
平成 28年 8月 31日（水）開催 

 

差別撤廃人権擁護審議会 資料一覧 

 

・会議企画書 

・次第 

・委員名簿 

・差別撤廃人権擁護条例及び規則 

・第 2次人権とくらしに関する総合計画 

・平成 28年度人権白書（平成 27年度年次報告書） 

・平成 28年度地区人権教育研修会一覧 

・今後のスケジュールについて 

 

 

 

 

※該当の方については、 

・報酬受取口座届出書 

・個人番号（マイナンバー）の提供について（依頼） 

・個人番号提供書（源泉徴収債権者） 



会 議 企 画 書 
（人権政策課） 

◆会議名 平成２８年度第 1回差別撤廃人権擁護審議会 

◆会議の目的 

（目 標） 

目的： 

・委員委嘱 

・正副会長選出 

・人権行政施策について取り組みの報告と意見聴取 

◆参加者名 

差別撤廃人権擁護審議会委員 

市長・健康福祉部長・人権政策課長 

人権政策課 岡田・田中 

◆日  時 平成２８年８月３１日（水曜日） 午前１０時～ 

◆場  所 千曲市人権ふれあいセンター 

◆会議進行 
 

1.委嘱書交付（市長） 

2.開会（課長） 

3.あいさつ（市長）→市長退席 

4.自己紹介（全員） 

5.協議  

・正副会長の選出（互選） 

・人権行政について（進行:会長 説明:課長・岡田） 

・今後の日程について（説明:岡田） 

6.その他 

◆会議のタイプ 

１ 意思決定（最終判断を決定）       ２ 情報収集･伝達（知識や見識を高める） 

３ 意見交換（判断や見解を述べ合う）     ４ 計画立案（計画やｽｹｼﾞｭｰﾙを練る） 

５ 利害調整･交渉（利益と損益のﾊﾞﾗﾝｽ）   ６ 問題解決（解決策を打ち出す） 

７ 通知･報告（事実や決定を知らせる）    ８ 再検討（再度吟味しなおす） 

９ 情報分析（課題について情報分析する）  10 セレモニー（形式的･手続き） 

11 クレーム対応（ﾄﾗﾌﾞﾙ対応）        12 インタビュー（一方的に聞き役に回る） 

13 ネットワーク形成（参加者の関係づくり） 14 その他（     ） 

◆配布資料 

●事前配布（郵送） 

・本企画書ほか別紙資料一覧のとおり 

 

◆メモ 

 

 



千曲市差別撤廃人権擁護審議会 次第 

 

日時 平成 28年 8月 31日（水）午前 10時～ 

会場 千曲市 人権ふれあいセンター   

 

１．委嘱書交付 

 

２．開会 

 

３．あいさつ 

 

４．自己紹介 

 

５．協議事項 

 

（1）正副会長の選出について 

 

（2）人権行政について 

 

・千曲市差別撤廃人権擁護条例、千曲市差別撤廃人権擁護施行規則について 

・第２次人権とくらしに関する総合計画について 

  ・平成２７年度事業報告及び平成２８年度事業計画について 

   

（3）今後の日程について 

 

（4）その他 

 

６.その他 

 

７．閉会 

 



千曲市差別撤廃人権擁護審議会委員名簿  

 
 平成 28年 8月 1日委嘱 

役 職 氏    名 所     属 

委員長   

副委員長   

委 員 高見澤 武 次 千曲市社会福祉協議会 

〃 宮 下 正 子 長野人権擁護委員協議会千曲市部会 

〃 中 村 尊 志 千曲市身体障害者福祉協会 

〃 春 日 和 子 千曲市民生児童委員協議会 

〃 宮 島 倫 史 千曲市区長会連合会 

〃 坂 井 堅 一  千曲市老人クラブ連合会 

〃 笠 井 雪 子  千曲市男女共同参画推進連絡協議会 

〃 高 橋 文 彦 部落解放同盟千曲市協議会 

〃 中 村 洋 一  更埴 PTA連合会 

〃 児 玉 孝 義  千曲市公民館運営協議会 

〃 児 玉 淳 子  小学校長会 

〃 一 志 正 人  中学校長会 

〃 伊 藤 治 子  公募 

   

 

