
安心して暮らし、自己実現できる社会を  

         鳥取県人権教育推進協議会 会長 岡﨑 周治 

 昨年は、地震や大雪などの自然災害の多い年でした。反面、反差別と人権確立

を願う人々の努力によって個別の人権課題の解決を願う法律が次々と成立し施

行された画期的な年でもありました。 

中でも「部落差別解消推進法」の施行により、部落問題の解決に向けての教育

実践のあり方を今一度見つめ直していく必要があると思います。鳥取県同教の時

代から問い続けてきたこの課題解決に向けた教育実践を進化・充実・発展させていくことが大切です。 

今年の「人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会」では、九州大学名誉教授の「内田博文」先生をお迎えし、

「部落差別解消推進法」の内容の理解、意義や課題、今後の具体的な推進の仕方等についてお話を伺うよう計

画しています。そして、鳥取県民全てが差別や偏見から解放され安心して暮らしていくことができる社会、自

己実現を図ることができる社会を創っていきたいと思っています。 

２０１７年度 鳥取県人権教育推進協議会   

     ｢評議員会(総会)｣開催 ４月２６日 

 去る４月２６日に倉吉体育文化会館において今年度の県人教の評議員会（総会）を開催し、昨年度の事業及

び会計決算の報告と本年度の事業計画及び予算について承認されました。 

＜活 動 目 標＞                      

●｢第４２回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会｣の開催 ●市町村

人･同推協等との連携 ●就学前･学校教育との連携 ●（公社）全国人権

教育研究協議会との連携及び｢第 69 回全国人権・同和教育研究大会（島根

大会）｣への支援・協力、参加 ●中国ブロック県人・同教との連携●調査

活動の充実●会誌等の発行 

＜事 業 計 画＞  

１ 第４２回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会の開催 
 ○期日  ２０１７年８月３日（木） 

 ○会場  全体会場   県立倉吉未来中心 大ホール 

分科会場     〃        〃    他 ７会場 

○主催   鳥取県人権教育推進協議会、第４２回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会実行委員会   

 ○日程  9:00     9:45                      12:00      13:15                          16:00 

 受付 全体会（開会行事・講演・

アトラクション） 

昼食・移動 分科会（4分科会 8分散会） 

○参加資料代 1，500円   ○参加規模  2，000人 （役員を含む） 
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今年は倉吉で交流しましょう 



２ 市町村人（同）推協及び関係機関団体との連携強化 

      ○情報交換機関としての役割 

・県人教だより「ふれあい」の発行（年数回程度）・市町村人（同）推協等の活動状況調査のまとめ 

・市町村人（同）推協等発行の啓発資料などの収集及び紹介  ・全人教ニュース等の紹介 

  ○市町村主催人権・同和教育研究集会（市・町民集会）との連携 

 ○「市町村人権教育行政関係者及び人権・同和教育推進協議会関係者研修会」の開催 

・会場  中部地区    ・時期  ２月下旬を予定 

３ 学校・就学前教育との連携 

 ○学校人権教育・人権（同和）保育との連携（全人教研究大会の報告、実践記録の執筆等） 

 ○高等学校東部・中部・西部地区人権同和教育研究会との連携 

４ （公益社団法人）全国人権教育研究協議会との連携 

 ○委員会、総会等への参加 

 ○第６９回全国人権・同和教育研究大会  

   期日；２０１７年１２月２日（土）～３日（日）   

   会場；くにびきメッセ 分科会場；松江市・出雲市 

参加資料代；５，０００円  

県内報告 ；３報告派遣予定 

全人教実践報告協力者 ；３人派遣              

○教育課題別研究会 ～創る つながる きり拓く～ テーマ「地域と連携した子育て」 

７月２２日(土) 三重県津市 

○「豊かな人権教育の創造」実践交流会  

８月 ３日(木） 奈良県橿原市 

５ 中国ブロック県人・同教との連携 

○第１０回中国ブロック人権・同和教育研究大会  

１０月７日（土）（出雲市隣保館） 

６ 調査活動      

○市町村人（同）推協等の活動状況調査とまとめ（冊子にまとめ各市町村同推協等に配布） 

○第６９回全国人権・同和教育研究大会（島根県）の開催に伴う諸調査 

○その他必要事項を随時調査 

７ 会誌の発行   

○「人権問題学習その実践」第２６集（発行予定 ３月中旬） 
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６７「中部地区高等学校同和教育研究会」  

