
取組 担当課

No.1

1 認定こども園及び保育所（園）における在宅児童への子育て支援 こども施設運営課　・　保育・こども園課

2 学校園研究指定事業（事業終了） 指導課

3 子育て困難家庭を訪問するなど相談機関の充実【幼稚園】（幼稚園教育の指導） 学校教育推進課

4 人権教育実践交流会 人権教育課

No.２

5 教育課程の編成・実施 学校教育推進課

6 小･中学校教育の指導 学校教育推進課

7 人権教育の推進状況及び人権学習の実施状況の把握 人権教育課

No.3

8 自他の人権を大切にする子どもを育てる研究校支援事業（事業終了） 人権教育課

No.4

9 人権学習プログラムの作成・紹介 人権教育課

10 在日外国人教育実践研究の推進 八尾市在日外国人教育研究会

11 人権教育実践研究の推進 八尾市人権教育研究会

No.5

再掲６ 小･中学校教育の指導 学校教育推進課

12 男女共生教育の推進 人権教育課

No.6

13 次世代育成支援行動計画推進事業 こども若者政策課

14 「子どもの権利条約」リーフレットの配布 人権教育課

No.7

15 スクールカウンセラー配置事業 学校教育推進課

16 いじめ・不登校対策研究委員会 学校教育推進課

17 特別支援教育推進事業 教育センター

No.8

18 子ども向けウェブサイト情報発信事業 こども若者政策課

再掲13 次世代育成支援行動計画推進事業 こども若者政策課

19 命を育む教育推進事業 人権教育課

No.9

再掲６ 小･中学校教育の指導 学校教育推進課

20 人権に関する研修等（インターネットにおける人権問題関連） 人権教育課

No.10

21 デートDV予防啓発リーフレットの配付 人権政策課

22 暴力防止プログラム 教育政策課

再掲19 命を育む教育推進事業 人権教育課

No.11

23 人権に関する研修等（いじめ問題関連） 人権教育課

No.12

24 保育士への人権研修 こども施設運営課　・　保育・こども園課

25 人権教育研修講座 人権教育課

No.13

26 校園長・教頭研修（人権教育管理職研修） 人権教育課

いじめ防止等に向けた取り組みの推進

保育士や教職員の人権研修の充実

教職員の職務等に応じた研修の推進と研修内容の浸透

３．子どものいじめ防止等の取り組みの推進

４．保育・教育関係職員への人権研修の推進

人権学習に関する指導方法や教材開発の推進

男女平等、男女共同参画を浸透させる教育・学習の推進

子どもの人権にかかる条約等の学習の推進

携帯電話等の電子媒体やインターネットなどにおける危険性の周知

暴力を防止する教育の推進

２．学校における人権教育の推進

教育にかかる相談体制の充実

認定こども園・幼稚園・保育所（園）における人権教育推進の支援

人権学習指導の充実

気づきを通じて自尊感情を高める参加体験型の学習手法の導入

第２次八尾市人権教育・啓発プラン（体系表）

子どもが主体的に人権について学ぶ取り組みの推進

第５章　あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進

第１節　学校等での取り組み

１．就学前における人権教育の推進

資料２



No.14

27 八尾市企業人権協議会への加入促進 八尾市企業人権協議会

No.15

28 事業所への人権啓発 労働支援課

29 企業における人権研修の実施 八尾市企業人権協議会

No.16

30 人権啓発セミナーの開催 人権政策課

No.17

31 労働情報やおの発行 労働支援課

再掲29 企業における人権研修の実施 八尾市企業人権協議会

32 商工会議所会員企業及び非会員企業への人権啓発 八尾商工会議所

No.18

33
大阪あんしん賃貸支援事業、サービス付き高齢者向け住宅や地域優良
賃貸住宅、及び高齢者向け優良賃貸住宅の普及啓発や情報提供

人権政策課、生活福祉課、
