
平成３０年度 第２回 人権教育推進協議会議事録 

平成３０年１０月２２日（月） 

 

 

事務局 

 

 

 それでは、ただ今より、平成３０年度第２回山陽小野田市人権教育推進協議会

を開催します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は作品選考もありますの

で、会議につきましては速やかな進行にご協力お願いいたします。 

 では、教育長より御挨拶申し上げます。 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。本日は大変御多用のところ、第２回目の協議会に御出席く

ださいまして、誠にありがとうございます。また、皆様には平素から人権教育を

はじめ本市教育行政の推進のため、御高配をいただいておりますことに対しまし

て、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございます。 

 さて、今年度も、市主催の人権講座を７月の各木曜日、４回にわたり開催して

まいりました。本委員の皆様方の御理解と御協力により、各地区や団体、学校等

から合わせて多くの参加をいただきました。誠にありがとうございました。 

 今年度は、JICA 国際協力推進員の木下様による「イスラム文化から考える 多

様性を認め合う豊かなグローバル社会」、また、山口被害者支援センターの支援

員の中村様による「歩（あゆみ）と生きる」、また、ここえみの小林様による「人

権尊重のために～怒りのコントロール方法とは～」といったテーマで実施させて

いただきました。特に「人権尊重のために～怒りのコントロール方法とは～」を

テーマとした講座では、大変多くの参加をいただきまして、場所も大ホール（文

化会館）においての講演でございました。その内容も、実践例を中心にした具体

的な内容で、参加された方にとっても、大変参考になったものではないかと思っ

ております。 

本日は、１２月８日に行われます「ヒューマンフェスタさんようおのだ～人権

を考える集い～」の開催に向けての協議や、「人権に関する作品」の審査等、皆

様には大変お世話になりますが、忌憚のない御意見を賜りまして、これらの取組

が本市の人権啓発・人権教育の推進により大きな機会となりますよう、よろしく

お願い申し上げます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

引き続きまして、本協議会の会長の時様と副会長の河﨑様より、一言御挨拶を

いただきます。お願いします。 

 

会 長 

お世話になります。時でございます。 

今日は各種団体、職場、いろんなところで活躍されている方、また、人権の講

座、補助金の件に関しましてもいろいろ御苦労様でございます。 

今日はフェスタの役割分担等、いろんな形で考えていただくことがあろうかと

思っております。１７日にこの会議の打ち合わせをしましたが、ポスターも少し

増えているようですので、スタッフの方大変ありがとうございます。いろんな形

でお世話になっておりますが、一番大きなものはフェスタの役割分担と思ってお

ります。今日ゆっくり説明があると思いますので、忌憚のない意見をお願いした

いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

副会長 

みなさんこんにちは。今日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとう

ございます。先ほどお話しもありましたけれども、「ヒューマンフェスタさんよ

うおのだ」というのは、毎年開催されているところですが、人権週間の一つの取

組として行われており、各場所で人権教育を進められていると思います。この全



体の会議としましても、ヒューマンフェスタというのが一番大きな行事ではない

かなと考えております。 

今日は皆さんの御意見を聞きながらより良いものにしたいと思っております

のでどうぞ忌憚のない意見をよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

 

ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります。これからの議事進行につきましては、時会長にお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

会 長 

 

それでは協議に移ります。議事にあります「平成３０年度山陽小野田市人権講

座報告」について、教育長がかなり詳しい説明をされたようですので、事務局簡

潔にお願いいたします。 

 

