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第４回 鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会 会議録 

 

１．日 時  平成２４年３月１５日（木） 午後１時３０分～３時３０分  

２．場 所  鳥取市人権交流プラザ２階会議室 

３．出席者 

  (委員)上山弘子会長、池本道子委員、一盛真委員、今度珠美委員、小谷喜典委員、 

坂根政代委員、田中くに枝委員、藤田和子委員、松井満洲男委員、森田孝明委員 

委員１１名サポーター１名出席 

※欠席 木下義臣副会長、薛幸夫委員、徳本秀雄委員、山本誠代委員、吉田裕治委員 

 (鳥取市)人権推進課長、人権推進課長補佐、人権推進課係長、人権推進課係長 

人権推進課主任、中央人権福祉センター副所長 ７名 

４．協議事項 

(１) 鳥取市人権施策基本方針の改訂素案に対する修正ついて 

(２) その他 

 

《開 会》 

会長  みなさんこんにちは。 

本日は年度末のお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

これより第４回鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会を開会します。 

まず報告です。意見書に関して、２月３日金曜日、木下副会長と一緒に市長さんへ意見書

を手渡しました。その際には、報道も４社来られまして、翌日の新聞記事になりました。 

市長さんからは、議会の方が決定すべきことではあるが受け止めさせていただくということ

でご返答はいただきました。けれども、それ以上踏み込んだお話はできなかったということ

です。それから以降の動きにつきましては、また後程、事務局の方から報告させていただき

たいと思います。第一歩、動き出したということで、皆さんには了承していただきたいと思

っております。以上、報告をさせていただきます。 

それでは、意見書を提出した以降のことの動きを事務局お願いします。 

 

事務局  ２月３日に意見書を提出されて以降の経過を申し上げます。２月６日に議長さんにその内

容を伝えました。議長さんは議会の中では結論が出ているということでした。 

２月１３日に民団さんが市議会に対して年末に出された要望書の追加で要望書を出され

ているという経過でございます。２月２９日に陳情に対する意見書が市議会の総務企画委員

会で陳情が不採択ということでございました。 

 

会長  私の家の方にも個人的にお電話をくださるかたもいらっしゃって、かなり関心の方は持っ

てはいただいたのですが、またこの協議会でもしっかり方針の方も協議ができたらなと思い

ますので、どうぞよろしくお願いします。 
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会長 それでは、出席確認をお願いします。 

 

委員  先程、事務局が２月の６日に議長に内容を伝えたと。それで、議会の中ではもう結論が出

ているという話がありました。ただ、私たちの意見は、結論が出ておろうと出ておるまいと、

私たちの意見を各議員さんにお知らせくださいという趣旨だったと思います。 後の方の文

章はそうなっていると思いますが、それについてはどうでしょうか。 

 

事務局  議長に事務局で意見書の説明をしました。それで、文書を付けてということではないので

すけど、こういうことがありましたので、お知らせしますと。市長も議会に伝えますという

ことだったので、議会に伝えさせていただきました。そのあとは、議会の対応ということで

帰りました。 

 

委員  分かりました。 

 

会長  はい。よろしいでしょうか。それでは改めて出席確認をお願いいたします。 

 

事務局  はい、欠席連絡を受けております。委員５名の欠席でございます。過半数でございますの

で、この協議会は成立するということを報告いたします。 

 

会長  はい、ありがとうございます。それでは協議に入ります。 

この前から基本方針の改訂ということで皆さんのご意見をいただきながら、進めてまいり

ましたけれども、前回変更したいというところで修正をお願いしたところの資料を事務局の

方が作っていますので、説明をお願いします。 

 

事務局  資料は、資料２-１の案で、先回のところを赤で書いています。 

まず１ページ目が和暦を西暦に直しています。次頁、１章の 1項という項を、３項にして、

項を残すかどうか、改めて次回協議しますということでございます。 

３ページは、事務局案のところはかっこをつけて、④です。それから、③、④のところが修

正です。資料２-1 案のところ、ですからというのは、これは取る。それから、４番目の先程

の項をおこすかどうかを協議する。これが先回の議論を記録したものでございます。 

 

会長  先回のところまでは、こういう格好にしましたけども、まだまだこれについては改めて見

ていく必要があると思います。順番を変えるということも出てきておりますので、このまま

続けさせていただいて、文章ができてから、順番の入れ替えとか、その項目立てをどうする

かというところは進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、人権施策とは、というところです。これを入れるかどうかという話を前回させ

てもらっていたと思うのですけども、その辺も含めたところで、ご意見をいただけたらと思

います。 
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素案の方が出ております、資料２―１の３ページです。 

基本理念は一応これでよしとしますか。 

３からいきますか、人権施策とは、というところ、こういうところをちょっと協議してい

こうかと思います。これについては、まだ修正はまだ出来てないという状態です。 

 ４ページ。まず、人権施策とはというのを入れるのかどうなのかというところを、まずお

伺いします。 

 

委員  私の提案は、やはりきちんと人権施策とは何を意味することなのかという定義の説明を入

れた方がいいと思って、今回提案をさせていただきました。 

私も読み返して、 後の段落の「これらから」というところがあります。これらから条例

に示さているという、ここは上の２つの段落とちょっとだぶった表記になっているので、削

除しても差し支えないと思ったところです。 

 

会長  ４ページ下の４行を削除してもいいかなという提案もいただきました。 

 

委員  だぶっているというのはどことだぶっていますか。 

 

委員  全体的な意味合いがだぶって表記してあると思ったところです。 

 

委員  後の方を削除してもいいと言われた４行の中には、人権意識の高揚を図るための施策以

外のものを意味していると理解し、人権施策を構築してというふうになっているのですけど

も、この言葉というのは、どこか他にもありますか。 

 

委員  それは具体的に同じ文言ではありませんが、２段落目の人権施策とは人間らしく生きる権

利を保障する全ての施策のことを総称しています。その内容は基本的人権を市民に保障する

施策であり、差別や人権侵害によって損なわれている人権を市民に回復、あるいは保障する

という施策です。また、差別や虐待などの人権侵害をなくすために取組む施策であり、人権

意識を育む教育啓発ですということで、ここに全てを網羅したような書き方をしているので

はないかというふうに思って、下はちょっとまとめ的な文章ですが、内容的にはだぶるかな

あと思ったものですから、そういう提案です。勿論だぶってでもこれを残した方が文章のし

まりみたいなところもありますので、いいという考え方もあるのかも知れません。 

 

