
推進協議会でいただいた意見

県教委の方策 １ 【【【【●●●● 継続継続継続継続 ○○○○ 拡充拡充拡充拡充 ◎ 新規新規新規新規】】】】

教員・保育者教員・保育者教員・保育者教員・保育者等等等等の資質向上の資質向上の資質向上の資質向上
●採用審査説明会や勉強会を実施し、高知県の教育課題への理解を図り、教員となる人材に資質・指導力向上に向けての情報提供や意欲喚起を行うなど採用に

際しての工夫・改善を行う。【教育政策課】【教育政策課】【教育政策課】【教育政策課】

●ＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）による授業力の向上や生徒指導の充実など、人材育成が図られ、組織的な学校運営が図られる環境づくりなど、学校組織の

活性化についての研究を進める。【教育政策課】【教育政策課】【教育政策課】【教育政策課】

◎保育所保育指針・幼稚園教育要領の趣旨及び内容の周知徹底を行うとともに、セミナー等を実施し保育者の資質・専門性の向上を図る。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

●遊びや生活を通して、人とかかわる力や思考力、感性や表現する力など、生きる力の基礎を培うための園内研修支援を実施する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

●幼児理解や援助、環境構成のあり方について研究を深め、モデルとなる保育を公開する保育実践スキルアップ推進事業を実施する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

◎保・幼・小連携推進モデル事業の成果を広げるとともに、実施地域を拡大し、幼児教育と小学校教育の連携を推進する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

高知県人権教育推進協議会からの意見を受けての県教育委員会の方策（平成22年3月）

保育所・幼稚園・学校・教職員等保育所・幼稚園・学校・教職員等保育所・幼稚園・学校・教職員等保育所・幼稚園・学校・教職員等
への支援への支援への支援への支援

子どものことを知り、教職員の頑張りが分かる管理職で
あってほしい。

子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１

◎保・幼・小連携推進モデル事業の成果を広げるとともに、実施地域を拡大し、幼児教育と小学校教育の連携を推進する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

◎保育所・幼稚園等で日常的に親育ち支援ができるように、園の中核となる保育者を育成する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

●保育者等を対象に保護者支援力向上のための研修を実施する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

◎道徳教育を推進するリーダーを育成し、各学校や地域における道徳教育を充実させる。道徳推進リーダー育成事業 【【【【小中学校小中学校小中学校小中学校課】課】課】課】

○大手予備校の講師の模擬授業や授業研究などを行う講師招へい型授業力向上セミナーや普通教科教科別研究協議会を実施することにより、教員の教科指導の

スキルアップを図る。【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】

●各教育事務所に特別支援教育専任の企画監及び指導主事を配置し、小中学校に指名された特別支援教育学校コーディネーター及び障害のある児童生徒を

担当する教員への支援の充実を図る。【【【【特別支援教育課特別支援教育課特別支援教育課特別支援教育課】】】】

●特別支援学校が小中学校等の要請に応じ、障害のある子どもや担当する教師等に対して必要な助言又は援助を実施する。【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】

●特別支援教育を推進するために、小中高等学校等で核となる教員を中央で行われる専門研修に派遣し養成する。【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】

○子どもが安心でき、自信が持て、尊重されていると感じられる学級環境づくりができるよう、次年度は「温かい学級づくり応援事業」の「学級経営支援講座」に
おいて、教職員の学級経営力の向上を支援する。また、研究協力校への支援を行う。【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】

○不登校の早期発見・早期支援等についての校内教育相談体制の充実を図るため、リーダーとなる教育相談担当者を育成する研修会（教育相談講座[初級・中級]）
を実施する。また、、、、県立学校においては、教育相談体制の充実を図る研究協力員を増員し、不登校等の予防的支援に向けた具体的・実践的な研究を行う。

【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】
●校内支援体制をサポートするとともに、学校に指導主事や相談員を派遣する出張相談活動を充実させ、予防と支援の一体化をめざした取組を進める。

【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】

教職員一人一人が熱意、感性等を絶えず自己点検する
必要がある。

学校がしっかり向き合えば子どもたちの学力や長欠等
の問題も改善できる。

教職員は、個々の子どもの生活背景や課題を見つめ
支援する必要がある。

あってほしい。

人権教育の推進人権教育の推進人権教育の推進人権教育の推進
●人権教育を総合的に推進するため、企画、調整を行う。 【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】

