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目 
的 

対 象 市民 

意 図 
人権の大切さについて理解を深め，一人一人の人権を尊重する.平和の尊さを理解し，後世に語り継
いでいく 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ196＞ 

市民一人一人が，相互の理解と交流を深める中で，人権が尊重され平和に暮らすことができる共生のまちづくりを進

めます。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 人権教育・啓発事業へ

の参加者数【☆】 

 

7,569人 7,544人 7,671人 7,648人 

2万7,000人 

(4か年累計） 

（平成27～ 

30年度） 

２ 戦争についての話をし 

たり，聞いたりしたこと 

がある市民の割合【☆】 
85.8% 85.8% 85.2％ 82.2％ 90.0％ 

３ 国際交流・多文化共生

事業の参加者数【☆】 
1,786人 1,833人 2,102人 1,862人 1,600人 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 人権教育・啓発事業への参加者数【☆】 
 小・中学生の「人権作文」「人権メッセージ」「人権の花」運動等の人権啓発事業を実施する中で人権擁
護委員との活動を支援しました。また，市内小・中学校への学校訪問，小学校朝礼での人権講話の他， 
２９年度は公民館で「人権メッセージ」の作文展を実施しました。その他，啓発事業として男女共同参画
推進課では，LGBTに関する講座，デートＤＶ防止をテーマに通信を発行し，市内中学校に配布するとと
もに，公立中学校１校で授業を実施しました。子ども家庭課とともに，DV啓発事業を実施しました。 
人権教育・啓発事業への参加者数は７，６４８人で，目標値の達成状況は８４．７％となりました。 
 
２ 戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合【☆】 
 平成２９年度市民意識調査では，戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合は，
昨年度と比較して，３．０ポイント減少しましたが，１６歳から１９歳の若い世代では，９５，８％と高
い割合になっています。戦争体験者の高齢化が進んでおり，今後の継承が課題となっています。 
 
３ 国際交流・多文化共生事業の参加者数【☆】 

   国際交流協会は，外国人の日本語学習支援，交流事業のほか，講座を行うなど国際交流の推進及び国
際理解・異文化理解の啓発に努めました。また，ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大
会に向け，これまで実施していた英語・中国語のほか，新たにスペイン語，韓国語の語学講座や東京都
との共催で，「外国人おもてなし語学ボランティア」の育成講座を開催しました。 
 子ども向け事業としては，市民団体との共催で，アラブイスラーム学院訪問を実施したほか，東京 
２０２０大会を意識した木島平村での英語体験事業を実施しました。 
ホストタウン「サウジアラビア」については，アラビア書芸展や講座の実施，サウジアラビア留学生

の和文化体験や文化祭プラザの参加などを通じ交流とイスラーム文化への理解を深める機会となりまし
た。様々な事業展開により，参加者は１，８６２人を超え，目標値を達成しました。  

 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№30 平和・人権施策の推進） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
３０－１ 人権尊重の社会づくり 

（◆人権教育・啓発事業の推進） 
全ての人の人権が尊重されることを目指し，市立小・中学校に人権教育推進委員会を設置し，人権教育

に関する課題の協議，授業研究，東京都人権尊重教育推進校の訪問，人権週間に伴う各学校の取組，「人
権教育ニュース」の発行，「人権教育指導資料」の作成などに取り組み，全教職員の人権に対する理解・
意識の向上とともに児童・生徒に対する人権教育の推進を図りました。 
 人権擁護委員の啓発活動である「中学生人権作文コンテスト」や小学生の「子どもたちからの人権メッ
セージ」発表会，「人権の花」運動の実施を支援しました。また，平成２９年度は，初めて小学生の「人
権メッセージ」を東部公民館で展示する作文展を実施しました。 
「人権週間」（１２月４日から１０日）等では，各種媒体を通じ「人権尊重」意識の啓発を行いました。 
また，人権擁護委員が小・中学校を訪問し，いじめ・体罰・不登校など，子どもの人権について意見交

