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１ 高知県人権教育推進プランにおける県教育委員会の取組

（１） 就学前教育の取組

① 保育・教育内容の充実

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等

１ 幼保支援アドバイザーの

活用などにより、保育所・幼

稚園等における園内研修を

充実します。

幼保支援課 ・園内研修支援事業

２ 保育所・幼稚園等と小学校

間での交流や保育・教育内容

の充実に関する情報の提供

を行い、幼児期の教育と小学

校教育の円滑な接続を意識

した取組を推進します。

教育センター

幼保支援課

・新規採用保育士・幼稚園教員研修「幼児期からの人権教育」

・保育士・幼稚園教員研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期「幼児期からの人権教育」

・ 年経験保育士・幼稚園研修、保育士・幼稚園教員ミドル研修

Ⅰ年次「幼児期からの人権教育」

・主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅠ「人権教育と主任・

教頭等の役割」

・所長・園長研修ステージⅠ「人権が大切にされる園づくり」

・基本研修、専門研修

・保幼小連携「スマイルサポート」事業

・保・幼・小連携推進支援事業

② 保育士・幼稚園教員・保育教諭等研修の充実

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等

１ 保育・教育内容、保育技術

等の向上をめざして、初任者

研修から管理職研修までの

ステージに応じた人権教育

研修の充実を図ります。

教育センター

・新規採用保育士・幼稚園教員研修「幼児期からの人権教育」（再

掲）

・保育士・幼稚園教員研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期「幼児期からの人権教育」

（再掲）

・ 年経験保育士・幼稚園研修、保育士・幼稚園教員ミドル研修

Ⅰ年次「幼児期からの人権教育」（再掲）

・主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅠ「人権教育と主任・

教頭等の役割」（再掲）

・所長・園長研修ステージⅠ「人権が大切にされる園づくり」（再

掲）

２ 人権を大切にする保育・教

育を推進する関係団体の研

修を支援するなど、連携した

取組を進めます。

幼保支援課 ・園内研修支援事業（再掲）

３ 人権や人権課題に対する

きめ細かな感覚を養い、人権

教育を基盤とした園経営や

クラス経営が実施されるよ

う、指導力向上に向けた研修

の充実を図ります。

教育センター

幼保支援課

・新規採用保育士・幼稚園教員研修「幼児期からの人権教育」（再

掲）

・保育士・幼稚園教員研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期「幼児期からの人権教育」

（再掲）

・ 年経験保育士・幼稚園研修、保育士・幼稚園教員ミドル研修

Ⅰ年次「幼児期からの人権教育」（再掲）

・主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅠ「人権教育と主任・

教頭等の役割」（再掲）

・所長・園長研修ステージⅠ「人権が大切にされる園づくり」（再

掲）

・基本研修、専門研修（再掲）
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③ 親育ち・子育て支援の充実

