
人権教育の風景

施策29　人権啓発・教育及び平和の推進

 施策の目的

　基本的人権を尊重する立場から、様々な人権問題に対する正しい理解と認識を深め、差別は不当な
ものという人権意識を持ち、お互いの個性を尊重し認めあうようにします。また、命の大切さや平和
の尊さを市民とともに考え、平和な社会を実現します。

 平成23年度策定時の状況

　人権・同和行政実施計画に基づき、人権教育の充実を図ってきましたが、いじめなどの人権問題が
発生しています。
　また、市民や企業、市職員に対し、講演会や研修会を実施し、人権啓発の場を広げるよう努めてき
ましたが、参加者数は横ばい傾向にあります。
　さらに、人権擁護委員と連携し、人権啓発を進めてきましたが、人権相談件数は少なく、人権擁護
委員を知る人も少ないのが現状です。

 平成27年度の現状

　市内の小学校を対象に、相手を思いやる優しい気持ちを育てることを目的とし、人権啓発ＤＶＤを
用いた人権教室や人権の花運動を行っています。平和事業においては、風化しつつある戦争体験を次
世代に語り継ぎ、平和な社会の発展に寄与することを目的として、広島や長崎から被爆体験者を招い
て平和祈念講演会や平和祈念パネル展を実施しています。

 課題

　人権問題の現状を市民や企業、市職員に十分に理解・認識してもらうため、講座などの参加者を増
やす必要があります。
　また、人権相談や人権擁護委員について、より周知する必要があります。
　平和事業については、毎年平和祈念事業を行って市民の意識の向上を図っていますが、平和祈念講
演会は語りべの高齢化により、今後の在り方の検討が求められています。
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①学校教育における人権教育の推進

②社会教育における人権教育の推進人権問題に関する情報提供と意識啓発

人権問題と平和活動に対する理解の
促進

③人権啓発・交流の推進

④人権相談体制の充実

⑤平和意識の向上

人権問題に対する専門職による解決

平和について考える機会の提供

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 学校教育における人権教育の推進
小中学生の人権意識の醸成を目的とした人権作文、人権標語への取組や道徳を中心とした教育
活動を通じて人権教育を推進します。また、教職員に対する、人権問題への正しい理解と認識を
深めるための研修会の充実を図ります。

２ 社会教育における人権教育の推進
市民や企業、市職員に人権に対する学習機会を提供します。また、参加者が増えるよう、より
魅力的な内容となるよう努めます。

３ 人権啓発・交流の推進
庁内の連携を図り、啓発交流活動を行い様々な差別問題に対する市民の理解を深めていきます。
また、人権擁護委員と連携して活動を行うことで地域における人権啓発活動を強化します。

４ 人権相談体制の充実
人権相談窓口の周知を図るとともに、関係機関との連携を深め、相談体制を充実します。

５ 平和意識の向上
市民の平和意識の向上を図るため、市民が共に考える機会の提供や啓発活動などを行います。

 施策指標

指　　標　　名

人権講演会参加率（％） ５７

７

７５

１５人権相談の相談件数（件）
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施策30　男女共同参画社会の実現

 施策の目的

市民一人ひとりが男女平等の理念を理解し、男女が社会のあらゆる分野に参画し、個性と能力を十
分に発揮できる、男女共同参画社会を実現します。

 平成23年度策定時の状況

　男女共同参画推進条例及び男女共同参画わこうプランに基づき、男女共同参画社会の実現を目指し
て取組を進めてきましたが、市民意識調査（平成19年度）では「社会全体で男女の地位が平等になっ
ていると考える人の割合（12.6％）」はいまだに低く、家事や子育てについても、性別による固定的
な役割分担意識が依然として存在しています。
　また、結婚・妊娠・出産・育児期にある女性の労働力率は低く「Ｍ字型曲線」を描き、女性労働力
率と潜在的女性労働力率を比較すると、希望と現実の差がひらいていることが分かります。
　さらに、配偶者や恋人間における身体的暴力、精神的暴力、性的暴力を暴力として認識していない
人も多くいます。
　そして、市のまちづくりへの女性の参画に関して、審議会などの女性委員の割合は、平成21年度現
在33.1％にとどまっています。

 平成27年度の現状

　和光市男女共同参画意識調査（平成26年度）では「社会全体で男女の地位が平等になっていると考
える人の割合」は21.8％といまだに低く、家事や子育てについても、性別による固定的な役割分担意
識が依然として存在していることから、男女の人権を尊重する意識の浸透を図るための一層の取組が
必要です。また、和光市の審議会等における女性委員の比率は、平成26年度で34.3％と、国の35.4％
と同等で、埼玉県の26.5％よりも高くなっていますが、中には女性委員が一人もいない審議会等もあ
り、自治会等の役職や行政職員などの政策や方針の立案・決定の場においては、依然として女性が少
ない傾向にあり、男女双方の意見が対等に反映されにくい状況が見られます｡

 課題

　家庭や職場において、性別による固定的な役割分担意識が解消されておらず、社会のあらゆる場に
おける男女共同参画の推進が必要です。また、ドメスティックバイオレンス、セクシャルハラスメン
ト及び児童虐待については、被害者が多く存在することから、それらを人権侵害行為として市民が認
識する必要があります。
　さらに、まちづくりの政策や方針の立案・決定の場において、女性の積極的な参画を促進する必要
があります。
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資料：
和光市男女共同参画意識調査
　　　　　　　　　　　（平成26年度）
埼玉県男女共同参画に関する意識実態調査
　　　　　　　　　　　（平成24年度）
男女共同参画社会に関する世論調査
　　　　　　　　　　　（平成24年度）

