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平成２５年度 人権啓発事業実施状況 

生活安全部人権政策課 

 

１ 活 動 

 

［１］広報等による啓発 

（１）広 報 

・「広報すずか」毎月５日号啓発コラム『ひろげよう人権尊重の輪』 

４月 子どもの自己実現のために（人権教育課担当） 

５月 ユニバーサルデザインから考える 

６月 紅一点じゃ，足りない。（人権教育課担当） 

７月 2013 平和への祈り展 

８月 共生の居場所づくり（人権教育課担当） 

９月 「見た目問題」とは 

10 月 多文化共生社会の実現に向かって（人権教育課担当） 

11 月 人を思いやる心 

12 月 不登校児童生徒とその家族への支援（人権教育課担当）※ 

１月 人権ふれあい劇場「角～いじめっこ姫の物語」 

２月 ネルソン・マンデラさんの言葉（人権教育課担当） 

３月 個人情報と人権（予定） 

 ※人権週間にちなみ，12 月 5 日号には特集記事２ページ＋人権作文２ページ 

特集「人権～子どもの学ぶ権利の保障～」 

 

（２）啓発物品 

・児童・生徒の人権ポスター原画を活用し，啓発カレンダーを作成し，関係各機関等に

配布。 

・啓発手帳を作成し，主に人権政策課，隣保館，地区市民センターに配備。 

・「じんけんフェスタ in すずか」の講演会，「2013 平和への祈り展」の人権を考える市 

民のつどい，人権ふれあい劇場で，シャーペンを配布。 

・「2013 平和への祈り展」の非核平和パネル展で，標語入り竹うちわを配布。 

・人権尊重まちづくり講演会で，タオル，コットンバック等を配布。 

 

［２］講演会等による啓発 

（１）じんけんフェスタ in すずか 

○開催日  ２０１３年１１月２４日（日） 

○場 所    鈴鹿市文化会館（けやきホール，さつきプラザ，第１研修室兼視聴覚室， 

第２研修室，和室） 
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○概 要 

   ◇けやきホール  

    ◎小・中学生による「人権に関する作文」代表作品の朗読 

深伊沢小学校４年 永井 心海  「こだまさん」 

一ノ宮小学校５年 伊藤 あゆり 「笑われて…」 

神戸中学校２年  藤原  ありさ  「外国人差別」 

13 時 30 分～13 時 45 分   

    ◎講演会 （演題）「生きながら生まれ変わる」 （講師）米良美一さん 

  13 時 50 分～15 時 20 分  

   ◇さつきプラザ  

  ◎人形劇「小さなお城」「ゆいとケンムン」 人形劇団むすび座  

（午前の部） 11 時～12 時 （午後の部） 16 時～17 時 

   ◇第１研修室兼視聴覚室  

    ◎小中学生人権ポスター 展示 

    ◎人権関係各課（障害福祉課・長寿社会課・子育て支援課・市民対話課 

男女共同参画課・人権政策課・鈴鹿市人権教育センター）及び鈴鹿市 

人権擁護委員会によるパネル展示等  10 時～16 時  

   ◇第２研修室  

◎特別企画「平和と人権 ～杉原千畝とホロコースト～」 

パネル展示及びビデオ放映 10 時～16 時 

   ◇和室  

    ◎人権相談 鈴鹿市人権擁護委員会 13 時～16 時 

 

  ○周知方法  

   ・広報すずか 10 月 20 日号への折込チラシ（全世帯）及び広報掲載 

   ・市関係機関（地区市民センター，独立公民館等）及び市内主要企業， 

    市内主要ショッピングセンターなどにチラシ，ポスター配布 

   ・鈴鹿市ホームページ掲載 

 

  ○参加者 

    じんけんフェスタ in すずか 延べ参加者数 １，０１２人 

けやきホール 参加者 ３１０人 

    さつきプラザ 参加者 ２６３人 （午前の部 150 人 午後の部 113 人） 

    第１研修室兼視聴覚室 参加者 ３２５人 

    第２研修室 参加者 １１４人 

    和室 相談者０人 

 

  ○アンケート結果（講演会） 

        ☆年齢層 小学生以下 0.8% 中学生 0.4％ 20 才未満 0.4％  
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20.30 代 11.2％  40 代 16.1％  50 代 22.7％ 60 代 25.2％ 

70 代以上 20.7％ 記載無し 2.5％ 

    ☆内容 

    大変満足 74.3％ まあ満足 19.9％ やや不満 0.4％ 大変不満 0.0％ 

 記載無し 5.4％ 

    ☆関心・理解 

        大変深まった 62.7% まあ深まった 27.8％ あまり深まらなかった 0.4％ 

    まったく深まらなかった 0.0％ 記載無し 9.1％ 

        ☆今後の講演 

    積極的に行う 69.3％ 時々行う 25.7％ あまり行わない 0.0％ 

    行わない 0.0％ 記載無し 5.0％  

    ☆関心のある人権問題 

    いじめ 21.7％ 子ども 16.9％ 障がい者 12.0％ 高齢者 11.6％ 

    インターネット 10.4％ 女性 8.2％ 外国人 8.1％ 同和 7.0％ 

    その他 1.7％（パワハラなど） 記載無し 2.3％ 

 

中学生 

・米良さん，がんばってください。  

 

20.30 代 

！人権に関しては全ての人が考える必要がある。たくさんの人に聞いてもらってこそだと 

思うので，今回のように魅力あるゲストを呼ぶなどしていろいろな人に来てもらえるよ 

うにすると良いと思う。今回についても事前に歌って頂けることが分っていれば「歌も 

聴ける」事をアピールすれば，来る人が増えたかもしれない。情報の広げ方も工夫して， 

たくさんの人に聞いて知ってもらえるとよいと思う。 

・まずは家庭から生まれる愛が世の大きな愛につなっがっていくこと米良さんのお話で強 

く感じました。良かったです。 

・講演は大変考えさせられました。特に子育て，子供への愛情について自分自身も，子を 

育てる身として，もう一度見直したいと思います。小中学生の作文も素晴らしく，他の 

作品も聞きたくなりました。素晴らしい機会を頂きありがとうございます。 

 

40 代 

・ 米良さんのお話とても素晴らしかったです。歌までうたってくださり大変感動しました。

私の子供も病気は違えど,低身長で長年治療をしておりましたので気持ちがよくわかり

ました。 

・ 米良さんのお話を伺って，人とのつながりを大切に生きていかねばならないと改めて思

いました。歌も大変心にしみました。とてもよい講演でした。 

・ 米良さんのお話はとてもフラット（「講師」というのではなく自分達と同じ一個人とし

て）で内容ともにとても身近に感じ共感しました。世の中全体が未熟な状態になってき
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ていると感じます。自分も含め，そのことに多くの人が気付き，よい社会にしていかな

いといけないととても思いました。ありがとうございました。 

・ 親子関係を今一度考えたい。愛情たっぷりあたえて頂きたい！ほほえみを大切に！ 

 

50 代 

・「もののけ姫」しか知らなかった。生の歌声をきけて，もっとききたくなりました。私の

育った家庭も，九州の父の暴力などあり。親のせいだけにはできないけど，愛し方がヘ

タな私ですが，良い人間にもっとなりたいです。 

・障碍者を身内にもつ私にとって今後の関係を考えさせられる講演でした。とても参考に

なりました。ありがとうございます。 

！障がい者をテーマにするなら，芸能人でないほうがいい。 

・子どもは天から預かっているという言葉は印象的でした。正に親子のあり方が大切だと

いうことがわかりました。成熟した大人になる為には十分学び自己分析もきちんとでき

ないといけないと思った。 

・土日の昼に開催がやはりよいと思う。 

 