●一人一人の子どもの特性や育ちに応じた援助を行い、自尊感情を育て、豊かな人権感覚の芽生えをはぐくむ保育・教育を推進する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

○人権教育の研修は幼保研修、年次研修、管理職研修等に設定しているが、演習を取り入れより実践的な研修内容とする。【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】
○「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」の趣旨を生かした人権教育のリーフレットを作成し、人権尊重の精神に立つ保育所・幼稚園・学校
づくりにむけ、地域や家庭とつながること、背景を捉えての児童理解、支援を行うことなど人権教育の重要性を、すべての保育所・幼稚園・学校や保護者に伝えて
いく。 【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】
○同和教育で実践されてきた学力・進路保障等の取組で大事にしてきたことを、今一度集合研修や校内研修のなかで紹介していく。

【人権教育課・心の教育センター】【人権教育課・心の教育センター】【人権教育課・心の教育センター】【人権教育課・心の教育センター】
○専門研修において、県民に身近な７つの人権課題に対する教職員の理解を深めるとともに、人権教育実践スキルアップ講座において人権学習を進める実践力を
育成する。また、人権教育授業研究講座において、公開された授業実践をホームページや他の研修等で紹介し、人権学習の充実を図る。 【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】
○人権教育の研修は幼保研修、年次研修、管理職研修等に設定しているが、より実践的な研修内容を取り入れる。【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】

カウンセリングマインドの育成カウンセリングマインドの育成カウンセリングマインドの育成カウンセリングマインドの育成
●不登校児童生徒への対応、学校ぐるみの教育相談体制の構築等について、職員が理論的かつ実践的な研究を行い、学校現場への成果の還元を図るよう大学

院等への派遣事業を行う。【教育政策課】【教育政策課】【教育政策課】【教育政策課】

●子どもや職員の声を聞く傾聴の姿勢や、個々の活動を形成的に評価する力や、コーチングマインドを学び還元できるよう、既存の「学校組織の活性化に関する

・課題を持つ子どもを中心に据えた同和教育の手法を活
かし、子どもたちを救っていかなければならない。
・「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次と
りまとめ］」の周知徹底を図り、すべての学校が人権教
育に取り組んでいく必要がある。

人権が大切にされた環境や教職員の人権の規範意識
が大切だ。

研修会」など管理職を対象とした研修や職業能力育成型人事評価制度の活用について改善を図る。【教育政策課】【教育政策課】【教育政策課】【教育政策課】

○幼保研修、初任者研修・教育相談推進講座・人間関係づくり実践講座等で行っているが、今後は、研修内容がより現場での実践に活かされる内容に改善すると

ともに、他の研修にもカウセリングに関連する内容を取り入れる。【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】

●部活動がらみで不登校になる子がないように、「運動部活動の実践に向けて」（平成20年5月）を活用した望ましい運動部活動を推進する。 【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】

メンタルヘルス対策メンタルヘルス対策メンタルヘルス対策メンタルヘルス対策
●県立学校の校長会、教頭会でのメンタルヘルス研修や学校に出向いてのメンタルヘルス講習会を引き続き実施するとともに、県教育委員会HPからアクセス可能な

ストレスチェックや共済本部が実施する電話相談・面接による「教職員の心の健康相談窓口」の利用促進について会議や広報誌により周知を図る。【総務福利課】【総務福利課】【総務福利課】【総務福利課】

部活動など人間関係のもつれから不登校になる子がい
る。

虐待、養育放棄などの相談が多いので支援策が必要だ。 児童虐待防止の取組児童虐待防止の取組児童虐待防止の取組児童虐待防止の取組
●幼保研修・年次研修・管理職研修等に児童虐待防止にかかわる研修を体系的に位置付け、事例等をもとにした研修を行うとともに、組織体制づくりや早期発見の

力量を向上させる研修を実施する。また、他の相談機関との連携をさらに進めていく【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】【教育センター・心の教育センター】

