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現状の評価と今後の課題 

Ⅰ．人権全般について 

問１ 「人権」のイメージについて 

全体では、人権が「重要である」と回答している人がおよそ 9 割あり、中でも 50～59

歳 94.5％、次いで 40～49 歳 93.5％が高くなっている。人権が「自分に関係が深い」と

回答している人はおよそ 5 割あり、中でも 20～29 歳 66.7％が最も高く、最も低いのは

16～19歳 41.4％、次いで 70歳以上 46.3％である。高齢者は「人権」は「分かりやすい」

と感じているが、必ずしも「自分に関係が深い」とは思っていない。それは、年齢層に

よって、「人権」のイメージ認識に差があるためではないかと考えられる。壮年層、若年

層（16～19 歳を除く）は、日常生活の中での不合理さなどの体験を通して「人権」を捉

えているのではないかと感じられる。これは、20～29 歳 66.7％、16～19 歳 41.4％と社

会人であるかどうかを境に割合が大きく変わることに裏付けられる。人権のイメージで

「自分に関係が深い」と捉えている人は前回 41.5％から 11.9ポイント増加している。人

権についてのイメージと研修回数との関連では、10 回以上研修に参加した人は「重要で

ある」「わかりやすい」「関係が深い」と思う人の割合が高い。年齢や性別等対象者に応

じた啓発の手法や内容にも工夫が必要である。 

 

問２ 「自分の人権は守られている」と思う人 

全体では 42.8％（前回 38.9％）で、年代別には 40～49 歳 47.7％、20～29 歳 47.6％、

60～69歳 45.1％が高い。逆に「自分の人権は守られていない」と思う人は、全体で 12.1％

（前回 17.1％）であり、年代的には 16～19歳 13.8％、50～59歳 13.4％が高い。研修回

数との関係では、10 回以上参加した人は「どちらともいえない」32.8％で、学習を積み

重ねていくほど、身の回りにある多様な問題に触れ、人権課題への気づきにつながって

いると考えられる。 

 

問３ 人権侵害の有無について 

全体では「よくある」2.0％、「たまにある」16.3％を合わせると 18.3％の人が差別や

人権侵害を受けたことがあると回答している（Ｈ27 県意識調査結果 16.8％）。男女別で

は、「よくある」「たまにある」を合わせると男性が 16.5％、女性が 19.9％で 3.4ポイン

ト女性が高い。社会や家庭生活において、性別役割分担意識などに起因する差別などを

感じる機会が多いことも考えられる。差別、人権侵害の内容については「あらぬ噂、他

人からの悪口、陰口」が 56.4％で最も高く、次いで「職場での嫌がらせやいじめ」27.9％、

「名誉・信用の毀損、侮辱」25.0％である。その他「差別待遇」、「公務員による不当な

取り扱い」が上位を占めている。また、「家庭内での暴力や虐待」が男性が 0％に対し、

女性が 4.7％である。男女共同参画等の関係機関と連携しながら、実態把握、対応に努め

ていき、暴力、虐待は犯罪であることを啓発し、引き続き対策に取り組む必要がある。

年代別でも、すべての層で「あらぬ噂、他人からの悪口、陰口」が最も高く、中でも 16
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～19 歳の 75.0％がすべての項目で最も高い。次いで、「職場での嫌がらせやいじめ」が

20～59 歳の年齢で高い傾向にある。職場の人間関係が原因で仕事を続けることができな

くなるケースは非常に多い。人権の視点を取り入れながら、原因調査、対応していくこ

とが大切である。 

 

問４ 差別や人権侵害を受けた時の相談先 

7割近くの人が「家族、親戚」をあげている。次いで「友人、同僚」を 5割近くの人が

あげている。男女別でも「家族や親戚」、「友人、同僚」を相談先とするのは男性がそれ

ぞれ、62.6％、40.5％、女性がそれぞれ、69.9％、51.6％と高くなっており、いずれも

女性が高い。年代別でも「家族や親戚」、「友人、同僚」が高くなっている。「家族や親戚」

では 20～29 歳 81.0％、16～19 歳 79.3％と若年層が高く、60～69 歳 64.3％、70 歳以上

61.3％と高齢層が低い。公的な立場の相談先として「国や県、市町村の人権相談窓口」

34.1％、「民生児童委員など地域の人」13.1％となっている。適切な解決につなげていく

ために、専門的な相談窓口の周知や情報提供も行っていくことが必要である。 

 