60 代 

・自分の事をちがう方向から見る事をきづかされた。今一度考えてみたいと思った。 

・小中学生のお話はとても心にとどきました。小さな子が人権について真剣に考えている

ことがつたわりました。米良さんのお話は心に届くことがとても多くこれからの生きて

いく道標になりました。ありがとうございました。 

！有意義なお話でしたが，あまりにも聴衆の少なさにおどろき大変残念に思います。 

！子どもたちの発表に感銘を受けました。米良さんの親子の愛情関係は私にもよくわかり

ましたが，そのどこか間違った愛情に，いつ，どんなきっかけで気付かれ，生まれ変わ

られたのか，具体的なお話が聞きたかったです。 

・米良さんの考え方，大変参考になりました。私も愛する事を実践します。米良さん，テ

レビと違い，見直しました。 

 

70 代以上 

・テレビで見ていた米良氏と今日会った彼とは全く違った。素敵な男性だった…又お会い

したいと思う。本日はとっても素敵な一日でした。ありがとうございました。72 歳女性 

・いろいろ感じたお話でした。子供の人権が第一と言うこと，社会がそうなってほしいと 

願っています。 

！米良さんこんな少人数ではもったいない。もっとせんでんすればよかったと思う。 

・トラウマ親子関係の大切さ 子育て中の親子さんに多く見てほしかったと思います。 

 

○講演会総括 

  今回は，「生きながら生まれ変わる」を演題に，米良美一さんご自身の身体のことや生い 

立ちなどにより，体験した家族の絆や愛情など障がい者当事者の視点からご講演いただい 
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た。 

 米良さんの，体験や経験上の話がアンケートからも参加者に広く支持をいただけたと思

われる。 

  アンケートにもあったように，魅力的な講師を模索し，今後も様々な人権課題を取り

上げ，人権問題を自分自身の問題として考える機会を提供していきたい。 

 

   ○じんけんフェスタ in すずか総括 

 今回，昨年までの人権問題講演会から一新し，「じんけんフェスタ in すずか」と形を 
変え，開催日も平日の夜開催から日曜日の日中開催にし，講演会だけでなく幼児と親を 
ターゲットにした人形劇や人権パネル展示など，一日中幅広い年代に参加いただけるよ 
うに開催し，人権を感じ考える機会の提供を行った。 
 なお，鈴鹿市人権擁護委員会及び市関係各課と初めての連携だったが，市関係各課な 
どに改めて人権との関わりなど再認識してもらえたことは，鈴鹿市人権行政として，プ 
ラスになったと思われる。 
しかし，人権相談での相談者がいなかったことや主要的な講演会の参加者数が伸びな 

かったなど，見直しや改善の余地があると思われる。来年度以降も各種団体等と連携し， 
幅広く人権の輪を広げていきたい。 

 

（２）2013 平和への祈り展 

○開 催 日 ２０１３年８月２日（金）～４日（日） 

 

○場  所   鈴鹿市文化会館 

けやきホール（３日午後のみ） 

さつきプラザ 

第１研修室兼視聴覚室（３日午後のみ託児用） 

  

   ○周知方法 

 チラシ・ポスター配布等 

市関係機関（地区市民センター，公民館等），自治会回覧，小・中・高等学校全生

徒，人権擁護委員，人権擁護に関する審議会委員，隣保館運営委員，自治会長，

市議会議員，市内主要企業，その他関係各所，鈴鹿市ホームページ掲載など 

 

  

○概  要 

 ◇非核平和パネル展 

 ◎開催日時 ８月２日（金）～４日（日）10：00～19：00 

（最終日のみ 17 時まで） 

◎開催場所 鈴鹿市文化会館 さつきプラザ 

◎内  容 
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    【パネル展示など】 

・非核平和都市宣言文，人権尊重都市宣言文の掲示（本市作成） 

・原爆パネル「原爆と人間展」（本市保有） 

・「サダコと折り鶴ポスター」（広島平和記念資料館から借受） 

・ヒロシマアピールズポスター（本市保有） 

・長崎，広島遺骨名簿（本市保有） 

・昨年送り届けた折り鶴の紹介写真（本市作成） 

・震災と人権（法務局から借受） 

・フクシマ放射線写真展及び放射線関連 

   （ＮＰＯ法人広河隆一 非核・平和写真展を支援する会から借受など） 

・杉原千畝パネル展（杉原千畝記念館から借受） 

・県内・鈴鹿市の戦争に関連する資料展示 

（鈴鹿麦わら帽子の会から借受，県から借受，本市作成） 

     【ビデオの随時上映】 

・特別企画 『鈴鹿その時』『野坂昭如戦争童話集』 

    「鈴鹿その時」（鈴鹿麦わら帽子の会から借受） 

    「ふたつの胡桃」「焼跡の，お菓子の木」（大阪国際平和センターから借受） 

・アニメ映画 

「夏服の少女たち」「はとよひろしまの空を」「はだしのゲン１・２」 

            「命の水-ひろしま水道物語-」，「つるにのって-とも子の冒険-」       

（広島平和記念資料館から借受） 

・記録映像 

    「ヒロシマ・母たちの祈り」「ヒロシマの記憶」 

「ヒロシマから未来へ 広島平和記念資料館」 

（広島平和記念資料館から借受） 

【平和絵本】 

「折り鶴のこどもたち」「折り鶴は世界にはばたいた」 

｢新装版 飛べ！千羽づる｣「Ｄｏ ｙｏｕ ｋｎｏｗ Ｓａｄａｋｏ？」 

「サダコ・原爆の子の像の物語」「サダコ」「サダコと千羽づる」 

            （広島平和記念資料館から借受・サダコと折り鶴パッケージ）  

「アオギリのねがい」，「絵本はだしのゲン」，「ひろしまのエノキ」， 

「ひろしまのピカ」，「まちんと」（広島平和記念資料館から借受） 

【参加コーナー】 

・折り鶴を折って広島に送ろう 

・平和メッセージ募集掲示                                       

・平和の絵本をよもう 

・平和クイズ 

【平和学習】 

      ・平和ナガサキ  小学生用 

     ◎参加者 2 日（76）3 日（217）4 日（91） 合計 384 人 
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     ◎アンケート結果 

      ☆年齢層  小学生以下 17.1% 中学生 2.9％ 高校生 1.2％  

20 才未満 0.6％ 20.30 代 10.0％   40 代 13.5％ 

50 代 14.1％ 60 代 21.8％ 70 代以上 18.2％ 記載無し 1.2％ 

      ☆内容   とてもよかった 54.2％ よかった 41.7％ 

あまりよくなかった 1.2％ よくなかった 1.2％ 

         記載無し 1.8％ 

      ☆来場回数 初めて 59.2％ 2～4 回 24.9％ 5～7 回 5.9％ 

            8 回～4.1％ 記載無し 5.9％ 

 

小学生以下 

・戦争のことがよく分かりました。とてもひどいというのが分かりました。戦争はとても

こわいです。勉強になりました。ありがとうございます。 

・昔の人は戦争を何でしたのか。げんばくは一つでもみんながえらいめにあった。これか

ら戦争をしないようにすれば戦争はおこらない。 

 

中学生 

・これからもずっと戦争のない平和な国であってほしいと思いました。 

 

高校生 

・勉強になった 

 

20.30 代 

・スギハラチウネは素晴らしい人間だと改めて学ばせていただきました。 

・戦争や平和をテーマにした催しはどんどん続けて啓発に努めていただきたいと思います。

近年は，インターネットなど，あらゆる手段で不特定多数の人間が根拠のない事実を流

す傾向があるだけに，正しい事実を知らせる機会は，もちつづけるべきだと思います。 

・丁寧に教えてもらえたので，帰宅したら自分の周りの人にも教えて伝えていこうと思い

ます。子供も，何かを感じてくれたらいいなと思いました。 

・年々戦時中の話を口にする人は減ってきているこの世の中増してや今の平成っ子は親か

らさえも聞いたことがある子は少ないと思います。だからこそこのような催しはもっと

もっと必要になっていくと思います。私自身も経験はした事はないのですが少しでも多

くの事を知り次世代へ伝えて生きたいと思っています。 

 

40 代 

・杉原千畝のビデオを拝見しました。どういう人物かよくわかりませんでしたが勉強にな

りました。子どもはアニメのビデオを見せてもらったのでゆっくり私は見れました。 

・貞子さんのことは，聞いたことが，あるくらいでくわしくは知りませんでした。カベ一

面に順番に貼ってあり，とてもよく分かり，とても悲しく，悲惨なことであり，胸がつ
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まりました。ありがとうございました。 