市民 

生活課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民生活課、人権男女共同参画室の柳田と申します。 

 それでは、資料２ぺージを御覧ください。先ほど教育長の挨拶で内容について

は説明がありましたので割愛させていただきます。 

今年度の講座は市民館が耐震工事中のため、不二輸送機ホールのみで行いまし

た。全４回で、合計５７６名の方に受講していただきました。ありがとうござい

ました。アンケート結果についてですが、３ページの上段にある「本日の講座に

参加して人権問題についての関心や理解は深まりましたか。」という設問に対し

て、「深まった・少し深まった」とされた方が９２％となりました。また、隣の

４ページ上段にある「本日の講座の内容は、満足のいくものでしたか。」という

設問に対して、「非常に満足・やや満足」とされた方が９２％で、たいへん前向

きな回答をいただいておりますが、内容については今後とも更なる充実をめざ

し、考えていく必要があると思います。この下の段にある「今後もこのような人

権講座を行うべきだと思いますか。」という設問に対して「積極的に行うべき・

時々行うべき」と答えた割合は９５％でした。 

次のページを御覧ください。「来年度も取り入れたらよいと思う人権問題（課

題）」の集計結果です。下段の全体の棒グラフを御覧いただくと、希望の多さが

わかると思います。最も多いのが「インターネットによる人権侵害」で１６３人、

次が「子ども」の人権で１５６人、３番目が「障害者」の人権で１３７人、４番

目が「高齢者」の人権で１１９人、５番目が「性同一性障害」の人権で１０７人

でした。来年度以降の人権講座において取り上げる人権課題について、企画する

際に参考にさせていただきたいと思います。なお、来年度も市民館は耐震工事中

のため使用することができませんので、全て不二輸送機ホールのみでの開催を考

えています。 

１回が大ホールになってしまうのが３年ぐらい続いておりますので、開催時期

について来年度は検討したいと考えております。７月２５日は厚狭花火大会と重

なるので、そこは避けて、７月１１日、１８日、８月に入って 1 週目、２週目で、

曜日の木曜日は固定で考えています。まだ来年の話になりますので、検討中では

ありますが、報告させていただきます。 

 

会 長 

 ありがとうございます。 

 何か補足等ありますか。 

 

市民 

生活課長 

今回、私は初めて人権講座に参加させていただきました。参加者の方は昨年に

比べて若干減ですが、私のところまで来られて、「よく理解できた、いいことだ。」

と言っていただきました。私も司会を４回しました関係で覚えていただいたせい



もあるのかもしれませんが、こういった声を頂戴して、やってよかったなと思っ

ております。これを糧にして来年さらなる充実を図っていきたいと思います。 

 

 

会 長 

それでは、委員の方も参加された方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、

御質問・御意見ございますでしょうか。 

 なければ私の方から一つよろしいでしょうか。 

 １７日のこの会議の打ち合わせの時、学校の先生が今回はたくさん出席された

と聞きましたが、今後人権教育をする上で、テーマとして勉強されている先生が

おられたということですか。これは調べられて講師を決められたのでしょうか。 

市民 

生活課 

前年度のアンケートは参考にさせていただいているのですが、講師との日程調

整がありますので、完全に反映させているわけではありません。前年度のテーマ

と重ならないものというので、選んでいます。 

会 長 参加者を見たら先生がたくさん出席されておるようですが、なぜか理由を知っ

ておられませんか。 

 

学校 

教育課 

毎年多くの先生に参加していただいております。教職員の人権教育研修会の一

環として、講座に参加するよう取り組んでいます。教職員研修の一つとして考え

ておりますので、今年に限らず毎回多くの先生が参加されております。 

会 長 教育長、職員は 1 年に 1 回こういう講座に出るように、市長の方から何か言わ

れたことがございますか。 

市民 

生活課 

今回職員の参加がほぼなかったかなという認識がありますので、職員にも人権

意識について考えてもらいたいと思いますので、来年度取り組みたいと思いま

す。 

 

会 長 

私は旧山陽町出身ですが、旧山陽では必ず１回人権講座とヒューマンフェスタ

に参加するように町長から言われておりました。いろんな民間等に人権を推進す

る上で、職員が１回も出ないというのは示しがつかないと思いますのでこれはき

ちんと誘っていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議題２の平成３０年度人権に関する作品募集について報告いたしま

す。６ページを御覧ください。議題２の人権に関する作品募集についてです。 

今年度の作品応募者数を御覧ください。今年度、標語は３６１点、ポスターが

１２７点で、詩が２点、総数４９７点の応募がありました。昨年度と比べ、全体

では１６１点増えております。人権に関する作品につきましては、例年小・中・

高校生が夏休みの課題として制作するところが多い状態です。人権作品以外にも

児童生徒が取り組まなければいけない課題も多くあります。そのため、ほとんど

の学校は、提出課題の一つとして今現在取り扱っている状態です。応募につきま

しては、授業の中でも取り扱っていただけるよう、早めに呼びかけておりますが、

来年度以降も引き続き、早めの呼びかけを行っていきたいと考えています。 

 続いて、作品選考についての説明をさせて頂きます。 

標語につきまして、各学校で選定して応募していただいたものを、社会教育課

及び市民生活課でさらに選定をいたしました。選定後の作品を、事前に委員の皆

様に送付させて頂いております。本日お持ちいただいていると思いますが、その

中から、最終的に最優秀を１点選出していただきます。 

詩については、今年度全体で２点の応募がございましたが、本審査へは上がっ

ておりません。 

ポスターにつきましては、今年は高校生の応募はございませんでした。小・中

学校から出された作品を、最初に見ていただいている状態ですが、後ほどまた御



 

 

覧いただいて、小・中学校それぞれの優秀作品を１点ずつ、選んでいただきます。 

作品選考に関しましては、本日の議題の最後に行いたいと考えております。 

 

