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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

 

会議の名称 
令和２年度（2020 年度） 第１回 枚方市人権尊重のまちづくり審議会（書

面審議） 

開催日時 
令和２年（2020年）８月 19日（水）～ 

令和２年（2020年）12月 15日（火） 

開催場所 ― 

出席者 

明石一朗委員、明石隆行委員、安田誠人委員、井戸晴彦委員、 

阪本徹委員、河井受延委員、川端秀吉委員、遠竹光子委員、 

磯野雅治委員、津熊友子委員、寺岡絵梨子委員、森田茜委員、 

久保見誠委員、伊藤眞弓委員、是永芳子委員 

欠席者 ― 

案 件 名 

１．会長・副会長の選任について（審議） 

２．審議会の運営について（報告） 

３．令和２年度（2020 年度）の人権及び平和に関する事業について（報

告） 

４．（仮称）枚方市人権施策基本計画の策定について（報告） 

５．人権問題に関する市民意識調査の実施について（報告） 

６．その他のご意見等 

提出された資料等の 

名称 

・案件１ 会長・副会長の選任について（審議） 

資料１ 「枚方市人権尊重のまちづくり審議会委員名簿」 

資料２ 会長、副会長の選任（案） 

・案件２ 審議会の運営について（報告） 

・案件３ 令和２年度（2020 年度）の人権及び平和に関する事業について

（報告） 

 資料３ 令和２年度（2020年度）の人権及び平和に関する事業について 

・案件４ （仮称）枚方市人権施策基本計画の策定について（報告） 

 資料４ （仮称）枚方市人権施策基本計画の策定について 

 資料５ 今後のスケジュールについて（予定） 

・案件５ 人権問題に関する市民意識調査の実施について（報告） 

 資料６ 人権問題に関する市民意識調査について 

【参考資料】 

①枚方市人権尊重のまちづくり条例 

②令和２年度（2020年度）「人権問題に関する府民意識調査」について 
≪第 38 回大阪府人権施策推進審議会（令和２年(2020 年)７月 20 日）資料より

抜粋≫ 

③人権問題に関する府民意識調査（平成 27年（2015年）10月実施分） 

④特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会に係る相談事業一覧 

決   定   事   項 
・案件１について、事務局案のとおり決定しました。 

・案件２から案件５について、報告を受けるとともに意見交換を行った。 
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会議の公開、非公開の

別及び非公開の理由 

公開 

今回は書面審議により開催 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍聴者の数 ― 

所管部署 

（事務局） 
市長公室 人権政策室 
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 審 議 内 容 

発言者 発  言  の  要  旨 

【案件１．会長・副会長の選任について（審議）】 

事務局 ●資料１について 

人権尊重のまちづくり審議会委員の改選後の委員名簿です。 

●資料２について 

人権尊重のまちづくり審議会委員の改選に伴う、新たな会長、副会長の選任案

です。 

本来なら、会長、副会長の選任につきましては、人権尊重のまちづくり審議会

規則第３条第２項に基づき、委員の互選によることとなっておりますが、今回は

書面による開催のため、事務局よりの案を提示させていただいております。 

なお、お二方につきましては前任期におきましても、会長・副会長を務めてい

ただいております。 

この案件につきましては審議案件となりますので、別紙審議書において「承認

する」または「承認しない」のいずれかを選択してくださいますようお願いいた

します。 

また、ご意見等がありましたら、ご記載いただきますようお願いいたします。 

安田委員 コロナ禍の中、会長・副会長の負担も大きくなると思われますが、よろしくお

願いいたします。 

津熊委員 適任だと思います。 

久保見委員 就任してあまり期間が経たないので、とりあえず承認することにします。 

事務局 全会一致で承認されましたので、事務局案のとおり決定いたします。 
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【案件２．審議会の運営について（報告）】 

