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佐賀市人権教育・啓発基本方針（改訂案）に寄せられたご意見と市の考え方及び対応 
〔パブリックコメント実施結果〕 

 

１ 意見募集期間   平成３０年１０月５日（金）～平成３０年１１月５日（月） 

２ 案の公表先     ほほえみ館人権・同和政策・男女参画課窓口、各支所総務・地域振興グループ、 

市立公民館、本庁 2 階情報公開コーナー、市のホームページ 

３ 提出意見数     ８人、２２件  

４ 提出方法       持参、電子メール、FAX 

５ 意見・要望と市の考え方について 

 

番号 
改訂版（案） 

該当箇所 
意見・要望の概要 市としての考え方 

１ 

 

 

Ⅰ－２ 

基本理念 

P２「性別や年齢、障がいの有無

などによって差別されず、」とな

っているが、部落差別、外国人な

ど大きな差別が存在するなか、そ

れ以外を”など”でくくれるか 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

P２ すべての人は平等で、国籍・民族、出身地、

性別、年齢、障がいの有無、性的指向・性自

認などによって差別されず、一人ひとりのさま

ざまな個性や生き方の可能性を大切にし、個性

や能力を十分発揮できる機会が保障されてい

る社会の実現をめざします。 

 

２ 

 

 

Ⅱ－１ 

人権施策の推

進方向 

１ P11「核家族化」というより、

今は「単身世帯化」が問題となっ

ているのはないか。 

２ P11「知識の獲得」と記載され、

P20「知識の習得」と記載されてい

るので、統一した方がよいのでは。 

１「単身世帯化」について 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

P11 近年、情報化、国際化、少子高齢化による

変化が社会に見られます。 

 

２「知識の習得」について 

ご意見を踏まえ、「知識の習得」に統一します。 

 

３ 

 

 

Ⅱ－１ 

（２）学校 

国では、平成元（1989）年 11 月

に国連総会で採択され、平成 6

（1994）年 4 月に批准された「児

童の権利に関する条約」に基づき、

子どもの基本的人権の尊重や最善

の利益の尊重等に向けて取り組ん

でいる。 

 このことについて、分野別の「3

子どもの人権問題」には触れられ

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

 P12 （２） 学校 

学校教育においては、これまでも本市の

「同和教育の基本方針」に基づいて、人権

尊重の精神に徹し、真に差別をなくしてい

く意志と、実践力を持った人間の育成に努

めてきました。 

また、国が平成６（１９９４）年に批准
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ているので、12P の「(2)学校」の

中でも記載してほしい。 

 

した「児童の権利に関する条約」に基づき、

子どもを権利の主体として認めた取り組

みを進めてきました。 

その結果、人権問題についての理解や人

権意識の高揚に一定の成果を見ることが

できました。 

 

４ 

 

 

Ⅱ－１ 

人権施策の推

進方向 

P12～14「全職員」、「教職員」、

「職員」という文言があるがどう

いう違いなのか。 

ご意見を踏まえ、「教職員」に統一します。 

 

（理由） 

学校に勤務する全ての人を「教職員」で表すため。 

 

５ 

 

 

Ⅱ人権施策の

方向 

１あらゆる場

における人権

教育・啓発の推

進 

（５）企業 

 

勤務時間を柔軟にし、働く人の

多様な生き方に配慮してほしい。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

 P16 しかしながら、採用選考時の身元調査による

出身地や国籍等による不公正な採用選考、採

用や業務内容における男女差別、賃金や昇進

等における男女格差、また、高齢者の継続雇

用の問題、就職に当たって特別な配慮が必要

な障がいのある人などの雇用問題、正規雇用

と非正規雇用の格差の問題、さらに職場にお

けるセクシュアル・ハラスメントやパワーハ

ラスメント、マタニティハラスメントなど、

企業における人権に関する認識は十分といえ

ない面があります。多様な働き方を可能とす

るワークライフ・バランスの普及・啓発、環

境整備を含め、なおいっそうの人権教育・啓

発の取組が必要となっています。 

 

６ 

 

 

Ⅱ－１ 

人権施策の推

進方向 

P16「①就職の機会均等の確保」

の中に、（被差別）部落を対象に

挿入する必要はないか。 

 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

P16 国籍・民族、出身地、性別、年齢、障がい

の有無、性的指向・性自認などによって差別さ

れず、すべての人々の人権が尊重された働きや

すい職場を実現するために、 

 

７ 

 

Ⅱ－２ 

特定職業に従

P17～19「特定職業に従事する

者」には、差別を感じる方々が参

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 P17 深いかかわりを持つ職業に従事する人たち 
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 事する者に対

する人権教

育・啓発の推進 

加し地域住民と交流する機会を作

るなど、差別のない社会をつくる

推進リーダーとして尽くしてほし

い。 

   がさまざまな人権問題に関して地域の人と

の交流を通じて人権感覚を育むことのでき

るような人権教育・啓発の推進に努めること

が大切です。 

 

８ 

 

 

