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第２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２３年１２月２１日（水） 午後１時３０分～４時００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、木下義臣副会長、一盛真委員、今度珠美委員、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１３名・サポーター１名出席  欠席 池本道子委員、小谷喜典委員 ２名 

 (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、 

男女共同参画課長補佐、中央人権福祉センター副所長、雇用創造推進室主査、企画調整課係長、

高齢社会課長補佐、障がい福祉課長補佐、児童家庭課長補佐、中央保健センター所長補佐、 

子ども家庭支援室主査、学校教育課係長 １５名 

４．協議事項 

(１)鳥取市議会における「鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例検討会」の状況について 

(２)鳥取市人権施策基本方針改訂資料に対する委員からの質問及び回答について(資料１) 

(３)鳥取市人権施策基本方針の改訂素案について(資料２) 

 

《開 会》 

会長  本日は年末の大変お忙しい中、お集まりくださいましてありがとうございます。それでは、

只今から第２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いと思います。

中身がとても膨大なので、挨拶はほどほどにさせていただいてすぐに審議の方にと思ってお

ります。それでは、出席確認を事務局よりお願いいたします。 

 

事務局  池本委員と小谷委員からは欠席連絡がございました。山本委員がまだお見えでないようで

すが、過半数は達しております。 

 

会長  それでは、協議に移りたいと思います。次第の（１）鳥取市議会における鳥取市庁舎整備

に関する住民投票条例検討会の状況について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局  それでは、（１）の住民投票条例の件について説明をさせていただきます。本日資料を配

らせていただいておりますが、11月 24日に送らせていただいた資料と、新聞記事等を載せ

たもので説明させていただきたいと思います。11月 24日に送らせていただいた資料につき

ましては、すでにご覧いただいていると思いますが、鳥取市議会の方で鳥取市庁舎整備に関

する住民投票条例検討会が開催されております。こういったことについて、後でご報告をさ

せていただくということで送らせていただいたものです。１番の議会事務局の方で確認をい

たしましたことは、この検討会は10月3日を第１回目として現在まで５回開催されており、

その中で、外国人の投票資格について議論がされたということでございます。年齢を 18 歳

以上とか、そういう年齢をどうするのかというような意見と併せまして、この外国人の投票
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資格についても議論がされたということですが、この外国人の投票資格については、重要な

事項であるということで議論するには時間が足りない、住民投票条例が急ぐということで今

回の住民投票条例には見送るということになったということでございます。それで、その資

格は 20 歳以上の日本国籍を有するものと、こういうふうになっております。 

      それからもう１点、２番の総務課の方に確認したことですけども、住民投票条例案は、議

会の方で市議会議員により提案される議案であるということで、その議案に対して市長が意

見を言うことは制度上できない、協議会の方から市長に意見を述べても市長が議会に対して

言うことができないということでございます。以上のことから、住民投票条例の 12 月議会

への提案がどうも先送りされるようで、当初 予定されていた２月の投票も遅れていくという

ことですので、別に協議会を開催してはというようなご意見もあったんですが、本日の第２

回の協議会の方で説明をさせていただきまして、早速協議していただきたいということでご

ざいます。このことにつきましては会長と相談をさせていただいて、その結果、また委員さ

んにも報告はさせていただきました。以上でございます。 

 

会長  ありがとうございました。只今事務局から説明がありましたが、ご意見どうぞ。 

 

委員  見送られるということの結論、これは議事録にきちんと残していただきたいんですが、条

例で市民というふうに規定されている人々の市民権をはく奪する問題と、合併特例債に間に

合う、間に合わないという時間の問題、これを天秤にかけるということ自体が非常に人権侵

害の問題だと思います。これだけ残していただきたいと思います。 

 

委員  今の事務局の説明だと、市長は議会に対して意見をどうこうすることはできないという確

認をいただいたわけですけれども、もともと私たちが先回言ってきたことは、市長が市の施

策としてどうするのかという中の１つとして住民投票を行う場合に、在日永住の方を認めて

ほしいという意見の賛同を得たわけですから、少し問題は違うかなと思います。それで、市

長に対して意見を述べるということは、議会との関係を外しても、私たちは市長に対して意

見を述べることができるのではないかと私は思うんですが、そのあたりはどうなのでしょう

か。議会に対して市長が意見を述べることができないから、私たちも市長に意見を述べても

仕方のないことだとは私は思っていません。このことを別にしても、市長に対して協議会全

員で意見を述べることは可能だと思うんですが、そのあたりはどのように解釈してよいもの

か私もよく分からないんですが、気持ちとしては非常に納得しがたいものがあります。 

 

会長  はい。そうですね、この度の住民投票に関する件ということであれば述べることができな

いというのはご理解いただきたいと思いますが、ただ、市長に対して私たちの意見をという

ことに関してはできるとは思うんですが。 

 

委員  それをするのか、しないのかというのは、私たち 15人の総意で決めればいいわけですが、

私としては、市長に意見を述べるという行為はしてもいいのではないかと思います。私たち



3 
 

は何のためにここに集まっているかということを考えれば、当然市長に対して、このような

考えかたがあるということを知っていただいた方がいいと思います。 

 

会長  皆さん、いかがでしょうか。 

 

委員  私の意見は、前回も、それからこの度の陳情を出すという過程でも述べてきました。ぜひ

ともこの「差別のない人権尊重の社会づくり協議会」のタイトルに恥じない協議会であって

ほしいなと思います。前回も言いましたけども、差別のない状態にしてほしいと思います。

それから、議会の方で継続審査ということになったんですが、継続審査というのが前向きに、

永住外国人と限定すべきかどうなのかも問題なんですが、外国籍市民たる者にいわゆる住民

投票権を付与し得るようなかたちになるのか、そんな状況で、そんな気分で、そんな考えか

たなんですけども、継続審査っていうのは、なん かこのまま塩漬け冷凍保存というかたちで、

結果うやむやにされて抹消されてしまうんじゃないかなっていう危惧の念はあります。 

      先日の総務委員会で、当事者である陳情を出した我々に対して、議会の方は意見を聴取し

たいという議論がありました。ぜひともその場でも述べたいなとは思っているんです。鳥取

市の人権施策基本方針にも、外国籍市民の市政参画について積極的に云々の文言があると思

うんですが、我々、永住外国人を市民として認知してもらっていると思っているんですが、

私、前回も確認したんですけども、「私は市民なんでしょうか？」ってこの場でも聞いたと

思うんですね。市民であるだろうが当然だと思っていますし。そのようなことです。 

 

会長  はい、ありがとうございます。どうぞ。 

 

事務局  自治基本条例というものが鳥取市にあるんですけども、この自治基本条例の中に住民投票

というものがありまして、自治基本条例では市民の定義という中に、こうした永住外国人の

方も入っていると思っております。自治基本条例では、住民投票のところで、それぞれその

ときの事情、その事案に対して、その都度条例を作って住民投票をするということになって

おり、それに基づいて、今議会の方でその条例案が検討されているということでありますの

で、自治基本条例については特に問題はないのではと思っております。議会の方で検討され

ている住民投票条例というものに、外国人の方を一応入らないような状態で、今取りあえず

は決定されているという状況があると思いますが、今検討されている住民投票条例は、市庁

舎問題についての住民投票ということで今回限りの条例になると思っております。ですから、

議会委員会に対して団体の方から陳情が出されて検討されているんですけど、やはりこれは

議会の方で検討がされるべきものではないかと思っております。 

 

会長  ということは、市庁舎の関係に関しての住民投票条例を抜きにして、市長に私たちの考え

かたを伝えるとかということは不可能ということですか？それはできる？ 

 

事務局  住民自治基本条例の方で、市民としては定義されていますが、今回作られる住民投票条例
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では、そちらの方で検討がされるという状況です。協議会の中でこういった議論があります

ということで、市長の方に伝えることはあるとは思いますけども。 

 

会長    今ご説明がありましたが。 

 

委員  私たちの意見表明をする場所があってもいいと思っていますので、その機会を自ら潰すこ

とはないと思うんです。 

 

会長  他にはご意見はありますか。 

 

委員  自治基本条例には、市民とはというのはきちんと定義されていて、その中には外国、在日

外国人の方は除くということは一切書かれていませんし、その同じ条例の中で住民投票って

いう項目があるわけですから、他の条例案にもたぶん影響を及ぼすと思います。今回はちょ

っと議論に時間が足りないという結論に達したと思うんですけども、自治基本条例の中で、

定義されていることを議論していただくわけで、とってもシンプルなことなんじゃないかな

と思います。そこには市民はきちっと定義されているわけですから、どうしてもう少しシン

プルに議論していただけないのか本当に純粋に疑問に思います。ですから、委員さんが「私

は市民ですか？」とおっしゃられておりましたが、市民ですと。条例で定義されている市民

というのは鳥取市に在住あるいは鳥取市に勤務している、鳥取市で市民活動している人につ

いて、結論づけられているわけですから、その定義されている市民の方にそもそも投票権が

ないということ自体が条例の解釈としておかしいのではないかと思います。 

 

