
　　　　　　　　平成27年度　霧島市人権啓発推進まちづくり事業経過報告

開催日 　　　　　実　施　事　業 　　　　　　事　　　業　　　内　　　容 備　　　考

4月10日 第１回霧島市校長研修会
テーマ：　「人権尊重の視点に立った学校経営について」
参加対象：　市内各校校長

校長４８人，園長３人

4月28日 第１回霧島市教頭研修会
テーマ：　「人権尊重の視点に立った教育活動の計画的推進について」
参加対象：　市内各校教頭

教頭５１人

6月3日 第2回霧島市校長研修会
テーマ：　「北朝鮮人権侵害問題の取組について」
参加対象：　市内各校校長

校長４７人

7月1日 第２回霧島市教頭研修会
テーマ：　「いじめ問題への対応と体制づくりについて」
参加対象：　市内各校教頭

教頭４９人

7月28日 第３回霧島市校長研修会

テーマ：　「人権尊重の視点に立った教育活動の推進について」
（平成２6年度「学校における人権同和教育の推進に関する実態調
査を元に）
（人権尊重の視点を取り入れた授業づくり）
参加対象：　市内各校校長

校長４７人

8月4日 霧島市人権同和教育研修会

講話　「人権同和教育の推進・充実に向けて」
講師：「隼人人権啓発センター館長　黒木秀明　氏」
対象：　各学校人権同和教育担当者

人権同和教育担当教諭等
   ５５人

8月26日 第３回霧島市教頭研修会
テーマ：　「人権尊重の視点に立った教育活動の推進について」
（いじめ問題を考える週間の具体的計画について）
参加対象：　市内各校教頭

教頭４９人

10月6日 第４回霧島市校長研修会
テーマ：　「2学期の人権同和教育の取組について」
参加対象：　市内各校校長

校長47人

10月27日 第４回霧島市教頭研修会
テーマ：　「2学期の人権同和教育の取組について」
参加対象：　市内各校教頭

教頭４９人

1月19日
～2月5日

部落解放第１1回霧島市研究集
会への児童生徒の作品募集

テーマ：　「人権に関する作品募集・展示」
参加対象：　市内小中学校児童生徒

市内各小・中学校

1月27日 第5回霧島市校長研修会
テーマ：　「平成28年度の人権同和教育の重点指導事項について」
参加対象：　市内各校校長　各園園長

校長４８人，園長３人

2月10日 第5回霧島市教頭研修会
テーマ：　「平成29年度の人権同和教育の重点指導事項について」
参加対象：　市内各校教頭

教頭４９人

2月18日
霧島市小・中・高等学校人権同
和教育担当者研修会

講義「校内研修における、参加型学習の進め方について」
グループ協議：「今年度の校内研修の評価と次年度の研修計画について」
参加対象：各学校人権同和教育担当者

人権同和教育担当教諭等
５０人

報告　　　１２回　　５９５　人

その他

1 　人権同和教育に関する校内研修の実施　（年３回） 全学校で実施

2 　人権教育年間指導計画の作成

全学校で作成

3 全学校で実施

　　・　学校便り，学年・学級通信を通した保護者への啓発

　　・　全校朝会における講話，外部講師等による人権教室の開催

4 　８月「人権同和問題啓発強調月間」，１２月「人権週間」における取組（取組例） 全学校で実施

　　・　人権標語や人権作文の募集と掲示，人権カレンダー，人権ポスターの作成と掲示

　　・　親子人権教室の実施及び学校便り，学年・学級通信を通した保護者への啓発

　　・　外部講師等による人権教室の開催

5 全学校で実施

　　・　学校便り，学年・学級通信を通した保護者への啓発

　　・　全校朝会における講話

6 市内各小・中学校校内研修等における指導主事による指導・助言

　・文部科学省指定「人権教育研究推進事業（国分西小学校）への指導助言　

　・市内各校校内研修への指導助言

　・事例に基づく管理職への指導

※

1

2 第40回鹿児島県人権・同和教育研究大会        （平成27年8月5・6日）

3 部落解放第２９回鹿児島県研修会          （平成28年2月18日）

　　・　人権尊重の視点に立った授業の実践

　　・　いじめアンケートの実施

　　・　アニメ「めぐみ」の活用による拉致問題に関する学習の実施

各学校からの人権同和教育研究大会等への出席負担金の補助

人権社会確立第35回全九州研究集会宮崎大会（平成27年5月26・27日）

　  ・　人権尊重の視点をもたせた道徳の授業の実施

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」における取組（取組例）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育委員会　学校教育課）

