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伊賀市人権政策審議会（第１回）議事録 

 

平成２７年１０月２１日（水）１４時～１６時 

大山田農村環境改善センター２階 大会議室 

〔出席者〕（敬称略） 

伊賀市老人クラブ連合会 代表 阿波 晋子 

伊賀市障害者福祉連盟 代表 山本 志賀子 

伊賀市国際交流協会 代表 中原 慧敏 

伊賀市人権擁護委員協議会 代表 槌野 策司 

伊賀市校長会 代表 岩井 喜代子 

伊賀市人権同和教育研究協議会 代表 藤田 幸一 

住民自治協議会 代表 八尾 光祐 

住民自治協議会 代表 川極 ミサ子 

部落解放同盟伊賀市協議会 代表 松岡 克己 

伊賀公共職業安定所 所長 和田 理 

学識経験者（部落解放・人権研究所） 所長 谷川 雅彦 

学識経験者（反差別・人権研究所みえ） 研究員 稲垣 満佐代 

公募委員  高橋 春光 

   

人権生活環境部 部長 大橋 久和 

人権政策・男女共同参画課 課長 田中 克典 

人権政策・男女共同参画課人権政策係 副参事 岡澤 勝彦 

人権政策・男女共同参画課人権政策係 主任 西村 澄子 

人権政策・男女共同参画課人権政策係 主任 辻 幸則 

伊賀市人権施策推進会議 委員  

 

【事務局】  定刻になりましたので、これから第１回伊賀市人権政策審議会を開催

いたします。皆様にはご多忙のところ、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

 本審議会におきましては、「自治基本条例」の第８条２項並びに「情報公開条例」
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３５条の規定により、公開とさせていただいております。また、公開の方法につきま

しては、「審議会の公開に関する要綱」第８条の規定により、会議録の作成をさせてい

ただきますので、録音させていただきます。また、議事概要につきましては、皆様の

名前は入れない状態で発言内容としてまとめさせていただきますので、発言の際には、

マイクを通してお願いいたします。 

本日は、総委員数１６名中、１３名の出席をいただいております。出席者数が半数

以上おられますので、この会議が成立していることをご報告させていただきます。な

お、傍聴人は来ておりません。 

 それでは、はじめに、行政を代表して、大橋人権生活環境部長からご挨拶申し上げ

ます。 

 

【人権生活環境部長】  人権生活環境部長の大橋でございます。皆様方には、何か

とお忙しいところ、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。日頃は、市の人

権政策全般につきまして、何かとご指導、ご協力を賜っておりますことをこの場をお

借りしまして厚く御礼を申し上げたいと思います。また、皆様方には、それぞれの立

場で「差別のない、人権が尊重される地域づくり」のために、日夜ご尽力を賜ってお

りますことに対しましても、敬意を表させていただきたいと思っております。 

さて、本年は「人権」という意味ではいろいろと節目の年といわれています。「戦後

７０年」、「同和対策審議会答申が出されて５０年」、「部落地名総監が発覚して４０年」、

また「女子差別撤廃条約が批准されて３０年」、さらには「人種差別撤廃条約の批准か

ら２０年」というような、本当にいろいろな意味で節目の年と言われております。中

でも「同和対策審議会答申」につきましては、戦後の民主憲法において、日本国憲法

あるいは世界人権宣言の理念を具体化して前進をさせたという意味では、日本の人権

政策の大きなターニングポイントであったのではないか、と私は考えております。 

その中で伊賀市におきましても、合併と同時に「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」を制定するとともに、「人権尊重都市宣言」をいたしまして、

さまざま地域問題に取り組みをさせていただいて今日まで至っております。 

 さて、今、伊賀市内で起こっている差別事象について、若干紹介させていただきま

す。昨年度、社会事象として「部落差別発言」が４件、「個人を中傷する落書き」が１

件発生しております。また、学校現場においても、「障がい者の発言」が１１件、「外
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国人差別」が１件、「障がい者差別落書き」が１件発生をしている状況です。 

さらに、本年度につきましては、現在、社会事象の差別事件の報告はありませんが、

学校現場において、９月末現在、すでに３０件近い「障がい者の差別につながる発言」

が発生しております。これらにつきましては、子どもたちの口から発せられた発言で

すが、学校現場で起こっているというものの、子どもたちや学校教育の問題ではなく、

その発言が起こった経緯であるとか、その発言をさせた原因は家庭にあるとか、周り

の大人の影響があるということです。私たちは、これは大人社会への警鐘と考えてい

るところでございます。 

 これから、いろいろなところで地域での「地区別懇談会」が始まっていきますが、

その中でも、こういった子どもに影響を与えている今の状況を、きちんと懇談の中に

踏まえていただいて、やはり、大人の役割をきちんと自覚していただくような取り組

みの充実を求めていきたいと考えております。 

 本日は、本年度第１回の審議会ということで、昨年度の各取り組みの実績報告の確

認と人権施策総合計画に基づいて本年度の実施計画を確認させていただき、あわせて、

本年１月に実施しました「市民人権意識調査」の速報の段階ですが、その概要につい

て若干報告させていただきたいと思います。 

 限られた時間ではございますが、どうか活発なご議論をいただきまして、会議の進

行にご協力いただきますようお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきま

す。 

 

１．伊賀市人権政策審議会委員委嘱について 

【事務局】  それでは、事項書の１番「伊賀市人権政策審議会委員の委嘱」でござ

いますが、当審議会につきましては、人権政策に係る重要事項並びに部落差別をはじ

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調査、審議いただき、結

果を報告していただく、という役割となっております。そして、委員の任期は２６年

８月１日から２年間でお願いしているところですが、今回、６月１日付で４名の方を

委嘱させていただいております。すでに委嘱状はお届けさせていただいておりますが、

資料２の名簿の網掛けで表示させていただいております４名の方が新しく就任いただ

いた方でございます。このメンバーで開催させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 
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続きまして、会長につきましては、前回の会議で谷川委員にお願いしておりますが、

実は、副会長の池田委員が人事異動で変わられ、今回から新しく稲垣委員に来ていた

だいておりますが、副会長の選任については、どのように取り計らったらいいでしょ

うか。 

 

「事務局一任」の声あり 

 

