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内容 実施時期 内容 予定時期

1 子育て支援課 親子遊び教室の紹介 随時 親子遊び教室をHPにて情報提供 随時

2 人権交通防犯課 人権教育に関する事業の紹介 随時 人権教育に関する事業の紹介 随時

パートナーシップ推進出前
講座の開催

3 人権交通防犯課
社会のあらゆる場面で男女が対等なパートナーとし
て共に活躍する社会づくりを支援するため、団体向
け出前講座を開催

年8回
社会のあらゆる場面で男女が対等なパートナーとし
て共に活躍する社会づくりを支援するため、団体向
け出前講座を開催

年7回

子育てに関する学習支援、
情報提供

4 保健センター

母子健康手帳交付
パパママ教室
おふろ講座
子育て安心教室（からだ編・こころ編・おくすり
編）
女性のための歯っぴー教室
モグモグ教室
親子ピタ・コチョ教室
1歳からの子育て安心教室
もうすぐ３歳知っ得教室

随時
年11回
年9回
年10回
年3回
年21回
年11回
年3回
年11回

母子健康手帳交付
1回でわかる！産後ライフ教室
子育て安心教室（からだ編・おくすり編）
女性のための歯っぴー教室
みんなで学ぶ！赤ちゃんのきもち
モグモグ教室
親子ピタ・コチョ教室
1歳からの子育て安心教室
もうすぐ３歳知っ得教室

随時
年12回
年6回
年4回
年6回
年24回
年12回
年3回
年12回

男性への料理、家事などに
関する講座の開催

5 生涯学習課 地域生涯学習講座「男の料理教室」開催 年6回 地域生涯学習講座「男の料理教室」開催 随時

1 子育て支援課
子育て応援の日「はぐみんデー」(毎月19日）を市
役所庁内放送にて呼びかけ

月1回
子育て応援の日「はぐみんデー」(毎月19日）を市
役所庁内放送にて呼びかけ

月1回

2 農務課
食育の日（毎月19日）を市役所庁内放送にて呼びか
け

月1回
食育の日（毎月19日）を市役所庁内放送にて呼びか
け

月1回

家族がふれあう各種事業の
実施

3 生涯学習課
親子ふれあい工房の実施
地域生涯学習講座「親子参加型講座」開催

年9回
年39回

親子ふれあい工房の実施
地域生涯学習講座「親子参加型講座」開催

年9回
随時

各種事業啓発記事の情報誌
への掲載

4 人権交通防犯課
情報紙「ゆい」にワーク・ライフ・バランスに関す
るアンケート結果や各種事業の啓発記事を掲載し、
公共施設等で配布

9月、3月
情報紙「ゆい」にワーク・ライフ・バランスに関す
るアンケート結果や各種事業の啓発記事を掲載し、
公共施設等で配布

9月、3月

「家庭の日」の周知・啓発 5 生涯学習課
「家庭の日」県民運動強調月間に啓発ポスター等の
掲載、広報への掲載

2月
「家庭の日」県民運動強調月間に啓発ポスター等の
掲載、広報への掲載

2月

（１）家庭における教育力の向上

①　家庭における教育力を高めるための支援をします

市ホームページによる情報
提供

②　家族がふれあう機会を充実します

人権教育・啓発に関する豊川市行動計画実施状況

第３章　あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進

　３－１　家庭・地域社会における人権教育・啓発の推進

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業

家族がふれあう事業の啓発



 

市及び地域におけるスポー
ツ行事等への参加を促し
て、家族がふれあう機会の
提供

6 スポーツ課

豊川リレーマラソン
豊川市市民体育大会
総合型地域スポーツクラブ（音羽スポーツクラブ、
わすぽ一宮、こざかいスポーツクラブ）
ニュースポーツ出前教室
中学校区スポーツ交流事業

6月2日
9月
随時

随時
随時

豊川リレーマラソン※新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

豊川市市民体育大会※新型コロナウイルス感染拡大防止により中

止

総合型地域スポーツクラブ（音羽スポーツクラブ、
わすぽ一宮、こざかいスポーツクラブ）
ニュースポーツ出前教室
中学校区スポーツ交流事業

※6月7日（中止）

※9月（中止）

随時

随時
随時

 「うち読」ノートの配付 7 中央図書館

①家族で読んだ本を共有し、感想を話し合い記録す
る「うち読」ノートの開館20周年記念版を作成し、
イベントや児童コーナーで配布
②「うちどくおすすめ本2019」として、うち読にふ
さわしい本を展示紹介

①通年
②10月から11
月

①家族で読んだ本を共有し、感想を話し合い記録す
る「うち読」ノートをイベントや児童コーナーで配
布
②「うちどくおすすめ本2020」として、うち読にふ
さわしい本を展示紹介

①通年
②10月から11
月

 
市民や地域活動者の意識改
革の推進

1 福祉課 第3次地域福祉計画に沿った事業の推進 通年 第3次地域福祉計画に沿った事業の推進 通年

 
子育てサポーターの確保と
活動地域の拡大

2 子育て支援課
実践的な養成を行うとともに、地域での支え合い意
識の向上を図る子育てサポーター養成講座を開催

年1回6講座
（11・12月）

実践的な養成を行うとともに、地域での支え合い意
識の向上を図る子育てサポーター養成講座を開催

年1回6講座
（11・12月）

 
地域の施設との交流活動の
充実

3 学校教育課 地域にある福祉施設への訪問活動や交流活動の実施 各校の計画 地域にある福祉施設への訪問活動や交流活動の実施 各校の計画

 

 
民生委員・児童委員との連
携強化

1 福祉課 民生委員・児童委員に研修、講演会の案内を実施 随時 民生委員・児童委員に研修、講演会の案内を実施 随時

 
男女共同参画啓発ポスタ
－・習字募集事業の実施

2 人権交通防犯課
市内小学6年生を対象に、男女共同参画をテーマに
したポスター・習字作品を募集し、入賞者を表彰、
作品を啓発に使用

7月～9月
市内小学6年生を対象に、男女共同参画をテーマに
したポスター・習字作品を募集し、入賞者を表彰、
作品を啓発に使用

7月～9月

 
ジェンダー標語募集事業の
実施

3 人権交通防犯課

ジェンダーにとらわれない社会づくりをめざし、
「一般の部」「小学生の部」「中学生の部」を設け
ジェンダー標語を募集し、入賞者を表彰、作品を啓
発に使用

7月～9月

ジェンダーにとらわれない社会づくりをめざし、
「一般の部」「小学生の部」「中学生の部」を設け
ジェンダー標語を募集し、入賞者を表彰、作品を啓
発に使用

7月～9月

 
町内会役員、民生委員・児
童委員との連携強化

4 人権交通防犯課
地域全体で人権尊重の意識向上を図るため、各団体
に人権に関する講演会への参加要請の実施

随時
地域全体で人権尊重の意識向上を図るため、各団体
に人権に関する講演会への参加要請の実施

随時

 
人権擁護委員との連携強
化、活動支援

5 人権交通防犯課
地区委員会を定期的に開催
各種啓発活動の周知・同行、関係機関への通知など

年12回
地区委員会を定期的に開催
各種啓発活動の周知・同行、関係機関への通知など

通年

 
家庭、地域への情報提供の
充実

6 学校教育課
学校だより、学年だより、ＰＴＡ新聞、学校ＨＰ、
「学校の日」等をはじめとする開かれた学校づくり
の取り組み

各校の計画
学校だより、学年だより、ＰＴＡ新聞、学校ＨＰ、
「学校の日」等をはじめとする開かれた学校づくり
の取り組み

各校の計画

 
ＰＴＡ、子ども会など社会
教育団体への支援

7 生涯学習課 社会教育活動の促進を図るための補助 4月 社会教育活動の促進を図るための補助 4月

（２）地域社会における人権尊重の環境づくり

①　みんなでふれあい地域福祉を学びます

②地域、家庭、学校、行政などの連携・協力の強化を図ります



 

 
バリアフリー新法に基づく
福祉のまちづくりの推進

1 福祉課 障害者福祉計画に沿った事業の推進 通年 障害者福祉計画に沿った事業の推進 通年

 心のバリアフリーの啓発 2 福祉課 障害者福祉計画に沿った事業の推進 通年 障害者福祉計画に沿った事業の推進 通年

 
障害者に対する住宅支援施
策の展開

3 福祉課
障害者総合支援法に基づき住環境の改善を行うこと
による福祉の増進

随時
障害者総合支援法に基づき住環境の改善を行うこと
による福祉の増進

随時

 住宅改修の円滑な実施 4 介護高齢課
介護保険の住宅改修制度を円滑に推進し、暮らしや
すい自宅となるよう支援

通年
介護保険の住宅改修制度を円滑に推進し、暮らしや
すい自宅となるよう支援

通年

 公共交通機関の充実 5 人権交通防犯課

コミュニティバスのバス停の塩ビ板老朽化に伴う修
繕
豊鉄バス新豊線・豊川線とコミュニティバスのGTFS
データ（経路検索に必要なデータ）の整備

随時
豊鉄バス新豊線・豊川線とコミュニティバスの経路
検索サイトの増加

随時

 街路の安全対策 6 道路河川管理課 道路照明灯の設置 3月 道路照明灯、防護柵及び反射鏡の設置 随時

 7 建築課
木造・非木造耐震診断・改修事業（段階的改修含
む）

通年
木造・非木造耐震診断・改修事業（段階的改修含
む）

通年

 8 建築課 アスベスト含有調査・アスベスト除去補助事業 通年 アスベスト含有調査・アスベスト除去補助事業 通年

 9 建築課 木造住宅解体工事補助事業 通年 木造住宅解体工事補助事業 通年

 10 建築課

木造住宅耐震シェルター棟整備費補助事業
　（S56.5.31以前に着工された住宅で診断を受け一
定の条件を満たすものについて耐震シェルター設置
工事の補助金を交付する。）

通年

木造住宅耐震シェルター棟整備費補助事業
　（S56.5.31以前に着工された住宅で診断を受け一
定の条件を満たすものについて耐震シェルター設置
工事の補助金を交付する。）

通年

11 建築課
住宅リフォーム工事費補助事業
（耐震改修工事等と同時に行うリフォーム工事に補
助金を交付する。）

通年
住宅リフォーム工事費補助事業
（耐震改修工事等と同時に行うリフォーム工事に補
助金を交付する。）

通年

12 建築課
道路又は公共施設の敷地に面する高さ1メートル以
上のコンクリートブロック造の塀等撤去工事に補助
金を交付する。

通年
道路又は公共施設の敷地に面する高さ1メートル以
上のコンクリートブロック造の塀等撤去工事に補助
金を交付する。

通年

 13 都市計画課
社会福祉協議会が実施する、福祉実践教室への職員
派遣

実施なし
社会福祉協議会が実施する、福祉実践教室への職員
派遣

随時

 14 都市計画課
社会福祉協議会が実施する児童向けボランティア講
座への職員派遣による講義（バリアフリーとまちづ
くりについて）の実施

実施なし
社会福祉協議会が実施する児童向けボランティア講
座への職員派遣による講義（バリアフリーとまちづ
くりについて）の実施

随時

公園の安全・安心対策 公園緑地課
高齢者や障害者の方も含め誰もが快適に利用できる
よう便所のバリアフリー化を行う。

通年

公園施設の長寿命化対策 公園緑地課 老朽化した施設・遊具の改修を行う。 通年

③　誰もが安心・安全、快適なまちづくりを進めます

住宅、構造物の安全性向上

心のバリアフリーへの意識
向上について啓発



 

 

 
人権に配慮した保育の実施
についての啓発

1 保育課
各保育園の保育理念や基本方針に明確に示し、保護
者に周知

通年
各保育園の保育理念や基本方針の中に明確に示し、
保護者に周知

通年

 
基本的人権の尊重について
理解促進の啓発

2 人権交通防犯課
基本的人権の尊重について、講演会の実施、チラシ
等の配布による啓発の実施

随時
基本的人権の尊重について、講演会の実施、チラシ
等の配布による啓発の実施

随時

 
世界人権宣言など国際的な
人権基準の周知

3 人権交通防犯課
国際的な人権基準が記載された「人権教育・啓発に
関する豊川市行動計画」をホームページに掲載。

通年
国際的な人権基準が記載された「人権教育・啓発に
関する豊川市行動計画」をホームページに掲載。ま
た、講演会等でパネル展示を行う。

通年

 
豊川市多文化共生推進プラ
ン事業

4 市民協働国際課
豊川市多文化共生推進プランの各種事業の実施、次
期間の推進プラン作成

通年 豊川市多文化共生推進プランの各種事業の実施 通年

 生涯学習情報の提供 5 生涯学習課
生涯学習ガイドブックの印刷・配布、まなびネット
とよかわの更新

9月、3月
生涯学習ガイドブックの印刷・配布、まなびネット
とよかわの更新

9月、3月

 

