
[46076]：人権尊重のまちづくり

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

人権は、人間が人間らしく生きるため、誰もが生まれながらに持っている基本的な権利です。

国連が2015年に定めた持続可能な開発目標であるSDGsでは、すべての人々の人権が尊重され「誰一人取

り残さない」社会の実現が前文に掲げられており、人権尊重の理念が示されています。。

本市では、平成5年（1993年）に人権尊重都市を宣言し、人権尊重のまちづくりに取り組んでいます。 

平成16年（2004年）に制定した枚方市人権尊重のまちづくり条例では、「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。この理念をまちづくりに生かし、あらゆる差別をなくし、一

人ひとりを大切にするまちを実現することは、私たちの願いである。」と規定しています。

一人ひとりの人権が尊重され、平和にくらすことができるまちづくりには、市民、事業者などあらゆる主

体が、さまざまな課題を「ジブンゴト」として捉えることが大切です。人権課題が多様化・複雑化する

中、本市では、あらゆる市の施策において人権尊重の理念を浸透させるため令和4年（2022年）に策定し

た枚方市人権尊重のまちづくり基本計画に基づき、全ての人の人権が尊重されるまちづくりを効果的、総

合的に推進していきます。

枚方市人権尊重のまちづくり基本計画（本編）

枚方市人権尊重のまちづくり基本計画（概要版）

人権問題の取り組み

さまざまな人権問題について、現状や課題、市の取り組みの方向性などを分野別にまとめています。

1．女性の人権

2．子どもの人権

3．高齢者の人権

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   

コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

人権尊重のまちづくり

ホームへ

ホーム

枚方市人権尊重のまちづくり基本計画を策定しました 人権尊重のまちづくり
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4．障害のある人の人権

5．こころの病（うつ病など）に関する人権

6．部落差別

7．外国人の人権

8．HIV感染者、ハンセン病回復者及びその家族の人権

9．新たなウイルス等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

10．犯罪被害者やその家族等の人権

11．ホームレスの人権

12．性的マイノリティ（LGBT等）の人権

13．職業や雇用をめぐる人権

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

15．インターネットによる人権侵害

16．ひきこもりの状態にある人の人権

17．さまざまな人権問題

（1）東日本大震災等災害に起因する人権問題

（2）アイヌの人々の人権

（3）北朝鮮当局に拉致された被害者やその家族の人権

（4）人身取引（性的サービスや労働の強要等）に関する人権問題

人権問題に関する市民意識調査

枚方市人権尊重のまちづくり基本計画の策定など市の人権施策に活用するため、市民の皆様のさまざまな

人権問題に関する意識について調査しました。（調査期間：令和3年6月23日～7月9日）

報告書はこちらです。

人権問題に関する市民意識調査報告書

人口と世帯数

枚方市役所
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

電話：072-841-1221（代表）  ファックス:072-841-3039（代表）

開庁時間：午前9時から午後5時30分まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（令和4年7月1日現在）

人口 396,810人 世帯 184,181世帯

組織一覧 市役所・施設案内 関連リンク

tel:072-841-1221
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[46086]：女性の人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 日本の男女格差は世界各国と比べ、格差が大きい。 

（令和3年のジェンダー・ギャップ指数は、世界156か国中120位、格差が小さいほど上位となる）

〇 性別を理由とする差別や、性犯罪等の被害者の多くは女性。

〇 政策や方針を決定する場に参画する女性の割合は、男性と比べて少ない。 

　→女性の意見が反映されにくい社会。

〇 市民意識調査では「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識が根強く残っている。

2．取り組みの方向性

(1) 男女共同参画等への理解促進

(2) DV防止に関する理解促進

(3) 被害者支援体制の充実

(4) 男女共同参画の視点を持った機会の充実

3．現在の取り組み

(1) 男女共同参画等への理解促進 

・男女共生フロア・ウィルの相談事業

・「●●●●●●●●●」の開催

(2) DV防止に関する理解促進 

・小・中学校でのDV予防教育プログラム

(3) 被害者支援体制の充実 

・「DV被害者プログラム」による被害者支援 

・DV相談窓口

(4) 男女共同参画の視点を持った機会の充実 

・男女共生フロア・ウィル団体登録制度と活動ルームの提供

・男女共同参画計画の進捗管理

4．関連計画等

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   コントラストチェッカー   

画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

女性の人権

ホームへ

ホーム

女性の人権
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許さない！暴力による支配
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・第3次枚方市男女共同参画計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

・第2期枚方市子ども・子育て支援事業計画（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

・第4次枚方市ひとり親家庭等自立促進計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

・枚方市スポーツ推進計画（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和9年度）

・枚方市特定事業主行動計画（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和7年度）

Copyright (C) Hirakata City. All Rights Reserved.

