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は  じ  め  に 

 

 

 

 

 

 
「 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、昭和２３（1948）年に採択された、「世界人権宣言」の一節です。この宣言

の理念の下、人権が尊重された平和で豊かな社会の実現に向け、世界各国で様々な取

組みが進められてきました。また、平成２７（2015）年には、「持続可能な開発目標

（SDGｓ）」が公表され、貧困や飢餓、健康や教育、雇用などに関する 17 の国際目

標が示されております。 
国内では、平成２８（ 2016）年に差別解消に向けた３つの法律が施行さ

れ、人権課題解決に向けた法整備が進められてきました。本市におきまして

は、「第Ⅱ期佐野市人権教育・啓発推進行動計画」に基づき、女性、子ども、高齢者、

障害のある人、同和問題（部落差別）など、多くの人権施策に取り組んでまい

りました。しかしながら、ＬＧＢＴに関する差別や、インターネットによる人権

侵害、大規模災害時における被災者・避難者への人権侵害問題など、新たな課題も生

じてきており、人権問題の多様化が進んでおります。 
そこで、これまで取り組んできた施策の成果と課題を踏まえ、新たに１０か年の「第

３期佐野市人権教育・啓発推進基本計画」を策定いたしました。今後は国・県及び企

業・団体等と連携を図りながら、市民の皆様のお力添えをいただき、「第２次佐野市

総合計画」に掲げております「人権を尊重した市民参加によるまちづくり」を目指し、

人権教育及び人権啓発を推進してまいりますので、より一層のご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 
結びに、本計画の策定に当たり、ご意見をいただきました佐野市人権推進審議会委

員の皆様を始め、意識調査にご協力をいただきました多くの市民の皆様、関係者の皆

様に、心から感謝を申し上げます。 
 

令和２年３月 

                     佐野市長 岡 部 正 英  
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第１章 基本的な考え方 

 

１ 基本計画策定の背景 

 
（１）国際社会での人権尊重の取組 

国際連合は、昭和２３（1948）年に「世界人権宣言」を採択し、「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。」

と規定し、基本的人権の考え方が示されました。 
その後、「人種差別撤廃条約」をはじめ各種人権条約の採択を進めるとともに、

「国際人権年」などを定め、人権が尊重される社会の実現を呼び掛けてきました。 
しかし、様々な取組や平和への願いにもかかわらず、今なお世界各地で地域や

民族間の紛争が続いており、難民や飢餓、貧困、環境破壊といった平和と人権を

脅かす深刻な事態が発生しています。 
こうした情勢を背景に、平成５（1993）年、オーストリアで国連主催による世

界人権会議が開催され、人権の普遍性、非選択性、相互依存及び平等を再確認し

た「ウィーン宣言及び行動計画」が採択されました。これを受け、平成６（1994）

年には平成７～１６（1995～2004）年を「人権教育のための国連１０年」とする

決議が採択され、さらに平成１７（2005）年から、「人権教育のための世界計画」

が開始されました。この「世界計画」では、令和２（2020）年から令和６（2024）

年までの５年間を第４フェーズ（段階）と位置づけ、包摂的で平和な社会づくり

に向けて、平等、人権と反差別、包摂と多様性の尊重に関する教育や研修を、「若

者」を重点対象として実施していくこととなりました。 
また、平成１１（1999）年に、「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」に関して企

業が遵守すべき１０原則を掲げた「国連グローバルコンパクト」が提唱されたほ

か、平成２３（2011）年には、企業活動における人権尊重の指針として「ビジネ

スと人権に関する指導原則」が国連で制定されました。そして、平成２７（2015）

年に国連は「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェンダ」

を採択し、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）（※１）を公表して、「誰一人取り残

さない」社会の実現を公約しました。このＳＤＧｓは、発展途上国のみならず、

先進工業国もその実現に取り組むものとなっており、各国で令和１２（2030）年

の目標達成に向けた取組が進められています。 
    

（２）国の取組 

我が国では、昭和２２（1947）年に「日本国憲法」が施行されて以来、「民法」

の改正や「教育基本法」、「障害者基本法」、「高齢者対策基本法」、「男女共同参画

社会基本法」等を施行するとともに、国際社会の一員として「国際人権規約」な

ど、人権に関する諸条約を締結し、取組を強化してきました。 

平成９（1997）年には、「『人権教育のための国連１０年』に関する国内行動計
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画」が策定され、さらに同年｢人権擁護施策推進法｣が施行され、同法に基づき、

｢人権擁護推進審議会｣が設置されました。 
平成１２（2000）年には、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、人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定等を定めた、「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）が施行され、平成

１４（2002）年に「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。平成

１５（2003）年には「人権教育の指導方法等に関する調査研究会議」を設置し、

「人権教育の指導方法等の在り方について」を公表してきました。 

その後、平成２３（2011）年に基本計画を改定し、「北朝鮮当局による拉致問

題等」が追加されました。 
平成２８（2016）年には「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）、「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）、「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）が施行されました。 

   ＳＤＧｓへの取組としては、平成２８（2016）年に総理大臣を本部長、全閣僚

を構成員とする「ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、政府、経済界、市民組織、大学、

国際機関、各種団体などの関係者で構成される「ＳＤＧｓ推進円卓会議」におけ

る議論を経て、「ＳＤＧｓ実施指針」を決定しました。さらに、平成３０（2018）

年に「拡大版ＳＤＧｓアクションプラン２０１８」を、令和元（2019）年には「拡

大版ＳＤＧｓアクションプラン２０１９」をそれぞれ決定しました。その中では、

令和１２（2030）年の到達目標達成に向けて、「次世代・女性のエンパワーメン

ト」や「女性や子どもに対する暴力の根絶」など、人権課題への取組が行われて

います。 

   また、国内では令和２（2020）年の「東京オリンピック・パラリンピック競技

大会」の開催をきっかけに、外国人や障がいのある人、高齢者のみならず、誰も

がお互いの人格や個性を尊重し支え合う「心のバリアフリー」や、誰もが安全か

つ快適に移動できる「ユニバーサルデザイン」に基づいたまちづくりが進められ

るなど、様々な人権問題への関心が高まっています。 

 
（３）県の取組 

県では、平成１３（2001）年に「栃木県人権教育・啓発推進行動計画」を策定

しました。さらに平成１５（2003）年に、全ての県民の人権が尊重され、人権の

共存が図られる社会づくりにたゆまぬ努力を傾けていくことを決意し「栃木県人

権尊重の社会づくり条例」を制定し、平成１７（2005）年に「栃木県人権尊重の

社会づくりに関する施策の基本方針」が策定されました。 

また平成１８（2006）年に「栃木県人権施策推進基本計画」が策定されました。

平成２３年から平成２８年には「栃木県人権施策推進基本計画（改訂版）」に基

づき、様々な人権施策を総合的に推進してきましたが、平成２８（2016）年度に

前計画の成果と課題を踏まえた、「栃木県人権施策推進基本計画（2016～2025）」

が策定されました。 
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【用語解説】 
※１ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals） 

平成２７（2015）年９月の「国連持続可能な開発サミット」で採択された合意

文書「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された令和１２

（2030）年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するために、貧困や飢餓、

健康や福祉、教育や働きがい、ジェンダーや不平等、水やエネルギー、技術革新

やまちづくり、気候変動や地球環境、そして、人権や平和などに関わる１７の目

標と、１６９の具体的なターゲットから構成されています。 

※２ ユニバーサルデザイン 

  年齢や障がいの有無、体格、性別、国籍などに関わらず、できるだけ多くの人々

がわかりやすく、利用しやすいように製品、建物、空間等を設計することです。 

（４）本市の取組  

本市では、平成１７（2005）年、１市２町の合併と同時に「佐野市人権対策推

進本部」を設置し、人権行政の総合的かつ計画的な推進を図ってきました。 

平成２１（2009）年には、「佐野市人権教育・啓発推進行動計画」を策定し、

この計画に基づき、各種民間団体及び行政機関等で構成する「佐野市人権対策推

進実行委員会」が中心となり、「佐野市人権対策推進市民運動推進方針」を定め、

人権対策推進市民運動強調月間（８月）及び、人権対策推進市民運動強調週間 

（１２月４日～１０日）において、様々な事業を実施しています。 

平成２６（2014）年度から推進してきた「第２期佐野市人権教育・啓発推進行

動計画」は令和元（2019）年度に終期を迎えるため、次期計画の基礎資料を得る

ことを目的に、平成３０（2018）年度に「人権問題に関する市民意識調査」を実

施しました。 

平成３０年４月からの「第２次佐野市総合計画」では、基本目標「市民参加に

よる自立したまちづくり」の中で、「人権を尊重した市民参加によるまちづくり」

に取り組んでいます。 

平成３１（2019）年１月に施行した「佐野市自治基本条例」では、基本理念の

中で「人権が尊重されるとともに、個性及び能力を十分に発揮することができる

ことを目指すこと」が定められました。 
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【用語解説】 
※１ ドメスティック・バイオレンス〔略称ＤＶ〕 

ＤＶ防止法では、配偶者からの暴力と定義しています。 
内閣府では、対象範囲に恋人も含む、より広い概念を使用する場合もあります。 

２ 基本計画策定の趣旨 

 
本市では、市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し合い、共に生きることのでき

る社会の実現を目指して、人権問題を解決するための諸施策を推進してきました。 
このような取組によって、市民の人権問題への関心がより一層高まり、正しい認

識や理解も、徐々にではありますが深まるなどの成果が得られています。 
しかし、依然として児童虐待や配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレン

ス）（※１）、いじめ問題、インターネット上での差別情報の掲示など、人権に関わ

る様々な問題が生じており、人権尊重の意識を高めることは市政の重要な課題とな

っています。 
そこで、「人権教育・啓発推進法」及び「栃木県人権施策推進基本計画（2016～

2025）」のそれぞれの趣旨を踏まえ、様々な人権問題に対する差別や人権侵害をな

くし、個々の人権を尊重する地域社会の形成と男女共同参画社会の実現を目指し、

現行計画の成果と課題を踏まえるとともに、国連が採択しました持続可能な開発目

標（ＳＤＧｓ）の理念やその内容を参考にしながら、「第３期佐野市人権教育・啓

発推進基本計画」を策定することとしました。 
 
 
 
 
 

 

 

３ 基本計画の基本理念と目標 

 
（１）基本理念 

人権とは、誰もが生まれながらに持っている権利で、人間が人間らしく幸福に

生きていくための、誰からも侵されることのない基本的権利です。全ての人が個

人として尊重され、様々な属性に基づく人権が擁護されることは、平和で、自由

で、希望に満ちた、活力のある社会をつくるための基礎をなすものであり、市民

一人ひとりの能力が十分に発揮できる社会の基礎的条件です。 
しかし、基本的人権が憲法に保障されているとはいえ、現実には様々な人権侵

害が生じています。新たな人権問題が発生した場合は、人権尊重の観点に立ち、

適切に対応していきます。 
この基本計画は、人権の尊重が、ＳＤＧｓに示された様に、世界共通の行動基

準であることを踏まえ、学校、家庭、地域社会、企業・団体等、様々な場を通じ

て、市民一人ひとりが発達の段階に応じ、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にすることを理念とします。 
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（２）目標 

    市民一人ひとりが自分の人権だけではなく、お互いに人権を尊重し合い、自分

の権利の行使に当たっては責任を自覚し、共に生きることのできる社会の実現を

目指すことが必要です。 
そこで、本市では、次の項目を基本計画の目標とします。 
 

① 市民一人ひとりが、日常生活の中でお互いを理解し、尊重し合い、共に支え

合いながら、個々の人権を尊重する地域社会の形成を推進します。 

 

② 市民の主体的な学習活動を支援するとともに、様々な場を通じ、その発達の

段階に応じた人権教育を推進します。 

 

③ 市民に対する人権啓発活動の充実を図ります。 
 

４ 基本計画の推進期間 

 
この基本計画の推進期間は、令和２（2020）年度から令和１１（2029）年度までの

１０か年とします。 
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第２章 人権の現状と課題・今後の施策 

 

 第１章の冒頭で述べたように、平成２７（2015）年に国連で採択された合意文書「持

続可能な開発のための 2030 アジェンダ」では、１７の持続可能な開発目標（ＳＤＧ

ｓ）を 2030年までに達成することが公約されています。その合意文書の前文では、「誰

一人取り残さないこと」が宣言されていることからも明らかなように、ＳＤＧｓの基

盤には人権尊重という理念があります。 

すなわち、各国や各地域・自治体の中で、貧困や格差をなくしていくこと、教育や

福祉、医療や保健といったサービスが受けられること、十分な食料や安全な飲料水が

手に入ること、働きがいのある人間らしい仕事をすること、気候変動や自然災害に耐

えうるまちづくりを進めること、豊かな生態系や自然環境が守られること、そして、

あらゆる形態の暴力や搾取などがないこと。これらはすべて地方の行政組織としても

取り組むべき重要な課題であるともに、各部局の業務はすべて人権を尊重することと

密接に関係していることを意味しています。 

さらに、合意文書は世界人権宣言や国連憲章などにのっとり、人種や性別、言語や

宗教、国籍や出自、貧富や障がいの有無に関係なく、すべての人の人権と基本的な自

由が尊重されるべきだと述べています。そして、社会の中で脆弱な立場に置かれてき

た女性や子ども（特に女児）をはじめ、若者や高齢者、障がいのある人、ＨＩＶ／エ

イズと共に生きる人々、先住民族、難民や移民などの能力を強化することを訴えてい

ます。 

 こうした国際的な動向や人権意識の高まりを理解しながら、日本社会や私たちの地

域社会の中で脆弱な立場に置かれてきた人々の人権の現状と課題、今後の施策を見て

いくこととしましょう。 
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１ 女性 

 

（１）現状と課題 

私たちの社会では、「男は仕事、女は家庭」、「女性は管理職に向いていない」と

いった性別役割分担の考え方があり、男女の生き方が固定されてきました。 

男女平等の観点から、こうした考え方を見直し、男性も女性も、ともに個性と

能力を十分に発揮できる社会を実現するため、国では多くの法整備を行い、女性

の社会進出を進めてきました。これにより固定的な性別役割分担意識は徐々に解

消されてきているものの、いまだに社会における男女の格差は残されています。 

男女共同参画社会の実現のためには、学校や家庭、地域社会等あらゆる分野で

男女平等についての意識の醸成を図ることが必要です。そのため、学校において

は、発達段階に応じ人権尊重を基盤とした男女平等の教育を、地域においては、

子どもから高齢者まで生涯にわたる男女共同参画に関する学習機会を、そして家

庭においては、家族全員の意識改革を図ることが必要です。社会においては、政

策や方針などを決定する場における女性の登用を進めるとともに、女性の人材育

成や支援を図ることが必要であり、特に働く場において女性が活躍できるよう取

組を進める必要があります。 

また、女性の人権を侵害することが多い、配偶者からのＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス）や、デートＤＶ、職場でのセクシュアルハラスメント（※１）や

マタニティ・ハラスメント（※２）等の解消に努め、誰もが安心して生活できる

社会を構築していかなければなりません。あらゆる嫌がらせや暴力を許さない取

組や、被害者の支援を行う体制の整備が求められています。 

   男女が良きパートナーとして、お互いに理解し合い、性別に関係なく、個性と

能力を十分に発揮できる社会の実現に向けて、意識改革にどう取り組んでいくか

が課題となっています。 

  

（２）施策の基本的方向 

① 女性の人権の確立 

ア 「女子差別撤廃条約」の普及・啓発 

我が国の男女共同参画の取組は、国際婦人年や女子差別撤廃条約などの国

際的な動きとともに進められており、国際理解を深めるための学習機会の充

実を図ります。 

イ 女性に対する暴力の根絶の取組 

ＤＶ等は人権侵害であり、また、男女が社会の様々な分野における活動に

参画していく妨げとなるものです。ＤＶやセクハラなどのハラスメント(※

３)をはじめ、男女間のあらゆる暴力を許さない社会をつくっていくための

啓発を推進します。 

ウ 女性の身体的特性の尊重 

女性の「性」が人権として尊重されるよう、母性保護の重要性に対する正
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しい知識と理解を深めるとともに女性の健康づくりを進めます。 