任期：平成２８年８月１日から平成３０年７月３１日まで 



 

千 曲 市 差 別 撤 廃 人 権 擁 護 条 例 

 

平成１５年９月１日 

 条例第１４４号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障す 

る日本国憲法の理念及び世界人権宣言の精神にのっとり、人権尊重の意識高揚を

図ることにより、あらゆる差別のない明るい千曲市の実現に寄与することを目的

とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に

推進するものとする。 

 （1）人権教育の推進 

（2）啓発活動の推進 

（3）事業実施に必要な調査及び研究 

（4）前 3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業 

（市民の責務） 

第３条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定による市の施策に協力す

るとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。 

（審議会） 

第４条 この条例に定める重要な事項を調査審議するため千曲市差別撤廃人権擁

護審議会を置く。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１５年９月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年６月３０日 条例第３６号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

千 曲 市 差 別 撤 廃 人 権 擁 護 条 例 施 行 規 則 

 

平成１５年９月１日 

 規則第６７号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千曲市差別撤廃人権擁護条例（平成 15 年千曲市条例第 144

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 条例第 4条の規定に基づく千曲市差別撤廃人権擁護審議会（以下「審議会」

という。）は、市長の諮問に応じ人権擁護、差別をなくすための重要施策につい

て調査及び審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 15人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （1）学識経験のある者 

（2）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。 

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。 

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決すると

ころによる。 

（幹事） 

第７条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。 

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、健康福祉部人権政策課において処理する。 

附 則 

 この条例は、平成 15年９月１日から施行する。 

 



平成28年度   地区人権教育研修会一覧 支援者決定通知

地区
番号 月 日 曜 地　区 会場 時間 形態・バス 講師・ﾋﾞﾃﾞｵ・資料 テーマ 機材 支援者 地　区

1 10月22日 土 屋代一区 後楽館 7:00～8:30 ＤＶＤ ここから歩き始める 高齢者の人権と介護について ＤＰＳ 屋代小学校　校長　河原　才 屋代一区
2 7月16日 土 屋代二区① 聚楽館 7:00～8:30 講演会 中村稔幸 障がい者の人権問題 ＰＳ 屋代公民館長　中村　寛 屋代二区①
2 10月25日 火 屋代二区② 人権啓発セ 10:00～11:00 見学・現地 県人権啓発センター　柳澤正彦　 ハンセン病と人権 なし 屋代副公民館長　宮本　敏保 屋代二区②
3 7月2日 土 屋代三区① 公民館 7:00～8:30 講演会 中村新治 子どもの人権 Ｐ 人権教育指導員　宮坂　芳文 屋代三区①
3 10月29日 土 屋代三区② 公民館 7:00～8:30 講演会 県人権啓発センター　小宮山峰男　 インターネットによる人権侵害 Ｐ 屋代中学校　教諭　大日方絵里 屋代三区②
4 10月8日 土 屋代四区 公民館 7:30～9:00 ＤＶＤ クリームパン 子どもの人権擁護 ＤＰＳ 人権教育指導員　寺澤　文雄 屋代四区
5 9月16日 金 屋代五区① 公民館 7:00～8:30 講演会 上村冨江 高齢者が安心して生活できる地域づくり なし 屋代中学校　教諭　小山　堅治 屋代五区①
5 10月2日 日 屋代五区② 公民館 2:00～3:30 講演会 丑丸明英 誰もが安心して生活できる地域づくり ＰＳ 屋代小学校　教頭　櫻井　範彰 屋代五区②
6 10月15日 土 屋代六区 公民館 7:00～8:30 講演会 中村新治 児童虐待とその背景　防止のために地域で取り組む事柄 ＰＳ 人権教育指導員　下嵜　正幸 屋代六区
7 11月12日 土 雨宮 公民館 7:30～9:00 講演会 地域包括支援センター 高齢者問題について考えよう なし 人権教育指導員　寺澤　文雄 雨宮
8 11月27日 日 土口 公民館 7:00～8:30 講演会 中村稔幸 障がい者の人権について ＰＳ 人権教育指導員　宮坂　芳文 土口
9 9月17日 土 生萱 公民館 7:30～9:10 講演会 県人権啓発センター  柳澤正彦　 高齢者とインターネット Ｓ 屋代副公民館長　安藤　洋 生萱

