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第 3章 分野別施策の推進 

１ 同和問題 

 （１）現状 

    同和問題は、日本特有の最も深刻にして重大な社会問題であり、その早期解決

を図ることは国民的課題と言えます。 

国は、1965（昭和 40）年の「同和対策審議会答申」を受けて、1969（昭和 44）

年に「同和対策事業特別措置法」を施行し、2002（平成 14）年までの約 33 年

間、同和問題解決のために様々な関係施策を推進してきました。その成果として、

同和地区の基盤整備は進み、生活環境などは改善されました。 

しかし、結婚差別や戸籍・住民票の不正取得、差別落書きなどの事案は現在で

も発生しており、日本社会の歴史的発展の過程において形成されてきた差別によ

り、今なお、生まれ育った地域、あるいは住んでいる地域によって、いわれのな

い差別に苦しむ人々がいるという現実があります。 

 （２）市の取り組みと課題 

    市では、同和問題の解決に向けて、7 月の同和問題啓発強調月間におけるコミ

ュニティ別人権・同和研修会の開催や街頭啓発、学校教育における社会科基底カ

リキュラム(*10)を活用した同和教育の推進など、様々な教育・啓発活動を行っ

てきました。 

    しかし、今回の市民意識調査では、同和問題における差別の現状（図 4 参照）

について「わからない」と回答した人が 3 割近くにのぼり、解決に向けた考え

（図 5 参照）として、「そっとしておけば自然になくなる」という「寝た子を起

こすな論」や「同和地区の人が分散して住めばよい」とする「分散論」を挙げた

人がそれぞれ 1 割を超えるなど、必ずしも正しい理解がなされていない現状がみ

られました。 

    
*10：市教育委員会において、小・中学校の社会科学習の中で、特に人権意識を高めたい学習内容

について、教師の理解が進むように共通の指導計画案を示したもの。2011（平成 23）年に小

学校版、2012（平成 24）年に中学校版を作成。 

 

 

5.4% 46.9% 14.6% 1.7% 29.7% 1.7%
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(n-1065)

今も部落差別が根強く残っている 改善されてきているが、まだ残っている

ほとんど部落差別は解消された 部落差別は解消された

わからない その他

無回答

（図４）同和問題に関する現状認識
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（３）今後の方針 

    市民一人一人が同和問題への正しい理解と認識を深めることが重要です。その

ためには、現実に行われている差別の実態や、「寝た子を起こすな論」「分散論」

といった考え方が差別の解消にはつながらないことをきちんと伝えることがで

きるよう、関係機関や関係団体と協力しながら市民への啓発活動を進めるととも

に、学校教育の段階から差別の起源や歴史について子どもたちに正しく理解させ

る人権・同和教育を進めていきます。  

      

２ 女性に関する問題 

 （１）現状 

     女性に対する差別撤廃に関する国連を中心とした世界的動きの中で、わが国に

おいても、「男女共同参画社会基本法」（1999（平成 11）年）や「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」（2001（平成 13）年）などの法整

備をはじめとする様々な対策がとられてきました。 

     それによって、女性に対する意識は、一定の改善が見られたものの、依然とし

て人々の意識や行動、社会的慣行の中には、女性への差別・偏見がみられ、あら

ゆる分野で自らの能力を伸ばそうとする女性の生き方を阻害している現状がみ

られます。また、女性が、ＤＶ(*11)やストーカー(*12)などの性的な要因による

暴力の被害者になる場合が非常に多く、深刻な社会問題となっています。 

 

*11：ドメスティック・バイオレンスの略。配偶者、元配偶者、交際相手など親密な関係にある異

性からの身体への暴力やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動のことをいう。 

*12：つきまとい行為のこと。 

 

6.8% 41.5% 3.4% 13.0% 11.4% 3.5% 17.8% 2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n-1065)

問題解決のために自分のできる限りの努力をしたい
基本的人権に関わる問題であるので、自分も国民の一人としてこの問題の解決に努力すべきだと思う
同和地区の人々の問題なので、自分とは、直接関係のない問題だと思う
何もせず、そっとしておけば、そのうち差別は自然になくなる
同和地区の人がかたまって住まないで、分散して住むようにすればよい
その他
わからない
無回答

