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平成２５年度第３回 鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会 会議録 

 

１．日 時  平成２５年１０月３日（木） 午後１時３０分～午後３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、 

徳本秀雄委員、森田孝明委員、山本誠代委員、吉田裕治委員 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、藤田和子委員、 

松井満洲男委員 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 

 (公益社団法人)鳥取県人権文化センター 次長  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  お忙しいところお集まりいただきました。ありがとうございます。今日は 25 年度

の第３回目ということになります。前回もとっても慎重審議していただきまして、た

くさんの意見をいただきました。それを受けましてまた事務局さんの方から新たにお

手元の方に出させていただいているという状況です。今日はまたそれについて皆さん

と協議していきたいと思いますが、私たちの任期が 11 月 11 日までということで、今

回と、あと、何とかあと１回ですかね、というようなところでギリギリまできており

ますが、何とかいいものを作って、それで、意識調査の方を実施していただきたいと

思っておりますので、今日もご協力の方よろしくお願いしたいと思います。それでは

本日の出席確認を事務局お願いいたします。 

 

事務局  はい。欠席連絡を５名の委員からいただいております。過半数の８名出席ですので

会議としては成立いたします。 

 

会長  はい、ありがとうございます。資料の説明をお願いします。 

 

事務局  はい、今日新たに資料１として今までの議論、２回の議論と委員からいただいた意
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見を基に改めて提出させていただきました。大きな内容の変更点としては、人権施策

基本方針のさまざまな人権問題についての項目に沿ったかたちで２問ないしは１問

ということで 16 の課題について網羅させていただきました。 

問の番号としては枝番がなければ 35 ですけど、枝番を全部加えると 55 というこ

とでボリュームが多くなるということで進めます。 

説明としては以上で、皆さんにもう１回議論いただいて、その議論を受けた上で

事務局としてこういうかたち、ボリュームは別として、改めて提出させていただいた

ところでございます。議論としては、先回までの議論は９ページの問の 10 の３まで

は済んでいるところです。 

 

会長  はい、ありがとうございました。事務局から説明を受けましたが、９ページまでは

一応議論が済んでいるということで説明今いただきましたが、今日これ初めて見られ

るかたがほとんどと言うか、全員がそうなので、まだ読み込みができてない状態だと

思いますが、それではこの中でご意見の方をいただきたいと思います。 

 

事務局  これを改めて作るときに参考にしたのが、鳥取県の 23 年、米子市が 24 年、京都市、

姫路市です。設問数でいくと鳥取県が 23 年で 34 問、米子市が 33 問、京都市が 17

年で 27 問、姫路市が 26 問です。それから、鳥取県が来年に向けて人権問題に関する

意識調査の準備をされています。県の協議会と小委員会で検討されていて、そのボリ

ュームはまだ途中経過ですが、34 問程度のようです。 

 

委員  県の調査は来年度のいつ頃になるのですか。市の調査も来年度ですよね。 

 

事務局    そうです。県と市がだぶります。 

 

委員  年度で言うと。 

 

事務局  県の意識調査に次長さんが関係されていますので次長さんお願いします。 

 

次長  資料を持ってくればよかったなと今思いながら、はい、読みました。 

 

事務局  来年施行されるよう準備されているようです。 

 

次長  はい。 

 

事務局  県の協議会の委員が小委員会を組織され、次長さんも参加されて、来年度調査され

ると聞いています。 
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次長  今年度中に調査内容は決まります。先週、第２回の検討委員会をしたところで、一

応当初の計画上はあと１回、３回程度ということでしたが、必要に応じてさらに回数

を増やしましょうという合意はなされています。それで、今事務局の方が具体的なそ

の質問用紙の近いかたちのものを提示しておられまして、第２回の中ではその中の調

整や具体的なその選択肢がこれでいいのかどうかというようなことを１つ１つ精査

しながら見てきたというようなところです。それで、次回はその精査したものをもう

１度見るというような具合です。順調にいけばもうあと１回で終わってしまうかもし

れません。それで、中身については若干これまでのものとは変わるようです。それで、

検討委員会の中では定点観測的なものというよりは、ある程度いかないとあきらめる

ところも作りながら分析に入り、質問項目を作りましょうというのが全体的なものと

いうことです。 

 

事務局  県の協議会が６月５日に開催され、そのときの資料では、意識調査は、26 年度に

調査対象者の抽出を各市町村に住民基本台帳からお願いし、７月から８月の調査表の

発送とありました。 

 

委員  県と市の調査が同じ時期になるということですね。ほぼ、同じような時期になり、

１ヶ月ぐらいの違いのようですね。 

 

事務局  県の意識調査は、35 問と言っておりましたけども、次長さんが言われたように検

討しておられて、35～45 の設問、それで、対象者は県内在住で 20 歳以上、県内 3,000

人以上のようです。 

 

次長  20 歳以上というのは、変えようという意見があります。高校生も含めようかとい

う話をしています。ついては鳥取市と同じ対象者、年齢的には、ということになるか

もしれません。 

 

事務局  調査の結果を受けて県の基本方針の３次改訂に反映させる意向があります。県の調

査と市の調査が、同じ方に発送される可能性があります。県の調査の対象者の抽出も

ランダムですから、同一の方に調査表が行くというのは確率的には少ないかもしれま

せん。全県の人口按分で市町村割り当てされると思われますので、調査表の約３分の

１は鳥取市の方に発送されると思われます。 

 

委員  県の設問は、市の設問と重なりますか。 

 

次長  はい。人権全般に関する意識であるとか、差別や人権侵害の経験等について聞いて

いるものが、最初にきまして、それで、その後に部落差別の問題についての設問が若
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干あると、それで、その他のさまざまな人権問題については基本的には２問ずつ押え

ています。それで、２問ずつのうちの１問が現状にあっている認識を問うているので、

それで、このような問題が、人権、何々これ、これのテーマの人権問題で、こういう

ことが問題だと思うことを選んでください。というようなやり方で選択肢があります。

それで、この中からこういうことがあるな、確かにこういう問題があるというものを

選んでいただくようになっていまして、そのような問題を解決するためにどうする必

要があるかというのを問うていくというようなかたちで、それで、そういうパターン

でいくつかの県が問題、人権課題としては出ているものがあると。それで、おそらく

この間の検討委員会でいうと、最後に、押しなべて鳥取県内では人権問題というのは

どの程度あると思うかというように、総合ジャッジにあたるような設問をお受けしま

しょうか、そういう話が出ていました。 

 

会長  設問は似たような数字ですけれども、うちは例えば９の１とか、９の２とかという

ふうな枝分かれがして、だいたい 55 問って言われましたか。 

 

事務局  はい。本日の調査表案だと 55 問です。 

 

委員  もう１点、質問いいですか。県のことは分かりました。市が男女共同参画に関する

意識調査をやると。 

 

事務局  はい。 

 

委員  市も多分何年かに１回やってくるというふうに聞いておりますが、それはいつの予

定ですか。 

 

事務局  同じ時期になる可能性があります。男女共同参画の調査は５年に１回です。 

 

委員  ５年に１回。 

 

会長  そうは言ってもしないわけにはならないわけですから、どちらが早いとか遅いとか

と言いながら、同じようなと言いながら市として 5,000 人をとりあえず通じて調査を

するということは変わらないということで。 

 

事務局  今、予算要求の段階で、結論としては確定していませんが、担当課としては調査す

るつもりで向かっております。 

委員  私が気にかかっているのは、時期が同じで１人の人が３つということはないかもし

れませんが、あたった場合はちょっと。何で同じ調査ばっかりやるの、というこうい
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う感情が起きてくるというこれが１つと、もう１つは似たようなものがあればそれを

活用すれば、予算上は省くことができて、そのほかの調査をすればいいということが

ある。予算の有効活用という観点に関してみれば行政的にどうなるかというのが私は

とても気になって、予算を使うのだったら他の調査をきちんともっとやられた方がい

いというような、こういう気もするものですから、県が調査をしても市とか各市町村

にはデータくるわけでしょう。きますよね。データはもらえるはずですよね。 

 

事務局  多分もらえると思います。 

 

委員  そしたら、この辺でかなりダブりが出てくるという状況もあります。どうなのでし

ょうか。というようなことがとっても気になっております。とりあえずそれはまた今

後のことで考えるにして、今日はとりあえず項目を見てくださいということで言えば、

項目をとりあえず検討するという方向で進むしかないと思います。 

 