【会長】  会長といいましても、私は、昨年度から会長を務めさせていただいてお

りまして、伊賀市の現状に熟知しているわけではございませんので、ぜひ、伊賀の状

況に詳しい学識経験者として、人権全般に認識の深い「反差別・人権研究所みえ」の

稲垣委員にお願いして、私の至らぬところをお助けいただければと思っておりますが、

いかがでしょうか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

【事務局】  ありがとうございます。異議なしということですので、副会長には稲垣

委員にお願いしたいと思います。それでは、副会長が決まったところで会長の谷川委

員からご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

【会長】  大変皆様お忙しい中、非常に重要なこの審議会にご参加いただきまして、

会長をおおせつかっております立場から、一言お礼とご挨拶を申し上げたいと思いま

す。 

私は、テレビを見ていてびっくりしたのですが、下関市で、障がい者施設で指導員

が障がいのある人を殴ったり、罵倒したりという大変な事件が起こりました。「まだこ

んなことが福祉の現場では起こっているのか」と思っていたら、今度は川崎市にある

高齢者施設、老人ホームで高齢者をヘルパーが虐待しているという映像がテレビから

飛び込んでまいりまして、本当にびっくりいたしました。障害者虐待防止法が制定さ

れて３年、見直しの時期を迎えている非常に大事な時期にこういった問題が起こった

わけでございます。 

今年は「新潟水俣病が公式確認されて５０年」という年です。来年は「熊本水俣
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病が公式確認されて６０年」という年にあたるわけです。５０年、６０年を経過した

日本の歴史に忘れてはならない、この公害を通じて引き起こった「差別」という問題

が、今も続いているということに私は驚かされました。「新潟水俣病５０年」の年に、

新たにお二人のご兄弟が公害認定されたわけでありますけれども、その方が新聞の取

材に、「これだけ申請が遅れた背景の一つに、自分が水俣病であることをオープンにし

てしまうと、差別されるのではないかということが非常に怖かった」と答えておられ

ました。先日、私は新潟、熊本にまいりましたが、ハラダマサズミさんたちが作って

きた取り組みを継承しておられます。熊本学園大学のハラダ先生のご案内で熊本の現

地をフィールドワークさせていただく機会がございまして、驚くべき事実をお聞きし

たわけです。中学校の子どもたちが修学旅行で県外に出て行く時に必ず行う授業があ

り、「どんな授業ですか？」と水俣市の中学校の先生方にお聞きすると、「県外へ行っ

た時に、『君たちどこから来たの？』と言われた時にどう答えるのか。『熊本県から来

ました。』『じゃあ熊本県のどこから来たの？』と言った後に、水俣市を名乗ることに

よって差別や人権侵害やトラブルが起こる。それが毎年繰り返される。その時のため

に学校では事前に時間を作って授業を行う。」と。これはある３０代の卒業生とお会い

した時ですが、「私は、先生に『もう熊本市と言っておきなさい。』と教えられました。」

というような経験もございました。 

水俣市の中学校のサッカー部の子どもたちが他校と交流試合をした時に、相手の選

手から「水俣病うつる」というようなことを言われて、試合が一時中断。これは地方

新聞にも大きな記事として取り上げられたようでございます。私が利用した熊本県の

タクシーの運転手さんのお話でも「つい最近も、水俣市出身であるということを理由

に結婚が破談になった」という、こんな差別のお話もわずか「水俣病資料館」から新

水俣駅の間の２０分ほどの間で語ってくれました。 

もう一つは、先日、私が知り合いになりました「全国自死遺族連絡会」の代表を務

めておられる方から私、大変なお話をお聞きしました。被差別部落出身の方が亡くな

った後にお墓に入る時に「戒名」を付けていただく。この戒名の中に「この人は被差

別部落の出身だということが分かる戒名が付けられていた」ということが大変大きな

問題になって、いくつかの宗教教団がこういった戒名を付けたことを反省して「その

お墓を全部造り直したりするというような作業を今も続けている。」という現実があ

ったわけです。実は、自死で亡くなられた方の戒名の中にも自死で亡くなったのだと



- 6 - 

いうことが分かる戒名が付けられているという現実があることをお聞きしました。 

１２月にこちらにお呼びする、トランスジェンダーの当事者の方、ＬＧＢＴと一般

的によく言われますけども、そういった性的マイノリティの方、「体は男だけれども、

心や性の対象になる人が体とは違う場合もある」とか、また、「自分は男性だけれども、

性指向は男性である」という方ですとか、ある調査によりますと、実に１３人に１人

という割合でこの社会にいる。決してイレギュラーなことではなくて、当たり前の問

題だということが明らかになってきたわけです。 

今、申し上げたようなことを考えますと、「差別という問題」「人権という問題」は

決して特別な問題ではなくて、私たちの身近に存在する、私たちがいつ当事者になる

かも分からない問題です。この差別をなくしていく、人権をしっかりと守っていく、

そういう社会を作れるかどうかということは、私たち一人一人がどんな社会で生きて

いくのか、どう素晴らしく生きていくのかという、実に当事者だけの問題ではなくて、

みんなに共通する大事な問題であるわけです。 

 この審議会は、そういった社会を作るために、今、どんな課題があって、今、与え

られた伊賀市の条件の中で、どんなことを優先的に取り組んでいくのかということを

しっかりご議論いただいて、市に対して方向性をご提案する。そういう重要な審議会

であると心得ております。第２次計画の実施状況、こういったことをご報告いただき

ながら、その中から見えてきた問題や、今年の１月に実施をされました「人権意識調

査」の中で出てきた成果や、また、明らかになった課題をしっかり踏まえながらこの

審議会の議論を進めていっていただきたいなと思います。限られた時間ではございま

すが、どうぞ最後までご協力のほどよろしくお願いしまして、会長のあいさつとさせ

ていただきます。 

 

【事務局】  ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただきたいと

思います。審議会条例の第６条の規定によりまして、議事の進行は、会長が議長とな

ると決まっておりますので、谷川会長、よろしくお願いいたします。 

 

【会長】  それでは、私のほうで議長を進めさせていただきます。事項書に沿って

議事を進めたいと思いますので、議事進行にご協力をお願いいたします。まずはじめ

に、事項書２（１）の「第２次人権施策総合計画について」でございますが、事務局
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から計画に関する説明をお願いいたします。なお、ご意見、ご質問につきましては、

説明の後、一括してお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

２．（１）第２次人権施策総合計画について 

【事務局】  それでは、第２次伊賀市人権施策総合計画について、昨年度の審議会

でも説明をさせていただいておりますが、初めての方もおられますので、簡潔に説明

させていただきます。この計画は「伊賀市人権尊重都市宣言」の理念及び「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」第７条に基づく人

