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〒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
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〈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15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、ご意見やご感想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。

15
年末年始を除く毎日
8：30～17：00
（17：00以降は要予約）

子育て総合支援センター
（外花6-45）

家庭児童相談員
母子自立支援員

人権擁護委員（子どもの
人権専門委員、法務局
職員）

男女共同参画推進室
職員

女性相談員

人権擁護委員
法務局職員

保健師、社会福祉士、
主任介護支援専門員
などの専門職員

社会福祉士・身障相談
員などの専門職員

相談支援専門員

精神保健福祉士

人権擁護推進室職員

まちづくり推進課職員
ポルトガル語相談員

大垣国際交流協会職員

ポルトガル語相談員

保健所職員

人権擁護委員

人権擁護委員
法務局職員

教育相談員

子育てなんでも相談

分 野 相談名称・機関 相談内容 相談員 場　所 相談日（受付時間） 電話番号
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西濃子ども相談
センター

子どもの人権１１０番

女性の悩み相談

女性相談

女性の人権
ホットライン

地域包括支援
センター

【身体障がい者】
障害者生活支援
センター

【知的障がい者】
大垣市柿の木荘

【精神障がい者】
地域活動支援センター

せせらぎ

人権擁護推進室

中国語・英語に
よる相談

ポルトガル語に
よる相談

エイズ相談
エイズ検査

人権よろず相談

※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。

人権相談
（常設相談所）

英語・ポルトガル語に
よる相談

教育相談

児童福祉司・心理司

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

西濃子ども相談センター
（禾森町5-1458-10）

（専用電話相談）

市役所市民相談室（2階）

市役所社会福祉課（1階）

（専用電話相談）

市役所高齢介護課（1階）
総合福祉会館（馬場町124）
お勝山ふれあいセンター
（牧野町2-150-1）

総合福祉会館（馬場町124）

大垣市柿の木荘
（古宮町397-1）

相談支援事業所せせらぎ
（中野町1-10）

市役所人権擁護推進室（1階）

市役所まちづくり推進課（2階）

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）

市役所人権擁護推進室（1階）

上石津地域事務所（1階）
住民相談室

墨俣地域事務所（2階）
相談室

岐阜地方法務局大垣支局
（丸の内1-19）

月～土　9：00～16：00
（来所相談は要予約）

（来所相談）
月～金　8：30～17：15

（虐待通告）24時間対応

月～金　8：30～17：15

月～金　8：30～17：15

月・火・木・金
8：30～17：15

月～金　8：30～17：15

月～金　8：30～17：15　
土　  　9：00～16：00

（日・夜間は携帯電話対応）

月～金　8：30～17：15
（電話）24時間対応

毎日（夜間も電話対応）

月～金　8：30～17：15

月～金　8：30～17：15

休館日（火曜日など）を除く
毎日　8：30～17：15

月・水・金　8：30～12：30
土・日       9：00～15：00

毎月第３金曜日
13：00～16：00

奇数月第２水曜日
9：30～11：30

奇数月第３木曜日
13：00～16：00

月～金　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

月～金　8：30～17：15

（土・日・夜間は携帯電話対応）

０８００-２００-７１１４
（通話無料）

（全国共通ダイヤルは
3桁の番号）189

（フリーダイヤル）
０１２０-００７-１１０

７４-６６６６

７８-４８３８

４７－８５４９

８１-４１１１
（内線）４７０

（全国共通ナビダイヤル）
０５７０-０７０-８１０
（市役所）８２-１１６６
（総合福祉会館）７７-２２５５
（お勝山ふれあいセンター）
７１－５５３６

（大垣市柿の木荘）
８９-９５００

（携帯電話）
０９０-９１２２-６１３０

（相談支援事業所せせらぎ）
８１-８５２１

４７-８５７６

４７－８５６２

８２-２３１１

７３-１１１１
（内線）２７３～２７6

４７-８５７６

４５-３１１１

６２-３１１１

７８-３３４７

（障害者生活支援センター）
７５-０１８３

（携帯電話）
０９０-７９１８-０４００

家庭教育上での児童及び
子育てに関する相談、母子
家庭の様々な相談など

小・中学校の児童・生徒の心
の悩みに関する教育問題

子育て、子どもの発達、不登校、
非行、虐待に関わる相談

いじめ、体罰、児童虐待など
子どもをめぐる人権問題

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

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

福祉サービスの利用や就労
に関することなどの相談

エイズに関する不安・心配
ＨＩＶ抗体検査

日常生活の支援や日常的な
相談

同和問題に関すること

日常生活全般の相談

日常生活全般の相談

不当な差別、人権侵害

不当な差別、人権侵害

高齢者の福祉・介護などの
相談に関すること

女性が抱える様々な悩みごと
の相談

ＤＶなど女性の問題全般

　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。

人権に関する主な相談窓口
（大垣市内）

情報モラルの向上にむけた取り組み
～一人ひとりが人権感覚を高めるために～

　スマートフォン、携帯電話などは、私達の生活の中で多くの人が持っており、便利なツールになって
容易にインターネットを利用できるようになっています。最近では､子ども達独自の使い方によって、
他人への中傷や無責任なうわさ、差別的な書き込みなどで、被害に遭いやすい状況となっています。
　このことから、市内の小中学校では、具体的な事例に沿った対話形式の分かりやすい講話を通して、
情報端末を使う上で大切なこと、お互いを
認め合うには何に気をつけるかなど、児童
生徒自身に真剣に考えさせる勉強をして
います。
　また、児童会・生徒会を中心として各学校
では「情報モラルの約束」を決め、その約束
を基に「家庭のルール」をつくるように呼び
かけが行われています。