委員  私は、 初の人権擁護に資する施策及び人権意識の高揚を図るための施策という、これの

推進のためにと書いてある、ではなく削ろうとしている部分と、ちょっと意味が違うと思う

のです。２段落目からみるとそうだと思うのですけど、その１段落目の意識の高揚を図るた

めの施策って残っているところがありながら、 後に言おうとしているところと何か私は違

うことを言っていると思うので、削るのであれば、上の方の言い方を変えた方がいいかなと

思うのですけど、意識の高揚を図るため、施策をかけるということと、それ以外の、その施
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策以外のものを意味しているっていうこと、全然違うことなので、肝心なところを削っては

いけないと思うのです。 

 

委員  言わんとすることは、同じことを言っているのだと思うのですが、表現的に残すか残さな

いかということだと思うのです。委員が言われる、以外のものというのが、私は２段落目に

記してあるのではないかと、中身的には。意識の高揚以外のことも施策も全部謳っています

ので、ある部分だぶってしまうのかなと思って、先回からあまり文章が長いというのもあっ

て、ちょっと気になりつつ自分でそう思ったということぐらいです。ただし、どうしても文

章は初めの導入があって、それで深化があってそして 後のまとめがありますので、そうい

った意味でまとめ的に残すべきだということであれば残してあった方がいいと思いますが、

先程言ったように、ちょっと文章の長さとかを含めて懸念したものですからそういう発言を

させてもらったということです。 

 

会長  他の皆さん、どうでしょうか。ご意見をいただきたいのですが。 初のところで人権擁護、

人権施策の意味するものについて示しておきましょうということで１段目があります。 

２段目のところで人権施策とはということで内容が書いてあります。そういう意味からい

うと、人権擁護という言葉について、文言については、このこれらからというところがそれ

の説明になっているというふうな理解もできるのではないかと思うのですが、この擁護の言

葉の説明をするという意味ではどうでしょうか。 

 

委員  そうですね、締めがなかったですね。 

 

委員  はい。私も委員さんの意見の方で、残して、 後の４行は残して上の方を整理するのだっ

たら整理するということで、上はこの条例のことを、説明し、出してあるということですの

で、丁寧に分かり易くしてあると思うのですけども、だからこの４行、 後の４行は残した

方がいいと思います。 

 

会長  後は残して、上の１段目をちょっと整理しようかという意見が出ましたが、いかがでし

ょうか。 

 

委員  前段がちょっと長いというか、見出しで人権施策とは言っておきながら長くして、前置き

がちょっと長過ぎるし、条例の表記は何だか訳が分からない。言いたいことは分かるけども、

もうちょっと簡単に言えないでしょうか。丁寧に言ってありますけれども。 

 

委員  １条をそのまま持ってきていますからね。 

 

委員  せっかく甲、乙になったら、もう 初から施策とはで切り出してもいいぐらいだと思うの

です。 
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会長  人権施策とはということで、切り出すということになると、人権擁護という言葉が出てこ

なくなってしまうので。 

 

委員  それは下を、その４行で、条例に記されている人権擁護ということで切り出してあるから

いいのではないか、その２段だというと、３段で、２段目でほとんど伝わると思う。 

 

会長  いかがでしょうか。 

 

委員  それがいいかもしれない。ここの条例文、中身は委員が言われたように記述をしなくても

人権施策とはと持ってきてもいい。というのは、その上の行にあらゆる人権侵害をなくする

ために、鳥取市の人権施策を積極的に推進していきますと書いてあるから、人権施策とはと

持ってきても繋がります。 

 

委員  それで、あえて人権擁護というのが条例の中に言ってあるから、これに続けて条例に記さ

れている擁護の意味をここに謳っているわけだから、むしろ前半は取ってもいいぐらいだと

思う。 

 

委員   １段目はみんな取って、２段目の人権施策とは。 

 

会長 どうでしょうか、１段目を取ってはどうかというご意見の方が多数出ていますが。 

 

委員  人権擁護について、具体的に書かれたところというのが見えないのです。以前のところで

は出てきていました。 

 

会長  人権定義ですか。 

 

委員  １３ページにありますね、人権擁護の推進についてというのが。 

 

委員  これはもう少し後の議論になると思うのですが、そうなると、ここがやはり弱いですよね。 

 

会長 では、 初の１段目を取って、２段目、３段目は活かすということでいいでしょうか。 

いろいろこれは文章を見直した状態でご議論ください。よろしいでしょうか。 

 

委員  はい。 

 

委員  初の人権尊重の基本理念のところは、このままで皆さんはもう決められたということで

しょうか。 
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会長  どうですか、人権尊重の基本理念のところ。 

 

委員  ここは、よろしかったのでしょうか。 

 

委員  ここをもう１回確認をしようかということで。 

 

会長  ここは書き方を、全部羅列するのか、そうじゃないのかというような議論をさせていただ

いて、そのときには、条例に沿った案の書き方をしている、それを活かす、なお且つ、社会

状況の変化により新たな人権が生じているという、そういう文言についてはちょっと正確な

ものではありませんが、そういう言葉を足してはどうかというようなことでまとめたいとは

思っています。これについてももちろん議論はしていかないといけないです。時間をさいて、

委員で議論をさせていただいたと思っていますけども、大事なところですからここで議論を

させていただいた方がいいかも知れません。 

 

委員  そうですね、はい。そう思います。 

 

会長  それでは基本理念というところを読んでいただきましょうか。 

 

委員  この理念については、委員さんが出された、修正がいるというようなところで、上げられ

ているというところです。また、それについては委員さんの方が出された修正案も、実はど

うするのかというようなこともまだ話をしていないと思っています。 

 

委員  委員さんの基本理念で、私は、大筋はこれでいいかと思うのですが、インターネットにお

ける人権侵害等の課題も生じてきているという、まだインターネットの人権侵害ぐらいしか

新しい課題が出てきていないのかなという感じがするので、新たなという文言が必要かなと

いう思いがします。あと、具体的に列記されたものが２ページ 後の方にあるのですが、部

落差別をはじめ、女性、障がい者、子ども、高齢者、在日韓国朝鮮人をはじめとする外国人、

感染病回復者をはじめとするさまざまな人権に関する差別というのがあるのですが、これ以

外の差別もあるのです。なので、ここまで具体的に全て列記するのであれば、やはりそれ以

外の差別もあるよというような表現もあるべきかなあと、例えば、その新たにできた差別と

しては、福祉の問題や他の問題などもあると思うのです。そういった新たな課題、そしてこ

れからまた新たに発生するかも知れない、新たな差別も全て考慮し、これを読むと、ここに

列記してある差別しか鳥取市にはないのかなという感じがするのですが、実際にはそうでは

ない。そういう具体的に書くのであれば、それ以外の差別もあるという表現もあった方がい

いという感じがいたします。 

 

