
実績

実績

生活指導の委託と活動の助成、貸付
金の回収を行った。

9月～11月中、各子育て支援センター
1回ずつ訪問し、インターネットと人

権のパネルを作成し説明した。啓発冊子を活用して考えてもらう。

政策課題

若い保護者への人権問題の意識づけ。

政策課題に対する工夫

同和地区生活指導委託事業、解放運動に対する活動費の助成、住宅新築資金等貸付
事業関係業務

人権同和問題の啓発、活動支援

イラストが多めの資料で、子育て中の忙しい保護者の印象に残るものとした。

対象 重点事項

子育て中の保護者 ・乳幼児と関わる保護者への啓発

子育て支援センター利用保護者に、特にインターネットと人権について 各センター1回訪問

具体的な取組 目標/効果

人権同和問題に関する関係部局間の連携体制図の整備 啓発のための情報共有
「人権侵害・差別事象の発生時（相
談）の対応図」を作成した。

古本を回収し、その売却金額を犯罪被害者支援活動に充てる支援事業（ホン・デ・
リング）を１月に行う。

犯罪被害者支援

政策課題

1月9日から19日まで、市内3か所の回
収ボックス設置。1,028冊寄付　本の
査定額　976冊19,448円

人権同和問題は幅広い分野にわたるため、関係課との連携が重要である。

差別事象が生じた際、速やかに対応できるよう対応図により整理した。

政策課題に対する工夫

平成２９年度人権事業計画　　担当課（企画政策課）

対象 重点事項

市民 人権意識の醸成

具体的な取組 目標/効果

人権週間などに併せ地域振興局と連携しパネル展示、懸垂幕の掲揚など 市民への意識づけ、意識の高揚
12月4日から10日まで、人権パネルデ
ザインプロジェクトによる啓発ポス
ターを多目的ホールに展示した。