権に関する総合計画であり、一人ひとりの生命が大切にされ、誰もが尊重される人権

文化のまちづくりを進める上で行政が取り組むべき指針となるものでございます。 

計画の基本理念は、市民一人ひとりが差別の現実に目を向け、人権問題に関心を持

ち人権が尊重されるような考え方に立ち、「お互いを尊重し、誰もが輝く人権文化都市」

の実現をめざします。取り組むべき施策といたしましては、人権意識の高揚、人権擁

護と救済、人権が尊重されるまちづくりの３本柱を基本に個別の人権課題の解決に向

けて取り組むこととしています。 

その計画の体系は、施策分野①人権意識の高揚のための施策、施策分野②人権擁護

と救済のための施策、施策分野③人権が尊重されるまちづくりのための施策、施策分

野④人権課題の解決に向けての施策、以上４つの施策分野ごとにそれに係る項目を設

け施策項目を設定し各事業に取り組んでいます。今回お配りいたしました資料は、行

政が取り組んでおります事業を施策分野の項目ごとに一覧にまとめたものでございま

す。 

 

【会長】  ありがとうございました。以上、事務局から説明がございましたが、皆

様からご意見、ご質問、何かございませんでしょうか。この２次計画が、今、最終段

階を迎えているということでございます。ご意見ございませんでしたら、次の議題に

進みたいと思います。 

次に、事項書２の（２）「２０１５年度実施計画の確認について」でございますが、

事務局から説明をお願いします。なお、報告の分量がかなり多いものです。ご意見、

ご質問については、同じく全部の説明の後、一括してお受けいたしますので、よろし

くお願いします。 
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２．（２）２０１５年度実施計画の確認について（第２次人権施策総合計画） 

【事務局】  本年度の実施計画につきましては、毎年、昨年度の実績と本年度の実

施計画について、関係する各課から報告を受けております。先日配布いたしまして、

本日ご持参いただきました資料でございます。本日は、事業項目だけでも約３００以

上、各事業は約９００ありますので、施策分野ごとに主なものについて、ポイントを

絞ってご議論いただきたいと思います。 

まず、「人権政策を進める上での実態把握と効果測定」について、分厚い資料９ペー

ジ通番４５番をご覧ください。６年前の平成２１年度に実施いたしました「伊賀市民

の人権問題に関する意識調査」でございますが、これにつきまして、昨年５年目にあ

たりましたので、本年１月に市民２，０００人を対象に、前回同様の人権問題に関す

る市民意識調査を実施いたしました。この調査の概要と調査結果の報告につきまして

は、まもなく集計分析が終わる見込みでございます。本日は、後の項で調査の概要を

説明させていただきます。 

 

【会長】  それでは、次に、人権意識高揚のための施策について、引き続き説明を

お願いします。 

 

【事務局】  人権意識の高揚のための施策につきましては、毎年数値目標を設定し

取り組んでいるところでございます。事項書の最後に資料３という資料を付けさせて

いただいてございます。目標数、数値目標の２６年度実績と、２７年度の目標を掲げ

てございます。 

それでは、この資料３を見ていただきながら、分厚い資料を見ていただきたいので

すが、資料１８ページ通番７９でございます。地区別懇談会開催地区数並びに参加者

数でございます。昨年度は１０５地区で開催され、延べ４，９２０人に参加いただき

ました。本年度も同等数の参加者数を見込んでおります。当課といたしましても、地

区懇談会の開催が地域での人権啓発の一番有効な手段として効果的であると捉え、私

たち職員が参加することはもとより、地域の自主的開催・住民参加をめざして、地域

でのリーダー養成を目標に、上野地区ではモデル事業、フォロー事業を数年前から実

施し、本年度につきましてもステップアップ事業を開催いたしました。一人でも多く
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の人に地区別懇談会へ参加いただけるように取り組んでいるところでございます。 

引き続きまして、６０ページ通番２２１をご覧ください。市民対象の人権大学講座、

連続講座についてです。これにつきましては、上野地区ではゆめぽりすセンターにて

「部落解放・人権大学講座」を実施しており、講座を終えたアンケートでは「良かっ

た」「とても良かった」という回答が、９３．９％になっております。大山田地区では、

ライトピアおおやまだで人権大学講座が実施され、１，０００人を超える修了生が地

域や職場の人権リーダーとして活躍されています。青山地区では、青山文化センター

で連続講座を実施しており、青山支所管内だけでなく、市内全域から多くの参加者を

迎え、人権リーダーの育成を図っております。一人でも多くの参加を呼びかけること

により、多くの修了生が地域の人権リーダーとして、人権問題の懇談会において、旗

振り役を担えるところまでの意識と資質を持つことを目標に取り組んでおります。 

引き続きまして、３３ページ通番１３９をご覧ください。差別をなくす強調月間の

推進についてです。今日もお手元にパンフレットを置かせていただいてあります。毎

年１２月の差別をなくす強調月間では、本庁（上野地区）や各支所で講演会などを企

画し、人権作品の表彰や作文朗読を実施することにより、年齢層を問わず、広く市民

に人権啓発をしております。例えば、「人権を考える市民の集い」実施後のアンケート

では、おおむね９５％以上の人が「良かった」と回答しております。目標といたしま

しては昨年を上回る、市全体で２，０００人の参加をめざしております。 

 

【会長】  先ほど地区別懇談会開催にあたり、地域における人材育成が必要とのご

説明があったと思うのですが、人権に関わりの深い職業従事者に対する人権教育・啓

発をどのように推進しているのか、ご説明をお願いしたいと思います。 

 

【事務局】  それでは、資料４４ページ通番１７７番をお開きください。人事課に

おきましては、すべての職員が同和問題についての理解と認識を深めるために、職員・

同和問題研修会（特別研修）を嘱託・臨時職員も含めて１，８００人を対象に実施し、

各職場２回以上の職場研修の実施と、居住地で開催される研修機会への一人１回以上

の参加を目標にしております。各課、各支所での地域の地区別懇談会に参加すること

や講演会へ参加することを周知徹底し、市職員が部落差別をはじめとするあらゆる差

別の理解と認識を深めるのはもちろんのこと、地域の人権リーダーとして牽引役を担
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えるように人材の育成をめざしております。 

 

【会長】  続いて、人権擁護と救済のための施策として差別事件への対応マニュア

ルや人権救済制度の確立のための法整備について、いかがでしょうか。 

 

