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施策分野１ 人権意識の高揚のための施策 1 ～ 23 ﾍﾟｰｼﾞ

施策分野２ 人権擁護と救済のための施策 24 ～ 28 ﾍﾟｰｼﾞ

施策分野３ 人権が尊重されるまちづくりのための施策 29 ～ 44 ﾍﾟｰｼﾞ

施策分野４ 人権課題の解決に向けての施策 45 ～ 73 ﾍﾟｰｼﾞ

自課評価
Ａ： 充分に取り組みができた
Ｂ： かなり取り組みができた
Ｃ： ある程度取組ができた
Ｄ： 取り組みが不十分だった
Ｅ： 取り組みができなかった



施策分野１・人権意識の高揚のための施策

（１）多様な人権課題に関する取組の充実
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①啓発図書、教材の整備 1 人権政策・
男女共同参
画課

書籍・ビデオの収集数 人権に関する書籍を収集するとともに、人権担当各部署等で保有し
ている書籍やビデオ、DVDなどのリストを作成し情報提供します。

全庁人権担当各部署等で保有している備品のうち、映像媒体（VHS、
DVD）のリストを作成し、円滑な貸出業務を可能にするため情報提供
を行いました。

人権啓発備品（映像媒体）一覧データを作成し、
伊賀市財産である人権啓発備品（映像媒体）の利
用サービスの向上及び適正かつ円滑に貸出業務行
えるようにしました。

Ａ

2 八幡町市民
館

書籍・ビデオの収集数 書籍・ビデオを収集します。 部落問題に関する書籍2冊とDVD1巻を購入しました。 館利用者に貸し出すことにより、人権問題につい
て正しい理解をしてもらうことができます。

Ａ

3 下郡市民館 書籍・ビデオの収集数 月刊誌2誌（部落解放、部落解放研究）を購入します。書籍・ビデ
オの充実に努め、リスト作成を進めます。

月刊誌2誌（部落解放、部落解放研究）を購入しました。ビデオ１本の
配布を受け、ビデオリストを修正しました。

学校の人権学習や市民啓発の資料として整備して
いますが、活用にはさらに工夫が必要です。

Ｂ

4 寺田市民館 書籍・ビデオの収集数 月刊誌部落解放・解放教育・趣味の園芸・家の光、紀要部落解放研
究を継続して購入・閲覧に供します。機関紙解放新聞を継続して購
入・閲覧に供します。人権啓発DVD1枚購入配置を予定していま
す。

定期購読中の月刊誌（計48冊）・紀要（計3冊）・新聞（週刊１紙）
を継続して購入、閲覧に供しました。人権啓発DVD２枚を配置しまし
た。

計画どおり配置することができました。今後、人
権啓発書籍・機関紙の配置場所を再考します。

Ａ

5 いがまち人
権センター

書籍・ビデオの収集数 書籍・ビデオを収集します。 書籍購入冊数：15冊
ＤＶＤ　購入：２本

人権に関する書籍等を地区懇談会等で使用するこ
とにより、市民に対して正しい認識を醸成するた
め情報発信ができました。
書籍等の充実をするとともに市民に対しての情報
提供が必要です。

Ａ

6 ライトピア
おおやまだ

書籍・ビデオの収集数 啓発図書購入約３０冊、啓発ビデオ１本購入します。 人権啓発図書を32冊（月刊誌２4冊含む）購入し、啓発ＤＶＤを３本
購入しました。

図書、ＤＶＤの購入により、部落問題をはじめと
する人権啓発資料の充実が図れました。
新刊図書等市全体的な周知方法が課題です。 Ａ

7 青山文化セ
ンター

書籍・ビデオの収集数 人権図書購を１０冊購入します。 人権図書を２冊購入しました。
今後８冊購入の予定です。

人権図書の購入により市民の人権意識の向上をは
かることができました。
予算が小額であるため希望の本の購入ができてい
ません。

Ｂ

8 学校教育課 購入した図書・ビデオ教材を
活用した学校（園）数

人権教育・啓発教材として幼稚園、小学校、中学校に書籍、ビデオ
を購入し、それらを活用します。

すべての学校（園）において、人権学習の中で、購入した書籍・ビデ
オを活用しました。

学習の導入等でビデオ等を活用し、学習の効果を
あげることができています。教材ありきではな
く、子どもの実態にふまえた人権学習の中で効果
的に活用できるよう毎年学習の計画を検討するこ
とが必要です。

Ｂ

9 生涯学習課 DVD,ビデオ増設数 人権に関するDVD、ビデオの増設を行います。
ＤＶＤ増設数：3枚

人権・同和問題をテーマにしたDVDの購入を行いました。
DVD購入数：３枚

計画どおりの増設ができましたが、来年度以降も
より一層の教材の充実を目指します。

Ａ

10 中央公民館 書籍の購入数・所有数 昨年度に引き続き、月刊公民館、月刊社会教育と合わせて、月刊部
落解放を購入します。（上野）　利用者が人権図書等の閲覧・貸出
が容易にできるように、図書室に人権関連図書をまとめた人権啓発
コーナーを設置し図書等の充実に努めます。購入予定数：20冊（い
がまち）　人権問題に関する図書・ビデオ等を配置します。書籍2
６５（うち購入予定１５）冊、ビデオ35（うち購入予定１）本（阿
山）　人権啓発図書の購入をします。購入予定冊数：１０冊（大山
田）　人権に関する図書を集めた“人権コーナー”を設置し、利便
性向上に努めます。また書籍所有数も増やしていきます。（青山）

上野公民館：月刊公民館、月刊社会教育と合わせて、月刊部落解放を
購入しました。
阿山公民館：人権図書購入１０冊、所有数図書２６０冊、ビデオ３４
本。
いがまち公民館：図書室の人権関係図書コーナーの充実に努め新刊を
図書室だよりに掲載するなど啓発に努めました。
大山田公民館：人権関連図書購入数１５冊、所有数１７５冊。
青山公民館：人権コーナーを設置しています。利便性向上に努めるた
め、新たに13冊を購入するとともに、人権学習等に対応しました。

上野公民館：実施内容どおり事業を実施すること
ができました。
阿山公民館：図書予算が少ないため予定していた
冊数が購入できなかったです。図書備品購入予算
の増額が課題。図書購入はリクエストや児童書を
中心に購入しています。
いがまち公民館：人権関係図書を新たに24冊購入
し図書室だよりに掲載、現在206冊を所有してい
ます。図書情報システムが未整備ですが次年度以
降に自宅のパソコンで蔵書検索ができます。
大山田公民館：実施内容どおり事業を実施するこ
とができました。
青山公民館：【効果】①人権コーナーの冊数が
204冊になりました。②人権等の調べ学習に活用
しやすくなりました。【課題】①図書購入費の確
保が必要です。

Ｂ

11 上野図書館 書籍等の購入数・所有数 同和問題、女性問題、外国人問題、障がい者問題などさまざまな人
権問題に関する図書や雑誌を購入しその充実を図ります。

さまざまな人権問題について正しい理解や認識が得られるように書籍
や月刊誌（人権と部落問題・部落解放）など購入し閲覧できるようし
ました。また、過去の月刊誌などの情報提供ができるよう取り組みま
した。

今後も図書購入費を確保し、人権に関する書籍の
充実のため情報収集に取り組む必要があります。

Ｃ

12 伊賀支所住
民福祉課

啓発教材（ビデオ、ＤＶＤなど）が安易に閲覧できるよう在庫リス
トを整理します。

ビデオ､DVDが簡単に閲覧しやすいよう、在庫リスト表を作りました。 リストが見やすくなったことにより貸出し数が増
え、啓発が図れました。

Ｂ

13 島ヶ原支所
住民福祉課

書籍・ビデオの収集数 人権啓発図書、教材の収集を行います。 ＤＶＤ１巻を購入しました。 今後、社会情勢にあった人権啓発図書を整備して
いきます。

Ｂ

14 阿山支所住
民福祉課

書籍等の閲覧・貸出数 支所内に人権啓発書籍コーナーを設け、人権問題に関する情報提供
に努めます。支所で保有している人権啓発書籍・ビデオ・ＤＶＤ等
の情報は、月１回発行する人権広報誌で発信し、周知を図ります。

支所内に人権啓発書籍コーナーを設け、人権問題に関する情報提供に
努めました。また、支所で保有している人権啓発書籍・ビデオ・ＤＶ
Ｄ等の情報を人権広報誌で発信し、周知を図りました。

来庁者に、人権啓発書籍等に触れる機会を提供で
きました。また、書籍等の貸し出しが３件（書籍
１冊・ビデオ２本）ありました。書籍等を通じて
市民が人権問題について正しい理解・認識が得ら
れるよう、書籍等の情報を継続して発信、周知し
ていく必要があります。

Ｃ

２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況
指標通番

同和問題をはじめとするさまざまな人権課題について、
正しい理解・認識が得られるよう、最新の情報資料とし
て書籍等の収集を行い、市民が容易に閲覧できるよう、
情報提供に努めます。また、保育所（園）、幼稚園、小
学校、中学校に人権教育・啓発教材として書籍、ビデオ
を配置します。
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況
指標通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要

15 大山田支所
住民福祉課

書籍・ビデオの収集数 月刊誌（部落解放）を購入します。 年間を通じて月刊誌（部落解放）を購読しました。
　収集数：１２冊

人権啓発書籍コーナーに置くことで、最新の情報
を提供できるようにしました。

Ａ

16 青山支所住
民福祉課

貸し出し依頼数 市民が容易に閲覧できるよう、貸し出しリストの作成等、情報提供
に努めます。

雑誌「部落解放」等の啓発に関する書籍を購入し、市民にいつでも貸
し出しできるよう管理しました。
貸出件数：15冊

青山同和教育推進協議会役員研修会で赴く、滋賀
県栗東市の人権・同和行政にかかる資料が掲載さ
れている冊子の貸出希望が多くありました。ま
た、人権啓発地区別懇談会のテーマに基づく資料
貸出希望も多くありました。しかし、種類や分野
が限定され、また冊子購入についても予算がほと
んどない状態なので、買い揃えることができる冊
子が限定されました。

Ｃ

17 こども家庭
課

取組保育所（園）数 絵本コーナーに人権に関する絵本や紙芝居等を配置します。 全保育所(園)に既存の絵本を整理し、絵本コーナーに人権関係のブース
を設置しました。保育所(園)36

貸出しの際、保護者にもわかりやすくなったので
親子で読んでもらえる機会が増えました。課題と
して貸出しにつなげるような工夫が必要です。 Ｂ

②プログラムの整備 18 人権政策・
男女共同参
画課

学習プログラムの作成数 昨今の人権課題をベースに、地区別懇談会で話し合う機会を提供す
ることができるような学習プログラムを作成します。
　作成予定数：１本

アイスブレーキング素材、懇談素材「結婚について」を作成しまし
た。
作成教材数：１

人権啓発地区懇談会などで活用が図られました。

Ａ

19 学校教育課 人権同和教育のカリキュラム
編成を検討した学校(園)数

学校(園)が人権同和教育を体系的に行えるよう、地域や子どもの状
況等を踏まえながら、カリキュラム編成を検討します。

すべての学校（園）において、人権・同和教育の推進計画を作成しま
した。。

各校（園）において、推進計画に基づいた人権学
習を実施することができています。毎年、計画の
点検・評価を実施し、次年度の計画作成に活かす
ことが重要です。さらに体系的に人権・同和教育
が展開できるようなカリキュラムの作成が必要で
す。

Ｂ

20 生涯学習課 参加者数 各教育集会所で人権学習に取り組んでいる子どもたちを集め、地域
を越えた交流事業を行います。
　予定参加者数：４０名

市内各教育集会所から児童を集め、交流事業「みんな寄っといで！」
を実施します。（予定）
日時：平成２５年２月２３日（土）
場所：八幡町市民館２階ホール
予定参加者数：１００名

本年度新規事業であり、実施後の反省点を基に、
今後の事業内容の検討を行います。

Ａ

21 こども家庭
課

参加者数 県主催の研修会や自己研鑽のための研修会に積極的に参加し学習プ
ログラムの作成に努めます。

全保育所(園)に案内のあった研修は周知し、各園工夫をして研修会に参
加できるようにしました。
研修７回に延べ210名参加

既存の保育計画に、研修で学んだことが生かせる
ようにしました。課題として実践につなげる工夫
が必要です。 Ｂ

①学習相談 地域や企業内研修の学習相談に応じ、研修会の実施方法
などに対応します。

22 人権政策・
男女共同参
画課

地域からの懇談会や研修に関
する相談回数
企業からの研修に関する相談
回数

地域や企業からの学習相談に応じ、研修会の実施方法･内容などのア
ドバイスをします。
　目標回数：地域・企業各5回

地域に対しては、地区別懇談会の開催に伴い、方法･内容などのアドバ
イスを行いました。
また、企業に対しては企業訪問の際、研修会の実施方法･内容などのア
ドバイスを行いました。（７７社）

地域や企業が自ら研修会を実施するという形が少
しずつ浸透しつつあるものの、現実には自ら研修
会を行おうという地域や企業が少ないことが課題
です。

Ｂ

23 伊賀支所住
民福祉課

地区別懇談会リーダー研修会を開催し、研修の手法や進め方などの
研修を行います。

地区懇リーダー研修会を開催しました。
総数(7/26⇒102名)､(8/30⇒65名)､(9/27⇒48名)

地区から要望のあった地区懇でのすすめ方や手法
などを学習することができました。参加者が限ら
れており、市民に浸透できていないのが課題でし
た。

Ｂ

24 島ヶ原支所
振興課

企業啓発訪問回数 企業への訪問啓発の際に、企業内研修の内容や問題点についての聞
き取りを行います。

企業・事業所訪問人権啓発事業事業を実施しました。
実施日：１１月１５日～３０日
支所管内企業：１４社
内容：企業の取組みについて聴き取り調査、啓発用パンフレット・資
料等による指導及び研修等取組みの推進依頼並びに事業所で実施され
る研修会講師等の補助制度について、情報提供を行いました。

支所管内企業１４社の人権・同和問題の研修等の
取組み現状を聴き取り調査を行い、今後、更なる
取組みの推進をお願いする。

Ｂ

25 阿山支所住
民福祉課

人権に関する研修会等の開催について、地域や企業から相談があっ
た場合は、実施方法の紹介等、対応します。

支所管内の住民自治協議会関係の会議や、企業・事業所への人権啓発
訪問の際に、各区・自治会、各企業・事業所等での人権に関する研修
会等の開催を呼びかけるとともに、希望により実施方法等の紹介等も
行うことを案内しました。

自治会より１件の相談があり、研修会の講師の紹
介、開催の支援等を行いました。相談を受ける以
前に、各区・自治会、各企業・事業所等で人権に
関する研修会等が開催されていない現状があるた
め、今後、研修の必要性をさらに啓発していく必
要があります。

Ｃ

26 大山田支所
振興課

相談回数 企業訪問時に、企業での研修会の実施方法についての相談を受ける
ことを案内します。

企業訪問時に案内をしました。
時期：１１月～１月
訪問事業所数：２７
内容：社内研修会資料や三重県からの講演会講師料助成等を説明し、
社内研修会実施について相談を受けることを案内しました。
相談回数：３回

今後の社内研修会開催の参考にしてもらえまし
た。社内研修未実施企業からの問い合わせが少な
かったので、もっと啓発する必要があります。

Ｂ

27 青山支所住
民福祉課

参加者数 人権啓発リーダーの育成を目的とした学習会を開催します。
　参加予定者数：７００人（複数開催：のべ人数）

人権啓発リーダーの育成を目的とした研修会を開催しました。
日時：平成２５年２月１０日（日）　１３時１０分から１５時２０分
場所：青山中学校体育館
内容：各学年及び人権サークルからの報告、人権講演会
講師：竹中ナミさん
演題：「すべての人が誇りを持って生きられる社会に！～ナミねえの
元気の出る話～」
（参加者数：生徒2４７名、保護者・教職員・青山学校同和教育推進委
員６２名）

行政が主催するリーダー養成講座にとどまらず、
各団体が主体的に人権研修を取り入れ、各団体の
リーダー養成を行いました。しかし、今年度は台
風接近による中止のため１団体のみの開催となり
ました。 Ｃ

②ビデオ及び図書等の貸し出
し

人権問題に関するビデオや図書を備え付け、閲覧や貸し
出しを行い、市民に広く情報の提供を行います。

28 人権政策・
男女共同参
画課

書籍・ビデオの貸出数 人権問題に関するビデオや図書の閲覧や貸し出しを行います。 人権問題に関するビデオや図書の閲覧や貸し出しを行いました。
貸出数：７本
（VHS：５本）
（DVD：２本）

人権問題についての理解が深まりました。更に利
用が促進されるよう周知が必要です。

Ｂ

29 八幡町市民
館

書籍・ビデオの貸出数 書籍・ビデオを市民に貸出します。 書籍を3件、4冊貸し出しました。 市民が人権問題を学ぶ機会のひとつになります。
より多くの人に利用いただくことが必要です。

Ｂ

教育・行政関係者並びに人権にかかわりの深い職業に従
事する人などが、子どもの発達段階や市民のニーズ、学
習レベルに応じた人権学習を体系的・効果的に行えるよ
う、学習プログラムの作成に努めるとともに、交流型や
参加・体験型などの学習を充実します。

１
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況
指標通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要

30 下郡市民館 書籍・ビデオの貸出数 書籍やビデオの充実に努め、貸出しを進めます。 ビデオの貸し出しは３本、書籍の活用は少なかったです。 地区学などで活用はできましたが、市民の活用と
いうところでは課題が残っています。

Ｂ

31 寺田市民館 閲覧者数・貸出回数 配置している書籍・情報誌・ビデオ・DVDの閲覧・貸し出しを行い
ます。館だよりなどによる情報発信を行い、市民の利用促進に努め
ます。

配置している書籍・情報誌・ビデオ・DVDの閲覧・貸し出しを行いま
した。閲覧者：書籍延べ600名、情報誌述べ240名、ビデオ・DVD延
べ8名　　　　　貸し出し回数：書籍2回、情報誌0回、ビデオ・
DVD2回

配置している書籍・情報誌は多くの市民に利用し
ていただくことができまいた。人権啓発関連の閲
覧が少なく、今後、人権啓発書籍・機関紙の配置
場所を再考します。

Ｂ

32 いがまち人
権センター

貸出数 市民に正しい部落問題の認識をつけてもらうため、随時、ビデオ、
書籍の貸し出しを行ないます。
　貸し出し予定件数：２５件

　部落問題をはじめとする人権問題に対して正しい認識を市民につけ
てもらうため、ビデオ、ＤＶＤ、書籍の貸し出しを行いました。
　貸し出し数：18件

　部落問題をはじめとする人権問題への正しい認
識をつけてもらうことができた。さらに多くの貸
出しが出来るよう情報提供を行なう。 Ａ

33 ライトピア
おおやまだ

利用回数 ライトピアだよりで新刊図書の紹介など市民に周知します。
貸出回数：130件

図書及びビデオ、ＤＶＤの貸出回数は、合計１５５件ありました。 計画貸出数より利用者数が増加し、人権啓発の推
進ができました。
周知拡大が課題です。 Ａ

34 青山文化セ
ンター

書籍・ビデオ貸出数 啓発ビデオを１０本貸出します。 啓発ビデオを１３本貸出ししました。 企業や保育所等の人権研修に活用されて効果をあ
げています。
啓発用のＤＶＤが高価であるため、購入する予算
がありません。

Ａ

35 学校教育課 図書室等に人権コーナーを設
置した学校(園)数

学校(園)の図書室に、人権問題に関する図書を配置し、人権コー
ナーを設置します。

36校（園）中22校（園）の図書室に人権問題に関する図書を配置し
た人権コーナーを設置しました。

人権学習等に関連して、人権問題に関する図書を
すぐに手に取れるよう工夫がされています。すべ
ての学校（園）において人権コーナーが設置され
るよう、さらに働きかけていく必要があります。

Ｃ

36 生涯学習課 書籍・ビデオ貸出の閲覧、貸
出回数

人権に関する書籍、DVD等の貸出を行います。
　貸出・閲覧回数：33回

人権に関するDVD,ビデオを貸出しを行いました。
貸出回数　４０回（平成２５年２月末現在　貸出予約含む）

職場や地域の人権研修に利用され、視聴者が人権
課題を認識するための一助となりました。しか
し、今後企業や一般の方への貸出数が増加するよ
う周知が必要です。

Ａ

37 中央公民館 書籍・ビデオ貸出数 書籍を生涯学習センター受付窓口付近に配置し、市民が容易に閲覧
できるようにします。（上野）　専用コーナーを設置し貸出が容易
に行えるよう利便性向上に努めます。（いがまち）　人権問題に関
する図書やビデオ等を備え付け閲覧や貸出を行い情報の提供を行い
ます。書籍50冊、ビデオ10本（阿山）　人権問題に関する図書の
貸し出しをします。貸出予定冊数：６５冊（大山田）　人権に関す
る図書を集めた“人権コーナー”を設置し、利便性向上に努めま
す。また書籍所有数も増やしていきます。（青山）

上野公民館：書籍を生涯学習センター受付窓口付近に配置し、市民が
容易に閲覧できるようにしました。
阿山公民館：人権問題に関する図書やAVを備え付け閲覧や貸出を行い
情報の提供を行いました。貸出図書30冊、ビデオ5本。
いがまち公民館：専用コーナーを設置し利用者に容易に貸出できるよ
う努めました。
大山田公民館：人権コーナーを設置し来館者に啓発を行いました。人
権図書貸出数１０６冊。
青山公民館：人権を広域にとらえ、人権同和、女性問題、外国人問題
など人権に関する図書の充実により貸出冊数の増加に努め、情報の提
供を行いました。

上野公民館：閲覧者がほとんどいないので、書籍
を閲覧しやすい工夫が必要であると感じました。
阿山公民館：図書・AVの閲覧、視聴、貸出は人権
課題にふれ学習する機会になりました。貸出件数
が少なく市民に人権関係図書の情報を他の部署と
連携して提供することが必要です。
いがまち公民館：学校や地区への貸出数９本。Ｄ
ＶＤは高価なため購入が困難となっています。
大山田公民館：人権コーナーを設置して啓発する
ことで、貸出数が増加しています。
青山公民館：【効果】①人権等の調べ学習に活用
されました。【課題】①図書室のビデオの設置は
行っていないので他館の情報の提供と共有を継続
する必要があります。

Ｃ

38 上野図書館 関係書籍の紹介リストの数 人権月間中に特集コーナーを設け関係図書の貸出を推進します。 さまざまなテーマから見る人権問題～私たちと人権の“いま”を考え
る～と題して人権月間中　展示コーナーを設置しました。人権関連か
るた及び人権問題の月刊誌の展示並びに人権関連書籍を紹介するリス
ト（８９冊）を作成し持ち帰ってもらえるよう設置しました。また、
人権作文集や実態調査結果などの冊子も設置しました。

展示コーナーを訪れ見てくれたり、冊子を持ち帰
るなどの人はかなりいたので啓発につながりまし
た。今後は、書籍の紹介リストをファイル化し情
報提供の資料とします。

Ｃ

39 伊賀支所住
民福祉課

地区別懇談会でビデオやＤＶＤを紹介します。 ビデオやDVDの紹介を地区別懇談会説明会で行いました｡
(4/16･20･25)　貸出数：(23年度)26本→(24年度)34本

啓発教材の周知ができたことにより、地区からの
貸出し数が増えました。

Ａ

40 島ヶ原支所
住民福祉課

周知した企業数 人権啓発ビデオや図書の貸出等を行うと共に、企業へ呼びかけま
す。

１１月１５日～３０日に実施した企業訪問で14企業へ貸出を呼びかけ
ました。

1社でも多く取り組んでもらえるよう継続して呼び
かけていきます

Ｂ

41 阿山支所住
民福祉課

書籍等の閲覧・貸出数 支所内に人権啓発書籍コーナーを設け、支所で保有している人権啓
発書籍・ビデオ・ＤＶＤ等の閲覧・貸し出し等に応じます。書籍等
の情報は、月１回発行する人権広報誌で発信し、周知を図ります。

支所内に人権啓発書籍コーナーを設け、支所で保有している人権啓発
書籍・ビデオ・ＤＶＤ等の閲覧・貸し出し等に応じました。また、書
籍等の情報を人権広報誌で発信し、周知を図りました。

来庁者に、人権啓発書籍等に触れる機会を提供で
きました。また、書籍等の貸し出しが３件（書籍
１冊・ビデオ２本）ありました。書籍等を通じて
市民が人権問題について正しい理解・認識が得ら
れるよう、書籍等の情報を継続して発信、周知し
ていく必要があります。

Ｃ

42 大山田支所
住民福祉課

閲覧件数 今年度から窓口に人権図書コーナーを設け、だれもが閲覧できるよ
うにします。
　閲覧件数　５０件

今年度から窓口に人権図書コーナーを設け、だれもが閲覧できるよう
にしました。
　閲覧件数：20件

誰でも気軽に閲覧できるようにすることで、人権
問題への関心が高まります。できるだけ多くの方
が閲覧してもらえるうように努めます。 Ａ

43 青山支所住
民福祉課

貸出数 市民が容易に閲覧できるよう、貸し出しリストの作成等、情報提供
に努めます。

雑誌「部落解放」等の啓発に関する書籍を購入し、市民にいつでも貸
し出しできるよう管理しました。
貸出件数：15冊

青山同和教育推進協議会役員研修会で赴く、滋賀
県栗東市の人権・同和行政にかかる資料が掲載さ
れている冊子の貸出希望が多くありました。ま
た、人権啓発地区別懇談会のテーマに基づく資料
貸出希望も多くありました。しかし、種類や分野
が限定され、また冊子購入についても予算がほと
んどない状態なので、買い揃えることができる冊
子が限定されました。

Ｃ

44 こども家庭
課

貸出数 人権教育に関する絵本や人権につながる絵本を充実させ、絵本貸し
出しの実施に努めます。

平成２４年１０月から、人権に関する絵本をまとめ人権絵本のブース
を設置し、保護者の視覚に入るようにし借りやすいよう工夫をしまし
た。36所（園）実施
貸出数：１，８０３冊（Ｈ24.10～Ｈ25.1）

人権絵本に関心が示されてきた。今後保護者の要
望など聞きながら、人権につながる絵本を充実し
ていきます。 Ａ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況
指標通番

自課
評価

実施担当課
施策
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事業 事業概要

①市民意識調査等の実施 人権課題に対する意識や人権教育の課題を把握するた
め、引き続き、定期的に市民意識調査等を実施します。
また、それぞれの人権課題に重点を置いた市民意識調査
を、その施策担当部局が実施するように努めます。

45 人権政策・
男女共同参
画課

人権問題に関する市民意識調査を定期的に実施します。また、各人
権課題についての市民意識調査を行えるよう、施策担当部署に働き
かけます。

人権問題に関する市民意識調査については２００９年度に実施し、分
析についての概要版を使って啓発に役立てています。各人権課題につ
いても市民意識調査を実施できるよう、施策担当部署と協議しまし
た。

実施に向けて進めており、各人権課題についての
より詳しいデータが得られます。

Ａ

②関係団体・機関との連携 さまざまな人権問題についての把握や人権教育に関する
研究、具体的な手法の開発について、関係団体や国・
県・近隣自治体の関係機関と連携を図りながら進めま
す。

46 人権政策・
男女共同参
画課

伊賀人権擁護委員協議会や三重県、法務局などと連携し、さまざま
な人権問題についての現状把握、解決方法の検討を行います。

伊賀人権擁護委員協議会、法務局をはじめ、部落差別をはじめとする
あらゆる差別撤廃に関する連絡協議会などと連携して現状把握に努め
ました。

人権啓発については、あらゆる機会をとらえて実
施する必要があり、各機関と連携しながら取組み
を進めることができました。 Ｂ

47 八幡町市民
館

関係団体、学校との協議の回
数

反差別のつながりを広げることを目的にする「崇広中学校区地域ぐ
るみヒューマンフェスタ」開催のために会議を開催します。

　ヒューマンフェスタ開催のために校区内の団体、学校、保育所の代
表が協議を重ねました。
　企画委員会　6回
　実行委員会　3回

　関係団体、学校等が一丸となってフェスタを開
催することができました。

Ａ

48 下郡市民館 研修会・集会への参加者数 上野南中校区推進協議会で、全体会を2回、幹事会を4回、研修会を
1回開催します。

上野南中学校区推進協議会で、全体会を２回、推進委員会を３回、学
習会を１回開催しました。

草の根運動の各地区長や市民センター長、PTAに
も協議に入っていただくことで、ビデオフォーラ
ムや懇談会の開催にもつながっています。学習会
への市民参加が課題です。

Ａ

49 寺田市民館 懇談会・研修会・集会への参
加者数

人権・同和教育について、地域関係団体、保育園職員、小・中学校
の教職員、行政職員による懇談会を年5回実施します。関係団体・
機関との連携をとりながら、さまざまな人権問題の把握と解消につ
いての研究に努めます。

小学校三者懇談会を2回、中学校三者懇談会を2回、保育園三者懇談を
1回実施しました。

各学校・園における人権教育の実際と課題を共有
し、解決に向けともに問い組むことができまし
た。 Ａ

50 いがまち人
権センター

部落問題をはじめあらゆる差別問題の現実を正しく認識するため、
運動団体との学習会を行なうとともに、国・県からの情報を収集し
人権センターの業務に反映します。

　各種研修会に職員が積極的に参加するとともに、国・県等からの人
権問題に関する情報を得ることに努めました。

情報収集や研修を受けることにより、人権セン
ターの業務に反映できました。
地区住民一人ひとりの課題に対応できる具体的な
施策の確立が必要です。

Ａ

51 ライトピア
おおやまだ

会議の開催数 大山田同和教育推進事務局会として大山田同和教育研究会、大山田
人権教育推進協議会、反差別村民ネットワーク、解放同盟奥馬野支
部等と連携を図ります。同推事務局会毎月1回開催。

大山田同和教育推進事務局会会議を毎月１回開催しました。また、大
山田人権教育推進会校区連絡会を年間６回開催しました。
事務局会開催日4月12日、5月21日、6月12日、7月17日、8月21
日、9月18日、10月22日、11月20日、12月18日、1月15日、2
月19日、3月19日

保育園、学校、行政、活動団体の連携が充分に図
れ、人権教育、啓発推進に努めることができまし
た。

Ａ

52 学校教育課 研修会・研究大会への参加者
数

伊賀市学校人権・同和教育部会を通して、教職員が三人教大会等の
研修会･研究大会に参加します。

すべての学校（園）の教職員が三人教大会等の研修大会に参加しまし
た。
参加者数：40人（伊賀市学同部会からの参加。各地同研からも多数参
加しています。）

すべての学校（園）で参加者の還流報告を行って
います。また、長田小学校が「せいかつ実践交流
会」に、猪田小・府中小・大山田中学校が「三人
教大会」において実践を発表しました。

Ａ

53 生涯学習課 会議・研修会等への出席回数 公益社団法人三重県人権教育研究協議会等が開催する会議・研修会
に参加します。
　参加回数：８回

公益社団法人三重県人権教育研究協議会等が開催する会議・研修会に
参加しました。
参加回数：８回

県、県内各市町、及び各種関係団体との連携を深
めるとともに、人権に関する知識を高めることが
できました。今後はさらに多くの研修に参加する
ことを目指します。

Ａ

54 伊賀支所住
民福祉課

研究や学習を図り、連携して人権課題に取組みます。 人権問題について、いがまち同和問題研究会と連携して取り組みまし
た。
○いがまち同和教育研究会総会(5/24)
○いがまち人権･同和教育研究大会(8/16･17)

互いが取り組むことにより、連携は図れました。
しかし研究や手法の細部まで連携ができておら
ず、研修を重ねることが課題であると感じまし
た。

Ｂ

55 島ヶ原支所
住民福祉課

関係団体や国・県が開催する
研修会への参加職員数

全国や三重県の人権・同和教育研究大会へ参加し研修します。 全国大会の研究会へ2名
三重県大会の研究会へ13名参加しました。

少しでも多くの方に参加してもらえるように呼び
かけます。

Ｂ

56 阿山支所住
民福祉課

人権啓発・人権同和教育の推進の取り組みについて、住民自治協議
会や阿山人権同和教育研究協議会、ヒューマンライツ阿山、阿山地
区学校同和教育研究会等の関係団体等と、情報共有及び連携を図り
ながら進めます。

人権啓発・人権同和教育の推進の取り組みについて、住民自治協議会
や阿山人権同和教育研究協議会、ヒューマンライツ阿山、阿山地区学
校同和教育研究会等の関係団体等と、情報共有及び連携を図りながら
進めました。

関係団体等と連携して取り組みを進める中で、い
ただいたご意見等を基に、より地域の実態等に即
した取り組みを計画し、進めることができまし
た。今後も、関係団体等とはさらに連携を深め、
人権啓発・人権同和教育の推進の取り組みを進め
ていく必要があります。

Ｂ

57 大山田支所
住民福祉課

会議の開催回数 ライトピアおおやまだと人権・同和対策推進委員会を開催します。
　開催予定回数：１１回
関係機関との懇談会を開催します。
　開催予定回数：随時

ライトピアおおやまだと人権・同和対策推進委員会を開催しました。
　開催回数：１１回（うち2回、２月12日、３月11日は実施予定）
関係機関との懇親会を開催しました。
　開催回数　2回

毎月、関係者が集まって自主的に学ぶことで人権
の
理解が深まり、今後のより効果的な啓発活動につ
なげることができました。

Ａ

58 青山支所住
民福祉課

青山同和教育推進協議会や部落解放同盟老川支部と連携します。 企業同和問題講演会や街頭啓発事業、人権のつどいや人権啓発地区別
懇談会を共同開催し、支所管内の人権啓発を連携して進めました。

人権啓発地区別懇談会では、前回（３年前）より
も多くの参加者がありました。また、2009年度
実施「人権問題に関する市民意識調査」から見え
てきた課題を提示し、市民と共に差別撤廃の方法
を考えあい、今後の啓発の推進のヒントになる意
見を多くいただきました。

Ｂ

３
・
調
査
・
研
究
の
推
進

（6）



施策分野１・人権意識の高揚のための施策

（２）あらゆる場や機会に通じた人権教育・啓発の推進
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①保育所（園）や幼稚園にお
ける人権教育

保育所（園）の保育方針や幼稚園の教育方針に基づき、
子どもの発達段階に応じて子ども一人ひとりの人権を十
分尊重するとともに、集団の中で命の大切さ、お互いを
思いやる心が持てるような仲間づくりを進めます。

59 こども家庭
課

取組保育所（園）数 一人ひとりの子どもを認め、褒めることを意識して関わり、自尊感
情を高める取組みを進めます。また、友達の良いところが見られる
仲間づくりに努めます。

全保育所(園)で、解放保育の取り組みから、誕生会に保護者にメッセー
ジを書いてもらい｢生まれてきてくれてありがとう」｢生まれてきてよ
かった」を実感する取り組みをしました。また、友達の良いとろ探し
に取り組みました。保育所(園)36

「○○ちゃんのこんな所大好き」という言葉がか
わされ、苦手なところもひっくるめて友達が好き
になる仲間づくりができるようになってきまし
た。

Ｂ

②解放保育の推進 保育所（園）職員が解放保育を進めるにあたり、人権講
演会や職員交流、地域・保護者との交流を図ります。ま
た、「伊賀市解放保育基本方針」に基づき、保育の充実
に努めます。

60 こども家庭
課

取組保育所（園）数 伊賀市解放保育基本方針に基づき保育の充実に努めるとともに、地
域や保護者を巻き込んだ取組みを進めます。

全保育所(園)で、伊賀市解放保育基本方針を具体化するため｢4つの指標
と6つの原則｣を講師を招いて学習したり、語ろう会で実践交流の場を
持ち取り組みました。また、全体研修会では｢部落差別と忌避意識」に
ついて保護者を巻き込み取り組みました。保育所(園)36

各保育所(園)の保育目標を｢人を認め、人を思いや
り、人の痛みがわかる子」に統一し取り組みを進
めます。また、｢4つの指標6つの原則」を保育実
践に生かし取り組みます。

Ａ

③保育園児や幼稚園児の高齢
者福祉施設等への訪問

乳幼児期から高齢者と交流することで、子どもの豊かな
心と思いやりの心を育めるよう、保育園児や幼稚園児の
高齢者福祉施設等への訪問を進めます。

61 こども家庭
課

取組保育所（園）数 引き続き高齢者との交流を実施し、また高齢者福祉施設等への訪問
を推進します。

全保育所(園)で交流計画を作成し、各地域サロン活動への参加や老人ク
ラブとの交流・高齢者施設への参加をしました。保育所(園)36

各地区での高齢者との交流会は実施できました。
しかし施設への訪問は限られた園での取り組みと
なり、感染症等の流行もあり計画通りに実施でき
ないのが課題です。

Ｃ

62 学校教育課 交流回数 老人福祉施設や地域の老人との交流を行います。 祖父母参観を実施し、高齢者との交流を開催しました。（１回）
　期日：平成２４年９月４日（火）午前
　場所：伊賀市立桃青の丘幼稚園

交流することで子どもの顔を覚えてもらったりと
親近感が持てました。来年度は、高齢者福祉施設
への訪問を予定しています。 Ｃ

①人権・同和教育の推進 児童・生徒を取り巻く生活実態に学び、教育活動全体を
通して、一人ひとりの個性を生かし、可能性を伸ばすと
ともに、人間尊重の精神と豊かな感性を養い、差別に対
する科学的認識を育て、部落差別をはじめあらゆる差別
を許さない実践的な人間の育成に努めます。

63 学校教育課 人権にかかわる各校マニフェ
スト達成率

学校マニフェストに人権に関わる目標を掲げ、人権・同和教育の研
究及び実践を計画的に実施します。

すべての学校（園）のマニフェストに人権に関わる目標を掲げ、人
権・同和教育の研究及び実践を計画的に実施しました。

人権にかかわる各校（園）マニフェスト達成率は
86％となっています。マニフェストとともに各校
園における実践がさらに推進されればと考えま
す。 Ｂ

②道徳教育の充実 教育活動全体を通して計画的、発展的な道徳教育の指導
を行います。この際、道徳の時間をはじめとして各教
科、特別活動等との密接な関連を図りながら、豊かな体
験を通して道徳性を育て、人間としてのあり方、生き方
に関する道徳的実践の指導を徹底します。

64 学校教育課 道徳教育の年間計画の作成校
数

学習指導要領に基づく道徳の
時間の実施校数

道徳教育の全体計画・年間指導計画を作成します。
年間授業時数年間３５時間以上の授業を行います。

全学校において道徳教育の全体計画及び年間指導計画を作成し、標準
授業時数年間35時間以上の授業を行いました。

新学習指導要領「道徳」の目標や内容が周知さ
れ、「心のノート」や外部人材を活用して授業に
取り組みました。
道徳の時間の授業参観の実施や、道徳の時間での
地域人材の活用が課題となっています。

Ｂ

③生命を尊重する教育の推進 教育活動全体を通して、生命を尊重する豊かな心情を培
い、個人の尊厳を重んじ、自分も他人も大切にする児
童・生徒の育成に努めます。性に関する適切な指導を行
い、男女両性の特性を理解し、相互を敬愛する精神を育
みます。

65 学校教育課 年間指導計画に基づいた性教
育を実施した学校数

学校において、性に関する適切な指導を行い、男女両性の特性を理
解し、相互を敬愛する精神を育む学習を進めます。

35校中33校が年間指導計画に基づき、性に関する適切な指導を行
い、男女両性の特性を理解し、相互を敬愛する精神を育む学習を進め
ました。

各校において、すべての児童生徒の生命を尊重す
る心を培うために、教育活動全体を通して取組を
進めることが大切です。 Ｂ

①教室・講座の開催 66 八幡町市民
館

講座、教室の参加者数
「やはた文化祭」の参加者数

文化の向上と交流を活発にするために、講座、教室を開催します。
「やはた文化祭」を開催し、周辺地区との交流を目指します。

１８の講座、教室を開催しました。
　参加者：１，２４０人
やはた文化祭を開催しました。
　日時：平成25年2月16日（土）9時～15時
　場所：八幡町市民館
　参加者：3０0人

　講座、教室は、参加者の知識、技術の習得だけ
でなく、参加者同士の交流も促しました。
　やはた文化祭では、児童が反差別を学ぶ地区学
習会の発表などにより、人権意識を高めることが
できました。また、もちつき体験などにより人の
交流を図ることができました。

Ａ

67 下郡市民館 教室・講座の参加者数 生花、女性学習、水墨画、民踊、珠算、卓球など各教室の活動を行
ないます。

生花教室22回、女性学習48回、水墨画教室24回、民踊教室24回、
珠算教室97回、卓球教室22回など各教室の活動を行ないました。

教室の開催により、周辺地区住民との交流が促進
されました。参加者の拡大に努めます。

Ｂ

68 寺田市民館 教室・文化祭の参加者数 寺田文化祭・中瀬夏まつり人権コンサートを開催します。パソコン
教室・生花教室・カラオケ教室を毎月開催します。年1回、星座教
室・陶芸教室・手芸教室を実施します。

予定した事業を開催、参加者数はつぎのとおりです。寺田文化祭３１
０人、中瀬ふれあい夏まつり８００人、パソコン教室１７回述べ１５
１名（あと４回開催予定）、生花教室７回述べ３０名（天候都合等で
３回休み・あと１回予定）、カラオケ教室１０回述べ１１９名（あと
２回開催）、星座教室１回３８名、陶芸教室１回６０名、手芸教室を
３回述べ5９名、寄せ植え教室１回３８名

各教室は計画どおり開催することができました。
参加者から、楽しみにしているとのこえをいただ
きました。

Ａ

69 いがまち人
権センター

各種教室の参加者数 パソコン教室を実施します。
　参加予定者数：２００名
英語教室を実施します。
　参加予定者数：５５０名
珠算教室を実施します。
　参加予定者数：１，８００名

パソコン教室を実施しました。
　開催回数、参加者数：40回　263名
英語教室を実施しました。
　開催回数、参加者数：210回　458名
珠算教室を実施しました。
　開催回数、参加者数：107回　1,644名

　パソコンを使うことによりそれぞれの生活の向
上を図ることができた。
　英語・珠算教室ともに地区内外の児童の参加が
あり、ともに活動し、仲間として活動することを
とおして人権意識を高めることが出来た

Ａ

70 ライトピア
おおやまだ

参加者数 かさとり学級、なかよし・もみじ会を開催しその成果を大山田地区
展覧会に出展、梅まつりで披露するなど他地区との交流の中で人権
意識を高めます。

かさとり学級は毎週火曜日午後７時から８時３０分まで開催しまし
た。
学級生･共学者の参加者数１回およそ２５人
年間開催回数４９回
内容　創作活動、パソコン教室、習字教室、ビデオ鑑賞、人権学習な
ど行い、成果を芸術文化催に出展及び梅まつりで披露しました。
なかよし・もみじ会は毎月第３金曜日午後１時３０分から３時３０分
まで開催しました。
年間開催回数12回
会員１５人参加者数延べ１２０人
内容　伊勢型紙、ミニ門松等の制作及び作品を芸術文化祭に出展、ま
た大山田小学校フェステバル等人権イベントに参加、協力をしまし
た。

高齢者の引きこもり防止の効果をあげるとともに
人権学習による人権意識の高揚、反差別の仲間づ
くりが図れました。
高齢化に伴い会員の減少があります、かさとり学
級生及びなかよし・もみじ会新規会員の増加が課
題です。

Ａ

71 青山文化セ
ンター

参加者数 人権・解放講座を開催します。
　参加予定者数：５００名
文化祭を開催します。
　参加予定者数：４００名
お茶、陶芸、手話、手芸、生け花教室を実施しします。
　参加予定者数：５００名

人権・解放講座を開催しました。
　参加者：４５７名
文化祭を開催しました。
　参加者：４０５名
お茶、陶芸、手話、手芸、生花教室を実施しました。
　参加者：５９０名

人権・解放講座の参加者が増加しており、同和問
題の解消に取り組む人材育成がはかられていま
す。また、文化祭や教室の参加により地区住民と
周辺地域の住民の交流が図られています。 Ａ

通番
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文化、スポーツ等の教室を開催し、地区文化の向上をめ
ざすとともに、地区文化祭・スポーツ大会、他地区の教
室との交流会等、周辺地区との交流を行うなかで、人権
意識を高めます。また、公民館においては、市民の人
権・同和問題への理解と認識を深めるため、定期的に継
続して人権講演会などを実施します。
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事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

72 中央公民館 講演会回数・参加者数 人権を考える市民の集いで悠々講座を開催します。（上野）　あや
ま人権・同和問題学習講座を4回開催します。参加予定数6５0人
（阿山）　　分館やサークルなどと一緒になって、人権講演会など
を開催します。（青山）　島ヶ原人権講演会を開催します。参加予
定者数：１００名（島ヶ原）

上野公民館：１２月１日の人権を考える市民の集いで悠々講座を共催
し、６名の参加がありました。
阿山公民館：あやま人権・同和問題学習講座（講演会）を４回開催し
ました。参加者計７０６人参加【阿山同研共催】
島ヶ原公民館：島ヶ原人権講演会を開催しました。日時：平成２４年
１２月９日（日）場所：島ヶ原会館ふれあいホール　内容：犯罪被害
者の現状と支援について　講師：増田正人（公益社団法人みえ犯罪被
害者総合支援センター専務理事・事務局長）参加者：５０人。
青山公民館：分館と共催して人権の講演会を開催しました。１月１７
日「私たちのくらしと人権」～「知る」「見つめる」そして「はじめ
る」～　四日市市人権センター　市川清博さんを招いて開催　参加
者：分館役員など計３７人（うち市職員４人も受講。事務局含む）

上野公民館：以前は上野産業会館前から、会場へ
のバスがあり、参加者数は多かったですが、バス
がなくなったことにより、参加者数が激減してい
るため、悠々講座からは切り離し、自前で人権講
座の開催を検討する等工夫していく必要がありま
す。
阿山公民館：本年度は同和問題・子どもの人権・
男女共同参画の内容で実施しました。各種団体か
らの参加者の増加、女性の参加者が増え、人権啓
発と自己研鑽に努めていただきました。
島ヶ原公民館：人権問題啓発活動の推進と尊重に
努めました。

Ｃ

②隣保館事業の推進 隣保館において、人権啓発及び広報活動、地域福祉事
業、地域交流事業などを進めます。

73 八幡町市民
館

隣保館の情報誌の発行回数 地域内に「市民館だより」を配布し、人権啓発に努めます。 「市民館だより」を配布しました。
　配布回数：12回
　配布部数：毎回850部

人権啓発や地区住民のまちづくり意識に訴えるこ
とができました。

Ａ

74 下郡市民館 隣保館事業への参加者数 人権問題講演会、同和教育学習会、人権教養講座を各1回開催しま
す。周辺地域を含めた交流を進めるため、水墨画教室などの文化教
室を開催します。また、看護師訪問等を実施し、地域福祉の充実に
努めます。

人権問題公演会を11月17日に実施し小学生・保護者・住民など122
名が参加しました。同和教育学習会を2月13日、人権教養講座を3月6
日に開催しました。水墨画教室などの文化教室を開催しました。ま
た、看護師訪問・ヘルパー訪問を各週1回実施し、地域福祉の充実に努
めました。

住民と行政が協働して取り組み、人権教育を推進
しました。各教室は地域交流や生きがいづくりに
効果がありました。独居老人・老人のみ世帯の健
康づくり・見守りに努めました。 Ａ

75 寺田市民館 隣保館利用者数 毎月1回、人権啓発コラムを掲載した市民館だよりを発行します。
また人権啓発研修会や福祉事業などの情報も広報し、人権啓発推
進・地域福祉事業の有効活用に努めます。

月1回、市民館だよりを発行し、職員（３名）が書いた人権啓発コラム
を毎号掲載しました。各種研修会・事業の情報を館だよりなどで広報
し、有効活用していただけるように努めました。

館だよりに掲載しているコラムは住民から、感想
をいただくこともあり、今後も全職員で継続して
取り組みます。 Ａ

76 いがまち人
権センター

参加者数 人権啓発事業として人権パネル展を実施します。
　見学予定者数：４００名
地域福祉事業としてミニデーサービス事業を実施します。
　参加予定者数：３５０名
地域交流事業としてゴールド人権フェスタ事業を実施します。
　参加予定者数：８０名
地域交流事業としてシルバーカラオケ交流会を実施します。
　参加予定者数：６５名

人権啓発事業として人権パネル展を実施しました。
　実施日数、見学者数：188日　537名
地域福祉事業としてミニデーサービス事業を実施しました。
　実施回数、参加者数：17回　493名
地域交流事業としてゴールド人権フェスタ事業を実施しました。
　実施回数、参加者数：１回　83名
地域交流事業としてシルバーカラオケ交流会を実施しました。
　実施回数、参加者数：１回　61名

　人権パネル展は新聞等をつうじて市民に周知し
たことにより情報発信が出来ました。
　ミニデーサービスでは、高齢者の生きがいづく
り、交流など社会参加意欲の向上が図れました。
　地区内外の高齢者が交流することにより、人権
感覚が高まり部落問題に対する正しい認識が得ら
れました。
　参加者の増加と対応できる体制整備が課題で
す。

Ａ

77 ライトピア
おおやまだ

参加者数 ライトピア人権フェステバル、健康とふれあいのつどい、敬老のつ
どい、梅まつりを開催します。

大山田地域住民の健康増進及び楽しく人権を学び人権意識の高揚の機
会としてライトピアおおやまだで開催し、人権啓発の発信ができまし
た。
ライトピア人権フェスティバル
開催日平成２４年７月９日
参加者数166人
健康とふれあいのつどい
開催日8月23日、12月7日
参加者数40人、25人
敬老のつどい
開催日9月11日
参加者数84人
梅まつり
開催日3月22日
参加者数250人

大山田地域はもとより広く市民に啓発を行うこと
で社会的人権文化の構築が図れました。また、企
業の人権総合評価制度により、参加者が増えまし
た。
地区の関係団体との連携が強化できました。

Ａ

78 青山文化セ
ンター

隣保館利用者数 年間の来館者数５，５００名を見込んでいます。 １月１７日現在、４，６７６名来館されました。 地域交流事業の実施や地区の健康推進事業等の実
施により利用者が増えています。
市町村合併や学校統合により、行政職員数が減っ
たため、関係者の来館が減ってきています。

Ａ

③人権問題地区別懇談会の開
催

住民が人権問題を自分自身の問題としてとらえ、正しい
理解・認識を深めることができるよう、小さな地区単位
で懇談会を開催します。

79 人権政策・
男女共同参
画課

参加者数 人権問題地区別懇談会を開催します。
　実施予定：２５地区

人権啓発地区別懇談会を開催しました。
実地地区数：１８地区
参加者数：５００人（見込み）

参加者同士が、日常生活の中にある問題や、自分
が当然だと思い込んでいたこと等について話し合
い、見直すことで、新たな気づきにつながりまし
た。
実施地区数を増やすための情報提供や運営補助な
どが必要です。

Ｂ

80 伊賀支所住
民福祉課

参加者数 地区別懇談会を開催します。２８地区。 地区別懇談会事業について、説明会と地区別懇談会を開催しました。
○地区懇事業説明会:4月16日､20日､25日
○地区懇中間報告会:10月22日､25日､26日
○地区懇最終報告会(予定):2月4日､5日､7日
参加者数：２,９７０人（見込み）

人権問題に対して地区が創意工夫し、規模や特徴
に見合った地区別懇談会を行うことができまし
た。しかし、リーダー不足により問題を正しく認
識できず、啓発活動が十分行えなかった地区が一
部ありました。

Ｂ

81 島ヶ原支所
住民福祉課

参加者数 島ヶ原全8地区の自治会を単位として、身近な題材を基に人権問題
の解決に向けた話し合いを実施します。

１０月１４日～１２月１日にかけて、島ヶ原全8地区で地区別懇談会を
行い、163名の参加がありました。

一人でも多くの市民に参加してもらえるよう呼び
かけを行います。

Ｂ

82 阿山支所住
民福祉課

参加者数 各住民自治協議会、各小・中学校、阿山人権同和教育研究協議会、
ヒューマンライツ阿山等と連携して、人権啓発地区別懇談会「人権
を考えるつどい」を開催します。（５区は開催決定。他の区・自治
会については、開催について検討中。）

各住民自治協議会、各小・中学校、阿山人権同和教育研究協議会、
ヒューマンライツ阿山等と連携して、人権啓発地区別懇談会「人権を
考えるつどい」を開催しました。
○開催地区数：５
○参加者：１７１名
○内容：「女性の人権」「子どもの人権」「高齢者の人権」をテーマ
　　　　にしたグループ討議

参加者に、あらゆる人権問題について考える機
会・きっかけを提供することができました。現状
では、参加者が役員等の一部の住民に限られてし
まっている地区が多く、今後、幅広い年齢層から
より多くの住民に参加していただけるよう、関係
団体等と連携して、開催方法・内容等を検討して
いく必要があります。

Ｃ

83 大山田支所
住民福祉課

開催地区数 10月中旬から１１月末頃まで支所管内の各地区で開催します。
　開催予定地区数：２４区

 10月５日から１１月２２日にかけて支所管内の各地区で開催しまし
た。
　開催地区数：２４区
　参加数：４７３名
　内容：スタッフがミニ人権劇「人権研修ってやらなあかんの？」を
演じた後、ミニ人権劇の内容についてグループ討議しました。

住民が主体的となって人権問題を語ることで、人
権感覚を身に付け、人権意識の高揚を図ることが
きました。今後は、より多くの住民に参加しても
らえるよう工夫していきます。 Ａ

３
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84 青山支所住
民福祉課

参加者数 人権啓発地区別懇談会を開催します。
　参加予定者数：２５０人

人権問題地区別懇談会を開催しました。
開催地区数：5地区
参加者：11月24日（土）（種生地区）40人
　　　　12月22日（土）（桐ケ丘地区）48人
　　　　1月16日（水）（上高尾地区）36人
　　　　1月22日（火）（老川地区）31人
　　　　2月9日（土）（下高尾地区）29人
内容：人権啓発地区別懇談会のテーマを部落問題として、『２００９
年の人権問題に関する伊賀市民意識調査』から寝た子を起こすな、結
婚差別、忌避意識等についてグループ討議を行いました。また、桐ヶ
丘八地区では地区が主体となって人権啓発講演会を開催し、地域住民
が人権・同和問題について考え、話し合う機会を設けました。

前回（３年前）よりすべての地区で参加者が増え
ました。なお、桐ケ丘地区に関しては、自治協か
らの要望で講演会形式を採用しました。

Ｂ

④PTA会員研修 ＰＴＡ会員が自らの人権意識の高揚のため、人権研修の
充実を図るとともに、組織や会員一人ひとりが家庭や地
域に対し人権尊重の大切さを発信し、学校での人権教育
の成果がさらに深められるよう、PTAとの連携、支援
に努めます。

85 学校教育課 ＰＴＡ会員対象の人権学習参
観や人権講演会を実施した学
校(園)数

学校(園)において、ＰＴＡ会員対象の人権学習参観や人権講演会を
実施します。

すべての学校(園)において、ＰＴＡ会員対象の人権学習参観や人権講演
会を実施しました。

多いところでは、年間3回ＰＴＡ会員対象の人権学
習参観や人権講演会を実施しています。各校
（園）とも会員の参加を増やすことが課題です。 Ａ

86 生涯学習課 会議・研修会等開催回数 上野地区ＰＴＡ会を支援し、事務局と共に研修会等開催します。
　開催回数：6回

研修会を実施するとともに、それに伴う役員会等を開催しました。
　研修会：１回
　役員会：３回
　代表者会議：２回

各小・中学校PTA間の連絡と連携を図り、研修会
を開催することで人権の支援を行うとともに、人
権問題の認識を深めました。今後は伊賀市PTA連
合会とも連携していくよう努めます。

Ａ

⑤さまざまな人権課題に関す
る学習の促進

男女共同参画推進講座、人権講座、生涯学習講座、出前
講座等において、さまざまな人権課題をテーマとして取
り上げ、学習を進めます。

Ｂ

いろんな年齢層を対象に講座等を開催することが
できました。講座によっては、参加者が少なく、
今後ＰＲの方法を考えていく必要があります。

地域で開かれる講演会や会合等の当課スタッフが出席するあらゆる
場面において、さまざまな人権課題について触れ、学習する機会を
作っていきます。目標回数：5回

男女共同参画フォーラムをはじめ、女性リーダー養成連続講座や高
齢者向け、男性向け講座等いろんな年齢層を対象にしたテーマで講
座等を開催し、男女共同参画について広く市民に学習する機会を提
供します。
開催予定回数：７回

講座等開催回数人権政策・
男女共同参
画課

87 男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2012」を開催しまし
た。
日時：平成24年6月11日（土）正午から午後４時
場所：ふるさと会館いが
参加者：424人
テーマ：「縁」～つながっていますか？男と女（ひととひと）～
講師：フジテレビアナウンサー　笠井信輔さん

三重県内男女共同参画連携映画祭を開催しました。
日時：平成24年6月11日（土）午後6時30分から午後8時45分
場所：ふるさと会館いが
参加者数：438人
上映作品：「毎日かあさん」

「女性リーダー養成連続講座」を開催しました。
日時：8/3、9/7、10/5、11/2、11/30、12/14、1/17、2/8
の午後7時～午後9時（計８回）
場所：ハイトピア伊賀４階　ミーティングルーム
内容：男女共同参画の現状やメディアリテラシー、自己表現、ワーク
ショップ等
講師：６名
受講者：18人、修了生：18人

ＮＰＯ団体「男女共同参画みえネット」と協働し、地域における意思
決定の場への女性登用率の向上を目指し、研修会を開催しました。
日時：平成24年9月4日（火）午後1時30分から午後4時30分
場所：ゆめぽりすセンター２階大会議室
テーマ：「もっと活かそう！地域の女性力」
講師　石阪督規さん

「悠々講座」を高齢者対象に実施しました。
日時：平成24年9月25日（火）
場所：ハイトピア伊賀５階　多目的大研修室
内容：「いきいきと輝き続けるために～結のすすめ～」
講師：合同会社あしすとママ代表　山本ヒサ子さん
参加者数：６８人

「父子料理教室～中華編～」を男性対象に開催しました。
日時：平成24年11月10日（土）
場所：ハイトピア伊賀4階　調理実習室
内容：チャーシューねぎチャーハン・大学芋・にらまんじゅう・たま
ごとえのき、レタスの中華スープ
参加者数：12組（26人）離婚とその影響、また各種手続きについて
の女性対象講座を開催しました。

女性のための離婚講座を開催しました。
日時：平成24年12月5日(水）午後1時30分から午後3時まで
場所：ハイトピア伊賀４階　ミーティングルーム
内容：「女性講座～自分の人生は自分で決める！～」
参加者：５人

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議研修会を開催しました。
日時：平成25年2月1日（金）午後7時から午後8時30分まで
場所：ハイトピア伊賀４階　多目的室
内容：「私のチャレンジ」
講師：元尼崎市長　白井　文さん
参加者：25人

（9）



２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

88 生涯学習課 講演会参加人数 伊賀市青少年育成市民連絡会議等と連携し、青少年育成ネットワー
クづくり研修会を開催します。
　予定参加人数：１６０名
伊賀市社会教育委員と連携し、家庭教育講演会を開催します。
　予定参加人数：40名

伊賀市青少年育成ネットワークづくり研修会を開催しました。
日時：平成２４年8月９日（木）午後２時～４時
場所：ゆめぽりすセンター
演題：子どもたちを虐待から守るために私たちができること
講師：伊賀市こども発達支援センター　井上良純センター長

子どもについて一緒に考えるつどいを実施しました
日時：平成２５年2月2日（土）
場所：伊賀市ゆめぽりすセンター
演題：子どもが主役で大人がコーチ
講師：葛巻　直樹
参加者：２５名

参加者からは内容等概ね好評をいただいていま
す。今後は研修会開催情報を広く周知すること
で、参加者数の増加を目指します。

Ａ

89 中央公民館 講座等回数・参加者数 パネル展２回・男女共同参画講演会１回を開催します。（上野）
あやま人権・同和問題学習講座を4回開催します。参加予定数6５0
人（阿山）　分館やサークルなどと一緒になって、人権講演会など
を開催します。（青山）

上野公民館：７月４日～１６日：第１２回人権フォトコンテスト入賞
作品パネル１４枚　９月５日～２５日：同和問題等啓発ポスター１４
枚　ハイトピア伊賀５階ロビー　悠々講座で男女共同参画講演会を開
催　９月２５日：「結のすすめ」講師：山本ヒサ子　参加者６８名。
阿山公民館：あやま人権・同和問題学習講座（講演会）を４回開催し
ました。参加者計７０６人参加【阿山同研共催】
いがまち公民館：10月３日家庭教育講演会、３月２日やまなみ文化協
会共催で人権講演会を開催
大山田公民館：公民館の玄関ロビーで常設のパネル展を実施しまし
た。年間１１回開催。
青山公民館：分館と共催して人権の講演会を開催しました。１月１７
日　「私たちのくらしと人権」～「知る」「見つめる」そして「はじ
める」～　四日市市人権センター　市川清博さんを招いて開催　参加
者：分館役員など計３７人（うち市職員４人も受講。事務局含む）

上野公民館：人権パネル展は初の試みですが、セ
ンターを利用する不特定多数の方に見ていただく
ことができました。
阿山公民館：本年度は同和問題・子どもの人権・
男女共同参画の内容で実施しました。各種団体か
らの参加者の増加、女性の参加者が増え、人権啓
発と自己研鑽に努めていただきました。
いがまち公民館：命の大切さを学ぶ講演会で約
100名の参加者がありました。
大山田公民館：公民館の玄関ロビーに常設のパネ
ル展を行い毎月入れ替えることで、来館者に啓発
ができました。

Ｂ

90 伊賀支所住
民福祉課

参加者数 男女共同参画セミナーを開催します。
地区別懇談会リーダー研修会を開催します。

○男女共同参画セミナーを開催しました。(1/25⇒85名)
演題：男女共同参画によるまちづくりを考えてみませんか
講師：グループ津津うらうら
○地区懇リーダー研修会を開催しました。
総数(7/26⇒102名)､(8/30⇒65名)､(9/27⇒48名)

男女共同参画や人権に関する講座を開催したこと
により学習の提供が図られました。しかし、参加
者が限定され、性別や年齢層に偏りがあった点が
課題であると感じました。 Ｂ

91 島ヶ原支所
住民福祉課

参加者数 男女共同参画推進セミナーを開催します。 男女の参画で輝くまちづくりを目指し、２月３日に男女共同参画推進
セミナーを開催し６１名の参加がありました。
　演題：「日常生活に潜む現状」～私たちにできる支援とは～
　講師：NPO法人心のサポート・ステーション　宮本由起代さん

一人でも多くの市民に参加してもらえるよう内容
を充実していきます。

Ｂ

92 阿山支所住
民福祉課

参加者数 「阿山地区人権フェスティバル２０１２」、「あやま人権・同和問
題学習講座」（４回／阿山公民館主催事業の支援）、「阿山人権学
習会」（１回）等を開催します。

人権に関する講演会・研修会等を下記のとおり開催しました。
◎「阿山地区人権フェスティバル２０１２」
　○日時：２０１２年１１月１７日（土）午後１時３０分～午後４時
　○場所：あやま文化センター　さんさんホール
　○内容：【第１部】人権作品表彰と人権作文朗読
　　　　　【第２部】講演・トーク＆コンサート
　　　　　　　　　　演題　講演「人生あきらめたらあかん！」
　　　　　　　　　　　　　トーク＆コンサート
　　　　　　　　　　　　　　　「ゴスペルソングに救われて」
　○講師：市岡裕子さん（ゴスペル歌手）
　○参加者：２９３名
◎「２０１２年度阿山人権学習会」
　○日時：２０１３年２月１５日（金）午後７時３０分～午後９時
　○場所：阿山保健福祉センター　ホール
　○内容：トーク＆コンサート
　○講師：小池千鶴子＆リトルギャルズ
　○参加者：１３１名
また、阿山公民館が主催する「２０１２年度あやま人権・同和問題学
習講座」（全４回）の開催を支援しました。

多くの市民に参加していただき、参加者に、あら
ゆる人権問題について考える機会を提供すること
ができました。現状では、講演会・研修会等への
参加者が一部固定化してしまっており、今後、よ
り幅広く多くの市民に参加していただけるよう、
講演会・研修会等の情報の発信、周知の方法等を
工夫していく必要があります。

Ａ

93 大山田支所
住民福祉課

参加数 ９月１９日に男女共同参画推進セミナーを開催します。
　参加数　１４０名

第１回男女共同参画推進セミナーを開催しました。
　日時：平成２４年９月１９日（水）午後７時３０～９時
　場所：ライトピアおおやまだ　ホール
　演題：「女性の人権～気づきからはじめよう、わたしからはじめよ
う～」
　講師：四日市市教育委員会　三輪　真裕美
　参加者：９５名

　第2回男女共同参画推進セミナーを開催しました。
　日時：平成２５年２月2４日（日）　午後１時３０分～３時
　場所：大山田農村環境改善センター
　演題：「災害時に問われる地域力」～老若男女で担うコミュニティ
防災～
　講師：ＮＰＯ政策研究所　相川　康子
　参加者：３７名

普段はあまり意識しない男女の役割分担について
の話を聞くことで、毎日の生活のなかで気づき男
女共同参画社会のあるべき姿について考えること
ができました。

Ｂ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

94 青山支所住
民福祉課

参加者数 男女共同参画地域リーダー研修を開催します。
①人権・解放講座にて開催
②男女共同参画研修会を開催
参加予定数：130人（①②合計）

男女共同参画地域リーダー研修を開催しました。
①人権・解放講座
日時：平成２４年６月１５日（金）午後７時３０分～９時
場所：青山文化センター
演題：「地域・家庭のなかで考える共同参画―いい関係をつくると
は」
講師：関西大学人権問題研究所
　　　委嘱研究員　源 淳子さん
参加者：８６人

②男女共同参画研修会
日時：平成２５年３月２１日（金）午後７時３０分～９時
場所：青山福祉センター
講師：津市教育委員会事務局　古田 賢子さん
内容：地域住民を対象とした男女共同参画に関する研修会

DVの定義について、実例を交えた講演はとても勉
強になりました。多くの参加者が、「DVの定義に
ついて、勘違いしていた。今夜ここに来てよかっ
た。企業内の研修でも話したい」との声がありま
した。しかし、遠方から来ていただいた講師さん
であったため、講演後の質疑応答の時間が十分に
取れなかったのが残念でした。

Ｃ

⑥家庭教育への男性の参加促
進

学校（園）において、男性が家庭教育に参加するきっか
けになるような行事や、地域でのＰＴＡ活動の内容を充
実させます。

95 人権政策・
男女共同参
画課

学校（園）を通じて、男性が子育てに参加するきっかけになるよう
な講座、研修のＰＲを行います。

「三重県内男女共同参画連携映画祭２０１２」や「父子料理教室」の
開催のチラシを、学校（園）を通じて配布しました。

どちらのイベントも定員を満たし、家庭教育につ
いて考えるきっかけを提供しました。

Ａ

96 学校教育課 男女ともに参加しやすい
「PTA活動の内容の充実」等
を図った学校(園)数

学校(園)において、家庭教育への男性の参加促進に向けて。授業参
観の工夫とPTA活動の内容を充実します。

すべての学校（園）において、男女ともに参加しやすい「授業参観の
工夫・PTA活動の内容の充実」を図りました。

まだまだ、男性の参加率が低いので、今後も、家
庭教育への男性の参加促進に向けて。授業参観の
工夫とPTA活動内容の充実が必要です。 Ｂ

⑦民生委員児童委員研修 常に住民の立場に立って必要な支援を行えるよう、研修
を実施します。

97 厚生保護課 研修実施回数
研修参加者数

民生委員児童委員連合会の自主運営で人権研修を実施します。
民生委員児童委員、主任児童委員に対し、地元地区での人権研修会
へ参加するよう促します。

・伊賀市民生委員児童委員連合会が総会の第Ⅱ部の全体研修として、
人権研修講演会を開催しました。
　日時：平成２４年6月1日（金）午後2時３０分～午後3時１５分
　場所：あやま文化センター「さんさんホール」
　内容（演題）：「福祉と人権について」
　講師：人権生活環境部人権政策・男女共同参画課大橋久和課長
　内容（演題）：「福祉と人権について」
　参加者：約200人
・地元地区での人権研修会への参加実績については、２～３月実施予
定を含めて、５月頃に各地区民生委員協議会の事業報告により集約し
ます。

　全体研修として多くの方に参加いただき、障が
い者差別や東日本大震災、原発事故に伴う放射能
汚染等の風評による差別や人権侵害の課題と
2009年市民意識調査結果からみえてくるものに
ついて、事例からそこにつながる社会背景にも学
び、課題としてとらえていく必要があることを認
識しました。今後も自主運営による人権研修を継
続していただけるよう要請していきます。

Ｂ

①企業への訪問啓発 98 人権政策・
男女共同参
画課

訪問企業数 企業の人権意識の向上を目指し、企業の取組についての聞き取りや
市の人権関連事業について丁寧に啓発していきます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、企業・事業所の取組みの実態の把握や人権問
題への取組みを推進しました。

企業訪問と通して、人権問題についての意識を高
めてもらうきっかけにはなりましたが、企業訪問
自体が形骸化する傾向があります。

Ｂ

99 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問します。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、企業・事業所の取組みの実態の把握や人権問
題への取組みの推進行いました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について企
業や事業所間で温度差がありました。 Ｂ

100 伊賀支所振
興課

訪問企業数 従業員２０人以上の企業をを対象に企業訪問を行います。 職員が２人１組で管内企業３４社に出向き、企業訪問を実施しまし
た。

人権啓発の推進や企業の取組などが確認できたい
い機会でした。しかし、各企業で取り組みに大き
くばらつきがあり、特に障がい者や外国人雇用に
見えてこない部分があったので今後、企業訪問の
充実と推進をさらに図っていく必要があると感じ
ました。

Ｃ

101 島ヶ原支所
振興課

資料配布数 企業への訪問啓発時にＣＳＲやＩＳＯ２６００についての関係資料
を配布します。

企業・事業所訪問人権啓発事業事業を実施しました。
実施日：平成２４年１１月１５日～３０日
支所管内企業：１４社
内容：企業の取組みについて聴き取り調査、啓発用パンフレット・資
料等による指導及び研修等取組みの推進依頼並びに情報提供を行いま
した。

支所管内企業１４社でのCSRの取組み現状を聴き
取り調査を行い、今後、更なる取組みの推進をお
願いしました。

Ｂ

102 阿山支所住
民福祉課

訪問企業数 支所管内の企業・事業所への訪問による人権啓発を実施します。
（対象：１７社）

支所管内の企業・事業所への訪問による人権啓発を実施しました。
○期間：２０１２年１０月３１日（水）～１１月３０日（金）
○訪問企業・事業所数：１７
○内容：各企業・事業所における人権に関する取り組みの実態の把握
　　　　及び今後の取り組みの推進を促すことを目的とした啓発等の
　　　　実施。

訪問して関係者と直接対話することにより、企
業・事業所における人権に関する取り組みの必要
性等を、より効果的に啓発することができまし
た。企業・事業所内において人権に関する問題が
特に発生していないこと等を理由に、企業・事業
所内での人権に関する研修会等の実施に消極的な
回答をする企業・事業所が多いため、今後、研修
の必要性をさらに啓発していく必要があります。

