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審議会等の会議結果報告書 

【担当課】総務課 

会 議 の 名 称 茅野市人権尊重審議会 

開 催 日 時 令和 2年 6月 24日（水） 午前 9時～午前 10時 30分 

開 催 場 所 茅野市役所 8階大ホール 

出 席 者 

【審議会】宮下委員、宮坂委員、竹内委員、金丸委員、戸川委員、矢﨑委

員、松島委員、守屋委員 

【事務局】市長、伊藤総務部長、両角健康福祉部長、土橋総務課長、田中

地域戦略課長、阿部市民課長、田中ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり推進課長、井

出地域福祉課長、平澤高齢者・保険課長、齊藤健康づくり推進課長、牛山

商工課長、五味こども課長、栁澤幼児教育課長、五味学校教育課長、藤森

生涯学習課長、守屋地域福祉課福祉 21推進係長、原田総務課行政係長、

小泉総務課行政係主査 

欠 席 者 原委員 

公開・非公開の別 公開 ・ 非公開 傍 聴 者 の 数 2人 

議題及び会議結果 

発言者 協議内容・発言内容（概要） 

 １ 開会（土橋総務課長） 

 

 ２ 委嘱書交付 

 今井市長から委員に委嘱書が交付される。 

 

 

今井市長 

３ 市長挨拶 

皆さんおはようございます。ただいま委嘱書をお渡しさせていただき

ました。早朝よりお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございま

す。 

さて、茅野市では、平成８年に「人権尊重都市」宣言を行い、平成１２

年に「茅野市人権尊重に関する条例」を制定しました。以来、あらゆる差

別をなくし、市民ひとりひとりの人権が尊重される住みよいまちづくり

に取り組んできました。 

昨今では、新型コロナウイルス感染症に対する不安や閉塞感が広がる

中、図らずとも感染してしまった方や医療従事者、また、当市ではそう言

ったことはありませんが、県外からお越しになった方への差別的な行動

や言動と言ったことが全国的に見受けられる状況でございます。そうし

た方々が不当な差別等受けないよう取り組んでいくところであります。 

本日この後、ご審議をいただきます、「令和２年度茅野市の人権尊重に

関する施策について」は、女性、子ども、高齢者など様々な分野の今年度

の人権尊重に関する施策をとりまとめたものです。 

委員の皆様には、施策がより良いものとなるように、それぞれのお立場

から、お力添えをお願い申し上げる次第でございます。今後茅野市がみん

なが仲良く楽しく暮らせるそんなまちづくりを目指していくために委員

の皆様方のお力添えをお願いいたしまして挨拶とさせていただきます。



2 

 

どうぞよろしくお願いします。 

 

 ４ 委員及び職員自己紹介 

 （名簿で確認） 

 

 

今井市長 

５ 会長の互選について 

 では、会長が決まるまでの間、私の方で議事を進めさせていただきま

す。資料の３ページにございます茅野市人権尊重審議会規則では、審議会

に会長及び副会長をそれぞれ１人置き、委員が互選する、というようにな

っております。委員さん方にご意見をお出しいただきたいと思います。 

 

 （特に意見はなかった） 

 

今井市長 事務局に腹案はありますか。 

 

事務局(総務課原田) 例年、保護司会の方にこの審議会の会長を、人権擁護委員さんに副会長

を務めていただいています。 

 

今井市長 ただいま、事務局から、例年、会長は保護司さん、人権擁護委員さんに

副会長をという説明がありました。今回は、会長に宮下さん、副会長に宮

坂さんが就任することになりますが、それでよろしいでしょうか。 

 

 （異議はなかった） 

 

今井市長 ありがとうございます。それでは、会長に、宮下委員さん、副会長に宮

坂委員さん、ということで決定いたしましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

では、ここから議事進行を会長さんにお願いいたします。 

お二方は、前の席へ移動していただき、会長さん、副会長さんから一言

ご挨拶をいただいてからということで、よろしくお願いいたします。 

 

宮下会長  みなさんおはようございます。ただ今、会長を仰せつかりました宮下荘

治郎です。保護司会の代表ということで来ました。甚だ不慣れではござい

ます、どうぞよろしくお願いします。 

 

宮坂副会長 みなさんおはようございます。副会長と言うことでご指名をされまし

た人権擁護委員の茅野市の副会長と言う立場で参加させていただいてい

ます、宮坂です。一生懸命務めて参りたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

 

