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第１章 計画の策定にあたって  

１  計画策定の背景  

（１）国際的な動向  

「戦争の世紀」とも言われた 20 世紀には、二度にわたる世界大戦により多くの尊い人命

が失われるなど、様々な人権侵害が引き起こされました。この経験から、「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」という教訓を

得、人権問題は国際社会全体の問題であり、人権の尊重が平和の基盤であるという考えが

広まりました。昭和 23 年(1948 年)には、国際連合（以下「国連」という。昭和 20 年

（1945 年）に設立。）において、国際社会共通の達成すべき基準として、「世界人権宣

言」が採択されました。その後も、「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）」や「国際人権規約」のほか、女子に対する差別撤廃や児童、障害

者の権利に関する条約などが採択され、あらゆる人の人権の擁護など差別の撤廃に向けた

取り組みが行われてきました。 

しかし、冷戦終結後も世界各地で紛争や内戦などが絶えず、飢餓や難民問題など深刻な

人権問題が表面化したため、国際社会全体で人権問題の解決に向けて取り組む気運が高

まってきたのを受け、平成６年（1994 年）の国連総会では、平成７年（1995 年）からの

10 年間を「人権教育のための国連 10 年」とすることを決議し、各国政府に対しても国内

行動計画を定めることを求めました。そして、「人権教育のための国連 10 年」の終了を経

て、平成 16 年（2004 年）国連総会において「人権教育のための世界プログラム」が採択

されました。その後も５年ごとに後継プログラムが採択され、現在同プログラム第４段階

（計画期間：令和２年（2020 年）～令和６年（2024 年））に基づき、重点対象を「若

者」とし、特に平等、人権と非差別*、包摂と多様性の尊重に力点を置いた人権教育の一層

の取り組みが進められています。 

また、平成 27 年（2015 年）９月には、国連総会において「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」が採択され、その中で SDGｓ（持続可能な開発目標）として、持続可

能な世界を実現するための 17 のゴール（目標）と 169 のターゲット、232 の指標が掲げ

られています。その前文には、「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等*とすべて

の女性と女児の能力強化を達成することをめざす」と定められており、取り組むべき課題

として、人権の視点が明確に示されています。 

 

＊非差別…差別がないこと。 

＊ジェンダー平等…ひとりひとりの人間が、性別にかかわらず、平等に責任や権利や機会をわかちあい、あらゆる物事を一

緒に決めることができることを意味しています。 
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（２）国の動向  

わが国では、昭和 22 年（1947 年）に「基本的人権の尊重」を基本原則とする法の下の

平等をかかげる日本国憲法が施行されました。しかし、女性や障害者等の人権問題やわが

国固有の人権問題である部落差別（同和問題）は、現憲法下においても根強い差別の実態

が残っています。こうした状況の中で、昭和 40 年（1965 年）の「同和対策審議会答申」

を受けて、国では「この問題の解決は、国の責務であり、国民的な課題である」との認識

の下に、昭和 44 年（1969 年）に、「同和対策事業特別措置法」が施行され、その後も

様々な取り組みが行われてきました。こうした法整備により、差別の結果としての同和地

区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく

改善されました。しかしながら、結婚差別や就職差別を中心とした心理的差別は、依然と

して根強く存在し続けています。 

また、女性や障害のある人などの多様性（ダイバーシティ）に対する人権問題について

は、国際的な動きと連動して男女共同参画社会の実現やバリアフリーに向けた取り組みな

どが行われ、男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法、バリアフリー法等各種の人

権問題に関する国内法が施行されるなどの法整備が進められてきました。 

平成９年（1997 年）には、国連からの呼びかけに応じて、あらゆる場を通じて人権教育

を推進することとして「『人権教育のための国連 10 年』に関する国内行動計画」が策定さ

れました。平成 11 年（1999 年）には、人権擁護施策推進法に基づく人権擁護推進審議会

から、人権教育・啓発に関する施策の推進について答申を受けて、翌平成 12 年（2000

年）に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体は、

人権教育・啓発に関する施策の策定、実施が責務とされました。 

その後、国では様々な立場がある人の人権を具体的に保障するために、平成 28 年

（2016 年）４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下、「障害者差

別解消法」という。）」、６月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取り組みの推進に関する法律（以下、「ヘイトスピーチ解消法」という。）」、12 月に

「部落差別の解消の推進に関する法律（以下、「部落差別解消推進法」という。）」を相

次いで施行するなど、分野別の法律の整備や人権尊重の取り組みが進められています。 

また、国は、平成 27 年（2015 年）に、持続可能な開発目標（以下、「SDGｓ」とい

う。）に係る施策の実施について、関係行政機関相互の緊密な連携を図り、総合的かつ効

果的に推進するため、全国務大臣を構成員とする SDGｓ推進本部を設置しました。現在、

安心・安全な社会や、差別や虐待のない人権に配慮した持続可能な社会の実現を目指し、

多様化する人権問題への取り組みを進めています。 
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（３）大阪府の動向  

 大阪は、古くから内外との交流を通じ、歴史と文化をはぐくみ、懐の深い、開かれた

都市として繁栄してきました。同時に、部落差別（同和問題）・在日外国人問題をはじめ

とする様々な人権問題に対する府民の活発な取り組みが展開されてきました。こうした背

景のもと、大阪府は、「大阪府同和行政基本方針」や「大阪府同和行政推進プラン」を策

定し、同和問題の解決に取り組むなど、人権問題を重要な行政課題と位置づけ、他の自治

体に先駆けて取り組んできました。 

また、国連や国の動向を踏まえ、平成 9 年（1997 年）に「人権教育のための国連 10 年

大阪府行動計画」（平成 13 年（2001 年）3 月に「後期行動計画」に改訂）を全国に先駆

けて策定し、「あらゆる人々が、あらゆる機会・場において実施される人権教育を通じて、

人権尊重の精神を当然のこととして身に付け、日常生活において実践し、人権という普遍

的文化の創造をめざす」ことを基本理念に、人権教育の取り組みを進めてきました。 

平成 10 年（1998 年）には、人権尊重の社会づくりに関する府の施策を明らかにすると

ともに、人権施策の推進の基本となる事項を定めるなど、今後の府政推進の基本となる

「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を施行し、平成 13 年（2001 年）3 月には、この条

例に基づき、府政推進の基本理念を定め、人権施策の概念、内容等を明確にした「大阪府

人権施策推進基本方針（以下、「基本方針」という。）」（令和３年（2021 年）●月改

訂）を定めました。そして平成 13 年（2001 年）3 月に改訂した「人権教育のための国連

10 年大阪府（後期）行動計画」の成果と課題を継承しつつ、「人権意識の高揚を図るため

の施策」を着実に推進するため、その具体的な推進計画として、平成 17 年（2005 年）3

月に「大阪府人権教育推進計画」（平成 27 年（2015 年）３月改訂・令和●年（●●●

年）●月改訂）を策定し、総合的な推進を図ってきました。 

その他、平成 27 年（2015 年）10 月（令和２年（2020 年）４月改訂）に、すべての人

の人権が尊重される社会をめざして、「差別の未然防止」「個別事案の適切な解決」を目

的とした「差別のない社会づくりのためのガイドライン～すべての人の人権が尊重される

社会をめざして～」が策定されました。平成 30 年（2018 年）には、大阪府にも SDGｓ

推進本部が設置され、ジェンダー平等など SDGｓが掲げる目標の達成に向けた取り組みが

進められています。 

今般は、複雑多様化する人権課題に的確に対応し、増加する外国人旅行者や外国人労働

者の受け入れを見据えた国際都市にふさわしい環境づくりを進めるため、令和元年（2019

年）に、人権に関する２条例「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の

増進に関する条例」及び「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推

進に関する条例」を制定し、また、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を一部改正し、

人権が尊重される社会づくりに取り組んでいます。 
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（４）枚方市の取り組み  

    枚方市は戦前から戦中にかけて、禁野火薬庫・枚方製造所、そして香里製造所の陸軍

施設が稼働する「軍需のまち」でした。昭和 14 年（1939 年）３月１日に禁野火薬庫が

大爆発を起こし、約 700 人もの死傷者を出しました。 

    昭和 20 年（1945 年）、終戦により香里製造所の操業が停止されました。その後、朝

鮮戦争勃発により火薬製造所復活の動きがありましが、地元住民の粘り強い反対運動に

より、製造所跡地に東洋一のマンモス団地として入居がはじまり、平和なまちのシンボ

ル的な存在となっています。 

 

枚方市では、人権をおびやかす戦争が二度と起こることがないよう、また、核兵器の

廃絶、製造設備及び手段の廃棄を訴えるものとして、昭和 57 年（1982 年）に、大阪府

内で初めて非核平和都市宣言を行いました。また、禁野火薬庫の大爆発から 50 年後、昭

和 29 年（1954 年）に日本漁船第五福竜丸がビキニ環礁で、アメリカ軍が行った水爆実

験に遭遇し被ばくした日から 35 年後の平成元年(1989 年)に３月１日を「枚方市平和の

日」と定め、それ以後、いっそう平和施策に取り組んでいます。 

 

その後、平成５年（1993 年）12 月 17 日には、私たち一人ひとりの人権が尊重され

るまちづくりを進めていくため、人権尊重都市を宣言し、平成 16 年（2004 年）には、

「枚方市人権尊重のまちづくり条例」を制定し、市民一人ひとりがまちづくりの主体と

なってお互いを思いやり、多様性を認め合い、一人ひとりの人権が尊重され、平和に暮

らすことができるまちづくりを進めています。 

また、平成 11 年(1999 年）には、「人権教育のための国連 10 年枚方市行動計画」を

策定し、平成 16 年(2004 年)にはその発展形として、「枚方市人権教育・啓発基本計

画」を策定し、人権教育・啓発を進めてきました。 

 

