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第２章 基本的施策の推進 
 

 

１ 人権教育の推進 

２ 人権啓発の推進 

３ 人権擁護及び相談機能の充実 

４ 市民参加の推進 

５ プライバシーや個人情報の保護 

６ 調査研究の推進 

※アンケート結果の見方について 

①集計結果は、すべて小数点以下第２位を四捨五入しており、回答比率の合計が 100.0%にならない

ことがあります。 

 ②グラフ中の「ＳＡ」は単数回答設問、「ＭＡ」は複数回答設問を表しています。 

 ③グラフ中の「Ｎ」は集計対象者総数を表しています。 
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第２章 基本的施策の推進 

１ 人権教育の推進 

人権教育とは、「基本的人権の尊重の精神が正しく身につくよう学校教育、社会教

育において計画的に実施される教育活動」です。人権尊重の社会を実現するためには、

一人一人が人権問題の正しい理解と認識を深めるとともに、人権意識を高め、自らの

課題として日常生活の中に生かせる人権感覚を身につけることが重要であり、そのた

めには、あらゆる場を通した人権教育を進めることが求められています。 

また、人権教育においては、単に知識・情報の伝達にとどまらず、日常生活の中で

人権への配慮が言動や態度に現れるよう、一人一人の実践力を高めることが大切であ

り、さらに、命を大切にし、互いの人格と個性を認め合い尊重する心、他人の痛みが

理解できる心、正義感や公正さを重んじる心など、豊かな人間性を培うことも必要で

す。 

そのため、これまでの人権教育の成果を発展させ、人権に関する学習の機会を家庭、

学校・園（所）、地域などで一層充実させるとともに、生涯学習*の視点も含めながら、

乳幼児期からの発達段階を踏まえ、学校教育と社会教育との相互連携を図りつつ、地

域の実情等に応じた人権教育を推進します。 

 

 

（１）現状と課題 

 平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、人権

が尊重される社会を実現するために取り組むべきことについて、「学校における人権

教育を充実する」が 48.1％、「幼児の時から多様な個性を認め合える教育を推進する」

が 46.8％とともに高くなっています。幼児期や小学生の頃から人権に関する教育を行

うことが、人権が尊重される社会を実現するために特に必要であると考えられていま

す。 

本市では特に、学校等における人権教育の推進に力を入れており、人権尊重の理念

を学校教育活動の中心に位置づけ、「生きる力」の育成に努めています。 

また、社会教育における人権教育についても、幼児から高齢者まで幅広い年代に対

して学習施設や資材、研修機会の提供など、人権に関するさまざまな学習の支援に努

めています。 

そして、学校教育の担い手である教職員に対しても研修会や懇談会への参加を進め、

人権問題の解決への確固たる姿勢を確立し、指導力の向上を図っています。 

 さらに、市職員に対する人権教育についても、各種職員研修の充実や階層別研修時

の人権研修など、所属長を中心に職場内の人権意識の高揚に努めています。 
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○人権が尊重される社会を実現するために取り組むべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 

(MA)N=980 
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（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