宮下会長 

６ 審議事項 

それでは、審議事項に入りたいと思います。なお、本日は新型コロナウ

イルス感染拡大防止対策といたしまして、概ね 1 時間半以内で収めたい

と思いますので、ご協力をお願いします。本日予定されている案件はお配
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りした次第のとおりです。順に事務局から説明をお願いします。 

（１）「審議会等の会議の公開について」 

まず、（１）「審議会等の会議の公開について」を事務局から説明をお願

いします。 

 

事務局(総務課原田) 資料に従い、審議会等の会議の公開について説明。 

  平成 22 年 4 月 1 日から、市で設置する審議会等の会議及び会議録

を、一般に公開していくことが決まりました。 

  審議会等の会議は、原則として公開しますが、法令等により公開で

きない場合、非公開情報等を審議する場合、公正かつ円滑な議事運営

に支障を生じる場合等、審議会等を非公開とする基準に該当する場合

には、非公開とすることができます。毎年のこの審議会は、公開とし

ています。 

 

宮下会長 ただいまの事務局からの説明について、ご意見、ご質問がありましたら

お願いします。 

 

 （特に発言はなかった） 

 

宮下会長 それでは、この会議の内容について非公開とする事由に該当するもの

がございませんので、この審議会は公開ということでよいでしょうか。 

 

 （異議はなかった） 

 

宮下会長 それでは、本会議は公開していくことで決定しました。 

 

（２）令和２年度茅野市の人権尊重に関する施策について(案) 

宮下会長 続きまして「審議事項」の（２）「令和２年度茅野市の人権尊重に関す

る施策について（案）」を事務局から説明をお願いします。その後、せっ

かくの機会でございますので、委員の皆様方からご質問ご意見ご感想含

めてお一人ずつからご発言いただきたいと思います。 

 

事務局(担当各課） （資料に従い、事務局から令和２年度人権尊重基本方針等について順

に説明を行う。） 

 

宮下会長 ありがとうございました。それではここからは、最初に申し上げたとお

り委員の皆様方からご意見やご感想をいただきたいと思います。はじめ

に何かございましたら挙手にてお願いします。 

 

矢﨑委員  教育委員の矢﨑です。男女共同参画についてお聞きします。茅野市の自

治区ですが、区長さんにほとんど女性が起用されていないという問題が

ありますが、市として取り組んでいることはありますか。 

 

藤森生涯学習課長  生涯学習課におきましては、あくまでも啓発ということになりますが、
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直接的に区や自治会に女性の登用を積極的に推し進めてくれというとこ

ろまではできていないのが現状です。 

 

矢﨑委員  積極的にやって欲しいとは思いますが、なかなか難しいですかね。 

 

宮下会長  この件について、他に何かございますか。 

 

戸川委員  私もちょっと前に区長をやったことがありますが、その時に女性の登

用を考えていまして、色々投げかけたのですが、うちは玉川の小泉です

が、区民として登録されるのは区の規則では戸主となっています。戸主を

区民とするということになっていて、そこに欠陥があって、その妻、要す

るに女性が戸主になっていれば対象にはなるけれど、戸主でなければい

くら優秀な人がいてもその規則があるため推薦ができないという問題が

あります。当区は１年毎の交代ですので、課題を挙げても翌年に引き継が

れない。今年は会計は女性ですが、この方はご主人を亡くされて戸主にな

っていたのでできた。そのような区独自の問題があって、せっかくの人材

が活かされにくい、そこがなかなか改善されていないという実態・課題が

あるということをご説明しました。 

 

宮下会長  ありがとうございました。そうしますと、区の中での決まり事を見直さ

なければならないということになりますね。 

 その他、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

松島委員  東部中学校校長の松島と申します。４の（２）の子どもに関する問題の

ところで、「育ちあいちの」について出していただいていました。学校の

現場としますと、やはり学校だけでは抱えきれない家庭環境とか子ども

の様子が増えてきています。そういった中で「育ちあいちの」との連携が

とても大事になってきて、当校においても昨年度大変お世話になってお

りますが、とてもありがたいと言うか、市を挙げて支援していただける姿

勢を大事にしていきたいと思います。 

それと、サポートルームのことですが、現在４中学校と玉川小学校に設

置していただいていますが、多様な学びの場と言うことを考えた時に非

常に重要な位置付けとなっておりまして、特に本校ではサポートルーム

が機能していて、そのことによって学校に足が向かない子が、そこを介し

て段々通えるようになるなどのいい傾向が表れてきています。なかなか

難しいかもしれませんが、ぜひ全学校に設置することを考えていただき

たいと思います。 

 