【事務局】  はい、それでは引き続きまして、資料７２ページ通番２７２番をご覧

ください。差別事象が発生した場合の対応のマニュアル化につきましては、本庁・各

支所ともマニュアル化しており、フローチャートで整理し、必要に応じて人権侵害対

策本部の設置についてもマニュアル化されております。 

続きまして、資料８１ページ通番３１４番ですが、人権侵害救済制度の確立に向け

ては、県や東海市長会に向けて法整備確立のための要望を引き続き粘り強く進めてい

るところでございます。 

 

【会長】  人権尊重のまちづくりのための施策について説明をお願いします。 

 

【事務局】  はい、資料８８ページ通番３４５番でございますが、人権・同和教育

研究協議会との連携ということにつきましては、各支所や隣保館、生涯学習課が各同

研と連絡を密にして研究大会に参加したり、各同研と協働して事業を進めたりしてお

ります。部落解放同盟伊賀市協議会との連携につきましても、同和課や人権政策・男

女共同参画課をはじめ、各支所・隣保館と情報交換や事業を進めるにあたって連携を

図っております。 

また、資料９７ページ通番３８６番、人権問題企業連絡会の設立支援についてです

が、商工労働課を中心に現在設立に向けて進めており。企業においてあらゆる差別の

解消に向けて自主的な活動ができるよう、賛同をいただける企業や商工団体と協議を

行いまして、参加企業数５０社を目標に、伊賀市人権学習企業連絡会の設立を１１月

に予定しております。 

 

【会長】  はい、ありがとうございます。人権施策推進にあたっては、行政のみな

らず、市民、団体、企業との連携、協働が必要であることから、それらの支援も含め

まして議論をいただきたいと思います。事務局から説明をお願いします。 
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【事務局】  はい、一部重複するかもしれませんが、資料８２ページ通番３１５番

以降、多様な主体との協働の推進でございます。人権教育の推進という面からは、中

学校区内の保育所（園）、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、隣保館、運動団体、人

権草の根運動推進会議の代表者等で連絡協議会をつくり、一体となって人権・同和教

育の研究や地区別懇談会を開催し、学習や啓発を行っております。 

また、当事者や市民の参加推進といたしましては、資料９８ページ通番３９０番か

らでございます。人権政策・男女共同参画課では、審議会などの委員や地域の役員へ

登用できる人材育成の一つとして、クローバーカレッジ修了生を人材バンクに登録し、

男女共同参画推進のリーダーとして人材を活用しております。市民生活課では、多文

化共生事業を通じて企画から外国人の参加を呼びかけ、異文化理解や外国人住民の人

権尊重に取り組んでいます。障がい福祉課では、伊賀市障害者福祉連盟と連携、協働

して啓発活動を行っています。また、福祉相談調整課では、伊賀市要保護児童及びＤ

Ｖ対策地域協議会を通じて各機関との連携を深めて啓発につなげております。 

 

【会長】  ありがとうございました。非常にたくさんある資料の中からご説明をい

ただいきましたが、委員の皆様からご意見、ご質問をお受けしたいと思いますが、い

かでしょうか。 

 

【委員】  地区別懇談会のやり方と内容を教えていただきたいのですが。 

 

【事務局】  支所ごとで少し違いますが、上野地区の場合、自主開催のための勉強

会を３～４年ほどしており、その題材を使って、グループ討議型の地区別懇談会を進

めさせていただいています。題材は、部落差別はもちろん、外国人、障がいのある人、

それから、ＬＧＢＴ等といった課題も入れて、３問程度をグループ討議で話し合って

いただいております。 

それぞれの支所では、今までの取り組みの経過もありますので、行政職員が中心と

なった形で進めているところもありますが、そのためには、地区別懇談会の前に事前

学習会を行い、資質を高めるという取り組みをしています。ただし、いずれにしても

現場では参加者がグループ討議で意見を出し合い、人の意見を聞いて学習するという
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形で行っています。 

 

【委員】  そのグループ討議は何人ぐらいですか。 

 

【事務局】  地区や会場にもよりますが、少ない時は２０人ぐらい、多い時では４

０人以上の場合もあります。 

 

【委員】  「地区」とはどういう単位ですか。「まち」、「区」、「組」とかいろ

いろありますが。 

 

【事務局】  基本は「区」単位です。 

 

【委員】  この数値目標の中に「人権問題の地区別懇談会の参加者数」というもの

があって、各地域での参加者の数値目標を挙げてもらっていますが、伊賀支所は３，

０００人という人数なのですが、今の説明では、１回４０人ぐらいということですが、

２８地区で３，０００人となると、１地区あたり１００人以上が参加している地区懇

があるということですよね。この辺り少し理解ができません。他の地区と比較しても、

他の地区は２０～３０人の地区懇に対して、伊賀支所は突出して参加者が多いので、

この説明をお願いします。 

 

【伊賀支所長】  伊賀支所では、何年か前から、年度当初に、人権同和問題地区別

懇談会を「委託」っていう形で各自治会（区）へ出しています。そして、地域（区）

で計画書等を出していただいて、それに基づき進めていただき、市（職員）の関わり

は、自分が住んでいる地域の自治会へ市民として参加するという形になっています。

そして、柘植、西柘植、壬生野の３地域に分けて、地域ごとに中間報告会を開催させ

ていただきましたが、区によっては、区長が組長に下ろして、組長からその組の世帯、

１０世帯、２０世帯ある組もあります。そこでまた学習をしているという区もありま

す。また、区によっては、１回ではなく何回もされていますので、この延べ人数が挙

がっているということです。伊賀支所管内では２８自治会ありますが、この延べ人数

は、区長から報告された参加者人数で、地区別懇談会だけではなく、各地域の集議所
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での話し合いや、どこか視察に行った人数も含まれております。 

 

【委員】  参加者数の意味が他と違うようなので整理してほしい。ここでいう地区

別懇談会とは、その地区に住んでいる住民が集まって、人権問題について話し合いを

すること、と思っていましたが、今の説明では、それだけではなくて、他の人権の講

演会とか研修会に参加した人数も入っているということですか。 

 

【伊賀支所長】  この人数の中には、区長からそういうものも挙げてきていただい

ているところもございました。 

 

【会長】  これはつまり、市から区への委託の中で、区ごとに取り組みが創意工夫

されているということですよね。その取り組みが、例えば、１回のところもあれば、

極端な話、１０回のところもあって、その１０回のところの参加者数の合計もカウン

トされて、延べ人数になっている。そういう意味では、単純に参加者数を地区数で割

ると１回の参加率が出てくるということではない。こういう理解でよろしいでしょう

か。 

 

【伊賀支所長】  はい、そうです。 

 

