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平成２５年度第１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５月３０日（木） 午後１時３０分～午後３時 

２．場 所  鳥取市役所本庁舎４階第２会議室 

３．出席者 

 (委員)上山会長弘子会長、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、鄭 泰英委員、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 １１名 

委員１０名 サポーター１名出席 

※欠席：木下義臣副会長、一盛真委員、山本誠代委員、吉田裕治委員 ４名 

 (鳥取市)人権政策監兼人権推進課長、男女共同参画室長、 

人権推進課 課長補佐、係長、主任、主任、主任 主事 ８名 

 (公益財団法人）研究員、研究員 ２名 

４．協議事項 

(１)鳥取市人権施策基本方針改訂第１次改訂について 

【資料１】鳥取市人権施策推進庁内会議について 

   【資料２】施策の推進方針に関連した実施計画について 

  (２)同和問題等人権問題に関する市民意識調査について 

   【資料３】スケジュール・進め方について 

   【資料４】アンケート調査項目について 

  (３）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  お久しぶりでございますというか、基本方針の改訂では本当にたくさんの時間を費やして

いただきまして大変お世話になりました。今年 25 年度第１回目の協議会ということで今日

開催させていただきました。また、改訂に併せまして、市庁内の方でもいろいろ動きがあっ

たようですし、今年度のことについてもお諮りしたいことがあるということでした。そして

また意識調査があるということで、それについてまた皆さんのお力をいただくということで

す。また、協議の方をしっかりしていただいて、いいものにしていきたいなと思っています。

どうぞご協力をよろしくお願いします。それでは本日の出席確認を事務局からお願いします。 

 

事務局  欠席連絡が４名からきております。委員２名は少し遅れるということで、過半数を超えて

おります。協議会は成立していることを報告します。 
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会長  それでは協議に入りたいと思います。協議事項の（１）鳥取市人権施策基本方針改訂第１

次改訂についてということで、資料の１と２があるようですが、事務局の方で説明をお願い

します。 

 

事務局  はい。まず資料の確認をさせていただきます。次第、緑の製本版（人権施策基本方針）が

できましたので、改めて皆さんに提出させていただきます。資料１、資料２、資料３、資料

４です。それから弁護士会の封筒の中に５月５日にありました子どもと人権ということで、

委員から資料提出があります。 

では、次第に沿いまして、資料１から説明させていただきます。４月１日付けで鳥取市人

権施策推進庁内会議設置要綱を策定し、改訂しました人権施策基本方針を進めていく体制が

できました。この組織は、市役所内全部を網羅する組織体制になっております。特に４条の

３ですが、幹部会議の次の会議という位置付けで考えております。裏面に人権施策を直接的

に推進していく部署です。各部の庶務担当課も入っております。病院も入っています。方針

の中にもありました全庁で進めていくという体制を整えたというところで、要綱を説明させ

ていただきました。 

       次に人権施策資料２です。施策の推進に関連した実施計画、総合計画に位置付けて実施し

ていくということが方針の中にあり、各課に照会して総合計画の中のそれぞれの事業が実施

計画としてまとめ、それを人権推進の視点でまとめ直したものです。見方は、一番上に見出

しがあり、章立・項の事業数、内容という波線があるところが、人権施策基本方針の３章の

基本方針と基本的施策推進１項の基本方針と基本的施策、さらに１の人権擁護の推進という

章立がございますが、そこの中の事業というようことで、例えばそれを３章の１項の１とい

うような見出しにしまして、その事業は例えば人権啓発活動と支援事業で、鳥取人権擁護委

員に対する支援で、今年度は 729,000 円、太枠で囲ってあるところが 25 年度の個別の事業

というかたちになります。見方としてはこういうかたちです。 

次に３－１－２、３章の１の２では、人権意識の高揚を図る取り組みということがござい

ました。その事業は、担当課は人権推進課です。社会人権教育啓発推進事業というのがござ

いまして、その中の具体的なものは人権とっとり講座、啓発冊子作成、人権標語ポスター作

成事業等です。それを事業概要に書いているように、人権とっとり講座を開設して、地域や

企業、広く市民一般への研修並びに指導者を育成するねらいで、今年は６講座と１講演を予

定しています。さらに夏休み等を利用しまして、小中学生等の人権意識の高揚を図るという

ことで小中学生を対象に人権啓発ポスターを募集し表彰する。さらに啓発冊子を小地域懇談

会、各事業等で活用していただく冊子を作っていくというような事業で、今年は 3,411,000

円の予算です。備考欄にはさまざまな人権ということで４章の中に各人権問題がございまし

たが、そこにも改めて出てくるのでさまざまな人権と表現しています。 

次の２番目が人権教育推進員設置で、人権推進課に６名、人権福祉センター・支所に７名、

計 13名配置しています。予算額は 29,838,000円です。いろんな人権問題・課題啓発等扱い

ますので、改めてこの事業がいろいろな場面に出るというところです。 

そういう見方で、改訂しました人権施策基本方針に関連した事業、総合計画、実施計画に
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係る事業をその視点で改めて出したところです。 

