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第1章  基本方針改訂にあたつて

1基本方針改訂の趣旨

笠岡市は平成8年に「笠岡市人権尊重の都市宣言」を行い,平成 14年 3月 に「笠岡

市人権尊重の都市づくり条例」を制定し,平成 16年 3月 に「笠岡市人権施策基本方

針」を策定し,人権問題の解決に向けて様々な取組を実施してきました。

また,笠岡市の基本計画である「総合計画」においても,人権尊重のまちづくりを重

要施策として位置づけ,差別のない人権が尊重されるまちづくりを進めてきたところで

す。

しかしながら,平成 22年 7月 に実施した笠岡市市民意識調査における「人権に関す

るアンケート」の結果をみると,私たちの周りでは,まだまだ数多くの人権問題が存在

しています。

また,国内においても人権侵害は増加しており,社会情勢の変化に合わせて複雑

1ヒ
a多様化してきています。特に配偶者等からの暴力,子どもや高齢者に対する虐

待,いじめ,体罰等が喫緊の課題となつており,インターネット上での人権侵害も引き

続き起こつているなど,更なる対応が求められています。また,犯罪被害者等の新た

な人権問題も存在します。

このため,笠岡市人権施策推進委員会からの意見も踏まえ,これまでの成果や課

題,法令口制度の制定等の状況の変化にも対応した「笠岡市人権施策基本方針」に改

訂し,今後の施策の推進を図るものです。

2人権をめぐる国内外の状況

20世紀に入つて起こった2度の世界大戦は,世界中を巻き込み,膨大な損失と犠

牲をもたらしました。その反省から「すべての人間は,生まれながらにして自由であり,

かつ,尊厳と権利について平等である」とした「世界人権宣言」が昭和 23(1948)年 の

国連総会で採択されました。そしてこの宣言を実現するため,国連を中心に様々な取



組が行われてきました。しかし,世界各地での紛争や内戦は絶えることがなく,自 然災

害などによる飢餓や難民の問題でかえつて人権問題がクローズアップされ,世界的に

人権問題への関心が高まりました。そこで平成6(1994)年 ,国連では人権教育□啓発

の取組の重要性から「人権教育のための国連 10年」を決議し,各国に取組を求め,ま

た,その終了後も,「人権教育のための世界計画」に基づき取組を続けています。

我が国においては,日 本国憲法に国民主権,平和主義とともに基本的人権の尊重

は3大原則として謳われており,保障されています。それにもかかわらず,基本的人

権に関わる様々な問題が発生しています。そのため,同和対策に関する一連の特別

措置法,障害者基本法,高齢社会対策基本法,男女共同参画社会基本法等の各種

法律が制定され,取組が進められてきたところです。

さらに社会情勢の変化に伴い,新たな人権問題に対応して,児童虐待防止法,DV

防止法,犯罪被害者等基本法,高齢者虐待防止法,青少年インターネット環境整備

法等の諸法令が整備され,取組が進められています。

岡山県においては,国 ,地方公共団体や国民の責務を明らかにした,人権教育・啓

発推進法の施行を受け,「岡山県人権施策推進指針」が平成 13年に策定され,平成

18年には「第2次」指針が策定され,平成23年には「第3次」指針が策定されるなど取

組が進められています。

笠岡市では,国,県のこのような状況を踏まえ,平成8年に「人権尊重の都市宣言」

を行い,平成 14年には「笠岡市人権尊重の都市づくり条例」を施行しました。また,条

例を具体的に市行政に反映し,人権全般を視野に入れた総合的な施策を推進するた

めに「人権施策基本方針」を平成 16年に策定しました。その基本方針を基に,庁内各

課に人権田男女共同担当職員,副市長をトップとする庁内横断的な人権施策推進チー

ム,また,外部有識者等で構成する人権施策推進委員会という体制で,行政施策の

検証と推進を図つてきました。

しかし,基本方針策定後も社会情勢の変化に伴い,新たな人権課題が生じてきま

した。そのような状況に対応し,全ての市民の人権が大切にされ,一人一人が生きる

喜びを実感できる人権尊重の社会を実現するために「笠岡市人権施策基本方針」を

改訂します。
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第2章 基本方針の基本的考え方

1基本方針の位置づけ

「笠岡市人権尊重の都市づくり条例」では第4条において,人権施策を総合的かつ計

画的に推進するため,人権施策基本方針を定めることとし,その基本方針に掲げるベ

き内容を,

(珂 )人権尊重の基本理念

(2)人権に関する意識の高揚に関すること。

(3)女性,子ども,高齢者,障害者,同和問題,在住外国人,患者等の人権に関す

る問題についての施策に関すること。

(4)前各号に掲げるもののほか,人権施策を推進するために必要な事項

としています。

この基本方針は,「笠岡市人権尊重の都市づくり条例」を基本に,各種施策を人権

の視点から体系づけることにより,施策の推進にあたつての現状日課題及び方向性を

明らかにし,総合的な展開を図るために作成したものです。人権を取り巻く環境の変

化により改訂をしますが,今後も笠岡市人権施策推進委員会の意見等を踏まえなが

ら随時見直しを図り,充実した内容としていきます。

2人権尊重の基本理念

人権とは,金ての人が人間らしく生きるために生まれながらにしてもっている権利で

す。

全ての人の夢や希望をかなえるための基本となる権利で,個人が個人として尊重され

るだけでなく,他の人と自分の違いを認め合い,互いに尊重し,助け合つて生きるため

の権利で,あらゆる場面で尊重されるべきものです。

この方針の基本理念は,市民一人一人が,自分の人権だけでなく,他の人の人権
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についても正しく理解し,互いの人権を尊重し合うこと,すなわち,人権共存の考え方

