
八戸市健康福祉審議会 平成22年度第３回社会福祉部会 

  

日時：平成22年12月16日（木）14:00～ 

場所：八戸市公民館 会議室１      

 

司 会    本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。定刻となりましたので、 

只今から八戸市健康福祉審議会平成２２年度第３回社会福祉部会を開催いたします。 

まず、会議に入ります前に、本日の出席状況をお知らせいたします。本日は、委員のみなさま 

全員ご出席となっております。半数以上の出席でございますので、本会規則第４条第２項及び第

５条第１０項により会議が成立しております。 

続きまして、本日の資料を確認させていただきます。事前に送付しておりました資料といたし 

まして、本日の次第、資料１「八戸市地域福祉計画（第２期） 素案その２」、資料２「八戸市

地域福祉計画 平成22年度上半期実施状況」、資料３「八戸市虐待等の防止に関する条例(案)」、 

資料４「（仮称）八戸市人権条例検討ワーキング 第４回～第６回会議の概要」、また、本日追

加でお配りいたしましたのが、資料「地域福祉に関するアンケート調査 年代割合について」両

面刷り１枚ものをお席にご用意させていただきました。不足はございませんでしょうか。 

司 会    それでは、只今より会議に移ります。坂本部会長にご挨拶を頂戴し、引き続き議事進行をお願 

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

部会長    それでは委員のみなさま、お忙しい中、全員出席ということで誠にありがとうございます。本

日３回目の社会福祉部会でございますが、ただいま第２期の八戸市地域福祉計画及び（仮 

称）八戸市人権条例の策定について審議しておりますが、みなさまのご意見を聴きながらいいも 

のを作ってまいりたいと思っております。本日もよろしくお願い申し上げます。 

 

［議事］ 

部会長    それでは、議事に入らせていただきます。議事（１）の「八戸市地域福祉計画（第２期） 素 

案その２」について説明していただきます。事務局から説明お願いします。 

阿 部    それでは、第２期の八戸市地域福祉計画 について、資料「八戸市地域福祉計画（第２期）素

案その２」をご覧いただきながら、ご説明申し上げていきたいと思います。 

 今回の素案その２でございますが、前回の素案その１を見直し、また、後ろにアンケート調査

結果などの資料を追加いたしまして、全部で108ページのものとなっております。一応、仮に出

来上がったとすると、このような雰囲気の冊子になります。 

それでは本日は、委員のみなさまにご説明申し上げます部分を前回と大きく変わった部分２点

に絞って、説明を進めさせていただきたいと思います。 

では、９ページをお開きください。「６ 第１期計画の総括」「７ 見直しの基本方針」でご

ざいます。１点目はこのページについてご説明申し上げていきたいと思います。 

「６ 第１期計画の総括」は、第１期計画を策定した結果どうであったかという内容になりま
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すが、その判断材料の一つとして、推進事業の実施状況がございます。18年度分からの計４年分