また、学校、家庭、地域社会等と連携し、発達の段階に応じた性に関する

指導の推進や、女性の性と生殖に関する健康と権利を確立するための、性の

尊厳についての理解を深める教育の推進に努めます。 

エ メディアにおける女性の人権尊重の推進 

メディアからの様々な情報を男女共同参画の視点に立って、主体的に読み

解いていく能力を養うための研修会等を実施します。 

また、メディア表現について、男女共同参画の視点に立ったものとなるよ

う、啓発・情報の提供を行います。 

オ 相談体制の充実 

民間の相談機関や女性相談員を中心に、ＤＶ、ストーカー、離婚などの相

談・援助を行うとともに、相談員の資質向上を図るなど、相談体制の充実を

図ります。 

また、警察、県婦人相談所等の関係機関と連携を図ります。 

 

② 男女共同参画を推進するための意識の改革 

ア 男女平等意識の醸成 

学校、家庭、地域社会等の中で固定的な性別役割分担意識を見直し、平等

意識の醸成が図れるよう啓発活動に努めます。 

イ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

学校教育においては、自らの生き方を主体的に選択できる能力を育てる教

育を推進します。 

社会教育においては、子どもから高齢者まで、幅広く男女共同参画につい

て理解を深め、市民みんなで推進していくことができるよう、学習機会の充

実に努めます。 

家庭教育においては、男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進や相談

体制の充実に努め、家庭における教育力の向上を支援します。 

 

③ 女性のエンパワーメント（※４）の推進 

ア 政策・方針決定の場への女性参画の促進 

政策・方針の決定過程に女性の参画を促進するため、市の審議会等におけ 

る女性の登用を拡大するとともに、事業所、団体等にも女性の参画について

働きかけます。また、女性自身のエンパワーメントの促進を図るため、女性

の人材育成や再就職等への支援を推進します。 

イ 家庭・地域社会における男女共同参画の推進 

家庭や地域社会で固定的な性別役割分担意識を見直し、男女がお互いに協

力し、人権が尊重される住み良い環境づくりに努めます。 

ウ 働く場における男女平等の実現 

女性であるというだけの理由で働く権利が阻害されることなく、男女共に

健康で働きやすい労働環境づくりを促進します。また、関係機関と連携を図
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【用語解説】 
※１ セクシュアル・ハラスメント〔略称：セクハラ〕 

性的嫌がらせのことです。男女共同参画会議の報告書では、単に雇用関係に

ある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における

構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものであるとしています。 
※２ マタニティ・ハラスメント〔略称：マタハラ〕 
  職場などにおいて、就業中の女性が、妊娠・出産・育児などをきっかけに、

精神的あるいは肉体的な嫌がらせや、解雇や減給などの不当な扱いを受けるこ

とをいいます。 
※３ ハラスメント 
  相手に対する嫌がらせのことです。上記のほかに、パワー・ハラスメント（職

場や職務上の地位などの優位性を利用した嫌がらせ）、モラル・ハラスメント

（言葉や態度等によって行われる精神的な嫌がらせ）などがあります。 
※４ 女性のエンパワーメント 

エンパワーメントとは「力をつけること」の意味であり、女性が自らの意識

と能力を高め、社会のあらゆる分野で男性と同等な権限や機会を持った存在と

なり、能力を発揮し、行動していくことが重要となります。 

りながら、企業啓発を推進し、働く場における男女平等の実現に努めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・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〈男女雇用

機会均等法〉（S47.7施行） 

・女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（S60.6批准） 

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

（H4.4施行） 

・男女共同参画社会基本法（H11.6施行） 

・ストーカー行為等の規制等に関する法律（H12.11施行） 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈ＤＶ防止法〉 

（H26.1名称変更・施行） 

・佐野市男女共同参画推進条例 (H18.7施行) 

・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〉（H27.9施 

行） 

・佐野市男女共同参画都市宣言（H28.6告示） 

・佐野市男女共同参画プラン（第３期）（R2.3策定） 
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２ 子ども 

 

（１）現状と課題 

子どもを取り巻く環境は、急速な少子化や核家族化、また、共働き世帯の増加

等により、日々大きく変化しています。特に近年では「子どもの貧困」（※１）

が深刻な社会問題として議論されるようになっています。厚生労働省の平成２８

（2016）年公表の国民生活基礎調査によれば、子どもの貧困率は 13.9％で、７人

に１人の子どもが「相対的貧困」（※２）の状態にあると報告されています。 

さらに、家庭においては、親の過保護や子どもに対する虐待などの問題が生じ

ています。学校では、いじめや不登校などの生命に関わる重大な問題も起きてい

ます。地域社会においては、地域のつながりの希薄化などにより、社会性の欠如

が問題になっています。 

こうした問題を解消するため、家庭や学校以外の「子どもの居場所」を作り、

地域の人と人とのつながりの中で、孤立化を防ぐ取組も見られるようになりまし

た。学校、家庭、地域社会等が互いに連携を図り、それぞれの機能を十分発揮し、

子どもの人権尊重と人権の擁護に向けた取組を推進し、適切に対応していくこと

が大きな課題となっています。 

 

（２）施策の基本的方向 

① 子どもの人権を尊重する教育・啓発の推進 

ア 「児童の権利に関する条約」の普及・啓発 

子どもの健全な成長発達を保障するためには、子どもを権利の主体者とし

て捉えることが重要であり、子どもを始め、保護者等に「児童の権利に関す

る条約」の趣旨や理念及び内容の普及と啓発に努めます。  

イ 子どもの個性を生かす教育の推進 

学校においては、人権尊重、生命尊重の精神の育成に取り組み、子どもた

ちに自他の生命を尊重することについて、正しく認識させるとともに､子ど

もの個性を生かす教育の推進に努めます。 

ウ いじめの防止対策の取組  

いじめは絶対許さないという強い認識の下、全校体制で、いじめの防止に

努めます。いじめの兆候を察知した場合は、いじめられている児童生徒の立

場に立って、早期解決に努めます。 

また、道徳教育の充実や相談機関の設置をはじめ重大事態への対応など学

校や市が講ずべき措置に対して速やかに取り組みます。 

さらに、学校、家庭、地域社会等が一体となったいじめ防止や子どもが主

体的に問題解決に取り組むよう支援します。 

エ 教職員の研修等の充実 

教職員一人一人が、児童生徒の心の痛みに気付き、確かな人権感覚・人権

意識を身に付けられるよう、研修等の充実に努めます。 
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学校訪問等を通じ人権尊重の理念について共通理解を図るとともに、年次

別の研修、管理職や対象者別の研修など各種研修会を開催し、教職員の人権

意識と指導力の向上を図ります。 

オ 教育相談体制の充実  

いじめや不登校をはじめ、子どもの人権問題について、児童生徒、保護者

及び学校への指導や援助が迅速に行えるよう、市教育センターでの相談活動

を推進するとともに、関係機関との連携に努めます。 

 

② 安心して子育てのできる環境づくりの推進 

ア 市民意識の醸成 

学校、家庭、地域社会等の全体で子育てを支援するため、啓発活動を推進

し、子育てに対する市民の意識を醸成します。   

イ 子育てと家庭に関する相談の充実 

家庭における子育て機能の充実や、子育てについての悩みや不安の軽減を

図るため、子育て支援センターを核として、子育てに関する相談や情報提供、

交流機会の提供など子育て家庭に対する相談及び支援体制の充実に努めま

す。 

ウ 子どもの健全育成の推進 

社会性の不足や自立の遅れに対応するため、ボランティア活動などの地域

社会への参加活動や自然とのふれあいの場を提供し、様々な体験と、多様な

人々との出会いの中で、人権尊重の精神と社会の一員としての役割の自覚を

促すとともに、子どもの健全育成を目指します。 

エ 「人権を大切にする心を育てる」保育の推進等 

保育所においては、保育所保育指針に基づいて、家庭との連携の下、人間

形成の基礎づくりの時期にある乳幼児の健全育成に努めるとともに、日常の

保育の中で発達の段階に応じて、「人権を大切にする心を育てる保育」の推

進に努めます。 

また、幼稚園及び認定こども園においても、家庭との連携の下、「人権を

大切にする心を育てる教育」が推進できるよう支援に努めます。 

 

③ 児童虐待の防止対策の推進  

ア 児童虐待防止体制の充実 

児童虐待を早期に発見し関係機関が連携して対応するため、平成１７

（2005）年に設置した、「佐野市要保護児童対策地域協議会」の円滑な運営

を図るとともに、家庭児童相談室の機能の充実に努めます。 

イ 相談事業の充実 

児童虐待の未然防止とその解決を図るため、児童相談所や警察等関係機関

との連絡を密にし、相談事業の充実に努めます。 

ウ 広報・啓発活動の推進 

児童虐待が子どもに及ぼす影響、虐待の禁止、虐待に関わる通告義務等に
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【用語解説】 
※１ 子どもの貧困 
  子どもの貧困とは、子どもたちが相対的貧困の中に置かれ、「普通の生活」を 
送ることができず、たとえば、次のような状態にあることを意味します。 

 ・家庭の経済的な理由で、修学旅行に参加できない。 
 ・同じく、大学への進学を諦めてしまう。 
 ・食費を切り詰めるために、十分な食事を取らない。 
 ・家計を助けるために、毎日のようにアルバイトをしている。 
 特に、ひとり親家庭（主に母子家庭）の相対的貧困率は５０％を越えています。 
※２ 相対的貧困 
  「貧困」の定義には、衣食住が満たされず、人間としての最低限の生活がで

きない「絶対的貧困」と、その国の生活水準や文化水準に比べると困窮した状

態にある「相対的貧困」の２つがあります。前者は食べるものがなくて餓死し

てしまうような状況ですが、生活保護の制度のある日本では、絶対的貧困の人

はごく少数であると言えます。後者は、一人当たりの等価可処分所得の中央値

の半分に満たない状態を指しますが、その金額（平成２７年）は１人世帯の場

合は１２２万円以下、４人家族の場合は２４４万円以下となります。なお、「等

価可処分所得」とは、世帯の年間の収入から税金や社会保障費などを差し引い

た所得を、世帯の人数で調整した金額のことです。 
 
 

 

ついて、必要な広報、その他啓発活動を推進します。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・教育基本法（S22.3施行） 

・児童福祉法（S23.1施行） 

・児童の権利に関する条約（H6.5批准） 

・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する 

法律（H11.11施行） 

 ・児童虐待の防止等に関する法律（H12.11施行） 

・次世代育成支援対策推進法（H15.7施行） 

・少子化社会対策基本法（H15.9施行） 

・こどもの街宣言（H19.3告示） 

・子ども・若者育成支援推進法（H22.4施行） 

・いじめ防止対策推進法（H25.9施行） 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律（H26.1施行） 

・子ども子育て支援法（H27.1施行） 

・佐野市いじめ問題対策連絡協議会条例（H28.4施行） 

・佐野市いじめ問題対策委員会条例（H28.4施行） 

・佐野市いじめ問題再調査委員会条例（H28.4施行） 

・第 2期佐野市子ども・子育て支援事業計画 令和 2～6年度（R2.3策定） 
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３ 高齢者 

 

（１）現状と課題 

本市の人口は、総人口の３人に１人が６５歳以上の高齢者であり、社会を支え

ていく重要な存在となっています。（高齢化率：令和元（2019）年、29.89％） 

しかしその一方では、寝たきりや認知症などで介護や支援を必要とする高齢者

が増加しています。市では、介護予防や生活支援サービスの充実を図っておりま

すが、高齢者を狙った振り込め詐欺などの犯罪も多発しており、身体的・心理的・

経済的虐待や、介護放棄などの高齢者虐待も懸念される状況となっています。 

そのため、高齢者の人権についての市民の認識と理解を深めるための教育・啓

発を推進することが大切です。 

高齢者が、健康で様々な社会活動に参加するなどの生きがい・役割を持ち、住

み慣れた地域で安心した生活を送ることのできる、高齢者にやさしいまちづくり

を推進していくことが重要な課題となっています。 

 

（２）施策の基本的方向 

① 高齢社会に対する教育・啓発の推進 

ア 高齢者福祉教育の推進 

学校においては、児童生徒が高齢社会及び高齢者の人権問題等について､

理解を深めるための教育を推進します。 

そのため、学校や地域の実情に即して、高齢者を運動会やふれあい給食へ

招待したり、児童生徒がデイサービスセンターを訪問したり、高齢者が講師

となって行う授業などを通して、高齢者から学び、交流することにより、共

感的理解を深める教育の充実に努めます。 

イ 地域社会での啓発活動の推進  

多くの市民が高齢者の福祉について関心と理解を深めるため、地域社会で

の啓発活動を推進するとともに、人権意識の高揚に努めます。 

また、若い人たちが高齢者に対する理解を深めるため、世代間の交流事業

を推進します。 

 

② 自立支援と生きがいづくりの推進 

ア 介護サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域で尊厳を持って自立した生活が送れるよう、「医

療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」の５つのサービスを切れ目なく提

供する「地域包括ケア」の実現を目指します。 

イ 社会参加活動の促進 

高齢者が社会の重要な一員として生きがいを持って社会参加できるよう

環境づくりに努めるとともに、高齢者の社会参加に取り組む団体の活動を積

極的に支援します。 
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ウ 学習機会の確保 

高齢者が生きがいのある充実した生活が送れるよう、スポーツ、レクリエ

ーション活動や各種講座の開催など、生涯を通じて学習できる機会の確保に

努めます。 

エ 雇用・就労機会の促進 

高齢者が長年にわたり培ってきた知識や経験、技能を活用し、可能な限り

現役として働くことのできる社会を実現することが生きがいづくりに結び

付きます。 

そのため、企業等に対する高齢者雇用の啓発活動を行い、個々の状況に応

じた働き方が選択できるよう、多様な形態による雇用や就労機会の促進に努

めます。 

 

③ 高齢者にやさしいまちづくりの推進 

高齢者が安心して生活が営め、社会参加ができるよう各種施設等のバリアフ

リー（※１）化を促進するため、市民や企業等への意識啓発に努めます。 

 

 ④ 高齢者の見守り 

   高齢者が安心して生活できるよう、市、地域包括支援センター、地域等が協 

力し合って高齢者の方を見守り、在宅生活を支援します。 

 

⑤ 高齢者の権利擁護 

ア 相談体制の充実 

高齢者に対する介護や日常生活等に関する様々な相談が、いつでも気軽に

受けられるよう地域包括支援センターの総合相談窓口としての機能の充実

を図り、高齢者や介護者の支援に努めます。 

イ 権利擁護事業の普及 

判断能力の不十分な認知症高齢者が地域で安心して生活していけるよう、

「成年後見制度」の周知や、佐野市社会福祉協議会の「とちぎ権利擁護セン

ター あすてらす・さの」との連携による、権利擁護事業の普及を図ります。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・老人福祉法（S38.8施行） 

・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（S46.10施行） 

・高齢社会対策基本法（H7.12施行） 

・介護保険法（H12.4施行） 

・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（H18.4施行） 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律〈バリアフリー新法〉

（H18.12施行） 

・佐野市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（H30.3策定） 
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【用語解説】 

※１ バリアフリー 

バリアとは、障害、障壁ということで、それを取り除くことをバリアフ

リーといいます。主に建築用語として使用されますが、高齢者等が社会参

加する上での、制度的、物理的、意識的障壁の除去という意味でも使われ

ます。 
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４ 障がいのある人 

 

（１）現状と課題 

   障がいのある人に対する理解は、徐々にですが深まってきています。しかし、

障がいのある人に対するいじめ、虐待などの人権問題も生じています。 

このような問題を解決するには、地域社会の全ての人が、障がいのある人の問

題を身近に捉え、偏見や差別意識を取り除くことが大切です。 

障がいのある人とない人が、共に住み慣れた地域社会で、積極的に社会参加し、

お互いにわかり合える社会を築いていくことが大切です。そのためには、ノーマ

ライゼーション（※１）の理念を広く社会に定着させるとともに、お互いの個性

を認め合い、人間として尊重し合うことのできる共生社会の実現に向けた施策に

取り組むことが大きな課題となっています｡  

 