３ページでは、３－１－３で、３章の人材育成の取り組みで、広く職員課等が自治大学へ

の派遣、職員交流など、様々な研修を行っています。県の自治研修所の中にもいろんな人権

に関わる研修があり、23,972,000 円の予算です。人材を育成することと、先程のとっとり

講座も広く市民に対する人材育成、それから市立病院では医者の確保というようなことで奨

学金も出してということも、これも１つの人材育成、広く病気とかそういったことの人権課

題にも対応するといった考え方で出しております。 

      それから４番目の人権情報センターへの補助、この中に市民団体の育成もあります。それ

から３章の４番目に相談強化の取り組みがありました。ここでは各人権福祉センター、中央

人権福祉センターで主に相談援助事業があります。この部分の事業を強化するということで

す。それから３章の推進体制の確立がありました。先程の資料１により説明したとおり全庁

挙げての体制を整えました。次にさまざまな人権問題に取り組むということで、同和問題、

部落問題への今度は施策の推進方針で、人権施策基本方針の中の（２）の中の丸で、具体的

に今後の施策を挙げています。次に４桁の概要になりますが、これだけの事業があるという

ことで、先程説明しました、人権とっとり講座やポ人権標語・ポスター募集、人権教育推進

員、それから社会人権教育推進費を改めていろいろな課題に対応しますので上げさせていた

だいたところです。５ページの人権情報センターの事業も上げています。 

      下の方の４－１－２－５では 19の事業があります。特に各人権福祉センターは県の補助を

受けて行います。隣保事業での人権交流促進事業があります。事業予算が 362万円です。 

21、22、23、24は主に人権福祉センター中央の管理に係る事業で、その中には委託事業、

施設管理以外にも市民団体への委託があります。一番下は、受電施設の改修を上げています。 

７ページは、男女共同参画に関する人権問題という施策の基本方針で、点線の四角が個別

の施策を改めて列記したところで、11 とか１とか２とか１とか２とか書いてある部分が、

事業数です。例えば、男女共同参画に係る人権問題についての背景で、上げているという見

方です。 

      ８ページが男女共同参画登録団体補助事業で、行事に関する広報、研修の活動で、25年度

は、予算 60万円です。男女共同参画啓発事業は、輝なんせ鳥取の中に図書コーナーがあり、

そこの啓発図書、ＤＶＤを購入する費用、それから 12番がハーモニーフェスタの事業です。

今年は１０月５日土曜日に国府町中央公民館で、男女共同参画啓発の活動、講演会等を予定

している費用 60万円です。13の事業が、参画週間の啓発事業です。23年度はフォトコンテ

スト、24年がお手紙コンテストを行って啓発をおこない、25年は 11万円の予算です。企画

調整課は、若者定住促進事業で、これが男女共同参画という視点ですけども、いわゆる男女

の出会いの場を設定して行う事業でこの場の設定で約 100万円、それからそれぞれ話し方の

研修であるとか、マナーの研修とか、イベントは 300 万円ということで 403 万 7000 円、こ

れも啓発になります。 

      ４－２－２で 15番にある予防接種の必要性、子宮頸がんのワクチン予防接種は、１番のと

ころに女性の性と生殖に関するもののヒブワクチンです。この費用は、対象は中学１年生～

高校２年生にヒブワクチンの予防接種補助、１回につき 15,939 円を助成して、３回必要と
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いうことで、上限３回までの補助をする事業です。それから 16 番が母子家庭です。職業訓

