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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４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（2022年）３月 17日（木） 
14時 00分から 

16時 00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、上田委

員、川端委員、久保見委員、古満委員、津熊委員、森田委員、伊

藤委員、是永委員、 

欠席者 河井委員、遠竹委員 

案件名 

１．市民意見聴取の結果等について  

２．（仮称）枚方市人権施策基本計画の答申について（案）  

３．その他 

提出された資料等の名称 

【資 料】 

・ 枚方市人権尊重のまちづくり基本計画（案）に関する市民意

見の聴取について（結果公表） 

・ 「枚方市人権尊重のまちづくり基本計画（案）」主な変更内

容等一覧 

・ 枚方市人権尊重のまちづくり基本計画（案） 

・ （仮称）枚方市人権施策基本計画の答申について（案） 

・ 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）を修正する。 

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、令和３年度(2021 年度)第４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。 

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、

ウェブ会議での開催となります。 

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ＯＦ

Ｆ（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（〇）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。 

 

＜配付資料の確認＞ 

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 委員の皆さま、こんにちは。年度末で何かとお忙しい中、本日

はご出席くださいましてありがとうございます。 

それでは、ただいまより令和３年度第４回枚方市人権尊重のま

ちづくり審議会を開催いたします。 

はじめに事務局から委員の出席条件につきまして、報告をお願

いします。 

事務局 

 

本日の出席状況は、出席委員 13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、遠竹委員と河井委員につきましては、ご都合によりご欠

席という連絡をいただいておりますことをあわせてご報告させて

いただきます。 

明石会長 続きまして、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
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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。 

委員 （異議なし） 

明石会長 本日、傍聴希望者はおられますか。 

事務局 傍聴希望者はおられません。 

明石会長  それでは案件に入らせていただきます。 

まず「案件１ 市民意見聴取の結果等について」です。 

前回の審議会で、計画案について委員の皆さまからいただいた

ご意見などを反映した上で、審議会において１月から２月にかけ

て「市民意見聴取」を実施しました。また、その期間中に２回、

市民説明会を開催しています。 

本日は、市民からいただいた意見とそれに対する審議会の考え

方、またその考え方に対応した計画案を事務局で作成しておりま

すので、その内容を確認し、審議してまいりたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

それでは、案件１「市民意見聴取の結果等について」、事務局

から説明をお願いします。 

事務局 ＜市民意見聴取の結果の説明＞ 

明石会長 ただいま、事務局から案件１「市民意見聴取の結果等につい

て」説明がありました。 

市民のご意見に対する「審議会の考え方」やそれを反映した計

画案について、ご意見がございましたらよろしくお願いいたしま

す。 

川端委員 12 ページのいじめのところで、「傍観者や加害者にならないよ

う教育を」となっていますが、「加害者にならないような教育

を」としたほうが分かりやすいのではないかと思います。 

明石会長 事務局いかがでしょうか。 

事務局  いただきましたご意見を踏まえ、修正の方向で検討していきま

す。 

明石会長  他にいかがでしょうか。 

川端委員 別件ですが、障害の「害」の字を説明いただきましたが、現在

大阪府は「がい」をひらがな表記としています。その辺は連携を

していったほうが良いと思います。 

明石会長  事務局いかがでしょうか。 

事務局 今回の計画につきましては、「障害」という２文字を使うにあ
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たり、これまでの公文書にかかる取り扱いなどを確認した上で、