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等 

15 １ 良好な親子関係や子ども

へのかかわり方について、保

護者の理解を深めるための

学習会や研修会を行い、保護

者の子育て力の向上を図り

ます。 

幼保支援課 ・親育ち支援啓発事業 

２ インターネット接続機器

が子どもに及ぼす影響につ

いて、保護者の理解を深める

研修や啓発を行います。 

幼保支援課 

人権教育課 

・親育ち支援啓発事業（再掲） 

・親子で考えるネットマナーアップ事業 

・PTA人権教育研修への支援 

３ 保育所・幼稚園等や地域子

育て支援センター等におけ

る子育て支援の充実を図り

ます。

幼保支援課 ・親育ち支援啓発事業（再掲） 

４ 厳しい経済状況や生活環

境にある家庭の子育て支援

を行います。 

幼保支援課 
・特別支援保育推進事業 

・家庭支援推進事業 

（２） 小学校以降の学校教育の取組 

① 学校教育活動全体を通した人権教育の推進

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等 

15 

１ 予防的な視点に立ったい

じめ、不登校などへの取組の

充実に努めます。 

教育センター 

人権教育課 

心の教育センター 

・任用２年次主幹教諭研修、教頭研修ステージⅠ「人権が大切に

される学校づくりに向けて①」 

・教頭研修ステージⅡ「人権が大切にされる学校づくりに向けて

②」

・志育成型学校活性化事業 

・未来にかがやく子ども育成型学校連携事業 

・スクールカウンセラー等活用事業 

・スクールソーシャルワーカー活用事業 

・学級づくりリーダー活用推進事業 

・高等学校生徒支援コーディネーター研修 

・24時間電話相談 

２ 人権が尊重された学校経

営や学級経営、生徒指導や学

習指導の充実を図ります。 

教育センター 

小中学校課 

高等学校課 

特別支援教育課 

人権教育課 

心の教育センター 

・初任者研修 基礎研修「人権教育 生徒指導」 

・チーム協働研修（初任者、10 年経験者、3 年経験者）「人権教

育を基盤とした学級・ホームルーム経営の実際」 

・学力向上のための学校経営力向上支援事業 

・学校経営計画の作成・取組 

・人権教育研究推進事業 

・志育成型学校活性化事業（再掲） 

・未来にかがやく子ども育成型学校連携事業（再掲） 

・学級づくりリーダー活用推進事業（再掲） 

３ 児童生徒が「夢」や「志」

をもって社会を生き抜く力

を育成するために、キャリア

教育や道徳教育の充実を図

ります。 

教育センター 

小中学校課 

高等学校課 

特別支援教育課 

・初任者研修 基礎研修「キャリア教育」 

・小中学校キャリア教育充実プラン 

・道徳教育改革プラン 

・キャリアデザイン事業 
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15 ４ 一人一人の児童生徒の教

