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平成３０年度 第３回 人権教育推進協議会議事録 

平成３１年２月８日（金） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 ただ今より、平成３０年度第３回山陽小野田市人権教育推進協議会を開催しま

す。よろしくお願いいたします。 

なお、本委員会は、「山陽小野田市執行機関の附属機関」に属しますので、「会

議の公開に関する要綱」により、議事録をホームページで公表させていただきます。

また、本委員会規則にありますように、本日は２２名中１５名の委員に御出席をい

ただき、過半数となっておりますので、本会議が成立しますことをお伝えしておき

ます。 

それでは初めに、埴生地区代表の時委員が御都合により、辞任されましたので、

新たに委員になられました藤井様に辞令交付をいたします。藤井様はその場の席に

てお待ちください。課長が前に行きましたらお立ちください。  

 ～辞令交付～ 

事務局 それでは、事前にお配りしております資料では、教育長挨拶となっておりました

が、教育長に代わりまして、社会教育課長が御挨拶いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育 

課長 

 みなさんこんにちは。本来であれば教育長が出席をさせていただき、皆様方に御

挨拶をさせていただくところでございますが、急な公務のため出席ができませんの

で、私が代わりに御挨拶をさせていただきます。 

 皆さま方には、大変お忙しい中、平成３０年度第３回目の山陽小野田市人権教育

推進協議会に御出席をいただき誠にありがとうございます。 

また、皆様方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

いただいておりますこと、心より感謝申し上げます。 

さて、今年度７月の「人権講座」や１２月の「ヒューマンフェスタさんようおの

だ」など、人権に関する啓発活動が皆様の御理解と御協力により大変有意義なもの

となり、無事終了することができました。本当にありがとうございました。 

昨今では「ヒューマンフェスタさんようおのだ」になりますが、多くの市民の方

々に御参加いただきました。人権推進協議会委員の皆様方には、準備・受付・避難

誘導・片づけに携わっていただき、大変感謝しておるところでございます。 

今年度の当講演では、山口大学の准教授小川 仁志先生を迎えて、「哲学でみん

なが輝ける社会をつくる方法」と題してお話をしていただきました。人権を哲学と

いう方面から見ていき、これからの時代を生きていくための、考え方のヒントをい

ただいたのかなと思っているところです。 

本日は平成３０年度最後の協議会となります。今年度の振り返りと来年度の取組

について忌憚のない御意見をいただきますようお願いを申し上げます。 

終わりになりますが、委員の皆様の益々の御健勝を祈念申し上げ、簡単ではござ

いますが、挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

 

ここで委員の交代がございましたので、改めて委員の皆様に簡単に自己紹介をし

ていただきたいと思います。要項Ｐ９を御覧ください。こちらに名簿を載せており

ますので、順にお願いします。 

 ～自己紹介～ 

事務局 ありがとうございました。 
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続きまして時会長の辞任に伴いまして、要項のＰ１１につけております規則第３

条により会長の選出を行います。まずは会長ですが、どなたか立候補、又は推薦さ

れる方はいらっしゃいますか。 

もしいらっしゃらなければ、事務局の案として、会長に現副会長の河﨑委員を推

薦したいのですが、いかがでしょうか。承認される方は拍手をいただきたいと思い

ます。 

（拍手） 

ただ今の拍手をもちまして、本協議会の会長を河﨑委員にお願いしたいと思いま

す。 

副会長はいかがいたしましょうか。事務局の案として、大場委員を推薦したいの

ですが、いかがでしょうか。承認される方は拍手をいただきたいと思います。 

（拍手） 

ただ今の拍手をもちまして、本協議会の副会長を大場委員にお願いしたいと思い

ます。 

それでは、会長・副会長席に御移動お願いいたします。 

引き続きまして、会長河﨑様、副会長大場様より、一言御挨拶をいただきます。 

 

会 長 

みなさんこんにちは。２年間副会長という役を何もせずに過ごして参りました

が、ひょんなことから、このような時会長の突然の辞任で会長という大役をさせて

いただくことになりました。身に余る職でございますが、皆様の御協力をいただき

まして、会を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

副会長 

私もひょんなことから副会長になりました。なかなか分からないところがありま

すので、皆さんに御指導いただき頑張っていきたいと思いますので、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、河﨑会長にお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会 長 

