
平成 30 年度 第２回周南市人権教育推進協議会 会議録 

 

【日 時】  平成 30 年 11 月 27 日（火）10 時 00 分～11 時 30 分 

【会 場】 周南市徳山保健センター 健康増進室１ 

【出席者】 委員 21 名（欠席 2 名）、周南市教育長、教育委員会事務局他 7 名 

     【協議題】  (1)平成 30 年度周南市人権教育課の事業について 

(2)平成 30 年度周南市人権推進課の事業について 

(3)各委員からの取組み報告・意見等 

(4)その他 

 

≪開会行事≫ 

●教育長挨拶 

●協議会長挨拶 

 

≪協  議≫ 

(1)平成 30 年度周南市人権教育課の事業について 

  周南市では、「山口県人権推進指針」及び「周南市人権行政基本方針」に沿って、人権教育・

人権啓発を推進している。 

  今年度も、より多くの市民が人権講演会や研修に参加するよう工夫をしながら実施している。 

  まず、人権の基礎講座である「ハートフル人権セミナー」については、6 月から 10 月にかけ

て、市内 16 か所の市民センター等で開催した。今年は、台風接近のため、秋月市民センターで

の開催を中止したので、例年より開催回数が 1 回減少し 16 回となった。 

  次に、地域における指導者の育成をねらいとした人権講座として「人権ステップアップセミ

ナー」を 3 回開催した。 

  そのほか、企業・職場、学校等からの要請を受けて、さまざまな人権課題の出前講座を行っ

ている。今年度は、これまで 30 回程度の出前講座を実施した。 

  「地域社会」における取組みとしては、市内 10 ブロックの人権教育推進協議会において、地

域単独で、あるいは学校との連携による人権講演会を開催している。児童生徒・保護者ととも

に多くの地域住民の参加をいただいている。人権教育課では、各ブロックの人権教育推進協議

会の支援を行っている。 

  続いて、「企業・職場」の取組みについて説明する。現在、約 80 の事業所に加入いただいて

いる「周南市企業職場人権教育連絡協議会」は、企業内人権研修や会員相互の情報交換などの

活動をしている。市ではこれらの取組みを支援するとともに、積極的に企業の連絡協議会への

加入促進を進めていきたいと考えている。 

  「学校・園」における取組みでは、児童生徒の発達段階に応じた人権教育を進め、地域と連

携した人権講演会、教職員の校内人権研修、市内全教職員が一堂に会した人権講演会を実施し

ている。 



  今後の予定であるが、「人権週間」である 12 月 4 日から 12 月 10 日までの期間に、市立図書

館 4 館で「人権コーナー」を設けて、関連図書の展示を行うことにしている。 

 

