
平成 30 年度 第 3 回浜松市人権施策推進審議会 

１ 開 催 日 時  平成 31 年 2 月 20 日（水） 午前 10 時 00 分から午前 11 時 45 分 

２ 開 催 場 所  市役所 本館 3 階 32 会議室 

３ 出 席 状 況    審議会委員 浅岡 正義（アサオカ マサヨシ） 

                                岡本 孝子（オカモト タカコ） 

栗田 芙友香（クリタ フユカ） 

小池 益美（コイケ マスミ） 

小出 隆司（コイデ タカジ） 

                杉山 惠子（スギヤマ ケイコ） 

                鈴木 雅也（スズキ マサヤ） 

                古川 和稔（フルカワ カズトシ） 

          健康福祉部 

福祉総務課 森田次長、渡辺課長補佐 

事 務 局     人権啓発センター：枝村所長、井川、高岡 

欠席委員    河合 幸子（カワイ サチコ） 

津村 公博（ツムラ キミヒロ） 

４ 傍 聴 者  2 人（一般：0 人、記者：2 人） 

５ 議 事 内 容   1 人権に関する意識調査報告について 

2 第２次浜松市人権施策推進計画の骨子について 

６ 会議録作成者  人権啓発センター 井川 

７ 記 録 の 方 法  発言者の要点記録 

          録音の有無  有・無 

８ 会 議 記 録 

1 開 会 

会議の傍聴について  傍聴人なし 

2 議 事 

（1） 人権に関する意識調査報告について 

公開・非公開の別
■ 公 開 □部分公開 

□ 非公開 



 (事務局) 