会長  前回もそういうご意見をいただきまして、これについては、条例の記述をそのまま持って

きているという事務局の説明がありました。ただ、それを変更するとすれば、新たな人権問
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題を後に続けるというようなことになるのではないかということをもらっています。そこの

ところで、何々を初めとするというような書き方をするのがいいのかというような意見も頂

きながら、どういう列挙をするのがいいのか。こうやって議論をする中で、福島というのが

出てきましたよね。 

 

委員  これをまたむし返すようですが、私は、本当は列記したくないのです。列記すると、他に

ないのかということになってしまうので、本当はもうあらゆる差別に対するそういう書き方

でいいのではないかと思うのです。前回それはいいということになりましたので、いいので

すが、ここに列記してあるもの以外にも深刻な差別や人権侵害の問題はあるよということは、

変わるような表現にして欲しいなという思いはあります。 

 

会長  分かりました。はい。まず１点目です。しかしながらというところ、社会的状況の変化に

よりインターネットにおけるという文言が入りますが、これについてはインターネットだけ

が問題ではないよというところで、新たな人権課題も生じて来ているというような文章にし

てはどうかということでいいですかね。 

 

委員  インターネットにおける人権侵害など新たな課題、新たな課題もという、新たなというだ

けでも、それをインターネット以外もの。 

 

会長  インターネットは残すということですね。 

 

委員  今のは、インターネットにおける人権侵害等の新たな課題も生じており、でいいですね。 

 

委員  はい、そうです、はい、ここね。 

 

委員  それともう１つは、委員が言われたように、それは差別の問題に限らず、人権の課題でも

そうなのですよね。 

 

委員  そうです。 

 

委員  取り上げられる課題はあるけれど、取り上げられない課題だって、取り上げられないって

言ったら表現が悪いですけれど、意識されない。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  取り上げることによって、意識化はできるのだけれど、取り上げないのは、こう意識化さ

れないという課題が、常に、それは差別の問題にしろ、人権侵害の課題にしろ、あると思う

のです。 
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委員  重要視されているかどうかの部分。 

 

委員  そういった意味で言うと、いずれというか、どの時点をとっても、どれをとっても、やは

り限度はあると思うのです。ただし、問題提起はしておくというところがあって、私は、４

ページ目には、先回これが条例に載っているということもあって、それぞれを列記したので

す。 

 

委員    どっちを読んでいるのですか。 

 

委員  初めの、前回の４ページの２－１の資料の４ページです。 

 

委員  今日の資料でもいいのですね。今日の資料の３ページ。３ページ目の上から２段目です。 

 

委員  ２段目の病気に関わる人等に対する差別があります。その次に、差別など全ての差別や虐

待、中点、２行目の差別がありますね。その前に、対する差別など全ての差別、そこに挿入

します。全ての差別・虐待やあらゆる人権侵害をなくすため、虐待等に取組みを取って、虐

待やあらゆる人権侵害をなくすため、鳥取市の人権施策を積極的に推進していく。こういう

表現にしたらどうだろうと思います。 

 

会長  どうでしょうか。今ので、いいですか。もう１回読み上げますか。 

 

委員  ２ページ目の終わりからちょっと読んでみます。 

 また、差別のない人権尊重社会をつくるため、部落差別をはじめ、女性、障がい者、子ど

も、高齢者、在日韓国朝鮮人をはじめとする外国人、ハンセン病回復者をはじめとするさ

まざまな病気に関わる人などに対する差別など、全ての差別・虐待やあらゆる人権侵害を

なくすため、鳥取市の人権施策を積極的に推進していきます。 

     

委員  すみません。新たな差別とかっていう、何か入っていましたか。 

 

委員  いや、新たな課題っていうことを言っているので、また新たなって言うと言葉が重なると

思います。など全ての差別という表現にしました。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  新たなっていうのは、真ん中辺に入れるっていうことですよね。人権侵害の新たな課題。 

 

委員  だから、人権侵害のところです。 
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会長  インターネットにおけるっていうところは、新たなというのが入ります。どうでしょうか。 

 

委員  言われてすぐに返答をしろということが難しいです。 

 

委員  いやいや、私も無理があると思う。やっぱり１つずつの問題を全部こう、取り上げようと

思うと、なかなか難しい、言いきれないと思います。 

 

事務局  この理念の、基本理念のところの 初の部分は、条例の前文を持ってきてあります。さっ

きの話では、その中に新たなを追加するという感じになるのです。 

 

委員  ああ、そうですか。 

 

事務局  その前に、条例の前文をこのまま持ってくるかどうかというのを、これが必要なかどうか

です。 

 

会長  そうですね。条例の前文でした。変えられないのですね。 

 

委員  だから、私の提案は、条例前文を持ってきているけれど、条例前文でもなくてもこういう

ことを言わんとする文章にしたらいいのです。そしたら、先程の問題は解決です。 

 

委員  このきちんと条例の前文というようにくくってしまうからいけないのですから、これは取

らないと、新たなっていう文言を入れるわけにはいかないですね。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  それで、もうちょっとオリジナルな文章にした方がいいですね。 

 

委員  そうしましょう。 

 

委員  原文そのままではなくて、内容としてはこれと同じだけれども、文章的には少し考えてい

く。 

 

委員  読むと支障がありますね。 

 

委員  そうなると、素案は、簡潔に書いてあるのでいいと思います。 

 

委員  私がこだわった理念の中の中身は、文書は整理をしてもらったらいいのですが、人権尊重

の基本理念は、市民同士、個人個人の問題であるだけではなくて、まさに人権というのは、



10 
 

堅い言葉で言うと、国家・行政が、保障すべき観点なのです。それをただ単に市民との協働

というような、ちょっと乱暴な言い方をしますと、耳当たりの良いような、そういうような

言葉だけで中身がなく、過ごされてはならないという、そういう考え方をきちんとここには

位置付けておくということが必要じゃないかと思うのです。 

 もちろん取組みはやっぱり市民との協働なしには取組みはできませんけれど、人権の保障

という観点で言うと、そもそも何が大事にされなければならないかというところを位置付け

なければならないということを、この基本理念にしっかり入れておかなくてはいけないなと

いう思いなのです。ただ、その文章を作るのに、なかなかいい案が出ないということです。 

 

