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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  

 

人権とは、誰もが生まれながらに持っている、人間らしく豊かに生

きる権利ですが、実際の社会の中では様々な偏見や差別があり、これ

らによる人権侵害が起きています。人権課題を解決するには、各課題

についての知識や理解を深め、人権感覚を磨くとともに日々の日常で

実践していく必要があります。  

 

〇  障害のある人  

 

⑴  現状と課題  

  障害のある人の人権については、国連で昭和 50（ 1975）年の  

「障害者の権利に関する宣言」、昭和 56（ 1981）年の「国際障害  

者年」制定を契機として、昭和 58（ 1983）年から平成４（ 1992）  

年までの「国連障害者の 10年」を通じ「障害者の完全参加と平等」  

の実現を目指し、各国で障害者施策の推進と充実を図る取組が進

められました。  

  そして、平成 18（ 2006）年には、障害のある人の基本的人権を

保護し、尊厳の尊重を促すことを目的として「障害者権利条約」

が採択されました。  

  わが国では、平成５（ 1993）年に「心身障害者対策基本法」が

「障害者基本法」に改められました。また、平成７（ 1995）年に

は「障害者プラン」が策定され、障害者政策はノーマライゼーシ

ョンの理念に基づき推進されてきました。  

   平成 23（ 2011）年の「障害者基本法」の改正以降、国において

は、平成 25（ 2013）年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」とい  

う。）、平成 28（ 2016）年には「差別の禁止」の基本原則を具体

化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 （以下「障

害者差別解消法」という。）が施行され、平成 30（ 2018）年には、

障害のある人が住み慣れた地域で暮らすことができ、障害のある

子どもへの健やかな育成のための発達を支援することを目的とし

た改正障害者総合支援法及び改正児童福祉法が施行されるなど障

害のある人に関する法制度及び施策が大きく変化しています。  

   このような背景のもと、本市では、平成 30（ 2018）年３月に新

たな「西脇市障害者基本計画」を策定しました。障害者施策の基  
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本的な方向性、具体的な取組方策、支援サービスの内容等を示し、  

「互いにみとめあい  住みなれた地域で  その人らしく暮らせる

まち  にしわき」を基本理念とし、障害の有無にかかわらず、誰

もが互いに尊重し、その人らしく安心して暮らせる共生社会の実

現に取り組んでいます。  

   また、令和元（ 2019）年度人権についての市民意識調査（以下  

「意識調査」という。）によると、「障害のある人に関すること

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、

「働く場所や機会が少なく、仕事上の待遇が十分でないこと」が

41.1％と最も高く、次いで「道路の段差解消、エレベーターの設

置など、障害のある人が暮らしやすいまちづくりへの配慮が足り

ないこと」が 36.0％、「社会復帰や社会参加のための受入態勢が

十分でないこと」が 25.1％となっています。  

障害者の就労面での支援、障害のある人もない人も共に生活で

きる環境整備、障害に対する正しい知識の普及・啓発が必要とな

っています。  

 

⑵  施策の推進  

   西脇市障害者基本計画の基本目標「人権を尊ぶまちづくり」、

「社会参加と生きがいづくり」、「共に暮らせる地域づくり」の

達成に向けて施策を展開していきます。  

ア  人権意識の高揚  

障害や障害のある人への理解を深めるとともに、障害のある

人の人権を尊重し、地域で互いに認め合い、安心して 生活でき

るように地域における人間関係を築いていく必要があります。  

そのための啓発資料、研修会などによる啓発活動を推進します。  

イ  差別解消と合理的配慮の促進  

「西脇市障害者差別解消の推進に関する取組方針」に基づき  

企業や学校・園、市民に障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、広  

く周知し、社会全体で障害のある人とその家族への差別解消と  

合理的配慮の提供が実施されるように努めます。  

ウ  障害のある人への虐待防止  

障害のある人への虐待を防止するため、市民や事業所等を対  

象とする啓発を推進します。また、虐待事例が発生した場合は、  

市、障害者基幹相談支援センターと障害者相談支援事業所が連

携し、適切に対応します。  

エ  障害のある人の権利の保障と権利擁護の推進  

障害のある人が生活に係る情報を得ることは、基本的な人権

を保障するために大切なことです。様々な情報を入手し、日常



3 

 