家庭における

人権教育の推

進 

 家庭は、子どもたちの人権意識の形成に重要な役割をもつ

ことをふまえ、「自分を大切にし、他人も大切にできる子

ども」を育むことができる家庭の養育能力の向上と、子育

て等の家庭教育に対する支援の充実に努めます。 

社会教育課 

 互いに人権を大切にし合う家庭や地域の環境づくりのた

め、保護者に対し、地区別懇談会や公民館利用者対象の人

権・同和教育研修会を継続して実施し、人権に関する学習

機会や情報の提供に努めます。 

学校等におけ

る人権教育の

推進 

 就学前においては、乳幼児期が人間形成の基礎が培われる

きわめて大切な時期であるため、幼児の発達の特性をふま

え、周りの人との関わりを通して、共感や思いやりの心を

育てます。また、適切な環境の中で生命の大切さに気付か

せ、豊かな心情を育てるなど、人権尊重の精神の芽生えが

感性として育まれるように努めます。 

学校教育課 

 人権尊重の理念を学校教育活動の中心に位置づけ、人権・

同和教育全体計画や年間指導計画に基づき、職員研修の充

実、進路を保障する教育の実践、同和問題学習の推進、仲

間意識に支えられた集団づくりを通して、「生きる力」を

育むように努めます。 

 学校の教育活動全体を通じた人権教育を推進することに

よって、自分の大切さとともに、他の人の大切さを認める

ことのできる人権感覚を身に付けさせるように努めます。 

 学校における人権教育の成果や課題を公開し、地域住民と

一体となった人権教育の推進を図ります。 

 社会性や豊かな人間性を高めていくため、社会教育との連

携を図りつつ、豊かな自然体験やボランティア*などの体

験活動、障がいのある人、高齢者、外国人等との交流活動

を取り入れた教育の充実を図ります。 

 いじめや不登校などが憂慮される中、各学校が人権尊重を

中心に位置づけた学校運営や指導に努め、子どもの人権を

保障する体制づくりを推進します。 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

社会教育にお

ける人権教育

の推進 

 幼児から高齢者のライフサイクルに応じて、生涯学習*の

視点での自発性に基づく学習ができるよう、公民館等の学

習施設を中心に講座の開設や交流活動など、人権に関する

さまざまな学習機会の提供に努めます。 

社会教育課 
 広く市民に学習意欲を喚起できるよう体験活動や身近な

課題等を取り上げ、魅力的な学習プログラムの開発に努め

るとともに、さまざまな指導者の確保に努めます。 

 人権に関わる教育活動充実のため、人権啓発ビデオの貸出

し等を継続して実施し、資料の整理、情報収集・提供、広

報活動に努めます。 

保健・医療・

福祉関係者に

対する人権教

育の推進 

 民生児童委員協議会、社会福祉協議会*、今治福祉施設協会

に対し、人権問題に関する研修に取り組むよう働きかけま

す。 

福祉政策課 

 保健医療関係者に対する人権教育の促進を図るため、保

健・医療・福祉関係団体に働きかけを行います。 
健康推進課 

市職員に対す

る人権教育の

推進 

 人事課主催で実施している各種職員研修の一層の充実を

図るとともに、新規採用職員研修等の階層別研修の際に人

権研修を実施し、所属長を中心に職場内の人権意識の高揚

に努めます。 

人事課 

 人権行政を推進する体制強化のため、推進員である所属長

及び所属職員に対し、人権研修を実施し、これを職場に持

ち帰り、職場内での人権について考える機会を設け、人権

意識の啓発、浸透を図ります。 

人権啓発課 

教職員に対す

る人権教育の

推進 

 人権・同和教育主任を中心に、情報交換を密にし、研修や

実践を互いに評価し合い、よりよい研修を行います。 

学校教育課 
 研修会や懇談会への主体的・積極的参加を進め、差別の現

実に学ぶ機会を充実し、人権問題の解決への確固たる姿勢

を確立し、指導力の向上に努めます。 
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２ 人権啓発の推進 

人権啓発とは、「人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的に行われる各種の研

修・情報提供・広報活動等」を意味し、市民の人権意識が暮らしの中に根づき、文化

として定着することを実現するためには、人権教育とともに人権啓発の積極的な推進

が必要です。 

テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなど、多様なメディアの積極的な活用も進

める必要があります。 

 