 
人権啓発資料などでの情報
提供

1 人権交通防犯課
各支所や地区市民館等に人権啓発ポスター等の掲示
をし、情報提供を実施

随時
各支所や地区市民館等に人権啓発ポスター等の掲示
をし、情報提供を実施

随時

 生涯学習情報の提供 2 生涯学習課
生涯学習ガイドブックの印刷・配布、まなびネット
とよかわの更新

9月、3月
生涯学習ガイドブックの印刷・配布、まなびネット
とよかわの更新

9月、3月

 
生涯学習会館などでの各種
講座の開催

3 生涯学習課 地域生涯学習講座等の開催 通年 地域生涯学習講座等の開催 通年

保育士の研修の充実 1 保育課
人権、加配保育や食物アレルギーに関する研修への
参加

随時
人権、加配保育や食物アレルギーに関する研修への
参加

随時

虐待防止、早期発見等の意
識啓発

2 介護高齢課
認知症サポーター養成講座の中で、高齢者虐待、認
知症対応など権利擁護に関する意識啓発を実施

通年
認知症サポーター養成講座、認知症ステップアップ
講座の中で、高齢者虐待、認知症対応など権利擁護
に関する意識啓発を実施

通年

母子健康手帳交付 随時 母子健康手帳交付 随時

健康教育事業
　パパママ教室、 おふろ講座、 子育て安心教室
　モグモグ教室、親子ピタ・コチョ教室、1歳から
の子
　育て安心教室、もうすぐ３歳知っ得教室、女性の
ための歯っぴー教室、ママのための体操教室

年96回

健康教育事業
　１回でわかる！産後ライフ教室、 子育て安心教
室
　女性のための歯っぴー教室、
　みんなで学ぶ！赤ちゃんのきもち、モグモグ教
室、
　親子ピタ・コチョ教室、1歳からの子育て安心教
室、

年103回

乳幼児健康診査 乳幼児健康診査

　4か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、2歳児歯
科健
　康診査、3歳児健康診査

各年33回
　4か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、2歳児歯
科健　康診査、3歳児健康診査

各年36回

（３）学習機会の提供

①　人権に関する基本的な知識や考え方の浸透を図ります

②　身近で参加しやすい学習環境づくりに努めます

③　人権に関する多様な学習機会を提供します

乳幼児虐待早期発見・予防 3 保健センター



4 人権交通防犯課
人権・男女共同参画をテーマに講師を招き、講演会
を開催→新型コロナウィルスの感染拡大防止のため
中止

実施なし
人権・男女共同参画をテーマに講師を招き、講演会
を開催

2月27日

5 人権交通防犯課

ＬＧＢＴの人権を尊重し、性的マイノリティに関す
る知識や理解を持つための取り組みとして、市職
員、市民、団体、企業等に広く参加を呼びかけて基
礎セミナーを開催

9月2日
12月7日

ＬＧＢＴの人権を尊重し、性的マイノリティに関す
る知識や理解を持つための取り組みとして、市民、
団体、企業等に広く参加を呼びかけて基礎セミナー
を開催

随時

6 学校教育課
児童生徒および保護者を対象とした人権に関する講
演会を、学校公開日などに実施

各校の計画
児童生徒および保護者を対象とした人権に関する講
演会を、学校公開日などに実施

各校の計画

広報紙やパンフレットなど
による啓発

7 人権交通防犯課
人権に関して、広報掲載、チラシ配布、ポスターの
掲示

随時
人権に関して、広報掲載、チラシ配布、ポスターの
掲示

随時

情報誌を利用した活動支援 1 市民協働国際課
「とよかわボランティア・市民活動センターだよ
り」に市民活動団体の活動情報を掲載、広報への折
込で全戸配布

年４回
「とよかわボランティア・市民活動センターだよ
り」に市民活動団体の活動情報を掲載、広報への折
込で全戸配布

年４回

人権の学習機会の提供 2 人権交通防犯課 市内保育園を訪問し、人権教室を実施（7保育園） 7月～8月 市内保育園を訪問し、人権教室を実施（5保育園） 7月～8月

人権啓発推進事業の実施 3 人権交通防犯課
人権尊重の意識の高揚を図るため、市内小中学校等
が実施する人権啓発活動に対して講師を派遣

11月～12月
人権尊重の意識の高揚を図るため、市内小中学校等
が実施する人権啓発活動に対して講師を派遣

5月
11月～12月

防災学習の提供 4 防災対策課 防災講話や出前講座を活用しての防災学習の提供 通年 防災講話や出前講座を活用しての防災学習の提供 通年

防災講演会 5 防災対策課 外部講師を招いての防災講演会の実施 12月14日 外部講師を招いての防災講演会の実施 1月30日

まちづくり出前講座の充実 6 生涯学習課
市職員が講師となり、暮らしに役立つ情報、最新の
行政情報などの講座を実施

随時
市職員が講師となり、暮らしに役立つ情報、最新の
行政情報などの講座を実施

随時

指導者養成のための学習会
の提供、参加の促進

1 人権交通防犯課
人権尊重の意識の高揚を図るため、市内小中学校等
が実施する人権啓発活動に対して講師を派遣

11月～12月
人権尊重の意識の高揚を図るため、市内小中学校等
が実施する人権啓発活動に対して講師を派遣

5月
11月～12月

指導者の養成 2 学校教育課 人権にかかわる研修への参加を依頼
6月、8月、10
月、11月、12
月、1月

人権にかかわる研修への参加を依頼
6月、7月、10
月、11月、12
月、1月

講演会などの実施による啓
発

④市民や団体の自主的な学習活動を支援します

⑤　人権教育・啓発を推進する指導者の養成を図ります



内容 実施時期 内容 予定時期

人権尊重の精神の基礎を築
く保育の推進

1 保育課 豊川市保育所人権保育指針に沿った人権教育の実施 通年 豊川市保育所人権保育指針に沿った人権教育の実施 通年

各教科、道徳など全教育活
動を通じた人権尊重の意識
を高める教育の推進

2 学校教育課
すべての教育活動を通じて、人権尊重の意識と実践
力を高める

通年
すべての教育活動を通じて、人権尊重の意識と実践
力を高める

通年

保育園児に対する人権教育
を実施

3 保育課 保育園で人権問題に関する紙芝居による周知を実施 7月～9月頃 保育園で人権問題に関する紙芝居による周知を実施 7月～9月頃

いろいろな人との交流機会
の充実

1 学校教育課
各教科、道徳、総合的な学習、特別活動における取
り組みを実施

各校の計画
各教科、道徳、総合的な学習、特別活動における取
り組みを実施

各校の計画

総合的な学習の時間などを
通じた体験・参加型学習機
会の充実

2 学校教育課
福祉実践教室を実施し、障害者の疑似体験や伝達手
段の手話、点字等の学習を総合的な学習の時間で実
施

各校の計画
福祉実践教室を実施し、障害者の疑似体験や伝達手
段の手話、点字等の学習を総合的な学習の時間で実
施

各校の計画

人権文集や作文づくりなど
人権を自分で考えるための
機会の充実

3 学校教育課
全国中学生人権作文コンテスト、赤い羽根協賛児童
生徒作品コンクール、社会を明るくする運動作文コ
ンテスト等の取り組みを実施

各校の計画
全国中学生人権作文コンテスト、赤い羽根協賛児童
生徒作品コンクール、社会を明るくする運動作文コ
ンテスト等の取り組みを実施

各校の計画

人権について話し合う機会
の充実

4 学校教育課
各教科、道徳、総合的な学習、人権週間における取
り組み

各校の計画
各教科、道徳、総合的な学習、人権週間における取
り組み

各校の計画

研究紀要の作成・配付 1 学校教育課
豊川市小中学校人権教育研究会において指定された
学校の実践の様子を紀要にまとめ年度末に配付

3月
豊川市小中学校人権教育研究会において指定された
学校の実践の様子を紀要にまとめ年度末に配付

3月

国や県などの情報の提供 2 学校教育課
県や国などから送られてくる人権教育に関わる情報
を各校に提供

随時
県や国などから送られてくる人権教育に関わる情報
を各校に提供

随時

　３－２　学校等における人権教育の推進

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業

（１）あらゆる教育活動を通じた人権尊重の教育の充実

①　就学前も含めて人権尊重の教育を推進します

②　人権尊重教育の内容・方法などを充実します

③　人権尊重教育についての情報を提供します



1 保育課
人権、加配保育や食物アレルギーに関する研修への
参加

随時
人権、加配保育や食物アレルギーに関する研修への
参加

随時

2 学校教育課
人権に関わる各種研修への参加及び研修内容の校内
への伝達

随時
人権に関わる各種研修への参加及び研修内容の校内
への伝達

随時

3 人権交通防犯課 人権に関わる各種研修支援 随時 人権に関わる各種研修支援 随時

豊川市小中学校人権教育研
究会の取組みの充実

4 学校教育課
研究紀要の原稿執筆、原稿審議を通して人権教育に
関する理解を深め、多様な教材、指導方法等を研究

通年
研究紀要の原稿執筆、原稿審議を通して人権教育に
関する理解を深め、多様な教材、指導方法等を研究

通年

人権に配慮した保育への指
導の徹底

1 保育課
各保育園の保育理念や基本方針に明確に示し、全体
的な計画を通して保育内容に反映

通年
各保育園の保育理念や基本方針に明確に示し、全体
的な計画を通して保育内容に反映

通年

人権に配慮した教育への指
導の徹底

2 学校教育課
すべての教育活動を通じて、人権尊重の意識を高
め、「実践力」を向上

通年
すべての教育活動を通じて、人権尊重の意識を高
め、「実践力」を向上

通年

教職員に対する指導の強化 3 学校教育課
豊川市小中学校人権教育研究会において、人権に対
する理解と研修を推進

通年
豊川市小中学校人権教育研究会において、人権に対
する理解と研修を推進

通年

相談体制の整備 1 学校教育課
スクールカウンセラー、ハートフル相談員、心理教
育相談室「ゆずりは」による児童生徒、保護者、教
職員等へのカウンセリング機能を充実

通年
スクールカウンセラー、ハートフル相談員、心理教
育相談室「ゆずりは」による児童生徒、保護者、教
職員等へのカウンセリング機能を充実

通年

保育園等地域活動の充実 1
子育て支援課
保育課

町内会サークル、自主サークル等との交流や、保育
園における育児相談やミニ体験等を通して地域の子
育て支援の実施

通年
町内会サークル、自主サークル等との交流や、保育
園における育児相談やミニ体験等を通して地域の子
育て支援の実施

通年

家庭、地域社会への情報提
供の充実

2 学校教育課

学校だより、学年だより、ＰＴＡ新聞、学校ＨＰ、
携帯電話登録システムにより情報発信
年2回の「学校の日」、授業参観日等をはじめとす
る開かれた学校づくりを推進
学校運営協議会を定期的に開催し、地域・家庭・学
校との連携・協力を推進

各校の計画

随時

各校の計画

学校だより、学年だより、ＰＴＡ新聞、学校ＨＰ、
携帯電話登録システムにより情報発信
年2回の「学校の日」、授業参観日等をはじめとす
る開かれた学校づくりを推進
学校運営協議会を定期的に開催し、地域・家庭・学
校との連携・協力を推進

各校の計画

随時

各校の計画

ＰＴＡ、子ども会など社会
教育団体への支援

3 生涯学習課 社会教育活動の促進を図るための補助 4月 社会教育活動の促進を図るための補助 4月

教職員・保育士の研修の充
実

（３）安心して楽しく学ぶための環境づくり

①　人権に配慮した教育指導と学校づくりを進めます

②　児童・生徒に対する相談体制を整備します

（４）家庭・地域・行政との連携強化

①　家庭・地域・行政との連携・協力の強化を図ります

（２）教職員・保育士の指導力の向上

①　教職員・保育士の指導力の向上を図ります



内容 実施時期 内容 予定時期

新規採用職員研修を実施 1 人事課 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日

市職員の講演会などへの参
加促進

2 人権交通防犯課 各種講座、講演会への参加依頼 随時 各種講座、講演会への参加依頼 随時

人権講座などへの参加 3 人権交通防犯課
あいち人権講座等への参加
部落問題等に関する講座・人権大学への参加

随時
あいち人権講座等への参加
部落問題等に関する講座・人権大学への参加

随時

研修指導者の養成 4 人権交通防犯課 県主催の人権啓発指導者研修会に参加 7月・8月 県主催の人権啓発指導者研修会に参加 7月・8月

部落差別解消推進法、ヘイ
トスピーチ解消法、ＬＧＢ
Ｔに対する理解促進

5 人権交通防犯課
部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法、ＬＧ
ＢＴについて理解を深めるよう通知文を発出
また、職員向けＬＧＢＴ基礎理解セミナーを開催

通年
9月2日

部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法、ＬＧ
ＢＴについて理解を深めるよう通知文を発出 通年

（１）市の職場における人権教育・啓発の充実

①　人権尊重を基本とした職務を遂行するための教育・啓発を充実します

　３－３　職場における人権教育・啓発の推進

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業



教職員の講演会などへの参
加促進

1 人権交通防犯課 各種講座、講演会への参加依頼 随時 各種講座、講演会への参加依頼 随時

豊川市の「学校教育につい
て」の周知徹底

2 学校教育課
愛知県教育委員会の「学校教育について」を受け
て、「豊川市の学校教育について」を定め、年度当
初の校長会で周知の徹底

4月
愛知県教育委員会の「学校教育について」を受け
て、「豊川市の学校教育について」を定め、年度当
初の校長会で周知の徹底

4月

市内全教職員への啓発 3 学校教育課
豊川市人権教育研究会の総会を開催し、市内全教職
員に対して人権教育の啓発を実施

4月
豊川市人権教育研究会の総会を開催し、市内全教職
員に対して人権教育の啓発を実施

4月

4 学校教育課

小中学校初任者研修
　（教員としての使命感を養い、実践的指導力を向
上させ、幅広い見識を体感させるとともに、人権感
覚の鋭い教師となるための基礎的な内容について研
修を実施）