生活に必要なサービス等の支援を選択できるように、関係機関

と連携し、わかりやすい情報の提供に努めます。また、判断能

力が不十分な人に対し、成年後見制度を円滑に利用できるよう

情報提供や申立てへの支援等を行います。  

  オ  就労支援の充実  

    障害のある人の就労に向けた訓練の支援を行うとともに、関

係機関等との連携により障害のある人の雇用を促進します。一

般就労された方には、職場での定着が図られるよう支援します。

また、企業に対しては、障害のある人への理解を深め、雇用を

促進していただくよう啓発を進めます。  

  カ  福祉のまちづくりの推進  

    誰もが利用しやすい社会環境が整備されるように、バリアフ

リーやユニバーサルデザインの普及に努めます。  

 

〇  インターネットによる人権侵害  

 

⑴  現状と課題  

   インターネットは手軽で便利なメディアとして、社会経済活動

や日常生活に必要不可欠なものになっています。近年は、個人が  

ホームページやソーシャル・ネットワーキングサービス（ＳＮＳ）  

などを通じて、インターネット上で情報を受信・発信することが

一般的に行われるようになりました。  

しかし、匿名性や情報発信の容易さから、インターネット上で

他人を誹謗中傷する行為、特定の個人のプライバシーに関する情

報の無断掲示、ネットを利用したいじめなどが発生し、社会に大

きな影響を及ぼしています。  

また、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）や部落差別等の問題に関して差別を助長する

ような内容の書込みが大きな問題になっています。  

さらに、スマートフォンの急速な普及やソーシャル・ネットワ

ーキングサービス（ＳＮＳ）の利用拡大により、青少年が人権侵

害の加害者や被害者になる事例も発生しています。  

平成 14（ 2002）年には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責

任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制

限法）」が施行され、特定個人の権利が侵害されたことが明白な

場合などに限り、発信者情報の開示を請求できるようになりまし

た。また、個人に関する情報は最大限に保護される必要があるこ

とから、平成 15（ 2003）年に「個人情報の保護に関する法律」が

制定されました。  
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 意識調査によると、「インターネットを悪用した人権侵害につ

いて、あなたが特に問題があると思われること」について、「他

人を誹謗中傷すること」が 62.8％と最も高く、次いで、「いった

ん流れた情報の訂正や回収が難しいこと」が 38.2％、「犯罪を誘

発する場となっている出会い系サイトなどがあること 」が 25.6％

となっています。  

   情報化が進む中、社会のあらゆる場所でインターネットの活用

が日常のものとなり、手軽で便利になった反面、インターネット

による人権侵害が増加しています。  

これらを防ぐためには、全ての市民に対して、情報の受信・発

信における個人の責任、プライバシーに関する正しい知識、情報

モラルについての正しい認識などを深めるための教育や啓発活動

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、インターネットによる人権問題に対応する

ため、関係機関と連携を図りながら、次のような取組を推進し

ます。  

 ア  啓発活動の推進  

市民一人ひとりが、インターネット上での人権侵害やプライ

バシーの保護に関する理解を深めるとともに、情報の受信・ 発

信に関する正しい知識を身に付けるための啓発活動を推進しま

す。  

 イ  情報モラル教育の推進  

学校・園において、情報モラル教育の充実を図り、ネット社

会に対応できる健全な青少年の育成に努めます。また、保護者

に対してフィルタリングサービスの利用についての普及啓発に

努めます。  

 ウ  インターネットモニタリングの実施  

インターネットモニタリングを継続して行い、差別書込みの

防止に努めます。インターネット上で差別書込みを発見した場

合は、法務局や警察など関係機関と連携し、削除要請等を行い

ます。また、児童生徒のインターネット上でのトラブルや問題

行動を未然に防止するため、サイバーパトロールを引き続き実

施します。  

 

〇  子ども  

 

⑴  現状と課題  
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近年、少子化や核家族化、人間関係の希薄化、地域社会のコミ