人口と世帯数

枚方市役所
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

電話：072-841-1221（代表）  ファックス:072-841-3039（代表）

開庁時間：午前9時から午後5時30分まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（令和4年7月1日現在）

人口 396,810人 世帯 184,181世帯

組織一覧 市役所・施設案内 関連リンク

Hirakata City Guidebook for Foreigner

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ 個人情報の保護 著作権・リンク等 ウェブアクセシビリティ方針

枚方市コールセンター 072-841-1221 土日・祝日も受付します
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[46179]：子どもの人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 いじめや体罰、虐待といった身体的・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

は深刻化している。

〇 SNSを使ったいじめで被害者が自ら命を絶つなどの深刻な事案も発生している。

〇 市民意識調査では、差別をなくためには、子どものうちからの教育が重要と考える人が多い。

〇 本市では、令和3年3月に「子どもを守る条例」を制定し、子ども自身が権利の主体として学びと育ち

が保障される環境整備や教育の充実に取り組んでいる。

〇 本来大人が担う家事や介護を日常的に子どもが行うヤングケアラーが問題となっている。 

2．取り組みの方向性

(1)子どもの権利の啓発推進

(2)いじめ防止に関する教育の推進

(3)学習支援の推進

(4)児童虐待の予防・防止

(5)暴力の予防に向けた教育・啓発の推進

(6)相談・支援体制の充実

3．現在の取り組み

(1)子どもの権利の啓発推進 

・「●●●●●●講座」の開催

・保護者への「●●●●●●●●●」支援

・教員を対象とした「●●●●●●●研修」の実施

(2)いじめ防止に関する教育の推進 

・小中学校での「●●●●●●●●●教室」

・「●●●●●●●●●」の開催

(3)学習支援の推進 

・放課後を活用した「●●●●●●●●●」の実施

・外国籍の子どもを対象とした学校への教育指導員の派遣と、その保護者への日本語教育

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   コントラストチェッカー   

画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

子どもの人権

ホームへ

ホーム

子どもの人権

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46179

いじめ、虐待から子どもたちを守る！
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(4)児童虐待の予防・防止 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる問題を抱えた子ども・保護者の早期発見・

早期対応

・保護者への定期訪問、見守り活動

(5)暴力の予防に向けた教育・啓発の推進 

・子どもの性被害予防に向けた小中学校での「●●●●●●教室」

・暴力によらずに問題を解決する能力を育む「●●●●●●●●●」の実施

(6)相談・支援体制の充実 

・子育て家庭の孤立を防ぐための「●●●●●●●ネットワーク」

・●●●●●●●●●

4．関連計画等

・第2期枚方市子ども・子育て支援事業計画（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

・枚方市子ども・若者育成計画改訂版（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和4年度）

・枚方市教育振興基本計画（別ウインドウで開く）（平成28年度～令和9年度）

・第4次枚方市ひとり親家庭等自立促進計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

・枚方市文化芸術振興計画（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和8年度）

・第3次枚方市男女共同参画計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

Copyright (C) Hirakata City. All Rights Reserved.

人口と世帯数

枚方市役所
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

電話：072-841-1221（代表）  ファックス:072-841-3039（代表）

開庁時間：午前9時から午後5時30分まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（令和4年7月1日現在）

人口 396,810人 世帯 184,181世帯

組織一覧 市役所・施設案内 関連リンク

Hirakata City Guidebook for Foreigner

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ 個人情報の保護 著作権・リンク等 ウェブアクセシビリティ方針
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[46180]：高齢者の人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 令和4年現在、本市では約4人に1人が高齢者ですが、約20年後には約3人に1人が高齢者となる見込

み。

〇 介護が必要な高齢者や認知症の高齢者が増える中、施設や家庭で虐待や介護放棄などが発生している。

〇 市民意識調査では、高齢者の人権について「深刻な人権問題」と考える人が少ない。

〇 本市では、令和3年3月に「枚方市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、認知症などで財産の管

理が難しい人や日常生活で支援が必要な人への包括的な支援に力を入れている。

〇 建物や道路等ハード面でのバリアフリー化とあわせて、助け合いなど「心のバリアフリー」を推進する

ことが重要。

2．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

(2) 相談・支援体制の充実

(3) バリアフリー化の推進

3．現在の取り組み

(1) 高齢者や認知症についての理解促進 

・認知症サポーター養成講座

・小中学校での高齢者施設体験実習

(2) 相談・支援体制の充実 

・介護者の負担軽減に向けた「●●●●●●●●●」事業

・「地域包括支援センター」との連携による虐待の早期発見・早期対応

(3) バリアフリー化の推進 

・「●●●●●●」駅周辺のバリアフリー

4．関連計画等

・ひらかた高齢者保健福祉計画21（第8期）（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和5年度）

・枚方市地域福祉計画（第4期）（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   コントラストチェッカー   

画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

高齢者の人権

ホームへ

ホーム

高齢者の人権
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認知症になっても自分らしい人生を送れるように

人権

平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会
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・枚方市成年後見制度利用促進基本計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和6年度）

・枚方市バリアフリー基本構想（別ウインドウで開く）

・枚方市交通バリアフリー基本構想（別ウインドウで開く）

・星ケ丘駅・村野駅周辺地区バリアフリー基本構想（別ウインドウで開く）

・枚方市立図書館第4次グランドビジョン（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和9年度）

・枚方市文化芸術振興計画（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和8年度）

・第3次枚方市男女共同参画計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

Copyright (C) Hirakata City. All Rights Reserved.

