
令和元年度 第２回人権教育推進協議会 議事録 

 

開催日時 令和元年１０月１６日(水)１０時から１１時４０分 

開催場所 高千帆公民館 会議室 

出席者 

 

山陽小野田市人権教育推進協議会委員１８名 

藤本志津枝委員、浜崎洋子委員、河﨑知治委員、中川 悟委員、土井 浩委員 

橋口秀昭委員、荒木幸雄委員、松尾信義委員、平野唯男委員、大場清春委員 

三井 清委員、冨永 晉委員、伊藤 武委員、藤井慎一委員、草田和枝委員 

荒川英良委員、内田元秀委員、西岡フミエ委員  

 長谷川教育長 

市民生活課３名（藤山次長、梶間主幹、岡野主任） 

 学校教育課１名（髙良主幹） 

 事務局（社会教育課）３名（河上課長、柿並係長、江内社会教育主事） 

欠席者 田中 静委員、豊嶋麻衣子委員、杉本善行委員、大本 軍委員 

・長谷川教育長 挨拶 

・河﨑会長 挨拶 

以下、河﨑会長により議事を進行する。（長谷川教育長は公務のため途中退席） 

 

会長 

 

 協議に移ります。議題(1)「令和元年度山陽小野田市人権講座について」について市民生活

課より説明してください。 

市民生活課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、２ページを御覧ください。今年度の人権講座について報告いたします。７月１１

日市社会教育主事の江内恵子さんに「身の周りに起こる人権問題～見方を変えてみませんか

～」と題してビデオフォーラム、７月１８日に有限会社フォウ代表の河本るいさんに「性の多

様性及び人権について」、８月１日に社会教育主事の江中幸夫さんに「同和問題の解決に向け

て」、８月８日に山口県立大学副学長田中マキ子さんを講師にお招きして「高齢者の人権～そ

の人らしく、イキイキ暮らすために～」と題して、講座を開催しました。 

今年度の講座も、不二輸送機ホール（文化会館）を会場として、合計４回開催しました。今

年度の参加者合計は４回で、５９１名受講していただきました。アンケート結果についてです

が、３ページの下段にある「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９３％となりまし

た。また、５ページ上段の「本日の講座の内容は、満足のいくものでしたか？」という参加者

の満足度は、「非常に満足・やや満足」とされた方が９４％で、たいへん前向きな回答をいた

だきました。５ページ下の「今後も人権講座を行うべきか」について、９４％の方が継続する

べきとお考えです。６ページを御覧ください。来年度以降、この講座に「取り入れたらよいと

思う人権問題（課題）」の集計結果です。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」の問題で１３７人、次が「障

害者」で１２４人です。３番目が「子ども」の人権で１２６人、４番目が「高齢者」の人権で

８７人、５番目が「性同一性障害」の人権で７９人です。この上位５位の課題は昨年度のアン

ケートと順位の入替はあるものの同じものが入っています。関心の高い課題だけを取り上げる

わけにはいきませんが、来年度以降の企画時に参考にさせていただきながら、内容について今

後とも更なる充実をめざしていきたいと思います。 

また、来年度の日程についてですが、今年同様に７月から８月にかけての木曜日４回とし、

今年度まで４回とも夕方６時３０分から８時に開催していましたが、来年度は４回目の講座は

事業所等、職員の人権研修として活用できるよう昼間の１４時から１５時半に開催してみたい

と考えています。会場は耐震化工事が終わった市民館と不二輸送機ホールで交互に開催したい



と考えています。 

会長  人権講座については動員等もございましたし、内容についてもここでしっかり話しておかな

いと来年も同じようになってしまいますので、人権講座について、何か御意見・御質問があり

ましたらお願いします。 

委員  今回の講座では参加者に反射材のお土産がありました。参加した人にお土産をお渡しできる

のは、人集めをした者からするとうれしい。何もないと心苦しい。今年はスマイルシティ山陽

小野田のワッペンがあって、孫も鞄につけていました。これが夜光るので交通事故の予防につ

ながっている。今後もいろいろな講座であるといいです。それから、市のペットボトルの水の

活用もいかがでしょうか。山陽小野田市は先進的に水を大切にする活動をしているということ

をアイディアとして提案します。 

市民生活課  貴重な御意見ありがとうございます。今回はささやかな気持ちとしてお渡ししましたもので

す。これをきっかけとして人権問題について考えていただけるとお渡しした甲斐もあると思い

ます。御提案がありました水については、水道局の管轄なので、どのくらい作られているか分

かりませんので、今後水道局と相談はしてみます。 

会長 

 

他に御意見はございませんか。 

来年は市の職員も参加しやすいように対応されるということですね。 

会長 

 

