
 

 

 

 

 

 

 

次第 

 

１  開会 

 

 

２  議事 

 

（１）関係団体等意見聴取会の実施概要の報告について         【資料１】 

 

 

 

 （２）条例策定の今後の進め方について                【資料２】 

 

 

 

（３）条例骨子（案）について                    【資料３】 

【資料５】 

【資料６】 

 

（４）条例の名称案について                     【資料４】 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の予定 

日 時 令和３年２月１日（月）午後２時 00 分～ 

場 所 市役所本庁舎 302A 会議室 ほか 

    （オンライン会議による開催） 
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（仮称）三田市人と人との共生条例の策定に関する 

関係団体等意見聴取会の実施概要について 

 

１．意見聴取会の目的 

すべての人が自分らしく生きやすい社会の実現に向け、「（仮称）三田市人と人との共

生条例」の策定を進めています。この条例の策定に当たり、「（仮称）三田市人と人との共

生条例の策定にかかる懇話会」を設置し、この懇話会での議論をさらに深め、本市の実

情により適した条例とするため様々な関係団体・年齢層の方々を対象に意見を聴く機会

を設けます。 

 

２．実施時期 

  Ｒ２年 12 月２日～12 月１７日 

 

３．実施内容 

  ① 時間 約 80 分／1 回（条例骨子素案説明 20 分 意見聞き取り 60 分） 

  ② 資料 意見聴取会の概要、条例の体系イメージ、条例骨子素案 

  ③ 内容 条例策定の趣旨や理念等を説明し、意見を聴取 

聴取した意見は、「懇話会」に報告し、条例骨子の検討資料とする 

  ④ 日程・団体 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     *1：三田市身体障害者福祉協議会、三田市手をつなぐ育成会 

 

 

日時 場所 団体名 
参加 

人数 

懇話会 

委員 
事務局 

12/2(水)  

14:00～ 

さんだ市民

センター 

丹有地域人権運動

連合会三田支部 

5 人 － 4 人 

12/11(金) 

18:30～ 

市役所２号

庁舎 

部落解放同盟三田

市支部連絡協議会 

13 人 勝木・石元・

神原・大東 

4 人 

12/15(火) 

15:00～ 

市役所本庁

舎 

LGBT（ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

宣誓制度利用者） 

1 人 勝木 1 人 

12/15(火) 

19:30～ 

オンライン こみんか学生拠点

（関学生のｸﾞﾙｰﾌ）ﾟ 

5 人 大東 4 人 

12/16(火) 

13:00～ 

まちづくり協

働センター 

人権のまちづくり推

進委員会構成委員 

5 人 石元 4 人 

12/16(火) 

16:00～ 

市役所本庁

舎 

障害者団体代表等 

（にじの会） 

2 人 － 2 人 

12/17(水) 

16:00～ 

市役所本庁

舎 

障害者団体代表等*1 6 人 大東 4 人 

12/17(水) 

18:30～ 

総合福祉保

健センター 

三田市人権を考える

会 

11 人 神原・大東 5 人 

延べ回数・延べ人数 ８回 48 人 10 人 28 人 

【資料１】 
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４．主な意見 

  (1)条例の位置付け 

    ・まちづくり基本条例との 2 本立てにするなら、その理由が必要。 

    ・部落差別は独立した条例にしてほしい。 

    ・三田市人権施策基本方針と条例の関係性が分からない。 

    ・条例を制定する必然性や根拠（立法事実）が示されていない。条例制定の根拠とな

る憲法や法律が記載されていない。 

 

（２）策定の手順・日程 

    ・条例の策定ありきで進んでいるのではないか？まず課題を把握し、必要に応じて条

例を策定するものではないか？ 

    ・まちづくり基本条例は、市民も議会も含めて数年間かけて策定したのに、性急すぎ

る。 

    ・まちづくり基本条例は 3 年間かけて策定した。まちづくり基本条例との両輪に位置付

けるなら、市民参加や議論の期間などをもっと丁寧にすべき。コロナ禍の中、6 か月

で作るのはあまりにも乱暴。 

    ・6 月議会への上程ありきではなく、市にとって何が必要なのかもう一度考えて欲しい。 

 

  (3)条例の名称 

    ・名称や前文からは、差別の現実や実態が分からない。人権 3 法の思いが伝わって

こない。 

    ・名称に“人権”が入っていないので、何の条例か分かりにくい。 

    ・「人と人との共生」となっているが、“人”と“人”を区別しているように感じる。例えば、

差別する人と差別される人ともとらえることができる。 

 

  (4)前文 

    ・前文には「差別を許さない」とあるが、骨子本体には差別について書かれていない。 

    ・条例は誰を、何を守ろうとしているのか分からない。 

    ・前文後半に決意が記載されているが、これでは三田市の決意が伝わってこない。 

    ・「みんな仲良く」という表面的なことになってしまう。経済的格差が広がる中、格差是

正について言及が必要ではないか。 

 

  (5)骨子全体 

    ・外国人にも目を向けて欲しい。英語表記があってもよい。 

    ・希望の持てる、高揚感を感じられる、三田に来たい人（転入したい人）に期待感を持

ってもらえるような条例にしてほしい。 

    ・マイノリティが隠れてコソコソしなくてもいい社会になるようにしてほしい。 

    ・この条例案では、すべての市民が当事者であると感じ取れない。 

  

  (6)骨子の各項目 

     別紙 資料３参照 
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(仮称)人と人との共生条例の策定にかかる 今後の進め方について 
   
 1.進め方の見直しについて 

  (1) 懸案事項（意見聴取会を終えて） 

    ◆複数の団体から出された共通意見 

      ・条例案策定までの期間が 9 か月と非常に短い 

・差別の現状など、市民の声をもっと丁寧に聞き取ってほしい 

◆多岐にわたる多くの意見が出された 

・第 6 回懇話会で条例の骨子として確定させるのは、 

期間的に難しいのではないか 

 

  (2) 見直しの方向性 

    ◆当初のスケジュール 

      2/1 第 6 回懇話会（最終回） 

      2/9 事務局会議（条例骨子確定） 

      3 月 パブリックコメント 

      6 月 議会提案 

    ◆見直しの方向性 

   市民の意見を幅広く聴き取って、条例案を策定するために、 

策定手順を追加し、12 月議会への提案を目指す 

 