の実績報告に加え、第１回の社会福祉部会においてご意見を頂戴して照会を実施いたしました今

年度の上半期実施状況までを考慮していくことになります。 

さて、その今年度の上半期実施状況についてですが、こちらの資料２の「八戸市地域福祉計画 

平成22年度上半期実施状況」に照会結果をまとめてございます。結果の概要を申しますと、9月

30日時点では、全69事業中62事業実施中で、7事業が未実施となっておりますが、未実施の7事業

は下半期実施予定であり、そのうち3事業については10月中に実施しております。 

       お時間の都合により、資料２についてのご説明はいたしませんので、恐縮ではございますが、

後ほど委員のみなさま各自でご覧いただければと思います。 

上半期の実施状況を照会した結果としては、例年であれば年単位で報告をいただいているので、

今回の上半期分の結果でもって単純に数字を比較するのは難しいですが、今後の見込みを勘案す

ると例年同様の結果が見込まれる結果となりました。 

担当課においては、これらの事業は良好に実施されており、今後も継続していくということか

ら、現計画の推進事業についても次期計画に引き継いでいくべきであると考えました。 

このような推進事業の実施状況を踏まえ、「第１期計画の総括」としましては、計画を推進す

るためにはより多くの住民に周知することが重要であるとして、ホームページや広報誌に掲載し

公表に努めたこと、また、計画推進の効果を確認するため、この社会福祉部会において計画の進

行管理・評価を行い、評価の結果についてはホームページに掲載したこと、なおその結果につい

ては多くの事業が良好に実施され順調に施策を推進しているという結果であったということ、そ

して、昨年行った市民アンケート調査結果からは、地域を住みやすいものにしたいという思いか

ら、防犯・防災対策や障がい者支援、子育て支援に関わる活動において、地域活動やボランティ

ア活動をしている住民の増加がみられたということ、の以上３点を挙げ、地域住民が協働し、す

べての市民が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができる、そういう社会の実現

に向けて、第１期計画は一定の役割を果たしたといえるのではないか、というように総括したい

と思います。 

続きまして、９ページ下段の「見直しの基本方針」についてでございます。推進事業の実施状

況の結果や、またそれと同時に調査しておりました、第２期へ向けて現在実施中の推進事業につ

いての見直しや新規事業についての調査結果、さらに昨年行ったアンケート調査結果を踏まえま

して、先ほども申し上げましたが、第１期計画の施策・事業については、今後も同様に継続しさ

らなる充実を図っていくとともに、市民アンケート調査において「地域住民が協力して取り組む

べき活動」として回答の割合が高かった、高齢者支援、子育て支援、障がい者支援、防犯・防災

対策に着目し、それらに関する事業を加えるというようにしたいと思います。 

以上「第１期計画の総括」、「見直しの基本方針」についてご説明いたしました。 

      次に、40ページをお開きください。ここからは本日の説明２点目として、第２期計画の推進事

業について、ご説明申し上げていきたいと思います。ここでは、先ほどご説明申し上げました見

直しの基本方針を踏まえ、主に、新規実施により追加する事業、既存事業で追加する事業、変更
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する事業について、合わせて７つの事業がございますけれども、説明していきたいと思います。 