人口と世帯数

枚方市役所
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

電話：072-841-1221（代表）  ファックス:072-841-3039（代表）

開庁時間：午前9時から午後5時30分まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（令和4年7月1日現在）

人口 396,810人 世帯 184,181世帯

組織一覧 市役所・施設案内 関連リンク

Hirakata City Guidebook for Foreigner

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ 個人情報の保護 著作権・リンク等 ウェブアクセシビリティ方針

枚方市コールセンター 072-841-1221 土日・祝日も受付します
12月29日から1月3日を除く

コールセンターはこちら
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[46181]：障害のある人の人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 車いす利用者の入店拒否や、障害があることを理由とした契約拒否など不当な差別が起こっている。

〇 市民意識調査では、「障害のある人をじろじろ見たり、避けたりする」「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」などに関して人権上問題があると思う人

が多く、障害のある人への人権意識は高い。

〇 本市では、令和3年に「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、言語としての手話

の普及促進に取り組んでいる。

〇 障害のある人の権利を守る「成年後見制度」の認知度や関心は高いとは言えず、手続きや経済的な負

担、権利の制限などマイナスイメージを抱いている人も多い。

2．取り組みの方向性

(1)障害についての理解促進

(2)虐待防止の啓発推進

(3)相談・支援体制の整備・充実

(4)雇用・就業体制の支援

(5)バリアフリー化の推進

3．現在の取り組み

(1)障害についての理解促進 

・小中学校での「●●●●●●教室」

・自立に向けた効果的な指導の実施

・「●●●●●●」講座

(2)虐待防止の啓発推進 

・「●●●●●」講座

・「●●●●●●●」の実施

(3)相談・支援体制の整備・充実 

・日常生活・社会生活を支えるための「●●●●●●●」連携事業

・●●●●●●●●●

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   

コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

障害のある人の人権

ホームへ

ホーム

障害のある人の人権
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障害者を特別視しないで！
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平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ
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枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会
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(4)雇用・就業体制の支援 

・就労支援のための「●●●●●●●」の実施

・●●●●●●●●●

(5)バリアフリー化の推進 

・「●●●●●」駅周辺のバリアフリー事業

・●●●●●●●●●

4．関連計画等

・枚方市障害者計画（第4次）・枚方市障害福祉計画（第6期）・枚方市障害児福祉計画（第2期）（別ウ

インドウで開く）

・枚方市地域福祉計画（第4期）（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

・第2期枚方市子ども・子育て支援事業計画（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

・第4次枚方市子ども読書活動推進計画（別ウインドウで開く）（令和4年度～令和8年度）

・枚方市スポーツ推進計画（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和9年度）

・枚方市文化芸術振興計画（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和8年度）

・枚方市成年後見制度利用促進基本計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和6年度）

・枚方市バリアフリー基本構想（別ウインドウで開く）

・枚方市交通バリアフリー基本構想（別ウインドウで開く）

・星ケ丘駅・村野駅周辺地区バリアフリー基本構想（別ウインドウで開く）

・枚方市立図書館第4次グランドビジョン（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和9年度）

・第3次枚方市男女共同参画計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

・枚方市教育振興基本計画（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和9年度）

人口と世帯数

枚方市役所
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

電話：072-841-1221（代表）  ファックス:072-841-3039（代表）

開庁時間：午前9時から午後5時30分まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（令和4年7月1日現在）

人口 396,810人 世帯 184,181世帯

組織一覧 市役所・施設案内 関連リンク

Hirakata City Guidebook for Foreigner

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ 個人情報の保護 著作権・リンク等 ウェブアクセシビリティ方針

枚方市コールセンター 072-841-1221 土日・祝日も受付します
12月29日から1月3日を除く

コールセンターはこちら

http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=10843
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=18230
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=30134
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=45171
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http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=10906
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=33058
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=4395
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=4398
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=4414
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=34340
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=34820
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=1521
tel:072-841-1221
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_list.php
https://www.city.hirakata.osaka.jp/category/6-16-0-0-0.html
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=6720
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=313
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=317
https://www.hirakata-call.jp/
https://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/0000010382.html
https://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/0000010379.html
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/site_policy.php?no=2
tel:072-841-1221
https://www.hirakata-call.jp/


[46190]：こころの病（うつ病など）に関する人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 こころの病にかかる人は、5人に1人とも言われるが、「特別な人がかかるもの」という先入観や偏見

などで、生きづらさに苦しんでいる人たちがいる。

〇 市民意識調査では、こころの病に関する人権問題を深刻な問題と考える人は少なく、高齢になるほど割

合が低い。

2．取り組みの方向性

(1)こころの病（うつ病など）についての理解促進

(2)相談・支援体制の整備・充実

3．現在の取り組み

(1)こころの病（うつ病など）についての理解促進 

・「●●●●●講座」の開催

・●●●●●●●●●

(2)相談・支援体制の整備・充実 

・●●●●●相談事業

・●●●●●●●●●

4．関連計画等

・枚方市地域福祉計画（第4期）（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   

コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

こころの病（うつ病など）に関する人権

ホームへ

ホーム

こころの病（うつ病など）に関する人権

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46190

誰でもかかる可能性がある病気、「本人が悪い」と決めつけないで

人権

平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会

令和3年度（2021年度）

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度以前

枚方事業所人権推進連絡

会

枚方人権まちづくり協会

くらし・手

続き

子育て・

教育

健康・福

祉

観光・文

化

産業・し

ごと

環境・まちづ

くり
市政情

報
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[46191]：部落差別（同和問題）

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．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で、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。身分差別

