
地区名 視察研修 人数 講演会等 人数 学習講座・その他 人数 町会・各種団体人権懇談会 人数

○人権啓発チラシ作成、配布
　・新型コロナウイルス感染予防及び医療従事者及び感染者への誹謗中傷防止

2 第二
〇講演会
講師：伊藤　ひより　氏
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

〇「人権について考える2021」の冊子を購入し配布

3 第三
○人権啓発推進資料の配布
○講演会の広報
　（講演会は3月に予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大により中止）

4 東部 〇満蒙開拓平和記念館（下伊那郡） 12 ○楽団ケ・セラ演奏会 70

○フィンランド式子育て講座
　講師：水橋　史紀子　氏

16

○人権啓発講演会等の広報

○中国の家庭文化を理解するとともに、家庭料理の水餃子の調理実習
（コロナ禍のため、中止）

○学習講座及び視察研修の周知チラシを広報に併せて地区内に全戸配布

○新型コロナウイルス感染症に関する啓発チラシを地区内全戸配布

○新型コロナウイルス感染症に関するカードを入れたポケットティッシュを配布

7 安原

○JICA駒ケ根の施設見学・学習会（駒ケ根市）
紛争の発生や再発を防止し、平和を定着させることを目的の一つに
活動する青年海外協力隊を知ることで、平和や人権について考える
きっかけとする。

9
○楽団ケ・セラコンサート
ハンデを持ちながらも音楽活動を通して優しい社会づくりを目指す楽団ケ・セラの活
動内容を知るとともに、人権について考えるきっかけとする。

40 ○公民館だよりに「楽団ケ・セラコンサート」周知分掲載、配布

○生活困窮者支援相談「サポートセンターとまり木」を通して人権を考える。
　講師：サポートセンターとまり木　理事長　八木　航　氏

22

○ジェンダーと人権について
　講師：信州豊南短期大学講師　小濱　知実　氏

31

○人権啓発資料の作成、配布

9 白板
○多文化共生テーマに外国人の人権の講演会を企画
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

○人権教育啓発推進センターの教材「外国人の人権」を用いて学習会を実施。 17
○人権教育啓発推進センターの教材「外国人の人権」を
用いて学習会を実施。

10 田川
○平和記念コンサート（演奏会）
演奏：狭間　壮　氏　　はざま　ゆか　氏

40 ○人権啓発資料の作成、配布

11 庄内
○人権啓発講座「庄内ゆめひろばクリスマスコンサート」
講師：楽団ケ・セラ

66

12 鎌田
○鎌田小学校、開明小学校児童が書いた「平和を祈る詩」作品展（12/15～1/20）
　・参加した小学校や公民館関係団体へ人権啓発品を贈呈

148

13 松南
○「よくわかる発達障がい講座」
　講師：新保　文彦　氏　（長野県松本圏域発達障がいサポート・マネージャー）

84

14 島内

○長岳寺、満蒙開拓平和記念館、昼神温泉郷
生きるとは…。「いま、伝えなければならない満蒙開拓の歴史」
　終戦間際の満州国で無残に奪われていった命と満蒙開拓の歴史を
学ぶことで、現在新型コロナウイルスの影響で失われていく命の尊さや
生きることについて、自分たちへ問いかけるきっかけにする。

26

○人権を考える住民の集い「島内・島立ふれ愛コンサート」
　地元小中学生や音楽家によるコンサートを通じて、平和等について考えること
で、全ての住民が尊重される地域社会を目指す。
出演：島立小学校、松島・高綱中学校、原田　靖子　氏（オルガニスト）

140

15 中山

○満蒙開拓平和記念館（下伊那郡）
満州事変から第二次世界大戦後までの間、多くの日本人が国策として
満州国に入植した。戦中、日中双方に多くの犠牲者を出した満州開拓
の歴史に触れ、人権尊重や平等の理念に関する理解を地区内での人
権啓発事業を推進するため視察研修を実施した。

15
○令和2年度中山地区平和式典　講演会
　テーマ：満蒙開拓の歴史について
　講師：満蒙平和記念館　寺沢館長

30

○学習講座
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

○人権を考える住民の集い「島内・島立ふれ愛コンサート」 140

17 新村
〇貞享義民記念館・窪田空穂記念館（安曇野市）
　貧困の中百姓一揆を起こした加助騒動と、窪田空穂と死刑囚「島秋
人」との関係性を学び、それぞれの歴史から「生きる」について考えた。

