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平成 26 年度人権啓発事業計画 

 

生活安全部 人権政策課 

 

 

１ 基本方針 

 「人権尊重都市宣言」の趣旨に基づき，非核平和事業の推進と併せて，基本的人権

の尊重を基調とする啓発活動を行い，誤った知識に基づく予断と偏見を払拭し，差別

のない明るい社会づくりのための啓発事業を推進して，あらゆる人権問題の解決をめ

ざす。 

 

 

２ 基本的課題 

 人権は，人が幸せな生活を営むために保障された権利であり，生まれながらにして

もつ固有のものである。1947（昭和 22）年に施行された日本国憲法は，すべての国民

が法の下に平等であり，その基本的人権は，なにびとも侵すことのできない永久の権

利として，これを保障している。また，1948 年の第 3回国連総会で採択された世界人

権宣言は，人権の尊重が人類にとって普遍的な原理であることをうたっている。 

 しかし，現実には，女性，子ども，高齢者，障がい者，外国人，部落差別にかかわ

る人権問題をはじめ，最近ではインターネットによる人権侵害など，さまざまな人権

問題が存在しており，その解決に向けて多くの努力を払わなければならない。 

 こうした状況の中，鈴鹿市は，すべての人の人権が保障された，明るく住みよい社

会の実現を願い，1993（平成 5）年に「人権尊重都市宣言」，1996（平成 8）年には，

憲法やこの宣言の趣旨の実現をめざした「鈴鹿市人権擁護に関する条例」を制定し，

2000（平成 12）年には「鈴鹿市人権擁護に関する施策基本方針」を策定し，2009（平

成 21）年にはこれの一部見直しを実施した。 

この「基本方針」は，個人としての尊厳が重んじられ，個人の主体性，自主性が確

保される中で，それぞれの願いが実現する鈴鹿市の方向性を示すもので，その基本理

念として最も重要な課題は，個人が尊重されたバリアフリー社会の実現をめざすこと

である。 

そのためには，自由な生活を妨げる物理的な障壁にとどまらず，意識や慣習面のバ

リアをなくし，すべての人が家庭や地域でともに生き，暮らすことのできるノーマラ

イゼーションの理念を実現する必要がある。 

 そこで，人権意識の高揚を図り，市民が問題解決のために自発的に行動するきっか

けを与える啓発活動を推進する。また新たな人権課題を解決するため，「基本方針」

に基づいた啓発事業を展開し，さまざまな人権に関する情報の収集と提供に努める。 
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３ 課題解決のための人権啓発の推進 

（１）啓発のねらい 

「差別は許されない」という社会的な規範は定着しつつあるといえる。これはさ 

まざまな機会に啓発活動に取り組んでいる成果といえるが，人権啓発が知識の伝達

のみにとどまってしまう傾向があることも懸念される。 

社会の中にはさまざまな人権問題が存在している。このような背景には，同調を

強いる社会意識，社会構造が原因となっている。その解決には，市民自らが，「世

間体」を気にした「同調志向」や傍観者的立場を克服し，差別解消を自らの課題と

して行動することが重要である。 

今年度の事業は，今なお変化し，多様化している人権課題に関する情報を，あら

ゆる機会を通じて収集，検討し，それを提供することにより市民が主体的に行動す

るための一助となる事をねらいとした。 

（２）啓発の方法 

   人権問題は，特定の人だけの問題ではなく，一人ひとりと密接に関連していると 

いう認識を深めるためにも，性別，年齢，職業，地域，文化的活動などさまざまな

特性を生かした啓発活動に取り組む。 

 実施形態としては，主に講演会やパンフレット等により，人権の大切さや人権に

関する基本的な知識，情報の提供等を行うとともに，研修会等への参加機会を提供

し，劇などの公演を通して，人権の大切さを感性に訴えかける。 

また，こうした場において，参加・体験型の企画を盛り込むなど，人権問題を自

らの課題として，ともに解決していこうという主体的な行動につながるような啓発

事業を推進する。 

 

４ 講師及び指導者の選定 

（１）大学教授などの学識経験者 

（２）人権問題・人権教育有識者 

（３）鈴鹿市職員（教育支援課・人権政策課など） 

を中心に，対象や目的に応じて，幅広い観点から講師を選定し，啓発活動・研修

会等に取り組む。 

 

５ 活 動 

［１］広報等による啓発 

（１）広報すずか 

毎月 5 日号『ひろげよう人権尊重の輪』に啓発記事を掲載するとともに，   

12 月 5 日号では人権週間にちなみ，人権特集記事を掲載する。 

（２）啓発物品 

・ポスター，カレンダー，啓発手帳等を作成し，関係各機関に配布する。 

  ・「人権尊重都市宣言」「非核平和都市宣言」，人権標語などを取り入れた啓発物

品を講演会等のイベント開催時に配布し，宣言の主旨を広く市民に周知すると

ともに，人権意識の高揚を図る。 
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［２］講演会等による啓発 