事務局 本審議会の会議録の作成・公表についてです。 

会議録の作成・公開につきましては下記の「枚方市審議会等の会議の公開等に

関する規程（一部抜粋）」をご覧ください。 

枚方市では、この規程に基づき、会議の公開等に関するルールを定め、傍聴・

会議録について公開を原則とした運用を行っております。 

会議録の作成・公開につきましては、同規程第６条に定めるとおり、審議の経

過がわかるように発言内容を明確にして記録することになっており、審議会終了

後、発言者名を明らかにした会議録を作成し、委員の皆様にご確認をいただいた

後、正式な会議録として同規程第７条の定めるとおり、ホームページ等で公開し

てまいります。 

この案件について、ご意見等ございましたら、別紙審議書にご記載いただきま

すようお願いいたします。 

明石一朗会長 審議会において各委員の意見交換等のプロセスや発言内容を明らかにすること

で公正な運営を確保し、広く市民に人権尊重の課題や問題を周知できるものと考

えるので、案件２の本審議会の会議録の作成・公表について事務局案に賛成しま

す。 

安田委員 会議の公開は、最近特に社会から求められていることであると思われます。規

程に基づき、適切な会議録の作成・公開に努めていただけるようお願いいたしま

す。 

井戸委員 今までの年１回の開催より充実したものになると思います。 

津熊委員 適切に運営されていると思います。 

伊藤委員 良いと思います。 

川端委員 添付されている各条文に記載されている各条項（例：第３条第３項等）の内容

が解るものを添付してもらえればと思います。 

事務局 
会議録の作成・公開につきまして、参考資料として「枚方市審議会等の会議の

公開等に関する規程」を一部抜粋という形で、資料に記載させていただきまし

た。そのため、委員お示しのとおり、条文中に記載のない条項もございました。 

今後は、全文を記載するなどし、わかりやすい資料の提供に努めてまいりま

す。 
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久保見委員 審議会は、各団体の関係者が、人権尊重の為になすべきことを、市行政におい

て反映させること、あるいは既存の制度で不足する部分は、新たに条例を制定す

るなどの審議、答申、助言であると理解していました。しかし今年２月に初めて

審議会に参加した時は、前年に行われた各種行事への事後承認のみでした。 

またその審議会において、学校教育や、各地域特に民生委員を通して精神障害

者理解を深めていただきたいという提案をさせていただきました。これに関して

民生委員の関係者の一部の方に意向を伝えていただけたようで、このことは感謝

です。しかし提案の本来の趣旨は、学校教育や民生・児童委員（主任児童委員を

含む）など広範な関係者に、障害者理解の為の、恒常的な研修システムを構築し

ていただきたいということでした。このことをあらためて提案いたします。 

事務局 委員ご指摘の精神障害者への理解を深めていくことにつきましては、地域・行

政・関係機関が連携し、取り組んでいく必要があると考えます。 
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【案件３．令和２年度（2020年度）の人権及び平和に関する事業について（報告）】 

事務局 ●資料３について 

令和２年度（2020年度）の人権及び平和に関する事業です。 

１．啓発事業等 

〈中止となった事業〉 

年度当初に実施を予定していた事業ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため開催を中止しました。 

〈開催した事業〉 

８月に中央図書館 平和資料室において平和資料室特別展を、また、市役所別館

１階受付前で「平和と学びポスター展」を開催しました。 

〈開催予定の事業〉 

今後において、開催を予定している事業です。 

これらの事業については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況を注視した

うえで、事業内容の見直しや中止等について検討していく必要があると考えま

す。 

２．人権相談事業 

本市では、人権に係る相談事業については、特定非営利活動法人枚方人権まち

づくり協会に委託を行い事業に取り組んでいます。 

相談窓口等については、参考資料４をご参照ください。 

この案件について、ご意見等ございましたら、別紙審議書にご記載いただきま

すようお願いいたします。 

明石一朗会長 「令和２年度（2020 年度）の人権及び平和に関する事業」に関して特に意見は

ありませんが、今後とも人権及び平和に関する事業を継続し、より一層充実発展

させていただければと願います。 

安田委員 コロナ禍による影響で、事業実施、中止、延期等に難しい判断があるかと思わ

れます。例年以上に会長・副会長・事務局の負担があるかと思われますがよろし

くお願いします。 

井戸委員 審議会委員にもパンフレット等事前に配付した方がよいと思います。参加等に

より認識が深められると思います。 

事務局 委員ご指摘のチラシの事前配付につきましては、これまでも事前に配付させて

いただいておりましたが、今後は、メールを活用するなどして、委員の皆様に迅

速に配付してまいります。 
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川端委員 人権週間事業の街頭啓発に枚方市社会福祉施設地域貢献連絡会（枚方市内に有

