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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３年度（2021年度） 第２回 枚方市人権尊重のまちづくり審議会 

開催日時 令和３年（2021年）９月 30日（木） 
14時 00分から 

15時 30分まで 

開催場所 ウェブ会議 

出席者 

明石会長、明石副会長、安田委員、磯野委員、井戸委員、川端委員、 

久保見委員、古満委員、津熊委員、上田委員、遠竹委員、森田委員、 

伊藤委員、是永委員、 

欠席者 河井委員 

案 件 名 

１．人権問題に関する市民意識調査集計結果の報告について 

２．（仮称）枚方市人権施策基本計画（素案）について 

３．その他 

提出された資料等の 

名称 

【資 料】 

資料① 人権問題に関する市民意識調査報告書 

資料② （仮称）枚方市人権施策基本計画（素案） 

資料③ 策定スケジュール 

決   定   事   項 
本日いただいた意見をふまえ、（仮称）枚方市人権施策基本計画（案）を

作成する。 

会議の公開、非公開の

別及び非公開の理由 
公開 

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 ０人 

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 

事務局 それでは、定刻になりましたので、令和３年度(2021年度)第２回枚方市人権尊

重のまちづくり審議会を開催させていただきます。 

委員の皆さまにおかれましては、お忙しいところご出席いただきありがとうご

ざいます。私は人権政策室の三木と申します。よろしくお願いします。 

今回の審議会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、前回と同じウェ

ブ会議での開催となります。 

開会に先立ちまして、市長公室長 乾口からごあいさつを申し上げます。 

では、公室長よろしくお願いいたします。 
 
＜あいさつ＞ 
 

それでは、会議に入ります前に、本審議会委員におきまして、任期満了などに

より一部委員の交代がございましたので、ご紹介させていただきます。 

枚方市社会福祉協議会よりご推薦いただいておりました、阪本徹委員より新た

に古満園美委員へと交代されました。 

枚方市ＰＴＡ協議会よりご推薦いただいておりました、寺岡絵梨子委員より新

たに上田哲也委員へと交代されました。 

新たに委員となられた方々におかれましては、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

続きまして、本日ウェブ会議を進めるにあたり、委員の皆さまにお願いしたい

点がございます。 

事務局からの説明などの際は、事務局で皆さまのマイクを OFF、赤表示にさせて

いただきます。発言などがある際は、挙手をしていただき、会長より指名を受

け、委員さまでマイクを ON、緑表示にしていただき発言を、また発言が終わりま

したら、委員さまでマイクを OFF、赤表示としていただくようお願いいたします。 

また、会長からの呼びかけなどに対して同意する場合は、手で丸を、同意しな

い時はバツを作ってください。 

続きまして、委員の皆さまに事前に送付させていただいております、資料の確

認をさせていただきます。 

まず最初に、本日の次第、 

次に、資料① 人権問題に関する市民意識調査報告書、 

次に、資料② （仮称）枚方市人権施策基本計画（素案）、 

最後に、資料③ 策定スケジュールについてとなっております。 

なお、資料につきましては、説明の際、画面に表示いたします。 

それでは、明石会長、進行をよろしくお願いいたします。 

明石会長 ただいまより、令和３年度(2021 年度) 第２回枚方市人権尊重のまちづくり審議
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会を開催いたします。 

まずはじめに、事務局から委員の出席状況について、報告をお願いします。 

事務局 

 

本日の出席状況は、出席委員 14 名です。本審議会委員 15 名のうち２分の１以

上の委員の出席がありますので、枚方市人権尊重のまちづくり審議会規則第４条

第２項の規定に基づき、本審議会が成立していることをご報告いたします。 

なお、河井委員につきましては、ご都合により欠席という連絡をいただいてお

りますことを報告させていただきます。 

明石会長 本審議会につきましては「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程第３

条」に基づきまして公開とし、会議録につきましても同規程７条に基づき、公表

でよろしいでしょうか。ご異議がなければ、手で丸をお願いします。 

委員 （異議なし) 