にあります。

全ての個人が自立した存在として,権利の行使に伴う責任を自覚し,他の人の人権と

共存を図つていくことが重要です。そのようにすることで全ての市民の人権が大切にさ

れ,一人一人が生き生きと生活できる社会が実現できると考えます。

笠岡市は,誰からも差別や偏見,暴力を受けることなく安心して安全に生活でき,性

別,年齢,国籍や障がいの有無にかかわらず,個性や能力が発揮できる心豊かな人

権尊重の社会の実現を市民との協働により目指します。
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第3章 人権施策の推進

1人権施策の進め方

人権尊重の社会を実現するためには,全ての人々が,自他の人権を尊重し合い,支

え合いながら,共に生きていこうとする意識をもつことが重要です。

さらに意識面だけでなく,全ての人々が日々の生活や社会参加の場面において不便

さを感じない社会環境を整える必要があり,様々な角度から市民の立場に立った総合

的な施策の展開が求められます。

こうしたことを踏まえ,笠岡市では次の5項目を重点項目として「市民と協働」を基本

とし,市民や各種団体並びに関係機関と連携。協力しながら,より効果的な施策を推

進していきます。

○人権に関する意識の高揚

○互いの多様性を認め合える社会的風土づくり

Oノーマライゼーシヨンの普及。推進

○公平な機会の保障

O相談B支援B救済等

2人権尊重の視点に立った行政の遂行

市行政の業務は,市民の人権と密接に関連しているものであり,市民の人権を確

立することを目的とする人権行政であると言えます。

人権行政を確立するに当たつては,このような市行政の本質を職員が深く理解するこ

とが重要であるため,市職員に対して人権意識と人権感党の研鑽に資する研修等を

実施し,人権意識の確立と高揚を図つていきます。

また,市民の立場に立つことや公平な取扱いを行うことに努めながら業務の遂行に

当たるとともに,人権の観点から業務の点検や見直しを行います。
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さらに,市民の人権を尊重する上では,業務上知り得た個人情報を適正に取り扱う

ことが重要であるため,「個人情報保護法」「笠岡市個人情報保護条例」等を順守する

ことを常に念頭に置きながら業務を遂行していきます。
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第4章 人権施策の推進方向

1人権に関する意識の高揚

人権尊重の社会を実現するには,一人一人が,自 らの課題として人権を正しく理解

し,人権意識を高め,日 常生活の中に生かせる人権感覚を身につけることが必要で

す。

また,互いの人権を尊重するためには,まず,誰もが自分を大切にする心を養い,こ

の「自分を大切にする心」を「他者を大切にする心」につなげていくことが大切です。

そのために,学校教育や社会教育の様々な機会をとらえて,人権に関する意識を高

揚させるための啓発田教育活動を積極的に進めていきます。その際に,効果的な内容

や手法を工夫することにより,単に人権問題を知識として学ぶだけでなく,日 常生活に

おいて態度や行動に現れるような人権感覚を育成します。

2互いの多様性を認め合える社会的風土づくり

人権尊重の社会を実現するためには,人間の多様性を広く認め合い,少数者の存

在や互いの違いを当然のこととして受け止める社会的風土の醸成が大切です。

それには,互いの人権の尊重の輪を,個人から家庭,地域社会,職場や学校へ広げ

ていくことが重要です。

その中で,偏見や差別や暴力を否定し,互いの生命や尊厳が大切にされ,個性を認

め合い,他者の気持ちを思いやるなどの豊かな人間性を育む啓発や教育が必要とな

つてきます。そのような啓発や教育を家庭,地域社会,職場や学校等の様々な機関と

連携して手法を工夫しながら進めていきます。
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3ノーマライゼーションの普及B推進

障がいの有無や年齢にかかわらず,誰もが一人の人間として地域社会で“あたりま

え"に生活や活動ができる社会こそノーマルであるという考え方をノーマライゼーション

と言いますが,近年,バリアフリー(※ 1)やユニバーサルデザイン(※ 2)などの,誰にと

つても優しい社会的環境を整備すべき,という考え方が社会に広まりつつあります。そ

ういつた考え方を推進し,障がいの有無や年齢,性別,国籍等に関係なく,誰にとって

も暮らしやすい社会的環境を整備し,全ての市民が共に支え合つて,共に生きる共生

社会の実現を図ります。

(※ 1)バリアフリー:障がいのある人が社会生活をしていく上で,障壁 (バリア)となるものを除去すると

いう意味です。もともと住宅建築用語で段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いのですが,

より広く障がいのある人の社会参加を困難にしている社会的,制度的,心理的全ての障壁の除

去という意味でも用いられます。

(※ 2)ユニパーサルデザイン:バリアフリーの考え方をさらに進め,性別や年齢,障がいの有無にかか

わらず,全ての人に利用しやすい建物や製品,サービス・情報などを提供していく考え方です。

4公平な機会の保障

性別や年齢,障がいの有無や国籍に関係なく,公平な機会が保障され,誰もが個性

と能力によつて自己実現ができる社会の実現を図ります。権利擁護制度等の啓発に努

め,差別的な取扱いや不合理な格差が認められる場合には解消に向けて取組を進め

ます。

5相談□支援□救済等

差別,配偶者等からの暴力(DV)(※ 3),虐待,いじめなど人権に関しての相談や支
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援については,国,県,市等が相談窓口を設置し,人権擁護委員や相談員が対応に当

たり,助言や支援を行つていますが,暴力や虐待に対応して緊急を要する案件や複雑日

多様化する人権問題に迅速かつ総合的に対応できるよう相談日支援体制の充実を図

り,関係機関等とのネットワークを強化していきます。また,各種相談機関の活動内容

の周知を図り,関係職員の研修を実施し,資質向上を図ります。さらに各種ボランティア

の養成を図り,ボランティアとの連携を強化していきます。

また,暴力や虐待の連鎖を断ち切るため,暴力や虐待の予防に取り組みます。

人権侵害の被害者の救済については,国の法整備の動向を踏まえながら対応しま

す。

(※ 3)配偶者等からの暴力(DV):ドメスティックパイオレンス。直訳すると「家庭内暴力」ですが,一般的

には配偶者や恋人など親しい関係にある男女間における暴力で身体的,精神的,経済的,性的暴

力をいいます。
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第5章 分野別施策に関すること

1女性

(1)現状と課題

「男女共同参画社会基本法」では,男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い,性別に関わりなく,その個性と能力を十分に発揮する男女共同参画社会の実

