
  

  

令和元年度 第４回浜松市人権施策推進審議会 

 

１ 開 催 日 時  令和 2 年 1 月 31 日（金）午前 10 時 00 分から午前 11 時 30 分 

 

２ 開 催 場 所  市役所 本館 8 階 第 4 委員会室 

 

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） 

                鈴木 雅也（スズキ マサヤ） 

                野田 由佳里（ノダ ユカリ） 

                

          健康福祉部 森田次長 

事 務 局     人権啓発センター：枝村所長、井川、柴田 

 

欠席委員  河合 幸子（カワイ サチコ） 

      杉山 恵子（スギヤマ ケイコ） 

                津村 公博（ツムラ キミヒロ） 

                

                                

４ 傍 聴 者  2 人（一般：1 人、記者：1 人） 

 

５ 議 事 内 容  1 第 2 次浜松市人権施策推進計画（案）のパブリック・コメント 

            の意見募集結果と市の考え方について 

          2 第 2 次浜松市人権施策推進計画（案）について 

 

６ 会議録作成者  人権啓発センター 柴田 

 

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 

公開・非公開の別 
■ 公 開 □部分公開 

□ 非公開 



1 開 会 

2 会議の傍聴について 

   傍聴人あり 

3 議 事 

（1） 第 2 次浜松市人権施策推進計画（案）のパブリック・コメントの意見募集 

結果と考え方について 

（事務局) 

第 2 次浜松市人権施策推進計画（案）のパブリック・コメントの意見募集結果と

市の考えについて内容を説明。 

             

（事務局） 

 意見１について説明。 

 

（事務局） 

 意見２－１・提案２－２について説明。 

 

（栗田委員） 

パブリック・コメントに対する質問・意見への回答は、どのような形でするのか。 

（事務局） 

紙面での回答を各区役所・協働センター等へ配付と市ホームページ上で公開して

いく。 

（岡本委員） 

 人権教室の実施状況について、最新の状況を報告すると、2019 年は 62 回約 6,700

人を対象に実施しており、年々増えている。 

（事務局） 

浜松人権擁護委員協議会は、磐田市・湖西市も含めた組織になるため、パブリッ

ク・コメントの回答内での数字は、磐田市と湖西市を除いた浜松市のみの実績数と

なっている。 

（小出委員) 

 直近の状況が分からないと第 1 次計画の評価が確認できないということだが、パ

ブリック・コメントの添付資料として、審議会で報告いただいた資料以外にも、評

価するための数字がほしいと言っているのか、パブリック・コメントの時、添付し

ているデータを見ていないのか。どちらなのか。 

（事務局） 

 人権施策推進審議会の中で報告している実績報告は、資料として外部には出して

いない。そのため昨年実施した事業の実績について、細かな数字までは把握してい

なかったのではないかと思う。 

（小出委員） 

 この方は細かな数字を求めている。市民の方は、それぞれ視点が違い、全てを取



り入れることは不可能。必要なところは、指摘があれば対応していただきたい。 

（事務局） 

 意見３について説明。 

 