男女平等だと思う人の割合



主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①男女共同参画わこうプランの着実
　な推進

②男女共同参画意識の普及啓発家庭、学校、職場などのあらゆる場
における性別役割分担意識の解消

男女平等の理念の普及とあらゆる分
野への男女共同参画

③男女が共にいきいきと暮らせる環
　境づくり

④暴力の根絶に向けた意識づくりと
　被害者支援体制の強化

⑤まちづくりに関する男女共同参画
　機会の実現

「DV やセクハラ、児童虐待は人権
侵害行為である」という認識の向上

まちづくりの政策や方針の立案・決
定の場への女性の参画

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 男女共同参画わこうプランの着実な推進
第三次行動計画男女共同参画わこうプランに基づき、全庁的に男女共同参画推進体制を強化し
市民及び事業者と連携して、男女共同参画を着実に推進します。

２ 男女共同参画意識の普及啓発
男女共同参画意識の普及啓発を図り、男女が社会のあらゆる場で個性や能力を十分に発揮でき
るよう、家庭、学校、職場、地域における男女平等教育を推進し、学習機会の提供に努めます。

３ 男女が共にいきいきと暮らせる環境づくり
男女が共にいきいきと働ける環境をつくるため、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）を進めます。さらには、女性の起業や就職・再就職への支援を図ります。

４ 暴力の根絶に向けた意識づくりと被害者支援体制の強化
ドメスティックバイオレンスやセクシャルハラスメント、児童虐待などの暴力を絶対に許さな
い体制づくりを進めます。また、被害者や周囲の人々が安心して相談できる環境づくりや安全で
安心な保護と自立支援を行います。

５ まちづくりに関する男女共同参画機会の実現
社会のあらゆる分野に男女双方の意見が反映されるよう、審議会などにおける委員の男女比率
の均衡を図ります。また、地域活動などへの男女共同参画を促進します。

 施策指標

指　　標　　名

社会全体で男女の地位が平等になって
いると考える人の割合（％）

参考資料：男女共同参画わこうプラン

女性の労働力率（％） 指標説明：働いている女性数／全女性回答者数
参考資料：男女共同参画市民意識調査

審議会における女性委員の登用率（％） 指標説明：審議会の女性委員／審議会の男女委員総数
参考資料：男女共同参画わこうプラン
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メキシコ合衆国

ビクトリア
バンクーバー

シアトル
ワシントン州
ロングビュー

カナダ

ロサンゼルス

アメリカ合衆国

国際交流の活動風景

施策31　国際化の推進

 施策の目的

市民の国際理解やふるさと意識の普及を促進し、地域の活性化につなげるとともに、外国籍市民が
安心して暮らせる環境をつくります。

 平成23年度策定時の状況

　本市では、国際化推進計画に基づき、年々増加する外国人登録者（平成21年12月1日現在1,742人。
10年前の約1.65倍）に対応するため、各種表示への英語併記や、市ホームページの英語・中国語版及
びやさしい日本語による情報発信を実施しています。
　また、市民に対しては、国際化推進事業、和光市国際ネットワーク　の運営などを行っています。
　本市は、平成11年10月1日にアメリカ合衆国ワシントン州ロングビュー市と姉妹都市　提携を結
び、パネル展の開催や市民まつりにおいて姉妹都市の周知・ＰＲをしています。

 平成27年度の現状

　平成26年度から市民海外派遣事業を再開し、隔年で姉妹都市を訪問しています。訪問しない年にお
いては姉妹都市からの訪問団を受け入れています。
　2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴い、外国人が過ごしやすい環境整備の内
容及び方法を検討しています。

 課題

　市民や和光市国際ネットワークの活動による国際交流活動や国際理解を深める機会の充実が求めら
れています。
　また、外国籍市民が抱える問題や市政への要望・意見を把握する機会、外国人への情報提供が共に
不足しているため、外国籍市民が地域になじむ機会や仲間を得る機会が十分とはいえません。
　さらに、和光市・ロングビュー市ともに、姉妹都市に対する認知度が低い状況です。

＊１ 和光市国際ネットワークとは、平成１５年に設立された組織で、市内を中心に国際交流・協力活動を行っている団体のほか、市内の学校や民間
企業などが参加しているもの。

＊２ 姉妹都市とは、姉妹提携（両市長による提携書があり、議会の承認を受けている）を結んだ市のこと。
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①国際交流活動・機会の充実

②多面的な国際交流の促進

国際理解の意識の普及

市民の国際理解の向上と外国籍市民
が安心して暮らせる環境づくり

③外国人にも暮らしやすい環境づくり外国籍市民の支援体制の充実

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 国際交流活動・機会の充実
市民、国際交流団体、企業、研究機関などの国際交流・協力活動を支援し、共に国際化を推進
していきます。
また、外国籍市民と日本人市民が交流する機会や場を提供し、多文化共生＊３意識の普及を図り
ます。

２ 多面的な国際交流の促進
姉妹都市をはじめとする様々な地域との交流促進を図ります。また、市民のロングビュー市に
対する認知度を更に高めます。

３ 外国人にも暮らしやすい環境づくり
外国籍市民の要望などを把握し、生活上の様々な問題に対応するため、国際交流員を活用する
とともに、ボランティア制度の運用によって、外国人支援体制を充実していきます。
また、重要な行政情報・生活情報について、多言語ややさしい日本語などで外国人にも分かり
やすい情報提供を推進していきます。

 施策指標

指　　標　　名

国際交流イベント参加者数（人） ５３ ８５

５３ ８５

指標説明：市が主催する国際交流イベントに参加した
　　　　　市民の数

ボランティア登録者数（人）

＊３ 多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、日本人と外国人が協働して地域社会を支える主体と
して、それぞれの能力を十分に発揮しながら共に生きる、安全・安心で活力ある社会のこと。
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