●児童虐待に対する学校及び教育委員会の対応力を強化するため、市町村の要保護児童対策地域協議会との連携を深めていく。【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】

多忙感を持つ教職員へのメンタルヘルスケアなどの対策
が必要である。



推進協議会でいただいた意見

県教委の方策 ２ 【【【【●●●● 継続継続継続継続 ○○○○ 拡充拡充拡充拡充 ◎ 新規新規新規新規】】】】

親の子育て力の向上親の子育て力の向上親の子育て力の向上親の子育て力の向上
○保育所・幼稚園で保護者を対象に、教育的観点から子どもの育ちと大人のかかわり方の講話や子育て相談を実施する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

○子育て支援センター等で、地域の妊婦や保護者を対象に母子保健等の観点から、講話や育児相談、親子の触れ合い体験を実施する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

◎メディアを通じて、子育てで大切にしたいことや子どもにかかわる時のポイント等を県民に広く伝え子育てに対する理解を深める。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

●安心して出産・子育てができるようにするため、妊娠期（胎児期）、乳幼児期における適切な情報を提供する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

●家庭環境に特に配慮を必要とする児童が多く入所している保育所で、保育士の加配を行う場合に補助する。 【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

●保護者対象の進路講演会を開催し、生徒の進路について、保護者の意識を啓発する。【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】

家庭・親への支援家庭・親への支援家庭・親への支援家庭・親への支援

家庭の在り方が、子ども支援にとっても大切である。その
ためにも親育てが必要である。

子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと Ｎｏ．２Ｎｏ．２Ｎｏ．２Ｎｏ．２高知県人権教育推進協議会からの意見を受けての県教育委員会の方策（平成22年3月）

●地域の保健福祉の関係機関が開催する障害のある子どもの保護者の学習会などに、指導主事を講師として派遣する。【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】

●地域で身近に子育てを支援するため、地域人材の養成や親の学習機会を提供する。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

●「早ね・早おき・朝ごはん」の大切さを、さまざまな機会・方法を使って啓発し、子どもの規則正しい生活リズムの定着を図る。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

○出張相談活動を充実し早期の対応を行うとともに、保護者をサポートする体制づくりを進める。【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】

○保護者対象のＰＴＡ研修会において、子どもの力を引き出す家庭教育の在り方について講演や演習等により伝えていく。【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】

ＰＴＡ活動の活性化ＰＴＡ活動の活性化ＰＴＡ活動の活性化ＰＴＡ活動の活性化
●ＰＴＡ研究大会や教育行政研修会をＰＴＡと協働して行い、活動を焦点化することにより、各単位ＰＴＡ活動の活性化を図る。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

○「学校支援地域本部事業」で配置したコーディネーター（ＰＴＡ元役員や元教員など）が、学校と地域をつなぐ活動を行う中で、ＰＴＡ活動の活性化に関する取り組

みも入れてもらうよう働きかける。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

教育費負担の軽減教育費負担の軽減教育費負担の軽減教育費負担の軽減
●１８歳未満の児童を３人以上養育している世帯の第３子以降３歳児未満の就学前児童が、保育所・幼稚園・認可外保育施設のいずれかの施設を利用した場合

保護者一人一人が自分の子どもをどう育てていくかとい
うことを考える場を作っていかなければならない。

・子育ての仕方がわからないという親も多い。
・就学前から、家庭を把握し、支援をしっかりしていくべき
だ。

ＰＴＡを活性化していくことが大切。そのためにもＰＴＡ活
動のコーディネーターを育てる必要がある。

●１８歳未満の児童を３人以上養育している世帯の第３子以降３歳児未満の就学前児童が、保育所・幼稚園・認可外保育施設のいずれかの施設を利用した場合

に、その保育料を無料（軽減）化する措置を講じた市町村に対して補助を行う。 【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

・多子世帯保育料軽減事業費補助金

○経済的な理由で高等学校への修学を断念することがないよう、高知県立高等学校授業料等減免制度や高知県高等学校等奨学金制度を周知し、活用してもら

うとともに、必要な予算の確保に努める。【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】

モデル地区の指定モデル地区の指定モデル地区の指定モデル地区の指定
●特別支援教育の充実に向け、香美市をモデル地域として指定し、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成及び活用を主とした取組を実施する。