Ｂ

103 大山田支所
振興課

訪問企業数 支所管内の事業所を訪問します。
　訪問予定事業所数：２６社

企業訪問による聴き取り・啓発を実施しました。
時期：１１月～１月
訪問事業所数：２７
内容：取組みについて聴き取り、市の人権関連事業について啓発

ほとんどの企業で講演会等への社員派遣や社員へ
の周知を行っています。１／４の企業で社内研修
を実施していないのでこの割合を減らしていくよ
う啓発をしていきます。

Ｂ

104 青山支所住
民福祉課

訪問企業数 人権啓発企業訪問を実施します。
　訪問企業数：２２社

企業訪問による啓発を行いました。
期間：１１月１２日～１６日
訪問事業所数：２５社
市統一の訪問調査表を用いて、女性管理職登用や公正採用についての
聞き取り等や企業同和問題研修会への参加呼びかけなどを行いまし
た。

昨年度訪問できなかった企業にも、今年度はすべ
てを訪問することができました。しかし、訪問は
できましたが、十分に時間を取って聞き取りを行
えなかった企業が２社ありました。 Ｂ

従業員が一定数以上の事業所を対象に、公正採用選考及
び事業所内の人権啓発の推進について、市職員が企業を
訪問し、取組についての聞き取りや市の人権関連事業に
ついて啓発します。また、企業の社会的責任（CSR）
への取組を聞き取るとともに、ISO26000について紹
介し、企業内における自主的な人権啓発の取組ができる
よう支援します。

４
・
企
業
・
民
間
団
体
に
お
け
る
人
権
教
育
の
推
進
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

②人権担当者研修 企業・商店・商工関係団体における主体的な人権教育へ
の取組を促すため、企業や商工団体などの人権担当者を
対象とする研修会の情報提供を行います。

105 人権政策・
男女共同参
画課

訪問企業数 商工労働観光課と連携し、企業や商工団体に対し研修会の情報提供
を随時行います。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、人権担当者を対象とする研修会の情報提供を
行ないました。

研修会参加に対して理解を示す企業が企業訪問を
重ねることを通して増えてきていますが、実際の
企業の研修会参加率は低いといえます。

Ｂ

106 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、人権担当
者を対象とする研修会の情報提供を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、人権担当者を対象とする研修会の情報提供を
行ないました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について企
業や事業所間で温度差がありました。 Ｂ

107 伊賀支所振
興課

訪問企業数 企業訪問時に研修会の開催日時などを紹介します。 企業訪問の際、人権研修に関する開催チラシなどの情報提供を行いま
した。
３４社

情報提供が少なかったと感じたので今後、充実し
た情報提供に努めます。

Ｃ

108 島ヶ原支所
振興課

資料配布数 支所職員による企業啓発訪問時に、研修会講師の補助制度について
説明し、関係資料を配布します。

企業・事業所訪問人権啓発事業事業を実施しました。
実施日：平成２４年１１月１５日～３０日
支所管内企業：１４社
内容：企業の取組みについて聴き取り調査、啓発用パンフレット・資
料等による指導及び研修等取組みの推進依頼並びに情報提供を行いま
した。

啓発用パンフレット・資料等を配布し、今後、講
演会、研修等の開催にあたっては三重県から講師
料に対する助成制度がある説明し活用促進をしま
した。 Ｂ

109 阿山支所住
民福祉課

企業・事業所等への案内数 支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿山支部等に、人権広報誌
等を通じて支所管内で開催する人権に関する講演会等について案内
し、参加を呼びかけます。

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿山支部等に、人権広報誌等
を通じて支所管内で開催する人権に関する講演会等について案内し、
参加を呼びかけました。（送付対象企業・事業所等数：２５）

支所管内で開催する人権に関する講演会等への、
企業・事業所等からの参加が増えました。今後
も、人権広報誌等を通じて企業・事業所等への講
演会等の案内を継続して行い、企業・事業所等に
おける人権に関する研修の機会としての参加が増
えるよう、図っていく必要があります。

Ｂ

110 大山田支所
振興課

情報提供数 大山田人権問題企業連絡会人権講演会や他部署開催の講演会・研修
会の案内をします。
　予定情報提供数：３回

大山田人権問題企業連絡会関連事業の案内をします。
人権講演会：３月に実施予定
総会の研修会（講演会）：平成２４年８月２２日、演題「企業と人
権」、講師伊賀市人権政策男女共同参画課大橋課長、２３名参加
三重県雇用経済部主催講演会：平成２４年１１月８日、「障がい者雇
用セミナー」、講師二見武志、１名参加予定であったが仕事で欠席
提供回数：２回

３月の人権講演会は、開催時間が夜のため参加者
が多いと思われますが、他の２つは昼開催のため
参加人数が少ないでした。開催時間等の検討が必
要と思われます。 Ｂ

111 青山支所住
民福祉課

参加者数 企業人権・同和問題研修会を開催します。
　参加予定者数：４０人

企業人権・同和問題研修会を開催しました。
日時：平成２４年１１月３０日（金）午後２時～３時３０分
場所：青山福祉センター
演題：「差別事件に学ぶ」
講師：滋賀県栗東市役所商工観光労政課 就労支援係長　的場 紀雄さん
参加者：２８人

長年にわたり、企業の人権担当者を招聘しての研
修でしたが、今回、視点を変えて地方行政の担当
者を招聘し、差別事件の対応等、これまであまり
知られていなかった行政の動きや啓発のあり方等
を聞き、今後の企業啓発のヒントを得ました。し
かし、当日参加者が少なかったことが残念でし
た。

Ｃ

③企業における雇用主研修 企業における人権問題に対する理解・認識を深めるた
め、雇用主を対象とした研修会の情報提供を行います。

112 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、雇用主を
対象とする研修会の情報提供を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、雇用主を対象とする研修会の情報提供を行な
いました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について企
業や事業所間で温度差がありました。 Ｂ

④講師の紹介、教材・資料等
の支援

113 人権政策・
男女共同参
画課

ビデオ・ＤＶＤ、啓発パネル
の貸し出し数、講師紹介数

企業・商店・商工関係団体に対し関係部署も含め、人権問題をテー
マにしたビデオやＤＶＤ、啓発パネルを貸し出します。また、希望
があれば研修会講師の紹介を行います。
　目標件数：10件

企業各種団体に対して人権問題をテーマにしたビデオやＤＶＤの貸し
出しを行いました。貸出し件数：２件

企業・商店・商工関係団体に対しビデオやＤＶ
Ｄ、啓発パネルによる人権問題への取組について
啓発を行っていますが、さらに徹底していく必要
があります。

Ｂ

114 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、研修会講
師の紹介や教材・資料等の支援の情報提供を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、研修会講師の紹介や教材・資料等の支援の情
報提供を行ないました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について企
業や事業所間で温度差がありました。 Ｂ

115 伊賀支所住
民福祉課

訪問企業数 企業訪問時に講演会の講師などを紹介します。 企業訪問のに教材・資料等の情報提供を行いました。
３４社

企業訪問時に講師に関する情報提供が少なかった
と感じたので今後、充実した情報提供に努めま
す。 Ｃ

116 島ヶ原支所
住民福祉課

訪問企業数 支所職員による企業啓発訪問時に、研修会講師の補助制度について
説明し、関係資料を配布します。

１１月１５日～３０日に支所職員による企業啓発訪問を実施し、研修
会講師の補助制度について説明し、関係資料を配布しました。

1社でも多く取り組んでもらえるよう企業訪問を継
続していきます。

Ｂ

117 阿山支所住
民福祉課

企業・事業所等への広報誌送
付数

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿山支部等に人権広報誌を
送付し、支所管内で開催する人権に関する講演会等について案内
し、参加を呼びかけるとともに、人権に関するさまざまな情報を提
供します。

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿山支部等に人権広報誌を送
付し、支所管内で開催する人権に関する講演会等について案内し、参
加を呼びかけるとともに、人権に関するさまざまな情報を提供しまし
た。（送付対象企業・事業所等数：２５）

支所管内で開催する人権に関する講演会等への、
企業・事業所等からの参加が増えました。今後
も、企業・事業所等へ人権広報誌を継続して送付
し、講演会等の案内、人権に関するさまざまな情
報の提供等を行い、企業・事業所等における人権
に関する研修が充実するよう、図っていく必要が
あります。

Ｂ

118 大山田支所
住民福祉課

資料の配布数 要請があれば、随時管内の企業、関係機関、各種団体に講師の紹
介・教材・資料の提供を行います。

企業訪問や関係者の会議の際、教材や資料の提供を行いました。
資料の配布数：72部

企業や各種団体が自主的に研修に取り組める機会
を提供することにより、企業等の人権啓発につな
がりました。 Ｂ

企業・商店・商工関係団体の従業員や職員等に対して、
人権問題に対する理解・認識を深めるとともに、主体的
な取組を促すため、関係部署と調整を図りながら、企
業・商店・商工関係団体の研修会講師の紹介や教材・資
料等の支援を行います。

（12）



２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

119 青山支所住
民福祉課

参加者数 企業人権・同和問題研修会を開催します。
　参加予定者数：４０人

企業人権・同和問題研修会を開催しました。
日時：平成２４年１１月３０日（金）午後２時～３時３０分
場所：青山福祉センター
演題：「差別事件に学ぶ」
講師：滋賀県栗東市役所商工観光労政課 就労支援係長　的場 紀雄さん
参加者：２８人

長年にわたり、企業の人権担当者を招聘しての研
修でしたが、今回、視点を変えて地方行政の担当
者を招聘し、差別事件の対応等、これまであまり
知られていなかった行政の動きや啓発のあり方等
を聞き、今後の企業啓発のヒントを得ました。し
かし、当日参加者が少なかったことが残念でし
た。

Ｃ

⑤総合評価制度の導入 市の入札制度に総合評価落札方式の導入を進めるにあた
り、社内での人権に配慮した取組を、その要件として考
慮するように努めます。

120 契約監理室 参加業者数 総合評価方式の入札において、社会貢献度における項目の一つとし
て、人権政策への取組みを考慮します。

総合評価の評価項目への追加は平成２５年度からを予定しており、平
成２４年度は準備期間と位置づけ、建設業者に人権講演会等への積極
的な参加を促しました。（ホームページにて周知）

総合評価落札制度に係る対象事業として、講演
会・セミナーなど１７講座と連続講座３講座を指
定し、建設業者に積極的に参加いただきました。 Ａ

①人権に関する基本的な考え
方の普及・啓発

人権に関する基本となる「伊賀市における部落差別をは
じめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例」及び「伊
賀市人権尊重都市宣言」の理念、内容の普及・啓発を進
めます。

121 人権政策・
男女共同参
画課

各種講演会参加者に対して実
施したアンケート結果

ひゅーまんフェスタ２０１２、人権を考える市民のつどい等を通
じ、人権に関する基本理念の普及に努めます。
　アンケート結果満足度目標値：80％

ひゅーまんフェスタ２０１２開催時のアンケートでは、「よかった」
とする率が８３パーセントでした。
また、人権を考える市民の集い開催時のアンケートでは、「よかっ
た」とする率が９５％にのぼりました。

ひゅーまんフェスタでは、参加人数をさらに増や
す工夫が必要です。

Ａ

122 伊賀支所住
民福祉課

人権啓発担当者会議で人権研修を行います。 人権啓発担当者会議で人権研修を実施しました。
 (5/11･7/11･8/10･9/11･12/11･1/11)

学習を積むことにより、各所属担当として自覚を
もつことができました。後日、各所属の職員に研
修内容を還元することで充実が図られました。 Ａ

123 島ヶ原支所
住民福祉課

講演会や企業啓発訪問時に条例や宣言に関する資料を配布します。 １１月１５日～３０日に実施した企業啓発訪問時に条例や宣言に関す
る資料を配布しました。

時間の限られた中での訪問ですが、継続していき
ます。

Ｂ

124 阿山支所住
民福祉課

支所管内で開催する講演会等の機会に、関係条例等に関する資料等
を配布し、普及・啓発を進めます。

支所管内で開催する人権に関する講演会等や企業・事業所人権啓発訪
問等の機会に、関係条例等を掲載した資料等（『第２次伊賀市人権施
策総合計画【概要版】』『２０１２年度人権作品集』等）を配布し、
普及・啓発を進めました。

今後、さらに多くの機会を通じて、関係条例等の
普及・啓発を進めていく必要があります。

Ｃ

125 大山田支所
住民福祉課

リーフレット等の配布数 リーフレットを窓口に設置し、また関係会議の際に配布しまます。
　配布予定数：３００部

　人権啓発地区別懇談会でリーフレットを配布しました。
　　配布数：４７３部

市民意識調査のリーレットを使うことにより、人
権問題に関する市民の意識を統計を使って説明す
ることができ、効果的な啓発が期待できます。 Ｂ

126 青山支所住
民福祉課

参加者数 人権啓発地区別懇談会を開催します。
　参加予定者数：２５０人

人権問題地区別懇談会を開催しました。
開催地区数：5地区
参加者：11月24日（土）（種生地区）40人
　　　　12月22日（土）（桐ケ丘地区）48人
　　　　1月16日（水）（上高尾地区）36人
　　　　1月22日（火）（老川地区）31人
　　　　2月9日（土）（下高尾地区）29人
内容：人権啓発地区別懇談会のテーマを部落問題として、『２００９
年の人権問題に関する伊賀市民意識調査』から寝た子を起こすな、結
婚差別、忌避意識等についてグループ討議を行いました。また、桐ヶ
丘八地区では地区が主体となって人権啓発講演会を開催し、地域住民
が人権・同和問題について考え、話し合う機会を設けました。

前回（３年前）よりすべての地区で参加者が増え
ました。なお、桐ケ丘地区に関しては、自治協か
らの要望で講演会形式を採用しました。

Ｂ

②さまざまな人権に関する条
例や憲章等の普及・啓発

127 人権政策・
男女共同参
画課

地域で開かれる講演会や会合等の当課スタッフが出席するあらゆる
場面において、さまざまな人権課題について条例や憲章に触れなが
ら人権啓発を進めます。目標回数：5回
男女共同参画推進のためのイベント、講演会等で、条例や理念を記
載したパンフレットを広く市民に配布し、内容の普及・啓発を進め
ます。

男女共同参画推進のためのイベント、講演会等で、「第２次伊賀市男
女共同参画基本計画」(条例記載)のパンフレットを広く市民に配布しま
した。

「伊賀市男女共同参画推進条例」の内容の普及に
努めました。

Ｂ

128 障がい福祉
課

啓発チラシ配布回数 市広報や市ホームページにユニバーサルデザインについての啓発記
事を掲載するとともに、講演会やイベント等でチラシを配布するな
ど市民に対し理念の普及・啓発を行います。
　啓発チラシ配布回数：５回

１０月１日より開始された「三重おもいやり駐車場利用証制度」につ
いて、市広報や市ホームページに掲載するとともに、12月の障害者週
間の街頭啓発の際もチラシを配布し、制度の啓発及びユニバーサルデ
ザインの理念の普及を行いました。
啓発チラシ配布回数　1回

市広報・市ホームページへの掲載や街頭啓発を行
うことによりユニバーサルデザインの理念を普及
することができました。今後ももあらゆる機会を
通じてユニバーサルデザインの理念の普及に努め
ていきます。

Ｃ

129 こども家庭
課

取組保育所（園）数 さまざまな機会や媒体を通じて、「児童の権利に関する条約」の内
容等について啓発を進めます。

保護者の集まる機会を利用し啓発しました。実施保育所(園)15 「児童の権利に関する条例」の内容を園だより等
で啓発するようにしましたが、周知できていない
ので啓発を続けます。 Ｃ

130 学校教育課 人権に関する条例等について
の学習を実践した学校(園)数

学校(園)において、人権に関する条例等についての学習を実践しま
す。

36校（園）中26校（園）が、社会科を中心として人権に関する条例
等についての学習を実施しました。

すべての学校（園）において、人権に関する条例
等についての学習を実践することが必要です。ま
た、各校のカリキュラムに位置づけられるよう働
きかけます。

Ｃ

131 生涯学習課 チラシ配布回数 青少年健全育成推進大会で、いがっ子憲章のチラシを配布し、啓発
を行います。

青少年健全育成促進大会や伊賀市甲賀市青少年育成交流会、ふるさと
学校スタンプラリー、及びスポーツ少年団スポーツ大会開催時に、い
がっこ憲章のチラシを配布するとともに、スポーツ少年団スポーツ大
会では子どもたちとともにいがっこ憲章を読み上げ、啓発に努めまし
た。

本年度は昨年度より多くの事業開催時にチラシを
配布することができ、啓発の推進を行うことがで
きました。今後も配布・啓発の機会を増やすよう
努めます。 Ａ

132 伊賀支所住
民福祉課

人権パネル展、原爆パネル展を開催します。 ○男女共同参画パネル展を開催しました。(6/23～29)
 「STOP THE 暴力」､「ワーク･ライフ･バランス」
○原爆パネル展を開催しました。(8/3～15)
○人権パネル展を開催しました。(11/21～12/10)

市民に法律や条令などを効果的に周知、啓発する
ことができました。しかし、パネルが毎年同じよ
うな内容のため、見直しの必要性があると感じま
した。

Ｂ

133 島ヶ原支所
住民福祉課

講演会や企業啓発訪問時に条例や宣言に関する資料を配布します。 １１月１５日～３０日に実施した企業啓発訪問時に条例や宣言に関す
る資料を配布しました。

時間の限られた中での訪問ですが、継続していき
ます。

Ｂ

「世界人権宣言」をはじめ「児童の権利に関する条
約」、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」、
「人権が尊重される三重をつくる条例」、「三重県男女
共同参画推進条例」、「三重県ユニバーサルデザインの
まちづくり推進条例」、「伊賀市子ども健全育成条
例」、「伊賀市男女共同参画推進条例」等人権に関する
条例等について、その理念や内容の普及・啓発を進めま
す。

５
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条
例
や
人
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事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番
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実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

134 阿山支所住
民福祉課

毎月開催する「人権啓発パネル展」のテーマに、「世界人権宣言」
や「児童の権利に関する条約」等を取り上げ、普及・啓発を進めま
す。

毎月開催する「人権啓発パネル展」のテーマに、「世界人権宣言」
（差別をなくす強調月間中／１１月１日〔木〕～１２月１０日〔月〕
開催）や「国際人権条約」（１０月／１０月１日〔月〕～３０日
〔火〕開催）を取り上げ、普及・啓発を進めました。

見学者に、「世界人権宣言」や主な国際人権条約
の理念や内容等を伝えることができました。パネ
ル展をより多くの市民に見学していただけるよ
う、開催についてさらに情報の発信、周知等を
行っていく必要があります。

Ｂ

135 大山田支所
住民福祉課

リーフレット等の配布数 リーフレットを窓口に設置し、また関係会議の際に配布しまます。
　配布予定数：３００部

　人権啓発地区別懇談会事前説明会でリーフレットを配布しました。
　　配布数：４５部

市民意識調査のリーレットを使うことにより、人
権問題についての市民の意識を統計を使って説明
することができ、効果的な啓発が期待できます。 Ｂ

136 青山支所住
民福祉課

参加者数 人権啓発地区別懇談会を開催します。
　参加予定者数：２５０人

人権問題地区別懇談会を開催しました。
開催地区数：5地区
参加者：11月24日（土）（種生地区）40人
　　　　12月22日（土）（桐ケ丘地区）48人
　　　　1月16日（水）（上高尾地区）36人
　　　　1月22日（火）（老川地区）31人
　　　　2月9日（土）（下高尾地区）29人
内容：人権啓発地区別懇談会のテーマを部落問題として、『２００９
年の人権問題に関する伊賀市民意識調査』から寝た子を起こすな、結
婚差別、忌避意識等についてグループ討議を行いました。また、桐ヶ
丘八地区では地区が主体となって人権啓発講演会を開催し、地域住民
が人権・同和問題について考え、話し合う機会を設けました。

前回（３年前）よりすべての地区で参加者が増え
ました。なお、桐ケ丘地区に関しては、自治協か
らの要望で講演会形式を採用しました。

Ｂ

①差別をなくす強調月間事業
の推進

毎年11月11日から12月10日を『差別をなくす強調月
間』と定め、各支所において、人権を考える市民のつど
いやフェスティバル、人権パネル展等を実施します。

137 人権政策・
男女共同参
画課

参加者満足度 人権を考える市民の集いを開催します。
　参加者満足度（目標）70％（アンケートで「とてもよかった」も
しくは「よかった」と答えた人）

人権を考える市民の集いを開催しました。
開催時に実施したアンケートでは、催しを「よかった」とする率が９
５％に上りました。
日時：平成２４年１２月１日（土）午後１時３０分～４時
場所：伊賀市文化会館　さまざまホール
演題：心の窓を少し拓いて～身近な人権問題を考える
講師：大阪府貝塚市立東小学校　学校長　明石一朗さん
参加者：７００人

　アンケートの結果から、ある一定の効果は上げ
られたと考えております。
　昨年に引き続き参加いただいている旨の記載が
アンケートに見られましたので、多くの方に定期
的に参加いただけるよう、事業内容をさらに充実
していきます。

Ａ

138 伊賀支所住
民福祉課

参加者数 強調月間期間中、地区や学校と連携してフェスティバルや集い、人
権パネル展を開催します。

いがまち差別をなくす強調月間事業を実施しました。
○人権パネル展:11/11～12/10
○霊中の集い(11/14⇒210名)
○差別をなくすいがまちの集い(11/16 ⇒369名)
○柘植小･中学校区人権フェスティバル(11/2⇒380名)
○いがまち3校6年生の集い(12/14⇒100名)

地区や学校と連携して人権問題に取り組むこと
で、市民に幅広く啓発することができました。し
かし、十分浸透できず参加者が少なかった事業も
あり、内容を検討する余地があると感じました。 Ｂ

139 島ヶ原支所
住民福祉課

参加者数 「人権のつどい」の中で、人権作品の表彰と作文の朗読、人権講演
会を実施します。

１１月２４日に、島ヶ原会館ふれあいホールで開催しました「人権の
つどい」の中で、小中学生の人権作品の表彰と作文の朗読、人権講演
会を実施し、７９名の参加がありました。
　演題：輝いて生きる（トーク＆コンサート）
　講師：南　修治さん

名の参加があり、一人でも多くの市民に参加して
もらえるよう内容を充実していきます。

Ｂ

140 阿山支所住
民福祉課

参加者数 差別をなくす強調月間中の事業として、「阿山地区人権フェスティ
バル２０１２」や人権作品展、世界人権宣言に関するパネル展等を
開催します。

差別をなくす強調月間中の事業として、下記のとおり事業を実施しま
した。
◎「阿山地区人権フェスティバル２０１２」
　○日時：２０１２年１１月１７日（土）午後１時３０分～午後４時
　○場所：あやま文化センター　さんさんホール
　○内容：【第１部】人権作品表彰と人権作文朗読
　　　　　【第２部】講演・トーク＆コンサート
　　　　　　　　　　演題　講演「人生あきらめたらあかん！」
　　　　　　　　　　　　　トーク＆コンサート
　　　　　　　　　　　　　　　「ゴスペルソングに救われて」
　○講師：市岡裕子さん（ゴスペル歌手）
　○参加者：２９３名
◎「阿山人権ポスター展」
　○期間：２０１２年１１月９日（金）～１２月１６日（日）
　○場所：あやま文化センター　エントランスホール
　○内容：阿山地区児童・生徒の人権ポスターの展示
◎「世界人権宣言パネル展」
　○期間：２０１２年１１月１日（木）～１２月１０日（月）
　○場所：阿山支所　ロビー
　○内容：「世界人権宣言」に関するパネルの展示
この他、企業・事業所訪問人権啓発事業、阿山支所職員による人権街
頭啓発、阿山地区の人権擁護委員と阿山支所職員による広報車による
人権巡回啓発、阿山支所前への懸垂幕・のぼりの設置等の事業を実施
しました。

事業へ参加していただくこと等を通して、多くの
市民に、人権について考える機会を提供すること
ができました。今後、より多くの市民への人権啓
発の機会となるよう、差別をなくす強調月間中に
実施する事業について、さらに幅広く情報の発
信、周知等を行っていく必要があります。

Ａ

141 大山田支所
住民福祉課

参加者数 １２月９日に「おおやまだ人権フェスティバル２０１２」を開催し
ます。
　予定参加数：２００人

　「大山田人権フェスティバル２０１２」を開催しました。
　　日時：平成２４年１２月９日　午後１時３０分～４時３０分
　　場所：大山田農村環境改善センター
　　内容：人権作品表彰・入選作文朗読
　　　　　人権講演『東日本大震災と人権～被災地の現状と社会的弱
者』
　　講師：ＮＰＯ人権センターＨＯＲＩＺＯＮ　事務局長　片岡遼平
　　参加数：２１５名

人権作品表彰・人権作文朗読では、小学生・中学
生の人権作品の発表を通じて、参加者の人権につ
いての理解を深めました。人権講演では、東日本
大震災の被災地の現場報告を聞きくことで、改め
て人権問題について考える機会を提供しました。 Ａ
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指標

142 青山支所住
民福祉課

参加者満足度 「人権のつどい」を開催します。
　参加者満足度：７０％（アンケートで「よかった」と答えた人）

「人権のつどい」を開催しました。
日時：平成２４年１２月８日（土）午後１時３０分～４時３０分
会場：青山ホール
【第一部】
人権作品の表彰と青山小中学生による受賞人権作文の朗読発表。青山
小学校児童によるペープサート劇の披露と青山中学校における人権平
和学習の取り組み発表。
【第二部】
講演会と伝統人形芝居
演題：「福を運んだ人形つかい」
講師：徳島芝原生活文化研究所代表　辻本一英さん
　　　阿波木偶箱廻しを復活する会代表　中内正子さん、南公代さん
参加者：296人
アンケート回収数：117枚

「とてもよかった」69　「よかった」47　合計
116　満足度99，1％でした。
なお、昨年度より参加者減となりました。

Ｂ

②人権フェスティバル 年１回全市を対象として、部落差別をはじめとするあら
ゆる差別の撤廃と市民一人ひとりの豊かな人権感覚を磨
くため、参加者の感性に訴える公演等を開催します。

143 人権政策・
男女共同参
画課

参加者満足度 ひゅーまんフェスタ２０１２を開催し、講演を通して、アジア・太
平洋戦争について振り返り、命の尊さ・戦争の無意味さを考えても
らう機会とします。
　参加者満足度（目標）：80％

ひゅーまんフェスタ２０１２を開催しました。
日時：平成２４年７月２９日（日）午後２時～４時
場所：ヒルホテルサンピア伊賀４階白鳳の間
演題：戦争を聴くⅡ　アジア・太平洋戦争を考えるー戦争はなぜ回避
できなかったのか
講師：一橋大学大学院教授　吉田　裕さん
参加者：１３０人

開催時に実施したアンケートでは、「よかった」
と答えた人が８３パーセントに上り、効果があっ
たと考えられます。今後は参加人数を増やしてい
くよう工夫する必要があります。 Ａ

③人権問題講演会 人権問題をテーマとした講演会を、各支所や隣保館で開
催します。

144 人権政策・
男女共同参
画課

参加者満足度 人権を考える市民の集いを開催します。
　参加者満足度（目標）70％（アンケートで「とてもよかった」も
しくは「よかった」と答えた人）

人権を考える市民の集いを開催しました。
開催時に実施したアンケートでは、催しを「よかった」とする率が９
５％に上りました。
日時：平成２４年１２月１日（土）午後１時３０分～４時
場所：伊賀市文化会館　さまざまホール
演題：心の窓を少し拓いて～身近な人権問題を考える
講師：大阪府貝塚市立東小学校　学校長　明石一朗さん
参加者：７００人

　アンケートの結果から、ある一定の成果は上げ
られたと考えております。
　昨年に引き続き参加いただいている旨の記載が
アンケートに見られましたので、多くの方に定期
的に参加いただけるよう、事業内容をさらに充実
していきます。

Ａ

145 八幡町市民
館

研修の開催回数 来館する児童、教員に学校単位で研修会を開催し、地域や部落問題
を学んでいただきます。

研修会を市民館で４回開催しました。
　第１回　高校　教員５０名対象
　第２回　小学校　教員２５名対象
　第３回　小学校　児童１３０名対象
　第４回　仏教宗派　僧侶１０名対象

　地域や部落問題について研修を受けていただく
上で、実際に来館して地域を見ていただくこと
は、理解の向上につながります。 Ａ

146 下郡市民館 講演会参加者数 住民自治協議会とともに、人権問題講演会・人権ビデオフォーラム
を開催します。

住民自治協議会とともに、人権問題公演会を11月17日に実施し122
名が参加しました。人権ビデオフォーラムを2月7日に開催しました。

住民と行政が協働して取り組み、人権教育を推進
しました。参加者の拡大が課題です。

Ａ

147 寺田市民館 講演会開催数 中瀬ふれあい夏まつりにおいて、人権コンサートを開催します。小
学校、中学校の人権教育講演会を共催します。

中瀬ふれあい夏まつりにおいて、人権トーク＆コンサートを開催しま
した。中瀬小学校の人権教育講演会、城東中学校の人権コンサートを
共催しました。

各コンサート・講演会の火災については関係機関
と連携しながら企画し、好評を得ました。

Ａ

148 いがまち人
権センター

参加者数 保育園児、小学生、中学生の一年間の人権学習の発表の場として、
父母の会による「解放文化祭」を開催します。
　参加予定者数：２５０名

保育園児、小、中学生の年間の人権学習の取り組みを発表し、反差別
の仲間の輪をひろげるため｢解放文化祭｣を開催しました。
実施回数、参加者数：１回　250名

　保育園児、小学生、中学生の人権学習の成果の
発表、父母の会からの呼びかけを行うことによ
り、差別に対する怒りと、反差別の仲間の輪をひ
ろげることができた。

Ａ

149 ライトピア
おおやまだ

参加者数 おおやまだ人権大学講座、ライトピア人権フェステバル、男女共同
参画推進セミナー、梅まつりを開催します。

部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃に向けた人権意識の高揚を
図るための啓発活動として人権大学講座等の事業を開催しました。
おおやまだ人権大学講座
開催日5月23日、6月16日、7月25日、8月22日、9月26日、10月
24日、11月14日、12月5日8回連続講座
受講生77人及び聴講生　　参加者数、延べ543人
人権啓発推進の館でありますライトピアの建設を記念して、竣工日と
同日に人権フェスティバルを開催しました。
ライトピア人権フェスティバル開催日7月9日　　参加者数166人
男女が共にいきいき暮らせる社会を目指して男女共同参画推進セミ
ナーを開催しました。
男女共同参画推進セミナー開催日9月19日　　参加者数９５人
年齢を問わず誰もが楽しく人権を学べる機会として梅まつりを開催し
ました。
梅まつり開催日3月22日　　参加者数250人

一人ひとりの人権が守られるためのあらゆる差別
の撤廃に向け、市民が人権について考え、正しく
学ぶ機会を広く提供できました。
市民全体に対してライトピアおおやまだの位置や
事業内容の認知度を上げることが課題でした。

Ａ

150 青山文化セ
ンター

参加者数
参加者満足度

人権・解放講座を開催します。
　参加予定者数：５００名
　参加者目標満足度：８０％以上

人権・解放講座を７回開催しました。
　時期：６月～１１月
　参加者：４５７名
　参加者満足度：８５．７５％

人権啓発のリーダー育成として実施しています
が、青山支所管内だけでなく、参加者は伊賀地区
に広がっています。また、人権・解放講座のアン
ケートにより満足度の評価もしており、全体平均
は85.75％になっています。
募集に対する応募者数は増加していますが、部屋
のキャパシティに限界があるため、満足度を指標
にし８０％を目標としています。

Ａ

151 伊賀支所住
民福祉課

参加者数 地区別懇談会リーダー研修会や人権・同和講演会を開催します。 地区懇リーダー研修会を開催しました。
総数(7/26⇒102名)､(8/30⇒65名)､(9/27⇒48名)

人権問題について正しく理解を深めることがで
き、地区や職場で研修に関して自覚をもつことが
できました。しかし、参加者が少ない時があり、
周知が足らなかったと感じました。

Ｂ
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自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

152 島ヶ原支所
住民福祉課

参加者数 市民一人ひとりが差別を取り組むきっかけづくりを目的として人権
講演会を実施します。

市民一人ひとりが差別を取り組むきっかけづくりを目的として、８月
５日に島ヶ原会館ふれあいホールで人権講演会を実施し、６９名の参
加がありました。
　演題：「人口減少と多文化共生」
　講師：NPO法人　愛伝舎　坂本久海子さん

市民の方が一人でも多く参加できるよう内容を充
実していきます。

Ｂ

153 阿山支所住
民福祉課

参加者数 「阿山地区人権フェスティバル２０１２」、「あやま人権・同和問
題学習講座」（４回／阿山公民館主催事業の支援）、「阿山人権学
習会」（１回）等を開催します。

人権に関する講演会・研修会等を下記のとおり開催しました。
◎「阿山地区人権フェスティバル２０１２」
　○日時：２０１２年１１月１７日（土）午後１時３０分～午後４時
　○場所：あやま文化センター　さんさんホール
　○内容：【第１部】人権作品表彰と人権作文朗読
　　　　　【第２部】講演・トーク＆コンサート
　　　　　　　　　　演題　講演「人生あきらめたらあかん！」
　　　　　　　　　　　　　トーク＆コンサート
　　　　　　　　　　　　　　　「ゴスペルソングに救われて」
　○講師：市岡裕子さん（ゴスペル歌手）
　○参加者：２９３名
◎「２０１２年度阿山人権学習会」
　○日時：２０１３年２月１５日（金）午後７時３０分～午後９時
　○場所：阿山保健福祉センター　ホール
　○内容：トーク＆コンサート
　○講師：小池千鶴子＆リトルギャルズ
　○参加者：１３１名
また、阿山公民館が主催する「２０１２年度あやま人権・同和問題学
習講座」（全４回）の開催を支援しました。

多くの市民に参加していただき、参加者に、あら
ゆる人権問題について考える機会を提供すること
ができました。現状では、講演会・研修会等への
参加者が一部固定化してしまっており、今後、よ
り幅広く多くの市民に参加していただけるよう、
講演会・研修会等の情報の発信、周知の方法等を
工夫していく必要があります。

Ａ

154 大山田支所
住民福祉課

参加数 １２月９日に「おおやまだ人権フェスティバル２０１２」を開催し
ます。
　予定参加数：２００人

「大山田人権フェスティバル２０１２」を開催しました。
　　日時：平成２４年１２月９日　午後１時３０分～４時３０分
　　場所：大山田農村環境改善センター
　　内容：人権作品表彰・入選作文朗読
　　　　　人権講演『東日本大震災と人権～被災地の現状と社会的弱
者』
　　講師：ＮＰＯ人権センターＨＯＲＩＺＯＮ　事務局長　片岡遼平
　　参加数：２１５名

人権作品表彰・人権作文朗読では、小学生・中学
生の人権作品の発表を通じて、参加者の人権につ
いての理解を深めました。人権講演では、東日本
大震災の被災地の現場報告を聞きくことで、改め
て人権問題について考える機会を提供しました。 Ｂ

155 青山支所住
民福祉課

参加者満足度 「同和問題講演会」を開催します。
　参加者満足度：７０％（アンケートで「よかった」と答えた人）

「同和問題講演会」を開催しました。
日時：平成２４年８月２６日（日）午後１時３０分～３時１５分
会場：青山ホール
演題：「報道と人権」
講師：TBSテレビﾞ報道局　解説・専門記者室長　杉尾 秀哉さん
参加者：2５１人
アンケート回収数：１８３枚

「とてもよかった」100　「よかった」76　合計
176　満足度96，1％でした。
なお、昨年度より参加者減となりました。

Ｂ

④男女共同参画フォーラム 伊賀市男女共同参画ネットワーク会議を中心に、女性も
男性もともに参画し、いきいきと生きられる社会の実現
をめざして、フォーラム「いきいき未来いが」を開催し
ます。

156 人権政策・
男女共同参
画課

参加者数
満足度（％）

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議会員主催の「いきいき未来い
が２０１２」を開催します。
　参加予定者数：４００人
　参加者満足度：５０％

男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2012」を開催しまし
た。
日時：平成24年6月11日（土）正午から午後４時
場所：ふるさと会館いが
参加者：424人
参加者満足度：９４％
テーマ：「縁」～つながっていますか？男と女（ひととひと）～
講師：フジテレビアナウンサー　笠井信輔さん

会員が、企画立案から係わり、参加者数、満足度
ともに指標を超え、満足のいく結果となりまし
た。男性、若年層の参加が少ないので、更なる工
夫が必要です。

Ｂ

⑤非核平和の推進 子どもが平和について理解・認識を深められるよう、非
核平和推進中学生広島派遣事業や原爆パネル展などを実
施します。

157 人権政策・
男女共同参
画課

広島派遣参加生徒数 ８月5日、６日に広島派遣を行い、平和記念資料館の見学などを行
います。
　派遣生徒数：１０名
また、８月１日から８月１５日まで銀座中央ギャラリーにて原爆パ
ネル展を開催します。
　展示期間：１５日間

８月5日、６日に広島派遣を行い、平和記念資料館の見学などを行いま
した。
派遣生徒数：１０名
また、８月１日から８月１５日まで銀座中央ギャラリーにて原爆パネ
ル展を開催しました。
展示期間：１５日間

８月５日からの２日間、市内の中学生１０人を広
島市に派遣し、市内の中学生一人ひとりが心をこ
めて折った千羽鶴を原爆の子の像へ捧げ、平和記
念資料館の見学や平和記念式典への参加を通じ
て、非核平和への学習を行いました。

Ｂ

158 いがまち人
権センター

パネル展見学者数 人権啓発を目的的として毎月テーマを変え人権パネル展を開催しま
す。８月は「反戦・原爆」をテーマに開催します。
　見学予定者数：４００名

人権啓発を目的的として毎月テーマを変え人権パネル展を開催しま
す。８月は「反戦・原爆」をテーマに開催しました。
　実施日数、見学者数：19日　47名
　アウシュビッツパネル展：14日　42名

　人権パネル展を新聞等のマスメディアをつうじ
て周知したことにより情報発信ができた。
　パネルの種類に限界があるため前年と同じ内容
の場合があり、新規購入や借受など展示内容の充
実が課題。

Ａ

159 伊賀支所住
民福祉課

原爆パネル展を開催します。 原爆パネル展を開催しました。(8/3～15) 戦争の悲惨さや命の尊さなどをパネル展を通じ、
正しく伝えることができました。しかし、例年同
じパネルを使用しているため見直しが必要である
と感じました。

Ｂ
160 島ヶ原支所

住民福祉課
支所において原爆パネルの展示を行い、また、終戦の日や原爆投下
の日に永久平和を願い、サイレンの吹鳴や防災無線放送を行いま
す。

8月1日から15日まで原爆のパネル展実施しました。また、8月6日、
9日、15日にサイレンの吹鳴や6回の放送による啓発を実施しまし
た。

継続して実施していきます。

Ｂ
161 阿山支所住

民福祉課
８月前半に、あやま文化センターで「原爆と人間展」、阿山支所ロ
ビーで「三重の戦争遺跡パネル展」を開催します。

８月１日（水）～１５日（水）に、あやま文化センターで「原爆と人
間展」、阿山支所ロビーで「三重の戦争遺跡パネル展」を開催しまし
た。

見学者に、戦争の悲惨さや平和・命の大切さ等を
伝えることができました。パネル展をより多くの
市民に見学していただけるよう、開催についてさ
らに情報の発信、周知等を行っていく必要があり
ます。

Ｂ

162 大山田支所
住民福祉課

見学者数 ８月1日から８月１５日かけて原爆パネル展を設置します。
　見学者数：５０名

開催期間：平成２４年８月１日～１５日
開催場所：大山田農村環境改善センター玄関フロアー
見学者数：５３名

今回、本庁職員が移転され人数も増えたことで、
農村環境改善センターで実施したことで見学者が
昨年度より増となり、「原爆と人間展」パネルを
全部展示した。アンケートに於いては、記載され
る方が少ないようでした。

Ｂ

163 青山支所住
民福祉課

参加者数 「原爆と人間展」を開催します。
　参加予定数：１０００人
　県より戦跡パネルを借用
　開催期間：８月１日～８月１５日

「原爆と人間展」を開催しました。
開催期間：８月1日（水）～8月15日（水）
県より戦跡パネルを借用
参加者数：774人

会場立地条件により、主に夏休み中の児童生徒の
見学が多かったです。反面、40～50代の年齢層
の参加が少なかったです。 Ｂ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

①広報への掲載 広報「いが市」の人権コラムに、時事的で身近な人権問
題に関する内容について掲載し、市民の理解が深められ
るようにします。

164 人権政策・
男女共同参
画課

掲載回数 広報「いが市」の毎月1日号（1月は5日号）に人権コラムを掲載し
ます。
　掲載予定回数：12回

さまざまな人権課題をテーマに、毎月の市広報にコラム掲載を行いま
した。
掲載号：平成２４年４月１日号～２５年３月１日号
掲載回数：１２回

前回の市民意識調査では市民の間の当該コラムの
認知度が低く、読者に読んでもらえるようテーマ
や文章構成に工夫を凝らす必要があると考えま
す。

Ｂ

②啓発紙の発行 165 人権政策・
男女共同参
画課

講演録等の作成回数 開催した講演会等の記録を作成し、啓発資料として活用します。 １２月１日に開催した人権を考える市民の集いの講演録を作成中で
す。

作成した講演録を多くの方に見てもらえるよう、
周知方法を検討して、活用していきます。 Ｂ

166 八幡町市民
館

隣保館の情報誌の発行回数 地域内に「市民館だより」を配布し、生活支援や人権啓発に努めま
す。

「市民館だより」を配布しました。
　配布回数：12回
　配布部数：毎回850部

人権啓発と生活情報の提供ができました。

Ａ
167 下郡市民館 館だよりの発行回数、部数 市民館だよりを毎月160部発行し、広報に努めます。 市民館だよりを毎月160部発行し、広報に努めました。 学校や地域、行政の情報を発信することで、広

報・啓発に資することができました。 Ａ
168 寺田市民館 館だより発行回数・寺田のあ

ゆみ発行部数
毎月、生活支援・健康保持・人権・同和問題の解決に向けた取り組
みなど、各種情報を掲載した市民館だよりを発行します。地域の歴
史をまとめた寺田のあゆみを活用し、教職員のフィールドワークを
含む同和問題研修を実施・支援します。

毎月、市民館だよりを180部発行しました。教職員のフィールドワー
ク・同和問題研修を3回実施しました。（寺田のあゆみ発行部数50
冊）

今後もさまざまな情報のわかりやすい掲載に努め
ます。教職員のフィールドワークは実際に歩いて
見ることができ、今後も継続します。 Ａ

169 いがまち人
権センター

発行回数 人権センターの機関紙「すいしん」を発行します。
　発行予定回数：１２回
児童館だよりを発行します。
　発行予定回数：１２回

人権センターの機関紙「すいしん」を発行しました。
　発行回数：17回
児童館だよりを発行しました。
　発行回数：12回

　「すいしん」をはじめとする機関紙による情報
発信により、地区住民等が積極的に参加し、人権
センターの取り組みと自らの生活のつながりを周
知でき生活改善が図られた。

Ａ

170 ライトピア
おおやまだ

発行回数、配布部数 ライトピアだより年１１回発行します。 人権意識の高揚とライトピアの認知を目指したライトピアだよりを発
行し、大山田地域全戸、企業に配布しました。
発行回数年間11回　　発行枚数1,800枚

ライトピアだよりにより、事業の周知及び人権意
識の高揚が図れました。 Ａ

171 青山文化セ
ンター

講演録発行回数

館だより発行回数

人権・解放講座講演録を２回発行します。
センターだよりを１２回発行します。
月別行事案内を１２回発行します。

人権・解放講座講演録を２回発行しました。
センターだよりを１０回発行しました。
月別行事案内を１０回発行しました。

青山地域3,800世帯に講演録が配布され、人権・
解放講座に参加していない市民への人権啓発に努
めています。
センターだより・行事案内は文化センター周辺地
域に配布しているため、館事業の取り組みが十分
周知されていないという課題がある。

Ａ

③男女共同参画情報紙の発行 男女共同参画センター情報紙「きらきら」を発行し、配
布を行います。

172 人権政策・
男女共同参
画課

市民ボランティアとともに、伊賀市男女共同参画センター情報紙
「きらきら」を年４回編集・発行し、市内全戸へ回覧、また、本
庁・支所・地区市民センター各窓口に設置し、啓発を行います。

男女共同参画センター情報紙「きらきら」を５月・８月・１１月・３
月（予定）に発行し、市内全戸へ回覧、本庁・各支所、地区市民セン
ター窓口に設置しました。

男女共同参画について広く市民に啓発することが
できました。 Ａ

７
・
広
報
活
動
の
推
進

人権講演会など同和問題やあらゆる人権問題の講演会の
記録を冊子に作成し研修会資料として活用したり、市民
に配布することにより、広く人権意識の高揚を図りま
す。また、地区内においては、月に１回隣保館の情報紙
（就労相談日・健康相談・各種教室の案内・人権講演会
の案内など）を発行し区民の健康維持、生活支援や人権
問題の解決に向けた取組などを掲載します。
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施策分野１・人権意識の高揚のための施策

（３）人権にかかわりの深い職業従事者に対する人権教育・啓発の推進
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①全職員対象の研修 同和問題をはじめとするさまざまな人権問題について、
研修計画に基づき、全職員を対象とした研修を実施する
とともに、自主的な職場研修をそれぞれの部署で実施し
ます。また、居住地で開催される研修の機会へ、責務を
自覚した自発的な参加を促進します。

173 人事課 参加者数及び参加回数 同和問題について、全ての職員が理解と認識を深めるための下記の
研修等を実施します。
　職員同和問題研修会を開催します。
　　参加予定者：本庁及び各支所全職員（嘱託・臨時職員を含む）
1800名程度
　職場研修　各職場年2回以上の実施
　居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加

同和問題について、すべての職員が理解と認識を深めるための下記の
研修等を実施しました。
○同和問題研修会
本庁及び各支所全職員（嘱託・臨時職員を含む）1806名
（内訳）
・講義型
　1205名（臨時職員、嘱託職員、一般職員及び主任）
　11回（フォロー研修を含む）
・グループ討議型
　601名（監督職、副参事、課長及び部長職　他）
　9回（フォロー研修を含む）
○職場研修　各職場年２回以上実施
○居住地で開催される研修機会への１人１回以上の自主参加

市職員として、同和問題に対する理解と認識が一
定水準引き上げられ、職場に応じた課題を設ける
など積極的な職場研修が実施されたことから、問
題解決に向けた意識や姿勢の向上が図れたと考え
ます。特に職員同和問題研修は、昨年度までの課
題や反省を踏まえ、グループ討議型研修と講義型
研修の2つに分け実施しました。グループ討議型研
修では、一定の経験と知識のある監督職以上を対
象とし、各グループには課長職以上の管理職や人
権大学講座等の修了生をファシリテーターとして
配置したため、活発な意見交換が行われ、否定的
な意見が出されたグループにおいても、その問題
点について指摘することができました。また、講
義型研修では、昨年度のアンケート結果における
否定的な意見に焦点を当て、自らの同和問題に対
する姿勢を問う内容としたことから、経験年数の
浅い職員についても正しい理解と認識を深めるこ
とができ、意識向上に繋がったと考えられます。
ただし、少数ではありますが、依然として同和問
題に対する消極的な意見や忌避意識を持つ職員が
いるため、研修内容や手法について更なる検討が
必要であることと考えます。
職場研修については、現時点では各職場研修の実
績の取りまとめ段階でありますが、一部において
内容が不十分な所属や、地区懇談会等への参加回
数の少ない職員が見受けられるため、所属長及び
推進委員を中心とした職場研修の徹底を図る必要
があると考えます。

Ｂ

174 伊賀支所住
民福祉課

研修回数 支所職員人権研修、人権・同和問題講演会を実施します。 ○職員同和問題研修会を開催します。2月19日(予定)
○職員が半期ごとに人権研修を計画し、各所属担当者を通じて実績報
告をします。

職員が個々に人権研修を計画することで、職員と
して自発的に責任をもって研修に取り組むことが
できました。 Ｂ

175 島ヶ原支所
振興課

課内職員同和研修実施回数 人事課が行う全職員対象の研修をはじめ、支所各所属に置いて独自
研修を実施します。

○伊賀市職員同和問題研修を受講しました。
日時：８月２３日(木)～１０月１１日(木)
場所：伊賀市勤労者福祉会館大ホールほか
講師：公益社団法人反差別・人権研究所みえ
内容：講義型・グループ討議型研修
○課内人権研修実施回数：２回（平成２４年8月、平成２５年２月）

研修を通して、職員として同和問題に対する正し
い理解と認識を深め、問題解決に対する取組みを
更に進めて行く必要があります。

Ｂ

176 阿山支所振
興課

参加者数 人事課が行う全職員を対象にした研修に参加します。阿山地域部会
として年２回全体研修会を行います。
　伊賀市職員同和問題研修会参加予定者数：９０名
　全体会参加予定者数：７０名

2012年１０月１０日（水）午後６時～午後７時３０分
講師　公益財団法人　反差別人権みえ　松村元樹　さん
演題　「市民の実態に即した啓発について」
出席者　６９名

身近な出来事を例に出しながら、分かりやすい講
演で、多くの方が、部落差別の現実を知ってもら
えた。 Ａ

177 大山田支所
振興課

受講率 伊賀市全職員を対象とした人権研修の他、支所独自の研修として①
支所関係職員人権研修及び②支所関係職員グループ研修報告会を実
施します。また、大山田管内で開催される研修への参加を呼びかけ
ます。

伊賀市全職員を対象とした人権研修の他、支所独自の研修として①支
所関係職員人権研修を２月６日に開催する予定で②支所関係職員グ
ループ研修報告会を３月６日に開催する予定をしています。また、大
山田管内で開催される研修への参加を呼びかけました。
支所独自研修の受講率
①６１．２％
（参加６８人／対象１１１人）
②（見込み）６７．５％
（参加７５人／対象１１１人）

グループ討議やグループ発表を行い、自らの意見
を発言していく機会を設けることで深い知識が獲
得でき、人権意識の高揚が図られます。
各グループが主体的に研修に取り組み、それを報
告会で発表することより、内容や課題を共有でき
ます。
各職場の同和対策推進委員による研修会への参加
への呼びかけを強化し、職員の受講率の増加を図
ります。

Ａ

178 青山支所振
興課

参加回数
参加者数

職場内研修を実施します。　各課２回以上
人権解放講座に参加します。職員１人２回以上
同和問題講演会・人権のつどいへ参加します。２回
地区別懇談会に参加します。　職員１人１回以上

・課内研修を実施しました。
時期：毎月１回(4月・8月は開催できず) 参加者：課員全員(当日不在の
者を除く)　内容：同和地区に関する問合せについて、隣保館事業、え
せ同和行為、パワハラ、福島差別　他
・人権解放講座(青山文化センター)に参加しました。
時期：6月～１０月　のべ参加人数：1８人（１人あたり2回以上）
・同和問題講演会に参加しました。
時期：平成24年8月26日　場所：青山ﾎｰﾙ　講演内容：報道と人権
講師：杉尾　秀哉　参加者：９人
・青山人権のつどいに参加しました。
時期：平成24年12月8日　場所：青山ﾎｰﾙ　講演内容：福を運んだ人
形つかい　 「阿波木遇箱廻し」　参加者：５人
・地区別懇談会に参加しました。
時期：10月～2月（事前学習会2回、懇談会5箇所）
参加者：事前学習会10/15：５人　11/16：５人　計のべ10人
懇談会11/24：2人　12/22：３人　１/16：１人　１/29：２人
計８名

職場内研修として概ね毎月１回、毎回担当者と
テーマを決めた上で話し合う場を持つことで、人
権問題について自ら考えようとする意識と、継続
的に考えていく姿勢の醸成に効果がありました。
講演会等への参加について概ね計画通りの参加が
できましたが、自主的な参加・積極的な参加とい
うことについては引き続き推進していく必要があ
ります。

Ｂ

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

②職員リーダー研修 市職員として人権・同和問題に対する意識・資質向上と
職場や地域でのリーダー育成を目的とし、対象職員の研
修の充実を図ります。

179 人事課 参加者数 職員同和問題研修会を開催します。
　参加予定者数：本庁及び各支所全職員（嘱託・臨時職員を含む）
1800名程度
人権大学講座等へ市職員を派遣します。
　派遣予定者数：6名

○職員同和問題研修会を開催しました。
参加者数：本庁及び各支所全職員（嘱託・臨時職員を含む）1806名
（内訳）
　・講義型：1205名（臨時職員、嘱託職員、一般職員及び主任）
　・グループ討議型：601名（監督職、副参事、課長及び部長職
他）

○人権大学講座等へ市職員を派遣しました。
派遣者：6名
（内訳）
　・三重県人権大学講座　5名
　・部落解放・人権大学講座　1名

各種講座へ職員を派遣することで、人権問題に関
する啓発・指導ができる職員の育成に繋がり、人
権啓発を推進していく職員層に厚みを増すことが
できました。
しかし、各職場とも人員削減が行われている中
で、派遣について積極的な応募が出にくい状況と
なっています。また、修了生の活用方法について
も、さらに検討を行い、同和問題研修会でのファ
シリテーター役を引き続き依頼することや、新た
に新規採用職員研修での講師等として起用するな
ど、修了生の位置づけや活用のための仕組みを構
築し、人権啓発リーダーとしての育成を図ってい
く必要があると考えます。

Ｂ

180 人権政策・
男女共同参
画課

講演会等、地元開催事業への
１人あたり参加数

人権大学等を修了した職員を中心に、将来的なリーダーの育成を主
眼とした意見交換や学習の場を設けます。
市内各所で開催される講演会等の周知を図り、関係職員に参加を呼
びかけます。
　目標参加数：２事業／人以上

今年度（平成２４年度）人権大学等を修了した職員対象に、意見交換
を行いました。全修了職員を対象にした研修会は、講演会を主体とし
た研修を平成２５年３月２２日に開催予定です。
また、グループウェアを活用して、市内各所で開催される講演会等の
周知を随時行いました。参加者数については集計中です。

今年度修了した職員は、継続した研修の受講等、
さらなる研鑽につながっています。

Ａ

181 伊賀支所住
民福祉課

参加者数 職員研修として、地区別懇談会リーダー研修会に参加します。 地区や職場でのリーダーとしての自覚をもって研修することを目的
に、職員が地区懇リーダー研修会に参加しました。
職員(7/26⇒23名)､(8/30⇒24名)､(9/27⇒19名)

研修に参加することで、人権問題に取り組む意識
や姿勢など職員としての自覚は確認できました。
しかし、時間や日程が限られ、参加者にばらつき
があったのが課題でした。

Ｂ

182 島ヶ原支所
住民福祉課

地区懇談会事前研修やフォローアップ研修を実施します。 １０月５日に地区懇談会事前研修を開催し３８名の参加がありまし
た。
　講師：（公財）反差別・人権研究所みえ　池田かおりさん
３月１４日に地区懇談会フォローアップ研修を開催し、４０名の参加
がありました。
　講師：（公財）反差別・人権研究所みえ　松村元樹さん

地区懇談会が充実したものになるよう継続してい
きます。

Ｂ

183 阿山支所振
興課

各種研修会等への参加者数 各種研修会等に積極的な参加を図ります。 企業・事業所訪問人権啓発（阿山支所管内１７社）
差別をなくす強調月間街頭啓発などの事前研修を行い啓発活動に参加
し市民等に人権問題の大切さを知ってもらう様にしました。

各種人権講演・研修により、人権意識を高めるこ
とにより、職場や地域の研修会などでリーダーと
して活躍することができました。 Ｂ

184 大山田支所
住民福祉課

 実施回数 人権・同和に関する講演やイベントを職員研修と位置づけ職員が参
加します。
　実施予定回数　９回

人権・同和に関す講演を職員研修と位置付け職員が参加しました。
　　　実施回数　９回（うち３回は実施予定）
６月３０日　大山田同和教育研究会及び記念講演会
７月９日     ライトピアおおやまだ人権フェスティバル
９月１９日　男女共同参画推進セミナー
１０月５日～11月２２日　人権啓発地区別懇談会
１２月９日　　おおやまだ人権フェスティバル２０１２
１月２６日　　大山田同和教育研究大会
２月６日　　　支所関係職員人権研修
３月６日　　　支所職員グループ研修報告会
３月中　ライトピアおおやまだ梅まつり

職員が自主的に参加することで、人権についての
理解が深まり、職場や地域で率先して人権啓発に
取り組んでいくことが期待できます。
全職員が参加するよう呼びかけます。

Ａ

185 青山支所住
民福祉課

参加者数 人権啓発地区別懇談会「事前研修会」を開催します。
　参加者数：100人

人権啓発地区別懇談会「事前研修会」を開催しました。

開催地区・各自治協役員用地区懇事前研修会
対象：地区懇談会を開催する地区区長（４地区・１自治協）、青山同
和教育推進協議会役員、青山小・中学校教職員、主査級以上の支所職
員
日時：平成24年10月15日（月）
場所：青山福祉センター
演題：「伊賀市市民意識調査からみえてきたこと」
講師：（財）反差別・人権研究所みえ 事務局長　大谷 徹さん
参加者：47人

地区懇スタッフ事前研修会
対象：主査級以上の支所職員
日時：平成24年11月16日（金）
場所：さくら保育園
参加者：27人

参加者合計：74人

開催地区を有する住民自治協議会役員、同じく各
地区市民センター職員の参加が多かったです。
しかし、開催地区出身職員の参加が少なく、地元
開催との意識がないようにも思われました。

Ｂ

③人権保育研修 人権が尊重される保育を推進するため、県との連携のも
とに保育所（園）等の保育を担当する施設職員を対象
に、人権保育研修を行います。

186 こども家庭
課

参加者数 各保育所（園）において、人権が尊重される保育を推進するため、
県や伊賀市解放保育研究会において研修会を実施します。

県からの研修には、全保育所(園)が参加できました。また、伊賀市解放
保育研究会主催の研修会には全職員が参加し実施しました。(全体研修
会・講演会・語ろう会・推進交流会・保護者交流会)等　延べ950名参
加

市独自の研修は全員参加で取り組めました。今
後、県からの案内研修についても積極的に参加で
きるようにしていく必要があります。 Ａ

④人権保育専門研修 同和問題をはじめ児童虐待等の人権に関する課題につい
て、県との連携のもとに保育士を対象に専門的な研修を
実施します。

187 こども家庭
課

参加者数 県や伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会が主催する研修会に
積極的に参加したり、保育士を対象に専門的な研修会が実施できる
よう努めます。

全保育所(園)で伊賀市要保護児童およびDV対策地域協議会が主催する
研修会にできるだけ参加するよう啓発しました。
10名参加

児童虐待研修の案内を周知し参加するよう努めま
したが、児童虐待の研修が少ないので機会を逃す
と参加できないのが課題です。 Ｄ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

⑤新任職員研修 新規採用職員研修の中に人権研修を位置づけ、あらゆる
業務において人権尊重の視点に立った行政ができる職員
を育成します。

188 人事課 参加者数 新規採用職員研修を実施します。
　新規職員研修参加者：20名

新規採用職員研修を実施しました。
　新規採用職員研修参加者　20名

公務員として職務を遂行する上で必要な人権問題
についての正しい認識と現状課題を正しく認識
し、人権意識の醸成を図ることができました。
しかし、保育園や病院などの現場業務の部署にお
いては、配属先業務の都合により新規採用職員研
修の早めの切り上げを要望されているため、日
程・時間等に制限されることから、柔軟なスケ
ジュール調整を行うことが困難であると考えま
す。
また、新規採用職員によって入職までの間におけ
る人権・同和問題に対する知識や経験に個人差が
見られるため、研修内容を十分に検討していく必
要があると考えます。

Ｂ

⑥福祉職員現任訓練 新たに福祉事務所の現業活動に携わる市職員に対して、
人権尊重の視点に立ったケースワークを行うよう、研修
内容に人権研修を入れて実施します。

189 厚生保護課 講演会参加者数
意見交換会参加者数

人権講演会等へ参加します。
ワーカー会議のケース検討会では人権の視点に配慮して進めます。

・各種講演会等に参加しました。主なものは、次のとおりです。
　平成２４年９月１日（土）「上同研研究大会」　　参加者：６人
　平成２４年１２月１日（土）「人権を考える市民の集い」参加者：
５人
　「上同研連続講座」「地元の人権草の根運動・人権講演会」「人権
啓発ビデオ上映会」等に参加しました。参加者延べ：８人
・ワーカー会議ケース検討会議の開催：　３回開催。

　各種人権研修会等に参加し、人権尊重の視点に
たったケースワークに生かせるものでありまし
た。
　各開催について、動員参加もあるが、動員外で
の自主参加もありました。特に各地元の人権講演
等には、積極的に参加していますが、あいにく業
務時間中の開催もあり、参加人数には反映されに
くいところもあったゆです。
　ワーカー会議ケース検討は、３回開催しました
が、参加している職員等から、保護受給者に対す
る人権に配慮した積極的な意見が出されました。
　個人では、気がつかない視点からの他のワー
カーの意見が、今後のケースワークに役立つか
が、課題となります。

Ｂ

①学校人権・同和教育部会活
動

伊賀市教育研究会の部会として、学校同和教育の充実と
発展のため、人権・同和教育の授業交流会、教職員の研
修事業を実施します。また、保護者への啓発活動に努め
ます。

190 学校教育課 小中学生の集いに参加した児
童生徒の感想が｢大変よかっ
た｣「よかった」の割合・授業
交流会への参加者数・教職員
研修会への参加者数

伊賀市学校人権・同和教育部会として、人権・同和教育の授業交流
会、教職員の研修事業を実施します。

・部落問題を考える小学生の集いを１1月27日（火）に、中学生の集
いを12月４日（火）に実施しました。参加した児童生徒の感想が｢大
変よかった｣「よかった」の割合が9８％でほぼ全員でした。
・小学校低学年、中学年、高学年、中学校で、人権・同和教育にかか
わる授業を公開し、その後各校の取組などの交流を実施しました。
（１０月柘植中、依那古小　１１月　久米小、中瀬小）
参加者数：合計１８１人
・８月７日に、教職員研修の講演会を開催しました。
場所：阿山さんさんホール
内容（演題）：「部落問題を取りまく現状と課題」
講師：松村　元樹さん
参加者：３０８人

小中学生の集いに参加した児童生徒の感想が｢大変
よかった｣「よかった」の割合が全員になるように
努めます。

Ａ

②転入・新規採用教職員人
権・同和教育学習会

本市への転入教職員ならびに新規採用教職員を対象とし
て、同和問題をはじめとするあらゆる人権課題や本市に
おける人権・同和教育の取組及び課題について理解・認
識を深めます。

191 学校教育課 「非常に理解・認識が深まっ
た」という割合

伊賀市への転入・新規採用者を対象にした研修会を実施します。 伊賀市への転入・新規採用者を対象にした研修会を6月2５日（月）に
実施しました。
場所：ライトピアおおやまだ
内容：地域の取組と学校における人権・同和教育について
参加者：５３人

大山田における人権・同和教育の取組及び課題に
ついて学び、感想文によると全員が「あらため
て、同和教育の大切さを感じました」という内容
でした。同和問題に関する基礎知識や実践に向け
たスキルの修得等、伊賀市に根ざした研修なので
今後も継続していきます。

Ａ

①介護施設・介護事業所等従
事者への研修の働きかけ

介護施設・介護事業所等における、定期的なケア技術向
上や高齢者虐待に関する研修の実施により、職員及び
サービス従事者自らが意識を高め、実践につなげます。

192 介護高齢福
祉課

福祉事業所職員対象の研修会 毎月介護相談員連絡会を開催し、年度末に介護相談員と施設担当者
との意見交換会を行います。

　毎月介護相談員連絡会議を実施し、訪問した施設について気付いた
ことを報告し合いました。
　介護相談員と施設職員の意見交換会は、３月末に開催予定。

介護相談員連絡会での内容を半年ごとに取りまと
め、各施設へ内容を送付することにより、各事業
所内での啓発につながり、資質の向上を促すこと
ができました。今後も相談員の数を確保しつつ、
継続が必要と考えます。

Ｂ

②障がい者施設におけるサー
ビス従事者の研修の働きかけ

障がいのある人の入所・通所施設やグループホーム、居
宅サービス事業所における、定期的なケア技術向上や人
権に関する研修の実施により、職員及びサービス従事者
自らが意識を高め、実践につなげます。

193 障がい福祉
課

研修回数 居宅介護サービス事業所職員を対象とした研修会を開催します。
　研修会開催回数：３回

居宅介護サービス事業所職員を対象とした「ヘルパースキルアップ研
修」を行いました。
第１回　日時：平成２４年７月１３日(金）　参加者：２３名
第２回　日時：平成２４年１０月２６日（金）　参加者：１９名
第３回　日時：平成２５年２月１３日（水）　参加者：１１名

サービス提供責任者の役割やアセスメントシート
の作成についての研修を行うことにより、職員の
意識の向上を図ることができました。
今後も定期的にサービス事業所職員に対する研修
を行っていきます。

Ｂ

③民生委員児童委員、社会福
祉協議会、人権擁護委員等相
談員に対する研修

民生委員児童委員、社会福祉協議会職員、人権擁護委員
をはじめとする相談員などに対して、さまざまな人権課
題について理解・認識を深められるよう、研修の充実を
図ります。

194 人権政策・
男女共同参
画課

参加者数 人権擁護委員等に対し、各種研修会への参加を呼びかけます。 第６４回全国人権・同和教育研究大会、第２７回全国人権啓発研究集
会への参加を呼びかけました。
参加者数：３人

参加者が限られている傾向が見られます。また、
呼びかけの時期についてもできるだけ早めにする
ことが必要です。 Ｃ

195 同和課 開催回数 人権擁護委員研修を実施します。
　日程　９月１０日（月）
　場所　津地方法務局伊賀支局
　対象　人権擁護委員

人権擁護委員研修の講師となり人権擁護委員へ生活実態調査結果の速
報値を示し同和対策の必要性を周知しました。
　日程　９月１１日（月）
　場所　津地方法務局伊賀支局
　対象　人権擁護委員
　参加　２７名

生活実態調査結果から、低所得者層が多く、福祉
課題も山積している現状と、同和地区住民は今も
なお、差別を受け苦しんでいる中で、差別を受け
ても相談すらできていない実態が表れています。
研修後、人権擁護委員からさらに内部研修を行う
と連絡があり、取組の成果が出ています。

Ａ

196 障がい福祉
課

研修回数 民生委員児童委員に対し、障がいに対する理解を深めるための研修
等を行います。
　研修回数：３回

民生委員児童委員の定例会において、障がい児対応についての研修を
行いました。
日時：平成２４年６月１９日（火）
場所：島ヶ原支所
参加者：５０名

研修会を通じて障がい児に対する理解を深めるこ
とができました。
今後も民生委員児童委員の研修会で障がいについ
ての理解を深めてもらう機会をつくっていきま
す。
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197 厚生保護課 研修実施回数
研修参加者数

民生委員児童委員連合会の自主運営で人権研修を実施をします。
民生委員児童委員、主任児童委員に対し、地元地区での人権研修会
へ参加するよう促します。

・伊賀市民生委員児童委員連合会が総会の第Ⅱ部の全体研修として、
人権研修講演会を開催しました。
　日時：平成２４年6月1日（金）午後2時３０分～午後3時１５分
　場所：あやま文化センター「さんさんホール」
　内容（演題）：「福祉と人権について」
　講師：人権生活環境部人権政策・男女共同参画課大橋久和課長
　内容（演題）：「福祉と人権について」
　参加者：約２００人
・地元地区での人権研修会への参加実績については、２～３月実施予
定を含めて、５月頃に各地区民生委員協議会の事業報告により集約し
ます。

　全体研修として多くの方に参加いただき、障が
い者差別や東日本大震災、原発事故に伴う放射能
汚染等の風評による差別や人権侵害の課題と
2009年市民意識調査結果からみえてくるものに
ついて、事例からそこにつながる社会背景にも学
び、課題としてとらえていく必要があることを認
識しました。今後も自主運営による人煙研修を継
続していただけるよう要請していきます。

Ｂ

198 介護高齢福
祉課

参加者数 福祉事業所職員を対象とした研修会を開催します。
　参加予定者数：５０名

福祉事業所職員を対象に、高齢者等に対する人権を尊重することを目
的とした研修会を開催しました。
「人権・障がい福祉研修」平成24年11月29日　参加者：20人

人権問題の現状を把握し人権感覚を磨くことによ
り、今後の取り組みに必要なことを学ぶことがで
きました。今後、全ての福祉事業所職員に周知で
きるよう、継続して研修を実施する必要がありま
す。

Ｂ

199 伊賀支所住
民福祉課

開催回数 委員、相談員を対象にした人権研修会を年２回実施します。 ○差別をなくすいがまちの集いを開催しました｡
講師:川崎 那恵さん  演題:寝た子を起こして､仲良くごはん
 (11月16日⇒369名)
○地区懇リーダー研修会を開催しました。
総数(7/26⇒102名)､(8/30⇒65名)､(9/27⇒48名)

皆が色々な立場で課題を確かめ合えるいい機会と
なり、連携して人権問題に取り組むことで学習を
深められきました。 Ｂ

200 島ヶ原支所
住民福祉課

民生委員児童委員、社会福祉協議会職員、人権擁護委員をはじめと
する相談員などに対して、市や県が行う講演会や研修会の参加を呼
びかけます。

民生委員児童委員、社会福祉協議会職員、人権擁護委員をはじめとす
る相談員などに対して、市や県が行う講演会や研修会の参加を呼びか
けました。

継続していきます。

Ｂ

201 阿山支所住
民福祉課

支所管内で開催する人権に関する講演会等について、阿山地区民生
委員児童委員協議会、伊賀市社会福祉協議会阿山支所、阿山地区の
人権擁護委員等の相談に関わる団体・個人に案内し、参加を呼びか
けます。

支所管内で開催する人権に関する講演会等について、阿山地区民生委
員児童委員協議会、伊賀市社会福祉協議会阿山支所、阿山地区の人権
擁護委員等の相談に関わる団体・個人に案内し、参加を呼びかけまし
た。また、人権広報誌を同団体・個人に送付し、人権に関するさまざ
まな情報等を提供しました。

関係団体・個人から、講演会等への多くの参加が
ありました。今後も、関係団体・個人への講演会
等の案内、人権に関するさまざまな情報等の提供
等を、継続して行っていく必要があります。 Ｂ

202 大山田支所
住民福祉課

実施の有無 現在は社会福祉協議会等で実施しており、支所では実施していませ
んが、今後必要であれば検討します。

　現在は社会福祉協議会等で実施しており、支所では実施していませ
んが、今後必要であれば検討します。

現在は社会福祉協議会等で実施しており、支所で
は実施していませんが、今後必要であれば検討し
ます。 Ｃ

203 青山支所住
民福祉課

参加者数 人権啓発地区別懇談会「事前研修会」を開催します。
　参加者数：100人

人権啓発地区別懇談会「事前研修会」を開催しました。

開催地区・各自治協役員用地区懇事前研修会
対象：地区懇談会を開催する地区区長（４地区・１自治協）、青山同
和教育推進協議会役員、青山小・中学校教職員、主査級以上の支所職
員
日時：平成24年10月15日（月）
場所：青山福祉センター
演題：「伊賀市市民意識調査からみえてきたこと」
講師：（財）反差別・人権研究所みえ 事務局長　大谷 徹さん
参加者：47人

地区懇スタッフ事前研修会
対象：主査級以上の支所職員
日時：平成24年11月16日（金）
場所：さくら保育園
参加者：27人

参加者合計：74人

開催地区を有する住民自治協議会役員、同じく各
地区市民センター職員の参加が多かったです。
しかし、開催地区出身職員の参加が少なく、地元
開催との意識がないようにも思われました。

