
三重県人権教育基本方針 改定案（中間案）に対する意見募集でいただいたご意見と県の考え方

事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

1

全体に関する意見 子どもたちや社会を取り巻く状況は大きく変化し、様々
な人権課題に加え、命にかかわる事件やネット上での差
別も後を絶ちません。人と人の関係が希薄になり、良好な
人間関係をなかなか築けないなか、人権教育の必要性は
ますます高まっています。しかし、この「中間案」には今の
人権状況や課題についての記述が不十分であり、「危機
感」が伝わってきません。人権教育の取組を強力に推し
進めていくというメッセージが読みとれるようにするべきで
はないでしょうか。

9 ①

社会情勢の変化により新たに対応すべき人権課題が生
じていることから、人権教育の必要性はこれまで以上に高
まっていると認識しています。このようなことから、その解
決に向けて教育を通じて積極的に取り組むべき、災害や
貧困、拉致問題等の人権問題を、「Ⅲ 個別的な人権問題
に対する取組」に加えました。

人権教育を今後さらに発展させるためには、社会情勢
の変化を的確にとらえることが重要であり、このような考
え方を示せるよう追記を検討します。なお、 現在の人権
をめぐる状況等については、学校の管理職や人権教育担
当者対象の研修会等において、本基本方針を周知する
際に説明するとともに、別途資料でも示していきたいと考
えています。

2

全体に関する意見 人権とは何かを考えたとき、人ならではの能力である
「集中」「直感」「想像」「創造」がポイントであると考えま
す。「集中力」は他の動物に備わっていることですが、残り
の３つは人ならではです。そして、それらを邪魔することこ
そ、差別と呼ぶべきものと考えます。いろいろな場面で、
そのケースは現れます。当然のことながら、保護者をはじ
めとする家族、地域や教員が鋭い人権感覚を持つ必要が
あると思います。法整備を含め、多様化してきている事象
に対応するための細かさも必要ですが、人権教育を基盤
とした取組の重要性について踏み込んだ記述をしていた
だけるようお願いします。

1 ③

「Ⅱ 人権教育の目的」では、「人権教育は、総合的な教
育であり、すべての教育の中で行われるものである」とし
ています。また、「Ⅳ 人権教育推進方策」等の各項目にお
いて人権教育を基盤とした取組の重要性を示していま
す。

このような考え方について、学校の管理職や人権教育
担当者対象の研修会等において、本基本方針を周知す
る際に説明するとともに、別途資料で示していくことを検
討しています。

対応区分  ①反映する    最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの。  

        ②反映済     意見や提案内容が既に反映されているもの。 

        ③参考にする   今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただくもの。 

        ④反映または参考にさせていただくことが難しい 

        ⑤その他（①～④に該当しないもの） 



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

3

全体に関する意見 人権教育のための世界プログラム、第２段階、第３段階
を含め、第３段階の中心は教師・教育関係者への人権教
育訓練が挙げられているため、世界プログラムとの関連
性は基本方針には必要ないのでしょうか。

1 ②

国際連合が2005年に開始した「人権教育のための世界
計画」により、各国で人権教育の取組が進められてきまし
た。その第３段階（2015～2019年）では、教育関係者の人
権研修の実施を強化することが求められています。県教
育委員会としても、教育関係者の人権研修については重
要であると考えており、「Ⅳ 人権教育推進方策＜教育関
係者の取組＞」の中に明記しています。

4

全体に関する意見 現行の基本方針のどこに課題があり、どこを強調したい
のか、何のために方針を改定しようとしたのかがわかりま
せん。

1 ③

平成27年度の「三重県人権施策基本方針」の改定や平
成25年度実施の「人権問題に関する教職員意識調査」の
結果等をふまえ、本基本方針の改定を行っています。具
体的には、社会情勢の変化から生じる新たな人権課題
や、教職員が人権教育を進めるうえでの課題等に対応す
る必要があると考えています。

これらのことについては、学校の管理職や人権教育担
当者対象の研修会等において、本基本方針を周知する
際に説明するとともに、別途資料で示していくことを検討し
ています。

5

全体に関する意見 ガイドラインとの関連はどうされるのか、そのことを基本
方針にどこまで示そうとしているのかがわかりにくいの
で、その点を教えてください。

1 ⑤

県教育委員会が平成22年に発行した「人権教育ガイドラ
イン」では、個別的な人権問題についての具体的な取組
や指導内容等について記載しています。

本基本方針の改定に即し、現行の「人権教育ガイドライ
ン」についても見直しを検討していきます。

6

全体に関する意見 「同和教育の理念と成果」について、若い教職員が具体
的に何を指すことなのかが理解できるような記述が必要
であることを、意識調査が示したと思います。具体的に記
述してください。

1 ③

本基本方針は、「同和教育の理念や成果」をふまえて全
体の内容を構成しています。また、県教育委員会が平成
22年に発行した「人権教育ガイドライン」でも「同和教育の
理念や成果」について説明しています。

今後も、初任者を対象とした研修等を通して「同和教育
の理念や成果」についての理解促進を教職員に対して
図っていきます。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

