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令和４年度 人権教育・啓発推進懇談会書面開催に係る各委員からの御意見 

 

１． 人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本計画 令和３年度推進状況にか

かる御意見 

項目 御意見 

女性 

 

○ぐんま・ほほえみネット事業については、コロナによる精神

的経済的に困った女性に寄り添う、新しい事業でありタイミン

グとにも早く、大変評価できると思いました。 

 今後も社会情勢に応じて新しい取組ができると良いと思いま

す。 

 

○市の男女共同参画の報告によると、中学生向けデート DV防

止講座を市内の何校かで行い、実施後のアンケート結果には大

多数が理解できたとあった。啓発冊子の発行・配布も大切だが、

講師に直接話を聴いた方がより理解を深められるのではないだ

ろうか。学ぶ機会を増やすためにも、学校への講師派遣が増え

るといいと思う。 

身体的な暴力だけでなく、相手をコントロールするなどの精

神的な暴力もあることを早いうちから知ってほしい。 

 

○男女共同参画の推進のための普及啓発 

 核家族化・共働きが進む中で、共助・共援は当然の事。 

まだまだ理念の浸透は不十分なようです。 

育児休暇一つを見ても取得率は低率状態と聞いています。心

の変革は簡単にはいきませんが、この辺りから男女平等意識の

浸透を図っていただければと思います。 

 

○３ 市町村男女共同参画行政担当者会議がコロナで中止とな

ったが、オンラインを活用するなどして情報交換は続けた方が

いいと感じる。 

同様に中止となった（４）障害のある人たちの手話言語条例

普及啓発イベントの開催も、今後もコロナの収束が見通せない

中、オンライン上での開催や、何かしらの啓発活動を検討して

はどうか。 
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子どもたち ○いじめや虐待の早期発見や早期対応について、各部局や、関

係機関・学校の連携はかなり進んで来ていると考える。        

しかし、事案が一向に減少していかないのは、保護者や親権、

さらに個人情報保護等が壁となり、取り組みの前に立ちはだか

ってしまうのが要因の１つである。子どもたちを守る事を第一

義として取り組める条例が欲しい。 

 

○ネットリテラシーを一番子どもたちに伝えているのは大人た

ちであるということを考え、健全なネット社会を維持するため

の法整備を国に求めていく必要がある。ネット上にある個人の

人権を守る必要性は非常に喫緊の課題である。 

 

○子どもの貧困が社会問題となっている現状踏まえ、貧困問題

への取組みが必要である。 

 

○児童虐待相談通告件数の減少は、どういったものが要因なの

か。新型コロナなどが影響してなのか。その分析によっては、

取り組み内容を変えていかなければいなかなければならないの

ではないか。 

 

○児童虐待相談通告件数が前年度に比べて減少したのは、実数

が少なくなったためか、発見されなかったためか、本質を見極

めるのは難しいと思う。通告件数の増減に固執することなく、

学校や学童、PTAや地域など子どもと関わる人たちに常に注意

を呼び掛けてほしい。 

「群馬県虐待から子どもの生命と権利を県民全体で守る条 

例」ができたようなので、各所が権限を活用して児童虐待の早

期発見や児童の保護などに積極的に取り組んでほしい。 

 

○群馬県で行っている代表児童生徒が参加する「いじめ防止フ

ォーラム」の取り組みは、お互いの意見交換や発表による情報

共有など、大変有意義なものだと思う。それと同様なものを各

学校やクラス単位で保護者も交えて開催してもらえるとありが

たい。 

いじめ問題は保護者が学ぶ機会も少なく、表立って話題にす

ることもない。当事者になって初めて対処することになり、戸
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惑うことがほとんどだと思うので、親子で一緒に考える機会が

