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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、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつ

て再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、こ

の憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理

であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を

排除する。 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつ

て、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われら

は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、

名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう

ちに生存する権利を有することを確認する。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道

徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立た

うとする各国の責務であると信ずる。 

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

 

第３章 国民の権利及び義務 

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。 
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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。  

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、又はその他の刑

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、抑

留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、

直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。  

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。  
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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

制的手続により証人を求める権利を有する。 

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

依頼することができないときは、国でこれを附する。  

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、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にそ

の補償を求めることができる。 

 

第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。 



世界人権宣言 

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

によって人権保護することが肝要であるので、 

 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 

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

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

ることを決意したので、 

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

とを誓約したので、 

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

 よって、ここに、国際連合総会は、 

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

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

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

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

の世界人権宣言を公布する。  

 

第 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
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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。 

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課せられない。  

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 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。  
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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通じて、自国の政治に参与する権利を有する。  

２  すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。  

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

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

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

第 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、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。  
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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。  

 



「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計画 

 
平成９年７月４日 

人権教育のための国連１０年推進本部 
 
平成６年（１９９４年）１２月の国連総会において、平成７年（１９９５年）から平成１６年

（２００４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た。  
 これを受けて、政府は「人権教育のための国連１０年」に係る施策について、関係行政機関相

互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、平成７年（１９９５年）

１２月１５日、閣議決定により、内閣に人権教育のための国連１０年推進本部を設置した。  
推進本部は平成８年（１９９６年）３月１８日、第１回会合を開催し、政府として積極的な取

組を推進していくことを確認した後、国内行動計画の策定作業を進め、平成８年（１９９６年）

１２月６日に、「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計画（中間まとめ）を公表した。  
その後、推進本部においては、中間まとめに対して各方面から寄せられた意見等に十分配慮しつ

つ検討を進め、このたび「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計画を取りまとめた。  
 人権教育のための国連１０年推進本部は、この国内行動計画に掲げられた諸施策の着実な実施

等を通じて、人権教育の積極的推進を図り、もって、国際的視野に立って一人一人の人権が尊重

される、真に豊かでゆとりのある人権国家の実現を期するものである。  
 
（注）「人権教育」とは、「知識と技術の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構

築するために行う研修、普及及び広報努力」と「人権教育のための国連１０年行動計画」におい

て定義されている。  
 
１． 基本的考え方 
（１） 冷戦終了後、東西対立の崩壊とともに、世界各地で地域紛争やこれに伴う顕著な人権侵害、

難民発生など、深刻な問題が表面化した。しかし、一方で東西対立の崩壊は、国際社会全体

での議論を可能とする環境を創り出し、人権に取り組む気運が高まった。  
平成５年（１９９３年）には、世界人権宣言採択４５周年を機に、これまでの人権活動の

成果を検証し、現在直面している問題、今後進むべき方向を協議することを目的としてウィ

ーンにおいて世界人権会議が開催された。この会議は全ての人権が普遍的であり、人権が正

当な国際的関心事であることを確認し、人権教育の重要性を強調した点で重要な出来事であ

った。以後、国連としての人権に対する取組も強化され、平成６年（１９９４年）には人権

問題を総合的に調整する役割を担う国連人権高等弁務官が創設されたほか、第４９回国連総

会（平成６年（１９９４）年１２月）では「人権教育のための国連１０年」を決定する決議

が採択された。また、平成７年（１９９５年）９月に北京で開催された第４回世界女性会議

においては、女性の権利は人権であることが明確に謳われるとともに、人権教育の重要性が

指摘された。こうした動きは、人権に対する国際的関心が結晶化したものである。  
人権の擁護・促進のためには、そもそも人権とは何かということを各人が理解し、人権尊

重の意識を高めることが重要であり、人権教育は、国際社会が協力して進めるべき基本的課

題である。  
（２）人権教育の推進に当たっては、このような国際的潮流とともに、平成８年（１９９６年）

５月１７日の地域改善対策協議会意見具申に述べられている次のような認識を踏まえること

が重要である。  
「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
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概には言えないが、人種、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、全ての人の人権が尊重され、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。」  
（３） 翻って我が国社会を見ると、依然として、様々な人権問題が存在してる。また、近年、著

しく国際化、ボーダーレス化が進展している状況下において、広く国民の間に多元的文化、

多様性を容認する「共生の心」を醸成することが何よりも要請される。このため、各種の啓

発と相まって、人権に関する教育の一層の充実を図る必要がある。さらに社会の複雑化、個々

人の権利意識の高揚、価値観の多様化等に伴い、従来あまり問題視されなかった分野におい

ても各人の人権が強く認識されるようになってきたことから、新たな視点に立った人権教

育・啓発の必要性も生じてきている。このような我が国の現状に鑑みると、「人権教育のため

の国連１０年」は、全ての人権の不可分性と相互依存性を認識し、人権尊重の意識の高揚を

図り、もって「人権」という普遍的文化の創造を目指すものであって、その意義は極めて重

要である。  
（４） この国内行動計画は、憲法の定める基本的人権の尊重の原則及び世界人権宣言などの人権

関係国際文書の趣旨に基づき、人権の概念及び価値が広く理解され、我が国において人権と

いう普遍的文化を構築することを目的に、あらゆる場を通じて訓練・研修、広報、情報提供

努力を積極的に行うことを目標とする。  
   また、人権教育を進めるに当たっては、人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に

対する取組を強化するとともに、本１０年の展開において、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、刑を終えて出所した人などの重要課題

に積極的に取り組むこととする。  
（５） さらに、我が国は人権分野でも国際社会において積極的な役割を果たして行くべきであり、

特に国連を始めとする人権関係の国際的フォーラムは重要である。そのためにも、我が国の

国民の生活が深く他国の国民の生活と結びついていることを認識しつつ、人権教育の推進を

通じ、他国・他地域の人権状況についても関心を深め、国内外の人権意識の高揚を図ってい

くことが必要である。また、本１０年の実施に当たっては、国内的実施措置とともに、国際

社会、なかんずくアジア太平洋地域の国々と協力・協調して人権教育を促進していくとの視

点が必要である。  
（６） また、人権の問題は、国民一人一人が人権の意識を高め、他者の価値を尊重する意識、態

度の涵養が重要である。このためには、政府の果たす役割とともに、地方公共団体、民間団

体等に期待される役割も大きい。  
   このため、地方公共団体、民間団体等がそれぞれの分野において、この行動計画の趣旨に

沿った様々な取組を展開することを期待する。政府としては、この計画を実施するに当たっ

ては、これらの団体等の取組、意見に配慮する。また、人権教育を広く国民各層に浸透させ

るため、様々な機会をとらえて「人権教育のための国連１０年」の趣旨等を広める必要があ

る。  
 
２． あらゆる場を通じた人権教育の推進 
（１） 学校教育における人権教育の推進  
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学校教育においては、日本国憲法及び教育基本法並びに国際人権規約、児童の権利に関す