       まず、「基本目標１ 住み慣れた地域で自立した生活を送るための福祉制度の充実」ですが、

41ページの「（２）保健、医療、福祉等の連携による総合的な対応」の推進事業「虐待等対策事

業」でございます。これは、第１期計画での「虐待等対策ネットワークシステムの構築」を変更

したものでございます。現在、虐待等対策ネットワーク会議という組織が設置されていることか

ら目標を達成できていること、また、（仮称）八戸市人権条例検討ワーキング内でこのネットワ

ーク会議の在り方について意見があることから、ネットワーク会議の設置から、保健・医療・福

祉・介護・教育等の関係機関の分野横断的な連携の強化により、総合的な対策を検討する虐待等

対策事業へと変更いたしました。 

       次に、42ページの「（３）相談支援体制の充実」に参ります。推進事業の３番目に「障がい者

相談支援事業」を追加しました。これは、障がい者等からの相談に応じ必要な情報提供及び援助

を行い、自立した生活を営むことができるよう支援するという事業で、障がい福祉課の既存事業

でございます。 

       次に、44ページ「（５）高齢者や障がい者の自立への社会活動支援」に参ります。２番目の

「ボランティアポイント制度の導入」を新規事業として加えました。これは、高齢者が社会参加

によって自身の介護を予防するため、介護保険施設等でボランティア活動を行い、それに対して

ポイントをつけてもらい、貯まったポイントを商品券等に交換できるという制度で、来年度導入

に向け検討中の高齢福祉課の新規事業でございます。 

       同じく44ページの５番目にいきまして、「障がい者社会参加促進事業」を追加いたしました。

これは、障がい者団体が主催するイベント支援や自動車運転免許の取得や自動車の改造等に対し

て補助を行う事業で、障がい福祉課の既存の事業でございます。 

       次に、48ページに参ります。「基本目標２ 地域住民等の参加や支え合いによる地域福祉づく

り」の「（２）地域福祉活動の拠点整備」の６番目の「つどいの広場事業」を新規事業として加

えました。これは、来年２月11日オープン予定の八戸ポータルミュージアム（はっち）の４階に、

子育てに関わる個人・団体の多様な活動と交流の拠点を整備し、その活動や交流の実現を支援し

ていく事業で、オープンと同時の事業開始に向け準備中の子ども家庭課の新規事業でございます。 

       次に、49ページに参ります。「（３）ＮＰＯ、ボランティア等への活動支援」の４番目「ボラ

ンティア活動の促進」でございますが、第１期計画での「有償ボランティア制度の推進」から担

当課への調査結果により変更いたしました。これは、ボランティア活動情報の収集や提供、ボラ

ンティア養成研修などの開催、及びボランティア活動保険料を助成したり、行政と協働するボラ

ンティア活動を促進するという市民連携推進課の既存事業でございます。 

       次に、51ページに参ります。「（５）男女共同参画の推進」の２番目の「女性チャレンジ講座

の開催」を追加いたしました。これは、職場等における女性の地位向上を促進し、新たな女性人

材の育成及び発掘を図るための講座を開催するという市民連携推進課の既存事業でございます。 

 次に、55ページに参ります。「基本目標３ 安全で、安心して、誰もが快適に暮らせる地域づ

くり」の「（３）地域の防災、防犯対策の充実」の６番目の「地域安全・安心マップづくり推進
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事業」を追加したしました。これは、小学校における、子どもを犯罪被害から守るための地域安

全マップを作製するという、防犯交通安全課の既存事業でございます。 

       以上、ここまで説明して参りました７つの事業について、第２期計画の推進事業において、追

加および変更として盛り込んでいきたいと思います。 

以上で素案その２の大きな変更点２点についての説明を終わります。 

       それから、前回の部会での質問で、正確にお答えできなかった件で、17年度と21年度に実施し

た市民アンケート調査の年代構成は同じなのかということにつきまして、確認した結果をお知ら

せしたいと思います。本日お配りいたしました両面印刷の１枚ものの資料をご覧ください。 

まず、①回答の割合ですが、右側に円グラフが上下に２つあります。上が17年度、下が21年度

の回答した年代の割合を表したグラフとなっております。両年度とも年代の割合はほぼ同じとな

っております。 

それから次に裏面にいきます。②送付の割合ですが、21年度につきましては、基準日に一番近

い21年9月30日現在での八戸市の総人口に占める各年代の割合をグラフにしたのが、下の円グラ

フでございますが、このグラフと、上の、実際に送付した2,000人の年代割合を表した円グラフ

は、ほぼ同じ構成比であることがわかります。 

17年度実施分については、詳しいリストやデータは残っていませんでしたが、送付する2,000

通の内訳について、17年3月31日現在での総人口に占める各年代の割合で按分したとの記録がご

ざいました。 

よって、両年度とも送付した2,000人の年代構成は、基準日時点での総人口に占める各年代の

割合で按分して送付していたということになります。 

結果、アンケートを送付した割合については、17年度・21年度両年度ともほぼ同じ年代構成と

なっており、また、回答をいただいた割合についても、17年度・21年度両年度ともほぼ同じ年代

構成となっております。 

以上で、第２期地域福祉計画素案その２、および市民アンケートの年代構成についての説明を

終わります。ご意見・ご質問等につきましては、この後（あと）にお願いいたします。 

       なお、今回は、素案全般について、本日以降も随時ご意見・ご質問等を受け付けたいと思いま

す。ご意見・ご質問等ございましたらＦＡＸまたはＥメールでお願いいたします。そのご意見等

を踏まえまして、次回の部会においては、最終案をお示ししたいと思います。 

  