換を行うとともに，小学校では，朝礼などで子どもたちに人権についてわかりやすく話し理解してもらえ
る機会を提供しました。 
 若い世代への意識啓発として，ＬＧＢＴ（性的少数者）に関する講座，デートDVをテーマとした通信
を発行し，市内中学校や若い世代が利用する施設等に配布しました。学校教員を対象にＬＧＢＴに関する
講座や，公立中学校１校で，デート DV に関する授業を実施し７１人が出席しました。幼児虐待や DV
等の人権尊重について考える機会として，文化会館たづくりエントランスでオレンジ・パープルリボンキ
ャンキャンペーンを９日間にわたり実施し，ワークショップには２０２人が参加しました。 
（◆人権相談の内容・支援体制の充実） 
 児童・生徒や保護者に対し，教育相談所，子ども家庭支援センター，スクールカウンセラー，ソーシャ
ルワーカーなど心理，教育，福祉，医療に係る各種機関・専門家の連携・協力により，相談者に対する支
援を行いました。地域住民の保健・福祉・医療の向上，虐待防止，介護予防マネジメントなどを総合的に
行う地域包括支援センターにおいて，高齢者に対する支援に努めるとともに，保護を必要とする高齢者の
ために，引き続き，緊急一時保護施設を確保しました。 
 男女共同参画推進センターでは，虐待やＤＶに関する相談を実施し，東京都や人権教育推進委員会など
との連携による被害者の保護や支援をしたほか，障害者虐待防止センターにおいても障害者に対する保護
や支援に努めました。職員に対しては，LGBTに関する理解を深める情報紙をデータ配信しました。 
人権擁護委員との連携・協力による「人権身の上相談」の実施，「人権擁護委員の日（６月１日）」にお

ける特設相談窓口の設置，他の専門相談窓口等との連携など，相談者への適切な支援に努めました。 
職員に対しては，人権啓発研修への派遣やハラスメント防止啓発活動などの実施により，「人権の尊重」

に関する職員の理解と意識の向上を図るとともに，人権施策推進都市町村連絡会の活動を通じて，人権施
策・支援体制の充実を行いました。 
３０－２ 平和社会の推進 
（◆平和祈念事業の実施） 
 平和について考える機会を提供するために，戦没者を追悼し平和を祈念するため，防災無線により市内
全域へ黙とうの呼びかけ，広島，長崎平和祈念式典へ恒久平和を願う市長メッセージを送付しました。ま
た，公民館，郷土博物館，図書館などと連携し，平和事業連絡会を開催し，戦争のない平和な社会につい
て考える機会を提供できるよう意見交換を行いました。 
国際交流平和基金を活用し，平和に関する取組を掲載した情報紙「ピース・レターちょうふ」の発行や，

市役所前庭に平和宣言パネルを設置するなど，平和事業の取組や宣言の周知に努めました。 
 原爆展の開催，市民と協働して開催した映画「少年Ｈ」の上映会などを実施し，平和の尊さを考える機
会を提供しました。  
 国際婦人デーを記念して「布が語るグアテマラの女性たち」５２人参加，「いつでもどこでも自分らし
く」１０６人参加，を開催し，世界の女性たちの実情や日本における女性の現状について考える機会を提
供しました。 
（◆戦争体験の継承） 
戦争体験を風化させることなく，後世に語り継ぐ取組では，戦争体験者に自身の戦争体験を語っていた

だき，その様子を映像に記録したＤＶＤを作製し，市立図書館や市内小中学校等に配布するとともに，そ
の活用についてのアンケートを実施し，今後の製作の参考にしました。また，郷土博物館と連携し，東京
都平和の日を祈念し講演会を実施し，戦争体験の継承に努めました。さらに，調布市原爆被害者の会と調
布市戦時記録保存会に御協力いただき，生涯学習出前講座（協力編）に登録いただき，市民の平和学習の
機会の提供に努めました。 
３０－３ 国際交流と多文化共生の促進 
（◆国際交流と多文化共生の地域づくり） 
 国際交流協会（ＣＩＦＡ）では，定例サロンや文化交流など各種交流事業や日常生活で必要な日本語学
習の機会を提供するなど外国人に対しての様々な支援と交流を行いました。日本語教室は，学習者が増加
しており，平成２９年度からグループ学習を導入しました。東京都と共催で実施した「外国人おもてなし
語学ボランティア」育成講座は，外国人が安心して過ごせる環境を整えることを目的に実施し，終了後の
フォローアップ研修も行い，市民のボランティアに対する意識向上に取り組みました。 
子どもを対象とした事業では，市民団体との共催事業でアラブイスラーム学院訪問を実施したほか，小