委員  委員の思いは、どこに反映されていますか。 

 

委員  憲法のところじゃないですか。日本国憲法においての法の下の平等。 

 

委員  でも、それは素案にも入っていますよね。 

 

会長  それは素案にも入っています。 

 

委員  委員の言われる基本理念と素案と違っているのは、先回いただいた方の資料２-１で見る

と、３ページになるわけですが、全ての人間は、これ、これのという、定められているとい

うところは同じですよね。資料２-１の方には、加えて私たちは部落差別を初めとするあら

ゆる差別の解消と人権の確立に努めてきたというふうに鳥取市のものが入っているという

ことと、それと同じ意味合いになると思うのですが、この後半の部分ですね、条例前文に書

かれているようにから始まって、これは条例前文のところですよね。そこのところですか。 

 

委員   それとは違うでしょうね。 

 

委員  それで、委員の言われるようには、鳥取市はこのようなことをしてきた、あるいは鳥取市

はこれを目指すというふうに、きちんと鳥取市とか、自分たちがというところが入れてある

後の文章も、人権侵害をなくすために鳥取市の人権施策を積極的に推進していきますとい

うふうに入れてあるところが、多分素案とくっきり違うところで、素案の方では割合その辺

を曖昧に、市民と共に取組んでいきますって言って片づけてある、片づけてって言うのはち

ょっと変な言い方ですけれど、そういうやり方なので、やっぱり鳥取市は、これこれをする

のだっていうことをきちんと謳う方が、基本方針としては相応しい書き込み方かなというふ

うに思います。 

 

会長  そういって、前回、委員が言われているのはそういうことでしたね、鳥取市の取組みが分

かる方がいいということでご意見をいただいていたと思います。 
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委員  でも、文章が括弧の中にきちんと、条例前文をそのまま持ってきたという表現は、やっぱ

り少し堅い、読んでいてとても堅い印象ですので、この括弧にこだわらないで、文章的に素

直に読む人が読めるようなかたちに文章を修正していくようなかたちでしてはいかがかな

と思いますが。２－１案を基本に。 

 

会長  というのはいかがでしょうか。 

 

委員  この前文は載せなくてもいいのですか。 

 

委員  たまたまいい文章だと思ったから持って来たくらいのことです。もう１つはやはりこの前

文の中にある部分でいうと、この条例の全体的な考え方が書かれているというところもあっ

て、ここを持って来たのですが、ただ、これはどうしても前文がないといけないというもの

ではなくて、こういうような内容のものが位置付けられるというところが大切というふうに

思っております。 

 

委員  とてもよく分かりました。それで、委員から、差別や偏見は人権侵害をもたらすものであ

ることからというところも、ちょっとひっかかるのですが、人権侵害というのは差別や偏見

だけではないわけですよね。なので、この書き方だと差別や偏見だけを人権侵害と捉えて、

それが許されない社会を基本的社会ということになってしまうので、その表現も。 

 

委員  ただ、その辺は検討したらいいと思うけれど、前文にはあるのです。多分これも議論しま

したね。 

 

委員  そうですね。前文のところに。その辺のところが納得がいかない。これは前回の審議会の

ときに議論したと思うのですが。 

 

委員  そうです。 

 

委員  差別や偏見のみ、ここもちょっと直したい、直していただけたら。例えば、委員さんの案

のように差別と偏見、人権侵害というふうに列挙したらいいと思うのです。そうしたらいい

と思うのですが。 

 

委員  今、文章を逐一議論してもなかなか妙案が出ないわけでしょう。そうしたら、そういう内

容のものを、基本的にはこういう内容のものを入れるということで、もう１回文章を作って

くるというところの方が一番いい、効率的じゃないかな。 

 

委員  そうしましょう。 
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委員  それでいいと思います。 

 

会長  では、鳥取市の取組みはどうなのだというところを入れたものを改めて作ってみるという

ことでいいでしょうか。 

 

委員  はい。 

 

会長  では基本理念を終わりました。人権施策については、先程ご議論をいただきました。 

それでは、次ですが、第２章に行きます。 

これについては前回の資料の方を見ていただくことになります。 

人権施策の現状と課題というところがありますが、２－１の案では、人権施策の取組みと

人権問題の現状というふうに文章が入っております。 

 

委員  まず、私の提案は、１つは前回事務局が初めに第１章で人権施策の現状と課題というとこ

ろで提案してくださっている取り組みの経緯も含めてですけれど、政策の取り組み、そして

さまざまな取り組みというものがごっちゃになっているのではないかなというところで、１

つは人権施策、そして人権問題の現状がどういうことなのかということを、ここの第２章で

はきちんと整理をし、第３章には、だからこそ基本的にはこういうことをやるんですよとい

うふうな見解にしていく場所だと思います。第１章というのは、１つ目には、鳥取市として

人権施策の取り組みをどのようにやってきたのかということをまず整理をする。そして、そ

の結果、具体的に今どういう課題があるのかということを、どう今、成果や課題があるのか

ということを２つ目に整理をすると。こういうようにしたらどうだろうということで、それ

らを表すものとして第２章が人権施策の取り組みと人権問題の現状というふうなテーマに

したらどうかというところの提案です。 

 

会長  読んできてはいただいているのではないかとは思いますが、一応、２章の言葉については

また後での討議ということにさせていただいてもいいでしょうか。 

内容の方をちょっと見ていきたいと思うのですが、そしてはいらないと思います。 

６行目のそしてというのは取ってもいいではないかと思うのですが。 

委員  はい。 

 

委員  委員が前回提案された意見は、前の資料を見ていただければ。 

 

委員  １９６９年から始まる同和対策事業というのは、これは画期的な問題なので、当然大きな

柱として書かれるのはまったく賛成なのですが、問題は１９４５年から市がどういう人権を

取り組んできたのかを書くべきだと考えこの一文を書きました。 

 

委員  すみません。もう少し詳しく。 
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委員  ここは鳥取市が人権施策をどのように取り組んできたかという箇所で戦後日本国憲法下

