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は じ め に 

 「『人権』は、難しいものではなく、誰でも心で理解し、感じることのできるものです。」

と「令和３年度版 人権の擁護」（法務省人権擁護局）にはあります。しかし、厚生労働省が

公表した令和２年度の児童虐待相談対応件数（速報値）は20万5,044件と前年度より1万1,264

件増加し、平成21年と比べ約4.6倍の数です。本県も児童虐待相談は名古屋市を含めて9,884

件に達し、昨年に比べ微減ですが大変深刻な状況には変わりがありません。高齢者、女性、障

害、外国人への差別だけでなく、性的指向や体の性と心の性の食い違いを理由に偏見の目にさ

らされることや、インターネットやＳＮＳ上での他人の誹謗（ひぼう）中傷や、個人の名誉や

プライバシーの侵害、差別や偏見を助長するような情報を発信するという悪質な事案も後を絶

ちません。令和３年は延期されたオリンピックやパラリンピックが開催され、障害を持った人

が活躍する姿を多く目にし、選手自らの性自認についてのカミングアウトについても話題にな

りました。また、残念なことに開催前に関係者の差別的な言動が問題になり、コロナ禍におけ

る「コロナいじめ」や「コロナ差別」、ワクチン接種に関する差別等と新たな社会問題も生ま

れ、改めて「人権」とは何かを考える機会が多い１年と言えるのではないでしょうか。 

 愛知県では、憲法・地方自治法施行50周年の節目の年に当たる、平成９年12月に「人権尊

重の愛知県を目指して」の宣言を行いました。その後、平成13年２月に策定し、平成31年３

月に改定した「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」に基づき、あらゆる場面において人

権教育・啓発を推進するとともに、積極的に人権に関する重要課題に取り組んできました。 

 また、平成30年３月に策定した第２期愛知県生涯学習推進計画において、持続可能な社会づ

くりのためには、男女の別や障害の有無を問わず、全ての人がそれぞれの個性や能力が発揮で

き、差別や偏見のない社会を実現するとともに、外国人との文化や価値観の違いから生じる課

題を解決していくための学習機会の充実が重要であると示しています。具体的な取組として「愛

知人権ファンクション委員会」を設置し、「愛知人権教育推進のための調査研究委託事業」に

より人権教育推進のための教材・教具の開発等を行うとともに、人権教育の指導的立場にある

方々の資質や指導力の向上を目的とした人権教育指導者研修会を、本年度は尾張地区、三河地

区の２ヶ所でオンライン、会場実施を各１回ずつ計４回実施しました。また、調査研究委託事

業はあま市及び知立市の各実行委員会に委託事業に取り組んでいただきました。本冊子は、そ

の２市における実践内容を中心に、本年度の生涯学習課の取組や県内の人権教育に関する実践

事業等を掲載しています。 

 各市町村の生涯学習・社会教育関係職員等の皆様におかれましては、本冊子を各市町村にお

ける人権教育の推進の一助としていただくとともに、公民館や社会教育施設等で開催される講

座や社会教育関係団体の集まる研修会などで御活用いただければ幸いです。 

 最後に、資料提供の御協力をいただきました関係市町村並びに関係各位に対し、心よりお礼

申し上げます。 

 

 令和４年３月 

愛知県教育委員会生涯学習課長   大道 伊津栄 



「みんな違って、みんないい」という人権社会を！ 
 
「私たちは、法の下に平等であり、人種・信条・性別・社会的身分・家柄によって

差別されない」という人権尊重社会をめざして、様々な人権施策や人権教育・啓発活

動が積極的に展開されております。 

しかしながら、現在の社会はどうなっているでしょうか。子ども・女性・高齢者・

障害のある人等に対するいじめや虐待、部落差別やインターネットによる誹謗中傷・

差別発言など、様々な人権侵害が後を絶ちません。 
また、本年度も引き続き、「新型コロナウイルス感染症拡大」の中にあって、私た

ちの日常生活が制限され、不安な毎日を送らなければならない状況となりました。そ

して、コロナウイルス感染者や医療従事者等に対する偏見や差別も生じています。 
 

大切なものは、みんな違う。大切にされて嬉しいのは、みんな同じ。 

考え方や生き方は、一人ひとり違う。 

でも その一つひとつを大切にできたら、 

みんなが自分らしく生きられると思う。 

差別やいじめだって、きっと無くせる。 

そんな世界をつくるのは、難しいことじゃない。 

私にだって、あなたにだって、できるはずだ。 

あなたが気づけば、世界はもっと多様になる。 

（愛知県人権啓発資料「人権ショートストーリー」より） 
 
私たち一人ひとりが自分の周りに目を向け、様々な人権課題に取り組まなければ

なりません。「人権の大切さに気づき、考え、行動する」というアクションを起こ
さなければなりません。そして、すべての人間が幸せに生活していける人権社会を
創り上げていきたいものです。 

 
愛知県では、平成13年に「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」が策定され

（26年・31年改訂）、今日まで人権教育指導者研修をはじめとする各種事業が精力
的に展開されてきました。また、16～21年度の６年間、文部科学省委託の「人権教
育推進のための調査研究事業」では、12市町によって、ＤＶＤ・絵本・紙芝居・冊
子・ビデオ等の人権学習教具や啓発資料を作成していただきました。22年度からは、
「愛知県人権教育推進のための調査研究事業」として、毎年、２市町村に委託し、
積極的な調査研究を継続してまいりました。そして、その成果資料は、県内各地の
人権教育・啓発活動に大いに活用されております。 

本年度は、あま市と知立市に委託し、コロナ禍ではありますが、積極的に調査研
究をしていただきました。あま市では、多文化共生社会をめざして、資料冊子の作
成・人権教室の開催に取り組んでいただきました。知立市では、市内人権活動の実
態を調査し、人権講演会や研修等を実施していただきました。そして、その取り組
み経過と成果がこの冊子にまとめられています。 
 愛知人権ファンクション委員会として、今後も、長年にわたって蓄積された成果
を大切に活用するとともに、様々な角度から人権課題を検討し、その解決に積極的
に取り組んでいきたいと考えております。各市町村におかれましても、この冊子や
これまでの財産を有効に活用され、地域の人権教育・啓発活動にご尽力していただ
ければ、幸いに思います。  
     

令和４年３月   愛知人権ファンクション委員会委員長 水谷瀧男 
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＜第１部＞   愛知県の人権に関する取組 
 

Ⅰ 「人権尊重の愛知県を目指して」の宣言      平成９年１２月５日 

 

人権尊重の愛知県を目指して 

 

 基本的人権の尊重は、我が国憲法の基本理念であり、全ての人々の人権が平等に尊重

され、擁護されることが平和で幸福な社会をつくる礎です。 

 しかしながら、今なお、人権に関しては、依然として様々な問題が論議されていま

す。 

 人権が尊重され、差別や偏見のない社会をつくるためには、行政はもとより県民一人

ひとりのたゆまぬ努力が必要です。 

 本年は、日本国憲法及び地方自治法施行５０周年の節目の年でもあります。 

 そこで、改めて人権の大切さを認識し、人権が尊重される郷土愛知の実現を目指し

て、県民とともに、なお一層の努力をしていくことをここに宣言します。 

 

Ⅱ 「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」の改定   平成３１年３月 

 

 平成１３年２月に策定した計画について、人権を取り巻く社会情勢の変化に対応する

ため、人権に関する県民意識調査の結果も踏まえ、平成２６年及び平成３１年に改定し

た。 

 

「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」（改定版）のあらまし 

 

 １ 基本的な考え方  

 (1) 行動計画の基本目標 

 人権が尊重され、差別や偏見のない郷土愛知の実現を目指して、人権教育・啓発

を推進するとともに、人権に関する重要課題に取り組みます。 

 (2) 人権教育・啓発に当たっての基本的な考え方 

①個人の尊厳の確保と共生社会の実現 

個人個人が自立した人間として尊厳が保たれ、多様な価値観が受け入れられる

「共生」の社会を目指します。 

②多種多様な取組の推進 

人権問題は多種多様なものなので、人権教育・啓発もあらゆる年齢層、職業を

対象に、いろいろな場で様々な形で行う必要があります。 

③少数者、少数意見への配慮 

マイノリティと言われる少数者を尊重し、少数意見などにも十分な配慮をする

必要があります。 
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 (3) 人権教育・啓発に当たっての基本的な姿勢 

