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平成２５年度第４回 鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会 会議録 

 

１．日 時  平成２５年１０月３１日（木） 午後１時３０分～午後４時３０分 

２．場 所  鳥取市市役所本庁舎４階第２会議室 

３．出席者 

 (委員)上山弘子会長、木下義臣副会長、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、森田孝明委員、松井満洲男委員、山本誠代委員、 委員９名  

欠席：池本道子委員、今度珠美委員、一盛真委員、鄭 泰英委員、徳本秀雄委員、 

吉田裕治委員 ６名 

 (鳥取市)人権政策監兼人権推進課長、人権推進課 課長補佐、係長、主任、主任、５名 

 (公益財団法人)鳥取市人権情報センター 研究員 １名 

４．協議事項 

(１)人権意識調査について 

  (２)その他 

５、会議録 

 

会長  皆さんこんにちは。 

 

各委員    こんにちは。 

 

会長  今日これが、今年度第４回目ということになりました。意識調査の内容が大方かた

ちになりかけたとは思っております。今日、事務局の方から事前に送付していただい

たものにつきまして、皆さんと協議をしていただいて、これを次の協議会に渡された

らなと思います。今日も協議の方をよろしくお願いいたします。事務局お願いします。 

 

事務局  はい。欠席連絡を３委員からいただいています。今の出席は８名ですので過半数を

超えておりますので、会議としては成立しております。 

今日は、人権情報センターの研究員に来ていただいています。 

 

研究員  よろしくお願いします。 

 

会長  それでは、協議の方に入りたいと思います。協議事項１番人権意識調査についてで

すが、これについては先程も言いましたが、事前に皆さんの方に送付していただいて

いると思います。それにつきまして、事務局の方から説明の方をしていただきたいと

思います。 

 

事務局  はい。３回目の議論をいただきまして、事前に送付させていただいたところです。
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３回目では、トータルで 55 問を精査しまして、45 問ということで枝番を含めて、10

問程度少なくなりました。平成 17 年のものは 39 問になっております。主な内容は、

さまざまな人権問題について、３回目の議論で、１つにまとめたらということでござ

いましたので、１つにまとめました。それから説明欄を見やすく、書いていただける

ようにということで、そのページの中に説明欄を入れさせていただいております。主

な点は、以上でございます。あと、個別のものは見ていただいた中で、修正をしてい

るところと追加したところにアンダーラインをしています。以上です。 

 

会長  ありがとうございました。それでは今日の進め方ですが、一応皆さんには、読んで

きていただいているということを前提で進めさせていただけたらと思います。それで

前回、終わりの方で、全体的に修正をかけていただいているということですので、こ

れを見ていただいて、意見なり、質問なりということがありましたら、発言をしてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局  それと追加、修正ですけども、13 ページをご覧ください。説明欄の性的マイノリ

ティのところです。性的少数派のこと、性同一障がい者のところに、やを、ここに同

性愛の前に追加をお願いしていただきたいと思います。文字が抜けておりました。 

 

会長  性の同一性障害や同性愛者などということですかね。 

 

事務局  性同一障害者や同性愛者などというところです。 

 

委員  前回、休んでいて、前回のもらった資料と今回の資料と違っていて、説明の中にも

回答したと言われて、それで、病気にかかれた人間の設問としても、前回の 14 ペー

ジのと、あと 20 ページですけど、問の前の文の自分で作ったやつ、これが 21 と 22

があって、それで、これはこれがあるからアンケート受けただけで、その人権意識と

いうか、ここが啓発されるようなものかなって、良いなと思ったのですが、新しいの

に企画があったのでしょうけども、減っていて、９、10 ページの９番問 17 というの

だけになっているのですね。それで、減らさなくては書けないというものであれば、

減らさないといけないのかもしれませんが、新しいものでないと、この前の方の設問

の仕方の方がいいと私は思います。それと、どうしてもその 10 ページの問 17 にしな

くてはならないにしても、その設問の仕方が３番、問 1７の３番の奇異の目で見られ

たり、避けられたりするっていう、何かすごく違和感があって、どういうことなのか

なという、最初の、前の文の設問にはそういう言い方は書いてないですよね、これを

どうしてそう変えられたのかなということと、それと問 17 の６番の認知症は高齢者

だけが発生するものという誤解や偏見より、若年性認知症の早期発見・早期治療に結

びつかない、私が一生懸命若年性認知症のことを言ったから書いてくださっているか
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もしれないのですけども、病気に関わる人権についてということでいえば、何も若年

性認知症のことだけではなくって、社会の中で理解されていない、理解が進まないが

ために、大きな早期発見、早期治療に結びつかないっていうようなことがあるので、

それとその差別的に誤解を受けたり、偏見な目で見られたりするっていうことが、一

緒になって進まないという言葉もあると思うのですけどもここがどうしても何かこ

う、設問としておかしいのではないかなと思います。もう少し何かこう、いい案があ

ったら変えていただきたいなと思います。どうでしょうか。 

 

会長  前回まで皆さんと協議をしていた調査の内容ですね、それが今回、こういうかたち

になったということの経緯についての説明が必要と思うのですが。 

 

事務局  先回は、それぞれの人権問題について、２つずつぐらいの質問があって、全体を通 

してボリュームが多いということで、１つにしたらということ、初めに人権の問題に

ついて問うて、そのためにどうしたらいいかというのが先回だったのですけども、２

番目の方の特に必要なことっていうところは、人権問題の方で読み取れないかという

ことで省略させていくという、設問数を少なくするという方向でした。それから、今

回の問９、問 17 の３番の奇異の目で見られたり、避けられたりするというのは、でき

たらいろんな人権問題の設問を統一する意見があったので、そこは言葉を選ぶ必要が

あるかと思います。そこはまた、見ていただければと思います。それから６番の若年

性認知症、今特化したということですけども、例えば、一般的に変えていくかたちに

なりかけたことは、見ていただきながら修正することでいいのではないかと思います。

経過は以上です。例えば、３番の回答のところは、先回の世間から差別的な目で見ら

れたり、偏見な目で見られたりするということで、戻して変わるかもしれません。 

 

会長  まず、設問の数が、前回は多過ぎたというのが１つありました。というのは、ここ

でこうやって協議をしておられる皆さんの中では、とても問題については、深くご存

じの方ばかりなので、特に違和感はないというのはあるかもしれませんが、一般の方

にこれを配ったときに、前回ですと 55 問です、55 問をしっかり回答をしてもらうだ

ろうかというようなことも、協議をさせてもらったところでした。それで、１つの問

題について、２つ項目を分けて出していましたけれども、問題が分かればそれについ

ての対策は、これから進めることができるだろうということで、まず何が問題かとい

うことだけを、皆さんに問おうじゃないかというようなことがあって、今回、出して

もらったようなかたちに変更したということなのです。それぞれの設問の中での文言

がこれはおかしいというようなことは、これから修正はできると思いますので、そう

いうことについては、発言をいただきたいと思います。 

 

委員  今 17 番、10 ページ 17 番に関わる問題が出ているので、発言をさせていただきた
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いと思います。まず、事務局の説明がありましたが、当初は２問ずつと。ただ、２問

ずつにしろ、さまざまな人権の課題について聞いている問題もあれば、聞いていない

問題もあるという展開の中で、設問項目が、おかしいじゃないかという意見がありま

した。もう１つは、さまざまなこの設問の答える側に立った見方でいうと、35 問ぐ

らいに押さえた方がいいじゃないかというような、こういう状況もあって、２つ目は

市が考える施策として必要なものということを列記しているので意識調査で浮かび

上がってくれば、その辺は、どうしても設問に載せなくてもカバーできるという、こ

ういうようなことがありまして、その兼ね合いで少なくしていると、こういう状況が

あったと私は思っています。今、会長から、この中でこの項目はとか、この行為はお

かしいじゃないかというのがあればということがあったので、問 17 で言うと、まず

私も３はおかしいと思いました。奇異の目で見たりという、まさにもう偏見を植えつ

けそうな、こんな言葉だなということがあって、これはいかがかものかと思っていま

した。それで、それと併せて、もう１つは、委員から出たように、確かに若年性認知

症の問題、私は取り上げるべきだとは思っていますが、その他の問題はどうするのだ

という提起だと思います。それで、どういう表現がいいのかまでは考えて来られませ

んでしたけど、例えば、難病の問題があることを知っているかどうかとか、すごい課

題だと思うのです。これが抜けてるなと、これを見たときに１つ思ったこと。もう１

つはその奇異の目で見られたり、避けられたりするという項目で私が考えたのは、表

現はまた検討してください、病気や疾病に対する差別や忌避行為が存在しているとい

うような、こんな書き方はどうだろうかと、私は、考えてきたところです。繰り返し

ますが、先程の３番の変える文章のことと、難病ということについての取り上げをし

なければならないというこのことです。もう１点いいですか。 

 

会長  はい。 

 

委員  問 17 にもあるのですが、９番に特にないというのがありますよね。例えば、設問

でいうと特に問題はない、16 はそういう問いですよね。まちまちです。それで、こ

れはどういう表現がいいのかは別にしろ、やはり統一すべきと思っています。 

 

会長  そうです、最後に言われたものについて、特に問題はない、特に必要なことはない、

特にない、３パターンぐらいで上がっているようですが。 

 

委員  先程の３番、問 17 の３番は委員がいったようなかたちでしてもらえた方がいいの

ではないかなと私も思いますし、６番についてもあまりにここで議論にならなかった

だと思いますけど、ご相談したいなというか、考えていただけたらなと思いますので、

よろしくお願いします。それで、そのボリュームが増えるからということですけれど

も、確かにそうなのかもしれないですが、人権問題を考えるということを市民がいつ
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するのだということを考えたときに、学ぶ場もほとんどなくなってきている今のこと

を考えると、このアンケートを借りて考えてもらうというメリットを重視してはどう

かと私は考えますが、その施策に、目的の中に、対してのお願い、お聞かせください

の最初の文章の中に、施策への反映ということを推進していくためにはと書いてあり

ますし、それも踏まえたものが入っていても、別に市民側は大変だと思うのかもしれ

ませんけども、何のために事務局がこう考えていることをそこで入れるという、いい

たいかたたち、伝えたいかたたちもあると思うし、その作業の大変さをいって、この

人権問題のことを考える機会をせっかく作ったところですので、充実したものにしな

い方法はないと私は考えるので、もう１回考え直していただけないかなという、最初

の方のようなかたちでね、私は思います。 

 

会長  設問が増えてもいいから、市民に考える場を与えたいというような意見もありまし

たが、どうでしょうか。それについてのご意見がありましたら。 

 

委員   後戻りする。この設問に対しての特にないとか、特に問題がないとかといういい方

をしているが、問いかけに、例えば問の 13 あたりは。18、プライバシーが守られて

いないと感じていますか、に対して、９番は守られていると、プライバシーは守られ

ていると感じていますという、逆のというかね、その必要がないとか、問題がないと

いう言い方に対しては。問いかけに対しての９番は答えになるようにしたらどうです

かな。その他のも、特に問題という問いかけをしとるのだけども、より具体的な、そ

ういった問題がないと感じとるとか、いうような言い方にして、同一に、特にないと

かって単純に言い切ってしまわずに、問いかけに対する、要は感じていないとか、あ

るいはそういった問題は生じていないとか、そういうふうなことにしたらどうでしょ

うかな。20 あたりでも、簡単に特にないといってしまわずに、その問いかけに対す

る答えになるように。 

 

会長  特に何もしないとかというようなことですか。 

 

委員  23 あたりでもパワーハラスメントだと思いますか、に対して、思いませんとかね、

パワハラだと思いませんとかというような答えにしといた方が。特に問題ないという

のはそっちの方向でしょうから。 

 

委員  今、委員が質問をされて、要望されたのですが、実際また設問に返ってしまったの

で、一度そこのことをけじめをつけてから設問に返らないと、あっちいったりこっち

いったりするので、そこを整理していただけませんか。 

 

会長  そうですね、はい。 
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委員  それで、引き続き、委員の要望について。 

 

会長  はい。 

 

委員  先回委員が欠席であって、それで、その他の出席した委員の中では、確かにさまざ

まな、委員が要望されたような意見を持っているという、こういう状況もありました。

ただし、この施策については、改めてこの人権意識調査の状況を見ながら、私たちが

考え得れる、できる施策と、まずは回収してもらう、調査をしてもらうという、こっ

ちに重きを置いたらどうだろうかということで、今の状況になってると、これが今日

の事務局の説明だと思います。それで、今回だけでこれが決まるという意識調査では

ありません。意識調査自身が決まっていくのは、次の新たな委員ということになりま

すので、こういうふうな今回は取組みをしたけれど、実際こういうような意見もあっ

たのだということで申し送ると、そこで改めて議論していただくと、こういうことで

いいのではないかと思っております。私自身の意見です。その他のかたがどう思われ

るかということの意見を言っていただけばと思います。 

 

