
※一重下線は訂正箇所

第２回審議会提示　審議会意見案 第２回審議会意見を受けての修正案

就学前
教育

①

豊かな心を
育てる保育
活動の推
進

保育所

・保育所は家庭から団体活動へと入っていく最初の段階
となるので、豊かな心を育て、命の大切さを自然と感じ
取れるような体験活動を継続していくことが望ましい。
・幼児期でもあるので、年長者（小学生・中学生）との交
流や高齢者との交流、四季折々の自然とのかかわりも
経験を積んでいくのが望ましい。
・感情のコントロールができるように、子ども同士がお互
いの言い方や態度に気を配っていけるよう保育するべき
である。

・保育所は家庭から集団へと入っていく最初の段階とな
るので、豊かな心を育て、命の大切さを自然と感じ取れ
るような体験活動を継続していくことが望ましい。
・幼児期でもあるので、年長者（小学生・中学生）との交
流や高齢者との交流、四季折々の自然とのかかわりも
経験を積んでいくのが望ましい。
・感情のコントロールができるように、子ども同士がお互
いの言い方や態度に気を配っていけるよう保育すること
が望ましい。

　引き続き体験活動や年長者との交流を継続し、子ども
たちの豊かな心を育くんでいきたい。また併せて、集団
生活の中で言葉づかいや他人への配慮などコミュニ
ケーション能力も育てていきたい。

B 3

就学前
教育

②
従事する職
員への研
修の実施

保育所

保育所職員の意識向上の為の研修会は、必要だと思う
が、若い職員の子どもに対する思いやりも教育するべき
である。

保育所職員の意識向上の為の研修会は、必要だと思う
が、若い職員の子どもに対する思いやりも教育すること
が望ましい。

　様々な研修会での学びと共に、先輩保育士との保育
の中で、子どもに対する接し方、言葉遣い等、子どもに
対する思いやりを育んでいけるように努めたい。 B 4

学校教
育

①
自尊感情を
育む教育の
推進

教育指
導室

・「自分を大切にする心と、他人への思いやりの気持ち」
から人権が始まるように思われる。小中学校のときに是
非とも育んでいくべきである。（３）の家庭教育とも関連す
るが、家庭環境も影響するため、保護者とも連携を取り
ながら継続していくべきである。
・「こどもたちの『いのち』を守る研修会」は、良い事業で
あると思われるが、いじめをする・される事で嫌な思いを
する事を、子どもたちに伝えることが大事である。

（１）「自分を大切にする心と、他人への思いやりの気持
ち」から人権が始まるように思われる。小中学校のとき
に是非とも育んでいくことが望ましい。「総合的施策１
（３）①②家庭教育」とも関連するが、家庭環境も影響す
るため、保護者とも連携を取りながら継続していくことが
望ましい。
（２）「こどもたちの『いのち』を守る研修会」は、良い事業
であると思われるが、いじめをする・される事で嫌な思い
をする事を、子どもたちに伝えることが望ましい。

(1)道徳の公開授業は保護者も参観しており、引き続き
保護者とも連携を図りながら、自他を大切にする心の育
成を図っていく。
(2)「こどもたちの『いのち』を守る研修会」は参加対象が
地域や保護者、教員等となっている。この研修で学んだ
ことを日頃の教育の中で、子どもたちに還元していく。

B 5

学校教
育

②

正しい人権
感覚を養う
教育の推
進

教育指
導室

・小・中学校9ヶ年を見通して、『かがやき』や『あおぞら2』
（県教委の副読本）などの教材を活用した人権感覚の向
上を図るべきである。

・小・中学校9ヶ年を見通して、「かがやき」や「あおぞら2」
（県教委の副読本）などの教材を活用した人権感覚の向
上を図ることが望ましい。

　全小・中学校とも人権学習の年間カリキュラムの中で
「かがやき」「あおぞら」「あおぞら２」を活用した授業が組
まれている。 B 6

教育指
導室 C

教育振
興課 C

「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）平成30年度進捗状況報告書
人権政策審議会（第2回）の委員からの意見及び担当課回答一覧

あらゆ
る場に
おける
人権教
育・啓
発の推
進

7～
8

(1)【教育振興課】家庭教育学級は各校で運営されている
が、運営委員会の際に人権学習に関する学習内容を含
む講師情報を提供するなど、各校の家庭教育学級の学
習内容選定において積極的に人権課題を含む子育ての
課題について学習を推進するよう指導・助言していく。ま
た、合同講演会においても、同様の課題に関する講演を
積極的に行うよう検討していく。（実際に平成30年度は、
LGBTに関する講演を1回開催している）
(2)【教育振興課】活発な家庭教育学級活動を促すため
に、まずは小・中学校と連携した家庭教育学級を通し
て、保護者の学びの重要性を広報・啓発していき、学級
生の増加と学習内容の質の向上を図る。
(3)【教育指導室】制服の市内統一については今後、調
査研究としたい。
(4)【教育振興課】家庭教育学級は、各校の運営委員に
より、学習内容の選定を含め、自主的に運営されてい
る。その選定対象として、市や学校の取り組みについて
も、保護者の求める内容とも照らし合わせ、情報提供し
ていきたい。合同講演会においても、同様の考えで実施
していきたい。

家庭教
育

①

保護者の
学習機会
の提供と支
援

・児童生徒は、学校において人権課題にかかわる様々
な学習を積み上げる機会がある。保護者に対しても
LGBTを含む人権課題（法務省では強調事項は17項目）
について学習する機会を設けて啓発していくべきであ
る。
・家庭教育学級の参加・活動に、学校差が出てきたとい
う事であるので、家庭教育学級が活発な事例の発表を
合同講演会の時に入れてみるというのはどうか。
・市内中学校の制服を統一していく方向に進めるべきで
ある。（発注数が増えれば、単価もおさえられるし、近年
問題になっているLGBTに関する問題への対処にもなっ
ていくと思われる）
・家庭教育合同講演会に1回、小・中学校での学習会に1
回ずつ、人権侵害の現実とそれに向けての小・中学校
や市の取り組みを紹介するべきである。