①県民の主体的な参加の促進 

あらゆる生活場面において人権に関する学習機会を増やし、また参加しやすい

よう内容の充実を図ります。広報やインターネットでの情報提供も積極的に行

い、県民の皆様方の主体的な参加を促します。 

②人権尊重の視点に立った行政の推進 

行政内部において人権意識を高揚させ、人権尊重の視点に立った業務の遂行に

努めます。 

③継続的な取組の推進と新たな問題への対応 

社会環境の変化に伴い、様々な形で新たに発生する可能性のある人権問題につ

いて、柔軟に対応し、粘り強い取組を進めます。 

 

 ２ あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進  

 (1) 社会における人権教育・啓発の推進 

正しい人権に関する知識と感覚を身に付け、また実践していくよう、家庭や地

域社会における取組の充実を図り、生涯にわたり充実した人生を送ることができ

る生涯学習社会の実現を目指します。 

①家庭における人権教育の推進 

②地域社会における人権教育・啓発の推進 

③学習機会の充実 

④指導者の養成 

 (2) 学校等における人権教育の推進 

児童生徒の発達段階や実態に即し、各教科、道徳、特別活動等を含めた教育活

動全体を通して人権尊重の意識を高め、一人一人を大切にした教育を推進しま

す。 

①あらゆる教育活動を通じた人権教育の推進 

②教職員・保育士の資質向上を図る研修の充実 

③研究指定校等の成果の普及 

④家庭、地域との連携 

 (3) 企業等事業所における人権教育・啓発の推進 

社会的役割と責任を自覚しながら、公正な採用、明るい職場づくりなど、人権

尊重に基づいた快適な職場環境の整備を促します。 

①就業の機会均等の確保 

②企業等事業所における人権教育・啓発の推進 

③関係団体との連携 

 (4) 特定の職業に従事する者に対する人権教育・啓発の推進 

人権とかかわりの深い、特定の職業に従事する者に対して、研修、情報提供に

よる人権教育・啓発の充実に努めます。 

①行政職員 
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②教職員 

③警察職員 

④消防職員 

⑤医療・保健関係者 

⑥福祉関係者 

⑦マスメディア関係者 

 

 ３ 重要課題への対応  

 (1) 女性 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき男女共

同参画社会の実現を目指します。 

○男女共同参画の理解の促進 

○女性に対する暴力の根絶 

○メディアにおける女性の人権尊重 

○性と生殖についての女性の自己決定権に関する周知の徹底 

○働く場における男女共同参画の実現 

○社会参画の促進 

 (2) 子ども 

家庭、学校、地域などの子どもを取り巻くすべての環境が、子どもの健やかな

成長、発達を図っていくものとなるよう、総合的な施策の推進を図り、次代を担

う子どもが健やかに育つ社会づくりを目指します。 

○「児童の権利に関する条約」の普及啓発 

○いじめ対策の推進 

○児童虐待防止の推進 

○青少年の健全育成の推進 

○被害少年対策等の推進 

○保育の充実 

 (3) 高齢者 

高齢者が、住み慣れた家庭や地域で安心して自立した生活を送るとともに、長

年培ってきた知識・経験を生かし、高齢社会を支える重要な一員として社会活動

に積極的に参加するなど、高齢者が尊重される社会の実現を目指します。 

○自立促進と社会参加活動の推進 

○総合的な保健福祉サービスの推進 

○雇用、就労機会の確保 

○高齢者にやさしいまちづくりの推進 
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 (4) 障害者 

障害のある人も障害のない人と同じように生活し活動する社会を目指すノーマ 

ライゼーションの理念の下に、障害を理由とする不当な差別的取扱いの解消、合

理的配慮の提供の推進を図るとともに、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指します。 

○自立促進と社会参加活動の推進 

○総合的な福祉サービスの推進 

○障害児、障害者教育の充実 

○障害者にやさしいまちづくりの推進 

○職業的自立の促進 

 (5) 同和問題（部落差別） 

同和問題（部落差別）を人権問題の重要な柱と捉え、この問題の実態や固有の

経緯等を十分に認識しつつ、教育・啓発を推進します。 

○同和問題（部落差別）に対する理解の促進 

○同和教育の推進 

○教育・啓発の実施主体相互の連携・協力の推進 

○啓発指導者の育成 

○隣保館活動の充実 

○えせ同和行為の排除の推進 

 (6) 外国人 

あらゆる年齢層のライフサイクルに応じた継続的支援や、外国人県民同士や外

国人県民と日本人県民が互いに支え合う関係づくり、外国人県民とともに暮らす

地域への支援を通して、国籍や民族などの違いにかかわらず、すべての県民が互

いの文化的背景や考え方などを理解し、共に安心して暮らし活躍できる地域社会

を目指します。 

○多文化共生の意識づくり、国際理解の促進 

○学校教育における外国語教育・国際理解教育の推進 

○外国人への情報提供の充実・相談体制の整備 

○在住外国人が暮らしやすい環境の整備 

○ヘイトスピーチ解消に向けた啓発の推進 

○就労対策の推進 

○都市基盤整備の促進 

 (7) 感染症患者等 

エイズ、肝炎、ハンセン病について、正しい知識の普及啓発活動を推進し、Ｈ

ＩＶ感染者、肝炎患者、ハンセン病回復者やその家族等に対する差別や偏見の解

消に努めます。 

 (8) 犯罪被害者等 

犯罪被害者やその家族が地域社会で安心して平穏な生活を営むことができるよ

う県民の理解を深めるとともに、関係機関と連携して犯罪被害者等の支援を推進

します。 
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○犯罪被害者等に対する理解の促進 

○途切れることのない支援の実施 

 (9) インターネットによる人権侵害 

インターネットによる人権侵害を防止するために、県民一人一人がモラルを持ち

インターネットを利用するよう教育・啓発を推進します。 

○教育・啓発活動の推進 

○安全なインターネット環境の普及促進 

(10) ホームレス 

ホームレスに関する問題について県民の理解を得ながら、自立支援のための必

要な施策を推進します。 

○ホームレスに対する理解の促進 

○自立支援の推進 

(11) 性的少数者 

性的少数者に対する差別や偏見をなくし、正しい理解と認識を深めるために、

必要な施策を実施します。 

○性的少数者に対する理解の促進 

○教育活動の推進 

(12) 様々な人権をめぐる問題 

アイヌの人々に対する結婚や就職における差別や偏見、刑を終えて出所した人

に対する差別や偏見、婚外子に対する差別や偏見、北朝鮮当局による拉致問題、

暴力や権力の濫用等より行われる人身取引、相手を不快にさせ尊厳を傷つけるハ

ラスメント、災害に伴う人権問題への対応も必要です。 

 

 ４ 計画の推進  

 (1) 本計画の推進に当たっては、愛知県人権施策推進本部を中心とした全庁的な取組 

を進めます。 

 (2) 時代の流れの中で、人権問題は多様化し、新たな問題も発生しているので、時代 

の要請、ニーズに合った施策の実施に努めます。 

 (3) 国、市町村その他の公的機関や民間団体等と連携し、人権尊重の社会を実現する 

ための取組を進めます。 

 (4) 住民に身近な立場にある市町村については、国と連携を図りつつ、この計画の 

趣旨に添った取組を展開するよう促します。 

 (5) 社会情勢の変化等によって行動計画を変更する必要性が生じた場合には、見直し 

を行います。 
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＜第２部＞ 令和３年度 愛知人権ファンクション委員会の取組 
 

