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平成２５年度第２回 鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会 会議録 

 

１．日 時  平成２５年８月２８日（水） 午後１時３０分～午後３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、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、徳本秀雄委員、藤田和子委員、松井満洲男委員、 

森田孝明委員、山本誠代委員、吉田裕治委員 委員１３名 サポーター１名出席 

欠席：一盛真委員、鄭 泰英委員、２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、主任、主任、４名 

 (公益財団法人)鳥取市人権情報センター 研究員 ２名 

 (公益社団法人)鳥取県人権文化センター 次長 研究員 ２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。本日は大変お忙しいところ皆さんにお集まりいただき、ありがとうご

ざいます。前回、協議会を開催いたしましてから、そのあと委員の皆様からご意見等いただ

きました。その内容も踏まえまして、アンケートの内容について皆さんと協議ができて、今

日でかたちができたらと思いながら、たくさんのご意見もいただきたいと思っております、

どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日の出席確認をお願いします。 

 

事務局  委員１５名中１３名の出席です。過半数達していますので協議会としては成立をしていま

す。それから、本日、先回に引き続き、鳥取市人権情報センターの研究員と今日は鳥取県人

権文化センターから２名お越しいただいています。自己紹介したいと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

次長  失礼いたします。公益社団法人鳥取県人権文化センターで次長と研究員を兼務しておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

研究員   鳥取県人権文化センターの専任研究員です。どうぞよろしくお願いします。 

 

会長  はい、それでは協議に入りたいと思います。協議事項の１番、人権意識調査について、ま

ず委員の皆さまから意見が来ておりますので、資料の説明等事務局からお願いしたいと思い

ます。 

 

事務局  資料の説明を初めにさせていただきます。まず、次第、委員からの意見で資料１に２名の

委員からいただいております。委員は、認知症や精神疾患など病気を抱え、社会的な排除を
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感じながら生活している人々の状況を明らかにするようなアンケート項目が必要だという

意見を出されています。委員からは、人権施策基本方針が出来て、それに照らして何を調べ

たいのかということの議論が必要ではないかという意見をいただいております。それと資料

の説明として、委員からインターネットと人権ということで質問項目をいただいております。 

資料３に委員から、調査表の意見があります。ここに書かれておりますページ数は、先回

のページ数に、今日お出ししたページ数が１ページずれていますけれども、よろしくお願い

します。それと資料４が今回、先回のものに、いろんな意見をいただいて、例えば別紙４の

２ページのところ上の方に、（Ｈ７Ｈ１７）というので７年調査、17年調査があり、それに

あった項目ですという印と二重丸が定点観測を事務局として、１０年スパンで調査している

ところの比較が必要でないかということを二重丸で書いたところです。資料の説明としては

以上です。 

 

会長  はい、それでは資料の１をご覧ください。今日初めて皆さんはご覧になるわけですね。 

 

事務局  はい。今日、初めてです。 

 

会長  先程から少し読んでいただいているかと思うのですが、ざっと読んでいただいて、まず意

識調査をする以前の話というところもあるようですので、その辺について皆さんのご意見も

いただき進めていきたいと思います。 

 

委員  思いついたところから言わせてください。 

 

会長  はい。 

 

委員  委員からは全体としてこの項目の検討より初めにということで幾つかあるのですが、②で

書いておられる年次的に行う必要があるということなのですが、この際きちんと何年ごとに

行うというようなことを決定しておいた方がいいのではないかと思います。 

 

委員  会長さん、よろしいでしょうか。 

 

会長  はい、どうぞ。 

 

委員  委員から意見をいただきましたが、私は、この調査を何年ごとということの意味合いの提

案ではないのですが、もちろん、委員の提案も大事なことだと思うのですが、人権施策、特

に今回やろうとしているのは同和問題等を中心にした調査ということなのですが、人権施策

ではさまざまな人権の課題についてもきちんと施策として謳われて、今後の方針についても

謳われているのです。でも、その他の課題についてはどういう把握をするのかということは、

意思疎通が図られてないという状況で、全体像をきちんとやりながら今回は同和問題をやっ
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て、障がい者問題はいつやってというようなかたちできちんと鳥取市の施策、全体施策を私

たちは議論しているわけですから、その辺の全体像をしっかりと出しておく必要があるので

はないかということでの提案です。それで、特に今回調査するにあたって、第９次鳥取市総

合計画の後期というところで、そこに具体的にこういう現状があって、だからこそ具体的な

施策が必要なのかというようなことを反映するための調査だと、こういう説明を当初受けま

したので、その意味でいうと同和問題も、他の調査も必要ではないかというところでの提案

です。 

 

会長  今、委員から説明をいただきました。まず、この意識調査が同和問題等ということで、同

和問題が中心になされている。私たちがずっと話をしてきたものは、さまざまな人権、いろ

んな人権に関しての施策についても話し合いをさせていただいてきたと思っています。それ

で、この意識調査がこれだけで終わっていいのかというところのお話だったと思います。ど

うでしょう、その辺について。 

 

委員  私、誤解を与えそうな話をしましたが、１つずつの課題を調べるのに、少しずつ１つの調

査で調べるということ自体がまさに無謀ではないかと思うのです。ほんとに知りたいことが

知り得ないという状況があると思うので、障がい者の人権については障がい者の人権の調査

項目をきちんやる。ただ、これは人権推進課がするのか、障がい福祉課がするのか含めて、

男女の調査は男女共同参画室が中心になってやっています。それぞれの課がきちんと人権と

いうことをテーマにしたそれぞれの課題の調査をするということを年次的に位置付けてや

らないと把握ができないのではないかと思っているのです。だからこの調査がだめだと言っ

ているのではなくて、この調査と含めて他の調査もどんなふうにやられるかということを、

きちんと全体像を示していくベきではないかというのが私の意見です。それで、次の何ペー

ジ目かに、私は今回の調査についてその意見を出しています。 

 

会長  はい、ありがとうございました。まずこの意識調査はこれでもいいのだと、もちろん項目

的には修正とか、検討とかはかけていかないといけないけれども、これだけのボリュームが

あるのにそれぞれの項目だけをまた挙げるということになると、本当にものすごいボリュー

ムになるかと思います。それで、私たちが決定できるかどうなのかはその辺は定かではない

のですが、各担当課の方で年次的にどういう意識調査ができるのかどうかというか、皆さん

がそれをどういうふうに思っておられるのかというのをまずお聞きしたいと思うのですが。

もちろん必要なことだとは思いますけど。 

 

事務局  事務局から説明します。人権を中心にした調査は、これが主なものでございます。総合計

画の体系では、９次総ではテーマとして大きく５つ、施策としては１３項目あり、人権の部

分については、人権推進課と男女共同参画室が担当します。これで調査した資料を７年なり

１７年の調査の人権が守られていない、守られているとの指標で、総合計画に反映させると

ころがあります。改訂した人権施策基本方針のさまざまな人権での施策の方針は１６項目ご
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ざいました。人権という視点というところもあるのですけども、例えば、高齢社会課では、

介護、高齢者介護保険計画とか、障がい福祉課では、障がい福祉計画とかそれぞれ担当して

いて、この人権施策基本方針の中にも、その計画に則ってやりますという表現になっていま

すので、それはそれぞれで人権という視点よりは、ニーズ調査、例えば高齢社会課であれば

高齢者、介護保険等ニーズ調査。その中で調査する部分がありまして、実態調査も含めて、

例えば虐待などの調査をしているようです。それで、高齢社会課に聞きましたところ、２３

年度は４万 4,000人を調査対象としてニーズ調査をし、２５年度は準備中とのことです。障

がい福祉課の福祉計画につきましても、この度法律が変わり障害者支援法の中で、国、県と

併せて調査するとのことを聞いております。それぞれのテーマにおきまして、それぞれの課

が計画を作る段階の前提として調査は、それに沿ったニーズ調査、人権という部分が少し薄

れるのかもしれませんが、調査をやっています。それから、委員の意見のものとして、若年

性認知症の調査は、資料３で委員も書いておられますが、調査をしないのかということです。

調査するときには、調査対象の母集団を特定しますが、今回の人権意識調査は、１５才以上

の５才刻から３％抽出して約 5,000人を対象としています。若年性認知症の調査は、２３年

度に鳥取県が行っておられます。それの解析とか分析が出たようで、９月頃にはガイドブッ

クを作られるというのを聞いております。若年性認知症の調査は、まず医療機関に調査表を

出して、若年性認知症のかたがたを教えていただき、２次調査でその対象者や家族のかたに

調査をしたということを聞いております。そのニーズ調査という部分では、この調査の方が

より効果的ということで、今回の人権意識調査は、あくまでも人権の意識調査として、捉え

ています。これまで１０年間隔で調査してきたものです。総合計画の組立てでは、それぞれ

のテーマに沿って、それぞれの課がやっていくものと考えています。それから、総合計画自

体の中にも人権が守られていますかというような設問も１項目か、２項目ありますが、委員

がおっしゃっているいろんな個々のというのは、施策を作ったときの各課にお願いをしてど

ういう計画の基にやるかというものは、そちらの方にある程度お願いしていかないといけな

いということ。例えば定点観測で比較できるならば、１６項目の中で、そのボリュウムとの

兼ね合いで、それらを入れながら修正をかけて行く方法もあるのかなということ。例えば具

体的には、質問２のところで、ここに１６項目の人権問題を入れ込んで、ここは定点観測を

していますから新たにインターネットとか、災害で起きている人権とか入れたのですけども、

それは比較できるのですけども、その項目を入れながら、深堀はできないにしても差別とい

う表現でなく、例えば差別と人権であるとか、人権問題ありますかという問いに変えながら

比較できるような方法に工夫しながら修正したらどうかという考え方も持っております。各

個別の課題については各課の計画の前提になる調査とかもあるという説明でございます。 

 

