
第４章　人権教育・人権啓発の推進

【基本的な視点】
・自分自身の課題としての人権教育・人権啓発の推進
・生涯にわたる多様な人権教育・人権啓発の推進
・市民の理解と共感を得る人権教育・人権啓発の推進

２　人権教育・人権啓発を推進するための取組み

（１）人権教育

　①学校教育

　　ア　人権尊重を基本とした学校運営の推進
　　学校の教育活動全般を人権という視点からとらえるように
　努めます。人権教育に教職員が一体となって取り組む体制を
　整え、学校全体で組織的・継続的に取り組みます。

〈施策の方向性〉
・安全で楽しく学べる環境づくり

・個に応じた指導の充実

・教育相談など支援を必要とする子どもや家庭への対応の充実

・学校の人権教育の目標・計画を明確にし、学校全体で人権教育に取
り組むための体制の整備
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④実施期間 ⑤所管局

平成13年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　各学校で、それぞれの目的に沿った効果が得られ、一定の成果が認められたため。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

  少子化に伴う保護者数の減少や、共働き世帯の増加等に加え、新型コロナウイルス感染症予防の為、活動
を停止した時期があり、登録者数（延べ）も活動回数も減少傾向が続いている。引き続き、無償も含めたボ
ランティアの確保に努める。

⑩令和３年度以降の実施計画

令和2年度から、地域が学校を支援する体制から、相互にパートナーとして連携・協働する体制「地域学
校協働活動」へと形を変えており、地域社会全体の教育力の向上を図るため、スクールヘルパーにも更なる
活動を期待するところである。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ア　　人権尊重を基本とした学校運営の推進

②施策の方向性

安全で楽しく学べる環境づくり

③事業名

スクールヘルパーの配置

⑥事業・取組みの内容

　地域の人材や教育機能を学校教育に生かし、地域と学校が連携して子どもたちの「生きる力」を育むこと
を目的に、地域人材をスクールヘルパーとして学校に登録し、子どもの安全対策や子どもの豊かな情操を育
む読書活動、子どもの悩みの相談、学習支援、生活面での補助的な支援が必要な子どもへの支援を実施す
る。

⑦令和２年度までの実施状況

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
16,630人 15,639人 10,738人 6,555人 4,040人
116,813回 110,358回 100,074回 84,732回 27,619回

【スクールヘルパー】

登録者数
延べ活動回数
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ア　　人権尊重を基本とした学校運営の推進

②施策の方向性

個に応じた指導の充実

学校支援のための講師等配置事業

⑥事業・取組みの内容

　いじめや非行、不登校等の問題の未然防止など、学校の課題と状況に応じて学校を支援するための
非常勤講師を配置する。
　講師を配置し、効果的・効率的な活用を図ることにより、学習習慣の確立や基礎的・基本的な内容
の確実な定着を図り、確かな学力の向上やコミュニケーション能力の向上等に向けたきめ細かな指導
を実現する。

⑦令和２年度までの実施状況

　学校の課題、状況を踏まえ、個に応じた指導や支援を必要とする子ども・家庭への対応をサポートするた
めの講師配置を行った。また、令和元年度から、学校の法的課題の解決・予防に向けた体制の充実と教員の
負担軽減を図ることを目的とした「スクールロイヤー」を配置。
【令和２年度】
１　学校支援のための講師等配置事業
　　計６４名（小学校４０名、中学校２３名、スクールロイヤー１名）

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　講師の配置により、子どもの状況に応じたきめ細かな指導が行えるため、学校生活全
体を通じて、子どもたちの人権感覚をはぐくむ環境づくりができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　学校の課題・状況・問題等を踏まえ、個に応じた指導や支援を必要とする子ども・家庭への対応をさらに
充実させていくため講師配置を継続することが重要であり、さらに現状に応じたきめ細やかな指導を行える
ような講師配置を進めていく。

⑩令和３年度以降の実施計画

　現状の課題に応じた講師配置を計画し、きめ細かな指導を実現する。

小学校 中学校 計

6 6

7 4 11

19 19

12 12

15 15

40 23 63

1

64

日本人ALT

計

スクールロイヤー 1

合　計

講師の主な活用方法

小中連携によるいじめ・非行等対策

学力アップを推進するための人材活用事業

長欠・不登校対策

その他（教頭未配置等）
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④実施期間 ⑤所管局

平成22年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ア　　人権尊重を基本とした学校運営の推進

②施策の方向性

教育相談など支援を必要とする子どもや家庭への対応の充実

③事業名

児童・生徒の自殺予防のための教員等向け研修
（再掲） 　　　　　　　　　　　   第3章 2-(4) 第4章 2-(1)-①-ｳ

⑥事業・取組みの内容

児童・生徒の自殺を予防するための取り組みとして、平成21年度に制作した小中学生向けの自殺予防パン
フレットの活用に向けて、教育委員会と連携のうえ、市内小中学校のスクールカウンセラー・教員・保護者
等を対象に研修を実施する。

⑦令和２年度までの実施状況

　教員及びスクールカウンセラーに対し、自殺対策及び児童・生徒の自殺予防について
正しい知識の普及を図ると同時に、学校現場で活用できるツールを提供することによ
り、教員及びスクールカウンセラーの意識向上を図る機会となっている。
　なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年「生徒指導・主
任会議」において実施していた研修については中止することとなった。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　研修を受講した教員・スクールカウンセラーを中心として、学校全体への周知・理解をさらに広げていき
たい。
　令和２年度については新型コロナウィルス感染症拡大の影響により中止となったため、オンライン開催を
検討する等、工夫して事業実施して参りたい。

⑩令和３年度以降の実施計画

　事業形態を工夫して継続実施

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
回数 6回 6回 6回 6回 0回
参加人数 193名 228名 延208名 201名 0名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
回数 6回 6回 6回 6回 0回
参加人数 193名 228名 延208名 201名 0名
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ア　　人権尊重を基本とした学校運営の推進

②施策の方向性

教育相談など支援を必要とする子どもや家庭への対応の充実

いじめ防止に向けた取組

⑥事業・取組みの内容

　いじめの問題は、命や生き方、人権に関わる重大な問題であるとともに、不登校や問題行動等子どもが直
面する生徒指導上の問題とも密接に関係し、本市教育行政における最重要課題であると認識している。
　「いじめはどこの学校でも、どの子にも起こりうる」ことを教育に携わる者すべてが改めて認識し、特に
いじめられている児童生徒を徹底して守るとともに、いじめている児童生徒や周りの保護者に対し「いじめ
は絶対に許されない」という観点からの指導を行うことが必要である。
　いじめの状況の把握、分析及び調査・研究、関係機関との連携等によりいじめ問題の解決を図る。
　児童生徒のコミュニケーション能力を高め、人間関係を調整する能力や技術を身に付けることを通して、
好ましい人間関係を育み、いじめ等の生徒指導上の諸問題の未然防止に取り組む。

⑦令和２年度までの実施状況

(1)　「いじめ問題総点検」の実施　Ｈ１８．１１月下旬～
(2)　「いじめ防止」サミット、フォーラムの開催
（Ｈ１８～いきいき学びフェスタ、北九州市子どもの未来を開く教育セミナーにおいて実施）
(3)　少年サポートチームとの連携
(4)　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用
(5)　いじめ撲滅市費講師の活用（～Ｈ２１）
(6)　リーフレット「インターネットによる人権侵害等の対応について」の作成及び配付　Ｈ２４．３月
(7)　ネットトラブル等防止及び啓発・研修事業
(8)　いじめに関する実態調査（アンケート・面談）の実施　Ｈ２４．９月～
(9)　学校支援師配置事業として「フレンドリー指導」
    「小中一貫・連携教育推進サポーター」の活用
(10) 郵便局と連携したポストパトロールネットワークによる地域での見守り活動　Ｈ２５．６月～
(11）手引書「いじめ問題を見過ごさないために」の作成及び配布　Ｈ２５．７月
(12）いじめ・非行防止連絡会議の開催　Ｈ２６～
(13）「北九州子どもつながりプログラム」全校で実施
(14) いじめの認知・早期発見等に関するリーフレット（「いじめ」って何？）の配布　Ｈ２９．３月
(15)「北九州市いじめ防止基本方針」の改定　Ｈ２９．１１月
(16)「中学校区ミーティング」の開催
(17) 家庭向けいじめ防止リーフレットの配布
(18)「北九州市いじめ防止基本方針」の改定　Ｒ２．３月

