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第３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１月１９日（木） 午後１時３０分～３時４０分  

２．場 所  鳥取市役所本庁舎４階第２会議室 

３．出席者 

 (委員) 上山弘子会長、木下義臣副会長、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、薛幸夫委員、田中くに枝委員、徳本秀雄委員、藤田和子委員、松井満洲男委員、 

森田孝明委員、山本誠代委員、吉田裕治委員 委員１５名サポーター１名出席 

 (鳥取市) 人権政策監、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) 意見書について 

(２) 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 

(３) その他   

 

《開 会》 

会長  本日は大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。それでは、只今か

ら「第３回の鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会」を開催したします。出席確認を

事務局よりお願いいたします。 

 

事務局  全員の出席となっておりますので、当協議会が成立しますことをご報告させていただきます。 

 

会長  つづきまして、協議に入りたいと思います。協議事項（１）意見書について委員に案をお願

いしたものが配布されていますが、これでよろしいか諮ります。 

 

委員  これは議員各個人宛にというのは全然意味ないのですか。ちょっと、この内容は変えると

ころはあるかもしれませんが、時間は十分あるようなので、ＰＲも兼ねて議員各個人に読ん

でもらうのはいかがでしょうか。 

 

会長  今、市長だけでなく、議員各個人にも出したらどうかという意見をいただきましたが、い

かがでしょうか。 

 

委員  私も、委員の意見に賛成です。ただし、この市長宛の文書について少し意見を述べたいと

思います。全体的には賛同するという立場ですが、「二者択一」という表現がどうかと思いま

す。どういう表現がいいのかということは思い浮かばないんですが、この表現を変更しては

どうでしょう。もう１つは、 後の段落です。これも文章的には今後検討していただきたい

と思いますが、「住民投票条例策定作業は議会の権限であり、市長の管轄でないことは承知で

す。」の次の文はカットして、「しかし、私たち鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議

会は、住民自治基本条例の理念及び人権の保障の実現に誠実に向き合うことを市長にお願い

する次第であります。なお、議会にもこの意見書を届けていただくようお願いします。」と追
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加してみてはどうかと感じましたので、それを補足させていただきます。 

 

会長  今、委員の方から意見の方いただきました。まず、１行目の「二者択一」という文言を、

他の言葉に変えてはどうかということでした。それともう１つは、 後の行です。「議会がこ

のような状況にあるからこそ」というのは取り、「しかし～」を入れて、 後のところに、「議

会にこの意見を届けてほしい。」という文言を入れてはどうかという意見をいただきましたが、

どうでしょうか。 

 

委員  市長の諮問機関であるが故にそういう意見書を出すわけですから、こちらから議員一人ひ

とりに直接というより、むしろさっき委員さんが言われたように、議会の方にもこの旨を届

けてほしいというような依頼をするのならいいのではないか。 

 

委員  私としては、多少物足りない文面ではありますが、先回皆の総意で、共通認識できる部分

についてやっていこうということでしたので、これでよいと思います。また、議会に関する

部分は、そのようなやり方が一番自然でよいと思いますので、賛成です。 

 

委員    「二者択一の～」はあってもなくてもいいと思います。総合的に見たらあまり変わりない

ので、取った方がむしろすっきりしていいかと思います。 

 

会長    そうですね。この「二者択一」というのは取らせてもらいましょうか。よろしいですか。

それでは、意見もないようですので。 

 

委員  ちょっと弱いかなという感じがするんです。意味が重複するわけではないんですけども、

一番下の段落から９行目、末尾部分を「住民自治基本条例の示す市民であり、外国籍市民も

含まれるべきだと私たちは考えます。」としたらどうでしょう。 

 

会長  今委員から、９行目のところに「市民であり、外国籍市民も含まれるべきと考えます。」と

入れてはどうかということでご意見いただきましたが。 

 

委員    さっき言われたように、ここの文章自体は賛成ですけど、どの部分を言いたいのか、市長

や議会に何を申し入れたいのかというのがぼんやりとした感じがするので、委員さんが今言

われたような言葉を入れた方がはっきりとすると思います。 

 

会長  賛同のご意見もありましたが、これでよろしいでしょうか。それでは、今いただいたご意

見を入れて修正をしまして、市長へ渡すわけですが、今日秘書課の方と日程等を調整して、

私と副会長とで、直接市長に手渡したいと思っておりますが、それでよろしいでしょうか。 

 

委員    はい。 

 

会長  ありがとうございます。 
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委員    そのとき、ぜひメディアにも声をかけて、記事にしてほしいという申入れだけはしていた

だけたらと思います。ここだけの問題でなく、市民全体に少し関心を持っていただきたいと

思っていますので、できましたらそのように計らっていただけるとありがたいと思います。 

 

委員     同じ意見です。 

 

会長  了解いたしました。それでは、次に移りたいと思います。（２）鳥取市人権施策基本方針の

改訂素案に対する説明についてです。事務局から委員の意見についての説明をお願いしたい

と思います。 

 

事務局  この素案に対しまして、委員さんの方からご意見をいただき、本日修正した資料を準備し

ております。ただ、この資料は事前配布できず、本日になったということに対しまして、お

詫びを申し上げたいと思います。 

  お手元に資料２と資料２－１があるかと思います。５名の委員から修正や意見をいただき

ました。資料の２には、それぞれ委員の名前をお書きして、左側、右側の方にその理由や意

見をつけさせていただいております。資料２は４名の委員の分で、資料２－１の方は委員か

ら出されたもので、書き切れなかったので別冊としております。見方としては、左側に事務

局が出した素案、中が修正分、理由とか意見でございます。ページを両方併せておりますの

で、２と２－１というかたちでご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

会長  それでは、ページ単位で確認していくということで、皆さんよろしいでしょうか。 

 

委員  この作業・検討に入る前に少し意見を言わせていただきたいと思います。私の資料は別冊

にしていただいておりますが、たぶん別冊になった経緯は、かなり全面的改訂ということで

文章素案を出させていただいているため、その他の委員修正案のところに入らなかったのだ

と思います。それが１つの理由だと思います。もう１つは、なぜ全面的な改訂が必要だとい

うことで、このような意見を出したのかということについて説明をさせていただきます。 

まず、１つめ。今回、事務局から出された案は、先回の人権施策基本方針の順番に沿って

出してありました。しかし、私は、この人権施策基本方針というのは、一体全体どういうも

のだろうかともう１回考え直しました。そこで、人権についての鳥取市としてのビジョンを

示すというものではないかと思い、基本理念や基本計画、方針といったものは、具体的にど

ういうふうな記述をされるべきなんだろうかと考えました。これは前の人権施策基本方針が

悪いっていうわけではなくて、前の人権施策基本方針は、まさに何にもないところから具体

的に、こうすべきだということを書かれたと思うんですね。それで凄く良いものを作られた

と思うんです。しかし、この度は、新たな条例ということになったわけですから、条例と連

動させながらきちんと基本理念を述べて、そこから基本方針、基本的な施策ということを出

すという、こういう方向性があるべきではないかというふうに考えました。そこで、全面変

更という文章を出させていただきました。私はそのことについて、例えば、鳥取市の男女共

同参画のかがやきプランの基本方針の示し方や、生涯学習の基本方針、推進の基本方針等の
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組立て方などを確認しました。それを含めまして、条例やさまざまな基本計画等々も参考に

しながら、組立て直すということが必要だと思い、今回は構想もこの事務局案に沿ったもの

ではなく、改めてもう１回、ここではどういうことを述べるんだということを確認して、き

ちんとすべきじゃないかと思いました。そうすることにより、この基本方針が全市的にも市

民にも分かりやすいものになるのではないかという観点で、このような全変更をさせていた

だいということが１つの理由です。 

２つ目の理由としましては、実はどこかに入れてくださっているんでしょうが、実際私た

ちが人権とか、人権尊重とか、人権施策ということを言葉では使いますが、それぞれの委員

の概念が違っては、具体的な基本理念であるとか、基本方針を定める場合に、曖昧さが残っ

てくると思います。そこで、もう一度改めて人権や人権尊重とか、人権施策、もちろん、こ

この事務局案が示した中には、人権擁護というような言葉もありましたけれど、そういった

ことについてあらかじめ定義をしておくということが必要だというふうに思いますので、全

変更ということをしたということです。 

そういった意味でいうと、本来はここの人権擁護ということは何だろうかというような、

そういうことを予めきちんと論議するということの方が大事ではないか、そして、そこを論

議した以降、具体的に見て行くということの方が大事な作業ではないかというような気がし

ましたので、初めに私の説明と意見ということで言わせていただきました。 

 