Ｂ

①上野総合市民病院における
人権教育・啓発

院内を統括する組織として上野総合市民病院同和問題啓
発推進委員会を充実させ、人権の視点に立って業務を進
めるために、全職員を対象とした研修の充実に努めま
す。また、接遇委員会による患者に対するきめ細かな接
遇を病院全体で取り組みます。

204 上野総合市
民病院事務
部庶務課

研修会開催回数・参加者数 当院の同和問題啓発推進委員が中心となり、院内全職員を対象とし
た研修会を開催します。

全職員を対象に同和問題職場研修を実施しました。
【第１回】
　日時：平成２４年９月１１、１３、２７日午後６時～７時３０分
　場所：院内会議室
　内容（演題）：同和研修への参加を題材にしたロールプレイと討議
　講師：医療事務課長　清水由美
　参加者：１４８人
【第２回】
　日時：平成２４年１２月～平成２５年１月
　場所：院内各所属
　内容：作文（詩）を読んでのグループ討議
　参加者：１９７人

【効果】
　研修を実施したことにより、人権の視点に立っ
た業務の遂行を意識付けることが出来ました。
　また、自己評価と相手の評価を振り返りる手法
を用い、差別性を指摘し覆すことが難しいことを
学びとることから、職員にさらなる研修の必要性
を伝えることが出来ました。
　勤務に応じて参加時間帯を選択できるように、
開催日を複数とし、時間内と時間外に開催したこ
とで、高い参加率を得られました。
【課題】
　医師の参加率向上に努めます。

Ｂ

②医療機関等従事者の人権教
育・啓発

医療機関における医師、看護師、保健師等従事者が患者
の人権をはじめ障がいのある人、高齢者等さまざまな人
権課題について理解・認識を深められるよう、医師会等
関係団体などに研修の充実を働きかけます。

205 上野総合市
民病院事務
部庶務課

医師会等関係団体などに研修の充実を働きかけるとともに、当院が
実施する研修会等への参加を呼びかけます。

全職員を対象に同和問題職場研修を実施しました。
【第１回】
　日時：平成２４年９月１１、１３、２７日午後６時～７時３０分
　場所：院内会議室
　内容（演題）：同和研修への参加を題材にしたロールプレイと討議
　講師：医療事務課長　清水由美
　参加者：１４８人
【第２回】
　日時：平成２４年１２月～平成２５年１月
　場所：院内各所属
　内容：作文（詩）を読んでのグループ討議
　参加者：１９７人

【効果】
　研修を実施したことにより、人権の視点に立っ
た業務の遂行を意識付けることが出来ました。
　また、自己評価と相手の評価を振り返りる手法
を用い、差別性を指摘し覆すことが難しいことを
学びとることから、職員にさらなる研修の必要性
を伝えることが出来ました。
　勤務に応じて参加時間帯を選択できるように、
開催日を複数とし、時間内と時間外に開催したこ
とで、高い参加率を得られました。
【課題】
　医師の参加率向上に努めます。
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①公正採用選考人権啓発推進
員の設置促進

就職の機会均等を確保するため、公正採用選考人権啓発
推進員の設置促進を図るとともに、企業における適正な
採用選考システムの確立のための必要な知識、理解・認
識を深めるよう、ハローワークや県とともに啓発及び教
育の支援を行います。

206 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、公正採用
選考人権啓発推進委員の設置推進を図るとともに、適正な採用選考
システムの確立のための啓発を行います。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、適正な採用選考システムの確立のための啓発
を行いました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について温
度差がありました。公正採用選考人権啓発推進委
員の設置状況は訪問企業数７７社中３６社（４
７％）でした。すべての会社に設置いただけるよ
う啓発する必要があります。

Ｂ
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施策分野１・人権意識の高揚のための施策

（４）指導者の養成
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①各種講座等への派遣 関係機関等が主催する各種講座等に市職員を派遣し、職
場や地域での人権教育の中心的な役割を担う人材の育成
を図ります。

207 人事課 参加者数 職場や地域でのリーダーを育成するため、下記の研修等へ職員を派
遣します。
　三重県人権大学講座：5名
　部落解放・人権大学講座：1名
　その他各種研究大会等：500名程度

職場や地域でのリーダーを育成するため、下記の研修等へ職員を派遣
しました。
　三重県人権大学講座：5名
　部落解放・人権大学講座：1名
　その他各種研究大会等：593名（参加見込値）

各種講座へ職員を派遣することで、人権問題に関
する啓発・指導ができる職員の育成に繋がり、人
権啓発を推進していく職員層に厚みを増すことが
できました。
しかし、各職場とも人員削減が行われている中
で、派遣について積極的な応募が出にくい状況と
なっています。また、修了生の活用方法について
も、さらに検討を行い、同和問題研修会でのファ
シリテーター役を引き続き依頼することや、新た
に新規採用職員研修での講師等として起用するな
ど、修了生の位置づけや活用のための仕組みを構
築し、人権啓発リーダーとしての育成を図ってい
く必要があると考えます。

Ｂ

②職員研修 伊賀市職員同和問題啓発推進委員会を中心に、市職員研
修の充実を図ります。

208 人事課 参加回数 同和問題について、全ての職員が理解と認識を深めるための下記の
研修等を実施します。
　職場研修　各職場年2回以上の実施
　居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加

同和問題について、全ての職員が理解と認識を深めるための下記の研
修等を実施しました。
　職場研修　各職場年2回以上の実施
　居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加

市職員として、同和問題に対する理解と認識が一
定水準引き上げられたと考えられ、また、職場に
応じた課題を設けるなど積極的な職場研修が実施
されたことから、問題解決に向けた意識や姿勢の
向上が図れたと考えられます。
職場研修については、現時点では各職場研修の実
績の取りまとめ段階でありますが、一部において
内容が不十分な所属や、地区懇談会等への参加回
数の少ない職員が見受けられるため、所属長及び
推進委員を中心とした職場研修の徹底を図る必要
があると考えます。

Ｂ

209 伊賀支所住
民福祉課

研修回数 地区別懇談会リーダー研修会、人権・同和講演会を開催します。 ○地区懇リーダー研修会を開催しました。
職員(7/26⇒23名)､(8/30⇒24名)､(9/27⇒19名)
○職員同和問題研修会を実施します。(2/19予定)

リーダー研修会の実施により、職員が地区や職場
のリーダーとしての自覚がもてる研修を行うこと
ができました。参加者にばらつきがあったのが課
題であると感じました。

Ｂ

210 島ヶ原支所
振興課

参加数 県・市が実施する同和問題啓発推進委員研修などをはじめ各種研修
に参加します。

○平成２４年度農林水産部人権問題啓発研修会を受講しました。
日時：平成24年１２月５日(水)午後１時３０分～
場所：三重県伊賀庁舎７階
○島ヶ原人権フェスティバルに参加しました。
日時：平成24年８月５日
場所：島ヶ原会館ふれあいホール

県職員と市職員との合同研修を通して、同じ職種
の職員として同和問題に対する正しい理解と認識
を深め、問題解決に対する取組みを更に進めて行
かなければならないと感じました。また、島ヶ原
管内の研修に参加することで、地域住民と一緒に
なって意識向上が図れたと思います。

Ｂ

211 阿山支所振
興課

各種研修会等への参加者数 各種研修会等に積極的な参加を図ります。 職場研修　各職場年2回以上の実施
居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加
企業・事業所訪問人権啓発（阿山支所管内１７社）

差別をなくす強調月間街頭啓発などの事前研修を
行いリーダーとしての向上をたかめられた。

Ａ

212 大山田支所
振興課

参加人数・リーダー養成数 地域部会として位置づける大山田人権・同和対策推進委員会で２年
間の研修を積む推進委員を中心に職場内グループ研修を実施しま
す。

月１回を基本として職場内グループ研修を実施し、内容を報告書にま
とめて、振興課で報告を受けます。
リーダー養成数：１人

推進委員が研修で受けた内容をグループ内の職員
に伝えることで、職員全体の人権意識の向上が見
込めます。
グループ内で職場が異なる場合、対象職員全員が
集まって研修する機会を確保する事に困難な場合
があります。

Ｂ

213 大山田支所
住民福祉課

開催回数 ５月から毎月、人権・同和対策推進委員会を実施します。
　開催予定回数：１１回

５月から毎月、人権・同和対策推進委員会を実施しました。
開催回数：１１回（うち2回、２月12日、３月11日は実施予定）

毎月、関係者が集まって自主的に学ぶことで人権
の理解が深まり、今後のより効果的な啓発活動に
つなげることができました。 Ａ

214 青山支所振
興課

実施回数 推進委員が中心となって、職場内研修を実施します。各職場２回以
上

・職場内研修(推進委員対象)を実施しました。
日時：平成２５年１月２９日　場所：支所会議室
内容：人間関係の交差点(参加型学習教材を用いての研修）
参加者：８名（うち振興課３名）

参加型学習によって差別に気付く力・他人に説明
する力を磨くことができました。
実施予定回数に至っておらず、計画的・継続的な
実施が課題です。

Ｃ

①人権教育推進委員会代表者
研修

各学校における人権・同和教育の推進を図るため、各校
の人権教育推進委員会代表者が参加し、各学校の実践に
学びます。

215 学校教育課 推進委員研修会への参加者数 伊賀市学校人権・同和教育部会で、人権・同和教育推進委員研修会
を実施します。

学校人権・同和教育部会で、人権・同和教育推進研修会を７月と１月
に実施しました。
日時：平成２４年７月３日・平成２５年１月２９日
場所：伊賀市教育研究センター
内容（演題）：「人権の輪を広げるために」・「向き合うことで見え
はじめてきたこと」
講師：市川　清博・山下　健司
参加者：46人・49人

2回とも各校の人権教育推進委員会代表者が全員が
参加できています。各校の課題を克服する内容
等、実践に向けた内容に今後もしていきます。

Ａ

②人権教育推進管理職研修 小中学校の管理職の人権・同和教育についての理解・認
識を深め、管理職を中心とした校内の人権・同和教育推
進体制の確立をめざします。

216 学校教育課 校(園)長会議での周知・徹底 第1回校(園)長会議における「伊賀市人権同和教育基本方針」の再確
認をはじめ、管理職を中心とした校(園)内の人権・同和教育推進体
制の確立を図ります。

第1回校（園）長会議における「伊賀市人権同和教育基本方針」の再確
認をはじめ、機会を捉え、周知徹底を図り、管理職を中心とした校内
の人権・同和教育推進体制の確立をめざしました。

教職員意識調査の結果、内容（趣旨）を知ってい
る教職員が半数以下だったことを踏まえ、基本方
針の基本認識をはじめ、内容の徹底を図ります。
意識調査リーフレットの活用等、各校園の実践に
むけて管理職を中心とした人権同和教育推進体制
の確立が課題です。

Ｃ

③人権保育推進管理職等研修 保育所（園）の管理職、主任保育士及び家庭支援保育士
の人権保育についての理解・認識を深めるため、研修体
制の充実を図ります。

217 こども家庭
課

取組保育所（園）数 県や伊賀市解放保育研究会の研修を中心に研修体制の充実を図りま
す。
　三人教所（園）長研修
　人権保育推進交流会
　伊賀市解放保育研究会理事会

実施予定に挙げた研修会以外に人権保育についての理解・認識を深め
るための研修会に参加しました。
全人教・全人保　　36保育所(園)

全人保大会に沢山参加でき人権意識も高まりまし
た。今後も引き続き研修体制の充実が図れるよう
努力していきます。 Ａ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

①人権・解放講座 人権・解放講座を通して、広く人権に対する知識と理
解・認識を深め、率先して反差別に取り組むことができ
る実践力を養い、養成されたリーダーが核となって、地
域や職場の人権教育を推進します。

218 人権政策・
男女共同参
画課

参加者満足度 部落解放・人権大学講座（全６回）を開催します。
　参加者満足度（目標）：70％以上（アンケートで「とてもよかっ
た」もしくは「よかった」と答えた人）

部落解放・人権大学講座を開催しました。
開催日：８月２４日、９月２１日、１０月１２日、１１月１６日、１
２月１日（人権を考える市民の集いと併催）、１月１８日
申込者数：８２人（うち全講座修了者４１人）
場所：ゆめぽりすセンター　２階・大会議室
講師：反差別・人権研究所みえ　本江優子さんほか

　開催時のアンケートでは、講座を「よかった」
とする人が３２人で、アンケートをいただいた方
のほぼ全数に上りました。（アンケート回収数３
４人）
　各地区草の根運動推進会議を通じて申し込みを
いただいた方のうちで、出席回数がゼロの方が複
数見られ、出席者の確保が次年度の課題です。

Ａ

219 八幡町市民
館

研修参加者数 同和奨学金受給者とその関係者に対し、反差別の研修会、講演会を
開催します。

奨学金交付式で講演会を催しました。
　平成２４年１２月２６日
　演題：奨学金制度が作られた背景と先輩たちの想い
　講師：尚絅学院大学講師　内田　龍史
　出席者：５２名

反差別の取り組みをしていく人を育てるという、
奨学金の趣旨を知っていただく機会になりまし
た。 Ａ

220 下郡市民館 啓発推進実践者数 人権啓発地区草の根運動推進会議との共催で、人権問題講演会・人
権ビデオフォーラムを実施します。

人権啓発地区草の根運動推進会議とともに、人権問題公演会を11月
17日に実施し122名が参加しました。人権ビデオフォーラムを2月7
日に開催しました。

住民と行政が協働し、住民が主体となって人権啓
発ができるようになりつつありますが、十分では
ありません。参加者の増に努めています。 Ｂ

221 寺田市民館 人権・解放講座への参加者数 各地で開催されている人権・解放講座の広報を行い、参加を促進し
ます。

市民館だよりやポスター掲示により、人権・解放講座の広報をしまし
た。（参加者：延べ１０名）

参加者に偏りがあり、広報の方法など再考しま
す。

Ｃ

222 いがまち人
権センター

解放講座への参加者数 「あらゆる立場にたって考え　自らを見つめなおそう」を主題とし
て解放講座を４回開催します。
　参加予定者数：６００名

「あらゆる立場にたって考え　自らを見つめなおそう」を主題として
解放講座を４回開催しました。
　参加者数：第１回152名、第２回135名、第３回150名、第４回
150名

　各職域の職員や各自治会の人権推進員の参加に
より、人権意識の向上が図れた。
　参加した後のそれぞれの職場、地域での還流の
徹底。

Ａ

223 ライトピア
おおやまだ

受講生数 おおやまだ人権大学講座、人権大学講座修了生講座を開催します。 8回連続で部落問題を系統だてて学習する第17期おおやまだ人権大学
講座ｉｎライトピアを開催しました。
開催日5月23日、6月16日、7月25日、8月22日、9月26日、10月
24日、11月14日、12月5日8回連続講座
受講生77人

今年度で人権大学講座修了生が1,000人を超え、
地域の人権リーダー及び企業からの出席者が増加
して、職場の人権リーダー養成の効果がありまし
た。 Ａ

224 青山文化セ
ンター

人権・解放講座参加者数 人権・解放講座を６回実施します。
フィィールドワークを１回実施します。
　延べ参加予定者数：５００名

人権・解放講座を６回実施しました。
　時期：６月～９月
　参加者：４２６名
フィールドワークを１回実施しました。
　時期：１１月１０日
　参加者：３１名

人権啓発のリーダー育成として実施しています
が、青山支所管内だけでなく、参加者は伊賀地区
に広がっています。また、人権・解放講座のアン
ケートにより満足度の評価もしており、全体平均
は85.75％になっています。
募集に対する応募者数は増加していますが、部屋
のキャパシティに限界があるため、満足度を指標
にし８０％を目標としています。

Ａ

②社会同和教育指導者の育成 社会同和教育上の相談や直接指導できる人材の育成、ま
た団体の育成、関係教育機関との連絡調整を図ることが
できる指導者を育成します。

225 生涯学習課 参加研修会数
推進員設置数

全人教、三重県人教、伊賀市同研等開催の研修会、研究大会に出席
します。
　参加研修会数：１０
教育集会所に人権教育推進員を設置します。
　設置推進員数：６名

三重県人教第45回研究大会ほか、全人教、三人教等開催の研修会、研
究大会に参加しました。
参加研修会数：１３

八幡町教育集会所ほか計６箇所の教育集会所に人権教育推進員の設置
を行いました。
設置推進員数：６名

研修会等に参加することで、参加者の更なる人権
意識の向上が図れました。また、人権教育推進員
を各教育集会所に設置できたことで、地域の子ど
も達に確かな人権意識を持ってもらう礎を築きま
した。これら事業を継続することで、指導者育成
に努めます。

Ａ

226 八幡町市民
館

相談件数 社会同和教育指導員が教育機関からの相談を受けたり、部落問題解
決に取り組む青年層を育成します。

　社会同和教育指導員が市内の保育所、小中高校職員から解放保育同
和教育についての相談を５６件受けました。
　また、高校生集会への参加の取り組みに対して、随時助言を与えま
した。

　同和教育の推進に寄与するばかりでなく、将来
において地域の社会同和教育推進の中心となって
欲しい高校生からの青年層を育てます。 Ａ

227 下郡市民館 相談件数 社会同和教育指導員が、教育相談や連絡調整を行ないます。 社会同和教育指導員が、地区児童の教育相談や連絡調整を年間約50回
行ないました。

学校と地域との連絡調整がスムーズになり、充実
が図られました。

Ｂ

228 寺田市民館 相談件数 社会同和教育指導員を配置し、児童生徒・保護者をはじめ地域住
民・関係教育機関からの相談対応連絡調整を行い、連携しながら、
人権教育リーダーの育成に努めます。

社会同和教育指導員を1名配置し、さまざまな相談対応・連絡調整を行
い、人権教育リーダーの育成に努めました。（相談件数60件）

保育園・学校・地域住民からの相談があり、連携
しながら、人権教育とリーダーの育成に取り組み
ました。 Ａ

229 いがまち人
権センター

人権同和教育相談(活動)回
数。

社会同和教育指導員を配置し、部落問題解決のための人権リーダー
育成のため保・小・中・高校及び地区内の連携を深めるとともに、
地区内児童生徒及び保護者を対象に教育相談を実施します。
　教育相談予定回数：４８回

社会同和教育指導員を配置し、部落問題解決のための人権リーダー育
成のため保・小・中・高校及び地区内の連携を深めるとともに、地区
内児童生徒及び保護者を対象に教育相談を実施しました。
　教育相談回数：48回、144名

　児童、生徒及び保護者と小・中・高校との連携
が強化され、児童、生徒及び教職員の部落問題に
対する取り組みの連携が図れた。
　若い保護者のなかには、部落差別の現実が見え
にくくなっている状況の中、部落差別の実態等の
学習会を開催する必要がある。

Ａ

230 ライトピア
おおやまだ

研修会の参加回数 各種研修会参加及び三同教、全同教大会に参加します。 全隣協第18回東日本ﾌﾞﾛｯｸ女性職員研修会9月27･28日、三重県人権
同和教育研究大会10月20･21日、部落解放研究第46回全国集会11
月7～9日、第10回全国女性職員研修会10月11日、第64回全国人権
同和教育研究大会12月1･2日、伊賀地域人権まちづくりトップセミ
ナー1月25日、第27回人権啓発研究集会1月31日2月1日、部落解放
研究第18回三重研修会2月2日、三隣協隣保館女性職員等研修会12月
12日　年間9回

隣保館職員としてのスキルアップに繋がり、事業
に発揮できました。

Ａ

231 青山文化セ
ンター

人権・解放講座参加者数
人権地区懇談会参加者数

人権解放講座を実施します。
　参加予定者数：５００名
地区懇談会を実施します。
　参加予定者数：２５０名

人権・解放講座を７回実施しました。
　時期：６月～１１月
　参加者：４５７名
地区懇談会を３回実施しました。
　時期：１１月～１月
　参加者：１１９名

人権地区懇談会に地域のリーダー的な人材が増え
ています。
教職員の中でも人権・同和教育に対する温度差が
あります。 Ａ

３
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

③人権問題を考える中学・高
校生友の会

232 八幡町市民
館

青年活動への参加者数 反差別のつながりを広げようとする青年団体「やはたレベラーズ」
の活動を支援します。

延べ２６２人の高校生以上の青年が活動をしました。
　週１回の定例会　４５回
　全国・三重県高校生集会参加のための取り組み
　やはた文化祭、児童館夏祭りへの参加
　小学生のためにBBQ大会、クリスマス会の開催

　反差別の輪を広げる取り組み、地域内での縦の
つながりの強化ができました。

Ａ

233 下郡市民館 参加者数 高校生友の会を開催します。 高校生の事情で、市民館には集まらず各高校での活動になりました。
伊賀高友の様子を聴きました。

十分なフォローができるかが課題です。

Ｃ

234 寺田市民館 参加者数 月1回、高校生友の会を開催します。人権教育推進員、地区生が在
学する伊賀地域の高校同推、校区の小・中学校の同推、地域の指導
者が参加し、生徒に指導・助言し、人権問題・部落問題解決につい
てともに考え、発信します。

月1回、高校生友の会を開催しました。中瀬ふれあい夏まつりに出店、
寺田文化祭に作品展示・野菜等の即売、部落開放全国高校生集会に2名
参加、三重県高校生集会に1名参加しました。高校生友の会開催10回
（あと2回開催予定）参加者数：述べ９５名

小中高の教員と連携し、人権問題・部落問題解決
に向け、ともに考えることができました。今後、
さらに参加者の増加に努めます。 Ａ

235 いがまち人
権センター

中学生及び高校生友の会参加
者数

差別を見抜き、許さない、差別に立ち向かう力をつけるため、中学
生友の会を開催します。
　参加予定者数：１，２００名
高校生友の会を実施します。
　参加予定者数：６００名

差別を見抜き、許さない、差別に立ち向かう力をつけるため、中学生
友の会を開催しました。
　参加者数：1,218名
高校生友の会を実施しました。
　参加者数：969名

　仲間とともに、また、地区内青年とともに部落
問題を考えるなかで友の会活動に取組めた。さら
に、地区外の仲間に発信することにより、部落問
題に対する正しい理解を深められた。

Ａ

236 ライトピア
おおやまだ

参加者数 夏･冬･春休み中、中･高学習会を開催します。指導者は反差別村民
ネットワークのヤングたちに依頼します。

学力補充、反差別の仲間づくりを目指して、夏、冬、春休みに中･高生
を対象に学習会を開催しました。
指導者は反差別村民ネットワークのヤング及び大学生等でした。
開催日数　夏休み11日、冬休み6日、春休み4日
参加者数　夏休み生徒延べ38人、指導者延べ30人、冬休み生徒延べ
28人、指導者延べ14人
春休み生徒延べ16人、指導者延べ8人

指導者が増え、丁寧な指導が行えました。また、
反差別の仲間づくりの輪が広がりました。
高校生の参加者が少なかったのが課題でした。

Ａ
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①企業・商工関係団体研修担
当者に対する研修

企業・商店・商工関係団体における主体的な人権教育へ
の取組を促し、人権意識の高揚を図るため、企業や商工
団体などの人権担当者を対象とする研修会の情報提供を
行います。

237 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、人権担当
者を対象とする研修会の情報提供を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、人権担当者を対象とする研修会の情報提供を
行ないました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について温
度差がありました。社内研修の状況については、
訪問企業７７社中３９社（５０％）が社内研修を
実施、実施予定、検討中でありました。残り３８
社は研修の予定なしとの回答でありましたので、
研修会を開催していただくよう促す必要がありま
す。

Ｂ

①人権に関する講座を修了し
た人材を活用した学習会や研
修会の開催

238 人権政策・
男女共同参
画課

地区別懇談会モデル事業、フォロー事業にリーダー候補として参加
できるよう事業をつないでいきます。

部落解放・人権大学講座を受講した住民・企業などに対して、人権啓
発地区別懇談会の参加を促し、リーダーとしての役割をお願いしまし
た。

地域における人権啓発リーダー養成は進んでいま
すが、開催地区数の増加が見込めないなどの課題
があります。 Ｂ

239 生涯学習課 研修会実施回数 伊賀市人権同和教育研究協議会等と共に、研修会を開催します。
　実施回数：５回

伊賀市人権同和教育研究協議会とともに、研修会を開催しました。
実施回数：５回

多数の参加者があり、広く研修会へ参加してもら
うことができた。今後は、研修会開催情報の周知
を広く行い、今まで参加したことのない市民の方
が参加いただけるよう努めます。

Ａ

②ネットワーク体制づくりの
推進

240 人事課 実施回数 三重県人権大学講座や部落解放・人権大学講座を修了した市職員
が、下記の研修等への参加を通して、職場や地域での啓発推進の中
心的役割を担う機会づくりを行います。
　職員同和問題研修会を開催します。
　　開催予定回数：20回（フォロー研修を含む）
　職場研修　各職場年2回以上の実施
　居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加

○職員同和問題研修会を開催しました。
　・事前研修：2回
　・講義型研修：11回（フォロー研修を含む）
　・グループ討議型研修：9回（フォロー研修を含む）
○職場研修　各職場年2回以上の実施
○居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加

三重県人権大学講座、部落解放・人権大学講座の
修了生に、職員同和問題研修会のグループ討議型
研修でのファシリテーター役として積極的に参加
いただくよう依頼したことや、他の職員にも増し
て職場研修や地区懇談会等でリーダー役を果たす
べき立場にあることを認識いただくことができ、
人権啓発の推進体制の構築に繋げることができた
と考えます。
しかし、修了生全体の人数に対して、同和問題研
修会でファシリテーター役となっていただいた人
数の比率が低く、知識や経験を十分に活用できた
とは言えないことから、次年度以降の全体研修会
や職場研修における修了生の役割を明確化し、新
規採用職員研修の講師等へ起用するなど、修了生
の位置づけや活用方法について検討を重ねる必要
があると考えます。

Ｃ

241 人権政策・
男女共同参
画課

受講生交流会への参加率
　参加者数／修了生数

今年度の人権大学等受講生を対象に交流会を開催し、意見や情報の
交換を行います。
また、これまでの修了生を対象に学習の場を設け、将来的なネット
ワーク化への可能性を探ります。
　受講生交流会参加率（目標）：80％以上

今年度の受講生を対象に交流会を開催し、意見交換を行いました。
日時：平成２４年１１月１４日（水）午後２時～３時３０分
場所：大山田農村環境改善センター　２階・大会議室
参加者：６人（全員）
また、全修了生を対象に、講演会を主体とした研修会を開催する予定
です。
日時：平成２５年３月２２日（金）午後２時～４時
場所・大山田農村環境改善センター　２階・大会議室
内容：隣保館職員による講演及び意見交換

今年度の修了生に対して、講座修了後もさらに研
鑽を積んでいくよう働きかけを行うことができま
した。
今後は、職場や地域での啓発に結びつくような意
見交換の機会をさらに増やしていけるよう検討し
ていきます。 Ｃ

自分の暮らしを見つめ語り合うことを通して、差別を見
抜き、差別を許さない、差別に立ち向かう力をつけ、さ
らに地区青年及び教職員が人権問題についてともに考え
合い地区外生徒に情報発信を行うためリーダーとしての
資質を養います。

住民、企業、ＮＰＯ等の団体が人権の視点に立った活動
を進めるため、人権に関する講座を修了した人材に、引
き続き新たな学ぶ機会や学んだことを生かすことができ
る場を提案するような取組を行い、地域における研修会
や人権学習会が広く実施されるような取組を進めます。

５
・
講
座
修
了
生
の
活
用

三重県人権大学講座や部落解放・人権大学講座を修了し
た市職員について、情報交換や連携の場を設けるなど
ネットワーク化することにより、職場や地域での人権教
育を担う人材として活用する体制づくりを進めます。
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施策分野２・人権擁護と救済のための施策

（１）人権侵害の発見や防止体制の確立
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①児童虐待防止の啓発 児童への虐待問題に対する意識を高め、虐待を受けたと
思われる児童を発見した場合は、通告の義務があること
などの周知を図ります。

242 こども家庭
課

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会主催講演会参加
人数

講演会を開催します。
　参加予定者数：８０人
１１月の児童虐待防止月間で啓発します。

講演会を開催しました。
日時：平成２４年11月8日（木）14:00～
場所：ふるさと会館いが小ホール
内容：「要保護児童対策地域協議会の運営」
講師：立命館大学産業社会学部　野田正人氏
参加人数：２７人
１１月の児童虐待防止月間にて、子育て支援センター啓発キャラバ
ン、街頭啓発などを実施しました。

虐待防止および通告の義務について、啓発により
ひろく周知することができました。
講演会については、呼びかけに対して参加数が減
少しているので、参加率を高めることが課題で
す。 Ｃ

②伊賀市要保護児童及びDV
対策地域協議会の開催

児童虐待やＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)が発生
した際、早期に発見・対応できるよう、伊賀市要保護児
童及びDV対策地域協議会を開催するとともに、関係機
関との連携を強化し、児童虐待やDVの発生の防止を図
ります。

243 こども家庭
課

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会会議開催回数

伊賀市要保護児童及びDV対策地域協議会（代表者会議）を開催しま
す。
　開催予定回数：２回

伊賀市要保護児童及びDV対策地域協議会（代表者会議）を開催しまし
た。
　開催回数：２回

伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会のケー
ス検討会が大変充実しており、各機関の連携が深
まっています。
代表者会議がより効果的なものになるような工夫
が必要です。

Ｃ

①障がい者虐待防止の啓発 障がい者への虐待問題に対する意識を高め、虐待を受け
たと思われる障がい者を発見した場合は、通告の義務が
あることなどの周知を図ります。

244 障がい福祉
課

参加者理解度 障がい者虐待防止に関する講演会を開催します。
　参加者理解度：８０％（アンケートで「内容を理解できた」と答えた
人）

障がい者虐待防止に関する講演会を開催しました。
日時：平成２４年１０月７日（日）午後２時～
場所：ゆめポリスセンター２階大会議室
参加者：５０名　参加者理解度：９７％

障がい者への虐待問題に対する意識を高めるとと
もに、虐待の通報義務などを周知することができ
ました。
今後も継続して障がい者虐待防止について啓発を
行っていきます。

Ａ

②障がい者虐待の早期発見と
支援体制の整備

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に
関する法律」に基づき、養護者、障がい者福祉施設従事
者、使用者（事業主）などによる障がい者への虐待を予
防するための支援体制を整備し、あわせて発見者の通報
を受け適切な対応につなげるしくみをつくります。

245 障がい福祉
課

支援体制の整備 障がい者の虐待防止及び支援を行う体制を整えます。 障がい者の虐待通報を受けてからの支援の流れや高齢者虐待防止を担
う地域包括支援センターと共同での虐待検討委員会の設置など体制整
備を行いました。

虐待防止体制を整えることにより、通報を受けて
からの支援の流れが明確になりました。
今後、実際の虐待対応を行う中で体制の見直しを
していく必要があります。

Ｂ

①高齢者虐待防止の啓発 高齢者への虐待問題に対する意識を高め、虐待を受けた
と思われる高齢者を発見した場合は、通報の義務がある
ことを認識できるよう、高齢者の虐待の防止や養護者に
対する支援等について周知を図ります。

246 地域包括支
援センター

担当者会議実施回数（回）
事業所研修実施回数（回）
講演会参加者（人）・満足度
（％）

高齢者虐待の防止のため、高齢者虐待担当者会議を開催し、事例検
討、情報の共有、研修を実施します。（年６回予定）
介護事業所等の職員に対し、虐待についての研修会を開催します。
(要望に応じて随時)
虐待を受けるリスクが高い認知症についての市民向け講演会を開催
します。（年１回　参加者４００名　満足度７０％以上）

高齢者虐待担当者会議を４回開催し、事例検討・情報共有・研修を実
施しました。
伊賀地域権利擁護センター月例会にて生活支援員を対象に高齢者虐待
についての研修会を１回実施しました（１２月７日）。「高齢者あん
しん見守りネットワーク事業」研修会として12 月９日（日）ふるさと
会館いがにて「認知症の人の歴史から学ぶ」をテーマに講演会を開催
しました（参加者１３９人・満足度９３％）。

会議・研修の実施により、高齢者虐待防止にかか
わる人材の資質の向上を図ることができました。
講演会については参加者数を増やす工夫が必要で
す。
「障害者虐待防止法」の施行に伴い、障がい福祉
課と連携がより重要です。

Ｃ

②高齢者虐待防止ネットワー
クの形成

高齢者の尊厳保持の観点から、関係機関の連携による高
齢者虐待防止ネットワークを形成し、虐待の被害を受け
ている高齢者について円滑な解決を図れるような体制を
整備します。また、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切
な保護及び養護者に対する適切な相談・支援を実施しま
す。

247 地域包括支
援センター

担当者会議実施回数（回）
地域ケア会議参加回数（回）
総合相談担当者連絡会議開催
回数（回）

高齢者虐待担当者会議を年６回開催します。地域ケア会議担当者会
議（年１２回）、地域ケア会議（年３６回程度）に参加し関係機関
の連携を図ります。総合相談担当者連絡会（年２回）を開催しま
す。

高齢者虐待担当者会議を４回開催し、事例検討・情報共有・研修を実
施しました。地域ケア会議担当者会議に１２回、支所地域ケア会議に
２４回参加しました。総合相談担当者連絡会議を１回開催しました。

会議の開催、会議への参加により高齢者虐待防止
にかかわる人材の資質の向上を図ることができ、
また情報の共有を図ることができました。
支所地域ケア会議への参加率が低かったことが課
題です。

Ｄ

③総合相談 虐待を受けている高齢者自身も養護者をかばったり、知
られたくないなどの思いがあるため虐待の事実を訴えに
くく、家庭内における高齢者虐待は発見しにくい状況に
あるため、虐待を早期に発見し、問題の深刻化を防ぐた
めに、近隣住民をはじめ、地域の民生委員児童委員や住
民自治協議会、自治会等の地域組織の協力を得るととも
に、地域包括支援センター等相談窓口での対応の充実を
図ります。

248 地域包括支
援センター

虐待に関する相談件数（件） 高齢者虐待防止のため、近隣住民、民生委員等の協力を得て、介護
高齢福祉課、支所住民福祉課、ふくし相談支援センター、介護保険
事業所、医療機関、警察と連携し、虐待に関する相談支援を実施し
ます。（相談件数１５０件）

平成２５年１月末時点で８９件の相談に対応しました。 虐待にいたらない不適切な介護・かかわりの時点
から支援をすることにより、虐待の早期発見・防
止つなげることができました。
相談窓口の啓発と、相談しやすい知識の啓発（養
護者の負担軽減が重要であること）が必要です。 Ｃ

①女性に対する暴力の社会的
認識の浸透

配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セク
シュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対す
る暴力が人権侵害であることや暴力が起こる社会的背景
についての理解・認識を深めるため、法的知識の浸透を
はじめ講座等の開催やパンフレットなどの配布により啓
発を進めます。

249 人権政策・
男女共同参
画課

ＤＶ防止法やストーカー規制法に関する国や県からの資料を、市の
窓口に設置し、広く市民に周知します。
また、女性の悩みについての講座やＤＶ防止セミナーの開催を通し
て、学習機会を提供します。

女性に対する暴力防止セミナーを開催しました。
日時：平成２４年１１月１８日（日）午後１時３０分から午後４時ま
で
場所：ゆめぽりすセンター
内容：「気づいてください～あなたのそばの見えないＤＶ～」
参加者：６０人

離婚とその影響、また各種手続きについての講座を開催しました。
日時：平成２４年１２月５日(水）午後１時３０分から午後３時まで
場所：ハイトピア伊賀４階　ミーティングルーム
内容：「女性講座～自分の人生は自分で決める！～」
参加者：５人

セミナーでは、ＤＶについて市の現状や朗読劇、
講演会を行いましたが、参加者数が予想より下
回ったことから、この問題に対する市民の関心が
低いことを実感しました。啓発方法の見直しが必
要であると考えます。

Ｃ

②性犯罪、売買春、ストー
カー行為等についての啓発

性犯罪等の女性に対する暴力の実態や問題点について、
啓発を進めます。

250 人権政策・
男女共同参
画課

犯罪等の女性に対する暴力の実態や問題点について、県等主催の研
修会開催の情報を広く提供し、啓発を進めます。

女性に対する暴力防止セミナー
「気づいてください～あなたのそばの見えないＤＶ～」のチラシを広
く市民に配布し、また広報「いが市」にも開催のお知らせを掲載しま
した。

今後、さらに参加者を増やすことが課題ですが、
このセミナーの開催の情報を広く提供できまし
た。 Ｂ

③セクシュアル・ハラスメン
ト防止研修

セクシュアル・ハラスメントに対する認識を深め、防止
するための研修を充実させるとともに、対応体制を強化
します。

251 人事課 実施回数及び参加者数 セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの防止を目的にハラ
スメント研修を開催します。
　実施回数：3回
　参加予定者数：150名程度

セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの防止を目的にハラス
メント研修を開催しました。
　・実施回数：3回
　　平成24年5月18日　9:30～、13:30～
　　平成24年10月9日　13:30～
　・参加者数：合計146名
　・対象者　：各職場の監督職

ハラスメントに対する正しい理解と認識を身に付
けることができ、年齢や役職を問わず、男女が共
に働きやすい職場づくりを推進するため、ハラス
メント発生の防止法や、監督職が果たす役割の重
要性を認識することに繋がったと考えます。
しかし、職場等において、実際にハラスメントの
現場に直面したときに適切な対応ができるよう、
研修受講にとどまることなく、日常的に職員の意
識向上を図る必要があると考えます。

Ｂ

252 人権政策・
男女共同参
画課

企業等にセクシュアル・ハラスメントに関する啓発ＤＶＤ、書籍を
貸出し、対応担当者、管理職への研修を促します。

企業訪問時に、ビデオ、ＤＶＤの貸出について、ＰＲしましたが、貸
出件数は０件でした。

企業訪問時に、貸出ビデオ、ＤＶＤのリストを配
布するなど、ＰＲの方法を考える必要がありま
す。 Ｄ

④セクシュアル・ハラスメン
ト対応体制の確立

職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するた
め、相談窓口の周知や対応担当者・管理職への研修の情
報提供を行い、対応体制の確立を支援します。

253 人権政策・
男女共同参
画課

セクシュアル・ハラスメントの相談窓口の周知を行うとともに、市
民からの相談があれば、必要に応じて労働局、県と連携して対応し
ます。

市民からの相談件数：０件 今後も、相談があれば、関係機関と連携して対応
します。

Ｄ
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254 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、相談窓口
の周知や対応担当者・管理職への研修の情報を提供します。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、職場におけるセクシュアル・ハラスメントを
防止するため、資料による情報提供を行い、対応体制の確立を支援し
ます。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について温
度差がありました。社内研修の状況については、
訪問企業７７社中３９社（５０％）が社内研修を
実施、実施予定、検討中でありました。残り３８
社は研修の予定なしとの回答でありましたので、
研修会を開催していただくよう促す必要がありま
す。

Ｂ

①人権パトロール 255 都市計画課 巡視回数 都市公園（都市緑地含む）の定期巡視を実施します。
　実施回数：週４回

計画的に巡視を実施しましたが、部落差別等の人権に係る落書きはあ
りませんでした。
実施回数：１８１回（平成２５年２月１２日現在）

定期的な巡視により、落書き等の早期発見に繋
がっています。

Ａ

256 伊賀支所住
民福祉課

回数 月１回２班編成で人権パトロールを実施します。 月１回、支所と人権センターが共同で２班編成による人権パトロール
を実施しました。
(4/26)､(5/29･6/1)､(6/27･29)､(7/26･8/2)､ (8/28･9/5)､
(9/27)､(10/30･31)､(11/28･29)､(12/27)

パトロールの実施により、差別落書き等を未然に
防止することができました。パトロール時に施設
管理者など関係機関と連携することで監視体制の
強化が図られました。

Ａ

257 島ヶ原支所
住民福祉課

巡回数 支所管内の公共施設及び公共物等を巡回します。 振興課と協力して実施しました。年２回 今後、回数を増加し、継続していきます。

Ｂ

258 阿山支所住
民福祉課

実施回数 支所管内の公共施設、以前に落書きが発生した箇所等を中心に、月
１回、人権パトロールを実施します。

支所管内の公共施設、以前に落書きが発生した箇所等を中心に、月１
回程度、人権パトロールを実施しました。
○実施回数：１１回

今年度、支所管内において落書きは発生していま
せん。落書きの防止に向けて、今後も、パトロー
ルを継続して行っていく必要があります。 Ｂ

259 大山田支所
住民福祉課

連絡回数 関係機関と連絡をとりながら、市民の人権侵害の予防に努めます。
　連絡回数　随時

関係機関と適宜連絡をとりながら、市民の人権侵害の予防に努めまし
た。
　連絡回数：随時

平時から人権政策課、ライトピアおおやまだ、反
差別人権研究所みえ、人権を考える会、反差別村
民ネットワーク等の関係機関と連絡をとること
で、人権侵害の予防に繋がりました。

Ａ

260 青山支所振
興課

防犯・青少年見守りパトロー
ルの実施回数

青山支所として「防犯・青少年見守りパトロール」を実施します。
　実施回数：週２回

管理職と主査級職員がペアになり、週２回実施しています。 教育機関（小・中学校）周辺に重点を置き、また
支所管内各地区へも巡回しています。

Ｂ

②戸籍等の不正取得の防止 市が保有する個人情報の自己コントロール権を尊重する
とともに、登録型本人通知制度を導入し、戸籍謄抄本等
の不正取得の防止に努めます。

261 住民課 本人通知制度を導入します。
　要綱の策定
　システムの整備
　広報・ホームページ等での周知

２０１２年１1月１日から「伊賀市住民票の写し等の第三者交付にかか
る本人通知制度」を導入し、申請受付を開始しました。住民票の写し
や戸籍全部記載事項証明などを代理人や第三者に交付した場合、通知
を希望する事前登録者にその事実を通知しました。

本人通知制度の事前登録者に通知することによ
り、不正請求の早期発見や事実関係の早期究明、
また不正請求を抑止する効果が期待されます。
本人通知制度の導入時に広報等により市民への周
知を行いましたが、引き続き制度の目的や利用に
ついて周知に取り組み、本人通知制度の普及に努
めます。

Ｂ

③差別事件への対応 262 人権政策・
男女共同参
画課

人権侵害発生時の通報・連絡体制を整備するとともに、人権侵害が
発生した際には人権侵害対策本部設置要綱に基づき、迅速かつ的確
な対応を行います。

人権侵害発生時の通報・連絡体制を整備しました。また人権侵害発生
時には関係機関と連携し、問題解決につとめました。

人権侵害発生時における対応をフローチャートで
整備し、より迅速かつ的確な対応ができるように
なりました。 Ａ

263 伊賀支所住
民福祉課

事件、事象発生時のフローチャートを各所属に掲示し、対応強化を
図ります。

緊急時体制のフローチャートを支所調整会議や人権啓発担当者会議で
確認し合い、職場の見やすい箇所に掲示しました。

フローチャートを職場に掲示して確認すること
で、事件や事象発生時での緊急時体制を職員が常
に自覚することができました。 Ｂ

264 島ヶ原支所
住民福祉課

支所内会議において体制や対応についての確認等を実施します。 支所内会議において体制や対応についての確認等を年２回実施しまし
た。

職員の削減による対応を検討していきます。

Ｂ

265 阿山支所住
民福祉課

伊賀市人権侵害対策本部阿山支部において、人権侵害発生時の通
報・連絡体制の確認を行うとともに、実際に人権侵害が発生した際
には、必要に応じて支部を設置し、対策会議を開催する等、迅速か
つ的確な対応に努めます。

年度当初に、伊賀市人権侵害対策本部阿山支部内において、人権侵害
発生時の通報・連絡体制を確認しました。また、実際に人権侵害事象
が発生した際には、阿山支部内で情報共有、協議の上で対応しまし
た。

人権侵害事象発生時には、的確な対応ができたと
考えています。今後も、実際に人権侵害が発生し
た際には迅速かつ的確な対応ができるよう、研修
等を通じて、職員の人権意識やスキル等の向上を
継続して図っていく必要があります。

Ｂ

266 大山田支所
住民福祉課

連絡網の有無 差別事象が起きたときの対処方法について、関係機関との連絡網を
作成します。

差別事象が起きたときの対処方法について、関係機関との連絡網を作
成しました。

連絡網を作成することで、早期に関係機関と連絡
をとることが可能となり、差別事象に対して迅速
で適切な対応をすることができます。 Ｂ

267 青山支所住
民福祉課

差別事件・事象発生時には、必要に応じて、青山同和教育推進協議
会や部落解放同盟老川支部と対応策について協議し、また人権侵害
対策本部青山支部として対策会議、本部会議を招集し、迅速かつ的
確な対応に努めます。

青山文化センターとの情報交換。青山同和教育推進協議会 役員会等で
情報共有している。

他支所管内・本庁管轄で差別事象が発生しても、
青山支所として「対岸の火事」的感覚で受け取る
のではなく、いつ支所管内で発生しても対応でき
るようにとの共通認識のもと、緊張感をもって情
報交換・共有をしてきました。

Ｂ

④ホームページの運用 居ながらにして行政情報を得ることができるよう、ホー
ムページでは多くの情報を提供するとともに、最新の情
報を提供できるよう各所属で随時更新に努めます。ま
た、市民に限らず、広く「参声広場」により電子メール
で市政に対する意見・質問・相談などを受け、迅速に対
応します。

268 秘書広報課 ホームページを毎月１回チェックし、報告するよう担当課に依頼
し、古い情報が残っていないか等、ホームページで最新の情報を提
供できるよう努めます。また参声広場では、寄せられる質問や意見
などについて、迅速な回答に努めます。

ホームページを毎月１回チェックし、報告するよう担当課に依頼し、
古い情報が残っていないか等、ホームページで最新の情報を提供でき
るよう努めました。また参声広場では、寄せられる質問や意見などに
ついて、迅速な回答に努めました。

ホームページでは、市民に最新の情報を提供でき
たこと及び、参声広場では市民の求めに対し、迅
速・的確に回答することができ、市民との情報共
有に寄与することができました。 Ａ

差別事件・事象を発見したり、通報を受けたときには、
まず現場及び発生状況を調査・確認し、事件の拡大を防
ぐとともに、必要に応じて関係機関会議をもち今後の対
応策を検討します。また、庁内においては人権侵害対策
本部設置要綱に基づき、必要に応じて対策会議、本部会
議を招集し、迅速かつ的確な対応に努めます。

４
・
暴
力
を
許
さ
な
い
社
会
の
意
識
啓
発

５
・
人
権
侵
害
の
発
見
・
防
止
・
対
応

公共施設や不特定多数の人が利用する施設において、差
別落書きによる個人や同和地区への人権侵害が起こらな
いように、関係部署がそれぞれの関係機関・団体等との
連携による監視を行い、早期発見・未然防止に努めま
す。
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施策分野２・人権擁護と救済のための施策

（２）人権相談体制の充実
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①人権相談 市民が利用しやすいよう、支所単位で、人権擁護委員に
よる人権に関わる相談窓口を開設し、人権相談を実施し
ます。

269 人権政策・
男女共同参
画課

実施回数 毎月１回、人権擁護委員による特設人権相談を開設します。 人権擁護委員による特設人権相談を開設しました。
実施回数：１２回（月１回）
開設場所：ふれあいプラザ
開設時間：１３：００～１６：００

人権相談窓口を開設することによって、利用機会
の増加を図りました。なお、相談件数が少ないた
め、より多くの方に利用いただく方法の検討が必
要です。

Ｂ

270 伊賀支所住
民福祉課

実施回数 ２ヶ月に１回特設人権相談窓口を開設して人権相談を実施します。 人権擁護委員による人権相談を実施しました｡
(4/10･6/1･8/10･12/10･2/8予定)

無線放送で事前に相談日時などを知らせること
で、管内住民の誰もが安心して相談を受けること
ができました。 Ｂ

271 島ヶ原支所
住民福祉課

相談回数 支所において人権擁護委員による相談窓口を開設します。 人権擁護委員2名が年間6回の相談窓口を開設しました。 継続していきます。

Ｂ

272 阿山支所住
民福祉課

相談回数 毎月１回、人権擁護委員による特設人権相談を開設します。 毎月１回、人権擁護委員による特設人権相談を開設しました。
○開設回数：１２回

相談件数はゼロです。今後も、相談の場は継続し
て開設し、広報・周知等を行っていく必要があり
ます。 Ｃ

273 大山田支所
住民福祉課

実施回数 毎月、人権擁護委員による人権相談を実施します。
　実施予定回数：１２回

毎月、人権擁護委員による人権相談を実施しました。
　実施回数：１２回（うち２月、３月は予定）

市民が気兼ねなく相談できるようにすることで、
市民の人権を擁護し、人権が尊重される社会の構
築につながりました。 Ａ

274 青山支所住
民福祉課

実施回数 「人権相談所」を開設します。
　実施予定回数：１３回

「人権相談所」を開設しました。
実施日：4月9日（月）、5月8日（火）、6月1日（金）、6月8日
（金）、7月9日（月）、8月8日（水）、9月10日（月）、10月9日
（火）、11月8日（木）、12月10日（月）、1月8日（火）、2月8
日（金）、3月8日（金）
実施回数：13回（予定）

年13回の相談日を設けました。しかし、相談日等
の市民に対する周知不足が原因か、相談件数0件と
なってしまいました。

Ｃ

①女性法律相談 女性弁護士による女性法律相談を予約制で実施します。 275 人権政策・
男女共同参
画課

女性弁護士による女性法律相談を毎月（年１２回）実施します。 女性法律相談を毎月開催しました。
相談件数：延べ４２件（１月相談日終了時）

昨年まで隔月開催でしたが、今年度より毎月開催
することになり、より多くの相談に応じることが
できました。 Ａ

②女性に対する暴力等の相
談・支援

女性に対する暴力などの人権侵害に対応するため、女性
相談の充実を図り、関係機関及び民間団体と連携して、
迅速かつ的確に対応します。

276 人権政策・
男女共同参
画課

女性法律相談でＤＶ被害者を受け付けた場合は、迅速にこども家庭
課に連絡、連携して、被害者の支援に努めます。

女性法律相談で、DV被害者の相談が実際にあり、こども家庭課と連携
して支援しました。

人権政策・男女共同参画課では、被害者支援に必
要となる法的知識を提供しました。

Ａ

277 こども家庭
課

女性相談件数 女性相談目標延件数：３５０件
女性相談員を配置し、DV、その他困難な問題を抱える女性市民等か
らの相談に応じ、対象者の保護や自立に向けた指導や支援、それら
に付随業務を実施します。

女性相談延件数：７００件
女性相談員を１名配置し、DV、その他困難な問題を抱える女性市民等
からの相談に応じ、対象者の保護や自立に向けた指導や支援、それら
に付随業務を実施しました。

ＤＶ被害を始めとする困難な問題に悩む女性の救
済・軽減および自立に向けた支援をすることが出
来ました。
非常勤嘱託職員対応であるため、勤務時間外の対
応の充実が必要です。

Ｂ

③男女共同参画センター、女
性相談所との連携

女性の人権を守るため、ＤＶ（ドメスティック・バイオ
レンス）被害者や母子世帯等、さまざまな困難を抱える
女性に対して、県の男女共同参画センターや女性相談所
との連携を強化し、きめ細かな相談に応じるとともに、
要保護女性の保護や自立に向けた支援を行います。

278 こども家庭
課

女性相談人数 女性相談目標実人数：１００人
相談に応じて、必要関係機関と連携します。

女性相談実人数：1５０人
相談に応じて、必要関係機関と連携しました。

ＤＶ被害をなくすために、１１月１２日～２５日
の啓発期間には、男女共同参画センターと連携し
て街頭啓発、セミナー開催などに協力して取り組
みました。
今後も引き続き、啓発が必要です。

Ｂ

①いじめ・不登校等対策の推
進

いじめや不登校などの問題に対応するため、学校での教
育相談体制の充実に努めます。そのために、教職員の研
修や、スクールカウンセラー等の専門家の配置を進めま
す。また、不登校の子どもについては、伊賀市教育研究
センターふれあい教室と連携した対応を進めます。

279 学校教育課 生徒指導総合連携会議開催回
数

幼稚園・小中学校の生徒指導担当者が参加する生徒指導総合連携会
議を年間6回開催し、いじめや不登校等の問題について研修を行い
ます。また、スクールカウンセラーの派遣を行います。

幼稚園・小中学校の生徒指導担当者が参加する生徒指導総合連携会議
を年間6回開催し、いじめや不登校等の問題について研修を行いまし
た。本年度は特にいじめ問題に関わって、奈良教育大学池島教授を講
師にお招きし研修会を実施しました。また各校より毎月不登校及び不
登校傾向の児童生徒の状況報告を求め、ふれあい教室や子ども家庭課
と情報を共有するとともに、各校から要請のあったスクールカウンセ
ラーの派遣を行いました。

各校での問題行動の数は、昨年度に引き続き減少
していますが、本年度いじめ問題が大きな課題と
なり、全校で取組の再点検を実施しました。課題
としては、各校で取組に差が生じていることで
す。

Ａ

②少年相談110番の普及 いじめや非行問題等、少年や保護者が気軽に相談できる
よう、フリーダイヤルの「少年相談110番」について
普及します。

280 学校教育課 生徒指導サポート会議開催回
数

生徒指導総合連携会議及び毎月開催している生徒指導サポート会議
に、少年サポートセンターに参加いただき、連携を図ります。

生徒指導総合連携会議６回、中学校生徒指導担当会議２回及び生徒指
導サポート会議１２回を開催し、各会議に少年サポートセンターに参
加いただき、警察との連携を図りました。

学校と警察との連携が進み、学校が警察に相談し
やすい関係作りが進みました。課題としては、各
校で取組に差が生じていることです。 Ａ

③児童相談所等との連携 専門的な相談への対応の質の向上を図るため、児童相談
所等関係機関との連携を強化します。

281 こども家庭
課

カンファレンスの実施回数 カンファレンスの実施回数：週1回
毎週火曜日に児童相談所とカンファレンスを通じてケースの共通理
解や相談体制の確認を実施します。

カンファレンスの実施回数：週1回
毎週火曜日に児童相談所とカンファレンスを通じてケースの共通理解
や相談体制の確認を実施しました。

ケースについて共通理解をもつことにより、一貫
した支援が可能となりました。
今後も継続して連携できる体制づくりが必要で
す。

Ｂ

①障がい者の相談・支援 障がいのある人に対し、総合的な日常生活相談や福祉
サービスの調整、就労支援、地域移行に必要な指導や援
助を行うなど相談体制の充実に努めます。

282 障がい福祉
課

相談件数 伊賀市障がい者相談支援センターに専門の相談支援員を４名配置
し、障がい者及び家族からの相談に対応し支援を行います。
　相談件数：７，０００件

伊賀市障がい者相談支援センターに専門の相談支援員４名を配置し、
障がい者及び家族からの相談に対応に対応しました。
２４年度相談件数　７，２３０件（見込）

関係機関と調整を図り、適切なサービスを利用で
きるよう支援計画を作成することにより障がいの
ある人が地域の中で安心した生活を送ることがで
きました。
しかしながら、相談内容が生活全般に関わること
が多くなってきているうえに、当事者だけではな
く家族の支援も必要なケースが増えてきているた
め、相談員の負担が大きくなってきています。

Ａ

②障がい者相談員等との連携 障がいのある人及び家族からの相談に対し、身体・知
的・精神の各障がい者相談員と連携し、地域活動の推進
や地域生活の支援、障がいのある人に関する援護思想の
普及に努めます。

283 障がい福祉
課

相談件数 当事者及びその家族の中から相談員を委嘱し、それぞれの地域で障
害者及び家族の相談に対応します。
　相談件数：100件

当事者及びその家族の中から身体障がい者相談員６名、知的障がい相
談員３名、精神障がい相談員１名を委嘱し、それぞれの地域で障がい
者及び家族からの相談に対応しました。
２４年度相談件数　１００件（見込）

当事者及びその家族が相談員となることにより、
当事者と同じ目線での対応ができ、適切な助言や
指導を行なうことができました。
今後も障がいのある人が身近な地域で相談できる
障がい者相談員について啓発を行っていくよう努
めます。

Ｂ

自課
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実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

①地域人権相談ネットワーク
の組織化

複雑・多様化する人権相談に対して、迅速かつ的確に対
応するため、関係課や関係機関、団体等との連携による
地域人権相談ネットワークの組織化を図ります。

284 人権政策・
男女共同参
画課

法務局や三重県人権センター、伊賀人権擁護委員協議会など関係団
体との連携により、人権相談体制の整備を図ります。

法務局や三重県人権センター、伊賀人権擁護委員協議会など関係団体
と連携して人権相談に取組めるよう、人権相談体制の整備に向けて話
し合いを行いました。

人権相談体制の必要性についての共通認識ができ
ました。今後は定期的な開催に向けて取組む必要
があります。 Ｂ

②県専門機関、民間の相談・
保護機関等との連携

複雑・多様化する人権問題に対応するため、地域人権相
談ネットワークを通して相談機能の充実を図ります。

285 人権政策・
男女共同参
画課

相談内容に応じて各種機関と連携を行い、問題解決に努めます。 相談内容に応じて関係機関と連携しながら問題解決に向けて取組みま
した。

連携することによりより多くの情報をもって対応
に当たることが出来ましたが、問題解決には至っ
ておりません。 Ｂ

286 下郡市民館 相談者数 職員と専門機関の連携に努めます。 職員が巡回する中で、看護師やヘルパーと連携し相談を受けました。
相談回数は延べ80回あまりです。県人権センターの相談員交流会に参
加しました。

高齢者の相談が増えました。関係者との連携と職
員の資質向上に努めました。

Ｂ

287 寺田市民館 連携回数 相談内容に応じて各種専門機関と連携を取り合い、人権問題に対応
します。

専門機関に述べ5回連携をとり、人権に関する相談2件に対応しまし
た。

相談内容に応じた専門機関との連携で、即時に対
応することができました。

Ａ

288 いがまち人
権センター

相談件数 各種相談事項の解決に向け、随時、県及び関係機関と連携し人権相
談業務を実施します。
　相談予定件数：３件

各種相談事項の解決に向け、随時、県及び関係機関と連携し人権相談
業務を実施しました。
　子育て相談：48回　68名
　小児童支援：72回　144名

　関係機関と連携し相談業務を行うことにより、
子育てや学校生活に関する悩みの解決に向け連携
が深まった。 Ａ

289 ライトピア
おおやまだ

相談件数 来館、電話相談並びに家庭訪問等により随時相談を受付け充実を図
ります。

毎月1回第1金曜日に健康相談、第3水曜日に職業相談を開催しまし
た。生活相談員及び看護師が毎週1回家庭訪問を実施し、生活、健康、
育児、教育等の相談業務を行いました。
相談件数年間４５８件

相談内容によっては、専門機関に相談するなど各
専門機関と連携を取り合い、早い対応に繋げるこ
とができました。
今後高齢化が進みますと同和地区だけでなく、大
山田全域に広めていかなければならない課題であ
り、布引地域のまちづくりに繋がる効果がありま
した。

Ａ
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施策分野２・人権擁護と救済のための施策

（３）救済・保護支援体制の確立
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①高齢者等の権利擁護制度の
普及

290 障がい福祉
課

啓発回数 「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」に地域福祉権利擁護事業につ
いて掲載するとともに、講演会やイベント等でチラシを配布するな
ど事業内容や相談窓口の普及啓発を行います。
　啓発回数：５回

「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」に地域福祉権利擁護事業や成年
後見制度の紹介記事を掲載しました。
啓発回数：１回

地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の周知を図
ることができました。
今後はガイドブックへの掲載だけではなく、あら
ゆる機会を捉えて事業の普及啓発を行っていきま
す。

Ｃ

291 介護高齢福
祉課

福祉後見人継続研修参加者数 福祉後見人養成講座の修了者のレベルアップと後見人としての活動
を支援するため、福祉後見人継続研修を開催します。
　参加予定者数：20人

福祉後見人養成講座の修了者のレベルアップと後見人としての活動を
支援するため、福祉後見人継続研修を開催します。
　開催予定：平成25年3月24日　参加予定者数：20人

成年後見制度の普及を目指して啓発・周知を行う
ことができました。
成年後見人のレベルアップを図るため、継続的な
研修や支援を続けていく必要があります。

Ｂ

292 地域包括支
援センター

相談件数（件） 権利擁護、成年後見制度の利用に関する相談に対応します。（相談
件数５０件）

平成２５年１月末時点で７８件の相談に対応しました。 早期に対応することにより、権利侵害の早期発
見・防止つなげることができました。
さらに相談窓口の啓発と、成年後見制度に関する
正しい知識の啓発が必要です。

Ｃ

②権利擁護対策の充実 293 障がい福祉
課

相談件数 障がい者相談支援センターにおいて、権利擁護に関する相談に対応
するとともに伊賀市社会福祉協議会内の伊賀地域権利擁護センター
と連携し支援を行います。
　相談件数：２００件

伊賀市障がい者相談支援センターにおいて、障がいのある人からの生
活面の相談を受けるとともに、権利擁護支援が必要な人については、
伊賀市社会福祉協議会と連携し地域福祉権利擁護事業の利用や成年後
見制度利用の支援を行いました。
２４年度権利擁護相談件数　２４１件（見込）

地域福祉権利擁護事業や成年後見制度を利用する
ことにより、障がいのある人の権利侵害を未然に
防ぐことができました。
今後も伊賀市社会福祉協議会と連携し障がいのあ
る人が安心して地域で生活できるように努めま
す。

Ｂ

294 介護高齢福
祉課

相談件数 高齢者福祉相談室・ふくし相談支援センターにおいて、相談支援を
行います。
　相談予定件数：１０，０００件

高齢者等の生活の困りごとについて、市民が身近なところで相談でき
るよう、8箇所の高齢者福祉相談室と6箇所のふくし相談支援センター
を設置し、相談支援を行いました。
年間相談件数（見込）：高齢者福祉相談室（約400件）　ふくし相談
支援センター（約12,000件）

地域住民が、より身近なところで相談することが
でき、支援に繋げることができました。よりス
ムーズに困りごとが解決できるよう、関係機関と
のさらなる連携を図る必要があります。 Ｂ

295 地域包括支
援センター

担当者会議実施回数（回）
事業所研修実施回数（回）
講演会参加者（人）・満足度
（％）

高齢者虐待担当者会議を年６回開催します。地域ケア会議担当者会
議（年１２回）、地域ケア会議（年３６回程度）に参加し関係機関
の連携を図ります。総合相談担当者連絡会（年２回）を開催しま
す。

高齢者虐待担当者会議を４回開催し、事例検討・情報共有・研修を実
施しました。地域ケア会議担当者会議に１２回、支所地域ケア会議に
２４回参加しました。総合相談担当者連絡会議を１回開催しました。

会議の開催、会議への参加により高齢者虐待防止
にかかわる人材の資質の向上を図ることができ、
また情報の共有を図ることができました。
支所地域ケア会議への参加率が低かったことが課
題です。

Ｄ

①適応指導教室 伊賀市教育研究センターふれあい教室において、不登校
児童・生徒及びその保護者との教育相談活動を実施し、
通級児童生徒に対して適応指導活動を行います。また、
不登校児童生徒の実態把握に努めます。

296 学校教育課 不登校児童生徒の好ましい状
況変化の割合

訪問指導、電話相談、面接相談、訪問相談を実施するとともに、通
級児童生徒の適応指導に努めました。各校より毎月不登校及び不登
校傾向の児童生徒の状況報告を求め、ふれあい教室や子ども家庭課
と情報を共有するとともに、各校から要請のあったスクールカウン
セラーの派遣を行いました。

訪問指導、電話相談、面接相談、訪問相談を実施するとともに、通級
児童生徒の適応指導に努めました。各校より毎月不登校及び不登校傾
向の児童生徒の状況を報告させ、ふれあい教室や子ども家庭課と情報
を共有するとともに、各校から要請のあったスクールカウンセラーの
派遣を行いました。

ふれあい教室に通級している児童生徒が望ましい
状況に回復した割合は６８．９％です。課題とし
ては、各校で取組に差が生じていることです。 Ａ

②児童一時保護 緊急保護や行動観察、短期入所指導等を行うため、相談
や通告のあった児童について、児童相談所等関係機関と
連携し、一次保護等の対応を行います。

297 こども家庭
課

相談受付可能時間数 家庭児童相談員を配置し、一時保護が必要な児童の相談の対応を適
切に行います。
　相談受付可能時間数：１，７０８時間

家庭児童相談員を配置し、一時保護が必要な児童の相談の対応を適切
に行いました。
　相談受付可能時間数：１，７０８時間

一時保護を通じて、こどもの安全を確保すること
ができました。
今後も児童相談所と連携しながら、相談体制の充
実に努めます。

Ａ

③女性の暴力等被害に対する
支援

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律」に基づき、女性に対する暴力などの人権侵害に対応
するため、関係機関及び民間団体と連携を図り、ＤＶ防
止について共通認識を持ち、迅速かつ適切に対応しま
す。

298 こども家庭
課

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会会議開催回数

伊賀市要保護児童及びDV対策地域協議会（代表者会議）を開催しま
す。
　開催回数：２回

伊賀市要保護児童及びDV対策地域協議会（代表者会議）を開催しまし
た。
　開催回数：２回

伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会を通じ
て各機関の連携が深まりました。
代表者会議がより効果的なものになるような工夫
が必要です。

Ｃ

④窓口対応における被害者保
護の徹底

299 住民課 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー等の被害者保護のため
の住民基本台帳事務等における支援措置を行います。
市職員間の認識を共有し、保護の徹底を図ります。

住民基本台帳事務における支援措置を申し出た被害者の本人確認及び
相談機関等の意見等を確認した後、住民基本台帳システム等に所要の
手続きを行って、加害者からの住所探索目的の住民票等の交付請求に
応じない措置を実施しました。また、こども家庭課・保険年金課等の
関係担当課と情報を共有し、被害者保護の徹底を図りました。さら
に、平成２４年度から戸籍届書等の記載事項証明書等の交付について
も、申入書により被害者の住所等が覚知されないよう処置を施したう
えで交付しています。

住民基本台帳事務における支援措置申出を受付ま
した。　受付件数　26件
戸籍届書等の申入書を受け付けました。　受付件
数　１件
支援措置期間は申出日から１年となります。支援
措置期間終了後は延長または終了等の申し出が必
要となりますが、手続きをせず連絡も取れない人
がいます。申請時に制度の充分な説明を行い、認
識してもらうことが課題です。

Ｂ

300 こども家庭
課

伊賀市子育て短期支援
（ショートステイ）事業の実
施

伊賀市子育て短期支援（ショートステイ）事業が利用できる環境づ
くりに努めます。

伊賀市子育て短期支援（ショートステイ）事業が利用できる環境づく
りに努めました。利用実績としてはありません。

今後も必要に応じてサービスが適切に提供できる
よう、環境づくりに努め、相談支援のなかでサー
ビス利用が適切と感じたときには迅速に対応でき
るように努めます。

Ｂ

３
・
個
人
情

報
の
保
護

①個人情報の適正な取扱い 住民に関するさまざまなデータについては、重要な個人
情報が含まれるため、市職員に対する個人情報保護意識
の徹底・強化を図ります。また、情報セキュリティポリ
シーによる行政情報漏洩防止のシステムについて、適正
な運用を図ります。

301 情報推進室 情報漏えい防止対策システム
の安定稼動

 住民情報を核とする基幹系、グループウエアなど内部情報系の各情
報システムにおいて、情報漏えい防止対策システムの安定稼動を図
ります。

情報漏えい防止のため、情報漏えい防止対策システムの安定稼動を維
持し、システムを停止させないようにしました。

基幹系の新システム稼動が始まっており、バッチ
処理等が原課主導へ移行している中、基幹系の暗
号化解除は当室で処理する運用となっています。
暗号化解除につきましても権限を原課の所属長へ
変更するか検討中です。

Ａ

②ガイドラインの周知 厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知によ
る「医療･介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイドライン」を関係機関や市民に周知
し、適切な運用に努めます。

302 上野総合市
民病院事務
部庶務課

院内への周知を図るとともに、院内掲示等により関係機関や市民に
周知します。

通知により病院内に周知し、これに則り適切な運用に努めました。 市民や関係機関への周知が図られました。

Ｂ

４
・
救
済

制
度
の
充

実 ①人権侵害救済制度の確立 人権侵害を受けた人に対する救済措置のための制度を確
立するため、国に対し、人権侵害救済法（仮称）の制定
について、あらゆる機会を通じて要望します。

303 人権政策・
男女共同参
画課

人権侵害救済制度確立のため、あらゆる機会を通じて働きかけま
す。

三重県や東海市長会を通じて国に働きかけました。また、部落解放・
人権政策確立要求中央集会に参加し、国会議員への要請行動を行いま
した。

人権侵害が今なお続く厳しい状況であることを国
に訴えることができました。また、国会など国の
情勢を知ることができました。 Ａ

高齢者や知的障がいのある人、精神障がいのある人など
に対するさまざまな権利侵害を未然に防ぐとともに、地
域で安心していきいきとした生活を送ることができるよ
う、暮らし、福祉などに関するさまざまな相談に対応
し、併せて、関係機関や民間団体等の協力を得て支援を
行います。

２
・
支
援
の
充
実

１
・
権
利
擁
護
の
推
進

認知症高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある
人などの判断能力が不十分な人を保護するため、権利侵
害についての正しい理解や権利擁護の制度に関する普及
啓発、きめ細かな情報提供や相談等を実施します。ま
た、福祉後見サポ－トセンターの活用による成年後見制
度利用並びに福祉サービスの利用、日常的な金銭管理な
どを援助する地域福祉権利擁護事業の周知を図ります。
入院や施設入所等の際には、保証人がいないために利用
が困難となるなどの問題を解決するため、保証機能に関
する支援事業の構築に取り組みます。

家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合
や、母子が夫等からの暴力により緊急かつ一時的に保護
が必要となった場合、「伊賀市子育て短期支援（ショー
トステイ）事業実施要綱」に基づき、施設において一時
的に養育や保護をします。

通番
自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

（30）



施策分野３・人権が尊重されるまちづくりのための施策

（１）多様な主体との協働の推進
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①人権・同和教育推進連絡協
議会

中学校校区内の保育所（園）、幼稚園、小・中学校、隣
保館の職員、運動団体、人権啓発草の根運動推進会議の
代表者等が連携し、連絡協議会を作り、一体となって人
権・同和教育の研究、推進を行います。

304 八幡町市民
館

同和交流会の開催回数 将来、崇広中学校に集う子どもたちが人権を大切にし、反差別の仲
間になるようする教育実践を確立するための研究協議を中学校区内
の保・小・中で行います。

同和教育交流会を８回開催しました。 反差別の仲間作りをする子どもたちを育てるため
の教育実践交流が行えました。

Ａ

305 下郡市民館 参加者数 推進委員会を年4回、全体会を年2回、研修会を年1回、実践交流会
及び各部会を行ないます。

推進委員会を年3回、全体会を年2回、研修会を年1回、実践交流会及
び3年生・6年生各部会を行ないました。

上野南中学校区の人権・同和問題に対する共通理
解が深まりましたが、統合後の取り組みの方向を
議論していくことが課題です。 Ｂ

306 寺田市民館 連絡会議の開催数 保・小・中・高連絡会を毎月1回、小・中連絡会を年4回開催しま
す。校区内の小３・小６部会を年2回ずつ開催します。校区の人
権・同和教育推進連絡協議会を年4回開催します。

保小中高連絡会を月1回、小中連絡会を１回、校区内の小3・小６部会
年2回開催しました。校区の人権・同和教育推進連絡協議会を年4回開
催しました。

各教育機関の情報交換を行い、人権・同和教育推
進に努めることができました。

Ａ

307 いがまち人
権センター

校区連絡会議の開催数 子どもたちや保護者の学校や家庭での状況を出し合い課題を見つ
け、課題解決のため保・小・中・高校・人権センターで校区連絡会
議を開催します。

子どもたちや保護者の学校や家庭での状況を出し合い課題を見つけ、
課題解決のため保・小・中・高校・人権センターで校区連絡会議を開
催しました。
　校区連絡会：11回開催

