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鳥取県人権施策基本方針第2次改訂　具体的施策の進捗状況（平成25・26年度）
第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
（１）教育・啓発の推進

○ 「子どもの権利」に関する理解の推進

すべての子どもには、心身ともに健やかに成長し自己実現
を図っていく権利があり、社会の大切な一員です。この子
どもの権利については、子どもが精神的・肉体的未熟さか
ら単に保護の対象として見られがちであり、まだ十分に尊
重されているとは言えない状況です。子どもは権利の主体
者であり、個人として尊重されなければならないという考
えを、すべての県民が共有する必要があります。
このため、地域・家庭・学校それぞれで、子どもの権利条
約をはじめ子どもの権利に関する理解を深めていくことが
必要です。
あわせて、日々の生活の中で、一人ひとりが人権を尊重
し、自分自身と周りの人たちを大切にする態度を育んでい
けるよう配慮していきます。

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・人権教育主任研究協議会や学校からの要請による研修を実施

（高等学校課）
体罰防止のためのハンドブックの作成
・体罰は児童生徒への人権侵害と位置付け、指導上の手引きを作成

（教育センター）
教職員研修費
・学校教育の各領域における「子どもの人権問題」に関する教職員研修を
実施
予算：61,310千円

(教育・学術振興課）
・私立中・高等学校教職員へ教育センター主催の研修への参加依頼
・私立中・高等学校で行われる公開人権LHRへの出席・助言

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・同左

（高等学校課）
体罰防止のためのハンドブックの配布・活用促進
・県立学校長と市町村教育委員会教育長へ配布
・配布した体罰防止ハンドブックを校内研修等で活用するよう促す。

（教育センター）
教職員研修費
・同左
予算：54,330千円

(教育・学術振興課）
・同左
・同左

人権教育
課

高等学校
課

教育セン
ター

教育・学
術振興課

（２）相談体制の充実

① いじめ、不登校、問題行動などに対応した相談体制の充実

いじめ、不登校、問題行動など、さまざまな不安や悩みを
持つ子どもには、一人ひとりの心に寄り添った個別具体的
で丁寧な関わりが大切です。そのためにも、学校、スクー
ルカウンセラー、児童相談所などが連携をとり、民間団体
と協働して、子どもを多面的に、きめ細かく支援する相談
体制の充実に努めます。

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・人権教育主任研究協議会や学校からの要請による研修を実施

（スポーツ健康教育課）
いじめの芽をつむ心のケア支援事業
・いじめ・不登校等の事案に対する早期対応や未然防止の支援として、精
神科医や臨床心理士等の専門家を学校に派遣し、相談体制の充実を図っ
た。
　予算：2,700千円

（いじめ・不登校総合対策センター）
いじめ相談窓口充実事業
・いじめの早期解決を図るため、いじめに関する相談に対応する専用電話、
専用メールを設置し２４時間体制で運営するとともに、他の相談機関も含め
窓口を紹介するカードを県内児童生徒に配布した。また、「いじめ相談窓口
関係機関連絡会議」を開催し、他の相談機関との連携を図った。
　予算：8,309千円

（教育・学術振興課）
・人権教育課、いじめ・不登校総合対策センター等と連携し、私立中・高等
学校教職員の研修、いじめ相談窓口への協力
・いじめ問題対策事業
私立中・高等学校の生徒及び生徒の所属する集団の状況を把握して適切
な支援策を講じるための心理検査実施を支援
　予算2,519千円
教育心理検査を私立中 高等学校において実施するための支援

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・同左

（体育保健課）
いじめの芽をつむ心のケア支援事業
・同左
　予算：1,620千円

（いじめ・不登校総合対策センター）
いじめ防止対策推進事業
・同左
・いじめ防止対策推進法第１４条に基づき、いじめの防止等に関係する機関
及び団体の連携を図るため、鳥取県いじめ問題対策連絡協議会を設置する。
・いじめ問題に対する総合的な支援体制の充実強化を図るため、鳥取県いじ
め問題スーパーバイザーを委嘱し助言等を受ける。
・学校を指導する立場の市町村教育委員会の指導主事等を対象に、ネットい
じめ学校支援指導者研修を実施し、各校内のいじめ防止推進体制を支援す
る。
・予算：8,309千円

(教育・学術振興課）
・同左

・いじめ問題対策事業
　同左　予算2.539千円

人権教育
課

体育保健
課

いじめ・
不登校総
合対策セ
ンター

人権・同
和対策課

教育・学
術振興課

（人権・同和対策課）
こどもいじめ人権相談窓口運営事業
・こどものいじめに関する人権相談に総合的に対応するために相談窓口を
設置
予算：2,620千円
相談件数：97件

（人権・同和対策課）
こどもいじめ人権相談窓口運営事業
・同左
予算：2,695千円

基本方針（取組方針）
関連施策・事業等取組状況
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

②育児相談の充実－家庭訪問、保健指導及び乳幼児健診等の活用

虐待者の多くは実の親であるという実態からも、育児不安
を取り除くことが重要であり、妊産婦、乳幼児や学童期・
思春期を迎える児童・生徒の保護者などを対象とした健康
教育、保健指導、相談体制の充実を図ります。
○　妊産婦：喫煙や飲酒が妊婦や胎児に大きな影響を与え
ることから、妊婦やその家族に対しての相談、指導の充実
を図ります。
○　乳幼児：乳幼児期から正しい生活習慣（食事・運動・
睡眠など）の確立が図られるよう保護者への知識の普及を
図ります。
○　学童期及び思春期：身体面及び精神面における発達が
非常に大きい時期であるため、身体の発達や性についての
正しい知識の普及を図ります。

（青少年・家庭課）
乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の推進（市町村実施事業）
・育児不安等を抱える家庭に対して、養育に関する指導、助言等が行える
よう、市町村に対する必要な支援を行った。

（家庭･地域教育課）
家庭教育相談事業
・子育てや家庭教育について不安や悩みを抱える保護者等から､電話・メー
ルによる相談に応じた。
　予算：2,668千円

（教育センター）
教育相談事業
・子どもの教育上の問題や、発達・障がい等及び生育上の課題について、
保護者、本人、学校関係者等からの相談に応じるなど必要な支援を行っ
た。
予算：5,249千円

(教育・学術振興課）
・教育センターの教育相談事業を活用し、私立中・高等学校の保護者、生
徒、学校関係者からの相談に対応

（青少年・家庭課）
乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の推進（市町村実施事業）
・同左

（小中学校課）
学校・家庭･地域の連携による教育支援活動促進事業（家庭教育支援事業）
（国補助事業）
・市町村の「家庭教育支援チーム」が、家庭訪問や相談活動に積極的に取組
むよう､体制づくりを支援するため研修会を実施
　予算：80千円

（教育センター）
教育相談事業
・同左
予算：6,450千円

(教育・学術振興課）
・同左

青少年・
家庭課
　
小中学校
課

教育セン
ター

教育・学
術振興課

③ 要保護児童・要支援家庭等への支援の推進

家庭での子育てが困難で支援を要する子どもたちや保護者
を、社会全体で支えるために必要な施策の整備・充実を図
ります。
また、児童相談所・児童養護施設・保育所・幼稚園・地域
子育て支援センター・子育てサークル・市町村、及び保
健、福祉、医療、教育等の関係機関が連携し、子育て支援
に関するネットワークづくりを進めます。
さらに、児童、保護者に対して個別のケースに応じた適切
な援助を提供することができるよう、関係職員の資質向上
と専門性の確保に努めます。

（青少年・家庭課）
児童養護施設等職員の資質向上研修事業（６月補正）
・児童養護施設等職員の資質向上を図るための研修を実施する。
　予算：4,040千円

（再掲）乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の推進（市町村実施
事業）
・育児不安等を抱える家庭に対して、養育に関する指導、助言等が行える
よう、市町村に対する必要な支援を行った。

（青少年・家庭課）
児童養護施設等職員の資質向上研修事業
・同左
　予算：5,677千円

（再掲）乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の推進（市町村実施事
業）
・同左

青少年・
家庭課

（３） 生きる力の育成と親になるための教育の推進

① 生きる力の育成に向けた学校教育の推進

変化の激しい社会を生きていく上において子どもに基礎学
力を確実に身につけ、あわせて社会の変化に主体的に対応
できる力を育んでいくことが大切です。学校においては、
子どもが自分の適性や興味・関心に応じて進路を主体的に
選択し、自己実現に向けて力が発揮できるようにするた
め、一人ひとりに応じた学習指導の充実とともに、体験
的・問題解決的学習等を通じ、自ら学び自ら考える力の育
成を図ります。
また、「子どもの権利」に関する理解については、地域の
子どもの人権侵害の現実、「児童の権利に関する条約（子
どもの権利条約）」の趣旨等を踏まえ、具体的に学習を行
うことが大切です。

（人権教育課）
(再掲)人権教育主任研究協議会の開催
・各学校の人権教育主任を対象に、人権学習の進め方、研修企画等での
工夫・改善が図られるよう研修を実施。

（再掲）学校からの要請訪問
・公開授業、授業研究会、教職員研修会への支援

子どもの権利条約に係る学習事例集「みんなで考えよう子どもたちの幸
せ」の活用
・人権教育主任研究協議会で活用を依頼

生活につながるとっとり人権教育創造事業
・いじめ等の未然防止に向け、人権尊重の精神に立つ学校づくり、学級づく
りを推進するための研究を実施

（小中学校課）
幼児教育充実活性化事業
平成２４年度改訂の「鳥取県幼児教育振興プログラム」に基づき、幼稚園・
保育所・認定こども園の教職員の指導力向上を図るとともに、モデル園によ
る実践や接続カリキュラムの開発を行う。

（人権教育課）
（再掲）人権教育主任研究協議会の開催
・同左

（再掲）学校からの要請訪問
・同左

子どもの権利条約に係る学習事例集「みんなで考えよう子どもたちの幸せ」
の活用
・同左

生活につながるとっとり人権教育創造事業
・同左

（小中学校課）
幼児教育充実活性化事業
平成２４年度改訂の「鳥取県幼児教育振興プログラム」、平成２５年作成の「幼
保小連携カリキュラム」に基づき、義務教育以降の学びの基礎となる質の高
い幼児教育の全県展開をめざす。

人権教育
課
小中学校
課
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

② 家庭の教育力の向上

教育の原点は家庭教育であり、基本的な生活習慣や生活能
力、倫理観、自制心や自立心など人格形成の基盤は、家庭
における教育によって培われると言われています。
家庭の教育力を高めるために、家庭教育の自主性を尊重し
つつ、関係団体等との連携も図りながら、保護者を対象と
した学習機会を提供することが必要となります。
また、地域の子育てサポーター等の養成を進め、保護者へ
の働きかけの取組を工夫するなど、家庭と地域が連携した
取組を進めます。
地域においては、つながりが弱まり、個人主義が浸透し
て、相互扶助や共に学び高めあう意識が薄れているので、
公民館等の社会教育施設を拠点として、子どもから高齢者
まですべての年代が“学び・体験・交流”することを進め
ます。

