
令和２年度

第 1回野田市人権施策推進協議会次第

議 題

１ 人権教育・啓発に関する野田市行動計画の進捗状況等について

２ 令和２年度第１回野田市人権施策推進協議会福祉会館等部会の審議結果

について（報告）



                     議題１

人権教育・啓発に関する野田市行動計画の進捗状況等について



人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

2 - 啓発資料作成

・啓発冊子を作成して各イベントや
講演会等で配布し啓発を図る。

人権啓発冊子「人権ア・ラ・カ・
ル・ト」300冊購入し啓発に努め
た。

　市民への人権啓発推進のため、啓
発資料を各種研修会や人権講演会等
で配布・活用し、啓発に努める必要
がある。 53

人権・男女共同参
画推進課

　啓発用リーフレットを作成して各
イベントや講演会等で配布し、啓発
を図る。

54
人権・男女
共同参画推
進課

3 - 研修会参加等

・各種団体主催の研修会への参加、
参考資料購入等による資質・知識の
向上を図る。

○人権啓発推進企業連絡協議会研修
会の参加を予定していたが中止とな
り不参加となったが、他の講演会等
に参加した。
○参考資料購入
月刊スティグマ
月刊部落解放
解放新聞
地域と人権

　人権に関して正しい知識を市民に
提供するため、引き続き人権担当職
員の資質・知識の向上を図る必要が
ある。

98
人権・男女共同参
画推進課

　各種団体主催の研修会への参加、
参考資料購入等による資質・知識の
向上を図る。

○研修会
令和2年度は新型コロナウイルス感
染防止のため中止。
○参考資料
月刊スティグマ
月刊部落解放
解放新聞
地域と人権

98
人権・男女
共同参画推
進課

4 -
子どもじんけ
ん映画会

・幼児、児童を対象に人権啓発ビデ
オの上映会を開催する。

開催日：10月19日（土）※産業祭に
おいて開催
会場：総合福祉会館3階会議室
上映作品：「むしむし村のなかまた
ち」・「それいけ！アンパンマン」
来場者数：合計155人（3回上映）

　開催日を産業祭当日に合わせ、事
前広報として市報へ掲載した。ま
た、映画の上映前に産業祭会場にお
いて来場者にチラシの配布を行っ
た。その結果、多くの親子に映画を
見てもらうことができ、人権の大切
さをPRできた。

0
人権・男女共同参
画推進課

　産業祭で幼児、児童を対象に人権
啓発ビデオを上映する。

令和2年度は産業祭が新型コロナウ
イルス感染防止のためオンライン配
信となったため、子どもじんけん映
画会は中止

0
人権・男女
共同参画推
進課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）

　人権問題に関する施策の総合的か
つ効果的な推進について必要な事項
の調査審議を行う。

○第1回福祉会館等部会：6月24日
（水）　書面表決
・元年度各福祉会館の事業及び予算
執行状況
・元年度各集会所の利用状況及び予
算執行状況
・２年度各福祉会館の事業計画及び
予算
・２年度集会所予算
○第1回本会：令和3年3月開催
人権教育・啓発に関する野田市行動
計画（第３次改訂版）進捗状況につ
いて

3511 189
人権・男女
共同参画推
進課

人権施策推進
協議会

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

人権・教
育啓発の
推進

・人権問題に関する施策の総合的か
つ効果的な推進について必要な事項
の調査審議を行う。

　令和元年度は、人権教育・啓発に
関する野田市行動計画（第3次改訂
版）の策定にあたり、人権問題に関
する施策の総合的かつ効果的な推進
について必要な事項の調査審議を
行った。
　今後も定期的に、または適宜報告
し意見を求める必要がある。

-
人権・男女共同参
画推進課

○第1回福祉会館等部会：6月5日
（水）
・30年度各福祉会館の事業及び予算
執行状況
・30年度各集会所の利用状況及び予
算執行状況
・31年度各福祉会館の事業計画及び
予算
・31年度集会所予算
○第1回本会：7月31日（水）
・人権教育・啓発に関する野田市行
動計画の進捗状況
・令和元年度第1回福祉会館等部会
の審議結果（報告）
・人権教育・啓発に関する野田市行
動計画（第3次改訂版）について
（諮問）
〇第2回本会：12月2日（月）
・人権教育・啓発に関する野田市行
動計画（第3次改訂版）の素案につ
いて
〇第3回本会：令和2年2月28日
（金）
・人権教育・啓発に関する野田市行
動計画（第3次改訂版）（素案）に
対する意見募集の結果について
・人権教育・啓発に関する野田市行
動計画（第3次改訂版）の策定につ
いて（答申）

元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

人権・教
育啓発の
推進

5 - 人権意識啓発

・「個性豊かなまちづくりを行う人
権・平和尊重都市宣言」の市報掲載
（偶数月15日号）。新成人に対し都
市宣言・市民憲章・平和記念碑文の
リーフレットを配布する。

　「個性豊かなまちづくりを行う人
権・平和尊重都市宣言」の市報掲載
（偶数月15日号）。
　新成人に対し都市宣言・市民憲
章・平和記念碑文のリーフレットを
配布。

　人権意識の向上のため、個性豊か
なまちづくりを行う人権・平和尊重
都市宣言の更なる周知を図る必要が
ある。

0 企画調整課

　「個性豊かなまちづくりを行う人
権・平和尊重都市宣言」の市報掲載
（偶数月15日号）。
　新成人に対し都市宣言・市民憲
章・平和記念碑文のリーフレットを
配布する。 0 企画調整課

6 -
地域福祉計画
審議会

・地域福祉計画に基づく施策の総合
的かつ計画的な推進について調査審
議する。

○第1回　7月24日
・事業の取組状況報告
・諮問
・市民意識調査及び福祉団体意向調
査結果報告
○第2回 10月29日
・素案について
・パブリックコメントの実施
○第3回 3月5日
・パブリックコメントの結果につい
て
・答申
○地域福祉計画【第3次改訂版】作
成

【第3次改訂】に向け、市民意識調
査、福祉団体意向調査を実施した結
果を報告、パブリックコメントを実
施し、結果を報告した。
3月に【第3次改訂版】を作成するこ
とができた。

344 生活支援課

○第1回 7月31日
・事業の取組状況報告

257 生活支援課

7 -
男女共同参画
審議会

・男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策についての基本的計画の
策定及び円滑な実施の推進を図るた
めの審議を行う。

第1回　8月22日（木）
・第3次野田市男女共同参画計画の
取組状況について
・第4次野田市男女共同参画計画の
策定について（諮問）

第2回　12月19日（木）
・副会長の選出について
・第4次野田市男女共同参画計画
（素案）について（諮問）
　
第3回　令和2年2月28日（金）
・第4次野田市男女共同参画計画
（素案）に対する意見募集の結果に
ついて
・第4次野田市男女共同参画計画の
策定について（答申）

　元年度は第4次野田市男女共同参
画計画の策定にあたり、調査審議を
行った。
 今後も定期的に、または適宜報告
し意見を求める必要がある。

202
人権・男女共同参
画推進課

　男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策及び女性活躍推進法に基
づく市町村推進計画の施策の円滑な
実施、推進を図るための審議を行
う。

第1回　3月開催予定（書面表決）
・第３次及び第４次野田市男女共同
参画計画（改訂）進捗状況について
・第４次野田市男女共同参画計画
（改訂）の成果目標の達成状況につ
いて

182
人権・男女
共同参画推
進課

8 -
集会所管理運
営

・身近な人権教育の場である集会所
施設の管理運営を行う。

【各集会所利用件数・利用人数】
七光台集会所 　　 191件・4,244人
島集会所　 　　   180件・2,393人
親野井次木集会所  597件・5,419人
西町集会所　 　　 108件・　710人

　地域住民の集会や、同和教育学習
会等の自主活動の場として集会所が
利用され、人権意識の高揚が図られ
るとともに、地域の触れ合いの場と
しても集会所が活用された。
　施設が老朽化してきているため、
定期的な施設点検を実施し、設備の
不具合等諸問題の早期発見に努めて
いく必要がある。

2,349 生涯学習課

【各集会所利用件数・利用人数】
七光台集会所 　　  72件・1,064人
島集会所　　 　   111件・1,312人
親野井次木集会所  252件・2,042人
西町集会所　 　　  47件・  192人
（令和3年１月末現在）

2,157 生涯学習課
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

人権・教
育啓発の
推進

9 15
学校人権教育
指定校

・人権教育の指導内容・方法の研究
を実践的に取り組むための研究校を
指定し、学校における人権教育の向
上を図る。

研究指定校【木間ケ瀬小・柳沢小】
 木間ケ瀬小学校が11月15日に公開
研究会を行い、市内31校の人権担当
教職員が参観した。

　道徳と生活単元の授業が公開され
た。人権面での主題を「自他の違い
や良さに気づき、一人一人を大切に
する思いやりのある児童の育成」と
した。木間ケ瀬小では、子どもたち
が自分も含めた全ての人々の人権に
ついて考えられることを目指し、２
年間の研究をしてきた。当日の学習
では、各所で子ども相互が思いやる
姿があり、全教育活動を通じて、人
権意識を涵養させようとする学校の
取組が生きていた。

140 指導課

　人権教育の指導内容・方法の研究
を実践的に取り組むための研究校
【柳沢小・宮崎小】を指定し、学校
における人権教育の向上を図った。
　とくに11月20日に行われた柳沢小
での研究指定校公開授業日では、各
教科を通じて、人権的な視点を盛り
込んだ授業が展開された。児童相互
の関係や児童と授業者のやりとりが
丁寧に行われ、一人一人を大事にす
るという姿勢が目立った。またSDG
ｓとの関連も意識した授業となっ
た。

195 指導課

10 15
子ども人権作
品展

・児童・生徒が人権に関する作品を
創作することにより、人権意識を高
めるとともに、作品の展示を通して
市民の人権意識の高揚を図る。

　市内小・中学校31校から出品され
た作品を展示した。児童・生徒と保
護者等市民に広く人権意識の啓発を
図った。
期間：11月28日～12月3日
会場：市役所ふれあいギャラリー

　市内小・中学校の児童生徒が一生
懸命に書いた習字や短歌が多数展示
されており、市民の方からの注目度
も高い。人権意識の啓発という点で
は、児童生徒はもちろんであるが、
市民の方への効果も高い。作品づく
りのテーマや過程における教職員の
指導力を更に高める必要がある。

48 指導課

　児童・生徒が人権に関する作品を
創作することにより、人権意識を高
めるとともに、作品の展示を通して
市民の人権意識の高揚を図る。
期間：11月26日～12月1日
会場：市役所ふれあいギャラリー
多数のすばらしい作品の応募があっ
た。課題は集客である。効果的な方
法を検討したい。

69
指導課

11 16 教育相談の充実

・教育相談の質の向上が求められて
おり、より充実した教育相談を提供
していく必要がある。各学校におい
て、全教育活動を通じて、教育相談
を行い児童生徒の理解を深める。ま
た、教育相談週間を年間計画に位置
付け、定期的に全児童生徒の悩みに
寄り添う支援をする。
・教職員の教育相談スキルを高める
ための研修を行う。

・教職員一人一人がカウンセリング
マインドを身につけたり、教育相談
スキルを高めたりするため、夏休み
を利用した教育相談研修会を行う。
・７/２７（月）コロナ対応で中止

70 指導課

・全校児童・生徒を対象とした「い
じめ実態調査」を年2回実施し、早
期発見・早期対応に努めるととも
に、その後の状況をフォローアップ
する。
年２回のいじめアンケートとアン
ケート前の個人面談（教育相談）の
実施。

・新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、臨時休校があり、
学校が６月より段階的に再開したた
め、アンケートを７月に実施した。
・いじめアンケートの結果（認知し
たいじめの件数）は次のとおりであ
る。小学校　７月：６６３件、１１
月：６７８件・中学校　７月：１７
件、１１月：２４件。
・学校は、積極的にいじめを認知
し、早期発見、早期解決に向けて、
組織的に支援・指導を行った。

0 指導課

　 ・いじめアンケートで認知したいじ
めのその後について、追跡調査を実
施する。追跡調査後、解消に至って
いない案件について、学校に聞き取
り調査を行い、解消に向けて、組織
的な対応がなされるよう指導してい
く。

・９月と２月に、追跡調査を実施
し、いじめと報告された案件のその
後を把握し、解消に向けて支援体制
を確認した。
・認知したいじめの解消率は次のと
おりである。
小学校：７月８５％、１１月８５％
中学校：７月７６％、１１月６６％
・未解消の案件については、学校に
聞き取り調査を行い、解消に向けて
支援している。

0 指導課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

16

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

いじめ実態調
査

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

12
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

人権・教
育啓発の
推進

・いじめの未然防止、早期発見に努
めるとともに、重大事案が発生した
場合には本基本方針に基づき迅速な
対応が図れるよう各小中学校、関係
機関等に周知徹底し、いじめのない
学校づくりを目指す。あわせて、い
じめによる重大事態に係る事実関係
を明確にするための調査を行う組織
（教育委員会の附属機関）として、
野田市いじめ問題対策委員会を条例
により設置し、問題の解決を図る。

・今年度、重篤ないじめによる相談
依頼はなかった。今後、いじめ等で
児童生徒が不安や悩みを抱えている
案件については、積極的にスクール
カウンセラー等の相談窓口を周知
し、活用を推進していく。

5,059 指導課

・スクールサポーターは、反社会的
な行動をする児童生徒による学校の
秩序の混乱を防止し、児童生徒の健
全な育成を図るとともに、保護者及
び、教職員への指導、助言、支援を
する。
・スクールサポートカウンセラー
は、反社会的な行動をする児童生徒
及び保護者に対し、支援、助言をし
ます。
　また、加害者及び被害を受けた児
童生徒保護者の精神的な悩みに対し
て、専門的な立場から支援助言をす
る。

・スクールサポーターを６校に配置
（清水台小、七光台小、関宿小、岩
木小、南部中、北部中）
・スクールサポートカウンセラーを
１８校に配置（山崎小、清水台小、
木間ケ瀬小、関宿小、宮崎小、南部
小、関宿中央小、柳沢小、福田第一
小、福田第二小、二ツ塚小、みずき
小、二川小、一中、関宿中、南部
中、木間ケ瀬中、福田中）

11,081
指導課

・中学校３校で人権講演会を行い、
いじめの防止について啓蒙する。
・児童生徒、保護者対象のネットモ
ラル講習会を実施し、犯罪やいじめ
の加害者・被害者にならないよう指
導する。

・人権講演会を予定していたが、コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、
中止とした。代替として人権擁護委
員の方に用意していただいた資料を
配付し、学級活動などで使用した。
・児童生徒、保護者対象のネットモ
ラル講習会を実施した。犯罪やいじ
めの加害者・被害者にならないよう
指導する。

0 指導課

・学校における教育相談活動に加
え、必要に応じて市のスクールカウ
ンセラーが不登校・不適応児童生徒
への適切な指導支援の助言のために
学校訪問する。
・不登校児童生徒の保護者の会を行
い、カウンセラー・スクールカウン
セラーによる不登校や子育てに関す
る講話・講演を行い、啓発に努め
る。

・不登校や不適応等の相談に応じ、
教育相談や不登校支援、必要に応じ
て、適切な指導支援方法の共有・助
言のためにスクールカウンセラーが
学校訪問を行う。
・野田市適応指導学級では、年４
回、不登校児童生徒の保護者の会を
行い、市カウンセラーやスクールカ
ウンセラーによる不登校や子育てに
関する講話・講演を行う。
・今年度は新型コロナウィルス感染
症対応のため、４月、１２月は中止
し、２回実施。
１０/２４（土）懇談会・市ＳＣに
よる講話（集合）
２/１３（土）市カウンセラーによ
る講演（オンライン）

5,059
【再掲】

指導課

　 ・学校は、いじめ防止のために策定
した「学校いじめ防止基本方針」を
運用し、校長のリーダーシップの
下、生徒指導体制を確立する。
また、「学校いじめ防止基本方針」
に基づき、「いじめ防止の組織」を
中心として、学校の実情に応じた取
組を進める。
・学校は、「学校いじめ防止基本方
針」のＰＤＣＡサイクルが機能して
いるかを点検するために、学校評価
の評価項目に取組状況等を位置付
け、常に点検を行う。

・市内全小中学校で策定済み。各学
校でホームページに掲載している。
・スクールロイヤーと連携し、内容
を精査していく。

0 指導課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

スクールカウ
ンセラー等と
の連携及び支
援

13
16
17
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

人権・教
育啓発の
推進

・いじめや不登校事業など学校が抱
える問題に対して、弁護士に電話相
談や対面相談等を行い、法的観点か
らアドバイスをもらう。

・Ｒ２年度２月末時点での相談（研
修含む）件数：３３件。
・スクールロイヤーを講師に迎え、
いじめ防止研修会を各学校で実施。
いじめ防止対策推進法の理解やいじ
め対応の事例等を活用し、研修し
た。

5,136 指導課

14 17 ＳＮＳ相談

・市内全中学校１年生に対して、い
じめを傍観者の視点で考える授業を
実施する。
・市内全中学生に対してアプリ
「STOPit」の使用を可能とし、匿名
での相談ができる体制を整える。

・市内全中学校１年生に対して、い
じめを傍観者の視点で考える授業を
出前授業又は遠隔授業の形式で実施
した。
・令和２年度はアプリのダウンロー
ド率が6.7％（271人）、相談件数は
15件であった。

880 指導課

15 17
キャリア教育
実践プロジェ
クト事業

・自立心の向上と職業意識の醸成を
目的としたキャリア教育実践プロ
ジェクトを実施する。

○職業に直接関わる体験活動
対象学年：小学校6年生
実施校：20校
○「中学生職場体験学習」
対象学年：中学校2年生
実施校：11校
小中併せて体験実施事業所数は619
事業所

　地域コーディネーターの協力のも
と、市内事業所での体験活動を円滑
に行うことができた。児童生徒の
キャリア教育の推進と、職業意識の
向上を図ることができた。

631 指導課

本年度、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止の観点から、事業所
へ出向いての体験学習を中止とし
た。
○職業に直接関わる体験活動
　　対象学年：小学校6年生　中止
○「中学生職場体験学習」
　　対象学年：中学校2年生　中止

871 指導課

　

16 17

男女平等教育
資料「自分ら
しく」の配
布、活用

・小・中学生用男女平等教育資料を
2年ごとに作成。毎年市内各小・中
学校に配布し、活用する。

【配布数】
小学6年生　1,700部
中学2年生　1,480部

　男女平等教育資料「自分らしく」
では、キャリア教育やワーク・ライ
フ・バランスを取り入れて、職業等
を見つける教育も推進していく。

129

人権・男女共同参
画推進課
指導課

　小・中学生用男女平等教育資料を
隔年で作成。毎年市内各小・中学校
に配布し、活用する。
小学6年生：1,615部
中学2年生：1,525部

158
人権・男女
共同参画推
進課
指導課

17 18
指導者養成講
座（学校人権
教育）

・市内公立小中学校の教職員を対象
に学校人権教育の指導者養成講座を
実施する。

【学校人権教育指導者養成講座】
参加者：市内小中学校教員31名
○第1回【人権に関する研修会】
開催日：8月1日（木）
・ＬＧＢＴを含む学校人権教育の内
容について指導主事が講義を行っ
た。
・認定特定非営利活動法人ReBit
メンバー２名を講師に以下の講座を
行った。
「多様な性から考える－全ての子ど
もが過ごしやすい学校とは？－」