20
〇人権啓発活動の一環として新型コロナウイルス感染症
に関する人権侵害防止のチラシ配布

18 和田
○人権啓発コンサート
　出演：NPO楽団ケ・セラ

21 ○人権啓発パンフレットの配布 ○境公民館　ビデオ鑑賞「ドキュメンタリー結婚」 5

19 神林
○満蒙開拓平和記念館（下伊那郡）
テーマ：満蒙開拓の悲惨さを学習することで、平和について改めて考え
る。

12 ○人権啓発資材による人権啓発活動の推進

20 笹賀
○笹賀地区オリジナル人権啓発A4クリアファイルを作製し地区全戸配布及び公民
館ニュースにクリアファイルの配布案内と人権啓発メッセージを掲載

○人権啓発ふれあいコンサート
　出演：ＮＰＯ法人ケ・セラ　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

①

⑬

8 城東
○ポール・ラッシュ記念館（山梨県北杜市）
テーマ：ポール・ラッシュの生涯と戦後の清泉寮発展の歴史を通して、
人権について学習を深める。

芳川
○視察研修
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

⑬

④

⑬

②④
⑬

16 島立

⑬

21

④

⑬

⑬

⑬

④

⑬○岡谷市立蚕糸博物館（岡谷市）ガイド付きバス研修

⑬

⑬

⑬ 21

城北5 18

○平和を語る会
講師：松本市人権・男女共生課　課長補佐　藤松智彦　氏
（人権が尊重される安全・安心のまちづくりをめざして）
・ビデオによる人権啓発　鑑賞「親愛なるあなたへ」

⑬ 36

分野

⑦ 25

④ 11

○多文化料理講座「韓国料理　白菜キムチ漬け」
　講師：尹　成子　氏、孫　謄光　氏

6 中央
○新型コロナウイルス感染症、エイズ、HIV、ノロウイルスやインフルエンザについて
講師：信州大学名誉教授　日本ウイルス学会員　山田　喜紹　氏

⑧ 13

令和２年度　松本市人権学習実施状況　※地区人権啓発推進協議会及び地区公民館主催分

分野 分野 分野

⑬ ④

⑤

⑦⑦

⑬

②

④

1 第一 ○社会福祉法人　日本聴導犬協会（上伊那郡宮田村）

○イタイイタイ病資料館（富山県富山市）
テーマ：「克服の歴史」を学び、環境と健康の大切さ、生きる上で大切な
メッセージを知る。

⑧ 13

⑬



地区名 視察研修 人数 講演会等 人数 学習講座・その他 人数 町会・各種団体人権懇談会 人数分野

令和２年度　松本市人権学習実施状況　※地区人権啓発推進協議会及び地区公民館主催分

分野 分野 分野

○芳川地区ファミリースポーツＤＡＹ　生涯スポーツ・パラスポーツ体験
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

○人権学習会 1

○寿地区人権学習講座「星に語りて～Starry　Sky～」上映会

○寿公民館なうにて人権学習講座の案内を実施

○寿地区福祉の文化祭実施
　（中止）

○「めぐみ　引き裂かれた家族の30年」上映会への参加 1

○寿台公民館内に人権啓発パネルコーナーを設け推進
○人権啓発クリアファイルを購入（寿台町会連合会役員研修会を兼ねた講演会に
て配布予定であったが、新型コロナウイルス感染防止対策により、中止となったた
め今後配布予定）

○ハーモ美術館（諏訪郡）、茅野市尖石縄文考古館（茅野市）
テーマ：近代ヨーロッパに生きた画家たちの苦悩と選択

8

○テーマ：松本藩の百姓一揆と堰（灌漑用水路）（安曇野市） 13

○茶臼山動物園（長野市）
テーマ：こども自然科学体験会

15

○めぐみ　－引き裂かれた家族の30年間（上映会） 1

○第57回長野県部落解放研究集会（オンライン受講） 1

○古文書に学ぶ松本領内の被差別部落（オンライン受講） 1

○解除できない原子力緊急事態宣言と原子力マフィアの犯罪
講師：小出　裕章　氏

1

○災害復興と公民館（地域づくり研修）（オンライン受講） 1

○視察研修、講演会の地区回覧及び全戸配布を実施

○講座や講演の資料は可能な限り参加者に紙媒体で配布

○公民館報1月号に上記視察研修の記事を掲載

○視察研修等の広報

○人権啓発ビデオ鑑賞 27

27 里山辺
○満豪開拓青少年義勇軍の招集から現地での生活に至るまでの証言と、ソ連軍侵
攻後の逃避行やシベリア抑留についての実際の体験談を聴講した。
　講師：市内に住む戦争体験者