（１）現状と課題 

平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、今の

日本社会において、人権が「尊重されている」もしくは「おおむね尊重されている」

と回答した割合は 68.8％で、前回調査から 7.7ポイント増加しています。また、市民

一人一人の人権尊重の意識が以前と比べて「高くなっている」もしくは「やや高くな

っている」と回答した割合は 45.5％で、前回調査から 18.7ポイント増加しています。

一方で、人権が尊重されていない、人権尊重の意識が以前と変わっていない、もしく

は低くなっていると回答する人もいますが、社会における人権尊重の意識は着実に浸

透していると考えられます。 

 また、市の施策の周知度について、「「人権都市」を宣言していること」が 46.5％と

半数近く挙げられていますが、「人権都市」の宣言、「人権の日*」の制定、「今治市人

権尊重のまちづくり条例*」の制定を「どれも知らない」が 41.7％と４割を超え、「人

権都市」「人権の日*」「今治市人権尊重のまちづくり条例*」の３つを併せて啓発して

いくことが必要です。 

 さらに、人権意識の啓発に有効と思われる方法については、「テレビやラジオで啓

発を行う」が 49.9％、「県や市の広報紙などで啓発を行う」が 29.5％、「新聞や雑誌

で啓発を行う」が 27.0％と、従来から活用されている広報活動が多く挙げられていま

す。 

 現在市では、「人権の日*」制定記念講演会をはじめ、人権フォトコンテストや人権

啓発フェスティバル等のイベントを開催して、市民の人権意識の高揚を図っています。 

また、人権について市民の関心を得るために工夫を凝らした啓発グッズの配布など、

啓発活動にも力を入れています。 

あらゆる機会・媒体を活用し、「今治市人権都市宣言*」、「人権の日*」、「今治市人権

尊重のまちづくり条例*」などの普及・啓発を行いながら、法務局をはじめとする関

係機関や関係団体との協力・連携を強化し、啓発活動の推進に努めます。 
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○一人一人の人権尊重の意識が５年前と比べて高くなったか  

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市の施策の周知度 

  

 

(MA)N=980 

 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 

○人権が尊重されていると思いますか 
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○有効と思われる啓発方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

条 例 等 の 普

及・啓発 

 あらゆる機会、媒体を活用し、「今治市人権都市宣言*」や

「今治市人権尊重のまちづくり条例*」の理念、内容の普

及・啓発になお一層努めます。 

人権啓発課 

  

 

(MA)N=980 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 



第２章 基本的施策の推進 

２ 人権啓発の推進 

  18  

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

人権啓発行事

の開催 

 人権及び人権問題に対する関心を高めるため、これまで実

施してきた人権標語の募集、掲示に加え、広く市民を対象

に人権作文やポスター等を募集するとともに、これらの成

果を市民間のメッセージとして人権教育や啓発に活用し

ます。 

人権啓発課 

 「人権啓発フェスティバル」において、「人権の日*」制定

記念講演会をはじめ、さまざまな人権に関する行事を開催

し、市民の人権意識の高揚を図ります。また、各支所にお

いても、ふれあいまつりや人権フェアなど地域独自の啓発

行事を行います。 

広報紙・啓発

資料等による

人権啓発 

 広報紙による啓発を継続するとともに、テレビ、ラジオ、

市のホームページなどさまざまな媒体を活用しながら、県

が定めた「差別をなくする強調月間（11月 11日～12 月 10

日）」などの強調期間の周知に努め、啓発活動を充実させ

ます。 
人権啓発課 

 市民に配布する啓発グッズ（クリアホルダー、カレンダー、

ポケットティッシュ、うちわ等々）についても、より市民

の関心が得られるグッズに工夫するなど充実を図り、啓発

活動を行います。 

企業等に対す

る啓発の推進 

 商工関係団体や企業に、啓発ポスター、啓発冊子、啓発グ

ッズ等を配布し、また「人権の日*」啓発用のぼり旗を提

供して掲示を求めるなど、人権啓発への協力要請を行いま

す。 

人権啓発課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

関係機関・関

係団体との連

携・協力 

 人権擁護関係団体との連携・協力体制を維持しながら、本

庁及び各支所で各種啓発事業を推進します。 

人権啓発課 

 差別事象など、人権侵害事例に対しては、法務局をはじめ

とする関係機関・関係団体等と連携・協力し、再発防止の

ための啓発活動を行います。 

 学校や今治地域人権啓発活動ネットワーク協議会の構成

員である法務局、人権擁護委員協議会と協力し、市内小学

校にて「人権の花運動」を実施します。児童が互いに協力

し、花を育てることで、命の大切さや思いやりの心を身に

つけてもらうことを目的とし、その花を地域に配布するこ

とで、地域と交流を深めます。 

 

 

 

 

 