昨年 10 月に実施した人権に関する意識調査について、報告書に基づき主な項目に

ついて説明を行った。 

人権に関する意識調査報告についての質問意見 

（浅岡委員） 

女性の人権や子どもの人権などのいくつかの質問に、平成 30 年度のみの選択肢が

あり、今年度のみの調査として捉えられているが、次回の調査があるときは、再度

調査を行い経年比較していく予定はあるか。 

（事務局） 

次回調査を行うとすれば５年後となり、その時には経年比較していくと思う。今回

の調査の際も 5 年間で社会情勢が変わってきたことで、新たに質問した方がよいも

のを加えたり、削除、見直しを行ったりした。次回すべて経年比較するとはお答え

はできないが、基本的には経年比較していく予定である。基本を今回と同じ設問を

用意して、その中で若干動きがあればそれに合わせたものにしていきたい。 

（杉山委員） 

Ｐ22 で記載されている相談窓口について、どこに連絡したらよいか分からなかっ

たという人がいたり、せっかく電話をかけても「それはうちではないですね。」 

と言われたりすると、結局、たらい回しになってしまう。大きな相談窓口があって

ホットラインのような一か所の電話窓口から担当の相談窓口にピンポイントで繋

げてもらえるようなことができたらと思う。私もいろいろな相談を受けているなか

で、女性の人権は男女共同参画だが男性からパワハラなどの相談は法務局が担当と

なるなど知らない人が多くいる。例えば、電話をかけた番号が担当外の相談窓口だ

った場合、「相談窓口が自分の所ではないので何番で。」とだけ伝えたり、実際に私

がパワハラの相談についての電話を回した際、電話に出た相談窓口の担当者が「ガ

スを抜きたいだけでしょうか、それとも自殺したいくらいですか。」と聞いてきた

こともあり対応がよくないと感じた。せっかく市民が相談をしてきてくれたのであ

れば、相談を受ける側の意識改革も必要だと思う。 

（事務局） 

人権啓発センターでは相談を受けてはいないが、杉山委員が言われた役割が人権啓

発センターにあると思う。何か困ったことの連絡をいただいた際、担当の相談窓口

へとつなげる役割を果たす所だと思う。一方、人権啓発センターの認知度はまだま

だ低いので、こういった取り組みについても今後の計画の中で上げていくべきとこ

ろと感じている。 

（古川会長） 

杉山委員の意見に全く同感です。この先、人権意識は今回の調査でも新たに項目が



加わっているように、細分化していくと思う。かつては、人権侵害があるかないか

だけから始まり、女性の人権、労働者、ＬＧＢＴなどと広がっている。細分化しす

ぎると相談者の立場は弱いので、例えば○○に電話してと言われても、もう一回か

け直すエネルギーがない相談者もたくさんいると思う。今の話では、ホットライン

は無理だけどという前提の話だったが、今はシステムが発達しているので、無理に

せずにワンストップになるようなこと、受けたら転送ができるくらいの可能性を探

ってみるとよい。技術的にはそれほど難しいことではなく、受け止め方や進め方の

問題になってくるかもしれない。せっかくの貴重な意見なので、ワンストップでで

きるような方向に向けて、一歩踏み出すというように受け止めた方がいいのではな

いかと思う。 

また、相談を受ける側の相談の窓口が細分化すればするほど、相談員の数が相対的

に増えるので、その相談員の水準をどう担保するかというのは、非常に大きな問題。

私の分野として、主に高齢者関係やとその家族の相談について、ひどい相談員に当

たってしまうと相談しない方がよかった、最悪がまんしておけばよかったと相談し

たがゆえに傷ついたということもある。これについての解決は難しいとは思うが、

例えば、この相談員になるには、この資格を持っている人と規定しただけでは解決

しない。今日ここで結論は出ないことと思うが、大変貴重な意見と受け止めて、今

後、ただ研修をすればいい、資格のハードルを作ればいいというだけではなく、合

目的に進める方法はないのかということを、委員会の意見として受け止めておいて

はどうかと思う。 

（小出委員） 

意識調査として前回と変わった所などを説明していただき、これを基にしてこの次

の計画を立てていくと思うが、これは意識の調査であり、このベースにあるいろい

ろな制度そのものが変わっている。例えば、私ども障がい者の方では、障がい者の

権利条約に批准し、その後、障がい者差別解消法などと具体的な法律制度が作られ

ている。それから、児童虐待のあり方について、特に児童入所施設における虐待割

合は、平成 25､26 年頃には 50％だったものが、平成 29 年度には 69.5％と非常に高

い確率となっている。虐待の問題など時代背景、新しく作られた制度のもとにおい

て、意識調査の数値があることを踏まえて、次期計画の策定を進めて欲しい。 

障がい者雇用の問題について、国会で法律化していこうという動きがある。それは

今まで公務員に対して、いろいろな制度、民間と公務員は制度が違うので意識が低

かったことが分かった。特に規範を示すべき人たちである公務員が、障がい者の雇

用、障がい者に対する意識が非常に低かったという現れがあり、この人達の意識と

いうものを見てみたいと思う。今回法律化しようとしている内容は、今まで曖昧だ

ったことを全部法律に書き込もうとしている。そのぐらいのことをしないと、公務

員というのは意識しないという特性が分かったため、民間だけの意識調査ではな

く、規範を示すべき公務員についても対象に含めて欲しい。 

（古川会長） 

意識調査をして結果が分かっただけではあまり意味がなく、その結果をどう次に生



かせるかどうかという考え方を、今回の法案の話も含め、この委員会の中でも常に

持ち続けることが重要だと思う。 

（2）第２次浜松市人権施策推進計画の骨子について 

(事務局) 

