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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改定に  

あたっての現状  

 

人権に関する市民意識調査（令和元年実施）より  

〇特に関心のある人権問題  

１障害のある人に関する人権問題 （ 48.7％）  

〈発生している人権問題〉  

・障害のある人が就職差別や職場における差別待遇を受ける  

・車椅子での乗車、アパート・マンションへの入居及び店舗でのサービス

等の拒否  

・職場や学校等でコミュニケーションが取れない  

・段差、点字ブロックなどハード面での整備不足  

〈課題〉  

・障害についての理解を深め、障害のあるなしにかかわらず、基本的人権

が守られ、自分らしく安心して暮らせるような社会づくりが必要  

・障害者の就労面での支援、まちづくりへの配慮、障害のある人への受け

入れの理解や合理的配慮が課題  

 

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること」  

・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  

・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  

・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  

〈施策の推進〉  

①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ための啓発活動を推進します。  

②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。  

③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

。  

④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。障害のある人に必要な情報が提供されるよう

に、市は率先して取り組み、あわせて関係機関に周知します。また、障

害のある人が、様々な情報を入手し、日常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障害のある人に対し、成年後見制

度に関する情報提供や申立てへの支援等を行い、制度を円滑に利用でき

るよう支援します。  

資料４  
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⑤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  

⑥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。  

 

〈関連する計画〉西脇市障害者基本計画  第 4章 -① ,④ ,⑤  

◎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）〈 H28(2016).4〉  

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向け、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て制定された。  

 

２インターネットによる人権侵害の問題 （ 43.6％ ) 

〈発生している人権問題〉  

・インターネット上で、他人を誹謗中傷する  

・個人の名誉やプライバシーを侵害  

・偏見・差別を助長するような情報を発信  

・ＳＮＳで繋がり、犯罪に巻き込まれる  

〈課題〉  

・すべての市民に対して、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る  

・情報化がさらに進む中、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、ますます手軽で便利になる反面、インターネットに

よる人権侵害が増加することも考えられる  

 

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること」  

・他人へのひどい悪口（誹謗中傷）や差別的な表現などを掲載すること  

・いったん流れた情報の訂正や回収が難しいこと  

・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  

〈施策の推進〉  

①啓発活動の推進  

市民一人一人が、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。  

②情報教育の推進  

学校園において、情報リテラシーや情報モラルなどについての教育の

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。  

③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、差別書き込みの防止に

努めます。インターネット上で差別書き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、迅速に削除要請等を行います。また、サ
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イバーパトロールと連携を図り、児童生徒のインターネット上でのトラ

ブルや問題行動の未然防止に努めます。  

 

３子どもに関する人権問題 （ 39.9％）  

〈発生している人権問題〉  

・いじめや体罰、それらに起因する自殺  

・児童虐待  

・児童買春や児童ポルノなどの性的搾取  

〈課題〉  

・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

際や児童ポルノなどの性の商品化など、子どもの人権をめぐる問題が深

刻化する中、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地域に課せられた重要な課題となっている  

 

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること」  

・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  

・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  

・インターネットを使ったいじめが起きていること  

〈施策の推進〉  

①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、こころの発達や人

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り組みを推進します。  

②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、

市民総がかりでいじめに対峙するとともに、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り組

みを進めます。  

 

〈関連する計画〉第 2期西脇市子ども・子育て支援事業計画  

第 4章 -基本目標Ⅴ -基本施策 1,2 

 

４高齢者に関する人権問題 （ 39.5％）  

〈発生している人権問題〉  

・高齢者に対する就職差別  

・介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待  

・高齢者の家族等による無断の財産処分（経済的虐待）  

・悪徳商法や詐欺など高齢者が犯罪に巻き込まれる  

〈課題〉  

・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  

 

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること」  
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・悪徳商法や詐欺などによる被害が多いこと  

・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  

・家庭や施設での介護を支援する制度が十分でないこと  

〈施策の推進〉  

①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。  

②認知症施策の推進  

認知症についての普及啓発を進め、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。  

③高齢者の尊厳への配慮と権利擁護の推進  

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。  

④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、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、消費生活相談など、様々な機会を捉

えて周知・啓発を図ります。  

 

〈関連する計画〉第 8期西脇市高齢者安心プラン  

第 4章Ⅱ -1-⑶ ,Ⅱ -2-⑷⑸⑺  

 

