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第５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４月２６日（木） 午前９時３０分～１１時３０分  

２．場 所  鳥取市人権交流プラザ２階会議室 

３．出席者 

 (委員)上山弘子会長、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、 

森田孝明委員、徳本秀雄委員、山本誠代委員、吉田裕治委員 

委員１４名サポーター１名出席 

 (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、中央人権福祉センター副所長 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  皆さんおはようございます。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

第１回から白熱の議論をしていただき、今日は第５回目を迎えることとなりました。本日も

いろんなご意見をいただき、まとめながらできれば第３章までいけたらと思います。ご協力

をいただきながら、意見は遠慮なく出していただき、皆で作り上げたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局  おはようございます。今年の人事異動で人権推進課長を兼務することとなりました。また

変わりませずよろしくお願いいたします。この異動で同和対策係長が変わりました。委員の

皆さんよろしくお願いいたします。 

 

会長  それでは、本日の出席確認と説明をお願いします。 

 

事務局   １４名の出席です。 

資料１は、今までの議論の反映と委員さんの方から意見が出ておりますので、委員の修正

案に赤で書いているのが今までの議論のところです。はじめにから資料２の人権施策の現状

と課題、取り組みの経緯まででございました。それで、右側に委員の意見をつけさせていた

だいております。委員から出ておりますこれをどう扱うかということも含めて資料１につい

てご議論をお願いしたいと思います。 

資料２は、これから資料第１章の現状と課題までをまとめたものでございまして、今まで

の議論の中で委員さん分の修正をしているところが赤で書いております。委員から提案あり

ました分も右側の方につけさせていただいています。 

資料３は、第３章で事務局素案に対して各委員から出たものと委員のものをつけさせてい
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ただいておりまして、できましたら今日ここまでということを考えております。 

資料４は、今後のスケジュールと個別の人権課題ということに入っていくということを想

定しまして、部会の設置につきまして後程提案させていただきたいと思っております。 

資料の説明につきましては以上でございます。 

 

会長  はい。全員出席ということです。 

 今ご説明をいただきましたが、前回は協議の方は第２章の第２項、ここのところで現状と

課題ということで、取り組んでこれなかったことも入れようということを話し合いをして、

そこで終わったというふうに思っております。それで、今回、委員さんの方から修正案とい

うことで新たに出てまいりました。それを入れ込んでいただいたものが資料の１と２です。   

今回初めて見られると思いますので、委員さんが出されたものを読んでいただき、ご意見

をいただきたいと思います。 

 

委員  説明させていただきます。 

 

会長  はい、どうぞ。 

 

委員  失礼します。前回いろんな意見を出しましょうと申し上げておきながら、私もこの１ヶ月

あまりにも時間がなくて、この修正案は途中で力尽きてしまいました。それで、これが完全

というかたちで皆さんに提案したものではありませんので、非常に失礼なかたちになってし

まったのですが、こういう表現の仕方はどうだろうかというかたちで申し上げさせていただ

きました。ただ、私が考えていることがすべて反映できたわけではありませんし、途中で時

間が足りなくなってしまいまして、締切りも大幅に過ぎてからの事務局へ出させていただい

て、大変事務局の皆さんにもご迷惑をおかけしてしまいました。そういった状況もご理解い

ただいて読んでいただきたいと思います。 

 

会長  それではまず、第１章基本的な考え方というところの第１項です。人権尊重の基本理念と

いうところまで修正案をいただいておりますので、こちらの方をお読みください。その上で

ご意見があったら発言していただきたいと思います。資料は、資料１という分の、今日の、

これの２ページ目です。基本理念のところ、お読みいただけたと思います。２ページ、３ペ

ージ目のところですが、ご意見があるかたはご発言をお願いいたします。 

 

委員  今読んだばかりなので、整理が十分ではないかもしれませんが、まず１つは、基本的には

委員の文章を使ったらいいというのが１つ目の意見です。ただし、私は修正を２ヶ所お願い

したいと思います。まず１点目は、社会状況の変化によりインターネット等における人権侵

害というのは新たな人権課題も生じています。たぶん、委員は個別具体のことは外したらい

いのではないかということで、まとめての表記だったと思いますが、新たな課題というのが、

具体的なイメージがなかなか湧かないということもありますので、先回の審議会の意見の中
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ではこのインターネット等におけるは残そうではないかということがあったと思いますの

で、そこは残した方がいいと思い、インターネットにおける人権侵害等の新たな人権課題も

生じていますということで、そこを挿入するというのが１つの修正案です。 

      ２つ目です。こうした現状を踏まえというのがあるのですが、一足飛びに市及び市民はそ

れぞれの立場から責任を自覚しという、この責任というのが何なのかというのが定かになっ

てないです。それで、１つは市及び市民はというふうに一足飛びにいくのではなくて、まず

はこの人権施策基本方針そのものは市の施策の基本を表すものですから、まず市の考え方を

述べて、その後、市民と協働してという、こういう文脈に持っていくのがいいのではないか

と思います。これが２点目。ただし、文章はこれから作成しなければならないのかなと思っ

ています。それで、その２点目の修正をするということになると今度は 後の３ページ目の

語尾も少し変わってくるのではないかと思います。それで、その２点目の修正案に関わって

は、市の素案の方ですね、一番左側の段の文章変更は多少必要ですが、基本方針の位置づけ

の２、４、この４行、１、基本方針の位置づけのうち、上の４行が入らなければならないか

なというふうに思っているところです。 

 

会長  この基本方針はというところから４行ということですね。 

 

委員  そうです。多少その中身の文章表現の変更はいると思います。 

 

会長  今いただいたご意見ですが、まず３段目のところです。社会的状況の変化により、そのあ

とに、インターネットにおける人権侵害等の新たな人権課題も生じてきていますというふう

にしたらどうでしょうかというご意見です。 

それともう１つは、その下の段です。市及び市民というふうに一足飛びではなく、まず、

市の視点を入れるべきではないかというご意見をいただきました。 

では、まず３段目のところのインターネットにおけるという文言はどうしましょうか。前

回もそこに拘って入れるということで言ったと思いますので、入れさせていただきましょう

か。 

 

委員    はい。 

 

会長  ありがとうございます。その次の文ですけれども、このことについては、またご意見がご

ざいましたら発言をいただきたいと思います。 

 

委員  委員さんの示されているところです３ページ目です。 

 

会長   はい。 

 

委員    そこを挿入したらいいのではないかと思います。文章が成立しなければと思います。 
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会長    それから市の素案の２ページ目の 初の４行をということでしたが、これは、次の第２項

のところの位置づけというところに、同じ文が入っていると思います。 

 

委員  そうですね。 

 

会長  入っているのでダブってはどうかということがありますので。 

 

委員  これは基本方針の位置付けです。２は。 

 

会長  ２はね。 

 

委員  ただし、１はどうして基本方針を作るのかという理由づけです。 

 