高齢介護課、障がい福祉課、
こども若者政策課、住宅政策課

No.19

34 職員の人材育成 人事課

No.20

35 人権主担者研修 人権政策課

36 人権尊重の社会づくりのための職員研修 人権政策課

No.21

37 職場人権研修 人権政策課

No.22

38 外部研修への参加 人権政策課

No.23

39 市職員に対する啓発事業 障がい福祉課

No.24

40 外郭団体や指定管理者等への働きかけ 人権政策課

No.25

41 介護保険制度及び障がい者総合支援制度における指定事業者集団指導福祉指導監査課

42 地域ケア会議等での人権研修 高齢介護課

43 高齢クラブ連合会やシルバー人材センターにおける人権啓発事業 高齢介護課

44 介護保険事業者等の人権研修 高齢介護課

45 自立支援協議会運営事業 障がい福祉課

46 「人権を大切にする心を育てる」保育推進事業 こども施設運営課

47 社会福祉協議会における人権研修 （社福）八尾市社会福祉協議会

48 介護保険事業者等の人権研修 八尾市介護保険事業者連絡協議会

49 民生委員児童委員協議会における人権研修 八尾市民生委員児童委員協議会

50 更生保護女性会における人権研修 八尾地区更生保護女性会

51 保護司会における人権研修 八尾地区保護司会

No.26

52 乳幼児健康診査従事者への人権研修の実施 健康推進課

53 消防職員への人権研修等の実施 消防本部

54 八尾市立病院における接遇マニュアルの携帯 市立病院

あらゆる企業への人権啓発の推進

働く人への人権啓発の支援

企業への幅広い情報の提供

関係機関との連携による入居差別をなくす啓発の推進

職員研修計画に基づく人権研修の実施

あらゆる階層の市職員への人権研修の実施

八尾市企業人権協議会への加入促進

第２節　職場での取り組み

２．特定職業従事者に対する人権啓発の推進

　①市職員等に対する取り組み

　②福祉関係者に対する取り組み

　③保健・医療関係者、消防職員に対する取り組み

１．企業等における人権啓発の推進

各所属の人権主担者を中心とした職場での人権研修の推進

専門的で高度な人権知識の習得

障がいのある人の状況に配慮した支援を行うための教育・啓発の促進

外郭団体や指定管理者等への働きかけの促進

福祉関係者への人権啓発の推進

保健・医療関係者、消防職員への人権啓発の推進



No.27

55 桂人権コミュニティセンター講座事業 桂人権コミュニティセンター

56 安中人権コミュニティセンター講座事業 安中人権コミュニティセンター

57 地区生涯学習推進事業 生涯学習課

No.28

58 放課後子ども教室推進事業 生涯学習課

No.29

59 すくすく子ども地域活動支援事業（事業終了） 青少年課

No.30

60 地区人権研修の実施 八尾市人権啓発推進協議会

61 人権啓発推進委員養成研修の実施 八尾市人権啓発推進協議会

No.31

62 地域分権推進事業 コミュニティ政策推進課

63 シルバーリーダー養成講座 高齢介護課

再掲57 地区生涯学習推進事業 生涯学習課

No.32

再掲46 「人権を大切にする心を育てる」保育推進事業 こども施設運営課

64 こども会・ジュニア会事業 生涯学習課

65 放課後児童室事業 こども施設運営課

再掲58 放課後子ども教室推進事業 生涯学習課

再掲59 すくすく子ども地域活動支援事業（事業終了） 青少年課

66 教室・講座事業 桂青少年会館

67 低学年育成事業 桂青少年会館

68 子育て支援事業 桂青少年会館

69 教室・講座事業 安中青少年会館

70 低学年育成事業 安中青少年会館

71 子育て支援事業 安中青少年会館

72 人権学習講座の実施 生涯学習課

No.33

73 人権擁護委員による啓発活動の支援 人権政策課

74 八尾市いじめ問題対策連絡協議会の開催 人権教育課