現のための施策の推進を図ることとしています。

少子日高齢化社会の進展,家族形態や就労形態の多様化という社会状況において,

ライフスタイルや価値観の多様化から,仕事と生活の調和 (ワークロライフロバランス)

(※4)を図り暮らしていきたいという考え方が高まつています。一人一人が様々な分

野で個性や能力を発揮し,職業,家庭生活,地域活動などに励むためには,男女が共

に責任を担い,仕事,子育て,介護などを社会全体で支える環境づくりや,企業や組

織が個人の多様な働き方を支援する職場環境の整備が求められています。

一方,笠岡市市民意識調査における「男女共同参画に関する意識調査」(平成 24年

7月 )によると,家庭や職場:しきたり,慣習等において,女性の不公平感が高いことが

分かりました。男女の固定的な役割分担意識は徐々に変わりつつありますが,このよう

な社会的D文化的に作られた性差が,家庭や職場での女性への差別の原因と考えられ

ることから,男女共同参画の視点に立った意識づくりが不可欠となつています。

笠岡市では平成 11年に笠岡市の男女共同参画基本計画である「かさおかウィズプラ

ン」を策定しました。その後,平成 14年に「第2次かさおかウィズプラン」を策定,平成 15

年7月「笠岡市男女共同参画推進条例」を制定し,男女共同参画社会を実現するため,

性別による差別の禁止,市・市民日事業者a地域団体の責務と協働などを規定しました。

さらにその後の社会情勢の変化や新たに表面化した課題,多様化する生活スタイルに

伴う意識の変化に対応するために平成 22年「第3次かさおかウィズプラン」を新たに策

定し,施策の推進を図つてきました。

また,女性に対する人権侵害として,配偶者等からの暴力(DV)等が大きな社会問題

として取り上げられるようになつていますが,笠岡市では平成 25年 3月「笠岡市DV防止
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基本計画」を策定し,男女共同参画社会の実現を阻害する暴力の防止のために意識啓

発や被害者支援のための相談機能の充実,警察や他の公的機関などとの連携を図つて

います。

(※ 4)仕事と生活の調和 (ワークロライフロバランス):一人一人がやりがいや充実感を感じながら働

き,仕事上の責任を果たすとともに,家庭や地域生活においても,子育て期,中高年期といつた

人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることを言います。

(2)基本方針

全ての人が性別に関わりなくその個性と能力を発揮し,男女の人権を尊重しつつ
,

喜びも責任も分かち合う男女共同参画社会の実現に取り組んでいきます。

そのため,男女の人権の尊重と男女共同参回への理解,男女の社会活動や意思決

定過程への積極的な参加と多様な意見の採択,多様な生き方を認め合い,男女が共

に支え合い暮らせる環境整備を重点目標に,総合的な施策に取り組んでいきます。

(3)施策の方向

ア 男女の人権の尊重と男女共同参画社会への理解

性別による固定的な役割分担意識を見直し,男女が対等な社会の構成員として

様々な分野でその個性や能力を十分に発揮できるよう広報日啓発を行います。また,

男女平等教育の推進に努めます。

配偶者等からの暴力(DV)やセクシャル・ハラスメント,性暴力,ストーカーなどは,

犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり,男女共同参画社会の大きな阻害要因

です。

このことについて,防止や支援に向けた情報等の提供など周知に努めるとともに,

関係機関と連携を図りながら,相談支援体制の充実等被害者への支援の取組を進

めます。

女性は妊娠口出産等男性とは異なる健康上の問題に直面することがあります。この

ことについて,リプロダクティブEヘルス/ライツ(※ 5)の視点に立ち,適切な情報や学
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習機会の提供に努めるとともに,生涯を通じた健康支援が推進できるよう支援しま

