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第６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５月２４日（木） 午前９時００分～１２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、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、 

徳本秀雄委員、山本誠代委員 委員１２名サポーター１名出席 

※欠席：森田孝明委員、吉田裕治委員 

 (鳥取市)人権政策監兼人権推進課長、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 ６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 今後のスケジュールと部会設置について 

 

《開 会》 

会長  おはようございます。４、５月と会議が続くときでもあり、皆さんお忙しい中をお集まり

いただきました。今日は朝の９時からということで皆さんにお集まりいただきまして本当に

ありがとうございます。それでは、これから第６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。前回に引き続き、また皆さんの貴重なご意見をいただき

ながらまとめ上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、本

日の出席確認を事務局からお願いします。 

 

事務局  森田委員と吉田委員から欠席連絡をいただいております。出席が過半数を超えております。 

 

会長  それでは、続いて早速ですが協議に入りたいと思います。前回までの内容を事務局の方で

まとめていただいておりますので、それについて説明をお願いします。 

 

事務局  本日の資料は、次第と資料が４組です。資料１は、先回の協議内容です。例えば２ページ

は、付箋を貼り手書きで表しています。文章をというご指摘がありましたので、こういうか

たちで今回はまとめています。３ページも「これでＯＫ」、４ページ、宿題があります。 

５ページは委員さんの宿題ということで、別紙１枚もので宿題１の文書があります。 

      資料２は、同じく先回の協議内容を委員さんの案の修正ということで右側にも付箋でコピ

ーしており、手書きの部分です。書きぶりについて特徴的な課題を取り上げるということで

宿題、それから部落問題ということで注釈を入れる方向でいく。それから宿題、女性問題に

ついてということで宿題があり、委員さんから宿題２で文章をいただいております。それか

ら、委員さんの案も女性問題においてはというところは宿題２です。２ページがハンセン病

患者、文書を入れる必要があるということで文章化はこれからです。社会的モデルでは、「注
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釈があればという意見」がありました。それから、その他のところで「修正、書き直しが必

要」ということでした。３ページが委員さんから追加文章をいただいております。 

      資料３は、第３章まで先回いかなくて基本的方針のところの的を抜くという指摘で終わっ

ております。 

本日は、全体的に「はじめに」から宿題の部分の片づけと３章、並びに、４章以降を協議

いただきたいと思います。資料につきましては以上です。 

 

     （資料１） 

会長  それでは早速、協議に入りたいと思います。まずそれでは、資料の１の宿題が出ていた分

です。４ページ、ここの部分についてはどうさせていただきましょうか。ご意見等がありま

すでしょうか。 

 

委員  資料１に関しては、４ページからということでよろしかったのですね。 

 

会長  手書きで入っているところについては前回皆さんにご了解をいただいていると思ってお

ります。朝一番で、なかなか、頭も働きません。宿題をもう１回宿題にしましょうか。ここ

で考えていてもなかなか時間が経つばかりで進まないと思いますが、どうでしょうか。 

 

委員  それでいいです。 

 

会長  もう１回宿題にさせてもらえませんか。どうも時間ばかりが経つような気がします。 

 

委員  どちらにしろ、今考えている案にしろ、宿題にしろ、全体的に 終的には、もう一度見直

すという作業がありますよね。 

 

会長  そうです。 

 

委員  そのときでも、ということですね。 

 

会長  はい。そのときでも構いませんか。はい、ありがとうございます。それではまた改めて皆

さんに考えてきていただくということにさせてください。 

そうしますと、次の５ページです。委員さんの宿題ということで、一存的にお願いをした

部分ですが、今日の資料で１枚ものが出ております。こちらの方をご覧になっていただいて、

また、ご意見をいただきたいと思います。これについては取り組みの経緯の 初の３行の分

に替わるものがこの文章と思ってよろしいでしょうか。 

委員さん、この２６０字の文章は 初のこの３行分にあたるもの、替わるものと考えてよ

ろしいですね。 

 



3 
 

委員  本当は、戦後の改革の趣旨です。理念、特に国民主権とか人権の問題を入れるということ

で書きました。ただし、それが国のレベルの話だけで終わったら意味がないので、地域社会、

それが鳥取でも制度が進められたと書いた後、突然６０年代に飛ぶのもどうかと思いました

ので、もう一言、戦後改革が不徹底並びに現改正案の社会の構造変化、高度経済成長の社会

の変化の中で、新たな人権課題が出てきたという一行を入れると、次の６０年代の議論とも

つながってくると思い、本当は上から５行目の真ん中で終わるのが私の宿題でした。が、も

う一文入れました。 

 

会長  はい、ありがとうございます。 

 

委員  インターネットのことですか。 

 

委員  このあと６０年代の話。 

 

委員  そうですか、新たな課題というのが生じてくるということですか。 

 

委員  また、新たな課題ということで、例えばこういう場合の人権侵害のような。 

 

委員  今、議論していたのは日本社会のところです。日本社会の構造変化というところがどうい

う解釈なのかなということを１つ、気になるので質問していました。 

 

委員  それはネットとか、そういう問題ですかということだったので、そうではなくて、次は６

０年代高度経済成長のときの同和問題のことに議論が入るわけですから、その前後を、そう

いうことは経済やら色々な、鳥取に即してみますと地域の過疎の構造、農業の問題、地場産

業が崩されて公共投資で生きていくような社会構造が作られていくというのは、これ１つの

今までの生活を崩されている構造ができてくる。これが新たな貧困問題につながっていく。  

そこまで、ここでは書けなかったので、こういう分かりにくい表現になりました。 

 

会長    少しずつ行きましょうか。 

 

委員  私は、読んでいいのではないかと思いました。それで、私が、考えていたことは、これを

入れて、昭和４０年とくる、そこのつながりがあまりにも途切れていて、つながりがなく文

章がくるので、ここをどうするべきだろうかということを考えていました。 

 

会長  昭和４０年にというところにつながりにくいような気がしますね。 

 

委員  はい。それで、今話があった日本社会の構造変化の中でという文書、そして委員さんから

インターネットも入るのですかという問題があったのは、私は入ると思っています。 
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１番は委員が言われた経済の二重構造とか、こういう表現でよく言われてきたこの社会の

体制が変わってくるというような状況の中で極端に言えば、富を持つものがいろんな手段も

持ち、それが格差として広がってくるという状況を生み出してきて、ますますこの差別の強

化であるとか、保障されるべきものが保障されていくものと持てないものとが出てくる。 

そういう状況を生んできたと思います。そういうことが、この構造変化という中には、全

部含まれているのだと思っています。 

 

委員  そうですね。少し乱暴なことだと思いますが、分かりにくい。これは後の方でたぶん出て

くるかなと思っています。 

 

委員  ただ、注釈がかなり必要と思います。 

 

委員  そうですね。何の変化だろうって、豊かになった というように。 

 

委員  そういうことを文章で置く必要があるかどうかということも出てきますね。 

 

委員  そうですね、どんどん文書が長くなります。まとめる必要があります。 

 

副会長  日本社会のものの変化は大きくきているのに、諸々のとか、多種多様のとか、ちょっと１

つ文章を入れれば、「全般」というのが入ってくるかもしないということでしょうか。 

 

委員  要するに、この３行をどうするかということなのですが、昭和２０年・１９４５年以降か

ら次の段落の昭和４０年１９６５年の間をつなぐという意味ですから、その辺が委員さんの

文章だと、前半は２０年～４０年の間という解釈でいけると思うのです。後半の憲法に基づ

くから始まって、諸制度改革の不徹底とか、限界とか、日本社会の構造変化というのをここ

に入れると、何か、こんがらがるので、少し限定した方がいいと思ったのです。そうなると、

この委員さんの後段の戦後の日本社会の構造変化というのをここに持ってくると、少し分か

りにくいので、この話はもっと後ろの方に入れるのなら入れた方がいいと思います。 

 

会長  ５段目までということですよね。 

 

委員  そうです。でも、そうなると、すごく鳥取市では素晴らしいことが行われたというふうに

読めますので、そこは少し違うと思うところです。 

 

委員  文章が必要ですね。 

 

委員  そうですね。一言必要です。 
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事務局  実際、昭和４４年までに、市史とかを調べて、具体的に鳥取市が何をしたということを 

改めて調べます。 

 

会長  では、調べていただき入れていただいて、それから検討ということにさせてもらってもい

いでしょうか。 

 

委員  はい。 

 

会長  ５段目の憲法に基づく以降の文章については保留。また、どこかで見られる機会があるで

しょうか。 

 

副会長  ではそれなら、ぜひ１章の１の、もう少し下に１としてこの委員の案を入れて、今の２章

の１を避けて、ずっと使ってもいいのではないでしょうか。全部、２０年から現在までをた

ぶん考えておられると思います。この文章は。 

 

委員  これは具体的に書いていないので、どっちとも取れる書き方にしています。 

 

副会長  文章は読み取れると思います。 

 

委員  確かに、１９６０年代までもかなりの構造変化というのが存在しているので、これでも別

に正確さを欠けているわけでは、実はないのですけど、今の話の皆さんのイメージは、高度

経済成長以後のイメージも含めて、ここにイメージされると、これは、１９６０年代の前に

この文章が入ると、これ、話が狂うということで、抽象的ですからそういった意味ではこの

文を後ろに持ってくるなりして、先程の事務局の提案の何か文章を入れてもいいのかなとい

う気がします。 

 

委員  そうですね。読んだときに、４０年代までということが、これでイメージできなかったの

で、やはり委員がおっしゃられたように高度成長期を含めたように、表現として受け止めて

しまったということがあるのですが、ただ、委員の書かれた文章でやはり不徹底とか、限界

が、これまでにもあったのだなということは伝わってくるので、そういうニュアンスはあっ

た方がいいという感じもします。実際にそういった不備、不徹底な部分がこの年代まであっ

たのであれば、そういうところも反映してもいいという思いがします。 

 

委員  急速な進展の一方で諸制度改革の不徹底、限界等も人権課題として存在した。その中で、

鳥取市はこういう取り組みをしてきましたと少し入れていただいて、文章をつないでいく。

それでどうでしょうか。 

委員  「戦後の日本社会の構造変化の中で」を取るということですよね。 
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委員  はい。 

 

委員  ここだけを。 

 