実績

男女共同参画社会を目指す「伊那市民のつどい」開催（11/５） １４０名集客予定

女性人材バンク登録者の拡充と活用促進　 幅広い女性人材活用

男と女ネットワーク協議会活動支援

男と女いきいきセミナー実施

ワーク・ライフ・バランスの実現を率先垂範
するため、市としてイクボス・温かボス宣言
を行った。（8月23日　市長ほか60人　）

防災への女性参画をテーマに開催。90名参加

男女共同参画社会づくりのための啓発（男女共同参画週間6/23～
6/29パネルや絵手紙作品の掲示）

意識づけ

ワーク・ライフ・バランスへの取組（企業への働きかけ） 企業への意識づけ、働き方の改革

いーなチャンネルで男女共同参画に関する番
組を作成した。

男女共同参画事業の推進

3回開催　

政策課題に対する工夫

息の長い啓発活動が必要であり、活動のＰＲを積極的に行った。（地元メディア、市ＨＰ、広報番組）

相談件数（平成30年1月末現在）電話５５
回、面接43回

10月「より良い人間関係」75名　　12月「パ
パとつくるクリスマスのごちそう」料理教室
8組　1月「子育て自信アップセミナー」41名

・男女の性の尊厳を確立し、健やかに暮らせる社会の形成

具体的な取組

政策課題

男女共同参画に関する意識は少しずつ向上しているが、性別による役割分担意識や慣習は残っている。

女性のための相談室設置 相談室の周知

・職場・家庭・地域において男女が共に活躍できる社会の実現

・政策・方針等の立案及び決定への女性の参画促進

平成２９年度人権事業計画　　担当課（企画政策課）

対象 重点事項

市民、企業 ・男女共同参画社会の意識づくり

市の委員会、審議会委員の推薦を行った。（29年度中
に委員等を務めている人10名）

33の活動指標により進捗管理を行った。アクションプランによる進捗管理

目標/効果

第３次伊那市男女共同参画計画の推進

男女共同参画週間中、伊那図書館、ツルヤ伊那
福島店でのパネル展示を行い、若い世代への発
信に努めた。



平成２９年度人権事業計画　　担当課（企画政策課）

実績

NPO法人伊那国際交流協会へ相談事業の委託 生活支援

日中友好協会伊那地区本部の事務受託

外国人が伊那市で安心して暮らしていけるための支援

具体的な取組 目標/効果

ＮＰＯ法人に委託することにより、多言語の対応が可能になっている。

対象 重点事項

外国人

7/24信大留学生との交流会　1/30講演会

相談件数　２０６件（１月末現在）

政策課題に対する工夫

相談件数は落ち着いているが、内容が心の問題や子どもの貧困など深刻なものがある。

政策課題



外国人住民に対する支援

実績

平成２９年度人権事業計画　　担当課（市民課）

対象 重点事項

外国人住民

具体的な取組 目標/効果

市民課に外国人相談窓口を設置 主に行政事務手続きに関わる相
談窓口の開設による、外国人住
民に対する支援体制の充実

今年度12月末現在の実績は別紙のとおり

体制：ポルトガル語通訳を常時１名配置
　　　（ポルトガル語圏外国人住民約740人）

時間：午前８時３０分から午後５時１５分

内容：外国人住民の行政手続きに関わる相談支援（窓口、電話）

政策課題

各種外国語に対応可能な相談体制づくり

政策課題に対する工夫

通訳システムの導入検討



実績

保護司会の組織体制上、同様の大会を同時期に上伊那３地区で分区ごとに開催しており、上伊那全体で開催するなどの改善が必要である。

現在、伊那市と南箕輪村の保護司会と青少年育成会が共同して開催しており、マンネリ化した大会に活力を取り戻すことが課題である。

政策課題に対する工夫

子どもの作文発表の他、オープニングで地元の子ども達が合唱など発表する機会を設けて、親や祖父母、知人などの参加促進を図った。

上伊那保護司会で合同開催の検討を進めていただけるよう、年度当初に実施する大会実施委員会の席で提案し、働きかけを行う。

上伊那全体の大会となれば、３年に一度、当番地区として計画立案を行うこととなり、現状に比べてマンネリ化防止につなげられる。

参加者が学校ＰＴＡなど固定傾向にあり、一般参加者が少なく、周知の徹底や一般参加者の増が課題となっている。

・講演「薬物乱用はダメ。ゼッタイ」 ・社会を明るくする運動作文入賞作品発表　2人

 講師　薬剤師　伊藤みさ惠　氏（長野県薬物乱用防止指導員） 　美篶小学校6年生　伊東竜哉さん　「言葉の意味を考えて」　

　東部中学校2年生　伊東琴音さん　「大切な友達」

・講演「薬物乱用はダメ。ゼッタイ。」

　 　講師　薬剤師　伊藤みさ惠氏（長野県薬物乱用防止指導員）

政策課題

(7/8 高遠町総合福祉センター「やますそ」） 7/8　高遠町総合センター「やますそ」　参加者202人

・社会を明るくする運動作文入賞作品発表　２人 ・オープニング 高遠小学校4年生、合唱団による発表（舞踊、歌）　

犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支える地域の取組み

具体的な取組 目標/効果

(1)第67回社会を明るくする地域づくり大会 参加者200人 第67回社会を明るくする地域づくり大会

平成２９年度人権事業計画　　担当課（社会福祉課）

対象 重点事項

市民 犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組み



平成２９年度人権事業計画　　担当課（社会福祉課）

実績

障害者の「上伊那圏域地域自立支援協議会」を結成し、市町村の枠や事業所の枠を超えたネットワークを作っている。

成年後見についても、市町村の枠を超え、８市町村で「上伊那成年後見センター」を設立し、制度の活用を図っている。

避難行動要支援者台帳への登録内容は、要支援者支え合いマップに反映していく。

政策課題

災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する体制等について明確にし、福祉避難所を運営する事業所等と共有を図る必要がある。

