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西脇市人権教育及び啓発に関する総合推進指針（案）  

 

第４章  個別の人権課題にかかる施策の推進  

 

〇  働く人と職場  

  

⑴  現状と課題  

これまで、様々な人権保護の取組がなされてきたにもかかわら

ず、職場でのセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメン

ト、妊娠・出産を理由とする嫌がらせや不当解雇などのマタニテ

ィ・ハラスメント、長時間労働、性別・障害・国籍などによる不

当な扱いが依然として社会問題となっています。  

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、  

仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやり  

がいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、  

家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人

生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とさ

れています。その実現のために、働き方を見直し、男女共同参画

を進めるとともに、子育てや介護など個人のライフステージに応

じた多様な働き方が選択できる環境を整える必要があります。  

   意識調査によると、「働く人の人権に関して、あなたが特に問  

題があると思われること」について、「長時間労働が常態化して、  

仕事と生活の調和が保てないこと」が 25.8％と最も高く、次いで

「非正規雇用の割合が高くなり、待遇の差が大きくなっているこ

と」が 22.9％、「休暇制度があっても取れないような実態がある

こと」が 22.5％となっています。  

平成 29（ 2017）年１月に「男女雇用機会均等法」が改正施行さ

れ、事業主には妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに  

ついての防止措置が義務付けられました。さらに、令和２（ 2020）  

年６月には、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、パワーハラ

スメントについても、その防止措置が事業主に義務付けられまし

た。  

今後は、さらに様々な人の人権を尊重し、一人ひとりの能力を

最大限に発揮できる環境、職場づくりが必要です。そのためには、

働く人の人権を守るため、正しい理解と認識を深めることが重要

です。  

 

⑵  施策の推進  

資料１  
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本市においては、対話や気付きを大切にし、様々な機会を捉え

て人権意識の高揚を図り、一人ひとりの人権を大切にした働きや

すい職場を増やすための取組を推進します。  

  ア  啓発活動の推進  

ワーク・ライフ・バランスの実現や職場でのハラスメントの

防止等に向け、企業や事業所、ハローワークなどの関係機関と

連携し、市民意識の一層の醸成を図るための広報、啓発活動に

努めます。  

  イ  学習機会の提供  

誰もがいきいきと働くことができる企業活動や職場づくりを

目指し、法令や制度、ハラスメントを生まないコミュニケーシ

ョンなどの実践事例に関する情報や学習の機会を提供します。  

ウ  相談支援体制づくり  

関係機関と連携し、多様な働き方に対応できるよう働く人の

子育て、介護などの相談・支援体制づくりに積極的に取り組み

ます。  

 エ  情報を共有するネットワークづくり  

企業は社会を構成する一員としての責任を果たすことが求め

られています。人権に配慮した取組として、西脇市人権教育協

議会の企業内教育部会と連携し、市内企業・事業者間で情報共

有、意見交換ができる機会づくりに努めます。  

 

〇  部落差別（同和問題）  

 

⑴  現状と課題  

   部落差別（同和問題）は「人類普遍の原理である人間の自由と

平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的

人権にかかわる課題である」との「同和対策審議会答申」（昭和

40（ 1965）年。以下「答申」という。）を受け、昭和 44（ 1969）  

年に「同和対策事業特別措置法」（以下「特別措置法」という。）  

が制定されてから平成 14（ 2002）年までの 33年間、生活環境の改

善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人

権擁護活動の強化等の事業が国により実施されました。  

   本市においても、特別措置法に基づく同和対策事業や同和教育

啓発を実施してきました。その結果、部落差別（同和問題）に起

因する劣悪な生活環境や教育上の格差等に大きな改善が見られま

した。  

   そして、特別措置法が失効した平成 14（ 2002）年３月以降は、

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づき、残された課
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題の解決が図られています。平成 14（ 2002）年３月に閣議決定さ

れた人権教育・啓発に関する基本計画を踏まえ、部落差別（同和

問題）を重要な人権課題の一つと捉え、その解決に向けた取組を

推進してきました。  

近年、全国的にはインターネットの悪用による新たな差別が顕

在化するなどの課題も生じてきています。  

こうした中、平成 28（ 2016）年 12月に、「部落差別の解消の推

進に関する法律」（以下「部落差別解消法」という。）が施行さ

れました。  

意識調査によると、「部落差別などの同和問題に関して、あな

たは現在どのような人権問題が起きていると思うか」について、

「結婚問題での周囲からの反対があること」が 32.9％と最も高く、

次いで「いわゆる同和地区への居住の敬遠があること」が 20.8％

となっています。また、「部落差別などの同和問題が生じる原因

や背景として一番思い当たるもの」について、「家族（祖父母、

父母、兄弟姉妹など）、親戚から教えられる偏見・差別意識」が

最も多く 27.8％、次いで「社会全体に残る差別意識」が 21.0％、

「わからない」が 15.9％となっています。  

本市においては、「部落差別のない社会を実現する」ことを基

本理念とする部落差別解消法に基づき、市民の理解と協力を得な

がら、今後も着実に部落差別の解消に向けた取組が必要です。  

 