（１）児童生徒は、学校において人権課題にかかわる
様々な学習を積み上げる機会がある。保護者に対しても
LGBTを含む人権課題（法務省では強調事項は17項目）
について学習する機会を設けて啓発していくことが望ま
しい。
（２）家庭教育学級の参加・活動に、学校差が出てきたと
いう事であるので、家庭教育学級が活発な事例の発表
を合同講演会の時に入れてみるというのはどうか。
（３）市内中学校の制服を統一していく方向に進めること
が望ましい。（発注数が増えれば、単価もおさえられる
し、近年問題になっているLGBTに関する問題への対処
にもなっていくと思われる）
（４）家庭教育合同講演会に1回、小・中学校での学習会
に1回ずつ、人権侵害の現実とそれに向けての小・中学
校や市の取り組みを紹介することが望ましい。
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分野 事業名 担当課
「審議会意見」

「担当課回答」

令和元年度第2回人権政策審議会会議後修正版

ペー
ジ

30年度実
績について
の自己評
価

地域 ①
コミュニティ
研修会の
推進

人権男
女共同
参画課

・学校での同和教育を補完するためにも、中高生の参加
依頼などを学校を通じて行ってはどうか。
・参加者からの「内容が盛り沢山すぎる」との指摘に対し
て、今後項目を各コミュニティで分散させて、2つずつ位
に絞って行うというような方法を考えてみてはどうか。

(1)学校での同和教育を補完するためにも、中高生の参
加依頼などを学校を通じて行ってはどうか。
(2)参加者からの「内容が盛り沢山すぎる」との指摘に対
して、今後項目を各コミュニティで分散させて、2つずつ
位に絞って行うというような方法を考えてみてはどうか。

(1)市内中学生は、1学年約950人（3学年合計で約2,800
人）、高校生（筑紫中央高）は、1学年約440人（3学年合
計で約1,300人）おり、生徒及び保護者への個別的案内
は困難であるので、学校へのポスター掲示、チラシ設置
等を検討する。
(2)「内容が盛り沢山すぎる」との指摘を踏まえ、内容の
簡略化、開催時間の短縮を図るものとする。令和元年度
においては、各会場とも10分程度の開催時間の短縮を
実現した。

B 10

地域 ②

講演会等
の参加促
進に向けた
取組みの
推進

人権男
女共同
参画課

・参加者を増やすために次の取り組みを行ってはどう
か。
　①関係団体（保護司、民生委員、人権擁護委員、区役
員等）に人数を割り当て、参加依頼をする。
　②中高生にチラシを配布し、関心のある講座への参加
を促す。
・「人権をまなぶ講座」について、インパクトのあるタイト
ルの設定と、参加集約の方法を再検討してはどうか。
（例えば全戸へのチラシ配布）

(1)参加者を増やすために次の取り組みを行ってはどう
か。
　①関係団体（保護司、民生委員、人権擁護委員、区役
員等）に人数を割り当て、参加依頼をする。
　②中高生にチラシを配布し、関心のある講座への参加
を促す。
(2)「人権をまなぶ講座」について、インパクトのあるタイト
ルの設定と、参加集約の方法を再検討してはどうか。
（例えば全戸へのチラシ配布）

(1)①関係団体の中には、本市だけでなく他の公共団体
や民間団体等からも講座等の案内や参加依頼等が多く
あっているものがあり、そういった団体については負担
の大きさに配慮する必要があることから、人数の割り当
てを一律に求めることについては慎重に検討する。講座
のテーマにあわせ、教育関係、福祉関係等の様々な団
体への案内を強化、工夫するものとする。
　②市内中学生は、1学年約950人（3学年合計で約2,800
人）、高校生（筑紫中央高）は、1学年約440人（3学年合
計で約1,300人）おり、生徒及び保護者への個別的案内
は困難であるので、学校へのポスター掲示、チラシ設置
等を検討する。
(2)◆講座のタイトルについては、印象的で、市民等の興
味を惹きつけるようなものを検討する。
　◆全戸へのチラシ配付については、4万5千世帯が対
象となり、困難背が高いことから、(1)①と同様に、関係
団体への周知の強化、工夫等の取り組みを通じて参加
者数の増大の取り組みを進めるものとする。

C
11
～
12

企業 ②

パンフレット
等資料の
配布による
啓発の推
進

人権男
女共同
参画課

・DV相談ホットラインカードの設置場所に中学、高校およ
び公共の男子トイレを追加してはどうか。
・DVに限らず、様々なハラスメントに関する啓発も含めて
行ってはどうか。

(1)DV相談ホットラインカードの設置場所に中学、高校お
よび公共の男子トイレを追加してはどうか。
(2)DVに限らず、様々なハラスメントに関する啓発も含め
て行ってはどうか。

(1)男子トイレについては、「30年度実績」「実施内容」記
載欄の送付先の男子トイレについて本年度中に、設置
する予定である。
　中学校については、現在、毎年度２年生を対象として
デートＤＶ防止研修を実施しており、配布資料中に相談
先一覧を掲載していることから、現時点では中学校の男
女トイレに設置する予定はない。
　高校については、相談先を掲示したポスターを送付す
るものとする。
(2)既にホットラインカード類は様々な団体が多数設置し
ており、飽和的な状況にあることから、様々なハラスメン
トすべてについてのホットラインカードを新たに制作、設
置等することは、逆に埋没化してしまう恐れがあるため、
重要な課題となっているものについて制作、設置等する
ことを検討する。

A
14
～
15

あらゆ
る場に
おける
人権教
育・啓
発の推
進
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ペー
ジ

30年度実
績について
の自己評
価

教育・
啓発活
動の推
進

①

人権教育・
啓発推進
体制の充
実

人権男
女共同
参画課

・「指導や助言を他課に」に続けて、「行い、その結果、中
間の点検や評価を行う。」としてはどうか。

・「31年度取り組み」中の「指導や助言を他課に」に続け
て、「行い、その結果、中間の点検や評価を行う。」として
はどうか。

　全事業について中間の点検や評価等を行うのは、担
当課等の負担が大きく、全事業について中間の点検や
評価等が必ずしも必要ではないと考えられることから、9
～10月を目処に各担当課に対し、事業の進捗管理の徹
底等に関する通知を実施するものとする。