宮下会長  ありがとうございました。今の全学校への設置の見通しや方向性があ

るかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

五味学校教育課長 昨年度、４中学校全てにサポートルームを設置しました。今年度、玉川

小学校に設置をさせていただいております。予算との兼ね合い、また、人

材との兼ね合い等もありますが、前向きに検討したいと思います。 
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宮下会長  ありがとうございました。その他にありますか。せっかくの機会でござ

いますので、ご指名で恐縮でございますが、まず竹内委員さんからご発言

いただきたいと思います。 

 

竹内委員  よろしくお願いいたします。各課から取組みについてご説明いただき

ありがとうございました。６ページのところに人権教育を積極的に進め

ていくという中で、保育園・小中学校で人権教育を積極的に進めていくと

ありますが、保育園ではどのような形で進めていくのかお伺いします。 

それと、男女共同参画の推進会議に私も所属しておりまして、３つの部

会があり取り組んでいますが、先程、委員さんの方からもありました、自

治会の役員ですが、それぞれにできるだけ女性の力が発揮できるように

取り組んで行ってはおりますが、やはり昔からの色々なものがありまし

て、なかなか思うようにはいかないという形です。宮川・ちの地区あたり

は、区長さんまではいかなくても会計さんとかの方面で女性の登用に取

り組んでいるという話は聞いています。 

 

宮下会長  質問が一つ出ておりますので、保育園の取組みについてお願いします。 

 

栁澤幼児教育課長  保育園の関係について、６ページに記載のあるように幼少期から人権

についての教育を行うということで、保育園については、１３ページの子

どもに関する問題のところで書かせていただいていますが、今までの取

組の中では、⑥保育園における未就園児や地域高齢者との交流、障害児保

育を実施しているというところ。それから、１４ページでは、㉑茅野市幼

保小連携推進計画に基づき、学校区ごと、連携の４つの柱に沿って幼保小

連携教育を実施しました。１５ページの①市内全ての保育園で、保護者が

「一日保育士」を体験する事業を行いました。人権絵本を各保育園に購入

したり、その読み聞かせに関係団体に入っていただいたり、色々な方法で

進めさせていただいています。 

 

竹内委員  私も読み聞かせで保育園や小中学校へ行かせていただいていますが、

人権の尊重についても小さいうちから読み聞かせや、男女共同参画に於

いても小さいうちから指導していく形をとっていければいいかなと思い

ます。ありがとうございました。 

 

宮下会長  人権擁護委員の方でもそういった活動をしているようですので、宮坂

副会長お願いします。 

 

宮坂副会長  人権擁護委員茅野支部では、毎年２園の保育園をまわって啓発活動を

しております。朝、２つの大きなぬいぐるみで園児を迎えて、その後、人

権紙芝居を行いまして啓発活動を進めていくということであります。た

だし、今年は、新型コロナウイルスの影響で、本来６月に行っていました

が、できなかったので今後、保育園の方で都合が付けば行きたいと思って

います。 

 



6 

 

宮下会長  それでは、次に金丸委員さんお願いします。 

 

金丸委員  今期から民生委員をやらせていただいて、民生委員というものにも今

まで全然携わって来なかったため、わからないまま来たのですが、コロナ

の影響で民生委員の活動もなかなかできない状態です。私自身も、何をし

たらいいかまだわからない状態で困っていますが、これから色々なこと

を勉強して務められるようにしたいと思っていますので、よろしくお願

いします。 

 

宮下会長  ありがとうございました。何か人権に関わるようなことでお困りのこ

となどございますか。 

 

金丸委員  それもまだわからないまま来ているものですから。何を質問したらい

いのかまだわからない状態です。 

 

宮下会長  わかりました。ありがとうございました。 

 続きまして、守屋委員さんお願いします。 

 