（家庭・地域教育課）
ＰＴＡによる子どもの生活リズム向上事業
・基本的生活習慣の定着に係る主体的・具体的な取り組みや啓発活動を、
学校・家庭が連携して実施することにより、家庭での教育力向上を図り、子
どもの基礎学力向上を促進
　予算：782千円

とっとりふれ愛家庭教育応援事業
・家庭教育アドバイザー派遣
・ファシリテータ研修
・ファシリテータ派遣
・プログラムの拡充
　予算：3,953千円

本の大好きな子どもを育てるプロジェクト事業
・子どもと本をつなぐ担い手養成
・子ども読書アドバイザー(講師)派遣
・子どもと本を楽しむ講座開催
　予算：2,248千円

（社会教育課）
本の大好きな子どもを育てるプロジェクト事業
・子ども読書アドバイザー(講師)派遣
・子ども読書アドバイザー研修会実施
・（新）「本でつなぐわたしたちの未来」体験プロジェクト実施
　予算：3,290千円　（その他は小中学校課に移管）

（小中学校課）
学校・家庭･地域の連携による教育支援活動促進事業（家庭教育支援事業）
（国補助事業）
・家庭教育関係者研修会
・ファシリテータフォローアップ研修会
　予算：670千円

ＰＴＡによる子どもの生活リズム向上事業
・基本的生活習慣の定着に係る主体的・具体的な取組や啓発活動を、学校・
家庭が連携して実施することにより、家庭での教育力向上を図り、子どもの基
礎学力向上を促進
　予算：502千円

とっとりふれあい家庭教育応援事業
・家庭教育アドバイザー派遣
・ファシリテータ派遣
・家庭教育啓発広報
　予算：2,454千円

社会教育
課

小中学校
課

③ 体験活動を通じた豊かな人間性の育成

規範意識の低下、基本的生活習慣の乱れなど、子どもたち
に関する問題が深刻化する中で、地域総がかりで子どもた
ちの健全育成に取り組むことが求められています。そこ
で、地域の教育力（人材、風土、文化）を活用しながら、
地域で子どもたちの体験不足を解消し、社会性・協調性を
育む意識を高揚させるよう努めます。

（家庭・地域教育課）
学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業（放課後子ども教室
推進事業）（国庫補助事業）
　放課後や週末に小学校の余裕教室等を活用して地域の方々の参画を得
て、子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等
の取組を実施する
　予算：31,197千円

（教育・学術振興課）
ジュニア郷土研究応援事業
人文・社会科学に親しむことができる土壌づくりを進めるとともに、児童生徒
が、地域研究など人文・社会科学について関心を高め、さらに深く学び、よ
り一層の創造力向上を図ることを促進
　予算784千円
楽しむ科学まなび事業
子どもたちに、身近な科学を体験・実感する、また、最先端の科学に触れる
などの機会を継続的に提供するとともに、興味関心の度合いや成長段階に
応じた施策を講じることにより、科学的思考力を高め、次代を担う人材を育
成　予算11,854千円

（小中学校課）
学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業（放課後子ども教室
推進事業）（国庫補助事業）
　同左

　予算：28,538千円

（教育・学術振興課）
ジュニア郷土研究応援事業
・同左

楽しむ科学まなび事業
・同左

小中学校
課

教育・学
術振興課
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

④ 若者の自立とたくましい子どもの育ちの推進

子どもたちが生きる力を身に付け、将来にわたり社会の一
員として自立して生きていくことが求められることから、
小学校から高等学校までの発達の段階に応じて職場体験等
をとおして勤労観や職業観を育成するとともに、ボラン
ティア活動等の体験活動をとおして他者との関わりを大切
にしながら主体的に行動できる力の育成に努めます。

（小中学校課）
職場体験実習
　県内の公立中学校において、58校（98.3％）が2年生で実施している。

（高等学校課）
・インターンシップを県立高校全校で実施し、２４１０人が就業
  体験等を行った。
・産業界と連携し、夏季と冬季の長期休業中に高校生を対象とした
  アルバイト就業事業を実施し、夏期・冬季休業中に２０の事業所
  で３９名が就業体験を行った。
・全県立高等学校(２４校)が、中学生に対し体験入学または授業
　参観を実施
・就職支援相談員を県立高校１７校に配置
・定通教育充実事業
　定時制課程、通信制課程の生徒を対象に体験活動を実施
　予算：3,321千円

（教育・学術振興課）
・全私立高等学校が、中学生に対し体験入学を実施
・就職支援相談員を私立高校４校に配置

（小中学校課）
職場体験実習
　H26年度の中学校における職場体験実習については、各市町とも前年度と
同程度の規模で行われる予定。

（高等学校課）
・インターンシップを県立高校全校で実施
・産業界と連携し、夏季と冬季の長期休業中に高校生を対象としたアル
　バイト就業事業を実施
・全県立高等学校(２４校)が、中学生に対し体験入学または授業参観
　を実施
・就職支援相談員を県立高校１７校に配置
・定通教育充実事業
　定時制課程、通信制課程の生徒を対象に体験活動を実施
　予算：1,402千円

（教育・学術振興課）
・同左
・同左

小中学校
課

高等学校
課

教育・学
術振興課

⑤ 健康に生きるための体づくりの推進

生活様式の変化や携帯ゲーム機等の普及に伴い、屋外での
運動や遊びなど体を動かす機会が減少し、子どもの体力・
運動能力が昭和６０年頃をピークに低下傾向にあります。
また、運動する子と、ほとんど運動しない子との二極化傾
向が見られます。
体力は、生きる力の源であり、活力ある生活を送るために
も重要です。
学校においては、体育・保健体育学習の充実を図り、生涯
にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てるととも
に、運動の日常化を推進し、児童生徒の体力・運動能力の
向上に努めます。

（スポーツ健康教育課）
学校体育の充実
・体育実技講習会、武道講習会の開催　運動部活動ガイドラインの策定
・外部指導者の派遣による運動部活動活性化
・運動技術の指導を専門とする小学校体育専科を３名配置（５校）
・学校体育充実のためのスポーツ指導員派遣事業

児童生徒の体力向上（子どもの体力向上推進プロジェクト事業）
・体力調査集計システムの構築による効率的な実態把握と取組への反映
・各学校での体力向上推進計画の作成・実施、評価
・体力向上推進モデル校実践事業(２町２校（特別支援学校）で実施）
・トップアスリート派遣事業（鳥取県トップアスリートバンクの設置、派遣）
・遊びの王様ランキングの実施

（体育保健課）
学校体育の充実
・体育実技講習会、武道講習会の開催
・スポーツ指導者研修会の開催（子どものスポーツ活動ガイドライン周知）
・外部指導者の派遣による運動部活動活性化
・運動技術の指導を専門とする小学校体育専科を５名配置（１０校）
・学校体育充実のためのスポーツ指導員派遣事業
児童生徒の体力向上（子どもの体力向上推進プロジェクト事業）
・同左

体育保健
課
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

⑥ 未来の親となるための教育の推進

男女がともに家庭や地域の生活を創造することの重要性の
理解を進め、子どもたちが将来を見通して主体的に意思決
定し、行動できる力を育てます。
小・中・高等学校における「社会科」や「公民科」、「家
庭科」、「特別活動」などの学習の中で、家庭は男女が協
力して築くものであることを自覚させる教育を推進しま
す。
また、中・高等学校における「家庭科」の学習や「特別活
動」、「総合的な学習の時間」などを活用し、地域の保育
所・幼稚園での体験活動等を通じて子どもを生み育てる意
義や子育てに対する理解を図ります。

（人権教育課）
(再掲)人権教育主任研究協議会の開催
・各学校の人権教育主任を対象に、人権学習の進め方、研修企画等での
工夫・改善が図られるよう研修を実施。
（子育て応援課）
思春期問題ワーキングの開催（各福祉保健局・東部福祉保健事務所）
　思春期に関わる関係者で各圏域毎の課題解決に向けた検討を行った。
　　ワーキング３回開催（各局・所１回開催）

未来のパパママ育み事業
　高校生を対象に、親となるための自覚と子育てへの関心・理解を深めても
らうため出前教室を実施した。
　15講座　1,135千円

今から始める！いつかはパパママ事業
　20～30代を対象に妊娠・出産等の正しい知識の普及やライフプランの作
成、健康づくりを考える機会とするために出前講座を実施した。
　予算：1,731千円

（人権教育課）
（再掲）人権教育主任研究協議会の開催
・同左

（子育て応援課）
思春期問題ワーキングの開催（各福祉保健局・東部福祉保健事務所）
　同左

未来のパパママ育み事業
　同左
　25講座　1,495千円

今から始める！いつかはパパママ事業
　同左
　予算：1,847千円

人権教育
課

子育て応
援課

⑦ 思春期保健対策の充実

将来親になったときに、子育てを楽しみ、健全に育成する
ことができるように、低年齢期から乳幼児と関わる機会を
設け、その成長に合わせた体験と学習の場を提供するとと
もに、思春期に起こりやすい性の問題や様々な健康問題に
関する相談・支援体制を整備し、未来の親になる子ども達
を育みます。

（スポーツ健康教育課）
心や性の健康問題対策協議会の開催
・鳥取県における心や性の健康問題対策事業の円滑な実施に向けて具体
的な対策を協議
　予算：261千円
学校への専門家派遣事業
・心や性に関する健康問題に対して、専門家を学校へ派遣し、児童生徒の
心身の健康問題への対応及び支援を行い、学校で行う健康相談に対する
支援体制の充実を図った。
・県立学校への専門家派遣
　予算：1,116千円
退職養護教諭派遣事業
・経験の浅い養護教諭１人配置校に対して、スクールヘルスリーダーを派遣
し、円滑な保健室経営の実践、子どもが抱える現代的健康課題への対応
等の支援を行った。
　予算：1,092千円

（体育保健課）
心や性の健康問題対策協議会の開催
・同左
　予算：132千円

学校への専門家派遣事業
・同左
・県立学校への派遣
　予算：1,152千円

退職養護教諭派遣事業
・同左
　予算：1,172千円

体育保健
課

小中学校
課

高等学校
課

（小中学校課）
教育課程理解推進事業
　新学習指導要領（文部科学省が示す学校の教育内容の基準（学習内容）
の理解推進を図るため、教育課程研究集会を実施した。
　予算：714千円