委員  これも同じような意見ですけども、600 万円でしたか、少額ではないですよね。そ

れから、例の条例のときの２、３ヶ所同推協のスタッフのかた、特別に訪ねて回った

のですね、以前の条例を読んでおられるというかた、ほとんどおられなかったのです。

その委員のかた、同席した推進委員のかた、４、５人おられますよね、各小学校校区。

私のところは別格かも。むしろ今のような話を聞いて思いつきなのですけども、せっ

かく新しく決めたやつをなるべく皆さんに知っていただくという方に使えるなら使

っていただいて、それをして、いくらかそれを実践、普通の行政と違いますからそう

目に見えて飛躍的にどうだとかではないかもしれませんが、例えば知っておられます

かというような項目であって、今度は、結構やりやすいと思うのです。ある程度一定

時間をおいても。その間に市報にずっと出ておりますけども、それ以外にももっとど

んどんＰＲ活動を深めていって、市民の皆さんへもっと知っていただくと。そういう

ことがあって、県もそのようですけども、同じように次の推進にプラスになるような

調査なりをしますと。今日の先程の件と一緒ですけども、今日の審議はいいと思いま

すが、こういうことがちょっと従来の取組みにも欠けたというか、弱かったじゃない

かと、世話をやっている人がほとんど読んでおられないと、どっちかというとお聞き

すると、上からいただいた指示のもとに活動を重ねているという関係。スタッフのか

た個人、個人、では、あんたはどうだというとそんな考えはないなんて、言われた通

りにやって動いとったということのようですから、そいつはまずいじゃあないかと思

いますけども。 

 

委員  私はどんな調査に、先程から言いましたけど、今日の方法もこういうのが本来のあ

れですからこれは見ん、むしろね、意識調査を県がやるのであれば、そのお金を使っ

て別途その市が考えているお金を使って市の施策に対して知っている、知っていない、
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活用している、活用してないというような、まさに市の人権に係わる各部門の施策に

ついての、それは調査というのは、１つは啓発という側面もありますので、どっちか

と言えば市の施策をよりアピールしたり、充実をさせるというこういう調査も１つあ

ってもいいのではないかなという、そんな気もしましたものですから、本当に重なっ

た調査をするということがいいのかどうかということを検討をするということも大

事ではないかなと思ったもので、意見ということです。今日の議論ではないので、す

いません。 

 

会長  今、委員と委員が言われたことというのは、この意識調査をする、しないの以前の

話というか。県がされるのであれば、そんなことダブってする必要はないのじゃあな

いかということを言われると、多分それがはっきりしないと、この項目を検討をする

ところに行ってはいけないのかなと思ったりするのですけども、どうでしょう。他の

皆さんご意見があればご発言願いたいのですけど。 

 

委員  確かに、同じ年度に鳥取県も行い、鳥取市も行い、しかも設問がかなり似たような

ものになっているということを考えると、例えば鳥取県の人口といったら、その鳥取

市は３分の１近いような人口ですので、意識調査も鳥取市の人数は随分多く割り当て

て調べをされるということになれば、同じようなものが同じような時期に行われて、

しかもその鳥取県の意識調査、鳥取市の意識調査を分析される人も、もしかしたらす

るメンバーがかなり被っているのでしょうかと思ったりすると、その辺はどうなので

すか。そんなふうに考えると確かに予算も同じような事業に、県とは違うにしても重

なって使うのはもったいないかも。鳥取市は年度をずらして行うのかとか、あるいは

さっき委員さんから出されたように設問そのものを、違う角度から考えて、ちょっと

視点を変えて行うのがいいのか、迷うところです。急に言われてもどうやって考えよ

うかなと思いますが、確かにもったいない予算の使い方、感じますね。 

 

会長  でも、ダブって調査、依頼されたかたは何で同じのを２つもするのだ、県がするの

なら一緒でいいじゃあないと思われるかたが多分おられるのだろうなと思うのです

が、その辺は事務局はどういう思いをもっておられますか。同じ年度でここ１カ月ぐ

らいしか変わらないですよね、それでもするなら。 

 

事務局  頻度と言ったら県の方が頻繁にされます。市は 10 年に１回です。 

 

会長  県も前倒しですか。市が前倒しをして重なったということですか。 

 

事務局  そうです。鳥取市が 1年前倒ししています。 
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委員  前倒しをして重なったということですか。でも、県も６年に１回ですよね。という

ことは前倒ししていません。 

 

事務局  県も１年、先回が県は 23 年に調査して 26 年に３年に 1 回、その前が 17 年にされ

ています。 

 

委員  ６年に多分１回だったと思うのですが。直接ね。その関係ですね。 

 

事務局  多少は前倒しされています。３年、５年になる。６年に 1回とか。 

 

委員  県は６年に１回やられていたと思います。 

 

事務局  28 年度で完成というのを考えています。27 年度に着手して 28 年度で完成したい。 

 

委員  アンケートをお願いするのは当然無作為でしょう。 

 

事務局  はい。 

 

委員  それをダブらんようにする方法があればいいでしょうけど。極力、だから多くの方意見

を聞いた方が、よけいに性格が今度は出てくると思います。 

 

委員   たぶんやり方はそれぞれあるでしょうけど、私は本当に何か同じような調査だったら２

度は止めた方がいいと思うのです。それだったら、例えば私が言った施策をよりアピ

ールする意味での調査のやり方もあるし、もう１つは、例えば国が障がい者差別を禁

ずるような、そういう法律を出しました。そういう中身自身をきちんと訴えていきな

がら、例えばそういうことを見聞きしたことがあるとか、実はどんなことが差別なの

か、人権侵害にあたるのかというのが、結構分かっていなくてあやふやなままなので、

結構推移しているという状況があると思うのです。そしたら、困ったことであるとか、

こういうことってあれって思ったというような、こういう出来事があればお書きくだ

さいというようなかたちで、実際のこと、出来事を調べていって、実は差別や人権侵

害にあたっているのだというような、こういったことを調べる方がより鳥取市として

は県が意識調査をやったので、その意識調査にある具体的な事例というのを鳥取市と

しては探ってみましたというような両方活用できるような何かそういったものがな

いかと。 

 

委員  私もその関連で、本人通知制度というのがあります。 
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委員  私もこれを言おうと思っていた。 

 

委員   これは、調査というのは啓発になると言われますけど、これはまさにそれで、知らな

いかたは多分たくさんおられるのですけど、そのあたりも聞いてみたいと思うので

す。 

 

事務局  そのニュアンスはこれでいくと個人のプライバシーに多少入るのですけど、本人通

知制度までは書いてないけど、設問の中で多少書いています。 

 

委員  そんなにこのことを聞いて何が分るのかと。 

 

委員  でも、似たような調査をするというのが本当だとしたら、この調査は何のためにあ

るのかとか、いかに有効な設問を置いて、それをこれからの市行政とか、啓発に役立

てようというのだったら、そもそも論は必要かもしれないかなと思います。鳥取市が

今行っている施策について、知っているかとか、それに対してどう思うかとか、何が

不満足かとか、何が欲しいかというような聞き方をしていくというのも意識調査と言

えば意識調査になる。認知度調査みたいになってしまうだろうか。でも、そうしたら

よりこう実態を知るというところに行くから、これからの施策とか、どうやって行く

のかとか、役に立つ情報かも知れないと思います。 

 

事務局  具体的に設問を考えていくときに、難しいと思われます。 

 

会長   任期がありますからね。 

 

委員  でも、何時も話題になるのが、実態についての調査も必要だし、それから意識につ

いての調査も必要というのが何時も出てくる議論だから、そういうのを、ただどう思

いますかというだけでなくて、何について具体的なものについて知っているか、いな

いかとか、そういう書き方を入れるのも必要です。 

 

委員  話しの途中で申し訳ありません。今日のこの資料自身は、もう１回元に戻すと、事

務局として、先回ここで出た意見と合わせてさっきいった米子市であるとか、鳥取県

が調査をしようとしている項目のことであるとか、それらを含めてこの中に網羅をし

ますと、鳥取市なりのものということで 16 課題に合わせて網羅しましたというのが

今回の調査項目ということですね。協議会に提示されたのもは。 

 

