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人権に関する相談窓口など人権に関する相談窓口など 身近な人権課題身近な人権課題
相 談 内 容 機　関　名 相 談 時 間 電 話 番 号 等

外国人の人権・生活相談

外国語による人権相談

犯罪被害に関すること

インターネットによる
人権侵害に関すること

災害時の人権への配慮に関する
研修などについて

認定NPO法人こうち被害者
支援センター
高知地方検察庁

「被害者ホットライン」

(公財)高知県国際交流協会

法務省人権擁護局
「外国語人権相談ダイヤル」

月～金 10:00～16:00
 （年末年始、土日祝日を除く）

月～金 8:30～17:15
 （年末年始、祝日を除く）

月～金 8:30～17:00
 （祝日、休日、年末年始を除く）予約制

平日 9:00～17:00
(対応言語：英語、中国語、韓国語、フィ
リピン語、ポルトガル語、ベトナム語)

0570-090-911
（ナビダイヤル）

088-875-0022

088-854-7867

088-872-9190

性暴力被害者サポートセンターこうち
（コーラルコール）
高知県警察本部警務部
県民支援相談課被害者支援室

「犯罪被害者ホットライン」

月～土 10:00～16:00
 （年末年始、祝日を除く）

月～金 8:30～17:15
 （年末年始、祝日を除く）

月～金 8:30～17:15
 （年末年始、祝日を除く）

月～金 8:30～17:15
 （年末年始、祝日を除く）

080-9833-3500

日本司法支援センター法テラス
「犯罪被害者支援ダイヤル」

月～金 9:00～21:00
土 9:00～17:00
 （日曜祝日・年末年始を除く）

市町村犯罪被害者等に対する
総合的対応窓口

月～金 8:30～17:15
 （年末年始・祝日を除く）

0570-079714
（ナビダイヤル）

高知地方法務局人権擁護課
「みんなの人権110番」
高知県文化生活スポーツ部
人権課

0570-003-110
（ナビダイヤル）

088-871-3110

088-823-9804

高知県教育委員会事務局
人権教育課 088-821-4932

(公財)高知県人権啓発センター 088-821-4681

高知県教育委員会事務局
人権教育課

(公財)高知県人権啓発センター

088-821-4932

088-821-4681
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088-873-9555

088-885-6041

性的指向・性自認を理由とする
様々な悩みや、日常生活のなか
で直面する問題、不安や心配ご
とに関すること

こうち男女共同参画センター
｢ソーレ｣

高知労働局雇用環境・均等室
性的指向・性自認を理由とする
職場におけるハラスメント等に
関すること

毎日 9:00～12:00、13:00～17:00
（第２水曜日・祝日・年末年始を除く）

月～金 8:30～17:15
 （年末年始、祝日を除く）

女性同和問題

子ども
障害者

推進方針

県の主な取組

★同和問題への正しい理解と認識を深める教
育・啓発の推進

★子どもの人権を尊重した教育の推進
★子ども自身が自他を大切にし、社会を生き

抜く力を身につける教育の推進
★いじめ、不登校、体罰根絶などの対策の推進
★子どもの人権に関する社会的関心の喚起、

意識啓発の推進
★親子の対話やふれあい、地域社会での生活

体験や自然体験の機会の充実
★児童虐待の防止対策の充実

●「親育ち支援啓発事業」（保護者研修・保育者研修）の
実施

●「放課後子どもプラン推進事業」の実施
●「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」の実施
●児童相談所の組織・運営力の強化、児童相談所職員

