
01 人権読本「ぬくもり」の活用促進　

02 学級集団アセスメントの実施　

03 子ども日本語サポートプロジェクト　

04 国際理解教育の推進　

05 ふくせき制度　

06 いじめゼロプロジェクト

07 学校ネットパトロール事業

08 スクールソーシャルワーカー活用事業　

09 スクールカウンセラー等活用事業

10 教育相談機能の充実　

11 不登校対応教員（教育相談コーディネーター）の配置　

12 教育委員会主催人権教育研修　

13 全市人権教育研修　

14 校内人権教育研修　

15 体罰によらない教育の推進　

16 人権教育研究団体との連携　

17 「人権教育指導の手引き」の活用促進

18 「小・中学校の社会科における部落問題学習指導事例」の活用促進

19 「いじめ対応マニュアル」の活用促進

20 「虐待防止マニュアル」の活用促進　

　

21 いじめ防止対策委員会の推進　

22 特別支援学校卒業生の就労促進

23 進路指導事業　

24 ふれあい学び舎事業

05 ふくせき制度（再掲）　

08 スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲）

09 スクールカウンセラー等活用事業（再掲）　

10 教育相談機能の充実（再掲）

16 人権教育研究団体との連携（再掲）　

主な取組みや成果 課題と取組みの方向性（２）教職員の資質・能力の向上・活性化

主な取組みや成果

　全ての学校で，児童生徒が発達段階に応じて人権の意義や内容・重要性について理解
し，具体的な態度や行動に現れるようにすることを目指し人権教育の取組みを行った。

　人権読本「ぬくもり」については，授業の中心となる教材以外にも幅広く活用するよう
具体的な活用方法や活用事例を紹介した。また，小学校に加え中学校についても一部教材
を必修化した。

　いじめや不登校の未然防止に向けた取組みについては，学級集団アセスメントを実施す
るとともに，その活用のための研修を実施したことで教職員の理解が深まり，効果的に活
用することができた。また，児童生徒が主体的に取り組む「いじめゼロプロジェクト」
は，学校だけではなく，地域や家庭との連携を意識した取組みを充実させた。

　正規職員である拠点校スクールソーシャルワーカーを各区に1人ずつ配置し，嘱託員
（現：会計年度任用職員）であるスクールソーシャルワーカーに対し，指導助言を行うこ
とにより，全体の資質向上を図った。また，スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカー，教育相談コーディネータなどと連携し，いじめ・不登校をはじめ，様々な支援
を必要とする児童生徒や保護者に対して支援を行った。

　「学校ネットパトロール事業」については，検索・監視により問題のある書き込みや画
像について学校へ情報提供し，削除修正の指導を行った。

　人権教育を効果的に推進するため，各種指導書やマニュアルを整備するとともに，研修
会等で活用している。

　「人権教育の手引き」「小・中学校の社会科における部落問題学習指導事例」について
は，各学校での活用状況等を調査し，人権教育担当研修など様々な機会を通して，具体的
な活用事例を周知し活用促進を図った。
　「虐待防止マニュアル」については，各学校での具体的な対応や連携機関等をまとめ，
令和元年度に改訂した。

　各種指導書やマニュアルについては，一部，活用が十分でないものもあり，更なる活用
促進を図るため，活用状況等を調査し，具体的な活用事例を周知することで活用の促進を
図る。

　「小・中学校の社会科における部落問題学習指導事例」については，掲載事例等の見直
しにより活用しやすくなるよう改訂する必要がある。また，中学校での活用率を向上させ
るため，社会科担当以外の教員に対しても資料の周知を図る。

　「いじめ対応マニュアル」は作成から10年以上経過しているため，平成30年に改定し
た「福岡市いじめ防止基本方針」や社会情勢の急激な変化に合わせて，令和２年度中に改
訂する。

主な取組みや成果

　各校種間，家庭・地域，企業，関係機関等と連携して取組みの充実を図った。

　「いじめ防止対策委員会の推進」については，全学校が「学校いじめ防止基本方針」を
策定し，教職員，保護者，地域等の役員と連携し情報交換を図るため「いじめ防止対策委
員会」を開催した。