（野田委員） 

 回答だけ読むと、この回答でよいと思う。しかし、意見者の書かれたパブリック・

コメントの内容を読むと、この回答では納得しないと思う。例えば、身体の一部を

拘束したり、個室での療養を行うことがあります。その後に、とは言え医療従事者

においても人権を守るための研修会の開催を進めていきます。などの一文がないと

医療従事者の判断のもとに、身体拘束を行ってもよいと受け取られてしまい、突き

放されたように感じるのではないか。作成案は、この内容で充分だと思うが、当事

者が意見を書いているので、回答の中に傷つき体験をされたことに対して、医療職

が人権を守っていくことの勉強会を開催していくという一文を入れてもいいので

はないか。この回答だけ読むと、何も変わっていない。自分が伝えたかったことは

こんな事ではないと思うのではないか。医療従事者の意識を変えていかないといけ

ないと思う。当事者性のある市民に対しての回答を加える方がよいのではないか。 

（事務局） 

 この回答の作成に関しては、人権啓発センターだけでは難しいため、障害保健福

祉課と調整しながら作成した。個人のことに踏み込んだ内容にすると回答が難しく

なる。パブリック・コメントの回答は、一般市民に公開していくこともあり、この

ような回答とした。 

（野田委員） 

 パブリック・コメントの回答としては、よいと思う。意見をくださった方に 

対して、回答を出すのか。 

（事務局） 

 意見者個人に対して回答していく予定は、ありません。 

（野田委員） 

 踏み込んだ回答にしないのも、一つの方法だと思う。しかし、意見者は傷つき体

験をしており、意見なのか、変えてほしいという要望なのか、どちらなのかが気に

なるので、現在関係部署と連携が取れているのであればよいと思う。 

（事務局） 

 相談など情報共有をしながら、市としても指導・監査などを行っているので相談

を受けた時、それ以上の対応が必要であれば、対応していく。 

（浅岡委員） 

 この様な意見が出たことを、担当部署に伝えてほしい。また回答を変えることは

可能か。 

（事務局） 

 回答作成にあたり担当課と調整したものなので、可能であれば、原案のままの方

向性の回答としたい。 



（栗田委員） 

 「医療従事者も人権の勉強を」の一文を明記することは、踏み込んだ内容となる

のか。 

（事務局） 

 「医師や社会福祉サービス事業者と連携をし、障がいのある人の人権への理解を

深め」という一文の中に含めている。 

（栗田委員） 

 わかりました。もう一点、個別対応についてです。この方の意見を拝見した時に、

どのように助けを求めればよかったのか。例えば、病院での拘束は仕方のない拘束

だったのか。適切な判断だったのかを調査するためには、どのようにすればいいの

か疑問に思った。希望者に対して、案内できることがあるのか。 

（事務局） 

 病院内には、家族や本人が、治療に対して相談したい場合は、浜松市精神保健福

祉センターが相談窓口になるという案内が掲示してあると聞いている。 

（栗田委員） 

 わかりました。 

（野田委員） 

 例えば、医師や社会福祉サービス事業者に対し、障がいのある人の人権への理解

を更に深める活動を行います。「緊密に連携し」の前に、「障がいのある人の人権を」

としてはどうか。「医師や社会福祉サービス事業者と緊密に連携し」を前にすると、

連携することが大事かのようになってしまう。医師や社会福祉サービス事業者に対

し人権への理解を深めるような取り組みを行います。その中には「緊密に連携する

ことや」などとし、人権が前になることで、障がいのある人の人権を深めることを

考えている文章にしてはどうか。前にすることで印象が変わると思う。優先順位を

連携することから、先に人権を守るにすると文章の印象がかわる。印象だけの問題

だと思うが、意見者の傷つき体験などを思うと、人権施策推進委員会では障がい者

の人権を守っていることが強くでるようにした方がよいのではないか。ご検討いた

だきたい。 

（小出委員） 

 知的障害者の中には、強度行動障害者がおり、親でも手に負えず入所施設でも身

体拘束を行わないと人命に関わる場合が、実際にある。福祉と医療との違いはある

が、どうしても医療に託さないといけない場合がある。医療の中で、どのようにし

ていくのかが問題。意見の中に「隔離と身体拘束は人間としての尊厳を奪い深いこ

ころの傷を負わせます。」と記載されているが、その通りだと思う。せざるを得な

い状況もあるということを理解しながら、人権を意識した回答にしていただきた

い。また、すぐに医療へとつなげるのではなく、福祉の支援への在り方について考

えつなげていくことも必要ではないか。 

 

 



（事務局） 

 ご意見をいただいて文章の構成を整理すると、「緊密に連携し」を後にして、「医

師や社会福祉サービス事業者などに対し、障がいのある人の人権への理解を深める

ために、緊密な連携をとり」を前にし、順番を変更とする。 

（野田委員） 

 目的を先にすることで、当事者の方は、私達のために動いてくれて、自分の意見

が活かされていると思うのではないか。 

 

（事務局） 

 意見４－１・提案４－２・４－３について説明。 

 

（栗田委員） 

 提案４－２【意見】で何をどのような方法で伝え、考えなくてはいけないと記載

されているが、地域への啓発活動について一例でも具体的な内容を考え、示すこと

ができたら、納得するのではないか。 

（事務局） 

 昨年度実施した内容としては、７月が社会を明るくする運動の強調月間であり、

広報車を使った広報、保護司会や更生保護女性会の方とのティッシュ配付、のぼり

旗の掲出による街頭啓発等の活動を行っている。 

（野田委員） 

 居場所と出番は、回答の中に記載されているが、一般的な言葉なのか。福祉系の

職員であれば、居場所と役割という言い方をする。保護司の方が一般的に使われる

言葉なのか聞きたい。 

（浅岡委員） 

 居場所は、住居として捉えている。 

（野田委員） 

 私達も居場所は、住む場所、安心する場所。 

（浅岡委員） 

 人が交流する場、同じような人たちが集まる場所。 

（野田委員） 

 福祉関係では、居場所と役割という言い方をするが、保護司は出番という言い方

をするのか確認をしたかった。回答の中に出番が入っていることが、パブリック・

コメントの回答としては、適切な言い方なのか。 

（事務局） 

 一般的な言い方ではない。相手の意見を尊重して回答したが、パブリック・コメ

ントの市の回答として、社会一般に出す場合の表現としては、ふさわしくない表現

のため、修正させていただきたい。 

（野田委員） 

 居場所・役割（出番）や仕事などと記載した方がよい。 



（事務局） 

再犯防止推進法や再犯防止計画の中でも、住居の確保・就労支援と使われている

ため、回答の「居場所・出番づくり」を「住居の確保・就労支援」とする。 

（小出委員） 

 ここでの出番の意図を意見者は、仕事や社会との繋がりと位置づけていると思

う。その内容を汲んだ回答にした方がよい。出番という言葉を初めて聞いたが、障

がい者も仕事をすることで、社会と繋がっている。出番（仕事）とすることが一般

的ではないかと思う。 

 