で教育制度や福祉制度が当然見直されて、地方行政においても取り組みがあったと思うので

す。そこは、やはり書く必要性があるのではないのか。 初の理念のところでは日本国憲法

から日本国内の人権問題は始まっているのですが、鳥取市の取り組みはこのままでいきます

と日本国憲法とは別に鳥取市は一線を画して１９６９年までは、人権問題は基本的に距離を

置いてきたというふうに読もうと思えば読めるんです。ですから、日本国憲法に則したかた

ちで地方行政として鳥取市は何を取り組んできたのかというようなことを一文入れていた

だく方がいいのではないかと思います。 

 

委員  実際には戦後すぐ、例えば１９４５年からというと、鳥取市ではどのようなことが実際に

はあったのでしょうか。 

 

会長  どうでしょうか。地方行政として何をしてきたというようなことは、今、回答できますか。 

 

事務局  憲法が施行されて鳥取市は何をやってきたかということですけども、具体的に何をやった

というふうな話も調べてみないと分からないです。ただ、この昭和４４年が特別措置法から

やり出しやりだしたというのは、そうではない、２－１で書いておられるように、鳥取市の

同和対策というのは、この４４年以前からずっと同対審と言いますか、６９年の特別措置法

対策、それ以前から鳥取市もやってきていますので、委員が書いておられるようにそれ以前

からやっているのだということで、これは、間違いはないのです。ただ、終戦後から具体的

に何をやってきたかというのは、それは、今は分かりません。具体的には資料を調べる必要

があります。 

 

委員  人権関係の担当部局が立ち上がったのは、いつ、どういう形ですか。 

 

委員  １９７０年代の 初です。７０年代の 初からありました。 

 

委員  そうしますと、教育行政とか福祉行政の中で人権問題がやられて、取り組まれて、それが

同対法との関係の中で具体的に市の部局として立ち上がってきた。そういう流れですか。 

 

委員  そうです。元々福祉政策としてスタートしました。 

 

委員  福祉としてなんですか。 

 

委員  福祉施策の中の１つとして始まりました。 

 

会長  地方行政としての取り組みというのは、きっちりした文章としてするのか、委員さんが書

かれているように、それ以前から取り組んできたというところでいいのかというところだろ
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うと思うのですが。 

 

委員  具体的には、私は、私の文章でいいのではないかと思っています。ただし、委員が言われ

るように、本当に、日本国憲法ができて以降、人権ということをどう捉えてきたのだろうか

というところでは、やっぱり一文あるべきだろうなという気はします。しかし、具体的に展

開され始めたのは、この６５年答申を受けてという、こういうふうな文章を繋ぐまでにやっ

ぱりそこが、説明が必要ですよね。 

 

委員  一文でいいと思うのですよ。 

 

委員  この１９６５年の同和対策審議会の答申が出たときに、まだこの問題は福祉としての分野

で扱われたというのが、私はちょっと今驚きだったのですけど。 

 

委員  前は福祉教育という呼び方をされていました。 

 

委員  そうなのですか。 

 

会長  どうでしょうか。基本的に２-１の文章の方で進めた方がいいと思われるのか、素案の方

がいいのかというところを、まず決めてしまいましょうか。それによって文章の作り方が変

わってくるのかなと思うのですが。 

 

委員  以前もやっているだろう。同教ができたのが１９６０年だった。その頃には答申まで出し

て、しているだろう、もうそれなりの担当部署をつくって。 

 

事務局  担当部署があったかどうか分からないです。部署か係になるのか分からないのですけども、

資料をみて確認します。 

 

委員  特別措置法が出来てやりだしたのは、それは措置法に基づくものだし、それ以前、いかに

も４４年からみたいな書き方になっているからね。 

 

事務局  現行の素案の方の４４年施行以来っていうのは、これは適切ではないです。 

 

委員  以前からって書いた方がいい。 

 

事務局  はい。 

 

委員  素案では第２章人権施策の現状と課題というふうになっていて、書き込み方はやっぱり取

り組みの経緯から入って、２-１案の方では、内容的には多分同じだと思うのですが、言葉
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として、取り組みと人権問題の現状と書いてあって、取り組みがあって、この現状について

というので、内容的には素案と全く違うものではないと思いますので、どちらでもいいとい

うことなのですが、よりきちんと書いてあるのは２－１案の方かなと思います。現状と課題

というような素案ですけれども、こちらでは取り組みと現状っていうふうに見出しのとこか

ら始まっていますので、２－１の見出しの方がいいと思います。内容についても、こう修正

を図りつつというものがいいと思います。 

 

会長  ５ページ目に関しては、ほぼ同じことが書いてあるというふうに思います。 

２－１の文章の方で変更すべきところは変更すべきということでよろしいでしょうか。 

 

委員  それに委員の言っておられることを加えて。 

 

会長  はい、足すということですね。具体的にどういう表記にしましょう。 

 

委員  戦後初期の日本国憲法の改正と地方行政には男女平等、共学の実施とかね、そういうのも

入ります。いくらでも入るのではないでしょうか。福祉行政なりが。 

 

委員  ただ、その人権問題としては扱われてこなかったというのも多分現状ではないかと思いま

すので、 初、福祉問題として入っていったので、施策としては人権というふうに捉えられ

ないので、その辺はどういうふうなかたちで書きますか。 

 

委員  それは当時の概念としては、人権として理解されてなかったのですが、福祉という中に人

権という問題がきちんと当時入っていた。だから、男女平等という改革の中で共学というの

が実施された。今現在それを読み取るとまさに人権問題になります。 

 

委員  そうなると、やっぱりそういう男女平等とか、参政権、中学校の共学制などを書き込もう

というところになるのですね。 

 

委員  全部羅列する必要はないですね。福祉の部局などでこういうときこうしていたとか、同和

問題については、もっと前から、実際に動いたというのを一文入れていただければいいかな

ということです。 

 

委員  その辺は、ちょっと事務局の方が少し調べていただいて、こういう文章はどうだろうとい

う提案をしていただく方がいいでしょうからね。 

 

委員  書き出すその筋書きは、どういうふうに向かっていくかということを決めておけばと思い

ます。 
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会長  それでは書きぶりとしましては、まず戦後の鳥取市の取り組みというところをまず書いて

いただいて、その後、同和対策審議会の答申から特別措置法という流れで文章は組み立てさ

せてもらったらいいでしょうかね。 

 

事務局  市はですね、実は県の対応のようになります。 

 

会長  昭和４０年以前のものの取り組みをまず、 初に記すというところですね。 

 

委員  はい。 

 

会長  はい。その後の昭和６２年の人権尊重都市宣言以降のところの文章ですが、これについて

は素案とそれほどの差はないようですが、制定をして解決する取り組みをしてきたというと

ころの文章に持っていくというところでいいでしょうか。 

 