す。

(※ 5)リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利):平成6(1994)年カイロで開催

された国際人口・開発会議で提唱された考え方で,安全な妊娠,出産,性感染症の予防を含む女

性の生涯を通じた性と生殖に関する健康とその権利です。

イ 男女の社会活動や意思決定への積極的な参加と意見の採択

政策・方針の立案,決定過程の場等への男女共同参画は,その社会づくりの基盤

をなすものです。女性の様々なチャレンジを支援し,社会参加を推進するとともに,政

策立案,決定過程の場への男女共同参画を進めるとともに人材育成に努めます。ま

た,男女のニーズや性差を施策に反映させるため,新たな取組の分野として防災B災

害復興分野での男女共同参画を推進します。

男女がともに知識や経験を生かし,ボランティア活動や地域活動をバランスよく行

えるよう,また,平等に能力や意欲を十分発揮して働き続けることができるよう支援し

ます。

ウ 多様な生き方を認め合い,男女が共に支え合い暮らせる環境の整備

仕事と生活の調和 (ワーク・ライフロバランス)の理解に向けての情報を提供し,仕

事と家庭生活を両立させ,地域活動にも積極的に参加できるなど希望する生き方が

選択できるよう支援します。
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2子ども

(1)現状と課題

我が国では,昭和 22年に「児童福祉法」,昭和 26年に「児童憲章」が制定され,平

成6年には「児童の権利に関する条約」を批准し,全ての児童の幸福を図り,「子ども

の最善の利益」を優先させるとして,諸施策が進められてきたところです。また,平成

12年には「児童虐待の防止等に関する法律」が施行され,虐待の防止や被虐待児の

早期救済をめざす施策の強化が図られてきました。また,平成 25年9月 には「いじめ

防止対策推進法」が施行され,今後,国等のいじめ防止基本方針を参考に,各学校で

基本方針を定め,いじめ防止対策を図つていくこととなつています。さらに,「少子化社

会対策基本法」など少子化の進行や子どもを取り巻く環境の変化に対応する法整備も

進んできました。

笠岡市では,平成 16年の児童福祉法改正を受けて,「笠岡市要保護児童対策地域

協議会」を立ち上げて,地域の関係機関日団体と連携しながら児童虐待の未然防止 ,

早期発見,早期対応の充実に取り組んでいます。

また,平成 25年 4月 には「笠岡市子ども条例」が施行され,子どもの権利や他の人

の人権を尊重することの大切さやふれあいの大切さを啓発するとともに子どもの豊か

な育ちを支え合う仕組づくりを進めることとしています。

学校教育においては,子どもたちの自尊感情や人権意識を高めるための教育を推

進しており,いじめ等の相談体制の充実や防止対策など対応の強化を図つています。

しかし,核家族化や就労形態の多様化,非正規雇用の拡大など社会の変化を背景

に,子育てに不安を抱く親や適切な養育を受けられない子どもが増加し,子どもへの体

罰や虐待の深刻化B複雑化が問題となつています。また,子どもたちの問題行動の低年

齢化やいじめ,不登校などの課題は依然として残つており,さらに,インターネット上に

おける児童ポルノの氾濫など,子どもの健全な発達を阻害するばかりでなく,人権を損

なう重大な問題も生じています。
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(2)基本方針

子どもの人権が尊重され,健やかに成長するために「児童の権利に関する条約」や

「笠岡市子ども条例」の理念や内容の普及に努め,市民意識の高揚を図るとともに,

育児やいじめ,虐待等の相談B支援体制の充実に努め,子どもが生き生きと育ち,親

が安心して子どもを産み育てられるような環境整備に取り組みます。また,家庭,学

校,地域等が連携して,「豊かな心と生きる力」を育む教育を推進します。

さらに,子どもの社会参加を促進し,様々な体験活動や交流活動をとおして,人間関

係を育て,人間性豊かな子どもを育成するとともに,大人が一人の人間として子どもの

人権を尊重し,健全に育てていくことの大切さを認識して,自 らの責任を果たしていくよ

うな社会全体の意識の高揚を図ります。

(3)施策の方向

ア 啓発の推進と意識の高揚

「児童の権利に関する条約」や「笠岡市子ども条例」の周知を図るとともに,関係機

関と連携し,児童虐待やいじめ等個別の課題について防止や解決に向けて啓発活

動を行い,家庭,学校,地域社会,企業などが役割や責任を自党した上で,人権尊

重の意識や子どもを見守り育てる意識の高揚を図ります。

イ 子育て支援の充実

全ての子どもが健やかに生まれ,成長するために,子育て支援事業や母子保健

対策を充実します。また,妊婦日早L幼児健診を通じて,妊娠口出産日育児に不安のある

親や発達に課題を抱える子どもに適切な保健指導や事後指導を行い,育児支援の

充実に努めます。

保育所(園 )においては,家庭や地域と連携し,一人一人の発達段階や個性に応じ

た保育を実施し,子育てと就労の両立を支援するために延長保育や一時保育,病

児日病後児保育,休 日保育など保育サービスの充実を図ります。障がい児の保育に

ついては,一人一人の状態に応じた対応の向上に向けて,保育士への研修の促進

に努めます。
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家庭,学校,地域等と連携し,子育て支援の充実を図るとともに,放課後児童クラ

ブ等子どもの居場所の確保に努めます。また,子どもへの有害環境の浄化に努め,

子どもの社会活動への参加を促し,地域行事,交流活動等への参加を通じ,人間

性豊かな子どもの育成を図ります。

また,児童虐待は年々増加し,複雑化してきているため,笠岡市要保護児童対策

地域協議会の関係機関a団体と連携を行うことで虐待の未然防止に取り組むととも

に早期把握と早期支援に努めます。

ウ 人権教育の充実

学校教育においては,子どもの人権が尊重されるような環境づくりを進め,児童

生徒の人権への理解を深め,自他ともに大切にする人権感覚が身につくよう指導に

努めます。

また,心の教育に継続して取り組み,ボランティア活動など社会活動,自 然体験 ,

交流活動等を通じて豊かな人間性を育んでいきます。

学校教育の中において,人権教育が充実するよう指導方法の研究や子どもの人

権に配慮した学校運営が行われるよう努めます。

特別支援教育については,障がいのある児童生徒の就学先決定の仕組みに関

する学校教育法施行令の改正が行われ,平成 25年 9月 から施行されています。ま

た,「インクルーシブ教育システム」(※ 6)の理念のもと,一人一人の状況にあわせ

た自立や社会参加への支援が行えるよう指導や支援を行います。

いじめに関しては,いじめ防止基本方針を策定し,対応していきます。また,非行

や問題を抱える子どものためにスクールカウンセラー(※ 7)スクールソーシヤルワー

カー(※8)などを活用した相談体制を整備し,関係機関と連携を取つて対応していき

ます。

家庭において,保護者の役割が重要であることから保護者の学習環境の整備を

図ります。

(※ 6)インクルーシブ教育システム:障がいのある人が,その能力等を最大限に発揮させ,自 由な

社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下で,障がいのある人と障がいのない人

が共に学ぷ仕組み。
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(※ 7)スクールカウンセラー:教育機関において心理相談業務に従事する心理職専門家ののこと。

