
第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課

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

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

1 人権政策・
男女共同
参画課

教材リストの更
新回数

人権担当各部署等で保有している人権啓
発教材のリストを作成し情報提供しました。
　○情報の更新：1回／年

磁気誘導ループ等の機材に
ついて定期的な貸し出しがあ
り、情報提供の効果が表れて
います。

保有している教材が少なく、
特に映像教材については生
涯学習課を紹介することが多
くなっています。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

2 八幡町市
民館

教材の収集数 人権に関する書籍を収集しました。
　○書籍：18冊

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
した。

これからも、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
ことが必要です。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

3 下郡市民
館

教材の収集数 月刊誌2誌を購入しました。 人権関係の新たな情報を補完
し、教材の充実を図りました。

予算の確保

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

4 寺田市民
館

教材の収集数 ・定期購読中の月刊誌・紀要・新聞を継続
して購入、閲覧に供します。また、人権啓発
DVDを配置します。
　○月刊誌：計48冊
　○紀要：計3冊
　○新聞週刊：1紙
　○人権啓発DVD：2枚

・情報誌等の購入、閲覧につ
いては計画とおり実施でき、
情報提供により、市民の人権
意識の醸成が図れました。
　○月刊誌：計48冊
　○紀要：計3冊
　○新聞週刊：1紙
　○人権啓発DVD：2枚

・情報誌等については、予算
の関係で、購入冊数・種類が
減り、市民への情報提供が低
下する可能性があります。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

5 いがまち
人権セン
ター

教材の収集数 人権啓発用書籍を購入しました。
 　○書籍：41冊

書籍等の充実をすることがで
きました。

市民に対して情報提供が必要
です。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

6 ライトピア
おおやま
だ

教材の収集数 人権啓発用書籍を購入します。
 　○書籍：24冊

月刊誌等の購入をしました。
　○書籍購入冊数：24冊

人権図書の購入により市民の
人権意識の向上を図ることが
できました。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

7 青山文化
センター

教材の収集数 人権啓発用図書を購入しました。
 　○書籍：22冊

人権図書の購入により市民の
人権意識の向上を図ることが
できました。

予算が少額であるため希望
の本の購入が限定されます。

　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

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

子どもたちの実態をふまえ、幼稚園、小中
学校に書籍・DVD等を購入し、それらを活
用することによって、解放保育・人権教育を
充実しました。
　○活用学校(園）数：32校(園)

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

学習の導入等でDVD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。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

9 生涯学習
課

ＤＶＤ,ビデオ購
入数

限られた予算の中で、より効果的な人権学
習用教材を探し、人権同和教育に関する研
修・学習や啓発用のDVD、ビデオの購入を
行いました。
　○DVD購入数：3タイトル

計画どおりの人権教育・啓発
用ＤＶＤソフトを購入できまし
た。

今後の予算縮小の中でも、よ
り効果的に事業継続すること
が大切と考えます。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

10 生涯学習
課（中央公
民館）

書籍の購入数・
所有数

生涯学習課：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」を購入しました。
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
りに掲載し啓発を進めました。○購入冊数
16冊
阿山公民館：人権問題に関する図書・ビデ
オ等を配置し、人権関係図書コーナーの充
実に努めました。○購入冊数14冊、ビデオ
所有数33本
大山田公民館：人権関係図書コーナーの
充実に努め、人権啓発図書の購入をしまし
た。○購入冊数13冊、所蔵数233冊
青山公民館：人権に関する図書を集めた
“人権コーナー”を設置し、利用の向上に努
めました。また書籍所有数も増やしていき
ました。また、「月刊部落解放」等を購入し
ました。○購入冊数22冊

生涯学習課：市民に人権意識
の向上のための情報提供が
できました。
いがまち公民館：人権意識の
向上を図ることができました。
阿山公民館：予定数を超える
14冊を購入し人権関係図書
コーナーの充実に努めまし
た。
大山田公民館：人権啓発図書
の購入を継続して行うことがで
きました。
青山公民館：所蔵冊数を272
冊に増やすことが出来まし
た。

生涯学習課：財政的な理由か
ら平成２９年度よりやむを得
ず、定期購読の解除となりま
す。
 いがまち公民館：書籍等購入
予算が削減され、生涯学習課
でまとめて購入し登録する必
要があると思います。
阿山公民館：課題なし
大山田公民館：課題なし
青山公民館：継続購入が必要
な中、図書購入費が益々減少
しています。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

11 上野図書
館

人権に関する最新の情報を容易に閲覧で
きるよう書籍や月刊誌等の収集に努めま
す。また、関係図書資料のリストを一覧表
にして設置したり情報提供（ホームページ
掲載）して、利用者が容易に書籍等を探せ
るよう努めました。

人権に関する最新の情報を提
供できるよう書籍や月刊誌等
の収集に努めるとともに、関
連図書リストの設置やホーム
ページ掲載などさまざまな媒
体により情報提供を図りまし
た。特に、今年度よりパート
ナーシップ制度が始まったこと
から、児童・一般書架のいず
れにも、LGBT関連本を集め、
書架にはＡｌｌｙのステッカーを
貼って所在の周知に努めまし
た。

開架スペースが限られている
ため、月間以外は人権関連本
であっても女性問題・部落問
題とテーマごとに図書を開架
せざるを得ず、目を引きにくい
実態があります。今後、図書
館を整備する際には、人権問
題に特化した開架コーナーを
常設展示できるよう努めていく
必要があります。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

12 伊賀支所
振興課

啓発教材（ＤＶＤ）を購入しました。
部落解放、ヒューマンライツを定期購読しま
した。

限られた予算の中で、ＤＶＤや
書籍を購入し、地区懇談会で
活用できる啓発教材を加えら
れました。

身近なところで貸し出しができ
る啓発教材の充実が必要で
す。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

13 島ヶ原支
所振興課

教材の収集数 地区懇談会と企業啓発で人権についての
資料を閲覧したいと希望があった場合貸出
しできるよう購入しました。
　○書籍購入数2冊

様々な人権問題の資料をそろ
えることが出来ました。

バリアフリーに配慮した資料
が不足しております。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

14 阿山支所
振興課

教材の収集数 人権に関する最新の情報資料として、月刊
誌（月刊『ヒューマンライツ』）を購入しまし
た。
　○収集数：12冊

庁内での供覧等により、多様
な人権問題の現況に関する情
報共有・知識の増補等ができ
ました。

特になし。

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

15 大山田支
所振興課

月刊誌購入 引き続き人権図書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。

最新の情報提供を行うことが
できた。

課題なし

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

16 青山支所
振興課

教材の収集数 月刊誌(ヒューマンライツ･部落解放）を購入
しました。
　○ヒューマンライツ：12冊
　○部落解放：16冊（増刊号含む）

人権啓発書籍コーナーをおく
ことで、最新の情報を提供で
きるようにしました。また、保
育園・小中学校に「部落解放」
各号を配布することで啓発教
材とすることができました。

人権啓発書籍コーナーの認
知度を向上し、利用者の増加
を図ります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
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　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権に
関する機
材の整備

1啓発図
書、機材
の整備

17 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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整備しまし
た。
　○32保育所(園)

全保育所(園)で既存の絵本を
整理し、絵本コーナーに人権
関係のブースの設置、整備が
図られました。

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が
るように、園だより等での啓発
など工夫が必要です。

1．人権に
関する機
材の整備

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

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した。
　○作成プログラムの数：3本

学習プログラムを作成し各地
区草の根運動推進会議に配
付することで、地区別懇談会
の実施につなげることができ
ました。

地区別の人権課題や、時勢に
応じた学習プログラムを作成
する必要があります。

1．人権に
関する機
材の整備

2プログラ
ムの整備

19 学校教育
課

教育活動全体
を通して、人
権・同和教育の
充実を目指した
教育課程を編
成した学校
（園）数

学校（園）が、人権・同和教育を体系的に行
えるよう、子どもの実態や状況、生活背景・
地域の実態をふまえながら、伊賀市人権同
和教育基本方針に基づき、教育課程を編
成しました。
　○人権・同和教育の充実を目指した教育
課程を編成した学校(園)数：32校(園）

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いかす
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。

1．人権に
関する機
材の整備

2プログラ
ムの整備

20 生涯学習
課

参加者数 教育集会所交流事業「みんなよっとい
で！」は当初計画どおり実施できました。各
教育集会所で人権学習に取り組んでいる
子どもたちの地区学発表会をメインに、地
域を越えた交流事業ができました。
　○参加者数：138名（担当者・スタッフ・教
員含む）
伊賀市高校生（青年）人権学習交流会を実
施しました。
　○参加者数：26名（担当者・スタッフ含む）

高校生（青年）は、地域の枠を
越えて、差別をなくそうとする
つながりや、研修会・交流会
が教育集会所間での開催に
つながりました。

粘り強い、継続した取り組み
が大切と考えます。

1．人権に
関する機
材の整備

2プログラ
ムの整備

21 保育幼稚
園課

参加者数 全保育所(園)に案内のあった研修を周知
し、各園工夫をして研修会に参加できるよ
うにしました。
　○参加者数196名

全保育所(園)に案内のあった
研修を周知し、各園工夫をし
て研修会に参加し保育計画に
生かすことができました。

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。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

1学習相談 22 人権政策・
男女共同
参画課

各地区人権啓発草の根運動推進会議や企
業からの学習相談に対し、研修会への講
師派遣など実施に対応しました。

各地区及び企業等からの講
師派遣要請と人権課題別学
習内容の要望に応え、人権学
習を効果的に実施できまし
た。

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。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

1学習相談 23 伊賀支所
振興課

参加者数 地区懇リーダー研修会を開催しました。
(7月28日 48名)､(8月25日 59名)､(9月29日
69名)
　○参加者数：176人

リーダー研修会を開催するこ
とで、各地区における懇談会
の進め方や啓発手法の充実
を図ることができました。

各世代からの参加が必要で
す。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

1学習相談 24 島ヶ原支
所振興課

地域に対しては、地区別懇談会事前研修
会を開催し、研修の手法や進め方などの研
修を行いました。
企業に対しては、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
聞き取りを行いました。

差別事象の問題点に取組み、
再発防止意識を高める事がで
きました。

参加者数を増やす取組が必
要です。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

1学習相談 25 阿山支所
振興課

人権に関する講演会・研修会等の開催に
ついて、地域や企業・事業所等から相談が
あった場合は、実施方法等の紹介等、対応
しました。今年度は学校等から講師につい
て１件の相談があったほか、阿山地域での
講演会で招待した講師について、他の部局
から問い合わせが２件以上ありました。

市が過去に開催した講演会等
の記録をもとに、地域等へ参
考資料を掲示する等、開催の
支援を行なうことができまし
た。

事業所や地域の人口の規模
縮小等から、開催の機会その
ものが減っています。一方で、
他の事業・地域と合同開催と
して存続したいという意見もあ
ります。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

1学習相談 26 大山田支
所振興課

訪問事業所数 企業にとって、人権問題と向き合うことがプ
ラスになることを説明し、社内研修会開催
に向けた情報提供など啓発・支援を継続し
て行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

1学習相談 27 青山支所
振興課

相談回数 人権に関する講演会・研修会等の開催に
ついて、地域や企業・事業所等から相談が
あった場合は、実施方法・講師等の紹介
等、対応しました。
　○相談回数：随時

自治協・企業・事業所へ人権
に関する参考資料などを提供
しました。

自治協・企業等でより多く自主
的に研修会を実施する必要
性を啓発する必要がありま
す。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

28 人権政策・
男女共同
参画課

教材の貸出数 人権問題に関するビデオや図書の閲覧や
貸し出しを行いました。
　○貸出数:3本

非核平和や同和問題に関す
る教材の貸し出しを行いまし
た。

保有している教材が少なく、
特に映像教材については生
涯学習課を紹介することが多
くなっています。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

29 八幡町市
民館

教材の貸出数 人権に関する書籍やビデオを市民に貸し
出しました。
　○貸出数：書籍15冊

市民が人権問題を学ぶ機会
のひとつになりました。

より多くの人に利用いただくこ
とが必要です。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

30 下郡市民
館

教材の貸出数 書籍・ビデオを市民に閲覧・貸し出ししまし
た
　○閲覧・貸出数：50件

人権啓発情報に触れていただ
くことで、疑問点などが解消さ
れ、より深い理解につなげる
事がでました。

利用啓発ができていない。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

31 寺田市民
館

教材の貸出数 ・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。
　○書籍閲覧者：延べ50人
　○情報誌閲覧者述べ：240人
　○ビデオ・DVD鑑賞者：延べ5人
　○書籍貸し出し：延べ15人
　○情報誌貸し出し：5人
　○ビデオ・ＤＶＤ貸し出し：5人

・市民への閲覧・情報提供は、
計画とおり実施でき、市民の
人権意識の醸成が図れまし
た。
　○書籍閲覧者：延べ40人
　○情報誌閲覧者述べ：240人
　○ビデオ・DVD鑑賞者：延べ
5人
　○書籍貸し出し：延べ15人
　○情報誌貸し出し：5人
　○ビデオ・ＤＶＤ貸し出し：5
人

・情報誌等の市民への提供に
ついて、非識字の実態もあ
り、丁寧に説明する必要があ
ります。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

32 いがまち
人権セン
ター

教材の貸出数 同和問題をはじめとする人権問題に対して
正しい認識をつけてもらうため、啓発書籍・
ビデオ等の貸出を行いました。
　○貸出数：5件

教材の貸し出しにより職場、
地域での啓発ができました。

多くの貸し出しが出来るよう情
報提供が必要です。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

33 ライトピア
おおやま
だ

教材の貸出数 ライトピアだよりで新刊書籍の紹介及び、
大山田図書館と連携を図り貸し出しなどを
行い、市民に周知します。
　○貸出数：80件

大山田図書館と連携を図り,貸
し出しを行いました。
　○図書貸出数：36件
　○ビデオ貸出数：9件

人権問題に関するビデオや図
書を備え付け、来館者に閲覧
や貸し出しを行い、市民に人
権に関する情報を提供しまし
たが、利用は結びつきません
でした。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

34 青山文化
センター

教材の閲覧・貸
出数

書籍を閲覧に供しました。
　○閲覧者数：110人
ＤＶＤ・ビデオを貸出しました。
　○貸出数：4本

児童の読書の機会が増加し、
企業や保育所等の人権学習
に活用されて研修効果をあげ
ました。

啓発用ビデオの劣化が激しく
視聴できない物が増えている
ため、ＤＶＤへと更新をしたい
が、高価であるため購入する
ことが困難であり、今後の貸
出に課題が残ります。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

35 学校教育
課

図書室等に人
権問題に関す
る図書を工夫し
配置した学校
（園）数

学校（園）の図書室等に、人権問題に関す
る図書を配置し、子どもたちが利用しやす
いよう工夫しました。
　○図書を工夫し配置した学校(園)数：32
校(園)

すべての学校（園）において、
人権問題に関する図書をすぐ
に活用できるよう工夫がされ
ています。

人権学習等で、人権問題に関
する図書をすぐに活用できる
ようさらなる工夫ができるよう
働きかけます。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

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
ました。
　○貸出・閲覧回数：113回

企業・事業所の職員人権教育
研修用や、地域の人権啓発
「草の根」が、研修用に貸出す
るケースが増えつつあります。

粘り強い、継続した取り組み
が大切と考えます。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

37 生涯学習
課（中央公
民館）

書籍・ビデオ貸
出数

生涯学習課：書籍や啓発ポスターを生涯学
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。
いがまち公民館：人権コーナーを設置し、
図書・ビデオＤＶＤの閲覧や貸出しを行いま
した。新刊購入情報を図書室だよりに掲載
し広報しました。ビデオ・ＤＶＤの所蔵情報
を提供しました。
阿山公民館：人権関係図書コーナーを設置
し、閲覧しやすいようにし、図書・ビデオの
閲覧や貸出を行いました。ビデオについて
は、研修に使ってもらえるよう情報提供しま
した。
大山田公民館：人権問題に関する図書の
貸し出しをしました。○貸出冊数：132冊
青山公民館：人権に関する図書を集めた常
設コーナーを設置しています。夏休み期間
や人権週間には“人権コーナー”を特設し、
利用の向上に努めました。また、点字絵本
に親しんでもらうことが出来ました。

生涯学習課：市民に人権意識
の向上のため情報提供ができ
ました。
いがまち公民館：区の研修や
児童の人権作文やポスターの
資料にと貸出要望がありまし
た。ビデオデッキの貸出要望
がありました。
阿山公民館：ビデオはDVD等
の普及により貸出がなく図書
室のみの使用となっていま
す。
大山田公民館：特集コーナー
を設置するなど市民に関心を
持ってもらうことができました。
青山公民館：人権等の調べ学
習に活用されました。

生涯学習課：新規購入はなく
なりますが、これまでの購入
分を活用して、閲覧してもらい
やすい工夫を行う必要があり
ます。
いがまち公民館：ＤＶＤ教材が
少なく購入ができないので、
他課を紹介しています。
阿山公民館：人権関係図書の
情報を他部署と連携して提供
する必要があります。
大山田公民館：課題なし
青山公民館：ビデオの設置を
行っていないので、県や他館
の情報提供を継続する必要
があります。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

38 上野図書
館

人権週間・月間中に人権問題に関する書
籍や資料を展示する特集コーナーを設置
し、関係図書資料の貸出を推進しました。

人権週間・月間に因み、人権
問題に関する書籍の特集コー
ナーを設置し、リストも作成し
て容易な閲覧・貸出の推進に
努めました。今年度は特に
LGBTを中心とした選書を行
い、児童と一般コーナーの2箇
所で特集を開設し、児童書で
は絵本も含む29冊、一般コー
ナーでは、LGBT関連本41冊
ほか51冊を紹介しました。
併せて、これらの人権関連書
籍リストを小・中学校にメール
にて送信し、活用についての
情報共有を図りました。しか
し、他のテーマの特集に比べ
ると貸出冊数はかなり少ない
実績に留まりました。

今後も小・中学校や保育所
（園）へは校園長会などの機
会を利用して人権関連図書特
集コーナーの開設を伝えた
り、図書リストのメールでの連
絡など積極的に周知を徹底す
るとともに、市民へは広報や
ホームページなどさまざまな
媒体によりさらなる情報提供
を図る必要があります。また、
書誌データ（内容紹介文）など
を加えて、読んでみたくなる図
書リストの作成に努めていき
ます。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

39 伊賀支所
振興課

教材の貸出数 地区別懇談会で支所備え付けのビデオや
ＤＶＤを紹介しました。
（４月18、19、21日）
貸出数：22件

各地区で人権映画の上映会
を開催することができました。

啓発教材の多くはビデオテー
プですが、借り手の再生機材
がＤＶＤに移っており、ビデオ
が再生できないことがありま
す。そのためＤＶＤの啓発教
材の充実が必要です。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

40 島ヶ原支
所振興課

教材の貸出数 人権問題に関するビデオや図書の閲覧や
貸し出しをPRしました。
　○貸出数：0件

様々な人権問題の資料をそろ
えることが出来ました。

貸出数を増やすよう啓発を継
続します。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

41 阿山支所
振興課

教材の貸出数 支所内に人権啓発書籍コーナーを設け、
市民が容易に閲覧できるようにし、人権問
題に関する情報提供に努めました。
　○書籍等貸出数：3件

窓口での閲覧のほか、主に支
所庁舎内の各所属において
も、人権研修等を行なう際の
参考資料として活用されまし
た。

月刊誌等を除き、全体的に古
くなっている資料が増えてい
ます。特にＶＨＳ資料等、古い
メディア形式の資料などにつ
いては活用される機会が減っ
ています。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

42 大山田支
所振興課

人権図書コー
ナーの充実

人権問題に関して関心を持ってもらえるよ
う、見やすく分かりやすいディスプレイを行
いました。

最新の情報提供を行うことが
できた。

人権図書についての周知方
法について検討する。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

43 青山支所
振興課

教材の貸出数 支所内に人権啓発書籍コーナーを設け、
支所及び人権担当部署で保有している人
権啓発書籍・ビデオ・ＤＶＤ等の紹介･案内・
貸し出し等に応じられるようにしました。

自治協・企業・事業所へ人権
に関する参考図書等を紹介し
ました。

人権啓発書籍コーナーの認
知度を上げ、利用者の増加を
図る必要があります。

2．人権に
関する学
習相談や
情報の提
供

2ビデオ及
び図書等
の貸し出
し

44 保育幼稚
園課

貸出数 各保育所（園）の絵本コーナーに人権に関
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。32保育所（園）実
施。
　○貸出数：2,421冊

各保育所（園）の絵本コーナー
に人権に関する絵本をまとめ
た人権絵本のブースを設置
し、保護者の視覚に入りやすく
借りやすいような工夫や、情
報提供ができました。

人権絵本に関心が示されてき
ました。今後、保護者の要望
などを聞きながら、人権につ
ながる絵本や環境を充実して
いきます。

3．調査・
研究の推
進

1市民意識
調査等の
実施

45 人権政策・
男女共同
参画課

人権研修会や地区別懇談会で調査結果を
報告し、市民の人権意識の向上を図りまし
た。

2015年に人権問題に関する
市民意識調査を実施し、調査
結果の分析から、問題点や課
題を洗い出すことができまし
た。

調査結果から明らかになった
問題点や課題を、今後の施策
に反映していくことが必要で
す。また、人権意識向上のた
め、調査結果を周知する必要
があります。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

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
ました。

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。

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、今後も伊賀人権擁護
委員協議会や三重県、法務
局などと連携していきます。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

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」開催のために学校などと協議をしまし
た。
　○協議回数：10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。

少しずつ広げてきた反差別の
つながりを維持、また拡大して
いく必要があります。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

48 下郡市民
館

研修会・集会の
開催回数

校区推進協議会で、全体会・推進委員会・
研修会を開催し、関係者の連携を図りまし
た。
　○開催回数：6回
　○参加者数：260名

児童・生徒の人権教育につい
て、みんなで大切に考えていく
場として定着しました。

課題なし
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

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
研究調査を行います。
　○参加者数：600人

・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
員による懇談会については、
地域の思い、児童生徒・保護
者の課題等の情報共有がで
き、学校・支部・市民館の取り
組みの課題が明確になり、連
携した取り組みが実施できま
した。

・保小中懇談会、小中共催人
権講演会、小中地区別懇談
会、市民館同和問題講演会、
寺田教育を考える保護者の会
などと連携して、研修会・講演
会の積極的な参加が実施でき
ました。

○計：21回・参加者数：956人

・２年前に実施した人権同和
教育についての、保護者アン
ケートの結果の課題につい
て、取り組みの成果を明らか
にするために、再度、保護者
アンケートを実施する必要が
あります。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

50 いがまち
人権セン
ター

.各種研修会・
懇談会等への
参加者数

同和問題をはじめあらゆる人権問題の現
実を正しく認識するため、運動団体をはじ
め各種団体と連携するとともに、国、県から
の情報を収集しました。
また、保・小・中・高校・人権センターで校区
連絡協議会を開催しました。
　○開催回数：10回

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。

地域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。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

51 ライトピア
おおやま
だ

連携回数
協議の数

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、部
落解放同盟奥馬野支部等と連携を図るた
め、大山田同和教育推進事務局会を開催
します。
　○開催数：年6回

大山田支所管内の保育園・小
中学校、反差別村民ネット
ワーク、大山田同和教育研究
会、大山田人権教育推進協議
会と啓発の方向性や事業の
調整を行うため、大山田同和
教育推進事務局会を開催し、
連携を図りました。
　　○開催回数：6回

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、大山田支所管内の関
係団体と連携を図りながら進
めることができました。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

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「せいかつ実践交流会」等の研修
会･研究大会に参加しました。
　○参加者数：40人

すべての学校（園）の教職員
が「せいかつ実践交流会」等
の研修会に参加しました。

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、上野東小学校が「せい
かつ実践交流会」に、大山田
小学校・玉滝小学校・上野南
中学校が「三人教大会」にお
いて実践を発表しました。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

53 生涯学習
課

会議・研修会等
への参加回数

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：10回

全国～県～市の同研組織とし
ての流れや取り組みなど、事
務的な連絡・連携、更に教育
現場の教職員との連絡・連携
など、向上させることができた
と考えます。

研究大会の実践報告者や協
力者（分科会の司会役）など、
更なる人材育成に力を注ぐ必
要があります。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

54 伊賀支所
振興課

人権問題について、いがまち同和教育研
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月20日)
・いがまち人権･同和教育研究大会(8月
19、20日)

いがまち同和教育研究会と連
携をはかり、知識を深めること
ができました。

引き続きいがまち同和教育研
究会との連携が必要です。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

55 島ヶ原支
所振興課

参加者数 管内での研究大会や全国、三重県の大会
や集会に連携して参加しました。
　○参加者数：９人

参加者の人権啓発の知識を
学ぶことが出来ました。

参加者数を増やす取組が必
要です。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

56 阿山支所
振興課

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

講演会その他行事における連
携等で、それぞれの活動を相
互に発展させていくことができ
ました。

特になし。

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

57 大山田支
所振興課

各種団体と連携し、地区別懇談会や各種
研修会等を開催しました。

各種団体と連携し、地区別懇
談会や各種研修会等を開催
し、人権啓発の取り組みが行
えた。

課題なし
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．調査・
研究の推
進

2関係団
体・機関と
の連携

58 青山支所
振興課

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、部落解放同盟老川支部
と連携し、現状を把握しながら教育・啓発の
方法を検討し、各事業を進めました。

青山同推協・青学同・同盟支
部と協議をしながら、人権啓
発地区別懇談会では、　市民
と共に部落問題に対する討議
をする中で差別意識をなくす
ために自分が何ができるのか
を考える良い機会となりまし
た。

高齢者の出席が大部分であ
り、若い世代（子育て世代）が
参加する懇談会となるように
しなければならない。

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

1．就学前
児童に対
する人権
教育の推
進

1保育所
（園）や幼
稚園にお
ける人権
教育

59 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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、「友だちの良いところ探し」や
「今どんな気持ちカード」を使った取り組み
をしました。
　○取組保育所(園)数：32保育所(園)

誕生会などあらゆる場や機会
を通して子ども、保護者ととも
に取り組みを進めることがで
きました。
　

一人ひとりが愛され、大事にさ
れている存在であること（自尊
感情）が実感できる取り組み
を今後も引き続き進めていき
ます。

1．就学前
児童に対
する人権
教育の推
進

2解放保育
の推進

60 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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、語ろう会で講師を招
きグループワークを通して実践交流の場を
持ち取り組みました。また、全体研修会で
は｢学びをつなぐ、育ちをつなぐ」と題した講
演を聞き保護者と共に取り組みました。
　○取組保育所(園)数：32保育所(園)

全保育所(園)で、伊賀市解放
保育基本方針を具体化するた
めの取り組みから実践へとつ
なげる事ができました。

解放保育の基本理念である｢
人を認め、人を思いやり、人
の痛みがわかる子」を全職員
が認識し取り組みを進める必
要があります。また、「伊賀市
解放保育基本方針」｢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。

1．就学前
児童に対
する人権
教育の推
進

3保育園児
や幼稚園
児の高齢
者福祉施
設等への
訪問

61 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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
や高齢者福祉施設へ訪問しました。
　○取組保育所(園)数：32保育所(園)

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や
高齢者福祉施設へ訪問など
の取り組みができました。

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ました。交
通手段や感染症等の流行に
より、計画通りに実施できない
のが課題です。

1．就学前
児童に対
する人権
教育の推
進

3保育園児
や幼稚園
児の高齢
者福祉施
設等への
訪問

62 学校教育
課

交流回数 高齢者福祉施設や地域の高齢者の方との
交流を行いました。
　○交流（訪問）回数：1回

祖父母参観を実施し、高齢者
との交流を実施したり、読み
聞かせボランティアとして高齢
者の方を招いたりして交流を
行いました。

高齢者の方との交流内容を充
実するとともに、地域の高齢
者の方との交流についても、
計画的に進めていくことが大
切です。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．学校教
育におけ
る人権教
育の推進

1人権・同
和教育の
推進

63 学校教育
課

各校マニフェス
トの人権・同和
教育に関わる
目標の達成率

学校マニフェストに人権に関わる目標を掲
げ、人権・同和教育を充実し、計画的に実
践しました。
　○達成率　100％

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
ニフェストを計画的に実施した
達成率は100％となっていま
す。各校園における実践をさ
らに推進します。

2．学校教
育におけ
る人権教
育の推進

2道徳教育
の充実

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
成しました。
年間授業時数35時間以上の授業を行いま
した。35時間以上の実施学校数　31校
教科化にむけた研修会を行ないました。

全小中学校で道徳教育の全
体計画・年間指導計画を作
成、実施しました。
教科化にむけた研修会を行な
い、全ての参加者が「満足」
「やや満足」という結果でした。

教科化にむけた研修会を継
続して行なうとともに、学習指
導要領の変更等の事務処理
についても周知が必要です。

2．学校教
育におけ
る人権教
育の推進

3生命を尊
重する教
育の推進

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、互いを敬愛する精神を育む学習を進め
ました。
　○実施学校数　31校

全ての学校が年間指導計画
に基づき、性に関する適切な
指導を行い、互いを敬愛する
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。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

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、15
講座、教室を開催しました。
　○参加者数：1,586人

「やはた文化祭」を開催し、周辺地区と交流
しました。
　○参加者数：500人

講座や教室等は、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・生
徒が反差別を学ぶ地区学習
会の発表により、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
との交流を図ることができまし
た。

これからも、特に人との交流
の場を設けることが必要で
す。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

1教室・講
座の開催

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・ゲートボー
ルなど各教室の活動を行い、周辺地区との
交流をすすめました。
　○参加者数：延55名
いなこふれあい文化の祭りに参加しまし
た。
　○参加者数：12名

教室・講座を通して、周辺住民
と交流し、より理解がすす
み、、普段の生活においても、
文化への意識が増したと思わ
れます。

参加者の拡大
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

1教室・講
座の開催

68 寺田市民
館

教室・講座等の
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、寄せ植え教室、子どもシ
ネマを実施します。また、各教室等の開設
意義確認と、人権を基本にすえた交流を深
めるためのグループ活動交流会を年3回実
施します。
　○教室・文化祭の参加者数：1,700人

（成果）
・寺田文化祭・中瀬夏まつり人
権コンサートを開催し、中瀬地
域全体に、人権啓発をしまし
た。
・パソコン教室・生花教室・カラ
オケ教室を毎月開催し、文化
教養が図れました。
・年1回、星座教室・陶芸教
室、寄せ植え教室、子どもシ
ネマを実施し、文化教養が図
れました。
・また、各教室等の開設意義
確認と、人権を基本にすえた
交流を深めるためのグループ
活動交流会を年４回実施し、
各教室の意義･目的の確認が
できました。

　○教室・文化祭の開催数：57
回・参加者数：1,145人

（課題）
・寺田文化祭について、年々、
充実を図っているが、年度途
中での開催であり、児童生徒
の成果発表ができないことが
課題であります。
・夏祭り人権コンサートについ
て、予算不足から、講演者の
選定が難しい状況でありま
す。
・各教室等の参加者が高齢化
となり、夜間開催が今後困難
な状況と成るため、開催時間
の検討が必要であります。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

1教室・講
座の開催

69 いがまち
人権セン
ター

解放文化祭の
参加者数

保育園児、小学生、中学生の一年間の人
権学習の発表と保護者からの呼びかけの
場として、父母の会による「解放文化祭」を
2月11日に開催しました。
　○参加者数：305人

それぞれの人権学習の取組
みの成果の発表と、保護者の
想いを語ることにより、参加者
と差別に対する怒りを共有し、
反差別の仲間の輪を拡げるこ
とが出来ました。

厳しい部落差別の現実から地
区外へ保護者世代が流出す
るなど、会員が減少傾向にあ
り、各学年単位での取り組み
が出来にくくなっています。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

1教室・講
座の開催

70 ライトピア
おおやま
だ

参加者数 識字のみならず部落解放に向けた活動を
進めることを目的として創作活動や識字学
習を通して解放運動の大切さや意義を共
に学習します。
かさとり学級
　年間開催回数：25回
　○参加予定者数：延べ75人
なかよし・もみじ会
　年間開催回数12回
　○参加者数：延べ90人

かさとり学級
創作活動や識字学習を通じて
解放運動の大切さや意義を共
に学習しました。
　開催日　　毎週火曜日
　開催数　　32回
　○参加者数：延べ474人

なかよし・もみじ会
　奥馬野地区および周辺地域
住民が互いに交流を深めつつ
人権について学習しました。
　開催日　　毎月第3金曜日
　開催数　　12回
　○参加者数：延べ101人

識字のみならず部落解放に
向けた活動を進めることを目
的に創作活動や識字学習を
行うことを通して解放運動の
大切さや意義を共に学習しま
した。また、周辺地区との交流
を行うなかで、人権意識が高
りました。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

1教室・講
座の開催

71 青山文化
センター

参加者数 人権・解放講座を開催しました。
　○参加者数：延べ536人
文化祭を開催しました。
　○参加者数：600人
伊勢型紙、陶芸、手話、手芸、生け花、ふ
れあい教室、健康・栄養・介護教室を実施
しました。
　○参加者数：延べ666人

人権・同和問題の解消に取り
組む人材育成につながりまし
た。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まし
た。

講師さんの高齢化により継続
が困難になった教室がありま
す。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

1教室・講
座の開催

72 生涯学習
課（中央公
民館）

講演会回数・参
加者数

上野公民館：悠々講座の内1回として、平
成29年1月24日に学校での差別発言等の
実態をテーマにした講演会を開催しまし
た。○参加者数：43人
いがまち公民館：文化サークルやまなみ文
化協会と共催で人権講演会を開催しまし
た。○参加者数：63人
人権を題材とした読み聞かせ会を開催しま
した。「同和問題」パネル展を行ないまし
た。○観覧者数：503人
島ヶ原公民館：人権講演会を開催しまし
た。講師:道志真弓　○参加者数:50人
阿山公民館：第1回｢かけはし～ハンセン病
回復者との出会いから～｣第2回｢ハラスメ
ントとは？～セクハラ・パワハラについて考
える～｣第3回｢子どもたちの社会的自立を
どのように育むのか～特に、学校と家庭・
地域の連携を意識して～｣第4回｢みんなで
考えよう。「ＬＧＢＴ」って何？｣の内容で、あ
やま人権・同和問題学習講座を4回開催し
ました。○参加者数：延べ575人
大山田公民館：山田地域住民自治協議会
との共催で3月に人権講演会を開催しまし
た。○参加者数：70人
青山公民館： 子どもの人権や命について、
障がい者の人権についての研修会を開催
しました。
　○研修講演会：2回
　○人権研修講演会参加者数：63人

上野公民館：市民に、学校で
の差別発言等について、的確
かつ適切に理解を深めてもら
うことができました。今後も継
続した取り組みが必要です。
いがまち公民館：参加型研修
で楽しく「人権を身近なことか
ら考えよう」を学ぶことができ
ました。継続して取り組みま
す。
島ヶ原公民館：市民に、男女
共同参画について、理解を深
めてもらうことができました。
今後も継続した取り組みが必
要です。
阿山公民館：魅力ある講座内
容を厳選することで、僅少です
が参加者数が増加しました。
大山田公民館：落語による講
演により、市民により楽しんで
理解を深めてもらうことができ
ました。
青山公民館：市内の学校での
差別発言等について、命につ
いて、また、「障がい者差別解
消法」についての理解を深め
てもらうことができました。

上野公民館：参加者が伸び悩
んでいます。
いがまち公民館：参加者が伸
び悩んでいます。
島ヶ原公民館：参加者が伸び
悩んでいます。
阿山公民館：課題なし
大山田公民館：より多くの市
民が参加できるよう、周知を
図る必要があります。
青山公民館：継続が必要で
す。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

2隣保館事
業の推進

73 八幡町市
民館

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した。
　○発行回数　12回
　○発行部数　毎回760部

人権啓発や生活支援、地区住
民のまちづくり意識に訴えるこ
とができました。

これからも人権啓発や生活支
援や地区住民のまちづくり意
識に訴えることが必要です。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育

2隣保館事
業の推進

74 下郡市民
館

隣保館事業へ
の参加者数

人権問題講演会、教養講座を開催しまし
た。
　○開催回数：各1回
　○参加者数：291名

周辺を含む住民への人権啓
発として、また、参加者同士の
交流に、とても有益でした。

課題なし。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

2隣保館事
業の推進

75 寺田市民
館

隣保館事業へ
の参加者数

【人権啓発事業】
・毎月テーマを変え20日間前後人権パネル展を
実施します。
　○延べ日数：約211日、延べ観覧者数：650人
・月3回、夜間開設を行い、より多くの市民に人
権情報を提供します。
　○延べ延長日数：36日、延べ観覧者数：300人
【地域交流事業】
・市民館映画会・星座教室を実施します。
　○市民館映画会：6回、80人
　○星座教室：1回、50人
【地域福祉事業】
・健康促進事業（ヘルストロン等の利用）を毎日
（土・日・祝日除く）開設します。
　○開館日数：247日、延べ利用者数：1,800人
・外出困難者を対象に、公用車を使用しての送
迎支援を行います。
　○日数：247日
・同和課と連携して実施していた、下郡、奥馬
野、老川地区への地域見守り巡回事業について
は、各館において、見守り事業の整備がされた
ため、今年度から、寺田地区中心の地域見守り
事業として、週1回実施し、対象者の課題・相談・
見守り体制を整備します。
　○寺田地区：50回・500人
　○随時：見守りが必要な地区住民
・緊急時の応急措置、及び防災意識の向上を目
指して、救急救命教室を開設します。
　○参加者数：25人
・犯罪被害にあわないように、寺田防犯講演会を
開催します。
　○参加者数：80人
・地区民生委員が実施する地区住民高齢者を対
象とした、健康増進・親睦を図るための「いきい
きサロン友楽長」を支援します。
　○回数：12回、参加者数180人

【人権啓発事業】
・子どもも理解できるオリジナルのパネルを作
成し、毎月テーマを「じんけん」パネル展を実
施し多数の市民への啓発ができ、人権意識の
向上が図れました。
　○延べ日数：約237日、延べ観覧者数：581
人
・月3回、夜間開設を行い、より多くの市民に
人権情報を提供します。
　○延べ延長日数：39日、延べ観覧者数：390
人

【地域交流事業】
・市民映画会・星座教室を開催することによ
り、地区内外住民の交流の中で、人権意識の
交流が図れました。
　○市民館映画会：5回、61人
　○星座教室：1回、32人

【地域福祉事業】
・健康促進事業（ヘルストロン等の利用）を毎
日（土・日・祝日除く）開設し、日常の健康管
理･維持が促進でき、人権意識の交流も図れ
ました。
　○開館日数：246日、延べ利用者数：1,163人
・外出困難者を対象に、公用車を使用しての
送迎支援を行いました。
　○日数：208日
・寺田地区中心の地域見守り事業として、週1
回実施し、対象者の課題・相談・見守り体制を
整備しました。
　○寺田地区：51回・599人
　○随時：見守りが必要な地区住民
・緊急時の応急措置、及び防災意識の向上を
目指して、救急救命教室を開設しました。
　○参加者数：20人
・犯罪被害にあわないように、寺田防犯講演
会を開催しました。
　○参加者数：30人
・地区民生委員が実施する地区住民高齢者
を対象とした、健康増進・親睦を図るための
「いきいきサロン友楽長」を支援しました。
　○回数：12回、参加者数189人

【人権啓発事業】
・より多くの人権課題の収集と子どもも理解で
きるオリジナルのパネルを作成する必要があ
ります。また、一般市民対象者の増加のため
に、夜間開催の回数の増加の検討が必要で
あります。

【地域交流事業】
・市民映画会については、市民館の交流の場
としての位置づけのために、一般市民の増加
を図る必要があり、夜間開設の検討も必要で
あります。
・星座教室については、冬場だけでなく四季を
通した開催を検討し、対象者の増加を図る必
要があります。

【地域福祉事業】
・ヘルストロン等利用支援については、高齢
化が進む中で、外出困難者が増加し、ヘルス
トロン利用支援以外の外出支援のあり方を検
討する必要があります。
・地域見守り事業については、年々高齢者の
増加に向けて、実施対象者の拡大が必要で
あります。また、夜間等の見守りについて、地
域全体での見守り体制（支え合い）を検討す
る必要があります。
・防災・防犯教室については、地域住民同士
の緊急時の応急措置、及び防災意識の向上
をより一層深める必要があります。
・「いきいきサロン友楽長」については、高齢
化が進む中で、より一層の地区住民高齢者を
対象とした、健康増進・親睦を図る必要があり
ます。また、地域福祉の向上をめざして、住民
ボランティアの育成が必要であります。

17/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

2隣保館事
業の推進

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
ました。
　○見学者数：1,558人
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。
　○参加者数：494人
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。
　○参加者数：62人

　人権パネル展は新聞等を通
じて市民に周知したことにより
情報発信ができました。
　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。

パネル展示においては、パネ
ルの種類が少ないため、毎年
同様のパネル展示になる可
能性があります。
地域福祉・地域交流事業にお
いては、新規参加者を増やす
し、高齢者の生きがい、交流
など社会参加意欲の向上が
図ることが課題です。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

2隣保館事
業の推進

77 ライトピア
おおやま
だ

参加者数 大山田地域の人権啓発と地域交流事業を
進めます。
ライトピア人権フェスティバル
　○参加者数：80人
梅まつり
　○参加者数：170人
大山田地域住民の健康増進と地域交流を
図ります。
敬老のつどい
　○参加者数：90人

周辺地区在住の独居高齢者を訪問し、健
康と生活状況の聴き取りを行い、安定した
日常生活のための支援を行います。
高齢者見守り支援事業
　○訪問日数：40回
　○訪問世帯数：のべ350世帯

大山田地域の人権啓発と地
域交流事業を進めるため、さ
まざまな事業を開催しました。
ライトピア人権フェスティバル
　○参加者数：78人
梅まつり
　○参加者数：130人
敬老のつどい
　○参加者数：120人

周辺地区在住の独居高齢者
を訪問し、安定した日常生活
のための支援を行いました。
高齢者見守り支援事業
　○訪問日数：47日
　○訪問相談者数：269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。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

2隣保館事
業の推進

78 青山文化
センター

参加者数 人権解放講座・解放学習会
　○参加者数：延べ536人
文化祭
　○参加者数：600人
各種教室
　○参加者数：延べ666人
その他の来館者数：2,084人

地域交流事業の実施や地区
の健康推進事業等の実施に
より利用者が増えました。

地域住民の高齢化が今後の
事業推進の課題となってきて
います。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

3人権問題
地区別懇
談会の開
催

79 人権政策・
男女共同
参画課

開催地区数
参加者数

人権問題地区別懇談会を開催しました。
　○開催地区数：26地区
  ○参加者数：945人

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。

市職員の参加を促すことや、
実施地区数を増やすための
情報提供や運営補助などをさ
らに進めていく必要がありま
す。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

3人権問題
地区別懇
談会の開
催

80 伊賀支所
振興課

参加者数
開催地区数

地区別懇談会を開催しました。
　○地区懇事業説明会
　　　4月18日､19日､21日
　○地区懇中間報告会
　　　10月24日､25日､27日
　○地区懇最終報告会
　　　2月1日､2日､3日
参加者数：175人
　○参加者数：27地区、3,194人

各地区において地区別懇談
会を開催することができまし
た。

予算の確保が必要です。
お金のかからない啓発手法に
よる事業運営の検討が必要
です。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

3人権問題
地区別懇
談会の開
催

81 島ヶ原支
所振興課

開催地区数
参加者数

人権問題地区別懇談会を開催しました。
　○開催地区数：8地区
　○参加者数：137人

様々な意見を交換して住民が
互いに人権意識を高める機会
を設けることが出来ました。

参加者数を増やす取組が必
要です。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

3人権問題
地区別懇
談会の開
催

82 阿山支所
振興課

開催地区数
参加者数

各住民自治協議会や各小・中学校、ヒュー
マンライツ阿山、阿山人権同和教育研究協
議会等と連携して、阿山地区人権啓発地
区別懇談会「人権を考えるつどい」を開催し
ました。
テーマ「みんながアドバイザー」
開催期間：11/9～12/7
　○開催地区数：河合地域11地区
　○参加者数：243人

少人数のグループなど、距離
が近い状況で人権課題につい
て密に話し合うことにより、「認
識が変わった」「もっとこういう
機会がほしい」等、人権啓発
に係る市民の意識に良い影
響をもたらすことができまし
た。

参加者が多岐にわたる地域
あった一方で、参加者が自治
協の役職者といった一部に
偏っている地域も見られまし
た。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

3人権問題
地区別懇
談会の開
催

83 大山田支
所振興課

参加者数 10月3日から11月25日にかけて支所管内
の各地区で開催しました。
スタッフがテーマを提示し、その内容をもと
にグループ討議を行いました。
　○開催地区数：24地区
　○参加者数：425人

参加者自身が人権問題を自
分ごととしてとらえ、正しい理
解と認識を深めることができ
た。

内容等を検討し、参加者を増
やす。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

3人権問題
地区別懇
談会の開
催

84 青山支所
振興課

開催地区数 住民自治協議会と協力し、人権啓発地区
別懇談会を開催しました。
　○開催地区数：10地区
　○参加者数：278人

人権が尊重された住みよい地
域社会を実現するために人権
啓発地区別懇談会を実施し、
積極的な話し合いを行うこと
ができました。

高齢者の出席が大部分であ
り、若い世代（子育て世代）が
参加する懇談会となるように
しなければならない。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

4PTA会員
研修

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（解放保育）参観や人権講演会を実施
しました。
　○実施学校(園)数：32校(園)

すべての学校(園)において、Ｐ
ＴＡ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、年間数回ＰＴ
Ａ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。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

4PTA会員
研修

86 生涯学習
課

研修会等の開
催回数

上野地区PTA会を支援し、事務局と共に研
修会等を開催しました。
　○開催回数：6回

携帯・スマホ等についての研
修・学習をはじめ、伊賀市の
学校教育現場で報告されてい
る差別事象など、広く保護者
の方に認識いただき、各学校
では、ＰＴＡ主催で、先生や地
域住民自治協との共催するな
ど、人権講演会の開催が定着
してきました。

就学前（保育所・保育園、幼
稚園）の保護者団体の同研組
織への団体加入をすすめま
す。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

5さまざま
な人権課
題に関す
る学習の
促進

87 人権政策・
男女共同
参画課

講座等開催回
数

男女共同参画フォーラムをはじめ、男女共
同参画講座や高齢者向け、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した。
　○開催回数：13回

男女共同参画について、学習
する機会を提供することで、理
解や関心が深まりました。

特に子育て世代の男性の参
加率が増加するよう取り組み
ます。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

5さまざま
な人権課
題に関す
る学習の
促進

88 生涯学習
課

講演会等参加
者数

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28年8月25日
（木）
場所：大山田産業振興センター　どんぐり
ホール
演題：「学校・家庭・地域の連携に基づくい
じめ問題への取り組み」
講師：兵庫教育大学教授　新井　肇さん
　○参加者数：108人

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29年2月19日（日）
場所：ゆめぽりすセンター
事業名：いがファミリーフェスタ2016
演題：親子でふれあう触育のはなし
講師：助産師　林　みち子さん
　○参加者数：20組（49人）