明石会長 本日は、傍聴希望者はおられますか。 

事務局 傍聴者はおられません。 

明石会長 それでは案件に入らせていただきます。 

人権問題に関する市民意識調査の調査票について、委員の皆さまからの意見な

どを反映した上で、枚方市において「人権問題に関する市民意識調査」を実施さ

れました。 

本日は案件１として、市民意識調査の結果の概要について報告いただき、案件

２では、その調査結果をふまえて作成された計画素案の内容について、確認及び

審議してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

なお、案件２の計画素案につきましては、案件１の調査結果をふまえて、作成

されたと聞いておりますので、事務局から、案件１と案件２の説明をまとめて

行っていただき、その後、委員の皆さまにご質問、ご意見などを伺いたいと思い

ます。 

また、本日の会議については、審議の時間をできるだけ多く確保させていただ

くという観点から、事務局からは、要点や特徴的な点を中心に説明を行うと聞い

ております。 

わかりにくい点などがありましたら、後ほど、質問、ご意見の際にご発言いた

だければ、事務局から補足説明を行うということですのでよろしくお願いしま

す。 

また今回の計画(素案)は、52 ページにわたり、内容が膨大となっていますこと

から、事務局からの説明については、前半と後半に分けていただきますので、ご

了承願います。 

それでは、案件１「人権問題に関する市民意識調査集計結果の報告について」

及び案件２「（仮称）枚方市人権施策基本計画（素案）について」の前半につい

て、事務局から説明をお願いします。 
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事務局 ＜案件１・案件２ 前半資料の説明＞ 