る全社会福祉施設）の参加も可能でしょうか。 

事務局 人権週間事業の街頭啓発につきましては、現在、枚方市の主催により、特定非

営利活動法人枚方人権まちづくり協会、枚方地区人権擁護委員会、枚方事業所人

権推進連絡会の協力のもと実施しております。ご意見をいただきました枚方市社

会福祉施設地域貢献連絡会様も、一団体として街頭啓発にご協力いただくことは

可能と考えますが、枚方事業所人権推進連絡会に現在ご協力をいただいているた

め、本連絡会への加入とあわせて、街頭啓発にご参加いただければと考えます。 

遠竹委員 コロナ禍での事業中止、残念です。感染予防を行いながら、今後の事業開催が

望まれます。 

津熊委員 新型コロナウイルスの影響で中止になる事業が増えるのは残念ですが、対策を

取りながら少しでも多くの事業が行えますよう願っております。 

コロナ禍で、人権に対してたくさんの人々が傷ついています。向き合える事業

を３密にならず取り組んでほしいと願ってます。 

久保見委員  前文でも触れたように、啓蒙活動、人権運動の大切さは認める所ですが、当事

者と触れ合うことやフィールドワーク、そして実際に環境が改善することこそが

大切なことだと思います。 

 今年度の事業予定では、「バスで巡る市内の戦争遺跡」と「妙見山煙突見学

会」くらいがフィールドワークと言えるでしょう。 

 差別をされてきた人々（もちろん当事者である部落や在日あるいは LGBT の方々

の同意が必要です）の生の声を、あるいは現地でフィールドワークとして、聞く

機会が提供できれば、これに越したことはないでしょう。障害者問題に関して

は、各作業所との協力の元、見学会なども実施してほしいところです。 

伊藤委員 第１回の「レット症候群」については、以前テレビのニュースで拝見しまし

た。講座「生きること」どれも興味深く、拝聴したいと思いました。 

是永委員 コロナウイルスのために事業が中止になったりして残念です。11 月の実施を期

待しています。 

戦争を経験している人及び語れる人が少なくなりました。新たな平和に関する

事業を考える時期かもしれません。貴重な人（経験者）の証言を映像を利用して

広げたり、戦後に生きてきて、伝承者になっている人の話を聞いたりすることも

必要と思います。できれば、対話を生む主体的な取り組みも必要と思います。 
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【案件４ （仮称）枚方市人権施策基本計画の策定について（報告）】 

事務局 ●資料４について 

今後、「（仮称）枚方市人権施策基本計画」の策定に向けて取り組んでまいり

ます。 

本資料には、計画の策定に至る背景・理由等を示しております。 

●資料５について 

「（仮称）枚方市人権施策基本計画」の策定に向けたスケジュール（案）と

なっております。 

審議会におきましては、第２回に計画の策定について諮問させていただき、計

画策定に向けた審議を行っていただくことになります。令和２年度（2020 年度）

におきましては第２回を 12 月～１月頃に、また令和３年度（2021 年度）におきま

しては年度内に３回程度の開催を予定しております。 

計画策定に係る事項については、本市の人権擁護推進本部及び幹事会や市議会

へも報告等を行う予定です。 

この案件について、ご意見等ございましたら、別紙審議書にご記載いただきま

すようお願いいたします。 

明石一朗会長 近年、「障がい者差別解消法」（2016年４月）、「ヘイトスピーチ解消法」

（同年６月）、「部落差別解消法」（同年 12月）など人権に関する法律が制定・

施行されました。これらの背景には、日本社会の国際化進展の中で民族・国籍・

宗教等、異なる文化・価値観を持つ人々の多様性を理解・尊重し共有する社会の

実現が一層求められていることにあります。 

法務省の人権啓発強調事項には、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問

題、アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者やハンセン病患者、犯罪被害者とその

家族、ホームレス、性同一性障がい、東日本大震災被災者などの問題が挙げら

れ、それらの解決に向けた取り組みが提唱されています。 

今日、学校・家庭・地域・職場等において広く人権意識の向上とあらゆる差別

解消に向けた取り組みを通して「人権を基盤とした社会」の実現をめざさなけれ

ばならない中で、この度の「枚方市人権施策基本計画」（仮称）の策定は時機を

得た大変重要で有意義なものと考えます。案件４の事務局提案に賛同します。 

安田委員 今回の審議会が書面による審議になるなど、「（仮称）枚方市人権施策基本計

画」策定につきましても委員の意見の確認など事務局の負担が増すかと思われま

すが、市民の人権保護等に向けてよりよい計画策定に努めていただければと思い

ます。 
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川端委員 ここで取り上げるテーマでないのかもしれませんが、コロナ関係で生活保護が