問５ ①身元調査の可否 

身元調査は「すべきではない」が最も高いが、47.0％（前回 47.4％）と半数に満たな

い。「当然である」、「やむえない」と身元調査を容認する意見は 30.7％（前回 33.2％）

で前回より 2.5 ポイント減少しているものの、身元調査は人権侵害であることの認識に

立ち、引き続き啓発に取り組んでいくことが必要である。男女別では「すべきではない」

が男性 43.0％、女性 50.7％で 7.7ポイント女性が高い。身元調査を容認する意見は、男

性が 37.0％、女性が 26.3％で男性が 10.7 ポイント高い。年代別では、「すべきでない」

が最も高いのは、16～19 歳 62.1％で、身元調査を容認する項目では 70 歳以上 40.7％、

60～69歳 32.9％と高齢層が高い。人権についてのイメージとの関連では、人権は重要で

ある、人権は自分に関係が深いと回答しながらも、それぞれ 3 割の人が身元調査を「当

然である」、「やむをえない」と容認している。人権のイメージと現実のギャップをどう

埋めるのか課題であり、自らの人権と共に他人の人権を尊重する啓発が求められる。 

 

②身元調査の肯定理由 

全ての年代で「本人に重要な関連があるから」が最も高い。未婚の子を持つ世代では、

世間体を気にして、調査を容認する背景も考えられる。本人の知らないところで行われ

ているいわゆる“聞き合わせ”等の身元調査は、人権侵害であり、差別行為である。引

き続き広報紙等による周知、研修会等の機会を捉え啓発していくことが必要である。 

 

問６ 町内の人権課題 

全体では「障がいのある人に関すること」38.1％、「同和問題に関すること」35.2％、

「個人のプライバシー保護に関すること」25.8％、「高齢者に関すること」25.6％、「子

どもに関すること」21.4％の順に高い。町内の人権課題として認識の高い課題を中心に
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多様な人権課題に対する啓発が必要である。 

 

問７ 人権意識の向上のために必要な取り組み 

全体で最も高いのは「家庭教育の中で人権を尊重する心を育てるように努める」55.1％

で、男性は 47.4％、女性は 61.3％あり、家庭内の性別による役割分担意識が影響してい

ることも考えられる。次いで「学校教育の中で人権を尊重する心を育てるよう努める」

55.0％で、年代別では 16～19歳、20～29歳がそれぞれ 62.1％、61.9％と高い。全体で 3

番目に多いのは、「差別や偏見につながる社会の習慣や仕組みを改善する」44.1％である。

逆に「個人の問題」、「必要ない」、「変わらない」とした否定的、消極的な意見は、70 歳

以上でそれぞれ、8.8％、9.4％、6.3％と他の世代に比べ高くなっている。 

 

問８ 人権尊重社会づくりのために必要な行政施策 

「学校での人権教育の充実」、「人権が侵害を受けた人や社会的に弱い立場の相談体制

の充実」、「町民意識を高めるための啓発活動」、「人権侵害に対する法整備の充実」の順

に多いが「わからない」が全体では 8.2％ある。全ての年齢層で、学校における人権教育

の充実が求められているところではあるが、年代ごとの課題やニーズをとらえながら、

社会教育の取り組みと連携しでいくことも大切である。 

 

Ⅱ． 教育・啓発活動について 

問９ ①講演会等への参加回数と②講演会等の実施主体 

１回以上「参加したことがある人」は 61.4％（前回 62.2％）、「参加したことがない人」

は 36.2％ある（前回 35.2％、前々回 36.0％）。「参加したことがある人」は、女性が男性

より 2.6 ポイント高く、年代別では、16～19 歳の 75.8％が最も高く、次いで 50～59 歳

70.9％、40～49歳 65.5％が高い。学校教育や PTA研修等、研修の機会が多く確保されて

いるのかもしれない。逆に「参加したことのない人」は男性 37.4％、女性 35.2％で、2.2

ポイント男性が高い。年代別では 20～29歳 54.8％、次いで 70歳以上 44.4％、30～39歳

37.3％の順に高く、職場や地域などあらゆる機会を捉えて内容や手法に一層の工夫が求

められる。 

 