今年度鳥取県高等学校人権教育研究会の事務局である鳥取中央育英高等学校で、4月 25日中部地区高

等学校同和教育研究会の総会が行われ、事務局も参加しました。中部高同研は、中部地区解放研リーダー

研修会兼高校友の会夏期一泊研、中部地区高校解放研・高校友の会交流会を始め、中部地区中学校・高

等学校同和教育研究会、中隣協との懇談会等、多くの事業を大変意欲的に行っておられます。総会では昨

年度と今年度の事業や予算の報告がされました。一泊研や交流会の報告は、交流会に参加した生徒の発言

や、講演を聞いた生徒の感想を基にした、一人一人の生徒と正面から向き合った取り組みの紹でした。これ

までの同和教育の成果をふまえた取り組み内容で、先生方の前向きで真摯な姿勢がとても印象的でした。 

がんばってます 紹介 



 

５月１９日（金）～２０日（土）松江市の松江市市民活動セ

ンターで研究企画委員会及び第９回定時総会が開かれました。

研究企画委員会では、２０１７年度全人教の研究課題について

協議が行われました。研究課題は全人教の広報誌「月刊同和教

育『であい』６月号」やホームページに掲載されます。 

第９回定時総会では、前年度事業や収支決算の報告・承認、

全人教役員の承認などがありました。中国ブロック理事は昨年

度に引き続き、福田和博さん（青谷高校）が再任されました。 

 

 

 

 

 

 

 

◎全人教後援の全国の研究会 

   ・第４４回九州地区人権･同和教育夏期講座  ８月２３日（水）～２４日（木）佐賀県佐賀市  

・第６４回四国地区人権教育研究大会     ７月１３日（木）～１４日（金）愛媛県松山市 

   ・第３５回阪奈地区人権・同和教育研究交流会        ９月８日（金）大阪市 

   ・第１０回中国ブロック人権・同和教育研究集会      １０月７日（土）島根県出雲市 

・部落解放研究第５１回全国集会     １１月 ６日（月）～ ８日（水）大阪市 

   ・部落解放第４９回東日本研究集会     ７月 ６日（木）～ ７日（金）群馬県みなかみ町  

   ・第４２回部落解放・人権西日本夏期講座  ６月２２日（木）～２３日（金）宮崎県宮崎市 

   ・部落解放第６１回全国青年集会      ８月１９日（土）～２０日（日）群馬県みなかみ町 

   ・部落解放第４９回全国高校生集会     ８月１９日（土）～２０日（日）群馬県みなかみ町 

   ・部落解放第６２回全国女性集会      ５月１３日（土）～１４日（日）岐阜市 

   ・第３２回人権啓発研究集会   ２０１８年１月１１日（木）～１２日（金）神戸市 

・第４０回全国人権保育研究集会  ２０１８年１月１３日（土）～１４日（日）鹿児島市 
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～紹介～（公益社団法人）全国人権教育研究協議会総会 