る条約等の精神にのっとり、人権教育を推進する。その際、依然として様々な人権問題が存

在していることを踏まえ、初等中等教育においては、幼児児童生徒がすべての人の人権を尊

重する意識を高める教育を一層充実する。また、大学教育においては、それまでの教育の成

果を確実なものとし、人権意識を更に高揚させるよう配慮する。  
特に、以下の諸施策を積極的に推進する。  

１）  初等中等教育において、児童生徒の発達段階に即し、各教科、道徳、特別活動等の特

質に応じながら、各学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高め、一人一人を大

切にした教育を推進する。なお、幼児期の教育においては、幼児の発達の特性を踏まえ、

人権尊重の精神の芽生えを育むことに努める。  
２）  研究指定校等による実践的調査研究や各種資料の作成等により、人権教育に関する指

導内容・方法を充実させる。また、このような趣旨を実現するため、地方公共団体や学

校による、地域や学校の実態に即した取組を一層促進する。さらに、教員等を対象とす

る各種研修や情報の提供等により学校における人権教育を支援する。  
３） 各大学における人権に関する教育・啓発活動について、一層の取組に配慮する。  

（２） 社会教育における人権教育の推進  
社会教育においても、日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、人権尊重の意識を高

める教育が推進されてきており、今後とも、人権を現代的学習課題の一つとして示した生涯

学習審議会答申（平成４年（１９９２年）７月）等を踏まえ、生涯学習の振興のための各種

の施策を通じて、人権に関する学習を一層推進していく。  
特に、以下の諸施策を積極的に推進する。  

１） 公民館を始めとする社会教育施設を拠点とした学級・講座の開設、ボランティア活動

の推進を図るとともに、大学の公開講座の実施等により、人権に関する学習機会を充実

させる。  
２） 人権に関する学習活動を総合的に推進するための事業を実施する。  
３） 非識字問題の解消を図る識字教育を充実するとともに、障害者等の学習機会を充実さ

せる。  
４） 人権に関する学習活動のための指導者養成、資料の作成、学習情報提供・学習相談体

制の整備・充実を図る。  
（３） 企業その他一般社会における人権教育等の推進  

企業その他一般社会においても、人権思想の普及・高揚のための人権教育・啓発を推進し

ているところであるが、人権尊重の意識のさらなる高揚を図るため、特に以下の施策を推進

する。  
１） 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について調査研究する。  
２） 一般社会における人権教育の手法等に関する調査研究、人権教育に関するプログラム

の開発及び人権擁護に関するマニュアル、パンフレット、教材、資料等の作成を行い、

これによる効果的な啓発活動を推進する。  
３） 世界人権宣言を始めとする国連人権関係文書の趣旨の普及・広報及びマスメディアの

活用を図る。特に世界人権宣言採択５０周年に当たる平成１０年（１９９８年）には、

記念式典を始めとする各種記念事業を実施する。  
４） 人権擁護委員を始めとする人権教育の指導者の育成及びボランティアの積極的活用を図

る。  
５） 人権に関する情報の整備・充実を行い、一般市民が利用しやすい環境を整備する。  
６） 人権相談体制の充実により人権思想を普及・高揚させる。  
７） 財団法人人権教育啓発推進センターにおける、人権教育及び人権啓発を推進し、支援

するための活動に対して、関係省庁はこれを積極的に支援する。  
８）  企業等に対して就職の機会均等を確保するための公正な採用選考システムの確立が図
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られるよう指導・啓発を行う。  
（４） 特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進  

人権教育の推進に当たっては、人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対して、

人権教育に関する取組を強化する必要がある。  
そこで、以下のとおり特定の職業に従事する者に対する研修等における人権教育の充実に

努める。  
１） 検察職員  

人権を尊重した検察活動を徹底するため、検察官及び検察事務官に対する各種研修に

おける人権教育を充実させる。  
２） 矯正施設・更生保護関係職員等  

ア 刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所等の矯正施設における被収容者の人権の尊重

を図る観点から、矯正施設の職員の各種研修における人権教育を充実させ、施設の監

督職員に対する指導を行う。  
イ 保護観察対象者並びに刑務所や少年院等矯正施設に在所中の者及び引受人等関係者

の人権の尊重を図る観点から、保護司研修及び更生保護関係職員に対する各種研修に

おける人権教育を充実・徹底する。  
３） 入国管理関係職員  

出入国審査、在留資格審査等の対象たる外国人及び入国者収容所等の収容施設におけ

る被収容者の人権の尊重を図る観点から、入国審査官、入国警備官等に対する各種研修

における人権教育を充実させる。  
４） 教員・社会教育関係職員  

学校の教員や社会教育主事などの社会教育関係職員については、各種研修、資料の作

成等を通じ、人権に関する理解・認識を一層向上させる。  
５） 医療関係者  

医師・歯科医師・薬剤師・看護婦・理学療法士・作業療法士等医療関係者を育成する

学校や養成所における人権教育を拡充する。  
６） 福祉関係職員  

ア 民生委員・児童委員に対する人権に関する研修を充実させる。  
イ ホームヘルパーや福祉施設職員に対する子ども、高齢者、障害者等の人権に関する研

修を充実させる。  
ウ 社会福祉施設職員及び介護福祉士等の養成・研修に対し、人権意識の普及・高揚が図

られるようその教育研修の内容を充実させる。  
エ 保母養成施設など児童福祉関係職員養成所における子どもの人権についての教育を

充実させる。   
７） 海上保安官  

法の励行に携わる海上保安官の人権を尊重する知識の涵養を図るため、海上保安大学

校等の教育機関の学生に対する人権教育、海上保安官に対する階層別研修における人権

教育を充実し、質の向上に努める。  
８） 労働行政関係職員  

労働基準監督署職員及び公共職業安定所職員については、各種研修の場を通じ、人権

に関する理解・認識を一層向上させる。  
９） 消防職員  

消防大学校において、消防職員に対し、人権教育を実施する。  
１０） 警察職員  

人権を尊重した警察活動を徹底するため、「警察職員の信条」に基づく職業倫理教養の

推進、適切な市民応接活動の強化を始めとする被疑者、被留置者、被害者その他関係者

の人権への配慮に重点を置いた職場及び各級警察学校における教育訓練を充実させる。  
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１１） 自衛官  
     防衛大学校・各自衛隊の幹部候補生学校等における各教育課程で の人権教育を推進す

る。  
１２） 公務員  

すべての公務員が人権問題を正しく認識し、それぞれの行政において適切な対応が行

えるよう各研修における人権教育を充実させる。  
１３） マスメディア関係者  

人権問題に関してマスメディアが大きな影響力を有していることに鑑み、マスメディ

アに従事する関係者において人権教育のための自主的取組が行われることを促す。  
 
３． 重要課題への対応 
 人権教育の推進に当たっては、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、刑を終えて出所した人等の重要課題に関して、それぞれの固有の問題点

についてのアプローチとともに、法の下の平等、個人の尊重という普遍的な視点からのアプロー

チにも留意する。  
（１）女性  
   女性の人権に関しては、昭和５４年（１９７９年）１２月、第３４回国連総会で「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）」が採択され、近年の国

