障がいのある人の人権

現状と課題
わが国においては、障がいのある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生

きと明るく豊かに暮らしていける社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念に
基づき、障がい者施策が進められてきました。

この社会を実現するため、国においては、昭和 45 年５月施行の「障害者基本法」
に基づき「障害者基本計画」を策定し、障がいのある人の自立及び社会参加の支援
等を目的とした施策の総合的かつ計画的な推進を図っています。

平成 23 年８月には、障害者基本法が改正され、障がいを理由とする差別の禁止と
いう基本原則が追加されました。平成 28 年４月には、各行政機関等や事業者におけ
る「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めた「障害を理由と
する差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が施行され、令和３年６
月の同法改正では、努力義務であった事業者の「合理的配慮の提供」が義務となり
ました。

このほか、平成 30 年 12 月には、「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合
的かつ一体的な推進に関する法律」が施行され、諸施策を実施しています。

本市においては、昭和 54 年 12 月に「障害者福祉都市」を宣言して以来、「障害者
計画・障害福祉計画」を策定し、諸施策を実施してきました。現在は、「障がいの
ある人もない人も互いの個性を尊重し、共に支え合い、安心して自分らしく暮らせ
る、共生社会づくり」をめざし、これまでの「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障
害児福祉計画」を統合し、令和３年度からの３年間を計画期間とする「大垣市障が
い者総合支援プラン」を策定し、施策を進めています。 

1.51.5 
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3.03.0  
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25.0 

21.9  
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9.1  

8.1 

0%　　10%　　20%　　30%　　40%　　50%　　60%　　70%　　80%　　90%　　100%

難 病 患 者
有効回答者数（67）

1.21.2 18.518.5 56.8 19.8 3.7 重複障がい者
有効回答者数（81）

精神障がい者
有効回答者数（116）

知的障がい者
有効回答者数（96）

身体障がい者
有効回答者数（749）

全　　　　体
有効回答者数（1,137）

常にある 時々ある ほとんどない わからない 無回答

障がいのある人が「偏見の目で見られたり、差別を受けたと感じること」

大垣市「障がい者福祉に関するアンケート調査」（令和元年 10月調査）から
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市民意識調査の結果では、障がいのある人の人権について問題があると思うこと
は、「差別的な発言や行動を受けたり、自立を阻害されること」が約 50％と最も多
く、「働ける場所や機会が少ないこと」、「外出の際に、道路に段差があったり、建物
に入るときなどに不便をともなうこと」の順となっています。「差別的な発言や行動
を受けたり、自立を阻害されること」は、３回の調査を通して連続して増加し、「働
ける場所や機会が少ないこと」と「外出の際に、道路に段差があったり、建物に入
るときなどに不便をともなうこと」は、減少しているものの、それぞれ 40％、30％
を超えています。

今後も、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、雇用
や社会活動の場の確保に努めるとともに、生活における支援体制や社会環境の整
備、医療・福祉サービスの充実を図ることが必要です。また、広報活動や交流事業
により、市民一人ひとりが障がいのある人への理解を深められるよう啓発を進める
ことが必要です。

0%

その他

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

20% 40% 60%50%30%10%

平成24年度調査（ｎ = 1,095）

平成29年度調査（ｎ =   925）

令和 4 年度調査（ｎ =   927）
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0.6

45.4
48.3

31.9
31.2

20.9
23.3
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25.0
25.5

45.8
43.0

5.2
5.0

12.5
10.4

25.6
22.2

23.1
14.5

4.6
4.4

2.0

4.2

1.2
0.2

差別的な発言や行動を受けたり、
自立を阻害されること

外出の際に、道路に段差があったり、
建物に入るときなどに不便をともなうこと

結婚や就職、職場で
不利な扱いを受けること

学校などでいやがらせや
いじめを受けること

働ける場所や機会が少ないこと

スポーツや文化活動、地域活動などに
気軽に参加できないこと

障がいのある人の暮らしに適した
住宅が身近にないこと

障がいのある人の生活を支援する
福祉サービスが十分でないこと

アパートへの入居や飲食店などへの
入店を拒否されること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

特に問題だと思うことはない

わからない

（調査項目なし）

（調査項目なし）

（調査項目なし）

（調査項目なし）

障がいのある人の人権について問題があると思うこと

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和 4年 7月調査）から
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施策の方向

　1　理解と交流の促進
障がいのある人に対する理解を図るため、広報紙やホームページ等を活用し、

障がいに対する理解の啓発に努めるとともに、障がいのある人及びその家族等が
組織する団体の活動を支援します。

また、障がい者団体や施設が、地域住民とともに行う行事等の開催を通じて、
地域との交流を促進します。

さらに、ボランティア活動に携わる人材の育成や活用を図るため、ボランティ
ア市民活動支援センター機能の充実に努めます。

　2　障がいのある人に対する虐待等への対応
障がいのある人への虐待は、障がいのある人の人権を侵害し、尊厳を害するも

のであるという認識が広く浸透するよう啓発活動に努めます。
また、相談窓口を充実させるとともに、早期発見・早期対応に向けて情報の共

有化を図り、地域と関係機関のネットワークの強化を進めます。

　3　障がいのある人の権利擁護
判断能力の低下した障がいのある人の権利を擁護するための「成年後見制度」

や「日常生活自立支援事業」の周知に努めるとともに、関係機関と連携して相談・
支援体制の充実に努めます。

　4　雇用・就労の支援と社会参加の促進
雇用・就労は、障がいのある人の社会参加や自立のためにも、また自己実現を

図るためにも重要であり、障がいのある人の職域の拡大及び職業訓練の充実、一
般企業での雇用促進を図ります。

一方、一般就労が困難な人に対しては、就労支援施設等の福祉的就労の場の充
実に努めます。

スポーツ・レクリエーション活動においては、活動に関する情報提供やすべて
の障がいのある人が、その特性と興味に応じて参加できる障がい者スポーツ教室
の開催・参加を支援します。

また、障がいのある人への社会参加・学習機会の提供を支援するため、手話通
訳等の派遣、声の広報・点字広報などの作成・配布、録音図書・点字図書等の充
実などに努めます。
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　5　福祉サービスの充実
障がいのある人が、地域社会の一員として共に生活が送れるよう在宅福祉・施

設福祉及び相談支援などの充実を図り、総合的な生活支援サービスを推進すると
ともに、人権尊重の視点に立った質の高いサービスの確立と向上に努めます。

　6　障がい児教育の充実
障がいのある幼児・児童生徒が、障がいの内容や程度に応じた適切な指導や必

要な支援を受けることができるよう、特別支援教育体制の充実を図ります。
そのために、特別支援教育コーディネーターを中心に全教職員が組織的に指

導・支援できるように、校内支援体制の確立に努めます。
また、将来の社会参加・自立につながる力を育てるために、指導内容・指導方

法などを工夫・改善し、教育内容の充実に努めます。

　7　障がいのある人にやさしいまちづくりの推進
障がいのある人が、住み慣れた地域の中で安全で快適に生活できるように、バ

リアフリー、ユニバーサルデザインに配慮した住宅等の整備や、公共的な建物・
道路などの整備を促進し、障がいのある人にやさしいまちづくりを推進します。

関連するＳＤＧｓの目標

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⑸　部落差別（同和問題）

現状と課題
部落差別（同和問題）は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、

日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれ、
同和地区と呼ばれる地域の出身であることやその場所に住んでいることなどを理
由に結婚を妨げられたり、就職や日常生活の上で様々な差別を受けたりする日本固
有の人権問題です。

この問題の解決を図るため、国では、昭和 44 年７月に「同和対策事業特別措置
法」を施行し、33 年間にわたり特別措置法に基づく取り組みを進めました。この特
別措置法に基づく地域改善対策事業では、国及び地方公共団体が一体となって、国
民的課題である同和問題の解消に向けて、諸施策が実施されました。その結果、同
和地区の劣悪な環境をはじめとする住環境などを改善する基盤整備は一定の成果
を上げ、他の地域との格差は大きく改善されました。

しかし、依然として、結婚や就職にあたり同和地区出身者であるかを調べる身元
調査等が行われたりするなど、様々な心理的差別が根強く残っています。また、近
年では、急激なデジタル社会への移行とともに、部落差別に関するインターネット
上の差別書き込み等の問題も多様化しています。このほかに、依然として、差別の
解消を妨げる「えせ同和行為」も存在しています。

こうした中、国においては、平成 28 年 12 月に、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た「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）を施行し、令和元年８・９月には同法に基づく「部落差別の
実態に係る調査」が実施されました。この調査結果も踏まえ、この問題の解消に向
けて取り組みを進めていく必要があります。

市民意識調査の結果では、部落差別（同和問題）や同和地区についてはじめて
知ったきっかけは、「家族から聞いた」が 30％近くと最も高く、次いで「学校の授
業で教わった」、「テレビ、ラジオ、新聞、本などで知った」・「覚えていない」の順
となっています。なお、性別や家族構成別にみても、「家族から聞いた」が最も高く
なっています。

また、過去３回の調査を通しても、「家族から聞いた」が最も多くなっています
が、年齢別にみると、10 ～ 20 歳代・40 ～ 50 歳代では、「学校の授業で教わった」
が最も高くなっており、30・60 歳代以上では、「家族から聞いた」が最も高くなっ
ています。世代ごとの母数にバラツキがあるものの、若い世代ほど「学校の授業で
教わった」割合が高い傾向があるとみることもできます。また、「同和問題を知らな
い」との回答が、40 歳代以下では、若い世代ほど高い傾向があります。
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（　）内の ｎ は有効回答者数を表す
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平成24年度調査（ｎ = 1,088）

平成29年度調査（ｎ =   915）

令和 4 年度調査（ｎ =   911）
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学校の授業で教わった

テレビ、ラジオ、新聞、本などで知った

インターネットで知った

部落差別（同和問題）の
集会や研修会で知った

県や市町村の広報紙
や冊子などで知った

覚えていない

部落差別（同和問題）や
同和地区のことを知らない

部落差別（同和問題）や同和地区についてはじめて知ったきっかけ

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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家族から聞いた
職場の人から聞いた
テレビ、ラジオ、新聞、本などで知った
県や市町村の広報紙や冊子などで知った
その他

親戚の人から聞いた
友人から聞いた
インターネットで知った
覚えていない

近所の人から聞いた
学校の授業で教わった
部落差別（同和問題）の集会や研修会で知った
部落差別（同和問題）や同和地区のことを知らない

　（　）内の ｎ は有効回答者数を表す
グラフ中、性別・年齢別項目では2％未満の回答の数値表記を省略
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大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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どのような場面・事例で部落差別があると思うかについては、「結婚や交際」が
60％以上で最も高く、次いで「就職や職場」、「悪口」の順となっています。前回調査
と比較すると、「結婚や交際」が大きく増加しています。この増加は、今回調査から
設問の選択肢を国・県調査に揃えた調査方法の変更によるものと考えられ、国・県調
査結果との比較では、事例・数値とも本市調査とおおむね似た傾向となっています。

