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以上 

 

① 伊賀市同和施策審議会開催経緯 

日 程 項 目 内 容 

2017（平成29）年

８月1日

第1回 

伊賀市同和施策審議会 

（１） 進捗状況事業評価について 
（２） 「第３次伊賀市同和施策推進計画」策定

について諮問 
（３） 第３次伊賀市同和施策推進計画策定方針

（案）について 

10月13日
第２回 

伊賀市同和施策審議会 
第3次伊賀市同和施策推進計画（素案）について
  

12月15日～

2018（平成30）年

1月15日

パブリックコメント募集
第３次伊賀市同和施策推進計画（中間案）につい
て意見募集実施 

2月1月30日

第３回 

伊賀市同和施策審議会 

 

（１）パブリックコメントについて 
（２）第３次伊賀市同和施策推進計画（答申案）

について 
 

１１が2 1月31日 答申 
伊賀市同和施策審議会より「第３次伊賀市同和施
策推進計画」策定について答申 

 

② 伊賀市同和施策推進会議及び庁内会議 

日 程 項 目 内 容 

2017（平成29）年

7月19日

第１回 

伊賀市同和施策推進会議

（１） 進捗状況事業評価について 
（２） 第３次伊賀市同和施策推進計画策定方針

（案）について 

9月26日
第２回 

伊賀市同和施策推進会議

 

第3次伊賀市同和施策推進計画（素案）の検討 

  

2018（平成30）年

1月19日

第３回 

伊賀市同和施策推進会議

 

第3次伊賀市同和施策推進計画（最終案）の検討

 

 

 

 

 

 

 

 １ 計画の策定経過 
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平成17年９月28日 条例第81号 

（設置） 

第１条 同和問題の解決を図るための必要な施策を調査及び審議するため、伊賀市同和施策審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて同和問題の解決を図るために必要な事項について調査及

び審議しその結果を報告し、又は意見を具申する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１5人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 関係地区の代表者 

(２) 関係官公署の職員 

(３) 市民からの一般公募による者 

(４) 学識経験者 

(５) その他市長が必要と認める者 

３ 委員は、それぞれ前項各号に掲げる委員として委嘱又は任命を受けるべき地位を失ったとき

は、その職を失う。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。 

４ 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が必要と認めるとき、又は委員の過半数以上の者から招集の請求

があるときに会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（専門部会） 

第７条 審議会に、運営の円滑化を図るため、必要に応じて専門部会を置く。 

２ 専門部会の委員（以下「専門委員」という。）は、会長が委員のうちから任命する。 

３ 専門部会は必要に応じて会長が招集し、審議会において委任を受けた重要事項を調査及び審

議する。 

４ 専門委員は、重要事項に関する調査及び審議が終了したときは、その任命を解かれたものと

する。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、人権生活環境部同和課において処理する。 

（補則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って定める。 

 

 

 

 

 

 ２ 伊賀市同和施策審議会条例 
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         （敬称略）◎は会長 ○は副会長 

項 目 所属等 氏 名 

１．関係地区の代表者 

八幡地区代表  松岡 克己

下郡地区代表  吉田 和男

寺田地区代表  松村 哲夫

前川地区代表  林田 一雄

奥馬野地区代表  川極 岑生

老川地区代表  藤田 幸一

２．関係官公署の職員 

三重県伊賀地域防災総合事務所所長  岡村 順子

伊賀公共職業安定所所長  小西 克明

３．学識経験者 

伊賀市小中学校校長会代表  中岡 恵一

反差別・人権研究所みえ代表  ◎大谷  徹  

４．その他市長が 

必要と認める者 

伊賀市社会福祉協議会代表  福永 悦子

伊賀市人権同和教育研究協議会代表  ○芝田喜比古

伊賀市社会事業協会代表  森永 典子

 ３ 伊賀市同和施策審議会委員名簿 
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（設置） 

第１条 庁内各部局で実施する施策の調整と適切な事業の推進を図り、もって、本市における同

和問題の解決を図るため、伊賀市同和施策推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、次の各号に定める事項を所掌するものとする。 

(１) 伊賀市における同和問題解決のための、施策推進に伴う計画の策定及び各部局で実施す

る事業の推進調整と評価に関すること。 

(２) 伊賀市同和施策審議会及びその他伊賀市の同和施策の推進に係る諸会議の事務補助に関

すること。 

(３) その他、同和施策推進に必要な事項に関すること。 

（構成） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び別表に掲げる所属から選出された委員で構成する。 

２ 会長は、人権生活環境部長とし、副会長は、人権生活環境部同和課長とする。 

３ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第４条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 議長は、会長が務める。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができるも

のとする。 

（作業部会） 

第５条 会長は、第２条に定める事項について研究をするため、必要に応じ作業部会を設置する

ことができる。この場合、作業部会の構成員は推進会議の委員から、会長が指名するものとす

る。 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、人権生活環境部同和課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成19年６月14日から施行する。 

附 則（平成20年７月31日訓令第42号） 

この訓令は、平成20年７月31日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年４月１日か

ら適用する。 

附 則（平成21年６月24日訓令第41号） 

この訓令は、平成21年６月24日から施行し、改正後の伊賀市同和施策推進会議設置要綱の規

定は、平成21年４月１日から適用する。 

別表（第３条関係） 

総務部、財務部、企画振興部、人権生活環境部、健康福祉部、産業振興部、建設部、 

消防本部、上野総合市民病院事務部、上下水道部、教育委員会事務局、伊賀支所、 

島ヶ原支所、阿山支所、大山田支所、青山支所 

 

