
〖課 題〗 【課題別施策】 ［課題別施策］ 事 業 名 掲載頁 所管課

学校人権教育推進事業 34 教育指導課

総合的な学習等特色ある教育活動事業 34 教育指導課

特別支援教育運営管理事業 34 教育指導課

重度重複障害児童生徒サポート教室 35 教育指導課

小・中学校支援学級備品事業 35 教育指導課

日本語指導協力者派遣事業 35 教育指導課

在日外国人教育事業 35 教育指導課

スクールフェスタ 35 教育指導課

いじめ・不登校対策事業（いじめをなくそう子ども会議） 35 教育指導課

いじめ・不登校対策事業 36 教育指導課

教育相談事業 36 教育センター

不登校児童生徒支援室事業 36 教育センター

人権教育活動事業 37 教育指導課

研修指導事業 37 教育指導課

教職員研修事業 37 教育センター

人権教育講座（人権ばらえてぃセミナー） 37 地域教育課

ほな行こか、町のちっちゃな映画館 37 地域教育課

②公民館人権講座・教室の実施 公民館人権講座・教室等の実施 38 公民館

③地区コミュニティと連携した人権講座の実施 地区コミュニティと連携した人権講座 38 公民館

「たかつき教育だより」による啓発 38 地域教育課

保護者用啓発冊子の計画的・継続的作成と活用 38 地域教育課

視聴覚教材の購入・活用 38 地域教育課

②図書館活動による人権学習支援 人権関連図書の充実とテーマ展示 39 図書館

ＰＴＡ人権問題学習会 39 地域教育課

社会教育関係団体等の支援 39 地域教育課

②人権啓発推進市民組織の支援 人権啓発推進市民組織の支援 39 地域教育課

家庭教育学級会の支援 40 地域教育課

家庭教育学級運営委員研修会の開催 40 地域教育課

日本語識字学級の実施 40 青少年課

多文化理解子ども交流事業 40 青少年課

生涯スポーツの促進 41 スポーツ振興課

障害者スポーツの振興 41 スポーツ振興課

視覚障害者への支援 41 図書館

来館が困難な障害者への支援 41 図書館

ＤＡＩＳＹ（デジタル音声情報システム）図書の製作 41 図書館

①青少年指導者に対する人権啓発の推進 青少年指導者に対する人権研修の実施 42 青少年課

②青少年の健全育成 地域社会における青少年の育成 42 青少年課

ふれあい交流講座の開催 44 富田ふれあい文化センター

啓発パネルの常設展示 45 富田ふれあい文化センター

図書等による啓発 45 富田ふれあい文化センター

②男女共同参画社会の形成促進 男女共同参画推進事業の開催 45 男女共同参画課

③啓発活動の促進 「福祉展」の実施 45 障害福祉課

④市民への啓発 福祉講演会、各種講習会及び交流ふれあい事業 46 障害者福祉センター

⑤偏見等の解消のための啓発 感染症予防対策事業 46 保健予防課

⑥精神障害者への理解促進 精神障害者理解促進事業・精神保健市民講座 46 保健予防課

(2)系統的学習の設定 ①課題別の学習講座 人権ばらえてぃセミナーの開催 47 人権課

①子どもの社会参加の推進 子どもに関する条例等の制定 47 人権課ほか

②男女共同参画社会の形成促進 男女共同参画を推進するための講座の開催 47 男女共同参画課

(4)視聴覚教材による啓発 ①視聴覚教材による啓発 人権・文化啓発コーナーの充実 48 人権課

①啓発広報紙による啓発活動 人権広報紙の全戸配布 48 人権課

地域情報誌「桟」の発行 48 富田ふれあい文化センター

インターネットによる情報発信 48 富田ふれあい文化センター

地域情報紙の発行 48 春日ふれあい文化センター

③男女共同参画社会の形成促進 ・情報誌の発行 ・広報紙への啓発記事の掲載 49 男女共同参画課

④啓発活動の促進
「障害者(児)福祉のあらまし」及び

「精神保健福祉のあらまし」の発行
49 障害福祉課

