
平成２４年１月２０日

教 育 委 員 会

人 権 教 育 課

第２次岡山県人権教育推進プラン（仮称）案について

１ 「第２次岡山県人権教育推進プラン（仮称 （案）策定の趣旨）」

平成２３年５月２７日に県教育委員会教育長から「岡山県人権教育推進プランの見直

しについて」の依頼を受けた岡山県人権教育推進委員会は、現行の「岡山県人権教育推

進プラン （平成１９年１月）を策定した後の、社会経済情勢の変化や法令・制度の改」

正等を踏まえて鋭意審議を行い、平成２４年１月１３日に提言がなされた。

県教育委員会は、この提言を踏まえ、本年度末を目途に「第２次岡山県人権教育推進

プラン（仮称 」を策定する。）

２ 「第２次岡山県人権教育推進プラン（仮称 （案）の特徴）」

（１）県教育委員会のこれまでの取組や、平成２３年３月に策定された「第３次岡山県人

権政策推進指針｣を踏まえて改訂を行った。

（２）平成23年３月に発生した東日本大震災に関連して 「 第２次岡山県人権教育推進プ、『

ラン』策定の背景」の項に「東日本大震災と人権」を加えるとともに、人権課題とし

て新たに「被災者」を追加した。

（３ 「人権教育の総合的な推進」の項を新たに独立させるとともに 「校種間の連携」を） 、

加え、進学先の学校に対する、子どもの状況についての途切れることのない連絡等に

ついて記述した。

（４）各人権課題について、国、県の動向や現状等を踏まえてそれぞれ整理した。暴力行

為件数や児童虐待に係る通告件数等の増加を踏まえた「子ども」や「インターネット

による人権侵害」等の記述を充実させたほか 「ホームレス問題」など新たな人権課、

題を追加した。

３ 県民からの意見募集

県教育委員会は 「第２次岡山県人権教育推進プラン（仮称 （案）を策定するに当、 ）」

たり、県民から意見を募集する。

（参考）今後の予定

1月20日

～2月19日 「第２次岡山県人権教育推進プラン（仮称 （案）に対する県民からの意見募集）」

2月17日 教育委員会

3月下旬 教育委員会「第２次岡山県人権教育推進プラン（仮称 」策定）



第２次岡山県人権教育推進プラン（仮称）案の体系

－「共生社会」の実現－人権教育が目指すもの

総合的な人権教育行政の推進

○ 人権教育についての基本的な考え方

・人権教育の三つの視点

視点１：人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

視点２：自立支援

視点３：人権を尊重する環境づくり

○ 人権教育の総合的な推進

・推進体制の充実

・普遍的な視点及び個別的な視点からのアプローチ

・学校教育と社会教育との連携

等・新 校種間の連携

○ 推進に当たって大切にすべきこと

・家庭教育の充実

・効果的な学習プログラムの開発 等

○ 各人権課題に対する取組

１ 女性 11 性的少数者

２ 12 アイヌの人々子ども

３ 高齢者 13 日本に帰国した中国残留邦人とその家族
※２４ 障害のある人 14 インターネットによる人権侵害

５ 同和問題 15 様々な人権をめぐる問題

６ 外国人 ・プライバシーの保護

ハンセン病問題 新 被災者７ ・
※１

新 ホームレス問題８ 患者等 ・

新 北朝鮮当局による拉致問題等・ＨＩＶ感染症・エイズ ・

・感染症・難病等
消費者、人身取引、自殺対策、被疑者とその家族

９ 犯罪被害者等
への偏見や差別、今後新たに発生する人権課題につ

10 刑を終えて出所した人等
いて列挙

、「 」 、「 」 。※１ 現行プランでは 患者等 で扱っていたが ハンセン病問題 として独立させた

※２ 現行プランでは 「様々な人権をめぐる問題」で扱っていたが 「インターネットに、 、

よる人権侵害」として独立させた。

「岡山県人権教育推進プラン」見直しの背景

国内外の状況変化（東日本大震災、原発事故、自然災害等 、）

「第３次岡山県人権政策推進指針」の策定、県教育委員会の取組成果 等

生命と尊厳を
守る社会

互いに多様性を
認め支え合う社会

公平な機会を
保障する社会

岡山県教育振興基本計画

自立・共生・郷土岡山を大切にする心





第２次岡山県人権教育推進プラン

（仮称）

（案）

平成24年３月

岡山県教育委員会
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１ 「第２次岡山県人権教育推進プラン」策定の背景

（１ 「第２次岡山県人権教育推進プラン」策定の趣旨）

平成13年３月 「共生社会おかやま」の実現を目指して、岡山県（以下「県」とい、

う ）は、人権政策の基本的な方向性を示す「岡山県人権政策推進指針」を策定しま。

した。その後、平成18年の改訂を経て、平成23年３月には「生命と尊厳を守る社会」

「互いに多様性を認め支え合う社会 「公平な機会を保障する社会」を目指して「第」

３次岡山県人権政策推進指針 （以下「第３次指針」という ）が策定され、国・市」 。

町村・関係機関等との連携・協働のもと、諸施策が推進されています。

また、岡山県教育委員会（以下「県教育委員会」という ）では、国や県の状況を。

踏まえて、平成19年１月に策定した「岡山県人権教育推進プラン （以下「プラン」」

という ）及び平成22年２月に策定した「岡山県教育振興基本計画」に基づき、総合。

的な人権教育行政を推進してきました。

その結果、人権についての理解が進むとともに、人権教育推進体制が整備されるな

どの成果が上がっています。しかしながら、人権をめぐっては、虐待やいじめ、イン

ターネット上の人権侵害など、その様相が複雑・多様化してきており、迅速かつ的確

な対応が求められています。

このため、県教育委員会は、岡山県人権教育推進委員会からの提言を受け 「第２、

次岡山県人権教育推進プラン （以下「第２次プラン」という ）を策定し、総合的」 。

な人権教育行政を推進します。

（２）人権をめぐる国内外の動向

ア 国際的な動向

二度にわたる世界戦争の反省に立ち、昭和23年（1948年 、国連総会において 「人） 、

類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認する

ことは、世界における自由、正義及び平和の基礎である」とし、全ての人民と全ての

「 」 。 、国とが達成すべき共通の基準とされる 世界人権宣言 が採択されました その後も

人権保障のための国際的な努力が積み重ねられ 「人種差別撤廃条約 「国際人権規、 」

約 「女子差別撤廃条約 「児童の権利に関する条約」等、多くの人権に関する条約」 」

が採択されました。

1990年代には、東西ドイツの統一、ソヴィエト連邦の解体等により冷戦構造が崩壊

したものの、世界各地で地域紛争や内戦が多発し、これに伴う人権侵害、難民の発生

など深刻な問題が表面化したため、国際社会全体で人権の促進及び保護に取り組む気

運が高まりました｡

（ ）、 、 、平成18年 2006年 国連は 国連人権委員会を国連人権理事会へ格上げするなど

世界の人権問題により効果的に対処するための取組を強化しています。

また、国連は、あらゆる人権問題の解決に向け、世界的な規模で人権教育を推進す

るため、平成７年（1995年）から「人権教育のための国連10年」を実施し、平成17年

（2005年）からは 「人権教育のための世界計画」に取り組んでいます。、
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イ 国の取組

日本国憲法は、第13条で 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及、

び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他

の国政の上で、最大の尊重を必要とする 」と規定し、基本的人権の尊重をその基本。

原理の一つとしています。第14条では 「すべて国民は、法の下に平等であって、人、

種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい

て、差別されない 」と規定し、法の下の平等を保障しています。。

そのほかに基本的人権には、精神・身体・経済活動の自由からなる自由権、生存権

をはじめとする社会権、参政権等があり、さらに、プライバシーの権利等が唱えられ

ています。

このように、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で、人権関

連の諸条約を締結するとともに、人権に関わる諸法令が施行され、人権に関する諸施

策が講じられてきました。

教育の分野では、教育基本法に基づき、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家

及び社会の形成者の育成を期する教育が、学校園・家庭・地域のあらゆる場で推進さ

れてきました。

平成９年、国連の呼びかけに応じて 「 人権教育のための国連10年』に関する国、『

内行動計画」が策定され、平成12年には、議員立法により「人権教育及び人権啓発の

推進に関する法律」が制定されました。国は、この法律に基づき、平成14年に「人権

教育・啓発に関する基本計画 （以下「基本計画」という ）を策定し、様々な施策」 。

を推進しています。

さらに、文部科学省が設置した人権教育の指導方法等に関する調査研究会議は、こ

の「基本計画」を踏まえ、平成15年度から人権教育の指導方法等の在り方についての

検討を開始し、平成20年４月には「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 」を公表し、学校教育における人権教育の一層の改善・充実に努めるよ〕

う求めています。

ウ 岡山県教育委員会の取組

県教育委員会では、同和対策審議会答申の趣旨に沿い、学校教育と社会教育との相

互連携を深めながら、部落差別を解消して、人権を尊重し差別のない民主主義社会を

実現するための取組を進めてきました。

学校教育においては、差別の解消を自らの課題として捉える学習や集団づくり、進

路保障の取組を推進してきました。また、社会教育においては、部落差別の不合理に

ついての理解と認識を深める啓発活動や住民の自主的な学習、交流等が展開されまし

た。

このように、人権の視点で事象を捉え、偏見や差別に気付き、その不合理について

理解する取組や、一人一人を大切にする教育の視点から、個に応じた指導と家庭・地

域と連携した取組等により蓄積されてきた豊かな内容や手法は、県における人権教育

の推進に確実につながっています。

県教育委員会では、これらの成果を踏まえるとともに、平成19年に「プラン」を策

定し、国・市町村や関係機関等と連携を図りながら、総合的な人権教育行政の充実に

努めています。
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エ 東日本大震災と人権

、 、 、平成23年３月に発生した東日本大震災では 地震 津波により広範囲で多数の死者

行方不明者が出ました。加えて、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射

性物質が漏れ出すといった事態が重なる複合災害となっています。特に、その周辺住

、 、 。民は 大震災後も生命の安全が脅かされ 被災地からの避難を余儀なくされています

また、県外へ転出した子どもが、避難先においていじめを受けるという事態も報告さ

れるなど、根拠のない思い込みや偏見による差別が生じています。

被災した子ども、とりわけ保護者を失った子どもに対しては、物心両面にわたる支

援が求められています。

平成23年７月、東日本大震災復興対策本部が策定した「東日本大震災からの復興の

基本方針」においては、基本的な考え方の一つとして、復興のあらゆる場・組織に女

性の参画を促進すること、あわせて、子ども・障害のある人等あらゆる人々が住みや

すい共生社会を実現することが示されています。

このような状況を踏まえ、県教育委員会においては、人と人とのきずなの重要性や

人権教育が果たす役割の大きさに対する認識を新たに、全ての人々の人権が尊重され

る社会の実現を目指して、今後、様々な取組を推進します。

（３ 「第２次岡山県人権教育推進プラン」に基づく人権教育行政の充実）

「第２次プラン」は、県教育委員会が進める総合的な人権教育行政の基本方針を示

すものです。県教育委員会では 「第３次指針」を踏まえ 「第２次プラン」に基づ、 、

き、関係部局・機関と連携を図りながら人権教育行政の更なる充実を図ってまいりま

す。

また、各学校園や地域においても 「第２次プラン」を参考に、人権教育が一層充、

実されることを期待しています。その際、各学校園や地域の実態を踏まえた教育課題

を重点的に設定するなどして、効果的な取組を進めることが重要であると考えます。

なお、この「第２次プラン」については、施策の点検を進めながら、社会情勢の変

化等を考慮し、５年を目安に必要に応じて見直しを行います。
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２ 人権教育についての基本的な考え方

（１）人権教育が目指すもの

憲法では、自由権、平等権、社会権等が基本的人権として保障されています。

また、平成11年の人権擁護推進審議会の答申において、人権とは「人々が生存と自

由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」と規定されています。

人権教育については、人権擁護推進審議会答申等を踏まえて策定された「人権教育

及び人権啓発の推進に関する法律」第２条に「人権尊重の精神の涵養を目的とする教
かん

育活動」と定義されています。また 「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理、

念に対する理解を深め、これを体得することができるよう （同法第３条）にするこ」

とを旨とするとされています。

県では 「第３次指針」において、人権教育を「基本的人権の尊重の精神が正しく、

身に付くよう学校教育・社会教育において計画的に実施される教育活動」としていま

す。

このようなことを踏まえ、次の三つの視点に基づいて人権教育を推進し、全ての人

々が社会の一員として互いに尊重し、支え合いながら、共に生活する共生社会の実現

を目指します。

（２）人権教育の三つの視点

【視点１】人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

人権や人権擁護に関する基本的な知識を学び、その内容と意義についての理解

と認識を深めるとともに、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それらを

共感的に受けとめるような感性や感覚を育成する取組を進めます。

知的理解とは、発達段階に応じて、個人の尊厳や人権尊重の意義、人の生命の

大切さ、人権の歴史や現状、関係法令等に関する知識、自他の人権を擁護し、人

権侵害を防いだり解決したりするために必要な実践的知識等を理解することです｡

人権感覚とは、人権が擁護され、実現されている状態を感知して、これを望ま

しいものと感じ、反対に、これが侵害されている状態を感知して、それを許せな

いとするような価値志向的な感覚です。

人権に関する知的理解を深めることと人権感覚を身に付けることとによって、

自分の人権と共に他の人の人権を守ろうとする意識・意欲・態度につながり、さ

らにそれらが、様々な場面や状況下で、問題状況を変えていこうとする実践行動

となって現れるようになることが大切です。

【視点２】自立支援

一人一人を大切にするという観点から、人権問題に関わり教育上配慮を必要と

する人の自立支援に取り組みます。

人権をめぐっては、様々な人権問題に関わる偏見や差別、また、社会問題とな
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っている子ども、高齢者への虐待や配偶者からの暴力等多くの課題があります。

差別や人権侵害によって、個人のかけがえのない可能性が制約されている状況が

あれば、そのことに自分自身が気付き、その人が本来持っている個性や能力を伸

ばし、自己決定力を高め、自律的な力を付け、それらの力を発揮して行動してい

（ ） 。くことができるように支援していくこと エンパワーメント が大切です［ ］※１

［※１ 「エンパワーメント」とは、社会的制約や抑圧により発揮されることが困難であった個人の］

かけがえのない能力・行動力・自己決定力を、自由で平等な社会を実現することにより、取

り戻し引き出していくことをいいます。

【視点３】人権を尊重する環境づくり

視点１及び２の取組の基盤となる、自分や他の人の大切さを認め合えるような

学校園や地域の雰囲気づくり、そのための条件整備等の環境づくりに取り組みます｡

人権教育が効果をあげるためには、教育内容や方法の在り方とともに、教育・

学習が行われる場そのものの在り方が極めて重要な意味を持ちます。人間関係や

全体的な雰囲気等も含め、学校園や地域の教育・学習の場に人権を尊重する環境

をつくることが大切です。

また、ユニバーサルデザイン の考え方の普及など、違いを認め合い、多［※２］

様性を受容する社会を目指して、自他の人権を尊重し差別を許さない社会的風土

を培うことも大切です。

［※２ 「ユニバーサルデザイン」とは、バリアフリー［※３］の考え方を更に進め、年齢や性別、］

障害の有無等に関わらず、全ての人に利用しやすい建物や製品、サービス・情報等を提供し

ていく考え方です。

［※３ 「バリアフリー」とは、障害のある人が社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるも］

のを除去するという意味です。もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去

をいうことが多いですが、より広く、障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制

度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用いられます。
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（３）学校教育及び社会教育における取組

ア 学校教育

① 人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

幼児児童生徒それぞれの発達段階に応じ、学校園の教育活動全体を通じて、

人権の意義・内容等について知的理解を深めるとともに、日常生活の中で、差

別や人権侵害等の出来事に接した際に 直感的にその出来事が おかしい 許、 「 」「

せない」と思えるような人権感覚を育てます。そして、自分の大切さとともに

他の人の大切さを認めることが、様々な場面で具体的な実践行動に現れるよう

な取組を進めます。

推進に当たっては、各教科等の中で、様々な人権問題についての知的理解を

深めます。

また、かけがえのない自他の生命を尊重する態度、善悪を判断する力、自他

の権利を大切にし義務を果たそうとする態度、正義と公正を重んじる心、他の

人に対する思いやりの心等を育てる取組を進めます。

さらに、人権を侵害された当事者の思いや、他の人の気持ちが分かるような

想像力や共感力、また、表現力やコミュニケーション能力、人間関係を調整す

る能力等を育成します｡その際、学校園間や家庭、地域等との連携を図りなが

ら、望ましい集団活動や社会体験活動、豊かな自然体験活動、また、障害のあ

る人、高齢者、外国人、ハンセン病回復者等との交流や、人権問題を取り上げ

たワークショップ 等の参加体験型学習を取り入れます。［※４］

就学前教育では、幼児の発達の特性を考慮し、生命の大切さに気付かせると

ともに、自分も他の人も大切にしようとする態度を育てるなど、人権尊重の精

神の芽生えが感性として育まれるように、人権感覚の育成に重点を置いた取組

を進めます。

［ ］「 」 、 「 」 、※４ ワークショップ とは もともとは 作業場 を表す言葉として使われていましたが

現在では、共同で何かを創り出す作業そのものも示すようになってきています。参加体

験型学習でいうワークショップとは、単に知識・情報を発表し合うというのではなく、

参加者自身が自らの知識や体験をもって積極的に関わる学習プログラムのことをいいま

す｡

② 自立支援

一人一人を大切にするという観点から、人権問題に関わり教育上配慮を必要

、 、とする幼児児童生徒が 自分らしく主体的に生きる力を育むことができるよう

自尊感情を高め、その人が本来持っている個性や能力を伸ばし、自己決定力を

高め、自律的な力を付け、それらの力を発揮して行動していくことができるよ

う、学校園の取組を支援します。

取組に当たっては、家庭、地域や関係機関等との連携を図りながら、一人一

人の状況に応じたきめ細かな指導、相談、支援ができるようにすることが大切

です。

③ 人権を尊重する環境づくり

人権教育においては、その教育内容や方法の在り方とともに、教育・学習の
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場そのものの在り方が極めて重要な意味を持ちます。教職員同士、教職員と幼

児児童生徒、幼児児童生徒同士の人間関係や、学校・教室の全体としての雰囲

気などが、人権教育の基盤となります。

このため、幼児児童生徒が、豊かな人間関係を通して、自らが一人の人間と

して大切にされているという実感を持てるようにします。そして、自分や他の

人を尊重しようとする感覚や仲間としての連帯感、自尊感情を育んでいくこと

ができる環境づくりに取り組みます。

また、教職員自らが適切な言葉遣いを心掛けるなど校園内の言語環境を整え

たり、人権に関わる標語やポスターを掲示したりして、人権を尊重する気運を

醸成し、人権に配慮した教育指導や学校園運営に取り組むことができるよう支

援します。

さらに、幼児児童生徒一人一人の大切さを強く自覚し、一個の人格として接

するという教職員の姿勢そのものが重要であることから、研修の一層の充実に

努めます。

イ 社会教育（家庭・地域における人権教育）

① 人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

様々な人権問題についての理解と認識を深め、住民が日常生活の中に生かせ

。 、る人権感覚と実践的な態度を身に付けることを目指した取組を進めます また

人の生命や身体を尊重する意識の希薄化が背景にあると考えられる事件が後を

絶たないことから、改めて生命の尊さや、自分がかけがえのない存在であると

同時に他の人もかけがえのない存在であること、他の人との共生の大切さを実

感できる取組を進めます。

さらに、子どもの人権感覚の育成に果たす保護者の役割が重要であることか

ら、保護者が人権問題を正しく理解できるようにするなど、家庭教育の充実を

図るとともに、親であることの意識を育む取組を進めます。

推進に当たっては、分かりやすいテーマの設定、具体的な人権問題に即した

学習資料や多様な学習機会の提供、交流活動やワークショップ等の参加体験型

学習など、効果的な学習内容や方法の研究・開発に取り組みます。

さらに、市町村が実施する様々な学習機会提供の取組を支援します。

② 自立支援

人権問題に関わり課題解決を必要とする人が、本来持っている個性や能力を

伸ばし、自己決定力を高め、自律的な力を付け、それらの力を発揮して行動し

ていくことを目指した市町村の取組を支援します。

また、関係機関との連携を図りながら自立支援に取り組みます。

③ 人権を尊重する環境づくり

地域において、人権教育を効果的に推進していく資質と指導力のある指導者

等 の育成や、学習機会の充実に役立つ資料の作成、情報提供を行い、住民が*
自発的に学習できる環境づくりや、人権問題の解決に向けて住民が相互に連携

し合うことができるコミュニティづくりを支援します。

、 、また 市町村における人権問題の解決に向けた住民のネットワークづくりや
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社会教育施設で実施する講座に人権教育を位置付けるなどの人権の視点に立っ

た社会教育施設の活用を支援します。

「指導者等」には人権問題についての専門的な知識・技能を有し、研修会の講師等を＊

努めることができる「学習指導者」や、研修会の企画・運営や学習情報の提供・相談

等に関わるスタッフとして人権教育を側面から支援する「学習支援者」が考えられま

す。
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３ 人権教育の総合的な推進

幼児から高齢者までのあらゆる年齢層に対し、学校教育及び社会教育のあらゆ

る機会を捉えて、人権教育を総合的に推進します。その際、次の七つの観点を大切

にして推進します。

（１）推進体制の充実

人権教育を推進するための取組は多方面にわたります。また、人権課題について

は、迅速かつ的確に対応することが必要です。そこで、教育庁内の関係課（室）で

構成する人権教育推進マトリックス会議 等で、関係部署間の緊密な連携を［※５］

図り、積極的な情報交換・情報提供や相互の理解・協力を進めるなど、人権教育を

強力に推進する体制を充実します。

また、人権啓発マトリックス 等により、知事部局の関係課や機関との連［※６］

携を図ります。

さらに、学校園や市町村が推進体制を整え、人権教育の目標や基本的な考え方、

推進方法等を明確にして、総合的に人権教育に取り組むことができるように支援し

ます。

［※５ 「人権教育推進マトリックス会議」は、人権教育行政上の課題に適切かつ迅速に対応するよ］

う人権教育行政の総合的な推進を図るため、教育庁内関係課（室）で構成しています。

[※６]「人権啓発マトリックス」は、人権啓発を総合的、効果的に推進するため、人権課題につい

て特に関係の深い県知事部局・教育委員会内の関係課で構成しています。

（２）普遍的な視点及び個別的な視点からのアプローチ

人権教育の手法については 「法の下の平等 「個人の尊重」といった人権一般、 」

の普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視点から

のアプローチとがあり、この両面が相まって人権尊重の理解が深まります。このた

め、様々な人権課題に取り組んできた経験と成果を生かしながら、この二つの視点

を踏まえた人権教育を効果的に推進します。

（３）人権課題相互の関連

人権課題には、それぞれ固有の状況や歴史的経緯等があります。一方、誤った認

識や人権意識の欠如が偏見・差別の原因となっているなどの共通点もあります。

また、身体的、精神的な暴力や誹謗・中傷等の問題は、複数の人権課題に関わる
ひ ぼ う

。 、 、問題でもあります そこで 人権課題を相互に関連させた学習を進めることにより

人権尊重の意義、偏見や差別の不合理について、より具体的かつ多面的に考えるこ

とができます。さらに、解決に向けた取組について理解を深めることができ、人権

意識の高揚や実践的な態度、行動力の育成に有効です。

これらのことから、各人権課題を個別に扱うだけでなく、相互に関連付けた学習

が進むよう指導の充実を図ります。
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（４）学校教育と社会教育との連携