・知らないコトが多すぎました。（勉強していたはずなのに）子供が原爆に興味を持ち参加

させていただきました。夏休みの自由研究にします。 

・1 年に 1 回ですが，平和について考える時間は大切だと思います。企画等大変だと思い

ますが，平和展続けて下さい。杉原千畝さんの特集をしてほしいです。 

 

50 代 

・毎年工夫されて内容も充実していくように思います。フクシマのパネルが多く展示され

ていて良かったと思う。一人でも多くの人に参加してほしいと思います。 

・広島・長崎の原爆の被害のみではなく，戦争がもたらした被害（命・くらし・ふる里を

壊していったことも）へと視野を広げてくれて，また福島の放射能被害という現代へも

つなげてくれる資料に接し，強く印象に残りました。ありがとうございました。 

・とてもいい取組でした。多面的な企画でいいですね。杉原千畝も大好きです。鈴鹿市の

本(戦争の歴史）も読みました。Good です。 

・以前に比べて子ども，親子連れの姿が多くなったと思います。絶妙のセッティングだっ

たと思います。ごくろうさまです（した）。 

！広島へ行った事がないので少しでも核や戦争の悲惨さを知る事が出来るかと思い初めて

パネル展へ来させてもらいました。以外と写真等が少なくあまりよくわかりませんでし

た。 

 

60 代 

・平和の大切さがよくわかり，良かった。市民の声と映像で語られる「鈴鹿その時」は心

をゆさぶられます。 

・今回，鈴鹿市の戦争関係の展示が行われ，身近に平和の大切さをアピールできたと思い

ます。今後も地元の方々に協力していただき内容の充実をお願いします。 

小中学生にもっと展示を見てもらうよう PR もお願いします。 

・広島の記念館に行った事があるので，だいたいわかってました。放射線とはどういうも

のかの説明がよくわかってよかったです。 

！戦争の記憶がどんどん薄れていく中，今，私達が住んでいる鈴鹿市が「軍都」であった

という事を知るだけでも過去と現在がつながることになるのではないでしょうか。 

沢山の資料の展示，是非多くの方が見る機会を持つといいです。夏だけではなく一年を

通じて市役所などにコーナーがあってもいいのでは。「非核平和宣言都市」でもあるので

すから。 

・フクシマにもふれていただきありがとうございました。様々な観点から平和を考える取

組みでした。毎年楽しみに参加しています。 

・毎年開催していただくことに意義があります。子供達にも良くわかるように展示されて

あり，よかったです。 

・原爆なんて無くなる世界を切望します。写真やパネルをみているとほんの一コマですが

つらく悲しい事なのですね。今日はありがとうございました。 

杉原千畝さんのをテレビで物語で見ることができました。用紙を頂いていきます。 
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70 代以上 

・さだ子さんのこと，杉原千畝のことを断片的な知識しか持ち合わていませんでしたが，

詳しく知ることができました。暑い中地道な活動ありがとうございます。 

・福島原発事故と風評被害とを人権に結びつけた展示はよかった。 

！今回は日程が悪かった。鈴鹿まつりと一緒はだめ。 

！ある程度の期間（半月～一ヶ月）展示して頂ければと思います。小・中・高校生が来や

すい会場つくりにしていただきたいと思います。 

！フクシマの写真点を入れたのはよかった。しっかり準備された企画でいろいろ勉強にな

った。若い人，新しい人にもっと来てもらうように努力してほしい。 

！パネル展も大きく見やすく，杉原千畝ビデオも解りやすく,名前とその行動は解っていて

もその時代の写真等が折り込まれると良く理解出来，よかったです。私たちの仲間の（麦

わら帽子の会）朗読ビデオも放映していただき，ありがとうございました。 

今の時期もっともっと沢山の人達（子供も含め）が見るべき展示だと思いました。（鈴フ

ェスと重なり残念！）佐々木禎子さんの展示も大変よく知っていましたが，やはり沢山

の写真（誕生から亡くなるまでの）エピソード等知らなかったことなどがあり，一番関

心を持って見ました。 

原爆（放射能）の恐ろしさ，戦争の残忍さ，改めて「平和」を守らなくては…と（一部

不鮮明）再認識させられました。 

！係の方と会話ができて，大変良かったと思います。市役所ロビーで少しのスペースでも

展示(常設）ができるようご努力ください。 

 

 ◇人権を考える市民のつどい 

 ◎開催日時 ８月３日（土） １部 13：30～14：20 ２部 14：30～16：10 

◎開催場所 鈴鹿市文化会館 けやきホール 

◎内  容 

    【第１部】 

   「原爆のはなしをきこう」 講師：吉岡 清美さん（三重県原爆被災者の会） 

被爆当時の惨状を写真や活字で知るだけでなく，原爆を体験された方の話を聞

いて，「ヒロシマ・ナガサキ」とは何であったのか，原爆（核兵器）とは何か

を考える。 

【第２部】 

    「ミュージカル 火垂るの墓」 公演 劇団ポプラ 

     野坂昭如の同名小説を原作としたミュージカルを通して，平和，命の尊さ 
     を感じ考える。 

     ◎参加者  280 人 

     ◎アンケート結果 

      ☆年齢層  小学生以下 17.4% 中学生 4.3％ 高校生 3.6％  

20 才未満 0.7％ 20.30 代 10.0％   40 代 17.4％ 

50 代 10.9％ 60 代 19.6％ 70 代以上 17.4％ 記載無し 0.7％ 
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      ☆内容   大変満足 70.8％ まあ満足 19.7％ 

やや不満 0.0％ 大変不満 0.7％ 

         記載無し 8.8％ 

      ☆来場回数 初めて 54.7％ 2～4 回 25.5％ 5～7 回 6.6％ 

            8 回～9.5％ 記載無し 3.6％ 

      ☆関心・理解 大変深まった 58.4％ 深まった 33.6％ 

            あまり深まらなかった 4.4％ まったく深まらなかった 0.0％ 

            記載無し 3.6％ 

      ☆今後の公演 積極的に行う 82.5％ 時々行う 14.6％ 

            あまり行わない 0.7％ 行わない 0.0％ 

            記載無し 2.2％ 

小学生以下 

・ぼくは戦争をしたことないけど戦争の話をきいたら戦かっていたひとはかわいそうとお

もいました。本当に戦争のことがわかりました。 

・テレビやアニメ映画で火垂るの墓は何度か見ましたが今回のミュージカルを見てテレビ

やアニメ以上に心に残り感動しました。ポプラのミュージカルをまた見たいです。 

中学生 

・戦争のない平和をつくっていきたいです。 

・戦争のない平和な国をたもっていきたいと思いました。 

高校生 

・食べ物の大切さがわかりました。ＤＶＤとはちがいましたが，感動しました。 

・大変良かったです。ありがとうございました。 

20 才未満 

・1 部の吉岡さんのお話のように原爆を直に体験した方の話をきかせて頂くのは初めてで

したが，ドキュメンタリーや映画や本などとはまた違う生の声できくことで，戦争の恐

さを改めて実感できました。次の世代を担っていく私たち若い人間も戦争の恐さをかな

しみをまた次のせだいへずっと引き継いでいきたいと思います。ミュージカルもかんど

うしました。きちんとお話を読んだりみることをさけていた「火垂るの墓」でしたが，

今回きちんと向き合うキカイを頂けてよかったです。また次も参加させて頂きたいと思

います。ありがとうございました。 

20.30 代 

・公演，ミュージカル共にあきさせない内容だった。被爆，戦争の話，物語を力強く語り

かけるメッセージが充分に伝わった。 

・普段戦争について考える事もないのですが，今日はとってもいい機会になりました。 

・戦争体験，ミュージカル大変ためになりました。戦争を風化させない様，後世に伝え，

戦争を 2度とおこさないよう努める必要性を感じました。 

40 代 

・小さなお子さんにもわかる様にはいりょされていてとても感動しました。戦争の知らな

い私たちがもっと，いま，この平和を大事にすべきだと考えさせられました。 
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けして大きくないステージで，そんなに大勢の出演者ではなかったのに，娘と二人で観