【会長】  その他にいかがでしょうか。 

 

【委員】  この「目標の人数」は、これだけ少子化になったので、その目標と合わ

ない人数が出てくるのではないか、何年か前の目標を持ってきているのではないかと

思うのですが。 

 

【事務局】  この２８年度の目標は、第２次計画が始まった時に定めた目標でござ

いまして、その目標値が２８年度に入っており、それに向けて取り組みを進めている

ところです。例えば、「２７年度の地区別懇談会の参加者数の予定」と、「２６年度の

実績」を比べると、もう２８年度の目標の４，０００人を上回っています。ただし、

あくまで２８年度の目標に向けて進めている中で、その目標をすでに達成しているも
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のもありますし、まだ達成していないものもあり、このような数値になっています。 

 

【委員】  何か少子高齢化との兼ね合いがこの表に出てきているので、苦しい面も

出てきているのかなと思います。 

 

【事務局】  はい、そのような面もあると思います。 

 

【委員】  企業啓発の関係で質問ですが、数値目標では、１１月に設立する人権学

習企業等連絡会加盟事業所数が２３社から５０社と２倍になるわけですが、これまで

の加盟事業所は伊賀市管内ですか、それとも上野管内ですか。というのは、資料９７

ページの企業訪問で、上野管内では１６３社中９７社、６０％が「社内研修をやって

いる」と回答している。どのようなことをやっているのかも少し聞きたいけど、この

上野管内で１６３社、市全体ではもっとあると思いますが、この２３社から５０社と

いう数値の根拠は何ですか。今日、ハローワークも出席されているから分かると思い

ますが、三重県では、基本的に３０人以上の従業員がいる場合は推進員を置くことに

なっています。だから、この研修の内容と、５０社という部分について、少し説明し

てくれませんか。 

 

【商工労働課】  商工労働課です。今、お尋ねいただきました、人権学習企業等連

絡会の加盟事業所のことでございますが、２６年度までは大山田地区内の企業でその

ような組織を作られており、その加盟数が２３社ということでございます。そして、

本年度１１月１３日に設立をめざしていますのは、企業で独自の研修をしていただく

組織を作ろうということで、伊賀市中の企業に声をかけさせていただき、５０社の組

織への加入を目標として、今、頑張っているところでございます。それと、この資料

の中の１６３社というのは、上野地区の企業訪問させていただいた数でございます。

各支所でも数値が上がっていると思います。 

 

【委員】  だから、その研修はどのようなことをされているのですか、と聞いてい

るのです。もう１点、大山田地区で２３社、それを市内全域で５０社とする根拠につ

いてはどうですか。要するに、大山田地区での企業が２３社ですが、市全体では多く
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の企業がありますよね。そのうち５０社は、とりあえず、これぐらいにしようという

ことですか。なぜかというと、一方では、建設業に対して市は「人権講演会に参加し

たら経営審査に反映する」という制度を設けて、人権講演会に企業が参加している実

態があるわけです。その中で、私には、５０社はちょっと少ないのではないか、と感

じ取れます。 

 

【商工労働課】  「大山田地区だけで２３社あったのが、市内全域になって５０社

では、非常に少ないのではないか」とのことですが、今、３，４００社ぐらいにチラ

シを配布しており、多ければ多いほどありがたいのですが、１年目で１００社を超え

る数値までいけるかという不安な部分もあり、控え目に５０社という数値にさせてい

ただいております。次年度以降も募らないといけないと思っています。それと、もう

一点の「企業の研修内容」でございますが、主に行政の人権講演会に参加していると

いう回答が一番多かったように思います。 

 

【委員】  独自ではやっていないのですね。 

 

【商工労働課】  はい。大きな会社だと社内でしているところもございますが、そ

のような会社はあまりないと、私どもは把握しております。そういうこともあります

ので、やはりその会社で主となって進めていただく方に、この連絡会でいろいろ勉強

していただき、各企業でやっていただけるように持っていければと考えております。 

 

【会長】  ぜひ、東京人企連や大阪同企連など、同和問題、人権問題に取り組む比

較的大きな企業がネットワークを作って活動されています。そういった関連で、支店

等には積極的に入っていただくとか。特に社会福祉法人ですね、介護事業所等も従業

員３０人以上は対象になっていると思いますので。そういったところには、逆に違う

法体系から「職員の人権研修」というものは重要になってくるし、求められてきてい

ると思います。行政部門ではその担当が違うところになるかもわかりませんが、そう

いった社会福祉法人の法人指導なども、今は自治体に移ってきたと思いますので、法

人指導の担当者とも連携するなど、５０社をどう５００社にしていくのか、どう３，

４００社に近づけていくのか、ということを庁内で連携して進めていただけたらなと
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思います。 

 

【委員】  難しいことは十分に分かっています。今、会長が言われたことで、実際

問題で、三重県、伊賀市でもそうなのですが、「本社機能を持っていない」ということ

が大きなネックになっています。三重県でも、「いろいろな取り組みをしてもらおう」

という形で「企業懇話会」ができたわけですが、これは行政主導なので「企業自ら」

という部分がなかなかできない。いろいろなことを言ったら「本社が加盟している」

とか「本社が・・・」と言われる。でも、せっかく三重県の場合、従業員３０人以上

の企業には推進委員を設置して取り組むとしているわけなので、そういったことを加

味した上で、考えていただいたらありがたいと思います。引き続きよろしいか。 

 

【会長】  どうぞ。 

 

【委員】  資料８１ページ通番３１１番の個人情報の問題です。この事業の効果・

課題は、要するに「個人情報保護条例」は庶務担当研修及び新規採用研修などでやっ

ていますよ、ということなのですが、事業の効果・課題の部分で、「条例に基づく個人

情報の保護ならびに市民の知る権利を保障することができました」という中で、この

市民の知る権利という部分です。極端な言い方をすると、戸籍の事前登録もそうです

が、情報開示を求めてもほとんど黒塗りにされています。そういった中で、市民の知

る権利がここでは保障していますよ、という表現になっているのですが、私から見た

ら、個人情報は守られているという実感はありますが、市民の知る権利はそんなに守

られていないのではないかな、と感じ取れるのですが、その辺り、この文言の意味合

いはどうなのでしょうか。たしかに、個人情報は守られていると思います。何を言っ

ても「個人情報なので」と言って一切出してこないので、それは守られています。で

も、市民の知る権利は全部はね返されているのが現実ではありませんか。 

 