第２章 基本的施策の推進 

３ 人権擁護及び相談機能の充実 

  20  

３ 人権擁護及び相談機能の充実 

人権が侵害された場合の司法による救済や人権侵犯事件に対する法的救済は、国の

専管事項でありますが、人権が侵害されるおそれのある人や、現に侵害されている人

に対しては、市としても解決のための助言や一時的な保護を行うなど、相談・支援体

制の整備、充実を図る必要があります。特に、近年の複雑・多様化する人権相談に対

応するためには、関係各課、各機関との連携と相談員の資質向上が必要不可欠です。 

 

 

（１）現状と課題 

平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、人権

が侵害されたときの対処方法について、「友人や家族などの身近な人に相談する」が

58.1％と最も高く、相談先がごく一部の人に限られている結果となっており、公共機

関に相談する割合は依然として低いものとなっています。これは現在の相談機関の体

制が、多様化・複雑化する人権問題に対し、迅速かつ総合的な対応が必ずしも十分で

はなかったということが影響していると考えられます。 

現在市では、市の関係各課や法務局との外部関係機関との相談体制や救済・支援体

制の充実、相談機関・窓口の連携強化に努めており、相談者に安心して窓口を利用し

てもらえる環境づくりを行うことが重要です。 

 

○人権が侵害されたときの対処方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(SA)N=980 

 

資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 
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（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

人権救済制度

の早期確立 

 人権尊重のまちづくりを進めるには、人権が侵害された際

の救済制度の構築は不可欠であることから、早期の制度創

設と適切な運用を国や関係機関に要望します。 

人権啓発課 

人権侵害事例

への対応 

 差別事象など、人権侵害事例に対しては、関係各課、関係

機関・関係団体等と連携・協力し、被害者の人権回復が図

られるよう助言します。 

人権啓発課 

関係各課 

相談機関・窓

口の連携強化 

 法務局をはじめ、専門的な相談機関との連携を強化し、情

報交換を図るなど相談機能の充実に努めます。 
人権啓発課 

相談体制の充

実 

 市民が抱えるさまざまな人権相談には、法務局や人権擁護

委員*も対応していますが、今後も法務局等と連携をとり

ながら、気軽に相談に来られるよう相談事業の周知に努め

ます。 

人権啓発課 

 同和問題をはじめ、子ども、女性、障がい者*など対象者

別の人権相談については、これまでどおり、関係各課の相

談窓口においても対応し、それぞれの相談内容や対象者の

属性に応じた適切な対応ができるよう、国・県の関係機関

との連携を強化して取り組みます。 

関係各課 

 弁護士無料法律相談、行政相談等の情報を発信する他、市

民相談、消費生活相談により、市民のさまざまな問題の解

決を図ります。 

市民生活課 

救済・支援体

制の充実 

 相談を受けた各課が、市の関係課や法務局等の外部関係機

関と連携しながら救済、支援していくにあたり、被害者の

一時的な保護も含め、できる限り速やかな被害者の救済が

図れるよう、体制の充実に努めます。 

人権啓発課 

関係各課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

地域での見守

り体制の構築 

 児童に対する虐待を防止し、虐待が発生した際には、地域

社会の中で安心して暮らせるよう、地域での見守り体制の

構築に努めます。 

子育て支援課 

 高齢者虐待対応マニュアルに基づき、高齢者虐待を防止す

る支援体制構築に取り組むとともに、ひとり暮らしや夫婦

のみの高齢者世帯などの孤立を防止し、地域社会の中で安

心して暮らせるよう、地域包括ケアの推進に努めます。 

高齢介護課 
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４ 市民参加の推進 

人権問題の解決は、行政のみの施策の実施によって実現されるものではなく、市民

一人一人が自分自身の問題としてとらえ、行動することによってもたらされます。多

様な交流の中で、市民の温かな人間関係が育まれ、共に学び合い、支え合えるような

人権文化*を創造するため、市民の自主的な取り組みを支援するとともに、ボランテ

ィア*や関係団体との協働を推進する必要があります。 

 

 

（１）現状と課題 

 本市が掲げている「明るく住みよい人権尊重のまちづくりの実現」には、行政だけ

でなく市民やボランティア*、関係団体の自主的な活動の参加や協働が必要不可欠で

す。そのため、企業や団体などの学習会や研修会への講師派遣や市が保有する人権に

関する学習教材の提供、市民活動センターを通じたボランティア*や関係団体への支

援、市内で活動している公共的団体への支援など、市として可能な限りの支援を行っ

ています。 

 