会長  ご意見があればどうぞ。 

 

委員  先回似たような設問に、いい方が似たような設問になってしまう、意味合いはその

意識調査とそれから今後の施策について必要なものなのですが、その設問に入るとき

には似たような言葉が並ぶということで、その意識を問うものと施策が必要だという

ものに対して、似たような言葉が２つ並ぶから、どっちか１つでいいのではないかと

いう意見もあったと思います。それで、設問の数も減らした方がむしろ答えやすいの

ですが、どちらとも言い難いところもあるのです。それで、それについて委員が次回、

次年度以降の人に判断を申し送るということでいいじゃないかということで、私もそ

れでいいと思います、その申し送るということで。それで、そのときに加えてほしい

ことです。一番終り場面に意識の問題が終わってから問 19 になると思うのですけれ

ども、この啓発活動についてと何問かあります。施策の１つでもあると思うのですが、

他にどんな施策が欲しいと思うか、必要なのかという設問も実は欲しいところです。

それで、それについても次年度以降のかたに、問題の設問数が多くなっても何らかの

かたちで、１つにしてもいいと思うのですよね。１、今後何が必要かという自由記述

でもいいと思うのですが、それを一緒に検討していただくというのを加えていただけ

たらと思います。それで、今回、今日はそこをしていくと長すぎる、多分他のことが

できないと思いますので、申し送り事項ということでと思います。 

 

会長  申し送り事項として、今回の皆さんの意見を受けたところで次回のメンバーの方に

引き継ぐというようなことがだいたい皆さんの思いなのかと思います。それで、先程
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委員がいわれた最後の方で、どんな施策が必要かというような設問をということがあ

りましたが、一番最後のページに自由記述というところがありますので、どうでしょ

う、ここに設問のところでどういう施策が必要だと思いますかというような文言を付

けたような格好で、自由に書いていただいてもいいかと思ったりはします。 

 

委員  私は分けた方がいいと思います。 

 

会長  選ぶということになると、全部書き上げないとといけないですね。 

 

委員  選ぶのではなくて自由に書いてもらうのだけれど、委員がいった私の受け止め方は、

自由に書いてもらったらいいと思うけれど、あなたは今後さまざまな人権問題の解決

を進めるにあたって、どのような施策が必要だと思いますか、みたいなことで、自由

に書いてもらうという項目を設けた方がいいという意見だと思ったのだけど、違いま

すか。 

 

委員  違います。 

 

委員  微妙に違う。しっかり聞かな、ごめんなさい、勝手な受け止め方でした。 

 

委員   はっきりと、はっきり枝を書いた方が。 

 

委員  それもあるかどうかということで、あれば設問の数が増えても１つずつ個別の課題

について設けるのかどうかも含めて。 

 

会長  そうですね、はい、分かりました。 

 

委員  個人的には委員がいうような方法なのか、またはその後にまとめて選択してもらう

方法なのか、自由に書く方法なのか、方法は別にしろ、求める方の、どのような施策

について書いてもらうというところを設けた方がいいということですね。 

 

委員  すいません。ちょっと言い方が、すいませんでした。今、委員が補ってくださった。 

 

委員  個別の問題をメインとしている。 

 

委員  個別の問題についても聞くか、あるいは１つ自由にお書きくださいでいくのかも含

めて、ということで、さっき委員がいってくださったような言い方がよかったなとい

うので、ちょっと一口でまとめ過ぎました、すいません。 
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委員  設問 29 でちょっと最後は。 

 

会長  そうです。 

 

委員  もう１つ 30 を作って。 

 

委員   ２段に分けて。 

 

会長  そうですね。 

 

委員   どうというふうに書かれて、別々にして。 

 

会長  そうですね。 

 

委員   設問を作成した方が。 

 

委員  いや、それにその、委員がいわれるように２段階してもいいのではないかというの

も、こう含めたらいいかなと。それはもう次年度の方に申し送り事項として加えたら

いいと思います。 

 

会長  そうですね。 

 

委員  設問を２段階に、前のように。 

 

委員  ついても。 

 

会長  前と同じような格好にということですか。 

 

委員  そのことも、あり。 

 

会長  設問数が増えるという格好なるのですね。 

 

委員  検討事項ということで。 

 

会長  はい。 

 

委員   この前回の、それぞれに対して必要な施策、それぞれ並べていた。こういった協議
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の経緯の中に、こういうこともあったよということを引き継げればいいのではないか。

あと、どういうふうにまとめて出すかということは、いずれ次期協議会の方にお任せ

するのなら、そういう経緯も。 

 

委員   そうですね。 

 

委員   込めて引継げばいいのではないか。 

 

委員  はい。意見は分かれたということで。 

 

委員  そうですね。 

 

会長  先程、委員が言われましたけど、やはりデータをたくさんもらいたいという観点で

考えると、あまり設問が多過ぎるのもというのは実際のところあるのではないかと思

いますけども、ただそれについても、この場ではそういう意見が出てなかなかまとま

らなかったという格好でいいでしょうか。どうぞ。 

 

委員   なかなか言う機会がないので、この場で言わせていただきたいですが、問 17 の５

番にエイズ患者の治療、入院拒否というのがありましたけども、これはエイズの患者

さんだけではなくて、実は認知症の患者さんの中にもそういうことが起きているとい

うことを知っていただきたいなと思って、鳥取市ではないですが、実際認知症の患者

さんに対して、あなたたちはここに来てほしくないと、それで、早く退院してほしい

っていうことを直に看護師さんが、患者さんに言われて、とてもショックを受けたと

いうようなことも起きていますので、これに関して、治療のことに関しても治療した

くないのだという、そのような考え方をされる業者のかたも実はまだいらっしゃると

いう実態を、主にここにいらっしゃる皆さんの中でも知っていてほしいなと。ただ、

人権に関わるどういう実態という中でも、治療のときっていうのは認知症の人にもお

きているっていう観点で考えてほしいなということをお伝えしたいと思います。 

 

会長  たぶんここではハンセン病、それからエイズ患者、それから認知症という３つの病

気のことしか挙がってないですよね、実際のところ。だから、そういう病気の名前が

はっきり挙がっている方が捉えやすいというものもあるかもしれないですけど、難病

全般について問いかけるような文章がやっぱり必要ではないかと思いますので、それ

についてもまた検討がいるかなと思います。先程、委員がいわれたように難病につい

て知っているのかというようなところからスタートを切らないといけないのかなっ

て思ったりもします。 
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委員  委員のいわれたのは、もう１つ設問を増やしてという意味で言われましたのですか。 

 

委員  そうです。 

 

委員  であれば、難病について知っているかっていうような項目を１問加えてもいいのじ

ゃないですか。１問とその 10 までありますから 11 になったとしても答える人にとっ

てはそんなに負担ではないように思いますし、それと最初に言われた３。 

 

会長  ３ですね、はい。 

 

委員  奇異の目で見られたりというところも、言葉としてはふさわしくないと思いますし、

先程出された、病気の人に対する差別や、 

 

会長  忌避行為。 

 

委員  忌避意識がある、でしたか。 

 

委員  忌避行為が存在する。 

 

委員  忌避行為があるっていう。そういう言い方いいなと思います。思いましたが。 

 

委員   それと同じように問 19 のアイヌの問題でも奇異の目でというのが出ています。そ

こも、 

 

委員  そうですね。 

 

委員   言葉を変えてほしい、表現を変えてほしい。 

 

会長  ここを、だから問の 17 と同じような文言変えていったらいいですよね。 

 

委員   元の案では差別的言動を受けたりということだから、その差別的な目で見られたり

というふうにいったらどうか、忌避といういい方でなく、差別的な目で見られたり、

避けられたりすると。 

 

委員  ある意味、偏見とか。 

 

委員   原案の方がいいのかな、元の案の方が、変えずに。元の案に戻そういな。 
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会長  基の案に戻すというのは、最初の枠の中の言い廻しにという、 

 

委員   前回の。 

 

委員  アイヌの人々に対して差別的な発言や行為ある。 

 

委員   元の文。その病気のところでも。世間から差別的言動を受けたり、偏見の目で見ら

れたりするというふうに戻した方が。戻しておかないといけない。 

 

委員   はい、アイヌも同じ。 

 

委員   両方いいですか。 

 

委員  差別的言動とか、偏見の目で見られたりする。 

 

委員   こっちの方でいいかもしれん。そっちの方がいいかもね。 

 

委員   アイヌについて。 

 

委員   アイヌの問題でもあれだな、元の案の方がいいですけどな。そうだなあ。 

 

会長  そうですね。 

 

委員   これがいいっていうか、やわらかな。 

 

委員   だから、偏見の目で見られるだけではなしに、避けられているっていう現実もある

ということで、 

 

会長  そうですね。 

 

委員   その辺の文言も入れた方がいいと思います。ただ、見られていると、現に避けられ

ているっていう現実があると思うので。 

 

委員   発言や行為がある。 

 

会長  言動と言ったら。 
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委員   毎日入っていますけどね、行動も。 

 

会長  行動も入りますね。 

 

委員   全て人種だとか。 

 

会長  アンダーライン引いてあるところは前回までの部分、ちょっと変えてみたらという

意見が多数なのですが。 

 

委員  それでいくと、８の外国人の人権問題についての５も。 

 

会長  ５番ですね。 

 

委員  同様ですね。 

 

会長  これも、 

 

委員   アンダーライン引いてないけど、変わっていないのですか。 

 

委員   前の、元々、前もあった。 

 

委員  そのときに気がついていない。 

 

委員  ちょっと離れるかもしれませんが、 

 

委員  ちょっと待って、会長さん初めからいきませんか、なんだ、あっち飛んだり、こっ

ち飛んだりで。 

 

会長  何だかこんな感じになりましたね。 

 

委員  ちょっと、なんかページが大事になって、追うのが一生懸命で進みません。 

 

会長  今までの発言も頭に入れながら、こういう流れがあったというのを見ながら、では

いきましょうか。 

 

委員  はい。 
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会長  では２ページ目からいきます。 

 

委員  はい。 

 

会長  では２ページ目のところから、ここは特になかったですね。 

 

委員   はい、アンダーライン、ないですね。 

 

会長  はい、それでは３ページ目ですね。人権全般について。 

 

委員  私はいいです。 

 

会長  では４ページにいきましょうか。はい、部落問題についてというところでしょう。

ここは特に変えはしなかったですね。 

 

委員  会長さん、あります。 

 

会長  はい、ごめんなさい。 

 

委員  実はこの３ページに１番、問２の１では同和（部落）問題って使っているじゃない

ですか。 

 

会長  はい。 

 

委員  これ以降はこういう使い方をしないといけないかなと思ったのですが、同じ表記に

するっていう意味ですが、どうですか。１回目にそうしてあるからもうあえていいと

いうことであればこれでもいいですけれど、同じ表記が良いのかなと思ったのです。

例えば問４の１の６の同和問題と書いてありますが、同和（部落）問題はとこういう

表記にするという意味です。表記を統一しようという意味ですけど、私が言うのは。 

 

会長  どう思われますか、皆さん、今言われたのは問４の１の６番ですね、同和問題はと

いうふうになっているところを同和（部落）問題という言い方に統一するという意見

ですが。 

 

委員  設問は全部括弧を入れる。 

 

会長  設問括弧の中に（部落）と。 
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委員  ３ページがそういう表記になっていたので。 

 

委員    問５も問６も同じ表記で。 

 

委員  そうです。問２もそうです。 

 

会長  はい。 

 

委員  だから以降がそういう表記で統一したらどうかということですね。 

 

委員   問題をつける場合だけですか。 

 

委員  そうです、そうです、問題をつける場合です。 

 

会長  問題をつけるとき。 

 

委員  では、説明のところも同じように。 

 

会長  そうですね。同和問題について。 

 

委員  同和問題というときにということですね。 

 

会長  はい。 

 

委員  賛成です。 

 

会長  はい。では同和問題っていう文言のところについては、括弧で部落というのを入れ

ていただいて統一するということでよろしいでしょうか。 

 

各委員    はい。 

 

会長  部落問題については７ページまであるようですが、統一するということはそういっ

たところで、これ以外で何かありましたら、特にアンダーラインがあるのは、問４の

１のところの１で、内容について自由に記述してもらうというところを付け加えてい

ただいたところですね。これ、前回で了承したところだと思います。それ以外には特

に変更はないようです。 
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委員   この二重丸はなんでしたか。 

 