障害を持つことを他者に知られたくないため、避難行動要支援者台帳（保健福祉支援カード）提出に協力いただけない場合がある。

政策課題に対する工夫

(4)虐待防止と権利利益の擁護 障害者虐待防止センター活用 虐待相談６件、うち虐待と認めたもの２件（1月末現在）

(5)平常時の見守り、災害時の支援体制の充実
避難行動要支援者台帳整備、
福祉避難所避難訓練の実施

避難行動要支援者台帳登録者2,525人。要支援者台帳整備のためのアン
ケート調査実施（アンケート対象者1,376人、回答者750人）（12月末現
在）

(2)就労支援・社会参加の促進 一般就労移行、雇用の場の拡大 就労支援による一般就労移行実績12人（１月末現在）

(3)相談支援体制の充実 サービス等利用計画の策定 障害者568人、障害児167人（12月末現在）

具体的な取組 目標/効果

(1)居宅・施設サービスの充実 支援給付とサービス提供 自立支援給付11,003件、障害児通所等給付1,265件（12月受付分まで）

障害者（児） 誰もが認め合い、等しく参加でき、自分らしく安心して暮らすこと

対象 重点事項



実績

実績

政策課題に対する工夫

園長会で参考事例等の情報共有を行いつつ実践した。

⑤外国籍保護者に対するきめ細かな対応 （随時）

政策課題

外国籍保護者に対しては、通訳を通した懇談会を定期的に行う。

③園だより・クラスだより等による啓発 幼児期の人権感覚の育成の必要 地域交流内容を中心に園便りで情報を発信し、

④保育園の育児相談日の定期的開催と子ども相談室との連携 性について理解を深める 相談室と連携を図りながら、育児相談を行った。

①保育参観日の講演会、講話等の開催 自ら人権問題に対し解決する意

②子育て支援センター、ファミリーサポートセンターにおける研修会・講座 欲と実践力を身につけながら、
子育て支援センター職員会において、情報
共有し人権感覚の向上に努めた。

