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審議会会議次第 

１．開会 

◇ 委員委嘱状交付  

◇ 委員自己紹介及び事務局紹介  

２．議題 

 （１）「太宰府市人権尊重のまちづくり推進基本指針」の修正について 

（２）「太宰府市人権尊重のまちづくり推進基本指針」に基づく実施計画（令和２年度実 

施状況等報告並びに令和３～４年度実施計画）について 

（３）その他 

３．閉会 



～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

【委員委嘱状交付】 

（省略） 

【委員自己紹介及び事務局紹介】 

  （省略） 

○市民生活部長（中島康秀） 

それでは、議題に入ります。本日の会議につきましては、委員８名中８名ご出席いた

だいておりますので、審議会規則第６条第２項の規定によりまして、本審議会が成立し

ておりますことをご報告させていただきます。 

それでは、「人権尊重のまちづくり推進審議会規則第６条」により、会議の議長は「会

長」となっておりますので、会長よりご挨拶いただき、審議をお願いしたいと思います。

会長、よろしくお願いいたします。 

【議題１「太宰府市人権尊重のまちづくり推進基本指針」の修正について】 

○会長 

  それでは、さっそく議事に入ります。議題１「太宰府市人権尊重のまちづくり推進基

本指針」の修正について審議をいたします。事務局から説明をお願いします。 

○人権政策課長（河野貴之） 

それでは、ここで、お手元の「太宰府市人権尊重のまちづくり推進基本指針」につい

て、昨年８月の審議会でお諮りしている内容との修正点について、ご説明申しあげます。 

昨年 11 月の審議会におけるご意見を受けて、令和２年 12 月 25 日に「太宰府市部落

差別の解消の推進に関する条例」を制定いたしました。 

そこで、P20 の「同和問題」の【これまでの取り組み】の中に、条例制定について記載

し、「本市においては、令和２年（2020 年）12 月に「太宰府市部落差別の解消の推進に

関する条例」を制定し、部落差別の解消が市の責務であることを明確にしました。今後

はこの法律と条例にのっとり、部落差別のない社会の実現のため、取り組みを進めてい

く必要があります。」との文言を新たに明記しています。 

昨年８月の審議会でご指摘いただきました新型コロナウイルス感染症に関する差別や

偏見については、喫緊の課題でもありますので、P37 の「様々な人権問題」の《具体的取

り組み》の中に、文言を明記し、市ホームページにおいても掲載していますので、ご報

告します。 

併せて、P47 の「太宰府市人権尊重のまちづくり推進本部体制」について、令和３年

度に実施しました太宰府市の行政機構改革として、「総務部経営企画担当理事」及び「都

市整備部理事兼総務部理事」の着任、並びに「子育て支援課」の新設等について修正し

ています。 

ここで、昨年の審議会でご質問のありました「持続可能な開発目標」（SDGs）について

説明します。SDGs における 17 通りの目標について、太宰府市人権尊重のまちづくり基

本指針と直接的に関わる目標は、SDGs 目標５の「ジェンダー平等を実現しよう」が、基



本指針 P20 の「女性の人権問題」と関わるものであります。併せて、間接的に関わる SDGs

目標は、健康・福祉・貧困・教育などが挙げられます。次回の基本指針策定においては、

SDGs の理念も重視して指針に盛り込んでいく必要性があると考えております。 

併せまして、基本指針 P3 の上から 10 行目、改行部分の「第五次太宰府市総合計画」

との関連性について説明します。総合計画は令和２年度をもって終了し、現在検証中で

ありますので、基本指針のその他の修正箇所も含めて、本年度中に確認作業を行い、来

年度の審議会にご提案をさせていただくように準備を進めてまいります。 

○委員 

SDGs は、国内において企業等では着実に浸透しつつあるが、一般にはそれほど進んで

いない。SDGs の推進は国際的な問題でもあり、地域においても大変大事だと思います。 

基本指針の中にも盛り込むべきだと考えますが、ひとつは基本指針１ページの「（１）

国内外の動向」のところに SDGs について触れてはどうでしょうか。具体的に言えば下か

ら８行目「人権教育のための世界プログラム」の説明の後のところです。また、用語解

説があるといいですね。 

○人権政策課長（河野貴之） 

貴重なご意見、ありがとうございます。今回、議会におきましても SDGs に関する質問

も出まして、太宰府市の行政としても推進していくという答弁等がなされています。今

のご意見をいただきまして指針の改定に活かしていきたいと思います。ありがとうござ

います。 

○会長 

委員がおっしゃたことは私もそのとおりだと思います。その他で、今、ダイバーシテ

ィ、多様性を尊重するということも社会の中で盛んに言われていることだから、どこか

でその文言が使えるといいのかなと思いました。あと、今の説明を受けながら、新型コ

ロナウイルス感染症に伴う差別を「様々な人権問題」というところに入れたのですが、

「ＨＩＶ感染者などに関する人権問題」のところで、「病と人権」という項目で取り扱っ

ているんですが、そこに入れ込むのとどちらがいいのかなと思いました。どちらでもい

いといえば、どちらでもいいのでしょうけど、文章を具体的に聞きやすい方に入れては

どうかとは思いました。これから新型コロナウイルス感染症によって分断と差別がまだ

まだ心配されますから、そこはきっちり分けていただくとありがたい。 

あと、僕が関わっている読み書き教室があります。教育機会確保法（義務教育の段階

における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律）という、誰もが学べる

ような機会を確保するという法律が出来て、その法律に沿って、例えば福岡市が公立の

夜間中学校を４月から開校するということを決めていったという経緯があり、今全国で

公立夜間中学校を作ろうという、学びたい人が学べるという社会にしていこうという動

きがあるので、それも人権の課題の一つと言えば一つなのですが、その辺はどうかなと

は思いました。これは教育というセクションが担っていくということだ思いますが、こ

の中に入れるのはどうだろうかと思いました。 

○人権政策課長（河野貴之） 

ダイバーシティといった多様性の尊重、新型コロナウイルス感染症といった疾病と人

権問題、そちらとの関連性も含め検討させていただきます。それと公立夜間中学校につ



いても、私が教育委員会在籍時や人権講座ひまわり等で、民間の夜間中学校を開設され

ている方の講座も聞いてまいりましたので、それも含めて検証させていただきます。 

○会長 

また、僕からいいでしょうか。子ども食堂をやっておられますが、どうしても助けが

欲しいという人たちが見えないことが、コロナ禍であると思うんですね。「みんな大変だ

から、自分だけ大変だというのはどうだろう」という思いで、「助けて」と言わない。こ

れは日本人の悪いところだとも言われますけど、なかなか助けてくださいという声を上

げない。そういう人達をこちらが探し出してでも、何かそこに向き合っていくというこ

とが必要だろうと思うのですけど、いかんせんその情報が個人情報の保護とかいう話に

なったりして、なかなかそこにコミットできないということがあって、その辺をどうし

たらいいのかなと。例えば貧困な子ども、家庭というのは、学校が把握しているのでは

なかろうか。あるいは、僕のネットワークで言うと、寺院がご門徒の生活を把握してい

て、そこに何とかとかですね。人権に関わる大変な生き方を強いられている人達を把握

するネットワークが築いていけないかと思います。特にコロナ禍で、ソーシャルディス

タンスとかで、「距離を取れ、距離を取れ」と言われ、どんどん見えなくなっていってい

るのではないかと思ったりしています。そういうところが目に見えてくると、例えば子

ども食堂にしても支援みたいなこともやりやすくなるのではないか。難しいですよね、

個人情報というのは、本当に。 

○委員

私たちがやっているところでは、水城小と学業院中の地域に絞っているので、学校に

必要なことを教えていただき、就学支援を受けているお子様たちに、プリントで、こう

いう活動をしていますと個人的に渡していただくとか、草の根的に個人で活動していて、

そこはどうも困っているのではないかというお母さんたちのネットワークで繋がったり、

あと、シングルの集まりに働きかけてその家庭に（プリントを）配ったりしています。 

本当に個人的なことで、少しずつやっておりますが、本当に欲しいところに渡ってい

るかというとそれは難しい気がします。太宰府市の方でも、子ども食堂ネットワークと

いうのが生活支援課にできていて、そのネットワークで情報交換ができている。そうい

うところでも進んできてはいるが、なかなかそれも滞っている状態で、本当に心配です。

だからスムーズに市の方でも支援して頂けて、何かできればいいなというのは常々メン

バーと話しているところです。 

○会長 

行政が核となっていただいてネットワークができるとありがたいなと思います。 

○委員 

今度の自民党総裁選で、子ども庁、子ども行政一元化が多分実現するでしょう。岸田

内閣でも、子ども政策担当大臣に野田さんがなりましたし、そうなりますと、国が子ど

も行政一元化をすると、当然自治体に波及してくると思いますので、今後の動向、政策

の推移を見守りながら、自治体の方もそれに対応した子ども行政をより一元化なり、強

化をして、教育委員会任せじゃなくて、子ども行政の一元化を目指して対応していただ

きたい。 

○市民生活部長（中島康秀） 



今年４月から、子育て支援課という課が、保育児童課と元気づくり課のセクションか

ら分かれてでき、子どもの支援と母子の支援が一緒になった課が新しくできました。そ

ういう方向に国も進んでるし、地方も進んでると。ちょっと遅ればせながらだったんで

すけど、一つの課で情報を共有できるというか、一元化して、子どもの成長をずっとひ

とつのセクションで見守れるということがこれから先もできればと考えています。 

○委員 

当然ですね、各自治体や行政が横の連絡を取っていくことが非常に大事だと思います。

ところが、これは、国の縦割り行政というのがひとつあります。もうひとつが、最近一

番ネックになっているのが個人情報保護法ですね。 

例えば、法務局で人権相談を受ける、人権擁護委員さんが相談を受ける。この情報は

本人の承諾がない限りは誰にも言ってはいけない。誰かと情報を共有するならば、本人

の承諾を取らなければならない。そこのところがあって、情報を共有したいなと思った

ら、あらかじめ本人から承諾を取らないと、横の連携が取れない。このネックが、特に

最近は「個人情報、個人情報」と言われ、半分歯がゆいところがあります。企業では、

難しい契約書を結んで、情報を誰に伝えていいとかがシステム化されている。行政の場

合、それがシステム化されていない。一回一回情報を集める時には、個人情報保護法で、

その情報を何のために使いますという、目的を明らかにして情報を集めないといけない

という縛りがあります。思い付きではありますが、行政間で情報を共有できるような承

諾書、あるいは報告書をそのまま回してもらうなど、そういった形にならないと、なか

なか行政の横の連絡は取りにくいということを常日頃から思っています。 

○会長 

常々思っているのですけど、個人情報保護というのは、人権を守るために個人情報を

保護しようとなったんですよね。人権を守らなければならない人の個人情報の扱い方は、

別のものとして法的に考えられないのだろうか。この人の人権を守るためにこの情報が

必要なんだということがあると思う。そこの境界をこちら側もきちんと把握していない

から、「個人情報だ」と言われてしまうと引いてしまう。法的にはどうなんだろうか。 

○人権政策課長（河野貴之） 

今言った子ども食堂、あるいは新型コロナウイルスの感染者、あるいは濃厚接触者の

方に支援物資を配送する政策も生活支援課では行っていますが、今委員さんから出され

たように、個人情報があるので保健所は市に直接情報を提供しない。あくまでも保健所

が、関係のある市民に、市のこういう施策がありますのでご利用くださいと連絡し、本

人が申し出ることで、市が物資の配送などの事業を行うようになっております。今、委

員さんからのご意見をいただきましたので、今後とも行政間の連携ということで真摯に

受け止めて、関係行政機関と協議を行ってまいりたいと思っております。 

○委員 

見えないところでという意見がありましたけれども、ずっと太宰府市の中で見ていて、

教員として現場にいた時に、子どもたちの給食を食べる姿を見ていると、「この子は厳し

いな」というのがよくわかります、食べ方で。給食の実施がずっと言われながら頓挫し

ておりますけれども、ぜひ一歩進めていただきたいと思うんです。やはり子どもたちの

中では、給食だけが栄養の子もいるんですよね、本当に。それだけで成長しているとい



うか。子どもたちの心身が健やかに育つためには、厳しい家庭の子どもたちにとっては、

大切な栄養源になっているんだなと感じる。経済的な面だけで論議されているけれども、

子ども達の成長という視点でもう一度給食の実施を見直してほしいなと思います。そう

いう視点でも見てほしいと強く思います。楠田市長の「もう一歩進めます」という答弁

もあったようですが、ぜひ実現を願っています。そこから、担任は授業では見えない子

ども達の様子がよく見えてくると思う。私自身は家庭科の教員をしていたので、食を通

して、子ども達の違う側面が見えてきて、それを担任と話して支援していくということ

もありますので。ぜひともそういう視点での取り組みをお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○会長 