人権教育は、学校園あるいは家庭・地域のいずれかに限定して行われるものでは

ありません。学校教育と社会教育とが連携を図りながら、地域ぐるみの取組を進め

ることで、より大きな成果が得られます。そこで、学校園・家庭・地域それぞれの

機能や役割を十分踏まえながら、生涯学習の視点に立って人権教育を推進します。

（５）関係機関・ＮＰＯ等との連携

人権週間 等の人権に関わる各種行事において、関係部署等と連携を図り［※７］

ながら取組を進めるなど、関係機関やＮＰＯ 、教育研究団体等との連携・協［※８］

働を強化して人権教育を効果的に推進します。

また、人権に関わる相談体制を充実させるために、関係部署や関係機関との連携

を強化します。

［※７ 「人権週間」とは、我が国における 「人権デー」を最終日とする１週間（12月4日～10日）］ 、

のことをいいます 「人権デー」は、昭和23年（1948年 、国際連合の総会で世界人権宣言が。 ）

採択されたことを記念し、12月10日に定められました 「人権週間」には、広く国民に人権。

尊重思想の高揚を呼びかける教育・啓発活動を行っています。

［※８ 「ＮＰＯ（Non Profit Organization 」とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に］ ）

対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。このうち「特定非営利活動法人」

とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。法人格の有無を問わず、

様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）で、社会の多様化した

ニーズにこたえる重要な役割を果たすことが期待されています （内閣府ＮＰＯホームペー。

ジから）

（６）校種間の連携

人権教育においては、幼児児童生徒の発達段階に応じた学習活動を計画すること

が必要です。そのため、各学校種間における学習計画の調整や相互協力、相互研修

等の連携を推進します。

また、進学先の学校において適切な支援が行えるよう、児童虐待が疑われるなど

の児童生徒の状況について、途切れることのない情報交換を進めます。

（７）人権教育推進状況の把握

学校園や市町村における人権教育を効果的に推進していくために、人権教育の推

進状況の把握に努めるとともに、関係部署などが実施している各種調査結果の活用

を図ります。
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４ 推進に当たって大切にすべきこと

（１）就学前教育の充実

就学前教育においては、人権感覚の基盤となる自尊感情を育てていくことが重要

であり、子ども一人一人が大切にされていると感じられるような関わりを積み重ね

ていくことが大切です。また、友達との関わりの中で他の人の存在に気付き、相手

を尊重する気持ちを持って行動できるようにすることや、友達との関わりを深め思

いやりを持つようにすること等について、遊びを中心とした生活を通して指導して

います。

○次のような視点に立った保育が実現できるよう、研修の充実を図ります。

・基本的生活習慣を身に付ける取組

・自分の力でやろうとする意欲や活力を高める取組

・思いやりのある気持ちで人と接し、自分も相手も異なる考えや感情を持った

存在であるとともに、互いにかけがえのない存在であることを実感できる取組

・してよいことと悪いことの判断力を育てる取組

・相手の気持ちが分かるような想像力や自分の気持ちを言葉で適切に表現する

力を高める取組

・友達と協力したり、助け合ったり、励まし合ったりして、人と関わる力を育

て、共に高まり合っていこうとする集団づくりの取組

、 、 、・自然や身近な動植物に親しみを持って接し 生命の尊さに気付き いたわり

大切にしようとする気持ちを育てる取組

・地域の人々と交流し、人と関わる楽しさや、人の役に立つ喜びを味わえるよ

うな取組

○「人権教育資料集 就学前教育編」等を活用して、人権教育を進める上で大切

にしたい考え方や具体的な事例を示し、保育活動を支援します。

（２）家庭教育の充実

家庭教育は、全ての教育の出発点であり、子どもの人格や人権意識の形成に大き

な影響を与えることから、その充実を図ることは極めて重要です。

保護者が、学校園における取組を理解するとともに、人権問題を正しく理解して

子どもに接することが大切です。

とりわけ、乳幼児期は、人権感覚の基盤ともなる自尊感情を育てていくことが重

要であり、子ども自身が「愛されている」ということを体感できたり、家族一人一

人が大切にされているということを感じられたりするような関わりを積み重ねてい

くことも大切です。

○ ＰＴＡを対象とした研修会を実施するとともに、学校園や市町村が実施するＰＴＡ

等の社会教育関係団体を対象とした研修事業を支援します。

○地域住民が、家庭教育に関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、市町村と連携して情報提供等を行います。
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○研修会等に参加しにくい保護者を対象に、学校園や企業等を訪問して行う、家

庭教育支援を充実します。

○子育てに関する不安や悩みを、気軽に相談できる体制の充実に努めます。

（３）教職員の資質能力の向上

教職員は、人権尊重の精神が幼児児童生徒に正しく身に付く教育活動が行えるよ

う、自己研鑽を積むことが大切です。また、幼児児童生徒一人一人の大切さを強く
さん

自覚し、一個の人格として接するという教職員の姿勢そのものが、人権教育の基盤

となります。

そのため、教職員は、幼児児童生徒の人権尊重の精神を涵養するように常に意識

して行動し、幼児児童生徒との相互の信頼関係の上に、愛情に満ちた人間関係を築

くことが大切です。

、○教職員自身が人権尊重の意義や人権問題について理解と認識を深めるとともに

人権について理解が深まる授業の内容や方法を工夫改善できる研修を実施します｡

○就学前教育においては、人権尊重の精神の芽生えが感性として育まれるよう、

一人一人を大切にした保育の在り方を検討する研修を実施します。

○様々な人権問題についての理解と認識を深める交流体験研修の充実を図ります｡

（４）指導者等の養成

地域における人権教育を効果的に推進するためには、資質と指導力のある指導者

等の存在が不可欠です。

指導者等としては、人権問題についての専門的な知識・技能を有し、研修会の講

師等を務めることができる「学習指導者」や、研修会の企画・運営や学習情報の提

、 、 「 」 。供 相談等を通して 人権教育を側面から支援する 学習支援者 が考えられます

地域における具体的な人権問題を解決していくためには、様々な年齢層や豊かな

経験を持つ人々の協力を得ることが大切です。また、学校園や児童相談所、福祉施

設等の職員、民生委員・児童委員、人権擁護委員等の地域の関係者が、相互に連携

できるネットワークを構築することや、その調整役を果たす人材（コーディネータ

ー）を育成することも必要です。

なお、指導者等の養成講座の開設に当たっては、どのような指導者等を育成する

のか、その目的を明確にしてプログラムを作成することや、修了者に活躍の機会を

提供することが大切です。

○県教育委員会が主催する指導者等の養成講座の充実を図ります。さらに、講座

修了者に対する情報提供を行うとともに、県教育委員会の事業等における活動

の機会を提供します。

○人権教育講師バンク（人権教育に関わる講師情報提供のシステム）等により、

講師情報を提供します。

○地域における指導者等が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。
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（例）指導者等養成のための講座のプログラム

・世界人権宣言や憲法に保障された基本的人権に関する内容

・人権問題に関わる相談役やコーディネーター、ワークショップのファシ

リテーター としての知識や技能を身に付けることができる実践的［※９］

、 、 、なプログラム あるいは 身近なところで取り組める活動内容の紹介等

講座修了後の具体的な活動の契機になる内容

・交流やフィールドワーク 等を体験する内容［※10］

・各人権課題や日常の身近な人権問題について理解を深める内容

［※９ 「ファシリテーター」とは、ワークショップのプログラムを進行する人をいいます。単］

なる司会者ではなく、参加者同士のコミュニケーションを活性化させ、互いの意見を十

分伝え合うことができるようにすることが役割です。

［※10 「フィールドワーク」とは、現地を訪れ、観察や聞き取り調査等を行う手法です。］

（５）効果的な学習プログラムの開発

人権教育を進めるためには、効果的な学習プログラムが必要です。

○学校教育や社会教育において有効に活用できる学習プログラムの開発を進めます｡

○県教育委員会が実施する各種講座・研修会の学習プログラムについて、その改

善と充実を図ります。

各学校園等が学習プログラムを開発するに当たっては、次の点を参考にしてくだ

さい。

① 現状の分析

学習プログラムの開発においては、学校園・地域の歴史・実態、課題及び

教育資源を把握し、幼児児童生徒・教職員・保護者・地域住民の意識及びニ

ーズ等を踏まえて、人権教育の現状を多角的に分析することが大切です。

② 目標の設定

中・長期的な期間、あるいは年度単位での目標設定だけでなく、各講座、

各学習単位においても目標の具体化を図ることが大切です。その際、現状を

踏まえながら、どこに重点を置き、どのような知識や技能を身に付けさせた

いのかを明らかにすることが大切です。

また、設定した目標と人権教育の三つの視点（４、５ページ参照）とを結

び付けることで、目標を羅列するのではなく、体系的に位置付けたり、各目

標の優先度についても明確にしたりすることができます。

③ 学習内容・方法の工夫

学習内容については、様々な人権課題を、生涯の各時期において、適切か

つ体系的に配列することが大切です 「適切に」とは、学習者（参加者）の。

発達段階やニーズを考慮することであり 「体系的に」とは、系統性や継続、
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性、発展性のある学習展開を工夫することです。また、知的理解の深化、人

権感覚の育成にそれぞれ焦点を当てて、具体的な内容を構成することが必要

です。

学習方法については、知的理解と人権感覚を効果的に結び付ける工夫が必

要です。例えば、偏見や差別に立ち向かい、人権の回復に取り組んできた当

事者や家族等の話を聞く交流活動、ワークショップ、疑似体験活動、自然体

験活動、社会体験活動、ボランティア活動、表現活動、フィールドワーク等

の活動があります。また、各種メディアやＩＴ機器の活用を積極的に進める

ことも、学習効果を高めることにつながります。

さらに、互いに学び合うことができるピア・サポート 等の取組も［※11］

効果的です。

［※11 「ピア・サポート」とは、社会性や対人関係の育成を保障できる場を学校や地域社］

会の中に意図的につくり、援助のためのトレーニングを受けた人が悩んだり困った

りしている仲間を支援することをいいます （県総合教育センター「いじめや不登。

校を未然に防ぐための校種間連携の在り方 （平成22年2月）から）」

④ 教材の作成

人権教育の三つの視点を踏まえながら、幅広い観点から教材の選定や作成

をすることが大切です。例えば、正しい理解を深めるための教材、課題解決

の実践力を培うための教材、人権を尊重する環境づくりに取り組むための資

料、指導者（主催者）が活用するための資料等が考えられます。

また、生活の中の身近な問題や地域の歴史、人々の生き方等を素材とした

教材を開発したり、視聴覚教材を活用したりすることも有効です。

、 。さらに 教材に関する情報の共有やネットワーク化を図ることも大切です

⑤ 評価の実施と改善

学習プログラムの有効性を高めるためには、例えば、プログラムのねらい

、 、が実際の学習場面において具現化されているか 知識や技能が身に付いたか

意識の変容が促されたか等を評価することが大切です。評価方法としては、

指導者（主催者）によるその場での観察や学習者（参加者）に対するアンケ

ート等が考えられます。個別の事業・学習等の短期的な評価だけでなく、長

期的視野に立った評価を実施し、この評価結果を次の取組に反映させること

が大切です。

たとえば、個々の学習のねらいは達成されたのか、達成されなかったとす

ればその原因は何か、個々の学習内容の配列は適切か、それがプログラム全

体の目標と達成度にどう結び付いたかなど、具体的に評価結果を分析するこ

とが重要です。そして、分析内容をもとに改善方策を検討し、それを次に生

かす手段を講ずることが必要です。

また、評価結果や改善方針を学校園・家庭・地域、関係機関等へ積極的に

情報提供することも大切です。こうした姿勢が学習プログラムの不断の見直

しや改善へとつながり、人権教育の充実と継続的な取組につながっていきます｡
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（６）地域における多様な学習機会の提供

地域においては、人々が人権教育の重要性を認識し、学習に積極的に参加できる

よう、住民のニーズや地域の実情を踏まえた多様な学習機会を提供するなどの条件

整備を図る必要があります。

人権教育は、生涯学習の視点に立って、各時期 の発達段階に応じて推進する必
＊

要があります。とりわけ、成人期については、地域や職場等で身近な人権問題に直

、 、面することが多くなることから 学習情報の提供や学習支援を充実することにより

人権意識の高揚に努める必要があります。

青年期の学習機会については、青年がよく集まる場所に出向いての広報やイベン

トの活用、地域の行事と関連した学習や交流の場の提供等の工夫も大切です。

また、地域の住民が自主的に様々な施設や機関と連携して、多様な学習機会を工

夫することも有効です。

各時期については、中央教育審議会答申で、義務教育就学前段階を「乳幼児期 、義務教育＊ 」

の時期を「少年期 、義務教育終了後から成人までを「青年期 、それ以後を高齢期も含め」 」

て「成人期」と示されています。

○人権教育の学習に役立つ様々な情報を提供するとともに、様々な学習機会を提

供する市町村の取組を支援します。

○社会教育における人権教育プログラムの研究・開発を行い、その成果を広めます｡

（７）情報教育の推進

、 、情報社会においては 誰もが情報の送り手と受け手の両方の役割を持つことから

メディアから発信される情報を主体的に選択し活用する、正しく見極め責任を持っ

て情報を発信するなどの情報活用能力の育成が必要となります。

人権教育との関連においては、特に、情報モラル の必要性や情報に対す［※12］

る責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度を育成する

ことが重要になります。

［※12 「情報モラル」とは、インターネットなどの情報通信ネットワークを正しく利用するため］

のもとになる考え方と態度のことです。つまり、情報社会の中で「すべきこと 「すべきで」

はないこと 「してもよいこと 「しないほうがよいこと」といった善悪の区別・判断につ」 」

いての知識を身に付け、正しく行動しようとする態度のことです。

○情報を正しく見極めて読み解く能力や、責任を持って情報を発信する態度（メ

ディア・リテラシー）を身に付けることができるよう、情報モラルを育成する

教育を推進します。

（８）人権侵害への対応

学校園においては、人権教育の充実に努め、幼児児童生徒への人権侵害や差別が

発生しないようにすることが大切です。しかし、人権侵害や差別事象等が発生した
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場合には、次のようなことに留意しながら対応する必要があります。

、 。・人権を侵害された被害者の人権回復を最優先し 適切な対処と心のケアを行う

・被害者に対する非難など、二次被害が発生しないようにする。

・差別や人権侵害は許されない行為であるとの認識に立って、迅速かつ組織的に

対応する。

・校園長は、役割分担等を決定し、関係者から聞き取った情報から、事実関係を

正確に把握する。

・校内に設置した対策委員会等において原因や背景を分析し、対応方針、指導方

針等を決定する。

・関係の教育委員会等と連携を図りながら、全教職員の課題として、学校園の主

体性において解決する。

・報道機関等への窓口を一本化して対応に当たる。

・場合によっては、緊急保護者会など説明会を開催する。

・これまでの人権教育の内容や方法を見直すとともに指導の充実を図り、再発を

防止する。

○人権侵害の未然防止や、人権侵害が発生した場合の適切な対応等について教職

員に周知します。

（９）教育の中立性の確保及び県民の自主性の尊重

人権教育の推進に当たっては、ボランティア団体やＮＰＯ等、人権に関わる様々

な民間団体との連携や協働を視野に入れる必要があります。その際、学校教育や社

会教育における教育活動と、特定の立場に立つ政治運動・社会運動とを明確に区別

し、公教育としての主体性を持ち、教育の中立性を確保して、人権教育に取り組む

必要があります。

また、人権教育は、国民一人一人の心の在り方に密接に関わる問題であることか

ら、その自主性を尊重し、押し付けにならないよう十分留意します。

県民の中には、人権問題や人権教育の在り方について多種多様な意見があること

を踏まえ、異なる意見に対する寛容の精神に立って、その内容はもとより、実施の

方法等においても、幅広く理解と共感を得られるものにする必要があります｡

○人権教育の推進に当たっては、教育の中立性に留意するとともに一人一人の自

主性を尊重し、広く県民の理解と共感を得られるよう、取組の内容や方法につ

いて創意工夫を図ります。
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５ 各人権課題に対する取組

（１）女性

ア 現状と課題

国の「男女共同参画社会基本法 （平成11年制定）及び「男女共同参画基本計画 （平」 」

成12年策定）を受け、平成13年に「岡山県男女共同参画の促進に関する条例」が制定さ

れ、女性の進出分野の拡大など、制度面の整備が総合的、計画的に進められてき

ました。

しかし、平成21年10月に県が実施した「男女共同参画社会に関する県民意識調

査」によると、固定的な性別役割分担意識や男女の地位の不平等感は根強く残っ

ているという結果が出ています。また、セクシュアル・ハラスメント、配偶者等

からの暴力（ＤＶ 、交際相手からの暴力（デートＤＶ）をはじめとするあらゆ）

る暴力の根絶など未解決の課題や、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス 等の課題への対応も必要となっています。）［※13］

さらに、一部のメディアにおいては、女性を専ら性的ないしは暴力行為の対象

として捉えた表現が見られます。これらの女性の人権を侵害するような情報の氾

、 、 、 、濫は 社会問題にもなっていることから 県では 施策の更なる充実を図るため

国の「第３次男女共同参画基本計画」を踏まえ、平成23年３月に「第３次おかや

まウィズプラン」を策定しました。その中では、四つの基本的な視点「男女の人権

の尊重とパートナーシップの確立 「社会的・文化的に形成された性別（ジェン」

） 」「 」ダー に気づく視点 女性のエンパワーメントの促進とチャレンジ支援［ ］※14

「さまざまな主体との協働の推進」が示されています。

男女が互いに人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別に関わりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けた取組

を進める必要があります。

［※13 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス 」とは、一人一人が、やりがいや充実］ ）

感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活等においても、子

育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることを

いいます。

［※14 「社会的・文化的に形成された性別（ジェンダー ｇｅｎｄｅｒ 」とは、人間の生まれつい］ ）/

ての生物学的性別（セックス ｓｅｘ）に対して、社会通念や慣習の中には、社会によって/

つくり上げられた「男性像 「女性像」や、それらに基づく性別役割分担意識にみられる」

男性、女性の別をいいます。

イ 基本的な方針

性別による固定的な役割分担意識を解消し、幼児期から人権尊重を基盤とした

男女共同参画社会の実現を目指すため、学校園・家庭・地域、職場など社会のあ

らゆる場において、相互の連携を図りつつ、男女共同参画についての基本的な理

解を促進するなど、男女平等を推進する教育・学習の充実を図ります。また、男

女間のあらゆる暴力を防止する教育を推進します。

さらに、学校園や家庭・地域において、男女共同参画の視点に立った教育を推
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進するための環境づくりの取組を進めます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○男女平等を推進する教育の充実

個人の尊厳、男女の平等と相互協力等について理解を深める教育を推進し

ます。児童生徒の発達段階に応じて、社会科、家庭科、道徳、特別活動等に

おける指導方法の工夫・改善を図ることができるよう支援します。

○男女共同参画の視点に立ったキャリア教育の推進

社会的、職業的自立に向け、社会・経済・雇用などの基本的な仕組みや労

働者としての権利・義務、男女共同参画の意義、仕事と生活の調和の重要性

、 、等について理解を深め 児童生徒一人一人のキャリア発達 を支援し［ ］※15

それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能

力を育成します。

○男女間のあらゆる暴力を防止する教育の推進

セクシュアル・ハラスメントやＤＶ、デートＤＶ、ストーカー行為等、男

女間のあらゆる暴力を防止するための教育を推進します｡

また、暴力に頼ることなく自他を大切に扱ったり、人権侵害に対して自己

防衛をすることができるような取組を支援します。

○性に関する教育の充実

児童生徒が、心身の発育・発達と健康、性感染症等の予防等の性に関する

知識を確実に身に付け、生命の尊重や自己及び他者の個性を尊重し、相手を

思いやり、望ましい人間関係を構築するなど、適切な行動を取ることができ

るようにすることを目的とした教育の充実を図ります。また、性と生殖に関

する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ の重要性につ）［※16］

、 。いての理解を促進するなど 発達段階に応じた性に関する教育を推進します

○情報教育の推進

メディアによる情報を、ジェンダーに敏感な視点で捉え直し、主体的に判

断し、活用する力を養うための教育を推進します。

○性別に関わりなく一人一人を尊重する教育を進める環境づくり

性別による固定的な役割分担意識にとらわれることなく、個性と能力を発

揮できるような環境づくりを支援します。

また、学校園生活の様々な場面や発行物・掲示物等の表現などについて、

ジェンダーに敏感な視点で見直す取組を支援します。

○研修や指導資料等の充実

教職員の指導力向上を図るための研修を実施します。また、人権教育指導

資料の活用を促し、男女平等を推進する教育を充実します。

［※15 「キャリア発達」とは、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実］

現していく過程をいいます。

［※16 「性と生殖についての健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 」とは、平成］ ）

６年のカイロで開催された国際人口・開発会議で提唱された考え方で、安全な妊娠・出

産、性感染症の予防等を含む女性の生涯を通じた性と生殖に関する健康とその権利のこ
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とをいいます。