○第2回【学校人権教育研究指定校
公開研究会】
会場：木間ケ瀬小学校
開催日：11月15日（金）

〇第3回【伝達講習】　各小・中学
校において、学校人権教育に関する
伝達講習を実施。報告書を提出す
る。

○第1回では「野田市行動計画」に
基づく野田市の人権教育について研
修を行った。同和問題やLGBT等を
テーマに取り上げ、野田市の状況を
教員が知る機会となった。また併せ
て外部講師にも多様な性の問題を話
していただき、さらに理解を深め
た。
○第2回では、学校人権教育と道徳
との関連を含めた研究内容が展開さ
れた。道徳を中心に、「お互いを大
切にする」「思いやりを持つ」など
といった人権的な視点を盛り込んで
展開された。
〇第3回では、各小・中学校におい
て、担当者が伝達講習を行った。学
校人権ハンドブックから抜粋した内
容をパワーポイントに作り直した
り、参加者へのアンケートを実施し
たりするなど、各受講者がしっかり
と学校人権教育に取り組むことがで
きた。

50 指導課

　市内公立小中学校の教職員を対象
に学校人権教育の指導者養成講座を
実施する。
【学校人権教育指導者養成講座】
○第1回
【野田市の人権施策について】
開催日：10月30日（金）
参加人数：31名

○第2回
【学校人権教育研究指定校柳沢小公
開研究会】
開催日：11月20日（金）

〇第3回
【伝達講習】
各小・中学校において実施
コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、開始時期をずらし、時間も短縮
したが、各校で講座の成果を踏ま
え、有意義な研修をすることができ
た。

50 指導課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

人権・教
育啓発の
推進

18 18
学校人権教育
ガイドブック
の作成

・学校人権教育ハンドブックを作成
して、市内の教員に配布し、教職員
の人権意識の高揚を図る。

　学校人権教育ハンドブック【30年
度版】を市内教職員に配付した。
　夏季休業中の校内研修や学校人権
教育指導者養成講座で活用した。

　学校人権ハンドブックを使った伝
達講習を実施した。学校人権教育指
導者養成講座の中で、学校人権ハン
ドブックの内容と、教員研修での活
用方法について研修を実施した。そ
のことにより、指導者養成講座受講
者が、学校人権教育に関する伝達講
習を実施しやすくなった。各学校の
人権教育担当者に、野田市の行動計
画に基づく施策や人権課題について
知ってもらうことができた。

0 指導課

データで保管して必要に応じて活用
している。
研究機関や講師などの最新の情報を
学校に伝え、研修計画立案の一助と
する。

0 指導課

19 18
人権研修会職
員参加

・人権教育・啓発に係る各種講座・
講演会等へ職員を積極的に参加させ
る。

【人権講演会】
実施校：北部中・福田中・川間中・
二川中
【人権教室】
実施校：二川小・東部小・中央小・
七光台小
【校内研修】
実施校：柳沢小・七光台小・二川小
【学校人権教育研究協議会地区別協
議会・推進校協議会】
各校の人権担当者が集まり、今日的
な課題を協議したり、情報共有を
行ったりした。

　人権講演会や人権教室を人権・男
女共同参画推進課と連携して実施し
た。校内研修では、学校人権教育推
進校において同和問題のことも話す
等、野田市行動計画に基づく研修内
容を実施した。そのことにより、教
職員の人権意識の涵養に資すること
ができた。

2 指導課

　人権教育・啓発に係る各種講座・
講演会等へ職員を積極的に参加させ
る。
【学校人権教育研究協議会地区別協
議会・推進校協議会】
各校の人権担当者が集まり、講義を
聴いたり、協議会を行ったりした。
コロナウイルスに関する差別の防止
法や現在取り組んでいることなどに
ついて共通理解して、人権教育につ
いての知識や方法論を深く学んだ。

2 指導課

20 18
人権研修会職
員参加（生涯
学習課）

・社会教育関係者、学校教育関係
者、社会教育関係団体、民生・福祉
関係者など人権教育に関わる者を対
象とした人権教育・啓発に係る各種
研修会を各所に周知し、教職員を含
む関係職員の参加を推奨する。

【社会人権教育中央研修会】
開催日：6月7日（金）
会場：千葉県総合教育センター
参加者数：1人
【社会人権教育地区別研修会】
開催日：9月12日（木）
会場：さわやかちば県民プラザ
参加者数：野田市から18人参加
【社会人権教育指導者養成講座】
開催日：7月19日（金）、8月23日
（金）、9月10日（火）、10月18日
（金）【全4回】
会場：千葉県総合教育センター、千
葉県人権センター
参加者数：野田市から1人参加

　研修会の参加が、人権教育担当者
の資質向上及び人権啓発意識の向上
の一助となることから、研修会参加
者の増加に向け、より一層の周知徹
底を図る必要がある。

2 生涯学習課

【社会人権教育中央研修会】
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止
【社会人権教育地区別研修会】
開催日：9月17日（木）
会場：さわやかちば県民プラザ
参加者数：野田市から18人参加
【社会人権教育指導者養成講座】
開催日：9月10日（木）、10月14日
（水）、11月11日（水）【全3回】
会場：千葉県総合教育センター
参加者数：野田市から2人参加

2 生涯学習課

　 ２.家庭

21 20 家庭児童相談

・家庭児童相談員により、家庭にお
ける児童養育の悩みなどについて相
談を実施する。

※令和２年度から追加
虐待などの未然防止のため日程を工
夫しながら保育所、学童保育所、子
ども館などを訪問し、保護者などか
らの相談等を受け適切に支援する。

・家庭児童相談員が、小中学校、幼
稚園、保育所、学童保育所等の施設
を訪問し、職員に家庭児童相談室の
リーフレットを渡し、利用啓発を
図った。
・幼稚園、託児所等のサークル活動
や園庭開放へ参加し、直接保護者に
家庭児童相談室のリーフレットを渡
し、利用啓発を図った。
施設訪問　148施設　職員からの相
談37件
サークル活動・園庭開放参加　8施
設　保護者からの相談　3件

　家庭児童相談室への相談につなが
るよう、さらなる利用啓発について
検討する必要がある。

0 児童家庭課

・小中学校、幼稚園、保育所、学童
保育所等の施設を訪問し、サークル
活動や園庭開放へ参加し、保護者に
家庭児童相談室のリーフレットを渡
し、家庭児童相談室及び子ども家庭
総合支援拠点事業の利用啓発を図
る。
・施設等の職員が相談しやすいよ
う、相談があった場合、施設に赴い
ての相談も積極的に行う。

0
子ども家庭
総合支援課
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

２.家庭

22 20
地域子育て支
援センター事
業

・子育ての支援の拠点として、子育
て全般の相談や保育サービスの情報
提供、子育てサークルの育成・支援
を行う。

サークル、イベント参加人数
（延べ人数）

・子育て支援センター　3,761人
　　(東部保育所)
・さくらんぼルーム　    733人
　　(聖華保育園内)
・ぽかぽかひろば　　    405人
　　(アスク七光台保育園内)
・コアラルーム　　　  3,133人
　　(聖華未来のこども園内)
・子ども館(6館合計)   8,182人

　子ども・子育て支援新制度におい
て、地域子育て支援事業は、13事業
の内の１事業に位置づけられている
ことから、子育て支援センターと子
育て支援拠点事業施設と連携を図
り、子育て世代の交流、相談、サー
クル等の内容の共通化を図った。

0 保育課

　新型コロナウイルス感染防止対策
を講じた上で、引き続き、子育て相
談、子育て関連情報の提供、子育て
に役立つ講座・講演会の開催等の事
業を実施し、親子が気軽に集まり、
情報交換や子育て世代同士の交流し
やすい環境の充実に努める。

0 保育課

24 23

家庭教育学級
小学コース
（川間コー
ス）

・子育てについての学習機会、悩み
事の相談、親たちの交流、情報交換
の場を提供する学級を開講する。

【学びあい川間コース】
　親などが家庭で子どもの教育を行
う時に必要な心構え、留意点などを
学習する機会を提供し、家庭教育の
充実を図りながら、子どもたちの健
やかな成長に資する講座を開設し
た。
開催日：6月19日（水）～1月23日
（木） 【全7回】
参加者数：延べ323人

　子育てに悩む親を対象に解決の手
助けとなる講座を設けた。
　今後も子育てに役立つ内容を考
え、参加してもらえるように工夫す
る。

72 川間公民館

【学びあい川間コース】
　子育てについての学習機会、悩み
事の相談、親たちの交流、情報交換
の場を提供する学級を開講する。
開催日：11月13日（金）～12月15日
（火） 【全2回】
参加者数：延べ41人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

100 川間公民館

・児童虐待の未然防止、早期発見、
早期対応などきめ細かい対応と地域
や関係機関との連携を一層強化し、
地域全体の取組による児童虐待防止
の推進を図る。
・要保護児童対策地域協議会による
要保護ケースの進行管理
・虐待通報受理後48時間以内の安全
確認の徹底
・虐待防止啓発事業としてﾎﾟｽﾀｰ展
等の開催
・児童虐待相談受付電話｢子どもＳ
ＯＳ｣の運営
など

※令和２年度からの事業内容
「野田市児童虐待防止総合対策大
綱」に基づき、児童虐待の未然防
止、早期発見、早期対応に当たり、
子育て支援事業との連携と要保護児
童対策地域協議会の関係機関との連
携等により、児童虐待防止の推進を
図る。
・母子保健事業との連携と子育て支
援事業を活用した虐待の未然防止の
推進
・要保護児童対策地域協議会による
要保護ケースの進行管理及び実務者
会議、個別支援会議の充実
・虐待通報受理後、原則として当日
に安全確認を行うことの徹底
・学校等から依頼があった場合の、
警察官ＯＢの同行訪問の実施
・ポスター展の開催などによる虐待
防止啓発事業の実施
・児童虐待相談受付電話｢子どもＳ
ＯＳ｣の運営
・進行中の児童虐待の事例について
学校等との定期的な情報交換
・毎月開催される民生委員・児童委
員地区定例会での情報共有

・要保護児童対策地域協議会の運営
　代表者会議2回　実務者会議11回
個別支援会議71回　関係機関への研
修会　1回。
・児童虐待相談受付件数　430件
・進行管理件数（実人数）　617人
・児童虐待相談受付電話「子ども
SOS」
　受付件数11件（内虐待1件）
・進行管理台帳に登録されている子
どもで学校・保育園等に所属してい
る場合、所属機関と毎月1回書面に
よる情報交換
・居住実態が把握できない児童につ
いて
　児童家庭課への情報提供件数5件
　安全確認、出国確認等により対応
済みの件数5件
・児童虐待防止推進月間の取り組み
・「わたしの願う家族・家庭」ポス
ター展
　応募総数750点（小学校601点・中
学校149点）
　優秀作品を市ホームページにて公
開
・子どもＳＯＳの連絡先を記載した
カードサイズの啓発物資を学校等関
係機関に配布。
・児童虐待防止ステッカー等を公用
車及び市内タクシー事業所の車両に
装着し児童虐待防止意識の向上を
図った。
・野田市児童虐待事件再発防止合同
委員会の開催
　第２回～第４回
　第４回では、「野田市児童虐待死
亡事例検証報告書が合同委員会に提
出された。

要保護児童対策地域協議会実務者会
議を抜本的に見直し、主担当や関係
機関の役割分担、個々の案件の具体
的な支援方針を決定する個別支援会
議開催の必要性を議論する場に改め
るとともに、必要に応じ積極的に個
別支援会議を開催することで、関係
機関の情報共有、支援の検討、スケ
ジュールの確認等を行い、情報連携
の強化を図ったが、徹底されていな
い部分もあることから、引き続き情
報共有及び連携の強化を図っていく
必要がある。

5,845
子ども家庭総合支
援課

・「野田市児童虐待防止総合対策大
綱」の見直し
・野田市児童虐待防止対応マニュア
ル分冊（学校編、母子保健編、保育
所・幼稚園編）の作成
・母子保健事業との連携と子育て支
援事業を活用した虐待の未然防止の
推進
・要保護児童対策地域協議会による
要保護ケースの進行管理
・虐待通報受理後、原則として当日
に安全確認を行うことの徹底
・学校等から依頼があった場合の、
警察官ＯＢの同行訪問の実施
・ポスター展の開催などによる虐待
防止啓発事業の実施
・児童虐待相談受付電話｢子どもＳ
ＯＳ｣の運営
・進行中の児童虐待の事例について
学校等との定期的な情報交換
・毎月開催される民生委員・児童委
員地区定例会での情報共有 10,533

子ども家庭
総合支援課

要保護児童対
策地域協議会

23 21
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

２.家庭

25 23

家庭教育学級
小学コース
（関宿北部
コース）

・関宿小・二川小の保護者を対象と
し、子どもたちを心身ともに健やか
に育てる家庭の在り方について学ぶ
ための学級を開講する。

【さわやか子育てセミナー】
内容：①親子教育講演
　　　②親子移動学習
　　　③調理実習
　　　④コンサート
開催日：6月12日（水）～12月8日
（日） 【全6回】
参加者数：延べ825人

　関宿小・二川小の保護者を対象と
し、子ども達を心身ともに健やかに
育てる家庭の在り方を提案すること
ができた。

144 二川公民館

【さわやか子育てセミナー】
　関宿小・二川小の保護者を対象と
し、子ども達を心身ともに健やかに
育てる家庭の在り方について学ぶた
めの学級を開講する。

※コロナ感染拡大防止のため中止。

180 二川公民館

26 23

家庭教育学級
小学コース
（関宿南部
コース）

・家庭で子どもを健やかに育てるた
めの学びと交流の場を提供し、心豊
かな子どもを育てる親の役割と家庭
の在り方をテーマに学級を開講す
る。

内容：①開講式・講演
　　　  ②講演
　　　  ③親子移動学習
　　　  ④実習
　　　  ⑤講演
　　　  ⑥関宿幼小合同音楽会
開催日：6月4日(火)～12月8日(日)
【全6回】
参加者数：延べ725人

　子どものためという思いで申し込
んだ参加者が、実習・講演で見聞き
したことに感動したとの意見があ
がった。
　今後も魅力ある講座にするため、
様々な情報誌やパンフレットなどに
目を通したり、他館の指導員と情報
交換をするなどして、新たな講師の
開拓に努めていきたい。

89 木間ケ瀬公民館

　家庭で子どもを健やかに育てるた
めの学びと交流の場を提供し、心豊
かな子どもを育てる親の役割と家庭
の在り方をテーマに学級を開講す
る。

※コロナ感染拡大防止のため中止。 80
木間ケ瀬公
民館

27 23

家庭教育学級
幼児コース
（中央・関宿
コース）小学
コース（中央
コース）

・家庭教育の重要性を認識していた
だき、子どもを理解し教育を行う上
で必要な知識や技能、親の心構えや
接し方、心身ともに健全な子どもを
育成していく方法等を学んでいただ
くことを目指す学級を開講する。
【幼児コース中央・関宿】【小学
コース】

【幼児コース】
（中央）
「幼児期の食育」「幼児の行動」に
ついての講演やバルーンアートなど
の講座を開催した。
開催日:6月6日(木)～7月12日(金)
【全5回】
参加者数：延べ75人
（関宿）
「子どもがすくすく育つ子育て法」
と題した講演や人形劇、合同音楽会
などの講座を開催した。
開催日:9月5日(木)～12月8日(日)
【全6回】
参加者数：延べ53人
【小学コース（中央コース）】
　「情報モラルを身につけよう！」
と題した講演や各学校を会場とした
講演会を開催した。
開催日：6月8日(土)～11月14日(木)
【全6回】
参加者数：延べ1,802人

　幼児コースは親子参加のリトミッ
クやバルーンアートの講座があり、
参加者同士の交流ができた。
　小学校コースは子育てに関心のあ
る保護者が多くみられ、講師との質
疑応答が活発に交わされた場面も見
られた。
　いずれも家庭教育の重要性の認識
向上を図ることができた。なお、さ
らに多くの参加者を募るためPR活動
に努める必要がある。

252 中央公民館

　家庭教育の重要性を認識していた
だき、子どもを理解し教育を行う上
で必要な知識や技能、親の心構えや
接し方、心身ともに健全な子どもを
育成していく方法等を学んでいただ
くことを目指す学級を開講する。

【幼児コース】
（中央）
開催予定日：6月～7月 【全5回】
※コロナ感染拡大防止のため中止
（関宿）
開催日：10月6日(火)～1月19日(火)
【全5回】
参加者数：延べ123人
※コロナ感染拡大防止のため縮小。

【小学コース】
（中央コース）
開催日：11月12日(木)・12月11日
(金) 【全2回】
参加者数：延べ43人
※コロナ感染拡大防止のため縮小。

460 中央公民館

28 23

家庭教育学級
小学コース
（東部コー
ス）

・子どもの健やかな成長を支援する
ために、家庭の在り方を学ぶための
学級を開講する。

　「逆転の発想で魔法のほめ方・叱
り方」と題した講演や各小学校を会
場に正しいラジオ体操や日本の話芸
講談を鑑賞した。
開催日：6月12日（水）～12月12日
（木） 【全5回】
参加者数：延べ644人

　講演を通して子育てに対する好ま
しい親の役割について気づいたこと
が多く、大変勉強になった。また、
学校を会場とした落語鑑賞や講談鑑
賞では、表現力と想像力が養われ、
有意義な時間となった。
　参加した人には大変好評だが、参
加していない人に来てもらえるよう
工夫することが今後の課題である。

90 東部公民館

　子どもの健やかな成長を支援する
ため、家庭の在り方を学ぶための学
級を開講する。
開催日：10月24日（土）～12月10日
（木） 【全2回】
参加者数：延べ47人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。 100 東部公民館
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

２.家庭

29 23

家庭教育学級
小学コース
（南部梅郷
コース）

・南部小・山崎小・みずき小の保護
者を対象とし、発達段階に応じた子
どもの理解と、心豊かな子どもを育
てる家庭教育のあり方を学ぶための
学級を開講する。

　「子どもを伸ばす家庭教育」と題
した講演や、子どもが喜ぶクッキン
グをテーマとした調理実習などの講
座を開催した。
開催日：5月30日（木）～12月10日
（火） 【全6回】
参加者数：延べ312人

　講演を通して子どもの年齢や発達
に合わせた親の対応や、家庭環境を
整えること、良い習慣を身につけさ
せることの大切さを学ぶことができ
た。
　一方、移動学習や工作実習等、希
望者が多く抽選や調整をしなければ
ならないことがあり、募集方法や保
護者との連絡方法を工夫していく必
要がある。

86 南部梅郷公民館

　発達段階に応じた子どもの理解
と、心豊かな子どもを育てる家庭教
育のあり方を学ぶための学級を開講
する。
開催日：10月8日（木）、11月26日
（木）【全2回】
参加者数：延べ41人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

