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第１章 計画の改定にあたって 

 

１ 計画改定の趣旨 

本県では、すべての人の人権が尊重される豊かな社会づくりをめざして、

平成 13 年(2001 年)４月に「滋賀県人権尊重の社会づくり条例※(以下「人権

条例」という。）」を施行しました。 

この人権条例において、人権が尊重される社会づくりに関する施策の積極

的な推進を県の責務と規定しています。 

このため県では、平成 15 年(2003 年)３月に、人権施策の総合的な推進を

図るための方針として「滋賀県人権施策基本方針※(以下「人権施策基本方針」

という。）」を策定しました。 

人権施策基本方針では、県が推進すべき基本施策として、(1)人権意識高揚

のための教育・啓発、(2)人権が侵害された場合の救済手段としての相談・支

援体制の充実、の２つを掲げ、その推進にあたっての基本的な考え方を明ら

かにしており、県ではこの(1)について具体化するため、平成 16年(2004 年)

３月に「人権意識高揚のための教育・啓発基本計画※(以下「基本計画」とい

う。）」を策定し取り組んできたところです。 

しかし、その後の社会状況の変化は著しく、子どもや高齢者への虐待等、

取組の強化が求められる課題や、犯罪被害者の人権、インターネット上での

人権侵害等、これまで顕在化していなかった新たな人権問題が発生していま

す。 

近年、人権問題が複雑化・多様化してきている中、個別分野における計画

との連携を強化するなど、「人権」をキーワードとした全庁的な取組を更に進

めることが求められています。 

こうしたことから、このたび、基本計画の期限を迎えるにあたり、これま

での人権教育・啓発に関する施策だけでなく、人権施策基本方針に掲げる人

権施策全般について、その具体的な方策を体系的に示し、総合的、計画的な

推進を図るために、「滋賀県人権施策推進計画(以下「推進計画」という。）」

として改定するものです。 

 

２ 計画の性格 

（１）人権施策基本方針を総合的、計画的に推進するための行動計画 

（２）滋賀県政の最上位計画である「滋賀県基本構想」をはじめとして、滋賀県

が策定する他の構想・計画・指針等と整合した計画 

（３）「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条に規定される地方公共

団体の責務として、県が人権教育・啓発を総合的、計画的に推進するための

計画 
 

３ 計画の期間 

平成 23 年度(2011 年度)から平成 27 年度(2015 年度)までの５か年の計画

とします。 
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４ 計画の進行管理 

  毎年度、人権施策基本方針および推進計画に基づいた関連施策実施状況を

まとめ、滋賀県人権施策推進審議会※に対して報告し意見を聴きます。また、

県のホームページ等で県民に公表します。 

  また、本計画において指標および目標値を設定し、進捗状況の把握に努め

ます。 

  計画期間中の社会情勢等の変化や関連する個別計画等の変更については、

推進計画のめざす方向性を基本に適宜適切な運用を図りながら関係施策を推

進するほか、必要に応じて計画自体の見直しを行います。 
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第２章 滋賀のめざす人権が尊重される社会の姿 

 

「人権の世紀」と言われる 21世紀に入って既に 10年が経過しました。人権の

尊重が平和の基礎であるということが、改めて世界の共通認識となっています。 

また、私たちの日々の暮らしは、地球環境という基盤の上に成り立っています。

こうした平和と環境の問題は、国家や世代の枠組みを超えて、将来の世代も含め

た人類すべての人権に関わる問題といえます。 

 

滋賀は豊かな水に恵まれた琵琶湖とともに歩んできました。私たちが営々と受

け継いできた琵琶湖を、豊かで健全な状態で次の世代に引き継いでいかなければ

ならないとの思いから、自然に生かされ自然とともに生きる意識を持って、環境

問題について時代を先取りした取組が進められてきた歴史があります。また、Ｎ

ＰＯ※やボランティアなどの自発的な活動が活発なことにもみられるように、人

と人とのつながりを大切にする県民性が培われてきました。 

 

滋賀にはこのように「人の力」という強みがありますが、近年の情報分野をは

じめとする科学技術の著しい発展や、急速な少子高齢化の進行、グローバル化※

の進展、人々の価値観の多様化などを背景として、従来の仕組みでは対応しきれ

ない新たな課題や問題が次々と発生しています。 

これまでから、核家族化や都市化の進行などにより、社会における連帯意識や

帰属意識が薄まり、他者への無関心や相互不干渉の風潮が広まる中で社会全体の

規範意識の低下が懸念されてきました。 

  

このような中、経済効率を追求した競争社会が行き過ぎ、終身雇用制度の崩壊

や、昨今の厳しい経済・雇用情勢と相まって、意欲があっても能力を発揮する機

会が与えられず、貧困や格差が大きな社会問題になるとともに、人と人とのつな

がりが薄れ、社会から孤立する人が急速に増えています。 

 これらは、自殺者数の増加や犯罪の凶悪化など生命や身体の安全がおびやかさ

れる事態となって現れているほか、さまざまな場面で虐待やいじめ、ハラスメン

ト※(嫌がらせ)などの要因ともなっていることが考えられます。 

 特に、子どもの物質的・精神的貧困の問題については、学歴格差、健康状態の

劣化、児童虐待、非行の問題などに深く関係していると言われており、貧困や格

差が固定化し、親から子へと連鎖していることが指摘されるなど、日本の将来の

社会・経済に大きな影響を及ぼす懸念があります。 

  

 今、まさに、人と人とのつながりを保ち、絆を再生することが必要となってい

ます。 

 

人の命を尊重する意識が薄れてきていることが指摘される中、改めて、すべて

の生き物がこの自然の中で支え合いながら生きていることを認識し、生命の尊

さ・大切さや、自己がかけがえのない存在であると同時に他者もかけがえのない
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存在であり、他者との共生・共感の大切さを真に実感できる、誰もが安心して暮

らせる社会の実現が不可欠です。 

そして、すべての人があらゆる可能性や能力が発揮でき、仕事と生活の調和(ワ

ーク・ライフ・バランス※)を実現しながら、一人ひとりが生きがいをもって輝く

ことができる社会にしていくことが求められています。 

また、今後ますます外国人住民の定住化が進むものと予想されるなど、多様性

を認め合う共生社会としていくことが望まれるとともに、家庭や地域、世代間の

つながりを大切にし、交流を深め支え合うことが求められます。 

すべての人の人権が尊重される豊かな社会をつくっていくことは、もとより行

政の力だけではできません。関係団体やＮＰＯ※、企業など立場の異なる方々と

も協働して取り組んでいく必要があります。  

 

 これらの現状を踏まえ、すべての人の人権が尊重される豊かな滋賀の実現のた

め、本計画において次のような社会をめざし、施策の推進を図ります。 

 

命を大切にし、安心して暮らせる社会 

すべての生き物を大切にし、私たち自身の身体や生活が脅かされることなく

安心して暮らせる社会の実現とともに、豊かな自然と人権が尊重される社会を

将来の世代に引き継ぐことをめざします。 

 

一人ひとりが輝く社会 

    一人ひとりがさまざまな個性を持ったかけがえのない存在として尊重され、

誰もが生きがいを持って暮らせる社会の実現とともに、一人ひとりの持つあら

ゆる可能性や能力が発揮され、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス※)

を図る中で、みんなが輝く社会の実現をめざします。 

    

多様性を認め合う共生社会 

世代や文化の違いを超え、一人ひとりの多様性が認められ、対等な関係の中

で共に生きていける社会の実現とともに、すべての人がお互いに尊重し、理解

し、助け合うノーマライゼーション※の理念が浸透した社会の実現をめざしま

す。 

 

ともに支え合う協働社会 

県民や各種団体、企業、行政などが、それぞれの役割や特長をいかしながら

協働し、すべての人がともに支え合い、助け合う社会の実現をめざします。 
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第３章 人権施策の推進 

 

Ⅰ 人権尊重の視点に立った行政の推進 

県が行うすべての業務は、県民一人ひとりの生活に密接に関係していることか

ら、県行政はさまざまな分野で人権に関わっています。 

人権は、不当な差別を受けている人たちだけに関わるのではなく、すべての人

に保障される身近な権利であるという認識のもと、県行政は、あらゆる分野にお

いて人権尊重の視点に立った行政の推進に取り組みます。 

同時に、職員一人ひとりが人権問題を自分自身の課題としてとらえ、常に職務

や研修を通して、人権意識の高揚に努めるとともに、人権尊重の視点に立って業

務の遂行にあたります。 

更に、今日の人権問題は複雑化、多様化していることから、人権施策を効果的

に実施するため、関係機関が連携して総合的に推進します。 

 

 

 

Ⅱ 基本施策の推進 

１ 人権意識の高揚―教育・啓発  

１－１ 人権教育・啓発の基本的な考え方 

 第２章で掲げた「滋賀のめざす人権が尊重される社会の姿」を実現していくた

めには、県民一人ひとりが人権尊重の理念に対する理解を深めることが不可欠で

す。 

人権意識高揚のための教育・啓発は、人権尊重の社会づくりのための最も基本

となる施策であり、次の点に留意して施策を推進することとします。 

 

人権の基本理念に対する理解を深めるとともに人権感覚を高める 

近年、人の命を尊重する意識が薄れてきていることが指摘されています。こ

のため、人権の基本理念※についての理解を深めるにあたっては、改めて生命

の尊さ・大切さや、自己がかけがえのない存在であると同時に他者もかけがえ

のない存在であること、他者との共生・共感の大切さを真に実感できるように

努めます。 

その上で、人権施策基本方針に掲げる①人権の普遍性・日常性、②人権の平

等性、③個人の尊重、④多元社会と共生、⑤人権の義務的性格という人権の基

本理念※の視点から日常の物事を見たり考えたりできる人権感覚を高めます。 
 

一人ひとりが能力を発達させ、自己実現を図る 

個人がその能力を発達させ、可能性を追求することが、同時に社会全体を発
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展させることにつながります。このため、一人ひとりが持つ可能性を、社会の

中で最大限に発展させることができるよう、自らの能力を信頼し、それを高め、

自己実現を図る態度を養います。 
 
さまざまな個性や価値観を認め、他者の身になって考え行動できる態度を身につ

ける 

さまざまな個性や価値観が存在することを認め、尊重する態度を身につけま

す。そして、人権についての知識や人権感覚が、具体的な態度や行動につなが

るよう、他者の立場、特に人権侵害を受けている当事者の立場になって考え、

それに基づいて自ら行動できる態度を身につけます。 

  

自発的な学習のための環境づくり 

県民一人ひとりの人権意識の高揚を図るためには、それぞれの取組が、一人

ひとりの問題意識とつながり、自主的な学習へと発展するという、個々人の自

発性に基づく学習を促すことが必要です。 

また、人権尊重の社会づくりをめぐる課題は決して固定したものではなく、

社会の変化により今後も新たな課題が生まれてくると考えられます。一人ひと

りの県民が主役となって地域づくりに参画することが求められている中、日常

の課題を自ら解決する力を養い、人権尊重という普遍的な考え方に基づいて、

人権をめぐる新しい課題に取り組むことが必要となります。 

このような考え方に立って、県は県民の自発的な学習のための環境づくりの

一層の充実を図ります。 
 
 

１－２ 人権教育 

人権教育は、人権に関する知的理解と人権感覚の涵養を基盤として、意識、態

度、実践的な行動力などさまざまな資質や能力を育成し、発展させることをめざ

す総合的な教育です。 

人権教育を推進するにあたっては、人権の大切さや人間の尊厳など人権につい

ての基礎的な学びの普遍的な視点からのアプローチと、個別的な人権問題につい

ての学びの充実と創造をめざす個別的な視点からのアプローチを互いに関連させ

ながら、取り組んでいきます。 

 

（１）家庭教育  

家庭は、人間形成を図る上で重要な役割を果たす場です。特に、乳幼児期は、

あたたかな愛情により、人間関係の基礎となる信頼関係を豊かに築いていく上

で重要な時期です。 
こうしたことから、子ども一人ひとりをかけがえのない存在として尊重し、

個性を生かすとともに、他人への思いやり、いのちや人権を尊重する豊かな心

を育む家庭教育ができるよう支援に努めます。とりわけ、子育てに関する学習
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機会や情報の提供などの家庭教育支援については、保護者だけでなく、広く地

域全体で取り組む体制づくりを進めます。 
 

（２）就学前教育・学校教育  

あらゆる場を通じて、幼児児童生徒の自尊感情※を高め、自分の人権を守り、

他者の人権を守ろうとする意識・意欲・態度を育み、人権に関する知的理解を

深めるとともに、人権感覚の育成を図ります。 

 

１．人権教育推進のための基盤 

① 指導者自身がさまざまな人権問題について正しい理解と認識をもち、人権

感覚を磨き高めるとともに、その問題を自分自身の課題ととらえ実践に結び

つける技能や態度を身につけられるよう、学校・園・所、地域等の指導者を

対象とした多様な研修の機会の充実を図ります。 

② 日常的な教育・保育活動において、自己存在感や達成感を味わったり、互

いに認め合ったりする中で、自尊感情※やコミュニケーション能力を育みま

す。また、学習者と指導者がともに学び、ともに育つため、安心して学ぶこ

とができる学習環境づくりを進めます。 

 

２．人権学習の具体的展開 

① 学校・園・所の教育・保育活動において、人権教育に関する指導方法等の

改善と充実を図ります。また、学習者が自分の生活と結びつけながら主体的

に学んでいけるよう、自らが選択、判断、自己決定できる場を取り入れたり、

参加体験型学習やボランティア体験、フィールドワーク※を取り入れたり、

自然とのふれあいを通して命の大切さを感じ取ったりするなど学習方法や

内容を工夫します。 

② 人権教育についてのさまざまな学習機会を提供するとともに、学習者の意

識を踏まえ、生活に身近な素材を教材とするなど感性や心情に訴える学習を

進めます。また、さまざまな人の協力を得ながら、地域の素材の活用にも努

めます。 
 

３．豊かな実践のために 

① 人権教育研究団体等の実践や研究の成果を生かすとともに、地域における

取組と結びつけながら、家庭・地域と連携した取組を一層深めます。 
②  幼児児童生徒の実態や発達段階および地域の課題を踏まえ、系統的・発展
的な学習を進めるとともに、関係機関・団体等との適切な連携を行い、家庭・