県教委の計画

小中学校初任者研修
　（教員としての使命感を養い、実践的指導力を向
上させ、幅広い見識を体感させるとともに、人権感
覚の鋭い教師となるための基礎的な内容について研
修を実施）

県教委の計画

5 学校教育課

教職経験者研修
　（人権教育について、教職経験の節目にあたる
6・11年目の教員に「5年経験者研修」「10年経験者
研修」の一つとしてeラーニング研修を実施）

県教委の計画

教職経験者研修
　（人権教育について、教職経験の節目にあたる
6・11年目の教員に「5年経験者研修」「10年経験者
研修」の一つとしてeラーニング研修を実施）

県教委の計画

6 学校教育課

新任教務主任研修講座
　（各学校における人権教育の推進に生かすため、
教育の今日的課題である人権教育についてeラーニ
ング研修を実施）

県教委の計画

新任教務主任研修講座
　（各学校における人権教育の推進に生かすため、
教育の今日的課題である人権教育についてeラーニ
ング研修を実施）

県教委の計画

7 学校教育課

道徳教育講座
　（小中学校の中核的指導者に対して、道徳教育・
心の教育の一層の充実を図るとともに、人権教育の
充実を図るため研修を実施）

県教委の計画

道徳教育講座
　（小中学校の中核的指導者に対して、道徳教育・
心の教育の一層の充実を図るとともに、人権教育の
充実を図るため研修を実施）

県教委の計画

8 学校教育課

小中学校新任校長・教頭研修会
　（学校経営の中で豊かな人間性を育むために、人
権教育に関する諸問題についてeラーニング研修を
実施）

県教委の計画

小中学校新任校長・教頭研修会
　（学校経営の中で豊かな人間性を育むために、人
権教育に関する諸問題についてeラーニング研修を
実施）

県教委の計画

新規採用職員研修を実施 1 人事課 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日

消防職員の講演会などへの
参加促進

2 人権交通防犯課 各種講座、講演会への参加依頼 随時 各種講座、講演会への参加依頼 随時

愛知県消防学校での講義の
実施

3 消防本部総務課
消防職員初任科教育の「服務・勤務」科目において
人権問題に関する講義を実施

年2回
消防職員初任科教育の「服務・勤務」科目において
人権問題に関する講義を実施

通年

（２）特定の職場に従事する者に対する人権教育・啓発の充実

①　教職員に対する人権教育・啓発を充実します

研修、講座の実施

②　消防職員に対する人権教育・啓発を充実します



新規採用職員研修の実施 1 人事課 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日

個人情報保護などプライバ
シーについて意識啓発

2 保健センター
保健師や保健事業に携わる者に、人権、個人情報保
護などの意識啓発

通年
保健師や保健事業に携わる者に、人権、個人情報保
護などの意識啓発

通年

市職員の講演会などへの参
加促進

3 人権交通防犯課 各種講座、講演会への参加依頼 随時 各種講座、講演会への参加依頼 随時

市民病院職員への研修の実
施

4 市民病院庶務課
新規採用職員研修「人権の話」 62人
事務局職員（事務3人）、医療・保健関係職員（看
護職員42人、医療技術職員14人、介護福祉士3人）

4月

新規採用職員 72人（事務局職員（事務1人）、医
療・保健関係職員（看護職員56人）、医療技術職員
15人）に対して、人権に関するパンフレットを配
布。新型コロナウイルス感染拡大防止対策により研
修会は中止

4月

新規採用職員研修を実施 1 人事課 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日

社会福祉関係職員研修 2 福祉課 県等が開催する研修に参加 随時 県等が開催する研修に参加 随時

福祉関係従事者への研修参
加要請

3 福祉課 県等が開催する研修の情報提供の実施 随時 県等が開催する研修の情報提供の実施 随時

障害者差別解消法の情報提
供

4 福祉課
障害者差別解消法について、リーフレットによる案
内

通年
障害者差別解消法について、リーフレットによる案
内

通年

保育士の研修の充実 5 保育課
人権、加配保育や食物アレルギーに関する研修への
参加

随時
人権、加配保育や食物アレルギーに関する研修への
参加

随時

介護保険関係者への研修 6 介護高齢課
介護保険関係者を対象に地域包括ケアシステムに関
する研修会を実施

9/7・9/19・
9/26・9/29・
2/23

介護保険関係者を対象に地域包括ケアシステムに関
する研修会を実施

9月・2月

市職員の講演会などへの参
加促進

7 人権交通防犯課 各種講座、講演会への参加依頼 随時 各種講座、講演会への参加依頼 随時

③　医療、保健関係者に対する人権教育・啓発を充実します

④　福祉関係者に対する人権教育・啓発を充実します



女性弁護士による法律相談
の実施

1 人権交通防犯課
プリオ市民相談室での法律相談において、女性弁護
士が従事する日のうち2回について女性の相談申し
込みを優先して受付

6月、12月
プリオ市民相談室での法律相談において、女性弁護
士が従事する日のうち2回について女性の相談申し
込みを優先して受付

5月、1月

男女雇用機会均等法や労働
基準法などの情報提供

2 商工観光課
男女雇用機会均等法や労働基準法などについて、チ
ラシ等による案内

通年
男女雇用機会均等法や労働基準法などについて、チ
ラシ等による案内

通年

待遇等に関する相談窓口の
情報提供及び相談実施

3 商工観光課
さまざまなハラスメントや待遇等に関して相談ので
きる場所について、チラシ等による案内及び相談の
実施

通年
さまざまなハラスメントや待遇等に関して相談ので
きる場所について、チラシ等による案内及び相談の
実施

通年

待遇に関する企業の責任等
に関連する情報提供

4 商工観光課
待遇に関する企業の責任等に関連する情報につい
て、チラシ等による案内

通年
待遇に関する企業の責任等に関連する情報につい
て、チラシ等による案内

通年

新規採用職員研修を実施 1 人事課
新規採用職員研修において「男女共同参画の話」を
実施

4月12日
新規採用職員研修において「男女共同参画の話」を
実施

4月10日

男女共同参画の意識啓発 2 人権交通防犯課 企業等を対象とした男女共同参画啓発講座の啓発 随時 企業等を対象とした男女共同参画啓発講座の啓発 随時

農家における家族経営協定
の普及啓発

3 農務課
自営業者等における女性従業者の労働条件、労働環
境の改善に向け、「家族経営協定制度」の普及を図
り啓発を行います。

随時
自営業者等における女性従業者の労働条件、労働環
境の改善に向け、「家族経営協定制度」の普及を図
り啓発を行います。

随時

農家における男女共同参画
を推進するため、農村生活
アドバイザーの活用

4 農務課
県が認定した農村生活アドバイザーを活用し、農業
振興に係る女性の意見を積極的に取り入れます。

随時
県が認定した農村生活アドバイザーを活用し、農業
振興に係る女性の意見を積極的に取り入れます。

随時

男女共同参画に関連する情
報提供

5 商工観光課
男女共同参画に関連する情報について、チラシ等に
よる案内

通年
男女共同参画に関連する情報について、チラシ等に
よる案内

通年

プライバシーについての意
識啓発

1 人権交通防犯課 ホームﾍﾟｰｼﾞなどを通じて意識啓発を実施 通年 ホームﾍﾟｰｼﾞなどを通じて意識啓発を実施 通年

（３）企業等への啓発の充実

①　雇用や職場における均等な機会と待遇の確保を推進します

②　就労の場における男女共同参画を推進します

③　個人のプライバシーに対する正しい理解を啓発します



内容 実施時期 内容 予定時期

1 介護高齢課 高齢者虐待防止に関する記事を掲載 9月 高齢者虐待防止に関する記事を掲載 9月

2 人権交通防犯課
広報とよかわ6月号へ男女共同参画週間に関する記
事を、11月号へ「女性に対する暴力をなくす運動」
に関する記事を掲載

6月、11月
広報とよかわ6月号へ男女共同参画週間に関する記
事を、11月号へ「女性に対する暴力をなくす運動」
に関する記事を掲載

6月、11月

3 福祉課 障害者差別解消法に関する記事を掲載 実施なし 障害者差別解消法に関する記事を掲載 秋頃

4 市民協働国際課
ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語の広報に
記事を掲載

毎月
ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語に加え、
ベトナム語、インドネシア語の広報に記事を掲載

毎月（べ・イ
語については
10月以降）

5 介護高齢課 高齢者虐待防止に関する記事を掲載 通年 高齢者虐待防止に関する記事を掲載 通年

6 人権交通防犯課
男女共同参画週間に関する記事と「女性に対する暴
力をなくす運動」に関する記事を掲載

通年
男女共同参画週間に関する記事と「女性に対する暴
力をなくす運動」に関する記事を掲載

通年

7 福祉課 障害者差別解消法に関する記事を掲載 通年 障害者差別解消法に関する記事を掲載 通年

8 市民協働国際課
ポルトガル語、英語、中国語のホームページに啓発
記事を掲載

通年
ポルトガル語、英語、中国語のホームページに啓発
記事を掲載

通年

9 人権交通防犯課 市役所、各施設に啓発冊子の配置やポスター掲示 通年 市役所、各施設に啓発冊子の配置やポスター掲示 通年

10 生涯学習課 啓発資料の掲示、配布を所管施設において実施 随時 啓発資料の掲示、配布を所管施設において実施 随時

外国語版「とよかわ安心
メール」による啓発実施

11 市民協働国際課
ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語の「とよ
かわ安心メール」登録者へのメール配信による啓発
の実施

毎月
ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、ベトナ
ム語の「とよかわ安心メール」登録者へのメール配
信による啓発の実施

毎月（べ語に
ついては８月
から）

　３－４　行政における人権啓発活動の推進

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業

（１）啓発活動の充実

①　広報誌・ホームページ等を活用します

広報誌への記事掲載
（一部事業は「②人権週間
などの機会を捉えて啓発し
ます」他に記載）

ホームページへの記事掲載
（同上）

啓発資料などによる情報提
供
(同上）



障害者週間における啓発活
動の実施

1 福祉課 障害者週間をとらえ、広報誌に啓発記事を掲載 12月 障害者週間を捉え、広報誌に啓発記事を掲載 12月

児童虐待防止推進月間にお
ける啓発活動の実施

2 子育て支援課
児童虐待防止推進月間について広報掲載、関係機関
へのポスター掲示を行い啓発活動を実施

11月
児童虐待防止推進月間について広報掲載、関係機関
へのポスター掲示を行い啓発活動を実施

11月

高齢者・障害者の人権あん
しん相談」強化週間におけ
る啓発活動の実施

3 介護高齢課
全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強
化週間にポスターを掲示

9月中の1週間
全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強
化週間にポスターを掲示

9月中の1週間

啓発資料の掲示、配布 4 保健センター
保健師や保健事業に携わる者に、人権、個人情報保
護などの意識啓発

通年
保健師や保健事業に携わる者に、人権、個人情報保
護などの意識啓発

通年

男女共同参画週間及び月間
の啓発

5 人権交通防犯課
市役所ロビーでの啓発パネル展示(週間)、公用車用
マグネットシートを利用した啓発活動の実施（週
間、月間）

6月、10月
市役所ロビーでの啓発パネル展示(週間)、公用車用
マグネットシートを利用した啓発活動の実施（週
間、月間）

6月、10月

イベントにおける男女共同
参画コーナーの設置

6 人権交通防犯課
おいでん祭において男女共同参画に関するアンケー
トを実施するとともに、啓発物品を配布

5月
おいでん祭において男女共同参画に関するアンケー
トを実施するとともに、啓発物品を配布

5月

人権擁護委員の日における
啓発活動の実施

7 人権交通防犯課
人権擁護委員の日について広報誌掲載、人権広報大
使いなりんと市役所ロビーにて啓発活動の実施

5月31日
人権擁護委員の日について広報誌掲載、人権広報大
使いなりんと市役所ロビーにて啓発活動の実施

6月1日

人権週間における啓発活動
の実施

8 人権交通防犯課
人権週間について広報誌掲載、人権広報大使いなり
んと市役所ロビーにて啓発活動の実施

12月4日
人権週間について広報誌掲載、人権広報大使いなり
んと市役所ロビーにて啓発活動の実施

12月4日

本人通知制度の実施 9 市民課
住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人
の権利の侵害防止を図るために本人通知制度を実施

通年
住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人
の権利の侵害防止を図るために本人通知制度を実施