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

○　いじめ問題の実態把握
　いじめの定義や具体的事例について周知徹底を図り、いじめ認知件数が大幅に増加し
た。また、いじめ問題に対する教職員の意識が高揚し、早期対応・解消につながった。
○　「中学校区ミーティング」の開催
　児童会・生徒会等を中心に児童生徒が主体となっていじめ問題の防止策等について話
し合うことができた。
○　手引書「いじめ問題を見過ごさないために」の活用
　各学校で、「いじめ」に対する共通認識が形成され、いじめ問題に対する基本的な考
え方、早期発見・早期対応の取組、校内体制の充実がなされた。
○「北九州子どもつながりプログラム」を人権教育年間指導計画に位置づけ、計画的な
活用を行った。
○「北九州市いじめ防止基本方針」の改定を踏まえ、いじめの認知を積極的に行い早期
発見・早期対応に取り組んだ。
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⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

○　「いじめに関するアンケート」や教育相談等の徹底により、いじめの早期発見・早期対応に努める。
○　ネットトラブルの未然防止を図るため、教職員に対してトラブル事例の紹介を含む啓発・研修を継続
し、さらなる充実を図る。
○　好ましい人間関係を育み、いじめ等生徒指導上の諸問題を未然に防止するために、小学校１年生から中
学校３年生までの９ヵ年間で、「北九州子どもつながりプログラム」と今年度新たに作成した「追加版」を
活用した学習を年間６時間実施する。

⑩令和３年度以降の実施計画

○　中学校区でいじめ防止等の取組を話し合う「中学校区ミーティング」の実施
○ 児童生徒の北九州市規範意識育成教室において、福岡県弁護士会より講師を招聘し「いじめ問題」に係
る法知識等を学ぶ授業の実施。
○　ネットトラブル等防止及び啓発・研修事業による教職員への研修実施
○　教職員に対する「対人スキルアップ研修」の実施
○　「北九州子どもつながりプログラム 追加版」の活用
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④実施期間 ⑤所管局

平成19年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ア　　人権尊重を基本とした学校運営の推進

②施策の方向性

教育相談など支援を必要とする子どもや家庭への対応の充実

学校への支援体制

⑥事業・取組みの内容

　学校では、児童生徒、保護者、地域との関わりの中で様々な問題が発生し、その解決が長期化・複雑化す
ることも少なくない。このような問題の未然防止、早期解決および保護者の信頼回復等に向け、教育委員会
（教育相談・連携ライン、学校支援チーム、スクールロイヤー）と学校が連携して対応することで、正常な
学校運営を目指す。
○教育相談・連携ライン（指導主事等）が、
    ①　日常的な学校訪問による情報収集、問題発生の予防、早期発見
    ②　学校単独では解決困難な事案への指導・助言
    ③　学校教育に対する苦情・相談等への対応等を行う。
○学校支援チーム（弁護士、精神科医等）が、学校からの相談に対して法的、専門的な見地から助言を行
う。
○スクールロイヤーが、生徒指導上の諸問題や保護者とのトラブル等に関する幼稚園・学校からの相談に対
し、中立的な視点から法的助言を行い、子どもが適切な教育を受けることができるようにする。（令和元年
度から活用開始）
○スクールソーシャルワーカー、少年サポートチーム等を活用し、様々な角度から問題解決に取り組む。

⑦令和２年度までの実施状況

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　当施策は、学校で起こる諸問題の未然防止・早期解決等を図るため、学校のみに対応
を任せるのではなく教育委員会が早い段階から積極的に関わり、保護者と学校（教職
員）との信頼関係を構築しながら正常な学校運営を目指すものである。
　学校が抱える問題（いじめや暴力行為等）は人権意識の希薄さから発生する事例もあ
り、教育相談・連携ラインや学校支援チームがこうした観点を踏まえた指導助言を行う
ことにより大きな効果を得ている。今後も施策の継続・充実の必要性が高い。

スクールソーシャルワーカーリーダーの配置（12名のうち2名をリーダーとして配置）

スクールソーシャルワーカーの配置（派遣型9名、学校配置型3名　計12名）

平成30年度
教育相談・連携ラインによる対応 学校支援のための学校訪問 学校支援チームによる対応

552件 5,071回 183件

スクールロイヤーへの相談

615件 4,903回 175件 74件

スクールソーシャルワーカーを増員（12名→15名）

令和元年度
教育相談・連携ラインによる対応 学校支援のための学校訪問 学校支援チームによる対応

スクールロイヤーへの相談

693件 4,127回 113件 85件

スクールソーシャルワーカーを増員（15名→17名）

令和2年度
教育相談・連携ラインによる対応 学校支援のための学校訪問 学校支援チームによる対応
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⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

・コロナウイルス感染症の影響により、学校訪問等による指導・助言が減少している。問題の早期発見等に
課題がある。
・日頃から、学校と教育相談・連携ライン、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー、少年サポー
トチームおよび関係機関（警察、区役所関係部署、子ども総合センター等）とが連携を深め、学校支援体制
を継続、強化していくことが必要である。
・年々支援対象者数が増加しているスクールソーシャルワーカーについて、更なる体制の強化を図る必要が
ある。

⑩令和３年度以降の実施計画

・これまでの取組の検証と関係機関との更なる連携強化による支援体制の強化
・学校内での問題対応能力の向上に資するための研修等の実施
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④実施期間 ⑤所管局

平成20年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　当施策は、いじめや児童虐待などの幼児児童生徒の人権に関わる問題等に対して、学校
だけではなく、社会福祉士または精神保健福祉士が、福祉的手法によって家庭への働き掛
けを行うものである。
　教育的視点のみならず、家庭側の視点に立脚した福祉的視点から支援を図ることで、い
じめ等の問題が解決・好転したり、家庭環境の改善事例が増えたりするなどの効果が出て
おり、今後も施策の継続や充実の必要性が高い。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

・各学校・園でスクールソーシャルワーカーを効果的に活用することができるよう、スクールソーシャル
ワーカーの活用に関するガイドラインを作成し、イントラナビにアップしている。今後は、スクールソー
シャルワーカーの業務等について保護者に周知していく予定である。
・年々、支援対象者が増加しているため、今後の支援者数の推移やスクールソーシャルワーカーの対応状
況、負担感等を勘案し、増員による体制の充実を図る必要がある。

⑩令和３年度以降の実施計画

・スクールソーシャルワーカーの段階的な増員とともに、リーダー（２名）を中心とした研修の充実等によ
り、スクールソーシャルワーカー相互の連携強化や資質向上、スキルアップ等を図る。（スーパーバイズ機
能の充実を含む。）
・指導主事や関係機関との更なる連携強化による支援体制の充実を図る。
・それぞれのケースについて柔軟に支援活動を実施するとともに、取組についても検証を行っていく。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ア　人権尊重を基本とした学校運営の推進

②施策の方向性

教育相談など支援を必要とする子どもや家庭への対応の充実

③事業名

スクールソーシャルワーカー活用事業

⑥事業・取組みの内容

　不登校や暴力行為、児童虐待などの幼児児童生徒を巡る問題行動等の背景には、家庭環境などの問題が複
雑に絡み合っている場合が多い。そこで、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有するスクールソーシャル
ワーカーを配置し、専門的な知識・技術を用い、家庭環境への直接的な働き掛けや関係者・関係機関のコー
ディネート等により、問題を抱える幼児児童生徒や保護者等への支援活動を行う。
　[主な活動内容]
　・事例検討会等への参加とケースの見立て
　・問題を抱える児童等や保護者に対する、家庭訪問等による状況把握、助言
　・学校・園、保護者、関係機関の連携強化を図るための調整・連絡