守屋委員  商工会議所の守屋です。継続してということですが、よくわからなくて

すみません。行政の方は、こういった形でしっかり連携を取って取り組ん

でいただいていて、感謝申し上げます。 

経済界の方は、色々な国の制度とかが出てきまして、特に市の産業経済

部と連携を取りながら進めさせていただいています。直近では、2019 年

に国が働き方改革をかなり厳しく出してきました。この中では、特に同一

労働同一賃金の問題とか、正規・非正規を区別しないだとか、この６月１

日からハラスメント防止対策が強化されるということで、中小企業は

2022 年４月１日からこのハラスメントに対してきちんとやれということ

で義務化されるということで出てきました。私も会員企業さんに対して

雇用促進等を指導、お手伝いしながら、経済界としてそういうことをきち

んとすることで、家庭にも社会にも広がっていくのではないかと考えて

いるところです。併せて商工会議所としては、ここ３年に１回、茅野市に

対して政策提言と要望ということで出しています。約３０本の提言要望

を出していますが、たまたま昨年、令和元年の６月に茅野市長宛てに出し

た中に、今回の人権尊重と結び付くかどうかわかりませんが、１つは市内

小中学校へのキャリア教育の推進ということで提言させていただいてい

ます。自分達が生まれたこの土地、ここを大切にするということを市と経

済界が一緒になってやっていく必要があるのではないかというようなこ

とで提言させていただきました。これについては教育長あるいは、教育の

部門と取組みを進めているところです。 

それから、女性の働きやすい環境整備のための助成制度を充実してほ

しいということを提言しました。これについては、動いていただいている

ところです。 

また、これは人権尊重になるかはわかりませんが、高齢化社会の中で、

買い物弱者がこれからさらに増えてくることに対して、やはり行政と経
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済界が一緒になって対応していかなければいけないのではないかという

ことで、この内容は一緒に検討していきたいということで出していると

ころであります。いずれにしても、経済界と行政が一緒になってやってい

かなければならないことが色々あると思いますので、またよろしくお願

いします。 

 

宮下会長  ありがとうございました。それでは、先程ご発言をいただきましたが、

改めまして戸川委員さん一言お願いします。 

 

戸川委員  私は、手をつなぐ育成会という知的障害者の親の会の会長をやってお

ります。その関係で福祉２１の方にも関わっていまして、その中でいわゆ

る社会的弱者と呼ばれる人をどうやってサポートするかということを中

心にやっていますので、かなり重複する部分があるかと思います。特に相

談者の場合、権利侵害があったというのは、なかなか事例として上がりに

くいということがありますが、どうも腹の中ではちょっと不愉快な思い

をしたということはいくつかあるようです。そういうところも拾い上げ

て、できるだけ改善していって、福祉２１の方でもやりますし、この人権

尊重のところでも発言してやっていきたいと思います。 

また、自粛期間中、人権と言いながらも県外ナンバーの車を見かけると

ついつい見てしまう自分もいるわけです。やはり人間誰しも自分なりの

正義感で差別をしてしまう、残念ながらそういう気持ちは拭えないと思

います。それを自粛警察のような行動に移さないようにするには、それぞ

れの啓蒙や教育が必要だと思いますので、ここに書かれている内容は、非

常に多岐に渡って細かくやられていると思いますので、とてもいいと思

います。 

あと一言、何年か前ですが、福祉２１の中で、私、障害福祉部会の部会

長をやっていたのですが、その時に障害者スポーツが年に１回あって、今

年はコロナでなかったのですが、身体の不自由な方・高齢の方も参加され

るのですが、スポーツ公園の陸上競技場の階段に手摺がないという話が

出ました。福祉部会でその話を話題にしたら、翌年予算化して設置してく

れた。このような場で発言すると、市の方はかなり積極的にやっていただ

けるということで非常に安心しました。小さな事かもしれませんが、実際

に障害者団体に関わる者としましては、かなりありがたい話でしたので、

ご紹介させていただきたいと思います。 

 

宮下会長  ありがとうございました。なかなか気付かないのですが、そういった障

害をお持ちの方ならではの視点でご提言があれば、それについてすぐ対

応していただけるという安心感ですね、ご紹介ありがとうございました。 

 それでは、松島委員さんお願いします。 

 

松島委員  人権教育につきましては、すべての学校教育、教育活動において行われ

ているものだと思っています。その中で、４１ページから表が出ていまし

たが、具体的な活動が出ていますが、これらのことだけではなく、日常の

生活の中での人権感覚を磨いていくことが大事だと思います。その上で
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一番大事なことは、教職員の人権感覚の更なる向上だと思います。そこに

向けて職員の研修をしていくことも大事だと考えていますので、今後も

継続していきたいと思います。 

また、インターネットに関わってですが、今回のコロナウイルスの対応

の関係で、市の方にもご足労いただいて、各家庭のインターネットの環境

の把握をしたわけですが、かなり多くのご家庭にその環境が整っている、

子ども達が触れる場が多いというのは感じられます。子ども達の状況を

見ると、私達大人よりも、子どもの方が生まれた時からその環境があると

いうこともあって、知識だとか細かなことは子ども達の方が返って知っ

ている、中学生ならなおさらそんな感じがしますが、そういう状況を考え

た時に、やはり私達が勉強していって少しずつ先取りをした状態で指導

していく。これからは、そこと切り離すという指導は無理だと思いますの

で、いかに正しく理解して、正しい使い方ができるようになっていくか、

上手に付き合っていくかということを指導していくことが必要かなと思

っています。そんな中でとても感じているのが、今回のコロナウイルスの

関係で、各学校にある環境を使いながらリモートの授業とかそんなこと

も色々と試していくんですが、若い先生がとても積極的に動いてくださ

る。また、若い先生達はタブレットを使って何の苦も無く授業をやってい

るのですが、私が今じゃあ授業やれと言われたら、どう繋ぐんだとか、途

切れちゃったときにはどうやってもう一回復旧するんだとか全然わから

ないのですが、本当に若い先生方はそういったことに慣れているので、そ

ういう力をいかに活かしていくかがこれから大事になっていくかなと思

います。 

 