が無くなった現在もなお、同和地区出身であることを理由とする差別が発生するなど、日本固有の人権問

題。

〇 部落差別（同和問題）については、平成28年（2016年）に「部落差別解消推進法」が施行されたが、

結婚や住宅購入時などに同和地区出身者や同和地区を避けようとする差別意識が依然として存在する。

〇 戸籍謄本などを不正に取得して身元を調査したり、不動産取引にからむ土地調査、インターネット上で

は同和地区の所在地リストや動画写真の掲載、差別書き込みなどの問題も発生している。

〇 市民意識調査では、部落差別（同和問題）を特に人権上の深刻な問題と考える人は少ない。

〇 部落差別（同和問題）の解消に向けて、市民一人ひとりが差別の現状を知り、正しい理解を深めて行動

できるように、人権教育や啓発、相談体制を充実していくことが重要。

2．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

(2)相談・支援体制の整備・充実

3．現在の取り組み

(1)部落差別（同和問題）についての理解促進 

・市職員研修の実施

・市内事業所連絡会の就職差別撤廃の啓発事業

・インターネット上の書き込みに対するモニタリング調査

(2)相談・支援体制の整備・充実 

・人権なんでも相談

・●●●●●●●●●

4．関連計画等

・部落差別の解消の推進に関する法律（別ウインドウで開く） 外部リンク

・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（別ウインドウで開く） 外部リンク

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   

コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

部落差別（同和問題）

ホームへ

ホーム

部落差別（同和問題）

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46191

根強く残る部落差別（同和問題）、正しく理解して根絶しよう

人権

平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会

令和3年度（2021年度）

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度以前

枚方事業所人権推進連絡

会

枚方人権まちづくり協会

くらし・手

続き

子育て・

教育

健康・福

祉

観光・文

化

産業・し

ごと

環境・まちづ

くり
市政情

報
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[46192]：外国人の人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇外国人であることを理由に就職で不当に扱われたり、アパートやマンションへの入居を拒否されるなど

の人権侵害が起きています。

〇 特定の人種や民族の人々に対する差別的な言動「ヘイトスピーチ」が社会問題となっている。

〇 市民意識調査では、外国人の人権を特に深刻な人権問題として考える人は少ない。

〇 外国人材の適正・円滑な受け入れに向け、平成30年12月に「出入国管理及び難民認定法」が改正され

た。

〇 国際化の進展に伴い、生活習慣や互いの文化的な違いを認め合い、多様性を受け入れるなど、地域で暮

らす外国人との共生に向けた環境整備が必要。

2．取り組みの方向性

(1)多文化についての理解促進

(2)ヘイトスピーチに対する啓発推進

(3)相談・支援体制の整備・充実

3．現在の取り組み

(1)多文化についての理解促進 

・「●●●●●●●●●」の開催

・●●●●●●●●●

(2)ヘイトスピーチに対する啓発推進 

・「●●●●●●」事業

・●●●●●●●●●

(3)相談・支援体制の整備・充実 

・日本語教室の実施

・外国人相談窓口

4．関連計画等

・枚方市国際化施策に関する考え方（別ウインドウで開く）

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   コントラストチェッカー   

画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

外国人の人権

ホームへ

ホーム

外国人の人権

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46192
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・枚方市文化芸術振興計画（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和8年度）

・枚方市教育振興基本計画（別ウインドウで開く）（平成28年度～令和9年度）

・第3次枚方市男女共同参画計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

Copyright (C) Hirakata City. All Rights Reserved.

人口と世帯数

枚方市役所
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

電話：072-841-1221（代表）  ファックス:072-841-3039（代表）

開庁時間：午前9時から午後5時30分まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（令和4年7月1日現在）

人口 396,810人 世帯 184,181世帯

組織一覧 市役所・施設案内 関連リンク

Hirakata City Guidebook for Foreigner

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ 個人情報の保護 著作権・リンク等 ウェブアクセシビリティ方針

枚方市コールセンター 072-841-1221 土日・祝日も受付します
12月29日から1月3日を除く

コールセンターはこちら
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[46197]：HIV感染者、ハンセン病回復者及びその家族の人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 HIV感染者に対して、日常生活での接触では感染しないにも関わらず、感染を理由とした就職拒否や入