（２）施策の基本的方向 

① 障がい理解教育の促進 

ア 学校教育の充実 

児童生徒が、障がい及び障がいのある人に対しての正しい認識と理解を深

めていくために、学校教育の充実に努めます。 

イ 特別支援教育の推進 

発達障がいを含む障がいのある児童生徒が、その能力を伸ばし、社会参加

及び自立に向けた力を養える教育環境づくりに努めるとともに、保護者に対

する就学相談や学校に対する巡回相談等、相談体制の充実を図ります。 

また、障がいのある児童生徒もない児童生徒も、共に理解し合いながら生

活できるよう、学校や地域の実情に応じた多様な活動を通して、交流及び共

同学習の推進に努めます。 

ウ 社会教育の充実 

広く市民が、障がい及び障がいのある人に対しての正しい認識と理解を深

めていくため、社会教育機関・団体等における福祉・人権教育の充実を図り

ます。 

エ 交流・ふれあいの場の提供 

障がいのある人もない人も、共に理解し合いながら生活できるよう、交流

学習、ボランティア活動など具体的な実践活動を通して、交流並びにふれあ

いの場の提供と機会の拡充に努めます。 

オ 教職員等の研修の充実 

障がい及び障がいのある人に関する正しい認識と理解を深めるため、各種

研修の充実に努めます。 
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② 相互理解のための啓発活動の推進 

ア 障がいのある人等に対する理解と社会参加の支援 

市民が､ボランティア活動等を通じ障がい及び障がいのある人に対する理

解を深め、相互に共通理解を図るとともに、障がいのある人の社会参加を支

援し、障がいのある人の自立意識の向上を図ります。 

イ 広報・啓発活動の推進 

障がい及び障がいのある人についての正しい認識と理解を深め、人権侵害

を防止するため､必要な広報や啓発活動を推進します。 

 

③ 自立と社会参加の支援 

ア 社会参加活動の促進 

障がいのある人の生活の質の向上を目指し、文化やスポーツ、レクリエー

ション活動等への参加を促進します。 

イ 学習機会の確保 

障がいのある人が生きがいのある充実した生活が送れるよう、研修会や講

演会及び各種講座の開催など、生涯を通じて学習できる場と機会の確保に努

めます。 

ウ 雇用・就労機会の促進 

障がいのある人の経済的自立を促進するため、公共職業安定所等と連携し

て職業相談の充実と事業主等への啓発活動を行い、雇用と就労機会の促進に

努めるとともに、雇用契約を結ぶことが難しい障がいのある人については、

雇用に向けた訓練や障がい福祉関係施設内での福祉的就労を行うサービス

の利用を支援します。 

 

④ 障がいのある人にやさしいまちづくりの推進 

障がいのある人が安心して生活が営め、社会参加ができるよう各種施設等の 

バリアフリー化に努めます。  

 

⑤ 障がいのある人の権利擁護 

ア 相談体制の充実 

障がいのある人やその家族が抱える様々な相談が気軽に受けられるよう

に、障がい者相談支援事業を指定相談支援事業所に委託して実施しています。 

 また、地域自立支援協議会において、関係機関との連携を深め、相談体制

の充実に努めます。 

イ 権利擁護事業の普及 

障がいのある人が地域で安心して生活していけるよう、「成年後見制度」

の周知や佐野市社会福祉協議会の「とちぎ権利擁護センター あすてらす・

さの」との連携による、権利擁護事業の普及を図ります。 
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【用語解説】 
※１ ノーマライゼーション 

障がいのある人や社会的な援助を必要とする人々を特別視するのではなく、

一般社会で安心して生活できる条件を整えるなどして、あらゆる人が共に暮ら

していける社会こそ正常な社会であるという考え方です。 

⑥ 障がいのある人に対する虐待防止 

障がいのある人に対する虐待を防止するため、その早期発見と迅速な保護、

そして養護者に対する適切な支援ができるよう、関係機関と連携を深めるとと

もに、必要な広報や啓発活動を推進します。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・身体障害者福祉法（S25.4施行） 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（S25.5施行） 

・知的障害者福祉法（S35.4施行） 

・障害者の雇用の促進等に関する法律（S35.7施行） 

・障害者の権利に関する宣言（S50.12採択） 

・発達障害者支援法（H17.4施行） 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律〈バリアフリー新法〉

（H18.12施行） 

・障害者基本法（S45.5施行） 

・障害者虐待防止法（H24.10施行） 

・障害者総合支援法（H25.4名称変更・施行） 

・障害者の権利に関する条約（H26.1批准） 

・障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律（H28.4施行） 

・第５期佐野市障がい者福祉計画・第１期佐野市障がい児福祉計画平成 30～32年 

度（H30.3策定） 
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５  同和問題（部落差別） 

 

（１）現状と課題 

同和問題（部落差別）は、日本社会の歴史的発展の過程において形づくられた 

身分階層構造により、特定の地域の出身であることや、その地域に住んでいるこ 

とを理由に、一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれ、 

深刻な人権侵害を受けてきた、わが国固有の差別です。この問題を解決するため 

に、国は様々な対策を実施してきました。この結果、同和地区と他の地域との生 

活実態面での格差は解消されつつあります。また、教育・啓発の実施により、同 

和問題（部落差別）への理解も深まってきましたが、依然として結婚問題を中心 

とする心理的差別が残るほか、情報化の進展に伴い、インターネットを通じた部 

落差別も生じています。 

平成２８（2016）年に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」では、 

現在も部落差別が存在していると認識し、解消することが重要な課題であり、国 

や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実や強化を図り、 

部落差別解消を推進することとしています。 

本市においても、市民への啓発や地域の生活環境の改善などに努めてきました。 

平成３０（2018）年度に実施した「人権問題に関する市民意識調査」では、結婚 

差別の認知について「あなたは、現在、結婚に関して部落差別があると思います 

か？」という問いに「明らかな差別がある」が４.７％、「どちらかといえば差別 

がある」が３３.２％で、合わせると３７.９％となりました。前回調査との比較 

では６.６％減となっているものの、多くの方が「差別がある」と答えています。 

この結果を踏まえ、基本的人権の尊重という視点に立って、同和問題（部落差 

別）に関する正しい理解を深めるための教育・啓発の一層の充実が、今後の大き 

な課題となっています。 

 

（２）施策の基本的方向 

① 人権尊重の教育の推進 

ア 学校教育の充実 

同和問題（部落差別）をはじめとする様々な人権問題を解決するため、幅

広い人権学習を通し、あらゆる差別を許さない社会の実現を目指し、行動で

きる児童生徒の育成に取り組みます。 

また、児童生徒一人一人を理解し、認め、伸ばす教育の実践と、基本的人

権の尊重を基盤とした研修や研究体制の充実に努めます。 

イ 社会教育の充実 

社会教育においては、広く市民を対象とした人権に関する学習機会を提供

するとともに、人々の相互理解と地域社会への参加促進のため、公民館や集

会所等の社会教育施設における各種交流事業の充実に努めます。 

ウ 就学前教育の充実 



20 
 

保育所においては、乳幼児の発達の段階を踏まえた保育内容、方法等の改

善と充実、及び保育士の人権感覚や人権意識の一層の向上を図るため、研修

や研究体制の充実に努めます。 

幼稚園及び認定こども園においても、積極的に就学前教育が実施されるこ

とを期待し、その支援に努めます。 

また、保育等に当たっては、保護者との連携を図ることが重要であり、 保

育参観や家庭訪問等の機会を捉えて、人権意識の高揚を図るための啓発活動

の推進に努めます。 

 

② 市民意識の啓発推進 

ア 啓発活動の充実 

同和問題（部落差別）の解決のため、全ての市民が部落差別の不当性を正

しく認識し、差別意識の解消が図られるよう市民各層を対象とした講演会や

研修会の開催、啓発資料の配布、各種催し等での啓発活動等を通して、同和

問題（部落差別）についての正しい理解と人権意識の高揚に努めます。 

イ 人権の擁護 

人権擁護機関等との密接な連携の下に、人権に関する相談等の関連事業の

推進を通して、人権尊重思想の普及高揚に努めます。 

 

③ 企業等の啓発促進 

ア 啓発・研修活動の支援 

企業等における人権啓発を進めるため、関係機関等の協力の下に、公正採

用選考人権啓発推進員等を中心とした研修会の開催及び企業内での啓発や

研修活動を支援します。    

イ 就労相談の充実 

就職の機会均等や雇用の安定のため、隣保館での就労相談活動を中心に推

進するとともに、佐野公共職業安定所など関係機関と連携を図り、就労相談

の充実に努めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・同和対策審議会答申（S40.8） 

・同和対策事業特別措置法（S44.7施行） 

・地域改善対策特別措置法（S57.4施行） 

・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（S62.4施行） 

・部落差別の解消の推進に関する法律（H28.12施行） 
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６ 外国人 

 

（１）現状と課題 

グローバル化が進み、日常生活の中で外国にルーツを持つ人々（以下、「外国

人」と記します）に接する機会が増えています。日本で生活する外国人は、言語

や宗教、民族性や生活習慣などの文化の違いから、生活や就業などのあらゆる場

面で、様々な問題に直面します。 

外国人との共生社会を目指すためには、歴史や文化、生活上の習慣やルールを

互いに正しく知ることが必要ですが、相互理解が十分でないことから、とくに進

学や就労の際に差別や不利益などの人権問題が生じています。また最近では、ヘ

イトスピーチ（※１）も問題となっています。 

多様な文化、習慣、価値観等を正しく認識し、理解することにより、お互いの

人権を尊重し合い、国籍を超えて人権が保障される社会の実現に努め、持続可能

な開発のための教育（ＥＳＤ）（※２）などを推進することが求められています。   

 

（２）施策の基本的方向 

① 国際理解や多文化共生を深める教育・啓発の推進 

ア 異文化や多文化に関する教育活動の推進 

      異文化理解や多文化共生に関する教育、在日外国人教育を推進するととも

に、諸外国の人々に対する差別や偏見を解消するため、正しい文化や歴史認

識の醸成を図る教育の充実に努めます。 

また、外国人児童生徒が自国の言語や文化や歴史等を正しく認識し、民族

としての誇りをもてる指導の充実を図ります。 

イ 人権啓発活動の推進 

外国人に対する差別や偏見の解消に向けた啓発活動を推進し、より一層市

民の人権感覚・人権意識を高めるよう努めます。 

また、「人種差別撤廃条約」の趣旨を市民が正しく理解することができる

よう、条約の普及・啓発に努めるとともに、外国人に対するいやがらせ、差

別事象の撤廃を目指した啓発活動の充実を図ります。  

ウ 国際交流の促進 

   外国人と市民との交流を促進するため、佐野市国際交流協会をはじめ、国

際交流事業を推進している民間団体や市民組織の各種事業が円滑に推進で

きるように支援します。 

 また、佐野市国際交流協会が実施している「翻訳・通訳ボランティア」登

録事業及びその活用の支援に努めます。 

 

② 在住外国人の支援 

ア 多言語による生活情報の充実 

外国人が本市で生活していくために必要な生活情報及びしおり等の多言
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【用語解説】 
※１ ヘイトスピーチ 

国籍や出身地、人種や民族、宗教や性別など、本人の意思では変更することが

不可能または困難な属性を理由に、特定の個人や集団を攻撃し、侮辱する差別的

で排外的な言動のことです。 
※２ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ） 
  持続可能な開発を進めていくためには教育の果たす役割が大きいことから、国

連は平成１７～２６（2005～2014）年までの１０年間を「国連持続可能な開発の

ための教育の１０年」として、その普及と推進を図りました。教育目標を定めた

ＳＤＧｓの「目標４」の中にもＥＳＤが盛り込まれています。 

語での提供や充実に努めます。 

イ 日本語指導等の充実 

佐野市日本語教室や外国人児童生徒教育拠点校を中心に、外国人児童生徒

の日本語習得や教科補充、学校生活への適応指導などの充実を図るとともに、

異文化交流や国際理解教育の推進・充実に努めます。 

ウ 適正就労の推進 

外国人労働者に対して不法な就労や不当な取扱いがなされないように、事

業主等に対する啓発活動を推進します。 

エ 多言語での相談体制の充実 

市内で生活する外国人の言葉や文化、習慣等の違いにより発生する様々な

問題や困りごとに対応するため、多言語での相談体制の充実を図り、解決の

支援に努めます。 

  
＜主な関係法令・計画等＞ 

・国際人権規約（S54.6批准） 

・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〉（H28.6施行） 

・出入国管理及び難民認定法（H31.4改正） 

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特 

例法（H31.4改正） 
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７ ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者及び元患者 

 

（１）現状と課題 

ＨＩＶ（※１）とは、エイズを引き起こすウイルスの名称です。昭和５６（1981）

年に海外でエイズの症例が確認されて以来、急激に世界に広がりました。 

当初は治療法がなく、メディアによってこの病気の恐ろしさばかりが報道され、

医学的には不正確な知識や迷信によって、周囲や社会から奇異の目で見られ、深

刻な偏見や差別を受けてきました。 

世界保健機関（ＷＨＯ）は、昭和６３（1988）年に、エイズの蔓延と患者に対

する差別や偏見の解消を図るため、１２月１日を「世界エイズデー」と定めて啓

発活動を実施してきました。また国連は、平成３０（2018）年時点でのＨＩＶの

感染者をおよそ３千８百万人と報告しています。 

ハンセン病（※２）についても、平成８（1996）年に「らい予防法」が廃止さ

れるまで、長い間行われてきたハンセン病療養所への隔離政策により、ハンセン

病患者や元患者およびその家族は、過酷な差別や偏見を受けてきました。 

その後多くの訴訟や裁判を経て、令和元年（2019）熊本地裁において、隔離政

策がハンセン病患者家族に対する差別被害を発生させたこと等を理由に、国の一

部敗訴の判決が出されました。そして同年「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の

判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」において、政府は、関係省庁が連携・

協力し、患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発・人権

教育などの普及啓発活動の強化に取り組むこととされました。 
このように、いまだに誤った情報や知識から、ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者

及び元患者等への差別や偏見が解消されてはいません。今後は、関係機関と連携

して、正しい情報や知識の普及啓発に努め、社会に根強く存在する差別や偏見の

解消に向け努力することが求められています。 

 

（２）施策の基本的方向 

① 教育・啓発活動の推進 

ア エイズ教育（性に関する指導）の推進と啓発 

エイズやＨＩＶ感染に関する正しい情報や理解を深める啓発活動の推進

に努めます。 

学校教育においては、児童生徒がエイズに対する正しい知識を身に付けら

れるよう、養護教諭等と連携するなど指導方法を工夫し、児童生徒の発達の

段階に応じたエイズ教育（性に関する指導）の充実に努めます。 

イ ハンセン病に関する正しい知識の普及 

ハンセン病患者・元患者等に対する差別や偏見を解消するため、正しい知

識の普及を図る啓発活動に努めます。  

 

② 自立・社会参加の支援 
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エイズ、ハンセン病などの感染症患者や治癒した人々が、安心して自立した

社会生活が送れるよう、関係機関と連携して、雇用主の理解を促進し、就労の

機会の確保及び企業啓発の推進に努めます。 

 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・らい予防法の廃止に関する法律（H8.4施行） 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（H11.4施行） 

・ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（H13.6施行） 

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（H21.4施行） 

・ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律（R1.11施行） 

 

 

【用語解説】 

※１ ＨＩＶ〔日本語の名称：ヒト免疫不全ウイルス〕 

身体の免疫力が弱くなり、本来であれば発症しない感染症を発症してしまう、

後天性免疫不全症候群（エイズ：ＡＩＤＳ）を引き起こすウイルスの名称です。 

 ＨＩＶの感染経路は、性的接触、血液感染、母子感染の３つに限定されており、

握手や食器の共用など、日常生活での接触では感染することはありません。 

今日では治療薬の開発が進み、早期の発見や治療ができれば、ＨＩＶの感染や

エイズの発症を抑えることが可能となっています。 

※２ ハンセン病 

   明治６（1873）年にノルウェーの医師ハンセンによって発見された「らい菌」

による感染症で、感染し発病すると末梢神経や皮膚を侵す病気です。ただし感染

力はとても弱く、感染しても自然治癒することもあり、発症は極めて少なく、遺

伝する病気ではありません。現在では特効薬により完治する病気となりました。 
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８ インターネットによる人権侵害 