⑦令和２年度までの実施状況

スクールソーシャルワーカーリーダーの配置（12名のうち2名をリーダーとして配置）

スクールソーシャルワーカーの配置数はそのまま（12名）

スクールソーシャルワーカーを増員（12名→15名）※8月1日から増員

スクールソーシャルワーカーを増員（15名→17名）

9,441回

5,855回 8,241回

訪問、電話等による
学校への働きかけ

令和2年度

支援した児童生徒数 ケース会議への参加 家庭訪問等 関係機関訪問等

578人 501回 8,169回 6,383回

8,802回

令和元年度
支援した児童生徒数 ケース会議への参加 家庭訪問等 関係機関訪問等

訪問、電話等による
学校への働きかけ

689人 432回 7,207回

平成30年度
支援した児童生徒数 ケース会議への参加 家庭訪問等 関係機関訪問等

訪問、電話等による
学校への働きかけ

589人 464回 8,176回 5,645回
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④実施期間 ⑤所管局

平成7年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

スクールカウンセラー活用事業

⑥事業・取組みの内容

○　児童生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な知識・経験を有する臨床心理士・公認心理師等の「心の
専門家」をスクールカウンセラーとして中学校区（小学校１２９校、中学校６２校）、特別支援学校（８
校）等に配置し、生徒指導上の諸問題の未然防止・早期対応に資する。
○　スクールカウンセラーは、校長の指揮監督の下に、以下の職務等を行う。
　・　児童生徒へのカウンセリングを行う｡
　・　児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集・提供を行う。
　・　その他、児童生徒の好ましい人間関係づくり等に関し、「対人スキルアップ」、体罰防止のための
「アンガーマネジメント研修」や、自殺予防のための「生涯にわたるメンタルヘルスの基礎」等の校内研修
を行うなど、有効に活用する。
　・　カウンセリング等に関して教職員及び保護者に対する助言・援助を行う。
　・　６名が常勤的雇用形態で勤務することにより、より機動的に活動することが可能になったため、情報
共有を含め、より一層の小中連携を図る。

⑦令和２年度までの実施状況

○　平成１６年度より全中学校にスクールカウンセラーを配置。
○　平成１９年度７月より、週８時間配置校５５校に週４時間の追加配置を行い、中学校のカウンセリング
時間の拡充と小学校への対応にあてる。
○　平成２０年度以降も拡充し、令和２年度の年間配置時間は、５中学校区は２７２時間、４９中学校区は
４０８時間、８中学校区は５４４時間の配置とした。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

○　平成１９年から、カウンセリング時間の拡充を行い、相談件数が飛躍的に増加して
いるが、令和２年度はコロナウイルス感染症の影響により相談件数は減少した。
　また、小学校への対応を強化したことにより、小学校の相談件数も増加している。
○　児童生徒のカウンセリングのみならず、教職員への情報提供や研修会、ケース会議
等において、児童生徒との関わり方についての助言等を行い、学校の教育相談活動の充
実につながっている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

○　児童生徒の問題行動等の状況に応じた効果的なスクールカウンセラー等の活用
○　生徒指導体制における効果的な位置づけや教職員との連携、教職員に対する助言･援助の在り方
○　家庭・地域・関係機関との効果的な連携、保護者等に対する助言・援助の在り方
○　月額スクールカウンセラーの増員により、円滑な緊急対応等が行える体制の整備
○　スクールカウンセラー配置による効果の数値目標設定の工夫

⑩令和３年度以降の実施計画

○　中学校対応の充実と小学校対応の時間拡充を図る。
○ 「小学校５年生全員面接」「小学校６年生、中学校２年生自殺予防教育」等の取組により、問題の早期
発見・早期対応を行う。

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ア　　人権尊重を基本とした学校運営の推進

②施策の方向性

教育相談など支援を必要とする子どもや家庭への対応の充実

【相談件数】 （単位：件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

32,351 28,958 41,385 43,285 38,501
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④実施期間 ⑤所管局

平成26年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ア　　人権尊重を基本とした学校運営の推進

②施策の方向性

教育相談など支援を必要とする子どもや家庭への対応の充実

③事業名

特別支援教育相談支援事業

⑥事業・取組みの内容

【　目　的　】
　幼稚園、小・中学校の通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする幼児児童生徒に、特別支援教育相談
センターの専門家（臨床心理士及び言語聴覚士）が対応することで、より専門的で的確な判断・指導・評価
を行い、幼児児童生徒、教職員、保護者への支援を行うとともに、校内支援体制づくりへの助言を行う。
【　対　象　】
　巡回相談、教育相談を受けている者で、専門家の派遣が必要な幼児児童生徒
【　内　容　】
　巡回相談や教育相談の申込みのある幼児児童生徒の中で、主訴の改善が困難、二次障害が顕著であるなど
のケースに対して、専門家を派遣し多面的に実態把握を行うことで、専門性に裏付けられたアセスメントを
行う。
○　教育相談は、家庭生活や学校生活での支援等について、保護者や教職員に指導助言を行う。
○　巡回相談は、校内支援体制づくりや個別の指導計画作成等について、園や学校に指導助言を行う。

⑦令和２年度までの実施状況

　相談件数が減少傾向にある理由として、大きく２点挙げられる。1つ目は、特別支援教育コーディネー
ターを育成したことにより校内支援体制が整ってきており、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた
適切な指導・支援を校内・園で行うことができるようになってきていることである。２つ目に、児童生徒数
や学校数が減少していることも要因の１つであると考えられる。

・巡回相談、教育相談ともに、各幼稚園・保育所、各学校と連携を図り、教育的ニーズ
に応じた適切な指導・助言等を行うことができている。また、特別支援教育相談セン
ター配置の専門家（臨床心理士、言語聴覚士）を有効的に活用し、専門的な見地から具
体的な支援の方法等を助言することができている。
・全校・園で特別支援教育コーディネーターを指名しており、研修等を通して、一人一
人の専門性の向上が図られている。それに伴い、年々、特別支援教育コーディネーター
を中心とした校園内支援体制が整ってきており、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズ
に応じた適切な指導・支援を行うことができている。
・関係局との情報交換を行い、早期からの教育相談、支援体制の構築に努めた。また、
小学校へのスムーズな移行支援が行えるよう、個別の教育支援計画の作成を促すよう努
めた。
・分かりやすい相談窓口の提示に向け、「北九州市の特別支援教育」等のリーフレット
の改訂を行い、特別支援教育相談センターの相談事業について全校・園に周知するとと
もに、ホームページ上での情報提供を行った。

【巡回相談】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

延べ208回 延べ156回 延べ139回 延べ123回 延べ96回

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

821人（105人） 805人(164人） 791人（153人） 653人（144人） 588人（122人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

52回 71回 66回 73回 63回

【教育相談（　）は早期相談人数】

【専門家の派遣】
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⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　幼児児童生徒の一人一人の教育的ニーズの多様化に適切に対応するために、校園長による特別支援教育
コーディネーターの複数指名を推奨することで、校園内支援体制を引き続き強化していく。また、研修内容
を充実させ、子どもや保護者の主訴や教育的ニーズなどに対する対応力を高めたり、相談機関等の効果的な
活用の仕方の周知を図ったりできるようにする。
　今後、増加が見込まれる幼稚園、保育所等からの相談に適切に対応し、切れ目ない指導支援を行うことが
できるよう、就学相談や教育相談につながった幼児の個別の教育支援計画の作成や活用を促していくととも
に、確実な引継ぎを支援していく。

⑩令和３年度以降の実施計画

　○　専門相談員（臨床心理士、言語聴覚士）の適切な派遣
　○　特別支援教育コーディネーターを中心とした、校園内支援体制の整備
　○　早期支援コーディネーターによる幼稚園、保育所等に対する相談支援の充実
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ア　　人権尊重を基本とした学校運営の推進

②施策の方向性

学校の人権教育の目標・計画を明確にし、学校全体で人権教育に取り組むための体制の整備

人権教育推進事業（目的設定・指導計画）

⑥事業・取組みの内容

　「北九州市人権行政指針」等を踏まえて、市内全校・園で人権教育に関する全体計画を策定し、教職員の
人権問題に対する認識を深め、共通理解のもと学校における人権教育の充実を図る。