　それぞれの子どもたちの様子や課題を共有する
ことができ、課題解決に向け統一した取り組みに
つなげられた。伊賀地区の高校の参画を目指すこ
とが課題。

Ａ

308 ライトピア
おおやまだ

会議開催回数 連携強化に向け毎月同和教育推進事務局会、校区連絡会等を開催し
ます。

大山田同和教育推進事務局会会議を毎月１回開催し、合計１2回開催し
ました。また、大山田人権教育推進会校区連絡会を年間６回開催しま
した。
事務局会開催日4月12日、5月21日、6月12日、7月17日、8月21
日、9月18日、10月22日、11月20日、12月18日、1月22日、2
月19日、3月19日、合計12回
校区連絡会開催日4月26日、5月21日、6月18日、10月19日、12
月11日、2月5日、合計6回

人権･同和教育、人権啓発に取り組むために、保育
園、学校、行政、活動団体の連携が充分に図れ、
事業実施後のアンケートで参加者の満足度が計れ
ました。

Ａ

309 青山文化セ
ンター

参加者の人権意識を高める 青山学校同和教育推進委員会を１２回開催します。
実践報告集を１回発行します。

青山学校同和教育推進委員会を１０回開催しました。 保育園・小学校・中学校の連携による学校におけ
る人権教育活動が活発に行われ、保育園、小学
校、中学校の連携は図れていますが、私立幼稚園
との連携ができていません。

Ａ

310 こども家庭
課

取組保育所（園）数 各保育所（園）において、各地域の人権同和教育推進連絡協議会と
連携し、人権同和教育の研究・推進を行います。

全保育所(園)において、地域の子どもの将来を見据えたかかわりや取り
組みを考え、各地域の同権と連携を持ち研修や意見交流を実施しまし
た。　36保育所(園)

各地域の同権と連携を持ち研修会や意見交流会を
が持てました。今後0歳から15歳までのこどもを
見据えた関わり、連携を大切にした話し合いが持
てるよう努めます。

Ｂ

311 学校教育課 各中学校区における人権教育
推進協議会主催の研修会の開
催回数

各中学校区における人権教育推進協議会主催の研修会を開催しま
す。

各中学校区における人権教育推進協議会主催の研修会がそれぞれ最低2
回開催されました。

講演会や保（園）小中の公開授業（保育）等地域
の実態に応じて研修会が開催されています。今後
もさまざまな人権課題や各中学校区の子どもの実
態を踏まえた研修会が必要です。

Ａ

②人権教育推進のための拠点
づくり

人権教育推進のために教育集会所を拠点とし、人権教育
啓発活動や人権についての相談を行い、差別を許さない
住民連帯や行動力・実践力を養います。

312 八幡町市民
館

中学校地区学習会の開催回数 反差別の仲間づくりと学力の充実のため地区学習会を開催します。 中学校地区学習会を開催しました。
1年生　42回　284名
2年生　42回　268名
3年生　46回　259名

反差別の仲間づくりをすることができました。不
参加の生徒を減らすことが課題です。

Ｂ

313 下郡市民館 地区学参加率 小中学校各地区学習会、小中交流野外学習会を実施します。 小学校地区学習会を43回、中学校地区学習会を37回実施しました。
（3月までの予定を含む）小中交流野外学習会を1回実施しました。

地区外の児童・生徒の参加で、より仲間づくり、
人権意識の広がりができました。さらなる出席率
の向上を目指します。 Ａ

314 寺田市民館 地区学習会の参加率 小学生地区学習会、中学生地区学習会を実施します。人権・同和問
題を正しく理解し、交流を深め、差別をなくす仲間づくりをすすめ
ます。

小学生・中学生地区学習会を実施しました。夏休みに中学生地区学
キャンプを開催しました。小学生地区学生は寺田文化祭に、肩たたき
コーナーを開催しました。地区学習会参加率小学生：14名中13名参
加、中学生：11名中9名参加

教員の協力を得ながら、各学年で仲間づくりと人
権問題の正しい理解に取り組むことができまし
た。 Ａ

315 いがまち人
権センター

地区学習会の開催回数 毎週木曜日に小学生及び中学生地区学習会を開催します。 毎週木曜日に小学生及び中学生地区学習会を開催しました。
小学生地区学習会：　46回開催 879名参加
中学生地区学習会：　49回開催 1,218名参加

　子どもたちが将来展望を持つことが出来るよう
に基礎学力を確保するとともに、差別をなくす仲
間を増やすことができた。少子化の影響から集団
での活動が出来にくくなっている。

Ａ

316 ライトピア
おおやまだ

参加者数 保育園の親子活動、小･中学生の地区学による仲間づくり、保護者の
仲間づくりをとおして反差別のネットワークを推進します。

大山田西保育園の奥馬野あそび会、ライトピア子ども会及び親子活
動、小中学生地区学習会を子どもたち及び保護者の差別に負けない仲
間づくりを目指して開催しました。
奥馬野あそび会開催日5月26日、7月21日、10月13日、11月17
日、1月12日、3月16日　　年間6回　　参加者数延べ64人
ライトピア子ども会夏休み学習会開催日数15日、冬休み学習会開催日
数5日、進級お祝い会4月21日、親子活動10月27日、六送会3月2
日、参加者数延べ380人
小学生地区学習会年間開催回数33回　参加者数延べ759人、小学生保
護者説明会開催日9月28日、参加者25人
中学生地区学習会年間開催回数29回　参加者数延べ312人、　中学生
保護者説明会開催日5月11日、参加者数17人

子どもだけでなく大人を含めて地域住民の仲間づ
くり、また、他地域との交流により人権意識の高
揚、人権･同和教育の推進が図れました。
地区学習会に参加児童、生徒の保護者会の繋がり
が深まってきています、今後親の会への進展を望
みます。

Ａ

317 青山文化セ
ンター

相談事業の実施回数 人権をはじめとする各種相談を実施します。
　予定回数：５００回

各種相談を実施しました。
　延べ４５０回

地域の高齢者が安心・安全に生活できるよう、隣
保館で外出支援を実施しています。
外出支援が必要な高齢者が多いが公的な支援制度
がありません。

Ａ

③各種団体等との協働 さまざまな人権課題に関する教育を進めるため、人権関
係のＮＰＯや団体に関する情報を収集し、連携を行いま
す。

318 人権政策・
男女共同参
画課

伊賀人権ネット加盟団体など、さまざまな人権団体との連携を行い
ます。

伊賀人権ネット代表者会議に出席し、取組みの連携を行いました。ま
た、３月２日に開催された同全体交流会において人権啓発地区懇談会
の取り組み状況を報告し、協力を要請しました。

今後も連携する事が確認できました。

Ａ
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319 八幡町市民
館

会議、交流会の開催回数
「崇広中学校区地域ぐるみ
ヒューマンフェスタ」の参加
者数

崇広中学校区地域ぐるみの人権・同和教育推進委員会で、同和教育
推進のため会議や交流会を開催します。
また、中学校区内の団体が集まり、反差別の輪を広げるために中学
校区においてヒューマンフェスタを開催します。

同和教育交流会を８回開催しました。
「崇広中学校区地域ぐるみヒューマンフェスタ」を開催しました。
　日時：11月10日（土）10時～14時
　場所：崇広中学校
　参加者：約1,700人

　同和教育交流会では、反差別の仲間作りをする
子どもたちを育てるための教育実践交流が行えま
した。
　ヒューマンフェスタでは、地域が一丸となって
反差別の輪を広げることができました。

Ａ

320 下郡市民館 各事業の参加者数 住民自治協議会や人権啓発地区草の根運動推進会議、上野南中校区
推進協議会等との話し合いや共催を通じて、啓発の支援を行ないま
す。

人権啓発地区草の根運動推進会議とともに、人権問題公演会を11月
17日に実施し122名が参加しました。人権ビデオフォーラムを2月7
日に開催しました。上野南中校区推進協議会とともに、人権・同和教
育学習会を2月13日に実施しました。

住民自治協議会や市民センター、PTAなどが、そ
れぞれの事業に関わっていただくことで、人権問
題の理解を深める機会となっています。 Ｂ

321 寺田市民館 関係機関・団体主催の研究大
会・講演会への参加者数

関係機関・関係団体が主催する研究大会・集会・講演会に参加し、
人権意識の向上に努めます。人権関係のNPOや団体に関する情報収
集に努め、連携を図ります。

地同研から研究大会・集会・講演会に参加しました。参加者数：部落
解放・人権大学講座延べ17名、部落解放全国研究集会１名、全国人
権・同和教育研究大会１名、人権啓発研究集会１名

地同研から研究大会・講演会に参加することがで
きました。

Ａ

322 いがまち人
権センター

伊賀解放創世塾、劇団「まえがわ座」等と連携し情報交換を行なう
とともに情報発信をします。

伊賀解放創世塾、劇団「まえがわ座」等と連携し情報交換を行なうと
ともに情報発信をします。
　「まえがわ座」：１回公演実施
　　解放創世塾：懇談会１回開催

「まえがわ座」の公演活動により、より多くの人
たちに反差別の仲間作りの発信ができた。懇談会
を行うことにより情報交換が出来た。 Ａ

323 ライトピア
おおやまだ

参加者数 大山田人権教育推進会、反差別村民ネットワークなどと連携を行い
ます。

大山田人権教育推進会は、人権教育の充実のために保･小･中が連携し
た校区連絡会を年間6回開催しました。また、反差別村民ネットワーク
と連携のため大山田同和教育推進事務局会を毎月1回開催しました。
校区連絡会参加者数延べ58人
同和教育推進事務局会参加者数延べ115人
大山田人権教育推進協議会の意見交流会、人権教育推進会夏季研修
会、冬季研修会を開催しました。
意見交流会年間３回開催、　参加者数延べ５４人
夏季研修会開催日７月２６日、　参加者数９７人
冬季研修会開催日1月21日、　参加者数85人

保育園、小･中学校、行政が連携し、一体になり、
協議及び研修を重ねることで、教育、行政それぞ
れの立場から差別に負けない子どもたちへの教育
環境を整えることができました。

Ａ

324 青山文化セ
ンター

交流会実施回数 「ふらっとあおやま」の交流会に参加します。
　参加予定回数：１回

「ふらっとあおやま」交流会を２回実施しました。 市民レベルで人権を考える組織として成果をあげ
ています。地区別懇談会に向けての学習会も本年
度実施しました。
会員の情報交換のための機関紙の発行が必要で
す。

Ａ

325 伊賀支所住
民福祉課

人権教育に関する情報を共有し、連携して人権課題に取り組みま
す。

いがまち学校人権・同和教育研究会が開催する研修会等の学習を通
じ、連携を図りました。
○いがまち同和教育研究会総会(5/24)
○いがまち人権･同和教育研究大会(8/16･17)

人権課題について、効果的な研修の検討が課題で
あり、さらに連携していく必要があると感じまし
た。 Ｂ

326 島ヶ原支所
住民福祉課

地区懇談会開催数 NPO等と連携し地区懇談会や研修会を実施します。 ＮＰＯ団体に講師を依頼し講演会を２回開催しました。 専門分野の内容となるため、知識の向上につなが
ります。

Ｂ

327 阿山支所住
民福祉課

人権啓発・人権同和教育の推進の取り組みについて、ヒューマンラ
イツ阿山と情報共有及び連携を図りながら進めます。

人権啓発・人権同和教育の推進の取り組みについて、ヒューマンライ
ツ阿山と、毎月開催されている座談会での意見交換等を通して、情報
共有及び連携を図りながら進めました。

ヒューマンライツ阿山と連携して取り組みを進め
る中で、座談会での意見交換等の内容等を基に、
より地域の実態等に即した取り組みを計画し、進
めることができました。今後も、ヒューマンライ
ツ阿山とはさらに連携を深め、人権啓発・人権同
和教育の推進の取り組みを進めていく必要があり
ます。

Ｂ

328 大山田支所
住民福祉課

実施内容 人権モデル地区や反差別村民ネットワークなどの団体と連携し情報
交換に努めます。

平時から連絡を取り情報交換に努めました。
また、大山田同和教育研究会、人権啓発地区別懇談会などでは、協力
を要請しました。

人権啓発団体と連権し情報交換することで、効果
的な人権啓発活動が展開できました。

Ａ

329 青山支所住
民福祉課

フラットあおやまと連携します。 ここ数年、実質的な活動がないフラットあおやまに対しての、人権啓
発関連の情報提供や市主催啓発事業への参加要請を行いました。

今年度も団体としての活動がありませんでした。

Ｅ

④当事者参加の促進 さまざまな人権課題に対して的確な人権教育を行えるよ
う、高齢者や障がいのある人等当事者による教育の企
画・実施を促進します。

330 人権政策・
男女共同参
画課

クローバーカレッジ（女性リーダー養成連続講座）を計8回開催
し、女性自身の意識の啓発を行います。

クローバーカレッジを開催しました。
日時：8/3、9/7、10/5、11/2、11/30、12/14、1/11、2/8
の午後7時～午後9時（計８回）
場所：ハイトピア伊賀４階　ミーティングルーム
内容：男女共同参画の現状やメディアリテラシー、自己表現、ワーク
ショップ等
講師：６人
受講者：１８人、修了生１８人

いろんな分野から講師を招き、質の高い講義を実
施することができました。また、受講生も熱心に
取り組み、全員が修了しました。
修了後は、伊賀市男女共同参画人材バンクへの登
録、審議会等委員への推薦、男女共同参画ネット
ワーク会議会員登録を促し、活用を進めていきま
す。

Ａ

331 市民生活課 ＮＰＯ法人、ボランティア団体及び国際交流協会との連携をもとに
日本語教室や多文化共生講座、災害時外国人支援事業、生活相談を
実施します。また、在住外国人に対し、地域イベント参画を促しま
す。

多文化共生社会を推進する6事業を伊賀市国際交流協会に委託して実施
しました。

国際交流協会が中心となり地域のニーズに応じた
事業を開催することができました。
事業に参画するスタッフの確保と、外国人住民の
参加者を増やすことです。

Ａ

332 障がい福祉
課

実施回数 障がい者自立支援協議会の専門部会に当事者も参加してもらい当事
者目線の啓発事業を実施します。
　実施回数：３回

障がい者地域自立支援協議会精神保健部会において当事者にも実行委
員会に参加してもらい精神障がいについての啓発事業を実施しまし
た。
実施回数：３回
平成２４年１１月８日（木）民生委員との交流会　９１名参加
平成２４年１２月６日（木）クリスマス交流会　１３１名参加
平成２５年３月８日（金）地域フォーラム・交流会　開催予定

当事者に実行委員会に参加してもらうことによ
り、当事者が望む啓発事業を実施することができ
ました。
今後は精神障がいだけではなく、身体や知的の障
がいのある人にも参加してもらい啓発活動を行っ
ていくよう努めます。

Ａ

333 介護高齢福
祉課

認知症サポーター養成講座開
催回数

認知症に対する理解と知識を深め、地域での見守りや支援を行う
「認知症サポーター」の養成講座を開催します。
　開催予定数：１０回

認知症に対する理解と知識を深め、地域での見守りや支援を行う「認
知症サポーター」の養成講座を開催しました。
　開催数：８回

サポーター養成講座の開催について、市広報紙で
周知を行い、新規の講座開催につなげることがで
きました。 Ｂ
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⑤市民交流の推進 世代間交流をはじめ障がいのある人、外国人などとの交
流を通じて人権意識が高揚されるよう、手法について研
究するとともに、多様な交流を促進します。

334 市民生活課 イベント開催回数 県や国際交流協会、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等と協力して、
イベントを開催します。

多文化共生啓発イベントを開催しました。
日時：１１月２～４日１０時～１７時
場所：イオン伊賀上野店、上野ガス「フラム」
内容：世界の踊りなどのステージ発表、民族衣装体験、パネル展示

参加者は、異文化の理解や外国人住民の人権尊重
について考える機会ができました。
多文化共生社会づくりに向けた地域社会の意識の
醸成を図ることです。

Ａ

335 障がい福祉
課

実施回数 障がいのある人と市民が交流できる交流会事業を実施します。
　実施回数：３回

障がい者地域自立支援協議会精神保健部会において当事者と民生委員
との交流事業を開催しました。実施回数：２回
平成２４年１１月８日（木）民生委員との交流会　９１名参加
平成２５年３月８日（金）地域フォーラム・交流会　開催予定

１１月８日の交流会では、カレーづくりを通じて
当事者と民生委員との交流を深めるとともに、精
神障がいに対する理解を深めることができまし
た。今後は精神障がいだけではなく、身体や知的
の障がいのある人との交流会も実施するよう努め
ます。

Ａ

⑥人権・同和教育研究協議会
組織との連携・支援

同和問題の早期解決をめざし、関係団体・機関相互の連
絡調整を図りながら、人権・同和教育の充実と発展のた
めに取り組んでいる組織との連携及び支援を行います。

336 人権政策・
男女共同参
画課

参加者数 上野同和教育研究協議会が開催する研修会への積極的な参加を呼び
かけます。
　連続講座目標参加者数：各200人

3回にわたる連続講座を行いました。
日時：12/8、1/19、2/16 　19:30～21:00　場所：ゆめぽりすセ
ンター大会議室
第１回演題：「一人称で語る部落問題」　講師：角岡伸彦さん　参加
者：１８０名
第２回演題：「部落史が変わった！」講師：上杉聰さん　参加者：２
０６名
第3回演題：「賤民廃止例（「解放令」）と日本国憲法」講師：上杉聰
さん　参加者：１８４名

参加者数は、目標値を達成することができまし
た。また、参加者が部落問題に対して違った視点
から考え、その上で何をすべきかを考えることが
できる講演会となり、参加者にとって満足できる
講演となりました。 Ａ

337 八幡町市民
館

関係団体主催の大会等への参
加者数

上野同和教育研究協議会を通じて三人教・全人教・部落解放研究大
会などに参加します。

上野同和教育研究協議会を通じて、次の研究集会に参加しました。
　三重県人権・同和教育研究大会　４名
　全国人権・同和教育研究大会　6名
　部落開放研究全国集会　５名
　人権啓発研究集会　3名
　部落開放研究三重県集会　2名

　研究集会への参加を通して、同和問題を解決す
る方向性を学ぶことができました。

Ａ

338 下郡市民館 地同研からの参加者数 上野同和教育研究協議会研究大会、総会に参加します。 上野同和教育研究協議会研究大会に4名、総会に1名参加しました。 地域への広がりが課題です。

Ｃ

339 寺田市民館 地同研からの参加者数 上同研・三人教などの研究大会・講演会に参加します。関係団体・
組織と連携しながら、人権・同和教育の充実と発展に取り組みま
す。

地同研から三重県で開催される研究大会・講演会に参加しました。
参加者数：三人教研究大会：３名、上同研研究大会：８名、上同研連
続講座：延べ２３人、部落解放研究集会４名

地同研から研究大会・講演会に参加することがで
きました。

Ａ

340 いがまち人
権センター

いがまち人権同和教育研究大
会参加者数

いがまち同和教育研究会といがまち人権同和教育研究大会を共催し
講演会を実施します。
　参加予定者数　８００名

いがまち同和教育研究会といがまち人権同和教育研究大会を共催し講
演会を実施しました。
　参加者数　１日目　４００名
　　　　　　２日目　３１０名

　講演会と分科会を開催し、参加者に部落問題に
対する正しい認識と、差別をなくすためには何を
しなければならないかを自覚してもらえた。参加
者が区の役員等で動員型になっているため、自主
的な参加と若年層の参加増が課題。

Ａ

341 ライトピア
おおやまだ

参加者数 大山田人権教育推進協議会、大山田人権教育推進会研修会など会場
の提供、支援を行い連携を推進します。

大山田人権教育推進協議会会議会場の提供及び開催の支援を行いまし
た。人権教育推進会の夏季研修会の会場提供を行いました。
人権教育推進協議会参加者数延べ124人
人権教育推進会夏季研修会参加者数９7人

教育、行政、地域が連携して同和教育の充実に効
果を挙げました。

Ａ

342 青山文化セ
ンター

研究大会参加者数・同和問題
研修を実施する企業数

研究大会の開催と連携をとります。
　参加予定者数：１００名
同和研修の開催と連携をとります。
　参加予定企業数：１５社

研究大会に参加しました。
　参加者数：５０名
企業同和研修を開催しました。
　参加企業数：１３社

青山同和教育推進協議会の取り組みによって、参
加者の人権意識の向上がはかられています。
伊賀市同研として参加体制や取り組みに各地域格
差があり（参加体制・予算面等）課題が多くあり
ます。

Ａ

343 生涯学習課 参加回数 三重県人権教育研究協議会等主催の学習会・研修会に参加、伊賀市
人権同和教育研究協議会等については、事務局を支援し、学習会・
講演会等事業に参加します。
　参加回数：17回

三重県人権教育研究協議会主催の学習会.・研修会への参加、伊賀市人
権同和教育研究協議会開催の学習会・講演会等事業に運営参加しまし
た。
参加回数：18回

関係団体との相互連絡調整を図りました。今後さ
らにに連携を密にとり、連携及び支援を行えるよ
う努めます Ａ

344 伊賀支所住
民福祉課

大会や研修会など連絡調整を図りながら、連携して人権課題に取り
組みます。

いがまち同和教育研究会と連絡、調整を図りながら三人教等が主催す
る大会に参加して学習しました。
○第46回三重県人権・同和教育研究大会(10/20･21⇒23名)

大会参加を通じて同じ課題を学ぶことで、いがま
ち同和教育研究会との連携を図ることができまし
た。 Ｂ

345 島ヶ原支所
住民福祉課

講演会開催数 地区別懇談会や研修会・講演会を共同開催します。 地区別懇談会や研修会１回、講演会２回を共同開催しました。 広範囲に亘る参加者が見込めます。

Ｂ

346 阿山支所住
民福祉課

人権啓発・人権同和教育の推進の取り組みについて、阿山人権同和
教育研究協議会と情報共有及び連携を図りながら進めます。

阿山支所住民福祉課が阿山人権同和教育研究協議会の事務局を担当し
ており、人権啓発・人権同和教育の推進の取り組みを一体にして進め
ました。

阿山人権同和教育研究協議会の会議等の中で、各
区・自治会等の地域内の各種団体等からいただい
たご意見等を基に、より地域の実態等に即した取
り組みを計画し、進めることができました。今後
も、地域の実態等を的確に把握し、それに即した
人権啓発・人権同和教育の推進の取り組みを一体
にして進めていく必要があります。

Ｂ

347 大山田支所
住民福祉課

補助金対象団体数 人権モデル地区と反差別村民ネットワークに補助金を支給します。
　補助金対象予定団体数：６

　人権モデル地区と反差別村民ネットワークに補助金を支給しまし
た。
　補助金対象団体数：６

人権啓発団体に補助金を支給することにより、地
域の住民による草の根の人権啓発活動ができるよ
うになりました。 Ａ

348 青山支所住
民福祉課

青山同和教育推進協議会や青山学校同和教育推進委員会との連携 青山同和教育推進協議会とは、企業同和問題講演会や街頭啓発事業、
人権のつどいや人権啓発地区別懇談会を共同開催し、支所管内の人権
啓発を連携して進めました。また青山学校同和教育推進委員会とは、
月１回の推進委員会を通じて、支所管内での人権同和教育推進にかか
る事案を協議し合い、情報共有を行いました。

すべての啓発事業に関し、両団体の協力なしには
推進できなかったと思います。また、教育現場で
の人権同和教育の推進に関して、系統的な学習プ
ログラムが策定され、年齢に応じた学習内容の創
造に尽力されていました。

Ｂ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

⑦部落解放団体との連携・支
援

国民的課題としての部落解放をめざす団体との連携及び
支援を行います。

349 人権政策・
男女共同参
画課

部落解放同盟伊賀市協議会と情報交換や事業協議などの連携を行い
ます。

部落解放同盟伊賀市協議会役員会に出席し、情報交換をしながら、事
業への協力をお願いしました。

部落問題解決に向けて、今後も連携した取組みが
できます。

Ａ

350 同和課 交付率=予算額÷補助金確定額
実施（開催）の有無

部落解放団体補助金の交付を行います。
部落解放・人権確立行政推進のための伊賀市行政交渉の依頼があれ
ば受けます。
部落解放同盟伊賀市協議会役員会に参加し、情報交換等を行いま
す。

部落解放団体補助金を交付しました。
予算額1,900千円÷補助金確定額1,900千円＝交付率1.0

伊賀市行政交渉を行いました。
日時：平成24年12月20日（木）～22日（土）各部交渉5回
場所：寺田市民館
出席者：団体延べ150名、行政延べ195名
日時：平成25年2月4日（月）市長、教育長交渉1回
場所：寺田市民館
出席者：団体延べ30名、行政延べ60名

部落解放同盟伊賀市協議会役員会に参加しました。
日時：平成24年6月25日（月）10月17日（水）午後7時から
場所：寺田市民館

　各種研修会、研究大会等に参加し、学習を積み
重ね、部落問題をはじめとするあらゆる差別問題
の解決に向けた取組に資することができました。

　各部交渉並びに市長・教育長交渉を行いまし
た。

　同和地区における各種課題解決と部落差別の解
消を進める為の話合う機会を持つことができまし
た。

Ａ

351 八幡町市民
館

協議の回数 部落解放同盟八幡支部と協議をします。 　講座・教室・地区学習会の運営、来館者研修、文化祭、夏祭り開催
などについて協議を行いました。
　協議回数：28回

　協議の結果、同和問題解決の視点に立った事業
の展開をすることができました。

Ａ

352 下郡市民館 該当なし

353 寺田市民館 開催回数 部落解放団体が主催する教職員・行政職員との三者懇談会をともに
開催します。連携を図りながら、部落問題の解消を目指します。

小学校三者懇談会を2回、中学校三者懇談会を2回、保育園三者懇談を
1回実施しました。

各学校・園における人権教育の実際と課題を共有
し、解決に向けともに問い組むことができまし
た。 Ａ

354 いがまち人
権センター

部落差別をはじめあらゆる差別問題の解決に取組む前川支部、老人
会、壮年会等各種団体と情報交換を行なうとともに、差別解消のた
めの活動を協働で行います。

　支部、父母の会、老人会、壮年会等各種団体の活動に対する支援を
行いました。

　老人会、壮年会では、他地区との交流会を実施
することにより情報発信を行い、父母の会では解
放文化祭を開催することにより情報発信を行うこ
とが出来た。老人会については参加者が固定化す
る傾向があるため参加者のひろがりが課題。

Ａ

355 ライトピア
おおやまだ

参加者数 旧大山田村で発生した20年前の差別発言事件をもとに発足した解放
同盟奥馬野支部と連携をとり部落問題撤廃をめざします。

解放同盟奥馬野支部の役員会、執行委員会開催の会場提供及び部落問
題撤廃に関する懇談会の連絡調整、支援を行いました。
役員会、執行委員会参加者数延べ26人
教育及び行政懇談会参加者数延べ９８人

連携によって地区の現状、部落問題解決への課題
等を理解を深め連帯感を高めました。

Ａ

356 青山文化セ
ンター

部落解放同盟老川支部の行っている部落解放にむけた事業への協
力・支援を行います。

青山文化センター文化祭に女性部バザー販売支援をしました。
女性部県外研修を支援しました。

地域の女性が部落解放に向けての活動ができるよ
うになりました。

Ｂ

357 伊賀支所住
民福祉課

連絡調整を図りながら、連携して人権課題に取り組みます。 部落解放同盟前川支部と一緒に取り組んでいる、いがまち同和教育研
究会の研修等に参加しました。
○いがまち同和教育研究会総会(5/24)
○いがまち人権･同和教育研究大会(8/16･17)

連携が薄い部分があったので、今後、さらに関わ
りを深めて問題に取り組んでいく必要があると感
じました。 Ｃ

358 大山田支所
住民福祉課

回数 部落解放同盟奥馬野支部と連携できるように情報・意見交換を行い
ます。
　予定回数：２回

 開催日時：平成２４年7月18日（水）１９：３０～
開催場所：ライトピアおおやまだ
参加対象：支所管内管理職（副参事級以上）
第２回開催日時：平成２５年２月１８日（月）１９：３０～
開催場所：ライトピアおおやまだ

同和問題解決に向けた生活実態調査から見えてき
たことについて懇談しました。その中で、巡回バ
ス運行回数が１回増えました。（支所～坂下間）
次回については、より具体的な中身で懇談予定で
す。

Ａ

359 青山支所住
民福祉課

部落解放同盟老川支部と連携します。 情報交換などを行ってきました。
また、青山同和教育推進協議会の啓発事業に協賛していただけけるよ
う、働きかけを行ってきました。

支所主催の啓発事業にすべて参画・協力していた
だきました。しかし、役員とのつながりが主で、
支部員や地域との関わりの薄さが課題として見え
てきました。

Ｃ

①地域や団体の自主的な人権
問題に関する取組への支援

地域で実施する人権啓発地区草の根運動推進会議や地区
別懇談会、自主的に人権問題に取り組む団体が実施する
人権啓発事業を支援します。

360 人権政策・
男女共同参
画課

参加者数 各地区人権啓発地区草の根運動推進会議の事業として、リーダー研
修（モデル地区９回、フォロー地区６回）などの開催を支援しま
す。

各地区人権啓発地区草の根運動推進会議の事業として、リーダー研修
（モデル地区９回、フォロー地区６回）などの開催を支援しました。
参加者数：６６３人

人権啓発地区懇談会の推進役として期待できま
す。

Ａ

361 八幡町市民
館

フェスタの参加者数 反差別に取り組む地域内の学校、団体と崇広中学校区ヒューマン
フェスタを共催します。

「崇広中学校区地域ぐるみヒューマンフェスタ」を開催しました。
　日時：11月10日（土）10時～14時
　場所：崇広中学校
　参加者：約1,700人

地域が一丸となって反差別の輪を広げることがで
きました。

Ａ

362 下郡市民館 参加者数 人権啓発地区草の根運動推進会議や老人会と人権講演会を共催し、
支援します。

人権啓発地区草の根運動推進会議とともに、人権問題公演会を11月
17日に実施し122名が参加しました。老人会の人権教養講座を3月6
日に開催しました。

周辺地区を含めた地域にとって、人権問題を考え
るよい機会になっています。

Ａ

363 寺田市民館 講演会・懇談会への参加回数 地域の人権啓発地区草の根運動推進会議が実施する人権講演会を支
援します。地域の地区別懇談会を支援します。

市民館ホールにて中瀬人権地区草の根運動推進会議の人権講演会を開
催していただき、120名の参加者がありました。今年度は中瀬地区に
おいては地区懇談会は開催されず、職員は他地区の地区懇談会に述べ5
回出席しました。

来年度は中瀬地区がモデル地区となるため、地区
懇談会など充実するよう努めます。

Ａ

２
・
人
権
啓
発
の
推
進
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364 いがまち人
権センター

地区別懇談会への父母の会会
員の参加

部落問題をはじめあらゆる人権問題に対して正しい認識を伝えるた
め、保育園、小学校、中学校で行なわれる地区別懇談会へ父母の会
会員の参加を支援します。

・保育園同和問題地区別懇談会：父母の会保育園部会員参加
・小学校同和問題地区別懇談会：父母の会小学校部会員が参加
・中学校同和問題地区別懇談会：父母の会中学校部会員が参加

　保・小・中学校における同和問題地区別懇談会
に父母の会として参加し、差別の現実とともに差
別をなくす仲間として、同じ保護者の立場から訴
えることができた。保護者同士の理解は得られて
も、地域（家庭）における理解は充分とはいえな
いのではないか。

Ａ

365 ライトピア
おおやまだ

参加者数 布引地域住民自治協議会、民生委員・児童委員会等の人権研修に支
援します。

布引地域住民自治協議会の研修事業等に会場を提供しました。大山田
子育て支援センターの親子活動の会場提供及び紙芝居、講話等を行い
ました。また、市内高校の教職員研修等の会場提供及び講話を行いま
した。
布引地域住民自治協議会人権研修 、参加者数８４人
大山田子育て支援センター人権研修、参加者数２３人
あけぼの学園高校教職員人権研修、参加者数２９人

自ら行う人権研修の助言及び会場提供など支援を
図りました。

Ａ

366 青山文化セ
ンター

参加者の人権意識を高める 青山学校同和教育推進委員会を１２回開催します。
実践報告集を１回発行します。
かわせみ機関紙を３回発行し、青山地区3800世帯に配布します。

青山学校同和教育推進委員会を１０回開催しました。
かわせみ機関紙を２回発行し、青山地区３８００世帯に配布しまし
た。

保育園・小学校・中学校の連携による学校におけ
る人権教育活動が活発に行われ、保育園、小学
校、中学校の連携は図れていますが、私立幼稚園
との連携ができていません。

Ａ

367 伊賀支所住
民福祉課

地区別懇談会で講演会の案内や講師を紹介します。 ○地区別懇談会で講師の紹介をしました。(4/16･20･25)
○地区懇リーダー研修会を実施しました。
総数(7/26⇒102名)､(8/30⇒65名)､(9/27⇒48名)

講師紹介やリーダー研修会を案内することで、地
区別懇談会での手法やすすめ方など支援を行うこ
とができました。 Ｂ

368 島ヶ原支所
住民福祉課

地区別懇談会等開催に協力を要請します。 地区別懇談会等開催に協力を要請しました。 少しでも多くの市民に参加してもらえるよう、継
続して協力を要請します。

Ｂ

369 阿山支所住
民福祉課

人権啓発事業の実施について、地域や各種団体等から相談があった
場合は、実施方法の紹介等、支援します。

支所管内の住民自治協議会関係の会議や、阿山人権同和教育研究協議
会の会議等で地域内の各種団体等の代表者が集まる際に、各区・自治
会、各種団体等での人権に関する研修会等の開催を呼びかけるととも
に、希望により実施方法等の紹介等も行うことを案内しました。

自治会より１件の相談があり、研修会の講師の紹
介、開催の支援等を行いました。相談を受ける以
前に、各区・自治会、各種団体等で人権に関する
研修会等が開催されていない現状があるため、今
後、研修の必要性をさらに啓発していく必要があ
ります。

Ｃ

370 大山田支所
住民福祉課

 補助金対象団体数 人権モデル地区や反差別村民ネットワークに補助金を支給します。
　補助金対象予定団体数：６団体

人権モデル地区や反差別村民ネットワークに補助金を支給しました。
　補助金対象団体数：６団体

人権啓発団体に補助金を支給することにより、地
域の住民による草の根の人権啓発活動ができるよ
うになりました。 Ａ

371 青山支所住
民福祉課

参加者数 人権啓発地区別懇談会を開催します。
　参加予定者数：２５０人

人権問題地区別懇談会を開催しました。
開催地区数：5地区
参加者：11月24日（土）（種生地区）40人
　　　　12月22日（土）（桐ケ丘地区）48人
　　　　1月16日（水）（上高尾地区）36人
　　　　1月22日（火）（老川地区）31人
　　　　2月9日（土）（下高尾地区）29人
内容：人権啓発地区別懇談会のテーマを部落問題として、『２００９
年の人権問題に関する伊賀市民意識調査』から寝た子を起こすな、結
婚差別、忌避意識等についてグループ討議を行いました。また、桐ヶ
丘八地区では地区が主体となって人権啓発講演会を開催し、地域住民
が人権・同和問題について考え、話し合う機会を設けました。

前回（３年前）よりすべての地区で参加者が増え
ました。なお、桐ケ丘地区に関しては、自治協か
らの要望で講演会形式を採用しました。

Ｂ

②人権講演会等開催支援 各支所における人権問題の解決を図るため、住民自治協
議会や自治会等の組織団体が主催する人権講演会等を支
援します。

372 人権政策・
男女共同参
画課

参加者数 各地区人権啓発地区草の根運動推進会議が開催する人権啓発事業等
に対し、講師紹介や講師料補助などを行います。

講師を紹介するとともに、講師料として３万円（上限）を補助しまし
た。
参加者数：２，４９６人（見込み）

各地区において学習機会の提供が行われました。

Ａ

373 下郡市民館 参加者数 草の根運動推進会議や老人会と人権講演会を共催し、支援します。 草の根運動推進会議とともに、人権問題公演会を11月17日に実施し
122名が参加しました。人権ビデオフォーラムを2月7日に開催しまし
た。老人会の人権教養講座を3月6日に開催しました。

周辺地区を含めた地域にとって、人権問題を考え
るよい機会になっています。

Ａ

374 寺田市民館 参加者数 中瀬ふれあい夏まつりの人権コンサートを主催します。その他、住
民自治協議会などの主催する人権講演会を支援します。

中瀬ふれあい夏まつりの人権トーク＆コンサートを主催しました。
（参加者数800名）

毎年主催する人権コンサートは今年好評をえまし
た。

Ａ

375 いがまち人
権センター

各自治会等が行う研修会等に情報や資料提供を行ないます。 各自治会等が行う研修会等に情報や資料提供を行ないました。
　７月８日（日）川東区より人権センターで研修会実施。
　２月16日（土）上町区人権研修会に講師として派遣。

　市民に対して人権センターの取り組みや、差別
の現実について話をすることにより、正しい認識
を醸成することができた。 Ａ

376 ライトピア
おおやまだ

参加者数 自治会単位で開催される地区別懇談会及び大山田支所人権推進委員
研修を支援します。

大山田地域24地区の地区別懇談会にライトピア従事職員のうち２名は
行政内部スタッフ、３名は外部スタッフとして地区別懇談会の運営を
支援しました。また、大山田支所内の人権推進委員研修会の事務局員
として人権啓発の支援をしました。
地区別懇談会参加者者数延べ２０人、支所人権推進員研修会事務局員
５人

行政の責務である部落問題の解決に向けた啓発の
推進ができました。また、行政職員の人権意識高
揚並びに市民への啓発のスキルアップにｊ繋がり
ました。 Ａ

377 伊賀支所住
民福祉課

講演会の案内を行います。 ○人権・同和問題を自主的に地区別懇談会推進事業として実施してい
る自治会を支援しました。２７地区
○住民自治協議会が主催する講演会を地区や関係機関などに呼びかけ
ました。

人権問題を皆が連携して取り組むことができまし
た。しかし、人権問題に関して地区と自治協議会
との関わりが薄い地域もあり、さらに関わりを深
めていく必要があると感じました。

Ｃ

378 島ヶ原支所
住民福祉課

住民自治協議会の実施する講演会等を支援し、参加します。 住民自治協議会の実施する講演会に職員５名が参加しました。 職員の積極的な参加を呼びかけます。

Ｂ

２
・
人
権
啓
発
の
推
進
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

379 阿山支所住
民福祉課

助成団体数 各区・自治会等の団体に、独自の人権講演会等の開催を呼びかけ、
開催に係る講師料について、３０，０００円を上限に助成します。

各区・自治会等の団体に、独自の人権講演会等の開催を呼びかけ、開
催に係る講師料等（報償費）について、３０，０００円を上限に助成
しました。
○利用団体数：４団体（うち１団体は、人権講演会等を２回開催。）

今年度の利用団体４団体のうち３団体は、昨年度
もこの事業を利用しており、利用団体が固定化し
ている中で、今後、各区・自治会等の団体に研修
の必要性をさらに啓発し、独自の人権講演会等の
開催を呼びかけていく必要があります。但し、予
算にも限りがあり、今後、独自の人権講演会等の
開催が増加すると、すべての団体には助成しきれ
ない可能性があります。

Ｂ

380 大山田支所
住民福祉課

参加回数 住民自治協議会に参加し、人権講演会等を支援します。
　参加予定回数　６回

 住民自治協議会に参加し、人権講演会等を支援しました。
　　参加回数　６回

各地区で人権講演会を開催することで、住民の人
権意識が高まり人権社会の確立につながりまし
た。今後は参加回数をさらに増やせるように努め
ます。

Ｂ

381 青山支所住
民福祉課

参加者数 人権啓発地区別懇談会を開催します。
　参加予定者数：２５０人

人権問題地区別懇談会を開催しました。
開催地区数：5地区
参加者：11月24日（土）（種生地区）40人
　　　　12月22日（土）（桐ケ丘地区）48人
　　　　1月16日（水）（上高尾地区）36人
　　　　1月22日（火）（老川地区）31人
　　　　2月9日（土）（下高尾地区）29人
内容：人権啓発地区別懇談会のテーマを部落問題として、『２００９
年の人権問題に関する伊賀市民意識調査』から寝た子を起こすな、結
婚差別、忌避意識等についてグループ討議を行いました。また、桐ヶ
丘八地区では地区が主体となって人権啓発講演会を開催し、地域住民
が人権・同和問題について考え、話し合う機会を設けました。

前回（３年前）よりすべての地区で参加者が増え
ました。なお、桐ケ丘地区に関しては、自治協か
らの要望で講演会形式を採用しました。

Ｂ

③人権問題企業連絡会の設立
支援

伊賀市人権問題企業連絡会の設立を支援し、企業におい
てあらゆる差別解消に向けての研修会、講演会を開催す
るなど、自主的な活動ができるよう促します。

382 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、人権問題
企業連絡会の設立の支援を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、企業においてあらゆる差別解消に向けての研
修会、講演会を開催するなど、自主的な活動ができるよう促しまし
た。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について温
度差がありました。社内研修の状況については、
訪問企業７７社中３９社（５０％）が社内研修を
実施、実施予定、検討中でありました。残り３８
社は研修の予定なしとの回答でありましたので、
研修会を開催していただくよう促す必要がありま
す。

Ｂ

④各種団体との協働 さまざまな人権課題に関する意識を高めるため、人権関
係のＮＰＯや団体との連携を行い、啓発を進めます。

383 企画課 「協働のしくみづくり（協働の基本原則）」の策定手法、体制等を
検討します。

市の役割分担を整理するため、「伊賀市公的関与のあり方に関する点
検指針」を策定した。また、市民や市職員にまず、自治基本条例にお
ける市民、行政等の役割や責務を周知するため、市民及び市職員に対
する自治基本条例研修会を実施しました。
○市民研修会　４回（参加者数57人）　○市職員研修会　９回参加者
数434人：市職員監督職以上）

市民や市職員にまず、自治基本条例によるそれぞ
れの役割や責務を周知するとともに、策定した
「伊賀市公的関与のあり方に関する点検指針」に
より、各種事務事業における市、市民、団体等と
の公共サービスの役割分担を見直します。

Ｂ

384 人権政策・
男女共同参
画課

伊賀人権ネット加盟団体など、さまざまな人権団体との連携を行い
ます。

伊賀人権ネット代表者会議に出席し、取組みの連携を行いました。ま
た、３月２日に開催された同全体交流会において人権啓発地区懇談会
の取り組み状況を報告し、協力を要請しました。

取組みに関する連携が確認できました。

Ａ

385 市民生活課 ＮＰＯ法人、ボランティア団体、地域、企業と協働で、震災などの
災害時に地域住民と外国人住民が共に助け合える関係づくりを目指
した、交流事業を実施します。

市内のＮＰＯ法人、ボランティア団体、地域、企業との協働で、「災
害にも強い多文化共生町づくり事業」を行いました。

事業を行なうことで地域住民と外国人住民が交流
する機会がたくさん持てました。
モデルとなった地域が手本となり、他の地域へ広
めていっていただくことです。

Ｂ

386 障がい福祉
課

啓発回数 伊賀市障がい者福祉連盟やＮＰＯ団体等と連携し、障がいに対する
理解を深めるための啓発を行います。
　啓発回数：３回

伊賀市障がい者福祉連盟や市内のＵＤのＮＰＯ法人と協働で、「障が
い者週間」中の１２月５日に市内の大型商業店舗において、障がいに
対する啓発と三重県おもいやり駐車場制度の啓発チラシ及び市内障が
い者通所施設で作成した啓発物品の配布を行い障がいに対する理解を
深める啓発を行いました。
実施回数：１回

障がい者団体やＮＰＯ法人と協働で行うことによ
り、市民がよりいっそう障がい者に対する理解を
深めることができました。
今後も障がい者団体やＮＰＯ法人と協働で行う啓
発回数を増やしていくように努めます。

Ｃ

⑤当事者参加の促進 さまざまな人権課題に対する人権啓発を行えるよう、高
齢者や障がいのある人等当事者による啓発を促進しま
す。

387 人権政策・
男女共同参
画課

クローバーカレッジ修了生を人材バンクに登録し、男女共同参画推
進の啓発のリーダーとして人材を活用します。

平成２４年度クローバーカレッジ修了生：１８人
人材バンク登録延べ人数：３９人

審議会等委員や地域役員へ登用できる人材が養成
できました。今後、その人材を積極的に活用して
いくことが課題です。 Ｂ

388 市民生活課 県や国際交流協会、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等と協力して、
啓発イベントを開催します。

多文化共生啓発イベントを開催しました。
日時：１１月２～４日１０時～１７時
場所：イオン伊賀上野店、上野ガス「フラム」
内容：世界の踊りなどのステージ発表、民族衣装体験、パネル展示

参加者は、異文化の理解や外国人住民の人権尊重
について考える機会ができました。
多文化共生社会づくりに向けた地域社会の意識の
醸成を図ることです。

Ａ

389 障がい福祉
課

啓発回数 伊賀市障がい者福祉連盟と連携し、障がいに対する理解を深めるた
めの啓発を行います。
　啓発回数：３回

伊賀市障がい者福祉連盟や市内のＵＤのＮＰＯ法人と協働で、「障が
い者週間」中の１２月５日に市内の大型商業店舗において、障がいに
対する啓発と三重県おもいやり駐車場制度の啓発チラシ及び市内障が
い者通所施設で作成した啓発物品の配布を行い障がいに対する理解を
深める啓発を行いました。
実施回数：１回

当事者団体と協働で啓発を行うことにより、市民
がよりいっそう障がい者に対する理解を深めるこ
とができました。
今後も当時者団体と協働で行う啓発回数を増やし
ていくよう努めます。

Ｃ

390 介護高齢福
祉課

認知症サポーター養成講座開
催回数

認知症に対する理解と知識を深め、地域での見守りや支援を行う
「認知症サポーター」の養成講座を開催します。
　開催予定数：１０回

認知症に対する理解と知識を深め、地域での見守りや支援を行う「認
知症サポーター」の養成講座を開催しました。
　開催数：８回

サポーター養成講座の開催について、市広報紙で
周知を行い、新規の講座開催につなげることがで
きました。 Ｂ

①ＮＰＯ、団体等との連携 ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)や児童虐待などの
被害の発生防止や保護等を適切に行えるよう、ＮＰＯや
人権団体等との連携を強化します。

391 こども家庭
課

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会開催回数

伊賀市要保護児童及びDV対策地域協議会（代表者会議）を開催しま
す。
　開催予定回数：２回

伊賀市要保護児童及びDV対策地域協議会（代表者会議）を開催しまし
た。
　開催回数：２回

伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会を通じ
て各機関の連携が深まりました。
代表者会議がより効果的なものになるような工夫
が必要です。

Ｃ

②関係機関、福祉・医療施設
等との連携

児童や高齢者、障がいのある人の虐待等の人権侵害を防
止するため、関係機関や福祉・医療施設等との連携を強
化し、発見・対応の充実に努めます。

392 障がい福祉
課

支援体制の整備 関係機関と連携し、障がい者の虐待防止及び支援を行う体制を整え
ます。

平成２４年１０月１日からの障害者虐待防止法の施行に合わせ、地域
包括支援センターと共同で虐待検討委員会を設置するなど、障がい者
の虐待防止及び支援を行う体制を整えました。

虐待防止体制を整えることにより、通報を受けて
からの支援の流れが明確になりました。
虐待通報を受けたら迅速に対応できるよう関係機
関との連携強化に努めます。

Ｂ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

393 地域包括支
援センター

担当者会議実施回数（回）
事業所研修実施回数（回）
講演会参加者（人）・満足度
（％）

高齢者虐待担当者会議を年６回開催します。地域ケア会議担当者会
議（年１２回）、地域ケア会議（年３６回程度）に参加し関係機関
の連携を図ります。総合相談担当者連絡会（年２回）を開催しま
す。

高齢者虐待担当者会議を４回開催し、事例検討・情報共有・研修を実
施しました。地域ケア会議担当者会議に１２回、支所地域ケア会議に
２４回参加しました。総合相談担当者連絡会議を１回開催しました。

会議の開催、会議への参加により高齢者虐待防止
にかかわる人材の資質の向上を図ることができ、
また情報の共有を図ることができました。
支所地域ケア会議への参加率が低かったことが課
題です。

Ｄ

394 学校教育課 研修会の実施回数 関係機関や福祉・医療等と連携して情報交換を密にし、虐待等の人
権侵害の発見や迅速な対応ができるよう、コーディネーター連絡会
で研修をします。

関係機関や福祉・医療等と連携して、情報交換を密にし、虐待等の人
権侵害の発見や迅速な対応ができるよう実態をもとにした具体的な手
法を学ぶ研修会を２回実施しました。

グループ討議も含めた研修会を実施し、学校の実
態から課題を明らかにして学ぶことができ、意識
を高めることができました。 Ａ

①子育て支援活動の推進 子どもたちが地域で安心して遊んだり活動できるよう、
また、子どもや子育てを地域で見守り支援する地域づく
りを進めるため、住民組織の活動を支援します。

395 こども家庭
課

地域子育て支援センターの開
催箇所数・事業についての啓
発箇所数

子どもたちが地域で安心して遊んだり活動できるよう、また、子ど
もや子育てを地域で見守り支援する地域づくりを進めるため、住民
組織の活動を支援します。

地域において子育て家庭の親子に交流の広場を提供し、子育ての不安
等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進するため支援をしました。
箇所数　９箇所

住民組織の活動支援の強化を図りたいです。

Ｂ

396 学校教育課 学校・家庭・地域が連携した
体制ができている学校数

学校・家庭・地域が連携し、子どもたちの地域での活動を見守る体
制づくりを進めます。

学校・家庭・地域が連携し、子どもたちの地域での活動を見守る体制
づくりをすすめるよう指導し、全小中学校で、体制が作られていま
す。

毎日登下校指導に協力いただいている小学校があ
る一方、月１回程度の登下校指導しか実施されて
いない学校があるなど、取組に差が生じていま
す。

Ｂ

①地域福祉教育推進プラット
ホームの整備（福祉教育の実
践）

さまざまな福祉教育を学習する機会に積極的に参加でき
るようなしくみを構築し、福祉意識を高めるとともに、
育成された人材が地域で活躍できるよう支援を行いま
す。

397 介護高齢福
祉課

講座修了者数 市民ふくし大学講座を開催し、福祉の専門的な知識を持った「いが
見守り支援員」を育成します。
　認定予定者数：１５０名

市民ふくし大学講座を開催し、福祉に関する専門的な知識を持ったボ
ランティアである「いが見守り支援員」を育成しました。
認定予定者数（見込）：１５０名

民生委員児童委員をサポートし、地域ニーズに対
応できる人材を育成することができたが、育成さ
れた人材が、地域の中で活躍していただけるよう
な仕組みを構築する必要があります。

Ａ

②地域福祉計画推進委員会、
住民自治協議会などの取組

地域での福祉学習の機会や福祉現場での体験学習を設
け、当事者の気持ちを理解し、主体的な地域福祉活動へ
の参加を促進します。

398 市民活動推
進課

参加者満足度 「福祉でまちづくり」の各地域の取り組み状況の情報を共有するこ
とで、それぞれの地域のまちづくりに活かしていただけるよう、取
り組み事例の情報交換会を行う。
　参加者満足度：８０％（アンケートで前向きな回答があった件
数）

福祉でまちづくり事例報告情報交換会
12月17日（月）報告団体：上野南部住民自治協議会【参加満足度
100％】
H25年2月18日（月）報告団体：NPO法人ささゆり、NPO法人ゆい
の里
【参加満足度100％】
3月5日（火）報告団体神戸地区住民自治協議会、古山地区住民自治協
議会

地域の課題にみんなで知恵を出し合いながらとも
に解決、地域の助け合い活動が芽生え始めていま
す。各地域の取り組み状況の情報を共有すること
で、それぞれの地域のまちづくりに活かしていた
だける情報交換会となっています。 Ｂ

399 介護高齢福
祉課

開催回数 地域福祉計画推進委員会が設置する、「高参加高福祉部会」を開催
します。
　開催予定回数：６回

地域福祉計画推進委員会が設置する「高参加高福祉部会」において、
既存の公民館講座や学校、社会福祉協議会で行っている福祉教育メ
ニューを集約するしくみを構築しました。
開催予定回数：６回

福祉教育に関するさまざまな情報を集約すること
により、子どもや地域住民により多くの学びの場
を提供し、学びやすい体制を整えることに繋がり
ました。

Ａ

400 伊賀支所住
民福祉課

「福祉と人権」、「人権のまちづくり運動」について、フィールド
ワークなどを積極的に推進します。

住民自治協議会が主催するフィールドワークを地区や関係機関などに
呼びかけました。

地域福祉の現状を考えると、支援体制など充実し
た推進がさらに必要であると感じられました。

Ｃ

401 島ヶ原支所
住民福祉課

住民自治協議会健康福祉部会が行う事業に情報提供等の支援を行い
ます。

市や社会福祉協議会が実施する福祉分野の研修会に参加を呼びかけま
した。

継続していきます。

Ｂ

402 大山田支所
住民福祉課

参加回数 住民自治協議会に参加し、地域の福祉活動の参加を促進します。
　参加予定回数　６回

住民自治協議会に参加し、地域の福祉活動の参加を促進しました。
　参加回数　６回

クリーン大作戦やおおやまだ収穫祭りなど、地域
の福祉活動やイベントへの参加を促進しました。
今後は参加回数をさらに増やせるように努めま
す。

Ｂ

403 青山支所住
民福祉課

住民自治協議会の健康福祉部会が行う事業に情報提供や支援等を行
います。

市や社会福祉協議会が実施する福祉分野の研修会に参加を呼びかけま
した。

地域福祉事業活動の必要性に対する理解が深まり
ました。しかし、情報提供のみでは自治協間で取
り組みに格差が生じています。 Ｂ

③福祉ボランティア活動の支
援

地域のさまざまな福祉課題に対応するため、福祉ボラン
ティア活動の育成支援を行います。

404 障がい福祉
課

受講者数 心身障害者ボランティア養成講座を実施し、ボランティアの養成を
します。
　受講者数：４５名

市内の社会福祉法人に委託して心身障がい者ボランティア養成講座
（全８回）を実施し、ボランティアの養成を図りました。
２４年度受講者数４５人

養成講座の研修と体験を通じて「ボランティア活
動」の理念を正しく理解したボランティアの育成
ができました。
今後は受講者がどのようなボランティア活動に参
加しているかなどを調査し、養成の効果を確認し
ていく必要があります。

Ｂ

①地域での見守り活動の推進 子どもや高齢者等を犯罪から守るため、警察と連携して
防犯講習会や犯罪に関する情報提供を行い、地域住民の
自主的な防犯行動の促進や防犯意識の高揚を図ります。
また、ＰＴＡ等の学校関係者、住民自治協議会、自治
会、自主防犯組織、民生委員児童委員協議会等が主体的
に行う自主防犯青色回転灯パトロール等により、登下校
時の巡回パトロールを促進し、地域での見守り活動を推
進します。

405 学校教育課 防犯教室開催校数 小中学校において、警察と連携した防犯教室の開催を進めます。ま
た、地域の協力を得たボランティア組織の充実を進めます。

小学校２１校、中学校４校において、警察と連携した防犯教室を実施
しました。また、全小中学校で地域の協力を得たボランティア組織を
確立し、登下校指導等の協力を得ています。

全ての学校で毎年防犯教室を実施するまでには
至っていません。また、毎日登下校指導に協力い
ただいている小学校がある一方、月１回程度の登
下校指導しか実施されていない学校があるなど、
取組に差が生じています。 Ｂ

②自主防災組織の活動促進 災害時の共助としての初期消火活動や救助活動及び避難
誘導を目的とする自主防災組織の設立及び育成を支援・
促進します。

406 消防本部消
防救急課

結成組織率 自主防災組織の未結成地区への啓発を行い、設立及び育成を支援・
促進します。
（但し、福祉施設・寮などについては除かれます）

平成２５年１月末現在で３０８組織が結成されています。結成組織率
は、９５．１パーセントです。

未結成地区５地区について、住民自治協会長に説
明を行いましたが、結成に至っていません。

Ｄ
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施策分野３・人権が尊重されるまちづくりのための施策

（２）ユニバーサルデザインの理念の普及と市民参加の推進
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①学習会、講座の開催 ユニバーサルデザインの理念を学ぶ学習会や講座を開催
し、広く市民にその理念を普及します。

407 障がい福祉
課

参加者理解度 市民を対象としたユニバーサルデザインの理念に関する講座を開催
します。
　参加者理解度：８０％（アンケートで「内容を理解できた」と答
えた人）

今年度は庁舎建設のユニバーサルデザインを中心にユニバーサルデザ
イン庁内推進委員会を開催してきたため、市民を対象にした講演会を
開催することができませんでした。

ユニバーサルデザインの理念を広く市民に普及す
るために、市民を対象とした講演会や研修会を開
催するよう努めます。 Ｅ

②学校・地域における教育・
啓発の推進

408 障がい福祉
課

開催数 ユニバーサルデザイン庁内推進委員会において理念の普及について
の協議を行います。
　開催数：４回

ユニバーサルデザイン庁内推進委員会を開催し協議を行いました。
開催回数：２回
開催日：平成２４年５月１４日（月）　参加者１４名
　　　　平成２４年６月１５日（金）　参加者１４名

今年度は庁舎建設のＵＤ部会としての協議が中心
であったため、理念の普及についての協議が十分
にできませんでした。来年度は理念の普及につい
ての協議を中心に行います。

Ｃ

409 学校教育課 人権学習の実施校数 学校において、多様な文化や価値観の違いを認め合う人権学習に取
り組みます。

すべての学校で、各教科、道徳、特別活動等において、多様な人たち
や文化や価値観の違いを理解し、他者を認め合う学習に取り組みまし
た。また、学校生活の中にユニバーサルデザインの考えを根付かせた
取組を保護者や地域へ向けて発信する機会を持ちました。

各校において、積極的に人権学習の取組を進める
ことができました。また、共生社会に向けて、相
手の立場になって考えることやユニバーサルデザ
インの考えを浸透させることができているが、地
域のリーダー育成にまではいたっていません。

Ｂ

①誰にでもわかりやすい情報
の保障

公共施設等の案内表示については、大きな文字、絵表
示、点字や音声などを取り入れます。また、わかりやす
い文書の作成や広報活動に努めます。

410 管財課 新庁舎施設のサイン計画がで
きている

新庁舎の建設設計の中で、ＵＤワーキング部会や障がい者福祉連盟
の方々の意見など多くの人の意向を反映した分かりやすいサイン計
画を作成します。

前年度に開催した庁舎設計に伴う市民との協働検討会で出された意見
を元に、庁内検討委員会（ワーキング部会）で具体的なサイン計画を
検討してきました。
ＵＤワーキング部会では、ＮＰＯ法人ユニバーサルデザイン同夢の参
加を得て、専門的見地から施設内のサイン計画について検討を行いま
した。（5月、6月）
また、執務機能・施設管理ワーキング（８月）と窓口機能ワーキング
（9月）でも、それぞれの立場からサイン計画を検討しました。

多くの方々の協力を得て新庁舎の建設設計を進め
てきましたが、新庁舎建設をゼロベースで見直す
ことになりました。

Ｂ

411 秘書広報課 広報紙については、平成２３年度に策定した「広報編集方針」に基
づいて広報紙を作成するとともに、平易な文章表現を使い、わかり
やすく行政情報を伝えることに努めます。

広報紙については「広報編集方針」を策定し、平易な文章表現を使
い、わかりやすく行政情報を伝えることに努めました。

行政が行なっている事業等につき、市民にわかり
やすく情報を伝えることができ、市民の知る権利
を保障することができました。 Ａ

②手話通訳、要約筆記等の配
置

講演会等を開催する際には、手話通訳や要約筆記・磁気
誘導ループを配置します。

412 人権政策・
男女共同参
画課

手話通訳、要約筆記、磁気誘
導ループの配置率

講演会等を開催する際には、手話通訳、要約筆記、磁気誘導ループ
を配置します。
　配置率（目標）：９０％以上
　配置した講演会等／講演会等の全体数

ひゅーまんフェスタ２０１２や、11月から１２月にかけての「差別を
なくす強調月間」中に開催するすべての講演会において、手話通訳、
要約筆記、磁気誘導ループの配置を行いました。

手話通訳を行う方から、手話や要約筆記を必要と
する人たちへ開催を案内していただく等、より多
くの方に参加いただける開催形態に近づけること
ができました。

Ｂ

413 障がい福祉
課

派遣回数 市が主催する講演会や研修会に手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派
遣を行います。また、磁気誘導ループの設置についても主催担当課
に働きかけていきます。
　派遣回数：３５回

市が主催する講演会や研修会に手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣
を行いました。
派遣回数：３５回（見込）（手話通訳者２３回、要約筆記奉仕員１２
回）

講演会等に手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣
することにより、聴覚障がい者等の情報保障がで
き、社会参加の増進を図ることができましたが、
派遣依頼が増加しているので、手話通訳者や要約
筆記奉仕員の人材育成をしていく必要がありま
す。

Ａ

①市民参加の推進 ユニバーサルデザインのまちづくりについて、市民から
の意見や提案を尊重します。また、施策の実施や評価に
あたっては、市民参加を推進します。

414 企画課 アンケート満足度の割合 国、県等から、ユニバーサルデザインのまちづくりに関連する情報
提供等があった際、庁内各所属へ周知・啓発します。
　平成23年度伊賀市まちづくりアンケート　基本施策40　「ユニ
バーサルデザインの理念に基づいたまちをつくる」　市民満足度
12.1％（平成27年度目標値44.0％）

国、県等から、ユニバーサルデザインのまちづくりに関連する情報提
供等があった際、庁内各所属へ周知・啓発します。
平成24年度伊賀市まちづくりアンケートを実施し、現在集約中です。

情報提供があった場合、関係課等へ逐次情報を提
供しています。
平成24年度伊賀市まちづくりアンケートによる基
本施策40「ユニバーサルデザインの理念に基づい
たまちをつくる」の市民満足度を把握し次第、関
係課へ周知し、今後の事務事業の参考とします。

Ｃ

415 障がい福祉
課

部会開催数 ＮＰＯの代表者に庁舎建設検討委員会のユニバーサル部会に参加し
てもらい、庁舎建設でのユニバーサルデザインについて意見や提案
をしていただきます。
　部会開催数：３回

ユニバーサルデザイン庁内推進委員会にＮＰＯ法人の代表に参加して
もらい、庁舎建設についての意見や提言をしてもらいました。
開催回数：２回
開催日：平成２４年５月１４日（月）　ＮＰＯ参加者４名
　　　　平成２４年６月１５日（金）　ＮＰＯ参加者４名

庁舎建設についてユニバーサルデザインの観点か
らの意見や提言をもらうことができました。
今後もユニバーサルデザインのまちづくりについ
て市民参加を推進するよう努めます。 Ｂ

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標
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通番

学校における取組として、多様な人たちの存在、文化や
価値観の違いを認め合い、相手の立場になって考えるこ
とのできる共感性を育みます。また、ユニバーサルデザ
インの啓発や情報提供を進めるため、各地域での人権学
習の取組において、その定着を図るとともに地域リー
ダーの育成に努めます。
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施策分野３・人権が尊重されるまちづくりのための施策

（３）社会参画の機会の確保と健康で自立した生活への支援
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①起業支援 起業に関する法律・制度の情報提供、融資制度の活用支
援等を進めます。また、経営に関する知識や営業力、組
織運営のノウハウを身につける機会の提供に努めます。

416 商工労働観
光課

起業や経営に関する知識やノウハウを学ぶための研修会開催の情報
を提供します。

起業や経営に関する知識やノウハウを学ぶため、創業塾、産学官連携
セミナーの開催について広報に掲載しました。

参加者数
創業塾：３０名（定員３０名）
三重大学発産学官連携セミナーを開催し120名の
参加がありました。
創業塾参加者から２名の方が起業されました。

Ａ

②若年者職業相談 若年者の就職相談等を行うとともに、いが若者サポート
ステーションとも連携し、フリーターやニートのほか就
職の決まっていない人などの希望に応じて、就職活動の
支援をします。

417 商工労働観
光課

安定した職労を確保できるよう、合同就職セミナーを開催するとと
もに、いが若者サポートステーションの事業を支援します。

１２月と２月に名張市や商工団体と連携し合同就職セミナーを開催し
ました。12/3開催：参加企業数２７社　参加者66名　次回2/25開
催
いが若者サポートステーションに対し、就職に役立つセミナーや講座
の開催を委託しました。委託料：1,000千円

サポステ利用者のうち平成２３年度に進路決定し
た者は８６名で、平成２４年度もこれを上回る
ペースで進路決定者を出しています。 Ａ

③シルバー人材センターによ
る高齢者就職相談

シルバー人材センターによる高齢者就職相談を行いま
す。

418 商工労働観
光課

実施回数 シルバー人材センターの協力のもと、毎月シルバーワークプラザ及
び隣保館などで高齢者職業相談を実施します。

「高齢者職業相談」を毎月第３木曜日にシルバーワークプラザで開催
したほか、各支所や隣保館も巡回し相談会を実施しました。今年度
は、大山田や伊賀地区で開催時には、防災無線を通して市民に周知を
しました。
実施回数：２２回
出席人数：１６５名

事業の周知は、毎回、広報いが市に掲載していま
すが、シルバーワークプラザ以外への出席者は少
ない状況です。

Ｂ

419 八幡町市民
館

相談者数 シルバー人材センターによる高齢者職業相談を実施します。 シルバー人材センターによる高齢者職業相談を実施しました。
　実施日：平成24年4月12日
　利用者：3人

高齢者が就業について相談する機会のひとつであ
る。広報紙で開催をお知らせしているが、利用者
が少ないのは残念である。 Ａ

420 下郡市民館 相談者数 年1回出張相談を行ないます。
センターの相談会を広報します。

シルバー人材センターの出張相談を5月に行ないました。相談者は1名
でした。センターの相談会を広報しました。

1名の相談に応じましたが、例年も少数にとどまっ
ています。

Ｃ

421 寺田市民館 相談者数 年1回シルバー人材センターによる高齢者就職相談会を実施しま
す。随時、問い合わせに対応し、必要時はシルバー人材センターを
紹介します。

シルバー人材センターによる高齢者就職相談会を1回実施し、2名の相
談がありました。館に問い合わせが1件あり、希望によりシルバー人材
センターを紹介しました。

予定どおり実施し、相談者は就職について聞くこ
とができたとのことでした。

Ａ

422 いがまち人
権センター

開催回数 高齢者就労相談会を実施します。
　実施予定回数：１回

高齢者就労相談会を実施しました。
　実施回数：１回　０名

 条件が合った場合に就労の機会が得られるが、求
人先が少数であり非常に厳しい状況である。

Ｂ

423 ライトピア
おおやまだ

相談者数 高齢者職業相談会を開催します。
　開催予定日：11月21日

社会に貢献していると感じる高齢者の生甲斐を目指して、高齢者職業
相談会を開催しました。
開催日１２月６日、相談者数　２人

退職後は農林業に専従のため、新たに勤務先を見
つけるための相談は少ないのが現状であります
が、シルバー人材センターの活用方法及び登録
等、住民のニーズに繋がる効果がありました。

Ａ

424 青山文化セ
ンター

相談者数 高齢者就労相談を行います。
　相談予定数：１０件

高齢者就労相談を行いました。
　相談数：１５件

センターだよりに相談会実施の情報提供により相
談者が増加しました。

Ａ

④ハローワーク求人情報の提
供

ハローワーク求人情報紙の閲覧紹介を行います。 425 商工労働観
光課

毎月３回発行される、ハローワーク求人情報紙を市庁舎に設置しま
す。

毎月３回発行されるハローワーク求人情報誌を事務室入口に設置しま
した。

現在は、商工労働観光課がある阿山支所にしか設
置していないため、阿山支所を訪れる方しか閲覧
できない状態です。今後、本庁・各支所窓口に設
置したいと思います。

Ｂ

426 八幡町市民
館

情報の利用者数 ハローワークの情報紙を市民館に置きます。 　毎月2回発行されるハローワークの求人情報誌を来館者が気軽に持ち
帰ることができる場所に置きました。
　延べ29人が持ち帰りました。

求職者が求人情報を得る一助になりました。

Ａ

427 下郡市民館 情報の利用者数 毎月のハローワークの情報を閲覧に供します。 毎月のハローワークの情報を閲覧に供しました。相談者は1名でした。 ハローワークについては、市民館への相談は少な
いです。

Ｃ

428 寺田市民館 閲覧回数 ハローワーク求人情報紙の閲覧紹介を実施します。 ハローワーク求人情報紙を閲覧に供しました。（36回閲覧） 求人情報を閲覧され、参考にされていました。

Ａ

429 いがまち人
権センター

情報利用者数 就労相談業務として、地区内住民に求人情報などの情報提供をしま
す。

就労相談業務として、求人表を送付するなどの情報提供をしました。
送付人数：８名　192回送付

 条件が合った場合に就労の機会が得られるが、求
人先が少数であり非常に厳しい状況である。

Ａ

430 ライトピア
おおやまだ

相談者数 随時受付を行い、求人情報を提供します。 相談員による職業相談を毎月１回開催しました。来館、電話による相
談は館職員が随時対応を行いました。
相談者数　１１人

職業相談会の利用者は低迷していますが、随時来
館による相談が増加しました。時間制限なしに対
応して、相談者に安堵感を与えられ、ハローワー
ク及び若者サポートセンターに繋ぐことが出来ま
した。

Ａ

431 青山文化セ
ンター

職業相談の来館者数 ハローワーク求人情報誌を閲覧に供します。
　閲覧予定者数：２０名

ハローワーク求人情報誌を閲覧に供しました。
　閲覧者数：１８名

ハローワークとの連携により、求人者の対応が広
まっています。
高齢者が多いので、就職が見つけにくい状況に
なっています。

Ａ

通番

１
・
雇
用
・
就
労
機
会
の
確
保

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

①子どもの市政への関心の喚
起

子どもが市政に対する関心をもてるように、日常生活の
中で身近な公共施設の見学を実施します。

432 さくらリサ
イクルセン
ター

施設見学団体数 さくらリサイクルセンターの見学会を実施します。
　実施団体予定数：１７

施設見学会を実施しました。
見学学校数：１９校
参加者：７０２名
内容：ごみ選別状況等を見学することにより、ごみの分別、減量への
理解と、リサイクルによる環境意識の高揚を目指します。

実績：１９校／１７校（予定）＝１１２％
今年度保育園（所）の園児９２名の見学会を実
施、また住民自治協議会の環境部門の見学
会も実施しています。 Ｂ

消防本部中
消防署

消防署館内・関係機関の見学を実施します。 伊賀市内で見学依頼のあった、保育所（園）・小学校の園児、生徒、
引率者を対象に各消防車両、資機材の説明、消防隊による各訓練等の
見学及び防火。防災の講話
実施回数　　２５回　　　今後の予定１回

見学参加した、園児、児童等への防火、防災意識
の向上と消防業務に対する理解を求めるのに、実
際見て聞いて印象深く覚えてくれる。 Ａ

消防本部東
消防署

消防署館内・関係機関の見学を実施します。 消防署及び消防車両の見学　　６回　１８０名 サークル及び保育所の子供は大変喜んでいます。
小学生は４年の授業で学習する為、質問も多く関
心があります。
中学生は、職場体験で興味のある生徒が参加の
為、非常に熱心です。
課題・・・職場体験の参加者が少ないので、もっ
と魅力のある職場になる様、努力します。