10 10月9日 日 森西① 杏観館 7:30～9:00 講演会 藤本光世 身近にある様々な人権について なし 屋代副公民館長　橘田　章夫 森西①
10 11月12日 土 森西② 人権啓発セ 9:30～11:30 見学・現地 県人権啓発センター　星沢文雄 未定 なし 東小学校　校長　酒井　康行 森西②
11 10月9日 日 森東① 杏観館 7:30～9:00 講演会 藤本光世 身近にある様々な人権について なし 屋代副公民館長　橘田　章夫 森東①
11 11月12日 土 森東② 人権啓発セ 9:30～11:30 見学・現地 県人権啓発センター　星沢文雄 未定 なし 東小学校　校長　酒井　康行 森東②
12 10月1日 土 倉科① 公民館 2:00～4:00 講演会 柴田文啓 世界各地の人権問題 持参 東小学校　教頭　吉池　光則 倉科①
12 11月6日 日 倉科② 人権啓発セ 9:30～11:00 見学・現地 県人権啓発センター　柳澤正彦 高齢者の人権～高齢社会と共に生きる～ なし 屋代中学校　教諭　宮尾　賢一 倉科②
13 7月16日 土 寂蒔① 人権啓発セ 10:00～12:30 見学・バス 県人権啓発センター　星沢文雄 同和問題について なし 人権教育指導員　下嵜　正幸 寂蒔①
13 11月5日 土 寂蒔② 公民館 7:00～9:00 講演会 中村稔幸 障がい者の人権について ＰＳ 埴生副公民館長　朝日　光彦 寂蒔②
14 10月4日 火 鋳物師屋 集会所 7:30～8:30 講演会 県人権啓発センター　小宮山峰男 子どもの人権について Ｓ 埴生小学校　教諭　宮川　光代　 鋳物師屋
15 10月23日 日 打沢 打沢会館 7:00～8:30 講演会 打沢区長　齋藤　彰 交通事故から見た人権 なし 人権擁護委員　赤塚　俊雄 打沢
16 10月28日 金 小島 公民館 7:30～9:00 講演会 県人権啓発センター　柳澤正彦 人権問題全般について ＰＳ 埴生中学校　教諭　古畑　祐二 小島
17 5月14日 日 桜堂① 公民館 7:00～8:30 講演会 寺澤勝一（市選管長）、笠井浩（屋高） 青少年の人権について なし 人権教育指導員　寺澤　文雄 桜堂①
17 10月16日 日 桜堂② 公民館 7:00～8:30 講演会 草間律（医師） うつの増加にどう接していくべきか人権尊重への提起 なし 埴生小学校　教諭　窪田　香織　 桜堂②
18 9月7日 水 杭瀬下① あんずホール 7:30～9:00 講演会 上村冨江 高齢者の人権を考える「老いてなお輝いて生きる」 会場 埴生中学校　教諭　中村　春彦 杭瀬下①
18 9月21日 水 杭瀬下② あんずホール 7:30～9:00 講演会 チューリップの家所長　村田文子 障がい者に対する正しい理解と地域の障がい者施設を知る 会場 埴生公民館長　宮坂　仁三 杭瀬下②
19 10月23日 日 新田① コミュニティー 7:00～8:30 講演会 柴田文啓 体験談に基づく世界の人権問題 持参 人権教育指導員　寺澤　文雄 新田①
19 11月6日 日 新田② コミュニティー 7:00～8:30 講演会 柴田文啓 おじいさん、おばあさんの大切な役割 持参 埴生中学校　教頭　村松　啓司 新田②
20 10月22日 土 中 公民館 7:30～9:00 ＤＶＤ 桃香の自由帳 身近な人権 ＤＰＳ 人権教育指導員　下嵜　正幸 中
21 10月30日 日 荒町 公民館 10:00～11:30 講演会 柴田文啓 住み良い地域づくり 持参 更埴西中学校　教諭　久保田隆昭 荒町
22 11月5日 土 稲荷山中町 稲荷山公民館 2:30～4:00 講演会 一志正人（更埴西中校長） 子ども障がい者高齢者の人権問題 なし 人権教育指導員　下嵜　正幸 稲荷山中町
23 11月5日 土 本八日町 稲荷山公民館 2:30～4:00 講演会 　〃 　　〃 なし 人権教育指導員　下嵜　正幸 本八日町