② 家庭・地域

○男女共同参画に関する研修の充実

家庭において 「男の子だから、女の子だから」といった性別による固定的、

な役割分担意識にとらわれることなく、子どもが個性や能力を発揮できるよ

うな環境づくりを進めるため、関係機関やＮＰＯ等とも連携を図りながら、

ＰＴＡ等を対象とした研修を実施します。また、メディアの中にある性差別

について考える学習を行います。

○理解の促進を図るための資料の整備

男女平等を推進する教育についての考え方や男女間のあらゆる暴力防止、

女性の権利に関する法令や条例等について、県民の理解を図るための資料を

整備します。

○市町村の取組の支援

市町村が行う住民への研修機会の提供や、男女間のあらゆる暴力防止のた

めの教育を支援します。

（２）子ども

ア 現状と課題

我が国では 平成６年に批准した 児童の権利に関する条約 を踏まえて 児、 「 」 、「

童福祉法 「児童虐待の防止等に関する法律」等の改正、その他の施策の充実が」

図られてきました。

県では、平成22年に「岡山いきいき子どもプラン2010」を策定し、次代を担う

子どもたちが、心身ともに健やかに生まれ育ち、家庭や地域で心豊かに生活でき

る環境づくりが進められています。

しかし、家族形態の変化や家庭の教育力の低下、地域社会のつながりの希薄化

等、子どもを取り巻く家庭や地域の環境が大きく変化する中で、暴力行為やいじ

め、不登校については非常に憂慮すべき状況にあり、早急な対応策が求められて

います。また、子育てに不安や悩みを持つ親が増加し、児童虐待については、県

内でも相談件数が増加しており、深刻なケースも見られることから、発生予防か

ら早期発見・早期対策への重点的な取組を進める必要があります。

また、子どもをねらった凶悪事件が各地で相次ぎ、登下校時に子どもが事件・

事故に巻き込まれる例も増えています。平成18年に制定された「岡山県犯罪のな

い安全・安心まちづくり条例」を踏まえ、学校園の安全対策とともに地域の安全

確保に向けた取組が進められています。

さらに、テレビや新聞等のマスメディアの影響や、インターネット・携帯電話

等の急速な普及が要因と考えられる子どもに関わる人権問題も生じています。

このような現状の中で、大人には子どもの人権や安全を守る責務があります。

その責務は、保護や監視を強化するという方向ではなく、権利主体としての子ど

もが、正しい知識や技能を身に付けることによって、様々な暴力や有害情報から

身を守るとともに、インターネットを利用した適切な情報のやりとりができるよ

う支援していく必要があります。
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イ 基本的な方針

子ども自身が、次代の担い手としての責任を自覚して主体的な生き方を身に付

けることができるように、学校園・家庭・地域が連携して、確かな学力、豊かな

心、健やかな体など、子どもたちが生きていく上で基本となる資質能力を育む教

育を推進します。

その際、幼児児童生徒が人権について正しく理解し、自己肯定感を高め、自他

を大切にする人権感覚を身に付けるよう取り組みます。とりわけ、生命を大切に

するとともに、正義感、公正さを重んじる心や他者と共に生きていこうとする態

度を育む取組の充実を図ります。

また、子どもの社会活動への参加を促進し、様々な体験を通して夢や希望を持

、 、 、 、ち 人間性豊かな子どもを育成するとともに 関係部局と連携し いじめや暴力

虐待を容認しない社会全体の意識の高揚を図ります。

さらに 「児童の権利に関する条約」など、子どもの人権に関係が深い様々な、

条約や国内の法令の趣旨に沿って、子どもの人権尊重に向けた取組を進めます｡

なお、教育の推進に当たっては、発達段階に応じた学習課題を設定し、効果的

な学習に取り組むことができるプログラムや資料を提供するなどの条件整備に取

り組みます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○心の教育の推進

社会性や豊かな人間性を育む観点から、ボランティア活動等の社会体験活

動や自然体験活動、様々な人との交流活動等を積極的に推進します。また、

幼児児童生徒それぞれの発達段階に応じて、各教科や道徳、また、身近な動

植物に触れて生命の誕生や終わりに遭遇するなどの体験活動等を通して、生

命の大切さについて考える教育を推進します。

○人間関係づくり

、 、様々な人との関わりを通じた連帯感 コミュニケーション能力等を育成し

いじめ・暴力など身近な人権問題をみんなの問題として解決していこうとす

る人間関係づくりについての指導の充実を図ります。

○暴力等を防止する取組の充実

暴力や虐待、いじめ、セクシュアル・ハラスメント、デートＤＶ、薬物乱

用、性感染症等の防止を目的とした取組や、幼児児童生徒の安全を守るため

の指導の充実を図ります。

○いじめ防止の取組の推進

24時間対応でいじめ電話相談を実施するなど、教育相談体制を更に充実す

るほか、未然防止や適切な早期対応を行う教職員の指導力の向上や、就学前

から高等学校までの各学校種間の連携を強化するとともに、学校・家庭・関

係機関等と連携した取組を一層推進します。

○児童虐待防止の取組の充実

、 、児童虐待の予防や早期発見 虐待を受けた幼児児童生徒の自立支援のために

「教職員・保育従事者のための児童虐待対応の手引き （平成23年３月）及」

び「児童虐待防止に向けた取組 （平成23年10月）を活用して、教職員の指」
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導力を高めます。また、児童相談所をはじめとする関係機関等とのネットワ

ークを強化し、子どもの保護に関する相談や子ども・家庭への対応を充実さ

せます｡

○自立支援の取組

人権問題に関わり教育上配慮を必要とする幼児児童生徒一人一人が、個性

や能力に応じた進路を見い出し、自己実現できるよう支援します。

○親の役割や子育てについて学ぶ学習の設定

青年期には、親の役割について学習したり、乳幼児の世話をしたりする体

験を通して、子育てについての認識を深める教育を推進します。

○幼児児童生徒 尊重する環境づくりの人権を

日常的に一個の人格として接し、幼児児童生徒一人一人の大切さを強く自

覚した教育指導や学校園の運営が行われるよう支援します。

幼児児童生徒 人権が尊重される学級経営等ができるよう、研修の充実をの

図るとともに、発達段階に応じた指導資料等を整備します。

また、教職員研修などを通じ 「児童の権利に関する条約」の趣旨につい、

ての理解と認識を深めるなど、教職員の人権意識の高揚に努めます。

② 家庭・地域

○保護者の学習機会の提供

家庭は、子どもの人権意識の基礎が培われる場であることを考慮し、基本

的生活習慣が確立され、子どもたちに豊かな情操や善悪の判断力、生命を大

切にする心、他人に対する思いやりの心等が育つよう、保護者の子育てを支

援する学習機会や情報提供の充実に努めます。

○相談体制の充実

家庭教育の悩みや不安に対する相談体制の充実を図り、継続的、かつ、き

め細かな支援を進めます。

○体験活動の機会の充実

子どもが豊かな人間性を身に付けることができるように、自然体験・社会

体験など様々な体験活動の機会の充実を図る取組を進めます。また、子ども

が、地域の活動に参加することによって、様々な世代の人と幅広い人間関係

を築いていける機会の充実を図ります。

○子どもの居場所づくり

学校の余裕教室や公民館等を利用して「子どもの居場所」を開設し、様々

な体験活動や交流活動を実施するなど、ＮＰＯ等との連携も図りながら、地

域ぐるみで子どもを育てる環境が整備されるよう支援します。

○自立支援の推進

学校園と市町村、関係機関、ＮＰＯ等との連携を強化し、いじめや非行の

防止を図るとともに、いじめの被害を受けるなど、人権問題に関わり教育上

配慮を必要とする子どもの自立を支援します。

不登校の子どもが、自分を見つめ直し、将来の自分を探していくためのき

っかけを見付けることができるように、学校教育と社会教育の関係者等が連

携しながら、子どもの自立を支援する取組を進めます。
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○児童虐待防止の取組の充実

児童虐待を防止するため、関係機関等と連携を強化しながら、子どもを保

護・支援する取組を充実するとともに、子育てに不安や悩みがある保護者に

対する相談機関の周知やネットワークづくりに努めます。

○子どもの人権が尊重される社会づくりの推進

子どもの権利を擁護するため 「児童の権利に関する条約」について広報、

啓発活動を推進するとともに、児童虐待、いじめ防止等についての啓発の充

実を図ります。

（３）高齢者

ア 現状と課題

県においては、高齢化が急速に進み、高齢者の一人暮らし・夫婦のみ世帯も増

加しています。多年にわたり社会の発展に貢献してきた高齢者が、その培ってき

た知識と経験を生かしつつ社会参加と他の世代との交流を進め、社会の担い手と

して尊厳を保持しながら、住み慣れた地域や家庭で安全・安心に生活することは

大切です。

しかし、加齢に伴い疾病等で寝たきり状態になったり、認知症等で日常生活へ

の適応が困難になったりするなど介護を要する高齢者が増加し、介護の長期化や

重度化等による家族介護者等の身体的・精神的・経済的負担が増大しています。

また、虐待や所在不明など、高齢者の人権や尊厳が脅かされるような問題も生じ

ています。

このような状況を踏まえて、平成18年４月には高齢者の権利擁護や虐待の早期

発見等を定めた「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」が施行されました。

また、高齢者が、いわゆる「オレオレ詐欺 「架空請求詐欺」等の「振り込め」

詐欺」の被害者となる事件も、依然として後を絶たない状況が続いています。

イ 基本的な方針

、 、高齢社会を明るく活気に満ちたものとし 社会の発展に貢献してきた高齢者が

その豊かな経験と知恵を生かして、老後の充実した人生を享受できるような生活

を保障することは重要です。高齢者が安心して生活できる社会の形成は、全ての

国民が安心して生活していくことのできる、人権が尊重された社会の実現にもつ

ながります。

そこで、全ての人々が高齢者に対する尊敬と感謝の念を深め、その尊厳が保持

されるように、家庭・地域で果たす役割や、加齢に伴う認知症など高齢者の心身

の特徴等について理解と認識を深める教育を推進します。また、高齢者の尊厳を

支える介護の在り方についての理解を進めます。そのために、高齢社会や介護・

福祉等に関する研修や学習機会の提供や、高齢者と他の世代との交流活動を一層

促進します。

ウ 具体的な取組

① 学校園
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○高齢社会や介護・福祉についての理解の促進

児童生徒の発達段階に応じて、社会科や公民科、家庭科等において、高齢

社会や介護・福祉等について理解を深める教育を推進します。

○高齢者に対する尊敬と感謝の念の醸成

地域における触れ合い活動や生活科等の教科、道徳、総合的な学習の時間

等において、幼児児童生徒が、高齢者から豊かな知識や技能、経験等を学ぶ

体験やボランティア活動を通して、高齢者に対する理解や尊敬、感謝の念を

深めることができる取組を進めます。

○教職員研修の充実

高齢社会についての教職員の理解と認識を深める研修の実施や、指導資料

の活用を図ります。

② 家庭・地域

○学習機会の提供

高齢社会や介護・福祉等について、理解を深める学習機会を提供します。

○高齢者の生きがいとなる機会や活躍の場の提供

、 、高齢者がその豊かな知識や技能 経験を生かしながら社会参加して活躍し

そのことが生きがいとなるような機会を提供します。

（４）障害のある人

ア 現状と課題

障害のある人の人権については、障害者基本法（平成23年改正）や障害者基本

［※17］計画（平成14年）に基づく取組が進められ、ノーマライゼーションの理念

が浸透しつつあります。障害のある人が、家庭や地域の中で障害のない人と共に

生活し、持てる力を最大限に発揮しながら積極的に社会に参加することは自然で

あり、制度や生活環境等も、障害のある人に配慮したものにするべきであるとい

う考え方が広まってきています。

しかしながら、家庭や地域において、生活することや、持てる能力を発揮し積

極的に社会へ参加することへの要求や願望があっても、現実には様々な障壁のた

めに、日々の生活や社会参加、雇用の場の確保、情報の収集など実現が困難なこ

とがあります。

具体的な障壁としては、偏見や差別など心理的なもの、建物の段差など物理的

なもの、コミュニケーション手段等の社会的基盤の整備不足に加え、制度の不備

や社会全体の認識不足等があげられます。バリアフリーやユニバーサルデザイン

の考え方について、理解を深める一層の取組が必要と言えます。

さらに、障害のある子どもに対して、乳幼児期から学校卒業後にわたり、関係

機関と連携を図りながら計画的な教育や療育を行うこと、また、その保護者に対

しては、子育ての困難さを理解し、適切に支援することが必要です。

［※17 「ノーマライゼーションの理念」とは、障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域］

でいきいきと明るく豊かに暮らせる社会を目指す考え方です。
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イ 基本的な方針

ノーマライゼーションの理念に基づく「岡山県福祉のまちづくり条例」に沿っ

て、生活関連施設の整備等を進めるとともに、障害のある人に対する偏見や差別

など人々の意識の中にある障壁を取り除く「心のバリアフリー」を進めます。

障害のある人にとって住みよい社会は、あらゆる人にとっても住みよい社会で

あるという認識に立ち、障害のある人もない人も、社会の一員として互いに敬愛

し支え合い、共に生活していく社会の実現に向けて、教育の充実を図っていくこ

とが必要です。

そこで、障害のある人とない人が相互に交流して、正しい理解と認識を深める

取組を進めていきます。また、障害のある人が自らの能力を最大限に発揮できる

よう支援していきます。

さらに、障害のある人が自らの生活を自らの意思で選択・決定し、築いていく

ことを尊重し、自立と社会参加の促進を図る教育を推進します｡

ウ 具体的な取組

① 学校園

○障害のある人についての理解の促進

ノーマライゼーションの理念に基づき、各教科、道徳、特別活動、総合的

な学習の時間といった学校の教育活動全体を通じて、発達障害を含め、障害

や障害のある人に対する理解を深める教育を推進します。

また、交流及び共同学習を積極的に推進し、障害のある幼児児童生徒の自

立と社会参加を促進するとともに、小・中学校等の幼児児童生徒や地域の人

たちが、障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深

めることができるよう取組を進めます。

○心のバリアフリーに関する教育の充実

障害の種類や程度によって、様々な障壁があることを体験や学習等を通し

て具体的に理解できるような指導方法を工夫し、障害のある人に対する偏見

や差別を解消する教育を推進します。

障害のある人や家族、支援者との交流や触れ合いを通して、共に理解し合

う機会を提供します。

○特別支援教育の充実

障害のある幼児児童生徒が在籍する全ての学校において、一人一人の自立

と社会参加を目指し、生きる力を育むことができるよう教育実践に取り組む

とともに、関係機関との連携に努め、相談体制の充実や支援体制の構築を図

ります。

その際、障害のある幼児児童生徒の教育的ニーズを的確に把握し、一人一

人に応じた個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成するなど、障害の重

複化、多様化に対応した指導の充実を図ります。

また、就労による社会自立を目指す生徒に対する支援を充実させるととも

、 、 。に 就職した生徒の就労が継続するよう 関係者との連携・協力を進めます

さらに、特別支援学校のセンター的機能の充実を図ります。

○教職員研修の充実

特別な教育的支援が必要な幼児児童生徒に対する正しい理解と指導に関す
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る知識を深めることができるよう、研修の充実を図ります。

② 家庭・地域

○ノーマライゼーションの理念の普及

障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合うことので

きる共生社会を形成していくため、ノーマライゼーションの理念の普及に取

り組みます。

○ユニバーサルデザインの考え方の促進

ユニバーサルデザインの考え方に対する理解が深まるような学びの場と機

会を提供します。

○特別支援教育についての理解の促進

特別支援教育についての理解を図るため、地域の学校園に在籍する幼児児

童生徒や保護者に対し、特別支援教育に関する教育相談や情報提供を行うと

ともに、就学前における障害のある幼児の教育相談を行います。

○交流の促進

障害のある幼児児童生徒と地域の人たちとが、触れ合い、共に活動する機

会を積極的に設けるとともに、福祉施設等との連携を図ることにより、偏見

や差別の解消を目指した交流を進めます。

（５）同和問題

ア 現状と課題

同和問題は、憲法によって保障された基本的人権に関わる課題として、その解

決に向けて諸施策が展開されてきました。

昭和40年の「同和対策審議会答申 （以下「同対審答申」という ）において、」 。

「同和問題の解決は国の責務であり、同時に国民的課題である 、また 「部落」 、

差別が現存するかぎり同和行政は積極的に推進されなければならない」とされま

した。この同対審答申を受けて、昭和44年に制定された「同和対策事業特別措置

法」をはじめ「地域改善対策特別措置法 「地域改善対策特定事業に係る国の財」

政上の特別措置に関する法律 （以下、合わせて「特別法」という ）に基づき、」 。

33年間にわたり、県では、国や市町村との密接な連携のもとに、同和問題の早期

解決のための諸施策を積極的に推進しました。

これらの施策の推進と地区住民の自主的な努力によって、生活環境の改善をは

じめとする物的な基盤整備は成果を上げ、様々な面で存在していた較差は大きく

改善されました。人々の同和問題についての認識と理解も進み、全般的に着実な

進展を見ました。平成14年３月末に特別法に基づく同和対策は全て終了し、一般

対策へ移行しました。

このように、同和問題は解決に向かってはいますが、結婚問題等やインターネ

ット上での差別書き込み等にみられる差別意識の解消が課題です。

また、高額図書の購入強要をはじめとする、えせ同和行為のように、今まで積

み重ねてきた教育や啓発の成果をくつがえし、同和問題の解決を遅らせている事

象も依然として発生しています。

県では、同対審答申の趣旨や平成８年の「地域改善対策協議会意見具申」の考

え方のもと、同和問題を重要な人権問題の一つとして捉え、国、市町村、関係機
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関・団体等と連携して、同和問題の解決に向けた行政を一般対策で取り組んでい

ます。

イ 基本的な方針

人権意識の高揚を図り、部落差別を解消して差別のない社会の実現を目指すた

めこれまで積み上げられてきた教育の成果を踏まえ、学校の教育課程に同和問題

の解決に向けた教育を適切に位置付けるとともに、学校教育と社会教育の連携を

図りながら推進します。

・同和問題についての理解と認識を深める教育を推進します。その際、部落差

別の歴史に関する研究の成果を踏まえて取り組みます。

・他の人権問題との関連を図ったり、ワークショップ等の参加体験型学習の手

法を取り入れたりするなど、広く県民の理解と共感が得られる学習内容や方

法の一層の創意工夫を図ります。

・地域のニーズを的確に把握しながら、自立支援に向けた取組を進めます。

・えせ同和行為の排除、同和問題についての自由な意見交換ができる環境づく

りに積極的に取り組みます。

・インターネット上の差別書き込みや差別文書等、極めて悪質な差別事象が後

を絶たないことから、差別などの人権侵害を許さない人権尊重社会の実現を

目指して、人権意識を高めていきます。

・市町村や教育研究団体等と連携・協働して推進します。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○同和問題についての理解と認識の深化と実践的態度の育成

児童生徒の発達段階に応じて、同和問題についての理解と認識を深める

とともに、人権感覚を身に付けることにより、同和問題の解決を自らの課題

として捉え、主体的に取り組もうとする実践的態度を養う教育を推進します｡

取組に当たっては、児童生徒を取り巻く地域の実態を踏まえて具体的な目

標・計画を立て、教育活動全体を通じて行うとともに、暮らしと人権に関わ

る問題についても同和問題との関連を的確に把握します。また、就学前教育

との密接な関わりのもとに、小学校・中学校・高等学校等が連携を図りなが

ら推進できるように支援します。

○自立支援の取組

同和問題に関わり教育上配慮を必要とする幼児児童生徒一人一人の個性や

能力を伸長し、生活習慣の確立、学ぶ意欲の喚起等を図り、社会の各方面に

進出できるよう、自立支援の取組を進めます。

○就学前教育の充実

乳幼児期が豊かな人間性を育てる基盤となる重要な時期であるとの認識に

立って取り組み、集団の中で自主・自立の芽生えを養い、仲間と共に成長す

る民主的な人間形成の基礎を培うことができるよう就学前教育を推進します｡

○教職員研修の充実

同和問題についての理解と認識を深め、指導力の向上を図るための研修を

充実します。
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○学校園間の連携及び家庭・地域との連携

各学校園の教育課題を明らかにしながら、学校園間の連携や、保護者や地

域の人々との連携を図る取組を進めます。

② 家庭・地域

○学習内容や方法等の創意工夫

地域の実情や学習者の意識や実態を踏まえて、学習内容や方法等に創意工

夫を加え、取組の一層の充実を図ります。

○社会教育施設の活用の促進

人権の視点に立ち、社会教育施設の有効な活用を促進し、同和問題に関わ

り課題解決を必要とする人の自立を支援します。

○保護者の学習機会の充実

家庭は、子どもの人格や人権意識の形成等、子どもの成長に大きな影響を

与える重要な場であり、また、学校教育と社会教育との接点としての役割を

果たす場でもあります。したがって、同和問題についての正しい理解を深め

合えるよう、保護者の学習機会の充実を図ります。

○研修会等の支援

部落差別の不合理について理解を深め、自らの課題として差別意識の解消

に主体的に取り組むことができるよう、国、市町村や関係機関等との連携を

図るとともに、市町村が実施する住民を対象とした研修会や講座に、多様な

学習情報等を提供します。

（６）外国人

ア 現状と課題

日本人が外国に出掛け、異なる文化に接する機会や、日本を離れて外国で暮ら

したり、外国の企業で働いたりする機会が増えています。

、 、 。一方 国内においても 多くの人々を外国から受け入れるようになっています

異なる文化や生活習慣を持つ外国の人々と相互に理解し合いながら生活すること

が求められています。また、学校園においても、多様な文化、生活習慣、学習経

験を持つ子どもたちが学んでいます。

県内の外国人登録者数は、平成22年12月末現在、約22,400人であり、10年前の

約1.4倍になっています。かつては多数を占めていた韓国・朝鮮籍の人が減少す

る一方で、中国などアジア諸国からの留学生や企業等での技能実習生の割合が高

くなっています。それに伴い、日常生活や雇用の場等において、日本人と在住外

国人との間で言葉、文化、生活習慣の相違等に起因する問題が生じています。ま

た、帰化によって日本国籍を取得した人や、父母の一方が外国人である日本国籍

の人が、国籍・人種・民族・文化的背景などの違いを理由とした差別を受けるこ

ともあります。さらに、難民についての理解も十分ではない状況があります｡

県では、平成23年３月に「新おかやま国際化戦略プラン」を策定し、在住外国

人支援のための取組を進めています。

異なる国籍・文化的背景を持つ人々が互いに多様性を認め合いながら、同じ地

域の一員として、共に尊敬し安心して暮らすことのできる多文化共生社会の実現

に向けた教育・啓発を進めていく必要があります。
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イ 基本的な方針

