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佐賀市人権教育・啓発基本方針（改訂案） 
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１ 「佐賀市人権教育・啓発基本方針」の見直しについて 

この基本方針は、共生社会の実現に向け、本市が市民とともに人権教育・啓発を積極的に取り組むために、現状と課題 

及び具体的施策を明らかにして、その推進を図るための指針を示したものです。 

策定から１０年余りが経過した現在、各種施策や関係者の努力により大きく改善した分野がある反面、インターネットの 

急速な普及などの社会情勢の変化に伴って、さまざまな人権問題は複雑化、多様化しています。また、ヘイトスピーチ（特定 

の人種や民族等への憎悪を煽る言動）や性的指向・性自認等に関わる人権問題、子どもの貧困など新たな課題も顕在化してき 

ています。さらには、平成 28 年に人権に関係する法律が施行されました。こうした状況の変化に対応し、さまざまな人権問 

題の早急な解決をめざすため、基本方針の見直しを行うこととしました。 

 

２ 基本理念―共生社会の実現 

性別、国籍、世代などさまざまな違いを越えて、すべての人の人権が尊重され、 

共に支え合い、共に生きることができる「共生社会」の実現をめざします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３つの社会づくりの推進 ･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
①  一人ひとりが個人として尊重される差別のない社会 

②  一人ひとりが個性や能力を十分に発揮する機会が保障される社会 

③  一人ひとりが個性を尊重され、誰もが自分らしく生きられる社会 

          

 

 

 

 

《目  標》 人権文化の確立 

（人権という普遍的文化の構築） 

《基本姿勢》 

生涯を通した人権教育・啓発 

Ⅰ 基本的な考え方
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１ あらゆる場における人権教育・啓発の推進 
――――――――――――――――――――――――― 
 

（１）教育・保育施設 
①教育課程・教育計画の編成 
②健康・基本的生活習慣・社会性の育成 
③地域や家庭・小学校との連携 
④教育・保育施設職員の資質の向上 

（２）学校 
①全教育活動を通じた人権教育の推進 
②同和教育の成果をふまえた人権教育の展開 
③学習内容の再検討と学習指導方法の工夫・改善 
④職員研修の充実   
⑤人権教育の推進体制の整備 

（３）家庭  
家庭教育に関する学習機会や学習情報の提供を充実 

し、保護者などへの相談や支援体制の整備を図る。子ど 
もや高齢者に対する虐待防止のための教育・啓発の推進。 

（４）地域 
①学習機会の提供 
②学習環境の整備  
③学校・家庭との連携 
④地域推進組織の育成 

（５）企業 
①就職の機会均等の確保、 
②企業内での人権教育の推進 

２ 特定職業に従事する者に対する 
人権教育・啓発の推進 

―――――――――――――――――――――― 
人権擁護に深い関わりを持つ職業に従事する人たち 

 
 市職員等、教職員等、社会教育関係者、医療・ 
保健関係者、福祉関係者、マスメディア関係者 

３ 人権教育・啓発の効果的推進 
――――――――――――――――――――- 

（1）人材の育成と資質の向上 
（2）教材・学習プログラムの活用 
（3）学習内容の充実 
（4）総合的なネットワークづくり 

４ 相談・支援・救済の推進 
――――――――――――――――――――― 

〇相談窓口や制度の情報提供 

〇国・県・他市町の機関・弁護士会・市民団体 
等との相互の連携・協力 
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１ 同和問題  

 インターネット等の普及により差別が複雑・多様化するな

か、平成 28 年 12 月 16 日に施行された「部落差別解消推

進法」の趣旨に基づき、現存する部落差別を解消し、あらゆ

る差別を許さないという市民の人権意識の高揚を図ります。 

 

（1）学校における人権・同和教育の推進 

①教職員のリーダー育成と資質の向上 

②各学校における人権・同和教育の質的向上を図る 

③PTA・学校・家庭・地域と連携した教育啓発の推進 

④児童・生徒の基礎学力の定着、進路指導の充実 

（2）社会における人権・同和教育、啓発の推進 

①差別の現実を把握し、伝え、偏見や差別の解消を図る 

②学習機会の充実と市民ﾆｰｽﾞに応じた研修内容の工夫 

③学習意欲を高めるための学習プログラムの活用 

④関係団体と連携した活動の推進 

（３）啓発活動の推進 

  講演会や街頭キャンペーンの開催 

（４）相談体制の充実 

  各種相談機関の周知促進 

（５）隣保館事業等の推進 

（６）えせ同和行為の排除 

  市民や企業への啓発を図る 

２ 女性の人権問題  

 「佐賀市男女共同参画を推進する条例」の基本理念をふ

まえ、男女の人権を尊重し、性別に関わりなくその個性と

能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現をめざ

します。 

 