24 10月15日 土 上八日町 公民館 7:00～9:00 講演会 柴田文啓 近所のおじいちゃん・おばあちゃんとの接し方教訓・ありがたさ 持参 稲荷山公民館長　細田　政志 上八日町
25 11月5日 土 治田町 公民館 7:00～8:50 講演会 県人権啓発センター　小宮山峰男 子どもの人権と女性の人権について考える ＰＳ 人権教育指導員　宮坂　芳文 治田町
26 11月12日 土 元町 公民館 7:00～8:30 講演会 松本光子 安心して生活できる環境づくり なし 治田小学校　校長　塩野入　崇 元町
27 11月5日 土 小坂 公民館 7:30～9:00 ＤＶＤ ほんとの空 人権全般について ＤＰＳ 稲荷山副公民館長　栁原　清志 小坂
28 11月19日 土 桑原東区 公民館 7:00～8:30 講演会 北信教育事務所　中村新治 子どもの人権 ＰＳ 治田小学校　教頭　武井　茂登 桑原東区
29 11月5日 土 桑原中区 人権啓発センター 9:30～11:30 見学・バス 県人権啓発センター 子どもの人権について なし 人権政策課　岡田　則子 桑原中区
30 11月5日 土 桑原西区 人権啓発センター 9:30～11:30 見学・バス 県人権啓発センター 子どもの人権について なし 人権政策課　岡田　則子 桑原西区
31 11月19日 土 佐野 公民館 6:30～8:00 ＤＶＤ 日常の人権Ⅰ 日常生活に潜むさまざまな人権について考える ＤＰＳ 人権教育指導員　下嵜　正幸 佐野
32 11月12日 土 大田原 公民館 7:30～9:30 ＤＶＤ もう一度あの浜辺へ 高齢者が安心して生活できる地域づくり ＤＰＳ 人権教育指導員　下嵜　正幸 大田原
33 10月16日 日 代 公民館 7:00～9:00 講演会 柴田文啓 子どもを健やかに育てるための環境づくり 持参 八幡小学校　校長　若林　一成 代
34 11月5日 土 大池 公民館 7:30～9:00 ＤＶＤ ここから歩き始める 高齢者問題 ＤＰＳ 八幡小学校　教頭　福澤みゆき 大池
35 11月19日 土 姨捨 公民館 7:30～9:00 ＤＶＤ ここから歩き始める みんなのしあわせ ＤＰＳ 人権教育指導員　寺澤　文雄 姨捨
36 10月1日 土 峯 公民館 7:30～9:00 ビデオ ソーテ　サワサワ 外国人の人権問題について ＶＰＳ 人権教育指導員　下嵜　正幸 峯
37 10月6日 木 中原 公民館 7:30～9:00 講演会 柴田文啓 身近な風習・因習について 持参 更埴西中学校　校長　一志　正人 中原
38 11月5日 土 郡 公民館 7:00～8:30 ＤＶＤ こころに咲く花 すべての人権問題を自分にかかわることとして考えてみる ＤＰＳ 八幡公民館長　長門　稔 郡
39 10月23日 日 八幡上町カミマチ 公民館 7:30～9:00 講演会 県人権啓発センター　木内　清 最近の人権問題について ＰＳ 人権教育指導員　下嵜　正幸 八幡上町
40 11月11日 金 辻 公民館 7:00～9:00 講演会 小瀧　廣 障害者と高齢者の人権問題 確認 人権教育指導員　寺澤　文雄 辻
41 10月8日 土 新宿 公民館 7:30～9:00 講演会 柴田文啓 高齢者が安心して生活できる地域づくり 持参 人権政策課　田中理沙子 新宿
42 森下  ＜検討中＞ 　 人権教育指導員　寺澤　文雄 森下
43 10月15日 土 北堀 第２公民館 7:30～9:00 講演会 更埴地域包括支援センター 高齢者が安心して生活できる環境づくり なし 更埴西中学校　教頭　畑　秀幸 北堀
44 6月20日 月 志川① 現地 9：15～11：15 見学・バス 千寿会　ケアハウスちくま ケアハウスに於ける高齢者の快適で安心した生活環境を考える なし 人権教育指導員　寺澤　文雄 志川①
44 10月15日 土 志川② 公民館 7:00～8:30 講演会 松本光子 認知症になっても地域社会で暮らすには ＰＳ 八幡副公民館長　宮﨑　衛 志川②