ュニティ意識の衰退、また高度情報化やグローバル化の進展、価  

値観の多様化などにより、子どもを取り巻く家庭及び社会環境は、  

目まぐるしく変化しています。  

このような状況において、児童虐待、家庭内暴力や学校でのい

じめ、少年非行の低年齢化、援助交際や児童ポルノといった性の

商品化など、子どもの人権をめぐる問題が深刻化しています。子

どもの生命が脅かされる事件が全国的に発生するなど、子どもの

安全確保は重要な課題となっています。  

   国では、平成６（ 1994）年には「児童の権利に関する条約」を

批准し、子どもの最善の利益を優先させるという条約の精神に沿

って、平成 11（ 1999）年に「児童買春・児童ポルノ禁止法」、平

成 12（ 2000）年には「児童虐待の防止等に関する法律」を制定し

ました。  

   平成 25（ 2013）年には「いじめ防止対策推進法」の施行により、

国及び地方公共団体等の責務が明確にされ、平成 26（ 2014）年に

は「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されました。  

   平成 27（ 2015）年４月には幼保一体化を含む新たな次世代育成  

支援のための包括的・一元的な制度「子ども・子育て支援新制度」  

を施行しています。  

本市においても、平成 31（ 2019）年３月に「第３期西脇市教育

振興基本計画」を策定し、激動の時代を豊かに生き、未来を開拓

する多様な人材を育成するとともに、生涯活躍社会・共生社会を

実現するための施策の目標と柱を示しました。さらに、地域社会

が一体となって、安心して子どもを育て、子どもが夢を持って笑

顔で健やかに成長することができるまちづくりを推進するため、  

「西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例」（令和元（ 2019）年９月）  

を制定しました。また、子どもの最善の利益が実現する社会を目

指し、次代を担う全ての子どもたちが、心身ともに健やかに育つ  

ことができるよう、「第２期西脇市子ども・子育て支援事業計画」  

（令和２（ 2020）年３月）を策定し取組を推進しています。  

意識調査によると、「子どもに関することで、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、「子どもに心理的

な虐待を加えたり、子育てを放棄したりすること」が 49.2％と最

も高く、次いで「子ども同士が「暴力」や「仲間はずれ」、「無

視」などのいじめをしたりすること」が 44.6％となっています。

虐待、いじめに関する回答が上位に並んでおり、市民意識の高さ

がうかがわれます。  
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⑵  施策の推進  

   本市においては、「西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例」、  

「第２期西脇市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、地域社

会全体で子育て家庭を支援し、全ての子どもが保護者や地域の人

々と健やかに成長することができる社会の実現を目指すとともに、

安心して子育てができ、その成長に喜びを実感することができる

社会、そして、地域の宝である子どもたちが、その人権が尊重さ

れ、夢を持って笑顔で健やかに育つことができる社会の実現を目

指します。  

   子どもへの体罰は児童虐待であることの周知や、児童虐待やい

じめの未然防止に向けた教育・啓発を行うとともに、児童虐待や

いじめを早期に発見し、適切な保護に努めます。  

また、子どもは保護の対象であるとともに、権利の主体である

という視点から、子どもの意思を尊重し、子どもの権利について

の正しい理解と認識を深める啓発を引き続き推進します。  

  ア  児童虐待防止対策の推進  

    児童虐待は、子どもへの身体的な影響だけでなく、心の発達

や人格の形成に深刻な影響を与えます。子どもを虐待から守り、

子どもが安心して生活できるよう、行政や警察、医療機関など

の関係機関が連携を深めるとともに、社会全体の関心と理解を

深める取組を推進します。  

  イ  いじめ防止対策の推進  

「西脇市いじめ防止基本方針」（平成 30（ 2018）年３月改訂）  

に基づき、いじめは社会全体で取り組む問題であるとの認識を

持つとともに、教職員の資質能力の向上を図り、家庭や地域、

関係機関等と連携協力して問題克服のための取組を進めます。  

  ウ  支援を必要とする子どもへの対策の推進  

経済的困窮やヤングケアラー等の個別のケースに応じた支援

について、関係機関や地域等と連携協力し統合的に施策を推進

します。また、外国にルーツのある子どもやその家庭が安心し

て子育て・子育ちができるサポート体制の確立を進めます。  

 

 

〇  高齢者  

 

⑴  現状と課題  

わが国では、全人口に占める高齢者人口の割合が令和２（ 2020）  

年９月で 28％を超え、世界でも例を見ない速さで高齢化が進んで

います。本市の令和３（ 2021）年４月１日現在の高齢化率は、総
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人口の  33.47％に達し、市民の約３人に１人は高齢者となる超高

齢社会を迎えています。  

こうした超高齢社会において、住民だれもが長寿を喜び、高齢

者が健やかに、また病気や身体が不自由になっても、人生をいき

いきと過ごせる社会づくりが求められています。  

ところが、高齢者は働きたいという意思や能力があるにもかか

わらず、高齢者であるということのみをもって就労の機会が奪わ

れるなど、社会活動へ参加し自己実現を図る権利が十分に保障さ

れていないことがあります。  

また、認知症等心身機能の衰えなどから、人格やプライバシー

を無視した扱いを受けたり、虐待や悪徳商法、詐欺などの財産侵

害を受けたりするなど、高齢者の「人間としての尊厳」が否定さ

れる問題も生じています。  

意識調査によると、「高齢者に関することで、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、「悪徳商法や詐欺