地域の理解と協力を得ながら教育・保育活動を進めます。また、大学等に対

しても、人権に関する情報提供に努めます。 
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（３）社会教育  

１．学習環境づくり 

県民一人ひとりが、人権について正しく理解し、自らの生き方に関わる問題

として受け止め、人権尊重の精神を日常の生活に具現していくことができるよ

う、学習機会の充実や学習情報の提供など学習環境づくりに努めます。 
また、子どもが誤った認識や偏見・差別意識を持つのは、周りの大人の影響

も大きいと考えられることから、大人自身が人権感覚を高め、人権問題につい

ての正しい理解と認識を培い、人権尊重の精神を日常生活に生かしていくこと

ができるよう、内容や方法の工夫を図ります。 

① 公民館等の社会教育施設を拠点とした人権に関する各種の学習機会の提供

や、地域に住む人々の相互理解の促進を図るための各種交流活動の実施を支

援します。 

また、人権に関する研修資料・学習教材や啓発資料の作成・配布を行うと

ともに、インターネット等も活用して教材、指導者等の情報提供の充実に努

めます。  
② 指導者の資質の向上と指導力の強化を図るための研修プログラムを充実し、

社会教育主事※、社会教育施設関係者、社会教育関係団体の代表者等を対象

に研修会を開催します。また、社会教育関係団体等における人権教育への取

組を促します。 
 

２．人権教育の具体化 

これまでの地域ぐるみの取組を生かしつつ、まちづくりの活動と関連させな

がら、それぞれの実情に応じた、人権教育の具体化を図っていきます｡ 

① 交流活動の充実やボランティア活動の促進を図り、地域の連帯意識に支え

られた、住みよいまちづくりをめざします。  
② 人権教育に関する調査・研究や情報提供等のあり方について検討し学習方

法の開発等に努めるとともに、県民の自主的な学習活動を支援します。 

 

 

１－３ 人権啓発 

一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、具体的な態度や行

動につながるような人権感覚を身につけることができるよう、さまざまな機会を

とらえ、効果的な方法を検討しながら人権啓発を推進します。 

 

（１）県民に対する人権啓発  

人権の基本理念※に対する認識を深めることを中心としながら、憲法をはじ

めとする人権に関わる国内法令や国際条約、人権条例、人権施策基本方針など

の人権に関する基本的な事項の周知を図るとともに、各分野における人権に関

する知識を習得し、認識が深まるよう努めます。 
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そして、差別等を受けている当事者の立場になって考え、一人ひとりが自分

の問題として行動を起こすことの大切さについて啓発します。 

こうした啓発にあたっては、命は尊く大切なものであること、自己がかけが

えのない存在であると同時に他者もかけがえのない存在であるということ、他

者との共生・共感が大切であること、つまり、自尊感情※や寛容の気持ちを養

うことが必要なこと、そして、コミュニケーション能力等の人権に関わるスキ

ル（技能）を身につけることが大切であることなどを盛り込みながら進めます。 
更に、平和や環境の問題は、国家や世代の枠組みを超えて将来の世代も含め

た人類すべての人権の問題であるという人権の理念の広がりも視野に入れて啓

発します。 
あわせて、県行政の各分野で、相談・支援体制の充実をはじめとする人権尊

重の社会づくりのための制度や施策を充実するとともに、それを県民に周知す

ることは、県民の人権保障に直結し、人権に関わる啓発のひとつであるという

認識のもとに制度や施策の周知啓発を進めます。 
 
１．多様な啓発媒体の効果的な活用 

人権に関する県民意識調査※では、広報誌や冊子・パンフレット、講演会・

研修会への接触状況・参加頻度が高い人ほど、人権が尊重される社会の実現に

向けて、自分も努力すべきだと思うと答えている割合が高くなっています。 
すべての県民が啓発活動に触れることができるよう、街頭における啓発活動を

実施したり、講演会・シンポジウムを開催するほか、テレビ・ラジオ放送、新

聞広告、広報誌、ポスター、インターネットホームページ等、多様な媒体を活

用します。 
実施にあたっては、自らの問題として考えられるよう身近で具体的な事例を

取り上げたり、より分かりやすい表現に努めるほか、参加型・体験型の啓発な

ど啓発手法を工夫します。 
また、多くの集客が見込めるイベントを啓発の場として活用したり、無関心

層も含めた幅広い人の参加が期待でき、人権について考える機会を提供できる

総合的なイベントを継続的に開催します。 
更に、より多くの県民に県が行う人権啓発の取組等を知ってもらうために、

マスメディアに積極的に情報提供するなど、広報に努めます。 
 
２．共感を生む教材の作成 

県民が啓発に触れ、その内容に共感を持つことで、日常の何気ない言動や習

慣等に素朴な疑問を持ち、人権について考え始めることができるよう、啓発教

材の作成にあたっては、日常生活や身近な人間関係の中から題材や場面を選ん

だり、感性に訴える表現を取り入れたりするなど工夫します。 
 
３．自主的な学習の支援と県民参加の促進 

県が作成した啓発教材については、広く県民に活用されるよう努めるととも

に、地域で開かれる人権に関する研修会等の情報も含め、県ホームページ等で

提供し、一人ひとりの自主的な学習を支援します。 



- 10 - 

また、県民の自主的な取組を促進するため、ＮＰＯ※等の自主的な社会貢献

活動を支援するとともに、県が行う啓発活動の企画、実施の各段階に、幅広い

県民の参画を求め、県と県民が一体となって啓発活動を推進します。 
更に、定期的に実施する意識調査のほかに、モニター制度やアンケートで得

られるより直接的、具体的な県民の意見を参考に啓発手法や内容に検討を加え

ます。 

 
４．人権啓発の実施主体との連携 

①国との連携 

国は、「人権教育・啓発に関する基本計画※」に基づき、関連する施策を

総合的、計画的に推進していることから、滋賀県人権啓発活動ネットワーク

協議会※を中心に、大津地方法務局および人権擁護委員※が行う啓発活動との

連携と調整を図ります。 

②市町との連携 

地域に根ざしたきめ細かな啓発の推進を図るためには、市町の果たす役割

が非常に大きいことから、市町との連携を強化するため、県と市町相互の情

報の共有化や市町が行う活動の支援に努めます。また、人権擁護委員※に協

力する制度である市町の人権擁護推進員※との連携を図ります。 
③(公財)滋賀県人権センターとの連携 

人権問題解決のための啓発、教育、相談等の事業を県域で総合的に行う(公

財)滋賀県人権センター※との連携を図り、同センターが行う事業を支援しま

す。 

④企業・ＮＰＯ・民間団体等との連携 

企業・ＮＰＯ※・民間団体等の自主的な啓発活動を促進するため、情報や

学習機会の提供などの支援に努めます。 
 

（２）事業者に対する人権啓発 

企業(事業者）は、社会を構成する一員であり、昨今の厳しい経済雇用情勢の

中、人権問題に対する社会的責任と社会貢献の重要性はますます高まっていま

す。特に、採用や職場環境の面で、人権尊重の取組が求められています。 

すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に向け、事業者がその社会

的責任を自覚し、社内の推進体制を整備し、人権を大切にする企業風土や、人

権尊重の意識の高い職場づくりに積極的・組織的な取組が図られるよう、啓発

に努めます。 

 

１．公正な採用選考と差別のない明るい職場づくりの推進 

応募者の適性と能力に基づく公正な採用選考システムの確立が図られるよう

啓発に努めます。 
また、差別のない明るい職場づくりと就職の機会均等に基づく採用選考に向

けて、「企業内同和問題研修啓発推進班※」が各企業を訪問し、企業内の取組

が実践されるよう働きかけます。 
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２．研修啓発の推進 

人権が尊重される職場づくりに向けた主体的、自主的な取組が行われるよう、

企業等における指導者育成に対する支援や、男女の均等待遇、ワーク・ライフ・

バランス※(仕事と生活の調和)の推進、セクシュアル・ハラスメント※(性的嫌

がらせ)やパワーハラスメント※(地位を利用した嫌がらせ)の防止等をテーマ

とした広報啓発や研修会の開催など、企業の経営者や人事・労務担当者等に対

して情報提供を行います。また、国の施策と連携し、高齢者の継続雇用や障害

者の雇用の促進等について啓発します。 

更に、県行政の各分野においても、関係する事業者等に対する啓発を行いま

す。 

 

 

２ 人権侵害に対する救済―相談・支援体制の充実  

人権が尊重され、人権侵害が生起しない社会、すなわち人権尊重社会を築くた

めには、人権教育・啓発とならんで、人権を侵害された被害者に対して実効的な

救済を図ることが重要な課題です。 

相談支援は、適切な助言を通じて、人権侵害の発生や拡大を防止し、人権侵害

に関する紛争の自主的解決を促進するなど、それ自体が有効な救済手法です。同

時に、より本格的な救済手続へとつなげることや、他の救済制度等を利用すべき

ものについては、その紹介・取次などが求められています。 

人権侵害の法的救済は、法務省や裁判所など国の機関の専管事項ですが、県が

実施可能な救済手段として、相談・支援体制の充実を図ります。 

 

１．総合的な相談窓口の設置・運営 

  人権侵害に関わる相談・支援は、国では法務局で実施されていますが、県に

おいても、人権に関する総合的な相談窓口として人権相談室を設置する(公財)

滋賀県人権センター※に対し支援します。 

 

２．専門的な相談窓口の充実 

  相談窓口は、利用者が安心してかつ容易に利用できるよう、プライバシーの

保護はもちろん、地理的にも利用しやすいものとします。また、人権に関する

さまざまな相談に対応するため、女性や子どもに関する相談をはじめ、高齢者

や障害者の権利擁護に関する相談、外国人の生活相談、エイズ※や医療安全に

関する相談、犯罪被害者に関する相談、労働相談など専門的な相談窓口の充実

を図ります。更に、時代の変化に応じた新たな人権課題に対しても相談体制の

充実に努めます。 

 

３．相談機関の連携 

  利用者が納得できる結果を出すために、個々の相談窓口では対応が困難な場

合や、他の専門的な相談機関で対応することが適切な場合には、円滑に他の適
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切な相談窓口へつなげるよう、各相談機関の連携に努めます。また、紹介した

相談機関の対応や結果をフォローアップするように努めます。 

 また、国、県、市町等の相談機関で構成する｢滋賀県人権相談ネットワーク協議

会※｣において、研修会を実施するなど、相談実務のスキルアップ(技能向上)を

図るとともに構成機関相互の連携強化を図ります。 

  

４．相談窓口のＰＲ 

  人権に関する県民意識調査※によると、人権侵害を受けたと感じたときの対

応については、「黙って我慢した」と答えた人が最も多く、「公的な相談窓口

に相談した」と答えた人は 1割程度という結果となっており、相談窓口が十分

利用されていないことがうかがえます。さまざまな機会や広報媒体を活用して、

相談窓口や相談活動の周知に努めます。 

 

５．相談員等の資質向上と体制強化 

  人権に関する県民意識調査※では、県や市町の相談機関に相談した結果とし

て、「満足な結果が得られなかった」と答えた人の割合が半数を超え最も多く

なっています。相談窓口の専門性、信頼性の向上を図るため、相談を担当する

職員や相談員の研修を充実し資質の向上に努め、必要に応じ外部の専門家の支

援を求めます。 

 

 

 

Ⅲ 分野別施策の推進 

 すべての人の人権が尊重される豊かな社会である「滋賀のめざす人権が尊重さ

れる社会の姿」を実現するためには、基本施策の推進とともに、さまざまな人権

問題に対応するための分野別施策を推進していくことが必要です。 

 人権施策基本方針では、人権問題として７つの分野を取り上げています。人権

をめぐる課題は時代とともに変化しており、多くの課題がありますが、本計画で

は、「犯罪被害者」、「インターネットによる人権侵害」の２つを加えた９つの分野

を取り上げ、分野別に現状と課題、具体的施策を示します。 

 分野別施策の推進にあたっては、人権施策基本方針や本計画の趣旨を踏まえ、

各分野の個別計画等に基づき、推進本部を設置するなど関係機関の連携のもとに

施策の推進を図ります。 

 

１ 女性 

【現状と課題】 

「男女共同参画社会基本法」制定後 10年を経過し、法律や制度は整いつつあり

ますが、方針決定の場への女性の参画が十分に進んでいる状況にあるとはいえず、

過去からの差別的取扱いの積み重ねや性別によって役割を固定的にとらえる意識

などが、女性が主体的に生きるための多様な選択や能力発揮の妨げとなっている
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ことがあります。 

 また、被害者の多くが女性であるドメスティック・バイオレンス※(配偶者や恋

人からの暴力(ＤＶ))、セクシュアル・ハラスメント※(性的嫌がらせ)、性犯罪、

売買春、ストーカー行為※など、さまざまな女性に対する暴力は、女性の人権を

著しく侵害し、心身を脅かす深刻な社会問題となっています。 

特に「児童虐待の防止等に関する法律」では、子どもと同居する家庭における

配偶者からの暴力が児童虐待と定義されるなど、ドメスティック・バイオレン 

ス※(ＤＶ)が子どもに与える影響も心配されています。 

 

【具体的施策】 

１．男女共同参画意識の浸透 

  固定的な性別役割分担意識※の解消に向けて、県民や事業者の男女共同参画

社会についての理解を深め、家庭、地域社会、職場、学校等社会のあらゆる場

面における男女共同参画の取組が加速するよう対象やテーマ、年代に応じた啓

発・広報を進めます。 

 

