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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 4年度（2022年度） 第 1回 枚方市人権尊重のまちづくり審議会 

開催日時 令和 4年（2022年）9月 2日（金） 
14時 00分から 

15時 00分まで 

開催場所 ＷＥＢ会議（会場：市役所別館 4階 第 2委員会室） 

出席者 

明石一朗委員、明石隆行委員、磯野委員、今森委員※、上野委員※、 

勝川委員、川村委員、草間委員、阪本委員、津熊委員、常委員、遠竹委員、

森田委員                     ※会場出席した委員 

欠席者 小澤委員、安田委員 

案 件 名 

1．会長副会長の選任について（審議案件） 

2．令和 3年度（2021年度）人権及び平和に関する事業について（報告案件） 

3．人権尊重のまちづくりを発信する市ホームページの作成について（審議案

件） 

4．その他 

提出された資料等の

名称 

【資料】 

・資料１ 令和３年度（2021年度）の人権及び平和に関する事業一覧 

・資料２ 令和４年度（2022年度）の人権及び平和に関する事業一覧 

・資料３ 人権に関する市ホームページ（案） 

・参考資料１ 枚方市人権尊重のまちづくり審議会委員名簿 

・参考資料２ 枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程 

・参考資料３ 枚方市人権尊重のまちづくり条例 

・参考資料４ 枚方市人権尊重のまちづくり審議会規則 

・参考資料５ 枚方市人権尊重のまちづくり基本計画 

・参考資料６ 枚方市人権尊重のまちづくり基本計画≪概要版≫ 

決  定  事  項 

・案件１について、事務局案の通り選任する。 

・案件３について、本日の委員の意見を踏まえ、人権尊重のまちづくりを発

信する市ホームページを作成する。 

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 

 

令和４年度第１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。 

皆様方におかれましては、公私ご多忙の中、委員へのご就任並びに本会議

へのご出席、誠にありがとうございます。 

私は、本審議会の会長と副会長の選出までの間、進行を務めさせていただ

きます、市長公室人権政策室課長の三木と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、委員の出席状況について事務局から報告をお願いします。 

事務局 

 

本日の出席状況は、委員 15名中、出席委員 13名で、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、審議会が成立しているこ

とをご報告いたします。 

なお、第 1 回の審議会におきましては、会議の公開・非公開が決定される

までの間は、枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程第３条第４項の規

定によりまして、公開とさせていただいております。ご了承のほど、よろし

くお願いいたします。 

なお、本日お待ちいただいている傍聴者はいらっしゃいません。 

また、後ほど会議録の取り扱いについて、ご審議いただきますが、記載内

容の正確を期すため、補助的に会議内容を録音させていただいておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

事務局 

 

それでは、開会に先立ちまして、市長公室次長の山本からご挨拶を申し上

げます。 

事務局 

 

＜山本次長 挨拶＞ 

事務局 

 

会議を進める上で、委員の皆様に 2点説明がございます。 

まず、1点目ですが、会議資料につきましては、次第、資料１～３、参考資

料は計画の冊子も含め１～６までです。参考資料５の計画、６の概要版につ

きましては、令和３年３月に本審議会へ諮問させていただいてから、約１年

間にわたり、委員の皆様からたくさんのご意見をいただき作り上げることが

できました。この場をお借りしまして、改めて、お礼申し上げます。やっと

作り上げた計画でございますが、策定して終わりではありません。この計画

は、人権問題が多様化・複雑化する中で、人権施策をより効果的・総合的に

推進するために策定したものです。今後は、本計画に基づき、人権施策を推

進することになりますが、人権が尊重されるまちづくりや差別解消に向けて

は、継続して、着実に人権施策を進める必要があります。また、人権施策を

効果的に推進するにあたっては、進捗管理が重要です。進捗管理の際には、

本審議会の委員の皆様に、忌憚なくご意見を賜りたく存じますので、よろし

くお願いいたします。 
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続きまして、２点目会議の進め方でございますが、議事進行の都度、画面

に案件の資料等を映し出し、共有させていただきます。また、WEB会議となり

ますので、事務局説明などの際は、事務局で皆さまのマイクを OFFといたし

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

員の方でマイクを ONにしていただき発言を、また、発言が終わりましたら、

委員の方でマイクを OFFとしていただくようお願いいたします。 

また、必要に応じて、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。 

本日は、委員改選後に開催する第１回目の会議でございます。新たにご就

任いただいた委員も多数いらっしゃいますので、初めに出席者のご紹介をさ

せていただきます。まず、委員の皆様につきまして、参考資料４の審議会委

員名簿をご覧ください。お名前のご紹介の後に、一言ずつ自己紹介いただけ

ればと思います。 

 ＜順次挨拶＞ 

 