【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】

●「子どもの健康を守る地域専門化総合連携事業」を活用し、学校における子どもに対する健康教育の実施等の実践活動や保護者に対する啓発活動を地域の

専門医等と連携し、推進する。【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】

○「人権教育総合推進地域事業」を活用し、学校が家庭や地域とともに人権教育を推進するモデル地区を指定する。【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】

地域の力を借りる取組の推進地域の力を借りる取組の推進地域の力を借りる取組の推進地域の力を借りる取組の推進

「家庭・親への支援」「子育て」にかかわるモデル地区を
設定して取組をすすめてもらいたい。

子どもの支援を考えるときに、親のしんどさをどう支援す
るかということを併せて考え、親へのカウンセリング的な
かかわりに力を入れていく必要がある。

地域の人材を見つけ、活用していくことに取り組んでもら
いたい。

地域の力を借りる取組の推進地域の力を借りる取組の推進地域の力を借りる取組の推進地域の力を借りる取組の推進
○地域の協力を得て、放課後の子どもの居場所づくりを全ての小学校区で実施しするとともに、中学生の学力対策として放課後学習室を拡充し、子どもの生

活・学習習慣の定着を図る。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

●「学校支援地域本部事業」で配置したコーディネーターの活用により、学校と地域をつなぎ、子どもを地域ぐるみで見守る仕組みをつくる。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

●「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」を活用し、スクールガード（学校安全ボランティア）の組織づくり等、地域全体で子どもや学校の安全に取り組む

体制を整備する。【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】

●体育の授業や運動部活動に、専門的指導力を持った外部指導者として、地域のスポーツ人材を活用することで、児童生徒の体力・運動能力の向上や生徒

のニーズに応じた運動部活動を推進する。【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】

●スポーツ活動を中心とした地域のコミュニティとしての機能をもつ「総合型地域スポーツクラブ」等の育成や、地域で身近なスポーツ活動を推進する指導者

の養成を行い、子どもから高齢者までが住み慣れた地域で、日常的にスポーツを楽しむことができる、明るく豊かな地域づくりを目指す。

【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】

○保護者や地域の人との関わりの中で、生き様や先人の知識を学び、生き方を考える。また、環境美化やエコ活動に地域の人と共に取り組むことで、地域と

のつながりを作る。【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】

・地域の人の力を借りる仕組みを考える。
学校は、地域の人にお願いする「メニュー」を示す。
得意技を持った地域の人リストなどをつくっておく。
・地域の人との調整役を、PTAのOBなど地域の方にお願
いしていく。
民生児童委員との連携を図る。
・学校が対応できることとできないことを、さび分ける。



推進協議会でいただいた意見

県教委の方策 ３ 【【【【●●●● 継続継続継続継続 ○○○○ 拡充拡充拡充拡充 ◎ 新規新規新規新規】】】】

仲間づくりなど仲間づくりなど仲間づくりなど仲間づくりなど つながる力を育むための取組つながる力を育むための取組つながる力を育むための取組つながる力を育むための取組
●入学前に中学校・高校間での情報交換を促すとともに、入学当初のつまずきを防ぐため、学習ガイダンスや人間関係づくりに重点を置く。【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】

○本年度推進中の人間関係づくりにかかわる研究成果を、専門研修や人権教育主任会、教育羅針盤、ホームページ等で紹介し、人間関係づくりにおいて

大切にしたいことを伝えていく。【【【【人権教育課人権教育課人権教育課人権教育課 ・・・・ 心の教育センター】心の教育センター】心の教育センター】心の教育センター】

●不登校生やその保護者が「料理づくり」「自然ふれあい体験」等を通して、同じ悩みを持つ仲間との交流を深め、自主性や社会性を育むことができる機会を

提供する。【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】

●教員・保育者と子ども、子ども同士のふれあいを深め、学校生活の基盤となる学級集団づくりを進める。また、Q-U等の活用に加え、心の冒険教育や構成的

グループエンカウンター等の手法を広め、子どもたちの人間関係づくりを促進する。【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】【心の教育センター】