　特別支援学校卒業生の就労促進については，企業，行政，労働機関，保護者等で「夢ふ
くおかネットワーク」を組織し企業登録数は435社となった。また，就労を希望する生徒
のうち94.6％が就労した。

　進路指導事業では，高等学校中途退学や卒業後の進路未決定者を減少させるために，
小・中・高の校種間及び関係機関・団体と連携して高校訪問を実施するとともに，進路指
導協力者会議を開催し情報交換や協議を行った。
　
　「ふれあい学び舎事業」では，地域との共育による放課後補充学習を全小学校で実施し
た。また，各学校の状況に応じて指導員を１名増加するなど実施体制を充実させた。

　各事業ともに，引き続き各校種間，家庭・地域，企業，関係機関等との連携強化を図
り，その成果を上げるよう努めていく。

　「学校いじめ防止基本方針」については，各学校の実態に合わせ適宜見直しを行う。

　特別支援学校卒業生の就労促進については，早期から保護者の意識調査を行うことで保
護者と思いを共有し，具体的な支援を行っていく。
　
　進路指導事業については，小・中学校の教員が高等学校との連携の必要性を認識し，
小・中学校の教育活動に活かせるよう，進路指導協力者会議を開催する。

（４）家庭・地域や関係機関・団体との連携

（1）学校における人権教育の推進

　　　　　　　②人の多様性を認め合う共生社会の実現

課題と取組みの方向性

課題と取組みの方向性

課題と取組みの方向性
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　体系ごとの総括表

　児童生徒については，依然として障がいのある人や同和問題，外国人などへの差別性が
ある言葉を使ってしまうなど人権に関わる事象が発生しているため，引き続き，子どもの
発達段階に応じ，人権感覚を高め，様々な人権問題に取り組んでいこうとする実践的な行
動力を育成する必要がある。

　人権読本「ぬくもり」については，授業の補助的な活用や授業以外での活用の回数が少
ないため，研修会等で具体的な活用方法や活用事例を周知し活用を推進していく必要があ
る。

　支援を必要とする児童生徒や保護者に対しては，子どもの課題の背景が複雑に絡み合っ
ているため，スクールソーシャルワーカー，スクールカウンセラー，教育相談コーディ
ネーター，日本語指導担当教員などがお互いの専門性を生かしつつ，すべての教員が連携
し学校全体として教育相談体制を強化していく。

　「ふくせき制度」については，特別支援学校や小・中学校の入学式でふくせき制度の紹
介を行うことで，今後とも地域や保護者への周知を図る。

　「学校ネットパトロール事業」については，検索・監視活動を継続するとともに，教職
員や保護者を対象とした講演会を充実させ事業の周知を行うことで，児童生徒の問題行動
等の未然防止，早期発見・早期対策を図っていく。なお，問題のある書き込みや画像の検
知件数が減少傾向にあるため，令和６年度の検知件数の目標値1,500件を1,200件に変更
する。

　人権教育推進のための「３つの柱」に基づき，教育委員会主催人権教育研修，全市人権
教育研修，校内人権教育研修を実施し，課題に応じた様々な研修を実施することで教職員
としての実践的指導力を高めた。

　教育委員会主催人権研修では，経験年数が短い教職員の人権教育に関する基礎的な知識
理解を深める研修を集中的に実施するとともに，研修前後に繰り返し確認できるオンライ
ン研修を開始した。
　
　おしなべて研修参加者の満足度は97％前後と高く，校内人権研修では「教育実践に活用
できそうだ」と考える教員が99％を超えている。
　
　また，人権教育に関し教職員相互による自主的な研究・実践を行っている５つの研究団
体に対し研修費を交付するとともに，各団体が主催する研修会への教職員の積極的な参加
を促したことで，多くの職員が様々な研修に参加し，人権教育の推進に寄与することがで
きた。