事務局 

 

＜欠席者の報告＞ 

＜事務局職員の紹介＞ 

 

事務局 

 

案件１、「会長、副会長の選任について」でございます。 

会長、副会長につきましては、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、推薦などござい

ますでしょうか。 

委員 （なし） 

事務局 

 

特にないようですので、事務局から案を提示させていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

委員 （異議なし） 

事務局 

 

それでは、会長には前会長の関西外国語大学短期大学部教授の明石一朗委

員に引き続きお願いしてはどうかと考えております。皆様いかがでしょう

か。よろしければ、手で丸印をして御承認をよろしくお願いいたします。 

委員 （承認） 

事務局 

 

御承認いただきましたので、本審議会の会長は、明石一朗委員にお願いし

たいと思います。明石一朗会長には、後ほど御挨拶を頂戴したいと思いま

す。 

続きまして、副会長には、前副会長で、種智院大学教授の明石隆行委員に

お願いしてはどうかと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

委員 （承認） 

事務局 

 

それでは、副会長に明石委員を御承認いただきましたので、本審議会の副

会長は明石隆行委員にお願いしたいと思います。 

それでは、明石一朗会長、明石隆行副会長から、就任に当たりまして一言

ずつ御挨拶をいただけたらと思います。 
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明石一朗会長 

 

皆さん、こんにちは。今日はお忙しい中、今日はお集まりいただきまして

ありがとうございます。 

本審議会を通じまして、人権が尊重されて誰もが安心して過ごせるような

まちづくりに努めてまいりたいと思います。最後まで本審議会の御協議、御

理解、御協力をよろしくお願いします。 

簡単ではございますけれども、挨拶とさせていただきます。 

事務局 

 

続きまして、明石副会長、よろしくお願いします。 

明石隆行副会長 皆さん、こんにちは。ただいま事務局から御指名をいただきました種智院

大学の明石隆行と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

微力ではございますけれども、会長をしっかりと補佐していければという

ふうに思っております。ただ、会長には、絶対、事故がないように一言お願

いし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。 

事務局 

 

ここからは明石一朗会長に進行をお願いしたいと思います。会長、よろし

くお願いいたします。 

明石会長 それでは、案件に入ります前に、事務局から会議の運営につきまして説明

をお願いいたします。 

事務局 

 

会議の運営について、御説明させていただきます。 

参考資料２の「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」を御覧くだ

さい。画面にも映し出しております。 

枚方市では、この規程に基づき、会議の公開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いるところです。 

まず、会議の公開についてですが、本審議会の内容につきましては、規程

第３条及び第４条に基づき、公開とさせていただき、これまでどおり傍聴を

可能とさせていただきたいと考えております。 

次に、会議録につきましても、これまでと同様、規程第６条及び第７条に

基づき、審議の経過が分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いたしま

す。委員の皆様に御確認を経た後、正式な会議録とし、市のホームページや

情報公開コーナーで、後日公表させていただきたいと考えております。 

以上でございます。 

明石会長 会議の公開及び会議録の公表につきまして、事務局の説明どおり取り扱う

ことに異議はございませんでしょうか。 

委員 （異議なし） 

明石会長 本審議会における会議の公開及び会議録の公表につきましては、ただいま

説明がありましたように取り扱わせていただきたいと思います。 

それでは、傍聴希望者の確認を再度いたします。 



5 

傍聴希望者はおられますでしょうか。 

事務局 

 
傍聴希望者はいらっしゃいません。 

明石会長 それでは、案件２、「令和３年度の人権及び平和に関する事業につい

て」、事務局から御説明をお願いします。 

事務局 

 

＜資料１「令和３年度の人権及び平和に関する事業一覧」の説明＞ 

＜資料２「令和４年度(2022 年度)の人権及び平和に関する事業一覧」の説

明＞ 

明石会長 ただいまの事務局からの御説明につきまして、委員の皆様、御意見・御質

問などはございませんでしょうか。 

委員 妙見山の煙突とか市内の戦争遺跡の見学ツアーなど平和の事業について催

し物を多くされているのですが、王仁公園の敷地の中に恒久平和を刻む平和

の像という立派な像が立っています。この平和の像も見学ツアーの行き先の

１つとされているのかをお聞きします。 

明石会長 事務局、いかがでしょうか。 

事務局 

 