させて頂きましたが，しばらく感動していて席を立つ事が今この文字が読めるかどうか

心配なほどです。ありがとうございました。 

！学校などで定期的に行ってはどうか。 

！戦争についてふりかえるいい機会になったと思う。子供にも忘れないようこのような催

しを定期的に行って欲しい。 

！物語はよかったが，少し上演時間が長いように感じました。詰めてもらえるともっとみ

やすかったと思います。 

・１部と２部がリンクしてよかった。 

・このミュージカルは人権・平和をわかりやすく，深伝えるとてもいい手法だったと思い

ます。 

！とてもよかったですが，小学生には難しい内容でした。しかし，学校などではやってほ

しいなとは思いました。ありがとうございました。 

50 代 

・吉岡さんの体験談，心にしみました。生の声が聞けて本当によかったです。その場にい

るような気がしました。その後のミュージカルにつながりました。映画とはちがうよさ

がありました。平和がやっぱり大事だとつくづく思います。二度と戦争がおこらないよ

うに今の世の中の動きに目をひからせたいものです。 

・平和や戦争に対する重いが深まった。今までの中でいちばん良かったと思います。あり

がとうございます。 

・とても良かったです。ありがとうございました。来年もたのしみにしています。 

60 代 

・感動々でむねがつまり涙があふれてとってもよかったです。これからもきかいがあれば

見聞きしたいです。 

！きんぱくした場面でミュージカルになると気持ちが止切れる時があった。節子ちゃん役

がうまく合っていた。 

・Ⅰ部の吉岡さんの生々しい戦争体験のお話に被爆当時の広島の様子がよく分かりました。

Ⅱ部のミュージカル「火垂るの墓」には，戦争を知らない世代の若い役者さんたちが実

に力強く熱演されていたので，感心しました。すばらしい企画を考えてくださりありが

とうございました。 

！すずフェスの日です。日程を考えられたらどうでしょうか。これだけの内容です。もっ

たいないです。より多くの人に見てもらえたらと思います。 

70 代以上 

！このような企画が夏の特定期間に限られていますが，継続的に機会を作り啓発を続けて

いかなければと思います。今，世界的平和が危うくなっています。 

・1部 2部とも感動しました。毎年こうした企画をお願いします。 

！大変大がかりな舞台，意味深い内容!!もっと多勢の人に見てもらいたかったです。あり

がとうございました。 

・原爆体験の話身につまされた。日本の戦争は間違っていた。平和を祈る。 
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◎原爆のはなしを聞いて 

・とても素朴な言葉で伝えていただいてよかった。平和な社会を守る努力が大切であると

思う。啓もう活動は行政の力で積極的に取り組んで頂きたい。その思いを市民の一人と

してしっかり受け止めたい。今，憲法九条が論議されているか？あの悲惨な戦争の教訓

の上で，作られた大切な遺産として，憲法九条は守っていきたい。平和憲法こそは日本

が世界に誇るべきものだと思う。人権政策課の皆様のご努力に敬意を表します。 

・戦争は二度としてはいけない。一人一人が声を大にして叫んでいきましょう。 

・大変貴重なお話を聞かせていただき，感謝します。忘れ去られることがこわいので，ぜ

ひ，ぜひ，戦争の体験を語り継いでもらいたいと強く思います。 

・吉岡清美さんの話を聞いて原爆の恐ろしさと被爆された方の思いがとても伝わりました。

私はまだ生まれていなかったので戦争や原爆のことは本などでしか読んだことがなかっ

たので，今回戦争を経験された方に話を聞けてとても興味深かったです。すえこさんの

話はとても悲しい話でした。話されている吉岡さんもすごくつらかっただろうなと思い

ました。しかし，私たちに話して戦争が二度と起こらないようにしたいと伝えていただ

き私も学ぶことがあったし，今の平和であることを大切にして小さなことでも大事にし

ていきたいなと思いました。 

・子どもたちにこのお話をもっと聞いて本当のこと，あったことを知ってほしいとおもい

ました。戦争はしてはいけないとづっと伝えていくべきと思いました。あれがとうござ

いました。 

・すさまじいお話しでした。広島の原爆資料館などを見てきたり，色々な所でお話を聞い

たり見たりする機会は会ったのですが，実際に体験されたお話を，それもこれ程までの

事は…本当にすごかったです。87 才になられた今もそれをずっと使命のように語り続け

て下さっている事本当にありがとうございます。私達が未来の子ども達に出来る事は今

の平和な世の中でしようと思えば何でも出来る時代にいます。原発の事,9 条の事，TPP?

色々と平和だからこそその時代にうまれた事に感謝して次につなげていきたい。 

・直にお話をきいたことはありませんでした。こういう機会を作り，次世代へと受け継い

でいく必要性を感じました。是非これからもこういう場を設けていただきたいと思いま

す。吉岡様これからもお元気で，お過ごしされ一回でも多くお話をされる事をお祈りい

たします。ありがとうございました。  58 才男性より 

・これ程生々しいはなし（体験談）を聞いたのは始めてでした。涙なしでは聞くことがで

きなかった。今ある幸せを大切にし，また，この平和が永遠に続くことを祈らずにはい

られない。ありがとうございました。 

・本などで学ぶ事とはちがって体験者の方の生のお話が聞く事が出来てとてもリアルでよ

かったです。子供も話を聞く事で少しは戦争の事を知る事ができたのではないかと思い

ます。 

・広島でおきたその出来事をきいて，戦争なんて二度と起きてほしくないです。もしも起

きてしまったら，もう頭がくるってしまうかなぁとおもいます。それに私は一度広島に

行って原ばくについて勉強しました。けど，その時よりも分かりやすく話してもらえた

ので，よく勉強になってよかったです。 

・吉岡清美さんの話を聞いて，原爆がいかにすさまじく人間を焼きつくすおそろしさが大
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変よくわかりました。表現力のあるお話ぶりだったので，その時の様子が目に浮かぶよ

うで，涙が出てきました。今の時代の平和のありがたさや，食べ物に困らない幸せを改

めて感じ，考えさせられる事が出来ました。有難うございました。 

    

  ○平和の祈り展総括 

平和への祈り展は，非核平和都市宣言の趣旨に基づき，核兵器のない平和な世界を願っ 

て開催している。 

アンケートから，非核パネル展及び人権を考える市民のつどいとも内容について一定の 

評価を得られたと思う。 

 非核パネル展では，特にフクシマ放射線写真展及び放射線関連，県内・鈴鹿市の戦争に 

関連する資料展示，杉原千畝パネル展などが好評で，今回から展示するだけでなく積極的 

に参加者に説明を行った結果，数は少ないですが説明も聞けてよかったとアンケートに記 

載があり，これからも展示だけでなく説明を行うことにより一層の理解を促していきたい。 

 人権を考える市民のつどいでは，初めての試みで吉岡さんの講演とミュージカル「火 

垂るの墓」を開催した。双方とも個々に評価され，リンクしていて良かったとたくさんの 

意見があったが，開催日が「すずフェス」と重なったため参加者が少なかったとの意見も 

あった。今回主催者として，より多くの市民の方に吉岡さんの講演を聞いていただくため 

にどうしてもけやきホールで行いたいという主催者の思いがあり，けやきホールが空いて 

いる日に開催したところ，「すずフェス」と重なってしまった。 

来年度は「すずフェス」の開催日を避けて従来どおり７月下旬の開催を予定。 

 全体的に内容は，評価されたが，いかに参加者を増やすかが今後の課題。 

 