会長  思いは非常によくわかりますが、では、実際、どういうかたちでこの協議会として活動と

いうか、動いていくかということについてのご意見はありますか。どうぞ。 

 

委員  事務局に質問ですけど、「重要な事項であり、議論するのに時間が足りない。」の重要さと

いうところが、この会議で我々が重要に思って考えている意見と、それから議員さんが考え

られている重要さっていうのは、非常に国政の参政権とか、投票権とか、そういうことも絡

めてじゃないかと想像しているんですけども、もうちょっと詳しく教えていただけないでし

ょうか。私は、主にこの会としては、当然過去のことをそのまま踏襲するようじゃ、何の意

味もないと思います。やはり過去になかった、あるいは問題があると思われたことはどんど

ん改革をして行く提案をしていく場だと思いますけども、しかしそれにしても、重要の意味

がちょっと分からないのでお願いします。 

 

事務局  重要な事項とは、というようなことですけども、それについては詳しくは聞いておりませ

ん。議事録は見ておりません。議会事務局に聞いたところでの重要事項ということです。 

 

委員  そこが非常に大事だと思うんです。というのは、なぜ急ぐかという問題について、他の条
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例との関係からということを直接は私聞いてないんですね。副議長さんにお会いしたときに、

合併特例債ということをおっしゃいました。ですから、合併特例債と市民権っていう問題を

天秤にかけているというふうに、私は理解し、合併特例債なのか、他の条例との関係なのか、

これをまず、確認してほしいのが１つです。もう１つは、住民自治基本条例、これ自身がど

ういう場合に、どういう市民を対象にするかという、具体的に住民が参画をするときに、細

則というかたちで条件を規定していないんですね。ですから、条文だけだと全ての市民と規

定された人は、全ての市の問題に対して参画するという解釈しかできないようになっている。

その問題があるんですね。 

      そういう条例の中でこういう問題が出てきたので、論理的にはやっぱり市民権を無視する

ということになるのではと思います。そういう意味では、先程、住民自治基本条例は問題な

いというふうにおっしゃいましたから、住民自治基本条例が問題ないんであれば、今回、市

民権ということを私はちゃんと住民投票というかたちで具体化してもらいたいなというふ

うに思います。 

 

会長  最初ありました、市民権のはく奪ということと、それから、合併特例債、これは一緒にし

てはいけないというご意見ありましたけど、これについては、この場でお答えになることが

できますか。 

 

事務局  確認させていただきますけども、住民自治基本条例の中の住民投票という表現。その中に、

市は市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都度条例で定めるところにより、住民

投票を実施することができます。次に２項、前項の条例はそれぞれの事案に応じ、投票に附

すべき事項、投票の手続き、投票資格要件、その他住民投票の実施に必要な事項を定めます

ということで個々に規定をするということになっています。今の住民自治基本条例ではこう

です。それで、今回は議会が条例を制定されて、そのときに投票資格について議論されてお

ったということです。その中で、日本国籍というかたちで今は案を作っておられるというこ

とで、市長を含め、鳥取市執行部がこれについて提案をしているわけではなく、意思表明を

全くしていないのです。 

  ですので、結果で考えていただきたいということです。今は、議会が条例を含み発案され

ており、執行部はそれについての投票要件について、全く意思表示はしていません。それで

今言っているのは、この差別のない条例については市長にしていこうということで、仮に市

長に出したとしても、市長が議会に対して、皆さんから出された件について意見を言うこと

ができないということです。そこをまず踏まえていただいて、今回の条例は議会が制定をし

ておられるため、議会に対して市長が意見を言うということはできないという総務課の弁解

がございましたので、それで今回は、皆さんに意見をいただいたとしても持って行き場がな

いという意味で、こういう回答をさせてもらったということでございます。来年度以降、自

治基本条例の見直しということで、この住民投票条例の条項を中に入れて、その都度じゃな

くてもこの中に投票資格要件を入れるか分からないですが、そういった見直しの議論もされ

ると思います。今度は、市が条例を作りますので、仮に投票要件で外国人に関することが議
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論されてきたら、そのときは市長に対して言うということは十分できるというふうには思い

ます。 

 

委員  この会は、もともとは基本方針について集まっているということで、今回はたくさんの時

間を割くことはできませんが、ただこの件については緊急を要するということで、これを検

討するということに、先回なったと思います。これは確認をさせていただきたいと思います。

それで、今回、言っているのは、これは私見ですが、今回の投票条例について、私たちがど

う考えているかを述べることは、多分重要だと思います。それは、今回の投票条例について、

委員さんが最初提起されたように、在住、永住に今回は限っておられますけども、「陳情に

ついては、それについて認めるべきであると私たちは考えています。」というふうに述べれ

ばいいと思います。それで、理由としては、さっき事務局もおっしゃいましたように、自治

基本条例の中に市民の定義があります、入っています。それからもう１つ、今回の私たちが

やっている差別のない社会づくりの条例の中にも入っています。それが１つ目の理由です。 

      もう１つの理由は、新庁舎ということについては、鳥取に住んでいる人は全員この庁舎に

関して、毎日の日常生活の中にすごく大きな問題として考えられると思います。ですから、

当然その人たちの意見も入るべきだと思います。この２点について理由はあると思います。

私たちは、市長が議会に対して、どのような態度を取るかどうかっていうのは、私たちの関

知することではないと思います。それで、市長は、議会に対して全部議会のいうとおりにす

るのかどうかっていうような、ちょっと違う問題も入ってきますけれど、市長がこの投票に

全く関与しないわけではないですよね、議会だけに権限があるわけではないですよね。 

 

事務局  議会が今は条例を制定しておられようとしています。 

 

委員  ですから、今回はそれについて、私たちは多分議会に対して直接言わないわけですから、

市長に対してただ意見を述べるだけですから、それは関係ないと思いますよ。ですから、私

たちは自分たちの意見を市長に述べていいのではないでしょうか。そういうふうに単純に考

えていけばいいのではないかと思いますが。 

 

委員  ごめんなさい。今、事務局がおっしゃられたのは、自治基本条例の中で住民投票が常設型

になっていない、その都度審議されるようなかたちで決められてしまっているものなので、

投票権や投票資格であるとか、そういったことを議論されるのはいたしかたないということ

だと思うんです。だから、そもそもおっしゃられるのは、自治条例を検討していたときに、

住民投票、常設型にしてしまえばよかったんです。だけども、そうしなかったことで、こう

いった結果になってしまったのかなとお話を伺って思います。正直に申し上げて、市長云々

ではなく、その都度、もう今回は資格がないですよって言われてしまったら、条例云々で申

し上げるのは、もう難しいのかなと思うんです。 

 

委員  今回に限ってという意見表明というのではないですか。 
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委員  だから、事例ごとに議論されるわけですから、今回はこういうことで出たということであ

れば、それはもう、次の自治基本条例の検討のときに、住民投票を常設型にしてくださいと。

まず、そこを変えてもらうしかないのかなというふうに思います。 

 

委員  今回は事案ごとに用件を決めるっていうことですから、それについてのみ述べればいいの

ではないですか。私たちは、今回の事例についてのみで。 

 

委員  だから、ここの審議会の性質としては、市長の諮問に答えるとか、市に対して意見を言う

という審議会ですから、ひとまず審議会でこういう意見があったということ自体は、議事録

のようなかたちで残ると思うんですね。ですから、私は最初に議事録で残してくださいと言

ったんです。そのことで、それ以上はここの審議会から議会に何かということはできないの

で。今回こういう問題が非常に深刻な問題として反省されるべき問題があったんじゃないの

かと、そのことがこの審議会の中で議論されたというこの事実はきちっと残れば、私はいい

のかなと思っています。 

 

会長  どうでしょうか。どうぞ。 

 

委員  ちょっと複雑で私にとってはとても難しいことなんですけども、内容としてはとても簡単

なことで、市民として認められているはずの人の投票権が、拒否ではないですけど認められ

ていないという事実に対して、この審議会、協議会の委員の皆さんがおかしいと思ったこの

ことは言っていいと思うんですね。それが市長への意見としてという、そこがどう反映され

るかはちょっとここでは難しいということは思うんですけども、私たちとしてはおかしいこ

とがあっているのではないかっていう、これはおかしいということを言っていくっていう、

次回のその場でまた会の中でおかしいのではないかという意見が出れば、それは次々に伝え

ていく。そうしていくことでなんか変だというところが明らかになっていく。だから、言え

ばいいと私は思います。委員が言われていたように、その後どうなるかっていうのは、決め

られるかたたちが決めていかないといけないのかもしれないですけど、私たちとしてどうす

るかは言っていくことじゃないかなと思います。 

 

会長  はい。今２つ意見があったと思います。議事録として残していくということと、それから

直接市長に私たちの協議会としてこういう意見があったということを述べるということが

出てきましたが、皆さんはどうお考えでしょうか。 

 