通年

②　人権週間などの機会を捉えて啓発します



市民意識調査の実施 1 秘書課
調査票において、男女共同参画や人権の尊重に対す
る意識についての設問を掲載

5月
２年に１度（隔年）の事業であるため、実施しな
い。

隔年

人権に関する情報収集 2 人権交通防犯課
国・県・県内市等関係機関から情報収集
豊川市行動計画実施状況の把握

通年
国・県・県内市等関係機関から情報収集
豊川市行動計画実施状況の把握

通年

人権に関する市民意識調査
の実施

3 人権交通防犯課 令和２年度実施予定 ― 豊川市人権に関する市民意識調査を実施 9月～10月

障害者虐待防止センターの
設置

1 福祉課
障害者虐待防止について関係機関と連携した対策の
実施

通年
障害者虐待防止について関係機関と連携した対策の
実施

通年

生活困窮者相談の周知・充
実

2 福祉課
生活相談窓口を設置し、相談支援員と就労支援員に
より自立に向けた支援を実施

随時
生活相談窓口を設置し、相談支援員と就労支援員に
より自立に向けた支援を実施

随時

要保護児童対策地域協議会
の設置

3 子育て支援課
児童虐待防止について関係機関と連携した対策の実
施

通年
児童虐待防止について関係機関と連携した対策の実
施

通年

高齢者虐待防止ネットワー
クの構築

4 介護高齢課
関係機関が連携して虐待防止と対応にあたる高齢者
虐待防止ネットワークを構築

通年
関係機関が連携して虐待防止と対応にあたる高齢者
虐待防止ネットワークを構築

通年

権利擁護体制の整備 5 介護高齢課
成年後見による権利擁護を行うことができるよう社
会福祉協議会、ＮＰＯと連携

通年
成年後見による権利擁護を行うことができるよう社
会福祉協議会、ＮＰＯと連携

通年

女性悩みごと相談の実施 6 人権交通防犯課
プリオ５階市民相談室において、女性を対象とした
悩みごと相談を実施（予約優先制）

毎月第1、第3
金曜日

プリオ５階市民相談室において、女性を対象とした
悩みごと相談を相談枠を増設して実施（予約優先
制）

毎月第1、第3
金曜日、第2
火曜日

人権に関する相談窓口や支
援体制の周知、充実

7 人権交通防犯課
相談窓口の体制整備やホームページ及び広報誌に相
談日程を掲載し周知

通年
相談窓口の体制整備やホームページ及び広報誌に相
談日程を掲載し周知

通年

こぎつね教室の開催 8 市民協働国際課
日本語を話せない外国にルーツのある子どもに、日
本語を習得させることを目的に教室を開催し、不就
学、不登校を解消

通年
日本語を話せない外国にルーツのある子どもに、日
本語を習得させることを目的に教室を開催し、不就
学、不登校を解消

通年

外国人向け各種相談事業の
実施

10 市民協働国際課

ポルトガル語、英語、中国語による窓口相談事業を
実施　その他主要言語（ベトナム、フィリピン語
等）はタブレット端末によるテレビ電話通訳サービ
スにより実施

通年

ポルトガル語、英語、中国語、ベトナム語による窓
口相談事業を実施　その他主要言語（インドネシア
語、フィリピン語等）はタブレット端末によるテレ
ビ電話通訳サービスにより実施

通年

関係機関との連携強化 11 学校教育課
スクールカウンセラー、ハートフル相談員、心理教
育相談室「ゆずりは」など関係機関と連携してカウ
ンセリングを実施

通年
スクールカウンセラー、ハートフル相談員、心理教
育相談室「ゆずりは」など関係機関と連携してカウ
ンセリングを実施

通年

障害者差別解消法に基づく
差別に関する相談の実施

12 福祉課
民間事業者による差別に関する相談を福祉課、豊川
市相談支援事業所等、市職員による差別に関する相
談を福祉課、人事課、教育委員会庶務課で実施

通年
民間事業者による差別に関する相談を福祉課、豊川
市相談支援事業所等、市職員による差別に関する相
談を福祉課、人事課、教育委員会庶務課で実施

通年

（２）人権侵害に対する相談・支援体制などの充実

①　人権に関する情報収集と意識調査などを充実します

②　人権侵害に対する相談・支援体制などを充実します



地域活動者や民生委員・児
童委員との連携強化

1 福祉課 第3次地域福祉計画に沿った事業の推進 通年 第3次地域福祉計画に沿った事業の推進 通年

民生委員・児童委員との連
携

2

福祉課
介護高齢課
子育て支援課
保育課

地域で活躍する民生委員・児童委員と連携を図った
支援の充実

通年
地域で活躍する民生委員・児童委員と連携を図った
支援の充実

通年

市民活動団体間との連携の
強化

3 市民協働国際課
市民活動団体間や市民活動団体との交流を深めるた
め、「えがおフェス」を開催

11月10日
市民活動団体間や市民活動団体との交流を深めるた
め、「えがおフェス」を開催

11月8日

障害者地域自立支援協議会
の開催

1 福祉課
障害者地域自立支援協議会を開催し、障害者支援の
充実

7月
随時

障害者地域自立支援協議会を開催し、障害者支援の
充実

定期及び随時

障害者相談の周知、充実 2 福祉課
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時

成年後見制度利用支援 3
福祉課
介護高齢課

成年後見制度利用への支援を実施 随時 成年後見制度利用への支援を実施 随時

相談対応 4 介護高齢課
市及び市内４箇所の高齢者相談センターと５箇所の
出張所で相談に対応

通年
市及び市内４箇所の高齢者相談センターと６箇所の
出張所（令和２年６月から１箇所増設）で相談に対
応

通年

健康相談及びこころの健康
相談窓口の充実

5 保健センター
①健康相談　②食べ方と栄養相談　　③こころの電
話相談　④こころの健康相談

①②月1回
③開庁日
④月2回

①健康相談　②食べ方と栄養相談　　③こころの電
話相談　④こころの健康相談

①②月1回
③開庁日
④月2回

長期療養児への支援 6 保健センター 長期療養児親の会（とことこの集い）の開催 10月 長期療養児親の会（とことこの集い）の開催 10月　2月

③　みんなで助け合い支え合うしくみをつくります

④　高齢者、障害者やその家族に対する各種相談を充実します



障害者相談の周知、充実 1 福祉課
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時

子育て支援センター事業の
充実

2 子育て支援課
子育て支援の拠点施設として、育児相談、子育て情
報の提供、子育てサークル支援などを実施

通年
子育て支援の拠点施設として、育児相談、子育て情
報の提供、子育てサークル支援などを実施

通年

各種子育て相談体制の充実 3
子育て支援課
保育課
保健センター

家庭児童相談室、保育園乳幼児子育て相談、保健セ
ンター育児相談の子育て相談窓口を充実

通年
家庭児童相談室、保育園乳幼児子育て相談、保健セ
ンター育児相談の子育て相談窓口を充実

通年

相談対応 4 介護高齢課
市及び市内４箇所の高齢者相談センターと５箇所の
出張所で相談に対応

通年
市及び市内４箇所の高齢者相談センターと６箇所の
出張所（令和２年６月から１箇所増設）で相談に対
応

通年

介護相談の充実 5 介護高齢課 介護者交流会で介護の相談を実施 月1回 介護者交流会で介護の相談を実施 月1回

子育て相談の充実 6 保健センター
保健師・栄養士・歯科衛生士による子育て相談の場
を提供、チラシ等で周知

5か所・年51
回

保健師・栄養士・歯科衛生士による子育て相談の場
を提供、チラシ等で周知

5か所・年59
回

利用者支援事業の実施 7
子育て支援課
保育課
保健センター

子育て支援サービス等に関する情報収集と提供、
個々のニーズに併せた助言等、関係機関との連絡調
整等を実施

通年
子育て支援サービス等に関する情報収集と提供、
個々のニーズに併せた助言等、関係機関との連絡調
整等を実施

通年

市民活動団体との協働によ
る講座の開催

1 人権交通防犯課

市民活動団体との協働により、「Nobody's Perfect
～完璧な親なんていない～」（全6回）、「男性限
定 働き方・生き方を見直すための講座」（全1
回）、「女性限定 母と娘はなぜこじれるのか」
（全2回）を開催

8月、9月～10
月、11月

市民活動団体との協働により、「Nobody's Perfect
～完璧な親なんていない～」（全6回）、「男性限
定 働き方・生き方を見直すための講座」（全1
回）、「女性限定 母と娘はなぜこじれるのか」
（全2回）を開催

8月、9月～10
月、11月

コミュニティリーダー養成
講座の開催

2 市民協働国際課
コミュニティリーダーを養成するため、地域づくり
に関する講演会を開催

１回
（7月1日）

コミュニティリーダーを養成するため、地域づくり
に関する講演会を開催

１回
（7月2日）

市内事業所における人権講
演会の開催

3 人権交通防犯課 事業所主催による人権講演会の実施支援 随時 事業所主催による人権講演会の実施支援 随時

⑤　子育て・介護など家庭への支援を充実します

⑥　協働で明るいまちづくりを進めます



内容 実施時期 内容 予定時期

ジェンダーに配慮した表
示・表現の徹底

1 秘書課
広報物などの制作・発行にあたっては、ジェンダー
の視点にたって、人権に配慮した表現にするように
努めた

通年
広報物などの制作・発行にあたっては、ジェンダー
の視点にたって、人権に配慮した表現にするように
努める

通年

男女共同参画情報紙による
啓発

2 人権交通防犯課
男女共同参画情報紙「ゆい」を年2回（各号3,500
部）発行し、公共施設等に設置するとともに、イベ
ントや講演会開催時にも配布

9月、3月
男女共同参画情報紙「ゆい」を年2回（各号3,500
部）発行し、公共施設等に設置するとともに、イベ
ントや講演会開催時にも配布

9月、3月

デートＤＶ防止研修会の開
催

3 人権交通防犯課
市内の高校を対象に、「デートＤＶ防止研修会」を
開催

2月10日
市内の高校を対象に、「デートＤＶ防止研修会」を
開催

2月

ホームページを利用した啓
発

4 人権交通防犯課

市ホームページに開設している「ＮＥＴゆい豊川市
男女共同参画推進センター」の情報を更新するとと
もに、ジェンダーの視点に配慮した表現について解
説する「表現のガイドライン」を掲載

通年

市ホームページに開設している「ＮＥＴゆい豊川市
男女共同参画推進センター」の情報を更新するとと
もに、ジェンダーの視点に配慮した表現について解
説する「表現のガイドライン」を掲載