増えればと思う。 

高齢者 ○（高齢者虐待対応支援） 

市町村における高齢者虐待対応力の向上のための虐待対応研

修が開催されているようですが、この受講者は市町村等の職員

だけということでしょうか？それとも、養護者や要介護施設従

事者等も受講出来ているのでしょうか？ 

また、「課題」として、「高齢者虐待防止に向け、市町村の体

制構築及び職員の資質向上、市町村が実施する住民を対象とし

た普及啓発への支援を行っていく必要がある。」とありますが、

市町村職員や一部の意識の高い住民などは異なり、日々大変多

くの高齢者に実際に接しているに要介護施設における従事者に

対する虐待防止及び人権啓発の取り組みをもっと積極的に行っ

ていく必要があると考えます。施設介護職員による目を覆うば

かりの悲惨な虐待事案発生の報道に接して、管理職員や看護師

等の専門職に対しての研修だけで終わることのない、一般的な

多くの介護職にこそ、啓発が伝わっていく草の根的な方法を検

討すべきであると考えます。 

 

○「４.人権に関係の深い職業に従事する人たちに対する人権教

育・啓発」に高齢者ケアの現場に関わる人たちの位置づけが無

いのはなぜでしょうか？位置づけて、草の根的に育成をしてい

った方が良いと考えます。 

 

○コロナ感染拡大防止のため、高齢者の参加する公の様々な会

やサークルが実質活動停止となっている話をよく聞く。高齢者

が参加できる研修や運動、ボランティア活動などの集まりは、

健康維持や仲間作りの大切な場である。一人暮らしの高齢者も

増える中で、地域が見守り、サポートしていくためにも、顔を

合わせる機会は必要で、感染対策をしっかりした上で高齢者が

集まれる場を増やしていくように市町村に働きかけてほしい 

障害のある

人たち 

○障害がある人ない人も、相互理解を深め、すべての人々が安

心して暮らせる共生社会を目指し、各種啓発事業を、今後もそ

の都度広く県民に知らせ、継続的に実施していく必要があると

思います。 

 各事業とも、新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、
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中止ではなく、ハイブリット型で実施するなど、オンデマンド、

オンラインを活用し、工夫した事業開催をお願いしたいです。 

 

○福祉サービス事業所の職員による障害者に対する虐待事案の

報道が後を絶ちません。すべての福祉サービス事業所関係職員

に、人権擁護と虐待防止（身体拘束の正当化も含め）の意識を

根付かせていけるよう、強度行動障害についての専門知識や支

援技術向上のための研修等の機会をさらに増やしていただけれ

ばありがたいです。 

 

○小中学校で行っている福祉体験学習は、実際に話を聴いたり、

疑似体験をしたり、障害のある人たちへの理解を深めるために

良い機会だと思う。共生社会の実現のためには、障害について

の正しい知識を小さいうちから学ぶのは自然なことだし、学校

教育の場だけでなく、地域での交流の場を設けていけるといい

と思う。 

 

○障害者雇用の促進に関して、法定雇用率に達していない企業

を対象に、先進企業の事例紹介や相談会を丁寧に続けていく必

要がある。 

同和問題 ○同和問題に関しては、同和問題連絡協議会で「地域における

啓発事業や地域交流」について、何を協議し今後、どういう方

向に持っていこうとしているのかが分かりづらい。 

また、Ｐ１５「３  課題への対応方針」についても、残され

た「残存課題」は具体的に何なのかをはっきり明示していただ

けると同和問題に対する理解の一助となり、今後の方向性も見

えてくるのではないかと思いました。 

外国籍の人

たち 

○就労目的、留学目的、研修目的に加え難民として来日し、群

馬に在住した外国籍の人たちの人権は等しく守らなければいけ

ないと考える。マスメディアの報道等ではその格差が視覚化さ

れている気配があるため、県として外国籍の人たちの人権を平

等に守っているという情報公開が必要ではないだろうか。 

 