育的ニーズに応じた特別支

援教育の充実を図ります。 

特別支援教育課 

・ユニバーサルデザインによる学校はぐくみプロジェクト事業 

・中学校区特別支援教育学校コーディネーター連携充実事業 

・特別支援学校等の専門性・センター的機能充実事業（外部専門

家派遣、合理的配慮協力員の配置・派遣等） 

５ 児童生徒の発達段階に応

じてインターネットを正し

く安全に利用できるよう情

報モラル教育の推進に向け

た支援を行います。 

教育センター 

小中学校課 

高等学校課 

特別支援教育課 

人権教育課 

・初任者研修 基礎研修「教育の情報化 ＩＣＴの活用」 

・道徳教育改革プラン（再掲） 

・教科「情報」を中心とした授業での取組 

・親子で考えるネットマナーアップ事業（再掲） 

６ 児童会や生徒会の活動を

活性化し、いじめやインター

ネット上のトラブルを未然

に防止するための取組を支

援します。 

人権教育課 ・児童会生徒会交流集会 

７ 児童生徒の問題行動等の

未然防止、早期発見・対応を

図るため、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワ

ーカーと連携した取組を推

進します。 

人権教育課 

心の教育センター 

・志育成型学校活性化事業（再掲） 

・未来にかがやく子ども育成型学校連携事業（再掲） 

・スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲） 

・スクールカウンセラー等活用事業（再掲） 

・アウトリーチ型スクールカウンセラー活用事業 

・ワンストップトータルな相談体制による支援 

・24時間電話相談（再掲） 

② 教育内容の創造

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等 

17 

１ 先進的に人権教育の教育

内容の創造に取り組んでい

る学校の実践を県内に広げ

ていきます。 

教育センター 

学校安全対策課 

高等学校課 

特別支援教育課 

スポーツ健康教育課 

人権教育課 

心の教育センター 

・人権教育授業研究講座 

・人権教育実践スキルアップ講座 

・実践的防災教育推進事業 

・防災キャンプ推進事業 

・安全教育推進事業 

・社会で生き抜く力を育む応援事業 

・学校保健総合支援事業 

・人権教育研究推進事業（再掲） 

・志育成型学校活性化事業（再掲） 

・未来にかがやく子ども育成型学校連携事業（再掲） 

・生徒指導総合推進事業 

・学級づくりリーダー活用推進事業（再掲） 

・高等学校生徒支援コーディネーター研修（再掲） 

２ 県民に身近な10の人権課

題にかかる教育内容の創造

に関して、効果的な学習教材

の選定・開発や情報の提供を

行うとともに、校内研修を支

援します。 

教育センター 

人権教育課 

・人権教育セミナー 

・人権教育研究推進事業（再掲） 

・小中学校人権教育主任連絡協議会 

・県立学校人権教育主任連絡協議会 

・校内研修支援 

３ 地域の特色を生かした各

学校におけるキャリア教育

の取組を支援します。 

小中学校課 

高等学校課 

特別支援教育課 

・小中学校キャリア教育充実プラン（再掲） 

・社会で生き抜く力を育む応援事業（再掲） 

・特別支援学校等の専門性・センター的機能充実事業（就職アド

バイザーの配置・派遣、技能検定の実施等） 

４ 探究的な学習や協働的な

学習を進めることができる

よう学校を支援します。 

教育センター 

小中学校課 

高等学校課 

特別支援教育課 

人権教育課 

・初任者研修「授業基礎研修」 

・２・３・４年経験者研修「授業実践研修」 

・探究的な授業づくりのための教育課程研究実践事業 

・探究的な授業づくりのための教育課程研究実践事業（学校図書

館活用型） 
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・教師力アップ事業

・人権教育研究推進事業（再掲）

・志育成型学校活性化事業（再掲）

・未来にかがやく子ども育成型学校連携事業（再掲）

・校内研修支援（再掲）

③ 教職員研修の充実

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等

１ 初任者研修から管理職研

修までのステージに応じて、

県民に身近な の人権課題

についての認識を深めると

ともに、人権感覚を高める研

修の充実を図ります。

教育センター

・任用２年次主幹教諭研修、教頭研修ステージⅠ「人権が大切にさ

れる学校づくりに向けて①」（再掲）

・教頭研修ステージⅡ「人権が大切にされる学校づくりに向けて②」

（再掲）

・初任者研修 基礎研修「人権教育 生徒指導」（再掲）

・チーム協働研修（初任者、 年経験者、 年経験者）「人権教育

を基盤とした学級・ホームルーム経営の実際」（再掲）

２ 人権教育主任（担当者）の

資質・指導力向上のための研

修会をはじめとして、教職員

の人権尊重の理念の理解・体