（図５） 同和問題の解決に向けた考え
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（２）市の取り組みと課題 

    市では、1997（平成 9）年に県内自治体に先駆けて「男女共同参画都市宣言」

【資料 7】を行い、その前年に開設した女性センター（現 男女平等推進センタ

ー「アスカーラ」）を拠点として、男女共同参画社会実現に向けた様々な啓発事

業を推進してきました。 

    これらの取り組みにより、2011（平成 23）年度に実施した「大野城市男女共

同参画市民意識調査」において、固定的性別役割分担意識に若干の改善がみられ

ました。（図 6 参照） 

さらに、今回の市民意識調査においても、「女性への差別・偏見があると思う」

と答えた割合が増加するなど、問題意識の高まりがうかがえました。（図 7 参照）  

一方、問題意識の高まりとともに、ＤＶなど暴力による被害が年々顕在化して

きており、被害者の保護対策や若年層への啓発が大きな課題となっています。 

  

  

（３）今後の方針 

    女性への差別に対する問題意識を単なる意識の高まりに留めないよう、引き続

き、固定的性別役割分担意識や女性差別の解消に努めていくとともに、女性の意

見がもっと地域社会に反映していけるように、リーダー的役割の女性を増やして

いく取り組みを進めます。また、ＤＶなどの暴力を根絶するための教育・啓発活

動とともに、庁内や関係機関との連携を深め、被害者の保護対策を進めていきま

す。 
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（図６）「男は仕事、女は家庭」という考えをどう思うか

同意する ある程度、同意する あまり同感しない

同感しない わからない 無回答

（平成23年度大野城市男女共同参画市民意識調査より）
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（図７）今の社会における女性への差別・偏見の有無

あると思う どちらかといえばあると思う
どちらかといえばないと思う ないと思う
その他 無回答
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３ 子どもに関する問題 

（１）現状 

    子どもの人権については、国連が 1989（平成元）年に「子どもの権利条約」

を全会一致で採択し、日本は 1994（平成 6）年に批准しました。条約の批准に

伴い、国として子どもの最善の利益を第一義的に考慮しながら、子どもの人権尊

重と権利実現を図っていくため、1998（平成 10）年に「児童福祉法」を改正す

るとともに、2000（平成 12）年には、「児童虐待の防止等に関する法律」を施行

するなど、様々な施策の充実を図ってきました。 

    一方で近年の急速な少子化や核家族化に伴い、家族形態が多様化してきていま

す。そのような中で、家族や地域の子育て機能の低下、地域のつながりの希薄化

など、子どもや子育てを取り巻く環境は年々厳しさを増しています。 

（２）市の取り組みと課題 

    市では、2008（平成 20）年に「夢とみらいの子どもプラン」を、2014（平成

26）年には、その改定版となる「夢とみらいの子どもプランⅡ」を策定し、総合

的な施策展開による子どもたちの健全な育成を図ってきました。 

    虐待やいじめ、不登校など困難を抱える子どもたちへの支援については、2007

（平成 19）年に設置した要保護児童対策地域協議会を通じて、子ども相談セン

ターが中心になり、様々な関係機関と連携をとりながら、対策を図っています。

また、2014（平成 26）年「大野城市いじめ防止条例」を制定するとともに、「大

野城市いじめ防止基本方針」を策定し、同年に設置した教育サポートセンターを

中心とした総合的ないじめ対策を行っています。 

    しかし、これらの問題は深刻さを増しており、市民意識調査においても、特に

問題のあるものとして虐待やいじめの問題が上位を占めました。（図 8 参照） 

また、市の子ども相談センターにおける相談対応件数は、年間 10,000 件を超

えており、現在も多くの子どもたちが様々な困難を抱えている状況にあります。 
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30.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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無回答

