8月は「差別を許さない市民運動推進強調月間」です
部落差別のない社会の実現に向けて
平成 28 年 12 月に「部落差別の解消の推進に関する
法律」が施行されて 2 年半が経過しました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在しているこ

を実現することを目的としています。特に情報化の進

で悩まず、気軽にご相談く

展に伴い、インターネットを悪用した新たな差別事象

ださい。
（相談日時・会場は

も発生しています。

問い合わせください）
トの配布、市ホームページ

人権 ･ 同和問題地区別研修会の開催

の活用など、全ての人の人

めていく場として実施するものです。同時に、人権を
尊重し啓発を実践する人を育てることを目的としてい
ます。
開催に当たっては、市内各地区の人権教育推進協議
会、公民館、自治会など、さまざまな団体の協力をい
ただいています。多くの皆さんに研修の主旨を理解し
てもらい、積極的に人権 ･ 同和問題地区別研修会へご
参加くださいますようお願いします。なお、各地域の
研修期日は、各地域公民館および自治会などに問い合
わせください。

防災行政無線の情報伝達訓練を
実施します

で、市長からの諮問に応じて審議を行う機関である総
合振興計画審議会の公募委員を、次のとおり募集しま
す。
石井市長から表彰状を受け取った三田武雄さん
（左）
、
杉山祐二さん
（中央）
、根岸康治さん
（右）
7 月 1 日、令和元年度行田市優秀建設工事技術者表彰式を

この他、人権リーフレッ

などを積極的に実施しています。

いての理解、さらにはさまざまな人権問題の理解を深

とから、来年度にかけて次期計画を策定します。そこ

生活でお困りの方のために、
口を開設しています。一人

研修会を行っています。この研修会は、同和問題につ

な計画です。このたび、現行計画の期間が終了するこ

ライバシーの侵害など日常

団体の責務を明らかにした上で、部落差別のない社会

毎年、全市民を対象に、差別の根本的解決に向けた

幅広い分野にわたる市の総合的かつ長期的
（10 年間）

いじめや虐待・差別・プ

人権擁護委員による相談窓

本市では法律の趣旨を踏まえ、人権啓発、相談事業

総合振興計画は、都市基盤や福祉、教育、環境など

人権を守るために

とに鑑み、部落差別の解消に関して国および地方公共

権が守られるよう、あらゆ

平成 30 年度 行田市人権
ポスター最優秀作品

る機会を通じて啓発活動を行っていきます。
みんなの人権 110 番☎ 0570―003―110
子どもの人権 110 番☎ 0120―007―110
女性の人権ホットライン☎ 0570―070―810
※いずれも月〜金曜日午前 8 時 30 分〜午後 5 時
15 分（祝日・年末年始を除く）
インターネット人権相談受付窓口
「インターネット人権相談」で検索
してください。
▶問い合わせ

市役所で行いました。
これは、市発注工事を優秀な成績で完成させた技術者を表
彰することで、市発注工事に対する意欲の高揚や品質確保な
どの向上を図ることを目的としており、今年度は 3 人の方が
表彰されました。
サイカン工業株式会社の根岸康治さんは舗装修繕工事
（持
田字藤之宮、菅谷）、小川工業株式会社の杉山祐二さんは長
野中学校屋内運動場非構造部材等耐震改修工事、小沢工業株
式会社の三田武雄さんは太田中学校屋内運動場非構造部材等
耐震改修工事のそれぞれ主任技術者として、工事現場の安全
確保や品質確保に向けた取り組みなどが高く評価されまし
た。
石井市長から激励の言葉を受けた受賞者の皆さんは、
「こ