明石会長 それでは、案件１「人権問題に関する市民意識調査集計結果の報告について」

及び案件２「（仮称）枚方市人権施策基本計画（素案）について」の前半につい

て、ご質問、ご意見などがございましたらよろしくお願いいたします。 

久保見委員  この基本計画ですが、一度策定されると更新されることはないのでしょうか。

どのくらいの頻度で変えられていくものなのかを教えていただきたいと思いま

す。 

事務局 (仮称)枚方市人権施策基本計画(素案)の 51 ページ「計画の期間と見直し」をご

覧ください。本計画は 10 年間を計画期間とした中長期的な計画とし、社会情勢の

変化等を踏まえ、必要に応じて中間見直しを予定しています。 

久保見委員 「４ 障害のある人の人権」についてです。今、精神科の病院で入院している

人は全国で 28 万人ほどいます。大半の人は入院の必要がないという話を今までに

何度かさせてもらったと思います。それは治療薬の開発が進んできたことにより

ます。世界的に入院治療が激減しています。 

日本は世界の精神科病院のうち、５分の１の数の精神科病院を持っていて、Ｗ

ＨＯからは早く改善するように指摘されています。同様に病床数が多かったベル

ギーもここ 10 年で入院主体から通院主体に移行が完了しました。ですから近い将

来日本でも入院主体から通院主体に移行するでしょうし、移行しなければなりま

せん。そうすると、障害を持っている方が民間の賃貸マンション等を利用するこ

とが増え、不動産業者での賃貸のあっせんにおいて、障害のある人に対する差別

が生じる可能性が出てきます。グループホームにおいても、建設に対して周辺住

民の理解が得られないというような事象が起こっています。根底に、精神障害者

は犯罪を犯すから、隔離入院させておけばよいというような偏見があると思いま

す。しかし実際は、精神障害者の犯罪率は極めて低いということもなかなか知ら

れていません。すでに地域社会の中で普通に生活している精神障害者が増えつつ

ある現状がありますので、そのような内容を追記していただきたいと思います。 

明石会長  事務局いかがでしょうか。 

事務局 ご意見を踏まえ検討してまいります。 

明石会長  その他、いかがでしょうか。 

明石副会長 感想と疑問点を述べたいと思います。感想としてはコラムを設けていただいて

いたり、用語解説が同じページの中に書かれているので非常に見やすくわかりや

すいと思います。それから市民意識調査がきちんと素案の中に反映されているの

が評価できるところだと思います。 

市民意識調査と計画素案との関係の中で、ひとつ再検討されてはどうかと思う

ところがあります。市民意識調査の６ページにおいて、「１．いろいろな人権問

題についての意識や考え方について」の「１) 各人権問題の認知度」は、すべて

の人権問題について８割以上や 90％台となっており、７ページには、この内容の
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詳細がグラフに表されております。黒いところが「内容をある程度知ってい

る」、薄い黒のところが「あることは知っている」、網掛けの斜線が「知らな

い」という区分です。これを見ていただくと、６ページでは８割以上とか 90％台

となっているのは「内容をある程度知っている」人の割合と「あることは知って

いる」人の割合を足し算したものが８割以上ということです。 

しかし、例えば、（９）ＨＩＶ感染症の内容をある程度知っている人の割合は

29.5％で、（７）日本に居住している外国人の人権問題は 30.9％。つまり、内容

をある程度知っている人の割合が低い。また、「知らない」人の割合を見ていた

だくと、（９）ＨＩＶ感染症は 17.5％、（13）性的マイノリティは 17.8％と、

「内容をある程度知っている」人の割合が低くて、「知らない」人の割合が高く

なっています。 

次に、10 ページの問１－１は、特に人権上の深刻な問題と考えるものを選ぶ設

問ですが、今、申し上げた７ページの「知らない」人の割合が高い項目が深刻な

問題と捉えられていません。例えばＨＩＶは 2.8％しか深刻な問題として考えてい

ない。（７）日本に居住している外国人の人権問題も、非常に割合が低い。それ

からホームレスの問題というように、グラフの真ん中から下の人権問題は、深刻

な問題と考えていない人が多いというふうに受け止められます。つまり、多いも

のだけを拾っていくと、低い割合のところが抜け落ちてしまうということになり

かねません。 

続いて、市民意識調査報告書の 39 ページです。講演会や研修会のテーマとして

取り上げてほしいものは「インターネットによる人権侵害」となっており、ある

程度内容を知っている人権問題がニーズが高く、講演会や研修会のテーマとして

選択される可能性が高く、内容について知らない人権問題はニーズにもならず、

置き去りにされてしまうのではないかという恐れがあります。 

市民意識調査の結果を反映させるときに、「あることは知っている」と回答し

た人は、「内容を知らない」ということなので、「内容をある程度知っている」

割合が低い人権問題に、もう少し焦点を当てた計画づくりが必要ではないかと思

います。 

明石会長 今のご意見に対して、事務局いかがでしょうか。 

事務局 今回の委員のご意見をふまえ、あまり関心がないとか、重要視されていない人

権問題を計画の中にどう盛り込んでいくか、調整しながら進めてまいりたいと考

えています。 

久保見委員 市民意識調査報告書の７ページの部落差別のところを見ると、現在進行形の問

題からフェードアウトしつつあるような印象を受けます。かつてあったという事

実も継承していかないと、知らないがゆえに復活する可能性があると思います。

ですから、ここはしっかりと過去にあったという歴史的なことを啓発していって

ほしいと思います。 
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もうひとつは、４ページの回答者の属性です。あまり答えてくれていない人

