
            様 式第様 式第様 式第様 式第 ３３３３ 号号号号                                                             会会会会     議議議議    録録録録     

    

会会会会     議議議議     名名名名     

（（（（ 審議 会等 名審議 会等 名審議 会等 名審議 会等 名 ））））     

    

川 西市 人権 施策審 議会川 西市 人権 施策審 議会川 西市 人権 施策審 議会川 西市 人権 施策審 議会     

    

事事事事     務務務務     局局局局     

((((担担担担     当当当当     課課課課 ））））     

    

市 民生 活部市 民生 活部市 民生 活部市 民生 活部     人権 推進室人権 推進室人権 推進室人権 推進室     人 権推 進課人 権推 進課人 権推 進課人 権推 進課     

                                                                                    内 線内 線内 線内 線 （（（（ ２４ １１２４ １１２４ １１２４ １１ ））））     

    

開 催 日 時開 催 日 時開 催 日 時開 催 日 時                            
    

平 成平 成平 成平 成 ２ １２ １２ １２ １ 年年年年 ８８８８ 月月月月 ３ １３ １３ １３ １ 日日日日 ((((月月月月 ))))午 前午 前午 前午 前 10101010時時時時 00000000分分分分 ～～～～ 午前午前午前午前 12121212時時時時 00000000分分分分     

    

開 催 場 所開 催 場 所開 催 場 所開 催 場 所                            
    

川 西市 役所川 西市 役所川 西市 役所川 西市 役所     庁議 室庁議 室庁議 室庁議 室     

    

委委委委         員員員員     
    

志 水志 水志 水志 水     隆志隆志隆志隆志                             矢 野矢 野矢 野矢 野         端端端端     

越 田越 田越 田越 田     謙治 郎謙治 郎謙治 郎謙治 郎                                                 南南南南         朋子朋子朋子朋子     

石 元石 元石 元石 元     清英清英清英清英                                     千 葉千 葉千 葉千 葉     裕子裕子裕子裕子     

井 上井 上井 上井 上     寿美寿美寿美寿美                                                         水 田水 田水 田水 田     賢一賢一賢一賢一     

藤 井藤 井藤 井藤 井     美江美江美江美江                                                                                 

杉 野杉 野杉 野杉 野     昭博昭博昭博昭博         

計計計計 １０１０１０１０ 名名名名     （（（（ 益満 委員欠 席益満 委員欠 席益満 委員欠 席益満 委員欠 席 ））））     

    

    

    

出出出出     

    

席席席席     

    

者者者者     

    

事事事事     務務務務     局局局局     

    

市 民生 活部 長市 民生 活部 長市 民生 活部 長市 民生 活部 長 、、、、人権 推進 室長人権 推進 室長人権 推進 室長人権 推進 室長 、、、、人権 推進課 長人権 推進課 長人権 推進課 長人権 推進課 長 、、、、人権推 進課 主査人権推 進課 主査人権推 進課 主査人権推 進課 主査     

総 合総 合総 合総 合 セ ンタ ーセ ンタ ーセ ンタ ーセ ンタ ー 所長所長所長所長 （（（（ 5555名名名名 ）））） 、、、、 教育 支援室 長教育 支援室 長教育 支援室 長教育 支援室 長     

    

        傍聴傍聴傍聴傍聴 のののの 可 否可 否可 否可 否     
    

可可可可 ・・・・ 不 可不 可不 可不 可 ・・・・ 一部不 可一部不 可一部不 可一部不 可     
    

    傍聴 者数傍聴 者数傍聴 者数傍聴 者数     
    

                        ３３３３ 人人人人     

    

傍 聴不 可傍 聴不 可傍 聴不 可傍 聴不 可 ・・・・ 一部一部一部一部     

不 可不 可不 可不 可 のののの 場合場合場合場合 はははは 、、、、     

そ のそ のそ のそ の 理 由理 由理 由理 由     

    

    

    

会 議 次 第会 議 次 第会 議 次 第会 議 次 第                            

    

    

    

    

    

    

日 程日 程日 程日 程 １１１１     人 権行政 推進人 権行政 推進人 権行政 推進人 権行政 推進 プ ランプ ランプ ランプ ラン のののの 見 直見 直見 直見 直 しに ついてしに ついてしに ついてしに ついて     

    

日 程日 程日 程日 程 ２２２２     今 後今 後今 後今 後 のののの 日 程日 程日 程日 程 につ いてにつ いてにつ いてにつ いて     

    