他にはございませんでしょうか？ 

（「なし」の声あり） 

【議題２「太宰府市人権尊重のまちづくり推進基本指針」に基づく実施計画（令和２年度

実施状況等報告並びに令和３～４年度実施計画）について】 

○会長 

それでは先に進みたいと思います。続きまして議題２ですけれども、『「太宰府市人権

尊重のまちづくり推進基本指針」に基づく実施計画の令和２年度実施状況等報告並びに

令和３～４年度実施計画』を審議したいと思います。実施計画の表紙の裏面の目次をご

覧ください。進め方は目次の左端に記載の大項目ごとに説明を受け審議したいと思いま

す。まず、大項目の１「総合行政としての人権行政を目指して」について、河野課長か

ら説明をお願いいたします。 

○人権政策課長（河野貴之） 

大項目１「総合行政としての人権行政を目指して」の実施計画、Ａ３の資料の１ペー

ジ以降の要点を説明申し上げます。 

まず１ページの中項目（１）については、市長を本部長として、人権尊重のまちづく

り推進本部会議を行う体制について記載をしております。令和３年度の第１回本部会議

は、８月４日に開催いたしました。併せまして、各課の事業計画等の進捗状況、そのこ

とに関連した市のホームページによる周知や市民意識調査等について、並びに各関係機

関への取り組みや相談体制について記載しておりますが、障がい者福祉計画や、高齢者

支援計画などの主要な計画が令和３年度に改定となっております。 

続きまして２ページの下部記載の人権擁護委員による人権相談の件数ですが、副会長

にも色々お世話かけております。こちらは令和元年度の４件から、令和２年度の 13 件に

増加をしております。 

引き続きまして、３ページの中項目（２）、各校区自治協議会への働きかけ及び教育啓

発の推進リーダーの育成、並びに中学校ブロックコミュニティスクールへの支援につい

て記載をしております。例えば３ページ、校区自治協議会役員会での人権問題に関する

10 分プレゼンなどを行いましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止または縮小

となった取り組みも見受けられたところでございます。 

引き続きまして、５ページの中項目（３）につきましては、職員研修や職場における



研修の取り組み、外部研修への参加の状況等について記載をしております。その中で、

真ん中の段の「②職場における効果的な人権研修の取り組みについて」でございます。

太宰府市におきましては、昭和 56 年度から毎年７月の同和問題啓発強調月間において、

ほとんどの市職員が戸別訪問の上、同和問題を始めとした人権問題について市民と直接

対話を行う啓発冊子訪問配付に長年取り組んでまいりましたが、令和２年度は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で実施ができませんでした。その代替として、啓発冊子訪問