が、男性と若年層です。計画の中で、こういう属性に重点を置き、よりアプロー

チできるような方法を工夫してもらえれば、良いのではないかと思います。 

明石会長 今の委員のご発言に、事務局いかがでしょうか。 

事務局  部落差別の問題につきましては、国において、部落差別解消推進法が施行され

ています。その中では、現在もなお部落差別が存在すること、教育や啓発、相談

といったことに触れられています。委員のご発言にありました若年層は、言い換

えれば教育といった部分につながると思いますし、啓発についても力を入れてい

くべきということで認識しております。また、部落差別が現存しているというこ

と、また若年層への教育及び啓発についても踏まえたうえで、この計画を作り込

んでいきたいと思います。 

明石会長 事務局からの前半部分の説明につきまして、その他いかがでしょうか。 

井戸委員 人権問題に関する市民意識調査の報告書を先日送付していただきました。18 歳

以上の年齢別の階層をランダムで 3,000 人のサンプリングを取っていただき、枚

方市の人口とアンケートの回答者を表わすなど、集計や分析も細かく明記をされ

ており、良かったと思います。 

ただ願わくば、今回ランダムに 3,000 人に送付した中で、例えば、20 歳から 80

歳以上までの段階に分けて、40 代や 50 代は 500 人に送り、60 代なら 400 人に

送った、80 代以上は 300 人送ったといったふうに、アンケートの回答の割合が

何％であったのか明記してもらったら、なお良かったのではないかと思っていま

す。 

もうひとつは計画素案の 13ページです。 

計画の位置づけのイメージという形で木のイラストが載っており、枚方市にお

ける「まちづくり」の取り組みを１本の「木」と想定したイメージ図になってい

ますが、「人権尊重のまちづくり」の取り組みを１本の「木」と想定した形とさ

れたらどうかと思います。今回のイメージ図では、総合計画が人権施策基本計画

の上に乗っています。しかし、まちづくりの根本は総合計画が上位計画であると

思いますので、一番下の根っこのあたりにくるのではないかと思います。した

がって、今回のこの木のイメージはあくまでも人権尊重のまちづくりの取り組み

の１本の木だというふうに捉えたほうがいいのではないかと思います。 

明石会長 大きく２点ご意見を伺いましたが、事務局いかがでしょうか。 

事務局 まずアンケート 3,000 人の割合の表記について、ご意見をいただきました。申

し訳ありませんが、調査報告書はほぼ校了に近い状況です。現実的には難しい場

合もあるかもしれませんが、今のご意見が反映できるかどうかも含めまして確認

したいと思います。 

次に、木のイメージ図については、まだ課題があると認識しております。今

後、より見やすいもの、よりわかりやすいものになるよう努めていきたいと思い
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ます。次回の審議会では違った形のものがご提示できると思っていますので、そ

のときにまたご意見いただければと思います。 

明石会長 他にございませんでしょうか。 

川端委員  素案の 21ページ「２ 子どもの人権」についてです。 

 「子どもの人権は最も深刻な人権問題と考えられています」とあります。 

 次の 22 ページ「取り組みの方向性」には「虐待防止の啓発推進」に「支援を必

要とする保護者に対して」や「スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーなどを活用し、学校における児童・生徒や保護者の抱える問題の早期発見・