委員  これ使うとしたら、構造変化の中身を少しカットして一極集中して、人口の流出に伴う過

疎化とその地場産業の脆弱なという、そんな具体的なことを書かなければいけなくなった。

書いてもいいのですが、それを取って、だんだん何か経済とか社会構造の話になってきたの

で、人権の方針ですからあまり社会論を書いていくのを長くすると、社会構造は取って、や

ったことを。人権課題が不徹底で人権課題が残っている。その中で鳥取市がこういう取り組

みをしてきた。それで、６０年代以降になってこういう問題をやっているという、その下の

パーツにつなげる。 

 

委員 いいと思います。 

 

委員  はい。たぶん委員と重なるところがあると思うのですが、文章提案です。 

２、４、５行目、「憲法に基づく人権保障の急速な進展の一方で、」これカットします。それ

で、「諸制度がかたち作られました。」そのカットしたところに、「しかし」と入れます。 

「諸制度の不徹底及び限界などにより、多くの人権課題が存続し続けるとともに新たな課題

も生み出されてきました。」と。というふうにして、それで、「具体的にはこうこう、こうい

うことに鳥取市は取り組んできました。」というふうに入れて、多少調べていただいて、入れ

て、鳥取市として本格的にと言うか、より人権課題に取り組むようになったのは昭和４０年

になされた云々という文章につなげていったらどうかと、思いました。 

 

委員  いいと思います。 

 

委員  もう一度お願いします。 

 

委員  難しいです。考えながら言っているので。 

「鳥取市においても具体的に人権を保障する諸制度がかたち作られました。」ここまではその

ままです。「しかし、諸制度の不徹底及び限界などにより、多くの人権課題が存続し続けると

ともに新たな課題も生み出されてきました。」それで、その後は、事務局が具体的などんな施

策が取られたかということを調べるということでしたので、それを調べた上で文章として入

れば入れると。それで、その文章を入れていただいて、昭和４０年の前に「鳥取市としてよ

り具体的に人権の課題に取り組み始めたのは昭和４０年に出された」云々と、こうつなげて

いくというかたちにしたらどうかというところです。 

 

会長  文章の流れをご理解いただけたでしょうか。どうでしょうか、分かりやすくなったという

気はしますけども。頷いていただいたかたがいらっしゃったので、もうこれでいこうかと思
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います。 

 

委員  いいじゃないですか。 

 

      （資料２） 

会長  はい。これで進めさせてください。それでは、市としてのあとに続くものは事務局の方で

調べていただいて、入れていただくようにお願いします。 

では、次にいきます。今度は資料の２になりますね。まず、書き出しにつきましては、こ

の手書きで書いてある文章で、さまざまな取り組みを行ってきましたが、いまだに依然とし

てさまざま、さまざまな、が重なっていますね。さまざまな人権問題が存在していますとい

うような書き出しにしようということで、前回はお話をしたと思いますが。 

 

委員  方向性としては、この書き出しはというところに書いてあるところでいこうということだ

ったので。ただ、いまだにとか、依然としてというようなのは状態の同じことの文言が並ん

でいるし、さまざま、さまざまということが重なっているので、この文章の整理ということ

なので、これはまた 終確認でもいいのではないでしょうか、文章整理ですからね。 

 

会長  では、この書き出しの部分につきましては 終で確認をするということで進めさせていた

だいてよろしいですか。 

それ以降に特徴的な課題を取り上げるということで進めようということでした。部落問題

については、同和問題ではなく部落問題にするということで注釈を入れるということでした。

女性問題について、これについては委員の方から提出していただいた文章を見ていただいて。 

 

委員  １つは、私のこんな解釈でいいのかということを含めてですが、職業就業において根本的

な差別が制度化しておりというのがあります。男女雇用均等法ができて、表面的には差別は、

差別待遇であるとか含めて、ない時代というように入れられています。 

しかし、私は例えば間接差別の問題、制度そのものは差別がないように見えるけれど、総

合職であるとか一般職であるとか含めて、間接差別の問題、または、例えば今の税制度を巡

って、女性がパートを選ばざるを得ないような体系の問題というようなことがこの制度化に

含まれている解釈なのかどうなのかを含めて、少し説明していただけるとありがたいと思い

ます。 

委員  はい。まさにそうです。雇用機会均等法の解釈等を巡って、私は、これは制度的に作られ

た差別的なシステムだと思っていますので、そこの評価で厳しく書いたということです。 

あと、つけ加えて意識の問題で書かない。書くのは女性問題に関しては、意識論で書きま

すと実に拡散するというか、人によってこれは差別じゃない、これは差別だという大きな個

人差があって、女性差別というのは、社会的差別としては論点が非常に明確化しにくいので

す。意識論で議論しますと。これについては決定的な差別の問題としては、雇用・就業にお

ける差別の問題を１つ原点にして、そこから家庭やら学校におけるいろんな問題が発生して
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いるという、そういう理解で私は話を展開しています。この制度的差別、制度化していると

いうことが、皆さんの中で腑に落ちないのでしたら、そこは言葉を考えて。 

これは、市民一般が読んだときにそうだといかないかもしれない。なんのこととなっては

いけないので、ここは、もう少し皆さんの意見を聞いて直した方がいいかもしれませんね。 

 

委員  固定的役割分業意識という言葉を私は使ったのですが、こういったこともやはり意識的な

問題として。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  捉えられてしまうということですか。 

 

委員  そうですね、性的役割分業というものが女性。 

 

委員  性的、固定的。 

 

委員  固定的役割分業というのが、差別ではないというふうに意識している方と、それこそ性を

巡る差別だという、そういう違いが女性差別の方にあって、他の社会的差別と比べますと非

常に困難な状況に、実に深刻な、展望が見えない状況が女性差別には存在しています。 

も先が見えない。ですから、その点は、もし委員さんのその言葉は入れてもいいと思い

ます。 

 

委員  展望が見えないと言われると泣きたくなります。女性としては泣きたくなるけれど、でも、

そこは論点として大事なところです。固定的性別役割分業というのは。 

 

委員  そこを一番、でも、日常的には私たちは感じませんか。 

 

委員  感じます。だから、そこは入れてもいいと思っています、私も。 

 

委員  それが一番。 

 

委員  ある部分は、そこはかなり見方によって違いが出てくるけれど、でも、それに基づいてあ

る部分、制度化されている部分もあるのです。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  そういった部分でいうと欠くことができない言葉だと思います。 
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委員  それを入れた方がいいですね。 

 

委員  むしろ、制度化されてない固定的役割分業意識というところにもジレンマを感じていませ

んか。 

 

委員  感じていますよ。 

 

委員  ただね、制度化されてない固定的役割分業論から問題をいきますと、個人の意識の問題、

趣味の問題、家庭の問題にいくのです。そうすると社会的差別として存在ができないので、

これは社会の制度の問題、具体的には就業の問題として固定的役割分業が存在している、差

別が存在している。それが家庭にも、子育てにも、子どもたち、青年の学力問題にも実は反

映しているのだと問題を立てるのが、私は必要なのではないかなと。だから、意識論でいく

と実は社会的差別として存在がしにくい。 

それは個人の問題でおかしいと思っているわけだから、やはり戦略上も、あと、市の人権

施策上も難しくなるのではないかと私は思います。 

 

委員  国の男女共同参画社会基本法、なぜ社会が入ったかというと、個人意識がどう作られてい

るかというと、やはりまさに社会の仕組みによって個人意識が作られてきているのではない

かという、まさに、この社会を改革するというところで、さまざまな議論の結果、入った言

葉なのです。だから、そういう意味で言うと、そういう視点を変えてはならないという提案

だと思うのです。 

 

委員 そうです。 

 

委員  ただ、その文言の書き方は工夫がいるというように思います。それで、委員さんが言われ

た固定的性別役割分業という、これもきちんと入れなければならないし、この就職、就業に

おいてという部分は、賃金格差というのは制度的な反映がありますので、その問題があり、

もう１つは、今、委員が取り組まれているひとり親家庭の問題。やはりこう女性になぜ貧困

層やそれらが集中しているかというところも社会的な制度の不備状況の問題とかあると思

うのです。それらを含めて、文章をもう少しこう具体例挙げながらやると分かりやすいと思

います。 

委員  そうですね。そういうかたちに直した方がいいですね。 

 

委員  はい。 

 

委員  委員さん、宿題。男女共同参画が各県の男女共同参画の実践を見ていますと、まさにその

制度的な問題を意識しているところと、非常に個人の問題に入ってくる。個人の啓発、家庭

の中の啓発に、それは決して悪いことではないのだけど、それがメインになっていくやり方
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をしている県なんかが目立つのですね。やはりそこのところを分けて考えないといけないか

なと、主はどちらで副次的な位置はこちらと。固定的役割分業も家庭の中の固定的役割とい

うより、まず、社会そのものが。 

 

委員  私は、社会の中でということで申し上げています。 

 

委員  ですよね、はい。 

  だから、そこは一致していますから、私は、職場・就業における固定的役割分業そのもの

が家庭の固定的役割分業を再生させるという、そういう流れで書いたらいいとに思います。 

 

委員  そうですね、はい。あと、私は子どもがまだ小さいので、まさにＰＴＡ世代なのですが、

ＰＴＡの中でもこういう固定的役割分業意識というのはものすごく根強く感じているので

す。すごく見えやすいところで、一番分かりやすいのがＰＴＡじゃないかなと思ったりして

いるのですが、何かそういったことについて。 

 

会長  そうしますと、どういった文章にしたらよろしいでしょうね。 

 

委員  ここの、この資料の２の一番左側の書きぶりについてというところの２つ目の点ですが、

それぞれの委員が専門としている分野で一文を考えてくるというのがありますけれど、申し

訳ありません。考えてきませんでした。それで、もう担当を決めてここは誰が、起こしてこ

よう、ここは誰が起こしてこようということで、次回持ってきてはと思います。 

 

会長  現状と課題のところですか。 

 

委員  そうです。きちんとならないので、例えば担当を設けてでも、私はこれでいいと思ったら

これを出せばいいわけです。もう１回その分担をして、やはり次回しっかり持って来て、も

う一度確認し合いましょう。そうしないと今日の段階では難しい状況もあると思いますが、

どうですか。いや、先回、本当はそれを決めて帰ればよかったなと思いながら、すいません。 

委員  ただ、そこは、前回、私がいろいろ書いてきましたらこんなに具体的にここは記述する必

要がないのではないかという意見があった気がしたのですが。 

 

会長  特徴的な課題を取り上げるというところで、それが、まだ、どの問題が特徴的になるのか

ということを まだ、決めてはいなかったと思います。 

 