一覧で掲載しておりますウォーキングツアーでは、枚方市駅から禁野、中

宮を経由しまして御殿山駅までのコースとなっております。禁野火薬庫や枚

方製造所に関わる遺跡などを巡るものです。現在は歩いて回れる範囲でコー

スを設定しているため、王仁公園にある平和の像はコースに入っておりませ

ん。 

委員 この像は、市民の方々の寄付金などをもとに市内の有名な彫刻家の先生が

つくった作品と聞いていますが、今は王仁公園のあまり目立たないところに

あるので、今後はできたら見学ツアーのコースに入れていただきたく思いま

す。また、平和の像の前で平和のイベントなどを今後検討していただければ

と思います。 

明石会長 事務局、いかがでしょうか。 

事務局 平和の像の周知も含めまして、今後検討してまいりたいと思います。 

明石会長 そのほか、いかがでしょうか。 

それでは、私からよろしいでしょうか。 

コロナ禍で３年目を迎えますが、この間、人権相談の件数や内容に顕著な

傾向や特徴的なことはありましたでしょうか。 

事務局 

 

人権相談の件数については、コロナが理由でかなり増えるのかと思いまし

たが、コロナ禍による大きな影響はない状況です。 

明石会長 相談に来られない方もおられるでしょうし、コロナ禍の中で生活などいろ

いろと人権に困っている方も多かろうと思いますので、今後ともきめ細やか

な相談体制をよろしくお願いしたいと思います。 
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事務局 

 

努めてまいります。 

明石会長 それでは次に、案件３「人権尊重のまちづくりを発信する市ホームページ

の作成について」、事務局から御説明をよろしくお願いします。 

事務局 

 

＜資料３「人権に関する市ホームページ（案）」の説明＞ 

 

明石会長 ただいまの事務局からの説明につきまして、委員の皆様、御意見・御質問

はございますでしょうか。 

委員 全部でなくてもいいのですが、ホームページにたどり着いた方が相談した

いと思ったときに、また相談先を探さなければならないので、可能であれ

ば、各ホームページから相談窓口のリンクを貼ることができたらよいと思い

ます。 

明石会長 今の御発言につきまして事務局、いかがでしょうか。 

事務局 

 

各相談窓口のホームページのリンクについては、所管部署と調整が必要で

すので、調整をしたいと思います。 

明石会長 ほか、御質問・御意見はいかがでしょうか。 

委員 このホームページは、基本的にはまちづくり基本計画をそのまま掲載され

ていると思いますが、例えば今おっしゃったように、人権相談の窓口の案内

にリンクを貼ってもいいですし、そこに相談窓口の詳細が表示されていると

よいですね。 

それから資料１、２で説明があった事業の一覧ですが、今後行う事業のス

ケジュールの紹介や、前年度にどのような人権の事業があって、特徴的なも

のとして市民の方にインパクトがあった内容を 1つリンクするとか。 

また、先ほど会長がおっしゃったように、相談件数の詳しい内訳や件数の

推移、相談の内容も分かるようなものがあればいいと思います。計画をその

まま載せるのではなく、枚方市全体の人権尊重のまちづくりの事業がどのよ

うに実施されているのかという総合的な案内であるほうがいいと思います。 

明石会長 今の御意見につきまして事務局、いかがでしょうか。 

事務局 

 

今後、どのようにホームページを充実させるかについては、いただいた御

意見を踏まえまして可能なところから取りかかり、より良い内容となるよう

随時、更新していきたいと思います。 

明石会長 ほか、御意見・御質問はいかがでしょうか。 

委員 ２つあります。１つは、本当にいいものをつくっていただいたので、これ

をどれだけ多くの方にここまでたどり着いて見てもらうかが大事だと思いま

す。素晴らしいものでも、あまり目につかないと駄目なので。また、これは

大人向けの文章ですが、例えば「子どもの人権」のところでしたら、子ども

版のようなものがあって、そこにはルビが打ってあって、ひこぼしくんコラ
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ムのような分かりやすい文章が載っている、そういう子ども版のページがあ