○通訳官を帯同した巡回連絡の休日実施に賛同します。どうや

っても会えない人には、可能なら早朝訪問なども視野に入れて

はどうか。 
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○地域コミュニケーションづくり 

 私の住んでいる地域に多くの外国人の方が地域で生活を共に

するようになりました。地域に暮らしていても、あまり日本人

と深くかかわる機会のない外国人が多いと思います。日常での

生活においてコミュニケーションが大切であると思います。 

 町内会では、その地域に住む人たちが快適に暮らせるように、

いろいろな事業や活動をする団体が支援をしますがなかなか活

動の理解ができず、外国人住民に町内会の規則や役割をわかり

やすくするように説明が必要と思います。 

企業や不動産会社は建物を購入した外国人に区の行事やルール

等を説明してもらう。自治会運営について外国人の方の意見も

聞き、取り入れる。行事等の実施と外国人住民参加の工夫をす

る。 

犯罪被害者

等 

○群馬県犯罪被害者等支援条例の推進について評価できます。

今後もさらに多くの市町村で条例の制定ができるよう県からも

サポートをお願いしたいです。 

 

○Save ぐんまについては、東毛などの医療機関でもさらに連

携ができるとよいと思います。 

佐藤病院だけでなく他の医療機関との連携が広がるような取

組を期待します。 

インターネ

ットによる

人権侵害 

○タブレット等の配布による GIGA スクール構想の促進によ

り、児童生徒がインターネットに触れる場はここ２年で大きく

拡張したと考えられる。子どもたちへの人権に係るインターネ

ットの使用についての啓発活動も大切であるが、適正ではない

使用について教育的に監視し、指導する側面の強化もより重要

になってきていると考えるが、いかがか。 

 

○GIGA スクールの取り組みにより小学 1 年生から 1 人 1 台

端末を有する時代に入った。様々なモラルを学ぶより先に使い

方を体感的に覚えていく児童・生徒たちへの対策。そしてこれ

らの指導に当たる人材の育成が急務ではないでしょうか。 

 

○群馬県作成の ICT リテラシー向上 PJ 教材の体験型 web 教

材を利用してみたが、身近に起きる問題を自分に置き換えなが
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ら疑似体験でき、インターネットの良い点や悪い点を両方学べ

るとても良い教材だと思った。 

学校の各自の端末や、家庭で保護者と共に体験し、それを話し

合う場を設けると子どもたちの視野が広がると思うので、ぜひ

学校や保護者に広めてほしい。  

 

○ネットリテラシー教育・啓発は、学校間で差が出ないように

してほしい。 

その他の人

権問題 

○LGBTQ 等の性的少数者 

 LGBTQ 等の性的少数者の人権に関して、群馬県はこれまで

も広い視野に立って取り組んでいると評価することが出来るだ

ろう。 

 しかし、自らを性的少数者として理解できずに、日々苦悩と 

対峠している子どもたちや青年がいる事を踏まえ、さらなる教 

育や啓発の促進を願う。 

 

○LGBTQ 等の性的少数者 

近年、制服の選択制を採り入れる中学校等が増えてきている。

防寒対策もあるだろうが、より自分らしく通学し、学ぶことへ

の選択肢が増えることは歓迎するが、この選択をきっかけに問

題事案が発生することも懸念される。また、選びたくても選べ

ない状況では、制服の選択制もその意味合いが半減するのでは

ないか。様々が対策を講じながらの制度導入をお願いしたい。 

 

○新型コロナウイルス感染症患者や医療従事者等への誹謗中傷 

対策等 

誹謗中傷の実態把握などをすすめ、内容にあった対応、対策

の必要があると考えます。 

また、手段がインターネットによるものが多いと推測される

なか、誹謗中傷以外の問題や実害の発生も考えられます。幅広

い取り組みをお願いします。 

 

○コロナウイルス感染症に伴う誹謗中傷対策 

 この問題は無知や誤った知識そして個々のかってな思い込み

から発生します。 

偏見差別に連動し人権問題に及んで行き、時代の変化と共に
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次々と発生しますから手を抜けません。 