部会長    ただいま第２期の八戸市地域福祉計画の素案その２について説明を受けたわけでございますが、

何か気づいたことやご質問はございますでしょうか。 

熊谷委員    目次のページと実際の中のページが合っていないです。 

阿 部     訂正します。 

中村(一)委員  22年度上半期の推進事業の実施状況ですが、9月30日時点では、全69事業中62事業が実施中

で、7事業が未実施、そのうち3事業については10月中に実施しているということでしたが、 

       それ以外の事業はいつやるとか決まっているのですか。 
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阿 部     来年の２月や３月の予定ということで決まっております。 

中村(和)委員  44ページの推進事業「ボランティアポイント制度」についてですが、事業内容に「換金等」

ができるとあります。私たちは、学校で子どもたちに対し、ボランティアは「心」でするもの

と教えております。見返りを期待してやるものではないと教えております。ボランティアに対

して、「換金」という表現はふさわしいのだろうかという思いがございます。 

次 長     通常のボランティアと違和感があるなという議論はもちろんございまして、それらが今議論

されている最中で、導入されるかどうかまだ検討中であります。担当課の高齢福祉課では、現

金ではなく八戸市共通商品券や、または寄付という形で考えているようです。 

        有償ボランティアと無償ボランティアという概念が存在しますが、市民の方々でもなぜ有償

ボランティアなのかというご意見があるという状況でございます。 

中村(一)委員  この活動の対象は高齢者ですか。 

次 長     はい、これは60歳以上の方々が、介護保険施設等で登録してボランティアを行った場合にポ

イントがつくというものです。その登録という点についても、ご意見があり、議論されている

ところでございます。 

熊谷委員    市では有償ボランティアもありますよね。 

次 長     はい。交通費程度の謝礼があるボランティアです。ただ、このボランティアポイント制度に

ついては活動に対するポイントですので。 

中村(一)委員  地域福祉計画の冊子が出る時期までに、このボランティアポイント制度の事業に対する予算

が議会で決まるとかそういう予定なのでしょうか。 

次 長     はい。それによって、計画の推進事業に取り上げるか、そうしないかということも考えられ

ます。 

部会長     この地域福祉計画は、５年間の計画なので、５年の間に実施できるように進めていくのが目

標ですので、スタートの時点で実施されていないといけないというものではないと思います。  

浮木委員    このボランティアポイント制度は、健康な高齢者が介護保険を使わないで元気に過ごしてい

けるようにという活動で、他都市でも実施しているのは聞いたことがあります。地産地消とい

うことで、必ずしも現金等にとらわれず、そこで採れた大根だとかそういうものに交換したり

するというのも聞いたことがあります。 

部会長     浮木委員がおっしゃったように、この事業はあくまで介護予防なので、学校で生徒さんたち

教えるボランティアとは、少し趣旨が違っているようですね。 

次 長     同じボランティアでも、無償ボランティアと有償ボランティアという捉え方になってしまう

ということです。 

部会長     介護サポーター養成事業で活動しているサポーターたちが、ボランティアなんだけれども

500円程度の交通費をもらっていたのではなかったか。 

次 長     それは国の事業で実施していたものですね。 

浮木委員    「ボランティアポイント」という名称でないほうが混乱しないでいいのではないか。 

次 長     高齢福祉課のほうにもこういった意見があったということで伝えておきます。 
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熊谷委員    ９ページの第１期の総括では、地域活動やボランティア活動をしている住民が増加している

