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平成２８年度 人権啓発事業実施状況 

地域振興部人権政策課 

 

１ 活 動 

 

［１］広報等による啓発 

（１）広 報 

4 月 障害者差別解消法が施行されました（障がい福祉課） 

5 月 伊勢志摩サミットと子どもふるさとサミット（教育支援課） 

6 月 子どもの人権を考える（子ども家庭支援課） 

7 月 もうすぐオリンピック・パラリンピック（教育支援課） 

8 月 「人としてやさしさあふれる社会を」（教育支援課） 

9 月 高齢者と人権（長寿社会課） 

10 月 オリンピックと人権（人権政策課） 

11 月 自分を語ることで成長する子どもたち（教育支援課） 

12 月 インターネットと人権（人権政策課）※ 

1 月 子どもたちと共に考えよう（教育支援課） 

2 月 児童センター（人権政策課） 

3 月 慣習（予定）（教育支援課） 

 ※人権週間にちなみ，１２月５日号には特集記事「インターネットと人権」２ペー

ジ＋市内小中学生による人権作文２ページ 

 

（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」で，啓発シャーペンを配布。 

・「人権尊重まちづくり講演会」で，啓発タオル等を配布。 

・「街頭啓発」や「じんけんフェスタ in すずか」で，ポケットティッシュ（本人通知制

度 身元調査はやめましょう）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  平成２９年１月２１日（土）～２２日（日） 

○場 所    鈴鹿市文化会館（さつきプラザ，けやきホール，1階エントランス，第 1研 

修室兼視聴覚室，第 2研修室，調理室，美術工芸室，会議室） 
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○概 要 

 ２１日（１日目） 

  ◇けやきホール  

◎市長あいさつ 

   ◎市内小中学生による人権作文朗読 

◎講演会  

（演題）「世界からのメッセージ～平和と命の大切さ～」 

（講師）渡部 陽一さん 

  

◇さつきプラザ 

◎♪あそびうたユニット♪ ザ・ふんころがしと音楽でふれあおう 

（出演）♪あそびうたユニット♪ ザ・ふんころがし 

（主催） 鈴鹿市人権擁護委員会 

 

◇調理室 

   ◎飲食ブース 

    ＮＰＯ法人コスモス パンなどの販売 

    ＡＧＦ鈴鹿株式会社 コーヒーのふるまい 

 

◇美術工芸室 （教育支援課による） 

◎外国人幼児，保護者の就学ガイダンス 

 

◇会議室 （健康福祉政策課による） 

   ◎簡単な認知機能チェックコーナー 

 

２２日（２日目） 

◇けやきホール  

◎人権ふれあい劇場 映画上映「インサイド・ヘッド」  

   ディズニー・ピクサーアニメ 

 

◇さつきプラザ （教育支援課による） 

 ◎つながろう！すずかの人権教育 

 

２１・２２日（両日開催） 

◇１階エントランス 

 ◎人権を考える市民のつどい「大道芸」 

 （出演）チムチムサービス 

 

◇第 1研修室兼視聴覚室 

   ◎人権関係各課及び小中学生人権ポスター展示 
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    鈴鹿市人権擁護委員会，鈴鹿市保護司会，住友電装株式会社による展示 

    障害者支援総合相談支援センターあい作品展示 

 

◇第 2研修室 

  ◎市各関係課パネル展示 

   人権政策課，男女共同参画課，市民対話課，子ども家庭支援課，健康福祉政策課， 

障がい福祉課 

   

○周知方法  

  ・広報すずか１２月５日号への折込チラシ（全世帯）及び広報すずか１２月２０号へ 

   掲載 

  ・市関係機関（地区市民センター，単独公民館等）及びその他関係各所等にチラ 

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 ２，０３９人 

 

けやきホール 参加者        ２１日（講演会）５００人 

                  ２２日（映 画）５０１人 

                  合計     １００１人 

 

