
1 
 

○篠山市立ふれあい館に関する条例 

平成１１年４月１日 

条例第１２３号 

改正 平成１４年３月２７日条例第２１号 

平成１７年９月１３日条例第３３号 

平成１８年２月２４日条例第３号 

平成２２年３月２６日条例第１１号 

平成２８年３月２３日条例第１７号 

（設置） 

第１条 地域社会における福祉の向上及び人権啓発における住民の交流拠点と

なるコミュニティセンターとして、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解

決のための各種事業を実施するため、ふれあい館（以下「会館」という。）

を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 会館の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（事業） 

第３条 会館は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 地域の調査、研究及び啓蒙に関すること。 

(2) 各種学習、講座及び相談に関すること。 

(3) 自主的、組織的活動の促進に関すること。 

(4) 関係機関及び団体との連絡提携に関すること。 

(5) その他必要な事業 

（使用の許可） 

第４条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければ

ならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、会館の管理運営上必要な条件を

付することができる。 

（使用の制限） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会館の

利用を許可しないことができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(3) その他会館の管理運営上支障があるとき。 

（利用者の遵守事項） 

第６条 第４条の規定による使用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 
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(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。 

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。 

(3) 許可なく会館又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲

食物の提供を行わないこと。 

(4) 許可なく会館又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又

は看板立札等の設置を行わないこと。 

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。 

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上必要な指示に反する行為をし

ないこと。 

（使用許可の取消し等） 

第７条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は会館の管

理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは

利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。 

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。 

２ 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責

めを負わない。 

（審議会の設置） 

第８条 市長は、会館の適正かつ円滑な運営を図るため、篠山市ふれあい館運

営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 地域を代表する者 

(2) 学識経験のある者 

(3) その他市長が適当と認める者 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、規則で定める。 

（原状回復） 

第９条 利用者は、会館の利用を終了したとき又は第７条の規定により使用の

許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状

に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第１０条 利用者が故意又は過失によって会館又はその附属設備をき損し、又
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は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損

害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。 

（指定管理者による管理） 

第１１条 市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認

めるときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定により指定するもの（以下「指定管理者」という。）に会館の管理を

行わせることができる。 

２ 指定管理者が会館を管理する場合は、第４条、第５条及び第７条中「市長」

とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町立研修会館等に関する条

例（昭和５０年篠山町条例第１２５号）、西紀町立隣保館の設置及び管理に

関する条例（昭和５２年西紀町条例第１６号）又は丹南町立隣保館の設置及

び管理に関する条例（昭和５０年丹南町条例第１４号）の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

附 則（平成１４年３月２７日条例第２１号） 

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年９月１３日条例第３３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、

それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。 

附 則（平成１８年２月２４日条例第３号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２６日条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する 

（篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 
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２ 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成１１年篠山市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の篠山市立隣保館等に関す

る条例の規定に基づく篠山市隣保館等運営審議会（以下「旧審議会」という。）

の委員である者は、この条例による改正後の篠山市立ふれあい館等に関する

条例第８条の規定により篠山市ふれあい館等運営審議会（以下「新審議会」

という。）の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、新審

議会の委員としての任期は、旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。 

附 則（平成２８年３月２３日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

２ 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成１１年篠山市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の篠山市立ふれあい館等に

関する条例の規定に基づく篠山市ふれあい館等運営審議会（以下「旧審議会」

という。）の委員である者は、この条例による改正後の篠山市立ふれあい館

に関する条例第８条の規定により篠山市ふれあい館運営審議会（以下「新審

議会」という。）の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、

新審議会の委員としての任期は、旧審議会の委員としての任期の残任期間と

する。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

篠山市畑ふれあい館 篠山市菅２３９番地６ 

篠山市日置ふれあい館 篠山市西荘２０２番地 

篠山市西紀ふれあい館 篠山市川西７０番地 

篠山市味間ふれあい館 篠山市中野２８番地 

篠山市古市ふれあい館 篠山市牛ケ瀬７８番地１ 
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○篠山市立ふれあい館に関する条例施行規則 

平成１１年４月１日 

規則第９２号 

改正 平成１８年１月２７日規則第５号 

平成２２年３月３１日規則第１４号 

平成２８年５月３０日規則第２０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、篠山市立ふれあい館に関する条例（平成１１年篠山市条