50 ○今年度実施した講演会について、配布冊子を作製し地区全戸へ配布した。

○春待ち寄席
講師：松川落語会〈風まんだら〉

15

○史跡ウォーキング～今井の戦争遺跡を巡る～
講師：原　勝美　氏

16

○人権啓発資料の作成

○異文化料理教室（インドカレーの作り方）
講師：シルプカー・アシシュ　氏

9

○人権啓発冊子「スポーツを心から楽しむために！セクハラ・暴力のない環境を」
の配布

○人権啓発に関わる講演会
　演題「人権と戦争　戦死者を祀る」
　講師：原　明芳　氏　（安曇野市豊科郷土資料館　館長）

34

○人権啓発コンサート
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

31 四賀
○長野県人権啓発推進センター（新型コロナウイルス感染拡大のため
中止）
○松代大本営象山地下壕（新型コロナウイルス感染拡大のため中止）

○人権に関する書籍を購入し、四賀公民館図書室の蔵書とした。

○ピアノコンサート
　ピアニスト　大月　裕夫　氏

64

○落語で笑おう!
　落語家兼笑い療法士　和泉家　志ん治　氏
　（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止）

○奈川地区人権啓発学習（DVD鑑賞）「桃色のコレクション」
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

○人権啓発資料の作成、チラシ配布等

○長野県部落解放研究集会 1

○人権啓発DVD上映「コロナウイルスの3つの顔を知ろう」
　梓川公民館地域づくりセンター　ロビーにあるテレビで上映

○ボッチャ体験会（年齢や障がいの有無は問わない）
　講師：元日本ボッチャ協会審判員　田口　真紀　氏
　　　　　　　　　ボッチャサポーター　　中條　文雄　氏

25

20
④⑬

30 本郷 ○満蒙開拓平和記念館（下伊那郡） ⑬ 14

⑬

⑬

寿
○県内人権先進地視察研修
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

⑬

○満蒙開拓平和記念館（下伊那郡）
テーマ：日中双方を含め、多くの犠牲者を出した満蒙開拓の史実を通じ
て、戦争の悲惨さ、平和の尊さを学び、人権感覚を磨く機会とする。

⑬ 30

○松代大本営の跡地（象山地下壕等）及び「もうひとつの歴史館・松
代」の視察研修　（長野市）
テーマ：松代大本営の知られざる歴史
講師：原　昭己　氏（松代大本営研究会代表、「もうひとつの歴史館・松
代」解説委員）
　①事前学習
　②視察研修

①
⑬

14
22

33 奈川  

34 梓川

①②

⑬

⑦⑪

④

⑫

⑬

④⑬

○人権ポケットブック⑦障がいのある人と人権の購入、地区内回覧

⑦

26 ○満蒙開拓平和記念館（下伊那郡）

今井

⑬

29 内田 ○浅川伯教・巧兄弟史料館（山梨県北杜市）

⑤

⑬

⑫

⑤

25 岡田
○基本的人権としての自立生活
　　～信州共働学舎の半世紀とこれからのこと～
　講師：宮嶋　信　氏（特定非営利活動法人信州共働学舎代表）

⑬

⑬

入山辺

28

22

24 松原

⑬

23 寿台

○寿田町町会において町会人権懇談会を実施。日常生
活に潜んでいる人権から子ども、女性、高齢者での人権
まで紹介した学習DVDの鑑賞と意見交換の実施。

芳川
○視察研修
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

①②
③

21

⑬

○公民館報により記事掲載
○人権啓発推進協議会による全戸配布広報

⑦

⑤

14

27

⑧⑪
⑬

①②
③④
⑦⑧
⑪⑬ ①②

③④

29

32 安曇

○人権について考える講演会とポスター展　（ポスター17枚）
　テーマ：ポスターに見る様々な人権について
　講師：長野県人権啓発センター　人権啓発・相談員　町田　秀敏　氏