    さつきプラザ 参加者        ２１日（１回目）１１９人  

              （２回目） ７７人 

           ２２日      ５４人 

           合計      ２５０人 

 

    １階エントランス 参加者      ２１日      ８０人  

           ２２日     １００人 

           合計      １８０人 

 

    会議室 参加者           ２１日      ５０人 

    

 第１研修室兼視聴覚室，第２研修室 参加者  ２１日（１日目）１８７人 

           ２２日（２日目）１３４人 

           合計      ３２１人 

 

    美術工芸室 参加者         ２１日      ３７人 

     

調理室（ふるまい） 参加者     ２１日     ２００人 
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 ○総 括 

講演会だけでなく親子で観てもらえる映画上映や人権パネル展示，また今年度は人権を

考える市民のつどいも同時に開催し，幅広い年代に参加いただけるように企画し，人権を

感じ，考える機会の提供を行った。 
パネル展示については，鈴鹿市人権擁護委員会や鈴鹿市保護司会のパネル展示，住友電 

装株式会社による取り組みパネルの展示，障害者総合相談支援センターあいによる作品展

示，市関係各課と連携を図りそれぞれの取組状況を理解いただく展示も行い，市民の方へ

人権について再認識していただくことができた。 
今年もＡＧＦ鈴鹿株式会社によるコーヒーのふるまいやＮＰＯ法人コスモスによるパン 

の販売を行い，御来場の方々に休憩していただける時間を提供した。 
また，今年度は新たに教育委員会主催で，外国人幼児・保護者の就学ガイダンスや，幼 

稚園・小学校・中学校の人権教育の実践紹介，健康福祉政策課主催で簡単な認知機能チェ

ックコーナーを設け，会場に来て参加いただくことで人権の大切さについて感じてもらえ

ることができ，人権啓発に繋がったと思われる。 
来年度以降も更に各種団体等との連携を図り，幅広く人権の輪を広げていけるように努 

めていきたい。 

 

（２）２０１６平和への祈り展  

杉原千畝 ～その記録と功績～ ユネスコ世界記憶遺産へ 

 

○開 催 日 平成２８年５月２７日（金）～５月２９日（日） 

○場  所   イオンモール鈴鹿 2 階イオンホール 

○概  要 

【パネル展】 

① 杉原千畝展 ～その記録と功績～ ユネスコ世界記憶遺産へ 

パネル，資料展示 

       ・杉原千畝パネル展示（パネル２３点）八百津町から借受 

              （パネル６４点）ホロコースト教育資料センターから借受 

・人道の港敦賀パネル及び展示品（パネル６点）敦賀市役所から借受  

      

② 原爆展 

パネル，資料展示 

・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） 

   ・巡回原爆展（日本非核宣言自治体協議会から借受） 

・「サダコと折り鶴ポスター」（広島平和記念資料館から借受）  

・鈴鹿市中学生平和使節団活動紹介（写真などの展示） 

 

③ 鈴鹿にも戦争があった 

鈴鹿市の戦中戦後のパネル及び資料の展示 

（「２０１６平和への祈り展」市民実行委員会による）  
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【参加コーナー】 

① 講演会等（イオンホール内） 

５月２７日（金）国際平和サロン 

講師：明治学院大学 教養教育センター教員 可部州彦さん  

５月２８日（土）杉原千畝～その記録と功績～ 

講師：杉原千畝記念館 館長 國枝大索さん 

５月２９日（日）平和の本の読み聞かせ  

講師：JPIC 読書アドバイザー 木村由美子さん 

 

② 平和原爆図書コーナー 約１０冊（当課及び長崎市） 

                 約 ７冊〔サダコ関係〕（広島平和記念資料館から借受） 

 

③ 平和原爆ビデオコーナー（広島平和記念資料館から借受） 

 