情報誌「ゆうあい たかつき」の発行 49 障害者福祉センター

センター案内「ゆう・あいセンター」の配布 49 障害者福祉センター

⑥生活支援情報の提供
外国人市民のための日常生活案内パンフレットの作成
及びコミュニケーション支援の検討

50 人権課ほか

(6)効果の確保 ①効果の確保 人権意識調査 50 人権課

①企業等における人権啓発の推進 事業主への啓発 50 労働福祉課

②就職困難者等の就労促進 障害者雇用促進啓発事業 51 労働福祉課

「広報たかつき」による啓発 51 広報課

市提供広報番組による啓発 51 広報課

4 行政内部での連携 (1)庁内組織の活性化 ①行政内部での連携の強化 人権擁護推進本部などの組織の活性化 52 人権課ほか

①地域での学習及び啓発活動 中学校区地区単位会での学習・ふれあいアップ講座等の支援 52 人権課

②地域社会における学習の支援 人権啓発指導員派遣 52 人権課

人権講座への支援 53 コミュニティ推進室

地域の各種催しを活用した啓発の支援 53 コミュニティ推進室

④高齢者に対する市民の人権意識を高める啓発 福祉講習会への講師派遣 53 高齢福祉課

①個人情報保護制度の職員研修 個人情報保護制度の職員研修 54 市民情報課

階層別研修 55 職員研修所

職場人権研修 55 職員研修所

障害者理解講座（手話研修・点字研修） 55 職員研修所

(2)専門職員の人権研修の充実 ①人権保育の充実・推進 職員研修の充実 56 保育課

2 指導者の養成 (1)研修指導者の養成 ①人権研修の実施 職場研修指導者の養成 56 職員研修所
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※諸事業については、毎年定期的に点検し、社会経済状況等の変化に応じて事業の見直しを行い、人権施策の効果的な推進に努める。

※事業名欄 の事業については、多文化共生施策にまつわる事業

〚基本的方向〛

人

権

教

育

学校教育における
人権教育の推進

１ 人権教育の
充実・推進

社会教育における
人権学習の推進

１ 人権学習の
充実・推進

(1)人権教育の推進 ①人権教育の推進

(2)子どもたちの自主的な活動の拡大 ①子どもたちの自主的な活動の拡大

(3)いじめ・不登校に対する対応 ①いじめ・不登校に対する対応

(4)人権教育の推進システムと
教職員研修の充実

①人権教育の推進システムと教職員研修の充実

(1)人権啓発講座等の実施

①人権啓発講座の実施

(2)情報提供活動等の充実
①情報提供活動

(3)社会教育団体等の支援
①社会教育団体の支援

(4)家庭教育の推進 ①家庭の教育力向上

(5)多文化共生・
国際理解教育事業等の推進

①多文化共生・国際理解教育事業の推進

(6)スポーツ振興による人権啓発の推進 ①スポーツ振興による人権啓発の推進

(7)図書館活動による障害者支援 ①図書館活動による障害者支援

(8)青少年の健全育成

人

権

啓

発

市民・企業等
への啓発

1 市民への啓発

(1)講演会・講座等による啓発

①人権講演会の実施等

(3)課題別人権施策・啓発事業の推進

(5)情報誌の作成等による
情報提供・発信の充実

1 啓発活動への支援
(1)市民・各種団体などが行う

啓発活動への協力・支援 ③地区コミュニティ組織等における
啓発活動の推進

②情報発信事業

⑤情報の発信

2 企業への啓発 (1)事業主などに対する啓発

●人権教育・人権啓発の推進

②人権研修の実施
人
権
研
修

人権に配慮した職務
の遂行のための人権
研修等

1 職務に応じた研修
(1)職員の人権研修の充実

3 啓発手法の工夫 (1)メディアにおける啓発方法の多様化 ①啓発方法の多様化

各種団体等の
啓発活動への支援

基本課題

５ 人権施策体系に基づく具体的な諸事業一覧表 －１