100
南部梅郷公
民館

30 23

家庭教育学級
小学コース
（福田コー
ス）

・子育てに必要な心構え、子どもに
対する接し方、しつけ、教育上・学
習上の留意点、家庭教育の共通の問
題点など教育力向上のための学習や
交流を行うための学級を開講する。

　子育てに必要な心構え、子どもに
対する接し方、しつけ、教育上・学
習上の留意点、家庭教育の共通の問
題点など教育力向上のための学習や
交流を行うための学級を開講した。
開講日：6月28日（金）～11月29日
（金） 【全5回】
参加者数：延べ165人

　福田地区の小学生の保護者が子ど
もの成長について理解を深め、親子
それぞれの人権を尊重した子育てに
ついて考える機会となった。

94 福田公民館

　子育てに必要な心構え、子どもに
対する接し方、しつけ、教育上・学
習上の留意点、家庭教育の共通の問
題点など教育力向上のための学習や
交流を行うための学級を開講する。
開催日：10月2日（金）,11月26日
（木） 【全2回】
参加者数：延べ45人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

90 福田公民館

31 23

家庭教育学級
小学コース
（北部コー
ス）

・保護者が子どもを健やかに育てる
ために、親の心構えや子どもとの接
し方、児童心理等について学習する
ための学級を開講する。

　「子どもへの理解を深め、心身と
もに健やかに育てるための家庭教育
のあり方を学ぶ」を学習課題とし、
子育て、ネット社会の講演や移動教
室、食育に関する調理実習などを開
催した。
開催日：6月21日（金）～12月8日
（日） 【全6回】
参加者数：延べ208人

　校長先生の話、子どものネット利
用対策、食育等についての講話、調
理実習やミニコンサート、移動学習
はどれも好評で、勉強になったとの
声も多く、これまでの子育てを見直
し、より良い親子関係を築いていこ
うという意欲を持たれる方も多かっ
た。
今後の課題としては、参加者が運営
委員中心だったので、運営委員会以
外にも多くの方が参加するような工
夫が必要である。

56 北部公民館

　子どもへの理解を深め、心身とも
に健やかに育てるための家庭教育の
あり方を学んでいただくことを目指
す講座を開講する。
開催日：11月5日（木）、12月4日
（日）【全2回】
参加者数：延べ42人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

10 北部公民館

32 23
親子体験教室
（野田公民
館）

・父子が共同作業を通して触れ合
い、男性の育児参加を促す機会を設
ける。

【父の日、お父さんありがとう～ピ
ザ作り】
　父子が共同作業を通して触れ合
い、男性の育児参加を促す機会を設
けた。
開催日：6月1６日（日）
参加者数：12人

　「父の日」に父子でピザを作る取
り組みを行った。日頃、仕事で子ど
もとの触れ合いが不足しがちなので
良い機会となった、とする感想が寄
せられた。
　男性が子育てについて実践してい
ける学習機会が求められている。

19
生涯学習課
（旧野田公民館）

【父の日、お父さんありがとう～ピ
ザ作り】
　父子が共同作業を通して触れ合
い、男性の育児参加を促す機会を設
ける。
開催日：6月21日（日）

※コロナ感染拡大防止のため中止。

19
生涯学習課
（生涯学習
センター）

３．地域
社会

33 25
川間新星大学
院（川間公民
館）

・高齢者の健康作り、社会参加によ
る生きがい作りの推進、地域ボラン
ティアの奨励を図るための学級を開
講する。

　地域の偉人や、高齢者の生活に役
立つ講座や、音楽、健康体操など実
技を交えた講座を開設。
　また、スポーツや昔遊びなどを通
し地域の子どもたちとの交流を深め
た。
開催日：5月30日（木）～2月15日
（土） 【全10回】
参加者数：延べ588人

　地域の高齢者と子どもたちの交流
と健康、生きがいづくりを進める講
座を設けた。
　今後もその維持のため講座を工夫
し、事業を継続する。

170 川間公民館

　高齢者の健康作り、社会参加によ
る生きがい作りの推進、地域ボラン
ティアの奨励を図るための学級を開
講する。
開催日：11月14日（土）～12月19日
（土） 【全4回】
参加者数：延べ296人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

120 川間公民館

34 25
二川はつらつ
長寿大学（二
川公民館）

・高齢者向けの様々な講話や、鑑賞
会、移動教室等を開講する。

　高齢者向けの様々な講話や、鑑賞
会、移動教室等を開講した。
開催日：6月13日（木）～2月13日
（木） 【全9回】
参加者数：延べ322人

　受講生の減少、講座内容の検討な
どについて課題あり。

138 二川公民館

　防災講座、健康講座、音楽鑑賞
会、落語鑑賞会、移動教室などを実
施する。

※コロナ感染拡大防止のため中止。 120 二川公民館
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35 25

学校支援いき
いきサロン
（木間ケ瀬公
民館）

・高齢者を地域で生かして活躍して
いただく環境作りを推進するため、
地域協力コーディネーターと連携
し、各学校の支援ニースに対応した
ボランティア活動の実施と新規ボラ
ンティアの仲間作りをサポートし、
高齢者の健康と生きがい作りを推進
するための学級を開講する。

　高齢者を地域で生かして活躍して
いただく、環境作りを推進するため
の学級を開講した。
開催日：5月11日（土）～11月13日
（水） 【全8回】
参加者数：延べ807人

　将来にわたって自立し、元気なコ
ミュニティ作りをテーマに、地域で
活躍していただく高齢者の活動を促
進した。
　今後はボランティアリーダーを核
としたネットワークをより確実なも
のにしていきたい。

0 木間ケ瀬公民館

　高齢者の健康と生きがい作りを推
進するための学級を開講する。
開催日：9月12日（土）【全1回】
参加者数：延べ85人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。 100
木間ケ瀬公
民館

36 25
せきやど長寿
大学（関宿公
民館）

・高齢者向けの様々な講話や鑑賞
会、移動教室などを実施し、高齢者
の健康と生きがい作りを推進するた
めの長寿大学を開講する。

内容：講話3回、講話・実技1回、
芸術鑑賞1回、移動学習2回、意見交
換会1回
開催日：6月28日（金）～12月20日
（金） 【全8回】
参加人数：延べ219人

　高齢者向けの様々な講話や鑑賞
会、移動学習等を実施し、高齢者の
健康と生きがいづくりを推進した。

80 関宿公民館

　高齢者向けの様々な講話や鑑賞
会、移動学習等を実施し、高齢者の
健康づくりを推進するための長寿大
学を開講する。

※コロナ感染拡大防止のため中止。 100 関宿公民館

37 25

いきいきライ
フセミナー
（中央公民
館）

・高齢社会の中で今の健康を維持し
ながら生きがいを持ち、地域の中で
心身ともに健康な生活を送れるよう
にするためのセミナーを開催する。

　高齢者のための交通安全対策、高
齢者を取り巻く犯罪の現状と対策等
の講座や芸能鑑賞（マジック）を開
催した。
開催日：7月5日（金）～12月6日
（金）【全6回】
参加者数：延べ412人

　地域の高齢者を対象に、健康の増
進、生きがい作りのための講座を開
催し、参加者の親睦を深めることが
できた。
　更なる講座内容の充実を考えてい
く必要がある。 40 中央公民館

　高齢社会の中で今の健康を維持し
ながら生きがいを持ち、地域の中で
心身ともに健康な生活を送れるよう
にするためのセミナーを開催する。
開催予定日：7月～12月 【全6回】

※コロナ感染拡大防止のため中止。

80 中央公民館

38 25
東部長寿教室
（東部公民
館）

・高齢者を対象に、生きがい作りや
教養の向上、地域での仲間作りを推
進するための教室を開講する。

　高齢者を対象に、生きがい作りや
教養の向上、地域での仲間作りを推
進するための教室を開講した。
開催日：6月20日（木）～10月29日
（木） 【全7回】
参加者数：延べ262人

　法律知識、歴史、健康、話芸鑑賞
等の様々な分野のテーマを設定し、
生きがい作りや教養の向上を図るこ
とができた。
　より多くの参加者を確保するた
め、教室内容の充実が課題である。

110 東部公民館

　高齢者を対象に、生きがい作りや
教養の向上、地域での仲間作りを推
進するため、法律知識、電気安全講
座、健康講座、話芸鑑賞、移動学習
教室などの教室を開講する。
開催日：10月15日（木）～11月26日
（木） 【全4回】
参加者数：延べ79人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

120 東部公民館

39 25
梅郷ふれあい
大学（南部梅
郷公民館）

・いきいきクラブ南部支部との共催
により、高齢者の生きがい、教養の
向上を目指し、触れ合いを図るため
の事業を実施する。

　高齢者を狙った特殊詐欺の被害に
あわないようにするための知識を学
んだり、里山の自然について学ぶこ
とを通して生物多様性の理解につな
がる講座を開催した。
開催日 ：6月7日（金）～1月11日
（土）【全5回】
参加者数：延べ265人

※コロナ感染拡大防止のため第6回
目は中止

　東京理科大学理窓公園の豊かな里
山の自然についての学習や、生演奏
による野田のノンちゃん音頭の鑑賞
など、地元の魅力を再発見できる学
習を通して、参加者の教養の向上に
つながった。
　単位クラブが解散し、参加者数の
減少も見られることから、より参加
しやすい講座内容にしていく必要が
ある。

90 南部梅郷公民館

　いきいきクラブ南部支部との共催
により、高齢者の生きがい、教養の
向上を目指し、ふれあいを図るため
の事業を実施する。
開催日：6月～3月【全6回】

※コロナ感染拡大防止のため中止。
100

南部梅郷公
民館
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40 25
福田長寿大学
（福田公民
館）

・高齢者の方たちが知って得する情
報や、高齢者と取り巻く社会環境な
どを学習し、楽しみながら構えずに
生活の質が向上するための知識を高
める同時に、地域の交流を深めるた
めの長寿大学を開講する。

　いきいき生きる～終活準備の法律
基礎知識と楽しいシニアライフ～、
「楽しく食べて健康に」、「選んで
体験してみよう」、「芸術鑑賞」和
と洋の調べ等を実施
開催日：6月１４日（金）～１１月
１５日（金） 【全5回】
参加者数：延べ331人

　地域の高齢者を対象に、健康の増
進、生きがい作りのための講座を開
講し、参加者の親睦を深めることが
できた。
　受講者の年齢層に応じた講座の内
容を考え、工夫していく必要があ
る。

120 福田公民館

　高齢者の方たちが知って得する情
報や、高齢者を取り巻く社会環境な
どを学習し、楽しみながら構えずに
生活の質が向上するための知識を高
めると同時に、地域の交流を深める
ための長寿大学を開講する。
開催日：10月16日(金)～11月18日
(水)【全４回】
参加者数：延べ150人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

100 福田公民館

41 25
北部長寿大学
（北部公民
館）

・高齢者の健康、生きがい、社会学
の講演会や軽スポーツ、音楽鑑賞な
どを開催する長寿大学を開講する。

　　電話de詐欺対策についての講話
や、交通事故防止、健康寿命の伸ば
し方についての講話、三世代交流
会、移動学習、ミニコンサートなど
を開催した。
開催日：5月17日（金）～1月17日
（金） 【全7回】
参加者数：延べ519人

　開催した講座内容については、お
おむね好評だった。更なる内容充実
を目指したい。

60 北部公民館

　仲間づくりや知識や教養を身につ
けながら、自らの生きがいと健康づ
くりを図るとともに、長寿社会を担
う人材を育成するための講座を開催
する。

※コロナ感染拡大防止のため中止。

10 北部公民館

42 25
長寿教室（関
宿中央公民
館）

・高齢者の生きがい・健康・レクリ
エーション等の学習により、個人の
学習と受講生相互の親睦及び高齢者
の社会参加を推進するための教室を
開講する。

内容：①開講式・レクリエーション
　　　  ②タブレットで脳トレ
　　　  ③シルバーリハビリ体操
　　　  ④マジックショー
　　　  ⑤社会見学
　　　  ⑥歌って健康になろう！
開催日：6月26日（水）～12月4日
（水） 【全6回】
参加者数：延べ253人

　講演やレクリエーションなどの
様々な講座を通しての学習等によ
り、高齢者の生きがいや受講生相互
の親睦が図られた。
　今後も講座内容の充実や、多くの
方に参加していただけるようPR活動
に努める。 55 関宿中央公民館

　高齢者の生きがいや受講生相互の
親睦を図るため健康に関する講演や
レクリエーションなどの学習講座を
実施する。
開催日：10月7日（水）～12月2日
（水）【全4回】
参加者数：延べ83人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

70
関宿中央公
民館

43 25
南部梅郷女性
大学（南部梅
郷公民館）

・南部文化女性会との共催により、
女性の生きがい、生活文化及び教養
の向上を目指すための事業を実施す
る。（南部梅郷公民館）

　オーバルボールやボッチャなどの
ニュースポーツに取り組んだり、笠
間日動美術館の見学などを実施し
た。
開催日：8月28日（水）～11月24日
（日）　【全5回】
参加者数：延べ73人

※コロナ感染拡大防止のため第6回
目は中止

　学習に積極的に取り組み、性別や
年齢に関わらず、楽しく健康づくり
ができることを理解したり、会員相
互の親睦を深めることにつながっ
た。
　今後も地域のより多くの人に参加
してもらえるようにしていくことが
必要である。

10 南部梅郷公民館

　南部文化女性会との共催により、
女性の生きがい、生活文化及び教養
の向上を目指すための事業を実施す
る。
開催予定日 ：8月～3月【全6回】

※コロナ感染拡大防止のため中止。
50

南部梅郷公
民館

44 25

サークルあさ
ひ育成事業
（東部公民
館）

・生活文化の振興、健康の増進、教
養の向上、相互の親睦を目指し、女
性団体の育成を図るための事業を実
施する。（東部公民館）

　地域行事への参加や、防災講演、
健康体操、移動学習などを実施し
た。
開催日：5月23日（火）～12月11日
（水） 【全6回】
参加者数：延べ136人

　各種講演会、料理教室等を通じて
生活文化の振興、健康の増進、教養
の向上、相互の親睦を図ることがで
きた。
　今後は女性団体として後継者の育
成を進め、地域女性団体の活動の充
実が図られるようにしたい。

62 東部公民館

　生活文化の振興、健康の増進、教
養の向上、相互の親睦を目指し、女
性団体の育成を図るため、各種事業
を実施する。

※コロナ感染拡大防止のため中止。
120 東部公民館

45 25
婦人会員講座
（中央公民
館）

・一般教養、健康等の学習により、
会員個々の学習と会員相互の親睦及
び女性の社会参加を増進させるため
の講座を開講する。（中央公民館）

　「骨密度と骨粗しょう予防講座」
をはじめ、食育や体操、歴史に関す
る講座を開講した。
開催日：6月21日（金）～1月15日
（水）【全6回】
参加者数：延べ291人

  会員相互の親睦を深め、講座を通
して会員個々の教養の向上を図るこ
とができた。
　なお、会員からの要望どおりの企
画を組むことが課題である。

40 中央公民館

　一般教養、健康等の学習により、
会員個々の学習と会員相互の親睦及
び女性の社会参加を増進させるため
の講座を開講する。
開催日：10月22日（木）～12月11日
（金）【全3回】
参加者数：延べ64人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

80 中央公民館
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46 25
二川さわやか
女性教室（二
川公民館）

・女性のための各種講話や様々な体
験学習等を実施する女性教室を開講
する。（二川公民館）

　女性のための各種講話や体験学習
等を実施する女性教室を開講した。
開催日：6月7日（金）～2月28日
（金） 【全9回】
参加者数：延べ214人

　受講生の減少、講座内容の検討な
どについて課題あり。

61 二川公民館

　防災講座、感染症防止講座、実技
体験、落語鑑賞会を実施する。
開催日：11月20日（金）～2月19日
（金） 【全4回】
参加者数：延べ53人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。 100 二川公民館

47 25
北部女性セミ
ナー（北部公
民館）

・女性が豊かな生活を送り、教養を
高めるため、踊り伝達講習・趣味・
教養・健康講座等のセミナーを開講
する。（北部公民館）

　電話de詐欺対策や健康についての
講和、手芸、園芸などの趣味講座、
移動学習などを開講した。
開催日：7月22日（月）～2月19日
（水） 【全5回】
参加者数：延べ79人

　実技・講話・移動学習等内容を多
岐にわたり実施し、教養を高めた
り、趣味を広げたりしたことによ
り、講座内容は概ね好評であった。
　講座の運営については、地域団体
である北部女性文化会と協議し、よ
り参加者を増やしていきたい。

20 北部公民館

　女性が楽しく豊かな生活を創造す
るために、教養や技能を高め、受講
者相互の親睦が図れるような講座を
実施する。
開催日：11月6日（金）～12月11日
（金） 【全2回】

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

50 北部公民館

48 25
川間女性学級
（川間公民
館）

・「女性」として豊かな生活を送る
ための多様なテーマ（もの作りや健
康生活）を取り上げ、学習と親睦の
場を提供する女性学級を開講する。
（川間公民館）

　日々の生活や教養の向上に役立つ
講義や、ものづくり体験、移動学習
などを通し、楽しみながら実生活に
役立役つ講座を開設した
開催日：11月7日（木）～2月15日
（土） 【全7回】
参加者数：延べ383人

　もの作り、健康、芸術など楽し
く、生活に役立ち地域社会とのつな
がりを深めるような講座を設けた。
受講生の満足度の高い内容であっ
た。
　これからも内容を工夫し魅力的な
講座を設けるようにする。 105 川間公民館

　「女性」として豊かな生活を送る
ための多様なテーマ（もの作りや健
康生活）を取り上げ、学習と親睦の
場を提供する女性学級を開講する。

開催日：10月24日（土）～12月5日
（土） 【全3回】
参加者数：延べ118人

※コロナ感染拡大防止のため縮小。

120 川間公民館

49 25
福田女性大学
（福田公民
館）

・現代女性を取り巻く課題に対し、
これからの女性として何が求められ
るかなど、女性の意識や行動を見つ
め直し、女性の役割や活動の在り方
を探るとともに、健全な家庭と社会
を築くために必要な教養を高めるた
めの女性大学を開講する。

　「いつまでも若々しく過ごすお
しゃれ術」をテーマに、ファッショ
ンコーディネーターの芹澤紀世美氏
の講演を拝聴した。「いざという時
のために」～ＡＥＤの使い方と救急
法・災害時の非常食～の講演と体験
をし災害に対する知識を深めた。男
性大学と合同で日本伝統芸能の落語
を、柳家我太楼氏の講演により鑑賞
した。

開講日：11月８日（金）～３月１３
日（金）【全5回】
参加者数：延べ499人

　受講生相互の交流を深めながら、
講座を通して個々の教養の向上、健
康長寿を目指す意欲の向上を図るこ
とができた。
　なお、今後も多様なニーズに対応
した企画を立てることが課題であ
る。