（３）人権ふれあい劇場 

「角～いじめっこ姫の物語」 

○開催日時  平成２６年１月１３日（祝・月）14:00～15:30 

○開催場所  鈴鹿市文化会館けやきホール 

○出  演  劇団芸優座 

○主  催  鈴鹿市・鈴鹿市教育委員会・三重県 

○後  援  亀山市・亀山市教育委員会・三重県教育委員会 

○周知方法 

  広報すずか１２月５日号 くらしの情報 掲載 

  広報すずか１月５日号  ひろげよう人権尊重の輪 

  自治会回覧（広報すずか１２月２０日号配布時チラシ回覧） 

スキップ掲載 

鈴鹿市ホームページ 県関係機関 

  ポスター及びチラシ 

  市関係機関（地区市民センター，公民館等） その他関係各所 

小学校（全児童にチラシ配布） 

  ポスター 
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  近畿日本鉄道各駅（白子 2枚）  その他関係各所 

○参加者  ３７８人 

 ○アンケート結果 

  ◎アンケート結果 

      ☆年齢層  

 小学生以下 52.6% 中学生 1.4％ 20 才代 0.4％ 

30 代 15.7％   40 代 15.4％  50 代 2.9％ 60 代 7.5％ 

70 代 2.9％  80 代以上 0.4％ 記載無し 0.8％ 

 

 

☆どちらからお越しになりましたか？ 

      鈴鹿市 92.8％ 亀山市 3.9％ その他 1％ 未記入 2.1％ 

 

      ☆内容   とてもよっかた 80.3％ よかった 16.5％ 

あまりよくなかった 0.4％ よくなかった 0.0％ 

         記載無し 2.9％ 

 

 小学生以下（一部親の感想も含む） 

・いじめてばっかの「おひめ様」が，いろいろゆめの中でいろんなたいけんをして「つ 

 らさ」などを知ったのですごくよかった。私はよく弟とケンカをしています。「い 

じめっこひめ」を見てたたかれた時のいたさなど知りました。おもしろかったです。 

 ・大人も子どもたちも集中して，反応していたようです。 

 ・えんぎがすごかった。友達とのかんけいをたいせつにしているところがよかったか 

  ら，またしてくださ～い～ 

 ・ぼうりょくや人がいやがることをしたらいけないことをおしえてもらいました。 

 ・おひめさまが，すごいいい人になったのですごくよかった感動した。ゆうじょう 

  のかけがえのなさにきずいてくれて本当に感動した。また，こんないいげき見たい 

  です。 

 ・マーガレット姫がさいごに友情のかけがえのなさ，思いやりの大切さに気づいて 

  くれてよかったと思いました。 

 ！あまりの迫真の演技に子どもは恐ろしく最後まで見ることができませんでした，普 

  段暴力シーンなど見ることがなかったのでショックだったようです。劇を通して 

  学んでほしいとの親の願いとはまた違って子どもには少しつらかったみったいで 

す。 

 

中学生 

・ストーリーもよく声もすきとおっていて，ききとりやすかった。とても印象に残っ 

 たので，次回も公演してもらいたいと思います。 

 ！むずかしかった。 



 

15 
 

 

 30 代 

 ・もっと悲しくて難しいかと思ったけど，わかりやすくおもしろくてとてもよかったで

す。見に来てとてもよかったです。 

 ！難しいかなと思ったけれど，子ども達も集中して見ました。初めに，飲食だめと言 

っているのに，周りが係り人の目を盗み食べていたのがすごく嫌でした。あとそう 

いう子（親）は，ぺちゃくちゃおしゃべりも多くて迷わくでした。 

 ・人を思いやる気持ち，子供達にみせていただけてよかったです。親子で初めての観劇 

  でした。とてもいい思い出になりました。ありがとうございます。 

 ・おもしろかった。10 分の休けい時にいじわるマーガレットかきました。劇がおわって 

からマーガレットをかくと，ステキなおひめさまの絵になりました。コトバのかんそ 

うじゃない絵で娘の喜びがわかりました。 

 ・5 才の娘と観にきました。悪い事，いじわる行動とてもわかりやすい内容でした。ア 

マンダのかわいいキャラもサイコー 親（母）がマーガレット（子）をダメにしてい 

る所親にも教育の夢バージュンの話も必要でしたね－夢オチ！？は少しあっけなかっ 

たけど，マーガレットが 1時間の夢であんなにかわちゃうのも，あっけなかった。 

もっとみていたいくらい，おもしろいキャラの人がもりだくさんの劇でした。あのご 

うかな衣しょうやＳセットも見ごたえあって，無料に改めてびっくりだゎー きてよ 

かったです。 

 ・まずは題名にひかれました。なかなか言葉では教えられないことをストリーを通して 

  こんなに分かりやすく感動的に伝わりました。優しさを教えられました。是非次もし 

  てほしいです。演ギされている方 1人 1人がとてもすばらしく感動しました。ありが 

とうございました。 

 ・子どもと共に楽しみながら観れたのが良かった。台詞のところどころに重みがあり， 

  思わず泣いてしまいました。 

 ・暴力だけではなく，言葉でも人をキズつけてしまう事を教えてくれた。とても良いお 

  話しでした。 

 ！5 才の少し口が達者な娘ときました。いじわる，わがままはダメだと自分で理解で 

きる内容でとても良かったです。今後の娘の成長が少し楽しみになりました。時々 

聞きとりにくい所があった。 

 

 40 代 

 ・きせきの夢であんなにも変われるなんて，びっくりしましたがとても考えさせて 

  もらえるいい劇で，ジーンきました。出演者のみなさんのえんぎにとても感げき 

  しました。ありがとうございました。 

・子ども親にも分かりやすくてとてもよかった。（無料というのもよかったし）劇団 

  の方の声の大きさもバックもすてきでした。親子，友達，いろいろな視点から構成 

  でとても充実していました。また，次のをみたいと思います（子ども向けで時間的 

  にもわかりやすくよかった） 

 ・人権に対する大切な言葉をいくつか，聞くことができた。「人の言葉は，きょう器 
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  になる」など 

 ・「言葉は凶器になる」と言う言葉が印象に残りました。子供に話しかける言葉にも 

  気を付けないとダメだと思います。 

 ・とてもいいお話でよかったです。泣けました。ありがとうございます。 

 ・とても演技力がある劇で，マーガレットが森へつれていかれる時に涙が出そうにな 

  りました。母親がマーガレットをあまやかしすぎているのが悪いので，父親がもっ 

  と注意すべきだと感じさせられました。マーガッレトがいい子になった時も涙が 

  出て来ました。とても良い話だったと思います。大人も子供も感動させられるすて 

  きな劇を見る事が出来て良かったです。また見に来たいと思いました。 

 ・子供にも大人にもよくわかり易い内容でした。思っていたより非常に良い劇でした 

  是非小学校等の観劇を行ってほしいです。 

 ！託児室では，音声も聞こえていなかったので少し残念。託児室は静かな所なのか 

  ？親としては音もちゃんと聞かせてあげたい。 

 ！劇の最初のほうは子供がこわがっていたがときどき笑いもあり，内容は理解できた 

  ようでよかったと思う。 

 

 50 代 

 ・楽しい話にも大切なことが要素が含まれていました。劇はいいですね。小さい子に 

  も自然に大切なことが入ってくるような気がします。 

 ・物語の中にひきこまれるようでした。子供達の我がままに少しふりまわされる時が 

  あります。今日の物語をみてどう感じたが楽しみです。やさしい子に育ってくれる 

  といいと思いました。 

 ・最後のシーンでは，知らず知らずのうちに涙していました。レオ役の早坂さんの 

  迫真の涙のシーンや，おばさんの慈愛あふれる感じお手伝いのおばさんのコミカル 

  な演技での笑いをそぞくところ。とてもたのしかったです。これを書いている間 

  にも，親子づれの方が感想をいいながら帰っていかれましたが，小学校低学年の男の

子が「すごいアトラクションやったなー」と笑顔でいっていたのがきこえてきました。

会場に笑顔の余韻が広がっていました。すばらしかったです。ありがとう 

  ございました。 

  

