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庄内地区人口【7月現在】
（先月比）

男 性 877人 -2人
女 性 1,031人 +5人
合 計 1,908人 +3人
世帯数 889戸 +4戸

庄内公民館の仲間が無事巣立ちました

 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

「令和元年度 人権問題に関する市民意識調査」より：その① 
 

 令和元年 12 月、市民 2,000 名（無作為抽出、20 歳以上）対象に、「令和元年度 人権問題に関

する市民意識調査」（西条市市民生活部人権擁護課・西条市人権教育協議会、

27 問：小問を入れて 48 問）を行いました。（平成２６年度にも実施） 

 

‹人権にかかわる問題として特に関心のあるものを４つまで› 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者の人権問題 45.2% 

いじめに関する人権問題 45.0% 

インターネットによる人権問題 33.0% 

ハラスメント 33.2% 

高齢者の人権問題 32.1% 

部落問題 25.6% 

プライバシーに関する問題 23.7% 

（その他）女性 北朝鮮による拉致  

ドメスティックバイオレンス 外国人 

性的少数者 ハンセン病回復者 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‹差別の解消等についての法律が施行されたことを知っていますか？› 

 

（施行） ① H.28.4  

② H.28.6施行 ③ H.28.12 

知らない 名前だけ 内容も知

っている 

① 「障害者差別解消法」 50.3% 40.4% 8.5% 

② 「ヘイトスピーチ解消法」 47.2% 41.4% 10.4% 

③ 「部落差別解消推進法」 46.8% 37.4% 14.8% 

 

 

 

人権問題で関心の高かったものは、「障がい者」「いじめ」が最

も高く、「インターネット」「ハラスメント」「高齢者」「部落問題」

と続きます。平成２８年に「人権三法」が続けて施行されました。   

しかし、約半数の人は「知らない」、または、内容までは「知

らない」が３割～４割にのぼっています。 今後、内容を含めた

啓発を行っていきます。   

西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課  

‹平成 16 年 11 月に「西条市人権文化のまち‹づくり条例」を制定しま

したが、知っていますか？› 

 

知らない 83.2% 

知っている 15.2% 

 

 まず、ほとんどの人が「知らない」状況であることは課題です。更な

る啓発が必要であると考えます。  

 この条例は、平成１６年１１月から施行されており、「日本国憲法を

基本理念とし、同和問題をはじめ、女性、障がい者、子ども、高齢者、

外国人等へのあらゆる人権侵害をなくするための市及び市民の責務を

明らかにする」こと、「人権文化の根付いた明るい住みよい西条市の実

現」の２点を目的として制定・公布されました。  

 また、「人権文化のまちづくり基本計画」を具現化するものでもあり

ます。現代は、「人権」の視点を抜きにして私たちの社会、生活を考え

ることはできません。  

‹あなたの家庭では、身元調

査おことわり運動のステッ

カーを貼っていますか。› 

貼っていない 79.7% 

貼っている 17.8% 

    

 貼っていない家庭が多い

と言えます。「身元調査おこ

とわり運動」の趣旨の啓発

を含めた活動の推進をして

いかなければならないと考

えています。  

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

しばらく使われていなかった調理室の窓から

見える場所に気が付けばツバメが巣を作り、

すくすくと雛が育っていました。

かわいい雛たちはこの写真を撮った2日後に

元気に巣立って行きました。

公民館をご利用の皆様へ（当分の間、順守してください）

（1）体温を測ってからお越しください。体調不良の方は利用できません。
※体調不良の目安は発熱、息苦しさ、強いだるさ、軽度であっても咽頭痛のある方など。

（2）氏名・健康状態等、用紙の記入、もしくはQRコードの読み取りをお願いします。
（3）咳エチケット、マスク着用、手洗い、手指の消毒の徹底をお願いします。
（4）３密を回避するため、定期的な換気の実施、場所に応じて人数制限をお願いします。
※人と人との距離は、できるだけ２ｍを目安に間隔を空けてください。

現在、公民館では来館者に名簿
を記入していただいておりますが、
スマートフォンをご利用の方は、
『えひめコロナお知らせネット』
を活用していただくと、その必要
がなくなります。
簡単な操作でご利用いただけま