居拒否などが起きている。

〇 ハンセン病対策については、国によるかつての施設入所政策のもと、患者・元患者だけでなく、その家

族に対しても、社会において極めて厳しい偏見、差別が存在した事実を鑑み、ハンセン病について正しい

知識を持ち、関心と理解を深めることが必要。

〇 市民意識調査では、「HIV感染者、ハンセン病回復者及びその家族の人権問題」について、特に人権上

深刻な問題と考える人は少ない。

2．取り組みの方向性

(1)HIV感染症・ハンセン病についての理解促進

(2)相談体制の整備・充実

3．現在の取り組み

(1)HIV感染症・ハンセン病についての理解促進 

・ハンセン病理解を深める啓発冊子の発行

・●●●●●●●●●

(2)相談体制の整備・充実 

・保健所でのHIV簡易匿名検査の実施 

・「●●●●●●●●●」相談

4．関連計画等

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（別ウインドウで開く） 外部リンク

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   

添付ファイル⼀覧   コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

HIV感染者、ハンセン病回復者及びその家族の人権

ホームへ

ホーム

HIV感染者、ハンセン病回復者及びその家族の人権
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病気のイメージで、避けないで！
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男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会
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2016年度

2015年度
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枚方事業所人権推進連絡

会

枚方人権まちづくり協会

くらし・手

続き
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健康・福

祉

観光・文

化

産業・し

ごと
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[46199]：新たなウイルス等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

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．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、排除が起き、感染者が感染したことを非難され、責任を問

われる状況に陥った。

〇 感染の不安から、感染者やその家族に対する差別が起こり、子どもたちが学校に行きにくくなる状況が

生まれた。

〇 新型コロナワクチンを接種しない人が接種の強要や差別的な扱いを受けるワクチンハラスメントが起き

ている。

〇 感染拡大が人権侵害の拡大につながらないよう、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することが大切。

2．取り組みの方向性

(1)感染症についての理解促進

(2)相談・支援体制の整備・充実

3．現在の取り組み

(1)感染症についての理解促進 

・感染症情報の広報誌等への掲載

・感染者情報などの積極的な発信

(2)相談・支援体制の整備・充実 

・「●●●●●●」相談

・●●●●●●●●●

4．関連計画等

・枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（別ウインドウで開く） 外部リンク

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   

読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

新たなウイルス等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

ホームへ

ホーム

新たなウイルス等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

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46199

ウイルスへの不安を、差別につなげないで！
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枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会
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化
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[46202]：犯罪被害者やその家族等の人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．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、さまざまな問題に苦しんでいる。

〇 犯罪被害者やその家族という理由で、差別や偏見を受けて、社会的孤立に追いやられる人権侵害もあ

る。

〇 市民意識調査では、「犯罪被害者やその家族の人権問題」を特に人権上の深刻な問題と考える人が少な

い。

〇 これ以上犯罪被害者を出さないためには、犯罪加害者が二度と犯罪を起こさないよう、刑を終えて出所

した人の社会復帰や更生を国や大阪府と連携して支援することが必要。

2．取り組みの方向性

(1)犯罪被害者等の人権についての理解促進

(2)相談・支援体制の整備・充実

3．現在の取り組み

(1)犯罪被害者等の人権についての理解促進 

・「●●●●●●」の実施

・●●●●●●●●●

(2)相談・支援体制の整備・充実 

・「●●●●●●相談」

・●●●●●●●●●

4．関連計画等

・犯罪被害者等基本計画(国)（別ウインドウで開く） 外部リンク

・大阪府犯罪被害者等支援のための取組指針（別ウインドウで開く） 外部リンク

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   リンクの状態を確認する   読み上げ順を確認する   

添付ファイル⼀覧   コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

犯罪被害者やその家族等の人権

ホームへ

ホーム

犯罪被害者やその家族等の人権

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46202

犯罪被害者を、これ以上苦しめない！

人権

平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会

令和3年度（2021年度）

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度以前

枚方事業所人権推進連絡

会

枚方人権まちづくり協会

くらし・手

続き

子育て・

教育

健康・福

祉

観光・文

化

産業・し

ごと

環境・まちづ

くり
市政情

報
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[46201]：ホームレスの人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 ホームレスの人は、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、路上生活を余儀なくされている。

〇 社会では自己責任論が強く、ホームレスの人々に対して「怠惰」「努力不足」といったイメージを抱

き、偏見や差別の眼差しで見る傾向があり、暴力を伴う襲撃等により、ホームレスが命の危険にさらされ

る場合もある。

〇 市民意識調査では、「ホームレスの人権問題」を特に人権上の深刻な問題と考える人は少ない。

〇 全国的にホームレスの人数は減っているが、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

年者は増加している。

2．取り組みの方向性

(1)ホームレスについての理解促進

(2)相談・支援体制の整備・充実

3．現在の取り組み

(1)ホームレスについての理解促進 

・小中学校での人権教育の実施

・●●●●●●●●●

(2)相談・支援体制の整備・充実 

・「自立相談支援センター」での相談

・●●●●●●●●●

4．関連計画等

・枚方市地域福祉計画（第4期）（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   コントラストチェッカー   

画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

ホームレスの人権

ホームへ

ホーム

ホームレスの人権

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46201

ホームレスの排除と暴力は許さない！

人権

平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会

令和3年度（2021年度）

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度以前

枚方事業所人権推進連絡

会

枚方人権まちづくり協会

くらし・手

続き

子育て・

教育

健康・福

祉

観光・文

化

産業・し

ごと

環境・まちづ

くり
市政情

報
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[46203]：性的マイノリティ（LGBT等）の人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 性には、「からだの性」、「こころの性」、「好きになる性」、「表現の性」などの構成要素があり、