練や就業のための自立支援で、支援員１名を配置するものです。17番が自立支援給付事業、

職業訓練や修学される看護学校や介護福祉士の学校にいかれるために、修学期間中の給付費

用です。18 番が、家庭・婦人相談員設置事業で、ＤＶ被害・虐待の相談に応ずる相談員の

設置費用の事業です。男女共同人材育成事業は、男女共同参画推進啓発をするリーダー養成

で、研修費用 38,000 円。一番下が輝なんせ鳥取の講座開設、講師謝金です。こういったも

のが男女共同参画に係るものの推進方針を示したものに対応する具体的な事業です。 

次に９ページが、障がいのある人の人権問題の施策の推進方針です。１、２、３、４、５、

６は同じなので省略し、７番が災害時要援護者普及促進事業です。これは障がい福祉課が障

がい者要援護者リスト等を自治会と連携して、登録管理を行うための事業です。経過は、20、

21年度はモデル事業として 24地区、22年度は 11地区、23年度は 16地区で徐々に広げてい

き、23 年度は 6,320 名登録がありました。８番の相談支援事業は、同じく障がい福祉課で、

これは相談業務を３ヶ所に委託して、障がいがあるかたなど、地域で新しく生活していくた

めの相談体制を富安地域にある障がい者支援センター、伏野のしらはま、湯所のサマーハウ

スに相談を委託して行っている事業です。 

      それから各課に事業を照会したところ一番多かったのは、11ページの子どもの人権問題に

係るものでした。11 ページは、妊娠・出産支援事業で中央保健センターが行う事業です。

これは不妊・特定不妊婦健診の事業です。これは、県と市の助成で、年２回まで５万円を限

度の助成事業です。３番が母子保健健康指導、乳幼児期の疾病早期発見のために行われる派

遣の事業です。母子相談の開設を行うもので、23年度は 6,737件の相談がありました。   

次に４番は、母子保健訪問指導です。これは保健師等が各家庭を訪問する事業の経費です。

訪問率は、23年 95％でした。５番は、乳幼児健診、３歳児健診、３、４ヶ月健診、10ヶ月

健診の費用で、小児科で健診、受診券を配布して行う事業です。６番が子育て相談・支援事

業で、幼児学級が健康相談、５歳児の両親学級、育児サロンなど開催する経費の事業です。

７番は、発達障害支援法に基づき、心理相談員、保育士を置いて相談する事業です。８番が

小児特別医療助成事業、23年度から 15歳中学生まで拡充された事業で、通院の場合は１日

530円、入院の場合は１日 1,200円の個人負担ですが、それ以外の医療費は公費で負担する

もので６億 7千万円の事業です。 

次に保育所関係、ファミリーサポートが 13ページです。それから学校教育の方では小学

校の放課後児童対策と私立幼稚園は授業料が市民税の非課税の段階に応じて市立保育園の

授業料を段階的に安くしていただくための補助を行っている事業です。14 ページは、子育

てに係る情報提供の事業です。15 ページは、小児科の病院輪番制事業の補助で、急患対応

する東部医師会の小児科医の土日夜間の経費です。児童遊園等の管理事業等です。 

      16ページは、小学校、中学校耐震化のハード面の事業です。51番は、小中一貫校、これは

湖南学園ですが９年間の一貫教育課程の編成の事業です。52番が学校人権教育推進事業で、

これは主にＰＴＡの人権教育学習資料等を作成する事業です。53 番は、中山間地域ふるさ

と体験活動支援事業で、佐治町の農山村に行きまして 23 年度は賀露、明徳、湖山西、津ノ

井、中ノ郷小学生が宿泊体験した事業です。ふるさとの先輩活用事業は出身校の先輩や近く
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のかた等に講話等を行う事業です。実施予定は 17の中学校です。23年は３校でした。 

