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大野城市人権政策審議会（第３回会議）

令和元年10月 24日（木）10：00～ 

大野城市役所新館３階 委員会室２ 

出席者：安部会長、長尾副会長、溝口委員、甲斐委員、髙田委員、 

谷口委員、本多委員、山口委員、森山委員、安成委員（委員10名） 

    人権男女共同参画課山下課長、松本係長、永末主事 

≪第３回会議≫ 

１．人権男女共同参画課長あいさつ 

２．会長あいさつ 

安部会長あいさつ 

３．議事 

(１) 「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）平成 30

年度進捗状況報告書（案）について 

ア 総括的意見について 

○永末主事 

本日は、まず審議会の総括的意見の案についての審議をお願いし、次に審議会第

２回会議でいただいた意見に基づく進捗状況報告書の修正案の審議をお願いする。

の前に、審議会の総括的意見の案についての審議をお願いする。 

平成 26年度進捗状況報告書から、個別の事業に対してだけではなく、審議会と

して、報告全体に対する意見を「総括的意見」として、報告書の冒頭に掲載するこ

ととしている。開催通知と共に、事務局で作成した「総括的意見」の案を配付させ

ていただいている。本日はまず、「総括的意見」について審議していただきたい。 

  ～「総括的意見」全文読み上げ～ 

○安部会長 

では、「総括的意見」の案について、何かご意見やご質問はありますか。 

○本多委員 

最初の段落の４行目に「および」と表記されているが、３段落目の４行目には「及

び」と漢字で書かれてある。表記の統一をしたほうがいいのではないでしょうか。 

○松本係長 

わかりました。平仮名の「および」で統一いたします。 

○溝口委員 

４段落目に「人権三法」が略称で記載されているが、「部落差別解消法」につい

ては、「部落差別解消推進法」としたほうがいいのではないでしょうか。 

○松本係長 



2 

法務省のホームページなどで使われている略称を記載したいと思います。 

○長尾副会長 

同じ４段落目で、「『人権三法』が施行されたり、インターネットによる人権侵害

の広がりやパワーハラスメントによる深刻な被害の発生などが社会問題化したり

するなどしており、多種多様な人権課題がクローズアップされてきている」とある

が、「人権三法」が施行されたことと、多種多様な人権課題がクローズアップされ

てきていることについては文章が繋がらないのではないでしょうか。「法整備が進

む一方で、様々な問題がクローズアップされています」という書き方がいいのでは

ないでしょうか。 

○山下課長 

では、「『人権三法』が施行されている一方で～多種多様な人権課題がクローズア

ップされてきている」と修正したいと思います。 

○長尾副会長 

最後の段落の、「大野城市でも、『人権尊重のまちづくり』を更に進め～」の「で

も」という表現について違和感があるため、「大野城市が、『人権尊重のまちづくり』

を更に進め～」としたほうがいいのではないでしょうか。 

○安部会長 

「大野城市が～」としたほうが主体性があるような気がします。審議会委員の皆

さんはどうでしょうか。 

～委員、異議なし～ 

○安部会長 

では、事務局で「大野城市が～」と修正をお願いします。 

○松本係長 

わかりました。 

○安部会長 

では、今回出た意見を基に、事務局で修正していただく事を前提として、「総括

的意見」について、最終的に承認いただければと思います。 

イ 審議会第２回会議での意見を受けての修正案について 

○永末主事 

第１回の会議で進捗状況報告書の説明を、主要施策を中心にさせていただき、そ

れを受けて、委員の皆様に意見や質問を出していただきました。 

前回、第２回の会議では、その意見を事務局でまとめたものを、報告書に記載す

る審議会意見案として委員の皆様に提示させていただき、その案についてご意見を

いただきました。 

今回、お示ししたものについては、前回の審議会の中で出た意見を基に事務局で

審議会意見および表記の仕方について修正を行ったものとなっています。 

本日は、その修正内容について、確認をいただき、最終的には承認をいただきた

いと考えています。 
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○安部委員 

では、「進捗状況報告書」について、何かご意見やご質問はありますか。 

○溝口委員 

学校教育②の担当課回答の中で、「組まれている」という表現について、少し第