③研修会等の参加理由 

「勤務先や学校での研修だったから」が全体、年代別、男女別で高い。次いで、「町内

会などの役員になったから」も高い。「参加割り当てがあったから」13.4％（前回 13.6％）

で「人権研修」がいわゆる「動員」で成立しているということも課題の一つであるが、

一方で「人権教育について正しい理解を持ちたいと思ったから」、「講師やテーマに興味

があったから」もそれぞれ 2 割以上あることから、講演会等を企画する側にも、参加者

の満足度を高めるような取り組みを検討していくことが必要といえる。 
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④研修会等に参加した感想 

「自分の人権と同じように、他人の人権についても大切にしたいと思った」、「物事の

見方や新しい気づきがあり、様々な情報に対して自分で考えたり正しい判断ができるよ

うになった」等肯定的、積極的な感想を持つ人がそれぞれ 4 割以上ある。逆に「たてま

えのような内容が多く、日常生活に活かすのは難しいと思った」、「このような会を続け

ると差別を助長する」等、否定的、消極的な意見は全体の２割あった。自らの生活と結

びつくことで、実践、行動につながるような研修内容を工夫していくことが必要である。 

 

⑤研修会等不参加の理由 

「研修会があったことを知らなかった」29.2％（前回 29.2％）、「忙しかったから」

26.0%(前回 35.2％)、「興味がない」18.8％、「つまらない」11.9％であった。「知らなか

った」は 16～19歳 80.0％、20～29歳 65.2％と高く、男性 26.7％より女性の方が 31.6％

と高い。「人権は重要である」、「人権は自分に関係が深い」、「自分の人権は守られている」

と回答しながらも不参加理由を「つまらない」、「興味がない」とした回答があわせて 3

割あり、町民の興味、関心を高める取り組みが必要である。事業の周知、広報について

は今までの手法を継続しながらも新たな周知方法を検討する必要がある。 

 

問１０ 人権への理解を深めるための有効な学習方法 

全体では「講演会、研修会、講座など」を半数以上の人が挙げており、男女別、年代

別においても同様である。「人権教育座談会」、「各種交流会」がそれぞれ 2割を超えてい

る。年代、性別、住民のニーズを捉えたながら、参加型学習など多様な学習内容、方法

が検討される必要がある。 

 

問１１ 学習したい人権課題 

「障がいのある人に関すること」32.6％（前回 19.9％）が高い。次いで「高齢者に関

すること」、「個人のプライバシー保護に関すること」の順になっている。 

 

Ⅲ．同和問題について 

問１２、１３「同和地区」や「同和問題」との出会い 

知った経緯では学校の授業が 40～49 歳 83.2％、30～39 歳 77.3％、20～29 歳 69.0％、

16～19歳 65.5％で 40代を境に高い率を示している。これは、小中学校で昭和 50年ごろ

から社会科の歴史教科書に同和問題に関する記述が掲載され、学校における同和教育の

導入時期と一致する。 

 

問１４ 「同和地区」や「同和問題」の認識 

全体では「同和地区の人々の立場を理解したい」25.8％、「解決のために努力したい」

19.6％が多く合わせて 45.4％が同和問題解決への意欲を示している。性別では「解決へ

の理解や意欲を示している」のは、男性 41.1％、女性は 49.1％ある。一方、「自分自身
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の問題として捉えられず、消極的だと思う」が 14.5％あり、「立場上取り組んでいるだけ

だと思う」と回答した人と合わせると全体の 2 割が問題解決へ前向きな取り組みができ

ていないと感じている。 

 

問１５ 「同和地区」や「同和問題」を意識する場面 

全体では「結婚を考えるとき」36.4％が最も多く、次いで「不動産を購入するとき」

12.3％である。年代別では 16～19歳で「職場や学校のつきあい」13.8％が他の年代に比

べて高く、年代に応じて、学校や地域など意識する場面が異なることから、それぞれの

場での啓発が必要であると考えられる。 

 

