
第２次伊賀市人権施策総合計画

数値目標資料



数値目標 1 ﾍﾟｰｼﾞ

人権問題地区別懇談会 2 ～ 8 ﾍﾟｰｼﾞ

人権大学講座（連続講座） 9 ～ 12 ﾍﾟｰｼﾞ

差別をなくす強調月間事業 13 ～ 19 ﾍﾟｰｼﾞ

人権問題企業連絡会 20 ～ 22 ﾍﾟｰｼﾞ

伊賀市人権同和教育研究協議会 23 ～ 25 ﾍﾟｰｼﾞ
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数値目標

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２８

人権問題地区別懇談会開催地区数 １０５地区 ８６地区 １０６地区 １３０地区

人権問題地区別懇談会参加者数 ５，４２３人 ４，４１１人 ４，４５０人 ４，０００人

市民対象の人権大学講座（連続講座）延べ受講者数 54・182 ２０８人 ４３５人 ６１５人 １，３００人

差別をなくす強調月間に係る講演会等参加者数 27 ２，１８８人 ２，１３０人 ２，１５０人 ２，５００人

人権問題企業連絡会加盟事業所数 104 ２３社 ２３社 ２３社 １００社

人権・同和教育研究協議会（市同研）加入者数 100 １，２９１人 １，５０８人 １，６００人 １，７００人

【参考】

上野 伊賀 島ヶ原 阿山 大山田 青山 計

人権問題地区別懇談会開催地区数 25 28 8 11 24 10 106

人権問題地区別懇談会参加者数 400 3,000 150 150 500 250 4,450

市民対象の人権大学講座（連続講座）延べ受講者数 70 70 40 180

差別をなくす強調月間に係る講演会等参加者数 750 500 70 280 250 300 2,150

指標項目
Ｈ２５年度　数値目標

指標項目 事業№
実績 目標

15・166C
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平成２３年度（実績）

支所
全地区数
（参考）

地区懇談会
実施地区数

割合
地区懇談会
参加者数

上 野 164 23 14.0% 484

伊 賀 28 27 96.4% 3,470

島 ヶ 原 8 8 100.0% 172

阿 山 29 13 44.8% 317

大 山 田 24 24 100.0% 504

青 山 32 10 31.3% 296

全体 286 105 36.7% 5,243

平成２４年度（実績）

支所 全地区数
地区懇談会
実施地区数

割合
地区懇談会
参加者数

上 野 164 17 10.4% 361

伊 賀 28 27 96.4% 3,059

島 ヶ 原 8 8 100.0% 163

阿 山 29 5 17.2% 171

大 山 田 24 24 100.0% 473

青 山 32 5 15.6% 184

全体 286 86 30.1% 4,411

平成２５年度（予定）

支所
全地区数
（参考）

地区懇談会
実施地区数

割合
地区懇談会
参加者数

上 野 164 25 15.2% 400

伊 賀 28 28 100.0% 3,000

島 ヶ 原 8 8 100.0% 150

阿 山 29 11 37.9% 150

大 山 田 24 24 100.0% 500

青 山 32 10 31.3% 250

全体 286 106 37.1% 4,450

人権問題地区別懇談会について
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数値目標別シート

事業№ 15 担当課 人権政策・男女共同参画課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他 主催：各自治会

　２００７年度から開始したモデル事業により、一定数のリーダー養成はできた
が、地区別懇談会の開催へとつながらない地区が多くある。事業の主旨や目的の説
明とともに、教材提供など開催への支援を行っている。
　なお、リーダー中心とは言うものの、自主開催が難しい地区については、当課職
員が講師として全面的に地区別懇談会を進行しており、地元へは開催日決定と、参
加者確保、場所の提供を依頼している。
　本年度は昨年度に比して、地区市民センターとの連携も密にし、区長等への働き
かけを強化している。

人権問題地区別懇談会

年間を通して

各地区公民館等

　各地区主催の地区懇談会であり、さまざまな人権課題をテーマとして、グループ
討議を行っている。ワークシートを使ったものや、人権劇を演じたものなど、地域
によって特色ある取り組みとなっている。

　人権草の根運動推進会議を単位としてモデル地区指定を行い、年３回のリーダー
養成研修を行っている。その後の２年間にも年１回のフォロー研修を行い、研修を
うけたリーダーを中心として、自治会単位での人権問題地区別懇談会を広く開催し
ている。
　なお、教材提供や助言については当課が行っているが、リーダー研修について
は、（財）反差別・人権研究所みえに委託している。
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数値目標別シート