(※ 8)スクールソーシヤルワーカー :教育分野に関する知識に加え,社会福祉等の専門的な知識や

技術を有する人。
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3高齢者

(1)現状と課題

少子高齢化を背景として,笠岡市では 65歳以上の高齢者の比率が,平成 25年 4

月現在,31.50/oに 達し,今後も上昇することが予想されます。

高齢化が急速に進展したことで,一人暮らしの高齢者が増え,寝たきりや認知症

など介護を必要とする高齢者も増加しています。介護の長期化や重度化による介護

家族の負担の増大や孤立死,虐待,所在不明といつた人権や尊厳に関わる問題も生

じています。

このような状況を背景に,平成 18年4月 に「高齢者虐待の防止,高齢者の擁護者

に対する支援等に関する法律」が施行され,高齢者に対する虐待の防止と介護者ヘ

の支援とが定められました。さらに,平成24年 4月 の介護保険法の改正で地域包括ケ

アシステムの構築と市民後見人の育成,活用など市町村における高齢者の権利擁護

事業の推進が規定されました。

笠岡市では,平成 24年 3月「笠岡市高齢者福祉推進計画・笠岡市介護保険事業計

画」(ゲンキプラン21-V)を 策定し,高齢者が尊厳を持ち,安心して暮らせる仕組みを

作ることを基本理念として市民口関係機関田市が一体となつて計画の推進を図つていま

す。

(2)基本方針

高齢者が住み慣れた地域の中で安心して生活を送ることができるよう,安全で快適

な生活環境の整備と一人一人が自立した生活ができるような生活支援を行い,要保

護状態になつても地域で安心して暮らせるまちづくりを進めていくことが必要と考えま

す。

高齢者が生き生きとした生活が送れるような支援を行い,自 らの経験や知識を生か

した社会参加の促進や就労日学習機会の充実を図ります。

さらに,地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携して地域住民やボランテ

ィア等の幅広い参加によつて,地域社会の中で高齢者の自立や介護を支える仕組の整
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備を図ります。

(3)施策の方向

ア 地域生活支援体制の推進

住みなれた自宅又は地域で,できるだけ長く生活ができるよう,生活支援のサービ

スや相談窓口を充実します。また,近所でのつながりや行政,各種関係機関,民生

委員児童委員,NPO,ボランティア等が連携を図り,地域全体で高齢者の生活を支

えるための地域ネットワークを強化します。

高齢者の人権擁護に関しては,成年後見制度 (※9)の活用促進など高齢者の権

利擁護の支援や,虐待予防,虐待事案の対応・支援などを進めます。

認知症高齢者の支援に関しては,認知症に対する正しい理解を広く普及啓発し,

地域や関係機関,ボランティア等と協力して支援体制を構築し,権利擁護事業の普

及啓発に努め,必要な相談を行つていきます。

高齢者の心身の状況に配慮し,ユ三バーサルデザインの考え方に基づいた環境

の整備を進めます。

(※9)成年後見制度 :認知症高齢者,知的障がいのある人など判断能力の十分でない方を保護す

るため,本人の代わりに法律行為を行い,又 は本人の法律行為を助けるものを選任する制

度。

イ 介護予防の推進

高齢者が要介護状態や要支援状態になることを未然に予防し,活動的で生きが

いのある生活ができるよう支援するとともに,高齢者が主体的に介護予防に取り

組んだり,介護予防に資する活動を行つたりすることができる地域社会の構築を目

指します。

ウ 社会参加の促進

多様化する高齢者のライフスタイルやニーズに対応した生きがいづくりや自らの

経験,知識を生かした社会参加,社会貢献,就労などの活動を支援し,生き生きし
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たと生活が送れるまちづくりを推進します。
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4障がいのある人