真の国際化に対応した社会を築くためには、外国人に対する偏見や差別を解消

し、互いを尊重する態度を養うなど、国際化時代にふさわしい人権意識を育てる

ことが大切です。そこで、人々が諸外国の歴史や文化、生活習慣等の理解を深め

たり、外国人と直接触れ合ったりする国際理解教育を推進します。

また、我が国では、在日韓国・朝鮮籍の人々を取り巻く歴史的経緯や環境につ

いての認識が十分とは言えず、民族名を名乗りにくいなどの問題が存在していま

す。さらに、帰化によって日本国籍を取得した人等に対する差別もあります。こ

れらのことについて、様々な機会を通して理解の促進を図り、偏見や差別の解消

に努めます。

さらに、日本語教育の必要な在住外国人の幼児児童生徒等に対して、日本語指

導や相談・支援の取組を進めます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○国際理解教育の充実

各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、学校の教育活動全体を

通じて、世界の国々の歴史や文化、宗教、生活習慣、価値観等を正しく理解

する教育を充実し、広い視野を持ち異文化を尊重する態度や、異なる習慣・

文化を持った人々と共に生きていく態度を育成するための教育を推進します｡

○教職員研修の実施

在住外国人との交流を取り入れた教職員研修を実施し、異文化に対する理

解を促進します。

○在住外国人の幼児児童生徒等への支援

日本語指導の必要な在住外国人の児童生徒が通学する公立小・中学校への

教員加配に努めるとともに、教育相談体制の充実を図ります。また、ボラン

ティアによる学習支援を推進します。

② 家庭・地域

○国際理解教育の推進

各種研修会や講座等において、外国人に対する偏見や差別を解消するため

の学習機会を設けるとともに、異文化理解を図るための情報提供をします。

また、在住外国人との交流活動が促進されるよう支援します。

（７）ハンセン病問題

ア 現状と課題

ハンセン病は、らい菌による病原性の極めて低い感染症であり、感染しても発

、 、 、病する可能性は極めて低く また 発病しても現在では治療法が確立されており

早期発見と早期治療により短期間で治癒する病気です。しかしながら、平成８年

に「らい予防法」が廃止されるまで、療養所へ隔離する政策がとられ、患者や回

復者及びその家族は偏見や差別を受けてきました。

県には、日本で最初の国立ハンセン病療養所である「長島愛生園」と「邑久光

明園」の二つの療養所があり、平成23年５月１日現在で、493人の方が生活して
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邑久高等学います。また、かつては全国で唯一の入所者のための高等学校（県立

長島大橋が校新良田教室）もありました。昭和63年には長島と本土との間に邑久
に い ら だ

開通し、様々な交流が行われるようになりました。しかし、療養所入所者の多く

は、これまでの長期間にわたる隔離等により家族や親族との関係を絶たれ、入所

者自身の高齢化等により、病気が完治した後も療養所に残らざるを得ないなど、

社会復帰が困難な状況にあります。

平成21年４月には、ハンセン病回復者の福祉の増進、名誉の回復等のための措

置等を規定する「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行され、これ

に基づき、平成23年３月、医療・福祉の充実や人権教育の推進を基本目標に掲げ

た「長島愛生園 「邑久光明園」の将来構想が策定されました。」

今後も引き続き、交流活動等を通して、ハンセン病問題についての正しい理解

と認識を深める教育に取り組む必要があります。

イ 基本的な方針

ハンセン病問題について正しい理解と認識を深め、偏見や差別を解消し、こう

した過ちを二度と起こさないための教育の充実を図っていくことが必要です。

そのために、正しい情報の提供やハンセン病回復者との交流の促進に取り組み

ます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○ハンセン病回復者の人権に関する教育の充実

ハンセン病問題に関する正しい理解と認識を深める教育を推進します。

○ハンセン病回復者との交流

療養所の訪問や交流等を通して、偏見や差別に立ち向かい、人権の回復に

取り組んできた当事者や家族等の心情への理解を深めることができる教育を

推進します。

○教職員研修の充実

、 。教職員の理解と認識を深め 指導力の向上を図るための研修を充実します

○資料の充実

児童生徒の発達段階に応じた資料を整備するとともに、その活用を図ります｡

② 家庭・地域

○理解の促進を図るための支援及び広報活動

ハンセン病問題に関する正しい理解と認識を深めるための研修を実施する

とともに、市町村が行う住民への研修機会を提供する取組を支援します。

また、学習に役立つ資料の整備や情報提供に努めます。

○交流活動の推進

ハンセン病回復者との交流を推進します。

（８）患者等

ア 現状と課題

【ＨＩＶ感染症・エイズ】
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ＨＩＶ感染症は、進行性の免疫機能障害を特徴とする疾患であり、ＨＩＶ（ヒ

ト免疫不全ウイルス）によって引き起こされる免疫不全症候群のことを特にエイ

ズ（後天性免疫不全症候群）と呼んでいます。エイズは、昭和56年にアメリカ合

衆国で最初の症例が報告されて以来、その広がりは世界的に深刻な状況にありま

す。我が国においても、昭和60年に最初の患者が発見されて以来、性的接触によ

る感染を中心に拡大しています。

ＨＩＶ感染症は、その感染経路が特定している上、感染力もそれほど強いもの

ではなく、正しい知識に基づいて日常生活を送る限り、いたずらに感染を恐れる

必要はありません。また、近年の新しい治療薬の開発等により、ＨＩＶに感染し

ても、発症を遅らせたり、症状を緩和させたりすることが可能になっています。

しかし、エイズ患者やＨＩＶ感染者に対しては、疾患に対する正しい知識や理解

の不足から、依然として偏見や差別が存在しています。

ＨＩＶ感染症及びエイズについて誤解や偏見をなくすとともに感染を未然に防

ぐため、正しい理解を促進するための教育に取り組む必要があります。

【感染症・難病等】

結核等の感染症や難病、公害・原爆被爆・原発事故被曝による疾病等について
ばく

も、疾病に関する知識不足からの偏見や差別をなくすため、それぞれの疾病につ

いての正しい理解を促進するための教育に取り組む必要があります。

イ 基本的な方針

ＨＩＶ感染症や難病等について正しい理解と認識を深め、偏見や差別解消のた

めの教育の充実を図っていくことが必要です。そのために、正しい情報の提供に

努めます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○患者等の人権に関する教育の充実

保健学習をはじめとする様々な教育活動の中で、ＨＩＶ感染症等に対する

正しい理解と認識を深める教育を推進します。

各学校や地域の実態に応じて、系統的、計画的な性に関する教育の指導計

画の中にエイズ教育を位置付け、各学校種間の連携に配慮し、児童生徒の発

達段階に応じた取組を行います。

○り患している児童生徒への支援

長期入院している児童生徒については、院内学級を設置することなどによ

り、家族との連携を十分に取り、本人及び家族の思いや希望を受け止めて、

児童生徒の自己実現を図ることができるように支援します。

また、り患している幼児児童生徒やその家族等が差別的な扱いを受けるこ

とがないよう指導・啓発を行います。

○教職員研修の充実

、 。教職員の理解と認識を深め 指導力の向上を図るための研修を充実します

○資料の充実

児童生徒の発達段階に応じた資料を整備するとともに、その活用を図ります｡
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② 家庭・地域

○理解の促進を図るための支援

疾病がもたらす偏見や差別の解消に向けて、疾病についての正しい理解と

認識を深める研修を実施するとともに、市町村が行う地域住民への研修機会

を提供する取組を支援します。

また、学習に役立つ資料の整備や情報提供に努めます。

（９）犯罪被害者等

ア 現状と課題

近年、犯罪被害者やその家族・遺族（以下「犯罪被害者等」という ）の人権。

問題に対する社会的関心が高まり、犯罪被害者等に対する配慮と保護を図るため

の諸方策が講じられてきています。

平成17年、犯罪被害者等のための施策を総合的、計画的に推進する「犯罪被害

者等基本法」が施行され、それに基づき、国では平成23年に「第２次犯罪被害者

等基本計画」が策定されました。

、 「 」県では 平成23年３月に 第二次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針

を策定するとともに「岡山県犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等を

社会全体で支援する取組を進めています。

犯罪被害者等は、生命や身体、財産上の直接的な被害だけでなく、被害を受け

たことによる精神的ショック、周囲のうわさ話、報道機関からの過剰な取材によ

るプライバシーの侵害、名誉毀損等の二次的な被害を受けるなど、様々な困難を

抱えています。

イ 基本的な方針

犯罪被害者等に対しては、二次的な被害を含む人権侵害があることを理解し、

犯罪被害者等の置かれた状況や心情等について理解する教育・啓発に積極的に取

り組みます。

ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○理解を深める研修機会の設定

研修会等において、犯罪被害者等に対する人権侵害を防止するための講話

を聞く機会を設けたり、犯罪被害者等の心情について理解を深めたりする取

組を推進します。

（10）刑を終えて出所した人等

ア 現状と課題

罪はその行為自体許されるものではなく、毅然とした対応が求められることは
き

当然のことです。しかし、刑を終えて出所した人や執行猶予の判決を受けた人に

対して、あるいは、当人のみならずその家族に対しても根強い偏見や差別があり

ます。また、本人に更生の意欲があるにもかかわらず、就職や居住等を選ぶ自由

さえ奪われ、時には親戚等からも支援が受けられないなど、社会復帰の機会から

排除され、生活に行き詰まる場合もあります。このように、立ち直りを目指す人
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たちにとって、現実は厳しい状況にあります。

さらに、社会に復帰する努力を重ねても、前歴についてのうわさが流され、本

人の更生意欲がそがれたり、更生そのものが阻害されたりする場合も少なくあり

ません。

刑を終えて出所した人等が真に更生を果たし、社会の一員として円滑な生活を

営むためには、本人の強い更生意欲とともに、家族、職場、地域など、周囲の人

々の理解と協力が不可欠となります。

イ 基本的な方針

プライバシーの保護に配慮した視点に立ち、刑を終えて出所した人等の自立が

阻まれることがないように、また、その家族の人権が侵害されることのないよう

に、刑を終えて出所した人等及びその家族に対する偏見や差別を解消するための

教育を推進します。

ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○理解を深める教育の推進

保護司等から話を聞くことなどにより、刑を終えて出所した人等及びその

家族の思いや願いを知り、理解を深め、偏見や差別を解消するための教育を

推進します。

［※18］（11）性的少数者

ア 現状と課題

同性愛者や性同一性障害のある人、インターセックス等、性的少数者に対する

偏見や差別があります。また、そうした問題が思春期（あるいはそれ以前）とい

、 、った早期に始まっていながら 本人や周囲の人々の理解が十分ではないことから

日常生活を送る上で暮らしにくい状況に置かれていたり、深刻な事態に陥ったり

する場合があります。

性的少数者の人権の尊重については、国において、平成13年の人権擁護推進審

議会の最終答申で、差別的取扱いに対する積極的な人権救済が取り上げられ、法

務省においても啓発活動等が行われています。

また、性同一性障害のある人については、平成15年に「性同一性障害者の性別

の取扱いの特例に関する法律」が制定され、性別の取扱いの変更について、審判

を受けることができるようになりました。

さらに、平成20年６月には、家庭裁判所による性別変更要件を緩和する同法の

一部改正法が施行されました。

今後も、性のありようを理由に、偏見や差別等を受けている性的少数者の人権

問題に取り組む必要があります。

［※18 「性的少数者」とは、性的興味・関心が、同性に向いている同性愛者や、男女両性に向］

いている両性愛者、心の性が身体・戸籍上の性別と一致しないために性的違和感を抱え

ている人（性同一性障害のある人 、あるいは生物学的に男女両性の要素を持って生まれ）

た人（インターセックス）を含む総称です。
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イ 基本的な方針

性的少数者が直面している問題を人権問題として捉える視点を持つことから始

め、誤解・偏見や差別意識をなくし、問題解決に向けて具体的に行動する力を育

成することが必要です。そのためには、性的少数者を正しく理解し、多様性を認

める教育や、性的少数者が自分らしく生きるための支援を進めます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○発達段階に応じた性に関する教育の充実

児童生徒や地域の実態等に応じて、性的少数者についての理解を図るとと

もに、性的少数者に対する差別や偏見を解消する教育を推進するなど、性に

関する教育の充実を図ります。

○性的少数者への支援体制づくり

学級担任や管理職をはじめとして、養護教諭、スクールカウンセラーなど

教職員が協力して、保護者の意向にも配慮しつつ、児童生徒の実情を把握し

、 、た上で相談に応じるとともに 関係医療機関とも連携することができるよう

当事者の悩みや苦痛に迅速・適切に対応し、児童生徒の心情に十分配慮した

支援を行います。あわせて、周りの児童生徒の不安や動揺・混乱を招くこと

のないよう、差別や偏見を解消する教育を推進します。

② 学校園・家庭・地域

○研修機会の提供

性的少数者に対する偏見や差別をなくすために、性的少数者を取り巻く社

会的環境、差別や人権侵害等についての理解を図る研修機会を提供します。

（12）アイヌの人々

ア 現状と課題

アイヌの人々は、江戸時代の松前藩による支配や、明治政府の「北海道開拓」

の過程における同化政策により、政治的、文化的、社会的に多くの不利益な扱い

を受けてきました。

国においては、平成９年に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する

知識の普及及び啓発に関する法律」が制定され、アイヌの人々の民族としての誇

りが尊重される社会の実現を図るための施策が行われています｡

また、平成19年に「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されたこと

を受け、平成20年には国会において 「アイヌ民族を先住民族とすることを求め、

る決議」が全会一致で決議されました。

現在、アイヌ文化の振興及びアイヌの伝統等に関する知識の普及・啓発を図る

ための施策が推進されていますが、結婚や就職等における差別等の問題は依然と

して存在しています。

イ 基本的な方針

アイヌの歴史や文化、現状等を正しく理解し、アイヌの人々に対する偏見や差

別を解消する教育を推進します。
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ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○正しい理解の促進

教科等を通して、アイヌの伝統的な文化や歴史について、正しい理解を図

ることができる教育を推進します。また、アイヌに関する学習機会や情報を

提供します。

○研修機会の提供

アイヌの人々に関する理解を深めるため、教職員等の研修を行います。

（13）日本に帰国した中国残留邦人とその家族

ア 現状と課題

、 （ 「 」昭和７年から20年までの間に 国策として中国東北地方 当時日本では 満州

と呼んでいた ）へ開拓移民として多数の日本人が送り出されましたが、敗戦直。

後の混乱状態の中で、残留孤児・残留婦人等が生まれました。

、 。昭和47年の日中国交回復以来 中国残留邦人等の帰国受入れが行われています

帰国がかなった人たちやその家族には、関係機関が連携を図りながら、福祉、教

育など様々な支援がなされていますが、生活習慣や言葉の違い等で様々な困難が

あります。

イ 基本的な方針

日本に帰国した中国残留邦人とその家族について、正しく理解する教育を行い

ます。

ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○正しい理解の促進

教科等を通して、歴史的な経緯や中国残留邦人等について、正しく理解す

る教育を推進します。

○研修機会の提供

中国残留邦人等に関する理解を深めるための教職員等の研修を行います。

（14）インターネットによる人権侵害

ア 現状と課題

インターネットの急速な普及は、メール、ブログ、プロフ等の様々な手段で情

報を発信することを可能とし、利用者に大きな利便性をもたらしています。

しかし、それらの手段や学校非公式サイト等の匿名性を悪用して、いじめ、誹

謗中傷、差別を助長する書き込みや個人情報の流布が行われるなど、重大な人権

侵害を引き起こしています。また、インターネットを利用した犯罪に巻き込まれ

る危険性も高まっています。

平成21年４月 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の、

整備等に関する法律」が施行され、県においては、平成23年10月に「岡山県青少

年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例」が施行されました。

これらにより、事業者に対しては、18歳未満の子どもが使用する携帯電話を販売
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する際には、フィルタリングについて周知に努めるとともに、フィルタリングサ

ービスを提供すること等が義務付けられました。

しかし、子どもに携帯電話を持たせる際には、保護者自身がインターネット上

の有害情報の実情や携帯電話の利用の際の危険性等について認識するとともに、

持たせた後も、子どもの利用状況を把握するなど、適切に対応する必要があります｡

イ 基本的な方針

インターネット利用上のルールやマナー、危険性についての指導を充実すると

ともに、情報を正しく見極め、責任を持って情報を発信する態度の育成に努めます｡

ウ 具体的な取組

① 学校園

○情報教育の推進

技術・家庭や情報、道徳、総合的な学習の時間等、様々な学習機会を捉え

て情報教育を推進します。

その際、県教育委員会作成のディジタルコンテンツやリーフレットを活用

して、インターネットの利用に際してのルールやマナーの指導を充実し、情

報を正しく見極めて活用する能力や、責任を持って情報を発信する態度の育

成等に取り組みます。

○教材・学習プログラムの活用

地域の実態や児童生徒の発達段階に応じて、プライバシーの保護に配慮し

ながら、情報モラルを身に付けるための教材や学習プログラムの活用を進め

ます。また、時代の変化に対応し、新たな問題にも対応できるよう、教材・

学習プログラムを見直していきます。

○教職員研修の充実

、 。教職員の理解と認識を深め 指導力の向上を図るための研修を実施します

② 家庭・地域

○環境づくり

インターネットによる人権侵害の解消に向けて、家庭でインターネットの

活用方法やルールについて話し合える資料を提供します。

○学習機会の提供

「岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例」

の趣旨を踏まえ、フィルタリングやインターネットの適切な利用について学

習する機会を提供します。

（15）様々な人権をめぐる課題

・プライバシーの保護

ア 現状と課題

情報化の進展に伴い、個人情報の流出や無断使用など、プライバシーの保護

に関わる問題が身近なところで発生しています。

プライバシーの保護は、全ての人にとって、個人の私的な生活を他人の干渉

から守り、日常生活を平穏に過ごすために必要不可欠です。したがって、プラ
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イバシーをめぐる問題は、基本的人権に関わる重要な問題であり、個人に関す

る情報は最大限に保護される必要があります。

平成14年、県が保有する個人情報について、その適切な取扱いと開示等につ

いて定めた「岡山県個人情報保護条例」が制定され、平成15年には「個人情報

の保護に関する法律」が制定されました。

イ 基本的な方針

プライバシーを保護することの重要性について理解を深めるための教育を進

めるとともに、個人情報の適切な管理に取り組みます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○プライバシーの保護に関する教育の推進

社会科等におけるプライバシーの保護に関する学習において、児童生徒

が、自己のプライバシーが守られる権利を知るとともに、他の人のプライ

バシーを侵害しないようにする態度を身に付ける教育を推進します。

○教職員研修の推進

個人情報の適切な取扱いやプライバシーの保護について理解と認識を深

める研修を行います。

② 家庭・地域

○学習機会の提供や情報提供

プライバシーの保護について、保護者等に対する学習機会や情報を提供

します。

・被災者

ア 現状と課題

大規模な災害は、多くの人命を奪うとともに、人々の日常生活を根底から破

壊し、生存権を脅かします。被災者は避難所等において、公的な支援に加え、

被災者相互の助け合いやボランティア等の支援を受けながら、避難生活を送る

ことになりますが、食生活の悪化や、医療機関を受診できない、プライバシー

、 。 、 、 、 、が確保されないなど 多くの困難に直面します 特に 女性 子ども 高齢者

障害のある人等の被害は重篤になりやすいと言われています。

また、災害時には、情報不足や誤った情報等により、被災者の人権が避難先

等で侵害されることもあります。

被災者に対しては、生活を再建していくための情報提供や具体的な支援が必

要です。その際、被災者の置かれた状況の変化に応じて、適切に行動すること

が求められます。

被災地に入りボランティアを経験した人等が、被災者の思いを伝えるなどの

取組が必要です。

イ 基本的な方針

被災者をめぐる人権問題について、正しい理解と認識を深める教育を推進し
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ます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○正しい理解の促進と社会貢献への態度の育成

情報を正しく見極め、被災者の置かれた状況から、被災者をめぐる人権

問題について正しく理解する教育を推進します。また、ボランティア活動

等を通して、地域社会の一員としての自覚を持ち、人と人とのきずなの大

切さを意識し、困難を抱える人に対して、積極的に支援しようとする意欲

や態度を育む教育を充実します。さらに、自らの防災意識を高める取組を

進めます。

② 家庭・地域

○学習機会の提供

被災者をめぐる人権問題について、保護者に対する学習機会を提供します｡

・ホームレス問題

ア 現状と課題

自立の意思がありながらホームレスになることを余儀なくされた人々は、食

事の確保や健康面での不安を抱えるなど、健康で文化的な生活を送ることがで

きない状況にあります。また、中には、地域社会とのあつれきが生じ、嫌がら

せや暴行の対象になり、命を奪われるといった事件も発生しています。

国は、平成14年に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」を制定

しました。翌年、この法律に基づく「ホームレスの自立の支援等に関する基本

方針」が定められ、平成20年には、新たな「ホームレスの自立の支援等に関す

る基本方針」が策定されました。

ホームレスが自らの意思で安定した生活を送ることができるようになるため

には、住居や就職等の支援と併せて、地域社会の理解と協力があることが不可

欠となります。

イ 基本的な方針

ホームレスに関する問題について理解を深め、偏見や差別を解消していく教

育を推進します。

ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○正しい理解の促進

ホームレスについて正しい理解を図ることができる教育を推進できるよう､

ホームレスに関する学習機会や情報を提供します。

・北朝鮮当局による拉致問題等

ア 現状と課題

平成14年の日朝首脳会談において、北朝鮮は、初めて日本人の拉致を認め、
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謝罪し、５名の拉致被害者が帰国しましたが、他の被害者については、北朝鮮

当局は、いまだ問題の解決に向けた具体的行動を取っていません。

平成23年４月には 「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局に、

よる拉致問題等」を加えることが閣議決定されました。北朝鮮当局による拉致

は人権侵害であり、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国が望まれます。

イ 基本的な方針

北朝鮮当局による拉致問題について、理解を深めるための教育を行います。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○正しい理解の促進

児童生徒の発達段階等に応じて、拉致問題に対する理解を深めるための教

育を推進します。

このほか、消費者、人身取引、自殺対策、被疑者とその家族への偏見や差別な

どの人権課題や、今後新たに発生する人権課題についても、全ての人々の人権を

尊重し保障する視点に立って、それぞれの問題の内容と実態に応じて適切に対応

するよう努めます。



岡山県人権教育推進プランの見直しについて

提 言

平成24年１月13日

岡山県人権教育推進委員会



平成２４年１月１３日

岡山県教育委員会教育長

竹 井 千 庫 殿

岡山県人権教育推進委員会

会 長 國 貞 忠 克

岡山県人権教育推進プランの見直しについて（提言）

本委員会は、平成２３年５月２７日、貴職から「岡山県人権教育推進プラン

」 、 、 、 、の見直しについて の依頼を受け 以来 慎重に審議を重ねた結果 このほど

次のとおり「提言」をとりまとめたので報告します。
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１ 「岡山県人権教育推進プラン」見直しの背景