委員  ここは、具体的なことはあとで書くわけですから。どちらかといったら。 

 

委員  ただ、具体的なことは書くのだけれど、やはり言っておかなければならないこともあるの

で、それはそれできちんと言うべきだということであったと思います。 
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委員  はい。 

 

委員  あまり端的にまとめない。 

 

委員  いや。 

 

委員  方向として。そして、何を入れるのかということは、それぞれの専門性を持って、この協

議会に出ているわけですから、そこのところでしっかりそれぞれが考えてこようということ

だったと思います。 

 

委員  それに反対ではなくて、そのような書き方で、下の、このあとの具体的な課題の記述と、

ここは区分けする意味でも、私は１つずつの差別の本質的な問題、差別の本質はどこにある

のか。この女性差別の問題も個人の意識に干渉するような書き方ではなくて、社会的な就労

の問題というところに固定的役割の差別が存在するという、その本質に関わる障がい者なら

障がい者、部落差別は部落差別、その本質の部分だけをワンパラグラフで上手く書ければい

いのではないですか。 

 

委員  それに反対ではなくて、それをしようと思ったら、具体的に説明しないといけないところ

だって出てきますよね。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  そしたら、その具体的な説明というところや具体的な事例でもってということになると、

やはり、それぞれの専門性を持った人がそこを書くべきじゃないかということです。 

 

委員  事例をもって、事例を。 

 

委員  事例が必要なら、ということです。 

 

会長  どうでしょうか。この中では部落問題、女性問題、それから子どもの問題、障がいがある

人の問題、あとは、委員さんの案ではその他というふうに分けられているのですが、委員さ

んの方から病気のかたの問題ということで追加の文章をいただいています。 

他にも追加をしたい、これはいるというようなことがあったら出していただいて、それぞ

れに、今、委員さんが言われたように考えてきていただくというような方法もあるかと思い

ます。 

 

委員  私はそういう発言をしたのですが、もう１つのやり方としては、今後グループに分かれま

す。そしたら、グループでさまざまなことを出し合うのですが、この人権問題の現状と課題
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というところでは、何を言って、それぞれの個別の課題で、これはどういうことをやるのか

ということをグループの中でまとめるということもできます、かえって整合性がとれるかも

しれないということもありますけど、そういうやり方もありますね。 

 

会長  どうでしょうか、今ご提案いただきましたけども、その方がいいかもしれません。 

それで、ここについては問題が増えるかもしれないというところで内容の方はそれぞれの部

会で考えるということにさせていただいて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。 

 

委員  今言われていることが、よく理解できないのですけど。この人権問題の現状と課題のとこ

ろの内容も部会で新たに考えて作り直すという感じでしょうか、具体的に第４章以降ではな

くて、ここも部会で考えるということですか。 

 

委員  そうです。 

 

委員  それでは、私が出してきた文章ももう一度考え直すということですね。 

 

委員  はい。それも再考したらいいと思いますが、私はこの文章はこれでいいと思っていますの

で、提案されたときに良い文章の追加があったというようには思いましたので、ただし、そ

れも併せて再考をしてもらうことがいいと思いました。 

 

委員  部会の中でこれがいいですよということであれば、それがとおるということですね。 

 

 

会長  では、部会で考えていくということでさせていただいてよろしいですね。はい。ありがと

うございます。それでは資料の３をご覧ください。 

 

     （部会の再検討） 

 

委員  その前に。 

 現状と課題の（５）を部会で考えていただくときに、恐らくインターネット上での人権侵

害というものが出てくると思うのですが、今、現状としては、部落問題も、女性問題も、障

がい者や病気のかたも、外国人のかたも全てインターネット上で人権侵害が起きているとい

う現状にあります。ですので、それぞれにインターネット上での差別事象が生じているとい

う文言を書くのではなく、 後に、その他のところでも、一番後でもいいので、そして新た
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な課題として、全ての人権侵害はインターネット上でも起きていて潜在化、深刻化をしてい

るというような表現でしていただいたらいいと思います。 

 

委員  それに絡んで。 

 

会長  はい。 

 

委員  今、委員さんの方から部会のことで出たのですが。 

部会の検討をもう１回する必要がないかと、持ち帰ってから、あのときは、時間の制約で決

めたのですが、改めて、今、委員さんからあった意見や先回も委員さんの方からもさまざま

な課題に関わるものと個別の課題と一緒ってどうか、という発言もあったと思うのです。 

改めて少し考えたのですが、１つは、部会を３部会でなくてはいけないのか、４部会にし

てはどうかという１つの案です。 

それで、４部会にした場合には、先程言ったさまざまなどの課題にも関わるものをもう１

部会設ける、個人のプライバシーの保護、インターネットにおける人権問題、非正規雇用等

による生活困難者の人権問題、パワーハラスメント、これらは４部会として括れないかと。

パワーハラスメントは、少し検討する必要があるかもしれないけれど、実際問題は社会の仕

組みなり、制度なり、またはこの社会の反映を受けてという、社会の様相の反映を受けて主

だって出てくるという課題です。それが、誰にでも、という部分があるので、それはそれで

検討するという部会があってもいいのではないかなと。それで、そういうようにした場合に

は、第２部会の拉致問題は、第１部会に移動させる、こういう組み換えにしたらどうだろう

かという突然の意見です。すみません。今までの流れと違うことを言いましたが、やはり考

えをもう１回ここの部会のありようも検討してもいいと思ったのです。それぞれ決めてしま

ってからで申し訳ありませんが、今の会の進め方の流れと違うので、突然の意見ですから、

また、あとで議論していただきたいと思います。 

 

委員  全てにかかるので、私もどうかと思い、可能な限り他の部会にも顔を出してお話をお聞き

したいとは思っていたのです。 

 

 

委員  この振り方をもう一度検討する必要があると帰ってから思ったのです。 

それで、それぞれの部会にやはり課題が多いと。また、審議もしづらくなるというところも

あります。事務局さん、どうでしょう、ここの委員でそういう話ができたら、別に３部会４

部会になってもいいのではと思います。 

 

事務局  他の課の出席のことと、日程調整等で、ちょうど委員さんが１５人で３部会にさせていた

だきました。部会が増えれば増えるほど調節が出る可能性があります。 
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委員    私は、そこも聞きたかったです。それぞれ各課の担当課はどういう関わりをしてくださる

のでしょうか。 

 

事務局  個人のプライバシーとインターネットの問題は、総務と情報政策。拉致問題は人権推進課。 

  非正規雇用は、今までの流れからくると経済観光部になるのかもしれませんが、まだ依頼

していないです。非正規雇用、パワハラは人権推進課。 

逆に委員さんの割り振り、先回決めていただいたのですけど、個人のプライバシー、イン

ターネット、拉致問題、非正規雇用、パワハラ、拉致問題は１部会に入りますが、委員さん

の振替が出てきます。それが気になるところです。 

 

委員  部会を跨いで参加してもいい、あるいは参加したいという希望があれば、跨いで参加する

ということではクリアできないですか。 

 

委員  それは、いいと思います。それぞれの委員が、こことここに出たいということだったら、

それはそれでいいのじゃないでしょうかね。 

 

委員  特に、私は今インターネット上の障がいのあるかたの人権侵害をこの前からずっと調べて

いるのですが、本当に悲惨なひどい状況になっておりまして、障がいのあるかたの人権問題、

第３部会にどうにかしていただきたいと思っておりましたので、そういうふうに可能であれ

ば出て来て、一応委員さんは決まっていますけども、この枠に拘らないということで。 

  例えば第２部会のかたがたが１部会に出てきていただいてもいいと思います。 

 

副会長  一応基本的なことは、この間決まったでしょう。 

全員に通知を出して、この部会がありますよと、基本的な部会の委員は固定で出ないとい 

けないけども、この日にどうぞという案内すればいいじゃないでしょうか。 

 

事務局  部会の日程の案内も全員に通知を考えます。 

会長  では、この３つの部会でいくということで、気になるところには可能な限り出ていただく

ということにしたいと思います。 

 

委員  問題のこの１、２、３部会という振り分けについては、どうしましょう。どうですか、こ

のままで行くのでしょうか。 

 

副会長  いや、もうそこまで決まっているからそれでいいじゃないでしょうか。 

 

委員  私は自分の意見を通そうと思っているわけじゃないです。先回こうやって決めたのだけれ

ど、やはり改めて見直してどうでしょうかという提案なので、こう決めたのだからそれで行

こうと言うのだったら、もうそれでいいですけれど、皆さんにも諮ってください。 
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会長  皆さんはどういうふうに思われますか、ご意見をいただきたいのですが。誰にでも起こり

得るというのを、それぞれ別々にというのも難しいという気もしないでもないのです。 

インターネットではどの問題もかかってくるという、それぞれの問題のところで、インタ

ーネットでも、という文言をそういうふうに入れるというのがどうなのかという気もします

し、入れないといけないことも出てくると思います。 

 

委員  確かに委員さんの言われることも確かだなと思うのですが、私は実は全体の会にきちっと

各部会が提案して、そこでもう１回精査して部会に戻すということを何回かやるということ

で、皆が各部会で出てきた議論を一応文章上はきちんと把握して、ここが足りないとか、こ

この理解が違うのではないかというのを、やはり部会で精査するのが一番いのじゃないかな

と思います。そうしないと、多分今までしたのは無理があったと思っています。 

 

委員  私はさきほど委員さんも全部出たらいいと申し上げました。 

 

委員  ここの皆さんで。 

 

副会長  皆さんが全部会に出るということは、部会をする意味がないかもしれない。 

  全員協議会だ、倍時間がかかる。それの方が早い。部会でまとめて全体会議でやってどう

しましょう、この文章いけません、また部会に持って帰って検討してまた持ってくるとなる

と、これは大変な時間も日数もかかるじゃないですか。今の通りで、正式な協議会じゃなし

に全員協議会という格好で、もう各個々のインターネットならインターネットで、１つずつ

まとめていった方がいいじゃないかと思います。 

 

委員  私もそう思います。私はむしろこの中で気になっているのは、第１部会の人、外国人の人

権問題というところで、もう一人入っていただけるのかなというところがと気になっていま

す。 

 

委員  その点、いまは、専門性がありません 

 

会長  事務局から説明ください。 

 

事務局  欠員１名の委員について、現在、何人かに打診しています。 

終的には民団の団長の代わりの方に打診をして、今、調整しているところです。 

もう少し時間がかかる状況です。 

 