 

 それでは、議題１にあります「本年度の事業報告」について、事務局より説明を

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、要項のＰ２を御覧ください。本年度の事業報告について説明いたしま

す。 

 まず、７月４日に第１回、１１月２２日に第２回、そして本日２月８日に第３回

の人権教育推進協議会を行っております。 

 市の人権講座につきましては、２回目の会議で報告しておりますが、全４回で５

７６名の参加をいただいております。 

 １０月２６日山口南総合センターで行われた県主催の「人権教育研修会」は、人

権推進協議会委員１０名と、教員５名、教育委員会３名の計１８名が参加いたしま

した。そこでは、「インターネットにおける個人情報の保護」や「震災と人権」と

いう題で、震災時のプライバシーについての研修を行いました。 

 また、市内の小・中・高校の児童・生徒を対象に人権に関する詩・標語・ポスター

の募集や一般対象の詩の募集を行いました。応募総数は４９７点でした。これにつ

きましては、１１月２２日に開催しました第２回人権教育推進協議会で、作品の審

査を皆様にしていただきました。優秀作品は１２月８日の「ヒューマンフェスタさ
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んようおのだ」で表彰を行っております。また、応募者全員に学校を通じてクリア

ファイルとボールペンの参加賞を贈っております。なお、本日の要項の表紙には、

この時の優秀作品を載せております。 

 「ヒューマンフェスタさんようおのだ」については、このあと市民生活課より続

けて御説明いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民生活 

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ヒューマンフェスタさんようおのだ」について御報告いたします。 

１２月８日土曜日に「ヒューマンフェスタさんようおのだ～人権を考える集い

2018～」を不二輸送機ホールで行いました。今年度は、人権に関する作品の表彰式

と受賞者のインタビュー、その後の講演では、山口大学准教授小川 仁志先生に「

哲学でみんなが輝ける社会を作る方法」と題して御講演いただきました。３５２名

の市民の方に御参加いただき、委員の皆様方には、準備・受付・片付けなどの御協

力をいただきました。ありがとうございました。 

 それではＰ４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」

のアンケートの集計結果を載せております。抜粋して説明させていただきます。 

 Ｐ５になりますが、質問４の「今回のイベントに参加して、人権問題についての

関心や理解が深まりましたか」という問いに対して、「大変深まった」「概ね深ま

った」という肯定的な回答が８７％と成果のあるものとなりました。 

次にＰ６の質問６「今回のイベント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」と答えた割合が８９％と多くの賛同を得られま

した。 

また、Ｐ６下の「今後もこのような人権啓発行事を行うべきだと思いますか」と

いう問いには、「積極的に行うべき」「時々行うべき」と答えた人の割合が９６％

と９割を超える方々に前向きな回答をいただいております。 

Ｐ７・８に参加者の意見を載せておりますが、講演についての意見としては、「

参考になった」「哲学は難しかったが勉強になった」という御意見をいただきまし

た。 

 構成については、来年度も社会教育課とともに検討していきたいと思います。後

は詳しくお読みいただけたらと思います。 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 それでは、続きの説明をいたします。要項のＰ２にお戻りください。 

Ｐ２の表の下から２番目の表になりますが、人権のポスター・作品を昨年同様、

１２月下旬から１月下旬までの間、市内の各公民館と中央図書館に掲示し、併せて

人権コーナーを設置していただきました。 

「人権の花運動｣につきましては、今年度は厚狭小学校と赤崎小学校が取り組ん

でおります。 

 平成９年から市内中学校で実施している広島県原爆被害者団体協議会に講演を

お願いしている「平和のつどい」は、今年は埴生中学校と竜王中学校で行いました。 

県教育庁人権教育課主催の「人権教育推進指導者研修会」は、昨年度まで委員の

皆様に参加要請をしておりましたが、今年度より市町の担当者のみの参加に変わり

ましたので事務局の方で参加しております。 

今年度、各地区・公民館・企業・学校での人権教育に関する取組については、本

日お配りした水色の冊子に取りまとめておりますので、来年度の活動の参考にして

いただければと思います。 
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会 長 

 