 

 2.策定手順の追加について 

 現   行 追加手順案 

素案の作成作業 

   懇話会（専門家）による意見 

   市民意識調査による基礎資料 

   意見聴取会（関係団体の意見） 

骨子の確定〔2 月〕 

素案の作成作業 

   懇話会（専門家）による意見 

   市民意識調査による基礎資料 

   意見聴取会（関係団体の意見） 

骨子（案）の確定〔3 月〕 

 骨子の作成作業 

   意見交換会*の実施〔5 月〕 

   （対象：市民、事業者） 

骨子の確定 

条例案の作成作業 

   パブコメによる意見〔3 月〕 

条例案の確定 

条例案の作成作業 

   パブコメによる意見〔8 月〕 

条例案の確定 

条例案の上程〔6 月〕 条例案の上程〔12 月〕 

   

 ＊意見交換会の実施イメージ 

     今回の条例で役割を求めることとなる市民や事業者から広く意見を聴く機会

とし、できるだけ多くの参加が得られるよう実施方法を検討します。 

【資料 2】 



- 4 - 

 

 

 

 3.今後の工程（案） 

日  程 項  目 備  考 

2 月 1 日 14:00～ 第 6 回懇話会 ・意見聴取会の報告 

・条例骨子（意見聴取会反映版）

の確認 

3 月下旬 （第 7 回懇話会） ・条例骨子（案）の確認 

・意見交換会の実施方法の確認 

5 月 意見交換会  

7 月上旬 （懇話会委員への意見

照会） 

・条例骨子（意見交換会反映版）

の確認 

8 月(30 日間) パブリックコメント  

10 月 条例案確定 ・パブリックコメントの結果の

反映 

12 月 議会へ条例提案  

 

 



懇話会及び意見聴取会における意見一覧
※懇話会の意見は〇印、意見聴取会の意見は・印で、表示しています。

番号 項目 懇話会（第5回　11月24日実施）　・　意見聴取会（12月実施）　の主な意見

1 条例の位置づけ ・「三田市まちづくり基本条例」との関係が不明

2 条例の位置づけ
・「社会的な孤立や排除から守り、人と人とが支え合い共に生きていく」ことが問題ではなく、すべての人
の人権が保障され、実現される施策が行われていないことが問題

3 条例の位置づけ ・憲法に「共生」に関する定めがないのに、条例で「共生」を定めようとしている。

4 策定の手順
・条例の策定ありきからスタートしていることが気になる。まずは、個々の困りごとを当事者から集め、そ
れから条例が策定されるのではないのだろうか。

5 策定の手順 ・策定の動機が明確じゃないから分かりづらい。差別がある→解消する→人権→共生→条例だと思う。

6 策定の手順 ・早急すぎる。市民の意見を聞いていない。

7 体系イメージ
・社会的弱者・少数者の人は、そもそも自尊感情がなかったら生きてゆけないのに、教育・啓発のところ
で書かれている表現は、非常に上からの目線だ。

8 体系イメージ
・教育・啓発に「年代を問わずに機会提供」と啓発を進めようとしているが、教育現場では、進めていけ
ていないと思う。

9 体系イメージ
・罰則規定の導入はどうなのか。また、守ることと守られるものがあると思う。差別された時の救済は、どう
なのか。

10 体系イメージ
・目標像が書かれている。１～４つ目は、条文にもみられる要素だが、５つ目の要素が条文骨子には見
当たらない。「あらゆる差別を許さない」も条文に入れ込む必要がある。

11 体系イメージ ・憲法の人権概念を偽り、個人間の問題に限定している。

12 体系イメージ ・人権侵害の中に差別事案は含まれているため、「人権侵害・差別事案」ではない。

13 体系イメージ ・【他の法令、制度、計画等で対応する範囲】における「対象」に「市」が入っていない

14 体系イメージ
・エンパワーメントは、解釈によっては、違ってくるので、日本語表記にした方が良い。「力をつける」で
良いのではないでしょうか。

15 体系イメージ
・目標像が５項目ある。たくさんありすぎる。もう少し整理できないか。条例の体系イメージにおける相談
体制の充実も３つくらいにまとめる。

16 全体
・希望の持てる、高揚感を感じられる、三田に来たいと思う人に期待感を持ってもらえるような、そんな条
例にしてほしい。

17 全体 ・マイノリティが隠れてコソコソとしなくてもいい社会になるようにしてほしい。

18 全体（名称） ・骨子、名称から見ると、これが、人権条例なのかどうか。人権三法の思いが伝わってこない。

19 全体 ・市の取り組みの総括と今後の意気込みが必要

20 全体（名称） ・名称からは、差別の現実や実態が出てこない

21 全体 ・企業では、SDGSを取り入れている。誰も取り残さない、誰もが当事者であるとの視点をもって欲しい。

22 全体 ・独立した条例と考えて欲しい。

23 全体 ・罰則規定を入れて欲しい。

24 全体 ・知らないことが原因で起こる誤解や恐怖感があると思う。知らないことを解消することが先決

25 全体 ・出会いの機会を創る。会って話をしてみることが必要

26 全体 ・活躍の場として、認められる場が必要だと思う。支援されるばかりだと辛いと思う。

27 全体
・外国人にも目を向けて欲しい。（現状の文章では薄く感じる）。英語表記があっても良い。アピールも
できる。

28 全体
・目標像には、あらゆる差別を許さないと書かれているが、骨子には、差別に関することが書かれていな
い。どういうものについて差別となるのか。線引きもできない。

29 全体
・共生条例は良いが、中身はどうなのか。我々（障害のある者）が自立していくには、難しい市だ。共生
のまちに私たちは入っていくことができるのだろうか。

30 全体（名称）
・名称について、三田市が「共生」を中心に考えているのは理解できるが、今の名称だと何についての
条例なのかがわかりにくい。人権条例であると感じるので「人と人との共生のための人権条例」とするこ
とを提案する。