74 福田公民館

　一般教養、健康長寿に資する内奥
を組むことにより、個々の学習と相
互交流による仲間作り、及び社会へ
の参画意識を継続させるための講座
を開講する。

※コロナ感染拡大防止のため中止
120 福田公民館

50 25
利用者交流会
（関宿公民
館）

・主に当公民館を利用する女性を対
象に親睦を深め、今後の社会教育活
動についての見聞を広めるため、利
用者交流会を実施する。

【公民館利用者交流会】
開催日：令和2年3月6日（金）

※新型コロナ感染対策のため中止。

※新型コロナ感染対策のため中止。
元年度は中止となったが、次年度以
降も継続していきたい。

0 関宿公民館

【公民館利用者交流会】
公民館利用者による交流会を実施す
る。

※新型コロナ感染拡大防止のため中
止。

10 関宿公民館

51 25
レディス.コ
ム.（木間ケ瀬
公民館）

・「女性」に関する多様なテーマを
取り上げ、学習と親睦の場を提供す
る事業を実施する。

　「女性」に関する多様なテーマを
取り上げ、学習と親睦の場を提供す
る事業を実施した。
開催日：10月3日（木）～2月20日
（木） 【全5回】
参加者数：延べ76人

　幅広い女性向け講座を企画し、意
識の啓発を図った。
　今後もより一層情報収集し、新た
な講師の開拓にも努めていきたい。

41 木間ケ瀬公民館

　「女性」に関する多様なテーマを
取り上げ、学習と親睦の場を提供す
る事業を実施する。

※コロナ感染拡大防止のため中止。
60

木間ケ瀬公
民館
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事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

３．地域
社会

【人権学習講座】
開催日：11月28日（木）、12月11日
（水）、1月23日（木）、2月13日
（木）
会場:南部梅郷公民館
参加者数：延べ60人
タイトル：「防災・減災を考える」
（生涯学習課）

60
(生涯学
習課）

生涯学習課
公民館

【人権学習講座】
　市民の人権意識や生活の質の向上
を図るため、人権啓発を目的とした
講座を生涯学習課と公民館の共催で
実施する。
開催日：11月27日（金）、12月4日
（金）、12月18日（金）
会場:川間公民館
参加者数：延べ43人
タイトル：「優しさは知ることか
ら」
（生涯学習課）

60
(生涯学
習課）

生涯学習課
公民館

【人権学習会】
福祉会館で開催。延べ91人参加。
（会場ごとの状況）
〇七光台会館
・「応急手当講習会～大切なひとを
救うために～」
開催日：2月8日(土)
参加者数:28人
〇谷吉会館
・「東名高速酒酔いトラック事故で
子ども二人を失って」～被害者遺族
になって感じたこと～
開催日:2月13日(木)
参加者数:23人
〇島会館
・「東名高速酒酔いトラック事故で
子ども二人を失って」～被害者遺族
になって感じたこと～
開催日：2月14日(金)
参加者数:40人
（人権・男女共同参画推進課）

　　50
(人権・

男女共同
参画推進

課）

(人権・男女共同参
画推進課）
福祉会館

【人権学習会】
福祉会館４館で、学習会を開催の予
定だったが、新型コロナウイルス感
染防止のため中止とした。
（人権・男女共同参画推進課）

50
(人権・

男女共同
参画推進

課)

人権・男女
共同参画推
進課

福祉会館

53 27
青少年問題協
議会（青少年
課）

青少年の指導、育成、保護及び矯正
に関する総合的施策のための連絡調
整を図る。

　第１回 　10月4日
・令和元年度の青少年健全育成に関
する取組

第２回は、新型コロナウイルスの影
響により、書面審議。
・令和元年度後期の青少年健全育成
に関する取組
・令和2年度青少年健全育成活動の
取組方針
・令和2年度野田市青少年センター
活動方針を決定した。

青少年に関する取組は様々な団体で
おこなっており、各団体の事業を見
直す機会になっている。
第２回が書面審議になってしまった
こともあり、各団体の意見交換等の
機会が少なくなってしまった。

91 青少年課

第１回　新型コロナウイルスの影響
により中止。

第２回　新型コロナウイルスの影響
により書面審議
・令和2年度青少年健全育成に関す
る取組
・令和3年度青少年健全育成活動の
取組方針
・令和3年度野田市青少年センター
の活動方針

195 青少年課

　

54 27
学校支援ボラ
ンティア養成
講座の開設

・地域活動参加へのきっかけづくり
を目的として、学んだ知識や技術を
地域社会に役立てられるよう生涯学
習ボランティア養成講座などを開設
する他、ボランティア活動が継続し
て行われるよう活動の支援を行う。

【学校支援ボランティア養成講座】
　学校支援活動を担う人材養成を目
的として、学校図書室やその他校内
の環境整備を主とする学校支援ボラ
ンティア養成講座を開設する。
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止

59
生涯学習課
公民館

　

人権学習講座

・市民を対象として公民館・福祉会
館を会場に人権学習講座を実施す
る。

 人権啓発を目的とした講座、学習
会の開催が、地域住民の人権意識や
生活の質の向上に寄与していると考
えている。
　しかし、参加年齢層等が固定され
つつあることから参加者増加に向
け、実施方式、演題や時期等の選定
が課題である。

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

52 25
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事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

３．地域
社会

55 27
生涯学習相談
の拡充

・多様化した市民の学習要求に対応
するため、生涯学習支援事業とし
て、生涯学習課、各公民館及び生涯
学習センターにおいて生涯学習相談
窓口を開設し、学習機会や団体・グ
ループ等の生涯学習情報を提供す
る。

【生涯学習相談】
相談件数：207件（1月末現在）

0
生涯学習課
公民館

４.職場

56 29
企業人権教育
研修会

・人権啓発推進企業連絡協議会加盟
企業、市内指名参加届出企業及び市
の職員を対象に研修会を開催する。

（人権問題職場研修リーダー研修と
合同開催）
開催日：2月21日（金）
会場：市役所8階大会議室
講師：吉開　章氏、竹丸勇二氏
タイトル：外国人と話すための「や
さしい日本語」研修

※新型コロナウイルス感染予防のた
め、中止

　人権啓発推進企業連絡協議会と連
携を取り、企業に対する啓発活動を
積極的に行っている。
　同協議会と一層の連携を図り、企
業に対する啓発に努める必要があ
る。

0

人権・男女共同参
画推進課
指導課

　人権啓発推進企業連絡協議会加盟
企業、市内入札参加資格業者及び市
幹部職員を対象に研修会を開催す
る。
開催日：2月25日（木）
会場：オンラインにて実施
講師：やさしい日本語ツーリズム研
究会　事務局長　吉開　章　氏
テーマ：「やさしい日本語入門」だ
れにでも伝わりやすいコミュニケー
ション

75
人権・男女
共同参画推
進課

５．特定
職業従事
者

57 30
人権問題研修

・人権意識の高揚、啓発を目的とし
た職級別職員研修を実施する。

○新規採用職員研修「人権問題につ
いて・男女共同参画を目指した職場
づくり」
実施日：4月3日（水）
会場：市役所5階511・512会議室
参加者数：40人
○新規採用職員研修（10/1日付採
用・社会人経験者）「人権問題の取
組」
実施日：10月1日（火）
会場：市役所3階301会議室
参加者数：17人

　新規採用職員を対象として実施す
ることでより早い段階から人権意識
を持つことができた。今後も主に新
規採用職員を対象に実施していく。

0 人事課

　男女共同参画研修と一連のカリ
キュラムとして実施し、研修内容の
充実を図るとともに、柔軟な実施を
進める。
○新規採用職員研修「人権問題につ
いて・男女共同参画を目指した職場
づくり」
実施日：4月3日（金）
会場：保健センター3階大会議室
参加者数：36人
○新規採用職員研修（10/1・11/1付
採用）「人権問題について・男女共
同参画を目指した職場づくり」
実施日：11月5日（木）
会場：市役所2階中会議室2
参加者数：17人

0 人事課

58 30
人権問題職場
研修リーダー
研修

・人権意識の高揚、啓発を目的とし
た野田市人権問題職場研修リーダー
研修を実施する。

　企業人権教育研修会と合同で2月
21日（金）に開催予定だったが、コ
ロナウイルス感染症予防の観点から
中止となった。

　コロナウイルスの感染状況を見な
がら実施の可否を判断していく。

0 人事課

　(企業人権教育研修会と合同開
催）
開催日：2月25日（木）
会場：オンラインにて実施
講師：やさしい日本語ツーリズム研
究会　事務局長　吉開　章　氏
テーマ：「やさしい日本語入門」～
だれにでも伝わりやすいコミュニ
ケーション～
参加者数:20人（市職員）

0 人事課

59 30 人権研修会

・保育所職員を対象にした人権研修
会を開催する。

開催日：12月17日（月）
テーマ：子どもの生きる権利を守る
ということ
対象者：直営保育所保育士（臨時職
員含）73人

　保育士の人権に関する知識向上を
図るために、継続して人権研修会を
開催する必要がある。また、保育士
に人権の知識を広く習得させるため
にテーマの変更や研修会を複数回開
催する必要がある。 0 保育課

　引き続き人権研修会を実施する。
保育士の人権知識の向上が目的であ
り、より多くの保育士に参加しても
らう必要がある。
実施時期：12月（予定）
　新型コロナウイルス感染拡大防止
のため対面方式での開催はせず、代
替策として研修資料等を活用し各保
育所での自主研修とする。

50 保育課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする
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事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（１）様々
な場におけ
る人権教
育・啓発の
施策の推進

５．特定
職業従事
者

60 31

学校法人教育
ハンドブック
の作成【再
掲】

・学校人権教育ハンドブックを作成
して、市内の教員に配布し、教職員
の人権意識の高揚を図る。【再掲】

　学校人権教育ハンドブック【30年
度版】を市内教職員に配付した。
　夏季休業中の校内研修や学校人権
教育指導者養成講座で活用した。

　学校人権ハンドブックを使った伝
達講習を実施した。学校人権教育指
導者養成講座の中で、学校人権ハン
ドブックの内容と、教員研修での活
用方法について研修を実施した。そ
のことにより、指導者養成講座受講
者が、学校人権教育に関する伝達講
習を実施しやすくなった。各学校の
人権教育担当者に、野田市の行動計
画に基づく施策や人権課題について
知ってもらうことができた。

0 指導課

データで保管して必要に応じて活用
している。
研究機関や講師などの最新の情報を
学校に伝え、研修計画立案の一助と
する。

0 指導課

61 31

野田市新規採
用教職員・市
内転入教職員
研修会

令和2年度から
は、「野田市
新規採用教職
員研修会」に
変更

・教職員の人権問題に対する正しい
知識を養い、学校における人権教育
を推進するための市内新規採用・教
職員研修会等を実施する。

【野田市における人権教育につい
て】
【この街でずっと暮らしていきた
い】
開催日：4月12日（金）
参加者：新規採用教職員45名

　【野田市における人権教育につい
て】では、資料「人権問題の取組に
ついて」に基づき、人権とは何かと
いうことや様々な人権課題について
の講義であった。野田市における同
和問題にも触れることで、人権教育
の啓発を図ることができた。
　【この街でずっと暮らしていきた
い】では、知的障がいのあるお子さ
んを持つ保護者の方の講演を聞いた
り、手指の巧緻性について軍手をは
めて体験したりすることをとおし
て、障がいのある人と共に暮らして
いくことについて学ぶことができ
た。

10 指導課

　研修会対象を新規採用教職員に限
定して開催する。教職員の人権問題
に対する正しい知識を養い、学校に
おける人権教育を推進するための新
規採用教職員研修会を実施する。
【野田市における人権教育につい
て】
【この街でずっと暮らしていきた
い】
開催日：4月１５日（水）
参加者：新規採用教職員47名

上記の日程、内容で予定していた
が、新型コロナウイルス感染症の影
響により、11月11日（水）、16日
（月）に延期となった。指導課課長
より、人権教育や同和問題について
の内容も含め、野田市の教育施策に
関する講義があった。

10 指導課

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

１．女性

62 37
女性のための
相談

・女性が抱えている問題、悩みにつ
いて、女性カウンセラーが一緒に考
える女性のための相談事業を実施す
る。（毎月第1～第4木曜日、奇数月
第2土曜日）

【相談件数】
元年度：132件

　女性が抱えている問題、悩みにつ
いて、女性カウンセラーが相談者と
一緒に考えることで、相談者の悩み
や問題解決への助言に努めている。

955

人権・男女共同参
画推進課
指導課

　女性が抱えている問題、悩みにつ
いて、女性カウンセラーが一緒に考
える相談事業を実施する。（毎月第
1～第4木曜日実施）
令和２年度：139件(2月末現在）

1,004
人権・男女
共同参画推
進課

　

63 37
男性のための
電話相談

・男性が抱える様々な悩みについ
て、男性カウンセラーが電話相談で
一緒に考える相談事業を実施する。
（毎月第４火曜日）

・男性が抱える様々な悩みについ
て、男性カウンセラーが電話相談で
一緒に考える相談事業を実施する。
（毎月第４火曜日）
令和２年度：8件（2月末現在）

238
人権・男女
共同参画推
進課

64 38 人権出前講座

・平成25年度に講演会のあり方を見
直し、実効性を保つため出前講座を
基本とし、国・県の委託事業がある
場合は、地域人権啓発活動活性化事
業を実施する。

開催日：1月26日（日）
会場：中央公民館
タイトル：「地域で子どもをともに
育てる共育」～命と性と人権～
講師：木野　麗子氏
参加者数：94人

　「多くの市民に効果的に周知す
る」との観点から、出前講座を開催
して市民の間に人権尊重思想の普及
高揚ができた。
　今後も出前講座等を効果的に行
い、啓発を図る必要がある。 50

人権・男女共同参
画推進課
指導課

地域人権啓発過活動活性化事業
「ヒューマンフェスタのだ2020」
開催日：11月29日(日)
※新型コロナウイルス感染予防のた
め中止
上記事業を実施する予定であったた
め、2年度は人権出前講座は実施し
ない。

784
人権・男女
共同参画推
進課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

１．女性 「一般向け講演会」については、
「市民の関心を引くテーマを選定す
る、地元資源を生かす、幅広のテー
マで男女共同参画につなげるような
工夫をして実施すべき」との男女共
同参画審議会の意見を踏まえ、人権
啓発活動地方委託事業を活用し、人
権施策推進課と合同により講演会等
を開催する。

【一般向け講演会】
 人権擁護委員事業として開催した
講演会において、「子どもの人権」
をテーマに取り上げた。
開催日：6月2日（日）
会場：南部梅郷公民館講堂
タイトル：「子どもの人権」～身近
にひそむ暴力から子供を守るために
～
講師：内海﨑　貴子氏
参加者数：51人

　一般市民を対象とした講演会等に
ついては、男女共同参画審議会の意
見を踏まえて、市民の関心を引く
テーマを選定するとともに、地元資
源を活かして幅広のテーマで男女共
同参画につながるような工夫をして
実施することが求められている。 0

人権・男女共同参
画推進課

　「一般向け講演会」については、
「市民の関心を引くテーマを選定す
る、地元資源を生かす、幅広のテー
マで男女共同参画につながるような
工夫をして実施すべき」との男女共
同参画審議会の意見を踏まえて、講
演会等を開催する。
　令和2年度は、新型コロナウイル
ス感染予防のため中止。

105
人権・男女
共同参画推
進課

ＤＶ対策として若年層の意識啓発を
図るため、市内高等学校の生徒を対
象とした「デートＤＶ講演会」を開
催する。

・DV対策として若年層の意識啓発を
図るため、市内高等学校の生徒を対
象とした「デートDV講演会」を開催
する。

【デートＤＶ講演会】
清水高等学校
11月 7日(木)　1年生151人
野田中央高等高校
11月21日(木)　1年生320人
関宿高等学校
11月28日(木)　2年生 61人

高校生に対する啓発については、学
校側から高評価を得ているが、デー
トDVの若年化により中学生に対する
啓発についても拡大していく必要が
ある。

65
子ども家庭総合支
援課

　「デートＤＶ講演会」は、千葉県
と共催で実施した。また、事務事業
見直しとして検討している中学生に
対する意識啓発を踏まえ、教職員対
象にＤＶに関する講演は新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止し
た。
○デートＤＶ講演会
タイトル：若者のためのＤＶ予防セ
ミナー
清水高等学校
11月12日（木）　1年生152人
野田中央高等学校
11月19日（木）　1年生316人
関宿高等学校
1月に計画したが新型コロナウイル
ス感染症緊急事態宣言が発出された
ため中止した。

175
子ども家庭
総合支援課

　

66 38
女性情報コー
ナーの充実

・男女共同参画に係る市民への情報
提供を図るため、女性問題関係図書
等を毎年購入し整備する。（興風図
書館、せきやど図書館）

【図書購入】
30冊（興風図書館25冊、せきやど図
書館5冊）
・蔵書数は、1,108冊（興風図書館
886冊、せきやど図書館222冊）

　男女共同参画に関する冊子、チラ
シ等を配置するとともに、女性を
テーマとした様々な分野の蔵書の充
実を図ることにより、市民への情報
提供等の役割を果たしている。

46

人権・男女共同参
画推進課
指導課

　男女共同参画に係る市民への情報
提供を図るため、女性問題関係図書
等を毎年購入し整備する。（令和2
年度購入数：興風図書館28冊、せき
やど図書館6冊）

49
人権・男女
共同参画推
進課

67 38
情報誌フレッ
シュの発行

男女平等意識の啓発や男女共同参画
に関する情報を提供するため、毎年
2回発行する。【再掲】

令和元年6月15日、11月15日市報掲
載

　男女共同参画推進だより「フレッ
シュ」を通じて、市民への男女共同
参画に関する情報提供を行い、啓発
に努めている。

0
人権・男女共同参
画推進課

　男女平等意識の啓発や男女共同参
画に関する情報を提供するため、年
2回発行する。
・6月15日号「男女共同参画週間」
・11月15日号「女性に対する暴力を
なくす運動」

0
人権・男女
共同参画推
進課

68 38

男女平等教育
資料「自分ら
しく」の配
布、活用（人
権・男女共同
参画推進課・
指導課）【再
掲】

・小・中学生用男女平等教育資料を
2年ごとに作成。毎年市内各小・中
学校に配布し、活用する。【再掲】

【配布数】
小学6年生　1,700部
中学2年生　1,480部

　男女平等教育資料「自分らしく」
では、キャリア教育やワーク・ライ
フ・バランスを取り入れて、職業等
を見つける教育も推進していく。

129

人権・男女共同参
画推進課
指導課

　小・中学生用男女平等教育資料を
隔年で作成。毎年市内各小・中学校
に配布し、活用する。
小学6年生　1,615部
中学2年生　1,525部 158

人権・男女
共同参画推
進課
指導課

38

講演会・講座
等の開催

令和2年度から
「一般向け講
演会・講座」
と「デートDV
啓発・講演
会」とする

65
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

１．女性

69 38
男女共同参画
研修

・男女共同参画意識の高揚、啓発を
目的に職級別研修を実施する。(実
施内容は人権問題研修に同じ）

○新規採用職員研修「人権問題につ
いて・男女共同参画を目指した職場
づくり」
実施日：4月3日（水）
会場：市役所5階511・512会議室
参加者数：40人
○新規採用職員研修（10/1日付採
用・社会人経験者）「人権問題の取
組」
実施日：10月1日（火）
会場：市役所3階301会議室
参加者数：17人