三者的視点のように感じるので、「担当課として参画していきたい」という表現に

したほうがいいと思います。また、この「審議会意見修正案」では「人権確保の向

上を図ることが望ましい」となっていますが、総括的意見の中で、若年層の人権意

識や関心の低下について、解決への歩みを進めていく必要があると書いてありまし

たので、「人権確保の向上を積極的に図っていくことが望ましい」という表現にし、

小中学生の人権感覚をしっかり向上したいという意思が大野城市にはあるという

ことを示していいのかなと思います。 

そして、家庭教育①の担当課回答の中で、「LGBT」という表現がありますが、

教育・啓発活動の推進③では、「LGBTQ」という表現になっています。どちらかに

揃えなければいけないと思います。 

○安部会長 

「LGBTQ」という表現については、前回の会議でも溝口委員から指摘がありま

した。市が発行しているリーフレットによっては、「LGBT」という表現になって

いるものもあるかと思いますが、今回の報告書では「LGBTQ」と修正願います。

その他については、事務局に修正の有無をお任せいたします。 

○永末主事 

わかりました。 

○本多委員 

「LGBTQ」の説明について、現在、教育・啓発活動の推進③で記載されていま

すが、家庭教育①で最初に「LGBTQ」と記載されるので、説明を家庭教育①に持

ってきたほうがいいと思います。 

○松本係長 

わかりました。 

○本多委員 

地域①②の担当課回答の中で、「個別的案内」との記載があるが、「的」という言

葉はいるのでしょうか。また地域②の担当課回答の中の「配付」という言葉は、「配

布」と記載したほうがいいのではないでしょうか。そして、地域②の担当課回答の

中で、困難性の「性」が「背」になっています。次の行には「工夫等の取り組みを

通じて、参加者増大の取り組みを進める」とありますが、「取り組み」が重複して

いるので、もう少し違う表現がないかなと思っています。 

最後に、企業②の担当課回答の中で、「高校についての相談先を掲示したポスタ

ーを送付するものとする」と書いてありますが、高校だけではなく中学校にも送付

してはどうかなと思いました。 

○安部会長 

まず、個別的案内の「的」という言葉はいらないのではないかということですが、
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事務局はどうお考えでしょうか。 

○山下課長 

例えば、「個別に案内」とすると違和感はないでしょうか。 

○安部会長 

では、そのように修正をお願いします。 

○松本係長 

「配付」については、配付の「布」と「付ける」の違いは、「布」は不特定多数

宛で、「付」は宛名を決めて個別にという使い分けをしていますので、「配布」と修

正をします。また、「困難性」についても修正を行います。 

○本多委員 

情報提供の充実及び強化③の審議会意見（２）では、「展示した作品を作成した

小中学生の保護者に案内状を送付してはどうか」と意見をしたが、担当課回答では、

「全小学生に配布することは困難」という回答になっており、少し意味合いが違い

ます。作品を作成した小中学生の保護者に対しての案内も困難であるなら、学校に

ポスターを掲示するという方法もあると思いますので、修正をお願いします。 

○松本係長 

わかりました。 

○本多委員 

情報提供の充実及び強化③の審議会意見（１）に、「来場者数の計測」という言

葉がありますが、計測とは重さとか目方を計ることであるため、「来場者数の把握」

としてはどうか。 

○安部会長 

「計測」という言葉を省いても、意味合いは変わらないとも思います。 

○松本係長 

「来場者数の把握」、又は「計測」という言葉を省いて記載します。 

○本多委員 

子どもに関する問題②の審議会意見では「支援体制が整備されていないことは問

題である。」との記載がありますが、担当課回答の中では、ある程度支援体制がで

きていることが記載されていますので、「支援体制のさらなる連携強化を望む」と

いう柔らかい表現に訂正していただきたい。 

○松本係長 

わかりました。 

○長尾副会長 

報告書全体についてですが、30 年度実績についての自己評価の記載ぶりについ

て、担当課ごとに評価基準が違い、バランスがとれていないように思えます。一定

の基準を設けることが必要ではないでしょうか。 

○松本係長 

わかりました。 

○安部会長 
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では、今回出た意見を基に、事務局で修正していただく事を前提として、「進捗