31 全体
・条例の目的が見えない。三田市人権施策基本方針はよくできていると思う。それなのになぜ条例を策
定しようとしているのか。

32 全体（名称） ・名称は、「人権」があるとわかりやすい。その方がストンと落ちる。

33 全体 ・救済制度や更生プログラムが必要だ。

34 全体 ・障害者の条例と今回策定しようとしている共生条例との違いがわからない。

35 全体
・人と人との共生の「人と人」っていったい誰なのか。この時点で人と人とを区別してしまっていません
か。例えば、差別する人と差別される人ともとらえることができる。

36 全体
・条例を作ろうとしているこれまでは個別の案件に対する施策はあった。共生というかたちをとっても
根っこは一つだと思う。三田市が策定されようとしている条例は、人権施策全体に対する総合理念とい
うことでいいと思う。それがもっと見えると良い。

37 全体 ・民主主義破壊の素案との理由で、全面的な撤回を求めています

【資料３】
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※懇話会の意見は〇印、意見聴取会の意見は・印で、表示しています。

番号 項目 懇話会（第5回　11月24日実施）　・　意見聴取会（12月実施）　の主な意見

38 全体

・「すべての市民」、「一人一人」、「誰もが」が混在している。「誰もが」には違和感がある。いろんな言い
回しをせず、統一できないか。また、同じことばかり書かれている。整理できないか。何が言いたいのか
がわからない。互いに尊重し、共に生きる、認め合う。いったいどれなんだ。統一すればいいのかな。
すっきりする。

39 １．前文 ○世界や日本、兵庫県の大きな動きを踏まえて書き出す方がいいのでは。

40 １．前文
○SDGｓなど国際社会の人権状況を踏まえ、三田市は国際基準を満たす努力をすることを謳う方がい
いのでは。

41 １．前文 ○三田市の今後に向けて、希望感を与えられる内容にすべきでは。

42 １．前文
○「一方で」で接続されているため、前段に述べられた人権課題が解決している印象を与えてしまうの
で、接続詞を変更する方がいいのでは。

43 １．前文
○多数派に近づくことが“普通”であるような印象を与えるので、「一人一人の違いを認め合えていない
現状がある」とする方がいいのでは。

44 １．前文
○優位、劣位にある関係性を対等にすることが重要であり、多様性だけではなく、人権を尊重するという
強いメッセージが必要と考える。

45 １．前文
○少数者や弱者の声が反映されないことが問題なので、反映される社会を目指すことが記載されるべ
きでは。少数者や弱者の生きづらさを、市は放置せず支援する姿勢を記載すべきでは。

46 １．前文 ○人権確保のためには合理的配慮が必要。

47 １．前文
・マイノリティが支えられる関係性ではなく、お互いに力を出し合えば2倍の力になる。そのような意味合
いが条例の表現にあればいいのでは。

48 １．前文 ・誰を、何を守ろうとしているのか。明らかにされていない。

49 １．前文 ・「普通」をどういう思いで書いたのか

50 １．前文
・三田市同和教育研究協議会や三田市人権のまちづくり推進委員会が提言をしてきたことの総括が前
文となっているのか。その現状をどのように把握・認識しているのか。

51 １．前文 ・「許さない」という言い方は、ネガティブに感じる。ポジティブな表現に言い換えた方が良い

52 １．前文 ・難しい。「無自覚のうちに境界線を引き、～」この部分はどう認識をすれば良いのか。

53 １．前文 ・ハラスメントやエンパワーメントをわかりやすい日本語にして欲しい。

54 １．前文
・前文後半に決意が書かれているが、三田市が本気でリードしようとしているかがあまり伝わってこない。
三田市として「三田市の実情に応じた差別解消を推進する更なる取り組みを行う」という決意が欲しい。

55 １．前文
・経済的格差が無限大に広がっている。経済的保障が無い中で、共生といわれても無理。前文で格差
社会の是正を謳って欲しい。

56 １．前文 ・前文には、市の強い決意が欲しい

57 １．前文 ・私たちとあるが、一体私たちって、誰のこと。

58 １．前文
・差別や、孤立などマイナスとなる現状がなくなりプラスになっていく。現状としてのマイナスをプラスに
変えていく働きかけが前文に謳われる方が良い。

59 １．前文 ・条例の制定の根拠となる憲法や法律がありません。

60 １．前文
・これまでの三田市の取り組みによる到達点と残された課題が明示されていないため、解決の展望が見
えない

61 １．前文 ・人権保障・権利の問題と共生の関係が不明確

62 １．前文 ・個別の文章や語句の使い方が間違っている。

63 １．前文
・これまでの成果、結果、また、人権三法ができた課題認識ができる表現を入れてもらいたい。また、解
決していない課題に加え、さらに新たな人権課題があるとの視点もあっても良い。

64 １．前文

・「少子高齢化の進展」とあるが、「進展」が要らない。「普通」とは何か。わかりずらい。「思いやり、配慮
することで」とあるが、意味が同じであると思う。思いやりと配慮はどう違うのか。文章は長くないほうが良
いと思う。長年にわたる取り組みによって、人権尊重の意識は老若男女を問わず確実に社会全体へ広
がりを見せ、これまで見過ごされ、我慢を強いられてきた人々の人権課題に対する市民の関心も高ま
り、解決へ向けた取り組みも進みつつあります。とある。本当か。

65 １．前文 ・しかし一方では～の部分、生み出しているのではなく、あぶりだされているのではないか。

66 ２．目的 ○支え合う力を出せない人もおり、“共助”を強調しすぎない方が良い。

67 ２．目的 ○「お互い対等に尊重し合い」の方がいいのでは

68 ２．目的 ・目的で、共に支え合いは、互いの尊重をつけ加えるべきだ。

69 ２．目的 ・共生の意味が不明であるため、共生条例が必要とする根拠になっていない。

70 ２．目的 ・憲法が花開く三田市として欲しい

71 ２．目的 ・活き活きと暮らすことができる行政施策の実施を目的にすべき

72 ３．基本理念
○イメージ図の《目標像》に記載されている項目を、目的か基本理念に分かりやすく記載すべきではな
いか

73 ３．基本理念
○“共助”を強調するのは、市民に丸投げしているようで、時代遅れではないか。市の取り組む覚悟が
必要。

74 ３．基本理念
・保守的に感じるので、発展的なニュアンスが要る。（守りの支援をしつつ、生きがい創りをするというこ
と）
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※懇話会の意見は〇印、意見聴取会の意見は・印で、表示しています。