事業№ 15 担当課 伊賀支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他 主催：各自治会

いがまち人権・同和問題地区別懇談会

年間を通して

各地区公民館他随所

　同和問題を中心としたあらゆる人権問題の早期解決を図るため、区が主体となっ
て人権・同和問題研修会、懇談会、視察研修等の開催や推進対制の整備などを行っ
ています。また、学校の取り組みと連携し、住民が連帯意識を高めて全員が参加で
きることを目的としています。

　２０数年前より行政と学校政が主体になって人権・同和問題地区別懇談会に取り
組んでいましたが、２００２年度より従来のあり方を見直し、新たにモデル事業を
創設して中、長期的な策定を行い、人権意識の向上を図るため、地区が主体となっ
て事業をすすめています。

・区人権研修会、人権コンサート、年代別研修会
・視察研修(リバティ大阪、水平社博物館、松浦武四郎博物館、ツラッティ千本など)
・フィールドワーク(区内人権に係る調査、バリアフリーチェックなど)
・交流(青壮年との交流会、中国人研修生との交流会など)
・区広報誌の発行、人権標語や人権のぼりの募集と掲示
・区人権映画上映会(支所のビデオ・ＤＶＤ借用)
・地区別懇談会リーダー研修会やいがまちの集い、解放講座などへの参加
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数値目標別シート

事業№ 15 担当課 島ヶ原支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他

　（公財）反差別・人権研究所みえに講師を依頼し、懇談会に参加する職員や各地
区のリーダーを養成するために地区懇談会事前研修会を開催している。
地元へは、開催日決定と、参加者確保、場所の提供を依頼している。

島ヶ原地区人権啓発地区懇談会

主催：伊賀市（島ヶ原支所）
共催：各地区、島ヶ原地区人権・同和教育推進協議会

10月中旬～12月上旬

各地区公民館等

　島ヶ原支所管内全８地区を対象として開催している。
　伊賀市島ヶ原支所主催の地区懇談会であり、さまざまな人権課題や身近な人権問
題の解決に向けた話し合いを行っている。
　人権問題についてのビデオ視聴や、グループ討議を行っている。
　内容については、（公財）反差別･人権研究所みえに指導を受けている。

　島ヶ原支所全職員が当日スタッフとして役割分担しており、グループ討議での進
行役や意見を取りまとめ発表を行っている。
　内4地区においては、（公財）反差別・人権研究所みえに講師を依頼しており、残
りについては、支所職員により講師を担当している。
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数値目標別シート

事業№ 15 担当課 阿山支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他

主催：伊賀市（阿山支所）
共催：阿山地区内各地域住民自治協議会　各小・中学校
　　　　　　　各保育所保護者会　各小・中学校ＰＴＡ
　　　ヒューマンライツ阿山
　　　阿山人権同和教育研究協議会

阿山地区人権啓発地区別懇談会
　　　　　　　　「人権を考えるつどい」

１０月２５日（金）～１２月１３日（金）【２０１３年度】

各区・自治会の公民館・集会所等

　市主催の「つどい」であり、２０１３年度からの３年間は、地域住民の参加対象
を「各区・自治会の女性住民の方」として、「誰もが住みやすい地域づくりについ
て」をテーマとして、ＫＪ法によるグループ別の懇談・懇談内容の交流を行ってい
る。

　同じ開催内容で、３年間で阿山地区２９区・自治会を一巡するペースで開催して
いる。
　開催内容は、共催団体である「ヒューマンライツ阿山」「阿山人権同和教育研究
協議会」等と、人権に関しての地域の現状等を踏まえて協議し、決定している。
　開催に向けての開催各区・自治会との開催日程等の調整、準備、当日の運営等の
事務局は、阿山支所住民福祉課が担当している。
　「つどい」当日のグループ別の懇談・交流等は、阿山支所管内各所属（支所管内
の各保育所・教育委員会関係各所属も含む）の市職員（主査以上）が参加するのに
加えて、「開催区・自治会が校区の小学校」「阿山中学校」「ヒューマンライツ阿
山」「阿山人権同和教育研究協議会」にもご協力いただき、進めている。懇談・交
流等のファシリテーターは、市職員の管理職（副参事以上）が担当するとともに、
「ヒューマンライツ阿山」にもご協力いただき、担当していただいている。その他
の市職員やご協力いただいている方には、懇談・交流等のグループへ、進行等の補
助的な立場で入っていただいている。
　その他の共催団体である「阿山地区内各保育所保護者会」「阿山地区内各小・中
学校ＰＴＡ」には、「つどい」についての会員への周知、参加の呼びかけ等でご協
力をいただいている。
　また、開催期間に入る前に、「つどい」当日に関わっていただくすべての方を対
象として「事前学習会」を開催しているが、その講師は「ヒューマンライツ阿山」
にお願いしている。