ことがわかったとありますが、アンケート結果からは、同じ人が抱える活動が増えただけなの

か、本当に新たに増えたのかがわからなくて、そこの文言に疑問を感じます。市ではさまざま

な事業を進めていますが、実はそれを地域で実施するのに引き受けているのが、いつも同じ人

で、その人だけが忙しくやっているというのが現状だと思います。 

次 長     これは17年度と21年度に実施したアンケート調査結果を比較した結果なので、延べ人数とい

うカウントの仕方ではないです。しかし、地域活動がやはり特定の人に偏っているという事実

はよく目にすることだと思います。 

熊谷委員    むしろ、今まで地域活動やボランティア活動をしてこなかった方が、気楽にそういった活動

に参加できるような施策、事業を考えていただいたほうがといいのではないかと思います。       

例えば、鴎盟大学に通っていらっしゃるような、知識・経験が豊富でまだまだ元気な方々に向

けて、講義の中に協働のまちづくりの研修会のようなものを取り入れてもらうなどして、ボラ

ンティア活動をする人を増やすような施策、事業を考えていただいて、一人の人が忙しくなら

ないような状況にしていただきたいなと思います。 

次 長     民生委員さんへのお願いというのは年々増えてきています。実は、八戸市においては、民生

委員・児童委員の定数に達していない状況であります。みなさん等しく民生委員は大変だとお

っしゃられています。それだけ、行政のみならず様々なところからお願いごとが多く、仕事を

もっているとできない状況です。 

        鴎盟大学については、高齢福祉課によると、来年度からカリキュラムを変えていくそうです。 

       というのは、卒業された後に地域でリーダーシップをとってもらいたいというねらいがあった

ものの、それがなかなかうまくいかない、高齢者の方々の趣味の時間という感じになってしま

っているので、本来のねらいを達成できるよう、カリキュラムを見直し、地域活動やボランテ

ィア活動の講義を入れていきたいなということでございます。 

中村(一)委員  確かにアンケート調査結果を見ると、17年度と21年度とで問14の｢ボランティア活動をした

ことがある｣というのを比較してみると、大きな増加はみられないのに、問15では障がい者支

援だったり、子育て支援などでの活動が増えているというのは、やはり熊谷委員がおっしゃる

とおり、特定の人が抱える活動が多くなっているのが現状だと思うので、第１期の総括で、地

域活動やボランティア活動をしている住民が増加しているというのは、確かにわからないなと

思います。 

部会長     その部分について、その資料があるのであればそれを提示するとか、もう少し確認して、文

言を整理したりしてください。 

部会長     では、ほかに意見がないようですので、第２次八戸市地域福祉計画の素案については、終わ

りにしたいと思います。 
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部会長     次に、議事（２）の「（仮称）八戸市人権条例について」を説明していただきたいと思いま