Ｂ

消防本部南
消防署

消防署館内・関係機関の見学を実施します。 消防隊員が現場で使用する火災・救助・救急資機材の取り扱い、災害
の発生状況と内容の説明、救命講習等の体験を通じて、防火及び防災
意識の高揚を図るとともに、人命救助の大切さを理解してもらいまし
た。　保育所１校（２４名）、小学校２校（９８名）、中学校３校
（１３名）、高校１校（１名）

見学や体験を通じて消防業務を理解し、防火防災
思想や救命の普及啓発が図れた。また、体験者か
ら話を聞いたことにより、個人的に消防署に来署
し、質問してくるケースもありました。 Ｂ

434 学校教育課 見学児童生徒の満足度 社会科等の授業における施設・業務見学と仕事説明を実施します。 （市役所見学）
５月１日（火）１０：３０～１２：００　友生小学校３年生１２２名
５月１日（火）１３：３０～１５：００　三田小学校３年生４０名
５月２日（木）９：４５～１１：００　上野東小学校４０名
　　　　　　１１：００～１２：１５　上野東小学校４０名
その後は、伊賀市役所北庁舎の解体に伴う教育委員会の移転により、
市役所見学を受け入れることができなくなり、市役所見学時に活用し
ている資料を各小学校へ送付しました。

市役所の役割や働く人の思いや願いを知ることが
できました。子どもたちの感想の中には、「市役
所では、全ての人が安心して暮らせるようにする
ために仕事をしていることが分かりました。」
「ぼくたちも伊賀市を住みよいところにしていき
たいです。」「市役所の人たちがとても真剣な顔
で仕事をやってくれていて、伊賀市のことをそん
なに考えてくれているんだなと思いました。」な
ど、住みよい伊賀市を作るために市役所の職員が
働いていることを実感することができました。ま
た、「いがっ子憲章」も配布して、子どもたちに
知らせました。
今後、庁舎移転に伴い見学の仕方や方法を考える
必要があります。

Ｂ

435 生涯学習課 参加人数
来場校数

ふるさと学習スタンプラリーを開催します。
　予定参加人数：1300人
生涯学習センター内ギャラリー等を小・中学校施設見学に開放しま
す。
　予定来場校数：10校

ふるさと学習スタンプラリーを実施しました。
期間：平成２４年７月２１日（土）～２５年１月７日（月）
内容：伊賀市の観光・文化・教育に関する諸関係機関が連携し、伊賀
市の
　　　子どもたちにふるさとの文化財や観光施設に気軽に訪ねる環境
を整
　　　え、学習する機会を提供します。
参加人数：１３００人（最終予定）

上野城子ども文化財教室を開催しました。
日時：平成２４年９月８日（土）午前９時～11時３０分
場所：上野城、旧小田小学校本館
内容：上野城で話を聞いた、旧小田小学校本館の見学をしました。
演題：上野城と城下町
講師：公益財団法人伊賀文化産業協会　福井健二
参加人数：８名

西柘植小学校ほか幼稚園、小学校からの施設見学がありました。
来場校数：９校

事業数、参加人数とも概ね計画どおり実施でき、
参加した子どもに市について関心を持ってもらう
きっかけとなりました。　今後も、参加人数を増
やすため、特色ある内容の事業を提案・実施しま
す。

Ａ

②委員会等への当事者の参画
促進

計画策定のための委員会等へ、高齢者や女性、障がいの
ある人等当事者の参画を進めます。

436 人権政策・
男女共同参
画課

審議会等委員の女性登用率
３４％

審議会等委員に女性の登用を推進するよう、庁内各課へ要請しま
す。女性委員の登用率が４０％未満の審議会等については、その理
由を調査します。
登用率２５％未満の審議会等については、担当課とヒアリングを行
い、さらに詳細に女性登用の方法を考えていきます。

女性委員の登用率が４０％未満の審議会等については、「審議会等の
女性委員選任委員状況調査票」の提出を依頼し、女性委員を増やせな
い理由及び今後の選任方針を調査しました。特に登用率が２５％未満
の審議会等について、担当課に対しヒアリングを行いました。
ヒアリングの対象となった審議会等の数：２３

審議会等委員の女性登用率（H２５年１月末現在）：３１．9％

各担当課とも女性委員の登用率向上について、高
い意識を持っていることが、ヒアリングを実施し
て感じ取れました。中には要綱等を改正して登用
率を上げようという課もあり、ヒアリングの実施
は有効でした。また、ヒアリング後に「女性委員
登用率の数値目標」を提出してもらいましたが、
改選時期が各審議会ごとに違うため、数値として
現れるのはもう少し先になります。

Ｄ

437 市民生活課 外国人住民協議会の開催回数 公募による外国人住民を中心とした委員２０名で構成した外国人住
民協議会を開催します。
　開催予定回数：３回

外国人住民協議会を３回開催しました。
第４回　　６月　３日（日）
第５回　　９月　２日（日）
第６回　　１月２０日（日）

外国人住民が安心して暮らすことができるように
課題について話し合うことができました。
伊賀市へ提出された報告書の内容を、庁内連絡会
で検討することです。

Ａ

438 障がい福祉
課

委員数 障がい者地域自立支援協議会や専門部会に当事者やその家族の参画
を推進します。
　委員数：３名

障がい者地域自立支援協議会や専門部会に当事者及びその家族に参画
してもらいました。
伊賀市障がい者地域自立支援協議会での当事者及びその家族の委員
数：３名

当事者及びその家族が参加することにより、より
当事者に即した協議を行うことができました。
今後さらに当事者及びその家族の参画を推進する
よう努めます。 Ｂ

439 介護高齢福
祉課

開催回数 地域福祉計画推進委員会が設置する「高参加高福祉部会」で当事者
が参画しやすい方法を議論します。
　開催予定回数：６回

地域福祉計画推進委員会が設置する「高参加高福祉部会」において、
既存の公民館講座や学校、社会福祉協議会で行っている福祉教育メ
ニューを集約するしくみを構築しました。
開催予定回数：６回

福祉教育に関するさまざまな情報を集約すること
により、高齢者や女性、障がいのある人等、当事
者が学びやすい体制を整えると共に、当事者の声
が反映できる体制を構築することができました。

Ａ

①「伊賀市健康21計画」の推
進

市民の生涯にわたる健康づくりを進めるため、「伊賀市
健康21計画」について市民、地域団体、関係機関等が
一体となって進めます。

440 健康推進課 出前講座開催数
健康に関する情報提供
（広報・CATV等）

地域住民の健康づくりを支援するため、市民の要請に応じ、出前講
座を開催します。150回
健康づくりのための情報を提供します。６０回

地域からの要請により健康をテーマとした出前講座を開催しました。
開催回数　184回
参加者数　4,373人
健康づくりのための情報提供を行いました。（広報・CATV・ホーム
ページ等）　41回

市民一人ひとりが健康を意識して健康寿命を延ば
すため、身近な団体・組織に対して健康づくりの
出前講座（健康教室・健康相談）の実施は、非常
に効果があり、今後も出前講座の周知啓発を図る
とともに、市民ニーズに応じたメニューを増や
す。

Ａ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

②地域支援事業の推進 一人ひとりの生きがいや、自己実現のための取組を支援
し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることがで
きるよう支援します。また、その目的を達成するため
に、介護予防ケアマネジメント業務により、個々の対象
者の心身の状況や環境に応じて、対象者の選択に基づ
き、個別の介護予防ケアプランを作成し、そのプランに
基づき適切な事業を包括的かつ効率的に実施します。

441 地域包括支
援センター

介護予防事業への延参加者数 65歳以上の介護認定を受けていない高齢者を対象に、お達者チェッ
クを実施します。その結果、生活機能の低下がみられ、介護予防の
取組みが必要な人を対象に、介護予防事業を実施します。通所型事
業として「運動器機能向上教室」、「口腔機能向上教室」を、訪問
型事業として「栄養改善事業」、「うつ予防事業」を実施します。

65歳以上の介護認定を受けていない高齢者を対象に、お達者チェック
を実施しました。その結果、生活機能の低下のみられるかたを対象
に、10月から1月にかけて次の介護予防教室等を開催しました。
〔運動機能向上教室〕実施回数47回、延出席者数736人、
〔口腔機能向上教室〕実施回数14回、延出席者数89人、
〔栄養改善指導事業〕実被指導者数4人、訪問回数24回
２月から3月にかけて、運動機能向上教室24回、口腔機能向上教室6
回を実施予定しています。

運動機能向上教室には連続12回出席をしていただ
き筋力トレーニング等に取り組んでいただくこと
で運動機能の向上や関節痛の改善等の症状の緩和
を図ることができました。また口腔機能向上教室
には連続５回出席していただくことで、嚥下や咀
嚼の改善を図ることができました。栄養改善指導
については、日頃の食事内容を振り返り低栄養の
予防を図ることができました。今後更に介護予防
に取り組む人が増えるように、啓発に努める必要
があります。

Ｂ

③健康相談 市保健師による健康相談及び血圧・体脂肪測定と健康体
操等により、健康の保持増進に努めます。

442 八幡町市民
館

相談者数 健康教室を開設し、住民からの健康相談を受けます。 看護師による健康教室を開催しました。
　回数：24回
　利用者：139人

利用者は、看護師から指導を受けたり相談をする
ことができました。

Ａ

443 下郡市民館 相談者数 看護師訪問、社協によるヘルパー訪問を各週1回実施し、高齢者の
み世帯を中心に健康の保持に努めます。

看護師訪問、社協によるヘルパー訪問を各週1回実施しました。相談回
数は延べ80回あまりです。障がい者・高齢者世帯を中心に健康の保持
に努めました。

高齢化が進んでおり、訪問時の健康相談は高齢者
の健康維持・見守りに効果がありました。

Ａ

444 寺田市民館 相談件数 市保健師による健康相談を年4回実施します。 市保健師による血圧・体重・体脂肪の測定と健康相談を2回実施しまし
た。年度末までに1回実施する予定です。相談件数：59件

保健師による健康相談において、日ごろ気になる
ことなどを気軽に聞くことができたとのことでし
た。 Ａ

445 いがまち人
権センター

健康相談実施回数 独居高齢者・高齢者世帯を対象に、総合健康相談員を配置し、健康
や介護に関する相談業務を実施します。
　実施予定回数：７０回

独居高齢者・高齢者世帯を対象に、総合健康相談員を配置し、健康や
介護に関する相談業務を実施しました。
　実施回数：72回　414名

　外出困難な地区内高齢者が対象であり、訪問相
談を実施することによりきめ細かい健康指導、健
康管理ができた。
　今後ますます高齢化が進むと考えられるため、
対応できる体制整備が課題。

Ａ

446 ライトピア
おおやまだ

参加者の満足度 保健師による健康相談、血圧測定等を毎月第1金曜日に実施しま
す。
　数値異常者1割以内

保健師による健康相談を毎月第１金曜日に実施しました。また、月２
回・３回看護師が家庭訪問を行い血圧等の健康チェックを行いました
住民の満足度８５％

住民の健康管理、健康の保持増進及び人とのつな
がりにより、独居高齢者の見守りの大きな効果が
ありました。 Ａ

447 青山文化セ
ンター

相談者数 家庭訪問を月１回実施します。
　延べ受診予定人数：３００名

家庭訪問を月１回実施しました。
　延べ受信人数：３０６名

生活相談員と保健師による地域巡回健康相談の実
施により多くの相談ができ、高齢者の見守りがで
きるようになっています。
高齢者世帯が多く、病院等の通院に不便であるた
め、外出支援の対応が必要であります。

Ａ

448 健康推進課 健康相談者数 集団・個別（電話含）による健康相談を実施します。
　延３００人

健康相談を実施しました。
実施回数　85回
来所者数　1,259人
電話相談　137件

出前講座と併せて実施するケースが多かった。今
後は、健康相談の単独実施など工夫を凝らした健
康相談を実施したい。 Ａ

449 伊賀支所住
民福祉課

回数・参加者数 健康教室を実施します。対象：老人クラブ
育児相談、食育教室を実施します。対象：乳幼児家庭

○生活習慣病予防と食事・認知症予防レク
⇒前川老人クラブ(7/15⇒13名)
○すくすく広場
⇒前川地区乳幼児(5/24⇒2名)
*教室への参加なかったため、家庭訪問にて対応

老人クラブ対象の教室では、関心のある内容で
あったため、熱心に聴いてもらえました。
すくすく広場は、近年対象者が減少しており、今
回は参加者がなかったため急遽、個別対応としま
した。今後は、状況をみて臨機応変に対応するこ
とが必要と感じました。

Ｃ

450 島ヶ原支所
住民福祉課

健康教育の開催回数 健康教育（まめの館事業）年２５回、健康測定会を毎週金曜日に実
施し、地域での出前講座を行う事により、健康に関する関心を高め
ます。

健康づくりに関する事業及び季節別の健康管理の指導を行ないまし
た。
出前講座　　　　　　　２回
まめの館事業　　　　３６回
まめの館事業　　　　３６回（１月末２７回）

健康に関する関心が高まっていますが、自己管理
の必要性を今後も周知していきます。

Ｂ

451 阿山支所住
民福祉課

参加者数 市保健師による健康教室、乳児相談、健康相談を実施します。 健康教室：５０回（利用者：１，１３２名）、乳児相談：１２回（利
用者：３１４名）、健康相談：４８回（利用者：１，０９８名）を実
施しました。

各種相談を実施することにより、介護予防や育児
負担の軽減につながりました。徐々に利用者が増
加しており、さらに内容の充実を図っていく必要
があります。

Ｂ

452 大山田支所
住民福祉課

参加人数 健康相談　毎月第１金曜日（血圧、体重･体脂肪測定、検尿、健康に
ついての話）
うち、２回は健康増進、地域のふれあいづくりのため「健康とふれ
あいのつどい」として実施します。

康相談　毎月第１金曜日（血圧、体重･体脂肪測定、検尿、健康についての
話）
うち、２回は健康増進、地域のふれあいづくりのため「健康とふれあいのつ
どい」として実施しました。
　　参加人数　８３人（３月末の見込み９３人）

参加者の健康の保持増進につながったと思いま
す。今後も、より多く参加していただけるよう、
内容や周知方法について検討しながら事業を実施
していきます。

Ａ

453 青山支所住
民福祉課

健康相談者数 地区内の独居老人や高齢世帯を対象に、総合健康相談として訪問す
る中で日常的に健康管理指導を行い、生活相談員と連携して対象者
の健康の保持増進に努めます。

４月から１月迄１２回延べ人数１９５人
１回程度地区内の独居老人や高齢世帯を対象に、総合健康相談として
訪問する中で日常的に健康管理指導を行い、生活相談員と連携して対
象者の健康の保持増進に努めました。また、青山文化センターフェス
タでも健康相談コーナーにて相談を受けました。

数年間訪問することにより、自宅や数人が一箇所
に集まって、相談に行くのを待っていてくれるよ
うになりました。高血圧など生活習慣病の改善が
スムーズに行かない人については、十分に時間を
取り支援する必要があります。

Ａ

①各種福祉サービスや制度等
の周知

生活に困窮している人に対しては、各種福祉サービスや
制度等の周知を図り、生活安定への支援を行います。

454 厚生保護課 相談者数
生活保護受給者数

生活保護制度に基づく、相談及び生活保護を実施します。 ・平成２４年度生活保護相談者数　延べ２１２人（H25.1月末時点）
・生活保護受給者数　９４６人（H25.1月末時点）

　生活保護に関する相談者は、ここ数年若干の増
加傾向にありますが、生活保護の趣旨はもちろ
ん、他法他施策等を説明し、各種福祉サービスを
利用していただくことで、生活保護の受給世帯数
は、ほぼ横ばい状態です。就職難が続く中、世帯
の状況にあった支援策を模索していきたい。

Ｂ

②健康・福祉サービスの情報
提供

誰もが良好な健康状態を保ちいきいきと暮らすことがで
きるよう、健康福祉サービスの情報を提供するととも
に、情報交換の場を作り、誰もが参加し情報共有しやす
い形で提供していきます。

455 介護高齢福
祉課

65歳到達時の第1号被保険者に介護保険制度、保険料についてのパ
ンフレットを配布します。また、新規に介護認定申請をされる方に
介護保険制度の冊子をお渡しします。

　65歳以上の第1号被保険者に介護保険制度、保険料についてのパン
フレット等を作成し配布した。また、新規に介護認定申請をされる方
には、必ず介護保険制度の冊子をお渡しし、一通りの説明を実施しま
した。

　介護サービスの利用者が年々増加しているなか
で、介護保険制度について、一定程度周知できた
ことにより、制度を利用するにあたってのトラブ
ルが減少しました。人事異動で担当者が変わって
も、継続して周知を図る必要があると考えていま
す。

Ｂ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

456 健康推進課 健康に関する情報提供回数
（広報・CATV等）

季節や生活環境の変化等に応じ、食中毒やインフルエンザ等迅速な
情報提供を行います。
　６０回

食中毒やインフルエンザなどの感染症予防についての情報提供を行い
ました。（広報・CATV等）　16回

市民への健康に関する情報の提供は、感染症など
に限ったことではない。HPの随時更新、CATVの
文字放送、CATVほかマスコミを通じた情報提供
については、回数を評価指標に上げたのは問題が
ある。

Ａ

③福祉サービス情報や相談窓
口についてのガイドブックや
パンフレットの作成

福祉サービス情報及び相談窓口についてのガイドブック
や一覧表（パンフレット）を作成し周知を図るととも
に、広報紙・ホームページなどを活用したサービスの情
報収集や情報発信に努めます。

457 障がい福祉
課

見直し回数 「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」の内容の見直しを行い、最新
の情報を提供できるよう努めます。
　見直し回数：年２回

最新の情報が提供できるよう、年度当初に「伊賀市障がい者福祉ガイ
ドブック」の内容の見直しを行いました。
見直し回数：１回

ガイドブックの見直しを行うことにより、最新の
情報を市民に提供できることができました。
情報量が増えていているため、必要な情報を見つ
けやすいよう工夫する必要があります。

Ｂ

458 地域包括支
援センター

継続して作成している高齢者向けサービス一覧表を最新版に更新し
ます。

随時情報を最新のものに更新しています。 相談業務の効率化に効果がありました。

引き続き最新の情報を掲載し、外部への提供につ
いても検討します。

Ｃ

①ふくし相談支援センター等
相談支援体制の充実

459 障がい福祉
課

（仮称）ふくし総合相談支援センターの開設に向け関係各課と協議
を行います。

（仮称）ふくし総合相談支援センターの開設に向け関係各課と協議を
行いました。

（仮称）ふくし総合相談支援センターの開設に向
け、関係各機関との更なる協議が必要です。

Ｃ

460 こども家庭
課

検討会参加回数 ふくし総合相談支援センター設置に向けた検討会において、家庭児
童相談員、女性相談員、母子自立支援員及びこども発達支援セン
ターの役割を発展できるような総合相談支援体制の構築に努めま
す。

ふくし総合相談支援センター設置に向けた検討会を開催し、家庭児童
相談員、女性相談員、母子自立支援員及びこども発達支援センターの
役割を発展できるような総合相談支援体制の構築に努めました。
検討会開催回数：８回　事例検討会参加回数：３回

市民にとって分かりやすく使いやすい総合相談支
援体制の構築に向けて前進することができた。
今後も検討を重ね、構築に努めます。 Ｂ

461 介護高齢福
祉課

開催回数 総合相談支援体制構築に向けた検討会を開催します。
　検討会開催予定回数：１０回

総合相談支援体制構築に向け、庁内及び関係機関も含めた連携体制に
ついて検討しました。
　検討会開催回数：１５回

部内で課題を抽出し検討したことで、市としての
総合相談支援のあり方を共有することができまし
た。引き続き、市民の困りごとを迅速・的確に解
決する体制を検討する必要があります。

Ｂ

462 地域包括支
援センター

会議開催回数（回） 円滑に相談支援を実施するため総合相談担当者連絡会議を（年２
回）開催します。

総合相談担当者連絡会議を１回開催しました。 会議の開催により、情報の共有、担当者の顔の見
える関係作りができました。

予定回数開催できなかったため、事前の調整を十
分行い、予定通り開催する必要があります。

Ｄ

②母子自立支援員の活動の充
実

ひとり親家庭に対する総合的な相談窓口として機能する
よう、母子自立支援員の活動を活発化し、適切な助言及
び情報提供を行います。

463 こども家庭
課

年間相談件数 母子自立支援員１名を設置し、ひとり親家庭の自立支援に向けて、
子の養育・就労（ハローワーク伊賀との連携による就労支援）・経
済面（母子寡婦福祉資金貸付）などの個々の相談に応じた情報提供
を行います。

母子自立支援員が、窓口と電話での応対を行いました。
母子自立支援相談延件数：740件
相談内容については、離婚前後の相談・子の養育費・ハローワーク伊
賀との連携による就労支援及び母子寡婦福祉資金貸付など、ひとり親
家庭の自立に向けての支援を行いました。

ひとり親家庭が自立していくために必要な情報を
提供し、支援することができました。
今後も引き続き、母子自立支援員の資質向上を図
るため、県主催等の研修会に積極的に参加してい
く必要があります。

Ｂ

①子育て支援サービスの充実 子育て家庭が安心して子どもを預けられるよう、一時的
な預かりサービスを充実するとともに、ファミリーサ
ポートセンター等の互助活動を推進します。

464 こども家庭
課

相互援助活動の実施、広報活
動の実施、講習会・交流会の
開催回数

子育て家庭が安心して子どもを預けられるよう、一時的な預かり
サービスを充実するとともに、ファミリーサポートセンター等の互
助活動を推進します。

保育施設等までの送迎の他、早朝や夜間等の緊急時の預かりを行いま
した。会員講習会について6/1～６/15に行政文字放送で放送しまし
た。
提供会員講習会を５回開催しました。会員交流会を１回開催しまし
た。

育児の援助を受けたい人２０３人、育児の援助を
行いたい人１０５人、両方受けたい人５５人の合
計３６３人からなる会員で、援助活動を９２４回
行いました。育児の援助を受けたい会員を増やし
ていくことが必要です。

Ｂ

465 島ヶ原支所
住民福祉課

教室、講演、講座の開催回数 各年齢にあった教室や講演、講座など年５８回開催します。また、
プレールームの開放や育児に関する相談を行い、安心して子育てが
できる環境づくりを目指します。

安心して子育てができる環境づくりを目指し、育児相談や教室、講
演、講座を行ないました。
教室・講演・講座  　　      　 ６０回
保健師による乳幼児相談     １２回
１月末までの利用者数　延５,２９１人

利用者数が年々増え続けていますが、今後も子育
て支援センターを利用していない子育て中の親子
が気軽に利用できるよう周知します。 Ｂ

466 大山田支所
住民福祉課

育児相談、子育て講座、発達
相談、おはなしひろば等の参
加者数及び「なかよし通信」
の発行回数

育児相談・なかよしらんど事業を毎週月曜日から金曜日まで実施し
ます。
子育て講座・発達相談・おたのしみひろば・おはなしひろば（絵本
の読み聞かせ）を毎月1回実施します。
「なかよし通信」を月1回発行します。

育児相談　２５件
子育て講座・発達相談・おたのしみひろば・おはなしひろばをそれぞれ月１
回実施。
講座参加者数　　　１，２００人
子育て支援センター総利用人数　　３，２００人
なかよし通信　１２回発行

子育てに対する保護者の悩み等を軽減し、親子の
ふれあいや親子が気軽に集い自由に交流ができる
場を提供することにより、子育て親子に対する支
援ができました。現在支援センターを利用してい
ない親子について、保健師と連携しながら状況を
把握し、周知を図っていきます。

Ａ

467 青山支所住
民福祉課

利用者の促進とサービスの向
上

なかよし広場（年齢別）、おともだちあつまれ（異年齢）　毎月1
回開催。　講習会、季節の行事、又は手遊び、歌、紙芝居、工作な
ど。　おはなしの会（絵本のよみきかせ）　毎月第１水曜　土曜広
場　来月のカレンダーつくり　毎月第４土曜　乳幼児健康相談、栄
養相談毎月第３水曜

なかよし広場（季節の行事）（月１回）総人数３０５人、おともだち
あつまれ（異年齢ごとに月３回）0，１歳児、１４６人、2歳児、１１
９人、３，４歳児、84人。赤ちゃん体操（年３回）６１人。親子でリ
トミック（年２回）33人。おはなし会（月１回）９２人。土曜広場
（月１回）１２７人。健康栄養相談（月１回）６４人。

就園前の子どもと親の交流の場所として利用して
いただけたと思う。なかよし広場や季節の行事の
参加者は多かったが、毎月行っているおともだち
あつまれの利用者が少なくなってきている。もう
少し工夫が必要だ。利用者数が減ってきているの
も今後の課題である。

Ｃ

②ひとり親家庭の生活の安定
と経済的支援

「母子及び寡婦福祉法」に基づき、関係機関との連携を
図り、生活全般について情報提供や自立に必要な支援を
行うとともに、経済的、社会的自立を促進するため、就
業についての相談や貸付・給付金活用の相談を行いま
す。

468 こども家庭
課

母子寡婦福祉資金貸付申請
数、就労支援事業による就労
件数

ひとり親家庭の自立支援（経済的・社会的自立）に向けて、母子自
立支援員を設置し、自立に必要な情報提供、相談指導及び離婚直後
など、地域で安定した生活を営むための精神的支援を行います。ま
た、今年度２年目の事業として、「福祉から就労」支援事業を実施
し、ハローワーク伊賀と連携して、支援候補者の職業能力の向上や
個々の就労条件に見合った就職情報の提供を行います。

経済的な支援として、母子寡婦福祉資金貸付についての相談に応じま
した。
母子寡婦福祉資金貸付申請数：0件
「福祉から就労」支援事業として、ハローワーク伊賀と連携して就労
支援を行いました。
就労支援事業による就労件数：８件
寡婦・母子及び父子家庭に対して、日常生活支援事業として、一時的
な生活支援及び子育て支援が必要な家庭に生活支援員の派遣を行いま
した。

母子寡婦福祉資金貸付については、４名の方の貸
付相談がありましたが、貸付条件に該当しないた
め、申請書の受付に至った件数は、ありませんで
した。
また、就労支援については、支援対象者１１名
中、８名を就労に繋げることができました。今後
も、ひとり親家庭の自立支援に向けて、就労支援
を強化するため、ハローワーク伊賀との連携を
図っていく必要があります。

Ｂ

③里親制度の普及・啓発 家庭で養育できない事情のある子どもが健やかに成長で
きるよう、里親制度について児童相談所と連携し、普
及・啓発を図ります。

469 こども家庭
課

広報を活用した啓発 東海北陸ブロック里親研究大会の開催にあたり支援します（H24限
り）。
広報を活用し、広く啓発に努めます。
　広報掲載回数：１回

東海北陸ブロック里親研究大会の開催にあたり支援しました（H24限
り）。
広報を活用し、広く啓発に努めます。
　広報掲載回数：１回

本年度は広報掲載に加えて、東海北陸ブロック里
親研究大会を伊賀市で開催いただき、それに支援
することで、例年以上に啓発することができまし
た。
引き続き広報を活用し、広く啓発に努めます。

Ｂ

④放課後児童クラブの設置 昼間保護者のいない家庭の児童の健全育成を図るため、
学校等を活用した放課後児童クラブの設置を促進しま
す。

470 こども家庭
課

放課後児童クラブの設置数 昼間保護者のいない家庭の児童の健全育成を図るため、学校等を活
用した放課後児童クラブの設置を促進します。

上野西部地区の小学校及び保育所に通う保護者に対し、放課後児童ク
ラブの必要性について、アンケート調査を実施しました。また、時間
延長のアンケートも実施しました。
設置数　１４箇所

アンケート結果からも必要性が十分にあるので、
小学校区に合わせ放課後児童クラブの整備を行っ
ていきます。また、時間延長についても検討課題
となっています。

Ｃ

地域包括支援センターや障害者相談支援センターの機能
のほか、児童、ひとり親家庭等各分野別の相談支援の機
能を集約する総合的な相談支援センターを市全体に1か
所設置し、各支所に設置するふくし相談支援センターと
連携をとりながら、市民の困りごとを迅速・的確に解決
する体制をとります。
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

471 伊賀支所住
民福祉課

利用者数 放課後に安全な場所を提供して、児童の健全育成を図ります。 ○保護者と連絡を密に取り、安全な場所を提供して児童の健全育成を
行います。スタッフも自己研鑽のため、積極的に研修等へ参加しま
す。
利用者数：４,０００人（見込み）

保護者が子どもを安心して預けられ、情報交換が
でき、安全に過ごせる場所となりました。

Ｂ

472 島ヶ原支所
住民福祉課

利用者数 昼間保護者がいない家庭等の児童の健全育成を図るため、島ヶ原放
課後児童クラブを設置し、指定管理者に管理運営を委託します。

家庭・学校・行政との連携を深め、日常の遊びや生活の場を提供しま
した。
年間利用１１人、通常利用１人、一時利用１１人、長期休暇のみ利用
１人

これからも児童健全育成を図り、親が安心して就
労できるよう利用に向けて周知していきます。

Ｂ

473 阿山支所住
民福祉課

利用者数 昼間に保護者のいない家庭の児童の健全育成を図るため、放課後児
童クラブを設置し、管理運営を行います。

昼間に保護者のいない家庭の児童の健全育成を図るため、放課後児童
クラブを設置し、管理運営を行いました。（登録者数：３５名）

行政・学校との連携を深めながら、適切に管理運
営ができました。今後も、児童が安全に過ごせる
ように、指導員の育成を強化します。 Ｂ

474 大山田支所
住民福祉課

年間利用者数
長期休業時のみ利用者数

昼間に保護者のいない家庭の児童の健全育成を図るため、放課後児
童クラブを設置し、管理運営を行います。
たよりの発行　（１２回）
食育学習、体験学習等実施します。

子供一人ひとりに集団の一員であるという意識づけをしながら、規則
を守り生活をする社会教育、地域教育を行なっています。
年間利用登録者数１７人　　長期休業時のみ利用登録者　１０人

放課後の児童の居場所として、安全な場所を提供
し、児童の健全育成を図ることができました。今
後も家庭・学校・行政との連携を深めながら適切
な管理運営を行い、利用に向けて広報していきま
す。

Ａ

475 青山支所住
民福祉課

利用者数 昼間保護者がいない家庭の児童が安全に過ごせるように放課後児童
クラブ(げんきクラブ）を設置し、指定管理者に運営を委託します。

放課後児童クラブ(げんきクラブ）を設置し、指定管理者（げんきクラ
ブ保護者会）に運営を委託しました。
利用者数：総数46人（年間利用35人、長期休暇のみ利用11人）

保護者が昼間家庭にいない児童の保育・指導を行
うことで児童の健全育成を図ることが出来まし
た。 Ａ
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施策分野３・人権が尊重されるまちづくりのための施策

（４）だれもが住みよいまちづくりの推進
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①ユニバーサルデザインのま
ちづくりの推進

「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」
に基づき、公共的施設の整備基準等について、事業者等
への周知を図り、ユニバーサルデザインのまちづくりを
進めます。

476 障がい福祉
課

参加者理解度 市民や事業者等を対象としたユニバーサルデザインの理念に関する
講座を開催します。
　参加者理解度：８０％（アンケートで「内容を理解できた」と答
えた人）

今年度は庁舎建設のユニバーサルデザインを中心にユニバーサルデザ
イン庁内推進委員会を開催してきたため、市民や事業者等を対象にし
た講演会を開催することができませんでした。

ユニバーサルデザインの理念を広く市民や事業者
に普及するための講演会や研修会を開催するよう
努めます。 Ｅ

477 都市計画課 受理件数 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり条例に基づく請求書、協
議書、届書及び通知書の受理に関する事務を行います。
　協議書見込：年間２０件

三重県ユニバーサルデザインのまちづくり条例に基づく請求書、協議
書、届書及び通知書の受理に関する手続きを行いました。
協議書等実績２０件（平成２５年２月１日現在）

継続して、協議書等の受理に関する事務を行いま
す。

Ａ

②ユニバーサルデザインの観
点に基づいた公共施設調査

市内の主要公共施設について、ユニバーサルデザインの
観点に基づいた調査を市民参画により協働で実施しま
す。

478 障がい福祉
課

調査回数 ＮＰＯ団体と協働して市内公共施設の施設調査を行います。
　調査回数：２回

今年度は庁舎建設のユニバーサルデザインを中心にユニバーサルデザ
イン庁内推進委員会を開催してきたため、ＮＰＯ法人と協働して公共
施設の施設調査を行うことができませんでした。

今後は計画的にＮＰＯ法人と協働して、市内の公
共施設の調査を行うよう努めていきます。

Ｅ

③市道の維持・管理 安全で快適な市内の生活道路の構築を目的に、市道の維
持・管理を行うため、道路維持工事、舗装補修工事、側
溝補修工事等を進めます。

479 建設１課 道路舗装補修箇所数、路側・
横断溝等補修箇所数

道路舗装補修及び路側・横断溝等補修を進めます。 道路舗装補修　７３箇所
路側・横断溝等補修　１３１箇所

市道の維持管理を行い、安全で快適な生活道路の
確保を行いました。道路パトロールを充実しま
す。 Ｂ

480 建設２課 道路舗装補修箇所数、路側・
横断溝等補修箇所数

道路舗装補修及び路側・横断溝等補修を進めます。 道路舗装補修 ８５箇所
路側・横断溝等補修　１３５箇所

市道の維持管理を行い、安全で快適な生活道路の
確保を行いました。道路パトロールを充実しま
す。 Ｂ

④道路の新設等整備 未整備な道路を改良により利便性を高め、地域間の交流
を目的に、道路新設改良、舗装改修、オーバーレイ等事
業を進めます。

481 建設１課 実施箇所数 道路新設改良を７箇所において進めます。 道路新設改良を７箇所で推進しました。
諏訪新居線、ゆめが丘摺見線、佐那具千歳線、四十九下友生線、依那
古友生線、小田西明寺線、西谷尻平田線

道路新設改良工事の実施により移動時間の短縮が
図れ利便性が向上しました。早期の開通に努めま
す。 Ｂ

482 建設２課 実施箇所数 道路新設改良を４箇所において進めます。 道路新設改良を４箇所で推進しました。
川上種生線、川合円徳院線、種生小波田線、伊勢路とがの奥鹿野線

道路新設改良事業の実施により、移動時間の短縮
が図れ、利便性が向上しました。早期の開通に努
めます。 Ｂ

⑤公共施設の改善 だれもが利用しやすい施設となるよう、公共施設のバリ
アフリー化を進めます。

483 都市計画課 実施箇所数 都市公園におけるバリアフリー化に向けた改修と整備を行います。
　実施箇所数：２公園

誰もが安心して利用できる施設となるよう、岩倉峡公園と上野運動公
園についてバリアフリー化工事を行いました。

バリアフリー化工事の実施により、より安心して
公園利用ができるようになりました。

Ａ

⑥教育施設のユニバーサルデ
ザイン化、耐震化

障がいのある児童・生徒も健常の児童・生徒と同じ学校
で学習することができるよう、教育施設等において施設
のバリアフリー化を図ります。また教育施設は災害時等
の地域住民の避難場所となることから、耐震化はもちろ
ん高齢者等だれもが使用するのに不便を感じない､ユニ
バーサルデザインの施設をめざします。

484 教育総務課 耐震補強工事件数
バリアフリー工事件数

神戸小学校管理棟耐震補強工事を実施します。
久米小学校でバリアフリー化修繕を行います。

神戸小学校管理棟耐震補強工事を実施しました。
久米小学校については平成２３年度に完了済みです。

＊神戸小学校の児童・教職員の安心安全な学校環
境の向上が図られました。
＊避難所機能の充実が図られました。

Ａ

⑦ひとり親家庭等の公営住宅
入居への優先資格制度の実施

ひとり親家庭等が安心して子育てと就労の両立ができる
よう、公営住宅の入居への優先資格制度など、子育てや
生活面での支援体制の整備に努めます。

485 建築住宅課 子育て支援住宅の募集やひとり親家庭等の優先入居を行います。 定期募集の折に、子育て支援優先入居募集を行いました。
7月募集2戸、2月募集3戸

低所得で子育て中の家庭について、低家賃で子育
てができることが、生活の安定につながり、子育
て支援となります。 Ｂ

⑧改良住宅ストック総合改善
事業の推進

市が管理する既存の改良住宅について、老朽化やバリア
フリー化に対応するため、建て替えや修繕を計画的に実
施します。また、制度の趣旨から払い下げ可能な形状の
改良住宅については、住民の意向を調査し、個人への譲
渡についても検討します。

486 同和課 第２次同和施策推進計画の策
定の有無
やはたまちづくり検討会の開
催の有無

第１次同和施策推進計画において取り組みを進めた「やはたまちづ
くり計画」を第２次同和施策推進計画へ引継ぐとともに、住生活基
本計画及び公営住宅等長寿命化計画の策定に合わせて、整備計画を
検討会で諮ります。

第１次同和施策推進計画において取り組みを進めた「やはたまちづく
り計画」を第２次同和施策推進計画へ引継ぎを行いました。
住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画の中で「やはたまちづく
り計画」を特定計画として位置づけることはできなかったが、整備計
画の検討会を立ち上げました。

第2次伊賀市同和施策推進計画へ、やはたまちづく
り計画の推進を反映させ策定しました。
「やはたまちづくり計画」の検討については、年
度内に検討会を行う予定です。

Ａ

⑨公営住宅ストック総合改善
事業の推進

市営住宅について、高齢者仕様への住宅改善や景観改善
を進めます。

487 建築住宅課 介護保険を適用した住宅改修を行います。 介護保険制度等の活用により、市営住宅の改修に係る増築・模様替等
工事申請に関して承諾を行いました。
18件申請受理　18件承諾

増築・模様替等住宅改修の承諾を行い、入居高齢
者の安全で安心できる住環境を整えました。
市営住宅の管理者である当課においては、積極的
な改修等を実施していない状況です。

Ｃ

⑩下水道の整備、農業集落排
水事業の推進

安全で快適な生活環境の確保を図るため、公共下水道事
業、農業集落排水事業等の生活排水処理施設をそれぞれ
の地域特性に対応した整備手法により、地域への推進を
行い、計画的に整備を進めます。

488 下水道課 整備率 合併処理浄化槽設置整備事業、市単下排水路整備事業、農業集落排
水処理施設整備事業、戸別合併処理浄化槽設置整備事業を実施しま
す。

神戸地区農業集落排水事業の供用開始・・・平成25年1月1日
花垣・依那古地区農業集落排水事業の事業進捗
公共下水道事業計画区域、農業集落排水事業計画区域以外の地域にお
ける合併処理浄化槽の設置推進・・・個人設置に対する補助220件

神戸地区農業集落排水事業の供用開始により、市
全体の生活排水処理整備率は７０％以上となりま
した。
青山支所管内で実施している、市町村型合併処理
浄化槽整備事業の見直しが必要です。

Ｂ

⑪交通の利便性や安全性の確
保

高齢者等の交通需要に対応する地域交通システムを構築
するとともに、快適で安全に移動できるように、「高齢
者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に
基づき、バス車両のバリアフリー化を推進します。ま
た、特定経路を構成する道路を中心に、音響信号機や高
齢者等感応信号機、歩行者感応信号機の整備、歩車分離
式信号の導入を進めます。

489 企画課 持続可能な交通体系の形成のため、伊賀市交通計画（計画期間Ｈ２
３～２６）に基づき、計画に位置付けた施策を実施します。
高齢者や障がいのある人などの移動に係る身体の負担の軽減に配慮
された輸送サービスを行うため、車両のバリアフリー化についてバ
ス事業者への働きかけを行ないます。

上野コミュニティバスの北回り循環新設や各行政サービス巡回車等の
ルート変更等、運行改善に向けた諸手続きを行いました。
鉄道施策では、利用促進に資する施策を中心に施策を継続していま
す。
バス事業者に対し、車両のバリアフリー化に係る具体的な働きかけは
行っていません。

交通計画に基づき、具体化した施策については、
今後、実施結果や実績を十分検証し、施策の最適
化を図っていきます。

Ｃ

⑫放置自転車等の撤去 自転車等放置禁止区域に放置された自転車等の撤去を行
い、障がいのある人、高齢者、児童等の通行を妨げる障
害物を除きます。

490 市民生活課 ＪＲ伊賀上野駅前、ＪＲ佐那具駅前、伊賀鉄道各駅前の放置自転車
の撤去を実施します。

49台撤去しました。
（ＪＲ伊賀上野駅、ＪＲ佐那具駅前、伊賀鉄道各駅前等）

駅前等の放置自転車撤去を実施することにより、
歩行者・交通弱者の安全を図ることができる。放
置自転車を無くすことは個人の意識や個人のモラ
ルの問題によるものであることから、広報・啓発
のさらなる強化が必要である。

Ｂ

①自然保護意識の啓発 学校教育や社会教育などあらゆる機会を通じて、自然環
境を守り、将来へと引き継ぐことの重要性を啓発し、自
然保護に対する市民意識の高揚を図ります。

491 学校教育課 ごみの分別・牛乳パックの回
収実施校数、施設見学や聞き
取り学習等実施校数

学校においてごみの分別・牛乳パックの回収を行います。また、施
設見学や聞き取り学習、体験活動等による環境学習を実施します。

すべての学校においてごみの分別・牛乳パックの回収に取り組み、施
設見学や聞き取り学習、体験活動等による環境学習を実施した。

すべての学校において、ごみの分別・牛乳パック
の回収を行いました。また、すべての学校におい
て、環境教育年間計画を作成して環境についての
学習を行いました。

Ａ
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492 生涯学習課 参加者数 オオサンショウウオ観察会を開催します。（大山田公民館と共催）
　予定参加者数：１０名
天然記念物保護管理ボランティア育成講座を実施します。
　予定参加者数：８名

８月２５日（土）阿波地区市民センターと近辺の服部川で実施。７人
の児童とその保護者が参加しました。講義と河川内での個体の観察か
ら、身近に存在するオオサンショウウオの保護やその生息環境の保全
について啓発する機会となりました。

青山や大山田以外の地域への啓発の機会の設定を
行います。

Ｂ

②環境セミナーの開催 環境問題を身近に感じ、広く市民に環境保全に関する関
心を持ってもらうよう、セミナーを開催し、環境の大切
さに“気づく”学習を行います。

493 環境政策課 環境セミナー等の参加者数 ９月末と１月頃に、家庭でできる省エネをテーマに環境学習会を行
います。

○第１回　環境セミナー（9/29）「フードマイレージ」買物ゲームを
実施し、３５名の参加がありました。
○第２回　環境セミナー（１/26）「ごみ行政について」ごみの分別
による再資源化等について研修会を実施し、３５名の参加がありまし
た。
○環境家計簿モニターを募集し、地球温暖化防止に対する意識向上等
の啓発を行いました。モニター参加者６９名

市民及び環境市民会議会員などが参加・取組を
し、多様な主体と連携・協働をはかることがで
き、今後継続的に事業実施することにより環境保
全の向上に役立ちます。今後、さらなる参加者増
にも取組むことが必要です。 Ｃ

③環境保全活動の促進 資源の再利用物の回収活動や環境教育の推進など、環境
保全につながる市民活動を育成・支援し、自然と共生す
るまちづくりを進めます。

494 環境政策課 市民会議の活動回数 にぎわいフェスタへの出展、環境ウォッチング、クリーンウォー
ク、環境ツアーを実施します。

○夏のにぎわいフェスタ（８/19）　水生生物水族館を出展。廃材を
利用した木製ペンダント作成体験場を設置。
○第１回　環境ウォッチング（11/3）　菜の花プロジェクト～木質ペ
レットバイオマス施設見学。参加者１４名
○夏休み環境ポスター募集：小学生191点・中学生267点の計４５８
点の応募。受賞作品のパネル展示、クリーンウォークのメモに使用。
○第1回クリーンウォーキング（12/1）阿山地区で実施。参加者55
名（市民会議会員、団体、企業）
○第２回　環境（バード）ウォチィング（2/24）参加者２０名。
○第2回クリーンウォーキング（3/2）久米川流域で実施。参加者　約
４３０名
※　以上６回の活動を実施しました。

市民及び環境市民会議会員などが参加・取組を
し、多様な主体と連携・協働をはかることがで
き、今後継続的に事業実施することにより環境保
全の向上に役立つ。今後、さらなる参加者増にも
取組むことが必要である。中止となった環境ツ
アーについては、内容の精査が必要です。

Ｃ

④公害の未然防止 公害を未然に防ぐため、立地企業との公害防止協定締結
を図り、企業による水質検査等が行われるよう、定期的
な監視活動及び指導を行うとともに、無公害型の環境に
やさしい企業の誘致に努めます。また、騒音などの近隣
公害が起こらないよう、生活マナーの向上を促します。

495 環境政策課 協定書締結企業に対し、大気、水質、悪臭測定を実施し、結果を提
出するよう指導します。

協定締結企業26社から大気、水質、悪臭測定結果の報告書を受領し、
その結果を確認しました。
提出が遅れた企業に対しては、遵守するよう指導しました。

測定結果の提出を遅延している企業に対し、督促
するとともに、協定値を超過している企業に対
し、原因の究明と対策を指導している。その結
果、公害となる要因を未然に防いでいると考えて
います。ただし、本来は、測定結果を遅延無く提
出されるべきであり、協定値を超過している場合
は、自主的に原因の究明と対策を実施し、報告さ
れるべきであると考えます。

Ｂ

①緊急通報体制の整備 在宅のひとり暮らし高齢者等（災害時要援護者）の世帯
に緊急通報システムを設置し、緊急時の連絡手段を確保
することで、地域で安心して暮らせるよう支援します。

496 介護高齢福
祉課

緊急通報装置設置者数 在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、緊急連絡の手段を確保するこ
とを目的に、緊急通報装置を無償貸与します。

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、緊急連絡の手段を確保すること
を目的に、緊急通報装置を無償貸与しました。
装置設置者数：４４２人

希望する高齢者等に対し装置の貸与を行い、安心
して在宅生活が送れるよう支援ができました。

Ａ

497 消防本部消
防救急課

関係機関等と連携し、緊急時における通信を確保します。 協力員からの通報により、緊急時の対応を行います。 災害時要援護者の通報手段の確保がされていま
す。

Ａ

②災害時の避難体制の確保 特別養護老人ホーム等の福祉施設、各地域の自主防災組
織等において、高齢者や障がいのある人等の災害弱者を
含めた避難訓練、救出訓練、初期消火訓練等の指導を行
います。

消防本部中
消防署

各地域の防災訓練時において災害弱者に対する想定訓練の必要性の
啓発を行い、地域の連携確保を実施します。

各区、自他会から防災訓練依頼書を受け、職員が出向し指導に当って
います。　訓練内容は、避難集合の方法、消火栓等を使用した初期消
火訓練、災害弱者の搬送方法、救急法、消火器の取扱等て各地区に見
合った防災計画に沿って実施しています。
実施回数　２８回　　　今後の予定４回

今後、各自主防災組織が地震等の災害に備え独自
で訓練及び、防災意識の向上を図り自立した組織
作り指導育成に当る。 Ｂ

消防本部東
消防署

各地域の防災訓練時において災害弱者に対する想定訓練の必要性の
啓発を行い、地域の連携確保を実施します。

福祉施設は、通報訓練・避難訓練・消火訓練
自主防災組織は、防災訓練(避難訓練・消火訓練・救急訓練・炊き出し
訓練等)
２施設　１４０名　２７地区　３，２３１名

訓練の成果は見られますが、施設の場合は夜間の
人員不足、地区自主防災訓練の場合は関係者が参
加者であることがほとんどです。
もっと地域全員が参加する訓練計画にする必要が
あります。

Ｂ

消防本部南
消防署

各地域の防災訓練時において災害弱者に対する想定訓練の必要性の
啓発を行い、地域の連携確保を実施します。

各福祉施設で４回・延べ人数２４０人、各自主防災組織で１５回・延
べ人数１，１１０人を対象に、避難訓練、消火訓練、救急法等さまざ
まな防災訓練の指導を行いました。

同じ福祉施設や自主防災組織で何度も訓練を繰り
返し実施することにより、訓練の必要性及び地域
の連携確保を自主的に考えて行動する人が増えま
した。しかし、参加者は中高年層が大半であり、
若年層の参加者が少ないため、今後も呼びかけて
いく必要があります。

Ｂ

③各学校における防犯・防災
マニュアルの運用

子どもたちが学校で安心して学べるよう、防犯対策及び
防災対策について、各学校でマニュアルを見直し、適切
に運用します。

499 学校教育課 防犯・防災計画に基づいた指
導・訓練の年１回以上実施し
た学校数

学校において、学校安全計画や危機管理マニュアル、学校施設等の
安全点検や安全管理体制の見直しを行い、防犯教室・訓練、防災教
育・訓練等を実施します。

全小中学校において、学校安全計画や危機管理マニュアル、学校施設
等の安全点検や安全管理体制の見直し、防災訓練を行いました。ま
た、小学校２１校、中学校４校において、警察と連携した防犯教室を
実施しました。

全ての学校で防災訓練が実施されています。しか
し、放課後や休み時間、登下校時等様々な状況下
での訓練の実施がなされていない学校があるな
ど、取組に差が生じています。

Ｂ

④地域の防犯活動 500 介護高齢福
祉課

相談件数 高齢者福祉相談室・ふくし相談支援センターで相談支援を行いま
す。
　相談予定件数：３００件

ふくし相談支援センターや高齢者福祉相談室が市民からの被害相談に
対応しました。また、社会福祉協議会に委託をしている「市民ふくし
大学講座」で、消費者問題等についての基礎的な知識を学び悪徳商法
による被害の未然防止や拡大防止を地域住民に啓発する人材の育成を
行いました。
相談予定件数（見込）：180件

消費者問題についての基礎的な知識を学ぶこと
で、地域の防犯活動に取り組んでいただける人材
が育成され、相談窓口への連携を図ることができ
ました。さらに、地域で活躍していただける人材
育成に努める必要があります。

Ｂ

501 地域包括支
援センター

消費問題に関する相談件数
（件）

地域ケア会議等で、民生委員、介護支援専門員に対し悪質商法の情
報を提供、共有し、被害防止の啓発を実施します。
センターに入った相談については関係機関と連携し解決にむけて支
援を行います。（相談件数１２件）

消費問題に関する相談に２件対応しました。 地域包括支援センターで直接相談件数は少ないで
すが、ふくし相談支援センター・高齢者ふくし相
談室で対応を行っています。 Ｄ
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地域包括支援センターにおいては、消費生活センター又
は市町村の消費者関係部局と定期的な情報交換を行うと
ともに、民生委員児童委員、介護支援専門員、訪問介護
員等に対して不当取引に関する情報提供を行います。ま
た、消費者被害、認知症高齢者の徘徊による事故防止の
ため、地域支援ネットワークの組織化を推進します。

498
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施策分野３・人権が尊重されるまちづくりのための施策

（５）人権尊重の視点に立った行政の推進
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①人権に配慮した接遇マニュ
アルの運用

人権に配慮した職務を遂行するため、人権に配慮した接
遇マニュアルを適切に運用します。

502 人事課 実施回数及び参加者数 人権に配慮した接遇マニュアルを活用した接遇研修を実施します。
　実施回数：2回
　参加予定者数：40名

人権に配慮した接遇マニュアルを活用した接遇研修を実施しました。
　実施回数：2回
　参加者数：41名

市民と直接対応する職員は市の「顔」であるた
め、常に市民の厳しい目を意識し、些細な言動や
不用意な言葉の重みを知り、望ましい話し方や避
けたい態度について理解を深め、実践するための
技術の習得に繋がりました。特に、高齢者、障害
者、外国人などに対しての配慮すべき応対につい
て、人権尊重の観点から考えることができまし
た。
しかし、接遇の視点と、毅然とした対応をしなけ
ればならない業務との矛盾が生じることがあるた
め、より現状に即した研修内容にする必要がある
と考えます。

Ｂ

②人権尊重の視点に立った窓
口対応

高齢者や障がいのある人、外国人等がわかりやすいよう
に、窓口での応対に努めるとともに、可能な限りワンス
トップサービスとなるよう配慮します。

503 市民生活課 外国人のための相談窓口を設置します。また、庁内関係部署と連携
して、やさしい日本語を活用し、わかりやすい応対に努めます。

ポルトガル語、中国語、スペイン語対応の通訳職員 の配置して外国人
のための相談窓口を設置するとともに、やさしい日本語を活用しなが
ら、外国人住民にわかりやすい対応に努めました。

外国人住民に、母国語で情報を提供することがで
きました。また、外国人住民が、安心して気軽に
相談できる場所の提供ができました。
相談内容に対して、的確なアドバイスや関係部署
との連携が不足していることです。

Ａ

504 住民課 高齢者や障がいのある人、外国人等がわかりやすいように窓口対応
をし、それぞれの視点に立った事務を行います。

保険年金課、介護高齢福祉課、学校教育課、こども家庭課、水道部等
と連携を取り、連絡で済むことや担当職員が住民課へ来ることで業務
を行いました。

高齢者や障がいのある人が、住民課から移動せず
にほとんどの手続き行うことができました。ま
た、外国人住民の窓口も住民課窓口にまとめ、お
待たせしないように心がけています。しかし、各
課が支所や施設に分散しているため、不便が生じ
ています。

Ｂ

２
・
慣
行

等
の
見
直

し ①市役所内の慣行等の見直し 人権の視点で、市役所内の慣行等を点検し、必要に応じ
て見直しを進めます。

505 人権政策・
男女共同参
画課

慣行等については人権の視点に配慮するよう呼びかけるとともに、
検討すべき事項については担当課と協議します。

各所属に対し、点検を依頼しました。 現在のところ、改善点の報告は受けていません。

Ｂ

①市広報紙等における表現の
点検

人権尊重の視点に立って、単に文字だけでなくイラスト
や写真等を含め、市広報紙をはじめ各種出版物等の記事
内容を点検します。

506 秘書広報課 平易な文章表現を用い、市民にわかりやすく親しまれる紙面づくり
をめざすため、平成２３年度に策定した「広報いが市編集方針」の
運用について各所属に周知するとともに、広報掲載依頼原稿につい
て、人権尊重の視点に基づき適正な表現となるよう、文言や挿入イ
ラスト等の確認を徹底します。

平易な文章表現を用い、市民にわかりやすく親しまれる紙面づくりを
めざすため、「広報いが市編集方針」の運用について各所属に周知す
るとともに、広報掲載依頼原稿について、人権尊重の視点に基づき適
正な表現となるよう、文言や挿入イラスト等の確認を徹底しました。

行政が行なっている事業等につき、市民にわかり
やすく情報を伝えることができました。

Ａ

507 人権政策・
男女共同参
画課

市広報紙等、出版物の点検を随時行います。 市広報紙の人権コラムを中心に、出版物の点検を行いました。 今後は、出版担当課から意見を求められた場合だ
けでなく、積極的に情報を得て点検をしていきま
す。 Ｃ

②障がい者や外国人等に配慮
した情報の提供

さまざまな行政情報について、高齢者や障がいのある
人、外国人等が利用しやすいように、点字版や外国語版
などの提供に努めます。また、手話通訳や外国語対応な
ど、窓口での対応の充実に努めます。

508 市民生活課 外国語版情報紙　発行部数 外国語版情報紙〔ポルトガル語、中国語、スペイン語、英語）を月
１回発行します。また、外国人のための相談窓口として、ポルトガ
ル語、スペイン語の相談員〔通訳）を配置して対応します。
　月１回予定発行部数　2,060部

外国語版情報紙（ポルトガル語、中国語、スペイン語、英語）を月１
回発行しました。月１回発行部数　 ２，２６０部
ポルトガル語、中国語、スペイン語対応の通訳職員 を配置して、外国
人の生活相談を行っています。

外国語版情報紙を発行することや通訳者を設置す
ることで、日本語がわからない外国人住民に、母
国語で様々な行政情報を提供することができまし
た。
提供できたのは、全ての外国人住民ではないた
め、範囲を広めていく必要があります。

Ａ

509 障がい福祉
課

発行回数 点字版及び録音版の「広報いが市」を発行します。
　発行回数：２３回

点字版及び録音版の「広報いが市」を発行しました。
　発行回数：２３回

点字版や録音版の広報紙を発行することで、視覚
障がいのある人に様々な行政情報を提供すること
ができました。
今後もより多くの人が活用できるよう啓発に努め
ます。

Ｂ

③情報の適正な取扱い 市民の知る権利を保障するため、「伊賀市情報公開条
例」に基づき、情報を適正に公開します。また、「伊賀
市個人情報保護条例」に基づき、個人情報を適正に取り
扱います。

510 秘書広報課 「伊賀市情報公開条例」及び「伊賀市個人情報保護条例」につい
て、各職員が正しく対応するため研修を行い、市民からの行政情報
公開請求や個人情報開示請求について、それぞれの条例の適正な運
用に努めます。

庶務担当者研修および、管理職対象の研修を行い、それぞれの条例内
容を再確認させ、当該条例の適正な運用に努めました。

市民の知る権利を保障し、また、市の諸活動を市
民に知らしめる説明責任を果たすことができまし
た。 Ａ

４
・
庁
内

連
携

①人権課題に対する協議や情
報交換

さまざまな人権課題に適切に対応するため、関係課との
協議や情報交換を行うとともに、人権課題に対応した教
育・啓発を効果的に行うため、連携を図ります。

511 人権政策・
男女共同参
画課

事業推進にあたっては施策担当部署との情報交換を行うとともに、
参加者の確保などの連携を行います。

事業推進にあたって、教育委員会事務局をはじめとする関係部署に参
加者確保のための依頼をしました。

参加者数の増加につながりました。

Ａ
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事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標
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施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（１）同和問題
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①学校等における同和教育の
推進

子ども一人ひとりの同和問題に対する正しい理解と認識
を深め、人権が尊重される社会づくりに向けた行動がと
れるように、同和教育の理念や成果をもとにした人権教
育を進めます。また、部落問題を考える小・中学生の集
いを実施し、子どもたちの学びを交流し、部落差別をは
じめとするあらゆる差別を許さない仲間としての連帯感
を養います。

512 学校教育課 人権にかかわる学校(園)マニ
フェスト達成率

学校(園)マニフェストに人権に関わる目標を掲げ、人権・同和教育
の研究及び実践を計画的に実施します。

すべての学校（園）のマニフェストに人権に関わる目標を掲げ、人
権・同和教育の研究及び実践を計画的に実施しました。

人権にかかわる各校（園）マニフェスト達成率は
86％となっています。マニフェストとともに各校
園における実践がさらに推進されればと考えま
す。 Ｂ

②家庭・地域社会における同
和教育の推進(一部再掲)

文化・スポーツ等の教室を開催し、地域文化の向上をめ
ざすとともに、地区文化祭・スポーツ大会、他地区の教
室との交流会等、周辺地区との交流を行うなかで、人権
意識を高めます。

513 八幡町市民
館

講座、教室の参加者数
「やはた文化祭」の参加者数

文化の向上と交流を活発にするために、講座、教室を開催します。
「やはた文化祭」を開催し、周辺地区との交流を目指します。

１８の講座、教室を開催しました。
　参加者：１，２４０人
やはた文化祭を開催しました。
　日時：平成25年2月16日（土）9時～15時
　場所：八幡町市民館
　参加者：3０0人

　講座、教室は、参加者の知識、技術の習得だけ
でなく、参加者同士の交流も促しました。
　やはた文化祭では、児童が反差別を学ぶ地区学
習会の発表などにより、人権意識を高めることが
できました。また、もちつき体験などにより人の
交流を図ることができました。

Ａ

514 下郡市民館 教室講座参加者数 生花、女性学習、水墨画、民踊、珠算、卓球など各教室の活動を行
ないます。

生花教室22回、女性学習48回、水墨画教室24回、民踊教室24回、
珠算教室97回、卓球教室22回、いきいき体操24回など各教室の活動
を行ないました。参加者の合計は、延べ1350人あまりです。

教室の開催により、周辺地区住民との交流が促進
されました。参加者の拡大に努めます。

Ｂ

515 寺田市民館 教室・文化祭の参加者数 寺田文化祭・中瀬夏まつり人権コンサートを開催します。パソコン
教室・生花教室・カラオケ教室を毎月開催します。年1回、星座教
室・陶芸教室・手芸教室を実施します。

予定した事業を開催、参加者数はつぎのとおりです。寺田文化祭３１
０人、中瀬ふれあい夏まつり８００人、パソコン教室１７回述べ１５
１名（あと４回開催予定）、生花教室７回述べ３０名（天候都合等で
３回休み・あと１回予定）、カラオケ教室１０回述べ１１９名（あと
２回開催）、星座教室１回３８名、陶芸教室１回６０名、手芸教室を
３回述べ5９名、寄せ植え教室１回３８名

各教室は計画どおり開催することができました。
参加者から、楽しみにしているとの声をいただい
ています。

Ａ

516 いがまち人
権センター

各種教室の参加者数 地区文化向上のため、パソコン教室を開催します。
　参加予定者数：２００名
英語教室を開催します。
　参加予定者数：５５０名
珠算教室を開催します。
　参加予定者数：１，８００名

地区文化向上のため、パソコン教室、英語教室、珠算教室を開催しま
した。
パソコン教室
実施回数、参加者数：40回　263名
英語教室を開催します。
実施回数、参加者数：210回　458名
珠算教室を開催します。
実施回数、参加者数：107回　1,644名

　パソコンを使うことによりそれぞれの生活の向
上を図ることができた。
　英語・珠算教室ともに地区内外の児童の参加が
あり、ともに活動し、仲間として活動することを
とおして人権意識を高めることが出来た Ａ

517 ライトピア
おおやまだ

参加者数 かさとり学級、なかよし・もみじ会を開催しその成果を大山田地区
展覧会に出展、梅まつりで披露するなど他地区との交流の中で人権
意識を高めます。

かさとり学級は毎週火曜日午後７時から８時３０分まで開催しまし
た。
学級生･共学者の参加者数１回およそ２５人
年間開催回数４９回
内容　創作活動、パソコン教室、習字教室、ビデオ鑑賞、人権学習な
ど行い、成果を芸術文化催に出展及び梅まつりで披露しました。
なかよし・もみじ会は毎月第３金曜日午後１時３０分から３時３０分
まで開催しました。
年間開催回数12回
会員１５人参加者数延べ１２０人
内容　伊勢型紙、ミニ門松等の制作及び作品を芸術文化祭に出展、ま
た大山田小学校フェステバル等人権イベントに参加、協力をしまし
た。

高齢者の引きこもり防止の効果をあげるとともに
人権学習による人権意識の高揚、反差別の仲間づ
くりが図れました。
高齢化に伴い会員の減少があります、かさとり学
級生及びなかよし・もみじ会新規会員の増加が課
題です。

Ａ

518 青山文化セ
ンター

参加者数 人権・解放講座を開催します。
　参加予定者数：５００名
文化祭を開催します。
　参加予定者数：４００名
お茶、陶芸、手話、手芸、生け花教室を実施しします。
　参加予定者数：５００名

人権・解放講座を開催しました。
　参加者：４５７名
文化祭を開催しました。
　参加者：４０５名
お茶、陶芸、手話、手芸、生花教室を実施しました。
　参加者：５９０名

人権・解放講座の参加者が増加しており、同和問
題の解消に取り組む人材育成がはかられていま
す。また、文化祭や教室の参加により地区住民と
周辺地域の住民の交流が図られています。 Ａ

隣保館において、人権啓発及び広報活動、地域福祉事
業、地域交流事業などを進めます。

519 八幡町市民
館

隣保館の情報誌の発行回数 地域内に「市民館だより」を配布し、人権啓発に努めます。 「市民館だより」を配布しました。
　配布回数：12回
　配布部数：毎回850部

人権啓発や地区住民のまちづくり意識に訴えるこ
とができました。

Ａ

520 下郡市民館 隣保館事業への参加者数 人権問題講演会、同和教育学習会、人権教養講座を各1回開催しま
す。周辺地域を含めた交流を進めるため、水墨画教室などの文化教
室を開催します。また、看護師訪問等を実施し、地域福祉の充実に
努めます。

人権問題公演会を11月17日に実施し小学生・保護者・住民など122
名が参加しました。同和教育学習会を2月13日、人権教養講座を3月6
日に開催しました。水墨画教室などの文化教室を開催しました。参加
者の合計は、述べ1350人あまりです。また、看護師訪問・ヘルパー
訪問を各週1回実施し、地域福祉の充実に努めました。

住民と行政が協働して取り組み、人権教育を推進
しました。各教室は地域交流や生きがいづくりに
効果がありました。独居老人・老人のみ世帯の健
康づくり・見守りに努めました。 Ａ

521 寺田市民館 隣保館利用者数 毎月1回、人権啓発コラムを掲載した市民館だよりを発行します。
また人権啓発研修会や福祉事業などの情報も広報し、人権啓発推
進・地域福祉事業の有効活用に努めます。

月1回、市民館だよりを発行し、職員（３名）が書いた人権啓発コラム
を毎号掲載しました。各種研修会・事業の情報を館だよりなどで広報
し、有効活用していただけるように努めました。

館だよりに掲載しているコラムは住民から、感想
をいただくこともあり、今後も全職員で継続して
取り組みます。 Ａ

522 いがまち人
権センター

人権パネル展、ミニデーサー
ビスへの参加者数及び、外出
支援者数

市民対象の人権啓発として人権パネル展を実施します。
　見学予定者数：４００名
地域福祉事業としてミニデーサービス事業を実施します。
　参加予定者数：３５０名
外出支援事業を実施します。
　利用予定者数：１，３００名

市民対象の人権啓発として人権パネル展を実施しました。
　見学予定者数：188日開催　537名
地域福祉事業としてミニデーサービス事業を実施しました。
　参加予定者数：17回　493名
外出支援事業を実施しました。
　利用予定者数：245日　1,193名

 パネル展はマスコミを通じて市民に周知したこと
により情報発信ができた。パネルの種類等展示内
容の充実が課題。
 地域福祉事業については、外出支援により通院・
受診することで病気を放置せず健康管理が図れ
た。　ミニデーサービスでは、高齢者の生きがい
づくり、交流等社会参加の向上が図れた。対象者
の増加に対応できる体制整備が課題である。

Ａ

自課
評価

実施担当課
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項目

事業 事業概要
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

523 ライトピア
おおやまだ

広報：配布数
福祉事業：相談件数
地域交流事業：開催回数

広報「ライトピアだより」の発行、相談事業「健康相談」等の充
実、地域交流事業「梅まつり」を開催します。

広報「ライトピアだより」を年間１１回発行しました。配布は大山田
地域全戸及び企業、また、行政関係機関等に配布し、毎回１,８００部
発行しました。
相談業務の「健康相談」は館で毎月第１金曜日に開催し、月２･３回家
庭訪問による相談業務を行いました。
職業相談、生活相談など全相談件数は289件でした。
梅まつりを開催しました。
開催日3月22日（金）午後7時から、出演者露の新治、笑福亭鶴笑、
中島＆ひろみ、布引地域住民自治協議会、かさとり学級、
内容笑いあふれる楽しさに人権感覚を研ぎ澄ます要素を取り入れた地
域交流
参加者250人

行政啓発に加え、地区住民から市民への人権啓発
により、一層の社会的人権文化が構築されまし
た。
一人ひ一人ひとりの人権が守られるため、あらゆ
る差別の撤廃に向け、正しく学ぶ機会を広く提供
できました。
全市民に対してライトピアおおやまだの認知度が
低いのがわかりました。

Ａ

524 青山文化セ
ンター

隣保館利用者数 年間５，５００名の利用を見込んでいます。 １月１７日現在、４，６７６名来館されました。 地域交流事業の実施や地区の健康推進事業等の実
施により利用者が増えています。
市町村合併や学校統合により、行政職員数が減っ
たため、関係者の来館が減ってきています。

Ａ

住民が人権問題を自分自身の問題としてとらえ、正しい
理解・認識を深めることができるよう、小さな地区単位
で懇談会を開催します。

525 人権政策・
男女共同参
画課

参加者数 人権問題地区別懇談会を開催します。
　実施予定：２５地区

人権啓発地区別懇談会を開催しました。
実地地区数：１８地区
参加者数：５００人（見込み）

参加者同士が、日常生活の中にある問題や、自分
が当然だと思い込んでいたこと等について話し合
い、見直すことで、新たな気づきにつながりまし
た。
実施地区数を増やすための情報提供や運営補助な
どが必要です。

Ｂ

526 伊賀支所住
民福祉課

参加者数 地区別懇談会を開催します。
　２８地区。

地区別懇談会事業について、説明会と地区別懇談会を開催しました。
○地区懇事業説明会:4月16日､20日､25日
○地区懇中間報告会:10月22日､25日､26日
○地区懇最終報告会(予定):2月4日､5日､7日
参加者数：２,９７０人（見込み）

人権問題に対して地区が創意工夫し、規模や特徴
に見合った地区別懇談会を行うことができまし
た。しかし、リーダー不足により問題を正しく認
識できず、啓発活動が十分行えなかった地区が一
部ありました。

Ｂ

527 島ヶ原支所
住民福祉課

参加者数 島ヶ原全８地区の自治会を単位として、身近な題材を基に人権問題
の解決に向けた話し合いを実施します。

１０月１４日～１２月１日にかけて、島ヶ原全8地区で地区別懇談会を
行い、163名の参加がありました。

一人でも多くの市民に参加してもらえるよう呼び
かけを行います。

Ｂ

528 阿山支所住
民福祉課

参加者数 各住民自治協議会、各小・中学校、阿山人権同和教育研究協議会、
ヒューマンライツ阿山等と連携して、人権啓発地区別懇談会「人権
を考えるつどい」を開催します。（５区は開催決定。他の区・自治
会については、開催について検討中。）

各住民自治協議会、各小・中学校、阿山人権同和教育研究協議会、
ヒューマンライツ阿山等と連携して、人権啓発地区別懇談会「人権を
考えるつどい」を開催しました。
○開催地区数：５
○参加者：１７１名
○内容：「女性の人権」「子どもの人権」「高齢者の人権」をテーマ
　　　　にしたグループ討議

参加者に、あらゆる人権問題について考える機
会・きっかけを提供することができました。現状
では、参加者が役員等の一部の住民に限られてし
まっている地区が多く、今後、幅広い年齢層から
より多くの住民に参加していただけるよう、関係
団体等と連携して、開催方法・内容等を検討して
いく必要があります。

Ｃ

529 大山田支所
住民福祉課

地区数 １０月中旬から１１月末にかけて地区別懇談会を実施します。
　対象地区：２４地区

10月５日から１１月２２日にかけて支所管内の各地区で開催しまし
た。
　開催地区数：２４区
　参加数：４７３名
　内容：スタッフがミニ人権劇「人権研修ってやらなあかんの？」を
演じた後、ミニ人権劇の内容についてグループ討議しました。

住民が主体的となって人権問題を語ることで、人
権意識の高揚を図ることがきました。今後は、よ
り多くの住民に参加してもらえるよう工夫してい
きます。 Ｂ

530 青山支所住
民福祉課

参加者数 人権啓発地区別懇談会を開催します。
　参加予定者数：２５０人

人権問題地区別懇談会を開催しました。
開催地区数：5地区
参加者：11月24日（土）（種生地区）40人
　　　　12月22日（土）（桐ケ丘地区）48人
　　　　1月16日（水）（上高尾地区）36人
　　　　1月22日（火）（老川地区）31人
　　　　2月9日（土）（下高尾地区）29人
内容：人権啓発地区別懇談会のテーマを部落問題として、『２００９
年の人権問題に関する伊賀市民意識調査』から寝た子を起こすな、結
婚差別、忌避意識等についてグループ討議を行いました。また、桐ヶ
丘八地区では地区が主体となって人権啓発講演会を開催し、地域住民
が人権・同和問題について考え、話し合う機会を設けました。