    

    

会 議 結 果会 議 結 果会 議 結 果会 議 結 果                            
    

別 紙審 議経 過別 紙審 議経 過別 紙審 議経 過別 紙審 議経 過 のと おりのと おりのと おりのと おり     



                                                審審審審     議議議議    経経経経    過過過過                                         Ｎｏ ．Ｎｏ ．Ｎｏ ．Ｎｏ ． １１１１     

    日程日程日程日程 １１１１     

        ・・・・ 人権 行政推 進人権 行政推 進人権 行政推 進人権 行政推 進 プラ ンプラ ンプラ ンプラ ン のののの 見直見直見直見直 しにつ いてしにつ いてしにつ いてしにつ いて     

        審 議審 議審 議審 議     

        ○○○○ 事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局 か らか らか らか ら 審 議審 議審 議審 議 のののの 前前前前 にににに 添 付 資 料添 付 資 料添 付 資 料添 付 資 料 のののの 説 明説 明説 明説 明     

    

○○○○ 会長 指示会長 指示会長 指示会長 指示 によりによりによりにより 事務局事務局事務局事務局 からからからから 改正改正改正改正 のののの ポイ ントポイ ントポイ ントポイ ント （（（（ 趣旨趣旨趣旨趣旨 ）））） 内 容内 容内 容内 容 につ いてにつ いてにつ いてにつ いて 説 明説 明説 明説 明     

            ・・・・ 前回前回前回前回 のののの 審 議会審 議会審 議会審 議会 に おい てに おい てに おい てに おい て 決決決決 まったまったまったまった 各委員各委員各委員各委員 にお けるにお けるにお けるにお ける 見直見直見直見直 しししし 意見意見意見意見 のののの 提出提出提出提出 をををを 受受受受 けてけてけてけて

事 務局事 務局事 務局事 務局 のののの 方方方方 でたた きでたた きでたた きでたた き 台台台台 と しと しと しと し てててて 見直見直見直見直 しししし 案案案案 をををを 提示提示提示提示     

・・・・ それ ぞれ にそれ ぞれ にそれ ぞれ にそれ ぞれ に 変更 点変更 点変更 点変更 点 をををを 説 明説 明説 明説 明 し たがし たがし たがし たが 、、、、 特特特特 にににに 「「「「 人権 教育人権 教育人権 教育人権 教育 、、、、 人 権啓発人 権啓発人 権啓発人 権啓発 につい てについ てについ てについ て 」」」」 のののの

「「「「 学校学校学校学校 、、、、幼 稚園幼 稚園幼 稚園幼 稚園 、、、、保 育所保 育所保 育所保 育所 でのでのでのでの 人権 教育人権 教育人権 教育人権 教育 」」」」におけ るにおけ るにおけ るにおけ る 4444つのつのつのつの 視 点視 点視 点視 点 に ついてに ついてに ついてに ついて 意見意見意見意見 をををを

おおおお 願願願願 い するい するい するい する 。。。。     

    

意 見意 見意 見意 見 等等等等 （（（（ 見 直見 直見 直見 直 し た た きし た た きし た た きし た た き 台台台台 をををを 基 本基 本基 本基 本 にににに 記 載記 載記 載記 載 ））））     

・・・・ P4P4P4P4「「「「 女性女性女性女性 」」」」 のと ころでのと ころでのと ころでのと ころで 、、、、 引 用引 用引 用引 用 さ れたさ れたさ れたさ れた 文 章文 章文 章文 章 とな って いる がとな って いる がとな って いる がとな って いる が 、、、、 引 用引 用引 用引 用 しな いしな いしな いしな い 形形形形 でででで

表 現表 現表 現表 現 し てい くし てい くし てい くし てい く 。。。。     

    

・・・・ P5P5P5P5「「「「 子子子子 ど もど もど もど も 」」」」 の ところ での ところ での ところ での ところ で 、、、、 親親親親 ((((保 護者保 護者保 護者保 護者 ))))へのへのへのへの 支 援支 援支 援支 援 をををを 入入入入 れ ていく のはど うかれ ていく のはど うかれ ていく のはど うかれ ていく のはど うか 。。。。

た だた だた だた だ 、、、、 人権 教育人権 教育人権 教育人権 教育 と いうと いうと いうと いう 中中中中 でででで 、、、、 家庭 教育家庭 教育家庭 教育家庭 教育 ま でま でま でま で 踏踏踏踏 みみみみ 込込込込 ん でい くのはん でい くのはん でい くのはん でい くのは 抵抗抵抗抵抗抵抗 が できが できが できが でき