例第１２３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（休館日） 

第２条 ふれあい館（以下「会館」という。）の休館日は、次のとおりとする。

ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

(1) 土曜日及び日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) １２月２９日から翌年１月３日までの日 

（開館時間） 

第３条 会館の開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。ただし、市

長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（使用の許可） 

第４条 条例第４条の規定により使用の許可を受けようとする者は、ふれあい

館使用許可申請書（別記様式）を市長に提出しなければならない。 

（使用許可事項の変更） 

第５条 会館の使用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）がその取消

し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなけ

ればならない。 

（使用許可の取消し等） 

第６条 市長は、条例第７条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を

停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。 

（審議会） 

第７条 篠山市ふれあい館運営審議会（以下「審議会」という。）に、会長及

び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 
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第８条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

（損傷及び滅失の届出） 

第９条 利用者が会館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ち

にその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。 

（指定管理者が行う業務） 

第１０条 条例第１１条の規定により指定管理者が会館を管理する場合は、次

に掲げる業務を行う。 

(1) 会館の使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。 

(2) 会館の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。 

(3) 会館の整理整とんその他環境整備に関すること。 

(4) 前３号に定めるもののほか、会館の管理運営に関し市長が必要があると

認める業務に関すること。 

２ 指定管理者が会館を管理する場合は、第２条及び第３条中「市長が必要が

あると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、

市長の承認を得て」と、第４条、第５条及び第６条中「市長」とあるのは「指

定管理者」と、別記様式中「篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替

えるものとする。 

（その他） 

第１１条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町立隣保館の設置及び管理

に関する条例施行規則（昭和５２年西紀町規則第４号）又は丹南町立隣保館

の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５０年丹南町規則第９号）の規

定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年１月２７日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、

それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第１４号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年５月３０日規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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○篠山市ふれあい館運営委員会設置要綱 

平成１７年６月１７日 

要綱第３３号 

改正 平成２２年３月３０日要綱第３０号 

（設置） 

第１条 ふれあい館の円滑な運営を図るため、ふれあい館運営委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

（名称及び位置） 

第２条 委員会の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事業を行う。 

(1) ふれあい館の管理及び運営に関すること。 

(2) ふれあい館事業の企画及び立案に関すること。 

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第４条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 

（委員） 

第５条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 地域を代表する者 

(2) 学識経験者 

(3) その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第７条 委員会に、会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

５ 会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、

その職務を代理する。 

（会議） 

第８条 委員会は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 
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３ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、ふれあい館において処理する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３０日要綱第３０号） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

畑ふれあい館運営委員会 篠山市菅２３９番地６ 

日置ふれあい館運営委員会 篠山市西荘２０２番地 

西紀ふれあい館運営委員会 篠山市川西７０番地 

味間ふれあい館運営委員会 篠山市中野２８番地 

古市ふれあい館運営委員会 篠山市牛ヶ瀬７８番地１ 

 



（敬称略）

備　考

平成25年度 ～ 平成26年度 畑　ふれあい館 奥山普茂 味間ふれあい館 植野誠一
副会長
平成25年度　植野良治
平成26年度　植野誠一

平成27年度 ～ 平成27年度 日置ふれあい館 中西貢 古市ふれあい館 田中勇次

平成28年度 ～ 平成29年度 西紀ふれあい館 西田武司 畑　ふれあい館 大西利美

平成30年度 ～ 平成31年度 味間ふれあい館 日置ふれあい館

平成32年度 ～ 平成33年度 古市ふれあい館 西紀ふれあい館

平成34年度 ～ 平成35年度 畑　ふれあい館 味間ふれあい館

平成36年度 ～ 平成37年度 日置ふれあい館 古市ふれあい館

平成38年度 ～ 平成39年度 西紀ふれあい館 畑　ふれあい館

平成40年度 ～ 平成41年度 味間ふれあい館 日置ふれあい館

平成42年度 ～ 平成43年度 古市ふれあい館 西紀ふれあい館

任期期間

篠山市ふれあい館運営審議会　正副会長の選任（案）

平成26年9月18日の審議会で、以下のことが申し合わせされました。
 ・正副会長の選任を順番制とする。
 ・ふれあい館運営委員会と審議会の任期を平成27年度で調整し、平成28年度から合わせる。