際会議においてもその重要性が大きく取り上げられている。  
   平成５年（１９９３年）６月にウィーンで開催された世界人権会議で採択された「ウィー

ン宣言及び行動計画」において、男女の平等な地位及び女性の人権、特に女性に対する暴力

の根絶が打ち出され、同年１２月には第４８回国連総会において、「女性に対する暴力の撤廃

に関する宣言」が採択された。さらに、国連環境開発会議や国際人口・開発会議、社会開発

サミットでも女性の人権の重要性が強調された。  
   平成７年（１９９５年）９月に北京で開催された第４回世界女性会議で採択された「北京

宣言」において「女性の権利は人権である」と謳われ、「行動綱領」では、「女性と健康」、「女

性に対する暴力」、「女性の人権」、「女性とメディア」、「女児」等１２の重大問題領域が設定

され、具体的な行動が提案された。  
   国内的には、平成８年（１９９６年）７月、男女共同参画審議会から「男女共同参画ビジ

ョン－２１世紀の新たな価値の創造－」が答申され、同年１２月には、男女共同参画推進本

部において、「男女共同参画２０００年プラン－男女共同参画社会の形成の促進に関する平成

１２年（西暦２０００年）度までの国内行動計画－」が策定された。  
   これらの動向及び「男女共同参画２０００年プラン」を踏まえ、以下の取組を進める。  

１） 男女共同参画推進本部を中心に、男女共同参画社会の形成に向けて政府一体となった

取組の一層の推進を図る。  
２） 政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するため、政府が率先垂範して取組を進め

るとともに、企業、各種団体等に対し協力要請を行い、社会的気運の醸成を図る。  
３） 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革を図るため、人権

週間、婦人週間等多様な機会、多様な媒体を通じ、国民的広がりを持った啓発・広報活

動を展開する。また、女性の権利に関連の深い国内法令や、女子差別撤廃条約、第４回

世界女性会議「行動綱領」等の国際文書の内容の周知に努める。  
４） 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等のため、啓発等を行うとともに、働く

ことを中心に女性の社会参加を積極的に支援するための事業やその拠点施設の整備を実

施する。  
５） 農山漁村の女性が農林漁業・農山漁村の発展に対し、男性とともに積極的に参画でき

る社会を実現するため、農林漁業や農山漁村社会でのパートナーである男性を含めた家

庭及び地域社会において農山漁村の女性の地位向上・方針決定への参画促進のための啓
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発等を実施する。  
６） 性犯罪、売買春、家庭内暴力等女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて、厳正な取

締りはもとより、被害女性の人権を守る観点から、事情聴取等を被害者の希望に応じた

性別の警察官が行えるようにするなど、必要な体制を整備するとともに、事情聴取、相

談等に携わる職員の教育訓練を充実する。  
７） 外国人女性の人権を守る観点から、入国管理等に携わる職員に対する人権教育の充実

を図る。  
８） 性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、女性の人権を尊重し

た表現を行うよう、また、方針決定の場に女性を積極的に登用するよう、メディアの自

主的取組を促す。  
９） 家庭、学校、地域など社会のあらゆる分野における男女平等を推進する教育・学習を

充実させる。また、女性の学習・実践活動を通じた社会参加を促進する。  
１０） 我が国のイニシアティブにより国連婦人開発基金（UNIFEM）内に設置された「女性

に対する暴力撤廃のための信託基金」に対して協力する。  
１１） 女性に対する人権侵害の発生を防止するため、人権尊重の意識の普及・高揚を図るた

めの啓発活動を充実・強化するとともに、人権相談体制を充実させる。  
（２） 子ども  

基本的人権の尊重を基本理念に掲げる日本国憲法及びこれに基づく教育基本法、児童福祉

法等の法令並びに国際人権規約、児童の権利に関する条約等の国際条約の趣旨に沿って、

政府のみならず、地方公共団体、民間団体、学校、家庭等、社会全体が一体となって相互

に連携を図りながら幼児児童生徒の人権の尊重及び保護に向けた取組を推進する。  
    特に、以下の諸施策を積極的に推進する。  

１） 学校教育において、幼児児童生徒の人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育指

導や学校運営が行われるよう、児童の権利に関する条約の趣旨・内容を周知する。また、

社会教育においても、同条約の内容・理念が広く理解され、定着されるよう、公民館等

における各種学級・講座等を開設し、学習機会を充実させる。  
２） いじめは、児童生徒の人権に関わる重大な問題であり、その解決のための真剣な取組

を一層推進する。また、児童生徒一人一人を大切にした個性を生かす教育、教員に対す

る研修の充実、教育相談体制の整備、家庭・学校・地域社会の連携、学校外の様々な体

験活動の促進など各種施策を推進する。  
３） いじめ問題、虐待の防止など児童の健全育成上重大な問題についての総合的な取組を

推進するとともに、児童の権利に関する啓発活動を推進する。  
４） 犯罪等の被害に遭った少年に対し、カウンセリング等による支援を行うとともに、少

年の福祉を害する犯罪の取締りを推進し、被害少年の救出・保護を図る。  
５） 児童買春、児童ポルノ、児童売買といった児童の商業的性的搾取の問題が国際社会の

共通の課題となっており、我が国としても、児童の商業的性的搾取の防止等について、

積極的に取り組む。  
６） 子どもの人権を守るための「子どもの人権専門委員」制度を充実・強化するとともに、

電話相談を含めた人権相談体制を充実させる。  
７） 保育所保育指針における「人権を大切にする心を育てる」ため、この指針を参考とし

て児童の心身の発達、家庭や地域の実情に応じた適切な保育を実施する。      
（３） 高齢者  
    高齢者が安心して自立した生活を送れるよう支援するとともに、高齢者がそれぞれの経験

と能力を生かし、高齢社会を支える重要な一員として各種の社会的な活動に積極的に参加で

きるための条件の整備を図る。  
１） 学校教育においては、高齢化社会の進展を踏まえ、主に社会科や道徳、特別活動にお

いて福祉教育を推進する。  

 61



２） 高齢者の学習機会の体系的整備並びに高齢者の持つ優れた知識・経験等を生かして社

会参加してもらうための条件整備を促進する。  
３） 高齢者と他の世代との相互理解や連帯感を深めるため、世代間交流の機会を充実させ

る。  
４） 「敬老の日」の行事を通じ、広く国民が高齢者の福祉について関心と理解を深める。  
５） 高齢化が急速に進行している農山漁村において、高齢者が精神的、身体的、経済的、

社会的な面において生涯現役を目指し、安心して住み続けられるよう支援する。  
６） 高齢者が長年にわたり培ってきた知識、経験等を活用し、６５歳まで現役として働く

ことができる社会を実現するため、６０歳定年の完全定着、継続雇用の推進、多様な形

態による雇用・就業機会の確保のための啓発活動に取り組む。  
７） 虐待その他高齢者に対する人権侵害の発生を防止するため、人権尊重の意識の高揚を

図るための啓発を行い、人権相談体制を充実させる。  
（４） 障害者  
    障害者のライフステージの全ての段階において全人間的復権を目指すリハビリテーショ

ンの理念と、障害者が障害のない人と同等に生活し活動する社会を目指す「ノーマライゼー

ション」の理念の下に、特に次のような施策の推進を図る。  
１） 障害者の自立と社会参加をより一層推進し、障害者の「完全参加と平等」の目標に向

けて「ノーマライゼーション」の理念を実現するための啓発・広報活動を推進する（障

害者の日及び週間を中心とする啓発・広報活動等）。  
２） 障害のある子どもに対する理解と認識を促進するため、小・中学校等や地域における

交流教育の実施及び講習会の開催、小・中学校の教員等のための指導資料の作成・配布、

並びに学校教育関係者及び保護者等に対する啓発事業を推進する。  
３） 精神障害者に対する差別、偏見の是正のため、地域精神保健福祉対策促進事業等に基

づきノーマライゼーションの理念の普及・啓発活動を推進し、精神障害者の人権擁護の

ため、精神保健指定医、精神保健福祉相談員等に対する研修を実施する。  
４） 障害者の社会参加と職業的自立を促進するため、障害者雇用促進月間を推進し、全国

障害者雇用促進大会及び身体障害者技能競技大会を開催するとともに、情報誌の発行等

事業主を始めとする国民全般に対する啓発活動を推進する。  
５） 障害者に対する差別や偏見を解消するため、人権尊重の意識の普及・高揚を図るため

の啓発活動を充実・強化するとともに、人権相談体制を充実させる。  
（５） 同和問題  
    同和問題に関する差別意識の解消を図るに当たっては、地域改善対策協議会意見具申（平