てててて くる とくる とくる とくる と 思思思思 われるわれるわれるわれる 。。。。     

    

            ・・・・ P7P7P7P7「「「「 障害 者障害 者障害 者障害 者 」」」」 のののの とこ ろのとこ ろのとこ ろのとこ ろの 「「「「 仲間 入仲間 入仲間 入仲間 入 りさ せるりさ せるりさ せるりさ せる 」」」」 はははは 上上上上 からからからから のののの 目線目線目線目線 にににに 感感感感 じる のでじる のでじる のでじる ので

変 更変 更変 更変 更 す るす るす るす る 。。。。 またまたまたまた カ タカナカ タカナカ タカナカ タカナ 文字文字文字文字 がががが 多多多多 くくくく 、、、、 障 害障 害障 害障 害 のと ころ ののと ころ ののと ころ ののと ころ の 意 味意 味意 味意 味 とととと し てはし てはし てはし ては 必 要必 要必 要必 要 だだだだ

がががが 、、、、 か みか みか みか み 合合合合 ってい ないってい ないってい ないってい ない 感感感感 じが する しじが する しじが する しじが する し 、、、、 障 害障 害障 害障 害 のあ るのあ るのあ るのあ る 人人人人 がががが 利 用利 用利 用利 用 でき るよう にとでき るよう にとでき るよう にとでき るよう にと

い うよい うよい うよい うよ りりりり 、、、、 全全全全 てのてのてのての 人人人人 がががが 利 用利 用利 用利 用 し やす いし やす いし やす いし やす い 形形形形 をををを 求求求求 める もの でめる もの でめる もの でめる もの で あ るなど のあ るなど のあ るなど のあ るなど の 意見意見意見意見 があがあがあがあ

っ たの でっ たの でっ たの でっ たの で 、、、、 再度再度再度再度 整 理整 理整 理整 理 しししし 見 直見 直見 直見 直 し をす るし をす るし をす るし をす る 。。。。     

    

・・・・ P9P9P9P9「「「「 ハン センハン センハン センハン セン 病病病病 」」」」 のののの 説 明説 明説 明説 明 をををを 含含含含 め ため ため ため た 記述記述記述記述 にににに なっ てい るがなっ てい るがなっ てい るがなっ てい るが 、、、、 適切適切適切適切 なななな 表現表現表現表現 とい えとい えとい えとい え

る かど うかる かど うかる かど うかる かど うか 難難難難 しい ものしい ものしい ものしい もの をををを 含含含含 ん でい るん でい るん でい るん でい る のでのでのでので 、、、、 詳詳詳詳 し くし くし くし く 調調調調 べてべてべてべて 再度提 出再度提 出再度提 出再度提 出 するするするする 。。。。     

    

・・・・ P12P12P12P12「「「「 人権 教育人権 教育人権 教育人権 教育 、、、、 人権 啓発人権 啓発人権 啓発人権 啓発 につ いてにつ いてにつ いてにつ いて 」」」」 のののの 基本 的基本 的基本 的基本 的 なななな 考考考考 ええええ 方方方方 はははは 、、、、 基本的 人権基本的 人権基本的 人権基本的 人権 のののの 考考考考

ええええ 方方方方 をををを 取取取取 りりりり 入入入入 れてれてれてれて 記載記載記載記載 し てい くし てい くし てい くし てい く 方方方方 がよい のでは ない かがよい のでは ない かがよい のでは ない かがよい のでは ない か 。。。。     

    

・・・・ 「「「「 学校学校学校学校 、、、、 幼 稚園幼 稚園幼 稚園幼 稚園 、、、、 保育 所保育 所保育 所保育 所 で ので ので ので の 人 権教育人 権教育人 権教育人 権教育 」」」」 にお けるにお けるにお けるにお ける 4444つのつのつのつの 視点視点視点視点 につい てはについ てはについ てはについ ては 、、、、 順順順順

番番番番 がががが 「「「「 国連国連国連国連 10101010年行 動計画年行 動計画年行 動計画年行 動計画 」」」」 に あっ たに あっ たに あっ たに あっ た 順番順番順番順番 にににに 戻戻戻戻 すすすす 。。。。 説 明表 現説 明表 現説 明表 現説 明表 現 はわ かりや すくはわ かりや すくはわ かりや すくはわ かりや すく