番号 項目 懇話会（第5回　11月24日実施）　・　意見聴取会（12月実施）　の主な意見

75 ３．基本理念 ・共助は、小さな地域から求めないといけないと思う。

76 ３．基本理念
・共助を強調しすぎている。共助よりも自助が必要だ。地域の人に障害者がいることを知ってもらうのも
自助の一つだと思う。

77 ４．基本理念 ・差別や偏見がない等具体的な言葉があった方が良い。

78 ５．基本理念 ・５つの目標を理念の項目の中に言葉として出すことが大事だ。

79 ５．基本理念 ・自助・共助ではなく、公助が大切。

80 ５．基本理念 ・人権と共生が関係が不明

81 ４．定義 ○「共生社会」の定義が分かりにくい。4象限で説明する方法がある。

82 ４．定義
○“差別を許さない”ことが、この条例の重要な内容なので、「差別」についての定義を記載すべきでは
ないか

83 ４．定義
・コロナ感染症の中傷誹謗などを含めどこから差別なのか。警戒することと差別することの境界線が必
要

84 ４．定義 ・共生社会の定義が抽象的で理解できない

85 ４．定義
・「憲法が花開く民主的社会」という表現にして次の二文の挿入を検討してください。①憲法で保障され
た基本的人権を保障し、施策として実施します。②市民は、その施策を充実するために、様々な機会を
通じて、市に要求できます。

86 ４．定義
・懇話会意見の「差別を許さないことが、この条例の重要な内容」は憲法の人権規定を理解していない
意見。この観点からの条例は必要ありません。

87 ５．市の責務 ・市とは三田市か三田市の職員かどちらなのか。

88 ５．市の責務
・「憲法が花開く民主的社会」という表現に変え、「必要な施策を総合的に推進」ではなく、「憲法で保障
された基本的人権を保障し、施策として実施します」に変える。

89  6．市民及び事業者等の役割
○市民と事業者等では、担う役割が異なるので、それぞれの役割を分けて記載すべきではないか。事
業者には事業者の責任がある。

90  6．市民及び事業者等の役割
・「～努めるものとします」とくくられている。「地域づくりの推進に努めないと支援しない」というふうに制
限を課す方向にできないか。

91  6．市民及び事業者等の役割 ・市民と事業者等とは同列に論じられない。

92  6．市民及び事業者等の役割
・市役所だけで作っている条例ではなく、市民も関わっているので市民についても、自信を持って「推
進する」にした方が良い

93  7.   基本方針の策定 ・市主導で方針を決定するのではなく、三田市市議会に提案して承認を得る必要がある。

94  8.   教育及び啓発の推進 ○あらゆる機会を通じて情報発信していくことが重要

95  8.   教育及び啓発の推進
○行政職員、教職員に対する教育・啓発にまず重きを置くべき。その次に市民等への教育・啓発を行う
べき。

96  8.   教育及び啓発の推進
・本人の悩みに周囲が気付くことが 大切なので、特に学校では先生に気付いてもらえるように、理解を
深めて欲しい。

97  8.   教育及び啓発の推進 ・小さい時から、様々な人がいることを理解できるように、学校園での教育に努めて欲しい。

98  8.   教育及び啓発の推進
・広報紙は、自分の興味のあるところだけを読むので、毎回、すべての分野について掲載し、情報発信
するのがいいのでは。

99  8.   教育及び啓発の推進
・様々な団体、様々な機会を通して教育・啓発の機会づくりに努めるとある。我々のように、会社を退社
している者からすれば教育を受ける機会は、ないに等しい。我々のような立場の者に対して、どのような
働きかけをされようとしているのか。

100  8.   教育及び啓発の推進
・行政職員・教職員に対する教育・啓発とあるが、「警察」は市の管轄外となる。我々が嫌な思いをして
いるのに管轄外という理由ですますのか。連携はどうするのか。市は取り組みを行ってくれると思うが末
端まで行き届かないので、連携強化を図って欲しい。

101  8.   教育及び啓発の推進
・精神障害のある人のことを取り扱って欲しい。人権さんだにも掲載して欲しい。もっと精神障害のある
人のことを知ってもらいたい。

102  8.   教育及び啓発の推進
・行政職員、教職員に対する教育・啓発にまず重きを置くべき。その次に市民等への教育・啓発を行う
べき。

103  8.   教育及び啓発の推進
・主語が誰なのか。文章がわかりにくい。市は、何に対してどうしようとしているのか。また、文章を簡潔
に。

104  8.   教育及び啓発の推進
・市は、憲法の基本的人権を保障し、施策を実施するために、市民に憲法の基本的人権についての理
解を深め、行使できるように、「教育・啓発」ではなく、「広報」を行うことが重要であることを明記

105  8.   教育及び啓発の推進
・「行政職員、教職員に対する教育・啓発にまず重きを置くべき。その次に市民等への教育・啓発を行う
べき。」とある。これでいいのかどうか。同時ではないか。

106  9.   個別施策の推進 ○二つの視点で意味を持たせているが、それぞれ分けて記載した方がいいのでは

107  9.   個別施策の推進
・「包摂」がわかりづらい。調べてみると、とても多くの意味を含む言葉であるが、市民にとってわかりづら
い。

108  9.   個別施策の推進 ・市は、憲法で保障された基本的人権を保障し、施策として実施し、推進しますとしてください。

109  9.   個別施策の推進 ・一人一人、一人ひとりの統一が必要。
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※懇話会の意見は〇印、意見聴取会の意見は・印で、表示しています。

