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  平成 26年度第 2回多治見市人権施策推進指針策定委員会議事録 

 

□開催日時 ： 平成 26年 7月 28日（月） 午後 1時 30分～午後 3時 30分 

□開催場所 ： 子ども情報センター2階研修室 

 

□出席者(敬称略・五十音順） 

・委員 ： 奥村里美、小澤稔、河本英樹、木股孝一、藤田敬一、古川真里子、 

星崎直子、毛利昭雄 （欠席：纐纈昭司、細野道仲） 

・事務局： 環境文化部長 水野、くらし人権課長 東山、丹羽、森本 

□ 資料：事前配布 

【資料】 体系図 

【資料１】人権関係年表 

【資料２】市民意識調査結果（抜粋） 

【資料３】国・県・多治見市の項目別推進指針の状況 

 

委員長挨拶 

      最近の日本の有様を考えると、色々な事件が起こっているが、単一の原因説

でなく多様な原因があるように考える。大阪府で起こった事件の後、各学校に

ガードマンが立つようになり学校が自由に出入りできなくなっている。どこか

らでも誰でも入れることを前提にしていない。単一の原因に対して撲滅するた

めに色々なことを実施するのではなく、普段の検証を行っていくことが大切で

ある。地域で市民の力を最大限引き出し、引きこもりなどへの対策を行うこと

が大切である。ボランティアという形に当てはめようとすることが、協力を取

り付けることができない原因になることもある。安否確認などは、容易なこと

であり、日常的にお互いで支え合うシステムを作ることが大切である。 

     多治見市も市民の力を引き出せるよう考えていくようにしていただきたい。 

 

１． 多治見市らしさについて 

２． 多治見市らしさをどう反映させるか 

事務局説明 

(委員長)   自然条件でなく、岐阜県に入ったら何かが違うと感じるところはないか。美

濃市のうだつのあがる街並みの中でクラクションを鳴らさず観光客を待ってい

る車がいたという投書があったと聞いた。そういった「思いやり」が街全体に

行き届いているようなことはないか。多治見市の特色のある施策ができたらと

思う。 

(委員)   みんなが可能性のあるところは「男性か女性」であり、「子ども」が「高齢者」

になり、もしかしたら「障がい者」になる可能性もある。多治見市らしさかと

いわれると難しい。 

(委員長)  市民意識調査の結果で上位にあった「子ども」「高齢者」「障がい者」「女性」
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がメインであると考える。それ以外は、マスコミ等によって数値が上下するこ

とはある。この４つは、身近で自分に関係することであり、表裏一体であると

考える。 

(委員)   「子ども」「男女」共にそれぞれに力を入れてきたことはよくわかる。 

(委員)   「子ども」にしても「男女」にしても浸透していないと感じる。岐阜県の第 2

次改定版のダイジェストをみると大変わかりやすくなっている。多治見市が作

るダイジェストも、多治見市らしく資料として使えるものにすると良いと考え

る。 

(委員長)    市民へのメッセージ、アピールとしてどういう形にするのが良いか。 

        冊子の中に「人権をとりまく情勢」というページがあるが、どこの市、町で

も、世界の動き、国の動き、県の動きがきて、自分達のまちでの動きという作

りになっている。しかし、足元、自分たちのまちから始めても良いのではない

か。多治見市の今までの取組みがどう国や県の動きと関連するかで触れること

は良いが、市民には伝わりにくい。「子ども」も、「男女」も伝わりにくいこと

ではあるが、今までやってきていることが大きな財産になっているのではない

か。 

(事務局)  「子ども」「男女」は、力を入れてさまざまな施策を行ってきたが、市民意識

調査をみると認知度が低いことがわかる。「福祉」は福祉施策として実施してき

たが、認知度は高い。これらの４つをベースとして多治見市らしさを出す必要

がある。委員長が言うように、多治見市の動きから世界の動きへ示すことも、

多治見市らしさになると考える。 

(委員)    自分の仕事柄、高齢者、障がい者については認知度が高いと考える。福祉委

員の制度を作り、拡大できるよう取組みをはじめているところである。 

(委員長)   啓発の仕方にもよるが、人権と福祉はメダルの両面だと考える。どちらか片

方だけではいけない。教育・啓発というのは、福祉の裏付けがあってこそ説得

力がある。どうやって中身のあるものにしていくかが問題である。重点的に取

り組んできたことをベースにしていけば良いと考える。学校現場で「人権」と

いう言葉はよく聞いているという。しかし、「人権」という言葉の説明になって

いて、身近なものになっていない。例えば、車で走行中に割り込みをすると、

誰かれとなくハザードランプを点けることがお礼として定着しているように、

子どもの学校生活の中で形になっていないのが現状である。「いじめ」について

も、その人の責任がとれないことで、いじめるのは人として愚かなことと、あ

る中学校で話をしたら、学校では、マナー、道徳的にいけないと教えられてき

ていたが、人として愚かであると聞いて、とてもよくわかったと感想にあった。 

      「人権」ということについて話をいろいろしてきたが、自分たちの生活にリ

ンクするような話として不十分だったのではないか。 

 (委員)   あいさつについては、最初は「あいさつをしましょう」となっていたが、「笑

顔で挨拶をしよう」など、相手があることが主体となってきている。いじめに

ついても、「相手を傷つけること」「愚かなこと」と教えている先生もいる。「人
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権」ということに結び付けていないかもしれないが、相手を思いやること、人