学校５・６年生を対象とした木島平村での英語体験事業を実施し，ネイティブ講師との交流を通して楽し
く英語を学びました。海外への調布市の魅力の発信を目的に調布市観光協会との連携事業として始まった
「調布ぬくもりツアー」は，９か国１２人の参加で，深大寺のらくやき体験や味の素スタジアム周辺など
を見学し，日本文化の体験や調布市を知ってもらう機会にもなりました。なお，この体験を留学生自身が
母国語でソーシャルネットワークを利用し，調布の名所等として紹介しました。 
サウジアラビア留学生の和文化体験や文化祭プラザでの交流，調布サマーフェスティバルでのマレーシ

アの太鼓での交流，ブルキナファソナショナルデーなど様々な文化との交流機会の創出により，異文化理
解の促進を図りました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№30 平和・人権施策の推進） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・人権教育推進委員会の活動，男女共同参画推進センターの事業，多摩東部地域の１３市で協力して開催した人権啓発事業をはじめ 

とする人権擁護委員との連携など，各種事業を展開したことにより，参加者数は７，５４４人となり，目標値の ２７．９％とな 

りました。引き続き，各事業の実施と参加の呼び掛けを実施していきたい。 

 また，相談事業については相談者が利用しやすい方法や関係課との連携について検討していく必要がある。 

・戦争が生み出した悲劇が風化することがないよう，幅広い視点から多くの事業を実施したことにより，若い世代に平和を考える機 

会を提供した。 

・世界の様々な文化や人々との相互の認識と理解を深めるため，国際交流協会と共催で講座等の事業を行った。 

・東京都との共催により，外国人が安心して過ごせる環境を整えるため，「外国人おもてなし語学ボランティア」講座を実施した。 

・国際交流基金について，国際交流の促進と平和社会の推進に取り組むため，国際交流平和基金に改めた。（平成２８年４月１日施行） 

 

 

（平成２８年度） 

・人権擁護委員の活動，教育委員会の啓発事業，男女共同参画推進センターの事業，人権擁護委員との連携など，各種事業を展開し 

たことにより，人権教育・啓発事業の参加者数は，７，６７１人となり，目標値の５６．４％となった。引き続き，各事業の 

実施と参加の呼び掛けを実施していきたい。 

また，相談事業については相談者が利用しやすい方法や関係課との連携について検討していく必要がある。 

・平和施策については，新たに国際交流平和基金を活用し，平和に関する取組を掲載した「ピース・レターちょうふ」の発行や戦争 

体験者の講演会を実施し，平和の尊さを学ぶ機会の創出に努めた。 

・英語体験事業や東京都と共催で実施した「外国人おもてなし語学ボランティア」は，東京２０２０大会の機運醸成を図る取組とな 

った。 

 

 

 

（平成２９年度） 

・教育委員会の啓発事業，男女共同参画推進センターの事業，人権擁護委員の活動を中心に連携事業を展開したことにより，人権教

育・啓発事業参加者は７，６４８人となり，目標値の８４．７％となった。また，平成２９年度は初めて小学生の人権メッセージ

の原稿を東部公民館で展示したほか，引き続き新たな啓発事業の実施など積極的に取組むよう努めていきたい。 

 また，相談事業については人権擁護委員の協力のもと各関係機関との連携事業について検討していく必要がある。 

・平和施策については，国際交流平和基金を活用し，平和に関する取組を掲載した「ピース・レターちょうふ」の発行や平和宣言の

継承のため，市役所前庭に宣言等パネルを設置する等，啓発に取り組んだ。「ピース・レターちょうふ」は，小学校１年生から６年

生までと中学生全員に配布し，若い世代が，平和の尊さを学ぶ機会の周知に努めた。また，原爆展や平和祈念講演会では，戦争体

験を聞く機会を提供し，指標である「戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合」の目標値達成に向け取り