１ 趣旨 

 愛知県では、平成１３年２月に策定した「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」に

基づき、「人権が尊重され、差別や偏見のない郷土愛知の実現」を目指した取組を推進し

ている。しかし、行動計画に掲げてある「人権教育・啓発」の推進や「重要課題への対応」

は多岐にわたり、常に時代の要請やニーズに応じた実践的な施策の実施が必要である。 

 本委員会では平成１６年度から２１年度まで文部科学省の委託を受け、県内４ブロック

から各１市町村にモデル事業を委託し、「特色ある人権に関する学習機会の充実方策等に

ついての実践的な調査研究」に取り組んだ。そして、本事業で制作した「人権教育推進の

ための教材・教具」を、人権教育・啓発推進のための学習機会が充実するように県内へ配

布するとともに、「愛知県生涯学習情報システム『学びネットあいち』へ掲載し、普及を

図ってきた。 

 平成２２年度からはこれまでの事業の成果を継承し、更に発展させるために、県事業と

して「愛知人権教育推進のための調査研究委託事業」を２市町村実行委員会に委託し、調

査研究事業を実施している。 

 しかし、多種多様化している人権課題に対して、更なる体験プログラム作りの必要性を

強く感じている。そこで、今後も新しい視点での教材・教具の開発を目指すとともに、そ

の普及・啓発活動の中で、他機関・団体等と連携して愛知県行動計画を機能（ファンクシ

ョン）させ、人権尊重社会「人権愛知」の実現を目指していきたい。 

 

委員会 
→ 

連携 

← 

委託事業（２地区） 

・連絡調整 

・調査研究事業への助言 

・研究のまとめ 

・研究実践 

・教材・教具の開発 

・成果の発表 

 ファンクション  

↓ 

４ブロック （５４市町村） 

【啓  発】 

 人権教育・啓発に関する愛知県行動計画の推進  
 

２ 委員会構成・人数 

委員長１名(学識経験者）・副委員長１名（公民館関係者）・委員１４名（教育委員会

関係者１０名、モデル事業関係者４名）  合計１６名 
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３ 委員会開催回数（３回） 

○第１回委員会（令和 ３ 年 ６ 月 ４ 日開催） 

・令和３年度の計画 

・令和３年度の人権教育推進について 

○第２回委員会（令和 ３ 年 ８ 月１８日開催） 

・研修会① 講話 

演題 偏見や差別のない社会に〜部落の歴史と差別の現状から考える〜 

講師 水谷 瀧男 氏（愛知人権ファンクション委員会委員長） 

・研修会② 実践発表 令和２年度委託２市町（春日井市・蒲郡市）の発表 

○第３回委員会（令和 ４ 年 ２ 月 ４ 日開催） 

・令和３年度研究のまとめ 

・令和４年度の計画 

 

４ 研修事業 

愛知県教育委員会主催人権教育指導者研修会中央研修会（開発教材・教具の紹介） 

（前期）令和 ３ 年 ９ 月１０日、 ９ 月１５日（※ オンライン開催） 

（後期）令和 ４ 年 １ 月１１日、 １ 月１４日 

【中央研修会で紹介した実践活動】 

実施団体 研究テーマ 

春日井市人権教育推進実行委員会 
「子はかすがい、子育てはかすがい」 

―人にやさしい春日井市の子育て― 

蒲郡市ダイバーシティ推進実行委員会 
「先生に伝えたい ＬＧＢＴを理解すること、

受け入れること の大切さ」 

 

５ その他（成果の普及・啓発方策等） 

 (1)「人権に関する学習をすすめるために」の冊子を各市町村へ配付し、市町村における

人権教育・啓発事業推進の一助とした。 

 (2) 調査研究委託事業で作成した教材は、学びネットあいちに情報登録をするとともに、

あいち人権啓発プラザに提供し、貸出し教材として活用の促進を図っている。 
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【資　料】