No.34

75 私立認定こども園及び私立保育所（園）における子育て相談業務 保育・こども園課

76 子育て総合支援ネットワークセンター事業 こども総合支援課

77 地域子育て支援センター事業 こども総合支援課

78 つどいの広場事業 こども総合支援課

79 子育てパートナー派遣事業 こども総合支援課

80 教育相談事業 教育センター

学校と地域の連携の推進

地域活動の場を活用した人権教育・啓発の推進

地区福祉委員会を中心とした人権啓発の促進

地域で活動する団体等との連携や支援の推進

地域の教育活動における人権尊重の視点の導入

地域社会における子どものいじめ防止に向けた取り組みの推進

第３節　地域での取り組み

１．地域に根づいた人権教育・啓発の推進

　①地域や学校の活動の場を活用した人権教育・啓発の推進

　②地域で活動する団体を中心とした人権教育・啓発の推進

　③地域、家庭、学校・認定こども園・幼稚園・保育所（園）の連携の推進

　④地域における子どものいじめ防止等の取り組みの推進

誰もが参加しやすい学習機会の提供

２．家庭における人権教育・啓発の支援

　①相談窓口の充実

子どもや保護者の孤立を防ぎ、支援するしくみの充実



No.35

再掲72 人権学習講座の実施 生涯学習課

No.36

再掲77 地域子育て支援センター事業 こども総合支援課

再掲78 つどいの広場事業 こども総合支援課

No.37
81 児童虐待防止対策事業 こども総合支援課

再掲77 地域子育て支援センター事業 こども総合支援課

再掲78 つどいの広場事業 こども総合支援課

No.38

82 一時保育サービスの実施 人権政策課

83 ファミリー・サポート・センター事業 こども総合支援課

No.39

再掲81 児童虐待防止対策事業 こども総合支援課

No.40

84 八尾市いじめ防止基本方針の周知 人権政策課

85 いじめ問題対策に関わる保護者との連携 人権教育課

No.41

86 八尾市人権啓発推進協議会との連携 人権政策課

87 桂人権コミュニティセンター相談事業 桂人権コミュニティセンター

88 西郡まちづくり拠点事業 桂人権コミュニティセンター

89 安中人権コミュニティセンター相談事業 安中人権コミュニティセンター

90 安中まちづくり拠点事業 安中人権コミュニティセンター

91 地域内施設連絡会の開催（龍華出張所管内） 龍華出張所

92 地域内施設連絡会の開催（久宝寺出張所管内） 久宝寺出張所

93 地域内施設連絡会の開催（大正出張所管内） 大正出張所

94 地域内施設連絡会の開催（山本出張所管内） 山本出張所

95 地域内施設連絡会の開催（竹渕出張所管内） 竹渕出張所

96 地域内施設連絡会の開催（南高安出張所管内） 南高安出張所

97 地域内施設連絡会の開催（高安出張所管内） 高安出張所

98 地域内施設連絡会の開催（曙川出張所管内） 曙川出張所

99 地域内施設連絡会の開催（志紀出張所管内） 志紀出張所

100 地域内施設連絡会の開催（本庁管内） コミュニティ政策推進課

101 地域ケア会議の開催 高齢介護課

102 障がい者地域生活援助事業 障がい福祉課

再掲81 児童虐待防止対策事業 こども総合支援課

103 いじめ問題対策に関わる地域との連携 人権教育課

保護者への人権教育・啓発の推進

保護者どうしのネットワークづくりへの支援

子育て支援を通じた人権教育・啓発の推進

保護者が人権教育・啓発を受ける環境の整備

児童虐待防止に向けた教育・啓発

子どものいじめ防止に向けた教育・啓発

　②保護者への人権教育・啓発の推進

３．相互理解と交流の推進

　①地域の支えあいや見守りあいを活かした人権課題の解決の促進

地域で支えあい、見守りあう取り組みの推進



No.42

104 交流会の実施 人権政策課

No.43

再掲77 地域子育て支援センター事業 こども総合支援課