⑦令和２年度までの実施状況

 　教育課程の編成及び学校の教育活動その他の学校運営の指針として、毎年度当初に市立学校・園の全教
員に配布している『「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」の実現に向けた指導のポイント』の中
に、人権教育を推進する上での基本姿勢等を示している。また、管理職研修や教職員研修、各学校の校内研
修等において、「北九州市人権行政指針」や「指導のポイント」「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）」等を活用し、その目的、趣旨の徹底に努めている。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

 　人権教育を推進する上での基本姿勢として「人権教育は学校・園における教育活動の
基盤である」と　『「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」の実現に向けた指導
のポイント』に明記し、学校の教育活動の全般を人権という視点からとらえるように働
きかけたことで、各学校・園の人権教育の目標や指導計画の内容は、「北九州市人権行
政指針」の趣旨に基づいたものとなっている。また、校内の人権教育の年間研修計画に
「北九州市人権行政指針」についての研修を位置付けるように指導してきたことによ
り、一層内容の周知が図られた。今後とも、教育センターや企画調整課、人権文化推進
課と連携しながら、研修等の充実を図る必要がある。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　「北九州市人権行政指針」「人権教育の指導方法等の在り方について（第三次とりまとめ）」の趣旨を踏
まえた人権教育教材集を全校で活用している。様々な人権課題に対しての理解と人権を守ろうとする態度や
実践力を育てるための指導法の研究の充実を図るために、教育センター研修会等において、この人権教育教
材集を紹介し、各校での積極的な活用を推進していく。

⑩令和３年度以降の実施計画

人権尊重の視点に立った学校づくりに向け、各校で同和問題、ＬＧＢＴＱ（性的指向・性自認等）、ハン
セン病の個別の人権課題を取り上げた校内研修を実施する。
　人権行政指針の趣旨を踏まえた人権教育教材集の指導書の活用についての指導・助言をする。
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２　人権教育・人権啓発を推進するための取組み

（１）人権教育

　①学校教育

　 イ　指導方法・教材の改善と充実
　　知識偏重に陥らないように多様な体験活動や交流学習の実
　施や、学習教材に身近な事柄を取り上げるなど、子どもたち
　の興味・関心を生かすなどの工夫を行います。

〈施策の方向性〉
・確かな人権感覚を身に付けさせるための指導方法の工夫と教材の改
善・充実
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－イ　　指導方法・教材の改善と充実

②施策の方向性

確かな人権感覚を身に付けさせるための指導方法の工夫と教材の改善・充実

人権教育推進事業（サークル研究助成）

⑥事業・取組みの内容

　人権教育推進上の課題解決に資するため、教職員７名以上で構成する人権教育実践研究サークルを助成
し、その活動成果を人権教育の実践に活用する。

⑦令和２年度までの実施状況

○　令和２年度研究テーマおよび助成サークル名

 Ａ　「人権教育ハンドブック」等の活用による人権感覚に優れた教職員の育成に関する研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　     …　霧丘小サークル、到津小サークル
 Ｂ　人権教育教材集「新版　いのち」「明日への伝言板」、その他の教材による
　　 人権教育授業実践に関する研究　　    …　八幡小サークル、富野小サークル
 Ｃ　生涯にわたるメンタルヘルスの基礎（自殺予防教育）の推進に関する研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　     …  黒崎中央小サークル、富野中サークル
 Ｄ　北九州市子どもつながりプログラム（北九州市対人スキルアッププログラム）等の活用による好まし
い
　　 人間関係づくりに関する研究　　　    …　今町小サークル、高須小サークル、則松中サークル
 Ｅ　インターネット人権侵害に関する研究　…　香月中サークル

○　助成期間　　令和２年６月１日（月）～ 令和３年２月２６日（金）

○　助成金額　　１サークル    100千円

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　本市学校教育の重要課題であるいじめ対策や生涯にわたるメンタルヘルスの基礎教育
をはじめ、新たな人権課題である「インターネットによる人権侵害」等に関する取組
や、「人権教育ハンドブック」等を活用した研修について、焦点化した実践研究を行っ
た。これらの成果を本市人権教育関連諸事業の充実に生かすことができた。
　系統性を考えた「対人スキルアッププログラム」が完成し、平成27年度より、全校で
実施している。また、人権意識の高揚を目指し、「明日への伝言板」の活用、「新版い
のち」等を活用した授業実践が行われ、これらの教材が有効であることが分かった。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

○　「明日への伝言板」「人権啓発映画」等のすぐれた人権教育資料を、教材としてさらに多くの学校で活
用することができるように実践研究が必要である。
○　「北九州子どもつながりプログラム」を活用した対人スキル等の研究を推進したことで、児童生徒の人
間関係づくりに成果を上げている。新たに加えた「北九州子どもつながりプログラム追加版」を含めた対人
スキルアップ学習の系統的、効果的な実践に向けて、今後も実践研究が必要である。
○　インターネット等による人権侵害、性的マイノリティなど新たな人権課題に対して研究が望まれる。

⑩令和３年度以降の実施計画

○　本市人権教育の推進にかかわる課題解決に向け、サークルならではの有効な実践研究を推進助成する。
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

心の教育推進事業

⑥事業・取組みの内容

○　豊かな体験を通して、自己の生き方についての考えを深める道徳教育を推進する。発達段階や連続性・
一貫性を考えた幼稚園・小・中学校での豊かな体験活動、伝統文化に親しむ体験活動などに取り組む。
○　北九州市の郷土の文化と伝統を大切にする心の育成を行うため「北九州道徳郷土資料」や道徳科の教科
書、文部科学省作成教材「私たちの道徳」、人権教育教材集「新版　いのち」等を活用し、道徳科の時間の
指導の充実を図る。
○　豊かな情操を養うため、感受性の豊かな中学生に対して芸術性の高い演劇・音楽・美術等の鑑賞の取組
を行う。

⑦令和２年度までの実施状況

○　伝統文化体験モデル事業（小・中学生による伝統文化の体験活動）
○　北九州道徳郷土資料、道徳科の教科書、私たちの道徳、新版　いのちの活用
○　中学生舞台芸術鑑賞教室
○　中学生音楽鑑賞教室
○　中学生美術鑑賞教室

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

○　小・中学校、家庭、地域との連携が一層図られるようになった。
○　幼児児童生徒の実態や発達段階に即して、人権の意義や内容についての理解を深め
ることができた。
○　自分を大切にするとともに他の人の大切さを認めることができ、それが様々な場面
での態度、行動に表れるように「心の教育」を推進することができた。
○　郷土や地域を愛する心情が培われている。
○　芸術性の高い音楽・芸術・美術の鑑賞により、幼児児童生徒の豊かな心を育むこと
に効果があった。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

○　豊かな心を育むためには、現在の事業の一層の充実を図るとともに、学校・家庭・地域等との一層の連
携が必要である。

⑩令和３年度以降の実施計画

継続実施
〇　伝統文化体験事業については、小・中学校１７校が実施する予定である。
〇 文科省委託事業を活用した北九州市道徳教育推進事業を継続実施する。（令和２年度は、文科省委託事
業が中止となったため、予算措置のある事業は中止したが、道徳科の研究授業の支援は実施した。）

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－イ　　指導方法・教材の改善と充実

②施策の方向性

確かな人権感覚を身に付けさせるための指導方法の工夫と教材の改善・充実
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

〇「新版　いのち」、「明日への伝言板」の教材としての活用が多少減っているが、人
権教育教材としての活用は定着した。
○人権教育指導資料「人権教育ハンドブック」は、ほぼ全校の研修で活用されている。
また、管理職研修会や新採の研修会などでも、講師や指導主事が、人権教育ハンドブッ
クを活用した研修を行っている。
○新たに作成した「教職員のためのLGBT(Q)の子どもたちへの支援ハンドブック」を活用
した研修をほぼ全校で実施した。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

○　現在の人権課題に応じた人権教育教材集「新版　いのち」の効果的な活用に向け、今後も授業実践を積
み重ねていく。
○　「明日への伝言板」等の教材としての活用に関する指導助言を行う。
○　人権教育教材集「新版　いのち」等の計画的・効果的な活用を今後も推進していく。