タ　イ　ト　ル 作　　成　　者 年度

人権学習教具　パワーポイント

「いろいろな人権問題」vol１

2 ほうらいの人権絵本 鳳来町人権教育推進協議会

子どもの人権啓発ビデオ

「はばたけ地球の子どもたち」

たかはま市子ども市民憲章絵本

「わたしはね…」

美しい話を絵本にしよう

「子どもの手作り絵本」

人権教育教材ビデオ

「君の勇気を待っている」

人権学習教具　パワーポイント

「いろいろな人権問題」（障害者の人権）

たかはま市子ども市民憲章

大人向け啓発書「おとなもね…」

9 人権教育推進のための調査研究事業 小坂井人権ファンクション委員会

10 人権大型紙芝居「なかなおり」 知立市人権紙芝居制作委員会

11 「モモタロー・ノー・リターン」 北名古屋市女性の会男女共同参画委員会

人権学習教具収録ＣＤ

「いろいろな人権問題」ハンセン病と人権

13 人権人形劇「いいとこみーつけた」 知立市人権紙芝居制作委員会

人権教育ＤＶＤ教材

「ｉｆ…～勇気を出して～」

男女共同参画啓発劇

「モモタロー・ノー・リターン」

人権学習教具収録ビデオ

「いろいろな人権問題」同和問題（２）

17 よりぬき　さんかくコラム 大口町人権教育研究委員会

「じんけん」ＰＤＦファイル

障害者の人権啓発絵本「じんけん」

19 「ハンセン病と小笠原博士」 甚目寺町人権教育調査研究委員会

20 「こんたのしっぽ」 豊田市子ども会議

学校啓発プレゼンテーションソフト

「ハンセン病」

「デートＤＶ」啓発リーフレット、

冊子、ＤＶＤ

外国人理解のための冊子

「世界の国からこんにちは」

障害者の人権啓発リーフレット

障害者のじんけん啓発絵本「じんけん　２」

1 障害者の人権について啓発を図る活動の実施

2 人権教育出前講座「思いやりの心」の実施

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２１

　平成２２年度　愛知人権ファンクション委員会の取組

24 田原人権ファンクション委員会

23 豊田市子ども会議

　愛西市人権紙芝居制作委員会

　安城市教育委員会生涯学習課

21 甚目寺町人権教育調査研究委員会

Ｈ２０
田原人権ファンクション委員会

Ｈ２１

大口町人権教育研究委員会22

18

平成１６年度～平成２１年度　文部科学省委託事業「人権教育推進のための調査研究事業」作成教材

8 たかはま市子ども市民憲章普及啓発委員会

12 津島市人権教育調査研究委員会

6 知多地区人権教育教材製作委員会

7 津島市人権教育調査研究委員会

4

津島市人権教育調査研究委員会

1

15

3 瀬戸市ビデオ教材制作委員会

北名古屋市女性の会男女共同参画委員会

16

高浜市子ども市民憲章普及啓発委員会

5 鳳来町人権教育推進協議会

14 小坂井人権ファンクション委員会

津島市人権教育調査研究委員会

Ｈ１６

Ｈ１７
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1 大型紙芝居「ぼく　のれるよ！」

2 道徳資料「ザリガニとり」

3 冊子「ひとりじゃないよ」

4 冊子「生きる」

1
　ＣＤ
　「あなたもわたしも大切に
　　　　　　　～ハッピーな関係ですか？～」

　知多市デートDV防止啓発実行委員会

2
　人権教育講座
（「相手（ひと）を信じて、感じられる人になること」
　「いのちの大切さを感じること」）

　岡崎市人権教育実行委員会

3 　人権ふれあい紙芝居「もう、かみなりはおちません」 　津島市人権ふれあい教室実行委員会

4 　人権川柳作品集 　碧南市人権教育推進委員会

5 　考えよう相手の気持ち 育てよう思いやりの心 　東郷町人権教育推進委員会

6
　人形劇の視聴を通して
　　　　　自分の存在価値と自己肯定感を考える
    　 —創作人形劇「ぼくはこれがすき」の実践—

　豊川市人権推進実行委員会

7 　弱者を思いやる心を大切に 　あま市人権教育実行委員会

8
　人権特別講座　認知症高齢者への接し方
　認知症サポーターとしてできること

　みよし市人権教育推進委員会

9 　温かな人間関係を育もうとする児童生徒の育成 　岩倉市小中学校人権教育研究会

10    ≪思いやり・共に生きる≫を感じよう 　西尾市人権教育推進委員会

11
　自分を大切に　他者を大切に
　　～「ロバのロバちゃん」の人形劇を通して～

　大治町人権教育推進実行委員会

12
　人権意識を高める啓発活動の取り組み
　　－差別や偏見のない社会の実現を願って－

　田原人権ファンクション委員会

13
　「自他を大切にする子どもの育成」
　　－「地域の力」を取り入れた
　　　　　　　　　自他を大切にする心育て－

　東海市人権教育推進実行委員会

14
　「人権…ぼくたち、わたしたち自身で考える」
　　－人が人を思いやる　幸せのまち　こうた－

　幸田町人権教育推進実行委員会

15
　ライフステージと人権　～高齢期を中心に～
　　－認知症高齢者の人権擁護から
　　　　　　　　他者を思いやる心を育む－

　弥富市人権教育推進実行委員会

16 　みんなちがって、みんないいまち　大家族たかはま 　高浜市人権教育推進実行委員会

17
　「子はかすがい、子育てはかすがい」
　　—　人にやさしい春日井市の子育て　—

　春日井市人権教育推進実行委員会

18
　「先生に伝えたい　ＬＧＢＴを理解すること、
　受け入れること　の大切さ」

　蒲郡市ダイバーシティ推進実行委員会

19
　「多文化共生社会をめざして」
　—外国人の方も安心して
　　　　　　　　　暮らせるまちづくりのために—

　あま市人権教育実行委員会

20
　「人権尊重のまちを目指して」
　—市民一人ひとりの人権意識を
　　　　　　　　　　　　より一層高めるために—

　蒲郡市ダイバーシティ推進実行委員会

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２6

Ｒ１

Ｒ２

Ｈ３０

Ｒ３

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

　愛知人権教育推進のための調査研究委託事業（平成２４年度～）

　平成２３年度「命を大切にする人権尊重社会づくり事業」作成教材

　愛西市人権教育実行委員会

　半田市人権教育実行委員会

　刈谷市「命・個を大切にする人づくり」実行委員会

　田原人権ファンクション委員会
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– 

 

愛知県生涯学習情報システム  

学びネット 
あいち  

「 学びネッ トあいち」 は 
生涯学習情報満載の  

便利な情報サイトです！ 

  

講座・  
イベント  
を探そう ！ 

講座・ イ ベン ト を キーワ
ード やカ レ ン ダ ー等で絞
り 込んで調べる こ と がで
き ま す。  
自分好みの講座・ イ ベン
ト に出会う チ ャ ン ス！ 

講師・  
ボラ ンティ ア  
を探そう ！ 

講座・ イ ベン ト で講義等
を し ていただ く 講師や、
生涯学習活動を 支援し て
いただ く ボラ ン テ ィ ア を
探すこ と ができ ま す。  

その他、  
役立つ情報が  
盛り だく さ ん！ 
動画など を 見ながら 学習
で き る 「 学べ る 教Web  
材」 や、 情報誌「 まなび
ぃ あいち 」 等、 様々な情
報がご覧いただけます。  

愛知県教育委員会 
生涯学習課 

公益財団法人愛知県教育・ スポーツ振興財団 
愛知県生涯学習推進センター  
〒 名古屋市中区三の丸三丁目 番 号460- 0001 2 1  

愛知県東大手庁舎 階2  
TEL 052- 961- 5333  FAX 052- 961- 0232 

※ 「 学びネッ ト あいち 」 は、 公益財団法人愛知県教育・ ス ポーツ 振興財団が愛知県教育委員会から 委託を 受け  
て運営し ています。  

今すぐ アクセス！ 

※ ス マ ート フ ォ ン から も ご 覧いただけま す。 → 

ht t ps:// www.manabi.pref.aichi.jp 
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パソコンやスマートフォン等を
使って、動画やテキスト等の教材を
⾒て学習することができるページ
です。

人権に関する教材をはじめ、自作
視聴覚教材や⺠俗芸能⼤会の動画教
材等が登録されています。 
是⾮、御利⽤ください。 

人権 Web 教材に関するお問合せ 
愛知県教育委員会生涯学習課 
社会教育推進グループ 
【電 話】 052－954－6780 
【ホームページ】 

https://www.pref.aichi.jp/site/ 
social-education/jinken.html 

「学びネットあいち」トップ 

ページから、学べる Web 教材 

の【一覧へ】をクリック 
②

③おすすめキーワードの中から 

【人権】をクリック 

④教材一覧の中からお好きな教材

名をクリックすることで教材を

見ることができます。 

愛知県生涯学習情報システム「学びネットあいち」に関するお問合せ 

愛知県生涯学習推進センター 電話 052-961-5333 

人権に関する Web 教材を⾒るには 
パソコンまたはスマホ、タブレ

ットから「学びネットあいち」

にアクセスします。 
① 

学びネットあいち 
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あま市人権教育実行委員会活動報告  

「 多 文 化 共 生 社 会 を め ざ し て 」 

― 外国人の方も安心して暮らせるまちづくりのために ―  

 
 
１ はじめに  
 本市の外国人登録者数は、平成２２年４月の１，６６６人から、令和３年４月には２，５７

５人と１１年で９０９人（３５．１％）増加した。日本で暮らす外国人の数は令和２年１２月

末時点で２９５万人を超えており、人・物・情報が地球規模で行き交う今日、地域や職場、学

校など身近なところで国籍や民族の異なる人びとと接する機会が増えている。在住外国人の方

は日常生活のなかで、日本語が話せない、よく理解ができないために役所や学校から必要な情

報が届かなかったり、地域や職場、学校の中で孤立したり、外国人であることを理由に不当な

差別を受けるなど、さまざまな困難や不利益を感じているケースが予想される。  
あま市人権教育実行委員会では、あま市国際交流協会が日本語教室を始め、在住外国人に対

して行っている様々な支援や、在住外国人の方々への多文化共生についてのインタビュー等を

まとめた啓発冊子を作成し、あま市立甚目寺南中学校で行われる中学生人権教室で全校生徒に

対して啓発を行うこととした。これらの事業により、日本人と在住外国人の方々が互いに理解

を深め合いながら、住みやすいまちづくりの一助とすることが本取組の目的である。  
 
２ 事業の経過  
（１） 実行委員会の構成 

 ・人権擁護委員（津島人権擁護委員協議会東部地区委員会会長） 

 ・あま市小中学校人権教育研究会会長（あま市立甚目寺東小学校長） 

 ・あま市国際交流協会会長 

 ・あま市教育委員会教育部生涯学習課長  

 ・あま市企画財政部人権推進課長 

 ・あま市教育委員会教育部生涯学習課職員２名（事務局） 

 

（２） 実行委員会の開催 

７月２７日 第 1 回実行委員会   

    内容：事業の説明、実行委員会規約（案）の承認、役員選出及び事業計画の承認 

     ９月２１日 第２回実行委員会   

    内容：教材作成の進捗状況確認について 

    １１月３０日 第３回実行委員会   

    内容：中学生人権教室の事前打合せ（啓発冊子・アンケートの確認） 

     ２月８日 第４回実行委員会   

    内容：事業報告及び会計報告、今後の流れについて 

 

（３） 中学生人権教室での啓発（人権擁護委員との共催事業） 

    １１月２４日 中学生人権教室事前打合せ 

    内容：中学生人権教室のリハーサル（進行の読み合わせ等） 
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    １２月３日 中学生人権教室 

    内容：あま市立甚目寺南中学校での啓発実施 

 

３ 活動の実際  
（１）「啓発に使用する教材の作成」  

① 啓発冊子の作成  
   中学生人権教室での啓発に使用する冊子を作成した。事務局が原稿の素案を作成し、そ

の後、実行委員会で内容を検討した。ページ構成は「世界のあいさつ」、「外国人の方へイ

ンタビュー」、「私のマレーシア体験記」、「多文化共生を訪ねて」、「親子でキンパを作って

みよう！」、「あま市国際交流協会の事業」とし、本市公認キャラクターの「あまえん坊」

などのイラストを載せて、生徒たちに親しみやすいものとした。  
② インタビューの内容  

   ベトナム、中国、インド、ネパール、ブラジル、カナダの６か国１１名の在住外国人の  
方に対し、多文化共生についてのインタビューを行った。質問は「日本に来ておどろいた  
ことは？」、「日本の好きな食べ物を教えてください」、「日本に来てからハマっていること