委員  そのかたが入られたら第１部会に入られるということですね。 

 

事務局  そうです。 
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会長  では、 初の話のとおりに３つの部会でやるということで、させていただいていいでしょ

うか。 

 

委員  はい。 

 

会長  自由に出ていただくということにします。 

 

委員  拉致が動くなら私も動きますけど。 

 

委員  そう思いますが、部会の構成は、そのまま置いておきましょう。 

 

    （資料３） 

 

会長  はい。それではよろしいですか、次にいきます。 

  それでは資料の３です。第３章ですが、これについては表題の基本的方針が基本方針に変

わるということだけを決めて、それ以降については何も決めていない状態だと思います。 

市の素案と委員さんの案と並びがまた変わっています。 

 

委員  はい。 

 

会長  はい。これは前回ご説明いただきましたでしょうか。委員さん。 

 

委員  まだだと思います。 

 

会長  ご説明いただいてよろしいでしょうか。 

 

委員  はい。まず、ここでは具体的に、鳥取市として、どういうことをやっていくのかという、

やはり、大まかなことが必要と思うのです。ある部分、すごく語弊がある物言いかもしれま

せんが、啓発をやります、相談事業をやります、職員研修をやりますというような大雑把な

書き方に市の今の素案はなっているので、やはりより焦点化して具体的に、こういうことに

取り組むのだということを明示した方がいいのではないかというのがまず１つです。 

２つ目は、具体的に、どういうことが基本的方向や基本施策として必要なのだろうかとい

うことで、まず１つは市の素案では、人権意識の高揚とありますが、まさに１番は、人権擁

護の推進についてという実態等を把握して、それぞれの課題ごとにきちんと計画を持って行

っていくのだということ。そして、その中の人権擁護の１つである人権意識の高揚を図る取

り組みということで、今行っている、ここすいません、誤字があるので直していただきたい

のですが、２ページ目です。 

      ２ページ目の（２）鳥取市同和教育って書いてありますが、「人権教育協議会」に直してお
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いてください、申し訳ありません。２ページ目の（２）の１、２、上から４行目ですね、「人

権教育協議会」に直しておいてください。市は大きな人権意識の高揚を図る取り組みとして

は、１つは人権意識調査を行っているということと、もう１つは市民集会を行っているとい

うことと、それとあとは各団体等々の連携を取りながら各団体がそれぞれのことをやってい

るというような、大きく言えばこれらの取り組みがあると思います。 

具体的に、これをどうしていくのかということを、ここには記述をすべきだなと。 

もう１つは、市職員のやはり研修ということをしっかりと位置付けるべきじゃないかとい

うことを、ここに持ってきたところです。 

      それで、３つ目は、やはり問われているのは、人材育成の取り組みということがとても求

められているのではないかというふうに思いましたので、ここに人材育成の取り組みを持っ

てきました。 

４つ目は、これは同じことですが、相談機能の強化の取り組みということで、ただ、相談

をしますだけではなくて、その相談機能、相談を受けるとなったら相談機能の強化が必要な

わけです。それの強化充実という意味合いでの文言のところを持ってきました。 

そして、市が人権尊重の視点に立った行政というここのところには、この市民団体等の育

成というところで、差別人権侵害を許さないためにどういうようにやっていくのかというこ

とで、やはり先程から社会的なということの言葉が出ているように、制度等含めての検討で

あるとか、法制度の確立を求めることであるとか、市民団体等への支援というような、こう

いったことを盛り込んでいくべきではないかというのがここです。 

そして、章立てを、章を２というふうに変えて、やはり推進体制を確立していかないとい

けないと、何か物事をやろうとしたら、どこがどういう機構を持って推進をしていくのかと

いう明記がないといけないと思いましたので、推進体制の確立ということを図って、これら

を推進していくのですという、こういう表記にしたというところです。 

       それで、もう１つは、私はそうなのですが、特に人権意識の高揚であるとか、ノーマライ

ゼーションとか、ソーシャルインクルージョンとか、さまざま出てきていますが、実際は理

念に書かれなければならないようなことも、ここに市の素案では入っているので、ここは一

番初めに説明したとおり、何をやるのかというところを具体的に明記する。理念に関わるよ

うな文言は削除しているというところが私の案です。 

 

会長  はい、ありがとうございました。章立てと項目立てが変わっているというところでどちら

の方でいこうかというところを決めていかないと進めないと思います。 

委員さんの案では、市としてどういうことをしていくのかという、はっきりとこういうこ

とを行っていきますということが書かれているのですが、どうでしょうか。どういうふうに

思われますか。 

 

委員  他の委員からも意見が出ていますよね。 

  それらの委員のかたの意見も聞かれてはどうでしょうか。ここは今回が初めてですから。 
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会長  そうですね。それでは委員さんからのご意見が出ております。委員と委員さんからも意見

が出ておりますので、その辺の考え方についてご説明をいただけたらと思います。 

どうでしょうか。 

 

委員  私は、ここについては基本的な考え方としては、鳥取市が進めるべき施策についてという、

主にそういう部分は扱うべきだと思っています。先程、委員さんの方から言われた理念に掲

げるべきことは第１章でという意見に賛成です。もう１つは、それと一緒になる考え方は、

一緒になると思うのですが、やはり市がするべきことを一番に考えるべきだと思っています

ので、例えば、人権意識の高揚というのは、施策とも関係あるけれども、意識をどうするか

ということは啓発をどうするということになると思うのですけど、それをこの一番初めに入

れるというのは、市民の考え方を変えればいいじゃないかという受け止めにもなりかねませ

んので、それは、後ろの方に市民との協働というかたちで入れたらいいと思います。 

この考え方でいくと、事務局の素案よりは委員さんの出された方の素案の順番立ての方が

いいと思います。 

       もう１つ、各委員からの修正案というのが出ていますが、委員さんから順番変更について

出ています。他のものについては素案の中の文言をどうするかというようなことですので、

それは順次入れながら、その場所に来たらそれをするということで、まず委員さんの順番を

どうするかというご意見をまず初めにお聞きしたいと思います。 

 

会長  委員さん、どうぞ。 

 

委員  委員さんの修正案と私は意見的には同じものだと自分としては思っています。まず、市が

どのような施策としてどういう人権施策としていくのか、基本的な方向を出していくかとい

うときに一番初めにこの（１）人権意識の高揚ということが１番に必要と思います。 

私は、この１、２、３、４、５の順番で重きを置くと言ったらおかしいですけど、やって

いきたいというのがあったので、こういう順番で、あとはもう整理するというか、考えてい

ってはどうかということで、委員の修正案で、私は、いいと思います。それでもやはり具体

的にここに書かれて、ここに出すのは具体的な細かいことは出していかれないのですけども、

漠然とした素案というのはいろんなことで、人材育成を図るとか、いろんな支援を行うとか

という、言葉としてはそうと思えるのですが、具体的に行動に移すときに必要な施策という

か、そういうのはどう考えるのだろうなという不安感も持ちながら、とりあえず委員さんの

修正案でいいのではないかという気持ちです。 

 

委員  私はいいです。 

 

会長  大方では委員さんの案の方でいいのではないかというご意見を、今、いただきました。 

 

委員  委員さんの案に対して、言わせていただいていいでしょうか。 
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（２）の人権意識の高揚にかかる取り組みのところで、協議会名、連絡会の名前が出ている

のですが、これは委員さん、関係機関と連携を図りながら推進していきますだけではいけな

いですか。具体的に出した方がいいですか。 

 

委員  別にいいです。 

 

委員  他にもおそらく関係機関というのはあると思いますので、これだけ書いてしまうとここだ

けなのかなという印象を感じてしまうというように思いました。それから、相談機能強化の

取り組みのところですけども、委員さんが書かれていることは本当にもっともだと思います

し、日々、人権相談などに当たっていると、本当にここを強化していただきたいと思うので

すが、実際にはこれは人権侵犯に当たるのではないかと思っていても、人権侵犯事件として

扱えないというようなことがあります。それはやはり予算がないからできないということが

あるのです。そういう場合、やはり国や県と連携して、共同して相談機能を強化していくと

いうことがどうしても不可欠になってきますので、そういった文言をぜひ加えていただきた

いと思います。 

       それから、相談事例からどういう人権課題があってどうしてこういう相談がなくなってい

かないのか、こういう問題が起きているのかということを読み解いていく、そして政策化し

ていくということはもちろん重要なのですが、実際には人権課題を具体的に政策化していく

というのは非常に難しいことで、特にインターネットに関わる人権問題があるので、こうい

ったことが問題になっているので、インターネットに関わるこういう施策をつくってくださ

いと申し上げても、実際には実現することはほぼないような状況なので、ここはもう少し課

題として何か違う表現があるのではないかなというように感じました。実際関わっている者

としては、難しいと感じたりしました。今、具体的な文章が思い浮かばないのですが。 

 

委員  別に政策化にこだわるわけではないのですが、本来は相談というのは現実ですから。 

 

委員  そうです、そうです。 

 

委員  そこにはやはりいろんな不備状況が見えるので、やはりそれを改善することも含めて政策

化していかないといけないということを意識し続ないと、やはり相談が相談で終わってしま

うということをなくしたいという思いですから、どういう表現がいいのか、そこは考えても

らいたいです。 

 

会長  どうしましょうか、委員さんの案の方を取りながらまた修正を入れていくという方向で構

いませんか、もしご意見があったら伺います。委員さんいかがですか。変更が、修正が出て

いますけれども。 

 

委員  私が出したやつですか。１ページ。はい。これを出したのは、ちょっと待ってくださいね。 
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委員  随分になりますからね。 

 

委員  なんか半年ぐらい前に書いたものです。 

 

委員  これ、９月に書かれたのですよね、１ページのもの。 

 

委員  これは、文章をこれ一文やはり入れないといけないかなというか、鳥取市差別のない人権

尊重の社会づくり協議会がちゃんと機能するようにということを確か趣旨で書いたので、 

私の文章もまずいかなと思います。いろんな人権施策の方針、実施にあたって関連機関、さ

らにはこの差別のない人権尊重の社会づくり協議会との連携、調整、意見交換を踏まえて施

策を推進していく、だから、そういう文章にしたかったということですから、もとの文章を

修正して。これなし、はい。それで次の、今、１ページ。私、今、資料３。 

 

委員  ５ページ、６ページ。資料３ですね。 

 

副会長  資料３の１ページ。 

 