状況報告書」について、最終的に承認いただければと思います。 

・・・審議会委員承認・・・ 

(２) 「人権問題に関する市民意識調査」調査票（案）について 

～人権問題に関する市民意識調査の調査項目・スケジュール等について～ 

○松本係長 

調査票の作成に当たっての考え方は、基本的に７つ挙げておりまして、それに沿

って作成しております。 

まず、１つ目は「前回調査の基本的な設問内容の維持」です。今回の調査票の作

成においては、平成26年度の市民意識調査の設問内容を基本的には維持すること

にしております。理由は、可能な限り前回調査からの市民意識の経年比較が可能と

なるようにするのが望ましいという考え方に基づくこと、そして前回調査の設問内

容は、近隣市の人権問題に関する市民意識調査と比較しても、概ね同等の内容であ

ることから、大幅な変更は不要と考えられることによるものです。 

２つ目は「基本的な人権課題についての法務省の「人権問題に関する啓発活動強

調事項」との整合性の確保」です。法務省が示している「人権問題に関する啓発活

動強調事項」と、前回の大野城市の調査で人権課題の整理の仕方が違っている部分

についての見直しを行っております。例えば前回の大野城市の調査では、「ＨＩＶ

感染者に関する問題」と「ハンセン病患者に関する問題」は別の課題として整理さ

れていたのですが、法務省の区分では「ＨＩＶ感染者、ハンセン病患者などに関す

る問題」と一つの課題として整理されておりますので、見直しを行っております。 

他には、性的マイノリティーについて、前回の市の調査では、「性同一性障害や

同性愛者などの性的マイノリティーに関する問題」というような整理となっており

ましたが、今回は法務省に準じて「性的指向に関する問題」と、「性自認に関する

問題」と別の課題として分けて整理しております。 

もう一つ、「人身取引に関する問題」という課題が前回の市の調査で含まれてお

りませんでしたので、今回はそれを追加しています。 

３つ目は「新しい人権課題への対応、その他の観点からの見直し」です。今回か

ら「働く人に関する問題」を追加しています。他の自治体を調査したところ、地域

の独自的な人権課題項目を課題に含めているところがあり、近隣では福岡市ですと

か福岡県で、パワーハラスメントに関する関心が高く、また国会で法整備が進めら

れて、労働施策総合推進法などパワハラの防止対策の強化が推進されているという

ことなどを踏まえ、「働く人に関する問題」を項目に追加したものです。 

４つ目は「調査対象者の年齢要件の見直し」です。前回までは20歳以上として

おりましたが、近隣自治体が民法改正などを踏まえ、18 歳以上にしているところ

が増えていることを勘案し、年齢要件を18歳以上に見直しております。 

5つ目は「回答者の性別を尋ねる設問の見直し」です。前回調査は男性・女性の

二つとしておりましたが、近年の状況をいろいろ勉強し、性自認が戸籍の性別と異



6 

なる方への配慮、あるいは性自認が揺れ動いたり固まっておらず戸惑われている方

への配慮、あるいはそもそも性別に対しての答え方を拒絶感がある方に配慮し、今

回は「男性」「女性」に加えて、「どちらでもない・わからない」という項目と、「答

えたくない」という項目を追加しています。 

6つ目は「その他の字句の見直し・修正等」です。これは一例ですが、漢字の「等」

とある箇所をできるだけ平仮名の「など」で統一していくなど、表記ゆれの見直し

やその他の字句の修正などを行っています。 

7つ目は「有識者及び関係課への助言等依頼の実施」です。有識者である溝口委

員に助言等を依頼し、その助言等に基づき、参考資料の13のとおり、漢字にはル

ビを振り、漢字が苦手な市民の方に配慮していくというような見直しをしておりま

す。なお、関係課からは特に意見はありませんでした。 

この後、調査票に関する質疑応答を行い、ご意見、要望等がありましたら、月末

までに連絡をいただきたいと思います。最終的には溝口先生と打ち合わせて内容を