 60 代 

 ・親切，やさしさ，思いやり，とっても大切自分の事だけ考えて生きていく事はやめて，

人とのつながりの大切さを知りました。孫といっしょに見学に来て，きっと孫 

  も心の中に何かをつかんだ事と思います。本日は，有がとうございました。 

 ・すてきでした。孫といい時間をもててとてもうれしい。いい話でした。 

 ・人権・差別は自分自身が相手の立場になってどう考え行動するかだと思います。 

 ・とても子どもにも分かりやすく，理解できたと思う。小 1 と年少の孫にも見せたかっ

た（私，反省） 

 ！人形劇か影絵かなあと思っていましたが，本格的な舞台劇で芝居を見にきたかのよう

熱演で引き込まれ一生けんめい見ました。ありがとうございます。会場が満員で沢山
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の小さな子が見にきてくれると嬉しいなぁ。生の舞台劇を見る嬉しさを味わえるよう，

小さな子どもたちにもっと広く知らせて欲しい。 

 

 70 代 

 ・孫と一諸にきたのですが，やさしさや，いじわるをしてはいけない事などよくわかる

ように演じて下さったことを見てこれからの行動につなげて，話し合って行こうと思

います。ありがとうございました。次回を楽しみにしています。 

 ！小さい子どもが多かったので，もう少しやさしいことばでと思いました。 

 ・講演を聞くだけと違って，人の動きを見ながら聞きながら，それ等を考えながらなに

かを感じる事ができてよかった。 

  

 80 代以上 

 ・とても良かった全国の皆さんにテレビで見せて上げたいです。 

  

 その他 

 ・しっかりした演技で見ごたえがありました。内容も子供達にも理解できた模様でした。 

 

〇総  括 

 人権ふれあい劇場は，劇などを通して親子で触れ合うことができ，人権を感じていた

だくきっかけを作ることを目的として開催している。 

今回の演目「角～いじめっこ姫の物語」は，「どこか遠い国に，いつでもどこでもわが

ままで，みんなにいばって意地悪ばかりしているお姫様がいた。名前はマーガレット。

お城の使用人ばかりか，お父様もお母様も振り回されっぱなし。いつも身の回りの世話

をしてくれるアマンダには暴力まで・・・すると，あろうことか，突然姫の頭から角が

生えてきて，お城は大騒ぎ。 
  国中の，いや世界中の名医が集められたが，治療方法は見つからなかった。そこへ現

れた医者と名乗る不思議な男が，お姫様を預かると言い，お父様も姫を預けることにな

り・・・・」というストーリーです。 
アンケートから，かなりの評価を得たと思う。一方対象者を小学校一年生以上（目安）

にしましたが，小さい子の来場もあり，暴力を振るう場面など怖かったとの意見もあっ

た。 

親と子で友情のかけがえのなさや，思いやりの大切さを改めて考えることができた。 

 

［３］地区別人権尊重まちづくり講演会 

 地域の要望に応じた内容で，人権尊重を基調とした地域づくりを推進する。 

 〇経  緯 

  啓発活動を全市民的な取り組みとしていくため，１９９５（平成７）年に鈴鹿市人権

尊重まちづくり推進会議を設立。１９９６（平成８）年から，２３行政区の地区ごとに

市民会議的な啓発団体の組織づくりまたは継続的講演会の開催を呼びかけ，これまでに
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一ノ宮地区，鈴峰地区，庄内地区，合川地区，箕田地区，久間田地区，天名地区，牧田

地区，庄野地区，若松地区，河曲地区，加佐登地区，井田川地区で，定期的な人権講演

会等が実施されている。 

 今年度，新たに椿地区とＧＡＣ鈴鹿第２ブロック（国府・加佐登・井田川・庄野・石

薬師）で講演会を開催した。 

 

○地区別人権尊重まちづくり講演会の開催実績 

 

◇講 師 桂 枝女太さん（落語家） 

  演 題 「たっぷり笑って少し考えて～ことばの重み～」 

 ・鈴峰地区  鈴峰公民館ホール 

   ５月２４日（金） 参加者／８４人 

 ・一ノ宮地区 一ノ宮公民館ホール 

  １１月 ９日（土） 参加者／９９人 

 ・庄野地区  庄野公民館ホール 

  １１月２１日（木） 参加者／４５人 

 ・箕田地区  箕田公民館ホール 

 １２月１６日（月） 参加者／２６人 

 概要 

講師が仕事の中で経験した，言葉の自主規制の変遷について語られた。もともと， 
テレビやラジオで，放送中に使う言葉を，自主規制することはほとんどなかったが， 
視聴者からの苦情が増えるに従い，放送局側が自主規制を強化するようになっていっ 
たと説明があった。 

   講師は，テレビやラジオで必要以上の自主規制に危機感を抱きながら，私たちが普 
段何気なく使っている言葉も，使い方によっては，差別的な表現になる場合もあると 
指摘をされた。 

   来場された参加者も，ユニークな言い回しを楽しみながらも，言葉の使い方の重要 
  性について理解していただけた。 

 

◇講 師 木村 由美子さん（ＪＰＩＣ読書アドバイザー）  

 演 題 「耳から聞く 命の大切さ」 

・井田川地区  井田川公民館ホール 

   ５月２９日（水） 参加者／５８人 

 ・合川地区   合川公民館ホール 

   ９月１８日（水） 参加者／４１人 

・河曲地区   河曲公民館ホール 

 １２月１１日（水） 参加者／３０人 
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  概要 
講演では，はじめに紙芝居「ふしぎなシーソー」を上演し，年齢，体の大きさ，立 

場，職業などにかかわらず，いのちの重さはみな同じであることを伝える内容だった。 
その中で，納棺師の笹原留似子さんが遺体復元師として活動されている内容の著書 

「おもかげ復元師」では，震災の津波により亡くなった 17 歳の女性の話を一部抜粋し 
紹介された。遺体の損傷がひどく，家族も対面することができず，見送りができない 
状況で，遺体を復元することにより，家族が最後の別れを後悔なく行い，死を受け入 
れる手伝いをする活動をしているという内容だった。 
音楽と柔らかい語りで参加者も話に聞き入り，いのちの尊さ，大切さについて改め 

  て考える機会になった。 

 

演 題 「えほんから学ぶ 命の大切さ」 

・一ノ宮地区  一ノ宮公民館ホール 

  ６月１３日（木） 参加者／２６人（１３組） 

 概要 
講演では，新しい命についての絵本，虐待についての絵本，子どもを愛することに 

ついての絵本の読み聞かせと紹介があり，また，子育てにおける親と子の互いを尊重 
しあえる関係の必要性について話された。 
乳幼児教室のため，年齢が低いので集中力が持続しにくい中であったが，人形劇や 

紙芝居など用いて講演を行った。 
この講演会で，改めて，親と子が互いに尊重できる関係の大切さについて，感じて 

いただいた。 

 

◇講 師 長島 りょうがんさん（木本中学校校長・夢のかぼちゃ店主 ） 

 演 題 「そっとやさしく～結～」 

・天名地区   御薗ふれあい会館 

  ５月１８日（土） 参加者／３８人 

・一ノ宮地区  長太公民館 （開催予定） 

  ２月１５日（土）  

 

◇講 師 夢のかぼちゃさん（店主 長島 りょうがん・代表 松岡 あつこ） 

 演 題 「そっとやさしく～結～」 

・庄内地区   鈴鹿農協庄内支店多目的ホール 

 １２月１４日（土） 参加者／１２０人 

概要 
   講師の長島りょうがんさんは，木本中学校で校長をされており，教員生活の出会い 

から生まれた絆や人への思いやりを語りと歌で講演された。 
講演では，講師が教え子と思わぬ所で再会した話や，知人が出会った，こころ温 
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まる体験談を紹介され，感じたことを行動へつなげる大切さ，相手の気持ちになって 
考え，行動することの大切さについて話された。 
また，東日本大震災の映像や故郷熊野を襲った台風 12 号の災害映像を放映しながら， 

絆の大切さを伝えるオリジナルの歌をギターで弾き語りされた。 
幅広い年代の方に，一言の言葉の重みや相手の気持ちを考え行動することの大切さ 

を，改めて認識する機会になった。 

 