番号 項目 懇話会（第5回　11月24日実施）　・　意見聴取会（12月実施）　の主な意見

110  9.   個別施策の推進
・「推進」という言葉がある。推進なので今の状態にとどまっているのではないか。推進では弱い。“迅
速”にするべき

111  9.   個別施策の推進 ・「包摂」がわかりずらい。わかりやすい言葉にして欲しい。

112 10．共に生きる地域社会づくり ・地域の活動の場、生きがいへつなげるなど、誘導していくプロセス（窓口）が必要。

113 10．共に生きる地域社会づくり ・なぜ関わることがメリットなのかに気づくことが大切

114 10．共に生きる地域社会づくり ・地域とのかかわりをもたない人に対して啓蒙活動をするのはどうやっていけば良いのか

115 10．共に生きる地域社会づくり ・民主的な地域社会づくりにしてください。

116 11.相談体制の充実 ○相談窓口の所在や、どのような相談に応じてもらえるのか等、周知を図ることが大事

117 11.相談体制の充実 ○解決のための斡旋調整の場がある方がいいのではないか

118 11.相談体制の充実 ○複合的、総合的な内容の相談を、ワンストップで受け止めることが大事

119 11.相談体制の充実
・信頼できる窓口であるかどうか。市の相談窓口（相談員）が関係機関の精査をするなど信頼性の担保
が必要

120 11.相談体制の充実 ・「相談体制の充実を図る」という決意が必要だ。

121 11.相談体制の充実 ・相談のたらいまわしがある。文言は良いがそうならないような体制づくりが必要だ。

122 11.相談体制の充実 ・条例に外部の意見を聞く附属機関を書くのなら、方針に記載のある推進本部も条例に書くべきだ。

123 11.相談体制の充実 ・市、市民、事業者等との役割分担を明確にする必要がある。

124 11.相談体制の充実
・「～したり、～したり」とある。言い切った方が良い。「～生かし、～できるように進めます」など。強い言
葉を出した方が良いと思う。

125 12.災害等非常時の対応
○阪神淡路大震災では公助よりも自助や共助で救命された。災害時に自助や共助が機能するように、
事前に行政による体制づくりが必要。

126 12.災害等非常時の対応 ・災害時の弱者、少数者への配慮とあるが、「配慮」が上から目線に書いているように見える。

127 12.災害等非常時の対応 ・マイノリティが対等なのか。大前提として、誰もが平等っていう表現があった方が良い。

128 12.災害等非常時の対応 ・「多様性に配慮した支援」ではなく、「具体的な施策」としてください。

129 13.推進体制の充実 ○条例に基づく推進状況をモニタリングすることを入れる方がいい

130 13.推進体制の充実 ○教育・啓発、相談、個別施策が連携して推進されるよう、情報共有などの取り組みが必要

131 13.推進体制の充実 ・条例に外部の意見を聞く附属機関を書くのなら、方針に記載のある推進本部も条例に書くべきだ。

132 13.推進体制の充実 ・推進委員会の改称と委員の選定について、委員は、多様な学者を選ぶこと、議員からも選定すること

133 14.委任
・「市長が別に定めます」は議会制民主主義に反します。「市や『三田市民主的な地域社会づくり委員
会』で討議された事項について、市議会各委員会で討議、最終的に本会議の議決を経て、市の方針と
します。」としてください。
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条例の名称案について 

 

１．懇話会での主な意見 

  ・ｇがいいと思うが、「人権を尊重し」「差別を許さない」は入れて欲しい。 

「人権を尊重し差別を許さない三田市基本条例」はどうか。 

  ・「人権」は入れて欲しい。市民が見た時に何の条例かがわかりやすい。「共生」はわ

かりにくい。「差別を許さない」もわかりやすいので入れて欲しい。 

  ・すてきな希望を与える名称が良い。「共生」というワードは難しい。 

   ｃやｈがいいと思う。 

  ・「基本条例」の基本はやめた方がいい。基本っていったい何なのかとなってしまう。

ｇがいい。「三田市」が先頭に来て文章がつながるのは気持ち悪い。 

  ・ｇ,ｈ共通だが、みんなが共に生きやすくは、日本語がおかしい。「誰もが生きや

すい」にするとか。言葉がすっとはいってくる文言にするのも一つだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．意見聴取会での主な意見 

  ・骨子、名称から見ると、これが、人権条例なのかどうか。人権三法の思いが伝わっ

てこない。 

  ・名称からは、差別の現実や実態が出てこない。 

  ・名称について、三田市が「共生」を中心に考えているのは理解できるが、今の名称

だと何についての条例なのかがわかりにくい。人権条例であると感じるので「人

と人との共生のための人権条例」とすることを提案する。 

  ・名称は、「人権」があるとわかりやすい。その方がストンと落ちる。 

・「人と人との共生」となっているが、“人”と“人”を区別しているように感じる。

例えば、差別する人と差別される人ともとらえることができる。 

 

 

３．事務局再提案 

  イ 人権と多様性を認め合い自分らしく生きられる三田をつくる条例 

  ロ 三田市あらゆる差別の解消及び共に生きるまちの創造を目指す条例 

  ハ 三田市人権を尊重し多様性を認め合い共生社会を目指す条例 

 

 

 ※この資料は、今後、条例の名称を検討する際の基礎資料とします。 

【資料４】 

当初の事務局提案（11/24 懇話会に提示） 
 

  a 三田市共生社会の実現を目指す条例 

  b 三田市共に生きるまちづくり条例 

  c 三田市輝く未来を創る共生社会づくり条例 

  d 三田市多様性を認め合い共に生きる地域社会条例 

  e 三田市自分らしく生きられる共生社会づくり条例 

  f 三田市すべての人と人とがつながる共生社会条例 

  g 人権を大切にし みんなが共に生きやすい三田をつくる基本条例 

  h 多様性を認め合いみんなが共に生きやすい三田をつくる基本条例 
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参考１：各市の条例名称 

 

  ①人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例（R2.7） 

  ②川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例（R2.4） 

  ③尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例（R2.4） 

  ④鎌倉市共生社会の実現を目指す条例（H31.4） 

  ⑤国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例（H31.4） 

  ⑥東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（H31.4） 

  ⑦渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例（H27.4） 

  ⑧篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例（H25.1） 

  ⑨宇陀市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例（H18.1） 

  ⑩三木市人権尊重のまちづくり条例（H13.1） 

 

 

参考２：三田市の主な条例名称 

 

  ❶三田市まちづくり基本条例（H24.7） 

  ❷三田市市政への市民参加条例（H27.1） 

  ❸三田市障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例（H30.7） 

  ❹三田市里山と共生するまちづくり条例 （H31.1） 

 

