
 

令和２年度 周南市人権教育推進協議会 会議録 

【 日 時 】令和２年１１月２４日（火）１０時００分～１１時３０分 

【 会 場 】周南市役所１階 多目的室 

【出席者】委員１８名（欠席３名） 教育委員会事務局他７名 

 

《次 第》 

 <開会行事> 

(1)  教育長挨拶 

(2)  自己紹介・職員紹介 

(3)  会長・副会長の選任 

<協議> 

(1)  令和２年度人権教育課の事業説明について 

(2) 令和２年度人権推進課の事業説明について 

(3) 各団体の事業について（各委員より） 

(4) 質疑・その他 

<閉会行事> 

(1) 人権教育課長挨拶 

 (2) 事務連絡 

 

《各団体の取組について》 

●周南市民生委員児童委員では、子ども、児童、70 歳以上の一人暮らし、それから、75

歳以上の二人暮らしの見守りを主にしている。昨今、貧困、虐待、いじめ、登校拒否な

どの問題があるが、民生委員児童委員においては、学校と連携し、見守り、声掛けをし

ている。また、高齢者の問題だが、今年は新型コロナウイルスのため、実態調査が遅れ、

今月末で終わる予定である。高齢者の実態調査は、住民票に基づき、70 歳以上の一人暮

らし、75 歳以上の二人暮らしを調査している。その中で、連絡先や病院など、他の者に

漏れないように、家庭においても実態調査の話をしないよう、家庭から漏れることが一

番多いので気を付けている。いつまでも元気で、安心して高齢者が過ごせるように関係

機関と連携し、見守りや声掛けをしていきたい。 

 

●（公募委員）地域で子育て支援をしている。赤ちゃんは生まれたときから人権があると

思う。あまりにも小さいために親からの愛で、人権が守られていると思う。しかしなが

ら、親になりきれない方もおられ、結果、ネグレクトなど人間らしく生きていけないな

どのニュースを聞くと心が痛む。このようなことが無くなってほしいといつも願ってい

るが、そのためには、子どもの頃から人権に対しての教育は必要不可欠ではないかと思

っている。他人に対しての思いやりを小さい時から育てていくことがとても大切だと感

じている。人の心が育てば他人に暴力を行ったり、言葉で傷つけたりするいじめ問題も、

ＳＮＳ等での誹謗中傷もなくなると思う。人権教育はとても難しいと思うが、年代によ

ってわかりやすい学び方があるのではないかと感じている。 

 

 

 



●（小学校長会）各学校での取組としては、学校人権教育担当者研修会には担当の者が出

席し、校内で学校人権教育担当者研修会の内容の復伝を行った。また、本校内で人権講

演会の企画をした。人権講演会には子どもたちも参加し、それぞれの教室で講演会の内

容を整理し、感想文を書いたりするなどの取組を行っている。 

 

●地域人権教育連絡協議会では、北部ブロックから鹿野ブロックまで、市内 10 ブロック

に分かれており、それぞれ地域でブロック人権教育推進協議会を設置している。この協

議会を中心に、有機的な連携を深め、相互の連絡調整を図るとともに、それぞれのブロ

ックでもって、地域のニーズを活かした人権に関する研修会や講演会を行っている。本

年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしっかりと行った上で、人数制限等

様々な制約はあるが、各ブロックで最大限の努力を行い、開催している。 

中央ブロック人権教育推進協議会では、本年度は 11 月 17 日に徳山小学校で「ゲーム大

好き！スマホ楽しい！でも、心と体は大丈夫？」と題して、ＮＰＯ法人子どもとメディ

ア常務理事の古野陽一先生にお話をしていただいた。ＳＮＳやゲームに子どもたちは夢

中になったりするが、そうした中でいかにして自らの人権を守るか、そのための知識、

技術。では家庭で、そのサポートをするにはどういったことが具体的にあるのか、こう

いったお話をしていただいた。大変勉強になった。 

 