⑩令和３年度以降の実施計画

○　人権教育教材集「新版　いのち」の活用に関する指導・助言と活用状況調査
○　「明日への伝言板」等の活用に関する指導・助言
〇　「子どもつながりプログラム」（対人スキルアッププログラム）追加版の各学校への周知

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－イ　　指導方法・教材の改善と充実

②施策の方向性

確かな人権感覚を身に付けさせるための指導方法の工夫と教材の改善・充実

③事業名

人権教育推進事業（副読本/資料集等を活用した人権教育の実践)

⑥事業・取組みの内容

　学校における人権教育の指導資料や教材の整備・拡充を推進し、人権教育教材集や視聴覚教材等を効果的
に活用した人権教育の充実を図る。

⑦令和２年度までの実施状況

○　人権週間入選「標語」作品のポスター作成および全校・園への配布（毎年６月）
※　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大による休校に伴う授業時数確保のため、市全体での人権
週間（標語、ポスター等の募集、作品展）は中止。
○　指導用リーフレット「かけがえのない命を大切にするために」の作成および全教員への配布（平成１９
年５月・平成２３年１０月）毎年新採教諭・講師に配布
○　人権教育指導資料「人権教育ハンドブック」の作成および全教員への配布（平成２０年３月）毎年新採
教諭・講師に配布
○　人権教育教材集「新版　いのち」、視聴覚教材等の効果的な活用について、指導主事が校内研修等で指
導・助言

小学校低学年 小学校高学年 中学校 小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

平成30年度 23.1 19.7 21.7 2.1 1.8 2.5 2.6 6.5 5.6 15.7 10.8
令和元年度 22.8 19.2 21.4 1.4 1.3 1.8 2.5 6.4 5.8 17.0 10.6
令和2年度 20.7 17.1 20.2 1.6 2.2 1.8 2.6 6.9 6.9 12.9 9.1

④明日への伝言板

〇副読本、資料集の活用状況（学校平均回数）

①「新版いのち」 ③視聴覚教材②副読本「いのち」
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－イ　　指導方法・教材の改善と充実

②施策の方向性

確かな人権感覚を身に付けさせるための指導方法の工夫と教材の改善・充実

副読本・教材の効果的な活用

⑥事業・取組みの内容

○　福祉・ボランティア教育、男女共同参画等の副読本や教材を授業等で効果的に活用する。
○　「北九州スタンダードカリキュラム」において、教科等の単元・題材に関連する副読本のページ等を記
載したり、教科等の研修会で具体的な活用方法を示したりして、授業等において、効果的に活用されるよう
に働きかけを行っている。

⑦令和２年度までの実施状況

○　学校における「やさしさのあるまちづくり」「男女共同参画社会に関する副読本」などの各種の副読本
の積極的な活用や地域における家庭教育学級等での活用など、それぞれの発達の段階に応じた教育・学習機
会の充実を図った。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

○　「やさしさのあるまちづくり」「環境教育副読本」「男女共同参画社会に関する副
読本」などの各種の副読本を授業やその他の教育活動の場面で折にふれて活用を図って
いる。地域における家庭教育学級等での活用もそれぞれの状況に応じて行っている。副
読本の内容や活用方法の周知が徐々に図られている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

 ○　副読本・教材の効果的な活用を今後も継続していく。

⑩令和３年度以降の実施計画

継続実施
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④実施期間 ⑤所管局

平成17年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－イ　　指導方法・教材の改善と充実

②施策の方向性

確かな人権感覚を身に付けさせるための指導方法の工夫と教材の改善と充実

教職員人権教育研究等推進事業

⑥事業・取組みの内容

　教育実践サポート室の整備・・・・人権教育に関する情報・資料の収集を行い、教育センターの開館時間
延長等の事業を生かして広く教職員に公開することで、各校における人権教育の推進を図る。

⑦令和２年度までの実施状況

　人権教育に関する資料（書籍、ＤＶＤ等）を収集し、必要な情報を容易に取り出せるよう、教育センター
３階の教育実践サポート室の環境整備を行った。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　教育実践サポート室の人権教育に関する資料は年々充実している。しかし、コロナ禍
で利用者数は減少傾向にある。さらなる広報活動の充実を図る。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　ＨＰや「ｋｉｔａＱせんせいチャンネル」（北九州市教職員専用サイト）を活用するなどして、教職員
（特に若年教員）への広報を充実させる必要がある。また、特に本市作成の資料については全て収集して閲
覧できるようにする必要がある。

⑩令和３年度以降の実施計画

○ 教育委員会学校教育部生徒指導・教育相談課の人権担当と連携し、教育委員会の刊行物等を活用を推進
する。
○ 教育実践サポート室の整備を継続して行う。
○ 広報活動の充実を図る。
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④実施期間 ⑤所管局

平成12年度～ 総務局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－イ　　指導方法・教材の改善と充実

②施策の方向性

確かな人権感覚を身に付けさせるための指導方法の工夫と教材の改善・充実

男女共同参画副読本の活用事業

⑥事業・取組みの内容

　男女共同参画に関する基本的な項目を分かりやすくまとめた副読本を作成し、男女共同参画意識の定着や
進路選択の参考として役立てるため、市内の小学5年生と中学1年生に配布するとともに、教師用として副読
本に加え活用の手引きを配布する。
　また、教育委員会等と連携して、教育活動での活用促進に努める。

⑦令和２年度までの実施状況

・平成12年7月　　学識経験者と小中学校の教員等をメンバーとする副読本作成委員会の発足、素案の作成
・平成13年度　　 原稿執筆、監修、印刷
・平成14年度～　 学校での使用開始
・平成18年度　　 第1次改訂版作成
・平成23年度　　 第2次改訂版作成
・平成28年度　　 第3次改訂版作成

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　若年層に対する男女共同参画の啓発は必要であり、意識の定着とともに今後の進路選
択の参考として役立っていると思われることから、今後も継続していきたい。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　教育現場で効果的な教材として活用いただくため、平成28年度に改訂した現在の掲載内容を見直し、第4
次改訂を行う。
　また、実際に教育現場での活用促進を図るため、教育委員会との連携強化に取り組む。

⑩令和３年度以降の実施計画

　令和3年度　第4次改訂版作成。
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２　人権教育・人権啓発を推進するための取組み

（１）人権教育

　①学校教育

　 ウ　人権感覚に優れた教職員の育成
　　教職員が人権尊重の理念について十分な認識と感性を身に
　付けることができるよう、研修を充実させ、実践的な指導力
　の向上を図ります。

〈施策の方向性〉
・職務に応じた教職員研修の充実

・実践力を高めるための効果的な研修や研修機会の拡充
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④実施期間 ⑤所管局

平成22年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ウ　　人権感覚に優れた教職員の育成

②施策の方向性

職務に応じた教職員研修の充実

③事業名

児童・生徒の自殺予防のための教員等向け研修
（再掲）　　　　　　　　　　　　  第3章 2-(4) 第4章 2-(1)-①-ｱ

⑥事業・取組みの内容

児童・生徒の自殺を予防するための取り組みとして、平成21年度に制作した小中学生向けの自殺予防パン
フレットの活用に向けて、教育委員会と連携のうえ、市内小中学校のスクールカウンセラー・教員・保護者
等を対象に研修を実施する。

⑦令和２年度までの実施状況

　教員及びスクールカウンセラーに対し、自殺対策及び児童・生徒の自殺予防について
正しい知識の普及を図ると同時に、学校現場で活用できるツールを提供することによ
り、教員及びスクールカウンセラーの意識向上を図る機会となっている。
　なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年「生徒指導・主
任会議」において実施していた研修については中止することとなった。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　研修を受講した教員・スクールカウンセラーを中心として、学校全体への周知・理解をさらに広げていき
たい。
　令和２年度については新型コロナウィルス感染症拡大の影響により中止となったため、オンライン開催を
検討する等、工夫して事業実施して参りたい。