 (2)平成 30 年度周南市人権推進課の事業について 

人権推進課では、市民の人権意識の高揚を図るため、人権教育課とも連携し、小中学校や公

共施設を会場とした市内全域で、児童生徒、保護者、市民を対象にした人権講演会を開催して

いる。 

また、本庁、各支所、市民センター、総合支所、図書館等 42 か所に「人権啓発コーナー」

を設置し、人権学習資料として人権ポケットブック等の人権啓発資料・冊子を配布している。 

さらに、市内 5 か所で毎月 1 回、特設人権相談所を開設し、14 名の人権擁護委員が市民の人

権相談に対応している。6 月 1 日の人権擁護委員の日には、「徳山駅前賑わい交流施設」、「ゆめ

プラザ熊毛」、「コアプラザかの」においても、それぞれ人権相談所を開設した。 

次に、「人権の花運動」について説明する。この運動は、関係機関と協力し、市内 6 小学校

において、花の育成に取り組む児童の活動を通して命の大切さを知り、思いやりの心を育むこ

とをねらいとして実施している。この運動の一環として開催する講演会等で、児童生徒、保護

者、地域住民への人権啓発を図るとともに、人権擁護委員の活動に対する周知を行った。平成

30 年度の指定校は徳山、遠石、戸田、湯野、高水、三丘の 6 小学校である。 

このほか、11 月 11 日から 11 月 17 日までの同和問題啓発週間や、12 月の人権啓発推進月間、

12 月 4 日から 12 月 10 日までの人権週間にかかる啓発活動を行っている。 

続いて、隣保館運営事業について説明する。隣保館は、福祉の向上や人権啓発の住民交流拠

点となる開かれたコミュニティセンターとして設置された施設で、市内には尚白園、東福祉館、

川崎会館、高水会館の 4 館がある。ここでは、生活相談・人権相談、啓発広報(講演会の開催

や館だよりの発行等)、地域交流(定期講座や隣保館まつりの開催）等の事業を実施している。 

続いて、男女共同参画推進事業について説明する。男女共同参画推進講演会を、地域講座と

して 3 会場で開催した。具体的には、ハートフル人権セミナーの中のワークショップとして、

須々万市民センターと周陽市民センターにおいて、それぞれ 6 月 12 日と 6 月 29 日に開催する

とともに、男女共同参画セミナー兼企業職場ふれあい人権セミナーとして、10 月 17 日に徳山

大学で開催した。今後は、男女共同参画フォーラムを 2 月 3 日に開催する予定である。また、

公益財団法人山口きらめき財団に講師派遣をお願いして、デートＤＶ防止講座を 7 月 5 日に徳

山高専、10 月 15 日に徳山看護専門学校、10 月 26 日に徳山高校定時制で開催した。今後、1 月

15 日に新南陽高校でも開催を予定している。 

次に、9 名の男女共同参画推進員による啓発活動について説明する。男女共同参画推進員は、

原則月 1 回程度の研修や活動をしており、10 月 28 日には、「ゆめプラザ熊毛」で行われた周南

こどもゆめまつりの中で、男女共同参画に関する手づくり紙芝居を上演した。 

次に、女性に対する暴力をなくす運動として、シンボルであるパープルリボンにちなみ 11

月 15 日から 11 月 25 日まで永源山公園ゆめ風車をパープルライトアップした。これは今年度が

初の取組みである。 

次に、情報誌「じょいんと」であるが、公募による 5 名の編集委員が取材・編集し作成して

いる。これまで年 1 回の発行を続けており、今年度通算 26 号を発行する予定である。 



このほかの取組みとして、6 月 23 日から 6 月 29 日までの男女共同参画週間、10 月の男女共

同参画月間にかかる啓発活動を行っている。 

 

(3)各委員からの取組み報告・意見等 

●山口地方法務局周南支局 

法務局の活動は人権擁護委員協議会と連携し、一体となった取組みを進めている。事業の実

績については、市の人権推進課の報告と重複するが、人権標語の募集や中学生人権作文コンテ

スト、人権擁護委員を中心とした出前講座等を行っている。 

  周南市においては、学校関係者の理解と協力により、応募件数も年々増えており、お礼を申

し上げる。また、法務局としては、現在、何らかの理由により出生届が出されていない、無戸

籍児の把握と解消に努めている。 

 

●全日本同和会山口県連合会周南支部 

同和会では、全国大会、県大会、そして年 4 回の青年部・女性部の大会を開催している。ま

た、中国ブロックでも青年部・女性部の合同大会を 5 県で順番に開催している。 

 