45 11月12日 土 磯部 公民館 7:00～8:30 ＤＶＤ ここから歩き始める 高齢者の人権問題 ＤＰＳ 戸倉上山田中学校　教諭　中澤　義文　 磯部
46 11月12日 土 福井 公民館 2:00～4:00 講演会 松本光子 高齢者の人権問題 ＰＳ 戸倉公民館長　金井　榮一 福井
47 10月30日 日 新戸倉温泉 公民館 7:30～9:00 講演会 柴田文啓 おじいちゃんおばあちゃんの大切なお役目 持参 戸倉小学校　教頭　宮坂久美子 新戸倉温泉
48 10月22日 土 上町（戸倉）カミチョウ 公民館 7:30～9:00 講演会 県人権啓発センター　柳澤正彦 地域の人権問題 ＰＳ 人権擁護委員　曽根　直好 上町（戸倉）
49 8月26日 金 上中町 JA戸倉ｺﾐｭﾆﾃｨｰ　　 7:00～8:30 ＤＶＤ 日常の人権Ⅱ 日常生活の中に潜むさまざまな人権問題 ＤＰＳ 戸倉小学校　校長　町田　秀敏 上中町
50 10月12日 水 中町（戸倉） 公民館 7:00～8:30 講演会 県人権啓発センター　小宮山峰男 高齢者が安心して生活できる地域及び同和人権について ＰＳ 人権教育指導員　下嵜　正幸 中町（戸倉）
51 10月22日 土 今井町 公民館 7:30～9:00 講演会 中村新治 いじめや虐待の現状と地域としてできること Ｐ 戸倉上山田中学校　教諭　宮川　秀一　 今井町
52 11月6日 日 柏王 公民館 7:00～8:30 講演会 県人権啓発センター　柳澤正彦 ネット社会　子どもの人権侵害 Ｐ 人権教育指導員　下嵜　正幸 柏王
53 10月19日 水 戸倉温泉 公民館 1:30～2:30 ビデオ ふれあい家族 身近な人権について ＶＰＳ 人権教育指導員　寺澤　文雄 戸倉温泉
54 10月16日 日 若宮 人権啓発セ 1:30～3:30 見学・バス 県人権啓発センター　柳澤正彦 高齢者が安心して暮らせるために なし 人権政策課　中村　保彦 若宮
55 10月16日 日 芝原 人権啓発セ 1:30～3:30 見学・バス 県人権啓発センター　柳澤正彦 高齢者が安心して暮らせるために なし 人権政策課　中村　保彦 芝原
56 10月15日 土 仙石 公民館 7:30～9:00 講演会 塚原弘昭 地域の多様な人の輪と人を思いやる心 ＰＳ 人権教育指導員　宮坂　芳文 仙石
57 10月22日 土 羽尾四区 公民館 7:30～9:00 講演会 塚原弘昭 羽尾四区の住民の絆　多様なグループと人の和 ＰＳ 更級小学校　教頭　塚田　直道 羽尾四区
58 10月8日 土 羽尾五区 公民館 7:30～9:00 講演会 松本光子 高齢者の人権 ＰＳ 戸倉上山田中学校　教諭　井浦　徹　 羽尾五区
59 10月22日 土 須坂 公民館 7:00～8:30 DVD・講演会 もう一度あの浜辺へ、包括支援センター 高齢化と向き合う地域社会 ＤＰＳ 人権擁護委員　中村　秀史 須坂
60 10月1日 土 黒彦 公民館 7：３0～8：3０ 講演会 県人権啓発センター　柳澤正彦 高齢者の人権について ＰＳ 更級小学校　教諭　玉井　園子 黒彦
61 8月27日 土 上徳間 公民館 7:00～8:30 DVD・講演会 県人権啓発センター　小宮山峰男 「桃香の自由帳」　身近な人権問題 ＤＰＳ 人権政策課　岡田　則子 上徳間
61 11月20日 日 上徳間 公民館 7:00～8:30 講演会 県人権啓発センター　柳澤正彦 インターネットと人権 ＰＳ 人権教育指導員　下嵜　正幸 上徳間
62 7月22日 金 内川① 公民館 7：00～8:30 講演会 くらし安全・消費生活課　松原　寛 地域で防ごう特殊詐欺被害 なし 人権教育指導員　下嵜　正幸 内川①
62 10月22日 土 内川② 公民館 9:30～11:30 見学・バス 松代大本営地下壕跡 身近にある戦争遺跡を訪ねてみよう なし 人権教育指導員　寺澤　文雄 内川②
63 10月16日 日 千本柳 公民館 7:00～8:30 ＤＶＤ ほんとの空 身近な人権問題 ＤＰＳ 五加小学校　教頭　川辺　敏彦 千本柳
64 10月15日 土 小船山 公民館 7:00～8:30 講演会 県人権啓発センター  小宮山峰男 子どもを健やかに育て誰でもが安心して暮らせる地域づくり ＰＳ 五加小学校　校長　久保田英雄 小船山
65 11月11日 金 力石 公民館 7:00～8:30 ＤＶＤ 日常の人権Ⅰ 人権について ＤＰＳ 上山田副公民館長　小宮山　司 力石
66 新山 公民館改築工事の為、実施せず 新山
67 11月27日 日 漆原 集落センター 8:00～9:00 ＤＶＤ ここから歩き始める 高齢者と共に生活できる環境づくり ＤＰＳ 上山田小学校　校長　中澤　英治 漆原
68 11月20日 日 三本木 公民館 7：00～8:30 ＤＶＤビデオ ほんとの空　部落の歴史 人権について考える ＤＶＰＳ 人権教育指導員　寺澤　文雄 三本木
69 11月26日 土 八坂 林業集会所 6:30～7:30 講演会 中村稔幸 夢はパラリンピック ＰＳ 上山田公民館長　児玉　孝義 八坂
70 11月20日 日 中央 人権啓発セ 9:00～12:00 見学・バス 県人権啓発センター　小宮山峰男 地域の人権問題（身近な人権問題） なし 人権政策課　中村　保彦 中央
71 11月20日 日 城腰 公民館 1:30～3:00 ＤＶＤ ほんとの空　桃香の自由帳 身近な人権について ＤＰＳ 上山田小学校　教頭　佐々木哲也　（寺澤） 城腰
72 1月29日 日 温泉（上山田） 温泉コミニティ 14:00～15:00 ＤＶＤ 桃香の自由帳 身近な人権問題 ＤＰＳ 人権政策課　渡島　秀男 温泉（上山田）