（１ 「岡山県人権教育推進プラン」見直しに当たって）

平成13年３月 「共生社会おかやま」の実現を目指して、岡山県（以下「県」とい、

う ）は、人権政策の基本的な方向性を示す「岡山県人権政策推進指針」を策定しま。

した。その後、平成18年の改訂を経て、平成23年３月には「生命と尊厳を守る社会」

「互いに多様性を認め支え合う社会 「公平な機会を保障する社会」を目指して」

「第３次岡山県人権政策推進指針」（以下「第３次指針」という。）が策定され、国・

市町村・関係機関等との連携・協働のもと、諸施策が推進されています。

また、岡山県教育委員会（以下「県教育委員会」という ）では、国や県の状況を。

踏まえて、平成19年１月に策定した「岡山県人権教育推進プラン （以下「プラン」」

という ）及び平成22年２月に策定した「岡山県教育振興基本計画」に基づき、総合。

的な人権教育行政の充実を図っています。

その結果、人権についての理解が進むとともに、人権教育推進体制が整備されるな

どの成果が上がっています。しかしながら、人権をめぐっては、虐待やいじめ、イン

ターネット上の人権侵害など、その様相が複雑・多様化してきており、迅速かつ的確

な対応が求められています。

本委員会では、平成23年５月27日、県教育委員会教育長から「岡山県人権教育推進

プランの見直しについて」の依頼を受け、これまでの取組の成果や課題 「プラン」、

策定以降の法令の制定 計画の策定等を踏まえて鋭意審議を重ね 県教育委員会が 第、 、 「

２次岡山県人権教育推進プラン（仮称 （以下「第２次プラン」という ）を策定す）」 。

るに当たり、提言を取りまとめました。

（２）人権をめぐる国内外の動向

ア 国際的な動向

二度にわたる世界戦争の反省に立ち、昭和23年（1948年 、国連総会において 「人） 、

類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認する

ことは、世界における自由、正義及び平和の基礎である」とし、全ての人民と全ての

「 」 。 、国とが達成すべき共通の基準とされる 世界人権宣言 が採択されました その後も

人権保障のための国際的な努力が積み重ねられ 「人種差別撤廃条約 「国際人権規、 」

約 「女子差別撤廃条約 「児童の権利に関する条約」等、多くの人権に関する条約」 」

が採択されました。

1990年代には、東西ドイツの統一、ソヴィエト連邦の解体等により冷戦構造が崩壊

したものの、世界各地で地域紛争や内戦が多発し、これに伴う人権侵害、難民の発生

など深刻な問題が表面化したため、国際社会全体で人権の促進及び保護に取り組む気

運が高まりました｡

（ ）、 、 、平成18年 2006年 国連は 国連人権委員会を国連人権理事会へ格上げするなど

世界の人権問題により効果的に対処するための取組を強化しています。

また、国連は、あらゆる人権問題の解決に向け、世界的な規模で人権教育を推進す

るため、平成７年（1995年）から「人権教育のための国連10年」を実施し、平成17年

（2005年）からは 「人権教育のための世界計画」に取り組んでいます。、
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イ 国の取組

日本国憲法は、第13条で 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及、

び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他

の国政の上で、最大の尊重を必要とする 」と規定し、基本的人権の尊重をその基本。

原理の一つとしています。第14条では 「すべて国民は、法の下に平等であって、人、

種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい

て、差別されない 」と規定し、法の下の平等を保障しています。。

そのほかに基本的人権には、精神・身体・経済活動の自由からなる自由権、生存権

をはじめとする社会権、参政権等があり、さらに、プライバシーの権利等が唱えられ

ています。

このように、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で、人権関

連の諸条約を締結するとともに、人権に関わる諸法令が施行され、人権に関する諸施

策が講じられてきました。

教育の分野では、教育基本法に基づき、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家

及び社会の形成者の育成を期する教育が、学校園・家庭・地域のあらゆる場で推進さ

れてきました。

平成９年、国連の呼びかけに応じて 「 人権教育のための国連10年』に関する国、『

内行動計画」が策定され、平成12年には、議員立法により「人権教育及び人権啓発の

推進に関する法律」が制定されました。国は、この法律に基づき、平成14年に「人権

教育・啓発に関する基本計画 （以下「基本計画」という ）を策定し、様々な施策」 。

を推進しています。

さらに、文部科学省が設置した人権教育の指導方法等に関する調査研究会議は、こ

の「基本計画」を踏まえ、平成15年度から人権教育の指導方法等の在り方についての

検討を開始し、平成20年４月には「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 」を公表し、学校教育における人権教育の一層の改善・充実に努めるよ〕

う求めています。

ウ 岡山県教育委員会の取組

県教育委員会では、同和対策審議会答申の趣旨に沿い、学校教育と社会教育の相互

連携を深めながら、部落差別を解消して、人権を尊重し差別のない民主主義社会を実

現するための取組を進めてきました。

学校教育においては、差別の解消を自らの課題として捉える学習や集団づくり、進

路保障の取組を推進してきました。また、社会教育においては、部落差別の不合理に

ついての理解と認識を深める啓発活動や住民の自主的な学習、交流等が展開されまし

た｡

このように、人権の視点で事象を捉え、偏見や差別に気付き、その不合理について

理解する取組や、一人一人を大切にする教育の視点から、個に応じた指導と家庭・地

域と連携した取組等により蓄積されてきた豊かな内容や手法は、県における人権教育

の推進に確実につながっています。

県教育委員会では、これらの成果を踏まえるとともに、平成19年に「プラン」を策

定し、国・市町村や関係機関等と連携を図りながら、総合的な人権教育行政の充実に

努めています。
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エ 東日本大震災と人権

、 、 、平成23年３月に発生した東日本大震災では 地震 津波により広範囲で多数の死者

行方不明者が出ました。加えて、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射

性物質が漏れ出すといった事態が重なる複合災害となっています。特に、その周辺住

、 、 。民は 大震災後も生命の安全が脅かされ 被災地からの避難を余儀なくされています

また、県外へ転出した子どもが、避難先においていじめを受けるという事態も報告さ

れるなど、根拠のない思い込みや偏見による差別が生じています。

被災した子ども、とりわけ保護者を失った子どもに対しては、物心両面にわたる支

援が求められています。

平成23年７月、東日本大震災復興対策本部が策定した「東日本大震災からの復興の

基本方針」においては、基本的な考え方の一つとして、復興のあらゆる場・組織に女

性の参画を促進すること、あわせて、子ども・障害のある人等あらゆる人々が住みや

すい共生社会を実現することが示されています。

このような状況を踏まえ、県教育委員会においては、人と人とのきずなの重要性や

人権教育が果たす役割の大きさに対する認識を新たに、全ての人々の人権が尊重され

る社会の実現を目指して、今後、様々な取組を推進する必要があります。

（３ 「第２次岡山県人権教育推進プラン」の策定及び今後の人権教育の充実）

、 「 」 、県教育委員会においては 本提言を踏まえて策定される 第２次プラン に基づき

関係部局・機関と連携を図りながら総合的な人権教育行政の更なる充実が図られると

ともに、各学校園や地域においても、本提言を参考に、人権教育が一層充実されるこ

とを期待しています。その際、各学校園や地域の実態を踏まえた教育課題を重点的に

設定するなどして、効果的な取組を進めることが重要であると考えます。

なお、本提言を踏まえて県教育委員会が策定される「第２次プラン」については、

施策の点検を進めながら、社会情勢の変化等を考慮し、必要に応じて具体的な取組等

の見直しを行う必要があると考えます。
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２ 人権教育についての基本的な考え方

（１）人権教育が目指すもの

憲法では、自由権、平等権、社会権等が基本的人権として保障されています。

また、平成11年の人権擁護推進審議会の答申において、人権とは「人々が生存と自

由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」と規定されています。

人権教育については、人権擁護推進審議会答申等を踏まえて策定された「人権教育

及び人権啓発の推進に関する法律」第２条に「人権尊重の精神の涵養を目的とする教
かん

育活動」と定義されています。また 「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理、

念に対する理解を深め、これを体得することができるよう （同法第３条）にするこ」

とを旨とするとされています。

県では 「第３次指針」において、人権教育を「基本的人権の尊重の精神が正しく、

身に付くよう学校教育・社会教育において計画的に実施される教育活動」としていま

す。

このようなことを踏まえ、次の三つの視点に基づいて人権教育を推進し、全ての人

々が社会の一員として互いに尊重し、支え合いながら、共に生活する共生社会の実現

を目指します。

（２）人権教育の三つの視点

【視点１】人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

人権や人権擁護に関する基本的な知識を学び、その内容と意義についての理解

と認識を深めるとともに、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それらを

共感的に受けとめるような感性や感覚を育成する取組を進めます。

知的理解とは、発達段階に応じて、個人の尊厳や人権尊重の意義、人の生命の

大切さ、人権の歴史や現状、関係法令等に関する知識、自他の人権を擁護し、人

権侵害を防いだり解決したりするために必要な実践的知識等を理解することです｡

人権感覚とは、人権が擁護され、実現されている状態を感知して、これを望ま

しいものと感じ、反対に、これが侵害されている状態を感知して、それを許せな

いとするような価値志向的な感覚です。

人権に関する知的理解を深めることと人権感覚を身に付けることとによって、

自分の人権と共に他の人の人権を守ろうとする意識・意欲・態度につながり、さ

らにそれらが、様々な場面や状況下で、問題状況を変えていこうとする実践行動

となって現れるようになることが大切です。

【視点２】自立支援

一人一人を大切にするという観点から、人権問題に関わり教育上配慮を必要と

する人の自立支援に取り組みます。

人権をめぐっては、様々な人権問題に関わる偏見や差別、また、社会問題とな
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っている子ども、高齢者への虐待や配偶者からの暴力等多くの課題があります。

差別や人権侵害によって、個人のかけがえのない可能性が制約されている状況が

あれば、そのことに自分自身が気付き、その人が本来持っている個性や能力を伸

ばし、自己決定力を高め、自律的な力を付け、それらの力を発揮して行動してい

（ ） 。くことができるように支援していくこと エンパワーメント が大切です［ ］※１

［※１ 「エンパワーメント」とは、社会的制約や抑圧により発揮されることが困難であった個人の］

かけがえのない能力・行動力・自己決定力を、自由で平等な社会を実現することにより、取

り戻し引き出していくことをいいます。

【視点３】人権を尊重する環境づくり

視点１及び２の取組の基盤となる、自分や他の人の大切さを認め合えるような

学校園や地域の雰囲気づくり、そのための条件整備等の環境づくりに取り組みます｡

人権教育が効果をあげるためには、教育内容や方法の在り方とともに、教育・

学習が行われる場そのものの在り方が極めて重要な意味を持ちます。人間関係や

全体的な雰囲気等も含め、学校園や地域の教育・学習の場に人権を尊重する環境

をつくることが大切です。

また、ユニバーサルデザイン の考え方の普及など、違いを認め合い、多［※２］

様性を受容する社会を目指して、自他の人権を尊重し差別を許さない社会的風土

を培うことも大切です。

［※２ 「ユニバーサルデザイン」とは、バリアフリー［※３］の考え方を更に進め、年齢や性別、］

障害の有無等に関わらず、全ての人に利用しやすい建物や製品、サービス・情報等を提供し

ていく考え方です。

［※３ 「バリアフリー」とは、障害のある人が社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるも］

のを除去するという意味です。もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去

をいうことが多いですが、より広く、障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制

度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用いられます。
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（３）学校教育及び社会教育における取組

ア 学校教育

① 人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

幼児児童生徒それぞれの発達段階に応じ、学校園の教育活動全体を通じて、

人権の意義・内容等について知的理解を深めるとともに、日常生活の中で、差

別や人権侵害等の出来事に接した際に 直感的にその出来事が おかしい 許、 「 」「

せない」と思えるような人権感覚を育てます。そして、自分の大切さとともに

他の人の大切さを認めることが、様々な場面で具体的な実践行動に現れるよう

な取組を進めます。

推進に当たっては、各教科等の中で、様々な人権問題についての知的理解を

深めます。

また、かけがえのない自他の生命を尊重する態度、善悪を判断する力、自他

の権利を大切にし義務を果たそうとする態度、正義と公正を重んじる心、他の

人に対する思いやりの心等を育てる取組を進めます。

さらに、人権を侵害された当事者の思いや、他の人の気持ちが分かるような

想像力や共感力、また、表現力やコミュニケーション能力、人間関係を調整す

る能力等を育成します｡その際、学校園間や家庭、地域等との連携を図りなが

ら、望ましい集団活動や社会体験活動、豊かな自然体験活動、また、障害のあ

る人、高齢者、外国人、ハンセン病回復者等との交流や、人権問題を取り上げ

たワークショップ 等の参加体験型学習を取り入れます。［※４］

就学前教育では、幼児の発達の特性を考慮し、生命の大切さに気付かせると

ともに、自分も他の人も大切にしようとする態度を育てるなど、人権尊重の精

神の芽生えが感性として育まれるように、人権感覚の育成に重点を置いた取組

を進めます。

［ ］「 」 、 「 」 、※４ ワークショップ とは もともとは 作業場 を表す言葉として使われていましたが

現在では、共同で何かを創り出す作業そのものも示すようになってきています。参加体

験型学習でいうワークショップとは、単に知識・情報を発表し合うというのではなく、

参加者自身が自らの知識や体験をもって積極的に関わる学習プログラムのことをいいま

す｡

② 自立支援

一人一人を大切にするという観点から、人権問題に関わり教育上配慮を必要

、 、とする幼児児童生徒が 自分らしく主体的に生きる力を育むことができるよう

自尊感情を高め、その人が本来持っている個性や能力を伸ばし、自己決定力を

高め、自律的な力を付け、それらの力を発揮して行動していくことができるよ

う、学校園の取組を支援します。

取組に当たっては、家庭、地域や関係機関等との連携を図りながら、一人一

人の状況に応じたきめ細かな指導、相談、支援ができるようにすることが大切

です。

③ 人権を尊重する環境づくり

人権教育においては、その教育内容や方法の在り方とともに、教育・学習の
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場そのものの在り方が極めて重要な意味を持ちます。教職員同士、教職員と幼

児児童生徒、幼児児童生徒同士の人間関係や、学校・教室の全体としての雰囲

気などが、人権教育の基盤となります。

このため、幼児児童生徒が、豊かな人間関係を通して、自らが一人の人間と

して大切にされているという実感を持てるようにします。そして、自分や他の

人を尊重しようとする感覚や仲間としての連帯感、自尊感情を育んでいくこと

ができる環境づくりに取り組みます。

また、教職員自らが適切な言葉遣いを心掛けるなど校園内の言語環境を整え

たり、人権に関わる標語やポスターを掲示したりして、人権を尊重する気運を

醸成し、人権に配慮した教育指導や学校園運営に取り組むことができるよう支

援します。

さらに、幼児児童生徒一人一人の大切さを強く自覚し、一個の人格として接

するという教職員の姿勢そのものが重要であることから、研修の一層の充実に

努めます。

イ 社会教育（家庭・地域における人権教育）

① 人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

様々な人権問題についての理解と認識を深め、住民が日常生活の中に生かせ

。 、る人権感覚と実践的な態度を身に付けることを目指した取組を進めます また

人の生命や身体を尊重する意識の希薄化が背景にあると考えられる事件が後を

絶たないことから、改めて生命の尊さや、自分がかけがえのない存在であると

同時に他の人もかけがえのない存在であること、他の人との共生の大切さを実

感できる取組を進めます。

さらに、子どもの人権感覚の育成に果たす保護者の役割が重要であることか

ら、保護者が人権問題を正しく理解できるようにするなど、家庭教育の充実を

図るとともに、親であることの意識を育む取組を進めます。

推進に当たっては、分かりやすいテーマの設定、具体的な人権問題に即した

学習資料や多様な学習機会の提供、交流活動やワークショップ等の参加体験型

学習など、効果的な学習内容や方法の研究・開発に取り組みます。

さらに、市町村が実施する様々な学習機会提供の取組を支援します。

② 自立支援

人権問題に関わり課題解決を必要とする人が、本来持っている個性や能力を

伸ばし、自己決定力を高め、自律的な力を付け、それらの力を発揮して行動し

ていくことを目指した市町村の取組を支援します。

また、関係機関との連携を図りながら自立支援に取り組みます。

③ 人権を尊重する環境づくり

地域において、人権教育を効果的に推進していく資質と指導力のある指導者

等 の育成や、学習機会の充実に役立つ資料の作成、情報提供を行い、住民が*
自発的に学習できる環境づくりや、人権問題の解決に向けて住民が相互に連携

し合うことができるコミュニティづくりを支援します。

、 、また 市町村における人権問題の解決に向けた住民のネットワークづくりや
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社会教育施設で実施する講座に人権教育を位置付けるなどの人権の視点に立っ

た社会教育施設の活用を支援します。

「指導者等」には人権問題についての専門的な知識・技能を有し、研修会の講師等を＊

努めることができる「学習指導者」や、研修会の企画・運営や学習情報の提供・相談

等に関わるスタッフとして人権教育を側面から支援する「学習支援者」が考えられま

す。
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３ 人権教育の総合的な推進

幼児から高齢者までのあらゆる年齢層に対し、学校教育及び社会教育のあらゆ

る機会を捉えて、人権教育を総合的に推進します。その際、次の七つの観点を大切

にして推進します。

（１）推進体制の充実

人権教育を推進するための取組は多方面にわたります。また、人権課題について

は、迅速かつ的確に対応することが必要です。そこで、教育庁内の関係課（室）で

構成する人権教育推進マトリックス会議 等で、関係部署間の緊密な連携を［※５］

図り、積極的な情報交換・情報提供や相互の理解・協力を進めるなど、人権教育を

強力に推進する体制を充実します。

また、人権啓発マトリックス 等により、知事部局の関係課や機関との連［※６］

携を図ります。

さらに、学校園や市町村が推進体制を整え、人権教育の目標や基本的な考え方、

推進方法等を明確にして、総合的に人権教育に取り組むことができるように支援し

ます。

［※５ 「人権教育推進マトリックス会議」は、人権教育行政上の課題に適切かつ迅速に対応するよ］

う人権教育行政の総合的な推進を図るため、教育庁内関係課（室）で構成しています。

[※６]「人権啓発マトリックス」は、人権啓発を総合的、効果的に推進するため、人権課題につい

て特に関係の深い県知事部局・教育委員会内の関係課で構成しています。

（２）普遍的な視点及び個別的な視点からのアプローチ

人権教育の手法については 「法の下の平等 「個人の尊重」といった人権一般、 」

の普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視点から

のアプローチとがあり、この両面が相まって人権尊重の理解が深まります。このた

め、様々な人権課題に取り組んできた経験と成果を生かしながら、この二つの視点

を踏まえた人権教育を効果的に推進します。

（３）人権課題相互の関連

人権課題には、それぞれ固有の状況や歴史的経緯等があります。一方、誤った認

識や人権意識の欠如が偏見・差別の原因となっているなどの共通点もあります。

また、身体的、精神的な暴力や誹謗・中傷等の問題は、複数の人権課題に関わる
ひ ぼ う

。 、 、問題でもあります そこで 人権課題を相互に関連させた学習を進めることにより

人権尊重の意義、偏見や差別の不合理について、より具体的かつ多面的に考えるこ

とができます。さらに、解決に向けた取組について理解を深めることができ、人権

意識の高揚や実践的な態度、行動力の育成に有効です。

これらのことから、各人権課題を個別に扱うだけでなく、相互に関連付けた学習

が進むよう指導の充実を図ります。
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（４）学校教育と社会教育との連携

人権教育は、学校園あるいは家庭・地域のいずれかに限定して行われるものでは

ありません。学校教育と社会教育とが連携を図りながら、地域ぐるみの取組を進め

ることで、より大きな成果が得られます。そこで、学校園・家庭・地域それぞれの

機能や役割を十分踏まえながら、生涯学習の視点に立って人権教育を推進します。

（５）関係機関・ＮＰＯ等との連携

人権週間 等の人権に関わる各種行事において、関係部署等と連携を図り［※７］

ながら取組を進めるなど、関係機関やＮＰＯ 、教育研究団体等との連携・協［※８］

働を強化して人権教育を効果的に推進します。

また、人権に関わる相談体制を充実させるために、関係部署や関係機関との連携

を強化します。

［※７ 「人権週間」とは、我が国における 「人権デー」を最終日とする１週間（12月4日～10日）］ 、

のことをいいます 「人権デー」は、昭和23年（1948年 、国際連合の総会で世界人権宣言が。 ）

採択されたことを記念し、12月10日に定められました 「人権週間」には、広く国民に人権。

尊重思想の高揚を呼びかける教育・啓発活動を行っています。

［※８ 「ＮＰＯ（Non Profit Organization 」とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に］ ）

対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。このうち「特定非営利活動法人」

とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。法人格の有無を問わず、

様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）で、社会の多様化した

ニーズにこたえる重要な役割を果たすことが期待されています （内閣府ＮＰＯホームペー。

ジから）

（６）校種間の連携

人権教育においては、幼児児童生徒の発達段階に応じた学習活動を計画すること

が必要です。そのため、各学校種間における学習計画の調整や相互協力、相互研修

等の連携を推進します。

また、進学先の学校において適切な支援が行えるよう、児童虐待が疑われるなど

の児童生徒の状況について、途切れることのない情報交換を進めます。

（７）人権教育推進状況の把握

学校園や市町村における人権教育を効果的に推進していくために、人権教育の推

進状況の把握に努めるとともに、関係部署などが実施している各種調査結果の活用

を図ります。
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４ 推進に当たって大切にすべきこと

（１）就学前教育の充実

就学前教育においては、人権感覚の基盤となる自尊感情を育てていくことが重要

であり、子ども一人一人が大切にされていると感じられるような関わりを積み重ね

ていくことが大切です。また、友達との関わりの中で他の人の存在に気付き、相手

を尊重する気持ちを持って行動できるようにすることや、友達との関わりを深め思

いやりを持つようにすること等について、遊びを中心とした生活を通して指導して

います。

○次のような視点に立った保育が実現できるよう、研修の充実を図ります。

・基本的生活習慣を身に付ける取組

・自分の力でやろうとする意欲や活力を高める取組

・思いやりのある気持ちで人と接し、自分も相手も異なる考えや感情を持った

存在であるとともに、互いにかけがえのない存在であることを実感できる取組

・してよいことと悪いことの判断力を育てる取組

・相手の気持ちが分かるような想像力や自分の気持ちを言葉で適切に表現する

力を高める取組

・友達と協力したり、助け合ったり、励まし合ったりして、人と関わる力を育

て、共に高まり合っていこうとする集団づくりの取組

、 、 、・自然や身近な動植物に親しみを持って接し 生命の尊さに気付き いたわり

大切にしようとする気持ちを育てる取組

・地域の人々と交流し、人と関わる楽しさや、人の役に立つ喜びを味わえるよ

うな取組

○「人権教育資料集 就学前教育編」等を活用して、人権教育を進める上で大切

にしたい考え方や具体的な事例を示し、保育活動を支援します。

（２）家庭教育の充実

家庭教育は、全ての教育の出発点であり、子どもの人格や人権意識の形成に大き

な影響を与えることから、その充実を図ることは極めて重要です。

保護者が、学校園における取組を理解するとともに、人権問題を正しく理解して

子どもに接することが大切です。

とりわけ、乳幼児期は、人権感覚の基盤ともなる自尊感情を育てていくことが重

要であり、子ども自身が「愛されている」ということを体感できたり、家族一人一

人が大切にされているということを感じられたりするような関わりを積み重ねてい

くことも大切です。

○ ＰＴＡを対象とした研修会を実施するとともに、学校園や市町村が実施するＰＴＡ

等の社会教育関係団体を対象とした研修事業を支援します。

○地域住民が、家庭教育に関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、市町村と連携して情報提供等を行います。
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○研修会等に参加しにくい保護者を対象に、学校園や企業等を訪問して行う、家