　２００５年度から、各区・自治会単位での懇談会、各地域住民自治協議会単位で
の研修会等を開催してきた。その中で、参加された方からは、「参加してよかっ
た」「このような取り組みを継続していく必要がある」といった前向きなご意見等
を聞くことができ、成果と考えられる部分もあった。
　しかし、一方で、参加者が各区・自治会長、組長といった一部の方に限られてし
まっていた区・自治会もあり、参加者の中での男性の割合がかなり高い区・自治会
も多かったことから、「つどい」を、幅広い地域住民の方に討議、意見交換等を通
して身近な人権課題について考えていただく機会にするため、また、参加者がより
懇談等をしやすい雰囲気を作るため、２０１３年度からの３年間の「つどい」は、
地域住民の参加対象を「各区・自治会の女性住民の方」とした。
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数値目標別シート

事業№ 15 担当課 大山田支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他 主催：伊賀市大山田支所・地域住民自治協議会・各区

人権啓発地区別懇談会

10月中旬～11月下旬

24地区公民館等

　24地区対象の地区懇談会であり、さまざまな人権課題をテーマとして、ミニ人権
劇を演じた中から、劇の要点・ポイントを討議の柱に据え、グループ討議を行って
いる。

　支所各所属長をチーフに職員主査以上職員や人権・同和対策推進委員修了者職員
が内部スタッフとして、学校同和教育推進教員・部落解放同盟奥馬野支部・反差別
村民ネットワーク・各地区人権を考える会を外部スタッフに位置づけで６班編成で
４地区を担当しながら人権啓発地区別懇談会を開催している。
　なお、教材提供や事前説明会及び研修については、当担当係が行っている。研修
については、（財））反差別・研究所みえ（ヒューリアみえ）に依頼している。

　１９９４年度から部落問題をテーマにした「地区別懇談会」を実施している。
　9４、95年度はビデオ「私たちの人権」「被差別部落の成り立ちに学ぶ」視聴し
て懇談会を実施、９６年度は3地域に分け「部落の起源について」の講演会を開催し
ている。
　また、９７、９８年度にはビデオ「兄ちゃんが好きや」視聴して懇談会を再度、
実施している。99年度～０２年度まではテーマに基づいた講演や説明後グループ討
議を実施している。
　０３～０８年度は、グループ討議（人権チェック、わたしの意識）を中心に行
い、０９～１２年度は男女共同参画・身元調査や因習等・エセ同和行為等や部落問
題をはじめさまざまな人権問題をテーマにしたミニ人権劇を演じながら、劇の中身
や感想からグループ討議を実施している。
　地元へは開催日決定と、参加者確保、場所の提供を依頼している。本年度は昨年
度に比して、地域住民自治協議会と連携を密にし、区長等への働きかけを強化して
いる。
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数値目標別シート

事業№ 15 担当課 青山支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他 主催：青山同和教育推進協議会　各住民自治協議会

人権啓発地区別懇談会

１０月下旬～１２月上旬

各地区公民館等

　青山同和教育推進協議会主催の地区別懇談会。
２００９年に実施した「人権問題に関する市民意識調査」を題材に、問題提起のあ
と、グループ討議を行っている。

　自治協、地区市民センター、区長と連携して日程調整等を決めていく。問題提起
に関しては、青山同和教育推進協議会と支所が協同して内容検討を行う。そののち
自治協会長、地区市民センター長、区長、支所関係職員対象の事前研修会を開催
し、そのあと、関係職員による最終打ち合わせ会を経て、ちくこんをスタートさせ
ている。

　２０１１年度～２０１３年度の３ヵ年計画で、「２００９年度人権問題に関する
市民意識調査」結果から、青山分のデータを抽出し、うち６つのデータから見える
青山支所管内住民の意識について、支所管理職から問題提起をし、それらを受けて
３つのグループに分かれて討議を行う。ファシリテーター・記録を支所関係職員が
行い、助言者役を同推協役員等に担ってもらっている。自治協会長や役員・区長さ
んたちも住民意識のなかにある疑問等を受け止め、積極的には発言をしてくれる。
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人権大学講座（連続講座）受講者数について