会長  そうです。 

 

委員  ちょっと違うと思います。ニュアンス的に、私は感じるのですけど、どうでしょうか、他

の委員のみなさん。あれやこれやいろんなことがあって、ごっちゃになっているなと。２の

位置付けでした。 

 

委員  市の案のあれでしょう、３ページからでしょう。 

 

委員  そうです。 

 

委員  並べてあるところです。 

 

委員  ごっちゃになっている。 

 

委員  だからこの基本方針の位置付けというのは。 

 

委員  さっきの発言は削除します。整理をしていませんでした。すいません、失礼しました。 

 

委員  そうすると、私もちょっと分らなくなってきてしまいました。 

 

委員   ここですね、２番。 

委員  今は２番、３ページです。 

  それに比べると、あまり違いがないように思うのですけどね。 
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委員  そうなると、そうです。 

 

委員  そうです。委員さんの修正案にも次の２、位置付けというところにほとんど似た表現があ

ります。 

 

委員  だから、ひっくり返してこう比べないと。 

 

委員    両方重ねて入れるのもおかしいです はい。 

 

委員    そうです。ただ、委員さんの意見はどうなんですか。２の人権施策基本方針の位置付けは

そのままということの案ですか。 

 

委員  そうです。 

 

委員  そういう意味ですね、はい、分かりました。 

 

委員  はい、そうです。私もなんか分からなくなってしまいました。 

 

委員  基本理念の文章の修正だという受け止め方ですね。失礼しました。 

 

委員  これと比べるとなんだかな。 

 

委員  ここはやはり市及び市民の責任というところをここに含めた方がいいのです。インターネ

ットによる人権侵害など新たな課題も生じています、の次に、位置付けのところに入ってい

るのです。 

 

委員  そうです、入っています。 

 

委員    はい。含めなきゃいけないですか。 

 

委員  委員さんのも市の案も、個別の課題を入れているのですけど、文中にいろいろと。委員さ

んのは、それらを入れていないというのが大きな違いだろうと思います。それをどうするか

ということを決めないと、文章の続くりは別として。 

 

委員  そうですね。 

委員  個別のことを謳うか、謳わないかということをまず決めてしまないと思います。 

 

会長  はい。 



6 
 

 

委員  基本的には全体としての人権侵害を防ぐということだけ謳っておいて、後程、個別の問題

についてはかなり記述が入りますから、この２ページ、１ページではこれでいいと思います。

委員さんの案で。 

 

会長  委員さんの案ですね。すっきりした文章になっているというふうにと読ませていただいて

思ったのですが、どうでしょうか。委員さんの修正案、この基本理念の部分ですね。先程の

修正を少し入れたところで、これでいくということではいかがでしょうか。 

 

委員    はい。 

 

会長  はい、よろしいですか。ありがとうございます。それでは、４ページ目でしたね。 

 

委員  基本方針の２番ですね。 

 

会長  位置付けについては以前、協議をいただいてその修正が入っているということですので、

これは、ＯＫと思っています。それで、後程全体ができたときにもう１回ということでお話

をさせていただいたと思っておりますので、４ページ目の人権施策とはというところです。

これについても、委員の修正が出ておりますので、そちらをお読みいただいて、先程のよう

にご意見をお願いします。 

 

委員  委員さんのですっきりしていると思うのですが、私は委員さんの人権施策というのは啓発

と教育が基本だというふうにおっしゃられていると読み取ったのですが、まず第１に社会的

な制度という問題が差別のいろいろな問題を引き起こす根底にあって、そういうことも是正

はできる、例えば女性の社会的進出の問題とか、いくつかそういう制度的に市のレベルでも

配慮できる問題があると思うのです。社会的制度という問題をこう考えたときに、市民の気

持ち、教育、意識の問題で終了されたらいけないのではないのかなと思います。 

 

会長  今のご意見は、社会的制度が引き起こす差別もあるのだと、その辺のところも入れていか

ないと啓発施策そして教育施策だけでは賄えない、語りきれない部分があるのではないかと

いう意見をいただきました。 

 

委員  私もその意見には賛成です。その部分が足りないのではないかという提案だと思って、そ

こは賛成です。それで、委員の修正案に対してなのですけれど、１つは啓発施策と教育施策

というのは分けられないです。教育、啓発というかたちで結構括られることってかなり多い

です。どこまでが啓発でどこまでが教育なのかなかなか線引きが難しい課題って多々あると

思うのです。 

もう１つは、まちづくりを構築する市の施策のことを人権施策と言いますと書いてあるけ
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れど、私は違うのではないかなと思うのです。簡素化されようと思ってされた中での提言、

意見だと思うのですけれど、ちょっと無理があるような気がします。それで、私は、自分の

ことを言って申し訳ないんですけど、人権施策とはというところから始まる私の文章でいい

のではないかなと思います。 

 

委員  これらから条例に記されている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

外のものを意味していると理解しと書いてあります。すべてのものを指すのだというような

表現にした方がいいのかなと。そのようなことを思いました。今日、条例文持ってきてない

ので、もう１回条例見直したいと思います。 

 

委員  委員さんの、回復、保障というのが、言葉が出てくるけども、これ分かりにくいのではな

いかな。突然活字としてこういうことが、回復とか、保障だとかというのがここにつけると

なにか分かりにくくなっていないかなと、何を意味しているのか。 

 

委員  市民に対して分かりやすく、つくらないといけないと思います。一部の学者が分かるよう

なものはなるべく避けた方がいいのではないかなと私は思います。 

 

会長  そういう意味から言いますと、委員さんの案が、差別や人権侵害によって損なわれている

人権を市民に回復あるいは保障という文言が出てきていますが、そちらの方が分かりやすい

という気がしますが、どうでしょうか。 

 

委員  私もこの項は、せっかく委員さんが一生懸命考えてこられたのですけど、委員案の方が、

初に市としての、行政としての責任、責務から入っている内容ですので、そちらの方がや

はり初めにきて、次に市民全体の意識、啓発、そういうかたちの方がよりこの基本方針とし

てはいいと思いますので、委員のこの上半分の人権施策とはのところからこの教育、啓発で

す、の５、６行というのがいい感じでまとめてあるので、こちらに賛成したと思います。 

そこから続く委員案の、この人権擁護ということについてはちょっとまだよくわかりません。 

 

委員 もうちょっと工夫なり、検討します。 

 

委員  ちょっといきなり出てくる感じがして、その辺がちょっとどう考えていいものか。この人

権擁護という言葉を入れたいという意見もありますし、私としてはこの辺がよく整理ができ

ません。 

会長  委員の修正案のところのまず人権施策とはというところからその段落 後の教育、啓発で

す、の方が分かりやすいんではないかという意見がありましたが、どうでしょうか。 

 

委員    その方がいいのではないでしょうか。 
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会長  よろしいですか。そのあとのところで、人権擁護という部分にかかるところですけれども、