成８年（１９９６年）５月１７日）を尊重し、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上

げられてきた成果等を踏まえ、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し、その中で同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、今後

とも、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を踏まえて以

下の施策を積極的に推進する。  
１） 同和問題に関する差別意識の解消に向けた教育及び啓発に関する事業については、「同

和問題の早期解決に向けた今後の方策について（平成８年（１９９６年）７月２６日閣

議決定）」に基づき、 次の人権教育・人権啓発の事業に再構成して推進する。特に教育

に関する事業については、学校、家庭及び地域社会が一体となって進学意欲と学力の向

上を促進する内容をも含むものとして推進する。  
ア 人権問題啓発推進事業  
イ 小規模事業者等啓発事業  
ウ 雇用主に対する指導・啓発事業  
エ 教育総合推進地域事業  
オ 人権教育研究指定校事業  
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カ 人権教育総合推進事業  
キ 人権思想の普及高揚事業  

２） 隣保館において、地域改善対策協議会意見具申（平成８年（１９９６年）５月１７日）

に基づき、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、総合的な活動を推進する。  
３） 今後の教育及び啓発の中で同和関係者の自立向上という目標を重視するとともに、えせ

同和行為の排除を徹底する。また、同和問題についての自由な意見交換のできる環境づ

くりを推進する。さらに、教育の中立性を確保する。  
（６） アイヌの人々  
    アイヌの人々に対する取組に当たっては、国民一般が、アイヌの人々の民族としての歴史、

文化、伝統及び現状についての理解と認識を深め、その人権を尊重していくことが重要であ

り、その観点から特に以下の施策に取り組む。  
１） 平成８年（１９９６年）４月の「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」報告書の

趣旨を尊重して、「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」に基づき、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文

化（以下「アイヌの伝統等」という。）が置かれている状況等に鑑み、アイヌ文化の振興

並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推

進する。  
２） 学校教育におけるアイヌの人々の人権についての教育は、社会科等において取り上げら

れており、今後とも引き続き、基本的人権尊重の観点に立った教育推進のための教員の

研修を充実させる。  
３） 各高等教育機関等におけるアイヌ語やアイヌ文化に関する教育研究について、取組に配

慮する。  
４） 生活館において、アイヌの人々の生活の改善向上・啓発等の活動を推進する。  
５） アイヌの人々に対する人権侵害の発生を防止するため、人権尊重の意識の普及・高揚を

図るための啓発活動を充実・強化するとともに、人権相談体制を充実させる。  
（７） 外国人  
    今日、我が国社会は、諸外国との人的・物的交流の増大に伴い、外国人をめぐって様々な

人権問題が生じている。  
    そこで、外国人に対する偏見・差別を除去するため、特に以下の施策を推進する。  

１） 外国人に対する人権問題の解決を図るため、外国人のための人権相談体制を充実させる。  
２） 外国人に対する差別意識解消のための啓発活動を推進する。  
３） 定住外国人に対する嫌がらせや差別事象の発生を根絶するための啓発活動を推進する。  

（８）ＨＩＶ感染者等  
１） ＨＩＶ感染者  

ア 世界エイズデーの開催や、エイズに関するパンフレットの配布、各種の広報活動等を

通じて、エイズ患者やＨＩＶ感染者に対する偏見・差別を除去し、エイズ及びその感

染者への理解を深めるための教育・啓発活動を推進する。  
イ 学校教育においては、発達段階に応じて正しい知識を身に付けさせることにより、エ

イズ患者やＨＩＶ感染者に対する偏見や差別をなくすため、エイズ教育を推進し、教

材作成及び教職員の研修を充実させる。  
ウ エイズ患者やＨＩＶ感染者に対する誤解・偏見や差別意識を持つことのないよう、エ

イズに関する理解の促進のための学習機会を充実させる。  
エ 職場におけるエイズ患者やＨＩＶ感染者に対する誤解等から生じる差別の除去等の

ためのエイズに関する正しい知識を普及する。  
２） ハンセン病  

ハンセン病については、平成８年（１９９６年）に「らい予防法」が廃止されたとこ
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ろであるが、ハンセン病に対する差別や偏見の解消に向けて、ハンセン病資料館の運営、

啓発資料の作成・配布等を通じて、ハンセン病に関する正しい知識の普及を推進する。  
（９）刑を終えて出所した人  

刑を終えて出所した人に対する偏見・差別を除去し、これらの者の社会復帰に資するため

の啓発活動を実施する。  
（10）その他  

以上のほか、人権に関するその他の課題についても引き続き、偏見・差別を除去し、人権

が尊重されるための施策を推進する。  
 
４． 国際協力の推進 
 我が国は人権教育の分野での国際協力においても積極的な役割を果たしていくべきであり、そ

の推進に当たっては、必要に応じ国連人権高等弁務官、国連人権センター等とも連携していくこ

ととする。  
１） 国連総会、国連人権委員会における「人権教育のための国連１０年」に関する取組に貢献

する。  
２） 国連に設けられた「人権分野における諮問サービス及び技術的援助のための自発的基金」

等の人権関係基金に協力し、これらの基金を用いて国連人権センター等が開発途上国に対し

て実施する人権教育関連のプロジェクトに寄与する。  
３） 我が国からの開発途上国に対する人権教育関連の協力を引き続き推進する。  
４） 我が国において国際的な人権シンポジウムを開催する。特に人権教育をテーマとすること、

世界人権宣言採択５０周年に当たる平成１０年（１９９８年）には同宣言をテーマとするこ

とを検討する。  
５） 本国内行動計画については、国連人権高等弁務官に報告する。  

 
５． 計画の推進 
（１） この計画を実施するため、政府においては、人権教育のための国連１０年推進本部を軸と

して、行政機関相互の密接な連携を図りつつ、総合的な施策を推進するとともに、各省庁の

施策の実施に当たっては、本行動計画の趣旨を十分踏まえることとする。また、「人権教育

のための国連１０年」の趣旨等について様々な機会をとらえ周知を図る。さらに、本行動計

画の施策の積極的な推進等を通じ、人権教育・啓発を総合的かつ効果的に推進するための体

制の在り方について検討する。政府全体の取組における連絡調整体制の在り方についても併

せて検討する。  
（２） 本行動計画の実施に当たっては、人権擁護施策推進法に基づき法務省に設置された、人権

尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な

推進に関する基本的事項等を調査・審議する人権擁護推進審議会における検討結果を反映さ

せる。  
（３）様々な差別意識の解消を図り、すべての人の人権尊重の意識を高めていくためには、地方

公共団体その他の公的機関、民間団体等の果たす役割が大きい。このことに鑑み、これらの

団体等が、それぞれの分野において、本行動計画の趣旨に沿った自主的な取組を展開するこ

とを期待するとともに、本行動計画の実施に当たっては、これらの団体等の取組や意見に配

慮する。  
（４） この計画の推進状況について、定期的にフォローアップを行い、その結果を施策の推進に

反映するとともに、この計画自体を必要に応じ見直す。 



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 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 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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知立市人権施策推進本部設置要綱 
 