子どもへの支援子どもへの支援子どもへの支援子どもへの支援

・仲間づくり、絆を育てる取組や言葉による表現力をつける
取組を進めてほしい。
・学力をつけることも大事だが、人間関係が上手につくれない

子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと子どもの命と尊厳を守るためにすべきこと Ｎｏ．３Ｎｏ．３Ｎｏ．３Ｎｏ．３高知県人権教育推進協議会からの意見を受けての県教育委員会の方策（平成22年3月）

キャリア教育の推進など生きる力を育むための取組キャリア教育の推進など生きる力を育むための取組キャリア教育の推進など生きる力を育むための取組キャリア教育の推進など生きる力を育むための取組
●中学校区で連携し、９年間を見通した発達段階に応じたキャリア教育を推進する。また、中学生の基礎学力の定着と学力向上に向けた支援策を充実させる。

【小中学校課】【小中学校課】【小中学校課】【小中学校課】

●インターンシップ推進事業や地域産業担手育成事業等により、生徒の職業観・勤労観を育成する。 【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】

◎キャリア教育推進事業を実施して、実践的なキャリア教育が推進できる教員の育成と自己の生き方や在り方を考え、自己実現のできる生徒を育成する。

【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】

●障害のある子どもが、早い段階から自己の進路や生き方について考える機会を設けるため、進路ガイダンス機能を充実する事業を実施する。

【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】

●幼少期に親子で様々な自然や文化に触れる体験活動を提供することにより、親子の絆や心豊かな子どもを育む。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

●若者サポートステーションを設置して、中学校卒業後や高校中退後に進路が決まっていない子どもたちを支援し、社会的自立ができるよう取り組む。

相談体制の充実相談体制の充実相談体制の充実相談体制の充実
○教職員が学校で行う教育相談活動をサポートする。そして、心の教育センターの相談員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置の拡充

など体制整備を充実するとともに、効果的な活用を図る。また、臨床心理士の資格の取得を促進していく。【人権教育課・心の教育センター】【人権教育課・心の教育センター】【人権教育課・心の教育センター】【人権教育課・心の教育センター】

生徒同士の円滑な人間関係づくりと教職員のカウンセリング
マインドの育成が必要だ。

・発達障害のある子どものことを理解し、包み込む気持ちが
必要である。
・虐待や養育放棄などの相談が多いので、支援策が必要だ。

と高校を卒業してもやっていけない。

・キャリアガイダンスを行うなど、自立する力をつけてほしい。
・中卒、中退者のためのガイダンスができる居場所が必要で

●若者サポートステーションを設置して、中学校卒業後や高校中退後に進路が決まっていない子どもたちを支援し、社会的自立ができるよう取り組む。

【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

○中１ギャップを解消するため、青少年教育施設における中１学級づくり合宿事業の実施校を拡大する。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

子ども一人一人の教育的ニーズに応じた対応子ども一人一人の教育的ニーズに応じた対応子ども一人一人の教育的ニーズに応じた対応子ども一人一人の教育的ニーズに応じた対応
●就学前の子どもを一体的に捉え、幼児教育の充実を図るため、保育所と幼稚園の市町村の行政窓口を教育委員会に一本化するよう推奨する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

●子育て環境を充実するために認定こども園を推進する。【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

●保育所・幼稚園における障害児の受け入れに係る経費に対して補助を行う。 【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】【幼保支援課】

・保育サービス等推進総合補助金（県単独補助）

・私立幼稚園特別支援教育費補助金（県単独・国庫補助）

●学力の定着状況に課題を有する地域や学校に対して、学力向上への企画やコーディネートを行う指導的な教員や補充学習の支援などを行う非常勤講師等を

配置する。【小中学校課】【小中学校課】【小中学校課】【小中学校課】

●つなぎ教材や家庭学習教材の作成、学力向上サポート員の配置により、基礎学力の定着を図る。【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】

○大学キャンパス訪問により、生徒の進学意識を啓発し学力の向上を図る。【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】

○２年生を対象に学力定着把握調査を実施し、１年次の学習の定着度や課題を分析するとともに、２年次以降の学力向上推進策を立て、生徒の学力向上を図る。

【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】【高等学校課】

●障害のある子ども一人一人に個別の指導計画や個別の教育支援計画を作成し、指導及び支援の充実を図る。【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】