また、平成 13 年（2001 年）３月には、すべての市民が性別にかかわりなく人権が尊

重される社会の実現を目指し、枚方市男女共同参画計画（平成 23 年（2011 年）３月第

２次枚方市男女共同参画計画、平成 28 年（2016 年）３月第３次枚方市男女共同参画計

画）を策定し、平成 22 年（2010 年）４月には、枚方市男女共同参画推進条例を施行し、

男女共同参画社会の実現に向けた様々な施策を総合的に進めてきました。 

さらに、平成 31 年（2019 年）３月には、性的マイノリティ支援のための「ひらか

た・にじいろ宣言」を行い、パートナーシップ宣誓制度を初めとする性的マイノリティ

支援に積極的に取り組み、当事者だけでなく、市民誰もが性の多様性を認め合い、生き

生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを進めています。 

 

近年では、令和３年(2021 年)３月に、子どもの権利擁護を基本理念に、すべての子ど

もが健やかに育つ社会の実現を目指す「子どもを守る条例」の制定や、障害がある人や
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ない人も地域で安心して生活ができる社会の実現を目指す「手話でつむぐ住みよいま

ち」を制定するなど、人権尊重のまちづくりに取り組んでいます。 

 

    市の最上位計画（現在は、「第 5 次枚方市総合計画*」＜計画期間：平成 28 年度

(2016 年度)から令和９年度(2027 年度）＞）においても、基本目標の一つとして「健

やかに、生きがいを持って暮らせるまち」を将来像としており、このまちづくりの実現

に向けた施策目標 11 においては、「すべての人がお互いの人権を尊重しあうまち」を

掲げ、市民の人権尊重の高揚に努めているほか、人権に関する教育・啓発や人権侵害に

関する相談支援の施策を総合的に推進しています。 

 

    さらに、令和３年（2020 年）７月には、枚方市 SDGｓ取組方針を策定し、総合計画

における 28 の施策目標及び 4 つの計画推進と各分野別に定める計画や施策を SDGｓと

関連づけて全庁的に推進し、SDGｓが掲げるすべての人々の人権が尊重され「誰一人取

り残さない」社会が実現できるように、また、市民・学生・事業者など、全体が「ジブ

ンゴト」としてアクションし、SDGｓの達成に向けた取り組みが持続的に発展するよう、

「担い手の育成」に主眼を置き、組織横断的に取り組んでいます。 

 

市職員については、各施策を推進するにあたり、より高い人権意識が求められ、あら

ゆる差別事象や人権課題に常に敏感である必要があることから、枚方市人材育成基本方

針を策定し、責任感と高い倫理観を持った人材の育成に常日頃から努めています。 

 

＊第５次枚方市総合計画 

（計画期間：平成 28 年度(2016 年度)から令和９年度(2027 年度)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２  

「健やかに、生きがいを持って暮らせるまち」 

施策目標 11  

「すべての人がお互いの人権を尊重しあうまち」 

取組みの方向 

◆ すべての市民の人権が大切にされる社会の実現に向け、人権問題を正しく

理解し、一人ひとりの個性や価値観、多様な文化を認め合えるよう、人権

教育・啓発の推進を図ります。 

◆ 配偶者等からの暴力（DV）や、高齢者、障害者などへのさまざまな人権侵

害に対し、関係機関が連携しながら支援の充実を図ります。 
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「人権」と「平和」って、関係がないと思っている人が多いのではないかな。       

日本国憲法には「基本的人権」という言葉が出てくるのだけど、これは、国民が生まれながらに

持っている権利とされていて、「基本的人権の尊重」とは、みんなが人間らしく生きる権利を持

つことを表しているんだ。 

では、２度にわたる世界大戦のときはどうだったのだろう。 

戦争が起こっていたときは、食べること、教育を受けることなど、みんなが人間らしく生きると

いうことが難しい状況。『平和のないところに人権は存在し得ない』といわれるのは、こういう

ことからなんだね。 

 

次に、差別やいじめなどの人権侵害が繰り広げられる社会を考えてみよう。 

人権が守られていない社会は、明らかに平和とはいえないね。 

『人権のないところに平和は存在し得ない』といわれることも理解できるね。 

 

枚方市では、３月１日を「枚方市平和の日（※）」と定めていて、８月や３月に平和に関するイ

ベントを実施しているよ。人権と平和の関係性がわかったいま、イベントなどに参加してみんな

が持つ権利について、考えてみてね。 ※ 「枚方市平和の日」の由来は、市公式ホームページ

にも載ってるよ！ 

ひこぼしくんコラム① 「人権」と「平和」って、関係あるの？ 
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(５ )枚方市の現状  ～市民意識調査より～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載内容調整中 
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第２章 計画の基本的な考え方  

１  計画策定の趣旨  

性別や国籍の違いを理由とする人権侵害、子どものいじめ問題や高齢者及び障害者などに対

する差別・虐待、また、部落差別（同和問題）などさまざまな人権問題がいまだ存在する中、

インターネットによる誹謗中傷などの人権課題も顕在化しており、人権意識の高揚が求められ

ています。今般は、新型コロナウイルス感染症に係る偏見や誹謗中傷も発生しています。 

 今後、人権に係る行政課題（以下「人権課題」という。）を明らかにし、解決していくため

に人権意識等を確認し、人権課題に対応する施策（以下、「人権施策」という。）をより効果

的・総合的に推進するため、基本計画を策定するものです。 
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２  計画の位置づけ  

◆「人権尊重のまちづくり」の基盤 (ベース )となる計画  

 ～各施策の人権課題を横断的に捉え、課題に対応した人権施策を推進～  

人権の尊重は行政施策を展開していくうえで、基盤(ベース)として捉えるべき基本原則とい

えます。本計画は、市の最上位計画である総合計画（現在は、枚方市第５次総合計画）と整合

性を図るとともに、様々な分野の人権課題とその対応を横断的に示すものであり、各施策を展

開するにあたって、各行政計画における人権分野の基盤となるものです。 

＜イメージ図＞：枚方市における「まちづくり」の取り組みを１本の「木」と想定 

 ★木の「根っこ」となる人権施策基本計画 

  各施策の人権課題を横断的にとらえ、課題に対応した人権施策を推進していく「人権尊重

のまちづくり」の基盤となる計画です。横断的に地面にしっかり張り巡らされた木の「根っ

こ」のようなイメージです。 

 ★木の「幹」となる総合計画 

  めざすまちの姿を実現するための基本構想や基本目標を定める市の最上位計画です。市の

施策や取り組みは、この計画に基づくため、木の「幹」のようなイメージです。 

 ★木の「枝」となる各分野別計画 

  総合計画と整合性を図り、分野ごとに具体的な取り組みを進めていくための計画です。各

計画は「幹」を軸とした木の「枝」のようなイメージです。 

 ★木の「実」となる各施策 

  各分野別計画に基づいて実施される各施策です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 

施策 

施策 

施策 
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◆「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を踏まえた計画  

平成 12 年（2000 年）に人権教育及び人権啓発に関する施策の策定及び実施について、

国、地方公共団体の責務を明確にする「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施

行されました。本計画は、この法の趣旨を踏まえ、人権教育・啓発に関する施策の基本計

画として位置づけている「枚方市人権教育・啓発基本計画」を包含する計画とするもので

す。 

 

 

 

３  基本理念  

 

枚方市人権尊重のまちづくり条例は、「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。また、個人として尊重され、基本的人権を享有する

ことは、人類普遍の原理である。」と規定し、日本国憲法も基本的人権を保障し、人権が尊重

される社会の実現をめざしています。 

本市では、「人権尊重都市宣言」「枚方市人権尊重のまちづくり条例」の趣旨に則り、本計

画の基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち一人ひとりがまちづくりの主体となってお互いを思いやり、多様性を認め合い、

一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを進めていきます。 
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４  基本方向  

基本理念の実現に向け、次の４つの基本方向を設定し、人権施策を展開していきます。中で

も次代を担う子ども等に対する教育の果たす役割は大きく、人権教育*の一層の充実に努める必

要があります。 
 

＊人権教育…「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平 12.12.6 法律 147）においては、人権教育を「人権尊重の

精神の涵養を目的とする教育活動」と、人権啓発を「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。）」と定義しています。 

(１ )人権教育の推進  

市民意識調査の結果から、学校教育の人権学習によって、児童・生徒・学生が人権を理解

し、差別をなくすことに積極的な考えを持つことは、人権意識の向上に大きく貢献している

ことが確認できました。 

人権教育の推進にあたっては、幼児期から発達段階に応じて、自己を見つめ、物事を多面

的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、

心情、実践意欲と態度を育てていく環境づくりが求められます。 

子ども自身が自らの権利に対する意識を持ち、すべての人の人権を尊重し、自他を大切に

する心を養うことができるよう、学校園、地域、家庭の実情に応じて人権教育を推進してい

く必要があります。 

・学校園などにおける人権教育の充実  

幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を果たすことから、

幼稚園・保育所（園）・認定こども園等において、自立心や協同性、道徳性の芽生えを培う

指導の充実を図ります。 

また、障害のある子どもをはじめ、すべての子どもたちが学校・地域社会の中で積極的に

交流・活動し、「ともに学び、ともに育つ」という観点から、障害への理解促進や、ともに

育ちあう集団づくり等を踏まえた人権教育の充実を図ります。 

特に、いじめは重大な人権問題であるとの認識の下、被害者が精神的苦痛や不安を克服で

きるよう支援するとともに、加害者への教育的配慮など、学校園において誠実かつ丁寧に組

織対応を行います。  

・地域における人権教育の充実  

近年、子どもを取り巻く環境が大きく変化しており、子どもたちを健やかにはぐくむため

には、学校園、地域及び家庭がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り

組む体制づくりが必要であり、保護者や地域住民とともに学校運営を進める「社会に開かれ

た学校づくり」の推進が求められています。 
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市民一人ひとりが主体的に様々な活動を通じて人権及び人権問題の理解と認識を深めると