　新規採用職員を対象としたため、
早い段階で男女共同参画への理解の
浸透が図れた。今後も主に新規採用
職員を対象に実施していく。

0 人事課

　男女共同参画研修と一連のカリ
キュラムとして実施し、研修内容の
充実を図るとともに、柔軟な実施を
進める。
○新規採用職員研修「人権問題につ
いて・男女共同参画を目指した職場
づくり」
実施日：4月3日（金）
会場：保健センター3階大会議室
参加者数：36人
○新規採用職員研修（10/1・11/1付
採用）「人権問題について・男女共
同参画を目指した職場づくり」
実施日：11月5日（木）
会場：市役所2階中会議室2
参加者数：17人

0 人事課

40

児童虐待とＤＶ被害が同時に発生し
ている実情を踏まえ、要保護児童対
策地域協議会の関係機関等を対象に
研修会を実施し、ＤＶや児童虐待の
防止に向け専門的な知識及び支援能
力のさらなる向上を図る。

「ＤＶ・児童虐待研修会」を１月に
計画していたが、新型コロナウイル
ス拡大防止のため中止した。

185
子ども家庭
総合支援課

　

40

ＤＶ被害者等の支援措置に係る情報
を庁内で共有し漏洩防止を図る。

住民基本台帳システム上で支援中で
あることを強調していることに加
え、被害者が関係課で手続き等を行
う場合に同行支援し情報共有し漏洩
防止を図っている。

0
子ども家庭
総合支援課

71 41
緊急一時保護
施設設置運営

・DVシェルターの円滑な運営・管理
に係る経費を措置する。

【保護件数】
２件

　ＤＶ被害女性の意思を踏まえて、
状況に応じた自立支援に努めてい
る。また、県及び埼玉県との委託契
約に基づき、広域的な支援を行う必
要がある。

2,120
子ども総合家庭支
援課

　ＤＶシェルターの円滑な運営・管
理に係る経費を措置する。
○運営委託
のだフレンドシップ青い鳥

2,422
子ども家庭
総合支援課

　

72 41
DV被害女性の
自立支援

・DV被害女性への緊急生活支援資
金・カウンセリング受診費用の助成
に係る費用を措置する。

【活用件数】
・緊急生活支援資金：2件
・カウンセリング受診費用：0件
【DV相談件数】
332件

　ＤＶ被害女性への緊急生活支援資
金の女性を行っているが、対象とな
るケースが顕在化していなかったた
め、カウンセリング受診費用の助成
実績はない。

0
子ども総合家庭支
援課

　ＤＶ被害女性への緊急生活支援資
金・カウンセリング受診費用の助成
に係る費用を措置する。
【活用件数】
・緊急生活支援資金：１件
・カウンセリング受診費用：0件
【DV相談件数】
１月末現在：447件

カウンセリング受診費用は、野田市
ドメスティック・バイオレンス被害
女性カウンセリング受診助成金交付
規則を平成14年7月1日に施行してか
ら実績がないため、令和3年2月1日
にて本規則を廃止した。

68
子ども家庭
総合支援課

73 41

ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス対策連絡
協議会

・DV被害女性の支援ニーズに対し
て、関係機関・団体が密接に連携を
図り、総合的な支援策を推進するた
め必要に応じ開催する。

　当初2月に開催を予定していた
が、1月下旬に発生した事件対応に
より、関係機関・団体の日程調整が
つかず、未実施となった。

　関係機関・団体と情報共有を図
り、ＤＶ被害女性のニーズにあった
支援策について検討し、連携体制の
強化を図る必要がある。

0
子ども総合家庭支
援課

【ドメスティック・バイオレンス対
策連絡協議会】
３月に書面開催を計画

0
子ども家庭
総合支援課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

ＤＶ・児童虐
待に対する支
援体制の構
築、連携体制
の強化

70
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

１．女性

74 44
企業人権教育
研修会【再
掲】

・人権啓発推進企業連絡協議会加盟
企業、市内指名参加届出企業及び市
の職員を対象に研修会を開催する。
【再掲】

（人権問題職場研修リーダー研修と
合同開催）
開催日：2月21日（金）
会場：市役所8階大会議室
講師：吉開　章氏、竹丸勇二氏
タイトル：外国人と話すための「や
さしい日本語」研修

※新型コロナウイルス感染予防のた
め、中止

　人権啓発推進企業連絡協議会と連
携を取り、企業に対する啓発活動を
積極的に行っている。
　同協議会と一層の連携を図り、企
業に対する啓発に努める必要があ
る。 0

人権・男女共同参
画推進課

　人権啓発推進企業連絡協議会加盟
企業、市内入札参加資格業者及び市
幹部職員を対象に研修会を開催す
る。
開催日：2月25日（木）
会場：オンラインにて実施
講師：やさしい日本語ツーリズム研
究会　事務局長　吉開　章　氏
テーマ：「やさしい日本語入門」だ
れにでも伝わりやすいコミュニケー
ション

75
人権・男女
共同参画推
進課
商工観光課

75 44
福田男性大学
（福田公民
館）

男性が、健全な家庭と地域社会を築
くために必要な教養を高め、その役
割や活動の在り方を探るとともに、
仲間作りをし、これからの人生を地
域で生き生きと暮していくための学
びを提供する講座を開講する。

「安全運転を続けるには」～交通事
故をなくすために～、「健康で長生
きを」～予防のために誰でもできる
こと～、女性大学と合同で日本伝統
芸能鑑賞として落語を鑑賞。落語家
柳家我太楼氏の講演を拝聴した。
開催日：11月１３日（水）～３月１
１日（水）【全5回】
参加者数：延べ215人

　受講生相互の交流を深めながら、
講座を通して個々の教養の向上、健
康長寿を目指す意欲の向上を図るこ
とができた。
　なお、今後も多様なニーズに対応
した企画を立てることが課題であ
る。 120 福田公民館

　一般教養、健康長寿に資する内奥
を組むことにより、個々の学習と相
互交流による仲間作り、及び社会へ
の参画意識を継続させるための講座
を開講する。

※コロナ感染拡大防止のため中止。 100 公民館

76 44
男の家庭料理
（野田公民
館）

和食を中心とした、季節の食材を
使った家庭料理を学ぶ教室を開講す
る。

開催日：2月29日（土）～3月29日
（日） 【全3回】

※コロナ感染拡大防止のため中止。

※コロナ感染拡大防止のため中止。
元年度は中止となったが、次年度以
降も継続していきたい。

0

生涯学習課
（生涯学習セン
ター/旧野田公民
館）

　男性の自立を促進するために、和
食を中心とした、季節の食材を使っ
た家庭料理を学ぶ教室を開講する。
開催予定日：未定【全3回】

※コロナ感染拡大防止のため中止。 27
生涯学習課
（生涯学習
センター）

77 44

やる気じゅう
ぶん！男の料
理教室（関宿
中央公民館）

シニア世代の男性を対象に家庭で手
軽にできる料理づくりにチャレンジ
し、料理を通じて家族とのコミュニ
ケーションを図ることなどを目的に
料理教室を開設する。

　簡単に誰でもできる料理を学び、
作って食べることの楽しみや、家
族・仲間とのコミュニケーションを
深めるための料理教室を開講した。
開催日：10月23日（水）～1月15日
（水） 【全5回】
参加者数：延べ47人

　簡単な献立料理を学び、基本的な
料理の知識や作って食べる楽しみ、
また共同作業による仲間との意思疎
通ができた。

55 関宿中央公民館

　家庭で手軽にできる料理づくりに
チャレンジし、料理を通じて家族と
のコミュニケーションを図ることな
どを目的に料理教室を開設する。

※コロナ感染拡大防止のため中止 60
関宿中央公
民館

78 45

野田市職員の
子育て及び女
性活躍に関す
る行動計画

・次世代育成支援対策推進法に基づ
く行動計画として、子育て支援の充
実を図るとともに、事業主の立場か
ら、職員が安心して子育てを行うこ
とができる環境整備を図る。
・なお、平成28年度からは女性活躍
推進法に基づく行動計画を一体とす
る行動計画に改訂し、女性の職業生
活における施策の推進を図る。

○子どもの出生時における父親の休
暇取得の促進
・平均取得日H28：4.0日、H29：3.9
日、H30：2.8日、R1:4.5日
○育児休業等を取得しやすい環境整
備
・遅出勤務制度を導入（28年4月1日
施行）：育児利用者H28：1人、
H30：1人
○【女性職員研修】
（第1回）
実施日：6月4日（火）
会場：保健センター3階大会議室
参加者数：28人
（フォローアップ）
実施予定日：11月20日（水）
会場：市役所5階511・512会議室
参加者数：24人

　子育て環境の整備が進んでおり、
元年度の男性職員の育児休業取得者
は2人であった。しかし、さらなる
職場環境の整備はもとより、子育て
に対する男性職員の意識改革も必要
である。
　遅出勤務制度の周知を図り、仕事
と家庭の両立を推進する必要があ
る。
　女性職員の活躍を推進するには、
積極的な育成が必要であるため、若
手職員のキャリアアップ意識の向上
を目的とした研修を継続していく必
要がある。

0 人事課

○子育て関係
・男性職員が育児休業を取得しやす
い職場環境の整備
・時間外勤務削減緊急プランの推進
に伴う時間外の削減
・年次有給休暇等の取得促進

○女性活躍関係
・職場で活躍できる女性職員を育成
するとともに、女性職員の管理的地
位への登用の拡大

○【女性職員研修】
実施日：1月29日（金）
会場：市役所2階中会議室1・2
参加者数：14人
※平成３０年以前に入庁した３５歳
以下の女性職員のうち、主事級職員
に当たる者を対象とした

0 人事課
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事業名 事業内容 実績 評価及び課題
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２．子ど
も

79 47
児童福祉審議
会

・児童の福祉に関すること及び野田
市新エンゼルプランの策定、見直
し、推進に関する調査・審議をす
る。

【児童福祉審議会】
　令和2年度から6年度までを計画期
間とする野田市エンゼルプラン及び
野田市ひとり親家庭支援総合対策プ
ランの策定を行った。

第1回　R1.5.22　12人出席
　【諮問】エンゼルプラン及びひと
り親家庭支援総合対策プランの策定
について
第2回　R1.10.28　12人出席
　エンゼルプラン及びひとり親家庭
支援相互対策プランの骨子案につい
て（審議）
第3回　R1.11.26　12人出席
　エンゼルプラン及びひとり親家庭
支援相互対策プランの素案について
（審議）
　パブリック・コメント手続の実施
について
第4回　R2.2.27　13人出席
　パブリック・コメント手続の結果
について
　【答申】野田市エンゼルプラン第
５期計画及び野田市ひとり親家庭等
支援総合対策プラン第４期改訂版の
策定について

　児童福祉審議会ではエンゼルプラ
ン第4期計画及びひとり親家庭支援
総合対策プラン第3次改訂版の進捗
状況及びアンケート調査の結果を基
に、エンゼルプラン第5期計画及び
ひとり親家庭支援総合対策プラン第
4次改訂版を策定した。
　エンゼルプランは、子ども達が未
来に希望を持てるよう新しい子ども
館の整備や全ての中学生を対象にし
た学習支援等を新たに位置づけると
ともに子ども医療費や児童虐待対策
等の既存事業の充実を位置付けまし
た。また、ひとり親家庭支援総合対
策プランは、ひとり親家庭の自立に
向け、相談支援、就業支援、子育て
支援、住居支援、経済的支援、養育
費確保支援の6つを基本に総合的な
支援を位置付けた。

292 児童家庭課

【児童福祉審議会】
第1回　7月25日（水）
（１）児童虐待事件再発防止合同委
員会の報告について
（２）野田市エンゼルプラン第４期
計画及び第５期計画の取組状況につ
いて
（３）野田市ひとり親家庭支援総合
対策プラン第３次改訂版及び第４次
改訂版の取組状況について
（４）子ども館整備の進捗状況につ
いて
（５）子ども医療費助成制度の拡充
について
（６）ひとり親家庭等医療費助成制
度の拡充について
（７）待機児童・保留者解消野田市
計画と保育量について
（８）保育施設の確認にかかる利用
定員の設定・変更について

○第2回　2月19日（金）書面議決
（１）保育施設の確認にかかる利用
定員の変更について

121 児童家庭課

80 47
育児支援家庭
訪問事業

・核家族化に伴い増加する母親の育
児負担や出産後の不安を軽減解消す
るため、支援が必要な家庭に訪問印
を派遣し、児童虐待などを防止する
ための相談及び育児や家事の援助を
行う。

・利用実人数 11人
・派遣日数176日、派遣時間446.4時
間
・保健センター（野田、関宿）との
連携6件
・訪問員7名（社会福祉協議会へ委
託）

　保健センター及び子ども支援室と
の連携により、妊娠時より支援の必
要な妊婦の把握が行え、出産後すぐ
に適切な対応ができた。
　出産直後の育児不安緩和、及び母
親の孤立感や育児不安による虐待の
防止に効果的な事業として、多くの
方の支援ができた。
　虐待予防のケースが増えることに
より訪問員に求められる役割が難化
するため、研修を充実させる必要が
ある。

778 児童家庭課

　利用者のニーズに添った支援を行
うため、委託先である社会福祉協議
会と連携し、研修等を開催するなど
訪問員の質の充実を図った。具体的
には、年度当初に開催される訪問員
対象の事務連絡会において、事業内
容及び支援方法等について研修を
行った。
　保健センターによる乳幼児健康診
査や相談等の母子保健事業や子ども
支援室とも連携し、特定妊婦や要支
援児童及び心配な家庭の情報を共有
し、当該事業の活用について積極的
に推進した。

1,479
子ども家庭
総合支援課

81 47
つどいの広場
事業

・主に関宿地域の子育て拠点とし
て、乳幼児（0～3歳）をもつ親とそ
の子どもが気軽に集い、交流を図
り、また、子育てに不安や疑問を
持っている子育て親子に対する育児
相談が気軽にできる事業を展開す
る。

○利用状況（延べ）
大人：　  1,775人
乳幼児：　2,040人
　計：　  3,815人
○実施内容
子育て悩み相談、リズムあそび（キ
ラキラ、ドレミ）、読み聞かせ（お
はなしいっぱい）

　平成18年1月の開設以来、（平成
19年10月いちいのホール移転）、関
宿地域において乳幼児とその保護者
が気軽に集い、うち解けた雰囲気で
語り合う中で交流を図るとともに、
育児相談等を行う場として、子育て
中の保護者の負担感の緩和に努め
た。
　市内の地域子育て支援拠点のサー
ビスの共通化として平成28年度から
交流事業、相談事業、講座開催、情
報発信の4事業を実施している。

3,475 児童家庭課

　関宿地域の子育て拠点として、引
き続きＮＰＯ法人への委託により事
業を継続する。
　野田市エンゼルプラン第5期計画
に沿い交流・相談・情報発信・講座
関係の4事業を引続き実施する。

感染症予防を含め、新しい生活様式
に対応した事業を行う。

3,618 児童家庭課
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82 47
病児・病後児
保育事業

・病気又は病気回復期の子どもが集
団保育、また保護者の都合により家
庭での保育ができない場合に、病院
内専用施設において一時的に子ども
を預かり、就労等を支援する。

小張総合病院
「ひばりルーム」
   　延べ　495人

（参考）
利用状況（延べ人数）
  28年度　283人
　29年度　354人
　30年度　500人

　年間利用人数は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため約１か月閉
室したにも関わらず495人となり、
平成29年度354人、平成30年度500人
から増加傾向にある。一方で、人材
確保も課題となっている。

5,979 保育課

・医療法人社団　圭春会への委託
(小張総合病院の敷地内で実施）に
ついては、新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から、当面の間は閉
所としている。市民ニーズの高い医
療機関併設型の病児・病後を継続す
る方法について検討する。
・保育所型病児施設の導入等につい
ても検討する。

5,979 保育課

83 54 母子婦人相談

・母子・寡婦家庭の不安軽減を図る
ため、母子・父子自立支援員による
相談事業を実施する。

母子・寡婦相談件数：875件
婦人相談：141件

　離婚直後などの様々な問題を抱え
た母子家庭に対して、幅広い分野に
わたり相談業務を実施した。

4,472 児童家庭課

　母子・父子自立支援員による相談
事業を実施する。

4,906 児童家庭課

84 54
ファミリーサ
ポートセン
ター事業

・地域において育児の手助けをした
い人と育児の手助けをしてほしい人
で組織された会員による相互援助活
動を行うファミリー・サポート・セ
ンターの利用料を、生活保護世帯、
低所得世帯、ひとり親世帯等に利用
料の半額を助成する。

※令和２年度からは、次の内容とす
る
・地域において育児の手助けをした
い人と育児の手助けをしてほしい人
で組織された会員による相互援助活
動を行う。

〇助成
登録者　21人
申請　44件
利用延時間　779.5時間
助成金額　286,130円

○会員数
利用会員：774人
提供会員：125人
両方会員： 45人
    　計：944人

○延利用件数：4,193件
※主な利用内容
保育所・学童の送迎、及び帰宅後の
支援

・会員数は年々増えている。
・利用件数については、会員の利用
状況（利用頻度）により年度により
件数の増減がある。
・学童や保育所の送迎に利用される
ことが多い傾向にある。
・学童保育所を利用する保護者へ利
用会員への登録を推進している。
・提供会員の確保対策に努める必要
がある。

8,100 児童家庭課

　野田市社会福祉協議会への委託に
より事業を継続する。
　引き続き市報やホームページ、情
報誌「ぽんぽこ通信」などにより事
業の周知を図っていく。
　提供会員の少ない地区へのポス
ティングや出張説明会（地区社協
等）等を検討し事業の周知と会員確
保に努める。 8,813 児童家庭課

85 57
子育て支援総
合コーディ
ネート事業

・市内子育て支援情報を一元的に把
握する「子育て支援総合コーディ
ネーター」を配置し、各種子育て支
援サービスの情報を発信する。
・妊娠から出産、育児、就学と子ど
もの成長に応じて、保護者がワンス
トップで安心して相談できる拠点と
して設置した「子ども支援室」で子
育て支援総合コーディネート事業を
実施する。

・情報収集　　　　　 　1,032件
・相談　　　      　　  　66件
・関係機関との調整　　　 　3件
・各施設への取材　　       4件
・LINE配信　              26回
・ホームページ閲覧　  20,375件

・子育て支援情報サイト「にじいろ
ｎａｖｉ」や「にじいろnavi LINE
公式アカウント」を活用した情報発
信を実施している。
・母子保健事業に参加するなど子育
て情報を発信した。

2,264
保健センター（子
ども支援室）

・「にじいろnavi」の周知につとめ
る。あわせて「にじいろnavi LINE
公式アカウント」でも定期的に情報
発信する。
・母子保健事業に参加し、子育て情
報を提供する。