55番は地域での職場体験わくわく教室です。職場に出向いて中学生が職場体験１週間の経

費です。不登校対策は、学校不適応対策専門委員会、地域協力員等設置し、この２つの事業

等で対応しているものです。子どもにつきましては以上です。 

      18ページは、高齢者にかかる事業です。改めて人権推進等の事業を掲載しています。 

19ページは、老人の明るいまち推進事業費で、社会福祉協議会に委託して趣味の教室、作

品展、囲碁将棋教室、スポーツ大会、社会奉仕、などの事業です。高齢者等公共交通利用促

進事業は、バス、ボランティアバスそういったことの運転費用、公共交通機関利用の助成で

す。福祉有償促進事業は、高齢者のかた等の外出支援を行うもの。地域福祉基金事業はボラ

ンテイア育成、各種予防接種は、インフルエンザ予防接種補助です。 

20、21ページは、介護予防、ふれあいのまちづくりということで法律、弁護士や司法書

士や心配事相談等を行っています。それから日常生活用具給付、住宅を直す助成、それから

介護予防のおたっしゃ教室、家族の介護教室、要支援者プラン、これは要介護認定に係るた

めの費用です。認知証サポーター養成講座等です。 

外国人の人権問題では、21 ページに改めて初めに説明した人権推進課の事業を上げてい

ます。22 ページは、国際交流プラザでは滞在や福祉への支援ということで、主に外国人留

学生に対して自転車の提供、案内パンフレット配布の事業です。 

      病気にかかわる人の人権問題では、施策の基本方針が５項目でした。啓発普及で６事業、

相談窓口が３事業、病気疾患に対するものが５事業、若年性認知症につきましては、ここに

は上げておりませんが、中央人権福祉センターで 24年、25年年度に、クローバーに対して

委託する事業を実施し、計画しています。 

23 ページ７番は、健康ひろば事業で健康シンポジウム、講演会、健康相談等を開催する

事業です。次が食生活改善、それから健康教育・相談の経費、市の健康手帳、母子栄養改善

事業費、地域自殺対策緊急強化事業、医療費を安くするジェネリック医薬品利用促進事業、

健康づくり地区推進員活動事業、佐治診療所運営事業、医療や福祉を連携するための事業で

す。 

個人のプライバシーは、25ページで改めて人権推進課の事業を上げており、26ページが、

これ予算はないですが、個人情報保護法の職員に対する研修会を予定しています。 

本人通知制度は、予算 36万円の庶務予算事業費です。市民課で行っている事業です。ここ

には表わせていませんが、25 年３月末で本人通知制度登録者数は 125 人、通知した件数は

９件でした。 

       アイヌの人権問題は、人権推進課の行う色々な講座や市民集会を挙げています。 

同じく刑を終えて出所した人の人権問題も同様です。 

犯罪被害者やその家族の人権問題、性的マイノリティの人権問題も同様です。 

パワー・ハラスメントにつきましても、人権推進課が一般的に啓発を行う事業ということ

になります。 

32ページは、非正規雇用等による生活困難者の人権問題です。生活保護の予算、給付金、

扶助費としては、25年度は 42億 8千万円ですが、総合計画の中の位置付けでは、上がって
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いません。ここで挙げているのは、生活保護制度、運営の適正化の事業です。予算 9,651

千円は、それぞれ病気にかかられたときの面接相談、就労支援、生活支援等の職員の配置計

画の事業です。生活保護適正化実施事業というのは、生活保護費 42億 8,000万といいまし

たけども、生活保護に係る調査等の費用です。また、改めて、人権推進課が一般的に行う啓

発事業を上げているものです。 

      インターネットにおける人権問題は、それに特化したものはなく、人権推進課が行う事業

として啓発を行います。 

34ページは、災害時における人権問題で、これは危機管理課が行いますが予算がありま

せんが、業務継続計画を作ったところです。災害時に、業務を一時止めてでも他を優先して

いくものです。その業務を続けるためには、こういう計画をするのだというような内部的な

計画です。ひいては人権問題に関わるということです。障がい福祉課では災害時要援護者普

及促進事業ということで、改めて、挙げています。また、自主防災の機能強化をするための

費用、それから総合防災対策ということ、それからさまざまな啓発として人権推進課が行う

事業です。 

これらは、各課に照会して人権施策基本方針に該当する事業という考え方で出していただ

いた事業です。漏れがあるかも分かりません。新しくできた人権施策基本方針を４月に示し

て、25年に該当する事業として提出しました。 

（１）鳥取市人権施策基本方針第１次改訂については以上です。 

 

会長  はい、ありがとうございました。長い説明を受けました。資料の１と２についてですが、

ご質問等がございましたら発言をお願いしたいと思います。 

 

委員  質問というより要望をしておきたいと思います。これでとりあえずは走り始めているとい

う状況だと思います。全体的に、一般施策というものがかなり教育の中でもあったと思うの

です。例えば、体験学習とか含めてさまざまあったと思いますが、人権という視点で何をや

ったのかということをどこがチェックするのか、どういう点に人権の取り組みが入っていた

のかということを庁内推進会議の中でチェックできることがあるのか、いや、質問のようで

すが、そうあってほしいというふうなことを思っています。それで、例えば、もう１つ最後

の方にありました自主防災会関係の事業とか、総合防災対策事業、これも一般対策です。全

般的なことに関わっています。この中でも私たちが、先回話をしてきたというのは、本当に

要支援者をどのようにするのかということが、具体的にどのように支援しながらどういうふ

うに災害から身を守っていくのか、本当に具体的なことができるのかどうなのかということ

が、議論のところだと思うのです。そういった観点で本当にこの事業が運営されているのか

どうなのか、こんなことをしっかりとチェックしてほしいと思います。 

       多分それぞれの課はこういうふうに出されたら、人権推進課に質問があったのかどうなの

か分かりませんが、実際はこれだったらこれが該当するという感じで事業を出されたのでは

ないかと思うのです。実際のチェックやこれは具体的にはこういう観点で取り組みがしてほ

しいですということを人権推進課が各課の方に再度要請をしておくということが必要だと
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思いますので、その辺をお願いしたいと思います。 

今度は質問です。26 ページ。本人通知制度のところです。この備考に本人通知制度用単

独の予算措置はなしと書いてありますが、この予算組みはなんですか。 

 

事務局  市民課の通常の通信費等の経費と聞いています。 

 

委員  それは本人通知制度に登録をされたかた方が、もし不正取得で第３者が取ったということ

があったときに、そのお知らせをするための通信費ということで組んだということですか。 

 

事務局  市民課の庶務事務費の予算額です。 

 

委員  それを含まった予算という意味合いということですね。 

 

事務局  そうです。 

 

委員  はい、分かりました。それで、あと予算化はできなくてもやはり本人通知制度の広報が弱

いと思います。市としての制度であるにも係わらず、鳥取市の広報がなされていない。ほと

んど知らない方や市がそういう制度を作ったことさえもまだ認知が低いという状況があり

ますので、せっかくできた人権の制度として、広報をよりしていくべきではないかと思いま

すので、予算措置がなくてもできる範囲内で、広報を強化していただくようお願いをしたい

と思います。 

 