庭教育支援を充実します。

○子育てに関する不安や悩みを、気軽に相談できる体制の充実に努めます。

（３）教職員の資質能力の向上

教職員は、人権尊重の精神が幼児児童生徒に正しく身に付く教育活動が行えるよ

う、自己研鑽を積むことが大切です。また、幼児児童生徒一人一人の大切さを強く
さん

自覚し、一個の人格として接するという教職員の姿勢そのものが、人権教育の基盤

となります。

そのため、教職員は、幼児児童生徒の人権尊重の精神を涵養するように常に意識

して行動し、幼児児童生徒との相互の信頼関係の上に、愛情に満ちた人間関係を築

くことが大切です。

、○教職員自身が人権尊重の意義や人権問題について理解と認識を深めるとともに

人権について理解が深まる授業の内容や方法を工夫改善できる研修を実施します｡

○就学前教育においては、人権尊重の精神の芽生えが感性として育まれるよう、

一人一人を大切にした保育の在り方を検討する研修を実施します。

○様々な人権問題についての理解と認識を深める交流体験研修の充実を図ります｡

（４）指導者等の養成

地域における人権教育を効果的に推進するためには、資質と指導力のある指導者

等の存在が不可欠です。

指導者等としては、人権問題についての専門的な知識・技能を有し、研修会の講

師等を務めることができる「学習指導者」や、研修会の企画・運営や学習情報の提

、 、 「 」 。供 相談等を通して 人権教育を側面から支援する 学習支援者 が考えられます

地域における具体的な人権問題を解決していくためには、様々な年齢層や豊かな

経験を持つ人々の協力を得ることが大切です。また、学校園や児童相談所、福祉施

設等の職員、民生委員・児童委員、人権擁護委員等の地域の関係者が、相互に連携

できるネットワークを構築することや、その調整役を果たす人材（コーディネータ

ー）を育成することも必要です。

なお、指導者等の養成講座の開設に当たっては、どのような指導者等を育成する

のか、その目的を明確にしてプログラムを作成することや、修了者に活躍の機会を

提供することが大切です。

○県教育委員会が主催する指導者等の養成講座の充実を図ります。さらに、講座

修了者に対する情報提供を行うとともに、県教育委員会の事業等における活動

の機会を提供します。

○人権教育講師バンク（人権教育に関わる講師情報提供のシステム）等により、

講師情報を提供します。

○地域における指導者等が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。
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（例）指導者等養成のための講座のプログラム

・世界人権宣言や憲法に保障された基本的人権に関する内容

・人権問題に関わる相談役やコーディネーター、ワークショップのファシ

リテーター としての知識や技能を身に付けることができる実践的［※９］

、 、 、なプログラム あるいは 身近なところで取り組める活動内容の紹介等

講座修了後の具体的な活動の契機になる内容

・交流やフィールドワーク 等を体験する内容［※10］

・各人権課題や日常の身近な人権問題について理解を深める内容

［※９ 「ファシリテーター」とは、ワークショップのプログラムを進行する人をいいます。単］

なる司会者ではなく、参加者同士のコミュニケーションを活性化させ、互いの意見を十

分伝え合うことができるようにすることが役割です。

［※10 「フィールドワーク」とは、現地を訪れ、観察や聞き取り調査等を行う手法です。］

（５）効果的な学習プログラムの開発

人権教育を進めるためには、効果的な学習プログラムが必要です。

○学校教育や社会教育において有効に活用できる学習プログラムの開発を進めます｡

○県教育委員会が実施する各種講座・研修会の学習プログラムについて、その改

善と充実を図ります。

各学校園等が学習プログラムを開発するに当たっては、次の点を参考にしてくだ

さい。

① 現状の分析

学習プログラムの開発においては、学校園・地域の歴史・実態、課題及び

教育資源を把握し、幼児児童生徒・教職員・保護者・地域住民の意識及びニ

ーズ等を踏まえて、人権教育の現状を多角的に分析することが大切です。

② 目標の設定

中・長期的な期間、あるいは年度単位での目標設定だけでなく、各講座、

各学習単位においても目標の具体化を図ることが大切です。その際、現状を

踏まえながら、どこに重点を置き、どのような知識や技能を身に付けさせた

いのかを明らかにすることが大切です。

また、設定した目標と人権教育の三つの視点（４、５ページ参照）とを結

び付けることで、目標を羅列するのではなく、体系的に位置付けたり、各目

標の優先度についても明確にしたりすることができます。

③ 学習内容・方法の工夫

学習内容については、様々な人権課題を、生涯の各時期において、適切か

つ体系的に配列することが大切です 「適切に」とは、学習者（参加者）の。

発達段階やニーズを考慮することであり 「体系的に」とは、系統性や継続、



15

性、発展性のある学習展開を工夫することです。また、知的理解の深化、人

権感覚の育成にそれぞれ焦点を当てて、具体的な内容を構成することが必要

です。

学習方法については、知的理解と人権感覚を効果的に結び付ける工夫が必

要です。例えば、偏見や差別に立ち向かい、人権の回復に取り組んできた当

事者や家族等の話を聞く交流活動、ワークショップ、疑似体験活動、自然体

験活動、社会体験活動、ボランティア活動、表現活動、フィールドワーク等

の活動があります。また、各種メディアやＩＴ機器の活用を積極的に進める

ことも、学習効果を高めることにつながります。

さらに、互いに学び合うことができるピア・サポート 等の取組も［※11］

効果的です。

［※11 「ピア・サポート」とは、社会性や対人関係の育成を保障できる場を学校や地域社］

会の中に意図的につくり、援助のためのトレーニングを受けた人が悩んだり困った

りしている仲間を支援することをいいます （県総合教育センター「いじめや不登。

校を未然に防ぐための校種間連携の在り方 （平成22年2月）から）」

④ 教材の作成

人権教育の三つの視点を踏まえながら、幅広い観点から教材の選定や作成

をすることが大切です。例えば、正しい理解を深めるための教材、課題解決

の実践力を培うための教材、人権を尊重する環境づくりに取り組むための資

料、指導者（主催者）が活用するための資料等が考えられます。

また、生活の中の身近な問題や地域の歴史、人々の生き方等を素材とした

教材を開発したり、視聴覚教材を活用したりすることも有効です。

、 。さらに 教材に関する情報の共有やネットワーク化を図ることも大切です

⑤ 評価の実施と改善

学習プログラムの有効性を高めるためには、例えば、プログラムのねらい

、 、が実際の学習場面において具現化されているか 知識や技能が身に付いたか

意識の変容が促されたか等を評価することが大切です。評価方法としては、

指導者（主催者）によるその場での観察や学習者（参加者）に対するアンケ

ート等が考えられます。個別の事業・学習等の短期的な評価だけでなく、長

期的視野に立った評価を実施し、この評価結果を次の取組に反映させること

が大切です。

たとえば、個々の学習のねらいは達成されたのか、達成されなかったとす

ればその原因は何か、個々の学習内容の配列は適切か、それがプログラム全

体の目標と達成度にどう結び付いたかなど、具体的に評価結果を分析するこ

とが重要です。そして、分析内容をもとに改善方策を検討し、それを次に生

かす手段を講ずることが必要です。

また、評価結果や改善方針を学校園・家庭・地域、関係機関等へ積極的に

情報提供することも大切です。こうした姿勢が学習プログラムの不断の見直

しや改善へとつながり、人権教育の充実と継続的な取組につながっていきます｡
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（６）地域における多様な学習機会の提供

地域においては、人々が人権教育の重要性を認識し、学習に積極的に参加できる

よう、住民のニーズや地域の実情を踏まえた多様な学習機会を提供するなどの条件

整備を図る必要があります。

人権教育は、生涯学習の視点に立って、各時期 の発達段階に応じて推進する必
＊

要があります。とりわけ、成人期については、地域や職場等で身近な人権問題に直

、 、面することが多くなることから 学習情報の提供や学習支援を充実することにより

人権意識の高揚に努める必要があります。

青年期の学習機会については、青年がよく集まる場所に出向いての広報やイベン

トの活用、地域の行事と関連した学習や交流の場の提供等の工夫も大切です。

また、地域の住民が自主的に様々な施設や機関と連携して、多様な学習機会を工

夫することも有効です。

各時期については、中央教育審議会答申で、義務教育就学前段階を「乳幼児期 、義務教育＊ 」

の時期を「少年期 、義務教育終了後から成人までを「青年期 、それ以後を高齢期も含め」 」

て「成人期」と示されています。

○人権教育の学習に役立つ様々な情報を提供するとともに、様々な学習機会を提

供する市町村の取組を支援します。

○社会教育における人権教育プログラムの研究・開発を行い、その成果を広めます｡

（７）情報教育の推進

、 、情報社会においては 誰もが情報の送り手と受け手の両方の役割を持つことから

メディアから発信される情報を主体的に選択し活用する、正しく見極め責任を持っ

て情報を発信するなどの情報活用能力の育成が必要となります。

人権教育との関連においては、特に、情報モラル の必要性や情報に対す［※12］

る責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度を育成する

ことが重要になります。

［※12 「情報モラル」とは、インターネットなどの情報通信ネットワークを正しく利用するため］

のもとになる考え方と態度のことです。つまり、情報社会の中で「すべきこと 「すべきで」

はないこと 「してもよいこと 「しないほうがよいこと」といった善悪の区別・判断につ」 」

いての知識を身に付け、正しく行動しようとする態度のことです。

○情報を正しく見極めて読み解く能力や、責任を持って情報を発信する態度（メ

ディア・リテラシー）を身に付けることができるよう、情報モラルを育成する

教育を推進します。

（８）人権侵害への対応

学校園においては、人権教育の充実に努め、幼児児童生徒への人権侵害や差別が

発生しないようにすることが大切です。しかし、人権侵害や差別事象等が発生した
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場合には、次のようなことに留意しながら対応する必要があります。

、 。・人権を侵害された被害者の人権回復を最優先し 適切な対処と心のケアを行う

・被害者に対する非難など、二次被害が発生しないようにする。

・差別や人権侵害は許されない行為であるとの認識に立って、迅速かつ組織的に

対応する。

・校園長は、役割分担等を決定し、関係者から聞き取った情報から、事実関係を

正確に把握する。

・校内に設置した対策委員会等において原因や背景を分析し、対応方針、指導方

針等を決定する。

・関係の教育委員会等と連携を図りながら、全教職員の課題として、学校園の主

体性において解決する。

・報道機関等への窓口を一本化して対応に当たる。

・場合によっては、緊急保護者会など説明会を開催する。

・これまでの人権教育の内容や方法を見直すとともに指導の充実を図り、再発を

防止する。

○人権侵害の未然防止や、人権侵害が発生した場合の適切な対応等について教職

員に周知します。

（９）教育の中立性の確保及び県民の自主性の尊重

人権教育の推進に当たっては、ボランティア団体やＮＰＯ等、人権に関わる様々

な民間団体との連携や協働を視野に入れる必要があります。その際、学校教育や社

会教育における教育活動と、特定の立場に立つ政治運動・社会運動とを明確に区別

し、公教育としての主体性を持ち、教育の中立性を確保して、人権教育に取り組む

必要があります。

また、人権教育は、国民一人一人の心の在り方に密接に関わる問題であることか

ら、その自主性を尊重し、押し付けにならないよう十分留意します。

県民の中には、人権問題や人権教育の在り方について多種多様な意見があること

を踏まえ、異なる意見に対する寛容の精神に立って、その内容はもとより、実施の

方法等においても、幅広く理解と共感を得られるものにする必要があります｡

○人権教育の推進に当たっては、教育の中立性に留意するとともに一人一人の自

主性を尊重し、広く県民の理解と共感を得られるよう、取組の内容や方法につ

いて創意工夫を図ります。
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５ 各人権課題に対する取組

（１）女性

ア 現状と課題

国の「男女共同参画社会基本法 （平成11年制定）及び「男女共同参画基本計画 （平」 」

成12年策定）を受け、平成13年に「岡山県男女共同参画の促進に関する条例」が制定さ

れ、女性の進出分野の拡大など、制度面の整備が総合的、計画的に進められてき

ました。

しかし、平成21年10月に県が実施した「男女共同参画社会に関する県民意識調

査」によると、固定的な性別役割分担意識や男女の地位の不平等感は根強く残っ

ているという結果が出ています。また、セクシュアル・ハラスメント、配偶者等

からの暴力（ＤＶ 、交際相手からの暴力（デートＤＶ）をはじめとするあらゆ）

る暴力の根絶など未解決の課題や、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス 等の課題への対応も必要となっています。）［※13］

さらに、一部のメディアにおいては、女性を専ら性的ないしは暴力行為の対象

として捉えた表現が見られます。これらの女性の人権を侵害するような情報の氾

、 、 、 、濫は 社会問題にもなっていることから 県では 施策の更なる充実を図るため

国の「第３次男女共同参画基本計画」を踏まえ、平成23年３月に「第３次おかや

まウィズプラン」を策定しました。その中では、四つの基本的な視点「男女の人権

の尊重とパートナーシップの確立 「社会的・文化的に形成された性別（ジェン」

） 」「 」ダー に気づく視点 女性のエンパワーメントの促進とチャレンジ支援［ ］※14

「さまざまな主体との協働の推進」が示されています。

男女が互いに人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別に関わりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けた取組

を進める必要があります。

［※13 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス 」とは、一人一人が、やりがいや充実］ ）

感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活等においても、子

育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることを

いいます。

［※14 「社会的・文化的に形成された性別（ジェンダー ｇｅｎｄｅｒ 」とは、人間の生まれつい］ ）/

ての生物学的性別（セックス ｓｅｘ）に対して、社会通念や慣習の中には、社会によって/

つくり上げられた「男性像 「女性像」や、それらに基づく性別役割分担意識にみられる」

男性、女性の別をいいます。

イ 基本的な方針

性別による固定的な役割分担意識を解消し、幼児期から人権尊重を基盤とした

男女共同参画社会の実現を目指すため、学校園・家庭・地域、職場など社会のあ

らゆる場において、相互の連携を図りつつ、男女共同参画についての基本的な理

解を促進するなど、男女平等を推進する教育・学習の充実を図ります。また、男

女間のあらゆる暴力を防止する教育を推進します。

さらに、学校園や家庭・地域において、男女共同参画の視点に立った教育を推
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進するための環境づくりの取組を進めます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○男女平等を推進する教育の充実

個人の尊厳、男女の平等と相互協力等について理解を深める教育を推進し

ます。児童生徒の発達段階に応じて、社会科、家庭科、道徳、特別活動等に

おける指導方法の工夫・改善を図ることができるよう支援します。

○男女共同参画の視点に立ったキャリア教育の推進

社会的、職業的自立に向け、社会・経済・雇用などの基本的な仕組みや労

働者としての権利・義務、男女共同参画の意義、仕事と生活の調和の重要性

、 、等について理解を深め 児童生徒一人一人のキャリア発達 を支援し［ ］※15

それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能

力を育成します。

○男女間のあらゆる暴力を防止する教育の推進

セクシュアル・ハラスメントやＤＶ、デートＤＶ、ストーカー行為等、男

女間のあらゆる暴力を防止するための教育を推進します｡

また、暴力に頼ることなく自他を大切に扱ったり、人権侵害に対して自己

防衛をすることができるような取組を支援します。

○性に関する教育の充実

児童生徒が、心身の発育・発達と健康、性感染症等の予防等の性に関する

知識を確実に身に付け、生命の尊重や自己及び他者の個性を尊重し、相手を

思いやり、望ましい人間関係を構築するなど、適切な行動を取ることができ

るようにすることを目的とした教育の充実を図ります。また、性と生殖に関

する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ の重要性につ）［※16］

、 。いての理解を促進するなど 発達段階に応じた性に関する教育を推進します

○情報教育の推進

メディアによる情報を、ジェンダーに敏感な視点で捉え直し、主体的に判

断し、活用する力を養うための教育を推進します。

○性別に関わりなく一人一人を尊重する教育を進める環境づくり

性別による固定的な役割分担意識にとらわれることなく、個性と能力を発

揮できるような環境づくりを支援します。

また、学校園生活の様々な場面や発行物・掲示物等の表現などについて、

ジェンダーに敏感な視点で見直す取組を支援します。

○研修や指導資料等の充実

教職員の指導力向上を図るための研修を実施します。また、人権教育指導

資料の活用を促し、男女平等を推進する教育を充実します。

［※15 「キャリア発達」とは、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実］

現していく過程をいいます。

［※16 「性と生殖についての健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 」とは、平成］ ）

６年のカイロで開催された国際人口・開発会議で提唱された考え方で、安全な妊娠・出

産、性感染症の予防等を含む女性の生涯を通じた性と生殖に関する健康とその権利のこ
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とをいいます。

② 家庭・地域

○男女共同参画に関する研修の充実

家庭において 「男の子だから、女の子だから」といった性別による固定的、

な役割分担意識にとらわれることなく、子どもが個性や能力を発揮できるよ

うな環境づくりを進めるため、関係機関やＮＰＯ等とも連携を図りながら、

ＰＴＡ等を対象とした研修を実施します。また、メディアの中にある性差別

について考える学習を行います。

○理解の促進を図るための資料の整備

男女平等を推進する教育についての考え方や男女間のあらゆる暴力防止、

女性の権利に関する法令や条例等について、県民の理解を図るための資料を

整備します。

○市町村の取組の支援

市町村が行う住民への研修機会の提供や、男女間のあらゆる暴力防止のた

めの教育を支援します。

（２）子ども

ア 現状と課題

我が国では 平成６年に批准した 児童の権利に関する条約 を踏まえて 児、 「 」 、「

童福祉法 「児童虐待の防止等に関する法律」等の改正、その他の施策の充実が」

図られてきました。

県では、平成22年に「岡山いきいき子どもプラン2010」を策定し、次代を担う

子どもたちが、心身ともに健やかに生まれ育ち、家庭や地域で心豊かに生活でき

る環境づくりが進められています。

しかし、家族形態の変化や家庭の教育力の低下、地域社会のつながりの希薄化

等、子どもを取り巻く家庭や地域の環境が大きく変化する中で、暴力行為やいじ

め、不登校については非常に憂慮すべき状況にあり、早急な対応策が求められて

います。また、子育てに不安や悩みを持つ親が増加し、児童虐待については、県

内でも相談件数が増加しており、深刻なケースも見られることから、発生予防か

ら早期発見・早期対策への重点的な取組を進める必要があります。

また、子どもをねらった凶悪事件が各地で相次ぎ、登下校時に子どもが事件・

事故に巻き込まれる例も増えています。平成18年に制定された「岡山県犯罪のな

い安全・安心まちづくり条例」を踏まえ、学校園の安全対策とともに地域の安全

確保に向けた取組が進められています。

さらに、テレビや新聞等のマスメディアの影響や、インターネット・携帯電話

等の急速な普及が要因と考えられる子どもに関わる人権問題も生じています。

このような現状の中で、大人には子どもの人権や安全を守る責務があります。

その責務は、保護や監視を強化するという方向ではなく、権利主体としての子ど

もが、正しい知識や技能を身に付けることによって、様々な暴力や有害情報から

身を守るとともに、インターネットを利用した適切な情報のやりとりができるよ

う支援していく必要があります。
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イ 基本的な方針

子ども自身が、次代の担い手としての責任を自覚して主体的な生き方を身に付

けることができるように、学校園・家庭・地域が連携して、確かな学力、豊かな

心、健やかな体など、子どもたちが生きていく上で基本となる資質能力を育む教

育を推進します。

その際、幼児児童生徒が人権について正しく理解し、自己肯定感を高め、自他

を大切にする人権感覚を身に付けるよう取り組みます。とりわけ、生命を大切に

するとともに、正義感、公正さを重んじる心や他者と共に生きていこうとする態

度を育む取組の充実を図ります。

また、子どもの社会活動への参加を促進し、様々な体験を通して夢や希望を持

、 、 、 、ち 人間性豊かな子どもを育成するとともに 関係部局と連携し いじめや暴力

虐待を容認しない社会全体の意識の高揚を図ります。

さらに 「児童の権利に関する条約」など、子どもの人権に関係が深い様々な、

条約や国内の法令の趣旨に沿って、子どもの人権尊重に向けた取組を進めます｡

なお、教育の推進に当たっては、発達段階に応じた学習課題を設定し、効果的

な学習に取り組むことができるプログラムや資料を提供するなどの条件整備に取

り組みます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○心の教育の推進

社会性や豊かな人間性を育む観点から、ボランティア活動等の社会体験活

動や自然体験活動、様々な人との交流活動等を積極的に推進します。また、

幼児児童生徒それぞれの発達段階に応じて、各教科や道徳、また、身近な動

植物に触れて生命の誕生や終わりに遭遇するなどの体験活動等を通して、生

命の大切さについて考える教育を推進します。

○人間関係づくり

、 、様々な人との関わりを通じた連帯感 コミュニケーション能力等を育成し

いじめ・暴力など身近な人権問題をみんなの問題として解決していこうとす

る人間関係づくりについての指導の充実を図ります。

○暴力等を防止する取組の充実

暴力や虐待、いじめ、セクシュアル・ハラスメント、デートＤＶ、薬物乱

用、性感染症等の防止を目的とした取組や、幼児児童生徒の安全を守るため

の指導の充実を図ります。

○いじめ防止の取組の推進

24時間対応でいじめ電話相談を実施するなど、教育相談体制を更に充実す

るほか、未然防止や適切な早期対応を行う教職員の指導力の向上や、就学前

から高等学校までの各学校種間の連携を強化するとともに、学校・家庭・関

係機関等と連携した取組を一層推進します。

○児童虐待防止の取組の充実

、 、児童虐待の予防や早期発見 虐待を受けた幼児児童生徒の自立支援のために

「教職員・保育従事者のための児童虐待対応の手引き （平成23年３月）及」

び「児童虐待防止に向けた取組 （平成23年10月）を活用して、教職員の指」
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導力を高めます。また、児童相談所をはじめとする関係機関等とのネットワ