研修会では、子ども達の行動
や態度に見られる変化を的確
にとらえ、非行防止・事故防
止、さらには虐待・犯罪から子
ども達を守るために、学校・地
域・保護者・関係団体・関係機
関等の連携を推進することが
できました。
子どもについて一緒に考える
つどいの参加者からは、子育
てに関する不安や悩みの解消
につながるヒントをもらった、
悩みを共有することができた
等、好評をいただきました。

青少年を健全に育成するため
に、保護者や関係機関・団体
等がそれぞれの役割や責任
を果たしつつ相互に協力しな
がら地域一体となった取組み
を進めることが必要です。今
後も団体等の協力を得なが
ら、子どもを守り育てていく取
組みを推進していく必要があ
ります。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

5さまざま
な人権課
題に関す
る学習の
促進

89 生涯学習
課（中央公
民館）

学習回数・参加
者数

生涯学習課：「こんなとき、どうしますか？」のパ
ネル展を7月～8月に開催しました。また、悠々講
座の内1回として、9月27日に男女共同参画を
テーマにした講演会を行いました。○参加者数：
45人
いがまち公民館：11月22日に「スマホリスクから
子どもを守る」と題して家庭教育講演会を開催し
ました。○参加者数：38人
2月18日に文化サークルやまなみ文化協会共催
で人権講演会を開催しました。
阿山公民館：第1回｢かけはし～ハンセン病回復
者との出会いから～｣第2回｢ハラスメントとは？
～セクハラ・パワハラについて考える～｣第3回｢
子どもたちの社会的自立をどのように育むのか
～特に、学校と家庭・地域の連携を意識して～｣
第4回｢みんなで考えよう。「ＬＧＢＴ」って何？｣の
内容で、あやま人権・同和問題学習講座を4回
開催しました。○参加者数：575人
大山田公民館：公民館の玄関ロビーで常設人権
パネル展を実施しました。毎月内容を変え、年間
12回開催しました。○来館者数6,300人
青山公民館：人権を題材とした絵本などを使用し
た子ども対象や大人対象の読み聞かせ会を開
催しました。また、人権作文パネル展示を2回行
い啓発を行いました。○人権パネル観覧者数：
1,760人

上野公民館：市民に性的マイ
ノリティーの問題に理解を深
めてもらうことができました。
今後も継続した取り組みが必
要です。
いがまち公民館：ネット社会の
リテラシーについて理解を深
めてもらうことができました。
今後も継続した取り組みが必
要です。
阿山公民館：魅力ある講座内
容を厳選することで、僅少です
が参加者数が増加しました。
大山田公民館：市民に人権・
同和問題に関する知識の高
揚を図ることができました。
青山公民館：様々な年齢層を
対象とした人権教育に取り組
むことができました。

上野公民館：参加者が伸び悩
んでいます。
いがまち公民館：参加者が伸
び悩んでいます。
島ヶ原公民館：参加者が伸び
悩んでいます。
阿山公民館：課題なし
大山田公民館：パネル展の実
施について、更なる周知が必
要です。
青山公民館：継続が必要で
す。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

5さまざま
な人権課
題に関す
る学習の
促進

90 伊賀支所
振興課

参加者数 地区別懇談会リーダー研修会を開催しまし
た。
(7月28日 48名)､(8月25日 59名)､(9月29日
69名)　計176名参加
男女共同参画セミナーを開催しました。
1月31日
参加者数：81人

人権問題に対して地区が創意
工夫し、区の規模や特徴に見
合った地区別懇談会が実施で
きました。推進委員が交代し
ていくことによるリーダー不足
により問題を正しく認識でき
ず、啓発活動が十分行えな
かった点が見受けられまし
た。

予算の確保が必要です。
参加者が地域へ持ち帰りリー
ダーとなる啓発手法の充実が
必要です。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育

5さまざま
な人権課
題に関す
る学習の

91 島ヶ原支
所振興課

参加者数 男女共同参画推進セミナーを開催しまし
た。
　○参加者数：40人

男女平等社会の実現と共同
参画化意識の啓発をする事が
できました。

参加者数を増やす取組が必
要です。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

5さまざま
な人権課
題に関す
る学習の
促進

92 阿山支所
振興課

参加者数 「阿山人権フェスティバル2016」
日時：11月23日（水・祝）
場所：阿山文化センター
内容：
1.阿山管内人権作品入賞者紹介
2.人権講演会
講師：道志真弓さん（話家、フリーアナウン
サー等）
演題：「生きているって幸せ」
　○参加者数：120人

「2016年度阿山人権学習会」
日時：2月24日（金）
場所：阿山保健福祉センター
講師：中村尚生さん（公益財団法人　反差
別・人権研究所みえ）
演題：「障害者差別解消法と合理的配慮」
　○参加者数：82人

人権フェスティバルについて
は、地域では最も規模が大き
い人権啓発イベントとして、例
年一定数の人が足を運んでく
れています。講演に限らず、
話芸や演奏といった多彩な講
師を呼ぶことで、「人権講演
会」について堅苦しいと感じて
いた人も、人権問題について
触れる機会となりました。

参加者が固定化されている部
分があります。地域での人権
作品の表彰や発表等、児童
生徒の参加を増やすような試
みはできないかという意見も
ありました。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

5さまざま
な人権課
題に関す
る学習の
促進

93 大山田支
所振興課

参加者数 ライトピアおおやまだとも協議し、テーマや
開催方法、講師の選定について検討しまし
た。
　○参加者数：87人

男女共同参画について考えて
もらうきっかけづくりを行えた。

内容等を検討し、参加者を増
やす。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

5さまざま
な人権課
題に関す
る学習の
促進

94 青山支所
振興課

参加者数 男女共同参画研修会を開催しました。
日時：平成29年1月20日
場所：青山福祉センター　教養娯楽室
演題：「防災・減災と男女共同参画講演会」
講師：安川真由美さん
　○参加者数：50人

災害時においても男女それぞ
れの役割を果たさなければな
らないといった根強い意識を
見直す機会になりました。

継続して講演会等の機会を提
供する必要があります。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

6家庭教育
への男性
の参加促
進

95 人権政策・
男女共同
参画課

講座等開催回
数

父親が子育てに積極的に関わり、男性の
家事自立を目指す講座を開催しました。
　○開催回数：4回

H26年の意識調査では、「男
は仕事、女は家事育児介護」
という考え方について、どちら
かというとを含め「そう思わな
い」と答えた人が47.1％で前回
より24.4％の意識改善があり
ました。

意識は改善してきています
が、実際の家庭での役割分担
の回答はほとんどが「主に妻」
でした。
行動に結びつくよう促進する
必要があります。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

6家庭教育
への男性
の参加促
進

96 学校教育
課

男女ともに参加
しやすい「PTA
活動」の充実や
環境づくりを工
夫した学校
（園）数

学校（園）において、家庭教育への男性参
加促進に向けて、授業参観の工夫やPTA
活動の内容を充実しました。
　○工夫した学校(園)数：32校(園)

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。

3．家庭・
地域社会
における
人権教育
の推進

7民生委員
児童委員
研修会

97 医療福祉
政策課

研修実施回数・
参加者数

伊賀市民生委員児童委員連合会総会開催
時に、人権問題に関する研修を実施しまし
た。また、地元地域で行われる研修会等に
ついて周知し、積極的に参加を促しました。
　○実施回数：２回
　○参加者数：延べ522人
　

平成24年度から民生委員児
童委員の全体研修として、人
権問題に関する研修を継続実
施してきました。このことによ
り、人権問題に配慮し活,動す
ることが委員に根付いてきた
と思われます。

民生委員は３年ごとに一斉改
選が行われ、全体の約３分の
２が改選を機に交替されるた
め、今後も継続して研修等を
実施することが必要です。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

98 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問しました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

99 伊賀支所
振興課

訪問企業数 従業員20人以上の企業を対象に企業啓発
訪問を行いました。
　○訪問企業数：33社

人権に関する取り組みを周知
できました。
人権学習企業等連絡会への
加入がありました。
総合評価制度の対象となる研
修会への参加がありました。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

100 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
会の案内等についての情報提供を行いま
した。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

101 阿山支所
振興課

訪問企業（事業
所）数

支所管内の企業・事業所への訪問人権啓
発を実施しました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業（事業所）数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

102 大山田支
所振興課

案内企業数 大山田人権問題企業連絡会人権講演会や
各種団体、市が開催する講演会・研修会の
案内をしました。
　○案内企業数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

103 青山支所
振興課

訪問企業数 人権啓発企業訪問を実施しました。
　○訪問企業数：18社

聞き取り調査を行い、職場に
おける人権意識向上のための
資料等により情報提供をしま
した。

聞き取り調査に終わらせず、
企業を対象とした研修会への
参加を促す必要があります。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

104 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、人権担当者を対象
とする研修会の情報提供を行ないました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

105 伊賀支所
振興課

訪問企業数 企業訪問時に研修会の案内等について情
報提供を行いました。
　○訪問企業数：33社

差別をなくすいがまちの集い
や各フェスティバルの案内をし
ました。
総合評価制度の対象となる研
修会への参加がありました。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

106 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
会の案内等についての情報提供を行いま
した。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

107 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数
人権広報誌送
付企業・事業所
等数

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会
阿山支部等に、訪問人権啓発や支所振興
課が発行する人権広報誌の送付等を通じ
て、支所管内で開催する人権に関する講
演会・研修会等について案内し、参加を呼
びかけました。
　12月1日～12月13日
　○人権広報誌等送付企業（事業所）数：
23社（団体）

企業・事業所等にも参加案内
等を個別に送付し、一定数の
参加者を得ることができまし
た。

全く参加しない事業所も一定
数見受けられました。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

108 大山田支
所振興課

訪問企業数 大山田支所管内の企業・事業者を訪問し、
雇用主を対象とする研修会の情報提供を
行いました。
　○訪問企業数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

109 青山支所
振興課

参加者数 企業人権・同和問題研修会を開催しまし
た。演題は「企業はなぜ人権に取り組むの
か」でした。
　○講師：金井　敬三
　○参加者数：27人

なぜ企業が人権に取り組む必
要があるのかという点につい
て、様々な角度から企業にお
ける人権の大切さを見直すこ
とができました。

人権啓発企業訪問を実施した
企業の約半数の参加にとどま
りました。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

110 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、雇用主を対象とす
る研修会の情報提供を行ないました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

111 伊賀支所
振興課

訪問企業数 伊賀支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、雇用主に向け支所管
内で開催する講演会・研修会の案内をする
など情報提供を行いました。
　○訪問企業数：33社

雇用主に対し講演会の開催な
ど人権に関する取り組みを周
知できました。
人権学習企業等連絡会への
加入がありました。
総合評価制度の対象となる研
修会への参加がありました。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

112 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、雇用主を対象とする
研修会の情報提供を行いました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

113 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数
人権広報誌送
付企業・事業所
等数

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会
阿山支部等に、訪問人権啓発や支所振興
課が発行する人権広報誌の送付等を通じ
て、支所管内で開催する人権に関する講
演会・研修会等について案内し、参加を呼
びかけました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社
　○人権広報誌送付企業・事業所等数：23
社・団体等

企業・事業所等にも支所管内
で開催する講演会等の参加
案内等を個別に送付し、一定
数の参加者を得ることができ
ました。

全く参加しない事業所も一定
数見受けられていることから、
今後も、継続的な啓発を図っ
ていく必要があります。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

114 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業者を訪問し、
雇用主を対象とする研修会の情報提供を
行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

115 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、啓発資料等を配布し、
企業の自主的啓発につなげました。
また、人権啓発推進員・雇用主を対象とす
る研修会の開催案内をしました。
　○訪問企業数：18社

聞き取り調査を行い、職場に
おける人権意識向上のための
資料等により情報提供をしま
した。

聞き取り調査に終わらせず、
企業を対象とした研修会への
参加を促す必要があります。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

116 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、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
いました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

117 伊賀支所
振興課

訪問企業数 企業訪問時に講演会の講師や啓発教材等
について情報提供しました。
　○訪問企業数：33社

講師の派遣や教材の貸し出し
に関する取り組みを周知でき
ました。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

118 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、研修会講師の紹介
や教材・資料等の支援の情報提供を行い
ました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

119 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数
人権広報誌送
付企業・事業所
等数

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会
阿山支部等に、訪問人権啓発や支所振興
課が発行する人権広報誌の送付等を通じ
て、研修の教材・資料等を含め、人権に関
するさまざまな情報を提供しました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社
　○人権広報誌送付企業・事業所等数：23
社・団体等

企業・事業所等にも支所管内
で開催する講演会等の参加
案内等を個別に送付し、一定
数の参加者を得ることができ
ました。

全く参加しない事業所も一定
数見受けられていることから、
今後も、継続的な啓発を図っ
ていく必要があります。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

120 大山田支
所振興課

訪問事業所数 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
提供を行いました。
　○訪問企業数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

121 青山支所
振興課

訪問企業数 講師の紹介や教材・資料等を含め、人権に
関する情報を提供しました。また、企業人
権・同和問題研修会を開催しました。
　○参加者数：18人

人権意識向上のための資料
提供や、支所においても書籍
等の貸出しができることを周
知しました。

聞き取り調査に終わらせず、
企業を対象とした研修会への
参加を促す必要があります。

4．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

5総合評価
制度の導
入

122 契約監理
課

参加業者数 総合評価方式の入札において、企業の社
会的責任度として、人権政策への取組みを
評価項目の一つとしています。また今年度
指定する人権講演会等への参加を、翌年
度・翌々年度発注の総合評価方式入札の
評価対象とします。
　○参加業者数：25社

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１５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。
　○参加業者数：27社

課題なし
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

1人権に関
する基本
的な考え
方の普及・
啓発

123 人権政策・
男女共同
参画課

参加者の関心
や理解度

ひゅーまんフェスタ2016、人権を考える市
民の集い等を通じ、人権に関する基本理念
の普及に努めました。
　○ひゅーまんフェスタ2016アンケート
　関心や理解度：95.8％（「たいへん深まっ
た」「ある程度深まった」と答えた人）
　○人権を考える市民の集いアンケート
　関心や理解度：91.9％（「たいへん深まっ
た」「ある程度深まった」と答えた人）

ひゅーまんフェスタでは、さま
ざまな人権課題への関心や理
解が深められるように実施内
容を工夫しました。
人権を考える市民の集いで
は、人権作品表彰式を同時開
催することで、児童・生徒の取
組と人権に関する基本理念を
参加者に伝えることができまし
た。

人権に関する基本理念の普
及・啓発のため、人権イベント
により多くの市民の参加を促
し、関心や理解度を測るため
に引き続き事業ごとのアン
ケートを実施していきます。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

1人権に関
する基本
的な考え
方の普及・
啓発

124 伊賀支所
振興課

地区別懇談会や職員研修等を通じて、条
例に関するチラシを配布し普及や啓発に努
めました。
　○地区懇中間報告会
　　　10月24日､25日､27日
人権啓発担当者会議で人権研修を実施し
ました。
 (4月11日、5月11日、6月10日、7月11日、8
月10日、9月9日、10月11日、11月15日、12
月9日、1月10日、2月9日、3月10日)
職員同和問題研修会
3月7日

行政無線で放送する啓発原
稿を検討することで、各所属
担当としての地域住民に周知
啓発する意識を高めることが
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
で取組みの充実が図られまし
た。

聞いてもらえるように、わかり
やすくタイムリーな内容で放
送する必要があります。また
無線放送に取って代わる手段
を考える必要があります。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

1人権に関
する基本
的な考え
方の普及・
啓発

125 島ヶ原支
所振興課

支所管内で開催する人権に関する講演会・
研修会等や企業・事業所訪問人権啓発等
の機会に、関係条例等に関する資料等を
配布し、普及・啓発を進めました。

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

人権啓発講演会・研修会の参
加者数を増やす取組が必要
です。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

1人権に関
する基本
的な考え
方の普及・
啓発

126 阿山支所
振興課

支所管内で開催する人権に関する講演会・
研修会等や企業・事業所訪問人権啓発等
の機会に、関係条例等に関する資料等を
配布し、普及・啓発を進めました。

企業・事業所等にも参加案内
等を個別に送付したほか、企
業訪問することによって実情
について伺うことができまし
た。

訪問については迎えてくれる
一方で、内部での啓発につい
ては必要性を感じていない事
業所も一定数見受けられまし
た。今後も継続的な啓発を
図っていく必要があのります。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

1人権に関
する基本
的な考え
方の普及・
啓発

127 大山田支
所振興課

配布数 今年度は、参考資料として平成28年4月ス
タートの障害者差別解消法のパンフレット
を配布し啓発を行ないました。

新しい制度の周知に努めるこ
とができた。

人権啓発資料の充実に努め
る

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

1人権に関
する基本
的な考え
方の普及・
啓発

128 青山支所
振興課

支所管内で開催する人権に関する講演会・
研修会等や企業・事業所訪問人権啓発等
の機会に、関係条例等に関する資料等を
配布し、普及・啓発を進めました。

講演会や研修会の内容に応
じて、関係条例等の資料を配
布しました。

支所管内で開催する人権に
関する講演会・研修会などに
おいて、関係条例等の資料を
配布し、周知を図る必要があ
ります。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

129 人権政策・
男女共同
参画課

パンフレット配
布数

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
進めました。
　○パンフレット配布数：500部

条例や憲章の普及につながり
ました。

広く市民に関心を持っていた
だくよう、条例や理念を記載し
たパンフレットを配布し、可能
な限り説明を加えることで、理
解を深めるよう啓発に努めま
す。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

130 障がい福
祉課

チラシ配布数 「障害者差別解消法」の理念の普及を図る
ため、12月の障害者週間の街頭啓発等に
おいて啓発チラシを配付し、市民への啓発
を行いました。
　○啓発チラシ配布数：1,500枚

啓発チラシを配布することによ
り市民に障がい者差別解消法
についての理解と認識を深め
ることができました。

今後も障がい者のある人もな
い人も安心して心豊かに暮ら
せる地域社会づくりを推進す
るためには、市民一人ひとり
が身近な問題として考えても
らえるよう積極的な啓発が必
要です。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

131 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

保護者の集まる機会を利用し、園だより等
で啓発しました。
　○取組保育所（園）：3２保育所(園)

保護者の集まる機会を利用
し、園だよりや行事等で啓発し
ました。

「児童の権利に関する条約」
の内容を園だより等で啓発す
るようにしましたが、保護者の
関心度に差があるため啓発を
続けます。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

132 学校教育
課

人権に関する
条例等につい
ての学習を実
践した学校数

学校において、子どもの実態や成長に応
じ、工夫しながら人権に関する条例等を学
習しました。
　○実践学校数　31校

全ての学校が、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今後
も必要です。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。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

133 生涯学習
課

チラシ配布数 青少年健全育成推進事業や講演会、青少
年の非行被害防止啓発及び子ども若者育
成支援啓発、夏のにぎわいフェスタ、ハイト
ピア施設学校見学時などに、「いがっこ憲
章」のチラシを配布するとともに、いがっこ
憲章について説明し、啓発に努めました。
　○配布数：1,400枚

毎年継続して啓発することで、
「いがっ子憲章」の普及に繋
がりました。また、いがっこフォ
トコンテストの実施の際にもい
がっこ憲章を理解いただける
よう働きかけました。

今後も継続して、「いがっ子憲
章」の啓発・普及に取り組む
必要があります。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

134 伊賀支所
振興課

人権パネル展を開催し、人権に関する条例
や憲章等の普及や啓発に努めました。

関連する条例や市民憲章を周
知、啓発することができまし
た。パネルを他から借り受け
ることで例年と内容が違ったも
のなるように展示しました。

わかりやすいパネルの充実を
図る必要があります。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

135 島ヶ原支
所振興課

支所管内で開催する人権に関する講演会・
研修会等や企業・事業所訪問人権啓発等
の機会に、関係条例等に関する資料等を
配布し、普及・啓発を進めました。

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

人権啓発講演会・研修会の参
加者数を増やす取組が必要
です。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

136 阿山支所
振興課

差別をなくす強調月間中に、「世界人権宣
言」に関するパネル展を開催しました。ま
た、支所管内で開催する人権に関する講
演会・研修会等や企業・事業所訪問人権啓
発等の機会に、関係条例・憲章等に関する
資料等を配布し、普及・啓発を進めました。

地域内の人権作品展と併設し
て開催することにより、期間中
に開催したあやま地域人権
フェスティバル前後を中心に、
より親しみやすい展示として
開催しました。また、個別に訪
問して担当者と直接対話する
ことにより、事業所等における
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・事業所等での人権に関
する研修会等を実施している
事業所が非常に少ないため、
今後も啓発していく必要があ
ります。

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

137 大山田支
所振興課

配布数 今年度は、参考資料として平成28年4月ス
タートの障害者差別解消法のパンフレット
を配布し啓発を行ないました。

新しい制度の周知に努めるこ
とができた。

人権啓発資料の充実に努め
る
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．条例や
人権関連
法律等の
普及・啓発

2さまざま
な人権に
関する条
例や憲章
等の普及・
啓発

138 青山支所
振興課

差別をなくす強調月間中に、「世界人権宣
言」などに関するパネル展を開催しました。
また、支所管内で開催する人権に関する講
演会・研修会等や企業・事業所訪問人権啓
発等の機会に、関係条例・憲章等に関する
資料等を配布し、普及・啓発を進めました。

支所管内では、小中学生の人
権標語・人権ポスターを掲示
し、人権啓発に努めました。

わかりやすく人権に関する条
例・憲章等の掲示も今後行っ
ていかなければならなりませ
ん。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

1差別をな
くす強調
月間事業
の推進

139 人権政策・
男女共同
参画課

参加者数
参加者満足度

人権を考える市民の集い2016を開催しまし
た。ホールでの催し及びホワイエでの展示
を行いました。
　○参加者数：672人
　○参加者満足度：92％（アンケートで「と
てもよかった」「よかった」と答えた人）

人権作品表彰式の内容を見
直し、人権講演会のテーマを
時勢に応じたものにするなど、
参加者満足度の高い事業に
なるよう工夫して実施すること
ができました。

参加者数の増加と、幅広い年
代への啓発のため、事業内容
を充実していきます。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

1差別をな
くす強調
月間事業
の推進

140 伊賀支所
振興課

参加者数
参加満足度

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。
　○参加予定者数：335人（集い）
　○参加者満足度（目標）80％（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）81.7％

地域や学校と連携し人権課題
に取り組むことで、市民の幅
広い層に啓発することができ
ました。しかし、限られた時間
で参加するすべての人に十分
な啓発ができていない点を他
の事業でフォローしていく必要
があります。

人権意識を高めることができ
るフェスティバルや集いを継
続していく必要があります。
集いを開催できる会場を探す
必要があります。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

1差別をな
くす強調
月間事業
の推進

141 島ヶ原支
所振興課

参加者数 上野地区と合同で「人権を考える市民のつ
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した。
　○参加者数：672人
　○参加者満足度（目標）：92％（アンケート
で「良かった」と答えた人）

様々な年齢層の市民に人権
意識の啓発をすることが出来
ました。

参加者数と満足度を増やす取
組が必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

1差別をな
くす強調
月間事業
の推進

142 阿山支所
振興課

参加者数
参加者満足度

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2016」や人権ポ
スター展、「世界人権宣言」に関するパネル
展等を開催しました。（「阿山地区人権フェ
スティバル2016」
「阿山人権フェスティバル2016」
日時：11月23日（水・祝）
場所：阿山文化センター
内容：
1.阿山管内人権作品入賞者紹介
2.人権講演会
講師：道志真弓さん（話家、フリーアナウン
サー等）
演題：「生きているって幸せ」
　○参加者数：120人
　○参加者満足度：97％〔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
方の割合〕）

人権フェスティバルについて
は、地域では最も規模が大き
い人権啓発イベントとして、例
年一定数の人が足を運んでく
れています。講演に限らず、
話芸や演奏といった多彩な講
師を呼ぶことで、「人権講演
会」について堅苦しいと感じて
いた人も、人権問題について
触れる機会となりました。

参加者が固定化されている部
分があります。地域での人権
作品の表彰や発表等、児童
生徒の参加を増やすような試
みはできないかという意見も
ありました。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

1差別をな
くす強調
月間事業
の推進

143 大山田支
所振興課

参加者数 「おおやまだ人権フェスティバル2016」を開
催しました。

日時：11月20日（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：（第1部）人権作品発表・入選作文朗
読
　　　　（第2部）人権講演会「新ちゃんのお
笑い人権高座～笑顔でくらす、願いに生き
る」
講師：露の新治さん
　○参加者数：120人
　○参加者満足度97％

身近なテーマで、聞きやすい
内容とすることができ、参加者
の理解を深めることができた。

内容を検討し、初参加者を増
やす

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

1差別をな
くす強調
月間事業
の推進

144 青山支所
振興課

参加者数 12月3日（土）
「人権のつどい」を開催しました。
　○参加者数：349人
　○第２部映画「さとにきたらええやん」上
映

２部構成にして、児童・生徒の
発表と表彰の機会を設けるこ
とで、人権啓発の意識づけを
行うことができました。

アンケートの中で開催時間が
長いとの意見がありました。
内容について検討する必要が
あします。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

2人権フェ
スティバル

145 人権政策・
男女共同
参画課

参加者数
参加者満足度
数

ひゅーまんフェスタ2016を開催しました。
　○参加者数:210人
　○参加者満足度::95.1％（人権講演会参
加者で「とてもよかった」「よかった」と答え
た人）

人権講演会、学習会、体験イ
ベント、展示など、さまざまな
手法で人権課題を取り上げ、
関係各課・機関と連携し、フェ
スティバル方式で実施するこ
とができました。

さまざまな人権課題の周知・
啓発を図るため、実施内容を
工夫し、多くの人の参加を促
していきます。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

146 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
等を開催し、地域のことや同和問題を学ん
でいただきました。
　○開催回数　9回

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
りました。

これからも、実際に来館して
地域を見ていただき、部落問
題について研修を受けること
によって理解の向上につなげ
る必要があります。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

147 下郡市民
館

講演会等参加
者数

住民自治協議会と、人権問題講演会を開
催しました。
　○開催回数：各1回
　○参加者数：計226名

周辺を含む住民への人権啓
発として、また、参加者同士の
交流に、とても有益でした。

課題なし。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

148 寺田市民
館

講演会等参加
者数

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す。
　○参加者数：850人
小学校、中学校の人権教育講演会を共催
します。
　○参加者数：500人

・寺田文化祭・中瀬夏まつり人権
コンサートを開催し、中瀬地域全
体に、人権啓発をしました。
・パソコン教室・生花教室・カラオ
ケ教室を毎月開催し、文化教養が
図れました。
・年1回、星座教室・陶芸教室、寄
せ植え教室、子どもシネマを実施
し、文化教養が図れました。
・また、各教室等の開設意義確認
と、人権を基本にすえた交流を深
めるためのグループ活動交流会
を年４回実施し、各教室の意義･
目的の確認ができました。

　○教室・文化祭の開催数：57回・
参加者数：1,145人

・パソコン・生花・カラオケ教室
ついては、高齢化が進む中、
夜間開設が難しい状況になり
つつあるため、開設時間の検
討が必要であります。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

149 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」を開催し反差別の仲間の輪
を広げました。
　○参加者数：305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広げ
ることが出来ました。

厳しい部落差別の現実から地
区外へ保護者世代が流出す
るなど、会員が減少傾向にあ
り、各学年単位での取り組み
が出来にくくなっています。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

150 ライトピア
おおやま
だ

参加者数 ・部落問題を系統だてて学習する「おおや
まだ人権大学講座」を開催します。
おおやまだ人権大学講座（8回連続講座）
　○参加者数：70人
人権大学講座修了生講座
　○参加者数：100人

・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、さまざまな事業を開催しま
す。
　
人権フェスティバル
　○参加者数：80人

男女共同参画推進セミナー
　○参加者数：150人
　
梅まつり
　○参加者数：150人

・部落問題を系統だてて学習
する「おおやまだ人権大学講
座」を開催しました。
おおやまだ人権大学講座
　○受講生：42人
人権大学講座修了生講座
　○参加者数：39人

・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、さまざまな事業を開
催します。
人権フェスティバル
　○参加者数：78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
　○参加者数：100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
　○参加者数：130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。
今後は、当館の設立の目的
や事業内容の認知度を上げ
ることにより、地域間の交流を
深めていくことも必要です。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

151 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7回開催しました。
　○参加者数：536人
　○参加者満足度：81.4％

人権啓発のリーダー育成とし
て実施し、青山支所管内だけ
でなく、参加者は伊賀地区に
広がっている。また、受講者の
アンケートの平均満足度は
81.4％になりました。

会場のキャパシティに余裕が
無いため、これ以上の参加者
の受入れは困難な状況にあり
ます。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

152 伊賀支所
振興課

参加者数 男女共同参画セミナーを開催しました。
　○参加者数：80人
差別をなくすいがまちの集いを開催しまし
た。
　○参加者数：335人

地区や学校と連携して男女共
同参画や人権に関する講座を
開催したことにより学習機会
の提供が図られ､市民に広く
啓発することができました。

男女共同参画への意識を高
めることができるセミナーを継
続していく必要があります。
セミナーを開催できる会場を
探す必要があります。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

153 島ヶ原支
所振興課

参加者数 島ヶ原地区人権同和教育推進協議会総会
講演会を開催しました。
　○参加者数：40人
　○参加者満足度：89％（アンケートで「良
かった」と答えた人）

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

参加者数と満足度を増やす取
組が必要です。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

154 阿山支所
振興課

参加者数 「阿山人権フェスティバル2016」
日時：11月23日（水・祝）
場所：阿山文化センター
内容：
1.阿山管内人権作品入賞者紹介
2.人権講演会
講師：道志真弓さん（話家、フリーアナウン
サー等）
演題：「生きているって幸せ」
　○参加者数：120人

「2016年度阿山人権学習会」
日時：2月24日（金）
場所：阿山保健福祉センター
講師：中村尚生さん（公益財団法人　反差
別・人権研究所みえ）
演題：「障害者差別解消法と合理的配慮」
　○参加者数：82人

人権フェスティバルについて
は、地域では最も規模が大き
い人権啓発イベントとして、例
年一定数の人が足を運んでく
れています。講演に限らず、
話芸や演奏といった多彩な講
師を呼ぶことで、「人権講演
会」について堅苦しいと感じて
いた人も、人権問題について
触れる機会となりました。

参加者が固定化されている部
分があります。地域での人権
作品の表彰や発表等、児童
生徒の参加を増やすような試
みはできないかという意見も
ありました。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

155 大山田支
所振興課

参加者数 「おおやまだ人権フェスティバル2016」を開
催しました。

日時：11月20日（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：（第1部）人権作品発表・入選作文朗
読
　　　　（第2部）人権講演会「新ちゃんのお
笑い人権高座～笑顔でくらす、願いに生き
る」
講師：露の新治さん
　○参加者：120人
　○参加者満足度97％

身近なテーマで、聞きやすい
内容とすることができ、参加者
の理解を深めることができた。

内容を検討し、初参加者を増
やす
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6．講演
会・イベン
ト等の開
催

3人権問題
講演会

156 青山支所
振興課

参加者数 8月27日（土）
「同和問題講演会」を開催しました。
　○講師：竹中　ナミ
　○演題「すべての人が誇りを持って生きら
れる社会に　～ユニバーサル社会の実現
に向けて～」
　○参加者数：203人

部落差別をはじめとする様々
な人権問題を解決し、人権が
尊重される住みいまちを築くた
めの講演会を実施しました。

参加者を増やす取組が必要
です。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

4男女共同
参画
フォーラム

157 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2016」を開催し
ました。
　○参加者数：274人（会場変更による減）
　○満足度：89.0％（アンケートで「とてもよ
かった」「よかった」と答えた人）

参加者数も満足度も、目標を
達成し、成果があったといえま
す。

男女共同参画について、関心
を持ってもらえるような、
フォーラムを開催します。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

5非核平和
の推進

158 人権政策・
男女共同
参画課

広島派遣参加
生徒数
パネル展示期
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
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・6日の2日間、市内中
学生10人（各校から1人）を広
島市に派遣し、被爆体験の聞
き取りや平和記念資料館の見
学、平和記念式典への参加等
を通じて、非核平和学習を行
いました。

戦争を知らない世代が増える
中、市内中学生を被爆地へ派
遣して非核平和学習を行い、
次世代へ世界平和実現へ向
けた取り組みをつなげる必要
があります。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

5非核平和
の推進

159 寺田市民
館

パネル展見学
者数

・市民を対象として、部落問題をはじめあら
ゆる差別問題の実態や取り組みの情報発
信を毎月テーマを変え20日間前後、「じん
けん」パネル展を実施します。
　○見学者数：650人（約211日）
・月3回、夜間開設を行い、より多くの市民
に人権情報を提供します。
　○見学者数：300人（36日）

・今年度は、オリジナルの「人権パネル」を
制作し、非核平和を発信します。

・市民を対象として、部落問題
をはじめあらゆる差別問題の
実態や取り組みの情報発信を
毎月テーマを変え「じんけん」
パネル展を実施し、また、子ど
もも理解できるオリジナルの
パネルを制作し、多数の市民
への啓発ができ、人権意識の
向上が図れました。
　○延べ日数：約237日、延べ
観覧者数：581人

・月3回、夜間開設を行い、よ
り多くの市民に人権情報を提
供しました。
　○延べ延長日数：39日、延
べ観覧者数：390人

・オリジナル人権パネル制作
については、より広く情報を収
集し、あらゆる人権課題のパ
ネル制作が必要であり、ま
た、より多くの展示の機会の
提供と、多くの市民への周知
が必要であります。
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6．講演
会・イベン
ト等の開
催

5非核平和
の推進

160 いがまち
人権セン
ター

パネル展見学
者数

人権啓発を目的として５月からテーマを決
めて人権パネル展を実施しました。
　○見学者数：1,558名

　人権パネル展を新聞等のマ
スメディアを通じて周知したこ
とにより情報発信が出来まし
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
内容の充実が課題です。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

5非核平和
の推進

162 伊賀支所
振興課

原爆パネル展を開催しました。
 (8月1日から8月15日)

二度と戦争を繰り返さないよう
に限り在る命のたいせつさを
学ぶパネル展を行いました。
例年と同じようなパネル展に
ならないよう展示内容を工夫
しました。

人類の平和への願う大切な気
持ちを表す機会として続けて
いく必要があります。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

5非核平和
の推進

163 島ヶ原支
所振興課

8月1日から8月15日まで支所ロビーにて原
爆パネル展「原爆と人間展」を行いました。
また、終戦の日や原爆投下の日に永久平
和を願い、サイレンの吹鳴と防災無線放送
を行いました。

市民の反戦・平和維持意識の
啓発をすることが出来ました。

今後も戦争の悲劇を風化させ
ないよう継続して取組む必要
があります。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

5非核平和
の推進

164 阿山支所
振興課

8月1日（月）～15日（月）に、阿山支所ロ
ビーで「原爆と人間展」を開催しました。

庁舎ロビーで行なうことによ
り、庁内へ来られた方が立ち
寄ってくれました。また、近隣
の保育所が、平和教育の一環
として訪ねてくれました。

特になし。

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

5非核平和
の推進

165 大山田支
所振興課

観覧者数 「原爆と人間展」パネルを展示しました。
開催期間：8月1日～15日
開催場所：大山田農村環境改善センター玄
関ロビー
　○観覧者数：29人

反戦、平和についての関心や
理解を深めてもらった。

観覧者数を増やす

6．講演
会・イベン
ト等の開
催

5非核平和
の推進

166 青山支所
振興課

参加者数 「原爆と人間展」を開催しました。
開催期間：8月1日～8月15日
　○参加者数：300人

ホールのロビーで展示するこ
とにより、夏休み中の児童生
徒の見学がありました。

市民への啓発は、低学年の
児童にもわかるパネルの作成
が必要です。

7．広報活
動の推進

1広報への
掲載

167 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した。
　○掲載回数：12回

コラム内容と構成を関係所属
間で調整し、読みやすくわかり
やすいコラムになるよう努めま
した。

取り上げるテーマや文章構成
を工夫し、パターン化した内容
にならないようにしていきま
す。
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7．広報活
動の推進

1広報への
掲載

168 広聴情報
課

掲載号数 差別をなくす強調月間が始まる月に人権イ
ベントなどについて掲載し、人権について
考え、イベントへの参加を促すよう努めまし
た。また、人権に関するコラムやイベント、
パネル展のお知らせについてもその都度
掲載しました。
　○掲載号数：17号

毎月１日号に人権コラムを掲
載し、またパネル展のお知ら
せ等を頻繁に掲載すること
で、広く市民に人権の取り組
みを周知することができまし
た。

課題なし

7．広報活
動の推進

2啓発紙の
発行

169 人権政策・
男女共同
参画課

配布数 人権問題に関する伊賀市民意識調査報告
書（概要版）を、啓発資料として研修会等で
利用しました。
　○配布数：1000部

調査結果から見えてきた現状
と課題について啓発すること
ができました。

人権意識向上のため、今後も
広く調査結果を周知する必要
があります。

7．広報活
動の推進

2啓発紙の
発行

170 八幡町市
民館

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した。
　○発行回数　12回
　○発行部数　毎回760部

人権啓発や生活支援、地区住
民のまちづくり意識に訴えるこ
とができました。

これからも人権啓発や生活支
援や地区住民のまちづくり意
識に訴えることが必要です。

7．広報活
動の推進

2啓発紙の
発行

171 下郡市民
館

館だよりの発行
回数、部数

市民館だよりを発行し、広報・啓発に努め
ました。
　○発行回数：12回
　○配布部数：160部

地域教育機関等との連携によ
り、地区の児童、生徒の様
子、行政情報等を提供し、地
域内の交流や、実生活に役立
てていただけました。

課題なし。

7．広報活
動の推進

2啓発紙の
発行

172 寺田市民
館

隣保館の情報
紙(誌)の発行
回数、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「ひかり」を発行し
ます。
　○館だより発行部数：3,000部

・地域の歴史をまとめた「寺田のあゆみ」
「寺田市民館の概要」「子ども向けパンフ」
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。
　○寺田のあゆみ発行数：300冊
　○寺田市民館の概要発行数：300冊
　○子ども向けパンフ：800冊

・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「ひかり」を発行し、人
権についての情報を定期的に提
供し、人権意識の向上を図りまし
た。
　○館だより発行部数：2,958部

・地域の歴史をまとめた「寺田の
あゆみ」「寺田市民館の概要」「子
ども向けパンフ」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、部落問題
についての理解を深めました。
　○寺田のあゆみ発行数：540冊
　○寺田市民館の概要発行数：
300冊
　○子ども向けパンフ：884冊

・だれが見てもわかりやすい
情報誌に向け、ふり仮名が必
要でありますが、紙面が限ら
れているため、今後工夫する
必要があります。また、市民
が機関紙を活用しているかの
調査も今後必要であリます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

7．広報活
動の推進

2啓発紙の
発行

173 いがまち
人権セン
ター

発行部数 ・人権センターの機関紙「すいしん」を発行
しました。
　○発行部数：305部／回

・児童館だよりを発行しました。
　○発行部数：305部／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
でき生活改善が図れました。

わかりやすい掲載方法（内
容）を検討していくことが課題
です。

7．広報活
動の推進

2啓発紙の
発行

174 ライトピア
おおやま
だ

発行回数・部数 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年11回発行し、大山
田地域全戸、企業に配布します。
　○発行回数：年間11回
　○発行部数：1,800部

人権意識の高揚とライトピア
事業の周知を目的としてライト
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/月

人権意識の高揚とライトピア
事業の周知が図れました。今
後は、目に留まりやすい紙面
構成や、住民が関心を持つよ
うな工夫が更に必要です。

7．広報活
動の推進

2啓発紙の
発行

175 青山文化
センター

発行回数 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12回発行しました。
月別行事案内を12回発行しました。

青山地域3,700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
権啓発に努めました。

センターだより・行事案内の配
布は、文化センター周辺地域
に限定しているため、他地域
には館事業の取り組みが十
分周知されていません。

7．広報活
動の推進

3男女共同
参画情報
紙の発行

176 人権政策・
男女共同
参画課

発行部数 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等に設置
し、啓発を行いました。
　○発行部数：5,800部/号

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。

読者に興味を持って読んでも
らえるよう、文章構成等工夫
し、発行に努めます。

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

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

177 人事課 参加者数及び
参加回数

人権・同和問題について理解と認識を深め
るため、下記の研修等を実施しました。
　○人権・同和問題研修会（特別研修）
参加者：本庁及び各支所職員（嘱託・臨時
職員を含む）1,753人
【参加者内訳】基礎編第Ⅰ期50人、基礎編
第Ⅱ期812人、応用編第Ⅲ期891人（実践
編第Ⅳ期受講生196人含む）
　○職場研修
　各職場単位で年2回以上の研修会を実施
　○居住地で開催される地区別懇談会や
研修会等への1人2回以上の自主参加

市職員として、人権・ 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、問題
解決に向けた意識や姿勢の
向上が図られたと考えます。

居住地で開催される地区別懇
談会等へ1人2回以上の参加
ができていない職員が見受け
られるため、所属長及び推進
委員を中心に各職員に対し参
加の徹底を図る必要がありま
す。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

178 伊賀支所
振興課

参加者数 職員同和問題研修会を開催しました。
　○参加者数：75人
各所属で人権･同和研修を行いました。
　○参加者数：707人
・人権啓発担当者会議で居住地で開催さ
れる研修への参加を促します。

職員の研修参加者が年々増
加し、特に保育士さんの参加
が増えました。
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。

研修内容のさらなる充実を図
る必要があります。
地域で参加ができる懇談会の
情報提供が必要です。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

179 島ヶ原支
所振興課

参加者数 ・人事課が行う全職員対象の研修に参加し
ました。支所各所属に置いて独自研修を実
施します。
　○参加者数：25人
　○支所各課研修回数：年1回

職員の人権意識啓発と知識
普及をすることが出来ました。

研修回数を増やせるよう取組
が必要です。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

180 阿山支所
振興課

参加者数 伊賀市職員同和問題啓発推進委員会阿山
地域部会が主体となり、年2回全体研修を
実施しました。
　○参加者数：
第１回　51名
第２回　延べ134名（ビデオ研修と合同）

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

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。

人権のつどい等では、発言に
消極的な参加者を促していく
という役目を担っていただく面
もありました。地域における人
権啓発意識の定着のために、
今後も職員に対する啓発は継
続していく必要があります。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

181 大山田支
所振興課

参加者数 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大山田支所関係職
員人権研修を実施しました。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。
○参加者数：168人

各職場の人権・同和対策推進
委員による研修会への参加の
呼びかけにより、主体的に人
権課題に取り組むことができ
た。

参加者数が少ない。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

182 青山支所
振興課

参加回数 ・職場内研修を実施しました。
　○開催回数：各課2回以上

・人権・解放講座に参加しました。
　○参加回数：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
ました。
　○参加回数：2回

・人権地区別懇談会に参加しました。
　○参加回数：職員1人1回以上

職場内研修としては概ね毎月
1回、話し合う場を持つ事で、
人権問題について自ら考えよ
うとする姿勢と意識の醸成に
効果がありました。
講演会等への参加について
は概ね計画通りの参加があり
ました。

講演会等へ自主的・積極的な
参加となるよう、引き続き啓発
推進していく必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

183 人事課 参加者数 人権大学講座等へ市職員を派遣しました。
　○三重県人権大学講座：5 人
　○部落解放・人権大学講座：1人
　○その他の各種研修大会等：682人

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。

派遣について積極的な応募
が出にくい状況となっており、
派遣に対する職場の理解を
促し、連携・協力体制づくりを
行う必要があります。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

184 人権政策・
男女共同
参画課

平成28年度人権大学講座等修了生交流会
を開催しました。

2012年度修了生から新規採
用職員研修でグループ討議の
ファシリテーターをしていま
す。

修了生が継続して自己研鑽を
行い、人権啓発のリーダーを
担っていくためのサポートを
行っていきます。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

185 伊賀支所
振興課

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。
　○参加者数：66人

研修会を開催することで、人
権問題に取り組む意識や姿勢
など職員としての自覚を促し
ました。参加者に偏りがみら
れました。

貴重な研修の機会をとらえ積
極的な参加が必要です。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

186 島ヶ原支
所振興課

参加者数 人権啓発推進リーダーをはじめ、支所管内
全職員を対象に地区懇談会事前研修や
フォローアップ研修を実施しました。
　○参加者数：100人

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

参加者数を増やす取組が必
要です。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

187 阿山支所
振興課

参加者数 支所管内で開催する人権に関する講演会・
研修会等について、職員研修として位置づ
け、支所管内職員に案内し、積極的な参加
を呼びかけました。
　○参加者数：延べ134名（ビデオ研修）他

ＧＷでの呼びかけ等により、
一定数の参加者を得られまし
た。

特になし。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

188 大山田支
所振興課

参加者数 人権・同和に関する講演を職員研修と位置付
け、参加しました。
・6月24日（金）　大山田同和教育研究会・記念講
演会

・7月8日（金）　ライトピアおおやまだ人権フェス
ティバル

・9月28日（水）　男女共同参画推進セミナー

・10月～11月　人権啓発地区別懇談会

・11月20日（日）　おおやまだ人権フェスティバル
2016

・2月5日（日）　大山田同和教育研究大会

・２月２４日（金）ライトピアおおやまだ梅ま

・３月９日（木）大山田支所関係職員人権研修会

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
権啓発に取り組むことが期待
できる。

参加者数が少ない。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

189 青山支所
振興課

参加者数 市職員として人権・同和問題に対する正し
い知識の取得と職場や地域でのリーダー
の育成を目的とし、対象職員の研修の充実
を図りました。人権啓発地区別懇談会では
「事前研修会」を開催し、対象職員が参加し
ました。
　○参加者数：72人

人権啓発地区別懇談会にお
いて助言者となる青山同和教
育推進協議会役員・区長・小
中学校職員・市職員に対し
て、テーマとなる人権課題に
ついて理解と認識を深めるこ
とができました。

周知徹底するためには、まと
まった研修時間を勤務時間内
に設ける必要があります。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

3人権保育
研修

190 保育幼稚
園課

参加者数 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
催の研修会などへの積極的な参加を呼び
かけました。

・全体研修会・講演会・語ろう会・推進交流
会・保護者交流会等
　○延べ参加者数：899人

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
の研修会などへの積極的な参
加を呼びかけました。

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。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

4人権保育
専門研修

191 保育幼稚
園課

参加者数 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等には参加できませ
んでしたが、今年度は、県や市が主催する
子どもの発達に関する研修会等に参加す
るよう啓発しました。
　○延べ参加者数：170人

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や県や
市が主催する子どもの発達に
関する研修会等への参加者
数が増えました。

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。
子どもの発達や他の専門的な
研修会等にも積極的に参加
するよう啓発に努めます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

5新任職員
研修

192 人事課 参加者数 新規採用職員を対象とした下記の研修を
実施しました。
・新規採用職員前期研修において人権研
修を実施しました。
　○参加者数：50人

・人権・同和問題研修（特別研修）において
「基礎編・第Ⅰ期」として研修を実施しまし
た。
　○参加者数：49人

人権問題について、公務員と
して職務を遂行する上で必要
な基礎知識の習得と現状課題
の把握、人権意識の醸成を図
ることができました。

新規採用職員によって入職ま
での間における人権問題に対
する知識や経験に個人差が
見られることから、知識等を一
定レベルに引き上げるため、
今後も引き続き新任職員研修
を実施していく必要があると
考えます。