会長  今、委員さんの方からご意見をいただきました。皆さんのお考えをお聞きしたいと思いま

すが、もし委員さんのご意見に賛同していただくということになりますと、文章の書きぶり

がいろいろと変わってきているということもありまして、皆さんから提出していただいた修

正全てを網羅できるかどうかということは難しいことになっていくのではないかと思います。

その辺も含めてどういう進め方をしたらいいかというのを皆さんにお諮りします。 

 

委員    初めに第１章、第２章、第３章というふうに 初に理念があって、次にこう具体的な施策、

施策の基本的な考え方、そして個別の施策について、あるいは個別の人権課題についてとい

う順番をとっていけばいいと思いますので、まず初めに骨子で、次に第１章をして、という

ふうに、章ごとに、そして必要ならば章ももっと細かく分けてという順番で進めていくのが

いいと思います。 

 

会長  章ごとにというご意見をいただきました。こういう方向しかないのではないかと思います

けれども。では、章ごとにということで、スタートさせてもらってもよろしいですか。 

 

委員    はい。 

 

会長  初めて文章を見られた方がほとんどですので、時間をかけながらやっていかないと前に進

まないと思っておりますが、どなたかご意見をいただきたいと思います。それでは、初めに

という文章です。これについては委員さんから案が出ているだけですが、その文章の方をお

読みいただいて、またご意見をください。 
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委員    委員修正案のところですけれども、素案ではこの鳥取市人権施策基本方針について、以下

基本方針というという括弧書きが付けてあります。修正案の方ではこの括弧付けがないので

すが、私はこの括弧付けはいらないと思っていますので、その点については委員からの修正

案に賛同です。 

 

会長  はい。以下基本方針というというのはもういらないというご意見ですね。 

 

委員    はい。もし必要ならきちんと言うべきだと思います。それに、実際そんなにたくさん出て

こない言葉だと思いますので、略称は使わない方がいいと思います。 

 

委員    会議録を読ませていただいたら、その意見の中に、素案ではこの１段落目と２段落目です

か、つながりがないのではないかという箇所があったと思うんですけども、修正案の方はそ

れが改善されていると思うので、私は修正案の方がいいと思いました。 

 

会長  他にはご意見はございませんか。 

 

委員  すいません。修正案を出しているんですが、実際内容的には変わってないです。ほとんど

事務局から出されたものと私の案は内容的には変わっておりません。文章整理したくらいの

ことなので、こういった中身が入っておれば、どっちにしても事務として 終的には整理し

ないといけないと思いますので、そういう項目でここは終わったらどうでしょうか。他のと

ころに時間をかけて議論した方がいいと思ったものですから、意見を出しながらすいません。

ただ、その他のことでこういう意見があった方がいいということがあれば、意見を聞いてい

ただけたらと思います。 

 

委員   修正案の方がすっきりしていいんじゃないですか。 

 

委員    ただ２００７年の方針によってやってきたという文言は落ちてますね。 

 

委員    １０月は入っていませんけどね。取り組んできたという項目が、文言が落ちているという

ことです。 

 

委員    それによってやってきたということが落ちるのはどうかと思います。あったものをいきな

り１次改定するという言い方になっているので。 

 

委員    それと１つ、括弧書きで西暦が表記されているのに対して、元号が反対になっているので

すが、一般的にはどうでしょうか。 

 

事務局    一般的にというか、行政文書ではすべて元号で作られております。 

 

委員    その辺は合わせておいた方がいいんじゃないかと思います。 
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会長  元号の方を頭に書くということで統一してよろしいですか。 

 

委員    私は、西暦の方が妥当かと思います。主流は西暦の方だと思うので、西暦が先の方がいい

と思います。 

 

会長  どうしましょう。どちらの方がすっと入ってきますか。はい、どうぞ。 

 

委員    はい。多分私は病気もあるせいか、元号はころころ変わっていくものだけど、西暦はずっ

と続くものなので、そこが主になって元号を括弧された方が頭にすっと入ってくる。それで、

委員のこの文章は、私としては、すっきりした改定案でとても良く入ってきます。 

 

会長  西暦を頭にするということで問題ないですか。他の条例とかとの関連は特にありますか。 

 

事務局    事務局としては、市のそういった文書すべて元号でするということですので、元号の方を

先にしていただけたらと思います。ちなみに、県の方の人権施策基本方針は元号が先で、か

っこ書きで西暦ということで出ております。 

 

委員    はい、分かりました。行政文書がそれだということだったら、それでいいです。 

 

会長  それでは、初めにというところは修正案の方で、また後で皆さんに見直しもかけていただ

くことかと思いますけれども、進めたいと思います。よろしいですか。 

  

会長  はい。それでは第１章です。基本的な考え方ということで、表の方１番に、基本方針の位

置づけということで文言が出ております。それで、委員さんの方は・・・ 

 

委員  私は、３ページ目以降に持ってきております。 

 

会長  ３ページ目の方にしてあるということですね。 

 

委員  位置づけというか、ここは基本的な考え方ということで、市が人権尊重の基本理念という

ことで、どういうことを人権尊重として考えているのかということをまず持ってきて、そし

て次に、人権施策基本方針の位置づけということを持ってきたという並び替えです。そして、

３点目に、人権施策とはどういうことを言うのかという定義を持ってきたというところです。

これは生涯学習の基本方針等を見ましても、理念があって、そして位置づけがあって、また

定義、生涯学習とはという定義が来ているということで、皆の共通の認識、共通の捉えを持

ってこういうことを進めていくんだというところで、なくてはならないことかと思ったもの

ですから、そういう趣旨で組み換えをさせていただいたということです。 

 

会長  皆さんにお読みいただいたらと思いますが、一応、基本方針の方が１番に人権尊重の基本
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理念が来るということですね。それで２番目に基本的な考え方、位置づけですね。それで３

番目に人権施策とはというふうに来るという、順番はこういうことですね。 

 

委員  はい、そうです。 

 

会長  はい。どうしますか。まず順番として位置づけというのが頭に来るという、これが素案の

方ですが、修正案の方では基本理念を頭に持ってくるということで考えていらっしゃいます。

この並びについてはどうでしょうか。 

 

委員    基本的に理念というのは 初に来るものでしょうから、 初は事務局の素案を見ながらそ

うかなと思っていたんですけど、ここに来て改めてこうやって並べてみると、やっぱり理念

が先にあるという方が自然かなと思いました。皆さんはどんな捉えでしょうか。 

 

委員    賛成。 

 

会長  それでは理念が先にくるということで、皆さんよろしいでしょうか。 

 

事務局  はい。位置づけの理念ということですけども、事務局案の位置づけを先に持ってきたとい

うところは、まず鳥取市の全体の人権に対する考え方として、この人権施策基本方針をどう

いう位置づけにするかということで、人権施策の基本になるものだということで 初に持っ

てきております。ですから、基本方針の位置づけは、中身の部分に入る前の部分というかた

ちになるものです。そして基本理念というのは、ここでは具体的にこの基本方針の中身にな

ってくると思いますので、位置づけを先に持ってきて、基本方針がこういうことだとして、

基本理念の部分から実際に基本方針の内容に入ってくるというかたちで作らせていただきま

した。 

 