会 長 

 

作品選考について昨年同様の事だと思っておりますので、引き続きよろしくお

願いします。特に御意見・御質問はございませんか。 

それでは議題３の人権啓発物品について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

 

 

 

同じページの中ほどを御覧ください。 

 今年度の人権啓発物品につきましては、昨年度と同様で、クリアファイル等を

用意する予定としております。この啓発物品は、今回の作品応募者全員及び「ヒ

ューマンフェスタさんようおのだ」の参加者全員に配付する予定です。残りは、

その他の人権啓発活動に活用したいと考えております。 

 

 

会 長 

 

 

人権啓発物品に関しては、昨年同様クリアファイルと、ボールペンということ

で、昨年は１２００全部配布できたわけですね。参加者が多くなるようなら、ま

た考えていただきたいと思います。 

 それでは、議題４の「ヒューマンフェスタさんようおのだ」について、市民生

活課から説明をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民 

生活課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ページを御覧ください。今年度の「ヒューマンフェスタさんようおのだ」は、

１２月８日（土）の午後、不二輸送機ホールで開催します。内容は、１３時に開

場して、１３時３０分から開会行事を行います。この中で人権に関する作品コン

クールの表彰を行いますが、これについては昨年同様、社会教育主事の司会で作

品をスクリーンに映しながら、インタビュー形式で進行します。続いて、１４時

０５分からの講演は、「哲学でみんなが輝ける社会をつくる方法」と題して、山

口大学国際総合科学部の小川 仁志准教授に御講演いただきます。 

先生は商店街で哲学カフェを開催するなど、市民のための哲学を実践しておら

れます。先月終了しましたが、Ｅテレの世界の哲学者に人生相談では、レギュラ

ーで指南役を務められ、知名度のある先生です。今回は哲学の視点から人権につ

いてお話をいただきます。公共哲学が専門の方ですので、みんなで人権について

考えていけるような内容になっていると思います。 

講演終了後、時会長に講師への謝辞を述べていただき、１５時４０分の閉会を

見込んでおります。続いて、参加者について８ページの「各地区等参加目標数」

を御覧ください。 

昨年は相談をせずに勝手に数字を操作して、大変御迷惑をおかけしまして申し

訳ありませんでした。今年度は御覧のとおりお願いしたいと思います。誠にお手

数をおかけしますがよろしくお願いいたします。 

また、チラシの枚数については、昨年枚数が少ないという御意見をいただきま

したので、プラスの枚数が必要でしたら、市民生活課に言っていただいたら配布

させていただきます。 

当日は例年通り参加者の受付をしていただきますようよろしくお願いいたし

ます。以上です。 

会 長 まだ案内は出していないですよね。 

市民 

生活課 

１１月１日に出す予定です。 

 

会 長 

わかりました。中身については、講師が代わった他は特に変わりはないかと思

います。特に募集・中身について御意見ございますか。 



ないようでしたら、私から一つ、文化会館の定員はいくらか御存知ですか。 

市民 

生活課 

７８０名くらいです。 

 

 

会 長 

７８０名くらいでしたら、チラシを７００いくらかしか配らないのは合点がい

かないと思います。７００配り、４００人程しか来ないというのが分かっている

のなら、その倍ほど配らないといけないと思うのですが、皆さんいかがでしょう

か。これではまた、４００人しか来ないということになると思いますが、事務局

はどうお考えですか。 

市民 

生活課 

これ以外に各支所にも配りますし、企業にもチラシを配ったりします。 

 

会 長 企業のチラシは３７枚と書いてありますが、どう整合性をとりますか。 

 

市民 

生活課 

ここに書いてあるのは企業人権の団体になるので、それ以外にも NHK のテレビ

にもずっと出られた講師ですので、当然広報にも掲載しますし、ホームページに

も掲載しますし、各公民館にチラシやポスターも配布しますので、一般の参加者

が多いと見込んでおります。 

 

会 長 

これが昨年と違うところですね。わかりました。 

皆さん他に御意見ございますでしょうか。 

では、当日の参加についての説明をお願いします。 

 

 

 

事務局 

 

 

 

役割についての分担になりますが、例年通り、人権教育推進協議会委員の皆様

方に御協力いただくことになると思います。主として受付・片付けになると思い

ます。その他の仕事につきましては、当日会場で分担させていただきますのでよ

ろしく御協力をお願いいたします。 

  なお、当日ですが各自でお昼を済まされ、１２時１５分に不二輸送機ホールに

御集合をお願いいたします。７ページの下の方に記載しておりますのでよろしく

お願いします。以上です。 

 