会長  １ページ、５ページ、６ページに書かれています。 

 

委員  はい。私の一番言いたかったことは、確か６ページの方ですね、職員の研修の問題で、職

員の研修はぜひやっていただきたいということを思っているのですが、問題は地域の中で職

員が何をすべきなのかということまでは、私は踏み込んで書く必要性がないのではないか、

逆にそこまで縛りをかけるということは。市の職員というのは、これは市民であり、労働者

であるということを考えたときに、こういう人権の方針の中にそういうことまで、私生活ま

で規定するようなことは、これこそ研修、職場での研修、さらには縛りをかけない啓発活動

の中で出てくる重要な役割を果たしてくれるという、そういう結果をつくればいいことなの

で、ここで、方針で書かれるのは私生活に踏み込み過ぎているのではないかなと私は思って

出しました。そこぐらいであとはいいです。５ページだけですかね。 

 

委員  次、６ページにもありますけど。 

 

会長  どうでしょうか。基本方針と基本的施策ということで何をすべきかというのがすっきり書

かれているのは委員さんの方なのかなという気がしますけれども、こちらをベースに進める

ということではどうでしょうか。 

 

事務局  事務局からですけど、１番目に人権擁護というものがありまして、人権擁護委員や国の機

関等、実際の機関もありますので、文章的に事務局が書いている部分が２ページですが、そ

の部分をミックスするようなかたちで考えさせていただきたいと思います。現実、人権擁護
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という制度もあります。限定して言えるところを書いておりますけども、人権問題の実態把

握、委員さんの案は、総合計画に位置づけて、協議会で意見を聞いてそれに対応していく、

図っていくということですけど、具体的な機関でもございますので、そこの部分を配慮いた

だきたいと事務局としてお願いします。 

  それと、もう１つ、１番の人権擁護の推進についてという見出しと中身が合わないところ

がありまして、どちらかと言うと委員の案は人権施策取組方針の感じがしております。 

 

委員  推進についてに、なっていますよね。推進についてに、なっていますね。 

 

事務局  人権施策の推進がどちらかと言えば見出し的には人権施策の推進というふうに思いまし

て、人権擁護というものについては、人権擁護についてしていただいたらと。人権擁護につ

いてというものの文言を入れてほしいのです。この１の方の市の案の（２）です。 

 

委員  ミックスしてもらって構いませんが、ここの（２）の人権擁護のところの差別や人権侵害

に対しては被害を受けた人たちの自立に至るまでの総合的な支援を行うことが必要ですと

書いてあります。これだけではないはずなのです、人権擁護、そういう意味で言うと、不足

があるのです。 

 

事務局  そこら辺は検討が必要です。 

 

委員  ただ、事務局が言われたように、国や県等との関係機関等との連携によりという、これは

いると思います。ただし、それはいるという前提です。委員さんが相談体制のところでも言

ってくださったので、二重書きになるところをどういうふうな精査をしていくかというよう

なことは整理が必要ではないかと思います。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  全体にかかることですからね。 

 

委員  人権擁護のところで、ずっと伺っていたのですけど、２ページの人権擁護についてはおっ

しゃるように侵犯事件に取り扱うまでの手段がございます。相談内容から侵犯事件に至るま

でに。それがどこまで書き込めるかということを、検討させていただかなければと思いまし

た。これだけでは、今、委員さんがおっしゃるように不十分だと思います。それと、あと、

委員の修正案のところの取り組みの強化については、準備してなかったのですけども４番の

ところですね、４番のところと５番のところについては、もう少し具体的に人権擁護の立場

でこういうふうな取り組みと言うのですか、もう少し人権擁護のための何かこう、皆さんに

は周知していただけるようなことの記述が必要です。準備していなくてすいません。これは

より具体的に今、人権擁護の立場としての何かもう少し整理をして、また皆さんでこれを修
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正していただかないといけないのですけども、ここのところはいろいろと今、改めて文章を

見させていただいて、補足をさせていただいた方がいいかなということで、今、感じている

ところです。具体的に詰めていけないのが申し訳ないのですけども。 

 

委員  そうですよね。実際に人権擁護委員として、こういう活動に関わっていると、総合的な支

援という一言ではくくれない、大きなものがありますので、そのあたりは委員がおっしゃら

れたようにしっかりと具体的な記述をする必要があると思います。それから、相談体制の整

備・拡充を図るとともに、国・県等の関係機関との連携により推進しますということですけ

ども、これは本当にぜひ、ぜひこのとおりにしていただきたいと、やはり相談体制は年ごと

に縮小していっているような気がしてならないので、しっかりと予算を取っていただいて、

国や県と連携して、ここは本当に整備・拡充をしっかりと図っていただきたい大事なところ

ではないか。そこがやはり人権擁護としての要なのではないのかなというふうに感じます。 

 

委員  それと、昨日届いたのですけども、この人権情報センターで相談をされている具体的な人

権生活相談報告書、人権生活相談の充実に向けてというのが届きました。委員さんはこれ、

目をとおされたのですね。 

 

委員  それはどこが出されたのですか。 

 

委員  人権情報センター。 

 

委員  情報センターは出していないと思います。 

 

委員  人権福祉センターです。 

それで、かなりこの内容とこの文章を見られて把握されたことなのかなということを 

感じたのですけども。 

 

委員  近でしょう、それは。 

 

委員  昨日です。 

 

委員  私もそれを 近見たので、それを見てこれを書いたわけではなくて、前に今までの現状み

たいなことで、かなり資料をいただいた中に人権福祉センターのこの相談のやつがありまし

たね。それを見てこういうまとめ方をしたのです。 

 

委員  こういうところも、同じ相談をするという立場で、人権の上の相談者としての同じ共通の

取り組みのことについて少し偏っているかなと感じたものですから。 
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委員  そうですね。そういうところを加えていただけるといいですよね。 

 

委員  はい。準備していなくて本当に申し訳なかったのですけど、本当に素晴らしい報告書だな

というふうに話をさせていただいたのですけども、こういうようなところにつけても、人権

福祉センターの存在の立場と人権擁護の立場ということも総合的に活かしていただくため

に考えてきております。本当に何かアバウトなことしか言えなくて、慎重にちょっと検討さ

せていただきたいと思います。 

 

会長  まず、では 初からいきましょうか。委員さんの方で修正をかけていくというところで、

追加なり、作文までしていくという方向で進ませてください。まず、基本方針と基本的施策

の（１）、これは施策の推進ではないかというご意見を事務局の方からいただきましたけど

も、これについては文言を変えるとか、このままでいいのではないかとかという意見があれ

ばいただきたいのですが。 

 

事務局  ここの調子で、１番の見出しがあり得るのでしたら、市の方の、先程言いました、市の案

の（２）を取り入れたような文言を入れてもらって、それで、委員のこの記述については人

権施策の推進のような見出しで、作ってもらうことでどうでしょうか。 

 

会長  第３章１のところに人権擁護の文言を入れるということですね。 

 

事務局  はい。人権擁護というのを。 

 

会長  （２）の人権擁護の部分を入れ込むということですね。 

 

事務局  はい。 

会長  これが入れば人権擁護の推進でいいということですか、（１）が。やはり人権擁護。 

 

事務局  そうですね。人権擁護と言い足すのだったら、その上に入れてもらう。それで、委員さん

のこの具体的な記述については人権施策の推進がいいのか、基本方針の推進か、そういった

見出しで別個に出していただく、いかがでしょう。 

 

委員  はい。実際、文章化してみないと整理がし辛いので、一度、文章化してみる必要があると

いうのが１つと、その文章化する場合に、その（１）の上の文章とどういうふうな整合性を

持ったものにするかということも出てくるのではないかなと。第３章１基本方針と基本的施

策というところに、第１章の基本理念に基づくということを書いていますよね。この辺との

また整合性も出てくるなと思うので、文章化を全体的にこの辺はしてみないとすっきりしな

いというように思います。 
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会長  この文章化についてはどうしましょうか。皆さんで考えるということにしますか。それと

もどこかで提案をいただくということにした方がいいでしょうか。 

 

委員  次回、では、私、もう１回考えてきます。 

 

会長  宿題でよろしいですか。 

 

委員  はい。先程の。 

 

会長  それでは、ここの第３章の１の分ですね、これについては委員さんが文章を考えてくださ

るということで。（１）のところはそのままということでいきますか。取られますか。 

 

委員  その括弧の大きな１、（１）というのを結局、ミックスしたかたちでのもう１回再提案と

いうことになると思うので、かなり、基本理念に基づきと書いてあるのに基本理念に関わる、

人権擁護だけが出てくるのかということになりますので、そういう点で言うと、もう一度そ

この文章提案を再提案させてください。 

 

会長  はい、分かりました。では、文章提案をいただくということで、次に移りたいと思います

が、２ページですね。人権意識の高揚を図る取り組みというところでは、実際の協議会等の

名前を入れるのはどうかという、まず、ご意見をいただいたと思っていますが、それについ

では取るということでいいですか。 

 

委員  はい。関係機関等ということですよね。 

 

会長  そうですね。文章的には、関係機関等と連携を図りながら、それで、基本的には人権尊重

の社会の実現を目指すということですね、 

 

委員  そうですね。はい。 

 

会長  それでは、ここはこれでいいですね。 

 

委員  はい。 

 

会長  それでは３ページに移ってもらって、（３）人材育成の取り組みですが、これについては

いかがでしょうか。 

 

委員  事務局さんにお尋ねするのですが、これは、人材育成の取り組みについては、各課に人権

担当者を置けるよう人材育成に取り組みますっていうふうにはっきり書き込めば、実際にこ
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れが行えるような状況はありますか。お考えはいかがですか。ここに具体的なことを書いて

もらわないと。 

 

会長  そうですね。 

 

事務局  それは難しいですね、これからになりますね。 

 

委員  もう少しぼかしたような言い方を。 

 

事務局  ありがたいことです、それについて。 

 

委員  でも、きちんと位置付けをしないと、それぞれの課題の担当者がどこに行っていいのだと

いう、その課に行ったら誰が担当者なのだという問題が出てきているのです。若年性の委員

さんの課題で言うと、どこが担当課で、だれが担当者なのですかと、こういう問題だってあ

るのです。それは、その若年性認知症だけに限らず、その他にもあるかもしれないという部

分で言うと、どこの課がどういう課題の担当があって、担当者が誰なのかと言う、この位置

付けってかなり必要じゃないかなと思うのです。 

 