⑩令和３年度以降の実施計画

　事業形態を工夫して継続実施

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
回数 6回 6回 6回 6回 0回
参加人数 193名 228名 延208名 201名 0名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
回数 6回 6回 6回 6回 0回
参加人数 193名 228名 延208名 201名 0名
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④実施期間 ⑤所管局

平成17年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ウ　　人権感覚に優れた教職員の育成

②施策の方向性

職務に応じた教職員研修の充実

教職員人権教育研修

⑥事業・取組みの内容

　人権問題解決に向けた教職員の担う役割とその重要性についての理解を深めるための研修を推進する。

⑦令和２年度までの実施状況

　教育センターでは、以下の研修を実施した。
　＜基本研修＞
　　○ 新採教諭等研修における人権教育及び公務員倫理に関する研修
　　○ 新任・経年研修における人権教育及び公務員倫理に関する研修
　　○ 管理職研修における公務員倫理に関する研修
　　○ 職務別研修における新任人権教育担当主任を対象とした人権教育の推進に関する研修
　＜専門研修＞
　　○ 課題別研修における人権教育研修

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

＜基本研修について＞
　新採・新任・経年研修においては、学校教育全体で推進する人権教育の重要性、教育
活動の在り方について学ぶことができる研修を実施した。また、新任人権教育担当主任
研修においては、人権教育の重要性や主任の職務の基本、校内での役割や具体的な推進
方法について学ぶことができる研修を実施した。
＜専門研修について＞
　人権教育研修では、教職員が人権尊重の理念を認識し、幼児児童生徒の人権意識の高
揚を図り、自他の人権を守ろうとする態度や実践力を育むことができる研修を実施し
た。研修方法については、理論と実践の両面から学ぶことができるよう配慮した。ま
た、職務の経験に応じた研修がなされるよう工夫した。これらの研修を通して、実践へ
の意欲を喚起するとともに、実践的指導力の向上に資することができたととらえてい
る。今後も、関係各課と連携を深め、研修内容・方法のさらなる充実を図っていく。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

○ いずれの研修についても年間１回（半日）の研修のみであり、情報交換や実践への意欲の喚起はでき
　ているが、受講者個々の悩みや日々の実践に十分に踏み込むことはできていない。
○ 人権教育研修において、同和問題やＬＧＢＴ等など、多様化・複雑化する人権課題の内容等を取り上
　げ、理解を図るようにする。
○ 研修を通して、「人権教育教材集『新版いのち』」（平成２６年度の作成）の活用をうながす。
○ 研修を通して、「北九州市人権行政指針（第２次改訂版）」（令和２年度作成）の活用をうながす。

⑩令和３年度以降の実施計画

　教育センター主催の人権教育推進研修の実施
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ウ　　人権感覚に優れた教職員の育成

②施策の方向性

実践力を高めるための効果的な研修や研修機会の拡充

人権教育推進事業（学校の人権教育研究推進、教職員研修派遣）

⑥事業・取組みの内容

　人権感覚に優れた教職員の育成に努めるため、派遣研修を通して教職員の人権問題に対する理解と認識を
深め、学校における人権教育の充実を図る。

⑦令和２年度までの実施状況

　令和２年度は、幼・小・中・特別支援学校に対し、１４万２千円を上限に希望を募り、配分を行った。
　（小学校：１０１校　中学校：５５校　特別支援学校：６校　幼稚園：２園）

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　例年、積極的に派遣研修を行っており、研修内容も、各学校・園の状況に応じて、人
権教育研究大会等派遣に限らず、幅広い教科等の研究大会等派遣や先行研究校視察派遣
などでも活用している。しかしながら、令和２年度は、コロナ禍で概ね予定どおりに実
施できなかった。コロナ終息後においては、各学校・園に対し、派遣研修の有効性を高
める指導･助言を継続的に実施していく。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

○　人権教育派遣研修費を未執行のまま返却する学校が一部にあり、それらの学校については、計画的かつ
有効的な執行について指導を行っている。コロナ禍で実施が難しかった令和２年度は例外であるが、今後も
継続して指導を行う。

⑩令和３年度以降の実施計画

　「人権尊重の視点に立った学校づくり」に向けて教職員派遣研修の有効性を高める指導・助言

113



④実施期間 ⑤所管局

平成10年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－ウ　　人権感覚に優れた教職員の育成

②施策の方向性

実践力を高めるための効果的な研修や研修機会の拡充

学校におけるハラスメント防止対策事業

⑥事業・取組みの内容

　教職員のセクシュアル・ハラスメントやその他各種ハラスメント問題に対する意識を向上させ、ハラスメ
ントの防止への取組みを推進するため、教育センター等での研修や教育委員会が作成し、全教職員へ配布し
た冊子などをもとに全学校（園）においてハラスメント防止研修を実施する。

⑦令和２年度までの実施状況

１　研修
　　教職員のセクシュアル・ハラスメントに関する知識を深め、児童、生徒及びその他学校関係者に対するセクシュア
　ルハラスメントを根絶させるため、教職員研修用冊子「学校におけるセクハラをなくすために」（平成17年度作成）
　等を使用して、全教職員に対して各学校（園）において、セクシュアル・ハラスメント防止研修を実施した。教育セ
　ンターにおいては、新採研修、経年研修及び管理職研修における公務員倫理の講義の中で、セクシュアル・ハラスメ
　ント防止についての内容を組み入れ実施した。
　　平成30年8月は、職場でのセクシュアル・ハラスメント防止を更に徹底することを目的に、校（園）長に対して、
　セクシュアル・ハラスメント防止研修を実施した。
２　周知
　　平成25年度からは、各学校で自由に閲覧できるよう、教職員研修用冊子「学校におけるセクハラをなくすために」
　を学校イントラナビに掲載し、周知の徹底を図っている。
　　令和元年１０月、「ハラスメント防止ハンドブック【学校（園）用】」を作成し、教育イントラナビに掲載し、周
　知の徹底を図っている。
３　管理監督者及び職員の責務の明記
　　平成27年度には、パワーハラスメントなど、セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントを含む各種ハラスメ
　ントの防止及び排除のための措置等を定めた「ハラスメント防止要綱」を制定し、教職員が認識すべき事項等とあわ
　せて全学校（園）に通知し、周知を図った。令和２年度には、各種ハラスメントに関する人事院規則が制定・改正さ
　れたことを受け、ハラスメントの防止等のため職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならないことを管理
　監督者の責務として、ハラスメントをしてはならないことを職員の責務として同要綱に明記する等の改正をし、ハラ
　スメントの対策の強化を行っている。
４　相談体制
　　令和元年度には、ハラスメントの未然防止や早期対応等を推進するため、相談環境の更なる拡充を目的として、現
　行の相談窓口に加え、女性職員専用ハラスメント相談窓口を設置する等の相談体制の変更を行った。
　　令和元年度より、各学校（園）に１名ずつ設置していたハラスメント相談員を男女１名ずつの設置とするなど、相
　談体制を強化している。
５　その他
　　ハラスメントに関する社会的関心が高まる中、平成30年度には、本市においてハラスメントの取組みを一層進める
　ため、学校（園）に勤務する教員及び職員を対象にアンケート調査を実施した。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　各学校（園）や教育センター等で研修を行うことにより、各種ハラスメントに対する
共通認識を深めるとともに、教職員のモラルの向上及び管理職のハラスメント防止に対
する意識向上等に効果があった。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　効果継続のため、各学校（園）において、今後も継続的に研修を実施していく必要がある。

⑩令和３年度以降の実施計画

　各学校（園）や教育センターにおいて、ハラスメント防止研修を継続的に実施。
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２　人権教育・人権啓発を推進するための取組み

（
（１）人権教育

　①学校教育

　 エ　地域・家庭との連携
　　「開かれた学校づくり」に努め、学校での人権教育の成果
　を家庭や地域にも伝えることで、人権教育の効果を高めてい
　きます。また、学校間の連携に努めます。

〈施策の方向性〉
・地域・家庭・学校の連携による人権教育の推進

・「北九州市子どもを育てる10か条」「人権の約束事運動」などの
市民運動への参加

・学校間・校種間連携による継続的な人権教育の推進
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④実施期間 ⑤所管局