特にない

教師による児童・生徒への体罰

進路選択で、子どもの意見を無視する

子どもが性的被害の対象となる

いじめを見て見ぬふりをする

いじめをしたり、させたりする

親や家族による子どもの虐待

（図８）子どもの人権に関して特に問題があると思うもの

全体(n-2737)
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（３）今後の方針 

    子どもたちには、人々の生き方や個性、家庭環境などの多様性を認め、思いや

りや生命尊重の気持ちを育むための教育の推進を通じ、いじめの防止を図ってい

きます。 

また、地域全体で子どもたちの育ちを支えていくためにも、子どもがいる、い

ないに関わらず、一人一人が子どもを取り巻く困難な状況を、身近な問題として

考えることができるように、あらゆる場において啓発活動を進めていきます。さ

らに、引き続き、要保護児童対策地域協議会や教育サポートセンターを中心とし

て、虐待や貧困、いじめなどの困難な状況への早期対応と防止対策に努めます。 

     

４ 高齢者に関する問題 

 （１）現状 

     高齢者の人権に関しては、2000 年代以降、「介護保険法」や「高齢者虐待防止

法」の制定など、権利保護のための法整備が進められてきました。 

いわゆる団塊の世代が 65 歳を迎え、全国的に急速な高齢化が進む中、本市に

おいても高齢化の波は着実に進んでいます。本市の総人口に占める 65 歳以上の

高齢者の割合は、人口が僅かながら上昇しているため、福岡県内の他市町村と比

べても低い値（2015（平成 27）年 8 月末 19.5％）にはなっていますが、それ

でも年々上昇してきており、今後、人口が減少に転ずれば、高齢化が一気に加速

する可能性があります。 

そのような高齢化の進展の中で、家庭や施設における高齢者虐待や認知症等に

より判断力の低下した高齢者に対する権利侵害が大きな問題になっています。 

 （２）市の取り組みと課題 

     市では、地域包括支援センターと在宅介護支援センターによる訪問支援や地域

ケア会議を活用した見守り活動を通じて、地域と一体となった高齢者支援を行っ

てきました。 

また、2015（平成 27）年 3 月に、「第 6 期大野城市介護保険事業計画・高齢者

保健福祉計画」を策定し、総合的な高齢者施策を推進しています。 

しかし、高齢化の進展とともに、高齢者虐待等の問題は深刻化してきており、

地域包括支援センターにおける虐待相談・対応の件数は年々増加してきています。 

また、市民意識調査においては、高齢者を狙った悪徳商法や振り込め詐欺に対

する問題意識が非常に高く、切実な問題として捉えられていることが明らかにな

りました。（図 9 参照） 
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（３）今後の方針 

    家族など特定の人に過度に負担がかからない介護サービスの充実とともに、認

知症や寝たきりなどの状況にある高齢者並びにその家族を地域全体で支えてい

くための仕組みづくりと高齢者の人権について地域の理解と協力を深めるため

の啓発活動を進めていきます。また、高齢者が悪徳商法や振り込め詐欺等の犯罪

に巻き込まれないような注意喚起や啓発についても、積極的に行っていきます。 

 

５ 障がい者に関する問題 

 （１）現状 

    障がい者の人権に関する近年の大きな動きとして、2006（平成 18）年に国連

で採択された「障害者権利条約」をめぐる動きが挙げられます。この条約は、障

がい者の尊厳を確保し、権利を実現するため、障がいに基づくあらゆる差別の禁

止、障がい者の社会参加の促進などが規定されており、わが国は、2014（平成

26）年 2 月に批准しました。 

また、条約の批准に先立ち、障害者基本法の改正（2011（平成 23）年）や障

害者差別解消法(*13)の制定（2013（平成 25）年）など国内法の整備も行われて

きました。 

    このような動きの中で、ノーマライゼーション(*14)の理念のもと、障がい者

の人権に対する社会全体の理解は少しずつ進んできていますが、障がい者への偏

見や差別はまだまだ残っており、自立や社会参加へ向けた社会的、心理的障壁は、

依然として存在しています。 

 

*13：2013(平成 25)年 6 月制定。正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」。施行は一部の附則を除き平成 28年 4月からとなる。 