会長氏名 副会長氏名

10
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篠山市ふれあい館運営について（報告） 

 

１ 施策の目的 

 ふれあい館は、篠山市立ふれあい館に関する条例第１条に「地域社会における福祉の向上

及び人権啓発における住民の交流拠点となるコミュニティセンターとして、同和問題をはじ

めあらゆる人権問題の解決のための各種事業を実施する」と規定されており、市内に５館（畑、

日置、西紀、味間、古市）設置している。 

ふれあい館では、 

(1) 地域の調査、研究及び啓蒙に関すること。 

(2) 各種学習、講座及び相談に関すること。 

(3) 自主的、組織的活動の促進に関すること。 

(4) 関係機関及び団体との連絡提携に関すること。 

(5) その他必要な事業 

を実施している。 

 

２ 事業の概要 

（１）調査研究事業 

住民の実態やニーズを把握するため、積極的に訪問活動を行う。 

地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究し

ている。 

（日置ふれあい館） 

篠山藩が出した様々な差別政策を検証しながら、約 200 年前に書かれた『西誓寺文書』

を解読し、当時の被差別民衆の暮らしの一端を垣間見ることにより、これまで言われてい

たような被差別民衆への抑圧や苦しめられてきたなどという歴史観から、したたかに活き

活きとした暮らしの「新たな部落史観」への転換を求める。 

（２）相談事業 

「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行の意味も十分に踏まえながら、ふれあい館を

窓口に、個人情報の保護を原則として、住民の人権や生活上の各種の相談事業を行った。関

係機関と密接な連携と相互協力を図りながら、問題解決にあたった。信頼関係を築きながら

必要に応じて巡回訪問等を随時行った｡ 

 相談日：月～金曜日（祝日除く） 9:00～17:00 

 相談件数８７件、訪問件数１２６７件 

（３) 人権啓発・広報活動 

毎月ふれあい館だよりを発行し、人権問題に関する啓発や館事業の紹介、生活上の諸問

名称 位置 開設年月日 館 長 相談員（指導職員） 総括 

畑ふれあい館 菅地内 S46.4.1 1 1 

1（本庁勤務） 

日置ふれあい館 西荘地内 S54.4.1 1 1 

西紀ふれあい館 川西地内 S54.4.1 1 1 

味間ふれあい館 中野地内 S50.4.1 1 1 

古市ふれあい館 牛ケ瀬地内 S55.4.1 1 1 
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題に関する情報提供などを行いながら、地域住民の意識啓発を行った。 