れば、小学校の５・６年生でしたら、ここにたどり着いてしっかりと読んで

くれるのではないかと思います。そうして人権の意識が広がっていくのでは

ないかと思います。 

２つ目は、これは大人向けの対応です。たくさんの人に読んでいただきた

いのであれば、例えば枚方市の「広報ひらかた」の中の 1 ページを人権特集

のようなものとし、ひこぼしくんコラムのようなものを掲載し、高齢の方に

も分かりやすく、また、ホームページにたどり着けるような説明があればな

お良いと思いました。例えば、この資料では、トップページの次のところに

「別ウインドウで開く」と書いてありますよね。丁寧に書いていただいてい

る。ただ、私は別のウインドウでどうやったらいいかが分からないので、そ

のような初めての人でも分かるような御配慮をいただけたら非常にありがた

いなと思いました。 

明石会長 今の御意見につきまして事務局、いかがでしょうか。 

事務局 

 

まず 1 点目、作成するホームページについては、子どもたちをはじめとし

て多くの方にたくさん見ていただけるような工夫を考えてまいります。 

2 つ目、広報ひらかたに特集という形でコラムを載せてはどうかという御意

見についてですが、実は、最近の広報からコラムを抜粋して載せ始めている

ところです。また、広報誌でコラムを見ていただいた方が、それをきっかけ

としてホームページを見ていただける仕組みについても、検討してまいりま

す。 

明石会長 ほか、御意見・御質問はありませんか。 

委員 人権というのは非常に概念的であり、各人権問題の課題に「理解促進」が

挙げられていますよね。「理解がなかなかされにくい」「概念的には分かっ

ていても具体的にどうなのか」というのがなかなか理解を進められないとこ

ろかと思います。例えば、中学校でも多文化教育をしているのですが、それ

以外にもいろいろな課題について様々な取り組みがあると思います。それを

全部動画で載せるのは大変ですが、一部でも動画で載せると、視覚的に理解

が深まっていくのではないかと思います。ホームページの掲載スペースが許

されるのであれば、掲載できればいいと思います。 

また、外国人に向け、先ほど今森委員からもありましたが、ルビをぜひお

願いしたいと思います。 

明石会長 今の御意見に関しまして事務局、いかがでしょうか。 

事務局 

 

人権の概念を理解いただけるよう動画で取り組みを紹介するなど、視覚的

に訴えてはどうかという御意見につきましては、分かりやすいものとなるよ

う人権政策室を中心として関係部署と調整してまいります。 

ルビを振ることにつきましても、どのような形でお示しできるか検討して
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まいります。 

明石会長 よろしくお願いします。 

委員 各人権問題のホームページのところで、「取り組みの方向性」と「現在の

取り組み」というのがあります。女性の人権には「DV 相談窓口」というのが

掲載されていますが、女性の人権というのは、必ずしも DV だけではないと思

います。「現状と課題」のところには、男女格差、社会の格差が大きいこと

が書かれていて、やはりそういう格差が大きいところに、仕事などの面での

苦労をされている方たちとか、職場での苦労というようなことがあると思い

ます。ほかの高齢者の人権とか障害者の人権の項目には「相談支援体制の充

実」というのが書いてあるのですが、相談窓口として「DV 相談窓口」が書か

れているだけで、女性の人権の項目だけ、DV の相談窓口だけしか書かれてい

ないことが、気になりました。 

明石会長 事務局、いかがでしょうか。 

事務局 

 