 ４ 伊賀市同和施策推進会議設置要綱 
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                                平成16年11月１日 

                                      条例第146号 

伊賀市は、６市町村（上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山田村、青山町）の合併により

発足したが、旧市町村のすべてがそれぞれ人権宣言、人権条例を制定し、部落差別を中心とした

あらゆる差別の撤廃に向けて取り組んできた。 

しかし、依然として差別事件・事象が発生している現状を踏まえて、市が市民・企業・団体等

と協働して旧市町村からの取り組みを深め、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人

権が尊重される明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。法の下に平等であ

る。」ことを定めた日本国憲法、同和対策審議会答申の精神、人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律（平成12年法律第147号）並びに世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が

侵されることなく、何人も基本的人権が真に保障されるよう部落差別をはじめとするあらゆる

差別をなくし、もって差別のない人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図るととも

に、市民・企業・団体等（以下「市民等」という。）の人権意識の高揚に寄与することを目的

とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり人権尊重の視野に立った必要

な施策を積極的に推進する責務を有する。 

（市民等の責務） 

第３条 市民等は、相互に基本的人権を尊重し、国、県及び市が実施する部落差別をはじめとす

るあらゆる差別をなくすための施策に積極的に参加、協力するよう努めなければならない。 

（差別行為等の禁止） 

第４条 市民等は、部落差別をはじめとするあらゆる差別行為及び差別事件・事象の発生を助長

する行為をしてはならない。 

（市の施策） 

第５条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉

の充実、産業の振興、就労の安定、教育・文化の向上及び市民等の人権意識の高揚を図るとと

もに、人権擁護の社会的環境の醸成等の施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

（啓発活動の充実） 

第６条 市は、市民等の人権意識の高揚を図り、差別を許さない世論の形成に寄与するため、き

め細かな啓発活動を行うとともに、人権啓発指導者の育成及び啓発組織の充実に努めるものと

する。 

（総合計画の策定及び調査等の実施） 

第７条 市は、前２条の諸施策を推進するため、総合計画を策定するとともに、定期的又は必要

に応じて各種の調査を行うものとする。 

（推進体制の充実） 

第８条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすために施策を効果的に推進するた

め、国、県及び人権関係機関・団体等との連携を深め、行政組織の整備・充実に努めるものと

する。 

  

 ５ 伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別 

  の撤廃に関する条例 
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（審議会） 

第９条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃及び市民等の人権擁護に関する事項

を調査審議する機関として、審議会を置く。 

２ 審議会の組織及び運営等に関する事項は、市長が別にこれを定める。 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成16年11月１日から施行する。 
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すべての人々の人権が尊重され、平和で自由と平等が保障される社会の実現は、私たち一人ひ

とりの願いであり、全世界共通の願いです。 

しかしながら、現実の社会生活においては、依然として人権が侵害されるさまざまな事象が起

こるなど、予断と偏見による差別意識がなお根強く存在しています。この問題を解決することは

国民的緊急課題であり、私たち市民に課せられた責務であります。 

私たちは、人権が確立される地域社会を目指し、市民がともに学びあい、実践し、自らの人権

意識を高め、より豊かで確かな人権感覚を身につけ、部落差別をはじめとするあらゆる差別を撤

廃し、人権尊重の輪を大きく広げていかなければなりません。 

私たちは、日本国憲法及び世界人権宣言の基本理念に基づき、すべての市民の人権が保障され

る明るく住みよい地域社会を築くため、ここに人権尊重都市「伊賀市」を宣言します。 

 

 

平成17年９月２６日                           伊 賀 市 

 ６ 伊賀市人権尊重都市宣言 
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【伊賀市公営住宅等長寿命化計画】 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）

第３条に基づき、居住環境、伊賀の地域で自分たちにふさわしいくらしを支える住宅の環境がど

うあるべきか考え、それぞれの地域性を取り入れ“伊賀の住まいとくらし”の実現をめざして創り

あげていく計画です。 

 

【伊賀市住生活基本計画】 

住生活基本法(平成18年法律第61号)第７条に基づき、居住環境、伊賀の地域で自分たちにふ

さわしいくらしを支える住宅の環境がどうあるべきか考え、それぞれの地域性を取り入れ“伊賀の

住まいとくらし”の実現をめざして創りあげていく計画です。 

 

【伊賀市人権同和教育基本方針】 

伊賀市教育委員会が2007(平成19)年4月27日に策定したもので、さまざまな人権問題の解決

には、教育の果たす役割が大きく、部落差別の解消なくしてはわが国の人権の確立はないという基

本認識に立ち、生涯にわたる学習機会の一層の充実に努め、市民一人ひとりが人権問題に主体的に

かかわり、日々の生活の中で人権を尊重し、実践していく「人権文化」の創造をめざすため、教育

分野における人権同和教育推進のための基本方針を定めたものです。 

 