委員  ５ページ全部ですか。 

 

会長  ５ページそうですね。 

 

委員  そうですな。条例作っただけじゃないです。やってきとるわけだから。 

 

委員  そうですね、制定ばっかりじゃなくて、取り組みもしてきたっていうふうに。 

委員  計画を作ったとか、条例を作ったとかね、それだけじゃない。それによってやってきてい

るわけだからな。文章の流れはそういうことを入れているな。 

 

会長  では、まず５ページのところはそういう流れで文章をちょっと事務局さんお願いできます

でしょうか。続きまして、まだまだ続くのですが、６ページですね。 

 

委員  この６ページのところでは委員の方から各計画、同和対策総合計画、それから男女共同参

画、あるいは障がい者計画を並列に扱うのが妥当ではないかっていう件が出ていますが、 

２－１の方では、問題ごとに１つずつ書いてあるのですが、その辺は委員さん、他の委員さ

んは。 

 

委員  私は２－１でいいと思います。要するに、委員さんは、例えば、同和問題についてはとい

うように丁寧に、ちゃんと書くことが書かれていると思いました。並列は乱暴なので、この

文章を読んだときに、どういう位置付けなのかよく分からなかったので、その位置付けをち

ゃんとしてほしいと思いました。それがなければ並列かなと、２－１案が書かれていると思

います。 
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会長  そうですね。委員の提案は２－１案が書いておられると思いました。 

 

委員  意見も書かれているという。 

 

会長  そうですね。 

 

委員  私もその辺ちょっとどうかなあと思ってお訊ねしました。それで、もう１つあれと思った

のが、２－１案では素案にありました鳥取市人権情報センターの項目が入っていないのです

が、後と言いますから、後の方に、違うところに入れてあるので。 

 

会長  下の方に入っていますね。７ページの方に。 

 

委員  はい。これは削除してほしくないなと思います。 

 

会長  削除しておりません。 

 

委員  というのは、取り組みと、あと機関的な整理のことも途中に入っているので、機関的な整

備というか、それは 後に持ってきた方がいいかなと思って、場所を変えたということだけ

です。 

 

委員  了解しました。 

 

会長  素案の方では平成２３年というのが入っております。７ページです。 

平成１９年の施策基本方針の策定の後です。ちょうどページが変わって先にしていますが、

どうでしょうか、だいたいいいのではないかというふうに思いますが、皆さんのご意見は。 

 

委員  賛成です。 

 

会長  委員はいいですか。 

 

委員  取り組みっていう言葉がすごく多いのですよね、このあたりの表記は、またちょっと検討

していただきたい。 

 

会長  そうですね。 

 

委員  取り組みとか、取り組んできたことは考えているのだけど、取り組まれてこなかったもの

は、記載しない方がいいのでしょうか。 

自分自身もそうなのですけど、病気の人たちへのことが割りと抜け落ちて、そこに人権問
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題の視点を持って来れていなかったという現実のことは。だから今回はそういうこともかな

えられる、要望を聞いてもらえると思って、私も協議会に入ったのですけども、これはどう

でしょうか。 

 

会長  そうですよね。 

 

委員    それは現状と課題のところにも表記されるべきだと思うのですが、ここでもやっぱり抜け

ていますよね。 

 

委員  障がいを持つかたっていう表現は、ちょっと感じられるのですけど、いろんな病気でこう

差別があると思うので、それが抜けていると思います。 

 

委員  そうですね、それはすごく思います。病気にしても、例えば、精神障がい者のかたの差別

とか、家族のかたの差別とか、自分自身でも苦しんでいる。 

 

会長  ここのところで取り組みができなかったこと、取り組んでこられなかったこととか、そう

いうものが必要だろうという意見がありますが、どうでしょうか。 

 

委員  後のところにそれをどういう文章にするかは別ですけど、取り組みをしたところです。

しかしというようなことを起こして、今言ったような、どういうところがこう入るとか、ま

た網羅的な表現になるのか、別個にしろ、取り組んでこられなかった施策等もあるというよ

うなことをきちんとこう位置付けるというところが、委員は必要じゃないかというふうな提

案だったと思うのです。 

 

委員  はい、そうです。 

 

委員  こっち側の現状と課題のところに。 

 

委員  具体的にその問題の現状と課題というところで、いや、施策のところにも触れて、経緯に

も触れて、だから経緯のところは具体的には触れないけれども、現状や課題のところで、今

度は具体的にさっき言われた病気に関わる人の問題であるとか、例えば、障がい者問題でも

精神障がい者である、知的障がい者に対する施策はどれだ、どういうふうに行われてきただ

ろうかとかを含めて、そんなことを書き込むという方でいいのではないかと思いました。 

 

委員  私はむしろその方がいいと思います。 

 

委員  そういう書き方をするのでしょうか。というのは、その時点、その時代で、皆、人権問題、

気づいてそれなりの施策はやってきたのだけど、その後にまた新たに、どういう問題に気づ
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いて、取り組みはその都度やっているはずだと思うのです。 

  何もしなかったわけじゃない。 

 

委員  ただし、今出た精神障がい者に対しての問題であるとか、病気に関わる人の問題は、さっ

きの人権施策、改訂されて謳われているけど、やっぱり実際十分機能してないというところ

はあります。そういった問題は書くべきじゃないかっていう提案だというふうに受けたので

す。 

 

委員  はい、そうです。 

 

委員  それは課題のところで整理しておかなければと思うのですが。 

 

委員  それは現状と課題のところで。 

 

委員  取り組みについては、というのは、そこを分かっておけば取り組んでいるはずなのですよ。 

 

委員  いや。 

 

委員  国も取り入れたりしている。 

 

委員  この経緯の中に、本当は含めなければいけないのに、経緯の中に挙がってこなかった問題

っていうのは、他にもあると思うのです。それは、現状と課題のところに反映させていくこ

となのかなと思います。経緯のところは取り組んできたことで、いいではないですか、どう

でしょうか。 

 

委員  いいのではないでしょうか。 

 

委員  私はむしろ現状と課題に載っていないことの方が問題ではないかなと思うのですが。 

 

委員  それは十分であったかなかったかどうかは、おいていても。 

 

会長  現状と課題に入れると。 

 

委員  現状と課題の方に、今まではこういうふうに色々な、人権問題で気が付いたり、あるいは

新たな問題も出きている。そういうことを今後は課題として取り組んでいかなければいけな

いということを課題の方に書くべきでないかなと思います。 

 