　・　学習活動のねらいや内容等を記入した年間計画作成　

  ６月 「ハンセン病問題を正しく理解する週間」における取組

　　・　ハンセン病療養所からの外部講師招聘による講話

各学校における人権同和教育の取組への指導

　・　単元の一覧表程度の年間指導計画

mailto:おt@z%20「ハンセン病問題を正しく理解する週間」における取組


教育委員会　生涯学習課

開催日時 実施事業 内　　　容 参加人数 参加者

1 4月3日 出前講座
京セラ国分工場新入社員研修
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

18 新入社員（高卒）

2 4月13日 出前講座
京セラ隼人工場新入社員研修
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

20 新入社員（大卒）

3 5月27日
子ども人権
セミナー

国分南中学校
テーマ：いじめ問題　講師：小森美登里

584 生徒・教職員・保護者

4 5月29日
人権教育啓発

推進者養成講座
テーマ：人権教育
講師：川畑真英

20 講座生

5 6月6日 人権出前講座
日当山中学校親子人権セミナー
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

352 生徒・教職員・保護者

6 6月11日 出前講座
サンライズ霧島
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

10 職員

7 6月12日
人権教育啓発

推進者養成講座
テーマ：障がい者の人権
講師：岩元綾・岩元昭雄

38 講座生

8 6月26日
人権教育啓発

推進者養成講座
テーマ：ＨＩＶ感染者の人権
講師：今村葉子

25 講座生

9 6月30日 出前講座
県立埋蔵文化財センター
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

71 職員

10 7月9日
子ども人権
セミナー

陵南中学校
テーマ：いじめ問題　講師：小森美登里

170 生徒・教職員・保護者

11 7月10日
子ども人権
セミナー

牧之原中学校
テーマ：いじめ問題　講師：小森美登里

112 生徒・教職員・保護者

12 7月10日
人権教育啓発

推進者養成講座
テーマ：不登校とひきこもり
講師：武井美智子

26 講座生

13 7月13日
子ども人権
セミナー

牧園中学校
テーマ：いじめ問題　講師：小森美登里

148 生徒・教職員・保護者

14 7月14日
子ども人権
セミナー

舞鶴中学校
テーマ：いじめ問題　講師：小森美登里

785 生徒・教職員・保護者

15 7月15日 出前講座
長寿大学（霧島町）
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

40 講座生

16 7月21日 人権出前講座
青葉小学校
テーマ：障がい者の人権　講師：中尾健志

24 教職員

17 7月21日 人権出前講座
天降川小学校
テーマ：人権同和教育　講師：初瀬明彦

32 教職員

18 7月24日 人権出前講座
上小川小学校
テーマ：人権同和教育　講師：古市安治

15 教職員

19 7月24日
人権教育啓発

推進者養成講座
テーマ：高齢者の人権
講師：藤崎えり子

20 講座生

20 8月3日 出前講座
永水小学校職員研修
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

8 教職員

21 8月7日
人権教育啓発

推進者養成講座
テーマ：同和問題
講師：山口武文

13 講座生

22 8月8日 人権フェスタ
テーマ：インターネットと人権
講師：安川雅史