を大切にすることを教えている。 

(委員長)  「人権」というと構えてしまうことが多い。日本語として定着していない。 

(委員)   「人権」というと「自分の立場を主張する」と考えがちで、「相手の立場も尊

重する」思いやりが抜けてしまっている。 

(委員長)  「追い出し部屋」と称するリストラ対象者の部署を作ったある事業所は、一審

判決で「差別」という判決を受け出向や転属を取り消すこととした事例がある。

こうした差別がまかり通る社会になってきている。思いやりの「やり」は、つ

かわすを意味しており、想像力が大切になる。「権利」を主張することは大切な

ことだが、相手の権利について思いやることも大切である。かかわりを持ちた

くない人が増えているように思う。福祉は、ある種のおせっかいであり、遠慮

をしたら進んでいかない。遠慮しない関係を作っていくことで、法や制度とし

ての「人権」が整備されていく。それを包み込むような多治見市民の想い、願

いをどう作るかがポイントである。 

      『これまで「子ども」「女性」「障がい者」「高齢者」の 4本柱を軸にして取組

みを進めてきた。そこにはまだ課題があり、住民の心にまで十分届いていない。

しかし、今まで取り組んできたことが、人権と福祉の合いまった取組みの成果

として更に確かなものにしていくための後期 5年がはじまる。』のようにまとめ

たらどうか。 

(委員)   どの項目に対しても重要度は変わらないと考える。多様性を認めあっていくと

いうことがベースにあれば、どの分野とするということは必要がないのではな

いか。 

(委員長)  自分は、人権感覚は反射感覚であると考えている。例えば、女性トイレの前に

長蛇の列ができるが、なぜ待たなければいけないのか。男性と比較して、時間

がかかる割に数が少ないことが原因である。それがおかしいと女性も思わなく

なっている。また、さまざまな講演会に手話や要約筆記がつくことは、社会の

変化の中で当たり前になってきている。市民が「これは、違うのではないか」

と素直に思い、表すことが大切である。項目については、羅列することに意味

があるか。地域性で濃淡が現れるのは当然のことであり、市民の腑に落ちるメ

ッセージを、人の痛み、悲しみに心を寄せられる市民が増えるようなまちづく

りへの応援の柱となる指針となると良い。できるだけ漢字を使わず、解り易い

ものにしたら良い。 

(委員)   子どもの人権に関して会議をおこなっていると思うが、おとなも子どもも集ま

っているが、その時には子どもの人権しか話をしない。  

(事務局)  子どもの権利について話をする時は、子どもの意見表明とは何かという点から

始まる。知識、学業的にしか子どもたちに入っていかない。今集まってきてい

る子どもたちは、意見表明できることを求めてきているのではなく、居場所と

して集まってきている子どもが多いのが実情である。どこかでその子たちの人

権が疎外されているかもしれない。ここへ来ることが人権の話をするために来
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ているんだという意識を持っている子どもは少ないと考える。  