○周知方法 

◇チラシ・ポスター配布 

市関係機関（地区市民センター，単独公民館等），小・中学校全生徒，市内企業， 

その他関係各所等 

◇その他 

   鈴鹿市ホームページ など 

○来場者数 

５月２７日（金） ２３６人 

   ５月２８日（土） ４６４人 

５月２９日（日） ５８３人                    合計 １,２８３人 

講演会参加者数（内数） 

５月２７日（金）   ４３人 

内容：国際平和サロン  

講師：明治学院大学 教養教育センター教員 可部州彦さん 

５月２８日（土）   ９３人 

内容：杉原千畝～その記録と功績～  

講師：杉原千畝記念館 館長 國枝大索さん 

５月２９日（日）   ３８人 

内容：平和の本読み聞かせ  

講師：JPIC 読書アドバイザー 木村由美子さん        合計 １７４人 

〇総 括 

  今年度は，原爆展とともに杉原千畝にスポットをあて，その業績と昨年６月にユネス 

コ世界記憶遺産に申請予定である内容等を展示した。５月２８日（土）には，杉原千畝

記念館館長の國枝大索さんの講演，５月２９日（日）には，平和の本の読み聞かせを JPIC
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読書アドバイザー木村由美子さんに公演いただいた。また，今年は，市民対話課と連携

し５月２７日（金）には国際平和サロンとして難民問題の講演を行ったり，「2016 平和へ

の祈り展」市民実行委員会による，鈴鹿市の戦中戦後のパネル及び資料の展示を行った。

今後も団体や市関係各課と連携し，平和の大切さを感じてもらえるよう企画いたしたい。 

 

［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。 

 一ノ宮，鈴峰，庄内，合川，箕田，久間田，天名，牧田，庄野，若松，井田川，神戸地

区（計 12 地区 13 ヶ所）で人権講演会を実施（一ノ宮地区長太公民館では，2月 18 日に実

施予定）。 

 

○地区別人権尊重まちづくり講演会の開催実績 

◇講 師 中野 博章 さん 
（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） 

演 題 ネット社会と人権 
～子どもたちに伝える前に私たちが知っておきたいこと～ 

・  ５月１４日（土） 天名地区 御薗ふれあい会館 参加者３３人 

（概 要） 
インターネットを利用したいじめ及び人権侵害等の問題，並びに安易に個人情報を

掲載することにより遠隔操作で犯罪に巻き込まれる危険性があることを映像を交え

てお話しいただいた。また，インターネットに対する理解の浅い低年齢層のネット利

用が増加している現状から，上記の問題点に子どもが関与する危険性があることをご

説明いただき，ネットを使用する際にも人権意識を持つことの大切さを感じていただ

いた。 

 

◇講 師 切磋亭琢磨さん （落語家） 

 演 題 「笑って考えよう！身近な人権を」  

・  ５月１９日（木） 鈴峰地区 鈴峰公民館ホール 参加者７５名 

・  ５月３１日（火） 井田川地区 井田川公民館ホール 参加者７２名 

・  ９月 ７日（水） 合川地区 合川公民館ホール 参加者４７名 

・１１月１７日（木） 庄野地区 庄野公民館ホール 参加者２９名 
 

（概 要） 

自らの経歴や妻に先立たれたことなどのお話や身近な出来事から笑いを交えなが 

ら，分かりやすく人権についてご講演いただいた。その中には落語家ならではのお話

もあった。 

   教職員時代に担任していた生徒が亡くなってしまった話にも触れ，生きたくても生
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きられない命があること，その分まで生きていこうということをお話いただき，参加

された方々は，人の繋がりや命の大切さを感じていた。 

 

◇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～認知症について～」 

・  ６月 １日（水） 若 松 地 区 若松公民館多目的ホール   参加者５０人 

・ ７月２７日（水） 牧 田 地 区  牧田公民館ホール 参加者３４人 

・ ９月３０日（金） 一ノ宮地区  一ノ宮公民館ホール  参加者８３人 

（概 要） 

高齢者の人権～認知症について～と題し，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勤務する講師の経験談を交え，高齢者の人権の大切