問１６ 同和地区の人に対する差別的言動の見聞きとその内容 

差別的言動を直接見聞きした人は 14.0％（Ｈ27 県意識調査 18.6％）で、年代別では、

50～59 歳 16.5％、次いで 30～39 歳 14.7％、「ない」と最も多く回答した年代は 20～29

歳 85.7％である。内容は「地域や職場、学校、家庭内などの差別的な言動」72.0％が最

も高く、「インターネット上での差別的な表現」12.1％、「差別落書き」11.2％である。

年代別では 16～39歳で「インターネット上での差別的な表現」が 3割と他の年代より高

い割合を示していることから、インターネットの利用が頻繁であるために、他の年代に

比べ情報化社会に潜む差別的な言動に気づいているのではないかと考えられる。 

 

問１７ 差別的言動を見聞きした場合の対応 

「一応、間違いを指摘するがあまり深入りしないようにする」39.0％（前回 40.6％）

が最も多く、「その人の考えをただすよう努力する」23.4％、「身近な人や関係機関に相

談する」8.4％と合わせて 7割の人が何らかの行動をとっているが、それが差別をなくす

ための積極的な行動となるようさらなる啓発が課題である。 

 

問１８ 結婚問題に対する対応 

全体では、「同和地区出身の人であるかないか関係なく、子の意見を尊重する」51.4％

（県意識調査 48.7％）が最も高く、男性は 54.5％、女性は 49.8％である。年代別では同

項目が最も多いのは、20～29歳 69.0％、次いで 40～49歳 63.6％である。全体では、「こ

だわりはあるが子の意思を尊重する」、「自分としては反対だが子の意思が強ければ仕方

ない」とする消極的な意見も加えると 80.2％（県 76.8％）が最終的には子どもの意思を

尊重すると回答している。50～70 歳以上で「自分としてはこだわりがあるが子の意思を

尊重する」という回答が他の年代と比べて高くなっており、子の結婚が近づくにつれ、

同和地区出身か否かを気にするようになると考える。 

 

問１９ 同和問題における課題の把握 

「同和地区の人々に対する差別意識が現存している」40.3％（前回 41.6％）が最も高

く、次いで「同和地区出身の人との結婚に対する差別意識がある」31.2％（前回 23.6％）、
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「同和地区に土地や家を購入することに抵抗がある」11.9％である。一方、同和問題に

おいて「課題はない」の回答が全体で 17.4％あり、特に 20～29歳 31.0％、70歳以上 25.6％

が特に高くなっている。結婚、不動産購入、生活環境、就労など課題は多岐にわたるが、

どの年代についても「差別意識」が現存すると回答しており、今後も差別意識解消へ向

け取り組みを進める必要がある。 

 

問２０ 同和問題解決のための必要な取り組み 

「差別をなくし人権を大切にする教育・啓発活動を推進する」52.6％（前回 29.2％、

前々回 22.0％）が最も多い。性別でも同項目が女性は 55.8％と男性より 6.9ポイント高

く、年代別でも同項目が 60～69歳 56.8％、50～59歳 59.8％、20～29歳 52.4％と高くな

っている。20～70 歳以上で「相談体制の充実」も高い割合を示している。教育・啓発活

動に加えて、相談窓口の周知などに努めていきたい。 

 

Ⅳ． 障がいのある人の人権について 

問２１ 障がいのある人の人権について問題があると思うこと 

全体で最も多いのは、「障がいのある人への理解や認識が十分でない」52.1％であり、

次いで「就労の機会が少ない」27.3％、「道路や交通機関、建物の段差などにより、外出

利用するのが不便である」26.8％の順になっている。さまざまな障がいがあり、それに

応じた障がいについての理解を教育や交流を通して啓発する必要がある。 

 

問２２ 身体障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取り組み 

最も多いのは、「障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育・啓発を推

進する」46.9％、次いで「道路やバリアフリー化を推進する」25.2％、「就労系事業所の

充実など就労支援や就労機会の確保を図る」24.3％の順になっている。バリアフリー社

会の実現へ向けた施策立案が必要であると考える。 

 

問２３ 知的障がいのある人の人権が尊重されるための取り組み 

最も多いのは「障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育啓発を推進

する」52.9％。次いで「障がいのある幼児・児童・生徒に対するきめ細やかな教育を充

実する」25.5％、「就労系事業所の充実など就労支援や就労機会の研修を図る」25.2％の

順になっている。年代別では、すべての年代で「教育・啓発を推進する」が最も高いが、

中でも 20～29 歳 59.5％、30～39 歳 58.7％が高い。周囲から認識されにくい障がいであ

るため、学校教育、社会教育を含めあらゆる年代での教育・啓発が必要であると考える。 

 