配付に関する自主研修を各課で行いまして、この訪問配付の経緯や経験等について意見

交換等を行い、その意義について再確認をしたところでございます。 

さらに太宰府市部落差別の解消の推進に関する条例の制定に向けて、各部署の同推担

当者を通じて、全職員の意見を聞く取り組みを行いまして、条例制定の背景及び、趣旨、

目的の周知啓発に努めたところでございます。以上大項目１の説明を終わらせていただ

きます。 

○会長

ありがとうございます。ご意見ご質問等はございませんでしょうか？ 

○委員 

１ページの一番最初、「人権尊重のまちづくり推進本部による横断的な機能の強化・充

実」という項目なんですけど、新型コロナウイルス感染症の対策のため、幹事会は開催

せず、本部会議は８月４日に行われたという説明があります。推進本部幹事会というの

は、先ほどの指針の 47 ページにあります各課が集まる幹事会ということですよね。読ま

せていただくと、基本方針の７ページの真ん中から下（２）のところで、「縦割りの弊害

をなくし強力な推進体制を再構築する必要があり、横断的な視点に立って・・・」とい

うことがずっと書かれていて、先ほど委員もおっしゃられたように縦割りではなく、横

断的な横のつながりが大変重要であると記されているのですが、幹事会は行われていな

いということが書いてあって、新型コロナウイルス感染症の影響でそういうこともある

んだろうけれども、メールで聞き取りとかではなくて、本当に重要なことなので、時間

を割いたり、いろんなやり方ができると思いますので、しっかりいろんな課がつながる

という基本的で一番大事な部分をおざなりにならないように、この部分は大事なことな

んじゃないかなと一番最初に感じたところでした。本当に小さなことから各課が共有す

る情報があって、それからひらめきがみつかったり、動きが取れたり、「それはうちの課

だった」「生活支援課ではこうしている」「社会教育課ではこうなっているんだ」という

ような形骸化したものではなくて、実のある会議ができてこそ、太宰府市がいきいきし

てくるんじゃないかなと感じています。その部分を強くお願いしたいと思っています。 

○人権政策課長（河野貴之） 

今おっしゃられたとおり、本来この実施計画も一番右側に担当課と書いてありますが、

この課全部から直接ヒヤリングを行い、その後この関係課長が集まる幹事会で審議をし

まして、市長、副市長、教育長をはじめ、各部長、理事が集まる本部会議で確認をする

という手順となっております。確かにコロナ禍ということもあり、メールや書面で代用

したことはございましたが、直接集まって意見を交換するということが、横の連携、ひ

らめき、つながり等にも寄与すると思いますので、今いただいたご意見は真摯に受け止

めまして、今後の会議運営について、改めて事務局で検討させていただきたいと思いま



す。 

○委員 

本市においては、「人権尊重のまちづくり」ということを打ち出している。各自治体に

おいて人権行政指針を持っていますけれども、いわゆる行政側にウェイトを置いたもの

になっています。私は、太宰府市が基本指針を策定する当初から関わっていますが、そ

の時の基本理念で一番議論したのは、太宰府の特徴として、まちづくりの指針となるよ

うに強調して、ネーミングまで考えた。その基本原則として、自治会との連携が一番大

事だと思います。３ページに、「地域コミュニティ課と連携して、校区自治協議会や各自

治会の中に人権に関する委員会等の組織化を目指します」と、大変重要なことを書かれ

ている。具体的にそういう動きがあるのかどうか。あるいは希望的観測なのか、現実に

そういう方向で動いているのかどうか、お聞かせいただきたい。 

○人権政策課長（河野貴之） 

校区自治協議会につきましては、数年前になりますが、市自治協議会の役員会におき

まして、初めて人権問題に関する研修を開いていただきました。人権問題に関して、自

治協議会自らが取り組んでいくことを意識の醸成を図ったところですが、書いてありま

すように、新型コロナウイルス感染症の影響もありまして、今後の広がりが課題であり

まして、10 分プレゼンなどもこちらの方から働きかけを行っていき、新型コロナの後も

見据えながら、この役員会や総会等に私どもも出向いていきたいと考えております。今

回「太宰府市部落差別解除推進条例」が制定されまして、それに基づく教育啓発、ある

いは「人権都市宣言条例」に基づく教育啓発等を含めて、取り組みを進めていきたいと

考えております。 

○委員 

行政からの取り組みは当然必要なんですけれども、自治会側からも行政に問題提起し

ていただいて、双方向の取り組みが必要だと思います。地域が抱える多様な人権課題に

ついて行政に上げていただいて、それができて初めて人権尊重のまちづくりになる、行

政と住民と双方で成り立っていく。ぜひその仕組みを組織化していった方がいいと思う。

例えば、自治協議会における啓発、自治協議会の方から提案が上がってくるような、そ

ういう自治会になれば大変望ましいことです。太宰府市における人権尊重のまちづくり

という視点で、原則を踏まえて、推進していただきたい。 

○委員 

今の件につきまして、私は、令和元年に国分小校区の代表として市の自治協議会に役

員で出まして、そこで 10 分プレゼンを受けまして、その後国分区でも 10 分プレゼンを

受けましたけど、新型コロナウイルス感染症の関係で、今ちょっと止まっている状態と

のことですが、今後この積み重ねが色んな啓発につながっていくので、これは少しでも

自治協議会としても受け入れて、一緒にしていかなければいけないのではないかと思っ

ています。 

○会長 

すでに育成リーダーができている自治会というのはありますか。 

○委員 

そこまではないでしょうね。なかなか一般の市民、区民といいますか、本当はそのよ



うな方に 10 分プレゼンができたらいいのでしょうけど、なかなかその機会がですね・・・。

まずは各自治会の役員幹部に浸透させて、それから情報を下ろしていくというかたちで、

時間はかかるでしょうけど、地道にやるしかないかなと思っています。 

○教育部長（藤井泰人） 

私は以前、地域コミュニティ課に所属しておりまして、自治会の方ともお話をさせて

いただいていたのですが、その中で今自治会活動の中で、高齢者に対する配慮とか性的

な配慮とか、または子どもに対する配慮とか、いろんな催しものをされる際に、そのよ

うな視点は皆さんがお持ちだというように感じておりました。ただ、ここに書いてます

ように、まだ組織化として具体的な形にはなってはおりませんが、考え方としては皆さ

んの頭の中や心にはですね、そのような配慮をしてやっていかないといけないと少しず

つ芽生えているのではないかと感じております。また、先ほども個人情報の関係もござ

いましたが、盛んに今言われてます災害の時の救助の関係とかいうところで、本当に救

助を必要とされている方のところに、自治会の役員さんたちがアプローチするための情

報、そういったものを個人情報という大きなハードルはございますけれども、そこをな

んとかうまく情報の共有と言いますか、それができないだろうかというところを、役所

側も自治会側も模索しながら、そこをうまく解決していく方法はないだろうかと話し合

いは進んでいると感じております。このように具体的な話し合いが進んでいけば、自ず