会長  他にはどうでしょうか。どうぞ。 

 

委員  23 ページです。ずっと自分自身が言ってきたことが、とりあえず施策に上がっているよ

うに見えながら、結局反映されていないという印象しかないのですが、先程言われました今

の包括が 24年、25年に委託事業がどうとかこうとかっていうことはどういうことでしょう

か、どういう内容でしょうか、24年といったら終わっていますよね。 

 

事務局  中央人権福祉センターの事業の事です。 

 

委員  中央、さっき包括って言われました。 

 

事務局  包括ではなく中央福祉人権センターの委託事業です。 

 

委員  委託事業。 

 

事務局  2月 17日に認知症シンポジウムが開かれた事業等の事です。 
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委員  市としてしたのは。 

 

事務局  中央福祉人権センターが、シンポジウムの経費を委託という形で支出しています。 

 

委員  そういうのを 25年度にも行うのでしょうか。 

 

事務局  25年度は地域福祉事業で中央人権福祉センターが行う事業で予定しています。 

 

委員   25 年度に。それで、関係機関と連携を図りながらとか、支援、相談や支援制度にも検討

を行いますとなっていますが、結局何も出ていない。その関係機関っていうのはどのように

考えておられるのかが分かりませんが、若年の場合、認知症は高齢者だろうが若い人だろう

が一緒だというような共通の考えでしょうけれども、認知症自体は病気なので、病気である

かたの問題を人権問題として取り扱ってほしい。そうなると具体的に考えていかないといけ

ないのは医療関係の方たちと一緒に考えていかないといけない。福祉とか、介護関係のかた

だけではなく、医療関係の人たちが若年の人にとってはさまざまな重要なキーパーソンにな

るので、認知症に係わる関係機関っていうことを考えるときに、いつも医者が一緒に考える

場が少ないと思うのです。医者も一緒に認知症について考える。当事者やいろんな関係者を

含め一緒に考えていく。それで、早期発見、早期治療に係わるところとか、この病気を持ち

ながら社会で働いている人たちも少しずつ増えてきているので、そういう障がいとも見なさ

れないし、そういう若年の人たちの人権を守るための政策を具体的に考えていかないといけ

ないので、具体的に検討する機関をきちっと作ってほしいということを人権推進課から呼び

かけていただきたい。どうしていいのか分らないというのではなく、分からないのであれば

一番は当事者、関係者を医師とかを介して何が必要なのか、いろんなことを考えていくとこ

ろの場を設けていただきたい。それが施策の１つです。予算をつけないと何も進みません。

ぜひとも具体的に検討する場を設け、関係機関と一緒にいろんな働きかけを人権推進課でこ

れは重要だということを呼びかけてください。よろしくお願いします。 

 

委員  今の委員の意見は、24 ページの一番下、医療福祉連携事業があります。多分これが該当

になる事業ではないかと思うのです。ただ、これ中身が出ていないので。さっきの委員の意

見は、やるならこういったことをやってもらいたいというようなことをきちんと市として提

案をしてほしいという意味合いだと思うのです。多分私たちがこの事業を見ても具体的に、

こういう中身ですっていうことがどれも出ていないから分かりづらい部分もあるので、せっ

かく意見を出し合ったのですから、出し合った意見で出たものはここに組込むというような

ことを市の人権推進課が音頭を取って各課と連携を取るというのが大事ではないかと思い

ます。 

 

会長  今出た意見についてはどうですか。 
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事務局  これは検討していきます。 

 

会長  はい。 

 

事務局  補足です。今日載せた計画は言ってみれば 25年度の計画ですが、24年度の事業について

は予算化して各課が執行しているので、この基本方針が 25 年の４月に出てきたということ

でタイムラグが生じていたものです。この基本方針を関係課は知っています。今後 25 年度

以降、この方針に基づいてどういう事業ができるか、施策ができるかということは当然考え

てもらわないといけないし、人権推進課としても不足することや先程の若年性認知症の話も

ありましたが、施策の反映がない分については人権推進課が所管課とやり取りしながら、前

向きに進めていってもらうようにしていきたいと思っています。それから 25 年度事業が終

わって、事業報告をこの協議会に出させていただきます。そのときにはこの掲載した事業が

具体的に人権にどういうふうに資する事業をやったかということを報告させてもらいます。

今回は関係課に照会をしてとりまとめたばかりで、詳しいやり取りができていませんので、

この 25 年度１年間執行したものについて、人権にどういうふうに資する施策だったかとい

うことも併せてご報告はさせていただくことを考えております。 

 

会長  他にはありませんか。ないようでしたら次の協議事項にはいります。協議事項の２です。

同和問題等人権問題に関する市民意識調査について、事務局で説明をお願いします。 

 

