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部等 課等 第1回 第2回 第3回 第4回

実施日時

平成27年7月21日（火）

17：45～19：00

平成27年12月22日（火）

17：30～18：30

平成28年2月24日（水）

17：30～18：30

平成28年3月10日（火）

17:45～19:00

テーマ

ＤＶＤ「あなたに伝えた

いこと」視聴：部合同

「同和地区を問い合わせる差

別事象について」を基に対応

の再確認

映画「くちびるに歌を」

を鑑賞して意見交換

「インターネットと人

権」：部合同

備　　考

参加者35人/39人

（89.7％）

参加者13人/14人

（92.8％）

参加者13人/14人

（92.8％）

参加者33人/40人

（82.5％）

実施日時

平成27年7月21日（火）

17：45～19：00

平成27年7月22日（水）

17：30～18：15

平成28年2月19日（金）

17：30～18：20

平成28年3月10日（火）

17:45～19:00

テーマ

ＤＶＤ「あなたに伝えた

いこと」視聴：部合同

ＤＶＤ視聴「自他尊重のコミュ

ニケーションと職場の人権1　ハ

ラスメントの視点から」、話し

合い

DVD視聴「家庭の中の人権

生まれ来る子へ」、話し

合い

「インターネットと人

権」：部合同

備　　考

参加者35人/39人

（89.7％）

参加者　7人/7人

（100％）

参加者　7人/7人

（100％）

参加者33人/40人

（82.5％）

実施日時

平成27年7月15日（水）

17：40～19：00

平成27年7月21日（火）

17：45～19：00

平成28年3月10日（火）

17:45～19:00

テーマ

ＤＶＤ「家庭の中の人権

カラフル」視聴

ＤＶＤ「あなたに伝えた

いこと」視聴：部合同

「インターネットと人

権」：部合同

備　　考

参加者　10人/11人

（91％）

参加者35人/39人

（89.7％）

参加者33人/40人

（82.5％）

実施日時

平成27年7月21日（火）

17：45～19：00

平成27年9月11日（木）

17：30～18：40

平成27年12月21日（月）

17：20～18：10

平成28年3月10日（火）

17:45～19:00

テーマ

ＤＶＤ「あなたに伝えた

いこと」視聴：部合同

同対審答申後の行政施策

について

・人権フォーラムに参加して

・12/2電話による同和地区の

問い合わせ事象対応について

「インターネットと人

権」：部合同

備　　考

参加者　35人/39人

（89.7％）

参加者　4人/4人

（100％）

参加者　4人/4人

（100％）

参加者33人/40人

（82.5％）

実施日時

平成27年7月21日（火）

17：45～19：00

平成28年3月10日（火）

17:45～19:00

テーマ

ＤＶＤ「あなたに伝えた

いこと」視聴：部合同

「インターネットと人

権」：部合同

備　　考

参加者35人/39人

（89.7％）

参加者33人/40人

（82.5％）

実施日時

平成27年5月27日（水）

17:45～18:45

平成27年8月26日（水）

17:45～19:00

平成27年9月30日（水）

17:45～18:30

平成27年12月16日（水）

18:00～19:00

テーマ

「家庭の中の人権につい

て」

「同和問題について」

「外国人の人権、子どもの人

権、同和問題、一人ひとりの人

権を大切にするために　の4つの

課題を考える」

事象問題を踏まえた職場

内研修

備　　考

参加者　4人/6人

（66.7％）

参加者　6人/6人

（100％）

参加者　4人/6人（67％） 参加者　4人/5人（80％）

実施日時

平成27年5月27日（水）

17:45～18:45

平成27年8月26日（水）

17:45～19:00

平成27年9月30日（水）

17:45～18:30

平成27年12月16日（水）

18:00～19:00

テーマ

「家庭の中の人権につい

て」

「同和問題について」DVD視聴

とワークショップ（講師　人

権政策課長）

「外国人の人権、子どもの人

権、同和問題、一人ひとりの人

権を大切にするために　の4つの

課題を考える」

南丹市人権問題に係る「事象」

処理に関する要領の確認につい

て

備　　考

参加者　10人/10人

（100％）

参加者　10人/10人

（100％）

参加者　8人/10人

（80％）

参加者　10人/10人

（100％）

実施日時

平成27年5月27日（水）

17:45～18:45

平成27年8月26日（水）

17:45～19：00

平成27年9月30日（水）

17:45～18:30

平成27年12月16日（水）

18:00～19:00

テーマ

「家庭の中の人権につい

て」

「同和問題について」

「外国人の人権、子どもの人

権、同和問題、一人ひとりの人

権を大切にするために　の4つの

課題を考える」

南丹市人権問題に係る「事象」

処理に関する要領に基づく研修

備　　考

参加者　8人/8人

（100％）

参加者　6人/8人

（75.0％）

参加者　6人/8人（75％） 参加者　6人/8人（75％）
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所　　属 研　　修　　内　　容