早期対応に努めます」とあります。 

いじめというのは年間で 60 万件あって、子どもの人権として一番守らなければ

ならないのですが、この項目としての中では、問題の早期発見・早期対応といっ

た起こってからの対応が記載されています。一番大事なのは早期発見ということ

よりも、起こさないようにするにはどうしたらいいかということだと思います。

１対１のいじめよりも、複数人数、グループ化していじめをしてしまうというこ

とが起こっています。自分たちのしていることがいじめとしてわかっておらず、

大したことではないと思っていたけれど、それがグループになってエスカレート

して、受ける側にすれば非常に強烈ないじめを受けているという形で自殺につな

がっているということがあるのではないでしょうか。 

授業の中でビデオなどを活用して、明らかないじめのモデルケースで討議す

る。この場合、明らかにみんなこんないじめしたらあかんやないの、ということ

を言われると思いますが、「これいじめかな、いじめちゃうやん」と思う程度の

いじめの例を挙げて、グループ討議をする。そういうことをたくさんして「僕た

ちがしていたのはいじめになってたかもしれない」、「これを自分が受けた場合

はどうなんだろう」と自分に置き換えて考えるような授業の進め方というか、そ

のような形で、起こさないような施策を考えられたらいいと思います。  

明石会長 今の委員のご意見に対しましていかがでしょうか。 

事務局 子どもたちを取り巻く人権問題につきましては、いじめ問題も含め、もちろん

計画に取り入れているところです。また、本日の審議会を迎える前に、人権擁護

推進本部の幹事会または専門部会で、庁内の関係課にこの計画素案についての意

見を求めたところです。一定既に反映しているところもありますが、委員のご意

見を踏まえまして、教育委員会部局、また、関係する部局などに意見などを十分

いただきながら作り上げていきたいと思います。 

川端委員 早期発見してその内容をいかにするかというよりも、起こさない施策を考えて

いただきたいということです。 

明石会長 それでは事務局より、後半の説明をよろしくお願いいたします。 

事務局 ＜案件１・案件２ 後半資料の説明＞ 

明石会長 それでは今の事務局の説明につきまして、ご質問、ご意見などがございました
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ら、よろしくお願いいたします。 

安田委員 素案の 28 ページになります。障害のある人の人権のところで「手話に対する理

解やろう者に対する…」とありますが、ろう者を聴覚障害という表記にした方が

いいのではないかと思いました。 

明石会長 事務局、いかがでしょうか。 

事務局  表現を検討させていただきたいと思います。 

明石副会長 ２点あります。市民意識調査の８ページです。先ほどの意見と関連するのです

が「人権問題を『知っている』割合」について、計画素案第３章８番のＨＩＶか

ら 14 番のセクシュアルハラスメントまでの現状と課題では、「知っている割合が

高い」という記述が出てきますが、この人権問題の内容を知っている割合は低い

ということに書き換えていただいたらいいのではないかと思います。 

２つ目は、意識調査の 39 ページの問 14「講演会や研修会のテーマとして取り上

げてほしいものがありますか」ということですが、これが素案には反映されてい

ません。広報や講演会、研修会、啓発をどのように進めていくのか、それをすべ

てやっていくというのは難しいと思います。そういったことを素案の中で講演会

や研修会を含めた広報や啓発のあり方について、どこかの項目で挙げられないか

と思います。 

明石会長 事務局の見解はいかがでしょうか。 

事務局 次回、計画案としてお示しをする際に、今いただきましたご意見につきまして

も踏まえたうえで調整を進めてまいりたいと思います。 

明石会長 他にいかがでしょうか。 

森田委員 素案 29ページの「障害のある人の人権」の「⑤雇用・就業の促進」です。 

福祉的就労だけを書いていますが、一般就労として企業で働く中での差別もあ

りますし、福祉的就労だけに限定されると雇用はそれだけではないので、一般就

労についても差別対象として企業に啓発を行うことが必要になるかと思います。 

明石会長 事務局いかがでしょうか。 

事務局 表現については、次回の計画案で調整させていただいてお示ししたいと思いま

す。 

川端委員 基本計画の 34ページ「７ 外国人の人権」についてです。 

現状と課題に「今後も外国人の居住の増加が見込まれる中…多様性を受け入

れ、ともに生きていく社会を築いていく必要があります」とあります。それに対

して 35 ページの取り組みの方向性で「①多文化についての理解促進」で「多様な

文化を認め合い」となっています。 

今、外国人の方がマンションを借りようとすると、現実はいろいろ難しい。不

動産屋さんには差別をしてはいけないという指導はありますけれど、現実にオー

ナーさんの立場になったとき、外国の人が入居することにより、何が問題かとい

いますと、一例としてごみを共用部分に捨ててしまうとか、ごみを捨てる日を守
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らない。大きな声で騒ぎだすなど、近隣の人の迷惑がかかる行為が現実に起きて