事務局  研修の担当とその人権課題の、各課の業務のという意味では、今、委員さんがおっしゃっ

たこととは、これは少し違います。 

 

委員  研修者派遣。 

 

事務局  とは少し違います。 

 

委員  でも、ここで言っておられる、 

 

委員  でも、そこを確認しないとなかなか進まないです。 

 

委員  この人材育成という、委員さんの元々の意味は、職員がきちんと人権を、課題を把握しつ

つ、どのように対応するかというような、その人権を大事にする視点を持って自分の業務を

行う、そういうための研修を行うという意味合いでしょうから、その辺は、きちんと市とし

ては取り組んでいただきたいと思います。どこの課に行っても人権を大事にするのだという

視点をきちんと持ってもらえるというようなことは市民にとっては必要なことです。 

 

事務局  そのことは、言っています。それは今までも言ってきております。 

 

委員  ただ、あまりできてないということです。 
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事務局  なかなか、その意識の中にはできてない部分もあるかも知れないです。 

 

会長  ということであれば、この文章については残してもいいということですね。 

 

委員  でも、人権担当者というよりは、本来であれば、やはり職員の皆さんが人権意識をしっか

りと持つということが一番ではないかなというように思います。 

 

会長  ということであれば、先程言われるように、人権を大切にしながら業務を行う。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  文章表現は考えればいいのですが、ただ、課題は何かと言うと、今、委員さんが言ったよ

うに、呼びかけているのだけれども、実際としてはできてないという状況でしょう。それを

どう改善していくかということの提案ですよね。 

 

委員  はい、そうです。 

 

委員  その提案の１つが、だからこそ担当者を置けということの提案なのです。実際はかなり前

の話ですから、今はありませんけれど、かなり前もそれが良かったのかどうなのかという、

こういう総括が必要かもしれませんが、職員研修が年次的に計画性を持って行われ、そして、

ただその中で、また職員の中での人材育成ということでのプログラムも職員研修の中にあり、

それで、そこには各課からの担当者が出て、それを学んだことを各担当者がいっぺんに研修

はなかなかできない。いっぺんの研修というのはやはり大ざっぱなものになるのではないで

すか。それで、各課に持って帰って再度研修する、こんなことがあった時代もあるのです、

市の中では。 

      でも、それはいつぞやなくなっているわけです。誰が課の中の責任者で、誰がどういうこ

とをやるのかという、それは研修も含めてですけど、やはりそれが薄らいできて、皆の問題

というと、皆の問題なのだけれど、誰が具体的な責任者なのかというと、責任の所在が明ら

かにならないところがあるのです。別に責任を取れという意味ではないのです。問題をきち

んとしっかり進化していくためには、どういう方法がいいのかということを、１つの提案だ

というふうに思ってください。 

 

委員  私も重要なことだと思います。大変だとかいうのではなく、各課に人権担当者を置くよう

になる体制はそのように努力、実施してほしいと思います。ほんとに今、委員さんが言われ

たように、しましょうというのはしましょうと皆が思っているのだけども、誰が音頭とるの

かという、誰が言い出すのかというところで、それぞれがそれぞれ大変というので、ずるず

る流れてしまう傾向があるので、やはり担当を決めて、その人だけにさせるのではもちろん

なくて、皆でやっていきましょうの一番の言い出しというか、今の状況が必要だと思うので、
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これはよろしくお願いしたいと思います。 

 

事務局  実際、今の取り組みを紹介しますと、前は、確かに委員さんがおっしゃったように、各課

で義務付けというか、課長補佐が中心になってビデオ見て意見を聞く各課単位の研修があり

ました。それを報告いただいて、人権部分はまとめて成果として提出していました。  

今は、例えば、人権とっとり講座、市民集会、県民集会、人権フォーラムなど広く一般市

民と一緒に職員も交じって、職員課と人権推進課がプログラムを作りましたので一緒にお願

いしますということで、職員課から通知していくのです。今おっしゃるように、各課にフィ

ートバックされるかといったら、朝礼とか短時間の中でこういうのがあったとか、それから

資料とかを回覧していくというのが実態です。課の中でほぼ義務付けみたいに行っていた時

代とは少し違っておりまして、それにつきましては、市役所内部の話ですから、職員課と調

整し、こういう場合のやり方とか、こういう提案が協議会からありましたということで調整

させていただいて、先程委員からもありましたように、実際できるのですかということが前

提になると思うので、確認をした上で、調整させてください 

 

委員  私も、その各課の人権の担当というか、スペシャリストというか、そういうかたがおられ

るというのは素晴らしいことだと思いますが、それに付け加えるとすれば、さらに職員のか

た全体にも、人権感覚意識のそういう関連の、日々しっかりと。特に、こうやってメディア

で一般のかたが何でも発言できるようになりますと、例えば、市の職員のかたがフェイスブ

ックなどで自分の意見をポロッと言ってしまう。でも、それを見て、こういうことを書き込

んでいいのかなと思う市民感覚としては、それは一般企業に勤めている人が言う発言と、市

の職員の人が書かれる発言とでは全く違うと思いますから、そういう意識を持って新たなそ

ういう人権課題にも、人権意識を持って向き合っていくという、そういう啓発や勉強会など、

どんどんしていただきたいなと思います。 

 

委員  私は、形骸化しないということが大事で、その講演会に私も講演会に行きますともの凄い

人が来ていて、どう考えても動員がかかっていて、私の話を聞きたくて来ているのではない

のだな、なんていう、これは大変ですねという、思わず言うのですけど、私は各課ごとに職

務上人権侵害をする可能性のある課題があると思うのです。課に則した、そういう問題を研

修していただくのが大事かなという、窓口なら窓口、生活保護の部局なら、どういう問題か

と。特に、私は見ていて生活保護に回されると、相手を見て、動揺する職員もいるのですね。

私は、これは明らかに人間観・社会観がしっかり培われてないから、パチンコにいってる人

間を見て、堕落した人間って、こんな人に生活保護は必要ないという、言い方そのものが貧

困の問題を理解していない。なぜパチンコにいかざるを得ないかという構造的な問題を理解

しないで、そのお金でパチンコに使っているという、それはもう個人の問題です。そういう

意味でやはり仕事、部局ごとの職務上の人権侵害に関わる研修こそが必要で、人権論一般を

丼勘定でやるのは、これはかえって形骸化のもとじゃないか。だから、そういうかたちでや

っていただくといいかなという気持ちです。 
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委員  だから、ここは人材育成の取り組みですよ、私が挙げているのは。 

  それは、そこの前でいう、職員研修と言うのは、その前の項に挙げているわけです。私は、

委員の研修のありようというのは、そうだと思うのです。研修に参加して、資料を回覧した

ら、それで分かったかと言ったら、そうでもない。具体的に課の課題、何の問題があるのか

とか含めて、やはりその辺の精査がないから、逆にいうと、窓口対応でもかえって、逆に人

権侵害受けているじゃない、差別受けているじゃないという、こういう対応が生まれている

のだと思うのです。まさに何をやるのかというところが、実際は職員研修では求められると

ころだと思うのです。だけど、それを人権推進課が、すべての課に対応できるかと言ったら、

そうじゃないでしょう。そしたら誰がやるのだというところでの１つの人材育成としての提

案なのです、ここは。 

 

事務局  役所は公共の福祉ということで基本的人権を制限する場合があります。 

例えば、道路新設のために居住されている宅地の用地買収などがあります。そこに道を通す

ために、拒否されている地権者のかたを説得する、人権侵害になるかということはあります

が、そういう場面もあります。その部分を人権推進課が全部取り扱えるかということ。 

各課それぞれの判断があります。人権推進課が人権の総論のところはいるかもしれませんが、

人権の制限というのは役所ではあらざるを得んと言いますか、ない方がいいのですけども、

その部分は国の基準であったり、県の基準であったり、それぞれ支給する対象のかたの所得

制限とか、そういった問題も個々にあり、そういう場面では、その担当課でないと対応でき

ない。人権推進課としては、総論のところの考え方、人を大切にする、人権を大切にすると

いう部分になるのかなと思いました。 

 

委員  今の話ですが、私は先程、個別の部局ごとの課題をきちんと人権の研修をしてほしいとい

うことを言いましたが、ただし、そこでできない限界性という、今おっしゃった公共の福祉

にぶつかったときは、実は人権を乗り越えて、公共の福祉の論理で、工場を誘致したりする

のです。だから、それに関して私はその部局ではできないのですね、それをもう少し何かや

はり別のシステムを、それこそ人権局なんかやら、ここなんかに上げて、議論できる場がな

いと、結構多くの市民が、市が決めたことは反対していいのという、そういう素朴な議論が

あるのです。「公共の福祉」という論理が、個人の人権を規制するということはありえます。   

ただし、その運用のチェックが担当部局ではなく部局で必要ではないでしょうか。 

 

委員  もう１つは公共の福祉の概念そのものがね。 

 

委員  そうですね、検討しないと。 

 

委員  立場によって違うのです。何を公共の福祉と言うのかというところが、難しい概念です。

公共福祉ということを出すと、さまざまになってしまうので、私は、委員が言われたように、

例えば、ある障害者団体で、やはりいろんな取り組みされているかたが言われたのは、私や
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小さなサークルが相談にいっても、受けてくれないけれど、大きなところがいったら、どう

ぞ、どうぞと言って座るさまを見せられて、とっても嫌な思いがしたって。これが同じ課に

いった人間が受けた扱いなのです。これってどうなのって、それはおかしいよねって、こん

な話をしたのですが、まさに残念ながら、そういったところがまだ現実であるということや、

もう１つは、私も書き忘れているなと思ったのは、ワンストップサービスと言うけど、ほん

とにそれになっているかとか含めて、やはりまさに相談に来たものに寄り添うような、そう

いう対応の在り方ということがいかがかということが求められているということや、もう１

つは、各課のというように改めて言ったのは何かというと、そういう問題を１つの部署の問

題だけに留めてしまって、自分のところはどうかという研修がされているかどうかというこ

と。またはそこで例えばやはり国の制度とか含めて、ある部分はその人が相談に来ても、実

現できないことだって多々ありますよね。でも、具体的にはその何分の１かでもどこかにつ

なぐことができないかなとか含めて、やはりそういうような相談のありようみたいなものが

求められているのではないかと思うのです。だから、例えば委員さんが相談機能の拡充とい

うことを言われたけれど、具体的に、何が課題かということが、相談の今の状況みて何が課

題かということが見えないと、どう拡充するのかというのも出てこないです。そこはまずは、

本来は議論されてしかるべきという、私は文言ではこうやって書きましたけれど。 

 