委員  二重丸は今回、やっぱりこれは定点観測というか、これでぜひ事務局としては今回

も行いたいというお話でありました。やりたいという。２回やったし、今回も必ず置

きたい設問という意味合いの二重丸ということですね。 

 

事務局  はい、そうです。 

 

会長  ４ページ、５ページ見て。 

 

各委員  はい。 

 

会長  では、６ページ、７ページの方を見てください。 

 

各委員    ないです。 

 

会長  いいですか。 

 

各委員  はい。 

 

会長  それでは８ページにいきましょうか、いいですか。ここでも、問 11－９特にない

という言葉ですね。これについてどうするかということについて考えていただきたい

と思います。 

 

委員   特に問題となっていることはないということだな。 

 

会長  特に問題はない。 

 

委員   設問に特に問題となっている。 

 

委員   表現の中で問題となる問題はないことはない。 

 

委員  問題として感じていないとかね。 

 

委員   たぶんそういう。 

 

委員   個人として感じてもらうのじゃないと思いますけどね。 
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委員   ここですか。 

 

委員  という言い方をすればいいじゃないかな。非常に問題になっていることはない。 

 

委員   ８ページの説明のところに、片方は障がいの場合にひらがなにしてある。もう１つ

の。 

 

委員  ５番か。 

 

委員  今、問 11 ですか。私よく考えきれていないのですけれど、申し訳ありません。実

は、施策の方で今回の施策に挙げられていた問題でいうと、例えば町内会で主要の役

職に女性の登用が少ないというのがありますが、これは町内会だけの問題ではないで

すよね。周りで言うと議会等、その決定権の場所に女性の参画が少ないとかありまし

たよね。なんか町内会とか、あとは職場とか、あまりこう限定しすぎている部分があ

るので、この辺の表記をちょっと変える必要があるのじゃないかなと、設問の中身自

身というかね、聞こうとすることには賛成なのですけれど、やはりちょっと表現を変

えた方がいいなという気がします。 

もう１つは男女共同参画の推進ということに対して、例えば鳥取市で言うと条例等

があったり、国の基本法があったりするのですけれど、やっぱりそういうことが周知

が十分できていないとか、含めてですね、なんか必要かなと思っています、項目とし

て。それで、そういう場合に例えば５、６、７の辺はこれ３つあるけれど、これを２

つぐらいにまとめるとか、含めてですね、考える必要があるかなと思っているのです。

アダルトビデオや性の商品化というのは私たちにしたらセクシャルハラスメントな

のです。 

 

委員  それもそうなのだけど、セクハラ、パワハラは、 

 

委員  パワハラはまた別の部分で聞いているから。 

 

委員  他にもある。 

 

委員  パワハラは、パワハラの部分で聞いているから。 

 

委員  ありましたっけ。じゃあ、パワハラは置いといた。でも、 

 

委員  商品化でも分かる。だけど、あんまりこれは聞きすぎじゃない細かく。 
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委員  そうですね。 

 

委員  と思っている。それで、さっき言ったように決定権を持つ場所への参画が少ないと

いうのは、必要でしょう。それで、条例の問題や基本法で謳われていることが周知が

十分でないということもあると思うし、そういう設問を入れようと思ったらどこかを

ね、やっぱりこう。 

 

委員  減らさないと。 

 

委員  少し簡略化する必要が出てくるので、そういう意味で大事なことなのだけど、５、

６、７の辺は、こう２つぐらいにまとまらないかというところです。 

 

委員  言われる意味には賛成です。いわれるように条例などが実際にあるのにも関わらず

知らない人は多いですし、周知が徹底しているかどうかは聞いてもらいたいです。町

内会などで限定しない方がいいと思います。ここを考えないといけないのかなと思い

ます。 

 

会長  ３番の共同はこの共同ですか、共に働くじゃなくて。この漢字でいいのですかね。

説明の方の下から２番目は、男女共同社会は働くになっているのですね。また違うの。

なんか働くの、方が。 

 

委員  あんまり長くすると大変すぎるので、こんな感じでもいいのではないかなと思いま

すよ。 

 

会長  それではちょっとここは、決定権を持つ場合の参加が少ないという、これが４番の

町内会などというところに変わる文言に変えるということがまず１つ。それから施策

や条例の周知が十分でないということがまず問題ではないかという、これをぜひ聞き

たいということで、設問を増やすということではなくて、５番、６番、７番をまとめ

る。せめて２つぐらいにしたらどうかというような意見が出ております。それと９番

の特にない。これは特に、 

 

委員  問題もない。 

 

会長  問題はないです。 

 

委員  特には、問題はないという。今までのは、問題があって、その問題の中でどれが問

題かを聞いて、だけど問題はないと思っているということを聞いている。 
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会長  なんの問題があるのということが。 

 

委員  どんなものかというのが知りたいというのがあったけどね。 

 

委員   特にはいらないのですが。 

 

委員  特に問題はない。どっちがいいのでしょう。 

 

会長  設問の方に特にとついているから、その後、特に答えるのかなと思うのですけど。 

 

委員  どっちでもいいです。はい。 

 

委員   私もどっちでも。 

 

委員  特に問題はない。はい。 

 

会長  はい。では９番は特に問題はないということでいきましょう。では、この辺の設問

についてはまた事務局さんの方にお願いしていいですか。 

 

事務局  はい。 

 

委員  先程会長さんが言われた説明の中の説明文の２、４、下から１行目。男女共同参画

社会だと思います。説明文。 

 

会長  共同、男女共同社会の。 

 

委員  共同社会。それで、共同参画社会といってその場合の共同は共に同じだと思います。 

 

委員   働くではなく。 

 

委員  共同参画社会というから。 

 

委員   この共同ですか。上の設問じゃなしに。 

 

委員  これはこの男女共同参画社会なのですよ。 

 

事務局   分かりました。 
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会長  はい、ではその辺をちょっと修正いただくということで、５障がいのある人の人権

問題。 

 

委員   私はよく問２が分からないですけども、問 12 の７番にある障がいのあるなしによ

って受けることのできる情報に大きな差があるというのはどういう意味合いなのか

なと、保護者たちがアンケートを受けたときに、なんのことをいっているのだろうな

と感じるのですけど、これはどのようなことですか。 

 

事務局  難聴の方とか、視覚障がいとかで、テレビとか、ネットの文字データとかあります。

こういうことを想定しています。それから、これのチラシの中で、機会がそうすれば

目に見えない方がどうしようというとき、そういったことを想定して、現状は障がい

の種別あるなしによって、健常者との情報格差ということです。そういうことが人権

上の問題ではないかと思います。 

 

委員  社会から発信された情報を受けられるか、受けられないかということも含まれるの

ですか。 

 

事務局  はい。それも含まれます。 

 

委員  現に今説明を受けたから、こうイメージできましたけど、いきなりこういうふうに

聞かれたら、飛ばしてしまいそうですね。もう１つなんか積極的に問えるようないい

方ってどういうふうにいったらいいのかな。結局、障がいがあることで受け取る情報

がすごく少ないという意味ですよね。 

 

事務局  今だいぶん進んできましたけど、そういう実態があって、それは人権上の問題であ

るのかどうか。それで、社会問題とかありますという。 

 

会長  あるなしではなくって、障がいのある人がどの程度の情報が受けられるかというこ

とを文章にした方が分かりやすいかもしれないですね、あるなしではなく。 

 

事務局  障がいが種別になるのですか。 

 

委員  いや、私は例えば、それだったら種別別に聞かないといけないようになってしまう

から、どの項目も。だから、例えば私がもう障がいがあることによって受け取ること

のできる情報に大きな、ここはちょっと引っかかっているのだけど、障がいのあるこ

とによって受け取ることのできる情報に大きな差がある。後半を活かすのであれば、

と思ったのです。それだったらすっと読めるという気がしました。あるなしって出て
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きているから、ちょっと読み取りにくいのじゃないかなと思ったのです。あることに

よってじゃないかなと思う。 

 

事務局  はい。 

 

委員  受けることといって、受け取る。 

 

委員  受け取るのですね。 

 

事務局  受け取る情報。 

 

委員  受け取る情報が、正しいか。 

 

委員  得られる。分かりやすいとか。 

 

事務局  得られる。なるほど。 

 

会長   受けることのできるというのは、得られるというふうに言葉を変えても。 

 

委員  これならよく分かるね。 

 

会長  得られるということで。９番も特にないですか。特に問題はないでいいですか。 

 

委員  その他、問 12 番いいでしょうか。 

 

会長  はい。 

 

委員  根本的にいうと、表現は考えてもらうにして、私が、障がいがある人に対しての人

権ということを考えたときに、障がいがあることによって何々できない人というよう

に否定的な見方をするという、すごくこれが一番根本にある気がするのです。何かそ

ういうことを訊ねなくていいのか。例えば就職とか含めて、入居、入居拒否の問題が

出てないけれど、ここには書いていないけれど、それも含む入居拒否の問題等、もう

１つは、こう障がい者は何々できないという否定的なものの見方をするという、こう

いう項目がいるのじゃないかなという気がするのです。ただ、そこの表現の仕方は、

ちょっと工夫をしてもらいたいと思うのです、活字になりますので。それで、もう１

つはそこと関連すると、説明文なのです。この社会的モデルの考え方で説明をしない

と、せっかく人権施策基本方針の中にも出したわけですから。そうしないと、そうい
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うものの見方というのは、その人に、私たち、その社会的なものがその人の権利を奪

っているという、それで、社会的に見たらそういう環境が障がい者を作り出している

のだというものの見方ですから、社会的モデルというのは。となると、それをこう価

値変換するということが問われているわけです。それで、そのできる、できないとい

うものの見方で人を判断するってことはおかしいのだっていうことが、この説明を読

みながら分かるようになったらいいなと思ったので、説明文そのものも変えた方がい

いと思いました。 

それで、もう１つ説明文を変えた方がいいのは２つ目、２段目のまた、今なお、

精神障がい者に関する誤ったという、どの差別、どの障がいに対してもあるのです。

だけど、精神障がいだけ、ここで挙げていること、違和感があったので、ここの文章

そのものはやはり変更した方がいいと思いました。 

 

会長  説明文の方は、文言は考えてほしいということですね。 

 

委員  はい。 

 

会長  社会的モデルでの説明文に変えてほしいこと。 

 

委員  はい。 

 

会長  それと、最後の段の精神障がいという言葉出ていますが、これだけではないよとい

うところが分かる説明文ということです。 

 

委員  はい。 

 

委員  そうですよね。せっかくね、人権施策基本方針のところで一生懸命やりました。 

 

会長  そうですね。 

 

委員  先程の病気のある人の問題とかでも出ていましたように、障がいがある人に対し

て差別的な言動をしたり、忌避したりするというような、こんな表現があった方が

いいかもしれません。統一して入れるなら、というふうに思います。 

 

会長  そうですね。 

 

委員   子どもが認可の保育所にいくか、今から入らしたら、大きいおなか、子どもを産ん

で、人権基本方針は。 
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委員   これ、子どもにこういうことがあった。 

 

委員   子どもを尊重しない状況上、そうして進めないといけない。 

 

会長  含めてないのですね。 

 

委員  委員さんばっかりじゃなしに、委員さん、 

 

委員  これは、障がい者の問題だから、いろいろマイナスに見えていけない。だからある

けども。最近、うちのところではビデオ教材使って研修をやっているのに、障がい者

というのは、要するに介護を受ける立場だという認識が、みんなあって。 

 

委員   そうですな。 

 

委員  障がいを持っている人を尊重しないというか、そういう情報が非常に多いので、こ

の問題でいっているのは少し難しいかも知らないけど、例えば手を出し過ぎたり、あ

なたは私のいうことを聞かないといけないとか、いうような思い込みが、健常者とい

う表現はどうかわからないけれども、常に多いのではないか。だから、その対応に困

るような場面があって、いろいろこう話をするのにみんなが困って、どこまで手を出

していいのかとか。 

 

委員   障がいの程度の場合、いろいろと。 

 

委員  だから、障がい者と一口でいっても、色々な目の不自由な人もいればいろいろある

で。とても難しい。こう、聞こうと思うと。 

 

委員  でも、いつも、大人対子どもでもそうですし、前は男女もかなりあったと思うので

すが、やはり何ていうか、自分がこの人を保護しないといけない、助けてやらないと

いけないという人間関係ができてしまって、本当いったらそうではなくて、この子ど

もだったり、障がいあったりする人が自分はこうしたいとか、あそこへ行きたいって

いう、自己決定権みたいなものとか、自分の気持ちが一番にあって、それに対して、

どうしたらこの人がそのように自立できるか、あるいは行動できるか、助けることが

できることは助けたらいいけれども、決定権を持っているのはこちらだという、人間

関係がすごくあるみたいな気はしています。いつも助けてあげないといけない存在で

見られるって、実は全然対等でもない。 

 