【伊賀市地域防災計画】 

災害対策基本法（昭和36年法律第233号）第42条の規定に基づき、伊賀市防災会議が、地

域に係る災害に関し、市内の災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興等に関する事項を定

め、市、指定地方行政機関、指定公共機関等の行う防災活動を総合的かつ計画的に実施するこ

とにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、地域社会の安全と市民福祉

の確保を図るための計画です。 

 

【伊賀市暴力団排除条例】 

暴力団の排除を推進し市民の安全で平穏な生活を確保し社会経済活動の健全な発展に寄与

することを目的に2011(平成23)年3月に制定された条例です。 

 

【インターンシップ】 

会社などでの一定期間、学生が在学中に企業に体験入社する制度です。 

 ７ 用語の意味 

ア行 
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【オールロマンス事件】 

1951(昭和26)年京都市において、市の職員が雑誌「オールロマンス」に小説「特殊部落」を

寄稿しました。 

この小説は同和地区の人びとをきわめて差別的に描写したものでありました。この事件で部落

解放委員会（部落解放同盟の前身）は、市行政が部落の劣悪な状況を放置していたことが差別を助

長する大きな原因であると行政の責任を指摘しました。この結果京都市は、部落対策の総合計画を

作り、同和行政推進のための積極的施策を行っています。 

この事件が以後の地方公共団体の、同和行政への取り組みを推進させるきっかけになったとい

われています。 

 

 

 

【高齢化率】 

国連は65歳以上を高齢者としていますが、高齢化率は、65歳以上の高齢者人口が総人口に

占める割合をいいます。わが国の高齢化率は、2017（平成２９）年に27.3％となり、世界で

最も高い高齢化率となっています。 

 

【コミュニティ】 

一定の地理的範域に居住し、共属感情を持つ人びとの集合体をさします。 

 

 

 

【災害時要援護者避難支援プラン】 

地震等による犠牲者の多くは、高齢者を中心とした、いわゆる災害弱者といわれる人々でし

た。こうした地震等の自然災害に関わる高齢者等の被災状況について、課題が残り、地域防災

のあり方が問われることとなりました。こうした中で、国は「災害時要援護者の支援ガイドラ

イン」を策定し、本市においても、要配慮者の避難にあたって支援が必要となる人を特定し、

地域において支援し、どこの避難所に避難させるかを定める「個別計画」を策定するための計

画です。 

 

【差別落書き発生時の対応マニュアル】 

差別落書きの定義など通報から確認までの初動手順を示し、確認後の措置方法等についての手

順を示したマニュアルです。 

 

 

カ行 

サ行 



 
                                      資料編 

- 10 - 

 

【差別落書きの情報提供に関する覚書】 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律及びあらゆる差別撤廃条例に基づき、市民の人権を守

るため、あらゆる建造物に対する差別落書き等を発見と未然防止を図るため、伊賀市と伊賀市内の

集配郵便局と「差別落書き等の情報提供」について、を2007(平成19)年2月15日に締結をした

覚書です。 

 

【人権教育及び人権啓発の推進に関する法律】 

人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による

不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権

教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかに

するとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的に2000(平成12)

年12月に公布・施行されました。 

 

【人権教育のための国連10年】 

東西冷戦後も民族紛争の激化、人権状況の悪化、差別の深刻化等国際的な状況を背景に、

1993(平成５)年にウィーンで開催された世界人権会議において、人権教育の重要性を確認す

るとともに、「人権教育のための国連10年」の構想が提唱されました。その後、1994(平成６)

年の第49回国連総会で、1995(平成７)年から2004(平成16)年までを「人権教育のための国

連10年」とする決議が採択されました。同時に「人権教育のための国連10年行動計画」を採

択し、人権教育を「知識と技術の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築す

るために行う研修、普及及び広報努力」であると定義しています。その目的は、①あらゆる教

育段階において人権教育を促進するためのニーズを評価し、効果的な戦略を策定すること、②

国際社会・地域・国内及び地方のレベルにおいて、人権教育のための計画と能力を形成し、強

化すること、③人権教育教材を開発すること、④マスメディアの役割と能力を強化すること、

⑤世界人権宣言を世界的に普及させることの5つをあげています。 

 

【人権が尊重される三重をつくる条例】 

1997(平成９)年に制定。「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と

権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならな

い」という世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、人権県宣言の趣旨にのっとり、不当な

差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するため、制定されたもの。そ

の目的は、人権尊重に関し、県及び県内で暮らし、又は事業を営むすべての者（以下「県民等」

という）の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同

和問題、子ども、女性、障がいのある人及び高齢者等の人権に関する問題への取組を推進し、

不当な差別のない、人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることです。 
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【人権が尊重される三重をつくる行動プラン（第３次）】 

第2次行動プラン(2011～2015)の計画期間の終了に伴い、その取組成果や課題を踏まえつ

つ、2016(平成28)年3月に策定されたもので、2015(平成27)年12月に改定の「三重県人

権施策基本方針（第２次改定）への変更に伴い、同基本方針に基づく具体的な取組を進めるた

めの行動計画(プラン)を2016(平成28)年3月に策定しています。計画期間は、2016(平成28)

年度から2019(平成31)年度の４か年としています。 

 