（１）じんけんフェスタ in すずか 

 ○開催日時   12 月 6 日（土）～12 月 7 日（日） 

 ○開催場所   鈴鹿市文化会館 けやきホール，さつきプラザ，和室等 

 ○内  容    昨年度から，従来の人権問題講演会をリニューアルし，鈴鹿市 

         人権擁護委員会や人権関係課と連携・協力を行い「じんけんフェ

スタ」として実施したが，今年度は，「講演」と「人権を考える

市民のつどい」をメインに据え，関係団体等との連携も発展させ

た２日間の事業として実施する。 

        【講演】（12 月 6 日） 

（講 師）伊藤 智也さん 

（演 題）調整中 

          難病の発症によって、下半身不随・左目失明という苦難をも

のともせず、3度のパラリンピックに出場を果たした車椅子ラ
ンナーで、鈴鹿市出身でもある伊藤智也さんをお招きし、自ら

の貴重な経験や感動的なエピソードを通して，障がい者の人権

について改めて考えていただきます。 

【人権を考える市民のつどい】（１２月７日） 
音楽や演劇等を通じて，人権の大切さ，命の尊さを感じても

らえるイベントを開催する予定です。 
【人権作文朗読】（１２月６日） 

    小・中学生の人権作文朗読では，身のまわりに起こるさまざ

まな矛盾や不合理なことに，子どもたちがどう取り組み，克服

していくのかを知る。 
        【公演】（12 月 7 日） 

           昨年度と同様，鈴鹿市人権擁護委員会とタイアップし，親子

を対象とした人形劇等を開催する。 

【パネル展】（１２月６日～７日） 

           研修室を使用し関係団体や人権関係課によるパネル展示等

を行う。 

 

（２）平和への祈り展 

○開催期間   ７月 25 日（金）～27 日（日）10：00～19：00（予定） 

                         （最終日は 17：00 まで） 

○開催場所   鈴鹿市文化会館 けやきホール，さつきプラザ 

 ○内  容    「非核平和宣言都市」の趣旨にのっとり，核兵器のない平和な 
         世界を願って「平和への祈り展」を開催する。 

年々，戦争を体験していない世代が増えていく中，戦争や被爆 
体験の継承により平和の尊さを訴える必要があり，反戦をテーマ 
とした映画の上映や非核平和をテーマとした写真パネル等を展示 
する。 
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【非核平和パネル展】 

  ○非核平和都市宣言文，人権尊重都市宣言文の掲示 

○原爆パネル 新「原爆と人間展」 

○「サダコと折り鶴ポスター」（広島平和記念資料館から借受） 

         ○「アンネ・フランク」展（ホロコースト記念館から借受） 

○「沖縄戦」関係パネル（堺市立平和と人権資料館から借受） 

           （大阪国際平和センターから借受） 

【人権と平和を考えるつどい】 

         ○「アンネの日記」上映（7月 27 日，２回公演） 

        【ビデオの随時上映】 

○アニメ 

○記録映像 

【参加コーナー】 

○折り鶴を折って広島に送ろう 

○平和の絵本を読もう 

          ○平和メッセージ募集掲示 

          ○現代「さいころくん」キット 

 

（３）人権ふれあい劇場 

開催日時   2 月 11 日（水・祝）（時間未定） 

開催場所   鈴鹿市文化会館 けやきホール 

内  容   人権尊重の輪を広げる事業として，親子や三世代交流を対象，目的

に，音楽や劇に親しみながら，人権文化の創造を図る。 

 

 

［３］地区別人権尊重まちづくり講演会 

啓発活動は，単に行政のみが行うだけでは大きな効果は期待できない。家庭や職場

地域社会などの場において，市民の主体的な取り組みにより啓発活動が行われ，行政

がこれをバックアップすることも必要である。 

現在，一ノ宮，鈴峰，庄内，合川，箕田，久間田，天名，牧田，庄野，若松，河曲，

加佐登，井田川，椿の各地区で定期的な活動が実施されており，今年度は神戸地区に

おいても新たに活動が開始されました。 

今後も各地域のニーズを考慮し，継続的な活動につながるような手法を取り入れ，

地域の自主的な活動を後押ししていく。 

 今年度も，より効果的な啓発活動になるよう，新たな講師の活用に取り組みます。 

 

≪講演会日程≫（講師別） 

  講師：北 正美さん （社会福祉士・介護支援専門員） 

①椿地区 

      日時：4月 22 日（火） 16：20～ 

②天名地区 

日時：5月 17 日（土） 20：00～ 
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③久間田地区 

日時：7月 16 日（水） 10：00～ 

 

講師：木村 由美子さん （JPIC 読書アドバイザー） 

④鈴峰地区 

     日時：5月 20 日（火） 10：00～ 

⑤一ノ宮地区 

  日時：11 月 8 日（土） 13：30～ 

⑥神戸地区 

     日時：1月 22 日（木） 9：30～ 

 

講師：長島 りょうがんさん （木本中学校 校長） 
   ⑦長太地区 

     日時：2月 21 日（土） 13：30～ 

 

  講師：桂 枝女太さん （落語家） 
⑧牧田地区 

     日時：6月 27 日（金） 10：00～ 

   ⑨井田川地区 

     日時：5月 26 日（月） 10：00～ 

   ⑩若松地区 

     日時：12 月 17 日（水） 10：00～ 

   ⑪合川地区 

     日時未定 

 

