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平成２６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 花を咲かせよう（教育支援課担当） 

５月 「ハンセン病を正しく理解しよう」 

６月 スポーツに秘められた力（教育支援課担当） 

７月 平和と人権 

８月 子どものネットモラルと保護者の見守り（教育支援課担当） 

９月 高齢者の知恵 

10 月 鈴鹿のまちづくりの担い手に（教育支援課担当） 

11 月 じんけんフェスタ in すずか 

12 月 人権侵害につながる身元調査はやめましょう※ 

１月 人権ふれあい劇場「赤ガラス大明神」 

２月 子ども人権フォーラムすずか（教育支援課担当） 

３月 キラキラ子ども村（教育支援課担当）（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～身元調査～」 

 

（２）啓発物品 

・児童・生徒の人権ポスター原画を活用した，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，人権と平和を考える市民のつどい「夏休み映画会」ア 

ンネの日記，人権ふれあい劇場（予定）で，シャーペンを配布。 

・2014 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  ２０１４年１２月６・７日（土・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） 
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○概要 

  ６日（１日目） 

   ◇けやきホール  

    ◎オープニング  

     和太鼓演奏 演奏：和太鼓ユニット「絆」 

    ◎挨拶：鈴鹿市長（副市長 大森 秀俊 代読） 

    ◎小・中学生による「人権に関する作文」代表作品の朗読 

箕田小学校４年  今村 優空 「学校っていいな」 

一ノ宮小学校６年 酒井 郁実 「みんな同じ」 

大木中学校２年  水野 華歌  「強くなると決めた日」 

    ◎講演会 演題「明日ある，今日を生きる」  

講師 伊藤智也さん （元プロ車いすランナー） 

 

    ７日（２日目） 

    ◎新ちゃんのお笑い人権高座とゆかいな仲間たち 

新ちゃんのお笑い人権高座    露の新治 

曲ごま             伏見 龍水 

太神楽曲芸           豊来家 一輝 

落語              露の新治 

南京玉すだれ          桂 勢朝 

 

   ◇さつきプラザ  

  ◎人形劇「ぶたさんとねずみさん+手遊び・ことば遊び」 人形劇団むう  

 

  ６・７日（両日開催） 

   ◇第１研修室兼視聴覚室  

    ◎小中学生人権ポスター代表作品展示 

    ◎合川小学校人権標語 

    ◎人権関係各課（障害福祉課・長寿社会課・子ども家庭支援課・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   

   ◇第２研修室  

◎一ノ宮小学校・河曲小学校・一ノ宮幼稚園・神戸幼稚園・河曲幼稚園・ 

 杉の子特別支援学校・神戸中学校による企画展示 

 

  ○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 
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   ○参加者 

    じんけんフェスタ in すずか 延べ参加者数 １，００８人 

けやきホール  

参加者 ６日（１日目）１８８人 

           ７日（２日目）２５７人 

           合計     ４４５人 

    さつきプラザ  

参加者 ７日（２日目）１５５人  

    第１研修室兼視聴覚室  

参加者 ６日（１日目）１６６人 

    ７日（２日目）１１０人 

    合計     ２７６人 

    第２研修室  

参加者 ６日（１日目） ７１人 

    ７日（２日目） ６１人 

    合計     １３２人 

  ○アンケート結果（別紙①） 

  ○じんけんフェスタ総括 

今年度から２日間で開催いたしました。アンケートから，内容には一定の評価を得まし

たが，全体に参加者が少なかったことが大きな課題だと思います。開催時期及び内容など

も含めて改善が必要と思います。 

 

（２）２０１４平和への祈り展 

○開催日 非核平和パネル展 ２０１４年７月２５日（金）～２７日（日） 

   人権と平和を考える市民のつどい  ７月２７日（日） 

 

  ○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 ７月２５日（金）～２７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 

 

    【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） 
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・原爆パネル「新原爆と人間展」（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） 

・アンネ・フランク展（ホロコースト記念館から借受） 

・勇気ある決断杉原千畝展（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） 

・長崎，広島納骨名簿（本市保有） 

・昨年送り届けた折り鶴の紹介写真（本市作成） 

・身近な戦争コーナー（本市作成） 

  【ビデオの随時上映】 

・アニメ映画 

「夏服の少女たち」「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 

    「きみはヒロシマを見たか」「はだしのゲンが伝えたいこと」 

（広島平和記念資料館から借受） 

       「杉原千畝」（杉原千畝記念館から借受） 

       「アンネ・フランク」（ホロコースト記念館から借受） 

【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）  

「絵本おこりじぞう」，「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 

【平和学習】 

      ・平和ナガサキ  小学生用 

  ○参加者 25 日（52 人）26 日（93 人）27 日（391 人） 合計 536 人 

  ○アンケート結果（別紙②） 

      