7

全体に関する意見 ネットやSNSでは、さまざまなトラブルが起きている。相
手の顔が見えない中でのやり取りは、自分の言葉への責
任感が薄れたり、過剰な仲間意識によって振り回されたり
することになる。人権教育によって「自分の人権を守り、他
者の人権を守るための実践行動ができる力を育む」こと。
また、「人権を尊重する姿勢が、その態度や行動に現れる
よう人権感覚を十分に身に付ける」こと。こういったこと
が、子どもたちがネットやSNSでのトラブルを起こしたり、
巻き込まれたりしないために必要なことであると考える。

このようなネットでの問題に加え、ヘイトスピーチや災害
の風評被害による人権侵害など、新たに発生する人権問
題に対応できる力を育てる必要性について記述があるべ
きではないか。

1 ②

社会情勢の変化により様々な人権問題が生じており、
そのことに対応できるよう「Ⅲ 個別的な人権問題に対す
る取組」に、災害や貧困、拉致問題等の人権問題を加え
ました。また、学校等で学習を行う際には、個別の問題に
ついての理解にとどまらず、「Ⅱ 人権教育の目的」で示す
人権の意義や重要性といった普遍的な視点を持ち、すべ
ての人権問題に共通する課題や解決の手立て等につい
て学べるようにすることが大切であると考えます。

8

全体に関する意見 人権教育は、自分を大切にするとともに、他者をも大切
にすることです。しかし、自己肯定感が低く、学習や活動
に意欲的にとりくめない子もいます。その子どもたちが、
何故そのような状況にあるのか、その要因となっているも
のは何かを明らかにしていく必要があります。

そして、一人ひとりが自分らしく生活できるように、学校・
家庭・地域が同じ方向性でとりくんでいかなければならな
いと思います。

1 ②

人権教育の取組においては、子どもの表面的な姿だけ
でなく、その背景や要因等を捉える視点を大切にしてきま
した。子どもを取り巻く実態から教育課題をとらえ、学校・
家庭・地域が一体となって取組を進める必要性について
は、「Ⅳ 人権教育推進方策」に示しています。

9

全体に関する意見 子どもの人権に係わる問題として、生徒や未成年者によ
る妊娠・中絶・出産があります。経済基盤の弱い10代及び
若年者の妊娠・出産は、中絶や出産直後の遺棄や、虐待
死につながる場面が多いです。これは、生徒が加害者で
あり被害者になる問題です。妊娠・出産の医学的知識と
あわせて、妊娠・中絶・出産に関わる経済的知識、行政手
続きや民法の知識を与えて欲しく思います。成人した時
に、必要になる知識でも有ります。

1 ③

本基本方針では、自分の人権を守り、他者の人権を守
るための実践行動力を育むことを人権教育の目的として
います。これをふまえ、子どもの人権に係わる問題を解決
するための教育を進めるにあたっても、自他を尊重する
意識を育むとともに、人権を守るための具体的な知識を
身に付けることが重要であると考えます。

今後も、子育てや家庭の意義、妊娠・出産等に関する正
しい知識について、発達段階に応じて学ぶことができるよ
う機会の充実を図っていきます。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

10

全体に関する意見 全体として、問題解決ばかりを強調しすぎです。問題解
決の前に、人権被害にあった場合の相談窓口や相談体
制・相談できる組織の知識を与える広報・周知をして欲し
く思います。 1 ③

三重県では、人権擁護と救済のための施策として相談
体制の広報と充実に取り組んでいます。

人権教育においても、相談窓口等、人権を守るための
知識を子どもたちが身に付けられるよう、今後も、人権学
習指導資料等を通じて情報提供を行っていきます。

11

全体に関する意見 三重県人権教育基本方針は、県の人権教育に関する
基本的な推進方針を示しているものですが、学校で、何を
どのように取組めばよいのか、必要な学習指導資料や、
教材等の作成についても記述してほしいです。かつて配
布された児童用教材「ハーモニー」配布から、その後ずい
ぶん時期が経過し、その後に続く教材が長く待たれてい
ます。この間、LGBTの問題についても明らかになってき
ましたが、児童向けの教材が、まだまだ足りておらず、手
探りで実践をすすめている状況です。

これまで、人権教育をすすめてきた成果を活かし、今後
の取組を進めるうえで、この基本方針は重要な役割を果
たすと思いますので、よろしくお願いします。

1 ③

県教育委員会では、本基本方針の示す個別的な人権
問題を解決するための教育が充実するよう、人権学習指
導資料等を作成し、県内の小中学校、県立学校等に配付
しています。児童向けとして、平成27年度は、小学校高学
年対象の人権学習指導資料「みんなのひろば」を発行し、
平成28年度は低中学年対象のものを発行するする予定
です。

今後も、これらの指導資料等の活用促進を図るため、研
修や情報提供を行っていきます。

12

Ⅰ基本的な考え方 ３行目「採択された条約」、下から４行目「国際条約」と表
現されている子どもの人権に関わる諸条約に含まれてい
ると思われる「子ども権利条約」（児童の権利に関する条
約）は、特段子どもを権利主体と捉える上で、最も重要な
条約です。先般、「子どもの権利条約」を基本理念として
明記した改正児童福祉法が成立しました。

子どもの権利条約を特別に明記していただきたい。
1 ③

本県では、平成23年度に「三重県子ども条例」を施行
し、子どもの権利条約の理念に則り、子どもの権利が尊
重される社会の実現に向けて取り組んでいます。こうした
ことをふまえ、子どもを権利の主体として捉える観点を、
「Ⅳ 人権教育推進方策＜人権感覚あふれる学校づくり
＞」に追記しました。