再掲78 つどいの広場事業 こども総合支援課

再掲79 子育てパートナー派遣事業 こども総合支援課

No.44

105 法制度等の情報提供 人権政策課

106 障がい者フォーラム事業 障がい福祉課

No.45

107 識字・日本語教室の実施（識字教室） 生涯学習課

108 識字・日本語教室の実施（日本語教室） 生涯学習課

109 日本語交流 （公財）八尾市国際交流センター

No.46

110 （公財）八尾市国際交流センターへの支援 人権政策課

No.47

111 姉妹友好都市との受入・派遣事業 人権政策課

112 市民と在住・滞在外国人との交流会 （公財）八尾市国際交流センター

No.48

113 外国人市民情報提供事業 人権政策課

No.49

再掲86 八尾市人権啓発推進協議会との連携 人権政策課

No.50

114 講座・研修会への協力 （一財）八尾市人権協会

115 地域で親しまれる人権研修（学習）の普及 （社福）八尾市社会福祉協議会

116 加入団体の連携 世界人権宣言八尾市実行委員会

再掲29 企業における人権研修の実施 八尾市企業人権協議会

117 一日研修会の実施（事業終了） 八尾市人権啓発推進協議会

118 映画上映会の実施 八尾市人権啓発推進協議会

119 みんなのしあわせを築く八尾市民集会の開催 八尾市人権啓発推進協議会

再掲61 人権啓発推進委員養成研修の実施 八尾市人権啓発推進協議会

再掲60 地区人権研修の実施 八尾市人権啓発推進協議会

一人ひとりの違いを大切にした多文化共生の推進

外国人市民と地域住民の交流の促進

市民団体による地域活動をサポートする体制や手法の検討

市民団体による活動の支援と連携の促進

外国人市民の地域社会への参画の推進

４．市民団体や研究機関による活動の促進

識字・日本語教室の実施

新たな法制度等の周知や啓発の推進

　③権利としての人権教育の支援

　②さまざまな人が地域で活躍し交流できる人権教育・啓発の推進

　④多文化共生と国際交流の推進

地域でのさまざまな人の活躍と交流の促進

地域での子育て中の親と子どもの交流の推進



No.51

120 ホームページの活用 人権政策課

121 市政だより「じんけんのページ」の活用 人権政策課

122 FMちゃお「情報プラザやお」の活用 人権政策課

123 地域情報誌の活用（コミセン等での情報誌、地域総合） 桂人権コミュニティセンター

124 地域情報誌の活用（コミセン等での情報誌） 安中人権コミュニティセンター

125 人権ブックレットの発行 （一財）八尾市人権協会

126 ちいき・人権・Worldの発行 世界人権宣言八尾市実行委員会

No.52

127 人権教育・啓発に対する支援 人権政策課

再掲125 人権ブックレットの発行 （一財）八尾市人権協会

No.53

128 啓発冊子・情報誌等のふりがな、多言語対応、点字版等の工夫 人権政策課

129 多言語による情報提供の充実 人権政策課

130 介護保険のパンフレットの外国語翻訳版作成 高齢介護課

131 コミュニケーション支援事業 障がい福祉課

No.54

再掲121 市政だより「じんけんのページ」の活用 人権政策課

132 人権に関する研修等（人権に関する法律、条例を取り扱った研修等） 人権教育課

No.55

133 参加体験型学習をはじめとする学習手法の導入 人権政策課

134 じんけん楽習塾の開催 （一財）八尾市人権協会

No.56

135 人権啓発用DVDの貸出し 人権政策課

No.57

136 当事者の体験や願いから学んだ研修の実施 人権政策課

No.58

137 人権協ニュース「あかり」の配架 人権政策課

No.59

138 対象者を絞った企画やテーマの設定 人権政策課

No.60

139 手話通訳や要約筆記の実施 人権政策課

No.61