会長 はい、どうぞ。 

 

委員  私は、確かに若年のことについて言ってきたのですけども、今日も出したのですが、具体

的なアンケートの書き方には、本当に施策に活かしてもらえるようにする。いろいろさまざ

まな人権問題ということで、私は認知症のとか言っていますけども、結局この病気に係わる
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人の人権問題の中に若年の人たちとか、疾患とかその他さまざまな問題点も聞けなかったよ

うな人たちも考えられていないと感じています。そういう視点で考えると、本人が暴行され

るというか、というときに全く問題視すれば病気に係わる人というふうに考え方が、それは

もうＨＩＶのかた、ＤＶ、それのみですね、だから、その考え方をもう少し進展させて、今

の時代に合うような問い方に、いろんな病気を抱えながら社会で生きて行く中で、病気を抱

えているということで社会にしんどい思いをしているという人たちもいるということさえ、

家族に、少ない人たちに向けてこう問われることで、こういうふうに辛いなと思っておられ

るかたもいらっしゃるのだというような、変に思案させる中で出すのはだめです。だから、

私は具体的なものは書かなかったのですが、こういうアンケートを実際どういうふうに作り

上げて行ったというのは私も良く知っていないのですが、当事者であったりとか、その条件

が知りたいと思うのですけども、でも病気のことであったりとか、を踏まえて一緒に考える

機会を持って作って行くのかなと思って、私が具体的に素人が、本人としての意見は言えま

すけども、こういう関係がないかということは。その具体的なものは何か、この会で決める

と私は思ってなかったので、ある意味きちっとしたその規定とか書いてあるのだけども、作

るというのは、ここで決めてしまうのかどうかというのも何か私は違うと思うのですね。 

 

事務局 この調査の主旨は、意識の調査です。具体的施策という部分では、例えば県が行われたニー

ズ調査であるとか、そちらの方にお願いする。人権施策基本方針は、あれやります、これを

するということではなく、そういう施策を検討していきますという、例えば施策の推進方針

のところを見ていただければ、そういったことになっておりまして、この調査が、結果こう

いう意識があって、それを施策に繋げているということです。個々の施策を導き出す調査と

いう意味でなく、今こういう意識があるからこういう施策を作らないといけないという手掛

かりになる。それが反映されるものです。具体的な施策というのには、先程県の方で行われ

たものに市も参画しておりますので、若年性認知症の問題は、そちらの方になってくるのか

なということです。 

 

委員  はい。 

 

会長 はい、どうぞ。 

 

委員   今日、言いましたけども、いわゆるこういう意識調査をして、それを施策に反映するとい

う、個別の施策に反映するには、それぞれの意識調査を、意識調査とかニーズ調査なり、と

にかくニーズ調査というのは、調査というのは当事者なのか。 

 

事務局 そこを所管する課が調査対象者を決めて行いくと思います。 

 

委員  市民の意識というのを調査して、それを各個別の課題にという。 
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事務局  先程、言った例の中には、高齢者の介護の話をしましたけども、そういった方々を対象と

して、今使っておられるサービスとか、今後使われるものとかを特定して調査を行うようで

すし、障がい者福祉等はそういった対象の方に対して行うようです。それから先程の県が行

われた若年性認知症の調査は、まず、調査対象者が分からないので医療機関に紹介し、その

方を抽出して、その方や家族に対して調査をおこなったと聞いております。 意識というの

は広く一般市民、各個別のものは個別になるものと思います。ただ、ものによっては災害で

あるとか、インターネットであるとか、広くなるので、どこがということになると、またそ

れぞれの話になりますけども、個別の問題だからいじめの調査とかそういうのは教育委員会

が児童を対象とかいうかたちでそれぞれの課によって、どういう施策が有効かというのは、

それを導き出して施策に反映するというようなかたちです。ここは人権というところの意識、

１０年前２０年前と比べてどうか、だからこういう施策が必要になるのではないかと導き出

すためということがあります。それで、総合計画を立てていくにしてもそういった体系で考

えているところです。 

 

委員 いいですか。 

 

会長 はい。 

 

委員  今の事務局からの説明は理解ができたという意味でなくて、説明は分かりました。ただ、

今回、私達に協議が上げられているのは、この同和問題等人権問題に関する意識調査につい

てということですので、ここに入っていけばいいとは思っているのですが、ただ懸念される

のは、私達がやろうとしているのは鳥取市全体の人権意識又は人権施策をどのように推進し

て高めていくのかということがとっても大きな課題で、私達はこの協議会で知恵を出し合い、

提案をし、これが私達の役割だと思っているからこそ、私は今の提案をしました。今、事務

局から説明があった何年にどういう調査が行われようとしているのか、これを一覧にしてい

ただきたい。もう１つは、このそれぞれの個別と言われる調査の中で、実際人権に関する問

題でこういう点を提案しないといけないということがあれば、それはきちんと人権推進課が

提案をされないといけないと思うのです。個別にやっているから、お任せでニーズ調査だけ

でいいですではなくて、例えば、障がい者差別を受けたことがあるのかないのか、高齢者の

虐待を受けたことがあるのかどうなのか、何処に相談に行ってどういう対応のところがあっ

たのかを含めて、そういう部分は、しっかり聞かないといけない部分です。もう１つ私は、

実際はここの施策に上げられてきた現状や課題・方針について、こういうことはきちんと尋

ねてもらっておかないといけないなという問題もあると思います。そういったことがきちん

と提案ができるのかどうなのか。できるのかどうなのかというよりは各課の方に出向いてき

ちんと説明をして調査の中に入れ込んでいただくというのが人権推進課の役割だと思って

いますので、私はしっかりとお願いをしたいと思います。それが、今説明を聞いた１点目の

私の意見です。委員から出されたことについてですが、私達がこの協議会で協議をしてくだ

さいというふうに与えられたことは同和問題等人権問題に関する意識調査の項目について
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練るということが、先回の協議会で私達に投げかけられて、ではそうしましょうということ

でスタートしたというのが今の状況です。ただし、それは実際その項目は立てるのだけれど、

定点観測であろうといらないものはいらないし、修正しないといけないものは修正しないと

いけないし、さらに新規のものは新規に入れないといけないと、こういう作業を私達が力を

合わせてやろうではないかということだと思います。今日、鳥取県人権文化センターや鳥取

市人権情報センターの方が来られているのは、それらの分析をこの２つのところにお願いを

するということなので、調査項目を立てるときから実際に活かしてもらって、どういう意見

を重ねられてこの項目が立てられて、そしてどういうことの分析が出るのかという、こうい

う一連の中で来ているという、今日の状況だと思いますので、その確認ができていなかった

かも知れませんので、そういう意味合いでの今日は会議をして行くことの確認をしましょう。

ただ、私も委員が言われたように、若年性認知症の問題等含めて、入っていない課題もある

わけです。そしたら、それをどんなふうに入れたらいいのか、例えば今、県が調査をされた

ということで言われましたけれど、私もインターネットで調べようと思いましたけれど、探

しきれませんでした。まとめみたいなものが簡単に出ているだけの、何か２枚ものぐらいの

しかなく、これでどう項目を作ったらいいのか分かりませんでした。そういうふうに事務局

が考えるのであれば、あらかじめ資料を配らないといけないというのが事務局の役目だと思

います。私たちにこんな問題でこういう課題を聞きたくて入れたいというところがあれば、

そういう専門性があるところや県みたいに調査をしたところとつないでいただいて、事務局

は事務局なりに思案していただいて、私たちに投げかけていただくとこういうような作業も

してもらいたいと、今お話を聞きながら思いましたので発言させていただきました。 

 

会長  はい、ありがとうございました。どうしましょう、まず。 

 

委員  ですから、資料１にある意識調査にあたって、こんな構えでやりたいと全体像を持ちなが

らの提案ですので、それは今回の協議する中身に付随はするけど直接協議するという今の状

況ではありませんので、とりあえず今こういう意見が出されたのだというところで、私の方

はこの資料１に出した意見についてはいいです。 

 

会長  はい。意識調査の内容についてですね、まずその各課でやっておられるニーズ調査とか何

なりあるとは思いますが、この意識調査の中に入れ込むということはどうでしょう、皆さん

の中では見ていただいたら分かると思う、おおかた同和問題に関してというのがほとんどで

すよね、今の状態ですと。ではそれ以外の人権問題どうするのだというところの入れ込みか

たも、また協議をしていかないといけないとは思うのですが。 

 

委員    １つひとつ見ていきながらでもいいと思いますね。 

 

会長  はい。 
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委員     今のこの意識調査の中に、別の項目を加えるというやり方ではなく、先程も委員が言った