*14：障がい者にすべての人が持つ通常の生活を送る権利を可能な限り保障することを目標に社

会福祉を進めることをいう。 
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17.1%

26.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

その他

無回答

特にない

じゃま者扱いや行動や意見を尊重しない

家族などによる虐待

暮らしやすい生活環境が整っていない

働きたくても働く機会が少ない

看護や介護のサービスが不十分

悪徳商法や振り込め詐欺

（図９）高齢者の人権に関して特に問題があると思われるもの

全体(n-2590)



16 

 

 （２）市の取り組みと課題 

    2006（平成 18）年の障害者自立支援法(*15)の施行を受けて、市では、障がい

のある人の自立と地域生活支援への将来像を提示し、その実現に向けた道筋を明

らかにするため「大野城市障害福祉計画」を策定しました。 

    この計画のもとで、障がい者の自立支援及び社会参加のための福祉サービスや

各種支援事業の充実とともに、障がい及び障がい者に対する地域社会の理解と協力

を深めるため、啓発・広報活動に努めてきました。 

    今回の市民意識調査においては、障がい者に対する差別・偏見があると思うと回答

した割合が、5 年前の前回調査と比べ、20％以上も増加しており、障がい者への差

別・偏見に対する社会全体の意識が高まってきていることがうかがえます。（図 10 参

照） 

 

*15：2006(平成 18)年 10月施行。現在は改正され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律」（通称：障害者総合支援法）と名称が変更となり、2013(平成 25)年 4

月から施行されている。 

 

        

 

（３）今後の方針 

     障がい者への差別・偏見に対する意識の高まりを、社会での受け入れにつなげ

ていくためにも、ノーマライゼーションの理念の一層の浸透を図る必要がありま

す。市民に障がいや障がい者についての正しい知識を広め、家庭、地域、学校、

職場など様々な場において、障がい者の社会参加を支援することができるよう、

教育と啓発を進めていきます。 
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（図10）今の社会における障がい者への差別・偏見の有無

あると思う どちらかといえばあると思う

どちらかといえばないと思う ないと思う

その他 無回答
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６ 日本に居住する外国人に関する問題 

 （１）現状 

わが国においては、古くから朝鮮半島や中国大陸との人や物、文化の交流が盛

んに行われてきた一方で、いくつかの不幸な歴史的経緯もたどりました。加えて、

他国や他民族の歴史、文化、言語、宗教、生活習慣などへの理解不足もあり、外

国人への差別意識が依然として存在しています。 

     特に近年では、在日韓国・朝鮮人の人たちに対する「ヘイトスピーチ」と言わ

れる差別デモの動きが活発化しており、差別・排外主義的行為が広がってきてい

ます。 

一方、わが国における在留外国人の数は約 212 万人と、ここ数年増加傾向にあ

ります。また、観光等で日本を訪れる外国人の数も年々増加し、2013（平成 25）

年以降は、1,000 万人を超えています。このような急速な国際化に対応していく

ためには、対立ではなく共生の意識を育てていくことが求められます。 

（２）市の取り組みと課題    

市では、1998（平成 10）年に「大野城市国際化プラン」を策定し、その翌年

（1999（平成 11）年）に設立された国際交流協会を中心に、地域に根ざした草

の根レベルの活動が行われてきました。 

その後、本市における外国人の人口は、1999（平成 11）年との比較で 1.5 倍

の 600 人程度に増加し、言葉や文化、生活習慣の違いから生じる課題も顕在化し

てきました。市民意識調査においても、外国人に対して、「どちらかといえば」と

いう回答も含めると、差別が「あると思う」とする割合が前回調査より若干増加

しています。（図 11 参照） 

そこで、市では、更なる国際化を推進していくために、2013（平成 25）年 7

月に「大野城市国際化プラン」を改定し、新たに「大野城市国際化推進プラン」

をスタートさせました。今後はこのプランに基づき、外国人市民と日本人市民が

相互理解を深めながら、パートナーとして生活できる地域社会を築いていくこと

が必要です。 

 