増加すると思われます。適正な運営強化が必要と考えます。 

磯野委員 喫緊の人権課題（ＬＧＢＴ、男女共生、ヘイトなど）が盛り込まれることを希

望します。 

津熊委員 行政の課題を企業やＮＰＯ、学校等と連携が取れる仕組みづくりが必要だと思

います。 

久保見委員 当審議会の審議内容等が適切に反映されるべき等の文言を入れるようにしてい

ただきたい。 

参考資料の条例第３条（審議会）では、答申及び意見を述べることができるの

みである。 

伊藤委員 良いと思います。 

是永委員 人権三法及び人権三条例（大阪）が施行され、枚方市にしても、市として考え

ていかなければならないと思います（特に、コロナウイルスによるいじめ、人権

問題など）。また、枚方市に支援学校もあることですし、考えていくべきだと思

います。 
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【案件５ 人権問題に関する市民意識調査の実施について（報告）】 

事務局 ●資料６について 

「（仮称）枚方市人権施策基本計画」策定の際の基礎資料とするため、令和３

年（2021 年）２月頃を目途に「人権問題に関する市民意識調査」を実施してまい

ります。 

今後は、本審議会において調査項目・内容などについての審議を行っていただ

きます。 

また、参考資料といたしまして、大阪府が平成 27 年度（2015 年度）に実施した

「人権問題に関する府民意識調査」、及び、同じく大阪府が今年度に実施予定と

している「人権問題に関する府民意識調査」の検討資料（第 38 回大阪府人権施策

推進審議会（令和２年(2020年)７月 20日）資料より抜粋）を添付しております。 

（参考資料２及び参考資料３参照） 

この案件について、ご意見等ございましたら、別紙審議書にご記載いただきま

すようお願いいたします。 

明石一朗会長 今日、重大な人権侵害問題の一つである同和問題は「見えにくくなっている」

と言われています。この間の成果として「同和対策審議会答申」（1965年）を受

けて始まった「同和対策特別措置事業」（1969年度～2001年度）によって、同和

地区の住環境や就労、教育等の実態は一程度改善してきましたが、人々の暮らし

の中に「同和問題はなくなったのか」と言えば、残念ながら「そうではない」と

言わざるを得ない状況があります。 

「大阪市民人権意識調査」（2016年６月）では、「同和地区住民との結婚や地

区内の住宅を忌避する」（54％）ことが明らかになっています。そうした状況に

鑑み、国においては「部落差別解消推進法」が策定されました。この法律の第一

条には「現在もなお部落差別が存在する」とし、「部落差別の解消に関し、基本

理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体

制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差

別のない社会を実現することを目的とする。」とあります。 

その為には、まずは人権問題に関する市民意識を明らかにして、実態に応じた

人権施策を推進していくことが重要であると考えます。案件５の事務局案に賛成

いたします。 

安田委員 参考資料にある大阪府での「府民意識調査」での用語ですが、変更が可能であ

れば「障がい者」を「障がいのある人」とされた方がいいかと思います。現在で

は、「障がいのある人」の表記の方がより人権に配慮した表記と考えている専門

家が多いと思われるからです。一度ご検討をお願いいたします。 
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事務局 大阪府などでは「障がい」と表記していますが、本市におきましては枚方市文