【事務局】  住民課に何通も届いていますが、それを出す時には、請求者からみて

無関係な人の部分は全て黒塗りとさせていただいております。これは保護条例の運用

上、そのようになっています。請求者からすれば「全て開示されれば」という思いが

あるわけですが、現状ではそういう限界があるという状況です。 
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【委員】  私も何回も行っていますので、現状は分かります。それならば、「市民の

知る権利を保障されて…」という文言をもう少し違う文言に直すほうがいいのではあ

りませんか。個人情報保護はきちんと研修もされていて、いろいろな形で理由を付け

て説明をしてくれます。でも、今度は私たちが知りたい部分は一切シャットアウトに

なっているから、その部分を言っているのです。 

もう１点聞かせてください。資料１６１ページ通番６６１番の解放保育の推進につ

いて。先ほども言われましたが、少子化になってきているという部分もあると思いま

すが、今、社会の中で「貧困の問題」と「人口減の問題」ということが大きくクロー

ズアップされて出てきていると思います。そのような中で「結婚して、子どもを産ん

で、育てる」ということは、人口減を止めていく一つの部分だと思っています。「貧困

で働き続けないといけない」という部分もありますが、「解放保育」のことです。ここ

にも「就学前からの学力保障」ときちんと書いているわけですよね。しかし、実際保

育所（園）へ入ると、この部分は適用されていません。厚労省から出てきている保育

所（園）の基準は、仕事をしていること。要するに、昔から託児所という意識で保育

所（園）が運営されているわけです。解放保育、就学前教育は、親が仕事をしていよ

うがしていまいが、子どもに学力をつける。この貧困の問題でも、親の貧困が子ども

の貧困へ連鎖していると言われています。まさに、学力の面にしても他の面にしても

そうですが、この解放保育の趣旨から、保育所の人に怒られると思いますが、これが

適用されていないのなら、何のために解放保育と言っているのか、もうなくしたらど

うかと思っています。だから、せめて地域の保育所、昔でいう「同和保育所」につい

ては、長年のいろいろな運動の中で解放保育をやってきた部分を活かしてほしい。三

重県はなくなったけど、伊賀だけは作っていただいていることはありがたい部分です

が、この趣旨から言えば、やはり「就学前教育」という位置づけの中で保育所が、家

庭でそういったことができない保護者がいるわけなので、仕事をしているとか、して

いないとか、国の規定と言われたらそれまでですが。でも、そうすると全部が今の段

階ではねられている。だから、ここに書かれている「就学前教育の位置づけ」とは一

体どういうことなのでしょうか。市としてどういう考えを持っているのか聞かせても

らいたいと思います。「幼稚園のように文字を教える」とか「あれをしてほしい」とい

うようなことは言ってきていないと思っています。会長も十分知っていると思います
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が、「解放保育」は、いろいろな意味を持って、０歳からきちんとした形での解放保育

を謳ってきているわけです。そういう趣旨で解放保育の連絡会などいろいろ作ってき

た部分があるのに、それが全然いかされていないという現実に対して、こういう形で

書いてありますので、この矛盾性をどうするか聞かせてほしいです。 

 

【こども家庭課】  こども家庭課です。今、委員がおっしゃっていただきました国

の基準で「保育所は原則、保育に欠ける子どもをお預かりする施設」といわれており

ますが、委員もおっしゃっていただきました「就学前教育の保障」という面では、国

の基準ではありませんが、伊賀市としては、「満３歳児、３年保育以上の子どもについ

ては就労面などの基準を考慮せずに」と言い切ってしまうのはできませんが、就学前

教育を重要視させていただき、保育所（園）に入所していただいている状況がござい

ます。ただし、３歳未満の子どもについては、国の基準等の壁をまだ破り切れていな

いというご指摘の状況もございます。個々のケース、いろいろなケースがございます

が、市としては、その都度、保護者の方やご家族の状況等を聞かせていただき、でき

る限り対応をさせていただきたいと考えておりますが、まだまだ不十分な面があるこ

とは現状でございます。 

 

【会長】  はい、ありがとうございます。他、いかがでしょうか。 

 

【委員】  資料４４ページの「市職員に対する人権教育の推進」ですが、ここの事

業の効果・課題のところに「地区別懇談会等への１人１回以上の参加ができていない

職員が見受けられるため、所属長及び推進委員を中心に各職員に対し徹底を図る必要

があります」とありますが、人事課としてこれらの職員に対する人権の意識を高める

ために、何か研修とか指示とか指導はされていますか。 

 

【人事課】  人事課の入本です。今、委員からご質問のありました件でございます

が、本年、２０１５年の実施計画の中にも書かせていただいてありますように、就職

してから退職するまで一貫した「人権・同和問題研修方針」というものを策定いたし

ました。その中で、年齢、役職等が上がるほど、より推進役、例えば地区懇のファシ

リテーターなど、そういった重要な役割を担っていただくように段階的に研修計画を
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立てさせていただいております。そういう中で、以前よりもより効果的に所属長をは

じめ職員には、地区懇等への積極的な参加を促すとともに、単年度で終わるのではな

くて、段階を踏んで職員が人権・同和の意識を高めていく研修を立てさせていただい

ております。 

 

【委員】  何で質問したのかというと、各地区で「地区別懇談会」が開催されてい

ますが、そこに居住している市職員の参加が少ないという住民のご意見があります。

住民は人権意識を高めるために地区懇に参加しているのに、市職員が参加していない

とはどういうことか、との意見をたくさん聞きます。市職員として人権啓発の中心に

なっていただくためにも参加していただくようにお願いをしたいと思います。 

 

【人事課】  分かりました。そのように進めていきたいと考えております。 

 

【委員】  地区懇ですが、上野３５、いがまち２８、自治会単位だと上野は少ない

ので、この数字はおかしくないですか。もう少し説明してください。 

 

【事務局】  上野地区は、旧上野市時代から「人権草の根運動推進会議」という組

織を作ってお願いしています。上野地区は２１地区の自治協があり、その自治協の中

に自治会や区があります。自治協単位の研修会は昔から行われていますが、区単位の

取り組みは他支所に比べるとできていませんので、ここ数年は、区単位の地区懇の立

ち上げに取り組んでいます。今年は３５箇所となっていますが、今後も若干増えてい

くとは思いますが、今まで区単位で開催することをやっていなかったので、今、広げ

ている状況です。 

 

【委員】  各区には集会所がありますよね。そこへ２０人、３０人とたくさん集ま

らなくても、１０人とかでも十分やっていかないといけない。たくさん集まっても何

も話さないで帰る人も多いです。だから、少人数の地区懇をもっときめ細かくやって

いただけるようにお願いします。 

 