 本年度の事業報告をしていただきました。今の事業報告の詩、人権講座、ヒュー

マンフェスタさんようおのだ、作品募集等について御意見、御質問ございませんか。 

今年取り組まれてどうだったかという御意見がおありだと思いますが。 

 

 

委員 

「ヒューマンフェスタさんようおのだ」の参加者を募集するのに、この感想の中

にもありますように、「自治会単位での参加を強要しないように」とありますが、

地区から人数を集めるには自治会長に頼らないと仕方ないと思います。今回は自治

会長に連絡が何もいっていなかったので、来年は自治会長にも協力要請の依頼をし

ていただきたいと思います。 

市民生活

課 

いろいろ御迷惑をおかけして、大変申し訳ありませんでした。来年度の検討課題

にさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

会長 他にございませんでしょうか。 

ここで話されると、来年度に活かされると思いますので。 

 

委員 

「ヒューマンフェスタさんようおのだ」はとても好感度がよく、「良かった」と

いう意見もありました。哲学がテーマで、わかったような、わからなかったような

難しいところもありますが、是非こういう形の方が好感度が持てると思いました。 

 

市民生活

課 

様々な興味をもたれるテーマというのがおありだと思いますので、なるべく多く

の方に参加していただけるようこの度も講師を選びました。 

私の回りですが、難しかったという方がいらっしゃるのですが、そういっていた

だけるとありがたいです。来年以降さらに関心をもっていただけるよう取り組みた

いと思います。 

 

 

 

 

 

委員 

確かに、色々な方法で人権について考える機会は大切だと思います。今回は哲学

について考えるというテーマでしたが、要は、いかに会場に足を運んでいただくか

です。それが大前提です。どれだけ良い話をしていただいても、足を運んでもらえ

なければ誰も聞いてないことになります。今回の３５２人はちょっと少ない。せっ

かくよい会場があるのに、半分しか来られないのは少ないと感じました。かなり動

員をかけておりますので、自ら好んで行った人は半分くらいではないでしょうか。

どうしたら参加していただけるかということを最優先に考えていただき、それから

人権について考えてはどうでしょうか。 

会場に行く人は大体決まっており、よくわかっておられる方が来られます。今回

息子も連れて行きましたが、哲学はよくわからなかったと言っておりました。やは

り、来ていただくということが一番大切なことだと思います。それから裾野を広げ

ていく方法をまず考えていただけたらと思います。 

 

 

市民生活

課 

おっしゃるとおりです。動員をかけたのは事実ですし、動員で来られた方もい

らっしゃるのですが、ただ、関心がなかった方も動員で来られて関心を持たれるこ

ともあると思いますので、動員は全否定ではないのではないかと思っております。 

ただ、それだけではいけないということは、確かに御指摘のとおりです。周知や

宣伝するのはなかなか難しいところがありますが、一生懸命やっておるところで

す。来年も引き続き社会教育課の力を借りるなどして少しでも多くの方に来ていた

だくよう、努力していきます。 

 

 

 

我々学校の方でも行事をする時、保護者の方がなかなか集まらないということで

苦労したこともあります。やはり、周知することが大切で、魅力を持たせて行って

みようか、ちょっと聞いてみようかという気持ちにさせることが大切です。 
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会長 ただ配るだけでは、紙媒体ではなかなか伝わらないところがありますので、先ほ

どの自治会長さんへの周知というお話もありましたが、いろんな口で広めていくこ

とも、大切ではないかなと思っております。 

他にございませんでしょうか。 

委員 動員に関しては、企業さんの動員もあるのですか。 

市民生活

課 

企業人権連絡協議会には、社会教育課を通して案内はしておりますが、数名の参

加にとどまっております。 

 

