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資料編 

１ 人権施策関連年表 

（概要） 

年 国際的な動き 日本の動き 愛媛県・今治市の動き 

1945（昭 20）  国際連合成立   

1947（昭 22）   「日本国憲法」施行  

1948（昭 23） 
 「世界人権宣言*」

採択 
  

1959（昭 34） 
 「児童の権利宣

言」採択 
  

1965（昭 40） 
 「人種差別撤廃

条約*」採択 

 同和対策審議会答申* 
 

1966（昭 41） 
 「国際人権規約*」

採択 
  

1969（昭 44）   「同和対策事業特別措置法*」施行  

1970（昭 45）   「心身障害者対策基本法」施行  

1973（昭 48）   
 「愛媛県同和教育基本方針」

策定 

1975（昭 50） 

 国際婦人年 

 「障害者の権利

宣言」採択 

  

1976（昭 51） 
 「国連婦人の 10

年」開始 
  

1977（昭 52）   婦人問題「国内行動計画」策定  

1979（昭 54） 

 国際児童年 

 「女子差別撤廃

条約*」採択 

 「同和対策事業特別措置法*」3年延長 

 「国際人権規約*」批准 

 

1980（昭 55）  
 「国際障害者年推進本部」設置  「障害者福祉都市」の指定

（今治市） 

1981（昭 56）  国際障害者年   

1982（昭 57）  
 「地域改善対策特別措置法」施行 

 「障害者対策に関する長期計画*」策定 
 

1984（昭 59） 
  地域改善対策協議会*意見具申「今後

における啓発活動のあり方」 

 

1985（昭 60）   「女子差別撤廃条約*」批准  
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年 国際的な動き 日本の動き 愛媛県・今治市の動き 

1986（昭 61） 

 国際平和年  地域改善対策協議会*意見具申「今後

における地域改善対策について」 

 「男女雇用機会均等法*」施行 

 

1987（昭 62） 
  「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」施行 

 

1989（平元） 
 「子どもの権利

条約*」採択 

 高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴー

ルドプラン）」策定 

 

1991（平 3） 
  地域改善対策協議会*意見具申 

 「今後の地域改善対策について」 

 

1992（平 4） 

  「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」５年

延長 

 

1993（平 5） 

  「障害者対策に関する新長期計画」策

定 

 「障害者基本法*」施行 

 「今治市人権都市宣言*」 

1994（平 6） 

 「人権教育のた

めの国連 10 年*」

採択 

 「子どもの権利条約*」批准 

 「エンゼルプラン」策定 

 「ハートビル法*」施行 

 「新ゴールドプラン」策定 

 「今治市老人保健福祉計画」 

策定 

 「今治市女性行動計画」策定 

1995（平７） 

 「人権教育のた

めの国連 10 年*」

開始 

 「人種差別撤廃条約*」加入 

 「障害者プラン～ノーマライゼーシ

ョン７か年戦略～」策定 

 

1996（平８） 

  地域改善対策協議会*意見具申「同和

問題の早期解決に向けた今後の方策

の基本的な在り方について」 

 「人権擁護施策推進法*」成立 

 「男女共同参画 2000年プラン」策定 

 

1997（平９） 

  人権擁護推進審議会*設置 

 「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」縮小

し５年延長 

 「人権教育のための国連 10 年に関す

る国内行動計画」策定 

 「今治市エンゼルプラン」策

定 

1998（平 10） 
 世界人権宣言* 

50 周年 

 「障害者雇用促進法」改正施行  「今治市障害者計画*」策定 
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年 国際的な動き 日本の動き 愛媛県・今治市の動き 

1999（平 11） 

 国際高齢者年  「男女共同参画社会基本法*」施行 

 「男女雇用機会均等法*」改正施行 

 人権擁護推進審議会*「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に

ついて」答申 

 「ゴールドプラン 21」策定 

 

2000（平 12） 

 「女性 2000 年会

議」開催 

 「人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律」施行 

 「児童虐待防止法」施行 

 「交通バリアフリー法」施行 

 「男女共同参画基本計画」策定 

 「介護保険制度*」の導入 

 「人権の日*」制定 

 第 1回人権の日制定記念講演

会を開催 

 「第三次今治市長期総合計

画」策定 

 「今治市新高齢者保健福祉

計画（介護保険事業計画）」

策定 

 『「人権教育のための国連 10

年」愛媛県行動計画』策定 

2001（平 13） 

  人権擁護推進審議会*「人権救済制度

の在り方について」答申 

 人権擁護推進審議会*「人権擁護委員

制度の改革について」追加答申 

 「ＤＶ防止法」一部施行 

 「男女共同参画局」設置 

 「愛媛県人権尊重の社会づ

くり条例」制定 

 「今治市人権尊重のまちづ

くり条例*」制定 

2002（平 14） 

  「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」３月

末失効 

 「人権教育・啓発に関する基本計画」

策定 

 「障害者基本計画」策定及び「重点施

策実施５か年計画（新障害者プラン）」

策定 

 「ＤＶ防止法」施行 

 愛媛県男女共同参画推進条

例施行 

 「今治市人権に関する市民

意識調査」実施 
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年 国際的な動き 日本の動き 愛媛県・今治市の動き 

2003（平 15） 

  「次世代育成支援対策推進法*」施行  「今治市男女共同参画計画

（いきいき女
ひ

・男
と

プラン）*」

策定 

 「今治市母子保健計画（すこ

やか親子・いまばり 21）」策

定 

 「今治市新高齢者保健福祉

計画（第２期）」策定 

2004(平 16） 

 「人権教育のた

めの世界プログ

ラム」採択 

 「性同一性障害*の性別の取扱いの特

例に関する法律」施行 

 「ＤＶ防止法」改正施行 

 「児童虐待防止法」改正施行 

 「今治市人権施策基本計画」

策定 

 「愛媛県人権施策推進基本

方針」策定 

2005(平 17） 

 「生命倫理と人

権に関する世界

宣言」ユネスコ総

会採択 

 「犯罪被害者等基本法」施行 

 「発達障害者支援法」施行 

 旧今治市、及び越智郡 11 町

村が対等合併 

 「いまばり・次代
あ し た

・子育てプ

ランー今治市次世代育成支

援地域行動計画」策定 

 「愛媛県障害者計画」策定 

 「今治市人権都市宣言*」 

 「今治市人権尊重のまちづ

くり条例*」制定 

2006(平 18） 

 「障害者権利条

約」採択 

 「高齢者虐待防止法」施行 

 「障害者自立支援法」施行 

 「自殺対策基本法」施行 

 「障害者雇用促進法」改正施行 

 「今治市総合計画*」策定 

 「今治市新高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画（第

３期）」策定 

2007(平 19） 

 「先住民族の権

利に関する国連

宣言」採択 

 「男女雇用機会均等法*」改正施行 

 「雇用対策法」改正施行 

 「人権意識に関するアンケ

ート調査」（今治市）実施 

 「今治市障害者計画*及び障

害福祉計画」策定 

2008(平 20） 
  「ＤＶ防止法」改正施行 

 「児童虐待防止法」改正施行 
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年 国際的な動き 日本の動き 愛媛県・今治市の動き 

2009(平 21） 

  「児童福祉法」等改正施行 

 「人権教育推進のための調査研究事

業」実施 

 「ハンセン病問題の解決の促進に関

する法律」施行 

 「青少年インターネット環境整備法」

施行 

 「今治市高齢者福祉計画・介

護保険事業計画*（第４期）」

策定 

 「今治市人権施策基本計画」

策定 

2010(平 22） 

 「人権教育のた

めの世界計画」行

動計画（第２段

階）策定 

 「第３次男女共同参画基本計画」策定 

 「社会教育による地域の教育力強化

プロジェクト」を実施 

 「今治市男女共同参画計画－

いきいきひとプラン－*」策定 

 「愛媛県人権施策推進基本

方針」改訂 

2011(平 23） 

  「人権教育・啓発に関する基本計画*」

（平成 23年４月１日一部変更） 

 「児童生徒の問題行動等生徒指導上

の諸問題に関する調査」実施 

 「第２次愛媛県男女共同参

画計画」策定 

 「障害者虐待実態調査」実施 

 「東日本大震災に係る愛媛

県への避難者アンケート」実

施 

2012(平 24） 

  「人権擁護に関する世論調査」実施 

 「いじめの問題に関する児童生徒の

実態把握並びに教育委員会及び学校

の取組状況に係る緊急調査」実施 

 「障害者虐待防止法」施行 

 「今治市高齢者福祉計画・介

護保険事業計画*（第５期）」

策定 

 「人権意識に関するアンケ

ート調査」（今治市）実施 

2013(平 25） 

  「いじめの問題等への対応について」

（教育再生実行会議第一次提言） 

 「いじめ防止対策推進法」施行 

 

2014(平 26） 

 「人権教育のた

めの世界計画」行

動計画（第３段

階）採択 

 「障害者権利条約」批准 

 「子どもの貧困対策法」施行 

 「リベンジポルノ防止法」施行 

 「ＤＶ防止法」改正施行 

 「愛媛県家庭における暴力

及び虐待の防止並びに被害

者の保護等推進条例」施行 

 「愛媛県いじめの防止等の

ための基本的な方針」策定 

 「今治市人権施策基本計画」

改訂 
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年 国際的な動き 日本の動き 愛媛県・今治市の動き 

2015(平 27） 

  「子ども・子育て支援法」施行 

 「生活困窮者自立支援法」施行 

 「女性活躍推進法*」施行 

 「今治市子ども・子育て支援

事業計画*」策定 

 「今治市障害者計画*及び障

害福祉計画」策定 

 「今治市高齢者福祉計画・介

護保険事業計画*（第６期）」

策定 

 「愛媛県人権施策推進基本

方針」改訂 

2016(平 28） 

  「成年後見制度の利用の促進に関す

る法律」施行 

 「障害者差別解消法*」施行 

 「児童福祉法」等改正施行 

 「ヘイトスピーチ解消法*」施行 

 「部落差別解消推進法*」施行 

 「第２次今治市総合計画*」

策定 

 「第２次愛媛県男女共同参

画計画」中間改訂 

2017(平 29） 

  「成年後見制度利用促進基本計画」策

定 

 「児童福祉法」等改正施行 

 「外国人の技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護に関する法律」施

行 

 「人権意識に関するアンケ

ート調査」（今治市）実施 

 

2018(平 30） 

  「青少年インターネット環境整備法」

改正施行 

 「今治市高齢者福祉計画・介

護保険事業計画*（第７期）」

策定 
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２ 用語解説 
 

【あ行】 

 

 今治市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（今治市新高齢者保健福祉計画） 

介護保険制度の導入にあたり、すべての高齢者を対象にする保健福祉施策全般にわ

たる計画を一体的に策定したもの。平成 12年（2000年）に第１期計画が策定された。 

平成 15 年（2003 年）３月に、計画策定後の新たな課題に対応するため一部を見直

し、第２期の計画を策定した。 

さらに、平成 18 年（2006 年）３月には、計画期間を平成 18 年度～平成 20 年度と

する第３期の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画が策定され、その後平成 21

年度～平成 23 年度を期間とする第４期計画、平成 24 年度～平成 26 年度を期間とす

る第５期計画、平成 27 年度～平成 29 年度を期間とする第６期計画、平成 30 年度～

2020年度を期間とする第７期計画が策定された。 

 

 今治市子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て支援法第 61 条に基づき、子どもの健やかな育ちと保護者の子育て

を社会全体で支援する環境を整備することを目的に策定された。少子化解消推進対策

とも深く関わりを持つため、次世代育成支援対策推進法に基づく「今治市次世代育成

支援地域行動計画（いまばり・次代（あした）・子育てプラン）」の考え方並びに、母

子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「自立促進計画」、母子保健法を踏まえた「健

やか親子 21」の考え方を継承するものとされている。 

 

 今治市障害者計画 

障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第３項の規程に基づく障害者のた

めの施策に関する今治市の基本的な計画として、平成 10 年（1998 年）３月に第１期

計画が策定された。「障害者の自主性、自立性の確立」「すべての人が安心して暮らせ

る社会づくり」「障害の重度化、重複化及び障害者の高齢化への対応」「総合的な施策

の推進」が基本目標。第１期計画の期間は平成 19年度までの 10年間であり、平成 19

年（2007 年）３月に平成 26 年度までを期間とする計画、平成 27 年（2015 年）３月

に平成 31年度までを期間とする計画が策定された。 

 

 今治市人権尊重のまちづくり条例 

今治市人権宣言の基本的理念の具体化を図るため、市及び市民の役割を明らかにし、

人権施策を総合的かつ計画的に推進するための枠組みを設けることを目的として、平

成 13 年（2001 年）９月に制定された。さらに、平成 17 年（2005 年）６月には、目

的を達成するための重要事項を審議するため、「今治市人権尊重のまちづくり審議会」

の設置が規定された。 
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 今治市人権都市宣言 

基本的人権尊重の精神が市民全体に浸透し、差別のない明るく住みやすい豊かなま

ちづくりを実現するため、平成５年（1993 年）３月 25 日に今治市議会において可決

し、今治市を人権都市とすることを宣言した。また、合併後、平成 17 年（2005 年）

６月 24日に、新たに「人権都市宣言」を行った。 

 

 今治市総合計画 

 中長期にわたる市政運営の指針として、今治市の進むべき方向と基本施策、重点事

業などを明らかにしたものである。 

この総合計画は、基本構想と基本計画からなり、第２次計画の基本構想は、平成28

年度（2016年度）から2025年度までを、基本計画は、前期計画として平成28年度（2016

年度）から2020年度までを、後期計画として2021年度から2025年度までを計画期間と

して策定している。 

 