ともに、多様な文化・習慣・価値観等を尊重した豊かな地域社会づくりを目指すことができ

るよう、人権に関する様々な学習機会や情報提供の充実に努めます。また、学校や地域で活

動する関係団体とも連携を深め、地域における指導者の育成支援を図ります。 

・家庭における人権教育の充実  

就学前の幼児をはじめとした子どもたちが、自分自身を大切にするとともに、すべての人を

大切にする感情や、理解を育てていくことができる家庭教育のため、子どもたちや保護者に対

する学習機会や情報提供の充実を図ります。 

・企業等における人権教育の充実  

枚方事業所人権推進連絡会等と連携し、市内事業所に対して、ハラスメント問題をはじめ、

様々な人権課題に関する学習機会や情報提供の充実を図ります。 

＜関連計画等＞  

〇 枚方市人権教育基本方針 

〇 枚方市教育振興基本計画 

〇 枚方市生涯学習推進基本方針 

(２ )人権啓発の推進  

市民意識調査の結果から、学校教育で人権学習を受けたにも関わらず、全年齢層において「はっ

きり覚えていない」という回答が、一定割合確認されました。多岐にわたる人権課題の解決に向け

て、世代に関わらず、人権啓発事業を継続的に実施していきます。 

・人権啓発事業の充実  

幅広い世代の人々が人権に対する関心を持ち、参加してもらえるよう、人権に関する講座や

講演会のほか、映画、コンサート、パネル展などを通じて人権啓発学習の機会の充実に努めま

す。なお、啓発にあたっては、幅広い世代を対象としながらも、事業ごとにターゲットを想定

して効果的な事業を行っていきます。  

・様々な媒体による人権啓発の推進  

本市の様々なイベントにおいて、広報紙やホームページの他、ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス*（以下、「ＳＮＳ」という。）や、動画共有サイト等のソーシャルメディアなど、

様々な媒体を効果的に活用した啓発活動を推進します。 
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＊ソーシャル・ネットワーキング・サービス…人と人との社会的な繋がりを維持・促進する様々な機能を提供する、会員制

のオンラインサービス。ラインやツイッターなど。 

（３）人権相談・支援体制の充実  

多様化・複雑化する人権課題に対応し、関係機関・団体との情報交換や共有を行い、総合

的な相談支援体制の充実を図ります。 

（４）関係機関、市民団体等との協働  

  人権施策は市の主体性の下、市民、事業所、特定非営利活動法人、関係機関、市民団体な

どの多様な主体が、それぞれの役割と責任を自覚しつつ、相互協力と連携の下で推進してい

きます。 

大阪府や法務局、人権に関する啓発活動等の多様な活動を行う人権擁護委員、市民主体の

人権啓発・学習活動に取り組んでいる特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会、枚方事

業所人権推進連絡会等と協働し、地域に存在する人権課題の発見や、市民に寄り添った啓

発・相談活動の充実を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権擁護委員は、人権擁護委員法っていう法律に基づいて、人権相談を受けたり、 
人権の考えを地域の中で広める活動などをしてくれている、法務大臣から任された人たちのこと

だよ。全国には約１万４千人の委員がいて、枚方市にも●人いるよ（令和４年●月時点）。 

枚方市役所の相談窓口でも市民の人権相談を受けたり、市内の学校に出向いて、子どもたちに対

して、人に対する思いやりなど大切なことを教えてくれているよ。 

 

ひこぼしくんコラム② 「人権擁護委員」って、どんな人？ 

 

 

 

枚方人権まちづくり協会は、市民が人権侵害を受けたり、また、そのおそれがある 

ときに、相談に乗ってくれるよ。そのほか、枚方市の人権啓発イベントなどを企画・運営するな

ど、枚方市とも協働のパートナーとしても連携することが多い NPO 法人なんだ。 

就労や進路選択など、複数の専門相談員がいて、市民に寄り添った対応を心がけているんだって。 

ひこぼしくんコラム③ 「特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会」 
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第３章 様々な人権課題への取り組み  

 

一人ひとりの人権が尊重されるためには、あらゆる行政施策の企画・立案において、人権尊

重の視点が不可欠です。行政施策は、分野ごとで各関連計画等において取り組まれていること

から、分野ごとにおさえておくべき人権尊重の視点を明らかにし、推進していく必要がありま

す。 

第２章では、市民意識調査の結果等に基づき、分野ごとの人権問題に係る行政課題を明らか

にし、それらの課題を解決していくための取り組みの方向性などをまとめています。 

 

１  女性の人権  

＜現状と課題＞  

〇 家庭や職場における性差別、性犯罪等の女性に対する暴力、配偶者・パートナーからの暴

力（以下、「DV*」という。）などの人権問題が発生しています。 

 本市では、令和３年（2021 年）３月に「第 3 次枚方市男女共同参画計画改訂版（平成 13

年（2001 年）３月枚方市男女共同参画計画、平成 23 年（2011 年）３月第２次枚方市男女共

同参画計画、平成 28 年（2016 年）３月第３次枚方市男女共同参画計画））」を策定し、

「人権尊重と男女共同参画への意識改革」、「男女共同参画を阻害する暴力の根絶」、「仕

事と生活のあり方をさまざまに選択できる社会づくり」、「だれもが安心して暮らせるまち

づくり」、「男女共同参画を推進する体制の整備」の５つの基本目標を掲げて取り組みを進

めています。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、「女性の人権問題」を知っている*人の割合は 96.6％と、

「子どもの人権問題」に次いで２番目に高く、また、特に深刻な人権問題として、「子ども

の人権問題」や「インターネットにおける人権侵害」に次いで３番目に深刻な人権問題と考

えられています。 

 また、「女性の人権」を特に深刻な人権問題と考える人の割合は、女性が男性より 11.6％

高く、性別による考え方の違いが表れています。 

 その他、結婚相手に対しては、女性の方が「経済力」や「職業」、「家事や育児に対する

理解と協力」を重視する割合が高くなっています。女性が社会で活躍する機会は増えてきま

したが、いまだに「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識の傾向がうかがえます。 

 

 
＊DV…DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や親密なパートナーからの暴力のことです。「殴る」「蹴る」と

いう身体的な暴力のほかに、大声で怒鳴ったり、無視したりというような精神的に追い詰める暴力もあります。また、

行動を監視する行為、性的な暴力も DV に含まれます。 
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＊知っている…市民意識調査において、各人権問題の「内容をある程度知っている」人と、各人権問題が「あることは知っ

ている」人を合わせて、「知っている」人としています。 

＜取り組みの方向性＞  

①  固定的な性別役割分担意識解消の啓発推進 

 〇 「枚方市男女共同参画計画」に基づく啓発事業等の施策を総合的に展開することで、固

定的な性別役割分担意識の解消に努めます。 

② DV 予防に関する子どもへの教育 

 〇 自分も他者も大切にし、暴力によらず問題を解決する方法を身につける姿勢を育むため、

暴力の予防に向けた教育、学習、啓発を推進します。 

③ DV 防止の啓発推進 

 〇 女性への暴力と人権侵害を許さない環境づくりに努めるとともに、女性に対する暴力根

絶に向けての啓発及び情報の提供に努めます。 

④  DV 被害者の支援体制の充実  

 〇 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に基づく専門相談窓口である、

枚方市配偶者暴力相談支援センター「ひらかたＤＶ相談室」を中心に、被害者の人権の尊重

と安全の確保を最優先して取り組むとともに、被害者が相談しやすい体制づくりを通じて、

被害の潜在化の防止に努めます。 

⑤  多様な家族形態における差別解消の啓発推進  

 〇 家族のあり方が多様化する中で、結婚や離婚、婚姻歴の有無などに対する固定的な価値

観や先入観からの偏見や差別により、生きづらかったり、地域で孤立したり、人権が侵害さ

れたりすることがないように、ひとり親家庭をはじめとする多様な家族に対するあらゆる差

別や偏見の解消に向けた啓発に取り組みます。 

⑥  関係機関との連携強化  

 〇 庁内に設置している「枚方市男女共同参画推進本部」において、施策を総合的に推進で

きるよう庁内推進体制の一層の強化を図ります。 
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 〇大阪府女性相談センター、企業、団体など関係機関との連携を図りながら効果的に推進し

ます。 

＜関連計画等＞  

〇 第３次枚方市男女共同参画計画 

〇 第２期枚方市子ども・子育て支援事業計画 

〇 第４次枚方市ひとり親家庭等自立促進計画 

〇 枚方市特定事業主行動計画 

〇 枚方市いのち支える行動計画 
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２  子どもの人権  

＜現状と課題＞  

〇 平成 28 年（2016 年）の「児童福祉法」の改正では、児童の健やかな成長・発達が保障さ

れること、権利の主体として尊重されることなどが明確化されました。しかし、いじめや体

罰、虐待などの身体的・精神的な危害のほか、子どもの貧困など、子どもを取り巻く環境は

ますます深刻になっています。いじめに関しては、ＳＮＳなどインターネット上での誹謗・

中傷なども多発しており、市内各小中学校では各校の「いじめ防止基本方針」を基に、いじ

め防止に向けての取り組みを進めています。また、令和２年（2020 年）の「児童虐待防止

法」の改正では、「体罰によるしつけ」も虐待として禁止されるようになるなど法整備が進

められていますが、児童虐待は増加傾向にあります。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、「子どもの人権問題」を知っている人の割合は 97.7％と最