  講師：杉田 宏さん（ＮＰＯ法人ステップワン） 

   ⑫庄野地区 

     日時：11 月 20 日（木） 10：00～ 

 

  現在調整中 

⑬加佐登地区 

⑭河曲地区 

⑮箕田地区 

⑯庄内地区 

 

［４］人権週間の啓発 

（１）街頭啓発 

 日時場所  12 月 4 日（木）8：00（約 1時間）白子駅，鈴鹿市駅 

               16：00（約 1時間）市内ショッピングセンター 

内  容  人権週間にちなんで，人権擁護委員を始め，各関係機関と連携をとり 

ながら，人権意識の高揚を図るため，啓発活動を実施する。 
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（２）Ｃバスの車両広告による啓発 

  すべてのＣバスに「人権週間 12/4～10 鈴鹿市」のバスマスクを装着し，    

12 月 4 日からの人権週間を啓発する。 

 

（３）庁内放送による啓発 

  世界人権宣言の意義を訴えるとともに，人権意識の一層の普及高揚のため，人権

週間の期間中に庁内啓発放送を実施する。 

 

（４）掲示物による啓発 

人権週間中には，庁内及び各地区市民センターや隣保館に人権週間を呼びかける

掲示物を設置し，差別のない明るい社会づくりの取り組みを呼びかける。 

 ※なお，懸垂幕による啓発については，「啓発用懸垂幕の設置」を参照。 

 

［５］啓発塔・看板等による啓発 

  市内の公共施設等に啓発塔・看板等を設置し，人権尊重宣言都市，非核平和宣言

都市を周知徹底する。 

  また，市内の公共施設で人権啓発の推進となるような掲示物の作成に取り組む。 

 

［６］啓発用懸垂幕の設置 

  場所：市役所庁舎東側壁面 

日程：7月～非核平和意識の高揚のため 

「一人ひとりの優しさで 平和をねがう まちづくり」を掲示 

      9 月～人権尊重の意識高揚のため 

「心豊かに生きる 人権尊重宣言都市 鈴鹿市」を掲示 

     11 月～人権週間に合わせて 

「人権週間 12 月 4 日～12 月 10 日」を掲示 

 

［７］啓発パネルの展示 

  非核平和意識及び人権意識の高揚のため，本庁舎 15 階展望室等に啓発パネルを

展示する。 

    7 月～：非核平和都市宣言文 原爆と人間展 

   11 月～：人権尊重都市宣言文 ㈱電通ポスター 

 

［８］学習教材の貸出 

  人権問題に関する図書やビデオ，非核平和に関する写真パネル等の教材を貸し出 

 し，市民一人ひとりの自己啓発に役立てるとともに，人権尊重，平和意識の高揚に

努める。 
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６ その他の取り組み 

［１］市職員研修関係 

  すべての人が人として尊ばれ，明るく住みよい鈴鹿市を築いていくためには，行 

 政が担う役割と責任は大きく，職員の人権意識の高揚は不可欠である。行政施策を 

 企画立案し遂行するのは職員であり，それぞれ所管する業務の遂行にあたっては， 

 幸せな市民生活の実現のため，人権尊重の精神を基本に置くとともに，所管業務と

人権との関わりについて十分認識する必要がある。そのため，職員の人権問題に対

する理解を深め啓発推進を図ることを目的とする研修を実施する。 

（１）新規採用職員研修    前期 4月 8日（火），後期 10 月予定 

（２）人権啓発推進委員研修  前期 7月 2日（水），後期 10 月予定 

（３）市職員一般研修     9，11，1 月開催予定 

 

［２］差別事象等の対応及び調査・資料収集 

昨今の社会情勢のめまぐるしい変化により，外国人の定住化，少子・高齢化，Ｉ

Ｔ化などに関連し，新たな啓発課題も生まれている。 

落書きや，インターネット上の差別的な書き込み等，差別事象が発見された場合

には，鈴鹿地域防災総合事務所や三重県人権センター等の関係機関と連携しながら，

速やかな対応に取り組んでいく。さらに，差別事象が発生した背景を調査し，差別

意識を温存・助長するような社会全体の意識や，誤った知識に基づく差別を断ち切

るためにも，正しい理解と認識の普及に努めなければならない。 

そして，人権が尊重され，安心して暮らせる社会の実現に向けて，一人ひとりが

差別を許さず，自発的に行動できるよう今後もさまざまな啓発事業を通して，人権

尊重の大切さを呼びかけていくことが必要である。毎年発行している人権啓発手帳

では，周知記事を掲載し，差別意識の拡大，助長を防ぐための早期発見への協力を

呼びかけている。 

 

［３］関係機関との連携 

  鈴鹿地域公正採用選考人権啓発推進員連絡協議会に参画している企業を中心に， 

 市主催の講演会等への積極的参加を呼びかけたり，法務局が所管する人権擁護委員

会や三重県等が主催する会議や研修会に積極的に参加し，近隣市との連携を深めな

がら，啓発手法や内容について情報収集に努め連携を密にする。 