第２次浜松市人権施策推進計画の骨子について項目ごと、最初に政策目標、基本姿

勢についての説明を行った。 

第２次浜松市人権施策推進計画 政策目標、基本姿勢についての質問意見 

（小出委員） 

第１期の政策目標に「住みやすい社会の実現」の住みやすいはあまりに漠然とした

言葉である。どうしたら住みやすい社会になるかというと、「思いやりがあふれる」

ことであり、そういう皆の意識を見出す意味では、とても効果的かなと思い賛成す

る。 

（栗田委員） 

「思いやり」の言葉はわかり易く大事なので、それはすごくよいと思う。しかし、

人権意識が定着している人が 3 割とは、定着していないと思っている人が 7 割いる

ことになり、「思いやりあふれる」というと、すごく高い理想を掲げられ現実味を

感じない人がいるのではないかと思う。そのなかで、先ほど話があった「育む」と

いう言葉がすごくいいなと思った。平成 24 年から 26 年度の行動計画では、「思い

やりと理解を育む」という言葉が使われていて、思いやりを育むという言葉はすご

くステップアップの階段を昇る段階として現実的かなと思った。 

（浅岡委員） 

「思いやりあふれる」はよいと思う。人権尊重の意識が定着してくると、こういっ

た「思いやりあふれる社会の実現」に近づく。栗田委員の「気づき育む」は基本姿

勢の方に謳われてきているので、これでよいと思う。 

（杉山委員） 

目標なので、思いを込めて高い目標を掲げていると思い、思いやりあふれる社会の

実現を目指しているのだなあ、と市民が思ってくれたらよいと思う。育むという言

葉は、非常に大事に使っている。「思いやり」は小・中学校に行くと、必ずキーワ

ードにして授業をやってくださいと先生に言われる。学校で教えられないのかと思

うが、それくらいやっぱり大人も足りない所があるため、政策目標と基本姿勢のと

ころの両方で「思いやり」と「育む」という言葉が使われることで説得力があり、

よいと思う。 

（鈴木委員） 

「人権尊重の意識が定着した」という表現が、今回のアンケート結果で、自分がで

きている人が 7 割、定着している人が 3 割、これをどう見るかの問題がすごくある。



自分はいいのだけれど他人はできていない、と思っている人がすごく多いとみるの

が普通なのかなと思う。これを掲げたいことはわかるが、目標としては、表現が硬

くてこなれていないように思える。「思いやりあふれる社会の実現」の部分のみで、

「人権尊重の意識が定着した」は削ってもよいのではないか。 

（栗田委員） 

あふれるについては、人権意識が定着すれば思いやりのある社会の実現になるとい

うこと。目標だからこそ高く掲げようという意見もなるほどと思う。ところで、こ

れはどのように市民に知られるのか。 

（事務局） 

例えば、今年行った交通広告の標語の部分に使っていくことは可能。市としては、

こういう計画に基づいて進めていますという説明の時の最初に、政策目標として掲

げ、こういった施策に取り組んでいますと説明する際に使用することが多い。 

（栗田委員） 

思いやりあふれるについての意見を取り下げる。「人権尊重の意識が定着した」と

いうが、アンケートの回答のなかでは、「人権」の言葉が難しいと書いてある人が

とても多かった。また、アンケートを作る際にも、難しすぎる言葉が入ると答える

のが嫌になるという話もあった。効果的な啓発活動について、広く目に触れるとこ

ろに出して欲しいという意見が多かったので、交通広告はよかったと思う。そこで、

ぱっと目に入る「思いやりあふれる社会の実現」は、頭にすっと入ってよい言葉だ

と思う。 

（岡本委員） 

アンケートの回答から人権尊重の意識が分からない、見えないと意見がたくさんあ

り、人権尊重の意識の定着は必要であるため、「人権尊重の意識が定着した」とい

う言葉はあった方がよいと思う。 

（小池委員） 

「思いやりあふれる社会の実現」でよいと思う。アンケートの内容だけでも深く幅

広く、赤ちゃんからお年寄り、障がいをもった方など幅広いので、小学生の子供で

も浜松が思いやりあふれる社会なんだと普段から言えるくらいの浸透性があった

方がいいかなと思う。 

（古川会長） 

政策目標をここで固めていきたいが、政策目標に「人権尊重の意識が定着した」を

入れるか入れないかが争点となっている。 

（事務局） 

「人権尊重の意識の定着」の言葉を基本姿勢に持ってくることでどうか。 

（古川会長） 

政策目標に関しては、鈴木委員から提案のあった「思いやりあふれる社会の実現」

で仮決定として、そのまま基本姿勢について、「～気づき育み人権を身近に～」と

なったところの文言を変えるかどうかについて次の議論に移ってもよいか。 

（小出委員） 



平成 24～26 年度行動計画の政策目標の「思いやりと理解を育む社会の実現」に思

いやりや育むが全部入っているが、こう変わってきて、人権尊重の意識をあえて入

れた理由には何かあるのか。 

（事務局） 

意図としては、定着のところが今回の意識調査結果として一番ギャップを感じるこ

