
 

厚木市人権施策推進指針改定に関するパブリックコメントについて 

 

１ 意見募集期間 

令和元年６月１日（土曜日）から令和元年７月１日（月曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  ３人 

(2) 意見の件数       19 件 

 

３ 意見の反映状況 

No 反映区分 件数

（件） 

1 条例・計画等に反映させたもの ０ 

2 意見の趣旨が既に条例・計画等に盛り込まれているもの ８ 

3 今後の取組において参考にするもの ２ 

4 条例・計画等に反映できないもの ０ 

5 その他（感想・質問） ９ 

 合計 19 

 

４ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

１ 第 1章 人権施策推進指針（改訂版）の策定 

１ 

 指針の改定により、下

位の個別計画等は速やか

に改定されるのか、各計

画等の定期改定時期に合

わせることになるのか。

せっかく改定するのだか

ら一斉に改定すべきでは

ないか。 

【Ｐ６】 

 本指針については、人権施

策を推進するために、基本理

念や各施策分野における施策

の方向性を示すものです。 

今後、本指針と整合性が図

られるよう各個別計画等の改

定時に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 



№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

２ 第４章 人権施策の推進 

２ 

17分野から厚木市は８

分野を選んでいるがその

選定理由は何なのか。 

【Ｐ22】 

 

本指針では、17の人権課題を

分野別施策として選定して取

り組むこととしていますが、中

でも８分野の人権課題につい

ては、市民意識調査の結果によ

る市民の関心度と社会情勢を

考慮し、重点課題としていま

す。 

５ 

３ 

同和問題は県央地区で

は問題化していないの

で、分野別の重大課題で

はなく、その他の様々な

人権課題でもいいのでは

ないか。【Ｐ22】 

 

 

４ 

ホームレス問題は重点

に取り上げていいのでは

ないか。【Ｐ22】 

 

 

５ 

ブラック企業による人

権侵害を取り上げるべき

ではないか。 

 

 

『Ｐ18：④企業・事業者等

における人権に関する取組』

で取り上げており、企業等の

人権尊重に基づく職場づくり

を支援します。 

２ 

６ 

性的指向、性自認は日

本語として認知されてい

ないので普通の言葉に置

き換えないと一般人には

理解できない。 

性的指向、性自認について

は『Ｐ45：性的少数者とは

…？』で注釈を付け説明させ

ていただいています。 

 

５ 

７ 

LGBTに悩む子どもへの

対応と LGBT についての

啓発を行ったらどうか。 

『Ｐ44：①人権教育・啓発

の推進』に児童・生徒に対し

て、正しい理解を促す旨、示

しています。 

 

２ 



№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

８ 

中年引きこもりや８０

５０問題への対応は緊急

の問題ではないのか。 

 

 

 

 本指針については、人権施

策を推進するために、基本理

念や各施策分野における施策

の方向性を示すものです。 

具体的な問題の解決方法に

ついては、本指針に基づき、

個別に検討していきます。 

５ 

９ 

現在、日本ではヘイト

スピーチという社会問題

が起きており、神奈川県

の川崎市で罰則付きの条

例制定を行おうとしてい

る。 

厚木市でも、罰則付き

の条例を作ってほしい。 

 

 

 

10 

インターネット SNS で

の特定の民族や人権に対

して誹謗中傷は多いので

モニタリングすることを

検討してほしい。 

 

 

 

11 

パートナーシップ制度

の条例を作ることが大事

だと思います。 

 

 

 

12 

外国の方の相談窓口を

週 1 だけでなくもう少し

回数を増やしたらどう

か。 



№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

13 

厚木市にいる日本語が

話せない、子どもの学習

支援環境を整えてほし

い。 

 

 

日本語が不自由な児童・生

徒の支援については、『Ｐ25：

⑥支援教育の充実』及び『Ｐ

39：④外国籍市民への生活支

援』に示しており、外国籍児

童、生徒等の教育支援を図り

ます。 

 

 

２ 

14 

外国の人と日本の方が

交流できる機会を設けて

ほしい。 

外国人の課題として捉え、

『Ｐ37：（６）外国人』の中に

示しており、取り組んでいま

す。 

 

２ 

15 

 ⑧東日本大震災等に起

因する人権問題 

東日本大震災に限らず

災害時における人権確保

の取組が必要なことは明

らかであり標題を「災害

に伴う人権問題」と変更

するよう検討願いたい。 

【Ｐ47】 

本指針の分野別施策は、法

務省の定める人権課題を元に

定めたものです。 

 国では、東日本大震災に限

定していますが、他の災害で

も人権侵害が発生する可能性

があることから本市では、「東

日本大震災等に起因する人権

問題」とし、他の災害での人

権侵害も含めています。 

 

 

２ 

３ 第５章 推進体制 

16 

団体・事業者の役割と

して、津久井やまゆり園

事件があり関係事業者は

積極的に啓蒙活動すべき

と明記することが必要で

はないのか。【Ｐ51】 

 

障がいのある人の人権につ

いては、関係事業者でなくと

も理解する必要があることな

ので、特記して示すのではな

く、すべての方を対象とし

て、『Ｐ32：障がいのある人』

に示しています。 

 

２ 
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17 

自治会による通報体制

を明記して見守り体制の

強化に努めるべきではな

いか。 

見守り体制の強化について

は、『Ｐ50：第５章 推進体

制』の中で、行政・市民・事

業者・団体等の連携・協働に

より取り組むことを示してい

ます。 

 

 

２ 

18 

指針が有効に実施され

たか 具体的な指数 デ

ータで検証すべきではな

いのか。 

例 ヘイト警告件数、い

じめ認知件数、各相談件

数など 

 

 

 

本指針については、人権施

策を推進するために、基本理

念や各施策分野における施策

の方向性を示すもので、具体

的な指数等は個別計画の中で

検証するものです。 

『Ｐ53：指針の点検と見直

し』に記載のとおり、本指針

の周知、理解、実践度につい

ては市民意識調査等で把握

し、検証します。 

 

２ 

４ 資料編 

19 

相談体制が電話番号だ

けだが、ネットの時代ラ

インなどの SNS による相

談受付を実施すべきでは

ないのか。【Ｐ56】 

 

『Ｐ20：相談・支援体制の

充実』に示しており、多様な

相談体制の充実に努めます。 

３ 

 

５ お問い合わせ先 

（１）担当課名    市民協働推進課人権男女相談係 

（２）連絡先     046-225-2215 

 

６ 結果公開日 

令和元年８月 23 日 公開 