の専門性の確保と向上
　など

●教職員対象の「人権教育セミナー」等の実施
●「部落差別をなくする運動」強調旬間の実施
●「部落差別解消推進法」の周知　　　

　など

推進方針

県の主な取組

★男女が互いの人権を尊重する教育・啓発の推進
★あらゆる分野への女性の社会参画の推進
★女性に対するあらゆる暴力の根絶

●「男女共同参画週間」の講演会や各種講座の開催
●「ソーレ」職員等が講師として男女共同参画に関する

講座の実施
●「ワークライフバランス推進企業認証制度」の実施
●DV被害者の保護、自立への支援に関する取組

　など

推進方針

県の主な取組

★障害及び障害のある人に対する正しい知識
の普及のための教育・啓発の推進

★障害のある子どももない子どもも共に学び、
共に育つ交流及び共同学習の推進

★障害のある子どもの自立や社会参加に向け
た主体的な取組を支援する特別支援教育
の推進

★障害のある人との交流やふれあいの機会の充実
★障害のある人の雇用の促進や働きやすい環

境の整備
★障害のある人の人権擁護・権利擁護等に関

する取組の充実
★障害のある人への差別解消に向けた取組の推進
★「ひとにやさしいまちづくり」の推進

●「発達障害等指導者実践講座」の実施
●特別支援学校の児童生徒に対する「（県）居住地校交

流実践充実事業」の実施
●「タウンモビリティ推進事業」の実施や「ヘルプマーク」

普及に向けた啓発
●「障害者美術展」や「障害者職業訓練」の実施
●「障害者就労支援対策事業」や「障害者職業訓練」の実

施
●高知県高齢者・障害者権利擁護センターの設置運営

　など

推進方針

県の主な取組

各市町村にお問
い合わせください
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高齢者

エイズ患者・HIV感染者等
HIV感染者等

ハンセン病元患者等

推進方針

県の主な取組

★高齢者への理解を深める教育・啓発の推進
★世代を越えた交流やふれあいの機会の充実
★高齢者の雇用や社会参加の促進
★高齢者の人権擁護・権利擁護等に関する取組の充実

●キャラバンメイトや認知症サポーターの養成
●「シニアスポーツ交流大会」や「オールドパワー文化展」等への支援
●高齢者総合相談窓口の運営　　　　　　　　　　　　　　　　　など

推進方針

県の主な取組

★エイズ等の感染症について正しい知識を身に
つける教育の推進

★感染予防対策を通じた啓発活動の実施や正し
い情報の提供

★エイズ患者・HIV感染者への相談・支援体制の充実

●世界エイズデーにあわせた啓発活動の実施
●「HIV検査・相談」に関する啓発活動
●エイズ拠点病院と連携した相談体制の充実

　など

推進方針

県の主な取組

★ハンセン病について、正しい知識を身につける
教育の推進

★ハンセン病について、正しい知識の普及・啓発
活動の推進

★ハンセン病元患者等への支援体制の充実

●「ハンセン病を正しく理解するフォーラム」への参加呼びかけ
●中高生による療養所訪問の実施
●ハンセン病元患者の里帰り事業の実施
●ハンセン病元患者への訪問の実施

　など

その他の人権課題
　ここにあげた１１の人権課題以外にも「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」「ホームレス」「人身取引」や、様々なハラスメント問題、自死遺族に対する人権侵害、
貧困問題、プライバシーや個人情報の保護などの人権課題もあります。

犯罪被害者等

★犯罪被害者等の人権を守るための教育・啓
発の推進

★犯罪被害者等への相談・支援体制の充実

●中高生対象の「命の大切さを学ぶ教室」の開催
●関係機関と連携した街頭キャンペーンの実施
●「犯罪被害者ホットライン」の実施
●市町村における「総合的対応窓口」の周知や関係機関

との連携強化
●「性暴力被害者支援サポートセンターこうち」への支

援や周知
　など

推進方 針

県の主な取組

外 国 人

★多様な文化を理解し合う教育・啓発の推進
★外国人との交流やふれあいの機会の充実
★外国人が暮らしやすい地域社会づくりの推進

●「異文化理解講座」や「異文化派遣講座」の実施
●「国際ふれあい広場inこうち」の開催
●（公財）高知県国際交流協会での外国人を対象とした「生活相談」の実施

　など

推進方針

県の主な取組

性的指向・性自認

★性の多様性についての理解を深めるための
教育・啓発の推進

★性的指向や性自認を理由とした偏見や差
別に対する相談や支援体制の充実

●教職員の校内研修を支援する「人権問題学習支援事
業」の実施

●講演会や講座の実施
●男女共同参画センター「ソーレ」における相談窓口の

充実
　など

推進方針

県の主な取組

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を予防する
ための教育・啓発活動の推進

★インターネットによる人権侵害のおそれの
ある書き込みなどについての対応策の周知

●PTA研修等保護者への啓発活動の推進
●携帯電話・スマートフォンの使用に関する家庭での

ルールづくりの推進や児童生徒のネットマナーの向
上につながるネット教材の作成

●児童会、生徒会交流集会の実施
●学校ネットパトロールの実施
●SNS等を活用した相談の実施
●インターネットによる人権侵害に関する研修会の実

施
●マスメディアを通じた啓発

　など

推進方針

県の主な取組

災害と人権

★災害時の人権への配慮に関する教育・啓発
の推進

★人権の視点にたった災害時の対応に関す
る体制づくりの推進

●要配慮者避難支援のための福祉避難所の指定促進、
避難所の運営体制の充実・強化

●避難所運営訓練「HUG」の普及
●災害時の心のケア体制やボランティアの派遣体制の

整備
　など

推進方針

県の主な取組

身近な人権課題身近な人権課題
新新
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