いることです。そういうことからオーナーさんが外国人を入れたくないという気

持ちになっています。計画素案で多様な文化を認めましょうとなっているわけで

すが、逆に外国人の方が日本の習慣を理解していただくということが必要ではな

いかと思います。例えば、車に乗ろうと思えば、日本の交通ルールを守ってもら

わないといけません。それにはそれなりの勉強をされるわけですが、生活する中

で誰が外国人にそういう習慣を教えているのだろうかと思います。日本語取得の

ための機会充実において、日本語習得のための機会の提供については記載があり

ますが、日本で生活するためには何が必要なのか、日本の習慣を教えてもらう機

会がないのではないかと思います。セミナーやユーチューブなどのＳＮＳを積極

的に活用して日本の文化を理解して住んでいただくということが必要だと思いま

す。 

明石会長 今のご意見に対しまして、よろしくお願いいたします。 

事務局 互いに認め合う状況にもっていくことが重要だと思います。計画にもそういっ

たことが感じられるような工夫をして調整させていただけたらと思います。 

川端委員 日本語を取得しようという意識を持ってされる方だけではなくて、マンション

を借りる際など、生活するうえでの習慣を学べる機会を提供していただきたいで

す。 

久保見委員 市民意識調査報告書の 33ページ、45ページです。 

精神障害について学ぶ機会をもう少し持ってほしいと思います。発達障害を含

めると家庭や地域、学校の中で精神障害の人と無関係でいることはできません

し、本人が障害を発症したり、持つ可能性も当然あるわけです。そこのところの

教育が進んでいないのではないかという危惧を持っています。 

それから、計画素案の 15 ページに「社会に開かれた学校づくり」ということが

書かれています。ボランティアで精神障害について学ぶ機会を提供しようとして

も、なかなか学校に入っていけないという現状があります。そのあたりも何とか

なればと思っています。 

部落差別でも障害者差別でもそうですが、何気なく話題の中で差別的な話をさ

れたときに、それはだめだと言う勇気を持たせるような教育や啓発活動をしてほ

しいと思っています。市民意識調査の中で、結局、「解決しなかった」とか「何

もしなかった」という答えがたくさん出ています。そういう答えが出ないような

施策を盛り込んでいただければと思っています。 

明石会長 事務局いかがでしょうか。 

事務局 本計画の基本方向にもつながる部分でもあるかと思います。いわゆる子どもた

ちへの人権の教育という部分、また一定期間の年齢が上がっていくと啓発という

言葉や生涯学習という言葉になるかもしれません。人権侵害をすることはいけな

いとまず気づき、それをお互いに啓発できる状況が望むべき状況のひとつである
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かと思います。教育、啓発、学習についても、教育委員会などと連携しながら、