委員  私は今の事務局の説明も理解はできますが、私がなぜこういう順番にしたのかというと、

まさに位置づけというのは、鳥取市の人権施策をどういう重要性を持って、どういうかたち

で行っていくのかということですよね。ここをまずは持ってきて、基本理念から具体的な基

本政策とありますが、なぜそれをやるのかというところを示すのが基本理念なわけです。逆

に言うと、別にどっちがあっている、間違いではないとは思いますが、私はまず理念を持っ

てきて、この理念を実現するのがこの人権施策基本方針だというふうに持ってきたというこ

とですので、別にこの順番をこれじゃないといけないとは言いません。ただし、基本施策や

人権施策とは何を意味しているのかということをきちんと明記するということは、譲れない

ところですので、ここを強調したいと思います。 

 

事務局    理念については条例の方に書いてあるということで、条例が理念にもなるということがあ

ります。 

 

委員  ただ、皆が条例とセットで見るわけではありませんので、人権施策基本方針は何を目標に
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するのかという理念なり目標というものがきちんと位置づけられないといけないと思います。

そういう反対の意味で言われたことじゃないと思いますけれど。 

 

会長  そうしますと、順番はまた後で見てもらうということで、内容の方をちょっと進めたいと

思います。 

 

委員  私と事務局の案の違いのところだけ説明をさせていただきます。私の案は、まさにこの人

権施策というのは基本的には誰がやるかというと鳥取市なんです。ですから、市を初めに持

ってきたわけです。そして、条例には「市民と市の協働によって」というところがあります

ので、２項目目に市民というふうに持ってきたということです。それで、もう１つは、ここ

に条例に謳ってある「市政全ての分野において総合的・計画的に」というこの文言をここに

挿入したというところです。事務局案と大きく変わるというわけではありません。順番の問

題や条例の文言をここに挿入したという私の案です。 

 

会長    この市民と市の順番は、規定があるとか、他の条例と併せてとかということがあるもので

しょうか。位置づけのところ、素案の方では 初に市民ということが出て、その後で全職員

ということで市の位置づけをしていますけれども。 

 

委員    条例の方では、1 が目的、２が市の責務、３で市民の役割、４で協働というふうに順番に

なっています。やはり中心になって業務を行ったり、施策を行ったりするのは市であり市行

政でしょうから、市が初めにある方がむしろ自然で、それに対して市民は協力する、知恵も

出すし力も出すということですので、順番は市行政の方が初めの方がより明確でいいんじゃ

ないでしょうか。ですけども、修正案の方に基本的に賛成ですが、「この基本方針は」という

のが１段目で２段目の「ですから」に続いているんですけど、「ですから」はなんか調子悪い

ので、取った方が良いと思います。 

 

委員    「したがって」とかそういう。 

 

委員    私は、むしろこの条例に関しては、やはり市民が 初にきた方がいいのではないかと思い

ます。まず、個人がどういう意識を持って向き合っていくのかという、個人個人の思いとい

うか、位置づけをまず持っていきたいと思います。もちろん、市行政が積極的に取組んでい

ただくことは当然のことですけども、どちらが先だと、どちらが重要視されているかという

ことではないとは思うんです。まずは個人がしっかりと向き合っていくという姿勢を示すべ

きではないかと思います。さらに言えば、私は、市民、団体、企業などもここに列記しても

いいのではないかと考えています。 

 

委員  確かに委員が言われるとおりだと思います。別にどっちかということではなくてもいいと

思いますが、ただし、人権施策基本方針とはどういうものなのかということ、そこの根底の

議論をしておかなくてはいけないと、今の意見を聞きながら思いました。人権尊重の社会を

実現させる取組みは、行政だけではなくて、１人ひとりの市民、団体、企業等が取組んでい
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かないといけないし、意識変革や行動化もしていかないといけないという課題だと思うんで

すね。 

しかし、人権施策とは何かと言うと、具体的な政策なんです。そうなると一番主となるの

は行政の責務というところがくると思うんですね。そういった意味合いでの提案だったんで

す。それで、もちろん政策化にあたって、具体的には市の全領域にわたって、市政として人

権政策をやるのだけれど、具体的にその政策や市政を決めるのはそこに市民がきちんと参画

をし、歩調を取ってしっかりとお互いがやっていくということを、ここの全体の中に入れて

いくべきだと考えます。ここのところにある全体の中で、人権施策基本方針ということに対

してのイメージは、そういうことになるんじゃないかと思います。 

  ですから、ここも大した変化はないので、 終的に中身さえ入っておれば後でどうしてい

くのかということを、組換えが必要だとかを含めて考えていったらいいかと思います。ただ、

内容的に漏れてないかどうかというところを確認してもらったらいいかと思います。 

 

委員    今の委員さんの考え方のとおりで、施策は文章の中にも、随所に出てくると思いますけど

も、「～します。」とか、行政の方の責任として言い切っている文章は随分あると思いますが、

これは市と言うか行政の方で作る施策なんですよ。それは市民も巻き込んでということには

なっていますけれども、位置づけそのものが市民ということじゃなくて、主体は行政という

ことになろうかと思います。だから、順番はどちらでもよく、この施策を作る意味合いは、

委員さんが先程言われたようなことだと思いますので、そこだけ押さえておけば、あまりこ

だわらなくてもいいじゃないかと思います。 

 

会長  今、ご意見いただきましたけれども、内容については、「ですから」というのを取るという

のもありますけれども。おおかたこの案でよろしいですか。 

 

事務局    修正案の方で、市と市民ということで、あとは「鳥取市の全職員においては」となってお

りますけれども、これを実施するのは職員ですが、施策としては市がするということですの

で、ここは「市においては」というのがいいのでは思います。その次の段落の「そして」と

いうところはいらないかと思います。 

 

会長  それでは鳥取市の全職員というのは市に置き換えるということと、鳥取市というところ取

ってよろしいですか。 

 

委員     はい。 

 

事務局    それと、これは住民自治基本条例を引用されていると思うのですけど、市民というところ

を市、鳥取市に在住する「者」ではなくて「人」というところ、市は執行機関と議会が両方

入っているということが前提になっております。それと、「者」は「人」の訂正と、それから

市は議会と執行機関です。意味合いの説明です。 

 

会長  では、確認ですけれども、鳥取市内に在住する「者」が「人」ということですね。それと
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市というのは執行機関と議会を含むということで認識していただいたらと思います。 

 

委員  これで、修正案を基本にするということだったんですが、この「人権尊重の視点に立って」

とありますよね。下から２行目に「人権尊重の視点に立った自主的な取組み」というふうに

書いてあるわけですが、事務局が用意してくださった方では、「人権に関する認識及び問題意

識を持ち」という文言が入っているので、これをなんか活かしたいなと思います。加えるだ

けでいけるのでしたら加えてほしいと思います。 

 

会長  この「市においては」という部分のところにということですね。 

 

委員  そうですね。 

 

会長    挿入するということで、どうでしょうか。 

 

委員    ただ、両方になったらまた同じ文章が出てくるので工夫がいるかもしれんね。 

 

委員     「鳥取市においては」の方に「人権に対する認識及び問題意識を持って」事務局の素案の

とおりに市について書いて、市民の方では、「人権尊重の視点に立った自主的な取り組み」で、

委員さんの修正案のままではいかがでしょうか。 

 

会長    委員の案について、説明がいただきたいと思います。 

 

委員  はい。それは、市民がまず先に来て、市の全職員がというより、同じことを言って・・・ 

 

会長  並びが変わったらということですか。 

 

委員  はい。その方がすっきりします。 

 

会長  委員さんの意見は、素案の方の市民と市というのを逆にしたらどうかという意見ですので、

今皆さんで話をされていたことと同じだと認識しています。 

 

会長  今、委員さんの方からありました、「市においては」というところは素案のままで、「市民

においては」というのは修正案で、という意見が出ましたがどうでしょうか。 

 

 

 

会長  反対意見もないようですので、進めさせてもらいたいと思います。委員さんの修正があり

ますが、「人権施策を計画的に」というのが、「すべての業務を」ということになるというご

意見ですよね。委員さん、ここの部分の説明を。 
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委員  私は、人権施策というふうになんとなく限定的に捉えたんですけども、人権施策、人権担