書取扱規程に基づき、「障害」という漢字表記を継続しております。 

なお、文章の中などで人を表す言葉としましては「障害のある人」「障害のあ

る児童」などの表現に努めてまいります。 

井戸委員 市民意識調査の実施方法等について、どのような内容のものを考えているのか

具体的に示してほしいと思います。 

事務局 昨今におきましては、インターネット上における誹謗中傷や性的マイノリティ

に係ることなど、人権課題は多様化や深刻化が進む状況となっております。 

人権三法や人権三条例が施行されたことも踏まえまして、現在、また今後にお

ける様々な人権課題に対応すべく施策を進めるうえで基本となる計画を改めて策

定しようとするものです。また、大阪府が令和２年度（2020 年度）11 月ごろに予

定している、「人権問題に関する 府民意識調査」（５年ごとに行っている）

や、他市が近年に行なった人権意識調査を参考とし、「枚方市人権尊重のまちづ

くり審議会」での審議を経たのち、調査内容や実施方法を確定し、調査を行って

まいりたいと考えています。 

川端委員 大阪府と枚方市の調査結果の相違点などの分析も必要と思います。 

事務局 調査結果につきましては、調査のまとめや今後の啓発課題などについて、取り

まとめてまいります。 

磯野委員 喫緊の人権課題（ＬＧＢＴ、男女共生、ヘイトなど）について、市民意識の設

問をお願いします。 

事務局 ＬＧＢＴ、男女共生、ヘイトなどの人権課題についても設問内容とすることに

ついて、今後、本審議会で審議を進めてまいります。 

津熊委員 長引くコロナ禍で市民の人権に対する意識に変化があると思います。それを反

映させるアンケートがあればと思います。 

事務局 コロナウイルス感染症に関する人権課題も、重要課題であると認識しており、

今後、本審議会で審議を進めてまいります。 



12 

 

久保見委員 定期的な実施は意味があると思う。継続的な質問内容は意識変化をとらえる上

でも必要と思う。前回の質問内容について特段の疑義はない。 

伊藤委員 意識調査のアンケートですが、回答してくださった方に 500 円のクオカードを

差し上げることも検討されてはどうかと思いました。大学のとき、アンケートに

何か喜んで頂けるものを付けると、回収数が全く違ったことがありました。 

事務局 アンケートについては、回収率が高まる方法等を検討してまいります。 

是永委員 「実態を知る」ということでしょうか。大事なことだと思います。最近の人権

問題は、コロナウイルス、ネットによる言葉、黒人問題など、新聞、ニュースな

どに報道され、身近に考える機会が多いと思います。 

特に、コロナウイルスは、誰にでも起こる出来事で陽性者を責めるのではな

く、周りの対応に目を向けられたらと思います。 

事務局 コロナウイルス感染症に関する人権課題も、重要であると認識しており、今

後、本審議会で審議を進めてまいります。 
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【その他のご意見等について】 

明石一朗会長 

新型コロナウイルス感染拡大という未曽有の危機の中、学校園等の教育現場は

約３ヶ月にわたる一斉休業を経てスタートしました。この間、私たちは、新型コ

ロナウイルス感染症への恐怖と不安やいらだち、「３密」を避ける新しい生活様

式へのストレスなど様々な問題に直面してきました。それ故、それらの不安や問

題を抱える市民一人ひとりに寄り添い、丁寧に向き合う行政施策が求められてい

ます。 

感染症に関しては、リアルタイムに情報を共有し、医療機関など関係機関等と

の連携を図りながら、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別、いじめに

つながる行為を許さない体制づくりが重要です。 

特に、感染者、濃厚接触者とその家族、医療従事者やその家族、海外から帰国

した子ども、外国籍の子ども等に対する偏見や差別を許さない組織体制を構築す

ることが大切です。 

そして、「マスクをしていない、咳をしている、熱がある、医師の指示等で出

席を控えている」市民への偏見や差別が生じないよう十分に配慮を行うと共に、

咳をした人を「コロナ」と言ったり、欠席者が出席してきたときに感染の疑いを

掛けた場合には、誰でも感染するリスクがあることや、告げ口や臆測で噂するこ

とが偏見や差別を招きかねないことを理解させることが重要と考えます。 

久保見委員  案件３との関連で、まず住環境の改善、整備が求められています。これは前回

も指摘したとおりです。現在、社会的入院と言う本来必要のない入院生活を強い

られている当事者たちが依然多数おられます。一方、自宅で過ごしているとは言

うものの親との同居である場合もたくさんあります。高齢となる親の元で引きこ

もり状態で暮らしている場合、「親亡き後」障害者が自宅で一人暮らしが続けら

れるだろうか、と言う現実的な問題があります。親亡き後、社会的入院にならざ

るを得なくなることも想定されます。これらはグループホームが不足しているこ

とに一つの要因があります。 

 グループホームは、様々な形態のものが存在していますが、いずれも何らかの

ケア体制が整っていなければなりません。 

 現在、親元を離れ民間の賃貸で暮らしている当事者もいます。しかし同じ建物

の居住者から転居するように嫌がらせをされているという話も聞いています。 

 また参考資料記載のように、大阪市営住宅では、当事者のいたましい自殺が発

生しました。 

 府営住宅にも同様の問題があります。これら公営住宅では、自治会の参加は強

制で、民間の賃貸住宅等では管理会社が行うような、諸管理活動を入居者が行わ
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なければならないからです。精神障害者、知的障害者らにとって、この自治活動