◇人権と平和を考える市民のつどい「夏休み映画会」アンネの日記 

◎開催日時 ７月２７日（日）  

午前の部 10：00～11：50 午後の部 14：30～16：10 

◎開催場所 鈴鹿市文化会館 けやきホール 

    ◎参加者  午前の部 267 人 午後の部 247 人 

  ○アンケート結果（別紙③） 
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  ○平和への祈り展総括 

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 

て開催しています。 

アンケートから，非核平和パネル展及び人権と平和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います。 

 非核平和パネル展では，アンネ・フランク展，勇気ある決断杉原千畝展などが好評でし 

た。 

 特にアンネ・フランク，杉原千畝のビデオ上映はわかりやすいと評価をいただきました。 

 人権と平和を考える市民のつどいでは，アンネの日記を上映しました。アンケートから 

一定の評価を得ましたが，対象を小学校以上（目安）としたところ，小学校低学年の参加 

者（親も含む）から子どもには難しかった，収容所などのシーンが少なかったので解りに 

くいなどの御意見もいただきました。映画終了後に沢山の方が非核平和パネル展でアン 

ネ・フランクのビデオを見ていただきました。ビデオが映画とリンクしていることから， 

より一層理解が深まったと多数の方から声を掛けていただきました。 

来年度は，鈴鹿市非核平和都市宣言 30 周年，戦後 70 年と節目の年にあたりますので，

節目の年にふさわしい企画を行っていきたいです。 

 

（３）人権ふれあい劇場 

「赤ガラス大明神」 

○開催日時  平成２７年２月１１日（水・祝）14:00～15:05 

○開催場所  鈴鹿市文化会館けやきホール 

○出  演  劇団たんぽぽ 

○主  催  鈴鹿市・鈴鹿市教育委員会 

○周知方法 

  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 

  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 

  近畿日本鉄道駅  その他関係各所 

○参加者     人 

  

［３］地区別人権尊重まちづくり講演会 

 人権尊重を基調とした地域づくりを推進するため，各地域において要望に応じた内容の

人権講演会を開催する。 

 これまでに一ノ宮地区，鈴峰地区，庄内地区，合川地区，箕田地区，久間田地区，天名 
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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 

人権講演会を実施されている。今年度新たに，神戸地区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～」 

・井田川地区  井田川公民館ホール 

   ５月２６日（月） 参加者／７６人 

・牧田地区   牧田コミュニティセンター２階ホール 

  ６月２７日（金） 参加者／７０人 

・合川地区   合川公民館ホール 

   ９月 ２日（火） 参加者／７０人 

・若松地区   若松公民館ホール 

  １２月１７日（水） 参加者／３９人 

・加佐登地区  加佐登公民館ホール 

   １月１５日（木） 参加者／２９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 
りました。 
 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」 

・鈴峰地区  鈴峰公民館ホール 

   ５月２０日（火） 参加者／６９人 

 ・一ノ宮地区 一ノ宮公民館ホール 

  １１月 ８日（土） 参加者／１１２人 

・神戸地区  神戸公民館ホール 

  １月２２日（木） 参加者／４２人 
  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。 
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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。 

 

◇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」 

・箕田地区  箕田公民館ホール 

 １２月１９日（金） 参加者／２２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，「お前は片腕がな 

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 北 正美さん （社会福祉士・介護支援専門員） 

 演 題 「高齢者の人権」 

・椿地区    椿公民館ホール 

  ４月２２日（火） 参加者／３０人 

・天名地区   御薗ふれあい会館 

  ５月１７日（土） 参加者／４１人 

・久間田地区  久間田公民館ホール 

  ７月１６日（水） 参加者／４６人 

・一ノ宮地区  長太公民館 （開催予定） 

  ２月２１日（土） 

 概要 

講演会は「高齢者の人権」と題し，講師の経験談を交えて行われました。 
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講師は，大学で法律を学んでいたが，ちょっとしたことから福祉，介護を覗いたのが始 
まりで，現在 4 箇所の認知症のグループホーム，デイサービスの総合施設長として活躍し 
ています。 
最初の頃，施設内で当たり前のように利用者がベットや車椅子に拘束されたり，薬漬け 

にされている状態を目の当たりにし衝撃を受け，人間の尊厳の必要性を痛感して介護者へ 
の意識改革を行いました。 
職員の笑顔なくして利用者の笑顔なし，認知症になっても心はあるなど高齢者への人権 

の大切さを講演されました。 
介護疲れによる心中事件等が増えていることを踏まえ，講師自身が作られた啓発ビデオ 

の上映を通じて，認知症患者はもちろん介護者の生きる権利について考えていただき，参 
加者の皆さんは，高齢者支援に携わる機会の多い方々であることから，この講演会でより 
一層高齢者の人権について感じていただけた。 

 

◇講 師 杉田 宏さん（NPO 法人ステップワン） 

 演 題 「ともに生きるために～いろんな違いを大切にして～」 

・庄野地区  庄野公民館ホール 
  １１月２０日（木） 参加者／４５人 
  概要 
 障害者福祉の変化や障害者権利条約などの話から入り，自身のこと現在所属しているNPO