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

上 野 78 82 70

大 山 田 64 62 70

青 山 63 86 40

全体 205 230 180 0 0 0

延べ 1,300
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数値目標別シート

事業№ 54 担当課 人権政策・男女共同参画課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他

部落解放・人権大学講座

８月～１月まで毎月開催

ゆめぽりすセンター「大会議室」

　日本特有の差別事象である部落問題を軸として、地域にある人権課題や人権啓発
の手法を学ぶ。
【第１回】おとなの学び
　　　　反差別・人権研究所みえ調査研究員　本江優子さん
【第２回】歴史でみた差別の原因
　　　　伊賀市史編集委員　上井俊記さん
【第３回】差別をなくする社会システムの創造
　　　　近畿大学教授　北口末広さん
【第４回】差別問題と市民の権利
　　　　近畿大学人権問題研究所教授　奥田　均さん
【第５回】人権トーク＆コンサート～魂拓人～
　　　　森　秀一・森　美栄さん
【第６回】人権は、好感・共感・親近感
　　　　大阪府貝塚市立東小学校長　明石一朗さん

　人権問題地区別懇談会などにおいてのリーダーを養成するため、各地区人権草の
根運動推進会議へ参加要請している。
　３人×２１地区＝６３人

　本講座は全６回を連続して受講できる方を対象としており単発受講はできない
が、修了生については聴講生として単発受講を認めている。

人権政策・男女共同参画課職員が運営している。
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数値目標別シート

事業№ 54 担当課 ライトピアおおやまだ

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他
全８回を連続して受講できる方を対象としているが、聴講生として単発受講も認め
ている。

おおやまだ人権大学講座

5月～12月まで毎月開催

ライトピアおおやまだホール

　差別を許さない住民連帯や行動力を獲得し、反差別の推進者としての実践力を養
うため、部落問題を系統だてて学習する連続講座。
【第１回】部落の実態について
　　京都府木津川市教育委員会　丸田　光昭さん
【第２回】フィールドワーク　滋賀のムラを歩く
　　（財）滋賀県人権センター　丸本　千悟　さん
【第３回】部落の歴史について
　　大阪市立大学元教授　上杉　　　聰　さん
【第４回】グループ討議　部落問題を考える
　　ファシリテータ　ライトピアおおやまだ館長ほか
【第５回】同和教育について
　　津市立豊津小学校　　尾崎　美惠子さん
【第６回】差別をなくす社会システムの創造
　　近畿大学教授　北口　末広さん
【第７回】グループ討議　啓発について考える
　　ファシリテータ　大山田支所住民福祉課長ほか
【第８回】部落問題解決に向けて
　　近畿大学教授　  奥田　　均さん

　ライトピアおおやまだ職員を中心として大山田同和教育推進事務局会が運営して
いる。

　大山田支所管内の住民自治協議会や企業、教育機関等へ参加を呼びかけている。
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数値目標別シート

事業№ 54 担当課 青山文化センター

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他 　単発受講も認めている。

青山文化センター人権・解放講座

６月～１０月

青山文化センター２階ホール

　部落問題をはじめとするあらゆる差別の解消に向け、主体となって取り組む人材
を育成する。
【第１回】同和問題解決に向けた生活実態調査からみえてきたもの
　反差別・人権研究所みえ　調査・研究員　松村元樹さん
【第２回】差別をなくす生き方「だから部落やないとアカンねん」
　栗東市立栗東西中学校　教諭　松浦　透さん
【第３回】多文化共生社会の実現を目指して～差別事象から学ぶ～
　特定非営利活動法人　多文化共生NPO世界人　具志アンデルソン飛雄馬さん
【第４回】メディアと人権～新聞・ＴＶは真実を伝えているか～
　(一財)大阪府男女共同参画推進財団　理事長　時岡貞一郎さん
【第５回】ハンセン病問題と私たちの課題
　三重高等学校　教諭　岩脇宏二さん
【第６回】障がい者のスポーツ～過去から現在、そして未来へ～
　大阪市長居障がい者スポーツセンター　副館長　三上真二さん
【第７回】フィールドワーク
　大阪市長居障がい者スポーツセンター
　株式会社かんでんエルハート

青山文化センター職員が運営している。

　チラシを青山地区3,400世帯に新聞折込し受講者を広く公募すると共に、テーマ
や講師を毎年更新し過去の受講者の参加も促している。
　450人（講座：70人×6回、フィールドワーク：30人）
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差別をなくす強調月間講演会参加者数について