●企業職場人権教育連絡協議会は、市内 82 社で組織され、企業・職場における人権意識

を高めることを目的にさまざまな研修会、講演会を開催している。役員会・総会につい

ては５月に書面決議によって実施した。研修会においては本年度３回予定しており、既

に２回実施している。第１回目の研修会は８月に実施し、今年６月にパワハラ防止法が

施行されたことを背景に、徳山労働基準監督署の方を講師として、パワハラ防止につい

て講演いただいた。第２回研修会は、10 月に、男女共同参画セミナー兼企業職場ふれあ

い人権セミナーを周南市及び徳山大学と共催で実施した。「オトコ目線の男女共同参画」

と題して、京都産業大学ダイバーシティー推進室長の伊藤公雄さんに講演をいただいた。

第３回の研修会は来年２月に予定している。今後とも企業・職場に向けた、研修会や講

演会、情報交換等を通じ、各社の人権意識の向上を益々図っていきたいと考えている。 

 

●（周南保護区保護司会）保護司は、法務大臣が委嘱した更生保護のボランティアで、保

護司会は犯罪や非行をした人の立ち直りを助けるとともに、犯罪予防に取り組んで、地

域の安全・安心に貢献しようと活動している団体である。平成 28 年に再犯防止法が制

定され、本市においても今年度中に再犯防止条例ができると聞いている。保護司の仕事

としては、刑務所から出所する、そのような時に、その人がどこで生活をするのか、引

受人が本当に引き受けてくれるのかなどの環境調整をする。また、保護観察がついた対

象者については、対象者によって違うが、月に 1 回又は 2 回、覚せい剤の対象者につい

ては月に１回、覚せい剤を使用していないか、尿検査を保護観察所の方へ行って検査す

るなどの助言や面接を行い、報告書を観察所の方に提出している。その中で一番大事な

のは、その人には人権があるので、差別しないように、また、守秘義務があるので外に

漏れないように気を付けている。 

 

 

 

 



●（周南人権擁護委員協議会）人権擁護委員は３市３町に 39 名おり、周南市は 14 名で

構成されている。14 名は旧新南陽、鹿野、熊毛など各地域におり、それぞれの地域で活

動をしている。主な活動としては、１つは相談活動で、市役所や総合支所、市民センタ

ーや法務局において相談業務を行っている。いろいろな電話相談や来庁された方への相

談の対応をしている。他には、小中学生、特別総合支援学校の児童生徒に年に２回ほど、

ＳＯＳミニレターを配布している。心に悩みを持っている子どもたちから、お手紙をい

ただき、それに対して返事を書く活動を行っている。昨年度は 80 通くらいあったが、今

年は学校が休みであったこともあり数は少ない。それ以外は人権啓発として小学校や福

祉施設に出向いて啓発活動を行っている。今年は福祉施設には訪問できなかったが、小

学校は高水小学校に人権あゆみちゃん、まもるくんを連れて行き、人権教育を実施した。

中学生に対しては人権作文を毎年実施しているが、今年は年度当初に全学校が休校とい

う状況のため実施できなかった。来年度は実施されると思う。子どもたちは本当に人権

について熱心に考えてくれており、いい作文を出してくれている。これは小中学校の先

生方にもお願いしながら、ご面倒をおかけしながらの実施であるが、効果的な活動がで

きていると感じている。また、人権の花運動への協力や、熊毛夢まつりなどのイベント

があるときにそこへ出向いて行って啓発活動を行っている。 

 

●（公立幼稚園長会）保護者に対し各園での研修を行うということで、人権教育課が主催

されているハートフル人権セミナーへ保護者に参加いただいたり、各園で参観日と抱き

合わせて保護者を対象にした人権講演会を行っている。例年だと夏に公立幼稚園人権担

当者が集まり、企画委員会の中で研修をする機会を設けているが、今年はコロナで断念

した。しかし、人権講演会やハートフル人権セミナーの研修内容をお互いが復伝するこ

とで、職員も保護者も研修を行った。幼児については、日ごろの保育の中で一人ひとり

を大事にしながら、幼児の心と向き合いながら、小さいながらも他者の心に気付ける子

どもに育てようと、研修したことを実践しながら取り組んでいる。 

 