２．政策・方針決定過程への女性の参画促進 

  あらゆる分野の政策・方針決定過程に女性の参画が進むよう、女性が意欲を

高め、挑戦し、活躍できるためのエンパワーメント※の機会を提供します。ま

た、事業者や民間団体、地域活動などにおける女性の積極的な登用に向けて働

きかけを行います。 

 

３．ポジティブ・アクションの推進と女性のチャレンジへの支援 

  男女の均等な雇用機会および待遇の確保や、女性の能力発揮のため、積極的

改善措置(ポジティブ・アクション※)が進むよう、企業(事業者)に対して情報

提供や啓発を行います。また、女性の社会参画が進むよう、チャレンジに向け

ての能力開発など、さまざまな支援を行います。 

 

４．仕事と生活の両立のための職場環境づくり 

  男女が共に安心して働くために、長時間労働などの働き方を見直し、男性が

家庭や地域の活動に参画できるとともに、女性が出産・育児期においても仕事

が継続できるよう、仕事と家庭・地域生活の両立に向けて社会全体の意識づく

りや支援などを進めます。 

 

５．男女間のあらゆる暴力の根絶 

 ドメスティック・バイオレンス※(ＤＶ)、セクシュアル・ハラスメント※(性

的嫌がらせ)、性犯罪、売買春、ストーカー行為※など男女間のあらゆる暴力を

なくすため、積極的な啓発・広報を行い、関係機関が連携して相談体制の充実

から被害者の心身の回復に向けたケアまで切れ目のない支援に取り組みます。 

 

６．総合的・計画的な関連施策の推進 

男女共同参画社会の実現を目標とした「滋賀県男女共同参画計画※」をもと
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に、施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、県施策全般への男女共同参

画の視点の浸透を図ります。 

また、「滋賀県配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する基本計 

画※」に基づき、配偶者からの暴力の防止と被害者の適切な保護および自立支

援にかかる総合的かつ積極的な施策の展開を図ります。 

 

 

 

２ 子ども 

【現状と課題】 

平成 20 年度(2008 年度)子育てに関する県民意識調査によると、理想の子ども

の数の平均は 2.66 人であるのに対し、実際に持つつもりの子どもの数は 2.08 人

と、0.58 人の開きがあります。 

少子化の背景には、出産・子育てについての希望と現実のかい離という事実が

存在しており、その大きな要因の一つとして、安心して子どもを生み育てること

ができる社会環境が十分に整っていないことがあります。県民の希望を実現し、

社会経済を持続可能なものにしていくためには、希望と現実のかい離を生み出す

社会的要因を取り除いていくことが必要です。 

また、近年、核家族化や都市化の進行、人間関係の希薄化、効率性や利便性を

重視する生活スタイルの浸透など、社会状況は大きく変化してきています。こう

した中で、親その他の保護者(以下「保護者」という｡)の子育ての負担感や不安感

の増大、児童虐待やいじめの相談件数の増加、子どもの健やかな育ちを阻害する

有害情報の氾濫、ニート※(若年無業者)や社会的ひきこもりなど若者の自立をめ

ぐる問題の深刻化など、子育て家庭や子ども・若者を取り巻く環境は厳しさを増

してきています。生まれてきた子どもたちが、保護者や地域の人々に見守られな

がら、安全に安心して健やかに育ち、また、未来に夢を持って自立への道を着実

に歩める環境を整えることが必要です。 

特に、子どもの人権を著しく侵害する児童虐待については、相談件数が年々増

え続け、平成 21年度(2009 年度)には、市町と子ども家庭相談センター※合わせて

2,802 件、子ども(18 歳未満)人口 100 人当たり 1.09 件と１％を超えています。こ

うした状況を踏まえ、県、市町、関係機関そして県民の連携のもと、子どもの権

利利益の擁護の観点から、児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応から、子ど

もの保護・ケア、親子関係の修復・家庭復帰（家族の再統合※）、子どもの自立ま

で、切れ目のない総合的な支援を行っていくことが必要です。 

 

【具体的施策】 

１．子どもの意見が尊重される社会環境づくりの推進 

①子どもの人権を尊重していくための意識づくり 

子どもの人権を尊重し、子ども自身が持つ可能性を伸ばしていくことの重

要性や社会全体で子育ち・子育てを支えることの意義について、県民の理解

と認識が深まるよう、「子どもの権利条約※」や「滋賀県子ども条例※」の内
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容について広報・啓発を行います。また、直接子どもに接する機会が多い仕

事に従事している人などを対象に、子どもの人権について理解と認識を深め

るための研修を実施します。 

 ②子どもの意見や思いを受けとめる取組の推進 

21 世紀淡海子ども未来会議※による体験学習や「子ども県議会」の開催な

どにより、子どもが意見を表明したり、積極的に社会に参加する機会を提供

します。また、子ども・子育て応援センター※(愛称：こころんだいやる)に

おいて、虐待、いじめ、不登校、非行、進路など、子どもに関するあらゆる

問題の相談に対応します。また、子どもの相談に関わる人たちを対象とした

講座の開催などにより子どもの相談窓口の充実を図ります。 

 

２．児童虐待防止総合対策の推進 

①未然防止に向けた取組の推進 

児童虐待は子どもの心身の成長および人格の形成に大きな影響を与え、ま

た、将来の世代の育成にも懸念を及ぼす著しい人権侵害であるとの認識を深

め、社会全体でその防止に取り組む意識を育むため、市町、関係機関・団体、

企業などと協働しながら、「児童虐待防止推進月間」を中心に、オレンジリボ

ン※を活用した啓発活動を実施します。 

また、保育所、学校などにおいて、子どもや保護者に対する児童虐待防止

に関する啓発や学習、子ども自らが暴力から身を守る力を付ける教育プログ

ラムの普及促進に取り組みます。 

②早期発見・早期対応の推進、強化 

児童虐待の早期発見、早期対応を図るため学校の教職員、保育所等の児童

福祉施設の職員、医師、保健師、民生委員児童委員などに対する研修を充実

します。また、子ども家庭相談センター※や市町の体制、市町要保護児童対

策地域協議会※の機能強化を図ります。 

また、親が子育てに自信や安心感を持ち、子どもが安心・安全な環境で生

まれ育っていけるよう、児童虐待の未然防止や早期発見という視点を常に意

識しながら、妊娠期からの継続的な親子支援を実施します。 

③子どもの保護・ケアの充実 

地域小規模児童養護施設※、里親、小規模住居型児童養育事業※(ファミリ

ーホーム)の活用などにより、要保護児童の受入体制を整備し、子どもの自立

に必要な支援を行います。あわせて、児童養護施設等で生活する子どもの権

利を守るため、子どもの権利ノート※の作成や子どもの権利擁護委員会※の実

地調査により、子どもの意見や苦情に客観的かつ専門的な立場から適切に対

応します。 

④親子関係の修復・家庭復帰（家族の再統合）の推進 

子ども家庭相談センター※において、対応チームの編成や職員の資質向上

を図り、児童養護施設等や市町と連携して、親子関係の修復・家庭復帰（家

族の再統合※）の取組を進めます。 
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３．社会全体で子育ち・子育てを支える 

行政はもとより、保育所や学校などの施設、企業、地域住民といったさまざ

まな主体の関わりの中で、子ども一人ひとりが自ら育つ力を育み、自分の可能

性を伸ばす環境を整えていくため、保育や子どもの放課後対策の充実のほか、

地域において子どもの成長・自立の基礎となる育ち、遊びの場の確保や子育て

共助の仕組みづくりを進めます。 

 

４．不登校やいじめへの対応 

あらゆる学校生活の場で自己存在感を感じさせるとともに、自他を大切にす

る気持ちを育みながら、他者と豊かにコミュニケーションを図ろうとする態度

や、規範意識などの社会性、学級や学校の一員としての自覚、共感的人間関係

の育成に努めます。また、悩みや課題を抱えたり、学校生活になじめなかった

りしている子どもたちの「心のサイン」を見逃さない対応など、きめ細かな個

別指導や相談・支援に努めます。 

これらの取組を通して、子どもたちが安心して、明るく、元気に学校生活が

送れるように魅力ある学校づくりを推進します。 

 

５．ひとり親家庭に対する支援の推進 

置かれている家庭環境の如何にかかわらず、子どもが心身ともに健やかに育

ち、育てられるよう、ひとり親家庭の生活の安定と向上を図るため、自立に向

けた就業支援や子育て支援などを進めます。 

 

６．総合的・計画的な関連施策の推進 

「淡海子ども・若者プラン※」に基づき、子どもが生まれる前から自立する

までの子ども・若者施策を総合的かつ計画的に推進します。 

また、「滋賀県児童虐待防止計画※」に基づき、児童虐待防止のための総合的

な取組を行います。 

 

 

 

３ 高齢者 

【現状と課題】 

今後、戦後生まれの団塊の世代が高齢期を迎えていくことから、高齢化はます

ます進行し、高齢者の増加とともに、平均余命の伸長により高齢期間が長期化し

ています。 

 このように高齢化が進む中で、高齢者が住み慣れた地域で家族や友人とともに

健康で生きがいをもって安心して暮らせる社会とすることが求められています。 

しかし、高齢というだけで一律に社会的弱者と判断されたり、年齢制限等によ

り働く場が十分に確保されていない状況にあります。また、認知症高齢者など介

護や支援を必要とする高齢者が増加し、虐待(介護の放棄や拒否を含む｡)や、財

産・金銭面等での権利侵害、施設等における身体拘束という問題もあります。 
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更に、介護の長期化、介護者自身の高齢化などにより、介護をしている家族等

の身体的、精神的な介護負担が増大している現状もあります。 

 

【具体的施策】 

１．健康長寿の促進と元気創造 

  ①生きがいづくりの推進 

    高齢者を支援が必要な弱者としてとらえるのではなく、地域や社会との関

わりを持ちながら多様な活動に積極的に参加する地域づくりの重要な担い手

としてとらえ、生きがいづくりや社会参画を促進するため、生涯学習・生涯

スポーツの推進、高齢者組織や人財※の育成、就労支援を進めます。 

  ②健康づくりの推進 

    高齢者が健康でいきいきとした生活をできるだけ長く継続できるよう、一

人ひとりのライフステージに応じた総合的な健康づくりを進めます。 

  ③県民主導の介護予防の推進 

    すべての県民ができる限り介護を必要とする状態とならないよう、また介

護が必要となっても、その状態の改善や悪化の防止を図るため、県民の主体

的・継続的な介護予防の取組を支援し、「県民主導の介護予防」を進めます。 

 

２.みんなで支える長寿社会の構築 

①地域共生の社会づくり 

    高齢者をはじめ、すべての人の人権が尊重され、誰もが住み慣れた地域で

家族や友人とともにいきいきと暮らすことのできる社会を実現するため、あ

らゆる場での人権意識の高揚を図ります。また、ひとり暮らし高齢者の安否

確認や生活支援等の充実を図り、高齢者と地域の人々がともに支え合う地域

共生を推進していきます。 

  ②地域ケアシステムの構築 

    高齢者が介護や支援が必要になっても地域において安心して生活が送れる

よう、各関係機関の連携のもとで、保健・医療・福祉体制が一体的に提供さ

れる高齢者を地域全体で支える地域ケア※を推進します。 

  ③生活環境の整備 

    高齢者に配慮した居住環境を確保するとともに、道路、交通機関、建物等

のバリアフリー※を促進し、ユニバーサルデザイン※の考え方に基づく誰もが

住みよいまちづくりを推進します。 

 

３．高齢者の尊厳の保持 

①認知症の人と家族を支える地域づくり 

    認知症の人に対する無理解や偏見をなくすため、認知症やそのケアに関す

る正しい知識の普及および相談窓口の周知を図ります。また、早期発見・早

期対応の体制整備を促進し、認知症の人と家族をみんなで支える地域づくり

に努めます。 
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  ②権利擁護の取組の推進 

    高齢者が尊厳をもって暮らしていけるよう、高齢者に対する身体的暴力、

介護の放棄、心理的虐待や、財産等に関する権利侵害、施設等における身体

拘束を防止するための啓発や保健福祉関係者への研修を実施します。また、

権利擁護にかかる相談や支援の充実、地域福祉権利擁護事業※(日常生活自立

支援事業)や成年後見制度※の普及促進を図ります。 

 

４．サービス基盤の整備 

①サービス提供体制の整備 

    介護家族の介護負担の軽減と、介護が必要になっても自らの意思が尊重さ

れ、その人らしい自立した質の高い生活が送れるよう、介護サービス提供体

制の充実を図ります。また、利用者の多様な生活を尊重し、潤いのある暮ら

しができるよう、「レイカディア滋賀プラン※(滋賀県高齢者福祉計画・滋賀

県介護保険事業支援計画)」に基づき介護保険施設※等の整備を推進します。 

②保健福祉サービス従事者の確保 

    日々多様化、高度化していく介護ニーズに的確に対応できるよう、介護人

材の確保・定着を図るための取組を進めます。 

 

５．利用者本位のサービス提供の推進 

  ①保健福祉サービス従事者の専門的資質の向上 

    介護家族の介護負担の軽減を図りつつ、介護や支援が必要になっても自分

らしく生活するため利用者本位の質の高い介護サービス等を提供できるよ

う、保健福祉サービス従事者の専門的知識を高めます。また、人権意識や権

利擁護に対する理解を深めるため、研修の充実など保健福祉サービス従事者

の質の向上を進めます。 

  ②サービスの質の確保と向上 

    利用者本位のサービスの質の確保と利用者保護を図るため、苦情対応体制

の充実を図ります。また、介護サービス事業者自身のサービスの質の向上に

向けた取組を進め、自己評価※や第三者評価※などのサービス評価を推進し、

あわせて事業者指導体制の充実に努めます。 

  ③サービス選択を可能にする仕組みづくり 

    利用者自身がサービスを選択できるよう、介護サービス情報の公表※や、

さまざまな情報提供、広報啓発活動を推進します。 

 