委員  現状と課題に入れましょう。 
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会長  はい、分かりました。経緯の方では入れないということでね。 

 

委員  はい。 

 

会長  現状と課題ということで、具体的にこれらを入れ込んでいくということで、入れさせて下

さい。そうしましたら、現状と課題、ここも人権問題の現状と課題ということになっていま

すが、先程、委員さんの方から、この第２章はこの文言の方がいいというふうなご意見もい

ただいております。ここでは素案の方はアンケートの設問とかを入れている部分ですね。こ

れが分かりにくいというか、変えた方がいいという意見は、 初のときにいただいたような

気がします。 

 

委員    空欄のところですね。 

 

会長    人権問題という文言を付けるということでよろしいですか。 

 

委員  人権問題の現状と課題です。人権施策の現状と課題、どちらでしょう。人権問題。 

  人権問題、人権施策の課題なのですか。 

 

会長     元がということです。 

 

委員     どちらなのですか。現状と課題だとどちらも含めますね。どうなのでしょう。 

 

会長  意識の問題というより、人権問題の方というふうに捉えたのですが。 

 

委員  だけど、ここはずっと施策のというのかね。 

 

会長  事務局さん、どうですか。この現状と課題というのは。人権問題、人権施策の。 

 

事務局  人権問題・施策、両方です。 

 

委員  第２章がごちゃごちゃになっている。 

 

事務局  両方になると思います。それは人権問題とするとまた個別のところで現状が出てきます。 

 

委員    関係ない方がいいのではないか。 

 

委員  第２章の見出しは、現状と課題ですから。 
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委員  本当は。ただ、人権問題の課題でもありますので、敢えてつけないという。 

 

会長     取りますか。いいのではないかと思うのですが。 

 

委員  原案ではなくって、こっちには取り入れて。 

 

委員  私が付けている意味は、１つは、まずは具体的に人権施策でこういうことをやってきたの

だと。それをまず１つ目に整理をする。しかし、どのような課題が残っているのか。 

それで、委員が言われたように、実は問題や課題というところで、ある部分は問題は、施

策も含めた問題なのですよね。だから、私の素案で言うと、先程、委員から指摘されたよう

に、取り組まれなかった施策についての記述がないというところを認めながら、それを追加

するということを含めて、何も生活実態だとか、意識の問題ではなくって、それを推進する

施策の問題も含めて、やっぱり記述していかなければならない課題があるなあというふうに

ちょっと改めて今日も感じさせられています。そういう意味合いも含めて、しっかり整理を

しようと。それで、ここが大体大枠なのです。 

そして、あとは個別に、じゃあ、具体的に１つずつ見ていきましょうというふうに進展を

していくというところの前段みたいなところです。 

 

委員  ただ、２章の、２－１の案では、１番は人権施策の取り組みの経緯になっているでしょう。

それで、２番じゃ、今度は人権問題になっている。そういうわけなのに２章は施策の現状と

課題、あるいは施策の取り組みと人権問題の現状。だから、また異質なものを足したような

ふうに取られる。 

 

委員  ただし、素案でも私はもうごっちゃになっていると思いますよ。 

 

委員  確かに。 

 

委員  だから整理をした方がいいと思って提案をしているということですから、いいネーミング

があったら直してもらったらいいです。それで知恵を絞って欲しいのです。 

 

委員  経緯は、施策できていて、それに対する課題かなと思ったら、今度は人権問題のと、切り

替えるから余計なまぎらわしいのではないかということです。 

 

委員    現状と課題だけではやっぱり弱いですか。 

 

委員  いや、皆さんが良かったらいいですよ。 

 

会長  どうでしょうか。素案の方でいいというご意見もあるのではないかと思いますが、ご意見
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をいただきたい。 

 

委員  素案の方でいいじゃないか、見出しは。 

 

会長  見出しは現状と課題。 

 

委員  １番、２番。２章はもうずっと先に言っているわけですからね、表題で。 

 

委員  こういう理解でいいですか。第２章の、第２章の人権施策の現状と課題っていう大きな見

出しもおかしいと思いますよ、私は。人権施策の取り組みと人権問題の現状なのか、第２章

の大見出しのネーミングの問題ですが。 

 

委員  何を問われているかですよね。 

 

委員  そうなのです。 

 

委員  何を問われているかというと、この根本に関わる部分ですね。 

 

委員  そうなのです。だから、第２章自身で表したかったのは、主としてはどういう施策に取り

組んできたのかということと、しかし、取り組みはしてきたのだけれど、やっぱりこういう

課題があるのだということを記すとこですよね。ただ、素案だと、１つは、まだ、ごっちゃ

になっているなあという部分や、もう１つは委員の意見としても出されていますけれど、現

状と課題が意識面ばっかりしか挙がってないという課題があるというところがあって、やっ

ぱりこれはきちんと直した方がいいというところです。 

 

委員  施策の現状と課題と言ってしまったのは、施策をやってきたのだけども、そのあたり、い

ろんな課題が、出てきておるにも関わらず、施策はうまいこと機能していないとか、そうい

ったところが課題で残ったりするんであって、その中身には、確かに問題の現状、その十分

に施策に活かされてないとか、そういったことが出てくるんじゃないのか。だから、タイト

ルは施策へいってしまって、それで、その中にこういった課題も出てきていて、新たにこう

いった施策も必要なのだとかということが、もしあるようであれば、そういうようなくくり

にしてはどうかと思います。 

 

委員  ただ、これでいうと人権施策の現状ではないですよね。いや、一番原案は人権施策の現状

と課題なっているけど、現状ではないのですよね。細かく言うと。 

 

委員  細かく言うとそうなのですけど、でも、この第２章は鳥取市がどう取り組んできたかとい

うところを明記したところですよね。 
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委員  取り組みと課題を明らかにする。 

 

委員 大枠は人権施策でいいのではないかなと思うのですけども、違いますか。現状と課題という

のは、規則の問題もあるし、人権問題そのものの現状や課題を問うところでもあると思うの

です。だから、ここは何々のってつける必要はないと思うのです。大枠はこの項目というの

は、鳥取市としてどう取り組んできたところを問うところなので、どうですか。 

 

委員  妥協します。次までにいい案があったら提案します。 

 

会長  ２項目目のところの人権問題をとるということでいいのですね。 

 

委員  はい。 

 