委員 

働き盛りの方はなかなか休みづらいので、勤務時間でしたら喜んで行かれる方も

いらっしゃると思います。強制的に呼べば、社員の方々はお仕事と思えば来られま

すので、市としてもそれぐらいがよいと思います。 

会長 他にございませんでしょうか。 

委員 中学校などのＰＴＡ関係の動員が少ないのですね。もう少しあればよいのかなと

思います。 

 

 

 

委員 

埴生小学校は、一週間前くらいに１０数名の動員をお願いしますという連絡が来

ました。そこからでは、お仕事等もありますので断られることも多いです。直近に

なって１０名お願いしますと言われても、動員をかけられません。なんとか揃うこ

とは揃ったのですが、その辺、これが決まった時点で案内が来るべきものではない

のかと思います。 

直近になってこられても、お声かけしても今更と言われてしまいますので、その

辺がうまく連絡がいけばよいのかなと思いました。 

市民生活

課 

申し訳ありません。反省しております。 

委員 その動員要請は各学校にいったのですか。 

 

市民生活

課 

学校に関しては、正直どのようにまわっているかわかりません。学校長名で一式

をお渡ししておりますが、そのあとどういう風にまわっているか、お任せしている

状態です。タイミングが悪く、会議が終わった後にお願いしてしまうと、次の会議

までの期間があったりしますので、遅くなってしまったのだと思います。 

 

会長 

今回こういった御意見が出てお分かりかと思います。市Ｐ連などでは、すでに計

画がされており、急に理事会があるということはありませんので、その辺をしっか

り把握されてお願いされたほうがよいと思います。 

委員 市の職員の方は「ヒューマンフェスタさんようおのだ」にどれくらい参加された

のですか。 

市民生活

課 

これについては御指摘が他の方からも寄せられておりますので、検討していきた

いと思います。 

 

 

 

会長 

学校は子供たちと接するので人権をとても大切にしておりますが、市民の方と接

することも多い市職員の方は、いろんなところで必要かと思います。 

社会教育の中でもよく接遇や人権というのが役立っておりますので、市職員の方

にも大切なことではないかと思います。また数を増やせるよう、よろしくお願いし

ます。 

他にありませんか。 

では、最後まとめてお話をするところもあると思いますので、いったんこれで終

わります。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 では、要項３ページを御覧ください。来年度の事業計画案について説明いたしま

す。来年度も、今年度と同様の研修会や会議が予定されています。 

 まず、人権教育推進協議会の開催ですが、今年度と同じように７月、１１月、２

月の年３回を予定しています。来年度は委員改選の年となります。よろしくお願い

いたします。 

 次に来年度も市内の小・中・高等学校の児童生徒の皆さんから「人権に関する作

品」を募集しますが、積極的な応募がなされるよう、早めに各学校に働きかけてい

きたいと考えています。校長会等でも、学校全体で関わっていただけるよう御連絡

をお願いいたします。 

なお、今年度新たに一般を対象に詩の募集をいたしましたが、残念ながら応募は

ございませんでした。また、児童生徒の詩の応募もここ何年か滞っております。 

そこで、こちらの方から提案をさせていただきたいのですが、 

・来年度は児童生徒の詩の募集は停止すること 

・一般の方の詩の募集については、多くの方々により人権問題について関心をも

っていただくため、詩の募集はハードルが高いと思いますので、詩の募集から

参加しやすい標語（一行詩）の募集に代えていってはどうかということ 

この２点を提案させていただきたいと思います。後ほど検討していただきたいと

思います。 

 県教育庁人権教育課主催の人権教育研修会ですが、こちらは本協議会の研修の場

として考えているものです。お忙しい時期とは思いますが、御都合を付けて参加を

お願いいたします。期日が近づきましたら委員の皆さんに御案内いたします。 

 人権講座・「ヒューマンフェスタさんようおのだ」につきましては、市民生活課

から御説明いたします。 

 

 

 

市民生活 

課 

 

 

 

 