委員  議事録を残すということは、市長にもの申すことと同じことだと思うのですが、違うんで

しょうか。こういう声が挙がって、そこで多数の意見が出たということは、読まれていない

ことはないと思いますので。 
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委員    今、委員さんが言われたのは、私はまたちょっと違うと思うんです。はっきり言って、議

事録は議事録だと思うんです。見ようが見まいが議事録は議事録だというふうに思っていま

す。それで、委員さんが言われたのは、またちょっと違うのかもしれませんけど、これ私の

解釈で申し訳ありませんけれど、市長が議会にこのことについてものを言うことができない、

意見を言うことをできないということ自身は分かっているけど、私たちはこの差別のない人

権尊重の社会づくり協議会として、今回の問題から見えた課題として、自治基本条例に市民

として認められているにも係わらず、その市民的権利が保障されないという危惧が今回の問

題であるではないかと。そういった問題を今後の市政の中で、またはさまざまな施策の反映

ということでしっかりと踏まえてもらいたいというようなことを、私は社会づくり協議会と

して意見を言うべきではないかという思いで、委員さんは言われたんじゃないかなと思って

取ったんです。そういうことなのかどうなのかということも後で確認しないといけませんけ

れど、そういうことであればやっぱり私は意見をまとめるべきだと思っています。そこだと

思うんです。今回の発端が、元々がそういういうことではなかったかと思うんですけれど、

どうでしょうか委員さん。それで、そういった意味でいうと、市長にそういう意見を述べる

べきだというふうに私自身も思っています。そういうことであればと思うんです。 

 

会長  委員、いかがでしょうか。 

 

委員  はい。基本的に今の意見で私の気持ちは言ってくださっていると思います。私はもう１つ

加えて、やっぱり今回の投票時にはぜひ投票していただきたいと思っています。同じ市民と

して。私、日本人として恥ずかしいと思います。ですから、私はその部分も市長に対しては

言っていいと思っていますが、これは１５人の中の私１人の意見ですから、委員さんもきっ

と同じだと思いますので、認めようというのは２人かもしれませんが、全員のかたの意見は

いちいちそれについては確認をしていただければいいことで、少数意見として書いていただ

いてもいいわけですし。ですけれども、市長には、私たちはこう考えているということを委

員として伝えたいと思います。 

 

会長  どうでしょうか、直接市長に意見を述べるという方向でさせていただいてもいいでしょう

か、皆さんのご意見として。よろしいでしょうか。 

 

委員  私が議事録に残せばいいと言ったのは、皆さんが一致できないのであれば議事録というか

たちでいいわけですし、もし、本当に皆さんが一致するのであれば、確かにそれが法的にど

うなるかということはまったくないわけですが、ここの意見として文章なりを出してもいい

とは思います。ただ、それを皆さんが一致しなかったらこれは議事録かなとは思います。 

 

会長  いかがでしょうか。皆さんの意思表示をしていただかないと前に進まないかなと思ってい

ますけども。 
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委員  私もこれ、立派な人権侵害だと思いますので、それをどういうふうに表すのかということ

で皆さんが議論されていると思うんですけども、今伺っていると、制度上のいろんなルール

とか、それをちょっとなにかに反映さすとか、あるいは、展開していくとかということは、

なかなか難しいというふうに感じておりましたので、ここで意見がまとまれば議事録に残す

ということであるとか、それだけで、また別の何かこう協議中のものをちょっと残すとか、

どちらでもかまわないと思いますけど、残す必要はあるんではないか、議論をしたというこ

とを残す必要はあるんじゃないかと思います。 

 

会長  他にはいかがですか。 

 

委員  私は、ぜひ伝えてほしいと思いますけどね。つけ加えてタイミング的にちょっと今、韓国

と大きな問題の話をしていますよね、大変な人権問題。これを日本側は解決済みというか、

そういうふうな姿勢でずっと終始しているわけですけども。そういうことも絡めて人権問題

としてきちんと、あるいは市長さんだけじゃなくて議員さんの人権感覚っていうか、それも

ちょっと疑わしいと思うんですね。議会でどういうふうになっているのかよく分かりません

けど。伝えることは賛成です。ただ、伝えていいのかということに、またこれでいいのか。

市長さんも元々、市民の意見を聞くということにあまり賛成を、すべてが。これは行政者と

して苦しまれての決断だと思いますけども、いろいろあってですね。あまり皆さんの意見を

聞いていたことには、それほど反対はなかったような気がしておりますし。ですから、市長

さんに云々ということもですけども、そうした議会にも、そうすると法的になんだか補助が

なんだかというのも延びたんですからね、確か。いろいろありそうなことですし、一番人権

問題で身近なところから、１つずつ積み上げていくと。上から法律があってどんと下ろすん

じゃなくて、下から具体的な事象を皆で話し合って、それを回避するよう努力するというと

ころに意味が出てくるし、人権感覚というものもできてくるし、協力して解決に持ち込むと

いう経過そのものが大事な人権運動だと思います。ですから、議会がちょっと心許ない、情

けないと思います。 

 

委員  皆さんの意見が１つになっているかどうかというのは、ちょっと分からないですけども、

この審議会としては鳥取市人権施策基本方針にこの問題が反しているのではないかという

意見を述べることができるのではないかと思います。基本方針の中には、外国人に対する差

別や偏見の解消を図り、外国人も地域社会の一員となって、共に安心して生活できる共生社

会を構築していく必要があります。外国的市民の市政へ参画を促進し、多文化共生社会の実

現を目指しますと書いてありますので、これに関する問題ではないですかという原因の統一

した意見としては出せるのではないかなあと思います。 

 

委員  今、話がいろいろ広がっていますけども、まずは今回の議論していることは、今、委員さ

んがおっしゃったように、基本方針に対して諮問がなされているわけですね。だから、答申

書にそれを謳いこむのか、あるいは別途、意見書として出すかということの方向で整理して
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おかないと、なんか話がややこしくなって、とっつけ、ひっつけしたような答申書が出来な

いと思いますし。そのあたりどうでしょうか。まず、基本方針の改訂についてどうかという

諮問を受けているわけですから、その中身に直接関係することであるなら、その中に加えて

も、あるいは改訂の中に加えてもいいでしょうけども、その辺ちょっと整理しておかんとま

とまらんじゃないと。 

 

会長  今ご意見ありましたが、先程、委員さん言われた、緊急を要する案件ということで、皆さ

ん、前回了承いただいて、意見陳情するかどうかというようなことに話はなってきたという

ふうに認識をしております。それで、今いろいろお話が出て煮詰まってきたのかなあと思っ

ていますけれども、これをこの協議会の意見として市長の方に意見を持っていくということ

に関して、皆さんがオッケーですよということであれば、その方向でさせていただく。それ

で、本来の私たちが諮問を受けているものについては、新たにこれから話をしていくという

ことで、させてもらってもいいでしょうか。いいですか。 

 

委員     具体的には？ 

 

会長  具体的には、今この協議会で出た意見をまとめて、市長さんに持っていく。 

 

委員    誰がまとめられるんですか？ 

 

会長  でも、事務局と。 

 

委員  なぜ事務局がここで出てくるのか理解し難いです。今回は私たち１５人の意見ですから、

協議会としての、事務局はこの場では意見表明をする立場に多分ないと思いますので、私た

ちの立場表明だけをするということになると思いますが。 

 

委員   私たちがまとめたらいいと思います。 

 

委員  だから、これは、あくまでも答申とは別なんです。 

 

会長  はい。でも、私たちというのは、どなたが決めるということですよね。どなたか手を挙げ

られるかたがいらっしゃいますか。 

 

委員  そうですね、その前に皆さんが賛同されているかどうかは、どうなんでしょうか。 

 

会長  うなずいてはいただいていたと思いますが、発言をされてない方はいかがでしょうか。 

 

委員  この会のスタートとして、やはり大事な問題だと思いますので、やはり意見をはっきりと
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した方がいいんじゃないかなあと思います。ついでにちょっと口に出したもんですから、続

けて発言さしてもらいます。実は、私、いろんな役をもっとって、中心市街地活性化協議会

の委員もしておりますけれども、ところが今日文書が来まして、商工会議所の、例の市庁舎

移転問題について、２つの体質があれはあるわけですよね。市庁舎を移転したあとの跡地を

どうするかという問題の、あちこちの、市役所が逃げたあとの跡地の全国のモデルケースが

いろいろとあって、意見を言えというふうなですなあ。だから、一方ではどんどん進んでい

るし、もう一方ではなんかこう、条例についてはもたもた、こうしたような格好になって、

この辺がちょっとこう、こういう問題も絡むのかなあと思って、頭を今、捻っているところ

ですのでね、いや、また話がどんどんエスカレートしたらいけませんので、それぐらいにし

ておきますけども。 

 

会長  では、市長に直接意見を述べるという意見以外の方がありましたら、ご発言願いたいと思

いますが。 

 