当の部局があって、そこが人権施策を作る。市行政の全分野にわたって人権確立の鳥取市と

いうことになると、非常にそのもので人権が大事にされておる、市民が大事にされておると

いうようなことが実感できるような業務、これが何よりも鳥取市の市政として大事じゃない

かと思います。そこで、市民にもこれだけのことを要求しておる、期待しておるということ

で、それを言う我々もきちっとやりますというふうに書いてほしいと思います。あえてどう

してもというわけではありません。宣言してもらった方がいいかなと思いました。 

 

委員    でも、委員さん、修正案の方では市政すべてというふうに書いてあるから、それでいいん

じゃないですか。 

 

委員  いや、そこは素案の方でいくんでしょ、市民に対して、市においては全職員という人を指

して、対比的に言っているのでいいんじゃないかという意味で。 

 

委員    鳥取市にしようというふうになりませんでしたか。 

 

委員  原案の方にするのでしょう。 

 

委員    使うのは、素案の中で事務局が書いている「人権に関する認識及び問題意識を持ち」とい

う部分を使おうというということだったかなと解釈しましたけど。 

 

委員    すみません。委員さんの上から６行目、「市において」はとして、この次に言われた人権に

関する認識の部分は市の方の文章を持ってくるということでしょう。確認ですけど。 

 

委員    私の解釈では、「ですから」も取って、市から始まるということで、「市においては市政す

べての分野において人権に関する認識及び問題意識を持ち、総合的・計画的に人権施策を推

進するための指針とします。市民について」という解釈をしたんですけど。そう言われると

疑問です。 

 

事務局    ですから、「認識、問題意識」という言葉と、「視点、人権尊重視点に立って」という言葉

を入れてはということですが、「市においては」の方に、「認識及び問題意識を持ち」という

のは、馴染まないかと思います。ここは職員がそういう認識を持って取り組むのだというこ

とでなっているので、もし「市においては」の方に入れる言葉としたら、「人権尊重の視点に

立って」という言葉を、読んでみますと、「市においては市政すべての分野において人権尊重

の視点に立って総合的・計画的に人権施策を推進するための指針とします。」というふうに入

れた方がいいと思います。市民の方に「人権尊重の視点に立って」を入れるということだっ

たんですけども、これはむしろ市の方に入れた方がいいかなと思います。 

 

会長  はい。今の議論をもう１回整理します。市の方は「市においては市政すべての分野におい

て人権尊重の視点に立って総合的・計画的に人権施策を推進するための指針とします。」それ
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と、市民の方ですけれども、そこでは「人権尊重の視点に立った」というのを取ってもいい

というお話ですか。 

 

事務局    市民の方はそのままです。 

 

会長  そのままでいいと。 

 

委員    両方入っていると思うけども。 

 

事務局    認識及び問題意識の方を市民の方に入れた方がいいと思います。 

 

委員    市民の方の「人権尊重の視点に立った」というのを「人権に関する認識及び問題意識を持

ち」というふうに変えるということですね。 

 

委員    問題意識、皆が持たないといけない。 

 

委員  これにあまりにも拘り過ぎてもいけないので、 後にチェックをする機会もありますよね。

先にいきますけど、大丈夫ですか。 

 

会長    はい。 

 

委員    今日は、これは逐次的にこれに沿ってやられるんですか。 

 

会長  進め方は、１つずつやっていくしかないかなと思っているんですけど。ですから、細かい

ところまではちょっと今日は無理だと思いますので、大まかな流れというか、その辺で進め

させてください。時間が来ましたので、それでは３ページ目に移ります。基本理念です。ま

ずちょっとお読みください。それと、事務局の方も素案を作られた思いとかもありますので、

どんどん入っていただいてご意見をいただきながら皆で協議していけたらと思いますんで、

どうぞよろしくお願いします。 

 

委員    委員さん、もう少し短くなりませんか。 

 

委員  初めに条例の全文をそのまま持ってきましたからね。 

 

委員    分かりますけども、推進しますとかそういうことは、基本理念では実際に方針としてやる

ときは謳わないといけないのだろうけども、人権尊重の基本理念ですから、具体的にやる、

やらないという話でなく、人権尊重とはどういうものだということを、もっと分かりやすく

短く言った方がいいのではないですか。 

 

委員  私自身も、はっきり言って文章がすっきりしているとは思っていないです。だから修正し
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てもらった方がいいのですが、ここで言わんとするのは、どういう社会を目指すのかという

ことをきちんと位置づけておかないといけないと思うんです。そして、そこの意味合いとし

ては、この差別のない人権尊重という意味合いが、どういうふうにきちんとここに盛り込ま

れるかということだと思うんですよね。そういった意味で、ここにそういうことをしっかり

と書き込みたいなと思ったけれど、すっきりしなかった。こういう今の私の現状ですので、

こういうことをしっかりここには入れるべきだということで議論してもらったらいいなとい

うふうに思います。 

そういった意味で言うと、実は事務局案で言うと、第２章だったでしょうか、「人権擁護と

は」というようなところが出てきたと思います。実際、本来はここで具体的に本当にこの目

指すもの、基本理念を書かないといけないわけですから、この条例の例えば、この目的のと

ころの条例の第１条目的に、「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

（以下人権施策という）」と、こういうふうに書かれているものを、実際はどういうものかと

いうことをやっぱりきちんと論議しておかないと、基本理念の文言も出んじゃないかなと思

うんですよ、整理がしにくいと言いますかね。そういった意味では、今議論しているのが、

人権施策基本方針だったものですから、具体的にどういうことだろうかということで、私は

この人権施策と書いたけれど、だから、人権施策とは何かということと併せて、第１条に書

いてあるこの人権擁護というのは、どういうことを意味するのかということを含めて、この

３のところでちょっと説明をして、それでそこを議論して、それから理念というところに返

った方がいいかなと思います。 

 

委員    委員の「人権施策とは」というところはいいと思うんですが、基本理念はもう少し短くし

たほうがいいと思います。でも、事務局案の中の「はじめとする」という文言でいくつか出

ているんですが、ここも「しかし依然として差別等さまざまな人権侵害が存在しています。」

だけではいけないだろうか考えています。さらに付け加えるのであれば、「社会的状況の変化

などにより新たな人権問題も起きています。」という文言にして、その次のページの、「その

ため、市民及び市は、先程の位置づけに合わせて逆にして市及び市民はそれぞれの立場から」

というふうにつなげて、事務局案の「実現を目指します」のところまででいいのではないか

と、それで伝わるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

会長  もう１回整理しましょう。今のご意見は、基本理念のところの項ですね。 

 

委員    そうです。「市民一人ひとりの人権が尊重された社会を築くことが必要です。しかし、依然

として差別等さまざまな人権侵害が存在しております。また、社会的状況の変化により新た

な人権問題も起きています。そのため、市及び市民はそれぞれの立場から」という流れでは

いけないでしょうか。委員の「人権施策とは」という人権施策について書かれているところ

はもう少し整理してもいいかなとは思うんですが、「人権施策について」は何回も言わなくて

も事務局の案でいいのかなと思います。 

 

会長  事務局の素案の方が、より思いが入っているということですか。 
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委員    いや、思いが入っていると言うか・・・ 

 

委員    整理をして、少し修正を加えて、こちらの方がいいのではないかという案、それで合わせ

て、人権施策とはということも含めて書いたらいんじゃないなということですよね。 

 

委員    そうです。 

 

委員  例えばさっき言われた、今まで書いてなかったインターネットとか、新しい状況も入れて

いただいて、それから人権施策ってどんなことかというところも入れていただいて、少し簡

潔にしていただくというので基本的に賛成です。それと、世界人権宣言ですとか、日本国憲

法というのには括弧を入れていただきたいなと思います。 

 

会長    はい。今のご意見ですと、素案の方に社会的状況の変化によりインターネット等というよ

うな文言を入れながら。 

 