す。事務局からお願いします。 

壬生主事    それでは、資料３をご覧ください。条例検討ワーキングで検討した結果、条例の名称を「八 

戸市虐待等の防止に関する条例」ということでまとまりました。当初は広く人権について扱うと 

いうことで、｢仮称｣とつけておったんですが、ワーキングにおいて、前文にもあるとおり、子ど 

もや高齢者、障がい者に対する虐待やいじめ、配偶者に対するＤＶに重点を置くこととして、ご 

意見を伺い、ご検討していただき、この資料３の案のようにまとめました。 

 それでは、この案に至るまでの第４回から第６回までのワーキングの概要について、それぞれ 

の会議のポイントだけご説明させていただきます。 

 第４回会議では、条例の名称は少し長い気がするので、略称のようなものを考えた方がいいと 

いうご意見や、様々な事案に確実に対応できる内容を規定する条例にするか、対象を幅広くして 

個々の問題解決を目指していく条例にするか判断が難しいというご意見がございました。対象の 

範囲については、条例策定のきっかけはいじめや虐待を無くするということであるので、対象を 

広くすると、現実的には対応は難しくなるのではとお答えいたしました。 

 次に、第５回会議でございますが、名称については今回の条例案の名称がシンプルでよいとい 

うご意見がございました。また、地域コミュニティの項目が削除されている理由については、町 

内会などの任意組織に対して条例で責務を課すことはできないが、「市民」の定義には含まれる 

ということで削除したとしましたが、地域のつながりは大切なので「お互いに協力しあう」とい 

う文言を加えてはどうかというご意見もございました。それから、65歳以上の障がい者の定義に 

ついて（高齢者か障がい者か）は、幅広く対応できるように定義を修正するということにいたし 

ました。それから、虐待等の定義に、経済的な虐待や養護放棄（ネグレクト）も追加してはどう 

かというご意見もございました。それから、既存の虐待等対策ネットワーク会議については、も 

う少し機能的で動きのある会議にし、例えば①啓発活動のアイディアを提案するチーム②各課の 

事例に助言するチームの２つを組織して、戦略的なアドバイスができる体制を整えてはどうかと 

いうご意見もいただきました。 

次に第６回会議でございますが、子どもの定義について、19歳の高校生はどうなるかというご 

質問に対しては、あくまでも18歳以下の高校生を子どもと定義するということでお答えいたしま

した。また、虐待等の定義について、「身体に対する暴力又は心身に有害な影響を及ぼす言動」

とあるが、言動の他に行動もあると思うというご意見については、「言動」という言葉には、言

葉と行動の２つの意味が含まれているという説明に対し、了承していただきました。次に、総合

相談窓口に設置について、気軽に相談できる環境として、また、利便性を高めるために相談を次

につなげるパイプ役的機能を持った場所として、設置するといいのではというご意見もいただき

ました。それから、今後設置される会議は、個々の細かい事例についても対応を検討するのかと

いうご質問に対しては、個々の事例については、各分野の専門性や個人情報が関連することもあ

り、現行どおり各関係部署が対応することになると思うが、例えば複数の部署が関係するような

事案については、会議で検討できるということで確認いたしました。最後に、今後はワーキング
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の案をもとに各種事務が進められていくということで、簡単なスケジュールをご説明いたしまし

た。 

 以上で、条例の案と、これに至るまでの経緯について、ご説明いたしました。 

 

部会長     ただいまの説明について、何かご質問などございますでしょうか。 

中村(一)委員  条例ができてよかったなと思われるのは、ずばり虐待専門の窓口ですというと行きにくいの

で、ワーキングでもありましたが、相談を次につなげるパイプ役のような、気軽に相談できる

総合窓口を設置したりして、そういうものが充実したなあとか実感できるというのが、条例の

効果の実感としてもてるのがいいと思います。既存の窓口だけでは寂しいと思います。 

        条例の文言のことですが、第４条の市民の責務のところで、「市が実施する虐待防止策等に

協力しなければならない。」とありますが、市民に対して高飛車で、命令口調のような感じが

するので、もう少し考えたほうがいいと思います。それから、関係機関の責務のところもそう

なんですが、市が自らに課すのはいいのですが、やはり「市に協力しなさい」というのは言葉

としてどうかなと思います。 

        簡単に人権条例というと間口が広くで、具体的に何をどうしていけばいいかわかりづらいと

ころがあって、高齢者や障がい者や子どもへの虐待等へ主眼を絞っているところだと思います

が、最初の頃は職場におけるセクハラやパワハラの問題もあったと思うんですが、それについ

てはもうはずしているんですか。 

壬生主事    はい、そうです。当初はそういう問題についても考えておったんですが、現実に今の市の体

制で対応できる虐待、いじめ等についての対応としていこうという方向になりました。 

中村(一)委員  条例にのってないからといって、セクハラ等の相談は受けないとかそういうのはないと思う

んですが、のりしろみたいなところで、そういう問題にも応じられますみたいなのもどこかに

あっていいと思います。条例前文で、「社会情勢の変化に伴う様々な人権侵害が存在し」と謳

っておりますし、虐待やいじめ以外は対応しませんみたいに思われないように…。 

次 長     セクハラやパワハラなど、それぞれの企業や団体で起こっている問題については、行政は相

談機能を持っていない状態というのが現実でございまして、ないからこそ条例でやりましょう

という考え方もあるんですが、現実は対応していないし対応できないので、実際の相談もない

という状態でございます。 

中村(一)委員  仮に相談するとしたら、労基署とか人権擁護委員とかになるんですか。 

次 長     そうですね。 

中村(一)委員  これらは、条文の関係機関になるのですか。 

次 長     条文で定義している対象とは違ってくるので、含まれないです。 

関川委員    この条例は、八戸市では虐待等の相談件数が異常に増えてきていて条例を作らなければなら

ない状況にあって作っているのか、それとも市民の人権を守るものとして作られるのか、これ

を見て普通の人はどう思うのか、逆に「八戸市って虐待多いんだな」と思われる、そういう印

象を受けるでしょうか。 
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次 長     県内においては、八戸市の高齢者虐待の件数はダントツで一番多いということになっており