保護者 自らの人権感覚の向上と幼児期の人権感覚の育成理解

具体的な取組 目標/効果

園長会で参考事例等の情報共有を行いつつ実践した。

対象 重点事項

政策課題

優しさや思いやりといった心を育てる取り組みを引き続き行っていく。

政策課題に対する工夫

③異年齢児との生活 ③接し方、思いやりの心の育成 通して、接し方や思いやりの心を育んだ。

④高齢者等地域の人との交流 ④敬い、いたわりの心の育成 (随時）

　統合保育 割や小学校、高齢者施設、地域住民との交流を

具体的な取組 目標/効果

①絵本や紙芝居等の活用 ①気持ちの表現、自らを好きになる 日常の生活の中で、自然環境や絵本等を活用し

平成２９年度人権事業計画　　担当課（子育て支援課）

対象 重点事項

園児（１，７５０人） 幼児期の人権感覚の育成

②未満児との保育、伊那養護学校等との交流保育、外国籍児等との ②思いやり、個性を認める心の育成 考え方や表現を豊かにすると共に、園内での縦



平成２９年度人権事業計画　　担当課（子育て支援課）

実績

実績

主任児童委員が地域見守りの参考にするよう就学援助に関する情報の提供を行った。乳幼児3か月検診の際に、検診に出向き交流の機会と

するよう対象地区の出生者名簿を提供した。

④「子ども相談室」の相談・調査を通じた問題の適切把握と早期解決 ④情報収集と問題解決のための対応を行った。

政策課題

市で把握している個人情報を主任児童委員等に提供できる程度について、個人情報保護との関連でルール化が困難となっている。

政策課題に対する工夫

②児童相談所、警察署、児童養護施設等関係機関との連携 の被害の最小化と抑制を図る ②関係機関との役割分担や連携を適切に行った。

③要保護児童対策地域協議会による適切な保護対策 ③定期的な情報共有で、状況にあった適切な対応を行った。

①民生児童委員、主任児童委員等への情報提供と地域で見守る体制 虐待を受けた児童の早期把握と ①伊那市の現状について研修を実施し、地

　づくり 的確な対応により、要保護児童 域での見守りの重要性を確認した。

児童 児童虐待への対応

具体的な取組 目標/効果

政策課題に対する工夫

園長会で参考事例等の情報共有を行いつつ実践した。

対象 重点事項

める

政策課題

これまでの取り組みを継続して実施するよう努めていく。

③日常の保育実践の中における課題の発見と見直し 幼児期の人権感覚の育成の必要 ら実践力の向上を図った。

④各種研修会への参加と報告、園内研修による情報共有 性について職員相互に理解を深 （随時）

具体的な取組 目標/効果

①保育士自身が良い人的環境になっているかを相互に確認 自ら人権問題に対し解決する意 各種研修会や、定期的な園内の情報交換会等で

②保育指導計画等に基づく園内研修の実施 欲と実践力を身につけながら、 課題の検討・解決を行いつつ、理解を深めなが

対象 重点事項

職員（保育士） 自らの人権感覚の向上と幼児期の人権感覚の育成理解



実績 2/1現在

・自殺者の減少（H28年は13人）

・「こころの健康」への意識

づくりと、相談しやすい環境

の整備。こころの病気を理解し

地域で支える人の増加。

地域の実情に合せた自殺対策事業

実績 2/1現在

　乳幼児健診での「赤ちゃん抱っこ体験」は参加校が減ってしまったが、高校の「ライフデザイン」授業に新生児人形を貸出しし、17人が参加した。

２　エイズなど、性感染症予防学習（助産師会との連携） 健全育成と正しい性知識の会得

政策課題

・青少年期から命について学ぶことにより、将来の育児不安や乳幼児虐待の軽減の一助としたい。

・受け入れ校・人数等の減少が課題

政策課題に対する工夫

高校生 いのちの教育

具体的な取組 目標/効果

１　乳幼児健診体験学習 思春期の青少年の母性、父性の 抱っこ体験　１校　１１人参加

　7月に保健所、警察、精神科医や関係各所に呼びかけ、「自殺対策関係機関連絡会」を行い、情報交換を行った。具体的な対策というより現状の

理解が深まったように思う。

対象 重点事項

政策課題に対する工夫

  　・こころのトレーニング教室　・こころの相談事業　など ・講演会130人・トレーニング教室2期×4回　延106人

　（２）精神障害者デイケア事業　　（３）アルコール依存症予防・断酒会など ・こころの相談 延105件　心の相談室 延75人

２　ハッピーバース講座でのエイズ予防啓発 ・デイケア　37回　延338人

政策課題 ・断酒会　2グループ　年10回保健師参加

　自殺対策基本法の改正により県や市町村に「自殺対策基本計画」の設置が義務付けられた。（H28.4月）

　今年度は庁内の関係各課、医療機関や各種関係機関の連絡会を設置し、情報交換しながら今後の自殺対策支援のあり方を検討する予定

具体的な取組 目標/効果

１（１）こころの健康づくり事業 ・H29年の自殺者は10人（健康推進課調べ）

　  ・自殺対策事業　・こころの健康づくりサポーター研修会、講演会 ・サポーター研修 ケアマネ1回＋2回×2地区 137人

平成２９年度人権事業計画　　担当課（健康推進課）

対象 重点事項

成人男女 精神保健事業



平成２９年度人権事業計画　　担当課（健康推進課）

実績 2/1現在

の疑われる家庭を担当保健師が訪問したり、必要により助産師に訪問を委託した。

　　　　ラム）実施

政策課題

各事業へ参加しない家庭への支援

　妊娠期から虐待リスクを抱え子育てをしている家族に対して、各関係職種でチームを組み必要に応じ早期支援の実施・検討を行う継続的な関わりが必要

である。

政策課題に対する工夫

　母子健康手帳交付の際に妊婦本人に記入してもらった「妊婦台帳」の内容などから、関係職種のチームである「養育支援ネットワーク」で検討し、リスク

（２）子育てへの不安解消を支援 の意識づくりと、相談しやすい

　　　・虐待予防ワークショップの開催、虐待予防自助グループ（親育ちプログ 環境の整備。

　　　・妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援の実施 活動を通じた「こころの健康」へ・自助グループ　　6回　34人参加

対象 重点事項

育児中の母親 虐待予防事業

具体的な取組 目標/効果

（１）子育て世代包括支援体制の強化 　相談支援事業や自助グループ ・ワークショップ　1回　22人参加



実績

実績

政策課題

一人暮らし高齢者等、支援の必要な高齢者の増加に対応するため、相談支援体制を強化していく必要がある。

政策課題に対する工夫

伊那市高齢者障害者虐待防止マニュアル、権利擁護情報共有シートを作成した。

　養護老人ホーム保護措置 高齢者の生活と権利の保護を図る。 入所者 47人　H29年度措置者 5人

　保健福祉支援カード・救急医療キット・携帯用緊急連絡先カード作成
5,400人/高齢者の見守りと緊急時の支
援体制整備

保健福祉支援カード 5,252人 救急医療キット4,448人

携帯用カード 3,468人(12月末現在)

　認知症初期集中支援チーム
20人／複数の専門職の訪問等により、早期
対応や医療提供につなげる。

相談支援 4件(1月末現在)　市民向学習会開催

　介護相談員の派遣
50件訪問　500人面接／利用者の声を直接聞き、
介護サービスの質の向上につなげる。

43件訪問　382人面接(12月末現在)