と組織化というところが見えてくるのではないかと考えていますけれども、まだそこま

で至っていないというのが正直なところかなと感じております。 

○会長 

ありがとうございます。基盤はあるということですかね。 

○教育部長（藤井泰人） 

はい、皆さんのそういう意識は強く芽生えていると感じています。 

○会長 

他の行政区とかで、このようにやったとかいう、いい事例みたいなものが見つけ出せ

ればいいのかなと。 

○教育部長（藤井泰人） 

そうですね。やはりそのような体制というのが、その自治会なり市役所にあるんです

よというのを、本当に必要な方がその情報を知るというのがまずは一番大事なのかなと。

本当に必要なところに必要な手立てが届くというような情報の共有ですね、発信する側

からすれば、うまくその情報の発信を行う方法が課題なのかなと思います。 

○会長 

わかりました。他に、よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○会長 

それでは先に進みたいと思います。大項目の２の説明をお願いします。 

○人権政策課長（河野貴之） 

それでは６ページ大項目２「人権教育・人権啓発の推進を目指して」について説明し

ます。 

中項目（１）の「①子育てに関する情報の提供・相談支援・支援体制の充実」に係る



項目についてでございます。前回審議会におきまして、令和元年度の「こんにちは赤ち

ゃん訪問事業」に訪問拒否世帯が１～２世帯あるとのご指摘がございました。担当課に

確認しましたところ、家庭訪問はできなかったものの、健診にはお見えになったので面

談はできておりまして、状況把握にはつなぐことはできたという報告を受けましたので、

この場でご報告申し上げます。令和２年度につきましても、新型コロナウイルス感染症

の影響で、充分な訪問はできなかったと報告は受けております。 

引き続きまして、中項目（１）の６ページの②と③ですが、子育てに関する各種支援

体制、及び関係機関の連携、並びに保育士、幼稚園職員研修の取り組み等について記載

しております。 

引き続きまして７ページの中項目（２）の学校教育における人権教育の推進について、

及び学力・進路保障について、並びに教職員の研修について記載をしております。教職

員の研修につきましては、一番下の「③教職員研修の充実」ですけれども、新任及び他

市から転任してきた教職員を対象として、「太宰府市初任者・転任者人権教育研修会」を

開催しまして、太宰府市の人権同和教育の実践についての周知啓発を図り、共に推進し

ていく体制づくりの取り組みを図っているところでございます。 

続きまして８ページ中項目の（３）につきましては、社会教育での学習機会の提供と

学習と実践の一体化について、及び保護者の学習機会の充実について、並びに地域での

交流活動の促進について記載をしております。まず「①社会教育における学習と実践の

一体化」の実施状況ですが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、「人権講

座ひまわり」、通常は南隣保館、中央公民館、学校の体育館等で、人権講座ひまわりを開

催しておりますが、規模を縮小しての開催となり、DVD を作成して活用を図るという開

催形式となったところでございます。中項目（３）（４）（５）におけるその他の取り組

みにつきましても、中止及び縮小となったものが多々見受けられました。特に 1995 年か

ら毎年開催しております 10 ページの「人権まつりだざいふ」でございますけれども、規

模の見直しを図った上で、令和３年２月開催に向けて実行委員会組織で準備を進めてま

いりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、２年連続で止む無く中止

になるなど、コロナ禍における人権啓発のあり方についての課題が残ることとなりまし

た。そのような中において、人権擁護委員さんの活動、あるいは全庁的横断的な市職員

体制にて啓発活動を行うという主旨目的の「人権啓発事業企画運営会議」としての取り

組み、広報への掲載、啓発冊子の発行は通常通り行ったところでございます。最後に 10

ページに記載のとおり、令和２年は市内２校の小学校６年生を対象に、リモート形式で、

ゲストティーチャーとして、人権都市宣言を軸に人権啓発を行ったところです。以上大

項目の説明を終わらせていただきます。 

○会長 

また私からいいでしょうか。あの新型コロナウイルス感染症の影響で縮小だとか中止

だとか、これは本当に仕方ないというか、これは普段の業務に加えて特別な工夫をして

発信しなければいけないとなると大変なことですので、新型コロナウイルス感染症の影

響によってというのはわかるんですけど、あえて言っておくと、それを中止、縮小とい

うことをしていくと、それが外側から見えると、そこのところにあまり力を入れていな

いのではないかという見え方になってしまうことがあるんですよね。だから、僕も今大



学の講義で遠隔の授業を作っていますけれども、その時に注意するのが、遠隔だからち

ょこちょことやってごまかしているというようにならないような講義をどうやったら作

れるかと考えながら一生懸命やっているんですよね。いろんな工夫ができると思うんで

す。例えば講演の話だけをしてもらって、市役所のホームページにアップするとかです

ね、そしてそれを観てもらうとか。中止縮小のイメージを与えないような何かをこう、

本当に普段の業務に加えてのことなので大変だろうなとは思うんですけど、あえて言わ

せていただくと、何か工夫して頂けるとありがたい。そうすると、しっかりと太宰府市

は人権尊重のまちづくりということを考えて、そこに向かって着実に歩んでいるなとい

うことになるのではないか。これは、同じ課題を抱えているので自分に言っているよう

なものなんですけど、コロナ禍だからということをいかに言い訳にしないものをつくっ

ていくのが大事じゃないかなと。 

○市民生活部長（中島康秀） 

おっしゃったとおり、令和２年度は特に、新型コロナウイルス感染症が感染拡大し始

めたのが令和２年の４月ぐらいからだったので、我々職員もどうしていいのかわからな

いというのもありましたし、中止せざるを得ないねと。方法がわからないということも

あったんだと思います。やはりだいぶ時間が過ぎてこの状況が長く続いていますので、

例えば今年の 10 月の男女共同参画の市民フォーラムを毎年 11 月にやっているんですけ

ど、この分に関してはリモートで、Youtube で配信ということを今回やろうとしていま

す。そういった取り組みを色んな部署で令和３年度はリモートでということもやってき

ております。開催するにあたっても、感染対策ということで席の間隔を空けたりだとか、

人数を制限したりして、７月の同和問題啓発強調月間市民講演会についても、そういっ

た形でなんとか実施できたところでございます。工夫しながらですね、できるだけ中止

にはせずにやっていきたいと考えて、市の方も実践をしているところでございます。 

○会長 

ありがとうございます。安心しました。 

○委員 

私も同じように思っていたんですけど、いろんなところでいろんな活動をする中で、

コロナ禍の中でイベントをする時に、子ども達ってもう諦めっちゃってるんですよね。

「どうせコロナやけん、ないんやろ」とか、ちょっと希望がなくなったり、すごく心が