平成15年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

学校開放週間

⑥事業・取組みの内容

　北九州市立の全校・園において「学校開放週間」を実施し、保護者や地域の方々が気軽に学校・園を訪
れ、教育の現場を体感し、学校教育に対する理解を深めてもらうとともに、学校・園の情報を積極的に保護
者や地域に公開する場とする。期間は、１０月１日から１１月３０日までの２か月間のうち、少なくとも４
日間を各校の判断により設定する。
　この「学校開放週間」を利用して、学校、家庭、地域の連携をより一層強化し、学校から人権教育の成果
を家庭や地域に発信する。

⑦令和２年度までの実施状況

　学校開放週間では通常の授業、掃除、給食及び部活動の公開、学習発表会や文化祭の観覧、ＰＴＡバザー
の同時開催、地域住民との交流・連携事業などが行われ、多くの来校者があった。
　人権をテーマにした学習発表会や文化祭のほか、人権に関わる学習も保護者や地域住民参加型で実施し
た。
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止した。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　数年来の取組みで、学校開放週間は地域・保護者間に定着してきた。また、授業参観
とは違い、学校におけるいろいろな生活場面を見てもらえるよい機会となっている。
　さらに、「開かれた学校づくり」が進められ、地域の方や保護者が気軽に来校する弾
みとなり、学校・家庭・地域間の情報の共有や連携が図られ、学校における人権教育の
効果を高めることができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　本事業は、保護者や地域の方々の学校教育の理解を深めるとともに、学校情報を市民と共有するために、
重要な事業であると考えている。今後も、ホームページなどによる広報を実施するなど一層の推進を図る。

⑩令和３年度以降の実施計画

・１０月１日から１１月３０日までの２カ月間のうち、少なくとも４日間を各校の判断により実施する予定
であるが、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、実施について、適切に対応していく。

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－エ　　地域・家庭との連携

②施策の方向性

地域・家庭・学校の連携による人権教育の推進
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④実施期間 ⑤所管局

平成13年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－エ　　地域・家庭との連携

②施策の方向性

地域・家庭・学校の連携による人権教育の推進

③事業名

スクールヘルパーの配置（再掲）　　　　　      第4章 2-(1)-①-ｱ

⑥事業・取組みの内容

　地域の人材や教育機能を学校教育に生かし、地域と学校が連携して子どもたちの「生きる力」を育むこと
を目的に、地域人材をスクールヘルパーとして学校に登録し、子どもの安全対策や子どもの豊かな情操を育
む読書活動、子どもの悩みの相談、学習支援、生活面での補助的な支援が必要な子どもへの支援を実施す
る。

⑦令和２年度までの実施状況

　各学校で、それぞれの目的に沿った効果が得られ、一定の成果が認められたため。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

  少子化に伴う保護者数の減少や、共働き世帯の増加等に加え、新型コロナウイルス感染症予防の為、活動
を停止した時期があり、登録者数（延べ）も活動回数も減少傾向が続いている。引き続き、無償も含めたボ
ランティアの確保に努める。

⑩令和３年度以降の実施計画

令和2年度から、地域が学校を支援する体制から、相互にパートナーとして連携・協働する体制「地域学
校協働活動」へと形を変えており、地域社会全体の教育力の向上を図るため、スクールヘルパーにも更なる
活動を期待するところである。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
16,630人 15,639人 10,738人 6,555人 4,040人
116,813回 110,358回 100,074回 84,732回 27,619回

【スクールヘルパー】

登録者数
延べ活動回数
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②施策の方向性

③事業名 ④実施期間 ⑤所管局

平成14年度～
市民文化スポーツ局

教育委員会

⑥事業・取組みの内容

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

⑩令和３年度以降の実施計画

・核家族化や共働き世帯の増加、地域のつながり等、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化している中
で、家庭教育学級のあり方について、引き続き検証を行っていく。
・より多くの保護者に対する学習機会及び子育て支援に関する情報の提供を図るため、引き続きウェブ漫画
を作成し配信を行う。

⑦令和２年度までの実施状況

ア 北九州市子どもを育てる１０か条普及促進
   出前講演実施箇所：0箇所　参加人数：0人
イ 家庭教育学級
　 市立幼稚園・小・中・特別支援学校家庭教育学級：113校
   私立幼稚園・保育所家庭教育学級：25箇所
　 直営保育所：3箇所
ウ 子育てネットワークの充実
   子育てサポーター登録者数 1,425名　サポーターリーダー数：196名
エ 生き生きバリアフリー　実施館（R02）：1館　　参加人数：9人
オ 生活体験通学合宿　　　実施館（R02）：0館　　参加人数：0人
カ 地域・子ども交流事業　実施館（R02）：113館　参加人数：14,390人

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

・コロナ禍の中、感染症予防対策を徹底し、出来る範囲で異学年交流、地域の大人との
世代間交流を行い、地域の子どもを見守り育てる意識の向上につながった。
・子どもや家庭を取り巻く環境が変化している中で、いつでもどこでも誰でも見ること
ができるウェブ漫画を作成し、家庭教育学級に参加できない保護者も含め、広く家庭教
育の重要性の啓発を図り、あわせて子育て支援に関する情報を発信した。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

・より多くの保護者に対する学習機会及び子育て支援に関する情報の提供を図るため、ウェブ漫画を作成し
配信を開始したが、より多くの保護者への周知を図るため、一層の広報を行う必要がある。

１　事業の目的
　子どもの生きる力をはぐくみ、心豊かでたくましい子どもを育てるための体験活動の機会を充実させると
ともに、家庭や地域の教育力の向上に向け、家庭教育に関する啓発や学習機会の提供を推進する。また、地
域や家庭と学校が一体となって、教育力の向上に取り組む体制づくりを行う。
２　事業の概要
●家庭・地域への啓発事業
　ア 北九州市子どもを育てる１０か条普及促進、イ 家庭教育学級、ウ 子育てネットワークの充実
●家庭・地域・学校の連携
　エ 生き生きバリアフリー、オ 生活体験通学合宿、カ 地域・子ども交流事業

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－エ　　地域・家庭との連携

地域・家庭・学校の連携による人権教育の推進

家庭・地域・学校パートナーシップ事業
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④実施期間 ⑤所管局

平成21年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－エ　　地域・家庭との連携

②施策の方向性

地域・家庭・学校の連携による人権教育の推進

中学校区人権教育研究推進協議会

⑥事業・取組みの内容

　中学校区における幼稚園、小中学校で連携して人権教育に取り組むとともに、幼児児童生徒の情報交換や
授業研究等、学校間や校種間の相互理解や連携に努める。

⑦令和２年度までの実施状況

  市内全中学校区で、中学校区人権教育研究推進協議会を組織化し、小中連携した人権教育や校種間の相互
理解に取り組んでいる。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

○　小学校と中学校の教員が、お互いの授業を参観したり、意見交換を行うことで、一
貫した生徒指導や系統的人権学習等の取組を行うことができるようになってきた。
○　子どもの状況について、情報交換が密になり、小中が連携した指導を行うことがで
きるようになった。
○　異校種への教師の出前授業や小学生の部活の体験（新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、令和２年度中止）、合同清掃（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令
和２年度中止）等、中１ギャップ解消に向けた取組が行われている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

○　中学校区人権教育研究推進協議会の取組を、より効果的な取組とするため、「北九州子どもつながりプ
ログラム」（北九州市対人スキルアッププログラム）や「新版いのち」等の活用と実践について校区の実情
に合わせて共通理解をして推進を行っていく必要がある。
○　小中連携した取組だけでなく、小小連携も推進していく必要がある。

⑩令和３年度以降の実施計画

　全中学校区における活動実態把握と有効性を高める指導・助言。

119



④実施期間 ⑤所管局

平成15年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－エ　　地域・家庭との連携

②施策の方向性

「北九州市子どもを育てる１０か条」「人権の約束事運動」などの市民運動への参加

「北九州市子どもを育てる１０か条」普及促進事業

⑥事業・取組みの内容

【事業目的】
　　平成１５年１０月、家庭や地域の教育力の向上を目指し、公募方式で制定した「北九州市子どもを育て
る１０か条」について、広く市民に実践してもらうため、様々な方法で普及促進を図る。
【事業概要】
　（１）　１０か条普及促進のための広報活動
　　　　　　　・チラシ、ポスター、のぼり旗等の作成及び配布
　（２）　出前講演の実施
　　　　　　　・出前講演の広報及び実施