B 17

教育・
啓発活
動の推
進

③
意識調査
の実施

人権男
女共同
参画課

・次回の意識調査の質問事項については、追加として
「LGBT」についての質問も是非入れるべきである。これ
からの地域社会において、いろんな人々との共生が求
められる。そのためにも多くの市民の「LGBTの人」に対
する理解を深める必要があるので、人権意識の高まりも
あり、時流に沿った質問であるべきである。
・前回26年度の内容・結果が確認出来ないので（31年度
の調査内容も不明）、その結果を元にした調査項目を審
議会が審議すべきである。この5年間の社会情勢は特に
変化が顕著だと思われる。

(1)次回の意識調査の質問事項については、追加として
「LGBTQ※」についての質問も是非入れることが望まし
い。これからの地域社会において、いろんな人々との共
生が求められる。そのためにも多くの市民の「LGBTQ」
に対する理解を深める必要があるので、人権意識の高
まりもあり、時流に沿った質問であることが望ましい。
(2)前回26年度の内容・結果が確認出来ないので（31年
度の調査内容も不明）、その結果を元にした調査項目を
審議会が審議することが望ましい。この5年間の社会情
勢は特に変化が顕著だと思われる。

※代表的な性的指向及び性自認を表す言葉であり、一
般的には次のことを指す。
　Ｌ：女性の同性愛者（Lesbian：レズビアン）
　Ｇ：男性の同性愛者（Gay：ゲイ）
　Ｂ：両性愛者（Bisexual：バイセクシャル）
　Ｔ：こころの性とからだの性との不一致（Transgender：ト
ランスジェンダー）
　Ｑ：性的指向や性自認が揺れ動いたり定まらなかった
りする（Questioning：クエスチョニング）

(1)LGBTQ等の性的少数者に関する設問は前回調査
（問3、問24）においても設けられているところである。今
回の調査においては、性的少数者を含め多様な個性を
持つ人々が共生していける社会づくりに配慮した設問と
なるよう、国や近隣自治体の資料等を参考に設問の必
要な見直しを行う。また、「回答者の属性」については、
従来の「男」「女」に加え、「どちらでもない。わからな
い。」と「答えたくない。」を追加することを検討している。
(2)意識調査は、前回調査時との社会情勢の変化等を把
握するために行うものであるため、今回の意識調査の内
容は、基本的には前回調査の内容を基礎としつつ、変
更は必要最低限な程度とするものとしたい。なお、意識
調査の次年度に予定する次期「人権教育・啓発基本指
針」及び「実施計画（第3次）」の策定においては、今回の
調査において判明した社会情勢の変化等を踏まえた内
容とする。

D 19

人材の
育成と
活用の
充実

②

人権・同和
教育に関す
る嘱託職員
の配置

教育指
導室

・「30年度実績」欄において、嘱託職員に関する課題が
整理されているが、その事項は31年度の取組方策にも
反映されるべきではないか。
・担当課課題の「嘱託職員なので次の指導主事への引
き継ぎが難しい状況」というのは本報告書に記載すべき
内容ではないと思われる。市職員も数年毎に担当部署
が変わるので、それとあまり変わらないのではないか。
むしろその中での引き継ぎをスムーズにするように考え
ていくのが策ではないだろうか。

・「30年度実績」欄において、嘱託職員に関する課題が
整理されているが、その事項は31年度の取組方策にも
反映されることが望ましいのではないか。
・担当課課題の「嘱託職員なので次の指導主事への引
き継ぎが難しい状況」というのは本報告書に記載すべき
内容ではないと思われる。市職員も数年毎に担当部署
が変わるので、それとあまり変わらないのではないか。
むしろその中での引き継ぎをスムーズにするように考え
ていくのが策ではないだろうか。

・審議会意見に沿って、担当課課題を修正する。

B 21

人権教
育・啓
発の総
合的か
つ効果
的な推
進

3 枚目



※一重下線は訂正箇所

第２回審議会提示　審議会意見案 第２回審議会意見を受けての修正案

「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）平成30年度進捗状況報告書
人権政策審議会（第2回）の委員からの意見及び担当課回答一覧

分野 事業名 担当課
「審議会意見」

「担当課回答」

令和元年度第2回人権政策審議会会議後修正版

ペー
ジ

30年度実
績について
の自己評
価

情報提
供の充
実及び
強化

③
パネル展等
のイベント
の実施

人権男
女共同
参画課

・「30年度実績」欄において、各パネル展の来場者数の
報告はできないか。さらに、「30年度の実績についての
評価」においては、来場者数及びアンケート調査結果に
よる評価検証はできないか。
・「人権作品展」等に展示した作品を作成した小中学生
の保護者に案内状を送付してはどうか。
・パネル展は各々の啓発月間（週間）に合わせて行うの
に加え、まどかぴあ大ホール等のイベント開催時にも合
わせて展示することで、多くの人に見てもらえるのではな
いか。

（１）「30年度実績」欄において、各パネル展の来場者数
の報告はできないか。さらに、「30年度の実績について
の評価」においては、来場者数及びアンケート調査結果
による評価検証はできないか。
（２）「人権作品展」等に展示した作品を作成した小中学
生の保護者に案内状を送付してはどうか。
（３）パネル展は各々の啓発月間（週間）に合わせて行う
のに加え、まどかぴあ大ホール等のイベント開催時にも
合わせて展示することで、多くの人に見てもらえるので
はないか。

(1)来場者数の計測、報告は、事務局職員等が常駐して
いないため、困難である。
　アンケート等については、アンケート用紙・筆記用具・
回収箱・記載台等の設置を検討する。
(2)市内小学生は1学年約1,000人（6学年合計で約6,200
人）市内中学生は、1学年約950人（3学年合計で約2,800
人）おり、児童生徒の保護者への案内状の送付は困難
であるので、学校へのポスター掲示、チラシ設置等を検
討する。
(3)まどかぴあにおいて、同一内容の事業（パネル展）を
時期を変えて複数回実施することは、原則として困難で
あるので、市広報、ホームページ、SNS、関係団体の案
内等を通じて周知に努めるものとする。