事務局  資料３をご覧ください。総合計画のスケジュールです。25 年度で第９次総合計画は基本

構想が10年です。平成23年度に策定したものです。基本計画を５年と５年に分けています。

前期と後期の実施計画です。今は、25 年で後期が始まったところです。意識調査は平成７

年と 17年に行いました。平成 28年から始まる基本計画の後期分なり実施計画の前期という

ことを意識して 26年に意識調査し、27年にはそれを総合計画に反映させる事業をしつつ考

えています。スケジュールの案は、調査項目自体を今年から検討していただくことを 5月～

11 月に予定し、協議会の協議によって調査項目の決定をお願いしたいと考えています。こ

の調査は、10 年間隔の定点観測ということもありますので、多くは変えられないと考えま

すが、表現とか、時事に即した内容にすることは必要かも分かりません。２番の方で、調査

票送付は 26 年９月、例年４月とか、５月に行っていますが、来年は市長選挙があり、当初

予算が骨格予算となり、６月補正で本予算となり、いろいろな準備を考慮すると９月頃に配

布ということです。３番はその結果を入れて調査分析を 26 年度末までに行って、総合計画

への反映作業を 27年度行い、28年度に施策の実施というようなことを考えています。調査

は、先回は満 15 歳以上の者から 17の中学校区、先回調査は 18 校区でした。佐治と用瀬が

千代南となり 17校区になります。５歳刻みで無作為抽出した３％に当たる人口、先回 5,200

人でしたが、今回は、人口約 5,000人ということです。方法は郵送での回答です。調査項目

は、この協議会で検討いただくようにしたいことと、調査の分析につきましては公益法人鳥

取県人権文化センターと今日出席いただいています鳥取市人権情報センターに分析依頼を
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お願いしたいと考えています。 

協議会で調査項目の検討並びに今説明したスケジュールについて検討いただければと思い

ます。 

 

会長  はい。今お話がありました。この協議会として調査項目を検討していくということを、今、

事務局からありましが、それについては特に反対等はございませんね。ということで、11

月までに調査項目の大まかなところを決定するということになっています。 

 

事務局  今回の委員皆さんの協議会の任期が 25 年 11 月になります。年４回のうち３回を使って

11月頃までに調査項目を確定して、新協議会に引き継いで 26年度には実施ということを考

えています。 

 

会長  今日の協議会も含めたところで３回の協議会でこの調査項目の方を決定していきたいと

いうことで、それも含めましてどうでしょうか、ご意見等がありましたら。 

 

委員  よろしいでしょうか。 

 

会長  はい。 

 

委員  追加設問としてインターネットによる人権侵害を加えるというところだと思うのですが、

10 年というスパンでインターネット問題はものすごい勢いで新しい問題が増えていますの

で、具体的な設問は難しいという感じがします。そういったことであれば、例えば情報モラ

ル教育を受けたことがあるだとか、そういう研修を受けたことがあるかとか、そういう設問

しかないのかなという感じもします。 

 

会長  こちらの昨年、前回使った分ですね、そちらの方を見ていただいているかと思います。 

 

委員  その前にスケジュール等で質問があります。いいですか。 

 

会長  はい。 

 

委員  今説明があり、調査項目の作成については５月～11 月、これは異論があるものではあり

ません。２の調査票の送付の件で市長選挙により本予算が６月以降となるためだと、こうい

う説明がありましたが、４月当初には難しいのですか、どうしても。 

 

事務局  調整が必要です。 

 

委員  調査票を９月に送付して、先回もそうだったと思いますけれど、再督促をするはずです。
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再督促の時間を考慮したときに、果たして９月いっぱいに集まるかといえば難しい気がしま

す。すると、調査分析の方がずれこむことになります。かなり窮屈と思ったものですからそ

れが１つ。なるべく早く 11月に項目ができるものであれば、もう 26年の５月でも６月でも

始められたらいいと思いました。２つ目のこのスケジュールについての質問です。４の総合

計画、基本計画への反映が 27 年の４月からになっています。この基本計画への反映という

のは、いつどこの機関でこれを協議するのか、というところです。これを教えてもらいたい。 

      調査対象のところで３％に当たる 5,000人とありました。それで、この場合には在住外国

籍住民も入るのか入らないのか。 

調査の分析に関わる問題です。社会づくり協議会、どういう委員が今度新たに任命される

のか分かりませんが、調査項目の検討はするのに調査の分析には入らないのか、もう１つは

鳥取県人権文化センターがだめだというのではなく、分析になぜ県の人権文化センターが入

るのかその説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局  まず１番目の調査項目の発送が９月というところは庁内で調整してみます。なるべく早く