委員  だから、それはもう、いろいろな面で、それは啓発をする際には相手の人権を尊重
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するという、子どもであろうと、障がい者であろうという立場に立つと何もこういう

ことじゃない、こんな逆のいい方になってしまう。 

 

会長  私、２番に新たにアンダーラインを引いた、雇用において障がい者法定雇用数が守

られていないというのが入っているのですけど、何かこれ少し違和感があるのです。 

 

事務局  先回、徳本委員が何度もいっておられた件ですけども。 

 

会長  どう取るか。なんか、 

 

委員  この問１と重なります。逆にいうと、では企業に対して問うことであって、この部

分は。 

 

会長  それで、何かアンケートをいただいた方が、何か入ってこない文章だなと思って。 

 

委員  前のを活かすかな。 

 

会長  前のは、何か微妙にいっぱい訂正があって。 

 

委員  障がいのある人を狙った詐欺などの犯罪が多いことだった、前は。 

 

委員  別にこの２番はなくてもいいじゃないですか。 

 

委員   ２番は。 

 

委員  さっき委員がいったことと私がいったことは重なる部分があるのですけど、実際、

差別や人権があるってこと自身は、１人の対等な人間として扱わないということです

から、扱わないから保護してあげるとか。だから、例えば本来はその人に聞かないと

いけないことでも、ついつい配偶者に聞いてしまうとか、こういう行動になってしま

うのです。だから、そういうことを聞く項目を入れて、この雇用におけるっていうの

は取ってもいいのではいかと思います。 

 

委員   急にここに来たら難しい。 

 

委員  はい。 

 

委員   急にこんなのが出てくるって。 
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会長  ちょっと違和感が。今、委員がいわれたような格好で捉えていただいてもいいでし

ょうかね。 

 

各委員    はい。 

 

会長  では、このページはどうでしょう、８ページはよろしいですか。 

 

委員   これは設問、どうしても 10 までやらないといけないことはないでしょう。 

 

委員  ない。 

 

委員  全部 10 っていうか。 

 

委員  だから、もう聞くだったら同じように。 

 

委員   なんで試験問題みたいに。 

 

委員  試験問題じゃないけど、聞くのに１つの項目には単位５個しかないけど、他の項目

には 10 まであるじゃなくて。 

 

委員  逆に、この何でこれだけがちょっと少ないということになる。 

 

会長  問題はありますかね。 

 

委員  問題があるのです。10 に揃えて、なるべく。 

 

委員  似たような分量で聞こうということだ。 

 

委員  要するになあ、網羅されていないだけ、何か考えてやっぱり 10 にしましょう。 

 

会長  それでは、９ページに行きましょうか。 

 

委員  はい、子どもの問題についての問 13 ですね。 

 

会長  はい。 

 

委員  10 までありますが、９は特に問題はないとなっていますので、これはこれとして。 
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事務局  はい。 

 

会長  そのままでね。 

 

委員  はい。 

 

委員  特にない、特に問題はない、これ。 

 

委員  ４なのですが、子どもによるって書いてありますが、子ども同士という表現でいい

のかと思います。 

 

会長  そうですね。 

 

委員  それと５です。大人からのですが、大人からは決して言葉だけではありません。身

体的、精神的、あるいは性的というのもありますので、こういう表現の方がいいかな

と思います。括弧書きしていただいてもいいかなとは思いますが、（身体的、精神的、

性的、等）を入れてもいいかも、各含むというかたちにしてもらったらいいかなと思

うのですが、いい表現があればまた考えていただくことにして、するにしても、言葉

の暴力という意味に決して限定してほしくないと思っています、現実にありますので。

それで、これは１の保護者によるものとは別のものとしてあります。 

 

会長  ４番が子ども同士のということですね、子どもによるではなくって、に言葉を変え

てはどうかということ。それと、５番の大人からの言葉の暴力というところの、この

暴力のあとに括弧でということですか。それで、暴力、どうでしょうね。 

 

委員  どちらが分かりやすいのでしょうか。大人からのっていうふうに羅列して暴力って

いうのがいいのか、あるいは括弧書きして説明するのがいいのか、ちょっと判断が迷

いますが。でも、少なくとも身体的、精神的、性的っていう３つは、ぜひ入れてほし

いと思います。 

 

会長  入れたいということですね、はい。 

 

委員  委員、その場合６の児童買春、児童ポルノは分ける。 

 

委員  これは、分けてもいいと思いますね。 

 

委員  これは社会的というか、組織的犯罪という部分があるから。 
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委員  ６は相変わらずインターネットで児童ポルノを親が自分の子どもを商売の道具に

使うというような例もあるので、それは別の問題っていうふうにして、売春、ポルノ

っていうところは別立てでもいいかなと思います。それで、市民の皆さんもそのよう

に別に解釈することが多いかと、種類ごとではなくてその括りでもいいかと思うので

す。 

 

委員  でも、この場合も、このネット売春っていうのも、年齢が。でも児童っていったら

18 歳未満。 

 

委員  児童っていったら小学校までぐらいですか。 

 

委員  これでいっているのは、中学校。 

 

委員   よく新聞に出ているのがあるが、あれ、高校生かなんか。 

 

委員  なんか法律によって随分違う。 

 

委員  子どもというときは 18 を出すけど、結構、教育的に、教育委員会でいうと児童っ

ていうと小学校までですね。 

 

委員   それまでですよ。 

 

委員  それで、中学校だったら、中学校、高校生は生徒っていうのですよ。私はそれを、

今、委員に聞いたのは別立てがいいと思ったから、１つは、２つ入れてほしいという

設問があるのです。そのうちの１つは、子どもの権利条約が周知されていない。子ど

もの人権っていうのは、元々は子どもの権利条約が主なのです。しかし、このことが

書かれていないということもあって、子どもの権利条約の普及が進んでいないという

問題があるのではないか。もう１つ入れてもらいたいのは最近の経済的な理由によっ

て進学の格差、進学が保障されるというか、そういう問題があるって。それで、２、

３、この設問の今ある２、３っていうのは、プライバシーの尊重を認めないだけでは

なくって、子どもの意見を聞かず自分の意見を強制することっていうのは子どもだか

らという理由でしょう、元々。だから、子どもだからという理由で自分の意見を、大

人の意見、括弧して、意見を子どもに強制したりプライバシーを尊重しないこと、１

つにまとめてしまうとか、２、３を。ということはあるかなと思ったのです。 

 

委員   意見を聞かないということは子どもだからというだけ。 
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委員  はい。 

 

委員  ２、３は一緒にしても問題はないと思います。 

 

委員  それで、説明文もやはり子どもの権利条約には、こんなことが謳われているけれど、

現実はさまざまな課題があるとか、含めて、ここに現状の、家族のことも書かれてい

ますけれど、また、いじめの問題も書かれていますけれど、やはり子どもの権利条約

の問題ということをきちんと説明文の中にも入れる必要があるのではないかと思っ

ています。説明文をこれは補強してほしいと思います。 

 

委員   一部しか書いてない。 

 

委員  こんなこと一般の人が分かるだろうか、権利条約。 

 

委員  子どもの権利条約には、意見表明権であるとか、何々権であるとか、こういうこと

が、 

 

委員  知っている人はいい。 

 

委員  はい。 

 

委員  知らない人は別に問題ないと。 

 

委員  だから別にその人はそこを選ばないです。それだったら、それで見えてくるのじゃ

ないですか。 

 

委員  ほとんどの小学校で単元として、子どもの権利について学ぶことがどうもあるらし

く、聞きますと、あっちこっちの小学校で４年生ぐらいだと思うのですが、子どもの

権利を結構学んでいる。それで、保護者も知っている。 

 

委員  だから、学校現場はいいけど、一般の人にアンケートを取る際に、権利条約って何

というようことが多いのではないのか。 

 

委員  それでも子どもの人権は。 

 

委員  もっと具体的な声をいろいろいっているわけだから、突然権利条約。 
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委員  設問に入れる、設問に入れるのかどうか別として。 

 

委員  レベルが少し違うじゃないか、その。 

 

委員  でも、説明のところには、子どもの権利はきちんとそれによって規定されていると

か、守らないといけないというようなことは入れてもらってもいいかなと。 

 

委員  分かりました。説明文の中に子どもの権利条約のことを入れてください、それが１

つ。設問の方には子どもを１人の対等な人間として見ていないからという、こういう

設問を入れたら意見表明権の問題とか、さまざまな問題はそれぞれ項目で聞けますの

で、聞いていますので、いけるのではないでしょうか。どうですか。子どもを対等な

１人の人間として認めないから。実態はその意見を聞かないけど、 

 

委員  ２番３番を一緒にしたのと同じことにならないか、平たくいえば。 

 

委員  いや、これ。 

 

委員  尊重しないという。 

 

委員  それもあります。だけど、元は、一番子どもの権利条約っていわれている元はそこ

なのです。子どもも１人の人間であるということをきちんと認識しようから始まるの

です。 

 

会長  多分、今、委員がいわれたのは、精神的な部分ですよね、そういう思いがあるので

虐待したりとか、それから暴力をふるったり、仲間外れにしたりという事象が表れて

いるということだろうと思うのですけど。そうすると、子どもの権利条約を知らない

のじゃないかというのもあるのですが、それをあえて説明文の方に入れたところで、

それを読んでもらって、こんなことがあるのだっていうのを分かってもらった上で設

問で挙げてもいいのかという気はするのですけど。 

 

委員  ちょっと視点が変わってくる。それは。今のその設問には具体的なそれぞれのこと

が謳ってある。 

 

副会長  条約とかを入れると、今度は障がい者になると法律がばっちりと出ていますでしょ

う。説明文にこれ出せ、経過を示せ、障がい者にしても高齢者にしても。 

 

会長  男女共同参画についても条例が順守されていないというので出てきている。 
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副会長  全部入れないといけなくなる。 

 

会長  はい。 

 

委員  設問をまた全部こういう聞き方のように合わせないと。違うと思う。 

 

委員  だから、別にその条約、どうでも条約や、その名前を入れるということではなくっ

て、子どもを１人の権利の主体として見ていないという、この項目を入れたらどうで

すか、ですから、提案ですから、私は。 

 

会長  ちょっとまとめてみましょうか。 

 

委員  はい。 

 

会長  はい。それでは最初子どもの権利条約等が周知されていないというようなことの発

言があります。それに対しては子どもを１人の対等な人間として見ていない、もちろ

ん、ちょっと言葉は変えていただいたらいいのですけど。そういうものを入れるとい

うこと。それと先程いわれた経済的な理由で進学の保障がなされていないっていうの

は、これも入れていいですか。 

 

委員  経済的理由っていうか。 

 

会長  経済的理由です。 

 

委員  というか、または社会的格差が広がる中でということなのか、ちょっと表現は。 

 

会長  はい、そうですね。それで、それを入れるというのを前段で２番と３番。 

 

委員  はい。 

 

会長  これを１つにしてはどうかということですね。 

 

委員  はい。 

 

会長  子どもだからという理由で大人の括弧入れるのか、意見を子どもに強制したり、子

どものプライバシーを尊重しないというような文章に、それで、１つにしてしまうと

いうかたち。それと、４番の子どもによるというのは子ども同士という言葉に変える。
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委員がいわれたのはですね。それと５番についても大人からの暴力、その中にどうい

う書き方になるかはまたあとで、ですけども、身体的、精神的、性的、その文言は必

ず入れたいというところですね。それと説明文の方についてはやはり子どもの権利条

約っていうところは長ったらしくなくても、こんな条例があるっていうことは知って

もらわんいといけないではないかというところで説明に少し入れていただくという

ようなところで、どうでしょうか。 

 

委員  はい。 

 

会長  他にはいいですか、子どもの人権問題。あとは高齢者の方にいきましょうか。 

 

委員  前の３番変えた理由や、考えを聞かせて、邪魔者扱いされるっていうのを消したが。 

 

委員  邪魔者扱いされているっていうところ。高齢者が虐待にあったり邪魔者扱いされた

り、意見や人権が尊重されない。偏見がある。私もこれあまり見たわけでない。高齢

者への蔑視があるって。いや、蔑視の中身が邪魔者扱いされるという意味ですね。 

 

事務局  児童の将来のところは３回も修正していただいて、邪魔者扱いのところはどうでし

ょうか。 

 

委員   独居老人です。わたしも。 

 

委員  あなたの場合は孤立じゃない。 

 

委員   孤立じゃないですけどね。 

 

委員  孤立をする間はあらせん。 

 

委員   孤立ができない。 

 