課題を持つ子どもを中心に据えた同和教育の手法を活かすこ
とで、子どもたちを救っていかなければならない。

一人一人の子どもの姿をしっかり捉え、その子どもの特性や
育ちにそった（教育的ニーズに応じた）保育・教育実践が必要
である。

・中卒、中退者のためのガイダンスができる居場所が必要で
ある。

●障害のある子どもや保護者等が、できるだけ身近な地域でより専門的な教育を受けたいというニーズに応じるため、特別支援学校の再編について検討を行う。

【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】【特別支援教育課】

●県立学校施設のバリアフリー化に引き続き取り組み、児童生徒が安心して学ぶための環境を整備する。【総務福利課】【総務福利課】【総務福利課】【総務福利課】

●子どもの読書環境の地域間格差を解消するとともに、自発的な読書の推進と質の向上のため、子どもの読書活動推進総合事業を推進する。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

◎経済的理由や養育上課題のある児童が、放課後児童クラブに参加できる仕組みを構築する。【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】【生涯学習課】

●●●●小中学校を通じて連続性のある人間関係づくりや生徒指導を重点的に行うとともに、学校において支援が困難な不登校児童生徒等への学力保障等を行うた

め、不登校等学習支援員を配置する。 【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】【人権教育課】

心と身体の健康づくり心と身体の健康づくり心と身体の健康づくり心と身体の健康づくり
◎「こうちの子ども体力アップアクションプラン」に基づき、学校体育の充実や児童生徒の運動習慣を定着させることにより、体力の向上を図る。

【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】

●「子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業」を活用し、精神科医や臨床心理士等の専門医等を学校に招聘し、学校の抱えている課題を健康課題と連動し

たものに位置づけ、課題解決のための児童生徒や教職員、保護者等に対する研修会、講演会等を開催する。この事業で招聘した専門医等と相談しやすい関

係をつくり、日常的に相談できる体制をつくる。【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】【スポーツ健康教育課】

人権が大切にされた環境が大切。障害のある子においても、
権利の主体者であるという子どもの権利条約の考え方をベー
スとして指導や学校経営にあたってもらいたい。

中学校区の中に、家庭や子どもに関わることのできるハート
の温かい人材を置いてほしい。



きびしい状況におかれた子どもたちに光をあてる視点を大事にしていきますきびしい状況におかれた子どもたちに光をあてる視点を大事にしていきますきびしい状況におかれた子どもたちに光をあてる視点を大事にしていきますきびしい状況におかれた子どもたちに光をあてる視点を大事にしていきます。。。。

人権教育推進協議会の意見を受けての教育委員会の方策 子どもの命と尊厳を守るために子どもの命と尊厳を守るために子どもの命と尊厳を守るために子どもの命と尊厳を守るために 平成22年3月

地域ぐるみで地域ぐるみで地域ぐるみで地域ぐるみでのののの教育をすすめています。教育をすすめています。教育をすすめています。教育をすすめています。

家庭支援推進保育事業家庭支援推進保育事業家庭支援推進保育事業家庭支援推進保育事業

家庭環境に特に配慮を必要とする児童が多く入所してい
る保育所で、保育士の加配を行う場合に補助しています。

学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業

地域住民がボランティアと
して、学校教育活動を支援する
「学校支援地域本部」を設置し、

要保護児童対策地域協議会との連携要保護児童対策地域協議会との連携要保護児童対策地域協議会との連携要保護児童対策地域協議会との連携

虐待を受けている子どもや非行その他さまざまな
課題を抱える子どもに関して、福祉、保健、教育等
の関係機関が情報を共有し、各機関の特性を生か

教育の原点である家庭の教育力を高める支援を行います。教育の原点である家庭の教育力を高める支援を行います。教育の原点である家庭の教育力を高める支援を行います。教育の原点である家庭の教育力を高める支援を行います。

