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【所属名：市民部環境生活課】 

【会議名：第２回推進計画策定員会】 

 

会 議 録 

作成日 平成 28 年 10 月５日 

日 平成 28 年９月 29 日 時間 10:00 ~ 12:10 場所 市役所 203 会議室 

件 

名 

議題(１) 意識調査報告について 

(２) 計画の内容について 

①各分野別の「現状と課題、施策の方向（案）」について 

出 

席 

者 

【出席者】 ９人 

伊藤委員、山本委員、倉又委員、猪又委員、磯貝委員、山崎委員、柳委

員、星野委員、川原委員 

【欠席者】 ２人 

長委員、江口委員 

【事務局】 

市民部：岩﨑部長、環境生活課：五十嵐課長、松村補佐、猪又主査 

傍聴者定員 人 傍聴者数 人 

会議要旨 

１ 開会・・・司会進行：松村補佐 

２ 委員長あいさつ 

３ 議事・・猪又主査 

（１）意識調査報告について 

 

【質疑応答・意見交換】 

（委 員）1 ﾍﾟｰｼﾞ(6)調査時期について、日付の「日」が抜けている。 

 

（事務局）修正する。 

 

（委 員）3～7 ﾍﾟｰｼﾞ(問 1～問 5)年度の考え方について、アンケートを実施したのは、

あくまで H28.3 月期になるので、集計は 4 月以降だとしても表示は 27 年度に

なるのではないか。 

 

（事務局）そのとおりなので修正する。 

 

（委 員）5 ﾍﾟｰｼﾞの関心事項を見ると、女性の人権に対する意識が低い気がする。 

☑開示 

□一部開示 

□不開示 

□時限不開示 (開示:    年  月  日) 

(理由:条例第 条第 号 該当) 



（事務局）10 年前に比べ数値は改善したが、まだまだ満足とは言えない。特に男性の女

性に対する人権意識が低いと感じている。 

 

（委 員）男女の委員会の中でも、まだまだ啓発が足りないということが課題となって

いる。市民の男女に関する意識を高める施策が必要と感じている。 

 

 

（２）計画の内容について 

  ①分野別の「現状と課題、施策の方向（案）」について 

 

【質疑応答・意見交換】 

≪女性の人権≫ 

（委 員）施策の方向は当市のことばかりでなく、国・県・他市のことも考慮した内容

となっているのか。 

 

（事務局）現在の「いといがわ男女共同参画プラン」の体系をそのまま載せてある。プ

ランの改訂版をご審議いただいている最中なので、今後の審議の内容によって

はここに記載の施策の方向も変更になる。 

 

（委 員）施策の方向 2 ﾍﾟｰｼﾞ 1「男女平等意識を育むための教育や生涯学習の推進」の

ところに「認定こども園」を追加してほしい。 

 

（事務局）追加する。 

 

（委 員）2 ﾍﾟｰｼﾞ 3「女性に対する暴力・いやがらせの根絶」の内容にパワハラとマタ

ハラを追加して欲しい。 

 

（事務局）了解。DV やワークライフバランスのように注釈が必要か。 

 

（委 員）必要。一つ一つの解説ではなく、「様々なハラスメント」のように一括りで

良い。 

 

（委 員）シングルで子育てをしている人は、子育て、貧困、住居など、不安材料をた

くさん抱えているので、シングルの方のカテゴリ又は抱えている問題について

の記載があっても良いと思う。また、貧困は子ども、障がい者、高齢者などに

も共通する問題であるので、全体としてどのような問題があるか洗い出して、

それに対応する施策を検討してほしい。分野別の課題を個別に考えていたので

は見えてこない課題も見えてくる。 

 

（事務局）庁内委員と検討させて欲しい。 



（委 員）2 ﾍﾟｰｼﾞ 1「男女平等の労働環境づくり」の内容として、労働の場における性

別役割を改善すると書いてある。地域全体で取り組む総合的な計画であればこ

のような記載で良いが、他は行政としての働きかけ部分が書いてあるので、こ

のために行政は何をするのか、「改善を進めます」といった大きな方向で書い

ていくのか、「改善を進めるために具体的にこういった働きかけをします」と

いう形で書くのかどちらか。 

 

（事務局）糸魚川市の推進計画であるため、様々な人権課題について「行政がこういっ

た方向でやっていきます」という構成で体裁を整えたい。全体を統一するため

他の項目も今一度見直す。 

 

≪子どもの人権≫ 

（委 員）4 ﾍﾟｰｼﾞの現状と課題のところに「いじめのない社会の実現に向け・・」とあ

るが、現実は難しい。先生方はこのように綺麗に書きたがるが、人間が 2 人以

上いればいじめは起きるもの。いじめを防止、最小化して、それでも起こって

しまった時どうするのかということの方が大切。他の計画や目標との絡みがあ

り、どうしても書かなければならない事情があればこれでも良い。 

 