６．総合的・計画的な高齢者施策の推進 

  「レイカディア滋賀プラン※」に基づき、高齢者施策を総合的かつ計画的に

推進します。 
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４ 障害者 

【現状と課題】 

障害のある人もない人もお互いに尊重し、理解し、助けあうことができるボー

ダー（境界）のない共生社会、すなわちノーマライゼーション※の理念が浸透し

た地域社会の実現が求められています。 

そのためには、障害のある人が地域社会を構成する一員として、人権が尊重さ

れ、その人たちの望む生活が、障害によって制約を受けることなく、日常生活の

さまざまな場面において、自ら決定し、選択することで、その人らしく生活でき

ることが望まれます。 

しかし、こうした地域での自立生活の実現に向けては、施設入所から地域生活

への移行や働く場の確保、コミュニケーション支援やユニバーサルデザイン※化、

障害者理解や権利擁護の一層の促進など、未だに多くの課題が残されています。 

こうした課題に対応し、「地域で暮らし、働き、活動することの実現」に向けた、

さらなる取組が必要とされています。 

 

【具体的施策】 

１．「地域で暮らす」－地域生活支援の推進 

  障害のある人が地域で安心して生活ができるよう、各種の相談事業や支援サ

ービスの提供、充実を図り、生涯を通じ一貫した支援体制の構築を図ります。 

①ともに学ぶ教育の推進と生涯を通じ一貫した支援体制の構築 

障害のある子どもたちの教育環境や相談・支援体制の充実を図るとともに、

幼児期から少年期、成年期、高齢期にいたるすべての過程において、教育、

福祉、保健・医療、そして就労が一体となった、切れ目のない継続した支援

体制をめざします。 

②地域生活を支援するサービスの充実    

   居宅介護(ホームヘルプ)等の在宅サービスやグループホーム等の暮らしの

場の整備を進め、障害のある人が安心して地域で生活できるよう支援します。 

 

２．「地域で働く」－就労支援の推進 

  各種の就労支援事業を提供し、一般企業等への就労を支援するとともに、企

業で働くことが困難な人についても福祉的就労の場を確保するなど、障害のあ

る人が働く喜びを感じ、就労収入による自立生活をめざすことができるよう取

り組みます。 

①雇用・就労の場の確保と支援の充実 

就労支援事業の提供や企業就労に向けた雇用の場の充実確保、「働き・暮ら

し応援センター※」などの雇用・就労の促進と相談拠点の整備を進めるなど、

「働きたい」という思いに応えるよう取り組みます。 

②企業、労働、福祉、教育、医療の連携強化 

    就労支援事業者やハローワーク(公共職業安定所)、企業、関係機関の連携

によるネットワークを強化し、就労を地域で支えるシステムの構築をめざし

ます。 
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３．「地域で活動する」－社会参加等の支援の推進 

  障害のある人もない人も同じように、地域社会の一員として日常生活を主体

的に楽しむことができるようにするため、コミュニケーション支援、移動支援、

スポーツや文化活動の振興などを進めます。 

①スポーツ・レクリエーション活動の振興 

スポーツ大会の実施や選手の育成を進め、障害のある人がスポーツやレク

リエーション活動を楽しむことができるよう支援します。 

②芸術・文化・余暇活動の振興 

障害のある人の地域での芸術・文化・余暇活動の場を提供するなど、多様

な活動を支援します。また、絵画や陶芸などの表現を芸術の観点から評価し、

その創作活動などの振興を図ります。 

③コミュニケーション支援・移動支援の充実 

手話通訳や点字による情報提供など、コミュニケーション支援の充実を図

るとともに、ガイドヘルパー※の養成や身体障害者補助犬※の普及啓発を進め、

社会参加を促進します。 

 

４．「自立生活の実現に向けて」－障害者施策の総合的な推進 

  障害者理解の促進や福祉のまちづくりの推進、福祉、保健・医療サービスの

充実、権利擁護の推進、人材の確保と資質の向上、介護者や家族の支援も含め、

障害者施策の総合的な推進を図ります。 

①障害者理解の促進 

「障害者週間」を中心とした広報・啓発や、学校・地域における交流、学

習の推進など、障害のあるなしに関わらず互いに理解しあい、人権が尊重さ

れる社会づくりをめざします。 

②福祉のまちづくりの推進 

誰もが住みやすい生活環境や、安全に移動できる交通施設など、ユニバー

サルデザイン※の考え方によるまちづくりを進めます。 

③権利擁護の取組の推進 

障害のある人が自ら決定し、選択することにより、その人らしく生活でき

るよう、障害のある人の人権や財産等に関する権利侵害を防止するための啓

発や身体障害者相談員、知的障害者相談員の相談対応能力向上のための研修

を実施します。また、権利擁護にかかる相談や支援の充実、地域福祉権利擁

護事業※(日常生活自立支援事業)や成年後見制度※の普及促進を図ります。 

 ④谷間のない支援の充実 

  障害の程度や種別に関わりなく、必要とする支援を誰もが受けられるよう、

精神障害や医療的ケアの必要な障害、発達障害、高次脳機能障害※などの障

害のある人についても、総合的な取組を推進します。 

⑤障害者施策の総合的な推進 

「障害者福祉しがプラン※」に基づき「地域で暮らし、働き、活動するこ

との実現」をめざし、福祉、雇用、教育、保健・医療などの幅広い連携のも

と、総合的かつ効果的な施策の推進を図ります。 
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５ 同和問題 

【現状と課題】 

昭和 44 年(1969 年)に「同和対策事業特別措置法※」が施行されて以来、平成

13年度(2001 年度)まで 30年以上にわたり、特別措置法のもとで数次にわたる継

続した計画に基づき関係諸施策を総合的かつ集中的に推進してきました。その結

果、生活環境の改善を中心に相当の成果を収め、さまざまな面で存在していた較

差も大きく改善されましたが、教育、就労などの分野においてなお課題が残され

ていることから、その後は一般対策※により取り組んできました。 

今日、地域の状況はさまざまですが、地域総合センター※(隣保館等)が把握す

るデータからは、長引く景気の低迷や高齢化の進行など時代の変化に伴い生じる

共通した新たな課題とともに、残された課題への取組が引き続き求められていま

す。 
また、同和問題に対する誤った考え方や差別意識が払拭しきれず、未だに差別

事象等が発生しています。昨今の住宅購入等における差別事件や同和地区問い合

わせ事件などは、同和問題(同和地区)への関わりを避けようとする根強い意識が

潜在していることを示しています。更に近年では、インターネット等を悪用して、

同和地区の名称、所在地等の情報を流布したり、特定個人・団体や不特定多数を

誹謗中傷するなど悪質な事象が多数発生しており、国、県、市町、関係機関・団

体など多様な主体が一層連携し、効果的な教育・啓発活動を積極的に進める必要

があります。 

そして同時に、人権が侵害された被害者に対する相談支援の充実を図るととも

に、その一方で、同和問題に関する差別意識の解消を阻害し、新たな差別意識を

生んでいる「えせ同和行為※」の根絶に向けても取り組む必要があります。 
 

【具体的施策】 

１．同和問題に対する正しい理解と認識、人権尊重の実践的態度の育成に向けた

教育・啓発 

①県民啓発の推進 

県民の同和問題に対する理解・認識を深めるため、県民の心に訴える工夫

を凝らした啓発活動を推進します。特に、９月の「同和問題啓発強調月間」

にはイベントの開催等効果的な啓発活動を集中的に実施します。 

また、引き続き、「企業内同和問題研修啓発推進班員制度※」を活用し、企

業関係者が同和問題についての正しい理解と見識を深め、企業の果たすべき

役割について啓発を行い、自覚と実践が図られるよう働きかけます。特に７

月を「企業内同和問題啓発強調月間」として、各種の啓発活動の集中的な実

施を行います。 

②(公財)滋賀県人権センター事業の推進 

同和問題をはじめとする人権問題解決のための啓発、教育、相談等の事業

を積極的に実施する(公財)滋賀県人権センター※に対して、県民の人権意識

の高揚を図り、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現をめざして、

その運営に対する支援を行います。 
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 ③同和教育を柱とした人権教育の推進 

人間の尊厳を基本に、就学前教育、学校教育、社会教育の各分野が相互に

連携し、人権を尊重する人間の育成と社会の実現をめざすため、これまでの

同和教育の成果を基盤に据えた人権教育を積極的に推進します。 

 

２．地域におけるまちづくりと人づくりへの支援 

地域総合センター※が、周辺地域も含めた地域社会全体の中で、福祉の向上

や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、

生活上の各種相談事業の実施をはじめ、地域課題に即した各種施策の総合的か

つ効果的な推進に努められるよう、また連帯意識と自立意識の高揚をめざし、

まちづくりと人づくりを進めるための取組が推進されるよう、関係機関との連

携のもとに必要な助言と支援を行います。 

 

３．えせ同和行為の排除 

同和問題に対する誤った意識を植え付け、同和問題解決の大きな阻害要因と

なっているえせ
 ・ ・ 

同和行為※に対し、「えせ同和行為防止滋賀県民会議※」を軸と

して、関係機関や団体等に対する情報収集や提供を行うとともに、国と連携し

て排除に向けた取組を進めます。 

 

４．同和行政の総合的な推進 

  同和行政推進に関する庁内の総合調整や関係機関との連絡調整を図るため

同和対策本部を設置し、「今後の同和行政に関する基本方針※」に基づき、同和

問題の早期解決に向けて、積極的・効果的な事業執行に取り組むよう施策運用

を推進します。 

 

 

 

６ 外国人 

【現状と課題】 

平成２年(1990 年)の「出入国管理及び難民認定法」の改正で、日系人とその家

族に定住者※の在留資格が認められたことにより、県においても南米国籍の日系

人を中心に外国人登録者数が増加しました。 

また、中国をはじめとするアジアの国々からの外国人研修生・技能実習制度に

よる滞在者や、国際結婚などによる日本人の配偶者なども増えてきています。 

平成 20 年(2008 年)秋以降の経済危機により、製造業の現場で就労していた多

くの外国人住民が失業し、帰国する人も出ていることから、平成 21 年(2009 年)

に入り、県の外国人登録者数は減少傾向が続いています。 

しかし、社会のグローバル化※の進展および少子高齢化による労働力の減少傾

向を考え合わせると、長期的には、外国人住民は更に増加するものと予想されま

す。 
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そのため、外国人住民の暮らしやすい環境づくりを進め、地域において日本人

と外国人が共生するための社会づくりを進めるためには、日本語によるコミュニ

ケーションが十分にとれないことによる「言葉の壁」や、定住生活の上で必要と

なる基本的な条件が十分に整っていないことによる「生活上の障害」、日本人住民

との交流機会が不足して孤立するなど「心の溝」が大きな課題となっています。 

 

【具体的施策】 

１．「言葉の壁」を低くする（コミュニケーション支援） 

①地域における情報の多言語化 

外国人住民の生活に必要な情報や、外国人住民に周知する必要があると考

えられる情報を中心に、多言語や漢字にふりがなを付けるなど、わかりやす

い表記に努め、国際協会やＮＰＯ※・ＮＧＯ※などさまざまな主体と連携しな

がら提供することを推進します。 

②日本語および日本社会についての学習機会の提供 

    外国人住民の日本語や日本の文化や慣習などに関する理解を促進するため、

多様な主体が連携して、日本語や日本社会についての学習機会を幅広く提供

します。 

 

２．「生活上の障害」を取り除く（生活支援） 

①安心して働ける環境の整備 

外国人住民がその能力を発揮し、安定した職業生活を営むことができるよ

う、就労制限のない外国人住民を対象とした職業訓練を推進します。また、

日本における労働関係制度の情報を多言語で提供するなど、その理解を促進

します。 

更に、労働関係の相談窓口を案内し、適正な職業紹介や労働条件などにつ

いての適切な助言を受ける機会を提供することで、適正で安定した就業を促

進します。 

②教育環境の整備 

外国人児童生徒に対する語学指導や学校生活への適応指導を実施するほか、 

児童生徒の母語／母国語による学習サポートなどを行います。 

また、外国人児童生徒を担当する教員などを対象に、日本語指導や適応指

導などに関する研修を充実させ、資質の向上や多文化共生の視点に立った国

際理解教育を推進し、児童生徒の国際感覚や異文化理解能力の向上に努めま

す。 

更に不就学を早急に解消するため、学校での受入れ体制の整備や不就学の

子どもやその保護者の就学意識･意欲を高める働きかけを行うなど、就学に向

けた取組を推進します。 

③安心して利用できる保健・医療体制の整備 

医療、年金、保健、福祉など社会保障に関する情報や感染症等に関する情

報の提供の充実に努めます。 

また、多言語対応が可能な医療機関の情報について外国人住民や支援団体

などへの周知を一層図りながら引き続き情報の充実に努め、提供を行います。 
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④災害時への対応 

外国人住民に対して、防災教育･訓練の実施や防災情報の提供、防災訓練な

どへの参加を促進します。 

また、災害情報や支援情報などの多言語による情報提供に努めるとともに、 

関係機関とのネットワークを構築し、支援体制の整備を推進します。 

⑤生活安全における支援の充実 

外国人住民が文化や生活習慣などのちがいを乗り越え、日本社会の中でと

もに安全で安心して暮らすためのルールを理解してもらい、犯罪の当事者（加

害者や被害者）にならないための啓発活動を、雇用企業などと連携しながら

推進します。 

 

３．「心の溝」を埋める（多文化共生の地域づくり） 

①地域社会に対する意識啓発 

地域住民全体の多文化共生に関する理解と認識を深めるため、地域住民、

行政、企業、ＮＰＯ※・ＮＧＯ※などに対し、さまざまな機会をとらえて継続

的に啓発を行います。 

また、日本人住民と外国人住民の交流を図るための場づくりを進めます。 

②外国人住民の自立と社会参画 

外国人住民が、自分自身も地域における対等な構成員であるとの認識を持

ち、さまざまな活動に主体的に参加し、地域の担い手としてその能力を発揮

することができるよう地域活動への参画促進に努めます。 

 