「障害」という漢字を使わせていただくこととしておりますが、

大阪府との連携や考え方も含めまして、また庁内で共有をしてい

きたいと思います。 

明石会長  他にいかがでしょうか。 

安田委員 障害の件と少し関係する内容で、29 ページに、「障害者」と追

加していただきましたが、他のところでは「障害のある人」とい

う表記となっていたかと思います。29 ページの④の雇用のところ

にも「障害者の」と書いてありますので、可能でしたら「障害が

ある人」という表記で統一してはどうかと思います。 

明石会長 ありがとうございます。 

事務局 「障害のある人」という表現で統一したいと考えます。 

明石会長 その他、全体を通しましていかがでしょうか。 

井戸委員 今回、枚方市人権尊重のまちづくり基本計画については、審議

会前に、事前にデータで確認させていただきました。本部会議・

幹事会・事務局から出た意見に対する修正箇所は水色、審議会か

らの意見に対する修正は黄色、市民意見聴取の意見に対する修正

については緑色で着色されており、非常にわかりやすかったで

す。 

ひとつ、お聞きしたいのですが、枚方市の市民の意見６件と、

団体１組から 10 件出た意見は事務局のほうに届いたのか、生涯学

習市民センターとか図書館に届いたのか、内訳はわかりますか。 

明石会長  事務局いかがでしょうか。 

事務局 市民意見聴取につきましては、市役所や生涯学習市民センター

など、複数の場所に意見回収箱を設置し、今回、意見提出者数と

しまして、個人６名、団体１組からご意見があり、そのご意見す

べてが事務所に届いた意見なのか、設置した回収箱に届いた意見

なのか、内訳が分かりますかというご質問をいただきました。現

在、どこの場所で回収したかという内訳の資料を持ちあわせてい

ませんが、事務所に数件と、複数箇所の施設にご提出いただいた

ものです。 

なお、井戸委員から図書館に来られる市民の方が多いのではな

いかと言っていただいておりましたので、生涯学習市民センター

が図書館と隣接している、または同じ建物にある所につきまして

は、「生涯学習市民センターに意見回収箱を設置しています」と

いうポスターを図書館に貼りました。隣接していない香里ケ丘図

書館などにつきましては、図書館にも回収箱を設置し、今回意見
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聴取をさせていただきました。 

明石会長 ありがとうございます。 

久保見委員 市民の説明会を２日にわたって行ったということですが、それ

ぞれの参加者数について教えてください。 

明石会長 事務局、よろしくお願いいたします。 

事務局 １回目に１名、２回目は参加者がありませんでしたので、合計

１名となっております。 

明石会長 ありがとうございました。 

伊藤委員 38 ページです。「外国人のための枚方生活ガイド」を「７か国

の言語で作っているよ」とありますが、外国の人は多分わからな

いと思うんです。これを読むのは日本人なので、例えば「教えて

あげてね」とか何か入れてはどうかなと思いました。ガイドブッ

クがあることを知らない方が多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 修正の方向で検討します。 

明石会長 他にご意見いかがでしょうか。 

では、私から 42 ページについての意見です。新たなウイルス感

染、感染症、感染者という表記ですが、今後、コロナ以外の新た

なウイルスや細菌が発生しないとも限りませんので、そうした対

応も踏まえまして、「新たなウイルス等感染症感染者」と、ウイ

ルスの後に「等」という言葉を入れていただけたらと思います。

いかがでしょうか。 

事務局 修正の方向で検討します。 

明石会長 ありがとうございます。他の委員の皆さま、ご意見いかがで

しょうか。この間、皆さまにいろいろな方面からご意見頂戴いた

しまして、今日の案に至っているかと思います。最終的な案文に

なりますので、ご意見がございましたら、いただければと思いま

す。 

他になければ、本日の意見をふまえた答申案の修正の確認につ

いては、会長である私に一任いただいて、事務局と最終調整させ

ていただいてもよろしいでしょうか。 

委員 （異議なし） 

明石会長 ご賛同ありがとうございました。 

それでは、次に案件２「（仮称）枚方市人権施策基本計画の答

申について（案）」、事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜答申書案の説明＞ 
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明石会長 ただいまの答申のご説明に対し、皆さま方からご質問、意見な