(委員)   先ほど他の委員も言っていたが、「権利」というと自分の権利ばかり主張する

ようにならないかと思ったが、そうはならなかったのでうまく進んでいると考

えていた。 

それぞれの立場の「権利」について考えてもらうと変化が現れるのではない

か。「高齢者」が「子ども」のこと、「子ども」が「高齢者」のことなど、アプ

ローチの仕方を変えることによってそれぞれが見えないところが見えてくるよ

うになるのではないか。それが多治見市らしさに繋がっていくと考える。 

(委員長)   最近は、地域の高齢者が学校で出向いて講師をするようになってきたが、こ

うしたクロスし合うことは大切である。「権利」を主張すると自己主張と捕らわ

れがちであり、「生きあう」ために権利は存在している。また、テーマだてをす

ることは良いが、テーマに幅と深みを持たせる取組みが必要ではないか。子ど

もが成長していく上で何を伝えていかなくてはいけないか。子ども世代に人間

文化の伝授がきちんとされることで人間として自立していけない。それをする

のが近くにいる高齢者であり、親であり近所のおとなではないか。 

      市民に伝えるためには、イメージ的なもので示して、クロスすると良いと考

える。 

      欧米では、点字ブロックは存在しない。なぜかというと、そうしたものを利

用しなければならない人がいたとしたら、注視し、静かに「何かお手伝いする

ことはありませんか」と尋ねるからである。こうしたことを学校や家庭で徹底

的に教えている。点字ブロックなどの物に頼らざるを得ないのが日本の人権感

覚、福祉感覚のレベルを表している。障がいのある人、高齢者、外国の人たち

に対してどうサポートするかを徹底的に教え込む国と、法や制度、物でサポー

トしようとする日本では人権感覚の育みかたが違う。 

(委員)   「思いやり」ということを入れると解りやすいのではないか。「いいとこみつ

け」や「ちょっといい話」など、市民向けのＰＲを実施すると良いのではない

か。 

(委員)   多治見橋に風鈴がかかっているのを見つけた。こうした風景も多治見らしさの

ひとつではないか。こうしたものを利用するのも一つの方法だと考える。 

(委員長)  「ちょっといい話」については、瑞浪市、関市、岐阜県で実施しているが、継

続していくのはなかなか難しいと聞いている。心が温かくなるような話につい

て、自分がその話の主人公になれるようなまちづくりができていくと良い。し

かし、こうした応募していただくものについては、学校現場が主体になるので

負担をかけることになる。 

(委員)   各学校の判断で取組みに参加・不参加を決められるのであれば可能かもしれな

いが、強制となると難しいと考える。 

(委員)   だから、いつも同じ学校からしか出てこない。 

(委員)   人権擁護委員からも、各学校に中学生には人権に関する作文、中学一年生につ

いては、人権標語の応募をお願いしている。しかし、学校単位での判断であり、
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あまりたくさんの負担はかけることが出来ないと考える。また、それらを作っ

て終わりにしない教育が大切である。 

(委員)   応募作品の中から全国で選ばれるようなものは、本当にすばらしいものである。 

(委員)   それらを題材にドラマ化されＤＶＤになったりしているが、子どもにそれを見

せてあげるような教育をしていく必要がある。 

(委員長)  岐阜県には地域によってさまざまな文化がある。心理的な余裕が文化を育む。

住民に対して相手を思う心が浸透していくような指針にしたい。大和言葉、イ

ラストを多用してほしい。人は、自分が良いことをしていると思いこんだ時に

傲慢さが生まれる、人の不幸を辛抱できる自分がいることを忘れてはいけない  

一人でできることはたかが知れているけれど、「一人だからこそできること」に

気付いてもらえるような内容が良い。 

 

３． 分野別の指針について 

事務局説明 

(委員長)   一度入れた項目については、よほどきちんとした説明が出来ない限り外すこ

とは難しいということを心に留めておいてほしい。 

(委員)    順番についてはこのままか。 

(事務局)   変えることは可能である。増えた個別事項については、施策の方向性として

啓発の実施しか出てこない。作り方として項目の羅列にするという方法もある。 

(委員長)   東日本大震災に起因する人権問題について加えるのも良いと考えるが、多治

見市への避難者数など多治見市におけることに視点を置くことが大切である。

各項目の順番については、多治見市としての考え方を尊重すれば良い。 

市役所内の連絡調整や意見集約ができるか。取組みに対する問題点等につい

て、担当課から集まるのか。 

(事務局)   「女性」や「子ども」については、それぞれの委員会があり、進捗状況の確認

を行っている。また、担当課へのヒアリングも実施しており、その中で問題など

も出てくる。 

(委員長)   情報を漏えいすることが個人の人権、尊厳を侵しているということに気付いて

いない。指針は大綱であり、大事なのはそれを基にして今後 5年間に多治見市民

のために何を大切にして進めていくのかということを解り易く伝えることであ

る。 

(委員)   指針であれば、絞っても良いのではないか。ただ、人権問題として国のように

いろいろな事項を示すことは必要かもしれない。事務局意見として啓発で終わ

ってしまうということだが、それはそれでも良いのではないか。 

(事務局)  指針としているのは、「条例」を制定してほしいという要望もあるが、個別に

条例を制定して対応しているので多治見市としては制定する予定はない。 

(委員)   事項としたら変えられるのか。 

(事務局)  減ることはないと考える。 

(委員)   順番について聞いたのは、関心の高い事項が上の方にあるのも多治見市らしさ
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であると考えたからである。 

(委員長)  「人権」という言葉は人を構えさせる。市民に伝えるには日常の生活に即した

実例を通さないと言葉だけでは頭の中を素通りしてしまう。 

(事務局)   冊子として作るに当たっては、前回作っているものと内容的には大差がない

と考える。ただ、「人権に対する姿勢（想い）」を前文のようにして追加しては

どうか。そうした姿勢（想い）を、多くても５つ程度の箇条書きにして次回に

示したい。 

(委員長)  良い。縦割りにならないで福祉と人権が一体であるという考えの元、多治見市

全体の取組みが福祉と人権というものによって構成されているという形にして

ほしい。 

(事務局)  虐げられているところにいる人々は人権意識が高い。「人権」という言葉から

入ってしまうとそこが見えないので女性に関して言うと職場での地位であった

り、子どもでいうと意見表明権であったり、それがなくても困らないようなと

ころで実施してきた感は否めない。困っている人、虐げられている人に即した

ことを示していけばもっと拡がっていくのではないかと考える。 

      子どもの権利を説明する時に「た・・楽しく暮らす、じ・・自分を大切にす

る、み・・みんなと仲良くする」というが、子どもだけのことではなくすべて

の人権に通じていると感じている。 

 

 

４． その他 

次回会議の日程について、9月 10日、12日、16日、17日の 4日間を候補として、早

い時期に日程調整をする。人権同和教育講演会、男女共同参画講演会、子どもの権利

擁護委員の活動報告会の開催について告知。 

  

 午後 3時 30分閉会 

 

 

 