また、「子どもの権利条約」については県教育委員会が
作成した人権学習指導資料等にも取り上げており、今後
も、その内容や意義についての理解促進に努めていきま
す。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

13

Ⅰ基本的な考え方 これまでの本方針に基づく取組の中で何が成果として
明らかになってきたのかを明確にし、今後も踏襲していく
ことの他、課題として残されたことを克服するためのものと
して、改定に至ったはずであるため、そのことが明確に謳
われる必要があると思いますので再考を求めます。

1 ③

今回の改定にあたっては、これまでの取組の検証をふ
まえて内容を検討しています。

成果と課題の具体的な内容については、学校の管理職
や人権教育担当者対象の研修会等において、本基本方
針を周知する際に説明するとともに、別途資料で示してい
くことを検討しています。

14

Ⅰ基本的な考え方 教職員意識調査では、若い世代の教職員へこれまでの
同和教育の成果や実践を継承していくことの課題が明確
になったにも関わらず、そのことへの記載が一切見られな
いことに疑問が残ります。意識調査で明らかになった客観
的事実を明文化する必要があると思いますので再考を求
めます。 1 ③

平成25年度実施の「人権問題に関する教職員意識調
査」の結果については報告書を発行するとともに、研修会
等において情報発信を行ってきました。また、今回の改定
においても、職場内ＯＪＴの促進について、「Ⅳ 人権教育
推進方策＜教育関係者の取組＞」で「職場の中で互いを
磨き合うこと」を追記するなど、意識調査の結果を反映し
ています。

今後も、意識調査で明らかになった課題については、初
任者を対象とした研修等の機会を通じて、具体的な取組
を進めていきます。

15

Ⅰ基本的な考え方 「同和教育の理念や成果を重要な柱とする」といった記
述がありますが、そこには部落差別の現実があり、それ
は今なお解決されないまま三重県の教育的課題として現
存しています。このことに対し、しっかりとその課題を謳う
ことが必要だと思います。基本的な考え方のなかに「部落
差別」という表現が一切表記されないことは、三重県教育
行政の部落問題に対するスタンスを表していくことになり
ます。基本的な考え方のなかに「部落差別」という文言を
位置付ける必要があります。学力面の課題が未だ残され
ているといったことがこれまで教育委員会側から主張され
てきた被差別部落の子どもたちを取り巻く課題であり、結
婚や交際に関わる場面において部落差別が今なお存在
することは、伊賀市が2011年度に実施した実態調査でも
明らかです。部落問題は明確なデータが存在している以
上、そのことに触れないことは教育委員会における部落
問題への軽視につながりかねないと考えますので再考を
求めます。

1 ③

本県においては、これまでも部落問題を解決するための
教育を進めてきたところですが、ご指摘いただいたように
依然として部落差別が存在するという認識に立ち、その解
決に向けて取り組む必要があると考えます。今回の改定
においても、その認識に基づき、「Ⅲ 個別的な人権問題
に対する取組」に「部落問題を解決するための教育」を位
置づけています。

今後も、同和教育の理念や成果を重要な柱とする人権
教育を進めていきます。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

16

Ⅰ基本的な考え方 「…などに基づき、学校教育や地域における社会教育を
通して県全体の人権教育の総合的推進を各主体と協働し
ながら、積極的に進めていきます。」について、前回改定
時から「…推進を…進めていきます」と変になっています。
この機会に以下のように表現を修正してはいかがでしょう
か。内容は変わらないと思います。

「…などに基づき、学校教育や地域における社会教育を
通して、県全体の人権教育を各主体と協働しながら積極
的かつ総合的に進めていきます。」

1 ①

県及び市町における人権教育の推進状況をふまえて、
修正を検討します。

17

Ⅰ基本的な考え方 「公の」には、さまざまな解釈があり、うけとりにばらつき
が出やすい表現です。「個々の取組」は、解釈があいまい
になりがちです。「それぞれの視点を活かした取組」として
ほしいです。

1 ②

「公の取組」とは、県民の皆さん、ＮＰＯや企業、さらには
行政を含めた多様な主体が連携しながら、住みよい地域
社会をつくっていく取組等をさしています。また、「個々の
取組」は、県民一人ひとり、ＮＰＯ、地域団体、市、町、県
などの多様な主体による取組等を指しています。このこと
をふまえ、互いの力を認め合い、協働して公の取組を進
めていくという考え方を持ち、個々の取組を進めることが
大切であると考えます。

18

Ⅰ基本的な考え方 「被差別の視点」を「被差別の立場にある人々の視点」と
してはどうか。

1 ④

この表記は、平成11年に策定した「三重県人権教育基
本方針」以降使用されており、県内では一定定着している
と判断し、今回の改定においても踏襲したいと考えます。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

19

Ⅰ基本的な考え方 「取組を検証し、成果を継承・発展させ、社会的に不利
な立場にある人の人権は侵害されやすいという現実をふ
まえ…」は、これまでの取組への振り返りが示されていな
い。2009年頃との、雇用や社会状況の変化について述べ
られていない。「2015年度人権問題に関する教職員意識
調査」の結果をふまえた現状認識や分析が出ていないの
で、それらを入れて述べるべきかと思います。 1 ③