これはどういうふうにしましょうか。ここの部分は市の素案の方には入ってなくて、新たに

この協議会の方で出てきた部分ですが。 

 

委員  人権擁護というのが出てきたのはたぶん条例の方の中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いうのが入っているから、あえて委員さんが入れられたのか

なと。施策というものを考えるときの人権擁護という言葉の曖昧さと言うか、そこを意識の、

人権意識の高揚を図るためということだけの施策ではないということが言いたかったのか

なと、それであえて書かれたのではないかと。さっき委員さんが言われたような、社会制度

の問題であったりとか、そういうようなことも結局は施策として考え直していかないといけ

ないんだろうという。意識を変えていくだけでは問題は解決しないという、そのような意味

合いのことで出されたのかなと思って、ここは、もっといい文章に変えていく必要はあるの

かなとは思います。 

 

委員    今言われた人権擁護というのは入れた方がいいというご意見でしたけども、確か少し前に

この人権擁護については少し話合いをしたような記憶がありますので、ここで文章を全部作

るということではなくて、委員が自分たちで考えてきて、次回入れるということを前提に皆

さんが文章を考えてくるということではいかがでしょうか。ここで議論してもなかなか決ま

らないと思います。 

 

会長  ありがとうございます。では、入れるということの前提で皆さんが文章を考えてくるとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

委員    はい。 

 

会長  考えてくるのがいいのか、事務局の方にあらかじめお出しするのがいいのかというところ

です、なるべく早い方がいいのですよね。 

 

事務局  はい。皆さんに事前に配りたいので委員のみなさんの意見をお願いします。 

会長  できれば事前にいただいて読み解くということの方が大事だと思うので、なるべく、早い

ところで事務局の方にお渡し願えますでしょうか。 

 

委員    一応締切りの目途をつくってもらって。 

 

委員  次回のスケジュールの関係もあるでしょうから 後にされたらそれを出していただいて。 

 

会長  その関係は 後にします。 

第２章のところは前回、協議会で議論したものが赤字で入っているということで修正をして
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いただいています。 

 

事務局  ここは委員の意見もありましたし、戦後から始まるという、何か一文をということで、こ

れは当初素案に対し委員の方からいただいた文章を事務局側で作成したものでございます。

ここの赤字の戦後から始まる、３行です。ご意見いただければと思います。 

 

委員  これぐらいでいいのですか。少し細かいけど、出発点は４５年だということで外に出てい

ますから、これで見合わせています、文面は。 

 

会長  特段ご意見がなければ、これで進めさせていただきたいと思いますが。前回は、 

 

委員  １９４５年、昭和２０年以降の民主化やという、これが分かりますか。少しこれ解釈が必

要なのかなという感じがします。 

 

委員  ある程度年齢がいかないと分からないのではないでしょうか。 

 

委員  そうすると日本国憲法が発布されたから、すぐこういろんなことが民主主義化されたとか、

主権在民ということ自身もまだまだ定着していない、今の私の考え方ですけども、状況もあ

るのですが、第２次世界大戦を反省する中から改めて人間の尊厳ということが求められ、そ

して日本国憲法が発布されることによって、主権在民や基本的人権の保障ということが謳わ

れてきたと。こんなことをきちんとここは謳っておかないといけないのではないかなと思う

のですけど。多分こう文章を短くしようと思ったらかなり削ってしまうので、ポンポンと言

葉自身は出すのだけれど、そういったことから、例えば具体的には、男女平等と参政権の問

題や中学校の共学化が進められてきているんですよ、みたいなことを文章的につけたらいい

と思うのですけれど、まず少し前段のちょっと説明がいるかなと思います。 

 

委員  民主主義を消してしまったらいいじゃないか。 

民主主義化、民主主義って言ったら、あまり憲法の中身までね。 

委員  はい。 

 

委員  あまり具体的に謳うとだらだらまた長くなると思います。 

 

委員  民主主義化とは言わないでしょう。 

 

委員  民主主義だろうな、民主化。 

 

委員  民主化と本当に言ってきたのでしょうか。 
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委員  民主化、どうかな。 

 

委員  厳密に言ってしまうと、この民主化という概念は、ＧＨＱの占領政策の５大指令というこ

とで、そこで男女平等とか、共同組合を認めるとかっていう、それが 初の民主化の概念で

す。それで、憲法はもう少しあとになります。 

 

委員  この男女、共学化って言ってあるけど、男女共学でしょう。 

 

委員  男女共学ですね。 

 

委員  男女を入れた方が。 

 

委員  戦時中は小学生でも、男子の教室と女子の教室が別々でしたからね、私ら小学生のとき。 

 

委員  正式に言うなら男女共学化でしょう。 

 

委員  教育制度そのものも中学校というのは、それ以前の中学校ではなくて、 

 

委員  そうです。 

 

委員  義務教育としての新制中学校ですから、かつての高等学校へそのままつながっているよう

なものとは違うもので、教育制度そのものも実は民主化なのです。中学校の義務制度化によ

り教育制度そのものがたこつぼ化していくような、先細りしていくようなものではない。だ

から教育制度の民主化ということ。 

 

委員  委員どうでしょうか。ここばかり見ると、男女平等権の問題ばかりをこう羅列しているよ

うに見えるのですが。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  例えば義務教育段階における教科書の無償化と教育制度の改革とか、改革という言葉がど

うか分からないけど、教育権の保障を進める施策が取られてきましたとか、そういうような

表現の方がいいのではないかなと思いました。 

 

委員  でも無償化はすごく先なので、20 年のところに入れるのは乱暴じゃないですか。 

 

委員  そうですね。それ以降ですね。 
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副会長  それはだけど、詳細に書くということは大変ですよ、これ。 

 

委員  教育制度の改革。 

 

副会長  昭和 20 年からそういう、ころころ変わった、ころんと。それを詳細に書くと大変な文章

になると思いますから、ちょっと簡素でいいのではないかと私は思います。 

 

委員  要するに、戦後どのようなことが始まったかということを言えばいいのですよ。 

 

委員  そうです。そうです。 

 

委員  戦前と比べてね。 

 

委員  そうです。だから、やはり戦争の反省に基づき、日本の民主化が制度的にも教育的にも労

働やらいろんな社会参画の上でも進められたと、それを具体的な結晶として日本国憲法、教

育基本法が成立したという、そんなところもあるでしょうね。 

 

委員  では、委員の宿題でお願いします。 

 

委員  ぜひ主権在民といったようなものを入れてください。 

 

委員    そうですね、それは大事。 

 

会長  はい。それではいいですか。委員にお願いするということで皆さんよろしいでしょうか。 

それでは、赤の修正のところは年号のところを変えただけという修正になっておりますが、

一応いいですね。それでは、ここの段を。資料１の方はこれで一応ＯＫということにさせて

ください。それで、次に資料の２です。これも前回、３月 15 日の分の協議会を受けてという

ことで事務局がまとめてくださったのが、赤字が入っている部分です。これも年号のところ

の変更ですね。一応入れさせてもらいました。それで、現状と課題についても委員さんの方

から修正案が出ておりますので、これについても読んでいただいてご意見をいただきたいと

思います。どうぞ、お読みになってご意見がありましたら発言をお願いいたします。いかが

でしょうか。 

 