委員  私は、陳情書と一緒に請願書を持っていったときに、副議長さんに、なぜ急いでいるかと

いう理由を、先程言ったように合併特例債の関係だというお話を受けたんです。 それであ

ったら非常に問題だというのが、私の大きな論点なんですね。それでもう１つ自治条例につ

いては、それぞれの問題として、今回想定しているということで、それは私の誤りだったの

で、そうすると私としては、急いでいる理由が何であるのか、早急に確認してもらわないと

ないと、決断がしかねるというなかなか難しいところです。 

 

会長  その確認を待っていたらまた遅くなるということですよね。今ここで、返答がなければ。

それと別に、どうなんですか。 

 

事務局  議会に対して、その理由を確認するというのは難しいかと思います。今、議会が条例を作

るための検討をしておりますが、執行部が入ってませんので。 

 

会長  急いでいる理由というのは抜きにしたところで、皆さんのご意見をまとめるということで

よろしいですか。よろしいですか。 

 

委員  別途意見書を出すということでしょう。 

 

会長  意見書というか、どうしましょうか、これは誰が作るというようなことも決めてしまいま

すか。決めなかったら何時までも進みませんしね。 

 

委員  委員が中心になって書いていただいて、皆さんでするということで、よろしいでしょうか。 

 

会長  よろしいです。 
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委員  分かりました。 

 

会長  すいません。お世話になります。 

 

委員  次回でいいですか。 

 

会長  はい。 

 

委員    やはりここは基本方針に入っているのではないかというところが一番、本当のことではな

いかなあと思います。 

 

会長  それでは次に移らしていただきます。 

 

委員  会長、少しだけ補足したいんですけども。 

 

会長  はい。 

 

委員  今の議論でよく整理されて分かりました。ここで協議会は執行部の関連に対しての意見は

通すことはできると、技術的な問題としてね、それで議会に対しては無理だということです

ね、それも分かりました。そういう状況を踏まえた上で、我々永住外国人がなぜこういうこ

とを訴えているかということをもう少しだけ言いたいんですが、実はこの条例に我々が参加

資格があるよと言う数行の文言を入れるために、我々はこの陳情を出し、要望書出してるん

じゃないです。投票行動、それ自体をしたいからなんです。それが目標なんです。その手段

がないものですから、議員さん達を選ぶ手段がない。だけど目標はあるわけですよ。我々は

市民として思っていますから、市役所をどう建てるかというのは我々の問題ですよ。我々に

とっても同じ問題ですから、そこに投票行動として参加したいという気持ちなんです。目的

は条例を作る、こっちで作ることじゃないんです。投票行動して市政に参画することなんで

す、市民ですから。そのことだけ押さえておいてほしいなと思います。 

 

会長  続いては次第の２番、鳥取市人権施策基本方針改訂資料に対する各委員さんからご意見を

いただきましたが、この質問及び回答について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局  はい。事前に送付をさせていただきました資料１という中で、前回の資料提示に対する質

問がございました。それで、ページ順に順番をつけて事務局側の回答ということで提示させ

ていただいております。それとあと１つ、市役所の機構図というのを送らせてもらった以外

に、Ａ３のやつを全体ですけど付けさせていただいております。それで、個々には申し上げ

ませんが、今日は担当課も一緒に同席しておりますので、追加でここが分からないとか、ご
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質問がありましたらと思います。 

 

会長  はい。皆さんに読んでいただいていることを前提でお話をさせていただきますが、今説明

がありましたけども、ご質問、ご意見がありましたら、どうぞご発言いただきたいのですが。 

 

委員  すいません。質問の回答に対してということで、特に私は、質問 20及び質問 22及び質問

21 について、ぜひこの回答では納得しがたいので、もう一度質問させていただきたいとい

うふうに思います。まず質問で、質問 20 で、39 ページ～41 ページ目、前回の資料ですね。

ここで、全般同和問題という括りはおかしいのではないかと。個別の課題ということでやる

ということなんですよね、にも関わらず、こういう括り自身はおかしいというふうに思うん

ですね。それと、回答としては同和問題を初めとするさまざまな人権問題に対する人権教

育・啓発等の取り組みに対して示したもので、このような表記にしましたと書いてあります

ね。そうすると、こういう考え方の括りだったらどの課題も全てがこうなるんです。これ自

身は、私はやっぱり納得ができません。 

      もう１つ、質問 22。質問 22は、同じく 39ページ～41ページの取り組み状況の区分が全般

同和問題ってあるのに、57 ページ以降、第９次総、実施計画 57ページ以降の第９次総合計

画の実施計画の区分に全般はあるけれど、今度は同和問題という区分がありません。それで、

どうしてでしょうかと。それで、回答として平成 22 年度で特別施策は終了し、一般対策へ

移行して取り組みを進めているため、第９次総では個別の事業名として挙がってきておりま

せん。それで、同和問題に関する具体的事業については、市民、団体、企業等対象とした啓

発事業に取り組んでおりますと、こういう回答です。それで、今回の条例を見ても部落差別

をはじめあらゆる差別をなくすということで個別の課題が挙がっているにも関わらず、そこ

から同和問題という区分を外しているというとこ。 

      もう１つは先程のと重なります。もう１つは、特別対策から一般対策へ移行して進めてい

るため、事業が個別に挙がっていないという回答は次元が違うことだと思うんですね。一般

対策への移行というのは、特別な財政上の補助がなくなったというだけであって、実態を踏

まえた事業を行う行政の施策とは別問題だと思うんですね。にも関わらず、同じにして、１

つの括りとしてこれで挙げていないというのは、私はやっぱりおかしいと思うんですね。そ

して、私はやはり挙げるということで根拠としてあるのは、平成 17 年に鳥取県が同和地区

生活実態把握等の調査を行いました。それでその結果もあります。そして、またこれから出

てくるところにもありますけれど、鳥取市は同和問題、人権問題の市民意識調査を行った。

その結果も根拠としてあります。そして、まだ今は新しい法律になって、新たな条例になっ

て部落差別ということも入っていますけれど、個別の課題として入っているんですが、新た

な条例になる前から、もう条例としては部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくする条

例というのは根拠にあったんですね、にも関わらず、ここから抜いているということ自身が、

私自身はやっぱり論理的な矛盾があるというふうに思っています。 

      こういった部分で言うと私は納得ができません。そしてまた 1996年に国がこの財政上の特

別措置ということを、一般対策へ移行するにあたって、徐々に移行するにあたって、地域改
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善対策協議会がこういうふうに提案をしています。特別対策の終了、即ち一般対策への移行

は同和問題の早期解決を目指す取り組みの放棄を意味するものでないということは言うま

でもない。一般対策への移行は、従来にも増して行政が基本的人権の尊重という目標をしっ

かり見据え、一部に立ち遅れがあることを視野に入れながら、地域の状況や事業の必要性の

的確な把握に努め、真摯に施策を実施していくという認識で取り組まなければならない。こ

んなふうに書いてあるんですね。そして、これを受けて鳥取市は第４次同和対策総合計画、

これを策定したときにも、この趣旨を受けて部落差別等の実態を踏まえ、本市の実情と課題

に対応した同和行政を積極的に推進していくこととする。また、既存の一般対策では対応で

きない課題については、必要な工夫を講じたり、新たな一般対策を創設して取り組みますと、

こんなふうに策定している。にも関わらず、ここにこの区分を設けてないということ自身は、

私自身は理解ができません。 

      そういった意味で言うと、やっぱりしっかり精査をしながら、具体的に区分として挙げて

いく必要があるのではないかということをもう一度質問したいと思います。それで 21、質

問 21 については、私は、いろいろな人の声があってこれを挙げたんですが、啓発冊子の配

布の仕方ですね。これが旧町村部と旧市というところでは、なぜ配布の仕方が違うのかと、

全戸配布ということで統一すべきではないかと。具体的にどんなことが行われているのか、

分かるところには全戸配布で分かるし、配布されないところはなかなかそれが周知されない

という、こういうばらつきがあるということ自身がおかしいのではないかという意見をさま

ざま聞いておりますので、ぜひそれはこうしておりますではなくて、やっぱり全戸配布をす

べきだと、そこについてやっぱり検討していくということをお願いするというか、そういう

姿勢であるべきではないかということの質問ということで、この３点をさせていただきたい

と思います。 

 

会長  はい。今のご質問に、回答に対する質問。 

 

事務局  質問 20 と 22の区分につきましては検討させていただきたい。それから 21 の全戸配布に

つきましては、予算上の問題もございますので、この場ですぐ回答出来ないので、これも検

討させていただきたいと思います。 

 