                             （ ）は条例の施行時期 



条例の体系イメージ（案） ≪R3.1.14現在修正案≫

 ※（ ）数字は、資料６骨子（案）の項目番号を示しています

条例の基礎

下記取組みを
促進する仕組み

目標像の実現に
向けた取組み

《目標像》

自分らしく生

きられるまち

・あらゆる差

別を許さない

・互いの人権

と多様性を尊

重する

・共に支え合

い、共に生き

ていく

他者の痛みや苦しみを想像し共感する力を持てるよ
うに、年代を問わずに機会を提供（学校教育、社会
教育）
誰もが自尊感情、自己肯定感を高め、個の自立を促
すことができるように機会を提供
市職員、教職員への教育・啓発

コミュニティ施策、福祉施策（地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ、共
生社会推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ふれあい活動推進協議会等）

社会的弱者や少数者への支援の視点をもって、あら
ゆる施策を推進
福祉施策など社会的弱者や少数者対象の事業も、生
きづらさを解消する視点等をもって推進

【（仮称）人と人との共生条例で規定する範囲】 【他の法令、制度、計画等で対応する範囲】

附属機関（共生社会づくり推進委員会：現委員会を
改称）の設置により多面的に意見を反映

社会的弱者や少数者に配慮した災害時や感染症への
対応

相談体制の充実

教育・啓発 *1

地域づくり

個別施策推進 *2

推進体制の充実

基本方針の策定

責務･役割の分担

非常時の対応

基本理念・定義

(13)

(7)

(5,6)

(8)

(10)

(9)

(12)

(1,2)

(11)

前文・目的

(3,4)

【資料５】

差別など人権侵害が生じた時の対応
〇個々の救済
専門分野ごとの相談、個別法令による救済等
個別施策による支援（＊2へ）

〇課題の把握・再発の防止
被害者への教育・啓発（＊1へ）
加害者への教育・啓発（更生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
様々な機会を通じての教育・啓発（＊1へ）

《条例の構成》

◇人権を尊重し多様
性を認め合う関係
づくり

◇差別など人権侵害
を起こさない取り
組み

◇支え合い共に生き
る地域づくり

R3年2月1日懇話会資料
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R3 年 2 月 1 日懇話会資料  - 12 - 

(仮称)人と人との共生条例 骨子（案） ≪R3.1.14 現在修正案≫ 
 

項目 条例に記載する内容 備考（左記内容の説明、取り組む方向性など） 修正状況 

１ 前文 三田市は旧７か町村の合併を経て、昭和 33 年(1958 年)7 月 1 日に誕生
しました。その後、大規模なニュータウンや工業団地の開発ともあいまっ
て、様々な特色ある地域が相互に影響を与えながら発展をしてきました。 

この間、都市と農村間の市⺠交流を促進しふるさと意識の醸成を図ると
ともに、国⺠的課題となった部落差別の解消をめざし、学校や地域におい
て積極的に取り組みを進めてきました。さらには社会の様々な人権課題に
対しても、その解決に向けて半世紀以上にわたり、行政、市⺠、事業者等
が連携しながら尽力してきました。 

この⻑年にわたる取り組みによって、人権尊重の意識は老若男女を問わ
ず確実に社会全体へ広がりを見せ、これまで見過ごされ、我慢を強いられ
てきた人々の人権課題に対しても、市⺠の関⼼は高まり、解決へ向けた取
り組みが進みつつあります。 

しかしながら、私たちが暮らしている社会には、今もなお、性別、年齢、
障害、⺠族、国籍、そして部落差別を受けてきた地域の出⾝であることな
どを理由に、不当な差別や偏見、排除、暴力、様々な嫌がらせやいじめな
どの人権侵害が生じています。さらには社会環境の変化や大規模な自然災
害の発生、感染症の蔓延などが、多くの人の生きづらさを生み出し、格差
社会の進展とともに他人に不寛容な人を増加させています。 

このような中、国においては、基本的人権の尊重と恒久平和の理念を掲
げる日本国憲法のもと、法令の整備と人権の保障に向けた取り組みが⻑年
にわたって進められてきましたが、近年には、障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律、本邦外出⾝者に対する不当な差別的言動の解消に
向けた取組の推進に関する法律及び部落差別の解消の推進に関する法律な
どを施行し、差別解消を推進するための更なる取り組みが進められていま
す。 

また、国際社会においても、企業活動における人権尊重の指針である「ビ
ジネスと人権に関する指導原則」や誰一人取り残すことなく全ての人の人
権を実現し、あらゆる形態の貧困に終止符を打つための「持続可能な開発
目標」が示されるなど、社会経済活動における人権の尊重が求められてい
ます。 

このような国や世界の動きを追い風として、三田市としても更なる取り
組みを進めなければなりません。本市がこの条例で実現を目指すのは、誰

・最初にこれまでの取り組みと成果を述べています。 

 三田市は、市制施行後間もない S39 年（1964 年）に三田市同和教
育研究協議会（現：三田市人権を考える会）を発⾜させ、市⺠、事業
者、各種団体、行政が連携して部落差別をはじめとする人権課題の解
消に向けた取り組みを進めてきました。 
 ⻑年の取り組みにより、⼦どもの貧困や性的マイノリティなど新た
な人権課題にも市⺠の理解が広がりつつあります。 
 
 
 
 
 
・次に社会の現状について述べています。 

 現在の社会では、これまでの取り組みにも関わらず、様々な人権侵
害が今なお生じており、さらには多くの人が生きづらさを抱えている
状況があり、他者に不寛容な人も増加しています。 
 
 
・次に近年の国や国際社会の状況について述べています。 

まず、国においては日本国憲法のもと人権保障の施策を推進し、近
年では人権 3 法といわれる 3 つの法律を施行しています。 
 また国連においては、ビジネスと人権に関する指導原則や持続可能
な開発目標（SDGｓ）などを定め、社会経済活動における人権尊重が
重要視されています。 
 
 
 