委員  １ページの同和問題のところで社会的差別・心的差別が根強く存在していますということ

で、この２つの言葉の概念の違いというか、私は社会的差別というものの中に意識の問題も

入っているのかなと思っていたので、このままがいいのか、社会的差別ということで区分し

た方がいいのかという点が、気になっています。あともう１つは、これまた悩みどころで女

性の問題のところにセクシャルハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー
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ということが書かれていて、これは女性だけが一方的に被害者ではないのだけれども、多様

な性のかたが被害になるケースが多いのですが、往往にして女性が被害に遭っているという

問題が、ひとまずここのニュアンスをもうひと捻りしてほしいところです。 

 

会長  まず、委員さんと委員さんの書きぶりというのが、委員さんは１つ１つの問題についての

現状と課題とを書かれているということ、それから委員さんの場合には、どういう現状があ

るんだということ、それぞれの問題で書かれて、その後でまとめたところでこういう課題が

という書き方をされているのですけれども、その辺についてもご意見をいただきながら、今、

委員さんが言われた部分についてはどうでしょうか。社会的差別の中には意識も入るのでは

ないかというご意見をいただきました。 

 

委員  委員が言われるとおり、社会的差別というのは意識の問題も入りますので、この分け方は

妥当ではないと思います。もう１つは、私は部落差別ときたので部落問題ときたのですが、

同和問題という表記の方がいいのかどうなのかというところ、これも検討課題ではないかな

と思っています。それで、もう１つは、ある部分で言うと課題性をまとめて書いたのが委員

さん。私はその課題の中身を書いて具体化しているという、こういう記述なのです。それで、

その意図は、委員さんの意見を聞いてないから私が感じたことは何かと言うと、ここはコン

パクトにまとめて次の個別の課題のところで具体的にすればいいのではないかという、そう

いうことを考えておられるのかどうなのか、それによってもどうかという検討をしなければ

ならないので、その辺をお聞かせ願いたいのが１つ。私自身はまさに現状と課題すべてを言

い切れる訳ではありませんけれど、でも現状と課題と銘打っているからには具体的にはどう

いう現状があるのかということを記す必要があるというふうに思って、提案をしているとと

ころなのです。 

 

会長  どうでしょうか。まず書きぶりをどうするかというところからスタートかなと思います。 

 

委員  委員さんがおっしゃられたところにお答えしますと、おっしゃられたとおり、これからあ

との章に、個別の問題については具体的に記述していきたいという思いがあって、ここでは、

簡潔に起きている問題はこういうことがあるよ、それについてこれからしっかり１つ１つ見

ていきます、そういう思いで意見を言いました。社会的差別のところは、申し上げようかと

思っていたところです。 

あと、セクシャルハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、ストーカーについては、

私も悩んだんですが、特にストーカーについては、女性にストーカーされる男性も大勢おら

れますのでちょっとストーカーを入れるのは戸惑ったのですが、こういう情報化社会の変容

で新たな人権課題が見られるということの たるものがストーカーであると思ったので入れ

させていただいたのですが、これは皆さんの意見をお聞きしながら考えたいなと思っていま

す。それを申し上げると、性の商品化とか、買売春なんかも男性がターゲットになることも

もちろんあるわけです。これはもう、そういったことが当てはまるのかなという感じがする
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のです。 

 

委員  ２つ意見を申し上げます。１つは全体の書きぶりということなのですけれども、基本、私

にはそんなに修正案の２つはものすごく違っているというふうには考えられません。読んで

いて読みやすいのは、むしろ委員の案の方かなと思っていますが、少し省けるところもある

かなと思います。それと、もう１つは女性問題においてはということなのですが、もちろん

女性だけが性別について侵害を受けたり、差別を受けたりするということばかりでなくて、

男性も性別によって受けるということもあり得るわけです。それからもう１つはここでこの

事象についてセクハラですとか、ＤＶとか、買売春とか、ストーカーというような１つ１つ

のものを書き込まなくても、委員さんが 初に言われたように具体的なものについては個別

的に取り上げている以下の章がありますので、そちらで書き込むことができると思いますの

で、委員さんのような言い方で、まだまだあるんだという書き方でもいいかなと、女性問題

に関わっているものとしては思います。ただ、性別役割分担意識とか、そういうものは一言

書き加えていただけたらいいかなと思います。 

 

会長  固定的役割分業意識。 

 

委員  まだまだ女子に対する差別意識というかたちのところに入れていただくだけでいいかな

と思います。固定的な性別役割分業意識、あるいは分担意識どちらでもかまいません。 

 

会長  今、ご意見をいただきましたのは、委員の方の修正案の方が分かりやすいのではないかと

いうことをいただきました。その中でも女性問題については固定的役割分業意識、分担意識

というのをどこか一言入れてほしいということがありました。 

 

委員  女性差別というのが非常に深刻だと私は思って、ちゃんと議論をした方がいいと思います。

それで、委員のこの女性問題のところが鳥取市男女共同参画意識調査を見られていて、ここ

では制度や体制づくりが進んできたがまだまだ女子に対する差別意識や人権侵害があるこ

とが明らかになっていますと、後半はよく分かるのですが、前半はこれでいいのかな、とい

うのが私の認識です。やはり圧倒的に賃金や雇用やら社会的制度が女性の社会的進出とか、

男女共同参画が進んでいるとか、女性が発言し始めたとかという話がいっぱい出ているので

すが、圧倒的に制度的な女性の置かれている現状というのは国際的にも日本は、制度的に深

刻なのではないのかなと思います。この意識調査は使って大丈夫なのかな、いや、少し使お

うとしているところでちょっと申し訳ないですけど、多分、意識調査ではこうなるのですね。

でも、女性差別はこういう意味で見えにくいのです。はっきりしているのだけど認識しにく

いと言うか、当事者の女性が実はあまり認識、こんなものだろうと思ってしまうという、そ

ういう難しさが実は女性差別問題にはあります。 

 

委員  その問題に踏み込んでしまうと本当に男女共同参画審議会のものをしないといけないと
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思いますが、男女共同参画課もできていますし、いろんな問題について審議会ももちろん作

