
　福山市は，1916年（大正5年）7月1日に誕生しました。 
　広島県下では広島・尾道・呉に次いで4番目，全国では73番目の市で，
当時の人口は約32,000人でした。
　市制施行まもなく起こったコレラの発生や米騒動，芦田川の堤防決壊
による大水害，1945年（昭和20年）8月8日の福山空襲などによって人々

や街は何度も傷つきましたが，その度に力強く立ち上がり，復興を続けてきました。
　近隣地域と合併し市域・人口も拡大・増加した福山市は，1998年（平成10年）には中核
市となり，現在は人口約47万人の中国地方で4番目の都市に成長しました。

 「いつまでも住み続けたい」と思えるまちづくりを進めるために，総合
計画をはじめさまざまな指針や計画が策定されています。
 「人間環境都市」をまちづくりの基本理念とし，一人ひとりの人権が尊
重され，住みやすさ，働きやすさが保障される人間主体の都市をめざし, 
恒久平和の維持と基本的人権の尊重，市民本位の行政を柱とした取組が
進められています。

　とりわけ人権の尊重に関しては，誰もがかけがえのない大切な存在として認められる
「人権文化が根付いた地域社会の実現」をめざしています。

　2010年度に実施した「人権尊重のまちづくりに関する意識調査」では，
住民学習会の参加状況と差別言動への対応の関係について，職場や地域，
家庭の中でさまざまな人権問題について差別的な言動があったとき，「相
手にまちがいを説明する」という人は，住民学習会へ参加したことがな

い人と，毎年参加して
いる人では，参加回数
が増える程多くなって
います。（グラフ1）  
　参加回数が多い人ほ
ど，差別を容認するこ
となく，自分で差別的
言動に対応する割合が
高くなっています。
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100年でわしが忘れられん
のは71年前の福山空襲じゃ。

「人権」って
何ですか？

心豊かな暮
らしができ
たらすばら
しいね。

人間らしく幸せに生きる権利
を「人権」というんじゃ。
みんなが暮らしのなかで，
自然にお互いの人権を考え
ることができて，思いやり
支え合うことが大切じゃね。

人間としての
権利ってこと？

福山空襲は学校で習いました。
中央公園の母子三人像や
慰霊碑にも行ったんですよ。

住民学習会は1980年（昭和
55年）から始まったんじゃよ。
もう30年以上続いとるんじゃ。

学習は続けることが
大事なんですね。

私も人権平和
資料館で話を
聞いたよ。

まちの80%が焼け
てしもうてなぁ。
亡くなったり大け
がをした人がたく
さんおった。
つらかったなぁ…。

　人権啓発の柱となる活動のひとつが，地域の主体的活動として実施されて
きた住民学習会です。
　さまざまな人権問題や地域課題を多様な学習形態で学び，参加者一人ひ
とりが自分自身の課題として受けとめ，お互いの人権が認めあえる地域の
まちづくりを進めるための重要な話合いの場になり，「身元調査お断りステ
ッカー運動」など，具体的な取組に結びついています。
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可能な限り参加するようにしている
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自分で相手にまちがいを説明する

自分には関係のないことなので，そのままにしておく

説明する自信がないので，そのままにしておく

相手の意見に合わせる その他 無回答

住民学集会の参加状況と差別言動への対応（グラフ１）

0%

22.9% 48.6% 8.6% 20.0%

42.9% 26.9% 9.9%
4.1%
7.3% 8.9%

39.8% 27.7% 3.8%
9.0%

6.2% 13.5%

48.2% 30.6% 5.9%
1.8%1.8% 2.9%

10.6%

53.4% 20.6% 8.4%
0.8%0.8% 3.1%

13.7%

54.5% 19.5% 7.8% 5.2%
2.6%

10.4%

20% 40% 60% 80% 100%

無回答

参加したことがない

１～２回程度参加したことがある

ときどき参加している

可能な限り参加するようにしている

毎年参加している

自分で相手にまちがいを説明する

自分には関係のないことなので，そのままにしておく

説明する自信がないので，そのままにしておく

相手の意見に合わせる その他 無回答

住民学習会の参加状況と差別言動への対応（グラフ１）

福山市の

誕生と発展

福山市の

誕生と発展

人権尊重の

まちづくり

人権尊重の

まちづくり

住民学習会住民学習会

学習から

行動へ

学習から

行動へ

地域で学習

を深めあう

地域で学習

を深めあう

自分で相手にまちがいを説明する

自分には関係のないことなので，そのままにしておく その他

説明する自信がないので，そのままにしておく
相手の意見に合わせる 無回答

無回答

参加したことがない

１～２回程度参加したことがある

ときどき参加している

可能な限り参加するようにしている

毎年参加している

住民学習会の参加状況と差別言動への対応

0%

22.9% 48.6% 8.6% 20.0%

42.9% 26.9% 9.9%
4.1%
7.3% 8.9%

39.8% 27.7% 3.8%
9.0%

6.2% 13.5%

48.2% 30.6% 5.9%
1.8%1.8% 2.9%

10.6%

53.4% 20.6% 8.4%
0.8%0.8% 3.1%

13.7%

54.5% 19.5% 7.8% 5.2%
2.6%

10.4%

20% 40% 60% 80% 100%

グラフ1

とうろくがたほんにん

福山市の

誕生と発展

福山市の

誕生と発展

戦争によってまちも人

も傷ついてしまった…。
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呼ばれるんです。
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