事務局  そうです。これを、この方針をより進めていく上で何が足りないのかとか、それか

ら認識度というか、そこを考えて、これに関与して作りました。 
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会長  まず、県とほぼ同じとは言いませんが、似たような調査を同年度でするのを、す

るのであれば鳥取市としてどうしたらいいのかというところをまず決めないと、こ

の今回いただいた資料について検討するまでの話かなと思うのですが。 

 

副会長    だいたい２回目、３回目ですね、始めておりますからね、途中で多分思うように

やっぱりいかんでしょうけども、止めましょうというようなことを、何のために１

回目、２回目をしたかということになります。今回は今回でやって、次からは根本

的に変えるとか、いや、ゼロから議論して次回からどうするかということからして

新しいのをやるか、こういう状態でいくのがというのを次回からやったらどうです

か。途中からこれやっている、今からならやめましょうといかんでしょう。 

 

委員  話を聞いていて、基本方針を作ったときには、あれを皆でそういう調査をしようと。

あれはもちろん県がやっているのも分かっとっての話だし、だから、中身の問題につ

いて前回まで、従来の定点観測的な項目だけではどうも今回の新しい基本方針を作っ

たのと、ちょっと祖語するということから新しい項目を入れようというようなことに

なっていた。流れを見ると。一緒だから、その年に合うからということだけで、やめ

ようとか、というようなことはおかしいと思うのです。でも、一緒になることは、あ

りうる話です、これは。 

 

委員  だけど、同じ調査をしますか。同じ時期にするというのは、予算の無駄遣いだと思

います。 

 

委員  予算のことはどうかな。そういうことになるかな。市は、市として、その基本方針

に沿って実態把握したり、調査をしようということを言ったわけです。 

 

委員  だから、違う実態調査をしたらいいのじゃないですかと提案しているのです。 

 

委員  だったら、最初からな、今まで、積み重ねた議論というのは何だっただということ

だ。 

 

委員  いや、ずれているとは思ってないのですけど。 

 

委員  県との項目は同じこと。 

 

委員  先回、意識調査の議論をしたときには、県の動向を含めての情報がなかった時点で、

この話を詰めてきたわけです。だけど、県も似たような調査をするということであれ

ばそれは市民も調査に加わるということであり、市民の意識も反映をされたものは市
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にデータとして還元をされると、こういうことだと思っているのです。となれば、私

たちが調べたかったことというのは、そのデータで出てきはしませんかということで

す。それで、私は、出てくるという前提で話をしているから、それは違うということ

であればこれをする必要があるというふうに思います。ただ、前提がそうであれば、

実態把握というのは何も意識調査ばかりではありませんから、違う調査をその予算を

振り分けたらどうだろうというのが私の意見なのです。 

 

委員  対象になるその人の数だけどな、市が考えているのと、その県から想定されるな、

その３分の１の人数等でその辺はどうなるのですか。 

 

事務局  密度としては、市の方が多いです。5,000。それで、回収率が今まで 60％ぐらいで

きていますから 3,000 人ぐらいは集まると。それで、県は 3,000 人のうち市の人口按

分にすれば 1,000 人位、県の方の回収率と同じぐらいですから 1,000 人からだいたい

600 人ぐらい。それで、市は 15 才以上、今後、高校生対象にしますけども、各地域

はありません。県は鳥取市の括り、より地域別であるとか、年代別のお子さんとか、

いうので行けば市の方が多いです。それで、ただ統計上サンプリングですれば、傾向

を掴むためには 5,000 人が対象ですけど、3,000 人ぐらいで可能です。統計上の話も

ありますけども、それで、１年前倒しするのも、市の統計分に反映したい。さらに

10 年前の調査との関係というか、観測も特に同和問題とか、あたりは同じ設問とか、

表現は変わりますけど、ありますからその点は図れるのかなと思います。それで、今

回は意識だけは今まさにこれを作って、今後、また 10 年後にするときにこれがどう

いうかたちになるか分かりませんけども、そのときの課題として、今回その調査を入

れなかった。それで、今、事務局の正式ではないのですけども、個人的意見というこ

とで、例えば県の調査の報告が上がってくるのは時期はずれるかもしれませんが、例

えば１年前倒しを市が１年ずらしてやるとか、そういう方法もあるのかと思ったりし

ます。 

 

委員  それをより詳細に聞くとか、出た課題を。 

 

事務局  県の調査が出たら、改めてこれはより大体的にこれを大切にしながら、例えばおい

といてやるとか、そういう流れでもいいのかなと。確かに、同時期に市民、県民から

見たときに予算もというのは、自治体としては別ですからそれはそれでという考え方

もありますけども、広く考えれば、そういうことではなくて１年ずらしてということ

も、県よりは、市の方が分析する上ではデータとしては濃いと思います。 

 

委員  密度が濃いと、なお、その校区まで。 
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事務局  はい。 

 

委員  鳥取市の場合は実施するわけだから、より僕は何というかな、実態をある面で知る

上では県のところはそこまでしないでしょうから、校区までは。だから、本当にせっ

かく作ったこの施策を活かすためにも、これからしていくためにもどこで同時にやる

か、やらんかはおいといても、必要なことだと思う。 

 

会長  でも、こう、今まで出た意見を聞いていれば、この調査そのものが必要でないとい

う意見はどなたもおっしゃっていないので、少し内容がどうなのかとか、あるいはそ

の同時期に行うのがいいのか、悪いのかみたいな議論に今はなっているから、調査が

必要なということについては皆必要だという認識ですから、内容を少し考えていくと

いうような方法で議論するというのもいいかなと私は思います。 

どうですか。今、このかたちになっているものをそのまま活かしていくことが一番

いいことなのか、あるいは、こう設問について少し精査というか、より詳しく見てい

って、より具体的な設問を残していって県でされているようなものを、県の方に重点

を置くようなかたちにして、こちらでは軽くいくというようなやり方もあってもいい

かな、例えば今見ていたのですけど、例えば 19 ページの問 33－３は、絶対鳥取市で

ないといけない設問ですよね。県ではこういうタイプのものは入っていないと思われ

ますので、こういうものを中心に考えていくとか、次の 20 ページでいくと問 34 の２

－２なんか、最近５年間の参加した回数とか、こういうものはいくつかのこの近辺の

ものをこう３つあるものを２つにするとか、そういうふうにしていけたら、ずっとお

っしゃっている同じ設問を 10 年前と今とどう違うのかというところに焦点を合わせ

るのだったら、無理だと思うのですけど、今々の鳥取市はどうなのだろうとか、皆何

考えているのだと、何を欲しがっているというのを知るためには 10 年前と同じ質問

をするということにこだわらなくても、むしろこだわらない方がより有効な調査にな

るかなと思ったりもするのですが。だからこの今出ているこのかたちそのものにあま

りこだわらなくて、もっとゆっくり議論していってもいいかなと思います。 

 

委員  そこは別にした場合に、県の結果を活用させてもらう。市の項目から外した場合に

そういう密度の薄いそのものを、なんかつぎはぎしたような格好で委員が活かしてい

くという具体化になってそういうことになるのですか。 

 

委員  やや個人的すぎるかも分かりませんが、私は同じ設問をずっと 10 年間、20 年間し

ていって、ときの経緯を見ながら鳥取市の様子が変わってきたとかというのも大事か

もしれないのですけども、あまりそれに、調査をすること自体にこだわらなくてもい

いのではないかと私は個人的な意見ですが思っています。それよりは今々の実態と課

題等をもう浮かび上がらせるということの方が、私が鳥取に住んでいてよかったと思
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えるような結果につながる調査は、むしろ今々の状況を把握するとか、その中から課

題をはっきりさせるとか、それからより皆が欲しがっている明日の政策、市民の意識、

自分たちの実行計画もそうでしょうけど、そういうものに結びつくかなと思うのです

けど、行政とは全然違う考え方になると思いますが。 

 

委員  同じ調査にこだわるのではなく、削除した部分も結構ある。その方がええと思うの

だけど。案外考え方の違いかもしらないけれど。 

 