人それぞれに性のあり方は異なるが、性別は男性と女性の二つで、「からだの性」と「こころの性」は一

致し、異性愛が当然であるとする認識が大多数を占めている。

〇 性的マイノリティ（LGBT等）に対する偏見や差別、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る。

〇 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

規定している。

〇 性のあり方に悩む人が、相談相手によって性的指向や性自認等の秘密を勝手に暴露される「アウティン

グ」により、自ら命を絶つ事案も発生している。

〇 市民意識調査では、「性的マイノリティ（LGBT等）への理解やj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」「パートナーがいても、婚姻と同等にあつかわれないこと」を

人権上問題があると思う人が7割を超えている。

〇 すべての人が性のあり方に関わりなく自分らしく生きることができるよう性的マイノリティ（LGBT

等）への偏見や差別をなくし、性的指向や性自認の多様性が尊重されるまちづくりを推進していく必要が

ある。

2．取り組みの方向性

(1)性の多様性についての理解促進

(2)相談・支援体制の整備・充実

3．現在の取り組み

(1)性の多様性についての理解促進 

・小中学校での「●●●●●●●●●教室」

・「ありのままにじぶんらしく」啓発リーフレットの配布

(2)相談・支援体制の整備・充実 

・LGBT電話相談 

・LGBTコミュニティスペースの実施 

・パートナーシップ専制制度

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   

コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

性的マイノリティ（LGBT等）の人権

ホームへ

ホーム

性的マイノリティ（LGBT等）の人権

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46203
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4．関連計画等

・第3次枚方市男女共同参画計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

Copyright (C) Hirakata City. All Rights Reserved.

人口と世帯数

枚方市役所
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

電話：072-841-1221（代表）  ファックス:072-841-3039（代表）

開庁時間：午前9時から午後5時30分まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（令和4年7月1日現在）

人口 396,810人 世帯 184,181世帯

組織一覧 市役所・施設案内 関連リンク

Hirakata City Guidebook for Foreigner

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ 個人情報の保護 著作権・リンク等 ウェブアクセシビリティ方針

枚方市コールセンター 072-841-1221 土日・祝日も受付します
12月29日から1月3日を除く

コールセンターはこちら
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[46204]：職業や雇用をめぐる人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．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いるにも関わらず、部落差別（同和問題）や性別、年

齢、国籍、宗教的、道徳的な理由による差別的な採用選考、「力仕事に従事しているから」「非正規社員

だから」など、特定の職業やその従事者、従事形態に対する偏見や差別が存在している。

〇 市民意識調査では、採用面接において、宗教や家族の状況、支持政党を質問することは人権上問題があ

ると思う人の割合は6割以上となっている。

〇 就職は、その人の生涯に大きな影響を及ぼすため、求人募集・採用選考にあたっては、個人情報の適正

管理と、差別のない公正な採用選考が行われる必要がある。

2．取り組みの方向性

(1)職業や雇用についての環境づくりの促進

3．現在の取り組み

(1)職業や雇用についての環境づくりの促進 

・市内事業所と連携した就職差別撤廃の啓発活動

4．関連計画等

・第3次枚方市男女共同参画計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   

コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

職業や雇用をめぐる人権

ホームへ

ホーム

職業や雇用をめぐる人権

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46204

職業差別、就職差別を撤廃！
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[46205]：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

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 ハラスメントとは、「嫌がらせ」や「いじめ」のこと。発言や行動が本人の意図には関係なく、誰かを

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う。

〇 職場で起こりやすい「 セクシュアルハラスメント」「パワーハラスメント」や、職場や地域、家庭、

友人同士などの間で常識を超えた嫌がらせ「モラルハラスメント」、行き過ぎた顧客からの攻撃である

「カスタマーハラスメント」、妊娠・出産・育児休業などを理由とする不利益な取扱い「マタニティハラ

スメント」などがある。

〇 市民意識調査では、「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は、高齢層が若年層や中年層より少ない。

2．取り組みの方向性

(1)ハラスメント防止の啓発推進

(2)相談・支援体制の整備・充実

3．現在の取り組み

(1)ハラスメント防止の啓発推進 

・小中学校での「●●●●●●●●教育」

・市内事業所と連携した研修・講座の実施

(2)相談・支援体制の整備・充実 

・人権なんでも相談

・●●●●●●●●●

4．関連計画等

・第3次枚方市男女共同参画計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   

読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

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

ホームへ

ホーム

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

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46205

しない！受けない！ハラスメント

人権

平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会

令和3年度（2021年度）
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2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度以前