【人権県宣言】 

三重議会が、部落差別をはじめあらゆる差別をなくしていくため、全国にさきがけ1990(平

成２)年３月23日に決議。その内容は以下のとおりです。 

「民主的で平和な社会をつくるためには、あらゆる差別を撤廃し、すべての人々の人権が尊

重されることが必要かつ不可欠である。 

しかしながら、わが国における人権侵害は、今なお依然として存在しており、この問題を解

決することは国民的緊急課題である。 

よって、本県議会は、『人権県宣言』を行い、あらゆる差別を撤廃し、すべての県民の人権が

保障される明るく住みよい地域社会の実現を期する。 

以上、決議する。」 

 

【人権擁護施策推進法】 

1996(平成８)年12月公布、1997(平成９)年３月から施行された人権擁護施策推進のため

の法律。人権の尊重の緊急性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別

による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんが

み、人権の擁護施策の推進について国の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、

人権の擁護に資することを目的とし、５年間の時限立法として成立。同法に基づき1997(平成

９)年５月に人権擁護推進審議会が法務省に設置されました。 

 

【生活習慣病】 

心臓病・高血圧症・糖尿病・癌・脂質異常症など、不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒な

どの生活習慣に起因すると考えられる病気。従来は成人病と呼ばれてきたが、1996(平成 8)

年に厚生省（現厚生労働省）がこの名称を導入しました。 

 

 

 

【地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（地対財特法）】 

1987(昭和62)年３月31日制定され、地域改善対策特別措置法の期限切れを受けて成立した同

和対策事業にかかわる財政措置のみを定めた法律です。 

 

 

タ行 
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【地域改善対策特別措置法（地対法）】 

1982(昭和57)年３月31日に制定、同年４月１日に施行されたもの。歴史的社会的理由によ

り生活環境等の安定向上が阻害されている地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び

福祉の向上等に寄与することを目的に、生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充

実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する政令で定める事業の円滑な実施を図るた

め特別な措置に関して定めたもの。同和対策事業特別措置法の期限切れに伴い、名称を変えて

これに代わって制定されました。1987(昭和62)年３月31日までの５年間を期限とする時限

立法です。 

 

【地域改善対策協議会意見具申】 

歴史的社会的理由より生活環境等の安定向上が疎外されている地域改善対策として推薦すべき

施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議し、1986(昭

和61)年12月11日に内閣総理大臣と関係大臣に「今後における地域改善対策について」の意見具

申を行い「基本的認識」「今日的課題」「実績と今後の課題」「今後の地域改善対策のあり方」を示

されました。 

 

【同和対策事業特別措置法（特別措置法）】 

1969(昭和44)年に、同和地区の生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安

定、教育の充実、人権擁護活動の強化を図り、地区住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与

することを目標として交付されました。 

 

【同和対策審議会答申】 

内閣総理大臣の諮問機関として設けられた同和対策審議会が1965(昭和40)年８月11日、

「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本方策」について審議した結

果をまとめた答申で、同和問題の解決は国の責務であり、国民的課題であるとしています。 

 

【同和地区】 

被差別部落をさす行政用語です。1969(昭和44)年に制定された同和対策事業特別措置法に

より、国及び地方公共団体は、被差別部落を対象にした特別対策事業を実施することになりま

した。しかし、行政が被差別部落の範囲を規定することはできないため、地元関係者との協議

の中で、特別対策事業を実施する対象範囲を定めることになりました。これが「同和対策事業

対象地域」であり、行政はこれを被差別部落つまり同和地区と見なすことになりました。この

作業を地区指定とよんでいます。なお、同和対策事業の執行を受け入れなかった被差別部落も

存在します。そこでは当然のこととして、特別対策事業を実施する対象範囲を定める作業は行

われておらず、これを未指定地区とよんでいます。 

なお、「法」の失効後において、一部に「同和地区」と「同和対策事業対象地域」とを混同
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する動きがあります。いずれにせよ、「同対審」答申をはじめ、「法」の制定以前から同和地区

という呼称は使用されており、「法」の失効は、この呼称に変更を求めるものではありません。 

 

【同和問題啓発推進マニュアル】 

職員の同和問題に対する基本姿勢をはじめ、各部長以下各部署の所属長自らが同和問題解決

に向けた推進者となり、人権意識の定着、浸透、問題点・課題の掘り起こしに努め、正規職員、

嘱託・臨時職員等を問わず、すべての職員を対象として同和問題に対して取り組むための啓発

推進マニュアルです。 

 

【トライアル雇用】 

厚生労働省では、就職を希望する者（以下「対象労働者」といいます）を対象とするトライ

アル雇用事業を2003(平成15)年４月から開始しています。 

Ⅰ 一般トライアルコース 

・生活保護受給者 ・母子家庭の母等 ・父子家庭の父 ・日雇労働者 ・季節労働者 

・中国人残留邦人等永住帰国者 ・ホームレス ・居住喪失不安定就労者 

Ⅱ 障がい者トライアルコース 

Ⅲ 障がい者短時間トライアルコース 
  

事業主は、ハローワークが紹介する対象労働者を短期間（原則として３か月間）試行的に雇

っていただき、その間、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用の

きっかけ作りを図ります。企業は、トライアル期間中に対象労働者の適性や業務遂行可能性な

どを見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。また企業は、このトライア

ル雇用に対して一定の奨励金の支給を受けることができ、雇い入れにかかる一定の負担軽減が

図られます。対象労働者にとっても、企業の求める適正や能力・技術を把握することができ、

トライアル雇用中に努力することで、その後の本採用などに道が開かれます。 

 