通年

児童生徒への男女平等意識
の啓発

5 学校教育課
すべての教育活動を通じて意識を高め「実践力」を
向上

通年
すべての教育活動を通じて意識を高め「実践力」を
向上

通年

（１）男女が互いに人権を尊重できる人づくり

①　人権を尊重し男女共同参画意識の向上を図ります

第４章　重要課題への対応

　４－１　女性

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業



セクシュアル・ハラスメン
ト防止の周知徹底

1 人事課
豊川市職員服務規程及び職場におけるセクシュア
ル・ハラスメントの防止に関する基本方針に基づき
周知徹底

通年
豊川市職員服務規程及び職場におけるセクシュア
ル・ハラスメントの防止に関する基本方針に基づき
周知徹底

通年

配偶者などからの被害者保
護

2 人権交通防犯課
ＤＶ被害者保護支援のため、状況に応じた警察や福
祉事務所、関係各課との連携体制を構築

随時
ＤＶ被害者保護支援のため、状況に応じた警察や福
祉事務所、関係各課との連携体制を構築

随時

ＤＶ被害者保護支援の関係
機関ネットワーク強化

3 人権交通防犯課
ＤＶ被害者保護支援の関係機関連携を図るために県
主催の会議で意見交換や情報提供の実施

7月4日
ＤＶ被害者保護支援の関係機関連携を図るために県
主催の会議で意見交換や情報提供の実施

7月

母子生活支援施設の情報提
供

4 子育て支援課
暴力等によるＤＶ被害の母子の相談を受け、必要が
あれば母子保護を実施

通年
暴力等によるＤＶ被害の母子の相談を受け、必要が
あれば母子保護を実施

通年

高齢者虐待防止ネットワー
クの構築

5 介護高齢課
関係機関が連携して虐待防止と対応にあたる高齢者
虐待防止ネットワークを構築

通年
関係機関が連携して虐待防止と対応にあたる高齢者
虐待防止ネットワークを構築

通年

女性のＤＶ相談の実施 6 人権交通防犯課
プリオ５階市民相談室で実施する女性を対象とした
悩み事相談の中でＤＶ相談を実施

毎月第1、第3
金曜日

プリオ５階市民相談室において、女性を対象とした
悩みごと相談を相談枠を増設して実施（予約優先
制）

毎月第1、第3
金曜日、第2
火曜日

広報等への記事掲載 7 人権交通防犯課
広報とよかわ11月号及び市ホームページへ「女性に
対する暴力をなくす運動」の記事を掲載

11月
広報とよかわ11月号及び市ホームページへ「女性に
対する暴力をなくす運動」の記事を掲載

11月

男女共同参画関係団体の
ネットワーク強化

8 人権交通防犯課

人権・男女共同参画講演会において男女共同参画関
係団体（２団体）に受付等の協力依頼をし、情報提
供をしたが、新型コロナウィルスの感染拡大防止の
ため中止となった

2月
人権・男女共同参画講演会において男女共同参画関
係団体（２団体）に受付等の協力依頼をし、情報提
供や意見交換を実施

2月

労働相談窓口の情報提供及
び相談の実施

9 商工観光課
労働相談窓口について、チラシ等による案内及び相
談の実施

通年
労働相談窓口について、チラシ等による案内及び相
談の実施

通年

セクシュアル・ハラスメン
ト防止の周知徹底

10 市民病院庶務課
豊川市職員服務規程及び職場におけるセクシュア
ル・ハラスメントの防止に関する基本方針に基づき
周知徹底

人事課の計画
豊川市職員服務規程及び職場におけるセクシュア
ル・ハラスメントの防止に関する基本方針に基づき
周知徹底

人事課の計画

②　女性などに対する暴力の根絶対策を充実します



日々の保育生活の中で、お
互いの人権を尊重しあえる
ような保育内容の実施

1 保育課 保育士が日々の保育場面にて実施 通年 保育士が日々の保育場面にて実施 通年

世代間交流事業などふれあ
いの機会の充実

2 保育課
保育所年長児の敬老会への参加、小中高生の体験保
育受入れによる交流の実施

通年
保育所年長児の敬老会への参加、小中高生の体験保
育受入れによる交流の実施、祖父母交流会の実施

通年

育児に関する教室に男性が
参加できる体制づくり

3 保健センター
妊婦とその家族を対象に｢パパママ教室」「おふろ
講座」を開催

年20回
妊婦とその家族を対象に｢１日でわかる！産後ライ
フ教室」を開催

年12回

出産・育児に関する制度の
紹介

4 保健センター
働く女性・男性のための出産・育児に関する制度や
情報を、母子健康手帳やパンフレットにて紹介

母子健康手帳
交付時

働く女性・男性のための出産・育児に関する制度や
情報を、母子健康手帳やパンフレットにて紹介

母子健康手帳
交付時

情報紙の活用 5 人権交通防犯課
情報紙「ゆい」にワーク・ライフ・バランスに関す
る記事を掲載し、公共施設等で配布

9月
情報紙「ゆい」にワーク・ライフ・バランスに関す
る記事を掲載し、公共施設等で配布

9月

男性の家事参加の促進 6 人権交通防犯課
お父さんといっしょに作ろう！簡単☆クッキング講
座を開催

2月22日
お父さんといっしょに作ろう！簡単☆クッキング講
座を開催

2月

ワーク・ライフ・バランス
等に関する情報提供

7 商工観光課
ワーク・ライフ・バランスや育児・介護休業制度な
どについて、チラシ等による案内

通年
ワーク・ライフ・バランスや育児・介護休業制度な
どについて、チラシ等による案内

通年

児童生徒への家庭における
固定的性別役割分担意識の
解消に向けた啓発

8 学校教育課
すべての教育活動を通じて意識を高め「実践力」を
向上

通年
すべての教育活動を通じて意識を高め「実践力」を
向上

通年

男性への料理、家事、など
に関する講座の開催

9 生涯学習課 地域生涯学習講座「男の料理教室」開催 年6回 地域生涯学習講座「男の料理教室」開催 随時

（２）仕事と生活が調和する社会づくり

①　仕事と生活の調和がとれた体制・環境をつくります



障害者相談の周知、充実 1 福祉課
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時

多様なニーズに応じた保育
体制の充実

2 保育課
3歳未満児の受入れ態勢の充実を進め、時間外保育
や一時的保育の充実、病児・病後児保育や休日保育
の利用拡大

通年
３歳未満児の受入れ態勢の充実を進め、時間外保育
や一時的保育、病児・病後児保育や休日保育を実施

通年

子育て支援事業の推進 3 子育て支援課
ファミリーサポートセンター事業、子育て短期支援
事業の利用継続

通年
ファミリーサポートセンター事業、子育て短期支援
事業の利用継続

通年

母子家庭自立支援事業の周
知

4 子育て支援課
高等職業訓練促進給付金を中心に窓口等を周知し、
利用者増を図りながら母子家庭の自立を推進

通年
高等職業訓練促進給付金を中心に窓口等を周知し、
利用者増を図りながら母子家庭の自立を推進

通年

教室の開催 5 介護高齢課 家族介護教室を開催 7月に2回 家族介護教室を開催 7月に2回

子ども医療費助成制度の充
実

6 保険年金課
中学3年生までの子どもを持つ家庭の医療費負担を
軽減するために医療費助成を実施

通年

子どもを持つ家庭の医療費負担を軽減するために、
中学3年生までの子どもに対しては入通院にかかる
医療費助成を、高校生世代の子どもに対しては入院
にかかる医療費助成を実施

通年

子育て相談の充実 7 保健センター
保健師・栄養士・歯科衛生士による子育て相談の場
を提供、チラシ等で周知

5か所・年51
回

保健師・栄養士・歯科衛生士による子育て相談の場
を提供、チラシ等で周知

5か所・年59
回

妊娠・出産期支援体制の充
実

8 保健センター
妊産婦がホームヘルパーによる家事支援等を受けた
場合の利用費補助を実施。産後ケア事業の実施。

通年
妊産婦がホームヘルパーによる家事支援等を受けた
場合の利用費補助を実施。産後ケア事業の実施。

通年

子どもの居場所づくりの充
実

9 生涯学習課 放課後子ども教室の実施 通年 放課後子ども教室の実施 通年

女性登用促進ガイドライン
の周知

1 人権交通防犯課

「豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライ
ン」に基づき、各部長・課長へ女性登用に関する理
解と協力を依頼、関係各課・機関へ女性登用状況調
査を実施

4月、2月

「豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライ
ン」に基づき、各部長・課長へ女性登用に関する理
解と協力を依頼、関係各課・機関へ女性登用状況調
査を実施

4月、2月

女性の就労を支援する講座
の開催

2 人権交通防犯課
エンパワーメント講座「女性のための再就職応援セ
ミナー」（全2回）を開催

6月、7月
エンパワーメント講座「女性のための再就職応援セ
ミナー」（全2回）を開催

9月

女性人材リストの作成、活
用

3 人権交通防犯課
各課へ地域における女性リーダーを調査依頼し、そ
れを元にリストを作成して人材を活用

1月
各課へ地域における女性リーダーを調査依頼し、そ
れを元にリストを作成して人材を活用

1月

女性の起業、再就職に関す
る情報提供

4 商工観光課
女性の起業や、再就職に関連する情報について、チ
ラシ等による案内及び起業に関する事業への支援

通年
女性の起業や、再就職に関連する情報について、チ
ラシ等による案内及び起業に関する事業への支援

通年

女性の登用 5 生涯学習課
豊川市社会教育委員や豊川市青少年問題協議会など
の委員に女性を登用

5月
豊川市社会教育委員や豊川市青少年問題協議会など
の委員に女性を登用

5月

 

②　子育て及び介護を支援します

（３）女性の参画の促進

①　方針決定、計画立案等の場への女性の参画を促進します



内容 実施時期 内容 予定時期

日々の保育生活の中で、お
互いの人権を尊重しあえる
ような保育内容の実施

1 保育課 保育士が日々の保育場面にて実施 通年 保育士が日々の保育場面にて実施 通年

世代間交流事業などふれあ
いの機会の充実

2 保育課
保育所年長児の敬老会への参加、小中高生の体験保
育受入れによる交流の実施

通年
保育所年長児の敬老会への参加、小中高生の体験保
育受入れによる交流の実施、祖父母交流会の実施

通年

子育て学習、子育て中の親
への情報提供・学習支援

3 保健センター
子育て安心教室（からだ編、こころ編、おくすり
編）・女性のための歯っぴー教室の開催

年13回
子育て安心教室（からだ編、おくすり編）みんなで
学ぶ赤ちゃんのきもち・女性のための歯っぴー教室
の開催

年16回

交流や体験を通じた人権尊
重精神の基礎を築く教育の
推進

4 学校教育課
交流や体験を通じて、人権尊重を基本とした教育を
実施

通年
交流や体験を通じて、人権尊重を基本とした教育を
実施

通年

家族がふれあう各種事業の
実施

5 生涯学習課
親子ふれあい工房の実施
地域生涯学習講座「親子参加型講座」開催

年9回
年39回

親子ふれあい工房の実施
地域生涯学習講座「親子参加型講座」開催

年9回
随時

子育て中の親への情報提供 1 子育て支援課
子育て中の家庭に対して、親子あそび教室を開催し
たり、情報誌やポータルサイトで子育て情報を提供

随時
子育て中の家庭に対して、親子あそび教室を開催し
たり、情報誌やポータルサイトで子育て情報を提供

随時

人権・男女共同参画講演会
の開催

2 人権交通防犯課
人権・男女共同参画をテーマに講師を招き、講演会
を開催　→新型コロナウィルスの感染拡大防止のた
め中止

実施なし
人権・男女共同参画をテーマに講師を招き、講演会
を開催

2月27日

人権尊重の心を養うように
家族のふれあいを啓発する
とともにふれあいの機会を
設ける

3 学校教育課 家族とともに行う活動を設定した行事を各校で実施 通年 家族とともに行う活動を設定した行事を各校で実施 通年

家族がふれあう各種事業の
実施

4 生涯学習課
親子ふれあい工房の実施
地域生涯学習講座「親子参加型講座」開催

年9回
年39回

親子ふれあい工房の実施
地域生涯学習講座「親子参加型講座」開催

年9回
随時

　４－２　子ども

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業

（１）子どもの人権を尊重する意識づくり

①　交流や体験を通じて子どもの人権に対する理解を促進します

（２）豊かな人間性を育む教育の推進

①　家庭教育支援を充実します



デートＤＶ防止研修会の開
催

1 人権交通防犯課
市内の高校を対象に、「デートＤＶ防止研修会」を
開催

2月10日
市内の高校を対象に、「デートＤＶ防止研修会」を
開催

2月

各教科、道徳など全教育活
動を通じた人権尊重の意識
を高める教育の推進

2 学校教育課
道徳教育の充実を図るとともに、教科指導を進める
中で人権尊重の意識を高める教育を実施

通年
道徳教育の充実を図るとともに、教科指導を進める
中で人権尊重の意識を高める教育を実施

通年

各種講座の実施 3 生涯学習課 地域生涯学習講座「体験型講座」の実施 年26回 地域生涯学習講座「体験型講座」の実施 随時

障害者相談の周知、充実 1 福祉課
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時

保健・教育・福祉の連携強
化

2 福祉課 関係部署の連携強化の推進 随時 関係部署の連携強化の推進 随時

障害児保育の充実 3 保育課 23保育園で加配保育を実施 通年 24保育園で加配保育を実施 通年

長期療養児への支援 4 保健センター 長期療養児親の会（とことこの集い）の開催 10月 長期療養児親の会（とことこの集い）の開催 10月、2月

特別支援教育研修会の実施 5 学校教育課
支援の必要な児童生徒理解、支援方法や支援体制を
整えることを目的に、小・中学校の教員対象に学習
会を実施

年4回５月～
９月に研修

支援の必要な児童生徒理解、支援方法や支援体制を
整えることを目的に、小・中学校の教員対象に学習
会を実施

年4回５月～
９月に研修

教育支援委員会の実施 6 学校教育課
児童生徒の適切な就学に向け、豊川市教育支援委員
会を実施

11月に２回
児童生徒の適切な就学に向け、豊川市教育支援委員
会を実施

11月に２回

特別支援教育支援員の配置 7 学校教育課

身体介助の必要な児童・生徒を把握し、1日5時間×
授業日数で特別支援教育支援員を配置
医療的ケアが必要な児童・生徒に対し、看護師を配
置

通年

身体介助の必要な児童・生徒を把握し、1日5時間×
授業日数で特別支援教育支援員を配置
医療的ケアが必要な児童・生徒に対し、看護師を配
置

通年

保育士の研修の充実 1 保育課
人権、加配保育や食物アレルギーに関する研修への
参加

随時
人権、加配保育や食物アレルギーに関する研修への
参加

随時

人権保育に関する情報提供
の充実

1 保育課

在園児の保護者へは、ホームページや園だより等を
通して、就園前児の保護者には、育児相談やミニ体
験への参加等を通して、人権保育に関する情報交
換、情報提供を推進

通年

在園児の保護者にはホームページや園だより等を通
して、就園前児の保護者には育児相談やミニ体験へ
の参加等を通して、人権保育に関する情報提供、情
報交換を推進

通年

世代間交流事業などふれあ
いの機会の充実

1 保育課
家庭との連携だけでなく、敬老会等地域行事との係
わりや各種関係機関との連携を密にした保育の実施

通年
家庭との連携だけでなく、敬老会等地域行事との係
わりや各種関係機関との連携を密にした保育の実施

通年

（３）人権保育の推進(子どもの人権を守る保育の推進)