（高等学校課）
・県立高校全校にスクールカウンセラーを配置（１２名）
・定時制・通信制併設校に常勤の教育相談員及び非常勤のスクール
　ソーシャルワーカーを配置

（教育・学術振興課)
・私立中・高等学校のスクールカウンセラー配置に係る経費を助成
　予算6,683千円（１校当たり45万円上限）

（小中学校課）
教育課程実践充実事業
　新学習指導要領（文部科学省が示す学校の教育内容の基準（学習内容）の
趣旨理解と、その実現に向けた事実践上の課題解決を図るため、教育課程
研究集会を実施する予定。
　予算：1,035千円

（高等学校課）
・県立高校全校にスクールカウンセラーを配置
・定時制・通信制併設校に常勤の教育相談員及び非常勤のスクール
　ソーシャルワーカーを配置
・本年度より倉吉東高校にも非常勤のスクールソーシャルワーカー
　を配置

（教育・学術振興課)
・同左
　予算2,275千円（１校当たり60万円上限）

教育・学
術振興課

- 5 -



第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

（４） 児童虐待防止対策の充実
児童虐待（注２０）防止対策については、発生予防、早期
発見・早期対応、被虐待児童への適切な保護と自立に向け
た支援などを柱として、保育所、学校、児童相談所、要保
護児童対策地域協議会等の関係機関及び民間団体が連携を
密にしながら一体となった施策を講じます。

注２０） 児童虐待とは、保護者の児童に対する次の行為
・身体的虐待：児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそ
れのある暴行を加えること
・性的虐待：児童にわいせつな行為をすること又は児童を
してわいせつな行為をさせること（児童ポルノの被写体と
することも含みます）
・ネグレクト：児童の健康を損なうほどの不適切な養育
（食事を与えない、服を着がえさせない等）や児童にとっ
て必要な情緒的欲求に応えない（愛情遮断等）ことなど、
保護者としての監護を著しく怠ること。
・心理的虐待：児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的
な対応、配偶者に対する暴力（ＤＶ）を見せる等、児童に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

（青少年・家庭課）
児童虐待防止対策事業
・児童虐待防止関係機関連絡会を全県及び東・中・西部の圏域毎に開催す
る等、関係機関の連携強化を図る。
・保育士、看護職員、教職員等児童虐待に関係する職員の研修を実施。
・弁護士への法律相談、個別案件依頼
・予算：14,363千円

児童虐待防止広報啓発強化事業
・児童虐待をなくすためのパンフレットを作成し、保育所・幼稚園・小学校関
係機関等へ配布する等、児童虐待防止の啓発を行う。
・大型ショッピングセンター等で虐待防止キャンペーンを実施する。
・予算：2,373千円

（青少年・家庭課）
児童虐待防止対策事業
・同左
・予算：21,501千円

児童虐待防止広報啓発強化事業
・同左
・予算：2,469千円

青少年・
家庭課

児童、保護者に対して個別のケースに応じた適切な援助を
提供することができるよう、職員の資質向上と専門性の確
保に努めるとともに、住民団体を含む関係機関が日ごろか
ら相互の役割、連携方法を確認し、相談後速やかにケース
検討会を開催するなど、地域のネットワークによる迅速、
適切な対応を進めます。

（青少年・家庭課）
児童養護施設等職員の資質向上研修事業（６月補正）
・児童養護施設等職員の資質向上を図るための研修を実施する。
　予算：4,040千円

（再掲）乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の推進（市町村実施
事業）
・育児不安等を抱える家庭に対して、養育に関する指導、助言等が行える
よう、市町村に対する必要な支援を行う。

（青少年・家庭課）
児童養護施設等職員の資質向上研修事業
・同左
　予算：5,677千円

（再掲）乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の推進（市町村実施事
業）
・育児不安等を抱える家庭に対して、養育に関する指導、助言等が行えるよ
う、市町村に対する必要な支援を行う。

青少年・
家庭課

さらに、地域においては、子育てに関して気軽に相談で
き、安心して子どもを預けることができ、子育てしながら
働き続けることができる環境を整えるなど、地域で支え合
うことができる環境づくりに努めていきます。
また、虐待の被害にあった子どもとその保護者に対する必
要な指導・心のケア等を行います。

（青少年・家庭課）
児童相談所集団指導事業
・児童相談所において、子育てに不安を持つ母親や、我が子を虐待する母
親等を対象に、お互いの悩みを話し合ったり、専門家によるグループカウン
セリング等を行い虐待や子育て不安の解消を行う。
　予算：2,407千円

（青少年・家庭課）
児童相談所集団指導事業
・同左
　予算：1,504千円 青少年・

家庭課

（５） 要保護児童・要支援家庭への取組の推進

① ひとり親家庭の子育てや経済的な自立支援

ひとり親家庭の子育ての悩みへの対応、経済的な自立に向
けた支援体制を強化し、父子家庭についても母子家庭と同
様の支援が受けられるよう制度の充実を図ります。

（青少年・家庭課）
児童扶養手当支給事業
・父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している母又は父等に対し
て児童扶養手当を支給した。
・予算：80,039千円
・受給者数（全県）：5,746人（H26.3.31)

ひとり親家庭学習支援事業
・ひとり親家庭の児童を対象とした学習支援事業を実施した。
　　予算：3，435千円

（青少年・家庭課）
児童扶養手当支給事業
・同左
・予算：76,204千円

ひとり親家庭学習支援事業
・同左
　　予算：6，906千円

青少年・
家庭課
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

② 各ライフステージを通じた一貫した障がい児支援

障がいのある子どもには、早い段階からその障がいの特性
に応じた支援が必要であり、また、乳児期、就学前、学齢
期、青年期など成長に伴ってその育ちの場も、支援を中心
的に行う者も変わるため、子どものライフステージを通じ
た一貫した支援が重要です。
このため、総合療育センターをはじめとする療育機関の対
応だけでなく、療育機関による保育所、幼稚園への機関支
援を充実し、地域での支援体制の充実を図ります。
また、ライフステージによって支援がとぎれることのない
よう、幼稚園・保育所と小学校間の引継ぎの円滑化、学校
における一人ひとりの教育支援計画の策定徹底などによ
り、ライフステージの変化に対応できる情報共有と連携を
図っていきます。
このほかに、障がいのある子どもの地域生活の支援の中心
であり、早期発見・発見支援の役割を担う各市町村の障が
い児支援のネットワークの充実を図ります。

(子ども発達支援課）
市町村への発達障がい支援手法の普及
・県で開発した発達障がいに係る支援手法を市町村に広めるための経費を
補助
（実施市町村：３町村)
　予算：2,150千円

「エール」発達障がい者支援センターの活動
・市町村の発達障がい者支援体制整備の促進、支援ネットワークの構築、
発達障がいの特性理解や支援方法の普及啓発等に係る事業の実施
（延活動件数：１，８９９件）
　予算：5,032千円(人件費除く）

障がい児等地域療育支援事業
・在宅の障がいのある児童や保護者への相談や必要に応じて保育所や幼
稚園等に医師や保育士などの専門スタッフを派遣し、相談･指導等を実施
　予算：8,106千円

発達支援コーディネーター養成研修
・市町村の幼児期の発達障がい支援の中核を担う人材として、保健師、保
育士等を対象に発達支援コーディネーターを養成する研修を実施。（２年間
で８日間受講）
　２５年度は１期（H24～H25）の後半部分と第２期(H25～H26)の前半部分を
実施。
　予算　1,055千円

(子ども発達支援課）

「エール」発達障がい者支援センターの活動
・同左
　予算：4,182千円(人件費除く）

障がい児等地域療育支援事業
・同左
　予算：7,167千円

発達障がい支援人材育成事業
・第２期の発達支援コーディネーターを育成する研修（後半部分）を実施。
・第１期で養成した発達支援コーディネーターの活動スキルの向上を目的とし
た研修（フォローアップ研修）を実施。
　予算　882千円

子ども発
達支援課

③ 障がいのある人の子育て支援

障がいがある人も安心して子育てができるようにするた
め、障がいの状況に応じ子育てに関する適切な情報を入手
できるよう配慮するとともに、保健・福祉・医療・教育・
雇用等の関係機関が連携し、ケアマネジメントによる適切
な相談・支援体制の整備を図ります。

(子ども発達支援課）
発達障がいに関する情報提供
・「エール」発達障がい者支援センターのホームページ
・発達障がい支援に関する研修会等の開催（４回開催）

発達障がい者支援体制整備検討委員会の設置
・医療、保健、教育、就労の関係部局、学識経験者、当事者団体、発達障
がい者支援センター、市町村等の関係者からなる検討委員会を設置し、発
達障がい者支援体制整備に関する事業について指導･助言等を行う。（２回
開催）
　予算：730千円

(子ども発達支援課）
発達障がいに関する情報提供
・同左

発達障がい者支援体制整備検討委員会の設置
・同左
　予算：242千円

（新）ペアレントメンター早期相談モデル事業
・発達障がいと診断された保護者に対し、診療施設内でペアレントメンターが
早期（診断後１ヶ月以内）に保護者の不安や悩み等に対応した相談活動をモ
デル的に実施
　予算額：1,016千円

（新）ペアレント・トレーニング普及推進事業
・発達障がい児の保護者を対象としたペアレント･トレーニングのマニュアル作
成・実施等
　予算額：1,201千円

（新）発達障がい情報発信強化事業
・発達障がいのある児(者)の保護者への情報提供(医療、福祉、教育等）及び
県民への発達障がいに対する理解啓発を行い、本人・保護者が地域で安心・
安全に暮らせる体制を推進（冊子、リーフレット、ＤＶＤの作成・配布等）
　予算額：7,161千円

子ども発
達支援課
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

④ 外国人の子育て支援

言葉・文化の異なる環境で不安を感じ、孤立しがちな外国
人家庭の子育てについて、ボランティア通訳等の社会的資
源の活用を促進するとともに、同じ体験を持つ人たちの相
互交流による情報交換や仲間づくりなどによって、支援し
ます。

（交流推進課）
（新規）国際交流財団のコミュニティ通訳ボランティアの派遣
・通訳ボランティアの登録数　52名（複数言語登録有、H26.3月末）
　（英語31名、中国語（台湾語含む）22名、ドイツ語1名、ビサヤ語1名、タガ
ログ語8名、ベトナム語1名）

県国際交流財団ＨＰによる情報発信（多言語）　（県補助事業）
・財団ＨＰで相談窓口（多言語）の情報を提供した。

（交流推進課）
国際交流財団のコミュニティ通訳ボランティアの派遣
・同左

　

県国際交流財団ＨＰによる情報発信（多言語）　（県補助事業）
・同左

交流推進
課

（６） 子育てを支援する社会づくり

① 利用しやすい保育サービスの提供促進

多様な保育ニーズに対応した保育サービスの充実、放課後
児童クラブの設立促進、病児・病後児保育の促進、児童館
など社会資源の活用等社会全体で子育てを支援します。

（子育て応援課）
保育対策等促進事業
　特別保育事業を実施する市町村に対し補助を行った。
・休日保育事業　　　　　　　　　　7,687千円
・夜間保育事業　　　　　　　　　　1,684千円
・病児・病後児保育事業　　　　　 67,222千円
・延長保育事業　　　　　　　　  226,285千円