（設置） 

第１条 人権に関する施策を総合 的かつ効果的に推進するため、知立市人権施策推進本部

（以下「推進本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 人権教育及び人権啓発に関する行動計画の策定並びに総合的な推進に関すること。 

(2) 人権教育及び人権啓発の推進に関する関係部局との総合調整に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、人権教育及び人権啓発推進のための重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は、別表第１に掲げる者をもって組織する。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、市長をもって充てる。 

２ 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。 

３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。 

２ 推進本部の会議は、本部員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 推進本部の議事は、出席本部員の過半数で決し、可否同数のときは本部長の決するところ

による。 

（幹事会） 

第６条 推進本部に、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる者をもって組織する。 

３ 幹事会には、必要に応じて関係課長の出席を求めることができる。 

（部会） 

第７条 幹事会は、その所掌事務にかかる事項を検討するため、部会を置くことができる。 

（庶務） 

第８条 推進本部、幹事会及び部会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年２月１３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４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

推 進 本 部 

市長 副市長 教育長 

企画部長 総務部長 福祉子ども部長 

保険健康部長 市民部長 建設部長 

都市整備部長 会計管理者 上下水道部長 

教育部長 議会事務局長  
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別表第２（第６条関係） 

幹  事  会 

企画部秘書課長 企画部企画課長 企画部市民協働課長 

総務部総務課長 福祉子ども部福祉課長 福祉子ども部子ども課長 

保険健康部長寿介護課長 保険健康部健康増進課長 市民部経済課長 

建設部建築課長 都市整備部都市計画課長 上下水道部水道業務課長 

教育部学校教育課長 教育部生涯学習課長  

 

 

※ 平成 23 年 4 月 1 日より庶務は、企画部協働推進課において処理し、幹事会は下表のとお

りとなります。 

別表第２（第６条関係） 

幹  事  会 

企画部協働推進課長 企画部企画政策課長 総務部総務課長 

福祉子ども部福祉課長 福祉子ども部子ども課長 保険健康部長寿介護課長 

保険健康部健康増進課長 市民部経済課長 建設部建築課長 

都市整備部都市計画課長 上下水道部水道課長 教育部学校教育課長 

教育部生涯学習スポーツ課長   

 



知立市　人権に関する市民意識調査結果

(1) ：知立市全域
(2) ：市内に在住する２０歳以上の男女
(3) ：２，０００人
(4) ：平成２１年２月２３日～３月１３日
(5) ：住民基本台帳に基づく無作為抽出法
(6) ：配布　行政連絡員　　　返送　郵送

【属性】

①　性別

項目 人数
男性 397
女性 502

未回答 22

②　年齢

項目 人数
20～29歳 102
30～39歳 171
40～49歳 149
50～59歳 155
60～69歳 179
70歳以上 137
未回答 27

男性

女性

性別未回答

総数

－ 22 －

2,000

調 査 方 法

920 0

－

1,000 502 －

1,000 397

【回収数】

配布数 回答数 回収率

１　調査の目的
　　知立市民各層の人権に関する意識を把握し、人権問題についての、より効果的な啓発活動や
　適切な施策の推進を図るための基礎資料を得ることを目的とする。
２　調査仕様

抽 出 方 法

調 査 対 象 地 域
調 査 対 象
標 本 数
調 査 時 期

男性
43.0%

女性
54.6%

未回答
2.4%

40～49歳
16.2%50～59歳

16.8%

60～69歳
19.5%

20～29歳
11.1%

30～39歳
18.6%

70歳以上
14.9%

未回答
2.9%
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③　職業

人数

16
8

268
143
181
17

149
34
30

④ 居住地域（小学校区）

項目 人数
知立 273
猿渡 77
来迎寺 126
知立東 65
知立西 142
八ツ田 75
知立南 118
未回答 44

問1　 今の日本は、基本的人権が尊重されている社会だと思いますか。（○は１つ）

人数
218
158
467
67
10

問2 あなたはこの10年ほどの間に、自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。
（○は１つ）

項目 人数
ある 207
ない 572
わからない 133
未回答 8

教員
民間企業
臨時雇、パート、派遣

無職（休職中や定年後を含む）
その他

項目

公務員

わからない
未回答

未回答

自営業（農林、商工サービス、建設
業、自由業などの事業主及び家族
従事者）

74

家事専業
学生

項目
そう思う
そう思わない
いちがいにはいえない

公務員
1.7%

教員
0.9%

民間企業
29.1%

臨時雇、パー
ト、派遣
15.5%

家事専業
19.7%

学生
1.8%

無職（休職中
や定年後を
含む）
16.2%

その他
3.7%

未回答
3.3%

知立
29.7%

猿渡
8.4%

来迎寺
13.7%

知立東
7.1%

知立西
15.4%

八ツ田
8.2%

知立南
12.8%

未回答
4.8%

そう思う
23.7%

そう思わない
17.2%

いちがいには
いえない

50.8%

わからない
7.3%

未回答
1.1%

自営業（農林、商工サービス、建設業、自
由業などの事業主及び家族従事者）8.0%

ある
22.5%

ない
62.2%

わからない
14.5%

未回答
0.9%
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問3 （問2であると答えた方は）人権が侵害されたと思ったのはどんな場合でしたか。
（○はいくつでも）

人権・信条・性別・社会的身分などを理由に差別された （35人）

個人情報やプライバシーを侵害された （77人）

地域や職場において仲間はずれやいじめなど不当な扱 （66人）

　　 いを受けた

学校において体罰やいじめなど不当な扱いを受けた （19人）

家庭などで虐待やDVなど不当な扱いを受けた （14人）

役所や医療機関、福祉施設などで不当な扱いを受けた （36人）

あらぬうわさや悪口、落書き、インターネットなどで名誉・ （36人）

　　　信用を傷つけられたり、侮辱された

セクシュアル・ハラスメントを受けた （20人）

その他 （22人）

未回答 （79人）

問4 もし自分の人権を侵害された場合、どのように対応しますか。（○はいくつでも）

黙って我慢する （151人）

相手に抗議する （313人）

身近な人に相談する （578人）

有力者に相談する （51人）

弁護士に相談する （157人）

法務局又は人権擁護委員に相談する （118人）

市役所に相談する （151人）

警察に相談する （203人）

その他 （23人）

わからない （58人）

未回答 （8人）

問5 日本の社会における人権にかかわる問題として、重要な問題はどれだと思いますか。
（○はいくつでも）

女性の人権 （288人）

子どもの人権 （318人）

高齢者の人権 （416人）

障がい者の人権 （487人）

同和問題 （101人）

外国人の人権 （198人）

HIV感染者等（エイズ・ハンセン病など） （157人）

インターネット（パソコンや携帯電話）による人権侵害 （452人）

その他 （31人）

特にない （48人）

不明 （18人）

16.9%

37.2%

31.9%

9.2%

6.8%

17.4%

17.4%

9.7%

10.6%

38.2%

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

31.3%

34.6%

45.2%

52.9%

11.0%

21.5%

17.1%

49.1%

3.4%

5.2%

2.0%

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

16.4%

34.0%

62.8%

5.5%

17.1%

12.8%

16.4%

22.1%

2.5%

6.3%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問6 人権にかかわる宣言や条約で見聞きしたことがあるものはどれですか。（○はいくつでも）