ということで、例えば６月が本予算になった場合でも７、８月と事務としては前倒しできる

と思うので窮屈にならないようにしたいと思います。総合計画、基本計画への反映は人権施

策基本計画の反映とは別に、各事業を総合計画に位置づけていくというのは市全体の作業と

して事務方の行政がやり、総合計画策定委員会が別にありまして、そちらでの作業に入ると

思います。 

 

委員  総合計画の作成委員会。 

 

事務局  はい。 

 

委員  庁舎内のものですね。 

 

事務局  庁舎内と公募委員があり、こちらの方が、この協議会の総合計画策定版のような委員会が

あると思います。調査対象の中に在住外国人が入るかということは、住民基本台帳に係る法

令が改正となり、外国人も一緒になると思います。 

 

委員  住民基本台帳に載っている人はその中で当たる人もおれば当らない人もあると、こういう

考え方ですか。 

 

事務局  前の調査の時は、外国人のかた、日本人ということで分かれていましたが、これが一緒に

なりましたので、全部入ると思います。 

 

委員  はい、分かりました。住民基本台帳に登録をされた人だけということですね。 
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事務局  次の質問です。まず人権文化センターにお願いすることは、先回 17 年の調査では調査に

係る費用の補助財源がありました。今回は財源を探しましたがいい財源がありません。先回

の分析は、クロス表の解析、分析をしていただいた上で、○○先生に委託方式でお願いしま

した。経費面等を考慮し、人権文化センターや人権情報センターにお願いしたいということ

です。協議会への分析がないのかということについては、協議会に相談しながらと考えてい

ます。 

 

委員  こういう理解でいいですか。財源の関係もあるので、公益財団法人の２つの箇所に分析の

作業をお願いしている、こういう理解ですね。ただし、その分析まとめというところについ

ては、協議会にも示しながら意見を伺うことにしていると、こういう捉えでいいですか。は

い、分かりました。 

 

会長  他には何かございませんでしょうか。資料の３については、では、よろしいでしょうか。

それでは資料の４の方になります。事務局説明お願いします。 

 

事務局  資料４は、アンケート調査項目です。先回の調査表に訂正方式で表記しています。例えば

１ページは日付、下の方で先回は同和対策課でしたが、今回は人権推進課というように、メ

ールが変っていますということです。２ページが人権施策基本方針からの用語説明、性的マ

イノリティ、ＨＩＶ、ハンセン病などです。３ページは、アンケート対象者の属性ですが、

中学校区が用瀬、佐治が１つになり千代南になります。４ページが先程の 17 年の調査７番

のエイズウイルス感染者に対する差別ですけれども、ＨＩＶ感染者やエイズ感染者等に対す

る差別ということです。それから９番の性同一性障がいの表現を性同一障がいなど性的マイ

ノリティの人に対する差別、それから新たに 10、11、12 が追加になりまして、人権施策基

本方針としたところでそういう差別という項目を入れました。３番は変りありません。４番

も変わりません。５番は「関わらない」を「関わりたくない」という表現の変更です。 

      ７番は、あなたの「お考え」を「意識（考え）」にしたもので、意識を追加するようにして

います。８番は変りません。９番は、「同和教育」を「人権教育」に、11番が回答の表記の

順番を変ました。12 番が「どうすると思いますか」を「どうしますか」に回答の５と６を

入れ替えました。問 14 が「学校同和教育学校での」を「学校での同和教育、人権教育」に

変更しています。問 14－２は「1 今の同和教育では学習してもなくならないと思った」を

「同和教育や人権教育は、学習しても効果がないと思った」という表現に変えました。 

問 15番はその当時市報の中に、同和問題シリーズでございましたが、今はシリーズ＠じ

んけんということでございます。問 15－３が最近に市報に掲載したシリーズ＠じんけんの

テーマに入れ替えております。問 16－２が名称をそれぞれ変っていますので、その名称を

直したというところです。問 17は障害の害の字を鳥取市は障がいの字をひらがな表記にし

ました。 

 ここまでが先回の調査の質問項目の変更点です。今後の追加項目として、土地差別のこと

と先程の委員がいわれましたインターネットのことの追加が必要ではないかと考えており
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ます。説明は以上です。 

 

会長  はい、それでは資料４は、先程委員らもご意見もありましたけれども、この話を先にして

行きましょうか。インターネットによる人権侵害について、先程、ありました 10 年間隔の

期間で調査するには、この内容としては使えないのではないかとご意見がありましたが、そ

れについては。はい、どうぞ。 

 

委員  できれば提案をさせていただきたいと思います。それから設問は、やはり子供自身に対す

る人権問題、例えば虐待とか、差別とか、体罰などに関するような質問も加えてもいいのか

なと思います。 

 

会長  子供に対する虐待ということで本人がということではないですよね。 

 

委員  子供に関する質問。 

 

事務局  いじめ・虐待。 

 

会長  インターネットによる人権侵害についてと子どもについてというのは、一応案を作ってき

ていただけますか。 

 