1．市職員
に対する
人権教育
の推進

6福祉職員
現任訓練

193 生活支援
課

各種講演会等
の参加者数
ケース検討会
議開催数

生活保護業務の各種各種研修会に参加
し、人権の視点にたったケースワークに生
かすことができました。また、人権講演会、
研修会等へ積極的に参加しました。特に、
三重県人権大学講座に１名参加させること
ができ、当課配属職員では修了生が５名と
なりました。
　○参加者数：延べ62人
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した。
　○開催数：12回

当課の業務は、まさに人権に
関わる内容であるため、各種
研修への参加や課内会議を
実施することにより、担当職員
が同じレベルで業務を遂行で
きるように努めました。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．教職員
に対する
人権教育
の推進

1学校人
権・同和教
育部会活
動

194 学校教育
課

・授業交流会へ
の実施回数
・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
修事業を実施しました。

・授業交流会
　○実施回数：4回（小学校3校、中学校1
校）

・教職員研修会（6月17日）
場所：伊賀市教育研究センター
講師： 豊田　憲幸さん
　○参加者数：42 人

・教職員研修会（1月19日）
場所：伊賀市教育研究センター
講師：野呂　智仁さん
　○参加者数：41 人

・部落問題を考える小学生の集い
を11月29日（火）に、中学生の集
いを12月1日（金）に実施しまし
た。｢大変よかった｣「よかった」と
いう児童生徒の割合が高かった
です。
・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21日柘植小1･2年、11
月1日阿山小5･6年、11月14日阿
山中全学年、2月7日上野西小3･4
年）
　○実施回数：4回
・6月17日に、教職員研修の講演
会を開催しました。
場所：伊賀市教育研究センター
内容（演題）：「みんなのひろば」活
用についての学習会
講師：豊田　憲幸さん
　○参加者数：42人
・1月19日に、教職員研修の講演
会を開催しました。
場所：伊賀市教育研究センター
内容（演題）：「『Ａ、楽になりたい
か』を通して」
講師：野呂　智仁さん
　○参加者：41人

教職員が研修を深め、各校・
園の実態から、子どもたちに
つけたい力を明確にし、各校
園における実践を推進しま
す。

2．教職員
に対する
人権教育
の推進

2転入・新
規採用教
職員人権・
同和教育
学習会

195 学校教育
課

研修会参加者
アンケート結果
より、「理解・認
識が深まった」
と回答した割合

伊賀市への転入・新規採用者を対象にした
研修会を実施しました。
日時：6月27日（月）15時から
場所：寺田市民館
内容：地域の取組、学校における人権・同
和教育について
講師：上島邦彦さん・桒原成壽さん
　○理解・認識が深まった割合：90％以上

伊賀市への転入・新規採用者
を対象にした研修会を6月2７
日（月）に実施しました。
場所：寺田市民館
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：51人

人権・同和教育の取組及び課
題について学びました。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。

3．福祉等
の関係者
に対する
人権教育
の推進

1介護施
設・介護事
業所等従
事者への
研修の働

196 介護高齢
福祉課

事業所に対す
る働きかけ回
数

市内事業所が集まる機会に人権研修の重
要性と開催の働きかけをします。
　○働きかけ回数：2回

市内事業所が集まる機会に
人権研修の重要性と開催の
働きかけをしました。
　○働きかけ回数：2回

市内事業所が集まる機会が
少ない。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．福祉等
の関係者
に対する
人権教育
の推進

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

197 障がい福
祉課

研修回数 質の高いサービスを提供するために、障が
い福祉サービス事業者の意識や技術を高
めるための研修会や交流会を開催しまし
た。
　○研修回数：5回

研修会・交流会を開催するこ
とで情報交換等も行うことがで
き、よりよい支援に対する意
識を深めることができました。

情報共有、共通理解の場とな
り継続してこのような研修会
の開催が必要です。

3．福祉等
の関係者
に対する
人権教育
の推進

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

198 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
参加を呼びかけました。
　○参加者数：3人

人権擁護委員に研修会への
参加をよびかけ、毎年数名の
参加がありました。

これからも呼びかけの時期を
早めにするなど、より参加しや
すい工夫をしていきます。

3．福祉等
の関係者
に対する
人権教育
の推進

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

199 障がい福
祉課

会議開催回数 民生委員・児童委員及び介護ケアマネ等
福祉関係者に対し、障がい福祉に関する
研修を行いました。
　○研修会開催回数：４回

身近な地域支援者である民生
委員・児童委員などに障がい
福祉に関する理解を深めても
らうことで、障害福祉サービス
との連携を図ることができまし
た。

身近な地域支援者である民
生委員・児童委員などには今
後も障がい福祉に関する理解
を深めてもらい障害福祉サー
ビスへの連携を推進してもらう
必要があります。

3．福祉等
の関係者
に対する
人権教育
の推進

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

200 医療福祉
政策課

研修実施回数・
参加者数

伊賀市民生委員児童委員連合会総会開催
時に、人権問題に関する研修を実施しまし
た。また、地元地域で行われる研修会等に
ついて周知し、積極的に参加を促しました。
　○実施回数：２回
　○参加者数：延べ522人

平成24年度から民生委員児
童委員の全体研修として、人
権問題に関する研修を継続実
施してきました。このことによ
り、人権問題に配慮し活,動す
ることが委員に根付いてきた
と思われます。

民生委員は３年ごとに一斉改
選が行われ、全体の約３分の
２が改選を機に交替されるた
め、今後も継続して研修等を
実施することが必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．福祉等
の関係者
に対する
人権教育
の推進

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

202 伊賀支所
振興課

県や市、支所内で開催する研修会への参
加を呼びかけました。

様々な立場で人権課題を確か
め合い、各職場が連携して取
り組むことで学習内容を深め
られました。

引き続き研修会やイベントな
どの情報共有が必要です。

3．福祉等
の関係者
に対する
人権教育
の推進

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

203 島ヶ原支
所振興課

参加者数 支所管内で開催する人権に関する講演会
等について、まちづくり協議会委員、島ヶ原
人権同和教育推進協議会委員、島ヶ原地
区の人権擁護委員をはじめとする構成員
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、人権意識の向上を
図りました。
　○参加者数：９人

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

参加者数を増やす取組が必
要です。

3．福祉等
の関係者
に対する
人権教育
の推進

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

204 阿山支所
振興課

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、支所管内で開催する人権に関する
講演会・研修会等について案内し、参加を
呼びかけました。

個別に書面等で通知する等し
た結果、講演会等へ参加して
くれました。

特になし。

3．福祉等
の関係者
に対する
人権教育
の推進

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

206 青山支所
振興課

青山地区民生委員児童委員協議会、伊賀
市社会福祉協議会青山支所、青山地区の
人権擁護委員等の関係団体や個人に、支
所管内で開催する人権に関する講演会・研
修会・企業同和問題研修会等について案
内し、参加を呼びかけました。

関係団体をはじめ、講演会へ
の多くの参加がありました。

関係団体・個人への講演会等
の案内、人権に関する様々な
情報等の提供を行っていく必
要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．医療関
係者に対
する人権
教育の推
進

1上野総合
市民病院
における
人権教育・
啓発

207 上野総合
市民病院
事務部病
院総務課

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
しました。

・第1回（ＤＶＤ視聴後、グループ討議）
　○開催回数：9回
　○参加者数：161名
（内訳：正規107名、嘱託1名、臨時53名）

・第2回（ＤＶＤ視聴後、グループ討議）
　○開催回数：9回
　○参加者数：178名
（内訳：正規132名、嘱託1名、臨時45名）

　医療現場においては、命の
大切さを第一に考え、医療に
取り組むという立場にあること
から、研修を通じて、より人
命、人権について学ぶことの
大切さを再確認することがで
きました。また、開催回数を昨
年度より増やすことで医師の
参加率が上がりました。

　研修の開催回数を昨年度よ
り増やしましたが、医療現場と
いうこともあり、勤務形態が
様々な上、研修に参加しても
急な患者対応のため退席す
ることもあったため、研修方法
の再検討が必要です。

4．医療関
係者に対
する人権
教育の推
進

2医療機関
等従事者
の人権教
育・啓発

208 上野総合
市民病院
事務部病
院総務課

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
しました。

・第1回（ＤＶＤ視聴後、グループ討議）
　○開催回数：9回
　○参加者数：161名
（内訳：正規107名、嘱託1名、臨時53名）

・第2回（ＤＶＤ視聴後、グループ討議）
　○開催回数：9回
　○参加者数：178名
（内訳：正規132名、嘱託1名、臨時45名）

　医療現場においては、命の
大切さを第一に考え、医療に
取り組むという立場にあること
から、研修を通じて、より人
命、人権について学ぶことの
大切さを再確認することがで
きました。また、開催回数を昨
年度より増やすことで医師の
参加率が上がりました。

　研修の開催回数を昨年度よ
り増やしましたが、医療現場と
いうこともあり、勤務形態が
様々な上、研修に参加しても
急な患者対応のため退席す
ることもあったため、研修方法
の再検討が必要です。

5．企業人
事・人権担
当者に対
する人権
教育の推
進

1公正採用
選考人権
啓発推進
員の設置
促進

209 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、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
啓発を行いました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

公正採用選考人権啓発推進
員の設置基準を満たしている
すべての企業・事業所に対
し、推進員を設置ただけるよう
に啓発する必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権意
識の高揚
のための
施策

（4）指導者
の養成

1．行政関
係職員の
養成

1各種講座
等への派
遣

210 人事課 参加者数 職場や地域での人権教育・人権啓発の
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人
　○部落解放・人権大学講座：1人
　○その他各種研究大会等：682人

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。

派遣について積極的な応募
が出にくい状況となっており、
派遣に対する職場の理解を
促し、連携・協力体制づくりを
行う必要があります。

1．行政関
係職員の
養成

2職員研修 211 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地区別 懇談会や
研修会への1人2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。

地区別懇談会等への参加回
数が少ない職員が見受けられ
るため、所属長及び推進委員
を中心に各職員に対し、参加
の徹底を図る必要がありま
す。

1．行政関
係職員の
養成

2職員研修 212 伊賀支所
振興課

参加者数 地区別懇談会リーダー研修会、職員同和
問題研修会を開催しました。
　○参加者数：141人

リーダー研修会の実施によ
り、職員が地域や職場のリー
ダーとしての自覚をもてる研
修を行うことができました。参
加者に偏りが見られるため、
他の事業でフォローしていく必
要があります。

地域のリーダーとなる職員の
養成にあたる必要がありま
す。

1．行政関
係職員の
養成

2職員研修 213 島ヶ原支
所振興課

参加者数 推進委員が中心になって、職場内研修を
実施しました。
　○参加者数：20人
　○各職場研修回数：年２回

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

参加者数を増やす取組が必
要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．行政関
係職員の
養成

2職員研修 214 阿山支所
振興課

参加者数 伊賀市職員同和問題啓発推進委員会阿山
地域部会が主体となり、年2回全体研修を
実施しました。
　○参加者数：
第１回　51名
10月26日（水）
阿山保健福祉センターホール
講師：公益財団法人　反差別・人権研究所
みえ　松村元樹さん
演題「生活困窮者を取り巻く現状と課題」
第２回　延べ134名（上野社会同和教育研
究会のビデオ研修と合同）

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

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。

人権のつどい等では、発言に
消極的な参加者を促していく
という役目を担っていただく面
もありました。地域における人
権啓発意識の定着のために、
今後も職員に対する啓発は継
続していく必要があります。

1．行政関
係職員の
養成

2職員研修 215 大山田支
所振興課

開催回数 人権・同和対策推進委員会を開催しまし
た。
　○開催回数：11回
　○推進委員数：8人

毎月、推進委員が集まって、
自主的に学び今後のより効果
的な啓発活動につなげること
ができた。

内容検討

1．行政関
係職員の
養成

2職員研修 216 大山田支
所振興課

開催回数 人権･同和対策推進委員会を開催しまし
た。
　○開催回数：11回

毎月、推進委員が集まって、
自主的に学び今後のより効果
的な啓発活動につなげること
ができた。

内容検討

1．行政関
係職員の
養成

2職員研修 217 青山支所
振興課

参加回数 ・職場内研修を実施しました。
　○開催回数：各課2回以上

・人権解放講座に参加しました。
　○参加回数：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
ました。
　○参加回数：2回

・人権地区別懇談会に参加しました。
　○参加回数：職員1人1回以上

職場内研修としては概ね毎月
1回、話し合う場を持つ事で、
人権問題について自ら考えよ
うとする姿勢と意識の醸成に
効果がありました。
講演会等への参加について
は概ね計画通りの参加があり
ました。

講演会等へ自主的・積極的な
参加となるよう、引き続き啓発
推進していく必要があります。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．保育・
教育の場
における
人権教育
リーダー
の養成

1人権教育
推進委員
会代表者
研修

218 学校教育
課

研修会参加者
アンケート結果
より、「学校の
推進リーダーと
して実践につな
がる研修会で
あった」と回答
した割合

伊賀市学校人権・同和教育部会として、人
権・同和教育推進委員研修会を実施しまし
た。
　○「学校の推進リーダーとして実践につな
がる研修会であった」と回答した割合　90%
以上

学校人権・同和教育部会で、人
権・同和教育推進研修会を6月と1
月に実施しました。

・6月17日に、教職員研修の講演
会を開催しました。
場所：伊賀市教育研究センター
内容（演題）：「みんなのひろば」活
用についての学習会
講師：豊田　憲幸さん
　○参加者数：42人

・1月19日に、教職員研修の講演
会を開催しました。
場所：伊賀市教育研究センター
内容（演題）：「『Ａ、楽になりたい
か』を通して」
講師：野呂　智仁さん
　○参加者：41人

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。

2．保育・
教育の場
における
人権教育
リーダー
の養成

2人権教育
推進管理
職研修

219 学校教育
課

校（園）長会議
での周知・徹底

伊賀市校（園）長会議において、人権・同和
教育についての理解・認識を深めました。

・伊賀市人権同和教育基本方針や条例等
の再確認

・管理職を中心とした校（園）内の人権・同
和教育推進体制確立

・危機管理マニュアルによる「学校における
人権侵害」の再確認

・人権・同和教育研修会等の周知

・地域啓発への参加・参画　など

　○管理職への周知・徹底　年8回

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。
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。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．保育・
教育の場
における
人権教育
リーダー
の養成

3人権保育
推進管理
職等研修

220 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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
会に積極的に参加しました。また全人教で
は伊賀市が取組報告をしました。
　○全人教・全人保・部落研等：32保育所
(園)

人権保育についての理解・認
識を深めるための研修会に積
極的に参加できました。

全人保大会や三人教大会に
参加でき、人権意識も高まり
ました。その成果をいかに実
践につなげていくかが課題で
す。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。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

221 人権政策・
男女共同
参画課

受講者数
受講者満足度

地域における人権・教育リーダーの養成を
目的に、部落解放・人権大学講座（全5回）
を開催しました。
　○受講者数：67人（うち修了者39人）
　○満足度：87.8％（「とても良かった」「良
かった」を合計）

大学教授等による講義を年5
～6回の連続講座として実施
し、地域における人権・教育
リーダーの養成をはかること
ができました。

各地区人権啓発草の根運動
推進会議をはじめ、広報等を
通じて広く受講者を募集し、修
了者数を増やしていきます。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

222 寺田市民
館

人権・解放講
座、講演会等
及び人権・同和
教育学習会へ
の受講者数

・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。
　○受講者数：10人

・人権啓発地区草の根運動推進会議との
共催で、人権問題講演会等を実施します。
　○啓発推進実践者数：100人
　○寺田地区フィールドワーク参加者数：
300人

・城東中学校区の各組織の代表者で組織
する推進協議会の取り組みに対して支援を
行うとともに、人権についての情報提供を
行います。
　○協議会実施回数：7回

・城東中学校区市内6小学校の3年生・6年
生を対象として実施される人権・同和教育
学習会を開催し、人権の人材育成を図りま
す。
　参加者数：小学3・6年生：530人

・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、人権意識の向上を
図りました。
　○受講者数：24人

・人権啓発地区草の根運動推進会議との共
催で、人権問題講演会等を実施し、中瀬地域
住民における人権意識の向上を図りました。
　○啓発推進実践者数：60人
　○寺田地区フィールドワーク参加者数：540
人

・城東中学校区の各組織の代表者で組織す
る推進協議会の取り組みに対して支援を行う
とともに、人権についての情報交換とともに、
各組織における人権同和教育の促進を図り
ました。。
　○研修・実践交流会：4回・590人
　○連絡・推進委員会：10回・320人
　○協議会・その他：6回・800人

・城東中学校区市内6小学校の3年生・6年生
を対象として実施する人権・同和教育学習会
を開催し、人権の仲間作りとともに、人権感覚
の備わったの人材育成を図りました。
　○城東中学校1年生：110人
　○中瀬小学校3年生：23人
　○中瀬小学校4年生：30人
　○中瀬小学校6年生：45人
　○府中小学校3年生：47人
　○府中小学校6年生：57人
　○三訪小学校3年生：12人
　○三訪小学校6年生：35人（2回）
　○上野西小学校3年生：265人（2回）
　○上野東小学校3年生：112人
　○上野東小学校6年生：148人　　　　　　合
計：884人

・城東中学校区市内6小学校
の3年生・6年生を対象として
実施する人権・同和教育学習
会について、年度途中での開
催であるため、児童の人権に
ついての意識の向上具合が
わからない状況と、また、近
年、障がい者差別につながる
児童生徒の発言が増加してい
る現状も踏まえて、開催を年
度初めと、取り組みの成果報
告が必要であります。（学校と
の協議が必要であります。）
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

223 いがまち
人権セン
ター

受講者数 「あらゆる立場に立って考え、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。
　○受講者数：536人

　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ました。
　

各区の人権推進委員を対象
に参加要請を行っているが、
参加後の各区、各職場、地域
等での還流が必要です。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

224 ライトピア
おおやま
だ

受講者数 部落問題を系統だてて学習する「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。

・おおやまだ人権大学講座（8回連続講座）
　○参加者数：40人
　○延べ参加者数：240人

地域や職場での人権・教育
リーダーとしての実践力を養
い、学習機会を提供するた
め、部落問題を系統だてて学
習する「おおやまだ人権大学
講座（8回連続講座」）を開催し
ました。
　○受講者数：43人
　○延べ受講生：274人

人権大学講座修了生が1,000
人を超え、地域や職場での人
権リーダーの育成は図れまし
た。住民皆受講を目標に更に
受講生を募っていきます。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

225 青山文化
センター

受講者数 人権・解放講座を7回開催しました。
時期：5月～9月
　○延べ参加者：536人
　○5回以上の参加者数：40人

人権啓発のリーダー育成とし
て実施し、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、受講者
のアンケートの平均満足度は
81．4％となりました。

会場のキャパシティに余裕が
無いため、これ以上の参加者
の受入れは困難な状況にあり
ます。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

226 生涯学習
課

研修参加回数

　

設置推進員数

・全国人権教育研究協議会、三重県人権
教育研究協議会、伊賀市人権同和教育研
究協議会等開催の研修会、研究大会に出
席しました。
　○研修参加回数：10回

・教育集会所に人権教育推進員を配置しま
す。
　○設置推進員数：6人

県規模での人権講演会や研
修会への参加については、増
えつつあります。

平成28年度から、全市内の地
域改善対策教育施設に人権
教育推進員を配置できまし
た。

社会教育分野での人権学習・
啓発の取り組みや広がりを拡
大・推進する必要があります。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

227 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
年層を育成しました。
　○相談件数：60件

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
心となってほしい高校生から
の青年層を育てました。

これからも、将来において地
域の社会同和教育推進の中
心となってほしい高校生から
の青年層を育てることは必要
です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

228 下郡市民
館

相談（活動）回
数

社会同和教育指導員が、相談や連絡調整
を行いました。
　○教育相談回数：50回

人権啓発等に関して地域内外
での連絡調整を図り、行政施
策を実効性のあるものへと具
体化させました。

課題なし

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

229 寺田市民
館

人権・同和教育
の相談件数

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。
　○相談件数：40件

・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
の相談対応と連絡調整を行
い、人権教育リーダーの育成
に努めました。
　○相談件数：4件
　○連携業務：12回（保小中高
連絡会）
　○小学生地区学習会指導：
37回

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

230 いがまち
人権セン
ター

人権同和教育
相談回数

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、児童生徒及び保護者を対象に教育
相談を実施しました。
　○相談回数：105回

　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
が図れました。

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
必要があります。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

231 ライトピア
おおやま
だ

かさとり学級開
催回数

社会同和教育指導員を配置し、人権教育
リーダーの育成に努めます。
　○かさとり学級開催回数：25回

社会同和教育指導員を配置
し、人権教育リーダーの育成
に努めました。
○かさとり学級開催回数：25
回

ビデオ学習を実施し、深く学
習することができました。高齢
化により参加者が参加しにくく
なっていることが課題です。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

232 青山文化
センター

研修会の参加
回数

社会同和教育指導者としてのスキルアップ
のために各種研修会に参加しました。
　○参加数：10回

社会同和教育指導者としての
スキルアップにつながり、事業
に発揮することができました。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

3人権問題
を考える
中学・高校
生友の会

233 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」の活動を支援しまし
た。
　○延べ参加者数：294人

全国高校生集会･全国青年集会に参加しま
した。
人権・同和問題の講演会参加と勉強会を
行いました。
しろなみ児童館子ども夏まつりに協力しま
した。
オータムフェスタ、クリスマス会等を開催し
ました。
やはた文化祭に協力および参加しました。

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。

これからも一層、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必要
です。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

3人権問題
を考える
中学・高校
生友の会

234 寺田市民
館

小・中学生及び
高校生友の会
参加者数

・月1回、高校生友の会を開催します。
また、月初めに代表者会議を開催し、高校
生自らの運営を行います。

・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。
　○高校生友の会：24回・300人
　○保小中高連絡会：12回・180人

・2015年1月に実施した「解放保育・同和教
育」保護者アンケートの分析結果から明確
になった課題に向けた取り組みを実施しま
す。

（成果）
・月1回、高校生友の会を開催し、
人権人材育成を図りました。
・月初めに代表者会議を開催し、
高校生自らの運営を行いました。
・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・助言す
るとともに、人権問題・部落問題
解決についてともに考え発信しま
した。
　○高校生友の会：20回・154人
　○保小中高連絡会：12回・164人

・2015年1月に実施した「解放保
育・同和教育」保護者アンケート
の分析結果から明確になった課
題に向けた取り組みを実施しまし
た。

（課題）
・高校生友の会については、
参加者が減少している傾向に
あります。なぜ減少しているの
か。参加市内の課の検証が
必要であります。また、高校卒
業後、青年としての活動の場
の提供も検討する必要があり
ます。

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

3人権問題
を考える
中学・高校
生友の会

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
ました。
　○参加者数：630人

・高校生友の会を実施しました。
　○参加者数：320人

　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
ました。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が深め
られました。

地区外の生徒を含めて部落
差別をはじめあらゆる差別を
なくす学習と仲間づくりを進め
ることが必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．地域に
おける人
権・教育
リーダー
の養成

3人権問題
を考える
中学・高校
生友の会

236 ライトピア
おおやま
だ

中学生・高校生
参加者数

学力補充、反差別の仲間づくりを目指し
て、夏･冬･春休み中、中･高学習会を開催
し、地区学習会ＯＢである反差別村民ネット
ワークのヤング及び大学生に指導者をお
願いした。学習のみならず、キャリアデザイ
ンを描く模範となる先輩の姿から、将来の
人権リーダーの資質を養います。
　○参加者数：夏休み生徒延べ40人
　　　　　　　　 冬休み生徒延べ30人

学力補充、反差別の仲間づく
りを目指して、夏･冬･春休み
中、中･高学習会を開催しまし
た。
　○参加者数
夏休み生徒延べ44人
冬休み生徒延べ16人

先輩や仲間と勉強すること
で、学力の向上とともに、仲間
の絆がはぐぐまれた。送迎が
できない保護者が増えてきた
ことが課題となっている。

4．企業・
民間団体
等におけ
る人権教
育リー
ダーの養
成

1企業・商
工関係団
体研修担
当者に対
する研修

237 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、人権担当者を対象
とする研修会の情報提供を行ないました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

4．企業・
民間団体
等におけ
る人権教
育リー
ダーの養
成

1企業・商
工関係団
体研修担
当者に対
する研修

238 伊賀支所
振興課

訪問企業数 企業訪問時に研修会の案内等について情
報提供を行いました。
　○訪問企業数：33社

イベントの開催までに各企業
の訪問に努め、人権に関する
取り組みを周知できました。
人権学習企業等連絡会への
加入がありました。
総合評価制度の対象となる研
修会への参加がありました。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

4．企業・
民間団体
等におけ
る人権教
育リー
ダーの養
成

1企業・商
工関係団
体研修担
当者に対
する研修

239 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、人権担当者を対象
とする研修会の情報提供を行いました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．企業・
民間団体
等におけ
る人権教
育リー
ダーの養
成

1企業・商
工関係団
体研修担
当者に対
する研修

240 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数
人権広報誌送
付企業・事業所
等数

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会
阿山支部等に、訪問人権啓発や支所振興
課が発行する人権広報誌の送付等を通じ
て、支所管内で開催する人権に関する講
演会・研修会等について案内し、参加を呼
びかけました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社
　○人権広報誌送付企業・事業所等数：23
社・団体等

企業・事業所等にも支所管内
で開催する講演会等の参加
案内等を個別に送付し、一定
数の参加者を得ることができ
ました。

全く参加しない事業所も一定
数見受けられていることから、
今後も、継続的な啓発を図っ
ていく必要があります。

4．企業・
民間団体
等におけ
る人権教
育リー

1企業・商
工関係団
体研修担
当者に対
する研修

241 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業者を訪問し、
人権担当者を対象とする研修会の情報提
供を行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

4．企業・
民間団体
等におけ
る人権教
育リー
ダーの養
成

1企業・商
工関係団
体研修担
当者に対
する研修

242 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業人権啓発訪問を行い、雇用主及び人権
担当者を対象とする研修会の開催案内を
行いました。
　○訪問企業数：18社

聞き取り調査を行い、職場に
おける人権意識向上のための
資料等により情報提供をしま
した。

聞き取り調査に終わらせず、
企業を対象とした研修会への
参加を促す必要があります。

5．講座修
了生の活
用

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

243 人権政策・
男女共同
参画課

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、地区別懇談会モデル・
フォロー・ステップアップ事業にリーダー候
補として参加できるよう事業をつないでいき
ました。

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。

人権啓発リーダーが、地域に
おいて活躍できる場を増やし
ていくことが課題です。

5．講座修
了生の活
用

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

244 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、研修会を開催できませんでした。
　○実施回数：0回

人権大学修了生を活用した研
修会を開催できませんでし
た。

伊賀市同研などで、人権大学
修了生を活用する場が必要で
す。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．講座修
了生の活
用

2ネット
ワーク体
制づくりの
推進

245 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、新規採用職
員前期研修への参画を通して、職場や地
域での啓発推進の中心的役割を担う機会
づくりを行いました。
・新規採用職員前期研修（ファシリテーター
役として参画）
　○開催回数：1回

三重県人権大学講座等修了生について、
人権啓発活動ネットワークメンバーとして啓
発活動を行うため、知識や能力の研鑽機
会を提供しました。
・ブラッシュアップ研修
　○開催回数：1回
・人権大学講座等修了生交流会
　○開催回数：1回

三重県人権大学講座及び部
落解放・人権大学講座の修了
生を中心に、人権活動ネット
ワークを立ち上げ、職場や地
域の啓発活動を推進していく
体制を構築することができまし
た。

修了生の知識や能力を活か
し、地域における人権啓発を
推進するため、人権政策・男
女共同参画課と協働し、人材
バンク制度の本格運用をス
タートさせるとともに、修了生
に有用な情報交換のできる交
流会やブラッシュアップ研修
の充実を図る必要がありま
す。

5．講座修
了生の活
用

2ネット
ワーク体
制づくりの
推進

246 人権政策・
男女共同
参画課

参加者数 平成28年度人権大学等修了生交流会を開
催しました。また、人事課と連携し、修了生
を対象とした人権啓発活動ネットワークを
設置しました。
　○交流会参加者数：10人

人事課と連携し、修了生全員
が加入する人権啓発活動ネッ
トワークを設置しました。修了
生が啓発リーダーとして、差別
を解消する取り組みを行う体
制を構築しました。

修了生のブラッシュアップ研
修や、知識や経験を活かすこ
とができる仕組みづくりなど、
人権啓発活動ネットワークの
活動を推進していきます。

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

1．児童虐
待の早期
発見・防止

1児童虐待
防止の啓
発

247 こども未来
課

啓発実施回数 11月の子ども虐待防止啓発月間におい
て、啓発活動に取り組みます。また、研修
会を開催します。
　○啓発物品配布個数：1,000個
　○研修会開催回数：1回

11月の子ども虐待防止啓発月
間において、啓発活動に取り
組みました。また、支援者対
象の研修会を開催しました。
　○啓発物品配布個数：1,000
個

引き続き児童虐待防止の啓
発に努めます。

1．児童虐
待の早期
発見・防止

2伊賀市要
保護児童
及びDV対
策地域協
議会の開
催

248 こども未来
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
会を開催します。
　○開催回数：20回
（実務者会議3回、ケース検討会議17回）

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会を開催しまし
た。
　○開催回数：20回
（実務者会議3回、ケース検討
会議17回）

回数としては少なくなったが、
今後も必要性を精査し、効果
的な会議開催に努めます。

2．障がい
者虐待の
早期発見・
防止

1障がい者
虐待防止
の啓発

249 障がい福
祉課

配布枚数 障がい者虐待防止について伊賀市ホーム
ページに掲載することで、周知を行いまし
た。
また、障害者週間に、広報・ケーブルテレ
ビ・街頭啓発等を活用し、市民に対しての
障がい者理解の啓発に努めました。
　○啓発チラシ配布枚数：1,500枚

虐待防止については、伊賀市
のホームページに掲載するこ
とで周知を図りました。また、
街頭啓発等を行うことで市民
に対し、障がい者理解を深め
ることができました。

今後も周知・啓発が必要で
す。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．障がい
者虐待の
早期発見・
防止

2障がい者
虐待の早
期発見と
支援体制
の整備

250 福祉相談
調整課

連携強化 個人情報保護に留意しつつも、より迅速に
障がい者虐待事案に対応できるよう、関係
機関との連携強化を図りました。

高齢者及び障がい者虐待検
討委員会での障がい者虐待
事案の検討を通じ、関係機関
との連携強化を図りました。

虐待対応を行う中で、今後も
迅速に警察や保健所等の公
的機関や医療機関等との連
携ができるよう体制を強化し
ていきます。

3．高齢者
虐待の早
期発見・防
止

1高齢者虐
待防止の
啓発

251 地域包括
支援セン
ター

研修会開催回
数

ケアマネジャー等を対象に、高齢者虐待の
現状を説明し、早期発見、予防の啓発を行
いました。
　○開催回数：1回

年々、高齢者虐待の通報件数
が増加しています。これは、高
齢者虐待が高齢者の人権を
侵害する行為であることの理
解が広まってきたためと考え
られます。

家族や地域の介護力の低下
や生活困窮等、高齢者虐待を
誘発する要因が多く存在して
います。高齢者虐待を早期に
発見し対応することはもちろん
ですが、予防するための方策
を講じる必要があります。

3．高齢者
虐待の早
期発見・防
止

2高齢者虐
待防止
ネットワー
クの形成

252 福祉相談
調整課

会議実施・参加
回数

支援困難事例について支援者間の支援体
制の確立と、個別課題から地域課題を抽
出するため、各種会議を開催しました。
相談事案調整会議、高齢者及び障がい者
虐待検討委員会、高齢者及び障がい者虐
待担当者会議、地域ケア会議、地域ケア会
議運営会議、地域ケア会議担当者会議
　○開催回数（合計）：159回

支援困難事例について支援
者間の支援体制の確立と、個
別課題から地域課題を抽出す
るため、各種会議を開催しま
した。

会議の開催により、部署横断
的な支援困難事例の解決に
貢献することができました。
引き続き、支所開催の地域ケ
ア会議の運営が円滑に進む
よう後方支援が必要です。

3．高齢者
虐待の早
期発見・防
止

3総合相談 253 地域包括
支援セン
ター

高齢者虐待に
関する延相談
支援件数

高齢者やその家族等からの相談を受け、
支援を行うことで、虐待の解消に努めまし
た。近隣住民、民生委員等の協力、また、
介護保険サービス事業所、医療機関、警
察等と連携し、虐待に関わる相談支援を実
施しました。
　○延べ相談支援件数：621件

年々、高齢者虐待の通報件数
が増加しています。これは、高
齢者虐待が高齢者の人権を
侵害する行為であることの理
解が広まってきたためと考え
られます。

家族や地域の介護力の低下
や生活困窮等、高齢者虐待を
誘発する要因が多く存在して
います。高齢者虐待を早期に
発見し対応することはもちろん
ですが、予防するための方策
を講じる必要があります。

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

1女性に対
する暴力
の社会的
認識の浸
透

254 人権政策・
男女共同
参画課

資料設置箇所
数

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、市の窓口に設置すると
ともに、パープルリボンイベントを開催し広
く市民に周知しました。
　○資料設置箇所数：7箇所

市の窓口にパンフレットを設
置したり、男女共同参画セン
ター情報紙きらきらに、ＤＶに
関する記事を掲載するなど、
市民に周知を図ることができ
ました。

県と県内男女共同参画セン
ターが同時期に連携して啓発
することで、ＤＶ防止の機運を
高めます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

2性犯罪、
売買春、
ストーカー
行為等に
ついての
啓発

255 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、啓発に努めました。

パネルやチラシ、県等主催の
研修開催の情報を提供し、啓
発することができました。

より多くの市民に関心を持っ
てもらうことが課題です。

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

3セクシュ
アル・ハラ
スメント防
止研修

256 人事課 実施回数及び
参加者数

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメ
ントに対する正しい認識を深めるとともに、
問題の未然防止対策に職場全体で取り組
むこと等を目的にハラスメント研修を開催し
ました。
　○実施回数：1回
   平成28年9月26日
　○参加者数：55名
対象者：各職場の監督職、各職場のハラス
メント対策相談員

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。

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
図る必要があります。

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

3セクシュ
アル・ハラ
スメント防
止研修

257 人権政策・
男女共同
参画課

貸出数 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。

貸出件数は０件の年もありま
したが、貸出した教材を通じて
ハラスメント防止の意識を啓
発できました。

ビデオ・DVDの貸出事業につ
いての、効果的なPR方法を再
考する必要があります。

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

258 人権政策・
男女共同
参画課

セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓
口の周知を行いましたが、市民からの相談
はありませんでした。

相談はなく成果はありません
でした。企業内の相談窓口や
労働局等の窓口を活用してい
ると思われます。

引き続き、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ていき
ます。

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

259 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、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
供しました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

260 伊賀支所
振興課

セクシュアル・ハラスメントの防止を図るた
め、男女共同参画パネル展を開催して周
知を図りました。

パネル展示やチラシの設置に
より、セクシュアル・ハラスメン
ト防止の周知を図ることができ
ました。

社会情勢に見合った新しい内
容のパネルが必要です。

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

261 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、セクシュアル・ハラス
メントの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した。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

262 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数

支所管内の企業・事業所に、訪問人権啓
発を通じて、セクシュアル・ハラスメントの相
談窓口の周知や、関係講演会・研修会等
の情報提供を行いました。
　○訪問企業・事業所数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

263 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・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、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し
た。
　○訪問事象所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

4．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

264 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、セクシャル・ハラスメン
トの相談窓口や企業担当者・管理職への
研修会への案内をしました。
　○訪問企業数：18社

職場におけるセクシャルハラ
スメントを防止するための資
料を配布しました。

継続的に資料の配布などが
必要です。

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

265 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
施しました。
　○実施回数：週4回

人権侵害に関する事案なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

266 伊賀支所
振興課

実施回数 2班編成で月1回人権パトロールを実施しま
した。
　○パトロール実施回数：年間12回

パトロールの実施により、差
別落書き等の拡散を未然に防
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。

差別落書きを防止するために
も継続した取り組みが必要で
す。

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

267 島ヶ原支
所振興課

巡視回数 支所管内の公共施設等の巡視（人権パト
ロール）を実施しました。
　○実施回数：年12回

人権侵害行為の発生を事前
に食い止めることが出来まし
た。

今後も巡視をすることで人権
侵害行為を起こさないよう継
続する必要があります。

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

268 阿山支所
振興課

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、随時、人権パト
ロールを実施しました。
　○実施回数：随時

2016年度は落書き・差別文書
等の事件はありませんでした
が、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。

特になし。

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

269 大山田支
所振興課

関係機関と適宜連絡をとりながら、人権侵
害の予防に努めました。

各機関と連携することで、情
報共有が図られた。

課題なし

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

270 青山支所
振興課

実施回数 青山支所職員による「人権パトロール」を実
施し、差別落書きを監視しました。
　○実施回数：毎週月・木（16：00～17：00）

地域と連携し、小中学校周辺
を重点に巡回することで抑止
効果がありました。

定期的な実施には、人員の確
保が必要です。

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

2戸籍等の
不正取得
の防止

271 住民課 登録型本人通知制度により、戸籍謄抄本
等の不正請求及び不正取得の防止に努め
ました。
広報、ホームページ、概要案内掲示等で広
く情報を提供し、啓発を行いました。

不正な取得が行われたといっ
た報告はなかった。

制度の周知。

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

3差別事件
への対応

272 人権政策・
男女共同
参画課

人権侵害発生時には人権侵害対策本部設
置要綱に基づき、関係各所と連携し、迅速
かつ的確な対応を図りました。

人権侵害発生時の対応フロー
チャートや、差別落書きの対
応マニュアルなど、関係各所
で情報共有することで、迅速
かつ的確な対応ができまし
た。

人権侵害発生時の通報、連
絡体制を整備するとともに、人
権侵害発生時には人権侵害
対策本部設置要綱に基づき、
迅速かつ的確な対応を図りま
す。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

3差別事件
への対応

273 伊賀支所
振興課

人権啓発担当者会議や調整会議で差別事
件への対応を確認し合いました。
フローチャートを所属内の見やすい箇所に
掲示し、敏速で的確な対応ができるよう努
めました。

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
象発生時での行動を職員が
常に自覚することができまし
た。

敏速で的確な対応ができるよ
う引き続き意識を高める必要
があります。

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

3差別事件
への対応

274 島ヶ原支
所振興課

伊賀市人権侵害対策本部島ヶ原支部にお
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、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うよ
うにしました。発生件数：0件

人権侵害行為の発生を事前
に食い止めることが出来まし
た。

今後も各部署との情報交換を
することで人権侵害行為を起
こさないよう、事前に人権意識
の啓発を継続する必要があり
ます。

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

3差別事件
への対応

275 阿山支所
振興課

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・連絡体制等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した。

2016年度は落書き・差別文書
等の事件はありませんでした
が、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。

特になし。

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

3差別事件
への対応

276 大山田支
所振興課

差別事象について、同推事務局会で対応
についての検討を行ないました。

差別事象を共有することによ
り、様々な視点から検討する
ことができた。

課題なし

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

3差別事件
への対応

277 青山支所
振興課

差別事件・事象を発見したり、通報を受け
た時の対応については、支所職員全員に
周知徹底を図りました。

青山同和教育推進協議会や
部落解放同盟老川支部と協
議するなど、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
かつ丁寧な対応に努めまし
た。

迅速な対応が求められます。

62/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権擁
護と救済
のための
施策

（2）人権相
談体制の
充実

5．人権侵
害の発見・
防止・対応

4ホーム
ページの
運用

278 広聴情報
課

担当課の毎月1回のホームページのチェッ
ク・報告を継続し、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。

課題なし

1．人権相
談の推進

1人権相談 279 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
談を開設しました。
開設時間：13：30～16：00
（6月1日のみ10：00～16：00）
　○実施回数：12回

人権相談窓口を定期的に開
設することによって、市民に人
権に関する相談機会を提供で
きました。

年間の相談件数が少ないた
め、相談窓口の周知が必要で
す。

1．人権相
談の推進

1人権相談 280 伊賀支所
振興課

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した。
　○実施回数：6回

無線放送や広報紙で事前に
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
て相談を受ける機会を設ける
ことができました。

利用しやすい環境を整える必
要があります。

1．人権相
談の推進

1人権相談 281 島ヶ原支
所振興課

実施回数 2ヶ月に1回、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：6回

個人間で人権問題が発生した
場合に相談できる準備をする
ことで市民の人権を守る活動
が出来ました。

今後も市民の人権を守るため
継続する必要があります。

1．人権相
談の推進

1人権相談 282 阿山支所
振興課

実施回数 偶数月に1回、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：6回

相談件数は少ないものの、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。

特になし。

1．人権相
談の推進

1人権相談 283 大山田支
所振興課

実施回数 人権擁護委員による「人権相談」を実施し
ました。
　○実施回数：5回

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
を擁護することができた。

課題なし

1．人権相
談の推進

1人権相談 284 青山支所
振興課

実施回数 「人権相談所」を開設しました。
　○実施回数：12回

相談者の悩みを聞く糸口とな
ることができました。

相談窓口として引き続き開設
する必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．女性の
人権相談
の推進

1女性法律
相談

285 人権政策・
男女共同
参画課

相談者数 女性弁護士による女性法律相談を毎月（年
12回）実施しました。
　○相談者数：43人

毎回ほぼ定数（４人）に達して
おり、相談窓口として機能して
いると言えます。

子ども未来課と連携し、限ら
れた時間の中で相談者に満
足していただけるよう努めま
す。
相談者自身や子どもの急病な
ど突然のキャンセルにも対応
できる体制をつくりたいです。

2．女性の
人権相談
の推進

2女性に対
する暴力
等の相談・
支援

286 人権政策・
男女共同
参画課

DVに関する本やＤＶＤを貸し出し、相談窓
口を周知しました。
こども未来課と連携して支援しました。

DVに関する本やＤＶＤを貸し
出し、相談窓口を周知しまし
た。
こども未来課と連携して支援し
ました。

連携して適切な相談窓口へつ
なぐ必要があります。

2．女性の
人権相談
の推進

2女性に対
する暴力
等の相談・
支援

287 こども未来
課

女性相談件数 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。
　○女性相談延べ件数：535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
務を実施しました。
　○女性相談延べ件数：535件
（２月末現在）

引き続き女性に対する暴力等
の相談・支援に努めます。

2．女性の
人権相談
の推進

3男女共同
参画セン
ター、女性
相談所と
の連携

288 こども未来
課

女性相談人数 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：173人

相談に応じて、必要関係機関
と連携しました。
　○女性相談実人数：173人
（２月末現在）

引き続き女性相談の充実に
努めます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．子ども
の人権相
談の推進

1いじめ・
不登校等
対策の推
進

289 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。また、教研センター相談員の派
遣を行いました。
　○開催回数：6回

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、いじめ
問題について、兵庫教育大学新
井肇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、各校の要請に
応じて教研センター相談員を派遣
し課題の解決にあたりました。

各校での不登校児童生徒の数は
前年度よりもやや増加しました。
中学校入学時の中1プロブレムに
よる不登校生徒数よりも、小学校
より継続した不登校生徒数のほう
が多く、早期の援助を充実させる
必要性があります。また、いじめ
問題についても認知件数は、増え
つつありますが、「適切に発見し、
適切に取組む。」ことが浸透しつ
つある結果だと考えられます。引
き続き、各校におけるいじめ防止
基本方針を実効あるものにする
必要があります。

3．子ども
の人権相
談の推進

2少年相談
110番の普
及

290 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、伊賀少年サ
ポートセンター職員に参加いただき、連携
を図りました。
　○開催回数：11回（月1回）

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11
回を開催し、各会議に伊賀少
年サポートセンター職員にに
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
係づくりが進んでいます。一
方、警察への相談が遅くなっ
た事案も見られ、学校間で取
組の差が生じています。

3．子ども
の人権相
談の推進

3児童相談
所等との
連携

291 こども未来
課

カンファレンス
の実施回数

毎週火曜日に実施していた児童相談所と
のカンファレンスの質を向上し、具体的な
虐待事案等への対応について協議を実施
していきます。
　○実施回数：隔週1回

毎週火曜日に実施していた児
童相談所とのカンファレンスの
質を向上し、具体的な虐待事
案等への対応について協議を
実施しました。
　○実施回数：隔週1回

カンファレンスを継続実施する
とともに、児相との連携を保持
していきます。

4．障がい
者の人権
相談の推
進

1障がい者
の相談・支
援

292 福祉相談
調整課

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5名配置し、障がい者及び
その家族からの相談に対応し支援を行い
ました。
　○相談件数：6,856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5
名を配置し、障がい者及びそ
の家族からの相談に対応しま
した。

関係機関と調整を図り、適切
なサービスを利用できること
で.障がいのある人が地域の
中で安心した生活を送ること
ができるよう支援しました。
しかしながら、相談内容が複
雑なケース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。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．障がい
者の人権
相談の推
進

2障がい者
相談員等
との連携

293 障がい福
祉課

相談件数 当事者及びその家族の中から身体障がい
者相談員６人、知的障がい相談員３人、精
神障がい相談員１人を委嘱し、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。
　○相談件数：117件

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。

身近な地域での相談の推進
のため相談員の活用につい
て周知を行います。

5．人権
ネットワー
クの構築

1地域人権
相談ネット
ワークの
組織化

294 人権政策・
男女共同
参画課

人権相談について、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
係団体と連携して取り組みました。

人権相談について、関係団体
と連携して取り組みました。

今後、組織化について検討し
ていく必要があります。

5．人権
ネットワー
クの構築

2県専門機
関、民間
の相談・保
護機関等
との連携

295 人権政策・
男女共同
参画課

相談内容に応じて関係機関と連携して問題
解決に努めました。

関係機関と連携して問題解決
に努めましたが、人権問題と
認められないものや解決に至
らないものがありました。

相談内容に応じて関係機関と
連携して問題解決に努めま
す。

5．人権
ネットワー
クの構築

2県専門機
関、民間
の相談・保
護機関等
との連携

296 下郡市民
館

相談件数 職員と専門機関の連携に努めました。
　○相談件数：50件

人権という観点からの指導を
最優先する相談窓口として定
着しています。

課題なし

5．人権
ネットワー
クの構築

2県専門機
関、民間
の相談・保
護機関等
との連携

297 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。
　○連携回数：15回

・相談内容に応じて各種専門
機関と連携を取り合い、人権
についての課題解決を図りま
した。
　○連携回数：3回

･課題なし

5．人権
ネットワー
クの構築

2県専門機
関、民間
の相談・保
護機関等
との連携

298 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相談業務を実施しまし
た。
　○子育て相談件数：41件

　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
に向け連携が深められまし
た。

法律等の専門的な知識が必
要な場合があるため、職員間
の情報の共有と情報収集が
必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．人権
ネットワー
クの構築

2県専門機
関、民間
の相談・保
護機関等
との連携

299 ライトピア
おおやま
だ

相談件数 ・ヘルパー資格を有する相談員及び看護師
が毎週1回独居高齢者家庭を訪問し、健康
状態のチェックや生活相談を行います。
高齢者見守り支援事業（毎週木曜日）
　○延べ訪問回数：40回
　○延べ訪問相談者数：300人

・保健師による健康に関する相談と講話を
聴く機会を設けました。
健康相談・・毎月1回第1金曜日
　○開催数：12回
　○延べ相談者数：100人

ヘルパー資格を有する相談員
が高齢者家庭を訪問し、健康
状態のチェックや生活相談を
行いました。
高齢者見守り支援事業（毎週
木曜日）
　○延べ訪問回数：47回
　○延べ訪問相談者数：269人

