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※相談日は、祝日・年末年始などで休みの場合がありますので、事前にご確認のうえお出かけください。

NO.9
平成２4年8月
発 行

※このだよりの発行には、岐阜県からの助成を受けています。

〒503－8601 大垣市丸の内2－29 大垣市役所　福祉部人権擁護推進室 まで
TEL ： 0584-81-4111（内線466）　FAX ： 0584-81-5500　E-mail ： jinken@city.ogaki.lg.jp

〈問い合わせ・寄稿先〉

大垣市 福祉部 人権擁護推進室 〒503－8601　大垣市丸の内2－29
　0584-81-4111（内線466） E-mail：jinken@city.ogaki.lg.jp

人権擁護推進室からのお知らせ
「人権Letter第9号」を読まれた感想をお聞かせください。

今回ご紹介した「市民人権とぉく」や、市の人権施策について、ご感想やご意見をお待ちしています。
また、「市民人権とぉく」の寄稿についても随時受け付けています。

応募された方には、人権啓発グッズをプレゼントいたします。ご応募お待ちしています。

　市では、市民が人権に関心を持ち、人権意識を高めて
いただくために「人権啓発広告塔」を市内各所に展開して
います。
　今年度は、ＪＲ大垣駅の北口整備に伴い、同地内に新たな
広告塔を設置しました。
　四角柱の広告面には人権啓発標語を掲載しておりますが、
その内の１面には、市内各小学校が取り組んでいる人権
教育学習を、広く市民に訴えかけることを目的として、児童
制作の人権標語を掲げており、今回は市立北小学校６年生
児童作の標語を紹介しました。
　多くの方にご覧いただき、「人権」について考えるきっかけ
にしていただきたいと思います。北小学校児童作の人権標語を西面に掲載

人権啓発広告塔を
大垣駅北口に設置しました！！

　市では、子どものいじめをはじめ、さまざまな人権課題に対応した
相談業務を行っています。誰にも話せず、１人で悩んでいませんか？
お気軽にご相談ください。
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ＨＩＶ
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相談名称・機関