スクールソーシャルワーカー活用事業スクールソーシャルワーカー活用事業スクールソーシャルワーカー活用事業スクールソーシャルワーカー活用事業

「学校支援地域本部」を設置し、
地域全体で学校教育を支援する
体制づくりを支援しています。
本の読み聞かせや登下校時の見守り、地元料理教
室など、地域の人材や文化を活かした活動が始まっ
ています。
コーディネーター（ＰＴＡ元役員や元教員など）が、学
校と地域をつなぐ中で、ＰＴＡ活動の活性化にもつな
がっています。平成２１年度は、 １８市町村で、２１の
学校支援地域本部が立ち上がっています。

放課後子どもプラン推進事業放課後子どもプラン推進事業放課後子どもプラン推進事業放課後子どもプラン推進事業

すべての小学校区で子どもたちが健やかに育ち、保護
者が安心して働きながら子育てができる環境を整えてい
きます。必要なすべての子どもたちが児童クラブや子ど

の関係機関が情報を共有し、各機関の特性を生か
し連携しながらその子どもや家庭への早期支援、
適切な対応を行います。

多子世帯保育料軽減事業多子世帯保育料軽減事業多子世帯保育料軽減事業多子世帯保育料軽減事業

18歳未満の児童を3人以上養育している世帯の第3子
以降3歳未満の就学前の児童が、保育所・幼稚園・認可
外保育施設のいずれかの施設を利用した場合に、その
保育料を無料（軽減）化する措置を講じた市町村に対し
て補助を行っています。

スクールソーシャルワーカー活用事業スクールソーシャルワーカー活用事業スクールソーシャルワーカー活用事業スクールソーシャルワーカー活用事業

社会福祉等の専門的知識や関係機関とのネット
ワークを活用して、児童生徒・保護者と教師と
の営みをより効果的なものとする支援を
行っています。
平成22年度は、18市町村33名の配置を
計画しています。

スクールカウンセラー活用事業スクールカウンセラー活用事業スクールカウンセラー活用事業スクールカウンセラー活用事業

臨床心理に関して、高度で専門的な知識・経験を有
する「スクールカウンセラー」を公立小・中学校・高等学
校に配置し、児童生徒・保護者・教員に対するカウンセ
リング及び助言・援助を行っています。
平成22年度は、小学校４３校、中学校７９校、高校８
校の計１３０校に配置を計画しています。 若者の学び直しと自立支援事業若者の学び直しと自立支援事業若者の学び直しと自立支援事業若者の学び直しと自立支援事業

ニートやひきこもり等の悩みを抱える若者や家族

きます。必要なすべての子どもたちが児童クラブや子ど
も教室に参加し、放課後の生活習慣と学習習慣の定着
を図れるようにしていきます。

発達障害等支援を含む特別支援教育の総合的な推進発達障害等支援を含む特別支援教育の総合的な推進発達障害等支援を含む特別支援教育の総合的な推進発達障害等支援を含む特別支援教育の総合的な推進 ニートやひきこもり等の悩みを抱える若者や家族
はそれぞれの地域に潜在的に多くいると推測され
ています。このような若者や家族のために、高知市
の「こうち若者サポートステーション」と黒潮町の「高
知黒潮若者サポートステーション」が開設されてい
ます。ここでは、相談者一人ひとりの状況に合わせ、
個別プログラムを作成し、関係機関と連携して若者
の就学や就労に向けた支援に取り組んでいます。

若者の自立に向けた支援を行います。若者の自立に向けた支援を行います。若者の自立に向けた支援を行います。若者の自立に向けた支援を行います。

発達障害等支援を含む特別支援教育の総合的な推進発達障害等支援を含む特別支援教育の総合的な推進発達障害等支援を含む特別支援教育の総合的な推進発達障害等支援を含む特別支援教育の総合的な推進

各教育事務所に特別支援教育専任の企画監及び指
導主事を配置し、小中学校に指名された特別支援教育
学校コーディネーター及び障害のある児童生徒を担当
する教員への支援の充実を図っています。
特別支援学校が小中学校等の要請に応じ、障害の
ある子どもや担当する教師等に対して必要な助言又は
援助を実施しています。

保育所・

幼稚園等
小・中学校

高等学校・

特別支援学校等
学校等を子どもたちが安心して学べる場にしていきます。学校等を子どもたちが安心して学べる場にしていきます。学校等を子どもたちが安心して学べる場にしていきます。学校等を子どもたちが安心して学べる場にしていきます。