400 市民

23 8月20日 出前講座
日当山中学校職員研修
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

30 教職員

24 8月20日
地区公民館
人権学習会

溝辺地区公民館　テーマ：拉致問題
講師：市川健一・市川龍子

45 地区住民

25 8月21日 人権出前講座
溝辺中学校校内研修
テーマ：同和問題　講師：山口武文

10 教職員

26 8月21日 人権出前講座
高千穂小学校校内研修
テーマ：同和問題　講師：柳田五月

12 教職員

27 8月21日
人権教育啓発

推進者養成講座
テーマ：障がい者の人権
講師：植山竜三

23 講座生

28 8月28日 人権出前講座
国分南中学校校内研修
テーマ：人権同和教育　講師：西 良博

30 教職員

29 8月31日 人権出前講座
小野小学校校内職員研修
テーマ：人権同和教育　講師：佐々木浩介

14 教職員

30 8月31日 人権出前講座
牧園小学校職員研修
テーマ：人権同和教育　講師：初瀬明彦

14 教職員
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31 9月4日
人権教育啓発

推進者養成講座
テーマ：男女共同参画
講師：髙﨑　恵

20 講座生

32 9月11日 人権セミナーin高校
福山高校　テーマ：デートＤＶ
講師：石走知子　ピア☆ぴあ☆サークル鹿児島

152 生徒・教職員

33 9月18日 人権セミナーin高校
国分高校　テーマ：デートＤＶ
講師：石走知子　ピア☆ぴあ☆サークル鹿児島

889 生徒・教職員

34 10月19日 人権出前講座
佐々木小学校職員研修
テーマ：人権同和教育　講師：西　良博

6 教職員

35 10月26日 出前講座
塚脇小学校校内研修
テーマ：障がい者の人権　講師：生涯学習課職員

7 教職員

36 11月14日 人権出前講座
牧園中学校人権講演会
テーマ：人権同和教育　講師：川﨑祐子

149 生徒・教職員

37 11月14日 人権出前講座
宮内地区公民館人権学習会
テーマ：障がい者の人権　講師：植山竜三

46
自治会長・民生委員・一
般

38 11月16日 人権出前講座
国分中央学校人権同和教育講演会
テーマ：人権同和教育　講師：佐々木浩介

861 生徒・教職員

39 11月30日 出前講座
福山小学校校内研修
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

9 教職員

40 12月11日 出前講座
野久美田いきいきサロン
テーマ：人権教育　講師：生涯学習課職員

11 地区住民

41 12月14日 人権出前講座
竹子小学校校内研修
テーマ：人権同和教育　講師：柳田五月

9 教職員

42 1月8日 人権出前講座
陵南小学校職員研修
テーマ：人権同和教育　講師：柳田五月

20 教職員

43 1月20日
地区公民館
人権学習会

福山地区公民館　テーマ：拉致問題
講師：市川健一・市川龍子

35 地区住民

44 1月27日 人権出前講座
富隈小学校ＰＴＡ人権学習会
テーマ：ハンセン病問題　講師：倉園尚・上野正子

126 児童・教職員・保護者

45 2月3日 人権出前講座
隼人工業高校
テーマ：障がい者の人権　講師：中尾健志

500 生徒・教職員

5,949

●人権教育指導者育成研修会　5月14日，15日　3名

●人権社会確立第35回全九州研究大会　5月26日，27日　1名

●市人権同和問題職員研修会　6月5日　　4名

●保・幼・小・中・高交流会　6月9日，11月24日，2月19日　6名

●姶良地区「子供の育ちを保障する（進路保障）」研究会　2月12日　2名

●第2回霧島市小・中・高等学校人権同和教育研修会　2月18日　1名