委員  ２人の話しがよく分からなくなってきたのですが、調査自身で確か森田さん言われ

るように密度が濃いと思います、鳥取市の方が。だからより密度が濃いということは

木下副会長も言われたように、よりたくさんの人の実態把握を意識の実態というもの

が反映されると、こういう調査であろうと。１つは、それは同じ時期できないのかど

うなのかという問題も考えないといけないと思うのです。先程出たように、例えば今

の時点で私たちがこれは検討はするにしてでも、行政としては本当に鳥取市の課題や

より施策に反映させる意味で言うと、例えば県の調査受けて次の年によりもう少し細

かい調査を密度の高い調査をやるという手法も行政がメリット、デメリット、同時並

行でやるメリット、デメリット、または少し違えてやるメリット、デメリット踏まえ

てそれはまた次の協議会の委員の方がより議論をされながら検討されるのだと思い

ますが、今日の協議会の中で思いは一緒なのです。実態把握はしたいし、やらないと

いけないという思いは一緒なので、より鳥取市にとって有効的な調査のやり方という

ものを検討してほしいと、こういう意見で今喧々諤々としていると、こういう状況だ

と思います。それで、元に返ると多々あるかもしれませんが、先程から出ているよう

に、とりあえず項目全体は１回見て、次の協議会委員にお渡しするにしろしないにし

ろ、こんな今の状況の中でとりあえずこの設問は作ったということをお渡しをすると

いうのが、私たちの役目ではないかと思いますので、設問に入ってはどうでしょうか、

議論は尽きないと思いますので。 

 

委員  それと、もう１つ、この実態把握のアンケートといいながらも大きな、これは、啓

発になっていると思います。これは 3,000 人に聞かなくても、仮に県とダブっても、

県もやっている、市もやっているという大きなこれは啓発になると思うのです。それ

から、そのためのお金を使うのだったら惜しいことないと思います。 

 

委員  次長さんに質問です。県のやる内容をお聞きして、聞き間違いがあるかもしれない

ですが、市の方にこれは 10 年 10 年で、部落問題の経過というか、県が２回というの

がずっと繋がっている、県の方は、それはもうなくて、そうでなくて、人権一般の意

識調査として、その中の１つとしての部落問題という調査ですか。 
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次長  部落問題、同和問題に関しての意識調査ではないです。人権に関する意識調査です。 

 

委員  人権であって、その中の人権にという格好ですか。 

 

次長  はい。部落差別の問題等の中には入ってまいりますけれども、それで他の部落問題、

同和問題の項目の方が若干多いです。他の人権問題に比べると、ただ、例えばその部

落問題に関する項目があって、幹部も上司もどう示すのか、そういう精神持っていま

す。 

 

委員   市の方はそれをずっとこう繋いで来られる、行きたいというか、ぜひ、変化を見たい

という意向を整理する。 

 

事務局  今日、出させていただいたのも、先回と同和問題に対してはその関連です。あと、

他のいろんな人権のことが書いてあったというふうに聞いております。 

 

委員    ただ、大きな目玉ですね、それは、それはかなり県の方と違いますね。 

 

事務局  県の設問の仕方と市の設問の仕方は 17 年の設問を見ても、より踏み込んだところを

聞いていると思います、私が受ける感じとして。見聞きしたか、それは実態のどんな

ことでしたか、誰から聞きましたか、そのように聞いています。 

 

委員    県の方が。 

 

事務局  いや、市の方が、先回の調査をしたときに。例えば６ページの問３あたり、誰から

初めて知りましたか、どういう内容でしたかというところは、それは記述式にしてい

ます。それの方は県の方としては、県よりは聞き方として踏み込んだ聞き方をし、あ

と、今後県がどうされるのか分からないですけども、23 の県の同和問題については、

部落差別の現状についてはあなたはどのように考えていますかということで選ぶ、そ

れから見聞きしたことはありますか、ありませんか、それから結婚のことについて聞

いておりますし、それから土地差別、あるいは家の訪問とか、マンションについて、

同和地区にあるものを避けることがありますかというところの問題、１、２、３、４、

５項目、23 の内です。これが多くて、言われたように他のボリュウムと比べたら、

今までよりか大きいということです。 

 

委員    これは、ここ過去の何回かをみて、県の主なやり方に変えようという意見が多いか

ったようなことでした。問題にしていたというふうに。 
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事務局  今回は絞ってなくて 16 項目について、 

 

委員    いやいやそれは承知できない、しょっぱなからするならべつだけど。 

 

事務局  タイトルですか。 

 

委員     タイトル。これみたらとたんにそう思うではないですか。 

 

事務局  ここのところですか。 

 

委員     それから設問もかなり議論がこれからあるですから、それはこれからの話と。そ

うするとこれはそういうふうに見えますけど、違います。同和問題等ということに

なる。 

 

事務局  ボリュームからすれば多いです。それで、表現としてのここを書いています、17

年。 

 

委員  これで多少いいようになる。従来に向けた、今の問題としてはね、完全解決なんて

絶対ありえないし、今の現状もね、鳥取市、でも部落問題解決をより進めていくため

にも、一般のいろんな事業と人権のあたりについてね、皆さんに広く考えてもらう、

というようなことを解決するようにしてな、そっちから言っても従来の、どんどん差

別の現実があって、それに対して具体的な行政なり援助されてきたという頃のその調

査とですね、変わって来るべきじゃあないかと思っております。だから、ここはちょ

っとカットした方がいいのではないでしょうか。片面です。 

 

事務局  ここの。 

 

委員  先回の議論の中で委員からそういう意見が出て、事務局からは定点観測もあるから、

今の方向で行きたいと、頭はどうされるのですかと、その徳本さんが言ったときの頭

というのが、表題のことだと私は理解をしておりましたが、そのときもこれで行きた

いと思うということで、先回、同意を得て今日を迎えたというふうに私は理解をして

いるのですが、違いますか。いや、聞かなかったでしょうか。私はそういうふうに思

いました。それで、私は今日の進め方で言うと、そういう意見は意見で言ってもらっ

たらいいけれど、今までの議論で時間取りましたので、もう項目に入って、それでし

かも今回その直していただいておるところをもう１回点検するというのではなくて、

続きから行ってしまって、次回のときに総点検で先程の徳本さんの意見を踏まえて、

含めて最終議論を次回のときにすると、こういう流れで行ったらどうかというように
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提案をしたいと思います。 

 

委員  いいですね。ただ、その同じようなことをするという設定もあったから、関連して

質問を言ったところです。 

 

委員   でも、皆さん、その調査は必要だということでは共通しているだから、共通のとこ

ろで進めて行きませんか。 

 

会長  はい。やり方でありますとか、字句とかいうことはありますけれども、私達に与え

られたものというのは、調査についての内容を協議するというところから始めたいと

思いますので、それで、９ページまではこの前、皆さんと話をしたというところで、 

 

委員  ちょっと、先程の私の意見と、ちょっと逆行するところもありますが、これは今日、

議論でなくて、事務局で検討をしてもらいたいのは、例えば５ページの問の２－２で

差別があるかどうかということでさまざま上げて、６ページでまた部落差別は存在し

ていますかと２重に聞くという項目がありますので、この辺は整理をする必要がある

というふうに思いますので、整理をする必要があるということだけを提案をしてちょ

っと先に進んでください。申し訳ありません。 

 

会長  はい。その辺は事務局さんの方で検討していただけますか。 

 

事務局  説明したのは、４ページの問の２－１と問２－２、４ページ、５ページ、これ両方

を観測としては今までの聞き方は５ページの方になるのですけど、方針に沿って行く

なら４ページの方になるから、５ページを落とすならば例えば先程委員が言われた部

分の同和問題については、差別ということになると人権問題という問い方の、問２－

２は場合によってはいらないというように思います、両方提示していますけど、それ

も、今後整理させていただくようにいたします。 

 

会長  はい、それでは 10 ページからですね、見て行きたいと思いますが、１つずつとい

うことも何でして、ご意見のあるところを、どうぞ 10 ページの方からを読み含めて

いただいて、意見をいただいたらと思います。 

 

委員  ８ページの問 10 です。８ページの問 10、問 10 は８ページの一番下からが初めで

すので、これは学校での同和教育・人権教育ですか、次は学校での同和教育、人権教

育についてお伺いいたします。ごめんなさい、私の勘違い。 

 

事務局  こっちは年代が様々です。 
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委員  はい。 

 

事務局  同和教育と言った時期もあります。 

 

委員  一応きちんと上げておく必要があるということですね。 

 