●（山口県高等学校長協会徳山支部）徳山支部では毎年、各学校の人権教育担当の教職員

が出席し、山口県教育委員会人権教育課指導主事などをお招きして、人権教育研究協議

会を開催している。子どもの貧困とか、障害者、犯罪被害者やＬＧＢＴｓ等の人権課題

に係る講話を聴講し、また、各学校の人権教育推進計画や具体的な取組など、情報交換

や共有を行い、県教委からの情報提供や指導助言を受けている。各学校での相互の連携

など、情報の共有化を図り、各学校の取組の改善につなげている。本年度は 12 月１日に

徳山高校で開催する予定であり、11 月 12 日に新南陽ブロック人権講演会の中で講師を

された佐伯里英子先生に「多様な性を理解するために」との演題でご講演いただく。各

学校とも山口県人権推進指針また、人権教育推進資料にもとづいて人権教育を行ってい

る。自由・平等・生命また、山口県人権推進指針に示された分野別人権課題について、

人権問題についての認識を深め、人権尊重の視点を育んでいる。また、ＬＨＲや学校行

事などにおいて、いじめや高齢者、ＬＧＢＴｓ、感染症などの講演会を実施しており、

生徒や教職員と共に、保護者も含めた研修を行い、人と人との関わり、子供らしい人間

関係づくりといったところから、人権尊重を図っていく。人権推進課のデートＤＶ防止

講座についても積極的に行っている。 

 

 

 



●周南市社会福祉事業団は、特別養護老人ホームつづみ園をはじめ軽費老人ホーム、デイ

サービスセンター、地域包括支援センターなど、全て高齢者を対象とした事業所を運営

している。例年であれば、各施設において高齢者への身体拘束や高齢者への虐待防止、

高齢者への権利擁護に関する研修会を開催し、また、勉強会を実施しているが、今年は

新型コロナウイルスの影響のため、大勢が集まって研修をすることは難しいところもあ

り、資料を作成して、全職員へ配布し周知を図っている。また、今年度に関しては、新

型コロナウイルスへの感染予防ということで、面会に関する制限や入居者の外出の制限、

そして、外部からのボランティアの慰労等をお断りしており、入居者の方やご家族には

ご心配やご不便をおかけしている。今、状況を見ながら、若干面会等は緩和しているが、

まだまだ皆さんのご希望に答えられておらず、厳しい状況が続いている。今後も感染予

防の徹底をしながら、高齢者の皆さんが感染しないように注意したい。 

 

   ●周南市手をつなぐ育成会は、障害を持った子どもたちの親の会である。現在 117 名    

で活動しており、その中には、入所の方や通所の方、企業に勤めておられる方もおられ、

若い方から年齢など幅広く分かれており、それぞれが活動を頑張っている。今はコロナ

禍の中で入所の方は大変である。親の面会もできない、子どもたちもいつ親に迎えに来

てもらえるだろうかと不安になりパニック状態になりそうなことも多いと聞いている。

コロナが早く終息することを祈っている。 

 