～総会での島根大会実行委員長さんのアピールです。～ 

「念願の全国大会です。ぜひ、多くの方のご参加をお願いします。」 
                島根県大会 実行委員長 尾庭 昌喜さん 

12 月 2 日（土）3 日（日）の２日間、島根県松江市、出雲市で第 69 回全国人権・同和教育研究大会を開

催します。島根県人権教育協議会設立以来の念願の全国大会開催です。開催決定から大会まで大変短い

準備期間であることや、東西に長いという地理的条件などいろいろな課題がありますが、参加された方が参

加してよかったと思っていただける大会にしたいと、事務局のメンバーを中心に心を込めて準備をしていま

す。とりわけ、鳥取県をはじめ、中国ブロック県人教のみなさまには大変お世話になっております。 

地元大会テーマは「しまね発 縁（えにし）と絆 ～広げよう 深めよう 人権文化」です。私たちの思いを

次世代に伝えるという大切な役目を果たしたいと思います。ひとりでも多くの方に参加していただき、人権文

化の創造をはかり、島根に来てよかったと言われる大会にしたいと思います。よろしくお願いします。 

今年の全人教第６９回大会、島根県で開催！  

挨拶する福田理事(左から３番目) 



“ふらっと“お寄りください 

鳥取県立人権ひろば 21ふらっとは、「生涯を通じて人権につい

て学習したい」「人権意識をより高めたい」「人権学習の場を確

保したい」など、人権尊重の理念に対する理解を深めたいかた

がたを支援するために設置されたものです。鳥取県立人権ひろ

ば２１の愛称 ふらっと には、一人ひとりの人権はみな同じで上

も下もないことから、均一の状態を示す英語の ｆ ｌ ａ ｔ と、だ

れでも気軽にふらっと立ち寄れる場所という意味が込められて

います。 人権図書約 5000冊ビデオ・ＤＶＤが約 500本ありま

す。学校や人推協、企業等での研修に活用されています。 

ここの入り口に「交流スペース」があり、毎月テーマを決

めて展示がされています。５月のテーマは「～性的マイノリ

ティが抱える｢困りごと｣の理解のために～でした。 

６月のテーマは「鳥取聾学校写真部生徒写真展」です。  

２０１７年度鳥取県人権教育推進協議会役員 

  ※2016（平成 28）年度～2017（平成 29）年度の２ヵ年です。    

                           

 

 

 

鳥取県人教ホームページ 

http://torikenjinkyou.sakura.ne.jp  

  

 

県人教だより”ふれあい”に関 

するご意見をお寄せください。 

メールアドレス 

torikendoukyou@cyber.ocn.ne.jp 

 

 

 

役 員 名  前 所     属 

顧 問  宇山  眞 元鳥取県人権教育推進協議会会長 

会 長  岡﨑 周治 若桜町同和教育推進協議会 

副会長  出脇 敏明 鳥取市人権教育協議会 

〃  内田 信義 米子市人権・同和教育推進協議会 

〃 森本満喜夫 倉吉市人権教育研究会 

〃  中村 勝治 境港市人権教育推進協議会 

〃  村上 成人 部落解放同盟鳥取県連合会 

理 事   寺西 健一 岩美町人権教育推進協議会 

〃  西尾 浩一 北栄町人権教育・啓発推進協議会 

〃 陶山 清孝 南部町人権会議 

〃  津川 俊仁 部落解放同盟鳥取県連合会 

〃  御舩 斎紀 鳥取県高等学校人権教育研究会 

〃  田中 朝子 鳥取県人権文化センター 

〃  大黒 恭子 鳥取県国公立幼稚園・こども園長会 

〃  米井ますみ 鳥取県人権保育連絡会 

会計監査  国岡  宏 智頭町同和教育推進協議会 

〃  土海 孝治 湯梨浜町人権教育推進協議会 

 

事 

 

務 

 

局 

 

局 長 

 古田 久憲 

次 長 

 細井  実 

書 記 

 西尾美恵子 

 

ふれあい １５５号           (４) 

＜お知らせ＞ 
昨年度まで３年

間勤務された上島
和彦局長がご自身
の都合により退職
されました。 
４月より古田久

憲次長が局長とな
り、後任として細井
実が次長として着
任しました。 
県人教事務局が

新体制でスタート
しています。今後と
もよろしくお願い
いたします。 
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