◇講 師 立岡勇一さん （NPO 青少年支援ハウス「輝」所長） 

 演 題 「感じてみよう じんけん」 

・椿地区    椿公民館ホール 

  ４月１９日（金） 参加者／４０人 

・ＧＡＣ鈴鹿第２ブロック 庄野公民館ホール 

  ６月２７日（木） 参加者／１４０人 

・牧田地区   牧田コミュニティセンター２階ホール 

  ６月２８日（金） 参加者／４６人 

・加佐登地区  加佐登公民館ホール 

  ２月１３日（木） 参加者／  人 

概 要 

講師の立岡勇一さんは，NPO 青少年支援ハウス「輝」所長として，ひきこもりの若 
者たちの社会復帰支援に尽力されている。 
講師の父は，少年時代に片腕をなくし，親（講師のおじいさん）から，「お前は片腕 

ないので人の倍は，働かな一人前に世間から見てもらえない」と言われ，一生懸命働 
いたが，３０代で亡くなった。周りも父親も，他の人との違いを認めることができな 
かったから，自分で自分を追い込んでしまった。 
今社会では，がんばろうとしても，がんばれない人もいる。周りの人もその事を認 

めてあげることや地域・近所での絆，関わり「人の世話を焼く」ことの大切さ「人の 

話を聴くこと」の大切さの必要性を話された。 
   参加された皆さんは，この講演を聴いて，全ての人が，安心して当たり前に生きる 

ことができる社会をつくることの大切さと同時に，自分を大切にすることや地域での

絆，関わりの必要性を考えるきっかけになった。 

  

◇講 師 朗天狗さん （NPO 法人ほがらか絵本畑） 

 演 題 「子どもも大人も笑顔が一番～絵本で笑顔を届けます～」 

・若松地区   若松公民館ホール 

  ９月１８日（水） 参加者／４１人 

概 要 

 講師は，東日本大震災から現在まで，東北に月に１度軽自動車で遠征し，子どもたち

に絵本の読み聞かせや絵本の寄付を行っており，そこで感じた絆の大切さや地域の人々
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のぬくもりにふれ，参加者（高齢者）たちの地域での役割や重要性を話し，改めて自分

への自信や必要性を再度感じていただけた。 

 

◇講 師 金原 正紀 さん （公益財団法人反差別・人権 研究所みえ 主任研究員） 

 演 題 「出会いとつながりの中で」 ～参加型で学ぶ じんけん～ 

・久間田地区  久間田公民館ホール 

  ７月１７日（水） 参加者／２７人 

概 要 

 ワークショップ形式で行われ，今地域で人権が尊重され，安全に生活するには何が必

要なのか話し合った。その結果，近所付き合いが少し減ってきたなど地域の中で「あい

さつ」から再度始めて，みんなで尊重できる地域づくりをめざす，話し合いができた。 

 

［４］街頭啓発 

 〇日時・場所  １２月 4日（水） 8：00 から（約１時間）近鉄白子駅前，鈴鹿市駅前 

16：00 から（約１時間）市内ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ４店舗 

〇内  容  

人権啓発物品（メモ帳，ウェットティッシュ）総数 2,920 を配布。 

  毎年，１２月４日～１０日の「人権週間」及び１１月１１日～１２月１０日の三重県

「差別をなくす強調月間」にちなみ，人権標語等入りの啓発物品を配布し，市民の人権

尊重意識の一層の普及高揚を図った。 

鈴鹿市，鈴鹿市人権擁護委員会，三重県，津地方法務局が連携。人権擁護委員をはじ

め，市長，市職員人権啓発推進委員 14 人，県職員等が参加し，「人権週間」を呼びかけ

た。 

 

［５］看板による啓発 

人権週間に差別のない社会づくりの取り組みを呼びかけるため，各地区市民センター

や隣保館に啓発タペストリーを設置した。 

 

［６］啓発用懸垂幕の設置等 

  非核平和意識の高揚のため，平和へのメッセージの懸垂幕を終戦月である８月に掲示。

人権尊重の意識高揚のため，人権尊重都市宣言の懸垂幕を宣言月の１０月に，人権意識

の高揚をはかるメッセージを人権週間に合わせ１２月に掲示。掲示場所はいずれも市庁

舎東側壁面。同じく人権週間にあわせ啓発メッセージ入りの幟を設置した。また本庁舎

各階のエレベーター待ち合いスペースに人権週間を呼びかけるマグネットを設置した。 

 

［７］学習教材の貸出 
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  人権問題に関する図書やビデオをはじめ，非核平和に関する写真パネル等の教材を貸

し出して，人権尊重，平和意識の高揚を図った。 

 

［８］人権週間啓発のためのＣバス車両広告  

  Ｃバスの車両前面に装着するバスマスクを，期間中にすべてのＣバスに掲出し，１２

月４日からの人権週間を周知した。 

 

［９］啓発パネルの展示 

  平和意識及び人権意識の高揚のため，１５階展望室に啓発パネルを展示した。 

    8 月：非核平和都市宣言文 ヒロシマ・アピールズポスター 

   12 月：人権尊重都市宣言文 （株）電通ポスター 

 

 

［10］庁内放送による啓発 

  人権週間には，差別のない鈴鹿市と人権意識の高揚を図るため， 1 日に 1回人権週間

とその意義を訴える庁内放送を行った。 

 

 

２ 研修及び関係機関との連携 

 

［１］市職員研修等 

（１）人事課主催新規採用職員研修 

①前期：４月１０日（水）13：00～14：20 

  ○対 象 新採職員４３人 

  ○講 師 人権政策課職員 

  ○内 容 人権とは？差別とは？ 

       法務省人権擁護局の主な人権課題説明 
       人権入門のビデオ鑑賞 

 ○アンケートより 

  ・人権と言うタイトルから，重いテーマだと言う認識をしていましたが，今回の研修を受け，

日常生活の中でも様々な場面で「人権」について考慮すべきことがあると言うことを再認識

しました。 

   今後の業務の中でも，人権についての意識を常にもち，業務と人権を結びつけて取り組んで

いきたいと思いました。  

  ・人権課だけではなく，職員一人ひとりがしっかりとした意識をもち，市民のために人権を尊

重しながら仕事を全うしていきたい。 

  ・小学生の頃から人権について考えることがありましたが，こうした人権とは，差別とはと考

えると，改たに考え直さなければならないことが自覚できたので，このような機会は非常に 

   大切だと感じました。 
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  ○総 括 

   はじめに，人権とは何か，差別とは何かを考える時間を持った。 

その後，法務省が掲げる主な人権課題（①女性の人権，②子どもの人権，③高齢者

の人権，④障がい者の人権，⑤同和問題，⑥アイヌの人々の人権，⑦外国人の人権，

⑧ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等，⑨刑を終えて出所した人，⑩犯罪被害者等，⑪

インターネットによる人権侵害，⑫北朝鮮当局によって拉致された被害者等，⑬ホー

ムレス，⑭性的指向，⑮性同一性障がい者，⑯人身取引（トラフィッキング），⑰東日

本大震災に起因する人権問題）について説明を行い，人権入門のビデオを鑑賞した。 

アンケートから「とてもわかりやすい」と「わかりやすい」との結果が出ており，

すべての業務が人権に関わっていることや，主体的に差別を無くす取組みの大切さが

理解出来たと思われる。これから市職員として人権意識を持って業務を行うきっかけ

になったのではないだろうか。 

②後期：１０月１１日（金）15：30～17：00 

○対 象  新採職員４５人 

○講 師  人権政策課職員 

○内 容  日常生活の中の人権（参加型学習を通して） 

○アンケートより 

・気づかないうちに，偏った視点を持ってしまっていると感じました。研修を通して，普段

の生活の中にも，自分では差別とは感じていなくても，視点を少し変えれば，差別につな

がる問題のある事がらが多く存在していると気づかされました。 

・人権についての知識を淡々と述べるような研修ではなく，みんなが参加できるように工夫

されており，とても楽しく研修を受けることができました。自分に対しても，人に対して

も，良い面に目を向けることで，やさしくなれるし，差別もなくなると感じました。同和

問題は，現実にまだあることをしっかりと理解し，「知らなかった」ではすまないと感じま

した。 

・グループワークが主だったので，いろいろ考えたり，人の考えを聞いたりして，学ぶこと

がたくさんありました。見方を少し変えるだけで，プラスにもマイナスにも作用し，偏っ

た判断が差別につながりかねないことを改めて実感しました。 

○総 括 

  参加型学習を通して，自分自身がいかに固定観念に囚われているかを知るととも

に，視点を変えれば，異なったものや事実が見えてくることや，思い込みの怖さ，

様々な価値観を持つことの必要性を実感してもらえたと思う。 

アンケートで，「とても分かりやすい」と「分かりやすい」との結果が出ており，

すべての業務が人権に関わっていること，市職員として，人権をベースに置いて業務

を行わなければならないことが理解できたと思われる。  

 