世界人権宣言 （516人）

人種差別撤廃条約 （375人）

国際人権規約 （141人）

女子差別撤廃条約 （237人）

難民条約 （193人）

児童の権利条約（子どもの権利条約） （242人）

人権教育のための国連10年 （48人）

人権教育・啓発推進法 （83人）

水平社宣言 （69人）

男女共同参画基本法 （303人）

障害者基本法 （228人）

その他 （4人）

特にない （125人）

未回答 （30人）

問7 女性の人権が尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。（○は3つ以内）

男女の固定的な役割分担意識(｢男は仕事、女は家庭｣など) （362人）
のおしつけ

働く場における差別待遇（採用、昇格、賃金など） （496人）

セクシュアル・ハラスメント （263人）

ドメスティック・バイオレンス （153人）

売春・買春など （128人）

アダルトビデオやポルノ雑誌など、女性を性の対象物ととら （211人）
　える風潮

家庭や職場、地域などで女性の意見が尊重されないこと （156人）

その他 （11人）

特にない （82人）

わからない （39人）

未回答 （17人）

問8 女性の人権が守られるためには、どのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。
（○は3つ以内）

男女が仕事と家庭を両立できる環境の整備 （630人）

女性が被害者になる犯罪の取り締まりの強化 （450人）

男女平等に関する教育の充実 （248人）

議員・審議会委員など政策・方針決定の場への女性 （158人）
　　　　 参画の推進

男女平等の啓発活動の推進 （147人）

女性のための相談体制の充実 （202人）

その他 （13人）

特にない （42人）

わからない （29人）

未回答 （13人）

56.1%

40.8%

15.3%

25.8%

21.0%

26.3%

5.2%

9.0%

7.5%

32.9%

24.8%

0.4%

13.6%

3.3%

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

39.3%

53.9%

28.6%

16.6%

13.9%

22.9%

17.0%

1.2%

8.9%

4.2%

1.8%

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

68.5%

48.9%

27.0%

17.2%

16.0%

22.0%

1.4%

4.6%

3.2%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問9 子どもの人権が尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。（○は３つ以内）

社会において学校だけの成績だけで子どもの全人格を評価 （482人）
すること

親をはじめ大人による、子どもへの暴力、虐待（身体的・性的 （418人）
・心理的虐待など）

いじめや暴力行為の被害 （408人）

基本的なしつけや教育の放棄 （423人）

親をはじめ大人による、一方的な考えの押しつけ （326人）

その他 （9人）

特にない （25人）

わからない （14人）

未回答 （10人）

問10 子どもの人権が守られるために、どのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。
（○は３つ以内）

子ども一人ひとりの個性や能力を大切にした教育の実践 （495人）

子どもが人権意識を身につけるための心の教育の充実 （311人）

子どもが多様な人々と交流し実体験を積み重ねられるため （353人）
  の地域社会の協力活動

子どもの人権尊重に関する大人の意識改革 （263人）

子どもが被害者になる犯罪の取締り強化や有害環境の浄化 （357人）

人権意識を高める研修などによる教師の資質・能力の向上 （205人）

子育て、教育などに関する相談体制の充実 （163人）

子どもの人権尊重の啓発活動の推進 （41人）

その他 （24人）

特にない （10人）

わからない （13人）

未回答 （9人）

問11 高齢者の人権は尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。（○は３つ以内）

働きたくても働ける場が少ないこと （503人）

自分の能力を発揮する機会が少ないこと （236人）

高齢者の意見や行動が尊重されないこと （219人）

アパートなどの住宅を容易に借りることができないこと （158人）

道路や建物、交通機関などがバリアフリーになっていないた （326人）
め、外出先で不便が多いこと

家族や介護者、あるいは病院や福祉施設で不当な扱いや、 （299人）
身体的、心理的などの虐待があること

その他 （27人）

特にない （44人）

わからない （44人）

未回答 （14人）

52.4%

45.4%

44.3%

46.0%

35.4%

1.0%

2.7%

1.5%

1.1%

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

53.8%

33.8%

38.4%

28.6%

38.8%

22.3%

17.7%

4.5%

2.6%

1.1%

1.4%

1.0%

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

54.7%

25.7%

23.8%

17.2%

35.4%

32.5%

2.9%

4.8%

4.8%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問12 高齢者の人権が守られるために、どのようなことに力を入れるべきだと思いますか。
（○は3つ以内）

高齢者が生活しやすい街づくりの推進 （629人）

高齢者の就職機会の確保 （379人）

高齢者と他の世代との交流の促進 （358人）

高齢者のための相談体制の充実 （325人）

高齢者の人権尊重の啓発活動の推進 （129人）

その他 （13人）

特にない （22人）

わからない （27人）

未回答 （7人）

問13 障がい者の人権が尊重されていないと思うのはどのようなことですか。（○は３つ以内）

就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受けること （496人）

交通機関、道路、店舗、公園などの利用が不便なこと （358人）

じろじろと見られたり、避けられたりすること （308人）

学校の受け入れ体制が十分でないこと （269人）

身近な地域での福祉サービスが十分でないこと （268人）

障がい者の暮らしに適した住宅が少ないこと （220人）

その他 （12人）

特にない （23人）

わからない （72人）

未回答 （13人）

問14 障がい者の人権が守られるためにどのようなことに力を入れるべきだと思いますか。
（○は3つ以内）

障がい者が生活しやすい街づくりの推進 （550人）

障がい者の就職の機会 （414人）

障がいのある人とない人の交流の促進 （278人）

個人のニーズに合った福祉サービスの充実 （401人）

障がい者の人権尊重の啓発活動の推進 （113人）

障がい者のための相談体制の充実 （283人）

その他 （14人）

特にない （11人）

わからない （36人）

未回答 （13人）

68.4%

41.2%

38.9%

35.3%

14.0%

1.4%

2.4%

2.9%

0.8%
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問15 外国人の人権が尊重されていないと思うのはどのようなことですか。（○は3つ以内）