総務部 総務課

総務部 財務課

総務部 税務課

総務部 監理課

監査委員

事務局

監査委員事務局

企画政策部 定住・企画戦略課

企画政策部 地域振興課

企画政策部 情報政策課
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実施日時

平成27年7月29日（水）

17：45～19：15

平成27年11月18日（水）

19：30～21：00

平成28年1月14日（木）

17：45～19：00

テーマ

「同和問題」（ＤＶＤ視

聴・ワークショップ）

「謂れなき差別（部落差

別）は、どのようにして

つくられたのか」受講

人権に関わりのあること

として同和問題を考える

備　　考

参加者　8人/10人

（80％）

参加者　9人/10人

（90％）

参加者　7人/10人

（70％）

実施日時

平成27年7月29日（水）

17:45～19：15

平成28年1月14日（木）

17：45～19：00

テーマ

「同和問題」（ＤＶＤ視

聴・ワークショップ）

人権に関わりのあること

として同和問題を考える

備　　考

参加者18人/28人

（69.23％）

参加者　16人/24人

（66.67％）

実施日時

平成27年7月29日（水）

17：45～19：15

平成27年8月29日（土）

11：00～12：00

平成27年11月5日（木）

17:30～18:30

平成28年1月14日（木）

17:45～19:00

テーマ

「同和問題」（ＤＶＤ視

聴・ワークショップ）

部落解放京都府女性集会

への参加（記念講演の聴

講）

「インターネットと人権

について」

人権に関わりのあること

として同和問題を考える

備　　考

参加者　4人/4人

（100％）

参加者　4人/4人

（100％）

参加者　4人/4人

（100％）

参加者　4人/4人

（100％）

実施日時

平成27年7月29日（水）

17：45～19：15

平成27年11月18日（水）

19:30～21:00他

平成28年1月14日（木）

17:45～19:00

テーマ

「同和問題」（ＤＶＤ視

聴・ワークショップ）

「謂れなき差別（部落差別）は

どのようにしてつくられたのか

‐近代（明治時代～大正時代）

‐」他

人権に関わりのあること

として同和問題を考える

備　　考

参加者　19人/22人

（86％）

参加者　16人/17人

（94％）

参加者　18人/23人

（78％）

実施日時

平成27年7月29日（水）

17：45～19：15

平成27年11月19日（木）

17:30～18:50

平成28年1月14日（木）

17:45～19:00

平成28年3月24日（木）

17:30～18:50

テーマ

「同和問題」（ＤＶＤ視

聴・ワークショップ）

人権に対する理解を深め、正しい知識

を身につけるとともに、相手の立場や

気持ちに敏感になれる人権感覚を高め

市民の信頼に応えることのできる人材

づくりを目的とする。

人権に関わりのあること

として同和問題を考える

人権に対する理解を深め正しい知識を

身につけるとともに相手の立場や気持

ちに敏感になれる人権感覚を高め市民

の信頼に応えることのできる人材づく

りを目的とする

備　　考

参加者　8人/10人

（80％）

参加者　10人/10人

（100％）

参加者　10人/10人

（100％）

参加者　9人/10人

（90％）

実施日時

平成27年7月29日（水）

17：45～19：15

平成28年1月14日（木）

17:45～19:00

テーマ

「同和問題」（ＤＶＤ視

聴・ワークショップ）

人権に関わりのあること

として同和問題を考える

備　　考

参加者　12人/15人

（80％）

参加者　11人/15人

（73％）

