
飯塚市の人権問題啓発活動

市民意識調査より
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新型コロナウイルス感染予防のため、
講演会開催が７月から変更となりました。同和問題啓発強調月間【7月1日～7月31日】

人権・同和問題啓発コーナー展示

各地域での人権・同和問題啓発活動

44.7％

30.8％

20.0％

15.7％

14.9％

行政の広報誌やパンフレット
マスコミの報道

市民対象の講演会やイベント
職業を通しての研修

インターネット

　飯塚市では、毎年７月の「同
和問題啓発強調月間」に、街
頭啓発や講演会などの各種
啓発活動を行っています。

コミュニティセンター１階常設展示コーナーにおいて、部落差別問題をはじめとする
さまざまな人権問題にかかわるパネルを年間５期に分けて展示しています。

・ とっても すっきり みやすかったです。胸が痛くなるような内容も、差別をなくす取り組みの大切さへと、ひびいてきます。
　入口のケース内の１年生の作文も良かった。教育って、大切ですね。(６０代、就職・結婚差別の問題のパネルを見て)
・ いじめは悪いとずっと思っています。でも、見て見ぬふりをしていた時があったから、それをなくしていこうと思いました。
　(１０代、いじめの問題のパネルを見て)

　飯塚市ではＮＰＯ法人人権ネットいいづかに啓発事業を委託し、
各自治会、交流センター単位での講演会、市内の事業所や企業で
の啓発、年2回の全市民を対象にした講演会を行っています。
　昨年度の自治会啓発は108回、地域講演会等118回、市民講演
会2回などの啓発を実施しました。
　本年度はコロナ感染症の流行のため多くの研修会が取りやめ
になりました。その中でも、「人権ネットだより」の配布や、オンライ
ンでの研修等も行っています。

　本年度の講演会は、大湾　
昇さんに「あることをないこと
にしない」の演題で講演して
いただきました。

　本年度の街頭啓発は中止し、

うちわなどの啓発物品を市内各所に配布しました。

立岩交流センター

福岡ソフトウェアセンター 社会福祉協議会

※ 飯塚市部落解放研究集会(人権フェスティバル)は、新型コロナウイルス感染予防のため中止しました。

　さまざまな啓発活動を通して、市民一人ひとりの人権が真に尊重される
まちづくりを推進しましょう。

【 展示会場のアンケートより 】
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問 人権問題に関する知識や情報を得るのに、役に立っているもの(複数回答)
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※会場には、市内小中学生の人権標語・ポスターの展示も行いました。
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