委員  鳥取市のこの人権教育協議会の検討委員会に出たときに、この「つなぐ」というのを初め

て見る機会がありまして、お金がかかっている、カラー刷りのカレンダーなどもついていま

して、非常に立派なものなんですね。それで、それを配られている地域と、配られてない地

域があるという問題は、今、予算上と言いましたけど、かなりのしっかりしたものが出来て

いるんです。そういうこともトータルに含めて、本当にあのカレンダーは必要なのかとか、

カレンダーの写真がどういうふうに人権に係わるのか、そういうことも含めて考えてもらえ

ないだろうかと思いました。 

 

会長  他にはございませんか。いかがでしょうか。 
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委員  ちょっと頭の中で上手く整理できてないんですけれども、この問の 32 のところで、これ

は、高齢者の認知症対策の関係機関組織はどのように連携を強くしていくのかなという質問

に対して回答があるんですけれども、その医療機関となって、医療機関が各かかりつけ医に

認知症疾患医療センター、渡辺病院となっているんですが、果たしてこれだけでいいのかと

いうのが出てきたところがあって考えるんですが、かかりつけ医と言っても個々の先生方に

任せるわけで、そうすると、医療機関という中にその医師会というものを一緒に盛り込んで

いくということが重要だというふうに思います。そこをちょっと検討していただきたいと思

っています。それと、もう１つ、相談機関に中に保健センターなどと書いてありますが、質

問 34 のところで中央保健センターでは、認知症に対する取り組みがこれまでなかったのか

という質問に取り組みはございませんとなっていますが、それで、保健センターが相談機関

になるんだろうかというところ、相談機関にしていきたいという気持ちはあるんだと理解を

したらいいのかなと思いますが、それならそのようにきちっと連携を組んでいかないといけ

ないし、保健センター自体も認知症というか、若年認知症ということで言っているんですけ

ど、病気としては、高齢であろうが若年であろうが一緒のことなので、認知症に関すること

をもっとこれまで入れなかったという解釈になると思うんですが、取り組んでいっていただ

けるのかというところが、さらに質問なんですが、いかがでしょうか。 

 

高齢社会課  認知症のことでご意見いただきまして、まず、関係機関のところで医療機関にその医師会

という文言はないということですけども、当然医師会等を含めて連携を図っていく必要があ

ります。それから問いの 34 のところで、その中の相談機関で保健センター等と書いてあり

ますけども、所管と言いますか、市のおもな認知症に関する業務は地域包括支援センターで

す。高齢社会課の中と言いますか、駅南庁舎にあります。地域包括支援センターが業務を担

うとありますけども、当然、中央保健センターとも連携を図りながら業務を推進していると

ころでございます。 

 

委員  業務を推進しているところと言われますが、私としては、推進していないからと言わない

と解釈してしまうんです。それで、医師会の方とは当然のことながら連携を取っていただき

たいというのと、それと認知症に関しては地域包括支援センターということで係わっている

ようなことを言われたと思いますが、その相談窓口ということと、それと、実際、どのよう

なこととしてこういうことがいるんだというところを考えていくところというのは、高齢社

会課のかたなんです。どこが、保健課、福祉保健課になるんでしょうかということ、そこら

辺のところがとても曖昧と言うか、この組織図を今見せていただいていたんですが、この包

括支援センターがどこともなんか宙に浮いている感じに私には見えて、それと、どうなって

いるのかな、どういったところなのかなというふうな、どう解釈していいのか分かりません

し、これまでその地域包括支援センターが実施をしてこられたことをやっておられたという

実績はあると思うんですけども、その高齢者だったり、深刻なかたであったりというかたの

対策でいっぱいだということもお聞きしていますので、具体的にその病気としてだったり、
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初期の患者であったりというところを救っていくということは、そこで、包括でいいのかど

うかというところとかを、まずは考えていかなきゃいけないんだと思いますので、具体的な

対策を立てていただけるかというのは、どこになるのかなというのをお聞きしたいですけど。 

 

高齢社会課  高齢社会課ですけども、この組織図の中には福祉保健部が真ん中の右辺りにありまして、

その中に高齢社会課という記載がございます。福祉保健部の記載のところに高齢社会課、障

害福祉課、生活福祉課、保険年金課とありまして、その横に中央包括支援センターから西包

括支援センターまで４つ包括支援センターがございます。中央包括支援センターは、駅南庁

舎の高齢社会課の中に、一緒に配置してございまして、高齢社会課の中にありますので、そ

ちらの方が担当ということでご理解いただきたいと思います。 

 

委員  はい。それでは、高齢社会課の方でおもな対策を取っていただけるというふうに、それに

取組んでいただけるのは高齢社会課だということですね。 

 

会長  よろしいですか。はい、それでは、他にございますか。はい。 

 

委員  今回、市の組織図ということで配られていますけれど、例えば、どこの課題についてはど

こが主管課で、具体的にどういうつながりを持っているのかという図を示してほしいという

ことであって、こんな市の全体図を示せということではなかったように質問の文面を読んで

私は理解したんですが、そうではなかったんでしょうか。 

 

会長  どこですか。 

 

事務局  質問の 48、49ページの、お二方からのご指摘がありまして、送らせていただいたのが 15

ページ人権相談業務に係わるもの、横書きなんですけれども、はぐっていただいて 16 ペー

ジ。それから人権政策監ということで 17ページ、それから、18ページがいわゆる雇用相談

事業ということで、これをお示しさせていただいて、併せて今日お示ししたのは全体図とい

うことです。その関連図という意味においては 15ページあたり、15、16ページにはなって

いませんが、人権にかかる項目という意味において、担当課を書かせていただいたところで

す。 

 

委員  分かりました。納得とか、これでいいという意味ではなくて、今の説明は分かりました。

私がここで質問された方の文章を読んだときに、私自身が納得をしたのは何かというと、

様々送られてきた、例えば、人権施策基本方針の改訂案の対照表等も見たときに、鳥取市で

庁内の人権推進の組織の体制を図るとか、整備を図るというようなことがあったときに、庁

内の推進体制ってどうだろうかと、そして、個別の課題に合わせたように、具体的にこうい

う推進体制でやっているんだという、正にこういう羅列ではなくて図式化したものが、一度

パッと見たら分かるなというようなものが必要ではないかという提案だと思ったんです。そ
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れで、逆にいうとそういう提案でなかったら、改めて今日そういうものを作ってほしいと、

提案させていただきます。 

 

事務局  即答できませんので、また改めて検討させていただきたいと思います。 

 

会長  他には何かありますか。 

 

委員  進行についてですけども、聞き取りをしっかり時間をかけてされてせっかく作っておるん

ですけども、この聞き取りを非常に深く自分のものに理解して取り込んでいって、その上で

審議と、こちらも諮問が出とるものですけども、例えば、先程の同和というふうに出すか、

出さんかという、第１項がそうですけども、そんな質問が出ていますから、かなり詳しく書

いてありますかね。皆さん読んで、私も読みましたが、きちんと読んでいく、確認していく

って、ああいう質問なりを通して討議していくとか、深めるとか、理解を深めるとか、こう

いうことは必要ないんでしょうかね。読んでそれで皆さんは理解される。私はむしろ今の同

和という文言を入れるか、入れんかということについて、書いてある文章を読んでいくと、

かなりそこのところをしっかり理解してないと現状は出ているわけですから、要望も。その

上で判断しないと入れるか、入れんかっていうことも決められますか。それは、この問題だ

けでなく、経路としては子どもの権利というところをいの一番に考えて出たわけですけども、

この会に。これに出ているし、これでは非常に困ることでして、今日はちょっとその準備を

してきたつもりなんですけど、皆さんはどうですか、進めかたなんですけど。 

 

会長  もちろん理解を深めた上での論議というのが一番理想的なことだと思いますが、こういう

ことを言うとあれですけども、やはり本来のその審議をしていくことの方を優先させていた

だけたらと思います。その中で、例えば、その文言をこれはどうだというようなところは、

もちろんそこの聞き取りとかに戻っていただいて、ここではこうあるけどもというようなこ

とでの論議をしていかないと、何時まで経ってもこの膨大な資料を読みといて、ここからス

タートというのは難しいと思っていますが。 

 

委員  いや、それは前回でも問題になって、とてもじゃないが言ったらなんですけども、市のス

ケジュールどおりには難しいと思います。市の方はそれなりの責任をもって提案されますけ

ども、私自身こういう会議に出させてもらって自分の人権認識と言いますか、そういうもの

を随分改めさせられていって感謝しております。１番の同和問題、その書いてある文言を読

んで、実はここまで解決に達したのだなと思っておるんですけども、だから、そういうこと

も皆さんにも聞いてもらいたいし、私はやっぱりそこで、今の委員さんの方から出ている問

題、細かいことみたいだけど、こちらにとっては重大問題ですよね。そういうことがよく分

かってないかなと思っていますけど、そういうのをやっていて。前回のこの条例でも、私、

自分の教え子さんが「てんかん」という病気をもってね、ほんに悪銭苦闘しているというの

ですけども、メンバーのかたではそんなことをこの会で議論するのかというような反論もあ
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りましたし、随分格差というか、落差と言いますか、上下じゃなくて、考えが違う方もおる