●周南市企業職場人権教育連絡協議会 

市内 82 社の企業職場で組織されており、周南市人権行政基本方針に基づき、企業・職場の

社会的責任と自覚のもとに、会員相互が連携して企業人権教育の推進を目的として様々な研修

啓発活動を実施している。 

第 1 回研修会は、5 月 18 日に山口大学の霜川正幸教授にお越しいただき、「求められる人権

感覚」と題した演題で、講演会を開催した。 

第 2 回研修会は、8 月 23 日にハローワーク徳山のご協力のもと山口労働局の職員にお越しい

ただき、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を実施し、障害者問題について勉強さ

せていただいた。そして、各社とも障害者の適正な雇用に取り組んでいる。 

第 3 回研修は男女共同参画推進員と共同し徳山大学との連携のもとに 10 月 17 日に虹色ダイ

バーシティの村木先生にお越しいただき「知っておきたいＬＧＢＴ」と題した演題で、講演会

を開催した。この研修会には、企業のみならず地域住民や学生にも多数参加をいただき、性的

マイノリティに対する理解を深めた。 

第 4 回研修会は 2 月 5 日に開催する予定である。この研修では、新着人権啓発ビデオの視聴

や各社の取組みについて意見交換を行う予定としている。企業職場人権教育連絡協議会では、

様々な人権研修や人権啓発を通じて企業職場の人権意識の高揚を図りたいと考えている。 

 

 ●社会福祉法人 周南市社会福祉事業団 

周南市社会福祉事業団では、独自で特別養護老人ホームを設置運営するほか、周南市の公の

施設の指定管理者として福祉施設の管理運営を行っている。介護保険法で定める高齢者虐待防

止や身体拘束の廃止に向け、利用者の人権に関する委員会を設置して研修会や勉強会を行い、

人権擁護に向けた取組みを徹底している。常時適切な介護が行えるよう職員の資質を高める努

力をしている。 



 

●公募委員 

認知症などの高齢者問題に関心があるので、積極的に勉強し行動するようにしている。 

 

●周南市小学校長会 

小学校学習指導要領が改正された。この中の特別活動・総合学習では、「人との違いを認める」

「自ら楽しい学校をつくる」ことなどが重視されている。教職員においては、市の研修に参加

するほか、様々な研修を通じて資質の向上に努めているが、今後はさらに学校全体で人権教育

を推進していく必要がある。 

 

●山口県高等学校長協会徳山支部  

徳山支部では、毎年人権研修会を実施している。教員、生徒だけではなく、保護者も含めた

研修を行い、良好な人間関係づくりから、人権推進が広がるように努めている。  

 

●周南保護区保護司会 

周南保護司会全体の研修会として、昨年度は山口保護観察所から担当職員にお越しいただき、

年 4 回の研修会を行った。そのほか、独自の自主的な研修会も実施している。 

 

●山口県周南児童相談所 

児童相談所は、18 歳未満の子供の諸相談に応じている。児童虐待への対応については、市役

所、警察、保健所等と連携を図りながら対応している。夫婦喧嘩やＤＶが子供の心に負担をか

けているケースも多い。児童養護施設への入所を行うこともあるが、より家庭的な環境での養

育の推進をめざしている。 

 

●ともに smile 周南 

ともに smile 周南では、男女共同参画フォーラムの実行委員がメンバーとなり、男女共同参

画社会の実現をめざして民間レベルで活動している。私どもは、県内外の関係団体と連絡をと

り、情報交換をしている。また、メンバーがいろいろな団体に所属しており、各地域のブロッ

ク人権講演会に参加して情報を持ち帰り、相互に人権意識を高めている。 

 

●周南市身体障害者団体連合会 

周南市身体障害者団体連合会では、周南市における生活インフラの中で、不自由と思われる

設備や施設の改善を求めている。例えば、階段の手すりやトイレなどのバリアフリー対応を設

置者に求めている。 

私は、視覚障害の方が一人暮らしであっても安心して暮らせるまちにしなければと思ってい

る。私のところには、障害者問題をはじめ、パワハラ問題や病気の子供を抱える保護者からの

相談等もいただく。 

さまざまな人権課題が議論されているが、顕在化しているのは、氷山の一角であると思う。

いろいろな角度からの研修を通じて人権推進を図る必要がある。 



 