委員    社会的状況の変化によって生じた新たな人権問題はインターネットだけではありませんの

で、例えば、何々を掲げてするとか、何々などというふうに具体的に出すのではなくて、イ

ンターネットも含めて、すべて社会的状況の変化などにより新たに生じた人権問題というふ

うにまとめていただいたらいいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

会長  それでは、素案に新たに社会的状況の変化によって新たな人権問題も生じているという文

言を入れるということでしょうか。 

 

委員     そうですね。 

 

会長  それで、３番に人権施策というのは委員さん作られているようですが、これも簡潔にして

基本理念に入れるという考え方ですか。先程ご意見いただいたんですが。３番は３番で項目

立てをして残すという、それで、もう少しすっきりするという考え方でしょうか。 

 

委員    どのようにすっきりするか、今初めて読んだところですので、まだわからないです。申し

訳ないです。 

 

会長  先程、委員さん言われました日本国憲法に括弧をつけるとかいうことはどうでしょうか。

日本国憲法というか、世界人権宣言ですね。 

 

委員    ３点です。 

 

会長    はい。それには括弧。素案にではちょっと文言化するということで、その他内容について

は、あとで検討するということでよろしいですか。 
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委員    はい。 

 

委員  その差別等の前の部分を取っていただくことは、皆さんご了解していただけているのでし

ょうか。 

 

会長  どこでしょうか。 

 

委員  「しかし、依然として差別等、さまざまな人権侵害が存在しています。」というふうに、差

別がどのような差別かというところは、私は、ここには列記しなくてもいいのではないかと

思ったんですが、そのことについては皆さんご了解いただけますでしょうか。 

 

委員  私は、挿入プラス今の意見だと思っていました。しかし、「私たちの社会には部落差別をは

じめ」というところは、条例の第２条の２の文言をそのまま持ってきていましたので、併せ

て、委員さんが言われた「しかし、私たちの社会では部落差別をはじめ、女性、障がい者、

子ども、高齢、在日韓国・朝鮮人をはじめとする外国人やハンセン病回復者をはじめとする

さまざまな病気にかかわる人などに対する差別等、さまざまな人権侵害が生じていた。」また、

「社会状況に応じ、新たな人権侵害も生じてきています。」というというような、こういう受

け止め方を私はしていました。 

 

会長  今のご意見でよろしいでしょうか。 

 

委員  いえ、先程言われたのは違います。私は、「しかし、私たちの社会には依然として差別等」

というふうな意見です。 

 

会長  列記しなくてもいいということですか。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  その意味合い、理由を教えていただけますか。 

 

委員  「はじめとする」という言葉が何度も出てくるということが、はじめてなのかどうかとい

う違和感があったということと、それからどの差別も重く深いものであるというふうに私は

認識していますが、その中でも特に、この問題が重要であるということはもちろんあるとは

思うんですが、この基本理念のところでは依然としてある差別、すべての差別に対しての人

権侵害を問いたいのです。上手く表現できないんですが、そういう思いがありまして、例え

ば、病気のことも「ハンセン病回復者のかたをはじめとする」という、もちろん重要な表記

ではあると思うんですが、私にとってはさまざまな病気に対する差別、人権侵害ということ

も同じように尊重、重要視されるべきではないかなという思いがあります。ここでは、依然

として、あるあらゆる差別ということで表現できないだろうかという思いがあるんです。 

 



16 
 

会長  ここのところでは、委員さんに意見をいただいているんですが、説明をお願いできますか。 

 

委員  まず、この文章を読んで 初に感じたことは、「何々差別をはじめ」という書き方にするこ

とが、結局分かりにくくなっていると感じました。それで、あえて、「何々差別をはじめ」と

いう表現を入れる必要が本当にあるのだろうかと思います。日本国憲法とか、世界人権宣言

には「何々差別をはじめ」というような書き方ではなくて、皮膚の色とか、性とか、言語、

宗教というように、意識的に並列の書き方をしています。ですから、できるだけ、複雑にし

ないということと、あと、これは歴史的な経緯もありますから一概に無視はできないと思う

のですが、病気の人への差別の場合の中でハンセン病の位置づけ、価値づけをしないという

ことが大切だと思います。そういう意味で無理にはじめという言葉はつける必要はないので

はないのかと私は考えております。 

 

会長  ここで、もし、これを文章にしましたら、はじめを取って、部落差別というふうに言い切

ってしまうということですね。 

 

委員  はい、そうですね。 

 

会長  女性の差別、部落差別、障がい者差別といった書き方ですか、子ども、高齢者、在日韓国

人の差別、朝鮮人、これはどうですか。 

 

委員  ちょっとここは、考えないといけないかもしれません。 

 

会長  ここは考えないといけないですね。それと、さまざまな病気に関わる、などに対する差別。 

 

委員  すっきりさせるという意味では、委員さんが言われたように、ここではあえて書かないと

いうことも１つですし、あえて、ここで具体的に挙げるということは、鳥取市は何に重点を

置くのかということを表明することになるので、結構大事なポイントになるんですよね。そ

れで、確か条文のときは、それをどこに重点を置くということで結論づけたと思うので、流

れとしては条文に則したかたちで良いかなとは思っています。 

 

委員  いいでしょうか。私は委員の意見に対して反対ということではなくて、はっきり言うと、

意味合いが分からなければ、どうしたらいいのかが結論が出ないということで理由をお聞き

したのが１つ。それともう１つは、そこにはらむ問題として、「さまざまな差別が生じ」とい

うことを、どう捉えるんだろうかということ、何を差別として捉えて、どんな差別があると

して捉えているんだろうかということ、これは条例文のときにもかなり議論したと思うんで

すよね。例えば、人権と言って何を連想するかといわれたときに、なかなか連想しきれない

ということ。また差別と人権との関わりについてどうやって示したらいいんだろうかとかを

含めて、だからこそ、この「差別のない人権尊重の」という長いテーマになったと思うんで

す。そういった意味で言うと、すっきりさせるということだけであれば、今の委員さんの意

見でいいけれど、どこかには必ず、基本的な方向性であるとか、基本的な方針の中には、ど
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ういう文言を盛るのかを含めて、きちんと検討しないといけないことだと思うんです。 

 

委員  分かります。委員さん誤解しないでください。そういう意味合いで申し上げたものではあ

りません。それから、前回の協議会でも私はハンセン病回復者をはじめとするという表現に

ついては、私は反対意見を申し上げました。ですので、簡潔にしよう、すっきりさせようと

いう思いでということではないということはご了解いただきたい。 

 

委員  はい。わかりました。 

 

会長  いろいろご意見をいただきました。まだご発言いただいてない方でご意見あったらお願い

したいと思いますが。あらゆる差別ということで通すのか、初めからあるように部落差別で

すとか、女性差別というふうな言葉を残すのかというところを、まず皆さんにお聞きしまし

ょうか。 

 

委員  委員さんの意見は、要するに、具体的な個別の差別というふうに限定してしまうのではな

くて、少なくとも多様な差別が今存在していると。だから、ここで限定してしまうとそこが

落ちてしまう問題も出てくるので、やはり 初の理念のところではあらゆる差別ということ

を宣言した方がいいという、そういう理解ですか。 

 

委員  そうです。ですから、具体的なことに関しては現状と課題のところに載せてもいいのでは

ないかと思うんです。基本理念に関しては、どのような差別であっても許されないという思

いをぜひ出したい。病気で差別されて苦しんでおられるかたもある。肌の色やいろんな環境

的な本人の力ではどうにもならないことで差別されているかたがたくさんおられるわけです

し、これは依然としてあるということです。そして、新しい問題に関しても私の専門である

インターネットだけではなく、新たな人権課題がたくさん出てきているわけで、それを具体

的に出すのではなく、社会的条件の変化によって新たに生じる人権課題も全て問題となって

きているということをここでは表していただきたいと思います。 

 

会長  どうしましょうか。 

 