 

（１）現状と課題 

インターネットやスマートフォンの普及は、私たちの生活に多くの利便性をも

たらし、欠かせないものとなっています。しかし一方で、ＳＮＳ（※１）を使用

したいじめやハラスメント、名誉毀損やプライバシーの侵害など、人権に関わる

問題が多発しています。また、コンピューターウィルスや不正アクセスなどによ

り、個人情報が流出するような事案も起きています。 

インターネットは情報発信が容易にできる反面、その匿名性を悪用して、特定

の個人を誹謗中傷する事も簡単にできてしまいます。最近ではインターネット上

での部落差別も生じています。また、いわゆる「ネット詐欺」などの犯罪行為も

後を絶ちません。スマートフォンを所有する子どもの割合も急増しており、イン

ターネットを通じて、有害サイトにアクセスしてしまうなど、子どもが事件や犯

罪に巻き込まれる可能性も高くなっています。 

本市では、人権侵害への適切な対応を図るとともに、インターネットの利用者

が他の人の人権を侵害しないよう、個人の人権意識を高め、情報の収集・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実施しています。 

 

（２）施策の基本的方向 

  ① 関係機関との連携 

    インターネットによる人権侵害に対しては、法務局をはじめ関係機関との連

携・協力を図り、プロバイダ（※２）等に対する申入れなどの適切な対応に努

めます。 

 

  ② 教育・啓発活動の推進 

   学校や家庭、地域社会において、児童生徒や保護者、一般市民等に対しイン

ターネットやスマートフォンの利用に際してのモラルやルールについての教

育・啓発の推進に努めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・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〉（H14.5施行） 

・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 

（H21.4施行） 

・個人情報の保護に関する法律（H29.5改正） 
 

 

 

 



26 
 

【用語解説】 
※１ ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

インターネットを介して、人と人とのつながりやコミュニケーションを促

進・サポートする、コミュニティ型のサービスのことです。 
※２ プロバイダ 

インターネットに接続するためのサービスを提供する企業あるいは団体で、

日本では電気通信事業者の一つとして位置付けられています。 
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９ 性自認と性的指向に関する人権 

 

（１）現状と課題 

近年、日本社会でも性の多様性に関する理解が進みつつあり、ＬＧＢＴ（※１）

という言葉を耳にする機会が増えてきました。また、最近では、このＬＧＢＴと

いう言葉に代わって、ＳＯＧＩ（※２）という言葉が使われるようにもなってき

ました。しかし、性に関する人権は、まだまだ新しい考え方であることから、こ

れを正しく認識し理解していくための教育や啓発が必要となっています。 

私たちはこれまで、性別には「男性」と「女性」の２つしかないと認識してき

ました。しかし、性の多様性を考える場合、生物学的な意味での「性」とは別に、

「性自認」と「性的指向」を区別して考えることが大切であると知られるように

なってきました。まず「性自認」とは、「自分が自分の性をどのように認識して

いるか」を示すもので、「心の性」とも言われます。生物学的な身体の特徴で分

けられる「身体の性」と、自分で認識している「心の性」は一致していると思わ

れがちですが、「身体の性」と「心の性」が完全に一致している人もいれば、そ

うでない人もいます。また、両者の間で揺れ動いている人も少なからずいます。

自分を「男性だと思う人」や「女性だと思う人」もいれば、「中性だと思う人」

や「性別を決めたくない人」もいます。このように性別とは、「男性」と「女性」

という２つの性に分けられるほど単純ではないことが理解されるようになりま

した。 

また、「性的指向」とは、「自分の恋愛感情がどのような対象に向かうのか」、

を示すものですが、自認する性を基準に、「異性を好きになる人」、「同性を好き

になる人」、「どちらの性も好きになる人」、「誰にも恋愛感情を抱かない人」、「性

別で人を好きになりたくない人」など、様々であることが理解されるようになり

ました。 

多様な性自認や性的指向がある中で、その少数者に属する人々（性的マイノリ

ティ）は、自分を「普通ではない」と思い悩み、生きづらさや居場所のなさを感

じています。中には、性的指向や性自認をカミングアウト（※３）することによ

って、「自分を偽ることなく生きたい」と思う人もいますが、差別や偏見を恐れ

て踏み切れないことも多く、またアウティング（※４）による差別の問題もあり、

周囲や社会の理解が必要となっています。 

平成１６（2004）年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」

が施行され、戸籍上の性別変更が可能となりましたが、なお就職や医療の受診な

ど、様々な課題が指摘されています。 

本市では平成２１（2009）年に施行した「佐野市男女共同参画推進条例」の中

で、基本理念の一つとして「性同一性障がい者等に対する配慮」を掲げて取り組

んできました。また、講演会やパンフレットの配布などを通じて性的マイノリテ

ィに関する人権啓発を推進してきました。 

性的マイノリティに属する人々が様々な場面で困難を抱えていることを理解
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し、性自認や性的指向は私たち一人ひとりの異なる個性として認め合い、誰もが

生きやすい社会を作ること、そのための教育や啓発が、大きな課題となっていま

す。 

 

（２）施策の基本的方向 

  ① 教育・啓発活動の推進 

学校や家庭、職場や地域社会において、性的マイノリティに属する人々が安

心して学び、働き、暮らしていくことができるように、正しい理解と認識を広

げるための教育・啓発活動の推進に努めます。 

 

  ② 自立・社会参加の支援 

性的マイノリティに属する人々が、安心して自立した社会生活が送れるよう、

専門的な知見を有する識者や団体等とも連携して、行政サービスを充実させて

いくとともに、就労の機会の確保や企業啓発の推進に努めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（H16.7施行） 

 

 

【用語解説】 

※１ ＬＧＢＴ（エル・ジー・ビー・ティー） 

Ｌ･･レズビアン（女性同性愛者）、Ｇ･･ゲイ（男性同性愛者）、Ｂ･･バイセクシュ

アル（両性愛者）、Ｔ･･トランスジェンダー（身体の性と心の性が一致していない

人）の頭文字をとった言葉で、性的マイノリティを意味する呼称のひとつです。 

Ｑ･･クエスチョニング（性的指向や性自認が未定）またはＱ･･クイア（性別にとら

われない人）を加えたＬＧＢＴＱや、ＬＧＢＴＱ＋（他にも様々なセクシュアリテ

ィがある）といった言葉を使う事もあります。性的少数者はＬＧＢＴだけに分類さ

れるものではないことから、次のＳＯＧＩという言葉が使用されるようになってい

ます。 

※２ ＳＯＧＩ（ソジ） 

  英語の Sexual Orientation and Gender Identity（性的指向と性自認）の頭文字 

を取った言葉です。ＬＧＢＴが性的マイノリティの人々を意味するのに対し、ＳＯ 

ＧＩは誰もが持っている性的指向と性自認という属性や特徴を意味しています。 

※３ カミングアウト 

性的少数者であることを告白することで、自分の性を受け入れ、肯定する過程で

もあり、自分らしく生きていくための手段の一つです。 

※４ アウティング 

  カミングアウトを受けた人などが、本人の了解なく、性的少数者であることを他 

人に暴露することです。自分のセクシュアリティを知られたくない当事者にとって 

は大きな人権侵害となります。 
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10 その他の人権課題 

 

（１）犯罪被害者とその家族 

   犯罪被害者やその家族の人権について、社会的関心が高まってきています。事

件そのものに対する精神的負担や経済的・時間的な負担が大きいだけではなく、

一部のマスメディアによる過剰な取材や報道、プライバシー侵害、平穏な私生活

の侵害など精神的苦痛にさらされがちです。 

平成１７（2005）年に「犯罪被害者等基本法」が施行され、関連法の整備が進

められています。しかし、制度面での改革だけではなく、無責任な噂や中傷など

が生ずることのないよう、周囲の人々の理解と社会的な対応が必要です。人権に

対する配慮と保護が図られるよう、啓発活動の推進に努めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律（S56.1施行） 

・犯罪被害者等の保護を図るための掲示手続きに付随する措置に関する法律 

（H12.11施行） 

・犯罪被害者等基本法（H17.4施行） 

 

（２）アイヌの人々 

アイヌの人々は、北海道や東北地方の北部を中心に先住していた民族で、固有

の文化を発展させてきました。しかし、明治維新以降、北海道開拓を進める明治

政府によって制定された「北海道旧土人保護法」によって、土地を奪われ、生計

手段の漁業や狩猟のほか、独自の習慣風習やアイヌ語の使用を禁じられてきまし

た。こうした政策が長く続けられてきたことにより、アイヌ民族としての誇りや

自尊心が奪われることになりました。 

   平成９（1997）年に成立した通称「アイヌ文化振興法」によって、この北海道

旧土人保護法は廃止されました。しかし、アイヌの人々が先住民族であることが

法律の中に明記されるには、さらに平成３１（2019）年の通称「アイヌ新法」の

成立まで待たなければなりませんでした。この法律ではアイヌの人々が先住民族

であることは明記されましたが、先住民族としての権利保障については何も述べ

られていません。 

 アイヌの人々に対する差別や偏見は未だに残っており、少数民族の歴史や文化、

伝統を正しく理解し、それらを尊重する心を持つことが、差別や偏見の解消につ

ながります。アイヌの人々と共生できる社会づくりに向けた啓発活動の推進に努

めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・アイヌ文化の振興及びアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律

〈アイヌ文化振興法〉（H9.7施行、R1.5廃止） 
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・先住民族に関する国際連合宣言（H19.9採択） 

・アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議（H20.6決議） 

・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

〈アイヌ新法〉（R1.5施行） 

 

（３）刑を終えて出所した人 

刑を終えて出所した人やその家族に対する差別や偏見はいまだに根強く、本人

の出所後の住居や就職先を確保することなど、たいへん厳しい状況に直面します。

刑を終えて出所した人たちは、保護司法や更生保護事業法等で守られながら社会

復帰を果たしてきました。しかし、中には、社会復帰の意欲があっても差別や偏

見のため、社会復帰が困難な状況に置かれた人がいるのが現状です。 

刑を終えて出所した人たちが地域社会の一員として復帰し、円滑な社会生活を

営むに当たっては、本人の強い意志と併せ、学校や家庭、地域社会や職場などで

の理解と協力を得る必要があります。 

そのため、差別や偏見をなくし、正しく理解するための「社会を明るくする運

動」などの啓発活動をはじめ、かれらの生活支援や就労支援の推進に努めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

 ・保護司法（R1.9改正） 

 ・更生保護事業法（R1.9改正） 

 ・再犯の防止等の推進に関する法律（H28.12施行） 

 

（４）拉致被害者 

   北朝鮮当局による拉致問題は、重大な人権侵害です。平成１８（2006）年に「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」が施行され、

国及び地方公共団体の責務等が定められました。 

   拉致被害者らの多くが高齢化しており、一刻も早い問題の解決が強く望まれて

います。拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する啓発を図るよう

努めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

 ・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（H18.6 施

行） 

 

（５）大規模災害の被災者・避難者 

   東日本大震災など大規模災害時において、避難所におけるプライバシーの問題

や、高齢者や障がいのある人等の支援を必要とする方達への配慮等の問題があり

ました。 

   また、近年頻発する台風や集中豪雨などによる自然災害時においても、人権に

配慮した被災者支援や避難所運営の在り方が問われるようになっています。 
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   こうした大規模な災害時においても、それぞれの人権が尊重されるよう努めま

す。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

 ・災害対策基本法（S36.11施行） 

・大規模災害からの復興に関する法律（H25.8施行） 

 

（６）ホームレス 

様々な事情によって定まった住居を持たず、公園や路上等で生活をするホーム

レスの問題が存在しています。日本では 1990 年代のバブル崩壊に伴う倒産や失

業によって、ホームレスが急増しました。政府の統計によれば、近年では「公園

や路上等で生活するホームレス」の人数はたしかに減少傾向にあります。しかし、

日雇い労働などで一時的な収入を得ながら、簡易宿泊所やネットカフェなどに長

期にわたって寝泊まりする人たちは少なくなく、その実態は明らかになっていま

せん。 

一時居住や就業・医療相談等の際の相談窓口など、本人の人権が尊重されるよ

う努めます。また、差別や偏見をなくし、正しく理解するための啓発活動の推進

に努めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

・ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（H14.8施行） 

・生活困窮者自立支援法（H27.4施行） 

 

（７）人身取引（トラフィッキング）による被害者 

   人身取引（トラフィッキング）は、「現代の奴隷制」とも言われ、重大な人権

侵害であり、身近なところにも潜んでいる可能性があります。「日本に行けば良

い仕事がある」という悪徳業者の言葉に騙されて来日した女性が風俗産業に従事

させられる事案が後を絶ちません。インターネットを通じてモデル募集に応募し

た女性がアダルト動画への出演や売春行為を強要される事案も近年増加してい

ます。こうした商業的な性的搾取を目的とした不法就労をはじめ、暴力や脅迫な

どの手段を用いた、賃金の未払いを含む劣悪な労働環境の中での強制労働などが

国内外で深刻な問題となっています。 

こうしたトラフィッキングは被害者に対して精神的・身体的な苦痛をもたらす

ことから、人身取引の犠牲とならないように、啓発活動の推進に努めます。 

 

＜主な関係法令・計画等＞ 

 ・児童買春・児童ポルノ禁止法（H16.7改正） 

・人身取引対策行動計画（H16.12策定） 

・児童福祉法（H17.1改正） 

・国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)
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の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書（国際組織犯罪防止条約人身

取引議定書、H17.6国会承認、H29.7公布） 

・刑法（H17.7改正） 

・出入国管理及び難民認定法（H17.7改正） 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（R1.12改正） 

・人身取引対策行動計画 2014（H26.12策定） 
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第３章 様々な場を通じた人権教育・啓発の推進 

 

 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の「目標４」は、「質の高い教育をみんなに」を

キャッチフレーズとして、令和１２（2030）年までに達成すべき７つの具体的な課題

が示されています。それらの中では、質の高い幼児教育や就学前教育、初等教育や中

等教育、そして職業教育や高等教育を、性別の区別なく受けることができるようにす

ることが謳われています。 

世界の中でも日本は、識字率や義務教育の修了率がきわめて高い国ではありますが、

より公正で質の高い教育を受けられるようにすることが求められています。とくに、

教育におけるジェンダー格差をなくしていくことは重要な課題です。また、経済的に

困窮していたり、障がいがあったり、あるいは、外国にルーツを持っていたりする子

どもたちや大人たちが、あらゆるレベルの教育や職業訓練を平等に受けることが目標

の達成に向けて必要です。 

また、目標４では、持続可能な開発を促進するために、すべての学習者が、学校教

育や社会教育などの中で、持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）をはじめ、人権や

ジェンダー、平和や非暴力、グローバル・シティズンシップや文化の多様性などに関

する教育や学習を通じて、必要な知識や技能を習得できるようになることが求められ

ています。 

こうした観点から、これまで蓄積してきた知見や経験を活かした人権教育・啓発を

一層推進していくとともに、人権の概念やその内容が拡大するなかで、新たな人権教

育・啓発を、以下のような様々な場を通じて展開していきます。 

 

１ 学 校 等 

 
（１）現状と課題 

本市では「佐野市人権教育基本方針」に基づき、様々な人権問題の解決を目指

し、人権教育を積極的に推進しています。 
学校教育では、同和教育の成果を踏まえ、児童生徒の発達の段階に即しながら、

学校の教育活動全体を通じて、人権尊重・生命尊重の教育活動を推進してきまし

た。いじめや不登校、虐待等についても、早期発見・早期対応に努め、関係機関

と連携を図りながら対応しています。しかし、インターネットや携帯電話による

いじめ、誹謗中傷など新たな課題も含め、子どもの人権に関わる問題は依然とし

て存在しています。 
そこで、各学校では、児童生徒一人一人を大切にした教育を通して、自尊感情

や自他の生命を尊重する心を育むとともに、いじめなど様々な人権問題について、

自ら考え、主体的に解決しようとする意欲や、実践力の育成に努めてきました。 
指導に当たっては、教職員による指針や価値観の押し付けではなく、子どもた

ちが既成の概念や道徳観に縛られずに、人権について自由かつ多面的に議論し、
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主体的な表現力や批判的な思考力を養って、自分の言葉で人権を語ることができ