事務局  そういうことで、上げております。 

 

会長  ９ページまではよろしいですね。 

 

委員  はい。 

 

委員  これ、先回と設問が違うものもありますよね。問 11。 

 

事務局  問 11 あります。 

 

委員  はい。これはこの聞き方自身は、男女共同参画に関する意識調査等に合わせていま

すか。又はそこにはないけれど、県の調査等にこういう設問であったらこれでいいじ

ゃないですか。 

 

事務局  男女共同参画は市が行います。 

 

委員  はい。 

 

事務局  そちらは、質問はまだできていない状況です。 

 

委員  はい。 

 

事務局  事務局ではこういう問題がありはしなかということで上げております。内容的には

男女共同参画の方に行くかも分かりません。結果、県も同じような聞き方になるかも

しれません。 

 

委員  この男女の固定的な役割分担というのがありますが、確かに代表されるのは、男は

仕事、女は家庭という、こういう意識なのですが、実際職場等で聞くと女はお茶汲み

をするとか、こういうのもそうですけど。だけれど何か項目がないとなかなかそこで

選びづらいと思ってくるかなと思います、難しいですよね。 

 



17 
 

事務局  例を記載するという意見です。 

 

委員  職場で言うとセクシャルハラスメントの問題と就職、採用、昇進があるではないで

すか。仕事内容が違うとか、私達が細かい調査をしたときには、会議にさえ入れても

らえてないとか、さまざまな実態が出てきていましたから、必ず朝のお茶を出して、

お客様が来たらお茶出しをするというのが女性の役割になっているとか。その辺の表

記がこれで分かれば別にいいですけど、何かどこまで踏み込んだら、どういうふうに

したらいいかなと思います。この辺は男女共同参画室に同じ課内ですから意志疎通を

していただいて。 

 

事務局  調整してみます。 

 

委員  うまく入るかどうかということで聞いてもらえたらありがたいです。 

 

事務局  多分向うの方は、同意はしますと思います。向うの調査で。 

 

委員  これはここだったらもうこの程度ということで。 

 

事務局  ということだなと思っておりますけど。 

 

委員  もうだいたい必要なものは上げられているのはないかなと感じますが。１の男は仕

事、女は家庭と確かにこういうふうに明記しない方がむしろいいかも知れない。とい

うのが、仕事と家庭という種類のものもありますけど、仕事の中で、例えばこんな支

援的なものは女、建設、計画設定には男みたいな割振りもありますから。限定しない

方がいいと私は思って。この例示が、これ、啓発の逆のものにもなるかもしれません。 

 

事務局  注釈でたぶん男女の固定的な役割分担ということが分からないかたがおられると

思ってです。 

 

委員  そうです、どっかに注釈に書かないといけないと思います。 

 

事務局  注釈書が必要と思いまして。 

 

委員   その中に例示を入れる。 

 

事務局  例示ですか。 
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委員  確かに、分野ごとの役割分担というのもまだまだ大きいと思います。例えば、この

委員会とか審議会をみましても、分野ごとに、男女の比率がかなり違うのではないか

なと思います。専門的な男性が多いところなども随分あるのではないでしょうか。 

福祉分野、防災だと男性が多いとか、医療だと男性、看護になると女性とか、役割分

担って結構あるかなと思いますので。どうぞ、男女共同参画室に言われるようにされ

るといいのではないでしょうか。 

 

会長  他はどうですか。 

 

委員  この丸はいくつでもっていうのは、先の問いでは全部丸をいくつもと、一緒にして

あるのですね。 

 

事務局  丸は幾つも。18 の災害時におけるというところまでは一緒です。 

 

委員  これはより丸が大きいものを見るということなのですね。 

 

事務局  大きいというか、多いです。 

 

委員  多いことに皆さんがどういうことを啓発を求めているかという。 

 

事務局  数で計算していくという考え方です。 

 

委員  そういう感じですね。 

 

委員  問 12 は、誰が何をするかっていうのでいうと、誰がも、バラバラだし、何をも、

バラバラなのですが、これでいいと思います。市が何をするというところにあまり結

びつかない設問ですね。 

 

事務局  例えば、主体が企業の採用や昇進などにおいて、男女の扱いを平等にするというの

は、市が企業に啓発して、それに対して啓発の働きかけをするという意味合いです。 

 

委員  働きかけをするという。はい。そのように考えることにいたします。そうですね、

相談業務を充実させるっていうのは、市が主体になって行いますというところにつな

がるというふうに考えたらいいわけですね。 

 

事務局  はい。 
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委員   さっきの役割分担だけど、仕事に対して家庭っていう、もっと具体的にないかな。 

 

事務局  男は仕事、女は育児とかということですか。 

 

委員   仕事っていうのも、家事の仕事ですね。 

 

事務局  そうですね。 

 

委員   仕事っていう言い方がどうも。それから家庭っていう言い方も、何かもうちょっと

具体的に、男は外で働くので、当然女性は育児とか、子育てとか。 

 

委員  その括弧の中は、このあたり入れない。 

 

委員   いや、それだったら。 

 

委員  注釈をどこかにつけられたらいかがですか。 

 

委員   その場合でも、仕事と家庭と比べ方がな。 

 

事務局  これ２番です、男は仕事、女は育児。 

 

委員  たぶん男女協働参画の意識調査の中には、文章で入っているのですよ。こういう短

くしたら誤解を招くところがあったり、分からないところがあるから、ちゃんともう

少し、もう１回読んでもらってこういう言葉が妥当だと思ったらその言葉を入れても

らうと。 

 

委員   実は、昨夜の小地区懇談会で、このが出たもですから、だから、議論をしたところ

だが。 

 

委員  なるほど。 

 

委員   子育てっていうのは、成人するまでの子育てだから、男も関わっている。という話

から、育児なら分かるけどな、育児休暇を取ったとか、そういう話があったもので、

ちょっと気になります。 

 

委員  福祉も今、イクメンを求めてつけられたのですよ、その言い方関係も、個人的には。 
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委員   だから、もうちょっとこう、具体的な比較の仕方がないかなと思って。 

 

事務局  取った上で注釈をつけるとか、もうちょっといい言葉がないか、これから。 

 

委員  この各種、問 12－６の各種相談業務を充実させるとあるのですが、種というのは

要りますよね。 

 

事務局  相談業務を充実。 

 

委員  相談場所である。例えば、法律であるとか、制度を知らないとか、相談場所を本当

に知らないとか。実態は、一番の相談は本来、来てほしい人がなかなか来られない状

況にあるというのが一番のネックで、ここまでどう問うたらいいか分からないから、

難しい面はあるかもしれませんけれど、法律であるとか、制度の周知や各種相談窓口

の周知、併せて業務の充実とか、ちょっと長くなるのでまた周知と相談は違う、その

あたりの周知をどう作るかという項目を起こすかというところで。 

 

事務局  項目。 

 

委員  はい、検討をお願いします。 

 

委員  窓口の周知を入れれば、十分じゃないですか。 

 

委員  私たちが考えると入ると思います。ただし、より鮮明にするというか、そういった

意味で項を起してもいいかなと思ったのです。知らない人が多いのじゃないかという。 

 

委員   問題になっておるのは５番、６番のあたりの裏うちだな。 

 

委員  セクハラとか。 

 

委員   結構法律もできておるわけだからな。 

 

委員  以外にこう表に上がりにくいというか、そういうところがあると思いますね。セク

ハラにあいましたといって、こう大きな声でしゃべる人、とても少ないと思います。

黙っている人も多いのじゃないかと思います。やはり相談窓口があることを知れば、

ここに行けばいいのだっていうことになりますし。それで、他のかたが相談を受けて

いることを知れば、職場全体でもこれは問題になることなのだって、これは犯罪行為

だとか、こういう環境の整備につながりますし、やはり相談業務というのは、私は言
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葉で出すのがいいと思います。今は企業でも、この相談窓口を作らなければいけない

というふうになっています。 

 

委員  ただ、実態はなかなか困っておる人ほど相談をしない。 

 

委員  そして相談を受ける人の認識が、今一つが場面もありはしないかと思っています。

せっかく相談に来たのに相談窓口で、あなたの方にも何か落ち度があったのじゃない

かとか言われたら、元も子もないです。 

 

委員   ただ、制度やそういうものを知らせるというかな、啓発するっていうことは意向を

起こすかな。 

 