さについて講演をされた。 

実際にあった老老介護疲れによる殺人事件をもとに自作した動画や，認知症家族の

会に寄せられた手記を題材に介護者の立場・心情に言及しつつ，認知症患者が尊厳を

持って住み慣れた地域で安心して生活していける地域を目指し，実際に地域で支えあ

っている事例を紹介された。 

   参加者の皆さんには，より一層高齢者の人権の大切さを感じて頂いた。 

 

◇講 師 木村 由美子さん（ＪＰＩＣ読書アドバイザー）  

 演 題 「耳から聞く読書 命のおはなし」 

・ ７月２０日（水）  久間田地区 久間田公民館ホール 参加者３６名 

・１２月１２日（月） 箕 田 地 区  箕田公民館ホール 参加者６名 
 （概 要） 

紙芝居形式での「ふしぎなシーソー」，そしてエッセイストの向田邦子著の「字の

ないはがき」から抜粋したものを朗読，さらに東日本大震災で納棺のボランティアを

した笹原留似子著の「おもかげ復元師」の抜粋では，１７歳で亡くなった女子高校生

の納棺と著者や遺族の思いをより現実味を持たせて朗読した。その後は，妊婦の救護

をした人の新聞の投書を朗読した。 
また，医師の日野原重明著の「いのちの使い方」を抜粋したものでは，著者が実際

に体験したよど号ハイジャック事件について朗読し，命の大切さに関するさまざまな

本の読み聞かせにより，自らの命や周りの人の命を大切にしてほしいという内容で，

命の大切さについて改めて考える機会になった。 

 

◇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～」 
  ・ ８月 ４日（水） 神戸地区  神 戸 公 民 館 参加者５０名 

・ ９月１０日（土） 庄内地区  ＪＡ鈴鹿庄内支店 参加者７３名 
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・ ２月１８日（土） 一ノ宮地区  長太公民館ホール 開催予定 

（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，使い方次第で今後差別的な表現になってしまう場合も

あると指摘をされていた。 
来場された高齢者の方たちも，ユニークな言い回しで笑って楽しみながらも，言葉

の使い方の重要性について理解していただけたように思う。 

 

［４］街頭啓発 

 〇日時・場所   

１２月５日（月） ８：００から（約１時間）近鉄白子駅前，鈴鹿市駅前 

１２月５日（月）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，ティッシュ）総数約２,５００個を配布。 

 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，７月１日～８月１５日に平和へのメッセージを記載した

懸垂幕を掲示。（掲示場所：市庁舎東側壁面） 

人権尊重の意識高揚のため，９月１５日～１０月１４日に人権尊重都市宣言の懸垂幕

を，「差別をなくす強調月間」に合わせ１１月１１日～１２月１２日に人権週間の懸垂幕

を掲示。（掲示場所：市庁舎東側壁面） 

人権週間にあわせ啓発メッセージ入りの幟を設置。また，本庁舎各階のエレベーター

待合スペースに人権週間を呼びかけるマグネットを設置。 
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［７］学習教材の貸出 

  非核平和に関する写真パネル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。 

   ７月 １日（金）～ ８月１５日(月）：非核平和都市宣言文 「原爆と人間展」  

  １１月１１日（金）～１２月１２日(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 

（１）新規採用職員研修（人事課） 

○実施内容 

〔前期〕日時：平成２８年４月６日（水）13：00～14：30 

     講師：近畿大学教授 奥田 均さん  

     演題：同和問題を通じて人権の基本を考える 

     参加者：新採職員 ４３人 

 

〔後期〕日時：平成２８年１０月４日（火）15：30～17：00 

講師：人権政策課職員 

演題：人権について考える 

参加者：新採職員 ４４人 

 

 ○主 旨 

人権問題について，正しく理解し，公務員として必要な知識を学ぶことを目的として 
いる。 
これまでは人権政策課職員が前期及び後期研修の講師を担当していたが，前期の研修 