高齢者の健康状態や相談に
すばやく応じることができた。
特に大きな課題はなかった。

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

1．権利擁
護の推進

1高齢者等
の権利擁
護制度の
普及

300 障がい福
祉課

ガイドブック配
布数

「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し、事業
内容や相談窓口の普及啓発を行いました。
　○ガイドブック配布数：500冊

成年後見制度の周知を図るこ
とができました。

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
制度の普及啓発を行います。

1．権利擁
護の推進

1高齢者等
の権利擁
護制度の
普及

301 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。
開催：平成29年3月
　○参加者数：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
した。
○参加人数：47名

福祉後見人継続研修者が増
加しているものの、裁判所か
ら福祉後見人として選任され
るケースは稀です。

1．権利擁
護の推進

1高齢者等
の権利擁
護制度の
普及

302 地域包括
支援セン
ター

相談時説明件
数
配布件数

・相談時において、権利擁護、成年後見制
度の利用に関する説明・紹介を行いまし
た。
　○説明件数：100件

・介護・高齢者福祉サービス一覧表に権利
擁護事業について掲載し、民生委員等に
配布しました。
　○配布件数：310件

高齢者独居世帯、認知症罹患
者数の増加により、権利擁護
事業、成年後見制度の利用者
数は年々増加しています。老
人クラブや民生委員等への啓
発により、制度の認知度は向
上しています。

高齢者独居世帯、認知症罹
患者の増加により、今後ます
ます権利擁護事業、成年後見
制度の利用者数が増えること
が予想されます。元気なうち
から、個々人が自分の将来に
ついて考えておくことが必要で
す。任意後見制度の利用を促
進する必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．権利擁
護の推進

2権利擁護
対策の充
実

303 福祉相談
調整課

相談件数 伊賀市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「いが日
常生活自立支援センター」及び「伊賀地域
福祉後見サポートセンター」と連携し支援を
行いました。
　○権利擁護相談件数：110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日
常生活自立支援事業の利用
や成年後見制度利用の支援
を行いました。

日常生活自立支援事業や成
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。

1．権利擁
護の推進

2権利擁護
対策の充
実

304 地域包括
支援セン
ター

権利擁護に関
する相談支援
件数

成年後見や権利擁護に関する相談を受
け、必要なな支援を行うことで、高齢者の
権利擁護に努めました。
　○延べ相談支援件数：702件

高齢者独居世帯、認知症罹患
者数の増加により、権利擁護
事業、成年後見制度の利用者
数は年々増加しています。老
人クラブや民生委員等への啓
発により、制度の認知度は向
上しています。

高齢者独居世帯、認知症罹
患者の増加により、今後ます
ます権利擁護事業、成年後見
制度の利用者数が増えること
が予想されます。元気なうち
から、個々人が自分の将来に
ついて考えておくことが必要で
す。任意後見制度の利用を促
進する必要があります。

1．権利擁
護の推進

2権利擁護
対策の充
実

305 福祉相談
調整課

会議実施・参加
回数

支援困難事例について支援者間の支援体
制の確立と、個別課題から地域課題を抽
出するため、各種会議を開催しました。
相談事案調整会議、高齢者及び障がい者
虐待検討委員会、高齢者及び障がい者虐
待担当者会議、地域ケア会議、地域ケア会
議運営会議、地域ケア会議担当者会議
　○開催回数（合計）：159回

支援困難事例について支援
者間の支援体制の確立と、個
別課題から地域課題を抽出す
るため、各種会議を開催しま
した。

会議の開催により、部署横断
的な支援困難事例の解決に
貢献することができました。
引き続き、支所開催の地域ケ
ア会議の運営が円滑に進む
よう後方支援が必要です。

2．支援の
充実

1適応指導
教室

306 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。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
報告を求めました。
　○不登校児童生徒の好ましい状況変化
の割合　83％

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未来課と
情報を共有するとともに、各校
からの要請に応じて教研セン
ター相談員を派遣し課題の解
決にあたりました。

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83．3％（小学生
90．0％・中学生81．2％）で
す。課題としては、各校で取
組に差が生じていることと,小
中間での引継ぎが不十分な
場合があることです。次年度
より小中間での引き継ぎシー
トを作成し、活用していく予定
です。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．支援の
充実

2児童一時
保護

307 こども未来
課

相談受付可能
時間数

家庭児童相談員を配置し、児童相談の対
応を適切に行います。一時保護が必要な
児童については、児童相談所につなぎま
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、児
童相談の対応を適切に行いま
した。一時保護が必要な児童
については、児童相談所につ
なぎました。
　○相談受付可能時間数：
1,708時間

必要な一時保護が実施される
よう、児童相談所への協力を
続けていきます。

2．支援の
充実

3女性の暴
力等被害
に対する
支援

308 こども未来
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
会を開催します。
　開催回数：20回
（実務者会議3回、ケース検討会議17回）

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会を開催しまし
た。
　○開催回数：20回
（実務者会議3回、ケース検討
会議17回）

回数としては少なくなったが、
今後も必要性を精査し、効果
的な会議開催に努めます。

2．支援の
充実

4窓口対応
における
被害者保
護の徹底

309 住民課 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行
為等の被害者保護のため、住民基本台帳
事務等における支援措置を行いました。
関係担当課及び関係市町村と認識を共有
し、保護の徹底を図りました。

被害報告はなく、安全の確保
が図れた。

関係各課との連携。

2．支援の
充実

4窓口対応
における
被害者保
護の徹底

310 こども未来
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。
○延利用日数：14日

伊賀市子育て短期支援
（ショートステイ）事業の利用を
推進しました。
○延利用日数：14日

引き続き安心して子どもを預
けてもらえるよう、事業の委託
先との連携を密にしていきま
す。

3．個人情
報の保護

1個人情報
の適正な
取扱い

311 広聴情報
課

「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庶務担当者研
修および新規採用者対象の研修を行うとと
もに、市民からの個人情報開示請求につい
て、条例の適正な運用に努めました。

条例に基づく個人情報の保護
並びに市民の知る権利を保障
することができました。

研修を受けた職員以外の職
員への条例の適正な運用の
周知。

3．個人情
報の保護

1個人情報
の適正な
取扱い

312 広聴情報
課

 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
稼動を図りました。

情報漏えい防止対策システム
によって職員が個人情報を漏
えいすることなく事務を行うこ
とができました。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．個人情
報の保護

2ガイドラ
インの周
知

313 上野総合
市民病院
事務部病
院総務課

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した。

市民や関係機関への周知が
図られました。

掲示等により、継続した周知
が必要です。

4．救済制
度の充実

1人権侵害
救済制度
の確立

314 人権政策・
男女共同
参画課

人権侵害救済制度の確立に向けて、三重
県や東海市長会などあらゆる機会を通じて
国に働きかけました。

人権侵害が今なお続く厳しい
状況であることや、人権侵害
救済制度の必要性について
国に訴えることができました。

今後もあらゆる機会を通じて
国に働きかけていく必要があ
ります。

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

1．人権教
育の推進

1人権・同
和教育推
進連絡協
議会

315 八幡町市
民館

開催回数 将来、崇広中学校に集う子どもたちの人権
を大切にし、反差別の仲間になるようにす
る教育実践を確立するための研究協議を
小・中で行いました。
　○「同和教育交流会」開催回数：13回

反差別の仲間づくりをする子
どもたちを育てるための教育
実践交流を行えました。

これからも将来、崇広中学校
に集う子どもたちの人権を大
切にし、反差別の仲間になる
ようにする教育実践を確立す
るための研究協議が必要で
す。

1．人権教
育の推進

1人権・同
和教育推
進連絡協
議会

316 下郡市民
館

連絡会議の開
催回数

推進委員会、全体会、研修会、実践交流会
及び小3・小6各部会を行いました。
　○開催回数：委員会2回、全体会2回、研
修会1回、交流会及び各部会8回

児童・生徒の人権教育につい
て、みんなで大切に考えていく
場として定着しました。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

1人権・同
和教育推
進連絡協
議会

317 寺田市民
館

連絡会議の開
催回数

・保・小・中・高連絡会、小・中連絡会を開催
します。
　○保・小・中・高連絡会議：8回
　○小中連絡会：4回

・中学校区の人権・同和教育推進連絡協議
会の就学前・」小3・小6部会を開催します。
　○就学前・小1・3・6年部会：5回
　○小中人権学習会：7回

・中学校区の人権・同和教育推進連絡協議
会を開催します。
　○中学校区協議会：2回

・保・小・中・高連絡会、小・中連絡
会を開催し、児童生徒の課題の
共有化と、連携した人権・同和教
育の推進を図りました。
　○保・小・中・高連絡会議：8回
　○小中連絡会：4回
合計：延人数・164人

・中学校区の人権・同和教育推進
連絡協議会の就学前・小3・小6部
会を開催し、人権同和教育の実
践交流を実施し、推進しました。
　○就学前・小1・3・6年部会：5回
　○小中人権学習会：7回

・中学校区の人権・同和教育推進
連絡協議会を開催し、推進しまし
た。
　○中学校区子ども支援ネット
ワーク人権・同和教育推進協議
会：2回

・２年前に実施した、保小中学
生保護者への「同和教育アン
ケート」結果の課題解決に向
けた取り組みの成果を総括す
る必要があります。また、再
度、「保護者アンケート」の実
施が必要であります。

1．人権教
育の推進

1人権・同
和教育推
進連絡協
議会

318 いがまち
人権セン
ター

校区連絡会議
の開催回数

こ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。
　○開催回数：10回

　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ました。

園児、児童生徒と保護者の背
景から課題を解決するため
に、更なる連携が必要です。

1．人権教
育の推進

1人権・同
和教育推
進連絡協
議会

319 ライトピア
おおやま
だ

開催回数 保育園、学校、行政、活動団体が連携して
人権･同和教育、人権啓発に取り組めるよ
う、同和教育推進事務局会を開催します。
　○開催回数：6回

保育園、学校、行政、活動団
体が連携して人権･同和教
育、人権啓発に取り組めるよ
う、同和教育推進事務局会を
開催した。
　○開催回数：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、活動団体の連携を
図ることができました。

1．人権教
育の推進

1人権・同
和教育推
進連絡協
議会

320 青山文化
センター

開催回数 ・青山学校同和教育推進委員会を11回開
催しました。
　○開催回数：11回
・保・小・中の取組成果の実践報告集を1回
発行しました。

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、中学校の連携が
図られました。

保育園・小学校・中学校と私
立幼稚園との連携のあり方に
見直しが必要となっています。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

1人権・同
和教育推
進連絡協
議会

321 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

全保育所(園)において、地域の子どもの将
来を見据えた関わりや取り組みを考え、各
地域の人権同和教育推進連絡協議会や人
権同和教育研究会と連携を持ち、研修や
意見交流を実施しました。
　○取組保育所(園)数：32保育所(園)

全保育所(園)において、地域
の子どもの将来を見据えた関
わりや取り組みを考え、各地
域の人権同和教育推進連絡
協議会や人権同和教育研究
会と連携を持ち、研修や意見
交流を実施することができまし
た。

各地域の人権同和教育推進
連絡協議会や人権同和教育
研究会と連携を持ち、研修会
や意見交流会が持てました。
今後、0歳から15歳までの子
どもを見据えた関わり、各団
体との連携を大切にした話し
合いが持てるよう努めます。

1．人権教
育の推進

1人権・同
和教育推
進連絡協
議会

322 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した。
　開催回数　2回以上

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。

1．人権教
育の推進

2人権教育
推進のた
めの拠点
づくり

323 寺田市民
館

地区学習会の
参加者数

・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進めるため、
毎週火曜日に小学生地区学習会、毎週月
曜日に、中学生地区学習会を実施します。
　○小地区学習会(35回)：1,000人
　○中地区学習会(35回)：400人

・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
くりを進めるため、毎週火・木曜日
に小学生地区学習会、毎週月・金
曜日に、中学生地区学習会を実
施し、人権の人材を育成しまし
た。
　○小地区学習会(59回)：1,345人
　○中地区学習会(144回)：941人

・保護者同志のつながりを深
めるために、地区学への協力
を求め、、子どもと保護者が部
落問題を考えられる場の提供
が必要であります。

1．人権教
育の推進

2人権教育
推進のた
めの拠点
づくり

324 いがまち
人権セン
ター

識字学級の開
催数

毎週木曜日の午後7時30分からの夜の部
と、第2・4木曜日の午前9時30分からの昼
の部を開催しました。
　○開催数：夜の部36回、昼の部17回

文字を取戻すだけでなく、身
近な生活の中にあるものを教
材とした取組みが出来、仲間
同士の交流を深めるとともに
小中学生との交流を通して情
報発信が出来ました。

昼の部では、平日の昼間の開
催となるため講師が少なくマ
ンツーマンの取り組みが出来
ない。また、受講生の高齢化
とともに今後の減少が心配さ
れます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

2人権教育
推進のた
めの拠点
づくり

325 ライトピア
おおやま
だ

参加者数 地区学習会に集う子どもたちの保護者へ
地区学習会の先輩でもある大山田反差別
村民ネットワークの会員を講師に招き、人
権学習を継続することの意義や成果を伝え
るため、保護者説明会を開催します。また、
小中学校合同で行う地区学発表会へ保護
者を招待し、各学年の人権学習の取り組み
を発信します。

・小学生保護者説明会
　○参加者数：20人

・中学生保護者説明会
　○参加者数：20人

地区学習会に集う子どもたち
の保護者に説明会を実施し
た。

・小学生保護者説明会
　○参加者数：14人

・中学生保護者説明会
　○参加者数：26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
育の推進を図ることができま
した。

1．人権教
育の推進

2人権教育
推進のた
めの拠点
づくり

326 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し
た。
　○延べ回数：110回

外出支援が必要な高齢者が
多いが、公的な支援制度がな
いため、隣保館で外出支援を
実施して、地域の高齢者の安
心・安全な生活へとつなげまし
た。

課題なし

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

327 人権政策・
男女共同
参画課

津・伊賀人権啓発活動地域ネットワーク協
議会と協働し、「人権の花運動」等の人権
啓発活動を実施しました。

津・伊賀人権啓発活動地域
ネットワーク協議会等と情報
共有を図り、人権啓発活動を
推進しました。

今後も関係各団体と連携して
効果的に推進する必要があり
ます。

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

328 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の
会議や交流会を開催しました。
　○開催回数：13回

・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した。
　○参加者数：2,000人

同和教育交流会では、反差別
の仲間づくりをする子どもたち
を育てるための教育実践交流
を行えました。
ヒューマンフェスでは地域が一
丸となって反差別の輪を広げ
ることができました。

今まで築き上げてきた反差別
の輪を維持、また拡大していく
必要があります。

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

329 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、上野南中学校区推進協議会
等との話し合いや共催を通じて、連携を図
りました。
　○参加者数：390人

周辺を含む住民への人権啓
発として、また、参加者同士の
交流に、とても有益でした。

課題なし。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

330 寺田市民
館

各事業への参
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。
　○参加者数：100名

・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、連携を図りました。
　○参加者数：97人

・課題なし

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

331 いがまち
人権セン
ター

協議回数 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うとともに情報発信を
しました。
　○協議回数：1回

伊賀解放創成塾での反差別
の仲間作りの発信が出来まし
た。また、懇談会を行うことに
より情報交換が出来ました。
　

会員の拡大と若年層の参加
が課題です

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

332 ライトピア
おおやま
だ

実施回数 部落解放同盟奥馬野支部、大山田小学
校、大山田中学校、大山田反差別村民ネッ
トワーク、各地区人権を考える会と協働し、
人権啓発地区別懇談会を運営します。
　○実施回数：7回

部落解放同盟奥馬野支部、大
山田小学校、大山田中学校、
大山田反差別村民ネットワー
ク、各地区人権を考える会と
協働し、人権啓発地区別懇談
会を運営しました。
　○実施回数：7回

地域の現状や部落問題解決
への課題等を協議し、互いの
連帯感を高めることができま
した。

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

333 青山文化
センター

交流会実施回
数

博要住民自治協と協賛し、学習会や交流
会を開催しました。
　○実施回数：4回

博要住民自治協と協賛し、学
習会や交流会を開催し、住民
どうしのつながりが深まった
り、住民の人権意識の向上に
つながりました。

「ふらっとあおやま」の構成員
が多忙につき、活動が困難に
なっています。

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

334 伊賀支所
振興課

参加者数 管内人権関係団体に人権に関する講演会
等の学習の機会を提供して連携を図りまし
た。
差別をなくすいがまちの集い
　○参加者数：335人
男女共同参画セミナー
　○参加者数：81人

管内ＮＰＯ人権団体に人権に
関する講座開催について情報
を提供しました。

引き続き情報の提供を行う必
要があります。

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

335 島ヶ原支
所振興課

島ヶ原小・中学校PTAと連携して人権課題
に取り組みました。

人権意識の啓発と人権に関す
る教育の普及・啓発をする事
ができました。

児童の人権意識を高めるた
め、今後も連携して取り組む
必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

336 阿山支所
振興課

人権啓発・人権同和教育推進の取り組み
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した。

地域のつどい等を中心に連携
をとり、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。

特になし。

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

337 大山田支
所振興課

人権モデル地区や反差別村民ネットワーク
などの団体との連携し情報交換に努めまし
た。

人権啓発地区別懇談会等で、
連携を密にすることができた。

課題なし

1．人権教
育の推進

3各種団体
等との協
働

338 青山支所
振興課

人権啓発・人権同和教育推進の取り組み
について、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、部落解放同
盟老川支部と講演会や地区別懇談会に取
り組みました。

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、部落解放同盟老川支部と
の連携を強化し人権同和教育
を推進しました。

円滑な啓発活動を継続する必
要があります。

1．人権教
育の推進

4当事者参
加の促進

339 人権政策・
男女共同
参画課

男女共同参画講座を開催し、女性自身の
意識の啓発を行いました。

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
者からは、新たな発見や刺激
を受け、勉強になった等の感
想が寄せられました。

今後も、男女共同参画講座を
開催し、女性自身の意識の啓
発に努めていきます。

1．人権教
育の推進

4当事者参
加の促進

340 市民生活
課

伊賀市国際交流フェスタなどの実施にあた
り、企画段階から外国人住民が参加しまし
た。

外国人住民の意見を取り入れ
ることで、多くの外国人住民の
参加が得られました。

企画段階から参加してくれる
外国人住民は少数です。

1．人権教
育の推進

4当事者参
加の促進

341 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
業を実施しました。
当事者プロジェクト研修会　12月2日
地域資源見学バスツアー　10月19日
ピアの精神病院の作業療法参加
　○実施回数：3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。

当事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。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

4当事者参
加の促進

342 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。
　○開催回数：3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。
　○開催回数：１６回

認知症の方が安心して暮らせ
るよう、「認知症サポーター」を
今以上に増やしていくことが
重要です。

1．人権教
育の推進

5市民交流
の推進

343 市民生活
課

開催回数 多文化共生推進のための担い手づくりとし
て、日本人住民と外国人住民がともに学ぶ
「多文化共生サポーター養成講座」を実施
しました。
　○開催回数：4回

外国人と日本人が交流するこ
とで異文化を理解し、外国人
住民の人権について考える機
会になりました。

住民レベルで多文化共生の
意識が広がるよう、学校や地
域等でサポーターが出前講座
を行う機会を増やす必要があ
ります。

1．人権教
育の推進

5市民交流
の推進

344 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
会事業を実施しました。
ひゅーまんフェスタ2016「障がい者スポーツ
について」講演・体験教室　7月17日
聞こえの体験講座　1月21日
「ともに生きるトーク＆コンサート」　2月5日
　○実施回数：3回

障がいのある人と市民が交流
することで障がいに対する理
解を深めることができました。

市民へのアプローチを積極的
に行っていく必要があります。

1．人権教
育の推進

6人権・同
和教育研
究協議会
組織との
連携・支援

345 寺田市民
館

関係団体主催
の大会等への
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。
　○参加者数：50人

・上同研・三人教などの研究
大会・講演会に参加し、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
取り組みました。
　○参加者数：24人

・人権問題について正しい認
識を深めるために、より多くの
地区住民の参加が必要であり
ます。

1．人権教
育の推進

6人権・同
和教育研
究協議会
組織との
連携・支援

346 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

いがまち人権同和教育研究会と「いがまち
人権同和教育研究大会」を共催し、市民の
人権意識の高揚に努めました。
　○参加者数：877人

　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ました。

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
課題です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

6人権・同
和教育研
究協議会
組織との
連携・支援

348 青山文化
センター

参加者数 企業人権・同和問題研修会を開催しまし
た。
日時：平成28年12月9日（金）18時～19時
30分
場所：青山公民館
講師：大阪企業人権協議会
　　　　サポートセンター金井敬三さん
演題：「企業はなぜ人権に取り組むのか」
　　　　～最近の差別事例から人権取り
　　　　　組みを考える～
　○参加者数：18人

明るい職場づくりをするため
に、企業はなぜ人権に取り組
まなければならないのかをわ
かりやすくお伝えいただき、参
加された企業が日々の職場で
役立てていただける研修とな
りました。

課題なし

1．人権教
育の推進

6人権・同
和教育研
究協議会
組織との
連携・支援

349 生涯学習
課

伊賀市同研会
員数

現在の会員を通じて、各支部・各職場で会
員の拡大を図りました。
・各住民自治協議会や自治会への拡大
・企業への加入の働きかけ
・市職員、県職員への加入の推進
　○伊賀市人権同和教育研究協議会会員
数：1,625件（個人・団体の合計）

伊賀市人権同和教育研究協
議会の会費収納額について
は、減少傾向に歯止めをかけ
る事ができました。（1734千
円）

2010年の伊賀市人権同和教
育研究協議会設立時より、伊
賀市人権同和教育研究協議
会会員の拡大は毎年進んで
いますが、退職後に退会する
人が数多くいます。

1．人権教
育の推進

6人権・同
和教育研
究協議会
組織との
連携・支援

350 伊賀支所
振興課

参加者数 いがまち同和教育研究会が主催する総会
や大会、三人教大会等の集会に連携を図
り、参加しました。
　○参加者数：1273人

大会への参加を通じて共通の
課題を学び、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。

引き続き同和教育研究会と密
接な連携を図る必要がありま
す。

1．人権教
育の推進

6人権・同
和教育研
究協議会
組織との
連携・支援

351 島ヶ原支
所振興課

人権啓発・人権同和教育の推進の取り組
みについて、島ヶ原地区人権同和教育推
進協議会と情報共有及び連携を図りながら
進めました。

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

市民の人権意識を高めるた
め、今後も連携して取り組む
必要があります。

1．人権教
育の推進

6人権・同
和教育研
究協議会
組織との
連携・支援

352 阿山支所
振興課

人権啓発・人権同和教育推進の取り組み
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。

特になし。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

6人権・同
和教育研
究協議会
組織との
連携・支援

353 大山田支
所振興課

開催回数 ・総会・記念講演会
日時：6月24日（金）午後7時
参加者数：230人

・研究大会
日時：2月5日（日）午後1時30分
参加者数：137人

大山田同和教育研究会の総
会・研究大会の中で、人権啓
発・人権同和教育推進の取り
組みを進めることができた。

課題なし

1．人権教
育の推進

6人権・同
和教育研
究協議会
組織との
連携・支援

354 青山支所
振興課

定期的に会合を持ち、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
連携しました。

両団体の協力を得て、研修事
業を実施することができまし
た。また、青山学校同和教育
推進委員会では、系統的な学
習プログラムの作成を行いま
した。

今後も継続して、青山同和教
育推進協議会と青山学校同
和推進委員会との連携を密接
に取り合う必要があります。

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

355 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
事業協議等を行いました。

部落解放同盟伊賀市協議会
と連携し、部落問題の解決に
向けた取り組みを行いました。

部落問題の解決に向けて、今
後も連携して取り組む必要が
あります。

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

356 同和課 交付率=補助金
額÷総事業費

部落解放団体補助金の交付を行いまし
た。。
　○交付率67.9％（補助金額1,900千円÷
総事業費2,797千円）

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。

なし

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

357 八幡町市
民館

協議の回数 部落解放同盟八幡支部と講座・教室・地区
学習会の運営、来館者研修などについて
協議をしました。
　○協議回数：80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。

これからも部落解放同盟八幡
支部と講座・教室・地区学習
会の運営、来館者研修などに
ついて協議する必要がありま
す。

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

358 寺田市民
館

関係団体主催
の会議等の開
催回数

・部落解放団体と共催する教職員・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。
　○開催回数：5回

・部落解放団体と共催する教
職員・行政職員との三者懇談
会をともに開催し、連携を図り
ながら、部落問題の解消を目
指しました。
　○開催回数：5回

・保育園との懇談会は、年末１
回であるため、今後の解放保
育の推進のために年度初め
の課題の整理と計画の懇談
会、年度末における取り組み
の成果と課題の総括のため
の懇談会開催が必要でありま
す。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

359 いがまち
人権セン
ター

協議回数 部落差別をはじめあらゆる差別問題の解
決に取り組む前川支部、父母の会、老人会
等各種団体と情報交換を行うとともに、差
別解消のための活動を協働で行いました。
　○協議回数：103回

　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
ことが出来ました。

各団体の構成員が固定化の
傾向があり、新会員の加入が
課題であす。父母の会につい
ては、少子化の傾向から会員
が減少し活動の縮小傾向が
課題です。

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

360 ライトピア
おおやま
だ

参加者数 解放同盟奥馬野支部と連携し、教育機関
や行政との部落問題撤廃に関する懇談会
の開催や支援を行い、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
を高めます。
　○役員会、執行委員会延べ参加者数：62
人
　○教育及び行政懇談会延べ参加者数：
76人

解放同盟奥馬野支部と連携
し、教育機関や行政との部落
問題撤廃に関する懇談会の
開催や支援を行い、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。
　○役員会、執行委員会延べ
参加者数：18人
　○教育及び行政懇談会延べ
参加者数：57人

地域の現状や部落問題解決
への課題等を協議し、互いの
連帯感を高めることができま
した。

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

361 青山文化
センター

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。

課題なし

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

362 伊賀支所
振興課

協議回数 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に
参加しました。
・いがまち同和教育研究会総会(5月20日)
・いがまち人権･同和教育研究大会(8月19
日20日)
部落解放同盟前川支部と連携を図りなが
ら情報交換を行いました。
　○協議回数：3回

いがまち同和教育研究会と協
力し、地区、まち協、学校、団
体等が連携して、研究大会、
分科会、分散会を成功させる
ことができました。

引き続き同和教育研究会と密
接に連携し支援を図る必要が
あります。

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

363 大山田支
所振興課

開催回数 部落解放同盟奥馬野支部と連携を図るた
め、情報･意見交換会を実施しました。
　○開催回数：1回　6月3日（金）

意見交換を行い、情報共有を
行うことができた。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．人権教
育の推進

7部落解放
団体との
連携・支援

364 青山支所
振興課

協議回数 部落解放同盟老川支部と連携しました。
　○協議回数：随時

全ての啓発事業に助言をいた
だくことができました。

支部との協動なしには研修事
業の充実を図ることはできま
せん。引き続き連絡調整を密
接に行う必要があります。

2．人権啓
発の推進

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

365 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（フォロー1地
区1回）の開催を支援しました。
　○参加者数：13人

人権啓発地区懇談会の自主
的及び継続的な開催に向け、
地域の人権リーダーを育成す
るため、モデル・フォロー・ス
テップアップ事業を実施しまし
た。

人権リーダーが数年で交代す
るなど、継続した取り組みが
難しい地域もあるため、長期
的展望を考えたリーダーの育
成支援を考える必要がありま
す。

2．人権啓
発の推進

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

366 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、支援しました。
　○参加者数：291人

周辺を含む住民への人権啓
発として、また、参加者同士の
交流に、とても有益でした。

課題なし。

2．人権啓
発の推進

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

367 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や地域の地区別
懇談会を支援します。
　○参加回数：5回

・地域の人権啓発地区草の根
運動推進会議が実施する人
権講演会や地域の地区別懇
談会を支援し、人権問題への
理解を深めました。
　○参加回数：3回

・区と連携しながら地区住民
の参加の取り組みをする必要
があります。

2．人権啓
発の推進

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

368 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、中学校で行われる地区別懇談会へ父
母の会会員の参加を支援しました。
　○参加者数：15人

　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
えることができました。

厳しい部落差別の現実から地
区外へ保護者世代が流出す
るなど、会員が減少傾向にあ
るが、保護者同士のつながり
の場として関係機関と協力し
活動する必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権啓
発の推進

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

369 ライトピア
おおやま
だ

参加者数 さまざまな団体が行う人権研修のコーディ
ネートや会場提供、講演などの支援をしま
す。

・大山田子育て支援センター子育て支援事
業
　○参加者数：30人

・障がい者福祉連盟大山田支部人権研修
　○参加者数：30人

・大山田老人クラブ連合会人権研修会
　○参加者数：100人

さまざまな団体が行う人権研
修のコーディネートや会場提
供、講演などの支援をしまし
た。

・大山田子育て支援センター
子育て支援事業
　○参加者数：30人

・障がい者福祉連盟大山田支
部人権研修
　○参加者数：30人

・大山田老人クラブ連合会人
権研修会
　○参加者数：120人

さまざまな団体が行う人権研
修をコーディネートしました。

2．人権啓
発の推進

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

370 青山文化
センター

参加者数 博要住民自治協議会と協賛し、解放学習
会を開催しました。
　○参加者数：79人

博要地区や周辺地域への呼
びかけにより、目標を超える
参加者が得られ、参加者の人
権学習の機会となりました。

課題なし

2．人権啓
発の推進

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

371 伊賀支所
振興課

地区別懇談会で講演会での講師やフィー
ルドワーク場所、支所の啓発教材について
情報提供しました。
地区別懇談会で講師や教材を紹介しまし
た。4月18日､19日､21日、10月24日､25日､
27日
地区別懇談会リーダー研修会を開催しまし
た。7月28日､8月25日､9月29日

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
会での啓発手法や研修会の
進め方などの支援をしました。

地域のリーダーを養成するに
あたり継続して開催する必要
があります。

2．人権啓
発の推進

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

372 島ヶ原支
所振興課

参加者数 人権啓発地区別懇談会等開催に協力を要
請しました。
実施：島ヶ原全8地区
　○参加者数：247人

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

参加者数を増やす取組が必
要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権啓
発の推進

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

373 阿山支所
振興課

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
方法等の紹介等、支援しました。

市が過去に開催した講演会等
の記録をもとに、地域等へ参
考資料を掲示する等、開催の
支援を行なうことができまし
た。

事業所や地域の人口の規模
縮小等から、開催の機会その
ものが減っています。一方で、
他の事業・地域と合同開催と
して存続したいという意見もあ
ります。

2．人権啓
発の推進

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

374 大山田支
所振興課

対象団体数 補助金により、人権モデル地区や反差別
村民ネットワークの活動を支援しました。
○補助金対象団体数：6団体

補助金により、活発な活動を
支援することができた。

課題なし

2．人権啓
発の推進

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

375 青山支所
振興課

開催地区数 住民自治協議会と協力し、人権啓発地区
別懇談会を開催しました。
　○開催地区数：10地区
　○参加者数：280人

人権が尊重される住みよい地
域社会を実現するために人権
啓発地区別懇談会を実施し、
積極的な話し合いを行うこと
ができました。

高齢者の出席が大部分であ
り、若い世代（子育て世代）が
参加する懇談会となるように
する必要があります。

2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

376 人権政策・
男女共同
参画課

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。

各地区において、人権講演会
などの人権学習機会の提供
が行われました。

引き続き、各地区への講師紹
介や講師料補助を行っていき
ます。

2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

377 下郡市民
館

参加者数 住民自治協議会等が開催する人権研修会
を支援しました。
　○参加者数：291人

周辺を含む住民への人権啓
発として、また、参加者同士の
交流に、とても有益でした。

課題なし。

2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

378 寺田市民
館

参加者数 ・中瀬ふれあい夏祭りの人権トーク＆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。
　○ふれあい夏祭り参加者数：800人
　○中瀬地域住民自治会人権講演会参加
者数：60人

・中瀬ふれあい夏祭りの人権
トーク＆コンサートを主催し、
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、人権問題への理解を深め
ました。
　○ふれあい夏祭り参加者
数：820人
　○中瀬地域住民自治会人権
講演会参加者数：70人

・中瀬ふれあい夏祭りにおけ
る、市民館担当の人権トーク
＆コンサートについて、予算
の減額により、講演者の選定
が困難な状況があります。

82/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

379 いがまち
人権セン
ター

視察来館件数 各自治会、住民自治協等が行う研修会等
に情報や資料提供を行いました。
　○視察来館件数：16件

　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出
来ました。
　

啓発資料による地区のや数
字で部落差別の実態を説明
できるよう情報の収集と資質
の向上が必要です。

2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

380 ライトピア
おおやま
だ

参加者数 さまざまな団体が行う人権研修のコーディ
ネートや会場提供、講演などの支援をしま
す。

・大山田子育て支援センター子育て支援事
業
　○参加者数：30人

・障がい者福祉連盟大山田支部人権研修
　○参加者数：30人

・大山田老人クラブ連合会人権研修会
　○参加者数：100人

さまざまな団体が行う人権研
修のコーディネートや会場提
供、講演などの支援をしまし
た。

・大山田子育て支援センター
子育て支援事業
　○参加者数：30人

・障がい者福祉連盟大山田支
部人権研修
　○参加者数：30人

・大山田老人クラブ連合会人
権研修会
　○参加者数：120人

さまざまな団体が行う人権研
修の場所を提供し、垂れ幕作
成など支援を行いました。

2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

381 伊賀支所
振興課

住民自治協議会が主催するフィールドワー
ク事業について、地区別懇談会を通じて参
加者を促しました。

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。
　○実施地区：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。

見聞を広めるフィールドワーク
事業への支援が必要です。

2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

382 島ヶ原支
所振興課

人権研修会を開催し、住民自治協議会に
協力と参加を呼びかけて住民の人権意識
を高めていきました。

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

参加者数を増やす取組が必
要です。
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2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

383 阿山支所
振興課

助成団体数 各区・自治会等の団体に、独自の人権講
演会・研修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。
　○助成団体数：3団体

利用団体は主に学校等で、例
年この事業を利用しており、利
用団体が固定化している傾向
が見られます。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。

事業所や地域の人口の規模
縮小等から、開催の機会その
ものが減っていまる面もありま
す。一方で、他の事業・地域と
合同開催として存続したいと
いう意見もあります。

2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

384 大山田支
所振興課

各住民自治協議会の人権講演会等を支援
しました。

防災行政無線放送で事業の
周知を行うことができた。

課題なし

2．人権啓
発の推進

2人権講演
会等開催
支援

385 青山支所
振興課

参加者数 部落差別をはじめとする様々な人権課題を
解決し、人権が尊重される住みよいまちを
築くため、講演会を実施しました。
　○（解放学習講座）参加者数：50人

各自治協等が行う研修会等に
情報や資料を提供しました。
また、人権研修を自主的に実
施できるように支援しました。

継続して取り組む必要があり
ます。

2．人権啓
発の推進

3人権問題
企業連絡
会の設立
支援

386 商工労働
課

セミナー等開催
数

伊賀市人権学習企業等連絡会の運営を支
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した。
　○開催数：4回

伊賀市人権学習企業等連絡
会において、あらゆる差別の
解消に向けて研修会等の実
施のための支援を行いまし
た。

設立後、間もないため、引き
続き運営を支援していく必要
があります。

2．人権啓
発の推進

4各種団体
との協働

387 人権政策・
男女共同
参画課

（再掲）327

2．人権啓
発の推進

4各種団体
との協働

388 市民生活
課

多文化共生推進のための担い手づくりとし
て、NPOと協働して日本人住民と外国人住
民がともに学ぶ「多文化共生サポーター養
成講座」を実施しました。

外国人と日本人が交流するこ
とで異文化を理解し、外国人
住民の人権について考える機
会になりました。

住民レベルで多文化共生の
意識が広がるよう、学校や地
域等でサポーターが出前講座
を行う機会を増やす必要があ
ります。
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2．人権啓
発の推進

4各種団体
との協働

389 障がい福
祉課

啓発チラシ配
布数

伊賀市障がい者福祉連盟と連携し、障害
者週間で啓発活動を行いました。
　○啓発チラシ配布数：1,000枚

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。

当事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。

2．人権啓
発の推進

5当事者参
加の促進

390 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リーダーとし
て人材の活用を周知しました。

クローバーカレッジ修了生を
人材バンクの登録につなげる
ことができました。

今後も、人材バンクへの登録
と、積極的な活用について周
知していきます。

2．人権啓
発の推進

5当事者参
加の促進

391 市民生活
課

多文化共生サポーター養成講座を実施し、
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よう努めました。

外国人と日本人が交流するこ
とで異文化を理解し、外国人
住民の人権について考える機
会になりました。

住民レベルで多文化共生の
意識が広がるよう、学校や地
域等でサポーターが出前講座
を行う機会を増やす必要があ
ります。

2．人権啓
発の推進

5当事者参
加の促進

392 障がい福
祉課

啓発チラシ配
布数

当事者団体である伊賀市障がい者福祉連
盟と連携し、障害者週間での啓発活動を行
いました。
　○啓発チラシ配布数：1,000枚

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。

当事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。

2．人権啓
発の推進

5当事者参
加の促進

393 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。
　○開催数：3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。
　○開催回数：１６回

認知症の方が安心して暮らせ
るよう、「認知症サポーター」を
今以上に増やしていくことが
重要です。

3．人権擁
護の推進

1ＮＰＯ、団
体等との
連携

394 こども未来
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
会を開催します。
　開催回数：20回
（実務者会議3回、ケース検討会議17回）

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会を開催しまし
た。
　○開催回数：20回
（実務者会議3回、ケース検討
会議17回）

回数としては少なくなったが、
今後も必要性を精査し、効果
的な会議開催に努めます。

3．人権擁
護の推進

2関係機
関、福祉・
医療施設
等との連
携

395 福祉相談
調整課

連携強化 個人情報保護に留意しつつも、より迅速に
障がい者虐待事案に対応できるよう、関係
機関との連携強化を図りました。

高齢者及び障がい者虐待検
討委員会での障がい者虐待
事案の検討を通じ、関係機関
との連携強化を図りました。

虐待対応を行う中で、今後も
迅速に警察や保健所等の公
的機関や医療機関等との連
携ができるよう体制を強化し
ていきます。
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3．人権擁
護の推進

2関係機
関、福祉・
医療施設
等との連
携

396 福祉相談
調整課

会議実施・参加
回数

支援困難事例について支援者間の支援体
制の確立と、個別課題から地域課題を抽
出するため、各種会議を開催しました。
相談事案調整会議、高齢者及び障がい者
虐待検討委員会、高齢者及び障がい者虐
待担当者会議、地域ケア会議、地域ケア会
議運営会議、地域ケア会議担当者会議
　○開催回数（合計）：159回

支援困難事例について支援
者間の支援体制の確立と、個
別課題から地域課題を抽出す
るため、各種会議を開催しま
した。

会議の開催により、部署横断
的な支援困難事例の解決に
貢献することができました。
引き続き、支所開催の地域ケ
ア会議の運営が円滑に進む
よう後方支援が必要です。

3．人権擁
護の推進

2関係機
関、福祉・
医療施設
等との連
携

397 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した。
　○実施回数：2回

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
ぶ研修会を実施しました。
　○実施回数：2回

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。

4．学校、
家庭と地
域等との
連携

1子育て支
援活動の
推進

398 こども未来
課

子育て支援セ
ンターの箇所
数・事業等の啓
発箇所数

地域において子育て家庭へ親子のふれあ
い方の提案と交流の場を提供し、子育て家
庭の孤立防止、不安等を緩和し、子育て力
の向上、子どもの健やかな育ちを促進する
ための支援をします。
　○箇所数：9箇所
　○啓発箇所数：17箇所

地域において子育て家庭への
親子のふれあい方の提案と交
流の場を提供し、子育て家庭
の孤立防止、不安等を緩和
し、子育て力の向上、子どもの
健やかな育ちを促進するため
の支援を行いました。
〇箇所数：9箇所
〇啓発箇所数：17箇所

引き続き、子育て家庭への支
援を行います。

4．学校、
家庭と地
域等との
連携

1子育て支
援活動の
推進

399 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、登下校を中心と
した子どもたちを見守る活動を進めました。
　○体制ができている学校数：31校

家庭や地域の方が、地域の子
どもたちに関心を持ち、子ども
たちの安全確保に向けた協力
体制が築かれつつあります。

学校支援地域本部事業によ
り、地域全体で学校を支援し
ていく新たな体制づくりが課題
です。

5．地域福
祉の推進

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）

400 医療福祉
政策課

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
成するとともに、支援員が活動できるしくみ
づくりをすすめました。（社協事業）
　○認定者数：48名
（平成28年度909名、平成27年度86名）

いが見守り支援員養成講座を
継続して開催し、たくさんのい
が見守り支援員が養成できま
した。

現在、検討を進めています
が、いが見守り支援員の活躍
の場づくりが必要です。
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5．地域福
祉の推進

2地域福祉
計画推進
委員会、
住民自治
協議会な
どの取組

401 医療福祉
政策課

参加満足度 地域福祉計画に基づき、伊賀市社会福祉
協議会が実施した市民ふくし大学講座基礎
講座における「いが見守り支援員養成公開
講座」の参加者アンケート

平成28年4月21日（木）
アンケート協力者　137名
大変有意義：７％、有意義３８％

平成28年10月1日(土）
アンケート協力者　117名
大変有意義：３２％、有意義４３％

平成29年3月17日（金）
アンケート協力者　（100名見込み）
【参加満足度　全体８０％（見込み）】

まちづくりや福祉活動におけ
る様々な情報を得る機会にな
りました。
地域のニーズに対し、様々な
取り組みをしながら地域課題
と向き合っている団体や実践
者からの活動報告は、地域福
祉の生の声を聞く機会となり、
地域課題を共有しあうことが
できました。

地域福祉活動団体や実践者
について、課題共有のできる
機会や情報提供が求められ
ています。
地域課題が多様化しているこ
とから、地域のまちづくりに活
かしていただけるよう学習の
場を設けていきます。

5．地域福
祉の推進

2地域福祉
計画推進
委員会、
住民自治
協議会な
どの取組

402 医療福祉
政策課

福祉教育推進
協議会　開催
回数

福祉教育推進指針に基づき、福祉教育推
進協議会で地域福祉活動をとおした福祉
教育プログラムづくりを進めました。（事務
局：社協）
　○開催回数：１回

福祉教育推進指針を策定する
ことができました。

福祉教育推進指針の啓発を
進め、福祉教育を日常的な学
校教育や地域生活と結びつい
たものにする必要がありま
す。

5．地域福
祉の推進

2地域福祉
計画推進
委員会、
住民自治
協議会な
どの取組

403 伊賀支所
振興課

「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
しました。

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。

地域福祉の充実の推進に引
き続き取り組んでいく必要が
あります。

5．地域福
祉の推進

2地域福祉
計画推進
委員会、
住民自治
協議会な
どの取組

404 島ヶ原支
所振興課

まちづくり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した。

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

まちづくり自治協議会と協力し
て市民の人権意識を高めるた
め、今後も連携して取り組む
必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．地域福
祉の推進

2地域福祉
計画推進
委員会、
住民自治
協議会な
どの取組

405 大山田支
所振興課

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に参加しま
した。

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
動やイベントに参加し、

課題なし

5．地域福
祉の推進

2地域福祉
計画推進
委員会、
住民自治
協議会な
どの取組

406 青山支所
振興課

住民自治協議会に情報提供など支援しま
した。

講演会等の事業を幅広く周知
することができました。

継続して取り組む必要があり
ます。

5．地域福
祉の推進

3福祉ボラ
ンティア活
動の支援

407 障がい福
祉課

参加者数 聴覚障がい者の支援者として携わっていた
だける新たな人材確保のため手話奉仕員
養成講座の開催をしました。
また、手話奉仕員養成講座修了生に対し
てのフォローアップ研修会を開催しました。
　○参加者数：40人

養成講座の研修と体験を通じ
て新たな人材の育成ができま
した。

今後の活動支援について検
討が必要になっています。

6．防災・
防犯対策
の推進

1地域での
見守り活
動の推進

408 学校教育
課

防犯教室開催
校数

小中学校において、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
ア組織の充実に努めました。
　○防犯教室開催学校数：31校

小学校16校、中学校5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
登下校指導の実施の学校が
あるなど、取組に差が生じて
います。

6．防災・
防犯対策
の推進

2自主防災
組織の活
動促進

409 総合危機
管理課

自主防災組織
の活動件数

「自主防災組織活動推進補助金」の活用を
ホームページ、住民自治協議会への案内
など広報すると共に、災害対応訓練などの
活動が実施できるよう啓発を推進しました。
　○活動推進補助金取扱件数：28件

各自主防災組織に対し、出前
講座や、「自主防災組織活動
推進助金」の活用について案
内すると共に、ホームページ
に掲載し啓発し、各自主防災
組織が地域の防災訓練に取り
組みやすくなりました。

地域の防災訓練の必要性を
住民に啓発するとともに活動
しやすいように自主防災組織
活動推進助金事業を利用して
いただけるように、各自主防
災組織等への啓発がより一層
必要と考えられられます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

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

1．学習機
会の確保

1学習会、
講座の開
催

410 医療福祉
政策課

研修会参加者
数

ユニバーサルデザインの理念を更に広め、
業務に反映させるため、職員等への研修を
行いました。
　○研修会参加者数：87人

平成25年度から毎年、ユニ
バーサルデザインに係る研修
会を開催しました。対象者に
ついては、平成27年度から市
全職員に加え、社会福祉法人
職員に広げることができまし
た。

市民への直接的な普及が実
施できていないため、研修会
の対象を徐々に広げる必要
があります。また、HPを活用
するなど、研修会以外の手法
での周知も必要です。

1．学習機
会の確保

2学校・地
域におけ
る教育・啓
発の推進

411 医療福祉
政策課

研修会参加者
数

ユニバーサルデザインの理念を更に広め、
業務に反映させるため、職員等への研修を
行いました。
　○研修会参加者数：87人

平成25年度から毎年、ユニ
バーサルデザインに係る研修
会を開催しました。対象者に
ついては、平成27年度から市
全職員に加え、社会福祉法人
職員に広げることができまし
た。

市民への直接的な普及が実
施できていないため、研修会
の対象を徐々に広げる必要
があります。また、HPを活用
するなど、研修会以外の手法
での周知も必要です。

1．学習機
会の確保

2学校・地
域におけ
る教育・啓
発の推進

412 学校教育
課

人権・同和教育
年間推進計画
に基づき、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
いを認め合う学習内容を人権・同和教育年
間推進計画に盛り込み、人権学習に取り組
みました。
　○実施学校数：31校

すべての学校で、各教科、道
徳、特別活動等において、多
様な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、中学
校区として教育的に不利な環
境のもとにある子どもたちをを
大切にしながら、保護者や地
域とともに考えていこうとした
学校もありました。

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
ができていますが、地域の
リーダー育成にまではいたっ
ていません。