どはございませんでしょうか。このような運びで進めさせていた

だいてよろしいでしょうか。 

委員 （異議なし） 

明石会長 ご賛同いただきましたので、案のとおりとさせていただきま

す。今後、私から市長へ答申書をお渡しする運びとなります。 

なお、答申式の日程につきましては、後程事務局よりスケ

ジュールの報告がありますが、ご出席いただける委員の皆さま

は、ご都合よろしければ事務局までご連絡をお願いいたします。 

それでは、案件３に参りたいと思います。「その他」につきま

して、事務局から報告がありましたらお願いいたします。 

事務局 今後の予定でございます。資料の策定スケジュールをご覧くだ

さい。先ほど会長からもありましたとおり、４月７日に答申式を

開催し、会長から市長に答申していただく予定としております。 

また、答申後のスケジュールですが、審議会からいただいた計

画案を庁内委員会で確認後、５月には市議会の総務委員協議会の

場でご報告し、６月には、計画を策定する予定となっておりま

す。 

令和４年度第１回の審議会は、７月頃を予定しており、日が近

づきましたら、日程調整させていただきますので、よろしくお願

いします。 

明石会長 今、事務局から答申式の日程が４月７日（木）とご案内がござ

いました。もしお時間の許す委員の皆さまは、参加いただければ

と思います。 

計画の策定につきましては、委員の皆さま方と共に審議会を進

めてまいりました。それぞれの立場から様々なご意見をいただ

き、ご議論を重ねていただきました。この場を借りて、改めて御

礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

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

しますが、よろしいでしょうか。 

井戸委員 策定のスケジュールを教えていただいたんですが、会長から答

申していただいた後、庁内の意見、今日の意見等も含めて、また

一部訂正があるかと思います。  

５月に総務委員協議会に諮られると、各総務常任委員会の議員

さんからもご意見などが出てくるのではないかと思います。そう

いたしますと、我々は今日の案が最終の案だと思っていますけれ

ど、今後の予定として審議会で諮ったものと、今後何らかの変
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更、あるいは最終案として何らかの変更があったときに、それら

の報告については、どのように我々にこういう形で最終は決まり

ましたという報告をしていただけるのでしょうか。 

事務局 これまで、市役所の中でも会議を重ねてまいりましたので、大

きな修正は見込んでおりませんが、大きな変更が生じた場合は、

ご案内させていただきます。 

また、内容が確定しましたら、委員の皆さまにご報告させてい

ただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

明石会長 今、井戸委員からもございました、計画案を答申して終わりで

はなくて、私たちの考えが実行されていきますことを切に望んで

いるところです。 

最後に事務局からあいさつの申し出がございましたので、お受

けしたいと思います。 

事務局 ＜委員退任等に対するあいさつ 及び 退任する委員の紹介＞ 

明石会長 ただいま、事務局からご紹介のありました委員につきまして

は、本日が最後の審議会となりますので、大変恐縮ですが、一言

お言葉を頂戴したいと思います。 

 

川端委員 長い間、いろいろとありがとうございました。充分なことがで

きていなかったと思いますが、これからも枚方市のために頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

井戸委員 重要政策である人権計画に関与できたということは、大変喜ば

しいことだと思います。こうして提言までこぎつけられ、大変良

かったと思っております。 

今後の審議会がさらに発展していきますことを心からお願い申

し上げまして、お礼とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

久保見委員  よく分からない状況で始めたというところもあって、事務局は

じめ、委員の皆さんにはいろいろとご迷惑をかけたのではないか

と思っています。ただ、精神障害者を代表して参加して欲しいと

頼まれたときに、私もいろいろとさらに勉強させていただきまし

た。そして、まだまだ差別がひどい状況だということを改めて認

識しました。この基本計画が出ていくわけですけれど、実際にど

れだけ精神障害の人たちの差別が解消されていくのかということ

を、注意深くこれからも見ていって、まず枚方市から実現して

いってほしいと強く思っています。この実現のために、微力なが

ら枚方市のために協力していきたいと思っています。ありがとう
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ございました。 

伊藤委員 短い間でしたけれども、あまりお役に立てず、申し訳なかった

と思っています。ありがとうございました。 

是永委員 短い期間ありがとうございました。いろいろ勉強させていただ

きました。これがみんなに浸透して、現実の場で少しでも差別が

なくなっていくことを私の第一歩として、切に願う気持ちでいっ

ぱいです。私も頑張ります。 

明石会長 この度退任される委員の皆さま方、本当にありがとうございま

した。それでは、これをもちまして令和３年度第４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。 

 