 (４）地域交流事業 

つどいや活動を通して、日常生活の中でできる健康づくりや健康管理について学び、自

己の健康増進と社会参加を進めるとともに人権意識の向上を図った。子ども達や高齢者の

居場所づくりとして、気軽に集うことができる場の環境づくりを行うった。 

健康教室、料理教室、友愛訪問（古市）、美化活動など 

（５） 地域福祉事業 

地域交流事業を実施することが、地域住民の交流の輪を広げ、日常生活の中で人権が尊

重されるあたたかいまちをつくることに寄与した。 

夏まつり、グランドゴルフ、各種教室など 

（６)運営委員会等 

各ふれあい館の円滑な運営を図るため、運営審議会及び運営委員会を設置し、ふれあい

館の運営や各種事業について協議する。審議会年１回、委員会年２～３回。 

  運営委員にふれあい館の設置目的や役割、求められていること等を学習してもらう研修

会を開催。 

２９年度研修会 

日 時  平成２９年８月２４日（木） 19：30～21：00 

場 所  四季の森生涯学習センター東館 １階会議室 

テーマ  「部落差別解消推進法」とふれあい館が果たすべき役割について 

講 師  中尾由喜雄 さん（全国隣保館連絡協議会常任顧問） 

参加者  ２４名（ふれあい館運営委員、人権推進課・ふれあい館職員、一般市民） 

３０年度研修会 

日 時  平成３０年８月２２日（水） 19：30～21：00 

場 所  篠山市民センター催事場 

テーマ  「篠山の歴史と人権史跡」 

講 師  今井 進 さん（篠山市古文書研究会代表） 

参加者  ４６名（ふれあい館運営委員、人権推進課・ふれあい館職員、一般市民） 

(７)部落差別解消推進法に関わる取り組み 

ア 相談事業 

相談事業については、これまでから生活上の各種相談、人権に関わる相談等、各関係

機関との密接な連携と相互協力を図り、地域住民と信頼関係を深めてきた。「部落差別

の解消の推進に関する法律」施行を機に、さらに相談体制の充実を図る。人権推進課職

員及びふれあい館の職員対象の研修を行ったり、市外のさまざまな研究大会等に参加し

たり、スキルアップを図る。 

また、これまで実施しています訪問活動についても、引き続き積極的に行い、相談者

に寄り添うふれあい館をめざす。 

 イ 啓発活動 

人権・同和問題をはじめ、あらゆる差別の解消に向けた啓発・広報活動については、

毎月発行しています館だよりなど、積極的に展開しているが、「部落差別の解消の推進

に関する法律」施行を機に、さらに意識の高揚を図る。平成３０年度においては、部落

差別解消推進法を周知するリーフレットを作成し啓発に努めていく。 
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３ 平成２９年度決算状況 

報酬 円 非常勤嘱託職員10名（館長5名、指導職員2名、

相談員3名）、審議会委員報酬36,000円

共済費 円 嘱託員10名：労災・雇用保険、社会保険料

報償費 円 講師謝礼、協力者謝礼、運営委員報償

旅費 円 嘱託員費用弁償、通勤手当520,118円

需用費（修繕料除く） 円 消耗品費、燃料費、食糧費、光熱水費

（修繕料） 円

古市132,840円、公用車修繕：61,236円

役務費 円 郵便料、電信料、手数料、保険料

委託料 円 消防設備・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検

特殊建築物定期報告業務委託料（5館分）581,200円

耐震診断業務委託料（西紀）1,436,400円

使用料及び賃借料 円 AEDリース料、バス借上料等、複写機使用料

通行料、受信料、借地料429,560円外

工事請負費 円 空調機設置工事（日置、味間）

原材料費 円 日置ふれあい館グラウンド真砂土

備品購入費 円 畑プリンター・ベンチ、日置デジカメ、西紀テレビ、

味間デジカメ・冷蔵庫

負担金補助及び交付金 円 成人病検診、県隣保館連絡協議会負担金

円合　　　計 36,322,357

　雨漏りによる腐食等のため、日置ふれあい館の外壁改修工事を実施した。利便性向上のため、日置及び味
間ふれあい館に空調機を設置した。避難所に指定している西紀ふれあい館の耐震診断を実施した。

1,563,437

1,306,800

29,000

229,791

387,238

5,897,739 施設修繕：畑339,660円、日置4,262,190円、

西紀481,095円、味間620,718円、

300,951

2,188,240

16,104,000

2,715,859

1,075,500

544,008

3,979,794

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
男性料理教室（西紀ふれあい館） AED講習会（日置ふれあい館） 
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２ 平成３０年度 ふれあい館の取り組みについて 

 

（１）館長連絡会(年６回) 

２か月に１回のペースで開催 

各種研修会の案内、各館で取り組んでいる事業等の情報共有、抱えている課題等につい

て話し合っている。 

（２）ケア会議(年３回) 

館長連絡会の２回に１回、館長・地域福祉課・社会福祉協議会・東西包括支援センター

とで、情報共有と学習の場として地域ケア会議を行っている 

  ・認知症カフェについて 

  ・災害時のふれあい館の役割について 

  ・ふれあい館で行っている各種事業の紹介 

（３）指導員連絡会 

・相談業務について、指導員同士の意見交換 

・講師を呼んで損談業務に生かせるような内容の学習会 

 様々な福祉施設について・・・地域福祉課 松本副課長 

 発達障害について・・・篠山養護学校教諭 橋本拓馬さん 

 女性と子どもの貧困・・・篠山市社協 前田局長（予定） 

（４）各館の取り組み 

ア 畑ふれあい館 

イ 日置ふれあい館 

 個別ケア会議の実施 

ウ 西紀ふれあい館 

（ア）相談事業（スマホの操作） 

（イ）情報交換会（民生委員） 

（ウ）ホッとサロン（臨床美術） 

（エ）まち協との共催事業 

エ 味間ふれあい館 

（ア）台風被害 

（イ）高齢者からの相談 

（ウ）「おしゃべり広場」 

（エ）丹南児童館との連携 

オ 古市ふれあい館 

（ア）小学生の放課後の居場所としての利用 

（イ）災害時の避難場所として 

  （ウ）まち協との共催事業 

  （エ）花の栽培を通じて 

  （オ）丹南生涯学習フェスティバルへの出展 
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各ふれあい館　主要事業開催状況(平成２８～３０年度）