⑵  施策の推進  

  部落差別に対する正しい理解と認識を深め、偏見と差別意識の

解消のための取組を推進します。  

  ア  人権に関する学習機会の充実  

部落差別の解消のために、人権に関する学習機会の充実に努

め、人権教育・啓発のための情報提供を積極的に行います。  

  イ  人権教育・啓発のための研究や研修の充実  

    学校・園や地域における人権教育・啓発のための研究や研修

の充実を図ります。  

  ウ  隣保館活動の充実  

    各種講座や相談業務を行うとともに、地域住民の交流事業を

展開するなど、地域に密着した人権啓発活動の拠点として、ま

たコミュニティセンターとして、隣保館活動の充実を図ります。  

 

〇  外国人  

 

⑴  現状と課題  
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日常生活においては、異なる言語や習慣、文化等への理解不足

から、労働や住宅、教育等の分野において、外国人が、不便を強

いられたり、偏見や差別を受けたりするなどの問題が依然として

生じています。  

しかし、その一方で、国際化の進展に伴い、多数の外国人市民

が生活する中で、新たなつながりも生まれ、外国人市民をサポー

トしようという活動も増えてきています。また、従来から国内に

生活の本拠を有する在日韓国・朝鮮人等の永住者については、交

流などを通して相互理解が深まりつつありますが、歴史的経緯か  

ら差別意識は依然として残っており、いわゆる「ヘイトスピーチ」  

などの新たな問題も生じています。  

意識調査によると、「日本に居住している外国人に関すること

で、人権上、あなたが特に問題があると思われること」について、  

「就職・職場で不利な扱いを受けること」が 30.0％と最も高く、

次いで「文化や生活習慣の違いが受け入れられなかったり、その

違いから嫌がらせを受けること」が 28.5％、「わからない」が同

じく 28.5％となっています。  

外国人市民に対する理解やその人権の尊重に関する理解を深め

ていくためには、日常生活の中で異なる歴史や文化、生活習慣、

価値観などの多様性を受け入れ、互いに尊重する気持ちを育み、

共に生きる環境づくりを進めることが大切です。  

 

⑵  施策の推進   

  国籍や民族、文化の違いにかかわらず、互いを理解し、ともに

地域社会を支える主体となるような活力ある多文化共生社会に向

けた取組を推進します。  

ア  多文化共生教育の推進  

国籍や、民族などの異なる人々が互いの文化の違いを認め、

理解し合い、共に生きていく多文化共生への認識を高めるため

の体験活動等を行います。  

  イ  日本語指導を必要とする外国人児童生徒等への支援  

日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対し、コミュニケー

ションの円滑化、生活適応や学習支援、心の安定を図るなど学

校生活へ早期に適応できるよう支援します。  

  

〇  性的指向・性自認  

 

⑴  現状と課題  

   生まれたときの外観などで判断される「身体の性」と、自分が
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自覚している「心の性」は、必ずしも一致するものではありませ

ん。恋愛対象が異性とは限りません。周りと違う自分に違和感を

持ちながらも、いじめや差別につながることへの不安から、誰に

も相談できずに悩んでいる人がいます。  

   また、セクシュアリティ（性のあり方）に関係する“からかい”  

や“差別的な発言”により自尊感情を傷つけられるだけでなく、

不登校や引きこもりといった事案が発生しているとの報告もあり

ます。性の多様性を認め、一人ひとりが自分らしく生きていくた

めには、まず「知る」「理解する」ということが重要であると考

えます。  

   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

示すことをいいます。具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向

かう異性愛（ヘテロセクシュアル）、同性に向かう同性愛（ホモ

セクシュアル）、男女両方に向かう両性愛（バイセクシュアル）

を指します。  

特に「男性が男性を、女性が女性を好きになる」ことに対して

偏見があり、同性愛者、両性愛者は場合によっては自らの居場所

を追われることさえあります。現在では、性的指向を理由とする

差別的取扱いは不当であるという認識が広がっていますが、いま

だ偏見や差別があるのが現状です。  

また、性自認とは、自分自身の性別をどのように認識している

かということで「心の性」と呼ばれています。多くの人は、心の

性と身体の性が一致していますが、この両者が一致しない人は、

偏見の目を向けられたり、職場などで不適切な扱いを受けたりす

ることがあります。  

   2004（平成 16）年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に

関する法律」（ 2008（平成 20）年改正により要件緩和）が施行さ

れ、この法律により、性同一性障害者であって一定の要件を満た

した人については、性別の取扱い変更の審判を受けることが可能

となる制度が設けられました。  

意識調査によると、「異性愛、同性愛などといった性的指向に

関し、あなたは現在どのような人権問題が起きていると思うか」

について、「差別的な言動をされること」が 38.4％と最も高く、

次いで「わからない」が 37.3％となっています。  

性的指向は様々であることを認識し、偏見や差別をなくし、理

解を深めることが必要です。  

 

⑵  施策の推進   

  多様な生き方や価値観を認め合い、共生社会を築こうとする機運
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を高める取組を推進します。   