すので、ぜひ登録をお願いします。

①来館時に利用者が施設のＱＲ
コードを読み取り。

（来館ごとに読み取りが必要です）

②感染者確認後、濃厚接触の疑い
があるなど、必要がある場合に
愛媛県からＬＩＮＥでお知らせ
します。



庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

■日時９月１０日（木）
１３時３０分～

■場所庄内公民館
■上映
「氷点」
（昭和４１年制作）

■出演
若尾文子、船越英二、安田道代、
山本圭

※無料です。

９月の主な行事予定

【９月の休館日】

7，14，21，22，23，28日

【９月のごみ収集日】

★粗大ごみの日 10，24日（第２、４木曜日）

★古紙の日 16日（第３水曜日）

★びん、ペットボトル、スプレー缶、カセット式

ガスボンベの日 23日（第４水曜日）

※朝８時までにお出しください。

★庄内公民館

９月７日（月）

９月２１日（月）

14：10～14：40

９月移動図書館

カワセミ号

★★★ お知らせ ★★★

社会福祉協議会会費の
お礼と報告

今年も庄内地区の皆さまの温かいご支援とご

協力をいただき、下記のとおり会費を集めるこ

とができましたのでご報告させていただきます。

ご協力いただきました皆さまに、心から感謝

申し上げます。

☆社 協 年 会 費 … 634戸317,000円

社会福祉協議会庄内支部長 渡部義文

新型コロナウイルス感染症対
策で、急に休館する場合があり
ますのでご注意ください。
臨時休館となった際はご連絡

いたしますので、貸出中の本は
再開時までお持ちください。
ご理解・ご協力をお願いいた

します。
西条市に大雨・洪水・暴風の

警報発令時は臨時運休いたしま
すのでご注意下さい。

ネイチャープリントバック
体験教室

令和２年度婦人学級の第１弾では、既製の
バックにネイチャープリントを施しオリジナ
ルのバックを作ります。

※見本は公民館にあります。

日 時 ９月２４日（木）
１０時００分～

場 所 庄内公民館 第３学習室
参 加 費 １０００円
持 参 品 水分補給用の飲物
定 員 １０人（先着）
講 師 渡辺 八重美 氏
締 切 ９月１５日（火）

※定員になり次第締切
問合せ先 庄内公民館

☎６６－１０２３

表 裏

サイズ：横 38cm 縦 27cm マチ 15cm

「令和２年度敬老会」
中止のお知らせ

「令和２年度敬老会」は、新型コロナウイルス

感染拡大防止の為、式典と懇親会は中止とさせ

ていただきます。

記念品と挨拶状、米寿の記念品は９月中に婦

人会、自治会を通じて対象者の方に配布いたし

ます。

対 象 者：昭和20年12月31日以前の出生者

米寿対象者：昭和8年生まれの方

庄内地区連合自治会長 井出 信幸
庄 内 公 民 館 長 行本 隆

【問合せ先】庄内公民館 66-1023

「庄内ふれあい大運動会」
中止のお知らせ

９月２０日（日）に開催を予定しておりまし

た「庄内ふれあい大運動会」は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止の為、中止とさせていただ

きます。

なお、庄内小学校の運動会は午前中のみで開

催を予定しております。

庄内地区連合自治会長 井出 信幸
庄 内 公 民 館 長 行本 隆

【問合せ先】庄内公民館 66-1023

参加の際は、来館前に検温と
マスクの着用をお願いします。

参加の際は、来館前に検温と
マスクの着用をお願いします。

ご案内している事業は、新型コロナウイルス
感染症の今後の状況によって中止や日時が変更
になる可能性があります。

「秋まつり 子どもみこし」
運行中止のお知らせ

10月11日（日）に予定しておりました「秋まつり 子どもみこし」の運行は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、中止とさせていただきます。

庄内愛護班

第63回西条市産業祭
中止のお知らせ

11月7日（土曜日）～8日（日曜日）に開催

を予定しておりました「第63回西条市産業

祭」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため中止とさせていただきます。

ご参加・ご来場を予定されていた皆様にはご

迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしく

お願いします。

問合せ先 第63回西条市産業祭実行委員会

（事務局：愛媛県立西条農業高等学校）

℡0897-56-3611

日 曜 行 事

7 月 休館日

9 水 休館日

10 木
粗大ごみ収集日
・ふれ愛シネマ 13時30分～庄内公民館
題名『氷点』

12 土
・第1回 放課後子ども教室 10時～
（卓球教室） 庄内公民館

14 月 休館日

16 水 古紙収集日

21 月 休館日（敬老の日）

22 火 休館日（秋分の日）

23 水
振替休館日
資源ごみ（びん、ペットボトル、スプ
レー缶、カセット式ガスボンベ）収集日

24 木

粗大ごみ収集日
・婦人学級
「ネイチャープリントバック体験教室」

10時～庄内公民館

26 土
・第2回 放課後子ども教室 10時～
（ドミノゲーム） 庄内公民館

28 月 休館日