それでは、議題(2)「『ヒューマンフェスタさんようおのだ』の運営について」です。説明

をお願いします。 

市民生活課 

 

 

 

 

 

 

今年度の「ヒューマンフェスタさんようおのだ」は、１２月７日（土）の午後、１３時３０

分から１５時４０分、不二輸送機ホール（文化会館）で開催します。内容は、１３時に開場、

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。今年はインタビューの質問事項を少なくして、時間を短縮したい

と思います。続いて、全国中学生人権作文コンテスト山口県大会宇部地区受賞者表彰で、今年

は３人の山陽小野田市生徒が入賞しましたので、今年度より３人の表彰と、支局長賞受賞作品

のみ朗読披露を行いたいと考えていましたが、宇部市が１１月２３日に開催する「人権ハート

ウォーミングデー」というイベントで支局長賞４人を表彰し、そのうちの１人に朗読をしても

らう方向で考えているということでした。ですので、協議会長賞と子供部会長賞の方は特にお

招きされないということでした。今後のことや、宇部市との足並みをそろえるという観点から

は、支局長賞の１人を表彰し、朗読してもらう方がいいかとも考えます。作文の表彰と朗読に

ついて皆様の御意見を伺えたらと思います。また、表彰していただくため、今年度は主催者側

の席に共催者の宇部人権啓発活動地域ネットワーク協議会の法務局宇部支局長と宇部人権擁

護委員協議会会長で委員でもいらっしゃいます草田さんに登壇していただこうと考えていま

す。 

１４時５分からの講演は、「見えない世界からのメッセージ～「みんな違って当たり前」を

認め合う共生社会とは～」と題し、講師は、山口県視覚障害者団体連合会宇部市代表委員の西

村和幸さんです。西村さんは、先天性視覚障害全盲のある方で、現在は宇部興産中央病院に勤

務されながら障害者理解への講演活動も行われています。来年、東京オリンピック・パラリン

ピックということもありまして、「障害者スポーツ」について触れていただければと交渉中で

す。趣味がバンドということで、ギターでの弾き語りも少しお願いしています。 

講演終了後、河﨑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。また、今年は２階ロビーで人権に関するポスターや人権の花運動の取組の展示をいた