ように、それは担当課でも今までやっているわけだし、ましてこういった基本方針を担当課

も交えながら作ったわけですので、それのそれぞれの担当課でやっている調査の内容が不足

するのか、あるいはそれで十分なのかというようなことはやっぱり考えないといけないと思

いますけども、せっかく担当課があって従来からやっておられるか、あるいは今まで新しい

問題も出ておりますので、これからやらないといけないというようなところもあると思いま

すし、この中に項目をある部分的に加えるということではなく、これはこれで定点観測とい

うか、今までやっていることも踏まえながらこの意識調査は出されているわけで、これに別

のものを少し加えてみたってこれしょうがないと思います。これはこれで、この中身をここ

で協議するということがあって、あとの１５の問題については、それぞれの担当課はどのよ

うに考えているかということを、まず内部で話してもらって、それぞれの調査をしてもらう

と、まだのところは。それで、特に最後に加えた災害時のことであるとか、新しい問題もあ

りますので、それを担当課がどのように捉えているのか、そっちでもって調査計画を立てて

もらい、それがニーズであろうが意識であろうが、そういう調査をして、この基本方針にマ

ッチするようなあるいは意識の啓発に繋がったり、意識の高揚につながるような調査をお願

いしたらどうでしょうか。 

 

会長  前回インターネットに関してというようなことで、これも中に入れたらどうだというご意

見があり、それで、委員が資料の２に出していただいているというようなこともあるわけで

す。そうなると、今のものにあまり入れないでと言いながら入れないといけない部分もある

ということも含め、その辺をどの辺までということはっきりしていかないと進めていけない

かと思うのですが。 

 

委員   ちょっとよろしいですか。 

 

会長  どうぞ。 

 

委員   質問です。前回、事務局から、今日も定点観測という、定点観測というのは国土地理院と

かですな、なんだかな、そういうものですわね、用語が。今の人権問題についての推進につ

いては鳥取市の行政も、教育もガラッと変わりました。今出た意見に私も賛成なのですけど

も、前回変えることは困るという発言があったように思うのです。今回の調査は１０年変化

を見たいと、特にその部落問題については見たいと思っておられるわけですか。それは行政

担当も市長ですか。教育長とか、それともちゃんと相談されて言っておられるわけですか。

そういう方針だと。 

 

事務局  これが先回の調査報告書です。この報告書を見ると７年調査と比較して分析しています。

それらから、啓発に活かされて、こういうことが必要になってくるなど、１０年前と比べて

どうだというところについては必要ではないかと思います。 
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委員   今回は、ここをゴソット変えた。 

 

事務局  そこが変わったというわけではなくて、具体的にいうと例えば資料４の中に見方として７

年 17 年があって２重丸のところは比較する上ではこういう質問については字句とか文言と

かの表現は別として、こういうところは必要でないかということでお示ししているのが、今

日の資料４です。そういう意味で、何のために調査するという分で、時系列の比較は当然必

要であろうということです。スパンとしては１０年スパンでやっていきたいということです。 

 

委員   初回ですかな。再来月ですかね、何か予定は。 

     

事務局  来年です。来年を予定しております。 

 

委員   だいたい予算はどれぐらいですか。 

 

事務局  ６～７００万円です。 

 

委員   先程も県の方もやっとるとかいう話です。米子や倉吉の方も調査している。 

 

事務局  米子市は、去年調査をし、今年分析が最近出たということをお聞きしております。米子市

のものは、人権推進方針に基づいた人権問題を網羅した調査のようで、例えば同和問題だけ

でなく、拉致問題、インターネット等もありました。人権推進方針を含めたものを調査され

ていて、先回比較できるところは、これから分析したものがホームページに出るそうです。

調査票もさまざまな人権問題の項目立てになっています。県がＨ２３年の調査の組立になっ

ているとのことです。 

 

委員  会長さん、いいですか。 

 

会長  はい。 

 

委員  会長さんの提案があったのですが、どれくらいというのは、１つずつ見ていかないと決め

にくいという気がします。それで、今日だけでは難しいと思います。今日は、資料４をやっ

て、それぞれ寄せられている意見を確認しながら皆が意見を言い具体的に全体像で見てどれ

ぐらいのものだったら皆さんがこの項目に答えやすいのか、答えていただく人が、そういう

全体像を見てもう一度要る、要らないというようなことの組み立てをしていくというのが次

回になるのではないかと思うのです。まずは、この今日出されている資料４を中心にしなが

ら、委員の資料２と私が出した資料３ということも含めて、見ていきながら今日は協議を進

めていくということにしてはどうでしょうか。 
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会長  ありがとうございます。それでは、今、資料４として意識調査のものありますけれども、

これを見ながら足していくという考え方でよろしいですか。実はこれはおおかた同和問題が

ほぼメインで書かれていると思うのです。 

 

委員  足していくのか、要らないものもあったりするのを含めて。 

 

会長  どうですか、さまざまなそれ以外の人権問題についてというのも網羅したようなかたちの

意識調査というふうに、皆さんがお考えになっているというふうにとってもいいのですね。 

 

委員  入れるとき必要があれば入れないといけないと思います。それに出されている以外、これ

は入れないといけないという意見があれば入れたらいいと思います。 

 

会長  どうですか、皆さん、そうしましたら資料４の方を読み進めながら資料の２と３というこ

とでいただいているものを、その都度入れながら検討していくという格好でいいでしょうか。 

 

各委員    はい。 

 

会長  それでは、この資料４の２ページ目からお願いします。項目ですから。この項目について

は事務局が全部必要だということで２重丸をつけていらっしゃいます。 

 

事務局  属性という部分では、必要と思います。 

 

会長  ２ページ全部ですよね、２重丸ついているから。 

 

事務局  はい。問１、問２、問３というところは必要ではないかと思います。 

 

会長  その前に、まず職業のところがご意見が出ていましたね。パートタイムを無職と家事と一

緒にしていいのかという。 

 

事務局  そこは、修正が必要かもしれません。 

 

会長  ご意見をいただいていましたよね。 

 

事務局  資料３で委員が提出されています。 

 

会長  そうですね。 

 

委員  いいでしょうか。 
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会長  はい。 

 

委員  どういうふうにしたらいいのかというのを今提案ができませんが、ここを聞くのは、なぜ

これを聞くのか。例えばこれを聞くことによって研修を受けたことがあるとか、受けてない

とかでクロスにさせるのか、どうなのかというようなことを考えたときに、１つはどういう

組立てがいるかということの検討が必要ではないかと思うのです。なぜ尋ねるかというとこ

ろです。それで、一番初めに違和感持ったのは、パートタイムって労働者じゃないのって初

めに思ったから、とっても違和感があったのです。そこからの始まりで、これは何のために

これが必要なのかということをもう一度確認しておく必要があると、それで、それによって

項目の立て方というのもまた出るのではないかと思ったのです。 

 

事務局  人権推進課に人権教育推進員が配属されていて、主に企業や地域で研修のお手伝いをして

います。企業訪問するときに、調査では特定企業の名前は分からないですが、人権推進課と

しては、そういう傾向があれば企業訪問の参考にしたい。例えば民間企業 30人以上 30人未

満という枠があるのですが、どこをターゲットに訪問したらいいのかというような方向の参

考となります。という意味合いで、パートという部分は修正が必要ですが、研修方法にこう

いうところを一緒に活用させていただきたいところです。 

 

会長  今までのパートタイムというのは、無職家事というところに入っていたということですね。 

 

事務局  ここは、修正が必要と思いますが、研修に触れられる機会を設けるために地域に行くのか、

企業に行くのかというような、ここも分かれて、そのかたがたがどういうかたちになってい

るかとか、それを基に作られたと思います。 

 

会長  内容見てからにしましょうか。 

 

委員  はい。 

 

会長  はい。では、問の１というところから聞きましょうか。ここで委員からいただいた分の資

料３の２ですね、設問の文言を変えたらどうかというふうに来ています。差別の犯罪性と言

われると、なんかちょっとドキッとしたりするのですけど。 

 

委員  僕もちょっと犯罪性で違和感、感じますね、なんか他の言葉ではだめですかね。他の人権

侵害とかなんか、ずっとこれだけでやってきたのですかね、犯罪性。問１ 

 

事務局  これは 17年のときは鳥大の名誉教授の国歳さんが監修され作られ、７年のときは、まず、

あなたの人権くらし差別についてのお考えをお伺いしますという表現でした。ここの表現は

違和感があれば、例えば、委員が提案されている、あなたは「人権」や「差別」についてど



12 

 

う思いますかと訂正していいと思います。問１－１とか２とか３とか、市民は自分の人権を

どう保障されているかということについては、総合計画の中で指標になっています。 

問１の問いかけの文言の修正はいいと思います。それで、問１－１とか、１－２とかは、言

い方を変えると、前の比較のところで少しニュアンスが違ってきたらどうでしょうかという

ところはありますけど、問１のところの導入ですから、ここまで。 

 

委員  私は問の１－１、問いの１－２、問いの１－３というのに違和感があって、問１を読んだ

ときは。別に私自身はドキッとしませんけれど、私自身は、差別は反対だと思っていますか

ら、聞きたいことは、あなた自身は差別とか人権についてどう思っていますかということを

聞きたくって、１、２、３というのはその具体なのですですから、口説く言わなくってもい

いと思ったのが１つと、もう１つは切る位置が難しいと思ったのです。この問は、まずあな

たの人権と、差別の犯罪性なのか、あなたの、人権と差別の犯罪性なのか、切るところがこ

れ難しい。聞きたいことは人権や差別についてどう思うかということだったら文章をすっき

りとした方がいいと思ったのです。 

 

会長  はい、どうぞ。 

 

委員  人権問題に関心があるかどうかという項目も入れていただきたい。そもそも人権問題や差

別問題そのものに関心があるかどうかということを聞いてみたい。 

 

会長  委員からご意見いただきました。人権問題に関心があるかどうかということを聞きたいと

いうことを言われましたが、どうでしょうか。 

 