わけですよ。そういう点もある程度共通理解、共通認識をもっていくことも非常に大事なん

じゃないかと。私はこの会をここで作るだけじゃなくて、どうも読んで見ると常時設置され

ていくべき会じゃないかという気もしているんですよ。いろんな人権問題がこれからどんど

ん出てきそうな気配もいたします。だから、非常に大事な会ですので、また、時間を理由で

できるだけ効率を上げてやろうっていうご意見でしたら、私は効率はあんまり考えないでほ

しいなと思っているんですけれど、皆さんの意見はどうでしょう。 

 

会長  聞き取り調査のこの資料につきましては、皆さんがお読みいただいているという、その中

である程度の認識はもっていらっしゃると思っているんです。それで、ここで足りない部分

とかをもちろん発言をしていただきながら、その施策の方を優先はさせていただきたいとは

思っていますが、いかがでしょうか。また、ご意見があればお伺いいたしますが。 

 

委員  ちょっと付け足しですが。議論はね、意見交換をしたいとは思うんです、とにかくできる

だけ。例えば、その１番の問題でも。随分意見が私は違っていると思いますので、そういう

意見を戦かわせる場にしたいんですけどね、１番っていうのは、ホームページですか。聞き

取りのところです、聞き取り。その聞き取り、せっかくの聞き取りを、どういうかたちで聞

き取りをされたかという本日は聞いてみたいという気もしているんです。簡単に調査して済

まされたのか、実際に当事者呼んで聞かれたのか。 

 

委員  聞き取りは、聞き取りの対象者がこう述べたということでよいと思います。どこを取り入

れるのか、どこは取り入れないのかということは、我々が議論をしていいと思うので、この

資料は資料として随時覗きながら使うという方が生産的だと思います。例えば、部落差別は

どう考えるべきか、こういう当事者団体はこういう意見なんだということで、なるほど、と

よめばよい。 

 

委員  ちょっと力がないもんで、申し訳ありません。皆さんの意見に従います。 

 

会長  はい。それでは、今、委員さんのご意見もあって、方向性も出たのかなと思いますが、他

にご意見ご質問等がございましたら。はい。 

 

委員  委員の方針でいかんと、この資料を１つずつというようなことはとてもじゃないが、皆が

集まってやるときに、ただ、今も言っておられるように、実態は調査した結果ではそうなっ

てないじゃないかというような意見は皆さんが言われたんでしょうけども、この基本方針の

せっかく揃わんとはいえ、改訂案を事務局の方から作ってもらっておるんで、それを最初か

ら主動的にこれでいいかどうかというようなことで詰めていかんと、時間がいくらあっても

足りんと思います。それで、進めさせてもらいたいと思います。 
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会長  はい。ありがとうございました。今もご意見ありましたが、そういうことで、施策の方を

見ていきながら、随時話をしていくということでよろしいですね。はい。それでは、次第の

３に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

 

委員  ちょっと。じゃあ、質問出ましたからね、同和という名前が、そこについてちょっと質問。

１番ですけども、聞き取りの、１枚目なんですが、聞き取りの生活環境、結婚、子育ての話、

進学面、就労と、非常に細かく。これらについて、せっかくメンバーがおられますから、い

いですか。 

 

会長  はい。 

 

委員  いいですか。こちらの、例えば上から道路に穴が空いて危険なままで放置されておる。そ

ういうのが後回しになっていると。それで、特別に部落問題が関わってそういう状況におか

れたと言われておるというのは、そういうふうにとれるんですよね。今、本当に、それに関

わらず、それだけじゃなくて、その下の方のことなんですけど、今の状態、現状ですね。書

かれている問題は確かにありますが、特別にそこだけという意味でできるんでしょうかね。

一般的な大きな問題として取り上げたらいいんですけどね。そういう点が市民の住生活につ

いてどうだとかね、あるいは子どもたちの問題として学校教育の問題とか、進学の問題だと

か、貧困が関わって大学進学あきらめたとか、そういう問題は特別に、いわゆる以前の同和

地区って言われた地区に特別な症状、現状とは言いきれないじゃないかと思っているんです

けども、そういう点について、いやそうじゃないっていう反論をいただきたいですけどね。

とにかく議論したいんです。 

 

会長  ごめんなさい。おそらく時間がないと思いますので、その議論は人権施策の基本方針の改

訂についての話し合いのところの同和のところで、同和問題のところで話し合ってはいけな

いでしょうか。議論、そこで、もう１度。 

 

委員  ここを抜きにして？ 

 

会長  いえ、ここ抜きというか。 

 

委員  市の提案のやつでしょ、それは。 

 

委員  ですから、これはあくまでも聞き取りですから、聞かれた方がそう思われたから、発言を

したというのが書いてあることだと思っていますので。 

 

委員  でも、書かれた人は一生懸命書いて・・・ 
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委員  ちょっと待ってください。委員さん、すみません。これは聞き取りを、私もこの一員とし

て受けました。受けて、それをまとめたのは市がまとめました。いいですか。それで、例え

ば、じゃあそれについてどういう聞き取りであったかと言うと、例えば生活環境は良くなり

ましたけれど、どうですかというような、こういうことがあって、それについてはこうだ、

ああだと、こう感じる、ああ感じるというのを聞き取られた側が答えたことです。それがこ

の資料のことだということが１つ。もう１つは、委員さんの方から出た、何も部落に限った

ことじゃないではないかと。だけど、当事者としてはこれが気になる、これがこういう状況

があるんだということを答えただけに過ぎない。もう１つは、じゃあ、部落問題は、他の市

民と違うんですか？他の市民と違うところがあるんですか？正に市民的な権利がそこに困

難性を持って集中して表れているからこそ、部落問題として提起されてきたことではないで

すか。それを特段に、これがどう部落問題とつながっているのかというような、そういう趣

旨のなり方はおかしいと思いますよ。 

 

委員  そんなことは言ってないです。 

 

委員  いや、そういうふうに聞こえました。それで、もう１つは、一番初めの前提であった、こ

こまで改善されたのかって言われましたけれど、当事者はまだまだ厳しい実態があるという

ふうに捉えております。正に、そこにさまざまな、委員さんが言われたように、さまざまな

委員のさまざまな捉え方や考え方があると。しかし、何を大事にして、何をここの人権施策

基本方針に載せていくかということで、しっかりとその時その時に議論しましょうというの

が今の状況だというところですので、また、そのとき、そのときに、同和問題のところで気

が付かれたら、また、言ってください。 

 

委員  現にこの事務局の提案は、そういう生活環境の問題は、それなりに整理がされてきている

ということで、意識の問題が主に書かれています。だから、そこの問題なんじゃないんです

か、議論はそこですよ。 

 

委員  どうも私の考えていることに賛成者が一人もいないから。 

 

会長  いや、そういうことではなくて。 

 

委員  私が大事だと思うのは、現状とか、事実認識と言いますかね、それを外したままで、ある

程度、それをピッタシじゃいけませんよ、ある程度共通理解の上に立って、最後の市役所さ

んにあまりおんぶに抱っこというのはよろしくないんですよね。皆で作った方がいいと思っ

ているんですけども、人権問題って、所詮はどっちかって言うと、多くは行政とか、そうい

うところを相手に運動していくってスタイルがほとんどですからね、市民間でやるっていう

のは滅多にないと思いますよね。だから、なるべく共通理解、共通認識を強めたいという気

持ちで私は必要だと思っているんですけれども。 
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委員  そこは分かりますよ。 

 

委員  それで議論もしっかりしたいと。 

 

会長  基本方針の方、これは進めていく中でそういう疑問点があればそこで出していただいて、

皆で共通認識をして、この文言でいいのか、変えていかないといけないのかという話し合い

をしたいと思っていますが、よろしいですか。 

 

委員  残念です。 

 

副会長  すいません。副会長の身で申しわけないですけど、これを個々でやると、あっちにこっち

に、ものすごい時間がかかると思うんで、各人権問題はすごい項目がありますから。ただ、

今、会長が言われたように、意見等を聞きながら、ここでバックして聞き取り調査なんかを

見てもらって検討していくという方がいいんじゃないかなと思って。初めから、１点からず

っと。 

 

委員  私の方が効率的であるように思うけど、はい、分かりました。 

 

会長  それでは、次第の３番鳥取市人権施策基本方針の改訂素案について、事務局よりお願いし

ます。 

 