委員   独居老人などが孤立し、地域社会に憩い集う場がないっていう、そこがあれば独居

老人が孤立しないかっていうようなことですよね、なんか、これのとおりだと。私は

そうは思わないのですね、なんか独居老人ということで、どんどん出ておられるかた

もあるし、孤立してしまうのは何かしら理由があるわけで、その人たちにかかわる取

組みがないから孤立してしまうだけで、外に出ていけれないという状況を作ってしま

うので、だから、この聞き方、何か集う場所があったらいいのになみたいな。 
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委員  だから、孤立をするのは高齢者だけの問題じゃない。だから、その前に、変えた考

えをちょっと聞いたのだけども、前の方がやんわりとして、それの方がいいような気

がする。 

 

委員  地域社会に高齢者等が集う場所っていうのが必要じゃないかっていうのは、私は意

見を言いましたけど、もう１つは、最近はやはり高齢者等の孤立という問題があるじ

ゃないですかっていったけど、２つの別の問題であって、これ１つにしているから変

なのです。 

 

委員   それさえあればいいんじゃないかと。 

 

委員  いいじゃないですか。それぞれの問題を１つにしているから。 

 

委員   前の３番にありますね。 

 

委員  そうそう、そう。これ要るのですよ。 

 

委員   これも要ります。 

 

委員  要ります。これが要るのです、前の３番。 

 

委員  前の３番に戻したらどうでしょう。 

 

委員  はい。 

 

委員  そうするように。 

 

事務局  どうですか、どうします。 

 

委員  ちょっと考えが出てこない。 

 

事務局  はい。 

 

委員  でも、やっぱりさっきからずっと問題になっている対等な人間関係の相手として見

なさないからっていうのがあるから、元の聞き方の方が自然に。 

 

委員  年寄は。 
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委員  なりますよね。 

 

委員  いらん根性があって出ていかんで、自分が勝手に取り込むのだ。 

 

委員  はい。元にしましょう。 

 

委員  元に戻した方がいいかも。 

 

会長  元に戻しましょうか。 

 

委員  あと、説明文の子どもという平仮名。 

 

事務局  そうですね。 

 

委員  子どもは平仮名がいいですよね、説明文の子どもは。 

 

会長  はい。 

 

委員  全部、その子どもに全部。 

 

会長  こどもは、平仮名で。 

 

委員  次にいきましょう。 

 

会長  はい。次にいきましょう。では、外国人の人権問題、これは、最初の方でも意見を

いただきました。５番の奇異な目で見られたり、避けられたりするという、この文言

で、そこのところを、初めは差別や忌避行為が存在している、頭に何かつけるのでし

たっけ。 

 

委員   奇異な目でいうのは、前のところで、これ変えた方がいいかな。 

 

会長  はい。 

 

委員   最初に出ましたからね。 

 

委員  そうですね。差別的言動とかね、そういう表現の方が。 
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会長  言動ということで、忌避行為も含めたところで差別的言動があるということでいい

ですか。 

 

委員  そういう表現でいいだろうと思います。 

 

委員   ５番ですか。 

 

委員  もう同じ問でいきましょう、そういうのは。 

 

会長  そうですね。 

 

委員  両方ね、はい。 

 

委員  世間から差別的言動を受けたり、偏見の目で見られたりすると。 

 

委員  はい。 

 

委員  ７番ですけど、いいですか。 

 

会長  はい。 

 

委員  設問の７、ちょっとウロッとしたのは外国人・外国籍市民というところ。 

 

会長  はい。 

 

委員  この言葉の意味合いをきっちり取れるだろうかということが、ちょっと引っかかり

ました。ここが１つと、あと生活する上でどこに相談していいか分からない。生活す

る上で、何かそれもちょっとあんまり広過ぎて分からないので、さまざまな問題につ

いてどこに相談していいか分からないというような表記の方がいいのかと思ったの

です。まず、ここの外国人・外国籍市民という意味合いはどうなのでしょう。 

 

事務局  いわゆる外国人というのは、日本に国籍がないということで外国人、それから外国

籍市民とは、いわゆる在日の方のような定住者です。 

 

委員  定住者と、そうでない人。 

 

事務局  そうです。 
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委員  だけど、分かりにくいですよね。意味が分からないような、紛らわしいものはやめ

ましょう。 

 

委員  何もなくても。 

 

委員  何もなくてもいいと思います。はい。 

 

委員  何もなくても、ここは外国人に関する設問だから。 

 

委員  相談する場所が分からないとか、さまざまな問題について。 

 

事務局  さまざまな問題について。 

 

委員  もう１点、今度は説明文の方です。歴史的経緯に由来する在日韓国朝鮮人をめぐる

問題や国籍が多様化する中、生活や文化の違いについての理解が不足していることか

ら。多分、ここでいいたかったのは、さまざまな国籍を持つ外国人が増加する中とい

うことですよね。国籍が多様化する中という、何の国籍が多様化するのかが分かりま

せんよね。さまざまな国籍を持つ外国人が増加する中ですよね、多分。そういう意味

合いがいいたかったのではないかと思ったのですけど。 

 

事務局  そうです。 

 

委員  多様化って何だかちょっと。多様化というような設定を。 

 

委員  はい。 

 

委員   数が増えるということだね。 

 

委員  いろんな国の外国人がいるということでしょう。それがいいたかったのだと思うの

ですよ。昔で言うオールドカマーとかニューカマーとか。ニューカマーが増えてきた

ってことでしょう。これは、説明の文章を少し変えた方がいいと思います、分かりや

すいように。 

 

会長  では、説明文をこの標記に直していただくということで、最初の文章の多様化する

中という、この辺までを。 

 

事務局  はい。 
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会長  さまざまな国籍を持つ、 

 

委員  はい、外国人が増加するという。 

 

会長  増加する中ですね、はい。 

 

委員  外国人自体も多いのではないか。 

 

委員  はい。今、中国国籍を持つ人が一番多いのではないですか。 

 

委員  中国が多い。 

 

委員  はい。留学とかね、働きに来た人とか、就労とかありますので。 

 

委員  ７番だけどな。ここは苦労したところだと思うけど。 

 

事務局  はい。 

 

委員  10 にしようと思って、また１つ増やさないといけないから。これ、答える人の立

場に立ったらその相談をどこにしたらいいか分からないということは、本人か、ある

いはその人を知っている人しか答えられない、答える人は限られてくる。 

 

委員  では、窓口が少ないとか、そういう言い方にした方がいいという意味ですか。 

 

委員  いやいや、そうじゃなくて。相談窓口は多かろうと少なかろうと、具体的にそうい

うことを思っているという人は当人か、あるいはそのことを知っている人しか、その

アンケートに答える人の中で限られてくる。一般市民の中に限られてくる。もう少し

別のいい方がないかいな。 

 

会長  でも、そうやって切実に思っている当事者にたまたまこれがいくこともある。 

 

委員  はい。 

 

会長  ということも思えば、 

 

委員  だから。 
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会長  そこで押されるということで、その人にとってはとっても大事なこと。 

 

委員  5000 分のわずかになるかもしれないけれど。 

 

委員  はい。 

 

委員  前にあった、例えば。前の調査項目、先回の取組みは、例えば施策の中に、各種相

談体制を充実するというのがあるのです。それで、各種相談体制を充実するという施

策に上げているということは、相談体制が十分ではないとか、整っていないというこ

とをいいたいというところなので、例えば、そういう表現で各種相談体制が十分では

ないとか、何か十分でないというのがいい言葉かどうか分かりませんけど。 

 

委員  十分じゃありません。 

 

委員  はい。そういうことを聞く設問にしたらいいかもしれませんよね。 

 

委員  はい、何度もいいます、十分ではありません。 

 

委員  はい。 

 

会長  その文章の方が当事者でない方にとっても分かりやすい設問かもしれないですね。 

 

委員  もう１つつけていうと、その情報提供及び各種相談体制が十分ではないとか、整っ

ていないとか。情報提供ってとても大事ですよね、それぞれの言葉で情報提供するっ

てね。 

 

委員  実際に聞かれたことがあるのですね。今、用意してあるいろんな外国語のパンフレ

ットみたいなものって、市役所に行くと中国語、英語、もう１つ何でしたっけ。 

 

委員   韓国語。 

 

委員  韓国語、以外は対応できてなくて窓口に聞いたのですね、どうしたらいいのといっ

たら、そしたら係とか教えてくれたのですけども、実際には対応できないということ

でした。理由は、住んでいる人が少ない、その言葉を使う。でも、実際、住んでいて

とても困っておられて、だから、気になって聞いたのです。聞いたら、それが答えだ

ったので、でも、必要なことは必要なのですね、きっと。と思いましたので。そうい

う情報が少ない、相談窓口がほとんどあっても機能していない、入れてほしいと思い
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ました。 

 

会長  はい。それでは、７番については、せっかく入れていただいたのですがアンダーラ

インで。そこのところは、皆さんの意見を受けて情報提供や各種相談体制、その辺は

言葉を変えますが、十分ではない、十分でないというところでいいでしょうか。 

 

各委員    はい。 

 

会長  細かいことですが、１番のところで外国の生活習慣や文化などへの理解が不足して

おり、地域社会への受け入れが十分でない。これ地域社会のですね、でないといけな

いじゃないかと思います。 

 

委員    への、というのが。 

 

会長  はい。他にはどうでしょうか。いいですか。 

 

各委員    はい。 

 

会長  はい。では、病気に関わる人の人権問題です。これも、先程、最初の方で議論した

ところです。もちろん３番、３番は。 

 

委員  元に戻す。 

 

会長  はい。元に戻す。元に戻すということで。まず、難病という言葉をどこかで入れな

いと全体にかかるということにはならないということでしたね。 

 

委員  はい。 

 

会長  はい。その５番のエイズ患者も、エイズ患者だけではない難病のかた含めてという

ような言葉に変えていただくということ。特にない、これは、特に問題はないという

ことですか。 

 

委員  前のと、元のものとを比べると７番が新しい。アンダーラインしてないけど。在宅

患者は元のときにはなかった。 

事務局  追加しています。 

 

委員  どおりでしてないから。 
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委員  これなぜ変わったのですか。病気にかかる人のための各種相談が在宅患者やその患

者のためのってなったのは、表現変わっていますよね、これ。 

 

事務局  相談窓口というところで初めに在宅等をつけて。 

 

委員  元の問の 22 の２番、２がここに入れてある。 

 

委員  それと８を足したのか。 

 

委員  だから、これは文章、さっきの難病を入れた方がいいということなら、７番に入れ

るか。その支援制度がとか、というのは。 

 

会長  在宅患者や家族に限らないというところが要りますよね、きっと。 

 

委員   そうですね。 

 

委員  だから、病気に関わる人のというふうにすれば、それは在宅であろうと、入院であ

ろうと網羅した言葉だと思うのだけど。 

 

委員  いや、でも 22 の２がここにポンと引っ張ってきてあるけど。難病もういっぺんい

ってみて、難病。 

 

委員  いや、設問を考えているわけじゃないのです。 

 

委員  ああ、そうか。 

 

委員  はい。 

 

委員   説明のとこに入れたらどうですか、説明のとこ炉に入れたら、難病。 

 

委員  説明の方か。早いな。 

 

会長  全然難病という言葉がでてきてないから。 

 

事務局  設問に難病。 

 

委員   全部に書かれている。 
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会長  説明にも、そうですね。 

 

事務局  設問に難病を。説明欄に。 

 

委員  説明欄にも要るし、どうなのかなあ。 

 

事務局  はい、項目は要りますか。 

 

委員  難病で苦しんでいる人の存在があまり知られていないとか。 

 

事務局  そういうことですか。 

 

委員  いや、私たちも具体的に接することによって知らされてきた。それまでなかなか知

らなかったという、こういう課題なので、必要かなと思ったのです。それで、例えば

それが保険適用にならないとか含めて、さまざまに、こんな課題があるし、医療だっ

て受けられるところが決まっていて、そしたら、もう、そこはもうなかなか何ヶ月待

ちとか何年ね、１年に 1回見てもらうのでも、もう、というような、そしたらそれは

すべて自己負担だからかなりの負担がかかるとか、また、そういうことを自分がかか

っているということを知られたくないとか含めて、知られたくない、でもやはり差別

的な処遇をされるからですよね。 

 

委員  ７番、それにつぐか。 

 

会長  制度や相談窓口が分からないというのはどんなことでないといけないのでしょう。

それと別個に難病で苦しんでいるこの存在が理解されないというような文章がどこ

かに入らないといけないということですよね。 

 

委員   ５番に達するわけですから。 

 

会長  だからここ、いいのではないですか。 

 

委員  挙げてくるだろうか。 

 

委員  それで説明に難病という定義を入れないといけないと思うのです。 

 

委員  どういうのをさすのか。 
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委員  はい。 

 