①　保育士の育成と研修を実施します

②　人権保育のための情報提供の充実と情報交換を促進します

③　家庭、地域、関係機関との連携による人権保育を進めます

②　人権尊重の教育・人間性豊かな子どもを育む教育などを推進します

③　障害児の教育・保育の環境づくりに努めます



障害者相談の周知、充実 1 福祉課
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時

要保護児童対策地域協議会
の開催

2 子育て支援課
協議会の関係機関等と連携し、要保護児童への対応
に迅速にあたるとともに、児童虐待予防活動を実施

通年
協議会の関係機関等と連携し、要保護児童への対応
に迅速にあたるとともに、児童虐待予防活動を実施

通年

養育支援訪問の実施 3 子育て支援課
養育が特に必要と思われる家庭を訪問し、養育に関
する指導・助言を実施

通年
養育が特に必要と思われる家庭を訪問し、養育に関
する指導・助言を実施

通年

児童虐待防止に関する啓発 4 子育て支援課
市広報誌で児童虐待防止に関する記事を掲載し、児
童虐待の予防・早期発見に努める

11月
市広報誌で児童虐待防止に関する記事を掲載し、児
童虐待の予防・早期発見に努める

11月

子育てに悩む保護者への家
庭訪問

5 保健センター

母子健康手帳交付時及び面接電話相談、関係機関か
らの連絡等で支援が必要な妊産婦や、乳幼児健康診
断で育児不安の軽減や経過観察を行う母子に家庭訪
問を実施

通年

母子健康手帳交付時及び面接電話相談、関係機関か
らの連絡等で支援が必要な妊産婦や、乳幼児健康診
査で育児不安の軽減や経過観察を行う母子に家庭訪
問を実施

通年

児童虐待防止法などの児童
虐待に関する各種知識の普
及・啓発

6 学校教育課
要保護児童対策地域対策協議会、実務者会議、個別
のケース検討会議に参加。関係各課と各校との連携
を密にし、児童虐待の予防・早期発見に努める

通年
要保護児童対策地域対策協議会、実務者会議、個別
のケース検討会議に参加。関係各課と各校との連携
を密にし、児童虐待の予防・早期発見に努める

通年

薬物乱用の防止対策 1 保健センター
小中学校からの要望に対し、喫煙防止等を中心に健
康教育を実施

随時
小中学校からの要望に対し、喫煙防止等を中心に健
康教育を実施

随時

ボランティア・市民活動へ
の参加促進

2 市民協働国際課
とよかわボランティア・市民活動センタープリオに
おいて「えがおフェス」を開催し、ボランティア・
市民活動についての理解や参加を促進

11月10日
とよかわボランティア・市民活動センタープリオに
おいて「えがおフェス」を開催し、ボランティア・
市民活動についての理解や参加を促進

11月8日

ボランティア体験・養成講
座の開催

3 市民協働国際課
青少年のボランティア・市民活動への参加を促進す
るため、「ボランティア・市民活動体験・養成講
座」と「若者ボランティア体験講座」を開催

各１回
（体験講座ｵﾘ
ｴﾝﾃｰｼｮﾝ6月8
日、体験期間
6月10～12月
13日、ふり返
りの会12月14
日）

青少年のボランティア・市民活動への参加を促進す
るため、「ボランティア・市民活動体験・養成講
座」と「若者ボランティア体験講座」を開催

各１回
（体験講座ｵﾘ
ｴﾝﾃｰｼｮﾝ7月18
日、体験期間
7月20日～12
月18日、ふり
返りの会12月
19日）

ＰＴＡ、子ども会など社会
教育団体への支援

4 生涯学習課 社会教育活動の促進を図るための補助 4月 社会教育活動の促進を図るための補助 4月

青少年健全育成活動の推進 5 生涯学習課
各小学校区の青少年健全育成推進協議会が中心とな
り、非行防止や環境浄化活動を実施

随時
各小学校区の青少年健全育成推進協議会が中心とな
り、非行防止や環境浄化活動を実施

随時

子ども・若者支援地域協議
会の開催

6 生涯学習課
不登校やニート・ひきこもり等の悩みや課題を抱え
る青少年の支援を目的に、代表者会議及び実務者会
議２回を開催し、関係機関の連携強化に努める。

通年
不登校やニート・ひきこもり等の悩みや課題を抱え
る青少年の支援を目的に、代表者会議及び実務者会
議２回を開催し、関係機関の連携強化に努める。

通年

青少年にかかる相談体制の
充実

7 生涯学習課
少年愛護センターの相談活動に、義務教育後の子ど
も・若者に関する心理相談（月２回）を実施

月２回
少年愛護センターの相談活動に、義務教育後の子ど
も・若者に関する心理相談（月２回）を実施

月２回

（４）子どもが健やかに育つ環境づくりと子どもの参画促進

①　児童虐待防止対策の強化などきめ細やかな取り組みを推進します

②　青少年の健全育成に努めます



つどい広場事業の実施 1 子育て支援課 乳幼児を持つ子育て中の親の交流の場を提供 通年 乳幼児を持つ子育て中の親の交流の場を提供 通年

放課後児童の健全育成 2 子育て支援課
各小学校区において児童クラブを実施（全44クラ
ブ）

通年
各小学校区において児童クラブを実施（全46クラ
ブ）

通年

児童館事業の実施 3 子育て支援課
地域の子育て支援の拠点施設として、親と子の交
流、親同士の交流の場となるよう親子教室などの事
業を提供

通年
地域の子育て支援の拠点施設として、親と子の交
流、親同士の交流の場となるよう親子教室などの事
業を提供

通年

各種子育て相談体制の充実 4
子育て支援課
保育課
保健センター

家庭児童相談室、保育園乳幼児子育て相談、保健セ
ンター育児相談の子育て相談窓口を充実

通年
家庭児童相談室、保育園乳幼児子育て相談、保健セ
ンター育児相談の子育て相談窓口を充実

通年

子育て相談の充実 5 保健センター
保健師・栄養士・歯科衛生士による子育て相談の場
を提供

5か所・年51
回

保健師・栄養士・歯科衛生士による子育て相談の場
を提供

5か所・年59
回

心理相談体制及び適応指導
教室の充実

6 学校教育課
心理教育相談室「ゆずりは」の相談体制の充実に努
める。適応指導教室「さくらんぼ」への入級につい
て、学校との連携強化に努める

通年
心理教育相談室「ゆずりは」の相談体制の充実に努
める。適応指導教室「さくらんぼ」への入級につい
て、学校との連携強化に努める

通年

情報モラル教育の充実 7 学校教育課
県教委が開設しているモラルボックスにおいて取り
組みの紹介を依頼
他校の取り組みを参考にするよう情報提供

通年
県教委が開設しているモラルボックスにおいて取り
組みの紹介を依頼
他校の取り組みを参考にするよう情報提供

通年

放課後子ども教室の充実 8 生涯学習課
週末等に社会教育施設等を活用して文化活動や地域
住民との交流活動を実施

年90教室
週末等に社会教育施設等を活用して文化活動や地域
住民との交流活動を実施

通年

子育て支援講座の実施 9 中央図書館

妊娠中の方や4カ月から1歳までの母子を対象に、①
絵本の選び方　②育児絵本の作り方　③絵本を使っ
た歌や遊びの講座「絵本で子育て楽しんでみません
か」を開催

連続3回の講
座を年2回実
施

妊娠中の方や4カ月から1歳までの母子を対象に、①
絵本の選び方　②育児絵本の作り方　③絵本を使っ
た歌や遊びの講座「絵本で子育て楽しんでみません
か」を開催
※新型コロナウイルス感染拡大防止により中止

実施なし

赤ちゃんひろば事業の実施 10 中央図書館
未就園児親子の交流の場と赤ちゃん絵本や育児情報
の提供

毎月１回
未就園児親子の交流の場と赤ちゃん絵本や育児情報
の提供

毎月１回

ふれあい体験 1 保健センター
小・中学生が地域の乳児とその保護者がふれあい、
命の大切さを感じる体験の場を提供

23小中学校で
実施

小・中学生が地域の乳児とその保護者がふれあい、
命の大切さを感じる体験の場を提供

通年

子どもの生きる力を養うた
めに地域に信頼される学校
づくりの推進

2 学校教育課
体験活動の機会や地域文化や歴史・伝統を学ぶ機会
の充実を図るとともに家庭や地域の教育力を高める
啓発活動を実施

通年
体験活動の機会や地域文化や歴史・伝統を学ぶ機会
の充実を図るとともに家庭や地域の教育力を高める
啓発活動を実施

通年

③　地域における子育て支援を充実します

④　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境を整備します



内容 実施時期 内容 予定時期

老人の日・老人週間を通じ
た啓発

1 介護高齢課
数え88歳へ敬老金を、満100歳以上に敬老金品を贈
呈

9月
数え88歳へ敬老金を、満100歳以上に敬老金品を贈
呈

9月

広報誌やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる啓
発

2 介護高齢課
高齢者の権利擁護に関する高齢者相談センターの役
割をホームページで周知

通年
高齢者の権利擁護に関する高齢者相談センターの役
割をホームページで周知

通年

パンフレットによる啓発 3 介護高齢課
高齢者相談センターのパンフレットにより、権利擁
護に関する当該センターの役割を周知

通年
高齢者相談センターのパンフレットにより、権利擁
護に関する当該センターの役割を周知

通年

成年後見制度相談支援事業
の実施

4 介護高齢課
社会福祉協議会に委託し、制度の周知や相談対応を
実施

通年
社会福祉協議会に委託し、制度の周知や相談対応を
実施

通年

認知症講演会 5 介護高齢課 認知症の理解を深める目的で講演会を実施 9月12日 認知症の理解を深める目的で講演会を実施 9月

広報紙やパンフレットなど
による啓発

6 人権交通防犯課 市民相談室等に啓発パンフレット等を常備 通年 市民相談室等に啓発パンフレット等を常備 通年

まちづくり出前講座の実施 7 生涯学習課
市職員が講師となり、高齢者の健康づくり講座など
各種講座を実施

随時
市職員が講師となり、高齢者の健康づくり講座など
各種講座を実施

随時

高齢者虐待に関する情報共
有

1 介護高齢課
虐待防止ネットワーク運営協議会を開催し、関係者
間での意志疎通と共通認識を醸成

7月
虐待防止ネットワーク運営協議会を開催し、関係者
間での意志疎通と共通認識を醸成

7月

虐待防止、早期発見等の体
制整備

2 介護高齢課
高齢者相談センターと連携した迅速な通報体制の構
築

通年
高齢者相談センターと連携した迅速な通報体制の構
築

通年

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業

（１）高齢者の人権を尊重する意識づくり

　４－３　高齢者

①　高齢者の人権尊重についての理解を深めるための教育・啓発活動を推進します

②　高齢者虐待の予防・早期発見に努めます



介護サービス事業者に対し
人権への配慮を要請

1 介護高齢課
介護保険関係事業者連絡協議会担当者会議におい
て、愛知県のパンフレット「人権の世紀」に基づき
人権への配慮を要請

4月
介護保険関係事業者連絡協議会担当者会議におい
て、愛知県のパンフレット「人権の世紀」に基づき
人権への配慮を要請

4月

高齢者と若い世代との異世
代交流

1 介護高齢課
老人クラブ連合会への委託により三世代交流事業を
実施

通年
老人クラブ連合会への委託により三世代交流事業を
実施

通年

世代間交流の各種事業の実
施

2 生涯学習課 放課後子ども教室の実施 年90教室 放課後子ども教室の実施 通年

スポーツ・レクリエーショ
ン活動の推進

1 介護高齢課
老人クラブ連合会への委託により各種スポーツ事業
を実施

通年
老人クラブ連合会への委託により各種スポーツ事業
を実施

通年

生涯学習の推進 2 介護高齢課
老人クラブ連合会への委託により高齢者大学事業を
実施

通年
老人クラブ連合会への委託により高齢者大学事業を
実施

通年

健康相談、健康教育、訪問
指導等保健サービスの充実

3 保健センター
①医師、歯科医師による教育（講演会）を実施
②保健師、栄養士等による相談・教育を実施 必要
時訪問指導実施

①医師年4回
②随時

①医師、歯科医師による教育（講演会）を実施
②保健師、栄養士等による相談・教育を実施 必要
時訪問指導実施

①医師年4
回、歯科医師
年１回②随時

福祉系のボランティア・市
民活動団体の支援

4 市民協働国際課
ボランティア・市民活動センターに登録している団
体に対して、補助などの支援を実施

通年
ボランティア・市民活動センターに登録している団
体に対して、補助などの支援を実施

通年

資金援助 1 介護高齢課 シルバー人材センターへの補助金交付 4月、9月 シルバー人材センターへの補助金交付 4月、9月

交流機会の提供 2 介護高齢課
高齢者交流施設の運営により交流や趣味の発表の場
を提供

通年
高齢者交流施設の運営により交流や趣味の発表の場
を提供

通年

老人クラブへの支援 3 介護高齢課 補助金の交付により老人クラブを支援 通年 補助金の交付により老人クラブを支援 通年

高齢者の雇用促進に関する
情報提供

4 商工観光課
高齢者の雇用促進に関連する情報について、チラシ
等による案内を実施

通年
高齢者の雇用促進に関連する情報について、チラシ
等による案内を実施

通年

②　高齢者の学習と健康づくりを支援します

③　高齢者の就労機会や社会参加の機会を充実します

（２）安心して介護サービスを受けられる環境づくり

①　質が高い介護サービスを提供します

（３）高齢者の自立と生きがいづくりへの支援

①　世代間交流の機会を提供します



高齢者相談センターにおけ
る介護や高齢者福祉サービ
スに関する相談窓口の充実

1 介護高齢課
市内４箇所の高齢者相談センターと５箇所の出張所
で、介護・福祉・医療等の相談窓口事業を実施

通年
市内４箇所の高齢者相談センターと６箇所の出張所
（令和２年６月から１箇所増設）で、介護・福祉・
医療等の相談窓口事業を実施

通年

家族への支援 2 介護高齢課
介護者同士が悩みを話し合うことでストレスを発散
する交流会を開催

月1回
介護者同士が悩みを話し合うことでストレスを発散
する交流会を開催 月1回

健康に関する相談 3 保健センター 健康相談、食べ方と栄養相談を開催 各月1回 健康相談、食べ方と栄養相談を開催 各月1回

介護者の相談の充実 4 介護高齢課 介護者交流会で介護の相談を実施 月1回 介護者交流会で介護の相談を実施 月1回

消費生活センターにおける
相談等の実施

5 商工観光課
東三河消費生活豊川センターにおいて消費生活相談
を実施

通年
東三河消費生活豊川センターにおいて消費生活相談
を実施

通年

高齢者相談センターの充実 1 介護高齢課
市内４箇所の高齢者相談センターと５箇所の出張所
で、介護・福祉・医療等の相談窓口事業を実施

通年
市内４箇所の高齢者相談センターと６箇所の出張所
（令和２年６月から１箇所増設）で、介護・福祉・
医療等の相談窓口事業を実施

通年

各種在宅福祉サービスの実
施

2 介護高齢課
ひとり暮らし高齢者等を対象に緊急通報システムや
まごころ給食といった高齢者在宅福祉サービスを実
施

通年
ひとり暮らし高齢者等を対象に緊急通報システムや
まごころ給食といった高齢者在宅福祉サービスを実
施

通年

地域包括ケアシステムの構
築

3 介護高齢課
高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしがで
きるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制
の構築を推進