コロナ禍で発生している人権問題も未だ多くの患者さん達を

悩ませて来たハンセン病問題も同根だと思います。 

はっきりとした科学的根拠の無いままの誤った知識風評等の

浸透が取り返しのつかない結果を招きかねません。 

 人権問題解決に対する特効薬はありませんので、ぐんま広報、

ライン、ラジオ等多彩な方策を駆使し正しい知識情報提供をお

願い致します。 

 

○よく取りまとめられていると思います。 

LGBTQ等の性的少数者に対する意識がまだまだ進んでいな

い状況であることから、多様な性のあり方の理解が進むよう

様々な場面での啓発活動が必要と思われますので、引き続き取

り組みをお願いします。 

あらゆる場

を通じた人

権教育・啓発

の推進 

○人権教室指導者講座が開催された事 

 この分野における指導者の養成は非常に重要な事だと思いま

す。 

コロナ禍で行事や施策が次々と中止されている中でオンライ

ン、ユーチューブの活用及び DVD の作成・配布等で計画通り

施策を成し遂げました。 

出来ないのではなく、何事も工夫次第で可能になることを教

えられました。 

これらを見本として当方も精進に行こうと決意を新たにしま

した。 

 関係者皆様方の熱意に感謝申し上げます。 

人権問題は一筋縄ではいきません。 

日頃からあの手、この手の地道な活動を粘り強く継続的に続

けて行くしかないと思います。 

今後もご奮闘宜しくお願い致します。 

 

○家庭における人権教育・啓発の推進 

PTA 活動で「ワクわく子育てトーキング」を何度も行ってい

る。自分の子育てを客観的にみつめ、多くの気づきを得られる。    

また、保護者同士がつながり、情報を共有することで、安心

感も得られる。家庭の教育力の向上のために、ぜひ多くの方が

体験できるように、学校や PTA を通じさらに周知に努めてほ
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しい。 

人権全般及

びその他 

○高齢者及び障害のある人全般 

高齢者及び障害のある人たちへのサポートが充実することは

とても大切であり、県内でもその方向性にあることは大変うれ

しい事である。しかし充実が進むと、社会との溝が生じ、特に

次世代をになう子どもたちの目に日常的に映らない世界を新た

に生み出す危険性をはらんでいる。総合的な学習か探求の時間

での授業として、直接施設に足を運び五感を通して、高齢者、

障害のある方々と学びあえる場を用意してあげて欲しい。座学

だけでは無理です。 

 

○概観について 

 人権教育・啓発の推進については、女性、子どもたち、高齢

者、障害のある人…に 

男性の人権も含めた取組みをジェンダー平等の観点により必要

と考える。 

 

○各人権分野 

各人権分野とも、紙面の制限があるのかも知れませんが、記

述内容が総括的な表現となっているため、個々の施策について

の具体的な取り組みの状況が見えていないと感じます。もう少

し、具体的に実施した事業内容を記載して頂ければ各人権課題

に対する理解、認識が深まるものと考えます。 

 

○人権分野の全体を通じて 

よく取りまとめられていると思います。 

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への官民挙げての

取り組み機運が高まっておりますので、特に、若年層へのＳＮ

Ｓを活用した働きかけを重視する視点を持っていただくよう期

待します。 
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２．その他（人権全般に係る意見） 

御意見 

○コロナ禍により、人権に係る課題について視覚化して対応して来たこれまで

の取り組みが、ベールに包まれる状況となり、新たな人権問題も生じはじめて

いると考えられる。そのため人権教育、啓発も、既成の人権問題の解決に向け

ての方向性に加え、新たな人権問題の発見に向けてのレーダーやセンサーとし

ての役割も重要になってくるのではないか。 

 

○不登校の問題について 

 不登校の児童は年々増えているように感じます。フリースクールが足りず、

週１回しか通えないという話もききました。 

低学年の場合には親（とくに母親）の就業にも影響してきます。 

 子、親が社会からとりのこされないよう取組みをお願いしたいと思います。 

 

○人権ポスターの掲示やポケットティッシュなどを利用した人権啓発をこれ

からも継続していただきたいです。 

 また、さらなる啓発活動が広がることを願います。 

 

