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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
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11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、平成20年3月に「大垣市人権施策推進指針」を策定し、あらゆる施策や事業を人権の
視点を持って推進してまいりました。
　このたび、当初の策定から5年が経過することから、社会情勢の変化や市民の皆さんの人権
に関する意識やご意見を反映するとともに、人権尊重の市政を一層推進するため、平成25年3月
に「大垣市人権施策推進指針」を改定しました。

　今後は、指針の基本理念である『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』に向けて、
人権施策を継続・発展させていきます。
　なお、「大垣市人権施策推進指針（改定版）」とその概要版は、市人権擁護推進室のホームページでご覧いただけます。
　市民の皆様も、是非ご覧になってください。
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検索大垣市人権施策推進指針（改定版）※詳しくは市のホームページへ

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

大垣市人権のまちづくり懇話会（施策提言） 大垣市人権施策推進会議（施策推進）

一人ひとりの人権が
尊重されるまちづくり

大垣市人権施策推進指針 ～継続と発展～

◆基本的な方向

基本理念

人権擁護の推進
人権相談体制の充実など

人権教育・啓発の推進
人権教育の推進/人権啓発の推進
人権に関わりの深い分野の業務に
従事する者に対する教育・啓発

分野別人権施策の推進
様々な人権課題への取り組み

市民 企業

団体 学校

多様な価値観や個性が尊重され
ともに支えるまちづくり

市民等との協働による
まちづくり

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

弁護士

女性相談員

人権擁護委員
法務局職員

保健師、社会福祉士
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

子
ど
も

女
性

高
齢
者

障
が
い
者

同和
問題

外
国
人

H
I
V

感
染
者
等

人
権
全
般

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

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

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）

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）
月～金　8：30～17：15

（緊急通告）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・日　  9：00～16：00

（夜間は携帯電話対応）

月～金　8：30～17：15

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

日曜日　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）

毎月第３火曜日 13：00～16：00
（予約は当月の1日～）

０８００-２００-７１１４
（通話無料）

（全国共通ダイヤル）
０５７０-０６４-０００

（フリーダイヤル）
０１２０-００７-１１０

７４-６６６６

７８-４８３８

８１-４１１１
（内線）２６８

８１-４１１１
（内線）２６４

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

（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

８１-４１１１
（内線）４６６

８１-４１１１
（内線）２６９

８２-２３１１

７３-１１１１
（内線）２７３～２７５

８１-４１１１
（内線）４６６

８１-４１１１
（内線）４６６

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

幼児、小・中学校の児童・生徒
の心の悩みに関する教育問題

児童の養育困難、不登校、
虐待の相談など

いじめ、体罰、児童虐待など
子どもをめぐる人権問題

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、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

人権尊重のまちづくりをめざして
～「大垣市人権施策推進指針」を改定しました～

　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。

人権に関する主な相談窓口人権に関する主な相談窓口
（大垣市内）

人権感覚の醸成

行政

●市民の代表の方で構成される「大垣市人権のまちづくり懇話会」と庁内組織の
「大垣市人権施策推進会議」との連携を強化していきます。
●幼児期は、人格形成の重要な時期になるため、自他の生命を大切にする豊かな
人間形成を育む、保育・教育等を推進します。

主な
改定内容
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　私は、交通事故の後遺症があるため、いつも杖を使用して外出します。そんな時、いつも近くで支え
てくれるのが、わが息子（9歳）です。
　先日、一緒に出掛けた先でのことです。エレベータで一緒に乗り合わせた親子に、「どうぞ、先に降りて
ください。」と言って、 開 のボタンを押している姿がありました。
　また、下校時間にあわせて迎えに行った時のことです。息子が、通学路の途中にある横断歩道で、女の
子が渡り終えるまで腕を大きく横に広げていて、皆が渡り終えると、待っていてくれたドライバーの方へ
「ありがとうございました。」と、頭を下げながら大きな声で言う姿を、遠くから見ることができました。　
　　　　　　　　　　　　　　（木呂町　女性　Ｓ・Ｈさんより）

「お先にどうぞ」「お先にどうぞ」「お先にどうぞ」
　私は、交通事故の後遺症があるため、いつも杖を使用して外出します。そんな時、いつも近くで支え
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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