   ●（ともに smile）平成 15 年４月 21 日に周南市が誕生し、その年の 11 月から男女共同参

画フォーラムが開催されてきた。その時の実行委員 13 名が市民団体を作り、すまいる

ネット周南を平成 17 年９月に立ち上げ、今年で 15 周年となる。最初はすまいるネット

周南だったが、３年前からともに smile と名前を変えている。私たちは２ヶ月に１度例

会を開催し、各自が関わっている団体の活動や情報交換をしている。メンバーは旧２市

２町にそれぞれおり、各地域の問題や情報もよく分かる。最近の活動は 11 月５日に「市

長と語るまちづくり」にともに smile から２名が参加し、市長と意見交換をさせていた

だいた。その時のテーマは「女性が生き生きと活躍できる社会づくり」で、参加した団

体は５団体だった。11 月 12 日には新南陽ブロック人権教育推進協議会が主催の講演会

に出席した。それぞれのメンバーも各地域のブロック人権教育推進協議会主催の講演会

には積極的に参加し、その時の講演会の内容を例会で話し合っている。メンバーは地域

の福祉委員会、老人クラブ、高齢者支援対策のほか、いきいきサロン、子育て支援、放

課後子ども教室など、それぞれができることに関わりながら、誰もが住みやすいまちづ

くりの手伝いが出来ればと情報交換している。また、女性活躍加速のための重点方針

2020 が今年の７月にでき、メンバーはそれを例会の度に一人１冊ずつ持ち寄り、読みな

がら理解を深めている。私たちがこれから活動していくためにも、今年は特に新型コロ

ナウイルス感染予防だけではなく、各自が市の研修を受け、インフルエンザの予防接種

もし、心身ともに元気に活動しようと話している。 

    

   ●周南児童相談所は、県の出先機関であり、子どもに関する家庭などからの相談に応じて

子どもや家庭に援助を行う機関である。子どもの福祉を図り、子どもの権利を擁護する

ことが目的となっている。最近は児童相談所というともっぱら児童虐待の対応するとこ

ろとの認識かもしれないが、虐待だけではなく、親の病気などで養育できなくなったお

子さんの相談や家庭内暴力などで子育てに困っておられる相談、万引きや家出などの非

行の相談、知的障害の方の療育手帳の判定なども行っている。子どもと家庭の相談支援



というのは、市役所でも行っており、市の方はより身近な相談機関としての位置づけ、

児童相談所はより専門性を求められるような相談を受けるという位置づけになっており、

市の安心子育て室と連携・役割分担をしながら業務をしている。児童虐待かもしれない

と心配な方がおられた時は、相談先として児童相談所や市の安心子育て室で相談を受け

ており、必要に応じて役割分担をしているので、気になるお子さんの情報があったら、

どちらかにご連絡いただき、子どもたちが安心安全に生活していけるように、進めてい

けたらと思う。 

 

   ●（周南市中学校校長会）年間 35 時間ある道徳の授業で人権を押さえている。生徒会活動

の中でいろんなチャレンジ目標を設定しているが、その中に、人権感覚と言葉が入って

おり、人権についてはかなり意識し、自主的に取り組んでいる。各学校では、全校で「コ

ロナに負けるな人権標語」を７月に募集した。募集した標語は校内や市民センター、市

役所等に掲示した事例がある。学校では、11 月に人権月間を設定し、授業公開や講演会、

図書コーナーの設置をしている。また、職員研修では、ＬＧＢＴＱについての研修を全

員で受け、感想を提出する、あるいは、地域の同和問題の勉強会に自主的に参加する。

それから今年度はなかったが、小中合同で研修会を持ったり、事例集を作成することに

取り組んでいる。最後にいじめ問題の対応についてだが、ほとんどの中学校で週１回必

ず子どもにアンケートを行い、いじめについてセンサーを働かせている。また、本校で

は年に１回保護者に持ち帰らせるいじめ問題のアンケートを行っている。これは校長が

開封することとしており、今の学年になってから被害はあるか、あるいは学校の中で聞

いたことがあるかなどを書いてもらう。併せて、教職員の言動について気になることが

あれば書いてくださいと伝えている。また、教育相談を年に２～３回、週間を設けてい

る。このような形で網の目を細やかにして丁寧に対応している。 

 

●（周南市社会福祉協議会）人権に関わる取組として、３点ほど紹介する。まず１点目は、

学校や地域における福祉教育の推進に取り組んでいる。具体的には車いす体験や高齢者

疑似体験、アイマスク体験等の福祉体験学習を実施している。今年は新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点により、１回あたりの参加人数を少なくし、また、時間を少し短