平成25年度実施の「人権問題に関する教職員意識調
査」の結果については報告書を発行するとともに、研修会
等において情報発信を行っています。今回の改定にあ
たっては、意識調査の結果とともに、これまでの取組につ
いての検証を行い、社会情勢の変化等についても考慮
し、内容を検討しています。

これらに関する具体的な内容については、学校の管理
職や人権教育担当者対象の研修会等において、本基本
方針を周知する際に説明するとともに、別途資料で示して
いくことを検討しています。

20

Ⅰ基本的な考え方 「コンセンサス」を日本語にしてください。

1 ④

「Ⅰ 基本的な考え方」における「『人権教育は人権が尊
重される社会の実現へ本質的な貢献をなすものである』と
いうコンセンサスが広く定着しつつあります」という記述
は、国際連合の「人権教育のための世界計画」の行動計
画（外務省ホームページに掲載されている「行動計画仮
訳」）を参考にしています。「コンセンサス」を「合意形成」
「共通理解」等に訳すことも検討しましたが、この仮訳を尊
重し、そのまま使用することとしました。

21

Ⅱ人権教育の目的 人権教育は「自分の人権を守り、他者の人権を守るため
の実践行動ができる力」を育み、人権文化を構築する主
体者づくりをめざすものである。人権を尊重する姿勢が、
態度や行動にあらわれるよう人権感覚を身につけるため
には、自分の意見を表明し、仲間とともに主体的に参画し
ていくことも大切である。

6 ②

学級等の集団の中で子ども一人ひとりが自分らしさをい
きいきと表現できる仲間づくりは、これまでの人権教育に
おいて中心的な取組の一つとして行われてきました。こう
した「同和教育の理念や成果」を、今後も、継承・発展させ
ながら取組を進めていきます。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

22

Ⅱ人権教育の目的 子どもたちが主体となる学びは「自分自身の生活や社
会の状況を変革する行動力」「未来を切り拓く実践力」に
つながると考えます。

人権教育において子どもたち一人ひとりを主権者として
とらえる方針となりますよう、よろしくお願いします。

3 ③

本県においては平成23年度に「三重県子ども条例」を施
行しており、人権教育においても子どもの権利についての
理解を深めることが重要であると考えます。こうしたことを
ふまえ、今回の改定では、子どもを権利の主体として捉え
る観点を、「Ⅳ 人権教育推進方策＜人権感覚あふれる
学校づくり＞」に追記しました。

今後も、子どもが学習の主体であるという認識に立ち、
人権問題を自分と重ねてとらえ、具体的な行動につなが
る学習を進めていきます。

23

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

三重県が策定した「子どもの貧困対策計画」において経
済的困難に起因する様々な課題として「自尊感情や意欲
の喪失」があげられている。また、ひとり親家庭の貧困率
は５割をこえており、背景には労働条件等、「女性の人
権」「働く人の人権」に関わる問題もある。社会情勢や人
権状況は大きく変化しており、個別の人権課題の中身や
背景が伝わる記述にするべきである。

6 ③

社会情勢の変化等による貧困問題を背景とする差別や
偏見に対応できるよう、「Ⅲ 個別的な人権問題に対する
取組」の一つとして「貧困等に係る人権課題」を位置づけ
ました。

個別的な人権問題の現状やその背景等については、学
校の管理職や人権教育担当者対象の研修会等におい
て、本基本方針を周知する際に説明するとともに、別途資
料で示していくことを検討しています。

24

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

「子どもの権利に係わる問題を解決するための教育」を
４行目ではなく、最上段にしていただきたい。

人権教育に係わる個別的な課題の中で、基本的な考え
方でも触れられているように、自分自身を通した取組が最
重要となるよう、自ら（子ども）の取組が大前提であるべき
と考えます。

1 ④

「Ⅲ 個別的な人権問題に対する取組」で示す人権問題
については、平成27年に改定された「三重県人権施策基
本方針」及び平成25年度に実施した「人権問題に関する
教職員意識調査」の結果等を参考にしています。人権学
習を進める際には、個々の人権問題を自分の課題として
とらえる観点を持つことが大切であると考えます。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

25

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

「障がい者の人権」について、「障害者差別解消法」が施
行されたものの、「障害」を社会モデルでとらえることや
「合理的配慮」についての理解は、十分とは言えない状況
である。法整備の背景や今後の方向性についての記述も
必要ではないか。

9 ③

「Ⅲ 個別的な人権問題に対する取組」には、「障がい者
の人権問題を解決するための教育」を位置付けていま
す。平成28年度には「障害者差別解消法」の施行を受け
て、学校の管理職を対象に、合理的配慮等について研修
を行ったところです。

今後も、「社会モデル」の考え方や合理的配慮、法整備
の背景、取組の方向性等について、学校の管理職や人
権教育担当者対象の研修会等において、本基本方針を
周知する際に説明するとともに、別途資料で示していくこ
とを検討しています。

26

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

北朝鮮問題を出すなら、もう一方の日本による従軍慰安
婦・強制連行問題を併記しないと、真の人権問題になりえ
ないと考えます。

どちらの問題も、互いに拉致しあってきた歴史を振り返
り、「自分としては」「これからは」どうするかを考えさせる
教育でありたい。 1 ③

平成27年に改定された「三重県人権施策基本方針」で
は、「北朝鮮当局による拉致問題等」を新たに対応すべき
課題として掲げ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権
侵害問題についての関心と認識を深めていく取組や啓発
を行っていくとしています。こうしたことをふまえ、教育とし
てもこの問題を、「Ⅲ 個別的な人権問題に対する取組」の
一つとして位置付けました。