B
25
～
26

同和問
題

②

同和問題
啓発強調
月間におけ
る啓発活動
の推進

人権男
女共同
参画課

・市内中学校（5校）の設置連携を検討すべきである。
（同和問題③との関係があるなか、中学校がなぜ例外な
のか）
・街頭啓発は配布場所近隣の学校関係者（学校運営協
議会・生徒・児童会）からの参加など、学校との連携を検
討すべきである。
・街頭啓発で配布するのも良いが、学校で配布物を小学
生などに配って、家に持ち帰ってもらうことで、親や家族
の目にふれて効果的ではないか。

（１）市内中学校（5校）についても、横断幕の設置などの
連携を検討することが望ましい。（同和問題③との関係
があるなか、中学校がなぜ対象外なのか）
（２）街頭啓発は配布場所近隣の学校関係者（学校運営
協議会・生徒・児童会）からの参加など、学校との連携を
検討することが望ましい。
（３）街頭啓発で配布するのも良いが、学校で配布物を
小学生などに配って、家に持ち帰ってもらうことで、親や
家族の目にふれて効果的ではないか。

(1)市内中学校において横断幕が設置されていない経
緯、小学校のみに設置することとなった経緯は不明であ
る。今後、代替措置（ポスターや立て看板の掲示等）へ
の切り替えなども含めて検討を行う。
(2)今年度中に関係団体と協議する。
(3)市内小学生は、1学年約1,000人（6学年合計で約
6,200人）おり、保護者等への個別的配布は困難である
ので、当面は現行の取り組みを継続するものとする。

B 31

同和問
題

③

小・中学校
における同
和教育の
充実

教育指
導室

・社会科基底カリキュラム（改訂）の小・中学校への啓発
を積極的に活用すべきである。
・小・中学生に歴史的経緯を含めた同和教育を推進する
ときに、経験豊富な講師を招いても良いのではと思いま
した。
・社会科基底カリキュラムの活用と、小学6年生までの人
権感覚の積み上げ、さらには中学校での「部落差別の
現実」を含めた人権学習の展開を図るべきである。

・社会科基底カリキュラム（改訂）の小・中学校への啓発
を積極的に活用することが望ましい。
・小・中学生に歴史的経緯を含めた同和教育を推進する
ときに、経験豊富な講師を招いても良いのではないか。
・社会科基底カリキュラムの活用と、小学6年生までの人
権感覚の積み上げ、さらには中学校での「部落差別の
現実」を含めた人権学習の展開を図ることが望ましい。

・審議会意見の通り推進したい。

B 32

同和問
題

④

企業・事業
所を対象と
する研修会
の開催・支
援

人権男
女共同
参画課

・同和問題を身近に感じない人も多いので、周知させて
いくべきである。

・同和問題を身近に感じない人も多いので、差別の現実
とその解消に向けた取組み等を周知させていくことが望
ましい。

・講演等の題材においては、差別の現実とその解消に
向けた取組み等の周知につながるような内容が含まれ
るものとなるよう、実施事務局に要望していくものとす
る。

B
33
～
34

女性に
関する
問題

①

男女共同
参画推進
のための講
演会・研修
会の開催

人権男
女共同
参画課

・他市町村開催の人気講座も参考にしてはどうか。 　他市町村開催の人気講座も参考にしてはどうか。 　県や他市町の男女共同参画センター等から、講座やイ
ベントの資料を取り寄せ、本市の市民のニーズを的確に
とらえ、事業の企画立案の参考にしていく。 B 37

人権男
女共同
参画課

・市民への効果的な周知方策の工夫検討をすべきであ
る。

　今後も市ホームページ及びSNSについては、他課・他
団体・他自治体が作成したページを参考にしながら、市
民の興味を持ってもらえる内容の記事となるようページ
を作成し、周知していく。

分野別
施策

情報提
供の充
実及び
強化

人権教
育・啓
発の総
合的か
つ効果
的な推
進

②
インター
ネットの活
用

・市民への効果的な周知方策の工夫検討をすることが
望ましい。

C 24

4 枚目



※一重下線は訂正箇所

第２回審議会提示　審議会意見案 第２回審議会意見を受けての修正案

「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）平成30年度進捗状況報告書
人権政策審議会（第2回）の委員からの意見及び担当課回答一覧

分野 事業名 担当課
「審議会意見」

「担当課回答」

令和元年度第2回人権政策審議会会議後修正版

ペー
ジ

30年度実
績について
の自己評
価

保育所 B

教育指
導室 B

人権男
女共同
参画課

B

女性に
関する
問題

③

女性への
暴力の根
絶に向けた
研修会の
開催

人権男
女共同
参画課

・女性への暴力の根絶のため、「DV防止のための講座」
を実施すべきである（毎年何度あってもよい）。「DV加害
者の治療（仮題）」等の講座の開催を通じて、ＤＶ加害者
の治療・更生が進み、DV被害者（女性）が減少し、女性
の人権が守られる社会にしていくべきである。
・中学校デートDV防止研修が継続して実施されており、
意識も浸透してきている。子の成長は徐々に早くなって
いるので、小学校（5、6年生）にもデートDV防止研修を実
施してはどうか。
・中学校デートDV研修後に、生徒間の問題解決への課
題・感想などの意見交換の実施を検討すべきである。
（自身の感想や他者の意見聴取は、具体的な効用があ
る）
・中学校デートＤＶ研修においては、DVの定義と相談所
の案内等が有れば、より良いと思われる。