通年
高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしがで
きるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制
の構築を推進

通年

健康相談、健康教育、訪問
指導等保健サービスの充実

4 保健センター
①医師、歯科医師による教育（講演会）を実施
②保健師、栄養士等による相談・教育を実施 必要
時訪問指導実施

①医師年4回
②随時

①医師、歯科医師による教育（講演会）を実施
②保健師、栄養士等による相談・教育を実施 必要
時訪問指導実施

①医師年4
回、歯科医師
年１回②随時

あんしん訪問収集 5 清掃事業課

ひとり暮らし世帯で身近な方の協力が得られず、ご
み・資源化物を所定の集積場に自ら出すことが困難
な方に、週１回、玄関先までごみ・資源化物を戸別
収集する。（諸要件有）

週１回
（金曜日）

ひとり暮らし世帯で身近な方の協力が得られず、ご
み・資源化物を所定の集積場に自ら出すことが困難
な方に、週１回、玄関先までごみ・資源化物を戸別
収集する。（諸要件有）

週１回
（金曜日）

（４）高齢者やその家族が安心して暮らすための支援・環境整備

①　高齢者や家族に対する各種相談を充実します

②　高齢者が住み慣れた地域で快適に暮らせることを支援します



内容 実施時期 内容 予定時期

新規採用職員研修を実施 1 人事課 新規採用職員研修において「障害者福祉の話」を実施 4月2日 新規採用職員研修において「障害者福祉の話」を実施 4月2日

障害者虐待防止センターの
設置

2 福祉課
障害者虐待防止について関係機関と連携した対策の
実施

通年
障害者虐待防止について関係機関と連携した対策の
実施

通年

障害者週間における啓発活
動の実施

3 福祉課 障害者週間をとらえ、広報に啓発記事を掲載 12月号 障害者週間をとらえ、広報に啓発記事を掲載 随時

成年後見制度利用支援 4 福祉課 成年後見制度利用への支援を実施 随時 成年後見制度利用への支援を実施 随時

障害者差別解消法の啓発 5 福祉課
障害者差別解消法について、庁内放送、リーフレッ
トによる啓発、案内の実施、事例募集並びに公表及
び出前講座の実施

通年
障害者差別解消法について、庁内放送、リーフレッ
トによる啓発、案内の実施、事例募集並びに公表及
び出前講座の実施

通年

ホームページへの掲載 6 福祉課
障害者差別解消法に関する記事をホームページへ掲
載

通年
障害者差別解消法に関する記事をホームページへ掲
載

通年

障害者差別解消法に関する
記事の掲載

7 福祉課 障害者差別解消法に関する記事を広報誌へ掲載 実施なし 障害者差別解消法に関する記事を広報誌へ掲載 秋頃

広報紙やホームページなど
による啓発

8 人権交通防犯課
広報紙、啓発パンフレット及びホームページに掲載
など、人権に関する基本的な知識を周知

通年
広報紙、啓発パンフレット及びホームページに掲載
など、人権に関する基本的な知識を周知

通年

「福祉読本」の活用、キャ
リア教育、福祉実践教室の
実施

9 学校教育課
道徳教育の充実を図るとともに、キャリア教育や福
祉実践教室を通して、障害者の理解と支援の意義を
高める教育を実施

各校で計画
道徳教育の充実を図るとともに、キャリア教育や福
祉実践教室を通して、障害者の理解と支援の意義を
高める教育を実施

各校で計画

障害者差別解消法ハンド
ブックによる職員への啓発

10 福祉課
障害者差別解消法ハンドブック（窓口用）、障害者
差別解消法ハンドブック（管理職用）の作成及び各
課への研修を実施

随時
障害者差別解消法ハンドブック（窓口用）、障害者
差別解消法ハンドブック（管理職用）を使用した各
課への研修を実施

随時

　４－４　障害者

①　障害者の人権尊重について理解を深めるための教育・啓発活動を推進します

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業

（１）障害者の人権を尊重する意識づくり



一般職員前期研修を実施 1 人事課
一般職員前期研修において「障害者理解促進・実践
研修」を実施

11月1日
一般職員前期研修において「障害者理解促進・実践
研修」を実施

11月

文化・スポーツ活動への参
加促進

2 福祉課
障害者スポーツ大会や福祉大会等への参加促進と送
迎バスの手配を実施

随時
障害者スポーツ大会や福祉大会等への参加促進と送
迎バスの手配を実施

随時

障害児との交流の機会の実
施

3 保育課
23園で加配保育を実施し、健常児と障害児が共に集
団生活を送ることで、相互理解が深まる保育の実施

通年
24園で加配保育を実施し、健常児と障害児が共に集
団生活を送ることで、相互理解が深まる保育の実施

通年

キャリア教育、福祉実践教
室での交流教育の実施

4 学校教育課
キャリア教育や福祉実践教室において、福祉施設や
特別支援学校等との交流を実施

各校で計画
キャリア教育や福祉実践教室において、福祉施設や
特別支援学校等との交流を実施

各校で計画

まちづくり出前講座の実施 5 生涯学習課
市職員が講師となる、障害のある方を中心としたま
ちづくり講座など各種講座をコーディネート

随時
市職員が講師となる、障害のある方を中心としたま
ちづくり講座など各種講座をコーディネート

随時

手話講習会の開催 1 福祉課 手話奉仕員を育成するため、手話講習会を開催
年間40回×２
コース

手話奉仕員を育成するため、手話講習会を開催
Ｒ２は新型コロナの
影響により中止

支援ボランティアの紹介 2 市民協働国際課
ボランティア・市民活動センターに登録している団
体の紹介

通年
ボランティア・市民活動センターに登録している団
体の紹介

通年

学習機会や行事などに障害
者が参加しやすいよう体制
を整備

3 人権交通防犯課
人権・男女共同参画講演会において、要約筆記及び
手話通訳者を置き、参加体制の充実を図る。
→新型コロナウィルスの感染拡大防止のため中止

実施なし
人権・男女共同参画講演会において、要約筆記及び
手話通訳者を置き、参加体制の充実を図る。

2月27日

学習活動の支援 4 生涯学習課 各種講座に参加しやすくなるように学習機会を提供 通年 各種講座に参加しやすくなるように学習機会を提供 通年

自主製品の販売支援 1 福祉課
啓発物品の購入
各種イベントでの自主製品販売の支援

随時
啓発物品の購入
各種イベントでの自主製品販売の支援

随時

障害者雇用相談の周知、充
実

2 福祉課
障害者雇用相談を開催
障害者相談員がハローワークや企業訪問等を実施
し、雇用拡大を推進

毎月1回
随時

障害者雇用相談を開催
障害者相談員がハローワークや企業訪問等を実施
し、雇用拡大を推進

毎月1回
随時

②　交流や体験を通じて障害者に対する理解を促進します

（２）障害者の自立と社会参加への支援

①　障害者の地域・学習活動への参加を支援します

②　障害者が働きやすい環境づくりや就労機会の確保に努めます



在宅福祉サービス等の充実 1 福祉課
障害者等からの相談に応じ、情報提供やサービス支
援を実施

通年
障害者等からの相談に応じ、情報提供やサービス支
援を実施

通年

福祉ガイドブック等による
福祉サービスの情報提供

2 福祉課
障害者等からの相談に応じ、情報提供やサービス支
援を実施

通年
障害者等からの相談に応じ、情報提供やサービス支
援を実施

通年

障害者相談の周知、充実 3 福祉課
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時
障害者相談員及び障害者相談支援事業所により相談
支援を実施

随時

ピアカウンセラー及び手話
通訳者の設置

4 福祉課
福祉課窓口にピアカウンセラー及び手話通訳者を設
置し、相談支援を充実

通年
福祉課窓口にピアカウンセラー及び手話通訳者を設
置し、相談支援を充実

通年

障害者差別解消法に基づく
差別に関する相談の実施

5 福祉課
民間事業者による差別に関する相談を福祉課、豊川
市相談支援事業所等、市職員による差別に関する相
談を福祉課、人事課、教育委員会庶務課で実施

通年
民間事業者による差別に関する相談を福祉課、豊川
市相談支援事業所等、市職員による差別に関する相
談を福祉課、人事課、教育委員会庶務課で実施

通年

ボランティア体験・養成講
座の開催

6 市民協働国際課
地域を支援するボランティアを育成するため、「ボ
ランティア・市民活動体験・養成講座」を開催

１回
地域を支援するボランティアを育成するため、「ボ
ランティア・市民活動体験・養成講座」を開催

１回

あんしん訪問収集 7 清掃事業課

ひとり暮らし世帯で身近な方の協力が得られず、ご
み・資源化物を所定の集積場に自ら出すことが困難
な方に、週１回、玄関先までごみ・資源化物を戸別
収集する。（諸要件有）

週１回
（金曜日）

ひとり暮らし世帯で身近な方の協力が得られず、ご
み・資源化物を所定の集積場に自ら出すことが困難
な方に、週１回、玄関先までごみ・資源化物を戸別
収集する。（諸要件有）

週１回
（金曜日）

（３）障害者や家族の生活支援

①　障害者やその家族が安心して暮らせるように支援します



内容 実施時期 内容 予定時期

啓発資料の作成、情報提供 1 人権交通防犯課
差別解消のため冊子等を市役所、小坂井文化セン
ターに常備

通年
差別解消のため冊子等を市役所、小坂井文化セン
ターに常備

通年

人権週間の周知 2 人権交通防犯課
人権週間について、市広報紙への掲載、人権広報大
使いなりんと市役所ロビーにて啓発活動の実施

12月4日
人権週間について、市広報紙への掲載、人権広報大
使いなりんと市役所ロビーにて啓発活動の実施

12月4日

人権講演会の開催 3 人権交通防犯課
人権意識を高め、差別や偏見のない社会を実現する
ため、市民、団体、企業等に広く呼びかけて開催
→新型コロナウィルスの感染拡大防止のため中止

実施なし
人権意識を高め、差別や偏見のない社会を実現する
ため、市民、団体、企業等に広く呼びかけて開催

2月27日

法律施行の情報提供・啓発 4 人権交通防犯課
部落差別解消推進法について、ホームページの掲
載、市役所、小坂井文化センターでポスターの掲示
により周知

通年
部落差別解消推進法について、ホームページの掲
載、市役所、小坂井文化センターでポスターの掲示
により周知

通年

新規採用職員研修を実施 1 人事課 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日 新規採用職員研修において「人権の話」を実施 4月2日

啓発資料の作成、情報提供 2 人権交通防犯課
差別解消のため冊子等を市役所、小坂井文化セン
ターに常備

通年
差別解消のため冊子等を市役所、小坂井文化セン
ターに常備

通年

企業、団体などの学習活動
の支援

3 人権交通防犯課
同和・人権教育及び啓発活動のため、企業等に対す
る人権研修を推進

随時
同和・人権教育及び啓発活動のため、企業等に対す
る人権研修を推進

随時

同和問題などについての学
習機会の提供

4 人権交通防犯課
人権週間にあわせて市内小中学校等において人権講
演会や人権教室を開催

11月、12月
人権週間にあわせて市内小中学校等において人権講
演会や人権教室を開催

11月、12月

教職員などの計画的、体系
的な研修の充実

5 学校教育課 豊川市小中学校人権教育研究会において研究を推進 通年 豊川市小中学校人権教育研究会において研究を推進 通年

人権教育の指導実践記録の
作成

6 学校教育課 豊川市小中学校人権教育研究会において研究を推進 通年 豊川市小中学校人権教育研究会において研究を推進 通年

学校教育のなかでの同和、
人権教育の取組み

7 学校教育課 道徳をはじめとして全教科・領域における取り組み 通年 道徳をはじめとして全教科・領域における取り組み 通年

　４－５　同和問題

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業

（１）同和・人権教育及び啓発活動の推進

①　差別意識の解消に向け同和・人権教育及び啓発活動を一層推進します

②　家庭や学校などあらゆる場を通じた同和・人権教育及び啓発活動を推進します



国や県、他市町村と連携し
て情報収集と正しい周知

1 人権交通防犯課
愛知県主催の研修会、講習会などに職員が参加し、
情報収集を図るとともに人権教育を推進

通年
他自治体等の行う研修会、講習会などに職員が参加
し、情報収集を図るとともに人権教育を推進

通年

学校、企業、関係団体、地
域などが行う啓発活動につ
いて、関係機関との連携・
支援

2 人権交通防犯課
学校、企業、関係団体、地域などが行う人権教育・
啓発活動について支援

随時
学校、企業、関係団体、地域などが行う人権教育・
啓発活動について支援

随時

情報の周知 3 学校教育課 国や県からの情報を小中学校へ周知 随時 国や県からの情報を小中学校へ周知 随時

愛知県消防学校での講義の
実施

4 消防本部総務課
消防職員初任科教育の「服務・勤務」科目において
人権問題に関する講義を実施

年2回
消防職員初任科教育の「服務・勤務」科目において
人権問題に関する講義を実施

通年

人権に関する調査・研究 1 人権交通防犯課
人権啓発研修会や人権講演会及び各講座受講終了者
にアンケートを実施

随時
人権啓発研修会や人権講演会及び各講座受講終了者
にアンケートを実施

随時

交流促進講座の開催 2 人権交通防犯課
各種講座（子ども英会話教室、大人・子ども書道教
室等）の開催

年111回
各種講座（子ども英会話教室、大人・子ども書道教
室等）の開催

通年

地域交流事業の促進 3 人権交通防犯課 地域交流事業の開催（ﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌ親善交流試合） 5月23日 地域交流事業の開催（ﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌ親善交流試合） 6月以降