 今治市男女共同参画計画（いきいきひとプラン） 

男女共同参画を促進するため、国の基本法や県の計画などを考慮しながら、今治市

の特性に応じた男女共同参画の取り組みを明らかにした総合的かつ具体的な計画。第

１期計画の期間は、平成 15 年度から 21 年度までの７年間で、平成 15 年（2003 年）

３月に策定され、平成 22 年（2010 年）３月に、平成 22 年度から平成 31 年度を期間

とする第２期計画が策定された。 

 

 今治市人権行政推進本部 

基本施策の策定、関連部局間の連絡調整等、同和行政に関わる施策を総合的に検討

し推進するため、平成５年（1993年）２月に発足したもの。市長を本部長、助役、収

入役、教育長を副本部長として、委員（各部長）及び推進員（各課長）で構成されて

いる。合併後、平成 17年（2005年）４月に「今治市人権行政推進本部」に改めた。 

 

 インフォームド・コンセント  

説明と同意(informed-consent)のことで、医師は患者に対して、受ける治療内容の

方法や意味、効果、危険性、その後の予想や治療にかかる費用について、十分にかつ、

わかりやすく説明する義務があるといわれている。また、そのとき、患者は自分の身

体の中でどのようなことが起こっているのか知る権利があり、医師から十分な説明を

受けて、疑問点を解消し納得した上で治療を受けることに同意することを併せて、イ

ンフォームド・コンセントという。 
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 エイズ・ＨＩＶ  

ヒト免疫不全ウイルス(Human Immunodeficiency Virus)の略で、昭和 58 年（1983

年)に発見された。ＨＩＶは感染力の弱いウイルスであり、ＨＩＶ感染者の唾液や汗、

尿を介しては感染しないが、血液、精液、膣分泌液、母乳が体内に侵入することによ

り感染する。ＨＩＶ感染による免疫力の低下は、緩慢に進行し、いわゆるエイズ(後

天性免疫不全症候群、AIDS:Acquired Immunodeficiency Syndrome)の発症までには 10

年以上かかると言われている。近年、医学の進歩によりエイズの発症を遅らせたりす

る治療法が確立されている。 

 

 えせ同和行為  

企業や行政機関等を相手に、同和問題を口実にして利権を得るための不当な要求、

不法な行為をいい、高額書籍の購入要求の事例が特に多く見られる。この行為を行う

団体は数多くあり、同和問題の解決を遅らせ妨害する団体として問題となっている。 

 

 ＮＰＯ （非営利組織） 

非営利組織(Non‐Profit Organization)の略語で、株式会社や有限会社などと違い、

営利を目的としない団体のこと。現在日本では、市民が主体となって福祉や環境など

の社会貢献活動を行っている団体を指してＮＰＯと呼ぶことが多い。平成 10年(1998

年)に、「特定非営利活動促進法」(通称「ＮＰＯ法」)が施行され、この法律に基づい

て法人格を取得した団体は、ＮＰＯ法人と呼ばれている。 

 

 ＭＲＳＡ感染症 

「メチシリン耐性黄色ぶどう球菌」の英語名の頭文字。多くの抗生物質に耐性をも

つ黄色ぶどう球菌による感染症で、抵抗力のおとろえた人に感染すると重篤になるこ

とがある上に、この菌が医師や看護師など医療関係者を介して感染していくことがあ

る。 

 

 Ｏ-157 

病原菌を有する大腸菌の一種。下痢・血便等赤痢と同じような症状を呈して重篤な

状態になることがある経口感染症。平成８年（1996年）には、全国で大流行があった。 

 

 

【か行】 

 

 介護保険制度 

40 歳以上の被保険者の要介護状態または要介護状態となるおそれのある状態に関

し、必要な介護サービスの保険給付を行う制度。40歳以上の国民の保険料と国・県・

市町村の公費を財源として市町村等が保険者となって行われる社会保険制度。 
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 学習障がい(ＬＤ)  

学習障がいとは、Learning Disabilities の訳語で、一般にその頭文字をとってＬ

Ｄと表記される。この障がいは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、

話す、読む、書く、計算するまたは推論する能力の内、特定のものの習得と使用に著

しい困難を示すさまざまな状態をさす。その原因としては、中枢神経系に何らかの機

能障がいがあると推定されるが、視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、情緒障がい

などの障がいや、環境的な要因が直接の原因となるものではないとされている。 

 

 完全参加と平等 

ノーマライゼーションの理念をふまえた国際障害者年（昭和 56 年（1981年））のテ

ーマ。障がいのある人がそれぞれの住む社会において、社会生活と社会の発展に完全

に参加できるようにすると同時に、社会の他の市民と同じ生活条件の獲得と社会的・

経済的発展によって生み出された成果の平等な配分の実現を意味する。 

 

 共生社会 

ユネスコ国際理解教育における“to live together”(共に生きる)の日本語訳とし

て使われている。「国際寛容年」の寛容の使い方と同義語。自分を理解し、お互いが

違いを認め尊重し合うこと、自分と他者との共通点を見つけ出していくこと、共に生

きる社会のことをいう。さまざまな文化をもつ住民が同じ地域社会で生きる、多（異）

文化を尊重し合う社会の意味で使用することもある。 

 

 グループホーム 

数人の精神障がい者や高齢者などが、地域のアパートやマンション、一戸建ての住

居などで、一定の経済的負担をしながら共同生活する施設。専任の世話人が同居、ま

たは近くに住み、食事の世話や健康管理などの相談を行う。 

 

 国際人権規約 

世界人権宣言の精神に基づき、それに法的拘束力を持たせるため条約化したもの。

昭和 41年（1966年）12月に国連総会で採択された条約。「１.経済的、社会的及び文

化的権利に関する国際規約」「２.市民的及び政治的権利に関する国際規約」「３.市民

的及び政治的権利に関する国際規約の議定書」の３つの条約の総称。我が国は、１.

及び２.の規約について、昭和 54年（1979年）６月に締結している。 

 

 子育て支援 

子育てに喜びや楽しみを持ち、安心して子どもを生み育てて、子ども自身が健やか

に育っていける社会を形成するため、国、地方自治体をはじめ、企業、職場、地域社

会を含めた社会全体として総合的に支援していく取り組み。 
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 子ども・子育て関連３法 

 保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、幼児期

の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために制定された、

「子ども・子育て支援法」「総合こども園法」「関係法律の関係整備法」のこと。 

 

 子どもの権利条約（児童の権利に関する条約） 

平成元年（1989 年）11 月に国連総会で採択された条約。前文及び 54 条からなり、

児童の意見表明権、思想・表現の自由、児童に関する差別の禁止、生命・教育に関す

る権利、経済的搾取からの保護等、児童の権利に関して包括的に規定している。我が

国は、平成６年（1994 年）に批准している。 

 

【さ行】 

 

 次世代育成支援対策推進法 

我が国における急速な少子化の進行をふまえ、次世代の社会を担う子どもが健やか

に生まれ、かつ、育成される環境整備を図るため、次世代育成支援対策について、基

本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主

による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するための

必要な措置を講ずることを求めている。平成 15年（2003年）７月施行され、平成 17

年度から 10年間の時限立法であったが、平成 25年（2013年）12 月に 10年間の延長

が決まった。 

 

 社会福祉協議会 

地域社会において民間の自主的な福祉活動の中核になり、住民が参加する福祉活動

を推進し、社会福祉上の諸問題の解決に取り組み、地域住民の福祉を増進することを

目的とする民間非営利団体で、市町村、都道府県、政令指定都市、全国の各段階に組

織されている。 

 

 周産期医療 

妊娠満 22 週から生後１週間未満までの期間を周産期という。この期間は、母子と

もに異常を生じやすいので、突発的な緊急事態に備えて、産科、小児科双方からの一

貫した総合的な医療体制が必要なことから、これを特に「周産期医療」という。 

 

 生涯学習 

だれもが、学齢期だけでなく、生涯にわたっていつでもそれぞれの目的に応じて、

自由に学習機会を選択して学び、学んだことを行動につなげていくこと。平成２年

（1990年）７月施行の「生涯学習振興のための施策の推進体制等に関する法律」で法

制化された。 
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 障がい者 

身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む。）その他の心身の機能

の障がいがある者であって、障がい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者をいう。 

 

 障害者基本法 

障がい者のための施策に関し、基本的理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明

らかにするとともに、障がい者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、障がい者

の自立と社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目

的とする。 

 

 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） 

すべての国民が、障がい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、障がいを理由とする差別の解消を

推進することを目的とした法律。 

 

 障害者対策に関する長期計画 

国連では障がい者の「完全参加と平等」のために、昭和 56 年（1981 年）を国際障

害者年、昭和 58 年（1983 年）～平成４年（1992 年）を「国連・障害者の 10 年」と

し、障がい者が社会生活に完全に参加し、障がいのない人と同等の生活を享受する権

利の実現をめざした。日本では昭和 57 年（1982 年）３月に、障害者対策に関する長

期計画を決定し、政府・各省はじめ各地方公共団体はこれに準拠し、それぞれの立場

で障がい者対策の新たな計画の立案と実施の方向をうち出すことにした。 

 

 女子差別撤廃条約（女子に関するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約） 

昭和 54年（1979年）12月に国連総会で採択された条約。女子が女子である理由の

みによって生き方を制約されることなく、個人として男子と平等な権利・機会・責任

を享受できる完全な男女平等を実現することを目的として、漸進的に措置をとること

が、批准国に求められている。我が国は、昭和 60年（1985年）６月に締結している。 

 

 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） 

女性が希望に応じ職業生活で活躍できる環境を整備することを目的とした 10 年間

の時限立法。従業員が 300人を超える企業には、女性の活躍に関する状況の把握・課

題分析や、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ事業主行動計画の策定・公

表、男女別の育児休業取得率など女性の職業選択に資する情報の公表が義務付けられ

た（300人以下の民間企業等は努力義務）。 
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 シルバー人材センター 

おおむね60歳以上の高齢者を会員とし、その社会参加と生きがいづくりを目的に、

就労の場を斡旋するために組織されている。 

 

 人権 

人権擁護推進審議会答申では、「人権とは、すべての人間が、人間の尊厳に基づい

てもっている固有の権利である。人権は、社会を構成するすべての人々が個人として

の生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために、かかすことのできな

い権利であるが、それは人間固有の権利に由来する」と定義している。 

 

 人権教育・啓発に関する基本計画 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権教育・啓発推進法）」第 7 条の

規定に基づき、平成 14 年（2002年）３月 15日に閣議決定された計画。平成 23年（2011

年）に計画の一部が変更され、人権課題に対する取り組みに「北朝鮮当局による拉致

問題等」の項目が追加された。 

 

 人権教育のための国連 10 年 

平成６年（1994年）12月の国連総会において、平成７年（1995年）～平成 16年（2004

年）までの 10年間を「人権教育のための 10年」とすることが決議された。人権教育

を「知識と技術の伝授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」と定義し、各国にさまざまな活動を行うことを提唱

している。これを受けて日本では、平成９年（1997 年）７月に、「人権教育のための

国連 10年国内行動計画」が同推進本部（本部長内閣総理大臣）より出された。 

 

 人種差別撤廃条約（あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約） 

昭和 40年（1965年）12月に国連総会で採択された条約。締結国が人権及び基本的

自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を、すべての

適当な方法により遅滞なくとること等を主な内容としている。我が国は、平成７年

（1995年）12月に締結している。 

 

 人権週間 

国連は昭和 23 年（1948 年）の第３回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し

て、12 月 10 日を「世界人権デー」と定めるとともに、すべての加盟国にこれを記念

する行事を実施するように呼びかけている。日本では 12月 10日の世界人権デーを最

終日とする１週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及・高揚のための啓発活

動を全国的に展開している。 
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 人権の日 

今治市では、市民一人一人が、家庭や職場、地域社会など身近なところで人権問題

について考え人権を大切にする行動を通じて差別のない社会をめざすことを目的と

して、平成 12 年（2000 年）度から毎月 11 日を「人権の日」（人権を確かめ合う日）

と設定した。１は『人』を表し、１を重ねることにより、11は人（ひと）は＝等（ひ

と）しいをイメージしている。また、昭和 40年（1965年）８月 11 日は、同和対策審

議会答申*が出された日でもある。 

 

 人権文化（人権という普遍的文化 ） 

「人権教育のための国連 10 年」の活動は、地球上のどこにおいても人権が尊重さ

れることを社会規範にしようとして進められてきたものであり、その基本理念である

「人権という普遍的な文化」とは、人権についてお互いが理解し、尊重し合うことが

暮らしの中の一つの文化（人権文化）として、当たり前になっている社会の在り方を

いう。 

 

 人権擁護委員 

地域住民の中にあって人権擁護活動を行う任務をもった人。市町村長からの推薦に

より法務大臣が委嘱する。地域において、自由人権思想の普及高揚を図るとともに、

人権侵害が起きないように監視し、人権を擁護している。 

 

 人権擁護推進審議会 

人権擁護施策推進法*に基づいて、平成９年（1997 年）に設置された。法務大臣、

文部科学大臣、総務大臣または関係各大臣の諮問に応じ、「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」を調査協議し、平成 11 年（1999 年）に第一次答申が出された。また、

法務大臣の諮問に応じ、「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」を調査協議し、平成 13 年（2001 年）７月に第二次答申

が出された。 

 

 人権擁護施策推進法 

人権の擁護に関する施策の推進について、国の責任を明らかにするとともに、必要

な体制を整備し、もって人権の擁護に資することを目的とし、平成８年（1996年）12

月 26 日に公布された法律で、達成すべき基準を定めていたが、平成 14 年（2002 年）

３月 25日に失効している。 
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 性的マイノリティ 

同性愛者、両性愛者、身体の性と心の性が一致しない人など、性をめぐって社会的

に差別されるおそれのある人々の総称。全体的にみて少数者であることから、性的少

数者ともいわれる。 

 