地域社会の受入れが十分でないこと （364人）

就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受けること （399人）

保険・医療、防災、教育などの生活に必要な情報が十分に
 手に入れられないこと （355人）

文化・スポーツ施設、ショッピング施設などで外国語表記な
 どがなく、十分なサービスが受けられないこと （140人）

アパートなどの住宅を容易に借りることができないこと （143人）

その他 （18人）

特にない （63人）

わからない （173人）

未回答 （22人）

問16 外国人の人権が守られるためにどのようなことに力を入れるべきだと思いますか。
（○は１つ）

外国人が安心して就労できる環境の整備 （425人）

日常生活に必要な情報の外国語による提供 （350人）

外国人のための相談体制の充実 （358人）

シンポジュウム、講座や交流イベントの開催など国際理解の （136人）
ための機会提供

外国語教育や国際理解教育の推進 （176人）

外国人の地方参政権や行政への参画の促進 （69人）

その他 （19人）

特にない （51人）

わからない （138人）

未回答 （21人）

問17 日本に居住している外国人が不利益な扱いを受けることについてどう思いますか。
（○は１つ）

人数
132

28
79
15

ことばが通じないのでやむを得ない 71

外国人に対する差別だ
外国人に対する理解の不足から生
じている

項目

風習・習慣が違うのでやむを得ない 112

未回答

仕事の雇用形態などから経済状態
が違うのでやむを得ない

31

外国人だから不利益な扱いを受け
ても仕方がない

446

6

その他
わからない

39.6%

43.4%

38.6%

15.2%

15.5%

2.0%

6.8%

18.8%

2.4%

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

46.2%

38.0%

38.9%

14.8%

19.1%

7.5%

2.1%

5.5%

15.0%

2.3%

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

外国人に対
する差別だ
14%

外国人に対
する理解の
不足から生
じている
48%

ことばが通じ
ないのでや
むを得ない
8%

風習・習慣が
違うのでや
むを得ない
12.2%

仕事の雇用
形態などか
ら経済状態
が違うので
やむを得な
い  3%

外国人だか
ら不利益な
扱いを受け
ても仕方が
ない  1%

その他
3.0%

わからない
8.6% 未回答

1.6%
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問18 地域を在住外国人とともに暮らしやすい社会にするため、どのようなことに力を入れる
べきだと思いますか。（○は３つ以内）

外国の言葉や文化の学習機会を増やす （216人）

日本語や日本の文化の学習機会を増やす （366人）

在住外国人に、日本の法律や、生活のルール、習慣を （658人）
　  　知ってもらう

地域住民と在住外国人との交流の機会をつくる （305人）

在住外国人が感じていること、困っていることを発言で
　 　きる機会を作る （327人）

その他 （6人）

わからない （57人）

未回答 （16人）

問19 外国人の人権擁護について、あなたの考えはどれですか。（○は１つ）

人数

7
67
18

問20 地域で外国人と共生するためには、あなたは何をすべきだと思いますか。（○は１つ）

人数

21
155
25

51

その他
わからない

65
ボランティアとして自分にできること
をする

地域で暮らす仲間・パートナーとし
て受け入れるとともに、外国の文化
や生活習慣などを理解する

441

項目

未回答

43

405

その他

外国人も日本人と同じように人権は
守られるべきだ

わからない

外国人は日本人と同じような権利を
持っていなくても仕方がない

外国人は日本人と全く同じでなくて
も、できる限り人権は守られるべき
だ

380

項目

自分から積極的に外国人に話しか
けるようにする
地域の活動や交流の場に外国人を
誘う

162

未回答

23.5%

39.8%

71.5%

33.2%

35.5%

0.7%

6.2%

1.7%
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外国人も、
日本人と同
じように人権
は守られる
べきだ
44%

外国人は日
本人と全く同
じでなくて
も、できる限
り人権は守
られるべき
だ　41%

外国人は日
本人と同じ
ような権利を
持っていなく
ても仕方が
ない
5%

その他
　　　1%

わからない
　　　　　7% 未回答

　　　2%

地域で暮らす
仲間・パート
ナーとして受け
入れるととも
に、外国の文
化や生活習慣
などを理解す
る
47.9%

自分から積極
的に外国人に
話しかけるよう
にする
6%

地域の活動や
交流の場に外
国人を誘う
17.6%

ボランティアと
して自分にでき
ることをする
7%

その他
2.3%

わからない
16.8%

未回答
2.7%
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問21 エイズ患者・HIV感染者の人権が尊重されていないと思うのはどのようなことですか。
（○は３つ以内）

就職や職場で不利な扱いを受けること （396人）

医療機関で治療や入院を断られること （299人）

結婚を断られたり、離婚を迫られたりすること （213人）

本人に無断でエイズ検査をされること （94人）

アパートなどの住宅への入居が困難なこと （96人）

その他 （9人）

特にない （46人）

わからない （315人）

未回答 （25人）

問22 ハンセン病患者・元患者の人権が尊重されていないと思うのはどのようなことですか。
（○は3つ以内）

じろじろ見られたり、避けられたりすること （302人）

就職や職場で不利な扱いを受けること （233人）

医療機関で治療や入院を断られること （117人）

ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むのが困難なこと （234人）

アパートなどの住宅への入居が困難なこと （49人）

病気に対する正しい理解なしに、怖い病気といった偏見や誤 （365人）

その他 （7人）

特にない （27人）

わからない （268人）

未回答 （24人）

問23 エイズ患者・HIV感染者やハンセン病患者・元患者の人権が守られるためにどのような
ことに力を入れるべきだと思いますか。（○は3つ以内）

学校におけるエイズ教育やハンセン病の正しい理解の推進 （668人）

HIVやハンセン病の問題についてのシンポジュウム、講座の （316人）
開催、パネル展など正しい理解の機会提供

エイズ患者・HIV感染者やハンセン病患者・元患者などのプ （285人）
ライバシー保護の徹底

エイズ患者・HIV感染者やハンセン病患者・元患者などの相 （277人）
談体制の充実

その他 （8人）

特にない （21人）

わからない （123人）

未回答 （21人）

解があること
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問24 インターネット（パソコンや携帯電話）をどのくらい利用しますか。（○は１つ）

人数
323

ときどき利用する 246
ほとんど利用しない 331

20

問25 インターネットで他人を誹謗中傷するなど、人権侵害と思われるような書き込みやホーム
ページを発見した場合、そのような内容のページを見ますか。（○は１つ）

項目 人数
見る 170
見ない 701
未回答 49

問26 インターネットによる人権侵害について、特に問題となっているのはどのようなことだと
思いますか。（○は３つ以内）

他人の身元を暴いたり、誹謗中傷する表現を掲載すること （606人）

差別を助長する表現を掲載すること （179人）

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること （524人）

捜査対象となっている未成年の実名や顔写真を掲載すること （145人）

わいせつ画像や残虐な画像など、有害な情報を掲載すること （368人）

その他 （12人）

特にない （19人）

わからない （91人）

未回答 （27人）

問27 結婚相手を決めるとき、家柄とか血筋を問題にする風習について、どのように思いますか。
（○は１つ）

人数
176

156
19

よく利用する

項目

215

項目

当然だと思う
おかしいと思うが、自分だけ反対し
ても仕方がないと思う
間違っているから、なくしていかなけ
ればならないと思う

未回答

わからない
未回答

354

ときどき利
用する
26.7%

ほとんど利
用しない
36.0%

よく利用す
る　　35.1%

未回答
2.2%

見る
18.5%

見ない
76.2%

未回答
5.3%

65.9%

19.5%

57.0%

15.8%

40.0%

1.3%

2.1%

9.9%

2.9%
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当然だと思
う
19.1%

おかしいと
思うが、自
分だけ反対
しても仕方
がないと思
う
23.4%

間違ってい
るから、なく
していかな
ければなら
ないと思う
38.5%

わからない
17.0%

未回答
2.1%
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問28 結婚にあたり、家柄や家族状況を調べること（聞き合わせ）について、あなたはどのように
思いますか。（○は１つ）