とから、それを埋める作業が必要だろうと感じた。私も定着の所は固いなと感じて

いたが、やはり、意識の定着の言葉を一番大切にしなければいけないと思い案を作

成した。 

（古川委員） 

確かに「人権尊重意識の定着」は本質の部分ではあると思う。重要なキーワードで、

目標、ターゲットとなる方向性となっている。柔軟的に見た時に、平成 24～26 年

になかったものが入ってきた特別な理由がなければ、政策目標に「思いやりあふれ

る社会の実現」とシンプルなものにしておき、それを踏まえて基本姿勢として、「～

気づき育み人権を身近に～」について、どうするかを検討したい。 

（鈴木委員） 

先ほど外した「人権尊重の意識が定着した」部分を基本姿勢のなかに２つ目として

載せていくか、「人権尊重意識の定着～気づき育み人権を身近に～」を１つの文に

まとめるにしてはどうか。 

（栗田委員） 

「気づき」という言葉が難しいと感じる。例えば「学ぶ」は知識を入れるイメージ

があるが「気づき」は、この人はこういう風に困っているという気づきなのか、自

分の知らないことの意味の気づきなのか、７割の人が自分は人権尊重ができている

が実は他人を傷つけてしまっていることに対する気づきなのか、いろいろなことを

包括できる言葉であるからこそ、ピンポイントで刺さるかなと少し不安を感じた。

気づきってなんだろうと考えていたのですが、他の方の意見を聞きたい。 

（杉山委員） 

男女共同参画を語るのに、１９９９年に法律が出来て、その頃から「気づいて築く」

と謳った。誰かに教えられるよりも「あっ、そうなんだ」と気づくこと、結局は人

権を守ることとして思いやりの気持ちに気づくとかいろいろな意味がある。それは

該当する方が、例えば、マタハラとかパワハラとかＬＧＢＴとかいろいろなものに

気づく。結局それは大きく言えば人権意識。くくりが大きくてもよいと思う。ピン

ポイントであるよりもいろいろなことに気がついて、そうかそうなんだなと気がつ

く。それは、種を蒔いたら栄養を与えてそれを豊かにしていくという意味では、漠

然としていてもよいと思う。 

基本姿勢はもっときちんとした文言の方がいいのかもしれないと思うが、人権はす

ごく広いので、これでもよいのかなと思う。 

（栗田委員） 

市としての基本姿勢ならば問題ないと思う。人権について興味がある人というの

は、これにぱっと反応できるけれども、一般市民の感覚としたときに気づきに「？」



がつくのだと思う。 

（小出委員） 

最近では企業社会などのパワハラなどがクローズアップされているなかで、意識づ

けとして「気づき」ということを掲げて欲しい。 

（古川委員）政策目標 思いやりあふれる社会の実現 

基本姿勢 人権尊重意識の定着 

～気づき育み人権を身近に～  という案でよろしいか。

（全委員） 

了承 

（事務局） 

第２次浜松市人権施策推進計画 成果指標についての説明を行った 

第２次浜松市人権施策推進計画 成果指標についての質問意見 

（杉山委員） 

50％の数値は、達成できる上のレベルとしたら切りがよくてよいと思う。しかし、

現在のままでは目標を達成するのは難しく、戦略や方策を非常にがんばらなくては

いけない数字だと思う。 

（栗田委員） 

平成 25 年度の人権尊重意識の定着度が 40％だがなぜ、こんなよい結果がでたのか

理由を聞きたい。 

（事務局） 

平成 25 年度の主な出来事を拾ってみたが、特別何かあったわけではなくオリンピ

ック招致で使われた「おもてなし」の言葉が流行った年だった。想像になってしま

うが、平成 25 年度の回答率は 32％で今回より回答率が低く、回答した方が人権意

識の高い人が答えてくれ、今回は広い意見を吸い上げた結果、このような結果とな

った可能性があるのかなと思う。 

（栗田委員） 

それであれば、30％と厳しい数字になっていても、回答率が上がっていること自体

は非常によいことだと思うので、あとは方策が必要だと思う。 

（古川会長） 

成果指標の指標として、人権尊重意識の定着度を使用することに関しては、反対の

意見がないということでよろしいか。あとは数値 50%でよいか少し下げるかについ

て意見をお願いしたい。 

（栗田委員） 

戦略など交通広告などすごくよかったなと思うが、50％にいけるかもしれないとい

う材料はあるのか。 



（事務局） 

5 年前 40％だったものを 40％でよいのか。今回、出た結果として、30％のものを

50％というのは、前回の成果指標については実際には、ほとんど上がっていなく、

場合によっては下がっているなかで、この指標でよいのかと考えた。20％上げられ

るような戦略的に何かできるかということについては、人権には特効薬ようなもの

はなく、意識の問題なので少しずつ積み重ねていけないものであると感じている。

（小出委員） 

第１次の計画では、市政の満足度、市に対する満足度 20％は目標としては非常に

低いと感じている。今回は、私たち市民の意識ということで視点が違うので、50％

という数字はもっと高い数字でも私はよいと思うが、これぐらい高く持っていて欲