3,522
保健セン
ター（子ど
も支援室）

86 57
地域子育て支
援センター事
業【再掲】

・子育ての支援の拠点として、子育
て全般の相談や保育サービスの情報
提供、子育てサークルの育成・支援
を行う。【再掲】

サークル、イベント参加人数
（延べ人数）

・子育て支援センター　3,761人
　　(東部保育所)
・さくらんぼルーム　    733人
　　(聖華保育園内)
・ぽかぽかひろば　　    405人
　　(アスク七光台保育園内)
・コアラルーム　　　  3,133人
　　(聖華未来のこども園内)
・子ども館(6館合計)   8,182人

　子ども・子育て支援新制度におい
て、地域子育て支援事業は13事業の
内の１事業に位置づけられているこ
とから、子育て支援センターと子育
て支援拠点事業施設と連携を図り、
子育て世代の交流、相談、サークル
等の内容の共通化を図った。

0 保育課

　新型コロナウイルス感染防止対策
を講じた上で、引き続き、子育て相
談、子育て関連情報の提供、子育て
に役立つ講座・講演会の開催等の事
業を実施し、親子が気軽に集まり、
情報交換や子育て世代同士の交流し
やすい環境の充実に努める。

0 保育課
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87 58
ブックスター
ト事業

・３か月児健診対象児とその保護者
へ絵本を見せながら読み聞かせを
し、早期から本への親しみを醸成す
る。

　ボランティアの方々に協力してい
ただき、絵本の読み聞かせの大切さ
を伝えながら、出生祝品として、3
か月児健診時の親子へ絵本を贈っ
た。
（令和２年３月は新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、健診が中止
となり、ブックスタートもあわせて
中止）

ボランティア人数 延べ141人
贈呈人数             731人
贈呈冊数           1,462冊

　3か月児健診受診予定者の91.3％
に交付することができた。
　保育所や学校における読書活動へ
つながるよう継続性、一貫性を考慮
した取組が必要。
　定期的に募集をかけているが、新
規加入のブックスタートボランティ
アが定着せず、慢性的にボランティ
ア不足が続いている。

1,530
興風図書館
保健センター

　引き続き、乳幼児期の言葉掛けや
読み聞かせの大切さを踏まえ、乳幼
児健診のために保健センターに訪れ
た際に母子等に絵本を贈呈する。
（令和２年４月から６月、および令
和３年１月は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、健診が中止とな
り、ブックスタートもあわせて中
止）

1,581
興風図書館
保健セン
ター

・メールやSNS、インターネット利
用など、情報を適切に活用するため
のモラルについての学習や研修会を
実施する。

　多くの学校で独自に、情報モラル
教育を実践しており、外部講師等を
招いた出前授業形式での情報モラル
教室を実施した。
　保護者を対象に情報モラル講演会
を実施した学校もあった。

・情報を利用しているレベルには同
学年でも個人差が大きく、一律に指
導するには難しい内容である。発達
段階だけではなく、子どもたちの実
態に合わせた指導をしてもらいた
い。

0 指導課

・専門知識を持つ外部講師を招聘
し、今日的な情報モラルに関する授
業や研修会を実施する。
・連携期間やその他関係機関等から
の最新の情報を児童生徒への日常的
な指導に活用する。
・子どもたちのインターネットの利
用媒体、利用環境などを調査し、実
態を把握した上で、適切な情報活用
能力を育成するための情報モラル教
育を実施する。

0 指導課

・市内小中学校や各種団体等へ啓発
冊子等の配付

千葉県が作成したリーフレットを配
布した。
7月　小学5年生対象
3月　新中学1年生対象

インターネットの情報モラルを向上
するため、冊子等を配布し、啓発に
努める必要がある。

0 青少年課

千葉県が作成したリーフレットを配
布した。
7月　小学5年生対象
3月　新中学1年生対象

0 青少年課

・全教育活動を通じ、児童生徒一人
一人の悩みや思いに耳を傾け、教育
相談週間等で、全児童生徒との面談
を行い、早期に抱えている悩み等に
気付くことができるようにする。

・各学校において教育相談週間等
で、全校児童生徒と適切な教育相談
者が、児童生徒一人一人に寄り添
い、安心安全な学校づくりに努め
る。

0 指導課

・家庭連絡や校内での連携を丁寧に
行い、一人一人に合わせた対応を
し、定期的な会議や個別の会議を適
宜行い、校内体制を充実させ早期に
組織的に対応し、家庭や外部機関の
ひばり教育相談等とも連携をとり、
長期欠席者への早期対応に努める。

・学級担任や学年体制で、欠席した
児童生徒・保護者の一人一人の状況
に応じ、それぞれの思いに寄り添っ
た対応（声掛け・電話連絡・家庭訪
問）ができるよう、家庭連絡や校内
での情報を共有し、連携を密にす
る。
・個別の対応が必要な場合には個別
支援会議等を開催し、組織的な対応
に努める。
・校内での対応が難しい際、関係機
関として、ひばり教育相談での相
談・スクールカウンセラーによる学
校訪問を行い、早期対応に努める。

11,234 指導課

道徳教育を始めとする学校教育全般
において、自分を大切にすることや
他人を尊重することを繰り返し指導
し、差別や偏見がなく、思いやりを
もった児童生徒を育成する。

週１回の道徳科の授業の中で、「命
の尊さ」「公正、公平、社会正義」
「個性の伸長」「国際理解、国際親
善」などの内容項目に関わる学習を
通じて、自他の権利や生命を尊重す
る感性や実践力を育成する。

0 指導課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

児童・生徒の
長期欠席者対
策

インターネッ
ト情報モラル
の啓発

59
60

60

88

89
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

２．子ど
も

・長期欠席担当対象の研修会を実施
し、校内体制の構築や長欠対策実施
計画の立案の仕方や長欠対策報告書
の記入の仕方を共有し、長欠・不登
校への対応力をあげていく。

・各学校で、４月に長欠対策の取組
や目標値を検討し、長欠対策実施計
画書を作成、年度末には取組と状況
について振り返り報告書を作成し翌
年度に生かす。
・長欠対策研修会を年３回行い、長
欠・不登校の理解を深め、対応を共
通理解し、全小中学校で長欠・不登
校を減らす取り組みを行っていくよ
う努める。
・今年度は、新型コロナウィルス感
染症対応のため計画書・報告書提
出・まとめたものを配付し代替とし
た。

0 指導課

90 60 教育相談事業

・カウンセラー１人スクールカウン
セラー２人教育相談員11人を雇用
し、子どもと保護者に寄り添いなが
ら学校生活上で遭遇する問題や悩み
の解決や予防の役割を担う。

【ひばり教育相談】
電話、面接、訪問により、教育相談
を行った。
相談件数：延べ2,624件

【学校支援】
対象校：市内小学校、公立幼稚園16
校
支援回数：延べ542回

　悩みを持つ児童生徒や保護者と教
育相談をすることにより、学校での
居場所作りや学習支援、集団生活の
適応につなげることができた。
　複数の要因を背景に持ち、悩みを
抱えている児童生徒について、今後
は相談員や教職員の研修を深めてい
く必要がある。

17,199 指導課

・野田市ひばり教育相談では、臨床
心理士、教育相談員が市内の不登
校・集団不適応等の児童・生徒・保
護者の悩みの解消・解決に向けて、
面談相談（検査も含む）・電話相
談・（必要に応じて訪問相談）を行
う。また、学校と連携し学校復帰に
向けた入口の支援・校内支援体制の
充実のために、学校訪問を実施す
る。

・相談員の研修の場、連携の場を設
け、よりよい相談活動を目指してい
く。学校現場の細かな実情の把握に
努め、早期の相談と対策に努める。
・ひばり教育相談研修会を、活動状
況情報交換、共有、事例検討会とし
て、年4回行う。
４/８、７/２７、１２/２２、３/２
２

19,066
【一部再
掲あり】

指導課

91 61
子ども未来教
室

・全ての子どもたちが将来への希望
を持って進路を選択し、自立した社
会生活を営んでいくことができるよ
う、基礎学力の向上や学習習慣の定
着、学習に対する興味関心を高める
ための学習支援を行う。

【子ども未来教室】
　希望する市内公立中学生及び授業へ
の理解の差が目立ってくる市内公立小
学校3年生を対象として、中学生は英
語と数学、小学生は国語と算数を中心
とした学習支援を行う。2年度につい
ては、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、7月から開講。
【中学生】
実施月：7月～3月（年37回／週1回）
実施場所：公民館(10館)・コミュニ
ティ会館(2館)・中学校(2校)他
参加申込人数：364人
＊1年生154人,2年生122人,3年生88人
（1月末現在）
【小学校3年生】
実施月：7月～10月（10回程度／週1
回）
実施場所：通学する小学校
参加申込人数：459人
延べ参加人数：4,153人
出席率：95.4％

39,157 生涯学習課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

３.高齢
者

92 62 ヘルパー研修

・利用者の人権に配慮したサービス
提供のための研修に参加する。

実績なし 　研修実施日が土日曜日である等、
参加の調整が難しい。

0 高齢者支援課

　30年度末で訪問介護事業所を廃止
したことにより、当該事業について
も廃止。 0

高齢者支援
課

93 62
高齢者虐待防
止策

・高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律に基
づき、野田市高齢者虐待防止ネット
ワーク協議会を設置し、高齢者虐待
の防止、高齢者虐待を受けた高齢者
の保護及び養護者に対する支援を図
る。

【野田市高齢者虐待防止ネットワー
ク協議会　代表者会議】
開催日： 7月31日（水）
参加人数：25人（委員18人・事務局
7人）

【虐待対応研修】
開催日：6月20日（木）
参加人数：18人
内容：知っておきたい消費者知識、
悪質商法の手口とトラブル対処法

開催日：12月19日（木）
参加人数：21人
内容：高齢者虐待対応研修

　野田市高齢者虐待防止ネットワー
ク協議会代表者会議では虐待事例の
報告及び課題の把握を通して関係機
関の相互理解と明確化を図ることが
できた。
　5月21日（火）実務者会議を開催
し、関係機関と支援内容について検
証を行った。

　高齢者虐待及び権利擁護に関する
対応力向上のため専門講師による研
修を実施した。今後も、継続して実
施する。

　千葉県高齢者虐待対応市町村支援
チームの活用については、必要に応
じて迅速に活用できるようにしてい
く。

79 介護保険課

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者
に対する支援等に関する法律に基づ
き、野田市高齢者虐待防止ネット
ワーク協議会を設置し、高齢者虐待
の防止、高齢者虐待を受けた高齢者
の保護及び養護者に対する支援を図
る。

　
虐待や権利擁護に関する相談にあた
る地域包括支援センター職員に対
し、高齢者虐待及び権利擁護に関す
る対応力向上のため専門講師による
研修を実施する。

千葉県高齢者虐待対応市町村支援
チームの活用について、必要に応じ
て活用する。

277 介護保険課

94 62

老人福祉計画
及び介護保険
事業計画推進
等委員会及び
計画策定事業

・老人福祉計画及び介護保険事業計
画（シルバープラン）の円滑な実施
と推進を図るため調査審議をする。

　第7期野田市老人福祉計画及び介
護保険事業計画（第7期野田市シル
バープラン）の円滑な実施と推進を
図るため調査審議。
【野田市老人福祉計画及び介護保険
事業計画推進等委員会】
第1回　6月27日（水）
第2回  1月22日（火）

　「介護予防10年の計」や地域包括
支援センターの運営報告や計画、今
後の介護予防事業の方向性、地域密
着型サービスの整備計画などについ
て意見をいただいている。

481 介護保険課

　第7期野田市老人福祉計画及び介
護保険事業計画（第7期野田市シル
バープラン）の円滑な実施と推進を
図るため調査審議。
  第8期野田市老人福祉計画及び介
護保険事業計画（第8期野田市シル
バープラン）の策定審議及び策定支
援業務委託
【野田市老人福祉計画及び介護保険
事業計画推進等委員会】
第1回  7月 1日(水)
第2回  8月19日(水)
第3回  9月30日(水)
第4回 11月18日(水)
第5回  2月 2日(火)
第6回  2月16日(火)
※新型コロナウイルス感染症拡大を
受けて第5回、第6回開催を書面決議
とする。

5,425 介護保険課
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

３.高齢
者

〇5年間で500人の初級指導士養成を
目指す。

令和2年度の活動は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため中止。
令和2年度の初級指導士養成数は0
人。体験教室開催数0回。
令和3年1月現在の初級指導士養成数
は199人。

95 65 介護保険課

〇体操を開催できる会場の新規開拓
等を行う。

令和2年度の活動は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため体操教
室やのだまめ学校の出前講座は中止
とした。

介護保険課

〇介護予防サポート企業との連携に
よる講座やイベントの実施。

令和2年度の活動は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため体操教
室やのだまめ学校の出前講座は中止
としたが、
サポート企業と連携し『のだまめ学
校』『シルバーリハビリ体操』の動
画を計17本作成し野田市公式
YOUTUBEチャンネルに掲載

96 65

徘徊高齢者家
庭支援サービ
ス事業（高齢
者支援課）

・認知症の高齢者が徘徊した場合の
安全を確保するため、早期発見シス
テム（GPS/全地球測位システム等を
利用した無線発信機を持たせる。）
への加入料等の費用負担を図る。

利用者：2人
31年度：新規者0人、バッテリー交
換者0人

　利用者が少ない。今後、利用促進
のため、市報、ホームページ等によ
り事業の周知を図る。

0 高齢者支援課

　認知症の高齢者が徘徊した場合の
早期発見システムの新規利用者に対
し、加入料、付属品に係る費用の助
成を行う。また、継続利用者に対し
ては、無線発信機のバッテリー交換
の際にその費用を助成する。

26
高齢者支援
課

97 66
雇用促進奨励
金事業

・雇用の拡大と福祉の増進を図るた
め、高齢者、障がい者又はひとり親
を雇用する事業主に奨励金を交付す
る。

対象事業所数：20事業所
対象人数：100人

　事業の利用促進を図ることは、高
年齢者や障がい者の雇用拡大に効果
があるため、事業主に対して、事業
の周知を行った。一定の効果を上げ
ているが、対象人数増加のため、引
続き事業の周知に努める。 3,633 商工観光課

　雇用の拡大と福祉の増進を図るた
め、高年齢者、障がい者又はひとり
親を雇用する事業主に奨励金を交付
し、引続き事業の周知を行う。

３年１月末現在
対象事業所数：10事業所
対象人数：43人

3,021 商工観光課

平成29年度より「介護予防10年の
計」として長期的な視点で一般介護
予防事業を刷新し、介護予防に関す
る知識の向上を目指し、（ア）シル
バーリハビリ体操（イ）のだまめ学
校（ウ）えんがわ（エ）市民ボラン
ティアの育成（オ）介護予防サポー
ト企業（カ）広報戦略の六つの戦略
を柱とした新たな一般介護予防事業
を実施しています。

初級指導士の養成のため関宿地域で
養成講習会を開催する。

介護予防サポート企業と連携して、
より多くの会場でシルバーリハビリ
体操やのだまめ学校の出前講座を実
施する。

介護予防サポート企業と連携したの
だまめ学校のイベントを実施する。

（ア）指導士の養成199人（総
計）、体験教室・体操教室545回、
参加者11,116人（延べ）
（イ）講座開催数615回、参加者
11,557人（延べ）
（ウ）開設数18か所
（エ）オリジナル体操作成委員4
人、介護支援ボランティア292人、
介護予防サポーター54人、シルバー
リハビリ体操初級指導士199人、の
だまめ学校ボランティア197人
（オ）サポート企業登録　4社
（カ）介護予防講演会実施（5月、2
月）、市報コラム「シリーズ介護予
防10年の計」（12回）

（ア）初級指導士養成が目標90人に
対して28人にとどまる
（イ）出前講座が目標1,920人に対
して1,150人にとどまる
（ア）から（オ）まで、野田市の一
般介護予防事業の認知度がまだ低い
ことから（カ）広報戦略を充実させ
る必要がある。

38,296 44,927
介護予防10年
の計
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

３.高齢
者

・連合会の運営に関する補助 ○連合会主催の各種大会の支援
・囲碁・将棋大会
　 7月3日（水） 27人
・芸能大会
 　8月22日（木）544人
・ゲートボール大会
　 9月12日（木） 45人
・女性委員視察研修
　 9月3日（火） 34人
・グラウンド・ゴルフ大会
　10月24日（木）176人
・カラオケ大会
　11月22日（金）488人

　毎年会員増強運動を実践している
が、リーダーのなり手がいない等の
理由で、連合会から退会する等、会
員数が減少している。

1,422 高齢者支援課

○連合会主催の各種大会の支援

1,422
高齢者支援
課

・単位クラブの運営に関する補助 ○単位クラブの活動に補助
・単位クラブ数：82
・会員数：3,200人
（H31年4月1日現在）

　毎年会員増強を図るものの、リー
ダーのなり手がいない等の理由で会
員数が減少している。

3,472 高齢者支援課

○単位クラブの活動に補助
・単位クラブ数：79
・会員数：3,010人
（R2年4月1日現在） 3,397

高齢者支援
課

・健康づくり支援 　いきいきクラブ連合会ニュース
ポーツ講習会及び大会を実施（年2
回）
・第1回開催日
 9月30日（月） 参加者数：208人
・健康づくりの日を開催
 2月7日（金）参加者数：115人

　参加希望者が増えてきているた
め、大会を分ける等工夫が必要。

500 高齢者支援課

　運営に関する補助や健康づくり事
業（ニュースポーツ講習会）等を実
施し、支援・育成を図る。

500
高齢者支援
課

99 68

福祉のまちづ
くりパトロー
ル

・高齢者や障がい者用の高い公共施
設周辺のバリアフリー化を図るた
め、市民、事業者、市及び関係機関
によるパトロールを実施し、整備状
況や整備箇所を調査・把握し応急対
応を実施する。

　6月5日、10月8日にパトロールを
実施
　前期4路線、後期4路線、合計8路
線を実施（欅のホール周辺、川間駅
南口周辺、関宿中央小学校周辺、イ
オンノア店周辺、市役所周辺、南コ
ミュニティセンター周辺、東部公民
館周辺、TAIRAYA周辺）

　8路線のパトロールの結果、指摘
箇所数は市分114か所、国・県分1か
所、警察等28か所、その他（現状維
持）1か所の計144か所。
　うち市分114か所の指摘箇所は工
事等により全て改修した。
　

7,918
生活支援課

　元年度からの実施については、開
始から20年余の時間の経過や、パト
ロール参加者の要望を踏まえ、初期
に実施した路線を再度実施し、新た
に商業施設に隣接する路線を設定
し､歩行空間の安全確保を図る。
　6月3日に予定していた福祉のまち
づくりパトロール（前期）について
は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止。10月13日に実施した
パトロール（後期）での指摘箇所
は、市分46か所を含む計64か所。

8,000
生活支援課

100 68
福祉のまちづ
くりフェス
ティバル

・高齢者や障がい者を取り巻く環境
や問題を踏まえ介護機器の展示、疑
似体験等を実施し啓発を図る。

　スタンプラリー・福祉団体の活動
展示・疑似体験等を行った。また、
第一中学校生徒9人がボランティア
として参加し、風船作りや記念品交
換、声かけ等を一緒に行った。
実施日：11月16日（土）
配布数：666部