 

 

【寝た子を起こすな】 

同和問題をいまさら取り上げる必要はなく、このまま放置しておけば社会の進化に伴って自然に

解消するという考え方です。 

同和問題は、現実に起きている社会問題です。差別は日本の社会の仕組みの中や私たちの身近に

もさまざまな形で存在しています。「寝た子を起こすな」という考え方では差別の解消につながら

ないばかりか、かえって差別を拡大する結果を招くことにもなります。また、差別のない社会をめ

ざすには、あまりにも消極的な姿勢であるといえます。 

ナ行 
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この社会にいまだに根強く残されている不合理や偏見を取り除くことを自らの課題としてとら

えなおし、私たち一人ひとりが何をするべきかを考え行動に移していくことが大切です。 

 

 

 

【パブリックコメント】 

市民と行政が協働して市政の推進を図ることを目的に、市の基本的な政策の策定にあたり、

広く市民に策定しようとする政策についての趣旨、目的、内容、その他必要な事項を公表し、

公表した政策案に対する有益な市民の意見を政策に反映させるための制度です。  

 

【バリアフリー】 

障がいのある人や高齢者等のための物理的な障壁を取り除くことをさしていましたが、今日

では、物理的な障壁のみならず、制度、文化・情報、意識等生活全般にわたる障壁を取り除く

ことをさしています。 

 

【避難行動要支援者】 

災害時に支援を必要とする「６５歳以上で一人暮らしの人」「65歳以上のみの世帯の人」「要介

護３から要介護５までの介護認定を受けている人」「身体障害者手帳の交付を受けている人」「療育

手帳の交付を受けている人」「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人」「乳幼児、妊婦、外

国人居住者など、災害発生時において避難情報の入手、避難の判断又は避難行動を自ら行うことが

困難な人で要配慮者として市長が認める人」のうち、支援を希望し、必要な個人情報を提供するこ

とに同意して「避難行動要支援者支援者制度」に登録した人のことです。 

 

【部落差別の解消の推進に関する法律】 

  2016（平成28）年12月16日に施行され、「現在もなお部落差別は存在する」と明記し、

部落差別は許されないものであるとの認識の下、これを解消することが重要な課題であるとし

て、国や自治体の責務、相談体制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態に係る調査の実施に

ついて規定しています。 

 

【部落分散論】 

「部落民は集団的に固まって住んでいるから差別されるのだ。分散すれば差別はなくなる。」

という考え方をいい、差別の存続理由を被差別者側に押し付ける考え方です。 

 

 

ハ行 
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【マニフェスト】 

政権公約、選挙公約集のこと。選挙の際に政党や候補者などが示す政権綱領のこと。従来の選挙

公約が具体性を欠く抽象的なものであったことから、従来型の選挙公約と区別して政策の目標数値、

達成期限、財源の裏付けなどが具体的に明示された選挙公約をいいます。英語の「manifesto」は

もともと君主、政府、政党、団体などの宣言、声明（書）を意味します。ここでは「学校マニフェ

スト」のことで、各学校（園）「学力の向上」「人権同和教育の充実」「キャリア教育」の三つの教

育課題について「取り組み」と「達成目標」を具体的にあげ、保護者や地域へ提示することをいい

ます。 

 

【三重県人権教育基本方針】 

 三重県教育委員会が策定したもので、世界の人権教育と国際的な人権に関する条約に学ぶとと

もに、同和教育の理念や成果を人権教育の重要な柱として位置づけ、社会的に不利な立場にある

人の人権は侵害されやすいという現実を踏まえ、常に被差別の視点、人権侵害を被っている人々

の視点に立ち、さまざま人権問題を解消するため、学校教育や地域における社会教育を通して、

人権文化を構築する主体者づくりをめざしています。 

 

【三重県人権施策基本方針(第２次改定)】 

 1997(平成9)年に制定した「人権が尊重される三重をつくる条例」に基づき、1999(平成

11)年3月に策定しました。人権の尊重が人類にとって普遍的な原理であるとする国際的な考え

方と国内外の状況を踏まえながら、差別のない、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現

するための施策を総合的に推進するため策定しています。基本理念では、「公平な機会が保障さ

れ、自立した生活が確保される社会の形成」と様々な文化や多様性を認め合い、個人が尊重され

る共生社会の形成」をあげています。 

2006(平成18)年３月の第１次改定では、国連の人権教育のための世界計画や持続可能な開

発のための教育の10年の取組、わが国の人権教育及び人権教育及び人権啓発の推進に関する法

律の施行など、全面的に記述内容を書き換え、①人権が尊重されるまちづくりのため、②人権意

識の高揚のため、③人権擁護と救済のため、④人権課題のための4つに整理し、体系化して、第

１次改定としています。 

2015(平成27)年12月には第２次改定が行われ、第１次改定よりの基本理念を踏襲しつつ、

社会状況の変化、国における法整備や三重県における条例・計画の制定等を踏まえた修正・追加

に加え、「さまざまな人権課題」に、「災害と人権」、「貧困等に係る人権課題」、「北朝鮮当局によ

る拉致問題等」が追加され、県民がお互いの人権が尊重される社会の実現に向けて、推進にあた

る行政のあり方等について重点位置付けを行い、内容を充実しています。 

マ行 
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【ユニバーサルデザイン】 

高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製

品や建造物、生活空間などをデザインすること。アメリカのロナルド＝メイスが提唱した。そ

の7原則は、「（1）だれにでも公平に利用できること。（2）使う上で自由度が高いこと。（3）使

い方が簡単ですぐわかること。（4）必要な情報がすぐに理解できること。（5）うっかりミスが

危険につながらないデザインであること。（6）無理な姿勢を取ることなく、少ない力でも楽に

使用できること。（7）近づいたり利用したりするための空間と大きさを確保すること。」が提

唱されています。 
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凡例：【人】人権全般 【同】同和問題  