ークを強化し、子どもの保護に関する相談や子ども・家庭への対応を充実さ

せます｡

○自立支援の取組

人権問題に関わり教育上配慮を必要とする幼児児童生徒一人一人が、個性

や能力に応じた進路を見い出し、自己実現できるよう支援します。

○親の役割や子育てについて学ぶ学習の設定

青年期には、親の役割について学習したり、乳幼児の世話をしたりする体

験を通して、子育てについての認識を深める教育を推進します。

○幼児児童生徒 尊重する環境づくりの人権を

日常的に一個の人格として接し、幼児児童生徒一人一人の大切さを強く自

覚した教育指導や学校園の運営が行われるよう支援します。

幼児児童生徒 人権が尊重される学級経営等ができるよう、研修の充実をの

図るとともに、発達段階に応じた指導資料等を整備します。

また、教職員研修などを通じ 「児童の権利に関する条約」の趣旨につい、

ての理解と認識を深めるなど、教職員の人権意識の高揚に努めます。

② 家庭・地域

○保護者の学習機会の提供

家庭は、子どもの人権意識の基礎が培われる場であることを考慮し、基本

的生活習慣が確立され、子どもたちに豊かな情操や善悪の判断力、生命を大

切にする心、他人に対する思いやりの心等が育つよう、保護者の子育てを支

援する学習機会や情報提供の充実に努めます。

○相談体制の充実

家庭教育の悩みや不安に対する相談体制の充実を図り、継続的、かつ、き

め細かな支援を進めます。

○体験活動の機会の充実

子どもが豊かな人間性を身に付けることができるように、自然体験・社会

体験など様々な体験活動の機会の充実を図る取組を進めます。また、子ども

が、地域の活動に参加することによって、様々な世代の人と幅広い人間関係

を築いていける機会の充実を図ります。

○子どもの居場所づくり

学校の余裕教室や公民館等を利用して「子どもの居場所」を開設し、様々

な体験活動や交流活動を実施するなど、ＮＰＯ等との連携も図りながら、地

域ぐるみで子どもを育てる環境が整備されるよう支援します。

○自立支援の推進

学校園と市町村、関係機関、ＮＰＯ等との連携を強化し、いじめや非行の

防止を図るとともに、いじめの被害を受けるなど、人権問題に関わり教育上

配慮を必要とする子どもの自立を支援します。

不登校の子どもが、自分を見つめ直し、将来の自分を探していくためのき

っかけを見付けることができるように、学校教育と社会教育の関係者等が連

携しながら、子どもの自立を支援する取組を進めます。
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○児童虐待防止の取組の充実

児童虐待を防止するため、関係機関等と連携を強化しながら、子どもを保

護・支援する取組を充実するとともに、子育てに不安や悩みがある保護者に

対する相談機関の周知やネットワークづくりに努めます。

○子どもの人権が尊重される社会づくりの推進

子どもの権利を擁護するため 「児童の権利に関する条約」について広報、

啓発活動を推進するとともに、児童虐待、いじめ防止等についての啓発の充

実を図ります。

（３）高齢者

ア 現状と課題

県においては、高齢化が急速に進み、高齢者の一人暮らし・夫婦のみ世帯も増

加しています。多年にわたり社会の発展に貢献してきた高齢者が、その培ってき

た知識と経験を生かしつつ社会参加と他の世代との交流を進め、社会の担い手と

して尊厳を保持しながら、住み慣れた地域や家庭で安全・安心に生活することは

大切です。

しかし、加齢に伴い疾病等で寝たきり状態になったり、認知症等で日常生活へ

の適応が困難になったりするなど介護を要する高齢者が増加し、介護の長期化や

重度化等による家族介護者等の身体的・精神的・経済的負担が増大しています。

また、虐待や所在不明など、高齢者の人権や尊厳が脅かされるような問題も生じ

ています。

このような状況を踏まえて、平成18年４月には高齢者の権利擁護や虐待の早期

発見等を定めた「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」が施行されました。

また、高齢者が、いわゆる「オレオレ詐欺 「架空請求詐欺」等の「振り込め」

詐欺」の被害者となる事件も、依然として後を絶たない状況が続いています。

イ 基本的な方針

、 、高齢社会を明るく活気に満ちたものとし 社会の発展に貢献してきた高齢者が

その豊かな経験と知恵を生かして、老後の充実した人生を享受できるような生活

を保障することは重要です。高齢者が安心して生活できる社会の形成は、全ての

国民が安心して生活していくことのできる、人権が尊重された社会の実現にもつ

ながります。

そこで、全ての人々が高齢者に対する尊敬と感謝の念を深め、その尊厳が保持

されるように、家庭・地域で果たす役割や、加齢に伴う認知症など高齢者の心身

の特徴等について理解と認識を深める教育を推進します。また、高齢者の尊厳を

支える介護の在り方についての理解を進めます。そのために、高齢社会や介護・

福祉等に関する研修や学習機会の提供や、高齢者と他の世代との交流活動を一層

促進します。

ウ 具体的な取組

① 学校園
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○高齢社会や介護・福祉についての理解の促進

児童生徒の発達段階に応じて、社会科や公民科、家庭科等において、高齢

社会や介護・福祉等について理解を深める教育を推進します。

○高齢者に対する尊敬と感謝の念の醸成

地域における触れ合い活動や生活科等の教科、道徳、総合的な学習の時間

等において、幼児児童生徒が、高齢者から豊かな知識や技能、経験等を学ぶ

体験やボランティア活動を通して、高齢者に対する理解や尊敬、感謝の念を

深めることができる取組を進めます。

○教職員研修の充実

高齢社会についての教職員の理解と認識を深める研修の実施や、指導資料

の活用を図ります。

② 家庭・地域

○学習機会の提供

高齢社会や介護・福祉等について、理解を深める学習機会を提供します。

○高齢者の生きがいとなる機会や活躍の場の提供

、 、高齢者がその豊かな知識や技能 経験を生かしながら社会参加して活躍し

そのことが生きがいとなるような機会を提供します。

（４）障害のある人

ア 現状と課題

障害のある人の人権については、障害者基本法（平成23年改正）や障害者基本

［※17］計画（平成14年）に基づく取組が進められ、ノーマライゼーションの理念

が浸透しつつあります。障害のある人が、家庭や地域の中で障害のない人と共に

生活し、持てる力を最大限に発揮しながら積極的に社会に参加することは自然で

あり、制度や生活環境等も、障害のある人に配慮したものにするべきであるとい

う考え方が広まってきています。

しかしながら、家庭や地域において、生活することや、持てる能力を発揮し積

極的に社会へ参加することへの要求や願望があっても、現実には様々な障壁のた

めに、日々の生活や社会参加、雇用の場の確保、情報の収集など実現が困難なこ

とがあります。

具体的な障壁としては、偏見や差別など心理的なもの、建物の段差など物理的

なもの、コミュニケーション手段等の社会的基盤の整備不足に加え、制度の不備

や社会全体の認識不足等があげられます。バリアフリーやユニバーサルデザイン

の考え方について、理解を深める一層の取組が必要と言えます。

さらに、障害のある子どもに対して、乳幼児期から学校卒業後にわたり、関係

機関と連携を図りながら計画的な教育や療育を行うこと、また、その保護者に対

しては、子育ての困難さを理解し、適切に支援することが必要です。

［※17 「ノーマライゼーションの理念」とは、障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域］

でいきいきと明るく豊かに暮らせる社会を目指す考え方です。
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イ 基本的な方針

ノーマライゼーションの理念に基づく「岡山県福祉のまちづくり条例」に沿っ

て、生活関連施設の整備等を進めるとともに、障害のある人に対する偏見や差別

など人々の意識の中にある障壁を取り除く「心のバリアフリー」を進めます。

障害のある人にとって住みよい社会は、あらゆる人にとっても住みよい社会で

あるという認識に立ち、障害のある人もない人も、社会の一員として互いに敬愛

し支え合い、共に生活していく社会の実現に向けて、教育の充実を図っていくこ

とが必要です。

そこで、障害のある人とない人が相互に交流して、正しい理解と認識を深める

取組を進めていきます。また、障害のある人が自らの能力を最大限に発揮できる

よう支援していきます。

さらに、障害のある人が自らの生活を自らの意思で選択・決定し、築いていく

ことを尊重し、自立と社会参加の促進を図る教育を推進します｡

ウ 具体的な取組

① 学校園

○障害のある人についての理解の促進

ノーマライゼーションの理念に基づき、各教科、道徳、特別活動、総合的

な学習の時間といった学校の教育活動全体を通じて、発達障害を含め、障害

や障害のある人に対する理解を深める教育を推進します。

また、交流及び共同学習を積極的に推進し、障害のある幼児児童生徒の自

立と社会参加を促進するとともに、小・中学校等の幼児児童生徒や地域の人

たちが、障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深

めることができるよう取組を進めます。

○心のバリアフリーに関する教育の充実

障害の種類や程度によって、様々な障壁があることを体験や学習等を通し

て具体的に理解できるような指導方法を工夫し、障害のある人に対する偏見

や差別を解消する教育を推進します。

障害のある人や家族、支援者との交流や触れ合いを通して、共に理解し合

う機会を提供します。

○特別支援教育の充実

障害のある幼児児童生徒が在籍する全ての学校において、一人一人の自立

と社会参加を目指し、生きる力を育むことができるよう教育実践に取り組む

とともに、関係機関との連携に努め、相談体制の充実や支援体制の構築を図

ります。

その際、障害のある幼児児童生徒の教育的ニーズを的確に把握し、一人一

人に応じた個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成するなど、障害の重

複化、多様化に対応した指導の充実を図ります。

また、就労による社会自立を目指す生徒に対する支援を充実させるととも

、 、 。に 就職した生徒の就労が継続するよう 関係者との連携・協力を進めます

さらに、特別支援学校のセンター的機能の充実を図ります。

○教職員研修の充実

特別な教育的支援が必要な幼児児童生徒に対する正しい理解と指導に関す
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る知識を深めることができるよう、研修の充実を図ります。

② 家庭・地域

○ノーマライゼーションの理念の普及

障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合うことので

きる共生社会を形成していくため、ノーマライゼーションの理念の普及に取

り組みます。

○ユニバーサルデザインの考え方の促進

ユニバーサルデザインの考え方に対する理解が深まるような学びの場と機

会を提供します。

○特別支援教育についての理解の促進

特別支援教育についての理解を図るため、地域の学校園に在籍する幼児児

童生徒や保護者に対し、特別支援教育に関する教育相談や情報提供を行うと

ともに、就学前における障害のある幼児の教育相談を行います。

○交流の促進

障害のある幼児児童生徒と地域の人たちとが、触れ合い、共に活動する機

会を積極的に設けるとともに、福祉施設等との連携を図ることにより、偏見

や差別の解消を目指した交流を進めます。

（５）同和問題

ア 現状と課題

同和問題は、憲法によって保障された基本的人権に関わる課題として、その解

決に向けて諸施策が展開されてきました。

昭和40年の「同和対策審議会答申 （以下「同対審答申」という ）において、」 。

「同和問題の解決は国の責務であり、同時に国民的課題である 、また 「部落」 、

差別が現存するかぎり同和行政は積極的に推進されなければならない」とされま

した。この同対審答申を受けて、昭和44年に制定された「同和対策事業特別措置

法」をはじめ「地域改善対策特別措置法 「地域改善対策特定事業に係る国の財」

政上の特別措置に関する法律 （以下、合わせて「特別法」という ）に基づき、」 。

33年間にわたり、県では、国や市町村との密接な連携のもとに、同和問題の早期

解決のための諸施策を積極的に推進しました。

これらの施策の推進と地区住民の自主的な努力によって、生活環境の改善をは

じめとする物的な基盤整備は成果を上げ、様々な面で存在していた較差は大きく

改善されました。人々の同和問題についての認識と理解も進み、全般的に着実な

進展を見ました。平成14年３月末に特別法に基づく同和対策は全て終了し、一般

対策へ移行しました。

このように、同和問題は解決に向かってはいますが、結婚問題等やインターネ

ット上での差別書き込み等にみられる差別意識の解消が課題です。

また、高額図書の購入強要をはじめとする、えせ同和行為のように、今まで積

み重ねてきた教育や啓発の成果をくつがえし、同和問題の解決を遅らせている事

象も依然として発生しています。

県では、同対審答申の趣旨や平成８年の「地域改善対策協議会意見具申」の考

え方のもと、同和問題を重要な人権問題の一つとして捉え、国、市町村、関係機
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関・団体等と連携して、同和問題の解決に向けた行政を一般対策で取り組んでい

ます。

イ 基本的な方針

人権意識の高揚を図り、部落差別を解消して差別のない社会の実現を目指すた

めこれまで積み上げられてきた教育の成果を踏まえ、学校の教育課程に同和問題

の解決に向けた教育を適切に位置付けるとともに、学校教育と社会教育の連携を

図りながら推進します。

・同和問題についての理解と認識を深める教育を推進します。その際、部落差

別の歴史に関する研究の成果を踏まえて取り組みます。

・他の人権問題との関連を図ったり、ワークショップ等の参加体験型学習の手

法を取り入れたりするなど、広く県民の理解と共感が得られる学習内容や方

法の一層の創意工夫を図ります。

・地域のニーズを的確に把握しながら、自立支援に向けた取組を進めます。

・えせ同和行為の排除、同和問題についての自由な意見交換ができる環境づく

りに積極的に取り組みます。

・インターネット上の差別書き込みや差別文書等、極めて悪質な差別事象が後

を絶たないことから、差別などの人権侵害を許さない人権尊重社会の実現を

目指して、人権意識を高めていきます。

・市町村や教育研究団体等と連携・協働して推進します。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○同和問題についての理解と認識の深化と実践的態度の育成

児童生徒の発達段階に応じて、同和問題についての理解と認識を深める

とともに、人権感覚を身に付けることにより、同和問題の解決を自らの課題

として捉え、主体的に取り組もうとする実践的態度を養う教育を推進します｡

取組に当たっては、児童生徒を取り巻く地域の実態を踏まえて具体的な目

標・計画を立て、教育活動全体を通じて行うとともに、暮らしと人権に関わ

る問題についても同和問題との関連を的確に把握します。また、就学前教育

との密接な関わりのもとに、小学校・中学校・高等学校等が連携を図りなが

ら推進できるように支援します。

○自立支援の取組

同和問題に関わり教育上配慮を必要とする幼児児童生徒一人一人の個性や

能力を伸長し、生活習慣の確立、学ぶ意欲の喚起等を図り、社会の各方面に

進出できるよう、自立支援の取組を進めます。

○就学前教育の充実

乳幼児期が豊かな人間性を育てる基盤となる重要な時期であるとの認識に

立って取り組み、集団の中で自主・自立の芽生えを養い、仲間と共に成長す

る民主的な人間形成の基礎を培うことができるよう就学前教育を推進します｡

○教職員研修の充実

同和問題についての理解と認識を深め、指導力の向上を図るための研修を

充実します。
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○学校園間の連携及び家庭・地域との連携

各学校園の教育課題を明らかにしながら、学校園間の連携や、保護者や地

域の人々との連携を図る取組を進めます。

② 家庭・地域

○学習内容や方法等の創意工夫

地域の実情や学習者の意識や実態を踏まえて、学習内容や方法等に創意工

夫を加え、取組の一層の充実を図ります。

○社会教育施設の活用の促進

人権の視点に立ち、社会教育施設の有効な活用を促進し、同和問題に関わ

り課題解決を必要とする人の自立を支援します。

○保護者の学習機会の充実

家庭は、子どもの人格や人権意識の形成等、子どもの成長に大きな影響を

与える重要な場であり、また、学校教育と社会教育との接点としての役割を

果たす場でもあります。したがって、同和問題についての正しい理解を深め

合えるよう、保護者の学習機会の充実を図ります。

○研修会等の支援

部落差別の不合理について理解を深め、自らの課題として差別意識の解消

に主体的に取り組むことができるよう、国、市町村や関係機関等との連携を

図るとともに、市町村が実施する住民を対象とした研修会や講座に、多様な

学習情報等を提供します。

（６）外国人

ア 現状と課題

日本人が外国に出掛け、異なる文化に接する機会や、日本を離れて外国で暮ら

したり、外国の企業で働いたりする機会が増えています。

、 、 。一方 国内においても 多くの人々を外国から受け入れるようになっています

異なる文化や生活習慣を持つ外国の人々と相互に理解し合いながら生活すること

が求められています。また、学校園においても、多様な文化、生活習慣、学習経

験を持つ子どもたちが学んでいます。

県内の外国人登録者数は、平成22年12月末現在、約22,400人であり、10年前の

約1.4倍になっています。かつては多数を占めていた韓国・朝鮮籍の人が減少す

る一方で、中国などアジア諸国からの留学生や企業等での技能実習生の割合が高

くなっています。それに伴い、日常生活や雇用の場等において、日本人と在住外

国人との間で言葉、文化、生活習慣の相違等に起因する問題が生じています。ま

た、帰化によって日本国籍を取得した人や、父母の一方が外国人である日本国籍

の人が、国籍・人種・民族・文化的背景などの違いを理由とした差別を受けるこ

ともあります。さらに、難民についての理解も十分ではない状況があります｡

県では、平成23年３月に「新おかやま国際化戦略プラン」を策定し、在住外国

人支援のための取組を進めています。

異なる国籍・文化的背景を持つ人々が互いに多様性を認め合いながら、同じ地

域の一員として、共に尊敬し安心して暮らすことのできる多文化共生社会の実現

に向けた教育・啓発を進めていく必要があります。
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イ 基本的な方針

真の国際化に対応した社会を築くためには、外国人に対する偏見や差別を解消

し、互いを尊重する態度を養うなど、国際化時代にふさわしい人権意識を育てる

ことが大切です。そこで、人々が諸外国の歴史や文化、生活習慣等の理解を深め

たり、外国人と直接触れ合ったりする国際理解教育を推進します。

また、我が国では、在日韓国・朝鮮籍の人々を取り巻く歴史的経緯や環境につ

いての認識が十分とは言えず、民族名を名乗りにくいなどの問題が存在していま

す。さらに、帰化によって日本国籍を取得した人等に対する差別もあります。こ

れらのことについて、様々な機会を通して理解の促進を図り、偏見や差別の解消

に努めます。

さらに、日本語教育の必要な在住外国人の幼児児童生徒等に対して、日本語指

導や相談・支援の取組を進めます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○国際理解教育の充実

各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、学校の教育活動全体を

通じて、世界の国々の歴史や文化、宗教、生活習慣、価値観等を正しく理解

する教育を充実し、広い視野を持ち異文化を尊重する態度や、異なる習慣・

文化を持った人々と共に生きていく態度を育成するための教育を推進します｡

○教職員研修の実施

在住外国人との交流を取り入れた教職員研修を実施し、異文化に対する理

解を促進します。

○在住外国人の幼児児童生徒等への支援

日本語指導の必要な在住外国人の児童生徒が通学する公立小・中学校への

教員加配に努めるとともに、教育相談体制の充実を図ります。また、ボラン

ティアによる学習支援を推進します。

② 家庭・地域

○国際理解教育の推進

各種研修会や講座等において、外国人に対する偏見や差別を解消するため

の学習機会を設けるとともに、異文化理解を図るための情報提供をします。

また、在住外国人との交流活動が促進されるよう支援します。

（７）ハンセン病問題

ア 現状と課題

ハンセン病は、らい菌による病原性の極めて低い感染症であり、感染しても発

、 、 、病する可能性は極めて低く また 発病しても現在では治療法が確立されており

早期発見と早期治療により短期間で治癒する病気です。しかしながら、平成８年

に「らい予防法」が廃止されるまで、療養所へ隔離する政策がとられ、患者や回

復者及びその家族は偏見や差別を受けてきました。

県には、日本で最初の国立ハンセン病療養所である「長島愛生園」と「邑久光

明園」の二つの療養所があり、平成23年５月１日現在で、493人の方が生活して
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邑久高等学います。また、かつては全国で唯一の入所者のための高等学校（県立

長島大橋が校新良田教室）もありました。昭和63年には長島と本土との間に邑久
に い ら だ

開通し、様々な交流が行われるようになりました。しかし、療養所入所者の多く

は、これまでの長期間にわたる隔離等により家族や親族との関係を絶たれ、入所

者自身の高齢化等により、病気が完治した後も療養所に残らざるを得ないなど、

社会復帰が困難な状況にあります。

平成21年４月には、ハンセン病回復者の福祉の増進、名誉の回復等のための措

置等を規定する「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行され、これ

に基づき、平成23年３月、医療・福祉の充実や人権教育の推進を基本目標に掲げ

た「長島愛生園 「邑久光明園」の将来構想が策定されました。」

今後も引き続き、交流活動等を通して、ハンセン病問題についての正しい理解

と認識を深める教育に取り組む必要があります。

イ 基本的な方針

ハンセン病問題について正しい理解と認識を深め、偏見や差別を解消し、こう

した過ちを二度と起こさないための教育の充実を図っていくことが必要です。

そのために、正しい情報の提供やハンセン病回復者との交流の促進に取り組み

ます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○ハンセン病回復者の人権に関する教育の充実

ハンセン病問題に関する正しい理解と認識を深める教育を推進します。

○ハンセン病回復者との交流

療養所の訪問や交流等を通して、偏見や差別に立ち向かい、人権の回復に

取り組んできた当事者や家族等の心情への理解を深めることができる教育を

推進します。

○教職員研修の充実

、 。教職員の理解と認識を深め 指導力の向上を図るための研修を充実します

○資料の充実

児童生徒の発達段階に応じた資料を整備するとともに、その活用を図ります｡

② 家庭・地域

○理解の促進を図るための支援及び広報活動

ハンセン病問題に関する正しい理解と認識を深めるための研修を実施する

とともに、市町村が行う住民への研修機会を提供する取組を支援します。

また、学習に役立つ資料の整備や情報提供に努めます。

○交流活動の推進

ハンセン病回復者との交流を推進します。

（８）患者等

ア 現状と課題

【ＨＩＶ感染症・エイズ】
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ＨＩＶ感染症は、進行性の免疫機能障害を特徴とする疾患であり、ＨＩＶ（ヒ

ト免疫不全ウイルス）によって引き起こされる免疫不全症候群のことを特にエイ

ズ（後天性免疫不全症候群）と呼んでいます。エイズは、昭和56年にアメリカ合

衆国で最初の症例が報告されて以来、その広がりは世界的に深刻な状況にありま

す。我が国においても、昭和60年に最初の患者が発見されて以来、性的接触によ

る感染を中心に拡大しています。

ＨＩＶ感染症は、その感染経路が特定している上、感染力もそれほど強いもの

ではなく、正しい知識に基づいて日常生活を送る限り、いたずらに感染を恐れる

必要はありません。また、近年の新しい治療薬の開発等により、ＨＩＶに感染し

ても、発症を遅らせたり、症状を緩和させたりすることが可能になっています。

しかし、エイズ患者やＨＩＶ感染者に対しては、疾患に対する正しい知識や理解

の不足から、依然として偏見や差別が存在しています。

ＨＩＶ感染症及びエイズについて誤解や偏見をなくすとともに感染を未然に防

ぐため、正しい理解を促進するための教育に取り組む必要があります。

【感染症・難病等】

結核等の感染症や難病、公害・原爆被爆・原発事故被曝による疾病等について
ばく

も、疾病に関する知識不足からの偏見や差別をなくすため、それぞれの疾病につ

いての正しい理解を促進するための教育に取り組む必要があります。

イ 基本的な方針

ＨＩＶ感染症や難病等について正しい理解と認識を深め、偏見や差別解消のた

めの教育の充実を図っていくことが必要です。そのために、正しい情報の提供に

努めます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○患者等の人権に関する教育の充実

保健学習をはじめとする様々な教育活動の中で、ＨＩＶ感染症等に対する

正しい理解と認識を深める教育を推進します。

各学校や地域の実態に応じて、系統的、計画的な性に関する教育の指導計

画の中にエイズ教育を位置付け、各学校種間の連携に配慮し、児童生徒の発

達段階に応じた取組を行います。

○り患している児童生徒への支援

長期入院している児童生徒については、院内学級を設置することなどによ

り、家族との連携を十分に取り、本人及び家族の思いや希望を受け止めて、

児童生徒の自己実現を図ることができるように支援します。

また、り患している幼児児童生徒やその家族等が差別的な扱いを受けるこ

とがないよう指導・啓発を行います。

○教職員研修の充実

、 。教職員の理解と認識を深め 指導力の向上を図るための研修を充実します

○資料の充実

児童生徒の発達段階に応じた資料を整備するとともに、その活用を図ります｡
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② 家庭・地域