 

19.6%

17.5%

35.9%

41.1%

19.3%

30.3%

22.1%

8.4%

1.7%

0.0%

1.4%

2.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

全体(H21)
(n-779)

全体(H26)
(n-1065)

（図11）今の社会における外国人への差別･偏見の有無

あると思う どちらかといえばあると思う

どちらかといえばないと思う ないと思う

その他 無回答
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（３）今後の方針 

    市政情報の多言語表示や外国人向けの防災関連情報の提供など、発信の手段

を充実させ、外国人も安心して生活できる環境を整えていきます。 

また、外国人と日本人の相互理解を深めるため、国際交流の機会を充実する

とともに、多文化共生・異文化理解に関する教育と啓発を進め、共生の意識の根

付いた地域社会の実現を目指します。 

 

７ インターネットによる人権侵害に関する問題 

  （１）現状 

     パソコンや携帯電話などのＩＴ機器が幅広く浸透し、インターネットの普及

によって私たちの生活の利便性は格段に高まりました。 

       一方、インターネットの特徴である匿名性や情報発信の容易さが悪用され、

他人を誹謗・中傷したり、差別を助長する表現や有害な情報の書き込みが行わ

れたりしています。そして、そのことがインターネットや携帯電話を媒体とし

た犯罪や自殺につながるなど、重大な人権問題が発生しています。 

      特に近年、スマートフォンの普及に伴い、ＳＮＳの急速な利用拡大によって、

インターネット上のコミュニケーションがより早く、手軽に行えるようになり、

以前にも増して子どもたちがインターネット上のトラブルに巻き込まれること

が増えてきています。 

  （２）市の取り組みと課題 

     市では、インターネットの利用における情報モラルや危険性などについて、

各種講演会や研修会などで取り上げてきたほか、啓発冊子の中でも頻繁にテー

マに加えるなど、啓発･教育に努めてきました。 

     今回の市民意識調査においては、「インターネットやメール等によって人権侵

害を受けたことがありますか」という質問に対して、全体の 7.4％もの人がある

と答えています。（図 13 参照） 

ただし、これは、本人が気づいた場合であり、インターネットの特性上、気づ

かないうちに人権侵害を受けている場合も相当数あることも考えられます。さ

らに、今後は、インターネット技術の進歩と一層の利用拡大に伴い、誹謗・中傷

や個人情報の無断掲載などの人権侵害はますます増加していくことも予想され

ます。 

 

7.4% 77.7% 12.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n-1065)

ある

ない

わからない

無回答

（図1３）インターネットやメール等によって人権侵害を受けたことがあるか
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 （３）今後の方針 

       引き続き、インターネットの利用に関する情報モラルのあり方や個人の責任

などについて、市民に向けた啓発を進めていきます。特に子どもたちに対して

は、インターネットやスマートフォンなどの正しい使用方法や危険性などにつ

いて、学校や家庭を通じて教育を推進していきます。 

 

8 その他の人権問題 

  （１）ＨＩＶ感染者・エイズ患者に関する問題 

     ＨＩＶ感染症は、新薬の開発によってエイズの発症を遅らせることができる

ようになっており、発症しても、治療を継続すれば症状をコントロールできる

病気になりました。しかし、その一方で、日本国内では毎年 1,000 人を超える

新たな感染者が報告されており、感染者は今なお様々な不安を抱えながら、病

気への知識、理解の不足からくる偏見や差別に苦しんでいます。 

市では、福岡県と連携しながら、ＨＩＶ感染症やエイズに関するポスター・リ

ーフレットの配布、講座や研修会の実施などの啓発活動に努めてきましたが、

病気そのものや感染者に対する正しい知識と理解が、まだまだ市民の間に広ま

っているとは言えません。よって、今後も引き続き、市民への啓発活動や学校に

おける保健体育等の教育活動を通じて、正しい知識と理解の普及に努めていき

ます。 

 

  （２）ハンセン病患者・元患者及びその家族に関する問題 

     ハンセン病患者に対して、わが国は、1996（平成 8）年に「らい予防法」(*16)