も高く、また、「子どもの人権」は最も深刻な人権問題と考えられています。  

「子どもの人権問題」の学習状況について、小学校で受けた人の割合を見ると、若年層で

は 21.6％ですが、中年層では 10％未満、高齢層では 5％未満となっています。 

 また、「子どもたちの間で、インターネットを利用した「いじめ問題」が発生しているこ

と」は人権上問題があると思う*人は 84.9％いますが、外国人の子どもが、自国の文化や生活

習慣に合った教育が行われにくいことが人権上問題があると思う人は 50％台と、やや低い割

合となっています。 

 その他、人権や差別に関しては、差別をなくすためには、子どものうちからの教育が重要

であると考える人が 87.9％と高い割合になっています。 

 講演会や研修会のテーマとして取り上げてほしいテーマとしても、「子どもの人権侵害」

は、「インターネットによる人権侵害」に次いで２番目にニーズの高いテーマとなっていま

す。 

 

〇 子どもは特別な保護を受けるだけでなく、子ども自身が権利の主体として、学びと育ちが

保障される環境や教育の充実が課題となっており、令和３年（2021 年）３月に「子どもを守

る条例」を制定し、取り組みを進めています。いじめや体罰、虐待は人権侵害であるという

認識を広める啓発を推進するとともに、家庭や地域、学校などの関係機関と連携した早期発

見・早期対応の取り組みが求められます。また、不登校の背景には、貧困など様々な課題を

抱えた家庭環境も関連しており、これらに対応した包括的な支援が必要です。さらに、家族

の介護等を行っているいわゆるヤングケアラー*の支援の問題にも、関係機関と連携し取り組

む必要があります。 
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＊人権上問題があると思う…市民意識調査において、人権上問題が「あると思う」人と人権上問題が「どちらかと言えばあ

ると思う」人を合わせて、「人権上問題があると思う」人とします。 

＊ヤングケアラー…法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常

的に行っている 18 歳未満の子どもとされています。 

＜取り組みの方向性＞  

①  子どもの権利の啓発推進  

〇 子どもが大人と同様に、社会を構成する権利主体であると認識され、すべての子どもが生

まれ育った環境に左右されることなく、心身ともに健やかに成長でき、夢や希望を持つこと

ができるよう人権意識の啓発に努めます。 

②  虐待防止の啓発推進 

〇 支援を必要とする保護者に対して定期的な訪問・見守りや相談支援などを行い、不安やス

トレスを軽減することで児童虐待の予防に努めます。 

 

〇 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを活用し、学校における児童・

生徒や保護者の抱える問題の早期発見・早期対応に努めます。 

③ 性犯罪や性暴力防止の啓発推進 

〇 ＳＮＳの広がり等による若年層の性被害を含め、性犯罪・性暴力の防止啓発に取り組みま

す。 

 

〇 子どもの性被害を防止するため、子どもの育ちに合わせた性教育を推進します。 

④  多様な家族形態における差別解消の啓発推進  

〇 ひとり親をはじめとする多様な家族に対する差別や偏見の解消に向けた啓発に取り組みま

す。 

⑤  経済的負担の軽減  

〇 経済的負担の軽減を通じて自立を支援していくことは、親から子への貧困の連鎖防止にも

つながるため、ハローワークなどと連携して就労等に関する支援を実施します。 
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⑥ 学習支援の推進 

〇 外国籍の子ども等*に対しては、小中学校への日本語及び教科の学習支援を行う教育指導

員の派遣のほか、日本語・多文化共生教室「よみかき」により、保護者等への学ぶ機会の提

供などに取り組んでいきます。 

 

〇 不登校児童・生徒に対しては、校内適応指導教室等を活用し、教育相談や学習支援に取り

組んでいきます。 

⑦  人権教育の促進 

〇 子ども自身が自己の権利を自覚するとともに、他の人を思いやることができるよう、人権

教育を推進します。 

⑧  教職員の資質向上 

〇 職員・教職員が子どもの人権について意識を高める研修に取り組みます。 

⑨ 必要な支援の提供 

〇 いじめ、不登校、家庭に居場所がないなどの子どもに必要な支援を図ります。 

⑩ 相談体制の整備・充実  

〇 子どもの育ち見守りセンター「となとな」を中心として、子育てに関する相談支援体制や

情報提供体制の充実を図ります。 

⑪  関係機関との連携強化  

〇 子育て家庭が社会や地域で孤立しないよう、保護者同士の交流機会の提供や、地域で活動

する民生委員児童委員、NPO 法人や社会福祉協議会などとの連携を図り、地域で子どもや子

育て家庭を支えるネットワークづくりを推進します。 

 

 

＊外国籍の子ども等…本人が外国籍である、日本で生まれ育ったが家族に外国籍の人がいる、日本国籍であるが長く外国に

居住していた等の理由で、日本と異なる言語、文化、慣習のなかで育ってきた子どもを総称する言葉としてして用い

ています。 
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＜関連計画等＞  

〇 第２期枚方市子ども・子育て支援事業計画 

〇 枚方市子ども・若者育成計画改訂版 

〇 枚方市教育振興基本計画 

〇 第４次枚方市ひとり親家庭等自立促進計画 

〇 枚方市いのち支える行動計画 

〇 第３次枚方市男女共同参画計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ひこぼしくんコラム③ 「子どもを守る条例」が施行 子どもの権利って？ 
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３  高齢者の人権  

＜現状と課題＞  

〇 令和３年〇月〇日現在の本市の高齢化率は 27％ですが、令和 22 年（2040 年）には全人

口に占める割合が 35％を超える見込みとなっています。要支援・要介護認定者や認知症高齢

者が増加するなか、施設や家庭における身体的・心理的虐待や介護・世話の放棄、財産権の

侵害、行動の制限など、高齢者への人権侵害が発生しています。また、高齢者を狙った悪徳

商法や詐欺、年齢を理由とした就職差別、賃貸住宅への入居拒否なども問題となっています。 

 

〇 市民意識調査の結果において、「高齢者の人権問題」を知っている人の割合は 93.7％と、

人権課題の認知度としては４番目に高い結果となっていますが、「高齢者の人権」を特に深

刻な人権問題として考える人の割合を見ると、当事者である高齢層（24.1％）と比較して、

中年層は 14.7％、若年層は 5.5％と、低くなっています。 

 また、「家族が不在の際、介護が必要な高齢者を家から出られなくする」ことを人権上問

題があると思う人の割合は 63.4％と、他の項目に比べると低い割合になっています。 

 その他、学校で「高齢者の人権問題」の人権学習を受けたことがあると回答する人の割合

は、いずれの年齢層においても、低い結果となっています。 

 

〇 高齢者に対するあらゆる形態の虐待を防止し、健康で安全な生活を送ることができるよう

に、適切な支援の提供や意識啓発に取り組むことが重要です。また、高齢者が住み慣れた地

域や家庭で生き生きと暮らし、社会の一員として、様々な活動に参加する機会が保障された

まちづくりを推進していく必要があります。 

＜取り組みの方向性＞  

①  高齢者や認知症についての理解促進  

〇 すべての高齢者が個々の心身の状態や生活状況に応じて、いつまでも住み慣れた地域で生

きがいをもち、元気で自分らしい生活を送ることができる地域社会の実現に向けて意識啓発

を行います。 

 

〇 認知症サポーター養成講座、高齢者疑似体験、高齢者施設の体験実習などのプログラムを

小・中学校で実施し、様々な機会を通じて、高齢者への理解促進を図ります。 

 

〇 高齢者が、地域社会の一員として様々な活動の場に参加し、生きがいをもって暮らせるよ

う、世代間交流などを通した教育活動に取り組みます。 
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②  虐待防止の啓発推進及び見守り体制の整備  

〇 高齢者虐待の早期発見・早期対応ができる体制の整備に努めるとともに、地域包括支援セ

ンター*などと協力して対応を行います。 

 

〇 孤立死の防止のために、地域包括支援センターが中心となり、担当圏域内の様々な店舗に

協力を呼びかけ、協力店舗として登録し、ネットワークを構築することで見守り体制を整備

する「高齢者見守り 110 番」事業のさらなる充実を図り、孤立した生活による支援介入の遅

れを防ぐための早期発見に取り組みます。 

 

 

＊地域包括支援センター…高齢者のかかえる様々な問題を地域で総合的に支援する相談窓口。市内 13 か所に設置されていま

す。 

 ③  相談体制の整備・充実  

〇 地域包括支援センターをはじめとした総合的な相談窓口の周知を図るとともに、相談しや

すい環境の整備に努めます。 

 

〇 いきいきネット相談支援センター*や社会福祉協議会など、あらゆる関係機関を窓口とし

て、民生委員児童委員などとも連携しながら、身近な地域で気軽に相談できる体制の充実を

図ります。 

 

〇 生活困窮状態にある高齢者に対して、経済的、社会的に自立して日常生活が送れるよう、

自立相談支援センター*において、一人ひとりの状況に応じた支援に取り組みます。 

 

〇 誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしく生活できるよう、ひらかた権利擁護成年後見

センター*において、成年後見制度をはじめとする権利擁護に関する相談に応じるとともに、

制度の手続きの説明・助言など制度の利用に向けた支援に取り組みます。 

 

 

＊いきいきネット相談支援センター…地域にお住まいの方や活動団体から、困り事や悩み事についての相談を受け付ける相

談窓口。市内４施設５か所に設置されています。 

＊自立相談支援センター…仕事やくらしのことなどで経済的にお困りの方の相談を聞き、一人ひとりの状況に応じた支援計

画を立て、自立に向けた支援を行う相談窓口。市役所内に設置されています。 

＊ひらかた権利擁護成年後見センター…成年後見制度をはじめとする権利擁護に関する相談に応じるとともに、制度の手続

きの説明・助言など制度の利用に向けた支援を行う相談窓口。総合福祉会館（ラポールひらかた）に設置されていま

す。 
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 ④  必要な支援の提供 

〇 認知症の本人と家族や支援者・地域住民が集う「認知症カフェ」など、支援を必要とする

市民への適切な情報提供を行います。 

 

