
平成 28 年度 総合計画実施計画表
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～

１．基本情報
事務事業名 人権教育事業 事業No. 

総合計画の
位置づけ

まちづくり目標
【５】ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標

堀内　奈津子

事業区分

実施計画区分 該当 予算
小事業

名

人権教育事業
新規・継続・臨時区分 継続

事業担当課 まちづくり部　人権啓発センター 所属長 池田みのり 担当者 足立　倫啓

５‐６【人権教育・人権啓発】ふれあいを通じてお互いを認め合い尊重し合う社会をつくろう

施策の展開
①人権教育の推進

会計区分 一般

２．事業の概要

対象（誰を、何を） 市民や地域、企業や団体

実施目的
ベストな状態（期待される効果）

住民人権学習や研修会等、様々な機会を提供し、市民の人権尊重の理念に対する理解や体得を目
指す。

事業の概要
（具体的手段・全体計画）

・住民人権学習支援者、推進員研修会の開催（5～6月）
・人権啓発ビデオの購入
・企業人権教育研修会の支援（講師派遣）
・各校区地域人権教育事業の実施（年間）
・中学校人権学習交流会の実施（8月）

根拠法令・個別計画等 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、丹波市人権施策基本方針、丹波市教育基本計画等
事業期間 開始年度 16 年度 終了年度 無期 年度

平成28年度事業
及び積算内容

・地域人権教育事業委託料　1,400千円
・中学校人権交流集会 468千円
・人権啓発ビデオ購入　629千円

コスト（千円） 予算額 予算額 見込額 見込額 見込額

各年度の事業概略

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
・住民人権学習支援
者、推進員研修会の
開催
・人権啓発ビデオの
購入
・企業人権教育研修
会の支援（講師派遣）
・各校区地域人権教
育事業の実施
・中学校人権学習交
流会の実施

・住民人権学習支援
者、推進員研修会の
開催
・人権啓発ビデオの
購入
・企業人権教育研修
会の支援（講師派遣）
・各校区地域人権教
育事業の実施
・中学校人権学習交
流会の実施

・住民人権学習支援
者、推進員研修会の
開催
・人権啓発ビデオの
購入
・企業人権教育研修
会の支援（講師派遣）
・各校区地域人権教
育事業の実施
・中学校人権学習交
流会の実施

・住民人権学習支援
者、推進員研修会の
開催
・人権啓発ビデオの
購入
・企業人権教育研修
会の支援（講師派遣）
・各校区地域人権教
育事業の実施
・中学校人権学習交
流会の実施

直接事業費Ａ 2,340 3,033 3,000 3,000
総事業費Ａ＋Ｃ＋E 7,520 7,993 7,960 7,960 0

人件費C=B×8,000千円 3,600 3,440 3,440 3,440 0

職員従事者数（人・年）Ｂ 0.45 0.43 0.43 0.43

人件費E=D×2,000千円 1,580 1,520 1,520 1,520 0

非常勤職員従事者数（人・年）D 0.79 0.76 0.76 0.76

国・県支出金 0 0 0 0
特定財源 0 0 0 0 0

受益者負担金 0 0 0 0
借入金（地方債） 0 0 0 0

一般財源 7,520 7,993 7,960 7,960 0
その他特財 0 0 0 0

３．指標等の進捗管理

目
標
達
成
状
況

指標名 単位 説明・算定式
H27目標 H28目標 H29目標 H30目標 H31目標
H27実績 H28実績 H29実績 H30実績 H31実績

成果
推進員・支援者研修会、企業
研修会、中学校交流集会の参
加者数

人
年間の研修会、学習会に参
加した人数（延べ）

1,200 1,200 1,200 1,200

658

100.0 100.0
95.6

成果 住民人権学習会実施率 ％
市内298自治会における人権
学習会の実施割合

100.0 100.0

9,750 9,750
8,958

成果 住民人権学習会参加者数 人
各自治会で実施される人権
学習の参加者数

9,750 9,750
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１．基本情報
事務事業名 人権啓発事業 事業No. 