 性同一性障害 

医学用語、医師から受ける診断名。生物学的な性「身体の性」と性の自己認識「心

の性」が一致しない状態で、このことにより社会生活に支障が生じ、診断・治療を受

け、性別適合手術、さらに戸籍を変更する人もいる。 

 

 成年後見制度 

認知症高齢者、知的障がい者など、判断能力が不十分な成人を支援するための法律

上の制度。財産管理や契約などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳

商法の被害にあうおそれがあることから、このような人々の保護と支援を目的に、平

成 12 年（2000 年）４月からスタートした。本人やその配偶者などが家庭裁判所に申

し立てることにより、法律行為全般に関わる後見人、補佐人、補助人が選任される制

度。 

 

 世界人権宣言 

昭和 23年（1948年）12月の国連総会において採択された国際的な人権宣言。市民

的・政治的自由の他、経済的・社会的権利について、各国が達成すべき基準を定めた。 

 

 セクシュアル・ハラスメント 

一般的には、「性的嫌がらせ」を意味するものとされ、労働の場では、性的な言動

に対する労働者の対応により、降格、減給など労働条件に不利益を受ける「対価型セ

クシュアル・ハラスメント」、性的な言動によって就業環境を害される（不必要に身

体を触る、性的な噂の流布、人目に触れる場所へのわいせつなポスター等の掲示など）

「環境型セクシュアル・ハラスメント」の２種類に分類される。 

セクシュアル・ハラスメントの中には単なる嫌がらせに止まらず、心身に支障を及

ぼしたり、職場環境を悪化させて働く意欲を低下させたり、最悪の場合には労働者側

が退職に追い込まれるといった深刻なケースも見受けられる。 

「ハラスメント」とは、その行為を被害者の側に重点をおいた概念で、被害経験の

ない男性には理解しにくい面があることから、啓発・研修が特に重要である。平成 11

年（1999年）４月に改正された男女雇用機会均等法では、職場でのセクシュアル・ハ

ラスメントの防止を事業者に義務づけている。 
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【た行】 

 

 男女共同参画社会 

男女共同参画審議会設置法では、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に、

政治的、経済的、社会的及び文化利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担

うべき社会と位置づけられている。 

 

 男女共同参画社会基本法 

平成 11年（1999年）６月 23日に公布・施行された法律で、男女共同参画社会の形

成に関する基本理念として、①男女の人権の尊重、②社会における制度または慣行に

ついての配慮、③政策等の立案及び決定への共同参画、④家庭生活における活動と他

の活動の両立、⑤国際的協調、という５つの理念を定め、この基本理念に則り、国や

地方公共団体は男女共同参画社会の形成に努めることという、それぞれの責務を明ら

かにしている。その上で、男女共同参画基本計画等の策定、地方公共団体及び民間団

体に対する支援など、施策の基本となる事項について規定している。 

 

 男女雇用機会均等法 

正式には、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」

という。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性

労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進するこ

とを目的とする法律。平成 11 年（1999 年）４月に改正され、募集・採用から定年・

退職・解雇に至るまでの雇用管理のすべての段階における女性に対する差別が禁止さ

れた。また、企業名公表制度の創設等、法の実効性を確保するための措置が強化され

た。 

 

 地域改善対策協議会 

同和行政について、政府に対し意見を具申するため設置された、旧総務庁の付属機

関。昭和 57 年 (1982 年)に設置され、平成８年 (1996 年)５月には、「同和問題の早

期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」の意見具申として、「今後、

差別意識の解消にあたっては、これまでの同和教育や啓発の中で積み上げられてきた

成果とその手法の評価をふまえ、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すべきと考えられ、その中で、同和問題を人権

問題の重要な柱としてとらえ、積極的に推進するべきである。」と述べられている。 
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 地域福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援助事業） 

これからの福祉サービスが、基本的に自らが福祉サービスを選択し契約を結んで利

用する仕組みになったのを受けて、判断能力に不安がある人が安心して生活が送れる

ように援助することを目的として始まった事業。どのような福祉サービスがあるのか、

どのようにすればサービスが利用できるのかなどの援助を行う。 

 

 注意欠陥/多動性障がい(ADHD) 

注意欠陥/多動性障がいとは、Attention Deficit/Hyperactivity Disorder の訳語

で、一般にその頭文字をとってＡＤＨＤと表記される。この障がいは、年齢あるいは

発達に不釣り合いな注意力または衝動性、多動性を特徴とし、社会的な活動や学業の

機能に支障をきたすもので、７歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何ら

かの要因による機能不全があると推定されている。 

 

 デートＤＶ 

 デートＤＶとは、結婚していない男女間での、体、言葉、態度による暴力のこと。

親密な相手を思い通りに動かすために複合的に使われるあらゆる種類の暴力をさす。

（身体的暴力、言葉・心理的感情的暴力、性的暴力、経済的暴力） 

 

 同和対策事業特別措置法 

昭和 40 年（1965 年）、同和対策審議会答申*に基づいて、すべての国民に基本的人

権の共有を保障する憲法の理念に則り、歴史的、社会的、経済的、文化的に低位の状

態におかれている地域に行政機関が協力して行う同和対策事業の目的と達成に必要

な特別措置を、早期に講ずることを定めた時限立法の法律。その後、いくたびか法律

の内容と名称の変更を伴いながら、33年間にわたり「特別措置法」に基づく施策を行

ってきたが、平成 14 年（2002年）３月 31日に失効した。 

 

 同和対策審議会 

同和問題の解決に資するため、旧総理府に付属機関として、昭和 35 年（1960 年）

８月 13 日に設置された。同和問題の解決のために必要な総合的施策の樹立、その他

同和地区に関する社会的及び経済的諸問題の解決に関する重要事項について、調査・

審議する。また、以上の事項に関し、内閣総理大臣の諮問に答申し、建議することが

できる。 

 

 同和対策審議会答申 

同和問題に対する国の方策を決める基盤となった、昭和 40 年（1965 年）８月の同

和対策審議会の政府への答申。答申は、同和問題の解決を「国の責務」「国民的課題」

とうたい、環境改善、社会福祉、産業・職業、教育啓発、人権問題など差別解消のた

めの事業の必要性を述べ、これに基づいて、昭和 44 年（1969 年）から同和対策事業

特別措置法による、国、地方自治体の取り組みが始まった。 
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 ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)  

一般的には夫や恋人･パートナーなど「親密な」関係にある男性から女性に対して

振るわれる暴力といった意味で使われる。殴る、蹴るといった「身体的暴力」だけで

なく、話しかけても無視するといった「精神的暴力」、嫌がっているのに性行為を強

要する「性的暴力」、生活費を渡さないといった「経済的暴力」などさまざまな暴力

がある。またこれらが重なり合って起こることが少なくない。威嚇や心理的苦痛を与

えることで女性の言動や思想を萎縮させ、女性の身体の安全や尊厳を脅かす行為。 

 
 

【な行】 

 

 認知症 

アルツハイマー病や脳梗塞などの病気で脳に損傷を受けることによって、大人にな

る過程で身につけてきた認知機能(記憶、日時や場所や人の見当づけ、物事の判断等)

が次第に低下し、自分らしい暮らしを自立して行うことが困難な状態。 

早期に発見され、適切な医療やケアが提供されることで、本人や家族が体験する苦

しみや生活上の困難、社会的な支援コストが大幅に軽減できることがわかってきてい

る。従来用いられてきた「痴呆」という用語は、当事者や社会に侮辱感やあきらめを

感じさせ、適切な理解と支援の普及を阻み、当事者と社会に多大な損失を生むため、

認知症が急増する中、効果的かつ速やかな社会的支援が必要とされ、正しい理解と支

援を広げるために、行政用語としては、平成 16 年（2004 年）12 月 24 日以降、認知

症を使用することになった。 
 

 ノーマライゼーション 

障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件

を整えるべきで、共に生きる社会がノーマル（正常な様子）な社会であるという理念

をいう。つまり、障がいのある人などが社会から隔離されて保護されているのではな

く、社会の一員としてお互いを尊重し支え合いながら、地域の中で共に生活する社会

こそが本来あるべき姿であるという考え方やその方法をいう。 

 

【は行】 

 

 ハートビル法 

平成６年（1994年）に施行された「高齢者や身体障害者などが円滑に利用できる特

定建築物の促進に関する法律」のこと。劇場や銀行、ショッピングセンターなど、だ

れもが利用する建物をつくる際に、高齢者や身体障がい者が利用しやすくなるための

一定の基準を設け、その基準にあった「ハートのあるやさしい建物」にすることを求

めている。この認定を受ければ、補助や税法上の特例措置、低利融資の制度が受けら

れるようになっている。 
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 バリアフリー 

高齢者や障がいのある人が社会生活をしていく上で、妨げになる障壁(バリア)を取

り除くことをいう。もともと住宅建築用語で、段差等の物理的障壁の除去をさすが、

近年では、物理的障壁だけでなく、社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理

的なすべての障壁をなくし、自由に社会活動に参画し、いきいきと暮らしやすい環境

をつくるという、広い意味に用いられている。また、社会制度上の不利益を解消し、

さらには人々の差別意識や偏見・誤解・無知をなくしていくことを、「心のバリアフ

リー」という。 

 

 ハローワーク 

公共職業安定所の愛称。職業紹介、職業指導、公共職業訓練の斡旋等の業務を行っ

ている。 

 

 パワー・ハラスメント 

上司による嫌がらせ。上司が部下に言葉や態度による暴力を振るったり、できもし

ない執拗な要求で精神的に苦痛を与えること。終身雇用制が崩れ、さらに不況による

経営不安や雇用不安の広がる現代社会においては、雇用が奪われるのではないだろう

かという焦燥感もあり、深刻な問題となっている。 

 

 ハンセン病 

ハンセン病は、感染力のきわめて弱い「らい菌」によって引き起こされる慢性の細

菌感染症で、「らい病」と呼ばれ遺伝病のように考えられていた時代もあった。明治

６年 (1873 年)にらい菌を発見したノルウェーのアルマウェル・ハンセン医師の名前

をとり、現在は「ハンセン病」と呼ばれている。 

かつては、感染によって手足等の抹消神経の麻痺や皮膚にさまざまな症状が起こり、

病気が進むと顔や手足に後遺症が残ることから、不治の病と恐れられたが、昭和 18

年(1943年)に「プロミン」という治療薬がこの病気によく効くことが報告されて以来、

完全に治る病気となった。現在は、いくつか薬を組み合わせる多剤併用療法(ＭＤＴ)

がとられている。 

 

 ピアカウンセリング 

障がいのある人が、自らの体験に基づいて、同じ立場や仲間である他の障がいのあ

る人の相談に応じることにより、問題の解決を図ること。 

 

 貧困の連鎖 

親の貧困が子どもの貧困につながっていくこと。家庭の所得差によって子どもの教

育や健康に格差が生じ、成人後に貧困に陥る可能性が高いとされる。 
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 ファミリー・サポート・センター 

仕事と育児の両立を支援するための住民参加による組織で、育児の援助を行う人

（提供会員）と、援助を受けたい人（依頼会員）で構成される相互援助グループのこ

と。依頼会員の要望に応じて、提供会員は自宅で子どもを預かったり、送迎するなど

の援助活動を行う。 

 

 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） 

現在もなお、部落差別が存在し、差別は許されないものとする認識のもと、国は部

落差別解消のための施策を講じ、地方公共団体は国との役割分担を踏まえ、その地域

の実情に応じた施策（相談体制の充実、教育及び啓発等）を講じるよう努めるものと

し、部落差別の解消の必要性について国民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」を目的とする法律。 

 

 ボランティア 

自発性、柔軟性、公益性、無償性等を原則として、地域や社会のために時間や労力、

知識、技能などを提供する個人のこと。 

 

 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） 

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ことを

目的とする法律。 

 

【ま行】 

 

 マイナンバー制度 

平成 25 年（2013 年）に公布された「行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律」（番号法）に基づく制度。マイナンバーは、住民票を

有するすべての人に１人１つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率

的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確

認するために活用される。 

 

 マイ保育園 

保育所を地域の子育て支援の拠点として位置づけ、妊娠中から子どもが満３歳にな

るまでの子育てに不安の多い時期に、子育て相談、子育て講座、園庭開放、おためし

保育（半日無料体験）等の支援を行う。 
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 民生委員・児童委員 

民生委員法に基づき、各市町村に置かれる奉仕者で、厚生労働大臣が委嘱する者。

地域社会において、福祉に関わるさまざまな調査・相談、福祉の措置を必要とする人

に対する指導・助言、福祉事務所・各種相談所など関係行政機関に対する協力等の活

動を行う委員をいう。また、民生委員は、児童委員を兼務することとなっており、児

童委員としても、児童・妊産婦の状態把握、福祉に関する援助や指導、児童相談所や

福祉事務所などとの連携、協力を行っている。平成６年（1994年）から児童福祉専門

の主任児童委員が委嘱され、児童委員とともに活動している。 

 
 
【や行】 

 

 ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、身体、国籍など人々がもつさまざまな特性の違いを越えて、はじめか

らできるだけすべての人が利用しやすいよう配慮して、施設、建物、製品、環境、行

事等をデザイン（計画・実施）していこうとする考え。 

 
 
【ら行】 

 

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 

平成６年（1994年）にカイロでの国際人口・開発会議で提唱された概念で、重要な

人権の一つとして認識されている。「性と生殖に関する健康／権利」と訳される。女

性が妊娠と出産を安全に行えること。子どもが健康に生まれ育つこと。健康を損なう

ことなく、妊娠、出産を調整できること。さらに、いつ何人子どもを産むか、産まな

いかを主体的に選択する権利を女性が持つことなどがうたわれている。 
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３ 関連資料 