部落差別（同和問題）については、依然として結婚や交際、就職や職場などの心
理面における差別意識が根強く存在していることがうかがえます。また、若い世代
では、この問題を知らない割合が高くなっており、差別意識解消に向け、この問題
を正しく理解するための教育啓発が必要となっています。また、差別の事例として、
インターネット上の書き込みを選択した人が、３回の調査を通して増加しており、
ネット社会を背景とした差別・偏見を解消するための対策と、相談・支援体制の充
実も求められています。

このほか、部落差別（同和問題）の解決に真摯に向き合い、人権教育・啓発に取
り組んできた人々の行為を台無しにし、この問題を間違った方向に導くなど大きな
阻害要因となっている「えせ同和行為」については、行政や団体、企業は連携して
毅然たる態度で対処することが重要です。
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7.47.4

1.91.9

13.613.6
17.017.0

34.534.5
23.223.2

18.618.6

3.73.7
3.53.5

12.812.8
18.818.8

23.423.4

3.73.7

32.332.3

10.310.3

結婚や交際

戸籍

就職や職場

悪口

旧同和地区名の公表

地域でのつき合いでの差別・不利な扱い

落書き、貼り紙

インターネット上の書き込み

同和地区への居住の敬遠

その他

生活環境上の問題

えせ同和行為

わからない

特に起きているとは思わない

（調査項目なし）

（調査項目なし）

（調査項目なし）

（調査項目なし）

（調査項目なし）

（調査項目なし）
（調査項目なし）

（調査項目なし）（調査項目なし）

（調査項目なし）

（調査項目なし）
（調査項目なし）

部落差別があると思う場面・事例（市年度別調査比較）

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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施策の方向

　1　人権同和教育の推進
学校教育では、人権感覚を育む学習内容・指導方法の改善・充実に努め、部落

差別（同和問題）をはじめとするあらゆる差別・偏見をなくし、お互いの人権を
認め合う人権尊重教育を推進します。

また、教職員に対する人権同和教育研修の実施、充実を図ります。
社会教育では、部落差別（同和問題）をはじめとする人権問題に関する学習意欲

を喚起するとともに、社会教育施設などにおいて実施する事業の充実を図ります。

0%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

20% 40% 60% 80%

令和元年度国調査（ｎ =   728）

令和 3 年度県調査（ｎ =   650）

令和 4 年度市調査（ｎ =   628）

58.058.0

29.829.8

8.28.2

5.95.9

34.234.2

8.18.1

21.321.3

10.710.7

3.53.5

0.50.5

59.559.5
65.165.1

26.826.8

25.025.0

13.413.4
11.211.2

4.24.2
1.91.9

23.223.2
26.226.2

20.220.2
17.017.0

20.220.2
18.618.6

2.12.1

5.55.5

1.51.5
0.00.0

結婚や交際

就職や職場

戸籍

落書き、貼り紙

悪口

インターネット上の書き込み

旧同和地区名の公表

その他

覚えていない

無回答

（調査項目なし）（調査項目なし）
（調査項目なし）（調査項目なし）

部落差別があると思う場面・事例（国・県・市調査比較）

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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　2　啓発の推進
部落差別（同和問題）についての正しい知識・理解を深め、偏見や差別意識を

解消し、部落差別（同和問題）の早期解決をめざして、人権尊重思想の普及高揚
を図るための啓発活動を推進します。

そのために、広報紙・ホームページなど各種情報媒体を活用した啓発、講演会・
研修会などの開催、パンフレット等の配布など様々な手法により、効果的な啓発
活動に努めます。

また、企業や公共性の高い組織などに人権に関する講演会・研修会などへの参
加を促し、人権意識の高揚を図ります。

　3　「えせ同和行為」の排除
官公庁や企業等に対して不当な要求や不法な行為を行い、結果的に部落差別

（同和問題）の解決を妨げている「えせ同和行為」に対する正しい認識と遭遇した
場合に適切な対応がなされるよう、広報紙・パンフレットなどを活用した啓発を
図ります。

　4　人権侵害事案への対応
同和地区出身者であることなどを理由とする結婚差別、就職差別、インター

ネット上の差別的な情報の掲載など、悪質な事案が発生しており、こうした人権
侵害事案に対して迅速に対応できるよう、国・県並びに関係機関・団体等との相
互の連携・協力を図ります。

また、就職における採用選考にあたっては、就職差別の撤廃に向けて、ハロー
ワーク等と連携し、公正採用の周知徹底に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標
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　⑹　外国人の人権

現状と課題

わが国の外国人居住者数は約 276 万人（令和３年末現在）となっており、令和２
年からの新型コロナウイルス感染症拡大により前年度に比べ減少しているものの、
多くの外国人市民が、日本人市民の隣人として日常生活を送っています。

このような中にあって、言語、宗教、文化、習慣などの違いから、不当な就職上
の取り扱い、外国人であることを理由にアパートやマンションへの入居を拒否され
たりする事案が発生しています。

また、外国人が地域で生活するうえで、日本語を理解できないため必要な情報が
得られないなどの生活上の問題や、外国人に対する差別的な言動が行われることも
少なくありません。

特に、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチ
は社会的な注目を集める大きな問題となり、国は、平成 28 年６月に「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）を施行し、この問題の解消に努めています。

本市においては、令和４年３月末現在で 45 か国、5,354 人（ブラジル：2,266 人、
中国：1,129 人、ベトナム：554 人、フィリピン：481 人など）の外国人市民が生活
しており、職場や学校だけではなく、日常生活の様々な場面で外国人市民と接する
機会があります。こうした現状を踏まえ、本市では、平成 29 年３月に策定の「大垣
市多文化共生推進指針」を令和４年３月に改定し、多文化共生社会を推進するため
の各種施策に取り組んでいます。

市民意識調査の結果から、外国人の人権について問題があると思うことは、「日本
語を十分理解できないため、日常生活に必要な情報が容易に得られないこと」、「言
語や慣習が違うことで、地域社会に受け入れられにくいこと」が 40％以上、「就職、
職場などで不利な扱いを受けること」が約 30％となっています。

言語の違いから、日常生活に支障が生じたり地域社会にとけこめないことを、問
題と考える人は、前回調査から減っているものの、依然多くなっています。また、
差別的な言動は、３回の調査を通して連続して増加しており、問題意識が高まって
いることがうかがえます。

外国人と日本人が共に生活する多文化共生社会を進めるためには、互いの文化、
生活習慣及び価値観を尊重し合う意識や態度を育くむとともに、日本語学習の機会
や相談窓口の充実、多言語での情報提供などにより、外国人の地域生活を支援して
いくことが必要です。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9.09.0 

 

30.230.2 

 

20.920.9 

 

35.935.9 

  

4.04.0 

7.57.5 41.241.2 18.618.6 29.629.6 0.80.8
2.32.3

感じる あまり感じないときどき感じる 感じない わからない 回答なし

平成 28 年度調査
有効回答者数（301）

令和 3 年度調査
有効回答者数（345）

外国人市民に対する差別の実感について
【外国人市民から見た外国人市民への差別の実感】

大垣市「暮らしやすい多文化共生のまちづくりのためのアンケート調査結果報告」（令和３年８月調査）から

【日本人市民から見た外国人市民への差別の実態】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4.94.9

 

30.130.1

 

32.332.3

 

9.79.7

 

21.221.2

 

1.81.8

6.06.0 29.429.4 35.735.7 8.58.5 20.420.4  

平成 28 年度調査
有効回答者数（678）

令和 3 年度調査
有効回答者数（588）

感じる あまり感じないときどき感じる 感じない わからない 回答なし

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

平成24年度調査（ｎ = 1,095）

平成29年度調査（ｎ =   885）

令和 4 年度調査（ｎ =   942）
その他

16.3

30.9

5.4

8.9

41.9

15.3

43.8

9.6

17.5
12.5

1.9

20.6
26.1

20.7
33.3

7.0
6.4

11.5
10.7

47.9
41.2

14.7
15.8

47.2
43.3

7.3
5.4

18.0
7.4

1.7
0.6

ヘイトスピーチなど、外国人に対する
差別的な言動をすること

就職、職場などで不利な扱いを受けること

結婚問題で周囲から反対を受けること

住宅を容易に借りることができないこと

言語や慣習が違うことで、
地域社会に受け入れられにくいこと

外国人の子どもが、
十分な教育を受けられないこと

日本語を十分理解できないため、日常生活に
必要な情報が容易に得られないこと

じろじろ見られたり、避けられたりすること

特に問題だと思うことはない

わからない

（調査項目なし）

（調査項目なし）

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

外国人の人権について問題があると思うこと

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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施策の方向

　1　外国人市民の人権を尊重する意識づくりの推進
文化、習慣、価値観の違いなどから生じる外国人市民に対する偏見や差別をな

くすための啓発を行います。また、日本人市民に外国文化や習慣などを紹介する
ことで多文化理解を促進するとともに、外国人市民には日本の習慣、地域社会で
の日常ルールなどを学ぶ機会や日本文化を体験する交流機会を提供します。

さらに、小中学校において、多文化共生の視点に立った国際理解教育を推進し
ます。

　2　外国人市民への生活支援の充実
外国人市民の日本語習得を支援するため、公益財団法人大垣国際交流協会及び

ＮＰＯなどと連携し、日本語教室やマンツーマン方式の日本語学習などの学習機
会を充実します。また、居住環境、子育て、保健・福祉・医療など広範な相談に
多言語で対応する体制を充実するとともに、生活情報や行政情報を多言語または

「やさしい日本語」を用いて、多様な方法で提供します。

　3　外国人児童生徒への学習支援の充実
外国人児童生徒の学習支援として、日本語指導教室の拡充や通訳者の学校配置

を推進するなど学校教育の充実を図ります。
また、学校入学時の就学案内や就学援助制度などの情報提供や不就学児童生徒

への対応・進路指導等についての支援に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標
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　⑺　 感染症（ＨＩＶ感染者、ハンセン病患者、新型コロナウイルス感染症
患者等）に関連した人権

現状と課題

感染症（ＨＩＶ感染者、エイズ患者、ハンセン病患者、肝炎ウイルス感染者、新型
コロナウイルス感染症患者等）に対する正しい知識と理解は、いまだ十分とはいえ
ない状況にあります。これらの感染症の感染者や患者、その家族等が、周囲の人々
の誤った知識や偏見等により、日常生活、職場、医療現場等で差別やプライバシー
侵害を受ける等の人権問題が発生しています。

ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）に感染することにより発症し、身体の免疫力が
低下するのがエイズ（後天性免疫不全症候群）です。ＨＩＶは感染力の弱いウイル
スで、日常的接触では感染することはなく、感染経路も、性的接触・血液感染・母
子感染に限られていますが、1980 年代には血友病患者が使用する薬剤による感染

（薬害エイズ）も発生しました。医療現場での診療拒否や、本人の了承のない感染
の有無検査、社会生活でのアパート入居拒否・立ち退き要求、公衆浴場等の利用拒
否、感染を理由とした解雇等の人権侵害が発生しました。正しい知識や理解の不足
から、多くの偏見や差別があり、現在も周囲の無理解により、感染者や患者は一人
で悩み、孤立する傾向があります。

ハンセン病は、「らい菌」への感染で発症する感染症です。この菌の感染力も弱
く、仮に感染したとしても発病することは極めてまれです。また、万一発病しても
治療法も確立しており、早期に適切な治療を行えば後遺症も残りません。しかし、
わが国では、感染者を強制的に隔離する施設入所政策が採られたため、ハンセン病
に対する「恐ろしい」というイメージが助長されました。平成 13 年６月の「ハンセ
ン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」等により、長期間にわ
たり隔離され社会との関係を断たれるなどした人々等の救済や、名誉回復のための
取り組みが進められていますが、ハンセン病患者・元患者やその家族への偏見や差
別は現在も完全には解消されていません。

肝炎は、ウイルスへの感染によって肝臓機能が損なわれる病気です。多くはＢ型・
Ｃ型肝炎ウイルスに起因するもので、これらは主に血液や体液を介して感染し、日
常生活においては感染しないものです。しかし、診療拒否、出勤の拒否や解雇、施
設等における食事や入浴等の共同生活の区別、保育園等の共同生活を伴う施設の利
用拒否など、やはり正しい理解がないことによる偏見・差別問題が発生しています。

近年では、新型コロナウイルス感染症の流行によって、感染者や医療従事者等へ
の偏見や差別をはじめとする、様々な人権問題が発生しています。感染者やその家
族に対する誹謗中傷や差別的扱いや、学校等でのいじめなど（コロナハラスメント）
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が発生しました。また、感染防止のためのワクチン接種をめぐっても、様々な事情
から接種できない人たちなどに対しての、差別的扱い等（ワクチンハラスメント）
も発生しました。新型コロナウイルス感染症については、ウイルスの感染力が強く、
社会活動・経済活動に大きな影響を与える世界規模の流行であるため、発生した人
権問題も多岐多様にわたっています。

市民意識調査の結果では、感染症に関連した人権について問題があると思うこと
は、「悪いうわさや感染情報が他人に伝えられること」が最も高く、次いで「差別的
な発言・行動をすること」、「世間から好奇または偏見の目で見られること」の順と
なっています。この３つは、40％を超えています。前回調査と比較すると、「差別的
な発言・行動をすること」が前回より約 5 ポイント増加しています。

感染症に対する理解や認識が十分ではない現状がみられることから、患者や元患
者、家族、感染症に対応する医療従事者やその家族などの人権に十分に配慮しなが
ら、従来からある感染症に対してだけではなく、新型コロナウイルス感染症につい
ても、正しい知識の普及を図り、差別や偏見を解消するための啓発が必要です。

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

平成24年度調査（ｎ = 1,085）

平成29年度調査（ｎ =   876）

令和 4 年度調査（ｎ =   943）その他

25.4

8.0

33.5

30.9

38.9

46.9

3.6

19.7
13.3

0.4

26.8
27.7

5.9
4.7

42.8
48.4

21.6
15.0

51.4
51.0

49.7
43.7

10.4
4.2

1.1
0.3

病院での治療・入院、宿泊、
アパートなどの入居を断られること

無断でエイズ検査などをすること

差別的な発言・行動をすること

結婚や就職、職場などにおいて
不利な扱いを受けること

悪いうわさや感染情報が
他人に伝えられること

世間から好奇または
偏見の目で見られること

特に問題だと思うことはない

わからない （調査項目なし）

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

感染症に関連した人権について問題があると思うこと

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から
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施策の方向

　1　正しい知識の普及
感染症（ＨＩＶ感染者、ハンセン病患者、新型コロナウイルス感染症患者等）

についての偏見や差別をなくす、正しい知識や理解の普及啓発を図るため、正し
い情報の提供や正しい理解と認識を深める教育・啓発を推進します。

関連するＳＤＧｓの目標
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　⑻　ハンセン病患者・元患者やその家族の人権

現状と課題

ハンセン病は、「らい菌」への感染で発症する感染症です。この菌の感染力は弱く
伝染しにくい病気で、仮に感染したとしても発病することは極めてまれです。また、
治療法も確立しており、早期に発見し適切な治療を行えば後遺症も残りません。

しかし、わが国では、感染者を強制的に隔離する施設入所政策がとられた時期が
ありました。その結果、ハンセン病に対する「恐ろしい」というイメージが助長さ
れ、ハンセン病患者・元患者やその家族は、いわれのない偏見や差別の対象となり、
現在もこの問題は完全には解消されていません。

国においては、平成 13 年５月の「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」の熊本地方
裁判所判決以後、ハンセン病問題に関する誤解や差別意識を解消するために、正し
い知識の普及啓発等に取り組んでいます。

令和元年６月の「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟」の熊本地方裁判所判決を受
けた内閣総理大臣談話では、かつて採られた誤った施設入所政策等の下で、患者・
元患者のみならず、家族に対しても、極めて厳しい偏見、差別が存在し、苦痛と苦
難を強いられてきたことに対し、国としての深い反省とお詫びが示されました。ま
た、新たな補償の措置と人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組む
ことが示されました。

現在は、平成 13 年６月の「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に
関する法律」・平成 21 年４月の「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」等に
より、長期間にわたり隔離され社会との関係を断たれるなどしたハンセン病患者・
元患者やその家族に対する名誉回復のための取り組みと、偏見・差別の解消、理解
を深めるための教育啓発活動が、厚生労働省・文部科学省・法務省等の連携によっ
て進められています。

市民意識調査の結果では、ハンセン病患者等の人権尊重や名誉回復のために必要
なことは、「新聞・テレビ・ラジオ等を利用して普及啓発をする」が約 40％で最も
高く、次いで「わからない」、「ハンセン病に関するパンフレットやチラシを作成す
る」の順となっています。「わからない」が約 30％となっており、ハンセン病に対
する理解や認識が十分ではない状況があります。

ハンセン病患者や元患者やその家族への、偏見や差別をなくすために、ハンセン
病に対する正しい知識の普及や教育・啓発活動が必要です。
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施策の方向

　1　正しい知識の普及
ハンセン病患者・元患者やその家族への偏見や差別をなくす、正しい知識や理

解の普及啓発を図るため、正しい情報の提供や正しい理解と認識を深める教育・
啓発を推進します。

関連するＳＤＧｓの目標

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

令和 4 年度調査（ｎ =   918）

21.4

43.5

15.8

8.3

7.3

3.9

5.3

8.9

5.3

34.0

1.1

ハンセン病に関するパンフレット
やチラシを作成する

新聞・テレビ・ラジオ等を
利用して普及啓発をする

ハンセン病週間を中心に、
積極的な啓発活動を行う

ハンセン病に関する
講演会を開催する

ハンセン病に関する副読
本（参考書）を作成する

ハンセン病療養所入所者
を訪問する機会をつくる

ハンセン病に関するボランティア
の機会をつくる

ハンセン病患者等との
交流の機会をつくる

特に必要だと思うことはない

わからない

その他

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

ハンセン病患者等の人権尊重や名誉回復のために必要なこと

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⑼　刑を終えて出所した人の人権

現状と課題

刑を終えて出所した人や、その家族に対する偏見・差別には根強いものがありま
す。就職や住居の確保に際しての差別などがあり、社会復帰をめざす人たちにとっ
て、厳しい状況があります。

国においては、平成 28 年 12 月施行の「再犯の防止等の推進に関する法律」に基
づいて、令和５年３月に「第二次再犯防止推進計画」を策定しました。同計画では

「就労・住居の確保等」、「民間協力者の活動の促進等」などを重点課題として位置付
け、刑を終えて出所した人等を雇用してくれる協力雇用主の開拓・確保や、就労継
続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主への就労奨励金などの取り組み
を行い、再犯防止のための施策に取り組んでいます。

本市においては、更生保護に関わる保護司会や関係機関等と連携・協力して「社
会を明るくする運動」の開催や街頭啓発などを通して、刑を終えて出所した人たち
の更生と社会復帰に対して理解を深めるための啓発活動を行っています。

市民意識調査の結果では、日頃から親しくつきあっていた人が、刑を終えて出所
した人であるとわかったときの接し方について、「つきあいは変わらないが、いろ
いろ気をつかってつきあう」が 40％以上、「これまでと同じように、親しくつきあ
う」、「わからない」が、それぞれ約 20％となっています。

これまでと同じように、親しくつきあう

つきあいは変わらないが、
いろいろ気をつかってつきあう

表面的にはつきあうが、
できるだけつきあいを避けていく

つきあいをやめてしまう

その他

わからない

0% 20% 40% 60% 80%

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

18.7
27.0

22.0

43.1
49.3

41.6

2.4
4.3

2.0

19.5
（調査項目なし）

20.6

3.0
3.5
2.7

13.4
15.9

11.0

平成24年度調査（ｎ = 1,099）

平成29年度調査（ｎ =   891）

令和 4 年度調査（ｎ =   930）

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

刑を終えて出所した人への接し方
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「つきあいは変わらないが、いろいろ気をつかってつきあう」と「これまでと同じ
ように、親しくつきあう」を合わせた「つきあい方が変わらない」が約 60％である
一方、「表面的にはつきあうが、できるだけつきあいを避けていく」と「つきあいを
やめてしまう」を合わせた「つきあい方が変わる」が約 10％、「わからない」が約
20％となっています。

刑を終えて出所した人たちが、地域社会において円滑に社会生活を営むために
は、本人の強い更生意欲の他に、家庭や職場をはじめとして地域社会の理解・支援
が必要です。地域社会の理解促進のために、一層の啓発活動が必要です。