●人権同和問題市職員研修会　11月13日　2名

●第38回姶良地区人権・同和教育研究大会　11月19日　3名

●舞鶴大学・大学院「身近な人権問題」高齢者の人権　12月18日　11名

●人権啓発管理者研修会　1月14日　4名

●霧島市小・中学校人権同和教育研修会　8月4日　　1名

●第40回県人権・同和教育研究大会　8月5日，6日　　3名

●霧島市じんけんフェスタ　8月8日　　8名

●課題別研究会「地域とつながる人権教育」　10月22日　3名

●人権啓発指導者養成研修会（京都）　11月9日～11日　1名

●部落解放研究第49回全国集会（別府市）　11月10日～12日　2名

●人権同和問題県民のつどい　2月4日　2名

●障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム　2月8日　1名

●県人権同和教育基礎講座　6月10日　　3名

●第40回部落解放・人権西日本夏期講座（岡山市）　6月25日，26日　1名

●課題別研究会「進路保障」　7月1日　2名

●部落解放第11回霧島市研究集会　1月23日　2名

●第10回霧島市人権同和教育研究大会　1月29日　2名

●県人権教育指導者研修会　7月14日，15日，10月19日　　10名

●霧島市人権・同和教育基礎講座　7月30日　　1名



開催日 　　　　　実　施　事　業 　　　　　　事　　　業　　　内　　　容 備　　　考

6月21日 男女共同参画基礎講座 ・男女共同参画推進への理解と気づきを深めて頂く 国分公民館　大研修室

（１回目） 　２回の連続講座（一般市民対象　１２０分） 一般市民　

・男女共同参画とメディア・リテラシー 　　　　　（参加者　２７人）

　ワークショップ

講師：　オフィスピュア研究員　髙﨑　恵

6月26日 男女共同参画地区別セミナー ・テーマ「性別にかかわらず　一人ひとりが尊重される 講師：はやと草の根会

横川・植村今村地区 　　　　　まち　霧島市にむけて～地域・家庭における 　　　　秋窪　和子

(植村今村公民館) 　　　　　男女共同参画～」 　　　　森　寿恵子

　　　　　男女共同参画カルタの実践・意見交換 　　　　(参加者　８人)

7月5日 男女共同参画基礎講座 「男女共同参画と地域コミュニティについて」講話 国分公民館  大研修室

（２回目） 講師：　オフィスピュア　代表　たもつ　ゆかり 一般市民　

　　　　（参加者　２２人）

7月24日 国分小学校校内研修 内容：「見過ごさないぞ！ＤＶ・虐待講座」の講話・ビデオ放映 教職員室

（霧島市出前講座） 講師：　子育て支援課、男女共同参画推進グループ担当 　　　　（参加者　２９人）

対象：　国分小学校教職員

7月29日 子どもの男女共同参画教室 男女共同参画の基本的な考え方について、分りやすく 国分北児童クラブ

学ぶ教室を開催 児童、指導員

講師：県地域推進員 　　　　（参加者　４１人）

8月4日 子どもの男女共同参画教室 男女共同参画の基本的な考え方について、分りやすく 上小川児童クラブ

学ぶ教室を開催 児童、指導員

講師：県地域推進員 　　　　（参加者　４４人）

8月7日 内容：「ＤＶ被害の現状と支援について」講話 国分公民館　大会議室

講師：原　健一さん

　　　　佐賀県ＤＶ総合対策センター所長

対象：民生委員、女性相談員、人権擁護委員 　　　　（参加者　５８人）

　　　　家庭児童相談員、ＤＶ被害者支援担当者等

8月9日 男女共同参画地区別セミナー ・テーマ「性別にかかわらず　一人ひとりが尊重される 講師：はやと草の根会

霧島・枦野地区 　　　　　まち　霧島市にむけて～地域・家庭における 　　　　森　寿恵子

(枦田公民館) 　　　　　男女共同参画～」 　　　　西代　秀子

　　　　　男女共同参画カルタの実践・意見交換 　　　　(参加者　２２人)