今後、教育活動における具体的な取組を進めるにあ
たっては、ご意見の点についても参考とさせていただきま
す。

27

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

“北朝鮮”は、正式国名ではない。こうした表記によりヘ
イトスピーチの助長につながらないか。拉致問題の人権
課題とは、する側の課題をなくすことなのか、される側の
人権を保障することなのか、どちらを捉えるのか、または
どちらともなのかを明確にしたい。

1 ③

平成18年に施行された「拉致問題その他北朝鮮当局に
よる人権侵害問題への対処に関する法律」に基づき、本
基本方針においても「北朝鮮当局」という表記を使用して
います。

「北朝鮮当局による拉致問題等」においては、子どもの
発達段階に応じて、拉致問題等に対する理解を深めるた
めの取組を推進することが求められています。併せて、外
国人の人権に係わる問題を解決するための教育として、
ヘイトスピーチの問題等についての理解促進や、多文化
共生の人権感覚の育成を図ることが大切であると考えま
す。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

28

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

北朝鮮という国名をここであえて出す必要はないかと思
います。

1 ④

平成18年に施行された「拉致問題その他北朝鮮当局に
よる人権侵害問題への対処に関する法律」に基づき、「北
朝鮮当局による拉致問題等」という表記を使用していま
す。

29

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

在日韓国朝鮮人に対する差別を入れてください。
県内でも、激しいヘイトスピーチが行われている事実に

目をつぶることは、社会や子どもたちを不安にしていま
す。言葉の暴力として、扱うべきです。

子どもたちの学校生活に、政治的な判断で金銭的制裁
の結果を与えることは、将来において反差別の連帯を阻
害していくのではないかと危惧します。外国から見ても、
政治的理由による学校への補助金カットなどの話は、子
どもの人権を侵害しているという見方も強く、今後、日本
の子どもたちが、世界でどのような評価を受けるのかも心
配です。（子どもの権利条約の視点からも）

1 ②

本県では、在日韓国・朝鮮人等をはじめとする外国人住
民と日本人住民とが共に生きていける多文化共生社会づ
くりに取り組んでいます。このようなことから、県教育委員
会では、人権学習指導資料等に、朝鮮半島と日本の歴
史、韓国・朝鮮につながりのある人の思い等を掲載し、学
校等で差別や偏見のない多文化共生社会の必要性につ
いて学習できるようにしています。

30

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

様々な人権に係わる問題を解決するための教育に関し
て、教育委員会は2016年度に性的マイノリティに関する教
材を作成し、インターネットと人権に関しては三重県人権
施策基本方針（第二次改訂）においてインターネットによ
る人権侵害が反映され、かなり以前から三重県の教育課
題として取り上げてきています。そのようななかでは、部
落問題や障がい者の人権などの個別課題として位置づけ
る必要があると思いますので再考を求めます。

1 ④

「Ⅲ 個別的な人権問題に対する取組」で示す人権問題
については、平成27年に改定された「三重県人権施策基
本方針」及び平成25年度に実施した「人権問題に関する
教職員意識調査」の結果等を参考にしています。

県教育委員会では、性的マイノリティの人権に係わる問
題やインターネットによる人権侵害を、その解決に向けて
教育を通じて積極的に取り組むべき課題として捉え取組
を進めてきましたが、今後も、他の人権問題と同様に学習
等の充実を図っていきます。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

31

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

昨今、子どもたちや社会をとりまく状況は大きく変化し、
さまざまな人権課題に加え、命にかかわる事件やネット上
での差別も後を絶ちません。いじめや不登校、暴力行為
も増加しつづけており、人権教育の必要性はますます高く
なっています。

人権教育は、「自分の人権を守り、他者の人権を守るた
めの実践行動ができる力」を育み、人権文化を構築する
主体者づくりをめざすものであるべきです。そうした力を養
い、育んでいくためには具体的な人権課題の提示も必要
であると考えます。

1 ③

子どもの命と人権に係わる深刻な事案の発生等、教育
を取り巻く現状を考慮し、本基本方針の内容を検討してい
ます。

教育を通じて解決に向けて取り組むべき人権問題につ
いては、「Ⅲ 個別的な人権問題に対する取組」として示し
ていますが、それらの現状や課題等については、学校の
管理職や人権教育担当者対象の研修会等において、本
基本方針を周知する際に説明するとともに、別途資料で
示していくことを検討しています。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

32

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

現在起きている人権問題で、深刻なものは、児童に対す
るいじめや虐待です。なぜなら、いじめや虐待で、児童が
死に至っている現実があるからです。相模原で起きた事
件を踏まえて、そして2020年に開催される東京パラリン
ピックを見据えて、障がい者に対する権利について考える
項目を、上位に持ってきて欲しいです。少子高齢化社会で
おきる問題で、弱者となる女性の人権に関わる問題が散
見されることから、項目の順番は、
●子どもの人権に係わる問題を解決するための教育
●障がい者の人権に係わる問題を解決するための教育
●女性の人権に係わる問題を解決するための教育
●外国人の人権に係わる問題を解決するための教育
●様々な人権に係わる問題 ※ を解決するための教育
とした方が、良いと考えます。