（２）市職員人権啓発推進委員研修会 
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 〇主  旨 

  人権啓発推進委員は，職員の人権問題に対する正しい理解と認識を深め，啓発推進を 

図ることを目的としている。啓発推進委員の職務は，所属職員に対して啓発推進に関し

て指導・助言等を行うことであり，その職務を遂行するためには，人権意識の向上が必

要であるため，啓発推進委員人権研修を行った。 

 

①開催日時  平成２５年６月１９日（水）13：30～15：00 

  開催場所  本庁 １２階 １２０３会議室 

参加者数  ８０名 

講  師  （公財）反差別・人権研究所みえ 研究員 本江 優子さん 

演  題  SR と人権―ISO26000 をどう活用するか― 

 

②開催日時  平成２５年１０月１６日（水）13：30～15：10 

開催場所  本庁 １２階 １２０３会議室 

参加者数  ７１名 

講  師  近畿大学人権問題研究所教授 奥田 均さん 

演  題  土地差別問題を考える 

 

〇総  括   

       前期は，人権尊重は社会的責任の根源となり，組織が影響をおよぶ範囲を含めて直接 

 的・間接的に人権を侵害することがないよう，組織全体として責任を負うことが重要で 

 あるという行政としての社会的責任について学んだ。  

後期は，「土地差別問題」を題材に，土地差別の根底にある忌避意識について学ぶこと

で，日常業務をこなすうえで，固定観念にとらわれることなく，人権を意識し，正しく

理解していくことが重要であることを学んだ。 

いずれも，人権尊重の視点からの行政運営を行っていくには，時宜を得たテーマであ

り，人権啓発推進委員を通して組織全体の意識高揚につながる内容であったと思う。 

 

（３）市職員一般研修「係員級職員研修」 

○主 旨 

すべての職員は行政運営に際し，日常業務はもとより，すべての施策の企画，立案から 

実施に至るまでの過程ですべての事柄について，人権尊重の視点を持ち，推進していく

ことが必要であり，このためには，職員自らが，現存する様々な人権問題の解決に向け

た取り組みを課題と認識し，人権に関する意識を高めていくことが重要である。 

啓発推進委員以外の職員が人権研修を受ける機会を提供し，人権意識の向上の必要性

を 

感じてもらうため，多年度（３年間）計画で人権研修をすべての職員に受けてもらう

ため，「一般研修」として人権研修を行った。今年度は最終年として係員級研修を行った。 
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「係員級研修」 

 ○開催日時  平成２６年 1月２２日（水）10：00～11：30・13：30～15：00 

○対  象  係員級職員（保育士，消防職，教員を除く 157 人） 

○講  師  在日本大韓民国民団 三重県地方本部 事務局長 韓 久さん 

○内  容  「在日として伝えたいこと」～相互理解と共生社会の実現へ向けて～ 

〇総  括 

各所属には鈴鹿市職員人権啓発推進委員をおき，啓発推進に関して指導，助言を行う

こととしているが，人権啓発推進委員のみの活動とともに，専門的知見のある方から講

演いただき，人権に関する理解をさらに深めることが必要と考える。そのため，人権の

視点に立った行政の推進の大切さを再認識し，自ら考え日々の業務を遂行するために，

全職員対象の人権研修を行うことにした。 

今回は，係員級を対象に在日韓国人の方たちが日本で受けた歴史的な差別や外国人登

録法に関する問題点にふれることで，日本で暮らす在日韓国人の人たちの思いを講義し

ていただいた。  

人権研修を受ける機会をつくり，人権意識，人権感覚の向上を図ることは重要である。 

普段からあらゆる事柄に疑問を持ち，いろいろな気付きができるよう次年度以降も人権

職員研修継続して行っていきたい。   

      

    

 （４）学校給食調理員研修会 

○開催日時  平成２５年１２月２０日（金）１５：００～１６：００ 

○参加者数  ９６人 

○講  師  人権政策課職員 

○演  題  「『私』のない私 同調と傍観～」ビデオ  

○総  括  

  本研修は一昨年以来，教育委員会（学校教育課）からの依頼があり行い，実施してい

るもので，今回が５回目の開催となる。 

今回は，人権侵害に気づいているにも行動できない。その行動を妨げている要因とな

っている「同調」と「傍観」について，問題提起したビデオを使用して，ワークショッ

プを取り入れながらの研修を実施した。 

アンケートにあるように，人権について改めて考える機会の提供となったと考えられ

る。次年度も依頼があれば，テーマを変え，人権研修を実施したい。 

 

○アンケートより 

・相手の人権を尊重しつつ，自分の気持ちを素直に伝えていこうと思った。 

・普段「私には関係ないから，いいか」と思うことがあったが，「私だったらどうするか，ど

うしたら良いか」と改めて考え直す，見つめ直す機会になった。 
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・同調と傍観について改めて考えさせられました。日常，自分の中にもあることだと思います。

自分も生かし相手も生かすアサーションのコミニュケーションに心がけたいと思います。 

・人間関係を円滑に進める上でも，アサーションは大切だと思います。 

・「おかしいな」と感じても，その場では何もできない。ただ，同調しないように気をつけて

いたが，外から傍観しているのも悪いことだとわかっているが，それでも何もできない自分

がとてももどかしい。一歩踏み出さなければ！ 

・個人が変わらなければ社会が変わらないが，社会が変わらないと個人が変わることが難しい

と思うこともある。 

  *（アサーティブは自己主張という意味ですが、ここでの概念としては、他人の権利を 

侵害せずに自己の要求や感情を表現できること、という意味で用いている。） 

 

（５）公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団 人権研修 

○開催日時  平成２５年６月１８日（火）１４：００～１５：００ 

○場  所  鈴鹿市文化会館 第 5 会議室 

○参加者数  ８人 

○講  師  人権政策課職員 

○演  題  日常から考える人権  

○総  括 
 今回初めて，公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団から依頼を受けて行いました。 
内容として，法務省が掲げる主な人権課題（①女性の人権，②子どもの人権，③高齢者

の人権，④障がい者の人権，⑤同和問題，⑥アイヌの人々の人権，⑦外国人の人権，⑧Ｈ

ＩＶ感染者・ハンセン病患者等，⑨刑を終えて出所した人，⑩犯罪被害者等，⑪インター

ネットによる人権侵害，⑫北朝鮮当局によって拉致された被害者等，⑬ホームレス，⑭性

的指向，⑮性同一性障がい者，⑯人身取引（トラフィッキング），⑰東日本大震災に起因す

る人権問題）について説明を行い，人権入門のビデオを鑑賞した。 

 この研修の中で特にインターネットによる人権について，質問や話し合いを行われ，人

権に対し改めて考える機会になった。 

 

［２］関係機関との連携 

鈴鹿市人権擁護委員会，市の人権関係課（市民対話課，男女共同参画課，長寿社会課， 

障害福祉課，子育て支援課）と連携し，「じんけんフェスタ in すずか」を開催した。 

  

３ 差別落書きへの対応 

  今年度は現在まで市内での差別落書きの発生の通報はない。 

なお，毎年発行している人権啓発手帳に「こんなことがあったら～差別落書きを見つ 

けたら～」という周知記事を掲載し，啓発とともにさらなる差別の助長につながらない 

よう早期発見，協力を呼びかけている。 