・次に目指す社会像について述べています。 

経済的な安⼼感を前提として、平時だけでなく災害などの非常時で
あっても、お互いを尊重し支え合うことで、自分らしく生きることの
できるまちを目指しています。 

そしてこのようなまちは、争いごとなどが無い平和な社会でもある
と考えています。 

○条例欄一部修正 
○備考欄一部修正 

【資料６】 
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もが安⼼して暮らせる生活基盤を基に、あらゆる差別や排除を許さず、い
かなる時においても、お互いの人権を尊重し、多様性を認め合い共に支え
合うことで、全ての人が自分らしく生きることのできる共生社会です。そ
して、これは虐待や暴力、争いごとなどが無い平和な社会でもあります。 

一人一人が社会を構築する主人公であるとの認識のもと、他者の痛みや
苦しみを想像し共感することが、共生社会実現への大切な一歩となります。 

私たちは誰もが自分らしく生きられるまちの実現に向け、行政、市⺠及
び事業者等がそれぞれの役割分担のもと、一人一人の人ができることに取
り組み、着実に歩み続けることをここに宣言し、この決意を将来の世代に
引き継いでいくため、この条例を制定します。 

 

 
 
・最後に未来に向かって取り組む決意を述べています。 

 人が社会で生きていくにあたり誰一人として部外者は存在せず、誰
もが当事者であると認識し、そして誰もが他者の痛みや苦しみを想像
し、自分事として共感できるようになれば、解決に向かって進めない
社会問題は無いと考えます。 
 そこで、共生社会の実現に向けて、行政、市⺠、事業者等が役割分
担のもと、一人一人が自分にできることをし続ける決意を宣言してい
ます。 
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項目 条例に記載する内容 備考（左記内容の説明、取り組む方向性など） 修正状況 

２ 目的 この条例は、人と人とが共に支え合い生きていく共生社会の実現を目指
すにあたりに関し、基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市⺠及び
事業者等の役割を明らかにするとともにし、市⺠一人一人誰もが人権を尊
重し、個人として尊重され、自分らしく活き活きと暮らすことができるま
ち地域社会の実現を図ることを目的とします。 
 

・この条例を制定する目的を記載しています。 
 

○条例欄一部修正 
○備考欄修正なし 

３ 基 本 理
念 

 この条例の目的を達成するため、次に掲げることを基本理念とします。 
  （１）一人一人が地域社会を構築する主人公であり、個々に応じた役

割と責任を担うこと 
  （２）誰もがお互いの自⾝の人権を尊重し大切にするのと同様に、相

手の人権も大切にし、お互いの違いや個性や多様性がを尊重され、
自分らしくいられるし合う関係をつくること 

  （３）誰もが安⼼して暮らすことができるように、お互いに助け合い
支え合える関係をつくること 

お互いに支え合い助け合うことで、誰もが安⼼して暮らせること 
  （４）誰もが不当な差別など人権を侵害する行為をしない、させない、

見過ごさないこと 

・基本理念として次の 4２点を掲げています。 
（１）共生社会の実現のためには、一人一人が自分も地域づくりの主

人公であると認識し、個々の状況に応じた役割を担うこと。 
（２）多様性を尊重し合う社会は、互いの主張を押し通すことでは

なく、また、自分の主張を押し殺すことでもありません。お互い
に相手の立場や状況等を想像力を働かせて理解し、その上でお互
いに歩み寄れる地点を模索することで、自分らしくいられる関係
性を構築すること。 

（３）一人一人の立場や状況に応じて、助け合ったり支え合ったり
することで、安⼼して暮らせるようにできる関係性を構築するこ
と。 

（４）固定観念や偏見等による不当な差別など、人権を侵害する行
為が生じないように、また、誰もが傍観者とならないようにする
こと。 

 

○条例欄一部修正 
○備考欄一部修正 

４ 定義 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによります。 

（１）共生社会 誰もが自分らしく活き活きと暮らすことができるよう
に、お互いを尊重し合い、多様性を認め合い、共に支え
合い、安⼼して自分らしく共に生きていくことができる
社会をいいます。 

（２）市⺠ 市内に居住し、通勤し若しくは通学する者または市内で活
動する事業者等に所属する者をいいます。 

（３）事業者等 市内で事業活動を行うものまたは市内で様々な活動を
行う団体等をいいます。 

・この条例で使用する言葉の意味を説明します。 
 （１）「共生社会」の示す社会像です。 
 （２）「市⺠」は、市内在住、在勤、在学の人だけでなく、市内の

事業者や各種団体に所属する市外在住の人も含みます。 
 （３）「事業者等」は、市内の事業者や各種団体等の法人や組織を

意味します。 

○条例欄一部修正 
○備考欄修正なし 
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項目 条例に記載する内容 備考（左記内容の説明、取り組む方向性など） 修正状況 

５ 市 の 責
務 

市は、基本理念にのっとり、共生社会の実現に向けた取り組みにて必要
となる理解を深めるためにとともに、必要な施策を総合的に推進します。 

 
 
 

・この条例の目的が達成できるよう差別など人権侵害の解消を目指
す取り組みを含めて、市に必要な取り組みの実施を課しています。 
・施策を総合的に推進するための主な取り組みについては、以降の項
目に掲げています。 
 
 
 
 
 

○条例欄一部修正 
○備考欄一部修正 

６ 市 ⺠ 及
び 事 業
者 等 の
役割 

市⺠及び事業者等は、基本理念にのっとり、共生社会の実現に向けて必
要となる理解を深めるとともに、市と共に自らがまちづくりの担い手とし
て、共に支え合い共に生きていけるく地域社会づくりの推進に努めるもの
とします。 

事業者等は、自らの組織に所属する者の人権への配慮に努めるとともに、
自らの組織活動を通じて人権が配慮される環境づくりに寄与するように努
めるものとします。 

 

・誰もが当事者であるとの認識に立ち、他人任せにするのではなく、
自ら理解を深め、自分たちのまちのために取り組みを進める必要があ
ります。 
・特に企業に対しては、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」
により、企業活動を通じた人権尊重が求められており、従業員に対す
る働きがいのある人間らしい仕事の実現だけでなく、取引先における
人権尊重についても求められています。 
・市は、市⺠や事業者等が進める地域づくりに対して、必要な支援を
行います。（№１０「共に生きる地域社会づくり」参照） 
 
 
 
 
 