　集客数が増加せず、関係者の参加
が主になっている。

109 生活支援課

　障がい者・高齢者等を取り巻く環
境や問題等をよりよく理解していた
だくために、福祉機器の展示・疑似
体験等を実施し啓発を図る。また、
中学生にボランティアとして参加し
てもらう。
　11月29日に開催予定だったが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止。

162 生活支援課

101 69
要支援者支援
制度

災害時に避難支援が必要となる方に
ついて、避難行動要支援者名簿を作
成し、自治会等の避難支援等関係者
に名簿の提供を行い、地域住民によ
る避難支援体制づくりの構築及び平
常時には名簿を活用して声かけや安
否確認を行っていただくよう依頼。

自力又は家族と一緒に避難できる方
が名簿に登載されていることや高齢
化により支援者が見つからないなど
の課題があること及びハザードマッ
プが見直しされたことから、要支援
者の範囲等について見直しを行って
いる。

2,637
高齢者支援
課
防災安全課

老人クラブ育
成事業

67

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

３.高齢
者

102 70
成年後見制度
利用支援事業

・成年後見制度申立てに係る経費の
立替え、また、身寄りがない場合に
市が申立てを行い、後見人に対する
報酬を助成する。

申立て　4件
報酬助成金　10件　2,267,000円

　身寄りのないもの、親族がいても
関わりを拒否されるなど、市長申立
による成年後見制度利用のニーズが
増加している。

815 高齢者支援課

　市長申立てによる手続き、初期経
費の立替え、後見人等に対し報酬を
支払えない方への報酬助成金の交付
を行う。

2,485
高齢者支援
課

４.障が
いのある
人

103 72
障がい者基本
計画推進協議
会

・障がい者基本計画に基づく施策の
総合的かつ計画的な推進について調
査審議をする。

①令和元年8月28日開催
・「（仮称）野田市手話言語条例」
の制定について及び「（仮称）野田
市障がいのある人とない人との円滑
な意思疎通を推進する条例」の制定
について（諮問）
・第２次野田市障がい者基本計画
（改訂版）に基づく取組の進捗状況
について
・第５期野田市障がい福祉計画・第
１期障がい児福祉計画の進捗状況に
ついて
②令和元年11月5日開催
・野田市手話言語条例（素案）につ
いて
・第３次野田市障がい者基本計画に
基づく令和元年度の取組について
③令和2年1月29日開催
・（仮称）野田市手話言語条例の制
定について（答申）

　策定した計画に基づき、事業の進
捗状況、実績を把握し、障がい者施
策や関連施策の動向も踏まえなが
ら、分析・評価を行う。
　野田市手話言語条例の制定につい
て諮問し、審議を経て条例案が答申
された。

280 障がい者支援課

①令和2年7月3日開催
・第６期野田市障がい福祉計画及び
第２期野田市障がい児福祉計画の策
定（諮問）
・（仮称）野田市障がいのある人と
ない人との円滑な意思疎通を推進す
る条例について
・第３次野田市障がい者基本計画及
び第５期野田市障がい福祉計画、第
１期障がい児福祉計画の進捗状況
②令和2年10月27日開催
・野田市障がいのある人の円滑な意
思疎通に関する条例（案）
・第６期野田市障がい福祉計画及び
第２期野田市障がい児福祉計画（素
案）
・精神障がいにも対応した地域包括
ケアシステムの構築に向けた協議の
場の設置（案）
③令和3年1月25日開催
・第６期野田市障がい福祉計画及び
第２期野田市障がい児福祉計画の策
定（答申）
・（仮称）野田市障がいのある人と
ない人との円滑な意思疎通を推進す
る条例（答申）

432
障がい者支
援課

104 72
障がい福祉ガ
イドブック

・障がい者向けの各種サービスの紹
介と説明を掲載したガイドブックを
配布する。

　主に障がい者手帳新規取得者に対
して、各種福祉サービスの説明と合
わせて配布している。
配布数：約500部

　福祉サービスの改正等を正確に把
握し、随時更新し、手帳の新規取得
者以外にも広く周知する必要があ
る。
　30年度中にホームページへの掲載
を試みたが、そのまま転記すると視
覚障がい者の方むけの読み上げ装置
への対応について課題があり、表示
方法を検討する必要が出てきた。

13 障がい者支援課

　従来の配布に加えて、広く周知す
るためにホームページの内容を充実
させ、障がい福祉ガイドブックの内
容を掲載する。今年度については手
帳の申請や障がい者手当についてリ
ニューアルを行い、ガイドブックを
ホームページ上からダウンロードで
きるように改良した。

13
障がい者支
援課

105 72
「障害者週
間」懸垂幕の
掲示

・12月3日から12月9日の障害者週間
に、啓発の一環として懸垂幕を掲示
する。

期間：12月3日から12月9日まで
　あわせて、ふれあいギャラリーを
活用して12月5日から12月11日ま
で、福祉作業所等で作成した作品を
展示した。

　バリアフリー社会の構築に向け効
果的な事業であり、市として引き続
き実施する必要がある。

0 障がい者支援課

　引き続き12月3日から12月9日まで
の障害者週間に、啓発の一環として
懸垂幕を掲示する。
　あわせて、ふれあいギャラリーを
活用して12月4日から12月10日ま
で、福祉作業所等で作成した作品を
展示。

0
障がい者支
援課
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

４.障が
いのある
人

・福祉のまちづくり講座等の市主催
講座において、パンフレットを配布
する。
・民生委員児童委員協議会の障がい
者部会においてパンレットを配布す
る。

引き続き、様々な機会においてパン
フレットを配布し「障害者差別解消
法」の周知を図る。

0
障がい者支
援課

・市報掲載
「みんなで支えるバリアフリー」と
題して市報で心のバリアフリーに関
する周知活動を継続して実施する。
・野田市手話言語条例の制定
４月１日から野田市手話言語条例を
制定。手話が言語であるとの認識に
基づき、手話の理解を広げ、全ての
市民が地域で支え合い、安心して暮
らせる共生社会の実現を目指す。
・新成人に対する啓発物資の配布
野田市の新成人に対し、手話を紹介
するクリアファイル及びリーフレッ
トを配布する。

引き続き、様々な媒体を利用し「障
害者差別解消法」・「障害者虐待防
止法」等の啓発の促進を図る。

0
障がい者支
援課

107 77
障害者差別解
消法の周知

・福祉のまちづくり講座等の市主催
講座において、パンフレットを配布
する。
・民生委員児童委員協議会の障がい
者部会においてパンフレットを配布
する。

引き続き、様々な機会においてパン
フレットを配布し「障害者差別解消
法」の周知を図る。

0
障がい者支
援課

108 76 サンスマイル

・バリアフリー社会の構築に向け、
障がいのある人とない人が舞台発表
を通じて交流を図る。

開催日：7月23日
会場：文化会館
参加者数：約1,100人

　バリアフリー社会の構築に向け効
果的に障がい者理解を啓発できた。
引き続き市の後援が必要である。

100 障がい者支援課

開催日：7月28日
会場：文化会館
⇒新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から令和2年度は中止。 100

障がい者支
援課

109 76
おひさまと
いっしょに

・障がい者と市民の交流やふれあい
を深めるため、市内小学校等を会場
に事業を実施する。

開催日：6月15日
会場：関宿総合公園体育館
参加人数：約1,000人

　障がいのある人とない人がレクリ
エーションを通じて交流し、ともに
生きる地域社会の一員であることの
理解を高めることが出来た。 0 障がい者支援課

開催日：6月20日
会場：関宿総合公園体育館
参加人数：約1,000人
⇒新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から令和2年度は中止。

0
障がい者支
援課

110 76
障がい者釣大
会

・釣りを通じて障がい者と市民との
交流会及び理解を図る。

開催日：6月1日
会場：旧関宿クリーンセンター調整
池
参加人数：76人

　子ども釣大会と合同で開催してお
り、子ども達との交流を通じて、相
互の理解を深めることができた。

424 障がい者支援課

開催日：6月6日
会場：旧関宿クリーンセンター調整
池
⇒新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から令和2年度は中止。

696
障がい者支
援課

111 77

精神障がいに
も対応した地
域包括ケアシ
ステム構築事
業

「精神障がいにも対応した地域包括
ケアシステム」の構築

「精神障がいにも対応した地域包括
ケアシステム」の構築に向け、医
療、福祉関係者による協議の場を設
置する。 0

障がい者支
援課

112 77
成年後見制度
利用支援事業

・判断能力が不十分であり、親族等
からの申立てが期待できない障がい
者の市長申立て手続及び本人に資力
無き場合の後見人等報酬の助成をす
る。

市長申立件数　2件
報酬助成件数　3件

　判断能力が不十分であり、親族等
からの申立てが期待できない障がい
者への支援の継続が、今後も必要で
ある。

548 障がい者支援課

　引き続き、市長申立による手続、
初期経費の負担、本人に資力無き場
合の後見人等に対する報酬助成を継
続するとともに、併せて社会福祉協
議会による法人後見事業と連携、活
用していく。

559
障がい者支
援課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

障害者虐待防
止法の周知

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

106 76
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

４.障が
いのある
人

113 79
障がい者相談
支援

・障がい者基幹相談支援センターを
中心とした地域の相談支援体制の強
化を図る。
　また、障がいを理由とする差別に
関する相談及び障害者虐待防止法に
関する相談を含めた障がいのある方
からの相談に対応するための障がい
者総合相談を実施する。
　さらに野田市自立支援・障がい者
差別解消支援地域協議会及び各部会
において、障がい者に対する総合的
な支援の充実と関係機関の連携を図
る。

【相談受付】
・件数 878件
【障がい者の虐待の対応】
・通報届出件数 17件、虐待認定件
数 6件
【障がいを理由とする差別の対応】
・相談件数 1件
【野田市自立支援・障がい者差別解
消支援地域協議会】
・本会　3回開催、専門部会（ 相談
支援部会、就労支援部会、子ども部
会、権利擁護部会、地域生活支援拠
点運営会議）各3回開催

　電話相談や来所相談、訪問等によ
り障がい者虐待や障がい者差別解消
を含んだ相談支援を実施した。
　また、野田市自立支援・障がい者
差別解消支援地域協議会の本会及び
各専門部会を定期的に開催すること
により関係機関との連携強化を図
る。
　この他、障害者差別解消法に関す
る民間事業者への啓発、市職員の研
修は継続的に実施する必要がある。

2,048 障がい者支援課

令和２年度から運営が開始される障
がい者基幹相談支援センター及び地
域の相談支援事業所における相談支
援体制の強化及び連携体制を構築
し、障がいのある方からのあらゆる
相談に対応する障がい者総合相談を
実施していく。
　また、障がい者に対する総合的な
支援の充実を図るため、野田市自立
支援・障がい者差別解消支援地域協
議会の本会及び各専門部会を定期的
に開催し、関係機関との連携強化に
取り組む。
　障がい者基幹相談支援センターの
運営には、困難ケース解決後の引継
先、一時保護した場合の費用負担等
の課題があるため、今後解決方法を
検討していく必要がある。

29,165
障がい者支
援課

114 79
特別支援教育
コーディネー
ター

・特別支援教育コーディネーター
は、児童生徒・保護者・校内関係職
員・外部関係機関等をつなぐ役割が
ある。校内支援体制の充実を図れる
ように、指導課が研修を実施した
り、日常的な相談を行い支援したり
する。

・特別支援教育コーディネーター部
会研修会へ参加し、校内体制構築に
向けた話を行ったり、就学相談体制
の周知を図ったりする。

0 指導課

115 79
特別支援教育
事業

・通級指導教室指導教員への研修、
特別支援学級の児童生徒交流の場と
しての運動会を実施する。
・特別支援教育連携協議会と各機関
の連携を図る。
・専門家チームを設置し、各校の支
援体制への指導助言を行う。
・就学前の子どもに係るひまわり相
談などを実施し、早期対応を図るた
め各機関と連携を図る。

○特別支援学級の児童生徒の交流の
場としてのなかよし運動会を実施し
た。
開催日：10月30日（水）
会　場：総合公園体育館
参加児童・生徒数：約250名

○特別支援教育連携協議会を年3回
開催し、各関係機関と情報交換を
行った。
開催日
　第1回　　5月21日（火）
　第2回　 10月23日（水）
　第3回　　2月18日（火）

○専門家チームによる事例検討会を
年5回実施し、各校の支援体制への
指導助言を行った。
開催日
　第1回　　7月 5日（金）
　第2回　 10月21日（月）
　第3回 　11月11日（月）
　第4回　　1月20日（月）
　第5回　　2月19日（水）

○就学前の子どもに関わるひまわり
相談や就学相談を実施し、早期相談
の機会を設けた。

　なかよし運動会は交流及び共同学
習の機会であると共に、児童生徒の
活躍の場にもなっている。また、担
当職員間の連携を図る機会ともなっ
ている。

　特別支援教育連携協議会において
野田市の各機関の取り組みを説明す
ることにより、親の会等の保護者の
方々の理解向上の場となっている。

　専門家チームによる事例検討会を
繰り返し実施することで、個に応じ
た多様な支援の在り方を見直すこと
ができ、校内支援体制の整備につな
がった。個に寄り添った児童・生徒
への支援の充実が図れた。

　早期の就学相談を行うことで、保
護者にも安心感や入学までの見通し
を持ってもらえる。相談をより充実
させるために、子ども支援室との情
報共有の方法を検討する必要があ
る。

584 指導課

○今年度、特別支援学級の児童生徒
の交流の場としてのなかよし運動会
は、新型コロナウイルス感染症予防
を鑑み、中止とした。

○特別支援連携協議会を年3回予定
していたが、新型コロナウイルス感
染症の状況から、以下のようにを
行った。
開催日
　第1回　5月26日（火）⇒資料配付
　第2回１0月20日（月）実施
　第3回　2月17日（水）⇒資料配付

○専門家チームによる事例検討会を
年5回実施し、各校の支援体制への
指導助言を行った。
開催日
　第1回　7月 6日（月）
　第2回 10月26日（月）
　第3回 11月13日（金）
　第4回　1月29日（金）
　第5回　2月15日（月）⇒中止

○就学前の子どもに関わるひまわり
相談や就学相談を実施し、早期相談
の機会を設けた。

638 指導課

116 80
雇用促進奨励
金事業

・雇用の拡大と福祉の増進を図るた
め、高齢者、障がい者又はひとり親
を雇用する事業主に奨励金を交付す
る。

対象事業所数：20事業所
対象人数：100人

　事業の利用促進を図ることは、高
年齢者や障がい者の雇用拡大に効果
があるため、事業主に対して、事業
の周知を行った。一定の効果を上げ
ているが、対象人数増加のため、引
続き事業の周知に努める。

3,633 商工観光課

　雇用の拡大と福祉の増進を図るた
め、高年齢者、障がい者又はひとり
親を雇用する事業主に奨励金を交付
し、引続き事業の周知を行う。

３年１月末現在
対象事業所数：10事業所
対象人数：43人

3,021 商工観光課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする
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人権教育・啓発に関する野田市行動計画進捗状況等調査表 議題１

事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

４.障が
いのある
人

117 80
障がい者職場
実習奨励金事
業

・障がい者雇用の認識を深めてもら
い、常用雇用に繋げることを目的に
障がい者を職場実習に受け入れた事
業主に対し奨励金を交付する。

対象事業所数：10事業所
対象人数：11人

　事業の利用促進を図ることは、障
がい者の雇用拡大に効果があるた
め、事業主に対して、事業の周知を
行った。一定の効果を上げている
が、対象人数増加のため、引続き事
業の周知に努める。 220 商工観光課

　障がい者雇用の認識を深めてもら
い、常用雇用に繋げることを目的に
障がい者を職場実習に受け入れた事
業主に対し奨励金を交付し、引続き
事業の周知を行う。

３年１月末現在
対象事業所数：4事業所
対象人数：4人

400 商工観光課

118 80

トライアル雇
用終了後若年
者雇用奨励金
事業

・国のトライアル雇用終了後に、引
き続き5箇月間、若年者を雇用した
事業主に対し奨励金を交付する。

対象事業所数：0事業所
対象人数：0人

　事業の利用促進を図ることは、若
年者の雇用拡大に効果があるため、
事業の周知を行ったが実績がなかっ
た。 0 商工観光課

　国のトライアル雇用終了後に、引
き続き5箇月間、若年者を雇用した
事業主に対し奨励金を交付する。

３年１月末現在
実績なし

400 商工観光課

119 82

福祉のまちづ
くりパトロー
ル【再掲】

・高齢者や障がい者用の高い公共施
設周辺のバリアフリー化を図るた
め、市民、事業者、市及び関係機関
によるパトロールを実施し、整備状
況や整備箇所を調査・把握し応急対
応を実施する。【再掲】

　6月5日、10月8日にパトロールを
実施
　前期4路線、後期4路線、合計8路
線を実施（欅のホール周辺、川間駅
南口周辺、関宿中央小学校周辺、イ
オンノア店周辺、市役所周辺、南コ
ミュニティセンター周辺、東部公民
館周辺、TAIRAYA周辺）

　8路線のパトロールの結果、指摘
箇所数は市分114か所、国・県分1か
所、警察等28か所、その他（現状維
持）1か所の計144か所。
　うち市分114か所の指摘箇所は工
事等により全て改修した。
　

7,918 生活支援課

　元年度からの実施については、開
始から20年余の時間の経過や、パト
ロール参加者の要望を踏まえ、初期
に実施した路線を再度実施し、新た
に商業施設に隣接する路線を設定
し､歩行空間の安全確保を図る。
　6月3日に予定していた福祉のまち
づくりパトロール（前期）について
は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止。10月13日に実施した
パトロール（後期）での指摘箇所
は、市分46か所を含む計64か所。

8,000 生活支援課

120 82

福祉のまちづ
くりフェス
ティバル【再
掲】

・高齢者や障がい者を取り巻く環境
や問題を踏まえ介護機器の展示、疑
似体験等を実施し啓発を図る。【再
掲】

　スタンプラリー・福祉団体の活動
展示・疑似体験等を行った。また、
第一中学校生徒9人がボランティア
として参加し、風船作りや記念品交
換、声かけ等を一緒に行った。
実施日：11月16日（土）
配布数：666部

　集客数が増加せず、関係者の参加
が主になっている。

109 生活支援課

　障がい者・高齢者等を取り巻く環
境や問題等をよりよく理解していた
だくために、福祉機器の展示・疑似
体験等を実施し啓発を図る。また、
中学生にボランティアとして参加し
てもらう。
　11月29日に開催予定だったが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止。

162 生活支援課

121 82
車いすの貸し
出し

・貸出し用として30台を配備し利便
の向上を図る。

貸出件数95件 　社会福祉協議会でも貸し出しを
行っており、また障害福祉サービス
や介護保険サービス等で車いすの購
入やレンタルの助成を行っているこ
とから、令和元年度をもって障がい
者支援課での車いすの貸し出し事業
は終了した。