委員  というのは実感として、関心がない。そもそも、差別問題に関心がないと考える方が増え

てきていると実感していますので、そのあたり聞いてみたい。関心度が変わってきているの

かということは、今後の対応のときに影響してくると思います。少し戻りますが、職業の件

です。無職と家事とパートタイムは、これはそれぞれ別項目に分けた方がいいと思います。

無職と家事とパートタイムという全く別の属性だと思います。それぞれでどういう意識かと

いうのは知りたいです。というのは環境的要因から思想が作られるということはあると思う

からです。 

 

会長      まず無職、家事、パートタイム、これは分ける方がいいというまずご意見をいただいたと

いうところで。 

 

委員  いいです。 

 

会長  またあとで、はい。 

 



13 

 

委員  今はいいです。 

 

会長  どうでしょうか、人権問題に関心かあるかどうかという項目だけをするのが必要かどうか

ということを皆さんにちょっとお伺いしたいのですが。 

 

委員  あるとしたら、とりあえず上げていてもいいと思いました。ただ、私は委員が言われるこ

とと重ならないかもしれないけれど、実は研修に参加するというところで、関心があるとか

ないとか聞くところもありまして、それは研修ということに絞ったものであって、人権全般

でのことを聞いているのではないというのかもしれませんが、とりあえず上げておいて、全

体バランスを見て、どちらかを残さないといけないか、どっちを残すかというような検討を

するということで、今のところは上げといた方がいいのではないかと。 

 

会長  では上げさせていただいておきましょうか。またあとでバランスをとるということでよろ

しいですか。 

 

委員  はい。 

 

会長  委員。 

 

委員  そもそも人権とはなんだというのが、あんまりよく分からないですけども、かなり実態だ

けだと思うのですけど。それで、ズバリドーンと来ますから、しかも犯罪だ、しかもこれで

いいのか、当然これ調査するのですけども、これ差別だけが人権侵害であると思っているよ

うな人もおられるかもしれない。１つこの辺に５つ６つも並べて、人権侵害というのはなん

だろうというのを丸でもしてもらう。そういうのも入れてもらったら感じ、じわじわと人権

について話をしたら、長いところもある。 

 

事務局  問２のところで、今１２項目しか上げていないですが、例えば、差別という問い方がある

のですけど、先回との今日の比較が可能かどうかと考えてみるのですけども、これを人権問

題ということで、例えば、１６項目上げるとか、それで、先回は１２項目あって、あと４項

目追加して、女性の問題を、男女の問題を括弧書きとかにして、差別と問わずに人権問題と

いう問い掛けをすれば、いわゆる人権施策基本方針の後押しになりますし、どういう意識持

っておられますかという調査の１つになって、委員が言われるようなことにつながるのでは

ないか、問２について。 

 

会長  そうですね、前回のときにいただいた資料の分で、意識調査の本調査で使用する用語につ

いてというような、１枚がありました。 

 

事務局  それを今回は資料としては取りました。ページも変わっています。 
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会長  なんかここで改めてというか、人権とはというようなことがもしかして必要なのかもしれ

ないです。 

 

事務局  無作為抽出の意識調査ですから、誰にあたるか分からないです。それで、人権意識の現状

を調査するのが目的なので、説明しない場合、説明した場合と回答が違ってくるかもしれま

せん。説明しない場合は、それは本当のその人の人権意識の現状なのかもしれません。 

 

会長  はい。 

 

委員  でも、私は例えば先程の事務局の今の話ともう１つ前の話を組み合わせたときに、例えば、

それぞれの人権ということを上げた調査も合わせてやってもいいかもしれないと、人権施策

にある、逆に言うと、分からないかた、何度同じことを聞いているのだと、１つのそれぞれ

の差別の問題も聞いて、女性に対するこう人権についてということも聞いてと、このように

なるのですよね。 

 

事務局  差別ではなく、ここを人権というように訂正して質問する。 

 

委員  なぜ。 

 

事務局  例えば、定点観測としては。 

 

委員  だから、私は反対なのです。この意見に反対なのです。聞く、同じことでも聞く必要があ

れば聞けばいいけれど、そのためにはきちんと、人権とは鳥取市ではこう考えていますと、

やはりこういう定義が、会長さんがおっしゃったように必要だと思います。それを踏まえて、

自分はどう判断したかということでいいのではないでしょうか。 

 

事務局  問２のところは変えないという意見ですか。 

 

委員  はい。ただし、先程も委員からあったように、７番の聞き方はこれでいいのかどうなのか

というところはありましたよね。 

 

委員  会長さん。 

 

会長  はい、どうぞ。 

 

委員  そこの１２項目ある、確か、私にはみんな関係ないなという姿勢になってしまうのです。 

それで、１回聞いた、最初は、他人の考えで、これはできる、できないということになり兼

ねない。その前に人権問題で自分自身の問題で何かあるのだけどということを認識していた
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ので、調査だから、なにかの教えるような情報というようなことも欲しいのだけども、今、

一番問題なのは、人権問題は結構身近な問題になっているかもしれない。特に子どもの問題

なんかひどいです。これ、学校にいかないとか、引きこもるなんていうのはほんとに大変な

問題です。それが意外と表面に出したり、いじめになります。残念ながら、先生の暴力で、

今、１５歳の男の子が自分の学校の先生を裁判で訴えていました。鳥取裁判所に、そういう

異常世界があるのに、なんか差別というか、人権侵害と言ったらこういう特別なものだと、

これはちょっと身近な考え方になっていく方向にいくようなことか、いや、おかしいですか

ね。 

 

委員  いいでしょうか。 

 

会長  はい。 

 

委員  先程の委員がより具体的に示した方がいいという、具体的にどこまで示せれるかというの

はありますが、私はある程度説明がいるのではないかと思うのです。本当に例えば差別って

なんだろうとか、人権ってなんだろうという、実際県の調査を見ましてもそれが分かってな

い段階でいろんなことに調査項目に丸を付けるわけです。あやふやに丸を付けて、それを本

当に分析しきれるかと言ったら、かなり私は無理があるような気もします。そういった意味

でいうと、鳥取市はこういう意味合いで使っていますということをきちんと出した上で、回

答してもらった方が、分析なりが可能に正確になってくるのではないかと思うので、私は説

明が必要だと思っているのです。 

 

事務局  意識調査のお願いの中に、施策につなげるということと、人権とはというようなことがあ

っています。鳥取市が注意しているようなことを入れたらどうかとは思っています。今の意

見を聞けば少し長くなるとは思うのですけども。１ページの範囲に収まる程度と思うのです

けども。 

 

委員  その他の問題でもさまざま説明を加えているではないですか。分からないままに調査して

もらうのではなくて、分かった上で調査してもらう、説明文を付けているわけですからね、

一緒です。ですから、入れ方がどういうふうになるのかは別にしろ、入れる必要があるとい

う方向で進んだ方がいいのではないかと思います。それで、改めて提案していただいて、こ

の説明でいいとか悪いとか含めて協議していくというのが次の段階ではないかと思います

が。 

 

会長  もう、問の２の方に行っていると思っているのですが、これは結婚や就職等というのが新

たに付け加えられているのですよね、設問の文章で。アンダーラインが引いてあるのがそう

ですか。これは日常生活の中ではなくて。 
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事務局  すいません。このアンダーラインは前もありました。訂正します。 

 

会長  前にもあったのですか。 

 

事務局  １７年もあります。 

 

会長  アンダーラインはなしでいいのですね。新たな項目ではないということですね。 

 

事務局  はい、新たな項目ではないです。 

 

委員  以前からあったということですね。間違いないですね。 

 

会長  これは、等は付いていますけど、やはり結婚や就職というのが、何だろう、ほとんどの場

面というか、それ以外の日常生活ではそういう差別については問わない。 

 

事務局  等です。入ると思います。 

 

会長  等だったらなくてもいいのではないでしょうか、だめでしょうか。こっちの方が近い気が

しますよね。 

 

委員  明記すると意識しますよね。 

 

会長  しますよね。 

 

委員   意識する。皆がします。普通に日常のとかの方がいいと思いますけど。 

 

会長  それで、どなたに行くか分からないですよね、この調査って。 

 

委員   ここのは、結構、検討ということで。 

 

会長  それは検討で。 

 

委員  尋ねる趣旨はこの表現の仕方ですね。 

 

会長  はい。 

 

委員  項目の、１２番まであって、何回も言っているように７番のところを読んでほしいと。 
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会長  はい。 

 

委員  やはり病気に関わるという、病気に関わる人のっていう表現でいいかどうか分かりません

けれども、病気を持つ人のということで、他にも何かありますね。入ってない子どもや高齢

者やその他。何かその取りあえず今回の新しい、この。 

 

会長  １６項目ある分ですね。 

 

委員  全部ということですよね。 

 

会長  そうですね。 

 

委員  入れるというのでいいですね。 

 

会長  先程ちょっと反対と言われた方もいらっしゃったけど、その辺はちょっと。 

 

事務局  差別があるかどうかということですから、例えば子どもの差別、今回の人権項目で災害時

の人権問題というような項目立てをしているのに、そこで差別がありましたと言うのではな

くて、人権問題についてということでの意識調査というふうにもいってもいいと思います。 

 

委員  例えばその病気を持っているがために、親が。だから結婚がだめになったとか、就職がで

きないというのが実際あるのですけども、そういうことはご存知ですか。 

 

事務局  １６項目、今言われたのが１６項目全部をその、この差別があるかないかというのではな

くて、人権問題があるかどうかというような項目の方がいいのかなというふうに。 

 