　成年後見制度利用支援
成年後見制度市長申立て等による高齢者の
権利保護

権利擁護相談 31件　市長申立て 12件(1月末現在)

イーナ介護なんでも相談所の充実を図った。

対象 重点事項

 高齢者 　高齢者の権利擁護・緊急時の支援

具体的な取組 目標/効果

　高齢者虐待相談
高齢者虐待の早期発見、早期対応。権利擁
護ネットワークの構築

34件(1月末現在)

認知症当事者である、日本認知症ワーキンググループ共同代表佐藤雅彦氏による講演を行った。

　認知症サポーター養成講座
300人／認知症に対する理解促進を図り、地
域等で見守る人材を育成

14回 395人(1月末現在)　 16回 537人見込

　イーナ介護なんでも相談所
27か所／身近な場所において、市民が気軽
に相談できる。

33か所　相談21件(12月末現在)

政策課題

認知症高齢者等の増加が見込まれる中、地域住民の理解の促進や見守りなどの協力体制を整備していく必要がある。

政策課題に対する工夫

具体的な取組 目標/効果

　認知症を考える市民のつどい 250人／市民の認知症に対する理解を深める。 7月8日開催　市民約250人参加

平成２９年度人権事業計画　　担当課（高齢者福祉課）

対象 重点事項

　市民 　啓発活動・高齢者の安心安全を守る・人材の育成



実績

実績

実績

政策課題

　今後も継続して行い、企業への情報提供と、企業人権への理解を深めてもらう。

　障がい者雇用の啓発。

政策課題に対する工夫

無料配布冊子を取り寄せて企業訪問の際に配付した。

研修参加の案内に旅費・資料代の助成がある旨を記載した。

具体的な取組 目標/効果

○企業訪問による啓発活動 　企業の社会的責任を考え、男女
が仕事と家庭生活を両立できる多
種多様な働き方が選択できるよう
環境整備や、公正な採用選考の実
施を図る。

○企業訪問による啓発活動（143社）

政策課題に対する工夫

　特別賛助会員企業に企業人権教育推進研修会以外の研修会参加について案内をする。

政策課題に対する工夫

賛助会員あてのメール配信体制が整ったため、研修会などの案内を迅速に周知した。

具体的な取組 目標/効果

○人権教育資料、啓発ポスター等配布
○講師、参考図書の斡旋
○講演会・セミナー参加

　 講演会、講座等の開催、資料
の配布、講師のあっせん等を通
じ従業員に研修機会の場を提供
し、取り組みの充実を図る。

○人権教育資料、啓発ポスター等配布
○講師、参考図書の斡旋
○講演会・セミナー参加

政策課題

　新しい情報を常に発信し、啓発に努める。

政策課題

平成２９年度人権事業計画　　担当課（　伊那市企業人権教育推進連絡会　事務局：商工振興課　）

対象 重点事項

　市内に事業所を有する企業 　相手の立場で考え、行動できる人権感覚を身につけるための職場環境づくり、企業内指導者の
養成事業の推進を図り、すべての差別解消のために企業全体で人権教育にあたる。

具体的な取組 目標/効果

○企業人権教育推進研修会（上伊那）共催、参加
○社会人権教育研修会参加
○長野県企業人権セミナー参加
○人権週間への対応（新聞広告）
○長野県部落解放研究集会参加
○企業内人権研修の推進

　各企業の研修会等への積極的な
参加及び公正な採用選考の実施に
向けたさらなる取り組みを促すと
ともに、組織力強化を図り、人権
に関する意識の向上を図る。

○企業人権教育推進研修会
（6/27　 94企業  6団体　計131 名）
○社会人権教育研修会6/22
○長野県企業人権セミナー7/14
○人権週間への対応（12/4 新聞広告）
○長野県部落解放研究集大会　12/22
○企業内人権研修の推進