（１）世界人権宣言 
 

（昭和 23年 (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尊守の促

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。 
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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。 
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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。 

 

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、人権、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。 
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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。 

 

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。 
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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。 
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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。 

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。  



資料編 

３ 関連資料 

 

109 

（２）日本国憲法（抄） 

 
（1946（昭和 21）年 11月 3日公布 

1947（昭和 22）年 5月 3日施行） 

前文 

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、我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、いずれの国家も、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 

 

（日本国民の要件） 

第 10 条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

 

（基本的人権の享有と性質） 

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。 
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（自由･権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任） 

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。 

 

（個人の尊重、生命・自由･幸福追求の権利の尊重） 

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。 

 

（法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界） 

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。 

 

（公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障） 

第 15 条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 

２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 

３ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 

４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選

択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 

 

（請願権） 

第 16 条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又

は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をし

たためにいかなる差別待遇も受けない。 

 

（国及び公共団体の賠償責任） 

第 17 条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めると

ころにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 

 

（奴隷的拘束及び苦役からの自由） 

第 18 条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除

いては、その意に反する苦役に服させられない。 
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（思想及び良心の自由） 

第 19 条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

 

（信教の自由、国の宗教活動の禁止） 

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。 

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。 

 

（集会･結社･表現の自由、検閲の禁止、通信の自由） 

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。 

 

（居住･移転･職業選択の自由、外国移住･国籍離脱の自由） 

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。 

 

（学問の自由） 

第 23 条 学問の自由は、これを保障する。 

 

（家族生活における個人の尊厳と両性の平等） 

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。 

 

（生存権、国の生存権保障義務） 

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。 

 

（教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償） 

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。 
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（労働の権利･義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止） 

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。 

 

（労働者の団結権･団体交渉権その他団体行動権） 

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。 

 

（財産権の保障） 

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。 

 

（納税者の義務） 

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。 

 

（法廷手続の保障） 

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。 

 

（裁判を受ける権利） 

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。 

 

（逮捕に関する権利） 

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。 

 

（拘留･拘禁に対する保障） 

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。 
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（住居侵入･捜索･押収に対する保障） 

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。 

 

（拷問及び残虐な刑罰の禁止） 

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。 

 

（刑事被告人の諸権利） 

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。 

 

（不利益な供述の共用の禁止、自白の証拠能力） 

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。 

 

（刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止） 

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。 

 

（刑事補償） 

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 
 

（基本的人権の本質） 

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、過去幾多の試練に堪へ、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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（３）教育基本法 
公布：昭和22年3月31日 法律第25号  

施行：昭和22年3月31日 

                        改正：平成18年12月22日法律第120号 

 

前文 

 教育基本法（昭和22年法律第25号）の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ

努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平

和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現す

るため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間

性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造

を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の

未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 
 

第１章 教育の目的及び理念 
 

（教育の目的）  

第１条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者とし

て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければなら

ない。  
 

（教育の目標）  

第２条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる

目標を達成するよう行われるものとする。  

１  幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心

を培うとともに、健やかな身体を養うこと。  

２  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精

神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこ

と。  

３  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神

に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。  

４  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

５  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。  
 

（生涯学習の理念）  

第３条  国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、

その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、

その成果を適切に活かすことのできる社会の実現が図られなければならない。  
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（教育の機会均等）  

第４条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられ

なければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、

教育上差別されない。  

２  国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育

を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。  

３  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学

が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。  

 

第２章 教育の実施に関する基本 

 

（義務教育）  

第５条  国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を

受けさせる義務を負う。  

２  義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会に

おいて自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされ

る基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。  

３  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、

適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。  

４  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴

収しない。  

 

（学校教育）  

第６条  法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体

及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。  

２  前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身

の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合にお

いて、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自

ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。  

 

（大学）  

第７条  大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く

真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することによ

り、社会の発展に寄与するものとする。  

２  大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が

尊重されなければならない。  
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（私立学校）  

第８条  私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかん

がみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法

によって私立学校教育の振興に努めなければならない。  

 

（教員）  

第９条  法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究

と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。  

２  前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重

され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければなら

ない。  

 

（家庭教育）  

第10条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであ

って、生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身

の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。  

２  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習

の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよ

う努めなければならない。  

 

（幼児期の教育）  

第11条  幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるこ

とにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の

整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。  

 

（社会教育）  

第12条  個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び

地方公共団体によって奨励されなければならない。  

２  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、

学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教

育の振興に努めなければならない。  

 

（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）  

第13条  学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割

と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。  

 

（政治教育）  

第14条  良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならな

い。  
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２  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教

育その他政治的活動をしてはならない。  

 

（宗教教育）  

第15条  宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活

における地位は、教育上尊重されなければならない。  

２  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗

教的活動をしてはならない。  

 

第３章 教育行政 

 

（教育行政）  

第16条  教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めると

ころにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役

割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。  

２  国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関す

る施策を総合的に策定し、実施しなければならない。  

３  地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた

教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。  

４  国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政

上の措置を講じなければならない。  

 

（教育振興基本計画）  

第17条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な

事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなけ

ればならない。  

２  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共

団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めな

ければならない。  

 

第４章 法令の制定 

 

第18条  この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなけれ

ばならない。 
 

附 則 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。 
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（４）同和対策審議会答申 

 

昭和 40年 8月 11日 

内閣総理大臣 佐藤栄作殿 

同和対策審議会会長 木村忠二郎 

 

昭和 36年 12月７日総審第 194号をもって、諮問のあった「同和地区に関する社会

的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」について審議した結果、別紙のと

おり答申する。 

 

前文 

 昭和 36年 12月７日内閣総理大臣は本審議会に対して「同和地区に関する社会的乃

び経済的諸問題を解決するための基本的方策」について諮問された。いうまでもなく

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。したがって、審議会はこれを

未解決に放置することは断じて許されないことであり、その早急な解決こそ国の責務

であり、同時に国民的課題であるとの認識に立って対策の探求に努力した。その間、

審議会は問題の重要性にかんがみ存置期間を二度にわたって延長し、同和地区の実情

把握のために全国及び特定の地区の実態の調査も行なった。その結果は附属報告書の

とおりきわめて憂慮すべき状態にあり、関係地区住民の経済状態、生活環境等がすみ

やかに改善され平等なる日本国民としての生活が確保されることの重要性を改めて

認識したのである。 

 したがって、審議もきわめて慎重であり、総会を開くこと 42回、部会 121回、小

委員会 21回におよんだ。 

 しかしながら、現在の段階で対策のすべてにわたって具体的に答申することは困難

である。しかし、問題の解決は焦眉の急を要するものであり、いたずらに日を重ねる

ことは許されない状態にあるので、以下の結論をもってその諮問に答えることとした。 

 時あたかも政府は社会開発の基本方針をうち出し、高度経済成長に伴なう社会経済

の大きな変動がみられようとしている。これと同時に人間尊重の精神が強調されて、

政治、行政の面で新らしく施策が推進されようとする状態にある。まさに同和問題を

解決すべき絶好の機会というべきである。 

 政府においては、本答申の精神を尊重し、有効適切な施策を実施して、問題を抜本

的に解決し、恥ずべき社会悪を払拭して、あるべからざる差別の長き歴史の終始符が

一日もすみやかに実現されるよう万全の処置をとられることを要望し期待するもの

である。 
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◆第１部 同和問題の認識 

１ 同和問題の本質 

 いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層

構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の

状態におかれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、とくに、近

代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されて

いないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。 

 その特徴は、多数の国民が社会的現実としての差別があるために一定地域に共同体

的集落を形成していることにある。最近この集団的居住地域から離脱して一般地区に

混住するものも多くなってきているが、それらの人々もまたその伝統的集落の出身な

るがゆえに陰に陽に身分的差別の扱いをうけている。集落をつくっている住民は、か

つて「特殊部落」「後進部落」「細民部落」など蔑称で呼ばれ、明らかな差別の対象と

なっているのである。 

 この「未解放部落」又は「同和関係地区」（以下単に「同和地区」という。）の起源

や沿革については、人種的起源説、宗教的起源説、職業的起源説、政治的起源説など

の諸説がある。しかし、本審議会は、これら同和地区の起源を学問的に究明すること

を任務とするものではない。ただ、世人の偏見を打破するためにはっきり断言してお

かなければならないのは同和地区の住民は異人種でも異民族でもなく、疑いもなく日

本民族、日本国民であるということである。 

 すなわち、同和問題は、日本民族、日本国民のなかの身分的差別をうける少数集団

の問題である。同和地区は、中世末期ないしは近世初期において、封建社会の政治的、

経済的、社会的諸条件に規制せられ、一定地域に定着して居住することにより形成さ

れた集落である。 

 封建社会の身分制度のもとにおいては、同和地区住民は最下級の賎しい身分として

規定され、職業、住居、婚姻、交際、服装等に至るまで社会生活のあらゆる面できび

しい差別扱いをうけ、人間外のものとして、人格をふみにじられていたのである。し

かし明治維新の変革は、同和地区住民にとって大きな歴史的転換の契機となった。す

なわち、明治４年８月 28日公布された太政官布告第６１号により、同和地区住民は、

いちおう制度上の身分差別から解放されたのである。この意味において、歴史的な段

階としては、同和問題は明治維新後の近代から解消への過程をたどっているというこ

とができる。しかしながら、太政官布告は形式的な解放令にすぎなかった。それは単

に蔑称を廃止し、身分と職業が平民なみにあつかわれることを宣明したにとどまり、

現実の社会関係における実質的な解放を保障するものではなかった。いいかえれば、

封建社会の身分階層構造の最低辺に圧迫され、非人間的な権利と極端な貧困に陥れら

れた同和地区住民を、実質的にその差別と貧困から解放するための政策は行われなか

った。したがって、明治維新後の社会においても、差別の実態はほとんど変化がなく、

同和地区住民は、封建時代とあまりかわらない悲惨な状態のもとに絶望的な生活を続

けてきたのである。 
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 その後、大正時代になって、米騒動が勃発した際、各地で多数の同和地区住民がそ

れに参加した。その後、全国水平社の自主的解放運動がおこり、それを契機にようや

く同和問題の重要性が認識されるに至った。すなわち、政府は国の予算に新しく地方

改善費の名目による地区の環境改善を行なうようになった。しかし、それらの部分的

な改善によって同和問題の根本的解決が実現するはずはなく、同和地区住民は依然と

して、差別の中の貧困の状態におかれてきた。 

 わが国の産業経済は、「二重構造」といわれる構造的特質を持っている。すなわち、

一方には先進国なみの発展した近代的大企業があり、他方には後進国なみの遅れた中

小企業や零細経営の農業がある。この二つの領域の間には質的な断層があり、頂点の

大企業と底辺の零細企業とには大きな格差がある。 

 なかでも、同和地区の産業経済はその最低辺を形成し、わが国経済の発展から取り

残された非近代的部門を形成している。 

 このような経済構造の特質は、そっくりそのまま社会構造に反映している。すなわ

ち、わが国の社会は、一面では近代的な市民社会の性格をもっているが、他面では、

前近代的な身分社会の性格をもっている。今日なお古い伝統的な共同体関係が生き残

っており、人々は個人として完全に独立しておらず、伝統や慣習に束縛されて、自由

な意志で行動することを妨げられている。 

 また、封建的な身分階層秩序が残存しており、家父長制的な家族関係、家柄や格式

が尊重される村落の風習、各種団体の派閥における親分子分の結合など、社会のいた

るところに身分の上下と支配服従の関係がみられる。 

 さらに、また、精神、文化の分野でも昔ながらの迷信、非合理的な偏見、前時代的

な意識などが根づよく生き残っており、特異の精神風土と民族的性格を形成している。 

 このようなわが国の社会、経済、文化体制こそ、同和問題を存続させ、部落差別を

支えている歴史的社会的根拠である。 

 したがって、戦後のわが国の社会状況はめざましい変化を遂げ、政治制度の民主化

が前進したのみでなく、経済の高度成長を基底とする社会、経済、文化の近代化が進

展したにもかかわらず、同和問題は依然として未解決のままで取り残されているので

ある。 

 しかるに、世間の一部の人々は、同和問題は過去の問題であって、今日の民主化、

近代化が進んだわが国においてはもはや問題は存在しないと考えている。 

 けれども、この問題の存在は、主観をこえた歴史的事実に基づくものである。 

 同和問題もまた、すべての社会事象がそうであるように、人間社会の歴史的発展の

一定の段階において発生し、成長し、消滅する歴史的現象にほかならない。 

 したがって、いかなる時代がこようと、どのように社会が変化しようと、同和問題

が解決することは永久にありえないと考えるのは妥当でない。また、「寝た子をおこ

すな」式の考えで、同和問題はこのまま放置しておけば社会進化にともないいつとは

なく解消すると主張することにも同意できない。 



資料編 

３ 関連資料 

 