ますが、ただ、これは見方によっては八戸市が一生懸命虐待に取り組んでいる、声を掬い上げ

ている、そういった結果によって数が多いというように言われています。児童虐待とＤＶにつ

いては、年々増えています。小中学校でのいじめについては、横ばいです。障がい者の虐待に

ついては、実は数がつかめていないです。現存する法律は、高齢者虐待、児童虐待、ＤＶ禁止

の３つであって、障がい者の虐待については法律は作られていないです。障がい者の方で、特

に知的障がいの方は虐待を受けても相談が出てこない、言えない方や言えない環境にいる方が

たくさんいらっしゃるので、障がい者の虐待についてはどこの自治体でも数字でつかめていな

い状況です。 

川口委員    最初は人権条例だと思っていたんですが、いつから虐待防止の条例になったんですか。    

次 長     全国に人権条例はたくさんありますが、ほとんどが西日本の部落問題で、ではその中で八戸

市では何をやっていくかということですが、さっき言った虐待とかいじめは数的な資料があり

ますので、そこに焦点を絞ったほうがいいのではないかということで、４つの対象者に対する

虐待やいじめをメインにしていこうということになりました。 

川口委員    これだと狭いのではないかと思います。 

次 長     「人権」というとあまりにも広すぎます。あえて特化しないと実際やっていけないという意

見がございました。 

熊谷委員    ワーキングでいろいろ話し合われているようですが、当初の目的に戻ってやっている経緯が

あるようなので、それで効果的なものになるのではないでしょうか。 

東山委員    秋田市で最近人権条例ができたそうなのですが、範囲や対象についてどのようにしているの

でしょうか。幅広くしているものでしょうか。 

次 長     他の自治体について調べてみたところ、人権条例と名前がつくものはほとんどが部落問題で、

いじめ防止条例というのが兵庫県小野市というところで１箇所ございました。いじめとか虐待

について集中的にやりましょうというのが少ない、それはなぜかといいますと、法律でもって

いくつかのものは制定されておりますので、その中での実際の役割とか国民の義務が謳われて

いるので、あえて条例を作っていないのかなというのは想定されます。 

東山委員    私は障がい者の相談員をしており、知的障がい者とその家族がこういうことをされたと相談

にくることがありましたが、その件について県のほうに報告してもいいかとたずねるとやはり

断られました。現実はこのような状況ですので、やはり統計はとれないのだと思います。私と

いたしましてはトータル的な考えてもっていければいいのではないかと思っています。 

部会長     ほかにございませんか。 

部会長     みなさんから出た意見については、さらにワーキングで検討することと思います。      

部会長     それでは、その他でございますが、事務局より説明願います。 

三浦ＧＬ    次回の社会福祉部会の日程でございますが、1月11日（火）に行いたい思います。時間と場

所はまだ決まっておりませんので、近くなりましたら改めてご案内申し上げるようにいたしま

す。次回も地域福祉計画、人権条例とも再度ご審議をよろしくお願いいたします。以上です。 
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部会長     その他、委員の皆さん何かございますでしょうか。 

部会長     ないようですので、これをもちまして本日の議事を終了させていただきます。 

     なお、次回は地域福祉計画、人権条例とも皆さんに了承いただければ策定に向けて進めてい 

きたいし、まだ気になる点があれば、場合によっては早い段階でもう一回部会を開いて審議し

ていただくことになります。いずれにしても、ぜひ次回もみなさん出席していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。どうもごくろうさまでした。 

司 会     これにて第３回の社会福祉部会を終了させていただきます。大変どうもお疲れ様でした。 
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