1.畑ふれあい館

相談事業 相談受付 相談窓口による受付
地域訪問 戸別の訪問相談、高齢世帯・独居老人の安否確認

地域交流事業 子ども対象
女性対象 女性交流学習会
高齢者対象 ふれあいサロン
世代間交流 納涼大会、地域交流視察研修
成人対象
各種教室 かごサロン、カラオケ教室
各種クラブ

地域福祉事業 健康増進事業 健康教室
生活・環境改善
体験型学習活動 虹色学級
調査・研究

館利用 貸館 支部・自治会、団体等
広報・啓発 広報・啓発紙発行 館だより、行事案内

２．日置ふれあい館

相談事業 相談受付 相談窓口による受付
地域訪問 戸別訪問相談、高齢世帯・独居老人の安否確認

地域交流事業 子ども対象 夏休み交流
女性対象 出前講座
高齢者対象 めだかの学校
世代間交流 納涼大会、会議
成人対象
各種教室 体操教室、わいわいサロン、歌声サロン
各種クラブ グラウンドゴルフ

地域福祉事業 健康増進事業 料理教室
生活・環境改善 交通安全防犯教室
体験型学習活動 ドリーム学級
調査・研究 古文書研究

館利用 貸館 支部・自治会・団体等、グランドゴルフ利用
広報・啓発 広報・啓発紙発行 館だより、行事案内

9回 186人
10回 58人

13回 11,509部

9回 68人

53人
18回 125人
1回 10人

7回 43人
4回 37人
1回 200人

40回 416人
15回 11,000部

1回 14人

8回 56人

6回 75人
4回 288人

12人
164回 144人
1回 10人
2回 20人

74回 1,084人
30回 22,766部

40回 441人

43回 325人
3回 38人

社会調査・研究
事業

12回 159人
16回 110人

26回

24回 232人 グラウンドゴルフ大会、かご作り
47回 375人
16回 110人

22回 156人
7回

2回 22人
10回 85人
2回 240人

180回 237人
5回 78人

15回 15人
169回 200人
5回 100人

119回 1,466人
36回 21,000部

事業区分 対象・内訳
回数 参加人数等

2回 51人

社会調査・研究
事業

19回 129人19回 95人

65回 582人

12回 185人

3回 44人
5回 308人

回数

366回 367人

6回 113人

23人

事業区分 対象・内訳 事　　　業　　　内　　　容(２９年度)

17回 17人

参加人数等回数

２９年度 ３０年度(９月末現在)

２９年度 ３０年度(９月末現在)

回数 参加人数等 回数
事　　　業　　　内　　　容(２９年度)

23回

参加人数等
12回

25回 230人

参加人数等

２８年度

回数 参加人数等
24回 23人
352回 420人

6回 142人
10回 175人
6回 252人

43回 381人

4回 75人
2回 49人

136回 2,105人
40回 24,100部

２８年度

47回 47人
922回 998人
10回 153人
3回 38人
9回 109人
3回 214人
19回 204人
43回 419人
18回 120人

256人
2回 33人
10回 153人
20回 118人
68回 648人
70回 19,132部  
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３．西紀ふれあい館

相談事業 相談受付 相談窓口による受付
地域訪問 戸別訪問相談、高齢世帯・独居老人の安否確認

地域交流事業 子ども対象 子ども工作教室・子ども料理教室
女性対象 かごサロン
高齢者対象 カラオケサロン・ホッとサロン
世代間交流 納涼祭打合せ・納涼祭
成人対象 まち協共催事業・人権学習・税金相談・視察研修会
各種教室 子ども書道・成人書道
各種クラブ