します。今年度は同じ日に朝９時半くらいから１２時半くらいまで下津保育園が小ホールと研



修室を利用して遊戯会をされます。その関係で、昨年まで展示していた小ホールが使えません

ので、２階ロビーに作品を展示したいと考えています。人権作文の入賞作品も展示しようと考

えています。 

続いて、参加者の募集方法についてですが、昨年同様、各地区の地区長さんや団体には別途

依頼して別紙参加者名簿を提出していただこうと考えています。また各自治会長さんにもチラ

シを１１月１日号の広報配布便にてお渡ししようと考えています。 

９ページの「各地区等参加目標数」を御覧ください。参加目標数については市内企業の増減

以外、昨年度とは変更していません。チラシ配布枚数は参加目標数の２倍程度を予定していま

す。さらに必要であれば御連絡いただければと思います。チラシは市内出先機関や公民館等に

も設置します。１１月１５日号の広報や、山陽小野田市ホームページにも掲載します。 

会長 「ヒューマンフェスタさんようおのだ」について、まず、作文の表彰と朗読について皆様の

御意見を伺えたらということです。宇部市では支局長賞のみの表彰で進めていますが、提案で

は支局長賞以外の３名も表彰をするということです。宇部に合わせるのか、提案通りにするの

か、御意見をお願いします。 

市民生活課 宇部で１１月２３日に新たにイベントをするということで、披露する場があるということで

県大会の表彰をするので、うちも併せて行う形になりました。山陽小野田市は支局長賞以外も

あわせて３名ですが、宇部市では十何名になるので支局長賞のみの表彰になっています。 

委員 私は３名全員を呼んで表彰状をみんなの前で渡した方がいいと思います。もらった人も公の

場で表彰されることで、これから先の人権に関する気持ちも変わってくると思います。 

委員 私は審査員の一人としてたずさわりましたが、支局長賞は高千帆中、協議会長賞は厚狭中、

子供部会長賞は小野田中と３校入っているので、３人お呼びするのがいいと思います。厚狭中

学校は今回出していただいて初めて受賞されたということで励みにもなると思います。 

会長 ３名表彰して、代表で一人朗読という形でよろしいでしょうか。 

委員 朗読は一人でいいですが、他の人の作文もロビー展示という形にすればよろしいかと。 

会長 そのあたりはどうですか。 

市民生活課 作文は本人の考え方や身内の話など個人情報の問題もありますので、了承を得た上でできる

だけ展示の方向でいきたいと思います。 

委員 展示が無理なら、どういった内容か作品紹介の時に説明を入れてほしいと思います。こうい

った内容であれば人権作文に該当するという意識の高揚にもなりますので。 

市民生活課 分かりました。 

委員 動員するときに、動員された人は時間が長いと言われる。積極的に行った人はいいのですが、

動員された人には２時間４０分は長い。せめて２時間くらいなら参加しやすいのではという意

見が今までもありました。 

委員 主催者挨拶で市長・教育長・推進協議会長等の挨拶がありますが、宇部人権擁護委員協議会

会長の挨拶はなしにするなどどうでしょうか。 

市民生活課 検討します。 

市民生活課 挨拶については、主催者挨拶は市長だけで、来賓祝辞は市議会議長だけです。昨年もそうで

したが。長いと言うことは数年前にも話がございました。前は１６時３０分まであって、パフ

ォーマンスをしていただいていました。それをなくして時間短縮をしております。 

市民生活課 いずれにしても、短くできるかどうか検討させていただきます。 

会長 他にございませんか。話が全体に入っていますので、全体のことでもかまいません。 

確認ですが、地区長、自治会長さんにも詳しい内容はいくということですね。 



市民生活課 自治連の会長・副会長にもお会いしまして、協力のお願いをしております。文書も各地区長

を通して、またお願いしたいと思います。一つお願いがございます。昨年度のヒューマンフェ

スタの時に、とある地区長から話がありまして、「なぜ地区長が人集めをしないといけないの

か」というお話でした。地域によっては委員さんが一生懸命されているところもございますが、

地区長から相談があれば、ぜひ協力をお願いします。私たちも地区長さんに引き続き文書等で

お願いしたいと思います。 

会長 他にありませんか。 

事務局 

 

役割分担ですが、「ヒューマンフェスタさんようおのだ」は人権教育推進協議会も主催者と

なっています。例年、委員の皆様にはそれぞれの地区や団体の受付とフェスタの準備や片付け

等、御協力いただいております。詳しい分担等の説明は当日会場で行います。毎年、受付が大

変混雑いたします。参加が難しい方は、それぞれの地域・団体の出席者の方で、受付のお手伝

いをしていただける方を出していただけると助かります。なお、当日は各自でお昼を済まされ、

１２時１５分に不二輸送機ホールロビーに御集合お願いします。 

会長 他になければ、市役所職員は、窓口業務など担当業務等で人権についての研修は重要なこと

です。市役所職員の「ヒューマンフェスタ」での募集はどのようになっているのか、説明をし

てください。 

市民生活課 前々から御意見をいただいております。人権研修の一環として関係部署には話をしています

が、結論から言うと関係部署が人権研修に位置づけていません。私たちも考えまして、人権講

座は、職員が参加しやすいように昼間に行おうと思っています。出席しやすい環境を整えて、

自主的な参加、または人権研修の一環としてもらうように各部署に働きかけたいと考えていま

す。 

会長 他にありませんか。 

ヒューマンフェスタについては、全体としては今日だけです。お願い文書が来るのは１１月

ですか。 

市民生活課 チラシができあがり次第、１１月１日までには、郵送で個別にお送りしたいと思います。校

区長さんにも、自治会長に回る前にお送りしたいと思います。 

会長 期日とかはありますか。 

市民生活課 名簿の提出は１１月２９日までです。 

会長 委員さんには御苦労をおかけしますが、自治会長さん等にも御協力いただきましてよろしく

お願いします。 

議題(3)「令和元年度人権に関する作品募集」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 

 

「ヒューマンフェスタさんようおのだ」で表彰する今年度の人権に関する作品募集について

報告いたします。１１ページを御覧ください。今年度の応募は標語小・中・高校児童生徒５７

９点、一般９点の合計５８８点でした。ポスターは７０点、総数６５８点の応募がありました。

標語につきましては、今年度は小・中学校の校長会でお願いし、早めに取り組んでいただいた

り、また高校の応募も増えたことで、応募数が増加したようです。一般の標語につきましては、

昨年度の人権教育推進協議会で「一般の募集をしては」という御意見をいただきましたので、

応募することになりました。広報紙や公民館に掲示していただいたりしたのですが、応募者は

２人の９点にとどまりました。今後も継続して続けて周知していきたいと思います。 

 続いて、作品選考についての説明をさせていただきます。標語は、各学校で選定して応募し

ていただき、第１次審査として学校教育課、市民生活課、社会教育課で選定をした作品を、事

前に委員の皆様に送付しました。この後、委員の皆様に、その作品の中から「小・中学校の部」

と「高校・一般の部」で優秀作品を選んでいただきます。 



ポスターは、今、横に並べておりますが、後ほど応募された作品を御覧いただき、小・中・

高等学校のそれぞれの優秀作品を選んでいただく予定です。 

会長 

 