2．情報の
保障

1誰にでも
わかりや
すい情報
の保障

413 管財課 ユニバーサルデザインの考え方に基づい
た庁舎を目指すため、建物の設計に続い
てオフィス環境調査及びレイアウト作成業
務を進めました。

ユニバーサルデザインの考え
方に基づき什器備品等が配
置できるよう「オフィス環境調
査及びレイアウト作成業務」を
発注した。

誰もが使いやすい庁舎となる
よう「オフィス環境調査及びレ
イアウト作成業務」を進行管
理しなければならない。

2．情報の
保障

1誰にでも
わかりや
すい情報
の保障

414 広聴情報
課

広報紙については、「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した。

行政が行っている事業等を、
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。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．情報の
保障

2手話通
訳、要約
筆記等の
配置

415 人権政策・
男女共同
参画課

配置率 ひゅーまんフェスタ2016や、「差別をなくす
強調月間」中に開催する講演会等におい
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。
　○配置率：100％

人権講演会等に、聴覚に障が
いがある人も参加できるように
努めました。

講演会が集中する時期など、
手話通訳者、要約筆記者の
確保が難しい場合がありま
す。

2．情報の
保障

2手話通
訳、要約
筆記等の
配置

416 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し
た。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ました。
　○派遣回数：36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。

本年度からの障害者差別解
消法の施行に伴い、今後、ま
すます手話通訳や要約筆記
派遣のニーズが高まるため、
手話通訳者や要約筆記奉仕
員の人材確保が課題です。

3．さまざ
まな活動
への参加・
参画の推
進

1市民参加
の推進

417 総合政策
課

まちづくりアン
ケート満足度

平成27年度伊賀市まちづくりアンケート健
康・福祉　「子ども・高齢者・障がい者など
への見守りと支えが十分にあること」の市
民満足度を把握し、議会や市民へ公表す
るとともに、関係課へ周知します。
また、本年度は第2次伊賀市総合計画第2
次再生計画を策定する中で、市民、地域の
役割を掲げ、まちづくりへの参画を推進し
ます。意見交換会の場では、可能な限り磁
気誘導ループや手話通訳の配置に努め、
誰もが参加しやすい体制を整えます。
　○まちづくりアンケート満足度：19.6％

まちづくりアンケート結果につ
いては昨年度より満足度が
3.4％上昇しました。これらの
結果は、関係課、議会、市民
へ公表し、政策に対する満足
度の共有を行いました。
また、本年度策定している第２
次再生計画では、策定段階で
タウンミーティングや市長と語
る会を開催し、磁気誘導ルー
プや手話通訳の配置により、
誰もが参加していただけるよう
実施しました。

まちづくりアンケートについて
は、第２次再生計画では、施
策単位での満足度を把握する
こととしています。これまでよ
りも詳細な満足度が諮れるこ
とから、それらの結果を、こど
も・高齢者・障がい者などあら
ゆる人が参加しやすい体制づ
くりにつなげることが重要で
す。

3．さまざ
まな活動
への参加・
参画の推
進

1市民参加
の推進

418 医療福祉
政策課

情報提供回数 市民への情報発信が、よりわかりやすいも
のになるよう、現状の情報発信の状況把握
もかねて、市全職員及び社会福祉法人職
員を対象にチェックシートを配布し、回収し
ました。（１回）

広報紙を活用した市民へのユ
ニバーサルデザインの周知に
ついては、１度実施できまし
た。

広報紙やＨＰへ継続的に掲載
することで、より多くの方にユ
ニバーサルデザインの理念を
周知し、理解いただく必要が
あります。

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

1．雇用・
就労機会
の確保

1起業支援 419 商工労働
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し
た。

参加者数
創業スクール：８名（定員３０
名）
三重大学発産学官連携セミ
ナーを開催し、１３９名の参加
がありました。

平成27年度に発足された伊
賀流創業応援忍者隊での関
係機関との情報共有をより一
層積極的に行う必要がありま
す。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．雇用・
就労機会
の確保

2若年者職
業相談

420 商工労働
課

安定した雇用・就労の機会が確保できるよ
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
援しました。

・4月と9月に商工団体と連携
し合同就職セミナーを開催し
ました。
4/27開催：参加企業数45社、
参加者97名
9/2開催：参加企業数40社、
参加者43名
・いが若者サポートステーショ
ンが実施する就職に役立つセ
ミナーや講座の開催を支援し
ました。

安定した雇用・就労の機会を
より多く確保するためには、市
内企業における人材ニーズの
把握に努め、その情報発信の
手法について関係機関と連携
し検討する必要があります。
また、より多くの場でいが若者
サポートステーション等が実
施する就労体験事業の重要
性を周知啓発し進路決定に繋
げることが必要です。

1．雇用・
就労機会
の確保

3シルバー
人材セン
ターによる
高齢者就
職相談

421 商工労働
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した。
　○実施回数：22回

「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。文字放送のほか、各
支所での開催時には防災無
線も利用し市民に周知をしま
した。
　○実施回数：22回
　○出席人数：135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。

1．雇用・
就労機会
の確保

3シルバー
人材セン
ターによる
高齢者就
職相談

422 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
談を実施しました。
　○相談者数：7人

高齢者が就業について相談
する機会のひとつです。広報
誌で開催を知らせました。

高齢者が就業について相談
する機会のひとつであるの
で、これからも広報誌で開催
を知らせるなど周知していく必
要があります。

1．雇用・
就労機会
の確保

3シルバー
人材セン
ターによる
高齢者就
職相談

423 下郡市民
館

相談者数 年1回高齢者職業相談を行いました。
　○相談者数：3人

専門機関との連携により適切
な情報提供ができました。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．雇用・
就労機会
の確保

3シルバー
人材セン
ターによる
高齢者就
職相談

424 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
者を対象とした高齢者職業相談を実施しま
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。
　○相談者数：5人

・年1回シルバー人材センター
による、高齢者を対象とした高
齢者職業相談を実施し、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、就労の保障を提供し
ました。
　○相談者数：4人

・課題なし

1．雇用・
就労機会
の確保

3シルバー
人材セン
ターによる
高齢者就
職相談

425 いがまち
人権セン
ター

相談者数 高齢者職業相談を実施しました。
　○相談者数：3人

就労に必要な情報提供や相
談を行い自立に向けた支援を
行いました。

 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
です。

1．雇用・
就労機会
の確保

3シルバー
人材セン
ターによる
高齢者就
職相談

426 ライトピア
おおやま
だ

相談者数 高齢者職業相談を実施します。
　○相談者数：3人

高齢者職業相談を実施しまし
た。
　○相談者数：3人

高齢者職業相談を実施し、就
労を支援しました。

1．雇用・
就労機会
の確保

3シルバー
人材セン
ターによる
高齢者就
職相談

427 青山文化
センター

相談者数 高齢者職業相談を行いました。
　○相談件数：10件

センターだよりに相談会実施
の情報提供をすることにより
相談者が増加しました。

課題なし

1．雇用・
就労機会
の確保

4ハロー
ワーク求
人情報の
提供

428 商工労働
課

情報提供回数 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した。
　○情報提供回数：36回

毎月3回発行されるハロー
ワーク求人情報紙を事務室入
口に設置しました。

継続して情報提供を行いま
す。

1．雇用・
就労機会
の確保

4ハロー
ワーク求
人情報の
提供

429 八幡町市
民館

情報の利用者
数

ハローワーク求人情報紙を市民館に置き
ました。
　○情報の利用者数：24人

求職者が求人情報を得る一
助になりました。

これからも求職者の求人情報
を得る一助になる必要があり
ます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．雇用・
就労機会
の確保

4ハロー
ワーク求
人情報の
提供

430 下郡市民
館

情報の利用者
数

ハローワーク求人情報紙を閲覧に供しまし
た。
　○情報の利用者数：3人

専門機関との連携により適切
な情報提供ができました。

課題なし

1．雇用・
就労機会
の確保

4ハロー
ワーク求
人情報の
提供

431 寺田市民
館

情報の閲覧回
数

・ハローワーク求人情報紙の閲覧紹介を行
います。
　○閲覧回数：24回

・ハローワーク求人情報紙の
閲覧紹介を行い、就労に関す
る情報を提供しました。
　○閲覧回数：24回

・課題なし

1．雇用・
就労機会
の確保

4ハロー
ワーク求
人情報の
提供

432 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ハローワーク求人情報
などを地区内住民に情報提供しました。
　○情報利用者数：18人

就労に必要な情報提供や相
談を行い自立に向けた支援を
行いました。

 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
です。

1．雇用・
就労機会
の確保

4ハロー
ワーク求
人情報の
提供

433 ライトピア
おおやま
だ

情報利用者数 ハローワーク求人情報などを掲示スペース
に設置し、地区内住民への情報提供を図り
ます。
　○情報利用者数：5人

ハローワーク求人情報などを
掲示スペースに設置し、地区
内住民への情報提供を図りま
した。
○情報利用者数　3人

情報提供を随時提供すること
ができた。

1．雇用・
就労機会
の確保

4ハロー
ワーク求
人情報の
提供

434 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紙を閲覧に供しまし
た。
　○閲覧者数：11人

ハローワークとの連携により、
求人情報を迅速に提供するこ
とができました。

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。

2．市政へ
の参画

1子どもの
市政への
関心の喚
起

435 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施設見学を通し
て、ごみ分別の必要性と、ごみの資源化、
減量化の推進に対する理解を深め、リサイ
クルによる環境意識の高揚を図ります。
○管内小学校：17校
○その他団体等：2件

さくらリサイクルセンター施設
見学を通して、ごみ分別の必
要性と、ごみの資源化、減量
化の推進に対する理解を深
め、リサイクルによる環境意
識の高揚を図りました。
管内小学校：17校
見学児童：527人
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．市政へ
の参画

1子どもの
市政への
関心の喚
起

436 消防本部
中消防署

昨年度以上の
回数と体験人
数

子供たちの防火・防災意識の向上のため
消防署の見学や職場体験を実施しました。

25回実施、参加者722名、消
防署見学を通じ、消防の仕事
や消防が生活にどのようにか
かわっているかを伝えること
が出来た。

見学体験内容がマンネリ化し
ないよう工夫が必要である。

2．市政へ
の参画

1子どもの
市政への
関心の喚
起

437 消防本部
東消防署

昨年度以上の
受け入れがで
きるよう内容を
見直し充実させ
ます。

職場体験や見学を通じて防火・防災・人命
の大切さを理解していくために、一人でも多
くの職場体験、見学ができるよう小中学校
や保育所に提案していきます。
　○参加者数：19人以上

職場体験人数１３名、職場見
学３２名
職場体験人数は、目標より少
なかったが、職場見学者数は
増加した。

課題なし

2．市政へ
の参画

1子どもの
市政への
関心の喚
起

438 消防本部
南消防署

昨年度以上の
回数と参加人
数。 職場体験
学習における
内容の見直しと
充実。

消防署の見学や職場体験を通じて、子供
の防火防災意識の向上と、命の大切さに
ついて啓発をしました。
　○見学・職場体験：5回、117人

消防署の見学や職場体験を
通じて、子供の防火防災意識
の向上と、命の大切さについ
て啓発しました。

職務内容の特殊性(災害対
応）から、日常業務の中で、効
率よく対応していくかが課題で
す。

2．市政へ
の参画

1子どもの
市政への
関心の喚
起

439 学校教育
課

郷土教育に関
する資料の作
成

伊賀市の郷土教育のための教材作成作業
を行ないました。
改訂版・社会科副読本「わたしたちの伊賀
市」を市内小学校3年生に配付・活用し、身
近な公共施設について学習しました。

伊賀市の郷土教育のための
教材作成作業を行ないまし
た。改訂版・社会科副読本「わ
たしたちの伊賀市」を市内小
学校3年生に配付・活用し、身
近な公共施設について学習し
ました。

郷土教育のための教材作成
作業を継続して行うとともに、
活用に向けた研修を実施し、
有効な活用について周知する
必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．市政へ
の参画

1子どもの
市政への
関心の喚
起

440 文化財課 参加者数 ・伊賀市の小学生にふるさと学習スタンプ
ラリー入場券を配布し、上野城跡（伊賀文
化産業城）をはじめとする周辺の史跡や文
化財施設等へ保護者とともに参観してもら
いました。今年度は無料手形を大幅にリ
ニューアルし、クイズを全施設に設定するこ
とで参加意欲を高めることに努めました。
　○参加者数：２，０６４人

・スタンプラリー期間中に、だんじり会館、
芭蕉翁生家、菅原神社などを語り部の人と
歩き、市街地にある文化財等について学ぶ
機会として「夏休み親子で歩こう！城下町
2016」と題し、ウォークラリーを開催しまし
た。
　○参加者数：５組11人

地域の歴史や文化財などに
触れるスタンプラリー事業を継
続することで、保護者とのふ
れあいの機会として定着して
きました。

また、スタンプラリー無料手形
の活用として、親子お城
ウォークを開催し、「親子で歩
こう！城下町2016」と題し
ウォークラリーを開催しまし
た。

スタンプラリー参加者からは、
「こんな場所があるんだなと
思った」「クイズはよく考えると
答えにたどりつけたからとても
勉強になった」などの感想が
ありました。

毎年事業を行うことによる、マ
ンネリ化しているという指摘を
どう克服していくのかが課題
です。参加者をいかに増やし
ていくのか、協力施設やスタ
ンプラリーの方法（実施学年
や期間）など、事業を行ってい
く上での工夫を考えていく必
要があります。

2．市政へ
の参画

2委員会等
への当事
者の参画
促進

441 人権政策・
男女共同
参画課

審議会等委員
の女性登用率
30％

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、女性委員の登用率
が40％未満の審議会等については、その
理由を調査しました。
6つ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
を考えました。
　○審議会等委員の女性登用率：25％

人材バンクを活用することは
周知できましたが、市として審
議会の回数や委員数を削減し
ているため女性登用率は延び
ませんでした。

委員を選出する団体構成員
の女性比率を上げるような、
抜本的な方策を検討していく
必要があります。人材バンク
の利用を勧めながら、目標に
向け継続した取組が実施され
るよう、啓発を続けていきま
す。

2．市政へ
の参画

2委員会等
への当事
者の参画
促進

442 市民生活
課

外国人住民協議会において、外国人住民
が委員となり、必要な施策の検討等を行い
ました。

１０年にわたり外国人住民協
議会から市長に提言を行い、
多文化共生センターの設置を
はじめ、外国人住民に必要な
施策が実現しました。

外国人住民協議会は今年度
で廃止するため、今後外国人
住民の意見などを聴く機会や
場所を検討する必要がありま
す。

2．市政へ
の参画

2委員会等
への当事
者の参画
促進

443 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人

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。

さらに当事者及びその家族の
参画を推進していく必要があ
ります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．市政へ
の参画

2委員会等
への当事
者の参画
促進

444 医療福祉
政策課

委員数 　○伊賀市地域福祉計画推進委員会での
当事者及び女性の委員数：3人

第３次伊賀市地域福祉計画の
策定時に、すべての市民を対
象とした地域包括ケアシステ
ム構築に向けた検討をすす
め、さまざまな分野に亘る委
員意見を反映することができ
ました。

女性委員の参画が少ないた
め、人選の段階から委員選出
に配慮していく必要がありま
す。

3．健康づ
くりの推進

1「伊賀市
健康21計
画」の推進

445 健康推進
課

出前講座の開
催数

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し
た。
　○開催回数：162回

「伊賀市健康２１計画」に基づ
き各種保健事業を実施し地域
や関係機関と共に生涯にわた
る健康づくりを推進してきまし
た。

「伊賀市健康２１計画」は平成
２８年度最終年度を向かえま
した。市の次期計画について
は総合計画に基づき引き続き
健康づくりに取り組んでいきま
す。

3．健康づ
くりの推進

2地域支援
事業の推
進

446 地域包括
支援セン
ター

介護予防教室
への延参加者
数、介護予防
リーダー養成
者数

・【介護予防教室】　誰でも参加できる介護
予防教室を17回開催しました。
　○延参加者数：700人

・【介護予防リーダー養成講座】地域で介護
予防に取り組んでいただくリーダーを養成
するために、13回の連続講座を開催しまし
た。
　○リーダー養成数：16人

介護予防の必要性について
は啓発が進んできています。
介護予防に取り組む仲間がい
ることでより効果的で、継続し
た活動ができます。介護予防
に取り組む自主グループが、
立ち上がってきています。

介護予防の必要性はわかっ
ていても、その方法が分から
なかったり、社会資源が不足
していることで、具体的な取組
に至らない人が多く存在しま
す。今後も、仲間とともに介護
予防に取り組むことのできる
場所増やしていく必要があり
ます。

3．健康づ
くりの推進

3健康相談 447 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
受けました。
　○相談者数：119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。

高齢者が増加するにあたり、
健康に不安をもつ地区住民も
増えることが予想されます。こ
れからも健康教室を開設して
いく必要があります。

3．健康づ
くりの推進

3健康相談 448 下郡市民
館

相談者数 いきいき体操教室を月2回実施し、高齢者
世帯を中心に、巡回訪問を週1回実施し健
康の保持に努めました。
　○相談者数：延349人

孤立しがちな高齢者に社会と
のつながりをつくり、活動的・
文化的な生活に利用いただけ
ました。

課題なし

3．健康づ
くりの推進

3健康相談 449 寺田市民
館

相談件数 ・地区内高齢者を対象として、健康相談と
健康づくりの会を年4回開催し、市保健師に
よる健康相談（血圧測定・尿検査等）を実
施します。
　○相談件数：85件

・地区内高齢者を対象として、
健康相談と健康づくりの会を
年4回開催し、市保健師による
健康相談（血圧測定・尿検査
等）を実施し、対象者の健康
維持管理に努めました。
　○相談件数：57件（4回）

・課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．健康づ
くりの推進

3健康相談 450 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
談業務を実施しました。
　○実施回数：88回

　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、健康管理が出来まし
た。
　

関係機関との強力な連携が
必要であり、一つの課題だけ
でなく生活全般に関わる体制
づくりが必要です。

3．健康づ
くりの推進

3健康相談 451 ライトピア
おおやま
だ

相談者数 保健師による健康についての講話と日常
の健康上の悩みを相談する「ライトピア健
康相談」を実施し、健康に関する情報提供
や健康チェックを行います。
実施日：毎月第1金曜日
　○延べ相談者数：90人

保健師による健康についての
講話と日常の健康上の悩みを
相談する「ライトピア健康相
談」を実施し、健康に関する情
報提供や健康チェックを行い
ました。
　○延べ相談者数：86人
　

健康に関する情報提供や健
康チェックを行いました。

3．健康づ
くりの推進

3健康相談 452 青山文化
センター

相談者数 市保健師による健康相談を月1回実施しま
した。
　○延べ相談者数：156人

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
見守りができました。
高齢者世帯が多く、病院等へ
の通院が不便であるため、外
出支援による対応をし、健康
保持につながりました。

課題なし

3．健康づ
くりの推進

3健康相談 453 健康推進
課

集団による健
康相談数
健康相談者数

集団・個別（電話含）による健康相談を実施
しました。
　○集団による健康相談数：140回
　○相談者数：延1,738人

心身の健康について個別相
談や電話相談などにより個々
の相談に応じ、必要な指導や
助言をすることにより自身の
健康管理につながっていま
す。

各種保健事業実施時や広報
などを通じて相談窓口につい
ての一層の周知が必要です。

4．健康・
福祉関連
情報の提
供

1各種福祉
サービス
や制度等
の周知

459 生活支援
課

相談者数
生活保護受給
者数
生活困窮者相
談件数

生活困窮者自立促進支援制度や生活保護
制度として相談を受け付けました。
　○相談者数：245人

生活困窮者自立支援制度に
ついて、周知方法とを拡充し
たことにより、相談件数も増加
しました。また、保護のしおり
についても見直しし、新規申
請者に対しより分かりやすく周
知することができました。

課題なし
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．健康・
福祉関連
情報の提
供

2健康・福
祉サービ
スの情報
提供

460 介護高齢
福祉課

65歳到達の第1号被保険者に介護保険制
度、保険料についての小冊子を配布しま
す。また、新規に介護認定申請をされる方
に介護保険制度のパンフレットにより制度
の説明を行い理解を得るようにします。

65歳到達の第1号被保険者に
介護保険制度、保険料につい
ての小冊子を配布しました。ま
た、新規に介護認定申請をさ
れる方に介護保険制度のパン
フレットにより制度の説明を行
い理解を得るようにしました。

4．健康・
福祉関連
情報の提
供

2健康・福
祉サービ
スの情報
提供

461 健康推進
課

季節や生活環境の変化等に対応し、食中
毒やインフルエンザ等、迅速な情報提供を
行いました。

季節性の感染症の流行状況
や感染予防などについて複数
の媒体を通じて迅速に情報を
提供しました。

感染の拡大予防のため平常
時から感染防止についての啓
発が必要です。

4．健康・
福祉関連
情報の提
供

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

462 障がい福
祉課

配布数 「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」を窓口
等で配布し、制度の周知に努めました。
　○配布数：500冊

ガイドブックを配布することに
より、最新の情報を市民に提
供できることができました。

掲載する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。

5．健康・
福祉関連
情報の提
供

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

463 地域包括
支援セン
ター

配布数 継続して作成している介護・高齢者福祉
サービス一覧表を最新版に更新し提供しま
した。
　○配布数：310件

サービス一覧表は、毎年度更
新をしています。民生児童委
員を始めとする支援者に配布
し、支援に役立ててもらってい
ます。

支援の必要な人に、どのサー
ビスを利用していていただくの
が適当なのか、専門的な視点
が必要な場合も少なくありま
せん。支援に困ったときは、地
域包括支援センターに相談い
ただくように、あわせて周知を
していきます。

5．相談体
制の充実

1福祉総合
相談支援
センター等
相談支援
体制の充
実

464 福祉相談
調整課

開催回数 地域ケア会議をはじめとするケース検討会
議に対応する能力を習得するため、健康福
祉部事例検討会を開催しました。
　○事例検討会開催数：12回

福祉総合相談体制の効果的
な運用のため、各々が更なる
スキルアップを図るとともに、
地域ケア会議の運営に必要な
スキルを身につけるため、健
康福祉部事例検討会を開催し
ました。

今後も事例検討会を開催する
ことにより、アセスメント能力を
向上させ市民の困りごとを理
解する能力が身につく等、ス
キルアップを図っていきます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．相談体
制の充実

1福祉総合
相談支援
センター等
相談支援
体制の充
実

465 こども未来
課

参加回数 相談に対応する力をスキルアップするた
め、健康福祉部事例検討会へ参加します。
　○事例検討会参加回数:10回

相談に対応する力をスキル
アップするため、健康福祉部
事例検討会へ参加しました。
　○事例検討会参加回数:10
回

引き続き参加をしていくととも
に、困難事例については検討
事例として挙げていき、他部
門の専門職からも意見をもら
えるようにしていきます。

5．相談体
制の充実

1福祉総合
相談支援
センター等
相談支援
体制の充
実

467 福祉相談
調整課

会議開催回数 健康福祉部内及び社会福祉協議会との連
携会議を開催し、福祉総合相談体制にお
ける連携を図りました。
　○部内会議：3回
　○社会福祉協議会との会議：6回

福祉総合相談体制の効果的
な運用のため、担当者による
連携会議を開催しました。

各種連携会議の開催により、
福祉総合相談体制における
各課及び社会福祉協議会の
役割分担と連携の強化により
努めていきます。

5．相談体
制の充実

2母子・父
子自立支
援員の活
動の充実

468 こども未来
課

年間相談件数 母子・父子自立支援員1名を設置し、ひとり
親家庭の自立支援に必要な情報提供や相
談指導を行います。
　○年間相談件数：363件

母子・父子自立支援員1名を
設置し、ひとり親家庭の自立
支援に必要な情報提供や相
談指導を行いました。
　○年間相談件数：363件（２
月末現在）

引き続き、ひとり親家庭の自
立支援に必要な情報提供や
相談指導を実施します。

6．福祉
サービス
の充実

1子育て支
援サービ
スの充実

469 こども未来
課

援助活動の実
施回数、会員
数

子育て家庭が安心して子どもを預けられる
よう、サービスを充実させるとともに、ファミ
リーサポートセンターの活動内容の啓発に
力を入れます。
○援助活動の実施：延べ574回
○依頼・協力会員数：402人施：延べ

子育て家庭が安心して子ども
を預けられるよう、サービスを
充実させるとともに、ファミリー
サポートセンターの活動内容
の啓発に力を入れました。
○援助活動の実施：延べ574
回
○依頼・協力会員数：402人
施：延べ

引き続き、安心して子どもを預
けられるよう、提供会員のフォ
ローアップや、会員増の啓発
に努めます。

6．福祉
サービス
の充実

1子育て支
援サービ
スの充実

470 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、講座などを開
催し、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
づくりをしました。
　○開催回数：62回

親子が気軽に集い自由に交
流する場を提供し、子育ての
悩みを相談できる場として利
用していただけました。

課題なし

99/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
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6．福祉
サービス
の充実

1子育て支
援サービ
スの充実

471 大山田支
所住民福
祉課

育児相談や子
育てひろば等
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、阿波地区市民セ
ンターにおいても隔月1回なかよしらんど事
業を実施しました。「なかよし通信」を月1回
発行しました。親子が気軽に集える場所を
提供しました。
　○参加者数：8,278人（延べ人数）
　○発行回数：12回

親子が気軽に集える場所を提
供し、親子のつながりを深め
たり、親同士の「わ」を広げた
りすることが出来ました。

課題なし

6．福祉
サービス
の充実

1子育て支
援サービ
スの充実

472 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（異年齢）、おともだちあつま
れ（年齢別）、おはなしの会（絵本のよみき
かせ）、土曜広場、乳幼児健康相談、栄養
相談を毎月1回開催しました。また講習会、
季節の行事、又は手遊び、歌、紙芝居、工
作などを行いました。

就学前の子どもと親の交流の
場所として、また子育てに関
する相談の場として利用して
いただけました。

課題なし

6．福祉
サービス
の充実

2ひとり親
家庭の生
活の安定
と経済的
支援

473 こども未来
課

母子父子寡婦
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に向けて、母子・
父子自立支援員を設置し、就労支援・子ど
もの養育関係・経済面では、母子父子寡婦
福祉資金貸付などの相談を受け、個々に
応じた情報提供を行います。
　○母子父子寡婦福祉資金貸付申請数：5
件
　○就労支援事業による就労件数：21件

ひとり親家庭の自立支援に向
けて、母子・父子自立支援員
を設置し、就労支援・子どもの
養育関係・経済面では、母子
父子寡婦福祉資金貸付など
の相談を受け、個々に応じた
情報提供を行いました。
　○母子父子寡婦福祉資金貸
付申請数：5件
　○就労支援事業による就労
件数：21件

引き続き、ひとり親家庭の生
活の安定と経済的支援に努
めます。

6．福祉
サービス
の充実

3里親制度
の普及・啓
発

474 こども未来
課

広報を活用した
啓発
民間の里親支
援員と連携し、
啓発に努める。

・広報を活用し、広く啓発に努めます。
　○広報掲載回数：1回

・里親説明会の開催支援
 ○開催回数：１回

・里親月間にあわせて広報い
が市に掲載し、広く啓発に努
めました。
　○広報掲載回数：1回

・県主催の里親説明会の開催
支援をしました。
　○開催回数：１回

伊賀市内の里親登録者数が
少ないことが課題となっている
ため、今後も里親制度の普
及・啓発に努めていきます。
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6．福祉
サービス
の充実

4放課後児
童クラブの
設置

475 こども未来
課

利用者数
放課後児童ク
ラブの新規設
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、放課後児童クラブの指定管
理による運営を委託します。
また、未設置校区の保護者に対するニー
ズ調査など設置に向けた協議を行います。
　○利用者数：870人
　○新規：２ヵ所

昼間保護者のいない家庭の
児童の健全育成を図るため、
放課後児童クラブの指定管理
による運営を委託しました。
また、成和東放課後児童クラ
ブの新築、新居小学校新築工
事に伴い新居放課後児童クラ
ブの移転のための協議を行い
ました。
　○利用登録者数：870人

小学校の統廃合を勘案しつ
つ、未設置校区への設置に向
けて協議を進める必要があり
ます。

6．福祉
サービス
の充実

4放課後児
童クラブの
設置

476 伊賀支所
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3ヵ所
設置し、指定管理により運営を委託しまし
た。
　○登録者数115人（一時利用42人含）

児童の健全育成を図り、安心
安全に預けられる場所として
適切な管理運営が行なわれ
ました。

管理運営についての課題は
ありませんが、公共施設最適
計画により示されている学校
等への複合化について課題
が残されています。

6．福祉
サービス
の充実

4放課後児
童クラブの
設置

477 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
ました。
○年間利用　8人　通常利用2人　　一時利
用3人　長期休暇のみ利用10人

児童の健全育成を図り、安心
安全に預けられる場所として
適切な管理運営が出来まし
た。

伊賀市公共施設最適化計画
に基づき、現在、島ヶ原放課
後児童クラブが使用している
建物は、平成３０年度末まで
に移転することになっている
為、児童が安全に利用できる
移転場所を確保することが必
要。

6．福祉
サービス
の充実

4放課後児
童クラブの
設置

478 阿山支所
住民福祉
課

利用登録児童
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、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し
た。
　○利用登録児童数：66人

児童の健全育成を図り、安心
安全に預けられる場所として
適切な管理運営ができまし
た。

玉瀧小学校区には未設置で
す。

6．福祉
サービス
の充実

4放課後児
童クラブの
設置

479 大山田支
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、指定管理者に管理運営を委託しまし
た。
　○利用者数：4,300人（延べ人数）

安心・安全な場所を提供し、児
童の健全育成を図ることが出
来ました。

課題なし
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6．福祉
サービス
の充実

4放課後児
童クラブの
設置

480 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、平成23年度より指定管理
者に運営を委託しています。
　○利用者数（登録者数）：61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。

課題なし

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

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

1ユニバー
サルデザ
インのまち
づくりの推
進

481 医療福祉
政策課

情報共有回数 県などから送付される通知などを全庁各課
に情報共有し、セミナーへの参加も募りま
した。
　○情報共有回数：4回

ユニバーサルデザインの理念
が周知されるよう、県からの情
報を全庁的に発信しました。
各所属での取り組みにより、
ユニバーサルデザインの配慮
や、それに伴う相談が増加し
ました。

各所属における事業実施時
に、ユニバーサルデザインを
意識・配慮するため、引き続
き、情報共有に努める必要が
あります。

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

1ユニバー
サルデザ
インのまち
づくりの推
進

482 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、協議書及び通知書
の受理に関する事務を行いました。
　○協議書・通知書見込：年間２３件

実績２３件

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

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

483 医療福祉
政策課

情報共有回数 県などから送付される通知などを全庁各課
に情報共有し、セミナーの参加も募りまし
た。
　○情報共有回数：4回

ユニバーサルデザインの理念
が周知されるよう、県からの情
報を全庁的に発信しました。
各所属での取り組みにより、
ユニバーサルデザインの配慮
や、それに伴う相談が増加し
ました。

第２次計画期間中では、公共
施設の調査は実施できません
でした。今後は、施設整備の
際に、ユニバーサルデザイン
の理念に配慮し、事業に取り
組む必要があります。

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

3市道の維
持・管理

484 建設1課 実施箇所数 道路環境を維持するため、道路舗装補修
及び路側・横断溝等補修を進めました。
　○道路舗装補修：90箇所
　○路側・横断溝等補修：148箇所

道路舗装補修及び路側・横断
溝等補修を行うことにより、道
路を適切に維持管理し安心・
安全な通行を確保しました。

伊賀市全域での認定市道延
長は約2,300kmであり、すべて
の路線において異状または損
傷を修繕することは非常に困
難であるため緊急を要する箇
所を迅速、的確に発見、判断
し優先順位をつけて修繕する
必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

3市道の維
持・管理

485 建設2課 実施箇所数 道路環境を維持するため、道路舗装補修
及び路側・横断溝等補修を進めました。
　○道路舗装補修：70箇所
　○路側・横断溝等補修：80箇所

道路舗装補修及び路側・横断
溝等補修を行うことにより、道
路を適切に維持管理し安心・
安全な通行を確保しました。

伊賀市全域での認定市道延
長は約2,300kmであり、すべて
の路線において異状または損
傷を修繕することは非常に困
難であるため緊急を要する箇
所を迅速、的確に発見、判断
し優先順位をつけて修繕する
必要があります。

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

4道路の新
設等整備

486 建設1課 実施箇所数 道路新設改良を進めました。
　○実施箇所：3箇所

道路新設改良工事を実施しま
した。
　○３箇所

国への補助申請に対する補
助金交付決定率が年々低下
しており、目標とする工事進捗
率を達成することが困難であ
ることから、地域からの要望と
執行予算のバランスをとる必
要があります。

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

4道路の新
設等整備

487 建設2課 実施箇所数 道路新設改良を進めました。
　○実施箇所数：3箇所

道路新設改良工事を実施しま
した。
　○３箇所

国への補助申請に対する補
助金交付決定率が年々低下
しており、目標とする工事進捗
率を達成することが困難であ
ることから、地域からの要望と
執行予算のバランスをとる必
要があります。

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

5公共施設
の改善

488 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した。
　○実施箇所数：1公園

平成２９年４月１日供用開始
(しらさぎ運動公園）

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

6教育施設
のユニ
バーサル
デザイン
化、耐震
化

489 教育総務
課

耐震補強工事
件数

安全性確保のため、阿山小学校北校舎、
緑ケ丘中学校校舎の耐震補強工事を実施
します。
　○予定工事：2件

安全性確保のため、阿山小学
校北校舎、緑ケ丘中学校校舎
の耐震補強工事を行いまし
た。
　○実施工事：2件

計画的に実施し、今年度で全
ての小中学校の構造体への
耐震補強工事を行うことがで
きました。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

10下水道
の整備、
農業集落
排水事業
の推進

493 経営企画
課（下水道
課）

整備率 　農業集落排水事業 山田南地区の整備並
びに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を図ります。
　○汚水処理人口普及率　77.8％

　合併処理浄化槽の設置推進
により、市全体の汚水処理人
口普及率は、77.8％となりまし
た。

　農業集落排水事業山田南
地区の整備並びに公共下水
道事業計画区域、農業集落
排水事業計画区域以外の地
域における合併浄化槽の設
置推進を図ります。
○汚水処理人口普及率
79.6％

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

11交通の
利便性や
安全性の
確保

495 市民生活
課

信号機の設置について、地域からの要望
を受けて、公安委員会に対し設置要望を進
達しました。

成果なし 県の予算が限られているた
め、要望があっても信号機の
設置は困難な状況です。

1．利用し
やすい施
設・生活環
境の整備

12放置自
転車等の
撤去

496 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
した。

放置自転車を撤去すること
で、駐輪場が整理され、利用
しやすくなりました。

放置自転車は減っていないの
で、自転車を放置しない啓発
が必要です。

2．自然環
境の保全
や自然と
の共生の
まちづくり

1自然保護
意識の啓
発

497 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

環境教育年間計画を作成し、学校において
ごみの分別や牛乳パックの回収を行いまし
た。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した。
　○実施学校数：31校

それぞれの学校で年間計画
に沿って、環境教育を推進し
ました。施設見学や聞き取り
学習、体験活動等も学習に取
り入れ進めています。

取組をマンネリ化させず、各
校が課題を明確にして今後取
り組んでいく必要があります。

2．自然環
境の保全
や自然と
の共生の
まちづくり

1自然保護
意識の啓
発

498 文化財課 参加人数 ・市内全域の小学生を対象にオオサンショ
ウウオ観察会を実施しました（大山田公民
館と共催）。
　○参加人数：20人

・上野歴史民俗資料館企画展「恐竜と世界
の化石2016」にあわせ、化石発掘体験を行
い、身近な河川の環境についても学ぶ機
会を設けました。
　○参加人数：19人

オオサンショウウオの観察や
化石発掘体験により、伊賀の
歴史や豊かな自然に改めて
気付く機会となりました。

観察会については毎年初めて
参加する人の割合が高く、生
きた個体に触れたり、生息に
ついて学習することで、オオサ
ンショウウオやその生息環境
について関心を持つことがで
きました。

観察や発掘場所の状況や安
全面を考慮すると、現在の受
け入れ人数が最大限です。参
加した子どもたちが、これを機
にオオサンショウウオや化石
に関心を持つよう更に工夫を
重ねる必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．自然環
境の保全
や自然と
の共生の
まちづくり

2環境セミ
ナー等の
開催

499 環境政策
課

参加者数 環境学習会・セミナーを開催します。
　○参加者数：50人

2016/10/29：環境セミナー
 参加者　34名
2017/1/28：生活排水対策ｾﾐ
ﾅｰ
 参加者 36名

2．自然環
境の保全
や自然と
の共生の
まちづくり

3環境保全
活動の促
進

500 環境政策
課

活動回数 にぎわいフェスタへの出展、環境ウォッチン
グ、クリーンウォークなどを実施します。
　○活動回数：5回

2016/8/21:夏のにぎわいﾌｪｽ
ﾀ
2016/11/5：第1回環境ｳｫｯﾁﾝ
ｸﾞ　参加者　8名
2016/10/29：環境ツアー
　　参加者　20名
2019/12/3：第1回ｸﾘｰﾝｳｫｰｷ
ﾝｸﾞ　参加者　62名
2017/1/22：第2回環境ｳｫｯﾁﾝ
ｸﾞ　　参加者　12名
2017/3/4：久米川流域ｸﾘｰﾝ
ｳｫｰｷﾝｸﾞ　参加者　360名

環境ポスター応募数
小学生：142点
中学生：　24点

2．自然環
境の保全
や自然と
の共生の
まちづくり

4公害の未
然防止

501 環境政策
課

提出数 協定書締結企業に対し、大気、水質、悪臭
測定の実施を徹底させるとともに、遅滞なく
検査結果を提出するよう指導します。
　○提出数：26社

　提出社数　26社

3．防災・
防犯対策
の推進

1緊急通報
体制の整
備

502 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
通報装置を貸与します。また、コールセン
ター方式を導入し、365日24時間の見守り・
相談体制により、有事の際には速やかに
消防本部や近隣住民に連絡します。
　○装置設置者数：223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しまし
た。

個人宅の固定電話回線によっ
て、設置できない回線があり
ます。

3．防災・
防犯対策
の推進

1緊急通報
体制の整
備

503 消防救急
課

関係機関等と
の連携の強化

従来の緊急通報システムを関係機関と協
力し見直し体制の強化を図りました。

懸案であった新消防庁舎建
設、業務開始により通信指令
業務等の整備を行いました。

今後指令装置への発信地表
示の導入等整備を進めること
により緊急通報体制の充実が
見込まれる。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．防災・
防犯対策
の推進

2災害時の
避難体制
の確保

504 消防本部
中消防署

昨年度以上の
回数と体験人
数

各地区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した。

26回実施、参加者1504名、防
火防災訓練指導を通じて自助
力向上の推進を図れた。

実施内容がマンネリ化しない
よう、工夫が必要である。

3．防災・
防犯対策
の推進

2災害時の
避難体制
の確保

505 消防本部
東消防署

昨年度以上の
回数と参加人
数

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。本年度の
自治協議会単位での防災訓練には、災害
弱者の参加を呼びかけ、実施する自治協
議会もあります。

自主防訓練１８回１２６０名参
加　事業所訓練３４回３７７４
名参加　保育所訓練４回３９５
名参加
前年度を上回る人数が参加し
た。

課題なし

3．防災・
防犯対策
の推進

2災害時の
避難体制
の確保

506 消防本部
南消防署

昨年度以上の
回数と参加人
数。 訓練内容
の充実。

各種防災訓練の指導を行いました。また、
支所振興課、各自治協議会と協力し、消防
団と自主防災組織とが連携した夏期訓練、
防災講演会や地域の実情に応じた防災訓
練を実施しました。
　○幼・保・小中学校等：18回、1,634人
　○事業所・福祉施設等：16回、730人
　○自主防災組織：33回、5,761人
　○合計67回　8,125人

各種防災訓練の指導を行いま
した。また、支所振興課、各自
治協議会と協力し、消防団と
自主防災組織とが連携した夏
期訓練、防災講演会や地域の
実情に応じた防災訓練を実施
し、地域防災活動の活性化を
促進しました。

○女性や若者の参加促進
○地域に密着した組織連携
○災害時要援護者支援
○災害時避難所運営対策

3．防災・
防犯対策
の推進

3各学校に
おける防
犯・防災マ
ニュアル
の運用

507 学校教育
課

防犯・防災計画
に基づいた指
導・訓練を年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・訓練等を実施しました。
　○実施学校数：31校

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16校、中学校5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、取組に差があります。

3．防災・
防犯対策
の推進

4地域の防
犯活動

508 福祉相談
調整課

会議実施・参加
回数

支援困難事例について支援者間の支援体
制の確立と、個別課題から地域課題を抽
出するため、各種会議を開催しました。
相談事案調整会議、高齢者及び障がい者
虐待検討委員会、高齢者及び障がい者虐
待担当者会議、地域ケア会議、地域ケア会
議運営会議、地域ケア会議担当者会議
　○開催回数（合計）：159回

支援困難事例について支援
者間の支援体制の確立と、個
別課題から地域課題を抽出す
るため、各種会議を開催しま
した。
　

会議の開催により、部署横断
的な支援困難事例の解決に
貢献することができました。
引き続き、支所開催の地域ケ
ア会議の運営が円滑に進む
よう後方支援が必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．防災・
防犯対策
の推進

4地域の防
犯活動

509 地域包括
支援セン
ター

消費者問題に
関する相談件
数

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した。当
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した。
　○相談件数：21件

高齢者等が悪徳商法の被害
に遭うことのないように、支援
者、地域が見守るとともに、問
題が起きた場合は皆で共有が
できるようにしています。

悪徳商法や詐欺は、やり口や
手段を変えながら高齢者等を
狙ってます。引き続き、見守り
の支援の輪を広げ、情報共有
を図って行く必要があります。

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

1．人権に
配慮した
接遇

1人権に配
慮した接
遇マニュ
アルの運
用

510 人事課 周知回数 新規採用職員前期研修で接遇研修を実施
する中で、市民の立場に立った接遇を行え
るよう、人権に配慮した接遇マニュアルの
活用について周知しました。
　○周知回数：1回

市民と直接対応する職員は市
の「顔」であるため、市民の立
場に立ち、些細な言動や不用
意な言葉の重みを知り、望ま
しい話し方や避けるべき態度
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、障がい
者、外国人などに対しての配
慮すべき応対について、人権
尊重の視点から考えることが
できました。

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。

1．人権に
配慮した
接遇

2人権尊重
の視点に
立った窓
口対応

511 市民生活
課

相談件数 引き続き外国人のための生活相談窓口を
設置し、通訳不在の時は、やさしい日本語
を活用して、わかりやすい応対に努めまし
た。
　○相談件数：5,400件（見込み）

通訳ややさしい日本語を活用
することで、外国人住民が利
用しやすい窓口対応ができま
した。

外国人住民の相談は多様化
し、多くの窓口で対応が必要
となっているため、やさしい日
本語をさらに広めていかなけ
ればなりません。

1．人権に
配慮した
接遇

2人権尊重
の視点に
立った窓
口対応

512 住民課 高齢や障がいのある人、外国人住民等が
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した。

窓口対応に対して苦情がな
かった。

庁舎がバリアフリーではない。
人員削減による人数不足で手
厚い案内ができない。

2．慣行等
の見直し

1市役所内
の慣行等
の見直し

513 人権政策・
男女共同
参画課

公文書等における性別記載欄について各
所属に照会し、性別記載欄が不要な文書
については削除を進めるよう取り組みを行
いました。

LGBT支援施策を進める中
で、「男・女」しかない性別記
載欄の見直しと、不要な性別
記載欄は削除する取り組みが
できました。

慣行等の見直しについて、取
り組むことができるものがない
か検討していきます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．情報の
提供

1市広報紙
等におけ
る表現の
点検

514 広聴情報
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して、「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
をしました。

行政が行っている事業等につ
いて、適正な表現で市民にわ
かりやすく情報を伝えることが
できました。

課題なし

3．情報の
提供

1市広報紙
等におけ
る表現の
点検

515 人権政策・
男女共同
参画課

市広報の人権コラムを中心に、記事等に不
適切な表現がないか点検を行いました。

市が発行するものの他に、各
種媒体に掲載される記事等の
点検を行いました。

今後も、人を傷つける表現や
差別につながる表現につい
て、積極的に点検をしていき
ます。

3．情報の
提供

2障がい者
や外国人
等に配慮
した情報
の提供

516 市民生活
課

多言語情報紙
発行部数

・多言語情報紙（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。
　○発行部数：2058部/月

・日本語に不慣れな外国人住民のために、
通訳ややさしい日本語を活用して対応しま
した。

外国人住民に必要な情報を
提供することができました。ま
た、通訳ややさしい日本語で
の対応により、外国人住民の
相談に的確に対応できまし
た。

より多くの外国人住民に情報
を提供できるよう多言語情報
紙設置箇所などを検討する必
要があります。

3．情報の
提供

2障がい者
や外国人
等に配慮
した情報
の提供

517 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
いました。
　○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。

より多くの人が活用できるよう
啓発に努めます。

3．情報の
提供

3情報の適
正な取扱
い

518 広聴情報
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、庶務担当職員への研修を
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
例の適正な運用を行いました。

市民からの行政情報公開請
求や個人情報開示請求への
対応について、各課において
適正な運用を行うことができま
した。

研修を受けた職員以外の職
員への条例の適正な運用の
周知。

4．庁内連
携

1人権課題
に対する
協議や情
報交換

519 人権政策・
男女共同
参画課

人権施策推進会議を開催し、庁内連携を
図りました。

さまざまな人権課題の情報共
有と、啓発活動を推進していく
ための協議を行いました。

さまざまな人権課題に対応す
るため、より綿密な庁内連携
が必要になります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．人権課
題の解決
に向けて
の施策

（1）同和問
題

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

1学校等に
おける同
和教育の
推進

520 学校教育
課

部落問題を考
える小・中学生
の集いに参加
した児童生徒を
中心とした還流
会や各校人権
の集いを実施し
た学校数

部落問題を考える小・中学生の集いに参加
した児童生徒を中心とした還流会や各校人
権の集いを実施しました。
　○実施学校数　31校

・部落問題を考える小学生の
集いを11月29日（火）に、中学
生の集いを12月1日（金）に実
施しました。｢大変よかった｣
「よかった」という児童生徒の
割合が高かったです。

各校・園の実態から、子どもた
ちにつけたい力を明確にし、
各校園における実践をさらに
推進します。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

521 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、15
講座、教室を開催しました。
　○参加者数：1,586人

「やはた文化祭」を開催し、周辺地区と交流
しました。
　○参加者数：500人

講座や教室等は、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・生
徒が反差別を学ぶ地区学習
会の発表により、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
との交流を図ることができまし
た。

これからも、特に人との交流
の場を設けることが必要で
す。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

522 下郡市民
館

教室講座参加
者数

・生花・女性学習・水墨画・民踊・ゲートボー
ルなど、各教室の活動を行いました。
　○参加者数：延55人

・いなこふれあい文化の祭りに参加し、周
辺地区との交流を進めました。
　○参加者数：12人

教室・講座を通して、周辺住民
と交流し、より理解がすす
み、、普段の生活においても、
文化への意識が増したと思わ
れます。

参加者の拡大

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

523 寺田市民
館

教室・講座等の
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、寄せ植え教室、子どもシ
ネマを実施します。また、各教室等の開設
意義確認と、人権を基本にすえた交流を深
めるためのグループ活動交流会を年3回実
施します。
　○参加者数：延べ1,600人