 

（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

人権学習の促

進 

 市民の自主的な人権学習の取り組みを促進するため、企

業・団体の学習会や研修会への講師派遣を行い、各種人権

啓発ビデオや、人権に関する学習教材の紹介や貸し出しを

継続して行います。 

社会教育課 

ボランティア*

の育成・支援 

 市民活動センターの機能の充実による市民活動の促進を

図り、市民活動団体と行政との協働を推進します。 
市民生活課 

市民の自主的

な活動の促進 

 活動団体の交流を図り、人権に関する市民の自主的な活動

を促すよう努めます。 
人権啓発課 

関係団体への

支援 

 人権擁護関係団体等、行政と連携した活動を実施している

公共的団体に対する支援を行います。 
人権啓発課 
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５ プライバシーや個人情報の保護 

 従来、プライバシー権とは、「ひとりにしておいてもらう権利」や「個人の私生活

をみだりに公開されない権利」といった私生活や秘密を守る権利として知られてきま

した。しかし、その後、コンピュータ技術等のめざましい発展による高度情報化社会

が訪れ、生活は便利で豊かになりましたが、その一方で、「個人情報」が本人の同意

を得ないまま利用されたり、インターネットを通じて公開されるといった、プライバ

シーに関わる新たな問題が起こるようになってきました。その上、ネットワーク化が

発達したために、一旦流出した個人情報は従来とは比較にならないほど短時間で広範

囲に広がってしまいます。 

そうした背景の中、現在では、プライバシー権を「自己に関する情報を自分自身の

判断でコントロールする権利」とする考え方が主流となり、昭和 55 年（1980 年）Ｏ

ＥＣＤ（経済協力開発機構）において「プライバシー保護と個人データの国際流通に

関するガイドライン」が採択され、情報化が進んだ諸外国では、早くからプライバシ

ーや個人情報の保護に関する法制化がなされてきています。 

我が国においても、平成 14年（2002年）の「住民基本台帳ネットワークシステム」

の導入をめぐって、特に社会的関心が高まり、平成 15 年（2003 年）には行政機関等

の個人情報保護法が制定され、また、平成 17 年（2005 年）には「個人情報の保護に

関する法律」が施行されました。さらに、平成 28年（2016年）１月から、「マイナン

バー制度*」の運用が開始され、個人情報を取り巻く環境の高度情報化が一層進んで

います。 

しかし、結婚差別や就職差別につながる身元調査などの問題や、住民基本台帳や選

挙人名簿の閲覧の問題など、今後、法整備が必要と考えられているものもあります。

プライバシー権や個人情報についてはさまざまな学説があり、必ずしも一義的ではあ

りませんが、従来からのプライバシー（私生活や秘密等）保護の考え方も含め、人間

が個人としての尊厳を守る大切な権利であり、今後ますます重要になるものです。 
 

（１）現状と課題 

 平成 29年（2017年）に実施した「人権意識に関するアンケート調査」では、人権

が侵害されたと感じたことの内容について、「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口」

が 74.1％と最も高く、次いで「名誉・信用のき損、侮辱」が 25.6％、「差別待遇」が

23.1％、「プライバシーの侵害」が 21.2％となっており、プライバシーの侵害による

人権侵害も比較的多く挙げられています。 

本市では、平成 17 年（2005年）施行の「今治市個人情報保護条例」に基づき、市

職員に対する教育・啓発だけでなく、学校教育の場において児童や生徒に対して、プ

ライバシーや情報モラルに対する意識向上の教育・啓発に努めています。 

また、高度情報化社会に対応するため、全職員を対象とした情報セキュリティ研修

の充実も図っています。 

さらに、プライバシーの侵害を受けた場合の相談体制の整備も進めています。 
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○人権が侵害されたと感じたことは、どんな内容か 
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資料：人権意識に関するアンケート調査報告書（平成 30 年） 
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（２）今後の方向性及び取り組み 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