沈んだりした感じが見受けられてて、ちょっと危険だなと子どもと接してて思うんです

ね。中止にしてしまうのは簡単なんですけど、それをあえて小規模にしていくつも開催

するとか、小さなイベントをいくつもこちらが提示する。あるいは子どもたち自身が、

自主的にこれがやりたいからどうしたらやれるかなっていう心が芽生えるような、そう

いうような、やらされるのではなくて、子ども自らできて、それが実現できて、それが

大きなお祭りじゃなくていいから。本当に小さな２,３軒だけでいいんですけど、学校で

もそうだし、小さな家族でもそうだし、そういうふうにして、そこで繋がりが出来て、

何か困りごとがあった時に、助け合えるというのが、何か災害があった時に糧になった

りという走りになると思うんですよね。本当に、今いい機会をもらっていると考えて、

子どもたちが何かを発信できるというようなところとか。また、お母さんとかＳＮＳで

いっぱい発信出来ていて、逆にそれを活用して何かできないかなと。柔軟な対応という



のが求められてて、私たちの人間力が求められてる時期だと思うので、小さなイベント

を少しずつ、小さな規模でいっぱい、そうするとちょっと楽しみができたりというのが

今すごく大事だなと。子どもたちもすごく心が落ちているので、いつまで続くかわから

ないからですね、ちょっとまたそれを変換してできたらいいなと思っていました。以上

です。 

○委員 

７ページの「教職員研修の充実」について書いてあるんですけど、今会長がおっしゃ

ったようなかたちで、そこには「中学校ブロック内での十分な研修は行えなかった」と

ありますが、令和２年度の途中から、0 か 100 か、やるかやらないかではなく、50 点や

60 点でもいいのでやることが大事じゃないかと思いまして、これは学校教育課から出さ

れているので書いてはないのですが、私が市同研の学同研の会長をさせていただいてお

りますので、学同研の研修会として、リモートである講師をお招きして、その方の講話

を全学校に「TEAMS」でつないで見ていただいたというような取り組みもしております。

そして、今年度は更にもうちょっとやろうと、昨年度できなかったこともやろうとして、

毎年夏に全小中学校の教職員が、人権同和教育についてのレポートを書いて、もちろん

部落問題も扱ったレポートになるんですが、その実践レポートを互いに持ちよって、四

分科会で集まって交流をするというのをやってるんですね。ところが去年できなかった

んですよ。それで懸案になっていたところを、今年度は各学校に四分科会でリモートで

見れる部屋を作ってですね、太宰府小学校から各四分科会に向けて発表したりしてです

ね、何とかリモートでもできました。いろいろ課題はありましたよ。声が聞こえないと

か、プレゼンが見にくいとか色々言われました。でもやることに意義があるかなと思っ

ていて、今年やってみて、ちょっとだけつながったと思いましたので、会長がおっしゃ

ったように、細々でいいので、「じゃせんでもいいやん」という声が出てくるから、それ

をなくすための方法を模索していくところです。以上です。 

○委員 

人権まつりがこの２年間なくてですね、前年度は市役所に掲示物を設置してたんです

けど、何回か見に行ったりもしたんですけど、あそこの角がもう少しどうにかならない

ですかね。市民が入ってきて、その右側に掲示されているんですけど、普通の市民はな

かなかあそこまで足を運ばないな、動きがないなというのをすごく感じるんですね。あ

れがパッと目に入って「あっ、見ようかな」と、例えば、市役所に来た待ち時間なんか

に、向こう側に行ってみようかなと思わせるような。何とか工夫して、何か掲示してあ

るなというのが一目見てわかるような、ちょっと見てみようかなと思えるように掲示場

所を工夫して頂けないかなと、いつもあそこの掲示を見ながら思うんですよね。すごく

子どもたちが一生懸命書いたのがたくさん掲示してあって、子どもも「僕のが貼ってあ

った」「○○くんのがあった」とか思ったら、気持ちが高揚していくと思うし、いい刺激

になると思うんですね。市民の目に触れるというのがあるとですね。なんかもうひと工

夫、あのコーナーを前面に感じられる工夫があったら、少し考えていただきたい。よろ

しくお願いいたします。 

○市民生活部長（中島康秀） 

今「こうやったらいい」というのは頭に思い浮かばないんですけど、確かにおっしゃ



るように、壁があって壁の裏側になるので、どうしても正面から入ると、皆さんの目的

は真正面の市民課だったりするので、全然気づかないまま帰られるというのは、おっし

ゃったとおりかなと思います。こちらに誘導する何かが必要なんだろうなと思って、真

ん中はどうしても、展示するようなスペースがないので、何かあればいいんでしょうね。

パーテーションとか置いて、誘導するような何かがあればいいのかなと。 

○委員 

階段の下に少し置けないですか。中央の階段のところ。 

○市民生活部長（中島康秀） 

階段下のモニターの横ですね。 

○委員 

「あるんだ」っていうことに市民が気づいたら、「あっ、こっちにもあるな」とつなが

ると思うんです。今、それもないんですね。何か掲示していますと文字はあっても、絵

とか子どもの作品があれば、サッと動くんですよね。もし良かったら・・・ 

○委員 

行政窓口の方に看板を出すとかね、誘導看板とかでも効果があるんではないですかね。 

○市民生活部長（中島康秀） 

そうですね。おっしゃったように看板を出すとか、作品を何点かだけこちらに置くと

かですね、ちょっとその辺はここで今こうしますとは簡単に言えないので、考えさせて

いただきます。 

○委員 

今の掲示の問題については、前から思ってるんですけど、例えばある施設にはこうい

う掲示をしてくださいとか、法律で決められていることがいっぱいあるじゃないですか。

掲示というのは、来た人が見ようと思わなくても目に入るというのが掲示なんです。私

は、副会長さんがおっしゃったことってすごくよくわかって、大事な掲示というのは、

見ようと思わなくても市民の目に入るのが掲示じゃないのかなと思います。 

○会長 

センスが問われますね。他にございませんでしょうか 

（「なし」の声あり） 

○会長 

それでは、大項目３に移っていきたいと思います。説明の方をお願いします。 

○人権政策課長（河野貴之） 

それでは 12 ページ以降、大項目３「個別の人権問題の基本的方向」について説明申し

上げます。こちらがすでに大項目１、２で取り上げられた項目もありますので、要点の

みをご説明させていただきます。 

まず（１）の同和問題でございます。令和２年 12 月 25 日に「太宰府市部落差別の解

消の推進に関する条例」が施行されたことから、教育・啓発・相談体制等につきまして

は、行政の責務として、条例の規定に則った取り組みとして進めていくことといたしま

す。 

続きましては 15 ページ「（２）女性の人権問題」でＤＶ被害等について記載をしてお

ります。新型コロナウイルス感染症の影響で在宅勤務、リモート勤務が増えたことから、



ストレスによりＤＶ被害につながっていると懸念されています。このことから継続的な

支援体制の構築が必要となってきております。太宰府市においても、ＤＶに係る職員研

修を実施するとともに、ＤＶ被害者支援関係課連絡会議を実施しまして、情報の共有と

連携に努めております。 