8月11日 相談員スキルアップ講座 内容：人権問題及び相談を受ける際の課題 国分総合福祉センター

　　　　グループ討議（ジェンダー・対応チェックシート） 　　　　(参加者  ９８人）

講師：メンタルケア研究会・コラソン代表　千石　久美子

対象：国分地区民生委員・児童委員

8月18日 子どもの男女共同参画教室 男女共同参画の基本的な考え方について、分りやすく とみくま児童クラブ

学ぶ教室を開催 児童、指導員

講師：県地域推進員 　　　　（参加者　４０人）

8月21日 川原小学校校内研修 内容：「セクシュアルハラスメント」の講話・ビデオ放映 視聴覚室

（霧島市出前講座） 講師：　男女共同参画推進グループ担当 　　　　（参加者　７人）

対象：　川原小学校教職員

9月10日 相談員スキルアップ講座 内容：人権問題及び相談を受ける際の課題 丸岡会館　１階会議室

　　　　グループ討議（ジェンダー・対応チェックシート） 　　　　(参加者  １６人）

講師：メンタルケア研究会・コラソン代表　千石　久美子

対象：横川地区民生委員・児童委員

　　　　　　　　平成２７年度　霧島市人権啓発推進まちづくり事業経過報告

　        　　　　　　　　　　　　　　             （企画政策課　男女共同参画推進Ｇ）

ＤＶ被害者支援職務担当者研
修会



10月8日 相談員スキルアップ講座 内容：人権問題及び相談を受ける際の課題 牧園総合支所　３階会議室

　　　　グループ討議（ジェンダー・対応チェックシート） 　　　　(参加者  １８人）

講師：メンタルケア研究会・コラソン代表　千石　久美子

対象：牧園地区民生委員・児童委員

10月16日 男女共同参画地区別セミナー ・テーマ「性別にかかわらず　一人ひとりが尊重される 講師：はやと草の根会

隼人・日当山地区 　　　　　まち　霧島市にむけて～地域・家庭における 　　　　森　寿恵子

(日当山地区公民館) 　　　　　男女共同参画～」 　　　　力石　久美

　　　　　男女共同参画カルタの実践・意見交換 　　　　(参加者　１７人)

11月30日 溝辺小学校校内研修 内容：「見過ごさないぞ！ＤＶ・虐待講座」の講話・ビデオ放映 パソコン室

（霧島市出前講座） 講師：　子育て支援課、男女共同参画推進グループ担当 　　　　（参加者　１６人）

対象：　溝辺小学校教職員

12月18日 相談員スキルアップ講座 内容：人権問題及び相談を受ける際の課題 霧島商工会館

　　　　グループ討議（ジェンダー・対応チェックシート） 　　　　(参加者  ６７人）

講師：メンタルケア研究会・コラソン代表　千石　久美子

対象：隼人地区民生委員・児童委員

12月24日 福山小学校校内研修 内容：「男女共同参画入門講座」の講話・ビデオ放映 パソコン室

（霧島市出前講座） 講師：　男女共同参画推進グループ担当 　　　　（参加者　８人）

対象：　福山小学校教職員

1月22日 男女共同参画職員研修 内容：｢男女共同参画の視点に立った行政のあり方」 公民館　大研修室

　 　　　　について講話、ワークショップ 　参加者（午前 ３７人）

　 講師：　オフィスピュア研究員　髙﨑　恵 　　　　　 （午後 ２２人）

対象：　全職員（平成26年度までの未受講者）  　　　　　　合計 ５９人

2月6日 男女共同参画地区別セミナー ・テーマ「性別にかかわらず　一人ひとりが尊重される 講師：はやと草の根会

溝辺・永尾地区 　　　　　まち　霧島市にむけて～地域・家庭における 　　　　秋窪　和子

(丹生附公民館) 　　　　　男女共同参画～」 　　　　力石　久美

　　　　　男女共同参画カルタの実践・意見交換 　　　　(参加者　１８人)

2月17日 民生委員児童委員協議会連合会研修 内容：「見過ごさないぞ！ＤＶ・虐待講座」の講話・ビデオ放映

（霧島市出前講座） 講師：　子育て支援課、男女共同参画推進グループ担当 　　　　（参加者  ３５人）

対象：　民生委員役員

2月24日 大窪保育園研修 内容：「見過ごさないぞ！ＤＶ・虐待講座」の講話・ビデオ放映

（霧島市出前講座） 講師：　子育て支援課、男女共同参画推進グループ担当 　　　　（参加者 　１８人）

対象：　保育士

2月25日 男女共同参画地区別セミナー ・テーマ「性別にかかわらず　一人ひとりが尊重される 講師：はやと草の根会

牧園・三体地区 　　　　　まち　霧島市にむけて～地域・家庭における 　　　　　秋窪　和子

(三体地区自治公民館) 　　　　　男女共同参画～」 　　　　　森　寿恵子

　　　　　男女共同参画カルタの実践・意見交換 　　　　(参加者　　９人)