女性の悩み相談

女性のための法律相談
（予約制）

女性相談

女性の人権
ホットライン

相談内容
女性が抱えるさまざまな
悩みごとの相談

夫婦間、セクハラなど女性が直面
する問題についての法律相談

DVなど女性の問題全般

DV、セクハラ、ストーカー行為など
の女性に関するあらゆる人権侵害

男女共同参画推進室
職員

弁護士

女性相談員

人権擁護委員
法務局職員

市役所
市民相談室（2階）

月～金
8：30～17：15

81-4111
（内線）268

子育て
なんでも相談

家庭教育上での児童及び子育てに
関する相談、母子家庭の相談など

家庭児童相談員
母子自立支援員

子育て総合支援センター
（外花6-45）

年末年始を除く毎日
8：30～17：00（17：00以降は要予約）

0800-200-7114
（通話無料）

地域包括支援
センター

高齢者の福祉・介護などの
相談に関すること

保健師、
社会福祉士
などの専門職員

月～金
8：30～17：15

教育相談 幼児、小・中学校の児童・生徒の
いじめや心の悩みに関する教育問題 教育相談員

教育総合研究所
（スイトピアセンター学習館７階）
＊火曜日は大垣城ホール

月～土
9：00～16：00 74-6666

子どもの人権
１１０番

いじめ、体罰、児童虐待など
子どもをめぐる人権問題

人権擁護委員
（子どもの人権専門委員、
法務局職員）

（専用電話相談） 月～金
8：30～17：15

（フリーダイヤル）
0120-007-110

【精神障がい者】
地域活動支援センターせせらぎ

日常生活の支援や
日常的な相談 精神保健福祉士 相談支援事業所せせらぎ

（中野町1-10）
毎日
（夜間も電話対応）

（相談支援事業所せせらぎ）
81-8521

西濃子ども
相談センター

児童の養育困難、不登校、
虐待の相談など

78-4838
児童相談員

西濃子ども
相談センター
（禾森町5-1458-10）

（来所相談）
月～金 8：30～17：15

（全国共通ダイヤル）
0570-064-000

（緊急通告）
24時間対応

【身体障がい者】
障害者生活支援
センター

身体障がい者とその家族の
ための相談、福祉サービスの
支援など

（障害者生活支援センター）
75-0183社会福祉士・

身障相談員
などの専門職員

総合福祉会館
（馬場町124）

月～金 8：30～17：15
土・日 9：00～16：00

月～金 9：00～17：00
（検査は要事前電話予約）
第1・3木 8：45～10：15
第3木　16：45～18：00

（携帯電話）
090-7918-0400（夜間は携帯電話対応）

【知的障がい者】
大垣市柿の木荘

福祉サービスの利用や
就労に関することなどの相談

（大垣市柿の木荘）
89-9500

相談支援専門員 大垣市柿の木荘
（古宮町397-1）

月～金
8：30～17：15

（携帯電話）
090-9122-6130

（土・日・夜間は
携帯電話対応）

（市役所）
82-1166

市役所
高齢介護課（1階）

（総合福祉会館）
77-2255

総合福祉会館
（馬場町124）

81-4111
（内線）264

81-4111
（内線）478

（全国共通ナビダイヤル）
0570-070-810

毎月第3火曜日 13：00～16：00
（予約は当月の1日～）

月・火・木・金
8：30～17：15

月～金
8：30～17：15

市役所
市民相談室（2階）

市役所
社会福祉課（1階）

人権擁護推進室

エイズ相談
エイズ検査

同和問題に関すること 人権擁護推進室
職員

81-4111
（内線）466

月～金
8：30～17：15

市役所
人権擁護推進室（1階）

81-4111
（内線）466

毎月第3金曜日
13：00～16：00

市役所
人権擁護推進室（1階）

人権よろず相談 不当な差別、人権侵害 人権擁護委員 81-4111
（内線）466

毎月第2土曜日
9：30～11：30

上石津農村環境
改善センター

62-3111奇数月第3木曜日
13：00～16：00墨俣地域事務所

人権相談
（常設相談所） 不当な差別、人権侵害 人権擁護委員

法務局職員 78-3347月～金
9：00～16：00

岐阜地方法務局大垣支局
（丸の内1-19）

英語・ポルトガル語
による相談
中国語・英語
による相談
ポルトガル語
による相談

日常生活全般の相談

エイズに関する不安・心配
ＨＩＶ抗体検査

日常生活全般の相談

まちづくり推進課 職員
ポルトガル語相談員

81-4111
（内線）267・269

73-1111
（内線）273～275

月～金
8：30～17：15

市役所
まちづくり推進課（2階）

大垣国際交流協会
職員

休館日（火曜日など）を
除く毎日 8：30～17：15

ポルトガル語
相談員

保健所職員

82-2311
日曜日
9：00～15：00

大垣国際交流協会
（スイトピアセンター
学習館2階）

西濃保健所
（江崎町422-3：
西濃総合庁舎）

（専用電話相談）

相談員 場　所 相談日（受付時間） 電話番号

人権に関する主な相談窓口
（大垣市内）



　

「広報おおがき5月1日号」において募集した、心温まる「ちょっといい話」の中から、2つをご紹介いたします。
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　市では、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第5条に基づき、「市民一人ひとりが人権感覚を高め、
お互いを認め合う人権尊重のまちづくり」を基本理念とした「大垣市人権施策推進指針」を策定し、平成20
年度から人権尊重社会の実現に向けた、さまざまな施策を総合的かつ計画的に推進しています。
　こうした中、今年度で推進期間の5年間が経過し、来年度から後半の5年間に向かうことから、これまでの
社会情勢の変化や人権に関する市民の意識の変化をさらに反映させるため、平成24年度は本指針の見直し
を行います。