は大変な負担となっています。 

 実際、当市内で府営住宅入居直前だった当事者も、このことが原因で入居を断

念いたしました。 

 わたくしごとではありますが、やはり自治活動に参加協力する事が困難なた

め、府営住宅から UR の公団住宅に転居した、という経緯があります。（わたし自

身には障害が無いのですが、しばしば仕事の都合で、自治活動に参加するのは障

害のある家族とならざるを得なかったからです。） 

 これは公営住宅に福祉枠があったとしても容易に利用できないというのが現状

です。自治活動を障害者あるいは障害者を持つ家族を単に免除するとなると、他

の公営住宅入居者の負担が増えてしまいます。そればかりか高齢化が進んで自治

活動に参加できない入居者も増えているので、一部の入居者の負担がますます増

加してしまいます。そこで、以下の点を計画策定時に検討していただければと思

います。 

① 公営住宅の自治会活動参加の制度自体の改善について。また、 

 ② 自治会活動でのヘルパーその他のサービスの利用について。さらに、 

 ③ 街づくりを含めたグループホーム参入が容易となるようなさまざまな施策の

立案について。また、併せて 

以下の点につきましても計画作成時に検討していただきたいと思います。 

① 医療費助成の問題。身体、知的障害者に対しては、医療費助成があるのです

が、精神障害者に対しては、精神科以外の助成がありません。全国的に少し

ずつ助成するところが増えています。当市も精神障害者手帳の等級に関係な

く、歯科を含むすべての診療科での助成を実現できないかと思います。現状

では障害の種別による差別が存在するということです。 

② 交通費助成の問題。身体、知的障害者に対しては、電車・バス等割引がある

ことが多いのですが、精神障害者に対しては全くありません。移動し、他者

と関わることが障害改善にも寄与するのですが、改善の妨げともなっている

のが交通費助成の問題です。公営の交通機関を有する市では精神障害者もお

おむね助成の対象となっているようです。当市の場合、ＪＲを含めた民営の

電車、バス等の利用の際の助成を精神障害者にも拡大するよう尽力願いたい

と思います。ここにも障害の種別による差別が存在しています。 

③ 近年増加している大雨などによる水害、洪水、あるいは地震などの災害時の

対応について、通常の避難場所では当事者は利用できない可能性がありま

す。特に親と同居している障害者の場合、あらかじめ安心して避難できる場

所や精神障害者に対応できる人員の確保等を計画しておいてほしいと思いま

す。また病院等を避難先と指定する場合もあろうかと思われますが、災害時

の対応に齟齬が生じないよう、あらかじめ協議を行い、協定の締結ができな
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いかと思います。 

④ ＮＨＫ放送受信料の減免について。昨今ＮＨＫの受信契約が厳しくなってお

り、たとえＮＨＫを視聴しない場合も、携帯電話等を含めテレビ受信施設を

有するだけで契約に応じなければならなくなっています。障害者自ら契約す

る場合など、無条件に無償となるようできないかと思います。 

事務局 いただきましたご意見を踏まえ、各事業や計画策定の取り組みを進めてまいりま

す。また他部署に関わるご意見につきましては、事務局より関係部署へお伝えさ

せていただきます。 

伊藤委員 

（事務局へのお礼・感想等） 

是永委員 最近の新型コロナウイルス感染症に関連したいじめ等が気になります。感染す

る可能性は誰にでもあり、感染者を特定したり、責めたりしても何にも生まれな

いと思います。 

明石一朗会長 委員の皆様より大変貴重なご意見をいただくことがきました。いただいたご意

見を踏まえ、各種事業や計画策定を進めてもらえればと思います。 

また、関係部署と共有すべきご意見につきましては、事務局より担当部署の方

へお伝えいただきますようお願いいたします。 

事務局 今後において、人権施策及び平和施策に取り組むとともに、新たに（仮称）枚

方市人権施策基本計画の策定に向けた取り組みを進めてまいります。委員の皆

様におかれましては、引き続きご審議いただきますようお願いいたします。 

 

 