作品選考について事務局より説明がありました。御意見等ございましたらお願いします。 

では、作品選考に入ります。事務局で進めてください。 

事務局 

 

 

 

 それではまず標語の選考です。標語は、事前に委員の皆様にお送りしており、前もってお選

びいただくことをお願いしております。本日欠席されている委員の方にも事前にいただいてお

りますので、本日選考する際に票を追加いたします。選考は最終的には１点ですが、まずは上

位３点を選んでいただきます。作品は本日の資料の後ろにもつけております。 

それでは、挙手により選定しますので、いいと思う作品にお一人３回手を挙げてください。 

事務局 まず、「小・中学校の部」です。一人３回手を挙げてください。１番がよいと思われる方？ 

・・・  

委員 少し時間がほしいです。 

会長 では、休憩をかねて時間を取りたいと思います。 

合わせてポスターを見ておいてください。小学校は３点、中学校と高校は１点です。 

会長 再開は１０時５０分からにします。 

 休憩（１０分） 

会長 再開します。 

事務局 それでは「小・中学校の部」から再開します。いいと思うもの一人３回挙げていただきます。

（１番から挙手による選定、集計） 

欠席者から事前にいただいたものを合わせますと、５番と２２番が８票、９番が７票でした

ので、この３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、少し時間を取

ります。（１分） 

それでは、どれかに１回手を挙げてください。（挙手、集計） 

２２番の「悪ふざけ 相手にとっては 嫌がらせ」に決まりました。この作品は、小野田中

学校２年中村優里さんの作品です。こちらを優秀作品といたします。 

「高校・一般の部」です。同じように一人３回挙げていただきます。（１番から挙手による

選定、集計） 

欠席者から事前にいただいたものを合わせて、３番と１１番が１０票、６番が９票でしたの

で、この３点に絞ります。この中から最終的に１点を選びますので、少し時間を取ります。（１

分） 

それでは、どれかに１回手を挙げてください。（挙手、集計） 

１１番の「何げない あなたの一言 うれしくて」に決まりました。この作品は、一般の工

藤貢二さんの作品です。 

続いて、ポスターの選考に移ります。標語と同じように番号を読み上げていきますので、「小

学校の部」では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。（１番から挙

手による選定、集計） 

一番多かったのが４番の７票、９番の８票です。後は少数ですので、この２点から選びます。

それでは１回手を挙げてください。（挙手、集計） 

 ４番の赤崎小学校６年生の小原べに可さんに決まりました。 

では、次に「中学校の部」です。１回挙手をお願いします。（挙手、集計） 

１８番の厚陽中学校３年生の近藤沙希さんに決まりました。 

最後に、「高等学校の部」です。１回挙手をお願いします。（挙手、集計） 

２３番のサビエル高等学校１年生の藤田美月さんに決まりました。 



ありがとうございました。以上で作品選考を終わります。 

会長 では、協議(4)の「その他」に入ります。委員の皆さん、全体を通して御意見等ございまし

たら、お願いします。 

委員 １１ページの人権に関する作品で合計数が６５８という大きな数値になっている理由をお

聞かせ願いたい。 

事務局 今回かなり増えたのが標語です。今年度は４月に小・中学校の校長会にお邪魔しまして、総

合的な学習の時間や学級活動、道徳の時間等を活用して取り組んでいただければというお願い

をしております。また本委員としていらっしゃいます小野田高校さんからかなりの作品を出し

ていただきました。こうしたことが理由だと思います。 

会長 他に全体を通して。 

委員 先ほどの、「ヒューマンフェスタ」の参加申込者の締切の確認ですが、１１月２９日でよろ

しいですね。 

市民生活課 １１月２９日です。 

委員 ファックス連絡は地区長宛に連絡がいっているのですね。 

市民生活課 地区長にも案内を出します。 

委員 どっちが流すのですか。地区長が出すのですか、人権の委員が出すのですか。 

市民生活課 地区長がとりまとめられるので、地区長が出されるとは思いますが。 

会長 他にございますか。 

その他なければ、これで議事を終えたいと思います。 

＜事務局からの連絡＞ 

・第３回人権教育推進協議会 ２月７日（金） 

「ヒューマンフェスタさんようおのだ」振り返りと来年度に向けての協議 

・各地区人権教育事業の補助金の申請（８月末までの提出）まだの地区は早めの提出を。 

・人権教育研修会 １０月３１日（木）山口南総合センター 

公用車利用：昼食を済ませて１１時５０分に市役所食堂入り口付近に集合 

・犯罪被害者週間行事お知らせ（市民生活課） 

１１月２５日～１２月１日 犯罪被害者週間 

１１月４日、不二輸送機ホールで講演や厚狭中学校吹奏楽の演奏あり 

 

閉会挨拶 社会教育課課長 

 