委員  分からない。どこからどこまでか、何がおかしい、直しにくいことなのかって。 

 

委員  難病っていうと国で指定されている難病指定の難病もあれば、まだ指定を受けてい

ない難病というのもあり、それで、どうであれ難病を抱えている、本当はアルツハイ

マー病とかもこの難病なのじゃないかなと思うのですけれども、そういう人たちの生

活実態とかが分からないとか、やはり本人さんたちは実際、声聞いたときに、もう病

気と闘うことだけで精いっぱいだって思うことがあっても、こことの闘うことは、も

うしんどいっていって涙を流すようなかたもあったりして、なので、その生活実態や

実際どういうところが困っているのかなっていうところがあまり世間の人たちは知

らなくて、なにかしらの支援がいるというところも考えられて来られてなかったとい

うのがあるので、それをどう設問に活かしたらいいのか、そういうかたたちの存在も

あって、何かこう考えないといけないのではないかと思ってもらえるような文章だっ

たらいいと思うのですけども、少し気になって。 

 

委員  それで、私がいった難病で苦しんでいる人の存在が知られていないというのはいけ

ませんか。それらも含めて。 

 

委員  いや。 

 

委員  という提案だったのですけども。 

 

委員  とりあえずいいです。 

 

委員  だから、あれこれが、これ書きにくいし、いろんな存在ということが、分かったら

いいのかなと思って。 

 

委員  アンケートをされる側にとっていうと、この難病といっても、今委員がいうように

決まったものがあれば、個人的には、難病だとこれ思っているところもあるかもしれ

ないし。非常に幅広いと思う。 

 

委員   認定だけだと、たくさんいますからね。 

 

会長  これは知らない人にとっては病名を挙げられる方が分かりやすいといえば分かり

やすいけども、そこに隠れてしまうところを拾い上げないと意味がないですよね。と

いう意味からいうと４番、５番、６番については病名挙げてあるのですよね。これが
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挙げずに全部になんか共通したような文言になればいいと思ったりするのですけど、

そうすると９番、９になってします。 

 

委員  一般的にエイズとか、感染病というのは知られてきたけども、それ以外の難病とい

うかな、存在を知らないというか。 

 

会長  なんで、難病に苦しんでいる人の存在が理解できていないとか、分からないとかっ

ていうのは最初にくると思うのですけど、それを知った上で、どの方もなかなか自立

した生活というのが、病気と闘うだけでいっぱい、いっぱいですというのはそういう

ことだろうと思うし、それと治療とか入院の拒否もされるっていう、先程話がありま

したし、誤解や偏見によっての早期治療とかにはなかなか結び付かないというのはす

べての病気にとってもそれは当てはまることではないかと思うのですけど。 

 

委員  私、若年性認知症という言葉を出したかったのだけれど、例えばそれを出さないと

いうことであっても、その医療機関に関することは少しまとめて設問を考える。１つ、

治療もあれば入院のこと、入院拒否のこともあれば早期発見や治療というところもあ

る、これ、たぶんこれは医者の誤解もあるし、併せて社会の差別ということもあって、

両加味されている部分がありますよね。それで、実際そういう部分はそういう部分で、

その医療関係は医療関係で項目を、例えば２つだったら２つとか３つでするとか。そ

れで、あとは社会的な市民に聞かないといけないことは市民に聞かないといけないこ

とで項目を少しまとめて見るとか、ここに書いてあることを少し整理してという意味

合い。それで、さっきいった難病で苦しんでいるという、これは必ず入れるというよ

うなこと。それで、このハンセン病問題でいうと、この項も捨てがたいと思いながら

ハンセン病基本法ができても、今なお、100 年以上経っても今なお。 

 

委員  まず一般社会がその受け入れをさせましょうと思って。 

 

委員  そう。 

 

委員  受入を。 

 

委員  拒むのだけどね。 

 

委員  避けるというかな、拒むというかな、そういう社会だもの、まだ。そういうことを

含めて困難といっているのだろう。 

 

委員  そう。 
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委員   力もだいぶ入ってきたところ、僕らはいいですけどね、実は昨日、一昨日ここに行

って来たのですけど、説明を受けるとどうでも平均年齢も 80 歳の人で。 

 

委員  そう。 

 

委員   だから、自立できるわけない。そこにおられないといけないと思ったし、ただ、未

だに偽名使って入所しておられるかたが半数おられるということです。それで、ずっ

と若いときに小学校、中学校、高校まであって、高校を出たらやはり偽名使って就職

先で従事された方がいっぱいおられるということも説明を受けたのですけどね、それ

今いったように、高齢自立症状ではないと。ただ、偏見前からいっておられてきたの

は、一時はおられましたけどね。 

 

委員   これは対象者のかたのことも書いてあるので、対象者の人は自分の病歴を明かせな

い、病歴を明かせないというのが。 

 

委員   明かせられないというのがあるけども、出るに出られないわけです、あとで。受け

入れもできない。時間も変えられないし、もう、どうしようもないという気持ちをほ

とんどの方がもう持っとられるみたいだということでね。 

 

委員   そういうふうにしいたのは当たり前であって。 

 

委員  そうしたことでね。だから、今いったように 100 年前の先のもう、わずかな菌で弱

い、当時生活の受給者では。 

 

委員  今、難病じゃないからな。もう完全に治る。特に病気がとうから出とるだけど、あ

れもすぐ治るのだけども。その医者にかかってくるのは。 

 

委員   戦争中のその根拠が栄養足らない人が、高齢化と幼児がほとんどなっとる。それで

若い人はなっていない。 

 

委員  元気な者にはうつらない。 

 

委員   ということを説明、昨日、一昨日聞きました、改めて。 

 

委員  自立した生活というだけではなく、社会的に受け入れるとか、さまざま人も含めて

ということを問わないといけないかってことでないかと思って。 
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委員  確かにポンと外に出たって、神経麻痺しているような人は一般生活とってもじゃな

い、熱い湯に手つけてもなんともないというようなことだ。それは、なかなか馴染ま

ないと思う。そういうこともあるし、軽い人は別だろうけども。 

 

委員  今出た貴重な意見をちょっともう一度場所を変えてもらったらいいのじゃないで

しょうか。こうやって走るのが最後で、どうしても今日で終わってしまうから走って

しまう。でも、でも、もうちょっとやりましょう。もうちょっと。 

 

会長  もうちょっとですね。 

 

委員  もうちょっとやりましょう。 

 

会長  はい。では事務局さんお願いします。はい、問 10、はい、個人のプライバシーの

保護です。 

 

事務局  ここについて。 

 

委員  いいですか。ここの問いですけれど、個人のプライバシーに関してあなたはどのよ

うな場合にプライバシーが守られていないと感じますかという設問に対して７の住

民票など第三者の取得を本人に通知する制度を知らない。というのは合わないのです、

１つは。それで、だからこれちょっと設問を少し変える必要があるのではないかと、

上の大きな設問です。問 18、あなたはプライバシーに関してどのような場合にプラ

イバシーが守られると感じていますか。またプライバシーに関することについてお答

えください。プライバシーを守ることについてお答えください。何かちょっとつけて、

設問。この中の設問ができるようにすると。それで、それが１つ。２つ目は単に民間

企業やあえて民間って書いてあるけれど、他のところは企業、例えば、４は就職や結

婚などの際に企業や興信所からって書いてあるわけでしょ。ここ民間だけじゃないで

すか。企業でいいのではないかなと、これは思ったこと、はい。それと、設問でただ

単にこう企業や団体だけではなくって、身近なところへの聞き合わせをされるってい

うのもプライバシーで一番私たちの一番多いケースなのです。この項目はいらないの

か。それと、あとはその本人通知手続きということを聞くのか、さっきと趣旨がちょ

っと違うじゃないかというこのところの検討事案が同じですけれど、これがちょっと

難しいというか、設問と合わなければ自分の戸籍が、住民票が知らない間に取得され

ていたとか、こういうことにするのか、むしろ今聞かれた方が。 

 

委員   その方がいいな。いいです。だけど、本人は。 
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委員   分かりやすい。 

 

委員   設問変えなくてもいいな。 

 

委員   あとはプライバシーは守られていると思っている。 

 

委員   ９番は。６番だけど。突然そんな場所が分からないというのはプライバシーと直接

どう結びつけるかな。 

 

委員   私もそう思う。 

 

委員   難しいな。多分。プライバシーを守るのに相談をするのかな。 

 

委員   はい。相談では。守られるではなくって、守られなかったときにどうしたらいいか

っていうのが相談だと思うのだけども。そういう意味合いだと思うのだけどね、ただ

これがどうも馴染みがある。馴染まんのですよね、この上の設問に。この６番と７番

がどうしたらいいかと思って。大事なことなのだけれど、どうしたらいいかな。 

    設問の仕方も考えてもいいのではないですか。何か他の設問だとね、これこれの問

題についてどこが問題点なのだと思うかというような聞き方にしてあるのですが、個

人のプライバシーについては、個人のプライバシーが守られていないという聞き方は

駄目かな。他のようにやはりこれこれについてはどこが問題だと思いますかというよ

うな聞き方の方がよくないですか。 

 

委員   他と同じように。 

 

委員   なるほど。 

 

委員   他と同じように、してな。 

 

会長   まず問 20 だけはね、具体的に書いてあるので、これが分かりやすいかなとは思っ

たのですが。 

 

委員   そのような場合にということをいっている。他のと併せて。特に問題となっている

のは。 

 

委員   そうですね。皆さん最近個人のプライバシーに関しては結構いろいろ何ていうか、

話題になったり、関心度も高いですしね。 
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委員   それで、この６番はその守られなかったプライバシー、守られなかった場合にどこ

に相談したらいいか分からないのかな。 

 

委員   分かりやすい表現にしなきゃいけませんね。意味合いがとおる。 

 

会長   整理しましょうか。設問のまず問 18 というところの個人のプライバシーに関して

というところです。１つ他の設問と同じように特に問題になっているのはどのような

ことだと思いますかに変えるということでいいですか。 

 

各委員    はい。 

 

会長   今日最初に委員がいわれたプライバシーを守ることについてお答えくださいとい

うのは特には。 

 

委員   いいです。設問が変われば、それはね。 

 

各委員    はい。 

 

会長   それから、３番の民間企業のみに時間を取る、潰すということ。それから、その５

番で。その２番で。 

 

各委員    はい。 

 

委員   さっきのところで自分や家族のことについて他人に聞き合わせをされたり、言い触

らされたりという具合に直したらいいかもしれません。 

 

委員   そうですね。 

 

会長   では、２番のところを他人に言いふらされたりすると。 

 

各委員    はい。 

 

委員   そういうことですね。 

 

会長   それから、６番ですね。これは守られなかった場合の相談場所が分からないという

ことでいいでしょうか。７番ですが、自分のは、つけなくてはいけない。戸籍や住民

票が知らないうちに取得されているということの意味合いでちょっと言葉は直して
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いただいて結構ですが、そちらの方で変更すると。それから、９番の特に必要なこと

はないというところプライバシーは守られているということでいいでしょうか。 

 

委員   さっきいわれた６、プライバシーが侵害されたときというふうにはっきりいった方

がいいではないでしょか。 

 

各委員   はい。 

 

会長   プライバシーが侵害されたとき、場合の。 

 

委員   場合とどちらでも。 

 

各委員    はい。 

 

会長  はい、よろしいですか、はい。 

 

委員    では説明はどうします。７のあれを変えたのですよね。知らないうちに取られてい

るという部分。 

 

会長    でも何かこれの宣伝もしたいですよね。 

 

委員   何かいいＰＲの仕方がないか。 

 

会長   知らない人に使用されているというのが不正請求ということで。それをね。 

   それが説明文の方につながればいいのですけど。 

 

委員   上手に考えてください。 

 

事務局    説明文はつけるでしょうか。 

 

各委員   はい。 

 

会長  はい。いいですか。次にいって。では、アイヌの人々の人権問題ですが、３番のと

ころのアンダーラインを変えますね。 

 

各委員    はい。 

 



47 
 

委員   期限をということでいわれていた。 

 

委員   そこはみんなで、統一して直しましょう。 

 

委員   そういったためにこれが出てきた。 

 

委員   ４番は経済的な困窮状況におかれている人が多いというのは基本的に何かを植え

付けるために書いてあるのだけど、ここはどういうことで、それは非常にあるけど。 

 

委員   決めつけてはならない。 

 

委員   多いですね、はい。 

 

委員   そう。多いですね。 

 

委員   調査結果ではそうなのですけれど、こういう聞き方をするかそうなのかということ

ですよね。はい。例えば、高齢者のところには経済的な自立が困難であるとか、こう

いう書き方をしている。 

 

会長   その経済的な困窮状態というのは就職でなかなかいいところに勤められないとい

うことが、５番のところには結婚や就職において。 

 