〇 就労を希望する高齢者の社会参加を促進するため、シルバー人材センター、地域就労支援

センター等と連携し、情報提供や就業機会の確保に努めます。 

 ⑤ 共生社会の実現  

〇 市内の鉄道駅およびその周辺地区を重点整備地区とした移動等円滑化基本構想に基づき、

市民・関係事業者と連携しながら道路、公園などのバリアフリー化を進めるともに、心のバ

リアフリー*など共生社会の実現に向けた取り組みを推進します。 

 

 
＊心のバリアフリー…様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをと

り、支え合うこと（「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」より）。 

 ⑥  職員研修の強化  

〇 職員、保健福祉サービスを提供する従事者に対して、意識啓発や資質を向上するための研

修を行い、高齢者の人権と人格を尊重したサービスの実施を推進していきます。 

＜関連計画等＞  

〇 ひらかた高齢者保健福祉計画２１（第８期） 

〇 枚方市地域福祉計画（第４期） 

〇 枚方市成年後見制度利用促進基本計画 

〇 枚方市バリアフリー基本構想 

〇 枚方市交通バリアフリー基本構想 

〇 星ケ丘駅・村野駅周辺地区バリアフリー基本構想 

〇 枚方市立図書館第４次グランドビジョン 

〇 第３次枚方市男女共同参画計画 

 〇 枚方市いのち支える行動計画 
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４  障害のある人*の人権  

 

＊障害のある人…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がある人で、障害などに     

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人として用いています。 

＜現状と課題＞  

〇 市民意識調査の結果をみると、「障害のある人の人権問題」を知っている人の割合は

90.7％と高い結果となっています。 

また、「障害のある人の人権問題」の学習状況について、小学校で受けた人の割合は、高

齢層で 3.8％、中年層で 23.6％、若年層で 41.5％となっており、小学校での学習機会が増え

てきていることがうかがえます。 

その他、「障害のある人をじろじろ見たり、避けたりする」行為や「障害の有無を他の住

民に言いふらす」行為、「道路の段差解消、エレベーターの設置など、障害のある人が暮ら

しやすい配慮が足りないこと」、「仕事に就く機会が少なく、また、障害のある人が働くた

めの職場の環境整備が十分でないこと」は、人権上問題があると思う人の割合が 80％を超え

ており、その他行為を含め、障害のある人に対する人権意識は比較的高い傾向がうかがえま

す。 

 

〇 手話に対する理解やろう者に対する理解、手話の普及の促進に関する基本的な事項を定め

ることにより、障害のある人もない人も互いに支え合い、尊重しながら、心豊かに、安心し

て、地域の中で自立して生活し、社会生活に参加できるよう「手話でつむぐ住みよいまち枚

方市手話言語条例」を制定し、いきいきと活動できる住みよいまちの実現をめざして、取り

組みを進めています。 

 

〇 障害の有無にかかわらず、誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリー」を推進

することによって、多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するため、この問

題についての関心と理解を深めていく必要があります。 

＜取り組みの方向性＞  

 ①  障害についての理解促進  

〇 障害への正しい理解を深めるための教育・啓発、また、障害のある人自身への権利の教

育・啓発活動に取り組みます。 
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 ②  虐待防止の啓発推進  

〇 障害のある人に対する誤解や偏見をなくし、障害を理由とする差別の解消や虐待防止に向

けた意識啓発を行います｡ 

 ③  職員・教職員の資質向上  

〇 職員・教職員に対して、「障害者差別解消法」における合理的配慮の提供など、法に基づ

く知識や適切な対応を身につけるための研修実施に努めます。 

 ④ 支援教育の推進  

〇 障害のある子どもをはじめすべての子どもたちが「ともに学び、ともに育つ」教育の推進

に向けて、一人ひとりの社会的自立に向けた効果的な指導・支援の充実を図ります。 

⑤  雇用・就業の促進  

〇 福祉的就労の機会は重要であり、日中活動、社会参加、就労訓練の機会を提供する事業所

など、関係機関を通じ、広報活動や雇用体制の整備を促進します。 

 ⑥  相談体制の整備・充実  

〇 障害のある人が自ら選択した場所に住み、自立した日常生活や社会生活を営むことがで

きるよう、障害者相談支援センター*や基幹相談支援センター*の周知を一層進めるとともに、

身近な相談窓口の充実ときめ細やかな情報提供に努め、社会福祉協議会や保健・医療・福祉

の関係機関などが連携したサービスの提供に努めます。 

 

〇 障害のある人に合理的配慮を行うとともに、必要な援助を受けることができるよう権利擁

護について周知し、相談しやすい体制の整備を図ります。 
 

 

＊障害者相談支援センター…障害者や介護者のための相談を行っています。福祉サービスや福祉施設・福祉機器の利用相談、

制度の紹介や情報の提供、自立生活のサポート等を行っています。市内４か所に設置されています。 

＊基幹相談支援センター…総合的な相談支援の窓口を設置するほか、地域の相談支援事業所への専門的な指導や地域移行・

地域定着促進の取り組みなどを行い、地域の相談支援体制強化の取り組みを総合的に行っています。市内３か所に設

置されています。 
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 ⑦ 共生社会の実現 

〇 市内の鉄道駅およびその周辺地区を重点整備地区とした移動等円滑化基本構想に基づき、

市民・関係事業者と連携しながら道路、公園などのバリアフリー化を進めるともに、心のバ

リアフリーなど共生社会の実現に向けた取り組みを推進します。 

 

＜関連計画等＞ 

〇 枚方市障害者計画（第４次） 

〇 枚方市障害福祉計画（第６期） 

〇 枚方市障害児福祉計画（第２期） 

〇 枚方市地域福祉計画（第４期） 

〇 第２期枚方市子ども・子育て支援事業計画 

〇 第４次枚方市子ども読書活動推進計画 

〇 枚方市成年後見制度利用促進基本計画 

〇 枚方市バリアフリー基本構想 

〇 枚方市交通バリアフリー基本構想 

〇 星ケ丘駅・村野駅周辺地区バリアフリー基本構想 

〇 枚方市立図書館第４次グランドビジョン 

〇 第３次枚方市男女共同参画計画 

〇 枚方市教育振興基本計画 

〇 枚方市いのち支える行動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ひこぼしくんコラム④ 心のバリアフリー 
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５  こころの病（うつ病など）に関する人権  

＜現状と課題＞  

〇 こころの病*で通院や入院をしている人たちは、国内で 419 万人（●年（●年）厚生労働

省患者調査）です。また、生涯を通じて５人に１人がかかるとも言われています。しかし、

「こころの病は特別な人がかかるもの」という、古くからの風評などから生じる先入観や偏

見が解消されたとは言えず、また、このため生きづらさに苦しんでいる人たちがいます。こ

ころの病は誰でもかかりうる病気であり、先入観や偏見にとらわれないことが大切です。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、「こころの病の患者等の人権問題」の学習状況について、

小学校で受けた人の割合は、若年層で 11.9％となっていますが、中年層や高齢層の割合は低

くなっています。講演会や研修会に取り上げてほしいテーマとして、「インターネットによ

る人権侵害」や「子どもの人権問題」に次いで、「こころの病に関する人権問題」は３番目

に高いニーズがあります。 

 

 

＊こころの病…「こころの病」は、種類も症状も様々で、原因が分かっていないものが多くあります。例えば、うつ病と診

断された場合でも、ストレスがきっかけの場合もあれば、身体の病気と関係していることもあります。 

＜取り組みの方向性＞  

 ①  自殺対策についての理解促進 

〇 自殺対策について、理解を進めるための市民への啓発と相談窓口等の周知を図ります。ま

た、自殺死亡率等から各年代別に重点的に行う取り組みとして、「中高年者」「子ども・若

者」への支援、自殺原因において重点的に行う取り組みとして「経済問題や 就労支援」「勤

務問題」への取り組みを行っていきます。 

 ②  関係機関の連携強化  

〇 精神科病院から地域生活への移行の推進や就労に向けた訓練の実施など、保健・医療・福

祉の面から、さまざまな取り組みを行っていきます。 

 また、「ひらかたいのちのホットライン」や「こころの電話相談」など様々な相談窓口に

おいて丁寧な支援を行うためのネットワークや支援の充実に努めていきます。 

＜関連計画等＞  

〇 枚方市いのち支える行動計画 
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６  部落差別（同和問題）  

＜現状と課題＞  

〇 部落差別（同和問題）は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、同和地

区*出身の人などが、長い間、自由と平等が保障されず、経済的、社会的、文化的に低位な状

態におかれてきたこともあり、現在でも日常生活上で差別が発生するなどの日本固有の人権

問題です。平成 28 年（2016 年）に「部落差別解消推進法」が施行されましたが、結婚や住

宅購入時などに同和地区を避けようとする差別意識が依然として存在しています。さらに、

戸籍謄本などの不正取得による身元調査や不動産取引での土地調査、インターネット上の差

別書き込みや同和地区の所在地リストや動画写真が掲載されるなどの問題も発生しています。

また、同和問題を口実に、企業や行政機関へ不当な圧力をかけ寄付金を強要するなど、いわ

ゆる「えせ同和行為*」も同和問題の解決を阻む要因となっています。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、「部落差別（同和問題）」を知っている人の割合は 91.5％

と高く、「部落差別（同和問題）」の学習状況について、「受けたことはない」と回答する

人の割合は、高齢層で 36.0％、中年層で 6.9％、若年層で 14.0％と、他の人権問題に比べ、

学習する機会があることがわかります。 

「部落差別（同和問題）」を特に深刻な人権問題として考える人の割合は 7.0％と低いです

が、住宅の購入や賃借の際に重視する条件として、「近隣に同和地区があると言われていな

いか」を選択する人の割合が 7.7％、結婚相手に重視することとして、「同和地区の出身であ

ると言われていないかどうか」を選択する人の割合が 8.0％となっています。 

また、「部落差別（同和問題）」について、「インターネット上に誹謗中傷等が掲載される

こと」は人権上問題があると回答している人は 61.2％いますが、部落差別（同和問題）に係

る「差別的言動をされること」、「結婚等で身元調査されること」、「インターネット上に同

和地区と呼ばれる地域の所在地リストや動画・写真などが掲載されること」などの行為を人

権上問題があると回答する人の割合は６割にも満たない結果となっています。 

 