委員  ただ、どのような差別があるかという差別の存在を、どれだけの人がどういうふうに認知

しているかということを、ここを聞く問いなのです。それとまた別なのです。人権の課題と

してこういう課題があることが分かっているかということは別なのです。だから２つ尋ねよ

うじゃないかという、こういう案も出ているということが事務局の説明であったと思うので

す。だから、例えば２つ聞くのであれば、よりその人権とは何か、差別とは何かという定義

を持たないと分からないですという話を繰り返してやってきたので、その中でやはりもう１

回判断をしたいというところではないかと思うのですが。 

 

会長  という意味から言うと、どのような差別がありますかという問題であればこの内容で、も

ちろん言葉を直さないといけないというところはあるのですけど、ということでどうでしょ

うか。 
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委員  事務局さん。Ｈ１７年に１２番ってありました。非正規雇用等による生活困窮者に対する

差別、項目がありました。この１２番の問２の１２の項目ってありました。 

 

事務局  １２番はないです。太字にしています。１０、１１、１２は追加分です、今回。 

 

委員  １０、１１、１２は追加分。 

 

事務局  はい、そうです。 

 

委員  私、特に１２番は非正規雇用者に対する差別なのか、生活困窮者に対する差別なのか、ど

ちらを聞いているのか、両方なのか、よく分からないです。両方にも読めますし、且つとい

うことなのか、２者に対してということなのか。 

 

事務局  ２段書きにしているから、不明になっているようです。 

 

委員  ２段書き。 

 

事務局  非正規雇用による生活困窮までいっているから。生活困窮は非正規雇用。 

 

委員  だって生活困窮だけど、非正規かどうかなんて分からない。どう判断したらいいですか。 

生活困窮の雇用者だから、非正規雇用者だから、それはあるとすれば、何か分かりにくいで

すよね。尋ねられてやはり分からない質問って難しいですね、判断が。 

 

委員   私も１２番はちょっと。それよりも子どもって入れなくていいのですか。 

 

会長  ないですね。 

 

事務局  ここの内容は子どもと高齢者とインターネットと災害です。 

 

委員   インターネットは全体的なものを含めて、特段立てることは。子どものいじめとか虐待と

いうのは立てなくていいのかなと思うのですけど。 

 

事務局  子ども、高齢者、パワハラ、インターネットです。 

 

会長  子どもに対してその差別という言葉を付けるのであれば立てにくい。 

 

委員   でも、子ども差別というのは。 
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会長  子ども差別ということで。 

 

委員   これは一番重大な、一番ではないけどこれは重大な差別がある。 

 

事務局  子ども差別。 

 

委員   子どもが、子どもがね。 

 

委員   虐待というのですか。 

 

委員   学校に行けれない状況がある。 

 

委員   何で子どもが虐待されるかと言ったら、子どもが差別をするから。 

 

委員   はい。この前教育委員会の話をしたことがありましたね。 

    そのときに教育委員会が、子どものその問題行動というのは一括りにして、しかもその子

どもたちを不適応という名前を付けて、不適応なって言ったのです。学校側。市や教育委員

会、もう学校自体を変えようとか、全部子どもや親のせいにしてしまうのです。こういう姿

勢を直してもらえるような方向にこっちは調査したいのだけどね。 

 

委員   体罰というものが起きるのも、結局子どもが差別されているから体罰という。 

 

事務局  子どもへの差別でなく、子どもの差別ですか。 

 

委員      子どもへの。 

 

事務局  へが入るのですか。 

 

委員   子どもが差別されているということです。でも、ここで子どもに対する差別と言われても、

なかなかそれがその子どもに対する差別というふうに思われる方が多いと思いますので、こ

こで例えば子どもへのいじめ、虐待というふうに項目立ててもいいのかと思いますけども、

やはり子どもという項目は普通かなと思います。だからその１２番は私も違和感があるので、

例えばその他という項目があったっていいと思うのです。 

 

事務局  その他、自由記載。 

 

委員   そうです。 
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会長  どういうことがあるかというのを書いてもらうというね。 

 

委員   その他でいいと思うのです。 

 

事務局  高齢者の。 

 

委員   高齢者は、就職だけ。 

 

委員   子どもを入れるのであれば、高齢者も入れてもいいです、もちろん。はい。 

 

委員   資料の上には、１つずつ書いてあるのですけど、勘違いしますよ、これは。 

 

委員   結婚や就職という言葉がいらないな。子どもに限定した社会生活でなくても、日常生活こ

こには。 

 

委員   等を入れているって言うけど、いりませんね。 

 

委員  主として就職や。 

 

委員  それであって、結局就職差別というもの、だからその社会生活の中だけでいいと思います。 

 

委員   それだったら子どもとかね、高齢者だな。 

 

委員   はい、そうです。何で限定しているのか。 

 

委員  それをいかにも限定して、等を付けておっても、それが然る社会生活の条件のように読め

るのに。 

 

委員   それが、差別が表れると思います。 

 

委員   この下点は取ってもいいと思います。 

 

委員   調査対象は２０歳以上だな。 

 

委員   １５歳。 

 

委員   １５歳。だから、子どもの、子どもが対象になる、１５歳以上ということになると。 
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会長  今、子どもと高齢者を入れるのであれば、その設問のところの文章の結婚や就職等という、

これはいらないのではないかと。あると、あると結構おかしくなります。 

 

事務局    日常生活ということならおかしくなるのでは。 

 

会長  社会生活でも、日常生活でもいいと思うのですが。等を取るということで事務局よろしい

ですか、ここは。 

 

事務局  はい。 

 

委員   おいてではおかしいので。日本においてじゃない、おける、日本における社会生活か、日

常生活かな、そういうことに。 

 

会長  日本がいる。 

 

委員   何で日本なのですか。あなたの周りではダメなのですか。あなたの周りで、あなたの周り

の社会生活の中ではダメなのですか。 

 

委員   日本においてというようなのは。 

 

委員   自分たちの周りのことを聞いているのですよね。私たち、あなたの周りで次の差別がある

と思いますかというシンプルな問いではいけないのでしょうか。 

 

委員   日本人が対象か、調査対象は。 

 

委員     だから、あなたの周りで次の差別があるとか。 

 

委員   紛らわしい言葉は取るべきです。 

 

会長  なるべく簡潔な文章の方が、皆さんにはよく通じるのですけど、そうじゃない方のところ

にこれが来たときに、文章を読んだだけで止めたと言われるから、なるべくない方がいいな

と、分かりやすくしてもらう方がいいかと思います。 

 

委員   一般的にアンケートって、シンプルな方がいいのがもちろんでして、項目立てが多いと、

それだけでうんざりしてしまうのです。 

 

会長  そうなのです。 
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委員   そういうところもやはり。 

 

会長  それもあるので、これに入れ込むのはちょっと厳しいかなというのもあったのですけど、

とにかく進めていきましょう。 

 

委員  人によっては上から順番に丸をされるかたもおられる。だから、そうですね。はい。 

 

委員      さっきの人権の項目は結局なしにして、この差別のこの項目を入れるということ。 

 

事務局  いや。立てるのなら３項目ですけど、人権という。 

 

委員   そこをまず、立てるのか立てないのかを決めないと、この項目に、例えば、さっき言った

その子どもの差別というのがあるかもしれないですけど、一般の人が分かりやすいのだった

ら子どもの人権の方が分かりやすいと思うので、人権の項目を立てるのなら、子どもの分は

人権の方に持って行った方がいいのかなと思いますし、何か、そこ両立てにするのか、１個

にするのかというのをまず、議論した方がいいのかと思います。だから、例えば、何回も出

ていますが、定点観測という見方でやれば、この結婚や就職というのを抜くのと入れるとい

うのはかなり違うと思うのです。今まで入っていたものを、これ抜いたらかなり違ってくる

と思うので、そういう観点ではかなりずれが出てくる可能性があります。 

 

委員  ただ、アンケートというのは、順に沿っておくべきものなので、あるところからやはりこ

れまでのものと比較し検討かできなくなる部分が出てくるのは致し方ないと思います。 

 

委員   とは思いますけど、かなり大きいのではないか、この結婚と就職って。この文章をぱっと

読んだときに、結婚と就職ということで答えている人が今までだいぶん。 

 

委員  たぶんいると思います。はい。 

 

事務局  前回比較という意味では難しくなるかもしれません。 

 

委員   それでは、前回の比較を諦めるのであれば、この項目にいっぱい盛ってしまって、いっぱ

い入れたらいいのではないかと思いますし、あくまでも前との比較がしたいのだということ

なら、両立てにして出した方がいいのかなと。 

 

委員  ただ、今までは、結婚差別であるとか、就職差別を前提においた設問になっているから、

今までは。新しくこう、項目を加えたりして、何だか、訳のわからないようなことになって

いるけども、全部みたいなことになっておるけど、元々はそういう発想で設問がしてあった。 
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会長  そうですね。 

 

委員   とにかく問いが、差別があるかということだから。 

 

委員  私たちがこの結果を分析していく上で、何を知りたいか、何を求めているかというところ

を重視する必要がありますね。それはこれまでのものをしていく方がいいのか、新たな視点

で考えていくのかということは、考えていく必要があるのかなとは思います。別に捉われる

こと、別に捉われる必要はないと思いますが。 

 

委員   新しい設問を加えてあることで、意味が変ってきたのだと。 

 

委員  変わってくるわけですね。 

 