○理解の促進を図るための支援

疾病がもたらす偏見や差別の解消に向けて、疾病についての正しい理解と

認識を深める研修を実施するとともに、市町村が行う地域住民への研修機会

を提供する取組を支援します。

また、学習に役立つ資料の整備や情報提供に努めます。

（９）犯罪被害者等

ア 現状と課題

近年、犯罪被害者やその家族・遺族（以下「犯罪被害者等」という ）の人権。

問題に対する社会的関心が高まり、犯罪被害者等に対する配慮と保護を図るため

の諸方策が講じられてきています。

平成17年、犯罪被害者等のための施策を総合的、計画的に推進する「犯罪被害

者等基本法」が施行され、それに基づき、国では平成23年に「第２次犯罪被害者

等基本計画」が策定されました。

、 「 」県では 平成23年３月に 第二次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針

を策定するとともに「岡山県犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等を

社会全体で支援する取組を進めています。

犯罪被害者等は、生命や身体、財産上の直接的な被害だけでなく、被害を受け

たことによる精神的ショック、周囲のうわさ話、報道機関からの過剰な取材によ

るプライバシーの侵害、名誉毀損等の二次的な被害を受けるなど、様々な困難を

抱えています。

イ 基本的な方針

犯罪被害者等に対しては、二次的な被害を含む人権侵害があることを理解し、

犯罪被害者等の置かれた状況や心情等について理解する教育・啓発に積極的に取

り組みます。

ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○理解を深める研修機会の設定

研修会等において、犯罪被害者等に対する人権侵害を防止するための講話

を聞く機会を設けたり、犯罪被害者等の心情について理解を深めたりする取

組を推進します。

（10）刑を終えて出所した人等

ア 現状と課題

罪はその行為自体許されるものではなく、毅然とした対応が求められることは
き

当然のことです。しかし、刑を終えて出所した人や執行猶予の判決を受けた人に

対して、あるいは、当人のみならずその家族に対しても根強い偏見や差別があり

ます。また、本人に更生の意欲があるにもかかわらず、就職や居住等を選ぶ自由

さえ奪われ、時には親戚等からも支援が受けられないなど、社会復帰の機会から

排除され、生活に行き詰まる場合もあります。このように、立ち直りを目指す人
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たちにとって、現実は厳しい状況にあります。

さらに、社会に復帰する努力を重ねても、前歴についてのうわさが流され、本

人の更生意欲がそがれたり、更生そのものが阻害されたりする場合も少なくあり

ません。

刑を終えて出所した人等が真に更生を果たし、社会の一員として円滑な生活を

営むためには、本人の強い更生意欲とともに、家族、職場、地域など、周囲の人

々の理解と協力が不可欠となります。

イ 基本的な方針

プライバシーの保護に配慮した視点に立ち、刑を終えて出所した人等の自立が

阻まれることがないように、また、その家族の人権が侵害されることのないよう

に、刑を終えて出所した人等及びその家族に対する偏見や差別を解消するための

教育を推進します。

ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○理解を深める教育の推進

保護司等から話を聞くことなどにより、刑を終えて出所した人等及びその

家族の思いや願いを知り、理解を深め、偏見や差別を解消するための教育を

推進します。

［※18］（11）性的少数者

ア 現状と課題

同性愛者や性同一性障害のある人、インターセックス等、性的少数者に対する

偏見や差別があります。また、そうした問題が思春期（あるいはそれ以前）とい

、 、った早期に始まっていながら 本人や周囲の人々の理解が十分ではないことから

日常生活を送る上で暮らしにくい状況に置かれていたり、深刻な事態に陥ったり

する場合があります。

性的少数者の人権の尊重については、国において、平成13年の人権擁護推進審

議会の最終答申で、差別的取扱いに対する積極的な人権救済が取り上げられ、法

務省においても啓発活動等が行われています。

また、性同一性障害のある人については、平成15年に「性同一性障害者の性別

の取扱いの特例に関する法律」が制定され、性別の取扱いの変更について、審判

を受けることができるようになりました。

さらに、平成20年６月には、家庭裁判所による性別変更要件を緩和する同法の

一部改正法が施行されました。

今後も、性のありようを理由に、偏見や差別等を受けている性的少数者の人権

問題に取り組む必要があります。

［※18 「性的少数者」とは、性的興味・関心が、同性に向いている同性愛者や、男女両性に向］

いている両性愛者、心の性が身体・戸籍上の性別と一致しないために性的違和感を抱え

ている人（性同一性障害のある人 、あるいは生物学的に男女両性の要素を持って生まれ）

た人（インターセックス）を含む総称です。
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イ 基本的な方針

性的少数者が直面している問題を人権問題として捉える視点を持つことから始

め、誤解・偏見や差別意識をなくし、問題解決に向けて具体的に行動する力を育

成することが必要です。そのためには、性的少数者を正しく理解し、多様性を認

める教育や、性的少数者が自分らしく生きるための支援を進めます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○発達段階に応じた性に関する教育の充実

児童生徒や地域の実態等に応じて、性的少数者についての理解を図るとと

もに、性的少数者に対する差別や偏見を解消する教育を推進するなど、性に

関する教育の充実を図ります。

○性的少数者への支援体制づくり

学級担任や管理職をはじめとして、養護教諭、スクールカウンセラーなど

教職員が協力して、保護者の意向にも配慮しつつ、児童生徒の実情を把握し

、 、た上で相談に応じるとともに 関係医療機関とも連携することができるよう

当事者の悩みや苦痛に迅速・適切に対応し、児童生徒の心情に十分配慮した

支援を行います。あわせて、周りの児童生徒の不安や動揺・混乱を招くこと

のないよう、差別や偏見を解消する教育を推進します。

② 学校園・家庭・地域

○研修機会の提供

性的少数者に対する偏見や差別をなくすために、性的少数者を取り巻く社

会的環境、差別や人権侵害等についての理解を図る研修機会を提供します。

（12）アイヌの人々

ア 現状と課題

アイヌの人々は、江戸時代の松前藩による支配や、明治政府の「北海道開拓」

の過程における同化政策により、政治的、文化的、社会的に多くの不利益な扱い

を受けてきました。

国においては、平成９年に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する

知識の普及及び啓発に関する法律」が制定され、アイヌの人々の民族としての誇

りが尊重される社会の実現を図るための施策が行われています｡

また、平成19年に「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されたこと

を受け、平成20年には国会において 「アイヌ民族を先住民族とすることを求め、

る決議」が全会一致で決議されました。

現在、アイヌ文化の振興及びアイヌの伝統等に関する知識の普及・啓発を図る

ための施策が推進されていますが、結婚や就職等における差別等の問題は依然と

して存在しています。

イ 基本的な方針

アイヌの歴史や文化、現状等を正しく理解し、アイヌの人々に対する偏見や差

別を解消する教育を推進します。
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ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○正しい理解の促進

教科等を通して、アイヌの伝統的な文化や歴史について、正しい理解を図

ることができる教育を推進します。また、アイヌに関する学習機会や情報を

提供します。

○研修機会の提供

アイヌの人々に関する理解を深めるため、教職員等の研修を行います。

（13）日本に帰国した中国残留邦人とその家族

ア 現状と課題

、 （ 「 」昭和７年から20年までの間に 国策として中国東北地方 当時日本では 満州

と呼んでいた ）へ開拓移民として多数の日本人が送り出されましたが、敗戦直。

後の混乱状態の中で、残留孤児・残留婦人等が生まれました。

、 。昭和47年の日中国交回復以来 中国残留邦人等の帰国受入れが行われています

帰国がかなった人たちやその家族には、関係機関が連携を図りながら、福祉、教

育など様々な支援がなされていますが、生活習慣や言葉の違い等で様々な困難が

あります。

イ 基本的な方針

日本に帰国した中国残留邦人とその家族について、正しく理解する教育を行い

ます。

ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○正しい理解の促進

教科等を通して、歴史的な経緯や中国残留邦人等について、正しく理解す

る教育を推進します。

○研修機会の提供

中国残留邦人等に関する理解を深めるための教職員等の研修を行います。

（14）インターネットによる人権侵害

ア 現状と課題

インターネットの急速な普及は、メール、ブログ、プロフ等の様々な手段で情

報を発信することを可能とし、利用者に大きな利便性をもたらしています。

しかし、それらの手段や学校非公式サイト等の匿名性を悪用して、いじめ、誹

謗中傷、差別を助長する書き込みや個人情報の流布が行われるなど、重大な人権

侵害を引き起こしています。また、インターネットを利用した犯罪に巻き込まれ

る危険性も高まっています。

平成21年４月 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の、

整備等に関する法律」が施行され、県においては、平成23年10月に「岡山県青少

年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例」が施行されました。

これらにより、事業者に対しては、18歳未満の子どもが使用する携帯電話を販売
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する際には、フィルタリングについて周知に努めるとともに、フィルタリングサ

ービスを提供すること等が義務付けられました。

しかし、子どもに携帯電話を持たせる際には、保護者自身がインターネット上

の有害情報の実情や携帯電話の利用の際の危険性等について認識するとともに、

持たせた後も、子どもの利用状況を把握するなど、適切に対応する必要があります｡

イ 基本的な方針

インターネット利用上のルールやマナー、危険性についての指導を充実すると

ともに、情報を正しく見極め、責任を持って情報を発信する態度の育成に努めます｡

ウ 具体的な取組

① 学校園

○情報教育の推進

技術・家庭や情報、道徳、総合的な学習の時間等、様々な学習機会を捉え

て情報教育を推進します。

その際、県教育委員会作成のディジタルコンテンツやリーフレットを活用

して、インターネットの利用に際してのルールやマナーの指導を充実し、情

報を正しく見極めて活用する能力や、責任を持って情報を発信する態度の育

成等に取り組みます。

○教材・学習プログラムの活用

地域の実態や児童生徒の発達段階に応じて、プライバシーの保護に配慮し

ながら、情報モラルを身に付けるための教材や学習プログラムの活用を進め

ます。また、時代の変化に対応し、新たな問題にも対応できるよう、教材・

学習プログラムを見直していきます。

○教職員研修の充実

、 。教職員の理解と認識を深め 指導力の向上を図るための研修を実施します

② 家庭・地域

○環境づくり

インターネットによる人権侵害の解消に向けて、家庭でインターネットの

活用方法やルールについて話し合える資料を提供します。

○学習機会の提供

「岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例」

の趣旨を踏まえ、フィルタリングやインターネットの適切な利用について学

習する機会を提供します。

（15）様々な人権をめぐる課題

・プライバシーの保護

ア 現状と課題

情報化の進展に伴い、個人情報の流出や無断使用など、プライバシーの保護

に関わる問題が身近なところで発生しています。

プライバシーの保護は、全ての人にとって、個人の私的な生活を他人の干渉

から守り、日常生活を平穏に過ごすために必要不可欠です。したがって、プラ
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イバシーをめぐる問題は、基本的人権に関わる重要な問題であり、個人に関す

る情報は最大限に保護される必要があります。

平成14年、県が保有する個人情報について、その適切な取扱いと開示等につ

いて定めた「岡山県個人情報保護条例」が制定され、平成15年には「個人情報

の保護に関する法律」が制定されました。

イ 基本的な方針

プライバシーを保護することの重要性について理解を深めるための教育を進

めるとともに、個人情報の適切な管理に取り組みます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○プライバシーの保護に関する教育の推進

社会科等におけるプライバシーの保護に関する学習において、児童生徒

が、自己のプライバシーが守られる権利を知るとともに、他の人のプライ

バシーを侵害しないようにする態度を身に付ける教育を推進します。

○教職員研修の推進

個人情報の適切な取扱いやプライバシーの保護について理解と認識を深

める研修を行います。

② 家庭・地域

○学習機会の提供や情報提供

プライバシーの保護について、保護者等に対する学習機会や情報を提供

します。

・被災者

ア 現状と課題

大規模な災害は、多くの人命を奪うとともに、人々の日常生活を根底から破

壊し、生存権を脅かします。被災者は避難所等において、公的な支援に加え、

被災者相互の助け合いやボランティア等の支援を受けながら、避難生活を送る

ことになりますが、食生活の悪化や、医療機関を受診できない、プライバシー

、 。 、 、 、 、が確保されないなど 多くの困難に直面します 特に 女性 子ども 高齢者

障害のある人等の被害は重篤になりやすいと言われています。

また、災害時には、情報不足や誤った情報等により、被災者の人権が避難先

等で侵害されることもあります。

被災者に対しては、生活を再建していくための情報提供や具体的な支援が必

要です。その際、被災者の置かれた状況の変化に応じて、適切に行動すること

が求められます。

被災地に入りボランティアを経験した人等が、被災者の思いを伝えるなどの

取組が必要です。

イ 基本的な方針

被災者をめぐる人権問題について、正しい理解と認識を深める教育を推進し
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ます。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○正しい理解の促進と社会貢献への態度の育成

情報を正しく見極め、被災者の置かれた状況から、被災者をめぐる人権

問題について正しく理解する教育を推進します。また、ボランティア活動

等を通して、地域社会の一員としての自覚を持ち、人と人とのきずなの大

切さを意識し、困難を抱える人に対して、積極的に支援しようとする意欲

や態度を育む教育を充実します。さらに、自らの防災意識を高める取組を

進めます。

② 家庭・地域

○学習機会の提供

被災者をめぐる人権問題について、保護者に対する学習機会を提供します｡

・ホームレス問題

ア 現状と課題

自立の意思がありながらホームレスになることを余儀なくされた人々は、食

事の確保や健康面での不安を抱えるなど、健康で文化的な生活を送ることがで

きない状況にあります。また、中には、地域社会とのあつれきが生じ、嫌がら

せや暴行の対象になり、命を奪われるといった事件も発生しています。

国は、平成14年に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」を制定

しました。翌年、この法律に基づく「ホームレスの自立の支援等に関する基本

方針」が定められ、平成20年には、新たな「ホームレスの自立の支援等に関す

る基本方針」が策定されました。

ホームレスが自らの意思で安定した生活を送ることができるようになるため

には、住居や就職等の支援と併せて、地域社会の理解と協力があることが不可

欠となります。

イ 基本的な方針

ホームレスに関する問題について理解を深め、偏見や差別を解消していく教

育を推進します。

ウ 具体的な取組

① 学校園・家庭・地域

○正しい理解の促進

ホームレスについて正しい理解を図ることができる教育を推進できるよう､

ホームレスに関する学習機会や情報を提供します。

・北朝鮮当局による拉致問題等

ア 現状と課題

平成14年の日朝首脳会談において、北朝鮮は、初めて日本人の拉致を認め、
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謝罪し、５名の拉致被害者が帰国しましたが、他の被害者については、北朝鮮

当局は、いまだ問題の解決に向けた具体的行動を取っていません。

平成23年４月には 「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局に、

よる拉致問題等」を加えることが閣議決定されました。北朝鮮当局による拉致

は人権侵害であり、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国が望まれます。

イ 基本的な方針

北朝鮮当局による拉致問題について、理解を深めるための教育を行います。

ウ 具体的な取組

① 学校園

○正しい理解の促進

児童生徒の発達段階等に応じて、拉致問題に対する理解を深めるための教

育を推進します。

このほか、消費者、人身取引、自殺対策、被疑者とその家族への偏見や差別な

どの人権課題や、今後新たに発生する人権課題についても、全ての人々の人権を

尊重し保障する視点に立って、それぞれの問題の内容と実態に応じて適切に対応

するよう努めます。
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写○
平成２３年５月２７日

岡山県人権教育推進委員会

会 長 國 貞 忠 克 殿

岡山県教育委員会教育長

竹 井 千 庫

岡山県人権教育推進プランの見直しについて（依頼）

県教育委員会は 「共生社会おかやま」の実現に向けて、岡山県人権教育推、

進プランに基づき、総合的な人権教育行政を推進しておりますが、社会経済

情勢の変化等を踏まえた、人権教育行政上とるべき方策について御提言くだ

さるようお願いします。
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（趣旨）

21世紀は「人権の世紀」といわれ、すべての人々が、互いの基本的人権を

尊重し、個性や能力を十分発揮して社会参加をしていくことにより、心豊か

で快適に生活できる社会の実現が望まれています。

岡山県においては 「共生社会おかやま」の実現を目指し、平成23年３月、、

「第３次岡山県人権政策推進指針」が策定されました。

岡山県教育委員会では、平成19年１月に策定した「岡山県人権教育推進プ

ラン」及び平成22年２月に策定した「岡山県教育振興基本計画」に基づき、

総合的な人権教育行政を推進してきました。

その結果、人権についての理解が進むとともに、人権教育推進体制が整備

されるなどの成果が上がっています。しかしながら、虐待やいじめ、インタ

ーネット上の人権侵害など、その様相が複雑・多様化してきており、迅速か

つ的確な対応が求められています。

このような状況を踏まえ 「岡山県人権教育推進プラン」を改訂し、人権教、

育の一層の充実を図る必要があります。

記

依 頼 事 項

１ 人権教育についての基本的な考え方について

２ 人権教育の総合的な推進について

３ 推進に当たって大切にすべきことについて

４ 各人権課題に対する取組について

５ その他関連事項について
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岡山県人権教育推進委員会要綱

（目的）
第１条 この要綱は，岡山県人権教育推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営

に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（所掌事項）
第２条 委員会は，岡山県教育委員会教育長（以下「教育長」という ）の依頼に応じ人権。

教育推進の在り方について提言を行い，又は必要と認める事項について意見を述べる。

（構成）
第３条 委員会は，委員１５名以内をもって組織する。
２ 委員は，次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者
(2) 行政関係者
(3) 学校関係者

（委員の任期）
第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。
２ 委員は，再任されることができる。

（会長及び副会長）
第５条 委員会に会長１名及び副会長２名を置く。
２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。
３ 会長は，委員会を代表し，会務を総理する。
４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。

（会議）
第６条 委員会の会議（以下「会議」という ）は，会長が招集し，会長が議長となる。。
２ 会議は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
３ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところ

による。
４ 会長は，必要があると認めるときは，会議に学識経験者等を招き，意見の開陳，説明，

資料の提出，その他必要な協力を求めることができる。

（小委員会）
第７条 委員会に，小委員会を置くことができる。
２ 小委員会は，委員若干名で組織する。
３ 小委員会の委員は，会長が指名する。
４ 小委員会に委員長及び副委員長を置き，小委員会に属する委員のうちから互選する。
５ 委員長は，会長の命を受け，小委員会の会務を総理し，小委員会の経過及び結果を会長

に報告する。
６ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。

（幹事）
第８条 委員会に幹事若干名を置く。
２ 幹事は，別表に掲げる職にある者をもって充てる。
３ 幹事は会議に出席し，会長の求めに応じて資料を説明し，又は意見を述べることができる。

（庶務）
第９条 委員会の庶務は，岡山県教育庁人権教育課において処理する。

（その他）
第10条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関して必要な事項は，会長が委員会

に諮った上で定める。

附 則
この要綱は，平成１３年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は，平成１４年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。

別表（第８条関係）

， ， ， ， ， ，教育次長 総務課長 教職員課長 指導課長 生徒指導推進室長 特別支援教育課長

保健体育課長，生涯学習課長，人権教育課長
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岡山県人権教育推進委員会委員及び幹事

（五十音順）（委 員）

氏 名 職 名 等

泉 和男 美咲町教育委員会教育長（岡山県町村教育長会代表）

市場 恵子 岡山理科大学非常勤講師

大塚 愛二 岡山大学国際センター長

落合 孝子 岡山県人権擁護委員連合会副会長

國貞 忠克 中国短期大学保育学科教授、短期大学部長

菅 京子 岡山市立西大寺小学校長

（ ）土山 球一 備前市教育委員会教育長 岡山県都市教育委員会教育長協議会代表

筒井 愛知 環太平洋大学次世代教育学部講師

妻井 令三 認知症の人と家族の会岡山県支部代表

仲矢 明孝 岡山大学大学院教育学研究科教授

難波 確夫 岡山県人権教育研究協議会会長

東 優子 大阪府立大学人間社会学部教授

南 智 元ノートルダム清心女子大学教授

村中由紀子 就実大学教育学部教育心理学科教授

山下 陽子 岡山県立真庭高等学校長

（幹 事）

氏 名 職 名

岡山県教育庁教育次長小田 幸伸

〃 教育次長阿部 淳二

〃 総務課長三村 修

〃 教職員課長今井 康好

〃 指導課長忠田 正

〃 指導課生徒指導推進室長石田 隆

〃 特別支援教育課長黒山 靖弘

〃 保健体育課長藤井 健平

〃 生涯学習課長廣田 貢

〃 人権教育課長谷名 隆治
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岡山県人権教育推進委員会審議経過

期 日 人権教育推進委員会等 内 容

平成２３年 ○岡山県人権教育推進 ・委員及び幹事照会

５月２７日(金) 委員会 ・会長及び副会長の選出

第３６回会議 ・審議の依頼及び趣旨説明

・ 岡山県人権教育推進プラン」の見直し「

について（自由討論）

・小委員会の設置について

７月 ８日(水) ○岡山県人権教育推進 ・ 岡山県人権教育推進プラン」の見直し「

委員会小委員会 （案）について

第１回会議

８月３１日 水 ○岡山県人権教育推進 ・小委員会からの報告について（ ）

委員会 ・ 岡山県人権教育推進プラン」の見直し「

第３７回会議 （案）について

９月３０日 金 ○岡山県人権教育推進 ・ 岡山県人権教育推進プラン」の見直し（ ） 「

委員会小委員会 について 提言（案）

第２回会議

１０月２０日 金 ・産業界、学生等からの意見聴取（ ）

～

（ ）１１月１８日 金

１２月２７日 火 ○岡山県人権教育推進 ・ 岡山県人権教育推進プラン」の見直し（ ） 「

委員会 について 提言（最終案）

第３８回会議 ・提言の決定

平成２４年 ・ 岡山県人権教育推進プラン」の見直し「

１月１３日 金 について 提言提出（ ）
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