・寺田文化祭・中瀬夏まつり人
権コンサートを開催しました。
パソコン教室・生花教室・カラ
オケ教室を毎月開催しまし
た。年1回、星座教室・陶芸教
室、寄せ植え教室、子どもシ
ネマを実施しました。また、各
教室等の開設意義確認と、人
権を基本にすえた交流を深め
るためのグループ活動交流会
を年3回実施しました。
　○参加者数：延べ1,990人

・通番１４８と同様です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

524 いがまち
人権セン
ター

解放文化祭の
参加者数

保育園児、小学生、中学生の一年間の人
権学習の発表と保護者からの呼びかけの
場として、父母の会による「解放文化祭」を
2月11日に開催しました。
　○参加者数：305人

それぞれの人権学習の取組
みの成果の発表と、保護者の
想いを語ることにより、参加者
と差別に対する怒りを共有し、
反差別の仲間の輪を拡げるこ
とが出来ました。

厳しい部落差別の現実から地
区外へ保護者世代が流出す
るなど、会員が減少傾向にあ
り、各学年単位での取り組み
が出来にくくなっています。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

525 ライトピア
おおやま
だ

参加者数 人権学習による人権意識の高揚、反差別
の仲間づくりを図るとともに、高齢者の引き
こもり防止と生き甲斐づくりのため、かさと
り学級、なかよし・もみじ会を開催します。
その活動内容を大山田地区展覧会に出展
したり、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
　　　学級生参加者数：75人
　　なかよし・もみじ会
　　　参加者数：90人

人権学習による人権意識の高
揚、反差別の仲間づくりを図る
とともに、高齢者の引きこもり
防止と生き甲斐づくりのため、
かさとり学級、なかよし・もみじ
会を開催しました。
　　かさとり学級
　　　学級生参加者数：106人
　　なかよし・もみじ会
　　　参加者数：169人

高齢者を中心に予想を上回る
参加がありました。フィールド
ワークも実施し、楽しく学習す
ることができました。夜開催の
事業は、高齢化によりが減少
しています。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

526 青山文化
センター

参加者数 ・人権・解放講座を開催しました。
　○参加者数：536人

・文化祭を開催しました。
　○参加者数：600人

・伊勢型紙、陶芸、手話、手芸、生け花、ふ
れあい教室、健康・栄養・介護教室を実施
しました。
　○参加者数：666人

人権・同和問題の解消に取り
組む人材育成につながりまし
た。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まし
た。

講師さんの高齢化により継続
が困難になった教室がありま
す。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

527 八幡町市
民館

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した。
　○発行回数　12回
　○発行部数　毎回760部

人権啓発や生活支援、地区住
民のまちづくり意識に訴えるこ
とができました。

これからも人権啓発や生活支
援や地区住民のまちづくり意
識に訴えることが必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

528 下郡市民
館

隣保館事業へ
の参加者数

・人権問題公演会、教養講座を開催しまし
た。
　○開催回数：各1回
　○参加者数：291人

・地区及び関係機関に市民館だよりを配布
し、啓発に努めました。

周辺を含む住民への人権啓
発として、また、参加者同士の
交流に、とても有益でした。

課題なし。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

529 寺田市民
館

隣保館事業へ
の参加者数

【人権啓発事業】
・毎月テーマを変え人権パネル展を実施します。
　○見学者数：600人（約240日）
また、月2回、夜間開設を行います。
　○見学者数：240人（24日）

【地域交流事業】
・市民館映画会・星座教室を実施します。
　○市民館映画会参加者数：60人（4回）
　○星座教室参加者数：約30人（1回）

【地域福祉事業】
・健康促進事業（ヘルストロン等の利用）を毎日
（土・日・祝日除く）開設します。
　○利用者数：1,800人（約240日）

・外出困難者を対象に、公用車を使用しての送
迎援を行います。
　○利用者数：300人（約240日）

・高齢者を対象に、職員（看護師）が地域見守り
巡回事業を、週1回実施します。
　○寺田地区利用者数：500人（50回）

・緊急時の応急措置、及び防災意識の向上を目
指して、救急救命教室を開設します。
　○参加者数：約25人（1回）

・犯罪被害にあわないように、寺田防犯講演会を
開催します。
　○参加者数：約80人（1回)

・地区民生委員が中心となり、地区住民高齢者
を対象とした、健康増進・親睦を図るための「い
きいきサロン友楽長」を支援します。
　○参加者数：170人（12回）

【人権啓発事業】
・子どもも理解できるオリジナルのパネルを作
成し、毎月テーマを「じんけん」パネル展を実
施し多数の市民への啓発ができ、人権意識の
向上が図れました。
　○延べ日数：約237日、延べ観覧者数：581
人
・月3回、夜間開設を行い、より多くの市民に
人権情報を提供しました。
　○延べ延長日数：39日、延べ観覧者数：390
人

【地域交流事業】
・市民映画会・星座教室を開催することによ
り、地区内外住民の交流の中で、人権意識の
交流が図れました。
　○市民館映画会：5回、61人
　○星座教室：1回、32人

【地域福祉事業】
・健康促進事業（ヘルストロン等の利用）を毎
日（土・日・祝日除く）開設し、日常の健康管
理･維持が促進でき、人権意識の交流も図れ
ましたた。
　○開館日数：246日、延べ利用者数：1,163人
・外出困難者を対象に、公用車を使用しての
送迎支援を行いました。
　○日数：208日
・同和課と連携して実施していた、下郡、奥馬
野、老川地区への地域見守り巡回事業につ
いては、各館において、見守り事業の整備が
されたため、今年度から、寺田地区中心の地
域見守り事業として、週1回実施し、対象者の
課題・相談・見守り体制を整備しました。
　○寺田地区：51回・599人
　○随時：見守りが必要な地区住民
・緊急時の応急措置、及び防災意識の向上を
目指して、救急救命教室を開設しました。
　○参加者数：20人
・犯罪被害にあわないように、寺田防犯講演
会を開催しました。
　○参加者数：30人
・地区民生委員が実施する地区住民高齢者
を対象とした、健康増進・親睦を図るための
「いきいきサロン友楽長」を支援しました。
　○回数：12回、参加者数189人

・「地域福祉交流事業」につい
て、現在、市民館のヘルストロ
ン利用における送迎業務を展
開していますが、今後、高齢
化が進む中で、自動車免許等
の返納者の増加も予想される
ことから、市民館における館
内公共機関への送迎の検討
も必要であります。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

530 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
を実施しました。
　○見学者数：1,558人

・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。
　○参加者数：494人

・外出支援事業を実施しました。
　○利用者数：874人

 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
報発信ができました。
 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、交流等社会参加
の向上が図れました。

パネル展示については、毎年
同様のパネル展示になる可
能性があり、新たなパネルの
整備が必要です。
ミニデーサービス事業につい
ては、参加者が固定しないよ
う工夫して事業を行う必要が
あります。
外出支援事業については、高
齢化に伴い利用者の増加が
予想されるため、対応できる
体制整備が課題です。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

531 ライトピア
おおやま
だ

参加者数 ・大山田地域の人権啓発と地域交流事業
を進めます。
ライトピア人権フェスティバル
　○参加者数：80人
梅まつり
　○参加者数：150人

・周辺地区在住の独居高齢者を訪問し、健
康と生活状況の聴き取りを行い、安定した
日常生活のための支援を行います。
高齢者見守り支援事業
　○訪問世帯数：のべ300世帯

・大山田地域の人権啓発と地
域交流事業を進めました。
ライトピア人権フェスティバル
　○参加者数：78人
梅まつり
　○参加者数：130人

・周辺地区在住の独居高齢者
を訪問し、健康と生活状況の
聴き取りを行い、安定した日
常生活のための支援を行いま
した。
高齢者見守り支援事業
　○訪問世帯数：のべ274世帯

大山田地域の人権啓発と交
流を図ることができました。参
加者の高齢化により、夜間開
催の事業の参加者の減少が
大きく課題となっています。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

532 青山文化
センター

隣保館利用者
数

・人権解放講座・解放学習会
　○参加者数：536人

・文化祭
　○参加者数：600人

・各種教室
　○参加者数：666人

・その他の来館者数：2,084人

地域交流事業の実施や地区
の健康推進事業等の実施に
より利用者が増えました。

地域住民の高齢化が今後の
事業推進の課題となってきて
います。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

533 人権政策・
男女共同
参画課

参加者数 （再掲）79

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

534 伊賀支所
振興課

参加者数 地区別懇談会を開催しました。
　○地区懇事業説明会
　　　4月18日､19日､21日
　○地区懇中間報告会
　　　10月24日､25日､27日
　○地区懇最終報告会
　　　2月1日､2日､3日
　○参加者数：3194人

人権問題に対して地区が創意
工夫し、地区の規模や特徴に
見合った地区別懇談会を実施
しました。推進委員等の交代
でリーダーの不足により問題
を正しく認識できず、啓発活動
を十分に行えなかった地区が
見受けられました。

研修会で学んだことを実践し
家庭での課題解決を推進する
必要があります。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

535 島ヶ原支
所振興課

参加者数 人権問題地区別懇談会を開催し、身近な
題材を基に人権問題の解決に向けた話し
合いを実施しました。
実施地区数：島ヶ原全8地区
　○参加者数：247人

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

参加者数を増やす取組が必
要です。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

536 阿山支所
振興課

開催地区数
参加者数

各住民自治協議会や各小・中学校、ヒュー
マンライツ阿山、阿山人権同和教育研究協
議会等と連携して、阿山地区人権啓発地
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：11区・自治会
　○参加者数：243人

少人数のグループなど、距離
が近い状況で人権課題につい
て密に話し合うことにより、「認
識が変わった」「もっとこういう
機会がほしい」等、人権啓発
に係る市民の意識に良い影
響をもたらすことができまし
た。

参加者が多岐にわたる地域
あった一方で、参加者が自治
協の役職者といった一部に
偏っている地域も見られまし
た。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

537 大山田支
所振興課

参加者数 10月３日から11月25日まで支所管内の各
地区で開催しました。
開催地区数：24区
　○参加者数：425人

参加者自身が人権問題を自
分ごととしてとらえ、正しい理
解と認識を深めることができ
た。

内容等を検討し、参加者を増
やす。

1．同和問
題の解決
に向けた
人権教育
の推進

2家庭・地
域社会に
おける同
和教育の
推進

538 青山支所
振興課

開催地区数
参加者数/世帯
数の割合

住民自治協議会と協力し、人権啓発地区
別懇談会を開催しました。
開催地区数：10地区
　○参加者数：280人

人権が尊重された住みよい地
域社会を実現するために地区
別懇談会を実施し、積極的な
話し合いの場をもつことができ
ました。

高齢者の出席が大部分であ
り、若い世代（子育て世代）が
参加する懇談会となるように
工夫する必要があります。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

539 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、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
ました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

540 伊賀支所
振興課

訪問企業数 従業員20人以上の企業を対象に企業啓発
訪問を行いました。
　○訪問企業数：33社

各企業における人権啓発の
取り組みを確認することがで
きました。各企業間には啓発
推進に対する取り組みにバラ
ツキがあり、今後も訪問による
啓発を行っていく必要があると
感じました。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

541 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 支所管内の企業・事業所を対象に企業啓
発訪問を行い、企業内における自主的な
人権啓発の取組みができるよう支援しまし
た。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

542 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数
人権広報誌送
付企業・事業所
等数

支所管内の企業・事業所への訪問人権啓
発を実施しました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業（事業所）数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

543 大山田支
所振興課

訪問事業所数 支所管内で行われる啓発事業への情報提
供をはじめ、社内研修を実施できていない
企業への啓発・支援を行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

1企業への
訪問啓発

544 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、啓発資料等を配布。企
業の自主性の育成をはかりました。
また、人権啓発推進員・雇用主を対象とす
る研修会の情報提供を行いました。
　○訪問企業数：18社

なぜ企業が人権に取り組む必
要があるのかという点につい
て、様々な角度から企業にお
ける人権の大切さを見直すこ
とができました。

人権啓発企業訪問を実施した
企業の約半数の参加にとどま
りました。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

545 人権政策・
男女共同
参画課

企業訪問や人権学習企業等連絡会を通じ
て、人権研修会等の情報提供を行いまし
た。

企業の社会的責任（ＣＳＲ）に
対する意識の高まりとともに、
企業の人権研修会等への参
加は増加傾向にあります。

研修会等の情報提供ととも
に、事業所や団体ごとの人権
学習に対応する体制作りが必
要です。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

546 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、人権担当者を対象
とする研修会の情報提供を行ないました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

547 伊賀支所
振興課

訪問企業数 企業訪問時に研修会の案内等について情
報提供を行いました。
　○訪問企業数：33社

啓発イベントの開催に合わせ
各企業を訪問し参加を促しま
した。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

548 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 支所管内の企業・事業所を対象に企業啓
発訪問を行い、人権担当者を対象とする研
修会の情報提供を行いました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

549 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数
人権広報誌送
付企業・事業所
等数

支所管内の企業・事業所への訪問人権啓
発を実施しました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業（事業所）数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

550 大山田支
所振興課

案内企業数
　○案内企業数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

2人権担当
者研修

551 青山支所
振興課

参加者数 企業人権・同和問題研修会を開催しまし
た。演題は「企業はなぜ人権に取り組むの
か」でした。
　○講師：金井　敬三
　○参加者数：27人

なぜ企業が人権に取り組む必
要があるのかという点につい
て、様々な角度から企業にお
ける人権の大切さを見直すこ
とができました。

人権啓発企業訪問を実施した
企業の約半数の参加にとどま
りました。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

552 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、雇用主を対象とす
る研修会の情報提供を行ないました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

553 伊賀支所
振興課

訪問企業数 伊賀支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、雇用主に向け支所管
内で開催する講演会・研修会の案内をする
など情報提供を行いました。
　○訪問企業数：33社

雇用主に対して人権に関する
取り組みを周知できました。
人権学習企業等連絡会への
加入がありました。
総合評価制度の対象となる研
修会への参加がありました。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

554 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、雇用主を対象とする
研修会の情報提供を行いました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

555 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数
人権広報誌送
付企業・事業所
等数

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会
阿山支部等に、訪問人権啓発や支所振興
課が発行する人権広報誌の送付等を通じ
て、支所管内で開催する人権に関する講
演会・研修会等について案内し、参加を呼
びかけました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社
　○人権広報誌送付企業・事業所等数：23
社・団体等

企業・事業所等にも支所管内
で開催する講演会等の参加
案内等を個別に送付し、一定
数の参加者を得ることができ
ました。

全く参加しない事業所も一定
数見受けられていることから、
今後も、継続的な啓発を図っ
ていく必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

556 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業者を訪問し、
雇用主を対象とする研修会の情報提供を
行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

3企業にお
ける雇用
主研修

557 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、啓発資料等を配布。企
業の自主的啓発につなげていきます。
また、人権啓発推進員・雇用主を対象とす
る研修会の情報提供を行いました。
　○訪問企業数：18社

なぜ企業が人権に取り組む必
要があるのかという点につい
て、様々な角度から企業にお
ける人権の大切さを見直すこ
とができました。

人権啓発企業訪問を実施した
企業の約半数の参加にとどま
りました。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

558 人権政策・
男女共同
参画課

企業訪問を通じて、映像教材や人権啓発
パネルの貸し出し、講師の紹介等について
説明しました。

企業や民間団体等に対して、
映像教材や人権啓発パネル
を貸し出し、講師の紹介を行
いました。

今後も、貸し出し事業や講師
の紹介を行っていきます。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

559 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、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
いました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

560 伊賀支所
振興課

訪問企業数 企業訪問時に講演会の講師や啓発教材等
について情報提供しました。
　○訪問企業数：33社

講師の派遣や教材の貸し出し
に関する取り組みを周知でき
ました。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

561 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、研修会講師の紹介
や教材・資料等の支援の情報提供を行い
ました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

562 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数
人権広報誌送
付企業・事業所
等数

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会
阿山支部等に、訪問人権啓発や支所振興
課が発行する人権広報誌の送付等を通じ
て、研修の教材・資料等を含め、人権に関
するさまざまな情報を提供しました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社
　○人権広報誌送付企業・事業所等数：23
社・団体等

企業・事業所等にも支所管内
で開催する講演会等の参加
案内等を個別に送付し、一定
数の参加者を得ることができ
ました。

全く参加しない事業所も一定
数見受けられていること、参
加はするものの自主的な研修
の開催には至っていない事業
が多いことから、今後も、継続
的な啓発を図っていく必要が
あります。

2．企業・
民間団体
における
人権教育

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

563 大山田支
所振興課

案内企業数 市が開催する講演会・研修会の案内をしま
した。
　○案内企業数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

2．企業・
民間団体
における
人権教育
の推進

4講師の紹
介、教材・
資料等の
支援

564 青山支所
振興課

参加者数 企業人権・同和問題研修会を開催しまし
た。演題は「企業はなぜ人権に取り組むの
か」でした。
　○講師：金井　敬三
　○参加者数：27人

なぜ企業が人権に取り組む必
要があるのかという点につい
て、様々な角度から企業にお
ける人権の大切さを見直すこ
とができました。

人権啓発企業訪問を実施した
企業の約半数の参加にとどま
りました。

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

565 人事課 再掲（177）

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

566 伊賀支所
振興課

参加者数 ・職員同和問題研修会を開催しました。
　○参加者数：75人

・各所属で人権･同和研修を行いました。
　○参加者数：集計中　人

・人権啓発担当者会議で居住地で開催さ
れる研修への参加を促しました。

職員の研修参加者が年々増
加し、特に保育士さんの参加
が増えました。
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。

研修により学ぶ機会を多くも
つ必要があります。

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

567 島ヶ原支
所振興課

参加者数 人事課が行う全職員対象の研修に参加し
ます。支所各所属に置いて独自研修を実
施しました。
支所各課研修回数：年４回
　○参加者数：40人

職員の人権意識啓発と知識
普及をすることが出来ました。

研修回数を増やせるよう取組
が必要です。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

568 阿山支所
振興課

参加者数 伊賀市職員同和問題啓発推進委員会阿山
地域部会が主体となり、年2回全体研修を
実施しました。
　○参加者数：
第１回　51名
第２回　延べ134名（ビデオ研修と合同）

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

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。

人権のつどい等では、発言に
消極的な参加者を促していく
という役目を担っていただく面
もありました。地域における人
権啓発意識の定着のために、
今後も職員に対する啓発は継
続していく必要があります。

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

569 大山田支
所振興課

参加者数 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支所関係職員人権
研修会を実施しました。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。
　○参加者数：168人

各職場の人権・同和対策推進
委員による研修会への参加の
呼びかけにより、主体的に人
権課題に取り組むことができ
た。

参加者数が少ない。

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

1全職員対
象の研修

570 青山支所
振興課

参加回数 ・職場内研修を実施しました。
　○開催回数：各課2回以上

・人権・解放講座に参加しました。
　○参加回数：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
ました。
　○参加回数：2回

・人権地区別懇談会に参加しました。
　○参加回数：職員1人1回以上

職場内研修としては概ね毎月
1回、話し合う場を持つ事で、
人権問題について自ら考えよ
うとする姿勢と意識の醸成に
効果がありました。
講演会等への参加について
は概ね計画通りの参加があり
ました。

講演会等へ自主的・積極的な
参加となるよう、引き続き啓発
推進していく必要があります。

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

571 人事課 参加者数 ・「伊賀市職員人権・同和問題研修方針」に
基づき、それぞれの段階に応じた人権学習
を行うこととし、4段階に分けて研修会を実
施しました。（嘱託・臨時職員を含む）
人権・同和問題研修会
　○受講者数：基礎編第Ⅰ期50人、基礎編
第Ⅱ期812人、応用編第Ⅲ期891人（実践
編第Ⅳ期受講生196人含む）
・人権大学講座等へ市職員を派遣しまし
た。
　○三重県人権大学講座：5人
　○部落解放・人権大学講座：1人
　○その他各種研究大会等：682人

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。

派遣について積極的な応募
が出にくい状況となっており、
派遣に対する職場の理解を
促し、連携・協力体制づくりを
行う必要があります。
また、修了生を中心に今年度
立ち上げた人権啓発活動ネッ
トワークの活動を充実していく
ことが重要です。

119/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

572 人権政策・
男女共同
参画課

メールマガジン
配信回数

人権大学等修了生を対象にメールマガジ
ンを配信し、市内で開催される人権講演会
等の案内を行いました。
　○配信回数:3回

メールマガジンにはリレー形
式の人権エッセイを掲載し、執
筆者と読者双方の人権意識
の向上が図れました。

今後も、人権学習と講演会等
の案内を兼ねてメールマガジ
ンを配信します。

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

573 伊賀支所
振興課

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。
　○参加者数：66人

研修会を開催することで、人
権問題に取り組む意識や姿勢
など職員に対し地域のリー
ダーとしての自覚を促しまし
た。参加者に偏りやばらつき
があったことが今後の課題で
す。

職員が地域のリーダーとなる
ための研修会を継続して開催
する必要があります。

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

574 島ヶ原支
所振興課

参加者数 人権啓発推進リーダーをはじめ、支所管内
全職員を対象に地区懇談会事前研修や
フォローアップ研修を実施しました。
　○参加者数：100人

人権意識の啓発と人権に関す
る法やその知識の普及・啓発
をする事ができました。

参加者数を増やす取組が必
要です。

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

575 阿山支所
振興課

参加者数 支所管内で開催する人権に関する講演会・
研修会等について、職員研修として位置づ
け、支所管内職員に案内し、積極的な参加
を呼びかけました。
　○参加者数：116人

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。

人権のつどい等では、発言に
消極的な参加者を促していく
という役目を担っていただく面
もありました。地域における人
権啓発意識の定着のために、
今後も職員に対する啓発は継
続していく必要があります。

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

576 大山田支
所振興課

開催回数 人権･同和対策推進委員会を開催しまし
た。
　○開催回数：11回

毎月、推進委員が集まって、
自主的に学び今後のより効果
的な啓発活動につなげること
ができた。

内容検討

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

2職員リー
ダー研修

577 青山支所
振興課

参加者数 職員人権研修を実施しました。
　○参加者数：174人（複数開催：のべ人
数）

同和問題をはじめ多文化共生
や男女共同参画、格差社会問
題等様々な人権課題につい
て、幅広く学ぶことができまし
た。
学習したことを自分だけに止
めず、家庭・地域でも広めてい
ければ反差別の輪が広がって
いくと感じます。

時間的な制約の中で、内容の
充実をはかる必要がありま
す。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

3新任職員
研修

578 人事課 再掲（192）

3．市職員
に対する
人権教育
の推進

4福祉職員
現任訓練

579 生活支援
課

各種講演会等
の参加者数
ケース検討会
議開催数

生活保護業務の各種各種研修会に参加
し、人権の視点にたったケースワークに生
かすことができました。また、人権講演会、
研修会等へ積極的に参加しました。特に、
三重県人権大学講座に１名参加させること
ができ、当課配属職員では修了生が５名と
なりました。
　○参加者数：延べ62人
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した。
　○開催数：12回

当課の業務は、まさに人権に
関わる内容であるため、各種
研修への参加や課内会議を
実施することにより、担当職員
が同じレベルで業務を遂行で
きるように努めました。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．教職員
に対する
人権教育
の推進

1学校人
権・同和教
育部会活
動

580 学校教育
課

・授業交流会へ
の実施回数
・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
修事業を実施しました。

・授業交流会
　○実施回数：4回（小学校3校、中学校1
校）

・教職員研修会（6月17日）
場所：伊賀市教育研究センター
講師： 豊田　憲幸さん
　○参加者数：42 人

・教職員研修会（1月19日）
場所：伊賀市教育研究センター
講師：野呂　智仁さん
　○参加者数：41 人

・部落問題を考える小学生の
集いを11月29日（火）に、中学
生の集いを12月1日（金）に実
施しました。｢大変よかった｣
「よかった」という児童生徒の
割合が高かったです。
・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21
日柘植小1･2年、11月1日阿山
小5･6年、11月14日阿山中全
学年、2月7日上野西小3･4年）
　○実施回数：4回
・6月17日に、教職員研修の講
演会を開催しました。
場所：伊賀市教育研究セン
ター
内容（演題）：「みんなのひろ
ば」活用についての学習会
講師：豊田　憲幸さん
　○参加者数：42人
・1月19日に、教職員研修の講
演会を開催しました。
場所：伊賀市教育研究セン
ター
内容（演題）：「『Ａ、楽になりた
いか』を通して」
講師：野呂　智仁さん
　○参加者：41人

教職員が研修を深め、各校・
園の実態から、子どもたちに
つけたい力を明確にし、各校
園における実践をさらに推進
します。

4．教職員
に対する
人権教育
の推進

2転入・新
規採用教
職員人権・
同和教育
学習会

581 学校教育
課

研修会参加者
アンケート結果
より、「理解・認
識が深まった」
と回答した割合

伊賀市への転入・新規採用者を対象にした
研修会を実施しました。
日時：6月27日（月）15時から
場所：寺田市民館
内容：地域の取組、学校における人権・同
和教育について
講師：上島邦彦さん・桒原成壽さん
　○理解・認識が深まった割合：90％以上

伊賀市への転入・新規採用者
を対象にした研修会を6月27
日（月）に実施しました。
場所：寺田市民館
内容：地域の取組と学校にお
ける人権・同和教育について
　○参加者数：51人

人権・同和教育の取組及び課
題について学びました。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。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．行政関
係職員の
養成

1各種講座
等への派
遣

582 人事課 参加者数 職場や地域での人権教育・人権啓発の
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人
　○部落解放・人権大学講座：1人
　○その他各種研究大会等：682人

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。

派遣について積極的な応募
が出にくい状況となっており、
派遣に対する職場の理解を
促し、連携・協力体制づくりを
行う必要があります。

5．行政関
係職員の
養成

2職員研修 583 人事課 再掲（211）

5．行政関
係職員の
養成

2職員研修 584 伊賀支所
振興課

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。
　○参加者数：66人

研修会を開催することで、人
権問題に取り組む意識や姿勢
など職員に対し地域のリー
ダーとしての自覚を促しまし
た。参加者に偏りやばらつき
があったことが今後の課題で
す。

職員が地域のリーダーとなる
ための研修会を継続して開催
する必要があります。

5．行政関
係職員の
養成

2職員研修 585 島ヶ原支
所振興課

参加者数 人事課が行う全職員対象の研修に参加し
ました。支所各所属に置いて独自研修を実
施しました。
　○参加者数：40人
　○支所各課研修回数：年４回

職員の人権意識啓発と知識
普及をすることが出来ました。

研修回数を増やせるよう取組
が必要です。

5．行政関
係職員の
養成

2職員研修 586 阿山支所
振興課

参加者数 伊賀市職員同和問題啓発推進委員会阿山
地域部会が主体となり、年2回全体研修を
実施しました。
　○参加者数：
第１回　51名
第２回　延べ134名（ビデオ研修と合同）

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

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。

人権のつどい等では、発言に
消極的な参加者を促していく
という役目を担っていただく面
もありました。地域における人
権啓発意識の定着のために、
今後も職員に対する啓発は継
続していく必要があります。

5．行政関
係職員の
養成

2職員研修 587 大山田支
所振興課

開催回数 人権・同和対策推進委員会を開催しまし
た。
　○開催回数：11回
　○推進委員数：8人

毎月、推進委員が集まって、
自主的に学び今後のより効果
的な啓発活動につなげること
ができた。

内容検討
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．行政関
係職員の
養成

2職員研修 588 大山田支
所振興課

参加者数 人権・同和に関する講演を職員研修と位置
付け、参加しました。

・6月24日（金）　大山田同和教育研究会・
記念講演会

・7月8日（金）　ライトピアおおやまだ人権
フェスティバル

・9月28日（水）　男女共同参画推進セミ
ナー
　
・10月～11月　人権啓発地区別懇談会
 
・11月20日（日）　おおやまだ人権フェスティ
バル2016

・2月5日（日）　大山田同和教育研究大会
　
・3月　支所職員グループ研修報告会

・3月18日（金）　ライトピアおおやまだ梅ま
つり

　○参加者数：168人

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
権啓発に取り組むことが期待
できる。

参加者数が少ない。

5．行政関
係職員の
養成

2職員研修 589 青山支所
振興課

参加回数 ・職場内研修を実施しました。
　○開催回数：各課2回以上

・人権・解放講座に参加しました。
　○参加回数：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
ました。
　○参加回数：2回

・人権地区別懇談会に参加しました。
　○参加回数：職員1人1回以上

職場内研修としては概ね毎月
1回、話し合う場を持つ事で、
人権問題について自ら考えよ
うとする姿勢と意識の醸成に
効果がありました。
講演会等への参加について
は概ね計画通りの参加があり
ました。

講演会等へ自主的・積極的な
参加となるよう、引き続き啓発
推進していく必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

6．保育・
教育の場
における
人権教育
リーダー
の養成

1人権教育
推進委員
会代表者
研修

590 学校教育
課

研修会参加者
アンケート結果
より、「学校の
推進リーダーと
して実践につな
がる研修会で
あった」と回答
した割合

伊賀市学校人権・同和教育部会として、人
権・同和教育推進委員研修会を実施しまし
た。
　○「学校の推進リーダーとして実践につな
がる研修会であった」と回答した割合：90%
以上

学校人権・同和教育部会で、
人権・同和教育推進研修会を
6月と1月に実施しました。

・6月17日に、教職員研修の講
演会を開催しました。
場所：伊賀市教育研究セン
ター
内容（演題）：「みんなのひろ
ば」活用についての学習会
講師：豊田　憲幸さん
　○参加者数：42人

・1月19日に、教職員研修の講
演会を開催しました。
場所：伊賀市教育研究セン
ター
内容（演題）：「『Ａ、楽になりた
いか』を通して」
講師：野呂　智仁さん
　○参加者：41人

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。

6．保育・
教育の場
における
人権教育
リーダー
の養成

2人権教育
推進管理
職研修

591 学校教育
課

校（園）長会議
での周知・徹底

伊賀市校（園）長会議において、人権・同和
教育についての理解・認識を深めました。
・伊賀市人権同和教育基本方針や条例等
の再確認
・管理職を中心とした校（園）内の人権・同
和教育推進体制確立
・危機管理マニュアルによる「学校における
人権侵害」の再確認
・人権・同和教育研修会等の周知
・地域啓発への参加・参画　など
　○管理職への周知・徹底：年8回

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。
　○管理職への周知・徹底：年
8回

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。
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。

6．保育・
教育の場
における
人権教育
リーダー

3人権保育
推進管理
職等研修

592 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

全保育所(園)で、所・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。
　○取組保育所(園)数：32保育所(園)

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。

引き続き一人ひとりの意識の
変革に努めます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

593 人権政策・
男女共同
参画課

受講者数
受講者満足度

（再掲）221

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

594 寺田市民
館

人権・解放講
座、講演会等
及び人権・同和
教育学習会へ
の受講者数

・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。
　○人権・解放講座への受講者数：10人

・人権啓発地区草の根運動推進会議との
共催で、人権問題講演会等を実施します。
　○啓発推進実践者数：100人
　○寺田地区フィールドワーク参加者：300
人

・城東中学校区の各組織の代表者で組織
する推進協議会の取り組みに対して支援を
行うとともに、人権についての情報提供を
行います。
　○協議会実施回数：5回

・城東中学校区市内6小学校の3年生・6年
生を対象として実施される人権・同和教育
学習会を開催し、人権の人材育成を図りま
す。
　○参加者数：小学3・6年生：530人

・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
進しました。
　○人権・解放講座への受講者
数：10人

・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
会等を実施しました。
　○啓発推進実践者数：100人
　○寺田地区フィールドワーク参
加者：540人

・城東中学校区の各組織の代表
者で組織する推進協議会の取り
組みに対して支援を行うとともに、
人権についての情報提供を行い
ました。
　○協議会実施回数：5回

・城東中学校区市内6小学校の3
年生・6年生を対象として実施され
る人権・同和教育学習会を開催
し、人権の人材育成を図りまし
た。
　○参加者数：小学3・6年生：530
人

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

595 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

「あらゆる立場に立って考え、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：536人

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
催しました。
　○参加者数：305人

　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
成出来ました。

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
制整備が課題です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
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　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

596 ライトピア
おおやま
だ

受講者数 部落問題を系統だてて学習する「おおやま
だ人権大学講座」を開催します。
　　おおやまだ人権大学講座（8回連続講
座）
　　　受講者数：40人
　　　のべ受講者数：240人

「おおやまだ人権大学講座」を
開催しました。
　　おおやまだ人権大学講座
（8回連続講座）
　　　受講者数：43人
　　　のべ受講者数：264人

人権大学講座修了生が1,000
人を超え、地域や職場での人
権リーダーの育成は図れまし
た。住民皆受講を目標に更に
受講生を募っていきます。

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

1人権・解
放講座

597 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7回開催しました。
時期：5月～9月
　○参加者数：536人
　○参加者目標満足度：8１．4％

人権啓発のリーダー育成とし
て実施し、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、受講者
のアンケートの平均満足度は
81.4％になりました。

会場のキャパシティに余裕が
無いため、これ以上の参加者
の受入れは困難な状況にあり
ます。

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

598 生涯学習
課

研修参加回数
設置推進員数

・全国人権教育研究協議会、三重県人権
教育研究協議会、伊賀市人権同和教育研
究協議会等開催の研修会、研究大会に出
席しました。
　○研修参加回数：10回

・教育集会所に人権教育推進員を配置しま
した。
　○設置推進員数：6人

県規模での人権講演会や研
修会への参加については、増
えつつあります。

平成28年度から、全市内の地
域改善対策教育施設に人権
教育推進員を配置できまし
た。

社会教育分野での人権学習・
啓発の取り組みや広がりを拡
大・推進する必要があります。

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

599 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
年層を育成しました。
　○相談件数：60件

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
心となってほしい高校生から
の青年層を育てました。

これからも、将来において地
域の社会同和教育推進の中
心となってほしい高校生から
の青年層を育てることは必要
です。

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

600 下郡市民
館

相談（活動）回
数

社会同和教育指導員が、相談、連絡調整
を行いました。
　○相談回数：50回

人権啓発等に関して地域内外
での連絡調整を図り、行政施
策を実効性のあるものへと具
体化させました。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

601 寺田市民
館

人権・同和教育
の相談件数

・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。
　○相談件数：40件

・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した。
　○相談件数：4件
　○連携業務：12回（保小中高
連絡会）
　○小学生地区学習会指導：
37回

・市内教育集会所で配置され
ている社会同和教育指導員
の情報共有及び交流の機会
（定期的な連絡会議等）が必
要であります。

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

602 いがまち
人権セン
ター

人権同和教育
相談回数

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、児童生徒及び保護者を対象に教育
相談を実施しました。
　○相談回数：49回

　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
が図れました。

若い保護者の中には、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
があります。

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

603 ライトピア
おおやま
だ

かさとり学級開
催回数

社会同和教育指導員を配置し、人権教育
リーダーの育成に努めます。
　○かさとり学級開催回数：25回

社会同和教育指導員を配置
し、人権教育リーダーの育成
に努めました。
　○かさとり学級開催回数：25
回

参加者が高齢化し、夜間の教
室に参加することが難しくなっ
てきました。

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

2社会同和
教育指導
者の育成

604 青山文化
センター

開催地区数
参加者数/世帯
数の割合

人権問題地区別懇談会を開催しました。
内容：絵本「ゆう子ちゃんと万華鏡」の読み
聞かせから、被差別当事者の思いを考え、
自分自身の意識を見つめ直し、グループ討
議をする中で、差別意識に気づき、差別を
なくすために自分に何ができるか考える機
会になりました。
　○開催地区数：10地区
　○参加者数：10地区278人
　○参加者数/世帯数の割合：13％

地区別懇談会については、参
加者が日常生活の中で立ちど
まり、「差別をなくすために何
ができるか」を考え合い、行動
につなげるために人権感覚を
豊かにする機会となりました。

地区別懇談会の開催成果に
つながる開催内容や開催方
法の検討が必要となっていま
す。また、行政主導ではなく、
地域主導での人権研修がで
きる体制づくりも今後の課題
です。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

3人権問題
を考える
中学・高校
生友の会

605 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」の活動を支援しまし
た。
　○延べ参加者数：294人

全国高校生集会･全国青年集会に参加しま
した。
人権・同和問題の講演会参加と勉強会を
行いました。
しろなみ児童館子ども夏まつりに協力しま
した。
オータムフェスタ、クリスマス会等を開催し
ました。
やはた文化祭に協力および参加しました。

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。

これからも一層、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必要
です。

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

3人権問題
を考える
中学・高校
生友の会

606 寺田市民
館

小・中学生及び
高校生友の会
参加者数

・月1回、高校生友の会を開催します。
また、月初めに代表者会議を開催し、高校
生自らの運営を行います。

・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。
（高校生友の会：24回・300名）
（保小中高連絡会：12回・180名）

・2015年1月に実施した「解放保育・同和教
育」保護者アンケートの分析結果から明確
になった課題に向けた取り組みを実施しま
す。

・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、人権意識の向上を
図りました。
　○受講者数：24人

・人権啓発地区草の根運動推進会議との共
催で、人権問題講演会等を実施し、なかせ地
域における人権意識の向上を図りました。
　○啓発推進実践者数：60人
　○寺田地区フィールドワーク参加者数：540
人

・城東中学校区の各組織の代表者で組織す
る推進協議会の取り組みに対して支援を行う
とともに、人権についての情報交換とともに、
各組織における人権同和教育の促進を図り
ました。
　○研修・実践交流会：4回・590人
　○連絡・推進委員会：10回・320人
　○協議会・その他：6回・800人

・城東中学校区市内6小学校の3年生・6年生
を対象として実施する人権・同和教育学習会
を開催し、人権の仲間作りとともに、人権の人
材育成を図りました。
　○城東中学校1年生：110人
　○中瀬小学校3年生：23人
　○中瀬小学校4年生：30人
　○中瀬小学校6年生：45人
　○府中小学校3年生：47人
　○府中小学校6年生：57人
　○三訪小学校3年生：12人
　○三訪小学校6年生：35人（2回）
　○上野西小学校3年生：265人（2回）
　○上野東小学校3年生：112人
　○上野東小学校6年生：148人　　　　　　合
計：884人

・通番２２２と同様です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

3人権問題
を考える
中学・高校
生友の会

607 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
ました。
　○参加者数：630人

高校生友の会を実施しました。
　○参加者数：320人

　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
ました。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
られました。

地区外の生徒を含めて部落
差別をはじめあらゆる差別を
なくす学習と仲間づくりを進め
ることが必要です。

7．地域に
おける人
権教育
リーダー
の養成

3人権問題
を考える
中学・高校
生友の会

608 ライトピア
おおやま
だ

中学生・高校生
参加者数

学力補充、反差別の仲間づくりを目指し
て、夏･冬･春休み中、中･高学習会を開催
し、地区学習会ＯＢである反差別村民ネット
ワークのヤング及び大学生に指導者をお
願いした。学習のみならず、キャリアデザイ
ンを描く模範となる先輩の姿から、将来の
人権リーダーの資質を養います。
　○参加者数：夏休み生徒延べ40人、冬休
み生徒延べ30人

学力補充、反差別の仲間づく
りを目指して、夏･冬･春休み
中、中･高学習会を開催しまし
た。
　○参加者数：夏休み生徒延
べ44人、冬休み生徒延べ16人

学力補充だけでなく、学習を
通して、仲間作りができまし
た。
共働きの核家族の世帯である
ため、送迎できず、参加が難
しくなっている生徒が増えてい
ます。

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

609 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
施しました。
　○実施回数：週4回

人権侵害に関する事案なし

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

610 伊賀支所
振興課

実施回数 2班編成で月1回人権パトロールを実施しま
した。
　○実施回数：年間12回

パトロールの実施により、差
別落書き等の拡散を未然に防
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。

差別落書きを防止するために
も継続した取り組みが必要で
す。

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

611 島ヶ原支
所振興課

巡視回数 支所管内の公共施設等を巡視（人権パト
ロール）を実施しました。
　○実施回数：年12回

人権侵害行為の発生を事前
に食い止めることが出来まし
た。

今後も巡視をすることで人権
侵害行為を起こさないよう継
続する必要があります。
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8．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

612 阿山支所
振興課

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、随時、人権パト
ロールを実施しました。
　○実施回数：随時

2016年度は落書き・差別文書
等の事件はありませんでした
が、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。

特になし。

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

613 大山田支
所振興課

関係機関と適宜連絡をとりながら、人権侵
害の予防に努めました。

各関係機関と連携をとること
で人権侵害の予防につなげる
ことができた。

課題なし

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

1人権パト
ロール

614 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」を実施しました。
　○実施回数：週2回

地域と連携して小中学校周辺
を重点に、巡回したことにで、
抑止効果がありました。

継続して行う必要があります。

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

2差別事件
への対応

615 人権政策・
男女共同
参画課

（再掲）272

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

2差別事件
への対応

616 伊賀支所
振興課

人権啓発担当者会議や調整会議で差別事
件への対応を確認し合いました。
フローチャートを所属内の見やすい箇所に
掲示し、敏速で的確な対応ができるよう努
めました。

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
象発生時での行動を職員が
常に自覚することができまし
た。

敏速で的確な対応ができるよ
う引き続き意識を高める必要
があります。

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

2差別事件
への対応

617 島ヶ原支
所振興課

島ヶ原支所管内において、人権侵害発生
時の通報・連絡体制の確認を行いました。

人権侵害行為の発生を事前
に食い止めることが出来まし
た。

今後も巡視をすることで人権
侵害行為を起こさないよう継
続する必要があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

2差別事件
への対応

618 阿山支所
振興課

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・連絡体制等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した。

2016年度は落書き・差別文書
等の事件はありませんでした
が、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。

特になし。

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

2差別事件
への対応

619 大山田支
所振興課

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
共有しました。

差別事象を共有することによ
り、様々な視点から検討する
ことができた。

課題なし

8．人権侵
害の発見・
防止・対応

2差別事件
への対応

620 青山支所
振興課

年度当初に、伊賀市人権侵害対策本部青
山支部内において、人権侵害発生時の通
報・連絡体制等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した。

実際に人権侵害事象が発生
した際には、青山支部内で情
報共有、協議の上迅速に対応
しまいした。

継続して行うことが重要なた
め、今後も続けていきます。

9．職業相
談

1隣保館に
おける就
労相談

621 八幡町市
民館

相談件数 職業相談員よる就労相談を随時実施しまし
た。
　○相談件数　13件

問題解決の一助となりました。 これからも不安定な就職が続
く事が予想され、就職相談の
一助になる必要があります。

9．職業相
談

1隣保館に
おける就
労相談

622 下郡市民
館

相談件数 随時就労相談を受けました。
　○相談件数：10件

地域からの第１の相談窓口と
して認識され、生活支援の拠
点となっています。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

9．職業相
談

1隣保館に
おける就
労相談

623 寺田市民
館

相談者数
情報の閲覧回
数
相談件数

・年1回シルバー人材センターによる、高齢
者を対象とした高齢者職業相談を実施しま
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。
　○相談者数：5人

・ハローワーク求人情報紙の閲覧紹介を行
います。
　○閲覧回数：24回

・職員が窓口となり、就労に関する相談を
受け、関係機関と連携して相談業務を行い
ます。
　○相談件数：5件

・年1回シルバー人材センター
による、高齢者を対象とした高
齢者職業相談を実施しまし
た。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、就労の保障を
提供しました。
　○相談者数：4人

・課題なし

9．職業相
談

1隣保館に
おける就
労相談

624 いがまち
人権セン
ター

相談件数 就労相談を実施するとともに住民に就労に
関する情報を提供しました。
　○相談件数：18件

就労に必要な情報提供や相
談を行い自立に向けた支援を
行いました。

 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
です。

9．職業相
談

1隣保館に
おける就
労相談

625 ライトピア
おおやま
だ

相談件数 就労相談を実施するとともに住民に就労に
関する情報を提供します。
　○相談件数：5件

就労相談を実施するとともに
住民に就労に関する情報を提
供します。
　○相談件数：1件

就労相談自体が非常に少な
い。

9．職業相
談

1隣保館に
おける就
労相談

626 青山文化
センター

相談件数 臨時就労相談はありませんでした。 成果なし 高齢化が著しく、働く事が困難
な住民が増えています。

9．職業相
談

2職業相談
員による
相談

627 商工労働
課

開催回数 6つの隣保館,各支所において、毎月1回職
業相談員を派遣し、就労に関した相談を実
施しました。
　○開催回数：204回

6つの隣保館,各支所におい
て、204回開催しました。
　○相談件数：31件

ＨＰ等で相談事業について広
く周知します。

10・教育の
機会の確
保

1同和奨学
金制度の
継続

628 教育総務
課

支給者数 伊賀市同和奨学金を支給します。
　○支給者数：35人

伊賀市同和奨学金を支給しま
した。
　○支給者数：35人

就学を経済的に支援し、社会
に貢献する人材育成の一助と
なることができました。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
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　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

11．健康
づくりの推
進

1健康相談 629 下郡市民
館

相談件数 高齢者世帯を中心に、訪問を週1回実施し
健康の保持に努めました。
　○相談件数：349件

孤立しがちな高齢者に健康指
導をし、日常生活での指導、
通院の必要性や保健につい
て、考えてもらう習慣付けにな
りました。

課題なし

11．健康
づくりの推
進

1健康相談 630 寺田市民
館

見回り回数 ・同和課と連携して実施していた、下郡市
民館・ライトピアおおやまだ、青山文化セン
ターへの地域見守り巡回事業への職員の
派遣については、各館において、見守り事
業の整備がされたため、今年度からは、寺
田地区を中心としての地域見守り事業とし
て、週1回実施し、対象者の課題・相談・見
守り体制を整備します。
　○定期巡回：寺田地区：50回、500人
　○随時：見守りが必要な地区住民

・地区民生委員が実施する地区住民高齢
者を対象とした、健康増進・親睦を図るた
めの「いきいきサロン友楽長」を支援しま
す。
　○回数：12回、180人

・寺田地区を中心としての地
域見守り事業として、週1回実
施し、対象者の課題・相談・見
守り体制を整備し、対象者の
健康維持管理を図りました。
　○定期巡回：寺田地区：51
回、599人
　○随時：見守りが必要な地
区住民

・地区民生委員が実施する地
区住民高齢者を対象とした、
健康増進・親睦を図るための
「いきいきサロン友楽長」を支
援し、交流を深めました。
　○回数：12回、189人

・通番７５と同様です。

11．健康
づくりの推
進

1健康相談 631 いがまち
人権セン
ター

訪問相談数 ・健康相談員(准看護師)が月に6回高齢者
宅を訪問し、健康相談や薬の飲み方の指
導等を行いました。
　○訪問相談回数：88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した。

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、健康管理が出来まし
た。

高齢化に対応できるよう関係
機関との連絡調整が必要で
す。

11．健康
づくりの推
進

1健康相談 632 ライトピア
おおやま
だ

相談者数 保健師による健康についての講話と日常
の健康上の悩みを相談する「ライトピア健
康相談」を実施し、健康に関する情報提供
や健康チェックを行います。
　○実施日：毎月第1金曜日
　○相談者数：90人

保健師による健康についての
講話と日常の健康上の悩みを
相談する「ライトピア健康相
談」を実施し、健康に関する情
報提供や健康チェックを行い
ました。
　○相談者数：86人