委員  あとあと、個別にはまだそれ以外にもあるでしょうから、きちっと位置付けをしないとい

けんと思うけども、やっぱり従来から言われてきているような差別には、こういった差別が

あるということで、部落差別をはじめ、これこれ、これ、これなどというようなことで言わ

ないと、あらゆる差別だけでは分かりにくいと思うんです。この基本理念のところでね。多

少は具体的に付け加えておかないといけないと思います。でも、これを１つ加えたからそれ

で十分だとかということも思いませんし、従来から言ってきているような、条例の中でも言

っている表現でいいんじゃないかと思うんですけどね。 

 

委員  委員さんが言われたように、具体的なこの文章そのままではなく、新しく今まで出てこな

かったものも、一旦具体的なものが入った方が基本的理念の中にどう盛り込んでいくかで、
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こう向かっていくものがはっきりしてくる、確かになると思うんです。そこをはっきりさせ

るためにも、今分かっている限りのものは、ここに入れた方がいいと思います。 後の方に

現状と課題は出てはくると思うんですが、現状と課題ではまだ分かってない部分とかもある。

いろいろ、さまざまな差別というところでここをきちっとした文言があると、何に取り組ん

でいかないといけないのかというのがわかるし、お書きになるときにも落ちないということ

があるかなと思います。具体的なものはあった方がいいという気持ちです。 

 

会長  入れるということですね。そうしましたら、一応部落差別、それから、先程言われたよう

に女性差別とかという差別を入れながら、はじめとするという言葉はあまり回数を使わない

格好にさせていただいて、なお且つ、新たな人権、かなり社会的状況の変化によりというこ

とも入れたもので作らせてもらうということで、どうでしょうか。細かいことは、まだ文章

ができていないところで考えるのは非常に難しいことだと思いますので、そのあたり理解し

ていただいて、次に進めさせていただきたいんですが、いいでしょうか。 

 

委員    はい。 

 

会長  はい。それでは、３番目に委員さんに、新しい項目で人権施策とかということで作ってい

ただいています。これについてもご意見をいただけないでしょうか。 

 

事務局  修正案ということで確認をおねがいします。先ほどのところで「はじめとする」という言

葉を、少なくしていくということですが、条例のときにもどうするかということで、 終的

にこういう表現になったという経過があります。その言葉を少なくするということになれば、

例えば、「はじめとする」が使ってあるのが、外国人のところ、病気に関わる人のところです

が、「はじめとする」を取れば、高齢者の次に外国人、それから次に、病気に関わる人等に対

するする差別と思うというふうになってくるんですけども、条例のときの議論で、この在日

韓国・朝鮮人、それから、ハンセン病回復者を入れるということになったので、こういう表

現になっております。ですから、これを変えるのはなかなか難しいかと思います。この基本

理念というのは条例の理念にもありますので、これは条例の記述を載せているというところ

です。ただし、変更するとすれば、新たな人権問題を、これを代表的なものをこの後に続け

るということになるかと思います。それから、ここでは～差別と言っておりますので、女性

とか、障がい者、子ども、それから高齢者、外国人、病気に関わる人に対する差別だという

ことですけども、差別だけでなく、偏見とか、虐待とか、そういうことも人権侵害というこ

とになりますので、この部分では新しい人権問題を入れる形かと思います。 

 

委員  つけ加えることですね。条例との関係でなかなか変えられないということであれば、それ

でいくしかないと思いますけど。 

 

会長    先程言いました「社会的状況の変化により」という文言はつけていただいて、委員さんの

ところに差別、虐待という言葉が出てきているんですが、それも入れてもらう方が良いんじ

ゃないかと思いますけども、どうでしょうか。 
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委員  私は、条例に則して自分の意見を作ったんです。ですから、そのままの文章を持ってきて

いますけれど、確かに本来ここは人権尊重の基本理念ですから、まさに人権って何かという

ことを本当は述べないといけないのです。そして、人権侵害とは、それらが具体的に保障さ

れなければならないのに、具体的に侵害をされている実態がある。そしてまたその多くは、

人権侵害を多くの実態を見れば、そこに差別や偏見、虐待っていうものが存在しているとい

うことをきちんと本来は整理しないといけないんです。整理できるとしたら、委員が言われ

るように、「あらゆる差別は」ということが網羅されることになってくるんですね。 

      それで、言いたかったのは、あらゆる差別とは何を指すのかということは、条例の第何条

を見てくださいとか含めての定義をきちんとすべきだと思うんですね。だからこそ、ここで

言うと、人権って何かということを、きちんと論議してから、もう一度、ここの考え方を整

理した方がいいと思うんです。人権とは何か、人権侵害とはどうして起きているのか、差別

等や虐待との関係はどうかということを、ここにきちんと書くべきだと思います。今の議論

において、そのような整理が必要だと思うんです。入った方がいい、入らない方がいいとい

うのは、次の策であると思います。 

 

会長  ということになりますと、保留という格好ですか。皆さんが問題点を出しているところの

整理をしていかないといけないということですよね、今のご意見は。 

 

委員  一応大丈夫です、ここまでは。 

 

事務局  これはそもそも、条例のときに議論していただいたものではなかったのでしょうか。もち

ろん条例に基づいて、この辺は解決していくものなんですけど。 

 

委員  いや、そういうことではなくて、人権というのは、おそらくここの委員さんは、前の審議

会の委員さんでも、協議会の委員さんでも、世界人権宣言や国際人権規約、また日本国憲法

にしっかりと謳われていることと理解されていると思います。しかし、全職員のかたは理解

されているのでしょうか。また、全市民の方がそういう文言だけで理解ができるでしょうか。

あらためて、具体的にここにそういったことや、侵害を受けている実態や、または差別や偏

見や虐待というのをきちっと合わせて整理して書いておくということが必要ではないかとい

う意味合いです。審議をしてないのではないです。 

 

委員  となると、列記してもらいたい差別や人権侵害になると、他にもまだたくさん本当はある

わけですね。 

 

委員  初の頃は８項目だったでしょうか。それが１４になったでしょう。だから、いろいろと

条件やなんかが変わっていくというと、また新しい問題が出てくるかも分からない。だから、

私はこれぐらいで止めておいてもいいんじゃないかなと思います。 

 

会長  これぐらいでというのは。 
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委員  今頃こんなことを言ってもしょうがないのですが、条例の段階で、基本的に人権侵害の原

理ということをきちっと議論しないまま、現象的な差別を列挙して終えているということに、

問題があると思います。例えば、世界人権宣言にユダヤ人差別というような文言は出てこな

いですよね。そうじゃなくて、宗教とか、皮膚の色とか、言語とか、そういう。 

 

委員  ただね、途中で取って悪いですけど、先程からここが繰り返されているのですけど、確か

に世界人権宣言そのものはそうですよね。しかし、私は前文がとても大事なところだと思っ

ているんです。平和の問題と差別の問題と人権の問題、これを位置付けたのは、世界人権宣

言の前文だと思うんです。そういうことを前提にしながら、具体的な権利というのは何かと

いうことが、世界人権宣言の項目ですよね。皮膚の色であり何でありというね。私の世界人

権宣言というところは、まさに前文を含めたことを、私自身は意味して言っているんです。

だから、問題は権利、人権という１つずつの具体的な権利そのものと合わせて、差別やさっ

き言ったような虐待の問題、偏見の問題がどうからんでいって、今のこういう現状があって、

それではいけないと思っているということを書き込まないといけないじゃないかなという気

がするのです。この基本理念に。 

 

委員  そうですよね。それをどこまで表現するかということですよね。差別、虐待、偏見だけで

はない人権侵害ってありますよね。いじめであるとか、それから、それをどこまで表現する

かということが。それで、表現しなかったら、それは重要視されていないのかと言ったら、

そういうわけではないので。 

 

委員  だから、基本理念では何を述べるところかということを確認すべきだと思いますよ。 

 

委員  そうですね。 

 