５女性に関する人権問題 （ 32.7％）  

〈発生している人権問題〉  

・家庭や職場における男女差別  

・性犯罪等の女性に対する暴力  

・配偶者・パートナーからの暴力  

・職場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

利益取扱い（マタニティハラスメント）  

〈課題〉  

・性別による固定的な役割分担意識や性差に関する偏見の解消  

・セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などの女性に関わる人権

侵害の防止  

・男性の長時間労働の見直しや男性の育児や介護など各分野への参画に向

けた意識改革など、ワーク・ライフ・バランスを実現させるための支援

策等の検討  

 

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること」  

・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  

・男女の性別による固定的な意識  

・昇給・昇進の格差など、職場での男女の待遇の違い  

〈施策の推進〉  
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①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啓発や学習、教育を推進します。  

②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、政策方針・

決定過程への女性の参画拡大、働く場の確保とワーク・ライフ・バラン

スの推進などに取り組みます。  

③配偶者等からのあらゆる暴力の根絶  

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。「西脇市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画に基づき

、ＤＶ対策の充実を図るとともに、ＤＶ根絶に向けた啓発等を行います

。  

 

〈関連する計画〉第 2次西脇市男女共同参画基本プラン～パートナー～  

【改定版】第 3章  基本目標Ⅰ、基本目標Ⅲ、基本目標Ⅴ  

 

６働く人の権利に関する人権問題 （ 32.6％）  

〈発生している人権問題〉  

・職場におけるハラスメントや長時間労働  

・性別・障害・国籍等による不当な扱いなど  

・非正規雇用と正規雇用との待遇の差が大きくなっている  

〈課題〉  

・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る  

・職場でのセクシュアル・ハラスメントや職場での優位性などを利用し、

人格や尊厳を傷つける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や長時間労働、性別・

障害、国籍などによる不当な扱いが社会問題となっている  

・女性、外国人や高齢者など様々な人の人権を尊重し、多様な個性を生か

し相互に協力し、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  

 

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること」  

・長時間労働が常態化して、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）が保てないこと  

・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  

・休暇制度があっても取れないような実態があること  

〈施策の推進〉  

①社会基盤づくり  

各関係機関と連携し、多様な働き方に対応した働く人のメンタルヘル

ス対策や子育、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。  

②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。  

③学習機会の提供  
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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すた

め、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。  

④情報を共有するネットワークづくり  

企業は社会の一員として、人権に配慮した行動を行うべきであるとい

うＣＳＲ（企業の社会的責任）が広がっている背景を踏まえ、市人教の

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

きる機会を創出します。  

 

７東日本大震災やそれに伴う福島第一原子力発電所の事故の発生よる人権

問題（ 17.0％）  

〈発生している人権問題〉  

・東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う風評に基づく差別的取扱い等、  

東日本大震災に起因する人権問題  

〈課題〉  

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること 」  

・生まれ育った土地での生活再建が難しいこと  

・被災地に関する風評被害があること  

・家族が離ればなれに暮らさなければならないこと  

〈施策の推進〉  

①教育・啓発の推進  

災害に関する正確な情報提供や広報活動を行うことで、根拠のない噂

や風評による人権侵害防止のための 教育・啓発に努めます。  

 

８北朝鮮当局によって拉致された被害者に関する人権問題 （ 16.2％）  

〈発生している人権問題〉  

・「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」  

(平成 18年６月 )により、我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解

決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を

挙げて取り組むべき課題とされている  

〈課題〉  

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること 」  

・家族と一緒に生活をするという当然の権利を奪われていること  

・被害者の情報がまったく得られないこと  

・帰国など、期待どおりの結果が得られないこと  

〈施策の推進〉  

①啓発の推進  

北朝鮮当局による拉致問題は、国民的課題であり、この問題に関する

関心と認識を深めていくための啓発に努めます。  

 

９部落差別などの同和問題に関する人権問題 （ 16.0％）  

〈発生している人権問題〉  

・インターネット上の差別的書き込み  

・結婚・交際、就職・職場における差別  

・差別発言、差別落書き等  

〈課題〉  

・同和問題（部落差別）は解消しておらず、その解決に向けた取組を推進
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していく必要がある  

・全国的にはインターネットの悪用による新たな部落差別が顕在化するな

ど、対応が迫られる課題も生じている  

 