委員   条件を持ち出してしてしまうのはおかしいな。 

 

委員   それは例えば外国人のところで聞いていますが、就職や仕事の内容、待遇性などで

不利な扱いを受けるという、不利な扱いを受けるという言い方ではどうですか。 

 

委員   扱いを受けているのだ。 

 

会長   外国人のところと同じように文言に書いてください。 

   ４番はどうしましょう。４番のところではなしに５番。でもそしたら結婚が入って

こないのか。 

 

委員   結婚や就職において不利な扱いを受ける。 

 

委員  ４は経済的な自立が困難っていう言い方にするのですか。 

 



48 
 

委員   高齢者のこれは多いということで、高齢者の位置、経済的な自立が困難であると。

そういったかたちで、外国人のところでもこれはもうあるのです。 

 

委員   でも子どもたちにそうしてこう経済的に困窮の人も多いっていうのが出ているの

だったらやっぱり聞いた方がいいですよね。 

 

会長  そうですね。 

 

委員   困窮じゃなくて経済的に経済的な困難におかれている。全然分からない。 

 

委員   高齢者と同じパターン。経済的な困窮。ここも本来はみんなどれにも書かないとい

けないのだが。障がいにも関わるし、外国人もかかる。でも外国人が住むことは外国

人の方が自立が困難なことが圧倒的ということもあるのです。 

 

委員   経済的に困難な状況におかれている人が多い、困難だったら、困窮っていうとなにかす

ごい。 

 

会長   はい。では、４番については困窮状態というのを困難な状況ということに置き換え

ましょう。それから、５番については結婚や就職や仕事の内容、待遇などで不利な対

応を受ける。 

 

委員   結婚や就職においてでいいでしょうか。 

 

会長   では、仕事の内容待遇はいいですね。就職しても仕事のないような待遇でというの

も考え方としてはあるのですけどね。まず仕事に行くかどうか、受け入れるところと。 

 

委員   だから、結婚が入ると、結婚と就職だけでなんか通ってしまう、結婚という不利な

扱いじゃなくて、結婚は差別である、はっきりと。 

 

委員  就職後の差別ってない。 

 

委員   就職後差別、ここの意味合いは就職と合わせてここ。就職や仕事の内容、対応など

で不利な立場に置かれるということが言いたかったのではないか。性的マイノリティ

のところにあるけど。 

 

会長   結婚という、結婚を選んだのと文章が違ってきますよね。先程、私が読みあげた文

章のとこ。 
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委員   そうですね。 

 

委員   ここは結婚と仕事や就職ということを分けたらいいのじゃないですか。項目も少な

いです。 

 

会長   そうですね。 

 

委員   結婚においては差別的なというふうにみるとこも。 

 

委員    そういう意味合いが分かるような表現にしていると思いますので、他の項目を見な

がら、同じような表記を同じようなものにする。結婚において差別が存在していると

かね、いちいちそんなふうにしたら大変なので、そういう意味合いのことでしてもら

ったらと。 

 

委員  そうですね。 

 

委員   はい。いきましょう、もう行っていただく。 

 

委員   分けてもらうとかという格好。 

 

各委員    はい。 

 

会長   ではいいですか、次の質問で。 

 

各委員    はい。 

 

会長   はい。刑を終えて出所した人の人権問題。 

 

委員   一番近いもの。 

 

会長   これは説明の仕方が違いますよね、今までと。 

 

委員   そうですね。 

 

委員  １つだけです。１つだけ選ぶのだから。より具体的に言ったら、もの凄い。 

 

委員   でもこの設問は分かり易く言って、問題があるかどうか聞くよりむしろいいのじゃ
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ないですか。 

 

会長   そう。それから、７番は特に何もしない、特になんか。どうしますか。何もしない

ところから。 

 

委員   要らないのでは。項目としても。 

 

会長  どうしましょう。 

 

各委員    何もしない。何も。 

 

委員   何もしないというのは、上の１、２、３かな。 

 

委員   できませんよね。それで、関わらないでいいです。だから、要らないのじゃないか

と思います。 

 

委員   だから。前と同じようにとか。 

 

委員   特にないですは、要らないのではないか。 

 

委員   ちょっと当てはまらない。 

 

委員   やめてしまうまでいっているから。 

 

委員   仕事見つからない気持ち。 

 

委員   わざわざそれを聞きますか。分かってしまってからどうするかという、そんな答え

はあるわけないと思う。 

委員   仕事が見つからないことを心配するということなら、分かります。 

それだったら、住むところはどうしているのだろうかって心配する。 

 

委員   全部これはそうですよね。より心配する方がいいかもしれない。 

 

委員   仕事辞めるところの心配をするとか。生活がしていけるだろうかと心配するとか。 

 

会長  でも普段から親しく付き合っている人が過去に刑を受けとったというのが分かっ

たときということであれば、その時点では既に何かの形で生活はしていますよね。 
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委員   すぐではないかもしれないという、すぐ前々の首じゃないことがあるという、それ

で、このどのタイミングでというのがある。 

 

委員   付き合っている職場の人や近所の人だけ。 

 

委員   日頃から親しく付き合っているということに限定しなくていいのではないか、聞く

ときに。 

 

委員    あなたが知っている人だという。 

 

委員   知っている職場の人や。 

 

委員   知っている人が刑を終えて出所した、出所した人であることが分かったときみたい

な、もうちょっと簡単にできませんか。 

 

委員   職場の人たちから出せばいいだ。そこまで嫌なら付きあっとる方が付き合うことな

い。 

 

委員   親しくしているかどうかまで、限定する必要はないですよね、 

 

委員   だから、職場の人たちから出せばいい。 

 

会長   日頃から親しく付き合っているとのということですね。 

 

委員   親しくは取ればいい。日頃からというの。 

 

委員   職場や近所の人だけでない。 

 

会長    知り合いがという意味でね。 

 

委員   そう。 

 

会長  限定しなくてもいいと思います。 

 

委員   １番のところを消して。 

 

委員   あなたの知り合いの人がか、 
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会長   心配するのは見つからないことだけではないですよね、きっと、いろいろとは心配

するのですよね。 

 

委員   だから、仕事やとか、住むところやとかと言えば、などと言えば、 

 

委員   そうですね、仕事などが。 

 

会長   仕事が見つからないことなどを。 

 

委員   仕事や住むところなどのことを心配する。それは仕事を探すこともあれば、仕事上

での人間関係のことも含めてという部分を読み取れるということだな、読みとってほ

しいと。 

 

委員  結構住むところの心配って、実は大きいと思いますので。 

    なかなかね、家族のもとに帰りにくい人も随分あるみたいですし。 

 

会長    では５番については、仕事や住むところなどを心配する。７番はなし。消すという

ことですね。 

 

委員   やはり１つで、１つが必ずと言っていいほど、保護司がそうなっているのだという

ことが。見ていて、だから、保護司に聞いてみるとか。というようなのがあってもい

いのだけど。 

 

委員   そうですね、数が減りますしね。 

 

委員   保護司さんも入れて。 

 

委員   では、何と言うのですか、保護司に任せる、相談する。 

 

委員   相談するとか。 

 

委員   どこに相談するというのは保護司に聞く。 

 

委員   保護者も状況は全部知っておられる。 

 

委員   ただこの保護司がどこにおられるかということは知らない人の方が多い。誰が、こ

の校区の保護司しか知らないというのが多い。 
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会長   本当に私たちが知るより先に保護司さん知っとられますよね。連絡があるわけです

から。担当のかたにはね。 

 

委員   担当が必ず聞くから。 

 

委員   今後の付き合いについて関係機関に聞いてみるとか。 

     

委員   保護司に相談すれば知らない人がいるということも入れて、保護司に相談するとか

という項目あってもいいじゃないか。 

 

委員   保護司や関係機関も分からないけど。ではどこに相談するのも。 

 

委員   でも保護司に聞いてみるというようなことはありそうですね。 

 

委員   むしろ保護司もそういう情報を待っておられるし、協力してとか。 

 

委員   保護司という、書いたらどうでしょうか。自分がよりこう関係の深い人に、こうこ

うこの人、こうこうこうだ、身元暴きにもなるけど、こうこうこうだけど、私はこん

なふうなことしてあげようと思うけど、どう思うとか相談しませんか。友人や知人に

相談する。 

 

委員   しても何の経験もないし、何にもない、それで、まずは保護司に相談をするという

のがあってもいいじゃないかな、それを知った場合に。 

 

会長   保護司と限定するという意味ですね。それは友人とかということではなくて。 

 

委員   保護司の存在を知ってもらうためにも。そういう設問があってもいいじゃないか。 

 

委員   そんなときに自分の知り合いがそういう刑を終えて、出所した人であったと分かっ

たときに、どうするかで、その人を抜きにして、その人と話をしてみるという項目が

必要。 

 

委員   それは要ります、一番要る。 

 

各委員   本当ですね。 

 

委員   その保護司のことだとか、回りから固めていった方が、ちょっとまずい考え方。 
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それで、そうなっていくと、１つだけまるを付けてくださいという、難しいことな

ので。そうした上でどうするかというのが選べるように、１つだけじゃなくって、 

いくつでもという、一応書いておいた方が妥当な仕様になると思いますけど。 

 

委員   でもそもそも論でいくと、何を聞こうとして、この設問が。 

 

委員   選択肢を、無理をして増やさなくてもいいと思う。 

 

会長   その他のところで書いてもらうとか。その他があるわけですから、本人と話をして

みると、と思えたかたはそう書いてくださるかもしれない。 

 

委員   委員さんが言われた、ご本人と、というのは、１で含まれるというふうに思った方

がいい。 

 

委員     だけど、それを書くということが大事ではないかということなのだが、当事者抜き

にしないということを位置付けないといけないかということを。 

 

委員   結局この前と同じように黙って隠したまんま、知らんふりをして。付き合う。それ

を必ず。全然意味合いが違う。 

 

委員   とどういう書き方でいきますか。 

 

会長   ストレートに当事者の話をするでいいのですか。 

 

委員     一番に私は、本人としっかり話をし、これまでと同じように親しく付き合っていく

と、こういうふうにしたらどうかと思いました。 

    付き合いが変わらないが色々気を使って付き合うというのは、本人と付き合うかは

変えないけど、知らなかったことにして付き合うという、ただし、ここは、今、いろ

んな気を使っているということでしょう。２番というのはそういう意味合いと思う。

１番と２番をきちっりと分ける方がいい。本人としっかり話をし、これまでと同じよ

うに、しっかりがあるかないかはいいですけど、どっちでも。 

 

会長   でも１番に、これまでと同じように、本人と話をし、もう少ししっかり話をし、と

いうふうに入れたということですね、それで、あと保護司と相談するという、これを

項目として入れたらいいのじゃないでしょうか。 

 

各委員   はい。 
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会長   ではそれを６番に入れて、６番、その他というのが、７番なっているのですね。い

いですか。 

 

各委員    はい。 

 

委員   それで、選ぶのは１つでいいですか。 

 

会長   選ぶのは１つ。 

 

委員   １つでいいのではないですか。 

 

委員   でも１つだと仕事のことが心配というのが、なかなかあるかなと思うのですけれど。 

 

委員   優先順位に１つという。 

 

委員   ただ、だから、この仕事を心配する、これが要るかどうか。 

 

委員   あと、例えば。この仕事を心配せずにこれがいるかどうか、逆に言うと。 

 

委員   参画というか、いろいろあとのことは、わざわざ聞かないでしょう。そこまで言っ

ていたら、繰り返しになる。まとまる方法でいきましょう。 

 

委員  逆に仕事や住むところというのは、私が心配するだけじゃなくて社会的問題なので、

社会的課題と個人的に考えることをごっちゃにしたらいけないので、ここはとりあえ

ず仕事は、取ればいい、外せば。 

 

委員   ５、７を取るっていうことですね。 

 

会長  ５、７を取って保護司へ相談。保護司へ相談は今後の付き合いについてというのを

入れるのですか頭に。今後じゃなくても付き合いについて。 

 

委員   何か問題があれば。 

 

委員     保護司に相談するでいいのではないか。今後のことなのか今のことなのかを。 

 

委員   付き合うことを前提に保護司に相談するではなしに、単に保護司に聞いてみるとど

のような状況かもっと詳しくきっちりと。 
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委員   聞き分けまでのサービス。 

 

委員   そしたら１つだけまとめなくてもいいのではないか。 

 

委員   5,000 人の中にはいわゆるその中には保護司さんが、 

 

委員   なぜ１つにしたらいけないのでしょう。なぜ１つにしたらいけないの。 

 

委員   とりあえず自分がするべきことは選んでもらう。 

 

委員   そうですここにある。 

 