続きまして 17～18 ページ「（３）子どもの人権問題について」でございます。18 ペー

ジの「⑤インターネットによる人権侵害への対応」につきまして、ネットいじめ等につ

いて記載をしております。先ほど、委員も触れられましたが、東京の方でタブレット端

末の配付がきっかけとなり、ネットいじめが発生しまして、自ら尊い命が絶たれたとい

う悲しい事案が生じたところでございます。太宰府市におきましても、インターネット

の有用性と危険性、正しい使い方について学校現場、及び全戸配付の人権啓発冊子等に

おいて教育啓発をさらに行ってまいります。 

引き続きまして 19 ページ「（４）高齢者の人権問題」でございます。太宰府市におき

ましては、令和３年４月現在、市民の 65 歳以上の高齢化率は 28％でございます。新型

コロナウイルス感染症の影響で、外出や他の高齢者との交流活動も制限され、その結果

生きがいづくり等にも影響を及ぼしているものと懸念されます。さらには虐待や介護、

老々介護等の問題もございます、それに係る人権問題も急務であり、更なる相談体制の

充実や啓発活動等をすすめてまいります。 

引き続きまして 21 ページ「（５）障がい者の人権問題」についてでございます。この

「①相談支援体制の充実」についてでございますが、障がい福祉の相談件数も、令和元

年の 149 件から令和 2 年度は 738 件に増加しております。つきましては、福祉課に基幹

相談支援センターを設置しまして、体制の拡充を図ることとしております。併せて「⑤

障がい者差別の解消の推進」22 ページになりますが、障がい者差別の解消の推進の項目

におきましては、障がい者差別解消法に基づく合理的配慮の実施等について取り組みを

進めるというところでございます。 

続きまして 23 ページの「（６）外国人の人権問題」について、ご説明申し上げます。

「①国籍や人種にととらわれない市民意識の醸成」の項目についてです。太宰府市国際

交流協会 PR 配付物に法務省作成の外国人差別の啓発チラシを入れるという取り組みで

すが、ヘイトスピーチ解消法に基づく啓発教育につながるものと考えております。さら

に 25 ページ「③外国人にもわかりやすい情報提供」の項目でございます。外国人の妊婦

に向けて外国語の母子手帳を交付しているところでございます。現在英語を始めとして、

６カ国語の母子手帳を準備し、交付の際は必ず面談を行いサポートをいたしております。

実施計画としましては、それ以外の言語も準備をしまして、外国人の女性が安心して出

産に臨めるように準備をしているところでございます。 

引き続きまして、先ほど会長の方からもご意見いただきました 26 ページの「（７）Ｈ

ＩＶ感染者などに関する人権問題」は、ハンセン病回復者及びその家族の人権問題につ

いても記載をしてるところでございます。 

引き続きまして、26 ページの「（８）性的少数者の人権問題」についてです。令和元年

度に設置された、中学校の標準服検討委員会における協議の結果、太宰府市内中学校が

４校ありますが、４校統一した制服を採用することとなりまして、サンプル展示会、保

護者や自治会への説明会を行い、理解を得ることができました。標準服につきましては、



令和３年度から導入をしております。 

続きまして、27 ページの「（９）インターネットによる人権侵害」についてでありま

す。被差別部落地名のインターネット公開は、プライバシーの侵害であり違法とする判

決が先週出されましたが、太宰府市に置きましても、市民啓発において、部落差別解消

法制定の端緒ともなりました、情報化の進展に伴うインターネットへの差別的書き込み

を、発信する側の問題で終わらせるのではなく、これを受け取る側の問題として、正し

い認識をもっていただくことにつきまして、教育および啓発の推進に進めてまいります。 

続きまして 28 ページ「（10）職場における人権問題」についてであります。ハラスメ

ント等に関する啓発につきましては、企業に対する研修会の開催等について取り組んで

まいります。 

最後になりますが「（11）様々な人権問題」として、基本指針にも付け加えました、先

ほど会長からもご意見いただきました新型コロナウイルス感染症に関する差別や人権問

題等について、新たに記載をしております。太宰府市におきましては、ホームページの

新型コロナウイルス感染症に関する情報を特集したコーナーに、新型コロナウイルス感

染症に関する差別解消や人権への配慮について、市民に訴えかける記事を掲載しまして、

啓発をはかっているところでございます。 

以上、大項目３についての説明を終わらせていただきます。 

○会長 

はい、ありがとうございました。何か質問、ご意見等ありますでしょうか？ 

○委員 

先ほど説明がありました報告書の 28 ページの最後の「様々な人権問題」に関連するか

と思うのですが、皆さんのお考えをお尋ねしたいと思います。匿名という文書とか手紙、

匿名電話とかございますけど、私が自治会長になって過去数回、匿名の文書がありまし

た。今回、新型コロナウイルス感染症に関する匿名文書が、私ではなく別の方に届いて

相談を受けたことを話すのですが、無視できない、何らかのコメントを出さないといけ

ないのではないかと。匿名の文書と人権の問題、これをどう捉えたらよろしいのかを、

先生方のお考えをちょっと聞かせていただければと。処置としては、コメントをつけて、

近隣であろうというところの隣組長さんと第三者をとおして、直接私は話してはいませ

んけれども、回覧をすることとなったということです。内容的には、誰が感染している

かわからないのに子どもがマスクもせずにワーワーと家で大きな声で遊んでいる、とい

うことですけど、子どもは子どもの権利もあるし、学校で、マスクをしておしゃべりも

できない、黙って動く、黙って食事をするといった非常に窮屈な生活をしてるから、や

っぱり家に帰った時くらいのびのびとしたいなぁという子どもの権利も大切ですし、こ

の匿名の方の気持ちもわからないわけではない。お互いに、その辺りは配慮しましょう

といった文書しか私の方では作れないんですね。一番知りたいのは、匿名の文書と、そ

れに対応しなかった場合の人権との関わりがどうなのかというところがですね、いかが

なもんでしょうか？ 

○会長 

法的なところでは先生どうなんでしょうか、匿名のものに対しての対応は。 

○委員 



匿名で誰かが誰かをものすごく批判するというのは結構ないわけじゃないですけど、

それはまさに匿名だから。 

○委員 

匿名だから、その方に答えが出せないですよね。 

○委員 

そうなんです。もちろんその人に答えが出せないし、それが本当かどうかで調査まで

しないといけない。何か責任追及する場合には、それが真実かどうかとか、調査が前提

になると思うのですけど、調査もできないから。 

○委員 

国の機関としては、個別啓発と一般啓発の２通りの選択肢がありまして、個別啓発と

いうのは相手方が分かっている場合ですね。相手方がわからない、その地域とかその場

所に関係があることで、どうしても人権問題として無視することができないという内容

でしたら一般啓発、チラシの配布ですとか啓発広報で対応をしております。今回の場合

がどういった事例かわからないですけれども、自治会の中で問題になるようなことでし

たら、回覧を回すとかそういった対応もよろしいのではないかと思います。 

