
人権が侵害されている現状があるから、2016 年に「障害者差別解消法」「ヘイトスピー
チ解消法」そして今なお部落差別が存在することがはっきりと示され、部落差別の
ない社会を実現することをうたった「部落差別解消推進法」が施行されたんだ。
福岡県でも「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されたよ！
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私たちは誰もが人権問題に無関係ではいられないね。
久留米市では人権尊重週間にあわせて各地域で講演会等を開催するよ。
ぜひ、人権問題の解決に向けた行動へのきっかけにしてほしいな。

部落差別の問題をはじめ、私たちが日々の暮らしの中で出会っているさまざまな人権
問題に気づき、お互いの思いを知って、共に生きていくことじゃないのかな。

人権を守るために、わたしたちにできる事って何だろう？

福岡県では、これまで「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を制定し
て、結婚や就職に際しての部落差別事象の発生防止をはじめ同和問題の解決に努め
てきたんだよ。でも、インターネット上での差別書き込みや電子版「部落地名総鑑」
の問題など新たな部落差別事象が発生しているんだ。だから、新たに「部落差別解
消推進法」の基本理念や相談体制の充実、教育啓発の推進などの規定が加えられ
たんだ。

福岡県部落差別の解消の推進に関する条例は
これまであった条例と何が変わったの？

でも、人権が侵害されるような許されないことが起こっているよ。

人権とは、誰もが持っている、人間が人間らしく幸せに生きる権利だよ。
世界中の人たちが人権を大切にしようと1948（昭和23）年12月10日、国際連合に
おいて『世界人権宣言』が採択され、日本はその日（世界人権デー）までの一週間を
「人権週間」と定めたんだ。久留米市でも「人権尊重週間」としているよ。

人権って、何かな？　
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