◆女性のための無料相談実施（４月～３月）

　　国分会場：働く女性の家（毎月第２土曜日）、隼人会場：隼人庁舎（毎月第４火曜日）

◆「男女共同参画週間」（パネル展示：6/23～6/29　シビックセンター）

◆「女性に対する暴力をなくす運動」期間（パネル展示、パープルリボンツリー：11/16～11/25　シビックセンター）

2月28日現在：22回開催　参加　677人



開催日 　　　　　実　施　事　業 　　　　　　事　　　業　　　内　　　容 備　　　考

4月7日 特設人権相談所開設（牧園） 人権擁護委員による人権相談

4月14日 特設人権相談所開設（溝辺） 人権擁護委員による人権相談  

4月14日 特設人権相談所開設（隼人） 人権擁護委員による人権相談

4月15日 特設人権相談所開設（霧島） 人権擁護委員による人権相談 　

4月16日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談  

4月22日 第１回人権定例会 「人権の花運動」、「じんけんフェスタ」について 法務局会議室

4月30日 人権の花運動開会式(上小川小) 種、プランター、看板等の贈呈・記念撮影など (参加者２０８人)

4月30日 人権の花運動開会式(福山小) 種、プランター、看板等の贈呈・記念撮影など (参加者４２人)

5月1日 人権の花運動開会式(高千穂小) 種、プランター、看板等の贈呈・記念撮影など (参加者１０７人)

5月1日 人権の花運動開会式(永水小) 種、プランター、看板等の贈呈・記念撮影など (参加者４２人)

5月7日 人権の花運動開会式(国分西小) 種、プランター、看板等の贈呈・記念撮影など (参加者６５３人)

5月13日 人権の花運動開会式(中津川小) 種、プランター、看板等の贈呈・記念撮影など (参加者４１人)

5月21日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談  

人権擁護委員による人権相談

※「人権擁護委員の日」市長表敬訪問

人権同和問題職員研修 講師：県人権同和対策課　前田　隆幸　研修専門員 国分総合福祉センター

　　　　　　　　（午前：　６６人） 対象：全職員 （参加者１３１人）

　　　　　　　　（午後：　６５人）

6月24日 第２回人権定例会 「じんけんフェスタ」ポスター、チラシ配布・広報計画 法務局会議室

7月7日 特設人権相談所開設（福山） 人権擁護委員による人権相談

7月16日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談

霧島国分夏まつり会場において署名活動


庁内連絡会構成課より17名参加

基調講演：岩川洋一郎（星塚敬愛園自治会長）他

パネルディスカッション：県内の中学生４名他　など

8月4日 特設人権相談所開設（溝辺） 人権擁護委員による人権相談

8月4日 特設人権相談所開設（横川） 人権擁護委員による人権相談

8月4日 特設人権相談所開設（牧園） 人権擁護委員による人権相談

8月5日 特設人権相談所開設（霧島） 人権擁護委員による人権相談

8月7日 第３回人権定例会 「じんけんフェスタ」業務最終確認・配布資料の準備 隼人農村環境改善センター

重点項目：インターネットによる人権侵害問題

演題：「子供たちを取り巻くネット環境」 隼人農村環境改善センター

講師：安川　雅史（全国webカウンセリング協議会理事長） （参加者４００人）

オープニング：きりしまサンシャインガールズによる歌とダンス

8月11日 特設人権相談所開設（隼人） 人権擁護委員による人権相談

8月19日 特設人権相談所開設（福山） 人権擁護委員による人権相談

8月20日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談  

市役所４０１会議室

7月20日
ハンセン病に関する
親と子のシンポジウム

サンエールかごしま

6月1日

6月4日

　　　　　　　　平成２７年度　霧島市人権啓発推進まちづくり事業経過報告

6月10日 第9回特定失踪者に関する庁内連絡会
26年度活動実績報告及び27年度活動計画報告
霧島国分夏まつり署名活動等への協力要請

7月3日

7月18日
拉致・特定失踪者の救護、被害者
家族の支援ための署名活動

人権啓発活動報告・人権啓発活動計画等について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市民課　人権擁護推進グループ）