部落問題を解決するための教育については、ここで部
落問題を抜き出して、別項目としてすることで、現在、沈静
化している部落問題に、余計な光を当てて、新たな部落
問題が再燃するのではないかと危惧します。部落問題
は、 ※の文言に、部落問題を入れることを、提案します。
※様々な人権に係わる問題とは、部落問題、高齢者、患
者、犯罪被害者、アイヌ民族、刑を終えた人・保護観察中
の人、性的マイノリティ、ホームレス等の人権に係わる問
題、インターネットによる人権侵害、災害と人権、貧困等
に係る人権課題や北朝鮮当局による拉致問題等 などで
す。

1 ④

「Ⅲ 個別的な人権問題に対する取組」で示す人権問題
については、平成27年に改定された「三重県人権施策基
本方針」及び平成25年度に実施した「人権問題に関する
教職員意識調査」の結果等を参考にしています。

県教育委員会では、いじめ、虐待、障がい者や、女性の
人権に係わる問題をその解決に向けて、教育を通じて積
極的に取り組むべき課題として捉え取組を進めてきました
が、今後も、他の人権問題と同様に学習等の充実を図っ
ていきます。

33

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

日本では、あまり論じられませんが、難民問題も、世界
的に大きなものになっていて、今後の教育で避けずに考
えていく時期に来ていることを示すべきです。戦争被害者
の問題も同様です。そのなかに、沖縄の子どもたちの問
題も入るかと思います。

1 ③

「Ⅲ 個別的な人権問題に対する取組」で示す人権問題
については、平成27年に改定された「三重県人権施策基
本方針」及び平成25年度に実施した「人権問題に関する
教職員意識調査」の結果等を参考にしています。

学校等においては、様々な人権問題の中から、発達段
階等に配慮しつつ地域の実態に合わせて、ねらいを明確
にしたうえで適切な取組を進めていくことが必要であると
考えます。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

34

Ⅲ個別的な人権問題
に対する取組

三重県においては、公害被害者の問題を入れることは、
必須であると思います。

1 ③

「Ⅲ 個別的な人権問題に対する取組」で示す人権問題
については、平成27年に改定された「三重県人権施策基
本方針」及び平成25年度に実施した「人権問題に関する
教職員意識調査」の結果等を参考にしています。

学校等においては、様々な人権問題の中から、発達段
階等に配慮しつつ地域の実態に合わせて、ねらいを明確
にしたうえで適切な取組を進めていくことが必要であると
考えます。

35

Ⅳ人権教育推進方策 「子どもの貧困」対策においては、子どもの姿を生活背
景や地域の実態とともにとらえてきた同和教育の成果を
いかしていくことが重要だと考える。「子どもの貧困」が社
会問題化するなか、人権教育を基盤とした取組の重要性
についてさらにふみこんだ記述をするべきである。

3 ③

三重県では、子どもの実態を的確に把握することを基本
に、地域と連携した教育支援等の取組を、「子どもの貧困
対策」として進めています。子どもの生活背景を把握する
ことや地域とともに課題解決にあたることの必要性につい
ては、「Ⅳ 人権教育推進方策＜人権感覚あふれる学校
づくり＞」及び「Ⅳ 人権教育推進方策＜人権尊重の地域
づくり＞」に記述しています。

今後も、教育的に不利な環境のもとにある子どもに必要
な支援を行えるよう、関係各部が連携し取組を進めていき
ます。

36

Ⅳ人権教育推進方策 子どもたちや社会をとりまく状況は大きく変化し、さまざ
まな人権課題に加え、命にかかわる事件やネット上での
差別も後を絶たない。いじめや不登校、暴力行為も増加し
つづけており、人権教育の必要性はますます高くなってい
る。現在の学校・地域だけでなく、社会自体のしくみ・情報
過多の環境を考慮しての人権教育へとつなげていく取組
を具体的に考え、進めていくようすべきでないだろうか。そ
んな政策が、みえないような気がした。

1 ③

社会情勢の変化により新たに対応すべき人権課題が生
じていることから、人権教育の必要性はこれまで以上に高
まっていると認識しています。そのようなことから、今後、
その解決に向けて教育を通じて積極的に取り組むべき、
貧困や災害、拉致問題等の課題を、「Ⅲ 個別的な人権問
題に対する取組」に加えました。

新たな課題の克服に向けた取組の推進を図るとともに、
取組内容等については、学校の管理職や人権教育担当
者対象の研修会等において、本基本方針を周知する際に
説明するとともに、別途資料で示していくことを検討してい
ます。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

37

Ⅳ人権教育推進方策 ＜人権感覚あふれる学校づくり＞における、「すべての
子ども」「すべての学校」とはどの範囲をさすのか。一条校
以外の学校も含めているのか。

1 ⑤

本基本方針における「子ども」とは、「Ⅳ 人権教育推進
方策＜人権感覚あふれる学校づくり＞」に示すように、
「幼児・児童・生徒」のことを指します。また、「学校」は、
「Ⅰ 基本的な考え方」に示すように、「幼稚園等・学校」の
意味で用いています。なお、今回の改定において、「幼稚
園」を「幼稚園等」とし「認定こども園」を含むこととしまし
た。