①本推進状況の「１概観」に記述されているように、人権課題は時代の流れ、

世界の潮流等の中で、複雑化・多様化していることから、人権施策を推進する

際には、個々の人権課題に取り組んでいる関係団体や関係者と緊密な連携、協

力等を図りながら、県民にわかりやすい啓発活動を推進していく必要があると

思います。 

  私は、これからの啓発活動の進め方として、これら多様化する人権課題を取

りまとめる本「群馬県人権教育・啓発推進懇談会」の実行組織として「県民人

権啓発推進協議会（仮称）（以下「協議会」）」（※他県にはあるのではないかと

思います。）を組織化し、各人権課題に関しての〇〇周年、〇〇計画策定（更

新）等のイベントを単に当該人権課題に取り組んでいる庁内関係課室・団体だ

けで取り組むのではなく、このような協議会を中心に全体的に取り組むことも

必要なのではないでしょうか。 

 人権課題については、社会経済情勢等の変化を踏まえ、極端に言えば、毎年

新たな人権課題が発生していると言っても過言ではないと考えます。 

 特に、ここ数年は新型コロナウィルス感染症に伴う偏見や差別問題が大きな

問題となりました。また、年々外国人実習生等が増加する中で、外国人絡みの

窃盗事件や傷害事件も発生し、外国人（全体）への偏見、差別の助長につなが

らないかと危惧しています。 



- 10 - 

 

  こうしたことも踏まえ、行政・教委がイニシアチブを取って、協議会を組織

化し、またこの組織を通じ、人権問題に絡む課題が発生した場合には、協議会

の責任ある立場の方が当該問題に対する対処方針等の人権談話を発表すると

か、正しい理解を促す啓発資料を逸早く作成し、マスコミ等も活用しながらス

ピード感を持って先手先手の啓発活動を実施することが必要なのではないか

と思います。 

  こうした取り組みを通じ、特定の人権課題の啓発を特定の団体に任せるので

はなく、協議会に集う人権関係団体が自分たちと直接関係ない人権問題につい

ても関与することにより相互の人権課題に理解を深め、また、一体的に取り組

むことにより、人権啓発をベースにした大きなつながりを作り、人権啓発の輪

が広がることにつながればと思います。 

 

② 同和問題に関しては、今年は１９２２年の３月３日に日本初の人権宣言と

言われる「水平社宣言」が発せられ、１００年が経過しました。部落差別の解

消はその間の行政・教育をはじめ運動団体等の尽力もあり多くの問題は解決さ

れつつありますが、結婚問題や就職問題等の問題が依然として残されているな

ど今後も積極的な啓発活動が求められています。 

 この１００周年の記念行事については、主として運動団体を中心に実施され

たと思われますが、我が国初の「人権宣言」という視点で考えた場合、運動団

体の考えた方やイデオロギー等の壁を乗り越え、出来れば行政等（①で記した

協議会のような組織）が主体となって、様々な人権課題に取り組む関係団体を

巻き込み、同和問題についての過去・現在・未来を考える機会になる行事が開

催されても良いのではないかと思いました。 水平社宣言は運動団体とそれに

関わる関係者の特定の問題、ハンセン病はハンセン病患者・家族とそれに関わ

る関係団体の課題というように、人権問題への取り組みの枠を狭めるのではな

く、また、今後大きな課題となっている高齢者の問題は高齢者自身や家族、医

療福祉関係者の課題として捉えるのではなく、高齢者の人権問題は、やがて高

齢者になる若い世代にも関わる国民的な人権問題になることを理解していた

だくよう若者も巻き込んだ啓発活動も必要かと思います。 

 人権課題毎に所管する課室が違うのは当然ですが、関係課室が一体となって

様々な人権課題に濃淡の差はあれ取り組むことが結果的に、人権を文化として

根付かせることにつながるのかと考えています。 

  独断めいた考え方で恐縮ですが、申し述べさせて頂きました。 

 