（事務局） 

 意見５－１について説明。 

 

（野田委員） 

 意見５－１の下線部が引いてある文章の中に、等が三つ並んでいると、とても読

みにくい。 

（浅岡委員） 

 条文も等が続いている。 

（野田委員） 

 条文は、変えてもいいと思うが。 

（事務局） 

 文章を一度整理させていただきたい。 

（浅岡委員） 

 等が三つ並んでいる部分については、検討し文章を考えるということでよいか。 

（事務局） 

 修正文については、一任させていただきたい。 

（小出委員） 

 法律の文章を引用しているが、変えることは可能か。 

（栗田委員） 

 「法律ではこの旨記載されています。」というように、旨とすればよい。趣旨が

変らない限り変更可能である。おそらく抜き書きされたと思うが、修正するには、

鍵括弧を外すとか、「法律ではこの旨記載されています。」にすればよい。 

（事務局） 

 参考にさせていただきながら、読みやすい文章に修正する。「法律では」とした

ため堅くなってしまったが、「基本方針では」に修正する方向で考えていきたい。 

 

（事務局） 

 意見５－２・５－３について説明。 

（浅岡委員） 

 人権いきいき市民講座の講師で、東京矯正管区更生支援企画課長の講話では、神



奈川県などで、保護観察少年を市の臨時雇用する取り組みを始めていると話してい

た。 

（事務局） 

 複数の都市や国でも取り組みを始めていることは、資料等で確認している。 

（小出委員） 

 医療少年院などから出てきた少年に対する修学支援は、具体的に行っているの

か。 

（事務局） 

 具体的に行っていると聞いている。浜松市でも少年鑑別所から出所した生徒に対

して、再非行の防止も含めて、学校で支援していると聞いている。 

（小出委員） 

 厚労省の障がい児入所施設の在り方検討会では、教育の保障に関して管轄が文科

省となるが、報告書に盛り込むことができた。教育をさせることは義務であり、人

権に関わることだと思うので、抑えておいてほしい。 

（鈴木委員） 

 意見５－３【意見】の中で具体的な支援をお願いしますと記載されており、意見

者が更生保護に携わっている方と思われるので、ある程度実態を把握していると思

う。それに対する回答が具体性にかけるのではないか。解説編の４１ページを見る

と、小・中学生を対象にとなっているが、ここでの小・中学生は、非行をした少年

という意味ではないと思います。そうすると、「関係機関と協力しながら環境づく

りに努めます。」では、回答になっていないのではないか。 

（小出委員） 

 回答というのは、意見者への回答という意味か。 

（鈴木委員） 

 パブリック・コメントに対する回答である。 

（事務局） 

 指導課と調整し回答を作成した。学校側としては、当然の事として行っているこ

とであるが、担当課と調整した際、個々により状況が違い個別対応をしているため、

具体例を盛り込むことは難しい。大きなくくりとして、再非行防止のために、修学

支援を行っていると回答とした。 

 

（事務局） 

 意見６について説明。 

 

（事務局） 

 意見７－１～７－５について説明。 

 

（栗田委員） 

 意見７－２について、浜松市の現状把握については、時期がずれているため、ア



ウティングが意識調査の項目に入っていない事は納得した。次回以降、アウティン

グに関して、意識調査の項目として入れる予定はあるのか。 

（事務局） 

 今後意識調査を行うのであれば、項目として入れていく。 

（栗田委員） 

 【回答】に今後は、性的マイノリティに関係する方々とも連携しと記載されてい

るが、具体的な予定はあるのか。市が施策を考える時に、性的マイノリティの方と

連携するというのは、具体的に何か考えがあるのか。 

（事務局） 

 計画に関しては、５年後になってしまうため、今後イベントや講座等を計画する

中で、どのような内容がよいかなど、意見を聞ける場を設け連携をしていきたいと

考えている。 

（栗田委員） 

 どのような形で意見を聞くのか。 

（事務局） 

 まずは意見者と話をしたいと考えている。 

 

（2）第２次浜松市人権施策推進計画（案）について 

（事務局） 

 第２次浜松市人権施策推進計画（案）修正箇所について説明。 

（小出委員） 

 スクールソーシャルワーカーと就学支援員は、同じなのか。 

（事務局） 

 別です。 

（浅岡委員） 

 審議会の意見を踏まえて、修正していくのか。 

（事務局） 

 パブリック・コメントの回答で修正するとした内容は、計画（案）も修正する。 

 

４ 閉 会 

 

 

 