プライバシー

や個人情報保

護に関する意

識向上のため

の教育・啓発 

 各種会議等を通して、戸籍、住民基本台帳、税、保健等の

個人情報を直接扱う職員、医療関係職員、民生委員・児童

委員*、児童生徒の学業成績や身体記録等を扱う教職員等、

特に個人情報を身近に扱う職員について、プライバシーや

個人情報の保護の意識向上について教育・啓発を図りま

す。 

関係各課 

 個人情報の保護を図るとともに、特定個人情報（マイナン

バーを含んだ個人情報）の取り扱いについての一般知識の

修得、セキュリティ水準の維持向上等のための教育（研修）

を行います。 

総務調整課 

 学校教育の場において、プライバシーや個人情報の保護へ

の理解を深め、自己や他人のプライバシーを大切にする児

童生徒を育成するために教育を進めます。 

学校教育課 

 プライバシーや個人情報の保護に関する正しい知識と情

報が得られるよう、教育・啓発を行います。 
人権啓発課 

高度情報化社

会に対応した

人材の育成 

 セキュリティ意識向上のための教育・啓発を行います。ま

た、全職員を対象としたｅラーニングによる情報セキュリ

ティ研修を行います。 
情報政策課 

 利便性との最適化を考慮しながら、セキュリティ強化のた

めに新しい技術等の検討を行います。 

高度情報化社

会に対応した

人材の育成 

 学校教育において、総合的な学習の時間や技術科の授業等

で、自他のプライバシーを守るために必要な知識、技能と

モラルを身に付けるための情報教育を行います。特に、イ

ンターネット等について、その利便性とともに危険性につ

いて学び、安全な利用法を身に付ける教育を行います。 

学校教育課 
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項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

身元調査等の

防止 

 結婚差別や就職差別などの重大な人権侵害につながる身

元調査等を防止するための啓発を行います。 
人権啓発課 

 第三者が、戸籍、住民票などの個人情報を不正に取得した

場合、その不正取得の早期発見につながることや不正取得

自体の抑止に効果がある、登録型本人通知制度の早期実施

を図ります。 

市民課 

相談体制の整

備 

 個人の情報が不正に使用される等のプライバシーの侵害

を受けた場合に、的確な相談や助言を受けられるよう、相

談体制を整えます。 

関係各課 

 

 



第２章 基本的施策の推進 

６ 調査研究の推進 

  28  

６ 調査研究の推進 

 人権問題の多くは、心や意識の問題として潜在しているとともに風習や制度とも関

連していて、その実態をとらえることは難しくなっています。依然として、社会の中

ではさまざまな偏見や差別が存在し、インターネットなどを利用した差別事象も増加

しています。そうした事象の背景や課題を究明するには、人権意識調査を行う必要が

あります。また、人権問題の解決に向けて効果的な施策を推進するためには、実態調

査の実施や市民の声を聞き、着実に施策へ反映させることが重要となります。 

 

 

（１）現状と課題 

 本市では、市の人権に関する施策の基礎資料の作成のため、平成 19年（2007年）

12月、平成 24年（2012 年）11月、平成 29 年（2017年）12月に「人権意識に関する

アンケート調査」を実施し、広く市民の意見をうかがいました。定期的に意識調査を

行い、市民からのさまざまな意見を収集することで、市の人権施策に反映させます。 

 また、人権啓発の効果的な研修方法についても研究を進め、積極的に導入を行って

います。 

 

 

（２）今後の方向性及び取り組み 

 

 
 

項目 今後の方向性及び取り組み 主管課 

人権に関する

市民意識調査

等の定期的な

実施 

 人権行政の基礎資料を得るため、市民から人権に関するさ

まざまな意見を収集する市民意識調査を定期的に行いま

す。 

人権啓発課 

研修の在り方

に関する研究

開発 

 人権行政を推進するため、所属長、所属職員に対して研修

を行い、そのときにアンケート調査を実施し、次の研修に

生かします。 

人権啓発課 

 体系的な人権啓発のための研修の在り方について研究を

進め、参加･体験型などの手法を取り入れて実施します。 

社会教育課 

人権啓発課 