会長  どちらにしても、個々の問題を全部書き上げるというわけにはいきませんので、もしくは、

条例に即してということであれば今の文言、それに少しプラスをするという格好しかないの

かなと思っています。 初の会のときに、その他の人権ということで、その他の人権問題と

いうところを全部項目だてしようという話をしたと思いますが、そのときに既に９つ問題と

して挙がっていました。それで、基本方針を何回も変更するというわけではありませんので、

何年か先を見越してというか、あまり個別のものを固定して書くということは、非常に難し

いのではないかというふうに思っておりますので、その辺もちょっと考えていただきながら、

基本理念については先程事務局の方が言われたことで入れていただいて、また検討になりま

すかね、全部検討になりますよ。 

 

委員  いや、一度に結論は出ないと思います。とっても大切なことですけどね。 

 

委員  ここは一番大事なところ。この意見がはっきりしないといけません。 
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委員  基本的理念というのは、つまり普遍的、普遍ということですよね。普遍的な問題としてす

っきりとした理念さえ記述されていたらいいのか、ということですけども、確かに世界人権

宣言で言われている理念というのは、現在では普遍的で世界に通用すると思うし、地球上に

もおそらく通用するでしょう。ただ、この鳥取でこの人権問題を扱うということから考えれ

ば、鳥取の問題として鍛え上げられてきた人権ということを、やっぱりそれをスタンダード

という言い方がいいかどうか分からないけども、歴史的にそれが鍛え上げられてきた項目と

いうのがあるわけですから、せめてそれぐらいはやっておかないといけないんじゃないかな

という考えもあります。さっき言われたように、個別をいったらきりがないんですよね。そ

れで、普遍と言ったらもう簡単ですよ。あらゆる差別を無くすようにと言ったら、もうおそ

らく２行くらいですむかもしれません。だから、落としどころは今の案でいいのではないか

と思うんだけど。 

 

会長  事務局さんの方が言われた案ということで、一応作っていただくということでよろしいで

すか。またそれは協議させてください。あと１３分程になってしまいました。 

 

事務局  時間もないので、今までの確認をしていただけたら、大変ありがたいです。委員の３まで

追加になっていますので、そこまでお願いします。 

 

会長  この３番の人権施策とはという項目ですけれども。 

 

事務局  委員さんの方から、「人権施策とは」ということが、３番目の項目の方でシンプルに出てい

ると、人権施策とは何かということを検討した方が良いということですけども、ここにも書

いてありますけども、１行目、２行目から、「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、以下人権施策という。」と、これが条例の第１条の方にそういう記述があって

人権施策をここで整理しているということです。ですから、人権施策とは、この人権擁護に

資する施策と、それから人権意識の高揚を図るための施策ということになると思います。こ

れを細かく説明を加えるということについては、結局どうなのかという気がします。 

      それで、人権擁護に資する施策というのは、書いてある字のとおり見れば、かばい守ると

いうことで、人権侵害を受けた人をどのように、どうかばい守るかということになると思い

ます。今現在、擁護の施策として、鳥取市、行政として何ができるのかを考えれば、救済と

いうことになると思うんです。さらに、救済の中でも、今、市にできるこというのは、そう

いった人権侵害を受けた人たちの相談にのるということがまずやるべきことではないかと思

っております。 

      それで、その段階を超えるものについては、それぞれの専門機関の方にお願いをしたりす

るという形で、人権擁護に資する施策というのは、現在ではそういった相談なのではないか

と考えます。それから、人権意識の高揚を図るための施策というのは、これは人権教育と人

権啓発ということになると思いますので、ここであえて「人権施策とは」というふうに、新

たな項目を設けるということまではどうかという気がしております。 

 

委員  私は、是非設けてもらいたいと思って項を起こしました。今、人権擁護とは人権侵害を受
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けた人をかばい守ることと言われましたが、その前の人権というのは何なんなのか、まさに

基本理念の関係なのです。差別のない人権尊重の社会づくり条例、ここの前文の中には、世

界人権宣言３、「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について

平等であるとした世界人権宣言の理念は人類普遍の原理であり、日本国憲法においても、法

の下の平等及び基本的人権の保障が定められている。この理念のもとに」というふうにあり

ますよね、行政なり市民が、国民的課題だと思わないといけないのは、まさにこの基本的人

権を保障するということで、行政の責務はこれを保障する行政のありようだと思っているん

です。 

      そういう意味で言うと、擁護というのは保障すべき人権があって、それが侵害をされてい

るときに具体的に使う言葉ですよね。でも、一番の元はその擁護だけに限らず、人権を保障

するということが第１義務なんです。そういうことで考えたときに、まさに人権施策とは何

か、ということです。実際この基本方針、全体的に第２回目の協議での委員の意見でもあり

ましたが、啓発の部分に偏っていないかというような意見があったと思うんです。そうでは

なくて、私たちは、この住民投票条例の問題にしても、市にしっかりとその人権という権利

を保障するということを求めて意見書を出そうという話にもなりましたし、そういった意味

でいうと、人権施策って何かということをもう一度きちんと定義しておかないと、具体的な

施策で何が必要かということになってこないと思うんです。そういった意味で言うと、私は

さっきの基本理念のことにも関わりますけれど、もう１回人権施策って何かということをき

ちんと位置付けるということを言いたいと思います。それで、私のこの文章は、実は何もな

いところから持ってきたわけではなくて、23 年のこの条例が制定されるときの市議会での答

弁書から私は持って来ましたので、この内容になっているということを付け加えておきたい

と思っています。 

 

会長  今、ご意見をいただきましたが、「人権施策とは」という項目が必要であるということです

が、いかがでしょうか。 

 

委員  はい、質問ですけども、委員さんが言われたいのは、この要件の下の方の、人権擁護とい

うの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ようとしているということでし

ょう。ここに特に設けられたのは、全体的な・・ 

 

委員  全体像を示してね、はい、そうですよ。 

 

委員  具体的に挙げられたのですか。 

 

委員  はい。 

 

委員  私もそれには関心ありますが、そこの以外のものについてなにかありますか。 

 

委員  だから、その上に述べているのは、私もそれ以外のものを書くと書いているんです。何か

というと、一番初めに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書いて
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あるから、本来は人権意識の高揚を図ることも人権擁護の中身なんです。または人権保障と

いうことを考えるときの中身なんです。しかし、あえて書いてあるので、こういう条例の書

き方になっているから、あえてここに 後に書いているということなんです。 

 

委員  啓発とか、何かとかですか。 

 

委員  していないという意味合いのことを言っているのです。 

 

委員  私も賛成です。やはり、その人権擁護に資する施策及び人権意識の向上を図ると聞いても

ピンと来ないので、市民が読んでも分かるようなことも必要ではないかと思うんです。条例

にも謳ってありますが、人権擁護とはどういうことなのかというのは、さっき事務局の説明

にもありましたように載せていただきたいと思います。どうですか。 

 

会長  他のかたのご意見はどうですか。 

 

委員  この「人権施策とは」という項目なんですが、第２章に入れるというのではいけないです

か。やはり第１章がよろしいのでしょうか。 

 

委員  ここに人権施策基本方針の位置付がくる方でしょう。だからここに入れたんです。しかも

基本理念にも関わることなので、こうした方がいいかなと思います。 

 

委員  私は、第２章の 初に入れてもいいのではないかなと思います。 

 

委員  ただ、第２章は現状と課題というところなので、若干意味合いが違うのではと感じたんで

すけど。 

 

委員  でも、委員さんの意見だと、人権施策の取り組みの経緯というふうになっていますね。人

権施策等について。その前後に、人権施策というのは、どういったものなのかということを。 

 

委員  私は、人権施策とそのものの捉え方をきちんとしようと思って、ここに入れたのです。そ

れで、第２章は確かに人権施策の取り組みとなっていますが、県もこうしているんです。事

務局案は人権施策の現状と課題ということでまとめて、取り組みの経緯や現状と課題ときて

いますけど、ざっと見たところでは、人権施策の現状や課題ではなくて、表している意味合

いは、取り組みの経過と人権問題の現状なんです。そこであえて、第２章の大きなテーマの

人権施策の取り組みと人権問題の現状ということは見直して、人権施策の取り組みとしては

どういうふうなことに取り組んできたんかというのを１番に書き、２番に人権問題の現状と

課題というふうに仕分けをしたということです。この第２章は、ただ現状と課題の仕分けで

す。そして、その現状と課題が、第４章以降の具体的な個別の課題につながって行くという

流れではないかと思っているんです。そういう流れを想定してのことです。 
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委員  ２ページの一番に、この理由を述べたものが書いてありますけども、下から７行目から「人