(1)現状と課題

障がいのある人をめぐる状況は,障害福祉サービスの障害種別の一元化を柱とす

る平成 18年 4月施行の「障害者自立支援法」で大きく変わることとなりました。その

後,平成 23年の「障害者基本法」の改正,平成 24年の「障害者虐待防止法」施行 ,

平成 25年 4月 の「障害者雇用促進法」の改正,「障害者総合支援法」,同 6月 の「障

害者差別解消法」成立と制度の見直しが行われています。

笠岡市においては,「完全参加と平等」を基本理念として「笠岡市障害者福祉計

画」と「笠岡市障害福祉計画」を策定し,障がいのある人が住み慣れた地域で,社会

の一員として自立した生活を確立するため,各種障がい者施策に取り組んできたとこ

ろです。

しかし,現実には,障がいのある人が自分らしく生活を営んでいく上で,差別や偏

見など心理的なもの,建造物の段差等物理的なもの,不十分なコミュニケーション手

段など様々な障害が依然としてあることは否めません。

障がいの有無にかかわらず住み慣れた地域で生活を続け,就労や社会参加によ

つて社会の一員として役割を果たし,その恩恵を平等に受けられる社会の実現に向

けての施策が求められます。

(2)基本方針

ノーマライゼーションの考え方に基づき,障がいの有無にかかわらず,個人の違い

や多様性を認め合つて共に生きる社会の実現を目指します。

また,障がいある人が年齢に合わせて,自 由に学校や就労先などを含めた生活の

場を選び,自 立して生活が送れる地域を実現できるよう努めます。

差別や偏見などの心理的な問題,段差などの物理的な問題,就労,コミュニケーショ

ンなどの問題を解決するため,年齢や障がいの有無にかかわらず過ごしやすい環境

づくりを目指します。
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(3)施策の方向

ア 心のパリアフリーと交流の推進

ノーマライゼーションの理念を普及するとともに障がいのある人に対する理解を

深め,お互いに認め合い,共に生きていこうとする気運を醸成するために広報,啓

発活動や交流を積極的に推進します。

イ 地域生活の支援

障がいのある人が,住み慣れた地域で安心して豊かな生活が送れるよう在宅福

祉サービスの充実を図り,体制づくりに努めます。また,地域で自立した生活を継続

するためには相談を気軽に受けられることが必要です。各種の相談支援体制を強

化します。

障がいのある人への虐待については,平成 24年 10月 に社会福祉事務所内に設

置の笠岡市障害者虐待防止センターで支援体制の強化に努めます。

障がいのある人の権利を守るための制度として「成年後見制度」と,日 常生活の

支援事業として「日常生活自立支援事業」(※ 10)がありますが,制度の周知を図り,

利用を促進します。

情報を正確に得ることは,障がいのある人の選択や決定に非常に重要となつて

います。情報が正確に伝わるよう努めるとともに,情報内容の充実に努め,もし,障

壁(バリア)があれば障壁を除去するよう努めます。

ボランティアの活動は,障がいのある人の自立や社会参加の様々な場面で大き

な役割を果たしています。このため,学校教育,地域生活等幅広い分野において,

ボランティアヘの理解を深め,様々なボランティアの養成や確保に努めます。また,

市民が各種ボランティアに積極的に参加できるよう支援します。

また,障がいのある人の安全な生活と社会参加の保障のために建物,道路,公

園,公共交通機関,住宅等のバリアフリー化やユニバーサルデザインの考え方を促

進します。

(※ 10)日常生活自立支援事業 :認知症高齢者.知的障がいのある人精神障がいのある人などのうち

判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるようにするために福祉サービス利
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用に関する情報提供や申込手続の代行,苦情解決制度の利用援助など福祉サービス利用に関

する援助等を行う事業。

ウ 自立と社会参加の促進

障がいの早期発見日早期療育を行い,障がいの程度や症状をできる限り軽減す

るため!療育支援体制の整備を図り,障がい児の社会的自立と可能性を広げるた

め,障がいの状態に応じた適切な療育,保育,教育に努めます。

障がいのある人が自己実現を図るとともに生きがいのある生活を送れるよう社会

活動,就労,スポーツ文化活動等を通じた社会参加の促進を図ります。

就労により収入を得ることは,自 立した生活を営む上で重要な要素となります。そ

のため,福祉的就労を含め,障がいのある人の就労支援を強化します。
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5同和問題

(1)現状と課題

同和問題は,歴史的発展過程の中で形成された身分制度によリー部の人々に対

する差別が,今なお様々な形で現れている重大な社会問題です。住む場所や仕事 ,

結婚など生活の様々な面で差別を受けるという,基本的人権に関わる課題です。

昭和 40年「同和対策審議会答申」において,同和問題が憲法で保障する基本的

人権に関わる問題であることと,早急に解決することが国の責務であり,同時に国民

的課題であることが明らかにされました。同和対策審議会答申を受けて制定された

特別措置法に基づく施策の推進と人々の自主的な努力によつて,道路,公園などの

整備が進み,地域の生活環境も大幅に改善され,様々な面で存在していた格差も改

善されてきました。また,同和問題への知的理解も進み,全般的には着実に進展を

見ています。

この問題を解決するため,笠岡市においては,同和問題の解決を市政における重

要施策と位置づけ,法律や答申などを尊重しながら,その推進を図つてきました。

しかし,差別意識の解消については,いまだ十分とは言えない状況にあり,結婚

問題やインターネットヘの差別書込み,差別発言などが見受けられ,えせ同和行為

など部落差別をなくすための活動に逆行する行為も発生しています。

(2)基本方針

同和問題解決のためには,市民一人一人に,この問題を正しく理解してもらうこ

とが必要であり,差別意識の解消に向けた教育a啓発は,これまでの教育日啓発活

動の中で積み上げられた成果等を踏まえ,同和問題固有の経緯等を十分認識し

つつ,家庭!学校,地域,企業等あらゆる場をとおして,引き続き積極的に推進し

ていきます。また,市民の人権意識の高揚を図り,あらゆる差別の解消につなげて

いけるよう広く人々の共感が得られるような内容と手法を取り入れ,感性や人権感

覚をかん養していきます。

また,産業け就労面や教育上での問題解決のため,格差の解消や自立の促進
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に向けて一般対策での取組を進めていきます。