固め、来月の18日以降に意識調査を実施してまいりたいと考えます。 

11 月 18 日から 12 月 6 日まで調査をして、12 月で回答のたたき台を事務局

でつくり、その後、1月、2月で内容の分析などをしていきまして、3月中に決裁

を取って公表という運びで進めて参りたいと思います。 

○安部会長 

今の説明に関してお尋ねになりたいことや、ご質問になりたいこと、何かお気づ

きの点、設問のあり方や、ここはどういったことなのか等はありませんか。 

○長尾副会長 

資料 13 で、前回「人権文化のまちづくり」とあったところを、「人権尊重のま

ちづくり」と修正しているが、どう理解すればいいのか。 

○溝口委員（意識調査の有識者） 

「人権文化のまちづくり」とはなかなか使わないと思われたので、「人権尊重の

まちづくり」に修正したもの。 

○本多委員 

「文化」はいらないと思う。「人権尊重」としたほうがいいのでは。 

○安部会長 

アンケートについては、審議会として何かを決定するというものではないので、

こういった意見を基に事務局で練り直していただければと思います。 

私個人としては、フォント、字体の検討が必要ではないかと思います。 

○本多委員 

何か見にくい感じがします。 

○安部会長 

前回は丸文字でした。ゴシック体は硬いのではないかと思います。 

○松本係長 

ユニバーサルフォントというものも検討したが、無料での入手ができなかったた

め、明朝体よりはいいのかなということでゴシック体にしたものです。丸ゴシック
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体への変更を検討します。 

○安成委員 

最後のところですが、一般記述は入れないんですか。太宰府市とかでは入れてい

ますが。 

○松本係長 

自由記述ですね。前回では入っていなかっただけで、自由記述欄を設けてはいけ

ないということではありません。 

○安成委員 

あったらいいかなと思いますが、どうでしょうか。 

○安部会長 

安成委員としては、自由に記述できるところがあったほうがいいということです

よね。 

○松本係長 

追加する方向で検討します。 

○安成委員 

あと、太宰府の平成 24 年度のアンケートでは、いろいろ人権に対しての法律、

世界人権宣言とか、男女共同参画社会基本法とか、男女共同参画条例とかを市って

いらっしゃるかどうかの項目もあるといいな思います。 

○山下課長 

これを大野城市でもということですね。 

○安部会長 

これも事務局で検討してください。 

○長尾副会長 

意識調査の中で、「同和地区」という表記があるが、これは従前から踏襲してい

るのでしょうか。なかなかシビアなところというか、現在、「同和地区」っていう

のはないわけでしょう。この辺は、他のところと比べたんですか。 

○松本係長 

そこまでは意識しておりませんでしたが、福岡県の平成28年度の意識調査では、

「同和地区」という言葉が出てきています。 

○溝口委員 

「同和地区」というのは、使わないほうがいいというか、使っているのが現状で

す。改めて見ると、県はあまり使っていないですね。例えば市の問 8 では、「同和

地区」を「同和問題」に変えてもいいのかなと思います。中には「同和地区」とい

う選択肢が出てくるのもやむを得ない場合があると思います。いろんなところで

「同和地区」という言葉が使われていますし。だから、変えられるところは「同和

問題」に変えてもいいのかなと思いました。 

○安部会長 

この表記は各所で出てきていますので、「同和問題」に変えられるものなのか、

限定的にやはり「同和地区」でなければいけないのか、見直していただくというこ
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とでよろしいでしょうか。 

○松本係長 

はい。 

(３) その他 

○永末主事 

 ～今後の進捗状況報告書作成までの流れの説明～ 

４．おわりのことば 

○山下課長からあいさつ 