実施日時

平成27年5月21日（木）

17：30～18：45

平成27年9月17日（木）

17:30～18：00

平成27年11月30日（月）

17:30～18：00

平成28年2月17日（水）

17:30～18:40

テーマ 「人権の基本を学ぼう」 「求められる人権」

「障害のある人の人権と職場

の環境づくり」（資料配布「1

人1秒のプレゼント」）

「同和問題を正しく理解し、

一人一人の人権感覚を高め

る」

備　　考 参加者　5人/7人（71％）

参加者　7人/7人

（100％）

参加者　7人/7人

（100％）

参加者　6人/7人

（85.7％）

実施日時

平成27年6月17日（水）

17：30～18：00

平成27年12月17日（木）

17:20～18：00

平成28年2月17日（水）

17:30～18：30

平成28年3月11日（金）

17:30～18:30

テーマ

「職場内の人権問題につ

いて行動できるかを考え

る」

「職場の中に潜んでいる人権

問題について人権感覚や人権

意識を高める」

「同和問題を正しく理解し、

一人一人の人権感覚を高め

る」

「同和問題を正しく理解し、

人権感覚を高める」

備　　考

参加者　11人/11人

（100％）

参加者　9人/11人

（82％）

参加者　11人/11人

（100％）

参加者　11人/11人

（100％）

実施日時

平成27年6月4日（木）

17:30～18:30

平成27年12月18日（金）

17:15～18：00

平成28年2月17日（水）

17:30～18：30

テーマ

「部落問題について正し

い知識を身につける」

「同和地区を問い合わせる差

別事象に係る対応について」

人権に関わりのあること

として同和問題を考える

備　　考

参加者　5人/5人

（100％）

参加者　5人/5人

（100％）

参加者　3人/5人（60％）

実施日時

平成27年8月28日（金）

17:30～18：45

平成27年12月8日（火）

17:30～18：45

平成28年2月17日（水）

17:30～18：45

テーマ

ＤＶＤ「家庭の中の人権

カラフル」視聴後意見交

換

人権啓発用DVD「秋桜の咲

く日」視聴後意見交換

「同和問題を正しく理解し、

一人一人の人権感覚を高め

る」

備　　考

参加者　4人/4人

（100％）

参加者　3人/4人（75％）

参加者　4人/4人

（100％）

実施日時

平成27年7月15日（水）

17:30～18：30

平成27年10月28日（水）

17:15～18：00

平成27年11月24日（火）

19:30～

平成28年3月16日（水）

17:15～17:45

テーマ

戸籍謄本等の不正取得事

件と本人通知制度

人権啓発DVDを活用した研

修会（道路河川課住宅課

合同）

講演：「同対審」答申50

年、今問われていること

人権啓発DVDを活用した研

修会

備　　考

参加者　13人/15人

（86.6％）

参加者12人/15人（80％） 参加者12人/15人（80％）

参加者　15人/15人

（100％）

市民福祉部 市民環境課

市民福祉部 保健医療課

市民福祉部 人権政策課

市民福祉部 社会福祉課

市民福祉部 高齢福祉課

市民福祉部 子育て支援課

農林商工部 農政課

農林商工部 農林整備課

農林商工部 商工観光課

農業委員会

事務局

農業委員会事務局

土木建築部 道路河川課
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実施日時

平成27年5月27日（水）

17:30～18:30

平成27年7月15日（水）

17：30～18：30

平成27年7月31日（金）

平成27年11月18日（水）

19:30～21:00

テーマ