得をめざし、人権感覚を高め

るための研修の充実を図り

ます

教育センター

人権教育課

・人権教育主任研修

・小中学校人権教育主任連絡協議会（再掲）

・県立学校人権教育主任連絡協議会（再掲）

・人権教育推進リーダー育成事業

３ 校内研修などを通して、人

権教育の意義や内容、重要性

について認識させるととも

に、教職員の実践意欲や指導

力の向上を図ります。 

教育センター

小中学校課（教育

事務所）

高等学校課

特別支援教育課

人権教育課

心の教育センター

・要請訪問（学校、市町村教育研究会等）

・学校支援訪問

・各高等学校における研修への支援

・ユニバーサルデザインによる学校はぐくみプロジェクト事業（再

掲）

・中学校区特別支援教育学校コーディネーター連携充実事業（再掲）

・校内研修への講師派遣

・人権教育研究推進事業（再掲）

・小中学校人権教育主任連絡協議会（再掲）

・県立学校人権教育主任連絡協議会（再掲）

・生徒指導総合推進事業（再掲）

④ 組織的・継続的な取組とその点検・評価

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等

１ 校長、教頭、人権教育主任

（担当者）に対し、学校全体

で組織的・継続的に人権教育

が推進されるよう、情報の提

供と支援をします。
教育センター

人権教育課

・任用２年次主幹教諭研修、教頭研修ステージⅠ「人権が大切にさ

れる学校づくりに向けて①」（再掲）

・教頭研修ステージⅡ「人権が大切にされる学校づくりに向けて②」

（再掲）

・人権教育主任研修（再掲）

・小中学校人権教育主任連絡協議会（再掲）

・県立学校人権教育主任連絡協議会（再掲）

・人権教育推進リーダー育成事業（再掲）

２ 研修会等での取組の交流

を通して、人権教育担当者が

互いに相談できる機会を設

けるとともに、担当者同士の

ネットワークづくりを支援

します。

・人権教育主任研修（再掲）

・小中学校人権教育主任連絡協議会（再掲）

・県立学校人権教育主任連絡協議会（再掲）

・人権教育推進リーダー育成事業（再掲）
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19 

３ 研修会や校内研修などで、

先進的に取り組んでいる学

校の具体的な事例を紹介し、

県内に広めていきます。 

教育センター 

人権教育課 

・人権教育実践スキルアップ講座（再掲） 

・人権教育セミナー（再掲） 

・要請訪問（学校、市町村教育研究会等）（再掲） 

・小中学校人権教育主任連絡協議会（再掲） 

・県立学校人権教育主任連絡協議会（再掲） 

・人権教育推進リーダー育成事業（再掲） 

・校内研修支援（再掲） 

４ 人権教育主任（担当者）や

生徒指導主事等に対して、組

織的・継続的な推進体制の確

立を目的とした研修を実施

します。

・人権教育主任研修（再掲） 

・小学校生徒指導担当者会 

・中学校生徒指導主事会 

・高等学校・特別支援学校生徒指導主事会 

・小中学校人権教育主任連絡協議会（再掲） 

・県立学校人権教育主任連絡協議会（再掲） 

・人権教育推進リーダー育成事業（再掲） 

（３） 社会教育の取組 

① 子どもを通して大人が育つ環境づくり

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等 

20 １ ＰＴＡを対象とした人権

課題に関する知識と認識を

深めるための研修を行いま

す。 

生涯学習課 

人権教育課 

・PTA活動振興事業 

・PTA人権教育研修への支援（再掲） 

２ 市町村が実施する家庭に

おける教育を充実させるた

めの学習を支援します。 

生涯学習課 

人権教育課 

・家庭教育支援基盤形成事業 

・人権教育推進講座支援事業 

３ 地域住民が、家庭教育にか

かわる学習活動等を主体的

に進めていくことができる

ように、家庭教育に関する参

加型学習教材「高知家の親の

育ちを応援する学習プログ

ラム」の活用を促進します。 

生涯学習課 

人権教育課 

・家庭教育支援基盤形成事業（再掲） 

・ホームページでの情報提供 

４ 地域における体験活動、運

動・スポーツ活動を促進し、

子どもと大人の交流活動を

充実します。 

生涯学習課 

スポーツ健康教育

課 

・学校・家庭・地域教育支援事業  

・青少年教育施設振興事業 

・長期集団宿泊活動推進事業 

・環境学習推進事業 

・スポーツ指導者活用事業 

・スポーツを通したエリアネットワーク事業 

５ 子育てに関する不安や悩

みを安心して相談できる体

制を充実する市町村の取組

を支援します。

人権教育課 

心の教育センター 

・スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲） 

・教育支援センター連絡協議会 
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② 学習機会の提供・充実