委員   だから、結婚や就職っていうものがちょっと薄れてきたのではないかなと。全体を同和問

題にするのを中心に置くのか、あるいは人権問題全般にするのかによって設問も変わってく

る。 

 

会長  いかがでしょうか。 

 

委員  その人権の捉え自身をやはりきちんとしないと、問い方も違ってきますね。 

 

委員   そうです。 

 

委員  例えば、教育を保障する権利が認められているのかどうなのか。子どもについて認められ

ているのかどうなのかとか、そのときに、こうこうこうで学校に行けない子どもたちをいる

けど、この子どもたちの人権は認められているのかどうなのかとかを含めて、それが、今具

体的な例えみたいなかたちで、この例えがいいか分かりませんが、そういう問い方をしない

と、人権という捉えが確定されている、上手に捉えられているかどうかとか含めて、見てい

くことが難しいですね。だから、人権という定義をどういうふうにして、差別との関係性で

どう捉えているのか。私たちはやはり差別ので、人権尊重社会ということを目指しているわ

けで、差別と人権の関係性っていうのが上手く捉えられていないから、すごくあやふやな人

権啓発してしまっているのではないかという、何となく、不安を持ちながら事業を進めてい

るという、こういう状況があると思うのです。そういった意味で、先程委員が言われたよう

に、この調査によって何を私たちが求めているのかというところから始まっていくと、もっ

ともっと今日は意見を出し合っただけ出し合って、次のときに、もう一度精査をしていくと

いう、こういう作業をしていかないといけないのではないかなという気がするのです。もち

ろん、事務局が言うように、何年か毎に、意識がどのように変わっているのかというものに

していくということも含めて考えていくというのが最終的であって、今日はもうこういうこ
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とも必要ではないか、ああいうことも必要ではないかということをとりあえず出し合ってお

かないと、実際今度整理作業に入ったときに、これも必要だというようなことがあったら、

また、元に返ってしまいますので、とりあえず今日は、人権とは本当は何かとか、差別とは

何かとか含めて、きちんと、私は私なりの理解の中でこういう項目が必要ではないかという

ことをとりあえず出しておく。それで、次回の、差別とは、人権とはどういうことなのか、

または鳥取市として今回の意識調査は何を目的に活用しようと思っているのかというとこ

ろ、そして経過年数を追ってどのように変わったかということが見られるような項目構成を

最終的には考えていくと。こういう流れの中でやった方がいいと思うので、今日は意見を出

し合っていくというのが大事かなと思います。 

 

委員  鳥取市としては、このアンケート結果からどういうところを一番分析して、抽出したいと

思っておられるのですか。特にどこを一番求めておられるのですか、それが知りたい。 

 

事務局  １番は人権が守られているかという。 

 

委員  ザックリとした感じですか。 

 

事務局  それでそれぞれ個別に分析して。 

 

会長  でもこれ、同和問題しか入っていないのですね。ところどころ思い出したように、人権に

なっているのですけど。 

 

委員  違う気がする。 

 

会長  だから、同和問題の流れでいって、学校が同和教育でなくて、人権教育に切り換わったの

で人権教育という文言を入れて、それについてどう思いますかという、何かあれって思うよ

うな。 

 

委員  ただ、ザックリした人権なんてないのです。個別に聞かないといけないのです、何回も繰

り返しになるけれど、それを検証していくわけです。 

 

委員  何を一番求められているのかというところをまずしっかりしないと。 

 

委員  だから、そこの本来の話をしないといけないところに。 

 

委員  やはりその細かいところをその変更したりということも、手が加えられないものですね。

一番求められているところを、ここを分析して、こういうところを抽出したいのだというと

ころを明確にしていただかないと、そもそもが。 
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委員  私は、人権施策基本方針に謳われたさまざまな課題は、全てどの課であろうと調査はする

のだとの前提でおり、ニーズ調査だけに限らず、ニーズ調査を聞きながら人権の課題、人権

意識についても問うような設問を各課がするときには設けてもらうということをきちんと

推進課が各課に要請をして、それがやられる。１つの調査では全てが聞き切れません。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  全て聞こうと思ったら、莫大な調査になって調査する側が大変になりますよ。まずは、今

回は、同和問題ということを中心にしながらの調査についてやりますと、こういうスタンス

で今回望んでいるのだという捉えで、だからこそ、今のこの調査を見直していこうという、

こういう作業に入っているのだという前提なのです。 

 

委員  私はそこを違って捉えているのです。私は人権侵害と差別というのは、特別の捉え方と思

っているのです。だから、人権侵害を前提で私はそこの設問を考えていたので、差別を問う

ということであれば視点を変えていかないといけないですね、はい。だから、差別を問うと

いうことであれば、その子供へのいじめ虐待という項目を立てるところに違和感があるのは

当然だと思いますし、だから、大前提としてどこを問うのかというところを明確にしていか

なければいけないのかなと感じがします。では、例えば、差別や人権侵害があると思います

かと問うとか。 

 

委員   冒頭のこのお願いの依頼です。ここもやはり今後の同和行政、あるいは人権行政とは言っ

ているけども、同和問題と人権問題に関する意識調査のお願いということだから、欲張って、

途中に他のさまざまなことを入れたり、そういう項目を設けてみたって、しょうがないと思

う。さっき委員が言ったように、各課の調査の方を十分なものをやってもらって、これを人

権施策が本当に活かされるような調査につながっていかないと、欲張っていると、訳の分か

らないことになる。 

 

会長  今回の意識調査は同和問題等ということで、ほぼ同和問題がメインの意識調査というふう

に事務局では捉えておられるということですね。 

 

事務局 そういうことです。 

 

委員   だから、そういう問題の定点観測という意味では、項目を変えること自体難しいですよね。 

 

事務局  人権施策基本方針の１６項目の中の部分はありますので、それを今回、リストアップをす

るのですけども、それらを入れて。 

 

会長  これも入れるのですか。 
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事務局  意識調査はこの調査以外に他に方法がないと思います。 

 

会長  これを入れるかです。 

 

委員   これはそれで、もう新しいものを別々でここに作るっていうのは、すっきりしていいよう

な気がします。 

 

会長  はい。 

 

委員   入れ込んで何か、両方の意味合いを持たせながら入れて込んでアンケートを作っていくと。 

 

委員   新しい項目については、今回から始まったということでいいのだけど。入れるかが問題で

あって、だから、従来と比較がしたいというようなものはやはり思いを残しながらしないと、

比較にならない。 

 

委員   やはり社会は多様化していくものですから、いつまでも固執していくことが、実態に沿う

のかということも考えていく必要があると思います。 

 

委員  人権推進課として、担当するようなものを今回はということだから。 

 

事務局  先回その中で、土地差別とインターネットのものを追加での個別の質問項目を考えていて、

今回委員が出された分と、１３ページで土地差別のことを聞くと。案としては出しておりま

す。 

 

会長  途中でいろんな人権が入るのは分かりにくいので、まず共通のところの設問にまずいって、

それで、同和問題についてお聞きしますというところで、同和の問題をずっと入れてしまう

と、その後にいろんな個別ので、入れたいものを入れていくという格好にでもしないと、途

中に、ここに人権のものを全部のものを入れましょうというのは非常に難しい気がするので

すが。 

 

事務局  米子市や鳥取県がそういうかたちで調査をされています。 

 

会長  はい。 

 

事務局  それについてまず人権が守られていますか、では同和問題についてどうですかというよう

な、ボリュームは絞っていくのですけども、全体としては。今回の調査では１６項目にあっ

たものを設問にしては２、３項目。 
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会長  それを決めていかないと、今の問２で結婚や就職がどうのとかというところで、全部の人

権のことを言っているのか、同和問題だけについてこれは設問しているのだろうかというの

が分からなくなります。 

 

事務局  メインとしては、同和問題。 

 

委員  これは、差別の存在認識を聞くのですよ。同和問題だけではないです、ここは。差別があ

ると思うかどうかということを問２は聞いているのです。 

 

事務局  問２は。 

 

委員  どういう差別があなたは存在しているかどうかということを聞いているのです。 

 

会長  これは今までの設問でいくと結婚や就職等についてのだから、子どものことももちろん出

てきてないし、高齢者のことも出てきてないしというところが設問だったのではないのです

か。 

 

委員  これは、私も思い出しましたけれど、何でこういうのが入っているのと前に聞いたときに

は、社会生活の中と言うとすごくホワンとするから、何か分かりやすくするために入れよう

ということで入れたのだと説明を受けました。ただし、ときが変われば感じ方も変わるよう

に、こう入れられると、逆に言うとそこだけに特化して見てしまうと、こういう捉え方もあ

るということなのですね。だから、それであれば、その別に結婚や就職に限らず差別の存在

認識というところを聞いている設問だと思って、設問の中身を問いかけ文を変えたらいいの

ではないでしょうか。差別の存在認識を聞く場所ですね、ここは。どういう差別がこの世の

中には存在していると思うかということを聞くのがここなのですよね。 

 

事務局  そうです。 

 

委員   質問。 

 

会長  はい。 

 

委員   歴史はとにかく、この差別問題を一気に一番に、７年、１０年前まではもう当然、人権問

題は、もう挙げて、市民を挙げてやったわけですよ、一生懸命、その辺の成果もある。その

成果を受けて、しかもその得た皆の市民の人権問題に対する力をおおよそ深めてですな、い

ろんな思いを込めてこれからますますそういう差別、人権の事業をされる、気をつけていこ

うということに今なっているでしょう。にもかかわらず、市はやっぱり部落差別が一番だと

思っておられるのですか。 
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事務局  も含めたところです。 