　市民団体でもネットいじめ、被害の現状とその対応、
スマートフォンなどによる★SNSの危険性を知って
もらおうと講演会を開催しています。
　講師は、ネットを通して多くの人々と繋がっていて
一人ひとりが行動に責任をもつこと、画面の向こうにも
人がいることを意識してほしいと願って訴えています。

　市では、この様なインターネット上の人権侵害に対して関係機関と連携を図り、情報モラルの向上
にむけての講演会等啓発を行ったり、相談体制の充実を図っております。
　皆さんのご家庭でも、スマートフォンなどの使い方について話しあってみてはいかがですか。

市民団体主催の講演

★登録した者同士が相互にコミュニケーションできるサービス。ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。
　TwitterやLINEなど。

小学校での情報モラル講話
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　先日、両手にスーパーの袋を持ち、自分のカバンを抱え本屋さんのドアの前で立ち往生していました。

すると、高校生くらいの男の子がドアを開け、私が通り抜けるまで、そのまま押さえてくれていました。

　「ごめんね、ありがとう」と声を掛けましたが、その子は恥ずかしがりながら何も言わず立ち去って

いきました。まだまだこの日本、若者たちも捨てたもんじゃない。高校生の親切な一面を見ました。

（荒尾町　女性　Ｋ・Ｉさんより）

ちょっと照れ屋な高校生ちょっと照れ屋な高校生ちょっと照れ屋な高校生その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

　天気が良かったので、子ども2人を自転車の前と後ろに乗せて、近所の公園へ遊びに行きました。公園
では20歳くらいの外国人の方々4～5名がブランコをしていました。
　すると、私は突然バランスを崩して子どもを乗せた自転車ごと倒れてしまい、身動きがとれずに、どう
しようかと悩んでいたら、さきほどの外国人の方々が駆け付け起こしてくれました。
　私は、外国語が話せないのですが、ありがとうのお辞儀をしたら、相手の方も笑顔で返してくれ、お互い
の心が通じ合えたようで、とてもあたたかい気持ちになりました。

（東町　女性　E・Ｏさんより）

笑顔のあいさつ笑顔のあいさつその2その2その2

No.15

　思春期は、親切であることや一生懸命であることに恥ずかしさを感じる年ごろ
ですが、日本人の思いやりやおもてなしの心は、いつの時代もいろんな形で受け
継がれているのでしょうね。
　この少年の行為が、若い世代にもっと広がっていくことを願っています。

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

　気持ち晴ればれ公園に行かれたと思います。バランスを崩され大変でし
たね。しかし、近くの方が気が付き、駆けつけてもらえて大事にいたらず助かり
ましたね。
　国が違っても言葉が話せなくても心が通じあうものです。このような場面に
あったら、恩返しのつもりでお返しをしてほしいものです。

人権クイズの答え正解は　C

「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。

人権クイズ ～考えてみましょう～
　「人権」ってむずかしい？分からない？本当にそうでしょうか？人権クイズに挑戦してみましょう。 

（答えは、2 ページにあります）

このオレンジリングは
認知症サポーター養成
講座を受講された方に
渡されますが、
どのような方が
受講できるでしょうか？

医療・介護の仕事に就いている方Q. A

40歳以上の方B

年齢や所属を問わずどなたでもC

解 説
受講者に年齢や所属等の制限はありません。保育園や学校、地域、団体等に出向き講座を開催しています。
認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族に対して温かい目で見守ることがスタートです。認知症サポー
ターは「なにか」特別なことをする人ではありません。認知症の人やその家族の「応援者」です。

　市は、高齢者虐待が身近なところでも起こりうる
社会問題であると認識し、地域の役割を考えること
を目的とした研修会を開催しています（すでに、サン
ワーク大垣・武道館・総合福祉会館で開催されました）。
　当該地区以外の方でも関心があり当日お時間が
ある方は、ご参加ください（定員は、各30人。参加料は、
無料です）。

大垣市高齢者虐待
防止研修会開催中

※3会場とも、内容は同じです。

昨年度の研修会の様子

問い合わせ先 大垣市地域包括支援センター（高齢介護課内）
0584-82-1166まで

平成27年８月20日（木） 13：30～15：00

平成27年８月26日（水） 13：30～15：00

平成27年８月27日（木） 13：30～15：00

お勝山ふれあいセンター

大垣市情報工房

上石津老人福祉センター
悠楽苑

と　き ところ

　市及び市教育委員会では、今年度も「人権　心のふれあい講座」を開きます。この講座は、より多くの市民の
方に受講していただき、人権の輪をさらに広げていくため、次のとおり各地区センター等で開催いたします。
　一緒に心の勉強をしませんか？皆様、ふるってご参加ください！

心のふれあい講座のご案内

※4会場とも、内容は同じです。

問い合わせ先 社会教育スポーツ課　代表℡ 0584-81-4111（内線753）／ 直通℡ 0584-47-8039まで。

演　題 ／ 身の回りの人権　～いじめや差別はどこから生まれるのか～
講　師 ／ 公益社団法人　人権啓発センター　常務理事　吉田 圭三さん

平成27年9月 2日（水）　13：30～15：00

平成27年9月 4日（金）　13：30～15：00

平成27年9月 9日（水）　19：00～20：30

平成27年9月14日（月）　19：00～20：30

墨俣さくら会館

赤坂地区センター

東地区センター

江東地区センター

各50人 無　料

と　き ところ 定　員 受講料

人権人権