会長  第２章のところは、これは考えてくるっていうことにするのですか。どうでしょう。 

 

委員  いや、今のままで、第２章の見出しは原案のままだと。 

 

会長  原案のままですか。 

 

委員  第２章は事務局案のままでいくと。 

 

会長  素案のままでしょう。 

 

委員  ただし、いい案があれば追加をしますのでよろしく。 

 

会長  １の取り組みの経緯というのも生きるということですね。 

 

委員  小見出しもみんなです。 

 

会長  内容については、２－１案で。 

 

委員  現状と課題はこれから。 

 

会長  それでは、内容の方に入りたいと思います。現状と課題です。 

 

委員  自分自身の反省込めて思っているのですけども、やはり皆が具体的な案をきちっと作って

くるべきですね。私自身も偉そうに言えないのですけど、今のままだと素案か２－１案っぽ

くなってきているじゃないですか。本当はそうではなくて、委員さんが、すごい案を出して
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こられているので、どうしても引っ張られてしまって、もちろん引っ張られて本当だと思っ

ていたことを書いてくれていると思うのですが、本来はやっぱりここで細かいところを議論

していたらすごい時間がかかってしまいます。本当は事前にやっぱり出すべきところを、も

う３時半になってしまいました、今日、本当に反省しながら今言うなって自分に言い聞かせ

ながら意見を言っていたのですけど。 

 

委員  私は逆に二者択一じゃないけども、そこを見比べながらしていかないと、また皆の分が出

てきたらね。 

 

委員  いやいや、もちろんそうです。ただ、委員さんに文章を作ってもらうことを、お願いして

いる。 

 

委員  いいじゃないか。 

 

委員  いいのですけども。 

 

委員  おかしいと思うところはどんどん言ってもらっていいです。 

 

委員  本当はやっぱり読み込んで、どうかなと思うところはやっぱり提案するべきでしたね。事

務局の皆さん。 

 

委員  どしどし言ってもらえば、文章が長いですとか。 

 

委員  そうです。 

 

委員  気が付かれたら言われたらいいが、３案も４案もあるから、とってもじゃないが。 

 

委員  委員さんも出さないといけないと思います。 

 

委員  私は元の方を作っていて、あんまり積極的には・・・・というところがあってね。 

 

委員  新たな条例になったので、新たに作られたらいいですよ。 

 

委員  自分自身があまり新たになっていない。 

 

会長  資料２の方では、委員さんが出してくださったご意見とか、委員さんが出されたご意見と

か、それもありますので、それも比較しながらやっているつもりなのですが、なかなかうま

い具合に進行できずに、すいません。私も大反省です。 
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やっぱり読み込んでくるということがまず大切のではないかと思いました。 

 

委員  この現状と課題のところなのですけども、ここも私は個人的には素案も問題があると思い

ますし、２－１の文章も心情的にはものすごく心を打たれるものがあるのですが、ちょっと

考えたいなと思うところもあります。ただ、おそらく今日は、ここはとても突っ込めないと

思いますので、考えてきたいなというふうに思います。 

 

委員  私自身もどちらかというと、部落問題のことは分りますが、他の問題について分っている

わけではありません。それともう１つは、事務局の方にも意見ということで出していますけ

れど、やっぱりこの聞き取りも、内容を具体的にどういう課題があって、どういう施策を望

んでいるかとか、含めて、一覧でまとめていただかないと反映できないです。 

勝手に読んで勝手に入れということは、読むのは読むけれど、整理するまでというのが

難しいじゃないですか、私たちにとって。それがあると、概要みたいなものを載せて、各項

の個別になったときにしっかりそこを書き込めるようになっていくというふうに思うのです。 

 そういった意味で、一覧が必要かなというふうに私自身が思っているのです。その一覧が

ないまま、聞き取りの状況も読みましたが、全てが反映できてないという状況があります。 

先程委員さんが言われたように、感覚的には分かるけどという話がありましたけれど、本

当にこれは自分の問題意識というレベルで書いたものですから、皆さんが、特に自分が関わ

るところは、私はこういうことを入れたいということをやっぱり次回はもってきた方がいい

なというふうに思っています。 

 

委員  委員さんの方で書いてこられたものでいいじゃないかなと思います。病気の問題。 

 

会長     時間が経過しましたけれども、今日進めたところをもう１度、確認をしたいと思います。 

まず、資料で見た方が分りやすいですかね、資料の２の１です。 

３ページ基本理念のところです。 

これについては、２－１案でいきたいと思います。その条例の前文というところ、これを

そのまま書き写すのではなくて、省略しながら、というか、分かりやすく書き直しをしてい

ただくということです。 

この中でそのインターネットにおける人権侵害等の新たなというところを入れたいという

ところでした。 

人権施策とはというこの３番目のところです。４ページ目です。 

これは１段目、人権の擁護に資するからその文章の終わりの人権施策の意味というものに

ついて示しておきますというのを削除する。 

それ以降のところについては、いきるということで残します。 

 では、第２章です。第２章は素案の方の人権施策の現状と課題ということでいきます。 

１項目目の取り組みの経緯というところでいきます。 

それで、この昭和４０年以前の取り組み、地方行政としてどういうと取り組みをしてきたか
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ということを、まず文の頭の方に入れてもらうということです。 

経緯のところはその辺かなと思っています。 

２項目目、これも現状と課題ということです。ここでは取り組んでこられなかったことに

ついても入れるということです。 

それで、今日はそこまでだったと思っています。 

それ以降、２－１案については、また皆さんも読み込んできて、次に案を持ち寄るという

ことをしながら、次回は進めていきたいというふうに思っています。 

 

委員  このペーパーをベースに議論しましょう。意見出して。 あんまり資料いっぱい持ち寄っ

たって、まとまらない。 

 

会長  なかなか聞きながら考えるって言うのが難しいので、やはりある程度の参考としては出し

てもらわないと、その場で理解をするということがちょっと難しいかもしれません。 

文章が長くなったりして、ということですので、今回のものについては、修正を事務局の

方でしていただきまして、次回、また、見ていただくと。それから、修正案ですね。これか

らのものについて読み込んでいただいて、ここはというのがありましたら、それは３月末を

目途でよろしいですか。 

 

委員  次回はいつ頃やるのですか、だいたい。それによって。 

 

事務局  ４月２６日（木）会場はまた案内します。 

 

会長  では、４月２６日の木曜日ということでまた案内の方が行くと思います。 

会場の方の手配お願いします。では、本日はこれで終わります。 