問２４ 精神障がいのある人の人権が尊重されるための必要な取り組み 

最も多いのは「障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育、啓発を推

進する」53.3％、次いで「障がいのある人の相談体制を充実させる」28.9％、「医療やリ

ハビリテーション・介護サービスを充実させる」24.9％の順になっている。年代別もす
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べての年代で最も高いのは「教育・啓発を推進する」だが 30～39 歳 60.0％、50～59 歳

58.3％が高い。周囲から認識されにくい障がいであり、また「精神科を受診することへ

の偏見をなくすための啓発・広報を推進する」20.8％が示すように精神科受診への偏見

も存在している。障がいそのものへの理解を深めることはもとより、診療に対する差別

意識の解消が必要である。 

 

問２５ 発達障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取り組み 

最も多いのは「障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育・啓発を推

進する」56.1％で、次いで「障がいのある幼児・児童・生徒に対するきめ細やかな教育

を充実する」28.6％、「相談体制を充実する」27.7％の順になっている。「教育・啓発を

推進する」は年代別でも 20～29 歳 64.3％、30～39 歳 62.7％が多い。周囲から認識され

にくい障がいであるため、学校教育、社会教育を含めあらゆる年代での教育・啓発が必

要であると考える。 

 

Ⅴ 子どもの人権について 

問２６ 子どもの人権における課題の認識 

最も多いのは「子ども同士での、暴力や仲間はずし、無視などいじめ」66.8％で次い

で「いじめに気付いて見て見ぬふりをしてしまうこと」47.8％、「インターネットや無料

通話アプリなど利用した嫌がらせやいじめ」39.9％の順になっている。年代別でも「暴

力、仲間はずしやいじめ」が最も多いが、中でも 16～19 歳 82.8％、30～39 歳 72.0％、

50～59歳 71.7％が多い。 

  

問２７ 子どもの人権が尊重されるために必要な取り組み 

最も多いのは「子どもの人権を尊重するための教育、啓発を推進する」31.9％で次い

で「保護者が利用できる相談、支援体制を充実する」30.4％、「子どものための相談体制

を充実」30.2％の順になっている。子どもに対する人権侵害に必要な取り組みは、行政、

こども園、学校、家庭、地域などそれぞれの立場で何ができ、どう役割分担しながら子

ども一人一人の人権を守っていくのか考えていく必要がある。 

 

Ⅵ ユニバーサルデザインについて 

問２８ ユニバーサルデザインの認知度 

「知っている」は 25.5％で「言葉を聞いたことはあるがよく知らない」37.3％を含め

ても、4割の人はユニバーサルデザインに対する知識を持っていないと考えられる。色や

形、ドアや階段など、だれもが公平に使用でき、使い方が簡単であること、これらに考

慮しながら、すべての人が暮らしやすい社会を築いていく取り組みが必要である。 

※ユニバーサルデザイン……障がいの有無、年齢、性別、言語などに関係なく誰にで

も利用しやすいように製品、建物、環境などをデザインすること。「バリアフリー」が、

今ある障壁（バリア）を一つひとつ取り除いていくこと（事後対策）であるのに対し、「ユ
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ニバーサルデザイン」は、はじめからバリアを作らないこと（事前対策）。 

 

まとめにかえて 

１ 回収率の件で前回（平成 24年 3月）は、同和教育部落推進員による、調査票の直接配

布回収により 90.0％という高い回収率であった。今回は郵送により、送付、返送による

回答の為 38.4％の回収率である。回収率は低いが回答者の意志で提出された回答であり、

人権意識について深く検討されたものであると考えられる。 

 

２ 人権の理解について 9 割近い住民が「重要」と回答しているが、人権が「自分に関係

が深い」と思う人は 5 割と差がみられる。しかし、いずれの回答についても身元調査を

容認する割合が 3割程度あり、他者の人権についての啓発が必要である。 

 

３ 差別や人権侵害を受けたと思う人は、18.3％（140 人）あり、その内容も「あらぬ噂、

他人からの悪口、陰口」56.4％（79人）、「職場での嫌がらせやいじめ」27.9％（39人）、

「名誉、信用の毀損、屈辱」25.0％（35人）、「プライバシーの侵害」15.7％（22人）、「差

別待遇」12.9％（18 人）と職場、地域、家庭等で起きていることが分かる。事業所等に

おける職場内研修でも今回の調査結果を積極的に活用していくことも検討していきたい。 

 