委員  そういう点では、先程のこれはこの１年間程、その問題に焦点を当てて議論して、窓口で

はやはりなかなかできない、もう少しトータルな、寄り添うという意味、相談業務とかね、

そういうのが鳥取市に存在するのだという、これをどう発展させていくのかという経緯が確

かにいる。 

「鳥取市人権福祉センター 人権・生活相談 報告書」をできれば皆さんにお配りしていた

だくといいかな。 

 

委員  ありますか。 

 

事務局    用意します。 

 

委員  あと、もう１つは、相談事業ということで、前に資料をいただきました。人権福祉センタ

ーのことの現状、相談に来たいろいろな項目があったので、ここにこう書きましたけれど、

私は資料を見たときに、意見の中でも発言したと思うのですが、実は相談に来られないたく

さんの人がまだ存在しているということを忘れてはならないというところなのです。 

 

委員    そうなのです。 

 

委員  相談に来られる人は、まだしもまだなんらかの解決を掴もうとして来ているという数とし

てはわずかであって、相談に来られない、しんどい、その方がまだ多々あるということを忘

れてはならないなと思っているのです。ただ、それらをどのように含めて言うと、何がいい
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のかというところで、なにかこう、すっと出てこない。こういう気持ちがあるのです。 

それで、先回、委員が言われた、やはり孤立とか、無縁社会とか含めて、相談は本来どう

あるべきか。相談にどういうふうにアウトリーチで救えるのかとか、網目として、なにかそ

ういうことも本来は課題としてあるのだろうと、そういうところを考えています。 

 

委員    そうでしょうね、全体が深刻化している人権課題にどこまで私たちが寄り添っていけるか

というか。 

 

委員  ここの相談機能強化の取り組みというところで言うと。 

 これは機能ですから、相談並びに相談機能の強化というようになるのかもしれませんが、

もう少し文章を足していただくといいというように思っています。委員が言われたように

人権擁護委員としてのやはりさまざまなこういう実例、現状というかね、そういったこと

も全てを書けてはいませんけれど、そこからやはりこんなことが大事じゃないかというよ

うな視点を盛り込んでいただくとか、そんなことも含めて、基本的には、こういうことを

基にしながらつけ足していくというようにいったらよくなるのではないかなという気がし

ます。 

 

会長  いろいろご意見をいただきましたが、人材育成の取り組みにつきましては、事務局さんの

方で調整をしていただくということで、構いませんか。 

 

委員    １ですかね。 

 

委員  はい。 

 

会長  その２文のところですね、２文と言うか、２行のところ。 

 

委員  ２行のところか。 

 

会長  はい。そのあとの、 

 

委員    我々は委員さんだとそういうことがよく分かりますね。 

 

委員     私は各課に云々というのには反対したいと思います。どうしても、はっきりしていればい 

いのですけどね、内容が、こういう問題っていうのは、あの人に任せとけっていうのは往々

にしてありがちですし、それと、そのことでレベルが下がっていく。むしろせっかく人権専

門の課、担当がおられるわけですから、そっちの方の働きに期待したいです。もっともっと

今以上にうちわの方に、市役所なんかもね。それから、業務執行上での人権尊重というのを

市民に訴えていくようなあり方こそが問われているのです。従って、それは従来のあり方を
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変えるということになります。これを各課の人たちに任せるような責任ですね、これ無理だ

と思います、なかなか身を切るような痛みは。だから、やはり人権局、人権課がもっともっ

と、内側へどんどん提案してもらって、いつも言います、子ども家庭課さんの障がいのある

かたの就職問題というのをしみじみとですね、何か問題が起きたら困るから、だから、もう

辞めてもらいますと厳しいことがね、具体的な例を何回か体験して、やはり課ごとに任せて、

担当っていうやり方は無理じゃないかなと、むしろせっかくあるのですから、そのためにあ

るわけですから、その存在感をしっかり発揮してほしいなと思います。 

      従って、私は、そういう人材育成はもちろん研修も含めてです、当然１年に何回か研修会

に参加すれば事足れり、そういうかたちは、もうきちっと改めた。それから、やはり町、市

役所外に、こういうモニターって言ったら変です、モニターじゃないですわ、何ですかな、

審議会のようなものをずっと例の隣の兵庫県では川西市のところが、予算をきちっと組んで

弁護士さんとか、有識者とか、それで、取り組みが何か今年も何十周年記念だし、私も何度

か行ったのですけども、すごい取り組みで、その取り組みを始めたのは当時の同和教育課が

人権というものを考えてきた、これも県についてはやはり第三者機関しか救済できないとい

うところが見解としてあったみたいで、しかし、それがその後ずっと、１年間の取り組みは

必ず市議会に報告をして、各関係機関にも侃々、何と言いますか、意見をもってきて勧誘す

るとか、助言だけじゃなく、今でも学校の職員もかえってこういうことで悩んでいるから一

つ県庁さんに行かれるというふうなことにまで発展しておるそうでして、しかもその一番の

根本を話し合いでもって、当事者に解決してもらおうというところがあるし、民間同士の問

題が多いわけです。やはりそういうことを考えますと、市民の間でのレベルアップしかない

と、しかし、とりあえずはそれを待っていてもなかなか大変なので、それを促進するような

刺激を与えるようなそういう機関が必要なのかなと、それは、第三者機関でないと無理なの

かなと。人権局、人権課でも、同じ庁内の何かの取り組みについてあまりどんどん言えるよ

うなというのは難しいかもしれません。私は反対です。 

 

委員  他の委員さんの方の人材育成の取り組みの、委員さんとそれから委員さんのお話を聞いて、

いろいろと人材育成の取り組み、より何かこう、そういうことを踏まえているということは

分かったのですけど、やはり一人ひとりの職員のかたが意識を持つということで、これだけ

ではなかなかどうなのかなというように今、思っておりまして、それで、委員さんがおっし

ゃったような、やはり部局ごとの関わる、やはりいろんな整理していくというか、そういう

ことがかなり具体的で分かりやすいかなというようなことを思います。もう少しその辺のこ

とを文章的にどうかというように思います。というのは、この間、私、市民病院に受付に行

きまして、見舞いに行ったのです。そうすると、個人情報で名字だけじゃだめで、フルネー

ムが分からない。それで、結構、受付のかたが下の名前は分からないのですかという感じで、

ここの受付の人権ですよね。というようなことで、より本当に、部局ごとの何かそういう課

題があるじゃないかということがあれば、そこはかなり何かいろんな意味で大事なことかな

と今改めて思ったのですけど、言い方１つでその施設すべてが何か否定されるということで

す。だから、まだクレームは出してないのです。かなり何か感情的に、もう少し取り組まれ
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たらどうかということは、残っています。もう少しこのところに文章を入れられたらいいか

なというのは思っています。 

 

委員  今、皆さんの意見を聞いていて私が感じているのは、まず、１つ整理しなければならない

のは何かということ。１つは人材育成の取り組みが必要かどうかということをどう考えるか

ということ。２つ目は、職員研修は大事だということ。ここは確認できているけれど、どの

ように進めていくのか、より効果があるものにしていくというのはどういうことが必要なの

か。それはどういうことがというのは、１つは体制づくりがあって、内容があってという、

この２点があると思うのです。整理をしていかないと、私は、ここは人材育成というところ

で書いただけであって、中身のことを言っているわけではないのです。それで、職員の充実

は大事だということは書いているわけですから、一緒にしないで議論を進めて、整理をして

進めていかないと内容のことに踏み込むということになっていますので、整理をしていく必

要があるかなと思っています。まずその２つ、整理をしてみたらどうでしょうか。 

 

会長  この人材育成に取り組みますという、この部分について異論はないわけですよね、皆さん。 

また、新たにその人権を大切にする仕事をしておられる職員の育成という、そういう部分

も大事であると。その辺のところは事務局さんの方で、もし、まとめられるのであればまと

めていただけたらと思うのですが、その研修の内容であるとか、どういうやり方をするかと

いうのは、ここでは書く必要はないですよね。はい。 

 

委員    それは任せないといけん。 

 

委員  それはね。 

 

委員    それぞれの特性がありますからね。 

 

委員  ただ、あまり抽象化になると抽象的に終わるというところもありますのでね。 

 

委員  それは、やはり一番何か人ごとにならないようなことを、やはりしていくことがいいかな

というのは、はい、感じています。 

 

委員  人材育成と職員研修のその充実というところでは、もう１回ちょっと文章を練り直すとい

うことですかね。 

 

委員  だからこそ、私はその職責、職域に合わせた、その特性に合わせたそういう育成が必要で

あるという、それを入れればいいのではないのかなと思っています。それで、ここの部分は

それで落ち着くと。それで、もう一方、私、委員さんが言われたことが、さっきの公共の福

祉の問題ということに関して、そのチェックがなかなか利かないだろうと、担当部局として
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は用地買収する、どんどん企業を誘致する、これが至上命題ですから、市民をどう説得する

か、ご理解願うというこれが基本で、そこでの妥協というのは基本的にないというのが基本

なので、私はオンブズマン的な機構を、だからちょっとここを伝えたかった。 

 

委員  そこの方とはまた違う。 

 

委員  違う。 

 

委員  違います。 

 

委員  そういうやはりシステムを作らないとだめかなということで、別のところで。 

 

委員  別のとこですね、 後の話ですね。 

 

委員  機構の提案ということで、委員の提案で１つ重要な問題として使えるのではないかなと私

は思って聞きました。 

 

会長  それでは、機構的なものというのは、また後程ということで、ここの部分はこの文章で進

ませてもらってよろしいでしょうか。それでは４番、相談機能強化の取り組みというところ

ですが、ここについて委員の方から擁護委員としての補足を入れていただいて、 

 

委員  人権擁護委員としてと、そういう文言が入ってくるかもしれませんけども、もうちょっと

その辺のことをちょっと、いろいろと。 

 

会長  はい、入れてみてください。 

 

委員  特に差別や人権侵害という侵犯ということもあるかなというように思ったりもしますの

で、人権部分と一般の相談の施設が違うところはやはり侵犯に踏み込めるというところを出

してもらって、その辺のところがもうちょっとなかなか理解をしてもらいにくのかなという

ふうに思いますので、ちょっとその辺もいろいろと書き足して、また。 

 

