
長野県では、少子高齢化の進展、人権意識の高まりなど社会情勢の変化に

より、人権課題として捉えるべき事象が拡大している現状を踏まえ、今後の

人権政策を総合的に推進するための基本方針の策定を予定しています。

この基本方針をよりよいものとするため、人権課題に取り組まれている団

体の皆さんからご意見をいただき策定を進めますので、人権に関するご意見

をお寄せください。

※お寄せいただいたご意見はまとめて、県ホームページにて公開させていただく予定で

す。なお、要約させていただく場合がありますのでご了承ください。

※公表にあたってお名前は伏せるなど、個人情報の取り扱いには万全の注意を払いますの

でご安心ください。なお、当該個人情報は本目的以外には利用いたしません。

※ご意見に対し、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。

書式は別紙をご利用いただくか、任意用紙に意見募集の内容についてご記入いただき、

郵送、Ｅメール、ファクシミリでお送りください。郵送、ファクシミリの場合は、「人権

に関する意見」と封筒、表紙等に明記してください。

○内容についてご確認させていただくこともありますので、ご協力いただける場合は、

団体名、電話番号、お名前をお書きください。

○締め切り 平成２０年３月２８日（金） 
○電話及び口頭での意見募集には応じられませんのでご了承ください。

（１）貴団体にとっての人権課題は具体的に何ですか。

（２）(１)の人権課題の解決に向け貴団体ではどのように取り組んでいますか。

（３）(２)の取組を進める上での課題は何ですか。

（４）県など行政や地域住民はどのように関わり、どのような協力が必要と考えますか。

（５）(１)～(４)以外にご意見がございましたら、自由にお書きください。

長野県庁 企画局 人権・男女共同参画課 人権尊重推進係あて

郵 送：〒380-8570（県庁専用番号・住所記載不要）

Ｅメール：jinken-danjo@pref.nagano.jp ファクシミリ：０２６－２３５－７３８９

人権課題に取り組まれている団体の皆さんから

ご意見を募集します

あ て 先

意見募集の内容

応募方法

＜お問い合わせ先＞

長野県 企画局 人権・男女共同参画課 人権尊重推進係

電話：０２６－２３５－７１０６

資料 １



人 権 に 関 す る 意 見

１ 貴団体にとっての人権課題は具体的に何ですか。

２ １の人権課題の解決に向け貴団体ではどのように取り組んでいますか。

３ ２の取組を進める上での課題は何ですか。

４ 県など行政や地域住民はどのように関わり、どのような協力が必要と考えますか。

５ １～４以外にご意見がございましたら、自由にお書きください。

◇内容についてご確認させていただくこともありますので、ご協力いただける場合は、団

体名、電話番号及び本内容についてお答えいただける方のお名前をご記入ください。

団体名 5 名前

別 紙

ご協力ありがとうございました。
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人権関係団体の長 様

長野県企画局長

長野県人権政策に関する意見募集について（依頼）

長野県では、情報化、国際化、少子高齢化等のさらなる進展や人権意識の高まりなど、

経済、社会情勢の変化により、人権課題として捉えるべき事象が拡大していることから、

人権政策をより総合的に推進するための基本方針策定を予定しております。

このため、人権課題に取り組まれている貴団体の人権に関する現状や課題などご意見

をいただきたいと考えています。

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、別紙「人権に関する意見」により、

平成２０年３月２８日（金）までにお寄せいただきますようお願いいたします。

担 当：人権・男女共同参画課

豊田雄三(課長)、小林仁司、中村正彦(担当)