組んだ。 

・国際交流と多文化共生の促進では，国際交流協会で，定例サロンや文化交流など各種交流事業や日常生活で必要な日本語学習の機

会を提供するなど外国人に対しての様々な支援を行った。また，ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会を見据え，

「外国人留学生と楽しく交流」でこれまで実施していた英語・中国語のほか，新たにスペイン語・韓国語を実施した。東京都の「外

国人おもてなし語学ボランティア」育成講座は，平成２７年度からの受講者が，５００人を超え市民のボランティアの意識が高ま

っている。オリンピック・パラリンピック担当と連携し，受講修了者を対象にフォローアップ研修を実施した。 

・ホストタウンであるサウジアラビア留学生の和文化体験や木島平村ツアーへの参加，文化祭プラザでの交流のほか，調布サマーフ

ェスティバルでのマレーシアの太鼓での交流，ブルキナファソナショナルデーなど様々な文化や人々との交流を行った。子ども向

け事業としては，市民団体との共催で，アラブイスラーム学院訪問を実施したほか，東京２０２０大会を意識した木島平村での英

語体験事業を実施した。 

 

 

 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№30 平和・人権施策の推進） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 人権教育・啓発事業への参加者数【☆】 
（目標値：2万 7,000人(4か年累計）現状値：7,648人） 

（平成 27～30年度）  
◎ 

【要因・課題】 

目標値としては達成見込みであるが，人権意識の向

上につながっているかが課題である。 

２ 戦争についての話をしたり，聞いたりしたこと 
がある市民の割合【☆】 
（目標値：90.0％ 現状値：82.2％） 

○ 
【要因・課題】 

戦争体験者の高齢化が進んでおり，今後継承できる

かが課題。 

３ 国際交流・多文化共生事業の参加者数【☆】 
（目標値：1,600人 現状値：1,862人） ◎ 

【要因・課題】 

東京２０２０大会を見据えた事業の実施など，目標

値達成に向け，着実に取り組んでいる。 
   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①人権教育，啓発事業の推進 

 

②戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割

合は，目標値達成は難しいが，平和事業に関する情報の発信，戦

争体験を直接聞く機会の提供に取り組んだ。 

 

①東京 2020大会競技会場市として人権教育，啓発事業につい

て，積極的に取り組んでいく。 

②平和事業連絡会で，公民館，郷土博物館，図書館と情報共有を

図り，平和関連事業の周知を引き続き行い，効果的な事業実施に

向け取り組む。 

 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

 

 

 

 

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・人権擁護委員の協力のもと，子どもたちの人権教育については一定の活動が実施できたが，人権意識の向上については，引き続き

地道な取組が必要と考える。 

・戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合は，やや減少しており，戦争体験者が減少するなか，継承につい

てどのように取り組んでいくかが課題となっている。 

・国際交流と多文化共生の促進は，ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会に向けた取組も実施したことから，事業

の参加者は増えている。外国人人口は年々増加しており，外国人が安心して生活できるよう環境整備が課題である。 

・サウジアラビアとの交流は，これまでのアラブイスラーム学院訪問のほか，より市民との交流を深めるため，文化祭プラザでの交

流やサウジアラビア留学生の和文化体験など交流の推進を図った。 

 

評価 B 

【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№30 平和・人権施策の推進） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
◎東京2020大会の開催を通じて，市民一人一人が人権の大切さについて理解を深め，相互に人格と個性を尊重しながら障害者差

別等のない共生する社会を実現するとともに，将来を担う子どもたちがあらゆる場において，人間性豊かに成長できるよう，人権

意識が広く社会に浸透する啓発事業の取組を推進する。 

・戦争体験者の高齢化が進んでおり，戦争体験者の記録の継承が課題である。今後は，これまでの記録の活用や若い世代が平和の

尊さを考えるきっかけとなるような事業のさらなる工夫も必要である。 

・中学生の被爆地訪問の継続的な実施。 

◎ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会に向け，市民の国際交流やボランティア意識の高まりがある。交流の機