ア  地域社会における教育・啓発の推進  

性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくすため多様な

性への理解を深める教育・啓発を推進します。  

イ  学校教育における人権教育の推進  

性的指向や性自認が原因のいじめやいやがらせが起こらないよ

うに性の多様性についての理解を深めていきます。また、当事者

に寄り添いながら、悩みや思いを共有しカウンセリングマインド

で接します。  

 

〇  感染者等  

 

⑴  現状と課題  

新型コロナウイル ス（ＣＯＶＩＤ -19）の世界的な流行により 、

その影響は場所を選ばず、世界のあらゆる国・地域に 及び、「生

きる権利」をはじめ、人々が生きていく上でなくてはならない様

々な権利を脅かしました。新型コロナウイルス感染症に関する誤

った知識や偏見によって、感染者、濃厚接触者、医療従事者等が

差別される事象が多発しました。  

ＨＩＶ感染症については、昭和 60（ 1985）年の日本初のエイズ

患者認定以来、感染者への差別が全国に広がりました。現在、日

常生活では感染しにくい非常に感染力の弱いウイルスであること

や、検査による早期発見と治療によって発症を遅らせることが可

能であることが分かっています。しかし、エイズ患者 、ＨＩＶ感

染者やその家族に対する差別や偏見は根強く残っています。  

ハンセン病については、感染力の弱いウイルスであり、治療に

よって完治する病気であることが分かっています。ハンセン病患

者を強制隔離していた「らい予防法」は平成８（ 1996）年に廃止

され、平成 21（ 2009）年には「ハンセン病問題の解決の促進に関

する法律」が施行されました。様々な施策が実施されてきました

が、ハンセン病患者・回復者及びその家族は今なお差別や偏見に

苦しんでいます。  

意識調査によると、「あなたが特に関心を持っている人権問題

は何か」について、感染者等に関する人権問題への関心は低く、

「エイズ患者・ＨＩＶ感染者に関する問題」は  4.2％、「ハンセ

ン病患者・回復者などに関する問題」は  3.1％となっています。  

感染症患者等に関する理解は進みつつあるものの、依然として

偏見や差別が解消されていない状況にあります。感染症患者等の

人権を尊重し、偏見や差別を解消していくことが大切であるとい
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う考えを常に念頭に置き、正しい知識を広める教育や啓発活動の

充実に努める必要があります。  

 

⑵  施策の推進  

本市においては、感染者を取り巻く様々な問題に対応するため、

関係機関との連携を図りながら取組を推進します。  

  ア  感染症等に関する人権侵害を防止するための教育・啓発の推

進  

感染症発生時に感染者や関係者等に対する人権侵害 が起こら

ないように教育・啓発を推進します。  

  イ  ＨＩＶ感染症等に対する正しい知識の普及啓発の推進  

エイズ患者・ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等については、

病気そのものに対する偏見があり、これらの感染症の正しい理

解と認識を深めるための教育・啓発を推進します。  

ウ  学校教育における理解の推進と人権教育の充実  

学校教育においては、発達段階に応じた教育を通して、正し

い知識を身に付けることにより偏見や差別の解消に努めます。  

 

〇  様々な人権課題  

その他にも、被災された人、北朝鮮当局によって拉致された被害

者等、犯罪被害者、刑を終えて出所した人、ホームレスの人、アイ  

ヌの人々、人身取引、環境と人など様々な人権に係る問題が存在し、  

今後、さらに多様化、複雑化する傾向にあります。本市においては、  

これらの問題についても、その解消に向け、関係機関と連携しなが

ら取組を進める必要があります。  
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第５章  推進体制  

 

１  推進体制の整備  

  人権尊重の理念に関する理解を深めるための教育・啓発について

は、それぞれの人権課題に係る施策の展開が重要です。そのため、

全ての市民と市職員が高い人権意識をもって行動する必要がありま

す。  

人権施策の推進には、各部署が相互に連絡・調整し、推進体制の

整備を図り、総合的に対応していきます。また、西脇市人権教育協

議会等と連携して地域での学習体制の整備・強化に努めます。  

 

２  相談体制の充実  

  市が開設する相談窓口により、人権侵害を受けた当事者が一人で

悩むことなく安心して相談できるような環境を整備することが重要

です。そのためには、人権に関する身近な相談窓口の周知と利用し

やすい相談体制づくりに努めます。また、関係機関、相談窓口との

密接な連携協力を図り、問題の解決に努めます。  

 

３  関係機関との連携体制  

人権教育・啓発を円滑に推進するためには、国、県の関係機関、

市内の各種団体との連携協力が必要です。  

このため、人権擁護推進の立場にある人権擁護委員や西脇市人権

教育協議会をはじめとする、人権教育・啓発に関係する各種団体と

の連携を強化し、情報の共有、啓発、研修、相談等を効果的・効率

的に推進します。  

 

４  指針の期間と見直し  

  本指針の期間を、 10年間とします。なお、人権を取り巻く国内外

の動向や社会情勢の変化に対応するため、必要に応じて内容を見直

すものとします。  