保育サービス多様化促進事業
・障がい児・重度障がい児保育事業
　保育所が特別に支援が必要な児童を受け入れるために、保育士を配置
する経費に対して市町村に助成を行った。
　予算：108,405千円

・乳児保育事業
　私立保育所において年度途中の乳児受入に対応するため、年度当初か
ら乳児保育担当保育士を配置する経費に対して市町村に助成を行った。
　予算：14,782千円

病児・病後児保育普及促進事業
・国庫補助要件を越えて職員を配置する施設又は要件に満たない施設に
対して補助を行った。
　予算：3,000千円
・病後児保育事業を行う届出保育施設等に対して補助を行った。
　予算：4,488千円

（子育て応援課）
保育対策等促進事業
　特別保育事業を実施する市町村に対し補助を行う。
・休日保育事業　　　　　　　　　　7,540千円
・夜間保育事業　　　　　　　　　　1,684千円
・病児・病後児保育事業　　　　 　69,226千円
・延長保育事業　　　　　　　  　250,194千円

保育サービス多様化促進事業
・障がい児保育事業
　同左
　予算：158,153千円
【平成２６年度からの改正】
　平成２５年度までは、重度障がい児と障がい児ごとの、支援要件（補助基準
額、保育士配置）を設けていたが、近年、発達障がいの子どもが顕在化する
など、特別な支援を必要とする児童が増加している現状から、障がいの程度
に関わらず、市町村が特別な支援が必要と認めた児童に配置する保育士数
に応じた助成に改正。
・乳児保育事業
　同左
　予算：14,970千円

病児・病後児保育普及促進事業
・同左
　予算：2,994千円

子育て応
援課

放課後児童クラブ設置促進事業
　放課後児童クラブにおける運営費、指導員の健康診断費、必要な設備の
整備等に係る費用について、市町村に対して助成を行った。
　　予算：359,352千円

放課後児童クラブ設置促進事業
　同左
　　予算：520,344千円

- 8 -



第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

②多様な働き方や社会参加を応援するための、社会全体の取組の促進

育児休暇を取得しやすい職場づくりや子育て期間中の勤務
時間短縮等、子育てと仕事を両立しやすい環境づくりを進
めます。
詳細は「第２節 男女共同参画に関する人権問題－３ 取組
方針－（４）男女がともに能力を発揮できる就労環境づく
りの推進」を参照

（男女共同参画推進課）
（再掲）男女共同参画推進企業認定事業

（家庭・地域教育課）
企業との連携による家庭教育推進事業
・保護者である従業員が子育てしやすく、また、全ての従業員が子どもたち
を健やかに育てる地域活動に参加しやすい職場環境づくりに自主的に取り
組んでいただける企業（鳥取県家庭教育推進協力企業）と協定を締結

（男女共同参画推進課）
（再掲）男女共同参画推進企業認定事業

（小中学校課）
（再掲）企業との連携による家庭教育推進事業
・同左
予算：510千円

男女共同
参画推進
課

小中学校
課

（７） 母子保健・医療等の充実

① 子育て家庭の育成の支援

子どもの健やかな発育・発達のために、病気や障がいの早
期発見及び発達面やしつけなど、保護者の育児不安に対し
て適切なアドバイスを行うなど支援していきます。

（子育て応援課）
各市町村で乳幼児健診・事後相談育児相談等実施
　乳幼児健診マニュアル概要版（健診医用）＋乳幼児健診マニュアル見直
しを行った。

先天性代謝異常検査の実施
　新生児の先天性代謝異常を早期発見し、症状出現までに適切な治療を
行うことで脳症・突然死・重篤な症状や心身の発達障がいを予防した。
　予算：19,703千円

新生児訪問（市町村）・乳児全戸訪問指導事業の実施

（子育て応援課）
各市町村で乳幼児健診・事後相談育児相談等実施
　同左

先天性代謝異常検査の実施
　同左
　予算：20,516千円

新生児訪問（市町村）・乳児全戸訪問指導事業の実施

子育て応
援課

② 子どもと妊産婦の健康の確保

安全な出産及び出生後救命救急が必要な場合等に対応する
ため、新生児や妊産婦に適切な対応を実施できるように周
産期医療の一層の連携充実を図ります。
また、妊産婦、乳幼児の健康教育、保健指導の充実を図り
ます。

（子育て応援課）
未熟児養育医療
　医療を必要とする未熟児に対しては養育に必要な医療の給付を行うとと
もに、必要に応じ総合事務所福祉保健局職員等により未熟児に保護者に
対する訪問指導を行った。
　→平成25年4月1日より市町村が実施主体となった。

妊婦健康診査費助成事業
　平成25年度より地方財源を確保し、普通交付税措置を講じることによる恒
常的な仕組みへ移行し市町村で14回実施することとなった。

各市町村で母親学級・両親学級、育児にまつわる健康教育・健康相談を
実施

（子育て応援課）
未熟児養育医療
　医療を必要とする未熟児に対しては養育に必要な医療の給付を行うととも
に、必要に応じ未熟児及びその保護者に対する訪問指導を行う。
　（市町村が実施主体）

各市町村で妊婦健康診査費の助成を実施
　母胎と胎児の健康維持のため、市町村で14回実施

各市町村で母親学級・両親学級、育児にまつわる健康教育・健康相談を実
施

子育て応
援課

医療政策
課
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

（医療政策課）
周産期医療対策事業
・周産期医療情報ネットワークのシステム等を改修し、その活用等により関
係医療機関の一層の連携を図った。
・周産期医療協議会を開催し、周産期医療に係る課題を協議した。
・総合周産期母子医療センターに搬送コーディネーターを配置し、県内医療
機関の重症患者及びハイリスク患者の把握を行った。
　予算：69,556千円
産科医療従事者緊急確保対策事業
・産科医療機関が少ない中部保健医療圏における助産師確保策（オンコー
ル手当支給による支援）を行った。
　予算：1,104千円
産科医等確保支援事業
・産科医等の処遇を改善し、その確保を図るため。分娩手当の支給の支援
を行った。
　予算：10,234千円

（医療政策課）
周産期医療対策事業
・同左

・同左
・同左
　予算：4,480千円

産科医療従事者緊急確保対策事業
・同左
　予算：913千円

産科医等確保支援事業
・同左
　予算：10,478千円

③ 食育（食に関する教育）の推進

朝食欠食、栄養バランスの偏った食事、一人で食事をす
る、食事のマナーが身に付かない等の子どもが増え、食育
の推進が求められています。
このため学校での、組織的、体系的な食育を推進していく
とともに、「生きた教材」として学校給食を活用するなど
総合的に食育を推進していくよう、栄養教諭の配置拡大を
図ったり、研修会等を充実させたりしていきます。
また、食育ハンドブックや指導教材の活用を図り、食に関
する指導の充実を図っていくとともに、学校給食・試食会
等を通して、保護者への啓発や連携を図っていくよう働き
かけていきます。

(健康政策課)
幼児の心と体を育てるクッキング活動実践モデル事業
・平成23年度に作成した指導者育成プログラムを活用して、食育教室を実
施する保育園、幼稚園等の職員を対象に食育指導者研修会を開催すると
ともに、各圏域でモデル事業を実施。
　1,334千円（決算額未確定により予算額計上）

圏域食育推進ネットワーク交流会・会議
・各圏域の食育関係団体が集い、圏域での個別の課題や問題点を話し合う
ネットワーク会議を開催。
　2,078千円（決算額未確定により予算額計上）

食の応援団支援事業
・栄養士会や食生活改善推進員連絡協議会が地域住民に対して行う生活
習慣病対策等の講習会や食育教室等の活動を支援。
　5,043千円

(健康政策課)
幼児の心と体を育てるクッキング活動実践モデル事業
・同左
　1,401千円

圏域食育推進ネットワーク交流会・会議
・同左
　1,400千円

食の応援団支援事業
・同左
　4,855千円

健康政策
課

体育保健
課

（スポーツ健康教育課）
子どもたちへの食に関する指導を充実させることにより、学校における食育
を推進し、子どもたちの心身の健全な発達をとおして生きる力を育むことを
ねらいとして取り組んだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校における
食育推進事業
・栄養教諭を中核とした食育推進事業
【内容】栄養教諭が配置された１市へ委託し、栄養教諭が中心となって、学
校・家庭・地域が連携を図り、食育を推進するとともに、児童生徒の食生活
について調査研究を行った。
・食に関する指導用教材の作成
【内容】鳥取県学校栄養士協議会に委託し、学校給食の時間等を活用し、
栄養教諭等が児童生徒に効果的な食の指導をするための指導用教材を作
成した。
　
学校給食指導事業
・栄養教諭・学校栄養職員研修
【内容】栄養教諭・学校栄養職員の資質向上とともに、組織的体系的な食育
の推進を図るための研修を実施した。

栄養教諭の配置拡大についての検討（現在16市町村に配置）

食に関する指導全体計画・年間指導計画作成への働きかけ
〈Ｈ２５作成率〉小学校９０％　中学校５８％　特別支援学校６０％

（体育保健課）
同左

学校における食育推進事業
・食に関する指導用教材の作成

　

学校給食指導事業
・栄養教諭・学校栄養職員研修

栄養教諭の配置拡大についての検討

食に関する指導全体計画・年間指導計画作成への働きかけ
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

④ 子どもの医療の充実

小児がスムーズかつ適切な医療を受けられるよう、小児救
急医療を含めた医療提供体制の充実を推進します。

（医療政策課）
小児救急電話相談事業
・夜間の小児の急な病気、ケガ等について、すぐ受診すべきか様子を見る
べきかなど、判断に迷う保護者等からの相談に対し、小児科医、看護師が
症状を聴取し、その対処方法等の助言をする電話相談等を実施した。
　予算：4,824千円

とっとり子ども救急講座開催等
・保育園などを単位として、子どもの発熱等の発症時の対処方法等につい
て、医師が直接県民に説明する出前講座を開催し、また、小児救急のかか
り方などをまとめたハンドブックを作成し、県内で配布した。
　予算：1,580千円

小児救急医療支援事業
・東・西部の小児科を有する病院が休日夜間の小児の診療体制を整え、輪
番制方式により小児救急の患者の診療を行うための運営費を支援した。
　予算：3,016千円