　今後も経験年数が短い教職員に対して，人権教育に関する基礎的な知識理解を深めるた
めの研修を集中的に実施する。また，各研修の実施にあたっては，講義形式だけではなく
意見交換形式やオンライン形式など実施方法を工夫し，様々な人権課題について教育実践
に活用できる研修を計画的に行う。
　
　校内人権教育研修については，更なる研修内容の充実を図るため，人権課題の当事者を
招聘したりフィールドワーク研修を実施したりすることで，差別の現実を学ぶ研修を積極
的に取り入れるよう促していく。
　
　体罰については減少（H29：6件，H30：2件，令和元年：2件）しているが依然とし
て発生しているため，リーフレット及び冊子（研修・資料編）の見直しを行い，更なる研
修の充実を図ることで体罰の根絶に取り組む。

　計画の目標　①人権という普遍的文化の構築

（３）指導書・資料等の整備・活用

主な取組みや成果

資料３



25 公民館主催事業（人権教育関係）
26 図書館事業
27 区人権講座　
28 人権教育教材・資料等の整備

29 地域の教育力育成・支援事業　
30 不登校の子どもの保護者支援事業　
31 家庭教育支援事業　
26 図書館事業　（再掲）

32 人権啓発地域推進組織（人尊協）の設立・支援

33 人権啓発地域推進組織（人尊協）全市交流会

34 区人権啓発地域推進組織（人尊協）交流会

35 ＰＴＡ人権教育研修　

36 区ＰＴＡ連合会の支援　

37 単位ＰＴＡの支援　

38 区人権啓発連絡会議　

39 区人権を考えるつどい　

40 人権教育推進交流会　

41 区広報誌づくり講座　

42 教育委員会職員人権教育研修　

12 教育委員会主催人権教育研修（再掲）　

13 全市人権教育研修（再掲）

14 校内人権教育研修（再掲）　

15 体罰によらない教育の推進（再掲）　

16 人権教育研究団体との連携（再掲）　

43 社会教育主事等研修　
44 新任公民館職員研修
45 公民館職員人権教育研修　
46 公民館運営懇話会委員研修　
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主な取組みや成果 課題と取組みの方向性
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　各区の主任社会教育主事等を対象に，人権問題についての共通理解，認識を図るととも
に専門的力量を高めることを目的に研修を実施した。
　
　地域における人権教育を担う公民館職員に対する研修では，人権問題の解決に向けた取
組みを推進していく立場であることを自覚する契機となり，人権問題に対する正しい理解
と認識を深めたことで，公民館での講座等の企画に活かされた。

　多くの研修で，参加者から「今後の仕事の役に立つ」と回答があった。

　社会教育主事，公民館職員などに対する研修については，社会情勢の変化や今日的課題
などを踏まえたテーマや内容を選定していくとともに，研修内容がより具体的・実践的な
内容となるよう検討する。

　研修開催方法については，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため「新しい生活様
式」を踏まえ実施するほか，少人数制での開催や集会に替えての資料配布，オンライン方
式による開催などを検討する。

主な取組みや成果 課題と取組みの方向性

主な取組みや成果 課題と取組みの方向性

（２）家庭や地域の教育力の向上

（２）教職員

（３）市民主体の取組みへの支援及び連携

主な取組みや成果 課題と取組みの方向性

　全職員を対象とした研修を実施し，人権問題全般の内容や時事的な人権テーマを取り上げた
ことにより，新たな知識の習得に繋がった。また，教育委員会の職員一人ひとりが人権につい
て考える機会となり，特定職業従事者として果たすべき役割を考えることができた。

１の（２）に同じ

　全ての公民館において人権問題学習講座を基本事業として位置付けており，人権問題の
解決を図る意志と実践力を持った市民の育成を目指し，今日的課題や市民ニーズを踏まえ
たテーマを選定し人権問題学習講座を開催した。
　各区においても，当事者や人権問題の解決に取り組んでいる人を招いて連続した人権講
座を実施し，参加者の９割以上が「人権に関する理解が深まった」と回答した。