施策の方向

　1　啓発の推進
プライバシーの保護に配慮した視点に立ち、刑を終えて出所した人への偏見や

差別意識をなくすために、関係機関などと連携・協力しながら啓発活動の推進に
努めます。

また、更生保護に関わる保護司会等との連携・協力を深め、「社会を明るくする
運動」等において啓発活動を推進します。

関連するＳＤＧｓの目標

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⑽　犯罪被害者とその家族の人権

現状と課題

犯罪被害者とその家族や親族たちについては、犯罪そのものやその後遺症によっ
て精神的、経済的負担を強いられ苦しんでいるにもかかわらず、興味本位のうわさ
や心ない中傷等により名誉が傷つけられたり、平穏な生活が脅かされたり、場合に
よっては日常生活が破綻してしまうこともあるなどの問題が指摘されています。

国においては、平成 16 年 12 月に、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画
的に推進し、犯罪被害者等の権利や利益の保護を図るため「犯罪被害者等基本法」
を制定しました。同法に基づき、平成 17 年 12 月に「犯罪被害者等基本計画」が策
定され、現在は、令和３年３月に閣議決定された第４次計画に基づいた施策が進め
られています。

本市においても、犯罪被害者等のための施策を総合的に推進し犯罪被害者等の権
利利益保護を図るため、令和２年４月に「大垣市犯罪被害者等支援条例」を施行し、
犯罪被害者等の支援に努めています。

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

その他

46.8

19.9

63.6

38.1

22.0

21.7

2.2

13.8

12.7

0.8

54.1
56.1

21.3
21.2

68.6
65.7

45.3
37.2

20.4
13.6

18.5
12.3

4.3
1.6

0.7
0.3

特に問題だと思うことはない

わからない （調査項目なし）

0% 40% 80%20% 60%

犯罪行為によって精神的・経済的
（転居、離職など）負担を受けること

犯罪被害者やその家族が人権侵害
の相談をする公的相談機関
の対応が十分でないこと

過剰な取材によってプライバシーの
侵害を受けたり、私生活の平穏が

保てなくなること

事件のことに関して、
周囲にうわさ話をされること

捜査や刑事裁判において
精神的負担を受けること

刑事裁判手続きに犯罪被害者や
家族の声が十分反映されていないこと

平成24年度調査（ｎ = 1,092）

平成29年度調査（ｎ =   892）

令和 4 年度調査（ｎ =   932）

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

犯罪被害者とその家族の人権について問題があると思うこと
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市民意識調査の結果では、犯罪被害者とその家族の人権について問題があると思
うことは、「過剰な取材によってプライバシーの侵害を受けたり、私生活の平穏が保
てなくなること」、「犯罪行為によって精神的・経済的（転居、離職など）負担を受
けること」が 50％以上、「事件のことに関して、周囲にうわさ話をされること」が
約 40％となっています。

特に、「犯罪行為によって精神的・経済的（転居、離職など）負担を受けること」
と「過剰な取材によってプライバシーの侵害を受けたり、私生活の平穏が保てなく
なること」は、３回の調査を通して上位を占め、特に「犯罪行為によって精神的・
経済的負担を受けること」については、連続して増加しています。

犯罪被害者とその家族や親族たちの人権に対する理解や認識を深め、相談・支援
につなげるための啓発活動が必要です。

施策の方向

　1　啓発の推進
犯罪被害者とその家族や親族たちが受けている直接的・間接的被害に対する現

状や援助の必要性について、市民の認識を深めるための啓発活動を推進します。
また、犯罪被害者等への相談・支援業務を行なっている専門機関・関係機関な

どの情報提供に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⑾　インターネットによる人権侵害

現状と課題
インターネットの普及により、その匿名性と情報発信の容易さから、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や情報を掲載したりするなど、
人権に関わる様々な問題が発生しています。すべてのインターネット利用者等に対
して、個人の名誉やプライバシーに関する正しい理解を深めるための啓発活動を推
進していくことが必要です。

国では、平成 13 年に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者
情報の開示に関する法律」（プロバイダ責任制限法）を施行し、インターネット上の
違法・有害情報に対して、被害者救済と表現の自由の権利・利益バランスを適切に
運用するための環境整備を行い、令和３年４月には発信者情報の開示の簡易・迅速
化のため、同法を改正しました。また、令和４年６月には刑法を改正し、インター
ネット上での誹謗中傷を抑止するため侮辱罪を厳罰化しました。

このほかにも、スマートフォン等を使用したいわゆる「出会い系サイト被害」が子ど
も・青少年に増加しているのを踏まえ、平成 21 年４月には、インターネット関係事業
者等に、スマートフォン等の使用開始時を想定して、フィルタリングの提供を義務化す
る「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」
を施行し、平成 30 年２月には同法をより強化する改正を行いました。

しかし、様々な差別的な情報の掲載など、インターネットを通じた人権侵害は増
え続け、被害者が自死するなどの重大事態に発展する事案も発生しています。また、
依然として、有料サイトなどの利用に関連して、トラブルや詐欺の被害に巻き込ま
れる問題も発生しています。

市民意識調査の結果では、インターネットを利用した人権侵害について問題があ
ると思うことは、「他人への誹謗中傷や差別的な表現などが掲載されること」が約
70％、次いで「情報発信者が特定されないため、無責任な発言をすること」、「被害
者や加害者の名前、顔写真などの情報を無断で掲載すること」が約 50 ～ 60％となっ
ています。

インターネットを利用した人権侵害を防止又は解決するために必要なことは、
「情報発信者が特定できたり、情報の削除義務を負わせる新たな法律をつくる」が約
70％と最も高く、次いで「違法な情報発信者に対する取締りを強化する」、「プロバ
イダや掲示板などの管理者に対し情報の削除を求める」の順となっています。「情報
発信者が特定できたり、情報の削除義務を負わせる新たな法律をつくる」と「違法
な情報発信者に対する取締りを強化する」は、３回の調査を通して、上位を占めて
おり、規制・取締りの仕組みづくりを求める人が多くなっています。
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インターネットによる人権侵害を防止または解決するためには違法な情報発信
者に対する取締り、個人情報保護を強化するなどの法制整備も含めた対策ととも
に、利用者や管理者に対して、正しい理解を深めるための情報モラル教育と啓発の
推進が必要です。また、インターネット上の人権侵害などに関する問題に対しては、
相談・支援体制の充実を図ることが必要です。

0% 20% 40% 60% 80%

その他

他人への誹謗（ひぼう）中傷や
差別的な表現などが掲載されること

被害者や加害者の名前、顔写真などの
情報を無断で掲載すること

情報発信者が特定されないため、
無責任な発言をすること

出会い系サイトの存在など、
犯罪を誘発する場となっていること

ネットポルノなどの違法、
有害なホームページが存在していること

インターネット取引で悪質商法による
被害が発生していること

プライバシーについての
情報が掲載されること

特に問題だと思うことはない

わからない

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

平成24年度調査（ｎ = 1,090）

平成29年度調査（ｎ =   886）

令和 4 年度調査（ｎ =   934）

15.015.0

51.751.7
52.852.8

52.552.5

58.958.9
49.149.1

39.139.1

18.418.4
25.825.8

18.818.8

7.77.7
14.314.3

31.931.9

17.717.7
22.322.3

16.916.9
23.723.7

1.41.4

0.60.6
3.73.7

13.913.9

7.17.1

0.50.5

0.30.3
0.70.7

60.660.6

71.271.2
60.660.6

（調査項目なし）

（調査項目なし）（調査項目なし）

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

インターネットを利用した人権侵害について問題があると思うこと
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施策の方向

　1　啓発の推進
個人のプライバシーや人権の尊重に関する正しい理解を図るための啓発を推

進します。

　2　情報モラル教育の推進
小中学校において、ＳＮＳにおけるいじめやインターネット上でのトラブルな

どから子どもを守る、ルールやマナーなどを内容とした情報モラル教育を推進し
ます。また、各種団体や地域住民に対して、インターネット上でのトラブルや危
険性の事例紹介、情報モラルなどについて学習する機会を提供します。

0% 20% 40% 60% 80%

その他

情報発信者が特定できたり、情報の
削除義務を負わせる新たな法律をつくる

違法な情報発信者に対する取締りを強化する

プロバイダや掲示板などの管理者に対し
情報の削除を求める

インターネット利用者や管理者に対して、
正しい理解を深めるための教育・啓発を推進する

人権侵害を受けた者のための人権に関する
相談窓口や電話相談を充実する

人権侵害を受けた者の被害を
救済する機関を充実する

プロバイダや掲示板などの管理者の
自主性にまかせる

特に必要だと思うことはない

わからない

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

平成24年度調査（ｎ = 1,083）

平成29年度調査（ｎ =   880）

令和 4 年度調査（ｎ =   931）

62.062.0

64.964.9
67.867.8

34.534.5

36.636.6
35.035.0

21.121.1

20.220.2
27.427.4

9.09.0

12.012.0
14.714.7

17.617.6

19.819.8
21.321.3

1.81.8

0.90.9

0.50.5
3.43.4

0.60.6

0.40.4
1.61.6

58.158.1

70.670.6
64.564.5

（調査項目なし）

（調査項目なし）（調査項目なし）
（調査項目なし）（調査項目なし）

16.416.4

9.39.3

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

インターネットを利用した人権侵害を防止又は解決するために必要なこと
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　3　関係機関との連携による対応
インターネット上での人権侵害や個人情報の流出などのプライバシーに関わ

る問題に対して、関係機関と連携を図りながら、迅速かつ的確な対応に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⑿　ホームレスの人権

現状と課題

失業・病気・家庭問題などの様々な要因により、自立の意思がありながら、特定の
住居をもたずに路上生活を余儀なくさせられているホームレスの人たちがいます。
ホームレスの中には衛生状況が悪い、十分な食事をとることができないなど、憲法
で保障された健康で文化的な生活を送ることができない人もいます。

また、ホームレスに対しての差別や偏見を持つ人も少なくなく、嫌がらせや暴行
を加える人権侵害や事件も発生しています。

こうした状況の中、国においては、平成 14 年に「ホームレスの自立の支援等に関
する特別措置法」を施行しました。同法に基づき平成 30 年７月に策定された「ホー
ムレスの自立の支援等に関する基本方針」では、平成 28 年 10 月の全国調査の結果
を踏まえて、地域社会との協力のもと、職業能力の開発などによる就業機会や安定し
た居住空間、保健医療の確保などの施策を通して、ホームレスの自立を促進してい
くことや、ホームレスとなることを防止するための支援などについて定めています。