0 障がい者支援課

　令和元年度をもって障がい者支援
課での車いすの貸し出し事業は終了
した。
　各事業で必要な場合は社会福祉協
議会の利用を案内している。

0
障がい者支
援課

122 82
庁内車いすの
設置

来庁者用車いす（3台）を設置し利
便の向上を図る。

貸出台数不明 　来庁者の利便性の向上のため効果
的と考えられることから、継続して
実施する必要がある。

12 営繕課

　来庁者用車いすとして引き続き正
面玄関に3台設置し、利便性の向上
を図る。

0 営繕課
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事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

４.障が
いのある
人

123 82
視覚障がい者
のためのパソ
コン教室

・視覚障がい者のためのパソコン教
室（音声パソコンソフトを利用）を
開催する。

　視覚障がい者のためのパソコン教
室（音声パソコンソフトを利用）を
開催した。
開催日：11月9日（土）～2月8日
（土） 【全4回】
参加者数：延べ23人

　視覚障がい者専用のパソコンを用
いることによって、仕事や生活に直
接的に生かすことが出来る実践的な
技術を習得できた。

12
生涯学習課
（生涯学習セン
ター）

　視覚障がい者の自立を促進するた
めに、視覚障がい者のためのパソコ
ン教室（音声パソコンソフトを利
用）を開催する。
開催予定日：11月～2月【全4回】

※コロナ感染拡大防止のため中止。
12

生涯学習課
（生涯学習
センター）

・手話普及啓発物資作成として、一
般向け、小学生向けのパンフレット
等を作成し、配布する。
・手話普及啓発授業として小学生を
対象に手話について親しんでもらう
ための授業を開催する。
・手話普及啓発超入門講座として、
公民館等で市民向けの手話講座を開
催する。

令和2年4月1日より手話言語条例を
施行。
手話普及啓発のためのパンフレット
の作成と学校や公共施設での手話講
座を開催予定だったが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から
手話講座は中止。代替え事業として
公共機関等への手話学習用書籍の配
布や学校で手話を学ぶためのＤＶＤ
作成を行い、配布した。

1,729
障がい者支
援課

・障がいのある人の円滑な意思疎通
に関する条例の制定。

・障がいのある人の円滑な意思疎通
に関する条例の制定の準備を進めま
した。

0
障がい者支
援課

５.同和
問題

125 85 隣保館事業

・地域のコミュニティーセンターと
しての福祉会館が行う各種事業を通
じての交流や人権啓発の推進、地域
交流事業、研修会、教養講座等を開
催する。

【主催講座】27講座開講
谷吉会館　：7講座
七光台会館：7講座
島会館　　：8講座
関宿会館　：5講座
【地域交流】
・会館まつり：4館で開催
・子ども造形ひろば（8月に谷吉、
七光台、関宿会館で開催）
・子ども絵画教室（8月に島会館で
開催）
【その他事業】
　各種相談に対応した。また、会館
だよりを発行し隣保館事業を地域住
民への周知を図った。
　谷吉会館で地域高齢者を対象とし
て、高齢者の健康増進を目的とし
「いきいき体操」を実施した。

　これまで福祉会館では、人権啓発
をはじめ、相談事業、地域交流事業
など差別の解消に向けた隣保館事業
を展開し、人権意識の高揚に取り組
んできた。今後あらゆる人権課題解
決のため、一層効果的な事業の考量
が必要となっている。
　谷吉会館では地域の高齢者を対象
として、高齢者の健康増進を目的と
し、「いきいき体操」を実施するこ
とにより、地域から周辺自治会等の
参加者も加わり、地域交流の拡大に
も貢献した。

23,932
人権・男女共同参
画推進課

【主催講座】27講座開講
谷吉会館　：7講座
七光台会館：7講座
島会館　　：8講座
関宿会館　：5講座
【地域交流】
・会館まつり：4館で開催
・子ども造形ひろば・子ども造形ひ
ろば（7月～8月に谷吉、七光台、関
宿会館で開催）
・子ども絵画教室（8月に島会館で
開催）
【その他事業】
　相談事業及び会館だよりの発行を
実施する。
　谷吉会館で地域高齢者を対象とし
て、高齢者の健康増進を目的とし
「いきいき体操」を実施する。

31,230
人権・男女
共同参画推
進課

６.外国
人

企画調整課

令和2年10月1日
市役所本庁舎窓口に15台のタブレッ
トを導入し、運用を開始した。

364 行政管理課

企画調整課
広報広聴課

令和元年度に市報のだをスマート
フォンのアプリ（カタログポケッ
ト）を利用して10言語に対応してい
る。

495 広報広聴課

企画調整課

窓口用の業務案内等を多言語翻訳す
る業務を令和2年度から開始し、9資
料について最大5言語を翻訳した。 132 企画調整課

・市ホームページの翻訳サービスを
活用した情報提供を通じて、市内に
居住する外国人の生活をサポートす
る。

　市内に在住する外国人の生活をサ
ポートするため、情報提供の重要
性、提供する情報の多言語化への要
望、本市の厳しい財政運営上の問題
を勘案し、ガイドブックの発行に替
え、市のホームページの翻訳サービ
スの活用を進めた。また、市報や議
会だよりなどをスマホやウェブで閲
覧できるアプリを導入し、10言語の
自動翻訳を導入した。

市内に在住する日本語を理解できな
い外国人の生活をサポートするた
め、行政サービス等の周知を行うこ
とを目的としたチラシの多言語化翻
訳等の実施を検討する必要がある。

外国人生活情
報ガイドブッ
ク及び自動翻
訳

令和2年度から
「多言語翻訳
業務」とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

126 495

手話言語条例
及び障がいの
特性に応じた
コミュニケー
ションに関す
る条例

82

90

124
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事業名 事業内容 実績 評価及び課題
決算額

(千円)
担当課 事業計画及び現状

当初予算額
(千円)

担当課

計画の

目標
基本課題

２年度（第3次改訂版）元年度（第２次改訂版）

連番
3次改訂

版

記載頁

（２）各人
権課題に対
する施策の
推進

６.外国
人

127 91
野田市国際交
流協会補助金

・協会の主な活動である外国人のた
めの日本語教室の開催、外国人と日
本人の交流イベント、国際交流フェ
スタ等の国際交流の振興を図る事業
や小学校の国際理解教育支援などを
通じて、国際化意識の啓発を図るた
めの補助金を交付する。

3月6日付け補助金交付決定
交付金額：350,000円

　補助金の使途は公益に適合してお
り、国際化意識の啓発を図るため、
今後も補助を行う必要がある。

350 企画調整課

　協会の主な活動である外国人のた
めの日本語教室の開催、外国人と日
本人の交流イベント、小学校の国際
理解教育支援などを通じて、国際化
意識の啓発を図るための補助金を交
付する。令和２年度は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により国際交
流フェスタ等の交流イベントは中
止。
日本語教室は規模を縮小して開催さ
れた。

350 企画調整課

128 91
外国人就労支
援

・必要に応じて職業訓練センターと
連携し、日本語学習の支援や資格取
得のための講座の実施を検討する。

・必要に応じて職業訓練センターと
連携し、日本語学習の支援や資格取
得のための講座の実施を検討する。 0 商工観光課

外国籍児童生徒・帰国児童生徒が、
少しでも早く日本での学校生活に慣
れ、日本での日常生活に順応できる
ようにするため、個別の日本語指導
を行う。

学校からの調査により、日本語指導
が必要な児童生徒にKEN日本語学院
とニコニコ学習塾より講師を派遣
し、週１回程度の個別指導を行う。 4,150 指導課

外国人指導助手（ALT)を各小中学校
に配置し、担任や英語科教員と授業
を行うことで、外国語指導の充実を
図ると同時に、コミュニケーション
能力の育成を強化する。

外国人指導助手（ALT)を各小学校に
１０名配置し、ほぼすべての外国語
の授業で担任とティームティーチン
グを行っている。各中学校には３名
配置し、一定の期間において集中的
に英語科教員と授業を行っている。
言語の習得はもちろん、外国の文化
的背景の違いに触れることで、異文
化理解の一助となっている。

55,757 指導課

７.HIV感
染者など

130 94
思春期教育講
演会

・エイズ等、性に関する健全な意識
のかん養と併せて、思春期の心とか
らだの健康、いのちの大切さ、性や
性感染症予防に関する正しい知識の
普及と啓発を図るため、市内の中学
校の生徒及び保護者に対し、講演会
を実施する。

令和2年度以降次の内容を追加す
る。
「同内容の事業を１０年以上続けて
いるため、中学校の特色や課題も含
めて中学校側と連携した思春期教育
講演会にしていく必要がある。」

　平成３０年度までは 野田健康福
祉センターと共同で開催していた
が、令和元年度からは野田市健康福
祉センターは教育者向けの講演を実
施することとなった。その為令和元
年度は希望した市内中学校すべてを
野田市保健センターが受け持つこと
になった。１０校の申込があったが
新型コロナウィルス感染症の感染予
防のため、令和２年３月は市内すべ
ての中学校が休校となったため、３
月に実施予定だった４校が中止と
なった。

中学校：６校　７４７人

　学校の授業では取り扱うことが難
しい内容や知識を学べる機会とな
り、「命の大切さ」や「人への思い
やりの大切さ」等の感想が多く、継
続の希望がある。
　若年妊娠や性感染症の増加があ
り、正しい知識の普及・啓発に努め
る必要がある。引き続き市内中学校
の全校での実施の必要があると思わ
れる。
新型コロナウィルス感染症の感染予
防対策をしたうえで、実施する必要
がある。

120 保健センター

　令和元度から保健センターが市内
中学校11校すべてを受け持ってい
る。
　今後は、各中学校の課題等に対応
出来るよう講演内容や講師にするこ
とを検討する。新型コロナウィルス
感染症流行のため、マスク着用、換
気をする、距離をとる、ZOOM等を利
用し感染対策できるよう検討したう
えで思春期講演会を実施していく。

中学校：対面方式2校
　

180
保健セン
ター

外国人児童、
生徒への日本
語教育

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする
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題など

131 96
社会を明るく
する運動（生
活支援課）

・犯罪や非行防止、刑を終えて出所
した人の更生などを支援するため、
講演会や演奏会等を実施する。

【第69回】
実施日：7月7日（日）
演奏会：野田市立木間ケ瀬中学校音
楽部
式典：作文コンクール表彰、朗読
映画上映『～これからがこれまでを
変えていく～しゃぼん玉』
会場：興風会館
入場者数：140人

市内各所のまつり等において、保護
司の方を中心とした啓発活動

　第68回(平成30年度)より講師を招
いた「講演会」から、社会を明るく
する運動の趣旨にあった映画の上映
に変更して実施した。
　終了後のアンケートでは、映画自
体の評判は良かったものの、来場者
の増加には至らなかった。

420 生活支援課

【第70回】
パネル展示会
実施日：3/10（水）～3/16（火）
会場：市役所ふれあいギャラリー
・更生保護についてや社会を明るく
する運動について等のパネルを展示
し広く周知する。
・保護司会等の活動写真を展示

※例年7月に演奏会や映画上映会を
実施していたが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止。

467 生活支援課

132 98
犯罪被害者支
援

「犯罪被害者等のための相談窓口等
のご案内」リーフレットを防犯組合
へ配布し、犯罪被害者支援に繋げ
る。

「犯罪被害者等のための相談窓口等
のご案内」リーフレット窓口配布及
びポスター掲示等による周知を図
る。 0

防災安全課
人権・男女
共同参画推
進課

133 99

インターネッ
ト利用に関す
る教育（ウイ
ルス対策を含
む）

・児童・生徒に対して高度情報化社
会への対応、情報活用能力の育成を
目的に、メールのマナーやサイト利
用に関する注意についての学習を実
施する。

　ネイシステクノロジー合同会社と
の提携により、情報モラルに関する
市内小中学校の児童生徒に向けた授
業、職員への研修を実施し、情報リ
テラシーの向上を図った。

　いじめ通報アプリ「ＳＴＯＰ　Ｉ
Ｔ」を導入し、中学生におけるいじ
めの早期発見と抑止及び相談体制づ
くりを進めた。併せて、全中学校に
おいて、「傍観者にならず、行動を
起こす」意識を育てる授業を実施し
た。

　市内各小中学校において実態に基
づいた情報モラル教育やいじめ防止
教育を進めている。

　保護者向け研修会を実施し、ます
ます家庭における情報モラルの向上
を進める。ＳＮＳにおけるいじめな
どの人権侵害が生徒指導上の問題と
なるケースがあるので、対応を検討
する必要がある。

888 指導課

　いじめ通報アプリ「ＳＴＯＰ　Ｉ
Ｔ」を導入し、中学生におけるいじ
めの早期発見と抑止及び相談体制づ
くりを進める。併せて、全中学校に
おいて、「傍観者にならず、行動を
起こす」意識を育てる授業を実施す
る。

880
【再掲】

指導課

・児童生徒に対して、メールや
SNS、インターネット利用など、情
報を適切に活用するためのモラルに
ついての学習を実施する。

・児童生徒を対象として、専門知識
を持つ外部講師による情報モラルに
関する授業を実施する。実情に応じ
て職員や保護者向けの研修会も実施
する。

0 指導課

・最新のインターネット情報モラル
について啓発。保護者等の大人を対
象にした、日々変わっていくイン
ターネット環境に対応した情報モラ
ル・ルールなどの研修会等の実施

情報モラル講習会
開催日：7月7日（日）
講師：千葉県警察本部
情報セキュリティアドバイザー　星
野和彦氏
内容：「ネットトラブルの対応」
65名参加

インターネットの情報モラルを向上
するため、引き続き講習会を開催
し、啓発に努める必要がある。

0 青少年課

インターネットの情報モラルを向上
するため、７月に講演会の開催を予
定していたが、新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため中止

0 青少年課

講座の開催や啓発資料の配布など、
市民への啓発を推進する。

行事等や市報において市民への啓発
を行う。

0
人権・男女
共同参画推
進課

市民へのインターネットによる人権
侵害対策として、被害者からの相
談、法務局などの関係機関との連
携・協力を行う。

市民へのインターネットによる人権
侵害対策として、被害者からの相
談、法務局などの関係機関との連
携・協力を行う。

0
人権・男女
共同参画推
進課

インターネッ
ト情報モラル
の啓発

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする
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135 102
性的少数者研
修会等の実施

講座の開催や啓発資料の配布など、
市民への啓発を推進する。

講座や行事、市報等を利用して市民
への啓発を行う。

0
人権・男女
共同参画推
進課

（３）人権
擁護の充実

人権擁護
の充実

136 108 人権相談

・人権擁護委員による相談を実施す
る。

令和元年9月まで毎月3回実施
市役所：毎月7、27日
いちいのホール：第3木曜日

令和元年10月から月2回実施
市役所：毎月27日
いちいのホール：第3木曜日

関宿会館：6月7日（金）

相談件数：6件

　今後も市民が気軽に相談できるよ
う他の相談窓口と連携を図るととも
に、内容の充実に努める必要があ
る。

29
人権・男女共同参
画推進課

　人権擁護委員による相談を実施す
る。
　また、地域の相談体制を強化する
ため、福祉会館で人権相談を実施す
る。
毎月2回実施
市役所：毎月27日
いちいのホール：第3木曜日
令和2年度は新型コロナ感染予防の
ため会館での相談は中止。
相談件数：0件（2月末現在）

24
人権・男女
共同参画推
進課

137 109

人権擁護委員
の日記念講演
会

令和2年度から
「記念事業」
に変更

・6月1日の人権擁護委員の日にちな
み、人権擁護委員制度の趣旨の周知
を図るとともに、地域住民の人権思
想の普及高揚を図るため講演会を開
催する。

開催日：6月2日（日）
会場：南部梅郷公民館講堂
タイトル：「子どもの人権」～身近
にひそむ暴力から子供を守るために
～
講師：内海﨑　貴子氏
参加者数：51人

　人権侵害を受けた場合の救済制度
等について、さらなる周知を図る必
要がある。

0
人権・男女共同参
画推進課

　6月1日の人権擁護委員の日にちな
み、人権擁護委員制度の趣旨の周知
等、地域住民の人権思想の普及高揚
を図る。

令和2年度は、新型コロナウイルス
感染予防のため中止。

0
人権・男女
共同参画推
進課

138 109
人権擁護啓発
活動

・行事等の機会を捉え、人権擁護委
員制度の周知及び人権思想の普及高
揚を図るため啓発活動を実施する。

　ふれあいハートまつりにおける啓
発物資配り（ポケットティッシュ、
リーフレット、ボールペン等）
実施日：11月16日（土）
配布数：300部

　柏人権擁護委員協議会野田部会と
協力して、人権擁護委員制度の周知
ができた。

461
人権・男女共同参
画推進課

　行事等の機会を捉え、人権擁護委
員制度の周知及び人権思想の普及高
揚を図るため、啓発事業を実施す
る。
【ふれあいハートまつりにおけるチ
ラシ配り】
令和2年度は、新型コロナウイルス
感染予防のため中止。

461
人権・男女
共同参画推
進課

139 109
小学生人権教
室

・柏人権擁護委員協議会野田部会と
の連携による小学3、4年生を対象に
人権教室を開催する。

　人権擁護委員が講師として人権教
室を実施
【参加者数】
○東部小学校
12月4日（水）：78人（3、4年生）
○二川第二小学校
12月6日（水）：70人（4年生）
○中央小学校
12月9日（月）：138人（4年生）

　市内の小学校から3校を選出し、4
年生を対象に、「いじめ」について
講演を行い、他人への思いやりやい
たわりあう心を持つことで、人間関
係の大切さを学ぶ講演を実施するこ
とができた。

0
人権・男女共同参
画推進課

　柏人権擁護委員協議会野田部会と
の連携による小学3、4年生を対象に
人権教室を開催する。

令和2年度は新型コロナウイルス感
染防止のため中止。

0
人権・男女
共同参画推
進課

140 109
中学生人権講
演会

・柏人権擁護委員協議会野田部会と
の連携による中学生対象の人権講演
会を開催する。

　ＮＰＯ法人ジェントルハートプロ
ジェクトに講師依頼
【参加者数】
○川間中学校
6月20日（木）：302人
○福田中学校
7月 4日（木）：212人
○二川中学校
7月10日（水）：279人
○北部中学校
7月11日（木）：495人

　いじめを苦に自殺する事件が発生
していることから、子どもがいじめ
により自ら命を絶った遺族の方を講
師に招き、命の大切さを実感させる
ことで、いじめや暴力のない社会、
命の大切さを改めて考えさせること
ができた。 0

人権・男女共同参
画推進課

　令和2年度は新型コロナウイルス
感染防止のため講演会は中止となっ
たが、実施を予定していた中学校へ
人権啓発資料を配布する。

対象校
第一中学校：805部
第二中学校：325部
岩名中学校：475部
関宿中学校： 85部

0
人権・男女
共同参画推
進課

２年度（第３次改訂版）から新規事業又は、追加項目事業のため空欄とする
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                     議題 2

令和２年度第１回野田市人権施策推進協議会福祉会館等部会の審

議結果について


































