前回（３年前）よりすべての地区で参加者が増え
ました。なお、桐ケ丘地区に関しては、自治協か
らの要望で講演会形式を採用しました。

Ｂ

①企業への訪問啓発(一部再
掲)

531 人権政策・
男女共同参
画課

訪問企業数 企業の人権意識の向上を目指し、企業の取組についての聞き取りや
市の人権関連事業について丁寧に啓発していきます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、従業員が一定数以上の事業所を対象に、公正
採用選考及び事業所内の人権啓発の推進について、聞き取り市の人権
関連事業について啓発しました。また、企業内における自主的な人権
啓発の取組ができるよう支援しました。

企業訪問を丁寧に続けることで人権啓発に取り組
む企業が少しずつ増えてきているものの、一方で
毎年の聞き取り調査にマンネリ気味の対応をする
企業も見受けられます。聞き取り内容、訪問内容
の工夫が必要です。 Ｂ

532 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、企業内に
おける自主的な人権啓発の取組ができるよう支援します。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、従業員が一定数以上の事業所を対象に、公正
採用選考及び事業所内の人権啓発の推進について、聞き取り市の人権
関連事業について啓発しました。また、企業内における自主的な人権
啓発の取組ができるよう支援しました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来た。取組み状況や意識について温度差
がある。

Ｂ

533 伊賀支所振
興課

訪問企業数 従業員２０人以上の企業をを対象に企業訪問を行います。 職員が２人１組で管内企業３４社に出向き、企業訪問を実施しまし
た。

人権啓発の推進や企業の取組などが確認できたい
い機会でした。しかし、各企業で取り組みに大き
くばらつきがあり、特に障がい者や外国人雇用に
見えてこない部分があったので今後、企業訪問の
充実と推進をさらに図っていく必要があると感じ
ました。

Ｃ

２
・
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業
・
民
間
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従業員が一定数以上の事業所を対象に、公正採用選考及
び事業所内の人権啓発の推進について、市職員が企業を
訪問し、取組についての聞き取りや市の人権関連事業に
ついて啓発します。また、企業内における自主的な人権
啓発の取組ができるよう支援します。
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534 島ヶ原支所
振興課

訪問企業数 支所職員による企業啓発訪問時に、研修会講師の補助制度について
説明し、関係資料を配布します。

企業・事業所訪問人権啓発事業事業を実施しました。
実施日：１１月１５日～３０日
支所管内企業：１４社
内容：企業の取組みについて聴き取り調査、啓発用パンフレット・資
料等による指導及び研修等取組みの推進依頼並びに情報提供を行いま
した。

啓発用パンフレット・資料等を配布し、今後、講
演会、研修等の開催にあたっては三重県から講師
料に対する助成制度がある説明し活用促進をしま
した。 Ｂ

535 阿山支所住
民福祉課

訪問企業数
企業・事業所等への広報誌送
付数

支所管内の企業・事業所への訪問による人権啓発を実施します。
（対象：１７社）また、支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿
山支部等に人権広報誌を送付し、支所管内で開催する人権に関する
講演会等について案内し、参加を呼びかけるとともに、人権に関す
るさまざまな情報を提供します。

支所管内の企業・事業所への訪問による人権啓発を実施しました。
○期間：２０１２年１０月３１日（水）～１１月３０日（金）
○訪問企業・事業所数：１７
○内容：各企業・事業所における人権に関する取り組みの実態の把握
　　　　及び今後の取り組みの推進を促すことを目的とした啓発等の
　　　　実施。
また、支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿山支部等に人権広報
誌を送付し、支所管内で開催する人権に関する講演会等について案内
し、参加を呼びかけるとともに、人権に関するさまざまな情報を提供
しました。（送付対象企業・事業所等数：２５）

企業・事業所への訪問による人権啓発では、関係
者と直接対話することにより、企業・事業所にお
ける人権に関する取り組みの必要性等を、より効
果的に啓発することができました。企業・事業所
内において人権に関する問題が特に発生していな
いこと等を理由に、企業・事業所内での人権に関
する研修会等の実施に消極的な回答をする企業・
事業所が多いため、今後、研修の必要性をさらに
啓発していく必要があります。
また、企業・事業所等への人権広報誌の送付で
は、支所管内で開催する人権に関する講演会等へ
の、企業・事業所等からの参加が増えました。今
後も、企業・事業所等へ人権広報誌を継続して送
付し、講演会等の案内、人権に関するさまざまな
情報の提供等を行い、企業・事業所等における人
権に関する研修が充実するよう、図っていく必要
があります。

Ｂ

536 大山田支所
振興課

訪問企業数 支所管内の事業所を訪問します。
　訪問予定事業者数：２６
企業内啓発のための資料提供などの支援を行います。

企業訪問による聴き取り・啓発を実施しました。
時期：１１月～１月
訪問事業者数：２７
内容：取組みについて聴き取り、市の人権関連事業について啓発

ほとんどの企業で講演会等への社員派遣や社員へ
の周知を行っています。１／４の企業で社内研修
を実施していないのでこの割合を減らしていくよ
う啓発をしていきます。

Ｂ

537 青山支所住
民福祉課

訪問企業数 人権啓発企業訪問を実施します。
　訪問企業数：２２社

企業訪問による啓発を行いました。
期間：１１月１２日～１６日
訪問事業所数：２５社
市統一の訪問調査表を用いて、女性管理職登用や公正採用についての
聞き取り等や企業同和問題研修会への参加呼びかけなどを行いまし
た。

昨年度訪問できなかった企業にも、今年度はすべ
てを訪問することができました。しかし、訪問は
できましたが、十分に時間を取って聞き取りを行
えなかった企業が２社ありました。 Ｂ

②人権担当者研修(再掲) 企業・商店・商工関係団体における主体的な人権教育へ
の取組を促すため、企業や商工団体などの人権担当者を
対象とする研修会の情報提供を行います。

538 人権政策・
男女共同参
画課

訪問企業数 商工労働観光課と連絡を取り、企業や商工団体に対し研修会の情報
提供を随時行います。
　情報提供した研修会への参加率目標値：50％

企業訪問を通じて研修会の情報提供を行いました。 ＣＳＲに対する意識の高まりとともに企業の研修
会参加数は確実に増えてはいるものの、情報提供
をした企業がどの程度研修会に参加したかを正確
に把握する事は困難です。

Ｂ

539 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、人権担当
者を対象とする研修会の情報提供を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、従業員が一定数以上の事業所を対象に、公正
採用選考及び事業所内の人権啓発の推進について、聞き取り市の人権
関連事業について啓発しました。また、企業内における自主的な人権
啓発の取組ができるよう支援しました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来た。取組み状況や意識について温度差
がある。

Ｂ

540 伊賀支所振
興課

訪問企業数 企業訪問時に研修会の開催日時などを紹介します。 企業訪問の際、人権研修に関する開催チラシなどの情報提供を行いま
した。
３４社

情報提供が少なかったと感じたので今後、充実し
た情報提供に努めます。

Ｃ

541 島ヶ原支所
振興課

訪問企業数 企業啓発訪問時に企業の人権に対する啓発を促し、企業向けの人権
講演会への参加を促がします。

企業・事業所訪問人権啓発事業事業を実施しました。
実施日：１１月１５日～３０日
支所管内企業：１４社
内容：企業の取組みについて聴き取り調査、啓発用パンフレット・資
料等による指導及び研修等取組みの推進依頼並びに情報提供

企業研修を実施することにより、従業員の人権を
尊重し明るく働きやすい職場づくりにつながるこ
とから、企業向けの人権講演会への参加を促しま
した。 Ｂ

542 阿山支所住
民福祉課

企業・事業所等への案内数 支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿山支部等に、人権広報誌
等を通じて支所管内で開催する人権に関する講演会等について案内
し、参加を呼びかけます。

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿山支部等に、人権広報誌等
を通じて支所管内で開催する人権に関する講演会等について案内し、
参加を呼びかけました。（送付対象企業・事業所等数：２５）

支所管内で開催する人権に関する講演会等への、
企業・事業所等からの参加が増えました。今後
も、人権広報誌等を通じて企業・事業所等への講
演会等の案内を継続して行い、企業・事業所等に
おける人権に関する研修の機会としての参加が増
えるよう、図っていく必要があります。

Ｂ

543 大山田支所
振興課

情報提供数 大山田人権問題企業連絡会人権講演会や他部署開催の講演会・研修
会の案内をします。
　予定情報提供回数：３回

大山田人権問題企業連絡会関連事業の案内をします。
人権講演会：３月に実施予定
総会の研修会（講演会）：平成２４年８月２２日、演題「企業と人
権」、講師伊賀市人権政策男女共同参画課大橋課長、２３名参加
三重県雇用経済部主催講演会：平成２４年１１月８日、「障がい者雇
用セミナー」、講師二見武志、１名参加予定であったが仕事で欠席
提供回数：２回

３月の人権講演会は、開催時間が夜のため参加者
が多いと思われますが、他の２つは昼開催のため
参加人数が少ないでした。開催時間等の検討が必
要と思われます。 Ｃ

544 青山支所住
民福祉課

参加者数 企業人権・同和問題研修会を開催します。
　参加予定者数：４０人

企業人権・同和問題研修会を開催しました。
日時：平成２４年１１月３０日（金）午後２時～３時３０分
場所：青山福祉センター
演題：「差別事件に学ぶ」
講師：滋賀県栗東市役所商工観光労政課 就労支援係長　的場 紀雄さん
参加者：２８人

長年にわたり、企業の人権担当者を招聘しての研
修でしたが、今回、視点を変えて地方行政の担当
者を招聘し、差別事件の対応等、これまであまり
知られていなかった行政の動きや啓発のあり方等
を聞き、今後の企業啓発のヒントを得ました。し
かし、当日参加者が少なかったことが残念でし
た。

Ｃ

２
・
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

③企業における雇用主研修(再
掲)

企業における人権問題に対する理解・認識を深めるた
め、雇用主を対象とした研修会の情報提供を行います。

545 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、雇用主を
対象とする研修会の情報提供を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、研修会の情報提供を行った。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について温
度差がありました。社内研修の状況については、
訪問企業７７社中３９社（５０％）が社内研修を
実施、実施予定、検討中でありました。残り３８
社は研修の予定なしとの回答でありましたので、
研修会を開催していただくよう促す必要がありま
す。

Ｂ

④講師の紹介、教材・資料等
の支援(再掲)

546 人権政策・
男女共同参
画課

ビデオ・ＤＶＤ、啓発パネル
の貸し出し数、講師紹介数

企業・商店・商工関係団体に対し関係部署も含め、人権問題をテー
マにしたビデオやＤＶＤ、啓発パネルを貸し出します。また、希望
があれば研修会講師の紹介を行います。
　目標件数：10件

企業訪問を通じてビデオや啓発パネルの貸し出し、講師の紹介につい
て説明しました。また、上野地区労務研究会の会合において具体的に
ＤＶＤを視聴しながら、人権研修について説明を行いました。（参加
企業数：１３社）

企業の会合において具体的にＤＶＤを視聴しなが
ら研修を進めることで、具体的な研修イメージを
もってもらえました。 Ｂ

547 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、研修会講
師の紹介や教材・資料等の支援の情報提供を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行い、、企業・商店・商工関係団体の研修会講師の
紹介や教材・資料等の支援を行いました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について温
度差がありました。社内研修の状況については、
訪問企業７７社中３９社（５０％）が社内研修を
実施、実施予定、検討中でありました。残り３８
社は研修の予定なしとの回答でありましたので、
研修会を開催していただくよう促す必要がありま
す。

Ｂ

548 伊賀支所振
興課

訪問企業数 企業訪問時に講演会の講師などを紹介します。 企業訪問のに教材・資料等の情報提供を行いました。
３４社

企業訪問時に講師に関する情報提供が少なかった
と感じたので今後、充実した情報提供に努めま
す。 Ｃ

549 島ヶ原支所
振興課

訪問企業数 企業への訪問啓発の際に、企業内研修の内容や問題点についての聞
き取りを行います。必要に応じて啓発図書、資料の貸出を行いま
す。

企業・事業所訪問人権啓発事業事業を実施しました。
実施日：１１月１５日～３０日
支所管内企業：１４社
内容：企業の取組みについて聴き取り調査、啓発用パンフレット・資
料等による指導及び研修等取組みの推進依頼並びに情報提供を行いま
した。

企業内研修に活用していただく啓発図書、啓発ビ
デオやパネルの貸し出しを行っている旨の活用促
進をしました。

Ｃ

550 阿山支所住
民福祉課

企業・事業所等への広報誌送
付数

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿山支部等に人権広報誌を
送付し、支所管内で開催する人権に関する講演会等について案内
し、参加を呼びかけるとともに、人権に関するさまざまな情報を提
供します。

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会阿山支部等に人権広報誌を送
付し、支所管内で開催する人権に関する講演会等について案内し、参
加を呼びかけるとともに、人権に関するさまざまな情報を提供しまし
た。（送付対象企業・事業所等数：２５）

支所管内で開催する人権に関する講演会等への、
企業・事業所等からの参加が増えました。今後
も、企業・事業所等へ人権広報誌を継続して送付
し、講演会等の案内、人権に関するさまざまな情
報の提供等を行い、企業・事業所等における人権
に関する研修が充実するよう、図っていく必要が
あります。

Ｂ

551 大山田支所
振興課

情報提供数 大山田人権問題企業連絡会人権講演会や他部署開催の講演会・研修
会の案内をします。
　予定情報提供数：３回

大山田人権問題企業連絡会関連事業の案内をします。
人権講演会：３月に実施予定
総会の研修会（講演会）：平成２４年８月２２日、演題「企業と人
権」、講師伊賀市人権政策男女共同参画課大橋課長、２３名参加
三重県雇用経済部主催講演会：平成２４年１１月８日、「障がい者雇
用セミナー」、講師二見武志、１名参加予定であったが仕事で欠席
提供回数：２回

３月の人権講演会は、開催時間が夜のため参加者
が多いと思われますが、他の２つは昼開催のため
参加人数が少ないでした。開催時間等の検討が必
要と思われます。 Ｃ

552 青山支所住
民福祉課

参加者数 企業人権・同和問題研修会を開催します。
　参加予定者数：４０人

企業人権・同和問題研修会を開催しました。
日時：平成２４年１１月３０日（金）午後２時～３時３０分
場所：青山福祉センター
演題：「差別事件に学ぶ」
講師：滋賀県栗東市役所商工観光労政課 就労支援係長　的場 紀雄さん
参加者：２８人

長年にわたり、企業の人権担当者を招聘しての研
修でしたが、今回、視点を変えて地方行政の担当
者を招聘し、差別事件の対応等、これまであまり
知られていなかった行政の動きや啓発のあり方等
を聞き、今後の企業啓発のヒントを得ました。し
かし、当日参加者が少なかったことが残念でし
た。

Ｃ

①全職員対象の研修(再掲) 553 人事課 参加者数及び参加回数 同和問題について、全ての職員が理解と認識を深めるための下記の
研修等を実施します。
　職員同和問題研修会を開催します。
　　参加予定者：本庁及び各支所全職員（嘱託・臨時職員を含む）
1800名程度
　職場研修　各職場年2回以上の実施
　居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加

同和問題について、すべての職員が理解と認識を深めるための下記の
研修等を実施しました。
○同和問題研修会
本庁及び各支所全職員（嘱託・臨時職員を含む）1806名
（内訳）
・講義型
　1205名（臨時職員、嘱託職員、一般職員及び主任）
　11回（フォロー研修を含む）
・グループ討議型
　601名（監督職、副参事、課長及び部長職　他）
　9回（フォロー研修を含む）

○職場研修　各職場年２回以上実施

○居住地で開催される研修機会への１人１回以上の自主参加

市職員として、同和問題に対する理解と認識が一
定水準引き上げられ、職場に応じた課題を設ける
など積極的な職場研修が実施されたことから、問
題解決に向けた意識や姿勢の向上が図れたと考え
ます。特に職員同和問題研修は、昨年度までの課
題や反省を踏まえ、グループ討議型研修と講義型
研修の2つに分け実施しました。グループ討議型研
修では、一定の経験と知識のある監督職以上を対
象とし、各グループには課長職以上の管理職や人
権大学講座等の修了生をファシリテーターとして
配置したため、活発な意見交換が行われ、否定的
な意見が出されたグループにおいても、その問題
点について指摘することができました。また、講
義型研修では、昨年度のアンケート結果における
否定的な意見に焦点を当て、自らの同和問題に対
する姿勢を問う内容としたことから、経験年数の
浅い職員についても正しい理解と認識を深めるこ
とができ、意識向上に繋がったと考えられます。
ただし、少数ではありますが、依然として同和問
題に対する消極的な意見や忌避意識を持つ職員が
いるため、研修内容や手法について更なる検討が
必要であることと考えます。
職場研修については、現時点では各職場研修の実
績の取りまとめ段階でありますが、一部において
内容が不十分な所属や、地区懇談会等への参加回
数の少ない職員が見受けられるため、所属長及び
推進委員を中心とした職場研修の徹底を図る必要
があると考えます。

Ｂ

３
・
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同和問題をはじめとするさまざまな人権問題について、
研修計画に基づき、全職員を対象とした研修を実施する
とともに、自主的な職場研修をそれぞれの部署で実施し
ます。また、居住地で開催される研修の機会へ、責務を
自覚した自発的な参加を促進します。

企業・商店・商工関係団体の従業員や職員等に対して、
人権問題に対する理解・認識を深めるとともに、主体的
な取組を促すため、関係部署と調整を図りながら、企
業・商店・商工関係団体の研修会講師の紹介や教材・資
料等の支援を行います。
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

554 伊賀支所住
民福祉課

研修回数 支所職員人権研修、人権・同和問題講演会を実施します。 ○職員同和問題研修会を開催します。2月19日(予定)
○職員が半期ごとに人権研修を計画し、各所属担当者を通じて実績報
告をします。

職員が個々に人権研修を計画することで、職員と
して自発的に責任をもって研修に取り組むことが
できました。 Ｂ

555 島ヶ原支所
振興課

職員同和研修参加数 人事課が行う全職員対象の研修をはじめ、支所各所属に置いて独自
研修を実施します。

島ヶ原支所職員人権研修を開催しました。
日時：１０月５日(金)午後６時～
場所：島ヶ原会館ふれあいホール
講師：公益社団法人反差別・人権研究所みえ 池田かおりさん
内容：「日常の人権　～気づきから行動へ～」　参加者：３８名

研修を通して、職員として同和問題に対する正し
い理解と認識を深め、問題解決に対する取組みを
更に進めていく必要があります。 Ｂ

556 阿山支所振
興課

参加者数 人事課が行う全職員を対象にした研修に参加します。阿山地域部会
として年２回全体研修会を行います。
　伊賀市職員同和問題研修会参加予定者数９０名、 全体会参加予定
者数７０名

2012年１０月１０日（水）午後６時～午後７時３０分
講師　公益財団法人　反差別人権みえ　松村元樹　さん
演題　「市民の実態に即した啓発について」
出席者　６９名

身近な出来事を例に出しながら、分かりやすい講
演で、多くの方が、部落差別の現実を知ってもら
えた。 Ａ

557 大山田支所
振興課

受講率 伊賀市全職員を対象とした人権研修の他、支所独自の研修として①
支所関係職員人権研修及び②支所関係職員グループ研修報告会を実
施します。また、大山田管内で開催される研修への参加を呼びかけ
ます。

伊賀市全職員を対象とした人権研修の他、支所独自の研修として①支
所関係職員人権研修を２月６日に開催する予定で②支所関係職員グ
ループ研修報告会を３月６日に開催する予定をしています。また、大
山田管内で開催される研修への参加を呼びかけました。
支所独自研修の受講率
①６１．２％
（参加６８人／対象１１１人）

②（見込み）６７．５％
（参加７５人／対象１１１人）

グループ討議やグループ発表を行い、自らの意見
を発言していく機会を設けることで深い知識が獲
得でき、人権意識の高揚が図られます。
各グループが主体的に研修に取り組み、それを報
告会で発表することより、内容や課題を共有でき
ます。

各職場の同和対策推進委員による研修会への参加
への呼びかけを強化し、職員の受講率の増加を図
ります。

Ｂ

558 青山支所振
興課

参加回数
参加者数

職場内研修を実施します。　各課２回以上
人権解放講座に参加します。職員１人２回以上
同和問題講演会・人権のつどいへ参加します。２回
地区別懇談会に参加します。　職員１人１回以上

・課内研修を実施しました。
時期：毎月１回(4月・8月は開催できず) 参加者：課員全員(当日不在の
者を除く)　内容：同和地区に関する問合せについて、隣保館事業、え
せ同和行為、パワハラ、福島差別　他
・人権解放講座(青山文化センター)に参加しました。
時期：6月～１０月　のべ参加人数：1８人（１人あたり2回以上）
・同和問題講演会に参加しました。
時期：平成24年8月26日　場所：青山ﾎｰﾙ　講演内容：報道と人権
講師：杉尾　秀哉　参加者：９人
・青山人権のつどいに参加しました。
時期：平成24年12月8日　場所：青山ﾎｰﾙ　講演内容：福を運んだ人
形つかい　 「阿波木遇箱廻し」　参加者：５人
・地区別懇談会に参加しました。
時期：10月～2月（事前学習会2回、懇談会5箇所）
参加者：事前学習会10/15：５人　11/16：５人　計のべ10人
懇談会11/24：2人　12/22：３人　１/16：１人　１/29：２人
計８名

職場内研修として概ね毎月１回、毎回担当者と
テーマを決めた上で話し合う場を持つことで、人
権問題について自ら考えようとする意識と、継続
的に考えていく姿勢の醸成に効果がありました。
講演会等への参加について概ね計画通りの参加が
できましたが、自主的な参加・積極的な参加とい
うことについては引き続き推進していく必要があ
ります。

Ｂ

②職員リーダー研修(一部再
掲)

市職員として同和問題に対する意識・資質向上と職場や
地域でのリーダー育成を目的とし、対象職員の研修の充
実を図ります。

559 人事課 参加者数 職員同和問題研修会を開催します。
　参加予定者数：本庁及び各支所全職員（嘱託・臨時職員を含む）
1800名程度
人権大学講座等へ市職員を派遣します。
　派遣予定者：6名

○職員同和問題研修会を開催しました。
参加者数：本庁及び各支所全職員（嘱託・臨時職員を含む）1806名
（内訳）
　・講義型：1205名（臨時職員、嘱託職員、一般職員及び主任）
　・グループ討議型：601名（監督職、副参事、課長及び部長職他）

○人権大学講座等へ市職員を派遣しました。
派遣者：6名
（内訳）
　・三重県人権大学講座　5名
　・部落解放・人権大学講座　1名

各種講座へ職員を派遣することで、人権問題に関
する啓発・指導ができる職員の育成に繋がり、人
権啓発を推進していく職員層に厚みを増すことが
できました。
しかし、各職場とも人員削減が行われている中
で、派遣について積極的な応募が出にくい状況と
なっています。また、修了生の活用方法について
も、さらに検討を行い、同和問題研修会でのファ
シリテーター役を引き続き依頼することや、新た
に新規採用職員研修での講師等として起用するな
ど、修了生の位置づけや活用のための仕組みを構
築し、人権啓発リーダーとしての育成を図ってい
く必要があると考えます。

Ｂ

560 人権政策・
男女共同参
画課

講演会等、地元開催事業への
１人あたり参加数

人権大学等を修了した職員を中心に、将来的なリーダーの育成を主
眼とした意見交換や学習の場を設けます。
市内各所で開催される講演会等の周知を図り、関係職員に参加を呼
びかけます。
　目標参加数：２事業／人以上

今年度（平成２４年度）人権大学等を修了した職員対象に、意見交換
を行いました。全修了職員を対象にした研修会は、講演会を主体とし
た研修を平成２５年３月２２日に開催予定です。
また、グループウェアを活用して、市内各所で開催される講演会等の
周知を随時行いました。参加者数については集計中です。

今年度修了した職員は、継続した研修の受講等、
さらなる研鑽につながっています。

Ａ

561 伊賀支所住
民福祉課

参加者数 職員研修として、地区別懇談会リーダー研修会に参加します。 地区や職場でのリーダーとしての自覚をもって研修することを目的
に、職員が地区懇リーダー研修会に参加しました。
職員(7/26⇒23名)､(8/30⇒24名)､(9/27⇒19名)

研修に参加することで、人権問題に取り組む意識
や姿勢など職員としての自覚は確認できました。
しかし、時間や日程が限られ、参加者にばらつき
があったのが課題でした。

Ｂ

562 島ヶ原支所
住民福祉課

地区懇談会事前研修やフォローアップ研修を実施します。 １０月５日に地区懇談会事前研修を開催し３８名の参加がありまし
た。
　講師：（公財）反差別・人権研究所みえ　池田かおりさん
３月１４日に地区懇談会フォローアップ研修を開催し、４０名の参加
がありました。
　講師：（公財）反差別・人権研究所みえ　松村元樹さん

地区懇談会が充実したものになるよう継続してい
きます。

Ｂ

563 阿山支所振
興課

各種研修会等への参加者数 各種研修会等に積極的な参加を図ります。 企業・事業所訪問人権啓発（阿山支所管内１７社）
差別をなくす強調月間街頭啓発などの事前研修を行い啓発活動に参加
し市民等に人権問題の大切さを知ってもらう様にする。

各種人権講演・研修により、人権意識を高めるこ
とにより、職場や地域の研修会などでリーダーと
して活躍することができる。 Ｂ

564 大山田支所
住民福祉課

実施回数 支所職員を人権・同和対策推進委員会の委員とし、人権・同和対策
推進委員会を開催します。開催予定回数：１１回

支所職員を人権・同和対策推進委員会の委員とし、人権・同和対策推
進委員会を開催しました。開催回数：１１回（うち2回、２月12日、
３月11日は実施予定）

毎月、関係者が集まって自主的に学ぶことで人権
の理解が深まり、今後のより効果的な啓発活動に
つなげることができました。推進委員を務めた職
員が各職場でより積極的に人権啓発に取り組んで
いけるように努めます。

Ｂ

３
・
市
職
員
に
対
す
る
人
権
教
育
の
推
進

同和問題をはじめとするさまざまな人権問題について、
研修計画に基づき、全職員を対象とした研修を実施する
とともに、自主的な職場研修をそれぞれの部署で実施し
ます。また、居住地で開催される研修の機会へ、責務を
自覚した自発的な参加を促進します。
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

565 青山支所住
民福祉課

参加者数 職員人権研修を実施します。
　参加者数：１００人（複数開催：のべ人数）

職員人権研修を実施しました。
参加者数：6月15日（金）　41人、7月3日（火）　40人、7月17
日（火）　28人、8月28日（火）　31人、9月3日（月）　28人、
9月21日（金）　46人、11月10日（土）　10人　計7回実施
参加者数（のべ人数）：224人

同和問題のみならず、女性差別や子どもの人権、
高齢者や「障がい」者の人権について、幅広く学
ぶことができました。ただ、最後の現地研修参加
者が毎年少ないです。“今、ここにある差別の現
実”を現場で感じようとする職員は毎年少なく、
決まった時間・与えられた場所”の研修は受ける
との認識の職員が少なからずいます。この状況の
打破が課題となりました。

Ｂ

③新任職員研修(再掲) 新規採用職員研修の中に人権研修を位置づけ、あらゆる
業務において人権尊重の視点に立った行政ができる職員
を育成します。

566 人事課 参加者数 新規採用職員研修を実施します。
　新規職員研修参加者：20名

新規採用職員研修を実施しました。
　新規採用職員研修参加者　20名

公務員として職務を遂行する上で必要な人権問題
についての正しい認識と現状課題を正しく認識
し、人権意識の醸成を図ることができました。
しかし、保育園や病院などの現場業務の部署にお
いては、配属先業務の都合により新規採用職員研
修の早めの切り上げを要望されているため、日
程・時間等に制限されることから、柔軟なスケ
ジュール調整を行うことが困難であると考えま
す。
また、新規採用職員によって入職までの間におけ
る人権・同和問題に対する知識や経験に個人差が
見られるため、研修内容を十分に検討していく必
要があると考えます。

Ｂ

④福祉職員現任訓練(再掲) 新たに福祉事務所の現業活動に携わる市職員に対して、
人権尊重の視点に立ったケースワークを行うよう、研修
内容に人権研修を入れて実施します。

567 厚生保護課 講演会参加者数
意見交換会参加者数

人権講演会等へ参加します。
ワーカー会議のケース検討会では人権の視点に配慮して進めます。

・各種講演会等に参加しました。主なものは、次のとおりです。
　平成２４年９月１日（土）「上同研研究大会」　　参加者：６人
　平成２４年１２月１日（土）「人権を考える市民の集い」参加者：
５人
　「上同研連続講座」「地元の人権草の根運動・人権講演会」「人権
啓発ビデオ上映会」等に参加しました。参加者延べ：８人
・ワーカー会議ケース検討会議の開催：　３回開催。

　各種人権研修会等に参加し、人権尊重の視点に
たったケースワークに生かせるものでありまし
た。
　各開催について、動員参加もあるが、動員外で
の自主参加もありました。特に各地元の人権講演
等には、積極的に参加していますが、あいにく業
務時間中の開催もあり、参加人数には反映されに
くいところもあったゆです。
　ワーカー会議ケース検討は、３回開催しました
が、参加している職員等から、保護受給者に対す
る人権に配慮した積極的な意見が出されました。
　個人では、気がつかない視点からの他のワー
カーの意見が、今後のケースワークに役立つか
が、課題となります。

Ｂ

①学校人権・同和教育部会活
動(一部再掲)

本市における同和問題の早期解決をめざし、伊賀市教育
研究会の部会として、学校同和教育の充実と発展のた
め、人権・同和教育の授業交流会、教職員の研修事業を
実施します。また、保護者への啓発活動に努めます。

568 学校教育課 小中学生の集いに参加した児
童生徒の感想が｢大変よかっ
た｣「よかった」の割合・授業
交流会への参加者数・教職員
研修会への参加者数

伊賀市学校人権・同和教育部会として、人権・同和教育の授業交流
会、教職員の研修事業を実施します。

・部落問題を考える小学生の集いを１1月27日（火）に、中学生の集
いを12月４日（火）に実施しました。参加した児童生徒の感想が｢大
変よかった｣「よかった」の割合が9８％でほぼ全員でした。
・小学校低学年、中学年、高学年、中学校で、人権・同和教育にかか
わる授業を公開し、その後各校の取組などの交流を実施しました。
（１０月柘植中、依那古小　１１月　久米小、中瀬小）
参加者数：合計１８１人
・８月７日に、教職員研修の講演会を開催しました。
場所：阿山さんさんホール
内容（演題）：「部落問題を取りまく現状と課題」
講師：松村　元樹さん
参加者：３０８人

小中学生の集いに参加した児童生徒の感想が｢大変
よかった｣「よかった」の割合が全員になるように
努めます。

Ａ

②転入・新規採用教職員人
権・同和教育学習会(再掲)

本市への転入教職員ならびに新規採用教職員を対象とし
て、同和問題をはじめとするあらゆる人権課題や本市に
おける人権・同和教育の取組及び課題について理解・認
識を深めます。

569 学校教育課 「非常に理解・認識が深まっ
た」という割合

伊賀市への転入・新規採用者を対象にした研修会を実施します。 伊賀市への転入・新規採用者を対象にした研修会を6月2５日（月）に
実施しました。
場所：ライトピアおおやまだ
内容：地域の取組と学校における人権・同和教育について
参加者：５３人

大山田における人権・同和教育の取組及び課題に
ついて学び、感想文によると全員が「あらため
て、同和教育の大切さを感じました」という内容
でした。同和問題に関する基礎知識や実践に向け
たスキルの修得等、伊賀市に根ざした研修なので
今後も継続していきます。

Ａ

①各種講座等への派遣(一部再
掲)

三重県人権大学講座や部落解放・人権大学講座をはじめ
とする関係機関等が主催する各種講座等に市職員を派遣
し、職場や地域での人権啓発の中心的な役割を担う人材
の育成を図ります。

570 人事課 参加者数 職場や地域でのリーダーを育成するため、下記の研修等へ職員を派
遣します。
　三重県人権大学講座：5名
　部落解放・人権大学講座：1名
　その他各種研究大会等：500名程度

職場や地域でのリーダーを育成するため、下記の研修等へ職員を派遣
しました。
　三重県人権大学講座：5名
　部落解放・人権大学講座：1名
　その他各種研究大会等：593名（参加見込値）

各種講座へ職員を派遣することで、人権問題に関
する啓発・指導ができる職員の育成に繋がり、人
権啓発を推進していく職員層に厚みを増すことが
できました。
しかし、各職場とも人員削減が行われている中
で、派遣について積極的な応募が出にくい状況と
なっています。また、修了生の活用方法について
も、さらに検討を行い、同和問題研修会でのファ
シリテーター役を引き続き依頼することや、新た
に新規採用職員研修での講師等として起用するな
ど、修了生の位置づけや活用のための仕組みを構
築し、人権啓発リーダーとしての育成を図ってい
く必要があると考えます。

Ｂ

②職員研修(再掲) 伊賀市職員同和問題啓発推進委員会を中心に、市職員研
修の充実を図ります。

571 人事課 参加回数 同和問題について、全ての職員が理解と認識を深めるための下記の
研修等を実施します。
　職場研修　各職場年2回以上
　居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加

同和問題について、全ての職員が理解と認識を深めるための下記の研
修等を実施しました。
　職場研修　各職場年2回以上の実施
　居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加

市職員として、同和問題に対する理解と認識が一
定水準引き上げられたと考えられ、また、職場に
応じた課題を設けるなど積極的な職場研修が実施
されたことから、問題解決に向けた意識や姿勢の
向上が図れたと考えられます。
職場研修については、現時点では各職場研修の実
績の取りまとめ段階でありますが、一部において
内容が不十分な所属や、地区懇談会等への参加回
数の少ない職員が見受けられるため、所属長及び
推進委員を中心とした職場研修の徹底を図る必要
があると考えます。

Ｂ

572 伊賀市所住
民福祉課

研修回数 地区別懇談会リーダー研修会、人権・同和講演会を開催します。 ○地区懇リーダー研修会を開催しました。
職員(7/26⇒23名)､(8/30⇒24名)､(9/27⇒19名)
○職員同和問題研修会を実施します。(2/19予定)

リーダー研修会の実施により、職員が地区や職場
のリーダーとしての自覚がもてる研修を行うこと
ができました。参加者にばらつきがあったのが課
題であると感じました。

Ｂ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

573 島ヶ原支所
振興課

研修参加数 県・市が実施する同和問題啓発推進委員研修などをはじめ各種研修
に参加します。

○しまがはら人権フェスティバルに参加しました
日時：平成２４年８月５日
場所：島ヶ原会館
○２０１２しまがはら人権のつどいに参加しました
日時：１１月２４日(土)午後１時３０分～
場所：島ヶ原会館ふれあいホール
内容：人権作品表彰及び発表、トーク＆コンサート 南修治さん
参加者：７９名

職員として研修会や講演会に出きるだけ多く参加
し、人権・同和問題に関する人権意識を高めるこ
とが必要です。
研修参加後、必ず他の職員にも資料、内容等供覧
し、職場内でも関心を深めていきたいです。 Ｂ

574 阿山支所振
興課

各種研修会等への参加者数 各種研修会等に積極的な参加を図ります。 職場研修　各職場年2回以上の実施(10月１０日６９名・２月２８日予
定)
居住地で開催される研修機会への1人1回以上の自主参加
参加者数　２０名
企業・事業所訪問人権啓発（阿山支所管内１７社）
参加者　３１名

企業・事業所訪問人権啓発（阿山支所管内１７
社）
差別をなくす強調月間街頭啓発などの事前研修を
行いリーダーとしての向上をたかめる。 Ｂ

575 大山田支所
振興課

参加人数・リーダー養成数 地域部会として位置づける大山田人権・同和対策推進委員会で２年
間の研修を積む推進委員を中心に職場内グループ研修を実施しま
す。

月１回を基本として職場内グループ研修を実施し、内容を報告書にま
とめて、振興課で報告を受けます。
リーダー養成数：１人

推進委員が研修で受けた内容をグループ内の職員
に伝えることで、職員全体の人権意識の向上が見
込めます。
グループ内で職場が異なる場合、対象職員全員が
集まって研修する機会を確保する事に困難な場合
があります。

Ｃ

576 大山田支所
住民福祉課

実施回数 各部署で実施される講演等を職員研修と位置づけ参加を促します。
　実施回数：９回

人権・同和に関す講演を職員研修と位置付け職員が参加しました。
　　　実施回数　９回（うち３回は実施予定）
６月３０日　大山田同和教育研究会及び記念講演会
７月９日     ライトピアおおやまだ人権フェスティバル
９月１９日　男女共同参画推進セミナー
１０月５日～11月２２日　人権啓発地区別懇談会
１２月９日　　おおやまだ人権フェスティバル２０１２
１月２６日　　大山田同和教育研究大会
２月６日　　　支所関係職員人権研修
３月６日　　　支所職員グループ研修報告会
３月２２日　　ライトピアおおやまだ梅まつり

職員が自主的に参加することで、人権についての
理解が深まり、職場や地域で率先して人権啓発に
取り組んでいくことが期待できます。全職員が参
加するよう努めます。

Ｂ

577 青山支所振
興課

実施回数 推進委員が中心となって、職場内研修を実施します。
　各課２回以上

・職場内研修(推進委員対象)を実施しました。
日時：平成２５年１月２９日　場所：支所会議室
内容：人間関係の交差点(参加型学習教材を用いての研修）
参加者：８名（うち振興課３名）

参加型学習によって差別に気付く力・他人に説明
する力を磨くことができました。
実施予定回数に至っておらず、計画的・継続的な
実施が課題です。

Ｃ

①人権教育推進委員会代表者
研修(再掲)

各学校における人権・同和教育の推進を図るため、各校
の人権教育推進委員会代表者が参加し、各学校の実践に
学びます。

578 学校教育課 推進委員研修会への参加者数 伊賀市学校人権・同和教育部会で、人権・同和教育推進委員研修会
を実施します。

学校人権・同和教育部会で、人権・同和教育推進研修会を７月と１月
に実施しました。
日時：平成２４年７月３日・平成２５年１月２９日
場所：伊賀市教育研究センター
内容（演題）：「人権の輪を広げるために」・「向き合うことで見え
はじめてきたこと」
講師：市川　清博さん・山下　健司さん
参加者：46人・49人

2回とも各校の人権教育推進委員会代表者全員が参
加できています。各校の課題を克服する内容等、
実践に向けた内容に今後もしていきます。

Ａ

②人権教育推進管理職研修(再
掲)

小・中学校の管理職の人権・同和教育についての理解・
認識を深め、管理職を中心とした校内の人権・同和教育
推進体制の確立をめざします。

579 学校教育課 校(園)長会議での周知・徹底 第1回校(園)長会議における「伊賀市人権同和教育基本方針」の再確
認をはじめ、管理職を中心とした校(園)内の人権・同和教育推進体
制の確立を図ります。

第1回校（園）長会議における「伊賀市人権同和教育基本方針」の再確
認をはじめ、機会を捉え、周知徹底を図り、管理職を中心とした校内
の人権・同和教育推進体制の確立をめざしました。

教職員意識調査の結果、内容（趣旨）を知ってい
る教職員が半数以下だったことを踏まえ、基本方
針の基本認識をはじめ、内容の徹底を図ります。
意識調査リーフレットの活用等、各校園の実践に
むけて管理職を中心とした人権同和教育推進体制
の確立が課題です。

Ｃ

③人権保育推進管理職等研修
(再掲)

保育所（園）の管理職、主任保育士及び家庭支援保育士
の人権保育についての理解・認識を深めるため、研修体
制の充実を図ります。

580 こども家庭
課

取組保育所（園）数 県や伊賀市解放保育研究会の研修を中心に研修体制の充実を図りま
す。
　三人教所（園）長研修
　人権保育推進交流会
　伊賀市解放保育研究会理事会

全保育所(園)で、園長、推進委員が中心となり人権教育・解放保育が実
施していけるよう取り組みを進めました。　　保育所(園)36

推進委員が各職場において、人権教育・解放保育
を進めるリーダー的存在となり進められました。
今後、一人ひとりの意識の変革に努めます。 Ａ

①人権・解放講座(再掲) 人権・解放講座を通して、広く人権に対する知識と理
解・認識を深め、率先して反差別に取り組むことができ
る実践力を養い、養成されたリーダーが核となって、地
域や職場の人権教育を推進します。

581 人権政策・
男女共同参
画課

参加者満足度 部落解放・人権大学講座（全６回）を開催します。
　参加者満足度（目標）70％以上（アンケートで「とてもよかっ
た」もしくは「よかった」と答えた人）

部落解放・人権大学講座を開催しました。
開催日：８月２４日、９月２１日、１０月１２日、１１月１６日、１
２月１日（人権を考える市民の集いと併催）、１月１８日
申込者数：８２人（うち全講座修了者４１人）
場所：ゆめぽりすセンター　２階・大会議室
講師：反差別・人権研究所みえ　本江優子さんほか

　開催時のアンケートでは、講座を「よかった」
とする人が３２人で、アンケートをいただいた方
のほぼ全数に上りました。（アンケート回収数３
４人）
　各地区草の根運動推進会議を通じて申し込みを
いただいた方のうちで、出席回数がゼロの方が複
数見られ、出席者の確保が次年度の課題です。

Ａ

582 八幡町市民
館

講演会実施回数 同和奨学金受給者を対象に反差別の講演会を開催します。 奨学金交付式で講演会を催しました。
　平成２４年１２月２６日
　演題：奨学金制度が作られた背景と先輩たちの想い
　講師：尚絅学院大学講師　内田　龍史
　出席者：５２名

反差別の取り組みをしていく人を育てるという、
奨学金の趣旨を知っていただく機会になりまし
た。 Ａ

583 下郡市民館 啓発推進実践者数 人権啓発地区草の根運動推進会議との共催で、人権問題講演会・人
権ビデオフォーラムを実施します。

人権啓発地区草の根運動推進会議とともに、人権問題公演会を11月
17日に実施し122名が参加しました。人権ビデオフォーラムを2月7
日に開催しました。

住民と行政が協働し、住民が主体となって人権啓
発ができるようになりつつあるが、十分ではあり
ません。参加者の増に努めています。 Ｂ

584 寺田市民館 人権・解放講座への参加者数 各地で開催されている人権・解放講座の広報を行い、参加を促進し
ます。

市民館だよりやポスター掲示により、人権・解放講座の広報をしまし
た。（参加者：延べ１０名）

参加者に偏りがあり、広報の方法など再考しま
す。

Ｃ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

585 いがまち人
権センター

解放講座及び解放文化祭への
参加者数

「あらゆる立場にたって考え　自らを見つめなおそう」を主題とし
て解放講座を４回開催します。
　参加予定者数：６００名
保育園児・小学生・中学生の一年間の人権学習の発表の場として
「解放文化祭」を開催します。
　参加予定者数：２５０名

「あらゆる立場にたって考え　自らを見つめなおそう」を主題として
解放講座を４回開催しました。
　参加者数：第１回152名、第２回135名、第３回150名、第４回
150名
保育園児・小学生・中学生の一年間の人権学習の発表の場として「解
放文化祭」を２月11日に開催しました。
　参加者数：250名

　解放講座を４回開催し人権問題に対する正しい
認識が醸成できた。参加者が区役員等で固定化し
ていることと参加者が地区での推進の中心となる
よう体制整備が課題である。 Ａ

586 ライトピア
おおやまだ

受講者数、参加者数 おおやまだ人権大学講座及び大学講座修了生研修を開催します。 おおやまだ人権大学講座及び大学講座修了生研修を開催しました。
人権大学講座開催日5月23日、6月16日、7月25日、8月22日、9月
26日、10月24日、11月14日、12月5日、受講者数77名
修了研修会開催日平成25年2月13日（水）午後7時30分から
講師今井裕二さん
演題ユニバーサルスポーツに向けた取組
参加者105人

一人ひとりの人権が守られるよう、人それぞれに
ある違いを受け止められる社会の構築に効果があ
りました。
地域、職場の人権リーダー養成として支援できま
した。 Ａ

587 青山文化セ
ンター

参加者数
参加者満足度

人権・解放講座を開催します。
　参加予定者数：５００名
　参加者目標満足度：８０％以上

人権・解放講座を７回開催しました。
　時期：６月～１１月
　参加者：４５７名
　参加者満足度：８５．７５％

人権啓発のリーダー育成として実施しています
が、青山支所管内だけでなく、参加者は伊賀地区
に広がっています。また、人権・解放講座のアン
ケートにより満足度の評価もしており、全体平均
は85.75％になっています。
募集に対する応募者数は増加していますが、部屋
のキャパシティに限界があるため、満足度を指標
にし８０％を目標としています。

Ａ

②社会同和教育指導者の育成
(再掲)

社会同和教育上の相談や直接指導できる人材の育成、ま
た団体の育成、関係教育機関との連絡調整を図ることが
できる指導者を育成します。

588 生涯学習課 参加研修会数
推進員設置数

全人教、三重県人教、伊賀市同研等開催の研修会、研究大会に出席
します。
　参加研修会数：１０
教育集会所に人権教育推進員を設置します。
　設置推進員数：６名

三重県人教第45回研究大会ほか、全人教、三人教等開催の研修会、研
究大会に参加しました。
参加研修会数：１３

八幡町教育集会所ほか計６箇所の教育集会所に人権教育推進員の設置
を行いました。
設置推進員数：６名

研修会等に参加することで、参加者の更なる人権
意識の向上が図れました。また、人権教育推進員
を各教育集会所に設置できたことで、地域の子ど
も達に確かな人権意識を持ってもらう礎を築きま
した。これら事業を継続することで、指導者育成
に努めます。

Ａ

589 八幡町市民
館

相談件数 社会同和教育指導員が教育機関からの相談を受けたり、部落問題解
決に取り組む青年層を育成します。

　社会同和教育指導員が市内の保育所、小中高校職員から解放保育同
和教育についての相談を５６件受けました。
　また、高校生集会への参加の取り組みに対して、随時助言を与えま
した。

　同和教育の推進に寄与するばかりでなく、将来
において地域の社会同和教育推進の中心となって
欲しい高校生からの青年層を育てます。 Ａ

590 下郡市民館 相談件数 社会同和教育指導員が、教育相談や連絡調整を行ないます。 社会同和教育指導員が、地区児童の教育相談や連絡調整を年間約50回
行ないました。

学校と地域との連絡調整がスムーズになり、充実
が図られました。

Ｂ

591 寺田市民館 相談件数 社会同和教育指導員を配置し、児童生徒・保護者をはじめ地域住
民・関係教育機関からの相談対応連絡調整を行い、連携しながら、
人権教育リーダーの育成に努めます。

社会同和教育指導員を配置し、児童生徒・保護者をはじめ地域住民・
関係教育機関からの相談対応(相談件数12件）、連絡調整を行い、連携
しながら、人権教育リーダーの育成に努めます。

社会同和教育指導員が中心になり、住民・教育機
関・関係機関との連絡調整、相談対応に当たりま
した。 Ａ

592 いがまち人
権センター

人権同和教育相談(活動)回
数。

社会同和教育指導員を配置し、部落問題解決のための人権リーダー
育成のため保・小・中・高校及び地区内の連携を深めるとともに、
地区内児童生徒及び保護者を対象に教育相談を実施します。
　教育相談実施予定回数：４８回

社会同和教育指導員を配置し、部落問題解決のための人権リーダー育
成のため保・小・中・高校及び地区内の連携を深めるとともに、地区
内児童生徒及び保護者を対象に教育相談を実施しました。
　教育相談実施回数：48回　144名

　児童、生徒及び保護者と小・中・高校との連携
が強化され、児童、生徒及び教職員の部落問題に
対する取り組みの連携が図れた。
　若い保護者のなかには、部落差別の現実が見え
にくくなっている状況の中、部落差別の実態等の
学習会を開催する必要がある。

Ａ

593 ライトピア
おおやまだ

研修参加回数 相談員のスキルアップ研修等に参加します。また、関係機関と連携
を図り指導者の育成に努めます。

三隣協隣保館女性職員等研修会に出席しました。
開催日平成24年12月12日、場所奈良県御所市、内容部落問題解決に
向け、水平社宣言に学びました。
その他伊賀市内の人権研修に参加しました。年間参加回数延べ24回
高齢者福祉の充実を目指し、本庁、包括支援センター、福祉関係機関
「社会福祉協議会」との連携を取りました。

地区の独居高齢者の生活安心度を高めることがで
きました。
子育て相談、職業相談のスキルアップに繋がりま
した。 Ａ

594 青山文化セ
ンター

人権・解放講座参加者数
人権地区懇談会参加者数

人権解放講座を実施します。
　参加予定者数：５００名
地区懇談会を実施します。
　参加予定者数：２５０名

人権・解放講座を７回実施しました。
　時期：６月～１１月
　参加者：４５７名
地区懇談会を３回実施しました。
　時期：１１月～１月
　参加者：１１９名

人権地区懇談会に地域のリーダー的な人材が増え
ています。
教職員の中でも人権・同和教育に対する温度差が
あります。 Ａ

③人権問題を考える中学・高
校生友の会(再掲)

595 八幡町市民
館

青年活動への参加者数 反差別のつながりを広げようとする青年団体「やはたレベラーズ」
の活動を支援します。

延べ２６２人の高校生以上の青年が活動をしました。
　週１回の定例会　４５回
　全国・三重県高校生集会参加のための取り組み
　やはた文化祭、児童館夏祭りへの参加
　小学生のためにBBQ大会、クリスマス会の開催

　反差別の輪を広げる取り組み、地域内での縦の
つながりの強化ができました。

Ａ

596 下郡市民館 参加者数 高校生友の会を開催します。 高校生の事情で、市民館には集まらず各高校での活動になりました。
伊賀高友の様子を聴きました。

十分なフォローができるかが課題です。

Ｃ

597 寺田市民館 参加者数 月1回、高校生友の会を開催します。人権教育推進員、地区生が在
学する伊賀地域の高校同推、校区の小・中学校の同推、地域の指導
者が参加し、生徒に指導・助言し、人権問題・部落問題解決につい
てともに考え、発信します。

月1回、高校生友の会を開催しました。中瀬ふれあい夏まつりに出店、
寺田文化祭に作品展示・野菜等の即売、部落開放全国高校生集会に2名
参加、三重県高校生集会に1名参加しました。高校生友の会開催10回
（あと2回開催予定）参加者数：述べ９５名

小中高の教員と連携し、人権問題・部落問題解決
に向け、ともに考えることができました。今後、
さらに参加者の増加に努めます。 Ａ

598 いがまち人
権センター

中学生及び高校生友の会参加
者数

差別を見抜き、許さない、差別に立ち向かう力をつけるため中学生
友の会を実施します。
　参加予定者数：１，２００名
高校生友の会を実施します。
　参加予定者数：６００名

差別を見抜き、許さない、差別に立ち向かう力をつけるため中学生友
の会を実施しました。
　実施回数、参加者数：40回　1,218名
高校生友の会を実施します。
　実施回数、参加者数：56回　969名

　仲間とともに、また、地区内青年とともに部落
問題を考えるなかで友の会活動に取組めた。さら
に、地区外の仲間に発信することにより、部落問
題に対する正しい理解を深められた。

Ａ
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自分の暮らしを見つめ語り合うことを通して、差別を見
抜き、差別を許さない、差別に立ち向かう力をつけ、さ
らに地区青年及び教職員が人権問題についてともに考え
合い地区外生徒に情報発信を行うためリーダーとしての
資質を養います。
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指標通番

599 ライトピア
おおやまだ

参加者数 全国高校生集会に参加し、反差別村民ネットワークの仲間への
フィールドバックによる資質向上を支援します。

全国高校生集会に参加しました。開催日7月30日･31日、場所三重県
鳥羽市、参加者3人
フィールドバックとして反差別村民ネットワークのヤングたちとの交
流、及び中高学集会の指導者として参加を呼びかけました。
ネットワーク交流会　開催日1月12日、参加者19人　　3月23日、
参加者25人
中高学習会指導者6人

反差別村民ネットワークの活動により、若者の
ネットワークが確立されました。
少子化で地区内の高校生のみでは、高校生友の会
発足の課題がわかりました。 Ｂ

①人権パトロール(再掲) 600 都市計画課 巡視回数 都市公園（都市緑地含む）の定期巡視を実施します。
　実施回数：週４回

計画的に巡視を実施しましたが、部落差別等の人権に係る落書きはあ
りませんでした。
実施回数：１８１回（平成２５年２月１２日現在）

定期的な巡視により、落書き等の早期発見に繋
がっています。 Ａ

601 伊賀支所住
民福祉課

回数 月１回２班編成で人権パトロールを実施します。 月１回、支所と人権センターが共同で２班編成による人権パトロール
を実施しました。
(4/26)､(5/29･6/1)､(6/27･29)､(7/26･8/2)､ (8/28･9/5)､
(9/27)､(10/30･31)､(11/28･29)､(12/27)

パトロールの実施により、差別落書き等を未然に
防止することができました。パトロール時に施設
管理者など関係機関と連携することで監視体制の
強化が図られました。

Ａ
602 島ヶ原支所

住民福祉課
順回数 支所管内の公共施設及び公共物等を巡回します。 振興課と協力して実施しました。年２回 今後、回数を増加し、継続していきます。

Ｂ
603 阿山支所住

民福祉課
実施回数 支所管内の公共施設、以前に落書きが発生した箇所等を中心に、月

１回、人権パトロールを実施します。
支所管内の公共施設、以前に落書きが発生した箇所等を中心に、月１
回程度、人権パトロールを実施しました。
○実施回数：１１回

今年度、支所管内において落書きは発生していま
せん。落書きの防止に向けて、今後も、パトロー
ルを継続して行っていく必要があります。 Ｂ

604 大山田支所
住民福祉課

連絡体制 関係機関と連携し、市民の人権侵害の予防に努めます。 関係機関と適宜連絡をとりながら、市民の人権侵害の予防に努めまし
た。
　連絡回数：３０回

平時から人権政策課、ライトピアおおやまだ、反
差別人権研究所みえ、人権を考える会、反差別村
民ネットワーク等の関係機関と連絡をとること
で、人権侵害の予防に繋がりました。

Ａ
605 青山支所住

民福祉課
防犯・青少年見守りパトロー
ルの実施回数

青山支所として「防犯・青少年見守りパトロール」を実施します。
　実施回数：週２回

管理職と主査級職員がペアになり、週２回実施しています。 教育機関（小・中学校）周辺に重点を置き、また
支所管内各地区へも巡回しています。 Ｂ

②差別事件への対応(再掲) 606 人権政策・
男女共同参
画課

人権侵害発生時の通報・連絡体制を整備するとともに、人権侵害が
発生した際には人権侵害対策本部設置要綱に基づき、迅速かつ的確
な対応を行います。

人権侵害発生時の通報・連絡体制を整備しました。また人権侵害発生
時には関係機関と連携し、問題解決につとめました。

人権侵害発生時における対応をフローチャートで
整備し、より迅速かつ的確な対応ができるように
なりました。 Ａ

607 伊賀支所住
民福祉課

事件、事象発生時のフローチャートを各所属に掲示し、対応強化を
図ります。

緊急時体制のフローチャートを支所調整会議や人権啓発担当者会議で
確認し合い、職場の見やすい箇所に掲示しました。

フローチャートを職場に掲示して確認すること
で、事件や事象発生時での緊急時体制を職員が常
に自覚することができました。 Ｂ

608 島ヶ原支所
住民福祉課

支所内会議において体制や対応についての確認等を実施します。 支所内会議において体制や対応についての確認等を年２回実施しまし
た。

職員の削減による対応を検討していきます。

Ｂ
609 阿山支所住

民福祉課
伊賀市人権侵害対策本部阿山支部において、人権侵害発生時の通
報・連絡体制の確認を行うとともに、実際に人権侵害が発生した際
には、必要に応じて支部を設置し、対策会議を開催する等、迅速か
つ的確な対応に努めます。

年度当初に、伊賀市人権侵害対策本部阿山支部内において、人権侵害
発生時の通報・連絡体制を確認しました。また、実際に人権侵害事象
が発生した際には、阿山支部内で情報共有、協議の上で対応しまし
た。

人権侵害事象発生時には、的確な対応ができたと
考えています。今後も、実際に人権侵害が発生し
た際には迅速かつ的確な対応ができるよう、研修
等を通じて、職員の人権意識やスキル等の向上を
継続して図っていく必要があります。

Ｂ

610 大山田支所
住民福祉課

関係部署の職員間での対応策
の共有

差別事象等の予防に取り組み、また差別事件が起きた場合は、迅速
かつ適切に対処できるよう関係部署の職員間で対応策を共有しま
す。

差別事象の予防や差別事件が起きた場合の対応に備えて、適時、人権
政策課と連絡を取り、また人権政策担当者会議に出席することで、関
係部署の職員間で情報共有を図りました。

普段から関係部署と連絡をとり情報共有を図るこ
とで、差別事象の予防につながり、また、差別事
件が起きたときの迅速かつ適切な対応につながり
ました。

Ａ

611 青山支所住
民福祉課

差別事件・事象発生時には、必要に応じて、青山同和教育推進協議
会や部落解放同盟老川支部と対応策について協議し、また人権侵害
対策本部青山支部として対策会議、本部会議を招集し、迅速かつ的
確な対応に努めます。

青山文化センターとの情報交換、青山同和教育推進協議会役員会等で
情報共有しました。

他支所管内・本庁管轄で差別事象が発生しても、
青山支所として「対岸の火事」的感覚で受け取る
のではなく、いつ支所管内で発生しても対応でき
るようにとの共通認識のもと、緊張感をもって情
報交換・共有をしました。しかしながら、そもそ
も差別事象に関する正確な情報が入手しづらいた
め、意見交流に活発さがないように思われまし
た。

Ｃ

①隣保館における就労相談 企業内における就職差別をなくすとともに、同和地区住
民の生活安定をめざした就労対策を確立するため、指導
職員が地区住民の就労実態の把握と求職についての相談
業務を日常的に行います。

612 八幡町市民
館

相談件数 指導職員による就労相談を随時実施します。 ２件の就労相談を受けました。 　問題解決の一助となることができました。

Ａ
613 下郡市民館 相談者数 随時就労相談を受けます。 日常業務の中で随時就労相談を受けました。 1名に対しハローワークの情報提供を行ないました

が、相談者は少ないです。 Ｃ
614 寺田市民館 相談件数 来館・訪問・電話などによる相談業務を随時開催し、地区住民の生

活安定を目指します。
介護認定手続きや書類・郵便物の読み書きのお手伝いなどに対応しま
した。（相談件数：延べ60件）今年度は相談記録簿の統一をしまし
た。

生活や福祉などいろいろな相談に対応することが
できました。今後は相談記録簿運用の改善をしま
す。 Ａ

615 いがまち人
権センター

相談者数 就労相談を実施するとともに住民に情報提供をします。
　相談予定者数：２０名

就労相談を実施するとともに住民に情報提供をしました。
　相談者数：15名

 条件が合った場合に就労の機会が得られるが、求
人先が少数であり非常に厳しい状況である。 Ａ

616 ライトピア
おおやまだ

相談受付回数 生活安定を目指して、住民のニーズに応えられるよう情報収集するととも
に、相談者が気楽に来館できるよう雰囲気作りに勤めます。

特に高齢者の生活安定を目指した生活相談を行いました。また、住民
のニーズに応えられるよう専門機関と連携して情報収集を行いまし
た。
相談受付件数500件

家庭訪問等地区内啓発に館職員全員が係わること
で気楽な雰囲気をでき、昨年より来館者が550人
増加しました。 Ａ

617 青山文化セ
ンター

就職・内職の斡旋者数 随時就労相談を受けます。
　相談予定者数：１名

臨時就労相談はありませんでした。 内職の希望者が少ないため、内職の配送がしても
らえません。 Ｃ

差別事件・事象を発見したり、通報を受けたときには、
まず現場及び発生状況を調査・確認し、事件の拡大を防
ぐとともに、必要に応じて関係機関会議をもち今後の対
応策を検討します。また、庁内においては人権侵害対策
本部設置要綱に基づき、必要に応じて対策会議、本部会
議を招集し、迅速かつ的確な対応に努めます。
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公共施設や不特定多数の人が利用する施設において、差
別落書きによる個人や同和地区への人権侵害が起こらな
いように、関係部署がそれぞれの関係機関・団体等との
連携による監視を行い、早期発見・未然防止に努めま
す。
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②職業相談員による相談 隣保館において、職業相談員による巡回相談を定期的に
行います。

618 商工労働観
光課

６つの隣保館において、毎月１回職業相談員を派遣し、地区住民の
就労に関し相談会を実施します。

６つの隣保館において、１８０回開催しました。
相談者数：１７名

隣保館だけではその地区の方のための相談のよう
に取れるため、各支所での相談も検討します。 Ｂ

619 八幡町市民
館

相談件数 週１回職業相談員による相談を実施します。 週１回職業相談員による相談を実施しました。
　実施回数：45回
　相談者：延べ23人

専門家による相談の場を提供することができまし
た。利用者増が課題です。 Ｂ

620 下郡市民館 利用者数 職業相談員が月1回巡回相談を実施します。 職業相談員が月1回巡回相談を実施しました。 巡回相談では相談者はありませんでした。

Ｃ
621 寺田市民館 相談件数 月に1回、職業相談員による巡回相談を実施します。 毎月、職業相談員による巡回相談（体調不良により1回休み）を実施し

ました。（相談者：延べ15件）
毎月相談者が来られており、今後も館だよりに毎
月掲載広報を継続します。 Ａ

622 いがまち人
権センター

相談者数 市商工労働観光課の職業相談員による職業相談を実施します。
　相談予定者数：１０名

市商工労働観光課の職業相談員による職業相談を実施しました。
　相談者数：５名

 条件が合った場合に就労の機会が得られるが、求
人先が少数であり非常に厳しい状況である。 Ａ

623 ライトピア
おおやまだ

開催回数 未就職者の就職相談及び職場内での悩みなど、相談員による相談会
を開催します。

計画どおり、相談員による職業相談を毎月1回（概ね第3水曜日）午前
10時から12時まで開催しました。
開催回数12回

相談員が対応することで安心度が高まりました。

Ａ
624 青山文化セ

ンター
職業相談の来館者数 月１回巡回相談を実施します。

　相談予定者数：２０名
月１回巡回相談を実施しました。
　相談者数：１５名

職業相談員による巡回相談により、求人に対する
適切な支援ができるようになっています。
高齢者が多いので、就職が見つけにくい状況に
なっています。

Ａ
１
０
・
教
育

の
機
会
の
確

保 ①同和奨学金制度の継続 奨学金を希望する高校生・大学生等を支援することによ
り、教育格差を是正し、部落解放を担う人材を育成しま
す。

625 教育総務課 支給者数 伊賀市奨学金、伊賀市同和奨学金、伊賀市ササユリ奨学金を支給し
ます。

伊賀市奨学金、伊賀市同和奨学金、伊賀市ササユリ奨学金を支給しま
した。
＊伊賀市奨学金－－－高校３１人、大学２０人
＊伊賀市同和奨学金－－－高校２０人、１９人
＊伊賀市ササユリ奨学金－－－大学９人

経済的支援と社会に貢献する人材の育成が図られ
ました。

Ａ

①健康相談 地区内の独居老人や高齢世帯を対象に、看護師が巡回
し、総合健康相談として訪問する中で日常的に健康管理
指導を行い、生活相談員と連携して対象者の健康維持に
努めます。

626 八幡町市民
館

相談件数 高齢者世帯の見守り相談を実施します。 希望のあった高齢者世帯を対象に訪問見守り相談を実施しました。
　対象世帯：１９０世帯
　実施件数：延べ１，８２４件

　高齢者世帯の困りごとの相談に乗ることができ
るとともに安否確認が行えました。 Ａ

627 下郡市民館 巡回相談者数 独居老人や高齢者のみ世帯へ週1回看護師が訪問し、健康の維持に
努めます。

看護師訪問、社協によるヘルパー訪問を各週1回実施しました。相談回
数は、延べ80回あまりです。障がい者・高齢者世帯を中心に健康の保
持に努めました。

高齢化が進んでおり、訪問時の健康相談は高齢者
の健康維持・見守りに効果がありました。 Ａ

628 寺田市民館 相談者数 職員・社協ヘルパー・看護師による巡回訪問を週1回実施し、健康
相談・健康管理指導を行います。来館・訪問・電話による健康相談
を随時行い、地区住民の健康保持増進に努めます。

職員・社協ヘルパー・看護師による巡回訪問を週1回実施し、健康相
談・健康管理指導を行いました。（訪問者数：延べ240人）来館・訪
問・電話による健康相談を随時行いました。（相談件数：延べ60件）
今年度は巡回訪問記録簿を作成しました。

家庭訪問することで、家庭の様子もわかり、必要
な福祉サービスの提供、健康面のアドバイスがで
きました。 Ａ

629 いがまち人
権センター

訪問相談数 健康総合相談員(准看護師)が月に６日高齢者宅を訪問し健康相談や
薬の飲み方の指導等を行ないます。
　訪問相談予定回数：７０回
生活相談員を配置し地域福祉と生活向上のための相談業務を行いま
す。
　訪問相談予定回数：７０回

健康総合相談員(准看護師)が高齢者宅を訪問し健康相談や薬の飲み方の
指導等を行ないました。
　訪問相談回数：72回　414名
生活相談員を配置し地域福祉と生活向上のための相談業務を行いまし
た。
　訪問相談回数：48回　96名

　外出困難な地区内高齢者が対象であり、訪問相
談を実施することによりきめ細かい健康指導、健
康管理ができた。
　高齢化に対応できる体制整備が課題。 Ａ

630 ライトピア
おおやまだ

訪問回数 地区住民の健康福祉の増進をめざし、生活相談員と看護師が家庭訪
問をします。

生活相談員、看護師が毎週木曜日午前９：３０～１１：３０まで家庭
訪問を行い住民の健康管理に努め、健康福祉を推進しました。また、
家庭訪問を11月から毎週火曜日（午前９：００～11:00まで）も行
い、独居高齢者を見守りました。
訪問回数３２７回

高齢者が安心して地域で住み続けられる体制は民
生委員、ご近所、館が協力して効果を上げること
ができました。 Ａ

631 青山文化セ
ンター

相談者数 家庭訪問を月１回実施します。
　延べ受診予定者数：３００名

家庭訪問を月１回実施しました。
　延べ受信人数：３０６名

生活相談員と保健師による地域巡回健康相談の実
施により多くの相談ができ、高齢者の見守りがで
きるようになっています。
高齢者世帯が多く、病院等の通院に不便であるた
め、外出支援の対応が必要であります。

Ａ

①生活相談 632 八幡町市民
館

相談件数 市民館での随時相談、高齢者世帯の見守り相談を実施します。 市民館において８８４件の生活、教育等の各種相談を受けました。
希望のあった高齢者世帯を対象に訪問見守り相談を実施しました。
　対象世帯：１９０世帯
　実施件数：延べ１，８２４件

　地域住民の困りごとの解決の一助になることが
できました。
　見守り相談では、高齢者世帯の困りごとの相談
に乗ることができるとともに安否確認が行えまし
た。

Ａ

633 下郡市民館 相談者数 生活相談員による相談を、月1回行ないます。 生活相談員による相談を、月1回行ないました。 巡回相談では相談者はありませんでした。

Ｃ
634 寺田市民館 相談件数 週1回、巡回訪問を実施し、生活相談と高齢者の見守りを行いま

す。来館・訪問・電話による生活相談を随時実施し、実態を把握
し、地区住民のよりよい生活環境を支援します。

週1回、巡回訪問を実施し、生活相談と高齢者の見守りを行いました。
来館・訪問・電話による生活相談を随時実施しました。（相談件数：
延べ60件）今年度は相談記録簿を作成しました。

生活や福祉などいろいろな相談に対応することが
できました。今後は相談記録簿運用の改善をしま
す。 Ａ

635 いがまち人
権センター

相談者数 日常の生活相談業務及び、月４回夜間訪問を実施します。
　夜間訪問実施予定回数：４８回

日常の生活相談業務及び、月４回夜間訪問を実施しました。
　夜間訪問実施回数：12回　49名

　外出困難な地区内高齢者が対象であり、訪問相
談を実施することによりきめ細かい健康指導、健
康管理ができた。
　高齢化に対応できる体制整備が課題。

Ａ
636 ライトピア

おおやまだ
相談受付回数 高齢者が住み慣れた地区で安心して住み続けられるよう支援を行い

ます。
高齢者が住みなれた地区で安心して住み続けられるよう、民生委員、
社会福祉協議会、地域包括支援センター等と連携できるよう支援を行
いました。
隣保館での生活相談受付回数　１４回

地区の独居高齢者の生活安心度を高めることがで
きました。 Ａ

１
１
・
健
康
づ
く
り
の
推
進

１
２
・
相
談
体
制
の
充
実

部落差別によって市民的権利を奪われてきた地区住民の
生活環境や地域社会生活の向上をめざして、生活相談員
を配置し、地区住民の生活と福祉の実態を把握するとと
もに日常的に生活福祉全般の相談に応じ、地区住民の自
立に向けての支援を行います。

（56）



２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

自課
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実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標通番

637 青山文化セ
ンター

地区住民の生活課題の相談件
数

生活相談員による相談を実施します。
　生活相談予定件数：５０件

生活相談員による相談を実施しました。
　生活相談件数：３２件

生活相談員による巡回相談により、生活課題に対
応して、関係機関との連携がはかられるように
なっています。
地区住民の中には、無年金者の家庭もあり、生活
保護件数も増加しています。

Ａ

①隣保館活動の充実 同和問題の解決のため生活上の各種相談事業や、社会福
祉の増進を図るため、各種事業を総合的に行います。

638 八幡町市民
館

相談件数 市民館での随時相談、高齢者世帯の見守り相談を実施します。 市民館において８８４件の生活、教育等の各種相談を受けました。
希望のあった高齢者世帯を対象に訪問見守り相談を実施しました。
　対象世帯：１９０世帯
　実施件数：延べ１，８２４件

　地域住民の困りごとの解決の一助になることが
できました。
　見守り相談では、高齢者世帯の困りごとの相談
に乗ることができるとともに安否確認が行えまし
た。

Ａ

639 下郡市民館 利用者数 いきいき体操など高齢者福祉の充実に努めます。健康相談、生活相
談、職業相談を巡回のほか随時行ないます。

いきいき体操クラブを月2回、声かけのつどいを毎週実施しました。参
加者は、延べ600人あまりです。また、看護師訪問、ヘルパー訪問を
各週1回巡回し行ないました。その他、職員が随時相談に応じました。

高齢者の健康管理や生きがいづくりに効果があり
ました。また、高齢者の健康維持、見守りに努め
ました。 Ａ

640 寺田市民館 相談件数・参加者数 来館・訪問・電話などによる福祉相談を随時実施し、社会福祉の充
実に努めます。各種事業の広報・周知に努め、地区住民のニーズに
適切な対応ができるよう、専門機関との連携を図ります。手芸教
室・映画会など行い、地区内外の交流を図ります。

来館・訪問・電話などによる福祉相談を随時実施し、社会福祉の充実
に努めました。（相談件数：15件）館だよりによる各種事業の広報・
周知に努めました。住民のニーズに適切な対応ができるよう、専門機
関との連携を図りました。（連携件数：述べ20件）手芸教室・映画会
など行い、地区内外の交流を図りました。

地域住民が身の回りのことから諸手続きまで、気
軽に相談してくれ、対応することができました。

Ａ

641 いがまち人
権センター

相談件数 近隣地区の高齢者との交流を目的として、シルバーカラオケ交流会
を開催します。
　参加予定者数：７０名
ゴールドじんけんフェスタを開催します。
　参加予定者数：８０名