（１）女性への暴力の根絶のため、「DV防止のための講
座」を実施することが望ましい（毎年何度あってもよい）。
「DV加害者の治療（仮題）」等の講座の開催を通じて、Ｄ
Ｖ加害者の治療・更生が進み、DV被害者（女性）が減少
し、女性の人権が守られる社会にしていくことが望まし
い。
（２）中学校デートDV防止研修が継続して実施されてお
り、意識も浸透してきている。子の成長は徐々に早くなっ
ているので、小学校（5、6年生）にもデートDV防止研修を
実施してはどうか。
（３）中学校デートDV防止研修後に、生徒間の問題解決
への課題・感想などの意見交換の実施を検討すること
が望ましい。（自身の感想や他者の意見聴取は、具体的
な効用がある）
（４）中学校デートＤＶ防止研修においては、DVの定義と
相談所の案内等が有れば、より良いと思われる。

(1)女性への暴力の根絶のための講座は、男女共同参
画コミュニティ別研修会において実施しており、今後も引
き続き、DV加害者の治療等に関するテーマも含めた講
座の実施を検討していく。
(2)小学校5、6年生においても性被害事件が発生してい
るのは事実であるが、デートDVの防止を目指すという研
修内容や、年齢的な研修効果等の観点からは、現在の
中学校2年生を対象とする研修が、現時点では適切と考
える。
(3)生徒の中にはデートDVの被害当事者である者が含
まれている可能性があり、被害当事者を意見交換に加
わらせるものとする場合、当該被害当事者にとって過大
な負担等を強いる可能性があることに配慮する必要が
あるため、生徒間の意見交換は、慎重に検討するものと
する。なお、研修後の生徒アンケート（意見や提言等の
自由記述欄を含む。）の結果を踏まえて、今後の研修の
改善等に活用するものとする。
(4)従来から講座においては、DVの定義の説明及び相
談所等の案内を行っているところであるが、今後もより
わかりやすい説明等となるよう努める。

C
40
～
41

子どもたち
への男女
平等教育
の実施

38
～
39

②

分野別
施策

（１）本事業は「子どもたちへの男女平等教育の実施」と
なっているが、教育指導室の取り組みや実績が保護者
対象の内容となっている。家庭科や特別活動、日常指
導等での取り組みを構築することが望ましい。
（２）保護者への啓発の他に、子どもたちに関心を高め
理解を深めてもらう方法の一つとして、3年前に全国に男
女共同参画カルタの標語を募集したうえ作成した「男女
共同参画カルタ」がある。現在、市内小・中学校、公民館
に配布されているので、学校ホームルームでの利用、家
庭教育学級（保護者）での活用、学童保育やランドセル
クラブでの活用等、いろいろな機会を利用して楽しく活用
することが望ましい。
（３）【教育指導室】の実施内容及び担当課課題に、保護
者への啓発に関する記述があるが、事業対象が子ども
たちであることから考えると、記載場所等の検討が必要
ではないか。
（４）【教育指導室】は、30年度の実績と31年度の取り組
み（学校だよりや行事等を通して保護者の啓発を図る）
が同じようになっているので、再考する必要がある。例え
ば、今年度の保護者対象の講座等で、男女平等に関す
るテーマを取り上げてもらう学校を増やす（働きかける）
ことが望ましい。

・本事業は「子どもたちへの男女平等教育の実施」となっ
ているが、教育指導室の取り組みや実績が保護者対象
の内容となっている。家庭科や特別活動、日常指導等で
の取り組みを構築すべきである。
・保護者への啓発の他に、子どもたちに関心を高め理解
を深めてもらう方法の一つとして、3年前に全国に男女共
同参画カルタの標語を募集したうえ作成した「男女共同
参画カルタ」がある。現在、市内小・中学校、公民館に配
布されているので、学校ホームルームでの利用、家庭教
育学級（保護者）での活用、学童保育やランドセルクラブ
での活用等、いろいろな機会を利用して楽しく活用すべ
きである。
・【教育指導室】の実施内容及び担当課課題に、保護者
への啓発に関する記述があるが、事業対象が子どもた
ちであることから考えると、記載場所等の検討が必要で
はないか。
・【教育指導室】は、30年度の実績と31年度の取り組み
（学校だよりや行事等を通して保護者の啓発を図る）が
同じようになっているので、再考する必要がある。例え
ば、今年度の保護者対象の講座等で、男女平等に関す
るテーマを取り上げてもらう学校を増やす（働きかける）
べきである。

女性に
関する
問題

(1)(3)(4)【教育指導室】審議会意見に沿って各小・中学校
に適宜働きかけを行う等して、日々の教育における男女
平等教育を実践していく。
(2)【人権男女共同参画課】各小中学校に平成28年4月
に10セットずつ配布しており、各学校での有効活用につ
いて依頼している。また、読み札の内容について、子ど
も達の理解が難しいとの声があったので、男女平等推
進センターでは読み札の解説を作り、各学校に配布し
た。
・カルタの活用については、令和元年度の11月末にセン
ターの登録団体である「大野城女性の会」がランドセル
クラブで男女共同参画カルタを使い、子ども達に男女共
同参画について啓発する予定である。

5 枚目



※一重下線は訂正箇所

第２回審議会提示　審議会意見案 第２回審議会意見を受けての修正案

「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）平成30年度進捗状況報告書
人権政策審議会（第2回）の委員からの意見及び担当課回答一覧

分野 事業名 担当課
「審議会意見」

「担当課回答」

令和元年度第2回人権政策審議会会議後修正版

ペー
ジ

30年度実
績について
の自己評
価

女性に
関する
問題

⑤
地域におけ
る女性リー
ダーの育成

人権男
女共同
参画課

・受講生の中途減少への分析と検討を行ったうえ、より
受講しやすい講座のあり方や、講座修了後の活動のあ
り方などについて、根本的な見直しが必要である。

　受講生の中途減少への分析と検討を行ったうえ、より
受講しやすい講座のあり方や、講座修了後の活動のあ
り方などについて、根本的な見直しをすることが望まし
い。

・過去3期の受講生へのアンケートの結果、中途での離
脱者が多い背景には、講座の回数の多さや、実践活動
の負担の重さ、「地域女性リーダー」という名称が持つ負
担感の重さ、自発的受講生の少なさ（知人等からの紹介
に応じた受動的受講生の割合が多い）などがあると考え
られる。
・受講生が受講しやすく、かつ継続しやすいものとするた
め、受講内容の見直しが必要となっている一方で、地域
女性リーダーの育成は男女共同参画社会の実現を進め
る上で重要な課題となっており、講座内容を単に軽易な
ものにすればよい訳ではないという難しさ等に配慮しつ
つ、令和2年度の実施に向け、必要な見直しを行うものと
する。