⑦令和２年度までの実施状況

○　チラシ、ポスター、カード
　　・市立幼・小・中・特別支援学校に配布
○　出前講演実施（令和２年度　実績）
　　・実施箇所　０箇所
　　・参加人数　０人　（新型コロナウイルス感染症のまん延により依頼なし）
○　のぼり旗配布
　　・市立幼・小・中・特別支援学校、市民センターの希望館に各10枚（1セット）配布,掲示依頼

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　「子どもを育てる１０か条」は、家庭や地域の教育力の向上のための指針となってお
り、特に出前講演では、一人の人間をいつくしみ、愛情をもって育てる親のあるべき姿
を市民へ啓発することができていたが、新型コロナウイルス感染防止のため、実施が難
しかった。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　出前講演については、オンラインで実施できるよう対応を行い、周知していく。

⑩令和３年度以降の実施計画

　継続して実施する。
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－エ　　地域・家庭との連携

②施策の方向性

「北九州市子どもを育てる１０カ条」「人権の約束事運動」など市民運動への参加

「人権の約束事運動」の推進

⑥事業・取組みの内容

「人権文化のまちづくり」を進めるため、人権に関する身近なテーマを市民相互の約束事として守りあう
「人権の約束事運動」を推進する。

⑦令和２年度までの実施状況

「人権の約束事運動」の発足（平成１９年１１月）に教育委員会として参加し、市立幼稚園・小・中・特別
支援学校全校（計２０２校・８園）への参加登録を呼びかけ。

参加登録数：平成２３年度　１１校
　　　　　　平成２４年度　６５校、２園
　　　　　　平成２５年度　３６校、３園
　　　　　　平成２６年度　９０校、３園
　　　　　　平成２９年度　　１校

　現在、全ての市立幼稚園、小・中・特別支援学校が参加登録している。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　全ての市民センター、市立幼稚園、小・中・特別支援学校の参加登録が完了した。
　また、市民センターの館報に「人権の約束事」が掲載されるなど、市民に浸透してき
ている。
　今後は、登録した約束事がどのように浸透し、守られていくかを注視していく必要が
ある。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　今後も、あらゆる活動の場において、「人権の約束事運動」がきっかけとなり、市民活動が持続的に発展
するよう、さまざまな機会を捉え、働きかけていく。
　市民センター館長等研修においても、モモマルくんを通した「人権の約束事運動」の実施等の活動を促し
ている。

⑩令和３年度以降の実施計画

学校や市民センター等にモモマルくんや啓発グッズの活用を促進するとともに、参加登録した約束事の実
行を働きかけていく。
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④実施期間 ⑤所管局

平成19年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－エ　　地域・家庭との連携

②施策の方向性

学校間・校種間連携による継続的な人権教育の推進

特別支援教育推進事業

⑥事業・取組みの内容

　障害のある子どものもてる力や可能性を最大限に伸ばし、主体的に自立や社会参加できる力を育成するた
め、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行う。
　特に、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等と関係機関の緊密な連携の下、保護者の理解を図
り、幼児期から学校卒業後を見通した指導・支援に必要な情報の引継ぎツールである「個別の教育支援計
画」の作成と活用を図る。

⑦令和２年度までの実施状況

１　個別の教育支援計画の作成について
・特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級に在籍する全児童生徒について作成し、保護者や関係機関等
と連携し一貫した指導や支援ができるようにしている。
・プロフィールや個別の移行支援計画についても様式の改訂を行い、個人情報の保護や円滑な移行の推進を
図り、作成率は１００％となった。
・幼稚園については、小・中学校と同様に共通様式を作成し、教育イントラナビに掲載した。
２　幼稚園・小学校・中学校・高等学校での個別の指導計画の作成及び活用について
・作成率は、全体で１００％となった。
・個別の指導計画の作成及び活用については、特別支援教育相談センターの巡回相談や特別支援教育コー
ディネーターに対する研修等で指導している。

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　個別の教育支援計画及び個別の指導計画ともに、作成率が１００％になった。
　だが、乳幼児期から就労までを見通した連続性のある支援（切れ目のない支援）を行
うためには、特別な支援が必要な全ての子どもを対象に作成を促し、進路先に引き継ぐ
際に効果的に活用していく必要があるため、引き続き活用について周知を図っていく。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　個別の教育支援計画の作成率を維持し、活用を進めていく必要がある。これまでの各校・園に対する働き
かけの機会を増やし、作成や活用によって得られる効果や作成の手順について具体的な事例と併せ、研修会
等の機会をとらえて詳しく説明していく必要がある。教職員や保護者に対する作成の意義・活用や効果につ
いての周知を更に図るとともに、相談機能を効果的に活用することにより、作成・活用への具体的な支援を
行う。

⑩令和３年度以降の実施計画

　教育イントラナビに掲載している個別の教育支援計画及び個別の指導計画の記入マニュアルの周知を図
る。教育センターや特別支援教育課が行う研修会や連絡会議、指導主事による学校訪問等の際に、作成の必
要性や効果的な活用等について説明する。個別の教育支援計画に関する保護者への理解・啓発を、就学相談
や教育相談等の機会を通じて行うとともに、相談で得た情報を整理し、教育支援計画に記載するための情報
を学校・園と共有する。
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④実施期間 ⑤所管局

平成29年度～ 教育委員会

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第４章　２－（１）－①－エ　　地域・家庭との連携

②施策の方向性

学校間・校種間連携による継続的な人権教育の推進

学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解（心のバリアフ
リー）の推進事業

⑥事業・取組みの内容

　行政区７区に２～３校ずつ対象校を指定し、特別支援学校と地域の学校の児童生徒が、障害者スポーツや
文化・芸術活動に共に取り組むことにより、互いの個性や多様性を尊重する意識を育てる。
　障害のある方々の思いや願い等を小・中学校等の児童生徒に考えさせる機会を設けることで、人権意識の
高揚を図り、児童生徒の視野を広げることによって、障害者理解や相互理解につなげる。

⑦令和２年度までの実施状況

　令和２年度はコロナウイルス感染症拡大防止の観点から、他校との交流行事は実施していない。
下記の実施状況は令和元年度のもの。
【実施校】
　○門司区　　　門司総合特別支援学校、小森江西小学校
　○小倉北区　　県立小倉聴覚特別支援学校、三郎丸小学校
　○小倉南区　　小倉南特別支援学校、県立北九州高等学校
　○若松区　　　小池特別支援学校、ひびきの小学校、江川小学校
　○八幡東区　　県立北九州視覚特別支援学校、高見中学校
　○八幡西区　　八幡西特別支援学校、大原小学校
　○戸畑区　　　北九州中央高等学園、北九州市立高等学校
【実施内容】
　スポーツ（ふうせんバレーボール、ぺガーボール等の障害スポーツ、パラリンピック銀メダリストを講師
に招聘したボッチャ交流）、地域での奉仕活動（地域の祭でのおもてなし交流）

⑧令和２年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　令和２年度は実施なし。
（下記状況は令和元年度分）
　市内７行政区において市立県立の特別支援学校と小・中・高等学校の実施校を指定し
て、スポーツや文化・芸術活動を通して障害のある子どもと障害のない子どもが交流す
ることで、お互いを理解し、大切にする心情や態度を育むことができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　本事業を継続して実施してきたことや、障害特性等について事前指導を行ったり、交流校間で、事前に児
童生徒の情報交換を行ったりしたことで、スムーズな交流が行えるようになってきた。さらなる深化を図る
ため、対象学年を複数学年に拡大したり、他のモデル地域の取り組みを取り入れたりして、一層の充実を図
るようにする。

⑩令和３年度以降の実施計画

　令和元年度と同じ実施校において交流活動の取組は継続するが、令和３年度については、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止及び教育課程進行の観点から、内容を精選し、状況に応じて実施の可否を判断する。
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