るように配慮する必要があります。 
今後も引き続き研究指定校を中心に、「自分の大切さとともに他の人の大切さ

を認めることができ、それが様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れ

るようにする」ための指導の在り方について、研究を重ねていく必要があります。 
また、教職員一人一人が、学校教育における人権教育の重要性を自覚し、人権

問題の解決に向けた教育に積極的に取り組めるよう、研修内容の工夫・改善を図

ることが必要です。 
また、保育所等では、人間形成の基礎が培われる大切な時期にある乳幼児が、

将来、豊かな人間性を育む保育の充実に努めています。また、家庭との連携のも

と、保育内容の充実を図るとともに職員の研修や研究体制の充実に努めながら、

人権を大切にする心の育成を図っています。 
今後も、保育所等における乳幼児の人権教育を推進するためには、子どもたち

の発達の段階を考慮し、家庭との連携を図りながらきめ細かな保育等を実践する

ことはもちろん支援もしていかなければなりません。 
 
（２）施策の基本的方向  

① 就学前教育活動における人権教育 
保育所においては、乳幼児の発達の段階に合わせて豊かな心を育て人権を大

切にする心を育む保育の充実に努めます。 
また、幼稚園及び認定こども園においても、人権を大切にする心を育む教育

の充実が図れるよう支援します。 
② 学校教育における人権教育 

全教職員が、教育活動や学校生活の全体を通じて、一人一人を大切にする教

育を推進し、望ましい人間関係や児童生徒の人権意識の醸成に努めます。指導

に当たっては、児童生徒の発達の段階に即しながら、「豊かな人間性を育てる」、

「人権意識を高める」、「人権が尊重された雰囲気や環境をつくる」という３つ

の目的を掲げて取り組み、自他の生命や人権を尊重する心や態度を育みます。 
ア 豊かな人間性を育成する教育の充実 

生命を尊重する心、他人を思いやる心、正義感や公正さを重んじる心、個

性を認め合う心などを育成するために、各教科をはじめ、道徳の時間や総合

的な学習の時間を活用するとともに、ボランティア活動、高齢者や障がいの

ある人等との交流活動などの豊かな体験活動の充実に努めます。また、「心

のさのし合言葉」の周知徹底を図り、学校・家庭・地域の連携を図った心の

教育の推進に努めます。 
イ 人権意識を高める指導の充実 

同和問題(部落差別)をはじめとする様々な人権問題や人権の歴史等につ

いての学習を、計画的・系統的に行い、正しい知識の習得や人権尊重の意識

の高揚を図ります。 

また、児童生徒自らがいじめなどの身の回りの問題に目を向け、話し合う 
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機会を設けて、様々な人権問題を主体的に解決しようとする意欲と実践力の 

育成に努めます。 

ウ 人権が尊重された雰囲気の醸成や環境整備の充実 
児童生徒一人一人の人権が尊重された学習環境・言語環境・教室環境づく

りに努めます。掲示物や、教職員の言葉かけ等を含めて、児童生徒が自らの

大切さが認められていることを実感できるような学習内容や環境を工夫す

ることで、自尊感情を育むとともに、互いの良さを見つけ認め合える人間関

係づくりに努めます。 

 

 ③ 学校・家庭・地域社会の連携 
人権尊重の精神や態度は、乳幼児期の家庭教育に始まり、保育所、幼稚園及 

び認定こども園、小学校及び義務教育学校前期課程、中学校及び義務教育学校 
後期課程、高等学校にかけての教育、さらには、地域社会との関わりの中で培 
われます。そこで、幼児、児童生徒が人権について学習し、人権に関わるあら 
ゆる問題を主体的に解決しようとする意欲と実践力を養うため、学校、家庭、 
地域社会で連携しながら人権教育を推進します。 
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２ 家 庭 

 
（１）現状と課題 

家庭は、家族のふれあいを通して、人権の尊重、生命の尊さなどを学ぶ場であ

り、子どもの人格形成に大きな役割を果たします。 
しかし、少子化、核家族化などの家庭を取りまく環境の変化や、基本的な生活

習慣等を身に付ける上で重要な場である家庭での養育力や教育力の低下に伴い、

子どもへの虐待、親への暴力などの人権問題が生じています。 
また、近年では、子どもの貧困に象徴されるように、経済的に困窮する家庭の

子どもたちや親たちが深刻な状況にあることが明らかになっています。こうした

家庭では子どもの教育費すら切り詰めなければならず、所得格差が教育格差を生

み出す貧困の連鎖に陥っております。 
さらに、高齢化社会の到来によって、寝たきりや認知症など介護や支援を必要

とする高齢者が増えており、要介護者を抱える家族の心身の負担は非常に重くな

っています。その結果、良好な人間関係が損なわれ、介護を必要とする高齢者へ

の虐待や介護の放棄などの事態が生じてきます。さらに、家庭内での夫から妻へ

の暴力等、女性の人権侵害も大きな問題となっています。 
こうした状況から、家庭教育に関する学習の機会や情報の提供が重要となり、

家庭との綿密な連携の下、相談体制の充実や人権教育・啓発の推進に努めていく

必要があります。加えて、関係機関のネットワークづくりを進めるとともに、そ

れに携わる関係職員の資質の向上を図る必要があります。 
 
（２）施策の基本的方向 

① 家庭教育及び子育て支援事業の推進 

家庭での養育力や教育力の向上を図るため、家庭教育をはじめとする子育て

支援事業を推進します。 
 

② 相談体制の充実 

家庭内での子ども、高齢者、障がいのある人等に対する虐待や女性への暴力

に関する相談体制の充実に努めます。 

 
③ 関係団体との連携及び学習支援 

ＰＴＡを始めとする社会教育関係団体との連携を深め、人権教育・啓発を推

進するとともに、各種関係団体への学習活動の支援に努めます。 

 

④ 学習機会の充実及び情報提供 

一人ひとりの人権を大切にする家庭教育に関する学習機会の充実を図ると

ともに、家庭や住み良い社会づくりに関する情報の提供に努めます。 
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 ⑤ 子どもの健全な成長や「子どもの貧困」への対応 

 ひとり親家庭等への就業支援、子育て・生活支援、子どもへの支援、養育 

費の確保、経済支援などの総合的な支援施策の強化を図ります。 

 

⑥ 人権意識の啓発 

家族が互いの人権を尊重しながら、家事、育児、介護などについて、従来 

からの固定的役割分担意識に捕われることなく、相互に協力し、支え合って家

庭生活を送ることができるよう人権意識の啓発に努めます。 
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３ 地域社会 

 
（１）現状と課題 

市民一人ひとりが地域社会の中で豊かで充実した生活を過ごすためには、人権

が尊重され、人権意識が根付いていなければなりません。そのためには、いつで

も、どこでも、誰でもが、人権について自ら学習できる機会の充実を図ることが

必要です。これまで長年にわたり、同和教育を中心とする人権教育を社会教育活

動の中に位置付け、地域住民の人権に関わる課題に即した学習機会の提供に努め

てきました。 
隣保館においては人権講演会や街頭啓発、隣保館だよりの発行等、集会所にお

いては、子ども学習会や人権学習会等を通じて人権啓発活動を実施してきました。

また、公民館においては、人権問題に関する講座や講演会を開催して人権意識の

高揚を図ってきました。  
今後は、知識伝達型の学習から、人権問題を市民自らの課題として捉え、ＳＤ

Ｇｓを視野に入れた問題解決や目標達成に向けて、行動できるようになるための

参加体験型学習への転換が必要です。そのためには、人権問題と密接な関係にあ

る国内外の様々な社会問題や地球的課題を学習する機会の創出をはじめ、関連す

る情報の提供、相談体制の整備や充実を専門家や関連団体などと連携協力しなが

ら図っていく必要があります。 
 
（２）施策の基本的方向 

① 多様な学習機会・相談体制などの充実 

市民一人ひとりが、生涯にわたり人権やこれに関する多様な学習や相談が受

けられるよう、学習内容や学習機会、連携協力や相談体制の整備、充実に努め

ます。 

 
② 啓発内容・方法の改善充実 

多くの市民の人権意識の高揚を目指し、学習効果が期待できる啓発内容、方

法の改善に努めます。 

 

③ 新たな人権教育を推進する指導者養成 
地域社会において、ＳＤＧｓを視野に入れた効果的な人権教育・啓発活動を

新たに推進していくために指導者の養成に努めます。 
 

④ 人権啓発の充実 

隣保館・田沼福祉コミュニティセンターでは、人権尊重についての正しい認

識と理解を得るため、地域に密着した啓発・広報活動を行います。 
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⑤ 交流学習・交流事業の充実 

集会所や公民館等での学習においては、参加しやすく、自由に意見交換がで

き、地域住民の相互理解が図れる交流学習や交流事業の充実に努めます。 
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４ 企業・団体等 

 
（１）現状と課題 

企業は、経済活動を通して、地域社会に大きな影響力を持っており、経営の安

定と人権が尊重される地域社会づくりの実現に向け大きな責任を担っています。  
また、企業の社会的責任（※１）として、環境対策や、社会貢献、法律遵守、

人権擁護などの社会的側面においても責任を果たすことが重要となってきてお

り、「男女雇用機会均等法」や「障害者雇用促進法」「女性活躍推進法」等の趣旨

を踏まえ、女性や高齢者、障がいのある人等が働きやすい職場づくりに努める必

要があります。特に働く場における女性の活躍が求められており、人材育成や働

き方改革などを推進する必要があります。 
特にＳＤＧｓとの関連で言えば、１７の目標の実現に向けて、企業が果たす役

割は重大であり、地域においても、行政機関をはじめ、学校などの教育機関や地

域内の多様な団体との連携協力を進めていく必要もあります。 
企業内人権啓発推進のため、従業員３０人以上の企業には「公正採用選考人権

啓発推進員」の設置を依頼して、企業内での研修事業を促進しています。 
また、雇用主等が人権問題について正しい認識と理解を深め、研修啓発活動を

推進するため、「企業人権啓発懇談会」を開催していますが、市内の数多い中小

企業における人権啓発は、市民啓発の中で実施されているのが現状であり、企業

が主体的に人権問題に取り組み、企業内研修や啓発を実施するよう促進する必要

があります。 
「公正採用選考人権啓発推進員」の活動が、人権問題に大きく貢献しているこ

とから、未設置企業に対して設置を要請し、推進員の活動を支援していく必要が

あります。 
さらに、団体等も社会を構成する一員であるという観点から、地域社会に対す

る責任を担っており､企業と同様、人権尊重思想の普及高揚に努める必要があり

ます｡ 団体等に対しても、人権教育・啓発の取組を期待し、その実施に当たって

は、必要に応じ支援する必要があります。 
 
（２）施策の基本的方向 

① 企業等に対する研修会の開催 

経営者、公正採用選考人権啓発推進員、人事担当者等が、人権問題だけでな

く、ＳＤＧｓなどの地球的課題についても正しい認識と理解を深め、人権尊重

の理念やその内容を身に付けるように研修会を開催します。 

 

② 企業に対する啓発推進員設置の促進 

企業内の人権教育により民主的職場づくりができるよう、「公正採用選考人

権啓発推進員」の設置企業の拡大に努めます。 
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【用語解説】 
※１ 企業の社会的責任（ＣＳＲ） 
 英語では、Corporate Social Responsibilityといい、企業が社会や環境と

共存し、持続可能な成長を図るため、その活動の影響について責任をとる企業

行動であり、企業を取り巻く様々な利害関係者からの信頼を得るための企業の

在り方です。 

③ 人権教育推進のための講師紹介 

企業等の人権教育などの研修が実施しやすいように、講師紹介等の支援に努 

めます。 

 

④ 研修教材の作成・配布による支援 
企業等に対して研修教材としてのリーフレット等の作成及び配布などを行

い、人権教育・啓発の支援に努めます。 

 

⑤ 企業の取組の推進 

   男女が働きやすい職場づくりや女性の活躍に取り組んでいる企業を表彰し

ます。また、取組を公表することで、他の企業への意識啓発を図ります。 

 

⑥ 相談体制の充実 

就職の機会均等や雇用の安定を図るため、公共職業安定所など関係機関と連

携を密にし、就労相談の充実に努めます。 
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第４章 人権に関わりの深い職業従事者に対する 

    人権教育・啓発の推進 

 

 行政組織は各部局を通じて、市民サービスを提供し、住民や地域社会が直面する

様々な問題の解決に取り組んでいます。そして、その取組はいずれもＳＤＧｓの１７

の目標と直接的あるいは間接的なつながりがあります。逆に、１７の目標を達成する

ということは、人権を尊重しこれを擁護することでもあるので、各部局がそれぞれの

業務に取り組むということは、人権の尊重と擁護に直結していることになります。す

なわち、行政組織の中で仕事をするということ、あるいは、行政組織と共に仕事をす

るということは、その仕事がどのようなものであったとしても、人権問題を解決した

り、人権を尊重し擁護することに他ならないのです。 

 このような観点に立つと、行政職員はもちろん、行政と連携協力しながら仕事をす

る職業従事者は、自分の業務や職責と人権との関わり合い、そして、人権問題と他の

多様で複雑な社会問題や地球的課題との関わり合いに気づき、その意味や関係性を理

解することが重要となります。 

 そこで本市では、以下のような関係者を対象とした人権教育・啓発を今後も推進し

ていくこととします。また、脆弱な立場に置かれやすい女性、子ども、高齢者、障が

いのある人、そして、外国人などの医療や介護、福祉や健康、そして教育や育児など

に関する問題を解決し、課題を実現していくためにも、人権尊重を基盤とした関係部

局間の相互の連携協力が不可欠であることから、そうした課題意識を醸成し、実施体

制を構想していくこととします。 

 

１ 市職員等 

 
市職員等（会計年度任用職員、指定管理者の社員を含む）は、人権に関する豊か

な感覚と知見を持つことにより、すべての人々の多様な人権に配慮した市民サービ

スの遂行が可能になります。 
本市では、人権問題やこれと関連する国内外の多様な社会課題への理解を深める

ため、管理者対象の研修や職場研修などを行っています。特に職場研修については、

管理者研修を受講した所属長が中心となり、所属職員を対象に、全職場で行ってい

ます。 
今後も、これまでの研修の成果と手法の評価を踏まえ、研修の充実を図るととも

に、自己啓発等を支援し、職員等の人権意識の高揚に努めます。 
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【用語解説】 
※１ インフォームド・コンセント 

   患者個人の権利と医師の義務という見地から見た法的概念であり、医療 
関係者が、患者の診断や治療に当たって十分な説明を行い、患者がそれを 
理解、納得、同意した上で、医療行為を進めることです。 

 
 

２ 教職員・社会教育関係者 

 
学校、保育所、幼稚園及び認定こども園において人権教育の推進を図るためには、

すべての教職員や保育士の人権意識の高揚を図ることが必要です。 
  そこで、同和問題（部落差別）をはじめとする様々な人権問題やこれと関連する

国内外の多様な社会課題について正しい認識と理解を深めるため、校(園)内研修等

を計画的に実施するとともに、子どもたちの発達の段階に即した指導・学習方法や、

保護者への啓発など、実践的な取組について研究協議し、人権教育やこれと関連す

る教育活動の充実を図ります。 
また、社会教育関係者については、地域社会での指導者として、様々な人権問題

やこれと関連する国内外の多様な社会課題について認識と理解を深めるとともに、

人権とこれに関わる問題の解決に資することができるよう、研修の充実に努めます。 
 
 

３ 医療関係者 

 
「人生１００年時代」の到来や「健康長寿社会」への転換が声高に叫ばれる今日、

医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療関係者は、人々の生命や健康の維持及び

増進に直接関わる立場にあり、患者やその家族等のプライバシーに対する配慮や、

人権意識に根ざした行動や判断が求められています。 
そこで、医療関係者に対し、インフォームド・コンセント（※１）の理念の普及

や、人権意識を向上させるための教育や啓発に取り組みやすいよう努めます。 
  

 
 
 
 
 
 
 