健康について、楽しく学習する
ことができました。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

12．相談
体制の充
実

1生活相談 633 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
り相談を実施しました。
　○相談件数　737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
困りごとの相談にのることがで
きるとともに安否確認が行え
ました。

これからますます高齢者が増
加することが予想され、さらに
見守り相談が重要になってき
ます。

12．相談
体制の充
実

1生活相談 634 下郡市民
館

相談件数 随時相談・支援を、市民館で実施します。
生活相談員による相談を、月1回行いまし
た。
　○相談件数：50件

身近な事柄について、相談で
きることから、市民館を相談窓
口の拠点と認識いただくように
なりました。

課題なし

12．相談
体制の充
実

1生活相談 635 寺田市民
館

相談件数 ・寺田地区住民を対象として、職員・社協ヘ
ルパー・職員(看護師)による地域見守り巡
回訪問事業を週1回実施し、生活相談と高
齢者の見守りを行います。
　○相談件数：53人

・寺田地区住民を対象として、
職員・社協ヘルパー・職員(看
護師)による地域見守り巡回
訪問事業を週1回実施し、生
活相談と高齢者の見守りを行
いました。
　○巡廻訪問件数：51回
　○巡廻訪問人数：延べ599
人

・通番７５と同様です。

12．相談
体制の充
実

1生活相談 636 いがまち
人権セン
ター

相談回数 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：48回

　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、健康管理が出来まし
た。

高齢化に対応できるよう関係
機関との連絡調整が必要で
す。

12．相談
体制の充
実

1生活相談 637 ライトピア
おおやま
だ

相談件数 地域住民が住み慣れた地区で安心して住
み続けられるよう生活相談員を配置し、日
常的に生活福祉全般の支援を行いました。
また、生活相談員が、地域とその周辺の独
居高齢者世帯を中心に家庭訪問を行い、
地域住民の健康管理を図りながら、必要あ
るときは民生委員、社会福祉協議会、地域
包括支援センター等と連携した支援を行い
ます。
　○相談件数：5件

地域住民が住み慣れた地区
で安心して住み続けられるよ
う生活相談員を配置し、日常
的に生活福祉全般の支援を
行いました。
　○相談件数：5件

独居の高齢者が入所するま
での間の支援を行うことがで
きました。

135/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

12．相談
体制の充
実

1生活相談 638 青山文化
センター

相談件数 生活相談員による相談を実施しました。
　○生活相談件数：146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
係機関との連携が図られまし
た。

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。

13．福祉
サービス
の充実

1隣保館活
動の充実

639 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
り相談を実施しました。
　○相談件数　737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
困りごとの相談にのることがで
きるとともに安否確認が行え
ました。

これからますます高齢者が増
加することが予想され、さらに
見守り相談が重要になってき
ます。

13．福祉
サービス
の充実

1隣保館活
動の充実

640 下郡市民
館

相談者・利用者
数

・いきいき体操を月2回、、高齢者福祉の充
実に努めました。
　○利用者数：延302人

・健康相談、生活相談を巡回のほか随時行
いました。
　○相談者数：延400人

孤立しがちな高齢者に社会と
のつながりをつくり、活動的・
文化的な生活をおくってもらえ
ました。

課題なし

13．福祉
サービス
の充実

1隣保館活
動の充実

641 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。健康相談と健康づ
くりの会映画会など行い、地区内外の交流
を図ります。
　○生活相談件数：30件
　○福祉相談件数：30件
　○健康相談：20件
　○人権相談：10件
　○健康相談と健康づくりの会参加者数：4
回
　○市民映画会参加者数：100人

・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。
　○子育て相談件数：3人
　○生活相談件数：25人
　○福祉相談件数：35人
　○健康相談件数：5人
　○その他相談件数：27人
合計：95人

・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
を図りました。
　○連携回数：3回

・健康相談と健康づくりの会映画
会など行い、地区内外の交流を図
りました。
　○健康相談と健康づくりの会回
数：3回・57人

・対象住民が、より気軽に相
談できる体制と、相談事由に
的確に答えられる職員のスキ
ルのさらなる向上が必要であ
ります。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

13．福祉
サービス
の充実

1隣保館活
動の充実

642 いがまち
人権セン
ター

参加者数 ・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。
　○参加者数：494人

・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。
　○参加者数：62人

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
認識が得られました。

参加者が固定しないよう工夫
して事業を行う必要がありま
す。

13．福祉
サービス
の充実

1隣保館活
動の充実

643 ライトピア
おおやま
だ

相談件数 ・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。来館・訪問・
電話などによる各種相談を随時実施し、安
心・安定した生活が送れるよう支援します。
また、地域見守り支援を通じて福祉支援を
要すると判断したケースは、専門機関と連
携を図りながら支援の充実に向けて努めま
す。
　○生活相談件数：1件
　○健康相談件数：100件
　○教育相談件数：5件
　○就業相談件数：1件

・見守り支援家庭訪問
訪問日：毎週木曜日
　○年間訪問件数：300件

・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した。
　○生活相談件数：4件
　○健康相談件数：86件
　○教育相談件数：6件
　○就業相談件数：1件

・見守り支援家庭訪問
訪問日：毎週木曜日
　○年間訪問件数：274件

独居の高齢者が入所するま
での間の支援を行うことがで
きました。また死亡・入所によ
り、今年度は訪問件数が微減
しました。

13．福祉
サービス
の充実

1隣保館活
動の充実

644 青山文化
センター

相談件数 各種相談を実施しました。
　○健康介護相談回数：156件
　○生活相談回数：146件
　○職業相談回数：12件

外出支援が必要な高齢者が
多いが、公的な支援制度がな
いため、隣保館で外出支援を
実施して、地域の高齢者の安
心・安全な生活へとつなげまし
た。

高齢化が著しく、働く事が困難
な住民が増えています。

13．福祉
サービス
の充実

2児童館活
動の充実

645 しろなみ児
童館

延利用児童数 放課後の児童の居場所づくりをするととも
に、学習の支援をしました。
　○開館日数　242日
　○延べ利用児童数：6,932人

放課後の児童の居場所づくり
を行い、夏祭り等の行事を児
童自らが企画・運営することが
できました。

施設の耐震診断および安全
対策が必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

13．福祉
サービス
の充実

2児童館活
動の充実

646 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
を通じて仲間づくりを目的に、チャレンジ教
室を土曜日の午後に開催しました。
　○参加者数：381人

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
が出来ました。

参加する子どもが固定化する
傾向があるため、参加者の広
がりが課題です。

13．福祉
サービス
の充実

2児童館活
動の充実

647 青山文化
センター

実施回数
参加者数

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：27回
　○参加者数：219人
・交流事業
　○実施回数：5回
　○参加者数：94人

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
が図られました。

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。

14．住宅・
住環境の
整備

1公営住宅
（改良住宅
含む）ス
トック総合
改善事業
の推進

648 同和課 住民自治協議
会設立に関す
る会議・協議・
説明会への参
加回数

やはた地域において、公営住宅の建替え・
改善や面整備を行う「やはたまちづくり計
画」を進めるため、地元の合意形成の受け
皿となる住民自治協議会の設立を支援しま
した。
　設立の中心となる自治会との協議回数3
回。

住民と協働でまちづくりを進め
て行く必要があることを知って
もらえました。

計画が早期に着手できるよ
う、住民自治協議会の早い設
立が望まれます。

14．住宅・
住環境の
整備

1公営住宅
（改良住宅
含む）ス
トック総合
改善事業
の推進

649 建築住宅
課

公営住宅等長寿命化計画（平成25年度～
平成34年度）に基づき事業を進めました。

改良住宅における住環境の
整備のため、年次計画により
電気許容量改修工事を行いま
した。

15．調査・
研究の推
進

1生活実態
調査の実
施

651 同和課 調査実施回数 同和地区において生活実態調査を実施し、
地域の実態と施策ニーズを把握します。
　○調査実施回数：1回

5年前の調査との比較により、
今までの取り組みの成果が測
定できるとともに、残されてい
る課題が分かります。

調査から残されている地域の
課題を見い出して、次の同和
施策推進計画に反映し、同和
問題の解決に向けて、取り組
みを進めて行く必要がありま
す。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．人権課
題の解決
に向けて
の施策

（2）子ども 1．子ども
の人権の
尊重

1「児童の
権利に関
する条約」
の啓発

652 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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」
保育参観や園だよりなど機会あるごとに啓
発の場を持ちました。
　○取組保育所(園)：32保育所(園)

子ども一人ひとりが「一人の人
間として尊重されるよう」保育
参観や園だよりなど機会ある
ごとに啓発の場を持つことが
できました。

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、
今後も様々な機会をとおして
啓発を進めます。

1．子ども
の人権の
尊重

1「児童の
権利に関
する条約」
の啓発

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」に関する教育課程を編成し、学習を実
施しました。
　○実施学校数：31校

31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。

1．子ども
の人権の
尊重

1「児童の
権利に関
する条約」
の啓発

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
条例等に添う形で、親・保護者への人権同
和研修会を開催しました。
　○参加者数：120人

携帯・スマホ等の使用による
「モラル」の問題や、ＳＮＳによ
る「いじめ」や生活習慣の崩壊
等、親・保護者への研修を実
施しました。
子どもの人権尊重に直結す
る、親・保護者への人権啓発
をすすめます。

特に学校教育現場から報告さ
れる、児童・生徒の差別発言
について、親・保護者は元よ
り、地域社会や社会教育分野
への啓発を進めます。

1．子ども
の人権の
尊重

2いじめの
解消

655 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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。
　○取組保育所(園)：32保育所(園)

全保育所(園)で日々の保育の
中で友だち関係や力関係を
しっかり把握し、子どもたちと
関わることができました。

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、何気ないつぶやきを早期
に発見し払拭する取り組みを
引き続き努めます。

1．子ども
の人権の
尊重

2いじめの
解消

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、結果
分析を共有し、
指導・支援にい
かした学校数

学校において、いじめを早期に把握するた
めに、学期に1回、ＱＵ調査をはじめとする
アンケート調査を進めました。
　○実施学校数：31校

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2回実施し、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
を各校で同じようにしました。
今後は、hyper-QUの導入も
検討していきます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．子ども
の人権の
尊重

3インター
ネットや携
帯電話に
よる人権
侵害の防
止

657 人権政策・
男女共同
参画課

講演回数 児童生徒や保護者のメディアリテラシーや
ネットモラルを高めるため、教育委員会部
局と情報共有を行いました。
　○講演回数:0回

児童生徒や保護者のメディア
リテラシーやネットモラルを高
めるための取り組みを行い、
インターネットの適正な利用に
関する啓発を進めました。

インターネットにおける人権侵
害を防止するために、これま
で以上に教育委員会部局と連
携して取り組む必要がありま
す。

1．子ども
の人権の
尊重

3インター
ネットや携
帯電話に
よる人権
侵害の防
止

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
めました。
　○作成学校数：31校

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。今後も継続
して啓発します。

2．就学前
児童に対
する人権
教育の推
進

1保育所
（園）や幼
稚園にお
ける人権
教育

659 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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」や「今どんな気持
ちカード」を使った取り組みました。
　○取組保育所(園)：32保育所(園)

誕生会などあらゆる場や機会
を通して子ども、保護者ととも
に自尊感情が実感できる取り
組みを進めることができまし
た。
　

一人ひとりが愛され、大事にさ
れている存在であること（自尊
感情）が実感できる取り組み
を今後も引き続き進めていき
ます。

2．就学前
児童に対
する人権
教育の推
進

1保育所
（園）や幼
稚園にお
ける人権
教育

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
まづくりの研修会を実施しました。
　○開催数：8回以上

幼稚園の人権・同和教育推進
計画に基づいて、なかまづくり
についてや個々の幼児の様
子等を交流するなど、人権に
関わる研修会を実施しまし
た。
　○開催数：8回

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
がお互いに違いを認め合い、
いきいきと、「人とかかわる
力」を育むことができるよう研
修内容を充実させる必要があ
ります。

2．就学前
児童に対
する人権
教育の推
進

2解放保育
の推進

661 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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、語ろう会で講師を招
きグループワークを通して実践交流の場を
持ちました。また、全体研修会では｢学びを
つなぐ、育ちをつなぐ」と題した講演を聞き
保護者と共に取り組みをしました。
　○取組保育所(園)数：32保育所(園)

全保育所(園)で、保育の基本
となる伊賀市解放保育基本方
針を具体化するための取り組
みを進めることができました。

解放保育の基本理念である｢
人を認め、人を思いやり、人
の痛みがわかる子」を全職員
が認識した取り組みや、「伊賀
市解放保育基本方針」｢4つの
指標6つの原則」を保育実践
に生かした取り組みを今後も
努めます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．就学前
児童に対
する人権
教育の推
進

3保育園児
や幼稚園
児の高齢
者福祉施
設等への
訪問

662 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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、老人クラブとの交流
や高齢者福祉施設への訪問をしました。
　○取組保育所(園)：32保育所(園)

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、老人クラブとの交流や
高齢者福祉施設への訪問を
積極的にすることができまし
た。

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ました。交
通手段や感染症等の流行に
より計画通りに実施できない
のが課題です。

2．就学前
児童に対
する人権
教育の推
進

3保育園児
や幼稚園
児の高齢
者福祉施
設等への
訪問

663 学校教育
課

交流回数 高齢者福祉施設や地域の高齢者の方との
交流を行いました。
　○交流（訪問）回数：1回

祖父母参観を実施し、高齢者
との交流を実施したり、読み
聞かせボランティアとして高齢
者の方を招いたりして交流を
行いました。

高齢者の方との交流内容を充
実するとともに、地域の高齢
者の方との交流についても、
計画的に進めていくことが大
切です。

3．学校教
育におけ
る人権教
育の推進

1人権・同
和教育の
推進

664 学校教育
課

各校マニフェス
トの人権・同和
教育に関わる
目標の達成率

学校マニフェストに人権に関わる目標を掲
げ、人権・同和教育を充実し、計画的に実
践しました。
　○達成率：100％

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
ニフェストを計画的に実施した
達成率は100％となっていま
す。マニフェストとともに各校
園における実践をさらに推進
します。

3．学校教
育におけ
る人権教
育の推進

2道徳教育
の充実

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
成しました。
年間授業時数35時間以上の授業を行いま
した。35時間以上の実施学校数　31校
教科化にむけた研修会を行ないました。
　○実施学校数：31校

全小中学校で道徳教育の全
体計画・年間指導計画を作
成、実施しました。
教科化にむけた研修会を行な
い、全ての参加者が「満足」
「やや満足」という結果でした。

教科化にむけた研修会を継
続して行なうとともに、学習指
導要領の変更等の事務処理
についても周知が必要です。

3．学校教
育におけ
る人権教
育の推進

3生命を尊
重する教
育の推進

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、互いを敬愛する精神を育む学習を進め
ました。
　○実施学校数：31校

全ての学校が年間指導計画
に基づき、性に関する適切な
指導を行い、互いを敬愛する
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。

3．学校教
育におけ
る人権教
育の推進

4非核平和
の推進

667 人権政策・
男女共同
参画課

広島派遣参加
生徒数
パネル展示期
間

（再掲）158
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．学校教
育におけ
る人権教
育の推進

4非核平和
の推進

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し
た。
　○実施学校数　10校

平成28年度中学生広島派遣
事業
・7月27日（水）13：30～15：00
事前学習会（結団式）

・8月5日（金）～6日（土）1泊2
日　市内中学校1校1人（10
人）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23日（火）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。今後も平和学習を継続し
て行っていきます。

4．子ども
の人権侵
害の防止
と救済

1児童虐待
防止の啓
発

669 こども未来
課

啓発実施回数 11月の子ども虐待防止啓発月間におい
て、啓発活動に取り組みます。また、研修
会を開催します。
　○啓発物品配布個数：1,000個
　○研修会開催回数：1回

11月の子ども虐待防止啓発月
間において、啓発活動に取り
組みました。また、支援者対
象の研修会を開催しました。
　○啓発物品配布個数：1,000
個
　○研修会開催回数：1回

引き続き児童虐待防止の啓
発に努めます。

4．子ども
の人権侵
害の防止
と救済

2伊賀市要
保護児童
及びDV対
策地域協
議会の開
催

670 こども未来
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
会を開催します。
　○開催回数：20回
（実務者会議3回、ケース検討会議17回）

伊賀市要保護児童及びDV対
策地域協議会を開催しまし
た。
　○開催回数：20回
（実務者会議3回、ケース検討
会議17回）

回数としては少なくなったが、
今後も必要性を精査し、効果
的な会議開催に努めます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．子ども
の人権相
談の推進

1いじめ・
不登校等
対策の推
進

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。また、スクールカウンセラーの派
遣を行いました。
　○開催回数：6回

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、いじめ問題に関
わって、兵庫教育大学　新井
肇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。

各校での不登校児童生徒の
数は一定数で推移していま
す。早期発見・早期対応を
行っていきます。いじめの認
知件数のは増加しています
が、各校において「初期いじ
め」「解決済みのいじめ」をカ
ウントしていくことが浸透され
つつあることによります。

5．子ども
の人権相
談の推進

2少年相談
110番の普
及

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、連携を図りまし
た。
　○開催回数：11回（月1回）

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11
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。早期連
携がとれなかった事案もあり
ました。。

5．子ども
の人権相
談の推進

3児童相談
所等との
連携

673 こども未来
課

カンファレンス
の実施回数

毎週火曜日に実施していた児童相談所と
のカンファレンスの質を向上し、具体的な
虐待事案等への対応について協議を実施
していきます。
　○実施回数：隔週1回

毎週火曜日に実施していた児
童相談所とのカンファレンスの
質を向上し、具体的な虐待事
案等への対応について協議を
実施しました。
　○実施回数：隔週1回

カンファレンスを継続実施する
とともに、児相との連携を保持
していきます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

6．支援の
充実

1適応指導
教室

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
指導に努めました。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
報告を求めました。
　○不登校児童生徒の好ましい状況変化
の割合：83.0％

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。
　○不登校児童生徒の望まし
い状況変化の割合:83．3％
（小学生90．0％・中学生81．
2％）です。

ふれあい教室への通級を通し
て、生活リズムが整い、登校
意欲や前向きに生活していこ
うとする意欲が高まっていま
す。課題としては、各校で取
組に差が生じていることです。

6．支援の
充実

2窓口対応
における
被害者保
護の徹底

675 こども未来
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。
○延利用日数：14日

伊賀市子育て短期支援
（ショートステイ）事業の利用を
推進しました。
○延利用日数：14日

引き続き安心して子どもを預
けてもらえるよう、事業の委託
先との連携を密にしていきま
す。

7．子ども
の健やか
な成長の
ための環
境づくり

1性に関す
る問題へ
の対応強
化

676 学校教育
課

地域の医療機
関等と連携した
性教育の実施
校

学校において、地域の医療機関等と連携
し、生命の大切さや神秘性を実感できる性
教育を実施しました。
　○実施学校数：31校

保健体育科の授業で、「生命
にかかわる機能の成熟」「性と
どう向き合うか」「性感染症の
予防」を指導しました。また、
「命の育み教室」を実施してい
る学校もありました。

性に関する正しい情報提供と
ともに、地域の医療機関と連
携した取組が必要です。

7．子ども
の健やか
な成長の
ための環
境づくり

2保健教育
の充実

677 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
に関する保健教育の充実に努めました。
　○実施学校数：31校

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。

各校において、食育の年間指
導計画や保健の年間指導計
画を立て、実施していますが、
内容の充実を図ることが重要
です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

7．子ども
の健やか
な成長の
ための環
境づくり

3非行防止
の推進

678 生涯学習
課

巡回補導活動
回数

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
を依頼しました。
　○巡回補導活動回数：315回

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。
　○巡回補導活動回数：315回
街頭補導、相談活動のほか、
書店やコンビニエンスストア等
の有害図書類の陳列方法に
ついて監視・注意するなど、青
少年の健全育成と環境整備を
推進しました。

青少年の健全育成のため切
れ目のない継続した活動が必
要です。補導活動にご協力い
ただくボランティアの確保が課
題です。

8．教育の
機会の確
保

1奨学金制
度の継続

679 教育総務
課

支給者数 伊賀市奨学金、伊賀市ササユリ奨学金を
支給します。
　○伊賀市奨学金：54人
　○伊賀市ササユリ奨学金：7人

伊賀市奨学金、伊賀市ササユ
リ奨学金を支給しました。
　○伊賀市奨学金：55人
　○伊賀市ササユリ奨学金：7
人

就学を経済的に支援し、社会
に貢献する人材育成の一助と
なることができました。

8．教育の
機会の確
保

2各学校に
おける防
犯・防災マ
ニュアル
の運用

680 学校教育
課

防犯・防災計画
に基づいた指
導・訓練を年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・訓練等を実施しました。
　○実施学校数：31校

小学校16校、中学校5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
登下校指導の実施の学校が
あるなど、取組に差がありま
す。

8．教育の
機会の確
保

3地域での
見守り活
動の推進

681 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
ための会議を開催しました。
　○開催回数：10回

地域の大人から見守られてい
るという安心感を児童生徒や
学校も持つことができました。
会議の開催によって中学校区
の小中学校と登下校安全ｻ
ﾎﾟｰﾀｰで登下校の課題や対策
を共有することができました。

地域の方にほぼ毎日登下校
指導に協力いただいている学
校がある一方、登下校安全ｻ
ﾎﾟｰﾀｰによる指導のみの学校
があるなど、取組に差があり
ます。

8．教育の
機会の確
保

3地域での
見守り活
動の推進

682 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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。
　○取組保育所(園)：10保育所(園)

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す
ることができました。また、地
域での見守り活動の推進に協
力することができました。

取り組みの啓発は実施できま
した。引き続き、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。
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4．人権課
題の解決
に向けて
の施策

（3）女性 1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

1慣行等の
見直し

683 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「いきいき未来いが2016」の講演
会、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
活動を進めました。

「いきいき未来いがの講演会」
や、三重県男女共同参画連携
映画祭でのプレトークにおい
て、固定的性別役割分担意識
の解消について啓発すること
ができました。

固定的性別役割分担意識の
解消につながるよう、さらなる
啓発が必要です。

1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

1慣行等の
見直し

684 伊賀支所
振興課

参加者数 男女共同参画パネル展、男女共同参画セ
ミナーを開催しました。
　○パネル展　閲覧者158人
　○セミナー　 参加者数：81人

女性が家庭や職場、地域など
性別にとらわれず男女共同参
画の視点で活動しやすい環境
について啓発することができ
ました。

男女共同参画を推進する必
要があります。

1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

1慣行等の
見直し

685 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 地域に対しては、人権啓発地区懇談会を
開催し、男女の固定的な役割分担意識等
を解消するような啓発を行いました。
また、企業に対しては、支所職員により企
業訪問を実施し、職場等で男女共同参画
の視点にたって慣行等の見直しを促進する
ため、啓発を行いました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

1慣行等の
見直し

686 阿山支所
振興課

参加者数 各住民自治協議会や各小・中学校、ヒュー
マンライツ阿山、阿山人権同和教育研究協
議会等と連携して、阿山地区人権啓発地
区別懇談会「人権を考えるつどい」を開催し
ました。
テーマ「みんながアドバイザー」
開催期間：11/9～12/7
　○開催地区数：河合地域11地区
　○参加者数：243人

少人数のグループなど、距離
が近い状況で人権課題につい
て密に話し合うことにより、「認
識が変わった」「もっとこういう
機会がほしい」等、人権啓発
に係る市民の意識に良い影
響をもたらすことができまし
た。

参加者が多岐にわたる地域
あった一方で、参加者が自治
協の役職者といった一部に
偏っている地域も見られまし
た。

1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

1慣行等の
見直し

687 大山田支
所振興課

参加者数 ライトピアおおやまだやとも協議し、テーマ
や開催方法、講師の選定について検討し
ました。
　○参加者数：87人

男女共同参画について考えて
もらうきっかけづくりを行えた。

内容等を検討し、参加者を増
やす。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

1慣行等の
見直し

688 青山支所
振興課

参加者数 男女共同参画研修会を開催しました。
日時：平成29年1月20日
場所：青山福祉センター　教養娯楽室
演題：「防災・減災と男女共同参画講演会」
講師：安川真由美さん
　○参加者数：50人

災害時においても男女それぞ
れの役割を果たさなければな
らないといった根強い意識を
見直す機会になりました。

継続して講演会等の機会を提
供する必要があります。

1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

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

689 人権政策・
男女共同
参画課

講座等開催回
数

男女共同参画フォーラムをはじめ、高齢者
向け、男性向け講座等幅広い年齢層を対
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
提供しました。
　○開催回数：13回

さまざまな年齢層を対象に講
座等を開催し、男女共同参画
について学習する機会を提供
することができました。

固定的性別役割分担意識の
解消につながるよう、さらなる
啓発が必要です。

1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

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

690 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

全保育所(園)で日々のことばがけ等で男の
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。
　○取組保育所(園)数：32保育所(園)

全保育所(園)で日々のことば
がけ等で男の子、女の子と
いったジェンダー意識の解消
を進めることができました。

男の子、女の子だからという
意識が払拭できるよう職員の
何気ない言動に気をつけ、
日々の関わりに気をつけてき
ました。しかしながら保護者に
はまだまだこだわりがみられ
るので、今後家庭への啓発に
努力します。

1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

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

691 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）において、男女平等・男女共同参
画に関する教育を実践しました。
　○実践学校数：32校（園）

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。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．男女の
固定的な
役割分担
意識や
ジェンダー
意識の解
消

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

692 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したが、実
態のデータ収集ができませんでした。

第２次計画期間に、性的マイ
ノリティの課題に気付き、参加
者アンケートから性別の問い
を削除したので、最新データ
がありません。平成29年から
アンケート項目を復活させ、参
加実態を調査の上、男性の講
演会参加の増を目指します。

2014年度参加状況
女性76人：男性15人
84％：16％

2．政策方
針決定の
場への参
画

1審議会等
委員の女
性登用の
拡大

693 人権政策・
男女共同
参画課

審議会等委員
への女性の登
用率

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した。
6つ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
を考えました。

人材バンクを活用することは
周知できましたが、市として審
議会の回数や委員数を削減し
ているため女性登用率は延び
ませんでした。

委員を選出する団体構成員
がに女性が少なく、それが登
用率の低さに繋がっていま
す。各団体構成員に女性が増
えるような方策の検討と、男
女共同参画人材バンクの活
用を進めていく必要がありま
す。

2．政策方
針決定の
場への参
画

2女性職員
の管理監
督職への
登用拡大

694 人事課 登用率 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
を進めました。
　○Ｈ29.4.1現在の一般行政職における管
理職への女性の登用率：30.1％

女性職員を管理職に積極的
に登用することで、女性職員
が、政策方針の決定の場に参
画する機会が増えました。

女性職員の所属長への昇任
意欲を持つ者の割合が低い
ため、女性監督職を対象とし
た女性リーダー養成研修や企
画・立案能力に繋がる研修な
ど積極的に受講を働きかけ、
所属長への昇任意欲を高め
ることが必要と考えます。

2．政策方
針決定の
場への参
画

3企業に対
する女性
登用の情
報提供と
啓発

695 人権政策・
男女共同
参画課

訪問企業数 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した。
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
を行いました。
　○訪問企業数：202社

企業訪問により、開発を行うこ
とができました。

商工関連部署と連携して、取
り組むことが必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．政策方
針決定の
場への参
画

3企業に対
する女性
登用の情
報提供と
啓発

696 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、女性の積極的登用
について情報提供、啓発を実施しました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

2．政策方
針決定の
場への参
画

4団体等に
対する女
性の役職
者登用の
啓発

697 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、イクボス講座等講演会開
催の情報やチラシを配布します。

市内各団体に対して、女性登
用の重要性を啓発することが
できました。

女性の登用率アップにつなが
らないのが現状です。

2．政策方
針決定の
場への参
画

5住民自治
協議会等
における
男女共同
参画の推
進

698 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
依頼しました。

住民自治協議会に対して、女
性登用の重要性を啓発するこ
とができました。

女性の登用率アップにつなが
らないのが現状です。

3．雇用・
就労機会
の確保

1家庭にお
ける活動
への男女
共同参画
の推進

699 人権政策・
男女共同
参画課

ワーク・ライフ・バランス推進についての啓
発チラシを配布しました。県内のワーク・ラ
イフ・バランス推進に関する事業の周知を
行いました。
またイクボス宣言（ハタラキカタ応援宣言）
を行い、企業など地域ぐるみの取組へと広
がるよう推進しました。

イクボス宣言（ハタラキカタ応
援宣言）を行ったことで、ワー
ク・ライフ・バランス推進につい
て、効果的に啓発することが
できました。

企業など地域ぐるみの取組へ
と広がるよう啓発に努めま
す。

3．雇用・
就労機会
の確保

1家庭にお
ける活動
への男女
共同参画
の推進

700 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

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
してもらえる内容にし実施しました。
　○取組保育所(園)数：32保育所(園)

父親が積極的に参加してくれ
るようになりました。

今後も父親が気軽に参加でき
る行事等を実施したいと思い
ますが、内容や日程等を工夫
する必要があります。

3．雇用・
就労機会
の確保

1家庭にお
ける活動
への男女
共同参画
の推進

701 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、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
ないました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．雇用・
就労機会
の確保

1家庭にお
ける活動
への男女
共同参画
の推進

702 伊賀支所
振興課

男女共同参画パネル展、男女共同参画セ
ミナーを開催しました。

女性が家庭や職場、地域など
性別にとらわれず男女共同参
画の視点で活動しやすい環境
について啓発することができ
ました。

男女共同参画を推進する必
要があります。

3．雇用・
就労機会
の確保

1家庭にお
ける活動
への男女
共同参画
の推進

703 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 地域に対しては、人権啓発地区懇談会を
開催し、男女の固定的な役割分担意識等
を解消するような啓発を行います。
また、企業に対しては、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
ました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

3．雇用・
就労機会
の確保

1家庭にお
ける活動
への男女
共同参画
の推進

704 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数

支所管内の企業・事業所に、訪問人権啓
発を通じて、家庭生活における男女共同参
画を推進するための啓発を行いました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。

3．雇用・
就労機会
の確保

1家庭にお
ける活動
への男女
共同参画
の推進

705 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業者を訪問し、
雇用主を対象とする研修会の情報提供を
行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

3．雇用・
就労機会
の確保

1家庭にお
ける活動
への男女
共同参画
の推進

706 青山支所
振興課

訪問企業数 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
いました。
　○訪問企業数：18社

ワークライフバランスや女性
の就労について見直す機会を
もつことができました。

会社の従業員数など規模に
応じた啓発を考える必要があ
ります。

3．雇用・
就労機会
の確保

1家庭にお
ける活動
への男女
共同参画
の推進

707 人事課 周知回数 特定事業主行動計画に基づく子育て支援
ハンドブックをグループウエア庁内キャビ
ネットへ掲載の上、活用の周知を行いまし
た。
　○周知回数：1回

特定事業主行動計画は、当事
者職員のみでなく、全職員で
次世代育成を推進することを
趣旨としており、これを周知す
ることで、当事者以外の職員
の意識改革に繋がったと考え
ます。これまで、男性職員の
育休取得者は、多くても１名で
したが、平成２８年度は、２名
でした。

全職員の理解が必要であり、
職場全体での仕事と子育ての
両立支援を推進していくことが
必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．雇用・
就労機会
の確保

2農林業・
自営業等
における
男女共同
参画の促
進

708 農林振興
課

・認定農業者の
女性数
・家族経営協定
締結件数

・農業経営改善計画認定申請、青年等就
農計画認定申請に係る相談・フォローアッ
プ時に、三重県伊賀地域農業改良普及セ
ンター等と連携を取り、啓発を行いました。
　○認定農業者の女性数：10人
　○家族経営協定締結件数：29件

・認定農業者への女性参画を促進すること
を念頭に、認定農業者研修会を開催しまし
た。
日時：平成29年3月6日 午後2時～
場所：三重県伊賀庁舎7階大会議室
　○参加者数：124人

当課業務として目標達成に向
けて邁進するとともに、三重県
伊賀農林事務所、伊賀地域改
良普及センターと相談業務を
協同で実施するなどして、平
成28年度当初目標をほぼ達
成することができました。

当市では、家族単位で農業を
営む比較的経営面積が少な
い家族経営型が多数を占め、
農業者の高齢化、担い手不足
が深刻化しています。
農業経営改善計画の認定に
は、伊賀市基本構想に照ら
し,5年先の農業収入等が他産
業並となれるか判断する為、
夫婦個別に認定農業者となる
には経営面積等を分割せざる
を得ません。ついては、三重
県と協力し、家族経営協定に
ついての説明を実施し、協定
締結後、夫婦連名で農業経営
改善計画書を提出してもらう
ことが必要です。

3．雇用・
就労機会
の確保

2農林業・
自営業等
における
男女共同
参画の促
進

709 商工労働
課

商工団体が実施する起業セミナーなどの
情報をホームページや広報「いが市」により
提供しました。

商工団体が実施する起業セミ
ナーなどの情報をホームペー
ジや広報「いが市」により提供
しました。

継続して情報提供を行いま
す。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

1差別や偏
見のない
職場環境
づくりの啓
発

710 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、人権に関する講演
会や研修会への参加を呼びかけました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

1差別や偏
見のない
職場環境
づくりの啓
発

711 伊賀支所
振興課

訪問企業数 企業訪問時に研修会の案内等について情
報提供を行いました。
　○訪問企業数：33社

資料を提供し取り組み方法等
について周知できました。わ
かりやすい資料の充実を図る
必要があります。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

1差別や偏
見のない
職場環境
づくりの啓
発

712 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
会の案内等についての情報提供を行いま
した。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．就業条
件や職場
環境の整
備

1差別や偏
見のない
職場環境
づくりの啓
発

713 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数
人権広報誌送
付企業・事業所
等数

支所管内の企業・事業所、伊賀市商工会
阿山支部等に、訪問人権啓発や支所振興
課が発行する人権広報誌の送付等を通じ
て、支所管内で開催する人権に関する講
演会・研修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。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社
　○人権広報誌送付企業・事業所等数：23
社・団体等

企業・事業所等にも支所管内
で開催する講演会等の参加
案内等を個別に送付し、一定
数の参加者を得ることができ
ました。

全く参加しない事業所も一定
数見受けられていることから、
今後も、継続的な啓発を図っ
ていく必要があります。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

1差別や偏
見のない
職場環境
づくりの啓
発

714 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業者を訪問し、
雇用主を対象とする研修会の情報提供を
行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

1差別や偏
見のない
職場環境
づくりの啓
発

715 青山支所
振興課

訪問企業数 企業啓発訪問時に、研修会の案内等につ
いての情報提供を行いました。
　○訪問企業数：18社

なぜ企業が人権に取り組む必
要があるのかという点につい
て、様々な角度から企業にお
ける人権の大切さを見直すこ
とができました。

人権啓発企業訪問を実施した
企業の約半数の参加にとどま
りました。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

2パートタ
イム等多
様な就労
形態の労
働環境整
備

716 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、関連法令の遵守徹
底を啓発しました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

2パートタ
イム等多
様な就労
形態の労
働環境整
備

717 伊賀支所
振興課

訪問企業数 伊賀支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、関連法令の遵守徹底
を啓発しました。
　○訪問企業数：33社

法令等の遵守について資料を
もとに周知できました。
就労形態に沿った資料の充実
をはかる必要があります。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．就業条
件や職場
環境の整
備

2パートタ
イム等多
様な就労
形態の労
働環境整
備

718 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
会の案内等についての情報提供を行いま
した。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

2パートタ
イム等多
様な就労
形態の労
働環境整
備

719 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数

支所管内の企業・事業所に、訪問人権啓
発を通じて、関係法令の遵守徹底を啓発し
ました。
　○訪問企業・事業所数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

2パートタ
イム等多
様な就労
形態の労
働環境整
備

720 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業者を訪問し、
雇用主を対象とする研修会の情報提供を
行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

4．就業条
件や職場
環境の整
備

2パートタ
イム等多
様な就労
形態の労
働環境整
備

721 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、関連法令の遵守徹底
を啓発しました。
　○訪問企業数：18社

聞き取り調査を行い、職場に
おける人権意識向上のための
資料等により情報提供をしま
した。

聞き取り調査に終わらせず、
企業を対象とした研修会への
参加を促す必要があります。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

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

722 人権政策・
男女共同
参画課

参加者数 男性のための料理教室を年代別に分けて
開催し、男女共同参画に関する意識調査
の結果をもとに、男女共同参画の必要性を
啓発しました。
　○参加者数：20人

料理初心者の方も、楽しく作
業に取り組むことができ、家で
早速作ってみようという意識を
持ってもらえました。

その時だけで終わってしまわ
ないよう、継続的に啓発に努
めます。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

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

723 伊賀支所
振興課

参加者数 男女共同参画パネル展、男女共同参画セ
ミナーを開催しました。
　○パネル展　閲覧者158人
　○セミナー　 参加者数：81人

女性が家庭や職場、地域など
性別にとらわれず男女共同参
画の視点で活動しやすい環境
について啓発することができ
ました。

男女共同参画を推進する必
要があります。

153/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．家庭生
活と仕事
等の両立

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

724 島ヶ原支
所振興課

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した。
　○参加者数：40人

男女平等社会の実現と共同
参画化意識の啓発をする事が
できました。

参加者数を増やす取組が必
要です。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

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

725 阿山支所
振興課

参加者数 地域住民・地域内各種団体等を対象に、阿
山保健福祉センターで講演会・研修会を開
催しました。
日時：2016年8月26日（金）
講師：本江優子　さん
演題：ハラスメントとは？～セクハラ・パワ
ハラについて考える～
　○参加者数：168人

より多くの方に参加していただ
けるよう、あやま人権・同和問
題学習講座を兼ねて講演会
形式とし、企業・事業所にも参
加を呼びかけました。

参加者について固定化が見ら
れる部分もあるため、今後も
開催内容の周知に努め、参加
について啓発していく必要が
あります。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

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

726 大山田支
所振興課

参加者数 ライトピアおおやまだとも協議し、テーマや
開催方法、講師の選定について検討しまし
た。
　○参加者数：87人

男女共同参画について考えて
もらうきっかけづくりを行えた。

内容等を検討し、参加者を増
やす。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

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

727 青山支所
振興課

参加者数 男女共同参画研修会を開催しました。
日時：平成29年1月20日
場所：青山福祉センター
演題：「防災・減災と男女共同参画講演会」
講師：安川真由美さん
　○参加者数：50人

災害時においても男女それぞ
れの役割を果たさなければな
らないといった根強い意識を
見直す機会になりました。

継続して講演会等の機会を提
供する必要があります。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

2事業者に
対する両
立支援の
働きかけ

728 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、両立支援策の実施
を働きかけました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．家庭生
活と仕事
等の両立

2事業者に
対する両
立支援の
働きかけ

729 伊賀支所
振興課

訪問企業数 伊賀支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、両立支援策の実施啓
発を働きかけました。
　○訪問企業数：33社

ワークライフバランスに関する
取り組みを周知できました。各
企業の雇用形態に合わせて
制度を運用していることの確
認ができました。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

2事業者に
対する両
立支援の
働きかけ

730 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、両立支援策の実施
を働きかけました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

2事業者に
対する両
立支援の
働きかけ

731 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数

支所管内の企業・事業所に、訪問人権啓
発を通じて、家庭生活と仕事等の両立支援
策の実施を働きかけました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

2事業者に
対する両
立支援の
働きかけ

732 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業者を訪問し、
雇用主を対象とする研修会の情報提供を
行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

2事業者に
対する両
立支援の
働きかけ

733 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、両立支援策の実施を
働きかけました。
　○訪問企業数：18社

ワークライフバランスについて
見直す機会をもつことができ
ました。

会社の従業員数など規模に
応じた啓発を考える必要があ
ります。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

3労働時間
短縮の推
進

734 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、労働時間短縮を働
きかけました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

5．家庭生
活と仕事
等の両立

3労働時間
短縮の推
進

735 伊賀支所
振興課

訪問企業数 伊賀支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、有給休暇の取得を促
進するなど労働時間短縮を働きかけまし
た。
　○訪問企業数：33社

子育てや介護を必要とする者
へ配慮されていることを確認
できました。引き続き制度の充
実をはかる必要があります。

新に営業を始めた事業所の
把握が必要です。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

3労働時間
短縮の推
進

736 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、労働時間短縮を働
きかけました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

3労働時間
短縮の推
進

737 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数

支所管内の企業・事業所に、訪問人権啓
発を通じて、労働時間短縮を働きかけまし
た。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

3労働時間
短縮の推
進

738 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業者を訪問し、
雇用主を対象とする研修会の情報提供を
行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

3労働時間
短縮の推
進

739 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、有給休暇の取得促進
など労働時間短縮を働きかけました。
　○訪問企業数：18社

ワークライフバランスについて
見直す機会をもつことができ
ました。

会社の従業員数など規模に
応じた啓発を考える必要があ
ります。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

4行政・企
業におけ
る両立支
援の推進

740 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、
障がい者の採用を行いました。
　○雇用率：2.32％

障がい者の就労機会を一定
確保することができました。

障がい者雇用については、身
体障がい者に偏重せず、知的
障がい者と精神障がい者の
雇用にも努めていく必要があ
ります。
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5．家庭生
活と仕事
等の両立

4行政・企
業におけ
る両立支
援の推進

741 商工労働
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した。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

4行政・企
業におけ
る両立支
援の推進

742 伊賀支所
振興課

家庭生活と仕事等の両立支援を推進する
ため、男女共同参画パネル展を開催しまし
た。
　○パネル展　閲覧者158人

パネル展を通じ、家庭生活と
仕事等の両立についての推
進を行うことができました。

男女共同参画を推進する必
要があります。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

4行政・企
業におけ
る両立支
援の推進

743 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、労働時間短縮を働
きかけました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

4行政・企
業におけ
る両立支
援の推進

744 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数

支所管内の企業・事業所に、訪問人権啓
発を通じて、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
う働きかけました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

4行政・企
業におけ
る両立支
援の推進

745 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業所を訪問し、
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を行いま
した。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

5．家庭生
活と仕事
等の両立

4行政・企
業におけ
る両立支
援の推進

746 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い育児・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
図るよう啓発しました。
　○訪問企業数：18社

ワークライフバランスや女性
の就労について見直す機会を
もつことができました。

会社の従業員数など規模に
応じた啓発を考える必要があ
ります。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

1女性に対
する暴力
の社会的
認識の浸
透

747 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パ
ネルやちらしを、市の窓口に設置し、広く市
民に周知しました。また、内閣府が推称す
る「女性に対する暴力をなくす運動期間」に
あわせて、市民参加型のパープルリボンを
実施しました。
　○資料設置箇所数：7箇所

各支所に資料やパンフレット
を設置するなど、広く市民に向
けて学習機会の周知を図るこ
とができました。

より多くの市民に関心を持っ
てもらうことが課題です。

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

2性犯罪、
売買春、
ストーカー
行為等に
ついての
啓発

748 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、啓発に努めました。

情報紙への掲載やチラシを設
置することで、啓発することが
できました。

より多くの市民に関心を持っ
てもらうことが課題です。

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

3セクシュ
アル・ハラ
スメント防
止研修

749 人権政策・
男女共同
参画課

（再掲）257

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

750 人権政策・
男女共同
参画課

（再掲）258

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

751 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、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
供しました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

752 伊賀支所
振興課

セクシュアル・ハラスメントの防止を図るた
め、男女共同参画パネル展を開催して周
知を図りました。

パネル展示やチラシの設置に
より、セクシュアル・ハラスメン
ト防止の周知を図ることができ
ました。

男女共同参画を推進する必
要があります。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

753 島ヶ原支
所振興課

訪問企業数 島ヶ原支所管内の企業・事業所を対象に
企業啓発訪問を行い、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
供しました。
　○訪問企業数：５社

企業の人権意識の啓発をする
事ができました。

企業の人権啓発研修参加数
を増やす取組が必要です。

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

754 阿山支所
振興課

訪問企業・事業
所数

支所管内の企業・事業所に、訪問人権啓
発を通じて、セクシュアル・ハラスメントの相
談窓口の周知や、関係講演会・研修会等
の情報提供を行いました。
　12月1日～12月13日
　○訪問企業・事業所数：13社

企業・事業所を訪問して啓発
する一方で、企業内での人権
に関する実情を伺う機会にも
なりました。

啓発に関する訪問については
迎え入れてくれる一方で、自
分たちで自主的に啓発するに
は余裕がない、必要ないと感
じている、といった回答をされ
る事業所もありました。

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

755 大山田支
所振興課

訪問事業所数 大山田支所管内の企業・事業所を訪問し、
相談窓口の周知や対応担当者・管理職へ
の啓発や情報提供を行いました。
　○訪問事業所数：11社

企業訪問を行い研修会等の
情報提供を行い啓発に努め
た。

企業内での人権研修につい
ての取り組みが少ない。

6．暴力を
許さない
社会の意
識啓発

4セクシュ
アル・ハラ
スメント対
応体制の
確立

756 青山支所
振興課

訪問企業数 青山支所管内の企業・事業所を対象に企
業啓発訪問を行い、セクシャル・ハラスメン
トの相談窓口や企業担当者・管理職への
研修会への案内をしました。
　○訪問企業数：18社

職場におけるセクシャルハラ
スメントを防止するための資
料を配布しました。

継続的に資料の配布などが
必要です。

7．女性の
人権相談
の推進

1女性法律
相談

757 人権政策・
男女共同
参画課

相談者数 女性弁護士による女性法律相談を毎月（年
12回）実施しました。
　○相談者数：43人

毎回ほぼ定数（４人）に達して
おり、相談窓口として法的な助
言を行うことができました。

子ども未来課と連携し、限ら
れた時間の中で相談者に満
足していただけるよう努めま
す。

7．女性の
人権相談
の推進

2女性に対
する暴力
等の相談・
支援

758 こども未来
課

女性相談件数 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。
　　○女性相談延べ件数：535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
務を実施しました。
　○女性相談延べ件数：535件
（２月末現在）

引き続き女性に対する暴力等
の相談・支援に努めます。
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7．女性の
人権相談
の推進

3男女共同
参画セン
ター、女性
相談所と
の連携

759 こども未来
課

女性相談人数 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：173人

相談に応じて、必要関係機関
と連携しました。
　○女性相談実人数：173人
（２月末現在）

引き続き女性相談の充実に
努めます。

4．人権課
題の解決
に向けて
の施策

（4）障がい
者

1．障がい
に関する
理解を深
めるため
の教育・啓
発の推進

1さまざま
な機会や
媒体を活
用した啓
発の推進

760 障がい福
祉課

啓発チラシ配
布数

伊賀市障害者福祉連盟と連携し、障害者
週間に街頭啓発等を行いました。
　○啓発チラシ配布数：1,500枚

街頭啓発で啓発チラシを配布
することにより障がいについて
の理解を深めてもらうことがで
きました。

あらゆる機会を通じて障がい
理解のための啓発に努めて
いきます。

1．障がい
に関する
理解を深
めるため
の教育・啓
発の推進

1さまざま
な機会や
媒体を活
用した啓
発の推進

761 障がい福
祉課

延参加者数 市職員の障がい理解を深めるために研修
会を開催いたしました。
10/21発達障がい研修134名参加
1/27精神障がい研修85名参加

　○延べ参加者数：219人

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。

定期的に企業や市職員に対
し障がいについての研修を
行っていきます。

1．障がい
に関する
理解を深
めるため
の教育・啓
発の推進

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

762 学校教育
課

施設訪問やボ
ランティア体
験、交流活動
等、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、交流活動等、障
がい者理解につながる学習を行いました。
　○実施学校数　31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
動等を31校の学校が実施しま
した。