縮するなど、工夫を凝らしながら実施している。２点目は、社会福祉協議会の地域福祉

コーディネーターと自治会内に設置している福祉委員を中心に 65 歳以上の一人暮らし

高齢者の見守り活動を実施している。課題を発見した場合は社会福祉協議会に相談いた

だき、そこから市役所のもやいネットセンターや地域包括支援センターなどと協力し、

対応に努めている。３点目は、周南市自立相談支援センターを設置し、事業を行ってい

る。これは生活保護に至る一歩手前の方、生活困窮の方を対象にしており、主に相談支

援を中心に自立の促進や就労の斡旋、それから家庭支援等を行っている。 

 

●（公募委員）私は長年、青少年健全育成に関わっていたので、いろいろな相談を今も受

けている。２～３月には３名の保護者から、「子どもがお前の親は病院に勤めているか

ら学校に来るなと言われた」との相談があり、学校教育課と人権教育課へ内容について

伝えた。個人的な相談を受けているが、その保護者や子どもの話を聞きながら、寄り添

い、いろいろな課題がある場合は関係機関につなげている。子どもの心を豊かに過ごさ

せるためには、家庭教育が重要ではないかと思っている。ユネスコ憲章の前文にもある

が、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築か

なければならない。」と書いてあり、本当に人間の心の中に平安とか平和という心を育



てるためには教育が大事である。自分自身としては、いろいろな方の悩みについて寄り

添い、本当に困った時には話しただけで、心が安定される方もおられるし、大きな問題

は関係機関につなげ、心が平安になるように、そして子どもにとって心豊かに育つよう

に応援していきたいと考えている。 

 

●（公募委員）私たちは平成 28 年６月から、独立市民活動人の心を大切にする会を設立

した。ボランティアを中心に活動している。内容については、周南市市民活動支援セン

ター、防府市市民活動支援センター、県民活動支援センターのホームページに情報が掲

載されている。今年度は新型コロナウイルスに負けないで感染拡大ポスターを作成し、

市役所のロビーにも設置された。皆様が健康に過ごせるよう、啓発を行っている。来年

も当会では新型コロナウイルスに対する啓発活動をしていく。いろいろな人権問題も解

決できるよう、頑張っていきたい。「親切は心」をモットーに頑張っていきたい。 

 

●（法務局）法務局では人権啓発を行っており、人権擁護委員協議会と一体になって活動

している。また、周南人権啓発活動地域ネットワーク協議会は法務局と人権擁護委員協

議会が連携、協力して人権活動を行っている。12 月４日から 10 日までは人権週間で、

先日ネットワーク協議会で会議を開催し、各市町、工夫して人権活動を実施されている

ことを確認した。ネットワーク協議会の活動は、本年度は 16 校が人権の花運動に参加

しており、現在、育成結果と感謝状を作成している。ネットワーク協議会の大きなイベ

ントである人権を考えるつどいを今年度は平生町で開催予定だったが、残念ながらコロ

ナ禍で延期された。人権を考えるつどいでは、中止・延期となった中学生の人権作文コ

ンテストの表彰式など開催しており、今年度は 40 回という記念大会であったが、残念

ながら延期となった。例年、ACT SAIKYO と連携し、人権バトミントン教室を開催し

ているが、今年度は中止となった。ただ ACT SAIKYO が 12 月に下松市でバトミントン

大会を開催することで、指定席に人権の啓発物品を配布する。SOS ミニレターは今年度

数が少なく、今現在では 25 通ほど困りごとや悩み事の相談が寄せられており、それに

対する回答をし、少しでも心の支えになるように活動している。 

 

【団体の補足説明】 

●（公募委員）今回新型コロナウイルス感染拡大防止ポスターを作成し、市のロビーにお

いていただいているが、今、独立市民活動人の心を大切にする会へお手紙をいただいた。

「私たちも日々日々人は心が全てだと思っているものです。人の心を大切にする会が広

く広まるように心より願っている。」というお言葉をいただいた。 

 