○委員 

今の案件で、個別啓発、一般啓発で思い出しました。ある有名な百貨店なんですけど、

女性の従業員さんが、自分の直属の上司からセクハラを受ける、それを調査してほしい

という申し立てがあったんです。それをどうやって対応しようにも、匿名なものですか

らどうしようもない。自分の直属の誰々さんというのもわからないわけですからね。加

害者の方も、言われている人の名前もわからない。調査もできないけれども、先ほども

言いましたけど、ほったらかしにするわけにもいかないねという話になって。どの百貨

店かもわからない、百貨店であるのかもわからない、新聞社なのかもわからないわけで

すよね。そういう名を語って、びっくりさせるようなものを出したのかもわからないし、

からかいかもしれない。でも、こういうことが届きましたので、「御社できちんとしたセ

クハラ対策をされていると思いますけども、一層の研修をお願いします」みたいな、一

般啓発そういうものをしました。匿名の中には責任を持ちたくないからという人と、本

当に困ってて自分の名前が顕名になると仕返しがこわくて言えないという２通りいるも

んだから、この扱いは難しいですね。 

○会長 

というようなことだそうです。一般啓発ということでしょうかね、やっぱり。 

○委員 

ありがとうございました。 

○委員 

匿名で誰かが手紙を出すってことは、それは部分だけの現われで、こういうことがた

くさんあるんじゃないのかな、という気がしますよね。そういう目で見て、個別な解決

も必要だけれども、それは氷山の一角であって、どこにでもある問題なんだと捉えるこ

とも大切なのかなと思いますね。例えば、市の方に言っていただいて、そして全体に啓

発してもらうとか、内容によってはそういう取り組みにもつなげていった方がいいこと

もあるんじゃないのかな。そんな気がします。 



○会長 

おそらく、新型コロナウイルス感染症に対する公的な対応とかは、ネットとかを調べ

るとたくさん出てくると思うので、そういうところの公式的な見解も踏まえて、言って

いただくといいのかなとは思います。 

○委員 

もしかするとマスクをすることができないのか、ちょっと過敏のあるお友達だったり、

マスクをすることで苦しくなるような子どもも存在するわけで、マスクができない子ど

もだったり、あとワクチンを打つことができない人の人権も守らなければいけないんだ

けど、それに対して、どこかにバッチをつけるような活動とかもありますよね、「感覚過

敏で、私はマスクをすることができません。」というバッチを付けて歩かないと、「なん

でマスクをしていないんですか」と言われたり、マスクをしていないと入れない場所が

あったり、そういうことがやっぱり起こるので、こういうところは守らなければいけな

い、みんな守られてる太宰府市にならなくてはいけないと私は思います。 

○人権政策課長（河野貴之） 

今ご意見いただきましたけれども、様々な理由でワクチン接種ができない、あるいは

マスクができないといった方の人権を守るということですけど、市ホームページの新型

コロナウイルス感染症に関する人権の記事で、同調圧力に惑わされないようにしましょ

うということで、ご意見いただいてるような記載をしておりますので、ご報告申し上げ

ます。 

○委員 

学校の実情でどのようなことが起こっているのか、17 ページの「子どもの人権問題」

の「①地域における子育て支援の充実」について書かれているのですが、まず１つ目は

現状に関してです。ここには「こんにちは赤ちゃん訪問事業」とか、そういったことを

書いてくださっていますし、「②児童虐待防止ネットワークの充実、強化」のところにも、

同じく組織的に対応ということが書いてあります。しかし、その担当課を見ると、子育

て支援課の名前しかないんですね。これがもうすでに、先ほどから出ている縦割り的に

なっているのではないかなと思っています。わかるんです行政的には、ただ主管課はそ

こかもしれないのですが、やはりその下に関係部署のお名前を載せていただきたいなと

いうお願いです。なぜかというとですね、誤解を恐れず言いますが、子どものそのリス

クを早く発見するために、決めつけじゃないんですが、子どものリスクが高い家庭は４

つあってですね、「単」・「多」・「再」・「孤」と言われています。「単」はシングル家庭、

「多」は子どもが多い家、課題がある家に限って、すごく何人も兄弟がいらっしゃる場

合があります。「再」は「再婚」で、特に連れ子がいる家庭、「孤」は孤立の孤ですね。

地域にネットワークがないお家で、ラインはつながっているけど心がつながっていない

家庭がいっぱいいるからですね。この４種類の中に必ず入っている人がいるんです。そ

ういう人が、なぜ就学になるまでにほったらかされていたんだろうと思うことが非常に

多くあります。例えば先日ですね、給食費と学校の教材費で、２年生なんですけど、ず

っと１円も払っていない家があるんですね。よく調べてみると、引き落としの口座登録

もしてなかったりとかですね。私たちの方のミスもあるんですけど、まぁそのぐらい溜

まってきて、それを学校としてどうするのかとなった時に、お家の方に何度も電話して



「お支払いどうしますか？１万円ずつでも払えませんか？」と言うんですが、それをす

るだけだったら普通の借金取りと同じなんですが、やっぱりその子の家庭を見た時にで

すね、やっぱり成育歴とか難しい問題を抱えていました。この情報は、もちろん子育て

支援課とか連携しながら、家庭児童相談所とかと連携しています。ただ思うのが、向こ

うからヘルプを出された時には、助けられる方法があるんですね。ところが、そういう

人に限って自分から情報を取れない人が多いんですよ。去年関わったケースは、４人子

どもがいらっしゃって、幼稚園にも行ったことがない一番上の子が入ってきて、お母さ

んも収入がないんですね。だから手当だけで生活をしていて、お母さんに就職を斡旋す

るというところから関わったということがあります。よく考えたら、これは私の仕事か

なと思うんですね、時々。何で就職斡旋しよるとかいなとかですね。もちろん、それは

家庭児童相談所と連携して頂いて、対応していただきました。やはり、これは個人情報

の問題もあるんですが、例えば４ヶ月健診、１歳児健診とか、必ず人が関わるところが

あるので、そこでやっぱりこの４つのキーワードに当てはまるような人は、決めつける

わけじゃないですが、多くの情報を知っていただいて、先ほどの食物を配るやつの情報

とか私も知らなかったので、こういった細かな具体的な情報を発信するためにも、この

子育て支援課ができたことはものすごくありがたいのですが、そこに主管課はそうでも

連携課を上げていっていただけたらなあと思います。 

もう一つがですね、障がいのある子どもさんと親御さんについて、勉強不足でわかっ

てない部分もたくさんあるのですが、21 ページの「①相談支援体制の充実」があって、

こども発達相談室で色々相談とかを受けてくださっていると思うのですが、それと療育

というのが、もう少し強いパイプで結んでいけたらいいのではないかなというのを感じ

ていて、それともう一つ思ったのが、小さい時は障がいがあるかどうかというのはよく

見えない部分があるんですね。就学して、しかも３年生とか４年生になって、「周りの子

についていけないね」って、これがその子の個性なんだけれども、いわゆる発達の特性