140 学校や企業等に属していない層への人権教育・啓発の推進 人権政策課

No.62

141 研修内容のフィードバックの推進 人権政策課

No.63

142 地域のコミュニティづくりを通した情報伝達手段の検討 人権政策課

No.64

143 人権教育・啓発センター機能の充実 人権政策課

再掲134じんけん楽習塾の開催 （一財）八尾市人権協会

No.65

再掲35 人権主担者研修 人権政策課

再掲4 人権教育実践交流会 人権教育課

再掲61 人権啓発推進委員養成研修の実施 八尾市人権啓発推進協議会

No.66

再掲30 人権啓発セミナーの開催 人権政策課

再掲134 じんけん楽習塾の開催 （一財）八尾市人権協会

地域のコミュニティづくりを通した情報伝達

人権教育・啓発センター機能の充実

学校、職場や地域における人材育成の推進

参加体験型学習をはじめとする学習手法の導入

指導者の育成

総合的な人権学習情報の収集と提供

効率的な人権学習の推進

情報を得ることが困難な人への配慮

多様な媒体を活用した学習手法の導入

学校や企業等に属していない層への人権教育・啓発

研修内容のフィードバックの推進

　③指導者の育成

　②市民に伝わる人権教育・啓発手法の検討

人権に関する法律、条例や計画等の啓発

人権課題の当事者の体験や願いから学んだ研修の実施

啓発パンフレットやリーフレット等の計画的、継続的な発行

個人の特性に応じた企画の設定

人権教育・啓発を受けるための環境整備の推進

第６章　人権教育・啓発を進めるために

１．総合的かつ効果的な推進体制の充実

　①総合的な情報提供の推進



No.67

144 八尾市人権教育・啓発プラン推進市民フォーラムの開催 人権政策課

145 八尾市人権尊重の社会づくり審議会の開催 人権政策課

146 八尾市同和問題協議委員の会議の開催（事業終了） 人権政策課

No.68

147 各種団体等との連携 人権政策課

148 （一財）八尾市人権協会との連携 人権政策課

149 世界人権宣言八尾市実行委員会との連携 人権政策課

再掲86 八尾市人権啓発推進協議会との連携 人権政策課

150 八尾市企業人権協議会との連携 労働支援課

151 各種団体と共催している人権教育研修 人権教育課

No.69

152 大阪人権行政推進協議会等との連携 人権政策課

153 大阪府、府人権協会が実施する各種研修等への参加促進 人権政策課

No.70

154 人権施策推進本部の開催 人権政策課

No.71

155 総合計画の推進 政策推進課

156 「人権についての市民意識調査」の実施 人権政策課

No.72

157 イベント及び講座・研修会等での参加者に対するアンケート調査の実施
人権政策課、生涯学習課
人権教育課

No.73

158 人権相談 人権政策課

159 女性相談（面接） 人権政策課

160 外国人市民相談事業 人権政策課

161 高齢者虐待相談 高齢介護課

162 窓口等相談業務 障がい福祉課

163 就労・生活相談事業（事業終了） 労働支援課

再掲81 児童虐待防止対策事業 こども総合支援課

No.74

164 第２次八尾市人権教育・啓発プランの進行管理 人権政策課

No.75

165 評価のしくみづくりの検討 人権政策課

人権に関する定期的な調査の実施

２．進行管理と評価の実施

人権相談事例の分析を通じた実態把握

人権に関する取り組みの評価のしくみづくりの検討

市民と行政の協働による研究・検討（市民フォーラムの開催）

各種団体等との連携の推進

国・大阪府・他の市町村との連携の推進

八尾市人権施策推進本部での庁内横断的な施策の推進

　④市民との協働

　⑤各種団体等との連携

進捗状況の把握

各種事業における利用者アンケートの実施

　①定期的な効果測定の実施

　②進行管理と評価の充実

　⑥国・大阪府・他の市町村との連携

　⑦庁内推進体制の充実