られています。それからパンフレットとか、そういうものも作られています。あるいは意識

調査も定期的に行っています。やはり男女共同参画の意識が非常に進んでいるかどうかにつ

いては危ういものがありますけれども、数字的にはやはり認知度は上がっています。それか

ら女性が働くことについてもいろんな意味での職場での体制づくりですとか、会社の意識と

か、トップの意識とか、研修とか進んではきているというのがだいたいの認識ではないかと

思います。 

      ただ、その中で根強く残っているのがやはり性別による役割分担意識です。それで、市民

が男女共同参画をどのように受け止めているかについての数字も実はどんどんよくなって

いる、数字が右肩上がりになっているかということについては全然そうではありません。 

意外に後退している部分もあるのは確かです。ただ、全体として見ると体制も整ってきて

はいるというのが、そのように見る方がより現実的、現状に則した見方と考えています。 

 

委員  委員が言ったことが現実と思います。体制づくりは進んできたということと、まだまだ女

子に対する差別意識や人権侵害がこの間に一文要るのです。 

性別による制限を、社会的に制限を受けることはなくなったかと言えばそうではないので

す。そういうようなことを一文載せないといけないというのが意見だったと思います。委員

の意見を入れるべきだと思っています。 

 

委員  それは社会的に見てということでいいですね。 

 

委員  そうです。 

 

委員  新しい課題があるということもそこにあるのですね。 

 

委員  雇用機会均等法によって男性、女性という区別はだめだよということをしながら総合職と

一般職というような新しいからくりを作って、それが、社会が一般化しているというこれは

決定的で、体制が進んだのではなくて、体制は依然と継続している、持続しているという、

意識の問題ではなくて制度の問題が根本にあり、それでも大学院に行って機会均等法で総合

職に入れる女性がいるということで制度が進み、あとは意識の問題だという。やはり意識論

に勧奨をしていくのは決定的に問題だと思います。 

 

委員  そうなのです。だから、一文を入れる必要があるというふうに私自身は思っています。た

だし、体制づくりは進んでいることも事実なのです。課題はあるけれど、課題ばかりではな

くて、それをふせぐ取り組みをしてきて体制も進んできているわけです。その辺の判断をど

うするかというところだと思うのですが。一方だけが、課題ばっかりがあって基盤が変わら

ないのではなくて、基盤を変えるために色々な取り組みをやってきて、でも変わってきてい

る部分もあるという。それを入れてほしいというのが委員さんの意見と思います。そういう
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評価もあるのではないかということだと思います。多分捉えているところは一緒なのだけど、

書きぶりをどうしていくのかというとこだと思うのです。 

 

委員  私は現状と課題というところでやはり主だったことは載せていく方向性が１つ。それであ

と１つは、１人の委員がすべての問題が分かっているわけではないのです。私にしろ、委員

さんにしろ、案を出した。だけど、こんなことを言っていかないといけないのではないかな

という精一杯のところを出しています。それぞれの専門的な人がいるわけですからこの委員

の中でも、私だったらこういうことを書き込んでもらいたいというのを次のときに出したら

どうでしょうか。 

 

委員    そう思います。 

 

委員  それぞれやはり自分が、自分のところは出しましょう。 

 

委員  この章での現状と課題というのは、特徴的なものだけを言って、あと、次の章で。 

 

委員  それがいいと思います。 

 

委員  今度は個別の問題についてより具体的にどういう問題があるかということもさらに深め

ていくわけですから、ここではあまり数字的な問題だとか、あるいはこういう問題もありま

すよというようなことを１つ１つ拾い上げてという考えは止めた方がいいと思います。 

 

委員    そうですね、そう思います。 

 

委員  ただ、私は、特徴的なことを入れていると思っていますけど。全部は書き込めていません。 

 

委員  ただ、あまり２－１案にそれを付け加えというようなことは私はしなくてもいいのではな

いかと思います。 

 

委員  ただ、表現や書きぶりをどうしていくかです。 

 

委員  表現や、それはやはり読みやすい、分かりやすいようにしていくことはいいと思います。 

 

会長  では、この章では特徴的なものを上げてというところで、これも宿題にしましょうか。 

 

委員  例えば私が今発言したことは、私は私なりの案を一文短く書いてみるとことをすればいい

のです。 
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会長  はい。 

 

委員  宿題に入る前に、前提として、 初の、これについて書くぞというさまざまな取り組みを

行ってきたけれども、いまだにあるのだという一文はきちんと残しましょう、と思っていま

す。例えば、個別のことについて書かなくていいのではないかという意見が大方でしたので、

例えば、委員の 初、さまざまな取り組みを行ってきましたがいまだにというところを活か

して、それから、委員の依然としてさまざまな人権問題が存在していますという前文でいい

のではないかと思います。それで、部落問題では、女性問題では、子ども、障がい者、そし

て県の調査について書かれていますけれども、この部分はどうしても必要なんでしょうか。

私は、この県の調査を持ち出さなくてもいいと思います。そして、その次の 後の書き方、

そして過去３年間、人権問題に関する研修会や講演会に参加したことがない人がいるという

項のところ、それで、 後の段で改めて計画的に取り組んでいこうというところは活かすと

いうのを前提にしてはいかがかなと思いますが、皆さんの意見をお願いします。 

 

委員  次のところも県の意識調査ですが、私は県の意識調査をすべて上げているわけではなくて、

身元調査というのは個人情報の保護やプライバシーの問題に関わる課題なのです。 

そして 近のもので新しい調査はこれなのです。 

 

会長  はい。今、ご意見いただきました。まず人権問題の現状と課題のあとにさまざまな取り組

みを行ってきましたがというあとのところですね、ここに依然としてさまざまな人権問題が

存在していますというようなことにして、このあとで同和問題ではというふうに書いてつな

げていくという案をいただきました。 

 

委員  同和問題ではなく部落問題の方がはっきりしていいです。同和問題はとせずに。 

 

会長  部落問題で。 

委員  部落差別とか部落問題と言った方がいいと思います。同和差別というのは出てきません。

その辺統一した方がいいと思います。 

 

事務局  ただ、国の人権問題や鳥取市は、同和問題というかたちで使います。ここから次の章から

も個別の問題は同和問題ということになっております。 

 

委員  そうですか。 

 

委員  条例には部落問題です。同和という言葉は、出てきません。 

 

委員  確か前の審議会で議論になり、もうこれからは同和ではなくて部落問題という。同和とい

う言葉自身をよく歴史的に考えたときに、果たして適切なのかという議論をして、できるだ
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け同和に切り替えるのだと。だから国とずれてくるのだけれども、鳥取ではそういう使い方

をしようじゃないかということを議論をしたと思いますが、ただそれが徹底してないんです。 

 

事務局  国の基本計画、県の計画も、やはり同和問題という記述になっています。 

 

委員  全般を言うときには、同和問題でいいのかもしれないけど、文中でやっぱり具体的に言う

場合は部落問題という言い方の方がすーっと入っていけるような気がします。 

 

委員  国や県がこういう言葉を使っているからといってここが、合わせなければこれが機能しな

いとか、そんなことはないですか。 

 

事務局  ないですが、基本はやはり国の人権問題、人権基本計画、そうものも踏まえて今回追加さ

せてもらっている問題もあるので、基本的には合わせていただきたいと思います。 

 