C
44
～
45

子ども
に関す
る問題

②

児童虐待
等防止のた
めの取り組
みの推進

こども健
康課

・カードや啓発チラシの配布、研修会等の参加はできて
いるが、肝心要の支援体制が整備されていないことは問
題である。

　カードや啓発チラシの配布、研修会等の参加はできて
いるが、肝心要の支援体制が整備されていないことは問
題である。

　要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」と表記。）
を設置し、児童相談所、警察、学校、教育委員会等の関
係機関と、年1回の代表者会議、年12回の実務者会議、
ケース会議を実施している。また、月1回民生委員・児童
委員連合協議会で活動報告し、連携を図っている。要対
協を中心に、地域や庁内の関係機関とのネットワークを
いかした支援を行っており、一定の支援体制は構築され
ていると考えているが、更なる連携強化に努めたい。

B
48
～
49

子ども
に関す
る問題

③

いじめ等の
防止のため
の取り組み
の推進

教育指
導室

・市内小中学校に不登校の児童生徒がいる現状へ対応
するために、適応指導教室南教室の設置に向け調査研
究をさらに進めてほしい。
・教育サポートセンターによる総合的対策について
主権者教育として「子どもの人権」を子どもに周知・発信
する方策を検討をしてほしい。（講話・座談会・ワーク
ショップなど）また、自助グループ方策の導入を検討す
べきである。（該当者・保護者）
・サポートティーチャーや児童民生委員の自宅や地区公
民館にかけこめるような取り組みをすべきである。（例え
ば何曜日の何時～何時迄「おしゃべりにおいで」とか、相
談という前の日常察知として。）

（１）市内小中学校に不登校の児童生徒がいる現状へ対
応するために、適応指導教室南教室の設置に向け調査
研究をさらに進めることが望ましい。
（２）教育サポートセンターによる総合的対策について
主権者教育として「子どもの人権」を子どもに周知・発信
する方策を検討することが望ましい。（講話・座談会・
ワークショップなど）また、自助グループ方策の導入を検
討することが望ましい。（該当者・保護者）
（３）サポートティーチャーや民生委員・児童委員の自宅
や地区公民館にかけこめるような取り組みをすることが
望ましい。（例えば何曜日の何時～何時迄「おしゃべりに
おいで」とか、相談という前の日常察知として。）

（１）【教育指導室】適応指導教室南教室設置については
調査研究を継続する。
（２）【教育指導室】「子どもの人権」については社会科の
授業等で取り扱っている。今後はより丁寧に周知できる
よう学校に働きかける。
（３）【教育指導室】サポートティーチャーの業務内容・業
務時間を超えた取組は実施が難しい。 C 50

分野別
施策

6 枚目



※一重下線は訂正箇所

第２回審議会提示　審議会意見案 第２回審議会意見を受けての修正案

「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）平成30年度進捗状況報告書
人権政策審議会（第2回）の委員からの意見及び担当課回答一覧

分野 事業名 担当課
「審議会意見」

「担当課回答」

令和元年度第2回人権政策審議会会議後修正版

ペー
ジ

30年度実
績について
の自己評
価

こども未
来課 B

教育振
興課 C、B

教育指
導室 B

こども健
康課

A

人権男
女共同
参画課 B

長寿支
援課 B

人権男
女共同
参画課

D

福祉課 D
こども健
康課 A
人権男
女共同
参画課

B

保護者等を
対象とした
講演会や
研修会の
実施

高齢者
に関す
る問題

①

子ども
に関す
る問題

障がい
者に関
する問
題

⑤

・小中学校の子どもの親にとって家庭教育学級は、子育
て、自分育ての最適な学習の場である。大野城市の15
の小中学校において、学習会が活発な学校と、そうでな
い学校の格差があるとのことであるが、学習を受けるば
かりでなく、組織運営も勉強になり、人生において役立
つことばかりである。子の成長とともに親も成長できる
チャンスである。15校揃って活発な学習会となるように実
施していくべきである。
・家庭教育学級の各校役員会での、情報交換・意見交
換・事業感想について活発な交流を支援していくべきで
ある。

・長期ひきこもりによる「8050問題」の実態把握、問題解
決に向けた講座を開催すべきである。
・年々、高齢者が増える現状、高齢者をとりまく様々な問
題（認知症、介護、健康、虐待、交通事故（高齢者による
運転）、詐欺（振込））等々に対する市民の理解を深める
ため、高齢者の人権について、本人は勿論のこと、高齢
者予備軍の方々、次代を担う若い方々にも現状を理解
して高齢者を見守り、安心して暮らせる地域社会である
べきである。高齢者の人権に関する講座の実施が必要
である。
・各種講座と調整し、新年度での高齢者の人権に関する
講座の開催を企画すべきである。
・「高齢者の人権」は、64才以下の人々にとって、より重
い課題であることを再度確認することと、高齢者はこれ
までの世の中を支えてきてくれたことを、もっとアピール
していく必要がある。

分野別
施策

・2020年開催の東京パラリンピックの前年度として、より
一層の理解のため、積極的な啓発を推進すべきであ
る。

64
～
65

・2020年開催の東京パラリンピックの前年度として、より
一層の理解のため、積極的な啓発を推進することが望
ましい。

市民を対象
とした講演
会・研修会
等の開催

①

56
～
57

（１）長期ひきこもりによる「8050問題」の実態把握、問題
解決に向けた講座を開催することが望ましい。
（２）年々、高齢者が増える現状、高齢者をとりまく様々
な問題（認知症、介護、健康、虐待、交通事故（高齢者
による運転）、詐欺（振込））等々に対する市民の理解を
深めるため、高齢者の人権について、本人は勿論のこ
と、高齢者予備軍の方々、次代を担う若い方々にも現状
を理解して高齢者を見守り、安心して暮らせる地域社会
であることが望ましい。高齢者の人権に関する講座を実
施することが望ましい。
（３）各種講座と調整し、新年度での高齢者の人権に関
する講座の開催を企画することが望ましい。
（４）「高齢者の人権」は、64才以下の人々にとって、より
重い課題であることを再度確認することと、高齢者はこ
れまでの世の中を支えてきてくれたことを、もっとアピー
ルしていくことが望ましい。