４．総合的・計画的な多文化共生施策の推進 

「滋賀県多文化共生推進プラン※」に基づき、多文化共生施策を総合的・計

画的に推進します。 

 

 

 

７ 患者 

【現状と課題】 

近年、医療技術の進歩、疾病構造の変化、人口構造の変化、生活水準の向上等

により、健康や病気に関する意識や価値観が大きく変わってきており、患者の人

権を尊重した質の高い医療の実現や、患者と医療関係者の望ましい関係の構築が

求められています。 

 更に、今後の高齢者の急速な増加に伴い、誰もが住み慣れた地域で安心して暮

らし続けられるよう医療と福祉が一体となり生活を支えるしくみが必要となりま

す。 

 しかし、患者一人ひとりのクオリティー・オブ・ライフ※(生活の質)の確保・

向上という面から見て在宅医療を含めた療養環境が十分整備されているとはいえ

ません。また、医療従事者と患者とのコミュニケーションや相互理解は十分に築

かれていない状況もあります。県民の医療安全に対する関心は高まってきており、
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医療事故や医療過誤等を含めた医療行為に関わる問題について、患者や家族の立

場から相談できる医療安全相談室を設置し対応しています。 

 難病※患者、エイズ※患者・ＨＩＶ感染者、肝炎※患者等に対して、不十分な知

識や誤解から、今なお差別や偏見が存在します。また、ハンセン病※療養所入所

者等については、差別や偏見の存在とともに、長期間にわたる療養生活や、高齢

であること、後遺症を有していることなどから、社会復帰が困難な状況にありま

す。 

 

【具体的施策】 

１．医療提供体制の整備 

①医療機関の整備 

県民が安心して、住み慣れた地域で質の高い医療を受けられるよう、中核

的な病院、公的医療機関等の近代化や高度・専門医療などの施設整備等に対

して支援します。 

②医療福祉政策の推進 

二次保健医療圏※ごとに、地域住民が参加した「地域から医療福祉を考え

る懇話会※」を設置し、地域の医療福祉を守り育てる取組を推進します。ま

た、医療と福祉が連携し、地域を支える医療福祉・在宅看取りのしくみづく

りを進めます。 

 

２．安全、安心な医療の提供 

①医療機能情報公開の推進 

病院、診療所、助産所および薬局からの情報を定期的に集約し、インター

ネットで広く情報提供することで、県民自らが健康に対する自覚を高め、医

療への参加意識をもち、適切な医療サービスの選択ができるよう支援します。 

②医療安全相談室の運営 

医療安全支援センター※として「医療安全相談室」を設置し、患者や家族

からの医療に関する相談や苦情に迅速に対応します。 

 

３．正しい知識の普及啓発 

  難病※、エイズ※、肝炎※などに対する正しい知識の普及啓発に努め、予防知

識の向上と正しい知識の普及による差別や偏見のない社会をめざします。 

    ハンセン病※についての正しい知識を普及し、差別や偏見をなくすため、啓

発を実施するとともに、療養所に入所されている本県出身者の一時帰省招待事

業を継続します。 

 

４．患者等への福祉施策の推進 

難病患者等への福祉施策の推進を図るため、相談事業、研修事業など、難病

相談・支援センター※の設置運営を行います。また、重症難病患者に対する入

院施設の確保や、在宅療養の難病患者が、介護者（家族など）の休養のために

一時的に入院するレスパイト入院※を推進するための受入体制整備の事業を行

います。 
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５．総合的な保健医療体制の整備 

  「滋賀県保健医療計画※」や「健康しが推進プラン※」に基づき、安全で安心

できる医療体制の確立や健康づくりから疾病の予防、治療、在宅療養に至るま

での総合的な保健・医療・福祉の体制を確立するよう取り組みます。 

 

 

 

８ 犯罪被害者 

【現状と課題】 

犯罪被害者は、ある日突然、本人の意思とは無関係に、犯罪等の理不尽な行為

により身体を傷つけられたり、家族の命を奪われたりするなどの直接的被害を受

けるだけでなく、経済的困窮、捜査・裁判での精神的ストレス、医療機関・自治

体窓口での無理解による不適切な対応、また、無責任なうわさ話やメディアの過

剰取材によるストレスなど、被害後に生じる二次的被害に苦しめられています。 

このように、犯罪被害に遭うことで突如として降りかかってくる苦痛や困難は、

しばしば個人の対応能力を大きく超えることがあります。精神的な打撃により思

考や感情が麻痺したり、もろく傷つきやすくなったりして、通常の判断や行動を

取れなくなった被害者が孤立して引きこもり、生活への行き詰まり、家庭崩壊に

至ったりするようなこともまれではありません。 

このことから、被害者の対応能力を超える課題への対処を社会的に支援して、

被害者に及ぼす影響を最小限にとどめるとともに、犯罪に遭われた方々が尊厳を

持って、いきいきと安心して暮らせる社会の実現をめざした取組を推進すること

が必要です。 

 

【具体的施策】 

１．平穏な日常生活への復帰の支援 

(1)情報提供・相談体制の充実 

①総合的対応窓口の設置等による情報提供体制の充実 

   「犯罪被害者総合窓口」を設置するなど、被害者の状況に応じた適切な

情報提供を推進します。 

②犯罪被害者の状況に応じた相談体制等の充実 

     被害の状況に応じた各分野における相談体制等の充実と関係各機関相

互の密接な連携を進め、途切れることのない支援体制を充実させます。 

(2)深刻な犯罪被害からの回復支援 

  ①精神的被害からの回復支援 

    地域、学校、警察等、さまざまな施策の活用と関係機関の連携により、

犯罪被害者の心のケアに取り組みます。 

  ②日常生活への復帰に向けた支援 

    住宅、雇用の確保や警察における公費負担制度等の適正な運用のほか、

各種福祉制度等を活用して、犯罪被害者の日常生活への復帰に向けた支援
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を進めます。 

 ③安全の確保 

     一時保護、再被害防止対策や非行少年の立ち直り支援など、犯罪被害者

の不安の軽減と安全の確保のための措置を講じます。 

 

２．犯罪被害者を支える社会づくり 

 (1)犯罪被害者についての県民理解の促進 

  ①犯罪被害者の置かれている状況等に関する広報啓発・教育の充実 

    犯罪被害者が置かれている状況について学習する機会の提供や被害に遭

った方々の人権尊重に関する教育を地域や学校等において実施するとと

もに、各種媒体を利用した広報、啓発活動を実施します。更に、「犯罪被

害者週間」(11 月 25日～12月 1日)を中心として、関係機関、団体等と連

携、協力しながら効果的な啓発活動を推進します。 

  ②犯罪被害者を社会で支える人材育成の推進 

   捜査や犯罪被害者の保護、支援の過程で二次的な被害が生じないよう、

関係者に対する教育、研修等を実施し、犯罪被害者を社会で支える人材の

育成を推進します。 

 (2)民間支援団体への支援 

    多種多様な課題を抱える犯罪被害者がいつでもどこでも必要な支援が受

けられるよう、重要な役割を担う民間支援団体への有効な支援方策について

検討します。 

 

３．施策推進のための体制整備 

 (1)民間支援団体との連携・協力 

犯罪被害者の多様なニーズに応じたきめ細かな支援体制を作っていくため

に、民間支援団体との連携を深め、協力して取組を進めます。 

 (2)市町との連携・協力 

   住民に最も身近な行政主体である市町の果たす役割が大きいことから、市

町との適切な役割分担を踏まえ、情報提供の充実や情報の共有等を図りなが

ら、連携と協力による取組を進めます。 

 (3)国や関係機関との連携・協力 

   国との連携を強化して情報の収集に努めるとともに、県内にある国や関係

機関とも連携、協力して取組を進めます。 

 (4)横断的な庁内推進体制 

    「滋賀県犯罪被害者支援施策の取組指針※」をもとに、「なくそう犯罪」滋

賀安全なまちづくり推進本部において、犯罪被害者支援のための各種施策を

総合的、体系的に推進します。 
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９ インターネットによる人権侵害 

【現状と課題】 

高度情報化の進展に伴い、パソコンや携帯電話などによるインターネットの利

用が社会の隅々にまで普及し、情報の収集・発信やコミュニケーションにおける

利便性が大きく向上するなど、私たちの生活は便利で豊かなものとなりました。 

しかし、その一方で情報発信の匿名性を悪用して、他人を誹謗中傷する表現や

差別を助長する表現等の個人や集団にとって有害な情報の掲載が行われるなど、

人権に関わる問題が発生したり、安易な個人情報の発信や有害サイトの利用など

から犯罪に巻き込まれる事件も発生しています。 

また、次々と提供される新たな情報サービスを悪用した人権侵害など、その手

段も多様化しています。 

こうしたインターネットによる人権侵害を防止するためには、インターネット

利用上のルールやマナー、情報の収集・発信における個人の責任やモラル、個人

のプライバシーや名誉に関する正しい理解、｢青少年インターネット環境整備 

法※」をはじめとするインターネットに関連する法律等について、広く県民への

啓発や学校における教育を推進する必要があります。 

 

【具体的施策】 

１．インターネットによる人権侵害の防止のための教育・啓発 

  インターネットや携帯電話の使い方を正しく理解し被害者にも加害者にもな

らないよう、インターネット利用上のルールやマナー、情報の収集・発信にお

ける個人の責任やモラル、個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解など

について教育・啓発に取り組みます。 

 また、有害情報フィルタリング※ソフトウェアの普及促進など青少年が安全

に安心してインターネットを利用できる環境の整備等を目的とした「青少年イ

ンターネット環境整備法※｣をはじめとするインターネットに関連する法律等

について周知を図ります。 

 

２．差別書き込みやネット上のいじめへの対応 

差別書き込みやネット上のいじめなど人権を侵害する悪質な情報に対しては、

プロバイダ(インターネット接続サービス提供事業者)等へ削除要請する方法を

周知するとともに、学校、家庭、地域や大津地方法務局など関係機関等が連携

して解決に向けた取組を行います。 

また、これらの問題に適切な対応ができるよう、学校・社会教育関係団体等

職員への研修の充実を図ります。 

 

３．関係機関・団体と連携した取組の推進 

市町や(公財)滋賀県人権センター※をはじめとする関係機関・団体と連携し、

インターネット上の差別書き込み等に関する情報交換、研究・研修、啓発を行

います。 

  また、こうした活動を通じ、書き込み等の行為の背景を可能な範囲において
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確認・分析する等、効果的な教育・啓発の工夫を図ります。 

 

 

 

10 さまざまな人権問題 

 これまで取り上げたほか、少数であったり、社会的に弱い立場におかれている

人々に対する偏見や誤解から差別につながるなど、さまざまな人権問題がありま

す。こうした人権問題についても、正しい認識と理解を深め、差別や偏見をなく

していくための啓発等の取組を進めます。 

 

１．個人情報の保護 

  現代社会では、さまざまな分野において大量の個人情報が保有され利用され

ていますが、これらの情報はプライバシー保護の観点から適正に利用されなけ

ればなりません。行政機関だけではなく、事業所においても個人情報の適正な

取扱いが求められています。 

  また、各個人それぞれも自己の個人情報を適切に管理し、他人に関わる個人

情報を取り扱うときは、その権利利益を侵害しないようにする必要があります。 

  県民や事業者が個人情報の保護について理解を深め、適切な取扱いができる

よう支援します。 

 

２．ホームレス 

「ホームレス」とは、公園、河川、道路、駅舎、その他の施設を故なく起居

の場所として日常生活を営んでいる人をいいます。ホームレスになった理由と

しては、「仕事の減少」や「倒産、失業」などの仕事関係が多く、また健康状態

については、十分な食べ物が得られず、多くの人が体調不良を訴えています。

ホームレスのおかれている状況を理解し、社会復帰に向けた支援を行うことが

必要です。 

 

３．刑を終えて出所した人 

刑を終えて出所した人は本人に更生意欲があっても、本人やその家族に対す

る偏見や差別が根強く、特に就職や住居の確保などのときに差別されることが

多く、社会復帰を困難にしています。周囲の人々が理解を深め、地域社会の一

員として円滑な社会生活を営めるよう、刑を終えて出所した人やその家族に対

する偏見や差別をなくしていくことが大切です。 

出所する高齢者や障害者のうち福祉的支援を必要とする人が地域で生活でき

るよう、地域生活定着支援センター※により支援を行います。 

 

４．性的マイノリティ 

生物学的な性(からだの性)と性の自己意識(こころの性)とが一致しない性同

一性障害者や、性的指向※に関して少数派である人々などに対する偏見や差別

があります。こうした性的マイノリティ(性的少数者)に対する社会の関心と理
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解を深めることが必要です。 

 

５．アイヌの人々 

アイヌ※の人々は、独自の文化を有していますが、近世以降のいわゆる同化

政策などにより、今日ではその文化の十分な保存・伝承が図られているとは言

い難い状況にあります。アイヌの人々の民族としての誇りを尊重し、アイヌの

人々に対する理解と認識を深める必要があります。 

 

６．拉致被害者等 

北朝鮮当局による日本人拉致は重大な人権侵害です。解決のためには、拉致

問題に対する世論を高め、国際社会と協力していくことが必要であり、国と連

携し啓発活動を実施します。 

 

これ以外のさまざまな人権問題についても、それぞれの課題の状況に応じた啓

発を行っていきます。 
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第４章 推進体制 

 

１ 県庁内の推進体制 

この計画の推進にあたっては、滋賀県人権施策推進本部※を中心とし、関係部

局相互の連携・協力を確保しながら、人権施策の総合的かつ効果的な推進を図る

とともに、各部局では、この計画の趣旨を十分踏まえ、諸施策を実施します。 

 また、県行政のあらゆる分野で人権尊重の視点に立った行政が推進されるよう、

人権尊重の視点からの施策点検マニュアルにより、県の施策の点検・見直しを行

います。 

 