（１）人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

①市民の意識改革のための啓発の充実 

②家庭・学校・地域における男女平等教育の推進 

（２）男女がお互いを認め合う社会づくり 

①性に対する理解の促進を図る 

②ハラスメントや男女間の暴力の根絶に努める 

（３）あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり 

①女性の審議会等への参画の促進 

②家庭・防災分野への男女共同参画の促進 

（４）男女が共に働きやすい環境づくり 

①事業所における男女共同参画の推進 

②女性の就労環境の整備や改善対する情報提供など 

の支援に努める 

（５）ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ（DV）のない社会づくり 

①市民への啓発と学校における教育の推進 

②相談窓口の周知、相談体制の充実、関係機関と連携 

し被害者の安全確保と自立に向けた支援 
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３ 子どもの人権問題 

  

子どもが一人の人間として、社会の一員として人権が尊重

され、個性豊かに、すこやかに育っていける社会を実現する

ために、行政や地域社会等がそれぞれの立場から支援しま

す。また、子どものさまざまな権利の尊重に努め、すべての

大人が子どもの育成に関心を持ち、主体的にかかわる社会

「子どもへのまなざし 100％のまち」の実現をめざします。 

 

（１）地域における子育て・親育ちへの支援 

家庭教育力の向上を図る。子どもへのまなざし運動 

や児童健全育成活動を推進 

（２）子どもの生きる力を育む環境の充実 

幼児教育や学校教育の質の向上を図り、相談体制を 

強化。地域や関係機関との連携した取り組みの推進 

（３）支援を要する子どもや家庭を支える取り組みの推進 

虐待の防止、早期発見・早期対応のための関係機関 

との連携、相談機関の周知を図る 

（４）親子の健康の確保と推進 

（５）仕事と家庭との両立の推進 

労働者・事業主・地域の理解を得るための取り組み 

（６）子どもの安全確保と子育てに適した生活環境の整備 

バリアフリー化の推進、交通安全への確保 

 

 

４ 高齢者の人権問題 

  

高齢者がその人らしくいきいきと生活できる社会の実

現をめざして、保健・医療・福祉が連携し、高齢者対策に

関する施策の充実を図っていきます。また、高齢者が社会

参加できるような地域で支えあう体制づくりを推進しま

す。 

■平成 28 年度末総人口に占める高齢者の割合は 26.7％ 

 

（１）高齢者に対する人権侵害の発生防止 

人権尊重意識を高めるための教育・啓発の推進 

（２）高齢者の健康教育・健康相談の充実 

生涯を通じた健康づくりの推進 

（３）高齢者の心身機能の維持向上や家庭介護の負担軽減 

在宅福祉の充実や福祉施設の整備 

（４）生きがい対策を推進 

   高齢者の社会参加への環境整備 

（５）  

（６）高齢者の雇用の機会の確保 

（７）高齢者の相談支援体制の構築 

   地域包括支援ｾﾝﾀｰを活用した相談支援体制の推進 

（８）高齢者の権利侵害の防止 

   高齢者虐待、消費生活防止のための取り組みの推進 

（９）成年後見制度の利用促進 
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５ 障がいのある人の人権問題 
 

 平成 28 年 4 月に施行された「障害者差別解消法」の趣旨に

基づき、障がいのある人が一人の市民として尊重され、障がい

のない人と共に生活し、活動する社会づくりをめざします。 

 