38

Ⅳ人権教育推進方策 ＜人権感覚あふれる学校づくり＞について、「すべての
学校において、教育的に不利な環境のもとにある子ども
の学力を向上させることで、・・・」の記述については、世帯
の経済力や保護者の学歴によって、子どもたちの学力が
左右されている状況が三重県子どもの貧困対策計画や
伊賀市教委が実施した調査などにおいて明確な課題とし
て現れています。経済的・社会的な事情に左右されない
学校づくりや環境づくりを進めるという文言について、教
育だけでは不十分な実情があるなかで、未だ学校だけ
で、そのことを続けようとしていることには疑問を感じま
す。包括的な支援体制や助成制度などの充実など、そう
した条件整備にむけても教育行政が必要であるということ
を明らかにしなければならないと思います。

1 ③

平成26年度に策定された「三重県子どもの貧困対策計
画」においては、「教育の支援」を含む行政全体での取組
の方向性を示しています。また、県教育委員会では、子ど
もたちの将来が生まれ育った家庭の経済的な環境等に
よって左右されることのないよう、就学に係る経済的支
援、学習支援の充実、自尊感情・学習意欲の向上などに
取り組んでいます。

今後も、教育的に不利な環境のもとにある子どもに必要
な支援を行えるよう、関係各部が連携し取組を進めていき
ます。

39

Ⅳ人権教育推進方策 人権感覚あふれる学校づくりの中の、「そのための観点
として以下の取組を位置づけ、市町教育委員会等、多様
な主体と協働しながら取り組みます。」多様な主体とは、
何を指しているのか解りません。具体名を、入れて欲しく
思います。社会福祉協議会などの組織ですか？ＮＰＯ法
人などの組織ですか？自治会も含まれますか？自治体
議会も含まれますか？

1 ②

多様な主体については、「Ⅰ 基本的な考え方」で、県民
一人ひとり、ＮＰＯ、地域団体、市町、県など、地域を構成
する個人及び団体としています。



事 項 （中間案）に対するご意見 件数
対応
区分 ご意見に対する考え方

40

Ⅳ人権教育推進方策 ＜人権感覚あふれる学校＞にある「発達段階」という言
葉で、学習の推進が抑制される場面が現場ではありま
す。「発達段階をふまえて系統的・日常的に・・・」を「当事
者や、地域との丁寧な話し合いを経て、系統的・日常的に
…」としていくほうがよいかと思います。

1 ③

人権教育を進めるにあたっては、子どもたちが心身とも
に成長過程にあることをふまえ、それぞれの発達段階に
即した指導を展開することが重要であると考えます。な
お、改定においては、多様な主体と協働することの重要性
を、「Ⅳ 人権教育推進方策＜人権感覚あふれる学校づく
り＞」に追記しました。

今後も、系統的な取組を通して必要な資質や能力が身
に付けられるよう、すべての学校において人権教育カリ
キュラムの作成・充実を進めていきます。

41

Ⅳ人権教育推進方策 「Ⅳ 人権教育推進方策＜人権感覚あふれる学校づくり
＞」の観点２について、課題を明らかにするだけで、いい
のでしょうか？「解決に向けて関係部署との連携や、解決
に向けてのプログラムづくりに取組みます。」としていく方
が、３とのつながりの上でもよいと思います。 1 ③

人権教育の取組においては、子どもや家庭・地域社会
の実態から教育課題を明らかにすることを大切にしてきま
した。その考え方を継承していくため、観点の２つ目として
明示し、その課題解決の手立てについては、観点の３つ
目として記述しています。

今後も、多様な主体が連携を深めながら、課題を解決で
きるよう取組を進めていきます。

42

Ⅳ人権教育推進方策 市町の独自性の尊重などの記載がありますが、市町に
よっては未だ人権条例を策定せず、人権教育がほとんど
進んでいないような市町があります。県教委が主体性を
もって県下すべての市町や学校で人権教育を進める取組
が必要であり、この点については再考が必要だと思いま
す。 1 ③

すべての市町で人権教育基本方針が策定されており、
それに基づいた各地域の特色ある取組が行われていま
す。県教育委員会としましては、市町教育委員会担当者、
学校の管理職・人権教育担当者を対象とした研修会の実
施や人権学習指導資料の配付等により、学校における人
権教育の充実を図っています。

今後も、市町教育委員会との連携を深め、人権教育カリ
キュラムの作成等を通じて県全体の人権教育を推進して
いきます。
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43

Ⅳ人権教育推進方策 ＜教育関係者の取組＞において、特に２点目の「人権
問題は、差別によって基本的人権が侵害されているとい
う・・・」という上記の文言が新たに追加されたことは、これ
までこうした視点もないままに同和教育、そして人権教育
を推進してきた教職員がいたということ、さらに今後若い
世代の教員がこうした認識のないままに進めていく可能
性があることを示唆しているように思えます。これらのこと
は、三重県の教育の質が著しく低下しているように感じて
なりません。「被差別の人々の生き方に学び、継承してき
た文化・・・」も必要ですが、意識調査で明らかになった課
題ではないものが突如として登場してきた背景や理由が
知りたいところです。ここであげられる課題として必要なの
は、これまで大切にされてきた同和教育の理念や成果が
次世代の教職員に継承・発展されていない三重県の教育
の在り方が大きな課題であるはずです。再考を求めます。