 

委員   も含めたら一番になるということか。だから、そういうふうに行政も教育委員会も考えて

いるというわけですな。そういうところが大変問題だと思う。 

 

事務局   教育委員会。 

 

委員  問題だと思いません私は。 

 

委員   いや、意見だから。 

 

委員  私は問題だと思いません。 

 

事務局  教育委員会としては。 

 

委員   まだ話はしてない、教育委員会との関わり。 

 

委員  教育委員会と話をしないといけんことなのですか。 

 

委員   それはそうだ、子どもの教育とか言うのは。 

 

委員  項目については、話をされればいいけど、こういう調査をすること自身は、市サイドの問

題だから、人権推進課が決めることですよね。 

 

事務局  手続きとして審議会があり、この協議会にお願いしていると。 

 

委員  はい。だからこの協議会があるわけですよ。 

 

委員  市政は変わりません。ちょいちょいそうやって聞いたけど、今はある程度、市でやってい

ることだから審議会は聞かせてもらうだけです、みたいな話になるから、それで、これはや

っぱりちょっとここを皆がきちんと、ここじゃないですか。これをずっと見るわけじゃない

けど。 

 

事務局  委員の意見からすれば、県や米子の例は皆さんにはお示していないですけど、今の人権施

策基本方針１６項目に項目替えをしてやるべきなのかもしれません。 

 

委員  改めるとしたら、そっちの方がよりいいのではないかと。それから、差別問題を解決して

いく上でも私はその方が出たらと思っているのです。部落問題はどうでもいいというのは全
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く考えていません。その辺は、議論した方がいい、結局、出発点にまた返ったわけです。 

 

委員  いや、返ってはないと思います。市のスタンスはどれですかと聞いたことなのです。それ

で、私自身が危惧するのは、その１６の施策だったら１６の施策が上げられているけれど、

それを１つの調査表で聞くってできると思いますかということを訊ねたいと思います。それ

で、私たちが聞きたいことがどの項目も聞けるでしょうか。ただ、したいという思いはある

けれど、実現性があるか、ないかということも視野に入れて調査を検討しないといけないの

ですね。だから、個別の調査については、どのような方法になっていますかと訊ねたのが一

番初めなのです。私も、委員と一緒で、これだけが調査だとは思ってないのです。他のこと

も調査しないといけないと思っているのです。そうしないとさまざまな人権課題があぶり出

されませんから。 

 

委員  実は前回、この調査をやったときに私も委員で出ていたのです。議論も何もなかったので

す。とにかくもう作っちゃったから通してくれ言って。それで、先程の犯罪とか、何これ、

ということを言いましたけども、もう作ってあるから調査させてと。しかし、当時はまだ１

０年前の実態は、まだまだ部落問題については解決する問題がたくさんあるということでし

たから。私は、意識調査事態やるべきだと思っているのですけどね。前回と比べるというふ

うに、非常に大事にしておられると思います、事務局としては。確かに必要だと思うし、有

効だとも思いますけども、思い切って変わったのですから、変えたのですから我々、その発

想でいきたいと思いますが。 

 

委員  必要なものは、これをベースにしながら必要なものは残す、つけ加えるものはつけ加える、

このスタンスでいくというのが市の方針ですね。 

 

事務局  そうです。 

 

委員  それで、頭はこのまんまで。 

 

事務局  同和問題等人権問題に関する認識調査と思います。 

 

委員  頭というのは、この調査の名称をどうするのですかということ。 

 

事務局  人権問題に関する意識調査という提案です。事務局としては、同和問題等入れさせていた

だいています。 

 

会長  はい。では、問２については、もう大方の方向は決めてしまいたいと思います。次のよう

な差別、差別という文言でいいということでしたよね、ここは。どんな差別があるかという

のを聞きたいということでした。それで、その中に子どもに対するいじめや虐待とか、高齢
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者に対する差別というものを入れますか。 

 

委員  それ、入れるかどうかということが、どこを目指していくかというところです。 

 

会長  でも、これは、共通項目としての、どんな差別があるかというのが知りたいというところ

の設問であればあってもいいかなとは思いますけど。 

 

委員  でしたら、やはり差別や人権侵害があると思いますかというふうに問うてほしいです。 

 

会長  差別があるようにですね。 

 

委員  はい。 

 

委員  それを一緒にしていいかどうかという問題もありますよね、捉えが違うから、定義の捉え

が違うから曖昧になってしまう。だから、折衷案で言うと、事務局は、人権侵害についても

聞こうということで１６を次に、あとの方かもしれませんけれど、上げたいというものを持

っているというのが一番初めの提案でしたね。 

 

会長  でも、一般の人は分からないと思うのですけどね。 

 

委員  そう思います。 

 

会長  もう、十把一絡げみたいな部分があるので、それでもやっぱり回答がほしいというところ

であれば、あんまり細かすぎてもよくないという気はするのですけど。 

 

委員  普通に聞かれて、その差別や人権侵害があると思いますかと聞かれると、差別があると思

いますかと聞かれると、一般の人がその違いがどれだけ分かるかというと分からないと思い

ます。 

 

会長  はい。ただ、私たちの思いで、差別と人権侵害は違うのだというところでのその書き方と

いうのはあってもいいと思うのですが。 

 

委員  そうですね。子どものいじめや虐待を入れるのであれば、人権侵害という文言を入れない

といけないと思うのですけども。 

 

会長  どうでしょうか。問２の設問のところで、次のような差別や人権侵害があると思いますか

という文言に直した上で、子どもに対するいじめや虐待という項目と高齢者への、高齢者で

すね。高齢者に対する差別、それと１３番でその他ですか。 
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委員  私、ちょっと整理ができないと思います、逆に。分析するときに、どう分析したらいいの

かというところになってくるし、ちょっと保留にしませんか。あまりここばかり１つずつし

ていたら。 

 

会長  はい。 

 

委員  人権という定義をどのようにして人権侵害と定めるのかということも出てきますよね、定

義の仕方がいりますよね。 

 

会長  だから、もうアンケートをする側にとっては同じような言葉を２回出してきて、これは差

別なのだ、これは人権侵害なのだとかというその１６項目立てるというのが。 

 

委員  だから、人権侵害を項目で聞くのか、こういうふうな聞き方をするのか。例えば１つずつ

具体例を上げて、これが人権侵害にあたるとどうだと思いますかというような聞き方をする

のか、聞き方がいろいろですよね。例えば、子どもに対してのいじめとか虐待をあなたは人

権侵害だと思いますか、どうですかと、こんな聞き方をすることもできますよね、例えばの

話ですが。 

 

委員  これは、またこの問２に返ってくるということを前提にした上で、ここではとにかく差別

があるのか、ないのか、あるいは人権侵害があるのか、ないのかについて市民の人はどう考

えているかというのが設問の趣旨ということだけははっきりしましたし、この中に今まで私

たちがやってきた、第１次改訂になった人権施策の基本方針の中で１６項目、これは問題が

あるから施策が必要だということで１６項目上げたわけですから、差別や人権侵害が１６項

目の中ではあるということは、皆、ＯＫということなのです。ＯＫというか、共通認識とい

うことですから１６の項目、あるいはそのインターネットでしたら、その対象者がすべてに

わたるわけですよね、子どもへも、高齢者にも。というふうにしていけば、１６例はないか

もしれませんけれど、その項目に含まれる事項は問２の中に入れるということに、その辺は

皆さんが共通認識になっていると思いますので、今の時点では、次へ行ってもいいのかなと

思うのですが、ここで、少し煮詰まったような気もしますので、どうでしょう。 

 

会長  どうでしょう。１６項目でいきますか、とりあえず、６番に進まない。 

 

委員  あるいは、その他というような項目を設けて。 

 

会長  書いていただければ、記述方式で。 

 

委員  災害時における人権問題は、どうやって表すのと今思ったのですけど、その他という項目

もあってもいいのではないかと思いました。答える側としては。そして、具体的にその人が
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何について思っているかを括弧書きで書けるように場所を作っておけばより現実的かなと

思ったのですが。それで戻ってくるときには、この例えば７のＨＩＶ感染者っていうふうに

して病名 1つ挙げていますけど、それではいけないというのは今までのこの協議会の中では

話がありましたので、それについても考えるとか。先へ行ってもいいかなと思うのですが、

やはりここでした方がいいでしょうか。 

 

会長  意見ください、皆さん。 

 

委員  でも、もう時間ですよね。 

 

委員  過去項目を踏まえながら、どういう聞き方でいいのかということで振り返って検討するで

いいじゃないでしょうか、委員の意見踏まえてです。それ以後の項目とこういう関係があっ

たら、こういう表現した方がいいとか含めて出てくると思いますので。 

 

会長  戻ることを前提にではちょっと置いておきましょうか。では、問の３ですが、委員から、

これが必要かどうかと、全体のバランスを見てでもいいのだけどと意見がありましたが、事

務局もこれはなくてもいいという考え方ですよね。 

 

事務局  はい、二重丸をしてないです。 

 

会長  二重丸がしていないですもんね。 

 

委員  保留。 

 

会長  保留。 

 

委員  あとで新規が、追加がいっぱい出てきたときにはやっぱり設問するのは限定した方がいい

と思う。 

 

会長  もちろんね。 

 

委員  もし少ないようであれば、新しいのが少ないようであれば、また。 

 