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。すべての学校において、
障がいに関する理解につなが
る取組をすることが大切で
す。

1．障がい
に関する
理解を深
めるため
の教育・啓
発の推進

3交流の促
進

763 障がい福
祉課

参加人数 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
業を実施しました。
当事者プロジェクト研修会　12月2日
地域資源見学バスツアー　10月19日
ピアの精神病院の作業療法参加
　○実施回数：3回
　

当事者に参加してもらうことで
当事者が望む啓発事業を実
施することができました。

当事者参加をしてもらい、啓
発活動を行っていくよう努めま
す。
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2．地域で
の自立と
生活支援
の促進

1障害福祉
サービス
の充実

764 障がい福
祉課

受給者証交付
数

障害者総合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。
　28年度末受給者証交付数：765件（自立
支援受給者証654、障害児通所給付受給
者証111）

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。

2．地域で
の自立と
生活支援
の促進

2障がい者
に対する
地域生活
支援事業
の推進

765 障がい福
祉課

事業実施数 障害者総合支援法に基づき、意思疎通支
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。
　○事業所数：31箇所

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。

2．地域で
の自立と
生活支援
の促進

3教育の機
会の確保

766 こども未来
課

研修実施箇所
数

保育所（園）、幼稚園、小中学校からの依
頼に応じ研修会を実施し、子どもの発達に
ついて理解を深められるよう取り組みま
す。
　○研修実施箇所数：25箇所

保育所（園）、幼稚園、小中学
校などからの依頼に応じ研修
会や講演を実施し、子どもの
発達について理解を深められ
るよう取り組みました。
○研修実施回数:25回

子どもの発達や発達障害につ
いての関心や理解が深まって
きていますが、一方で支援や
対応方法についての相談や
指導についての希望も多いた
め引き続きとりくむ必要があり
ます。

2．地域で
の自立と
生活支援
の促進

3教育の機
会の確保

767 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
した。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し
た。
　○巡回教育相談、発達検査の回数：160
回

関係機関と連携し、保護者相
談や発達検査などの巡回教
育相談を実施しました。
○巡回教育相談、発達検査の
回数：１３６回

すべての学校において、関係
機関と連携し、より専門的なア
ドバイスをうけながら、個々の
ニーズに応じた支援にいかす
ことが重要です。

2．地域で
の自立と
生活支援
の促進

3教育の機
会の確保

768 こども未来
課

訪問回数 保育所（園）、幼稚園、小中学校への巡回
訪問を実施します。また今年度より市内の
全ての保育所や幼稚園で年中児を対象に
5歳児発達相談を実施します。
　○訪問回数：400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。また今年度より市内の全
ての保育所や幼稚園で年中
児を対象に5歳児発達相談を
実施しました。

巡回訪問することで支援が必
要な子どもや保護者、支援者
の相談に対応することができ
ました。今後も必要な支援が
途切れなく受けられるよう関
係機関の連携を図りながら、
引き続き取り組んでいく必要
があります。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．地域で
の自立と
生活支援
の促進

3教育の機
会の確保

769 学校教育
課

個別の教育支
援計画の作成
率

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し
た。
　○個別の教育支援計画作成率：100％

個別の教育支援計画を作成
し、一人ひとりのニーズに応じ
た指導や支援をおこなうことが
できました。
○個別の教育支援計画作成
率：100％

特別支援学級の児童生徒に
ついては、教育支援計画の作
成率は100％ですが、通常学
級で支援の必要な児童生徒
の作成が不十分なので、通常
学級における支援の必要な児
童生徒についても作成するこ
とが重要です。

2．地域で
の自立と
生活支援
の促進

4雇用・就
労機会の
確保

770 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
研修会を開催を予定していましたが、研修
会当日の大雪で延期となりましたが、新年
度5月～6月頃開催予定です。

今後も定期的に企業に向け
障がい者雇用について研修を
行っていく必要があります。

2．地域で
の自立と
生活支援
の促進

4雇用・就
労機会の
確保

771 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、障がい者雇用の啓
発を行ないました。
　○訪問企業数：121社（上野管内）

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

3．障がい
者の人権
侵害の防
止と救済

1施設等に
おける虐
待の防止
の促進

773 障がい福
祉課

理解度 障害福祉サービス事業者を対象にした研
修会を行う際に、施設における障がい者虐
待防止についての啓発も行いました。
居宅介護サービス事業所研修会
第１回　日時：平成28年10月19日
第２回　日時：平成29年3月15日
　○理解度：95％（アンケートで「理解でき
た」と答えた人）

障害福祉サービス事業事業
者及び従事者に対し障がいの
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。

継続的な研修等を行い、支援
者のスキルアップに努めてい
く必要があります。

3．障がい
者の人権
侵害の防
止と救済

2障がい者
への差別
禁止に関
する制度
の検討

774 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障
害者差別解消法及び差別解消に向けての
市としての取組みについて協議しました。
第１回　日時：平成28年６月28日
第２回　日時：平成28年３月23日
　○開催回数：2回

平成28年6月「障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する
法律に基づく職員の対応に関
する要領」を制定し、庁内ＧＷ
への掲載、ホームページでの
公開を行いました。

障害者への差別については、
今後も障がい者差別解消支
援専門部会等において協議
検討が必要です。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

4．障がい
者の人権
相談・支援

1障がい者
の相談・支
援

775 福祉相談
調整課

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5名配置し、障がい者及び
その家族からの相談に対応し支援を行い
ました。
　○相談件数：6,856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5
名を配置し、障がい者及びそ
の家族からの相談に対応しま
した。

関係機関と調整を図り、適切
なサービスを利用できること
で.障がいのある人が地域の
中で安心した生活を送ること
ができるよう支援しました。
しかしながら、相談内容が複
雑なケース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。

4．障がい
者の人権
相談・支援

2障がい者
相談員等
との連携

776 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
の相談に対応しました。
　○相談件数：117件

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。

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。

5．障がい
者の権利
擁護の推
進

1障がい者
の権利擁
護制度の
普及

777 障がい福
祉課

ガイドブック配
布数

「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し、事業
内容や相談窓口の普及啓発を行います。
　○ガイドブック配布数：500冊

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。

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。

5．障がい
者の権利
擁護の推
進

2権利擁護
対策の充
実

778 福祉相談
調整課

相談件数 伊賀市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「いが日
常生活自立支援センター」及び「伊賀地域
福祉後見サポートセンター」と連携し支援を
行いました。
　○権利擁護相談件数：110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日
常生活自立支援事業の利用
や成年後見制度利用の支援
を行いました。

日常生活自立支援事業や成
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。
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　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

6．だれも
が住みよ
いまちづく
りの推進

1住宅改修
の支援

779 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
いました。
　○給付件数：3件

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。

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
の周知が必要です。

6．だれも
が住みよ
いまちづく
りの推進

2利用しや
すい施設・
道路環境
の整備

781 市民生活
課

横断歩道等交通規制に関わる施設につい
て、地域からの要望を受けて、公安委員会
に対し設置要望を進達しました。

進達により施設が設置されま
した。

県の予算が限られているた
め、要望のあった施設を全て
設置することは困難です。

6．だれも
が住みよ
いまちづく
りの推進

3教育施設
のユニ
バーサル
デザイン
化、耐震
化

782 教育総務
課

バリアフリー工
事件数

緑ケ丘中学校(1箇所)および青山中学校の
トイレの洋式化工事を実施します。
　○工事件数：2件

府中小学校（２箇所）、緑ケ丘
中学校(２箇所)並びに青山中
学校のトイレの洋式化工事を
実施しました。
　○工事件数：３件

大規模と小規模に区分けを行
い、効果的に実施することが
できました。

6．だれも
が住みよ
いまちづく
りの推進

4防犯・防
災対策の
推進

783 総合危機
管理課

各地区の住民
自治協議会や
自主防災組織
への防災や減
災対策等につ
いての啓発

各地区の住民自治協議会や自主防災組織
に出向き、防災や減災対策等の啓発を推
進することで、災害時の被害の軽減を図り
ました。
　○防災講話等出前講座：31件

各自主防災組織や自治協へ
出向き、地域の防災訓練や防
災講話等で支援させていただ
き、地域の防災減災意識の向
上が図られました。

近年、大規模災害が全国各
地で多発している状況のな
か、市民の災害に対する関心
が大きくなってきています。災
害対策で重要な「自助」「共
助」の大切さをより一層住民
や事業所へも啓発していく必
要があると考えられます。

6．だれも
が住みよ
いまちづく
りの推進

4防犯・防
災対策の
推進

784 消防救急
課

登録者数 平成23年7月から「聴覚障がい者携帯電話
119番」事業が開始され平成29年3月現在
17名の方に登録いただいています。

登録の促進を関係機関と協力
し実施していますが登録者の
増加に変化は見られなかっ
た。

関係機関との連携を強化する
とともに登録の促進を実施し
通信手段の更なる確保を行う
必要がある。

4．人権課
題の解決
に向けて
の施策

（5）高齢者 1．高齢社
会への意
識変革

1意識啓発
の推進

787 生涯学習
課（中央公
民館）

講座等回数・参
加者数

上野公民館：60歳以上の高齢者に教養を
深めてもらう悠々講座（登録者112名）全9
回を開催しました。参加者数延べ640人
阿山公民館：「すえひろ学級」60歳以上の
高齢者学級を開催しました。○回数：年間
10回 ○参加者数：延べ153人

上野公民館：何十年と継続し
て受講してもらうことで、人権
に対する意識改革が図れまし
た。
阿山公民館：高齢者の人権に
対する意識の希薄を感じられ
ました。

上野公民館：参加者が伸び悩
んでいます。粘り強く啓発をす
すめます。
阿山公民館：人権感覚の向上
を図るため、粘り強く啓発をす
すめます。
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1．高齢社
会への意
識変革

1意識啓発
の推進

788 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。
　○開催回数：3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。
　○開催回数：１６回

認知症の方が安心して暮らせ
るよう、「認知症サポーター」を
今以上に増やしていくことが
重要です。

1．高齢社
会への意
識変革

2交流の促
進

789 保育幼稚
園課

取組保育所
（園）数

保育所（園）活動や園行事において高齢者
との交流を計画したり、老人施設への訪問
や地域での交流の機会に参加しました。
　○取組保育所(園)：32保育所(園)

保育所（園）活動や園行事に
おいて高齢者との交流を計画
したり、老人施設への訪問や
地域での交流の促進を図りま
した。乳幼児期から高齢者と
交流することで、思いやりの気
持ちを持つことができました。

施設への訪問は限られた園
での取り組みとなりました。交
通手段や感染症等の流行に
より計画どおりに実施できな
い状況です。

1．高齢社
会への意
識変革

2交流の促
進

790 学校教育
課

交流を実施した
学校数

高齢者福祉施設等を訪問したり、学校へ招
いて交流したりするなど、世代間交流を行
いました。
　○交流実施校数：31校

小中学校では、地域にある老
人ホームなどを訪問したり、職
場体験を実施したりしました。
また、総合的な学習の時間に
高齢者の方をゲストティチャー
として招き、交流活動を行いま
した。
　○交流実施校数：30校

　

高齢者の方と交流する活動を
工夫し、学校の実情や子ども
の実態に合わせ、課題を明ら
かにした上で目標を設定し、
計画的に取り組むことが重要
です。

2．健康で
生きがい
を持って
生活でき
る社会環
境の整備

1豊富な経
験や知
識、技能
の活用の
促進

791 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。
　○老人クラブ加入者数：14,491人

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
費を補助することで、積極的
な活動を支援しました。

高齢者数が増加しているにも
かかわらず、連合会所属の単
位老人クラブ数、加入者数は
減少しています。

2．健康で
生きがい
を持って
生活でき
る社会環
境の整備

2健康づく
り活動の
展開

792 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した。
　○老人クラブやいきいきサロンへ出前講
座開催回数：162回

生活習慣病予防などについて
の健康情報の提供の場となり
ました。

働く世代への健康教育の機会
を持ってもらえるよう関係機関
へ働きかけていく必要があり
ます。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．健康で
生きがい
を持って
生活でき
る社会環
境の整備

3継続雇用
の積極的
な推進と
多様な雇
用、就労
の促進

793 商工労働
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した。
　○実施回数：22回

「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。文字放送のほか、各
支所での開催時には防災無
線も利用し市民に周知をしま
した。
　○実施回数：22回
　○出席人数：135人

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。

3．支援や
介護を必
要とする
高齢者に
対する
サービス
の充実

1介護サー
ビスの提
供

794 介護高齢
福祉課

ケアプラン
チェック実施回
数

住み慣れた在宅での介護サービスを支援
する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事業を実施します。
　○実施回数：8回

住み慣れた在宅での介護
サービスを支援する介護支援
専門員の資質向上を図るため
のケアプランチェック事業を実
施しました。
　○実施回数：8回

事業所内でもチェックをふまえ
研修等をしていくよう働きかけ
る必要があります。

3．支援や
介護を必
要とする
高齢者に
対する
サービス
の充実

1介護サー
ビスの提
供

795 介護高齢
福祉課

29年度整備の施設について公募を行いま
す。

平成28年度で看護小規模多
機能居宅介護又は小規模多
機能型居宅介護と定期巡回･
随時対応型訪問介護看護を
公募したが公募したが応募者
がありませんでした。

地域の実情に応じて実施可能
なサービスを再度検討する必
要があります。

3．支援や
介護を必
要とする
高齢者に
対する
サービス
の充実

2高齢者に
対する在
宅サービ
スの充実

796 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。
　○利用時間：200時間

軽易な日常生活上の援助に
よって、高齢者の在宅生活の
継続を目的に支援しました。
○実施時間：60時間
○申請件数：8件

利用者が固定されているの
で、周知を図る必要がありま
す。

3．支援や
介護を必
要とする
高齢者に
対する
サービス
の充実

3介護予防
事業の推
進

797 地域包括
支援セン
ター

年間ケアプラン
作成件数

介護予防支援の必要な高齢者を対象に、
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。
　○作成件数：8,462件

研修会等を通じて担当するケ
アマネジャーの資質の向上に
努めています。

今後も担当するケアマネ
ジャーの資質の向上に努める
必要があります。
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3．支援や
介護を必
要とする
高齢者に
対する
サービス
の充実

4介護サー
ビス提供
基盤の整
備の促進

798 介護高齢
福祉課

ケアプラン
チェック実施回
数

　ケアマネジャーに対して、地域包括支援
センターと連携し、ケアプランチェック事業
を実施します。また、県主催の研修会が開
催される際は、事業所に周知し積極的に参
加を促します。
　○実施回数：年8回

　ケアマネジャーに対して、地
域包括支援センターと連携し、
ケアプランチェック事業を実施
しました。また、県主催の研修
会が開催された際、事業所に
周知し積極的に参加を促しま
した。
　○実施回数：年8回

事業所内でもチェックをふまえ
研修等をしていくよう働きかけ
る必要があります。

4．高齢者
の人権侵
害の防止
と救済

1施設等に
おける身
体拘束防
止の促進

799 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
介護保険施設の訪問を行います。また、県
とも連携を図りながら地域密着型サービス
事業所については、市が指導監督権限が
ありますので、定期的に実地指導を行いま
す。
　○派遣件数：420件

介護相談員派遣事業により介
護相談員が介護保険施設の
訪問を行いました。また、地域
密着型サービス事業所につい
ては、市が指導監督権限があ
りますので県と連携を図りな
がら、定期的に実地指導を
行っています。
　○派遣件数：475件

4．高齢者
の人権侵
害の防止
と救済

2高齢者虐
待の早期
発見・防止

800 福祉相談
調整課

会議実施・参加
回数

支援困難事例について支援者間の支援体
制の確立と、個別課題から地域課題を抽
出するため、各種会議を開催しました。
相談事案調整会議、高齢者及び障がい者
虐待検討委員会、高齢者及び障がい者虐
待担当者会議、地域ケア会議、地域ケア会
議運営会議、地域ケア会議担当者会議
　○開催回数：合計159回

支援困難事例について支援
者間の支援体制の確立と、個
別課題から地域課題を抽出す
るため、各種会議を開催しま
した。

　

会議の開催により、部署横断
的な支援困難事例の解決に
貢献することができました。
引き続き、支所開催の地域ケ
ア会議の運営が円滑に進む
よう後方支援が必要です。

5．高齢者
の権利擁
護の推進

1高齢者等
の権利擁
護制度の
普及

801 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。
開催：平成29年3月
　○参加者数：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
した。
○参加人数：47名

福祉後見人継続研修者が増
加しているものの、裁判所か
ら福祉後見人として選任され
るケースは稀です。

5．高齢者
の権利擁
護の推進

1高齢者等
の権利擁
護制度の
普及

802 地域包括
支援セン
ター

研修会開催回
数

・高齢者の権利擁護において、中心的な役
割を担うケアマネジャーを対象に研修会を
開催しました。
　○年間開催回数：4回

・相談者に対して、権利擁護、成年後見制
度の利用に関する説明、紹介を行いまし
た。

高齢者独居世帯、認知症罹患
者数の増加により、権利擁護
事業、成年後見制度の利用者
数は年々増加しています。ケ
アマネジャーからの相談をきっ
かけに、制度の利用につな
がった人も増えています。

高齢者独居世帯、認知症罹
患者の増加により、今後ます
ます権利擁護事業、成年後見
制度の利用者数が増えること
が予想されます。今後も権利
擁護等の研修会を通じて、ケ
アマネジャーの資質の向上を
図って行く必要があります。
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5．高齢者
の権利擁
護の推進

2権利擁護
対策の充
実

803 地域包括
支援セン
ター

相談支援件数 高齢者等の生活の困りごとについて、専門
職（社会福祉士・保健師・主任ケアマネ
ジャー）がどのような支援が必要かを把握
し、地域における適切なサービス、関係機
関につなげる等の相談支援を行いました。
　○相談支援件数：6,277件

地域包括支援センターへの相
談件数は年々増加していま
す。関係機関との連携も以前
よりとりやすくなり、適切な支
援に努めています。

高齢者単身世帯、身寄りが無
い、生活困窮、介護の問題等
複数の課題を持ち、解決の糸
口がなかなか見つからない、
支援の困難な事例が増加して
います。支援する担当者のス
キルアップが必要です。

5．高齢者
の権利擁
護の推進

2権利擁護
対策の充
実

804 福祉相談
調整課

会議実施・参加
回数

支援困難事例について支援者間の支援体
制の確立と、個別課題から地域課題を抽
出するため、各種会議を開催しました。
相談事案調整会議、高齢者及び障がい者
虐待検討委員会、高齢者及び障がい者虐
待担当者会議、地域ケア会議、地域ケア会
議運営会議、地域ケア会議担当者会議
　○開催回数：合計159回

支援困難事例について支援
者間の支援体制の確立と、個
別課題から地域課題を抽出す
るため、各種会議を開催しま
した。

会議の開催により、部署横断
的な支援困難事例の解決に
貢献することができました。
引き続き、支所開催の地域ケ
ア会議の運営が円滑に進む
よう後方支援が必要です。

6．だれも
が住みよ
いまちづく
りの推進

1住宅・住
環境の整
備

806 建築住宅
課

開催回数 引き続き三重県居住支援連絡会に参加し、
伊賀市住生活基本計画庁内推進会議にて
協議を進めました。
（開催回数：1回）

伊賀市住生活基本計画庁内
推進会議（7/25）を開催しまし
た。

同居親族要件により単身高齢
者の市営住宅入居募集を
行っていませんが、対象者数
が増加しているため、今後の
対応について検討が必要で
す。

6．だれも
が住みよ
いまちづく
りの推進

1住宅・住
環境の整
備

807 介護高齢
福祉課

居宅介護住宅
改修申請件数

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、住宅
改修費の給付を行います。
　○給付人数：510件

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、住宅改
修費の給付を行いました。
　○給付人数：480件

6．だれも
が住みよ
いまちづく
りの推進

2利用しや
すい施設・
道路環境
の整備

808 都市計画
課

工事予定なし

168/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括
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6．だれも
が住みよ
いまちづく
りの推進

3防犯・防
災対策の
推進

809 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
通報装置を貸与します。また、コールセン
ター方式を導入し、365日24時間の見守り・
相談体制により、有事の際には速やかに
消防本部や近隣住民に連絡します。
　○装置設置者数：223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しまし
た。

個人宅の固定電話回線によっ
て、設置できない回線があり
ます。

4．人権課
題の解決
に向けて
の施策

（6）外国人 1．多文化
共生社会
における
相互理解
のための
教育・啓発
の推進

1外国人の
人権課題
に関する
教育・啓発
の推進

810 市民生活
課

開催回数 多文化共生推進のための担い手づくりとし
て、日本人住民と外国人住民がともに学ぶ
「多文化共生サポーター養成講座」を実施
しました。
　○開催回数：4回

外国人と日本人が交流するこ
とで異文化を理解し、外国人
住民の人権について考える機
会になりました。

住民レベルで多文化共生の
意識が広がるよう、学校や地
域等でサポーターが出前講座
を行う機会を増やす必要があ
ります。

1．多文化
共生社会
における
相互理解
のための
教育・啓発
の推進

2国際理解
教育の推
進

811 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
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：31校

市内在住の外国人や外国人
に関わる方を学校に招いた
り、訪問したりして、様々な国
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をもつな
ど、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。

外国人児童生徒の多国籍
化、点在化が進む中で、すべ
ての学校において課題を明確
にした取組が必要です。

1．多文化
共生社会
における
相互理解
のための
教育・啓発
の推進

3多文化共
生事業の
推進

812 市民生活
課

多文化共生事業（伊賀市国際交流フェスタ
等）をＮＰＯや関係団体と協力して実施しま
した。

多文化共生事業を通して、外
国人住民と日本人が交流する
ことで、相互理解が図れまし
た。

より多くの参加が得られるよ
う、魅力ある事業を実施する
必要があります。
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1．多文化
共生社会
における
相互理解
のための
教育・啓発
の推進

4教職員、
市職員に
対する研
修の実施

813 市民生活
課

周知回数 通訳がいない場合でも対応できるよう職員
向け「やさしい日本語」講座を実施しまし
た。
　○講座回数：3回

多くの職員が参加し、外国人
住民への対応の仕方を理解
することができました。

外国人住民の相談は多様化
し、多くの窓口で対応が必要
となっているため、やさしい日
本語をさらに広めていかなけ
ればなりません。

1．多文化
共生社会
における
相互理解
のための
教育・啓発
の推進

4教職員、
市職員に
対する研
修の実施

814 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
回実施しました。
　○参加者数：60人

研修会には市内すべての小
中学校から参加がありまし
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
に向けた一助となりました。

受身的な研修にならないよう
に、各校の課題と重ねて主体
的に研修に参加できるよう研
修内容を検討する必要があり
ます。

1．多文化
共生社会
における
相互理解
のための
教育・啓発
の推進

5交流の促
進

815 市民生活
課

翻訳件数 外国人住民が地域社会とつながりを持てる
ように自治会等からの文書の多言語化に
協力します。
　○翻訳件数:10件

翻訳することにより、外国人住
民と地域住民の相互理解が
図れました。

外国人住民が地域の一員とし
て生活し、災害時に支援し合
えるよう、自治会への加入を
促進する必要があります。

2．社会生
活の支援

1外国人の
雇用・就労
環境整備

816 商工労働
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、市内の
企業・事業者を訪問し、指針の周知を図り
ました。
　○訪問企業数：121社

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、取組状況を把握す
ることができました。

企業や事業所間で人権に関
する取組状況や意識について
温度差があり、引き続き啓発
が必要であります。

170/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．社会生
活の支援

2外国人に
対する保
健・医療環
境の整備

817 保険年金
課

国民健康保険・医療助成や国民年金につ
いて、窓口に翻訳パンフレットを設置し、情
報提供の充実に努めるとともに、やさしい
日本語の活用や通訳者を介することによ
り、より一層、利用しやすい窓口環境づくり
を進めます。また、手続きの案内などに翻
訳文を同封したり、漢字にふりがなを付す
などの工夫をします。

窓口に翻訳パンフレットを設
置し、情報提供の充実に努め
るとともに、やさしい日本語の
活用や通訳者を介することに
より、利用しやすい窓口環境
づくりを進めました。また、案
内文書を送付する際には、翻
訳文（４ヶ国語）を国籍に応じ
同封しました。

窓口では、翻訳パンフレットや
通訳者を介して対応していま
すが、時間外で通訳者がいな
い場合などの、応対技術の向
上も必要です。また、制度の
複雑な部分については、日本
人にさえ説明が難しいため、
了解されたように見えても、き
ちんと理解されているか不安
があります。

2．社会生
活の支援

2外国人に
対する保
健・医療環
境の整備

818 健康推進
課

行政情報の翻訳を多文化共生担当と連携
し、必要に応じて行いました。
翻訳：必要に応じて随時
同行訪問：必要に応じて随時

各種文書の翻訳や各種検診
や相談事業において通訳者と
同行するなどして可能な限り
情報を提供しました。

通訳者がいない言語の外国
人への対応が出来ていなかっ
たり、まだ翻訳できていない書
類がある等の課題がありま
す。

2．社会生
活の支援

3生活情報
の提供や
相談窓口
の充実

819 市民生活
課

多文化共生センターにポルトガル語、スペ
イン語、中国語、英語対応の通訳職員を配
置し、外国人住民の生活相談や情報提供
を行いました。

外国人住民に必要な情報を
提供し、外国人住民の相談に
的確に対応できました。

多くの外国人住民が利用でき
るよう多文化共生センターの
機能充実と周知が必要です。

2．社会生
活の支援

4だれもが
住みよい
まちづくり
の推進

820 都市計画
課

整備率 計画に基づき整備工事を行っています。
　○整備率：33.1％

予定どおり進捗しています。

2．社会生
活の支援

5外国人に
対する救
急業務の
充実

821 消防本部
中消防署

搬送者の不安
を取り除く

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。

救急活動時必要と思われる会
話を外国語訳したファイルを
「救急対応カード」として全救
急車に配備している。

会話でのコミュニケーションが
必要な場合もあり、今後の課
題としている。

2．社会生
活の支援

5外国人に
対する救
急業務の
充実

822 消防本部
東消防署

搬送者の不安
を取り除く

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。

外国人の救急搬送人員は、１
８名で特に問題なく搬送した。

課題なし

171/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．社会生
活の支援

5外国人に
対する救
急業務の
充実

823 消防本部
南消防署

搬送者の不安
を取り除く

外国人に対する問診表の活用、それに伴う
訓練を実施していくことにより、救急業務の
充実を図りました。

外国人に対する問診表の活
用、それに伴う訓練を実施し
ていくことにより、救急業務の
充実を図りました。

コミュニケーション支援ボード
や情報収集シートを用いて問
診することで傷病者に安心感
を与えスムーズな情報収集が
出来ると考えます。

2．社会生
活の支援

6住まいの
確保

824 建築住宅
課

開催回数 引き続き三重県居住支援連絡会に参加し、
伊賀市住生活基本計画庁内推進会議にて
協議を進めました。
（開催回数：1回）

伊賀市住生活基本計画庁内
推進会議（7/25）を開催しまし
た。

三重県居住支援連絡会を通じ
て、入居を断らない民間賃貸
住宅などについての情報提供
を行っていく必要があります。

2．社会生
活の支援

6住まいの
確保

825 建築住宅
課

入居者募集回
数

公営住宅の入居資格を緩和し、外国人の
入居支援を継続して行いました。
（入居者募集回数：2回）

公営住宅の定期的な募集を
行い、外国人の住宅の確保に
努めました。
入居募集抽選結果により外国
人世帯の入居は1戸でした
が、7月募集では5戸、1月募
集では2戸の外国人世帯の応
募があり、全体の39％を占め
ました。

3．権利擁
護と社会
参画の促
進

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）

827 市民生活
課

外国人住民協議会において、外国人住民
が委員となり、必要な施策の検討等を行い
ました。

１０年にわたり外国人住民協
議会から市長に提言を行い、
多文化共生センターの設置を
はじめ、外国人住民に必要な
施策が実現しました。

外国人住民協議会は今年度
で廃止するため、今後外国人
住民の意見等を聴く機会等を
検討する必要があります。

3．権利擁
護と社会
参画の促
進

2外国人の
子どもと保
護者に対
する支援

828 保育幼稚
園課

派遣保育所
（園）数

友だち同士のコミュニ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通
訳が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。
　○派遣保育所(園)：6保育所(園)

友だち同士・保護者同士のコ
ミュニケーションがスムーズに
とれるよう、また安定した保育
所生活が送れるようにしまし
た。通訳を派遣することにより
トラブル回避と保護者の安心
に繋がりました。

外国籍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。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．権利擁
護と社会
参画の促
進

2外国人の
子どもと保
護者に対
する支援

829 学校教育
課

初期適応指導
教室修了者数

外国人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した。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
した。
　○初期適応指導教室でニーズに対して受
入人数：11人

日本語指導コーディネーター
の派遣によって、各校の課題
に適切に対応しました。初期
適応指導教室において編入
外国人児童生徒に初期指導
を行うことで、在籍校での学校
生活にスムーズ入ることがで
きました。行事や懇談会、教
育相談等、学校からの通訳派
遣依頼にほぼすべて対応しま
した。

通訳派遣、初期適応指導教
室への入級、日本語指導コー
ディネーター派遣について、
各校の要望に対応できるよう
努力しましたが、特に通訳派
遣の要望が増加しています。
各校での外国人児童生徒、保
護者への支援を充実させるた
めには予算の確保が課題で
す。

3．権利擁
護と社会
参画の促
進

3外国人児
童生徒の
サポート

830 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、
初期日本語指導を行いました。また、進路
ガイダンスを開催し、進路保障に努めまし
た。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回実施しました。
　○ガイダンスへの外国籍児童生徒・保護
者参加者数：100人
　○研修会への参加者数：60人

・初期適応指導教室では希望
者を受け入れ、3ヶ月間集中
的に指導を行いました。保護
者の不安の解消とともに、児
童生徒の安心、生活、学習意
欲の向上につながりました。
・進路ガイダンスは、ゆめぽり
すセンターを会場に9月25日
に行い、外国籍児童生徒・保
護者の参加者数は106人でし
た。児童生徒及び保護者の疑
問に応え、将来への展望を具
体的に提示することができま
した。
・市内すべての小中学校の日
本語指導者を集めて研修会を
開催し、8月19日に45人、12月
26日に29人が参加しました。
各校の課題解決の一助とする
ことができました。

初期適応指導教室ではスタッ
フが少数のため受入れ可能な
人数が限られます。進路ガイ
ダンスについては、ボランティ
アスタッフの確保が必要で
す。そのための予算の確保が
課題です。

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）

1．患者本
位の医療
体制づくり

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

831 医療福祉
政策課

伊賀市応急診
療所における
年間患者数

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
めました。
　○年間患者数：7,073人

伊賀医師会などの関係機関と
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。

引き続き、応急診療所の診療
目的や内容等について、市民
啓発・周知を行う必要があり
ます。
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　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1．患者本
位の医療
体制づくり

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

832 上野総合
市民病院
事務部医
療事務課

病院職員が医療におけるインフォームド・コ
ンセントの重要性を理解し、治療にあたっ
ては患者や家族が納得したうえで治療が
受けられるよう分かりやすい説明を行いま
す。

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
行い、同意を得た上で治療を
行ないました。「インフォーム
ド・コンセント」を行うことによ
り、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。

課題なし

1．患者本
位の医療
体制づくり

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

833 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
を行っています。また、出前講座などで広く
市民に情報提供をしています。

個別相談や電話相談などで診
断や治療方法などの相談が
あったとき「セカンドオピニオン
制度」についての説明を実施
しました。

引き続き出前講座や保健事
業の機会を通じて「セカンドオ
ピニオン制度」の周知をしてい
きます。

1．患者本
位の医療
体制づくり

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

834 上野総合
市民病院
事務部医
療事務課

地域医療連携室を中心に、職員のセカンド
オピニオンの重要性についての理解を促
進し、患者の希望にこたえられる体制を継
続していきます。

「セカンドオピニオン」の希望
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、他の医療機関への紹介を
行ないました。また、紹介先の
医療機関から依頼があった場
合には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、看護師
1名と医療ソーシャルワーカー
2名でセカンドオピニオン対応
可能な医療機関の情報収集
に努め、できるだけ患者の希
望に添えるよう努めましたが、
患者や家族からの多様なニー
ズに対応できる体制づくりが
必要です。

1．患者本
位の医療
体制づくり

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

835 上野総合
市民病院
事務部医
療事務課

カルテ等の情報開示請求についてより迅
速に対応できるよう努めます。

平成28年度のカルテ等の情
報開示請求11件について速
やかに情報開示を行いまし
た。

課題なし
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
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1．患者本
位の医療
体制づくり

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

836 上野総合
市民病院
事務部医
療事務課

入院時の説明を継続するとともに、院内に
「患者の権利宣言」を掲示し、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。

入院時に、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
本方針を記載したパンフレット
により理念と方針を説明する
ことにより患者自身の権利に
ついて理解していただき、より
安心して入院生活を送ってい
ただくことができました。

課題なし

1．患者本
位の医療
体制づくり

2人権の視
点に立っ
た業務や
接遇の推
進

837 上野総合
市民病院
事務部病
院総務課

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
しました。

・第1回（ＤＶＤ視聴後、グループ討議）
　○開催回数：9回
　○参加者数：161名
（内訳：正規107名、嘱託1名、臨時53名）

・第2回（ＤＶＤ視聴後、グループ討議）
　○開催回数：9回
　○参加者数：178名
（内訳：正規132名、嘱託1名、臨時45名）

　医療現場においては、命の
大切さを第一に考え、医療に
取り組むという立場にあること
から、研修を通じて、より人
命、人権について学ぶことの
大切さを再確認することがで
きました。また、開催回数を昨
年度より増やすことで医師の
参加率が上がりました。

　研修の開催回数を昨年度よ
り増やしましたが、医療現場と
いうこともあり、勤務形態が
様々な上、研修に参加しても
急な患者対応のため退席す
ることもあったため、研修方法
の再検討が必要です。

1．患者本
位の医療
体制づくり

2人権の視
点に立っ
た業務や
接遇の推
進

838 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
るよう学ぶ機会を持ちました。
　

保健師や栄養士など専門職
種として患者や相談者の立場
に立った対応ができるよう人
権研修などを通じて学びまし
た。

保健・医療従事者として患者
や障がい者、高齢者など様々
な人権について学び、日頃か
ら人権感覚を磨いていく必要
があります。

2．患者本
位の医療
体制づくり

2人権の視
点に立っ
た業務や
接遇の推
進

839 上野総合
市民病院
事務部病
院総務課

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。
　○開催回数：2回
　○参加者数：各回200人

　医療現場においては、命の
大切さを第一に考え、医療に
取り組むという立場にあること
から、研修を通じて、より人
命、人権について学ぶことの
大切さを再確認することがで
きました。また、開催回数を昨
年度より増やすことで医師の
参加率が上がりました。

　研修の開催回数を昨年度よ
り増やしましたが、医療現場と
いうこともあり、勤務形態が
様々な上、研修に参加しても
急な患者対応のため退席す
ることもあったため、研修方法
の再検討が必要です。

175/182



第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

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

840 健康推進
課

保健所と連携し、エイズについての正しい
知識の普及・啓発活動をしました。
　広報・啓発：随時
　健康づくりイベントにおける情報提供

健康づくりイベントなどにおい
てエイズについての知識の普
及・予防啓発コーナーを設け
るなどして啓発に努めました。

エイズについての正しい知識
の普及や感染予防のため取
り組みを継続していく必要が
あります。

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

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

841 上野総合
市民病院
事務部病
院総務課

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
めました。

市民や関係機関への周知が
図られました。

掲示等により、継続した周知
が必要です。

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

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

842 健康推進
課

保健所と連携し、ハンセン病についての正
しい知識の普及・啓発活動を進めました。
　広報・啓発：随時
　健康づくりイベントにおける情報提供

健康づくりイベントなどにおい
てハンセン病についての知識
の普及・啓発コーナーを設け
るなどして啓発に努めました。

ハンセン病についての正しい
知識の普及や感染予防のた
め取り組みを継続していく必
要があります。

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

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

843 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、引き続き啓発に努
めます。

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

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

844 健康推進
課

県や関係機関、団体等との連携し、感染症
についての正しい知識の普及・啓発活動を
行っています。
　広報・啓発：随時

各保健事業や広報、ケーブル
テレビなどを通じて感染症に
ついて正しい知識の普及・啓
発に努めています。

感染症について、予防・感染
拡大防止など平常時から正し
い知識の普及に努める必要
があります。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

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

845 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、引き続き啓発に努
めます。

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

4感染症発
生時の患
者の人権
への配慮

846 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
防止を図りました。

感染症発生時には、保健所と
連絡を蜜にとり患者の人権に
配慮しながら感染拡大予防に
措置をとりました。

平常時から、患者への人権に
配慮しながら、感染症発生時
の対応について準備しておく
必要があります。

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

4感染症発
生時の患
者の人権
への配慮

847 上野総合
市民病院
事務部医
療事務課

研修会開催回
数・参加者数

感染症が発生した際にはマニュアルに沿い
保健所に報告し迅速に対応します。
職員研修会を開催します。
　○開催回数：4回
　○参加者数：延べ662人

院内感染マニュアルに基づ
き、感染対策が徹底されるよ
う研修を実施しました。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
徹底しました。また、今年度は
昨年度より開催回数は少ない
ですができるだけ多くの職員
が出席できるよう同じ内容の
研修を回数を増やして開催し
ました。その結果、職員の参
加率が昨年度より向上し職員
に感染予防・対策に関する知
識を徹底することができまし
た。
　○研修回数２回
　○参加者数：延べ487人

夜勤等の交代勤務であるた
め、今後も全ての職員が参加
できるよう開催時間や回数を
検討していく必要があります。

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

5難病に対
する正し
い知識の
普及・啓発
活動の推
進

848 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した。
　広報・啓発　随時

難病についてのパンフレットの
配置など機会を通じて難病に
ついての正しい知識の普及・
啓発に努めました。

難病についての正しい知識の
普及・啓発に継続して努めて
いく必要があります。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．感染症
の予防や
病気に対
する正し
い知識の
普及

5難病に対
する正し
い知識の
普及・啓発
活動の推
進

849 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、引き続き啓発に努
めます。

3．医療・
生活支援
体制の充
実

1医療相談
体制の充
実

850 医療福祉
政策課

年間相談件数 伊賀市救急相談ダイヤル24事業を実施し
ました。
　○年間相談件数：9,925件

医師・看護師などが24時間
365日、救急医療や応急処置
などの相談に応じる伊賀市救
急相談ダイヤル24を開設し、
市民の救急医療に関する不
安の解消に努めました。

本事業に親しみやすいネーミ
ングや電話番号の周知方法
等について、検討していく必要
があります。

3．医療・
生活支援
体制の充
実

1医療相談
体制の充
実

851 上野総合
市民病院
事務部医
療事務課

地域医療連携室が中心となり院内の各部
署や関係機関とも連携しながら患者や家族
の悩みや不安について安心して相談できる
体制の充実を図ります。

地域医療連携室に看護師1名
と医療ソーシャルワーカー
（MSW）2名を配置し、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、患者や家族の安心
感の向上につなげました。な
お、平成２８年度は昨年度より
約25％増の延べ5,590件の相
談に対応しました。

高齢や独居の患者が多く、支
援には課題が多いのが現状
です。また、年々相談件数も
増加しており、医療機関のみ
での対応には限界があり、地
域の福祉関係機関と連携し対
応していく必要があります。

3．医療・
生活支援
体制の充
実

2エイズ相
談・HIV検
査につい
ての周知

852 健康推進
課

感染症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
いて周知を図りました。

相談があった場合には、保健
所での検査について案内する
ように努めました。

エイズ検査についての正しい
知識の普及・啓発に継続して
努めていく必要があります。

3．医療・
生活支援
体制の充
実

2エイズ相
談・HIV検
査につい
ての周知

853 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、引き続き啓発に努
めます。
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．医療・
生活支援
体制の充
実

3難病患者
への医療・
生活支援

854 健康推進
課

県や関係機関等との連携し、病気に関する
さまざまな問題や悩みに対する相談支援を
行いました。

患者の人権に配慮して生活支
援などが出来るよう保健所と
連携をしました。

保健所との連携のもと生活支
援などの相談に応じる体制の
充実が必要です。

3．医療・
生活支援
体制の充
実

3難病患者
への医療・
生活支援

855 上野総合
市民病院
事務部医
療事務課

地域医療連携室が中心となり院内の各部
署や関係機関とも連携しながら患者や家族
の悩みや不安について安心して相談できる
体制の充実を図ります。また、訪問看護ス
テーション事業の充実を図り在宅での療養
生活支援に努めます。

地域医療連携室に看護師1名
と医療ソーシャルワーカー
（MSW）2名を配置し、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、療養生活の支援、
地域連携を実施しました。

難病については、社会資源が
不足しており地域の関係機関
との連携が今後とも重要で
す。

4．人権課
題の解決
に向けて
の施策

（8）犯罪被
害者等

1．犯罪被
害者等の
人権擁護

1啓発活動
の推進

856 市民生活
課

犯罪被害者から相談があった際の対応等
について、検察庁担当者から説明を受け、
窓口に啓発ポスターを貼り出しました。

市民に対し相談窓口のＰＲを
することができました。

啓発を推進し、窓口の周知す
ることが必要です。

1．犯罪被
害者等の
人権擁護

2相談の充
実

857 市民生活
課

犯罪被害者やその家族等の相談に対応す
るため、関係機関等と連携しました。

相談があった場合の連携等に
ついて確認するこができまし
た。

犯罪被害者等からの相談はこ
れまでありません。

2．支援 1DV（ドメ
スティック・
バイオレン
ス）被害者
等の保護

858 こども未来
課

女性相談人数 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：173人

相談に応じて、必要関係機関
と連携しました。
　○女性相談実人数：173人
（２月末現在）

引き続き女性相談の充実に
努めます。

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

1・人権意
識の高揚
と適切な
利用の促
進

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

859 人権政策・
男女共同
参画課

講演回数 （再掲）657
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第２次伊賀市人権施策総合計画２０１６年度実績報告及び総括

施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

1・人権意
識の高揚
と適切な
利用の促
進

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

860 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
ました。
　○実施学校数：31校

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・タブレット等のネット端
末による児童生徒間の問題
が多発しています。

2．人権課
題の把握
と対応

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

861 人権政策・
男女共同
参画課

モニタリング回
数

インターネット掲示板等で差別表現書込み
や個人に対する誹謗中傷がされないよう
に、また拡散しないようにモニタリングを行
いました。
　○モニタリング回数:39回

伊賀地区における広域的なモ
ニタリングシステムが構築され
つつあります。また、市職員が
モニタリング事業に参加するこ
とにより、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。

差別的な書き込みの早期発
見や、削除依頼等の対処のた
め、モニタリングに携わる人の
正しい知識と情報共有が必要
です。

2．人権課
題の把握
と対応

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

862 学校教育
課

生徒指導総合
連携会議開催
回数

伊賀市教育研究センターの研修講座や生
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の検
証をしたり、保護者啓発に向けた取組の交
流を行いました。
　○開催回数：6回

6回開催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。

2．人権課
題の把握
と対応

2人権侵害
への対応

863 人権政策・
男女共同
参画課

定期モニタリングと随時モニタリングを合わ
せて72件の差別表現書き込みや誹謗中傷
書込みを発見しました。うち27件について
削除依頼を行い、26件の削除が確認され
ました。

広域的、多角的に取り組むこ
とにより、差別表現書込みや
誹謗中傷書込みを発見、削除
につながりました。

サイト管理者の特性等によ
り、削除依頼を行っても放置さ
れることがあります。また、モ
ニタリングでは発見できない
SNS上での差別や誹謗中傷
が増えていると推測できま
す。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

2．人権課
題の把握
と対応

2人権侵害
への対応

864 学校教育
課

生徒指導総合
連携会議開催
回数

伊賀市教育研究センターの研修講座や生
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の検
証をしたり、保護者啓発に向けた取組の交
流を行いました。
　○開催回数：6回

6回開催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。

2．人権課
題の把握
と対応

3ネットボ
ランティア
の組織化

865 人権政策・
男女共同
参画課

ネットボランティアの実行性について、人権
大学講座修了生を対象に、意向調査を行
いました。

市職員のインターネットモニタ
リング事業への参加は継続し
ていますが、ネットボランティ
アの組織化はできませんでし
た。

ネットボランティアの組織化に
向けて具体的に検討する必
要があります。（誰を対象に、
どのように運営するのか）

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

1．さまざ
まな人権
課題の把
握

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

866 人権政策・
男女共同
参画課

さまざまな人権課題について、人権擁護委
員協議会や法務局等と連携し、現状把握と
課題認識の取り組みを行いました。

さまざまな人権課題と、その現
状や課題について、関係機関
と情報共有を行いました。

今後も人権擁護委員協議会
や法務局等と連携を深める必
要があります。

1．さまざ
まな人権
課題の把
握

2国や県、
社会の動
向の把握

868 人権政策・
男女共同
参画課

担当部署と連携し、国や県等の動向につい
て情報収集しました。

人権関連の法令整備や社会
動向等について情報収集を行
いました。

今後も担当部署と連携し、情
報収集する必要があります。

2．人権に
関する教
育・啓発の
推進

1さまざま
な人権に
関する啓
発の推進

869 人権政策・
男女共同
参画課

新規作成枚数 イベント等で広く啓発活動を行うため、外国
人の人権に関する啓発パネルを作成しまし
た。
　○新規作成枚数：5枚

年度ごとにさまざまな人権課
題をテーマとし、啓発に適した
パネルの作成に努めました。

経年や社会情勢の変化により
古くなったパネルについて、新
規で作成する必要がありま
す。

2．人権に
関する教
育・啓発の
推進

2さまざま
な人権に
関する教
育の推進

871 人権政策・
男女共同
参画課

貸し出し件数 広報いが市やケーブルテレビ、市ホーム
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し
た。
　○貸し出し件数：44回

人権啓発パネルについて周知
を行い、貸出し件数を増やす
ことができました。パネルの展
示を通して、人権課題につい
て理解・認識を深めることがで
きました。

今後もパネルの貸し出しを積
極的に行い、人権課題につい
ての理解や認識を深められる
よう取り組みます。
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施策分野1 施策分野2 施策項目 事業 通番 担当課
　　　　　　　　　2016（平成28）年度実績報告
　　　　指標　　　　　　　　　　　事業の実施内容

　　　　　　　　　　　第2次計画の成果と課題
　　　　　　取組成果　　　　　　　　　　残された課題

3．人権侵
害への対
応と自立
支援

1相談対応
の充実

873 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、相談体制についての協議を行
いました。

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
権相談に取り組めるよう、人
権相談体制の整備に向けて
取り組みを行いました。

関係団体と連携し、相談体制
を整備・充実させ、人権侵害
への対応を行う必要がありま
す。

3．人権侵
害への対
応と自立
支援

2保護や支
援の充実

874 生活支援
課

相談件数 生活困窮者自立促進支援制度や生活保護
制度として相談を受け付けました。
　○相談者数：245人

生活困窮者自立支援制度に
ついて、周知方法とを拡充し
たことにより、相談件数も増加
しました。また、保護のしおり
についても見直しし、新規申
請者に対しより分かりやすく周
知することができました。

課題なし
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