1 ③

本基本方針は、「同和教育の理念や成果」をふまえて全
体の内容を構成しています。また、県教育委員会が平成
22年に発行した「人権教育ガイドライン」でも「同和教育の
理念や成果」について説明しています。今回の改定にお
いては、平成25年度に実施した「人権問題に関する教職
員意識調査」で明らかとなった課題をふまえて、職場内Ｏ
ＪＴの促進やこれまでの実践や成果から学ぶことの重要
性を、「Ⅳ 人権教育推進方策＜教育関係者の取組＞」に
追記しました。

今後も、若手教職員をはじめとするすべての教職員に
「同和教育の理念や成果」を継承できるよう取り組んでい
きます。
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44

Ⅳ人権教育推進方策 ＜教育関係者の取組＞について、この箇条書きの部分の
順番が、教育関係者の「認識」に関する項目と「実践・行
動」に関する項目が入り混じっています。その順番に特に
意図がないのであれば、読む人にとってよりわかりやすい
よう、まず「認識」について前半にまとめて述べ、後半で、
その認識に基づく「実践・行動」についてまとめて述べるよ
う、下記のように、内容はそのままに、順番だけ入れ替え
てはいかがでしょうか。
●人権問題は、差別によって基本的人権が侵害されてい
るところに本質があるという認識にたちます。
●人権問題の解決は、一人ひとりが自己にかかわる課題
として自覚していくことを通して達成されるものであるとい
う認識にたちます。
●日本の社会に存在する様々な意識、慣習や制度の中
に、差別を温存し助長しているものがあるという認識にた
ちます。
●人権問題は、現在の社会の中に厳存しているという事
実認識にたち、その現状を的確にとらえます。
●人権に関する自らの意識を見つめ直し、職場の中で互
いを磨き合うことにより確かな人権感覚を身に付け、教育
実践力を高める研修に努めます。
●被差別の人々の生き方に学び、継承してきた文化につ
いて正しく理解します。
●人権問題の解決のために取り組まれてきた実践や成
果に学びます。

1 ①

「Ⅳ 人権教育推進方策＜教育関係者の取組＞」は、す
べての教育関係者が積極的に人権教育に取り組むため
の認識や実践に係わる内容について示しています。教育
関係者の「認識」とそれに基づく「実践・行動」に係わるも
のを整理し、よりわかりやすくなるよう項目の配列等につ
いて検討します。
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45

Ⅳ人権教育推進方策 教育関係者、特に教員に最も大切なことは、本音の気
持ちが交流できるクラス・関係を作ることだと考えます。ま
ずは、教員みずから自己開示し、自分の生い立ちや経験
を語ることからスタートする必要があります。つらいこと、
悲しいこと、怒りを覚えること、うれしかったこと、感動した
ことなどを共有することで、本当のつながりが生まれると
考えています。

ぜひ、基本方針の中に、教員みずからが自己開示する
こと、本音で素直な気持ちを語り合うことで本当のつなが
りをつくっていくという文言を入れていただきたいです。

1 ③

学級等の集団の中で子ども一人ひとりが自分らしさをい
きいきと表現できる仲間づくりは、これまでの人権教育に
おいて中心的な取組の一つとして行われてきました。仲
間づくりを進めるにあたっては、まず、子どもたちが安心し
て学べる環境を整えることが重要ですが、教員が自らの
経験や思いを語ることも有効な手段の一つであると言わ
れています。

人権教育の実践における仲間づくりの重要性や手立て
については、学校の管理職や人権教育担当者対象の研
修会等において、本基本方針を周知する際に説明すると
ともに、別途資料で示していくことを検討しています。

46

Ⅳ人権教育推進方策 ＜教育関係者の取組＞について、全体に、現状肯定の
表現でいいのか？という印象を受けます。「主権者教育」
の視点からも、問題解決をはかる教育を行うためには、
教師の掲げる目標も問題解決的であるべきではないかと
思います。
「人権問題は、現在の社会の中に現存しているという事実
認識にたち、その現状を的確にとらえます。」は、現状肯
定な印象を受けるので、現存する人権問題をどのようにし
て解消するという具体的な文言にしていただくようお願い
します。
また、例えば、７番目ならば、「人権問題の解決のために
取組まれてきた実践や成果に学ぶことができるよう、アク
セスしやすい環境を整えます。」としてはどうでしょうか。

1 ③

「Ⅳ 人権教育推進方策＜教育関係者の取組＞」は、す
べての教育関係者が積極的に人権教育に取り組むため
の認識や実践に係わる内容について示しています。

県教育委員会は、教育関係者がそれらをふまえ、課題
解決に向けて資質・能力の向上に努め、具体的な実践を
進めることができるよう、研修会の実施や人権学習指導
資料等の作成・配付を検討していきます。
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47

Ⅴ附則 三重県人権教育基本方針は県の人権教育に関する基
本的な推進方針を示しているものである。しかし、人権課
題についてどのようなとりくみを展開していくのかについて
は「基本方針」だけでは伝わらない。具体的にとりくみをす
すめるために必要な学習指導資料や教材等の作成につ
いても記述するべきである。

8 ③

人権教育を進めるにあたっては、人権の意義や重要性
といった普遍的な視点からの取組のほか、各人権課題に
対する取組を推進し、それらに関する知識や理解を深
め、さらには課題の解決に向けた実践的な態度を培って
いくことが望まれます。

今後も、本基本方針に基づき個別的な人権問題に係わ
る人権学習の取組が進むよう、人権学習指導資料等の
作成を検討していきます。