<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 国・県の動き 市の動き 

1947 昭22 【人】「教育基本法」公布 

【人】「日本国憲法」施行 

1951 昭26 【同】全日本同和対策協議会結成 

【同】オールロマンス事件起こる 

【同】県単事業環境改善補助制度設置 

1953 昭28 【同】全国同和教育研究協議会結成 

1955 昭30 【同】部落解放委員会を部落解放同盟と改称

1958 昭33 【同】「同和問題閣僚懇談会」設置を閣議決定

1959 昭34 【同】<伊>同和対策として、環境改善事業を実施

1960 昭35 【同】同和対策審議会設置 

1961 昭36 【同】内閣総理大臣から同和対策審議会に対

し、「同和地区に関する社会的及び経済

的緒問題を解決するための基本的方

策」について諮問 

【同】<上>「同和対策推進要綱」を定めるととも

に民生部厚生課を事業窓口と定める。市長

の諮問機関として「部落対策委員会」設置

【同】<上>市議会に「部落対策特別委員会」設置

1962 昭37 【同】県同和対策室設置  

1963 昭38 【同】<上>部落対策委員会を「同和対策委員会」

に改称 

【同】<上>環境改善モデル事業始まる（3年計画）

1965 昭40 【同】同和対策審議会答申  

1966 昭41 【同】同和対策協議会設置 【同】<上>八幡町教育集会所完成 

【同】<伊>同和教育研究会結成 

【同】<伊>文化館(隣保館)完成 

1967 昭42 【同】全国解放教育研究会結成 

【同】「全国同和地区実態調査」実施 

 

1968 昭43 【同】壬申戸籍の公開停止 

1969 昭44 【同】「同和対策事業特別措置法」公布 【同】<上>下郡教育集会所完成 

【同】<上>住宅地区改良事業の地区指定を受ける

【同】<上>同和対策委員会を「同和対策審議会」

に改称 

【同】<上>「部落対策特別委員会」を「同和対策

特別委員会」に改称 

1970 昭45 【同】<上>住宅地区改良事業始まる 

【同】<上>同和教育基本方針策定 

1971 昭46 【同】「全国同和地区調査」実施 

【同】三重県同和対策長期計画策定 

【同】<伊>教育集会所完成 

1972 昭47 【同】<上>八幡町市民館完成 

【同】<伊>学校同和教育研究会の結成 

【同】<伊>小集落地区改良事業竣工式 

【同】<青>老川教育集会所完成 

【同】<青>同和対策審議会設置 

1973 昭48 【同】三重県同和教育基本方針策定 【同】<青>同和対策総合計画策定 

1974 昭49 【同】<上>下郡市民館完成 

1975 昭50 【同】「全国同和地区調査」実施 【同】<伊>同和問題審議会設置 

【同】<青>教育基本方針策定 

 

行  ８ 同和施策のあゆみ 
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凡例：【人】人権全般 【同】同和問題  