○男女共同参画については、意識の変革は起きつつあるが、一般社会において

は未だ全然進んでいないと思う。日本のジェンダーギャップ指数は 146カ国
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中 116 位で、群馬県での自治会長に占める女性の割合が全国ワースト 1 と

いう結果からもわかるように、色々な所で無意識に昔からの男女のすみ分けが

続いている。 

共働き家庭が増える中、女性の家事や育児、介護などの負担が大きく、社会

活動まで時間が割けないのも現実なのかもしれないが、地域を支えていくため

には女性の意見をもっと取り入れるべきだと思う。参加しやすくするためのシ

ステム作りが必要で、男女の比率を定める等、今までの制度を見直すところか

ら始めたらどうだろうか。 

学校では男女混合名簿を採用したり、制服を選択できたりと意識的に取り組

んでいるように感じる。やはり小さい頃からの教育や習慣は大切だと思う。 

すべての人権問題に言えることだが、正しい知識を得て、それについて自分事

として考え、継続して学んでいけるような環境作りを進めていただきたい。 

 

○最近ヤングケアラーという言葉を聞くようになりました。 

 家庭における日常の仕事や家族の世話などを行っているのならむしろ好ま

しいのですが、過重な負担を抱えている子どもや若者が相当数のぼるとの事。

ある調査結果では小学校で１クラス１人以上の計算になるとか。 

 問題なのは、お手伝いの範囲を超えて学校生活や健康面に支障をきたすほど

大きな負担になっているケース。これは家庭環境が深刻であると思われる。 

遅刻・欠席が多かったり、部活動が出来ない、学習面での遅れなど、将来自分

の目指す目標をあきらめざる得ない厳しい環境下で日夜奮闘しているヤング

ケアラーに地域の支援は当然必要です。 

 私も民生委員としても地域福祉に携わっていますので、身近な所から情報収

集で該当者の把握に努め支援に繋がるよう行動して行こうと思っていますの

で、行政面からの支援もご検討をいただければと思います。 

 ８月１２日上毛新聞で、親の収入などの境遇で子どもの人生が決まると思う

人は７３％に上ったという記事がありました。 

この格差が今後固定化されると思う人も５９％に達した事。 

閉塞感の漂う世の中にしたくありません。 

 

○人権という普遍的文化について 

 女性に対する DV、児童虐待、児童生徒によるいじめ等、すべての問題にお

いて最も根深いのは、生き方に対する判断基準が、「善か悪」ではなく「損か

得」に重きが置かれていることだと思います。これは家庭におけるモラル教育、

初等教育に起因するところが大きいと思われますが、ただ現実的にすぐに解決

することは無理ですのでさまざまな施策が必要となります。 
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 例えば、群馬県では、女性に対する DVに関しては、中学・高校・大学等を

対象に DV 防止啓発活動を行ったり、緊急一時保護施設の設置、自立支援体

制の強化等、各機関と連携を取りながら、懸命に取り組んでいることがうかが

えます。 

 目に見えた形での提示は難しいと思いますが、啓発活動の成果と、実際に県

のこれらの支援を受け自立できた方の声が聞きたいです。 

 知的障害については、私自身、群馬県立高崎高等特別支援学校の評議員をさ

せていただいております。初めて学校を訪問した際には、充実した設備と教職

員を含めた支援体制の厚さに感銘を受けました。地域差があるのは否めません

が、群馬県はインフラは整っていると思います。ただ、在学中の支援が厚いだ

けに社会に出て自立した際の心のケアが必要になってくると思います。受け入

れ先の団体や企業が障害者に対する偏見を無くし、温かく見守る風土を醸成す

ることが大切だと思います。 

 

○コロナ禍でのさまざまな制約があるなかで、事業の中止や延期を余儀なくさ

れたものもありますが、よく取りまとめられていると思います。 

 

○推進状況を拝見して、こんなことをやっているんだと知ることが多かった。

広い世代にこれらの取り組みを知ってもらうには、さまざまな周知方法を試す

必要があると感じた。 

 

 

 