事務局  はい。事前に送付しておりました赤黒のものが改訂素案でございます。鳥取市人権施策基

本方針の改訂素案概要、これに沿って説明させていただきます。はじめにというところは条

例が出来まして、それに明確に位置付けられた上で、条例の理念や目的に沿った方針となる

ように見直すというところを書かせていただいております。第１章の組み立ては１番と２番

で、１基本的な考え方ということで基本方針を記述しております。２の人権の基本理念とい

うことで、条例の理念に沿うように修正させていただいています。次に第２章ですが、人権

施策の現状と課題ということで、19年度以降、前回が 19年 10月に策定したものですので、

それ以降の動きを追記したものでございます。第３章は基本的方針ということで５項目あり

まして、（２）の人権擁護ということで、これの条に基づき新たに設けさせているものです。 

      それから、第３章の次の基本的施策の推進ということで、６番の基本施策と推進体制の整

備ということで、条例の鳥取差別のない人権尊重の社会づくり協議会、この協議会の意見を

踏まえながら人権施策を推進していくというところを追加する。それから、７番の人権施策

の実施というところで３の方では 13 ページのところですが、新規に市の総合計画に位置づ

けて実施するんだということを記述しております。第４章のさまざまな人権課題の取り組み

ということで、改定案と現行案、９項目ありまして、その他の人権問題というところの中に

ひとり親家庭、ページでいきますと 43 ページ。それから非正規雇用等による生活困難者、
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困窮者、ページ 43 と 44 ページ。それからインターネットにおける人権問題はページ 44～

45。それからページ 45、46 で拉致問題というところを加えさせていただいて素案の構成と

してそれぞれ改訂案素案を示させていただいたということでございます。 

 

会長  概要をざっと説明していただきましたが、これから改訂案の対照表という資料２の横書き

のものを見ながら、これから協議に入っていきたいと思います。この赤字で書いてある部分

は改訂になる部分ということですけれども、言い回しとか、足りない部分とか、また皆さん

の思いもありますでしょうから、その辺のところを言っていただきながら、少しずつでも順

番に進めたいと思っていますが。 

 

委員  順番にやるべきだと思います。切ってやったらいいのですが、ただ全体の構造として、も

し問題があったらそれは最初にやった方がいいですね。インターネットの人権問題を重要視

するという意味で、もう少し目立つようにならないかなと思います。 

 

会長  はい、事務局どうぞ。 

 

事務局  新しい人権問題ですけど、今、４項目追加しておりますが、これをどういうふうに記述し

ていくかについては、この協議会の方で検討していただきたいです。 

 

会長  皆さんのご意見をいただきながらですが、これが例えばその他の人権問題の中に入るべき

か、１つ項目立てをして、これでいきますと９番目がインターネットの問題になるとか、そ

ういうご意見をいただけたらと思いますが。 

 

委員  県なんかは独立ですか。 

 

委員  そうですね。はい。私個人の意見といたしましては、個人のプライバシーの方と同じで、

インターネットにおける人権問題ということで上げていただきたいと思いますね。 

 

委員  すいません、確認させてください。今のご意見は８の中に入れるという意味ですか。 

例えば９番目にそれを入れる。インターネットを入れると。それで、１０がその他の人々。 

 

委員  いえ、その他のところに関しましては、私は今は申し上げておりませんが、インターネッ

トにおける人権問題という項目を別個に１つ検討していただきたいということです。 

 

会長  いかがでしょうか。 

 

委員  そもそも「そのほか～」という言い方が、私にはよく分からない。１つずつが１個１個な

ので、そのほかに入れられてしまった人権問題って一体何なんだろうと思います。とりあえ
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ず今ある人権問題だけでもこれだけありますということであると思います。 

 

委員  だからやっぱりそうですね。その他をなくして、やっぱり別個番号を、県もそうなってい

ますし。 

 

委員  県の人権施策基本方針の方でも、その他という項目はないようですので、できれば。 

 

会長  その他の人権問題というのを、じゃあ取らせていただいてもいいですか。１つずつ個別の

問題ということで番号付けにしていくということでよろしいでしょうか。はい。他に全体的

なことでのご意見とかがありましたら。はい、どうぞ。 

 

委員  いいですか。では、初めに全般的なことで、ヒアリング調査、聞き取り調査ですね、ヒア

リング調査っていう言葉で使ってありますね。そこら中にこの新しく赤字で入れていただい

た「本市が平成 23 年度実施したヒアリング調査の結果、何々問題ではこれこれと伺いまし

た。」という文章があちこちに書いてあるんですが、この文章はどうしてもこの中にそぐう

とは思えませんので、ちょっとこの書き方は統一した方がいいと思います。例えば、その同

和問題でいえば土地差別とか入っていますので、それは本文の中に入れ込むことは可能だと

思います。その実態ということで、課題のようなところに。ですので、あると伺いましたと

いうのはやめたいと思いますが、皆さんのご意見をお伺いしたいと。そして、このヒアリン

グ調査については必要なものだと思いますので、例えば、第３章の中に推進体制の整備です

とか、施策の実施というようなところがありますので、そこに聞き取り調査をするのだとい

うことを入れ込めばいいと思いますので、その方がすっきりするのではないかと考えますが。 

 

事務局  欠席の委員さんからも素案に対する質問。さっき委員が言われた質問もありまして、いわ

ゆる委員からの質問をちょっと配らせていただいております。よろしいですか。同じ質問が

ございましたので、それはそれぞれまた答えていくということですけども。 

 

委員  よろしいですか。すいません。今配られた質問で、これ①はちょっと文章的におかしいな

と思ったんですが。４ページの４行目は、施行前とすごく個別具体的なことが入っています

が、１３ページの第４章の４行には、施行以前からとなっているが、取り組みを推進してき

たのは施行以来ではなく、施行以来からだと書いてあるから施行以前だと思います。これは

文書的にはちょっとおかしいですよね。これはなぜそう思ったかというと、私自身も同じ感

覚を持ったからです。取り組み自身は施行以来ではなくて施行以前からあったわけです。ま

た、施行以来では、１３ページの４行目には施行以前となっているというところを、整合性

がなくなりますから施行以前からというふうに、これは記述を直すべきではないかというよ

うな質問ではないかと、私もそこを言いたかったので、少し話をさせていただきました。そ

ういう個別のことに入る前に、今全体的なところというところで、少し質問というか、提案

をさせていただきたいと思っています。 
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      まず、１つはこの人権施策基本方針は、この度は、私は大幅な改訂が必要だと思っている

んです、私の意見としては。なぜかというと、以前作られた人権施策基本方針というのは、

もちろん行政がやるんだけども、もちろん市民にもやってもらいたいというような、こうい

うことです。市は行政が人権をどう捉え、人権の施策をどう推進していくかということを観

点にして作られたものなんですね。しかし、この度は条例にあるように、市と市民との協働

でということが書かれてありますよね。そして具体的に私たちはこういう人権に満ちた鳥取

市を作っていくんだと、人権尊重の鳥取市を作っていくんだと、そういった意味でも市民に

普及をしていくという、こういう役割が必要だと思うんですね。そして、それの一番基本と

なるのはこの人権施策基本方針だと。とすれば、やっぱりより市民に分かりやすいものを作

るというね、こういったところでも私は大幅改訂が１つは必要だと思っているんですね。そ

れが１点目。 

      それで２点目は、そういうことを鑑みたときに、例えば基本的な考え方というようなとこ

ろで言うと、じゃあ、具体的に人権施策とはなにか。例えば、ここの第２章の方にあったで

しょうか、人権擁護とはとかいうところで、相談事業のことを書いてありましたけれど、ま

さに人権施策ということと、人権施策というのは条例の第１条の目的のところに「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（以後、人権施策と言う）」と書いてあ

るんですよね。そうしたら、じゃあ、人権施策とはなにかということをやっぱりしっかりと

書かなければならない。これが私は大事なことだと思うんですね。それは多分先程の委員の

発言にもありましたけれど、「これは人権啓発だけの施策ではありませんよね。」というのは

そういった意味でのところだと思います。ですから、もう１回、人権施策とは何かというこ

とをきちんと位置付けるという、こういうことが必要ではないかというふうに思っています。      

そういった意味で言うと、じゃあ、世界人権宣言の主旨であるとか、日本国憲法で具体的に

こんなことが関係しているとか、じゃあ、具体的に鳥取市がそれらを含めて目指すものはな

にかとか含めてしっかり整理する必要があるんではないかということを、まずお話をしてお

きたいと思います。それで、ここがしっかりしないと、各人権施策が出てこないんです。そ

ういう意味合いでこれが２つ目です。３つ目は第２章の人権施策の現状と課題とあります。

第２章の見出しが人権施策の現状と課題。しかし、私はこれを読んだときに人権施策の現状

と課題でいいんだろうかということを思いました。なぜかと言うと第２章には、人権施策が

具体的にどういうことが行われて、どういう現状や課題が未だにあるのかという成果や課題

が書かれてないんです。どういう施策がなされたかも書かれてないんです。 

      そして、見ながら感じたのは、人権施策だけではなくてここに書かれているのは人権問題

の現状や課題も書かれているわけですね。とすると、ここもやっぱり見出しは変更すべきで

はないか、例えば、人権問題及び人権施策の現状と課題というようなことに。これは見出し

についてはもう少し吟味して、こういう見出しにしようということを考えたらいいと思いま

すが、この見出しの表現がおかしいというか、変更を要するのではないか、そういうふうに

思います。それと、第３章ですね。第３章の基本的方針と基本的施策の推進。こういうふう

なことに変更をということが出ていますが、分かりづらいんですよね。では、基本的施策っ

てなんだろうか。基本方針を基本的施策に変えたということで、理由としては、この名称そ
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のものが人権施策基本方針だからという、こういうふうなことを書いてありますが、私は、