人が人として尊重される人権文化の構築

実績

・学校の課題に応じた指導案集の編集や研修会の内容の工夫

　に応じた効果的な学習の推進

　(3) 学社連携を推進し、人権同和についての幅広い課題を共有する。 　を図る。

２ 学校人権同和教育研究推進委員会による上記の取り組みの検証、推進 ２　小中学校の同和教育指導の
連携　(1) 人権同和教育指導案作成（加除・修正含む）

政策課題

・同和問題を扱う重要性が分かっていても、扱いに関して難しさがある。　・家庭と共に進める有効な人権同和教育。

政策課題に対する工夫

・親子で参加しやすい講演会の企画、講師の選定

２ 教育活動を通じ、発達段階に応じた人権感覚を培う。

具体的な取組 目標/効果

１ 全小中学校における地域性、課題に応じた人権同和学習の実施 １ 各学校における課題に応じた
1-(1)学校人権同和教育研究推進委
員会(6回)
1-(2)学校人権同和教育授業研究会
1-(3)人権同和教育指導夏期研修会
2-(1)伊那市人権同和教育学習指導
案の加除修正及び指導案集の授業
記録提出
2-(1)地域教材の発掘

　(1) 市内小中学校の実践を通じて人権尊重の学校・学級経営を推進する 　テーマの設定により、対象者

　(2) 研究授業各種研修等を通じて指導方法、工夫等を学ぶ。

平成２９年度人権事業計画　　担当課（学校教育課）

対象 重点事項

小中学校児童・生徒、教職員、保護者、地域住民等 １ 人権同和問題を学習者自身の課題として位置づけ、その教育の推進を図る。



実績

政策課題に対する工夫

「人権侵害・差別事象の発生時(相談)の対応図」及び「対応マニュアル」を作成したが、７課（審議会）でさらに検討していく必要がある。

伊那市人権同和教育指導者養成講座（認定）の実施を計画していきたい。人権教育に関する市民の意識調査必要。

する市民の意識調査が課題(必要)です。

５ 指導者の養成（リーダー養成講座等への参加） 　教材の発掘を行う。 　１校１指導案の実証授業を行った。

６ その他（事業の財源に、県教委の人権教育促進事業補助金を活用） 　地域教材の教材化を実施。 

政策課題 平成28年12月９日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、同月16日に施行されました。

伊那市では、同和問題の解決を目指し、人権同和教育などを積極的に進めてきました。しかし、全国的にみると今なお許しがたい差別事件が起

こっているのが現実です。さらに、情報化の進展に伴って、インターネット上に同和地区と称して地名を書き込むなどの行為が発生しています。

伊那市においても、いつこのような問題が起こるかわかりません。このような問題が発生した時に備えて、対応マニュアル作りと同和問題に対

３ 地区人権同和教育推進事業への支援 　導案（社会人権同和教育指導 　委員会を計６回実施。学習指導案の

４ 啓発活動（資料による啓発、「えがお」発行） 　案）の見直しと増頁及び地域 　増頁（４５Ｐ）を作成した。

 (2)公民館人権講座（年12回） 　部署の連携を図る。 　社連携合同会議を２回実施

（3)人権同和教育学級講座（休会） ３　伊那市人権同和教育学習指 ３　伊那市学校人権同和教育研究推進 

２ 人権同和教育推進事業 　推進及び「人権尊重の明るい 　議会において、学社連携による推進

 (1)伊那市人権同和教育講座（年3回) 　伊那市づくり審議会」の関連 　の確認を行った。７課出席による学

 (4)会議・研究会への参加 　権同和教育が一体となった学 　の選定や運営を工夫した。

 (5)社会人権同和教育指導案集（実証授業及び増頁） 　社連携による人権同和教育の ２　第１回伊那市人権同和教育推進協

 (2)社会教育指導員設置 　座、公民館講座）の開催 　２８０人）計１，４８０人、公民館

 (3)集会所管理 ２　学校人権同和教育と社会人 　講座１１回開催、計４２２人、講師

１ 社会人権同和教育推進事業 １　人権尊重の精神の育成を目 １　伊那市人権同和教育講座（第１回

 (1)人権同和教育推進協議会（年2回：学社連携＋6課） 　指した講演会（生涯学習課講 　９８０人、第２回２２０人、第３回

委員、人権擁護委員、公民館講座参加者、児童・生徒等 ２　学校人権同和教育と社会人権同和教育の学社連携による人権同和教育の推進

具体的な取組 目標/効果

一般市民、市民大学生、保育協会、子ども育成会、民生 １　人権尊重の精神の育成を目指した講演会等の開催

平成２９年度人権事業計画　　担当課（生涯学習課）

対象 重点事項 「共に生きる心」を醸成し、人権尊重社会を築く実践力を高める