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること 」  

・結婚問題での周囲からの反対があること  

・いわゆる同和地区への居住の敬遠があること  

・特に起きているとは思わない  

〈施策の推進〉  

①人権に関する学習機会の充実  

部落問題の解決のために、人権に関する学習機会の充実に努めるとと

もに、人権教育・啓発ための情報の提供を積極的に行います。  

②人権教育・啓発のための研究や研修の充実  

西脇市人権教育協議会などの関係団体との連携を図り、人権教育・啓

発のための研究や研修の充実を図ります。  

③関係機関や関係団体との連携  

各種人権相談、差別事象については、神戸地方法務局社支局、社人権  

擁護委員協議会などの関係機関や関係団体との連携を図り、対処します。  

④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、隣保館の機能の充実を図ります。  

◎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）  

〈 H28(2016).12〉  

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

別の状況の変化が生じていることを踏まえて、基本的人権の享有を保障す

る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も

と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

目的に制定された。  

 

10日本に居住している外国人に関する人権問題 （ 15.7％）  

〈発生している人権問題〉  

・外国人であることを理由とする不当な就職上の取扱い  

・アパートやマンションへの入居拒否  

・特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動（ヘイトスピーチ）  

〈課題〉  

・外国人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必要が

ある  

・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  

・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、交流などを通して相互理解が深まりつつあるが、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

たな問題がある  

 

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること 」  

・就職・職場で不利な扱いを受けること  
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・文化や生活習慣の違いが受け入れられなかったり、その違いからいやが

らせを受けること  

 

まだまだ理解が深まっていない課題  

意識調査で、「人権上、特に問題があると思うのはどのようなことか」

との問いに対し、「わからない」との回答が  28.5％  

〈施策の推進〉  

①多文化共生教育の推進  

帰国児童生徒や外国人児童生徒等日本語指導が必要な児童生徒を支援

します。また、国際理解や異文化への理解を図り、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。  

②国際理解、異文化理解の促進  

国際理解や異文化理解を図るため、体験・交流活動や講演会などの学

習機会を提供し、多文化共生社会への認識を深めます。  

◎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）  〈 H28(2016).6〉  

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ついて、基

本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本

的施策を定め推進することを目的に制定された。  

 

11環境と人とにかかわる人権問題 （ 15.5％）  

〈課題〉  

・地球上のあらゆる人々の人権に配慮し、多様な人々と共存する社会が求

められている中、地球環境についての現状や課題について、正しい理解

と認識を深めることが必要  

〈施策の推進〉  

①地球環境にやさしく、持続可能な社会の実現  

 環境への負荷の少ない循環型社会づくりを推進する。  

 

12犯罪被害者に関する人権問題 （ 12.3％）  

〈発生している人権問題〉  

・犯罪被害者とその家族が、興味本位のうわさや心ない中傷などによって

名誉を傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなど  

〈課題〉  

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること 」  

・過剰な取材などによる私生活の平穏やプライバシーの侵害があること  

・警察に相談しても必ずしも期待どおりの結果が得られないこと  

・犯罪による精神的・経済的負担が大きいこと  

〈施策の推進〉  

①教育・啓発の推進  

犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平

穏への配慮の重要性等について、理解を深めてもらうための教育・啓発

に努めます。  

 

13刑を終えて出所した人に関する 人権問題（ 10.8％）  

〈発生している人権問題〉  

・刑を終えて出所した人対する根強い偏見や差別意識によって、就職やア
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パートなどへの入居に関する差別や、悪意のある噂や地域社会からの拒

否的な感情など、社会復帰をめざす人たちにとっては極めて厳しい状況

がある  

・本人だけでなく、その家族や親族も地域社会や職場、学校などで差別的

扱いを受けることがある  

〈課題〉  

・刑を終えて出所した人などが、真の社会復帰を実現し、社会の一員とし

て円滑な生活を営むことができるようにするためには、本人の強い更生

意欲とともに、家族、職場、地域社会など周囲の人々の温かい理解と協

力が必要   

〈施策の推進〉  

①教育・啓発の推進  

刑を終えて出所した人に対する偏見 や差別意識の解消を図るため、関

係機関と連携した教育・啓発に努めます。  

 

14性同一性障害者に関する人権問題 （ 7.4％）  

15性的指向を理由とした人権侵害の問題 （ 5.4％）  

〈発生している人権問題〉  

・同性愛や両性愛といった性的指向に関する偏見から 、場合によっては職

場を追われたりするなど  

・性自認（性同一性）に関する偏見から、からだの性と心の性が一致して

いない人が、周囲の心ない好奇の目にさらされたり、職場などで不適切

な取り扱いを受けたりするなど  

〈課題〉  

・性的指向はさまざま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  

 