会が増えることで，多様な文化の理解が深まり，多文化共生の推進が期待できる。 

・ホストタウンとして登録しているサウジアラビアとの交流の推進 

・施策名の検討（仮：平和・国際交流・人権施策の推進） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①「２１世紀は人権の世紀」との提唱を受け，国連を中心に人権の視点を
強化する考えが広がってきている。 
②平成１６年１２月「犯罪被害者等基本法」成立 
③平成２８年４月「障害者差別解消法」成立 
 
 
④平成２８年５月いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」成立 
⑤平成２８年１２月「部落差別解消推進法」成立 
⑥戦争体験者の高齢化による減少 

①新たな人権課題について人権擁護委員と連携し，啓

発活動に取組む必要がある。 

②犯罪被害者への支援についての対応 

③市職員向けの対応マニュアル作成や研修会等を行

ったほか，差別解消支援地域協議会を設置し関係機関

との情報共有等を図った。 

④ヘイトスピーチ対策における，具体的な対応 

⑤部落差別解消推進法の成立後の対応 

⑥可能な限り，ＤＶＤの作製により，戦争体験者の生

の声を記録し，後世に残す。 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①都では「東京都人権施策推進指針」に基づき，人権に関する相談・救済・
啓発・教育等の取組を実施。 
 
②平成３０年５月，都知事が「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権
尊重の理念実現のための条例（仮称）」案を都議会定例会へ提出する記者
会見を行った。 
③平成２８年２月，東京都は，「共に活躍する」という考えに立ち，東 
京都多文化共生推進指針を策定。 
④戦後７０年となった平成２７年度は，１４市が，広島・長崎へ市民 
を派遣した。 
 
 
 

①都と各区市町村で組織される「人権施策推進連絡
会」が設置され，人権施策の推進を一層図っていく必
要がある。 
②都の動向を踏まえた対応の検討が必要である。 
 

③他自治体の動向にも注視し，次期基本計画の内容を

検討する。 

④平成２７年度，調布市でも広島平和派遣事業を実

施。市議会から継続した事業実施の要望があり，効果

的な事業の検証が必要。 

 

そ
の
他 

①ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会に向け，市民ボ
ランティアの意識が高まっている。 
 
②２０２０年は，戦後７５年と「調布市国際交流平和都市宣言」３０周年
の節目の年である。 
 

①国際交流協会や相互友好協力協定を締結している

大学の学生のボランティアの活躍の場の機会の創出

について庁内連携した取組が必要。 

②周年となる事業の検討を行う。 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№30 平和・人権施策の推進） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，それぞれの個性や人格を認め合い，お互いの人権を尊重します。 

・市民は，平和の尊さに対する認識をより一層深め，戦争の悲惨さを風化させないよう次の世代に伝えます。 

 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・相談者への適切な支援を行うためには，人権擁護委員と関係機関等との連携の強化が必要であり，個人情報の取り扱いには十分

配慮しながら推進していく。 

・人権を守る施策として虐待の対応・支援は，対象者だけでなく，家族全体の支援を要するため，子ども，障害，高齢，DVなど

に関係する課の横断的連携が必要であり，虐待のない地域づくりには，地域福祉や地域振興など様々な地域関係団体等との関係を

強化する必要がある。また，障害者差別解消法に基づき障害理解を推進させ，障害者差別のない共生社会の実現に向け関係課と協

力していく必要がある。 

・平和事業については，公民館，郷土博物館，図書館などと情報共有・連携し効果的な事業に取り組む。 

・東京２０２０大会を見据えた平和・国際交流事業の展開が必要であることからオリパラ担当との連携が必要である。 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・和文化体験や観光などの地域資源を活かした外国人のおもてなし 

・名誉市民である水木しげる氏の作品や遺品などを活用した平和事業の取組 

 

 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・外国人に向けたわかりやすい情報発信が課題 

 

 