<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 国・県の動き 市の動き 

1976 昭51 【同】<上>寺田教育集会所完成 

【同】<上>共同浴場しろなみ湯完成 

【同】<青>同和教育推進協議会を結成 

1977 昭52 【同】<上>寺田市民館完成 

【同】<伊>同和問題審議会答申 

1978 昭53 【同】「同和対策事業特別措置法」3年延長 【同】<伊>文化センター（隣保館）竣工 

【同】<伊>児童館竣工 

【同】<伊>大型共同作業所竣工 

1979 昭54 【人】<伊>人権問題地区別懇談会実施 

1980 昭55 【同】差別をなくす企業全国集会開催 

【同】三重県同和保育指針策定 

【同】<上>しろなみ児童館完成 

1981 昭56 【同】同和対策協議会から「今後における同

和関係施策について」意見具申 

1982 昭57 【同】「地域改善対策特別措置法」施行 

【同】地域改善対策協議会設置 

【同】<上>同和教育研究協議会を結成 

【同】<青>青山文化センター完成 

1984 昭59 【同】地域改善対策協議会から「今後におけ

る啓発活動のあり方について」意見具

申 

【人】<青>法務省より人権モデル地区指定 

【人】<青>人権モデル地区宣言 

【人】<青>人権モデル地区推進委員会結成 

1985 昭60 【人】<青>人権問題に関する意識調査実施 

1986 昭61 【同】地域改善対策協議会から「今後におけ

る地域改善対策について」意見具申 

【人】<上>市内19ブロックに人権啓発草の根運

動推進会議が組織される 

【同】<青>同和地区実態調査 

1987 昭62 【同】地域改善対策協議会設置 

【同】「地域改善対策特定事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律(地対財特法)」

3.31制定、4.1施行 

【同】えせ同和行為対策中央連絡協議会設置

【同】<上>改良住宅620戸完成 

1988 昭63 【人】<伊>世界人権宣言40周年伊賀町実行委員

会結成集会 

1989 平元 【同】<伊>青少年活動センター完成 

1990 平2 【人】「人権県宣言」三重県議会が議決 

【同】県「同和地区生活実態調査」実施 

【同】県「同和地区住環境実態調査」実施 

【同】県「三重県同和保育基本方針」策定 

1991 平3 【同】地域改善対策協議会から「今後の地域

改善対策について」意見具申 

【同】<伊>同和問題審議会答申 

【人】<伊>人権問題に関する町民意識調査実施 

1992 平4 【同】地域改善対策事業の内10事業が一般事

業へ移行 

【同】「地対財特法」5年延長 

【人】<伊>人権町宣言 

【人】<伊>人権啓発推進本部設置 

【人】<阿>「人権・同和問題連続講座」第１回開

催 

【人】<大>人権啓発推進会議設置 

【人】<大>人権尊重村宣言 

【同】<大>「同和教育基本方針」策定 

【人】<大>人権啓発推進協議会結成 

【同】<大>学校同和教育研究会結成 

【人】<青>人権尊重のまち宣言 

【同】<青>同和対策事業の残事業調査 
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凡例：【人】人権全般 【同】同和問題  