 人権講座についてですが、今年度に引き続き市民館が耐震工事中のため、平成３

１年度の人権講座においても、全回不二輸送機ホールで開催したいと思います。 

 前回の人権教育推進協議会の会議の際に提案しましたが、７月の毎週木曜日とい

うことでずっと実施してきたのですが、３週目と４週目に人が集中している状況

で、１週目、２週目が参加しにくいという印象を受けましたので、時期をずらして

みようかと思いましたが、７月２５日の第４週目が厚狭の花火大会と重なっていま

すので、そこは避けようと思います。ですので、２週目はずらせませんでしたので、

７月の２週目と３週目、７月の２５日はやめて、８月１日と８日、木曜日は固定し

ていたほうが参加しやすいと思いましたので、そこは動かしません。 

まとめますと、７月１１日、１８日、８月１日、８日の木曜日に開催したいと思

います。時間は今年と同じく、午後６時受付開始、午後６時半開演とします。 

講座内容については未定ですが、アンケート等を参考にして検討したいと思いま

す。 

「ヒューマンフェスタさんようおのだ」についてですが、こちらも今年度に引き

続き１２月４日から１０日までの人権週間の間の１２月７日土曜日に開催したい

と思います。こちらも、市民館が耐震工事中のため不二輸送機ホールで行いたいと

思います。 

ただ、現時点で耐震工事の関係もありまして、不二輸送機ホールの予約がかなり

埋まっている状況で、７日についても研修室と小ホールは先約が入っておりまし
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て、使用できないのが決まっておりますので、下津保育園さんの行事と同時開催に

なります。 

人権作品を毎年小ホールに展示していますが、ロビーに展示するのはどうかとい

う現時点での案があります。また詳細については相談させていただければと思いま

す。 

市民生活課からは以上です。 

 

 

事務局 

 

 

 

 続けて、各地区・学校・企業等における人権教育の取組ですが、来年度も今年度

同様、各地区・学校・企業等で、人権問題についての認識を高め、より一層の人権

教育の推進をお願いいたします。 

 「人権の花」運動は、来年度は本山小学校と津布田小学校、また、「平和のつど

い」は、来年度は高千帆中学校と厚陽中学校で行います。地域の方にも是非聞いて

いただきたいと思いますので、御協力お願いいたします。 

 

会長 

 

 

 ありがとうございました。たくさんありましたので、一つ一つ確認し、御意見い

ただきたいと思います。まず「人権教育推進協議会」の開催は、第１回が７月、第

２回が１１月、第３回が２月ということになっておりますが、御意見ございますで

しょうか。 

委員 先ほどの話では、人権講座についていろいろあるようですが、７月ではなく、６

月の方がよいかと思うのですが。 

事務局 委員の方が６月に代わってしまいますので、７月以降でないと実施ができませ

ん。決まり次第速やかには開催できると思います。 

 

 

 

 

 

会長 

では、７月の初めですね。任期の関係で６月にはできないということですので、

７月の早い時期に実施していただきたいと思います。 

他に２回目、３回目とありますが、後の回はよろしいでしょうか。 

それでは、後の回は提案通り進めていただきたいと思います。「ヒューマンフェ

スタさんようおのだ」もありますので、２回目もそれに合うように早い時期に開催

できるよう、よろしくお願いいたします。 

それでは２番目の、人権に関する作品募集についてです。 

先ほど提案がありました、１点目、児童生徒の詩の募集について滞るということ

で、小・中・高で１つという形が例年多いようですが、この際、詩の募集を停止し

てはどうかという案について、御意見ありますでしょうか。 

廃止でよろしいでしょうか。 

委員 廃止というのは聞こえが悪いので、標語に統一するというのはどうでしょうか。 

会長 そうですね、標語の方に集中していくという形にしたいと思います。 

 

 

 

 ２点目、一般の方に詩と標語の募集をしましたが、詩は少ないので事務局として

は標語の募集にしてはという案がありましたが、よろしいでしょうか。 

それでは、原案通り詩の募集は標語の募集に統一したいと思います。 

委員 ポスターの一般はどうでしょうか。 

 

委員 

一般は固すぎて面白くないのではないのでしょうか。 

やはり、小・中学生の方が絵自体に柔らかみがあり、発想も一般よりもいいかも

しれませんね。 

委員 なぜ一般はポスターがだめなのかという意見がでないでしょうか。 

 募集するのは、別にいいと思いますが、要は出展があるかどうかが問題です。今
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委員 