支所 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

上 野 750 700 750

伊 賀 503 547 500

島 ヶ 原 65 79 70

阿 山 265 293 280

大 山 田 291 215 250

青 山 314 296 300

全体 2,188 2,130 2,150 0 0 2,500
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数値目標別シート

事業№ 27 担当課 人権政策・男女共同参画課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他
主催：伊賀市・伊賀市教育委員会・
　　　人権啓発地区草の根運動推進会議連絡会

人権を考える市民の集い

１２月１４日（土）　午後１時３０分から４時

伊賀市文化会館「さまざまホール」

　差別をなくす強調月間行事の一環として開催し、市民の人権意識の高揚を図りま
す。
【第1部】
　人権作品表彰と人権作文朗読
【第2部】
　人権トーク＆コンサート～魂拓人～
　　森　秀一さん・森　美栄さん
【その他】
　人権作品入賞作品等展示
　手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ設置

伊賀市人権生活環境部、伊賀市教育委員会事務局職員が運営している。

広く市民に呼びかけるため、次のとおり参加要請している。
【各地区人権草の根運動推進会議】３００人
【上野同和教育研究協議会】４５０人
【その他】民生委員・児童委員、人権擁護委員など
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数値目標別シート

事業№ 27 担当課 伊賀支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他 主催：伊賀市・伊賀市教育委員会

差別をなくすいがまちの集い

１１月２９日（金）　午後７時３０分から

ふるさと会館いが「大ホール」

　差別をなくす強調月間事業として、あらゆる差別をみんなが考え、なくしていく
ための実践力を身につけていく取組を強化することを目的に開催します。
　【第１部】
　　人権作品表彰
  【第２部】
　　記念講演「賤民廃止令(解放令)と日本国憲法」
　　 　講師：上杉 聰さん(大阪市立大学人権問題研究センター)

伊賀市伊賀支所住民福祉課職員が事務局を行っている

広報やリーフレットの配布、ウィークリー伊賀市放送、無線放送、店頭啓発や地区
別懇談会で参加を呼びかけています。
【地区、まちづくり協議会】２００名
【学校・保育園、保護者】１５０名
【その他】人権擁護委員など
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数値目標別シート

事業№ 27 担当課 島ヶ原支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他

２０１３しまがはら人権のつどい

主催：伊賀市島ヶ原支所
共催：島ヶ原地区人権・同和教育推進協議会

１１月３０日（土）　午後１時３０分から

島ヶ原会館「ふれあいホール」

　差別をなくす強調月間の行事の一環として開催し、市民の人権意識の高揚を図り
ます。
【第1部】
　人権作品表彰と人権作文朗読
【第2部】
　人権講演会
　　演題：「人権ってなんやろ」
　　講師：落語家　森乃　福郎　さん
【その他】
　手話通訳・磁気誘導ループ設置

伊賀市島ヶ原支所住民福祉課職員が運営している。

　広く市民に呼びかけるため、ポスター・広報いが市に掲載、支所管内防災行政無
線等で周知を行う。
　島ヶ原地区人権・同和教育推進協議会宛に参加要請する。
　地元出身の職員に対し、参加を呼びかける。
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数値目標別シート

事業№ 27 担当課 阿山支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他
主催：伊賀市・伊賀市教育委員会
共催：阿山人権同和教育研究協議会
　　　あやま人づくり市民会議

阿山地区人権フェスティバル２０１３

１１月１６日（土）　午後１時３０分から午後４時

あやま文化センター「さんさんホール」

　阿山地区における、部落差別をはじめとするあらゆる人権問題の解決に向けた
「差別をなくす強調月間」事業の一環として、市民一人ひとりがあらゆる被差別の
立場に立って考え、一人ひとりの人権が尊重され、誰もが幸せを感じる地域社会の
実現、すべての人にとってやさしい「人権まちづくり」の実現に向けて開催しま
す。
【第１部】
　人権作品表彰と人権作文朗読
【第２部】
　記念講演会（トーク＆コンサート）
　○演題：「明るいほうへ
　　　　　　　　　～金子みすゞの心とともに～」
　○講師：ちひろさん（歌手・作曲家）
【その他】
　人権ポスター展示（「強調月間」中に、「人権ポス
　ター展」として展示。）
　手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ設置

　阿山支所住民福祉課職員を中心として、阿山支所振興課・伊賀市教育委員会阿山
公民館職員も協力して、運営している。
　また、阿山地区の人権擁護委員（２名）にもご協力をいただいている。