枚方事業所人権推進連絡

会

枚方人権まちづくり協会

くらし・手

続き

子育て・

教育

健康・福

祉

観光・文

化

産業・し

ごと

環境・まちづ

くり
市政情

報

http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=34820
tel:072-841-1259
javascript:void(0);
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/index.php
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/index.php
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcms.city.hirakata.osaka.jp%2Fkanri%2Fseisaku%2Fweb_confirm%2Fcontents_detail.php%3FfrmId%3D46205&t=%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%81%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%20%7C%20%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fcms.city.hirakata.osaka.jp%2Fkanri%2Fseisaku%2Fweb_confirm%2Fcontents_detail.php%3FfrmId%3D46205&source=tweetbutton&text=%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%81%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%20%7C%20%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&url=https%3A%2F%2Fcms.city.hirakata.osaka.jp%2Fkanri%2Fseisaku%2Fweb_confirm%2Fcontents_detail.php%3FfrmId%3D46205
http://line.me/R/msg/text/?%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%81%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%20%7C%20%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%0Ahttps%3A%2F%2Fcms.city.hirakata.osaka.jp%2Fkanri%2Fseisaku%2Fweb_confirm%2Fcontents_detail.php%3FfrmId%3D46205
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=1
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=3
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=2
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=14
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=5
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6&p_bn_cd=4
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6&p_bn_cd=17
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6&p_bn_cd=15
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6&p_bn_cd=13
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6&p_bn_cd=11
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6&p_bn_cd=7
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6&p_bn_cd=8
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6&p_bn_cd=9
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=6&p_bn_cd=10
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=12
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_view.php?so_cd1=26&so_cd2=1&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=16
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/category_list.php?frmCd=1-0-0-0-0-0-0-0-0-0
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/category_list.php?frmCd=2-0-0-0-0-0-0-0-0-0
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/category_list.php?frmCd=3-0-0-0-0-0-0-0-0-0
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/category_list.php?frmCd=5-0-0-0-0-0-0-0-0-0
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/category_list.php?frmCd=4-0-0-0-0-0-0-0-0-0
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/category_list.php?frmCd=11-0-0-0-0-0-0-0-0-0
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/category_list.php?frmCd=6-0-0-0-0-0-0-0-0-0


[46206]：インターネットによる人権侵害

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 特定の人や団体を誹謗中傷したり差別的な発言をしたりする有害な情報が、SNSなどインターネット上

に掲載・投稿される問題が多数起きている。

〇 インターネットに掲載された差別発言などについて、誰が書いたのかを特定することや掲載内容を削除

させるには、多くの時間、手間、費用が必要で、被害者の人権を守る法整備が十分ではない。

〇 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たない。

〇 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る。

〇 市民意識調査では、「インターネットにおける人権侵害」は、「子どもの人権問題」に次いで2番目に

特に深刻な人権問題と考えられている。

2．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

(2)インターネット上の差別情報の拡散防止

(3)相談・支援体制の整備、充実

3．現在の取り組み

(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 

・人権擁護委員による小中高校での「スマホ・携帯人権教室」

・「●●●●●●」の開催

(2)インターネット上の差別情報の拡散防止 

・「モニタリング調査」の実施

(3)相談・支援体制の整備、充実 

・●●●●●●●●●

4．関連計画等

・第2期枚方市子ども・子育て支援事業計画（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

・枚方市教育振興基本計画（別ウインドウで開く）（平成28年度～令和9年度）

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   

コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

インターネットによる人権侵害

ホームへ

ホーム

インターネットによる人権侵害

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46206

使い方を間違えると、無意識のうちに「加害者」に！

人権

平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会

令和3年度（2021年度）

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度以前

枚方事業所人権推進連絡

会

枚方人権まちづくり協会

くらし・手

続き

子育て・

教育

健康・福

祉

観光・文

化

産業・し

ごと

環境・まちづ

くり
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・第3次枚方市男女共同参画計画（別ウインドウで開く）（令和3年度～令和7年度）

Copyright (C) Hirakata City. All Rights Reserved.

人口と世帯数

枚方市役所
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

電話：072-841-1221（代表）  ファックス:072-841-3039（代表）

開庁時間：午前9時から午後5時30分まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（令和4年7月1日現在）

人口 396,810人 世帯 184,181世帯

組織一覧 市役所・施設案内 関連リンク

Hirakata City Guidebook for Foreigner

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ 個人情報の保護 著作権・リンク等 ウェブアクセシビリティ方針

枚方市コールセンター 072-841-1221 土日・祝日も受付します
12月29日から1月3日を除く

コールセンターはこちら

http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/contents_detail.php?frmId=34820
tel:072-841-1221
http://cms.city.hirakata.osaka.jp/kanri/seisaku/web_confirm/soshiki_list.php
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[46207]：ひきこもりの状態にある人の人権