(3)施策の方向

ア 啓発の推進

偏見や差別意識の解消のためには,同和問題を正しく認識し,知的理解にとど

まらず,日 常生活の中で生かされる人権感覚を育む啓発を実施することが必要で

す。

このため,県や関係機関との連携を図りながら,一人一人が差別解消に主体的

に取り組めるよう様々な機会をとらえて啓発活動を実施していきます。その際,多く

の市民が参加できるような身近で親しみのある啓発となるよう講演会やイベントを

工夫していきます。また,マスメディアも活用して人権意識の高揚に努めます。

イ 教育の推進

差別を解消し,差別のない社会を実現するため,これまで積み上げられてきた教

育の成果を踏まえ,学校教育と社会教育の連携を図りながら,教育を推進します。

学校教育においては,幼児,児童,生徒の発達段階に応じた教育を行うことによ

り,人権感覚を身につけ,自 らの課題として主体的に取り組むことができるような実

践的態度を養います。また,教職員の資質,指導力の向上のための研修等の充実

を図ります。

社会教育においては,地域の実情に応じて,公民館や各種団体と連携し,学習

機会の提供を図りながら,学習内容や方法等の創意工夫に努めます。家庭教育も

果たす役割が大きいので,保護者に対する学習機会の提供を図つていきます。

ウ 各種施策の推進

就労面においては,関係機関と連携を図りながら,公正な採用と職場への定着を

図るための啓発日指導を継続するとともに,情報提供や相談等により就業の促進に

努めます。

また,隣保館活動・運営については,笠岡市の福祉の向上や人権確立の拠点と

して位置づけられており,開かれた吉田文化会館として生活上の各種相談,人権情

24



報発信等の啓発田交流,福祉施策,教育□文化活動等,よリー層機能を充実していき

ます。

高額図書の購入強要をはじめとするえせ同和行為は,同和問題解決を阻害する

悪質な行為です。県や関係機関と連携し,えせ同和行為の排除に向けて取り組みま

す。
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6在住外国人

(1)現状と課題

平成 25年 3月 末現在、笠岡市における外国人の住民登録者は,298人となつて

います。また,短期滞在の外国人を含めるとさらに多いと推測されます。

日本国憲法では,権利の性質上、日本国民のみを対象としているものを除き,我

が国に在留する外国人についても、等しく基本的人権を保障しているところです。し

かし,現実には過去の歴史に由来する差別や偏見があるほか,単なる外見や言語 B

文化B宗教・生活習慣の違いや価値観等の違いから在住外国人が差別や偏見に基

づく不利益な扱いを受けることや,情報や制度の不整備による教育などの各種権利

義務行使が困難な場合があります。

在住外国人がこのような差別や偏見,不利益にあわないよう,お互いに人権意識

を醸成し,文化交流や地域交流などにより,豊かな地域づくりを進めることが求めら

れています。

(2)基本方針

国際化にふさわしい人づくりや,在住外国人にも暮らしやすいまちづくりを進める

ためには,在住外国人がひとりの住民として快適な生活を送ることができるよう多文

化共生の取組をよリー層進めていく必要があります。

このため,諸外国の文化,生活習慣等の理解を深め,国籍に関係なく人権を平等

に保障し,在住外国人の人が安全に安心して生活できるよう,行政サービスや生活

相談の充実,教育D保健日福祉等のわかりやすい情報提供に努めていきます。

支援にあたっては,行政機関,民間団体,ボランティア等と協働の推進体制をつく

り,取組を進めていきます。
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(3)施策の方向

ア 人権意識の高揚のための啓発□教育と相互理解の促進

在住外国人に対する理解を深め,差別や偏見をなくすため,学校,行政,各種団

体が行う国際理解B国際協力の教育,学習,交流等をとおして人権意識の高揚を図

ります。

イ 在住外国人が住みやすい地域づくりのための配慮

在住外国人が地域で安心して生活できるよう,日 常生活で必要とされる情報の

提供や日本語教室等言語支援に努めます。また,関係機関等と連携し,在住外国

人の相談体制の充実に努めます。

また,在住外国人の児童生徒が安心して勉学に取り組めるよう,必要な学習支

援,教育相談の体制の整備を図ります。

ウ 生活支援

在住外国人の就労について,日 本人と平等な扱いとなるよう雇用主に理解と

協力を要請します。

また,在住外国人の保健,医療などについて利用しやすい環境・条件の整備

に努めます。

さらに在住外国人に対する国民健康保険日国民年金の制度の周知徹底を図り

ます。

27



7患者等

(1)現状と課題

進行性の免疫機能障害を特徴とするHIV感染症(特にHIVによって引き起こされ

る免疫不全症候群のことをエイズ(後天性免疫不全症候群)とよびます)(※ 11)をは

じめ,新たな感染症の出現や国際的な交流の進展など,感染症をめぐる社会情勢

の変化を背景に,感染症患者や家族への差別や偏見の存在が重く受け止められる

ようになりました。そこで,平成 11年に感染症に関する法律が大きく変更され,感染

症の患者の人権を重視した「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」が施行されました。平成 19年には同法に「結核予防法」が統合されました。

しかし,感染症や病気に対する知識の不足による差別や偏見は依然として存在

し,感染症や病気の患者,回復者,家族等に対する差別や偏見を解消していく必

要があります。

どのような病気等であつても患者の多くは,病気等に関する知識の不足から内

容や治療の効果に対して不安を持つています。そのため,医師は病名や診療の目

的・内容等について十分な説明を行う必要があります。

また,差別や偏見を受けるおそれの高い病気に対しては,正しい知識の普及口啓

発活動を行い,感染者,患者,回復者及びその関係者の人権を尊重していくこと

が大切です。

特にハンセン病はらい菌の感染によつて発病する病気で,感染力は弱く,感染し

ても発病する可能性は低い病気です。また,治療すれば短期間に治癒する病気で

すが,誤つた認識により,患者・回復者日家族等への差別や偏見が残っており,療

養所入所者の多くは病気が治癒しているにもかかわらず長期の強制隔離政策に

より,家族や親族と関係を断たれ,療養所に残らざるを得ない状況になつています。

(※ 11)HIV感 染症 :HIV(ヒ ト免疫不全ウイルス)の感染によつて引き起こされる免疫機能障害を特

徴とする疾患で,免疫不全症候群を特にエイズと呼んでいますが,感染力は強くなく,正しい知識

を持つていれば日常生活で感染を恐れる必要はありません。また,病気自体も治療薬が開発さ

れ,病気の発症を防いだり,症状を緩和することが可能です。
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(2)基本方針