を廃止するまでの長い間、患者を隔離する政策をとってきました。それにより、

多くの患者や元患者とその家族は、基本的人権が侵害され、厳しい差別や偏見

を受けてきました。 

「らい予防法」の廃止から約 20 年近くが経過した今でも、誤った認識によっ

て、患者等への差別や偏見は続いています。 

         ハンセン病に限らず、病気に関しては、知識の無さや誤った認識が恐怖心を

生み出し、それが差別や偏見につながります。 

今後は、市民に対して、病気への正しい知識と理解を深めていくとともに、こ

れまでの歴史、患者や元患者の現状を伝えていくための啓発を進め、差別や偏

見の解消に努めます。 

 

*16：1907(明治 40)年「癩(らい)予防ニ関スル件」として制定。1931(昭和 6)年に「癩予防法」

を経て、1953(昭和 28)年に「らい予防法」に改正。1996(平成 8)年に廃止された。 
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（３）犯罪被害者とその家族に関する問題 

     犯罪被害者とその家族（以下「犯罪被害者等」という。）の人権については、

2004（平成 16）年 12 月に「犯罪被害者等基本法」が制定され、その翌年に策

定された「犯罪被害者等基本計画」に基づき、犯罪被害者等の視点に立った様々

な施策が講じてられてきました。 

日々マスコミ等を通じて凶悪犯罪の報道がなされている中、近年では、犯罪

被害者等の問題に対する社会の関心は徐々に高まってきています。今回の市民

意識調査においても、関心のある人権問題として、5.7％の回答率を得ており、

比較的高い関心を集めています。（図 12 参照） 

今後は、市においても、国や県、民間団体などと連携・協力しながら、犯罪

被害者等の心情に配慮した啓発活動を進めていく必要があります。 

 

 

  

 

 

 

0.3%

0.4%

1.1%

1.4%

2.3%

2.4%

2.5%

2.8%

3.0%

3.6%

5.7%

5.9%

7.4%

7.5%

9.7%

9.7%

11.2%

11.3%

11.8%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

無回答

その他

特にない

先住民族

ハンセン病患者

ホームレス

性的少数者

ＨＩＶ・エイズ

刑を終えて出所した人

外国人

犯罪被害者

同和問題

北朝鮮拉致被害者

原発事故

女性

インターネット等

障がい者

高齢者

子ども

（図12）関心のある人権問題

全体(n-4822)
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（４）性同一性障がいや同性愛者等の性的マイノリティに関する問題 

     性同一性障がいは、脳が認識する性（こころの性）と肉体の性（からだの性）

とが一致しない性の同一性を欠いた状態をいいます。障がいに対する社会にお

ける理解が進んでいない中で、多くの人たちがその葛藤に苦しみながら生活し

ています。また、同性愛者などの多様な性的志向を持つ人も、偏見にさらされ

たり、性の区分を前提とした社会生活上の制約を受けたりするなど、様々な人

権問題に直面しています。 

近年は、性的マイノリティ(*17)について、マスコミ等に取り上げられる機会

が増え、世間の認知度も高くなってきていますが、必ずしも正しい認識を深め

ることができるようなものばかりでないのが現状です。 

市では、多様な性のあり方を認め、共生できる地域社会の実現に向けて、性同

一性障がいや多様な性的指向の人々に対する理解不足に基づく偏見と差別意識

の解消に努めるとともに、相談や情報提供などの各種支援を推進します。 

 

*17：「マイノリティ」は少数者の意味。性別は男女いずれかであることや異性愛を当然として

いる社会のあり方からみて、性同一性障がいや同性愛者などの指向をもつ人が少数者とい

う意味。 

 