２ 人権に関わりの深い職業従事者の人権研修 

人々の人権にとりわけ深い関わりを持つ職業に従事する人は、より一層人権意

識の高揚に努め、その職務にあたることが必要です。 

そこで、そのような職業に従事する人を対象に、重点的に人権研修を行い、自

己啓発を促すとともに、それぞれの職場で行われる研修が充実したものになるよ

う情報提供等により積極的な支援を行います。 

 

１．公務員 

行政は県民一人ひとりの生活に密接に関わっています。それはすなわち業務

に携わる公務員一人ひとりが県民の人権の確立に深く関わっていることを意味

しています。 

このため、県職員について、政策研修センターや職場における研修を充実す

るとともに、地域で行われる研修への積極的な参加の奨励など、職員の自己啓

発を促します。また、各職場で実施される人権研修のリーダーとなる人材を育

成するための研修を実施します。 

更に職員が人権についての認識や培った人権意識を、地域や家庭での具体的

な実践に結びつけられよう意識啓発を行います。 

 

２．就学前教育・学校教育関係者 

子ども一人ひとりの実態や発達段階に即した指導を行い、人権教育に取り組

むことができるよう、自ら進んで研修に努め、人権についての理解や認識を深

め、人権にかかる課題の解決に必要な技能や態度を身につける必要があります。 
このため、経験年数、職階や職務に応じた研修を行い、人権について幅広い

理解を深めるとともに専門的な知識や技能の向上を図ります。更に、市町や各

学校・幼稚園・保育所における自主的な研修を促進します。 
また、大学等に対しても人権に関する情報提供に努めます。 

 

３．社会教育関係者 

地域社会における人権教育・啓発の指導的役割を担う立場にある社会教育主
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事※や公民館職員などの社会教育関係者については、人権についての理解や認

識を深めるとともに、効果的な学習を展開する技能を向上させるため、研修を

充実します。また、生涯学習の推進の重要な役割を担う図書館や博物館などの

社会教育施設の関係者の研修についても支援していきます。 

 

４．医療関係者 

インフォームド・コンセント※の確立、安全で安心な医療の提供等患者一人

ひとりの人権が尊重される医療の実現が望まれています。そのため、病院など

の医療施設や、医療関係者養成所、医療関係団体等における患者の人権につい

ての研修等の取組を促進します。 

 

５．福祉関係者 

福祉施設等の職員や相談員などの福祉関係者は、子ども、高齢者、障害のあ

る人々等の人権の保障に直接的な関わりを持っています。そのため、職務や経

験年数等に応じて、人権研修の機会を提供するとともに、職場における取組を

促進します。 

 

６．消防職員 

消防職員は、プライバシーの保護等、住民の人権を尊重して業務を行う必要

があります。そのため、消防学校における研修の充実を図ります。 

 

７．警察職員 

警察職員は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するとい

う責務を負託されていることから、一般市民をはじめ、犯罪の被害者・被疑者・

被留置人等、すべての人権に深く関わっており、あらゆる場面で人権を尊重し

た活動を徹底する必要があります。そのため、警察学校および職場において「職

務倫理の基本」に基づく人権意識の涵養を図るための教養訓練の充実に努めま

す。 

 

８．マスメディア関係者 

マスメディアは人々の価値判断や意識形成に大きな影響力を持ち、県民の人

権意識の高揚にも重要な役割を担っています。一方、個人のプライバシーに配

慮するなど人権尊重の視点に立った報道や取材のあり方も求められています。

そのため、人権に関する情報提供を行うことなどにより、マスメディア関係者

の自主的な取組を促します。 

 

３．国、市町、ＮＰＯ等との連携 

人権施策は、国、県、市町の行政をはじめ、企業、ＮＰＯ※等でそれぞれの

取組が行われています。人権施策を効率的、効果的に推進するため、これらの

主体がお互いに連携・協力し、それぞれの役割を果たしながら総合的な取組を

進めます。 



■計画推進の指標

分野 指標名 指標の説明
この指標を選んだ

理由
実績

平成21年度
目標値
（年度）

目標値の考え方・
根拠となる計画等

1 全般

滋賀県が人
権が尊重さ
れていると
考える県民
の割合

人権に関する県民
意識調査で、「滋
賀県が人権が尊重
されている豊かな
社会になっている
と思いますか」と
いう設問に対して
「そう思う」、
「どちらかといえ
ばそう思う」と回
答した人の割合

すべての人の人権が尊
重される豊かな社会の
実現の達成状況につい
ては、どれだけの県民
の皆さんがそのように
実感されているかに
よって判断することが
最も適切であると考え
指標として設定した。

31.8%
平成18年度

60%
平成27年度

すべての人が人権が尊
重される豊かな社会で
あると実感できるよう
になることをめざして
理想値としては100％
をめざすが、現在の状
況を踏まえ平成27年度
の目標値を60％と設定
した。

2 女性

性別による
固定的な役
割分担意識
にとらわれ
ない人の割
合

男女共同参画社会
づくりに向けた県
民意識調査で、
「『男性は仕事を
し、女性は家庭を
守るべき』という
考え方があります
が、あなたの考え
に最も近いものを
選んでください」
という設問に対
し、「どちらかと
言えば同感しない
方である」、「同
感しない」と回答
した人の割合

女性も男性も固定的な
役割分担意識にとらわ
れず、さまざまな活動
に参画できることが重
要であり、男女がさま
ざまな分野で個性や能
力を発揮できる社会の
達成状況を測るひとつ
の指標として設定し
た。

46.2% 60%
平成27年度

性別にかかわりなく、
多様な選択ができる社
会をめざして、理想値
としては100％をめざ
すが、現在の状況を踏
まえ平成27年度の目標
値を60％と設定した。
滋賀県男女共同参画計
画(計画期間：平成23
～27年度)27年度目標

3 子ども

平日の昼間
に保育を利
用できる児
童の数

認可保育所、家庭
的保育事業、幼稚
園の預かり保育を
利用する児童数

共働きが一般化してき
ている中で、適切な保
育が提供できる環境を
整えることは、保護者
の仕事と子育ての両立
を支援するとともに、
子どもが健やかに育つ
場の確保につながるこ
とから指標として設定
した。

26,897人 28,715人
平成26年度

各市町の次世代育成支
援行動計画に掲げられ
ている目標事業量の積
み上げ
淡海子ども・若者プラ
ン（計画期間:平成22
～26年度）平成26年度
目標

4 子ども
放課後児童
クラブの利
用児童数

放課後時児童クラ
ブを利用している
小学１年生～３年
生の数

共働きが一般化し、昼
間、家庭に保護者のい
ない小学校低学年児童
が増えてきている中
で、放課後における子
どもの居場所を整備し
ていくことは、保護者
の仕事と子育ての両立
を支援するとともに、
子どもが健やかに育つ
場の確保につながるこ
とから指標として設定
した。

8,232人 9,596人
平成26年度

各市町の次世代育成支
援行動計画に掲げられ
ている目標事業量の積
み上げ
淡海子ども・若者プラ
ン（計画期間:平成22
～26年度）平成26年度
目標

　本計画において指標および目標値を設定し、進捗状況の把握に努めます。
　これらの中には、県の関連各種計画において数値目標となっているものが含まれていることから、目標年度は
関連各種計画と整合を図るとともに、関連各種計画の改定等による新たな目標値を本計画の目標値として読み替
えるものとします。
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分野 指標名 指標の説明
この指標を選んだ

理由
実績

平成21年度
目標値
（年度）

目標値の考え方・
根拠となる計画等

5 子ども

要保護児童
対策地域協
議会設置市
町数

児童虐待の未然防
止、早期発見・早
期対応、保護、支
援に関する協議、
調整を行う法定協
議会を設置してい
る市町数

児童虐待に適切に対応
していくためには、市
町において関係機関が
確実に連携を図ってい
く必要があることか
ら、県内全市町での法
定協議会の設置を指標
として設定した。

17市町 全市町
平成26年度

淡海子ども・若者プラ
ン（計画期間:平成22
～26年度）、滋賀県児
童虐待防止計画（計画
期間:平成22～26年
度）平成26年度目標

6 子ども
要保護児童
の受入可能
数

児童養護施設、里
親等への入所・委
託を必要とする要
保護児童の受入可
能数

要保護児童数の将来推
計から、５年間で確保
が必要な受入数を指標
として設定した。

364人
［H22.2.1
時点］

396人
平成26年度

淡海子ども・若者プラ
ン（計画期間:平成22
～26年度）平成26年度
目標

7 高齢者

高齢者成年
後見支援セ
ンターにお
ける高齢者
虐待・成年
後見相談件
数

高齢者成年後見支
援センターにおけ
る高齢者虐待・成
年後見の新規相談
件数

高齢者の尊厳を保持す
るためには、高齢者虐
待や成年後見制度にか
かる相談に応じている
高齢者成年後見支援セ
ンターの活用が図られ
ることが重要であるこ
とから、指標として設
定した。

95件/年 100件/年
平成23年度

レイカディア滋賀プラ
ン（計画期間:平成19
～23年度）「ともに目
指そう指標」平成23年
度目標

8 高齢者

身体拘束を
していない
介護保険施
設・事業所
の割合

身体拘束実態調査
（県独自・隔年調
査）で、身体拘束
をしていない介護
保険施設および介
護サービス事業所
の割合

高齢者の尊厳を保持す
るためには、身体拘束
ゼロの取組が欠かせな
いことから、指標とし
て設定した。

56.2% 100%
平成23年度

レイカディア滋賀プラ
ン（計画期間:平成19
～23年度）「ともに目
指そう指標」平成23年
度目標

9 高齢者
認知症専門
指導師の認
証数

認知症介護に関し
て豊富な知識・経
験を活かして認知
症介護実践者研修
の講師や介護現場
の指導・助言を行
う認知症専門指導
師の認証数

認知症の人に質の高い
介護サービスを提供す
るためには、認知症ケ
アを指導する認知症専
門指導師の養成が必要
であり、指標として設
定した。

17人 21人
平成23年度

レイカディア滋賀プラ
ン（計画期間:平成19
～23年度）「ともに目
指そう指標」平成23年
度目標

10 障害者

暮らし実感
指標：入所
施設を退所
し地域で暮
らす人の数

入所施設を退所し
地域で暮らす人の
数

できるだけたくさんの
人たちが施設から地域
生活に移行することに
よる、普通の暮らしを
実感する度合いとして
設定した。

73人 100人以上
平成23年度

障害者福祉しがプラン
（計画期間:平成19～
23年度）平成23年度目
標

11 障害者

働きたい達
成指標：障
害のある人
で働いてい
る人の数

障害のある人で働
いている人の数

一般就労、福祉的就労
を含め、できるだけた
くさんの人達が就労す
ることによる、自立生
活に向けた達成感を示
すものとして設定し
た。

7,100人 約8,100人
平成23年度

平成18年度の1.4倍以
上とすることをめざ
す。
障害者福祉しがプラン
（計画期間:平成19～
23年度）平成23年度目
標

12 障害者

活動充実指
標：障害の
ある人ひと
りあたりの
地域活動等
への年間参
加回数

障害のある人ひと
りあたりの地域活
動等への年間参加
回数

地域の各行事等へどの
程度参加できたのか、
その参加回数に着目
し、地域の一員として
活動する充実度の指標
として設定した。

1.3回 約2回
平成23年度

障害者福祉しがプラン
（計画期間:平成19～
23年度）平成23年度目
標
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分野 指標名 指標の説明
この指標を選んだ

理由
実績

平成21年度
目標値
（年度）

目標値の考え方・
根拠となる計画等

13 障害者
発達障害者
支援キー
パーソン数

障害者生活支援セ
ンター職員等に対
する発達障害者
キーパーソン養成
研修を修了した人
の数

福祉圏域単位での発達
障害に関する相談支援
体制を充実させるうえ
で、専門的な人材養成
が重要であるため、発
達障害者の支援の充実
度を示す指標として設
定した。

9人 42人
平成26年度

平成20年度　2名
平成21～25年度
      各年度7名
平成26年度　5名
累計42名

14 障害者

働き・暮ら
し応援セン
ターを利用
して就業す
る人の数

障害者で「働き・
暮らし応援セン
ター」を利用して
就業する人の数

障害者が自らの力に応
じて働き、自立した生
活ができるようにする
ためには、「働き・暮
らし応援センター」の
支援が重要であり、障
害者の就業支援の充実
度を示す指標として設
定した。

287人 500人
平成26年度

県内７箇所に整備され
ている働き・暮らし応
援センターにおいて、
現状の倍近くなる1セ
ンターあたり70人程度
を目標として設定し
た。
平成21年度　287名
平成22年度　322名
平成23年度　370名

15
同和
問題

同和地区や
その周辺に
住むことに
抵抗をもつ
県民の割合

人権に関する県民
意識調査で、「同
和地区に隣接して
いることを理由に
買おうとした家を
買うことを見合わ
せたことについて
どう思うか」とい
う設問に対して、
「当然だと思
う」、「いちがい
にはいえない」と
答えた人の割合

同和問題に対する県民
の理解と認識の深まり
を示すものとして、未
だに間違った認識を
持っている県民がどれ
だけおられるか判断す
ることが、最も適切で
あると考え指標として
設定した。

53.3％
平成18年度

25%
平成27年度

同和問題の解決に向け
て、誤った理解や考え
方を持つ県民の割合と
考えられる調査項目か
ら選択し、最終的には
０％をめざすが、現在
の状況を踏まえ、平成
27年度の目標値を25％
とした。

16
同和
問題

同和問題の
解決に自分
も努力した
いとする県
民の割合

人権に関する県民
意識調査で、「同
和問題の解決に向
けてあなたの思い
に近いもの」とい
う設問に対して、
「自分のできる限
りの努力をした
い」と答えた人の
割合