（委 員）障がいのある子どものことについては、障がい者のところで書かれているが、

子どものところで取り上げた方が良いのではないか。障害者権利条約や本年度

4 月からスタートした障害者差別解消法を見ると、インクルーシブ教育（統合

的に教育するという意味）の必要性が謳われており、障がいのある子も普通の

子も一緒に、文科省もこれからはバリアフリー教育を推進すると言っている。 

この推進計画を見て、同じ子供であると考えた時に、障がいのある子とない子

が分野別に隔てられているのがいいのか検討して欲しいし、お互いが理解して

いく上で、普通の子供達に障がいのある子供達も一緒なんだという人権教育を

していただきたい。 

 

（事務局）検討する。 

 

（委 員）別にするとしても、インクルーシブ教育の基本的な考え方は反映して欲しい。

外国人や性同一障害の人など、子供達は将来職場等で色んな人と接することに

なるかもしれない。そういった時のため、“多様性を認め合うことの大切さ”

を学んで欲しい。 

 

（委 員）「いじめのない社会」というのは甘美な響きではあるがありえない。人間が

いる限り大なり小なり必ずいじめはあるので、改める方向で検討願いたい。 

 

（事務局）庁内委員会に諮りたい。 

 



（委 員）5 ﾍﾟｰｼﾞ 4「子育てと家庭に関する相談の充実」のところ、シングルマザーが

抱える貧困問題がかなりあることや、子どもの 6 人に 1 人が貧困と言われてい

る社会なので、ここの所で項目を別にするか違う形で貧困に対する対応を記載

しても良い状況だと思う 

 

（事務局）庁内委員と検討させて欲しい。 

 

（委 員）障がいをもつ子どもの対応やいじめ問題も、全て子ども達が育ってくる家庭

が重要な役割を果たすと思う。家庭力というか、まず、自分は親に愛されてい

て、自己肯定感を持てるような家庭でのことに関する記載が欲しい。すべての

基本は家庭にある。 

 

（委 員）行政として個々の家庭のことを計画に入れるのは難しいのではないか。家庭

での人権教育について啓発するということであれば入れられると思うが。 

 

（事務局）２章に入れられるかも含めて検討する。 

 

（委 員）4 ﾍﾟｰｼﾞ 1「いじめ防止等の取り組み」について、糸魚川市教育委員会だけで

は到底出来るものではない。学校や地域、保護者と連携しなければ絶対にでき

ない。5 ﾍﾟｰｼﾞ 1 にも教職員研修の充実とあるが、教職員ばかりが研修していて

もだめだと思う。PTA を巻き込んだ研修でないと共通理解もできない。地域や

色んな人を巻き込んだ形でやっていかないと良い方向には向かって行かない。

先生達の意識改革ができないと、いじめ防止改革がいくらあっても、うまく運

用できていないのでジレンマを感じている。 

 

（委 員）PTA を巻き込んでというのはその通りだと思う。小規模校になるとその PTA

役員の子が問題に絡んでいるケースもあり難しいことが沢山あるのが現実。 

 

（委 員）5 ﾍﾟｰｼﾞ 4「市民意識の醸成」のところについて、市民意識の何を醸成するの

か。子どもの人権についての意識を高めるというところを市民意識として醸成

していくのか、家庭環境だとか子どもの子育ての環境づくりをより良くしてい

こうということを醸成していくのか。ここが明確になると、色々出ていた意見

がこの中に包括的に含まれると思うので少し検討願いたい。 

 

（事務局）検討する。 

 

（委 員）子どもの人権教育で性教育を取り上げてもらいたい。中学時代からキャンパ

ス DV というのが今問題になっている。異性を尊重していく上でも、LGBT な

どの性的少数派を理解するうえでも重要なこと。キャンパス DV については法

務省も重視している事項なので子どものところに記載してほしい。 



（事務局）検討する。 

 

≪高齢者の人権≫ 

（委 員）H26 の高齢化率データを使用しているが H27 のものが既に発表されている。 

 

（事務局）最新のものに修正する。 

 

（委 員）認知症患者の人権に関する問題が一つも入っていない。アンケートの中でも

邪魔者扱いされるとか、酷い事を言われるというのは認知症の方に対するもの

が多い。人権についての計画であれば、認知症の方が安心して地域で生活でき

るような施策を作るべき。 

 

（事務局）福祉事務所の庁内委員と協議のうえ検討したい。新たな項目を設けるか既存

の項目に追加する予定。 

 

（委 員）高齢者と一概に言っても、介護の必要な方もいれば元気な方もおり、65～70

代前半位の高齢者で、年金も少なく、食べていくのが大変ということで働きた

いと言っている人も多い。シルバー人材センターやグリーンバスケットで働い

ている人もいるが、高齢者の就労についての施策があっても良いと思う。高齢

者が勤める際に、年齢や性別で差別されることがあることも書いてもらいた

い。また、権利の主体としての記載がもう少しあっても良いのではないか。 

 