電 話：０２６－２３５－７１０６

ＦＡＸ：０２６－２３５－７３８９

Ｅメール：jinken-danjo@pref.nagano.jp 

写



区 分

 女 性 長野県男女共同参画推進県民会議 （社）長野県連合婦人会

ＪＡ長野県女性協議会 農村女性ネットワークながの

（社）日本助産師会長野県支部 （社）長野県栄養士会

長野県女性薬剤師会 部落解放同盟長野県連合会女性部

Ｉ女性会議長野 新日本婦人の会長野県本部

日本婦人有権者同盟長野県支部連合会 長野県消費者団体連絡協議会

長野県食生活改善推進協議会 長野県退職女性教職員の会

日本労働組合総連合会長野県連合会 長野県平和・人権・環境労働組合会議

長野県商工会女性部連合会 長野県働く女性の家連絡協議会

長野県勤労青少年ホーム連絡協議会 長野県婦人教育推進協議会

長野県商工団体連合会婦人部協議会 長野県生活協同組合連合会

長野県農村生活マイスター協会 長野県在宅看護職の会

（２７団体） 長野県保健補導員会等連絡協議会 長野県共同参画をめざす会

（社）国際女性教育振興会長野県支部

 子 ど も 長野県保育園連盟 長野県青少年育成県民会議

長野県子ども会育成連絡協議会 長野県青少年団体連絡協議会

長野県青少年補導委員会連絡協議会 長野県里親会連合会

（社）長野県私立幼稚園協会 （財）長野県児童福祉施設連盟

ながの子どもを虐待から守る会 長野県ＰＴＡ連合会

長野県高等学校ＰＴＡ連合会 （社）信濃教育会

長野県小学校長会 長野県中学校長会

長野県高等学校長会 長野県特別支援学校長会

（１９団体） 長野県チャイルドライン推進協議会 長野県教職員組合

長野県高等学校教職員組合

 高 齢 者 長野県老人福祉施設事業連盟 （財）長野県長寿社会開発センター

（財）長野県老人クラブ連合会 長野県介護支援専門員協会

長野県介護福祉士会 長野県社会福祉士会

長野県高齢者福祉協会 （社）認知症の人と家族の会長野県支部

（１２団体） 長野県軽費老人ホームＡ型協議会 長野県ケアハウス協議会

長野県託老所・グループホーム連絡会 長野県老人保健施設協議会

意見をいただく関係団体

団 体 名



区 分

 障 害 者 （福）長野県身体障害者福祉協会 （福）長野県視覚障害者福祉協会

（福）長野県聴覚障害者協会 （福）長野県知的障害者育成会

長野県肢体不自由児者父母の会連合会 長野県身体障害者施設協議会

（社）長野県知的障害福祉協会 長野県精神障害者家族会連合会

長野県精神障害者地域生活支援連絡会 長野県障害者生活支援事業連絡協議会

長野県精神保健福祉士協会 長野県社会福祉士会

長野県信鈴会 長野県手話通訳士協会

長野県手話サークル連絡会議 長野県手話通訳問題研究会

長野県ことば・きこえ親の会 日本筋ジストロフィ－協会長野県支部

（社）日本自閉症協会長野支部 （社）全国脊髄損傷者連合会長野県支部

長野県共同作業所連絡会 長野県障害者運動推進協議会

長野県中途失聴・難聴者協会 長野県低肺グループ・ねむの会

長野県失語症友の会 長野県重症心身障害児(者）を守る会

（社）日本オストミー協会長野県支部 脳外傷友の会「信州」

（福）日本聴導犬協会 （Ｎ）長野県セルプセンター

若年脳損傷者を支える会しなの 長野県特別支援教育研究連盟

（３６団体） 養護学校ＰＴＡ連合会 長野県精神科病院協会

（Ｎ）スペシャルオリンピックス日本・長野 長野県障がい者スポーツ協会

 同和問題 部落解放同盟長野県連合会 全日本同和会長野県連合会

自由同和会長野県本部 長野県地域人権運動連合会

（７団体） 長野県同和教育推進協議会 「同和問題」にとりくむ県宗教教団連絡会議

長野県隣保館連絡協議会

 外 国 人 （財）長野県国際交流推進協会 上田市国際交流協議会

（６団体） （財）岡谷市国際交流協会 （Ｎ）ねこじゃらし茅野

地球人ネットワークinこまがね （Ｎ）コミュニティーエイドブリッジ

長野県難病患者連絡協議会 更生保護法人 長野県保護観察協会

長野県保護司会連合会 （Ｎ）長野犯罪被害者支援センター

（７団体） 長野県日中友好協会 在日本大韓民国民団長野県地方本部

在日本朝鮮人総聯合会長野県本部

 そ の 他 長野県市長会 長野県町村会

長野県弁護士会 長野県人権擁護委員連合会

（福）長野県社会福祉協議会 長野県民生児童委員協議会

団 体 名

 その他の
 人権課題



区 分

長野県公民館運営協議会 長野県社会福祉施設経営者協議会

（社）長野県母子寡婦福祉連合会 長野県医師会

長野県病院協議会 （社）長野県看護協会

（社）長野県経営者協会 （社）長野県商工会議所連合会

（１７団体） 長野県中小企業団体中央会 （Ｎ）人権センターながの

長野県商工会連合会

合 計 １３１団体

団 体 名



人権課題に取り組まれている団体の皆さん
からご意見を募集します

長野県では、少子高齢化の進展、人権意識の高まりなど社会情勢の変化に
より、人権課題として捉えるべき事象が拡大している現状を踏まえ、今後の人
権政策を総合的に推進するための基本方針の策定を予定しています。

この基本方針をよりよいものとするため、人権課題に取り組まれている団体
の皆さんからご意見をいただき策定を進めますので、人権に関するご意見をお
寄せください。

長野県（企画局）プレスリリース 平成 20 年（2008 年）2 月 22 日

１ 意見募集の内容

（１） 貴団体にとっての人権課題は具体的に何ですか。

（２） (１)の人権課題の解決に向け貴団体ではどのように取り組んでいますか。

（３） (２)の取組を進める上での課題は何ですか。

（４） 県など行政や地域住民はどのように関わり、どのような協力が必要と考えますか。

（５） (１)～(４)以外にご意見がございましたら、自由にお書きください。

２ 募集期間

平成２０年２月２２日（金）から平成２０年３月２８日（金）まで

３ ご意見の応募方法

県ホームページ（http://www.pref.nagano.jp/kikaku/danjo/seisakushingi/ikenboshu.htm）

にある参考様式をご利用いただくか、任意の様式にて表題を「人権に関する意見」とし、意

見募集の内容についてご記入の上、Ｅメール、郵送又はファクシミリによりお送りください。

４ 応募先

長野県 企画局 人権・男女共同参画課 人権尊重推進係

【Ｅメール】 jinken-danjo@pref.nagano.jp

【郵 送】 〒３８０－８５７０（県庁専用番号・住所記載不要）

【Ｆ Ａ Ｘ】 ０２６－２３５－７３８９

５ その他

・お電話や口頭でのご意見には対応できませんので、ご了承ください。

・お寄せいただいたご意見はまとめて、県ホームページにて公開させていただく予定です。

ご意見を提出された皆様に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

企画局 人権・男女共同参画課

（課長）豊田雄三 （担当） 小林仁司 中村正彦

電話：026-235-7106（直通）

026-232-0111（代） 内線 3743

 FAX：026-235-7389

 E-mail : jinken-danjo@pref.nagano.jp
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