ホームレスに関する人権問題について、市民の理解を促進する取り組みが必要です。

0% 20% 40% 60%

34.534.5ホームレスに対する誤解や偏見がある

45.345.3嫌がらせや暴力を受ける

14.614.6医療機関において、診療拒否
などの差別的扱いを受ける

47.347.3就職することが難しく、
経済的な自立生活が営めない

22.522.5

4.24.2

アパートなどの住宅への入居が困難

19.419.4

特に問題だと思うことはない

0.60.6

わからない

その他 令和 4 年度調査（ｎ =   938）

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

ホームレスの人権について問題があると思うこと
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市民意識調査の結果では、ホームレスの人権について問題があると思うことは、
「就職することが難しく、経済的な自立生活が営めない」が約 50％と最も多く、次
いで「嫌がらせや暴力を受ける」、「ホームレスに対する誤解や偏見がある」となっ
ています。自立的生活が送れないこと、嫌がらせの被害者となり、誤解や偏見を受
けることが問題だと考える人が多くなっています。

ホームレスの人権問題を解決するためには、偏見や差別を解消するための啓発
と、関係機関と連携した相談や就労などによる「自立」に向けた支援、救済活動が
必要です。

施策の方向

　1　啓発の推進
ホームレスが自立して、健康で文化的な生活を送ることができるように、ホーム

レスに対する理解の促進、偏見や差別意識を解消するための啓発を推進します。

関連するＳＤＧｓの目標

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⒀　性的指向・性自認を理由とする人権侵害

現状と課題

性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念で、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があります。この
うち、同性愛者、両性愛者の人々は、多くの人と性的指向が異なるため、差別的扱
いを受けることがあります。

性自認（性同一性）とは、自己の性をどのように認識しているかを示す概念で、
多くの人は、こころの性である「性自認」とからだの性である「生物学的な性」が
一致していますが、一致しない人は、自認する性での日常生活・社会生活が難しい
だけでなく、偏見により差別的な言動を受けることがあります。

こうした人たちを示す語に、「ＬＧＢＴ」があります。近年、その社会的理解度は
高まりつつありますが、依然として偏見や差別が存在しています。

国においては、平成 16 年７月に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する
法律」を施行し、性同一性障害の人のうち一定の条件を満たす人は、家庭裁判所の
審判を経て、法令上の性別の取り扱いを変更することが可能となりました。

なお、法的効力はないものの、ＬＧＢＴの人たちの「婚姻に相当する関係」を証明
し、日常生活への便宜をはかるパートナーシップ制度を導入する自治体もあります。

市民意識調査の結果では、性的少数者の人権について問題があると思うことは、
「社会的理解度が低いため、世間から誤解を受けたり、好奇又は偏見の目で見られた
りすること」が 50％を超えて最も高く、次いで「嫌がらせを受けたり、蔑称で呼ば
れるなど冷やかしの対象となること」、「わからない」の順となっています。

性的指向・性自認を理由とする人権侵害については、誤解や偏見による差別との
認識は高まっている一方で、どのような問題があるか「わからない」との回答も一
定数あります。また、偏見や差別の存在については認識がされながらも、日常的に
どのような具体的問題が発生しているかについては、理解が進んでいない状況があ
ります。

性的指向や性自認については、その在り方が多様であるために、興味本位で見ら
れるなどの偏見や差別が存在し、社会生活の様々な面で、人権に関わる問題が発生
しています。性的指向・性自認の多様な在り方への理解促進と、差別と偏見をなく
すための啓発活動に取り組む必要があります。
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施策の方向

　1　啓発の推進
性的指向や性自認を理由とする差別は不当であるという認識をもち、偏見・差

別をなくしていくことが求められます。そのため、性的指向や性自認の多様な在
り方について正しく理解し、誤解・偏見や差別意識をなくすための啓発活動を推
進します。

関連するＳＤＧｓの目標

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

令和 4 年度調査（ｎ =   937）

51.4

10.7

17.8

30.8

17.1

17.9

10.7

3.7

14.3

9.4

3.9

4.2

19.6

0.4

社会的理解度が低いため、世間から誤解を受け
たり、好奇又は偏見の目で見られたりすること

就職や仕事の内容、待遇などで、
不利な条件におかれていること

地域社会・職場・家庭・学校
などで孤立、排除されること

嫌がらせを受けたり、蔑称で呼ばれる
など冷やかしの対象となること

性的少数者の人権を擁護する
法律が整備されていないこと

同性のパートナーとの関係が
認められていないこと

トイレ、服装、言葉づかいなど自らが認識する
性とは異なる性のふるまいを強要されること

提出書類等に性別の記入を求められること

カミングアウト後に否定的な態度をとられたり、
周囲へのカミングアウトを強要されたりすること

アウティングの被害にあうこと

セクシュアル・ハラスメント
（性的いやがらせ）があること

特に問題だと思うことはない

わからない

その他

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

性的少数者の人権について問題があると思うこと

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⒁　震災等の災害に起因する人権問題

現状と課題

平成 23 年３月に発生した東日本大震災や、平成 28 年４月の熊本地震では、避難
所におけるプライバシー確保とともに、障がい者、女性、高齢者、外国人等の要支
援者への配慮の必要性が改めて認識されました。

特に、東日本大震災では、大津波の発生により東北地方と関東地方の太平洋沿岸
に壊滅的な被害をもたらし、さらに、地震と津波に伴い発生した福島第一原子力発
電所事故により、被害はより深刻なものとなり、被災者に対し、避難先や職場、学
校などにおいて、放射線被ばくについての風評に基づく嫌がらせやいじめ等の差別
的取り扱いなどの人権問題が発生しました。

また、東日本大震災に限らず、避難所での生活において、プライバシーが守られ
ない、要配慮者（障がい者・高齢者・妊産婦・乳幼児・アレルギー等の慢性疾患を
有する者、外国人等）に対して十分な配慮が行き届かないなどの課題が認識されて
きました。これを受け、国では避難所におけるプライバシー確保のための取り組み
や、要配慮者への情報提供・避難所のバリアフリー化などの方針を示した「避難所
における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を平成 25 年に策定しました。

市においては、大垣市地域防災計画の改定を行いながら、人権にも配慮した震災
等の災害への備えに努めています。

市民意識調査の結果では、東日本大震災、熊本地震のような大規模災害が発生し
た時に起きると思う人権問題については、「避難生活でプライバシーが守られない
こと」が約 65％と最も高く、次いで「要支援者（障がいがある人、高齢者、乳幼児、
妊産婦等）に対して十分な配慮が行き届かないこと」、「避難生活の長期化によるス
トレスに伴う嫌がらせやいさかいが生じること」の順となっています。

災害時に、市民が正しい知識と確かな情報に基づき、問題に対処するとともに、
互いに相手の立場に立って考え、共に乗り越えていく思いやりの姿勢を持った行動
がとれるための啓発が大切です。
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施策の方向

　1　啓発の推進
震災等の災害に起因する人権問題について、誰もが正しい知識と確かな情報に

基づいた行動を心がけ、思いやりの心を持つことが重要です。震災等の災害に起
因する人権問題の発生を防止するため、市民の関心と認識を深めていくための啓
発に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標

0% 20% 40% 60% 80%

65.365.3避難生活でプライバシーが守られないこと

46.646.6避難生活の長期化によるストレスに伴う
嫌がらせやいさかいが生じること

55.755.7
要支援者（障がいがある人、高齢者、

乳幼児、妊産婦等）に対して
十分な配慮が行き届かないこと

22.722.7
女性や子育て家庭への十分な

配慮が行き届かないこと

23.223.2デマ・風評などによる差別的な
言動が起きること

33.033.0支援や被災状況などの必要な
情報が行き届かないこと

1.11.1特に問題だと思うことはない

4.44.4わからない

0.20.2その他 令和 4 年度調査（ｎ =   922）

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

大規模災害発生時に起きると思う人権問題

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⒂　アイヌの人々の人権

現状と課題

アイヌの人々とは、現在の北海道などに最初から住んでいた民族（先住民族）の
ことです。固有の言語や伝統的な儀式・祭事、多くの口承文芸等、独自の豊かな文
化を持っていますが、近世以降のいわゆる同化政策等により、その文化の十分な保
存・伝承が図られていない現状があります。特に、アイヌ語を理解し、アイヌの伝
統等を担う人々の高齢化が進み、これらを次の世代に継承していく上での重要な基
盤が失われつつあります。また、同化政策により、その独自の文化や生活を禁止さ
れたことで、本土出身者との間に生活上の格差が生まれ、日常生活において偏見に
よる差別が発生しています。

国においては、平成９年７月に「アイヌ文化の振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」（アイヌ文化振興法）が制定され、アイヌの
人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図るための施策が行われるよ
うになりました。こうした動きは、平成 19 年９月に「先住民族の権利に関する国際
連合宣言」が採択されたのを機に、一層推進されました。

そして、令和元年５月に施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実
現するための施策の推進に関する法律」（アイヌ施策推進法）では、アイヌである
ことを理由とした差別等の禁止やアイヌ政策を総合的かつ継続的に実施するため
の支援措置などが定められ、従来の文化振興や福祉政策に加え、地域振興、産業振
興、観光振興を含めた施策が推進されています。

アイヌの人々の歴史や文化、伝統及び現状について、一人ひとりが理解を深める
ための啓発活動が重要です。

施策の方向

　1　啓発の推進
アイヌの歴史や独自の文化、生活習慣や現状などを正しく理解し、アイヌの

人々に対する偏見や差別を解消していくための啓発活動の推進に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標
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　⒃　北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権

現状と課題

北朝鮮当局による日本人拉致は、わが国に対する主権侵害であるとともに、重大
な人権侵害です。

拉致問題に関する啓発については、平成 18 年６月に施行された「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」（北朝鮮人権法）におい
て、国及び地方公共団体が拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する
国民世論の啓発を図るよう努めるものと定められています。

また、国では、人権教育・啓発に関する基本計画において、平成 23 年４月、「各
人権課題に対する取組」に、「北朝鮮当局による拉致問題等」を追加し、拉致問題等
についての正しい知識の普及を図り、国民の関心と認識を深めるための取り組みを
推進しています。拉致問題の解決には、国内世論及び国際世論の後押しが重要であ
るとの観点から、拉致問題に関する国内外の理解促進に努めています。

北朝鮮当局による拉致被害者の人権侵害問題の解決は重要な課題であり「北朝鮮
人権侵害問題啓発週間」（12 月 10 日～ 12 月 16 日）が設けられるなど、啓発が進め
られています。この問題への関心と認識をさらに深める必要があります。

施策の方向

　1　啓発の推進
北朝鮮当局による拉致被害者の人権侵害問題の解決は重要な課題であり、国や

県と連携を図りながら、この問題についての市民の関心と認識を深めていくため
の啓発活動の充実に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標