　日曜日の朝の出来事です。音楽教室からの帰り道で、自転車の後ろに乗っていた４歳の娘が、「わぁー、
きれいなお花！」と叫びました。私も思わず「ほんと、きれいだねぇ」という言葉がでてしまいました。
そこには、たくさんのやぐるま草が、色とりどりに咲いていました。
　そう言って通り過ぎようとすると、そのお花を育ててみえるお家の方が、「よかったら、持ってく？何色が
いいかな？」と声をかけていただきました。娘は、自分の好きなピンク色やむらさき色のお花を受け取り、
嬉しそうに「ありがとう。」とお礼を言いました。
　すると、その家の方は切り取った後の花束を、しめらせた紙をあてビニールに入れてくださいました。私も
「通りすがりの見ず知らずの私たちに親切にしていただき、ありがとうございます。」とお礼を言いました。
　知らない人に対しても、さりげなく親切にできるのは、とても幸せなことであり、親切を受けた方も、
幸せな気持ちになることができました。自宅に戻るとすぐに、私たちは家族にこの出来事を話し、花びんに
花を飾りました。　　　　　　　（西崎町　女性　Ｙ・Ｍさんより）

「やぐるま草」「やぐるま草」
　日曜日の朝の出来事です。音楽教室からの帰り道で、自転車の後ろに乗っていた４歳の娘が、「わぁー、
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　市及び市教育委員会では、様々な人権課題について学習していただく『心のふれあい講座』を毎年スイトピア
センター学習館で開催してきました。
　このたび、より多くの方に参加していただけるよう、今年から皆さんの身近な地区センターや公民館などに
おいて開催することにしました。
　今回は、『身の回りの人権～いじめや差別はどこから生まれるのか～』をテーマに、次の通り開催します。（すで
に、西地区センターと上石津地域事務所で開催されました。）講師の吉田さんは、平成14年度に「岐阜市人権
功労賞」を受賞され、人権啓発事業を積極的に推進し、県内の学校や企業をはじめ各種団体に招かれています。
　皆さんも、お誘い合わせておこしいただき、人権について考えてみるきっかけにしてください。
　また、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。

　普段からお母さんを助けてこられた息子さんには、誰かのために自分の出来ることを
するということは、ごく自然な行為だったのでしょうね。相手を思いやり行動された息子
さんの心が伝わって、次の優しさに繋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

　相手の気持ちを察した上でのさりげない親切、本当に素晴らしいと思います。
親切は、した方も受けた方も、さわやかで幸せな気持ちになりますね。この子ども
さんも、きっと、いつかだれかに親切の輪を広げてくれることでしょう。このように
親切の輪が、いっぱい広がるといいですね。

心のふれあい講座のご案内

　大垣人権擁護委員の皆さんは、子どもたちに人権の大切さを分かりやすく伝えるため、毎年 保育園や幼稚園、
小学校などへ出向いて、人権創作劇を上演しています。この創作劇は、大垣人権擁護委員の方が、セリフは
もちろん、衣装やセット、小道具まで手作りで行っています。
　今年度は、牧田保育園、むつみ保育園を皮切りに、小学校等でも行われています。子どもたちは、劇を見て、
命や仲間の大切さについて学んでいます。

人権創作劇が行われています

平成25年8月19日（月） 13：30～15：00

平成25年8月22日（木） 13：30～15：00
※2会場とも、内容は同じです。

講 　 師

受 講 料

問い合わせ先

公益社団法人 人権啓発センター
常務理事　吉田圭三さん

無料

社会教育スポーツ課
℡ 0584-81-4111（内線752～754）まで

と　き ところ 定 員

中川地区センター

宇留生地区センター
各50人

人権クイズの答え正解は　A

「やぐるま草」

するということは、ごく自然な行為だったのでしょうね。相手を思いやり行動された息子
さんの心が伝わって、次の優しさに繋がっていくことを願っています。

「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せんか？ 

（答えは、2 ページにあります）

右の写真は、道路や駅のホームなどにある
黄色の点字ブロックですが、
警告ブロックはＡかＢ、どちらでしょうか？

右の写真は、道路や駅のホームなどにある
黄色の点字ブロックですが、
警告ブロックはＡかＢ、どちらでしょうか？

Q.

　「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せんか？ 　「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せんか？ 　「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せんか？ 　「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せんか？ 
（答えは、2 ページにあります）（答えは、2 ページにあります）

右の写真は、道路や駅のホームなどにある右の写真は、道路や駅のホームなどにある

警告ブロックはＡかＢ、どちらでしょうか？警告ブロックはＡかＢ、どちらでしょうか？

A

　「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せんか？ 　「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せんか？ 

B

解 説
点字ブロック（視覚障がい者誘導用ブロック）には、Ａの注意を促す「警告ブロック」とＢの移動の方向を示す「誘導
ブロック」の2種類があります。点字ブロックの上に荷物を置かれたり、自転車や車を置かれていたりすると、目の不自由な
方がぶつかったりして、とても危険です。