総合計画の
位置づけ

まちづくり目標
【５】ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標

堀内　奈津子

事業区分

実施計画区分 該当 予算
小事業

名

人権啓発事業
新規・継続・臨時区分 継続

事業担当課 まちづくり部　人権啓発センター 所属長 池田みのり 担当者 足立　倫啓

５‐６【人権教育・人権啓発】ふれあいを通じてお互いを認め合い尊重し合う社会をつくろう

施策の展開
②人権啓発の推進

会計区分 一般

２．事業の概要
対象（誰を、何を） 市民や企業、団体、組織

実施目的
ベストな状態（期待される効果）

人権講演会や様々な啓発活動の実施により、人権尊重の理念の普及と理解を深める。

事業の概要
（具体的手段・全体計画）

・人権講演会の開催（8月）
・人権のつどいの開催（12月）
・じんけん標語、拉致問題啓発パネル展の開催
・人権の花運動の実施（5月）
・社会を明るくする運動（7月）
・社会を明るくする運動作文コンテストの実施（審査会9月）
・人権啓発を行う団体への支援（市同教、人権擁護委員協議会、保護司会、更生保護女性会）
・その他人権啓発（きずな送付、広報じんけんのとびら、FM放送など）

根拠法令・個別計画等 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、丹波市人権施策基本方針
事業期間 開始年度 16 年度 終了年度 無期 年度

平成28年度事業
及び積算内容

・人権講演会　   　  696千円
・人権のつどい　     824千円
・市同教補助金  13,430千円

コスト（千円） 予算額 予算額 見込額 見込額 見込額

各年度の事業概略

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
・人権講演会の開催
・じんけん標語、拉致問
題啓発パネル展の開催
・人権の花運動の実施
・社会を明るくする運動
・社会を明るくする運動
作文コンテストの実施
・人権啓発を行う団体へ
の支援
・その他人権啓発

・人権講演会の開催
・じんけん標語、拉致問
題啓発パネル展の開催
・人権の花運動の実施
・社会を明るくする運動
・社会を明るくする運動
作文コンテストの実施
・人権啓発を行う団体へ
の支援
・その他人権啓発

・人権講演会の開催
・じんけん標語、拉致問
題啓発パネル展の開催
・人権の花運動の実施
・社会を明るくする運動
・社会を明るくする運動
作文コンテストの実施
・人権啓発を行う団体へ
の支援
・その他人権啓発

・人権講演会の開催
・じんけん標語、拉致問
題啓発パネル展の開催
・人権の花運動の実施
・社会を明るくする運動
・社会を明るくする運動
作文コンテストの実施
・人権啓発を行う団体へ
の支援
・その他人権啓発

直接事業費Ａ 16,797 17,546 17,000 17,000
総事業費Ａ＋Ｃ＋E 26,417 26,926 26,380 26,380 0

人件費C=B×8,000千円 9,200 8,880 8,880 8,880 0

職員従事者数（人・年）Ｂ 1.15 1.11 1.11 1.11

人件費E=D×2,000千円 420 500 500 500 0

非常勤職員従事者数（人・年）D 0.21 0.25 0.25 0.25

国・県支出金 727 700 700 700
特定財源 727 700 700 700 0

受益者負担金 0 0 0 0
借入金（地方債） 0 0 0 0

一般財源 25,690 26,226 25,680 25,680 0
その他特財 0 0 0 0

３．指標等の進捗管理

目
標
達
成
状
況

指標名 単位 説明・算定式
H27目標 H28目標 H29目標 H30目標 H31目標
H27実績 H28実績 H29実績 H30実績 H31実績

活動 講演会数 回 年間開催回数（8月、12月）
2 2 2 2
2

800 800
701

成果 講演会参加者数 人
8月、12月の講演会の参加者
数

800 800

74.0 77.0
48.1

成果
自治会、小学校区において、人権
が尊重されていると思う人の割合

％ 市民アンケートによる
68.0 71.0

71.0 75.0
51.9

成果
1年以内に人権の学習会に参
加したことのある市民の割合

％ 市民アンケートによる
63.0 67.0
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24
成果 相談件数 件