なんだなっていった時に、親御さんがその障害受容がなかなかできないために、子ども

の療育に追いつかないというのがものすごくあるんです。ここには相談業務の中に、Ｓ

ＳＷ（スクールソーシャルワーカー）は中学校の校区であっていて、ＳＣ（スクールカ

ウンセラー）が中学校に来るという感じなのですが、ぜひ小学校３、４年生ででてくる

という特性を踏まえて、この発達相談室とかも連携しながら、未就学児もそうですが、

就学してからも相談ができる体制作りが何かできないだろうかという所が、学校にいて

思うことです。 

最後に 23 ページの「外国人の人権問題」についてなんですが、この中には、児童生徒

のことが一切書かれていないのが、これはやはり入れた方がいいのではないかなと思っ

ているところです。つまり、日本語指導が必要な子どもたちがこれから必ず増えていき

ます。うちにも一人いますが、全く日本語がしゃべれないんですね。市教委に相談した

ら、ちゃんと市教委がですね、「ポケトーク」というクラウドで動く通信機を用意してく

れてですね、ものすごく助かっています。その子が体調悪い時とかですね、身振り手振

りでは限界があるので。今後増えるであろう日本語指導が必要な子どもの人権を守ると

いう意味でも、ここには少し盛り込んでいただけたらなあと感じているところです。 

○委員 



外国籍の児童が来た時に、日本語指導の特別な指導員というのは付かないのですか？ 

○委員 

付かないです。県で 10 名くらいで、集住地区と散在地区というのがあって、集住地区

というのは、久留米とか大牟田も結構いるんですよね。あと福岡市、北九州市ですね。

ああいうとこは人が付きやすいんですよすね。しかし、太宰府みたいにポツンポツンと

しかいないところは、人が付かないです。県でも 20 名弱しか人がいないのでそういう状

況です。だから学校にお任せみたいになるんですね。 

○委員 

私が担任した子で中国籍の子がいたんですけど、普通は日本語の指導員がつくんです

よね。ただ、日本語指導員が、その国の言葉を話せないと指導がうまくいかないんです

よね。私が関わったその子は中国の子だったんですが、中国語が話せる日本人の指導員

の方でした。そしたら、日本語の中でばかりで生活していて、その人から日本語指導を

受けている時に、半分ぐらい中国語で話すんですよね。母国語を聞くと、顔の輝きが違

うんですよ。やっぱり自分が安心して話せる相手がいるというのは、すごく心が安心で

きるというか。かなり難しいこととは思いますけど、そういう子が来たら１週間に１回

でもいいですから、母国語を話せる相手と接する機会をあげてほしいなというのが希望

ですね。 

○委員 

それこそ、筑紫女学園大学の留学生にお願いしていたんです。２人ぐらい当たってい

ただいて、そしたら緊急事態宣言が出て、部外者の立入りが出来なくて。でも、ここは

来てもらおうと思っているし、あと太宰府市にはプリスクールですかね、ありますよね。

あれが月曜日の午前中なので、そこはできないから、他の方から誰か市として派遣して

その学校に来て頂いてサポートしてもらえれば、そういうのがあると今おっしゃってい

ただいたように、学校が楽しいと思えるんじゃないかなと思います。 

○委員 

保護者が文書を読めない。やっぱりそういうサポートとかも必要ですよね。 

○会長 

うちのゼミに中国からの留学生と韓国からの留学生がいるんですけど、学費も自分で

稼いでいるんですけど、やっぱり新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイトができ

ないこととかもあるんで、そういうことによって学力保障にもなるということでしたら、

うまくマッチングさせていけば、うまく回ることがたくさんあるなと思います。 

○委員

留学生のアルバイトの代わりになればですね。 

○会長 

それでは、大項目１～３に渡って、ご意見等はございませんか？ 

○委員 

「新型コロナウイルス」とするのか、「コロナウイルス」になっているところも何カ所

かあって統一は必要なのかなと思う点はありました。 

○市民生活部長（中島康秀） 

その点は、統一をしたいと思います。 



○委員 

部落差別解消推進条例ができ、これは今度の基本指針の中にも、市の責務であること

を明確にしたとのことですが、これを市民的課題にするということに、この条例の意味

があると思います。同和対策審議会答申では、同和問題の解決は、「国の責務であり、同

時に国民的課題である」という有名なことばがあります。条例を作った意味というのは、

市の責任を明確にするとともに、市民的課題にならなければ意味がないわけです。その

中で言えば、まだ条例ができたことすら市民に周知されていない。順序としては、市の

責務を明確にして、行政職員の研修を先行させるのは当然かもしれませんけど、ぜひ市

民的課題になるように市民に対する周知徹底、もっともっと力を入れて推進して頂きた

いのが要望です。 

○人権政策課長（河野貴之） 

今、委員がおっしゃったとおり、一番市民に身近な基礎自治体として、市民の周知、

啓発が重要でございますので、今回はなんとか開催した市民講演会をはじめ、今度 12 月

の人権週間に合わせて、市の広報と全戸配布する人権啓発冊子、先ほど申し上げた全庁

的、横断的な職員で構成する人権啓発事業企画運営会議で作成した啓発冊子ですけれど

も、作成をしております。ただ、配布で終わるのではなく、更なるアプローチも必要で

ございますので、またご意見いただいて推進してまいる所存でございます。ご意見あり

がとうございました。 

○委員 

普通の健全な家庭で、お父さんお母さんが認知症になられて、力関係が逆転して子ど

もから虐待を受けるというケースもありますけれども、それは介護の負担が子どもの方

に来ているから、そこを解消すればなんとかなることは多いんですね。 

ところが、認知症の親と虐待している子どもの方に知的障害、精神障害がある、子ど

もといってももう大人ですから。そして、その孫がまた、先ほど３、４年生になった時

に初めて障がいがあることに気が付いたとおっしゃったように、具体的思考から抽象的

思考に乗り換えられない子どもの障がいが顕在化する。このように同じ家で、高齢者関

係の支援もしないといけない、障がい関係も、子どもの関係もしないといけないという

複合課題家庭をよく扱うんですね。とても難しいんですね。色んな担当課から集まって

もらって、その家庭についての支援の話し合いをしても、どうしてもやっぱり縦割りな

んですよ。なので、共同してその１つの家庭に対応していくというのがとても苦手みた

いな感じがします。社会福祉法の第 106 条の４に「重層的支援体制整備事業」というも

のがあります。ただ、これは自治体に義務付けしてるのではなくて、手上げ方式になっ

てたと思います。きちんと確認していただきたいんですけど、それをやっぱり行政のど

こかの部署でやってもらいたいなといつも思います。 

○人権政策課長（河野貴之） 

確認させていただきます。 

○会長 

それでは、今日の議題全体をとおして、ご意見等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○会長 



それでは、今日の審議を終了したいと思います。 

○市民生活部長（中島康秀） 

栗山会長、ありがとうございました。 


