
別記様式 

平成２１年度人権推進課 執行目標進捗状況 
                                   平成２１年１０月３１日現在 

凡例 ◎⇒達成済 ○⇒達成見込（一部実施し、達成する見込みがある場合） △⇒未実施（未達成になる場合を含む）  
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執行目標テーマ 執行目標とする内容 目標指標 進捗状況 今後の取組 

７(1)すべての市民が

等しく社会参加できる

まちづくりの推進 

人権啓発事業の推進 

市民一人ひとりの人権が尊重され、誰

もが誇りを持って生きることができ

る平和で明るい社会を実現するため

に、木津川市人権啓発協議会との一層

の連携を強め、人権課題の解決に向け

啓発活動を推進していく。 

・人権強調月間（８月） 

街頭啓発、啓発映画会の開催等 

・人権週間（１２月） 

街頭啓発、人権文化のつどいの開催等 

・人権研修会の開催等 

人権文化のつどいや各種

研修会への参加者数につ

いて、昨年度より増員する

ことを目標に創意工夫の

うえ取り組む。 

○ 

 

 

 

△ 

人権強調月間(８月)の街頭啓発活動は

８月４日に実施済み 

 

 

１２月の人権週間に因んだ街頭啓発

活動及び「人権文化のつどい」・「人権

研修会」は今後予定 

 

啓発映画は未実施 

人権週間(１２月) 

街頭啓発は１２月８日に実施予定 

人権文化のつどいは１２月６日に実施予定 

 

人権研修会は、１１月１９日、１２月４日、

１２月１０日、１２月１５日に実施予定 

３(2)ともに支えあう

地域福祉の充実 

デイサービス事業の推進 

独居高齢者・高齢者世帯が増加する

中、自立の助長と生き甲斐を高めるこ

とを目標にし、見守り活動も含め、介

護予防を中心にした週１回のデイサ

ービスを行う。 

また、関係機関と連携し、対象者（特

に特定高齢者）の把握に努める。 

 １年間を継続して１０

名～１５名の参加者数を

確保する。 

◎ 毎週月曜日（祝日除く）に平均約１６

名の参加を得て、見守り及び介護予防

を実施した。また、関係機関と連携を

密に実施することができた。 

今後もより一層関係機関との連携を図り、

特定高齢者等の把握等に努める。 
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２(3)雇用対策の充実 

 

７(1)すべての市民が

等しく社会参加できる

まちづくりの推進 

就労につながる資格取得を目指す講

座等の開催 

隣保館事業の充実に向けた社会調査

結果報告書を踏まえ、人権センター講

座の充実を図る。 

・「IT 弱者をつくらない」ためのパソ

コン講座の開催 

・自己の感性を磨くための水彩画教室

の開催 

パソコン講座は定員１０

名で、６コースの講座を平

成２０年度と同様に行う。 

水彩画教室は定員８名で

はあるが、内容の充実、楽

しんで習える、参加率が減

少しない教室を目指す。 

○ 本年１０月に実施済み 今後も実施予定 

４(1)子どもを安心し

て産み健やかに育てら

れるまちづくり 

児童館来館児童への来館登録 

昨今、児童を標的とした事件が多発し

ているのを受け、当館に来館する児童

に来館登録申請をさせることにより、

来館児童の把握、所在の明確化及び安

全確保のために全児童の来館登録に

努める。 

未登録児童の登録申請を

促し、未登録児童の解消に

努めつつ、児童館事業の啓

蒙・啓発に積極的に取り組

み、事業の活性化を図る。 

登録者数は、昨年の１０％

増を目標とする。 

○ 来館児童に対し、来館カードの利用を

確認し、また未登録児童については、

保護者の理解を得たうえで、登録を促

しております。 

なお、児童館事業の参加対象者を「来

館登録児童」と位置づけ、来館登録を

年間随時、受け付ける中で未登録児童

の解消と事業の啓発に広報や児童館

だよりを通じて積極的に取り組んで

います。 

引き続き進めていきます。 
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４(1)子どもを安心し

て産み健やかに育てら

れるまちづくり 

 