近隣地区の高齢者との交流を目的として、シルバーカラオケ交流会を
開催しました。
　参加者数：83名
ゴールドじんけんフェスタを開催しました。
　参加者数：61名

　地区内外の高齢者が交流をすることにより、人
権感覚が高まり部落問題に対する正しい認識が得
られた。
　参加者を増やすことが課題。 Ａ

642 ライトピア
おおやまだ

地区住民の満足度 福祉の充実をはかるため、民生委員、社会福祉協議会大山田支所と
の連携を推進します。

地区住民のニーズを把握し、敏速な行動が行えるよう、民生委員、社
協大山田支所、大山田支所住民福祉課と連絡を蜜にし、連携を強化し
ました。
地区住民の満足度８５％

高齢者の安心・安全が確保される地区住民の身近
な拠り所として効果を上げることができました。
住民のニーズに応えられるよう、福祉の専門機関
との連携を深めました。 Ａ

643 青山文化セ
ンター

相談件数 各種相談を実施します。
　健康相談予定回数：５００回
　生活相談予定回数：５０回
　職業相談予定回数：２０件
　介護相談予定回数：３０件

各種相談を実施しました。
　健康相談回数：３０６回
　生活相談回数：３２回
　職業相談回数：１７件
　介護相談回数：１２件

地域の高齢者が安心・安全に生活できるよう、隣
保館で外出支援を実施しています。
外出支援が必要な高齢者が多いが公的な支援制度
がありません。

Ａ

②児童館活動の充実 644 しろなみ児
童館

利用人数 こどもたちの遊びの場、学びの場を提供します。 266日開館し、延べ11,000人の児童が利用しました。 児童たちは、差別を許さない仲間づくりのため
に、ともに遊び、学びました。 Ａ

645 いがまち人
権センター

参加者数 子どもたちで実行委員会を結成し、活動内容を自ら考え協力しなが
らいろいろな体験を通して仲間作りを目的にチャレンジ教室を土曜
日の午後に開催します。
　参加予定者数：３５０名

子どもたちで実行委員会を結成し、活動内容を自ら考え協力しながら
いろいろな体験を通して仲間作りを目的にチャレンジ教室を土曜日の
午後に開催しました。
　実施回数、参加者数：23回　377名

　子どもたちで企画・実行することで自主性の育
成と、地区内外の子どもが一緒に活動することに
より反差別の仲間作りが出来た。 Ａ

646 青山文化セ
ンター

実施回数 子どもたちの体験学習を実施します。
　学習会・体験活動実施予定回数：２４回
　交流事業実施予定回数：１回
　社会見学実施予定回数：１回

子どもたちの体験学習を実施しました。
　学習会・体験活動実施回数：１８回
　社会見学実施回数：１回

学校教育では、体験できない学習会や体験活動を
通じて、心身ともに健全な児童の育成がはかられ
ています。
児童館事業参加児童が減少しているため、児童館
活動に支障ができてくることが予想されます。

Ａ

①公営住宅（改良住宅含む）
ストック総合改善事業の推進
(一部再掲)

647 同和課 第２次同和施策推進計画の策
定の有無
やはたまちづくり検討会の開
催の有無

第１次同和施策推進計画において取り組みを進めた「やはたまちづ
くり計画」を第２次同和施策推進計画へ引継ぐとともに、住生活基
本計画及び公営住宅等長寿命化計画の策定に合わせて、整備計画を
検討会で諮ります。

第１次同和施策推進計画において取り組みを進めた「やはたまちづく
り計画」を第２次同和施策推進計画へ引継ぎを行いました。
住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画の中で「やはたまちづく
り計画」を特定計画として位置づけることはできなかったが、整備計
画の検討会を立ち上げました。

第2次伊賀市同和施策推進計画へ、やはたまちづく
り計画の推進を反映させ策定しました。
「やはたまちづくり計画」の検討については、年
度内に検討会を行う予定です。

Ａ

648 建築住宅課 伊賀市公営住宅等長寿命化計画を策定する。 現在、策定中です。（2月中に、議員全員懇談会で報告） 来年度以降、計画に則って事業を進めていきま
す。 Ａ

②まちづくり協議会支援事業
の推進

649 同和課 第２次同和施策推進計画の策
定の有無
やはたまちづくり検討会の開
催の有無

第１次同和施策推進計画において取り組みを進めた「やはたまちづ
くり計画」を第２次同和施策推進計画へ引継ぐとともに、住生活基
本計画及び公営住宅等長寿命化計画の策定に合わせて、整備計画を
検討会で諮ります。

第１次同和施策推進計画において取り組みを進めた「やはたまちづく
り計画」を第２次同和施策推進計画へ引継ぎを行いました。
やはたまちづくり協議会の全体会に９回参加し、協議会と情報を共有
しながら、まちづくりの推進の支援を行いました。

第2次伊賀市同和施策推進計画へ、やはたまちづく
り計画の推進を反映させ策定しました。
１０月にやはた人権まちづくり協議会から市に対
して「やはたのまちづくり計画　伊賀市への提言
書」が提出されました。

Ｂ

650 八幡町市民
館

協議会会議の開催回数 まちづくり協議会の会議を開催し、やはたのまちづくりに関して検
討します。

まちづくり協議会の会議を9回開催しました。 住民参加による人権のまちづくりについての検討
を促すことが出来ました。 Ｂ

１
５
・
調

査
・
研
究
の

推
進

①生活実態調査の実施 同和問題の解決と、まちづくりに向けた今後の施策を推
進するため、定期的に生活実態調査を実施します。

651 同和課 ･生活実態調査報告書の作成の
有無

2011年度（平成２３年度）に実施した「生活実態調査」の分析を
2012年度（平成24年度）に行い報告書の作成を行います。
　作成予定部数：５００部

2011年度（平成２３年度）に実施した「生活実態調査」の分析を行
い、報告書として取りまとめました。
　作成予定部数：５００部

同和地区の生活実態が明らかとなり、生活困窮者
が市平均より多いことが分かり、その他福祉課題
も山積していることから、第2次同和施策推進計画
の推進期間で各課題解決に向けた取組を進めま
す。

Ａ

１
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・
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１
３
・
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実

１
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・
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宅
・
住
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境
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整
備

子どもたちが自ら事業計画をたて、同和問題の解決に向
けた取組を含め、あらゆる事柄に対し仲間とともに共同
で実施する力を養ったり、生涯学習の一環として、土曜
日を開放し、あらゆる事柄にチャレンジできる子どもの
育成を図ります。

市が管理する既存の住宅について、老朽化やバリアフ
リー化に対応するため、建て替えや修繕を計画的に実施
します。また、制度の趣旨から払い下げ可能な形状の住
宅については、住民の意向を調査し、個人への譲渡につ
いても検討します。

「まちづくり協議会支援事業」は、住宅地区改良事業等
補助金交付要綱に基づき、国補対象事業として、改良住
宅等改善事業において、地域の実情に応じた住環境整備
事業を円滑に実施するため、魅力あるまちづくりや地域
住民のこれらの活動への支援を行います。

（57）



施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（２）子ども
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①「児童の権利に関する条
約」の啓発

652 こども家庭
課

取組保育所（園）数 子どもたち自身に人権意識が育まれるよう、保護者会総会や懇談
会、行事の時などを利用し保護者とともに学習する機会を持ち啓発
に努めます。

解放保育の取り組みにより、子ども一人ひとりが「一人の人間として
尊重されるよう」機会あるごとに啓発の場を持ちました。　　保育所
(園)36

子どもの気持ちを尊重し、子どもの話をしっかり
聞くよう啓発を進めていきます。

Ｂ

653 学校教育課 「児童の権利に関する条約」
についての学習を実施した学
校数

学校において、「児童の権利に関する条約」についての学習を実施
します。

35校中23校が、社会科を中心として「児童に関する条約」について
の学習を実施しました。

すべての学校（園）において、「児童に関する条
約」についての学習を実践することが必要です。
また、各校のカリキュラムに位置づけられるよう
働きかけます。

Ｃ

654 生涯学習課 参加者数 児童の権利に関する条例、三重県子ども条例等についての研修会を
開催します。
予定参加者数：４０名

市内小・中学校保護者を対象に、研修会を実施しました。
日時：平成２４年１２月９日（日）午後１時半～３時
場所：ハイトピア伊賀５階　多目的大研修室
演題：思春期の子どもへの接し方
講師：橋本　景子
参加者：110名

多数の参加者があり、保護者が子どもの人権を考
える一助となりました。今後は今以上の参加者数
を維持した上で、より専門的な条例等に関する研
修会を開催します。 Ａ

②いじめの解消 655 こども家庭
課

取組保育所（園）数 日々の保育の中で友達関係や力関係をしっかり把握し、いじめや排
除に繋がらないよう関わり、一人ひとり大切な命を預かっているこ
とを保育の基本に置き進めます。

全保育所(園)で子どもとの関わりの中で、行動の変化や、何気ないサイ
ンを見逃さないようしっかりと子どもと向き合う保育を心がけまし
た。　　保育所(園)36

子どもとしっかり関わり、いじめや排除に繋がる
ような言動を早期に発見し払拭する取り組みに努
力します。 Ｂ

656 学校教育課 いじめを早期に発見するため
に、アンケートを実施した学
校数

学校において、いじめを早期に把握するために、ＱＵ調査をはじめ
とするアンケート調査を進めます。

全小中学校でいじめ問題に特化したアンケート調査を実施し、見つけ
たいじめ問題に取り組みました。また、全小中学校でＱＵ調査を実施
し、いじめ問題の早期発見の一つの手段として活用しました。また、
ＱＵ調査を学級集団の育成に活用するため、２回の研修会を実施しま
した。

いじめ問題を早期に見つけるための方法を各学校
で確立しましたが、アンケート調査の実施回数や
ＱＵ調査の実施回数や対象学年に差が生じていま
す。 Ａ

③インターネットや携帯電話
による人権侵害の防止

子ども同士のインターネットや携帯電話による人権侵害
の実態の把握に努めるとともに、情報モラル教育を推進
します。

657 人権政策・
男女共同参
画課

講演回数 教育委員会部局と連携をとるとともに、各学校生徒やPTAに対し情
報モラル教育を行います。

各学校生徒やPTAに対し資料提供は行いましたが、講演には至りませ
んでした。なお、市職員に対してはインターネット問題について研修
を実施し、子ども達が利用するサイトの情報提供を求めました。

情報提供を行うことによって一定の問題意識は浸
透しましたが、サイト情報提供には至っていませ
ん。 Ｂ

658 学校教育課 情報モラル教育年間計画作成
学校数

学校において、情報モラル教育年間計画に基づき、発達段階に応じ
た情報教育を進めます。

全小中学校において、情報モラル教育年間計画を作成しそれに基づい
た、発達段階に応じた情報教育を実施しました。

情報機器の進歩に保護者・教職員をはじめとする
社会全体が対応しきれていないため、スマート
フォン等のネット端末による児童生徒間の問題が
発生しています。

Ｂ

①保育所（園）や幼稚園にお
ける人権教育(再掲)

保育所（園）の保育方針や幼稚園の教育方針に基づき、
子どもの発達段階に応じて子ども一人ひとりの人権を十
分尊重するとともに、集団の中で命の大切さ、お互いを
思いやる心が持てるような仲間づくりを進めます。

659 こども家庭
課

取組保育所（園）数 一人ひとりの子どもを認め、褒めることを意識して関わり、自尊感
情を高める取組みを進めます。また、友達の良いところが見られる
仲間づくりに努めます。

解放保育の取り組みにより、誕生会に保護者にメッセージを書いても
らい、｢生まれてきてくれてありがとう｣｢生まれてきてよかった」を実
感する取り組みをしました。また、友達の良いところ探しに取り組み
ました。　保育所(園)36

｢○○ちゃんのこんな所大好き」ということばがか
わされ、苦手な所もひっくるめて友達が好きにな
る仲間づくりができるようになってきた。 Ｂ

660 学校教育課 幼稚園における人権に関わる
研修会の開催数

幼稚園の人権・同和教育推進計画に基づいて、園児一人ひとりの人
権を十分尊重するとともに、自分のことが好きで大事だと思うこと
ができ、相手の思いを感じられるなかまづくりを進めます。

幼稚園の人権・同和教育推進計画に基づいて、人権に関わる研修会を8
回実施しました。

今後も、子どもの実態に基づいた研修を開催し、
一人ひとりの違いを認める解放保育をもとに、幼
児にとって、いきいきと「自分の思いを表し」、
「人とかかわる力」を育む取組が重要です。

Ｂ

②解放保育の推進(再掲) 保育所（園）職員が解放保育を進めるにあたり、人権講
演会や職員交流、地域・保護者との交流を図ります。ま
た、「伊賀市解放保育基本方針」に基づき、保育の充実
に努めます。

661 こども家庭
課

取組保育所（園）数 伊賀市解放保育基本方針に基づき保育の充実に努めるとともに、地
域や保護者を巻き込んだ取組みを進めます。

全保育所(園)で伊賀市解放保育基本方針を具体化するため｢4つの指標と
6つの原則｣を講師を招いて学習したり、語ろう会で実践交流の場を持
ち取り組みました。また、全体研修会では｢部落差別と忌避意識を考え
る」を保護者を巻き込み講演会と分散会を実施しました。保育所
(園)36

各保育所(園)の保育目標を｢人を認め、人を思いや
り、人の痛みがわかる子」に統一し取り組みを進
めます。また、｢4つの指標と6つの原則」を保育
実践に生かし取り組みます。 Ａ

③保育園児や幼稚園児の高齢
者福祉施設等への訪問(再掲)

乳幼児期から高齢者と交流することで、子どもの豊かな
心と思いやりの心を育めるよう、保育園児や幼稚園児の
高齢者福祉施設等への訪問を進めます。

662 こども家庭
課

取組保育所（園）数 引き続き高齢者との交流を実施し、また高齢者福祉施設等への訪問
を推進します。

全保育所(園)で交流計画を作成し、各地域サロン活動への参加や老人ク
ラブとの交流・高齢者施設への参加をしました。保育所(園)36

各地区での高齢者との交流会は実施できました。
しかし施設への訪問は限られた園での取り組みと
なり、感染症等の流行もあり計画通りに実施でき
ないのが課題です。

Ｃ

663 学校教育課 交流回数 老人福祉施設や地域の老人との交流を行います。 祖父母参観を実施し、高齢者との交流を開催しました。（１回）
　期日：平成２４年９月４日（火）午前
　場所：伊賀市立桃青の丘幼稚園

交流することで子どもの顔を覚えてもらったりと
親近感が持てました。来年度は、高齢者福祉施設
への訪問を予定しています。 Ｃ

①人権・同和教育の推進(再
掲)

児童・生徒を取り巻く生活実態に学び、教育活動全体を
通して、一人ひとりの個性を生かし、可能性を伸ばすと
ともに、人間尊重の精神と豊かな感性を養い、差別に対
する科学的認識を育て、部落差別をはじめあらゆる差別
を許さない実践的な人間の育成に努めます。

664 学校教育課 人権にかかわる各校マニフェ
スト達成率

学校マニフェストに人権に関わる目標を掲げ、人権・同和教育の研
究及び実践を計画的に実施します。

すべての学校（園）のマニフェストに人権に関わる目標を掲げ、人
権・同和教育の研究及び実践を計画的に実施しました。

人権にかかわる各校（園）マニフェスト達成率は
８６％となっています。マニフェストとともに各
校園における実践がさらに推進されればと考えま
す。

Ｂ

②道徳教育の充実(再掲) 教育活動全体を通して計画的、発展的な道徳教育の指導
を行います。この際、道徳の時間をはじめとして各教
科、特別活動等との密接な関連を図りながら、豊かな体
験を通して道徳性を育て、人間としてのあり方、生き方
に関する道徳的実践の指導を徹底します。

665 学校教育課 道徳教育の年間計画の作成校
数

学習指導要領に基づく道徳の
時間の実施校数

道徳教育の全体計画・年間指導計画を作成します。

年間授業時数年間３５時間以上の授業を行います。

全学校において道徳教育の全体計画及び年間指導計画を作成し、標準
授業時数年間35時間以上の授業を行いました。

新学習指導要領「道徳」の目標や内容が周知さ
れ、「心のノート」や外部人材を活用して授業に
取り組みました。
道徳の時間の授業参観の実施や、道徳の時間での
地域人材の活用が課題となっています。

Ｂ

③生命を尊重する教育の推進
(再掲)

教育活動全体を通して、生命を尊重する豊かな心情を培
い、個人の尊厳を重んじ、自分も他人も大切にする児童
生徒の育成に努めます。性に関する適切な指導を行い、
男女両性の特性を理解し、相互を敬愛する精神を育みま
す。

666 学校教育課 年間指導計画に基づいた性教
育を実施した学校数

学校において、性に関する適切な指導を行い、男女両性の特性を理
解し、相互を敬愛する精神を育む学習を進めます。

35校中33校が年間指導計画に基づき、性に関する適切な指導を行
い、男女両性の特性を理解し、相互を敬愛する精神を育む学習を進め
ました。

各校において、すべての児童生徒の生命を尊重す
る心を培うために、教育活動全体を通して取組を
進めることが大切です。 Ｂ

④非核平和の推進(一部再掲) 子どもが平和について理解・認識を深められるよう、非
核平和推進中学生広島派遣事業や平和学習推進事業など
を実施します。

667 人権政策・
男女共同参
画課

広島派遣参加生徒数 ８月5日、６日に広島派遣を行い、平和記念資料館の見学などを行
います。
　派遣生徒数：１０名
また、８月１日から８月１５日まで銀座中央ギャラリーにて原爆パ
ネル展を開催します。
　展示期間：１５日間

８月5日、６日に広島派遣を行い、平和記念資料館の見学などを行いま
した。
派遣生徒数：１０名
また、８月１日から８月１５日まで銀座中央ギャラリーにて原爆パネ
ル展を開催しました。
展示期間：１５日間

８月５日からの２日間、市内の中学生１０人を広
島市に派遣し、市内の中学生一人ひとりが心をこ
めて折った千羽鶴を原爆の子の像へ捧げ、平和記
念資料館の見学や平和記念式典への参加を通じ
て、非核平和への学習を行いました。

Ａ
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いじめは人権侵害であることの理解・啓発や生命を大切
にする心、思いやりの心を育むための教育を、家庭をは
じめ学校、保育所（園）、幼稚園、地域で進めるととも
に、悩みのサインを見逃さないように、保護者に対する
啓発や学校等での体制強化を図ります。

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

子どもたち自身に人権意識が育まれるように、また、教
育関係者や保護者などが子どもの人権に関する理解・認
識を深められるように、「児童の権利に関する条約」に
ついて、ともに学習する機会を設けるとともに、条約の
内容等について、啓発を進めます。
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

668 学校教育課 派遣事業後に還流報告を実施
した学校数

非核平和推進中学生広島派遣事業として、８月６日に開催される広
島平和記念式典へ各中学校から1名の生徒を派遣します。

（平成２４年度中学生広島派遣事業）
７月２６日（木）１３：３０～１５：００事前学習会（結団式）
８月５日（日）～６日（月）１泊２日　市内中学校１校１名（１０
名）参加
（１日目）体験講話聞き取り　折鶴捧げ　平和記念資料館見学
（２日目）平和記念式典参加　広島国際会議場平和演劇鑑賞
８月１７日（金）事後学習会（報告会）

派遣に先立ち各中学校に依頼し千羽鶴をおって
持って行きました。また、報告会では、各自が書
いた感想文を持ち寄り、感想を発表し交流しまし
た。
今後も平和学習の一環として継続して事業を行っ
ていきたいと思います。

Ａ

①児童虐待防止の啓発(再掲) 児童への虐待問題に対する意識を高め、虐待を受けたと
思われる児童を発見した場合は、通告の義務があること
などの周知を図ります。

669 こども家庭
課

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会主催講演会参加
人数

・講演会を開催します。
　参加予定者数：８０人
・１１月の児童虐待防止月間で啓発します。

11月8日（木）14:00～　「要保護児童対策地域協議会の運営」
講師：立命館大学産業社会学部　野田正人氏
参加人数：２７人
１１月の児童虐待防止月間にて、子育て支援センター啓発キャラバ
ン、街頭啓発などを実施。

虐待防止および通告の義務について、啓発により
ひろく周知することができました。
講演会については、呼びかけに対して参加数が減
少しているので、参加率を高めることが課題であ
る。

Ｃ

②伊賀市要保護児童及びDV
対策地域協議会の開催(再掲)

児童虐待やＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)が発生
した際、早期に発見・対応できるよう、伊賀市要保護児
童及びDV対策地域協議会を開催するとともに、関係機
関との連携を強化し、児童虐待やDVの発生の防止を図
ります。

670 こども家庭
課

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会会議開催回数

伊賀市要保護児童及びDV対策地域協議会（代表者会議）を開催しま
す。
開催予定回数：２回

伊賀市要保護児童及びDV対策地域協議会（代表者会議）を開催しまし
た。
　開催回数：２回

伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会のケー
ス検討会が大変充実しており、各機関の連携が深
まっています。
代表者会議がより効果的なものになるような工夫
が必要です。

Ｃ

①いじめ・不登校等対策の推
進(再掲)

いじめや不登校などの問題に対応するため、学校での教
育相談体制の充実に努めます。そのために、教職員の研
修や、スクールカウンセラー等の専門家の配置を進めま
す。また、不登校の子どもについては、伊賀市教育研究
センターふれあい教室と連携した対応を進めます。

671 学校教育課 生徒指導総合連携会議開催回
数

幼稚園・小中学校の生徒指導担当者が参加する生徒指導総合連携会
議を年間6回開催し、いじめや不登校等の問題について研修を行い
ます。また、スクールカウンセラーの派遣を行います。

幼稚園・小中学校の生徒指導担当者が参加する生徒指導総合連携会議
を年間6回開催し、いじめや不登校等の問題について研修を行いまし
た。本年度は特にいじめ問題に関わって、奈良教育大学池島教授を講
師にお招きし研修会を実施しました。また各校より毎月不登校及び不
登校傾向の児童生徒の状況を報告させ、ふれあい教室や子ども家庭課
と情報を共有するとともに、各校から要請のあったスクールカウンセ
ラーの派遣を行いました。

各校での問題行動の数は、昨年度に引き続き減少
していますが、本年度いじめ問題が大きな課題と
なり、全校で取組の再点検を実施しました。課題
としては、各校で取組に差が生じていることで
す。 Ａ

②少年相談110番の普及(再
掲)

いじめや非行問題等、少年や保護者が気軽に相談できる
よう、フリーダイヤルの「少年相談110番」について
普及します。

672 学校教育課 生徒指導サポート会議開催回
数

生徒指導総合連携会議及び毎月開催している生徒指導サポート会議
に、少年サポートセンターに参加いただき、連携を図ります。

生徒指導総合連携会議６回、中学校生徒指導担当会議２回及び生徒指
導サポート会議１２回を開催し、各会議に少年サポートセンターに参
加いただき、警察との連携を図りました。

学校と警察との連携が進み、学校が警察に相談し
やすい関係作りが進みました。課題としては、各
校で取組に差が生じていることです。 Ａ

③児童相談所等との連携(再
掲)

専門的な相談への対応の質の向上を図るため、児童相談
所等関係機関との連携を強化します。

673 こども家庭
課

カンファレンスの実施回数 カンファレンスの実施回数：週1回
毎週火曜日に児童相談所とカンファレンスを通じてケースの共通理
解や相談体制の確認を実施します。

カンファレンスの実施回数：週1回
毎週火曜日に児童相談所とカンファレンスを通じてケースの共通理解
や相談体制の確認を実施しました。

ケースについて共通理解をもつことにより、一貫
した支援が可能となりました。
今後も継続して連携できる体制づくりが必要で
す。

Ｂ

①適応指導教室(再掲) 伊賀市教育研究センターふれあい教室において、不登校
児童・生徒及びその保護者との教育相談活動を実施し、
通級児童生徒に対して適応指導活動を行います。また、
不登校児童生徒の実態把握に努めます。

674 学校教育課 不登校児童生徒の好ましい状
況変化の割合

訪問指導、電話相談、面接相談、訪問相談を実施するとともに、通
級児童生徒の適応指導に努めます。また、毎月、全小中学校から不
登校傾向・長期欠席児童生徒の報告を求めます。

訪問指導、電話相談、面接相談、訪問相談を実施するとともに、通級
児童生徒の適応指導に努めました。各校より毎月不登校及び不登校傾
向の児童生徒の状況を報告させ、ふれあい教室や子ども家庭課と情報
を共有するとともに、各校から要請のあったスクールカウンセラーの
派遣を行いました。

ふれあい教室に通級している児童生徒が望ましい
状況に回復した割合は６８．９％です。課題とし
ては、各校で取組に差が生じていることです。 Ａ

②窓口対応における被害者保
護の徹底(再掲)

家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合
や、母子が夫等からの暴力により緊急かつ一時的に保護
が必要となった場合、「伊賀市子育て短期支援（ショー
トステイ）事業実施要綱」に基づき、施設において一時
的に養育や保護をします。

675 こども家庭
課

伊賀市子育て短期支援
（ショートステイ）事業の実
施

伊賀市子育て短期支援（ショートステイ）事業が利用できる環境づ
くりに努めます。

伊賀市子育て短期支援（ショートステイ）事業が利用できる環境づく
りに努めました。利用実績としてはありません。

今後も必要に応じてサービスが適切に提供できる
よう、環境づくりに努め、相談支援のなかでサー
ビス利用が適切と感じたときには迅速に対応でき
るように努めます。 Ｂ

②保健教育の充実 若者の生活習慣病の増加や薬物乱用の深刻化等の問題に
対応するとともに、生涯にわたる健康づくりの基礎知識
を普及できるよう、学校保健委員会の活動を強化しま
す。また、小・中学生、高校生に対して、食育や喫煙、
薬物等に関する教育など保健教育の充実に努めます。

676 学校教育課 食育や薬物乱用予防に関する
教育の実施校

小・中学生に対して、食育や喫煙、薬物等に関する教育など保健教
育の充実に努めます。

小中学校において、食育や喫煙、薬物等に関する教育など保健教育の
充実に努めました。

すべての小中学校において、「食に関する指導の
年間計画」を作成して食育に取り組みました。ま
た、喫煙、薬物等に関する学習は、すべての学校
において、保健指導や保健学習のカリキュラムに
従い実施しました。

Ａ

③非行防止の推進 青少年センターを中心に、子どもの非行防止と健全育成
のため定期的に巡回補導を実施します。また、子どもに
有害な図書やビデオ等を排除できるように、地域の書店
やコンビニエンスストア等に対して、点検パトロールを
実施するなど、子どもを取り巻く環境を整備するため市
民への啓発や学校教育における指導の強化を図ります。

677 生涯学習課 定時補導の実施 街頭補導活動
青少年相談活動
環境浄化活動を実施します。

青少年センターを中心に定期的に街頭補導等を実施し、子どもの非行
防止と健全育成に努めました。

今後も本年度以上の街頭補導等事業実施を行うと
ともに、引き続き地域の書店やコンビニエンスス
トア等に有害な図書類の陳列方法について協力を
依頼します。 Ａ

①奨学金制度の継続 奨学金を希望する高校生・大学生等を支援することによ
り、教育の機会均等に努めます。

678 教育総務課 支給者数 ＊伊賀市奨学金、伊賀市同和奨学金、伊賀市ササユリ奨学金を支給
します。

伊賀市奨学金、伊賀市同和奨学金、伊賀市ササユリ奨学金を支給しま
した。
＊伊賀市奨学金－－－高校３１人、大学２０人
＊伊賀市同和奨学金－－－高校２０人、１９人
＊伊賀市ササユリ奨学金－－－大学９人

経済的支援と社会に貢献する人材の育成が図られ
ました。

Ａ

②各学校における防犯・防災
マニュアルの運用(再掲)

子どもたちが学校で安心して学べるよう、防犯対策及び
防災対策について、各学校でマニュアルを見直し、適切
に運用します。

679 学校教育課 防犯・防災計画に基づいた指
導・訓練の年１回以上実施し
た学校数

学校において、学校安全計画や危機管理マニュアル、学校施設等の
安全点検や安全管理体制の見直しを行い、防犯教室・訓練、防災教
育・訓練等を実施します。

小学校２１校、中学校４校において、警察と連携した防犯教室を実施
しました。また、全小中学校で地域の協力を得たボランティア組織を
確立し、登下校指導等の協力を得ています。

全ての学校で毎年防犯教室を実施するまでには
至っていません。また、毎日登下校指導に協力い
ただいている小学校がある一方、月１回程度の登
下校指導しか実施されていない学校があるなど、
取組に差が生じています。

Ｂ

③地域での見守り活動の推進
(一部再掲)

680 学校教育課 登下校安全サポーター会議開
催数

地域の協力を得たボランティア組織の充実を進めます。また、中学
校区単位での登下校安全サポーターを交えた安全対策のための会議
を開催します。

地域の協力を得たボランティア組織の充実を進めまるよう学校に指導
しました。また、中学校区単位での登下校安全サポーターを交えた安
全対策のための会議を１０回開催しました。

毎日登下校指導に協力いただいている小学校があ
る一方、月１回程度の登下校指導しか実施されて
いない学校があるなど、取組に差が生じていま
す。

Ｂ

681 こども家庭
課

取組保育所（園）数 親子を対象に防犯講習会を実施します。また、巡回パトロールを促
進し、地域での見守り活動を推進します。

各保育所(園)の行事に合わせて警察署やボランティアの方に来ていただ
き講習会を実施しました。また、地域での見守り活動に協力しまし
た。   　10保育所(園)

取り組みの啓発は実施できました。今後、全保育
所(園)で講習会を実施出来るようにしていきたいで
す。 Ｃ

子どもを犯罪から守るため、警察と連携して防犯講習会
や犯罪に関する情報提供を行い、地域住民の自主的な防
犯行動の促進や防犯意識の高揚を図ります。また、
PTA等の学校関係者、住民自治協議会、自治会、自主
防犯組織、民生委員児童委員協議会等が主体的に行う自
主防犯青色回転灯パトロール等により、登下校時の巡回
パトロールを促進し、地域での見守り活動を推進しま
す。
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施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（３）女性
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①慣行等の見直し 社会に根強く残っている「男は仕事、女は家庭」という
固定的な役割分担意識を解消し、家庭や地域、職場など
で男女共同参画の視点に立って慣行等の見直しを促進す
るため、啓発・広報活動を充実します。

682 人権政策・
男女共同参
画課

男女共同参画センター情報紙「きらきら」の中で、また、三重県内
男女共同参画連携映画祭のプレトークにおいて、参加者に固定的性
別役割分担意識を解消するような啓発、広報活動を進めます。

男女共同参画センター情報紙「きらきら」を５月・８月・１１月・３
月（予定）に発行しました。
三重県内男女共同参画連携映画祭を開催しました。
日時：平成２４年６月１１日（土）午後６時３０分から午後８時４５
分
場所：ふるさと会館いが
参加者数：４３８人
上映作品：「毎日かあさん」

「きらきら」では、「TOPICS」の中で、「家事
は男性の仕事でもある」をテーマに啓発文を記載
しました。
映画祭では主人公の女性を通して「仕事と家庭を
両立させている母親」の大変さを参加者に感じて
いただき「固定的性別役割分担意識」の解消に向
けての啓発ができました。

Ａ

683 伊賀支所住
民福祉課

参加者数 男女共同参画パネル展、男女共同参画セミナーを開催します。 ○男女共同参画パネル展を開催しまいた。(6/23～29)
○男女共同参画セミナーを開催しました。(1/25⇒85名)
演題：男女共同参画によるまちづくりを考えてみませんか
講師：グループ津津うらうら

女性が家庭や職場、地域など男女共同参画の視点
で活動しやすいよう、啓発することができまし
た。 Ｂ

684 島ヶ原支所
住民福祉課

訪問企業数 支所職員により企業訪問を実施し、ワークライフバランスや女性の
就労状況について調査や啓発を行います。

１１月１５日～３０日に実施しました支所職員による１４社の企業訪
問で、ワークライフバランスや女性の就労状況について調査や啓発を
行いました。

今後も継続していきます。

Ｂ

685 阿山支所住
民福祉課

参加者数 性別による役割分担意識の解消、男女共同参画を妨げる慣行等の見
直し等について、テーマの１つとして取り上げて、人権啓発地区別
懇談会「人権を考えるつどい」を開催します。（５区）

性別による役割分担意識の解消、男女共同参画を妨げる慣行等の見直
し等について、テーマの１つとして取り上げて、人権啓発地区別懇談
会「人権を考えるつどい」を開催しました。
○開催地区数：５
○参加者：１７１名

参加者に、性別による役割分担意識の解消、男女
共同参画を妨げる慣行等の見直し等について考え
る機会・きっかけを提供することができました。
今後、市民の意識の改善等に向けて、さらに多く
の機会を通じて啓発を進めていく必要がありま
す。

Ｃ

686 大山田支所
住民福祉課

　参加数 ９月１９日に男女共同参画推進セミナーを開催します。
　　参加数　１４０名

　第１回男女共同参画推進セミナーを開催しました。
　日時：平成２４年９月１９日（水）午後７時３０～９時
　場所：ライトピアおおやまだ　ホール
　演題：「女性の人権～気づきからはじめよう、わたしからはじめよ
う～」
　講師：四日市市教育委員会　三輪　真裕美
　参加者：９５名

　第2回男女共同参画推進セミナーを開催しました。
　日時：平成２５年２月2４日（日）　午後１時３０分～３時
　場所：大山田農村環境改善センター
　演題：「災害時に問われる地域力」～老若男女で担うコミュニティ
防災～
　講師：ＮＰＯ政策研究所　相川康子
　参加数；３７名

普段はあまり意識しない男女の役割分担について
の話を聞くことで、毎日の生活のなかで気づき、
男女共同参画社会のあるべき姿について考えるこ
とができました。より多くの方が参加していただ
けるように努めます。

Ｂ

687 青山支所住
民福祉課

参加者数 男女共同参画地域リーダー研修を開催します。
①人権・解放講座にて開催
②男女共同参画研修会を開催
参加予定数：130人（①②合計）

男女共同参画地域リーダー研修を開催しました。
①人権・解放講座
日時：平成２４年６月１５日（金）午後７時３０分～９時
場所：青山文化センター
演題：「地域・家庭のなかで考える共同参画―いい関係をつくると
は」
講師：関西大学人権問題研究所
　　　委嘱研究員　源 淳子さん
参加者：８６人

②男女共同参画研修会
日時：平成２５年３月２１日（金）午後７時３０分～９時
場所：青山福祉センター
講師：津市教育委員会事務局　古田 賢子さん
内容：地域住民を対象とした男女共同参画に関する研修会

DVの定義について、実例を交えた講演はとても勉
強になりました。多くの参加者が、「DVの定義に
ついて、勘違いしていた。今夜ここに来てよかっ
た。企業内の研修でも話したい」との声がありま
した。しかし、遠方から来ていただいた講師さん
であったため、講演後の質疑応答の時間が十分に
取れなかったのが残念でした。

Ｃ

②男女共同参画の視点に立っ
た保育・学校教育・生涯学習
の推進

保育所（園）・幼稚園・学校における男女平等・男女共
同参画に関する保育・教育を行います。また、講座等を
通して生涯学習における男女共同参画を推進します。
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通番
自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

男女共同参画フォーラムをはじめ、高齢者向け、男性向け講座等い
ろんな年齢層を対象にしたテーマで講座等を開催し、男女共同参画
について広く市民に学習する機会を提供します。

男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2012」を開催しまし
た。
日時：平成24年6月11日（土）正午から午後４時
場所：ふるさと会館いが
参加者：424人
テーマ：「縁」～つながっていますか？男と女（ひととひと）～
講師：フジテレビアナウンサー　笠井信輔さん

三重県内男女共同参画連携映画祭を開催しました。
日時：平成２４年６月１１日（土）午後６時３０分から午後８時４５
分
場所：ふるさと会館いが
参加者数：４３８人
上映作品：「毎日かあさん」

「女性リーダー養成連続講座」を開催しました。
日時：8/3、9/7、10/5、11/2、11/30、12/14、1/17、2/8
の午後7時～午後9時（計８回）
場所：ハイトピア伊賀４階　ミーティングルーム
内容：男女共同参画の現状やメディアリテラシー、自己表現、ワーク
ショップ等
講師：６名
受講者：１８人、修了生１８人

ＮＰＯ団体「男女共同参画みえネット」と協働し、地域における意思
決定の場への女性登用率の向上を目指し、研修会を開催しました。
日時：平成２４年９月４日（火）午後１時３０分から午後４時３０分
場所：ゆめぽりすセンター２階大会議室
テーマ：「もっと活かそう！地域の女性力」
講師　石阪督規さん

「悠々講座」を高齢者対象に実施しました。
日時：平成24年9月25日（火）
場所：ハイトピア伊賀５階　多目的大研修室
内容：「いきいきと輝き続けるために～結のすすめ～」
講師：合同会社あしすとママ代表　山本ヒサ子さん
参加者数：６８人

「父子料理教室～中華編～」を男性対象に開催しました。
日時：平成24年11月10日（土）
場所：ハイトピア伊賀4階　調理実習室
内容：チャーシューねぎチャーハン・大学芋・にらまんじゅう・たま
ごとえのき、レタスの中華スープ
参加者数：12組（26人）離婚とその影響、また各種手続きについて
の女性対象講座を開催しました。

女性のための離婚講座を開催しました。
日時：平成２４年１２月５日(水）午後１時３０分から午後３時まで
場所：ハイトピア伊賀４階　ミーティングルーム
内容：「女性講座～自分の人生は自分で決める！～」
参加者：５人

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議研修会を開催しました。
日時：平成25年2月1日（金）午後7時から午後8時30分まで
場所：ハイトピア伊賀４階　多目的室
内容：「私のチャレンジ」
講師：元尼崎市長　白井　文さん
参加者：２５人

いろんな年齢層を対象に講座等を開催することが
できました。講座によっては、参加者が少なく、
今後ＰＲの方法を考えていく必要があります。

Ｂ

688 人権政策・
男女共同参
画課
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

689 こども家庭
課

取組保育所（園）数 男の子だから、女の子だからという意識が払拭できるよう、日々の
関わりを工夫します。また、家庭や地域への啓発に努めます。

全保育所(園)で日々のことば掛け等で男の子、女の子を強調せず「一人
の人間として｣関わるようにしました。保育所(園)36

色紙の色や、好きな色などこだわりがなくなった
ような気がする。また、今後家庭への啓発に努力
します。 Ｃ

690 学校教育課 男女平等・男女共同参画に関
する教育を実践した学校(園)
数

学校(園)における男女平等・男女共同参画に関する教育を実践しま
す。

すべての学校（園）で「各教科」「総合的な学習の時間」「特別活
動」「道徳」等の時間を活用し、男女平等・男女共同参画に関する教
育を実践しました。

各校（園）が性別によって人を差別しない男女平
等意識の徹底、男女共同参画社会についての理解
等の学習を今後も実践を積み上げていくことが大
切です。

Ａ

691 生涯学習課 男性の参加者比率 上野地区PTA会と連携実施する研修会等について、男性参加を促進
します。
参加者中の男性比率：５０％

日時：平成２４年１２月９日（日）午後１時半～３時
場所：ハイトピア伊賀５階　多目的大研修室
演題：思春期の子どもへの接し方
講師：橋本　景子
参加者中の男性比率：16％

保護者か関心のある講演内容で、多数の参加が得
られましたが、講演内容、及び周知の工夫で男性
比率の向上を行う必要があります。 Ｂ

①審議会等委員の女性登用の
拡大

審議会等委員に、女性を積極的に登用する必要性の意識
を徹底させます。また、人材バンクを設置し登用できる
人材を広げ、市民公募委員の拡大、団体への協力要請な
ど、それぞれの審議会等の状況に応じた方法を用いて、
女性の登用拡大を進めます。

692 人権政策・
男女共同参
画課

審議会等委員の女性登用率
３４％

審議会等委員に女性の登用を推進するよう、庁内各課へ要請しま
す。女性委員の登用率が４０％未満の審議会等については、その理
由を調査します。登用率２５％未満の審議会等については、担当課
とヒアリングを行い、さらに詳細に女性登用の方法を考えていきま
す。
また、色々な能力や資格等を持つ人材を集めて人材バンクに登録し
ます。その人材を審議会等委員に登用するほか、各分野で活用でき
るように支援します。

女性委員の登用率が４０％未満の審議会等については、「審議会等の
女性委員選任委員状況調査票」の提出を依頼し、女性委員を増やせな
い理由及び今後の選任方針を調査しました。特に登用率が２５％未満
の審議会等について、担当課に対しヒアリングを行いました。
ヒアリングの対象となった審議会等の数：２３

審議会等委員の女性登用率（H２５年１月末現在）：３１．9％

各担当課とも女性委員の登用率向上について、高
い意識を持っていることが、ヒアリングを実施し
て感じ取れました。中には要綱等を改正して登用
率を上げようという課もあり、ヒアリングの実施
は有効でした。また、ヒアリング後に「女性委員
登用率の数値目標」を提出してもらいましたが、
改選時期が各審議会ごとに違うため、数値として
現れるのはもう少し先になります。

Ｄ

②女性職員の管理監督職への
登用拡大

女性職員の政策・方針等の決定の場への参画を進めるた
め、管理監督職に積極的に登用します。

693 人事課 女性職員の管理監督職登用率
（教育公務員を除く）

女性職員を管理監督職へ積極的に登用することで、政策・方針の決
定の場への参画を進めます。
　女性管理職者数　H25.4.1（予定）
　一般行政職　31名（21.7％）

※現時点において平成25年度人事異動に係る人数は不明

【参考】　女性管理職者数　H24.4.1現在
　全職員　67名（32.3％）
　一般行政職　30名（20.4％）

暫定評価を「Ｃ」とします。（人権政策・男女共
同参画課）

Ｃ

③企業に対する女性登用の情
報提供と啓発

企業における女性の積極的登用の成功事例紹介などの情
報提供、県や関係団体と連携した啓発を通して、企業活
動における女性登用の推進について啓発します。

694 人権政策・
男女共同参
画課

企業訪問による啓発を行い、公正な採用選考、女性管理職の登用状
況、従業員の雇用状況等について聞き取りを行います。また、冊子
やパンフレット等を配布し方針決定の場への女性の参画拡大につい
て啓発を行い、研修会等への参加要請をします。

企業訪問をによる啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：「ワーク・ライフ・バランス」や「女性管理職登用」について
啓発を行いました。

しっかりと内容を企業担当者に伝えることができ
ました。訪問企業の中に女性を積極的に登用して
いる所があり、その事例を今後の啓発に活用した
と考えています。 Ａ

695 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、女性の積
極的登用について情報提供、啓発を実施します。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行った。女性の積極的登用について情報提供、啓発
を実施しました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来た。取組み状況や意識について温度差
がある。

Ｂ

④団体等に対する女性の役職
者登用の啓発

市内各種団体等に対して、あらゆる機会をとらえて、男
女共同参画の重要性やその効果を啓発し、役職者の女性
登用を促進します。

696 人権政策・
男女共同参
画課

市内各団体に対して、女性登用の重要性を啓発するため、講演会開
催の情報やチラシを配布します。

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議の各団体や企業に「女性リー
ダー養成連続講座（クローバーカレッジ）」や「地域の女性力を考え
る会」のチラシを配り、その重要性を学ぶ機会をＰＲしました。

ＰＲは実施できましたが、団体からの参加者がま
だまだ少ないのが現状です。

Ｃ

⑤住民自治協議会等における
男女共同参画の推進

住民自治協議会等に対し、地域の意思決定の場へ女性が
参画することを促進するための研修会や講座などの情報
を提供します。

697 人権政策・
男女共同参
画課

住民自治協議会等での女性役員の登用を依頼します。また、地域で
活躍する女性リーダーを育成するための講座開催の情報を、文書や
チラシで提供します。

「女性リーダー養成連続講座（クローバーカレッジ）」の開催にあた
り、住民自治協議会等へ参加者募集のチラシを配布しました。

ＮＰＯ団体「男女共同参画みえネット」と協働し、地域における意思
決定の場への女性登用率の向上を目指す懇談会「地域の女性力を考え
る会」のチラシを住民自治協議会を通じて配布しました。

講座、懇談会とも、住民自治協議会からの参加者
がありました。
住民自治協議会からの参加者
「女性リーダー養成連続講座（クローバーカレッ
ジ）」４人
「地域の女性慮Kを考える会」２６人

Ａ
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男女共同参画フォーラムをはじめ、高齢者向け、男性向け講座等い
ろんな年齢層を対象にしたテーマで講座等を開催し、男女共同参画
について広く市民に学習する機会を提供します。

男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2012」を開催しまし
た。
日時：平成24年6月11日（土）正午から午後４時
場所：ふるさと会館いが
参加者：424人
テーマ：「縁」～つながっていますか？男と女（ひととひと）～
講師：フジテレビアナウンサー　笠井信輔さん

三重県内男女共同参画連携映画祭を開催しました。
日時：平成２４年６月１１日（土）午後６時３０分から午後８時４５
分
場所：ふるさと会館いが
参加者数：４３８人
上映作品：「毎日かあさん」

「女性リーダー養成連続講座」を開催しました。
日時：8/3、9/7、10/5、11/2、11/30、12/14、1/17、2/8
の午後7時～午後9時（計８回）
場所：ハイトピア伊賀４階　ミーティングルーム
内容：男女共同参画の現状やメディアリテラシー、自己表現、ワーク
ショップ等
講師：６名
受講者：１８人、修了生１８人

ＮＰＯ団体「男女共同参画みえネット」と協働し、地域における意思
決定の場への女性登用率の向上を目指し、研修会を開催しました。
日時：平成２４年９月４日（火）午後１時３０分から午後４時３０分
場所：ゆめぽりすセンター２階大会議室
テーマ：「もっと活かそう！地域の女性力」
講師　石阪督規さん

「悠々講座」を高齢者対象に実施しました。
日時：平成24年9月25日（火）
場所：ハイトピア伊賀５階　多目的大研修室
内容：「いきいきと輝き続けるために～結のすすめ～」
講師：合同会社あしすとママ代表　山本ヒサ子さん
参加者数：６８人

「父子料理教室～中華編～」を男性対象に開催しました。
日時：平成24年11月10日（土）
場所：ハイトピア伊賀4階　調理実習室
内容：チャーシューねぎチャーハン・大学芋・にらまんじゅう・たま
ごとえのき、レタスの中華スープ
参加者数：12組（26人）離婚とその影響、また各種手続きについて
の女性対象講座を開催しました。

女性のための離婚講座を開催しました。
日時：平成２４年１２月５日(水）午後１時３０分から午後３時まで
場所：ハイトピア伊賀４階　ミーティングルーム
内容：「女性講座～自分の人生は自分で決める！～」
参加者：５人

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議研修会を開催しました。
日時：平成25年2月1日（金）午後7時から午後8時30分まで
場所：ハイトピア伊賀４階　多目的室
内容：「私のチャレンジ」
講師：元尼崎市長　白井　文さん
参加者：２５人

いろんな年齢層を対象に講座等を開催することが
できました。講座によっては、参加者が少なく、
今後ＰＲの方法を考えていく必要があります。

Ｂ

688 人権政策・
男女共同参
画課
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

①家庭における活動への男女
共同参画の推進

698 人権政策・
男女共同参
画課

企業等に対して、ワーク・ライフ・バランスセミナーを開催しま
す。

今年度は、ワーク・ライフ・バランスセミナーを実施できませんでし
た。
２～３月にワーク・ライフ・バランスに関するパネル展を開催する予
定です。

企業がワーク・ライフ・バランスについて理解は
していても、啓発についてはまだまだ関心が薄い
のが原因と考えられます。セミナーという形式で
は一定数の参加者を募ることができず、形式を変
えて取組む必要があります。また、企業訪問の折
に、啓発とあわせて、セミナー又はそれに変わる
事業についてＰＲすることが必要です。

Ｅ

699 こども家庭
課

取組保育所（園）数 保育所（園）の行事等に父親も積極的に参加してもらえるような内
容を組み入れ、合せて学習する機会を促進します。

父親が気軽に参加できるよう、親子ふれあいデーや保育参観会に父親
も一緒に参加したてもらえる内容にし実施しました。　20保育所(園)

父親が積極的に参加してくれる傾向にあります。
学習会等実施したいと思うが、児童福祉施設であ
り時間的に難しいところを工夫する必要がありま
す。

Ｃ

700 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、家庭生活
における男女の共同参画を進めるための啓発を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行った。女性の積極的登用について情報提供、啓発
を実施しました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来た。取組み状況や意識について温度差
がある。 Ｂ

「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画」について、
市職員にその趣旨の徹底を図ることにより意識改革を進
め、仕事と子育ての両立を支援します。

701 人事課 周知回数 ○特定事業主行動計画に基づき、通知により制度の周知等を行いま
す。
　職員への周知回数：1回以上

特定事業主行動計画に基づき、グループウェア庁内キャビネットへ掲
載し制度の周知等を行いました。
　職員への周知回数：1回

各種制度の周知により、該当職員を含めた全職員
に対しての子育て等への趣旨理解につながったと
考えます。
しかし、職員周知が十分に行えていないことや、
行動計画どおりに実施できていない部分もあり、
計画どおりの推進を図る必要がります。

Ｃ

①差別や偏見のない職場環境
づくりの啓発

公正な採用や男女間の賃金格差、配置・昇進の格差、セ
クシュアルハラスメントや悪質ないじめなど事業所にお
いても人権問題は重要な課題であることから、差別や偏
見のない職場環境づくりを進めるため、事業所に対し人
権に関する講習会や研修会への参加呼びかけ、各種啓発
資料の配布など自主的な人権教育・啓発の支援を行いま
す。

702 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、人権に関
する講演会や研修会への参加を呼びかけます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行った。女性の積極的登用について情報提供、啓発
を実施しました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来た。取組み状況や意識について温度差
がある。 Ｂ

②パートタイム等多様な就労
形態の労働環境整備

事業所に対する「短時間労働者の雇用管理の改善等に関
する法律」をはじめとする関連法令の遵守徹底を啓発し
ます。

703 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、関連法令
の遵守徹底を啓発します。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行った。関連法令の遵守徹底を啓発しました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来た。取組み状況や意識について温度差
がある。 Ｂ

①男女が協力して家庭生活を
おくるという意識の普及啓発

男女がともに育児、介護、家事などを担うという社会的
気運の醸成に向けた啓発を行います。

704 人権政策・
男女共同参
画課

男性のための料理教室を開催します。 父子料理教室を開催しました。
日時：平成２４年１１月１０日（土）午前１０時から午後１時３０分
まで
場所：ハイトピア伊賀４階　調理実習室
内容：チャーシューねぎチャーハン・大学芋・にらまんじゅう・たま
ごとえのき・レタスの中華スープ
参加者数：１２組２６人

料理をほとんどされない方が対象でしたが、「レ
シピがあればできそうだ」と、料理に対する苦手
意識が多少解消されたように見受けられました。
また小学校低学年を対象にチラシを配布したこと
により、昨年度と比べ参加者数が大幅に増加しま
した。

Ａ

705 伊賀支所住
民福祉課

参加者数 男女共同参画パネル展、男女共同参画セミナーを開催します。 ○男女共同参画パネル展を開催しまいた。(6/23～29)
○男女共同参画セミナーを開催しました。(1/25⇒85名)
演題：男女共同参画によるまちづくりを考えてみませんか
講師：グループ津津うらうら

パネル展ではＤＶやワークライフ・バランスを
テーマに、セミナーではまちづくりを通じて男女
が共に社会生活をおくる意識をテーマにした啓発
が行えました。

Ｂ

706 島ヶ原支所
住民福祉課

男女共同参画講演会参加者数 男女の参画で輝くまちづくりを目指し、男女共同参画推進セミナー
を開催します。

男女の参画で輝くまちづくりを目指し、２月３日に男女共同参画推進
セミナーを開催し６１名の参加がありました。
　演題：「日常生活に潜む現状」～私たちにできる支援とは～
　講師：NPO法人心のサポート・ステーション　宮本由起代さん

一人でも多くの市民に参加してもらえるよう内容
を充実していきます。

Ｂ

707 阿山支所住
民福祉課

参加者数 あやま子育て支援センターと共催で、子育て中の父親を対象に、男
の料理教室を開催します。

あやま子育て支援センターと共催で、男女共同参画セミナーを下記の
とおり開催しました。
○日時：２０１３年２月１６日（土）午前１１時～午前１２時
○場所：あやま子育て支援センター
○内容：未就園児～保育園児と保護者の方を対象にした絵本の読み聞
　　　　かせ・読み聞かせの体験等
○講師：しんちゃん（三浦伸也さん）
　　　　（ブックドクター／NPO法人　ほがらか絵本畑）
○参加者：５９名

参加した保護者の方に、男女がともに子育てに関
わる楽しさ・喜び等を感じるとともに子育て等に
おける男女共同参画について考える機会・きっか
けを提供することができました。より多くの方に
参加していただけるよう、開催時期等を検討する
必要があります。 Ｂ

708 大山田支所
住民福祉課

参加数 　9月１９日に男女共同参画推進セミナーを開催します。
　　参加数　１４０名

　第１回男女共同参画推進セミナーを開催しました。
　日時：平成２４年９月１９日（水）午後７時３０～９時
　場所：ライトピアおおやまだ　ホール
　演題：「女性の人権～気づきからはじめよう、わたしからはじめよ
う～」
　講師：四日市市教育委員会　三輪　真裕美
　参加者：９５名

　第2回男女共同参画推進セミナーを開催します。
　日時：平成２５年２月１４日（日）　午後１時３０分～３時
　場所：大山田農村環境改善センター
　演題：「災害時に問われる地域力」～老若男女で担うコミュニティ
防災～
　講師：ＮＰＯ政策研究所　相川康子

普段はあまり意識しない男女の役割分担について
の話を聞くことで、毎日の生活のなかで気づき、
男女共同参画社会のあるべき姿について考えるこ
とができました。より多くの方が参加していただ
けるように努めます。

Ｂ

家庭生活における男女の共同参画を進め、家庭と仕事等
が両立できるよう、育児や介護の制度などの内容や手続
きについて周知に努めるほか、講演会などの広報活動を
支援します。また、男性が家事、育児、介護に参加する
ことを推進するとともに、その知識を学習する機会を提
供します。
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

709 青山支所住
民福祉課

参加者数 男女共同参画地域リーダー研修を開催します。
①人権・解放講座にて開催
②男女共同参画研修会を開催
参加予定数：130人（①②合計）

男女共同参画地域リーダー研修を開催しました。
①人権・解放講座
日時：平成２４年６月１５日（金）午後７時３０分～９時
場所：青山文化センター
演題：「地域・家庭のなかで考える共同参画―いい関係をつくると
は」
講師：関西大学人権問題研究所
　　　委嘱研究員　源 淳子さん
参加者：８６人

②男女共同参画研修会
日時：平成２５年３月２１日（金）午後７時３０分～９時
場所：青山福祉センター
講師：津市教育委員会事務局　古田 賢子さん
内容：地域住民を対象とした男女共同参画に関する研修会

DVの定義について、実例を交えた講演はとても勉
強になりました。多くの参加者が、「DVの定義に
ついて、勘違いしていた。今夜ここに来てよかっ
た。企業内の研修でも話したい」との声がありま
した。しかし、遠方から来ていただいた講師さん
であったため、講演後の質疑応答の時間が十分に
取れなかったのが残念でした。

Ｃ

②事業者に対する両立支援の
働きかけ

事業者に対して次世代育成支援事業主行動計画の策定を
はじめ、両立支援策の実施を働きかけます。

710 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、両立支援
策の実施を働きかけます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行った。次世代育成支援事業主行動計画の策定をは
じめ、両立支援策の実施を働きかけました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来た。取組み状況や意識について温度差
がある。 Ｂ

③労働時間短縮の推進 事業者に対して労働時間の短縮を働きかけるとともに、
市役所が率先して「ノー残業デー」の設定、有給休暇の
取得促進など労働時間短縮に積極的に取り組みます。

711 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、労働時間
短縮を働きかけます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行った。労働時間の短縮を働きかけるとともに、有
給休暇の取得促進など労働時間短縮にについて促した。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来た。取組み状況や意識について温度差
がある。 Ｂ

④行政・企業における両立支
援の推進

行政・事業者に対して育児・介護休業や看護休暇を取得
しやすい職場の環境整備、並びに部分休業の活用や男性
の取得促進を図るよう働きかけます。

712 人事課 （再掲）
周知回数

特定事業主行動計画に基づき、通知により制度の周知等を行いま
す。
　職員への周知回数：1回以上

特定事業主行動計画に基づき、グループウェア庁内キャビネットへ掲
載し制度の周知等を行いました。
　職員への周知回数：1回

各種制度の周知により、該当職員を含めた全職員
に対しての子育て等への趣旨理解につながったと
考えます。
しかし、職員周知が十分に行えていないことや、
行動計画どおりに実施できていない部分もあり、
計画どおりの推進を図る必要がります。

Ｃ

713 商工労働観
光課

伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、育児・介
護休業や看護休暇を取得しやすい職場の環境整備、並びに部分休業
の活用や男性の取得促進を図るよう啓発します。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行った。育児・介護休業や看護休暇を取得しやすい
職場の環境整備、並びに部分休業の活用や男性の取得促進を図るよう
働きかけました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来た。取組み状況や意識について温度差
がある。

Ｂ

①女性に対する暴力の社会的
認識の浸透(再掲)

配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セク
シュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対す
る暴力が人権侵害であることや暴力が起こる社会的背景
についての理解・認識を深めるため、法的知識の浸透を
はじめ講座等の開催やパンフレットなどの配布により啓
発を進めます。

714 人権政策・
男女共同参
画課

ＤＶ防止法やストーカー規制法に関する国や県からの資料を、市の
窓口に設置し、広く市民に周知します。
また、女性の悩みについての講座やＤＶ防止セミナーの開催を通し
て、学習機会を提供します。

女性に対する暴力防止セミナーを開催しました。
日時：平成２４年１１月１８日（日）午後１時３０分から午後４時ま
で
場所：ゆめぽりすセンター
内容：「気づいてください～あなたのそばの見えないＤＶ～」
参加者：６０人

離婚とその影響、また各種手続きについての講座を開催しました。
日時：平成２４年１２月５日(水）午後１時３０分から午後３時まで
場所：ハイトピア伊賀４階　ミーティングルーム
内容：「女性講座～自分の人生は自分で決める！～」
参加者：５人

セミナーでは、ＤＶについて市の現状や朗読劇、
講演会を行いましたが、参加者数が予想より下
回ったことから、この問題に対する市民の関心が
低いことを実感しました。啓発方法の見直しが必
要であると考えます。

Ｃ

②性犯罪、売買春、ストー
カー行為等についての啓発(再
掲)

性犯罪等の女性に対する暴力の実態や問題点について、
啓発を進めます。

715 人権政策・
男女共同参
画課

犯罪等の女性に対する暴力の実態や問題点について、県等主催の研
修会開催の情報を広く提供し、啓発を進めます。

女性に対する暴力防止セミナーを開催しました。
日時：平成２４年１１月１８日（日）午後１時３０分から午後４時ま
で
場所：ゆめぽりすセンター
内容：「気づいてください～あなたのそばの見えないＤＶ～」
参加者：６０人

セミナーでは、ＤＶについて市の現状や朗読劇、
講演会を行いましたが、参加者数が予想より下
回ったことから、この問題に対する市民の関心が
低いことを実感しました。啓発方法の見直しが必
要であると考えます。

Ｃ

③セクシュアル・ハラスメン
ト防止研修(再掲)

セクシュアル・ハラスメントに対する認識を深め、防止
するための研修を充実させるとともに、対応体制を強化
します。

716 人権政策・
男女共同参
画課

企業等にセクシュアル・ハラスメントに関する啓発ＤＶＤ、書籍を
貸出し、対応担当者、管理職への研修を促します。

企業訪問時に、ビデオ、ＤＶＤの貸出について、ＰＲしましたが、貸
出件数は０件でした。

企業訪問時に、貸出ビデオ、ＤＶＤのリストを配
布するなど、ＰＲの方法を考える必要がありま
す。 Ｄ

④セクシュアル・ハラスメン
ト対応体制の確立(再掲)

職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するた
め、相談窓口の周知や対応担当者・管理職への研修の情
報提供を行い、対応体制の確立を支援します。

717 人権政策・
男女共同参
画課

セクシュアル・ハラスメントの相談窓口の周知を行うとともに、市
民からの相談があれば、必要に応じて労働局、県と連携して対応し
ます、

市民からの相談件数：０件 今後も、相談があれば、関係機関と連携して対応
します。

Ｃ

718 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、相談窓口
の周知や対応担当者・管理職への研修の情報を提供します。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行った。職場におけるセクシュアル・ハラスメント
を防止するため、資料を活用し情報提供を行いました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について温
度差がありました。講演会等への社員の派遣状況
は、訪問企業７７社中２１社（２８％）でしたの
で、今後とも啓発する必要があります。

Ｂ

①女性法律相談(再掲) 女性弁護士による女性法律相談を予約制で実施します。 719 人権政策・
男女共同参
画課

女性弁護士による女性法律相談を毎月（年１２回）実施します。 女性法律相談を毎月開催しました。
相談件数：延べ４２件（１月相談日終了時）

昨年まで隔月開催でしたが、今年度より毎月開催
することになり、より多くの相談に応じることが
できました。 Ａ
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

②女性に対する暴力等の相
談・支援(再掲)

女性に対する暴力などの人権侵害に対応するため、女性
相談の充実を図り、関係機関及び民間団体と連携して、
迅速かつ的確に対応します。

720 こども家庭
課

女性相談件数 女性相談目標延件数：３５０件
女性相談員を配置し、DV、その他困難な問題を抱える女性市民等か
らの相談に応じ、対象者の保護や自立に向けた指導や支援、それら
に付随する業務を実施します。

女性相談延件数：７００件
女性相談員を１名配置し、DV、その他困難な問題を抱える女性市民等
からの相談に応じ、対象者の保護や自立に向けた指導や支援、それら
に付随業務を実施しました。

ＤＶ被害を始めとする困難な問題に悩む女性の救
済・軽減および自立に向けた支援をすることが出
来ました。
非常勤嘱託職員対応であるため、勤務時間外の対
応の充実が必要です。

Ｂ

③男女共同参画センター、女
性相談所との連携(再掲)

女性の人権を守るため、ＤＶ（ドメスティック・バイオ
レンス）被害者や母子世帯等、さまざまな困難を抱える
女性に対して、県の男女共同参画センターや女性相談所
との連携を強化し、きめ細かな相談に応じるとともに、
要保護女性の保護や自立に向けた支援を行います。

721 こども家庭
課

女性相談人数 女性相談目標実人数：１００人
相談に応じて、必要関係機関と連携します。

女性相談実人数：1５０人
相談に応じて、必要関係機関と連携しました。

ＤＶ被害をなくすために、１１月１２日～２５日
の啓発期間には、男女共同参画センターと連携し
て街頭啓発、セミナー開催などに協力して取り組
みました。
今後も引き続き、啓発が必要です。

Ｂ
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施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（４）障がい者
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①さまざまな機会や媒体を活
用した啓発の推進

市民が障がいに対する正しい理解と障がいのある人の人
権に関する課題についての理解・認識を深められるよう
に、関係機関や団体と連携し、さまざまな機会や広報等
媒体を活用して啓発を進めます。

722 障がい福祉
課

啓発回数 講演会やイベントなどのさまざまな機会に障害についての理解を深
めるための啓発を行います。
　啓発回数：５回

障がい者の虐待防止に関する講演会を開催しました。
啓発回数：２回
日時：平成２４年１０月７日（日）午後２時～
場所：ゆめポリスセンター２階大会議室　参加者：５０名
「障がい者週間」中の１２月５日に市内の大型商業店舗において障が
いに対する理解を深める啓発を行いました。

講演会や街頭啓発を通じ、市民が障がい者に対す
る理解を深めることができました。
今後もあらゆる機会を通じて、障がいについて正
しく理解するための啓発を行っていく必要があり
ます。

Ｂ

障がいの種別に応じて、障がいのある人が社会での自立
や雇用・就労の促進を図れるように啓発します。中で
も、精神障がいのある人に対する誤解や偏見をなくし、
正しい理解・認識を深められるように啓発を進めます。

723 障がい福祉
課

参加者理解度
開催数

障がい者雇用を促進するため、企業の担当者を対象にした研修会を
開催します。
　参加者理解度：８０％（アンケートで「理解できた」と答えた
人）
障がいのある人に対する市職員の理解を深めるため、職員を対象に
した研修会を開催します。
　開催数：３回

企業と障害福祉サービス事業所を対象にした障がい者雇用に関する研
修会を開催しました。開催日：平成２５年２月２６日
職員を対象にした障がいに関する研修会を開催しました。開催回数：
３回
第１回（身体）平成２４年１０月３日（参加者６７名）
第２回（精神）平成２４年１１月２７日（参加者８１名）
第３回（知的）平成２５年２月２７日開催予定

研修会を通じて参加者が障がい種別による特性に
ついて理解を深めることができました。
今後も定期的に障がいについての研修を行ってい
きます。 Ｂ

②学校における障がい者に対
する理解教育・福祉教育の推
進

子どもたちが幼少時から障がいのある人の人権に関する
理解・認識を深められるように、ともに学ぶ学校教育の
充実を図るとともに、児童・生徒が障害者施設等におい
てボランティア体験を行うなど福祉教育の推進を図りま
す。

724 学校教育課 施設訪問やボランティア体
験、交流活動の実施校

児童・生徒が障がい者の人権に関する理解を深められるよう、障が
い者施設等への訪問やボランティア体験、交流活動を行います。

児童・生徒が障がい者の人権に関する理解を深められるよう、障がい
者施設等への訪問やボランティア体験、交流活動等、対象者理解につ
ながる学習を行いました。

すべての学校において、障がい者の人権に関する
理解が深められるよう、人権学習に位置づけて取
り組みました。また、すべての学校において、対
象者理解につながるよう施設等への訪問や交流活
動を実施しました。ボランティア体験をした学校
は、２６校です。

Ｂ

③交流の促進 地域において、障がいのある人との交流を促進するとと
もに、当事者団体と老人クラブ、ボランティアグループ
等団体相互の交流機会の拡大を促進します。

725 障がい福祉
課

参加人数 障がいのある人と市民との交流会を開催します。
　参加人数：１００人

障がい者地域自立支援協議会精神保健部会において当事者と民生委員
との交流事業を開催しました。
平成２４年１１月８日（木）民生委員との交流会　９１名参加
平成２５年３月８日（金）地域フォーラム・交流会　開催予定

１１月８日の交流会では、カレーづくりを通じて
当事者と民生委員との交流を深めるとともに、精
神障がいに対する理解を深めることができまし
た。
今後も継続して交流会等を行ない、障がいのある
人とより多くの市民が交流する機会をつくってい
くよう努めます。

Ａ

①障害福祉サービスの充実 障がいのある人の自立と社会参加を支援するため、居宅
介護をはじめ介護給付や施設における訓練等給付の障害
福祉サービスの充実に努めます。

726 障がい福祉
課

受給者証交付数 障害者自立支援法に基づき、介護給付費や訓練等給付費の支給を行
います。
　受給者証交付数：７３０

障害者自立支援法に基づく介護給付費や訓練等給付費及び児童福祉法
に基づく障害児通所給付費の支給を行いました。
　受給者証交付数：７５０（自立支援受給者証７００、障害児通所給
付受給者証５０）

介護給付費や訓練等給付費、障害児通所給付費の
支給を行うことにより、障がいのある人が地域の
中で安心して生活できるよう支援することができ
ました。
年々受給者証の交付数が増加しているため、利用
できる事業所の確保が課題となっています。

Ａ

②障がい者に対する地域生活
支援事業の推進

障がいのある人の自立と社会参加を支援するため、相談
支援やコミュニケーション支援、移動支援等の地域生活
支援事業を進めます。

727 障がい福祉
課

事業実施数 コミュニケーション支援事業や移動支援事業等の地域生活支援事業
を行います。
　事業実施数：１４

障害者自立支援法に基づき、コミュニケーション支援事業や移動支援
事業等の地域生活支援事業を行いました。
事業実施数：１４

相談支援やコミュニケーション支援、移動支援等
の地域生活支援事業を行うことにより、障がいの
ある人の自立と社会参加を支援することができま
した。
利用者が年々増加しているため、利用できる事業
所の確保が課題となっています。

Ａ

③教育の機会の確保 障がいのある子どもや発達に遅れのある子どもが、もて
る力を伸ばし、可能性を引き出し、自立や社会参加がで
きるように、保育・療育・教育等の内容の充実を図りま
す。

728 こども家庭
課

研修実施箇所数 保育所（園）、幼稚園、小中学校で研修会を実施します。
実施箇所数：１５箇所

保育所（園）、幼稚園、小中学校で研修会を実施しました。
保育所（園）での研修会　８回
学校での研修会　　　１５回

研修を重ねていくことで、子どもの発達を正しく
理解し、丁寧な対応ができるようになってきてい
ます。
まだ一度も研修を実施できていない保育所や学校
への働きかけが必要です。

Ｂ

729 学校教育課 巡回教育相談、発達検査の回
数

関係機関と連携し、巡回教育相談を行います。必要に応じて発達検
査を行い、個々の実態把握に努め、支援の充実を図ります。

関係機関と連携し、巡回教育相談を実施しました。また、必要に応じ
て発達検査を行い、個々の実態把握に努め、適切な支援にいかしまし
た。

すべての学校において、関係機関との連携により
アドバイスを受け、支援にいかすことができまし
た。発達検査110回、巡回相談１１８回実施しま
した。

Ａ

730 こども家庭
課

訪問回数 こども発達支援センターから保育所（園）、幼稚園、小中学校への
巡回訪問を実施します。
延べ訪問回数：５５０回

保育所（園）、幼稚園、小中学校への巡回訪問を実施しました。
延べ４７０回訪問

設置後４年目となり、巡回訪問も定例化されてき
て現場からの相談のニーズも増えてきました。
しかし、まだまだ訪問する回数などに差があるの
で、計画的に訪問する必要があります。

Ｂ

731 学校教育課 個別の教育支援計画の作成率 学校において、個別の教育支援計画を作成し、個々のニーズに応じ
た適切な指導にいかします。

すべての小中学校において、個別の教育支援計画を作成し、個々の
ニーズに応じた適切な指導を行いました。

すべての学校において、必要な児童生徒につい
て、個別の教育支援計画を作成し、支援にいかし
ました。 Ａ

④雇用・就労機会の確保 732 障がい福祉
課

理解度 企業等に対し、障がい者雇用についての研修会を行います。
　理解度：８０％（アンケートで「理解できた」と答えた人）

企業と障害福祉サービス事業所を対象にした障がい者雇用に関する研
修会を開催しました。
開催予定日時：平成２５年２月２６日（火）午後２時～
開催場所：三重県伊賀庁舎

研修会を通じて参加者が障がい種別による特性に
ついて理解を深めるとともに、今後も定期的に企
業に向け障がい者雇用についての研修を行ってい
くよう努めます。

Ｂ

733 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、障がい舎
雇用の啓発を行ないます。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行いました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について温
度差がありました。 Ｂ

市職員採用にあたっては、障がいのある人の積極的な雇
用の推進を図り、就労機会の確保に努めます。

734 人事課 雇用率 ○障害者の雇用の促進等に関する法律及び施行令で定められた雇用
率達成に向け、障害者の採用を行います。
雇用率　２．３％

○障がい者の雇用の促進等に関する法律及び施行令で定められた雇用
率達成に向け、障がい者の採用を行いました。
雇用率：２．４６％

障がい者の就労機会を一定確保することができま
した。
しかし、障がい者雇用全体においては、法定雇用
率を達成しているものの、知的障がい者と精神障
がい者の雇用者数は、身体障がい者に比べ少ない
ため、今後どういった業務内容であれば雇用をし
ていけるのかなどを検証のうえ、可能な限り雇用
の確保に努めていきたいと考えます。