委員  そこが地方自治と言うか、やはり鳥取県は同和問題については、部落問題については国の

動きとはちょっと違う、県の中に大きな重要な問題が残っているのではないかという、全国

一律同じような状況ではないということで、独自の判断で同和対策事業を一般施策の中で続

けていく。そういう意味では、全てが全て私は国の法律に準拠する必要性はないのではない

と思います。特にそれが全く上位法や何かと矛盾するような問題であればまずいのですが、

同和問題と呼ぶか、部落問題と考えるかということについては、法律的には大きな問題がな

い。ただし、同和という言葉自体が戦時中に作られた言葉であるという、そういう歴史性を

考えときに、もう少し現実の被差別部落ということの現実に沿った言葉にここでは戻した方

がいいのではないのかということです。それで、同和対策の法律が失効していますから、そ

ういう意味ではもう同和という言葉には拘らなくていいのではないですか。 

 

事務局  完璧というわけではないですけど、他者から同和問題が分からない、どういう違いがある

のか、どうなのだという、言葉がまた変わってくると、そういうことも出てくる。きちんと

どういう使い分けをしているのかという。 

 

委員  解説をつければいいと思うのです。 

 

事務局  変わらないことは変わらないだろうと思うのです。 

 

委員  例えば、障がい者の害をつけていたものに対して平仮名に変えたときに、そこにちゃんと

解説をつけていたと思います。そういう意味ではこの段階になって市のこういう施策の言葉

の使い方、条例の言葉の使い方ということで、まずは丁寧に切り替えていく。ただし、考え

方として大きく、まったく今までの同和対策に対して、まったく違うよということではない

と。ただ、言葉を丁寧に精査したときに、より現実に適切な言葉はこっちではないのかとい



18 
 

う、そういう一文を注釈で入れるというのがいいのではないですか。 

 

事務局  その注釈を入れるというのも１つの方法ですね、もし変えるなら。それはまた検討を。 

 

委員  ただ、残さないといけないものもあるのでしょう。同和対策、今までやってきた。そうい

うことを言うときは同和対策事業だとか、そういうことになります。部落対策というのはあ

りません。だから、その辺の使い分けをはっきりしといた方がいいと思います。なんでもか

んでも、部落と言うか、あるいは同和と言うか、というようなことでなく、文中でやはり同

和問題と言わずに具体的に言おうとする場合は、部落問題と言った方がより分かりやすいと

思うし、それの方がいいと思います。 

 

事務局  言えるとしたら、変えるとしたら注釈においてこの協議会なり、この基本方針の中ではこ

ういう位置付けしたようなことを注釈で書き込むということにしたらどうでしょう。 

 

委員  我々は迷うのです。どっちを言った方がいいか、どう言った方がいいのかということを。

そのあたり皆の認識をどういうふうにしていくということをはっきりした方がいい。 

 

会長  それでは、この基本方針では部落問題という書きぶりにさせていただいて、注釈を入れる

というような方向でいかせていただいてよろしいでしょうか。 

 

委員    はい。 

 

会長  これと絡む問題ですけれども、では、委員の修正案のところの１段目の、いまだに部落差

別やというところからこの一文は省いてもよろしいですか。 

 

委員  いいですが、ただ、さまざまな取り組みを行っていましたが、依然としてさまざまなと、

また、さまざまなが重なるのと、人権問題が存在しています、文章的には例えば条例にある

差別、偏見、人権及び人権課題とか、人権問題が存在していますと、文言を合わせるような

表現にした方がいいかもしれません。 

 

会長  そうですね。 

 

委員  その辺を検討です。 

 

委員  委員さんの障がい者問題である社会的モデルという、そこの前にやはり内容が障がい者施

策、簡単な説明がついていますが、一般的に実態では何と言うのでしょうか。確か医療モデ

ルですか、元々は、それが社会問題になった。その辺の理解というのは不十分どころか、多

分ひょっとしたらこのタイプにあたる私もそうですし、だから先程の注釈云々というので思
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いついたのですけど、詳しい説明つけた方がいいし、できれば中に入れてもいいと思ってい

ます、括弧で。 

 

委員  そうですよね。 

 

委員  非常に大事なことで、考え方の変革に関わる重要な事柄だと思います。 

 

委員  そう思います。 

 

委員  それで、どちらかをお願いしたい。今具体案を持っていないです。皆さんにもう１つ聞き

たいのですが、障がい者という用語にこだわるのですが、これは自分の感覚で、障がい者と

言ったら、その人自身が、障がい者という人間のように把握されるということで、害をがい

にされたのよく知りませんけども、害をがいにしてもどうってことないのですけど、障がい

をちょっと英語なんかで言うと、障がい者という言葉でなくて、一部何かできない不可能な

ことのある人という用語がある、元々は言葉です。だから、人間全て障がい者というのは非

常におかしいのではないかと、前から思っていましてね、だから簡単に言えば、障がいを持

つ人とか、それだけでも随分認識が違うのではないかと、少し用語にこだわるというか、基

本的な条例なので、その辺も当事者のかたの意見を聞いていただいてもいいし、考えてもら

って、また次の機会に、私が関わる会では障がいを持つ人と必ず言おうというのがありまし

た。 

 

会長  それでは、この障がい者問題というところでは、社会的モデルということについては注釈

があればということのご意見と、それから障がい者問題ではなく、障がいを持つ人の問題と

いうことですね。 

 

委員  はい。ずっと本当はそうしたいのです。 

 

副会長  私が聞いたのは障がいがあるということにしてください。 

 

委員  それでもいい。 

 

委員  障がいを持つは少しおかしいです。 

 

委員  持つ。 

 

委員  障がいのある人ですね。 

 

副会長  障がいがある人。 
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委員  委員さんの方には、ハンセン病回復者などに関する問題のことが出ているんですけども、

委員さんの方の現状と課題、この。 

 

委員  抜けています。 

 

委員  このことが抜けているので、また次回、皆の意見を含めて、事務局の方に出しますので、

ぜひ検討お願いします。 

 

委員  委員さんからも前々回だったでしょうか、若年性認知症の問題等もやはりこう書かれてな

いというような指摘を受けましたし、それ以降、私も読み直していないので、、今日は対案

を出しておりませんけれど、やはりそういう課題もあると思います。私は委員さんのを見て、

これを書いた時点では、まだまだこう私自身の課題意識に上ってなかった問題としては、被

災地などをめぐっての新たな差別や人権侵害が起きているという、これは大事な視点ではな

いかなと思っています。これはやはり入れていかないといけないと思います。 

 