情報発信による利用促進 4 人権交通防犯課
市広報及び小坂井文化センターだよりを活用し、事
業周知と利用促進

通年
市広報及び小坂井文化センターだよりを活用し、事
業周知と利用促進

通年

啓発事業の開催 5 人権交通防犯課
高齢者、女性を対象とした人権啓発研修会及び小・
中学校において人権講演会を開催

9月26日、11
月6日・12月5
日

高齢者、女性を対象とした人権啓発研修会及び小・
中学校において人権講演会を開催

9月～12月

啓発交流事業の場としての
利用促進

6 人権交通防犯課 多くのサークルに活動の場を提供 通年 多くのサークルに活動の場を提供 通年

教養・文化講座の開催 1 人権交通防犯課
小坂井文化センター主催の教養、文化事業（こん
にゃく作り、子どもクリスマス会）の開催

11月26日、12
月15日

小坂井文化センター主催の教養、文化事業（こん
にゃく作り、子どもクリスマス会）の開催

11月～12月

自己学習等の充実 2 人権交通防犯課 学習室の有効活用によって自己学習の充実 通年 学習室の有効活用によって自己学習の充実 通年

各種相談活動の実施 3 人権交通防犯課
住民の心配ごとに応えるため、適切な助言を行う
「よろず相談」等を実施

通年
住民の心配ごとに応えるため、適切な助言を行う
「よろず相談」等を実施

通年

地域福祉の推進 4 人権交通防犯課
地域のつながりと連携を重視し、小坂井文化セン
ターを交流の場とするための取り組みの実施

随時
地域のつながりと連携を重視し、小坂井文化セン
ターを交流の場とするための取り組みの実施

随時

②　小坂井文化センターにおいて地域住民の福祉や文化の向上を図ります

③　関係機関と連携し、教育・啓発をします

（２）小坂井文化センターの有効活用

①　小坂井文化センターにおいて啓発・交流などの拠点となる取り組みを推進します



若年者就労支援の実施 1 商工観光課 NPOが実施しているため、豊川市は廃止となった。 ― ― ―

ハローワーク等の相談窓口
に関する情報提供

2 商工観光課
ハローワーク求人情報による情報提供、ハローワー
クなどの施設情報について、チラシ等による案内

通年
ハローワーク求人情報による情報提供、ハローワー
クなどの施設情報について、チラシ等による案内

通年

雇用者に対する経営相談等
の支援

3 商工観光課
経営相談等に関する情報について、チラシ等による
案内、商工会議所・商工会が実施する経営指導業務
への支援

通年
経営相談等に関する情報について、チラシ等による
案内、商工会議所・商工会が実施する経営指導業務
への支援

通年

若年者向け就労相談の実
施・後援

4 商工観光課 ＮＰＯの実施する就労相談を後援 月2回 ＮＰＯの実施する就労相談を後援 月2回

奨学金制度の周知 5 学校教育課
学年集会や懇談会、保護者会等を通して奨学金制度
についての情報を周知

随時
学年集会や懇談会、保護者会等を通して奨学金制度
についての情報を周知

随時

えせ同和行為の排除のため
の周知

1 人権交通防犯課
冊子・リーフレットを市役所、小坂井文化センター
に常備

通年
冊子・リーフレットを市役所、小坂井文化センター
に常備

通年

市民などからの相談への対
応

2 人権交通防犯課
県主催の研修等に参加し、各種相談での対応力を強
化

随時
県主催の研修等に参加し、各種相談での対応力を強
化

随時

（３）自立支援による地域での生活の安定向上

①　就学や就労支援などの取り組みを充実します

（４）えせ同和行為の排除

①　えせ同和行為排除のための啓発及び相談を推進します



内容 実施時期 内容 予定時期

 

 

 
広報紙やパンフレットなど
による啓発

1 人権交通防犯課 市民相談室等に啓発パンフレット等を常備 通年 市民相談室等に啓発パンフレット等を常備 通年

 
豊川市多文化共生推進プラ
ン事業

2 市民協働国際課
豊川市多文化共生推進プランの各種事業の実施、次
期間の推進プラン作成

通年 豊川市多文化共生推進プランの各種事業の実施 通年

 姉妹都市と中学生との交流 3 市民協働国際課
中学生、引率者をアメリカキュパティーノ市から受
入。
中学生、引率者をアメリカキュパティーノ市へ派遣

6月
9月

中学生、引率者をアメリカキュパティーノ市から受
入
中学生、引率者をアメリカキュパティーノ市へ派遣

コロナウイル
スの影響によ
り中止

 友好都市と中学生との交流 4 市民協働国際課 中学生、引率者を無錫市新呉区へ派遣 9月 無錫市新呉区からの中学生使節団を受入 同上

 

 各種相談事業 1 市民協働国際課

ポルトガル語、英語、中国語による窓口相談事業を
実施。その他主要言語（ベトナム語、フィリピン語
等）はタブレット端末によるテレビ電話通訳サービ
スにより実施

通年

ポルトガル語、英語、中国語、ベトナム語による窓
口相談事業を実施。その他主要言語（インドネシア
語、フィリピン語等）はタブレット端末によるテレ
ビ電話通訳サービスにより実施

通年

 
外国人の就労に関する情報
提供

2 商工観光課
外国人の就労に関連する情報について、チラシ等に
よる案内

通年
外国人の就労に関連する情報について、チラシ等に
よる案内

通年

 

 外国人児童への日本語指導 1 市民協働国際課
定住外国人の子どもの就学支援事業として、こぎつ
ね教室（日本語教室）を開催

通年
定住外国人の子どもの就学支援事業として、こぎつ
ね教室（日本語教室）を開催

通年

 日本語能力検定試験補助 2 市民協働国際課
外国人児童生徒等が日本語能力検定を受験する際、
一部費用を補助

7月、12月試
験

外国人児童生徒等が日本語能力検定を受験する際、
一部費用を補助

7月、12月試
験

 
外国人講師による学習機会
の提供

3 学校教育課
10人の外国人日本語指導助手を配置し、各小中学校
に巡回指導

通年
11人の外国人日本語指導助手を配置し、各小中学校
に巡回指導

通年

　４－６　外国人

①　外国人の人権尊重について理解を深めます

②　日本人及び外国人市民の多文化共生意識を高め社会への参加を促進します

③　外国人が学ぶことができる教育環境を充実します

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業

（１）共生社会の形成



 

 

 広報紙等による啓発 1 市民協働国際課

ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語の広報及
びポルトガル語、英語、中国語のホームページ、ポ
ルトガル語、スペイン語、英語、中国語の「とよか
わ安心メール」登録者へのメール配信による啓発を
実施

毎月

ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語、ベトナ
ム語、インドネシア語の広報及びポルトガル語、英
語、中国語のホームページ、ポルトガル語、スペイ
ン語、英語、中国語、ベトナム語の「とよかわ安心
メール」登録者へのメール配信による啓発を実施

毎月

 生活ガイドブックの発行 2 市民協働国際課
外国人の転入者に各種手続きについて、英語、中国
語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、
ベトナム語で解説

通年
外国人の転入者に各種手続きについて、英語、中国
語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、
ベトナム語で解説

通年

ごみの出し方・分け方ルー
ルの啓発

3 清掃事業課
ごみカレンダーにベトナム語版を追加する。また、
ごみ分別アプリのポルトガル語版の配信による啓発
を実施

通年

ごみカレンダー（6か国語）作成配布及びごみ分別
アプリにポルトガル語に加え英語、中国語版を追加
し、啓発を実施
分別促進講座による啓発を実施

通年（4月よ
り開始）

11月

119番通報の多言語対応 4
消防本部通信指
令課

主要５言語を含めた１１言語に対して、通報者、消
防指令センター員及び電話通訳センター（民間委
託）の三者間同時通訳による１１９番通報の多言語
対応を実施。

通年(R1.6.1
開始)

主要５言語を含めた１１言語に対して、通報者、消
防指令センター員及び電話通訳センター（民間委
託）の三者間同時通訳による１１９番通報の多言語
対応を実施。

通年

現場活動の多言語対応 5 消防署
救急車へ多言語音声翻訳アプリ（ボイストラ）を導
入。

通年
救急車へ多言語音声翻訳アプリ（ボイストラ）を導
入。

通年

内容 実施時期 内容 予定時期

HIVに対する情報提供･啓発 1 保健センター
配布されたポスターや資料等を保健センターの施設
内に掲示、配布

随時
配布されたポスターや資料等を保健センターの施設
内に掲示、配布

随時

感染症に関する理解の促進 2 保健センター
配布されたポスターや資料等を保健センターの施設
内に掲示、配布

随時
配布されたポスターや資料等を保健センター等の施
設内に掲示、配布

随時

広報紙やパンフレットなど
による啓発

3 人権交通防犯課 市民相談室等に啓発パンフレット等を常備 通年 市民相談室等に啓発パンフレット等を常備 通年

健康相談及びこころの健康
相談窓口の充実

1 保健センター
①健康相談②食べ方と栄養相談③こころの電話相談
④こころの面接相談

①②月1回③
開庁日④月2
回

①健康相談②食べ方と栄養相談③こころの電話相談
④こころの面接相談

①②月1回③
開庁日④月2
回

ハローワーク等の相談窓口
に関する情報提供

1 商工観光課
ハローワーク求人情報による情報提供、ハローワー
クなどの施設情報について、チラシ等による案内

通年
ハローワーク求人情報による情報提供、ハローワー
クなどの施設情報について、チラシ等による案内

通年

（２）外国人の円滑なコミュニケーション環境づくり

①　外国人のコミュニケーション能力を高めるとともに情報提供を充実します

（１）感染症患者などの人権を尊重する意識づくり

①　感染症に対する正しい理解を促進し人権に配慮した対策を進めます

（２）感染症患者などの自立と社会参加の支援

①　心と体の健康づくりを支援します

②　感染症患者などが働きやすい環境づくりや就労機会の確保に努めます

　４－７　ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業



内容 実施時期 内容 予定時期

職員研修などによる個人情
報保護及び個人情報に対す
るセキュリティ意識の向上

1
行政課
情報システム課

個人情報保護及び情報セキュリティ研修等を実施

4月12日
8月5日
8月7日
8月～12月
12月23日
1月8日～9日

個人情報保護及び情報セキュリティ研修等を実施 随時

教職員研修による個人情報
保護及び個人情報に対する
セキュリティ意識の向上

2
教育委員会庶務
課

ｅラーニングによる情報セキュリティ研修を実施 7月～12月 ｅラーニングによる情報セキュリティ研修を実施
7月～12月の
間に１回

小中学校人権啓発推進事業
の開催

1 人権交通防犯課 小・中学校において人権講演会を開催 11月～12月
児童生徒等を対象として人権問題についての講演会
の実施の支援

5月
11月～12月

広報紙やパンフレットなど
による啓発

2 人権交通防犯課
人権擁護委員について広報に掲載
人権関連のパンフレットを人権交通防犯課窓口に設
置

5月
通年

人権擁護委員について広報に掲載
人権関連のパンフレットを人権交通防犯課窓口に設
置

5月
通年

法律施行の情報提供・啓発 3 人権交通防犯課
ヘイトスピーチ解消法について、広報誌やホーム
ページの掲載、市役所、小坂井文化センターでポス
ターの掲示により周知

通年
ヘイトスピーチ解消法について、広報誌やホーム
ページの掲載、市役所、小坂井文化センターでポス
ターの掲示により周知

通年

新たな人権問題に対し関係
機関などと連携した、情報
の収集、提供

1 人権交通防犯課
関係機関との連携を密にし、県主催の研修会に参加
するなど、新たな人権問題に対する情報を的確に収
集し、ホームページでの周知啓発を実施

通年
関係機関との連携を密にし、県主催の研修会に参加
するなど、新たな人権問題に対する情報を的確に収
集し、ホームページでの周知啓発を実施

通年

インターネットを悪用した
人権侵害の防止

2 人権交通防犯課

ホームページに「インターネットを悪用した人権侵
害をなくそう」というページを作成するとともに、
職員がそのような人権侵害を発見した場合に人権交
通防犯課に連絡するよう通知文を発出

通年

ホームページに「インターネットを悪用した人権侵
害をなくそう」というページを作成するとともに、
職員がそのような人権侵害を発見した場合に人権交
通防犯課に連絡するよう通知文を発出

通年

　４－８　さまざまな人権

①　市職員の個人情報取扱いに対するモラル向上に努めます

（２）さまざまな人権問題に対する人権意識の高揚

①　さまざまな人権問題に対する人権意識を高揚するための教育・啓発を推進します

②　新たな人権問題の把握に努め情報提供を充実します

取り組み № 担当課
令和元年度実施事業 令和２年度実施予定事業

（１）個人情報保護の体制強化