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1．現状と課題

〇 ひきこもり問題の要因は、対人関係や進学の悩み、就労の困難さ、生活困窮などさまざまで、複数の要

因が絡み合っている場合も多く、年齢や状況によっても多岐に渡っているが、本人や家族が自分たちの責

任と考え、社会的に孤立する傾向にある。

〇80代の親が自宅にひきこもる50代の子どもの生活を支え、経済的にも精神的にも行き詰ってしまう

「8050問題」が社会的な課題となっている。

〇 市民意識調査では、ニートやひきこもりの状態の人に「怠けていないで働きなさい」と言うことが人権

上問題だと思う人の割合が64.3％と低く、ひきこもりの状態にある人に対する社会的な理解が不十分な状

況。

〇 ひきこもりの問題については、学校や行政による積極的な情報提供が求められる。

2．取り組みの方向性

(1)ひきこもりに関する理解促進

(2)相談・支援体制の充実

3．現在の取り組み

(1)ひきこもりに関する理解促進 

・「●●●●講座」の開催

・●●●●●●交流の実施

(2)相談・支援体制の充実 

・ひきこもり・ニート・不登校等に関する相談窓口

・枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議

4．関連計画等

・枚方市子ども・若者育成計画改訂版（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和4年度）

・枚方市地域福祉計画（第4期）（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   

コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

ひきこもりの状態にある人の人権

ホームへ

ホーム

ひきこもりの状態にある人の人権

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46207

孤立させない！ひきこもり支援

人権

平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会

令和3年度（2021年度）

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度以前

枚方事業所人権推進連絡

会

枚方人権まちづくり協会

くらし・手

続き

子育て・

教育

健康・福

祉

観光・文

化

産業・し

ごと

環境・まちづ

くり
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報
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[46208]：さまざまな人権問題

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

人権問題にはさまざまなものがあり、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には、

「人権問題を知ろう、理解しよう」とする姿勢が不可欠です。

1．東日本大震災等災害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未曽有の大災害で、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た。

〇 多くの人々が避難生活を余儀なくされた中、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

よる偏見や差別が今なお存在している。

〇 避難生活では、女性や介護の必要な人、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

難しい外国人などに対応した支援や配慮の必要性などが改めて認識された。

〇 災害時にこそ、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する意識が必要。

関連計画等

・枚方市地域防災計画（別ウインドウで開く）（平成29年度～令和4年度）

・枚方市地域福祉計画（第4期）（別ウインドウで開く）（令和2年度～令和6年度）

2．アイヌの人々の人権

〇 アイヌ民族は日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族で、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るが、江戸時代の松前藩による支配、明治時代の日本人への同

化施策により、伝統的生活習慣や文化が尊重されてきませんでした。

〇 令和元年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

どが定められている。

3．北朝鮮当局に拉致された被害者やその家族の人権

〇 北朝鮮による日本人拉致は重大な人権侵害であり、国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつ

つ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的とする「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」が平成18年（2006年）6月に施行されました。

お問い合わせ

枚方市役所 市長公室 人権政策

室 人権・非核平和担当

電話: 072-841-1259

ファックス: 072-841-1700

電話番号のかけ間違いにご注意く

ださい！

お問い合わせフォーム

市長公室人権政策室人権・非

核平和担当

スマートフォン表⽰確認   ソースを確認する   読み上げ順を確認する   添付ファイル⼀覧   

コントラストチェッカー   画像として保存する   閉じる

現在位置

あしあと

さまざまな人権問題

ホームへ

ホーム

さまざまな人権問題

[公開日：2022年8月15日] [更新日：2022年8月12日] ページ番号：46208

あらゆる差別を許さない！

人権

平和

男女共同参画

LGBT(性的マイノリテ

ィ）

枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会

男女共同参画推進審議会

令和3年度（2021年度）

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度以前

枚方事業所人権推進連絡

会

枚方人権まちづくり協会

くらし・手

続き

子育て・

教育

健康・福

祉

観光・文

化

産業・し

ごと

環境・まちづ

くり
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〇 拉致問題は、日本の喫緊の国民的課題であり、これをはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への

対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくこ

とが大切です。

4．人身取引（性的サービスや労働の強要等）に関する人権問題

〇 平成26年（2014年）12月、犯罪対策閣僚会議において、「人身取引対策行動計画2014」が策定さ

れ、日本における人身取引の実態の把握、人身取引の防止・撲滅及び被害者の保護を推進するとともに、

被害を把握した際の通報を呼び掛けるなどの取り組みが進められています。

〇 令和2年（2020年）の日本における人身取引の被害者の割合は、前年度より増加し、そのすべてが18

歳未満という状況です。

〇 何らかの事情で家に居ることができない児童を優しい言葉で引き込むなど、SNSを利用する若い世代等

をターゲットとして、違法風俗店での性的サービスや売春を強要されるケースや借金等を理由に暴力や脅

迫を受けながら、強制的に働かされるケース等が発生しており、誰もが被害者になり得る可能性がありま

す。

〇 人身取引の被害者は、深刻な精神的・肉体的苦痛を受け、その被害の回復は非常に困難を伴います。人

身取引は人権を軽視する重大な犯罪であると認識するとともに、こうした状況を把握した場合は、警察署

に通報するなど被害者の救済につなげる必要があります。
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人口と世帯数

枚方市役所
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

電話：072-841-1221（代表）  ファックス:072-841-3039（代表）

開庁時間：午前9時から午後5時30分まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（令和4年7月1日現在）

人口 396,810人 世帯 184,181世帯

組織一覧 市役所・施設案内 関連リンク

Hirakata City Guidebook for Foreigner

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ 個人情報の保護 著作権・リンク等 ウェブアクセシビリティ方針

枚方市コールセンター 072-841-1221 土日・祝日も受付します
12月29日から1月3日を除く

コールセンターはこちら
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