中部小児救急医療支援事業
・県立厚生病院において中部の小児科開業医が休日診療を行うための運
営費を支援した。
　予算：883千円

小児救急地域医師研修事業
・小児科医等を対象として、小児救急医療に関する研修を実施した。
　予算：415千円

（医療政策課）
小児救急電話相談事業
・同左
　予算：4,824千円

とっとり子ども救急講座開催等
・同左
　予算：1,580千円

小児救急医療支援事業
・同左
　予算：5,051千円

中部小児救急医療支援事業
・同左
　予算：883千円

小児救急地域医師研修事業
・同左
　予算：453千円

医療政策
課

（８） 青少年の健全な育成のための環境整備の推進

① 子どものための健全な社会環境の整備の推進

インターネット、ゲームソフト、書籍等のメディアには有
害な情報が存在するほか、深夜も営業を行う店舗が数多く
あるなど、青少年の健全な育成を阻害するような社会環境
が存在します。
このようななかで、鳥取県青少年健全育成条例の見直しや
適正な運用により、有害図書類の販売規制やインターネッ
トの利用環境の整備のほか深夜営業施設への立ち入り規制
など、子どもの良好な社会環境の形成に努めていきます。

（青少年・家庭課）
青少年健全育成条例施行費
・青少年の健全育成を図るため、鳥取県青少年健全育成条例を適正に運
用し、良好な社会環境の形成促進した。
・予算：2,429千円
・有害図書類指定審査会の開催　年3回
・健全育成協力員50名を配置し、実態把握を行った。
・カラオケボックス等への立入調査を行った。

（小中学校課）
家庭・地域教育課と連携して、ネットパトロールを実施。
生徒・保護者向けチラシ「正しく使おう！ケイタイ・スマホ」を全中学校へ配
布。
 

（高等学校課）
関係機関と連携した高校生夜間巡回指導
・土曜夜市、水郷祭、赤碕港祭、打吹祭等

（青少年・家庭課）
青少年健全育成条例施行費
・同左
・予算：2,432千円
・有害図書類指定審査会の開催
・健全育成協力員50名を配置
・鳥取県青少年健全育成条例の一部改正
　　（ペアレンタルコントロールの普及啓発など）

（小中学校課）
ネットパトロール事業
　学校非公式サイト（いわゆる学校裏サイト）やブログ、プロフ、家出サイトなど
への児童生徒の書き込みに対する監視を行う。
・パトロールの対象は、県内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
の児童・生徒による書き込みと推測されるもので、月１０日の実施
・不適切な書き込み等を発見した場合には、県教育委員会から市町村教育委
員会に報告
（予算　1,226千円）

（高等学校課）
関係機関と連携した高校生夜間巡回指導
・同左

青少年･
家庭課

小中学校
課

高等学校
課

社会教育
課
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

（家庭・地域教育課）
ケータイ･インターネット教育啓発推進事業
・ケータイ･インターネット教育啓発推進協議会を組織し、鳥取県におけるメ
ディアとの関わり方や教育啓発推進の方向性や施策について検討
・「高校生フォーラムモデル事業」を複数校指定し、それぞれの学校で実情
に応じた取り組みを支援し、報告会等を通して、その取り組みを、県内高校
へ広げる
・学校や地域で開催される学習会へ、「県ケータイ・インターネット教育推進
員」を講師として派遣し、教育啓発の推進を図る
・ネットパトロール事業
　予算：4,474千円

（社会教育課）
ケータイ･インターネット教育啓発推進事業
・同左
・「電子メディアとのつきあい方パパ・ママフォーラム」を開催し、乳幼児期から
のメディアとの正しい付き合い方について広く周知・啓発を行う
・PTAや地域等で開催される学習会へ、「県ケータイ・インターネット教育推進
員」を講師として派遣し、教育啓発の推進を図る
　予算：4,942千円
（ネットパトロール事業は小中学校課に移管）

② 薬物乱用防止対策の充実

近年、青少年による覚せい剤事犯の検挙者数は、従来の
「薬物乱用防止新五ヶ年戦略」などの成果により、減少傾
向にありますが、大麻、MDMA等の錠剤型合成麻薬事犯につ
いては、全体の検挙者の６割から７割を未成年及び２０歳
代の若者が占めていることから、青少年を中心に乱用され
ている状況が懸念されています。
このことから、関係機関が連携して、子どもに対する薬物
乱用防止教育の充実をより一層図ることが必要です。
学校においては、薬物乱用問題に関する専門家等による薬
物乱用防止教室を開催し、乱用が心身に与える影響につい
て正しく理解できるよう取り組んでいきます。
また、インターネットや携帯電話等の発達により、薬物の
入手が容易になっていることから、薬物から子どもを守る
ための環境づくりについて、家庭や地域社会に対して、普
及啓発を図ります。

（医療指導課）
薬物乱用撲滅事業
  県警察本部、県教育委員会と連携を取りながら啓発資材の配布、街頭
キャンペーンの実施、鳥取県薬物乱用防止指導員が学校等に出かけて講
演会を行うなど薬物乱用の撲滅に取り組んだ。
「鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例」（平成25年３月制定）に基づく鳥
取県薬物濫用対策推進計画を、鳥取県薬物乱用対策推進本部会議での
協議を経て平成26年３月に策定し、関係機関の連携のもと次の３つの柱
で、より一層対策を進めることとした。
　・県民への教育、学習及び啓発活動の推進
　・監視、指導及び取締りの強化
　・薬物依存症等の方への相談・支援体制の充実
　予算：5,119円

（スポーツ健康教育課）
薬物乱用防止教育充実事業
・県内すべての中学校と高等学校に、年1回の薬物乱用防止教室開催への
働きかけを実施
・薬物乱用防止教育研修会の開催

（医療指導課）
薬物乱用撲滅事業
  平成25年度に引き続き、関係機関の連携・協力のもと、啓発資材の配布、街
頭キャンペーンの実施、鳥取県薬物乱用防止指導員による学校での講演会
の開催などを行い、薬物乱用の撲滅に取り組む。
　なお、平成26年度は、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動とっとり大会を６月に開催
し、高校生等をはじめ教育関係者やＰＴＡ等に広く、薬物乱用の恐ろしさを啓
発する。
　また、鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく鳥取県薬物濫用対策
推進計画（平成26年３月策定）に沿って対策事業を実施するとともに、その進
捗状況等を鳥取県薬物濫用対策推進本部会議（及び実務者会議）で情報共
有し、効果的な運用を進めていく。
　予算：5,306千円

（体育保健課）
薬物乱用防止教育充実事業
・同左

医療指導
課

体育保健
課

③ 心や性等思春期保健対策の充実

性に関する悩みや不安及び心の健康問題を抱える児童生徒
の増加、１０代の性感染症や人工妊娠中絶率が高い現状が
あり、その対応が求められています。
心の健康問題については、保健体育科、道徳、特別活動を
中心に心の健康に関する学習の充実を図るとともに、専門
家派遣事業による臨床心理士等の個別相談の充実を図って
いきます。
性の問題については、保健体育科を中心に教育活動全体を
通じて、命の大切さや尊さに気づかせ、相手を思いやる心
を育む指導の充実を図っていきます。また、関係機関と連
携を図り、性教育推進委員会を開催し、性教育のあり方に
ついて協議していきます。

（小中学校課）
道徳教育推進事業
　規範意識やいのちを大切にする心など、子どもの豊かな心を育成するた
めに、各種研修会等を実施。また、研究事業等により、各域での道徳教育
を推進。
　・道徳教育推進教師研修
　・鳥取県道徳教育研究大会
　・道徳読み物資料配布
　・道徳教育実践研究事業（4校）　等
　予算：12,032千円

（教育・学術振興課）
私立中・高等学校の生徒、教職員を対象に県教育委員会の事業に参加

（小中学校課）
  規範意識の向上や命を大切にする心の育成について、以下の取組を通じて
推進する。
・道徳教育指導者養成研修（ブロック別指導者研修）開催県
・「私たちの道徳」配布
・道徳教育実践研究事業（推進校３校）
・上記事業内におけるパワーアップ協議会の開催
・県教育センターにおける専門研修の開催
　【小学校道徳】「子どもの心にひびく道徳の時間」
　【中学校道徳】「あらためて今、道徳の時間を考える」
・県教育センター主催の道徳教育推進教師研修

（教育・学術振興課）
・同左

小中学校
課

教育・学
術振興課
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

④ メディアリテラシーの教育の推進

ケータイ・インターネット（携帯電話・ゲーム機・パソコ
ン等でのインターネット利用）の急速な普及の影で、子ど
もたちの健全な育ちが損なわれている現状があります。
教育現場のみならず、家庭や地域など社会全体で、情報メ
ディアを主体的に読み解き、必要な情報を引き出し、その
真偽を見抜き、活用する能力を育成する教育を展開して、
子どもたちが被害者にも加害者にもならないための取組を
推進します。

（小中学校課）
　（主に学校からのニーズが高い情報モラルについて設定）
○講座「小学校における情報モラル指導の実践に学ぶ」
情報モラル教育について認識を深め、小学校での指導実践に学び実践的
指導力を高める。
○講座『土曜自主セミナー　「ネット社会の歩き方」』
情報モラル教育について、各教科での授業や校内研修などで活用できる提
示用資料を用いた研修を行い、具体的な考え方やノウハウを身につけ、各
学校に情報モラル教育が早急に普及するためのスキルを身につける。

（小中学校課）
（情報モラル関連に加えて設定)
○講座「２１世紀型スキルを育てるための授業デザイン」
21世紀型スキルを育成する授業のあり方を理解し、児童生徒の情報活用能
力をのばすための授業について学ぶ。

○講座名「小学校におけるタブレット活用」
児童のタブレット活用により、思考を可視化し、協働的学習を活性化する授業
方法について実践的に学ぶ。
○講座名「中学校におけるタブレットを活用した協働学習の実践の場に学
ぶ」
タブレットを活用して、生徒が主体的に学び、学習効果を高める協働学習の方
法について、実践事例をとおして学ぶ。

（再掲）ネットパトロール事業
　学校非公式サイト（いわゆる学校裏サイト）やブログ、プロフ、家出サイトなど
への児童生徒の書き込みに対する監視を行う。
・パトロールの対象は、県内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
の児童・生徒による書き込みと推測されるもので、月１０日の実施
・不適切な書き込み等を発見した場合には、県教育委員会から市町村教育委
員会に報告

小中学校
課

高等学校
課

社会教育
課

教育・学
術振興課

（高等学校課）
・県ＮＩＥ実践校の取組（智頭農林高校）
　新聞記事を生徒が分かるように構造図化して記事の全体像を把握させる
とともに、複数の新聞を比較することで、報道されている内容が違うことに
気づかせ、新聞を批判的な視点で見る必要性を理解させる取組。
・模擬投票の取組（米子西高校）
　価値観が多様化し、政治的・社会的に対立する課題について、最初に情
報の信憑性・信頼性について学習し、各政党の主張を、複数の新聞やイン
ターネット記事を比較してまとめ、まとめた内容を生徒同士で意見交換した
のちに、自分で意思決定して投票行動に移させる取組。
・モデル校を指定し、ケータイ・インターネットを考える高校生フォーラムを開
催（家庭地域教育課）