法人ステップワンのことについて講演され， 

「障害のある人が、他の市民の人以上に頑張らなくてもいい社会をつくる。 

当たり前ってこと、普通ってこと、常識っていうことをみんなで考えたい社会は、冷たい 

かもしれない。 

けれど、その冷たさも含めて、感じられるところに居たいと思う。 

いつまでも、どこでも、私らしく、あなたらしく…。」 

とお話され参加者からも共感を得た。 

 

［４］街頭啓発 

 〇日時・場所  １２月 4日（木） 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。 
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［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ぼりを設置。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。 

 

［７］学習教材の貸出 

  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 「原爆と人間展」 

   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７日（月）8：30～9：50 

  ○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？（参加型学習を通して） 
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②後期：１０月８日（金）8：30～10：00 

○対 象 新採職員４９人 

○講 師 人権政策課職員 

○内 容 人権をとりまく現状と今後の課題 
       人権入門のビデオ鑑賞 

  ○総 括 

前期では，参加型学習を通して，固定観念や思い込み等が差別に繋がっていくことがあ

ること，日常生活の中にも多くの人権課題が潜んでいることに気付き，市職員として携わ

る全ての業務が人権に関わっていることを，改めて認識することができたと考えています。 

 後期は，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ました。 

 また，新たな人権課題として，ヘイトスピーチについても説明を行いました。  

 

（２）市職員人権啓発推進委員研修会 

 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２６年７月１０日（木）10 時 00 分～11 時 30 分 

 開催場所  本庁 １２階 １２０３会議室 

参加者数  ８１名 

講  師  住友電装株式会社 人事部人事労務グループ長 川瀬 雅生さん 

演  題  「ダイバーシティの推進とグローバル人材の育成について」 

 

②開催日時  平成２６年１０月３日（金）14：00～15：30 

開催場所  本庁 １２階 １２０３会議室 

参加者数  ７７名 

講  師  一般社団法人 部落解放・人権研究所所長 谷川 雅彦 

演  題  戸籍等・個人情報不正取得と差別身元調査 

〇総 括   

     前期は，ダイバーシティ（多様性）とグローバル人材について，海外 32 カ国 101 社グロ 

ーバル従業員数 235,484 人が活躍されている，四日市市に本社を置く住友電装株式会社の 
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取組みについて，講演いただきました。 

国際社会から信頼されるグローバル企業を目指し，それぞれの国・地域の文化・慣習を 

尊重し，経済・社会の発展に貢献し，人権を守り，個人を尊重し，明るく活力溢れる職場

環境づくりの必要性についてお話いただきました。 

後期は，戸籍等・個人情報不正取得と差別身元調査と題し講演いただきました。市職員

として，市民課など戸籍等・個人情報不正取得の舞台になり可能性があり，実例と対策，

課題についてお話いただきました。 

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 

  ○主 旨 

  人権行政の担い手となる職員の人権意識の高揚や役割の自覚，問題解決に向けた実

践の向上を図ることを目的としており，昨年までに全職員に階層別で人権研修を受け

る機会を提供したが，研修は回を重ね，継続し，繰り返し受講することで，より人権

意識や人権感覚が向上され効果は大きいと考えられるため，引き続き一般職員（入庁 2

年目～10 年目）を対象に人権研修を行った。  

 

《１回目》 

 ○開催日時  平成２６年９月２４日（水）15：00～16：30 

○講  師  近畿大学教授 奥田 均さん 

○内  容  「土地差別を考える」 

  ○参 加 者  ８１名 

 

  《２回目》 

○開催日時  平成２６年１１月６日（木）14：00～15：30 

○講  師  インターネットと人権について考える 

「奈良ふらっと市民会議」代表 中野 博章さん 

○内  容  「ネット社会と人権」 

○参 加 者  103 名 

 

《３回目》 

○開催日時  平成２７年 1月２９日（木）10：00～11：30 

○講  師  津地方法務局人権擁護課係長 岡本 真佐之さん 

○内  容  「人権擁護の現状と課題について」 

○参 加 者  ７１名 
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〇総 括 

今回の研修は，より人権について理解を深めてもらえるよう，異なった内容のテーマで

専門的知見のある方３人を講師として招き，受講者が研修内容を選択し，受講しました。

１回目は「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びました。２回目はインターネット上で起こっている

様々な人権問題の現状を知ることで，個人情報を取扱う機会の多い行政職員として，改め

て個人情報の取り扱いの重要性について学びました。３回目は，地方公務員等の職務執行

中による人権侵犯などの実例を交えた内容で人権擁護の現状について学びました。いずれ

の研修も，人権尊重の視点から行政運営を行っていくうえで，時宜を得たテーマを受講者

自身に選択提供したことで，人権感覚の向上を図ることができたと思います。 

    

［２］関係機関との連携 

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

障害福祉課，子ども家庭支援課）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。 