24

④



地区名 視察研修 人数 講演会等 人数 学習講座・その他 人数 町会・各種団体人権懇談会 人数分野

令和２年度　松本市人権学習実施状況　※地区人権啓発推進協議会及び地区公民館主催分

分野 分野 分野

35 波田

○満蒙開拓平和記念館（下伊那郡）、長岳寺
　テーマ：「満蒙開拓の歴史からみる人権と平和」
　満蒙開拓の史実を通じて、戦争の悲惨さ、苦難の歴史、平和の尊さを
学ぶ。

15

○人権・歴史講座「満蒙開拓の歴史からみる人権と平和」
　満蒙開拓の史実を通じて、戦争の悲惨さ、苦難の歴史、平和の尊さを学ぶ。
　講師：三村　修一　氏（21区町会在住）
　梓川高等学校作成「満蒙開拓紙芝居」上演
　出演：梓川高等学校生徒会の皆さん

51

○日本語講座（波田・中央・松南・芳川・庄内公民館） 709

○松本市ヤングにほんご教室（４月～２月、全７１回） 1,050

○松本みんなのにほんご教室（４月～２月、全６７回） 883

○木曜午前ボランティア日本語教室（全３０回） 339

○松本国際ふるさとまつり「第１０回こいこい松本」
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

○聴覚障害者と学ぶ成人学校（全５回） 77

○手話教室（昼・夜の部、各１０回） 132

○日本語ボランティアきっかけ講座（全２回） 41

○地区人権啓発推進連絡協議会総会時研修会
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

○関係書籍、ビデオ、DVD等の貸出し
○各種研修会等への参加

○人権啓発事業内リーダー研修会（全４回）
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

○広報等を利用した啓発活動
　広報まつもと「心の橋をあなたから」 （計４回）
　　「人権特集号」 （１１月号）

○啓発パンフレット等の配布（随時）

○人権啓発動画作成
　「今試される本物の人権意識
　　　～withコロナ時代　こころがつながる地域社会をめざして～」
　松本市との共催　市ホームページで動画配信、会員企業への周知

○人権関係団体協力事業
　人権擁護委員街頭啓発活動への参加協力
　部落解放・人権政策確立要求松本市実行委員会活動
協力

○人権啓発講座
　「古文書に学ぶ松本領内の被差別部落の歴史」
　講師：高木美好　氏

83

○「人権映画の日」（全８回）
　（全１２回を予定していたが、４月～７月の４回は新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止となった）

102

○人権啓発ポスター展
　（新型コロナウイルス感染所による臨時休校の影響で中止）

※新型コロナウイルス感染症拡大により、開催中止 〇パレア松本主催（関係）講座

・女性のための離婚に関する法律セミナー（2回） 31

290 454 4,287 25

人権課題

　①女性

　②子ども　

　③高齢者　

　④障害者　

　⑤同和問題

　⑥アイヌの人々

　⑦外国人

　⑧HIV感染者・ハンセン病患者・新型コロナウイルス感染症等

　⑨刑を終えて出所した人

　⑩犯罪被害者等

　⑪インターネットによる人権侵害

　⑫北朝鮮拉致被害者害

　⑬その他（平和）

　⑬その他（性的マイノリティ）

　⑬その他（その他）

計

⑬

89

4

0

0

3

2

17

19

1

5

2

15

4

0

11

件数

　
○企業人権啓発推進連絡協議会総会時研修会
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

6

⑬

⑤

人権
共生課 ①

⑦

人権
共生課

○人権を考える市民の集い講演会
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
　※代替事業として人権啓発動画を作成

⑦

⑦

⑦

⑦

④

36
中央
公民館

⑬

5,056

 

37

④

令和２年度人権学習実施状況
（課題別割合）

①女性

②子ども

③高齢者

④障害者

⑤同和問題

⑥アイヌの人々

⑦外国人

⑧HIV感染者・ハンセン病患者・新型コロナウイルス感染症等

⑨刑を終えて出所した人

⑩犯罪被害者等

⑪インターネットによる人権侵害

⑫北朝鮮拉致被害者害

⑬その他（平和）

⑬その他（性的マイノリティ）

⑬その他（その他）