会長   まず最初に、ということでいいと思う。 

 

委員   いや、１つでなくてもいいのじゃないかという。 

 

委員   私は、まず一番あなたの考えに近いものでしょう。問うているものは。一番近いも

のは２つあるの、３つあるの。 

 

委員   １つだけ。 

 

委員   ということになるから１つでいいのじゃないですかということ。 

    ２つあるけれど、例えばこういうこともある。保護司にも相談してみようがあるけ

れどまずは一番初めには何をするのって。 

 

委員   本人と話をしたいと言ったら。 

 

委員   だから１つだけこれでいいのではないか。 

 

委員   思うでしょ。私もそう思う。だから１つ。まだちょっとこれ、まだ課題は煮詰まっ

ていないけどいきましょう。１ついいのじゃないかと思う。 

 

会長  はい、いいですが次にいって。 

 

各委員    はい、いいです。 

 

委員   私、引っかかるのは保護司に相談するっていうのは、どんな気持ちで相談するかが
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全然分からないからこれはどうかなと思ったのですよ。 

 

委員   そこまでその気持ちまで特定しないでもいいじゃないか。単にそう言っていたら、

保護司がいるのか相談してみるっていうような。 

 

委員  はい、次、次の、 

 

委員   引き合いのテーマ。 

 

委員   あまり条件設定されないで。 

 

副会長  思いが全部ついていないです。それは。 

 

委員   ちょっと気持ちが自分でもよく分かりませんから次にいきましょう。 

 

会長  次にいきましょう。 

 

事務局  保護司の説明をちょっと下に入れますか。 

 

各委員   いりますね。 

 

会長   そうですね、入れてもらう方がいいですね。 

 

各委員    いりますね。説明。 

 

会長  では、犯罪、13 番。犯罪被害者やその家族。 

 

委員   精神的に経済的がいくつあるか。 

 

委員   収支報告案の問題が。社会教育委員会の地域内外の相談に。 

 

副会長  これ全部がどんな機能するって語られてないの、一応。 

 

会長  特に変わったことがないということですね。 

 

副会長  特に変わった問題はないっていうことですね。 
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委員   13、私は意見がありません。 

 

会長  いいですか。 

 

各委員    はい。 

 

会長  ４時過ぎた、進めます。性的マイノリティの人権。 

 

木下会長   またいい意味、そのまま特に。 

 

会長  特にないようで、特に問題がないでいいですか。そのさっきの犯罪被害者のところ

もね。 

 

委員   そうですね、 

 

委員   特にないでない。特に問題ない。 

 

会長  問題ないにしてください。 

 

委員   この１の後半、好奇偏見というふうに並べてありますが、 

 

会長  22 にですね、はい。 

 

委員   個人的にはもう絶対好奇の目で見るっていうのは現実にあると思うのですが、わざ

わざここに好奇って入れますか。 

 

委員   入れない方がいいです。入れない方がいいです、特に。 

 

会長  偏見の中に入っているような気がしますけどね。 

 

委員   読んできちんと書いてありますしね。好奇って取りませんか、好奇のこういった文

字２字。 

 

会長  好奇またはというところを消しましょうか。４番言動することではなく言動される

こと、することは本人ですよね。 

 

事務局  されることについてです。 
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会長  全部ね、見られることとか、おかれることとかというふうに書いてあるので。言動

されることということにします。 

 

委員  この排除が気になる２番。 

 

委員  はい、排除が。 

 

委員  排除され孤立してしまうこと。孤立してしまうことはあるかもしれませんけども、

もちろんその排除も無きにしも非ずだろうけど。ここまで厳しくいうことはどうかっ

ていうところで悩んでいる。排除されがいるだろうかというとろで検討してください。 

 

委員   好奇と一緒にしますか。 

 

委員   ちょっと厳しい言い方ですね。 

 

委員   結構こういう言い方をするとなんかイメージをダーと与えてしまうので、現実に言

えばこう厳しい状況があると思いますけれども、やっぱり１の好奇を取ったというよ

うな同じ意味合いで排除されは、言葉を抑えてもいい、この場合いいかなと思います。 

 

会長  受け入れられずとかそういう格好で。 

 

委員   受け入れられずか、 

 

委員  いやもう排除されを取ってしまって孤立してしまうということでいいのじゃない

ですか。 

 

委員  いいと思います。 

 

会長  排除されを取りましょうか。 

 

委員   はい。 

 

会長  いいですか。 

 

委員  人権教育カリキュラムの中にこの性的マイノリティの問題入っているのでしょう

か。教育の課題として位置付けられることが十分でないというのもあるような気がす
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るのです。 

 

委員   そこまで入っとるであろうか。 

 

委員  たぶん人権教育の基本方針の中には、項目としては入っているけれどなかなか実践

されていないし教材的なもの自身も整っていないということも問題ではないか、だか

ら広がらないということもあるのではないかと思って、そういう設問も入れないとい

けないと思ったのですけどね。これは検討してください。よろしくお願いします。 

 

委員   同性結婚という問題も入ってくるようになってくるこれから。 

 

会長   人権教育カリキュラムの方を確認してもらって入っていないのであれば、その文言

を入れるというような格好でいいですか。 

 

委員   項目としては入っていると思うのですたぶん。でも自身はやはりほとんど学校現場

ではないような気がします。社会教育の中で性同一障害者の人の当事者の話を聞くと

いうのは、ちょくちょく見ますけど教育現場で取り上げたってほとんどないのじゃな

いかなという気がするのです。 

 

委員   だから教員は配慮しないといけないということです。 

 

委員  そうなのです。それでそれは性同一性障害者だけの問題ではなくって１つはその性

の不一致ということが、性同一障害の元々は、性の不一致という問題からきているわ

けです。体の性とこの精神的な脳に司る性の問題が不一致だからそうきている問題で

あって、それで合わせて体の外観でも、女性ということが外には出ているけど中には

男性性器持っているという形態だってあるわけです。性ってさまざまだということも

認識があるかどうかっていうとそこは弱いのじゃないかなと思うのです。 

 

委員   学校教育必要です。 

 

委員  けれど結構ないがしろにされてきました。私も問題提起があってそういうことに気

がついてくるわけですけど。 

 

委員   悩んでいるところもありますものね。 

 

委員  教育で取り上げられることが十分じゃないというような表現かと思ってみたり。 
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委員   そうですね。子どものときにすごく嫌な思いをされたというのは聞きましたけどね。 

 

委員   ぶち当たって自分はおかしいのじゃないだろうかって思うときも。 

 

会長   これは１つ入れましょうか。入れてもらいましょうか。 

 

各委員   はい、お願いします。 

 

会長  はい。その次に行っていいですか。パワーハラスメントです。 

 

委員   これは全部丸になるけどいいだろうか。パワハラ。ずっと読んだら全部パワハラだ。

３ページ以降がどれだけある。 

 

副会長  いや、そりゃ仕方がないじゃないか。 

 

委員   いや、だけど思わないという人ももっといるとは思う。こんなのは当たり前ってこ

とで。 

 

委員   例を挙げりゃなんぼでもある。 

 

委員   説明を見たら皆当たっている、これは。 

 

副会長  だから止めましょう。 

 

委員   誰も具体的な意味で。 

 

会長  ここは特にないわ。はい、ありますか。パワーハランスメントのことですが。 

 

委員   どのようなことが描かれて。 

 

委員   要らないですね。 

会長   では、取りますね。もう一息。頑張りましょう。 

 

各委員    はい。 

 

委員   ちょっといいでしょうか。16 非正規雇用等による生活困難者の人権問題について

確かに人権問題の１つの項としてはこういう項があるのですけれど、もう初めからホ
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ームレスの人権問題についてにしたらどうですか。この度は、というのがカッコして

いると分かりにくいので。逆に言うと、非正規雇用等による生活困難者がイコールホ

ームレスではないわけだから。 

 

各委員    そうですね。 

 

委員   それでホームレスの人のことを聞きたいわけでしょう、ここは。 

 

各委員    そうですね。 

 

委員  そしたら、もうホームレスの人権について、これホームレスになるか、ホームレス

の人たちの人権について。ちょっと言葉も決めてください。 

 

会長   最初のところでそれぞれの項目について聞いていますよね。そこは非正規雇用等に

よる生活困難者の人権問題っていうことで、そこの問の 24 についてはホームレスと

いうことでそれは構いませんか。 

 

委員  だから例えばカッコをとって、設問のカッコをとって、初めの、例えば非正規雇用

等による生活困難者の人権問題についてということにして。 

 

会長   その中にも問 24 で。 

 

委員   それで問 24、それで、ただしこの度はホームレスだけが、生活困窮者ではないけ

れど実際の今回の説論ではこのことを聞いてみましたという説明がいるのかどうな

のかというところも出てくるのだけど、どうしましょう。 

委員     最初では、ホームレスという言葉を使っていません。その意味ではホームレスと限

定していない。 

 

委員      そのカッコを取るのはいいのだけど、設問ではホームレスの問題しか聞いていない。 

 

会長     今回は、生活困難者の中でホームレスについて聞きますとかいういい方はどうでしょ

うか。 

 

各委員   はい。 

 

委員     前に質問しましたが、ホームレスに対する施策がないと思いますが、それ自体がない

ことが問題と思います。 
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委員    先回の回答はどうでしたか。鳥取市にはホームレスの方がいない？ 

 

事務局  市内にホームレスの方は少ないということでした。 

 

委員     確か、３人くらいと思います。施策としては、交通費を支給しその方に帰ってもらう

ような制度があると説明がありました。基本方針では、啓発に力を入れていく問うこ

とでした。設問に生活を継続していくことが難しいことと、相談・支援体制が十分で

ないことを設問に入れるべきでないかと思います。 

 

会長     生活を継続していくことが難しいこと、相談や支援体制が十分でないことの２つを入

れるということでいいでしょうか。 

 

各委員   はい。 

 

委員     設問を１つ増やしていただきたい。人権の視点に基づいた事業を促す教育や教材の不

十分さをお願いしたい。ひとつの設問ではないかと思う。 

 

委員     ここだけ言葉がかたいですね。整備の不備とか。 

 

副会長    なるほど。 

 

会長     いいですか。１１問目があるということですね。災害時における人権問題をいきまし

ょう。 

 

委員     これは 1番と関連することですが、災害弱者といわれる人たちが、誰に相談したらい

いか、誰を頼ったらいいかわからないということなのです。例えば、○○地区毎に防

災マニュアルを作りなさいとか、災害弱者、社会的弱者がどこにいるかとか、把握し

なさいと色々ありますが、実際に出来ているところがあまりない状況です。そうすれ

ば誰が誰をたすけるのかという、誰に相談したらいいか分からないでしょう。 

 

副会長   災害時、災害後が大変でしょうね。 

 

会長    どういう配慮が、分からないことについて文章を変えていく必要があるかもしれない

ですね。 

 

委員      設問で聞きたかった意味がとおるような文章に変えてもらっていいのではないでし
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ょうか。 

 

会長    では、ここは事務局にお願いします。 

      あとは、啓発活動について。 

 

委員     問２８について、あなたは今までとあるが、今までのくくりが大きすぎると思います。

例えば、過去５年間とか。 

 

委員    意識調査では平成７年、平成１７年はどうでしたか。 

 

委員    先回調査以降のことをきいてみてはどうでしょうか。ここ１０年のことを聞いてみた

ら。 

 

会長    平成２６年度の調査は見送り、平成２７年度調査なので、１０年度を問うことでどう

でしょうか。県の調査が平成２６年度と聞いています。 

 

委員    意識調査について、先回までの議論は、調査のメリット・デメリットもあって意識調

査の対象者が増えたら市のことがよりわかるとか、その経費を他の実態把握に使った

方がいいのではという意見と両論あったように思いますがどうですか。 

 

事務局   意識調査を先送りするかどうはまで決めていません。が、県と同時期に行うことは

調査票を記入する方はどうかと考えています。 

 

委員     市は、決定しているのではないのですか。 

 

委員     どちらにしろ、平成１７年以降で聞く方向はどうでしょうか。 

 

会長     平成１７年以降で聞くということにしましょう。 

 

委員     上の問で聞けたら同じにするのです。 

 

会長     最近５年間に直すということですね。 

      では、問２９については、次期の協議会にお任せしましょう。 

      本日は長い時間にわたり協議いただきありがとうございました。 

      みなさん２年間、本当にありがとございました。 

 

事務局   ２年間 ありがとうございました。人権施策基本方針の改訂協議、意識調査の検討
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とお世話になりました。これもひとえに委員皆様のご尽力のたまものと考えておりま

す。本当にありがとうございました。 

 

会長      それでは、これで終わります。ありがとうございました。 

 

各委員   拍手 