人権政策事業に関する今後のスケジュールについて 

●地区人権研修会 
 各区・自治会では、地区人権教育推進員を中心に人権研修会を実施します。 

 お住まいの区・自治会の研修会について積極的な参加をお願いします。 

●人権ふれあいセンター事業 
 ・ふれあいセミナー（年４回実施） 

  人権ふれあいセンターで人権にかかわる様々な講演会を開催します。 

  すでに３回終了しましたが、第４回は９月１４日（水）午後２時から 

  人権センターながのの宮下英子さんの講演会を実施します。 

・人権ふれあいフェスティバル 

  １０月２２日（土）１２:３０から人権ふれあいセンターで開催します。 

  ふれあいセンターで活動しているサークルや日本語教室生徒の皆さんや 

  代表小学生の実践発表などを行ないます。 

●人権を守る市民集会 
 平成２９年１月２１日（土）午後１時３０分～４時頃 更埴文化会館あんずホール 

 ・小学生のオープニング（五加小）  

 ・中学生・高校生の実践発表（屋代中・屋代高） 

 ・記念講演 料理研究家 浜このみさん NBSアナウンサー 早川英治さん 

 ・集会宣言 

 他に人権擁護委員さんによる、ゆるキャラの啓発活動やパネル展示など 

●その他事業 
・市主催の男女共同参画の事業や長野県、北信教育事務所等の主催研修会 

 など事業実施の際には、そのつどご案内を申し上げます。 

◇問い合わせ 
千曲市役所人権政策課 
℡026-273-1111（内線6331） 
FAX 026-275-0591 
Email 
jinken@city.chikuma.nagano.jp 