121 

 実に部落差別は、半封建的な身分的差別であり、わが国の社会に潜在的又は顕在的

に厳存し、多種多様の形態で発現する。それを分類すれば、心理的差別と実態的差別

とにこれを分けることができる。 

 心理的差別とは、人々の観念や意識のうちに潜在する差別であるが、それは言語や

文字や行為を媒介として顕在化する。たとえば、言葉や文字では封建的身分の賎称を

あらわして侮蔑する差別、非合理な偏見や嫌悪の感情によって交際を拒み、婚約を破

棄するなどの行動にあらわれる差別である。実態的差別とは、同和地区住民の生活実

態に具現されている差別のことである。たとえば、就職・教育の機会均等が実質的に

保障されず、政治に参与する権利が選挙などの機会に阻害され、一般行政諸施策がそ

の対象から疎外されるなどの差別であり、このような劣悪な生活環境、特殊で低位の

職業構成、平均値の数倍にのぼる高率の生活保護率、きわだって低い教育文化水準な

ど同和地区の特徴として指摘される諸現象は、すべて差別の具象化であるとする見方

である。 

 このような心理的差別と実態的差別とは相互に因果関係を保ち相互に作用しあっ

ている。すなわち、心理的差別が原因となって実態的差別をつくり、反面では実態的

差別が原因となって心理的差別を助長するという具合である。そして、この相関関係

が差別を再生産する悪循環をくりかえすわけである。 

 すなわち、近代社会における部落差別とは、ひとくちにいえば、市民的権利、自由

の侵害にほかならない。市民的権利、自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等を

保障される権利、居住及び移転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由

が同和地区住民にたいしては完全に保障されていないことが差別なのである。これら

の市民的権利と自由のうち、職業選択の自由、すなわち就業の機会均等が完全に保障

されていないことが特に重大である。なぜなら、歴史をかえりみても、同和地区住民

がその時代における主要産業の生産過程から疎外され、賎業とされる雑業に従事して

いたことが社会的地位の上昇と解放への道を阻む要因となったのであり、このことは

現代社会においても変わらないからである。したがって、同和地区住民に就職と教育

の機会均等を完全に保障し、同和地区に滞留する停滞的過剰人口を近代的な主要産業

の生産過程に導入することにより生活の安定と地位の向上をはかることが、同和問題

解決の中心的課題である。 

 以上の解明によって、部落差別は単なる観念の亡霊ではなく現実の社会に実在する

ことが理解されるであろう。いかなる同和対策も、以上のような問題の認識に立脚し

ないかぎり、同和問題の根本的解決を実現することはもちろん、個々の行政施策の部

分的効果を十分にあげることをも期待しがたいであろう。 
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２ 同和問題の概観 （略） 

 

◆第２部 同和対策の経過 

１ 部落改善と同和対策       （略） 

２ 解放運動と融和対策       （略） 

３ 現在の同和対策とその評価 （略） 

 

◆第３部 同和対策の具体案 

これまでの同和対策は、明治維新の際の太政官布告を拠りどころとするものであっ

て、それはそれなりに無視することのできない意義をもっていた。けれども現時点に

おける同和対策は、日本国憲法に基づいて行われるものであって、より積極的な意義

をもつものである。その点では同和行政は、基本的には国の責任において当然行うべ

き行政であって、過渡的な特殊行政でもなければ、行政外の行政でもない。部落差別

が現存するかぎりこの行政は積極的に推進されなければならない。 

 したがって、同和対策は、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業職業の安定、教

育文化の向上及び基本的人権の擁護等を内容とする総合対策でなければならないの

である。 

 以上の諸施策は、各々その分野において強力に推進されなければならないが、同時

に、総合対策として統一的に把握され、有機的かつ計画的に実施されなければならな

い。 

 なお、この際特に次の諸点に留意する必要が認められる。 

 

<１> 社会的、経済的、文化的に同和地区の生活水準の向上をはかり、一般地区との

格差をなくすことが必要である。このためには、生活環境の改善、社会福祉の充実、

産業職業の安定、教育文化の向上等の諸施策を積極的かつ強力に実施しなければなら

ない。なおこの場合、地区住民の自覚をうながし、自立意識を高めることが強く要請

される。 
 

<２> 地区住民に対する差別的偏見を根絶することが必要である。このためには、学

校教育、社会教育を通じて同和教育の徹底をはかるとともに、人権擁護活動を活発に

展開しなければならない。なおこの場合、部落差別はふるい因習や迷信と無関係では

あり得ない。したがって、このような弊風を温存する非合理性の強い、おくれた地域

社会の体質を改善し、その近代化をはかるためにも適切な対策を講ずることがきわめ

て大切である。 
 

<３> 同和問題を社会開発および経済開発の中に正しく位置づけ、前進する日本の政

治態勢の中でその解決をはかることが必要である。たとえば、多年の懸案である生活

環境の改善や就職の機会均等などの諸施策は、このような現在の前向きの姿勢の中で

積極的に推進されなければならない。 
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１ 環境改善に関する対策  （略） 

２ 社会福祉に関する対策  （略） 

３ 産業・職業に関する対策 （略） 

４ 教育問題に関する対策  （略） 

５ 人権問題に関する対策   （略） 

 

◆結語―同和行政の方向― 

 同和問題の根本的解決にあたっては、以上に述べた認識に立脚し、その具体案を強

力かつすみやかに実施に移すことが国の責務である。したがって国の政治的課題とし

ての同和対策を政策のなかに明確に位置づけるとともに、同和対策としての行政施策

の目標を正しく方向づけることが必要である。そのためには国および地方公共団体が

実施する同和問題解決のための諸施策に対し制度的保障が与えられなければならな

いが、とくに次の各項目についてすみやかに検討を行ない、その実現をはかることが、

今後の同和対策の要諦である。 

 

<１> 現行法規のうち同和対策に直接関係する法律は多数にのぼるが、これら法律に

基づいて実施される行政施策はいずれも多分に一般行政施策として運用され、事実上

同和地区に関する対策は枠外におかれている状態である。これを改善し、明確な同和

対策の目標の下に関係制度の運用上の配慮と特別の措置を規定する内容を有する「特

別措置法」を制定すること。 

 

<２> 同和対策は、今後の政府の施策の強化により新しい姿勢をもって推進されるべ

きであるが、このためにはそれに応ずる新たな行政組織を考慮する必要がある。政府

の施策の統一性を保持し、より積極的にその進展をはかるため、従前の同和問題閣僚

懇談会をさらに充実するとともに施策の計画の策定およびその円滑な実施などにつ

き協議する「同和対策推進協議会」の如き組織を国に設置すること。 

 

<３> 地方公共団体における各種同和対策の水準の統一をはかり、またその積極的推

進を確保するためには、国は、地方公共団体に対し同和対策事業の実施を義務づける

とともに、それに対する国の財政的助成措置を強化すること。この場合、その補助対

象を拡大し、補助率を高率にし、補助額の実質的単価を定めることなどについて、他

の一般事業補助に比し、実情を配慮した特段の措置を講ずること。 

 

<４> 政府による施策の推進に対応し、これを補完し、かつ可及的すみやかにその実

効を確保するため、政府資金の投下による事業団形式の組織が設立される等の措置を

講ずること。 
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<５> 同和地区内における各種企業の育成をはかるため、それらに対する特別の融資

等の措置について配慮を加えること。 

 

<６> 同和問題の根本的解決と同和対策の効率的な実施のためには、長期的展望の下

に、総合計画を策定し、環境改善、産業、職業、教育などの各面にわたる具体的年次

計画を樹立すること。 
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（５）地域改善対策協議会意見具申（抄） 

 

同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について（意見具申） 

（平成８年５月 17日） 

内閣総理大臣・関係各大臣宛 

地域改善対策協議会 

 

本協議会は、平成３年 12月 11日の本協議会意見具申が指摘した地域改善対策の今

後の基本的な課題について審議するため、平成５年７月 28日、本協議会の中に総括

部会を設置した。総括部会は、平成 5年 10月以来、29回にわたって審議を行い、本

年３月 28日に意見を取りまとめ、本協議会に対し別添のとおり報告がなされた。 

本協議会は上記報告を踏まえて審議を行った結果、本日、同和問題の早期解決に向

けた方策の基本的な在り方について、同報告の内容をもって本協議会の意見とし、こ

れを具申することとした。政府におかれては、本協議会の意見を尊重し、同和問題の

早期解決に向けた施策の推進に当たられるよう要望するものである。  

 

１ 同和問題に関する基本認識 

 

今世紀、人類は二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、平和がいかにかけがえのな

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。

紛争の背景は一概には言えないが、人種や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、「人権教育のための国連 10年」への本

格的な取り組みみも開始された。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、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。 

 

ひるがえって、我が国固有の人権問題である同和問題は、憲法が保障する基本的人

権の侵害に係る深刻かつ重大な問題である。戦後 50年、本格的な対策が始まってか

らも四半世紀余、同和問題は多くの人々の努力によって、解決へ向けて進んでいるも
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のの、残念ながら依然として我が国における重要な課題と言わざるを得ない。その意

味で、戦後民主主義の真価が問われていると言えよう。また、国際社会における我が

国の果たすべき役割からすれば、まずは足元ともいうべき国内において、同和問題な

ど様々な人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的な責務である。 

 

昭和 40年の同和対策審議会答申（同対審答申）は、同和問題の解決は国の責務で

あると同時に国民的課題であると指摘している。その精神を踏まえて、今後とも、国

や地方公共団体はもとより、国民の一人一人が同和問題の解決に向けて主体的に努力

していかなければならない。そのためには、基本的人権を保障された国民一人一人が、

自分自身の課題として、同和問題を人権問題という本質からとらえ、解決に向けて努

力する必要がある。 

 

同和問題は過去の課題ではない。この問題の解決に向けた今後の取組みを人権にか

かわるあらゆる問題の解決につなげていくという、広がりをもった現実の課題である。

そのような観点から、これまでの成果を土台とし、従来の取組みの反省を踏まえ、未

来に向けた新たな方向性を見極めるべき時に差しかかっていると言えよう。 

 

２ 同和問題解決への取組みの経緯と現状 

 

（１） これまでの経緯 （略） 

（２） 現状と課題 

① 現状 （略） 

② これまでの成果と今後の主な課題 

実態調査の結果からみて、これまでの対策は生活環境の改善をはじめとする物的な

基盤整備がおおむね完了するなど着実に成果をあげ、様々な面で存在していた較差は

大きく改善された。 
 

しかし、高等学校や大学への進学率にみられるような教育の問題、これと密接に関

連する不安定就労の問題、産業面の問題など、較差がなお存在している分野がみられ

る。差別意識は着実に解消へ向けて進んでいるものの結婚問題を中心に依然として根

深く存在している。また、人権侵害が生じている状況もみられ、その際の人権擁護機

関の対応はなお十分なものとは言えない。さらに、適正化対策もなお不十分な状況で

ある。 
 

同和問題の解決に向けた今後の主要な課題は、依然として存在している差別意識の

解消、人権侵害による被害の救済等の対応、教育、就労、産業等の面でなお存在して

いる較差の是正、差別意識を生む新たな要因を克服するための施策の適正化であると

考えられる。これらの課題については、その背景に関して十分な分析を行い、適切な

施策が講じられる必要がある。 
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３ 同和問題解決への展望 

 

（１） これまでの対策の意義と評価 （略） 

（２） 今後の施策の基本的な方向 

特別対策は、事業の実施の緊要性等に応じて講じられるものであり、状況が整えば

できる限り早期に一般対策へ移行することになる。一方、教育、就労、産業等の面で

なお存在している較差の背景には様々な要因があり、短期間で集中的に較差を解消す

ることは困難とみられ、ある程度の時間をかけて粘り強く較差解消に努めるべきであ

る。 

 

このようなことから、従来の対策を漫然と継続していたのでは同和問題の早期解決

に至ることは困難であり、これまでの特別対策については、おおむねその目的を達成

できる状況になったことから、現行法の期限である平成９年３月末をもって終了する

こととし、教育、就労、産業等のなお残された課題については、その解決のため、４

で述べるような工夫を一般対策に加えつつ対応するという基本姿勢に立つべきであ

る。 

 

本報告に盛り込まれた施策を実現していくため、法的措置の必要性を含め各般の措

置について具体的に検討し、これに基づいて、国及び地方公共団体は、基本的人権の

尊重と同和問題の一日も早い解決をうたった同対審答申の精神とこれまでの成果を

踏まえつつ、それぞれがその責務を自覚し、今後とも一致協力して、これらの課題の

解決に向けて積極的に取り組んでいく必要がある。 

 

同対審答申は、「部落差別が現存するかぎりこの行政は積極的に推進されなければ

ならない」と指摘しており、特別対策の終了、すなわち一般対策への移行が、同和問

題の早期解決を目指す取組みの放棄を意味するものでないことはいうまでもない。一

般対策移行後は、従来にも増して、行政が基本的人権の尊重という目標をしっかりと

見据え、一部に立ち遅れのあることも視野に入れながら、地域の状況や事業の必要性

の的確な把握に努め、真摯に施策を実施していく主体的な姿勢が求められる。 

 

４ 今後の重点施策の方向 
 

（１） 差別意識の解消に向けた教育及び啓発の推進 

① 基本的な考え方 

差別意識の解消のために教育及び啓発の果たすべき役割は極めて大きく、これまで

様々な手法で施策が推進されてきた。しかしながら、同和問題に関する国民の差別意

識は解消へ向けて進んでいるものの依然として根深く存在しており、その解消に向け

た教育及び啓発は引き続き積極的に推進していかなければならない。 
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教育及び啓発の手法には、法の下の平等、個人の尊重といった普遍的な視点からア

プローチしてそれぞれの差別問題の解決につなげていく手法と、それぞれの差別問題

の解決という個別的な視点からアプローチしてあらゆる差別の解消につなげていく

手法があるが、この両者は対立するものではなく、その両者があいまって人権意識の

高揚が図られ、様々な差別問題も解消されていくものと考えられる。 

 

今後、差別意識の解消を図るに当たっては、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とこれまでの手法への評価を踏まえ、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すべきと考えられ

る。その中で、同和問題を人権問題の重要な柱としてとらえ、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みを踏まえて積極的に推進すべきで

ある。 

 