市民意識調査の中で「人権上、特に問題があると思われていること」  

・差別的な言動をされること  

・じろじろ見られたり、避けられたりすること  

・職場、学校などでいやがらせやいじめを受けること  

 

まだまだ理解が深まっていない課題  

（性同一性障害）  

意識調査で、「現在、どのような人権問題が起きていると思うか」との

問いに対し、「わからない」との回答が  36.6％  

（性的指向）  

意識調査で、「現在、どのような人権問題が起きていると思うか」との

問いに対し、「わからない」との回答が  37.3％  

〈施策の推進〉  

①地域社会における教育・啓発の推進  

性同一性障害や性的指向等を理由とする偏見や差別をなくすため本人

とその家族の人権を擁護する教育・啓発を推進します。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を高めます。  

②学校教育における人権教育の推進  

性同一性障害や性的指向が原因のいじめやいやがらせが起こらない様

に性の多様性についての理解を進めていきます。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。  
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③パートナーシップ制度についての理解の促進  

パートナーシップ制度について、県内、または近隣市町の動向を注視

しながら、この制度についての理解の促進に資する取り組みを進めま

す。  

 

16エイズ患者・ＨＩＶ感染者に関する人権問題 （ 4.2％）  

17ハンセン病患者・回復者などに関する人権問題 （ 3.1％）  

〈発生している人権問題〉  

・新型コロナウイルス感染症、エイズ、肝炎等の感染症に関する知識や理

解の不足から、日常生活や、学校、職場等、社会生活の様々な場面で差

別やプライバシー侵害など  

・ハンセン病対策については、かつて採られた施設入所政策の下で、患者

・元患者のみならず、その家族に対して、社会において極めて厳しい偏

見、差別が存在した厳然たる事実がある  

〈課題〉  

・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ている  

・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

ている  

・平成 21(2009)年「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行さ

れ、さまざまな施策が実施されてきたが、ハンセン病回復者およびその

家族は今なお差別や偏見に苦しんでいる  

〈施策の推進〉  

①感染症等に関する人権侵害を防止する教育・啓発の推進  

感染症発生時または疑い事例の発生時に感染症患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・啓発に努めます。  

②ＨＩＶ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ます。これらの感染症の正しい知識と理解を深

めるため、あらゆる機会を通じて教育・啓発を行います。  

③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。  

 

18ホームレスの人に関する人権問題 （ 2.9％）  

〈発生している人権問題〉  

・ホームレスの自立を図るための様々な取組が行われている一方、ホーム

レスに対する嫌がらせや暴行事件等の人権問題も発生  

〈課題〉  

・ホームレスの自立を図るために、ホームレス及び近隣住民双方の人権に

配慮しつつ、ホームレスに対する偏見や差別を解消するよう、地域社会

の理解と協力が必要  

・誤った先入観、認識を解消するための啓発施策の推進が必要  

〈施策の推進〉  

①教育・啓発の推進  

  ホームレス及び近隣住民の双方の人権に配慮しつつ、ホームレスに対

する偏見や差別意識を解消するための啓発に努めます。  
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19人身取引に関する人権問題 （ 2.6％）  

〈発生している人権問題〉  

・性的搾取、強制労働などを目的として、女性や子どもなど立場の弱い人

々を獲得、輸送、引き渡し、収受する行為で重大な人権侵害  

・労働搾取や臓器提供など、男性も被害の対象となりえる  

〈課題〉  

・実態を知り、社会全体の問題としての認識が必要  

・関心と理解を深めていくことが必要  

〈施策の推進〉  

①教育・啓発の推進  

  人身取引についての関心と理解を深めるため 、法務局や関係機関と連

携し、啓発に努めます。  

 

20アイヌの人々に関する人権問題 （ 1.3％）  

〈発生している人権問題〉  

・アイヌ民族に関する正しい理解や認識が不足していることによる、いわ

れのない差別や偏見が根強く残っている。  

〈課題〉  

・先住民族であるアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会を実

現するため、その歴史、文化、伝統及び現状に関する認識と理解を深め

「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」（令和元 (2019)年５月）の趣旨を踏まえ偏見や差別を解消

していくことが必要  

〈施策の推進〉  

①教育・啓発の推進  

  アイヌの人々に対する偏見や差別意識を解消していくため 、その固有

の文化や伝統に対する正しい知識と 理解を深めるための教育・啓発に努

めます。  

 

 

 