４  福祉関係者 

 
民生委員児童委員、ケアマネージャー（介護支援専門員）やホームヘルパー（訪

問介護員）などの介護サービス関係者やその他福祉施設職員等の福祉関係者は、高

齢者、障がいのある人、子ども等の社会的弱者の介護や、生活相談等に深く関わる

立場にあり、業務の遂行に当たり、個人のプライバシーに対する配慮や人権意識に

根ざした行動や判断が求められています。 
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そこで、福祉関係者に対しては、職業的倫理の徹底を図るとともに、人権教育・

啓発が推進されるよう要請や支援を積極的に行います。 
 
 

５ 消防職員 

 
消防職員は、市民の生命、身体の安全及び財産を火災等の災害から守ることを職

務とし、その活動が市民生活と密接に関わっていることから、豊かな人権感覚を身

に付けて任務を遂行することが求められています。 
そのため、消防職員に対しては、日常の職場を通しての研修の充実を図るととも

に、人権課題への対応を含めた職員の自己啓発等を支援し、職員の人権意識の高揚

に努めます。 
 
 

６ マスメディア関係者 

 
情報化時代を迎えた今日では、マスメディアが世論の形成に及ぼす影響力は極め 

て大きく、人権を擁護する啓発手段である一方、人権を侵害する危険もはらんでい 
ます。 
そのため、関係者の自主的な人権教育の取組を期待し、行政からもその取組を支

援します。 
また、本市のケーブルテレビの活用においても十分検討し、市のＰＲ番組の編成

では、人権尊重の視点に立ったものになるよう配慮するとともに、関係者の人権教

育・啓発の取組がなされるよう要請や支援を行います。 
 
 



45 
 

第５章 基本計画の推進 
 

１ 基本計画の推進体制 
 

この基本計画の実施に当たっては、人権行政施策を総合的かつ効果的に推進する

ことを目的に設置した「佐野市人権対策推進本部」を中心に、全庁体制で関係部課

が相互に連携し、協力し合いながら関係施策を推進していきます。 
また、関係部課においては、この基本計画の理念や趣旨を十分に踏まえ、関係諸

施策を実施します。 
さらに、市内の関係機関・団体等の代表者で組織する「佐野市人権対策推進実行

委員会」を中心として、基本計画の全市的な推進を図ります。 
 
 
２ 国・県、企業等との連携 

 

人権教育・啓発を効果的に推進し、この基本計画を実効性あるものとするために

は、国・県、企業等との緊密な連携を図りながら、幅広い取組が必要です。 
そこで、これまでの様々な人権問題に対する教育・啓発の取組の経過と成果を基

に、国・県、企業等と協調して、この基本計画の推進に努めます。 
さらに、全市民的な人権教育・啓発の推進を図るためには、行政の取組はもちろ

ん、企業等における民間の様々な部門において、自主的及び積極的な取組が必要と

なります。 
企業、各種団体等との連携を図り、人権問題に対する自主的な取組を促進すると

ともに、人権教育・啓発がより取り組みやすいように支援します。 
 
 
３ 基本計画の進行管理と見直し 
 

この基本計画の進捗状況については、定期的に進行管理を行い、その結果を施策

に反映します。 
また、この基本計画は、国、県の動向及び社会状況の変化を踏まえ、必要に応じ

て適宜見直しを行います。 
 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



48 
 

世 界 人 権 宣 言  

 

１９４８年１２月１０日 
                    国際連合第３回総会採択 

 
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を保護することが肝要であるので、 
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において基本的人権、人間の尊厳及び価値並び

に男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩

と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促

進を達成することを誓約したので、  
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっと

も重要であるので、  
 よって、ここに、国際連合総会は、 
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自

身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利

と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効

果的な承認と遵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を努力

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。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動

しなければならない。 
 
第２条 
１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若

しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による

差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有すること

ができる。 
２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非

自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又

は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 
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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、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の

権利を有する。 
 
第１１条 
１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられ

た公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権

利を有する。 
２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作

為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰よ

り重い刑罰を科せられない。 
 
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。 
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第１３条 
１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。 
２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。 
 
第１４条 
１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権

利を有する。 
２ この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原

因とする訴追の場合には、援用することはできない。 
 
第１５条 
１ すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 
２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認さ

れることはない。 
 
第１６条 
１ 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚

姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、

婚姻に関し平等の権利を有する。 
２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 
３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける

権利を有する。 
 
第１７条 
１ すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 
２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 
 
第１８条 
 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教

又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布

教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 
 
第１９条 
 すべて人は、意思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思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 すべての人は、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 すべての人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 
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３ 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期の

かつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙

によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される

投票手続によって行われなければならない。 
 
第２２条 
 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力

及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人

格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権

利を有する。 
 
第２３条 
１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、

及び失業に対する保護を受ける権利を有する。 
２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し同等の報酬を

受ける権利を有する。 
３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保

障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段に

よって補充を受けることができる。 
４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加す

る権利を有する。 
 
第２４条 
 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇を

もつ権利を有する。 
 
第２５条 
１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康

及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の

死亡、老齢その他の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種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。 
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第２７条 
１ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩と

その恩恵とにあずかる権利を有する。 
２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び

物質的利益を保護される権利を有する。 
 
第２８条 
 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的

秩序に対する権利を有する。 
 
第２９条 
１ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社

会に対して義務を負う。 
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。 
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「持続可能な開発のための2030アジェンダと日本の取組」 

外務省国際協力局（2017.3） 
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日本国憲法（抄） 
 

昭和21年11月３日公布 

昭和22年５月３日施行 

 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれ

らの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもた

らす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにす

ることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そ

もそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、そ

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

類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに

反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。  

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自

覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生

存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地

上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと

思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生

存する権利を有することを確認する。  

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない

のであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国

の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。  

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成するこ

とを誓ふ。  

 

第３章 国民の権利及び義務 

 

第１１条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保

障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民

に与へられる。 

 

第１２条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、

これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつ

て、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 

 

第１３条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する

国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最

大の尊重を必要とする。 

 

第１４条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又

は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現

にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 
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第１９条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

 

第２０条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国

から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 

３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

 

第２１条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

 

第２２条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有

する。 

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

 

第２３条 学問の自由は、これを保障する。 

 

第２４条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有すること

を基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するそ

の他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定

されなければならない。 

 

第２５条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

増進に努めなければならない。 

 

第２６条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく

教育を受ける権利を有する。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受け

させる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

 

第２７条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

３ 児童は、これを酷使してはならない。 

 

 

第１０章 最高法規 

 

第９７条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲

得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、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。 



56 
 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 
 

                平成１２年１２月６日公布施行 

（目的） 

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、

人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護

に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進につい

て、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、

もって人権の擁護に資することを目的とする。 
 

（定義） 
第２条 この法律において、人権教育とは人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活

動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対す

る国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）

をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職

域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対

する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な

手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われな

ければならない。 
 

（国の責務） 

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する

責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の

実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を

有する。 

 

（国民の責務） 

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の

実現に寄与するよう努めなければならない。 

 

（基本計画の策定） 

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

 

（年次報告） 

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策に

ついての報告を提出しなければならない。 
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（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、

当該施設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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栃木県人権尊重の社会づくり条例 
 

平成１５年３月１８日 

栃木県条例第２号 

 

人権は、人間の尊厳に由来する固有の権利である。 

人権尊重を基本原理とする日本国憲法の下に、人種、信条、性別、社会的身分、門

地等による不当な差別その他の人権侵害が行われることなく、すべての人々が人権を

享有し、自律した存在としてそれぞれの幸福を最大限に追求することができる平和で

豊かな社会の実現は、県民すべての願いである。 

また、ふるさと栃木県が、国際化、情報化、高齢化をはじめとする社会情勢の変化

に的確に対応しつつ、真に調和のとれた平和で豊かな地域社会として、今後とも活力

ある発展を続けていくためにも、私たち一人一人が、自分の人権のみならず他人の人

権についても正しい理解を持つとともに、権利の行使に伴う責任を自覚し、人権を相

互に尊重し合い、人権の共存を図っていくことが不可欠である。 

ここに、私たちは、基本的人権を保障した日本国憲法の精神に従い、すべての県民

の人権が尊重され、人権の共存が図られる人権尊重の社会づくりにたゆまぬ努力を傾

けていくことを決意し、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、人権尊重の社会づくりに関する施策の基本となる事項を定めることに

より、人権尊重の社会づくりを総合的に推進し、もってすべての県民の人権が尊重

され、相互に共存し得る平和で豊かな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、人権尊重の社会づくりに関する施策を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、人権尊重の社会づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、

国及び市町村と緊密な連携を図るように努めなければならない。 

 

（県民の責務） 

第３条 県民は、相互に人権を尊重しなければならない。 

２ 県民は、家庭、地域、学校、職域その他の様々な場において、人権尊重の理念に

対する理解を深め、人権意識の高揚に自ら努めるとともに、県が実施する人権尊重

の社会づくりに関する施策に協力するように努めなければならない。 

 

（県と市町村との協力） 

第４条 県及び市町村は、それぞれが実施する人権尊重の社会づくりに関する施策に

関し、相互に協力するものとする。 

 

（施策の基本方針） 

第５条 知事は、人権尊重の社会づくりの総合的な推進を図るため、人権尊重の社会

づくりに関する施策の基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければなら
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ない。 

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）人権尊重の社会づくりに関する基本的方向 

（２）人権意識の高揚を図るための施策に関する基本的事項 

（３）人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要事項 

３ 知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、栃木県人権施策推進審

議会の意見を聴かなければならない。 

４ 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（栃木県人権施策推進審議会） 

第６条 前条第３項（同条第５項において準用する場合を含む。）の規定によりその

権限に属させられた事務を処理し、及び知事の諮問に応じ、人権尊重の社会づくり

に関する重要事項を調査審議するため、栃木県人権施策推進審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

２ 審議会は、前項に規定するもののほか、人権尊重の社会づくりに関し必要と認め

られる事項について、知事に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、委員２５人以内で組織する。 

４ 委員は、学識経験を有する者、県議会の議員、市町村の長及び関係行政機関の職

員のうちから、知事が任命する。 

５ 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。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

 

附 則 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 省略 
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佐野市自治基本条例 

 
平成 30年 10月２日 

条例第 38号 

 

私たちのまち佐野市は、清らかな水と美しい緑、唐沢山城跡や天明鋳物などの薫り

高い歴史と文化、交通の要衝としての地の利、地域の特色をいかした産業、これらを

併せ持つ魅力あるまちである。 

私たちは、このまちの市民であることに誇りを持ち、夢や希望を育み、生き生きと

暮らせる住みよいまちを築き、次の世代に引き継がなければならない。 

私たちは、一人一人が自治の担い手であることを自覚し、自ら考え、行動するとと

もに、お互いを尊重し、助け合って、自治を推進する必要がある。 

ここに、本市の自治に関する基本理念を明らかにし、自治に関する基本的な事項を

定めるため、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、本市の自治に関する基本理念を明らかにするとともに、市民の

権利及び責務、議会及び議会の議員の責務、市長その他の執行機関（以下「市長等」

という。）の責務その他の自治に関する基本的な事項を定めることにより、自治を

推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 自治 市民、町会等、市民活動団体及び市が、自己の意思及び責任において、

まちづくりを行うことをいう。 

(２) 市民 市の区域内に住所を有する者をいう。 

(３) 町会等 町会その他の市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて

形成された団体をいう。 

(４) 市民活動団体 まちづくりを行うことを主たる目的とし、継続的に市の区域

内において当該まちづくりを行う団体をいう。 

(５) まちづくり 市民の福祉の向上を図るための活動をいう。 

(６) 参画 責任を持って、主体的に参加することをいう。 

(７) 協働 責任を持って、対等の立場において目的の遂行のために相互に協力す

ることをいう。 

(８) 事業者 市の区域内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体（市

の区域内に本店又は主たる事務所を有する法人、町会等及び市民活動団体を除

く。）をいう。 

 

（この条例の位置付け） 

第３条 この条例は、本市における自治の基本となるものであり、最大限尊重されな 

ければならない。 

２ 市は、他の条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、こ

の条例との整合を図るものとする。 
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（基本理念） 

第４条 本市の自治は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

(１) 市民が主体であること。 

(２) 参画又は協働を旨とすること。 

(３) 佐野市民憲章（平成 19年佐野市告示第 51号）に定めるまちの実現を目指す

こと。 

(４) 人権が尊重されるとともに、個性及び能力を十分に発揮することができるこ

とを目指すこと。 

(５) 安全で安心して暮らせることを目指すこと。 

(６) 本市のこども一人一人が、健やかに成長し、次代の社会を担うことができる

ことを目指すこと。 

 

（市民の権利） 

第５条 市民は、市政に関する情報について、公開を求める権利を有する。 

２ 市民は、市政への参画をする権利を有する。 

 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。 

２ 市民は、自治への参画（市政への参画を除く。）又は協働をする責務を有する。 

３ 市民は、自治への参画又は協働に当たっては、責任ある行動及び発言をしなけれ

ばならない。 

４ 市民は、自治を推進するためにその知識の習得に努めるとともに、自治を継続さ

せるために次代の自治を担う人材の育成に努めるものとする。 

 

（町会等及び市民活動団体の責務） 

第７条 町会等は、地域の連帯感の向上を図り、及び課題の解決に取り組むよう努め

るとともに、自治を推進するよう努めるものとする。 

２ 市民活動団体は、その特性をいかし、自治を推進するよう努めるものとする。 

 

（事業者の責務） 

第８条 事業者は、地域社会を構成する一員として、自治の推進に協力するよう努め

るものとする。 

 

（参画の機会） 

第９条 市は、市政への参画の機会を設けるよう努めなければならない。 

２ 市民、町会等、市民活動団体及び市は、こどものまちづくりへの参画の機会を設

けるよう努めるものとする。 

 

（協働による自治） 

第 10条 市民、町会等、市民活動団体及び市は、適切な役割分担及び相互の連携の

下に、協働による自治を行うよう努めるものとする。 

２ 事業者及び市の区域内において学ぶ者又は働く者（市民を除く。）は、協働によ

る自治に協力するよう努めるものとする。 
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（住民投票） 

第 11条 市長は、市政に係る重要事項について、直接市民の意思を確認する必要が

あると認めるときは、住民投票を実施することができる。 

２ 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票ごと

に、別に条例で定める。 

 

（議会及び議会の議員の責務） 

第 12条 議会及び議会の議員は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有す

る。 

２ 議会及び議会の議員は、市民の信託に応え、市民の意見が自治に反映されるよう

努めなければならない。 

 

（市長の責務） 

第 13条 市長は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。 

２ 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。 

３ 市長は、市民又は市を取り巻く社会経済情勢の変化を勘案し、市政を執行するよ

う努めなければならない。 

 

（市長以外の執行機関の責務） 

第 14条 市長以外の執行機関は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有す

る。 

２ 市長以外の執行機関は、公正かつ誠実にその所管する事務を執行しなければなら

ない。 

 

（職員の責務） 

第 15条 職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を執行しなければなら

ない。 

２ 職員は、職務遂行又は研修により、自ら職務遂行能力及び資質の向上に努めなけ

ればならない。 

 

（市政の運営の原則） 

第 16条 市は、市民に対し、市政に関する情報を公開するとともに、当該情報を積

極的に提供するよう努めるものとする。 

２ 市は、その財産を効果的かつ効率的に活用するとともに、その財政の健全な運営

に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 

３ 市は、効果的かつ効率的な市政の運営を図るため、事務又は事業について評価を

行い、その結果を予算の編成、当該事務又は事業の見直し等に活用するものとする。 

４ 任命権者は、職員を適切に指導監督し、職員の職務遂行能力及び資質の向上に努

めなければならない。 

 

（意見公募手続） 

第 17条 市長等は、政策等の策定の過程における公正性の確保及び透明性の向上を

図るとともに、市民の市政への参画を促進するため、その過程において、当該政策
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等の内容その他必要な事項を広く市民等に対して公表し、その意見を求めるものと

する。 

２ 市長等は、前項の規定による手続（以下「意見公募手続」という。）を実施して

政策等を策定したときは、提出された意見、当該意見に対する市長等の考え等を公

表するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、意見公募手続に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