４ 同和地区や同和地区の人々に対する差別的言動を直接見聞きした人は、14.0％（107人）

ある。その内容も「地域や職場での差別的な言動」72.0％（77 人）が最も多く次いで、

「インターネット上での差別的表現」12.1％（13人）、「差別落書き」11.2％（12人）あ

る。結婚問題では、「同和地区出身の有無に関係なく子の意思を尊重する」は 51.4％であ

るのに対して身元調査を容認する回答が 30.7％あり、身元調査が重大な人権侵害である

ことをさらに周知する必要がある。しかし、研修など学習を重ねている人ほど人権尊重

の気づきや解決のための具体的行動がとれているのは今までの成果であるといえる。ま

た、インターネット上での差別的表現についてはその拡大が懸念されており、新しい課

題として学校教育、社会教育共に積極的に取り組む必要がある。 

 

５ 就学前・学校教育に対し、同和問題、こどもの人権、障がいのある人の人権問題等の

啓発が期待されている。一方、住民が最も取り組みを期待しているのは就学前・学校教

育の場であるにもかかわらず、今回の設問には、そのことについての感想、意見を問う

場がないのは残念である。気になるのは 40歳代以下の学校教育において人権・同和教育

を受けた世代の研修会の参加率が低いことである。人権問題が多岐にわたり、必ずしも

同和問題に限ったことではないが、人権教育地区座談会でも「同和問題」を取り上げる

ことが少なくなり、全体的に「同和問題学習」の機会が減っているのではないかと考え

る。また、研修等の参加理由がいわゆる「動員」という形が多いのも課題の一つである。 
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６ 「障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取り組み」で「教育・啓発を推進

する」が最も高いが、障がいの種別、障がいの特性により「必要と思う取り組み」が若

干異なっている。「身体障がいのある人」に対しては「道路やバリアフリー化の推進」と

「就労支援」、「知的障がいのある人」に対しては「きめ細やかな教育（保育）の充実」

と「就労支援」、「精神障がいのある人」に対しては「相談体制の充実」と「医療、リハ

ビリ介護のサービスの充実」に加え「精神科受診への偏見をなくす啓発・広報」があげ

られている。「発達障がいのある人」に対して「きめ細やかな教育（保育）の充実」と「相

談体制の充実」、「医療やリハビリ、介護のサービスの充実」があげられている。「障がい

のある人の人権問題」が最も学習したい人権問題（問６、問１１）であり、保育所、こ

ども園、学校での教育（保育）の充実だけでなく、社会教育としての住民啓発の在り方

が求められている。 

 

７ 調査項目に載せること自体が啓発につながるとの考えから、「障がいのある人の人権」、

「子どもの人権」について今回新しく取り上げた。得られた回答については、研修等で

積極的に活用していくことが必要であり、また今後の調査においても個別の課題として、

継続的に調査することを検討したい。多様性を尊重する社会の構築に向け、同和問題を

はじめとするあらゆる人権問題に対し一人一人が自分の問題として捉えていくため、学

習・啓発の機会を確保することが必要である。 

 

８ 人権啓発に関する特別な用語の正確な意味が十分理解されていないことが考えられる。

多様な人権問題を扱う中で、新たに出会う用語も増えている。用語の理解を深めながら、

人権啓発を進めることも大切である。今後の調査項目に、用語の意味の理解度を問うな

ど設問を検討していくことも必要になると考える。 

 

９ 人権保障に関する様々な取り組みが「人権が保障されていない特定の人のための取り

組みである」という認識に留まっている状態では町民全体に広がっていかない。自分と

地域社会との係わりの中で、他者の人権を守る取り組みが自分の人権を守ることにつな

がることを、一人一人が考えていく働きかけが必要である。 

 

１０ 年代ごとに学習したい人権問題に特徴的な傾向が見られるが、啓発活動を通じてそ

の根底にある差別意識の解消について家庭や地域社会、職場などへ浸透させることが必

要である。研修や講演など学習機会への参加を促し、参加者一人一人が問題解決の担い

手となるとともに、学校教育においても、児童・生徒の人権課題を的確に把握し、将来

へ向けた充実した学びの場となることが求められる。 