は？」、「母国の良いところを教えてください」、「日本の良いところを教えてください」、  
「あま市の良いところを教えてください」、「たくさんの文化がともに暮らしていくために  
は何が必要？」、「あま市の子どもたちにメッセージをお願いします」の８項目で、その中  
の「たくさんの文化がともに暮らしていくためには何が必要？」の質問に対し、「コミュ

ニケーションを取ることが大事」という回答が最も多かった一方、「偏見を無くして欲し

いです、外国人だからといって怖くないので」との切実な回答もあった。  
また、「多文化共生を訪ねて」をテーマに、本市まちづくり委員のご家族が経営のイン

ド・ネパールカレー店を取材し、店主さん達から世界一の高さを誇るヒマラヤ山脈の自然  
豊かな美しい景色や「クマリ※」と呼ばれる生きた人間の神様についてのお話を伺った。  

   ※幼い少女から選ばれ、幸運をもたらすとされ、多くの人々の信仰を集めている。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲インタビューの様子              ▲完成した冊子  
 
（２）「中学生人権教室のリハーサル実施」  
   １１月２４日（水）、あま市本庁舎に於いて人権擁護委員の皆さんと中学生人権教室の
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事前リハーサルを行い、当日も進行の読み合わせ等を行った。  
 
（３）「中学生人権教室での啓発実施」  

１２月３日（金）、あま市立甚目寺南中学校に於いて全校生徒５８０名（３年生は体育

館、１・２年生は各教室からＺＯＯＭによる参加）に対し事前配布した冊子の内容につい

て、会長と事務局から説明を行い、終了後にアンケートを実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲中学生人権教室の様子 

 
アンケートの設問、回答結果については以下のとおりである。  
問１ あなたは、日本人と在住外国人の方が共に理解を深めながら、みんなで住みやすいまち

をつくっていこうという考え方について、どう思いますか。  
１．良いと思う ４０１名 ２．どちらかといえば良いと思う ６８名  
３．どちらかといえば良いと思わない ５名 ４．良いと思わない １名  
５．その他 ６名 ６．未回答 ３名  

 問１では「良いと思う」と「どちらかといえば良いと思う」を合わせると９６．９％と良い  
と評価する意見が大多数であったが、中には外国人を怖い存在だと思っている記述も見受けら  
れた。  
 
問２ あなたは、日本人と在住外国人の方が共に理解を深めながら、みんなで住みやすいまち

をつくっていこうという考え方について、何が課題だと思いますか。  
１．言葉の違い １７５名 ２．文化や習慣の違い ２７５名  
３．特に問題になることはない ２３名 ４．その他 ８名 ５．未回答 ３名  

 問２では「文化や習慣の違い」が５６．８％と過半数を占めて最も多く、次いで「言葉の違  
い」が３６．２％と続いた。自由記述を見ても差別・偏見という意見があり、人権問題と感じ  
ている生徒が多い事が良く分かった。  
 
問３ あなたは、日本人と在住外国人の方がお互いに理解を深めるために何が必要だと思いま

すか。  
１．外国語を学習する場 １１４名 ２．異文化体験のイベント ２７０名  

 ３．スポーツ交流 ８７名 ４．その他 ９名 ５．未回答 ４名  
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 問３では「異文化体験のイベント」が５５．８％と過半数を占めて最も多く、以下「外国語  
を学習する場」が２３．６％、「スポーツ交流」１８．０％と続いた。自由記述を合わせて見  
てもコミュニケーションが大切であり必要と感じている生徒が多いという結果となった。  
 
問４ 今まで人権をテーマにした催しに参加したことはありますか。あなたが参加したことの

あるものを以下からお選びください。（複数回答可）  
 １．講演会・研修会・講座 １２２名 ２．人権啓発イベント ６名 ３．展示会 ２６名  

４．参加したことはない ３３５名 ５．未回答 ７名  
 問４では「参加したことはない」が６７．５％と最も多く、次いで「講演会・研修会・講  
座」が２４．６％、次いで「展示会」が５．２％と続いた。  
 
問５ あなたが関心のある人権に関わる問題は何ですか。以下からお選びください。  
（複数回答可）  
 １．女性の人権 １５０名 ２．子どもの人権 ２０２名  
 ３．高齢者の人権 １１１名 ４．障がい者の人権 ２３３名  
 ５．同和問題 ３８名 ６．外国人の人権 １９４名  
 ７．エイズ患者及びＨＩＶ感染者の人権 ９０名  
 ８．ハンセン病患者・元患者の人権 １２３名  
 ９．刑を終えて出所した人の人権 １３６名 １０．犯罪被害者の人権 １３１名  
１１．インターネットによる人権侵害 ２１３名 １２．ホームレスの人権 １３６名  
１３．性同一性障害の人権 １６９名 １４．性的指向に関する人権 ７８名  
１５．特にない ６９名 １６．未回答 ４名  
 問５では「障がい者の人権」が１１．２％と最も多く、次いで「インターネットの人権」が  
１０．３％、以下「子どもの人権」が９．７％、「外国人の人権」が９．３％、「性同一性障害  
の人権」が８．１％と、外国人の人権は４位と関心が高く、身近な問題が比較的高い傾向にあ  
るという結果となった。  
 
４ 成果と今後の課題 

 本事業では多文化共生について考える良い機会となり、外国人の人権について理解を深める

ための一歩となった。多文化共生とは文化の異なる人びとが互いの文化を大切にし、自分の文

化に誇りを持って、困らないように暮らしていくことである。しかし、生活習慣や言葉が違う

人々どうしの間では、摩擦や誤解が生じることがある。今回、取材に協力していただいた外国

人の方達の意見でもコミュニケーションを取れるようにしないといけないという回答を多数い

ただいた。言葉の壁によるコミュニケーションの課題を乗り越えて、お互いを尊重し合える関

係性を築くことが重要であり、また、自分にとって当たり前でも相手にとって当たり前でない

ことが何であるのかを理解することも大切である。世界中の国や地域には、それぞれ異なった

文化や宗教、言語などあるが、広い視野に立って、それら多様性を理解し、受け入れ、尊重し

ていく姿勢が国際化の時代を生きている私たちに求められており、まさに外国人の方との多文

化共生についても同じことが言える。人権問題が複雑化・多様化する傾向にある中、人権教育

に求められるものは、その取組みの継続であると考える。今後もこの事業で培った経験を踏ま

え、人権教育の啓発・推進に力を注いでいきたい。  
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知立市人権教育推進委員会活動報告  

「人権尊重のまちを目指して」 

―市民一人ひとりの人権意識をより一層高めるために―  
 

１ はじめに  
 本市は市政の開始以降、順調に人口を増加させてきた。２０２０年１２月１日には市制５０

周年を迎え、知立駅前の再開発事業も併せて更なる発展を目指しているところである。その一

方で人口総数に占める外国人の割合が県内でも上位に位置することの多文化共生や、同和地区

問題など、人権を考える上での課題は多い。  
そうした背景から、第６次知立市総合計画にて「互いの人権を尊重し、思いやりの心を育む

まちづくり」を掲げ、「人権教育・啓発に関する知立市行動計画」をはじめとした各種計画を

策定し、学校現場での教育のみならず、施設での講座開催、人権講演会や市職員の研修などと

いった市民と行政が一体となって人権問題に取り組んでいる。  
 
 
 
 
 
 
 
                参考：『人権教育・啓発に関する知立市行動計画  
                   ２０１８－２０２７』より  

 
しかし、市立の幼稚園をもたず、保育園が存在することから就学前の児童に対して市からの

意識向上が不十分である点も見受けられた。  
今回、県からの人権教育推進事業の委託を受け、このような市の取り組みを再度整理しつ

つ、人権に特化した内容を実施した。  
また、就学前の子に対して意識向上を行いたいという思いから保育園にも協力を依頼し、多

文化共生に焦点を当てた保育を実施した。  
これらの事業により知立市の人権教育の一層の発展につなげていきたい。  

 
２ 事業の経過  
（１）経過 

・ ８月２９日 知立市生涯学習講座「知を立てる講座」 

内容：第５回 「人権教育から共に社会を創る」 

・１０月２１日 男女共同参画サテライトセミナー 

内容：「女性が輝く社会を目指して-女性が元気に働き続けられる愛知に向けて-」 

・１１月 ２日～３０日 人権研修 

内容：「人権問題について考えよう！！～部落差別（同和問題）について～」 

・ １月２７日 人権問題を考える講演会 

内容：「男もつらいよ！女もつらいよ！～みんなを幸せにする男性学～」 
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・ ２月１０日 ＤＶ理解の出前講座 