だから基本方針でいいではないかというふうに思うんですけれど、何かちょっと紛らわしく

なるんではないかなと感じております。そういったことです。 

      それとあとは、第３章の７番ですが、第３章の（７）人権施策の実施というところで言う

と、具体的な人権施策については、市の総合計画に位置付けて実施しますと。ここを新規に

記述したと、こういうことですが、これは、実施方法を記載するということではなくて、こ

れで実施方法を記載しましたと書いてあるけど、これ、実施方法なのだろうかというね、ち

ょっとクエスチョンがついたのと、具体的な人権施策についてはどこで、どういうふうに、

こういう人権施策があるよということを示すのかっていうことも示されていないんですよ

ね。ちょっと何かこの辺は腑に落ちない。あと、様々な個別の課題で言うと、先程いろいろ

言われたとおりだと思いますし、もう１点は、やっぱり何のために聞き取り調査をしたんだ

ろうかとね。聞き取り調査したような内容が、やっぱりしっかりここに位置付けられんとい

けんじゃないかなというような。そうしないと、やっぱり現状を表したことにはならないし、

課題が見えない。そうなるとやっぱり施策も具体的にやっぱり提起できないという、こうい

う課題が挙がってくるんではないかと思います。 

      ですから、委員さんがさっき言われたように、伺いましたなんていう表現は、本来失礼な

ことであって、そういう伺ったからこそ、これが課題だということを責任持って載せるって

いう姿勢を私たちは持つべきではないかというふうに思っていますので、まずはちょっと今

日提起をしておきたいなと思います。 

 

会長  たくさんご意見をいただきました。これについてはどうしましょう、全体と言いながら、

この箇所にきて文言の修正とかということになるかと思いますが、それでよろしいですか。

はい。そうしますと、まず、はじめにというところからのスタートだと思いますが、ここで、

抜けているところとか、ご意見があったら、ぜひもう時間の方もちょっとわずかになりまし

たけども。 

 

委員  「はじめに」のところの書かれている趣旨がいけないという意味ではなくて、こういう趣

旨だと思うんです。しかし、１段落目と２段落目が全然何のつながりもないんです。ポンと

して急に出ているんですよ、文章がね。ちょっとその辺で、こういう趣旨だけれど、もう少

しちょっと文章を見直した方が良いのではないのかなという、ちょっと印象を持ちました。 

 

会長  事務局どうぞ。 

 

事務局  はじめにのところは、一次改訂をするということで書かせてもらっています。それで、非

常にここは短く収めたということがあります。委員さんが、もう少しということを言われま

したけども、そうすると取組の経緯、そういったことになってくるかと思います。取組みの

経緯については４ページの方から記述がありますので、ここはそういったことは入れずに簡

単にまとめたということでございます。 
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会長  どうでしょうか、皆さん。簡単にまとめたということでご説明がありましたけども、何か

いい対案があれば出していただければいいですけども。 

 

委員  いいと思います。 

 

委員  何か細かいことを言うようですけど、この２段落目の、今までの条例を見直しした条例っ

て、ずっと続けずに見直して、新たにこういう条例を作ったというような表現になっておる

んで、そのへんは適格にきちんきちんと切ったがいいんじゃないですか。 

 

会長  今、ご意見出ましたけれども、具体的には。 

 

事務局  そうですね、ここは４月１日となっているんで、それで見直しをした新たな条例というふ

うに。 

 

会長  いいですか、今、委員からのご意見が出ましたけども。 

 

委員  もう今日は時間がないので、ちょっと気になることを。今日の最後の進め方というか、多

分趣旨はいいですけど、１つずつ文章を見ていっていたら、もうこれだけで終わりなんです。

そういった意味で言うと、次回しっかり私も、文章の中身をこういうふうに変更したらいい

んじゃないかというようなことは持って来たいとは思うんですが、例えば、はじめにとか、

基本的な第１章の考え方のところまでで、具体的にこういう意見があるとか、含めてあれば

出しておいていただいて、次回からきちんとこれを見ていくというようなことで進めたらど

うでしょうか。何か、中途半端になってしまいかねないなと思いながら、ちょっと心配して

いるところです。 

 

会長  出しておいてというのは、意見があればということですね。 

 

委員  はい。 

 

事務局  今日はもう時間がなくなっていますので、次回どの辺をやるかということを今日決めてい

ただいて、それについて皆さんから予め事務局の方に言っていただくというようなことで、

どうでしょうか。それと、担当課がこうやって来ておりますが、個別の部分でなかったら担

当課まで同席しなくてもいいのかなと思いますので、ある程度協議をする項目を決めていた

だいたら、事務局としては助かります。 

 

会長  そうですね、協議をする項目について、どういう格好にしましょうか、方針的には一言一

句という話にもなってくるでしょうけれども、どうでしょう、皆さんがこの辺がおかしいと
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か、ここをこう変えたい、できればこういう文章にしたらどうだろうとかというような案が

ございましたら。どうしましょうか、事前に出すんですか。 

 

事務局  例えば、第３章までとか。 

 

委員  だから、今、皆が言っていることは意見ですからね。その意見を参考にして、直した分が

出せれば今日議論したところを次回までに、じゃあ前回の意見であって、こうだっていうこ

とを確認しながら、次は第１章、２章を中心にいきましょうとか、そういう進め方でいいん

じゃないですか。というのは、私がちょっと細かいことを言うって言ったのは、やっぱり文

章ははっきりきちんと区切りを付けたり、あるいは最後の～こととなりました、みたいな表

現は基本方針にどうかとか、～こととしますとか、～こういうことをするものです、とか、

言い切り型の文章がいいんじゃないでしょうか。見ていてそのようなことを思ったものです

から、そういう考え方で文章をしたらいいのではと思って。 

 

委員  すみません。次回の予定はいつ頃になりますか。それによっても沢山できるかどうか。 

 

会長  何章までというふうに決めていただいて、皆さんに意見を尋ねて、それをしっかりまとめ

て、何委員さんの意見とか、無名でも無記名でもいいんですが、再び表示していただいて、

近い意見を集めて、ちょっと事務局の方が大変かもしれませんが、そういうふうにしていた

だくと、よく精査して議論もしやすいかなと感じます。最初に配られましたスケジュールに

よると１月の初旬と書いてあったんですけども、おそらく難しいだろうと思います。 

 

事務局  ゆっくりで結構です。 

 

会長  それでは、第３章までを一区切りとさせていただいて、ご質問というか、意見があったら

事務局の方にお渡しするという格好でよろしいでしょうか。 

 

委員  今、言える意見は言ってしまっていいですか。 

 

会長  はい。 

 

委員  ちょっとです。意見というか、回答っていうようなかたちで。９ページの新しい方には市

と市民との協働となっていますが、前の部分は行政と市民ってなって、私はそこ、わざわざ

変えられたのはどういうことなのかなと思います。１がいいです、私は。そこのところと、

それと１２ページのさっき言ったようなところの関係行政機関や民間団体との連携という

ふうに書いてあるところに、意見としては各当事者との連携っていうことも入れていただけ

ないかなと。ここだけは、今、言っておきたいかなと。 
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事務局  これは、条例は市と市民というふうになっていますので、それで、条例に合わせたという

ことです。 

 

委員  じゃあ、考え方そのものが変わったということではないんですね。 

 

事務局  そうです。 

 

委員  はい。それでは時間も来ました。では、事務局にお渡しする様式はフリーで構いませんか。

変更したい部分とか、それぞれの皆さんからご意見とかがあると思いますが、それについて

は、事務局の方でも集約をしていただかないといけないと思いますがよろしいですか。 

 

事務局  はい。 

 

委員  締め切りの目安を決めてほしいんですが。 

 

事務局  次回の予定は、１月１９日木曜日午後１時半から３時半まで、場所を変わりまして市役所

の第１回目にしました４階の第２会議室を予定させていただきたいと思います。 

 

委員  それでは、締め切りは１週間前ぐらいまでですか。 

 

事務局  そうですね。２週間ぐらいいただいて１月６日ごろ。 

 

会長  はい。 

 

委員  今、事務局の方から提案があった、関係課の方の出席については、皆さんの意見が出たり

してそっちの判断で、全部いないといけないかどうかということは、事務局の判断にしても

らったらいいじゃないでしょうか。 

 

会長  そうですね、この関係は事務局にお任せします。 

 

事務局  はい。 

 

会長  では、次回は第３章までということで、提出期限が１月６日になります。これを持ちまし

て会は終了させていただきたいと思います。どうも皆さまお疲れ様でした。ありがとうござ

いました。 


