
法律や条例等の周知

市条例（全８条）の主な内容
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飯塚市部落差別をはじめあらゆる
差別の解消の推進に関する条例

　部落差別をはじめ、障がい者、外国人への差別等あらゆる差
別の解消を推進し、差別のないまちづくりを実現することを目
的とします。

　行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努め、市民は差
別をなくすための施策に協力します。

　差別に関する相談体制を整え、差別をなくすための教育と啓発
を行います。

　国や県、各種関係団体と連携し推進体制を充実させ、実態調査を
行います。

条例の内容を易しい文章にしたもの
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飯塚市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例

飯塚市の子どもをみんなで守る条例

飯塚市男女共同参画推進条例

　2016（平成28）年に、国において、人権を守り差別の解消を目的とした個別の法律「障
害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」が施行されました。
　飯塚市においても、部落差別をはじめ障がい者、外国人への差別等あらゆる差別の解
消を推進し、市民一人ひとりの人権が大切にされる人権尊重のまちづくりを進めるため、
既定の条例を改正し、2018（平成30）年4月1日から施行しております。

他 第8条【委任】

　人権問題に関連する条例等は市民に十分に知られていない現状です。
あらゆる機会を通じて市民への周知を図っていく必要があります。

第1条【目的】

第2条【市の責務】第3条【市民の責務】

第４条【相談体制の整備】第５条【教育及び啓発活動の充実】

第６条【推進体制の充実】第７条【実態調査】

問 さまざまな人権問題に関連する次の法律や条例等の内、
　 おおまかな内容も含めて知っているもの。
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