委員  でも６で、いいと思います。 

 

委員   今、その中に含まれるのだけども、内容は。 

 

委員  １、２は。 

 

会長  先程言われたように、法律制度で周知とか、窓口の周知も入れたところでの各種相

談業務を充実というふうな文章に１文にするというようなことを先程言われたので。 

 

事務局  一緒にするか、項目を分けるかは、検討させてください。周知については必要だと

思います。 

 

会長  ここは事務局に任せてよろしいですか。 

 

委員    はい。 

 

会長  では、問の 12 まではどうでしょうか、大丈夫ですか。 

 

委員    はい。 

 

会長  はい。では、11 ページの方に行きましょう。 

 

委員  就職がないというのが、まず一番に就職や職場で不利な扱いを受けるって書いてあ

るけど、まず職場がないですね。これはどう表現するべきか、働きたくても働く場所

がないとか、ありますよね。もう１つは、住宅の入居を断られるという例も、米子で
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前、本当にこう新聞等にも出ていましたけれど、鳥取ではもう何かこういうことがあ

りはしかないかとか。自立生活を送ろうと思って住宅を探すけど、なかなか入居先が

決まらないとか、拒否されるとか、こういう事例もあったと思いますけどね。 

 

委員  必要のところの５番で。 

 

事務局  はい。 

 

委員  利用しやすいデザインにするというのは、用語の定義で言っておるな、デザインす

るということと同じに読めるかいな。そのようにデザインにするっていうこと、こう

しているんだけど。できる限り利用しやすいデザインすることを目指す。デザインに

するのでなしに。デザインするって言っておるから、用語の定義で。 

 

事務局  ここは要らないという意味ですか。 

 

委員   しやすくデザインする。に、は要らない、しやすい要らない。しやすく。 

 

委員  どんどん事務局さんに言葉を、お考えになってくださればいいんじゃないですか。 

 

委員   用語の定義と合うように整理しておいた方がいい。 

 

委員  さっき言われたそもそも仕事がないじゃないか、というので、問 14 の方には、き

ちんと仕事に就く場所や機会をというので３番目に入れてありますので、問 13 の方

にもそれも入れてもいい。 

 

会長  １問目と言うことですか。 

 

委員  不利な扱いを受けるより、最初に就職先がないというようなことも入れてもいいん

じゃないですかね、働き場所が非常に少ないとか。もうこれだけ 12 も並んでいるの

だから、１個増えてもそんなに書く人の負担にはならないじゃないですか。入れまし

ょうよ。 

 

委員   賛成ですけども、障がいのある人がようやく就職できて、それでだいたい半年ぐら

いですかね、それで繰り返してもう１回徹底的に。企業が断る一番大きな理由は、こ

ちらが、企業が期待している仕事をあなたしてくれない。これは根本的にその障がい

のある人に対する考え方は、もう完全に否定しておるわけですね。だから、今度は障

がいがあることを隠して就職する場面も出てくるし、それがばれたかと言って首にし
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ても、あなた黙っていたが、ということになっておる。そうじゃなくて、もう大きな

国の流れも、もう障がいのある人たちは、その人たち、できる仕事もですけども、障

がいのある人が職場にいることで非常に大きな、いわゆる人権に根差した面では大き

な進歩があると、その人間の問題、働くことについてですね。どこかにそういうこと、

今の職に就けれないじゃないかという話と一緒だと思いますけれども。 

大きな流れとしては、どんどんそういう法律なんかも出てきているのに、企業は

あまりこういうふうなことで、例えば、教育委員会なんか、今、鳥取市ないですよね、

確か、zero に近かったと思いますし、障がいのある人を採用するって何％あります

かね。確かにゼロに近かった、鳥取市なんかは。だから、そういう点は皆さんの経験

もある程度とって、願えれば何か、どっかに入れたいなと思っておるけど、知恵がな

いから分かりませんが。１番ですわな、就職できますかと書くなら、就職。 

 

事務局  いいですか。そこで仕送りなしですか。 

 

委員   致し方ない、具体的文言は浮かばないから。 

 

委員  私もどういう表現にしていいか分からなかったのですけれど。 

 

委員  大きな問題だな。 

 

委員  できる、できないという価値観で、障がい者を切り捨てる、否定するものの見方と

思うのですけど。 

 

委員  こういうところしか私にできないので、できれば納得がいった。 

 

委員  いつもこういうときに、この障がいある人はいつもこう何て言うか、保護してあげ

ないといけないとか、支援策を考えないといけないとかって、結構言って当たり前だ

と思ったのですけど、やはりこの人が障がいはどっちかと言うと、社会から持たされ

ているみたいな意味もあると思いますので、そういう人が自立できるようなっていう

考え方をやはり持ってもらいたいと思いますけど、でも、ちょっとそれはこの調査と

はあれですね。でも、いつも気になるのは、何をしてあげたらいいのだろうとか、こ

う虐待の防止策を徹底するとか、段差を解消するとか、何だ、いつも守られる存在で

あるって、ちょっと疑問に思うときもいつもあります。ちょっと今日の流れから離れ

ると思いますが。 

 

会長  はい。 
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委員   意見がちょっと横道に逸れるのですけど、一番最初に言っておられた設問数、今ア

ンケートで 55 問ぐらいですので、先程いろんな例を挙げられて他のところも少ない

ということで、このボリューム自体はだいたいどれくらいを目指すのですか、最終的

に。もしも、もう少しこう今まで下げるということであれば、この 10 ページ～15 ペ

ージまでが全部同じ問題の出し方で、要は、特に問題となっているのは何でしょうか、

それで次のやつが特に必要なことはどういうことかいう、そういう繰り返しでいるか

ら、それで、啓発する意味ではこういう質問の仕方の方が当然有効だとは思うのです

けども、全体のボリュームを下げることがもしあるんであれば、この２つ、例えば、

11 と 12 を１つの設問として上げる、横の 13 と 14 を１つの設問として上げるという

ような格好でやっていかないと、なかなか設問数が減っていかないんじゃないかと。

ただ啓発という意味ではこういう書き方をした方が明らかに啓発され易いだろうな

とは思います。ごめんなさい、ちょっと横に逸れて。 

 

事務局  設問数としては 30～40 くらい、というのが、答えていただける目安かなというの

は聞いております。それで、今回 55 として、今後減らすとなって考えたときに、委

員も言っておられたのですけど、19 ページの啓発活動、これ鳥取市に特化したもの

ですけどここを削除するかなと。 

これを問わないからしないというわけではありませんし。今していることの有効性

を聞くことですから、意識と実態という部分では、それで、ここで１、２、３、４、

５、６、７、８、９、10 ぐらいは削除されますから、それでもちょっと多いのです

けど、あと中身は精査していくと考えて、だいたい多くて、45 以内ぐらいか、とい

うところが皆さん答えていただける限界と、30、40。 

 

委員   40、それでも多いかなと思います。 

 

事務局  だいたい 30～40 と聞いていますけど。 

 

委員   はい、分かりました。 

 

事務局  例えば、男女共同参画室のアンケートがありますが、ここをそちらにゆずって、落

としてもらってもいいのかと思います。 

 

委員   今、障がいのあるかたを何パーセントか雇用しなきゃならんと、何かありますね。 

 

事務局  法律にあります。 

 

委員   法律にあるかいな。 
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事務局  はい。 

 

委員   それどんなものがありますか。 

 

事務局  どんなんというのは。 

 

委員  いや、今、実現しとるその法律の方だけでも。 

 

事務局  市がです。市。 

 

委員  市は作っていますか、国じゃないですか。 

 

事務局  国の法律で 2.5 とか。ちょっと何パーセントまでは。 

 

委員  そりゃまあ。 

 

事務局  従業員数のうちの何パーセントは雇いますという義務付けがあります。 

 

委員  怒られるかもしらんけど、これをきちんと実現するという、それを皆さんにしても

らえばいいので。 

 

事務局  それを質問の方に入れる。 

 

委員  照会で。というのもどうだろうな。 

 

委員  でも、入れようと思ったら 14 に入れられるんじゃないですかね。法律を守って雇

用を促進するとか、なんか。 

 

委員  仕事に就く。 

 

委員  でも１個だけ法律を入れるというのも難しいところあるんではないですかね。法律

いっぱいありますよね。 

 