　10年近く前のことです。会社から徒歩で帰宅していると、途中で突然夕立が降ってきました。

家まではあと半分くらいだったので、走ることにしました。

　走っていると、車が前方に停車し、その車の運転手さんが「使わない傘なので使ってくだ

さい」と傘を差し出してくれました。

　返しに行くために名前を聞こうとしましたが、「濡れるからどうぞ」と車を発進させてしまっ

たので、聞くことができませんでしたが、本当にありがとう

ございました。　　　　　　　（赤坂新町　女性　Ｆ．Ｈさんより）

突然の夕立突然の夕立突然の夕立その1その1その1

大垣市人権のまちづくり
懇話会委員のコメント
大垣市人権のまちづくり
懇話会委員のコメント
大垣市人権のまちづくり
懇話会委員のコメント

　１年前、２歳の息子を連れて私（妊娠２ヶ月）と夫で、市内のお店に入店したとき、お客さんの

中に、今まさに煙草に火をつけようとしていた若い方がいました。ところが、その方は私たち

を見るなり、同じ席の友人に「外に行ってくる」と声をかけ煙草を持って外に出られました。

　その方が帰られる際には感謝の旨を伝え、とても温かい気持ちになりました。

　さりげないお心遣いに感謝しました。

　　　　　　　　　　　　　　（犬ヶ渕町　女性　Ｒ．Ｓさんより）

喫煙者の配慮喫煙者の配慮その2その2その2

大垣市人権のまちづくり
懇話会委員のコメント
大垣市人権のまちづくり
懇話会委員のコメント
大垣市人権のまちづくり
懇話会委員のコメント

No.8 　5月24日に、平成24年度第1回大垣市人権のまち
づくり懇話会が開催されました。
　今年度は、人権教育・啓発活動の取り組みを、より
充実させて実施していくとともに、「人権施策推進
指針」の見直しの年となることから、懇話会を定期的
に開催し、委員の方や市民の皆さまのご意見をもと
に、指針を見直していくことなどが話し合われました。
　詳細は、市の人権擁護推進室ホームページをご覧
ください。

　受動喫煙によっても肺癌が生じることが立証されて、注意することを

勧められています。ましてや幼児についてはその危険性は大きいのです。

その大人の方が、正しい判断をして行動されたことは当然のことです。

　お母さんが伝えられた感謝のことばは、外に煙草を吸いに行かれた

方を勇気づけられたと思います。

「人権施策推進指針」の見直しを行います。

指針改定のスケジュール

市民意識アンケートについて 

項　　　　目 予 定 時 期

「人権のまちづくり」に関する市民意識調査

「大垣市人権施策推進指針（第一次改定）」素案の作成

「大垣市人権のまちづくり懇話会」の開催

パブリックコメントの実施

「大垣市人権施策推進指針（第一次改定）」の改定

対象者 市内在住で20歳以上の市民
2,000人（無作為抽出）

調査内容 人権に関する取り組みや考え方に
対する意識調査

回答方法 6月25日に発送した調査票を、
返信用封筒にて7月20日までに
市へ返送

回答数 回答者数 1,125人 ／ 回答率 56.25％
（7月20日現在）

6月～8月

9月～11月

5月～2月に5回程度開催

1月

3月

　指針の見直しを進めるにあたり、
市民の皆さまの「人権」についての
お考えを聞かせていただくために、
市民意識アンケート調査を実施
しました。
　20歳以上という対象者は、若い

方から高齢の方まで幅広い年齢層となっており、
それぞれの立場で人権に対する思いや、市の人権
施策への率直なご意見をいただきました。
　こうしたご意見をもとに、指針の見直しを進めて
いきます。

「人権のまちづくり」のためのアンケートを実施

　何とも微笑ましい光景ですね。近ごろは、見知らぬ人に親切にした

り、されたりすることが少なくなり、人情味が薄れていると感じていま

した。突然の思いがけない親切は、本当にうれしいものですね。

　心和む出来事は、読み手も幸せな気持ちにさせてくれます。

大垣市人権のまちづくり懇話会が開催されました。