ェィズ,HIv感染症等病気に対する正しい理解を深めるため,関係機関と協力し

正しい知識の普及啓発に努めます。また,検査や治療にあたつては,関係機関と連

携し,患者等のプライバシーに配慮した対策を行い,十分に病気等や治療方法に関

する情報提供を行うよう努めます。

(3)施策の方向

ア 正しい知識の普及B啓発

エイズ,HIv感染症やハンセン病等病気の感染者や患者,回復者や家族に対す

る差別や偏見を防ぐため,正しい知識の啓発を県や学校,医療機関等と連携して進

めます。

イ 情報提供とプライバシーの保護

患者や感染者が自ら医療を自主的に判断できるように患者や感染者の立場に

立った医療情報の提供や説明を行うとともに,患者や感染者の理解を得るように

関係機関との連携に努めていきます。

また,カルテ,医療費の請求に係る書類には重要な個人情報が含まれているた

め,医療従事者等の守秘義務や情報管理が図られるように啓発に努めます。

ウ 相談・検査・診療体制の充実

保健所や医療機関と協力して患者や感染者が安心して医療を受けられるような

相談口検査日診療体制の充実を図ります。また,まん延防止のための措置にあたっ

ては適正な手続きを通じて行います。
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8様々な人権問題

(1)インターネッHこよる人権侵害

ア 現状と課題

高度情報化社会を背景に,パソコン,携帯電話,スマートフォンなどによるインタ

ーネットや電子メールなどは,大量の情報を収集□発信できる便利なメディアとして

多くの人に利用されています。しかし,その反面,一度掲載された情報は,あらゆる

ところに急速に拡散してしまう可能性もあります。また,情報発信の匿名性を利用し

て他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現などの個人や集団にとって有害

な情報の掲載が行われ,人権に関わる問題が多数発生しています。

青少年の間ではブログ等によるいじめや中傷等が行われ,また,異性を紹介す

る「出会い系サイト」や児童ポルノのサイトなどが,子どもを巻き込む犯罪などを引き

起こす原因になつていると考えられます。

平成 14年5月 に「プロバイダ責任制限法」が施行され,インターネット上など,情

報の流通において権利の侵害が行われた場合に,被害者がプロバイダ等に対して

発信者情報の開示を請求する権利を持つことが規定されていますが,被害者が特

定されない場合は同法では対応できないなど,不十分な状況となつています。

イ 基本方針

市民一人一人がインターネットの利点と問題点を正しく理解し,情報を提供する

側も利用する側もモラルを守って正しく利用するための啓発をしていくことが必要

です。

また,保護者や学校と協力して青少年を有害情報から守るよう努めます。

さらに,児童い生徒に対しては,インターネットや携帯電話等に関する正しい使い

方を理解させる必要があります。そのため,情報化がもたらす社会的影響につい

て周知し,情報の収集や発信における責任やモラルについて理解させるための教

育を行つていきます。
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ウ 施策の方向

(ア)インターネット利用上のモラルの普及啓発

市のホームページなどを通じて差別を助長したり人権を侵害したりするよう

な情報を発信しないよう,モラルを守つてインターネットを正しく利用するよう啓

発に努めます。

また,市のホームページについては適正な管理運用に努めます。

(イ)適正なインターネットの利用の指導

学校においては,児童生徒にいじめや誹謗中傷になつたり,犯罪に巻き込

まれたりしないよう情報を見極め,責任を持つて情報を発信できるようモラルを

守つた正しいインターネットや携帯電話等の使い方を指導していきます。

(2)個人情報の保護

ア 現状と課題

情報化社会の進展により,企業や官公庁を問わず個人情報がコンピュータ管理

されており,笠岡市においても多様化する行政需要に的確に対応し,事務の効率

化や行政サービスの向上のため利用されています。ただ,コンピュータ処理は,

結合,検索等が容易に行えることから慎重な取り扱いが求められます。また,個

人情報はプライバシーに関わる重要な問題であることから,国においては平成 15

年に「個人情報の保護に関する法律」が制定されましたが,官民を問わず,個人

情報の漏えいの報道が続いている状況があります。

笠岡市においては,この法律や「笠岡市個人情報保護条例」等に基づいて適

正に管理しています。
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イ 基本方針

個人情報の管理等については,規定等が定められていますが,個人情報等の漏

えい等を防止するため,情報管理に際しては,職員一人一人が情報に対する重要性

の認識を持つ必要があることから,個人情報の重要性について意識啓発を行つてい

きます。

(3)犯罪被害者等

ア 現状と課題

犯罪被害者やその家族。遺族は,その直接的被害にとどまらず,プライバシー

の侵害などの二次的な被害に苦しめられることが少なくありません。そのため国に

おいては,平成 16年に「J巳罪被害者等基本法」が制定され,犯罪被害者等の権利

の保護が図られることとなりました。また,関係法令も改正され,犯罪被害者等の

支援に資することとなりました。

笠岡市においても,平成 24年に「笠岡市犯罪被害者等支援条例」を制定しまし

た。

イ 基本方針

犯罪被害者等の相談等を行う総合窓口を設置するとともに,犯罪被害者等の

置かれている立場に理解を深められるよう啓発等の活動を推進します。
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(4)刑を終えて出所した人

ア 現状と課題

刑を終えて出所した人やその家族には根強い偏見や差別が存在します。そのた

め,社会復帰や更生を目指す人には,就職や住居の確保が困難で更生の意欲を失

つたり,生活に行き詰まつたりする場合があります。このよ引こ刑を終えて出所した

人が社会の一員として円滑な生活を送るには厳しい現実があります。

イ 基本方針

刑を終えて出所した人に対する偏見を解消し,家族や職場,地域などの周囲の

理解が得られるよう法務省などと連携し,啓発活動の推進に努めます。また,関係

機関と協力し,自 立した生活が営めるよう支援の体制づくりを進めます。

(5)性同一性障がい

ア 現状と課題

性同一性障がいとは,生物学的な性(からだの性)と意識の上での性が一致せ

ず,精神的に強い苦痛を感じている状態をいいます。そのことで社会生活に支障

をきたしている人がいます。

平成 16年に「性同一性障害者特例法」が施行され,性同一性障がいで,一定の

条件を満たす場合には家庭裁判所を経て,性別の取扱の変更が認められるように

なりました。平成 20年には性別の変更要件が緩和されました。

イ 基本方針

性同一性障がいに対する理解が深まり,正しい認識が得られるよう啓発活動に
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努めます。

(6)その他の人権問題

前述した課題の他にも人の性愛が同性に向かうのか,異性に向かうのかという

性に係わる意識や感覚をいう性的指向に係る問題やホームレスの人の問題,消費

者,北朝鮮当局による拉致問題,中国から帰国した残留邦人やその家族の問題 ,

アイヌの人々の問題,人身取引,自 殺問題,震災に伴う人権問題,戦争により被害

を受けた人,パワーハラスメント(※ 12)などの人権問題があります。これらの問題

や今後発生する人権問題などについても,全ての人々の人権の尊重とその保障の

観点に立って啓発活動を中心に取り組んでいきます。施策を推進するため,庁内組

織等を中心に国,県 ,関係機関とも連携して着実に施策を推進していきます。

(※ 12)パワーハラスメンド:職権などの優位にある権限を背景に,本来の業務範囲を超

え,継続的に,相手の人格と尊厳を侵害する言動を行い,就労環境を悪化させる,

あるいは雇用不安を与えること。

34