権施策とは人権擁護と人権施策を意味するものについて記述しました。言葉、用語を意味す

るものが明確でないと解釈が違ってくるからです。」と書いてある。これをまさにこのことだ

と思います。 

 

委員  この施策はどんなことをするのかと言った大まかな意味合いを、市民に初めに把握しても

らった方がいいと思うのです。これは市民にも読んでもらうということを念頭に考えられて

いるのですよね。 

 

事務局  そうです。 

 

委員  これは内部資料としてのみではなくて、市民にも協働を求めるのですから読んでもらいた

いという気持ちがあると思います。そういうことも絡めて言うんですけれども、やはり基本

理念とか、その求める理想像とか、それに近づけるために、あるのが人権施策だというよう

なところがあった方が、市民に対して親切だし、世界人権宣言や日本国憲法と私たち市民の

間をつなぐものは、鳥取市人権尊重都市宣言や条例であると思うので、これをここに入れて

もらいたいと思っています。それと同時に、人権施策はこういうものを出すという項目はあ

った方がいいと思いました。 

 

会長  今、委員の言われたのは、資料の２の３ページの文言と言うことですね。 

 

委員  そうですね。 

 

会長  これを基本理念に入れましょうというご意見ですね。資料２－１の３ページ、理念に戻り

ますけれども、素案の方の４行目、「保障が定められており」というところの文章を「定めら

れています」として次の文章がくるというふうにご意見をいただきました。 

 

委員  事務局から提案があったことについてですが、事務局も項を起こす必要はないということ

ではなくて、「人権施策とは」ということで、端的にした方がいいのではないかという意見だ

ったと思います。先程の意見はそう受けました。それで、私は中身をしっかりつけた方がい

いという意見だったと思います。そういった意味で言うと、今日示された文章ですので、先

程の基本理念についてさまざま出されている人の意見もありますし、もう一度、基本理念と

この人権施策という項を起こす場合、起こさない場合含めて、どういうふうな列記がいいの

かということを、次回考えたらいいのではないでしょうか。 

 

会長  今ご意見をいただきました。そうしますと、もう１回、今日の議論についておさらいをし

ておきましょう。まず、はじめにですけれども、これは元号の方が頭にきて、委員さんの案

でいくということでよろしいですか。 

 

委員    はい。 
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会長  次のページです。基本的な考え方の１項、２項、これはまた別にさせてください。それで、

２ページ目の人権施策基本方針の位置づけという部分です。これについては、「市においては、

市政すべての分野において人権尊重の視点に立って、総合的、計画的に人権施策を推進する

ための指針とします。」でよろしいですね。はい。この次です。「そして」を取ります。はい。

それで、市民の括弧の中の「在住する者」を、「在住する人」と直します。そして、下から３

行目ですね「市民においては、この基本方針を踏まえ、人権に関する認識及び問題意識を持

ち」でしたね、はい。ここも「人権尊重の視点に立って」を入れましたか。 

 

委員    「意識を持ち」までです。 

 

委員  「意識を持ち」までだったけど、でもここだけに本当はそういう文言を入れるのもどうか

というのがありましたので、どっちでいくかというのは、結論が出ませんでしたね。 

 

会長  はい。とりあえず入れていただいたもので作っていただいて検討するということにさせて

ください。はい。ですから、「人権尊重の視点に立った」も入れます。入れて「自主的な取り

組みを積極的に展開されることを期待するものです。」３ページ目です。これは素案の方です

ね。素案の方の世界人権宣言及び日本国憲法に括弧をつけるということです。それと一応、

条例に沿ったということで素案の方で書き出されているものを活かす、それになお且つ、社

会的状況の変化により新たな人権、さらに生じてきているという、文言についてはちょっと

変わるかもしれませんが、そういう言葉を足すということです。はい。ただ、先程委員さん

からもご意見をいただいておりましたので、その辺をどうするかということも、まだ諮って

みながら答えは出てないというところですので、そこは残していただいて、また検討させて

もらったらと思います。それと、「人権施策とは」という、これは理念に沿って書くというと

ころで、もう１回検討しないといけないというご意見をいただきましたので、それについて

もどうしましょうか。このままのものを載せていただくか、採択してもらいますか。もし、

ここはいらないとかいうことがあれば、一応ここからスタートにさせてもらってもいいです

か。はい。ということであまり進まなかったのですが。 

 

委員    でもとても大切なところですので、当然だと思います。 

 

会長  そうですね。ここをしっかりしていかないといけませんね。 

 

委員    はい、当然だと思います。 

 

会長  ということで、ここまでは変更していただいて、理念それと施策というところから次回は

協議をさせていただきたいと思います。あとは、順次またやっていきましょうということで

す。 

 

委員  もう１点すいません。委員が出しておられる尊厳と権利等についてのところですが、「と」
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というのは正式には「と」が入るんですね。 

 

委員  引用するなら、「と」が入ります。 

 

会長  はい、ではそれも含めていただいて。 

 

事務局  すいません、３ページの尊厳と権利のところですが。委員さんの「と」を入れるというこ

とですけども、条例の方は「と」が入っていないのですが。 

 

委員  これぐらいは、別にいいのでは。 

 

会長  おおかた、基本的には条例に基づいてという方向で行かせていただけたらと思っています。

それでは、３番のその他ということで、委員さんの方から、先程初めに資料を配らせていた

だいている件について説明をお願いします。 

 

委員  この資料は総理府の事業でやられたもので、無料で配布ということになっております。不

登校の問題について、２０年政策ということで記念事業として作られたものです。不登校問

題についての参考にと思って配らせてもらいました。読んでみていただけますか。それから

もう１つは、子どもの権利条例の問題で、一昨年に日弁連が米子で全国大会をやりました。

そのときの資料の中から、去年日本が３度目の勧告を受けたこととか、その辺の細かいこと

を読んでいただけたら参考になるかもしれません。よろしくお願いいたします。 

 

会長  この資料の３については。 

 

委員  会長さん、これはちょっとしたことではできませんよ、はっきり言うと。 

 

会長  一応、いただいたということで。 

 

委員  それについては、意見を出すのに遅れましたが、しっかりこれから議論していただきたい。 

 

会長  それでは、事務局より次回の日程をお願いします。 

 

事務局  次回は、年度内に１回ということで、３月に予定したいと思いますので、よろしくお願い

します。まだ日程とか、場所は決めておりません。それと今、３章までいただいている修正

案を、できましたら２月末頃までにお願いします。 

 

委員  文章がまだ議論できてないのに、要所、要所だけではいけないと思います。きちんと順序

を追ってやりましょう。一度にやったらこんがらがると思ってです。 

 

会長  次回は、議会の関係で３月になるのですね。今日いただいている資料を、しっかり読み込
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んでいただいて、お願いしたいと思います。 

 

委員  今日までのところで、意見を出したいことがあれば、それも２月いっぱいでいいですね。 

 

事務局  はい。 

 

委員  個別は、後にしましょう。ここまでがすっきりしないことには進みませんから。 

 

会長  はい。今日の資料で、もし意見がありましたら、２月末までにお願いしたいと思います。 

 

事務局  すいません。議会の日程がまだ決まっていないですが、日程は２月の後半から１ヶ月あり

ますが、 終日あたりは余裕があるので、議会中でも日程がとれるのではないかと考えてお

ります。ということで、３月の早くて中旬で設定します。 

 

会長  大変遅くなり申し訳ありませんでした。それでは、本日はこれをもちまして会を終了させ

ていただきます。どうもお疲れ様でした。 