委員  委員さんの文言の中で少し気になっているところがありまして、「ガイジ」という言葉を

入れておられること。ここまで具体的に書く必要があるのかなと感じたことと、それから障

がいのあるかたの問題のところでは、委員がおっしゃられたように環境的問題や社会的制度

の問題でできないという現状もここに載せるべきなのか、それともこのあとに載せるべきな

のか分からないのですが、ここまで書くのであればどうなのだろう、そのあたりのバランス

はということを考えました。あと、 後の人権問題に関する研修会や講演会に一度も参加し

たことがない人が 47.8％という結果を見て、人権の意味もそして差別がどうなるのか、人

権社会で苦しむ人たちの心情、そういうものが理解されていない実態を表しているという表

記になるのが私からするとかなりの違和感を感じてしまいます。講演会に来られているかた

が果たして、差別や人権侵害を理解できているのかというと、動員で来られるかたも大勢お

りますし、しぶしぶ来られているかたも、寝ておられるかたもたくさんおられるのを、私も

講師をしているのでよく分かるのですが、こういったことではなく、そもそも講演会とか、

研修会に参加したことがある、ないっていうのは関係がない、これは入れなくてもいいとい

うふうに感じます。 

 

委員  分かりました。確かに、研修に参加する参加しないも関心がある関心がないというバロメ

ーターを使って参加する参加しない、それで、しかも参加ができるのは自分が置かれたその

ときの状況によって参加ができる参加ができないという、こういうことの結果だと思うので

す。 

しかし、何が一番言いたかったかというと、無関心派が増えているということなんです。

無関心派が増えるということは、問題を問題として読み解こうとするそういったことが薄ら

いできているのではないかという意味合いのことが一番は言いたかったんです。それで、そ

の結果として、具体的に、差別や人権侵害で苦しんでいる人々の存在ということが忘れられ
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てしまっていくのではなかという危惧意識を持っているというようなことなのです。この無

関心ということに対して、どういうふうなことが、私たちが取れるのだろうかという、こん

なことではないかというふうなことが本当は言いたかったことなのです。この辺は表現を変

えた方がいいと思います。 

 

委員  そうです。でも、私の実感としては無関心になっていっているとは思えないのですね。逆

に差別や偏見が潜在化していって、目に見えないところでどんどん違ったかたちで意識、関

心を持たれていっていることの方に私はすごく大きな危惧を感じています。 

 

委員  それは一方でもあるのです。でも、なぜそれを無関心というか、興味を示さないのかとい

うと、他者問題に終わっているからなのです。 

 

委員  そうです。 

 

委員  そこなのです。 

 

委員  私も多分、それが無関心だと。 

 

委員  無関心もその中に含まれるのだと思います。含まれると言うか、無関心の中には無関心を

装うということの無関心もあると思うのです、他者の問題として。自分の問題として感じな

いから。 

 

委員  例えば、インターネット上に匿名で誹謗・中傷を投稿するというのも無関心の表れという

ことですか。 

委員  自分の課題としての捉えではないという意味ですよね。 

 

委員  そういう意味での無関心。 

 

委員  だから、ある部分で言うとここに書いた、結局人権とか、そういった意味合いそのものが

分かってないです。例えばそのインターネットの問題にしろ、差別ってどういうことなのか

とか。 

 

委員  そうなのです。分かっていないのでしているのだと思うのです。 

 

委員  過去３ヶ年ということがいるのか、いらないのか、具体的に使うとしたらどういう表記が

いいのかということも含めてそれは検討した方がいいと思います。 

 

委員  そうですね。 
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委員  ちょっとこの表記は使わない方がいいかなと思う。違う問題もこの中に入っているような

気がしますので、もう一捻り、何か文章を出した方がいいと思います。 

 

委員  実態調査をどう読み取るかという。県の認識を基にして、「ふらっと」でしょうか、私の

帰り道に、大きなフライヤーのポスターがあって、今現在、人権侵害あるいは差別は何かっ

て、質問、そこへ聞いてもいいのですが、一番多いのが４０数％の部落問題、部落差別とい

うのが出ていました。それを差別があるという読み取り方に書いてありました。これは非常

に読み取り方が問題と思いました。皆をすぐに勇気づけるというか、身につける１つの部分

として、現状はどうか、こんなふうに解決の方向でどんどん進んでおりますよということも

非常にそれを知らないといけないと思います。そうしたら皆さんがおっしゃるのはやはり部

落差別は残っている。今の社会で鳥取市でも部落差別が残っているのではないかということ

に手を挙げられました。もう少し突っ込んで、それは何を根拠に判断したのですかと尋ねる

と、ないのです。ない人と、他の人権侵害的なものを、あまり深く言及しておられない、あ

るいは感じておられないです。 

      それから、部落問題についての取り組みが、今、現状どうなっているのかということもご

存知ない。従来非常に４０年近くも取り組みをしてきた部落差別についての現況という視点

はあるわけです。いくらかはあるわけですが、あるとしたら部落差別じゃないかと、こうい

う判断で増えたという一面もあります。ただ、結論から言うとそこは載せない方がいいと、

そういうパーセントまでは。ただ、確かに一番、だんだん遡っていくと、先程言われた他人

事、実は私、○○町に住でいるのですけども、３、４日前に私のすぐ２、３軒隣の家で孤独

死なさったという事件がありました。また 71 歳のご夫婦も亡くなられた。いろいろ考えさ

せられました。それから民生委員さんもご存知ない。それから後に、根本的には今の社会は

孤立してしまうという問題点を抱えているところがあると思うのです。方針としてはそうい

うところもどこに入れたららいいのか分からないですが、具体、個別の問題ももしかしたら

これを入れるとか。基本のところで考えてもらえるような、そうしたものを作っていただく

と思ったりもして、今の絡みで言ったのは具体的なものは入らない方がいいじゃないかと思

っております。委員さんが言われることについて、市民が今どう思っているかということを

まず出さないといけない。 

 

会長  はい。それではこの部分については修正、書き直しということで、お願いします。 

時間がありませんので、またご意見の方を書いて提出していただく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。それでは、委員の修正案の方でいくということで、また足りない

ところがあればそこを出していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
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それでは、次に行かせていただいていいでしょうか。もうあとわずか 20 分ちょっととなっ

てしまいました。 

それでは第３章です。ここからは、委員さんとそれから他の委員さんが出された修正案も

一緒に見せていただいておりますので、また、併せて考えていくということになります。   

まず、第３章基本的方針と基本的施策の推進ということで、鳥取市の方の素案の方ができ

ておりますが、委員さんの修正の方も基本方針と、基本的の的を抜いた格好でつくっていた

だいていますし、ご指摘をいただいております。これは基本方針でよろしいですね。それで

は、委員さんのところが基本第１項のところで３行ほどの文章が入っていますけども、これ

について何か説明がありましたら。まず、ここ、並びが違うのですね。 

 