地域福祉事業 健康増進事業 料理教室・栄養指導・ヨガ教室
生活・環境改善 救急講座・安心安全教室
体験型学習活動 わかあゆ学級、やまなみ学級、中学生人権ツアー
調査・研究 地球温暖化防止

館利用 貸館 支部、自治会、かご作りサークル
広報・啓発 広報・啓発紙発行 館だより、行事案内

４．味間ふれあい館

相談事業 相談受付 相談窓口による受付
地域訪問 戸別の訪問相談、高齢世帯・独居老人の安否確認

地域交流事業 子ども対象
女性対象
高齢者対象 日帰り視察研修、おしゃべり広場
世代間交流 パン作り教室
成人対象 料理教室
各種教室
各種クラブ

地域福祉事業 健康増進事業
生活・環境改善 環境美化奉仕作業
体験型学習活動
調査・研究

館利用 貸館

広報・啓発 広報・啓発紙発行 館だより、行事案内46,300部

3回 83人

154回 1,110人

3回 86人

12回 229人
2回 28人
4回 57人

214回 223人
4回 531人
5回 22人

18,960部

２８年度

回数 参加人数等
7回 7人

101人
3回 28人
76回 392人
11回 82人

15回 242人
55回 371人

12回 167人
25回 234人
3回 325人

11回 11人
173回 160人

２８年度

回数 参加人数等 回数 参加人数等

２９年度

舞踊・茶道・３B体操・健康料理・パソコン・大正琴・手まり

仮説サークル、支部、ナマステ会、母親クラブ、自主夜
間中学、グランドゴルフ、野球練習

事業区分 対象・内訳 事　　　業　　　内　　　容(２９年度)

9回 9人
152回 154人
1回 28人
15回 153人
22回 185人
2回 306人
15回 218人
45回 266人

9回 110人
3回 42人

社会調査・研究
事業

26回 327人
12回 70人

9回

35回 491人
20回 18,920部

事業区分 対象・内訳
２９年度

60回 564人
20回

事　　　業　　　内　　　容(２９年度)

28回 31人
307回 318人 156回 161人

5回 10人
11回 185人
3回 114人
3回 42人

206回 1,290人
23回 137人
3回 64人 健康教室
6回 92人

社会調査・研究
事業

126回 1,106人

36回 45,264部

182回 1,934人

36回

14回 23人
152回 171人

３０年度(９月末現在)

回数 参加人数等

5回 59人
7回 95人
10回 65人
1回 5人
5回 113人
24回 166人

3回 39人
1回 12人

8回 9,420部

20回 20人

11回 187人
0回 0人
13回 189人

10回 81人
1回 17人
1回 22人
72回 462人

1回 36人
1回 45人

79回 679人

23回 33,461部

３０年度(９月末現在)

回数 参加人数等 回数 参加人数等

 



- 17 - 

５．古市ふれあい館

相談事業 相談受付 相談窓口による受付
地域訪問 戸別訪問相談、高齢世帯・独居老人の安否確認

地域交流事業 子ども対象 進級お祝い会、夏のお楽しみ会、学習会
女性対象 健康体操教室
高齢者対象 奉仕作業・日帰り研修・茶道教室
世代間交流 夏祭り調理室利用
成人対象 人権学習会・かご作り・料理教室

各種教室

各種クラブ グラウンドゴルフ
地域福祉事業 健康増進事業

生活・環境改善 救急法講習会・安心安全教室、環境整備
体験型学習活動 わかくさ学級
調査・研究

館利用 貸館 支部・自治会・団体・老人会等
広報・啓発 広報・啓発紙発行 館だより、行事案内

274回 1456人
23回 11,585部

11回 174人
26回 164人

201回 1181人

65回 764人
51回 549人

36回 454人
2回 11人
26回 449人

143回 163人
7回 64人
8回 115人

２８年度

回数 参加人数等
12回 12人

料理、パッチワーク、大正琴、パソコン、お菓子づくり
等

事業区分 対象・内訳
２９年度

事　　　業　　　内　　　容(２９年度)