<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 国・県の動き 市の動き 

1993 平5 【同】「同和地区実態把握調査（地区概況調査、

生活実態調査・意識調査）」実施 

【人】<上>人権尊重都市宣言 

【同】<上>同和対策審議会から「同和問題の残さ

     れた課題とその解決施策について」意見

具申 

【同】<伊>部落差別撤廃条例制定 

【同】<伊>老人憩いの家開所 

【人】<島>人権尊重の村宣言 

【人】<島>人権同和教育推進協議会結成 

【人】<阿>人権尊重の町宣言 

【人】<阿>人権啓発推進会議設置 

【人】<阿>人権啓発推進協議会設置 

【同】<大>人権問題に関する大山田村民意識調査

実施 

【同】<大>同和教育研究会結成 

1994 平6 【人】<大>人権啓発地区別懇談会開始 

【同】<大>解放保育研究会を結成 

【人】<青>「部落差別撤廃条例」制定 

1995 平7 【人】内閣に「人権教育のための国連10年推

進本部」設置 

【人】「人種差別撤廃条約」批准 

【同】「三重県同和対策総合計画」策定 

【同】三重県同和地区生活実態調査実施 

【人】<上>「上野市における部落差別をはじめあ

らゆる差別の撤廃に関する条例」施行 

【同】<伊>同和対策総合計画策定 

【同】<阿>学校同和教育研究会設立 

【人】<大>「大山田村における部落差別をはじめと

するあらゆる差別撤廃に関する条例」施行 

1996 平8 【同】地域改善対策協議会から「同和問題の

早期解決に向けた今後の方策の基本的

なあり方について」意見具申 

【同】「同和問題の早期解決に向けた今後の方

策の基本的なあり方について」閣議決定

【人】「人権擁護施策推進法」成立、’97.3施

行 

【人】「人権擁護推進審議会」設置 

【人】「三重県人権教育のための国連10年推

進本部」を設置 

【同】「三重県同和地区の生活実態調査報告

書」公表（’95調査） 

【人】<伊>人権問題に関する町民意識調査実施 

【同】<大>ライトピアおおやまだ（隣保館、教育

集会所）完成 

【同】<大>おおやまだ人権大学講座inライトピア

開始 

【同】<大>同和問題審議会設置 

【人】<青>人権問題に関する意識調査実施 

1997 平9 【同】地域改善対策事業(除く15事業)の終了

【人】「人権教育のための国連10年」に関す

る国内行動計画公表 

【人】「人権フォーラム21」設立 

【人】「人権が尊重される三重をつくる条例」

施行 

【同】<上>同和問題（部落問題）に関する市民意

識調査分析報告書」公表、95調査 

【同】<上>「平成７年度三重県同和地区生活実態

調査結果」（上野市分）公表 

【同】<上>リバティなかせ完成 

【人】<上>人権啓発地区草の根運動推進会議連絡

会発足 

1998 平10 【人】<島>「差別撤廃条例」制定 

【人】<阿>「人権が尊重される阿山をつくる条例」

制定 

【人】<阿>人権施策審議会設置 

【同】<大>「同和保育基本方針」策定 

【同】<大>人権・同和対策推進委員設置 

【人】<大>「人権教育のための国連10年」推進

本部設置 
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凡例：【人】人権全般 【同】同和問題  

<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 国・県の動き 市の動き 

1999 平11 【人】人権擁護推進審議会が「人権尊重の理

念に関する国民相互の理解を深めるた

めの教育及び啓発に関する施策の総合

的な推進に関する基本的事項につい

て」答申 

【同】「三重県同和教育基本方針(改定)」策定

【人】「三重県人権施策基本方針」策定 

【人】「人権文化創造をめざす啓発と三重県民

の意識の現状（1998年度人権問題に

関する三重県民意識調査報告書）」公表

【人】「三重県人権教育基本方針」策定 

【人】<上>「人権施策審議会条例」施行 

【人】<阿>地区懇談会「人権を考えるつどい」第

１回開催 

【同】<大>「人権問題に関する大山田村民意識調

査」実施 

【同】<大>「同和対策総合計画」策定 

【同】<青>「同和対策総合計画」策定 

2000 平12 【人】「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律」公布 

【人】人権擁護推進審議会から「人権救済制

度の在り方に関する中間取りまとめ」

が報告される 

【人】IMADR-Mie（反差別国際会議三重)設立

【人】<上>人権施策審議会設置 

【人】<上>「人権施策総合計画策定について」上

野市人権施策審議会に諮問 

【同】<伊>同和地区生活実態調査実施 

【人】<伊>人権問題に関する町民意識調査実施 

【人】<阿>「人権フェスティバル」第１回開催 

【同】<大>人権啓発推進協議会が大山田村同和教

育研究会に統合 

2001 

 

平13 【人】「みんなでＡ・Ｂ・Ｃ」「人権教育いき

いき学習プログラム」「学校同和教育

指導資料（三訂版）」発行 

【人】<上>人権施策審議会が「上野市人権施策総

合計画策定について」答申 

【人】<上>「人権施策総合計画」策定 

【人】<阿>「人権施策基本方針」策定 

2002 

 

平14 【人】県「人権教育一問一答集」発行 【人】<上>人権問題に対する上野市職員意識調査

の報告書公表 

【同】<上>同和対策審議会答申（特別措置法後の

同和行政） 

【人】<伊>伊賀町人権問題地区別懇談会モデル 

事業開始 

【人】<大>「人権教育のための国連10年行動計

画」策定 

【人】<大>「人権モデル地区」結成 

【人】<大>「毎月11日は人権を確かめあう日」

制定 

【人】<広>伊賀地区における部落差別をはじめと

するあらゆる差別撤廃に関する連絡協議

会設立 

2003 

 

平15 【人】<上>人権問題に対する上野市民意識調査

報告書公表 

【同】<伊>>部落差別撤廃審議会が「伊賀町にお

ける今後の同和行政のあり方について」

答申 

【人】<阿>人権問題に関する阿山町民意識調査実

施 

【人】<大>人権問題に関する大山田村職員意識調

査実施 

【人】<青>人権問題に関する意識調査実施 

【人】<青>「人権施策基本方針」策定 
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凡例：【人】人権全般 【同】同和問題  

<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 国・県の動き 市の動き 

2004 

 

平16 【人】第59回国連人権委員会において「人権

教育のための国連10年フォローアッ

プ決議」採択 

【人】第59回国連総会において「人権教育の

ための世界計画決議」採択 

【同】<上>上野市地区実態調査の報告書公表 

【同】<伊>「同和対策総合計画」策定 

【人】<伊>「人権施策基本方針」策定 

【人】<伊>「人権教育のための国連10年」後期

行動計画策定 

【人】<大>人権問題に関する大山田村民意識調査

実施 

【同】<大>同和問題審議会が「大山田村における

今後の同和行政のあり方について」答申 

【人】<大>大山田人権問題企業連絡会結成 

【伊賀市合併】 

【人】「伊賀市における部落差別をはじめとする

あらゆる差別の撤廃に関する条例」制定 

2005 

 

平17 【人】「人権教育のための世界計画決議」採択 【人】島ヶ原地区人権意識調査実施 

【人】阿山人権同和教育研究協議会設立 

【人】「伊賀市人権尊重都市宣言」 

2006 

 

平18 【人】「三重県人権施策基本方針（第1次改

定）」 

2007 平19 【人】「人権が尊重される三重をつくる行動プ

ラン」策定 

【人】「伊賀市人権施策総合計画」策定 

【同】「伊賀市人権同和教育基本方針」策定 

2008 平20 【同】「伊賀市同和施策推進計画」策定 

2009 平21 【人】「三重県教育基本方針」改定 【人】人権問題に関する市民意識調査実施 

2010 平22 【人】「人権教育ガイドライン」策定 

2011 平23 【人】「人権が尊重される三重をつくる行動プ

ラン（第2次）」策定 

【同】厚生労働省「今後隣保館が取り組むべ

き地域福祉課題を明らかにする実態

調査」実施 

【同】同和問題解決に向けた生活実態調査実施

2012 平24 【同】「伊賀市解放保育基本方針」策定 

【人】「第2次伊賀市人権施策総合計画」策定 

2013 

 

平25 【人】人権問題に関する三重県民意識調査実

施 

【人】人権問題に関する教職員意識調査実施

【同】「第２次伊賀市同和施策推進計画」策定 

2014 

 

平26 【同】「伊賀市人権同和教育基本方針（一部改

定）」 

2015 平27 【人】「三重県人権施策基本方針（第２次改

定）」 

【人】人権問題に関する市民意識調査実施 

2016 

 

 

平28 【人】「人権が尊重される三重をつくる行動プ

ラン（第３次改定）」策定 

【同】「部落差別の解消の推進に関する法律」

施行 

【同】同和問題解決に向けた生活実態調査実施

2017 

 

平29 【人】「三重県人権教育基本方針」改定 【人】「第３次伊賀市人権施策総合計画」策定 

 

 