（総合的かつ計画的な市政の運営を図るための計画） 

第 18条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、次に掲げる計画を策定

しなければならない。 

(１) 総合的かつ計画的な市政の運営を図るための構想 

(２) 前号の構想の実現を図るための計画 

２ 市長は、前項第１号の構想の策定に当たっては、市民に意見を求めるとともに、

市民の参画の機会を設けるものとする。 

 

（危機管理） 

第 19条 市長は、災害、事故等の発生時において、市民（市民以外の者で市の区域

内において学ぶもの又は働くものを含む。以下この条において同じ。）の生命、身

体及び財産を保護するため、次に掲げる体制の整備に努めなければならない。 

(１) 災害、事故等に対して迅速かつ的確に対応する体制 

(２) 適正な役割分担の下に市民、町会等及び事業者との緊密な連携を図ることが

できる体制 

２ 市長は、災害、事故等の発生時において、市民が自助及び共助をすることができ

るようにするため、災害、事故等の対策に対する知識の普及、地域における当該対

策に係る組織の育成及び支援その他必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

３ 市民は、災害、事故等の発生時において、自らを守るとともに、地域及び市と協

力して対応しなければならない。 

 

（交流） 

第 20条 市民及び市は、市民以外の者との交流を推進し、その交流から得られた知

識及び経験を自治に反映させるよう努めるものとする。 

 

（連携） 

第 21条 市は、自治を推進するため、国、他の地方公共団体及び法人その他の団体

との連携協力を図るものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成 31年１月１日から施行する。 
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佐野市人権推進審議会条例 
 

平成 17 年 12 月 19 日条例第 283 号 

改正  平成19年3月19日条例第2号 

（設置） 

第１条 人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、佐野市人権推進審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、人権施策の推進に関する事項を調査審議

する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 人権に関し識見を有する者 

(２) 関係団体の推薦を受けた者 

(３) 市議会議員 

(４) 当該事務を担任する副市長及び教育長 

（委員の任期） 

第４条 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。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（部会） 

第５条 審議会は、特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができ

る。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年１月１日から施行する。 

（佐野市同和対策審議会条例の廃止） 

２ 佐野市同和対策審議会条例（平成17年佐野市条例第147号）は、廃止する。 

附 則（平成19年３月19日条例第２号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。 
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佐野市人権推進審議会委員名簿 
≪任期：令和２年１月１５日～令和４年１月１４日≫ R2.1.15現在 (内は前任者名) 

№ 選任の分野 氏  名 所属・役職等 備 考 

１ 

人権に関し

識見を有す

る者 

湯 本 浩 之 宇都宮大学留学生・国際交流センター教授 会長 

２ 大 島 キミ子 運 動 団 体 役 員  

３ 丸 山 三枝子 〃  

４ 小松原 恭 子 〃  

５ 星 野 光 作 〃  

６ 半 谷 昌 弘 足利人権擁護委員協議会佐野部会副部会長 副会長 

７ 

関係団体の

推薦を受け

た者 

上 岡 良 雄 佐 野 市 町 会 長 連 合 会 会 長  

８ 三 好   仁 佐 野 商 工 会 議 所 副 会 頭  

９ 加 地   剛 佐 野 市 立 小 中 学 校 長 会 会 長  

10 田 村 四 郎 佐野市民生委員児童委員協議会理事  

11 
小 沼   清 

（米 屋  亘） 
佐 野 地 区 労 働 組 合 会 議 議 長  

12 毛塚 つ ぎ 子 男女共同参画ネットワークさの会員  

13 髙 澤 茂 夫 社会福祉法人とちのみ会統括施設長  

14 前 川 昭 一 佐野市シニアクラブ連合会会長  

15 

市議会議員 

山 菅 直 己 佐 野 市 議 会 議 員 代 表  

16 慶 野 常 夫 〃  

17 木 村 久 雄 〃  

18 早 川 貴 光 〃  

19 
当該事務を

担任する副

市長及び教

育長 

加 藤 栄 作 佐 野 市 副 市 長  

20 岩 上 日出男 佐 野 市 教 育 委 員 会 教 育 長  
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佐野市人権対策推進本部設置要綱 

平成31年4月25日告示第110号 

 

（設置） 

第１条 人権行政の総合的かつ計画的な推進を図るため、佐野市人権対策推進本部

（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 人権行政の総合的な検討及び施策に関すること。 

(２) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。 

(３) 人権行政の連絡調整に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、人権対策に係る重要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市民生活部の所管に属する事務を担任する副市長を、副本部長は市民

生活部長をもって充てる。 

３ 本部員は、佐野地区衛生施設組合事務長を市長が委嘱する。 

４ 本部員は、前項の規定によるもののほか、別表第１に掲げる職員をもって充て

る。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、

その意見又は説明を聴くことができる。 

３ 会議の結果は、市長に報告するものとする。 

（幹事会） 

第６条 推進本部の付議事項を検討するため、推進本部に幹事会を設置する。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は市民生活部長を、副幹事長は人権・男女共同参画課長をもって充てる。 

４ 幹事は、佐野地区衛生施設組合事務次長を市長が委嘱する。 

５ 幹事は、前項の規定によるもののほか、別表第２に掲げる職員をもって充てる。 

６ 幹事長は、幹事会を招集し、会議の議長となる。 

７ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理す
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る。 

８ 幹事長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（専門部会及び連絡調整会議） 

第７条 推進本部に、重要課題を専門的な立場で調査研究するため専門部会を、人

権対策に係る施策の円滑な推進を図るため連絡調整会議（以下これらを「専門部

会等」という。）を、それぞれ設置する。 

２ 専門部会等の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

（庶務） 

第８条 推進本部、幹事会及び専門部会等に関する庶務は、市民生活部人権・男女

共同参画課において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行の日以後最初に開かれる推進本部の会議は、第５条第１項の規

定にかかわらず、市長が招集する。 

別表第１（第３条関係） 

総合政策部長 行政経営部長 こども福祉部長 健康医療部長 産業文化部長 

観光スポーツ部長 都市建設部長 会計管理者 水道局長 議会事務局長 教

育総務部長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 消防長 

別表第２（第６条関係） 

政策調整課長 財政課長 広報・地域連携課長 資産税課長 行政経営課長 市

民活動促進課長 人事課長 情報政策課長 環境政策課長 隣保館長 交通生

活課長 市民課長 社会福祉課長 障がい福祉課長 こども課長 家庭児童相

談室長 保育課長 医療保険課長 いきいき高齢課長 介護保険課長 健康増

進課長 産業立市推進課長 農政課長 農山村振興課長 観光立市推進課長 

都市計画課長 道路河川課長 建築住宅課長 水道局総務課長 議事課長 教

育総務課長 学校教育課長 教育センター所長 生涯学習課長 公民館管理課

長 消防本部総務課長 
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佐野市人権対策推進本部名簿 

平成３１年４月１日現在 

№ 役職名 職       名 氏  名 備 考 

１ 本 部 長 副市長 加 藤 栄 作   

２ 副本部長 市民生活部長 中 里   勇  

３ 本 部 員 総合政策部長 大 木   聡  

４ 〃 行政経営部長 松 本   仁  

５ 〃 こども福祉部長 中 村 正 江  

６ 〃 健康医療部長 内 田   勉  

７ 〃 産業文化部長 小 野   勉  

８ 〃 観光スポーツ部長 関 口 吉 丸  

９ 〃 都市建設部長 越 石   彰  

10 〃 会計管理者 木 村 晴 一  

11 〃 水道局長 大 澤 信 夫  

12 〃 議会事務局長 菊 地 昌 之  

13 〃 教育総務部長 吉 田 重 弥  

14 〃 監査委員事務局長 津布久 高 明  

15 〃 農業委員会事務局長 小 野   勉  

16 〃 消防長 船 田 英 男  

17 〃 佐野地区衛生施設組合事務長 相 子 秀 夫  

 

佐野市人権対策推進本部幹事会名簿  

 平成３１年４月１日現在  

№ 役職名 職   名 氏  名 備 考 

１ 幹 事 長 市民生活部長 中 里   勇  

２ 副幹事長 人権・男女共同参画課長 舩渡川 広 子  

３ 幹  事 政策調整課長 小 倉 浩 史  

４ 〃 財政課長 江 口 繁 実  

５ 〃 広報・地域連携課長 鈴 木 誠 蔵  

６ 〃 資産税課長 栗 原 靖 之  

７ 〃 行政経営課長 大 島 和 裕  
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８ 〃 市民活動促進課長 松 本 玲 子  

９ 〃 人事課長 小 堀 貞 裕  

10 〃 情報政策課長 久 保 一 宏  

11 〃 環境政策課長 落 合 武 史  

12 〃 隣保館長 長 竹 規 男  

13 〃 交通生活課長 藤 掛   誠  

14 〃 市民課長 大 澤 美 希  

15 〃 社会福祉課長 佐 瀬 浩 幸  

16 〃 障がい福祉課長 名 村 栄 子  

17 〃 こども課長 鈴 木 秀 明  

18 〃 家庭児童相談室長 坂 本 庸 子  

19 〃 保育課長 寺 岡 利 幸  

20 〃 医療保険課長 山 菅 昭 浩  

21 〃 いきいき高齢課長 墳 本 明 美  

22 〃 介護保険課長  石 井 孝 志  

23 〃 健康増進課長 川 﨑 光 子  

24 〃 産業立市推進課長 大 竹 和 仁  

25 〃 農政課長 塩 田 妙 子  

26 〃 農山村振興課長 横 塚 幹 夫  

27 〃 観光立市推進課長 髙 𣘺𣘺 利 彰  

28 〃 都市計画課長 岡 部 悦 郎  

29 〃 道路河川課長 黒 田 英 文  

30 〃 建築住宅課長 羽 山 俊 治  

31 〃 水道局総務課長 末 吉 真 一  

32 〃 議事課長 髙 橋 幸 男  

33 〃 教育総務課長 永 島 常 民  

34 〃 学校教育課長 松 島 繁 夫  

35 〃 教育センター所長 野 城 久 雄  

36 〃 生涯学習課長 山 田 治 男  

37 〃 公民館管理課長 大 竹 幸 子  

38 〃 消防本部総務課長 相 子 英 夫  

39 〃 佐野地区衛生施設組合事務次長 赤 堀 和 宏  
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第３期佐野市人権教育・啓発推進基本計画策定の経過 
 

日 付 内  容 

平成３０年 ６月１８日 人権対策推進本部幹事会 
人権に関する市民意識調査の実施及び設問について 

平成３０年 ６月２５日 人権対策推進本部会議 
人権に関する市民意識調査の実施及び設問について 

平成３０年１０月２４日～ 
１１月 ９日 人権問題に関する市民意識調査実施 

平成３１年 ３月 ４日 人権問題に関する市民意識調査報告書完成 

令和 元年 ６月２６日 

人権対策推進本部・幹事会合同会議 
第３期人権教育・啓発推進行動計画の策定について 
職員人権研修 
「人権問題に関する市民意識調査」の結果を受け、市

民の人権意識と人権課題についての研修 

令和 元年１０月 ７日 
人権対策推進本部幹事会 
「第３期人権教育・啓発推進行動計画」策定に伴う確

認について（依頼） 

令和 元年１１月１５日 
人権対策推進本部会議・幹事会 
「第３期人権教育・啓発推進行動計画」策定に伴う確

認について（依頼） 

令和 元年１１月２７日 
佐野市人権推進審議会 
第３期人権教育・啓発推進行動計画（素案）について 

諮問 

令和 元年１２月１８日 
佐野市人権推進審議会 
第３期人権教育・啓発推進行動計画（素案）について 

答申 
令和 ２年 ２月１９日～ 

３月１９日 パブリックコメント実施 
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人権問題に関する市民意識調査報告書 

概 要 版 

佐野市民の人権問題に関する意識を把握することにより、今後における人権行政を効果的に

推進するための基礎資料を得ることを目的に実施しました。 

（１）調査対象  佐野市に居住する満２０歳以上の男女２,０００人に郵送にて実施 

（２）調査期間  平成３０年１０月２４日～１１月９日（基準日平成３０年１１月１日） 

（３）回収率   ４３.５％（８７０人） 

（４）グラフ数値 分類別の回答者（ｎと表示）を１００％として計算した比率 

人権問題について

〔問1〕基本的人権の尊重 

(1) 基本的人権の尊重 

あなたは、「今の日本は、基本的人権が尊重されている社会である」と思いますか？次の

中から１つ選んでください。                      （ｎ＝870） 

 

 

 

(2) 日頃の人権意識 

あなたは、日頃、他人の立場を尊重することなど、人権を意識しながら生活しています

か？次の中から１つ選んでください。                 （ｎ＝870） 

 

 

 

 

(3) 人権教育に関すること 

あなたは、学校教育・社会教育における人権教育を今後どのようにすればよいと思いま 

すか？次の中から１つ選んでください。               （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

32.0

47.4

18.4

1.8

0.5

0 20 40 60

いつも意識している

ときどき意識している

あまり意識していない

全然意識していない

無回答

34.0

54.6

6.8

0.2

3.0

1.4

0 20 40 60

積極的に行うべきである

行うべきである

あまりやらないほうが良い

やるべきではない

その他

無回答

26.2 65.6 7.1 1.0

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

そう思う いちがいに言えない

そう思わない 無回答

「いちがいに言えない」

と答えた方が６割を超え

ています。 

「いつも意識している」と

「ときどき意識している」を 
合わせて、約８割の方が 
「意識している」と答えてい

ます。 

「積極的に行うべきである」と

「行うべきである」とあわせて

約９割の方が「行うべきであ

る」と答えています。 
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24.7 74.7 0.6

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

ある ない 無回答

〔問2〕啓発活動への接触状況 

(1) 啓発活動の接触有無 

あなたは、市が行っている人権啓発行事に参加したり、人権に関する啓発資料を読まれ

たことはありますか？次の中から１つ選んでください。        （ｎ＝870） 

 
  

 

  

  

 

(2) 啓発活動の接触状況 

(1)で「1.ある」を選んだ方におたずねします。参加した行事や、見た資料は何ですか？

次の中からいくつでも選んでください。                （ｎ＝215） 

 

 

 

 

 

 

〔問3〕人権侵害とその対応 

(1) あなたは、今までに、ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか？次の中

から１つ選んでください。                      （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

(2) もし、あなたがご自分の人権を侵害された場合、まずどのような行動をとりますか？

次の中から１つ選んでください。                   （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.6

13.0

28.4

27.9

62.3

20.5

0.9

0.5

0 50 100

講演会や研修会

街頭啓発（大型スーパーなど）

展示会（ポスター展・書道展）

掲示物・立看板・横断幕

広報誌・パンフレット

映画・ビデオ

その他

無回答

15.3

15.5

46.4

1.5

2.0

2.1

4.7

3.8

1.0

7.7

0 20 40 60

黙って我慢する

相手に抗議する

身近な人（家族・友人）に相談する

有力者に相談する

弁護士に相談する

法務局や人権擁護委員に相談する

市役所に相談する

警察に相談する

その他

無回答

(1)であると答えた方のうち 
６割が「広報誌・パンフレッ

ト」と答えています。 

４６.４％の方が「身近な人に 
相談する」と答えています。 

29.0 66.0 5.1

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

ある ない 無回答

７４.７％の方が「ない」と

答えています。 

約３割の方が「人権侵害され

たと思ったことがある」と答

えています。 
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〔問4〕子どもの人権 

あなたは、子どもに関することがらで、人権上問題があると思われるのはどのようなこと

ですか？次の中からいくつでも選んでください。           （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問5〕高齢者の人権 

あなたは、高齢者に関することがらで、人権上問題があると思われるのはどのようなこ

とですか？次の中からいくつでも選んでください。          （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.4