Ⅱ－２ 

（４）医療・保

健関係者 

P18「また、講師の紹介、研修教材

の提供など、人権教育・啓発に関

する情報提供や広報などを強化

し、支援します。」とあるが、何

を支援するのか。 

 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

P18 また、講師の紹介、研修教材の提供などを通

して、医療･保健関係者への人権教育・啓発

の取り組みを強化します。 

 

９ 

 

 

Ⅱ－２ 

（６）マスメデ

ィア関係者 

P19マスメディア関係者には「取

り組むことが重要です」で終わっ

ている一方で、P19福祉関係者には

「図ります」と文章が終わってい

る。マスメディア関係者は市民に

対する影響力が強くもっと前向き

に対応する表現が必要ではない

か。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

P19 マスメディアに従事する者が、人権尊重の

視点に立った適切な取材活動や情報の提供を

行うよう、関係者に対する人権教育・啓発に

努めます。 

 

１０ 

 

 

Ⅲ－１ 

同和問題 

 

P25「同和問題をかたった差別的

な書き込み」といった表現はわか

りにくい。 

 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

P25 近年、インターネットの匿名性を悪用し、同

和地区に関する情報の流布、賤称語を用いた

個人や団体に対する誹謗中傷、差別的な書き

込みが行われるなど、差別の実態が変化して

います。こうした状況をふまえ、平成 28

（2016）年 12 月に「部落差別解消推進法」が

制定され、同和問題の解消が国民的課題であ

ることが改めて示されました。 

 

１１ 

 

 

Ⅲ－１ 

同和問題 

 

P27「（３）具体的施策の方向① 

学校における人権・同和教育の推

進」の中に、「基礎学力の定着」

と記載されているが、人権教育と

関わりがあるのか。成績のいい子

が人権感覚が優れているようにと

られないか。 

 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

P28 オ 児童・生徒の実態を正しくふまえなが

ら、すべての子どもの学力・進路保障の

充実を図り、その発達の可能性を十分に

伸ばすように努めます。 
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１２ 

 

 

Ⅲ－１ 

同和問題 

 

同和問題の現状について、市民

と共に考察してほしい。 

 講演会や研修会において、差別の現実を把握し伝

え、偏見や差別の解消を図っています。 

 

１３ 

 

 

Ⅲ－１ 

同和問題 

 

 

市職員は、部落差別の現実が確

認できた部落差別解消推進法が制

定されたことを認識してほしい。 

市職員の研修において、同和問題を含め、部落差

別解消推進法の周知を図っています。 

 

１４ 

 

 

 

Ⅲ－１ 

同和問題 

 

学校教育の中で、同和問題の学

習を通して子どもたちに相手を思

いやる豊かな心を育んでほしい。 

 現在、一人一人が大切にされる差別のない社会を 

めざし、地域社会・各学校と一体となって人権・同 

和教育を推進しております。今なお学校においても 

いじめや差別事象が起きていることを真摯に受け止 

め、これからも「仲間づくり」「男女共同」「部落史 

の学習」「言葉のもつ重みの指導」などを中心とした 

人権・同和教育の充実に向けて取り組んでいます。 

 

１５ 

 

 

Ⅲ分野別施策

の推進 

３ 子どもの

人権問題 

 

 

子どもへの虐待を防ぐために、

子育て全般のノウハウや相談機関

の周知に努めてほしい。 

児童虐待の防止、早期発見、早期対応のために、

相談機関については、母子手帳交付時に子育て支援

制度や子育てセミナー、相談窓口等の子育てに関す

るさまざまな情報を掲載した子育てガイドブック

「Hug
ハ グ

」を配布しています。その他あらゆる機会を通

じて周知を図っています。 

 

１６ 

 

Ⅲ－５ 

障がいのある

人の人権問題 

 

「手話言語条例の制定」など、

検証が見えるような具体的な施策

に取り組んでほしい。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

P54 「障害者の権利に関する条約」（障害者権利

条約）の批准、「障害者虐待防止法」の施行、

「障害者差別解消法」の成立、「障害のあるな

しにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県

をつくる条例」の制定をふまえて、これら法

律等の周知に努めるとともに、障がい者の人

権と自由の享有を確保する取組を進めます。

そのために、障がいと障がい者への理解を深

め、人権を尊重する意識の啓発に取り組みま

す。 

さらに、「佐賀県手話言語と聞こえの共生

社会づくり条例」の制定を受けて、県と連携

しながら、障がい者が円滑に意思疎通を図れ

るように施策を推進していきます。 
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１７ 

 

 

Ⅲ－６ 

外国人の人権

問題 

 