  （５）刑を終えて出所した人やその家族に関する問題 

     刑を終えて出所した人やその家族（以下「出所者等」という。）に対する偏見

や差別の意識は、非常に根強く、本人に真摯な更生の意欲がある場合でも、就

労差別や入居拒否を受けるなど、社会復帰を目指す人たちにとって現実は極め

て厳しい状況にあります。 

     これらの人々の立ち直りを支えていくために保護監察官や保護司による更生

保護活動や地域生活定着支援センター(*18)による社会復帰支援が行われ、その

活動や地域における出所者等の受け入れに対する理解を深めるため、法務省主

唱のもと「社会を明るくする運動」が全国的に行われています。 

市では、これまでも保護司会と協力しながら社会を明るくする運動を推進し

てきましたが、今後も引き続き、犯罪防止や罪を犯した人の更生について市民

の理解を深めるため、街頭啓発の実施や市民大会開催などの啓発事業を充実さ

せていきます。 

 

*18：刑務所等を出所しても自立が困難な高齢者や障がい者が安定して暮らせるように、受け入

れ先を探すなどして社会復帰を手助けする機関。2009(平成 21)年から国の補助事業として

開始され、2011(平成 23)年度末までに全都道府県に設置された。 
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  （６）先住民族（アイヌの人々）に関する問題 

     アイヌの人々は、北海道に古くから住む先住民族ですが、明治以降の同化政

策(*19)の中で、言葉や文化のほか、狩猟などを中心とした生活様式まで制限さ

れ、また、差別や偏見にも苦しんできました。 

今回の市民意識調査においては、差別や偏見が「ある」もしくは「どちらかと

いえばある」と思うと答えた割合は、33.6％に留まっており、他の問題と比較し

ても低い割合になっており、市民にあまり認識がされていない実態が明らかに

なりました。 

     今後は、アイヌの人々の抱える問題についての認識を広めるとともに、アイ

ヌの人々の伝統や文化に理解を深めていくことができるように市民への啓発を

進めていかなければなりません。 

 
  *19：本国または支配民族が、植民地の先住民や国内の少数民族の言語、文化、生活様式などを

圧殺し、自分たちの生活様式や考え方になじませ、一体化しようとする政策。 

  

  （７）ホームレスに関する問題 

     2013（平成 25）年に行われた厚生労働省の調査によると、ホームレスの人々

は、全国 8,000 人を超えており、多くの人々が経済や社会状況の影響などの様々

な事情により、住む家を失い、路上などで日常生活を営んでいる状況にありま

す。 

     ホームレスの人々は、自立が妨げられる様々な要因により、住居の確保や就

職などが困難なほか、暴行や襲撃を受ける危険性も高いなど、多くの問題を抱

えています。 

     市としても、ホームレスの人権に対する理解を深めるための啓発を推進する

とともに、市民の理解と協力を求め、ホームレスの人々の社会的自立に向けた

環境整備や様々な支援を行います。    

 

  （８）北朝鮮拉致被害者とその家族に関する問題 

      2002（平成 14）年 9 月に行われた日朝首脳会談において、北朝鮮は、初めて

日本人の拉致について認め、その後拉致被害者 5 名の帰国が実現しました。 

しかし、その他の拉致被害者の帰国は実現しておらず、2014（平成 26）年か

ら始まった北朝鮮当局による再調査についても、北朝鮮側から何の報告もなさ

れていない状況が続いています。 

市としては、拉致問題の解決に向けて市民の理解を得るために、福岡県や民

間団体と協力しながら、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」におけるパネル展示等

の啓発事業を推進していきます。 
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（９）原発事故による放射線被ばくに関する問題 

     2011（平成 23）年 3 月 11 日に起きた東日本大震災は、大津波の発生により

東北地方の太平洋沿岸地域に壊滅的な被害をもたらしました。 

     また、その際に生じた福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能漏れにより、

発電所の近隣地域では、長きにわたり避難指示が出され、いまだに多くの人々

が避難生活を余儀なくされています。これらの被災地では、放射能汚染に伴う

風評被害など深刻な人権問題が起きています。 

     市では、中学生の被災地派遣研修、復興の夕べ事業、被災地応援まどかショ

ップの運営など、様々な被災地支援事業を行っていますが、今後も引き続きこ

の痛ましい大災害が人々の心の中で風化しないように、様々な支援や啓発に取

り組んでいきます。 

 

 