【委員】  私は、草の根の役員をしています。上野地区は、自治協が２１地区あっ
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て、地区懇で全部回らせてもらいました。その中で「フォロー事業」という、自治会

単位での地区懇をしました。私の地区で開催した時も、やはり顔見知りですので、い

ろいろな意見が出されました。これを他の地区へ１つずつ回って昨年は４箇所で開催

しました。私は、フォロー事業の地区懇が本当の草の根だと言っていますが、まだた

くさんの地域があります。しかし、自治協単位はほとんど回らせてもらいました。こ

の「草の根」という意味は、いわゆる「井戸端会議」だと思います。水を汲み合いし

ながらいろいろ話をする、そういうことが「草の根」だと私は理解していますので、

少人数でも話し合いの場を持ってもらうように努力していきます。 

 

【会長】  いろいろ経過がありますし、地域ごとの特性もございます。その中でい

ろいろ生まれているということでございました。 

 

【委員】  学校現場にいる者としてお願いというか、現状も知っていただきながら

一緒に考えていただけたらと思うことを発言させていただきたいと思います。 

最初のごあいさつにもありましたように、今、学校現場を中心にいろんな差別発言

が起こっています。それは、もちろん普段の生活の中で、今まで自分たちが子どもの

時代に平気で使われ、使ってきたという言い方はおかしいのですが、そうして使って

きた言葉が今、障がいのある方や、いろいろな方に嫌な思い、人権侵害するような言

葉として出てきています。もちろん、学校でもいろいろな形で子どもたちに指導をし

ますし、保護者対象の懇談会であったりとか、個々にお話させてもらう機会であった

りとか、地域の方に寄っていただく機会であったりとか、そういうところで具体的な

言葉を出しながら一緒に考えていってもらうわけですが、今まで平気で使ってきた言

葉なのに、という方がまだまだ多いのが現実です。そういう中にいて、子どもたちの

生活の中でそういう言葉が出てくることが、本当に学校現場で困っている状況です。

地区懇でもそういう話を出していただくとのことですが、やはり市職員の方々にもい

ろいろな機会に、普段使っている言葉の中に、子どもたちも含めて考えていかなけれ

ばいけないことがあることを広めていただいて、みんなでなくしていく、そういう機

会を大事にしていただきたいと思います。 

 

【人権生活環境部長】  先ほど委員が言われたことですが、実は、このことについ
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ては、人権生活環境部と教育委員会とで何回も協議して、これはやはり社会教育の中

できちんと大人に発信をしていかなければならないということで、今年は、あらゆる

機会を通じて、今、学校で起こっている問題を自分たちの問題として捉えて、解決し

ていただくというようなことを、機会あるごとにさせていただきたいと思います。 

例えば、私の場合ですが、昨日から柘植、西柘植、壬生野の地区別懇談会を各区長、

推進委員、学校の校長先生にも出ていただいています。そこで、行政は行政の立場で

こういう方向でやっていきたい、学校は学校現場で今こういうことが起こっていると。

それをやはり地域の大人が、子どもがそういう言葉で傷付くだけではなく、場合によ

っては子どもが差別者として加害者になっている、という場面もあります。子どもを

差別者にしてはいけないし、そういった言葉で傷付けられてもいけない。それは私た

ち大人が普段使っている言葉を子どもが聞いて、そういう使い方をしているのならば、

これは大人の責任ではないかと。そういうことをそれぞれが認識していただくような

話し合い、この今起こっている問題にどう対処していくのかという話し合いをさせて

いただいています。こういうことを積み重ねて、継続していきたいと思っています。 

 

【委員】  今の件に関わって、私も学校現場におりましたので、一つ聞かせてほし

いのですが。ここ最近たくさん事例が上がってきていることについては、どのように

分析されているのか教えていただきたいと思います。大人が使ってきた言葉というこ

とでしたら、ここ１～２年でそんなに状況は変わらないと思うのですが。どうして子

どもがそういう言葉を発して人を傷付けることが事例として上がってきているのか、

その背景はどのように分析されているのか教えていただきたいと思います。 

 

【学校教育課】  学校教育課です。先ほどから報告させていただいている学校現場

で今起こっている発言についてですが、特に、障がい者の方に対する差別につながる

発言が多いのですが、様々な状況で起こっています。本当に攻撃する形で、見下げる

形で障がいのある子ども、当事者というか、特別支援学級の子どもにぶつけているよ

うな事例もあります。そうではなくて、言葉として、自分が友達の言葉が聞こえなか

った時に「私、●●●やから」というような形で、本当に全く知らずに、そういう言

葉だという認識で使っています。本当に様々な事象があり、それを今学校教育課では、

その言葉は障がいの方を苦しめる言葉である、差別事象だということで認識させても
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らって、その件数が急に増えてきているということです。それが増えているというこ

とは、やはり、こういったことがあるという事象を各学校で共有しながら、これを一

つ一つ事象と捉えて、丁寧に指導していこう、もっと大事にしていこう、そういった

意識を高めたことで件数が増えてきているのではないかと考えています。特に、今イ

ンターネットなどで急にその言葉が出てきて起こったとか、そういった特定のことで

その言葉が出てきているという分析はできていません。もしかしたら、今までもあっ

たかもわからないことが、今、意識をしてしっかり挙げてきている中で件数が増えて

いるのかなと感じているところがあります。 

 

【会長】  そうすると、今の説明では、今までも同じようにそういう発言が日常的

に教育現場で行われてきたけれども、それが把握、問題にされなかったということで

すね。 

 

【学校教育課】  直接は聞いていませんが、その可能性はあると思います。 

 

【会長】  委員の皆様には、なかなか具体的なイメージが湧かないですね。その発

言とかが起こっているということに関して。今日は時間の関係で全てご説明していた

だく時間が難しいと思うので、できれば、どういうことが起こっているのかというこ

とを整理していただいて、ぜひ委員の皆様に情報共有していただき、次回の審議会で

皆様からも意見をいただけるようにしたらどうかな、と思います。 

 