（委 員）ここに書いてあることは全てが「保護客体」としてのもの。市の施策でも「ま

だまだ元気良く頑張って」とあるので、「権利の主体」としての記載がもう少

しあっても良い。 

 

（事務局）この計画自体は、人権を守るために教育なり啓発をどうしてくかという視点

で書かれていなければならないが、改めて施策の方向を見るとかなり具体的な

ことまで書いてあって、「人権を守るには○○」という視点が抜けており、高

齢者福祉計画そのものになってしまっているので、頂いたご意見も参考に人権

の視点での施策を再検討させて欲しい。 

 

≪障がい者の人権≫ 

（委 員）10 ﾍﾟｰｼﾞ 1「相談窓口の充実」の内容の中で、地域自立支援協議会に提案す

るとあるが、障害者差別解消法の中では障害者差別解消支援地域協議会を設置

することを謳っているが、糸魚川市では設置しない方向なのか。 

 

（事務局）地域自立支援協議会との連携について検討しているところであり、現在は新

しい法律の周知に注力している。 

 



（委 員）11 ﾍﾟｰｼﾞ 4「学校教育の充実」について、ひすいの里総合学校や高田特別支

援学校白嶺分校に伺って先生のお話を聞くと、生徒たちは言語ができないこと

で普段から差別されたり、就労においても差別されていると感じていて、特に

高等部の生徒達は、隣に白嶺高校があることで、差別感情をより強くもってい

るとのことだった。 

高校のことに市はタッチしないのかもしれないが、一貫教育は 18 才までと 

なっていることからも、ここに特別支援教育のことを記載して充実を図っても

らいたい。 

 

（事務局）検討する。 

 

（委 員）10 ﾍﾟｰｼﾞ 3「企業への就労機会の拡大」とあるが、障がい者の特性を就労先

に理解してもらわないと上手くいかない。自閉症の子は遅くてもパーフェクト

に仕事をこなす子もいる。普通の社員と同じラインに入れられ、「遅い！」と

罵声を浴びせられて辞めてしまったということも聞くので、企業の障がい者へ

の理解を深めるような記載をして欲しい。 

 

（事務局）検討する。 

 

≪外国籍住民の人権≫ 

（委 員）内容は上手くまとめられていると思う。「外国語で対応できる行政相談窓口

や病院・施設がすくないこと」を問題に思っている方が多いが、外国人が一番

困っているのは、学校、幼稚園、保育園が外国語に対応していないこと。その

辺の記載をお願いしたい。 

 

（事務局）了解。 

 

（委 員）就労先での人権侵害トラブルも多いと聞いているので記載を。 

 

（事務局）日本人だろうと外国人だろうと同じ扱いをすることが大切。検討する。 

 

≪感染症患者等の人権≫ 

（委 員）現状と課題のところに、「ＨＩＶ感染症は、その感染経路は限られており」

と書かれているが、もう少し違う表現もあるので、内閣府政府広報オンライン

を参考に記載内容について検討してもらいたい。16 ﾍﾟｰｼ 1「ﾞ感染症患者等へ

の相談支援」のところ、県としては「実施に努めます。」ではなく、「実施しま

す。」という風に修正して欲しい。 

 

（事務局）検討する。 

 



（委 員）代表的は HIV、エイズ、ハンセン病のことを取り上げてもらってあるが、結

核についてはまだまだ差別や偏見が残っているので、現状と課題のところに他

の感染症のことも記載頂きたい。 

 

（事務局）了解した。 

 

≪インターネットによる人権侵害≫ 

（委 員）インターネットについては、子どもが抱える諸問題にも直結するし、親がス

マホに依存することでネグレクト（育児放棄）にも繋がり、問題も多岐に渡っ

ている。どのように記載して良いかわからないが、子どものところに記載する

のかも含めて検討してほしい。 

 

（事務局）結局は使う人のマナーやモラルの問題なので、啓発をどのように進めていく

かだと思う。 

 

≪同和問題≫ 

（委 員）分野別の課題で 8 番目に記載されているが、その意図は？構成（案）のとこ

ろでは 5 番目になっている。 

 

（事務局）5 番目というのは基本指針での記載順位。8 番目というのは意識調査での記

載順位であり他意はない。 

 

（委 員）推進計画上の順番については今後検討いただきたい。 

 

（事務局）了解。 

 

（委 員）中身については概ね良いと思う。先日、根知小学校にお邪魔した時にちょう

ど同和教育の授業を行っていて、先生が生徒からの質問を受けながら進行して

いて、ずっとこのようにやっていることに安心感を抱いた。 

 

≪様々な人権≫ 

（委 員）様々な人権についてはこのような包括したもので良いと思う。 

 

（事務局）了解。 

 

４ その他 

（事務局）次回は 10 月中の開催を予定。 

 

５ 閉会 

以 上 



 