同和問題を県民一人ひ
とりが自分自身の問題
として考え、主体的な
行動に繋げていくこと
が必要であり、同和問
題の解決に向けて積極
的な考え方を持つ県民
が、どれだけおられる
かを判断することが、
最も適切であると考え
指標として設定した。

16.3％
平成18年度

30%
平成27年度

同和問題の解決に向け
て、積極的な考え方を
持っている県民の割合
と考えられる調査項目
から選択し、最終的に
は100％をめざすが、
現在の状況を踏まえ、
平成27年度の目標値を
30％とした。

17 外国人

（財）滋賀
県国際協会
などのボラ
ンティア登
録者数

多文化共生の推進
に関わる活動など
を行うボランティ
アの登録人数

県民が国際理解や多文
化共生に関する認識を
深め、国際交流や多文
化共生の地域づくりに
関する活動に主体的に
参加するようになった
ことを示す指標とし
て、ボランティアへの
登録を設定した。

191人 222人
平成26年度

一定数を確保しなが
ら、新しいボランティ
アの増加を図る数値を
設定した。

18 患者

医療安全相
談室におけ
る医療相談
件数

医療安全相談室に
おける相談件数

医療に関する問題につ
いて、患者や家族の立
場から相談できる窓口
を設置し、その活用が
図られることが重要で
あるため指標として設
定した。

395件 －

患者家族からの相談や
苦情に対応する窓口は
必要であるが、苦情が
ない状況がめざすべき
方向でもあるため、目
標値は設定せず、実績
のみを相談室が利用さ
れているかを確かめる
ための指標とする。
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分野 指標名 指標の説明
この指標を選んだ

理由
実績

平成21年度
目標値
（年度）

目標値の考え方・
根拠となる計画等

19 患者

在宅医療を
支援する機
能の整備箇
所数

地域の病院や診療
所、医療福祉関係
機関が情報共有
し、連携を図る機
能を備えた拠点の
数

在宅で療養できる体制
を整備するためには、
医療福祉関係者の情報
共有と連携が必要であ
り、そうした機能を備
えた拠点の整備箇所数
を在宅療養の支援体制
を評価できる指標とし
て設定した。

0箇所 8箇所
平成26年度

各二次保健医療圏（７
箇所）および県域全体
（１箇所）で整備する
ことを目標として設定
した。

20 患者
エイズに関
する相談件
数

保健所、エイズ相
談電話などのエイ
ズに関する相談窓
口におけるエイズ
相談応需件数

正しい知識の普及啓発
の手段の一つとして相
談窓口を設置してお
り、その活用を促進す
ることにより普及啓発
の推進を図ることを目
的としていることから
指標として設定した。

3,176件 4,510件
平成27年度

相談窓口設置を広く啓
発し、正しい知識の普
及啓発を図ることとし
て相談応需件数を過去
最高の応需数以上の対
応として設定した。

21
犯罪被
害者

滋賀県の刑
法犯認知件
数

滋賀県の人口１万
人当たりの刑法犯
認知件数

犯罪のない安全で安心
して暮らせる地域社会
の実現はあらゆる活動
の基盤であり、犯罪被
害者を生まないことに
つながることから指標
として設定した。

110.4件

平成21年

全国平均
以下

平成27年

大型量販店の増加や経
済情勢の悪化など犯罪
増加要因は高まりつつ
あるため、さらなる減
少をめざすとともに、
犯罪率の全国平均以下
の維持を目標とする。

22
犯罪被
害者

市町総合窓
口の設置

滋賀県内１９市町
が総合窓口を設置
している割合

市町は住民にとって最
も身近な存在であり、
犯罪被害者が必要とす
る各種支援施策等の実
施主体であることから
一次的な相談窓口が必
要不可欠となることか
ら指標として設定し
た。

21.1% 100%
平成27年度

住民に最も身近な行政
主体の市町において総
合相談窓口の設置が望
まれているため、県内
全市町における窓口設
置をめざす。

23

イン
ター
ネット
による
人権侵
害

インター
ネットによ
る人権侵犯
事件の件数

大津地方法務局が
受理・処理したイ
ンターネットによ
る人権侵犯事件の
件数（プライバ
シー関係）

インターネット利用上
のルール・マナー、情
報収集・発信における
個人の責任やモラル、
個人のプライバシー・
名誉に関する正しい理
解が進むことが、イン
ターネットによる人権
侵害の防止に繋がるこ
とから指標として設定
した。

11件

平成21年

現状の
半数以下
平成27年

インターネットによる
人権侵犯事件の発生が
現状から半数以下にな
ることをめざす。
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■用語の解説
用　　　語 解　　　説

アイヌ 　「アイヌ」とは、アイヌ語で「カムイ｣(神々、自然)に対する「人間」
という意味。平成20年(2008年)6月6日、衆参両院で「アイヌ民族を先住
民族とすることを求める決議」が採択され、政府は、アイヌ政策の総合
的な企画・立案・推進に取り組んでいる。また、アイヌの人々に対する
理解が十分ではないため、就職や結婚などにおいて偏見や差別が依然と
して存在しているといわれている。

一般対策 対象地域や対象者を限定して適用する施策である「特別対策」に対し
て、対象地域や対象者を限定しない施策を「一般対策」という。
（同和問題に関しては、同和対策事業特別措置法以来、特別対策が行わ
れてきた。）

医療安全支援センター 医療法に基づき各都道府県等が設置するセンターで、患者からの医療
に関する苦情や相談に対応するとともに、寄せられた情報を医療機関へ
情報提供することにより、医療の安全および医療に対する信頼の向上を
目的とする機関。

インフォームド・コン
セント

患者が医療行為の内容について医師等から十分な説明を受け、納得の
上で同意すること。

エイズ 後天性免疫不全症候群(ＡＩＤＳ)。原因となるヒト免疫不全ウイルス
(ＨＩＶ)が、ヒトに感染した結果、主に病原体の侵入から生体を守って
いる免疫系が傷害されて免疫不全状態となり、重症の日和見感染症を合
併したりする病気。

えせ同和行為 同和問題を口実にして企業や官公署などに不当な利益や義務のないこ
とを求める行為。

えせ同和行為防止滋賀
県民会議

同和問題解決の大きな阻害要因であるえせ同和行為を排除することに
より、人権が尊重される豊かな社会の形成に寄与することを目的に平成
21年(2009年)11月30日に27団体、3機関の参加を得て設立された。

ＮＰＯ 　Non Profit Organizationの略称。民間非営利組織。政府や私企業とは
独立した存在として、地域の諸課題の解決などを目的に公共的・社会的
な公益事業を行う組織・団体をいう。

ＮＧＯ 　Non Governmental Organizationの略称。もともと国連憲章の中で使わ
れている言葉で非政府組織と訳される。基本的にはＮＰＯと同じである
が、政府との違いを強調したり、国境を越えて活動する団体を示したり
する場合に使用されることが多い。

エンパワーメント 「力をつけること」の意で、一人ひとりが社会の一員としての自覚と
能力を高め、政治的、経済的、社会的、文化的に力を持った存在になる
ことをいう。

淡海子ども・若者プラ
ン

　子どもが生まれる前から自立するまでの子ども・若者育成支援施策を
総合的かつ計画的に推進していくための中期的な計画として平成22年
(2010年)3月に策定。なお、本プランは次世代育成支援対策推進法に基づ
く「都道府県行動計画」、母子及び寡婦福祉法に基づく「母子家庭及び
寡婦自立促進計画」、子ども・若者育成支援推進法に基づく「都道府県
子ども・若者計画」という三つの位置づけをあわせ持つ。

オレンジリボン 平成16年(2004年)9月、栃木県小山市で起きた二人の幼い兄弟が虐待の
末、橋の上から川に投げ入れられ、亡くなるという悲惨な事件がきっか
けとなって、小山市の市民団体が、児童虐待防止をめざして平成17年
(2005年)からオレンジリボンによる啓発活動を始めた。現在では、この
運動に対して国も後援するなど、全国的に子どもを虐待から守るメッ
セージリボンとして広がっている。

介護サービス情報の公
表

介護サービス事業者のサービス内容や運営状況に関する情報を公表す
ることにより、利用者のサービス選択を支援することを目的とする制
度。

介護保険施設 介護保険法による施設サービスを行う施設。指定介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の３施設をいう。

　あ行

　か行
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用　　　語 解　　　説

ガイドヘルパー 障害者ホームヘルプ事業の一環として視覚障害のある人や脳性まひな
どによる全身性障害のある人、重度の知的障害のある人等の外出時の付
き添いを専門に行うヘルパー。

家族の再統合 子どもが保護者から虐待を受けた場合、必要に応じて、子どもを保護
者から一時的に引き離すことになるが、保護者と生活することが子ども
の最善の利益につながる場合、保護者が虐待の事実と真剣に向き合い、
再び子どもとともに生活することができるようにすること。

肝炎 （ウイルス性肝炎）ウイルス性肝炎はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ型などの肝炎
ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気のこと。特にＢ型、Ｃ型肝炎
ウイルスに感染すると慢性の肝臓病を引き起こす原因となる。

企業内同和問題研修啓
発推進班
企業内同和問題研修啓
発推進班員制度

企業関係者が、同和問題についての正しい理解と認識を深め、企業の
果たすべき役割についての自覚と実践が図られるよう企業内同和問題に
ついての啓発を推進し、差別のない明るい職場づくりと就職の機会均等
に基づく適正な採用、選考が行われることを目的として、滋賀県で設置
された組織およびその制度。

クオリティー・オブ・
ライフ

生活の質的向上をいい、医療現場においては、患者や家族の人生観や
価値判断を優先させ、生命、生活、人生の質的内容を重く見ていこうと
する考え方。

グローバル化 資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じ
た商品・サービスの取引や海外への投資が増大することによって世界に
おける経済的な結びつきが深まること。

健康しが推進プラン 　県民の健康の推進に関する施策についての総合的な計画として平成13
年(2001年)3月策定。平成20年(2008年)3月に改定。

高次脳機能障害 交通事故等による頭部外傷や脳血管障害等により、記憶力、注意力、
知能、情報処理能力などの低下が生じる高次の脳機能の障害。

固定的な性別役割分担
意識

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当で
あるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定
的に分けることをいう。
「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」等
は固定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例。

子ども家庭相談セン
ター

非行や虐待、障害など、18歳未満の子どもや家庭、妊産婦の福祉に関
する相談の対応、助言指導を行う県の機関。また、市町間の連絡調整や
情報提供、個別ケースについて、市町への技術的援助や助言を行うほ
か、市町において対応困難なケースについては、立入調査、一時保護、
判定、施設入所措置などの方法を活用し、子どもや保護者に対する専門
的な支援を行う。

子ども・子育て応援セ
ンター(愛称：こころん
だいやる)

滋賀県子ども条例に基づき、平成18年(2006年)6月に開設。子どもや子
育てに関する電話相談を行っている。

子どもの権利条約 子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約。前文
と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な
権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定している。
1989年の第44回国連総会において採択され、1990年発効。日本は1994年
に批准。

子どもの権利ノート 児童養護施設等で暮らしている子どもに、「子どもの権利の存在を知
らせ、権利の行使が保障されていること」を伝えるためのノート。全国
のほとんどの自治体において作成されており、滋賀県においても平成17
年度(2005年度)に滋賀県児童養護施設協議会の協力を得て作成し、平成
18年度(2006年度)から児童養護施設等のすべての子どもに配布してい
る。

子どもの権利擁護委員
会

平成14年(2000年)12月に設置した弁護士、臨床心理士、学識経験者な
どで構成する委員会。正式には「滋賀県児童養護施設等の子ども権利擁
護委員会」という。年１回、全児童養護施設等を訪問し、実地調査や職
員および子どもとの意見交換を行った後、子どもの権利擁護について評
価するとともに、必要な助言指導を行う。

38



用　　　語 解　　　説

今後の同和行政に関す
る基本方針

　本県におけるこれまでの四半世紀にわたる取組の成果と反省のもとに
検討を加え、同和行政を推進する基本方針として平成9年(1997年)6月に
策定。平成12年(2000年)3月に改正。

滋賀県子ども条例 子どもが人権を尊重され夢を持って健やかに育ち、子どもを安心して
育てることができる環境づくり(育ち・育てる環境づくり)のための施策
を総合的かつ計画的に推進し、すべての子どもを健やかにはぐくむ社会
の実現に寄与することを目的に制定。県、保護者(家庭)、県民(地域社
会)、育ち学ぶ施設(学校、児童福祉施設)それぞれの責務を明らかにする
とともに、県の施策の基本となる事項を定めている。平成18年(2006年)4
月1日施行。

滋賀県児童虐待防止計
画

　県、市町、関係機関・団体および県民との連携のもとに、児童虐待の
未然防止から早期発見・対応、子どもの保護・ケア、親子関係の修復・
家庭復帰、子どもの自立支援までの切れ目のない総合的な支援を推進す
るため、滋賀県子ども条例に基づき、平成19年(2007年)6月に策定。平成
22年（2011年)3月に全面改定。

滋賀県人権啓発活動
ネットワーク協議会

人権啓発活動に関わる機関等が連携・協力関係を確立し、県内におけ
る各種人権啓発活動を総合的かつ効果的に推進することを目的に設置。
現在は、大津地方法務局、滋賀県人権擁護委員連合会、滋賀県、大津
市、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会で構成している。

滋賀県人権施策基本方
針

人権が尊重される社会づくりに関する施策の総合的な推進を図るため
の基本となる方針として、滋賀県人権尊重の社会づくり条例第4条に基づ
き、平成15年(2003年)3月に策定。人権の基本理念、基本施策、分野別施
策等を示している。

滋賀県人権施策推進審
議会

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として平
成13年(2005年)に設置される。
人権施策基本方針に関する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応