〇 部落差別の解消に向けて、市民一人ひとりが部落差別の現状を知り、正しい理解を深めて

行動できるように、人権教育・啓発や相談体制を充実していくことが重要です。また、行政

機関は「えせ同和行為」を排除するための取り組みや企業などへの啓発を行っていく必要が

あります。 

 

 

＊同和地区…我が国では部落差別の解消に向け、昭和 44 年（1969 年）の「同和対策事業特別措置法」施行以来、平成 14 

年（2002 年）に「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」（以下、「同法」という。）が

失効するまでの間、同和地区の環境改善や同和教育・人権啓発などの取り組みが積極的に進められてきました。 ここ

では、同法によって指定されていた対象地域を示しています。 
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＊えせ同和行為…「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識が根深く残っていることに乗じて、何らかの利

益を得るために、同和問題を口実として、企業や行政機関などに不当な圧力をかけることです。 

＜取り組みの方向性＞  

 ①  部落差別（同和問題）についての理解促進  

〇 部落差別（同和問題）を知る機会を提供し、正しい理解を広め、差別の解消を図るため、

人権問題講演会の開催や広報紙・啓発冊子などにより効果的な啓発活動に努めます。 

 

〇 学校教育を通じて同和問題に対する認識を深め、 部落差別を許さない意識啓発に努めま

す。 

 ③  職員・教職員の資質向上  

〇 職員・教職員が、部落差別（同和問題）を自らの課題としてとらえ、解決に向けて行動で

きるような研修や学習機会の充実に努めます。 

 ④  相談体制の整備・充実  

〇 部落差別（同和問題）を理由とする結婚差別、就職差別、インターネット上の差別・中

傷・落書きなど、悪質な人権侵害事案に対して迅速に対応できるよう、相談体制の充実に努

めます。 

 ⑤  関係機関との連携強化  

〇 部落差別（同和問題）の解決へ向け、特定非営利活動法人（NPO 法人）枚方人権まちづ

くり協会などと連携を図るとともに、大阪府、市長会、大阪府人権協会などとの協力体制を

促進します。 

＜関連計画等＞  

〇 部落差別の解消の推進に関する法律 

 〇 大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例 
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７  外国人の人権  

＜現状と課題＞  

〇 外国人であることを理由とする不当な就職上の取扱い、アパートやマンショ ンへの入

居拒否などの人権問題が発生しています。近年では、特定の人種や民族の人々を排斥する

差別的言動、いわゆるヘイトスピーチ*が社会的な問題となっています。平成 28 年（2016

年）６月には「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。また、平成 30 年（2018 年）

12 月に「出入国管理及び難民認定法」が改正され、外国人材の適正・円滑な受け入れの促

進に向けた取り組みとともに、令和元年（2019 年）には「日本語教育の推進に関する法

律」が制定され、外国人市民等*との共生社会の実現に向けた環境整備が進められています。 

今後も外国人の居住の増加が見込まれる中、互いの文化的な違いを認め合い、多様性を

受け入れ、ともに生きていく社会を築いていく必要があります。 

 

 〇市民意識調査の結果をみると、「外国人の人権」を特に深刻な人権問題として考える人

の割合は 3.9％と低いですが、街頭などで、特定の国の出身の人々について、「日本から出

て行け」という行為を人権上問題があると回答している人の割合は 79.0％、「就職や仕事

の内容・待遇などにおいて不利な条件に置かれていること」は 71.5％、「特定の人種や民

族の人々を排斥する不当な差別的言動（ヘイトスピーチ）があること」は 70.1％、「病院

や施設などで、外国語の表記などの対応 が不十分なこと」70.0％となっています。 

一方、割合は低いですが、結婚相手に重視することとして、「国籍・民族」が 8.4％が含

まれ、外国人に対する人権上の問題として「結婚相手やパートナーとの交際で周囲から反

対を受けること」があると思う人の割合は、61.1％とやや高い結果も出ています。また、

外国人の子どもが、自国の文化や生活習慣に合った教育が行われにくいと思う人の割合は

58.4％となっています。 

 
 

＊ヘイトスピーチ…一般に憎悪に基づく差別的な言動のことを言いますが、本計画では、特定の人種や民族であることを理

由として、日本社会から追い出そうとしたり、人格をおとしめたり、危害を加えようとしたりするなどの不当な差別

的言動として用いています。 

＊外国人市民等…外国籍の市民に加え、日本国籍であっても国際結婚により生まれた子どもや海外からの帰国者等で、異な

る文化にアイデンティティを持つ市民等。 
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＜取り組みの方向性＞  

 ① 多文化についての理解促進  

〇 多様な文化を認め合い、人類普遍の理念である平和の持つ意義を学ぶとともに、国際社

会に貢献する資質や態度を身に付けられる教育の充実を図ります。 

 

〇 世界の多様な歴史・文化・宗教の違いを違いとして受けとめ偏見や差別の解消をめざし

ます。 

 ② 日本語習得のための機会充実  

〇 外国籍であったり、長く外国で居住していたなどの理由で、日本と異なる言語・文化・

習慣で育った子どもや保護者等に対し、日本語習得のための機会の提供を図ります。 

 ③ 相談体制の整備・充実  

〇 日本での生活にあたり、外国人市民等の疑問や相談に対応できる相談体制を検討すると

ともに、台風・地震をはじめとした自然災害などが発生した場合に、外国人市民等が自ら

判断し、対応できるよう情報や防災訓練の機会の提供を図ります。 

＜関連計画等＞  

〇 枚方市国際化施策に関する考え方 

〇 枚方市教育振興基本計画 

〇 枚方市いのち支える行動計画 

〇 第３次枚方市男女共同参画計画 
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８  HIV 感染者、ハンセン病回復者及びその家族の人権  

＜現状と課題＞  

〇 市民意識調査の結果をみると、「ＨＩＶ感染者、ハンセン病回復者及びその家族の人権問

題」を知っている人の割合は 81.9％と高く、「ＨＩＶ感染者やハンセン病回復者とは一緒に

食事や入浴をしない」行為について、人権上問題があると思う人の割合は、75.0％となって

います。 

「ＨＩＶ感染者、ハンセン病回復者及びその家族の人権問題」の学習状況について、小学校

で受けた人の割合は、若年層で 12.7％、中年層で 5.0％、高齢層で 0.2％と低くなっています。 

 

〇 HIV の感染症に対する知識や理解の不足から、日常生活、職場、医療現場など社会生活の

様々な場面で差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。感染症についての

正しい知識を持ち、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。 

 

〇 ハンセン病対策については、令和元年（2019 年）の「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」にもあるとおり、かつて採られた施設入所政

策の下で、患者・元患者のみならず、その家族に対して、社会において極めて厳しい偏見、

差別が存在したことは厳然たる事実であり、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」

の対象に家族を加える法改正が行われました。ハンセン病患者・元患者やその家族がおかれ

ていた境遇を踏まえ、ハンセン病についての正しい知識を持ち、この問題についての関心と

理解を深めていくことが必要です。 

＜取り組みの方向性＞  

①  感染症についての理解促進  

〇 HIV 感染症に関する正しい知識やハンセン病に対する歴史的背景と正しい知識の普及を図

り、偏見や差別の解消に向けた啓発活動を推進します。 

 

〇 小中学校においては、児童・生徒の発育段階に応じた性教育を推進し、HIV に対する正し

い知識の普及に努めます。また、ハンセン病に対する歴史的背景と正しい知識の普及を図り、

偏見や差別の解消に向けた啓発活動を推進します。 
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 ②  相談体制の整備・充実  

〇 当事者の立場に立った相談事業を実施するとともに、安心して相談できる人権相談窓口の

充実を図ります。 

＜関連計画等＞  

〇 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 
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９  新型コロナウイルス感染症感染者や回復者並びに医療従事
者等やその家族の人権  

＜現状と課題＞  

〇 新型コロナウイルスの感染拡大と同時に、感染者やその家族、医療従事者や交通関係従事

者など社会のライフラインを支える人たちへの偏見や差別、排除という事態が発生しました。

被害者である感染者が、本来得られるべきいたわりや共感、支援ではなく、感染したことを

非難され、その責任を問われるなど、差別や排除に怯えながらの生活を余儀なくされる状況

が発生しています。 

 

〇 新型コロナワクチンの接種に関して、体質や持病などさまざまな理由で、接種を受けられない

人もいます。接種は強制ではなく、発症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解し、自らの意

思で接種するものですが、接種しないことにより、接種の強要や差別的な扱いを受ける事例も発

生しています。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、新型コロナウイルス感染症感染者や回復者並びに医療従事

者等やその家族の人権問題を知っている人の割合は 93.3％と高く、「マスメディアやＳＮＳ

（ラインやツイッターなど）で興味本位の不確かな情報が拡散されること」、「患者や感染

者、医療従事者やその家族等が差別的な発言や行為を受けること」について、人権上問題が

あると思う人の割合は、高い割合となっています。 

 

〇 新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者に対する偏見や差別を解消するためにはウイルス

に関する正しい理解を広めていくことが重要です。また、未知なものに対する過剰な忌避意

識は偏見や差別の拡大につながることを一人ひとりが自覚し、人権意識を高めていくことが

大切です。感染予防対策を講じながら、感染拡大が人権侵害の拡大につながらないよう取り

組んでいく必要があります。 

＜取り組みの方向性＞  

①  感染症についての理解促進  

〇 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及を図り、感染者やその家族、医療従 

事者や交通関係従事者などに対する偏見や差別の解消に向けた啓発活動を推進し、新たな人

権問題の発生の防止に努めます。 
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②  児童・生徒の教育を受ける権利の保障 