同様な観点から、「人権教育のための国連 10年」に係る施策の中でも、同和問題を

我が国の人権問題における重要な柱としてとらえ、今後策定される国内行動計画に基

づいて教育及び啓発を積極的に推進し、同和問題に関する差別意識の解消に努めるべ

きである。 

 

② 実施体制の整備と内容の創意工夫 

国や地方公共団体においては、これまでの積み上げられてきた成果や手法への評価

を踏まえて、実施体制の整備や必要な施策について検討すべきである。その際、「人

権教育のための国連 10年」に係る施策の積極的な推進等による差別意識の解消に向

けた教育及び啓発の総合的かつ効果的な推進という観点を踏まえる必要がある。また、

従来特別対策として行ってきた学校教育や社会教育の関係事業、及び就労対策、農林

漁業対策、中小企業対策の中で行ってきたものを含む各種の啓発事業については、人

権教育、人権啓発の推進という観点から再構成すべきである。 

 

公益法人等の公的な性格を有する民間団体、社会教育関係団体や民間企業も、今後

の教育及び啓発において重要な役割を担うことが期待される。特に、財団法人地域改

善啓発センターは、啓発活動の実践、多様な主体が実施する教育・啓発活動に対する

情報提供など種々の支援等の面で引き続き重要な役割を果たしていくことが期待さ

れ、今後の教育及び啓発との関連において、その在り方を必要に応じ見直していくこ

とが望まれる。今後の教育及び啓発を更に効果的なものとしていくためには、それぞ

れの主体における実施体制の整備と併せ、多様な主体が連携協力するための横断的な

ネットワークの形成、その中核的な媒体となる情報データベースの整備、公務員研修

等を通じた指導者の養成、優れた教材や手法を開発するための調査研究など、教育や

啓発の共通基盤となる要素が整備される必要がある。また、人材養成等の観点から、

大学教育においても人権問題に対する一層の対応が強く望まれる。 
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教育及び啓発の内容の面でも、様々な課題に対する国際的な人権教育・啓発の成果、

経験等も踏まえ、公正で広く国民の共感を得られるような更なる創意工夫を凝らし、

家庭、地域社会、学校などの日常生活の中で実践的に人権意識を培っていくことが必

要である。このため、たとえば、多様な興味関心への対応、知識の伝達にとどまらな

い日常生活や地域の実態に即した実践性、感性への訴えかけ、誰もが参加しやすい明

るく楽しい雰囲気づくりと意見や感想の自由な交換の重視、マスメディアの活用とい

った観点から、その内容・手法については一層の創意工夫を凝らしていくことが望ま

れる。 

 

また、いたずらに「禁句」にとらわれることにより、意識の中に建前と本音の乖離

が生じ、問題の本質の正しい理解が妨げられることのないよう、特に留意すべきであ

る。その意味でもメディアの役割は重要である。 

 

（２） 人権侵害による被害の救済等の対応の充実強化 

① 基本的な考え方     （略） 

② 人権侵害救済制度の確立 （略） 

③ 人権擁護委員制度の充実と人権相談業務の推進 （略） 

 

（３） 地域改善対策特定事業の一般対策への円滑な移行 

① 基本的な考え方 （略） 

② 工夫の方向   （略） 

 

（４）今後の施策の適正な推進 

① 基本的な考え方    （略） 

② 行政の主体性の確立  （略） 

③ 同和関係者の自立向上 （略） 

④ えせ同和行為の排除 

えせ同和行為は、その行為自体が問題とされ排除されるべきものであるだけでなく、

差別意識の解消に向けた教育や啓発の効果を覆し、同和問題の解決に真剣に取り組ん

でいる者や同和関係者に対する国民のイメージを著しく損ねるものである。そして、

国民に対して、この問題に対する誤った意識を植え付け、同和問題解決の大きな阻害

要因となっている。法務省が平成 7年 1月に実施したえせ同和行為実態把握のための

アンケート調査によれば、１事業所当たりの要求件数の減少、要求に対する拒否率の

上昇など改善された点もみられるものの、全体的には被害が依然として深刻な状況で

ある。これまで、昭和 62年に国がえせ同和行為対策中央連絡協議会を設置してえせ

同和対策大綱を策定し、これに基づき情報交換、手引書の作成、啓発などに取り組ん

でいるが、被害が依然として深刻であることにかんがみ、えせ同和行為の排除の一層

の強化を図るべきである。 
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えせ同和行為に対処するには、同和問題を正しく理解することが何よりも重要であ

る。また、刑事事件に該当するものについては引き続き厳格に対処すべきであり、不

当要求には毅然とした態度をとること、組織全体で対応すること、法務局、警察の暴

力団取締担当部署、弁護士会の民事介入暴力被害者救済センターなどに早期に相談す

ること等を行政機関、企業等に更に徹底すべきである。なお、同調査結果では、えせ

同和行為に対して行政機関が無責任な対応をし、企業が不信感を持っていることをう

かがわせる事例もみられることから、行政機関が率先して毅然とした態度をとるよう

特に徹底すべきである。 

 

⑤ 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 （略） 

 

（５）その他 （略）  
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（６）人権擁護施策推進法 
公布：平成 8年 12月 26日 法律 120号 

施行：平成 9年 3月 24日 

改正平成 11・７・16・法律 102号 

 

（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、人権の擁護に関する施策の推進について、国

の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、もつて人権の擁護に資する

ことを目的とする。 

 

（国の責務） 

第２条 国は、すべ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、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

る施策並びに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を推進す

る責務を有する。 

 

（人権擁護推進審議会の設置） 

第３条 法務省に、人権擁護推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、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を、法務大臣の諮問に応じ、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を調査審議す

る。 

３ 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、

総務大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。 

 

（人権擁護推進審議会の組織等） 

第４条 審議会は、委員 20人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 

３ 委員は、非常勤とする。 

４ 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

５ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

６ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

７ 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 
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８ 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

（この法律の失効） 

２ この法律は、前項の政令で定める日から起算して 5年を経過した日にその効力を

失う。 
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（７）人権擁護推進審議会答申（抄） 

 

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について（答申） 

 

（平成 11 年 7 月 29日  人権擁護推進審議会） 

 

○ はじめに 

１ 本審議会の人権に関する基本的認識 

「激動の世紀」と言われた 20世紀も後一年数か月で幕を閉じ、新しく 21世紀を迎

えようとしている。 

人類の歴史の中で、20世紀ほど科学技術が急速に発達し、人類の未来の夢をはぐく

んだ世紀はなかった。しかし、20世紀は、人々の生活に快適さと豊かさをもたらした

面がある一方で、人類に多くの災いをもたらした世紀でもあった。二度の世界大戦の

みならず、冷戦後も度重なる各地の局地紛争は、かつてないほどの規模で人々の生活

を破壊し、その生命を奪い、さらに核戦争の恐怖を生み出している。経済開発の優先

は、地球規模で深刻な環境破壊・環境汚染をもたらし、人類だけでなく、地球上に生

きとし生けるものすべての生存さえも脅かしかねない。 

迎える 21世紀は、「人権の世紀」と言われている。それには、20 世紀の経験を踏ま

え、全人類の幸福が実現する時代にしたいという全世界の人々の願望が込められてい

る。20世紀においても 1948年（昭和 23年）の世界人権宣言以来、国際連合を中心に

全人類の人権の実現を目指して、様々な努力が続けられてきたが、それが一斉に開花

する世紀にしたいという熱望である。 

人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利－それが人権である。

この人権の尊重こそが、すべての国々の政府とすべての人々の行動基準となるよう期

待されている。つまり、政府のみならず人々の相互の間において人権の意義が正しく

認識され、その根底にある「人間の尊厳」が守られることが期待されているのである。 

人権は、「人間の尊厳」に基づく人間固有の権利である。しかし、地球の狭さと限

られた資源の中で、人々を取り巻くあらゆる環境と共生していくことがなければ、人

権の尊重もまたあり得ない時代に差しかかっている。人権の尊重ということは、今日、

そのような広がりの中でとらえられなければならない。 

世界の大きな動向から、ひるがえって我が国の人権状況をみると、人権尊重を基本

原理とする日本国憲法の下に、様々な経緯を踏まえながらも、人権尊重主義は次第に

定着しつつあると言える。しかし、公的制度や諸施策そのものの在り方にかかわって、

様々な課題がある。さらに、国民相互の間にも課題が残されている。とりわけ同和問

題など不当な差別は、憲法施行後 50年以上を経過した今日の時点でも解消されてい

ない。我が国が、世界の人権擁護推進に寄与し、国際社会で名誉ある地位を得るため

にも、これらの課題を早急に解決していく必要がある。一人一人の人間が尊厳を持つ
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かけがえのない存在であるという考え方が尊重され、守られる社会を作っていくこと

が求められている。 

「人権の世紀」への始動は、既に至るところに、様々な形で見られるが、国際連合

の提唱による「人権教育のための国連 10年」もその一つである。そのような中で、

人権擁護推進審議会（以下、「本審議会」という。）は、人権擁護施策推進法に基づき、

まず、「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・啓発に関する

施策」の検討を行ってきた。 

人権は、「人間の尊厳」に基づく権利であって、尊重されるべきものである。しか

し、現実には、人々の生存、自由、幸福追求の権利、すなわち人権が、公権力と国民

との間のみならず国民相互の間でも侵害される場合があり、その一つの典型が不当な

差別であることは、広く認識されるに至っている。このような人権侵害とされるもの

の中には、人権と人権が衝突し、その衝突状況を慎重に見極めて人権侵害の有無を決

すべきものもあるが、多く見られるのは、不当な差別のような一方的な人権侵害であ

る。こうした人権侵害は、いずれにしても、決して許されるものではない。本審議会

は、国民相互間の人権問題について、このような認識に立って、人権教育・啓発の施

策の基本的在り方について検討してきた。 

人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めることは、まさに、国民一人一人の

人間の尊厳に関する意識の問題に帰着する。これは、社会を構成する人々の相互の間

で自発的に達成されることが本来望ましいものであり、国民一人一人が自分自身の課

題として人権尊重の理念についての理解を深めるよう努めることが肝要である。しか

し、同和問題など様々な人権課題がある我が国の現状にかんがみれば、人権教育・啓

発に関する施策の推進について責務を負う国は、自らその積極的推進を図り、地方公

共団体その他の関係機関など人権教育・啓発の実施主体としてそれぞれ重要な役割を

担っていくべき主体とも連携しつつ、国民の努力を促すことが重要である。さらに、

これらの実施主体の活動の他に、国民のボランティア活動にも期待するところが大き

い。他方、人権教育・啓発は国民一人一人の心の在り方に密接にかかわるものである

ことから、それが押し付けになるようなことがあってはならないことはいうまでもな

い。 

本審議会は、人権教育・啓発に以上のような困難な問題があることを十分踏まえた

上で、人権教育・啓発を総合的に推進するための諸施策を提言するものである。 

 

２ 本審議会の設置の経緯と審議の経過 （略） 

 

第１  人権及び人権教育・啓発に関する現状について 

１  人権に関する現状   （略） 

２  人権教育・啓発の現状 （略） 

第２  人権教育・啓発の基本的在り方について 

１  人権尊重の理念    （略） 
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２  人権教育・啓発の基本的在り方 

人権が共存する人権尊重社会を実現するためには、国民一人一人が人権尊重の理念

について正しく理解することが重要である。このため、人権尊重の理念について国民

相互の理解を深めることを目的として行われる人権教育・啓発の果たす役割は極めて

大きい。 

人権教育・啓発に当たっては、国民一人一人に、人権の意義やその重要性が知識と

して確実に身につき、人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活において人権への

配慮がその態度や行動に現れるような人権感覚が十分身につくよう、対象者の発達段

階に応じながら、その対象者の家庭、学校、地域社会などにおける日常生活の経験な

どを具体的に取りあげるなど、創意工夫を凝らしていく必要がある。その際、人格が

形成される早い時期から、人権尊重の精神の芽生えが感性としてはぐくまれるよう配

慮する必要がある。また、人権教育・啓発は、国民一人一人の心の在り方に密接にか

かわる問題であることから、その性質上、押し付けにならないように留意する必要が

ある。 

人権教育・啓発は、国民一人一人の生涯の中で、様々な機会をとおして実施される

ことにより効果をあげるものといえる。そのため、人権教育・啓発の実施主体は相互

に十分な連携をとり、その総合的な推進に努めることが必要である。 

人権教育・啓発の手法については、法の下の平等、個人の尊重といった人権一般の

普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視点からのア

プローチとがあり、この両者があいまって人権尊重の理念についての理解が深まって

いくものと考えられる（注 13(１)）。この両者に十分配慮しながら、人権教育・啓発

を進めていく必要があるが、個別的な視点からのアプローチに当たっては、地域の実

情等を踏まえるとともに、人権課題に関して正しく理解し、物事を合理的に判断する

精神を身につけることができるように働きかける必要がある。その際、同和問題など

様々な人権課題に関してこれまで取り組まれてきた教育・啓発活動の成果と手法への

評価を踏まえる必要がある。 

さらに、人権教育・啓発がその効果を十分に発揮するには、その内容はもとより、

実施の方法等においても国民から幅広く理解と共感を得られるものであることが必

要である。 

この観点からすると、人権教育・啓発は、その内容・方法等において、国民からあ

まねく受け入れられるものであることが望まれ、また、これを担当する行政は、主体

性を確保することが重要である。一方、人権教育・啓発にかかわるすべての人は、国

民の間には人権問題や人権教育・啓発の内容・手法等に関し多様な意見が存在してい

ることにも十分配意し、異なった意見に対する寛容の精神に立って、人権問題等に関

して自由な意見の交換を行うことができる環境づくりに努めることが求められる。こ

れに関連していえば、人権上問題のある行為をしたとされる者に対する行き過ぎた追

及行為は、国民に人権問題に関する自由な意見交換を差し控えさせることになるなど、

上記環境づくりの上で好ましくないものといえる。人権上問題のあるような行為をし
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た者に対しては、人権擁護に当たる公的機関が迅速かつ適正に対応することが重要で