などによる被害が多いこと」が 44.5％と最も高く、次いで「働く

意欲や能力があるのに雇用と待遇が十分保障されていないこと」

が 31.5％、「社会復帰や社会参加のための受入態勢が十分でない

こと」が 25.1％となっており、高齢者の尊厳が大切にされていな  

い現状をみることができます。要介護状態や認知症等になっても、  

高齢者の尊厳が守られ、可能な限り社会との関わりを持ちながら

生活できるよう支援するとともに、高齢者が社会を構成する重要

な一員として各種の活動に参加できる環境づくりのための取組が

必要です。  

 

⑵  施策の推進  

   本市においては、高齢者が、住み慣れた地域でともに支え合い

ながら、自立して、自分らしく安心して暮らしていける社会の実

現を基本理念とし、地域包括ケアシステムをさらに推進していき

ます。  

  ア  社会参加・交流の促進   

高齢者が生きがいを持って地域社会との関わりを持ち続けら

れるよう、高齢者が参加しやすい場づくりや就労を含む様々な

活動への支援を行います。  

イ  認知症施策の推進  

認知症についての正しい知識や関わり方、支援の在り方など

の普及啓発を進め、認知症に対する偏見や排除がない地域共生

社会の実現に向けた取組を進めます。  

ウ  高齢者の尊厳への配慮と権利擁護の推進  
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家庭内や施設内での高齢者への虐待を未然に防止するための

早期発見、予防、支援を行う仕組みづくりを関係機関と連携し

ながら強化していきます。  

また、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業など、権利

擁護に関する制度の周知・啓発を行い、支援が必要な人の早期

把握と早期支援につなげるため、関係機関と連携を図ります。  

エ  安全・安心なまちづくり  

高齢者が犯罪に巻き込まれないよう、関係機関と連携して、

防災行政無線等による注意の呼び掛けをはじめ、防犯チラシの

作成及び自治会等を通じた回覧・配布、老人クラブ等での出前

講座の開催など、様々な機会を捉えて、わかりやすい内容で周

知・啓発を図ります。  

 

〇  女性  

 

⑴  現状と課題  

急速に少子高齢化が進み、人口減少社会に突入する中、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、より一層重要となっています。  

しかし、依然として男女の役割を固定的に捉える意識が根強く

社会に残っており、女性が不利益を受ける原因にもなっています。  

さらには、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュア  

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、  

性犯罪などの女性に関わる人権侵害が問題となっています。  

   国は法の下で男女平等をうたい、「男女雇用機会均等法」の制

定、「男女共同参画社会基本法」（平成 11（ 1999）年）の施行、

「男女共同参画基本計画」（平成 12（ 2000）年）の策定など男女

平等社会の実現に向けて、法令や計画等の整備が進められ、平成

27（ 2015）年には「女性活躍推進法」が制定されました。  

   県は「兵庫県男女共同参画計画」（平成 13（ 2001）年）や「兵

庫県ＤＶ防止・被害者保護計画」（平成 26（ 2014）年）を策定す

るなど時代の変化に対応した取組を進めています。  

意識調査によると、「女性に関することで、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、「女性の活躍に影響

を及ぼす古い考え方や社会通念、慣習・しきたりが残っているこ

と」が 37.0％と最も多く、次いで「男女の性別による固定的な意

識」が 32.5％、「昇給・昇進の格差など、職場での男女の待遇の

違い」が 28.2％となっています。  

女性の活躍がますます期待される中、男女の固定的な役割分担
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意識を解消し、男女共同参画、ワーク・ライフ・バランス等の推

進を図っていく必要があります。そのためには、一人ひとりが正

しい理解と認識を深め、家庭や地域、職場において実践すること

が求められており、関係機関が連携し支援体制を整える必要があ

ります。  

 

⑵  施策の推進  

本市においては、一人ひとりの人権を尊重し合いながら、性別

にとらわれず、社会のあらゆる分野に対等に参画し、その個性と

能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現を目

指します。  

  ア  人権尊重と男女共同参画に向けた社会づくり  

    男女共同参画を推進していくためには、性別にとらわれず、  

互いの人権を尊重し、多様な価値観を認め合うことが必要です。  

そのために男女平等の意識を育むための教育・啓発を推進しま

す。  

  イ  社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進  

    男女で固定的な役割分担意識が強い制度や慣例の見直し、政

策決定過程への女性の参画拡大、働く場の環境改善への啓発と

ワーク・ライフ・バランスの推進などに取り組みます。  

  ウ  パートナーや配偶者等からのあらゆる暴力の根絶  

    パートナーや配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオ

レンス＝ＤＶ）は重大な人権侵害です。あらゆる暴力の根絶に

向け「西脇市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画」に基づき、

ＤＶ対策の充実を図ります。  