人権推進課人権同和対策担当

（内線 221）

のような形で努力が報われてうれしく思う。また、表彰され
るよう頑張りたい」
とそれぞれ抱負を語っていました。
▶問い合わせ

人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ 2019 in 朝霞」

契約検査課検査担当
（内線 224）

全国家計構造調査にご協力ください
10 月から 11 月にかけて全国家計構造調査が実施されま

自然災害や武力攻撃などの発生時に備えて、防災行

▶日時

8 月 24 日㈯午前 10 時〜午後 3 時 30 分

す。この調査は、家計における消費、所得、資産および負債

政無線を利用した全国瞬時警報システム (J アラート ) の

▶場所

朝霞市民会館ゆめぱれす
（朝霞市本町1−26−1）

の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布および消費の水準、

全国一斉情報伝達訓練を次のとおり実施しますのでご

▶内容

①渡部陽一さん

構造などを全国的および地域別に明らかにすることを目的と
しています。

（戦場カメラマン）
によ

留意ください。
▶試験日時

8 月 28 日㈬午前 11 時ごろ

る人権講演会 ②和光国

8 月下旬から調査の対象となる地域を、県知事が任命した

▶放送内容

上りチャイム音→「これは J アラートのテ

際高等学校吹奏楽部に

調査員が巡回しますので、調査へのご協力をお願いします。

ストです (3 回繰り返し )。こちらは防災行田です」→

「かたり調査」
にご注意ください

よる演奏 他

調査員は顔写真付きの「調査員証」を携帯しています。「調

下りチャイム音

▶入場料

無料

※ J アラートとは、国が把握した時間的に余裕がない

▶その他

先着順、事前

緊急情報を市町村の防災行政無
線などを利用して瞬時に伝達す
るシステムです。
▶問い合わせ
( 内線 282)

防災安全課防災担当

査員証」の提示がない場合や、電話による問い合わせに不審
な点を感じた場合などは企画政策課までご連絡ください。

申し込み不要
▶問い合わせ
55

調査票の秘密は守られます

県人権推

進課☎ 048―830―22

渡部陽一さん

調査票の記入内容は、統計以外の目的に使われることはあ
りません。また、調査員や調査関係者が調査で知り得た情報
を、他に漏らすことは法律で固く禁じられています。
▶問い合わせ
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行田市総合振興計画審議会の
委員を募集します

令和元年度行田市優秀建設工事技術者
表彰式を行いました

差別のない明るい人権尊重社会を目指して

▶応募資格

満 18 歳以上の市内在住・在勤・在学の

方で、平日の昼間に開催する会議に出席できる方。
ただし、次の方は応募できません。
（1）
応募日現在、本市の他の審議会などの委員になっ
ている方
（2）
市職員および市議会議員
▶募集人数
▶任期

2人

10 月〜令和 2 年 12 月（予定）

▶審議会の回数

任期内で 7 回〜 10 回程度
（今年度は

3 回程度を予定）
▶謝礼

条例に基づき、1 回につき 5,000 円
（所得税

源泉徴収あり）
を支払います。
▶応募方法

住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号と、

「人口減少時代のまちづくりに関する考え」
（800 字
以内）を記載したもの（様式自由）を、8 月 30 日㈮ま
でに持参または郵送により提出してください。【持
参・郵送】〒 361―8601

行田市本丸 2―5

行田

市役所企画政策課
▶選考方法

書類選考の上決定し、結果は応募者全員

に通知
（9 月中旬予定）
します。
▶その他

提出された書類などは、書類選考のみに使

用するものとし、他の目的での利用および公表は行
いません。また、返却しませんのでご了承ください。
▶問い合わせ

同課企画政策担当（内線 313・311）

新ごみ処理場建設事業の説明会を
開催します
▶日時

9 月 8 日㈰午後 2 時

▶場所

鴻巣市文化センター 3 階大会議室 A・大会議

室B
（鴻巣市中央 29―1）
▶内容

鴻巣市郷地字魔王、安養寺字埜の各一部に建

設が予定されている新ごみ処理場建設事業について
▶対象

行田市、鴻巣市、北本市、久喜市、加須市に

在住の方または利害関係者
▶問い合わせ

鴻巣市環境課廃棄物リサイクル担当ま

たは鴻巣市都市計画課計画担当☎ 541―1321

同課統計担当
（内線 310）
2019.8

市報
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