（教育・学術振興課）
・各私立中・高等学校の特別活動において、メディアリテラシーに関する講
演等を実施

家庭・地域教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業
・ケータイ･インターネット教育啓発推進協議会を組織し、鳥取県におけるメ
ディアとの関わり方や教育啓発推進の方向性や施策について検討
・「高校生フォーラムモデル事業」を複数校指定し、それぞれの学校で実情
に応じた取り組みを支援し、報告会等を通して、その取り組みを、県内高校
へ広げる
・学校や地域で開催される学習会へ、「県ケータイ・インターネット教育推進
員」を講師として派遣し、教育啓発の推進を図る
・ネットパトロール事業
　予算：4,474千円

（高等学校課）
・県ＮＩＥ実践校の取組（1校実施予定）

　

　

（教育・学術振興課）
・同左

社会教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業
・同左
・「電子メディアとのつきあい方パパ・ママフォーラム」を開催し、乳幼児期から
のメディアとの正しい付き合い方について広く周知・啓発を行う
・PTAや地域等で開催される学習会へ、「県ケータイ・インターネット教育推進
員」を講師として派遣し、教育啓発の推進を図る
　予算：4,942千円
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

⑤ ケータイ・インターネットに関する保護者啓発

メディアの送り手を含めた関係団体等による協議会及びNPO
等と連携し、フォーラムや草の根的な学習会の実施によ
り、緊急かつ幅広に地域や保護者の啓発を図ります。
なお、学習会の講師には県が養成した「鳥取県ケータイ･イ
ンターネット教育推進員」を派遣し、ケータイ･インター
ネットの光と影について理解を求め、社会全体での取組へ
と展開していきます。

（小中学校課）
家庭・地域教育課と連携して、生徒・保護者向けチラシ「正しく使おう！ケイ
タイ・スマホ」を全中学校へ配布。
（家庭・地域教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業

（教育・学術振興課）
家庭・地域教育課と連携して、生徒・保護者向けチラシ「正しく使おう！ケイ
タイ・スマホ」を全中学校へ配布

（社会教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業 社会教育

課

教育・学
術振興課

（９） いじめ、校内暴力、不登校、少年非行等への対応の充実

① 人権侵害を受けた子どもへの支援

子どもをめぐる問題は相互に絡み合っている場合が多く、
一つの現象面だけにとらわれず、その背景を探り課題解決
を図る必要があります。被害者の不安を解消するための対
応はもちろん、加害者も含めた当事者に対するきめ細やか
な支援が行えるよう、相談・支援体制を充実させるととも
に、県民や団体と協働を進め、市町村の取組を支援してい
きます。

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・人権教育主任研究協議会や学校からの要請による研修を実施

（再掲)生活につながるとっとり人権教育創造事業
・いじめ等の未然防止に向け、人権尊重の精神に立つ学校づくり、学級づく
りを推進するための研究を実施

（いじめ・不登校総合対策センター）
いじめ・不登校総合対策センター設置事業
・いじめ・不登校対策の充実・強化を図るため、教育センターに「いじめ・不
登校総合対策センター」を設置
・予算：6,025千円

（再掲）いじめ相談窓口充実事業
・いじめの早期解決を図るため、いじめに関する相談に対応する専用電話、
専用メールを設置し２４時間体制で運営するとともに、他の相談機関も含め
窓口を紹介するカードを県内児童生徒に配布した。また、「いじめ相談窓口
関係機関連絡会議」を開催し、他の相談機関との連携を図った。
・予算：8,309千円

（教育・学術振興課）
・いじめ・不登校総合対策センターと連携し、いじめ・不登校対策を充実・強
化

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・同左

（再掲）生活につながるとっとり人権教育創造事業
・同左

（いじめ・不登校総合対策センター）
（再掲)いじめ防止対策推進事業
・予算：8,309千円

　

明日へつなぐ心のキャンペーン事業２０１４～子どもたちが取り組むいじめ対
策～
・いじめの未然防止のための児童生徒の主体的な取組を継続的に促す取組
を展開　①いじめ防止のためのオリジナル缶バッジ制作支援　②いじめ防止
啓発ポ４スター　③標語の募集　④児童生徒の取組やポスター・標語を発表、
表彰する「子ども未来フォーラム」の開催　⑤優秀ポスターを取り入れたカレン
ダーを学校配付
・予算：4,751千円

（教育・学術振興課）
・同左
　

人権教育
課

いじめ・
不登校総
合対策セ
ンター

人権・同
和対策課

教育・学
術振興課

（人権・同和対策課）
鳥取県いじめ問題検証委員会運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鳥
取県内の学校におけるいじめが原因と考えられる児童・生徒の重大な事故
に関し、第三者的な視点から事実関係の検証を行う。
予算：4,315千円
設置実績は無し

　
（人権・同和対策課）
鳥取県いじめ問題検証委員会運営事業
・同左
予算：4,415千円
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第４章 子どもの人権問題

主な関係
課(室)

H25年度実績 H26年度取組
基本方針（取組方針）

関連施策・事業等取組状況

② 悩みや問題を抱える子ども・居場所のない子どもの支援

実体験の不足等により精神的に未成熟な子どもたちが増加
するとともに、不登校・引きこもり等の青少年の孤立化が
懸念される中、社会教育団体やＮＰＯ等と協力し、その
ネットワークやノウハウを活かしながら子どもたちを健や
かに育む地域づくりを進めます。
また、ひきこもり（傾向）の生徒についての実態調査及び
研究を進め、高校での中途退学、不登校からのひきこもり
を防止し、早期介入・支援するための取組を検討します。

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・人権教育主任研究協議会や学校からの要請による研修を実施

（再掲)生活につながるとっとり人権教育創造事業
・いじめ等の未然防止に向け、人権尊重の精神に立つ学校づくり、学級づく
りを推進するための研究を実施

（青少年・家庭課）
とっとり若者自立応援プラン推進事業
・平成24年3月に策定した「とっとり若者自立応援プラン」に基づき、困難を
抱える若者（特にニート、ひきこもり）の自立支援に取り組んだ。
・相談窓口紹介のパンフレット作成
・フォーラム開催
・相談窓口の充実研修
・予算：1,027千円

（いじめ・不登校総合対策センター）
高等学校等における不登校（傾向）生徒等支援事業
・教育支援センター「ハートフルスペース」を運営し、高等学校等における不
登校（傾向）生徒や、概ね２０歳くらいまでのひきこもりの青少年を、学校復
帰や社会参加に向けて支援。
・予算：8,844千円

（教育・学術振興課）
・（再掲）いじめ問題対策事業
私立中・高等学校の生徒及び生徒の所属する集団の状況を把握して適切
な支援策を講じるための心理検査実施を支援
　予算2,519千円

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・同左

（再掲）生活につながるとっとり人権教育創造事業
・同左

（青少年・家庭課）
とっとり若者自立応援プラン推進事業
・平成24年3月に策定した「とっとり若者自立応援プラン」に基づき、困難を抱
える若者の自立支援に取り組む。また、若者を対象とした意見交換会を開催
し、同プランの見直しの参考にする。
・相談窓口紹介のパンフレット作成
・フォーラム開催
・相談窓口の充実研修
・予算：1,626千円

（いじめ・不登校総合対策センター）
高等学校等における不登校（傾向）生徒等支援事業
・同左
・予算：8,850千円

（教育・学術振興課）
（再掲）いじめ問題対策事業
・同左　予算2,439千円

人権教育
課

青少年・
家庭課

いじめ不
登校総合
対策セン
ター

教育・学
術振興課

③ 地域の子どもへの支援

子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる
環境づくりを推進するため、子どもたちの安全・安心な活
動拠点（居場所）づくりが求められています。
このため、小学校区において、放課後や週末に小学校の余
裕教室等を活用して、地域の方々の参画を得て、子どもた
ちと共に勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活
動等の取組を進めます。

（家庭・地域教育課）
学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業（放課後子ども教室
推進事業）
・子どもの安全・安心な居場所づくりを推進するため、原則として全小学校
区において、放課後や週末に小学校の余裕教室、公民館等を活用し、地域
の方々の参画を得て、子どもたちと勉強やスポーツ・文化活動、地域住民と
の交流活動等の取組を実施
　予算：31,197千円

（小中学校課）
学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業（放課後子ども教室
推進事業）
・同左
　予算：28,538千円

小中学校
課

- 15 -



鳥取県人権施策基本方針第2次改訂　具体的施策の進捗状況（平成25・26年度）

第１２章 個人のプライバシーの保護

主な関係課
(室)

H25年度実績 H26年度取組
（１） 教育・啓発の推進

①プライバシー保護に関する教育、啓発

個人情報の保護が図られるためには県民がお互いのプライバ
シーを権利として尊重するという意識が極めて重要です。
学校教育においては、学校生活を通して、また教科学習で児
童生徒の実態に応じた学習を展開し、児童生徒が自他のプラ
イバシーを守ろうとする態度を育てることが大切です。社会
教育においては、市町村などが実施している小地域懇談会な
どの研修の機会に、プライバシーに関する内容を取り上げ、
学習活動を行うことが大切です。
しかし、県の施策だけで県民のプライバシーを保護すること
はできません。県民は、自ら人権感覚を磨き、自他のプライ
バシーを尊重するよう心掛けていくことが強く求められてい
ます。

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・人権教育主任研究協議会や学校からの要請による研修を実施

（再掲）市町村での小地域懇談会等への支援
・市町村が実施する小地域懇談会、講演会などの研修機会への支援、
市町村合同研究協議会を実施。

（人権教育課）
（再掲）人権教育基本方針（第1次改訂）の周知
・同左

（再掲）市町村での小地域懇談会等への支援
・同左

(人権・同和対策課)
(再掲)人権・同和問題講演会の開催
　県内３地区（東・中・西）で一般県民を対象に講演会を実施。西部会
場　演題「あなたの個人情報がねらわれている～身元調査と登録型『本
人通知』制度～」（予算額1,190千円）

人権教育
課

人権・同
和対策課

②個人情報保護に関する研修会の開催・情報提供

個人情報の適正な取扱いに関するルールが遵守されるために
は、そのルールが正しく理解されることが前提となります。
また、個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しなが
ら、個人の権利利益を保護することを目的としており、個人
情報の取扱いに当たっては、個人情報の「保護」と「活用」
のバランスを図ることが大切です。
個人情報保護法の施行後、一部で誤解や拡大解釈に基づいて
地方公共団体の業務に支障が発生し、民間において混乱が生
ずるといった「過剰反応」が見られ、国は、法の解釈や運用
基準を明確化し、事業分野ごとのガイドラインや研修会等に
より周知徹底を進めており、県としても県民の方を対象とす
る研修会を開催するとともに、必要に応じて県政だより等に
より法制度を周知していきます。