整理していきたいと思います。 

明石会長  他委員の皆さまいかがでしょうか。 

古満委員 計画素案の 26ページです。 

「③相談体制の整備・充実」に記載のある「ひらかた権利擁護成年後見セン

ター」ですが、７月に開設されており、記載されている内容をまさに取り組んで

いるところですので、文章の語尾の「取り組みます」ではなく、別の言葉で検討

していただけたらと思います。 

明石会長  事務局いかがでしょうか。 

事務局  ご意見を踏まえまして、文章を改めさせていただきます。 

遠竹委員 計画素案の 45 ページのハラスメントの現状と課題の中で、高齢層が若年層や中

年層より 10％以上低い結果となっていると記載されていますが、「取り組みの方

向性」では、ハラスメント防止の啓発推進に職場や学校などと書いてあります。 

言葉のパワーハラスメントだけではなくて、地域ではモラルハラスメントもあ

る中で、職場や学校から離れた方々に対しても、理解いただきたいと思いまし

た。また、高齢者の方々が学ぶ機会を作れるといいなと思いました。 

明石会長 事務局いかがでしょうか。 

事務局 昨今さまざまなハラスメントがある中で、表題にもありますように「など」の

ハラスメントとしています。この取り組みの方向性で「職場や学校など」の「な

ど」の中に地域が含まれるということはあるのですが、地域という文言の追記に

ついて調整させていただこうと思います。 

明石会長 私からも３点よろしいでしょうか。 

まず、計画素案の 33 ページの部落差別（同和問題）の取り組みの方向性に「部

落差別を許さない意識啓発」とありますが、意識だけではなく、部落差別を許さ

ない態度の育成も加えていただければありがたいです。 

２点目は、その他の項目もそうですが、取り組みの方向性の最後が「努めま

す」や「図ります」、あるいは「めざします」や「推進します」「取り組みま

す」「行います」。表現に統一感がないと、読む側としては混乱しますので、整

理していただければと思います。 

３つ目は、計画素案の 38 ページ「９ 新型コロナウイルス感染症感染者や…」

の表題です。本計画が中長期的な計画であるということを考えたときに、タイト

ルを新型コロナと限定せずに、「新たなウイルス感染症感染者や…」というタイ

トルにしてはどうかと思います。 

事務局 ３点ご意見をいただきました。 

まず、部落差別問題について、態度の育成について、追記の方向で調整させて

いただこうと思います。 

２点目の文末の表現につきましては、できる限りわかりやすいように統一し、
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整理をさせていただきます。 

３点目につきましては、会長がおっしゃるように、中長期的な計画ですので、

新たなウイルス、もしくは新たな感染症というような形でコロナウイルスに限定

しないようなタイトルで調整させていただきます。 

明石会長 他に委員の皆さまからご意見やご質問はございませんか。 

森田委員 49 ページ「その他の様々な人権」のところで、その他で記載されている人権問

題は、市民意識調査の内容としなかったからなのか。その他としてまとめて記載

すると、その人権問題を軽んじているように見えるので、なぜその他としてまと

められたのか教えていただきたいです。 

明石会長 事務局いかがでしょうか。 

事務局 まず項目名につきましては、計画骨子からの流れということもあります。 

「16 その他の様々な人権」に記載している人権問題を軽んじているというこ

とは一切ございませんが、そういう見え方もあるのではないかというご意見です

ので、できるだけそういうことにならないようにさせていただきたいと思いま

す。 

明石会長 人権問題に軽重はありませんので、ご配慮をよろしくお願いします。 

他に委員の皆さまからご意見はございませんでしょうか。 

委員の皆さまが今日以後、ご意見やご提案がある場合、今日の審議後も私たち

委員の意見を事務局に提出することは可能でしょうか。 

事務局 本日限られた時間でございましたので、ご意見がありましたら、10 月８日(金)

までにご意見をいただきたいと思います。 

明石会長 本日もたくさんのご意見をいただきましたが、まだこういう点が気になると

か、ご意見がございましたら、事務局にメールでも結構ですので、貴重なご意見

を賜れればと思います。 

それでは、ここで質疑、意見については一旦終えさせていただきます。 

続きまして、案件３「その他」について、事務局から報告がありましたらお願

いします。 

事務局 資料「策定スケジュール」をご覧ください。 

今回の審議会の意見を反映し、その後、人権擁護推進本部の幹事会や本部会議

において、協議・調整を行った上で、12 月に開催予定の第３回審議会では、計画

の案として委員の皆様にお示しする予定です。 

なお、次回の審議会の日程ですが、事前に皆さまにも調整の上、お伝えさせて

いただいたところですが、12 月 23 日(木)午後２時を予定しております。日程の確

保をよろしくお願いします。 

明石会長 ただいまの説明で、ご質問などがございましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

次回は、対面での会議を予定されていますか。 
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事務局 12 月は対面を予定しておりますが、そのときの状況を踏まえまして改めてご案

内させていただきます。 

明石会長 他にご意見、ご質問がなければ、本日の案件はすべて終了といたします。 

本日は貴重なご意見ありがとうございました。 

これで、令和３年度（2021 年度）第２回枚方市人権尊重のまちづくり審議会を

閉会いたします。 

 