第２章　人権施策の推進 ❖
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　⒄　人身取引

現状と課題

人身取引（性的サービスや労働の強要等）は重大な人権侵害であり、人道的観点
からも迅速・的確な対応が求められています。これは、人身取引が、その被害者に
対して深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、その被害の回復が非常に困難だから
です。

国では、平成 16 年４月、内閣に「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」が設
置され、同年 12 月、この会議において、人身取引の防止・撲滅と被害者の保護等を
目的とする「人身取引対策行動計画」が策定されました。また、人身取引その他の
人身の自由を侵害する行為に対処するため、平成 17 年６月に刑法等の一部が改正さ
れ、同年７月から施行されています。

さらに、平成 26 年 12 月に策定された「人身取引対策行動計画 2014」に基づき、
関係行政機関が緊密な連携を図りつつ、人身取引の防止・撲滅と被害者の保護を推
進しています。

令和３年６月、人身取引対策推進会議では、わが国における人身取引による被害
状況や、人身取引対策の取り組み状況等をまとめた年次報告「人身取引（性的サー
ビスや労働の強要等）対策に関する取組について」を決定・公表し、引き続き、人
身取引の根絶をめざし、人身取引対策行動計画 2014 に基づく取り組みの推進が決定
されています。

人身取引についての実態に目を向け、この問題についての関心と理解を深められ
るような啓発が必要です。

施策の方向

　1　啓発の推進
性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引（性的サービスや労働の強要等）

は、重大な犯罪であり、基本的人権を侵害する深刻な問題であることを認識し、
人身取引をなくすため、市民の関心と理解を深めていくための啓発に努めます。

関連するＳＤＧｓの目標
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５　人権施策推進指針の施策一覧
人権施策推進指針の施策一覧

１ 人権教育・啓発の推進
⑴ 人権教育の推進

① 学校教育における人権教育の推進

1 発達段階に応じた人権尊重意識を高めるための教育の充実 人権擁護推進室、保育課、学校教育課

2 人権教育推進のための教職員の指導力向上 学校教育課

3 学校と家庭・地域が一体となった人権教育の推進 学校教育課

② 社会教育における人権教育の推進

1 人権に関する多様な学習機会の提供 社会教育スポーツ課

2 社会教育活動を通じた家庭教育への支援 社会教育スポーツ課

3 人権教育推進のための指導者の養成 社会教育スポーツ課

⑵ 人権啓発の推進

① 市民への啓発

1 各種情報媒体を活用した啓発 人権擁護推進室、各部署共通

2 講演会・講座等による啓発 人権擁護推進室、社会教育スポーツ課

3 視聴覚教材を活用した啓発 社会教育スポーツ課

② 企業等への啓発

1 事業主・公正採用選考人権啓発推進員などに対する啓発・研修 商工観光課、社会教育スポーツ課

2 啓発資料の配布・情報提供 人権擁護推進室、商工観光課

⑶ 人権に関わりの深い分野の業務に従事する者に対する教育・啓発

① -1 各種研修の実施 人事課、子育て総合支援センター、学校教育課、
各部署共通

① -2 個人情報保護に関する研修 情報企画課、行政管理課、各部署共通

２ 人権擁護の推進
⑴ 人権擁護の推進

① 人権相談体制の充実

1 分野別人権相談窓口の充実
まちづくり推進課、男女共同参画推進室、人権
擁護推進室、社会福祉課、障がい福祉課、高齢
福祉課、子育て総合支援センター、社会教育ス
ポーツ課、教育総合研究所

2 相談機関等の情報提供 人権擁護推進室

3 相談員や関係職員の資質向上
まちづくり推進課、男女共同参画推進室、社会
福祉課、障がい福祉課、高齢福祉課、子育て総
合支援センター、社会教育スポーツ課、教育総
合研究所　

② 関係機関・団体等との連携・協力の推進

1 関係機関・団体等との連携・協力の強化 人権擁護推進室
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３ 分野別人権施策の推進
⑴ 女性の人権

① -1 男女共同参画社会の形成に向けた意識づくりの推進 男女共同参画推進室

① -2 女性に対するあらゆる暴力の防止 男女共同参画推進室、社会福祉課

① -3 男女共同参画によるまちづくりの推進 まちづくり推進課、男女共同参画推進室、市民
活動推進課

① -4 男女が働きやすい環境づくりの推進 男女共同参画推進室、商工観光課

⑵ 子どもの人権

① -1 子どもの人権を尊重する意識啓発 子育て支援課

① -2 児童虐待防止への取り組み 保健センター、子育て支援課、学校教育課

① -3 いじめや不登校などへの対応 学校教育課、教育総合研究所

① -4 家庭や地域社会での青少年健全育成 子育て支援課、子育て総合支援センター、社会
教育スポーツ課

⑶ 高齢者の人権

① -1 自立・生きがいづくりへの支援 市民活動推進課、高齢福祉課、商工観光課

① -2 高齢者虐待等への対応 まちづくり推進課、高齢福祉課、保健センター

① -3 高齢者の権利擁護 高齢福祉課

① -4 福祉・介護サービスの充実 高齢福祉課、介護保険課

① -5 高齢者にやさしいまちづくりの推進 道路課、公園みどり課、建築指導課、住宅課

⑷ 障がいのある人の人権

① -1 理解と交流の促進 社会福祉課、障がい福祉課、学校教育課

① -2 障がいのある人に対する虐待等への対応 障がい福祉課

① -3 障がいのある人の権利擁護 障がい福祉課

① -4 雇用・就労の支援と社会参加の促進 秘書広報課、障がい福祉課、商工観光課、図書館

① -5 福祉サービスの充実 障がい福祉課

① -6 障がい児教育の充実 学校教育課

① -7 障がいのある人にやさしいまちづくりの推進 道路課、建築指導課、住宅課

⑸ 部落差別（同和問題）

① -1 人権同和教育の推進 人権擁護推進室、学校教育課、社会教育スポーツ課

① -2 啓発の推進 人権擁護推進室、社会教育スポーツ課

① -3 「えせ同和行為」の排除 人権擁護推進室

① -4 人権侵害事案への対応 人権擁護推進室、商工観光課

⑹ 外国人の人権
① -1 外国人市民の人権を尊重する意識づくりの推進 まちづくり推進課、学校教育課

① -2 外国人市民への生活支援の充実 まちづくり推進課、商工観光課

① -3 外国人児童生徒への学習支援の充実 まちづくり推進課、学校教育課
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３ 分野別人権施策の推進
⑺ 感染症（ＨＩＶ感染者、ハンセン病患者、新型コロナウイルス感染症患者等）に関連した人権

① -1 正しい知識の普及 人権擁護推進室、保健センター、学校教育課

⑻ ハンセン病患者・元患者やその家族の人権

① -1 正しい知識の普及 人権擁護推進室

⑼ 刑を終えて出所した人の人権

① -1 啓発の推進 人権擁護推進室、社会福祉課

⑽ 犯罪被害者とその家族の人権

① -1 啓発の推進 人権擁護推進室

⑾ インターネットによる人権侵害

① -1 啓発の推進 人権擁護推進室

① -2 情報モラル教育の推進 教育総合研究所

① -3 関係機関との連携による対応 人権擁護推進室

⑿ ホームレスの人権

① -1 啓発の推進 人権擁護推進室

⒀ 性的指向・性自認を理由とする人権侵害

① -1 啓発の推進 人権擁護推進室

⒁ 震災等の災害に起因する人権問題

① -1 啓発の推進 人権擁護推進室

⒂ アイヌの人々の人権

① -1 啓発の推進 人権擁護推進室

⒃ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権

① -1 啓発の推進 人権擁護推進室

⒄ 人身取引

① -1 啓発の推進 人権擁護推進室

第２章　人権施策の推進 ❖

73



74

❖ 第２章　人権施策の推進



第３章 　施策の推進にあたって

１ 総合的な施策の推進
人権に関わる課題は、

国により啓発活動強調
事項として 17 項目が取
り上げられています。市
民意識調査では、この 17
項目のうち、今後、市が
取り組むべき人権問題
について、女性・子ど
も・高齢者・障がいのあ
る人・インターネットの
５分野の人権問題が上
位を占めています。

新型コロナウイルス
感染症拡大や不安定化
する国際情勢などに伴
う様々な社会情勢の変
化は、個別の人権課題を
さらに多様化・複雑化さ
せています。

こうした中、本市では
市民意識調査の結果も
考慮しながら、各分野の
施策の有機的な連携を
図りながら、市政全般に
わたって人権に関わる
施策を総合的に推進し
ていきます。

0% 20% 40% 60% 80%

女性の人権問題

子どもの人権問題

高齢者の人権問題

障がいのある人の人権問題

部落差別（同和問題）による人権問題

アイヌの人々の人権問題

外国人の人権問題

感染症に関連した人権問題（エイズ患者、
HIV感染者、新型コロナウイルス感染者等）

ハンセン病患者・元患者や
その家族の人権問題

刑を終えて出所した人の人権問題

犯罪被害者とその家族の人権問題

インターネットによる人権問題

北朝鮮当局による人権問題
（拉致問題）

ホームレスの人権問題

性的少数者の人権問題

人身取引（性的搾取、強制労働
などを目的とするもの）

震災等の災害に起因する人権問題

特にない

わからない

その他

（　）内の ｎ は有効回答者数を表す

33.733.7
43.143.1

53.253.2

51.151.1

54.354.3
39.839.8

52.252.2
50.250.2

15.715.7
9.69.6

1.01.0
1.91.9

12.512.5
15.115.1

14.814.8
22.422.4

2.82.8

9.59.5
7.67.6

22.122.1

17.517.5
33.533.5

42.042.0

12.012.0
7.97.9

9.49.4
4.34.3

8.28.2
11.211.2

5.85.8
6.16.1

21.021.0
17.217.2

6.16.1
2.02.0

6.86.8

1.01.0

36.836.8

65.165.1

55.755.7

50.650.6

10.010.0

1.41.4

11.111.1

7.57.5

8.78.7

23.623.6

37.437.4

10.910.9

7.87.8

8.28.2

7.27.2

16.416.4

3.43.4

0.40.4

（調査項目なし）（調査項目なし）
（調査項目なし）（調査項目なし）

（調査項目なし）（調査項目なし）
（調査項目なし）（調査項目なし）

（調査項目なし）（調査項目なし）

平成24年度調査
（ｎ = 1,069）

平成29年度調査
（ｎ =   923）

令和 4 年度調査
（ｎ =   902）

大垣市「人権に関する市民意識調査」（令和４年７月調査）から

今後、市が取り組むべき人権問題
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市民が、人権を日常生活の問題として主体的に考え、学び、行動することを尊重
し、家庭、地域、学校、企業などあらゆる場において、市民との協働により人権施
策を推進します。