（県民課）
県民等からの問い合わせに対し、助言した。

（県民課）
県民等からの問い合わせに対応するとともに、依頼があれば一般県民等
を対象とした研修会に講師を派遣する等、意識啓発を図る。

県民課

（２） 相談・苦情処理体制の充実
実際に発生する苦情の中では、双方の思い違いや勘違い等に
よるものが相当多く、現実的な側面からは苦情処理という弾
力的かつ迅速な対応は、問題解決にきわめて重要な役割を果
たすとともに、事業者に対する消費者の不安、懸念の解消等
の面からも有効と考えられ、迅速な解決を図る観点から、当
事者間の解決を基本としつつ、多様なルートで苦情の解決を
求められることが必要です。
個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者は、個人情報の取
扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な体制
の整備に努めなければならない。」と定めていますが、この
趣旨を説明会等で周知徹底します。
また、当事者間で解決できない場合はもちろん、内容によっ
ては、最初から行政での対応が有効な場合もあり、総務部県
民課や生活環境部消費生活センター（東・中・西各一か所）
で個人情報に関する苦情相談窓口を設けており、引き続き適
切な支援に努めます。
  なお、県内全市町村の苦情相談窓口とも連携を進めます。

（人権・同和対策課）
（再掲）人権尊重の社会づくり相談ネットワーク
・県民からの人権相談に総合的に対応するために相談窓口・相談員を
設置
予算：10,650千円
相談件数：516件

（人権・同和対策課）
（再掲）人権尊重の社会づくり相談ネットワーク
・同左
予算：9,948千円

人権・同
和対策課

関連施策・事業等取組状況
基本方針（取組方針）
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第１２章 個人のプライバシーの保護

主な関係課
(室)

H25年度実績 H26年度取組

関連施策・事業等取組状況
基本方針（取組方針）

（３） 行政機関における適正な取扱い

①県が保有する個人情報の適正な取り扱い

○

県が取り扱う個人情報については、個人情報保護法の基本方
針を踏まえ、個人情報保護条例の規定を遵守し、それぞれの
施策を通じて個人情報の保護を図っていきます。

鳥取県個人情報保護条例
第１条　この条例は、個人の尊厳と基本的人権の尊重が社会
の基礎であるとの見地から個人情報の保護が重要であること
にかんがみ、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事
項を定めるとともに、県の管理する個人情報の開示、訂正、
利用の停止、消去及び提供の停止を求める権利を明らかに
し、もって個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

（県民課）
新規採用職員研修、係長級職員研修、基礎的業務力向上研修等におい
て個人情報保護に関する講義を行い、職員への意識啓発に努めるとと
もに、適正な管理を指導した。

（県民課）
同左

県民課

○

県が取り扱う個人情報については、個人情報保護法の基本方
針を踏まえ、個人情報保護条例の規定を遵守し、それぞれの
施策を通じて個人情報の保護を図っていきます。

（県民課）
新規採用職員研修、係長級職員研修、基礎的業務力向上研修等におい
て個人情報保護に関する講義を行い、職員への意識啓発に努めるとと
もに、適正な管理を指導した。

（県民課）
同左

県民課

○

電子・情報システムの構築・運用に当たってはアクセス制御
等のセキュリティを確保するため、「鳥取県情報セキュリ
ティ基本方針（旧鳥取県情報システム管理要綱）」の定める
ところにより、電子・情報システムや県が取り扱う電子デー
タなどの機密の保持、正確性や完全性の維持、適正な使用を
図るための物理的及び人的な対策を進めていきます。
特に、大容量・軽量・小型という特性を持つＵＳＢフラッ
シュメモリについては、近年、ウィルス感染、紛失等による
情報漏えい等の脅威が増大していることから、「ＵＳＢフ
ラッシュメモリ取扱要領」を作成し、利用方法、管理方法等
の取扱いに関する事項を定めたところであり、これの遵守を
徹底していきます。

（情報政策課）
情報セキュリティーに係る自己点検
・情報セキュリティーを確保するため、全職員を対象として情報セ
キュリティーに係る自己点検（セルフチェック）を実施。
期間：3/20～3/26

情報セキュリティー内部監査
・情報セキュリティーが適切に運用されているか内部監査実施
対象：46機関　期間：3/7～3/12

情報セキュリティ及び個人情報保護に関する研修
・システム管理者を対象に情報セキュリティ及び個人情報保護に関す
る研修を東部、中部、西部の3会場で実施。
東部67人、中部28人、西部24人が参加　期間：2/25、2/26

（情報政策課）
情報セキュリティーに係る自己点検
・同左

情報セキュリティー内部監査
・同左
対象：約40機関

情報セキュリティ及び個人情報保護に関する研修
・同左

情報政策
課
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第１２章 個人のプライバシーの保護

主な関係課
(室)

H25年度実績 H26年度取組

関連施策・事業等取組状況
基本方針（取組方針）

○

平成１９年度に作成した「個人情報流出事故対応マニュア
ル」に基づき、流出事故発生時の迅速な対応、被害拡大の防
止、再発防止等を図ります。
県が保有する個人情報については、本人同意に基づかない目
的外利用や第三者提供などの制限、個人情報の開示請求や訂
正要求等の権利を定め、「自己に関する情報の流れをコント
ロールする」という積極的・能動的な権利についても適正に
保護します。
更には、報道機関等に提供する個人情報については、プライ
バシーの保護を図りながら積極的な情報公開に努め、適正な
広報活動を行っていきます。

(県民課）
研修の実施等により職員の意識啓発等を行い流出事故の発生を防止を
図った。

（県民課）
研修の実施等により職員の意識啓発等を行い流出事故の発生を防止を図
るとともに、流出事故が発生したときは、「個人情報流出事故対応マ
ニュアル」に基づき被害拡大の防止等、迅速な対応を行う。

県民課

②市町村が取り扱う個人情報保護について
市町村が取り扱う個人情報については、現在、全ての市町村
において「個人情報保護条例」が制定され、その保護が図ら
れています。
今後は、更なる電子政府・電子自治体の進展により、国、
県、市町村及び住民との間で電子情報の流れが活発になるこ
とが予想されることから、技術面でのセキュリティ対策や職
員研修も必要となってきます。県は、市町村が行う個人情報
の保護について協力していきます。

（県民課）
市町村新規採用職員研修等において個人情報保護に関する講義を行う
等、市町村職員の意識啓発に努めた。

（県民課）
同左

県民課

③学校教育における個人情報保護について

学校教育における個人情報の保護については、児童・生徒に
係る個人情報を適正に取扱うことと、児童・生徒へのプライ
バシーに関する学習機会を充実することが重要です。
児童・生徒に係る個人情報は、適切な学習指導及び生活指導
を行うために、その収集が不可欠であり、また関係機関等と
の連携を図る上において情報提供が必要な場合もあります。
　しかし、これらの情報には、児童・生徒及びその保護者の
了解なしに蓄積されるものもあり、学校や教職員には、情報
の適正な収集、管理及び提供の認識が必要となります。
　そこで、児童・生徒の個人情報の適正な取扱いについて教
職員の認識を深めるよう、研修や体制整備などに努めます。

（人権教育課）
・計画訪問、校長会連絡、人権教育主任会等の機会を通じて、個人情
報の適正な取扱いについて教職員への啓発を実施。

（教育・学術振興課）
・通知、計画訪問、学校法人調査、人権教育主任会等の機会を通じ
て、個人情報の適正な取扱いについて啓発を実施

（人権教育課）
・同左

（教育・学術振興課）
・同左

人権教育
課

教育・学
術振興課

（４） 民間部門における適正な取り扱い
商品等の販売などの商行為においては、なかば公然と卒業名
簿、社員名簿などから個人情報が収集され、顧客情報などが
本人同意のないまま目的外に利用又は外部に提供されること
があり、大きな問題です。
県は、事業者がその事業活動を行うに当たっては、個人情報
保護法や個人情報保護条例、他の法令等の規定に基づき、事
業者が個人情報の保護の重要性を認識し、適正に個人情報の
取扱いを行うよう、指導や助言など法令等に定められた支援
等の事務を適正に行うとともに、研修会等を通じて必要な意
識啓発に努めていきます。

（県民課）
県民等からの問い合わせに対し、助言した。

（県民課）
県民等からの問い合わせに対応するとともに、依頼があれば一般県民等
を対象とした研修会に講師を派遣する等、意識啓発を図る。

県民課
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第１２章 個人のプライバシーの保護

主な関係課
(室)

H25年度実績 H26年度取組

関連施策・事業等取組状況
基本方針（取組方針）

（５） 報道機関における個人情報の取扱い
個人情報保護法では、報道機関等メディアの個人情報の取扱
いについては、規制の対象外とされ、報道機関等の自主的な
取組が尊重されることとなりました。
　報道機関等は、憲法で保障された表現の自由を根拠とする
報道・取材の自由に基づき、また、国民の知る権利に奉仕す
ること等を目的に活動していますが、同時に、国民のプライ
バシーを尊重し適正な報道等を行うことは、報道機関等に課
せられた社会的な責務です。
報道各社には、社内にこうした責務について検討、検証する
独自の機関が設置されており、また、業界内でも倫理綱領の
制定や人権侵害の救済機関を設置するなど自主的な取組が行
われています。
これらを踏まえ、報道機関等の自主的な人権への取組を信頼
し尊重するとともに、マスメディア関係者にプライバシー保
護に関しての理解を一層深めてもらうため、研修事業の実施
や人権関連資料の配布、研修講師等の紹介など、人権関連情
報の提供に努めます。

（６） 身元調査に関する啓発
本人に関する情報を本人の了解なく就職や結婚などの際に出
身地、国籍、家族関係などの情報を調査し、不利益が生じる
ことになる身元調査については、プライバシーの著しい侵害
であることは明らかです。
しかし、いまだに、特に結婚の際に、身元調査をやむを得な
いと考える意識が県民の中に根強くあります。
よって、結婚や就職の際に、本人の知らないところで、差別
意識や偏見に基づいて行われる身元調査をなくしていこうと
する「身元調査お断り運動」という県民運動を推進するな
ど、引き続き事業者や県民に対し広く啓発していきます。

(人権・同和対策課)
（再掲）身元調査お断り運動強調月間（9月）
　　啓発ラジオ放送や広告塔などを活用した啓発の実施

(人権・同和対策課)
(再掲)人権・同和問題講演会の開催
　県内３地区（東・中・西）で一般県民を対象に講演会を実施。西部会
場　演題「あなたの個人情報がねらわれている～身元調査と登録型『本
人通知』制度～」（予算額1,190千円）

(再掲)身元調査お断り運動強調月間（9月）
　同左に加え、実施26年度は啓発リーフレットの改訂を予定

人権・同
和対策課
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鳥取県人権施策基本方針第2次改訂　具体的施策の進捗状況（平成25・26年度）