Ｂ

就学前から、子どもたちの実態を把握し、LD（学習障
害）、ADHD（注意欠陥多動性障害）、高機能自閉症
等を含めた障がいのある幼児・児童・生徒一人ひとりの
教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を図るため、専
門的な知識を有する「発達相談員」を雇用し、市内すべ
ての保育所（園）、幼稚園、小中学校を巡回・教育相談
を行います。そして、個別の教育支援計画を作成し、こ
れをもとに指導実践します。

企業等における障がい者雇用の推進を図るため、企業等
への啓発を行うとともに、福祉関係機関と労働関係機関
とが連携し、就労支援のためのネットワークを構築しま
す。また、トライアル雇用制度や職親制度などの訓練事
業を活用しながら、就労に向けた実践的な訓練等を支援
します。
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２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

①施設等における虐待の防止
の促進

障がいのある人の入所施設やグループホーム等におい
て、利用者である障がいのある人が身体拘束や虐待を受
けることのないように、事業者や従事者に対する人権意
識の啓発を進めるとともに、県との連携のもとに、身体
拘束防止や虐待防止に向けた幅広い取組を進めます。

735 障がい福祉
課

理解度 障害福祉サービス事業者に対し障がい者虐待防止についての研修会
を行います。
　理解度：８０％（アンケートで「理解できた」と答えた人）

障がい者虐待防止に関する講演会を開催しました。
日時：平成２４年１０月７日（日）午後２時～
場所：ゆめポリスセンター２階大会議室
参加者：５０名　参加者理解度：９７％

講演会を通じて障害福祉サービス事業事業者及び
従事者に身体拘束防止や虐待防止など障がいのあ
る人に対する人権意識を啓発を行うことができま
した。
今後も定期的に講演会や研修会を開催し啓発して
いくよう努めます。

Ａ

②障がい者への差別禁止に関
する制度の検討

障がいのある人に対する偏見や差別を解消するため、障
がい者差別を禁止する条例の制定に向けた取組を推進し
ます。

736 障がい福祉
課

開催回数 障がい者地域自立支援協議会において国や県、他市の状況も踏ま
え、障がい者への差別禁止条例制定に向けた検討を行います。
　開催回数：２回

障がい者地域自立支援協議会において障がい者への差別禁止条例制定
に向けた検討を行います。
開催回数：２回
　第１回　平成２４年８月３日（金）　出席委員１４名
　第２回　平成２５年３月１９日（火）　出席委員１９名（見込）

今後も国や県、他市の状況を踏まえながら障がい
者への差別禁止条例の策定に向けた協議を行って
いきます。 Ｃ

①障がい者の相談・支援(再
掲)

障がいのある人に対し、総合的な日常生活相談や福祉
サービスの調整、就労支援、地域移行に必要な指導や援
助を行うなど相談体制の充実に努めます。

737 障がい福祉
課

相談件数 伊賀市障がい者相談支援センターに専門の相談支援員を４名配置
し、障がい者及び家族からの相談に対応し支援を行います。
　相談件数：７，０００件

伊賀市障がい者相談支援センターに専門の相談支援員４名を配置し、
障がい者及び家族からの相談に対応に対応しました。
２４年度相談件数　７，２３０件（見込）

障がいのある人に対し、総合的な日常生活相談や
福祉サービスの調整、就労支援、地域移行に必要
な指導や援助を行うことにより障がいのある人が
地域の中で安心した生活を送ることができまし
た。
しかしながら、相談内容が生活全般に関わること
が多くなってきているうえに、当事者だけではな
く家族の支援も必要なケースが増えてきているた
め、相談員の負担が大きくなってきています。

Ａ

②障がい者相談員等との連携
(再掲)

障がいのある人及び家族からの相談に対し、身体・知
的・精神の各障がい者相談員と連携し、地域活動の推進
や地域生活の支援、障がいのある人に関する援護思想の
普及に努めます。

738 障がい福祉
課

相談件数 当事者及びその家族の中から相談員を委嘱し、それぞれの地域で障
害者及び家族の相談に対応します。
　相談件数：100件

当事者及びその家族の中から身体障がい者相談員６名、知的障がい相
談員３名、精神障がい相談員１名を委嘱し、それぞれの地域で障がい
者及び家族からの相談に対応しました。
２４年度相談件数　１００件（見込）

当事者及びその家族が相談員となることにより、
当事者と同じ目線での対応ができ、適切な助言や
指導を行なうことができました。
今後も障がいのある人が身近な地域で相談できる
障がい者相談員について啓発を行っていくよう努
めます。

Ｂ

①障がい者の権利擁護制度の
普及(一部再掲)

知的障がいのある人や精神障がいのある人などの判断能
力が不十分な人を保護するため、権利侵害についての正
しい理解や権利擁護の制度に関する普及啓発、きめ細か
な情報提供や相談等を実施します。また、福祉後見サポ
－トセンターの活用による成年後見制度利用並びに福祉
サービスの利用、日常的な金銭管理などを援助する地域
福祉権利擁護事業の周知を図ります。

739 障がい福祉
課

啓発回数 「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」に地域福祉権利擁護事業につ
いて掲載するとともに、講演会やイベント等でチラシを配布するな
ど事業内容や相談窓口の普及啓発を行います。
　啓発回数：５回

「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」に地域福祉権利擁護事業や成年
後見制度の紹介記事を掲載しました。
啓発回数：１回

地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の周知を図
ることができました。
今後もあらゆる機会を捉えて事業の普及啓発を
行っていきます。 Ｃ

②権利擁護対策の充実(一部再
掲)

知的障がいのある人や精神障がいのある人などに対する
さまざまな権利侵害を未然に防ぐとともに、地域で安心
していきいきとした生活を送ることができるよう、暮ら
し、福祉などに関するさまざまな相談に対応し、併せ
て、関係機関や民間団体等の協力を得て支援を行いま
す。

740 障がい福祉
課

相談件数 障がい者相談支援センターにおいて、権利擁護に関する相談に対応
するとともに伊賀市社会福祉協議会内の伊賀地域権利擁護センター
と連携し支援を行います。
　相談件数：２００件

伊賀市障がい者相談支援センターにおいて、障がいのある人からの生
活面の相談を受けるとともに、権利擁護支援が必要な人については、
伊賀市社会福祉協議会と連携し地域福祉権利擁護事業の利用や成年後
見制度利用の支援を行った。
２４年度権利擁護相談件数：２４１件（見込）

地域福祉権利擁護事業や成年後見制度を利用する
ことにより、障がいのある人の権利侵害を未然に
防ぐことができました。
今後も関係機関と連携し障がいのある人が安心し
て地域で生活できるように努めます。

Ｂ

①住宅改修の支援 障がいのある人や要介護認定者が行う住宅改修費を助成
し、住み慣れた地域において在宅で安全に生活できるよ
う支援します。また、関係課との連携を図り、改修の指
導に努めます。

741 障がい福祉
課

給付件数 日常生活用具給付事業において住宅改修に伴う居宅生活動作補助用
具の給付を行います。
　給付件数：５件

日常生活用具給付事業として住宅改修を伴う居宅生活動作補助用具の
給付を行いました。
平成２４年度給付件数：５件（見込）

居宅生活動作補助用具の給付により在宅での日常
生活がより円滑に行なえるようになりました。
今後も障がいのある人が住宅改修により住み慣れ
た地域で安心して生活できるよう、給付事業の周
知に努めます。

Ｂ

②利用しやすい施設・道路環
境の整備

障がいのある人にとって利用しやすい施設づくりや交通
機関のバリアフリー化を進めるとともに、安全に歩行で
きるように交通安全施設の整備を進めます。

742 企画課 ・鉄道事業者が行うべき施設のバリアフリー化について、事業者へ
の要望活動を行います。
・鉄道事業者において計画的に整備する施設については、支援の仕
組みを検討します。
・バス事業者が行う停留所整備について支援します。

ＪＲ西日本への要望活動１回、今後、近畿日本鉄道への要望予定。
国１/３、県１/６、市１/６、事業者１/３負担を基本に検討を行いま
した。
ハイトピア前のバスシェルター等整備に支援予定です。

事業者に対し、バリアフリー化を要望するも、国
の整備基準を下回る（3,000人未満の乗降者数）
駅の整備は、消極的姿勢です。
計画のある駅も、４者の協調補助に足並みが揃わ
ないと進捗しません。

Ｃ

③教育施設のユニバーサルデ
ザイン化、耐震化(再掲)

障がいのある児童・生徒も健常の児童・生徒と同じ学校
で学習することができるよう、教育施設等において施設
のバリアフリー化を図ります。また教育施設は災害時等
の地域住民の避難場所となることから、耐震化はもちろ
ん高齢者等だれもが使用するのに不便を感じない､ユニ
バーサルデザインの施設をめざします。

743 教育総務課 耐震補強工事件数
バリアフリー工事件数

神戸小学校管理棟耐震補強工事を実施します。
久米小学校でバリアフリー化修繕を行います。

神戸小学校管理棟耐震補強工事を実施しました。
久米小学校については平成２３年度に完了済みです。

＊神戸小学校の児童・教職員の安心安全な学校環
境の向上が図られました。
＊避難所機能の充実が図られました。

Ａ

④防犯・防災対策の推進 障がいのある人が地域で安心して生活できるように、関
係機関や地域団体等との連携により、見守りや災害時の
避難等防犯・防災対策を進めます。また、聴覚等に障が
いのある人のファックスによる119番通報を行い、緊
急時の通信を確保します。

744 総合危機管
理室

要援護者台帳登録率

災害時要援護者支援事業
　平成22年12月に策定しました災害時要援護者避難支援プランに
基きまして、平成23年度から要援護者台帳並びに個別避難支援計画
の策定に取り組み、引き続き、本年度も障がい者や高齢者等社会的
弱者の方々が災害発生時に円滑に避難できるよう、地域の実情に応
じた避難体制の整備を進めます。要援護者台帳登録率３３％以上を
予定しています。

要援護者台帳登録率３３％以上の目標数値に対し、本年度は、６０％
を達成しました。

【効果】
・各自治協へ名簿を提供することにより、各地域
での要援護者支援の取り組みが進みます。
【課題】
・登録拒否者へのフォロー。
・地域支援者や緊急連絡先等の登録情報の更新。

Ｃ

745 消防本部消
防救急課

関係機関等と連携し、緊急時における通信を確保します。 平成２３年７月から「聴覚障がい者携帯電話Ｅメール１１９番」事業
が開始され、健康福祉部障がい福祉課と連携し登録業務にあたってい
ます。平成２５年１月末現在１５名の登録をしています。

登録者は、聴覚に障がいをもたれている方の一部
にすぎません。登録率を向上していかなければな
りません。 Ｃ
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施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（５）高齢者
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①意識啓発の推進 高齢者一人ひとりの人格、主体性を尊重し、年齢による
就労制限等社会参加が阻まれることのないように、家庭
や地域、企業等に対する意識啓発を進めます。

746 介護高齢福
祉課

参加者数 福祉事業所職員を対象とした人権研修を開催します。
　参加予定者数：　５０名

福祉事業所職員を対象に、高齢者等に対する人権を尊重することを目
的とした研修会を開催しました。
「人権・障がい福祉研修」平成23年11月29日開催　参加者数：20
名

人権問題の現状を把握し人権感覚を磨くことによ
り、今後の取り組みに必要なことを学ぶことがで
きました。全ての福祉事業所職員に周知できるよ
う、継続して研修を実施する必要があります。

Ｂ

市民に対して、加齢に伴う心身の機能低下や高齢社会に
ついての理解・認識を深めることができるように、ま
た、高齢社会に生きる人間としての自覚を高めることが
できるように、意識啓発を進めます。

747 介護高齢福
祉課

参加者数 福祉事業所職員を対象とした福祉教育研修を開催します。
　参加予定者数：　５０名

福祉事業所職員を対象に、高齢者等が地域で安心して暮らし続けられ
るよう、サポートする意識を持つことを目的とした研修会を開催しま
した。
「福祉教育研修」平成24年1月17日開催　参加者数：33名

地域福祉の視点を大切にしたサービス提供のあり
方を学ぶことができました。全ての福祉事業所職
員が学べるよう、継続して研修を実施する必要が
あります。

Ｂ

748 中央公民館 講座等回数・参加者数 ６０歳以上の悠々講座１５０名×９回を開催します。（上野）　60
歳以上の高齢者学級（すえひろ学級)を開催します。年10回　延べ
参加者数3５0人（阿山）

上野公民館：６０歳以上の悠々講座を９回開催し、延べ６００名の参
加がありました。

阿山公民館：60歳以上の高齢者学級（すえひろ学級)を開催しました。
年10回、延べ参加者数３７０人。

上野公民館：毎年恒例の講座で、様々な内容で実
施することにより、毎回終了後のアンケートから
も参加者のニーズに応えていることが窺えます。

阿山公民館：高齢者の生きがい対策・楽しみを創
る講座として開催しました。毎回違うメニューで
新しく興味深い内容となり、参加者が増え楽しい
時間を過ごしていただきました。

Ｂ

今後増加が予想される認知症高齢者に対する理解・認識
を深め、地域で見守りや支援を行うことができるよう
に、認知症サポーターの養成や、研修等による啓発事業
を進めます。

749 介護高齢福
祉課

認知症サポーター養成講座開
催回数

認知症に対する理解と知識を深め、地域での見守りや支援を行う
「認知症サポーター」の養成講座を開催します。
開催予定数：１０回

認知症に対する理解と知識を深め、地域での見守りや支援を行う「認
知症サポーター」の養成講座を開催しました。
　開催数：８回

サポーター養成講座の開催について、市広報紙で
周知を行い、新規の講座開催につなげることがで
きました。 Ｂ

①豊富な経験や知識、技能の
活用の促進

高齢者が長年培ってきた豊富な経験や知識、技能を発揮
できるように、また、積極的に社会活動を行えるよう
に、老人クラブ活動等の支援を行うとともに、高齢者ボ
ランティアやＮＰＯ育成、活動拠点の整備充実と活用促
進を図ります。

750 介護高齢福
祉課

老人クラブ加入者数 伊賀市老人クラブ連合会及び各単位老人クラブの活動運営費を補助
し、高齢者の生きがい活動の推進と地域での活動を支援します。

伊賀市老人クラブ連合会及び各単位老人クラブの活動運営費を補助
し、高齢者の生きがい活動の推進と地域での活動を支援しました。
老人クラブ加入者数：１７，０６０人

老人クラブの運営に対する補助を行いましたが、
老人クラブ以外のボランティアやＮＰＯの活動拠
点の整備や活用促進に向けた取り組みには至って
いません。 Ｂ

②健康づくり活動の展開 高齢者が健康づくりに取り組めるように、高齢者の健康
への関心を高めるとともに、「伊賀市健康21計画」の
推進や健康相談など健康づくりの推進を図ります。

751 健康推進課 出前講座開催数 老人クラブやいきいきサロンの要望に応じ出前講座を開催します。
１５０回

地域からの要請により健康をテーマとした出前講座を開催しました。
開催回数　184回
参加者数　4,373人

市民一人ひとりが健康を意識して健康寿命を延ば
すため、身近な団体・組織に対して健康づくりの
出前講座（健康教室・健康相談）の実施は、非常
に効果があり、今後も出前講座の周知啓発を図る
とともに、市民ニーズに応じたメニューを増や
す。

Ａ

③継続雇用の積極的な推進と
多様な雇用、就労の促進

働く意欲を持つ高齢者がいきいきと生活できるように、
定年制の延長や継続雇用について県や関係機関、企業と
一体となって推進します。また、長年にわたって培った
知識や技能を活用できるように、シルバー人材センター
事業の充実やコミュニティビジネスの支援など、高齢者
の多様な雇用・就労の促進を図ります。

752 商工労働観
光課

回数 シルバー人材センターの協力のもと「高齢者職業相談事業」を実施
します。

「高齢者職業相談」を毎月第３木曜日にシルバーワークプラザで開催
したほか、各支所や隣保館も巡回し相談会を実施しました。今年度
は、大山田や伊賀地区で開催時には、防災無線を通して市民に周知を
しました。
実施回数：２２回
出席人数：１６５名

事業の周知は、毎回、広報いが市に掲載していま
すが、シルバーワークプラザ以外への出席者は少
ない状況です。 Ｂ

①介護サービスの提供 高齢者が支援や介護を必要な状態になっても、住み慣れ
た地域で安心して生活できるように、介護サービスの充
実に努めるとともに、介護保険制度の円滑な運営を図り
ます。

753 介護高齢福
祉課

第５期介護保険事業計画に基づき、介護サービスの充実を図りま
す。また、介護支援専門員の資質向上を図るためのケアプラン
チェックを実施します。

　施設入所待機者が多いなか、第５期事業計画に基づき、介護施設等
の基盤整備（１施設）を計画どおり実施し進めています。
　また、介護支援専門員の資質向上を図るためのケアプランチェック
を継続的に実施しました。

　介護施設等の基盤整備として、介護老人福祉施
設１施設を整備し、来年度開所予定。施設を建て
れば待機者が減るが、建てれば介護保険料も上げ
なければならないため、調整が困難となっていま
す。
　年４回のケアプランチェック事業を通じ、介護
支援専門員が抱える悩み、不安、迷い等の課題を
共有し、解決することでお互いの資質向上が図
れ、利用者にとって適正なプラン作成に結びつけ
ることができました。

Ｂ

住み慣れた地域での在宅生活を支えるという観点から小
規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症
対応型共同生活介護等地域密着型サービス基盤の整備を
促進します。

754 介護高齢福
祉課

会議参加回数 地域密着型サービス運営推進会議に積極的に参加します。 　地域密着型サービス事業所が開催する運営推進会議に積極的に参加
することができました。

　今後も事業所の適正な運営を図るため、運営推
進会議への参加と開催していない事業所に対し
て、開催を促す必要があります。 Ｃ

②高齢者に対する在宅サービ
スの充実

高齢者の地域生活・在宅生活を支援するため、軽度生活
援助事業等さまざまな福祉サービス等の充実に努めると
ともに、家族介護者への支援も充実します。

755 介護高齢福
祉課

軽度生活援助事業利用者数 軽度生活援助事業により、草刈りや庭木の剪定などの簡易な日常生
活上の支援を提供することで、ひとり暮らしの在宅高齢者を支援し
ます。

軽度生活援助事業により、草刈りや庭木の剪定などの簡易な日常生活
上の支援を提供することで、ひとり暮らしの在宅高齢者を支援しまし
た。
利用者数：１０人

対象者であるひとり暮らし高齢者に向けて、引き
続き啓発・周知を行っていく必要があります。

Ｂ

③介護予防事業の推進 介護状態になることを防止し、自立した生活を送ること
ができるように、効果的な介護予防事業の推進を図りま
す。

756 地域包括支
援センター

年間ケアプラン作成件数 要支援１・２と介護認定された高齢者を対象に、住み慣れた地域で
活動的で生きがいのある生活を送っていただけるように、その人に
合った適切なケアプランを作成します。

要支援１・２と介護認定された高齢者を対象に、住み慣れた地域で活
動的で生きがいのある生活を送っていただけるように、その人に合っ
た適切なケアプランを作成しました。4月から1２月のケアプラン作成
件数は5246件でした。1月から3月には1740件のケアプラン作成を
見込んでいます。

介護サービス等の利用により、住み慣れた自宅で
安心して生活が続けられるように支援を行いまし
た。 Ａ

④介護サービス提供基盤の整
備の促進

介護サービスについて高齢者やその家族が利用しやすく
質のよいサービスが受けられるように、県との連携のも
とに研修等を実施し、人材育成や資質の向上を図るとと
もに、サービス提供事業者によるサービス情報の提供や
サービスの評価、苦情対応等への取組を促進します。

757 介護高齢福
祉課

研修会開催回数 ケアプランチェック事業や事例検討会を開催し、介護支援専門員の
資質向上を図ります。

　ケアプランチェック事業を年４回実施しました。
　また、地域包括支援センターが主催するケアマネジャーを対象とし
た事例検討会に毎月保険者として参加しました。

　ケアマネジャーが抱える、疑問・悩み・不安・
迷いなどを地域包括支援センターと共有し、解決
することで、お互いの資質向上とより良い関係づ
くりを図ることができました。今後も継続してい
く必要があると考えております。

Ｂ

①施設等における身体拘束防
止の促進

介護保険施設等において利用者である高齢者が身体拘束
を受けることのないように、事業者や従事者に対する人
権意識の啓発を進めるとともに、県との連携のもとに、
身体拘束防止に向けた幅広い取組を進めます。

758 介護高齢福
祉課

介護相談員派遣件数 介護相談員派遣事業により介護相談員が介護施設の訪問を行いま
す。

　介護相談員派遣事業により介護相談員が毎月各介護保健施設を訪問
し、施設観察や利用者の話を聞くことで実態把握を行いました。
　派遣件数273件

　介護相談員の利用者や施設職員との対話の中
で、小さな気づきから、問題が大きくなるまでに
解消されています。
　介護相談員の数に比べ、施設が増えており今後
の対応が課題となっています。

Ｂ

通番
自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題
通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

②高齢者虐待の早期発見・防
止(一部再掲)

高齢者に対する虐待を防止するため、市民に対して「高
齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す
る法律」の周知を図り、通報の義務への認識を深めると
ともに、関係機関の連携による高齢者虐待防止ネット
ワークを形成し、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な
保護及び適切な養護者に対する支援を実施します。ま
た、虐待を早期に発見し、問題の深刻化を防ぐため、近
隣住民をはじめ、地域の民生委員児童委員や自治会等の
地域組織の協力を得るとともに、地域包括支援センター
等相談窓口での対応の充実を図ります。

759 地域包括支
援センター

担当者会議実施回数（回）
事業所研修実施回数（回）
講演会参加者（人）・満足度
（％）

高齢者虐待担当者会議を年６回開催します。地域ケア会議担当者会
議（年１２回）、地域ケア会議（年３６回程度）に参加し関係機関
の連携を図ります。総合相談担当者連絡会（年２回）を開催しま
す。

高齢者虐待担当者会議を４回開催し、事例検討・情報共有・研修を実
施しました。地域ケア会議担当者会議に１２回、支所地域ケア会議に
２４回参加しました。総合相談担当者連絡会議を１回開催しました。

会議の開催、会議への参加により高齢者虐待防止
にかかわる人材の資質の向上を図ることができ、
また情報の共有を図ることができました。
支所地域ケア会議への参加率が低かったことが課
題です。 Ｄ

①高齢者等の権利擁護制度の
普及(一部再掲)

760 介護高齢福
祉課

福祉後見人継続研修参加者数 福祉後見人養成講座の修了者のレベルアップと後見人としての活動
を支援するため、福祉後見人継続研修を開催します。
参加予定者数：20人

福祉後見人養成講座の修了者のレベルアップと後見人としての活動を
支援するため、福祉後見人継続研修を開催します。
　開催予定：平成25年3月24日　参加予定者数：20人

成年後見制度の普及を目指して啓発・周知を行う
ことができました。
成年後見人のレベルアップを図るため、継続的な
研修や支援を続けていく必要があります。

Ｂ

761 地域包括支
援センター

相談件数（件） 権利擁護、成年後見制度の利用に関する相談に対応します。（相談
件数５０件）

平成２５年１月末時点で７８件の相談に対応しました。 早期に対応することにより、権利侵害の早期発
見・防止つなげることができました。
さらに相談窓口の啓発と、成年後見制度に関する
正しい知識の啓発が必要です。

Ｃ

②権利擁護対策の充実(一部再
掲)

高齢者などに対するさまざまな権利侵害を未然に防ぐと
ともに、地域で安心していきいきとした生活を送ること
ができるよう、暮らし、福祉などに関するさまざまな相
談に対応し、併せて、関係機関や民間団体等の協力を得
て支援を行います。

762 介護高齢福
祉課

相談件数 高齢者福祉相談室・ふくし相談支援センターにおいて、相談支援を
行います。

高齢者等の生活の困りごとについて、市民が身近なところで相談でき
るよう、8箇所の高齢者福祉相談室と6箇所のふくし相談支援センター
を設置し、相談支援を行いました。
年間相談予定件数（見込）：高齢者福祉相談室（約400件）　ふくし
相談支援センター（約12,000件）

地域住民が、より身近なところで相談することが
でき、支援に繋げることができました。よりス
ムーズに困りごとが解決できるよう、関係機関と
のさらなる連携を図る必要があります。 Ｂ

763 地域包括支
援センター

担当者会議実施回数（回）
事業所研修実施回数（回）
講演会参加者（人）・満足度
（％）

高齢者虐待担当者会議を年６回開催します。地域ケア会議担当者会
議（年１２回）、地域ケア会議（年３６回程度）に参加し関係機関
の連携を図ります。総合相談担当者連絡会（年２回）を開催しま
す。

高齢者虐待担当者会議を４回開催し、事例検討・情報共有・研修を実
施しました。地域ケア会議担当者会議に１２回、支所地域ケア会議に
２４回参加しました。総合相談担当者連絡会議を１回開催しました。

会議の開催、会議への参加により高齢者虐待防止
にかかわる人材の資質の向上を図ることができ、
また情報の共有を図ることができました。
支所地域ケア会議への参加率が低かったことが課
題です。

Ｄ

①住宅・住環境の整備 高齢者に配慮した居住環境を確保するために、高齢者向
けの市営住宅の整備促進を図ります。

764 介護高齢福
祉課

助成件数 高齢者の住宅環境の確保について、市営住宅担当部署との協議を行
います。

　市営住宅担当部署との協議内容を第５期介護保険事業計画に反映さ
せ、方向性を確認できました。

　市営住宅の長寿命化計画を推進するにあたり、
担当部署との連携を図りたいと考えています。
　市営住宅については、高齢者だけではなく、低
所得者、障がい者、母子家庭等多くの部署との連
携が必要である。

Ｂ

765 建築住宅課 高齢者の住宅環境の確保について、介護保険担当部署との協議を更
に進めます。

　介護保険担当部署との協議内容を第６期介護保険事業計画に反映さ
せ、方向性を確認できました。

　市営住宅の長寿命化計画を推進するにあたり、
担当部署との連携を図りたいと考えています。
　市営住宅については、高齢者だけではなく、低
所得者、障がい者、母子家庭等多くの部署との連
携が必要です。

Ｃ

要介護認定者が行う住宅改修費を助成し、住み慣れた地
域において在宅で安全に生活できるよう支援します。

766 介護高齢福
祉課

給付件数 要介護状態となっても、住み慣れた自宅で安心・安全に生活し続け
られるように、関係各課と連携し、改修の指導に努めます。

　要介護（要支援）認定者に安心・安全に自宅で生活していただける
よう居宅介護住宅改修（介護予防住宅改修）費用を給付しました。
　給付人数（１月末現在）：485件

　多くの方が、住み慣れた自宅での生活が継続で
きるようになったと思っております。
　制度上支給限度額が決まっているため、希望さ
れる住宅改修の全てを補われているわけではない
と思われます。

Ｂ

②利用しやすい施設・道路環
境の整備

高齢者にとって利用しやすい施設づくりや交通機関のバ
リアフリー化を進めるとともに、安全に歩行できるよう
に交通安全施設の整備を進めます。

767 都市計画課 実施箇所数 都市公園におけるバリアフリー化に向けた改修と整備を行います。
実施箇所数：２公園

安全安心対策緊急総合支援事業の計画に沿って、岩倉峡公園と上野運
動公園についてバリアフリー化工事を行いました。

バリアフリー化工事の実施により、より安心して
公園利用ができるようになりました。

Ａ

③防犯・防災対策の推進 ひとり暮らしの高齢者が安心して暮らせるように、緊急
通報体制の整備を進めるとともに、高齢者に対する悪質
商法や詐欺などに関する情報の提供や被害に関する相談
窓口の周知を図ります。

768 介護高齢福
祉課

緊急通報装置設置者数 在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、緊急連絡の手段を確保するこ
とを目的に、緊急通報装置を無償貸与します。

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、緊急連絡の手段を確保すること
を目的に、緊急通報装置を無償貸与しました。
装置設置者数：４４２人

希望する高齢者等に対し装置の貸与を行い、安心
して在宅生活が送れるよう支援ができました。

Ａ
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認知症高齢者などの判断能力が不十分な人を保護するた
め、権利侵害についての正しい理解や権利擁護の制度に
関する普及啓発、きめ細かな情報提供や相談等を実施し
ます。また、福祉後見サポ－トセンターの活用による成
年後見制度利用並びに福祉サービスの利用、日常的な金
銭管理などを援助する地域福祉権利擁護事業の周知を図
ります。
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施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（６）外国人
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①外国人の人権課題に関する
教育・啓発の推進

在日韓国・朝鮮人や南米日系人等の外国人が、日本で暮
らすようになった歴史的経緯や社会的背景等についての
理解・認識を深めるため、さまざまな場や機会を活用し
て教育・啓発を図ります。

769 市民生活課 イベント開催数 県や国際交流協会、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等と協力して、
啓発イベントを開催します。

多文化共生啓発イベントを開催しました。
日時：１１月２～４日１０時～１７時
場所：イオン伊賀上野店、上野ガス「フラム」
内容：世界の踊りなどのステージ発表、民族衣装体験、パネル展示

参加者は、異文化の理解や外国人住民の人権尊重
について考える機会ができました。
多文化共生社会づくりに向けた地域社会の意識の
醸成を図ることです。

Ａ

②国際理解教育の推進 学校等において多文化に対する理解を深めるとともに、
多様な文化を持つ人びとと共に生きていくことの大切さ
を学ぶ教育の推進を図ります。

770 学校教育課 多文化理解のための授業・活
動に取り組んでいる学校数

小学校においては、特別活動や総合的な学習の時間、外国語活動を
中心として、中学校においては、特別活動や社会、外国語を中心と
して、国際理解教育を推進します。

市内在住の外国人を学校に招いて、いろいろな国の言葉・食物・歌・
習慣などを知るとともに、日本の文化についても紹介する機会ももつ
ことで多文化理解の視点に立った取組を進めることができました。多
文化理解のための授業・活動に取り組んでいる学校数：3４小中学校。

多様な文化・考え方・生き方に触れて多文化につ
いて学ぶ機会となりました。中学校ではすべての
学校で行えるようします。 Ａ

③多文化共生事業の推進 国籍や民族などの異なる人々が、文化的違いを認め合
い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員
としてともに生きていくために、NPO法人、ボラン
ティア団体及び国際交流協会等と連携して事業を推進し
ます。

771 市民生活課 多文化共生講座の開催数
国際交流協会が地域イベント
に外国人住民を募集して参加
した回数

国際交流協会と連携して、多文化共生講座等を開催します。 多文化共生社会を推進する6事業を伊賀市国際交流協会に委託して実施
しました。

国際交流協会が中心となり地域のニーズに応じた
事業を開催することができました。
事業に参画するスタッフの確保と、外国人住民の
参加者を増やすことです。

Ａ

④教職員、市職員に対する研
修の実施

外国人の人権問題に対する理解・認識を深めるととも
に、国際感覚を身につけることができるように、教職員
や市職員に対する研修の充実に努めます。

772 市民生活課 案内回数 県や国際交流協会、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等と協力して行
うイベント等の催しについて、市職員に案内します。

多文化共生啓発イベントの催し内容を市職員にメール等で、案内しま
した。
案内回数　１回

職員に案内することで、イベントの内容を周知す
ることができました。
今後は、イベントの案内をするだけではなく、外
国人の人権を理解するための研修が必要でありま
す。

Ｄ

773 学校教育課 研修会への参加者数 外国人児童生徒教育コーディネーターを講師に招き、国際理解教育
に係る研修会を2回実施します。

外国籍児童生徒が在籍している市内の小中学校の指導者を集めて研修
会を開催し、上野東小学校を会場に8月24日に30人、12月27日に
19人が参加しました。伊賀市日本語指導コーディーネーターの船見和
秀さんを招いて研修会を実施することにより、各校の課題解決に向け
一助となりました。

昨年度から継続的に行っているので、市内の指導
者のネットワークが形成されつつあります。県教
委の予算で行う事業のため、予算付けが課題で
す。 Ａ

⑤交流の促進 外国人住民と日本人住民が互いに支え合える地域づくり
のために、各種団体や地域コミュニティにおいて交流機
会の促進を図ります。

774 市民生活課 翻訳依頼数 自治会からの依頼を受けて、自治会行事等の周知文書について、翻
訳に協力します。ＮＰＯ法人、ボランティア団体、地域、企業と協
働で、震災などの災害時に地域住民と外国人住民が共に助け合える
関係づくりを目指した、交流事業を実施します。

自治会の周知文書等の翻訳に協力しました。翻訳依頼数　　５　件
市内のＮＰＯ法人、ボランティア団体、地域、企業との協働で、「災
害にも強い多文化共生まちづくり事業」を行いました。

日本語が分からない外国人住民が自治会行事等を
理解することに繋がりました。
外国人住民が気軽に自治会行事等に参加できるよ
うに、相互理解を深めていく必要があります。

Ｂ

①外国人の雇用・就労環境整
備

事業主に対して、外国人労働者の雇用管理の改善、適正
な労働条件及び安全衛生の確保を図ることを目的として
国が定めた「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指
針」を周知します。また、同指針を外国人労働者へ周知
し、事業所における外国人労働者の就労に関するトラブ
ルを未然に防ぎます。

775 商工労働観
光課

訪問企業数 伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チームを
編成し、上野支所管内の企業・事業者の６０社を訪問し、指針の周
知を図ります。

企業訪問による啓発を実施しました。
時期：１０月～１１月
訪問事業所数：７７
内容：伊賀公共職業安定所、三重県、伊賀市が連携して企業訪問チー
ムを編成し、上野支所管内の企業・事業者を訪問し、訪問記録票によ
り聞き取り調査を行いました。外国人労働者の雇用管理の改善、適正
な労働条件及び安全衛生の確保を図ることを目的として国が定めた
「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を周知しました。

企業・事業所を訪問したことにより、各事業所に
おける人権の意識や、取り組みの状況を把握する
ことが出来ました。取組み状況や意識について温
度差がありました。外国人を雇用している企業
は、７７社中１９社（２５％）でした。そのうち
日本語学習の支援（研修）を行っている企業は６
社（８％）でしたので、支援体制の啓発を図る必
要があります。

Ｂ

②外国人に対する保健・医療
環境の整備

外国人が地域で健康で安心して生活できるように、保
健・医療、医療保険などについて利用しやすい環境づく
りを促進します。

776 保険年金課 簡単な表現で、わかりやすい窓口対応に心がけます。 外国語チラシを窓口に置き,わかり易い表現で対応しました。又、言葉
が通じにくいときは通訳を通じて対応しました。

言葉や、保険制度の違いから収納率等が低いた
め、外国人用啓発パンフレットを作成し対応して
いますが今後も通訳嘱託員の活用等必要です。 Ｂ

777 健康推進課 翻訳数 行政情報の翻訳を多文化共生係と連携し、必要に応じて行います。
翻訳　必要に応じて随時

母子健康手帳の外国語版を発行しています。予防接種の予診票葉作成
済みです。その他、予防接種の説明や受け方についてや育児に関する
説明書きなど作成中です。

多国籍化する環境で、すべての言語に対応するに
は限界がある。ただ、日本で生活しようとする者
に対し、日本語の学習機会の提供も必要であると
考える。

Ｂ

③生活情報の提供や相談窓口
の充実

外国人住民が安心して生活するために生活相談窓口を設
置するとともに、情報弱者にならないように多言語への
翻訳や、やさしい日本語を積極的に活用して、外国人住
民が利用しやすい窓口対応に努めます。

778 市民生活課 外国人のための相談窓口として、（ポルトガル語、中国語、スペイ
ン語）の相談員を配置して、多言語で対応します。また、やさしい
日本語を活用し、分かりやすい対応に努めます。

ポルトガル語、中国語、スペイン語対応の通訳職員 の配置して外国人
のための相談窓口を設置するとともに、やさしい日本語を活用しなが
ら、外国人住民にわかりやすい対応に努めました。

外国人住民に、母国語で情報を提供することがで
きました。また、外国人住民が、安心して気軽に
相談できる場所の提供ができました。
相談内容に対して、的確なアドバイスや関係部署
との連携が不足していることです。

Ａ

④だれもが住みよいまちづく
りの推進

外国人の活動の場を広げ、自由な社会参加が可能となる
ように、また、地域社会での生活の利便性の向上を図る
ため、公共施設をはじめ道路、交通機関などの標識等の
整備を推進します。

779 都市計画課 整備率 都市公園施設の標識等の整備を行います。
平成２６年度に予定している整備工事に向けた整備計画の策定を行
います。

平成２６年度に予定している整備事業に向け作業を進めました。 平成２６年度の実施に向け取り組みます。

Ｂ

⑤外国人に対する救急業務の
充実

救急時における、外国人に対する問診表の活用により、
救急業務の充実を図ります。

消防本部中
消防署

救急時における、外国人に対する問診表の活用により、救急業務の
充実を図ります。

実施回数　約１０回 比較的軽症な人で問診表は理解できるが意識レベ
ルの低下した傷病者には、適応しない。又問診表
だけでは、意思の疎通を図るのに不十分である。 Ｄ

消防本部東
消防署

救急時における、外国人に対する問診表の活用により、救急業務の
充実を図ります。

東署管内で４月から１月末までの外国人搬送者・・・１7回の１７名。 問診表だけでは、通じない事が多いです。
通訳がいるか、滞在が長く日本語が分かる人が居
ないと十分な聴取が出来ないことが多いです。
問診表の改良が必要と思われます。 Ｄ

消防本部南
消防署

救急時における、外国人に対する問診表の活用により、救急業務の
充実を図ります。

外国人の救急搬送なし。いつでも対応できるように、署内で外国人に
対する問診表を使用した救急訓練を実施している。また、外国人を搬
送した他の所属からの情報を共有するようにしています。

相当な苦痛がある場合等症状によっては、日本人
であっても状態を聞き取りにくく、必要な観察に
時間がかかる場合があり、言葉の通じない外国人
では、もっと時間を要する場合があると思われ、
今後、どのような訓練を行っていくかが課題で
す。

Ｂ

⑥住まいの確保 外国人の住宅の確保を図るため、民間賃貸住宅などの入
居拒否が起きないように、意識啓発に努めるとともに、
公営住宅の入居支援に努めます。

781 建築住宅課 外国人入居世帯数 公営住宅の入居資格を緩和し外国人の入居支援を行います。 市営住宅の定期的な募集を行い、外国人の住宅の確保に努ました。
7月募集10戸中2戸入居、2月募集11戸実施中

人口比率からすると入居比率は高い。
トイレが汲み取りで風呂がないため辞退する人も
います。 Ｃ

２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況
指標
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２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況
指標通番

自課
評価

実施担当課
施策
項目

事業 事業概要

⑦防犯・防災対策の推進 外国人住民が災害時にも安全に避難できるように、避難
場所や避難路の周知を行うとともに、地域での防災訓練
への参加を促進します。

782 総合危機管
理室

誘導標識設置数 避難所誘導標識設置推進事業
　災害が発生若しくは発生が予想される場合に、市民及び観光客、
または他市からの災害ボランティア等に対し、避難所へ誘導するる
ために、誘導標識を１０箇所において設置します。

本年度の目標どおり、避難所誘導標識を１０箇所に設置しました。 【効果】
・避難所がどこにあるかを住民や観光客、災害ボ
ランティアなどへ周知できます。
【課題】
・標識設置位置の設定

Ｃ

①外国人の市政への参画促進
（伊賀市外国人住民協議会の
開催）

外国人住民の市政参画を促進するため、伊賀市外国人住
民協議会を定期的に開催します。

783 市民生活課 外国人住民協議会の開催回数 公募による外国人住民を中心とした委員２０名で構成した外国人住
民協議会を開催します。
開催予定回数：３回

外国人住民の市政参加を促進し、安心して暮らすことができるため
に、課題等について協議することができました。
外国人住民協議会の開催回数　　　３回

外国人住民協議会を開催することにより、外国人
住民の市政参画を促進しました。
伊賀市へ提出された報告書の内容を、庁内連絡会
で検討することです。

Ａ

②外国人の子どもと保護者に
対する支援

外国人の子どもたちに対し適切な支援が行えるよう、各
保育所（園）や幼稚園、学校において、日本語教育、進
路指導、子どもの保護者への支援を充実します。

784 こども家庭
課

派遣保育所（園）数 今までの取組みから見えてきた課題から、友達とのコミュニケー
ションの取れない子がスムーズに友達の中に入れるよう、要望に応
じて通訳を派遣します。また、家庭訪問やクラス懇談会等の支援が
できるように努めます。

友達同士のコミニｭケーションが取れるように該当園に通訳を派遣した
り、家庭訪問、クラス懇談会に園から要望があれば出向いて対応しま
した。手紙や文書の翻訳も対応しました。4保育所(園)

通訳を派遣することによりトラブル回避に繋がり
ました。外国の子どもの入所希望が多く、すぐに
対応できるよう通訳の人を増やし対応してもらえ
るように努力していきます。

Ｂ

785 学校教育課 通訳者派遣回数・初期適応指
導教室修了者数

外国人園児児童生徒教育の充実のために、外国人児童生徒教育コー
ディネーターを派遣し、受入体制の整備に努めます。また、初期適
応指導教室において、適応指導や初期日本語指導の充実を図りま
す。保護者に対しては、通訳・翻訳の支援に努めます。

外国人児童生徒教育コーディネーターとして船見和秀さんを派遣し、
受入体制を整えました。初期適応指導教室は希望者を受け入れ、3ヶ月
間集中的に指導を行い、7名が修了しました。通訳・翻訳は学校から要
請のあったものすべてに対応しました。12月末で76件派遣しまし
た。

通訳派遣・翻訳、初期適応指導教室への入級、外
国人児童生徒教育コーディネーター派遣について
は、各校の要望どおり対応できています。県教委
の予算で行う事業のため、予算付けが課題です。

Ａ

③外国人児童生徒のサポート 外国人児童生徒の日本語指導を行います。また、「進路
ガイダンス」の開催など、編入してきた子どもたちへの
具体的な支援を進めます。さらに、教職員対象に国際理
解教育研修会を開催します。

786 学校教育課 ガイダンスへの参加者数・研
修会への参加者数

外国人児童生徒の日本語能力に合わせ、初期日本語指導及び教科型
日本語指導を行います。また、進路ガイダンスを開催し、進路保障
に努めます。教職員対象の研修会として、外国人児童生徒教育コー
ディネーターを講師に招き、2回実施します。

初期適応指導教室は希望者を受け入れ、3ヶ月間集中的に指導を行い、
7名が修了しました。教科指導型日本語指導は、11月14日に上野東小
学校で、1月28日に緑ヶ丘中学校で授業公開を行い、市内の小中学校
教員が学び合いました。進路ガイダンスは、ゆめぽりすセンターを会
場に9月23日に行い、256人の参加がありました。外国籍児童生徒が
在籍している市内の小中学校の指導者を集めて研修会を開催し、上野
東小学校を会場に8月24日に30人、12月27日に19人が参加しまし
た。

早いうちから高校等の進学に対する意識を形成す
る必要があるため、進路ガイダンスは有効なイベ
ントです。小学校高学年からの参加を促し、学習
意欲を高める取組が重要です。

Ａ
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施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（７）患者等（患者の権利、HIV感染者・エイズ患者、ハンセン病元患者、難病患者等）
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①インフォームド・コンセン
トやセカンドオピニオン等の
推進

787 地域医療対
策課

伊賀市応急診療所における患
者数

伊賀市応急診療所を利用される患者に診療の目的や内容について適
切な説明に努めます。

一次救急医療の提供を行うため、伊賀医師会（開業医）と協力し、一
般・小児の２診体制で３６５日開設するとともに応急診療所の診療目
的や内容等を市広報で啓発しました。また、年末年始の開設日をケー
ブルテレビで音声付テロップにより周知しました。
患者数（１月１６日現在）：一般3,408人、小児2,989人、計6,397
人、年間8,000人見込
広報掲載回数：４・８・１１・２月、計4回

市民の適切な二次救急医療の利用に寄与しまし
た。引き続き、市民啓発に努めます。

Ａ

788 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

当院地域医療連携室の充実を図り、治療に対して分かりやすく説明
し患者や家族に対して同意をいただきます。

手術・投薬などあらゆる治療を行う前には、病気の内容や治療方法・
治癒の確率・投薬や手術に伴う危険性などを患者に理解出来るように
わかりやすい言葉で図や説明書を用いて十分に説明を行ったうえで、
患者に同意をいただき治療を行ないました。

手術・投薬などあらゆる治療を行う前に、「イン
フォームドコンセント」を行い、病気の内容や治
療方法・治癒の確率・投薬や手術に伴う危険性な
どを患者に理解してもらうことによって、医療者
と患者との信頼関係が生まれ、満足した治療を受
けていただくことができました。

Ｂ

診断や治療方針について主治医以外の医師の意見を求め
る「セカンドオピニオン」についても普及を図ります。

789 健康推進課 診断や治療方針について主治医以外の医師の意見を求める「セカン
ドオピニオン」制度について相談があった場合は、その説明を行い
ます。

健康相談や電話相談時などに病状や治療に関する相談があった場合な
ど、「セカンドオピニオン」制度についての説明をします。

日頃から、市民に対する意識付けが必要です。

Ｃ

790 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

院内の医師を含む従事者の理解の促進を図ります。 患者の希望により「セカンドオピニオン」の依頼があったときには、
主治医が地域医療連携室の協力を得て、より高度な医療を行なう医療
機関への紹介を行ないました。また、紹介先の医療機関から要求が
あった場合には、検査データも含め当院での治療経過等を速やかに提
供しました。

地域医療連携室では、２名のMSWが常に情報収集
に努めており、できるだけ患者の希望に添えるよ
う努力ました。 Ｂ

患者の自主性を尊重した医療を推進するため、上野総合
市民病院をはじめ民間医療機関においてカルテの本人へ
の開示ができるよう、さらなる整備を図ります。

791 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

電子カルテシステムを本年度に稼動させることなどにより、整備を
図ります。

患者の希望により、カルテの開示請求があった場合には、誠意をもっ
て速やかに対応しています。また、災害時等の対応やデータの滅失を
防ぐため、画像も含めたデータ管理に努めるよう電子カルテシステム
の導入を進めています。

今年度のカルテの開示請求はありませんでした。

Ｃ

患者の立場が尊重される医療体制づくりを進めるため、
上野総合市民病院において、「患者の権利宣言」を院内
に掲示するとともに、病院案内パンフレットに掲載し、
患者自身や市民が、患者の権利について理解を深めるよ
う啓発します。

792 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

院内各所に「患者の権利宣言」を掲示するとともに、患者や市民に
対し患者の権利について理解を深めるよう啓発します。

入院していただく際には、病院理念と「人権を尊重した医療・看護の
提供」など５か条からなる病院の基本方針の記載のあるパンフレット
により、理念と方針の周知に努め、患者自身の権利を理解していただ
いています。

入院していただく際には、病院理念と基本方針を
説明し、満足した入院生活を送っていただけるよ
う努めることができました。 Ｂ

②人権の視点に立った業務や
接遇の推進(一部再掲)

上野総合市民病院において、人権の視点に立って業務を
進めるため、研修の充実に努めるとともに、接遇委員会
による患者に対するきめ細かな接遇を病院全体で取り組
みます。

793 上野総合市
民病院事務
部庶務課

院内全職員を対象とした人権研修会等を開催します。 全職員を対象に同和問題職場研修を実施しました。
【第１回】
　日時：平成２４年９月１１、１３、２７日午後６時～７時３０分
　場所：院内会議室
　内容（演題）：同和研修への参加を題材にしたロールプレイと討議
　講師：医療事務課長　清水由美
　参加者：１４８人
【第２回】
　日時：平成２４年１２月～平成２５年１月
　場所：院内各所属
　内容：作文（詩）を読んでのグループ討議
　参加者：１９７人

【効果】
　研修を実施したことにより、人権の視点に立っ
た業務の遂行を意識付けることが出来ました。
　また、自己評価と相手の評価を振り返りる手法
を用い、差別性を指摘し覆すことが難しいことを
学びとることから、職員にさらなる研修の必要性
を伝えることが出来ました。
　勤務に応じて参加時間帯を選択できるように、
開催日を複数とし、時間内と時間外に開催したこ
とで、高い参加率を得られました。
【課題】
　医師の参加率向上に努めます。

Ｂ

医療機関における医師、看護師、保健師等従事者が患者
の人権をはじめ障がいのある人、高齢者等さまざまな人
権課題について理解・認識を深められるよう、医師会等
関係団体などに研修の充実を働きかけます。

794 健康推進課 看護師、保健師等従事者が患者の人権をはじめ障がいのある人、高
齢者等さまざまな人権課題について理解・認識を深められるよう、
関係団体などに情報提供を行います。
　広報・啓発　随時

保健師は各種研修に参加するほか、職場において人権研修を実施して
います。

日頃から、市民に対する意識付けが必要である
が、当課の所掌事務でないこともあり、指標並び
に評価が困難である。 Ｃ

795 上野総合市
民病院事務
部庶務課

院内全職員を対象とした人権研修会等を開催します。 全職員を対象に同和問題職場研修を実施しました。
【第１回】
　日時：平成２４年９月１１、１３、２７日午後６時～７時３０分
　場所：院内会議室
　内容（演題）：同和研修への参加を題材にしたロールプレイと討議
　講師：医療事務課長　清水由美
　参加者：１４８人
【第２回】
　日時：平成２４年１２月～平成２５年１月
　場所：院内各所属
　内容：作文（詩）を読んでのグループ討議
　参加者：１９７人

【効果】
　研修を実施したことにより、人権の視点に立っ
た業務の遂行を意識付けることが出来ました。
　また、自己評価と相手の評価を振り返りる手法
を用い、差別性を指摘し覆すことが難しいことを
学びとることから、職員にさらなる研修の必要性
を伝えることが出来ました。
　勤務に応じて参加時間帯を選択できるように、
開催日を複数とし、時間内と時間外に開催したこ
とで、高い参加率を得られました。
【課題】
　医師の参加率向上に努めます。

Ｂ

①HIV感染症・エイズに対す
る正しい知識の普及・啓発活
動の推進

世界エイズデーやHIV検査普及週間をはじめ年間を通し
て、県や関係機関、団体等との連携により、HIV感染症
やエイズについての正しい知識の普及・啓発活動を進め
ます。

796 健康推進課 県や関係機関、団体等との連携により、HIV感染症やエイズについ
ての正しい知識の普及・啓発活動を進めます。

県、各種団体からの情報を広く普及・啓発するように努めています。
（パンフレットの配布、ポスター掲示など）

日頃から、市民に対する意識付けが必要です。

Ｃ

797 上野総合市
民病院事務
部庶務課

国、県及び医師会等関係機関からのポスター・パンフレット等を院
内掲示し啓発に努めます。

国、県及び医師会等関係機関からのポスター・パンフレット等を院内
掲示しました。

掲示物だけでは十分とはいえませんが、引き続き
努力が必要です。

Ｃ

②ハンセン病に対する正しい
知識の普及・啓発活動の推進

県や関係機関、団体等との連携により、パンフレットの
配布や講習会などを通して、ハンセン病についての正し
い知識の普及・啓発活動を進めます。

798 健康推進課 県や関係機関、団体等との連携により、ハンセン病についての正し
い知識の普及・啓発活動を進めます。
　広報・啓発：随時

県、各種団体からの情報を広く普及・啓発するように努めています。
（パンフレットの配布、ポスター掲示など）

日頃から、市民に対する意識付けが必要です。

Ｃ

799 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

国、県及び医師会等関係機関からのポスター・パンフレット等を院
内掲示し啓発に努めます。

国、県及び医師会等関係機関からのポスター・パンフレット等を院内
掲示し啓発に努めました。

掲示物だけでは十分とはいえませんが、引き続き
努力が必要です。

Ｃ
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患者が医師との信頼関係に基づき納得したうえで治療が
受けられるように、上野総合市民病院をはじめ民間の医
療機関において、医師が患者に診療の目的や内容等につ
いて適切な説明を行う「インフォームド・コンセント」
を促進します。

自課
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事業 事業概要
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③その他の感染症に対する正
しい知識の普及・啓発活動の
推進

県や関係機関、団体等との連携により、パンフレットの
配布や講習会などを通して、その他の感染症についての
正しい知識の普及・啓発活動を進めます。

800 健康推進課 県や関係機関、団体等との連携により、ハンセン病についての正し
い知識の普及・啓発活動を進めます。
　広報・啓発：随時

県、各種団体からの情報を広く普及・啓発するように努めています。
（パンフレットの配布、ポスター掲示など）

感染症の種類により、その対応は様々です。感染
症による偏見を無くすには、日頃から、市民に感
染症についての知識を普及啓発し、感染症を理解
してもらう必要がある。

Ｃ

801 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

国、県及び医師会等関係機関からのポスター・パンフレット等を院
内掲示し啓発に努めます。

国、県及び医師会等関係機関からのポスター・パンフレット等を院内
掲示し啓発に努めました。

掲示物だけでは十分とはいえませんが、引き続き
努力が必要です。

Ｃ

④感染症発生時の患者の人権
への配慮

感染症の発生時には、患者の人権に配慮しつつ、県や関
係機関、団体等との連携により迅速かつ適切な対応を行
い、まん延の防止を図ります。

802 健康推進課 感染症の発生時には、患者の人権に配慮しつつ、県や関係機関、団
体等との連携により迅速かつ適切な対応を行い、まん延の防止を図
ります。

感染症発生時には、患者の人権や個人情報に配慮しながら感染症の蔓
延防止のための情報提供をしています。

新型インフルエンザ等、病原性の高い感染症に対
応する「新型インフルエンザ等行動計画」で方向
性を示していく。 Ｃ

803 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

院内感染予防マニュアル等に沿い、感染症が発生した際には伊賀保
健所に報告し指導をいただきながら迅速に対応します。

院内感染マニュアルに基づき、すべての所属で感染対策を遵守するこ
とができました。また、ポスター掲示だけでなく、外来に来られた患
者や家族にも学習していただける機会を提供しました。
また、感染症の恐れのある患者が発生した際には、患者の人権に配慮
した治療にあたることを徹底することができました。

今後は、医療費の軽減につなげるため、感染対策
を市民のみなさんにも広め啓発していく必要があ
ります。 Ｂ

⑤難病に対する正しい知識の
普及・啓発活動の推進

県や関係機関、団体等との連携により、パンフレットの
配布や講習会などを通して、難病についての正しい知識
の普及・啓発活動を進めます。

804 健康推進課 県や関係機関、団体等との連携し、パンフレットの配布や広報紙よ
り難病に対する正しい知識の普及を行います。

県、各種団体からの情報を広く普及・啓発するように努めています。
（パンフレットの配布、ポスター掲示など）

日頃から、市民に対する意識付けが必要です。

Ｃ

805 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

国、県及び医師会等関係機関からのポスター・パンフレット等を院
内掲示し啓発に努めます。

国、県及び医師会等関係機関からのポスター・パンフレット等を院内
掲示し啓発に努めました。

掲示物だけでは十分とはいえませんが、引き続き
努力が必要です。

Ｃ

①医療相談体制の充実 患者の医療に関するさまざまな悩みや不安に対応するた
め、医療相談体制の充実に努めます。

806 地域医療対
策課

相談件数 伊賀市救急相談ダイヤル２４事業を実施します。
相談件数：４，８００件

24時間365日相談ダイヤルを開設し、看護師や医師等が救急医療や応
急処置などに関する相談に応じた。また、市民に周知するため、年末
にケーブルテレビで音声付テロップを放映するとともに、2月にチラシ
を各戸配布しました。
相談件数（12月末現在）：3,920件

市民の地域医療に関する不安の解消に寄与しまし
た。引き続き、相談ダイヤルの周知に努めます。

Ａ

807 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

当院地域医療連携室の充実を図り、患者や家族の悩みや不安につい
ての相談体制の充実を図ります。

２名のＭＳＷを配置して、病気に関するさまざまな問題や悩みに対す
る相談支援や情報提供を行い、退院後の居宅での療養生活の支援や施
設入所などの情報提供と地域連携に努めました。
相談件数　約１５００件

地域性もあり、高齢や独居の患者が多く、退院後
の支援を確立することに時間がかかりがちです。
今後は包括支援センターや社会福祉協議会、社会
福祉施設などとの連携のしくみを地域ぐるみで考
え、実践していく必要があります。

Ｂ

②エイズ相談・HIV検査につ
いての周知

感染の心配のある人には、無料・匿名での相談や検査を
保健所で実施することについて周知を図ります。

808 健康推進課 県や関係機関、団体等との連携し、広報紙より難病に対する正しい
知識の普及を行います。
　相談：随時

県、各種団体からの情報を広く普及・啓発するように努めています。
（パンフレットの配布、ポスター掲示など）

日頃から、市民に対する意識付けが必要です。

Ｃ

809 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

当院に来院される方に対し、ポスター等を掲示し周知を図ります。 掲示物等で啓発していますが、直接病院へ相談するケースはありませ
んでした。

掲示物だけでは十分とはいえませんが、引き続き
努力が必要です。

Ｃ

③難病患者への医療・生活支
援

県や関係機関等との連携により、病気に関するさまざま
な問題や悩みに対する相談支援や情報提供を行うととも
に、居宅での療養生活の支援の充実に努めます。

810 健康推進課 広報・啓発回数 県や関係機関、団体等との連携し、広報紙より難病に対する正しい
知識の普及を行います。
　広報掲載：１回

県、各種団体からの情報を広く普及・啓発するように努めています。
（パンフレットの配布、ポスター掲示など）

日頃から、市民に対する意識付けが必要です。

Ｃ

811 上野総合市
民病院事務
部医療事務
課

引き続き医療相談員による相談支援を行うとともに訪問看護事業の
充実を図ります。

２名のＭＳＷを配置して、病気に関するさまざまな問題や悩みに対す
る相談支援や情報提供を行い、退院後の居宅での療養生活の支援や施
設入所などの情報提供と地域連携に努めました。
相談件数　約１５００件

地域性もあり、高齢や独居の患者が多く、退院後
の支援を確立することに時間がかかりがちです。
今後は包括支援センターや社会福祉協議会、社会
福祉施設などとの連携のしくみを地域ぐるみで考
え、実践していく必要があります。

Ｂ
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施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（８）犯罪被害者等
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①啓発活動の推進 「犯罪被害者等基本法」の周知を図るとともに、犯罪被
害者やその家族等の人権課題について、市民が理解・認
識を深められるよう、啓発を進めます。

812 市民生活課 犯罪被害者やその家族等の人権課題について、市民が理解・認識を
深められるよう、啓発の内容や方法を検討します。

啓発内容や方法についての検討は行いませんでした。 ホームページ掲載などにより啓発を行います。

Ｅ

②相談の充実 犯罪被害者やその家族等の人権侵害について、精神的な
ダメージを克服し、正常な社会生活が営めるように、県
や関係機関、「社団法人 みえ犯罪被害者総合支援セン
ター」をはじめとする民間団体との連携を強化し、相談
体制、権利や利益の保護のための総合的な取組の充実に
努めます。

813 市民生活課 窓口において、犯罪被害者やその家族等の相談に応じ、必要に応じ
て、県や関係機関との連携し、精神的なダメージの克服等のケアー
に努めます。

相談実績はありませんでした。 相談実績がここまで無いことから、相談の掘り起
こしにつなげられるよう、窓口周知の方策を検討
する。

Ｄ

２
・
支
援

①DV（ドメスティック・バ
イオレンス）被害者等の保護

DV被害者の一時保護や自立支援における県や民間シェ
ルター等との連携、支援体制の構築に努めます。また、
DV被害者以外の被害者についても、住まいの確保等支
援策を検討します。

814 こども家庭
課

女性相談人数 DV被害にあった女性が自立できるよう相談に応じて、必要関係機関
と連携しながら適切に支援します。
女性相談実人数：100人

DV被害にあった女性が自立できるよう相談に応じて、必要関係機関と
連携しながら適切に支援しました。
女性相談実人数：1５０人

ＤＶ被害を始めとする困難な問題に悩む女性の救
済・軽減および自立に向けた支援をすることが出
来ました。
非常勤嘱託職員対応であるため、勤務時間外の対
応の充実が必要です。

Ｂ
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施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（９）インターネットによる人権侵害
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①インターネット上での差別
事象や人権侵害に関する教
育・啓発の推進

815 人権政策・
男女共同参
画課

講演回数 教育委員会部局と連携をとるとともに、各学校生徒やPTAに対し情
報モラル教育を行います。

各学校生徒やPTAに対し資料提供は行いましたが、講演には至りませ
んでした。なお、市職員に対してはインターネット問題について研修
を実施し、子ども達が利用するサイトの情報提供を求めました。

情報提供を行うことによって一定の問題意識は浸
透しましたが、サイト情報提供には至っていませ
ん。 Ｂ

816 学校教育課 情報モラルに関する学習を実
施した学校数

インターネット上での人権侵害に関する学習を行うとともに、情報
モラル教育を推進します。

全小中学校において、情報モラル教育年間計画を作成しそれに基づい
た、発達段階に応じた情報教育を実施しました。

既存のネット媒体等の情報機器の進歩に保護者・
教職員をはじめとする社会全体が対応しきれてい
ないため、スマートフォン等のネット端末による
児童生徒間の新たな問題が発生しています。

Ｂ

①インターネット上での差別
事象や人権侵害の状況把握

県や関係機関、団体等との連携により、インターネット
掲示板や携帯電話サイトにおける個人への誹謗・中傷や
悪質な差別表現等の書き込みの早期発見・把握を行うと
ともに、その状況報告を取りまとめ、防止に役立てま
す。

817 人権政策・
男女共同参
画課

団体数
モニター回数

県や関係機関はもとより、他の自治体とも連携を図り早期発見・把
握が出来るよう連絡網を作成します。
団体数：５団体
インターネットの掲示板上で差別的な書き込みや個人に対する誹謗
中傷がされない、または広がらないようモニターを行います。
モニター回数：４２回

県や関係機関はもとより、他の自治体とも連携を図り早期発見・把握
が出来るよう連絡網を作成しました。
団体数：５団体
インターネットの掲示板上で差別的な書き込みや個人に対する誹謗中
傷がされない、または広がらないようモニターを行いました。
モニター回数：４５回

伊賀地域における広域的なモニターシステムの構
築ができつつあります。また、市職員によるモニ
ター事業では、インターネット上の人権侵害に対
する課題意識が浸透しました。 Ａ

818 学校教育課 生徒指導総合連携会議開催回
数

県教育委員会が実施するインターネット上の書き込み監視結果を各
学校に共有するとともに、生徒指導総合連携会議においてネットモ
ラル教育についての研修を行います。

県教育委員会が実施したインターネット上の書き込み監視結果を各学
校に共有しました。また、６回開催しました生徒指導総合連携会議に
おいて児童生徒がネット社会で被害にあっている事象について研修を
行いました。

県教育委員会のモニタリング事業が普及したた
め、既存の掲示板等で悪質な書き込みはなくなり
ました。しかし、情報機器の進歩に保護者・教職
員をはじめとする社会全体が対応しきれていない
ため、スマートフォン等のネット端末による児童
生徒間の新たな問題が発生しています。

Ｂ

②人権侵害への対応 819 人権政策・
男女共同参
画課

削除依頼回数 県や法務局、その他団体と連携を図り、然るべき措置を講じます。 定期モニターと随時モニターを併せて平成２４年１２月２８日現在で
２３７件の差別表現書き込みを発見しました。うち１２６件について
削除依頼を行い、６７件の削除が確認されました。

より広域的に取組み、早期に差別書込みの発見に
つながりました。また、発見数と比例し削除件数
も昨年度と比べ大幅に増えました。 Ｂ

820 学校教育課 生徒指導総合連携会議開催回
数

県教育委員会が実施するインターネット上の書き込み監視結果を各
学校に共有するとともに、プロバイダ等に削除を申し入れるなどの
取組を進めます。

県教育委員会が実施したインターネット上の書き込み監視結果を各学
校に共有しました。また、６回開催しました生徒指導総合連携会議に
おいて児童生徒がネット社会で被害にあっている事象やプロバイダ等
に削除を申し入れる方法等の研修を行いました。

県教育委員会のモニタリング事業が普及したた
め、既存の掲示板等で悪質な書き込みはなくプロ
バイダへの削除要請はありませんでした。しか
し、情報機器の進歩に保護者・教職員をはじめと
する社会全体が対応しきれていないため、スマー
トフォン等のネット端末による児童生徒間の新た
な問題が発生しています。

Ｂ

③ネットボランティアの組織
化

ネットボランティアを組織し、インターネットによる差
別事象や人権侵害について、広く監視を行うとともに、
ネットボランティアが情報交換する場を設け、連携した
取組を進めます。

821 人権政策・
男女共同参
画課

人権大学等を修了した職員や、定期モニター参加者など人権に係わ
る職員を対象に、情報提供を定期的に行います。

学習会を開催し、組織の立ち上げを図りました。 差別表現書込みについて、早期発見が期待できま
す。今後は情報発信についても取り組みが必要で
す。 Ｂ

２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況
指標

インターネット上での差別事象や人権侵害の書き込みな
どの問題に関する教育・啓発を進めるとともに、イン
ターネットの利用にあたって、プライベートな情報や人
を傷つける情報を流さないよう、適正な利用に関する啓
発と教育を進めます。

インターネットによる差別事象や人権侵害の書き込みで
発信者が特定できる場合は、県や法務局等と連携し侵害
行為をやめるよう促していきます。発信者を特定できな
い場合は、プロバイダ等に削除を申し入れるなど取組を
進めます。
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施策分野４・人権課題の解決に向けての施策

（１０）さまざまな人権課題
２０１２（平成２４）年度

事業の実施予定 事業の実施内容 事業の効果・課題

①さまざまな人権課題の現状
と課題認識のための取組の推
進

アイヌの人びとや沖縄の人びと、刑を終えた人・保護観
察中の人等、性的マイノリティの人びと、ホームレス等
の状況や人権侵害の発生状況、人権相談など、人権課題
の現状と課題認識のための取組を行います。

822 人権政策・
男女共同参
画課

パネル作成件数 福島差別という新たに生まれた人権課題について啓発パネルを作成
し、課題の現状分析、課題認識の取組を行います。

差別をなくす強調月間にあわせ、福島差別をテーマとした啓発パネル
を作成しました。

人権つどいや、地区単位の文化祭においてパネル
展示を行い、福島差別についての認識を深めるこ
とができました。 Ａ

823 厚生保護課 相談件数 生活困窮者に対する相談事業を充実します。 ・平成２４年度生活保護相談者数　延べ２１２人（H25.1月末時点） 　生活保護に関する相談者は、ここ数年若干の増
加傾向にありますが、生活保護の趣旨はもちろ
ん、他法他施策等を説明し、各種福祉サービスや
求職活動の結果、生活保護に至らないこともあ
り、生活保護受給者世帯数は、ここ２～３年は、
ほぼ横ばいの状況です。今後も親切丁寧に相談に
対応していきます。

Ｂ

②国や県、社会の動向の把握 さまざまな人権課題に関する国や県、社会の動向を把握
するとともに、必要に応じて各種統計データを活用し、
現状への理解や課題認識を深めます。

824 人権政策・
男女共同参
画課

各施策担当部署と連携し、国や県などの動向を把握します。 国の動向について情報収集するとともに、県についても現状の提供を
求めました。

具体的な現状把握が必要です。

Ｃ

①さまざまな人権に関する啓
発の推進

アイヌの人びとや沖縄の人びと、刑を終えた人・保護観
察中の人等、性的マイノリティの人びと、ホームレス等
の人権課題に関する啓発を進めます。

825 人権政策・
男女共同参
画課

貸出回数 福島差別という新たに生まれた人権課題をテーマとした人権啓発パ
ネルを貸出し、啓発を進めます。

各支所主催の人権のつどいや地域の文化祭において福島差別をテーマ
とした人権啓発パネルの貸出しを行いました。貸出回数：４回

パネルの展示を通して、福島差別について新たに
認識する事はできましたが、差別をなくすために
何ができるかということについてさらに深く考え
ていく必要があります。

Ｂ

826 厚生保護課 相談件数 生活困窮者に対する相談事業を充実します。 ・平成２４年度生活保護相談者数　延べ２１２人（H25.1月末時点） 　生活保護に関する相談者は、ここ数年若干の増
加傾向にありますが、生活保護の趣旨はもちろ
ん、他法他施策等を説明し、各種福祉サービスや
求職活動の結果、生活保護に至らないこともあ
り、生活保護受給者世帯数は、ここ２～３年は、
ほぼ横ばいの状況です。今後も親切丁寧に相談に
対応していきます。

Ｂ

②さまざまな人権に関する教
育の推進

827 人権政策・
男女共同参
画課

人権啓発パネルの貸出し件数 ホームページを通して、広く市民に人権啓発パネルの貸し出しを行
い、人権課題についての理解･認識を深められるよう取り組みます。
本年度作成パネルの貸し出し目標数：３回

本年度作成パネル（福島差別）について人権のつどいや地域の文化祭
において貸出しを行いました。　貸出回数：４回

パネルの展示を通して、福島差別について新たに
認識する事はできましたが、差別をなくすために
何ができるかということについてさらに深く考え
ていく必要があります。

Ｂ

828 厚生保護課 相談件数 生活困窮者に対する相談事業を充実します。 ・平成２４年度生活保護相談者数　延べ２１２人（H25.1月末時点） 　生活保護に関する相談者は、ここ数年若干の増
加傾向にありますが、生活保護の趣旨はもちろ
ん、他法他施策等を説明し、各種福祉サービスや
求職活動の結果、生活保護に至らないこともあ
り、生活保護受給者世帯数は、ここ２～３年は、
ほぼ横ばいの状況です。今後も親切丁寧に相談に
対応していきます。

Ｂ

①相談対応の充実 人権侵害を受けた人が適切に保護・救済されるように、
県や関係機関、団体等と連携し相談体制の充実を図りま
す。

829 人権政策・
男女共同参
画課

伊賀人権擁護委員協議会や県、関係団体等と連携し、相談体制の充
実を図ります。

法務局や三重県人権センター、伊賀人権擁護委員協議会など関係団体
が連携して人権相談に取組めるよう、人権相談体制の整備に向けて話
し合いを行いました。

人権相談体制の必要性についての共通認識ができ
ました。今後は定期的な開催に向けて取組む必要
があります。 Ｂ

②保護や支援の充実 一時的な保護を要するホームレスなどに心身の健康の回
復、福祉施設への入所、就労による自立支援など、県や
関係機関、団体等と連携し総合的な自立支援の取組に努
めます。

830 厚生保護課 受給者数 生活保護を適用し、自立支援に取組みます。 ・生活保護受給者数　９４６人（H25.1月末時点） 　生活保護受給者には、保護開始後も引き続き、
生活保護の趣旨や他法他施策の利用や求職活動か
ら就職にいたり、自立支援を続けています。結
果、生活保護の受給世帯数は、ほぼ横ばいの状況
です。今後も世帯の状況にあった自立策を模索し
ていきたい。

Ｂ

自課
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事業 事業概要
２０１２（平成２４）年度　実施事業の進捗状況

指標

１
・
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
課
題
の
把
握

２
・
人
権
に
関
す
る
教
育
・
啓
発
の
推
進

３
・
人
権
侵
害
へ
の
対
応
と

自
立
支
援
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学校、地域、職場などでの人権教育において、アイヌの
人びとや沖縄の人びと、刑を終えた人・保護観察中の人
等、性的マイノリティの人びと、ホームレス等の人権課
題についての理解・認識を深められるような取組を進め
ます。
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