しいなと思う。 

（栗田委員） 

特効薬はないということについては、なるほどと思いつつ、効果がでてきているの

は、このアンケートなのかと思った。多くの人がアンケートの内容を読み、書いて

くれたことが成果のひとつだと思う。市民の生活の視点で捉えるならば高くてもよ

いと思う。 

（古川委員） 

成果指標の目標値については 50％ということでよろしいか。 

（全委員） 

了承 

（古川会長） 

アンケートが来たことによって考えるきっかけとなった。ポスターを見たりするの

と違い少し自分事になった。質問項目を決める時も、相談窓口を入れることによっ

て、回答者がこういうものがあることに気づくという裏の狙いもあるのではないか

という議論で作った記憶もあるので、限られた予算のなかで出来ることを考える時

に大きなマスメディアのアプローチだけでなく、個人へのアプローチを考ることも

戦略のヒントになると思う。 

（事務局） 

第２次浜松市人権施策推進計画 重点的な取組の方向性、分野別施策の取組、市

民・企業等の協力について説明 

第２次浜松市人権施策推進計画 重点的な取組の方向性、分野別施策の取組、市

民・企業等の協力についての質問意見 

 (小出委員) 

確認だが人権教育及び学校における人権教育については教育分野とのかかわりが

あると思うが、どのくらい、どんな人権教育を学校教育及び家庭・幼児教育の場で

取り組みをして反映しているのかを聞きたい。 



（事務局） 

現在、行っている事業としては、小出委員、杉山委員に講師をお願いしている地域

ふれあい講座がある。ＰＴＡが対象なので、家庭における部分と父母が子どもに伝

えていくようなところの取り組みを行っている。また、幼児教育の場は、学校教育

に含めてもいいかとも思っていたが、やはり、家庭と幼児は繋がりが強いのかなと

いうところで、ひとつの項目にした。 

（杉山委員） 

市の教育委員会では人権教育は、幼稚園の時から教育として数年前から行われてい

るので、これで妥当だと思う。小池委員に幼稚園関係の必要性や取り組みについて

情報があればお伺いしたい。 

（小池委員） 

公立と私立の幼稚園では全く違うと思う。本当に公立との浸透率の違いは大きく、

人権に関する認知度、教員に関する研修とかの頻度の違いなどの状況は分からない

が、私立幼稚園の立場で話させていただくと、絵本をいただいたり、関心は持ちま

しょうと教えたりはあるとは思うが、現場で感じるのは、20 歳で卒業してきた若

い先生が、虐待というと暴力のことは分かるが、ネグレクトも虐待だということは

知らないで卒業してきている。園児がずっと洗濯してないのではないかという物を

持っていても、だらしがないと思ってしまうだけであるとか、その意識の甘さは、

私の園だけではないと思う。5 の人権にかかわりの深い職業とは幼稚園とか学校の

先生がまさにそうかなと思う。親も無意識、自分が虐待しているという意識がない。

参観会の時、親子で制作をしましょうと言ったときに、自然に親子で作業が出来る

家庭と、ずっと赤ちゃんを抱っこして何もしないお母さんもいる。そこに、やはり

幼稚園も踏み出して関わってもらうようにしなければいけないが、すごく難しく、

家庭の方針や親の性格だったりということがあり、「あなたのそれ虐待ですよ。」と

言えないので、危機感を感じることは多々ある。研修で従事する側はもちろん勉強

しないといけないが、保護者も勉強しないといけないと感じる。アンケートにあっ

たように人権って何なのかという所が分からない人も多く、アンケート結果を拝見

して自分の感覚とすごくリンクした。私は一般市民なので、あまり経験とか学識も

ないので、普通のお母さんの立場からすると、人権は大事だけど意識が定着してる

かどうかと聞かれると、私もどちらともいえないに○をつけると思う。これが多分、

一般の保護者の方の感覚だと思う。あなたのそれってこうなのよって知らせること

を市としてもやっていただきたい。もっと言えば、小学校の子どもが僕は虐待され

ているとはわかっていない。あなたのそれは正当な扱いではないのよって、知る機

会がいっぱいあり、大人に対してだけでなく子どもに対しても、その機会がないと

いけないと危機感は感じている。浜松市でいろいろな働きがけをしてもらっている

が、浸透はしていないというか難しいのが現状だと思う。 

（小出委員） 

しつけじゃなくて、暴力を振るったら虐待だという気づきを持ち、人権意識を高め

ていかないと虐待は減らないと思う。 



（古川委員） 

法律的には幼稚園教育は文科省管轄で学校教育のカテゴリー的には入っているが、

総合的に考えると、2 の学校教育における人権教育はもちろん生きますが、1 の幼

児期からの家庭・幼児教育の場における人権教育もあえて残すという方向が委員か

らの意見としてよろしいか。 

（全委員） 

了承 

（古川会長） 

市民・企業等の協力については、重点的な取組の方向性と重複するので削除するこ

とでよろしいか。 

（全委員） 

了承 

6 閉 会 