第１３章 インターネットにおける人権問題

主な関係課
(室)

H25年度実績 H26年度取組
（１） 教育・啓発の推進

①インターネットを利用するにあたっての啓発の推進

プライバシーや名誉に関する教育啓発はもとより、インター
ネットの特性とその影響を具体的事例等も交えて知り、情報の
収集・発信における個人の責任や情報モラルについて理解させ
るための教育啓発の充実を図っていきます。

（家庭・地域教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業
・ケータイ･インターネット教育啓発推進協議会を組織し、鳥取県にお
けるメディアとの関わり方や教育啓発推進の方向性や施策について検討
・「高校生フォーラムモデル事業」を複数校指定し、それぞれの学校で
実情に応じた取り組みを支援し、報告会等を通して、その取り組みを、
県内高校へ広げる
・学校や地域で開催される学習会へ、「県ケータイ・インターネット教
育推進員」を講師として派遣し、教育啓発の推進を図る
・ネットパトロール事業
　予算：4,474千円

（人権・同和対策課）
人権情報誌「ふらっと」
・「インターネットと人権」を特集テーマにした第19号を発行・配布
（H25.6）
人権啓発テレビスポット
・「インターネットにおける人権（ネットいじめ）」をテーマに作成し
たテレビCM（30秒）を放送（H26.3）

（教育・学術振興課）
・各私立中・高等学校において情報モラル等についての講演会を実施
・ネットパトロールと連携し、各私立中・高等学校での生徒指導に協力

（社会教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業
・同左
・「電子メディアとのつきあい方パパ・ママフォーラム」を開催し、乳
幼児期からのメディアとの正しい付き合い方について広く周知・啓発を
行う
・PTAや地域等で開催される学習会へ、「県ケータイ・インターネット
教育推進員」を講師として派遣し、教育啓発の推進を図る
　予算：4,942千円
　
（小中学校課）
（再掲）ネットパトロール事業（予算　1,226千円）
　学校非公式サイト（いわゆる学校裏サイト）やブログ、プロフ、家出
サイトなどへの児童生徒の書き込みに対する監視を行う。
・パトロールの対象は、県内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校の児童・生徒による書き込みと推測されるもので、月１０日の実施
・不適切な書き込み等を発見した場合には、県教育委員会から市町村教
育委員会に報告

（人権・同和対策課）
人権・同和問題啓発ラジオ「輝け未来」
・「インターネットにおける人権」をテーマにした放送を実施

（教育・学術振興課）
・同左
・同左

社会教育課

人権・同和
対策課

教育・学術
振興課

関連施策・事業等取組状況
基本方針（取組方針）
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第１３章 インターネットにおける人権問題

主な関係課
(室)

H25年度実績 H26年度取組

関連施策・事業等取組状況
基本方針（取組方針）

②メディアリテラシー教育の推進

教育現場のみならず、家庭や地域など社会全体で、情報メディ
アを主体的に読み解き、必要な情報を引き出し、その真偽を見
抜き、活用する能力を育成する教育を展開して、子どもたちが
被害者にも加害者にもならないための取組を推進します。

（小中学校課）
（主に学校からのニーズが高い情報モラルについて設定）
○講座「小学校における情報モラル指導の実践に学ぶ」
情報モラル教育について認識を深め、小学校での指導実践に学び実践的
指導力を高める。
○講座『土曜自主セミナー　「ネット社会の歩き方」』
情報モラル教育について、各教科での授業や校内研修などで活用できる
提示用資料を用いた研修を行い、具体的な考え方やノウハウを身につ
け、各学校に情報モラル教育が早急に普及するためのスキルを身につけ
る。

　

（高等学校課）
・県ＮＩＥ実践校の取組（智頭農林高校）
　新聞記事を生徒が分かるように構造図化して記事の全体像を把握させ
るとともに、複数の新聞を比較することで、報道されている内容が違う
ことに気づかせ、新聞を批判的な視点で見る必要性を理解させる取組。
・模擬投票の取組（米子西高校）
　価値観が多様化し、政治的・社会的に対立する課題について、最初に
情報の信憑性・信頼性について学習し、各政党の主張を、複数の新聞や
インターネット記事を比較してまとめ、まとめた内容を生徒同士で意見
交換したのちに、自分で意思決定して投票行動に移させる取組。
・モデル校を指定し、ケータイ・インターネットを考える高校生
　フォーラムを開催。（家庭地域教育課）

（小中学校課）
（情報モラル関連に加えて設定)
○講座「２１世紀型スキルを育てるための授業デザイン」
21世紀型スキルを育成する授業のあり方を理解し、児童生徒の情報活用
能力をのばすための授業について学ぶ。

○講座名「小学校におけるタブレット活用」
児童のタブレット活用により、思考を可視化し、協働的学習を活性化す
る授業方法について実践的に学ぶ。
○講座名「中学校におけるタブレットを活用した協働学習の実践の場に学
ぶ」
タブレットを活用して、生徒が主体的に学び、学習効果を高める協働学
習の方法について、実践事例をとおして学ぶ。

（高等学校課）
・県ＮＩＥ実践校の取組（1校実施予定）

　

小中学校課

高等学校課

人権教育課

（人権教育課）
（再掲）市町村での小地域懇談会等への支援
・市町村が実施する小地域懇談会、講演会などの研修機会への支援、市
町村合同研究協議会を実施。

（再掲）PTA人権研修会への支援
・PTA人権学習プログラムの提供や、ファシリテーターとして研修を支
援

（教育・学術振興課）
・各私立中・高等学校においてメディアリテラシー教育を実施
・私立中・高等学校の教職員を対象に教育センター実施の研修に参加

（人権教育課）
（再掲）市町村での小地域懇談会等への支援
・同左

（再掲）PTA人権研修会への支援
・同左

（教育・学術振興課）
・同左
・同左

教育・学術
振興課
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第１３章 インターネットにおける人権問題

主な関係課
(室)

H25年度実績 H26年度取組

関連施策・事業等取組状況
基本方針（取組方針）

（２） 相談体制の充実
ホームページや掲示板上で名誉を毀損するような悪質な掲示を
されるなど、インターネット上で人権を侵害された人からの相
談に対応して、本人による削除依頼の対応等を助言するほか、
インターネットに関する法律・制度についての情報提供を行い
ます。

（人権・同和対策課）
（再掲）人権尊重の社会づくり相談ネットワーク
・県民からの人権相談に総合的に対応するために相談窓口・相談員を設
置　　予算：10,650千円
相談件数：516件

（人権・同和対策課）
（再掲）人権尊重の社会づくり相談ネットワーク
・同左
予算：9,948千円

人権・同和
対策課

（３） インターネット上での人権侵害行為への対応
プロバイダ責任制限法によって、権利を侵害されたとする者か
らの申出等によってプロバイダ等が侵害情報の送信防止措置を
講じることが期待されており、同法の趣旨を踏まえて侵害情報
の削除要請ルールを公表して送信防止措置を講じるプロバイダ
等も多数存在し、地方法務局などの法務省人権擁護機関は個人
の相談にも応じてプロバイダ等へ侵害情報の削除要請を行って
います。
しかし、プロバイダ等には送信情報の常時監視義務はなく、侵
害情報の発信が頻繁であることから、侵害情報は頻繁に流通し
ています。
そこで、法務省人権擁護機関、市町村等と連携して人権意識の
啓発はもとより、不特定多数の者に関わる差別的、社会的に影
響の大きい掲示や児童・生徒のいじめに関する書き込み等によ
る被害の拡大防止に努めます。

（人権・同和対策課）
（再掲）人権尊重の社会づくり相談ネットワーク

差別事象検討小委員会の実施
・人権課題について広く議論いただいている鳥取県人権尊重の社会づく
り協議会の小委員会で差別事象の分析や対応案の検討等について意見を
いただく。（年５回程度実施）
予算：127千円
国要望（総務省・法務省）インターネット上の差別書き込み等への対応
・人権上問題があると認識した事象に対し、プロバイダへの削除要請及
び国への法律改正を要望

（人権・同和対策課）
（再掲）人権尊重の社会づくり相談ネットワーク

差別事象検討小委員会の実施
・同左
予算：345千円

　
国要望（総務省・法務省）インターネット上の差別書き込み等への対応
・同左

人権・同和
対策課
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第１３章 インターネットにおける人権問題

主な関係課
(室)

H25年度実績 H26年度取組

関連施策・事業等取組状況
基本方針（取組方針）

（４） 青少年の健全な育成のための環境整備

① ケータイ・インターネット（携帯電話・ゲーム機・パソコン等でのインターネット利用）に関する保護者啓発

ケータイ・インターネットの急速な普及の影響によって、子ど
もたちの健全な育ちが損なわれないよう、メディアの送り手を
含めた関係団体やNPO等と協働し、フォーラムや草の根的な学習
会を実施するなど、早急かつ幅広く地域や保護者の啓発を図り
ます。

（家庭・地域教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業
・ケータイ･インターネット教育啓発推進協議会を組織し、鳥取県にお
けるメディアとの関わり方や教育啓発推進の方向性や施策について検討
・「高校生フォーラムモデル事業」を複数校指定し、それぞれの学校で
実情に応じた取り組みを支援し、報告会等を通して、その取り組みを、
県内高校へ広げる
・学校や地域で開催される学習会へ、「県ケータイ・インターネット教
育推進員」を講師として派遣し、教育啓発の推進を図る
・ネットパトロール事業
　予算：4,474千円

（教育・学術振興課）
・ネットパトロール事業と連携

（社会教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業
・同左
・「電子メディアとのつきあい方パパ・ママフォーラム」を開催し、乳
幼児期からのメディアとの正しい付き合い方について広く周知・啓発を
行う
・PTAや地域等で開催される学習会へ、「県ケータイ・インターネット
教育推進員」を講師として派遣し、教育啓発の推進を図る
　予算：4,942千円

（教育・学術振興課）
・同左

社会教育課

教育・学術
振興課

② インターネット利用環境の整備

フィルタリング（有害なインターネットのサイトを閲覧できな
くする）機能などを活用して、青少年の携帯電話やパソコンな
どインターネット端末機器による有害情報の閲覧の防止に努め
ます。

（人権教育課）
（再掲）市町村での小地域懇談会等への支援
・市町村が実施する小地域懇談会、講演会などの研修機会への支援、市
町村合同研究協議会を実施。

（再掲）PTA人権研修会への支援
・PTA人権学習プログラムの提供や、ファシリテーターとして研修を支
援。

（家庭・地域教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業

（人権教育課）
（再掲）市町村での小地域懇談会等への支援
・同左

（再掲）PTA人権研修会への支援
・同左

（社会教育課）
（再掲）ケータイ･インターネット教育啓発推進事業
　
（小中学校課）
（再掲）ネットパトロール事業（予算　1,266千円）

人権教育課

社会教育課

小中学校課
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