内容：「ＤＶ講座～どう違うの？ＤＶと夫婦ケンカ～」 

・ ２月    市立保育園での人権を意識した保育 

 
３ 活動の実際（取組の様子を、写真等を交えて記載してください）  
（１）知立市生涯学習講座「知を立てる講座」第５回「人権教育から共に社会を創る」  

①講師： 愛知教育大学 学長補佐兼准教授 真島 聖子氏  
②内容： 本講座は知立市民を対象とした座学中心の講座であり、全６回の構成である。  

今年度は人権委託事業を受けたことや、本講座の受講生は学ぶ意欲が高く、啓

発の場にふさわしいと考えたこと、さらに新規内容の開拓という様々な観点から

愛知教育大学の先生をお招きし、講義を行っていただいた。  
レジュメを配布し、「人権」とは何かという問いかけから始まり子どもの権利

条約、日本国内の主な人権課題、社会における人権課題、学校現場での人権教育

のほか生命の安全教育といった主に５つの内容で構成されるものだった。  
講座内では講師から受講生への問いかけ（○○という言葉を知っているか、こ

ういう問題についてあなたはどう思うか など）が頻繁に行われ、他の回よりも

受講生に考えさせる機会の多い回であった。  
終了後に行ったアンケートでは、「改めて人権について考える機会となった」

や、「何となくは知っていたが、深く考えることができた」といった意見が見ら

れた。「人権とは」という広いテーマでの講義であったため、定められた時間の

中で受講生からどういった反応があるのか未知数ではあったが、来年度以降も継

続的に実施する必要はあると感じた。  
（２）男女共同参画サテライトセミナー  

①講師： 愛知県副知事 佐々木 菜々子氏  
②内容： 協働推進課が主催する、市民及び市職員向けの講演である。  

今年度は愛知県副知事の佐々木 菜々子氏をお招きし、「女性が輝く社会を目

指して-女性が元気に働き続けられる愛知に向けて-」と題し講演いただいた。 

女性の社会進出の現状、特に愛知県の実態を取りあげ、愛知には「夫は外で働

き、妻は家庭を守るべき」と考える人の割合が全国より多いこと、女性の有業率

が年代により全国よりも低いこと、県庁内での女性職員の割合などの実態がある

ことを紹介した。 

終了後のアンケートでは、「女性活躍について、理解を深めたいと思った」、

「事務所に男性しかいないが、女性の立場で話ができるといいと思った」などの

意見が見られた。働く女性を取りあげた題材であったが、性別、年代ともに幅広

くの人が参加していたので、改めて「女性進出」を考える良い場であった。 

（３）人権研修 

①内容： 人事係が行う、全職員を対象にした研修である。会計年度任用職員を含めた全

職員が対象となるため、非常に幅広い年代となるのが特徴である。 

今回は「人権問題について考えよう！！～部落差別（同和問題）について～」

という内容で主に同和問題を取りあげた。人権を考えるために世界でどんな取り

組みをしているか、それを受けて日本ではどのような法律が定められているか、

知立市ではどんな行動計画があるかといった基本的な知識を紹介した。 
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次に部落差別に関しての意識調査結果や、具体的にどういった差別があるか

（差別発言や書き込み、結婚や就職における差別など）、それを解消するための

「部落差別解消の推進に関する法律」の基本理念から国及び地方公共団体が果た

すべき責務とは何かを条文を交えて解説した。 

最後に日々の職務の身近な例として、面接時に「本籍・出生地に関すること」

「宗教に関すること」「尊敬する人物に関すること」「家族に関すること」など①

本人に責任のない事項の把握、②本来自由であるべき事項の把握、③採用選考の

方法の３点で注意するべきという事例が紹介された。 

今回は１事例として面接の場が設定されていたが、日常の中で知人友人と話す

時、職務上市民と話す時など公私問わず様々な場面で発言に注意するべき事柄で

あると感じた。 

（４）人権問題を考える講演会 

①講師：大正大学心理社会学部准教授 田中俊之氏 

②内容： 協働推進課及び生涯学習スポーツ課の共催で開催する講演会である。 

今年度は大正大学准教授の田中俊之氏をお招きし、「男もつらいよ！女もつら

いよ！～みんなを幸せにする男性学～」と題しご講演いただいた。女性の社会進

出が重要視される現代で、男性の生き方を考え、その上で男女が共に仕事、家庭

を一緒に考えられる社会にするためにはどうすると良いのか、という内容だっ

た。 

女性は第一子出産後は、年代により差はあるが大体４割前後が退職する。かつ

ては「男は仕事、女は家庭」という価値観のもと男性が稼ぎ手となるモデルで

あった。 

しかし現在、平均給与は減少する社会的背景の中で従来のモデルの維持が難し

くなると、男性、女性ともに価値観を転換する必要が出てきた。 

「男女共同参画サテライトセミナー」でも男女を題材にしていたが、あちらと

異なるのは男性側の働き方、生き方にも踏み込んでいる点である。男性側の意識

も変えていかなければならないというのは大きなポイントである。 

（５）ＤＶ理解の出前講座 

①講師：公益財団法人名古屋ＹＭＣＡ 女性のための相談・支援事業部 

フェミニストカウンセラー・公認心理士 加藤佐紀子氏 

②内容： 協働推進課主催の、市民及び職員を対象にした講座である。今年度は公益財団

法人ＹＭＣＡから加藤佐紀子氏をお呼びし、「ＤＶ理解～どう違うの？ＤＶと夫

婦ケンカ～」というタイトルで講義を行ってもらった。具体的事例として夫婦ケ

ンカを出し、ＤＶとの違いを説明した。そのうえでＤＶの本質とは「支配とコン

トロール」だとし、身体的、精神的、性的暴力やそこからの精神的な支配（逃げ

るとして子どもはどうする？今後の生活基盤はどうする？財産を失う）という内

容であった。 

最後にＤＶとＳＤＧｓとのつながり（ジェンダーの平等、非暴力など）が紹介

された。知立市は今年度「ＳＤＧｓ未来都市に」に選定されており、その点も今

回の話題はタイムリーであったと感じた。 
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（６）市立保育園での人権を意識した保育 