（1）障がい者の現状を把握するしくみづくり 

   ライフステージに応じた対応 

（２）きめ細かい障がい福祉サービスの提供 

   福祉サービスのわかりやすい情報提供 

（３）障がい児の未来に向けたしくみづくり 

教育保育施設と小中連携による障がい児、保護者への 

相談支援体制の充実 

（４）生きがいを持って働ける場づくり 

   障がい者雇用の促進 

（５）多様な活動の振興・場づくり 

      障がい者の文化・スポーツ活動の振興や交流の場所の 

整備を図る 

（６）活動しやすい安全・安心なまちづくり 

   高齢者の住宅の確保と段差解消など住宅整備の推進 

（７）わかりあえるまちづくり 

（８）いつでも、つながる支え合う体制づくり 

   避難支援など支え合うことのできる体制の構築 

６ 外国人の人権問題 
 

 国籍や民族を問わず、個人の尊厳と基本的人権を尊重

し合い、敬愛し、協力し合う心を育て、ともに生きる社

会を創造するための人権教育・啓発を推進します。また、

平成28年6月に施行されたヘイトスピーチ対策法の趣

旨をふまえ、外国人に対する偏見や差別の解消に努めま

す。 

◇平成 29 年 9 月末外国人登録者は１６００人 

（国籍別では中国、韓国・朝鮮、ベトナム、フィリピ

ンの順、在留資格別では、永住者、留学生、技能実

習の順） 

 

（１）人権教育・啓発活動の推進 

（２）相談窓口機能の充実、支援体制の整備 

（３）「多文化共生社会」の推進 

民間の支援団体と連携し、交流等を通した 

多文化共生社会の推進 

（４）外国にルーツを持つ子どもたちに対しての日本語

教育の充実、多文化醸成教育の充実 
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「あるがままに自分らしく生きる」権利を尊重されるよう

な多様性のある社会づくりに向けて、性的指向・性自認等に

ついて正しい知識と理解を深める研修会を開催し、啓発活動

に努めます。 

（１）偏見や差別解消のために市民や行政職員に対する教

育・啓発の推進 

（２）性の多様性に関する情報や相談窓口の紹介 

（３）不必要な性別記載欄の削除 

 

10 インターネットによる人権侵害 

 

高度情報化の急速な進展に伴い、匿名性、容易性、拡散性

などの特性から、インターネットによる人権侵害は複雑・多

様化しています。利用者一人ひとりがより安全で安心した情

報通信技術サービスを享受できる環境づくりのために、啓発

活動の推進や情報モラル教育などに積極的に取り組みます。 

（１）教育・啓発活動の推進 

研修会の開催や啓発資料の配布による教育・啓発 

（２）相談・支援体制の充実 

相談窓口の周知と関係機関との連携による対応 

７ 患者等の人権問題 

 

 患者等の人権が尊重され、個人の尊厳をもって、地域社会

において安心して暮らすことができるような社会を実現す

るための環境整備を進めます。県や関係機関（医療機関）と

の連携をとり、差別や偏見を解消するために正しい知識の普

及・啓発活動に努めます。 

（１）ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）感染者等 

（２）ハンセン病元患者等 

（３）難病患者等 

（４）がん患者 

８ 犯罪被害者等の人権問題 

 

犯罪被害者の人権を尊重し、社会全体で支え合うことがで

きる社会づくりを推進します。また、平成 29 年 10 月から

施行した佐賀市犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者

等の支援に努めます。 

（１）広報啓発活動 

現状や支援の重要性について理解を深めるための 

広報啓発活動の推進 

（２）研修会の開催 

警察や民間支援団体等との連携による体制の整備 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 庁内での推進体制（人権教育・啓発を市政のあらゆる分野で推進） 

２ 国・県・市町、関係団体との連携 

３ 市民・企業・市民活動団体等との連携 

４ 評価と見直し（必要に応じた方針の見直しを行う） 

11 人権に関するさまざまな課題 

（4）人身取引に関する人権問題 

性的搾取や強制労働などを目的とし

て、暴力や権力の乱用等により行われる

重大な人権侵害です。被害がないような

普及啓発に努めます。 

（5）災害に起因する人権問題 

人権擁護の視点に立った避難所運

営を図り、被災者や被災地に対する

人権侵害を防ぐため、人権問題や共

助についての理解を深めます。 

 「本人通知制度」の実施による個

人の権利侵害防止を図り、個人情報

の適正管理について啓発を行いま

す。 

周囲の人々の理解と協力を得ながら

円滑な社会復帰を実現し、また、「再犯

の防止等の推進に関する法律」に基づき

再犯防止への取り組みに努めます。 

偏見や差別意識を解消し、佐賀市

生活自立支援センターと連携・協力

しながら、社会的自立支援等に関す

る施策を推進します。 

（3）北朝鮮当局による拉致問題 

 講演会の開催や啓発チラシの配布

を通して市民の理解を深めるととも

に、北朝鮮に対し国民一体となった

姿勢を示す取り組みを進めます。 