ある。 

なお、人権問題を口実とした不当な利益等の要求行為の横行も、人権問題に対する

国民の理解を妨げ、ひいては人権教育・啓発の効果をくつがえすものであるから、そ

の排除に努める必要がある。 

 

（１）  人権教育 

人権教育は、生涯学習の視点に立って、幼児期からの発達段階を踏まえ、地域の実

情等に応じて、学校教育、社会教育及び家庭教育のそれぞれが互いの主体性を尊重し

つつ、相互の連携を図ってこれを実施する必要がある。人権教育をより効果的に推進

するためには、今後とも、学習機会の一層の充実、指導方法や学習教材の開発・提供、

指導者の養成・確保等を図っていく必要がある。 

人権教育を進めるに当たっては、政治運動や社会運動との関係を明確に区別し、そ

れらの運動そのものも教育であるといったようなことがないよう、教育の中立性が守

られるように留意しなければならない。（以下略） 

 

（２）  人権啓発 

人権啓発は、これまで様々な実施主体により様々な態様で行われてきたが、国民一

人一人が人権尊重の理念を真に自分のものとして身につけるには、各実施主体は、今

後とも地道に粘り強く啓発を続けていくことが重要である。その際には、法の下の平

等、個人の尊重といった普遍的な視点から人権の尊重の理念を訴えることも重要であ

るが、真に国民の理解ないし共感を得るためには、これと併せて、具体的な人権課題

に即し、国民に親しみやすくわかりやすいテーマや表現を用いるなど、様々な創意工

夫が求められる。 

対象者の発達段階に応じた啓発手法の選択も重要である。たとえば、子どもに対す

る啓発としては、他人の痛みがわかる、他人の気持ちが理解でき、行動できるなどの

他人を思いやる心をはぐくみ、子どもの情操をより豊かにすることを目的として、子

ども自らが人権に関する作文を書いたり、人権に関する標語を考えたり、草花を栽培

するよう働きかける活動などは非常に有用である。一方で、今後の人権啓発において

は、マスメディアの積極的な活用も極めて重要になってくる。これまでの講演会など

のイベントを中心とした広報活動も一定の効果はあったが、より多くの国民に効率的

に人権尊重の理念の重要性を伝えるには、マスメディアの積極的な活用が不可欠とい

える。 

大きな社会問題となった人権上の問題に対して、人権擁護に当たる機関が、適時に、

人権擁護の観点から具体的な呼び掛け等を行うことも、広く国民が人権尊重について

の正しい認識を持つようになるためには、大きな効果が期待できる。 
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地域の住民が人権尊重の理念について、身近に感じ、その理解を深めることができ

るよう、地域の実情を踏まえ、具体的な事例をあげて、地域に密着した啓発を行うこ

とも重要である。 

人権啓発の創意工夫に当たっては、広報のノウハウを有する民間の機関（あるいは

企業）の斬新なアイディアを活用することも有効である。 

人権啓発は、これまで様々な実施主体によって行われてきたが、人権問題が今後ま

すます複雑化・国際化する傾向にある中で、これを一層効果的かつ総合的に推進しな

ければならない。そのためには、各実施主体が担うべき役割を踏まえた上で、相互の

有機的な連携協力関係を強化して啓発を実施することが必要である。 

国民が、啓発の実施主体の存在及びその活動内容を十分認識し、その活動の意義を

承知していればいるほど、啓発効果はより大きいものを期待することができる。した

がって、国の人権擁護機関をはじめとする啓発実施主体は、その周知度を高めるため、

ホームページの活用、マスメディアの活用等も含めて積極的に広報活動を展開しなけ

ればならない。 

 

 

第３  人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進のための方策について 

１  人権教育・啓発の実施主体の役割        （略） 

２  人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進のための施策 

（１）  各実施主体間の連携・協力の推進      （略） 

（２）  （財）人権教育啓発推進センターの充実   （略） 

（３）  人権教育・啓発の効果的な推進のための施策 

  ア  人権教育 

 

（ア）学校教育においては、国は、各学校等での人権教育に係る取組に資するため、

(1)適切かつ効果的な指導方法や学習教材等について資料の収集、調査・研究をし、

その成果を学校等に対して提供すること、(2)ボランティア活動などの社会体験や自

然体験、高齢者や障害者等との交流などの豊かな体験の機会の充実等を図っていくこ

と、(3)教員が人権尊重の理念について十分な認識を持つことができるように研修等

の一層の充実を図っていくとともに、現行のいわゆる同和加配教員制度を人権教育を

推進するための教職員配置等に発展的に見直していくなど指導体制の充実について

検討していくことが必要である。 

（イ）社会教育においては、国は、(1)地域の実情や学習者のニーズに応じた多様な

学習機会の一層の充実を図ること、(2)学習意欲を高めるような参加体験型の学習プ

ログラムを開発するとともに、広く関係機関に、その成果を提供すること、(3)社会

教育指導者に対する研修の一層の充実を図るとともに、指導者として、人権に関して

幅広い識見のある人材を多方面から活用するなど指導体制の一層の充実を図ること、
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(4)公民館等の社会教育施設を中心に、人権教育に関する指導者や学習機会等、様々

な情報を地域住民に提供できるよう、関係機関等との連携を図ることが必要である。 

（ウ）家庭教育に関しては、幼児期から豊かな情操や思いやり、善悪の判断など人間

形成の基礎をはぐくむことができるよう家庭の教育力の向上を図るとともに、親自身

が偏見を持たず、差別をしないことなどを日常生活を通じて身をもって子どもに示し

ていく必要がある。このため、国は、家庭教育に関する親に対する学習機会の充実を

図るとともに、これらの学習機会、相談窓口、関係機関などについての情報の提供や

子育てに関する相談体制の整備など、家庭教育を支援する取組の一層の充実を図る必

要がある。 

 

  イ  人権啓発 

 

（ア）人権啓発においては、国の機関等が人権啓発の基本的な在り方を踏まえた効果

的な啓発を推進できるよう、人権啓発事務を所掌する法務省がその指針等を策定し、

その周知を図る必要がある。 

（イ）総務庁が地域改善対策事業として実施してきた地方委託事業は、法務省がこれ

を引き継ぎ、すべての人権課題を対象とした人権啓発事業に再構成して実施している

が、地方公共団体の啓発活動の取組状況には地域差が少なくないことにかんが見ると、

国が全国的に一定水準の啓発活動を確保する観点から地方公共団体に委託して行う

啓発活動は非常に意義がある。そこで、これまでの同和問題に関する啓発活動の成果

を踏まえながら、この事業を一層拡充していく必要がある。その際には、法務局・地

方法務局レベルにおいても、委託先に対する援助・助言が行われることが望まれる。 

（ウ）より多くの国民に人権尊重の理念の重要性を効率的に伝え、効果的に人権啓発

を進めるためには、テレビ・ラジオ等による特別番組、スポット広告等の企画・実施

など、マスメディアを積極的に活用した施策を推進する必要がある。 

 

なお、上記の各施策のほか、前記（１）「各実施主体間の連携・協力の推進」の項

で述べた人権啓発活動ネットワーク事業の拡充や国レベルにおける連絡協議体制の

整備等の施策を推進するには、法務省の人権擁護部門の実施体制の整備も重要である。 

 

  ウ  研修の充実 

 

（ア）法務省では、国家公務員や地方公共団体の啓発担当者に人権に関する研修を実

施しているが、その一層の充実が必要である。 

（イ）検察職員、矯正施設職員、入国管理関係職員、警察職員等人権にかかわりの深

い特定の職務に従事する公務員に対する研修の充実も必要である。 

（ウ）公務員以外においても、医療関係者、福祉関係職員、マスメディア関係者等人

権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修の充実も求められる。 
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なお、それぞれの研修の実施者は、その研修を効果的に実施するため、それぞれが

行う研修についての資料や教材等について、（財）人権教育啓発推進センターを活用

することも期待される。 

 

おわりに （略） 
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（８）人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

 

公布：平成 12年 12月 6日 法律第 147号 

施行：平成 12年 12月 6日 

 

（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。 
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（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２条 この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平

成８年法律第１２０号）第３条第２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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（９）部落差別の解消の推進に関する法律 

 

公布：平成 28年 12月 16日 法律第 109号 

施行：平成 28年 12月 16日 

 

（目的）  

第１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２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３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４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。 
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（教育及び啓発）  

第５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６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。 

 

 

【衆議院法務委員会（H28.11.16）】 

部落差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議 

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向けて、適正かつ丁 

寧な運用に努めること。 

 

【参議院法務委員会（H28.12.8）】 

部落差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議 

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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（10）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

 

公布：平成 25年 6月 26日 法律第 65号 

施行：平成 28年 4月 1日 

 

第１章 総則  

  

（目的）  

第１条 この法律は、障害者基本法（昭和 45年法律第 84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２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。  

１ 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。  

２ 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。  

３ 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 27年法律第 292 号）第３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７号、第 10条及び附則第４条第１項において同じ。）及び地方独立行政

法人をいう。  

４ 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 11年法律第 89号）第 49条第１項及

び第２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 23年法律第 120号）第３条第２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。）  
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  ニ 内閣府設置法第 39条及び第 55条並びに宮内庁法（昭和 22年法律第 70号）第

16条第２項の機関並びに内閣府設置法第 40条及び第 56条（宮内庁法第 18条第

１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８条の２の施設等機関及び同法第８条の３の特別の機関で、

政令で定めるもの  

  ヘ 会計検査院  

５ 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 11年法律第 103号）第２条第１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  

６ 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118 号）第２条第１項

に規定する地方独立行政法人（同法第 21条第３号に掲げる業務を行うものを除く。）

をいう。  

７ 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３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４条 国民は、第１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５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２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６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。  
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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。  

 （１） 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  

 （２） 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  

 （３） 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  

 （４） 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３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３項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

   

第３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７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。  

 

 （事業者における障害を理由とする差別の禁止）  

第８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。  
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（国等職員対応要領）  

第９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７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３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２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 10 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７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３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 11 条 主務大臣は、基本方針に即して、第８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９条第２項から第４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 12 条 主務大臣は、第８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。  
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（事業主による措置に関する特例）  

第13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 35年法律第 123号）の定めるところによる。  

    

第４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 14 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 15 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 16 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 17 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２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。  

 （１）特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定

非営利活動法人その他の団体  

 （２）学識経験者  

 （３）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  
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（協議会の事務等）  

第18条 協議会は、前条第１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２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１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 19 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 20 条 前３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５章 雑則  

  

（主務大臣）  

第 21 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 22 条 第 12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 23 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。  
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 （政令への委任）  

第 24 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６章 罰則  

 

第 25 条 第 19条の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処

する。  

 

第 26 条 第 12条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下

の過料に処する。  

  

  附 則  

 

（施行期日）  

第１条 この法律は、平成 28年４月１日から施行する。ただし、次条から附則第６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２条 政府は、この法律の施行前においても、第６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６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３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

９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９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４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 10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 10条の規定により定められたものとみなす。  
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 （対応指針に関する経過措置）  

第５条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第 11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 11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６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７条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、第８条第２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。  

  

（障害者基本法の一部改正）  

第８条 障害者基本法の一部を次のように改正する。  

  第 32条第２項に次の１号を加える。  

  ４ 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）の

規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。  

  

（内閣府設置法の一部改正）  

第９条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。  

  第４条第３項第 44 号の次に次の１号を加える。  

  44の２ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（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）第６条第１項に規定

するものをいう。）の作成及び推進に関すること。 
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（11）愛媛県人権尊重の社会づくり条例 

 

平成 13年 3月 23日 条例第 13号 

前文 

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。 

これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵す

ことのできない永久の権利としてすべての国民に保障している日本国憲法の理念と

するところでもある。 

しかしながら、我が国においては、社会的身分、門地、人種、信条、性別等による

不当な差別その他の人権侵害が存在しており、また、我が国社会の国際化、情報化及

び高齢化の進展等に伴い、人権に関する様々な課題も生じている。 

すべての人が幸せな生活を営むためには、県民一人ひとりが互いに人間の尊厳や権

利を尊び、差別や偏見のない平等と参加の地域社会づくりを実現していかなければな

らない。 

私たちは、人権が尊重される社会づくりのため、たゆまぬ努力を傾けることを決意

し、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、県及び県民の責務を明らかにす

るとともに、必要な体制を整備し、もってすべての人の人権が尊重される社会の実

現に寄与することを目的とする。 

 

（県の責務） 

第２条 県は、前条の目的を達成するため、県民の人権意識の高揚を図るための施策

及び人権擁護に資する施策(以下｢人権施策｣という。)を策定し、及び積極的に推進

する責務を有する。 

２ 県は、人権施策を実施するに当たっては、国、市町及び関係団体と連携し、及び

協力するものとする。 

 

（県民の責務） 

第３条 県民は、自らが、人権が尊重される社会をつくる担い手であることを認識し、

人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。 

 

（県と市町との協働） 

第４条 県は、市町に対し、県と協働して人権が尊重される社会の実現に努めること

及び県が実施する人権施策に協力することを求めるものとする。 
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２ 県は、市町が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとす

る。 

 

（基本方針の策定） 

第５条 知事は、人権施策の総合的な推進に関する基本方針を策定するものとする。 

２ 知事は、前項の基本方針を策定するに当たっては、あらかじめ、愛媛県人権施策

推進協議会の意見を聴くものとする。 

 