　
人権擁護委員の日(６月１日)特設人権相談所開設（全地区一斉）

8月8日 霧島市じんけんフェスタ

霧島人権啓発活動地域
ネットワーク協議会会議

署名    １，１２０名
募金    ２，８９０円

法務局会議室



開催日 　　　　　実　施　事　業 　　　　　　事　　　業　　　内　　　容 備　　　考

9月17日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談

10月13日 特設人権相談所開設（隼人） 人権擁護委員による人権相談

10月15日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談  

10月20日 講義「外国人の人権を守るために 」他

～22日 行政説明：「北朝鮮による日本人拉致問題」

11月4日 特設人権相談所開設（霧島） 人権擁護委員による人権相談

11月10日 特設人権相談所開設（牧園） 人権擁護委員による人権相談 　

11月6日 第10回特定失踪者に関する庁内連絡会 北朝鮮人権侵害問題啓発週間における取組について 市役所４０１会議室

11月13日 人権同和問題職員研修 講師：県人権同和対策課　鎌田　豊作　研修専門員 国分総合福祉センター

　　　　　　　　（午前：　６６人） 対象：全職員 （参加者１２３人）

　　　　　　　　（午後：　５７人）

11月17日 特設人権相談所開設（横川） 人権擁護委員による人権相談

11月18日 管内人権擁護事務担当者打合せ会 27年度啓発活動・人権週間啓発行事について 法務局会議室

11月19日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談  

11月24日 人権の花運動閉会式(上小川小) 感謝状及び記念品の贈呈・記念撮影など (参加者２０８人)

演題：「二つの祖国に生きて・・・私の経歴と人権問題・・・」

講師：鬼塚　建一郎さん

12月1日 特設人権相談所開設（溝辺） 人権擁護委員による人権相談

12月1日 人権の花運動閉会式(永水小) 感謝状及び記念品の贈呈・記念撮影など (参加者４１人)

12月2日 特設人権相談所開設（福山） 人権擁護委員による人権相談

12月2日 人権の花運動閉会式(福山小) 感謝状及び記念品の贈呈・記念撮影など (参加者４２人)

12月8日 人権の花運動閉会式(中津川小) 感謝状及び記念品の贈呈・記念撮影など (参加者４１人)

12月10日 「北朝鮮人権侵害問題啓発 北朝鮮による拉致被害者・特定失踪者に関する

～16日 週間」啓発活動 写真パネル展、署名及び募金活動

12月11日 人権の花運動閉会式(高千穂小) 感謝状及び記念品の贈呈・記念撮影など (参加者１０７人)

12月15日 特設人権相談所開設（隼人） 人権擁護委員による人権相談  

12月17日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談

12月18日 人権の花運動閉会式(国分西小) 感謝状及び記念品の贈呈・記念撮影など (参加者６５４人)

12月18日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
に伴う署名簿等の引き渡し

署名簿及び募金を市長から拉致被害者家族代表
市川健一さんへ引き渡し

署名  ８１８名
募金  １０４，０００円

1月12日 特設人権相談所開設（横川） 人権擁護委員による人権相談

1月12日 特設人権相談所開設（隼人） 人権擁護委員による人権相談

1月13日 特設人権相談所開設（霧島） 人権擁護委員による人権相談

演題：「インターネットと人権 ～何気ない投稿から起きる人権侵害～」

講師：篠原　嘉一 （ＮＩＴ情報技術推進ネットワーク（株）代表取締役）

1月21日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談  

2月1日 特設人権相談所開設（溝辺） 人権擁護委員による人権相談

2月2日 特設人権相談所開設（牧園） 人権擁護委員による人権相談

2月2日 特設人権相談所開設（福山） 人権擁護委員による人権相談 　

人権ポスターコンクール表彰式及び人権作文表彰式・朗読 鹿児島市民文化ホール

演題：「知ってください犯罪被害者のこと～私たちにできること～」 （参加者２２人）

講師：鈴木　共子 （ＮＰＯ法人「いのちのミュージアム」代表理事） ポスターコンクール入賞作品展

対象：まちづくり委員・人権擁護委員・人権担当関係職員 人権啓発パネル展

人権啓発管理者研修会参加 県庁講堂

2月4日
｢人権同和問題県民のつどい」
まちづくり会議委員研修

隼人人権啓発センター

市役所１階ロビー、総合案内所

 

第４回人権定例会
(人権担当者研修)

