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はじめに 

本市では、平成６（1994）年に「人権都市宣言」を行い、平成８（1996）年に

は「人権を尊ぶまちづくり条例」を制定し、あらゆる差別のない、心豊かな社会

の実現を目指して市民一人ひとりの人権意識の高揚を図ってきました。 

その後、平成 12（2000）年に制定された「人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律（平成 12 年法律第 147 号）において、地域の実情を踏まえた人権教育・

啓発の施策の策定と実施が、地方公共団体の責務として定められたことを踏ま

え、各地方公共団体では、人権教育と啓発に関する施策の策定の動きが広まりま

した。 

そのような動きの中で本市においても、平成 22（2010）年３月に、豊かな人

権文化のまちづくりのための方向性と、人権教育・啓発の基本的な方針を示した

「大野城市人権教育・啓発基本指針（以下「当初指針」という。）」を定め、翌年

の平成 23（2011）年５月には、その推進のための具体的な施策を示した「『大野

城市人権教育・啓発基本指針』に基づく実施計画（以下「当初実施計画」という。）」

を策定しました。 

以後、平成 28（2016）年３月に当初基本指針の見直し版である「大野城市人

権教育・啓発基本指針（改定版）（以下「第２次指針」という。）」を策定すると

ともに、当初実施計画の見直し版である「『大野城市人権教育・啓発基本指針』

に基づく実施計画（第２次）（以下「第２次実施計画」という。）」を策定し、現

在に至っています。 

今回の「人権問題に関する市民意識調査」は、第２次実施計画の期間が令和２

（2020）年度で満了することに伴い、第２次指針と第２次実施計画の見直しを行

うにあたり、これまで実施してきた施策の効果を検証するとともに、今後の方向

性を検討していくための基礎資料を得ることを目的として実施したものです。 

現在の人権を取り巻く社会状況に目を向けると、同和問題などの古くからの

課題が解決を見ないまま、インターネット等による人権侵害など新たな人権問

題が表出してきているほか、女性、子ども、性の多様性、働く人々の問題等、課

題が山積しているとともに、ますます複雑化してきています。 

今後は、このような多様化し複雑化する人権問題に対応していくため、今回の

意識調査で得られた結果を踏まえ、第３次の指針及び第３次の実施計画を策定

し、関係機関や団体との連携を図りながら、より効果的な施策を幅広く展開して

いきたいと考えております。 



最後に、本調査にご協力いただきました市民の皆様と関係者の皆様に、厚くお

礼を申し上げますとともに、差別のない明るい社会の実現に向けて、一層のご理

解とご協力をお願いいたします。 

令和２年６月 

大野城市長 
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