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等

１ 人権問題の解決やいじめ、

インターネット上のトラブ

ルから子どもを守るために

開催する研修会を支援しま

す。

人権教育課
・人権教育推進講座支援事業（再掲）

・ 人権教育研修への支援（再掲）

２ 人権教育の推進講座を実

施する市町村への支援を行

います。

人権教育課 ・人権教育推進講座支援事業（再掲）

３ 公民館等の社会教育施設

において人権課題に関する

学習の機会を設けるよう働

きかけます。

生涯学習課

人権教育課

・高知県公民館連絡協議会への支援

・高知県市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会

４ インターネット上の問題

への理解を広げるための啓

発活動を強化します。 

生涯学習課

人権教育課

・ 活動振興事業（再掲）

・親子で考えるネットマナーアップ事業（再掲）

・ 人権教育研修への支援（再掲）

５ いじめなどの理由により

十分に学校に通うことがで

きず、結果としてニートや引

きこもり状態にある若者に

対し、「若者サポートステー

ション」において、就学や就

労に向けた支援を行います。

生涯学習課 ・若者の学びなおしと自立支援事業

③ 指導者等の養成

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等

１ 県が主催する市町村担当

者研修の充実を図り、市町村

担当者同士の情報交換を行

う場の提供やネットワーク

づくりを支援します。

生涯学習課

人権教育課

・社会教育主事等研修

・高知県市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会（再掲）

・人権教育推進講座支援事業（再掲）

２ 市町村の社会教育委員等

に人権に関する積極的な活

動の必要性について周知す

るとともに、そのような活動

が行われるよう支援します。

生涯学習課 ・高知県社会教育委員連絡協議会への支援

④ 人権学習プログラムの開発、教材の整備

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等

１ これまでの人権学習研修

マニュアルの内容の充実を

図るとともに、新たな人権学

習プログラムや教材を開発

し、研修等で活用できるよう

にします。

人権教育課
・人権教育推進講座支援事業（再掲）

・ホームページでの情報提供（再掲）
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（４）就学前教育、学校教育、社会教育の連携・協働 

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等 

22 １ 一人一人が大切にされる

地域コミュニティづくりに

向けた支援を行います。 

人権教育課 ・人権教育推進講座支援事業（再掲） 

２ 子どもを保育所・幼稚園

等、学校、家庭、地域が連携･

協働して育てることの大切

さについての理解をさらに

広げていきます。 

幼保支援課 

小中学校課 

高等学校課 

特別支援教育課 

生涯学習課 

人権教育課 

・園内研修支援事業（再掲） 

・道徳教育改革プラン（再掲） 

・小中学校キャリア教育充実プラン（再掲） 

・各高等学校における開かれた学校づくりの取組 

・居住地校交流実践充実事業（再掲） 

・学校・家庭・地域教育支援事業 

・人権教育推進講座支援事業（再掲） 

・PTA人権教育研修への支援（再掲） 

３ 保護者や地域住民と共に

子どもを育てていくという

視点に立った、地域に開かれ

た保育所・幼稚園等、学校を

つくっていく取組を支援し

ます。 

幼保支援課 

小中学校課 

高等学校課 

特別支援教育課 

人権教育課 

・親育ち支援啓発事業（再掲） 

・道徳教育改革プラン（再掲） 

・小中学校キャリア教育充実プラン（再掲） 

・各高等学校における開かれた学校づくりの取組（再掲） 

・人権教育推進講座支援事業（再掲） 

・PTA人権教育研修への支援（再掲） 

４ 厳しい経済状況や生活環

境にある家庭の子育て支援

を行います。 

幼保支援課 

人権教育課 

・特別支援保育推進事業（再掲） 

・家庭支援推進事業（再掲） 

・スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲） 

・スクールカウンセラー等活用事業（再掲） 

・アウトリーチ型スクールカウンセラー活用事業（再掲） 

・24時間電話相談（再掲） 

（５） 関係機関・ＮＰＯ等との連携 

頁 県教育委員会の取組 所管 事業名・取組等 

22 １ 人権にかかわるＮＰＯ・ボ

ランティア等の活動を支援

するとともに、連携して取り

組みます。 

人権教育課 
・人権に関わるＮＰＯとの連携 

・研究団体との連携 

２ 高知地方法務局や高知県

警察本部、市町村の要保護児

童対策地域協議会、民生委

員・児童委員等と連携して、

子どもや保護者からの相談

を受け、支援等を行います。 

人権教育課 

・高知地方法務局との連携（人権作文募集事業等） 

・高知県警察本部との連携（学校警察連絡制度等） 

・要保護児童対策地域協議会との連携 
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２ 高知県人権施策基本方針―第１次改定版―（抜粋）