３ 関係機関・団体との連携
市の人権施策の推進が広範な取り組みとして展開されるよう、国・県などの関係

機関と連携・協力を図ります。
また、人権に関わる団体などに対して、市の人権施策の取り組みに対する協力を

働きかけるなど、それぞれの役割を踏まえつつ、幅広い連携・協力を進めます。

４ 人権施策推進体制の連携強化
人権教育・啓発活動と人権施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、次の機関

の連携強化を推進していきます。

　　　⑴　大垣市人権のまちづくり懇話会
「大垣市人権のまちづくり懇話会」（平成 20 年７月設置）は、人権問題に深く

関わる関係者（学識経験者・各種団体及び関係機関の代表者・市民公募委員）
などで構成され、指針の推進状況の点検、検討、見直しなどを行い、人権施策
を推進するにおいて、大きな役割を果たしています。今後も、人権に関する施
策の推進についての検討を進めるとともに、緊密な連携を図ります。

　　　⑵　大垣市人権施策推進会議
人権の視点に立った行政の推進にあたり、各施策の整合性を保ち、分野別の

施策や枠組みを超えて全庁的な推進体制とするため、「大垣市人権施策推進会
議」（平成６年設置）は、各部局間の連携を図っています。引き続き、市政全般
にわたる人権施策の推進母体として、総合的に取り組みを推進していきます。

５ 進行管理及び見直し
この指針に掲げた内容については、市民意識の変化、国内外の社会経済情勢の変

化等に対応するため、定期的に点検し、取り組み状況を把握することで、適切な進
行管理及び見直しを行います。

２ 市民との協働による施策の推進
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６ 組織及び施策体系図
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＊副市長、教育長、部局長

（施策推進）

＊学識経験者、各種団体・関係
機関の代表者、公募市民

（施策提言）
基本的な方向
・人権感覚の醸成
・一人ひとりの人権が尊重されるまちづくり
・多様な価値観や個性が尊重され、ともに支え合えるま
ちづくり

・市民等との協働によるまちづくり

⑴ 人権教育の推進 ① 学校教育における
人権教育の推進

1) 発達段階に応じた人権尊重意識を高めるた
めの教育の充実

2) 人権教育推進のための教職員の指導力向上
3) 学校と家庭・地域が一体となった人権教育
の推進

② 社会教育における
人権教育の推進

1) 人権に関する多様な学習機会の提供
2) 社会教育活動を通じた家庭教育への支援
3) 人権教育推進のための指導者の養成

⑵ 人権啓発の推進 ① 市民への啓発 1) 各種情報媒体を活用した啓発
2) 講演会・講座等による啓発
3) 視聴覚教材を活用した啓発

② 企業等への啓発
1) 事業主・公正採用選考人権啓発推進員など
に対する啓発・研修

2) 啓発資料の配布・情報提供

⑶ 人権に関わりの深い分野の業務に従事する者
に対する教育・啓発

①-1) 各種研修の実施

①-2) 個人情報保護に関する研修

① 人権相談体制の
充実

1) 分野別人権相談窓口の充実
2) 相談機関等の情報提供
3) 相談員や関係職員の資質向上

⑴ 人権擁護の推進

② 関係機関・団体等
携との連 ・協力の

推進
1) 関係機関・団体等との連携・協力の強化

⑴ 女性の人権 ①-1) 男女共同参画社会の形成に向けた意識づ
くりの推進

①-2) 女性に対するあらゆる暴力の防止
①-3) 男女共同参画によるまちづくりの推進
①-4) 男女が働きやすい環境づくりの推進

⑵ 子どもの人権 ①-1) 子どもの人権を尊重する意識啓発
①-2) 児童虐待防止への取り組み
①-3) いじめや不登校などへの対応
①-4) 家庭や地域社会での青少年健全育成

⑶ 高齢者の人権 ①-1) 自立・生きがいづくりへの支援
①-2) 高齢者虐待等への対応
①-3) 高齢者の権利擁護
①-4) 福祉・介護サービスの充実
①-5) 高齢者にやさしいまちづくりの推進

⑷ 障がいのある人の人権 ①-1) 理解と交流の促進
①-2) 障がいのある人に対する虐待等への対応
①-3) 障がいのある人の権利擁護
①-4) 雇用・就労の支援と社会参加の促進
①-5) 福祉サービスの充実
①-6) 障がい児教育の充実
①-7) 障がいのある人にやさしいまちづくりの

推進

⑸ 部落差別（同和問題） ①-1) 人権同和教育の推進
①-2) 啓発の推進
①-3) 「えせ同和行為」の排除
①-4) 人権侵害事案への対応

⑹ 外国人の人権 ①-1) 外国人市民の人権を尊重する意識づくり
の推進

①-2) 外国人市民への生活支援の充実
①-3) 外国人児童生徒への学習支援の充実

⑺ 感染症(ＨＩＶ感染者、ハンセン病患者、新型
コロナウイルス感染症患者等)に関連した人権 ①-1) 正しい知識の普及

⑻ ハンセン病患者・元患者やその家族の人権 ①-1) 正しい知識の普及

⑼ 刑を終えて出所した人の人権 ①-1) 啓発の推進

⑽ 犯罪被害者とその家族の人権 ①-1) 啓発の推進

⑾ インターネットによる人権侵害 ①-1) 啓発の推進
①-2) 情報モラル教育の推進
①-3) 関係機関との連携による対応

⑿ ホームレスの人権 ①-1) 啓発の推進

⒀ 性的指向・性自認を理由とする人権侵害 ①-1) 啓発の推進

⒁ 震災等の災害に起因する人権問題 ①-1) 啓発の推進

⒂ アイヌの人々の人権 ①-1) 啓発の推進

⒃ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権 ①-1) 啓発の推進

⒄ 人身取引 ①-1) 啓発の推進

組織及び施策体系図

大垣市
人権のまちづくり懇話会

大垣市人権施策推進指針
(第三次改定版)

基本理念 市民一人ひとりが人権感覚を高め、
お互いを認め合う人権尊重のまちづくり

大垣市
人権施策推進会議

１
人
権
教
育
・
啓
発
の
推
進

２
人
権
擁
護
の
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進

３
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別
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＊副市長、教育長、部局長

（施策推進）

＊学識経験者、各種団体・関係
機関の代表者、公募市民

（施策提言）
基本的な方向
・人権感覚の醸成
・一人ひとりの人権が尊重されるまちづくり
・多様な価値観や個性が尊重され、ともに支え合えるま
ちづくり
・市民等との協働によるまちづくり

⑴ 人権教育の推進 ① 学校教育における
人権教育の推進

1) 発達段階に応じた人権尊重意識を高めるた
めの教育の充実

2) 人権教育推進のための教職員の指導力向上
3) 学校と家庭・地域が一体となった人権教育
の推進

② 社会教育における
人権教育の推進

1) 人権に関する多様な学習機会の提供
2) 社会教育活動を通じた家庭教育への支援
3) 人権教育推進のための指導者の養成

⑵ 人権啓発の推進 ① 市民への啓発 1) 各種情報媒体を活用した啓発
2) 講演会・講座等による啓発
3) 視聴覚教材を活用した啓発

② 企業等への啓発
1) 事業主・公正採用選考人権啓発推進員など
に対する啓発・研修

2) 啓発資料の配布・情報提供

⑶ 人権に関わりの深い分野の業務に従事する者
に対する教育・啓発

①-1) 各種研修の実施

①-2) 個人情報保護に関する研修

① 人権相談体制の
充実

1) 分野別人権相談窓口の充実
2) 相談機関等の情報提供
3) 相談員や関係職員の資質向上

⑴ 人権擁護の推進

② 関係機関・団体等
携との連 ・協力の

推進
1) 関係機関・団体等との連携・協力の強化

⑴ 女性の人権 ①-1) 男女共同参画社会の形成に向けた意識づ
くりの推進

①-2) 女性に対するあらゆる暴力の防止
①-3) 男女共同参画によるまちづくりの推進
①-4) 男女が働きやすい環境づくりの推進

⑵ 子どもの人権 ①-1) 子どもの人権を尊重する意識啓発
①-2) 児童虐待防止への取り組み
①-3) いじめや不登校などへの対応
①-4) 家庭や地域社会での青少年健全育成

⑶ 高齢者の人権 ①-1) 自立・生きがいづくりへの支援
①-2) 高齢者虐待等への対応
①-3) 高齢者の権利擁護
①-4) 福祉・介護サービスの充実
①-5) 高齢者にやさしいまちづくりの推進

⑷ 障がいのある人の人権 ①-1) 理解と交流の促進
①-2) 障がいのある人に対する虐待等への対応
①-3) 障がいのある人の権利擁護
①-4) 雇用・就労の支援と社会参加の促進
①-5) 福祉サービスの充実
①-6) 障がい児教育の充実
①-7) 障がいのある人にやさしいまちづくりの

推進

⑸ 部落差別（同和問題） ①-1) 人権同和教育の推進
①-2) 啓発の推進
①-3) 「えせ同和行為」の排除
①-4) 人権侵害事案への対応

⑹ 外国人の人権 ①-1) 外国人市民の人権を尊重する意識づくり
の推進

①-2) 外国人市民への生活支援の充実
①-3) 外国人児童生徒への学習支援の充実

⑺ 感染症(ＨＩＶ感染者、ハンセン病患者、新型
コロナウイルス感染症患者等)に関連した人権 ①-1) 正しい知識の普及

⑻ ハンセン病患者・元患者やその家族の人権 ①-1) 正しい知識の普及

⑼ 刑を終えて出所した人の人権 ①-1) 啓発の推進

⑽ 犯罪被害者とその家族の人権 ①-1) 啓発の推進

⑾ インターネットによる人権侵害 ①-1) 啓発の推進
①-2) 情報モラル教育の推進
①-3) 関係機関との連携による対応

⑿ ホームレスの人権 ①-1) 啓発の推進

⒀ 性的指向・性自認を理由とする人権侵害 ①-1) 啓発の推進

⒁ 震災等の災害に起因する人権問題 ①-1) 啓発の推進

⒂ アイヌの人々の人権 ①-1) 啓発の推進

⒃ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権 ①-1) 啓発の推進

⒄ 人身取引 ①-1) 啓発の推進

組織及び施策体系図

大垣市
人権のまちづくり懇話会

大垣市人権施策推進指針
(第三次改定版)

基本理念 市民一人ひとりが人権感覚を高め、
お互いを認め合う人権尊重のまちづくり

大垣市
人権施策推進会議

１
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世界人権宣言
1948 年 12 月 10 日

第 3 回国際連合総会　採択
前　文

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界にお
ける自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為を
もたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望と
して宣言されたので、人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするた
めには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、諸国間の友好関係の発展を促進することが、
肝要であるので、国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男
女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進
することを決意したので、加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の
促進を達成することを誓約したので、これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にする
ためにもっとも重要であるので、よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界
人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の
間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果
的な承認と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。
第一条