委員  まず基本方針と基本的施策というところで、これはあっても、なくてもここの３行の文章

はいいのですが、１章に掲げた基本理念を全分野で行っていくのですということをきちんと

文章的に位置付けようというのがこの３行です。それで、具体的に基本的な施策としてどう

いうことが考えられるかということで、市の素案は人権意識の高揚、人権擁護となっていま

すが、人権意識も人権擁護の中の１つだということなので、人権施策の中には人権意識の高

揚と人権擁護の推進でした。その２つが入っていて、しかもその基本理念のところでしっか

り議論をしたというところがあって、まずは人権擁護ということを推進していくのだと、そ

して次に人権意識を図る取り組みと、これの項目立てを反対にしています。 

      ３つ目は、市と市民との協働というのがありますが、それは方策なのです。何が大事かと

言うと、まずは人材育成の取り組みというのも必要ではないか、そして相談機能の強化とい

うことが叫ばれているのではないか。まさにさまざまな課題をどこで発見するかというと、

やはり相談に来た場所にかなり多くの課題が見受けられるというところがありますので、相

談機能を強化するというところが大事ではないかというところ。そして、 後に差別や人権

侵害を許さないためにも市と市民が協働して取り組むのだという、こういうことの大きな方

向性と言うか、基本的な方向が必要だということで、５点を挙げました。それで、 後の２

というのは何かというと、それを推進するためには推進体制が必要ですよということで、体

制づくりをしましょうというところの観点で２というものを挙げています。 

 

会長  説明をいただいた委員さんにも時間経っておられますけど、聞く方も時間が経って。鳥取

市の素案の方とも項目立てが違ってきているので、どうしましょうか。どちら側を取るとい

うことをまずしていかないといけないかなと思うのですが。委員さんが項目立ての順番を変

更してほしいということで挙げていらっしゃいますが、もし何かありましたらお願いします。 

 

委員  まず、考えるのがすべての人ができるというところから入って、その順番で考えた方が良

いのではないかと、そのとおりだと思って。まず、 初に人権意識の高揚から入って、なに

か違うと思い、そういうふうに項目立てを、順番を変えてはどうかと思います。 

 

会長  たぶん読んでからじゃないと意見が出ませんよね。 
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委員  もう時間的に入れないんじゃないかと思いますので、ちょっと意見を出しておきたいと思

います。１つには、調査をやはり市で行うべきである。内容としては実態を調査する、もう

１つは市民の意識調査をする。これはきちんとこの中に明記したいなと思います。そして、

もう１つは、相談機能の充実ということで、例えば落書きを見たときに実際にはどのような

かたちで解決が図られていくのかというようなことについては分かっておきたいし、どのよ

うに書き込むかは別にして、そのようなことも考えておかないと、ただ相談を受けますとい

う窓口の強化だけでは課題の解決へ向かうということが必要だなと思いますので、その辺も

皆で考えていかないといけないかなと思います。例えば本人が知らないうちに戸籍や住民票

を取られるというようなことについては、他の市町村、県なんかでは、本人が知らないうち

に取られた分については市行政の方できちんと当人に、あなたの戸籍はこのように取得され

ていますが、ご存知ですかというお知らせをすることができるというような、本人通知制度

についても考えていく必要があると思います。 

この１つは調査をする。１つは相談について、こんなことを考えていきたいなと思って、

２つ意見を出しておきたいと思います。 

 

会長  はい。それではもう時間もありませんので、第３章までいけるかなと思ったのですが、次

回はしっかり第３章は終わらせるということで、お願いします。 

      次の議題について事務局お願いします。 

 

事務局  資料４です。今後のスケジュールは、５月に１章～３章のまとめをし、部会で６・７月ご

ろに４章以降のさまざまな人権問題を予定しています。８月・９月で協議会として部会素案

をまとめ、それに基いてパブリックコメントをかけ、パブリックコメトを受けての答申案を

作成し、完成版にし、会長、副会長が市長に答申ということを１０月上旬頃に予定していま

す。 

協議会は４回で、４、５、８、１０月という予定です。 

部会の構成は、個々の人権問題が１６ありますので、５、６、５という人権問題に分け、

１部会、２部会、３部会のそれぞれの部会について、会議を開いて議論、文章化をお願いし

たいということでございます。 

      この部会は、協議会としての扱いではなくて、無報酬でお願いしたいと考えています。 

宿題については、５月１０日までに事務局へ委員意見の提出をお願いします。 

次回は５月２４日の木曜日午前、この場所で協議会開催を考えております。  

 

会長  次回は、５月２４日木曜日の９時から人権交流プラザでお願いします。 

それでは、次に部会用ということで案をいただきました。発言お願いします。 

 

委員  例えば、インターネットの人権侵害というのは、全部含まれると。インターネットにおけ

るのは、インターネットが人権侵害を受けているわけではないので、インターネットで起き
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ている人権侵害というのは、障がい者のかたや病気のかたやそんなものが全部含まれている

ので難しいなと思うのです。 

 

委員  個人のプライバシーもそうだし、パワハラもそうでしょう。だけど、仕分けをしながら提

案ということでまた全体的に考えていくという方向だから、誰かが、どこかで出さないとい

けないというところでの分けたということですね。 

 

事務局  それに対する意見は、４章以下がまだ出ていません。委員皆さんから意見が出てないので

部会の中で意見を出していきながら進めたいです。 

 

各委員   （各委員が、所属部会を申請され、別紙のとおり決定した。） 

 

会長  毎回、盛りだくさんで非常に頭を悩ますところではありますが、今回は委員さんに文書作

成をお願いしたということがあります。その他にも何箇所か考えてきてくださいとお願いし

たところがあります。資料２の女性問題のところですね。これについても、ご意見のあるか

たは、ぜひ事務局の方にお届け願いたいと思います。それと、同じところの２ページ目、３

ページ目のところの研修会や講演会に参加したことがないというところに代わる文言を考

えてきていただきたいというところがあります。それと、もう時間がないということもあり

ますので、第３章をしっかりと読み込んできていただいて、ご意見を５月１０日までに事務

局にお出しいただけたらと思います。 

次回は第３章を全部と、できれば部会の方に一部でも移行できたらいいなと思っています

ので、ご協力をよろしくお願いします。 

 

委員    人権擁護については。人権擁護についても考えてくるということで。 

 

会長  人権擁護についてというところもお願いします。資料１の４ページのところですね、人権

擁護という文言を入れることを前提に文章を考えてくるということがありましたね、そこも

含めてお願いしたいと思います。 

 

事務局  議事録もなるべく早く作りまして、お手元に届くようにさせていただきます。 

 

委員    議事録で７ページと９ページのところですが、ハンセン病のことを感染病とありました。

修正してください。 

 

事務局  分かりました。 

 

委員  あともう１つ、まとめ方なのですけど、しゃべり言葉を文章に直してもらわないと読みに

くいです。しゃべるときは聞いているのでいいのですけど、文章を目で追うときに、何か読
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みづらいです。もう少し端的にまとめてもらうようお願いします。 

 

事務局  なるべく気をつけます。 

 

会長  それでは時間が少し過ぎましたが、本日はこれを持ちまして協議会を終了します。 

どうもお疲れ様でした。 