10回 10人
261回 273人
10回 122人

3回 4人
185回

7回 44人
44回 513人
2回 50人
13回 144人

205回 1,241人

43回 533人
6回 77人 健康料理教室・ことぶき体操
5回 57人

社会調査・研究
事業

21回 166人

159回 607人
25回 12,225部

157回 563人
17回 7,250部

187人
3回 32人
2回 16人
19回 284人
2回 30人
9回 136人

91回 559人

３０年度(９月末現在)

18回 187人

回数 参加人数等 回数 参加人数等

11回 66人

14回 51人
4回 66人

 

キムチづくり（古市ふれあい館） 畑地区発女性交流学習会（畑ふれあい館） 健康ヨガ講座（味間ふれあい館） 
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篠山市インターネットモニタリング事業マニュアル 

 

市民生活部人権推進課 

平成３０年４月１日施行 

 

１ モニタリングの目的 

 インターネット上の掲示板等をモニタリングすることで、本市に関わる差別書き込み

に対して拡散防止に努めるとともに、差別事象に対する初動体制の確立を図る。 

 

２ モニタリングの実施場所等 

（１）場所：篠山市役所第２庁舎１階人権推進課内 

（２）時期：毎月第４月曜日午後１時から３時まで（祝日の場合は次の平日に実施） 

（３）モニタリングを実施する掲示板等 

      「２ちゃんねる・５ちゃんねる」、「爆サイ」など 

（４）モニタリングの範囲 

      篠山市、篠山市民に関わる人権侵害にあたるすべての差別書き込みのうち、

被害者が特定、判明できるものを対象とする。 

 

３ モニタリングの実施方法 

（１）実施する掲示板等のトップ画面を起動する。詳細は別紙に記載。 

（２）検索機能を利用して検索用語を入力する。検索用語を含んだスレッド等が抽出さ

れるので、１件ずつ人権侵害に該当するかどうかのチェックを行う。 

   検索用語：「篠山市 部落」「篠山市 同和」「篠山市 在日」など 

（３）モニタリングが終了したら、実施内容を実施報告書（様式第１号）にまとめて人

権推進課長に報告する。 

 

４ 人権侵害に該当する差別書き込み基準 

篠山市（地名含む）、篠山市民で被害者を特定できる差別書き込み 

 

５ 差別書き込みを発見した場合の対応 

（１）該当ページを印刷及びデータ保存し、人権推進課長及び市民生活部長に報告する。 

特に悪質と思われる案件については、市長等に報告する。 

（２）人権推進課長及び市民生活部長の了承の後、削除要請を行う。 

（３）神戸地方法務局柏原支局へも削除要請を行った旨の通知を行う。 

（４）犯罪性が疑われる差別書き込みについては、篠山警察署へ連絡する。 

（５）被害者が特定でき、連絡先が明らかな場合は、被害者への連絡を検討する。 

（６）その他、市民生活部長は、必要に応じて関係者に意見を聞くことができる。 

 

６ 削除要請方法 

 別紙のとおり 
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別紙 

 

モニタリング、削除要請の方法 

 

１ モニタリングの方法 

（１）２ちゃんねる掲示板 

２ちゃんねる（新 sc）、５ちゃんねる（平成２９年９月まで２ちゃんねる 旧 net）

の２種類がある。 

２ちゃんねるのトップ画面の検索機能（本文検索）に検索用語を入力し、モニタ

リングを行う。抽出されたスレッドの中に５ちゃんねるのものもある。そのスレッ

ドはクリックするとトップ画面に戻る。その時は、該当スレッド名をコピーし、５

ちゃんねるのトップ画面の検索機能（スレ検索のみ）に貼り付けて検索する。 

（２）爆サイ 

  ２ちゃんねる同様、トップ画面の検索機能に検索用語を入力し、モニタリングを

行う。 

（３）グーグル検索 

  ２ちゃんねる同様、トップ画面の検索機能に検索用語を入力し、モニタリングを

行う。 

 

２ 差別書き込みを発見した時の対応 

 モニタリングメモ（様式第２号）及びモニタリングメモ集計表（様式第３号）を作

成する。 

  