①内容： 人形や絵本を用いた多文化共生について 

市内の保育園に協力を依頼し、保育の中で多文化共生を図るというもの。 

教材として絵本や肌の色がそれぞれ異なる人形を用いて、絵本の読み聞かせや

人形遊びの一環として幼少期から意識向上を行う。 

市立保育園すべてに教材を配付できたわけではなかったが、外国人が多い知立

市の特徴に合わせ、自分とは異なる外見、肌の色、価値観をもつ人がいることを

効果的に伝えることができた。 

本事業については、教育委員会が主催する事業でカバーし辛い就学前の保育園

児の意識向上という点もあるが、他部署との連携で成り立っている事業である点

も特徴である。 

 
４ 成果と今後の課題 

 再掲となるが、「知を立てる講座」では終了後のアンケートにて「あらためて人権というこ

とを考えさせていただきました」「何となく知っているが、今回再度考える良い機会になっ

た」や「先生が全員の意見を聞いてくださり、皆さんの意見を聞くことができて良かったで

す」という意見が見られた。本講座は基本講師から受講生への一方向の講義であるが、講師が

受講生への問いかけを多くはさんでくれたこともあり、受講生にとっては自分の意見をもった

うえで他者の意見を聞くことのできる良い場になったようである。 

 「男女共同参画サテライトセミナー」では終了後のアンケートにて「本日のセミナーで学ん

だことは今後に役立つと思うか」という問いに対し「そう思う」「強くそう思う」と回答した

人が８５％を超えた。自由意見の記述では「既成概念を取り除くことが大切」「女性活躍につ

いて理解を深めたいと思った」という参加者の意識改革や「せっかくのセミナーなので。もう

少し時間を取ってほしかった」といった学習意欲の高さが感じられる意見が見られた。 

 また、特に保育園での人権教室では、就学前の園児に向けた多文化共生の意識向上であるた

め、市のセミナー、講演会等では対象にし辛かった年代への効果が期待できる。 

 課題としては、やはり新型コロナウイルス感染予防の観点から、各事業の参加者を絞らざる

を得なかった点が挙げられる。事業の中には平常時の参加者に比べて５０％に止めているもの

もあり、単純に意識向上の効果は半分になっていると考えられる。これについては単純により

広い会場の確保等で対策を図っていきたい。 

 また、講演会やセミナーの関係上、ある程度その分野に興味のある人や情報収集が得意な人

に対象が偏りがちになってしまう点も考えられた。広報をはじめとした各種媒体（ＬＩＮＥ、

ホームページなど）での情報拡散も積極的に行っていきたい。 

 最後に、知立市で行われている各事業を整理してみたところ、計画を定めて全庁的に人権に

取り組んでいたことが改めて理解できた。今回委託事業を受け、そこに加える形で人権の基本

的な知識を授ける講座や、保育園での活動を実施したことにより、市内の人権に関わる活動の

さらなる発展に貢献できたと考えている。 

 知立市では令和４年度に「知立市人権尊重のまち」（案）をパブリックコメントをへて議会

上程予定である。 

 こういった新規事業が今年度のみで終わることのないよう、今後も新たな啓発及び意識向上

の場の提供を行い、「人権教育・啓発に関する知立市行動計画」に沿い継続的に全庁的に実施

していきたい。 
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№ 市町村名 活動・事業名 内容 対象者

1 北名古屋
女性に対する暴力をなく
す運動（展示）

「女性に対する暴力をなくす運動」の啓発ポスター（内閣府作成）、配偶者か
らの暴力（ＤＶ）に関する資料の展示、パープルリボン等啓発資材の配布等

一般市民

2 大治
啓発用「ポケットティッ
シュ」

啓発標語入りのポケットティッシュを作成し、配布する。
一般市民

3 蟹江
人権週間に伴う街頭啓発
活動

・蟹江町内、飛島村内にて巡回啓発活動を行う。
・ヨシヅヤＪＲ蟹江駅前店、Ａコープとびしま店にて来店者へ啓発品（アクリ
ルたわし）の配布を行う。

一般市民

4 瀬戸
日本語スピーチコンテス
ト

日本に住む外国人が日頃の思いや考えを日本語で発表。外国人も日本人も、互
いに理解し、異文化を尊重し合って共に快適な生活を送るためのきっかけの場
とする。

市内在住・在勤、
在学の外国人、市
内日本語教室の受
講者、瀬戸市に興
味を持つ愛知県下
の留学生

5 愛西 服のチカラプロジェクト

・難民の人々に服を届けるという取り組みについて、ユニクロの方の講話を聞
くことで、難民の人々の人権について考える。
・世界中で困っている人たちのために、自分たちにできることを実践していこ
うとする気持ちと態度を養う。

中学校生徒、教職
員、保護者、地域
の方

6 みよし
男女共同参画啓発事業
（大学生向け）

・「男女共同参画」及び「ＳＤＧｓ」について、先進事例等の調査結果を、学
生がパワーポイント等で発表し、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社名古
屋支社及びみよし市役所人事担当者・産業担当者が男女共同参画担当者がコメ
ンテーターとしてこれから社会人の一員となる大学生へ向けてアドバイスを行
う。

大学生

7 田原
男女共同参画啓発作文募
集

・家庭や地域、学校や職場などで、みんなが自分らしくいきいきと暮らしてい
くためにはどのようにすればよいか、日頃から思っていること、感じているこ
とを表現する。

市内の在住・在
学・在勤者

8 碧南 男女共同参画勉強会
男女共同参画勉強会
　『思い込みとジェンダーを考える座談会』

一般市民

9 弥富
高齢者教室
「大昭大学」

・地域について学ぶ講座　「歴史講座」
　講師：若山　聡　氏（愛西市観光協会理事）
・健康に関する講座　「お口の体操」
　講師：福笑　恵　氏（ボイストレーナー）

一般市民（60歳以
上）

10 美浜 家庭教育講演会

・社会を明るくする運動実施委員会と共催で、家庭教育の推進、犯罪やいじめ
のない社会をつくるための講演会と中学生の意見発表「少年の主張」を開催。
　演題 「潜在“脳”力の高め方～プラス思考・集中力で脳力（能力）を伸ばす
～」
　講師：川谷　潤太　氏

一般市民

11 武豊 人権教育
・人権についての作品を募集し、その優秀作品を掲示し、人権について理解す
ることと、意識の啓発をした。

町内小中学校生徒
児童及び全町民

12 高浜
広報によるたかはま子ど
も市民憲章の周知

・制定記念日である11月１日に発行される広報誌にて、たかはま子ども市民憲
章について改めて市民の方々へ周知を図る。

一般市民

13 幸田
幸田町手話言語の理解及
び普及に関する条例制定
に向けての記念講演会

手話が言語であるという認識に基づき、ろう者とそれ以外の者が、心豊かに安
心して共生することのできる地域社会の実現を目指す「幸田町手話言語条例」
の制定に向けての記念講演会
・講演会「ろう者の女優と聴者の俳優の生活、そして娘が生まれて」
　講師：忍足　亜希子　氏、三浦　剛　氏

一般市民

14 新城 ＬＧＢＴＱ＋出張授業
・性的マイノリティーへの理解不足が原因で起こる差別、いじめ、当事者の自
己否定といった問題を改善するため、当事者やその親との交流を通して「大切
なのは性別や国籍、身体的特徴ではなく、人格や人柄であること」を学ぶ。

一般市民

15 設楽 一般啓発活動
・広く住民に対する人権擁護思想の普及・高揚を図るとともに、人権に関する
悩みごと等の相談窓口が設置されていることの啓発を行う。

一般市民

16 東栄 人権行政相談
人権擁護委員による特別人権相談家庭・土地・家屋・戸籍・差別・法律扶助等
に関する相談会を実施。

一般市民

17 豊橋 地域人権啓発活動事業

・人権啓発講演会「自分らしく生きるとは」
　講師：猪狩　ともか　氏
・講師による人権に関する講演会に加え、人権イメージキャラクターが登場し
啓発活動を行った。

一般市民

18 尾張旭 人権教室 ・人権擁護委員による人権についてのお話、ＤＶＤ鑑賞、啓発物品配布など 市内小学校２校

19 東郷 人権教室
・児童が豊かな人権感覚を身につけるきっかけとする。
・人権かるた、絵本の読み聞かせ

小学校４年生

20 大口 小学校人権教育講演会
・講演会「耳の聞こえない世界へようこそ」
　講師：早瀬　憲太郎　氏（デフリンピック自転車競技代表）

小学校５・６年生

21 飛島 人権教室

・12月の人権週間に合わせて、人権擁護委員の活動を通じ、生徒が互いの違い
を認め合うことの大切さについて考える。
・テーマ「互いの違いを認め合うことから始める」
・題材「うさぎとかめのその後」

義務教育学校３年
生

22 東浦 人権啓発活動
人権に関するパワーポイント紙芝居及び講話を通じて、幼いころから「人権擁
護」について意識させるきっかけを作る。

小学校２年生

23 豊根 人権学習
児童会執行委員会が企画した、「思いやりゲーム」を実施し、ゲームをする際
にどのような思いやりが必要なのか、について考える内容。

小学生

24 豊明
高校生向け
理解促進講座
（デートＤＶ講座）

高校生の男女共同参画に関する意識啓発、情報提供、特にＤＶに関する内容を
中心として開催する。
　講師：ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ　具　ゆり　氏

高校２・３年生

＜第３部＞　令和３年度　市町村における人権教育・啓発に関する主な実践事業
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№ 市町村名 活動・事業名 内容 対象者