委員  よろしくお願いします。それでは４ページですね。（５）番この差別人権侵害を許さない

ためにという、ここの部分も委員さんがされますか。 

 

委員  どこですか。 

 

会長  ４ページです。 
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委員  はい、４ページの、はい。 

 

会長  （５）ですね。 

 

委員  はい。そうですね、はい。 

 

委員  もう１つ、今、委員が 後言われたオンブズパーソン制度の問題というのもここに入るの

ではないかなという気はしましたけど、私は、お話を聞きながら。 

 

会長  ここに人権問題に取り組む市民団体との支援を行うとともにというようなところであと

にオンブズマンをというようなことを入れたらということでよろしいですか。 

 

委員  そのオンブズパーソン制度というのは具体的に出たのだけれど、その他にもこういうこと

があるよということがあったら、そこだけに限らずに。 

 

委員  あまりその団体の名前を出さない方がいいと思います、こういうことは、はい、文章とか。 

 

会長  市民団体等の支援の中には入らないということですかね。 

 

委員  活動の内容によっては入る部分もあるし、ただ、オンブズマン制度そのもの自身はある部

分でいうと、まさに市民としてのしっかりとしたそれぞれの、例えば子どもの権利条約に基

づいたきちんと運営がなされているのかどうかということをやはり市民としてチェックし

ていきましょうという機能性なので。だからたぶん違うと思います、支援する部分と。 

 

事務局  事務局が言うのもなんですけど、市の方針ですから、こちらにするとオンブズマンってい

う制度は、この方針書くのはそもそも、それで、表現は。 

 

委員  だから、それがいいのかどうなのかということも含めて、やはりそういうような機能を持

つ何かがいるのではないかという提案ですから、そういう意味で考えていくということです

ね。 

 

事務局  それに近いのは市側の意見について、市民との協働というもの、ちょっとニュアンスが違

うのですけど。 

 

委員    行政が作ったらおかしい。 

 

委員  時間が気になりながら、私の修正案を基本としながら、さっきさまざま出たような、さま

ざまな項で出たような意見をもう一度加味をして、私はこの１番の１（１）のところをやっ
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てくるのですが、その他の方で今日聞いたような意見でこういう文章がいいのではないかっ

ていうことがあれば改めて提案していただく、また、今日の意見を踏まえながら、帰ってか

ら私こんなことに気がついたわということも含めて、修正案を出していただくということで、

したらどうでしょうか。 

 

会長  そうですね、時間もかかりますので。 

 

委員  そうしないと、もうあっという間に時間が来てしまって申し訳ありません。 

 

会長  はい。それでは、１と（１）については委員さんの方が意見を出していただくと、修正案

を。それから２番については、一応ご了解をいただきましたが、その後でまたここを修正す

るのがあれば出していただく。そして３番、３番については一応事務局の方で 初の２行に

ついては調整してみてください。はい。それから（４）については、委員にお願いします。

５番についてはどうしましょう、皆さんで考えていきましょうか。 

 

委員    はい。 

 

会長  それでは大きい２番、これが 後の１つですね、第３章の。ここについてはどうでしょう

か。推進体制の確立というところです。 

 

事務局  事務局は７ページに書いてあります、この協議会の意見を踏まえながら、というところを

追加いただけたらな、ありがたいと思います。 

 

事務局    実は行政的に言うと、委員の一番上っていうのが実は 後の方に結び付くので、これの部

分の方で作ると、そういう書き方をしてそれで、その中には一部入っていると、入ったもの

で。 

 

委員  そうですね。 

 

会長  それでは、推進体制の確立のところに、７ページのところの（６）の下の方が、人権尊重

の社会づくり協議会の意見を踏まえながら、というところを入れるということで、７ページ

のところ。 

 

委員  ７ページの確認をすると。 

 

会長  はい。 

 

委員  市の素案の（６）の下から４行目、また施策の推進にあたっては本市の各機関が連携を図
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るとともに鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会の意見を踏まえながら人権施策

を推進していきます、を追加するということですか。 

 

会長  全文でなくてもいいのかもしれません。 

 

委員  ちょっとダブりも出てくるので。 

 

会長  ダブりが出てくるので。 

 

委員  はい。こういうようなことを追加したらどうかという意味で。 

 

会長  でも、この協議会の名前を入れてというところですね。 

 

事務局  委員さんが言われましたように毎年のチェックというか、これを今は改訂作業ですけれど

も、例年なったらお示しして年度末に検証してというようなことを考えております。 

 

委員  ということは、ある意味、この協議会がその施策のチェックだったり、あるいはその相談

にあった事項が以後どのように解決に向かっているかどうか、あるいはそれがまた必要なも

のは何かというようなこともここでまずは出していくという意味ですね。 

 

事務局  チェックと言いますか、そういう部分です。はい。 

 

事務局  委員にお聞きしたいのです、全市的に推進を行うという、全市というのはもう市民、市行

政ですか。 

 

委員  市行政の意味です。 

 

事務局  市行政。 

 

委員  はい。 

 

事務局  市行政という言葉は、ちょっと上の方の全市で、ポツ市民というのと、全市的というのが。 

 

委員  全市的っていうのは、主はですね、全市というのは。 

 

事務局  市のことですね。 

 

委員  そうです、そうです。 
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事務局  役所言葉に全庁的に。 

 

委員  中心はね、はい。 

 

事務局  やりますは、全庁的に、市民にもというわけじゃなくて。 

 

委員  市民にもですけれど、だけど、市役所の職員だけで人権の取り組みをやるわけではないの

で、市民も含めてですけれど、具体的にそれを進めていく中心はどこかというところでここ

は書いているわけです、その核となるところはどこかという。 

 

事務局  だから、地域全部という捉え方ですね、全市的というのは全市がね。 

 

委員  はい。 

 

会長  そうしましたら、ここについても考えてきていただくということにしましょうか。 

 

委員    はい。 

 

会長  それでは、推進体制の確立というところにつきましては、皆さんで考えてきてください。

この協議会を入れ込んだところの文章をということです。 

それで、一応第３章については、また宿題がたくさん出ましたけれども、一通り 後までや

っときたと思います。 

 

委員  長いことかかりました。 

 

会長  できれば、部会の方にと思っておりましたが、時間もきましたので、それでは、部会の日

程とかを今ここで、それぞれで決めていただくという作業ですか。 

 

委員  部会の、これさっき委員さんが言われていたときに、どういう意味で言われていたかとい

うことを、私ちゃんと聞いていなかったのかもしれませんけども、拉致を第１の方に移した

方がいいのではないかということを、今私も考えていて、拉致問題は割と在日の問題とか、

外国人の問題と被る、重なってくると言うか、派生するので、私も今、そういう点では第１

部会に移して、私はそっちの方に引っ越しをする方がいいかなというように思いますけど。 

 

会長  どうでしょうか、皆さん、異論がなければお引っ越しをしていただくかな。特にこれは第

２部会でないといけないということで入れたわけではないですね。 

 

委員    委員も引っ越しされるのか。 
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委員  はい。 

 

委員  いいですか。 

 

会長  引っ越されるとどなたかがまた第２に引っ越していただかないといけないということで

すね。 

 

委員    でも、委員、第２部会と兼任。 

 

委員  全体会でいいじゃないですか。私は委員さんとか、委員さんとかいっぱいいますからね。 

 

会長  どういたしましょうか。第１部会からどなたか、じゃ、第２部会の方に移るということに

なりますか。 

 

委員  そういうことになるのですか。いや、そういうことになるのでしたら、私第２部会のまま

で。 

 

委員  第１にも入ると。 

 

委員  いや、違いますね、移動したら。 

 

委員  現状でいきましょう。拉致もとりあえずここに置いといて。拉致問題があるからここへ来

られたのでしょう。委員は。 

 

委員  そうです。第１、そうですね。 

 

委員  委員は謳われているのは、今ひとり親家庭の問題と拉致問題、やっておられるのですね。

それぞれのやはり考え方や自分が今特にこうやっている問題というのは、問題意識があって

そこになりますから、誰もが。 

 

委員  外国人問題も、今、確かにアイヌ問題なんかもやっていますからね。 

 

委員  分かりますよ。 

 

委員    １、２部会のどっちもいけるということ。どうですか。 

 

委員  出られる範囲内で、本当は全部出られそうもない。 
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委員    ちょっと異質なので部会としてはやはり１の方が、 

 

委員    １の問題は。 

 

会長  拉致は１の方が馴染むのかなと思います。 

 

委員  だと思います、私も。 

 

委員  だから、外国人の方の委員がまだ決まっていないので、そういう面では当面は、私は第１

の方に入れていただいて、場合によっては２の方に移るという、当面は１でと思っています。

だめでしょうか。 

 

委員  当面はとって言ったらいつからってないし、分からないからもう両方に在籍するでいいじ

ゃないですか、勝手にね、一番それがベスト。 

 

委員    私も可能であれば。 

 

会長  それでは、拉致問題は第１部会の方に行くということで、委員はそれぞれ今の状態でとい

うことですね。随時、出られるときには出ていただくという方向で進めましょう。はい。 

 

委員  次回の期日書いてないですね。 

 

会長  では、次回の部会の日程ですかね。 

 

事務局  はい。本日での宿題が出ておりますので、次回の日程は設定しておりません。部会単位で

決めていただければと思います。それで、第３章までの宿題とかは、それぞれ部会でお示し

するのか、または一堂に会して、それを１時間程度確認しておいて、その日に部屋を分かれ

てという方式も考えられます。 

 

委員    それがいいではないか。 

 

会長  これ、そうしましょうか。 

 

事務局  それで、日にちが、議会の関係もありまして、皆さんのご都合で、例えば６月２３日以降

でしたら議会が終わっています。２５日の午後という案があります。 

   場所はまた連絡させてもらいます。 

 

委員  宿題の締め切りはいつですか。 
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事務局  逆算しますと、こういう資料を作るのに、 短で３日いただきたい。６月１９日までに。 

  場所はまたご案内させていただきます。 

 

会長  はい。また今日も長時間にわたってご議論いただきました。朝一がよくないかなというの

が実証されたかなと思います。また、たくさんの宿題の方を出させていただきました。この

度は１ヶ月近くあるのですね。ほんとに読み込んでいただいて、ぜひやっていただきたいと

思います。 

次回は、６月２５日（月）午後１時３０分から、場所は、事務局から連絡させていただき

ます。 

今日は長時間お疲れ様でした。ありがとうございました。 