３ 削除依頼方法 

（１）２ちゃんねる、５ちゃんねる 

  それぞれの「削除ガイドライン」を参考に削除依頼を行う。 

  ア ２ちゃんねる 

   「差別・蔑視削除専用」スレッドから削除依頼を行う。 

http://macaron.2ch.sc/test/read.cgi/saku2/1403082406/ 

   「削除専用」スレッドの一番下の「入力フォーム」に以下のものを入力する。

名前やメールアドレスは入力しなくてもいい。 

   入力フォームに 

「４．投稿目的による削除対象 差別・蔑視の意図がある地域名等の書き込み」、 

「該当スレッドアドレス」、「レス番号」を貼り付ける 

   スレッドごと削除依頼するときは、レス番号を１とし、アドレスのあとに（ス

レッド削除依頼）と記入する。 

    （例） 

４．投稿目的による削除対象 差別・蔑視の意図がある地域名等の書き込み 

  http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1424752333/304-306 

   書き込み終了後に「書き込む」ボタンをクリックする。 

  「削除専用」スレッドを開いて、入力ミスがないか確認する。 
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  削除結果は「削除専用」スレッドに掲載される。 

イ ５ちゃんねる 

「差別・蔑視削除専用」スレッドから削除依頼を行う。 

http://qb5.5ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1447846255/ 

その他は２ちゃんねると同じ。 

削除人から「過去ログ削除専用スレッドへ依頼してください」の指示があった場合

は、「過去ログ削除専用」から削除依頼する。 

http://qb5.5ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1499204955 

※旧のスレッドは旧の「削除専用」スレッドで、新のスレッドは新の「削除専用」

スレッドから必ず削除依頼を行うこと。 

（２）爆サイ 

削除依頼方法を参考に削除依頼を行う。 

該当するスレッド、レスが表示されている画面の最下部の「削除依頼」ボタンをク

リックする。 

削除依頼はレスごとに行う。 
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平成 30年度 ふれあい館運営方針及び事業計画 

 

 ふれあい館は社会福祉法に基づく第２種社会福祉事業のうち隣保事業を実施する施設と位

置付けられています。平成 9 年度の一般対策への移行後は、福祉の向上や人権啓発のための

住民交流の拠点となる「開かれたコミュニティセンター」として、住民のニーズに応じた地

域福祉の推進を総合的に行っています。 

 平成 28 年 12 月 16 日「部落差別の解消の推進に関する法律」（以下：「部落差別解消推進

法」）が施行されました。この法律は部落差別が今も存在することを認め、部落差別の解消に

向けて国民一人ひとりが理解を深めるよう努め、部落差別のない社会を実現することとして

います。部落差別解消推進法第 4 条に相談体制の充実が謳われています。ふれあい館はこれ

までも様々な生活上の各種相談に対応してきましたが、今後さらにきめ細やかな相談業務を

行っていきます。 

 また、平成 27年 4月に施行された「生活困窮者自立支援法」の自立相談支援事業は制度の

狭間で多様で複合的な生活上の困難を抱えた人々に対して、これまでからふれあい館が相談

事業として取り組んできたものです。担当部署と連携しながら相談者に寄り添うふれあい館

をめざします。 

 このような中、ふれあい館は「同和問題をはじめあらゆる人権課題解決のための拠点施設」

であるということを明確に捉え、新たな決意で『福祉と人権のまちづくり』を目指してふれ

あい館活動を推進していきます。 

 

（１）社会調査及び研究事業 

住民の実態やニーズを把握するため、積極的に訪問活動を行う。 

地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究す

る。 

（２）相談事業 

   館で待つのではなく訪問活動を行い、住民と会話し触れ合うことで信頼関係を深め、

生活上の様々な相談や人権に関わる相談に応じる。また、各関係機関と密接な連携を図

り、必要があれば速やかに次の相談機関へつなげる。 

   また、各種研修会や研究大会に積極的に参加し職員のスキルアップを図る。 

（３）啓発・広報活動 

   同和問題をはじめ、あらゆる人権に関する理解を深めるとともに差別の解消に向け、

日常生活に根ざした啓発・広報活動を行う。 

   部落差別解消推進法の周知に努める。 

（４）地域交流事業 

   各種文化事業や視察研修等、周辺地域住民との交流を深め偏見や差別意識を取り除き、

安心して暮らせる社会を目指す。 

（５）地域福祉事業 

   健康講座やサロン等、健康意識を高め生活上の課題の解決を図るとともに、高齢者等

の居場所づくりに努め、健康的な生活を送れるよう支援する。 