68.5

53.9

38.3

39.8

45.9

4.8

4.4

1.5

2.6

0 20 40 60 80

友人から仲間はずれにされるなどいじめを受けること

保護者による子どもへの虐待（暴力を加えたり、育児を放棄すること）

大人の考え方を強制したり、子どもの意見を無視すること

学校の部活動で、先輩や教師などから無理な練習等を強要されること

教師による生徒への体罰

児童買春・児童ポルノ

特にない

わからない

その他

無回答

56.7

36.8

51.0

33.0 

33.2

33.6

5.9

4.4

0.7

2.0

0 10 20 30 40 50 60

病院・養護施設・介護施設等での看護などの扱いが悪いこと

アパートなどの住宅への入居を拒否されること

高齢者をじゃま者扱いし、つまはじきにすること

働ける能力を発揮する機会が少ないこと

経済的な自立が困難なこと

悪徳商法の被害が多いこと

特にない

わからない

その他

無回答

「友人から仲間はずれにされるなどいじめを受けること」と「保護者による子どもへの虐待」が

約７割となっています。 

「病院・養護施設・介護施設等での看護などの扱いが悪いこと」と「高齢者を

じゃま者扱いし、つまはじきにすること」が５割を超えています。 
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〔問6〕障がい者の人権 

あなたは、障がい者に関することがらで、人権上問題があると思われるのはどのような 

ことですか？次の中からいくつでも選んでください。          （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問7〕外国人の人権 

あなたは、日本に住む外国人に関することがらで、人権上問題があると思われるのはど 

のようなことですか？次の中からいくつでも選んでください。     （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4

33.8

21.5

26.2

26.8

46.6

34.7

39.0

8.6

14.3

0.7

2.6

0 10 20 30 40 50

学校の受け入れ体制が不十分なこと

就職・職場で不利な扱いを受けること

結婚問題で周囲から反対を受けること

じろじろ見られたり、さけられたりすること

アパートなどの住居への入居を拒否されること

外国人の生活習慣や宗教・文化への理解が不十分なこと

外国語による説明が少ないために十分なサービスが受けられないこと

特定の人権や民族を侮辱や排除する言動を受けること（ヘイトスピーチ）

特にない

わからない

その他

無回答

36.9

56.2

33.7

57.0

46.4

28.9

37.8

21.5

6.7

6.7

1.5

2.3

0 20 40 60

学校の受け入れ体制が不十分なこと

就職・職場で不利な扱いを受けること

結婚問題で周囲から反対を受けること

差別的な言動を受けること

じろじろ見られたり、さけられたりすること

アパートなどの住居への入居を拒否されること

外出時に交通機関、道路、店舗、公園などの利用が不便なこと

スポーツや文化活動などの地域活動に気軽に参加できないこと

特にない

わからない

その他

無回答

「差別的な言動を受けること」と「就職・職場で不利な扱いを受けること」が５割を超えてい

ます。 

「外国人の生活習慣や宗教・文化への理解が不十分なこと」が４割を超えています。 
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〔問8〕インターネットによる人権侵害 

あなたは、インターネットによる人権侵害に関することがらで、人権上問題があると思

われるのはどのようなことですか？次の中からいくつでも選んでください。（ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

〔問9〕LGBT(性的指向が異性愛でない人や性自認に違和感を持つ人)にかかる人権侵害 

(1) あなたは性的指向が異性愛でない人に関することがらで、人権上問題があると思われ

るのはどのようなことですか？次の中からいくつでも選んでください。  （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

(2) あなたは、性自認に違和感を持つ人（からだの性とこころの性の食い違い）に関する

ことがらで、人権上問題があると思われるのはどのようなことですか？次の中からいく

つでも選んでください。                    

（ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

69.1

42.3

32.9

58.5

42.1

48.2

4.8

11.4

0.8

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

根拠のない悪口で、他人の名誉を傷つける表現を掲載すること

差別を助長する表現を掲載すること

捜査の対象となっている未成年者の実名や顔写真を掲載すること

インターネットを利用した「いじめ」が発生していること

ネット上にわいせつ画像や残虐な画像などの有害情報を掲載すること

個人情報の不正な取扱い（横流しや流出等）が発生していること

特にない

わからない

その他

無回答

52.1

42.4

42.1

33.6

28.0

26.1

22.8

9.3

23.4

0.7

2.2

0 20 40 60

差別的な言動を受けること

職場や学校などで嫌がらせをされること

就職、職場で不利な扱いを受けること

じろじろ見られたり、さけられたりすること

アパートなど住宅への入居を拒否されること

店舗への入店や施設利用を拒否されること

宿泊を拒否されること

特にない

わからない

その他

無回答

50.6

42.0

39.9

35.1

27.2

25.9

22.8

9.2

25.1

0.7

2.4

0 20 40 60

差別的な言動を受けること

職場や学校などで嫌がらせをされること

就職、職場で不利な扱いを受けること

じろじろ見られたり、さけられたりすること

アパートなど住宅への入居を拒否されること

店舗への入店や施設利用を拒否されること

宿泊を拒否されること

特にない

わからない

その他

無回答

５割の方が「差別的な

言動を受けること」と

答えています。 

「根拠のない悪口で、他人の名誉を傷つける表現を掲載すること」と約７割の方が答えています。 

５割の方が「差別的な

言動を受けること」と

答えています。 
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〔問10〕人権問題への関心度   

あなたは人権問題に関することがらで、関心のあるものは何ですか？次の中からいくつで

も選んでください。                         （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問11〕人権に関する法律の周知度 

平成２８年度に人権に関する法律が施行されました。あなたが聞いたことのある、また

は知っている法律の番号を、次の中からいくつでも選んでください。  （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

 

27.2

39.0

38.4

46.0

19.2

14.7

16.6

22.8

16.0

5.4

15.6

20.5

27.8

7.6

13.4

12.2

1.6

5.4

0 10 20 30 40 50

女性

子ども

高齢者

障がい者

部落（同和）問題

外国人

ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者及び元患者

インターネット

ＬＧＢＴ（性的指向が異性愛でない人や性自認に違和感を持つ人）

アイヌ（ウタリ）の人々

刑を終えて出所した人

犯罪被害者とその家族

北朝鮮当局による拉致問題

ホームレス

災害に伴う人権問題

人身取引

その他

無回答

27.2

23.8

21.6

49.0

7.2

0 20 40 60

障がい者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する

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

解消に向けた取組の推進に関する法律）

部落差別解消推進法（部落差別の解消の推進に関する法律）

どれも知らない

無回答

関心のあるものは、「障がい者」が最も多く、次いで「子ども」、「高齢者」となっています。 

法律の周知度については、約５割の方が「どれも知らない」と答えています。 
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18.7 61.1 17.8 2.3

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

よく知っている 少し知っている 知らない 無回答

4.7 33.2 19.0 40.7 2.4

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

明らかな差別がある どちらかと言えば差別がある

差別はない わからない

無回答

部落（同和）問題について 
 

〔問12〕地区の認知 

あなたは、日本社会に「同和地区」「未解放部落」「被差別部落」などと呼ばれ、差別を

受けている地区があること、あるいは「同和問題」「部落問題」「部落差別」があることを

知っていますか？次の中から１つ選んでください。           （ｎ＝870） 

 

 

 

 

〔問13〕同和地区関係者の人権 

あなたは、部落（同和）問題に関することがらで、部落差別があると思われるのはどの

ようなことですか？次の中からいくつでも選んでください。      （ｎ＝870） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問14〕結婚差別の認知 

あなたは、現在、結婚に関して部落差別があると思いますか？次の中から一つ選んでくだ

さい。                              （ｎ＝870）   

 

 

 

 

 

 

59.5

19.3

25.7

27.2

13.0

9.3

19.2

1.1

2.4

0 20 40 60 80

結婚問題で周囲から反対を受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

差別的な言動を受けること

身元調査をされること

インターネットを利用して差別的な情報を掲載されること

特にない

わからない

その他

無回答

「よく知っている」と

「少し知っている」を

合わせて、約８割の方

が「知っている」と答

えています。 

「結婚問題で周囲から反対を受けること」と約６割の方が答えています。 

「明らかな差別がある」と「どちらかと言えば差別がある」をあわせて、「部落差別がある」と

答えた方は、３７.９％となっています。 
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〔問15〕結婚問題に対する態度 
(1) 親の立場でお答えください。  

仮に、あなたのお子さんの結婚しようとする相手が、同和地区の人であるとわかった場

合、あなたはどうしますか？次の中から１つ選んでください。     （ｎ＝870） 

 

 

 

 

 

 

(2) ご自身の立場でお答えください。 

仮に、あなたが同和地区の人と恋愛し、結婚しようとしたとき、親や親戚から強い反

対を受けたら、あなたはどうしますか？次の中から１つ選んでください。（ｎ＝870） 

 

 

 

 

〔問16〕部落（同和）問題の解決策

部落（同和）問題を解決するためには、どうしたら良いと思いますか？あなたのお考え

に近いものを、次の中から１つ選んでください。         （ｎ＝870） 

       

 

 

 

 

 

今回、市民の方々に、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。 

佐野市では、平成 31（2019）年度に 10 ヶ年の『第３期佐野市・人権教育・啓発推進行動計画』

を策定いたします。この計画を人権行政の基本指針として、国、県及び企業・団体等と連携を

図りながら、施策を推進してまいります。 

 

 

53.7

31.3

3.4

2.0

5.5

4.1

0 20 40 60

特に気にすることなく、子どもの意思を尊重する

親としては反対するが、子どもの意思が強ければ仕方がない

家族の者や親戚の反対があれば、結婚させない

絶対に結婚させない

その他

無回答

64.6

24.8

10.6

0 20 40 60 80

自分の意思を貫いて結婚する

結婚をあきらめる

無回答

33.3

30.7

14.6

9.4

4.3

3.8

3.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

正しい知識を身に付けるため、部落（同和）問題について学習をする

同和地区のことなど口に出さずそっとしておけば、差別は自然になくなる

同和問題をよく知らない。わからない

自分の問題として解決に努力する

自分とは直接関係のない話だと思う

その他

無回答

人権問題に関する市民意識調査報告書（概要版） 

平成３１（2019）年３月 
発行：佐野市  編集：佐野市市民生活部人権・男女共同参画課 
〒327-0398 栃木県佐野市田沼町 974番地 3 
ＴＥＬ 0283-61-1140  ＦＡＸ  0283-61-1142 

E-mail  jinkendanjyo@city.sano.lg.jp 
ＵＲＬ http://www.city.sano.lg 

「自分の意思を貫いて結婚す

る」と６４.６％の方が答えて

います。 

「特に気にすることなく、子どもの意思を尊重する」が５割となっています。 

「正しい知識を身に付けるため、部落(同和)問題について学習をする」と３３.３％の方が答えています。 
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概 要 版  抜粋 

男女共同参画社会とは、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、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会（男女共同参画社会基本法第 2条）をいいます。 

調査目的：本市における男女共同参画に関する現状と市民の意識及び事業所の実態を把握し、今後の男女共同参画

行政を効果的に推進するための「佐野市男女共同参画プラン（第３期）」策定の基礎資料とすることを

目的に実施しました。 

調査対象：市内に居住する満２０歳以上の男女 2,000人（男女各 1,000人） 

     市内にある従業員が 5人以上の民営事業所100社 

有効回答数：870件（43.5%）／45件（45％） 

調査時期：平成３０年１０月～１１月 

調査方法：郵送配布・郵送回収 

「政策決定の場に女性が参画す

ることへの抵抗感をなくすこ

と」が 38.6%と最も高く、次い

で「女性の能力開発の機会を充

実させること」が 27.9%、「政

策決定の場に女性の比率を高め

るための施策を充実させるこ

と」が 27.0%となっています。 

Q．あなたは、政策方針決定の場に女性の参画が増えていくためには、どのようなことが必要だと思い

ますか？ 

政策方針決定の場への女性の参画について（複数回答） 

38.6%

27.0%

27.9%

21.8%

20.7%

12.4%

25.1%

1.0%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

政策決定の場に女性が参画すること

への抵抗感をなくすこと

政策決定の場に女性の比率を高める

ための施策を充実させること

女性の能力開発の機会を充実させること

女性自身が積極的な参画意識をもつこと

家族からの支援や協力があること

女性の活動を支援する人・ネットワーク

の充実

男性優位の組織運営を改善すること

その他

無回答
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23.6%

46.0%

37.2%

25.9%

36.8%

2.2%

6.0%

0% 20% 40% 60%

相手を対等なパートナーとして見るための意識啓発

不快な言動、行動に対し、はっきり意思表示が

できる（ノーと言える）環境と意識づくり

苦情や悩みについて、対応できる相談体制の充実

重大な人権侵害であるという認識を持つための啓発

ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・

ハラスメントに対する罰則を強化した法律や規則等

の整備

その他

無回答

「不快な言動、行動に対し、は

っきり意思表示ができる（ノー

と言える）環境と意識づくり」

が 46.0%と最も高く、次いで

「苦情や悩みについて、対応で

きる相談体制の充実」が37.2%

となっています。 

54.9%

18.7%

4.6%

8.3%

30.5%

40.1%

12.5%

2.1%

6.0%

0% 20% 40% 60%

学校教育、生涯学習・社会教育の場で、男女平等と

相互理解や協力についての学習を充実させる

社会慣習を改めたり、理解、協力を得るため、

男性に対する啓発を行う

女性に対する講座や啓発活動を行う

女性の再就職やボランティア活動のための

訓練やセミナーを開く

男女の労働条件の改善や女性の雇用機会の

拡充について企業に働きかける

子どもや介護を要する人などを預かってくれる

制度（施設）の充実を図る

女性を政策方針決定の場に積極的に登用する

その他

無回答

「学校教育、生涯学習、社会教

育の場で、男女平等と相互理解

や協力についての学習を充実さ

せる」が 54.9%と最も高く、次

いで「子どもや介護を要する人

などを預かってくれる制度（施

設）の充実を図る」が 40.1%と

なっています。 

男女共同参画社会を推進するための市の取組について（複数回答） 

Ｑ．男女共同参画社会を実現するために、市は今後どのようなことに力を入れていくべきだと思いま

すか？ 

ＤＶやセクハラをなくすためには（複数回答） 

Ｑ．ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ：配偶者等からの暴力）やセクシュアル・ハラスメント（性

的いやがらせ）をなくすためには、どのようなことが必要だと思いますか？ 



  令和元年度小中学生人権啓発ポスター展・小学生人権書道展入賞者作品 

 

 
ページ 学校 名前 賞 
表紙 吾妻小学校３年 岡田 心音 ポスター 最優秀賞 

裏表紙 西中学校３年 須永 千愛 ポスター 最優秀賞 

5 葛生南小学校６年 外薗 るな ポスター 優秀賞 

15 吾妻小学校４年 五反田 和心 ポスター 優秀賞 

18 犬伏小学校５年 小掠 陽生 ポスター 優秀賞 

26 植野小学校３年 庭田 萌々夏 ポスター 優秀賞 

32 南中学校３年 津田 優々菜 ポスター 優秀賞 

35 左 南中学校１年 小林 望夢 ポスター 優秀賞 

35 右 田沼西中学校２年 澤田 七海 ポスター 優秀賞 

37 左 田沼小学校５年 新井 里萌 ポスター 優秀賞 

37 右 石塚小学校１年  小暮 咲月 ポスター 優秀賞 
39 上 犬伏小学校２年 吉田 心遥 ポスター 優秀賞 

39 下 田沼西中学校１年 須藤 咲良 ポスター 優秀賞 

41 吉水小学校１年 山田 心絆 ポスター 優秀賞 

44 石塚小学校４年 野原 菜々美 ポスター 優秀賞 

46 左上 界小学校３年 芹澤 璃音 書道 最優秀賞 

46 右上 閑馬小学校４年 櫻井 乃梨 書道 最優秀賞 

46 左下 佐野小学校５年 山﨑 あい 書道 最優秀賞 

46 右下 犬伏小学校６年 河内 真菜 書道 最優秀賞 

資料編 47 栃本小学校６年 天下谷 春佳 ポスター 優秀賞 

資料編 52 赤見中学校２年 川田 心音 ポスター 優秀賞 

資料編 57 多田小学校２年 田中 紗良 ポスター 優秀賞 

 
第３期佐野市人権教育・啓発推進基本計画 

 

令和２（２０２０）年３月 

発 行  佐野市 

編 集  佐野市市民生活部人権・男女共同参画課 

〒327-0398 栃木県佐野市田沼町 974 番地３ 

ＴＥＬ    0283-61-1140 

ＦＡＸ   0283-61-1142 

Ｅ－mail   jinkendanjyo@city.sano.lg.jp 

URL       https://www.city.sano.lg.jp 
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