県民に身近な人権課題についての推進方針

人権課題
県の施策の 
推進方針 今後の取組（県の取組） 

教
育
の 
頁 

同和問題

同和問題は人

権問題の重要な

課題の一つであ

るとの認識のも

と、その解決に

向けた取組を推

進し、差別のな

い安心して生活

できる社会の実

現を図る。

同和問題に関する歴史や現状・実態について、科学的に解明された教材を

使用するなど、同和問題への正しい理解と認識を深める教育を推進します。

ア 就学前教育

就学前教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であること

から、保育所・幼稚園等においては、生活のなかで自分の興味や欲求に基

づいた直接的・具体的な体験を通して、人権感覚の基礎を育むための保育・

教育を推進します。

イ 学校教育

保育所・幼稚園等、小・中・高等学校等の連携、学校と家庭・地域との

連携を図りながら、差別を解消し人権が尊重される社会づくりに向けて行

動できる力を育む教育を推進します。

また、大学や専修学校、各種学校における人権教育の普及・充実を促進

します。

ウ 社会教育

生涯学習の視点に立ち、それぞれの時期、段階に応じた学習機会の提供

や、地域的な課題と結びついた内容を積極的に取上げるなど、学習者が意

欲を持ち、差別を解消するために行動することができる学習内容などの充

実を図ります。

女 性

家庭や職場、

地域など、あら

ゆる場で男女が

互いに人権を尊

重し、女性が安

全安心に生活で

きる、女性の人

権が男性と対等

平等に尊重され

る社会の実現を

図る。

就学前教育、学校教育、社会教育などのあらゆる場において、両性の尊厳・

平等を目指す教育を推進します。

ア 就学前教育

友だちと様々な心動かす出来事を共有し、互いの感じ方や考え方、行動

の仕方などに関心を寄せ、それぞれの違いや多様性に気付くとともに、互

いが認め合う信条を育むための保育・教育を推進します。

イ 学校教育

全ての教育活動の場において、児童生徒が男女平等についての理解を深

めるよう、また、固定的な役割分担意識にとらわれることなく、勤労観や

職業観、人生観や家庭観を身に付けるための教育を推進します。なお、デ

ートＤＶ防止などの具体的な学習にも取り組んでいきます。

ウ 社会教育

市町村等で実施される各種学級等において、男女の自立や協力を目指し

た教育の充実や、女性の社会参画のための講座の開設、学習活動の支援を

行います。

子ども

子ども一人ひ

とりが人間とし

て尊重され、人

権が守られるな

かで安全安心に

成長できる環境

づくりを推進

し、子どもがお

互いの人権を尊

重する社会の実

現を図る。

就学前教育、学校教育、社会教育などが相互に連携を図りながら、子ども

の人権の尊重に向けた取組を推進します。 
ア 就学前教育

子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人ひとりの人権を尊重

した保育・教育を推進します。

イ 学校教育

開かれた学校づくりを通して、家庭や地域と連携を図り、子どもの思い

や願いを受け止めるとともに、一人ひとりを大切にする教育の推進を通し

て、子どもが生き生きと安全安心に生活できる環境を整備します。

また、自分や他者を大切にする態度や行動力を身に付けるための学習を

推進します。

さらに、いじめや不登校などの対策として、児童生徒理解に努め、問題

行動等の予防、早期発見・早期対応のための校内組織の整備や取組、相談

体制の充実を図ります。

なお、体罰根絶に向けた取組として、学校の組織的な体罰防止体制の確

立や、適切な指導方法の体得に向けた研修の充実、体罰の実態把握の仕組

みづくり等を実施します。

ウ 社会教育

子どもたちが様々な生活体験や自然体験を通して、お互いの人権を尊重

する人間関係を築いていけるよう、青少年教育施設での体験活動の充実や

放課後の子どもの居場所づくりと学びの場の充実、スポーツ少年団・各種

サークルの育成や環境の整備に努めます。

− 31 −



なお、こうした場面においても暴力行為等、不適切な指導が起こらない

よう、関係団体等とも連携を図り、指導者等に対する研修や啓発資料の配