P54「多くの人が本名を名乗らず

に、通名（日本名）で生活してい

るのが現状です。」と記載されて

いるが、根拠があるのか。 

 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

P56 （１） 現状と課題 

国内ではさまざまな分野における国際

化の進展に伴い、法務省入国管理局の

「平成 29 年における外国人入国者数及

び日本人出国者数等の速報値」による

と、日本に入国する外国人は増加してお

り、平成 29 年には約 2,743 万人（再入

国者を含む。）で、過去最高となってい

ます。 

日本は歴史的にも地理的にもヨーロッ

パ、アメリカや他のアジアの国々と比較

して外国人との交流経験が少なく、言葉

の違いや価値観、歴史観などの違いによ

る差別意識や偏見が見られ、外国人が日

常生活にとまどったり、不利益な扱いを

受けたりするなどの問題が発生していま

す。 

近年、特定の民族や国籍の人々を排斥

する差別的言動、いわゆるヘイトスピー

チが蔓延している状況があり、こうした

事態の解消のために、平成 28（2016）年

には、「ヘイトスピーチ対策法」が施行さ

れました。 

本市においては、平成 29（2017）年９

月末現在、外国人登録者数は約 1,600 人

となっています。 

国籍別に見ると、中華人民共和国が

25％、次に韓国・朝鮮が 17％、ベトナム

15%、フィリピン 12%となっており、その

他の国々を含めて、アジア各国の合計が

全体の９割を占めています。また、在留

資格別に見ると、永住者が 23%、留学生

が 22％、並びに技能実習が 18%を占め、

技能実習の割合は徐々に増えています。

次に多いのが、平和条約に基づき日本国

籍を離脱した人とその子孫である「特別

永住者」で 10％を占めています。 
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市内では、現状においてヘイトスピー

チが問題になるケースは起きていないも

のの、県内では平成 26（2014）年に複数

の少年が外国人留学生に対し生卵などを

投げつけるといった事件が発生しまし

た。 

 

１８ 

 

 

Ⅲ－８ 

犯罪被害者等

の人権問題 

犯罪被害者の人権を考える講演

会や被害者への窓口対応について

の研修会を開催するなど、具体的

な施策に取り組んでほしい。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

Ｐ64 

（３） 具体的な施策の方向 

  ① 総合相談窓口の設置 

    犯罪被害者等が直面している問題につ

いて相談に応じ、必要な情報の提供等を総

合的に行うための窓口を生活安全課に設

置しています。犯罪被害者等への支援につ

いては、佐賀県、警察、被害者支援ネット

ワーク佐賀 VOISS 等の各関係機関及び庁

内連絡会議の関係部署と連携を図りなが

ら適切に行っていきます。 

 

  ② 見舞金の支給 

    犯罪行為により死亡し、又は障害を受け

たことによる経済的負担の軽減を図るた

め、犯罪被害者等のうち規則で定めるもの

に対し、一時的な生活資金として見舞金を

支給します。 

 

③ 広報啓発活動 

市民の人権意識の高揚と犯罪被害者等に対

する現状や支援の重要性についての理解を深

めるため、リーフレット等を活用し広報啓発

に努めます。 

 

④ 研修会の開催 

警察や民間支援団体等と連携を密にし、犯

罪被害者等への支援体制を整えるとともに、

実際に犯罪被害者等と窓口で接する機会のあ

る担当職員等を対象とした研修会等を通じて

資質向上を図り、支援の充実強化を図ります。 
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１９ 

 

 

Ⅲ－８ 

犯罪被害者等

の人権問題 

被害者の話を聴いてもらうこと

や二次被害の防止についても、団

体間連携などでの効率的に支援し

てほしい。 

現在、本市では各種研修会で犯罪被害者等支援リ

ーフレットを配布し、市民への広報啓発に努めてい

ます。また犯罪被害者等が適切で充実した支援を受

けることができるように、県が行う研修や市独自の

職員研修を通して資質の向上に努め、対応時の二次

的被害の防止に努めています。 

 

２０ Ⅲ分野別施策

の推進の順番

について 

重要性、喫緊性（インターネッ

ト関連）、地域性（佐賀市にとっ

て）を考慮して取り組んでほしい。

順番はこれでいいのか。 

 

全ての人権課題を重要と考え、これまでの取り組

みを継続し施策を推進していきます。 

２１ 

 

 

Ⅳ－推進体制 

２ 国、県、市

町、関係団体等

との連携 

P72「 2国、県、市町、関

係団体等との連携」の中に、

「国や県等からの十分な指

導・支援を受けて」とあり

ますが、「国、県、市町がそ

れぞれの役割分担のもと

で、連携を図りながら」で

はないか。  

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

 P74 「 2 国、県、市町、関係団体等との

連携」  

人権教育・啓発を推進するにあたっては、

国 、 県 、市 町 が それ ぞ れ の役 割 分担

の も と で 、 連 携 を 図 り な が ら 取り組

み、関係機関・団体と緊密に連携を取ること

が必要です。 

 

２２ 

 

 

Ⅳ－推進体制 

４ 評価と見

直し 

P73 人権施策の評価と

見直しについて、「点検」、

「評価」、「反映」を具体的

な方法を示してほしい。  

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

 P75 【施策の点検・評価】 

人権施策を総合的、効果的に推進するため

には、取り組みの実施状況だけでなく、どの

ような成果があったかという視点で、各分野

における実施計画や意識調査を用いて概ね

５年おきに点検・評価し、これを今後の施策

の適正な実施に反映させるよう努めます。 

 