〇 コロナ差別により学校に行きにくくなる状況が生まれ、子どもたちの教育を受ける権利が

阻害されることのないよう、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報発信に努めます。 

②  相談体制の整備・充実  

〇 コロナ禍が新たな貧困と格差の拡大を生み出さないよう庁内の関係機関が連携し、人権の

視点に立った相談窓口の充実を図ります。 

＜関連計画等＞  

〇 枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画 
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10 犯罪被害者やその家族の人権  

＜現状と課題＞  

〇 理不尽な犯罪により深く傷つけられた被害者やその家族などは、直接的な被害だけでなく、

そのことによる精神的・経済的被害など、様々な問題に苦しんでいます。犯罪被害者や家族

の権利利益の保護を図り、支援していくために「犯罪被害者等基本法」が平成 17 年（2005

年）４月に施行され、被害者の権利が明文化されました。また、同年 12 月に「犯罪被 害者

等基本計画」が策定され、平成 18 年度（2006 年度）から毎年度、国、地方公共団体、民間

団体などが、犯罪被害者などへの理解増進を図るための啓発事業を実施しています。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、犯罪被害者やその家族の人権問題を知っている人の割合は

88.5％と高いですが、「犯罪被害者やその家族の人権問題」の学習状況について、小学校で

受けた人の割合は、若年層で 1.7％、中年層で 0.3％、高齢層で 0％と低くなっています。 

 

〇 被害者や家族を社会的孤立から救うためには、当事者などの気持ちに寄り添い、適切な支

援を行うことが必要です。また、被害者に対する集団的な過熱取材によるプライバシーの侵

害など社会からのニ次的被害を防止し、被害者が地域で安心して暮らしていけるように社会

全体で支えていく取り組みが必要です。その他、犯罪加害者についても、加害者の家族とい

うだけで、社会的孤立に追いやられる人権課題もあります。 

 

＜取り組みの方向性＞  

 ①  関係機関との連携強化  

〇 深刻な状況にある犯罪被害者等に対する平穏な日常生活への復帰を支援するため、大阪府

や民間団体等との連携を図り、早期からの支援実施のための相談・情報提供を実施します。 

＜関連計画等＞  

〇犯罪被害者等基本計画(国) 

〇大阪府犯罪被害者等支援のための取組指針 
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11 ホームレス*の人権  

＜現状と課題＞  

〇 ホームレス状態にある人は、家庭の問題、人間関係、病気や精神疾患、倒産や失業など、

複数の問題を抱えている場合があり、このような様々な背景から路上生活などを余儀なくさ

れています。しかし、社会では自己責任論が強く、ホームレスの人を偏見や差別の眼差しで

見る傾向があり、人権を侵害する事件が起こっています。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、「ホームレスの人権問題」を知っている人の割合は 86.5％

と高いですが、「ホームレスの人権問題」の学習状況について小学校で受けた人の割合は、

若年層で 3.8％、中年層で 1.1％、高齢層で 0％と低くなっています。 

また、「ホームレスの人権問題」を特に深刻な人権問題として考える人の割合は 1.4％と低

く、「公園でホームレスが近づいてきたので、足早に立ち去る」行為を人権上問題があると

思う人の割合は 52.7％と低くなっています。 

 

〇 平成 27 年（2015 年）に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく事業の実施により、

全国的にホームレスの人数は減少傾向にあるといわれている半面、ネットカフェで寝泊まり

しながら不安定就労に従事する若年者が増加しています。ホームレスに対する偏見や差別を

なくすとともに、各種相談や自立支援などに努めることが重要であり、人権侵害に対しては、

関係機関との連携による適切な対応を図る必要があります。 

 

 

＊ホームレス…路上生活者 

 

＜取り組みの方向性＞  

〇ホームレスの人権に配慮するとともに、ホームレスに対する偏見や差別の解消を目指して、

啓発活動や相談に取り組みます。 

＜関連計画等＞  

〇 枚方市地域福祉計画(第４期) 

〇 枚方市いのち支える行動計画 
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12 性的マイノリティ（LGBT 等）*の人権  

＜現状と課題＞  

〇 性のあり方には、「からだの性」、「こころの性」、「好きになる性」などの構成要素が

あり、人それぞれに性の要素は異なります。しかし社会では、一般的な男女の性は「からだ

の性」と「こころの性」が一致し、異性愛を当然とする認識が大多数を占めています。こう

したなか、性的マイノリティ（LGBT 等）に対する偏見や差別、また性的マイノリティの存在

に気づかず、無意識に排除するという問題が起こっています。枚方市男女共同参画推進条例

では、「何人も、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、多様な性

のあり方を尊重し、多様な性のあり方を理由とする人権侵害を行ってはならない。」と規定

しています。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、「性的マイノリティ（LGBT 等）の人権問題」を知ってい

る人の割合は 81.4％と高くなっています。 

「性的マイノリティ（LGBT 等）の人権問題」を特に深刻な人権問題として考える人の割合は

9.2％とそれほど高くないですが、年齢層別でみると、中年層が 7.2％、高齢層が 5.4％と低い

一方、若年層は 21.6％という結果が出ています。 

 また、人権上問題があると思う行為として、「性的マイノリティ（LGBT 等）への理解や

認識が不足していること」、「学校や職場などで嫌がらせやいじめを受けること」、「職場

で性的マイノリティ（LGBT 等）であることを公表している人が隣になることを嫌がる」、

「パートナーがいても、婚姻と同等に扱われないこと」が 70％台、「性的マイノリティ

（LGBT 等）に対する相談や支援体制が十分でないこと」や「就職の時や職場で不利な扱いを

受けること」などが 60％台となっています。 

 

〇 性的マイノリティ（LGBT 等）への偏見や差別をなくすための啓発活動に取り組み、性的

指向や性自認*の多様性が尊重され、すべての人が自分らしく生きることができるまちづくり

を推進していく必要があります。 

 

 

＊性的マイノリティ（LGBT 等）…LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー）など、恋愛や性愛の

対象が同性の人や両性の人、出生時に判定された性と自認する性が異なる人などの総称として用いています。 

＊性的指向や性自認…性的指向（Sexual Orientation）は、恋愛又は性愛がいずれの性別を対象とするかを言い、性自認

（Gender Identity）とは、自己の性別についての認識のことを言います。また、あわせて「SOGI」と表現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

＜取り組みの方向性＞  

①性の多様性についての理解促進  

〇 学校教育や生涯学習などを通じて性の多様性についての学習機会を提供し、性的指向や性

自認を理由とする差別的取扱いや言動は不当であることの認識を広める啓発活動を推進しま

す。また、行政窓口などでは、性的マイノリティ（LGBT 等）に配慮した対応に努めます。 

 

② 相談体制の整備・充実  

〇 性自認や性的指向にかかわらず、すべての人が安心して自分らしく生きるための情報提供

や、相談窓口を案内するとともに、専門相談機関との連携などの対応に努めます。 

＜関連計画等＞  

〇 第３次枚方市男女共同参画計画 

〇 枚方市いのち支える行動計画 
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13 職業や雇用をめぐる人権  

＜現状と課題＞  

〇 「職業選択の自由」はすべての人に保障されており、誰もが自由に自分の適性や能力に応

じて職業を選ぶことができるものとされています。しかし、社会的差別との関わりや宗教的、

道徳的な理由のほか、「力仕事に従事しているから」「非正規社員だから」など、仕事の中

身やその人のことを知らないにもかかわらず、特定の職業やその従事者に対する偏見や差別

が存在しています。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、「職業や雇用をめぐる人権問題」を知っている人の割合は

87.1％と高いですが、「職業や雇用をめぐる人権問題」の学習状況について、小学校で受け

た人の割合は、若年層で 3.8％、中年層で 0.8％、高齢層で 0％と低くなっています。 

また、採用面接における質問で「宗教」や「家族の状況（職業、続柄、健康、地位、学歴、

年収、資産など）」、「支持政党」を質問する行為を人権上問題があると思う人の割合は

60％以上、部落差別（同和問題）に関連して「就職の時や職場で不当な扱いを受けること」

を人権上問題があると思う人の割合は、49.2％となっています。 

 

〇 就職は、人の生涯に大きな影響を及ぼすものであり、求人募集・採用選考にあたっては、

求職者などの個人情報を適正に管理するとともに、差別のない公正な採用選考が行われる必

要があります。あらゆる職業や働き方の違いを一人ひとりが理解・尊重し、偏見や差別を解

消していくための教育・啓発に取り組むことが必要です。 

 

＜取り組みの方向性＞  

関係機関との連携強化  

〇 公共職業安定所や大阪府、枚方事業所人権推進連絡会等と連携し、公正な採用選考による

就職の機会均等の確保と差別のない職場づくりの促進に努めます。 

＜関連計画等＞  

〇 第３次枚方市男女共同参画計画 

〇 枚方市いのち支える行動計画 
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14 セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど  

  ハラスメント  

＜現状と課題＞  

〇 令和２年（2020 年）６月、いわゆる「パワーハラスメント防止法」が施行され、職場な

どにおける様々なハラスメントへの対策に加え、パワーハラスメント防止のために雇用管理

上必要な措置を講じることが事業主に義務づけられました。ハラスメントとは、他者に対す

る発言・行動などが本人の意図には関係なく、他者を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、

不利益を与えたり、脅威を与えることを言います。特に職場で起こりやすいハラスメントと

して、セクシュアルハラスメント*とパワーハラスメントがあります。また、妊娠・出産・育

児休業などを理由とする不利益な取扱い（いわゆるマタニティハラスメント*）なども重大な

問題です。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、「セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどの

人権問題」を知っている*人の割合は 94.4％と３番目に高いですが、「セクシュアルハラスメ

ント、パワーハラスメントなどの人権問題」を特に深刻な人権問題と考える人の割合は、高

齢層が若年層や中年層より 10％以上低い結果となっています。 

 

〇 企業だけでなく、働く人の意識啓発を促進し、ハラスメントは人権侵害であるという認識

を高めていくとともに、対等な職場環境づくりをめざす必要があります。また、職場内での

相談体制の充実や、就労・地域活動など様々な場面における男女共同参画づくりの促進が重

要です。 

 

 

＊セクシュアルハラスメント（セクハラ）…職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵

抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けることや、性的な言動が行われることで職場の環境

が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること。 

＊マタニティハラスメント（マタハラ）…働く女性が妊娠したことや出産を理由に、解雇されたり、働くことを強制的に制 

限されたり、妊娠・出産にあたり精神的・肉体的な嫌がらせを受けること。 

 

＜取り組みの方向性＞  

 ①  ハラスメント防止の啓発推進  

〇 あらゆるハラスメントの根絶に向けて、職場や学校など、様々な機会において認識・理解

を深めるための啓発・広報活動に取り組みます。 
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 ② ハラスメントに関する相談体制の充実  

〇 ハラスメントに悩んでいる人のために、各種相談窓口に関する情報提供を行います。 

 ③  事業者の対応策確立の支援強化  

〇 枚方事業所人権推進連絡会等と連携し、ハラスメントのない働きやすい職場づくりの促

進に努めます。 

＜関連計画等＞  

〇 第３次枚方市男女共同参画計画 

〇 枚方市いのち支える行動計画 
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15 インターネットによる人権侵害  

＜現状と課題＞  

〇 インターネットは、手軽に情報を入手できるだけでなく、誰でも容易に情報を発信でき

るメディ アとして普及し、近年はＳＮＳの活用など、さらに身近になりつつあります。そ

の一方で、特定の個人・団体や不特定多数の人を誹謗中傷したり、差別を助長したりする有

害な情報が掲載・投稿されるなど、人権に関わる問題が多数発生しています。しかし、発信

者特定や情報削除をするためには、多くの時間、手間、お金が必要で、被害者の人権を守る

法整備がなされていません。また、インターネットを悪用した犯罪に、子どもが巻き込まれ

る例が後を絶ちません。ＳＮＳ上で頻発しているいじめは、保護者や教師などが外部から発

見しにくく、表面化した時点で重大な局面に至っていることもあります。 

 

〇 市民意識調査の結果をみると、「インターネットにおける人権侵害」を知っている人の割

合は 92.3％と高く、特に深刻な人権問題と考えるものとして、「子どもの人権問題」に次い

で２番目に深刻な人権問題と考えられています。 

 また、「他人のプライバシーに関する情報や誹謗中傷する情報が掲載されること」、

「フェイクニュース（真実ではない情報）や誤った情報が拡散されること」、「わいせつな

画像や残虐な画像などの情報が掲載されること」、「ＳＮＳ（ラインやツイッターなど）に

よる交流が犯罪を誘発する場となっていること」などを人権上問題があると思う人の割合が

80％台となっており、問題のある情報を書き込んだ人を特定するための手続や、その情報の

削除や訂正に時間がかかることについても人権上問題があると思う人も多くなっています。 

 

〇 インターネット上の人権侵害を防止するためには、市民一人ひとりがインターネットの

利点や問題点を理解し、その利用にあたっては、情報が不特定多数の人に見られるというこ

とを意識して、プライベートな情報や人を傷つける情報を流さないように配慮することが必

要です。インターネットの正しい利活用に関する教育・啓発を強化する取り組みが求められ

ます。 

 

＜取り組みの方向性＞  

 ①  インターネット上の人権侵害に関する教育・啓発の推進  

〇 インターネットの利用にあたって、個人情報や人を傷つける情報を流さないよう、適正

利用に関する啓発と教育に取り組みます。 
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 ② 相談体制の整備・充実  

〇 ＳＮＳやインターネット上での人権侵害については、法務局などの関係機関と連携しな

がら迅速な対応を行い、相談、支援に努めます。 

＜関連計画等＞  

〇 第２期枚方市子ども・子育て支援事業計画 

〇 枚方市教育振興基本計画 

〇 第３次枚方市男女共同参画計画 
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16 その他の様々な人権  

（１）  刑を終えて出所した人への人権侵害  

〇 刑を終えて出所した人やその家族に対して、就職や居住に関する偏見や差別の問題があ

り、厳しい状況におかれながらも社会復帰をめざす人たちやその家族がいます。 

 

〇 刑を終えて出所した人が真に更生し、社会の一員として生活を営むためには、本人の強

い更生意欲とともに、家族、職場、地域社会など周囲の人々の理解と協力が不可欠です。偏

見や差別を解消し共生社会づくりに向けた啓発活動を推進するとともに、大阪府や関係機関、

団体などと連携し、社会復帰に適した環境整備に努めることが必要です。 

（２）  引きこもりに対する偏見や差別  

〇 引きこもりの問題は様々な要因が絡み合って生じていると考えられ、本人や家族の抱え

る課題は、対人関係や進学の悩み、就労の困難さ、生活困窮など、その年齢や状況により多

岐に渡っています。また、80 代の親と 50 代の子の共倒れのリスクを抱えた家族の「8050

問題」が社会的な課題として顕在化しています。 

 

〇 精神保健福祉分野だけでなく、教育、労働などの様々な分野における公的機関や民間支

援団体などが協力・連携する包括的な支援体制の構築が必要です。同時に、引きこもり問題

についての正しい理解の促進と、偏見や差別の解消に向けた啓発活動を推進することが求め

られます。 

（３）  アイヌの人々の人権  

〇 アイヌの人々は、アイヌ語や伝統的な儀式・祭事などをはじめとする独自の豊かな文化

を持っています。しかし、アイヌの人々は、江戸時代の松前藩による支配、さらに明治時代

の「北海道旧土人保護法」に基づく日本国民への同化施策により、経済的にも社会的にも恵

まれない立場に置かれ、伝統的生活習慣や文化が失われてきました。 

 

〇 令和元年（2019 年）５月に施行された「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」では、アイヌであることを理由とした差別などの禁止や

アイヌ政策を実施するための支援措置などが定められています。アイヌの人々に対する正し

い理解を深め、偏見や差別をなくしていくための啓発活動が必要です。 
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（４）  東日本大震災に起因する人権問題  

〇 平成 23 年（2011 年）3 月 11 日に発生した東日本大震災は、被災地域が東日本全域に及

び、甚大な人的・物的被害をもたらした未曾有の大災害です。また、地震と津波に伴い発生

した東京電力福島第一原子力発電所事故は、被害をより深刻なものとしました。多くの人々

が今も避難生活を余儀なくされているなか、被災者に対する嫌がらせやいじめ、原発事故に

伴う風評に基づく偏見や差別が今なお存在しています。また、避難生活では、介護の必要な

人、妊産婦、乳幼児、難病患者、日本語でのコミュニケーションが難しい外国人など、避難

者の多様ニーズに対応した支援や配慮の必要性などが改めて認識されました。 

 

〇 災害は多くの人命を危険にさらします。こうした時こそ、一人ひとりが被災者の状況を

理解し、人権に配慮しながら支援していく意識啓発に取り組むことが必要です。 
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第４章 計画の推進体制等  

１  庁内外の推進体制  

(1) 人権施策の推進体制  

①枚方市人権擁護推進本部 

人権施策の総合的な推進を図るため、市長を本部長とする「枚方市人権擁護推進本部」

を随時開催し、全庁的な人権施策の推進を図ります。また、本部の円滑な運営のため、各

部署の課長で構成する「枚方市人権擁護推進本部幹事会」を随時開催しています。 

 また、市職員が人権についての正しい理解と認識をより深め、さらなる人権意識の高揚を図

ることを目的として、様々な人権課題に関する研修会を実施していきます。 

②枚方市人権尊重のまちづくり審議会 

枚方市人権尊重のまちづくり条例に基づき設置している「枚方市人権尊重のまちづくり

審議会」を定期的に開催し、計画の推進に関する審議や人権施策に関する様々な提言をい

ただいています。 

(2) 国や大阪府など関係機関との連携  

国や大阪府、他の市町村及び民間団体、企業などとの連携を図り、人権教育や人権啓発、

人権相談などを効果的に行うため、人権に関する研修会の実施や情報交換の機会の充実に

努めます。 

(3) 市民など多様な主体との連携  

人権施策は市の主体性の下、市民、NPO 法人、事業者、各機関、団体などの多様な主体

が、それぞれの役割と責任を自覚しつつ、互いに協力する参画と連携の下で推進していき

ます。 

 

２  計画の期間と見直し  

 

本計画は、10 年間を計画期間とした中長期的な計画とし、社会情勢の変化等を踏まえ、

必要に応じて中間見直しを行います。 
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参考資料  

 １．(仮称)枚方市人権施策基本計画の策定について(諮問書) 

 ２．(仮称)枚方市人権施策基本計画の策定について(答申書) 

 ３．枚方市人権擁護推進本部設置規程 

 ４．枚方市人権尊重のまちづくり条例 

 ５．枚方市人権尊重のまちづくり審議会規則 

 ６．枚方市人権尊重のまちづくり審議会委員名簿 

 ７．枚方市人権施策基本計画策定までの経過 

 ８．人権問題に関する市民意識調査結果（概要） 

 ９．市民意見聴取結果（概要） 

 10．関連法令等 

   （１）世界人権宣言 

   （２）日本国憲法＜抜粋＞ 

（３）人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

   （４）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） 

   （５）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） 

   （６）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） 

   （７）非核平和都市宣言 

   （８）人権尊重都市宣言 

 