までも詩は市報か何かに載せて募集されたと思いますが、私は見逃していました。

この会議では聞いているのでよいですが、一般の方は市報を見逃すと応募の機会が

ないのと同じです。 

学校では先生から期日を決められてお話があるので、出してみようかとなります

が、一般だと規制も押しつけもないので。 

 

事務局 

今年は、今まで募集しておらず、何か募集してはどうかという意見があり、予算

的なものもあって一つしか募集ができないということがこの会議でありました。 

今回詩はどうかということで、募集をかけたのですが、市報と公民館にポスター

等貼らせていただいて、申込用紙も公民館に置いたのですが、応募はゼロでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

来年は標語でよろしいでしょうか。 

それでは、来年度は標語ということで考えていきたいと思います。 

３番目の、人権教育研修会の出席についてですが、これは、また事務局の方から

案内があるとのことです。 

４番目の山陽小野田市人権講座ですが、先ほど７月１１日、１８日、８月１日、

８日、時刻が午後６時半から午後８時ということです。 

来年度の人権講座について御意見ございますでしょうか。 

それでは、提案のとおりよろしくお願いいたします。 

５番目の「ヒューマンフェスタさんようおのだ」ですが、これについても日時、

会場、内容について先ほど提案がありました。小ホールの展示ができなくてロビー

で行い、あとはいつもと同じですね。よろしいでしょうか。 

それでは、原案どおりでお願いいたします。 

６番目、地区学校企業等における人権教育の取組みということで、こちらも例年

通り来年度もよろしくお願いいたします。 

「人権の花」・「平和のつどい」は決まっておりますので、学校側のほうで取り

組んでいきたいと思いますので、原案通りお願いいたします。 

 

会長 

来年度について御審議いただきありがとうございました。 

その他ですが、この人権教育に係ることで、何か御意見ございますか。 

 

委員 

アンケートの下から３番目に「表彰式でそれぞれ作品を映写することはできな

かったのか。」と書かれていますが、その後、熱意が足りないとか厳しいことが書

いてありますが、この辺はどうでしょうか。すぐに改善できそうな気がするのです

が。 

作品の投影はされていたように思うのですが。 

市民生活

課 

投影は行ってはいますが、この方からすると短かったということなのでしょう

か。もっと長い時間するべきではないかという意見なのかなと思います。 

委員 この辺は考えていっていただきたいと思います。 

 

会長 

他にございませんでしょうか。 

先ほど出た任期について、来年度は新しいメンバーになると思いますので、これ

が最後になりますが、人権教育に係わることで何かございますでしょうか。 

では、一年間ありがとうございました。 

 

事務局 

 

 会長、ありがとうございました。 

それでは、今年度本会議が最後の会議となりますので、皆様に一言ずつ御挨拶を

いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。会長からお願いします。 
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委員 ～各委員から挨拶～  

 

事務局 

 

ありがとうございました。とても貴重な御意見をいただき感謝しております。今

でた御意見を検討させていただき、よりよい形で進めていきたいと思います。 

それでは最後に社会教育課長が御挨拶申し上げます。 

 

 

 

課長 

本日は、平成３０年度の人権教育の振り返り、また、来年度の計画につきまして

慎重審議いただきまして、ありがとうございました。たくさんの御意見をいただき

ましたので、これを踏まえまして来年度はもちろんですが、それ以降の人権教育の

充実、そして推進に向けて我々も取り組んでまいりたいと思っております。 

今年度で終わりの委員さんもいらっしゃいますでしょうし、来年度もお忙しい中

やっていただける委員さんもいらっしゃるかと思いますが、皆さん本市の人権教育

の推進、啓発に関しまして、今後とも御協力いただきますよう、お願いを申し上げ

まして、最後の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

事務局 

 

以上で平成３０年度第３回山陽小野田市人権教育推進協議会を終了いたします。

皆さまお疲れ様でした。 

 