○条例欄一部修正 
○備考欄一部修正 

７ 基 本 方
針 の 策
定 

市は、この条例に基づく取り組みを推進するため、基本的な方針（以下
「基本方針」という。）を定めます。 

市は、基本方針に基づく施策の推進状況、社会情勢の変化及び社会調査
の結果等により、必要に応じて基本方針を見直すものとします。 
 

・その時々の人権課題等に的確に対応できるよう、基本方針を策定
し、必要な施策や事業を推進します。 
・社会情勢等の変化を把握するため、必要に応じて調査を行います。 
 
 
 
 
 

○修正なし 
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項目 条例に記載する内容 備考（左記内容の説明、取り組む方向性など） 修正状況 

８ 教 育 及
び 啓 発
の推進 

市は、人権意識の高揚と人権に関する正しい理解を促進を図るするとと
もに、市⺠及び事業者等が共生社会づくりについて学び、実践できる力を
培うことができるように、学校教育、社会教育、その他の場において、教
育・啓発活動を推進します。 

市⺠及び事業者等は、その立場や特性を生かして教育・啓発の機会づく
りに努めるものとします。 

市は、市職員及び教職員がこの条例の目的及び基本理念を理解し、共生
社会づくりに取り組むことができるよう教育・啓発を行います。 

・全ての人が受ける機会のある学校教育において、相手の立場や状況
を想像し、理解できるように教育を進めます。 
・知らないうちに誰かを傷つけてしまっているかもしれないとの認
識に立ち、様々な機会を通じて学ぶことができるようにします。 
・研修の効果を高め、実践につながるよう、研修の実施手法や教える
側への教育など、創意工夫を図るようにします。 
・誰も社会的弱者や少数者自⾝が、自尊感情や自己肯定感を高め、個
の自立を促すことができるように機会をつくります。 
・市は、市⺠や事業者、各種団体等が主体的に行う教育啓発活動を支
援します。 
・市⺠や事業者、各種団体も、自らの立場や特性を生かして、教育啓
発活動を進めることを求めています。 
・この条例を率先して推進する立場にある市職員や教職員に対し、共
生社会の実現に関して理解を深めるよう研修を行います。 
 

○条例欄一部修正 
○備考欄一部修正 

9 個 別 施
策 の 推
進 

市は、一人一人の多様性に合わせてを尊重し、誰一人取り残さない全て
の人を包摂する視点をもって、市のあらゆる施策及び事業等を推進するも
のとします。 

福祉的な施策及び事業にあっては、対象者の生きづらさ等を解消する視
点をもって推進するものとします。 

 

・市のあらゆる施策や事業から、社会的弱者や少数者が排除されるこ
となく、等しくサービスが提供される機会をつくります。 
・福祉施策など社会的弱者や少数者を対象とした事業は、多数派との
格差や生きづらさを解消する視点をもって推進します。 
 

○条例欄一部修正 
○備考欄一部修正 

10 共 に 生
き る 地
域 社 会
づくり 

市⺠及び事業者等は、自らがまちづくりを進めるにあたってはの主人公
として相互に連携を図りながら、地域の多様な人材の参画のもと誰もが暮
らしやすい共に支え合い共に生きていく地域社会づくりを進めるものとし
ますに努めなければなりません。 

市は、市⺠及び事業者等が進める地域社会づくりが円滑に行えるよう、
必要な施策及び事業等を推進します。 

・市⺠や事業者等がはまちづくりを進める際には、同じ地域で暮らす
様々な人の参画を得て、社会的弱者や少数者にとっても暮らしやすい
まちづくりの主人公であることを認識し、実践すること推進を求めて
います。 
・コミュニティ施策（まちづくり協議会など）や福祉施策（地域包括
ケアシステム、ふれあい活動推進協議会、共生社会推進プログラムな
ど）を通じて、市⺠、事業者、各種団体、関係機関が必要に応じて連
携し、共に支え合い共に生きていく地域社会づくりを進めます。 
・三田市人権を考える会の活動など、地域が主体となって行う啓発活
動等を支援します。 
 

○条例欄一部修正 
○備考欄一部修正 
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項目 条例に記載する内容 備考（左記内容の説明、取り組む方向性など） 修正状況 

11 相 談 体
制 の 充
実 

市は、市⺠一人一人が安⼼して相談でき、適切な対応を受けることがで
きるよう、国及び県との適切な役割分担を踏まえて関係機関と連携し、相
談体制の充実を図るとともに、必要な措置を講ずるように努めます。 

・差別事案等の発生時の最初の相談窓口を相談しやすいものにし、相
談内容に応じて専門相談や既存の制度等に丁寧に引き継ぎます。 
・相談内容から共通する課題を把握し、再発防止に向けて関連施策の
改善に生かす仕組みやしたり、加害者等に対して更生を促す取り組み
ができるように研究を進めたりします。 
 

○条例欄修正なし 
○備考欄一部修正 

12 災 害 等
非 常 時
の対応 

市は、災害発生時等の非常時においても、全ての人の命と暮らしが守ら
れるよう多様性に配慮した支援を行い、市⺠及び事業者等はお互いに助け
合う取り組みができるよう、平常時からその体制づくりに努めます。 

 

・自然災害や感染症の大流行などの非常時においても、平常時と同様
に多様性に配慮した支援を行い、市⺠や事業者、各種団体もお互いに
助け合いができるよう、平常時から取り組みを進めます。 
 

○修正なし 

13 推 進 体
制 の 充
実 

市は、この条例の目的を達成するために、三田市附属機関の設置に関す
る条例第 2 条に規定する（仮称）三田市共生社会づくり推進委員会による協
議を踏まえ、共生社会の実現に向けた様々な課題に対応できるよう総合的
また横断的に取り組みを推進します。 

 

・条例に基づく施策の推進にあたっては、附属機関の意見も踏まえ、
多様な人権課題に対応できるようにしていきます。 
・既存の附属機関である三田市人権のまちづくり推進委員会を、この
条例の施行に合わせて改称します。 
 

○修正なし 

14 委任 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市
⻑が別に定めます。 

・この条例の施行に関連して必要となる事項がある場合は、規則など
により定めることとします。 
 

○修正なし 

 