市民を対象
とした講演
会・研修会
等の開催

52
～
55

（１）小中学校の子どもの親にとって家庭教育学級は、子
育て、自分育ての最適な学習の場である。大野城市の
15の小中学校において、学習会が活発な学校と、そうで
ない学校の格差があるとのことであるが、学習を受ける
ばかりでなく、組織運営も勉強になり、人生において役
立つことばかりである。子の成長とともに親も成長できる
チャンスである。15校揃って活発な学習会となるように実
施していくことが望ましい。
（２）家庭教育学級の各校役員会での、情報交換・意見
交換・事業感想について活発な交流を支援していくこと
が望ましい。

（１）【教育振興課】家庭教育学級の運営に際しては、保
護者としての家庭教育に関する悩みや不安な事項を集
約精選し、子育て、自分育ての学習に有益なテーマを設
定していく。市全体では合同講演会の場で、また各校で
は家庭教育学級の場で学び合う環境を提供し、支援し
ていく。今後も、教育振興課と学校が連携し、各校の家
庭教育学級運営を支援することを強化するとともに、小
中連携した合同の家庭教育学級の実施など家庭教育学
級の重要性を啓発し、15校の活発な活動を促進してい
きたい。
（２）【教育振興課】市全体の家庭教育学級運営委員会
において、各校の運営委員が自校での企画・運営に活
かすことができるような情報交換・意見交換等の交流の
場を設定し支援していく。

（１）【すこやか長寿課】地域包括支援センターが行う訪
問は、高齢者の総合相談支援として実施しておりますの
で、今後も継続して取組みます。
（１）(２)(３)(４)【人権男女共同参画課】審議会の意見のと
おり、コミュニティ別人権・同和問題研修、人権をまなぶ
講座、人権週間講演会等におけるテーマ・課題とするこ
とを検討する。

　審議会意見のとおり、啓発を推進する。

7 枚目



※一重下線は訂正箇所

第２回審議会提示　審議会意見案 第２回審議会意見を受けての修正案

「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）平成30年度進捗状況報告書
人権政策審議会（第2回）の委員からの意見及び担当課回答一覧

分野 事業名 担当課
「審議会意見」

「担当課回答」

令和元年度第2回人権政策審議会会議後修正版

ペー
ジ

30年度実
績について
の自己評
価

障がい
者に関
する問
題

②

障がいへの
理解を深め
るための教
育の推進

教育指
導室

・「30年度取り組み」欄には、「小・中学校と特別支援学
校との交流」の記載があるが、「30年度の実績」欄では、
それに対応する事項がないようだが差し支えはないか。
また、同欄の課題では、「内容や方法の充実が必要」と
されているが、「31年度の取り組み」欄の記述にはそれ
に対応する記載はないが差し支えないか。
・2020年開催の東京パラリンピックの前年度として、より
一層の理解のため、成長過程に応じた積極的な啓発を
推進すべきである。
・特別支援学級と普通学級との交流活動は、今後も継続
すべきである。

・「30年度取り組み」欄には、「小・中学校と特別支援学
校との交流」の記載があるが、「30年度の実績」欄では、
それに対応する事項がないようだが差し支えはないか。
また、同欄の課題では、「内容や方法の充実が必要」と
されているが、「31年度の取り組み」欄の記述にはそれ
に対応する記載はないが差し支えないか。
・2020年開催の東京パラリンピックの前年度として、より
一層の理解のため、成長過程に応じた積極的な啓発を
推進することが望ましい。
・特別支援学級と通常学級との交流活動は、今後も継続
することが望ましい。

　審議会の意見に沿って、３０年度の実績欄、３１年度の
取組を修正する。

B 66

障がい
者に関
する問
題

③

障がいのあ
る人の社会
参加と交流
活動の開
催

福祉課

・チャレンジアートの来場者が年々増加しているのはい
いことであるが、そのアートを出品する側になりたい人が
学べる場所が必要である（まどかぴあ生涯学習センター
で、障がい者に向けた講座を（短期～1年位でも）開いて
もらいたいという声が聞かれる）。

・チャレンジアートの来場者が年々増加しているのはい
いことであるが、そのアートを出品する側になりたい人が
学べる場所があることが望ましい（まどかぴあ生涯学習
センターで、障がい者に向けた講座を（短期～1年位で
も）開いてもらいたいという声が聞かれる）。

　今後は、障がいのある人の生涯学習についても調査
研究していきたい。

A
67
～
68

障がい
者に関
する問
題

④

障がい者に
対する差別
解消のため
の取り組み
の推進

福祉課

・「30年度実績の実施内容」欄に、「合理的配慮の提供を
実施している」とあり、「30年度実績についての評価」欄
の理由にも同様の記載があるが、具体的にはどのよう
な事象か。その記載はしないでよいか。

　「30年度実績の実施内容」欄に、「合理的配慮の提供
を実施している」とあり、「30年度実績についての評価」
欄の理由にも同様の記載があるが、具体的にはどのよ
うな事象か。その記載はしないでよいか。