委員  そうですね。あまりにも守ってないし、そのことは。 

 

委員    これ鳥取市が障がい者福祉、なんとかした条例。 
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事務局  はい、あります。 

 

委員  ５年計画とか作っておられるのですか。 

 

事務局  障がい者福祉計画、それは、スパンはありませんけど。 

 

委員  ちょっと外れる質問ですけど、この項目ごとに、例えば男女共同参画でしたら、条

例もありますし、計画もあるし、審議会も持っているとか、あるいは次の障がい者だ

と、計画があるとか、子どもについては何があるとか言うのは、高齢者についてとか、

すべてのことについて計画があるというふうに思っていいのですか。 

 

事務局  はい。 

 

委員  病気の人とか、括りはちょっと違うのですね、外国人の人権問題についてとかあり

ますか。 

 

事務局  ないです。病気や計画があるかというよりも、そういう高齢者計画とか、 

 

委員  はい。ちょっと一度、羅列した表でも、何かのときにくださいませ、その計画があ

るものについて、他に計画。 

 

事務局  課題別ですか。 

 

委員  はい。例えば、この分野では、ですから例えば、５年計画を作っていますよ、これ、

これについてみたいな、何かのときにください。はい。どうぞ、元に返ってください

ませ。 

 

事務局  障がいのところにつきましては、上の方で就職先、働き場所がないという項目を入

れて、これの５番のところのデザイン、ここの文言を整理するということと、法律的

なことを委員が言われた、目的、守る。 

 

委員  はい。進める、努めるっていうと、とてもじゃない、進めるとか、大事にするとか、

無理ですか。 

 

事務局  ちょっと検討させてください。 

 

委員  はい、検討して。 
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事務局  他との絡みが。 

 

委員  多分ご存知ない市民も多いと思いますのでね。 

 

委員  数減らすという意味から新しい分にはもうなくなっていることと、それに対する対

策というか、必要なことはどうかという、ぎりぎり待って対策するわけだけど、その

対策というのは聞かなくていい。 

 

事務局  なるほど。 

 

委員  問題が分かればこちらの対応が、考えてできるわけだし。 

 

事務局  行政的に。だから全部そっちにするということですか。 

 

委員  他と、他と合わせてな、どういうことをしたらいいかというようなことを聞かんで

も。そうしたら７つぐらい減るで。 

 

事務局  減りますか。 

 

委員  ７問程。 

 

事務局  結果を踏まえて、じゃ、こういうことが必要じゃないかということを協議会に市の

方に提示させてもらうということで、それでまた意見いただくということで。 

 

委員  どういうふうなことを皆さんが思っているかということを、まず知ることが大事じ

ゃないかな。だから、その対象、特にそのために必要なこということは。いらんじゃ

ないか。それは別の機会ですわ、提案してもらうのは結構だけどな、このアンケート

からはやめよう。 

 

事務局  その方法もあります。 

 

委員  被るというような、裏返しになります、問題の裏返し。 

 

委員  ぴったりはしてないところが困ったことです。 

 

委員  だからそういうつもりで問い方もな、ちょっと考える言い方をして。特に問題にな

っているという言い方で言っとるけどな、何か、例えば、どれだったいな、例えば個
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人のプライバシーだとか。守られてない感じ、ここに書いてある問いにして、どうい

うことでそうなったかということを問えばな、それに対してどういうことが必要でし

ょうかというのはちょっとやめような、今回。 

 

委員  だから、10 ページで言うと問の 12 も切って。 

 

委員  そうそう、そうそう。 

 

会長  今回は切って、逆にね。 

 

委員   聞き方の方、最初の方にちょっと、もうちょっと何か勘違いして、下を加味したよ

うな。 

 

委員  どういうことを皆さん感じ取るのかという、常に思っているのかということをまず

は聞いて。何したらいいでしょうかということは聞かんでもいいじゃないか。 

 

委員  対策にはあって、現状や課題のところには聞いてないようなところね。こういった

問題は現状や課題の方にもう１回復唱を設けて反映をさせる必要がある。障がい者の

問題のところに、各種相談業務もなければ議員や審議会委員など政策決定の場合の参

画というものはないんじゃない。さまざまな施策の場に当事者が参画できるようにな

っているかどうかとか、こういう課題もありますからね。だから、ある問いにはある

ことを聞き、ある問いにはあることは聞いてないという不合成も出てくるので、森田

さんが言う方にしたらいいし、併せて、じゃ、たぶん切るだけではなくてもう１回見

てもらって、ここが抜けているなと思うものは入れ込む。こういう作業が必要です。 

 

委員  対策だけ聞いといて、問題的には聞かんというのな。 

 

委員  書き方を変えれば、逆に先程言われた各種相談業務の充実でも、今は相談をする窓

口がないというふうに書けば、電話もないとそういう意味ですか。 

 

委員  そういうものもあるということだけえな。 

 

委員  そうしたら２つを１個にしたような、 

 

委員  そうそう。 

 

委員  問題となっていて何かが必要というような。 
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委員   委員が言われる、そのあと、問 23 からはずっとなっておるようにすればいいです。

半分になりますね。 

 

会長  このあたりがないから。 

 

委員  もう１つは、障がい者問題でいうと、私たちもこれから勉強しないといけない、実

際にもこれが反映できるようにしないといけないけれど、あと、合意的配慮とか、今、

差別解消法というのはそれが出されているのに、そういう言葉が反映されてない、そ

れで合意的配慮とは、何かというまた注釈がいるかも知れないけれど、でもそういう

ところを落としたらいけないところだと思うのです。そういった項目も入れておかな

いといけないと。 

 

委員  男女共同参画でもポジティブ・アクションとか。 

 

委員  だから政策決定というところに出ているわけだから、これが、その問題はあるわけ

だから、これを上に上げるのです。 

 

委員  事務局大変ですね。 

 

事務局  いい方を平等に参画していないですね。ごめんなさい。未解決です、元へ。 

 

会長  事務局に大幅変更をまたお願いする必要があります。 

 

事務局  概ねそういった方向で。 

 

会長  そうですね、どうしても設問が多いというのは答える方側からしたら大変なことだ

と思うので。 

 

委員  そのようにすれば、自ずと離す方がよろしいかも。 

 

委員  そうですね。あとここだけ。 

 

事務局  インターネットはどうしましょう、対策の方は。31 も消す。 

 

委員  31 も消す。 

 

委員  そうですね、設問数が随分減りますね。 
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委員  高齢者の問題。私、先にいっているけど。 

 

会長  時間が足りなくなりますので。 

 

委員  高齢者の問題でどう表現していいかよく分からないですけれど、昼間どこにも行く

ことができない。できないというのは交通便だけに限らず、社会参加というのか、ど

っか行って、行こうとかね、含めて、何かそういう場所がないし、そういう人もいな

いという、何かそういう、今社会の中で子ども化とかいろんな問題があるじゃないで

すか、何かそういうことっていうのも課題としてあるんじゃないかなという、そうし

たらどうやって社会の中にいろんな意向が生じていくかとか、そういうこう福祉の方

では、隣組とか、愛の輪運動とかいろいろあるのだけれど、実際機能が上手にしてな

いところもあって。そういう課題が結構あるのじゃないかなという気がします。どん

どん閉じこもったきりになってしまうという、こういう状況というのが。 

 

委員  単身世帯の人が増えている。 

 

委員  そう。 

 

委員  特に高齢の人。でも子どもは少ないですよ。 

 

会長  それでは、 

 

委員  この子どもの問題。課題は、うちの子も経験したのですけれど、学校に行けなくな

って、そしたら、学校に実際行ってない子たちには学習権の保障がされないのです。

その問題をどうするのだろう。実際、中３の本当に受験前になってから、だんだんそ

の気にはなるけれど学力がついていかない。まさに学習保障とか、先回でしたっけ、

委員がいっておられたように学校に行けないという自体そのものという。それで、あ

とは厳しい言葉をいっていましたよね。教員自身が学校不適応みたいなことをいうの

で、余計に子どもが疎外されたり、差別されるのだっていう、いじめに合うのだって

いう、こういう実態が生まれているのではないかっていっておられたけど、まさに学

校に行けない状況そのものというものが生まれているということや、学校に行けなか

ったらその子たちがどういうふうな学力保障を受けたり、学習権を取れるとかという

のもすごく課題だと思うのです。 

最近、もう１つあるのは、せめて高校は行かせると、就職とか含めて、先に関わ

るから。子どもが進学したいといっているが、奨学金借りなさいなというと、その奨

学金が返せる当てがないから、奨学金が返せるかどうかという不安があるから、だか

ら、もう進学させないという、まさに進学したい子が進学できないという家庭の事情
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による問題というのも結構生まれてきているのではないかな、こんな気もします。現