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、
理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第二条
１　すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、

財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲
げるすべての権利と自由とを享有することができる。

２　さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、
又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地
位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても

禁止する。
第五条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条

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

第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁

判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第九条

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
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第十条
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な

裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条

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

２　何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とさ
れることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を科せられない。

第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に

対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を
有する。

第十三条
１　すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
２　すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第十四条
１　すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
２　この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合

には、援用することはできない。
第十五条

１　すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
２　何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第十六条
１　成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつ

くる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
２　婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
３　家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第十七条
１　すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
２　何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第十八条
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する

自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又
は信念を表明する自由を含む。

第十九条
すべて人は、意思及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意

見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求
め、受け、及び伝える自由を含む。

第二十条
１　すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
２　何人も、結社に属することを強制されない。

第二十一条
１　すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
２　すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
３　人民の意思は、統治の権力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。
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第二十二条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力によ

り、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない
経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第二十三条
１　すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保

護を受ける権利を有する。
２　すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
３　勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利

な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
４　すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第二十四条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第二十五条
１　すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生

活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不
能の場合は、保障を受ける権利を有する。

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

第二十六条
１　すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、

無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に
利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されて
いなければならない。

２　教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教
育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、
平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。

３　親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第二十七条

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

２　すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護さ
れる権利を有する。

第二十八条
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を

有する。
第二十九条

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

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

３　これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。
第三十条

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の
破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈しては
ならない。
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日本国憲法 (抄 )
昭和 21 年 11 月 3 日公布
昭和 22 年  5 月 3 日施行

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸
国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び
戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法
を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、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って、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って、政治道徳
の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第三章　国民の権利及び義務
第十一条　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、

侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条　この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければ

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

第十三条　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。

２　華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
３　栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将

来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十九条　思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条　信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は

政治上の権力を行使してはならない。
２　何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
３　国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
２　検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
２　何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条　学問の自由は、これを保障する。
第二十四条　婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互

の協力により、維持されなければならない。
２　配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
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法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
２　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければな

らない。
第二十六条　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を

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

務教育は、これを無償とする。
第二十七条　すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
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。

第十章　最高法規
第九十七条　この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であ

つて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の
権利として信託されたものである。
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
平成 12 年法律第 147 号 　　　
平成 12 年 12 月 6 日公布・施行

（目的）
第一条　この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別

による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育
及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、
必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

（定義）
第二条　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発

とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広
報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。

（基本理念）
第三条　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を

通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができ
るよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨
として行われなければならない。

（国の責務）
第四条　国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）

第五条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教
育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（国民の責務）
第六条　国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努

めなければならない。
（基本計画の策定）

第七条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人
権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。

（年次報告）
第八条　政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提出し

なければならない。
（財政上の措置）

第九条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の
委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。

附　則
（施行期目）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の施行の日の属する年度
の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。

（見直し）
第二条　この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年法律第百二十号）

第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事
項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。
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人権三法について

国は、平成 28 年に差別の解消を目指し、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
（障害者差別解消法）、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関
する法律（ヘイトスピーチ解消法）、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）という３つの法律を施行しました。３法は、合わせて「人権三法」とも呼ばれています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
平成 25 年法律第 65 号　
平成 25 年 6 月 26 日公布
平成 28 年 4 月 1 日施行　

第一章　総　則
（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
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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。
第二章　障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

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。
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。
第三章　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

（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。
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（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。
第四章　障害を理由とする差別を解消するための支援措置

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備）
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
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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。

第五章　雑　則
（主務大臣）
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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。

第六章　罰則
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　抄
　（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）
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。
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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
平成 28 年法律第 68 号 　　　
平成 28 年 6 月 3 日公布・施行

前文
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 ( せん ) 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。

第一章　総　則
（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、
名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、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。
第二章　基本的施策

（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
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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
（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行する。
（不当な差別的言動に係る取組についての検討）

２　不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当
な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

部落差別の解消の推進に関する法律
平成 28 年法律第 109 号　　　　
平成 28 年 12 月 16 日公布・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
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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。
　　
〇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むけて、適正かつ丁寧な運用に努めること。
〇参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向けては、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
いた要因を踏まえ、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こと。
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大垣市人権を尊重する都市宣言

人権は、すべての人が自由で平等に暮らしていくために、

生まれながらにして持っている、人間としての権利です。

私たち大垣市民は、人類の多年にわたる努力の成果である

人権が、永久に侵されることのないよう、自ら人権意識を高

め、すべての市民がかけがえのない存在として互いに尊重し

あう、平和で差別のない都市の実現をめざします。

ここに大垣市を「人権を尊重する都市」とすることを宣言

します。

平成６年９月 21 日

大　垣　市
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大垣市人権のまちづくり懇話会設置要綱

（設置）
第１条　市民一人ひとりが人権感覚を高め、お互いを認め合う人権尊重のまちづくりの実現に向けて、市民、

有識者等から広く意見を聴取し、人権施策の推進に反映させることを目的に、大垣市人権のまちづくり懇
話会（以下「懇話会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条　懇話会は、次に掲げる事項について審議する。

⑴　市の人権施策の推進方策に関すること。
⑵　市が取り組むべき人権課題に関すること。
⑶　その他前条の目的を達成するために必要な事項

（組織）
第３条　懇話会は、20 人以内の委員をもって組織する。
２　懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

⑴　学識経験のある者
⑵　人権課題に関わる各種団体及び関係機関の代表者
⑶　市民公募による者
⑷　その他市長が必要と認める者

（任期）
第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。
２　委員は、再任されることができる。
（委員長及び副委員長）

第５条　懇話会に委員長及び副委員長を置く。
２　委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
３　委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）

第６条　懇話会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の懇話会は、市長が
招集する。

２　懇話会の議長は、委員長をもって充てる。
３　懇話会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。
４　懇話会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによ

る。
（関係者の出席）

第７条　委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明等を聴くことができる。
（庶務）

第８条　懇話会の庶務は、人権擁護推進室において行う。
（委任）

第９条　この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、委員長が懇話会に諮って定める。

　　附　則
この要綱は、平成 20 年 7 月 1 日から施行する。
　　附　則
この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

98

❖ 参考資料



大垣市人権施策推進会議設置要綱

（設置）
第１条　「人権を尊重する都市」として人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、大垣市人権

施策推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。
（組織）

第２条　推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、副市長をもって充てる。
３　副会長は、教育長をもって充てる。
４　委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
（役職）

第３条　会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
（会議）

第４条　推進会議の会議は、会長が招集する。
２　推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３　推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
４　議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
（事務局）

第５条　推進会議の事務局は、人権擁護推進室に置く。
（委任）

第６条　この要綱に定めるもののほか推進会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
別表（第２条関係）

企画部長、総務部長、市民活動部長、生活環境部長、健康福祉部長、こども未来部長、
経済部長、建設部長、水道部長、都市計画部長、上石津地域事務所長、墨俣地域事務所長、
病院事務局長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長

　　附　則
この要綱は、平成 6 年 12 月 1 日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成 10 年 8 月 13 日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成 13 年 5 月 18 日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成 14 年 5 月 22 日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成 15 年 5 月 16 日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則

　この要綱は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則

　この要綱は、平成 20 年 5 月 20 日から施行する。
　　附　則

　この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則

　この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
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「大垣市人権施策推進指針（第三次改定版）」改定経過

名称 回数・期日 協議事項等

大
垣
市
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
懇
話
会

第１回
令和4年  5月23日

・大垣市人権施策推進指針の改定について（案）
・ 「人権尊重のまちづくり」に関する市民意識調査の実施について
（案）

第２回
令和4年  8月30日

・大垣市人権施策推進指針 令和 3年度の取組（実績）について
・大垣市人権施策推進指針 令和 4年度の取組（計画）について
・人権に関する市民意識調査の調査結果（速報版）について
・大垣市人権施策推進指針の改定について

第３回
令和4年11月  8日

・「人権に関する市民意識調査」調査結果報告書について
・「大垣市人権施策推進指針（第三次改定版）」（素案）について

第４回
令和5年 2月  8日

・「大垣市人権施策推進指針（第三次改定版）」（素案）に対する
パブリック・コメントの結果等報告（案）について
・「大垣市人権施策推進指針（第三次改定版）」（案）について
・「大垣市人権施策推進指針（第三次改定版）」の概要版（案）に
ついて

大
垣
市
人
権
施
策
推
進
会
議

第１回
令和4年 7月20日 ・大垣市人権施策推進指針第三次改定の概要説明

第２回
令和4年11月22日

・大垣市人権施策推進指針（第三次改定版）（素案）の概要につ
いて

第３回
令和5年 2月16日 ・大垣市人権施策推進指針（第三次改定版）（案）について

そ 

の 

他

令和4年 6月20日
～ 7月22日 ・「大垣市人権に関する市民意識調査」の実施

令和5年  1月  4日
～  1月31日　 

・大垣市人権施策推進指針（第三次改定版）（素案）のパブリック・
コメント実施
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大垣市人権のまちづくり懇話会委員名簿
（任期：令和 4 年 7 月 1 日～令和 6 年 6 月 30 日　順不同・敬称略）

氏　名 区　分 所　　　属 備　考

棚 橋 　 弘 学識経験者 教育関係（元興文中学校長） 委 員 長

桒 原 政 明 関係団体・機関 大垣保護区保護司会 副委員長

野 村 義 博 関係団体・機関 大垣人権擁護委員協議会

山 田 美 子 関係団体・機関 部落解放同盟岐阜県連合会大垣支部

後 藤 文 夫 関係団体・機関 大垣市連合自治会連絡協議会

中 山 惠 二 関係団体・機関 大垣市社会福祉協議会

鈴　木　由美子 関係団体・機関 大垣市民生 ･児童委員協議会

三 輪 正 直 関係団体・機関 大垣商工会議所

多和田　智　子 関係団体・機関 大垣市女性連合会

林　　　亜有美 関係団体・機関 大垣市ＰＴＡ連合会

寺 　 幾 乃 関係団体・機関 かがやきクラブ大垣

近 藤 則 朗 関係団体・機関 大垣市障害者団体連絡協議会

社 本 久 夫 関係団体・機関 （公財）大垣国際交流協会

杉 浦 美 和 市民委員 一般公募

原 　 丈 衛 市民委員 一般公募

山 﨑　 幸 輝 市民委員 一般公募 令和 4年 6月まで
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