人数
299

164
16

問29 企業が採用選考のとき身元調査をすることについてどのように思いますか。（○は1つ）

人数
412

116
18

問30 あなたは、学校、職場及び地域で同和問題について教育を受けたり学習をしたことが
ありますか。（○はいくつでも）

小学校で受けた （94人）

中学校で受けた （106人）

高校で受けた （54人）

大学で受けた （33人）

市民対象の講座などで受けた （29人）

職場の研修で受けた （95人）

PTAや民間が主催する研修会で受けた （23人）

その他 （35人）

覚えていない （243人）

受けたことはない （250人）

わからない （111人）

未回答 （24人）

未回答

未回答
わからない

項目
当然だと思う

間違っているから、なくしていかなけ
ればならないと思う

おかしいと思うが、自分だけ反対し
ても仕方がないと思う

124

項目
当然だと思う

250

271

おかしいと思うが、自分だけ反対し
ても仕方がないと思う
間違っているから、なくしていかなけ
ればならないと思う
わからない

170

当然だと思う
32.5%

おかしいと
思うが、自分
だけ反対し
ても仕方が
ないと思う
18.5%

間違ってい
るから、なく
していかな
ければなら
ないと思う
29.5%

わからない
17.8%

未回答
1.7%

当然だと思
う
44.8%

おかしいと
思うが、自
分だけ反対
しても仕方
がないと思
う　13%

間違ってい
るから、なく
していかな
ければなら
ないと思う
27.2%

わからない
12.6%

未回答
2.0%

10.2%

11.5%

5.9%

3.6%

3.2%

10.3%

2.5%

3.8%

26.4%

27.2%

12.1%

2.6%
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問31 同和問題の解決に対するあなたの考えに近いのはどれですか。（○は１つ）

人数

364
32

問32 人権が尊重される社会を実現するにはどのような取り組みが必要だと思いますか。
（○は３つ以内）

人権意識を高めるための啓発を充実させる （211人）

学校などにおいて人権教育を充実させる （487人）

社会に見られる不合理な格差を解消させるための施策を充
 実させる （267人）

社会的に弱い立場にある人を救済、支援していく （284人）

人権にかかわりがある職場に勤める人の人権意識を高める
 （行政職員、教職員、医療、福祉関係者、警察官、消防士など） （304人）

人権侵害に対する法的規制を強化する （175人）

個人個人自らが人権意識を高めるよう努める （337人）

その他 （18人）

特にない （11人）

わからない （42人）

未回答 （16人）

わからない

自分ではどうしようもない問題だか
ら、なりゆきにまかせるより仕方がな
いと思う
自分ではどうしようもない問題だが、
誰かしかるべき人が解決してくれる
と思う

17

未回答

これは同和地区の人だけの問題だ
から、自分とは直接関係ない問題
だと思う

項目

109

基本的人権にかかる問題だから、
自分も市民の一人として、この問題
の解決に努力すべきだと思う

318

80

これは同和
地区の人だ
けの問題だ
から、自分と
は直接関係
ない問題だと
思う　　　　2%

自分ではどう
しようもない
問題だから、
なりゆきにま
かせるより仕
方がないと思
う　　　　　9% 自分ではどう

しようもない
問題だが、誰
かしかるべき
人が解決して
くれると思う
12%基本的人権

にかかる問
題だから、自
分も市民の
一人として、
この問題の
解決に努力
すべきだと思
う　35%

わからない
39.6%

未回答
3.5%

22.9%

52.9%

29.0%

30.9%

33.0%

19.0%

36.6%

2.0%

1.2%

4.6%

1.7%
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用語解説 

（50 音順） 

■「あいフレンド」 

  知立市における特別な支援を必要とする児童生徒（不登校児童生徒など）に対して、学級担

任や不登校担当教員、心の指導員などと連携をとりながら支援活動を行い、個に応じた指導の

充実を図る目的で実施している事業です。事業の内容は、将来教員をめざす大学生や院生など

を「あいフレンド」として、平成１０年度から１７年度は不登校児童生徒を対象に、平成１８

年度は発達障がいのある児童生徒にも対象を広げました。平成１９年度からは、一人ひとりの

児童生徒へのよりきめ細かな指導を図るため、「あいフレンド」は不登校児童生徒のみを対象と

し、支援を行っています。（発達障がいのある児童生徒に対しては発達障がい児等支援補助員を

配置しています。） 

 

■「公正採用選考人権啓発推進員」 

  職業選択の自由を保障し、すべての人々に｢就職の機会均等が保障されるよう、事業主など、

雇用する側が同和問題をはじめとする人権問題を正しく認識し、応募者の適性と能力のみに基

づく公正な採用選考を実施できるよう、一定規模以上の事業所（愛知県の場合は、常時使用す

る従業員の数が３０人以上の事業所、職業紹介事業、派遣事業を行う事業所が設置対象）にお

いて、「公正採用選考人権啓発推進員」を設置することとなっています。そして、この「推進員」

に対し職業安定機関からの継続的な指導啓発を行うことにより、事業所の公正な採用選考シス

テムの確立を図ることを目的としています。 

 

■「心の教室相談員」 

  中学生生徒が悩みなどを気軽に話すことができ、ストレスを和らげることのできる第三者的

な存在として、教員ではない地域に住む人を生徒の身近に配置し、生徒が心のゆとりを持てる

ような環境を提供し、生徒の心の安定を図るため、各中学校に「心の教室相談員」を設置し、

「心の教室」（相談室）に常駐しています。 

 

■「スクールカウンセラー」 

  児童の心の問題に対応するため、学校に配置される心理学の専門知識を持った臨床心理士な

どの専門家のことをいいます。学校におけるいじめや不登校、さまざまな悩みの相談に応じ、

助言をするなどの心のケアを行います。 

 

■「成年後見制度」 

  認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、財産を管理した

り、さまざまな契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれら

のことをするのが難しい場合があります。 

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法な
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どの被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な人たちを保護し、支援する

のが成年後見制度です。 

 

■「統一応募用紙」 

  新規高卒者の応募用紙で、求職時の採用選考にあたり、不合理な就職差別の排除と応募者の

適正と能力に基づく公正な採用選考を確保する目的から文部省、労働省、全国高等学校長協会

の協議により定められ、昭和 48 年度から使用されています。 

 

■「ノーマライゼーション」 

  高齢者や障がい者などを施設に隔離せず、健常者と一緒に助けあいながら暮らしていくのが

正常な社会の在り方であるとする考え方であり、また、それに基づく社会福祉政策のことです。 

 

■「バリアフリー」 

  高齢者や障がい者が社会生活していくうえで障壁（バリア）となるものを除去することで、

もともとは、建物内の段差解消などハード面の色彩が濃いが、最近は人々の行動や心理的側面

から見た社会環境のバリアが問題となり「心のバリアフリー」が求められています。 

 

■「マイノリティ」 

  社会的少数者、例えば同和地区出身者、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、HIV 感

染者やハンセン病患者・元患者、性同一性障がい者、その他さまざまな困難を抱えている人な

ど、社会的に偏見や差別を受ける社会的弱者のことをさします。 

 

■「ユニバーサルデザイン」 

  年齢、性別、国籍、障がいの有無などに関わらず、すべての人が気持ちよく暮らせるように

あらかじめ都市景観や生活環境を計画する考え方です。 
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