な った がな った がな った がな った が 、 「、 「、 「、 「 人権人権人権人権 として のとして のとして のとして の 教 育教 育教 育教 育 」」」」 のののの 中中中中 で がで がで がで が 、、、、 実 態実 態実 態実 態 と してと してと してと して 障害障害障害障害 をををを 持持持持 って いるって いるって いるって いる

こ とやこ とやこ とやこ とや 病気病気病気病気 などでなどでなどでなどで 教育教育教育教育 をををを 受受受受 け るこ とがで きなく なっ たけ るこ とがで きなく なっ たけ るこ とがで きなく なっ たけ るこ とがで きなく なっ た 人人人人 がいるがいるがいるがいる 訳訳訳訳 だか らだか らだか らだか ら 、、、、

そ うい ったそ うい ったそ うい ったそ うい った 人人人人 にににに 学 習学 習学 習学 習 のののの 機 会機 会機 会機 会 のののの 提供提供提供提供 などはなどはなどはなどは 必要必要必要必要 で ある のでで ある のでで ある のでで ある ので 、、、、 原文原文原文原文 をををを 基本基本基本基本 としとしとしとし

てててて 再度 見直再度 見直再度 見直再度 見直 しししし 提出提出提出提出 するするするする 。。。。     

    

・・・・ P21P21P21P21「「「「 人権人権人権人権 チェ ックチェ ックチェ ックチェ ック 」」」」 につ いて はにつ いて はにつ いて はにつ いて は 、、、、 ま だま だま だま だ 未提 出未提 出未提 出未提 出 のののの 部署部署部署部署 もある のでもある のでもある のでもある ので 、、、、 取取取取 りりりり 揃揃揃揃 ええええ

たたたた 上上上上 でででで 再度 提出再度 提出再度 提出再度 提出 す るす るす るす る 。。。。 男 性男 性男 性男 性 をををを 含含含含 め ため ため ため た 育児 休業育児 休業育児 休業育児 休業 のののの 取得取得取得取得 もももも 全 体全 体全 体全 体 としとしとしとし てあが っててあが っててあが っててあが って

く るとく るとく るとく ると 考考考考 え られる のでえ られる のでえ られる のでえ られる ので 、、、、 例例例例 え ばえ ばえ ばえ ば 「「「「 職員課職員課職員課職員課 」」」」 のののの 人 権人 権人 権人 権 チ ェッ クチ ェッ クチ ェッ クチ ェッ ク にににに あ げてみ るこあ げてみ るこあ げてみ るこあ げてみ るこ

と もと もと もと も 担 当担 当担 当担 当 とととと 協議協議協議協議 を するを するを するを する 。 「。 「。 「。 「 人 権推 進課人 権推 進課人 権推 進課人 権推 進課 」」」」 のののの チェ ックチェ ックチェ ックチェ ック 項目項目項目項目 がががが 前前前前 にににに 比比比比 べべべべ 減減減減 ってってってって

い るい るい るい る がががが 、、、、 ど うだろ うかど うだろ うかど うだろ うかど うだろ うか 。。。。     

    

・・・・ 「「「「 え せえ せえ せえ せ 同 和行為同 和行為同 和行為同 和行為 へのへのへのへの 対 応対 応対 応対 応 」」」」 でででで 説 明説 明説 明説 明 ではではではでは 減減減減 って きて いる のにって きて いる のにって きて いる のにって きて いる のに 横 行横 行横 行横 行 がががが 目 立目 立目 立目 立 つ とつ とつ とつ と

い うい うい うい う 表 現表 現表 現表 現 は おかし いは おかし いは おかし いは おかし い 。。。。     

    

・・・・ 「「「「 総 合総 合総 合総 合 セ ンターセ ンターセ ンターセ ンター のありのありのありのあり 方方方方 」」」」 ではではではでは 名称変 更名称変 更名称変 更名称変 更 のののの 問 題問 題問 題問 題 は ある がは ある がは ある がは ある が 、、、、 隣 保館隣 保館隣 保館隣 保館 をををを 中心中心中心中心 とととと     



                                            審審審審     議議議議    経経経経    過過過過                                         Ｎｏ ．Ｎｏ ．Ｎｏ ．Ｎｏ ． ２２２２     

    