については，採用されて最初に受講する人権研修であることから，人権問題についてし
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っかりと理解する必要があると考えられるため，昨年度から部落問題を中心に差別問題

や人権課題について研究され，人権分野において専門的知識のある講師を招いて実施し

ている。 
 

○総 括 

  前期の研修では，今日に至る様々な人権課題の原点といえる「同和対策審議会」答申 
について，行政職員として当然の知識として，その意味と重要性について学んだ。また， 
人権問題に関する県民意識調査の結果に触れながらテーマ別に解説を聞き，人権問題に 
対し理解を深めることが出来た。 

後期の研修では，参加型学習や主な人権課題の解説を通して，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った。 

 

（２）人権啓発推進委員研修会 

 ○実施内容 

日時：平成２８年９月１４日（木）10：30～12：00 13：30～15：00 

講師：一般社団法人ＥＬＬＹ 代表 山口 颯一さん 

演題：性別って、、2つだけ？ ～知らないじゃ済まされない LGBT～ 

  参加者：６８名 

 

○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。なお，今年度は，男女共同参画推進委

員と合同で研修を実施した。 

 

○総 括   

       講師自身が，性同一性障害であり，当事者としての思いや気持ちを聞く事ができた。 

ＬＧＢＴ全般に関する説明もあり，受講者はＬＧＢＴに対する理解も深めることが出来

た。 

 

（３）一般研修「主幹級職員研修」 

○実施内容 

日時：平成２８年９月２８日（水）15：00～16：30 

講師：近畿大学教授 奥田 均さん 

演題：人権行政の原点に学ぶ 

参加者：５３名 
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 日時：平成２８年１０月２７日（木）13：30～15：00 

講師：インターネットについて考える「奈良ふらっと市民会議」代表 中野 博章さん 

演題：ネット社会と人権 

参加者：５５名 

 

 日時：平成２９年１月２６日（木）10：00～11：30 

講師：津地方法務局人権擁護課 係長 黒坂 美和さん 

演題：人権擁護の現状と課題 

参加者：４６名 

 

○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いる。研修は回数を重ね，継続し，繰り返し受講するこ 

とで，さらに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，平成２６

年度から３年間かけてすべての職員（管理職員等は除く）に人権研修を受ける機会を提

供している。今年度は主幹級を対象に人権研修を行った。 

 

○総 括 

今回の研修は，昨年同様，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， 

受講した。 

１回目は同和対策審議会答申の意味と重要性について学ぶことで，人権問題を意識し，

正しく理解していくことが重要であることを学んだ。 

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

学んだ。 

３回目は，法務局の事務がどのようなものかについて言及され，その後に人権問題と

しての重要課題について述べていただいた。 

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重要なテーマであ

り，受講者自身が選択し受講したことで，人権感覚の向上を図ることができた。 

 

［２］関係機関との連携 

「じんけんフェスタ in すずか」では，昨年度から引き続き，パネル展示で鈴鹿市人権擁

護委員会，保護司会，障害者総合相談支援センターあい，住友電装株式会社，市の人権関

係課（市民対話課，男女共同参画課，健康福祉政策課，障がい福祉課，子ども家庭支援課，

教育支援課）と連携し実施した。また，ＡＧＦ鈴鹿株式会社によるコーヒーのふるまいや

ＮＰＯ法人コスモスによるパンの販売も継続した。 
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今年度は，健康福祉政策課による「簡単な認知機能チェックコーナー」，教育支援課に

よる「外国人幼児･保護者の就学ガイダンス」，「つながろう！すずかの人権教育」を新た

に実施した。 

また，４月に開催された鈴鹿国際交流フェスタ２０１６「わいわい春まつり」において， 

外国人の人権について，啓発を行った。 

 

３ 人権問題に関する市民意識調査 

  昨年度実施した「鈴鹿市人権問題に関する意識調査」の調査票の集計，分析，考察を

行っている。 

 