会 長 

去年も感じたのですが、１２時１５分は中途半端な時間ではないですか。特に

自分の受付をするだけなら、開場３０分前に来れば十分だと私は感じたのです

が。講師は何時に来られる予定ですか。 

市民 

生活課 

１３時です。 

 

 

会 長 

講師が来られる前に皆さんを配置するわけではないのですが、皆さんがご満足

ならそれでよいと思います。 

では１２時１５分で、昨年も予定時間よりも早く解散できましたので、全部片

付けも終わったら解散ということでよろしいでしょうか。 

次に入っていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは議題は以上となります。作品選考に入らさせていただきます。 

時会長、ありがとうございました。 

それではまず標語の選考をしたいと考えております。標語につきましては、事

前に選考をお願いしております。今日お持ちいただいているかと思いますが、 

お持ちでない委員さんは、要項の一番後ろにつけていますので、１１ページを御

覧ください。最終的には１点の選考となりますが、まずは３点選んでいただきま

す。今からこの中で一番良いと思われるものに挙手をお願いしたいと思っており

ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人３回挙げていただきます。 

 （１番から１９番まで挙手による選定、集計） 

欠席者から事前に投票いただいたものを合わせますと、１０番が９票、２番、６

番、１２番が８票でしたので、この４点に絞ります。この中から最終的に１点を

選ぶことになりますが、少しお時間取ります。 

（１～２分） 

それでは、どれかに１回手を挙げてください。 

（それぞれ挙手、集計） 

１０番の「気がついて ネットで手と手は つなげない」に決まりました。この

作品は、埴生中学校１年生の長谷川聡大さんの作品です。ありがとうございまし

た。 

続いて、ポスターの選考に移ります。廊下側に小学校の部、窓側に中学校の部

が並べてありますので、見ていただき、お配りしています選考用シートに番号札

の番号を３点ほど選んでください。それぞれのポスターには番号をつけていま

す。1 番から１５番までが小学生、１６番から３０番までが中学生の部となって

います。小学校３点、中学校も同じように３点選んでください。このあと、休憩

も含め、絵を見ていただく時間を取りたいと思います。１４時４０分までお願い

します。 

（１４時４０分まで選考） 

 それではポスターの審査を行います。先ほどと同じように番号を読み上げてい

きますので、３点ほど選んでいただければと思います。挙手をお願いします。小

学校の部からいきます。 

（１番から１５番まで挙手による選定、集計） 

１点選びますが、一番多かったのが３番の１０票、１４番の９票、２番の８票と

なっております。 

それでは決選投票となりますが、１回手を挙げてください。 

（それぞれ挙手、集計） 

 ３番の赤崎小学校６年生の佐内彩絵さんに決まりました。 

では、次に中学校の部にまいります。 

（１６番から３０番まで挙手による選定、集計） 

それでは、１６番、１７番、２２番、２８番になりました。１回挙手をお願い

します。 

（それぞれ挙手、集計） 

２２番の埴生中学校１年生の児島康誠さんに決まりました。 

これでポスターは小学校・中学校の優秀賞が決まりました。以上で作品選考を

終わります。 

それでは閉会のあいさつを課長の河上が申し上げます。  

 

課 長 

本日は時会長、御進行ありがとうございました。また、委員の皆さま御審議い

ただきありがとうございました。 

平素から皆様には、各地域・学校・企業の方で人権教育の推進を行っていただ

いていること、厚くお礼申し上げます。 

また、今後も人権教育の推進を行っていただければと思いますし、「ヒューマ

ンフェスタさんようおのだ」を実施するにあたって、皆さんの御尽力を賜りたい



と考えております。 

現代社会におきましては、先ほどのアンケートにもありましたが、インターネ

ットによる人権侵害という新たな問題も発生してきております。このような問題

にもしっかりと取り組みながら、本市の人権教育の推進を図っていき、人権尊重

のできる町づくりに努めていければと思いますので、今後とも皆さま方におかれ

ましては、御協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

  最後に、２点御連絡がございます。 

１点目は、まず１回目の会議のときに各地区の人権教育事業の補助金の申請書

類を渡しております。提出された地区には、補助金を既にお渡しいたしましたが、

まだの自治会は提出をお願いします。 

２点目は、今週の金曜日の２６日に人権教育研修会がございます。本協議会よ

り１０名の参加をいただいております。マイクロバスを御利用の方は、昼食を済

まし、１１時５０分、市役所食堂入り口付近にお集まりください。マイクロバス

につきましては、まだ余裕がございます。改めて利用したい方は、この後お知ら

せいただければと思います。 

 それでは、第 2 回人権教育推進協議会を終了いたします。本日はお疲れ様でし

た。 

 