布等を行っていきます。

また、家庭や地域、学校が相互に連携し、子どもの人権を尊重する取組

を進めるとともに、学習機会の提供や啓発資料の配布を行うなど、自主的

な学習を支援します。 

高齢者

高齢者の人権

が尊重され、安

全安心に健康で

生きがいをもっ

て生活していけ

る社会の実現を

図る。

高齢者への理解を深め、豊かな人間性を育む教育を推進します。

ア 就学前教育

高齢者等とふれあい、自分の感情や意志を表現しながら共に楽しみ、共

感し合う体験を通して、親しみを持ち、人と関わることの楽しさや人の役

に立つ喜びを味わうことができる保育・教育を推進します。

イ 学校教育

高齢化の進行を踏まえ、高齢者とのふれあいの機会を充実させ、豊かな

人間性を育むなかで、世代を越えた共感や高齢者を思いやる心を育てます。

ウ 社会教育

社会教育諸学級や各種団体等において、高齢社会の問題点や高齢者のお

かれている社会的状況など、高齢者に対する理解を深めるための学習機会

の提供や充実を図り、高齢者のもつ豊富な知識や経験を生かした世代間交

流の機会を設けます。 

障害者

障害のある人

もない人も互い

に支え合い、地

域で共に生活し

活動できる安全

安心な社会の実

現を図る。

障害について正しく理解し、障害のある人との交流等を通して、互いに支

え合う心を育む教育を推進します。

ア 就学前教育

障害のある人との活動を共にする機会を積極的に設け、仲間として気持

ちが通し合うことを実感することを通して、将来、障害のある人に対する

正しい理解と認識を深めるための保育・教育を推進します。

イ 学校教育

人を尊重する態度、尊敬や思いやる気持ちなど、豊かな人間性を育むた

めの教育を推進するとともに、障害のある子どもとない子どもが共に学ぶ

インクルーシブ教育システムの構築や、交流及び共同学習の機会を積極的

に設け、ふれあう機会を通して、障害や障害のある人に対する理解を深め

ます。

また、特別支援教育の体制整備を推進し、その質的な向上を図っていき

ます。

さらに、発達障害等のある子どもが、自分の特性を生かして社会的・職

業的自立ができるよう取組を推進します。 
ウ 社会教育

障害や障害のある人に対する意識上の障壁を取り除き、差別や偏見をな

くしていくために、障害者理解に関する学習機会を提供するとともに、障

害のある人との交流を通して相互理解を深めるよう努めます。 

Ｈ

Ⅰ

Ｖ

感

染

者

等

エ イ ズ

患者・Ｈ

Ｉ Ｖ 感

染者等

患者・感染者

が差別を受ける

ことなく、安心

して治療を受

け、地域で共に

生活できる社会

の実現を図る。

エイズ等の感染症について、正しい知識を身に付ける教育を推進します。

ア 就学前教育

生命の大切さと人を尊重する心や態度が幼児期から育まれるよう、人権

意識の基礎を培う保育・教育を推進します。

イ 学校教育

エイズ等に対するいたずらな不安や偏見を払拭するため、児童生徒の発

達段階や実態に応じ、エイズ等に関する理解を深める教育を行います。 
ウ 社会教育

社会教育諸学級や各種団体などにおいて、エイズ等に関する正しい知識

の普及を図るため、学習機会の充実と情報の提供を行います。 

ハ ン セ

ン 病 元

患者等

ハンセン病元

患者等が差別を

受けることな

く、安心して生

活できる社会の

実現を図る。

ハンセン病に関する正しい知識を身に付ける教育を推進します。

ア 就学前教育

生命の大切さと人権を尊重する心や態度が幼児期から育まれるよう、人

権意識の基礎を培う保育・教育を推進します。

イ 学校教育

児童生徒の発達段階や実態に応じ、ハンセン病についての正しい知識を

身に付ける教育を行います。

ウ 社会教育

社会教育諸学級や各種団体などにおいて、ハンセン病に対する正しい知

識の普及を図るため、学習機会の充実と情報の提供を行います。 

外国人 多様な文化や
学校教育や社会教育において、国際理解教育を推進します。

特に、韓国や中国等のアジアの近隣諸国についての理解を深めていきます。
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民族の違いを理