25 春日井
デートＤＶパンフレット
配布

・デートＤＶ防止啓発のため、デートＤＶ防止パンフレット「デートＤＶって
なに？～お互いを大切にする関係とは～」を市内高校１年生に配布。
・「ＳＮＳなどを利用した暴力被害にあわないために」啓発チラシを作成し、
パンフレットとともに配布。

高校１年生

26 蒲郡 高校生向け人権擁護講座

・当事者及びその保護者からお話を伺い、性の多様性についての理解を深め、
差別や偏見をなくす。
・講座「多様な性について考える～ＬＧＢＴ理解講座～」
　講師：ＮＰＯ法人ＡＳＴＡ

高校生

27 清須 人権教室
・人権講話、ＤＶＤ鑑賞
　講師：清須市人権擁護委員11名

幼稚園児（年
長）・保育園児
（年長）

28 南知多 子ども人権教室 ・「いじめ」をテーマとしたＤＶＤによる人権教室。 ４・５歳児

29 刈谷 人権紙芝居
・１園に１～２名の人権擁護委員が訪問し、子どもの人権に係る紙芝居を行
う。

市内幼児園15園、
市内保育園18園
（年長）

30 豊川 人権紙芝居
・人権擁護委員による紙芝居「おうちさんごめんね（自作）」を実施
・啓発物品の配布

市内の10保育園児

31 一宮 人権教室の開催
・人権に関するＤＶＤや講話等を通じて、いじめや虐待など人権問題について
考える機会を作り、相手への思いやりの心や生命の尊さを学ぶことを目的とす
る。

市内小中学校・幼
稚園の児童・生
徒・園児

32 犬山 青少年健全育成講演会

「いのちと性を考える」
　講師：助産師　愛智　律子　氏
・性の多様性（ＬＧＢＴ）、異性との付き合い方、妊娠と避妊、性被害等の学
習を通して、幸せな人生を考える機会とする。

中学校・高校の生
徒、教師、主催者

33 江南 人権教室
・啓発ビデオ・絵本・クイズ・講話などをとおして、子どもたちに分かりやす
く思いやしの大切さを伝え、人権への理解を深め、豊かな人権感覚を身につけ
る機会とする。

小中学校、保育園
の児童・生徒、園
児

34 扶桑 人権集会

「インターネットと人権～加害者にも被害者にもならないために～」
・インターネットの急速な普及に伴い、中高生がインターネット上で深刻な人
権侵害を受けることが増加していることから、インターネット上における人権
尊重やその安全な利用に関する理解や関心を深める。
・人権啓発ビデオを視聴後、意見交換をし感想を書く。

中学生

35 知多
デートＤＶ防止啓発パン
フレットの作成・配布

デートＤＶ防止啓発パンフレットを配布
市内中学校、高
校、看護専門学校
生

36 阿久比 作品展示 第49回「人権を理解する作品コンクール」の入賞作品の展示 小中学生

37 大府 人権講座 「高齢者の人権を考える」をテーマに人権講座を実施
高校及び専攻科の
全生徒及び教職員

38 長久手 男女共同参画推進部会

・第１回　講義「男女共同参画に関する県の取組」
　講師：岡田　邦裕　氏（愛知県男女共同参画推進課　課長補佐）
・第２回　講義「デートＤＶ・性暴力・性被害」
　講師：具　ゆり　氏（名古屋ＹＷＣＡ　フェミニストカウンセラー）

市職員

39 小牧 職員研修事業

人権研修
・明るく元気で温もりある空気づくり
・歩み寄る力　～人と人とのつながり～
・アンコンシャス・バイアスへの気づき
・人権へのポジティブなアプローチ　　　など

市職員

40 豊山
西春日井地区
新規採用職員後期研修

・人権問題に対する愛知県の取組、最近の人権問題について学び、人権尊重の
意識を醸成する。
　講師：酒井　久　氏（愛知県職員）

町職員

41 津島 人権講座職員研修

高齢者の人権、同和問題（部落差別）
・講義　「認知症高齢者の人権保障と介護家族の支援」
　講師：山本　克司　氏（修文大学健康栄養学部教授）
・講義　「津島の部落差別撤廃に向けたとりくみ」
　講師：山﨑　鈴子　氏（ＮＰＯ法人愛知部落解放・人権研究所）

市職員

42 常滑
障害者差別解消法セミ
ナー

・障害者差別解消法、職員対応要領の内容等を説明し、市職員として障がい者
への理解を深める。
　講師：木全　和巳　氏（日本福祉大学教授）

市職員

43 東海
令和3年度（2021年度）新
規採用職員後期研修

・障害者差別解消法と人権について
　講師：社会福祉課職員

新規採用職員

44 岡崎
男女共同参画推進のため
の管理職研修

市職員の性的少数者への理解の促進を図るため、性的少数者に関する基礎知識
を習得し、多様性について考える研修
　講師：特定非営利活動法人ＰＲＯＵＤ　ＬＩＦＥ　安間　優希　氏
　（オンライン研修）

市職員

45 豊田
ＤＶ（ドメスティック・
バイオレンス）理解研修

ＤＶについての基礎知識
・窓口対応の際に二次的被害を起こさないために
・市役所でのＤＶ対応窓口について
・ＤＶ等支援措置対象者の個人情報の取り扱いについて
　（Ｅラーニング開催）

・窓口・電話等で
ＤＶ被害者に対応
する可能性のある
職員等
・住民情報を取り
扱う課の職員等
・その他業務に関
連する等、関心の
ある職員等
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№ 市町村名 活動・事業名 内容 対象者

46 あま
ハンセン病問題に関する
学習会

・講師：ハンセン病回復者
　　　　（ハンセン病関西退所者原告いちょうの会事務局長）
・内容　ハンセン病回復者として地域で生きる

一般市民、職員

47 日進 障害者差別解消法講演会

・障害者差別解消法が令和３年６月に改正され、事業者による合理的配慮の提
供が義務化されたことに伴い、改めて合理的配慮の提供や不当な差別的取扱い
に関する周知及び障害に関する理解の促進を図る。
・講演会「障害を理由とする差別の解消について～『障害』の考え方と私たち
に求められるもの～」

市内の民間事業
者、障害福祉サー
ビス事業所職員、
市内公共施設の職
員、市民、市職員
等

48 岩倉
令和３年度岩倉市人権研
修会

参加者自らが人権について考え、日常生活における判断の基準に人権の考え方
を取り入れられるよう、人権についての講演会を開催する。

一般市民・市職
員・市議会議員・
人権擁護委員等

49 半田 ＤＶ講演会

　ＤＶ被害により子どもたちが受ける影響について知り、自分自身に何が出来
るかを学ぶ。
・講演会「ＤＶが子どもに与える影響～私たちにできること～」
　講師：かけこみ女性センターあいち　亀井　かな　氏

一般市民・市職員

50 安城 ＬＧＢＴ職員研修
ＬＧＢＴの基礎知識
保護者によるライフヒストリー

小中学校教職員・
市職員

51 西尾
放課後児童クラブ職員研
修

・講師：人権擁護委員協議会事務局長　  美濃　浦恵子　氏　他１名
・児童一人一人の良いところを見つけ、ほめる手段を考える。
　絵本「ええところ」の読み聞かせを聞く。
・言葉には、うれしくなったり悲しくなったりする感情があることに気づき、
児童に温かい言葉で接していく事の大切さを知る。
　「チクチク言葉」と「ふわふわ言葉」について知る。

放課後児童クラブ
職員
（勤務年数２・
４・７年目の職
員）

52 知立 夏期研修会研修講座
・研修テーマ　学級経営の視点から見た人権教育
　講師：西川　真治　氏
　　　　（愛知県人権教育研究会副会長　豊川市立小坂井中学校長）

市内教職員

53 稲沢 日本語講座

・外国人に市民との円滑なコミュニケーションを促進し、充実した日常生活を
支援する。
・初心、初級者クラスは講師が教室形式で指導、中・上級者クラスはボラン
ティアが少人数グループ形式で指導。

市内在住・在勤の
16歳以上の外国人
（初心・初級クラ
ス10人　中・上級
者クラス16人）
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