　広く市民に呼びかけるため、次のとおり参加要請している。
【阿山地区内各種団体等（各区・自治会、各地域住民自治協議会を含む。）】約２
６０人
　その他、阿山支所管内各小・中学校教職員、人権擁護委員等の個人、阿山支所管
内市職員等
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数値目標別シート

事業№ 27 担当課 大山田支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他 主催：伊賀市　大山田支所住民福祉課

おおやまだ人権フェスティバル２０１３

１２月１日（日）　午後１時３０分から

大山田農村環境改善センター「多目的ホール」

　差別をなくす強調月間行事の一環として開催し、市民の人権意識の高揚を図りま
す。
　【第１部】
　　人権作品表彰と人権作文朗読
　【第２部】
　　講演：両側から壁をこえる～大池中学校ＰＴＡおやじバンド奮闘記～
　　講師：大阪市立大池中学校おやじバンド代表　古川　正博さん

大山田支所住民福祉課職員が運営している。

広く市民に呼びかけるため、次のとおり参加要請している。
【地域住民自治協議会・大山田同和教育研究会加盟団体・大山田企業連絡会・各種
団体】２５０人
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数値目標別シート

事業№ 27 担当課 青山支所住民福祉課

事業名

時　期

場　所

内　容

体　制

取組内容

その他
主催：伊賀市・伊賀市教育委員会
共催：青山同和教育推進協議会

２０１３人権のつどい

１２月７日（土）　午後１時３０分から

青山ホール

　差別をなくす強調月間行事の一環として開催し、市民の人権意識の高揚を図りま
す。
【第1部】
　青山小・中学生による人権作品表彰と人権作文朗読
　青山小・中学校からの発信
【第2部】
　一人芝居「君をいじめから守る」
　　福岡県 子どもの学び館
　　代表取締役　福永宅司さん
【その他】
　人権作品入賞作品等展示
　手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ設置

青山支所住民福祉課課員、青山同和教育推進協議会会員が運営している。

広く市民に呼びかけるため、次のとおり参加要請している。
【青山支所・関係所属職員】１００人
【青山同和教育推進協議会】２５０人
【その他】民生委員・児童委員、人権擁護委員など
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人権問題企業連絡会加盟事業所数について

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

上 野

伊 賀

島 ヶ 原

阿 山

大 山 田 23 23

青 山

全体 23 23 23 60 80 100
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数値目標別シート

事業№ 104 担当課 商工労働課

事業名

内　容

体　制

取組内容

その他

人権問題企業連絡会

　企業の立場から同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決のために、企業
が相互に連携してあらゆる人権問題に対する正しい理解と認識を深め、主体的に幅
広く啓発活動に取り組んでいただくため（仮称）伊賀市人権問題企業連絡会の設立
に向けた取り組みです。

行政、商工団体により協議を実施しています。

　設立に向けて関係機関と協議（9月までに５回実施）を実施しています。具体的に
は、会則（案）、事業計画（案）などを協議しています。
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伊賀市人権同和教育研究協議会加入者数について

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

上 野 827

伊 賀 300

島 ヶ 原 31

阿 山 152

大 山 田 115

青 山 186

全体 1,291 1,508 1,611 1,650 1,700
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数値目標別シート

事業№ 100 担当課 生涯学習課

事業名

内　容

体　制

取組内容

その他

伊賀市人権同和教育研究協議会

　伊賀市人権同和教育基本方針や、伊賀市差別撤廃条例（条例第146号）に基づ
き、市の責務・市民の責務を明確にした上で、具体的施策の実施、教育・啓発活動
において、市と市民の協働による取り組みの架け橋となって、人権意識の高揚に寄
与することを目的とします。
　「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう」と
の、同和教育の理念を基軸として、あらゆる差別問題に対する市民一人ひとりの認
識を深め、人権文化が構築された社会システムへの変革を目指して啓発活動を推進
するとともに、各種研究大会や講演会、研修・学習会、実践的な活動への積極的参
加を推進する中で、人権が確立された社会の担い手の育成をします。

　全ての市民が、それぞれの立場で差別撤廃に向けた、あらゆる学習・研修の機会
と、自らの啓発活動ができるように、各支部の地域的・歴史的独自性を尊重しなが
らの運営体制です。
　組織図は、別紙参照。

組織の確立及び拡大に取り組みます。
【会員拡大への取組内容】
自己財源の確保の為、会員の新規拡大に取り組みます。
会員の職場、居住地域等で拡大を推進します。
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