現在の取り組みは、計画に基づく具体的な取り組みの１つとして記載させ

ていただいています。 

３の（１）には、男女共同参画等への理解促進というところで、理解促進

の中には相談を受けながらその内容を踏まえて取り組んでいくこともありま

すので、「男女共生フロア・ウィルの相談事業」を掲載しております。相談

窓口について、どの項目にどのように掲載するかについては検討させていた

だきます。 

委員 幅広い相談窓口の記載があれば、より理解しやすいと思います。「窓口

に、自分が行ってはいけないんだなと、DV 以外は駄目なんだな」と思ってし

まわないようよろしくお願いします。 

事務局 幅広い相談窓口があるということが伝わるよう努めてまいります。 

明石会長 よろしくお願いします。 

委員 私は人権まちづくり協会で年に数回、人権まちづくり新聞というのを出し

ています。その中の「人権な街角」というコーナーを担当しており、実際に

街角を歩いてみると、いろいろと人権に配慮した取り組みがなされていま

す。行政以外にも市民が独自にいろいろと人権に配慮して取り組まれてい

て、例えば、お店のレジのところに「筆談で対応します」と書かれているお

店があります。私もつい最近知りましたが、点字のメニューがあるファミ

リーレストランもあります。当事者はご存知かもしれませんが、一般の市民

が人権に配慮した実際の取り組みをご存知ない場合もあると思います。ホー

ムページでは、理念を啓発的に示すとか、課題に対して、このような問題例

がありますよということを示すことで終わってしまうものが多いと思いま

す。そうではなく、もっと肯定的に、前向きに、実は枚方の中にもこういう

取り組みをされていることがありますよという具体的な取り組みを、ホーム
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ページや広報ひらかたで紹介してもらえれば、もっと一般の市民の方に、

「こういうことなら自分にもできる」という意識が生まれるのではないかと

思います。 

明石会長 今の御意見に関しまして事務局、いかがでしょうか。 

事務局 

 

委員がおっしゃる通り、いろいろな取り組みが町中にもたくさんあります

し、市役所でも取り組んでいるものがあります。ホームページの掲載内容に

ついては、関係部署、また、人権まちづくり協会とも連携協力しながら、行

動につながるような発信など、検討してまいりたいと思います。 

明石会長 ほか、委員の皆様、御意見・御質問はよろしいでしょうか。 

事務局の皆さん、本日、出ました貴重な御意見に対し、検討、反映いただ

けましたら幸いです。ホームページに、なかなか市民がアクセスすることに

抵抗があったり、まだまだアクセスしにくい方も多いかと思いますので、誰

もが気軽にのぞけるような親しみのあるホームページになればと願っており

ますのでよろしくお願いいたします。 

それでは次に、案件４、「その他」につきまして、事務局から説明をお願

いします。 

事務局 

 

案件４「その他」について、今後のスケジュールを説明させていただきま

す。 

本日案件２でご審議いただきました人権に関する情報発信の市ホームペー

ジについては、皆様のご意見等も踏まえまして作成作業を進め、年内までに

はホームページに掲載し、人権尊重のまちづくりを発信していく予定です。 

本審議会の開催につきましては、現在、確定した案件はございませんが、

令和４年度内に 1 回程度開催する方向で検討しております。案件が具体的に

決まりましたら、ご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

また、来年度からは、今般作成した枚方市人権尊重のまちづくり基本計画

の進捗管理が始まりますので、今年度中に進捗管理の方法を検討し、来年度

の審議会で進捗状況をご報告させていただく予定です。 

案件４の説明は以上です。 

明石会長 ただいまの説明につきまして、委員の皆様、御意見・御質問はございます

でしょうか。 

委員 （なし） 

明石会長 その他全体を通しまして、本日の審議会で御意見・御質問がございました

らお受けいたします。全体を通してございませんでしょうか。 

委員 冒頭にありました会議録につきましては、私どもは今後見ることができる

のでしょうか。 

また、委員の皆様からのご意見については、今後検討していかれるという
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ことですので、よろしくお願いいたします。本日の意見に対しては、回答を

いただけるということでよろしいでしょうか。 

２つ、よろしくお願いいたします。 

明石会長 事務局、いかがでしょうか。 

事務局 

 

議事録につきましては、「案」という形で委員の皆様にお示しし、修正等

を行った上で、確定したものをお送りします。メールなどでご案内させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

今回、審議会でいただきましたホームページに対するご意見につきまして

は、今回いただいた審議会の委員の皆様のご意見もありますが、各関係課長

からも意見が出ております。それらの意見を踏まえ、総合的に検討させてい

ただくことになるかと思います。いただいたご意見とそれに対する結果につ

いては、調整後ご報告させていただきます。 

明石会長 その他、全体を通して御意見・御質問はございませんでしょうか。 

今日は一部対面、全体としてはリモートの審議会となり、皆様方もパソコ

ンを通して参加しにくかったりご意見がなかなか言えなかったりといったこ

とがあったかと思いますが、委員の皆様の忌憚のないご意見を頂戴して、よ

りよい人権行政の発展を願っておりますので、今後ともよろしくお願いいた

します。 

それでは、これで令和４年度第１回枚方市人権尊重のまちづくり審議会を

終わりたいと思います。 

皆様、お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

 