自他尊重のコミュニケー

ションと職場の人権につ

いて

戸籍謄本等の不正取得事

件と本人通知制度

南丹市人権教育講座第２

講　映画「風のかたち」

南丹市人権教育講座第3講「謂れ

なき差別は、どのようにしてつ

くられたのか　近代」

備　　考

参加者　10人/11人

（90％）

参加者　9人/11人

（82％）

参加者　11人/11人

（100％）

参加者　8人/11人

（72％）

実施日時

平成27年7月15日（水）

17:30～18：30

平成27年10月28日（水）

17:15～18：00

平成27年11月24日（火）

19:30～21：00

平成28年3月9日（水）

17:15～18:00

テーマ

「戸籍謄本等の不正取得

事件と本人通知制度」視

聴

DVD「秋桜の咲く日」視聴

（道路河川課住宅課合

同）

第3回主任人権啓発推進委員及び

人権啓発推進委員等研修会

『「同対審」答申50年、今問わ

れていること』

DVD視聴「クリームパン」/「いのち

と人権」をテーマに人と人との繋が

り、地域社会との関わり方を自分の

問題として考える場とする。

備　　考 参加者　3人/5人（60％）

参加者　5人/5人

（100％）

参加者　4人/5人（80％） 参加者　4人/5人（80％）

実施日時

平成27年5月20日（水）

17：30～18：30

平成27年11月18日（水）

17:30～18：30

平成27年12月7日（水）

8:30～8：40

平成28年2月17日（水）

17:30～18:40

テーマ

　ビデオ鑑賞による研修

及び意見交換

ビデオ（imagination　想う

つながる　一歩ふみだす）鑑

賞による研修

（1）差別事象の報告（2）『南

丹市人権問題に係る「事象」処

理に関する要領』の確認

ビデオ鑑賞『同和問題～過去か

らの証言、未来への提言～』

備　　考

参加者　11人/12人

（91.7％）

参加者　8人/10人

（80％）

参加者　11人/12人

（91％）

参加者　7人/12人

（58％）

実施日時

平成27年5月20日（水）

17：30～18：30

平成27年11月18日（水）

17:30～18：30

平成27年12月7日（水）

8:30～8：40

平成28年2月17日（水）

17:30～18:40

テーマ

（１）ビデオ鑑賞による

研修　（２）意見交換会

ビデオ（imagination　想う

つながる　一歩ふみだす）鑑

賞、意見交換会

（1）差別事象の報告（2）『南

丹市人権問題に係る「事象」処

理に関する要領』の確認

ビデオ鑑賞『同和問題～過去か

らの証言、未来への提言～』

備　　考

参加者　8人/8人

（100％）

参加者　8人/8人

（100％）

参加者　8人/9人

（88.9％）

参加者　8人/8人

（100％）

実施日時

平成27年5月30日（土）

14:00～16:00

平成27年7月31日（金）

18:30～20:30

平成27年11月18日（水）

19:30～21:00

平成28年3月2日（水）

17:30～19:00

テーマ

ネット上のいじめ問題を考える

～子どもを被害者にも加害者に

もしないために～

風のかたち

－小児がんと仲間たちの

10年－

謂れなき差別（部落差別）はどのよ

うにしてつくられたのか」＝近代

（明治時代～大正時代）＝

全3回の講座を受けての意

見交換

備　　考

参加者　5人/6人

（82.5％）

参加者4人/6人（66.7％） 参加者4人/6人（66.7％） 参加者6人/6人（100％）

実施日時

平成27年5月30日（土）

14:00～16:00

平成27年11月18日（水）

19:30～21:00

平成28年2月4日（木）

17：30～18：30

テーマ

「ネット上のいじめにつ

いて]