実、どれだけおられるか実態調査をしたわけではないけれど、そういうのをちょくち

ょく聞くようになりました。 

 

会長  この調査書についてはある程度の方向性が見えてきたので、また事務局さんにお願

いをしてということにはなりますが、今日のうちにどうしても言っておかないといけ

ないことがあるということがあれば、どうぞ。もうそろそろ時間にはなるので、あま

り急ぐことはできないとは思いますが。 

 

委員   体罰という言葉が使ってありますけども、 

 

委員  どこですか。 

 

委員   ５番です。子どもの、 

 

委員  はい、子ども。 

 

委員   体罰という言葉はもうあり得ない。罰というのは何か悪いことをして、その報いと

して罰をくらうという、そんな暴力というふうにだんだんとあちこちの県で統一して

いますという格好ではないのですが、特に人権にかかわる回答がちょっと多いように

思いますけども、これは聞いてみてください、教育委員会の方に。なんとなく罰とい

うのはね、体罰だけだと。それから学校関係の教育が、今の発表にもありましたよう

に学習の登校の問題とか、そういう問題。最近では学校に行かない子どもが支援学級、

学校行って進路はもう公立高校でほとんど可能と、その受け皿として西の方に学校が

できましたけども、以前の職業訓練校のようなかたちですから、高校卒資格が取れな

いんですわね。そういうかたちがもう中学校卒の段階から決まっちゃうというような

ことは、もう行政の方ではどんどん進行しているのです。受け皿として作っているの

だと。私はこういうものって本当にいいのかなという気がしてなりません。そういう

こともありますので、ここに何か、どっかに入れてほしいなというのがありましたら、

また考えてきたいと思います。 

 

会長  他にはありませんか。 

 

委員  はい。外国人の問題のところでいきますと 14 ページ、１番は言葉の問題だと思い

ます。言葉が通じない。だから、コミュニケーションが不足をしてお互いが理解でき

ないとか、摩擦ですよね、言葉による摩擦ですよね。もう１つは、これ短期なのか、

在住なのか、これによるかもしれませんけれど、施策が分からない、どこに行ってい
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いか分からない、こういう問題ありますよね。 

 

事務局  どこに相談したらいいかということですか。 

 

委員  子どもの問題のところでも出ていたと思うのですけどもね、自分の母語自身が分か

らなくなってきて、家庭内でもこう摩擦が起きる。それで、親はどっちかというと、

まだ日本語そのものの習得が遅いが故に、教育制度そのものの状況も分からなくって、

どういう手立てをしていいのか分からない。進学においても何してもという、こうい

う状況があるというようなことも出ていたと思います。 

 

委員  そうですね。どんな制度や仕組みがあるのかが分かんないみたいなのがあるのかも。 

 

委員  まだ、やっぱり人種差別があるのかも、アジア系の人とか黒人を見たら、何かあの

人は色黒いなとか、だけど、欧米系の人を見るとすごい綺麗な人とかいうのです。何

それって、色が白いか、黒いかで判断するの、それおかしいでしょって言って、でも、

こう培われてきた中にこう、社会的な意識もあって自分の中にそれが入ってくるんで

す。正にこれ人種差別ですよね。 

 

委員  整理してもらう際に。 

 

事務局  はい。 

 

委員  いろいろ意見が出ているけども、答えは 10 以内にしましょう。 

 

事務局  10 以内。 

 

委員  似たようなことはまとめてということですよね。 

 

委員  まとめて、あんまり多いと答えない。分からないところがあるから。 

 

委員  分からないは必要ですかね、必要かな、特に問題はないっていう項目はでも必要で

すよね、分からない、必要なのかな。 

 

委員  それはその他で。 

 

会長  その他で括弧して分からないって書く。 
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委員  その他で括弧して分からないって書けばいい。 

 

事務局  分からない人は丸をしないと思います。 

 

委員  よく理解できないとか書いてもらえばいいが。分からない言葉というのを。 

 

委員  15 ページの、15 ページの病気に関わる人の人権問題について、３番に世間から差

別的言動を受けたり、偏見の目で見られたりする、それとこれにも当たりますね、こ

れかなり。一般的なこと書いてあるんだけれど、その他のところはその中身がどうか

って具体的に書いてあるけど、ここだけはざっくばらん。だから今いったことも含め

て、全体的なことを、全体的にどの課題にも当たることは、どの課題にも同じような

表現で入れるということも大事ですよね。 

 

委員  答えを出そうな、整理して。 

 

委員  答えも出さないといけんけど、だけど、こういうこともあるもだよということも分

かってもらうところで、表記できるものを表記する。 

 

委員  必要なことは上げないといけない。 

 

委員  いや、これを読んで、あ、こんなことがあるのだってね。その辺が難しいところ、

減らさないといけないし、入れないといけない。 

 

委員  意見がどんどん出てきているから、全部入れていると、重量オーバーしたから。今、 

 

事務局  制限が。 

 

委員  または制限がだいたい、 

 

事務局  目標 10 以内ぐらいに。 

 

委員  何か職員さんはこの作業をする中で、すごい自己啓発になりません。 

 

委員  勉強になるな。 

 

委員  勉強になりますよね、きっと。 
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会長  よろしいですか。では次、大きい（２）番その他ですけど、事務局からは何かあり

ますか。 

 

事務局  はい。今後の方向について、初めに会長さんも 26 と言われて、あと１回という中

で日程としては 10 月末ないしは 11 月 11 日までにまたご都合をお伺いして、次回最

終回で、今日ご議論いただいたものを修正したものをまた出して、それから今日の議

論にあった県との整合というか、今予算要求していますけど、概算要求です。１年遅

れとか、そういった意見とか、いろいろあるかもしれませんが、事務局としての考え

方を整理した上でお話ができたらと思います。それから、９月末で公募委員の募集を

したところ、今７名の応募がございました。今後審査等に入りたいと思います。それ

から各団体から 15 名枠の拡大の要望が来ておりまして、事務局として、今、11 月１

日で皆さんの任期も終わるのですけど、終わってすぐという任命でなくて、期間をお

かせていただいて、例えばですけど、新年度からとか、課題としては、協議会の課題

とするのは、今年度こういう方針で人権施策に関わるものをやりました。今後やりま

すということの評価をいただくことの協議になってくると思います。それで今回協議

いただいている質問内容等を今後の新しいかたには引き継いでいただくことも含め

て、例えば次回結論出なかったとしても、それを活かしながら、という方向で考えた

いと思います。そういった意味で 11 月１日すぐ終わって、すぐ新しい委員というこ

とは、事務局としては期間おきたいという考えでおります。公募の委員のかたにつき

ましては、名簿等を作成するようなかたちで、枠との関係があるので、公募委員は２

割程度ということがあります。 

 

委員  会議の開催日は別として。任期っていうのはおくことになっている。 

 

事務局  多少間が空いたとしても問題はないです。 

 

委員  任期は引き続きの日付で。 

 

事務局  任命した日から２年間という条例上の話があるので。次年度以降のこの協議会の任

務というのは、この方針に基づいて市がどういう施策を前年度やってその結果をお出

しして、意見をいただいてまた次年度の予算、施策の案にさせていただくということ

で、２回か３回程度というようなことで、どうしても年度を切りますので、委員の任

期は４月以降の方がいいのです。 

 

会長  それではこのメンバーではあと１回ということで、またあとからですね。 

 

事務局  はい。また皆さんのご都合を伺わせていただいて。 
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会長  10 月半ばか 11 月上旬ということで。 

 

事務局  伺わせていただいて、10 月下旬ないしは 11 月上旬。 

 

会長  ということですので、またあと１回皆さん頑張っていいものを作りましょう。至ら

ないことで。それでは時間の方が少しオーバーしましたけれども、今日はこれで終了

させていただきたいと思います。どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

事務局  ありがとうございました。 