                と したと したと したと した 事 業事 業事 業事 業 のののの 展 開展 開展 開展 開 と しな がらと しな がらと しな がらと しな がら 、、、、児童館 事業児童館 事業児童館 事業児童館 事業 はははは 福 祉的福 祉的福 祉的福 祉的 サ イドサ イドサ イドサ イド か らのか らのか らのか らの 展開展開展開展開 もあもあもあもあ

りりりり 得得得得 るるるる 。。。。     

    

・・・・ そ のそ のそ のそ の 他他他他 としてとしてとしてとして 、、、、 人権部 門人権部 門人権部 門人権部 門 をををを 独立独立独立独立 したしたしたした 組 織組 織組 織組 織 とし てとし てとし てとし て 、、、、部部部部 として のとして のとして のとして の 位 置位 置位 置位 置 づ けを しづ けを しづ けを しづ けを し

て いく こと がて いく こと がて いく こと がて いく こと が 大切大切大切大切 であるであるであるである 。。。。     

    

        ○○○○ 結論結論結論結論 としてとしてとしてとして     

            ・・・・ 事 務局事 務局事 務局事 務局 でででで 、、、、 人権人権人権人権 チェ ックチェ ックチェ ックチェ ック 等未提 示等未提 示等未提 示等未提 示 のののの 部 分部 分部 分部 分 やややや 、、、、本 日本 日本 日本 日 のののの 出出出出 て きたて きたて きたて きた 意見意見意見意見 をををを 再 度整再 度整再 度整再 度整

理理理理 してしてしてして 見直見直見直見直 しししし 案案案案 をををを 再度提 示再度提 示再度提 示再度提 示 す るす るす るす る 。。。。     

            ・・・・ 各委員各委員各委員各委員 にお いてにお いてにお いてにお いて 見直見直見直見直 しにしにしにしに 関関関関 するするするする 意見意見意見意見 が あれ ばが あれ ばが あれ ばが あれ ば 、、、、整理整理整理整理 のののの 間間間間 にににに 合合合合 うよ うにうよ うにうよ うにうよ うに 10101010日日日日

く らい まで にく らい まで にく らい まで にく らい まで に 提出提出提出提出 するするするする 。。。。         

    

    日程日程日程日程 ２２２２     

        ・・・・ 今後今後今後今後 のののの 日程日程日程日程 につい てについ てについ てについ て     

・・・・ 次回次回次回次回 はははは で きればで きればで きればで きれば 年内年内年内年内 にににに 行行行行 い たい がい たい がい たい がい たい が 、、、、 状 況状 況状 況状 況 によ りによ りによ りによ り 年 明年 明年 明年 明 け くらいけ くらいけ くらいけ くらい にににに 。。。。     

本 日本 日本 日本 日 のののの 審議 内容審議 内容審議 内容審議 内容 をををを 踏踏踏踏 まえまえまえまえ 、、、、事務局事務局事務局事務局 でこ のでこ のでこ のでこ の プ ランプ ランプ ランプ ラン のののの 修 正等修 正等修 正等修 正等 をををを きち んときち んときち んときち んと 編 集編 集編 集編 集 しししし

た もの をた もの をた もの をた もの を 庁 内庁 内庁 内庁 内 のののの 関 係部署関 係部署関 係部署関 係部署 ともともともとも 調整調整調整調整 しししし 、、、、川西 市人 権施 策推 進委員 会川西 市人 権施 策推 進委員 会川西 市人 権施 策推 進委員 会川西 市人 権施 策推 進委員 会 にもにもにもにも 諮諮諮諮 りりりり

ま してま してま してま して 、、、、 各委員各委員各委員各委員 におにおにおにお 示示示示 し した のちし した のちし した のちし した のち 、、、、パ ブリ ック コメ ントパ ブリ ック コメ ントパ ブリ ック コメ ントパ ブリ ック コメ ント をををを 実施実施実施実施 するするするする 。。。。 そ うそ うそ うそ う

し たし たし たし た 経 過経 過経 過経 過 を たどりを たどりを たどりを たどり 最終最終最終最終 のののの 形形形形 に して いくに して いくに して いくに して いく 。。。。     

次 回次 回次 回次 回 のののの 審議 会審議 会審議 会審議 会 ではではではでは 総合総合総合総合 セ ンタ ーセ ンタ ーセ ンタ ーセ ンタ ー のののの 運営運営運営運営 に ついて もに ついて もに ついて もに ついて も 協 議協 議協 議協 議 す るす るす るす る 予定予定予定予定 。。。。     

    

    

    

 