宮下会長  ありがとうございました。矢﨑委員さんお願いします。 

 

矢﨑委員  今の新型コロナの関係ですけれども、どのくらい人権侵害に溢れてい

るのか、数は掴んでいないのですが、これから世界的に見ても親の虐待が

増えてくると聞いていますが、茅野市の場合どうなのかなと心配になっ

て、これから第二波、第三波がもし起これば色々と心配なことが起こると

思いますが、そのあたりの実態を知りたいと思いますが、起こらなければ

いいなと思います。 

 

宮下会長  宮坂委員さんお願いします。 

 

宮坂副会長  人権擁護委員の関係でもコロナウイルスの影響で多くのことができな

くて大変困っています。先程、説明の中にもありましたが、人権相談も６

月と７月が中止になりました。１０月にもありますが、これは行いたいと

思っています。状況によってということになるかと思いますが、そのよう

な時に市の方では制約等はありませんか。 

 

伊藤総務部長 危機管理室も私の方でやっておりますのでお答えします。今現在、会議

等については、区長さんや関係団体には通知等出ているかと思いますが、

基本的に三密を避けるということに注意していただいて開催を順次、
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段々に広げていってくださいということでお願いをしています。ただ、今

は諏訪圏内で感染者が発生していないのでいいのですが、第二波、第三波

という形で出てくるとまた状況も変わってきますが、その時にはまた市

の方からもアナウンスさせていただきますけれど、換気をよくしていた

だく、間隔をとっていただいて、できれば出席される方の数も絞っていた

だいて、そういった環境の中で行っていただければと思いますので、お願

いします。 

 

宮坂副会長  相談は対面になるものですから、その辺が一番気を付けなければいけ

ないかなと思っています。小学校についても人権読み聞かせを行ってい

ますが、最初が永明小学校だけだったのが、４校増えて今年は５校でやる

予定でしたが、この６月までが全くできなかったため、７月からは何とか

やっていきたいと思っています。学校の校長先生方とお話しながら進め

ていきたいと思います。中学校の方では、人権作文が今年はなくなりまし

て、大変残念です。１２月に人権のつどいを諏訪でやっていますが、これ

も中止になりました。本当に今年は残念でなりません。 

 

宮下会長  保護司の方も実は、社会を明るくする運動の中で作文コンテストを今

年は行わないということで、全部自粛というか中止が続いてきています。

先程、インターネットの話が出ましたが、今、子ども達ものすごくそれが

発達はしていますが、リテラシーの問題もあって、匿名性というのが非常

に厄介な問題であり、社会的に問題になっています。その様な中で学校で

もし誹謗中傷というのがあった場合には、なかなか追えないと思います

が、最終的には被害にあった子ども達にどれだけ先生方が寄り添えるか、

ケアできるか、そこのところにこれから力を入れていただきたいと思い

ます。 

それから、私が保護司で一人関わっている方が実は刑務所を出所され

て、障害をもっておられる方ですが、障害者手帳の一級を先日もらいまし

た。それから自立支援医療費の方もどうやらＯＫになったと。それから障

害者年金の方もいただいていると。市が対応をとても丁寧にやっていた

だいて、彼は非常に感謝しています。ましてや刑務所を出所した人に対し

て、何の色眼鏡もなくて、本当嬉しいよと言っています。わずか一名です

けれども、そういう人がいるということで、市の対応あるいは施策に対し

私からも感謝したいと思います。 

  

以上でございますが、審議事項の（２）については、了承したというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

 （異議はなかった） 

 

宮下会長 それでは、了承ということで決定します。 

 

 

宮下会長 

(３) その他 

次に、審議事項の（３）「その他」についてですが、今、委員さん方か
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らご発言いただきましたのでよろしいでしょうか。 

 

 

宮下会長 

６ 閉会 

以上で予定された案件は全て終了しました。本日の審議会は、以上をも

って終了とさせていただきます。 

ご協力ありがとうございました。 

 