じ、人権が尊重される社会づくりに関する事項について調査審議する。

滋賀県人権施策推進本
部

人権が尊重される社会の実現をめざし、人権が尊重される社会づくり
に関する施策について、有機的な連携を図りつつ、総合的かつ効果的に
推進するため、平成13年(2001年)4月に知事を本部長として設置。

(公財)滋賀県人権セン
ター

滋賀県における同和問題をはじめとする人権問題解決のための啓発、
教育、相談等および社会的、経済的または文化的な課題を有する人々の
支援等の事業を行うことにより、すべての人の人権が尊重される豊かな
社会の実現に資することを目的に設置されている。

滋賀県人権相談ネット
ワーク協議会

県内に所在する人権に関する相談にかかわる機関等が連携・協力関係
を確立し、県民からの人権に関する相談に対して総合的かつ効果的に対
応することを目的として、平成16年(2004年)2月に設立された。

滋賀県人権尊重の社会
づくり条例

すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に寄与することを目
的として、人権尊重の社会づくりの主体である県と県民および事業者の
責務や人権施策の推進に当たっての基本となる事項を定めた条例。平成
13年(2001年)4月1日施行。

滋賀県多文化共生推進
プラン

　多文化共生社会の形成を推進するための施策を、計画的かつ総合的に
展開するための中期計画として、平成22年(2010年)4月に策定。

滋賀県男女共同参画計
画

　男女共同参画社会基本法および滋賀県男女共同参画推進条例に基づ
き、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための計画とし
て、平成15年(2003年)3月に「滋賀県男女共同参画計画～パートナーしが
２０１０プラン(改訂版)～」を策定。その後、平成20年(2008年)2月に改
定、平成23年(2011年)3月に「新パートナーしがプラン」を策定。

滋賀県配偶者からの暴
力の防止および被害者
の保護に関する基本計
画

　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律および国の基
本指針(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する
基本的な方針)に基づき、県において、ＤＶ防止と被害者の適切な保護お
よび自立支援を総合的に推進するため、平成19年(2007年)2月に策定した
基本計画。平成23年(2011年)3月に全面改定。

滋賀県犯罪被害者支援
施策の取組指針

　国との適切な役割分担を踏まえながら、犯罪被害者に対する支援施策
を推進していくための取組指針として平成19年(2007年)10月に策定。

　さ行
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滋賀県保健医療計画 　県における良質かつ適切な保健医療を効率的に提供する体制を確保す
るための基本計画。現計画は平成20年(2008年)3月改定。

自己評価 事業者自らが提供するサービスについて、評価基準を用いて評価を行
い、不十分な項目を改善することにより、サービスの質を高めていく取
組。

自尊感情 　長所も短所も含めて自分自身をかけがえのない存在と感じること。

社会教育主事 都道府県および市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で
社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割を担
う。

障害者福祉しがプラン 　障害者福祉の基本的な方向を定める基本計画と、数値目標や各事業量
を設定した障害福祉サービスの推進に関する実施計画を一体化し、障害
者施策を総合的に推進するための計画として平成19年(2007年)3月に策
定。平成21年(2009年)3月改訂。

小規模住居型児童養育
事業(ファミリーホー
ム)

複数の要保護児童を、養育者の自宅において、養育者と複数の職員が
家庭的な環境のもとで養育する事業で、平成21年度(2009年度)に法制化
された。

人権意識高揚のための
教育・啓発基本計画

人権施策基本方針に掲げる基本施策の１つである、人権意識高揚のた
めの教育・啓発について、施策の具体的な目標や方策を体系的に示し、
その総合的、計画的な推進を図るために平成16年(2004年)3月に策定され
た計画。

人権教育・啓発に関す
る基本計画

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）第
7条の規定に基づき、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るため、平成14年(2002年)3月に国が策定した計画。

人権に関する県民意識
調査

　県民の人権に関する考え方や、県民が求めている施策の方向性等を把
握し、今後の人権に関する施策を推進する上での基礎資料とすることを
目的として実施。前回調査は平成18年度(2006年度）に実施。

人権の基本理念 　人権施策基本方針では、人権の基本理念について次の５つの視点から
述べている。
①人権の普遍性・日常性(人権はすべての人間に関わる普遍性と、身近な
ものであるという日常性を有する。)、②人権の平等性(人権はすべての
人間に対して同じように保障されなければならない。)、③個人の尊重
(人権は一人ひとりの個人の尊重に根差すものでなければならない。)、
④多元社会と共生(多様性が承認され、県民が共生していくことが必要で
ある。)、⑤人権の義務的性格(人権が尊重される社会づくりの最終的な
責務は私たち一人ひとりにある。また、個人の人権の行使には他の個人
の人権の尊重という制約を伴う。)

人権擁護委員(制度) 地域において、自由人権思想の普及高揚を図るとともに、人権侵害が
起きないよう監視し、人権を擁護する目的で設けられた制度。委員は市
町村長からの推薦により法務大臣が委嘱する。

人権擁護推進員(制度) 滋賀県では、国の人権擁護委員の活動に協力する制度として、人権擁
護推進員が各市町に設置されており、地域社会に根ざした人権擁護活動
を推進している。

人財 常用漢字では「人材」であるが、健康福祉サービスではこれを支える
「人」こそが「宝(財)」であることから、「レイカディア滋賀プラン」
において「人財」という造語を用いることとしている。

身体障害者補助犬 補助犬とは、(1)目の不自由な人を導く盲導犬、(2)体の不自由な人の
身の回りの世話をする介助犬、(3)耳に障害を持つ人を導く聴導犬の３種
類をいう。平成14年(2002年)10月より「身体障害者補助犬法」が施行さ
れ、国や自治体が管理する施設や、電車、バスなどの公共交通機関にお
いて、さらに平成15年(2003年)10月からはホテルやレストラン、デパー
トなどの不特定多数が利用する民間施設について補助犬を同伴すること
が可能になった。

ストーカー行為 特定の者に対し一方的に好意の感情や関心を抱き、執念深くつきまと
い、相手に迷惑や攻撃や被害を与える行為を繰り返し行うことをいう。
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青少年インターネット
環境整備法
（正式名称）
「青少年が安全に安心
してインターネットを
利用できる環境の整備
等に関する法律」

青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を
講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の
向上および利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少
年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ず
ることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよ
うにして、青少年の権利の擁護に資することを目的として制定された法
律。（平成20年法律第79号）

性的指向 人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念をいう。具体
的には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性
愛、男女両方に向かう両性愛をさす。

成年後見制度 判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害のある人、精神障
害のある人等)を保護するための制度。平成11年(1999年)12月の民法改正
により、禁治産・準禁治産制度から、各人の多様な判断能力および保護
の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする補助・保
佐・後見の制度に改められた。平成12年(2000年)4月施行。

セクシュアル・ハラス
メント

「性的いやがらせ」のことで、性的なうわさを流す、身体への不必要
な接触や性的関係の強要など、相手の気持ちに反した、性的な性質の言
葉や行いが含まれる。

第三者評価 事業者が自己評価で点検した評価項目について、第三者の評価機関が
サービスの再点検、再評価を行い、サービス向上のための助言や提言を
行うとともに、その結果を公表することにより、利用者のサービス選択
に役立つ情報を提供する仕組み。
　第三者評価を受けるかどうかは事業者の判断に委ねられている。

地域から医療福祉を考
える懇話会

地域の医療福祉を守り育てる取組を推進することを目的として、医療
福祉提供者や地域住民がともに参加し、医療福祉ビジョンなどを検討。

地域ケア 高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を続けられるよ
う、介護サービスや医療サービスなど、多様な支援を地域において提供
すること。

地域小規模児童養護施
設

児童養護施設を運営している法人の支援のもと、地域の民間住宅など
を活用して、要保護児童を養護する定員６名の施設。

地域生活定着支援セン
ター

高齢または障害を有することにより、刑務所、少年刑務所、拘置所お
よび少年院から出所・出院した後、自立した生活を営むことが困難と認
められる者に対して、保護観察所と協働して、出所後直ちに福祉サービ
ス等を利用できるようにするための支援を行う機関。

地域総合センター（隣
保館等）

社会福祉法に規定する隣保事業(第２種社会福祉事業)を実施する隣保
館および隣保館のない地域において隣保事業を実施する教育集会所を滋
賀県では地域総合センターと位置づけている。

地域福祉権利擁護事業
(日常生活自立支援事
業)

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な者
が、自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助等を行う事
業。

定住者 　法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認
める者(インドシナ難民、条約難民、日系３世、外国人配偶者の実子な
ど)。

同和対策事業特別措置
法

歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域
について、国及び地方公共団体が協力して行う同和対策事業の目標を明
らかにするとともに、この目標を達成するために必要な特別な措置を講
ずることにより、対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及
び福祉の向上等に寄与することを目的に制定された法律。（昭和44年法
律第60号）

ドメスティック・バイ
オレンス

夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力をいい、身体的暴力
だけでなく、精神的、性的、経済的な暴力なども含まれる。

　た行
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難病 昭和47年(1972年)に厚生省の定めた「難病対策要綱」によれば、①原
因不明、治療法未確立、後遺症を残すおそれの少なくない疾病、②経過
が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要
するため家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病とされて
いる。

難病相談・支援セン
ター

　地域で生活する難病患者等に対し、日常生活における相談・支援、地
域交流活動の促進および就労支援などの相談を行い、難病患者や家族の
支援を一層推進するため県の事業として設置している。

ニート ニ ー ト ( Ｎ Ｅ Ｅ Ｔ ) と は 、 Not in Education,Employment or
Training(就学、就労、職業訓練のいずれも行っていない若者)の略。厚
生労働省の定義では、15～34歳の非労働力人口のうち、通学も家事もし

な 者二次保健医療圏 保健医療圏は、保健サービスや医療の水準ごとに設定した圏域。二次
保健医療圏は、入院医療(高度・特殊な医療サービスを除く｡)に対応する
ための圏域で、保健所行政区域を単位とした７つの圏域を設定。

21世紀淡海子ども未来
会議

愛称は「Ｊ２１(ジェイ２１)」。公募により選ばれた小学校４年生か
ら中学校３年生までの子ども議員で構成されている。子ども議員が、身
近な地域の問題に目を向け、さまざまな活動を体験しながら自分で考え
行動する力を身につけ、その集大成として「子ども県議会」において、
県政に対する質問や提案を行う。

ノーマライゼーション 障害者等の社会的に不利を負いやすい人々を特別に区別するのではな
く、当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の
人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方。

働き・暮らし応援セン
ター

就業に向けた支援を行う「雇用支援ワーカー」、日常生活支援を行う
「生活支援ワーカー」に加え、就職先を開拓する「職場開拓員」、就労
後のフォローや実習支援などを行う「就労サポーター」を配置し、生活
から就労に至る一体的・総合的な支援を行う機関。

ハラスメント 　人を悩ますこと。優越した地位や立場を利用した嫌がらせ。

バリアフリー 日常生活や社会生活を営む上での障壁(バリア)をなくすこと。ここで
は、高齢者や障害者等の日常の生活行動の上での制約をできる限り排除
するため、身体機能の低下や障害等に配慮した設計・仕様のこと。住宅
では、床の段差の解消、手すりの設置等がある。

パワーハラスメント 　上司の部下に対する行き過ぎた指導、叱責、罵倒など、職権や利権な
どの見えない力を利用し、本人の人格や尊厳を傷つけるような言動や行
為を行い、本来の業務における責任を逸脱するような要求を行うこと。
　内容によっては、名誉毀損や傷害罪等、刑法等に触れる犯罪となるこ
ともある。また、会社には快適な職場環境を整える義務があることか
ら、会社の責任を問われる場合がある。

ハンセン病 らい菌によって引き起こされる感染症。らい菌の感染力は極めて弱
く、また治療法が確立した現在では、早期発見と早期治療により確実に
治療できるようになった。

フィールドワーク 　学習テーマに基づいて、学習者自らが現地に出かけて行き、調査や聞
き取りを行うことにより、学習者の問題意識や主体的な参加を引き出す
ことができる手法。

フィルタリング インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、子
どもに見せたくない有害な情報の閲覧をできなくするプログラムやサー
ビスをいう。

ポジティブ・アクショ
ン(積極的改善措置)

さまざまな分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善
するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に
参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施
していくもの。

ユニバーサルデザイン 年齢、性別、障害の有無等に関わらず、すべての人が、またどのよう
な状態のときでも利用可能なように、はじめから考えて計画し、実施す
るとともに、その後もさらに良いものに変えていこうという考え方。

　な行

　は行

　や行
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用　　　語 解　　　説

要保護児童対策地域協
議会

児童福祉法に基づく協議会で、市町において、福祉、保健、医療、教
育、警察など関係機関がチームになって、児童虐待の未然防止、早期発
見・早期対応、保護、支援の内容に関する協議、調整を行う組織。代表
者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の三層構造になっている。構
成機関に守秘義務が課せられるため情報共有が密になるとともに、市町
長が運営の中核となる調整機関や構成員などを公示することにより責任
のある実施体制の確保が期待できる。

レイカディア滋賀プラ
ン

　レイカディア構想の実現に向けた政策指針(基本的な考え方)と法定計
画である滋賀県高齢者福祉計画および滋賀県介護保険事業支援計画を一
体化した、高齢者施策に関する総合的な計画として平成18年(2006年)3月
に策定。平成21年(2009年)3月に改定。
　レイカディアとは、レイク(湖)とアルカディア(古代ギリシャ奥地の景
勝理想郷)の合成語で「湖の理想郷」を意味する、滋賀県でつくった言
葉。

レスパイト入院 在宅療養をしている患者が、その家族など介護者の休息のため、一時
的に医療機関へ入院すること。レスパイトとは休息の意味。

ワーク・ライフ・バラ
ンス(仕事と生活の調
和)

　男女がともに、人生の段階に応じて、仕事、家庭生活、地域生活、個
人の自己啓発など、さまざまな活動について、自らの希望に沿った形で
バランスを取りながら展開できる状態のこと。

　わ行

　ら行
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