1月14日

人権啓発指導者養成研修会参加

11月26日



開催日 　　　　　実　施　事　業 　　　　　　事　　　業　　　内　　　容 備　　　考

2月16日 特設人権相談所開設（隼人） 人権擁護委員による人権相談

講座：「同和対策審議会答申とこれからの課題」他２講座

部落解放同盟中央本部　執行委員長　組坂　繁之 他

2月18日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談

初午祭会場において署名活動

庁内連絡会構成課より９名参加

3月1日 特設人権相談所開設（横川） 人権擁護委員による人権相談

3月17日 特設人権相談所開設（国分） 人権擁護委員による人権相談 　

委員・市職員

（参加者３０人）　

　

報告       １７回   ２８９２ 人　

　　　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間（１２月１０日～１６日）       <１１月号>

　　　　全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間(１１月中旬)  <１１月号>

部落解放第28回鹿児島県研究集会 鹿児島市民文化ホール

3月17日 人権啓発推進まちづくり会議

　◆　広報誌掲載による啓発

　　　　人権擁護委員の日（６月１日）・人権擁護委員の紹介       <５月号>

2月28日
拉致・特定失踪者の救護、被害者
家族の支援ための署名活動

　　　　特設人権相談所開設                                                    <毎月>

事業経過報告・事業実施計画（案）について

　　　　人権同和問題啓発強調月間（８月）                                <７月号>

　　　　人権週間（１２月４日～１０日）・人権擁護委員の紹介       <１１月号>

署名  ８１０名
募金  １３，３２１円

2月18日

　　　　人権作文フォーラム・イン・姶良                          　　        <１１月号>（お知らせ版）



開催日 　　　　　実　施　事　業 　　　　　　事　　　業　　　内　　　容 備　　　考

4月24日 第１回人権学習会 人権啓発ビデオ鑑賞 参加者　99人

（教室開講式を兼ねて） 「あなたがあなたらしく生きるために～性的マイノリティと人権」 (於：啓発センター)

対象：人権啓発センター教室受講生及び講師

6月25日 第２回人権学習会 講話：「子どもたちの姿から見えてきたこと」 参加者　63人

講師：西良博さん（舞鶴中学校教諭） (於：啓発センター)

対象：人権啓発センター教室受講生及び講師

　　　　・市職員・一般市民

8月3日 第３回人権学習会 講話：「こんな差別が今も…部落問題と私たち…」 参加者　53人

講師：さつま町太陽福祉センター　東條さつえさん (於：啓発センター)

　　　　菱刈人権文化センター　安田美枝子さん

対象：人権啓発センター教室受講生及び講師

11月26日 第４回人権学習会 講話：「二つの祖国に生きて～私の経歴と人権問題～」 参加者　60人

講師：鬼塚建一郎さん（中国「残留孤児」訴訟原告団長） (於：啓発センター)

追加説明者：山下千尋さん

対象：人権啓発センター教室受講生及び講師

1月23日 部落解放第11回霧島市研究集会 開会行事・講演（島唄コンサート） 参加者　265人

島唄コンサート (於：隼人農村環境改善センター)

唄者：中村瑞希さん

講演

演題：いのちと仕事～いのちをいただく～

講師：坂本義喜さん（絵本「いのちをいただく」原作者）

対象：一般市民・市職員

3月13日 第5回人権学習会 人権啓発ビデオ鑑賞 参加者 93人

（教室閉講式を兼ねて） 「赤の他人はなかりけり　～庶民俳人　一茶の句から～ (於：啓発センター)

対象：人権啓発センター教室受講生及び講師

　　　　児童生徒支援加配教諭他

＊啓発パネル30枚

＊霧島市内小中学校
　からの作品47点

報告 6回 633人

　　○人権同和問題啓発強調月間(パネル展示：8/3～8/17　シビックセンター)

　　○人権に関する子供たちの作品(作品展示：1/19～2/5　シビックセンター)
　　　　　＊部落解放研究集会に合わせ、作品を募り展示を行ったもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市民課　隼人人権啓発センター）

平成２７年度　霧島市人権啓発推進まちづくり事業経過報告