　また，人権教育教材の整備を進め，公民館や人尊協，ＰＴＡ等の人権教育研修で活用す
るとともに，各区生涯学習推進課所有のＤＶＤ教材一覧を作成し情報共有を図った。

　公民館及び区主催講座ともに，参加者の多くがＰＴＡや人尊協，自治協の関係者である
ため，より幅広い市民に参加してもらえるよう，他区での講演会をはじめ，書籍やイン
ターネット等の媒体から幅広く情報収集を行い，様々な人権問題についてのテーマを提供
していく。
　
　人権教育教材については，ＤＶＤ教材リストの共有化とともに，新型コロナウイルス感
染拡大に伴う人権侵害など新たな人権課題にも対応する必要があるため，国や他自治体作
成の資料も参考に情報収集に努める。

　各校区の人尊協では，人権尊重に向けた講演会や研修会，人権まつり，人権のつどい，
広報誌の発行など，活発な活動が行われた。各人尊協の役員，関係者が集う全市交流会で
は，講演会と校区での取組み事例の発表を行い人尊協の活動の活性化を図った。区交流会
は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となった区が多かったが，実施できた
区のアンケートでは，95％以上の参加者が「今後，人権啓発を推進していくうえで参考に
なった」と回答した。

　PTAについては，研修会の企画運営をＰＴＡ役員が主体的に担うことが定着し，ほぼ全
てのPTAで研修会が実施された。
　
人権啓発連絡会議では，各区民の人権意識の向上を目指し関係機関・団体が連携し研修会
や人権を考えるつどい，街頭啓発，広報誌の作成などの事業を実施した。

　各団体ともに，人材育成や事務局体制の充実などの課題を抱えているため，きめ細かな
支援を行うとともに先進的な取組み事例の情報収集・発信を行っていく必要がある。

　人尊協の交流会やＰＴＡ人権研修など多くの人が集まる事業については，新型コロナウ
イルス感染防止のため「新しい生活様式」を踏まえて，少人数制での開催や資料配布，オ
ンライン方式による開催など，開催方法を検討する。
　
　人権啓発連絡会議については，区と関係機関・団体が協力し，事業内容や実施方法を検
討しながら人権啓発を進めていく。

１の（２）に同じ

　身近な人権問題など，時勢を捉えた研修内容を実施するとともに，新転任職員と現任職
員に対する研修内容を差別化するなど，それぞれの立場で改めて人権問題と向き合うこと
で，各職員の人権感覚と人権意識をさらに向上させる。

主な取組みや成果 課題と取組みの方向性

主な取組みや成果

　「地域の教育力育成・支援事業」については，助成金の交付等を通じて地域で自主的・
主体的な活動を行うグループを支援した。アンケート調査では，全ての助成グループが
「この事業をやってよかった」と回答し，地域の教育力育成に寄与した。
　
　「不登校の子どもの保護者支援事業」については，ＮＰＯと共働してセミナー等の開催
や相談窓口の不登校ほっとラインを開設。更に不登校の子どもの保護者会を開催する学校
を支援し不登校家庭の孤立防止を図った。
　
　「家庭教育支援事業」では，入学説明会等を活用した学習会へ講師を派遣し，2,000人
を超える保護者に基本的生活習慣等の重要性を学ぶ機会を提供し，実施した学校の満足度
は100％であった。

課題と取組みの方向性

　都市化や共働き世帯・一人親世帯の増加，ライフスタイルの多様化などにより地域の繋
がりが薄れることで，支援が必要な家庭が孤立し支援の手が届かなくなることがないよう
に，学校や地域と連携しながら情報を発信していく必要がある。
　
　不登校の子どもの保護者支援事業については，教育相談コーディネーター等と連携し保
護者と学校を支援するとともに，不登校には様々な要因があるため，保護者が求めるテー
マを探り不登校セミナーを開催する。

　また，入学説明会を活用した学習会への講師派遣については，家庭教育に関心が低い保
護者にも基本的生活習慣の重要性を理解してもらう機会であることを学校に説明し，新規
実施校の増加を図る。

（1）人権教育に関する学習機会の提供

（３）社会教育関係者

（１）教育委員会事務局職員


	印刷用