　審議会意見のとおり、見直すものとする。

B 69

ふるさと
にぎわ
い課

B

人権男
女共同
参画課

C

日本に
居住す
る外国
人に関
する問
題

②

小・中学校
における国
際教育と英
語教育の
充実

教育指
導室

・中学校での外国語の研究授業及び研修を実施すべき
である。（内容の検討の要がある。例：災害時の英語対
応など時流にあったテーマの設定など）

・中学校での外国語の研究授業及び研修を実施するこ
とが望ましい。（内容の検討の要がある。例：災害時の英
語対応など時流にあったテーマの設定など）

　審議会の意見のとおり実施する。時流にあったテーマ
の設定については、今後の調査研究としたい。

C 73

インター
ネットに
よる人権
侵害に
関する問
題

②

学校におけ
るインター
ネット教育
の推進

教育指
導室

・近年、SNS等でいじめ・誹謗中傷が多いと聞くので、子
ども時代から正しいインターネット使用に関する研修を
通じて学ぶ事は、重要である。

・近年、SNS等でいじめ・誹謗中傷が多いと聞くので、子
どもの頃から正しいインターネット使用に関する研修を
通じて学ぶ事は、重要である。

　審議会の意見のとおり、情報モラルの推進を図る。

B 79

分野別
施策

・スピーチコンテスト・国際交流協会と連携した各種事業
の実施は、非常に良いと思われる。又、各地域の祭りに
呼び日本文化を知らしめる事も大事である。（各国の文
化に触れる事は、大事である。）
・近年、スーパーマーケットやコンビニエンスストアで、日
本語以外の言語を耳にする事が多くなっているので、交
流事業のポスターやチラシを店に掲示する等して、参加
者募集を行うべきである。
・過去に、日本が外国に対して、人権侵害を行った加害
の歴史についても、学習の機会をもつ必要がある。

日本に
居住す
る外国
人に関
する問
題

71
～
72

①

市民を対象
とした国際
理解を深め
る事業の開
催

（１）スピーチコンテスト・国際交流協会と連携した各種事
業の実施は、非常に良いと思われる。又、各地域の祭り
に呼び日本文化を知らしめる事も大事である。（各国の
文化に触れる事は、大事である。）
（２）近年、スーパーマーケットやコンビニエンスストアで、
日本語以外の言語を耳にする事が多くなっているので、
交流事業のポスターやチラシを店に掲示する等して、参
加者募集を行うことが望ましい。
（３）過去に、日本が外国に対して、人権侵害を行った加
害の歴史についても、学習の機会をもつことが望まし
い。

(1)〔ふるさとにぎわい課・人権男女共同参画課〕　審議会
意見のとおり、事業を推進する。
(2)〔ふるさとにぎわい課・人権男女共同参画課〕　現在
行っている交流事業の周知方法については、頂いたご
意見を参考に関係団体と協議を行っていく。
(3)〔ふるさとにぎわい課・人権男女共同参画課〕　審議会
意見のとおり、事業の実施においては、人権侵害を行っ
た加害の歴史についても配慮した内容となるよう検討す
る。

8 枚目



※一重下線は訂正箇所

第２回審議会提示　審議会意見案 第２回審議会意見を受けての修正案

「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）平成30年度進捗状況報告書
人権政策審議会（第2回）の委員からの意見及び担当課回答一覧

分野 事業名 担当課
「審議会意見」

「担当課回答」

令和元年度第2回人権政策審議会会議後修正版

ペー
ジ

30年度実
績について
の自己評
価

分野別
施策

その他
の人権
問題

①

市民を対象
とした講演
会・研修会
等の開催

人権男
女共同
参画課

・社会問題として広く理解をしてほしいテーマの講座を開
催すべきである。また、事前の効果的な開催周知方策を
検討すべきである。

・社会問題として広く理解をしてほしいテーマの講座を開
催することが望ましい。また、事前の効果的な開催周知
方策を検討することが望ましい。

・講座や講演会等においては、社会問題として広く理解
をして欲しいテーマを選定するよう留意する。
・また、関係団体への参加の呼びかけの他、市広報、市
ホームページ、市SNS、チラシの配付、ポスターの掲示、
各種イベントでの案内、周知等を通じて、市民への広い
参加を周知するものとする。

C 81

・「評価」欄の記載振りが統一されていないように思われ
る。例えば、予定通りに実施できたことのみをもって「B」
としていたり、アンケートの意見・感想を引用して評価を
行っている事項もある。可能であれば、参加者数や感想
等をもって評価する方が望ましいと思われる。また、「評
価の指針」（P2、P16、P28）では、「成果の度合い」を評
価するとされているが、「成果」の検証（方法）はどのよう
に考えているのか。
・性自認や性的指向（LGBTは一部P8に記載があり）の
問題に対する項目を設ける必要はないか。過去に、市
民アンケートを実施しているのであれば、その内容と今
後の取組方針を掲げることは可能ではないか。

(1)「評価」欄の記載振りが統一されていないように思わ
れる。例えば、予定通りに実施できたことのみをもって
「B」としていたり、アンケートの意見・感想を引用して評
価を行っている事項もある。可能であれば、参加者数や
感想等をもって評価する方が望ましいと思われる。ま
た、「評価の指針」（P2、P16、P28）では、「成果の度合
い」を評価するとされているが、「成果」の検証（方法）は
どのように考えているのか。
(2)性自認や性的指向（LGBTは一部P8に記載があり）の
問題に対する項目を設ける必要はないか。過去に、市
民アンケートを実施しているのであれば、その内容と今
後の取組方針を掲げることは可能ではないか。

(1)審議会意見のとおり、評価の基準としては、「数値化
可能なものであること」「第三者による客観的評価、検証
が可能なものであること」が望ましいことから、各担当課
に対しては、可能な限り数値化や第三者客観的評価・検
証可能性を有する評価基準とするよう協議する。
　また、成果の検証及び検証結果を踏まえた意見、指導
等については、今後研究を行うものとする。
(2)LGBTQ等の性的少数者に関する設問は前回市民意
識調査（問3、問24）においても設けられているところであ
る。今回の調査においては、性的少数者を含め多様な
個性を持つ人々が共生していける社会づくりに配慮した
設問となるよう、国や近隣自治体の資料等を参考に設
問の必要な見直しを行う。また、「回答者の属性」につい
ては、従来の「男」「女」に加え、「どちらでもない。わから
ない。」と「答えたくない。」を追加することを検討してい
る。

全てに共通する事
項

9 枚目