委員   でも、今の感じだと新しいのがいっぱい出てきているわけだから。 

 

委員  はい、いらない。 

 

委員   特に必要ないものがあれば消したらいいのではないでしょうか。 
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会長  そうですよね。どうですか、一応いらない方向で。 

 

委員   保留ばっかりすると全部保留になる。 

 

会長  時間は僅かですけど、１問でも多くちょっと前に進みたいなと思うので、保留分が多くな

ったら削除ということで、いきましょうか、では問４です。問の４の、５の次にインターネ

ットを新設というふうにご意見をいただいております。インターネットで知った。 

 

委員  これは何によって知ったかだし、これはいつ知ったか。 

 

委員      はい、それでだいたい分かる。 

 

会長  どうでしょうか、インターネットなど、などでしょうね、インターネットで知ったという

項目を入れてこのままにしましょうか。問の、では５に行きます、はい。これも委員からの

意見で１番ですね、強い偏見と差別意識、これは中身を聞く必要があるということで意見を

いただいております。括弧を付けて記述していただくということでどうでしょうか、括弧を

付けるということはよろしいですか。括弧だけを付けてもだめなんか、括弧しても何を書く

のだということ。 

 

委員   理由を言わないといけない。だからこれは、理由を言わないと書けない。 

 

会長  理由がいりますね、括りはうまく。 

 

委員      委員、これ括弧にその偏見の中身を具体的に。 

 

委員  そうです。その内容と書いて括弧してその内容を書いてもらうと。 

 

委員  偏見の内容。 

 

委員  それが具体的な今度は啓発材料になっていくわけですよね。 

 

委員  あんまり書かせると。 

 

委員  はい。 

 

委員  丸を付けなくなる、そこには。 

 

委員  丸にしてでも、書かない人は書かない。 
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会長  そうですね。 

 

委員  ただ１つでもこういうことがあればというところで。 

 

会長  あればね。 

 

委員  期待はあまりできないかもしれないけど。 

 

委員  はい。 

 

会長  括弧を付けていただいて、どうでしょう、この内容というような格好でいいですか。それ

では問の６の方に行きます。 

 

委員  いいのではないか、これは。 

 

会長  何か問の８番は具体的ではないですよね、誰が、で止めますか。 

 

事務局    ７ですか。 

 

委員  問の６の８のことですか。 

 

会長  はい、そうです。 

 

委員   大切だからこれは、誰がするか。 

 

会長  誰が何をするかですよね。何か非常にこれだけが漠然とする気がするのです。 

 

事務局  もう１回、相談していただいて。 

 

会長  あってもいいというわけでもないし。 

 

委員  この問６、問７については、市の方としては、１０年ごとの意識の変化をみたいというこ

とで二重丸をしているのだと思うのですね。 

 

委員  いい表現があったら考えてもらったらいいけど、問６の８番はやはり差別があるというこ

とは、差別をされる側に問題があるのだという考え方を。 

 

会長  ここですよね。 
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委員  ここで聞くというところで、ここの項目を設けていると思うのです。ただ、これがいい表

現かどうかというのは検討してもらえばいいけど、そういう項目も置いておかなければなら

ないっていう意味合いのことだと思います。被差別者にもという考え方を持っている人がい

るかどうかということを訊ねるところだと思いますね。 

 

事務局  分かりました。 

 

委員  委員の問６の１は、一番最後に持っていった方がいいとおっしゃっているのですね。 

 

委員  はい。 

 

会長  いや、問７です。 

 

委員  ６は何も書いていない、問７の方。 

 

委員  問７。昔はあったが今はないを、一番最後に持ってくる。 

 

委員  ここの項目ではないですが、どこだったでしょうか、現在でも部落差別はありますか、云々

というの、問５では聞いているのです。なのに、１番に、問７に今度は昔あったが、今はな

いを持ってくるのかなと思ったけれど、そういう考えの方もあるので、ただ今までの聞き方

とは違うので最後に持って行ったらどうですかという、順番での問題です。それと、最近は

被差別部落の土地を避けるという差別の形態があるのでここに入れたらどうでしょうかと

いうのが、問７に言っていますけども。 

 

会長  どうぞ、はい。 

 

事務局  ここにどのような実態を入れるか。 

 

委員  それと問題は、丸は１つだけっていうのは難しいですよね。２、３、４と丸をしたいなと

思う人はどうするのだろう。丸が１つだけというのは難しいですね、ここ。 

 

事務局  先回比較がそこに拘ったので、強いて言えばどれですかという。あえて言えば、どう考え

ているのか。それで。 

 

委員  それでもう１つは、それだったら例えば４の項目を部落の人々に対する根強い差別意識や

差別があると思うというふうに変えたらいいかもしれませんが。というのは、２と３という

のは実態を言っていますよね、結婚、差別、もちろん背景には意識もあるのですけれどね。 

だけど、ここだけは差別意識ってなっているじゃないですか。だからこの先回と比較をし



36 

 

たいということであれば、少しちょっと４の意味合い変わってくるけれど、差別や差別意識

があると思うという表現に変えた方がいいかもしれません。 

 

会長  はい。 

 

委員  そしたらここを選びやすい人も出てくるという。 

 

事務局  意識や差別。 

 

委員  はい。 

 

会長  部落の土地を避けるというのは問７ですね。 

 

委員  はい。 

 

会長  ですね。 

 

事務局  というのは３つ今選択しているということですね。 

 

会長  はい。 

 

委員  選択肢で。 

 

会長  はい。部落の土地を避けるというのは、設問に入れてもいい、いいですね。実態としてあ

るということの今、お話がありましたので。それから、１番の昔はあったが今はない、これ

は最後に持っていくということでいいですか。 

 

委員  構成上の問題だから、なんとかしてくれると思います。 

 

会長  分からないの、前でいいですかね。 

 

委員  そうですね。 

 

会長  事務局どうしましょうか、時間きましたが。 

 

事務局  申し上げないといけないのは、この委員での任期が１１月１１日までで、あと１回、現委

員にこれをお願いするか、次期委員に譲るかというところを決めていただければ、次回にし

ます。 
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会長  ということですが、ここまで話し合いをしながら新しい委員でするのは、新委員もつらい

部分もあるでしょうし、大まかなところまではなんとか現委員でできたらなと思っています。

それが１回でできるかどうかの。１回でできるように、皆さん、ちょっとお考えを。 

 

委員  では、次回１回で。 

 

会長  ここ一番、最後に大きな宿題になったような気がします。今後協議会２回は難しいですか。

これを直すのは一番最後でもいいのだけど、とりあえず、今日もらっているものを持って、

今日みたいに進めていくような格好で、最後まで実はいきたいなとは思っているのですけど。 

 

委員  そうですね。いきたいですね。 

 

事務局  あと２回ということでお願いします。 

 

会長  なんとか２回ということでまとめさせてもらえないでしょうか。 

 

会長  今さっきはどこまで。 

 

委員  ６ページまで、問８が最後１個だけ残っています。 

 

会長  はい、最後１個だけ。問８。 

 

委員  これは、先回のときに、国の財政上の特例措置がなくなったという法律ですね、これ。財

政上の特例措置ということで、実はこう、これが同和対策の終焉だと言われるのですが、実

際は終焉ではなくて財政上の特例措置がなくなっただけなのですが、ただ、社会的にはそう

いうふうに感じ取られているというようなこともあって、失効後どういうような皆さんの意

識があるのだろうなということで聞いてみようということの設問だったと思うのです。でも、

すでにもう鳥取市はもう一般対策へ移行して同和問題の解決に向けた取組みをやっている

わけですから、あえてこれ、聞く必要はないのではないかと思って、この項目は取った方が

いいのではないかというのが私の提案です。しかも、問６と結構重なる部分があります、解

決に向けての方策ですから。 

 

会長  とりあえず問８までで、切りのいいところでということにします。どうでしょうか、問８

について、今、委員から意見がありましたが、すでに鳥取市が一般対策でやっているという

ことを考えれば、取り立てて上げることはないのではないかというご意見ですが、削除とい

うような方向でよろしいでしょうか。 

 

各委員    はい。それでいいです。 
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会長  はい、ありがとうございます。では、次回は問の９からということで皆さんのご意見をく

ださい。日程についてもまだ、決めてないですね。 

 

事務局  あと２回ということですので、任期が１１月ですので、９月の終り又は１０月はじめ、も

う１回目が１０月下旬というような日程でいかがでしょうか。具体的日程は各委員へ照会し

ます。 

 

会長  はい。では、日程の方はまた改めて連絡をいただくということで、もう少し一緒にやって

いきましょう。ということで、はい。 

 

委員  すみません、また宣伝１つ。いいですか。 

 

会長  どうぞ。 

 

委員  オンリーワンスクールという、子どもたちの自由な発想を大事にするということでやって

いる人がおりまして、それで８月 29 日～９月１日まで、そこのあんどうギャラリーで展示

会をやるようにしております。面白い内容です。興味がありましたら、ぜひ子どもたちの作

品を、自由な発想でしています、披露いたしたいと思います。 

 

事務局  ９月号の市報に、協議会委員について、公募委員の募集案内をしていますので、お知らせ

します。 

 

会長  はい。長時間になってしまいました。任期があるということで今日が最後というような話

を聞いていたので、今日は終わりの挨拶、最後の挨拶を考えていたところだったのすが、こ

のようになりました。そういうことであと２回、また皆さんと一緒に議論していきたいと思

いますので、どうぞ協力よろしくお願いします。どうもお疲れ様でした。 