委員  考えて、次回持ってきます。 

 

委員  設問まで、今という状況ではないと思うのです。それで、委員が言われるように、例えば、

私はこんな項目が必要だと思うというものは、次回のときまでにお願いしたい。 

 

会長  はい。 

 

委員  やはり次回持ってくる方法がいいと思います。今回の人権施策基本方針を策定した中で、

もれている課題がないのかどうなのかというチェックを事務局はする必要があるのではな

いでしょうか。若年性認知症の問題など、もれています。というようなことチェックしなが

ら、もちろんそれをどういうふうに聞くのか、設問に立てるのかというのは、協議をしなが

らということになるかもしれませんが、そういうチェックも必要だと思います。もう１つは、

県の意識調査にありましたが、身元調査の必要性を尋ねる項目というのは、県の人権意識調

査にはありました。ではそれはどうするのか、県の調査とだぶっているからするのかしない

のかということも含めてです。ただ私はあった方がいいと思っていますがも、そういう問題

は追加でと思っています。それから、もう１つ女性差別の問題でいうと、男女共同参画の関

係で、意識調査は５年に１回でしたか。室長、何年に１回。５年に１回で、今度はいつにな

るのですか。 
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事務局  男女共同参画の調査は、この調査と同じ年の調査になります。 

 

委員  同じ年になるわけですね。詳しい男女共同参画に関わる設問は、そういう意識調査の方に

なると思いますが、大まかなところで上げなければいけない課題だけをここはあげると。こ

ういう位置付けだということですね。はい、分かりました。 

 

会長  今、ありましたけども、もれている課題についてはチェックをまずしないといけないので

はないかということがありましたが、それについては。 

 

事務局  設問設定も含めて、ボリューム等の関係もあります。同時期に男女の調査、総合計画のア

ンケートあるようです。それらとの整合や男女共同参画の調査については同じ課なので一緒

に調査するなどあり得ます。調査母体がこの調査は 5,000と多いです。今日いただいた意見

や調査項目の追加や修正等、次回の協議会に提示できる前段として、委員からの意見を事前

にいただきたいと考えますがいかがでしょうか。 

 

会長  この協議会は、宿題が多いですが、追加の設問など、これがいるのじゃないかというよう

なこともまず皆さんからのご提案と、それから、事務局にはボリュームだとか、もれている

もののチェック、それと他のアンケート等の関係もあるでしょうから、その辺も含めたとこ

ろでまた事前に資料は作っていただけるということですね。 

 

事務局  はい。次回の会議を開く前に事前に送付させていただき、見てもらいたいと考えています。 

 

会長  はい。 

 

委員  対象が 15 歳からということになりましたら、中学生も含まれるというのがあって、中学

生が判断できるかどうか、心配する面もあるのです。前のときも 15歳以上ですか。 

 

事務局  満 15歳です。それで、調査母体を変更すると前回との比較ができないこともあります。 

 

委員  そんなに設問をいっぱいにすると対象は出来ないのではないか。 

 

委員  理解できないとしたら、そのこと自体が問題です。 

 

委員  それが課題として浮かび上がる。 

 

会長  それではどうしましょうか。今日の協議会では、もうお持ち帰りいただいて読んでいただ

くということでお持ち帰りでもいいですかね。 
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各委員    はい。 

 

会長  それではお読みいただいて、また、ご意見等があったら事務局の方に提出していただくと

いうことで、今後の予定ですけども。 

 

事務局  では次回の協議会を８月盆明け９月前ぐらいになる予定をしております。意見いただくこ

とができたら７月末までにお願いします。 

 

会長  それでは、ご提出いただくのは７月の末までということで、それで、次回の協議会は８月

28 日水曜日の午後ということを予定しておいていただけたらと思います。他には事務局、

何かありますか。 

 

事務局  委員が資料を皆さんにお渡ししたいということなので、委員から説明があります。 

 

委員  鳥取県弁護士会主催で、５月５日に「あったらいいな！『こどもの権利条例』」と題した

シンポジウム資料をお配りしています。数年来取り組んでおられたものを地域に即しての条

例化ということに取り組んでおられまして、永続的な取り組みを続けておられます。ようや

く素案が出来たということで、５日に初めて市民、県民の皆さんに読んでいただくものとし

て作られたということです。人権ということにも関係があり、予算的な措置は全くなしでさ

れておられます。その努力には非常に感服するものがありますので、ぜひ読んでいただけた

らと思います。それで、当日配布された資料そのものを袋付で作っていただきました。よろ

しくお願いします。 

 

委員  ありがとうございます。 

 

会長  それでは、今日はこれで閉会にさせていただきたいと思います。また、あとこれから数回、

集まる機会があると思います。またどうぞ、そのときにはご協力をよろしくお願いしたいと

思います。どうもお疲れさまでした。 

 