常設相談、出張相談受付件
数

50 50

成果 施設利用者数 人
氷上文化センター他３館の利
用者数

15,000 15,000

50 50

257
15,000 15,000

11,967

３．指標等の進捗管理

目
標
達
成
状
況

指標名 単位 説明・算定式
H27目標 H28目標 H29目標 H30目標 H31目標
H27実績 H28実績 H29実績 H30実績 H31実績

成果 講座等参加者数 人
じんけん歴史講座、じんけん
セミナー等参加者数

360 360 360 360

一般財源 23,950 22,753 22,770 22,770 0
その他特財 12 12 10 10
受益者負担金 63 76 70 70
借入金（地方債） 0 0 0 0
国・県支出金 2,565 2,706 2,700 2,700

特定財源 2,640 2,794 2,780 2,780 0

人件費E=D×2,000千円 7,940 7,940 7,940 7,940 0

非常勤職員従事者数（人・年）D 3.97 3.97 3.97 3.97

人件費C=B×8,000千円 10,080 10,080 10,080 10,080 0

職員従事者数（人・年）Ｂ 1.26 1.26 1.26 1.26
直接事業費Ａ 8,570 7,527 7,530 7,530

総事業費Ａ＋Ｃ＋E 26,590 25,547 25,550 25,550 0

平成28年度事業
及び積算内容

じんけん歴史講座 100千円、じんけんセミナー 200千円、地域交流事業 22千円、隣保館青少年の居
場所づくり事業 792千円、地域住民（高齢者）の居場所づくり事業 120千円

コスト（千円） 予算額 予算額 見込額 見込額  

各年度の事業概略

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
・じんけん歴史講座や
フィールドワーク、じんけ
んセミナーの開催
・隣保館青少年の居場
所づくり事業の実施
・料理教室、枝の剪定教
室の開催
・隣保館相談事業
・じんけん標語の募集、
人権啓発パネル展の開
催

・じんけん歴史講座や
フィールドワーク、じんけ
んセミナーの開催
・隣保館青少年の居場
所づくり事業の実施
・地域交流事業の実施
（料理教室、枝の剪定教
室等）
・地域住民（高齢者）の
居場所づくり事業
・総合生活相談事業
・じんけん標語の募集、
人権啓発パネル展の開
催

・じんけん歴史講座や
フィールドワーク、じんけ
んセミナーの開催
・隣保館青少年の居場
所づくり事業の実施
・地域交流事業の実施
・地域住民（高齢者）の
居場所づくり事業
・総合生活相談事業
・じんけん標語の募集、
人権啓発パネル展の開
催

・じんけん歴史講座や
フィールドワーク、じんけ
んセミナーの開催
・隣保館青少年の居場
所づくり事業の実施
・地域交流事業の実施
・地域住民（高齢者）の
居場所づくり事業
・総合生活相談事業
・じんけん標語の募集、
人権啓発パネル展の開
催

２．事業の概要

対象（誰を、何を） 市民

実施目的
ベストな状態（期待される効果）

隣保館を人権教育・啓発活動の拠点として位置づけ、同和問題をはじめ、様々な人権課題の解決に
向けて啓発や学習活動をはじめ相談事業にも取組み、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発
の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとしての発展を目指す。

事業の概要
（具体的手段・全体計画）

・氷上文化センター他３館の施設維持管理
・人権教育事業、人権啓発事業
・地域交流事業
・相談事業、ＤＶＤ・図書の貸出

根拠法令・個別計画等 厚生事務次官通知「隣保館設置運営要綱」、丹波市立隣保館等条例・条例施行規則
事業期間 開始年度 16 年度 終了年度 無期 年度

担当者 谷口　守

５‐６【人権教育・人権啓発】ふれあいを通じてお互いを認め合い尊重し合う社会をつくろう

施策の展開
①人権教育の推進
②人権啓発の推進

会計区分 一般

１．基本情報
事務事業名 隣保館管理運営事業 事業No. 

総合計画の
位置づけ

まちづくり目標
【５】ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標

事業区分

実施計画区分 該当 予算
小事業

名

隣保館管理事業
新規・継続・臨時区分 継続 隣保館運営事業

事業担当課 まちづくり部　人権啓発センター 所属長 池田　みのり

- 119 -