（愛媛県人権施策推進協議会） 

第６条 人権施策の推進に関する重要事項を調査協議させるため、愛媛県人権施策推

進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、人権施策の推進に関する事項に関し、知事に意見を述べることができ

る。 

 

第７条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、人権問題に関し学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知

事が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 前３項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、知事が

定める。 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が

定める。 

 

附 則 

１ この条例は、平成 13年 4月 1日から施行する。 

２ 愛媛県執行機関の附属機関設置条例（昭和 27年愛媛県条例第 54号）の一部を次

のように改正する。 

  別表知事の部愛媛県同和対策委員会の項を削る。 

 

附 則 

 この条例は、平成 17年 1月 16日から施行する。 
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（12）愛媛県人権施策推進基本方針（概要） 
平成 16年 12月策定 

平成 22年１月改訂 

平成 27年３月改訂 

１ 基本的な考え方 

●基本方針（第二次改訂版）策定の主旨 

愛媛県では、「愛媛県人権尊重の社会づくり条例」に基づき、平成 16年に「愛媛県

人権施策推進基本方針」を策定し、平成 22年に第一次改訂を行いましたが、その後

の人権を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、「被災者」を新たに重要課題に位置付け

るなど、県民一人ひとりが互いに人間の尊厳や権利を尊び、差別や偏見のない地域社

会づくりを推進するため、平成 27年に第二次改訂版を策定しました。 
 

●基本方針（第二次改訂版）の性格 

この基本方針（第二次改訂版）は、「人権という普遍的な文化」の創造を基本理念

として、人権教育・啓発や人権擁護を総合的に推進します。 

県民自らが、人権尊重の社会づくりの担い手であるという認識のもとに、県や市町、

ＮＰＯ、各種団体など地域で活動する多様な主体が協働して、人権意識の高揚や人権

擁護の取組を進めていくための基本的な考え方を示すものです。 

この基本方針（第二次改訂版）は、県が推進するあらゆる行政分野で、人権尊重の

理念を浸透させていくもので、他の様々な計画や方針の策定にあたって、準拠すべき

基本指針となります。 
 

●基本方針（第二次改訂版）の目指すもの 

子どもから高齢者まで県民一人ひとりが生活に生きがいを感じ、安心して暮らすこ

とのできる「愛
え

顔
がお

あふれる愛媛県」の実現を目指して、３つのキーワードのもとに、

人権施策を進めます。 

（１）自己実現を尊重する 

一人ひとりの様々な生き方の可能性が否定されることなく、その個性や能力が十分

発揮できる機会の保障が重要です。お互いの自己実現を尊重していくためには、相手

の立場に立って考え、行動することが求められており、すべての人が自分らしい生き

方のできる地域社会の実現を目指します。 

（２）共同参画を保障する 

性別や年齢、障害などによって制約を受けることなく、誰もが地域社会の構成員と

して、あらゆる分野の活動への参画が保障されることが重要です。すべての人が、平

等に参加できる地域社会の実現を目指します。 

（３）共生社会を目指す 

すべての人が、それぞれの多様な文化や価値観を尊重し、それぞれの個性や生き方

の違いを認め合い、共に生きているという認識や他人を思いやる心を持つことが大切

です。ユニバーサルデザインの考え方にのっとり、すべての人が安心して暮らすこと

ができる地域社会を目指します。 
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２ 人権施策の推進方針 

（１）あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

日常生活の中で人権への配慮が行動や態度に現れるよう、家庭や学校、地域社会、

職場などあらゆる場を通じて、人権教育・啓発を推進します。 

（ア）学校 

・児童生徒の発達段階に応じた人権学習の推進 

・高齢者や障害者、外国人との交流など、体験学習の充実 

・教職員の指導力の向上や学習プログラム、研修手法の研究の推進 

（イ）地域・家庭 

・子育てや家事、介護など、男女が協力して行う意識づくりの推進 

・子育てや高齢者介護に関する学習機会の確保や情報の提供 

・人権に関する学習機会や社会教育における指導体制の充実 

（ウ）職場・企業 

・セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、性別等による不当な差別

などのない働きやすい職場環境づくりの推進 

・就職の機会均等を図るための公正な採用選考システムの確立 

 

（２）特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進 

人権の擁護に深い関わりを持つ公務員、教職員、警察職員、消防職員、保健・医療・

福祉関係者、マスメディア関係者に対して、人権尊重の理念の浸透が図られ、効果的

な人権教育が行われるよう積極的な支援に努めます。 

 

（３）人権擁護 

人権侵害を受けるおそれのある人に対する相談や解決のための助言など、実施可能

な支援体制の整備を推進します。 

・人権救済制度の早期確立 

・人権擁護委員の活動支援と連携 

・人権相談の充実・強化 

・福祉サービスの苦情解決制度の円滑な運用 

・愛媛県男女共同参画推進委員制度の適切な運用 

・成年後見制度の適切な利用の推進 

・福祉サービス利用援助事業の円滑な推進 
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３ 重要課題への対応 

（１）女性 

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発

揮できる男女共同参画社会の実現を目指して、意識の改革や男女共同参画を推進しま

す。 

・男女の人権の尊重 

・男女共同参画の視点に立った意識の改革 

・あらゆる分野への男女共同参画の推進 

 

（２）子ども 

子どもを大人と同じ独立した人格を持つ権利の主体としてとらえ、子どもの人権の

尊重やその擁護に向けて取り組むとともに、地域における子育ての支援を推進します。 

・地域における子育ての支援 

・母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進 

・子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

・子育てを支援する生活環境の整備 

・児童虐待防止対策の充実 

 

（３）高齢者 

高齢者の社会参加の促進、介護サービスの質の向上、認知症介護に対する取組の推

進など、高齢者の権利擁護やその尊厳を支える地域づくりを推進します。 

・高齢者の社会参加の促進と生きがい対策の充実 

・高齢者の主体性を尊重したくらしの実現 

・介護サービス等の質の向上 
 

（４）障害者 

障害の有無に関わらず、誰もがお互いに人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」

の実現を目指して、障害者に対する誤解や偏見の解消、障害者の自立と社会参加を推

進します。 

・障害に関する正しい理解の普及啓発 

・一人ひとりの生きる力をはぐくむ特別支援教育の推進 

・障害者の自立と社会参加の促進 

・障害者サービスの質の向上 

・生活環境の整備 

・障害者差別解消に関する取組 
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（５）同和問題 

 我が国固有の人権問題である同和問題について、結婚問題を中心に依然根深く差別

意識が存在しており、これまでの同和教育や啓発活動の成果を踏まえ、教育・啓発の

一層の充実に努めます。 

・同和問題への正しい理解と認識を深めるための教育・啓発の推進 

・就労の安定等生活支援の推進 

 

（６）外国人 

 外国人と日本人が、互いに多様な文化や習慣、価値観等の違いを正しく認識し、国

籍や民族を問わず、すべての人が同じ人間として尊重しあい、共生できる地域社会の

実現に努めます。 

・国際理解の促進と共生意識の醸成 

・外国人が暮らしやすい地域社会づくりの推進 

 

（７）エイズ患者・ＨＩＶ感染者 

エイズに対する正しい知識の一層の浸透を図り、感染拡大の防止を図るとともに、

エイズ患者やＨＩＶ感染者に対する偏見や差別意識の解消を進め、安心して暮らせる

社会づくりを推進します。 

・感染拡大の防止、偏見・差別意識解消のための教育・啓発の推進 

・相談・支援体制の整備 

 

（８）ハンセン病患者・回復者 

ハンセン病に対する偏見や差別意識の解消を進めるとともに、療養所入所者の社会

復帰を支援し、ハンセン病患者・回復者の方々が地域社会で暮らしていけるよう環境

の整備に努めます。 

・社会復帰への支援 

・名誉回復と偏見・差別意識解消のための教育・啓発の推進 

・ふるさととの交流 

・患者・回復者の意向を踏まえた施策の推進 

 

（９）犯罪被害者等 

 犯罪被害者やその家族は直接的な被害はもとより、様々な二次的被害に苦しんでい

ます。こうした被害者等が直面している困難な状況を踏まえ、権利利益を保護するた

めの施策を総合的に推進します。 

・経済的支援への取組 

・支援のための体制整備に関する取組 

・県民の理解と協力を得るための取組 

・犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくりにおける取組 
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（10）性的マイノリティ 

 性的マイノリティに対する偏見や差別意識の解消を進めるとともに、性的マイノリ

ティの人々が地域社会で暮らしていけるよう教育・啓発活動に努めます。 

・県民の理解と協力を得るための取組 

 

（11）インターネットによる人権侵害 

 インターネットの匿名性を悪用したプライバシーの侵害や名誉棄損などが社会的

に大きな関心事になっており、適切に対応していけるよう関係機関等と連携していき

ます。 

・子どもに対する啓発の推進 

・県民に対する啓発の推進 

 

（12）北朝鮮による拉致問題 

 北朝鮮による日本人の拉致は、我が国の主権及び人権に対する重大かつ明白な侵害

であるため、拉致問題に対する県民の関心と認識を深めるよう努めます。 

・拉致問題への認識を深めるための啓発の推進 

・学校教育における啓発の推進 

 

（13）被災者 

風水害や土砂災害、地震等の災害時において、要配慮者や女性等の人権に配慮し、

被災者の視点に立った支援や体制の構築を促進します。 

・啓発活動の推進 

・災害時の対応 

 

（14）その他の重要課題 

・刑を終えて出所した人 

・アイヌの人々 

・ホームレスの人々 

・人身取引 

・その他（個人情報の流出などプライバシーの保護に関する問題、難病や感染症など

の患者の人権に関する問題） 

 

社会情勢の変化に伴い、様々な人権問題が発生しており、今後ともそれぞれの人権

課題に対応した施策の推進やあらゆる場を通じて、人権意識の高揚や人権擁護の推進

に努めます。 
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４ 推進体制 

●県の推進体制の構築 

「愛媛県人権施策推進基本方針（第二次改訂版）」に基づき、人権施策を推進する

ため、愛媛県人権施策推進本部を設置し、関係部局相互の連携・協力のもと、総合的

かつ効果的な施策の推進に努めるとともに、愛媛県人権施策推進協議会の意見や提言

を踏まえ、基本方針の適切な進行管理に努めます。 

 

●愛媛県人権啓発センターの機能強化 

人権啓発活動の拠点として、平成 15年４月に設置した愛媛県人権啓発センターの

機能や組織の充実に努め、県民の人権意識の高揚や人権擁護を推進します。 

 

●国及び市町との連携 

国、県、市町がそれぞれの立場や役割に応じた人権施策を推進するとともに、相互

の緊密な連携のもと、より効果的な人権施策を進めます。また、市町に対して、人権

教育・啓発に関する情報提供や指導者の育成など、積極的な支援に努めます。 

 

●ＮＰＯ、各種団体等多様な主体による協働 

県や市町が、ＮＰＯや各種団体の自主的、主体的な活動と連携し、県民参加型の効

果的な啓発活動が行えるよう、人権啓発活動の企画への参画や事業の共催などを含め、

ＮＰＯをはじめとする多様な主体による協働を推進します。 

 

●県民に期待される役割 

県民自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、お互いを認め合い、

思いやることができるよう、県民一人ひとりが人権意識の高揚に努めることが大切で

す。笑顔に満ちた地域社会、「愛顔あふれる愛媛県」を実現しましょう。 
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（13）今治市人権都市宣言 
平成 17年 6月 24 日 今治市議会可決 

 

－人権都市宣言－ 

 

人は生まれながらにして自由であり平等であることは、人類普遍の原理であり、基

本的人権として保障されている。 

しかしながら、この権利を守るための長年にわたる多くの人の努力にもかかわらず、

現在もなお差別や人権侵害の現実があり重大な社会問題となっている。 

私たちは、この現実を正しく認識し、よりよい市民生活を願って、今治市を「人権

都市」とすることを宣言する。 

 

１．偏見や不合理な習慣による差別をなくし 

人権を認め合う社会を実現しよう 

１．人権尊重を基盤とした 

信頼と連帯感を確立しよう 

１．人権意識の高揚を図り 

明るく住みよい人権尊重のまちづくりに努力しよう 

 

 

 

 

 

（14）今治市人権尊重のまちづくり条例 

 

平成 17年 6月 30日 条例第 290号 

 

(目的) 

第１条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定

める日本国憲法及び今治市人権都市宣言を基本理念とし、同和問題をはじめ、女性、

子ども、高齢者、障害者及び外国人等へのあらゆる人権侵害をなくするための市及

び市民の責務を明らかにするとともに、明るく住みよい人権尊重のまちづくり(以

下「人権尊重のまちづくり」という。)の実現に寄与することを目的とする。 

 

(市の責務) 

第２条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進し、市民の人権意識の

高揚を図るものとする。 
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(市民の責務) 

第３条 市民は、この条例の精神を尊重し、自ら人権尊重の啓発に努めるとともに、

市が実施する施策の推進に協力するものとする。 

 

(施策の推進) 

第４条 市は、あらゆる人権侵害をなくし、人権尊重のまちづくりのために必要な施

策を、総合的かつ計画的に推進するものとする。 

 

(教育及び啓発活動の充実) 

第５条 市は、人権尊重のまちづくりのため、あらゆる機会を通じ、教育及び啓発活

動の充実に努めるものとする。 

 

(調査等の実施) 

第６条 市は、前 2条の施策の策定並びに教育及び啓発活動を推進するため、必要に

応じ調査等を行うものとする。 

 

(推進体制の充実) 

第７条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体

等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。 

 

(審議会の設置) 

第８条 この条例の目的を達成するための重要事項を審議するため、今治市人権尊重

のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

２ 審議会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。 

 

(委任) 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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