解し、外国人に

とっても安心し

て 暮 ら し や す

い、差別や偏見

のない社会の実

現を図る。  

(ア) 就学前教育 

外国の文化や習慣等に触れながら、互いに尊重し合う心や態度を育てる

保育・教育を推進します。 

(イ) 学校教育  

国際理解教育を通して、広い視野を持ち、異文化や人間としての共通性

を理解するとともに、これを尊重する態度や、共に協調して生きる態度の

育成に努めます。 

(ウ) 社会教育  

国際交流員制度などを活用した地域レベルでの国際交流を促進し、異文

化への理解を深めるとともに、人権意識の高揚を図ります。

66 

犯罪被害者等 

犯罪被害者等

の受けた被害の

早期回復・軽減

を 図 る と と も

に、犯罪被害者

等を県民全体で

支え、安心して

生活できる社会

の実現を図る。 

誰もが犯罪被害者等になる可能性があることに気付かせるとともに、二次

被害を起こすことのないよう、犯罪被害者等の気持ちに共感できる力を育む

教育を推進します。  

(ア) 就学前教育  

友だちと様々な心動かす出来事を共有し、互いの感じ方や考え方、行動

の仕方などに関心を寄せ、それぞれの違いや多様性に気付くとともに、互

いが認め合う信条を育むための保育・教育を推進します。 

(イ) 学校教育  

情報を正しく読み取り、他者を思いやる気持ちを育む教育を推進します。  

(ウ) 社会教育  

市町村等で実施される各種学級等において、他者を思いやる教育や相手

の立場になって考える教育の充実のための支援を行います。

72 

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

害について、そ

の予防と対応に

努め、被害者に

も加害者にもな

らない安心して

生活できる社会

の実現を図る。  

誰もが被害者にも加害者にもならないよう、取組を推進します。 

(ア) 就学前教育  

友だちと様々な心動かす出来事を共有し、互いの感じ方や考え方、行動

の仕方などに関心を寄せ、それぞれの違いや多様性に気付くとともに、互

いが認め合う信条を育むための保育・教育を推進します。 

(イ) 学校教育  

インターネットやスマートフォン等の利用上のルールやマナー、個人の

プライバシーに関して正しく理解する情報モラル教育や、人権に関する学

習を実践します。 

また、友好な人間関係を築くための取組や、共感的に理解する力、人間

関係調整力を育む学習についても実践します。 

(ウ) 社会教育  

新しい情報を得られる機会の提供や、自分が被害者にも加害者にもなら

ないための知識と対応力を身に付けるための学習内容などの充実を図りま

す。 

77 

災害と人権 

災害時におい

ても、全ての人

の 人 権 が 守 ら

れ、安心して生

活が送れる社会

の実現を図る。  

災害時において、自らの命を大切にすることはもちろん、他者の命や人権

も大切にする教育を推進します。  

(ア) 就学前教育  

日々の生活を通して、命の大切さに気付くとともに、災害から身を守る

ことができる態度や能力を育む保育・教育を推進します。 

(イ) 学校教育  

防災教育の実施に加え、避難所においてのプライバシーの保護、要配慮

者や女性の避難所生活での配慮について、過去の事例などを活用して、自

分の在り方について考えさせる学習を実践します。 

(ウ) 社会教育  

災害時に、避難所において要配慮者等の人権を尊重するための知識と対

応力を身に付ける学習や訓練、根拠のない思い込みや偏見で風評被害等が

起こらないよう、正しく情報を得る力を育む学習など、内容の充実を図り

ます。

82 

その他の 

人権課題 

アイヌの人々、刑を終えて出所した人、北朝鮮当局による拉致問題等、性的指向、ホームレス、

性同一性障害、人身取引、他の人権課題（様々なハラスメント問題や自死遺族に対する人権侵害、

プライバシー保護など）  
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