次世代育成事業の推進 

地域住民の主体的な子育て支援活動、

交流促進として、保育園訪問での乳幼

児とのふれあいを通して、子育ての喜

びや楽しさを伝え、次世代の親になる

という認識を図る。 

・児童ふれあい交流事業 

・清水保育園児との交流（遊具での遊

びや、本の読み聞かせなど）夏休み等

（年３回） 

児童ふれあい交流事業と

して、清水保育園（子育て

支援センター）児との交流

促進を図るため、児童館で

の絵本の読み聞かせや餅

つき、保育園での自由遊び

を通して交流を図る。（参

加児童は１回の事業に１

０人を目標とする） 

○ 児童ふれあい交流事業として、保育園

(子育て支援センター)児との交流促進

を図るため、七夕の飾り付けや児童館

の菜園での野菜の収穫、芋ほり、また

手作りお菓子をプレゼントして一緒

に遊びの交流を図った。 

（７月・８月・１０月） 

引き続き進めていきます。 

７(1)すべての市民が

等しく社会参加できる

まちづくりの推進 

人権教育・啓発推進計画の推進 

平成２０年３月に策定した「木津川市

人権教育・啓発推進計画」を推進する

ため、「木津川市人権教育・啓発推進

本部設置要綱」の一部改正も視野に入

れ、推進本部を立ち上げ、事業効果を

期すための施策の取り組みについて

協議する。 

「要綱」の一部改正の必要性は、全職

員の人権に対する意識改革並びに高

揚を図る上での全庁挙げての取り組

みとするため。 

推進本部設置要綱の改正

を早期に進め、推進本部を

立ち上げる。 

○ 「木津川市人権教育・啓発推進本部」

を本年８月に設置した。 

設置にあたり、職員の人権に対する意

識改革、並びに高揚を図る上での全庁

挙げての取組とするためにも「木津川

市人権教育・啓発推進本部設置要綱」

を一部改正済み。 

「木津川市人権教育・啓発推進計画」に則

り、人権教育・人権啓発の推進に取り組む

とともに、職員の人権研修の在り方を位置

づけていく。 
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７(1)すべての市民が

等しく社会参加できる

まちづくりの推進 

 

人材バンク制度の導入 

専門知識をもつ市民を「人材バンク」

に登録し、市民の知識が行政や市民活

動に活かされるような制度として「男

女共同参画人材リスト登録事業」を行

い、様々な事業で協力をいただける方

を募集する。 

登録者数を昨年度に比べ、

１０％増を目標に広報活

動に取り組む。 

○ 専門知識を持つ市民等を人材リスト

に登録していただき、講座の講師など

にふさわしい人材を選んだ。 

今後も取り組みを進める。 

７(3)新たな行政経営

の展開と財政基盤の強

化 

時間外勤務の削減 

事務事業の執行に際して、期限に余裕

をもって当たるように努める。 

時間外勤務目標指標：３０

時間/年間 

△ 

 

 

△ 

 

 

 

 

○ 

・加茂人権センター 

＝目標指標を超過している。 

 

・木津人権センター 

＝隣保館運営等事業補助に伴う地域 

交流促進事業により、目標指標の３０ 

時間／年間をオーバーした。 

 

女性センター 

＝目標指標どおり 

今後も交流促進を図る取組を予定している

中、時間数の軽減に努める。 

 

木津人権センター・木津児童館の総体的職

員間の調整を図りながら軽減に努める。 
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７(1)すべての市民が

等しく社会参加できる

まちづくりの推進 

男女共同参画計画の策定 

木津川市男女共同参画推進条例に基

づき、男女がお互いを尊重しあい、家

庭・職場・学校・地域など社会のあら

ゆる分野で性別に関わりなく個性と

能力を十分に発揮し、喜びや責任を分

かち合う社会の実現に向けて、木津川

市における具体的な取組指針として

の行動計画を策定する。 

 ○ 木津川市男女共同参画審議会に諮問

し、現在、素案を策定中。 

平成２１年度中に策定業務終了予定。 

７(1)すべての市民が

等しく社会参加できる

まちづくりの推進 

 

男女共同参画社会の実現に向けた事

業の実施 

男女の人権の確立、男女共同参画社会

の実現といった人々の生活に密着し

た課題の取組は、行政だけでは達成で

きないことを念頭に住民一人ひとり

の意識改革や事業者等の自主的な取

組を促すため、住民・事業者等と連携

を図りながら事業を実施する。 

 ○ 男女共同参画フォーラム＆フェスタ

については、６月２８日に実施した。 

男女共同参画講座は、２講座実施し

た。 

男女共同参画市民意見交換会を２回

実施した。 

関係団体へ男女共同参画に関するア

ンケート調査を実施した。 

就業支援講座(パソコン資格取得講座)

を実施した。 

ＤＶ研修会は、１２月１０日に実施予定。 

ＤＶ防止街頭啓発活動を実施予定。 

男女共同参画講座を３講座実施予定。 

地域おこしセミナーを３回実施予定。 

就業支援講座を１回開催予定。 

 