南丹市人権教育講座「謂れなき

差別はどのようにしてつくられ

たのか」受講

「南丹市人権問題に係る『事象』処

理に関する要領」及び「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する対

応」について

備　　考

参加者　7人/11人

（64％）

参加者　9人/11人

（81％）

参加者　9人/10人

（90％）

実施日時

平成27年7月14日（火）

18:30～19：30

平成27年10月6日（火）

18:30～19：30

平成27年12月3日（木）

18:30～19：30

平成28年2月2日（火）

18:30～19:30

テーマ 人権事象対応について

ＬＧＢＴ（性的マイノリ

ティ）について

人権事象対応について

障がい者差別禁止法につ

いて

備　　考

参加者　11人／14人

（78.6％）

参加者　11人/14人

（78.6％）

参加者　11人/14人

（78.6％）

参加者　12人/14人

（85.7％）

実施日時

平成27年12月8日（火）

17:45～18：45

テーマ

電話による同和地区問合

せ事象について

備　　考

参加者　9人/9人

（100％）

実施日時

平成27年12月11日（金）

17:30～19：30

テーマ

電話による同和地区問合せ事

象について/啓発DVDの視聴と

意見交換

備　　考 参加者　6人/7人（86％）

実施日時

平成27年6月16日（火）

17:45～19:30

平成27年8月24日（月）

17:45～19:00

平成27年11月10日（火）

17:45～19：00

平成28年2月27日（土）13：00～

17：00、28日（日）10：00～

11：30、3月13日（日）14:00～

15:00

テーマ

同対審答申50周年を迎え、同和

問題の現状と課題について認識

を新たにする

発達障害について

講演「保育所の実態の中から

見えてくること」

「第１４回興風人権文化のつどい」

に参加するか、人権講座（「若年性

認知症介護 家族体験談」）を公聴

備　　考

参加者24人/41人

（58.5％）

参加者23人/41人

（56.1％）

参加者20人/41人

（48.8％）

参加者25人/41人

（61.0％）

実施日時

平成27年12月16日（水）

18：00～18：45

平成27年12月8日(火)

16：00～18：50

平成28年3月29日(火)

17時45分～18時30分

テーマ

人権啓発ＤＶＤ鑑賞「秋

桜の咲く日」

電話による同和地区問い

合わせ事象の対応につい

て

人権啓発ＤＶＤ鑑賞「ク

リームパン」

備　　考

参加者　12人／16人

（75％）

参加者　14人/14人

（100％）

参加者　8人/9人

（88.9％）

土木建築部 都市計画課

土木建築部 住宅課

上下水道部 上水道課

上下水道部 下水道課

教育委員会 教育総務課

教育委員会 学校教育課

教育委員会 社会教育課

八木支所 地域推進課

八木支所 市民生活課

日吉支所

地域推進課・市民

生活課・日吉中央

保育所・胡麻保育

所※管内合同

美山支所 地域推進課
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実施日時

平成27年7月31日（金）

18：30～20：30

平成27年12月15日（火）

19：30～21：00

平成27年12月16日（水）

18：00～18：40

平成28年3月10日（木）

17:30～18:40

テーマ

風のかたち

－小児がんと仲間たちの

10年－

『弁当の日と子育て』講演会参

加により親と子の関わりについ

て研修を行い人権意識の高揚を

図る

人権啓発DVD「秋桜の咲く

日」鑑賞

DVD「imajination　想像して

みること」鑑賞により人権意

識の高揚を図る

備　　考

参加者　5人／5人

（100％）

参加者　3人／5人

（60％）

参加者　5人／5人

（100％）

参加者　5人/5人

（100％）

実施日時

平成27年6月30日（火）

17：30～18：10

平成27年8月6日（木）

17：30～18：15

平成27年11月18日（水）

19：30～21：00

平成28年3月17日(水)