●周南市中学校長会 

現在、本市 14 中学校は、全体的に非常に落ち着いており、各校とも正常で活力ある学校運営

がなされている。今後、道徳は新たな教科として取り組む。この中では、人権問題にも積極的

に取り組んでいく。中学校全体としては、スクールハラスメントというテーマで宇部フロンテ

ィア大学から講師を招き研修を実施したほか、各地域ブロックでも人権研修を実施している。 

また、いじめについては、どの学校でもある、起こり得るという前提で組織的にいじめの早

期発見と未然防止に取り組んでおり、早期に情報をキャッチして、教育相談というかたちで、

個々に話を聞いている。さらに、アンガーマネージメントを取り入れたりもしている。 

 

●周南市公立幼稚園長会 

公立の 7 つの幼稚園で、人権教育担当の職員を決め、園における人権教育の推進について情

報交換をしている。また、市や県が主催する人権研修会に参加したり、自主的に研修会を開催

したりしている。さらに、ハートフル人権セミナーへの参加を積極的に保護者に呼びかけてい

る。幼稚園の現場に携わる者として、各職員がお互いの情報交換をもとに共通理解を深め、幼

稚園教育を進めていくことが、人権教育、つまり、人として人をお互い大切に思う心を育てる

ということに繋がっていくと思う。そのため、朝夕の送迎時の保護者との会話の中でも情報交

換を行うなど、家庭と園でよりよい幼児教育ができるよう保護者とのコミュニケーションに努

めている。 

 

●公募委員 

ハートフル人権セミナーや人権ステップアップセミナーに参加して勉強している。 

 

●社会福祉法人 周南市社会福祉協議会  

社会福祉協議会では、地域の抱える福祉課題の解決に取り組んでいる。平成 30 年度は共に支

え合う福祉の地域づくりをスローガンに福祉教育学習に出向くなど、適時対応している。アイ

マスク、車椅子、盲導犬体験などを行ったほか、ハートフル人権セミナーの協力もさせていた

だいた。福祉教育と人権教育は深いつながりがあると認識しており、職員研修も適時実施して

いる。 

 

●周南人権擁護委員協議会 

周南人権擁護委員協議会は周南市、下松市、光市、平生町、田布施町、上関町の 3 市 3 町 39

名で構成されており、周南市の人権擁護委員は 14 名である。39 名の委員が企画部会、総務部

会、子供部会の 3 部会に分かれ、それぞれがどこかの部会に所属して活動している。 

企画部会では、年 3 回の委員研修を行う。このうち 2 回は内部講師による研修だが、1 回は

外部講師を招いての研修を行うこととしており、このたびは公証人役場について勉強すること

にしている。 

総務部会は中学生以上を対象とした研修講座を担当しており、今年は、9 月 21 日に秋月中学

校でＤＶＤ視聴とグループ協議を行った。 



子供部会では保育園や幼稚園、小学校で人権教室を開催している。人権の花運動では、事業

終了後に学校から提出していただいた花の育成記録を編集して一冊のファイルにまとめ、小学

校や図書館に配布している。また、熊毛で開催される周南子ども夢まつりに参加して人権のし

おりづくりを行っている。 

そのほかに、県のユニバーサル事業の一環として、下松市において人権サッカーを行ったり、

啓発紙を作成し配付したりしている。 

 

●周南市地域人権教育連絡協議会  

市内には 10 のブロックに分かれた地域人権教育推進協議会があるが、それぞれのブロックご

とに市民センターを中心とした創意ある人権啓発活動を推進している。市全体の報告会を 2 月

に実施しており、平成 30 年度は事業が完了したところと、そうではないところがあろうと思う

が、熊毛地区の取組み事例を申せば、団体相互の情報交換や、人権標語づくりのほか、「ほめる

教育研究所」の講師を招いての人権講演会「子供が輝くほめ達の魔法」をサンウイング熊毛で

開催し、280 人が参加した。このうち約 80 人は学校の先生であった。また、年配の地域住民の

方々にも多数参加をいただき、「内容が良かった」との評価をいただいた。 

 

 

(4)質疑・その他 

  特になし 

 

≪開会行事≫ 

 ●人権教育課長挨拶 

 