17時30分～18時15分

テーマ

『主な人権課題につい

て』

『児童虐待について』

南丹市人権教育講座「謂れな

き差別はどのようにしてつく

られたのか」

ＤＶＤ視聴・東山文化を支えた

「差別された人々」・江戸時代

の身分制度と差別された人々

備　　考

参加者　3人／3人

（100％）

参加者　3人／3人

（100％）

参加者　4人/4人

（100％）

参加者　4人/4人

（100％）

実施日時

平成27年8月24日（月）

17：30～18：40

平成27年11月18日（水）

19:30～21:00

テーマ 「ヘイトスピーチ」

南丹市人権教育講座第3講「謂れ

なき差別（部落差別）は、どの

ようにしてつくられたのか」受

講

備　　考

参加者　4人／4人

（100％）

参加者　4人/4人

（100％）

実施日時

平成27年4月10日（金）

13：30～15：00

平成27年9月10日（木）、

9月15日（火）13：30～

14：30

平成27年10月15日（木）

13：30～15：00

テーマ

子どもや家庭環境の実態

について知る

「保育所から見えてくる

もの」

平成２７年度京都府人権・同和

保育研究集会レポート発表につ

いて

備　　考

参加者　13人/25人

（52％）

参加者　25人/25人

（100％）

参加者　25人/25人

（100％）

実施日時

平成27年4月8日（水）

13：30～14：30

平成27年9月10日（木）、

9月15日（火）13:30～

14:30

平成27年10月19日（月）

13:45～14:45

テーマ 子どもの実態を知る

「保育所から見えてくる

もの」

平成27年度京都府人権・「同

和」保育研究集会発表レポート

について

備 　　考

参加者　25人/35人

（71％）

参加者　35人/38人

（92％）

参加者　25人/38人

（66％）

実施日時

平成27年6月16日（火）

13:50～15:00

平成27年12月12日

（土）、

2月6日（土）13:30～

平成27年12月16日（水）

18：00～19：00

平成28年3月7日（月）、

10日（木）17:30～18:30

テーマ 「子どもの実態に学ぶ」

・南丹市人権フォーラム長谷川義史

人権講演会に参加して

・南丹市政10周年記念事業人権啓発

フェスタに参加して

人権啓発DVD「秋桜の咲く

日」鑑賞

全国同和保育研究集会に

参加して

備　　考

参加者　10人/12人

（83％）

参加者　9人/13人

（69％）

参加者　7人／11人

（64％）

参加者　8人/13人

（62％）

実施日時

平成27年6月24日（水）

15:30～16:30

平成27年7月22日（水）

13:30～14:30

平成27年9月16日（水）12月22

日（火）15:30～16:30

平成28年2月18日（木）

15:30～16:30

テーマ 幼児の実態交流

教職員に求められる人権

感覚

幼児実態交流及び研修報

告

幼児実態交流

備　　考

参加者　16人/18人

（89％）

参加者　16人/18人

（89％）

参加者　16人/18人

（89％）

参加者　17人/18人

（94％）

実施日時

平成27年7月3日（金）

17:15～18:15

平成27年10月13日（火）

17:00～18:00

平成28年1月24日（日）

9:30～12:00

テーマ

DVD鑑賞、話し合い～人権

意識を高める～

DVD鑑賞、話し合い～人権

意識を高める～

人権展に参加し、職員の発表

をしたり展示物や他の発表を

観たりして学ぶ

備　　考

参加者　25人/35人

（71％）

参加者　30人/35人

（86％）

参加者　10人/10人

（100％）

実施日時

平成28年1月23日（土）13:30～

15:00、19：00～21：00、24日

（日）9:30～16:00

テーマ

「地域を知り、学ぶ」～

第32回部落解放人権展に

参加する～

備　　考

参加者　8人/17人

（47％）

美山支所 市民生活課

出納課 出納課

議会事務局 議会事務局

市民福祉部 園部保育所

市民福祉部 城南保育所

市民福祉部 八木東幼児学園

市民福祉部

みやま保育所・

知井保育所合同

教育委員会 園部幼稚園

市民福祉部 八木中央幼児学園
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