【学校教育課】  今、特に多く出ている発言の言葉は「●●●●」という言葉です。

その言葉の使い方も明らかに攻撃する形です。いくつか例を申し上げますと、地域の

方が中学生を注意しましたが、その注意してくださった地域の方を中学生が、ちょっ

と小うるさいと感じた時に「あのおじさん、●●●●で・・・」という言葉で返して

しまった事例があります。また、認識のないところでは、とても短い鉛筆を持ってい

て、とても使えないような鉛筆に対して、「この鉛筆、●●●●みたいや」という使

い方をしています。なかなか理解に苦しむこと、ちょっと違う異質なものを「●●●

●」という言葉に置き換えて使っています。なかなか障がいのある方を指して、それ

を侮蔑する形の「●●●●」という使い方ではない使い方も非常に多くあります。や
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はり、家の中で、そういう「特別な人」や「奇異な行為をされる方」を「●●●●」

と発言されていることを聞いた子どもたちが、その言葉だけを友達同士の会話の中で

使っているという現状が多く出ているということでございます。 

 

【会長】  そういうことが発見され、議論されて対応が始められている、というご

説明だと思います。委員からご発言あったように、そういった問題をここでしっかり

と共有して、この審議会の中でも深めてほしいというご指摘であったと思います。今

起こっているようなことを共有させていただき、またご議論していただけたらと思い

ます。それで今の問題はよろしいでしょうか。 

特に、当事者の方、いわゆる「●●●●」と呼ばれて差別されてきたその当事者の

声を、そういうことを知らずに、その言葉を何気なく使っている人たちにどう伝える

のか。この使っている人たちと、その発言をされて傷付いてきた、苦しんできた人た

ちの意識のギャップがあまりにも大きいわけです。このギャップを埋めるのが、学校

教育や人権教育の大事な役割になってきていると思います。このギャップに学校が気

付いた、それでは、親は気付くのか、地域は気付くのか、社会が気付けるのか、とい

うことが、今問われている大事な問題だと思います。私は、やはり現場で起こってい

ることを、ぜひ当事者に伝えて、当事者の声を中心に据えてこの問題を考えていく、

まさに「私たち抜きに、私たちのことを決めないで」という当事者主権の考え方でこ

の問題をぜひ対処していただきたいなと思います。 

 

【委員】  子どものことでお尋ねしたいことがあります。行政の方、教育の方、い

ろいろご苦労の中でお仕事をなさっているのですが、本当に、家でも板挟みになる状

態が多々あるのです。なぜかというと、学校から言葉のいじめについて、２、３枚の

資料をいただきました。その中で、相手の親もその子どもも「なるほど、それは分か

ったけど、これは昔から使ってきたことではないか。」、例えば「●●●●」という

言葉です。確かに、差別的でいけないことは分かります。でも、その資料は１０分刻

みで顛末を書かれていて、これは並大抵のことではないと思います。資料を書くこと

も仕事なので当たり前ではないかと言うかもしれませんが、差別用語はどこで線引き

をしているのか、紙に出すことと口頭で注意することをどこで線引きをしているのか

お尋ねしたいです。あまりにも１０分刻み、１５分刻みで資料が書かれていて、子ど
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もと話をして聴き取り、教室を回って「言った相手」と「言われた相手」に、その問

答をしているわけです。それで今度は「家族、家庭」を回って、それはもう先生の足

跡です。そこまでしなくても、もう分かっているのではないかという面も多々あるの

ではないか。一度見つけたらそこまでしないといけないかもしれないけど、どこで線

引きして資料を作り、報告するのかということです。その矛先が差別される側へ向け

られないかという怖さもあります。 

 

【会長】  そういう取り組みによって、いろいろ情報が出てきますが、反対に、そ

うすることで違う問題が起こるということですよね。 

 学校現場で起こっている発言や落書きが、どこからが差別で、どこまでが差別では

ないのか、どういう基準で、どこで線引きをしているのかということですよね。 

 

【委員】  私の孫も、あれ？と思うことを言うこともありますが、その線引きはど

こでするのかいうことです。確かに差別的な言葉ですけども、先生方は、そこまで１

０分刻み、５分刻みで報告しないといけないのかな。あまりにも行き過ぎていて、そ

の苦労の矛先が差別される側に向けられる危うさがあると思います。 

 

【会長】  子どもたちのやり取りを克明に復元するから。「最初にＡ君がＢ君にこ

んなこと言って、今度はＢ君がＣ君にあんなこと言って」とか、こういう時間ごとに

発言のやり取りが記録されていて、そういう細かい差別のやり取りを報告しなければ

ならないのか、というご質問ですね。 

 

【学校教育課】  お答えになっているかどうかはわかりませんが、特に今こうやっ

て学校現場で多く起こっていることを、委員もおっしゃったように、本当に何が差別

なのかということをしっかり教えていくことが大事ですが、これは地域や家庭の力を

借りないと難しいです。難しいのですが、私たちはそれをしっかり落とし込んでいか

ないといけないと考え、教育委員会として、全ての学校に、子どもたちのこういう発

言が起こっていることを保護者や地域の方にも分かってもらうようにお願いしたい、

と校長に指示しました。ただし、その時にストレートに「●●●●」という言葉など

は出していません。「障がい者の方の差別につながるような言葉、あるいは、外国籍
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の子どもを差別することにつながるような言葉が、今、学校で起きています」という

示し方でした。ただし、それを実際に各学校でどう使うかとなった時、「学級懇談会」

とかでは、やはり、口頭で説明を交えながらしないとなかなかできないということで

す。教育委員会として、学校に指示した文書は「こういうことにつながる言葉」とい

う形で出しているのが現状です。 

 

【委員】  ケースは、今、言われている言葉が多く使われているんですが、使われ

方は全部違いますよね。極端な言い方をすると、家庭で親が子どもに「お前は●●●

●か」と言っている状況もあるし、先ほども出たけど自分を自分で言っているケース

もあります。それを先生が話した時には、もうその意味も含めて分かっているわけで

す。だから「自分には言うけど、人にはそんなこと言わない」という話の事例も出て

きています。現実に今、障がい者差別の件数が学校現場で２３件起こっている。その

大半の部分が「●●●●」という言葉、「●●●」もありますが、昔、私たちが当た

り前として聞かされてきて、その中で、その教えてもらった言葉しか知りませんよね。

たまたま、いろいろな学習や聞いたりすることで「差別につながる言葉」という学習

の機会を受けて、その言葉を使わないようになっているだけ。一般の保護者は、先ほ

どの「研修のあり方の問題」も含めてだと思いますが、そういう機会なかったら、い

まだに教えてもらった言葉を、ずっと引きずってきていることが現実。それを子ども

に言って、子どもはその態度を見て、親が言っているから、今度そういった態度を見

たらその言葉を発する。だから、そこには「差別」という概念はない部分です。そう

いったことでは、今、会長が言われたように、学校がこういった問題に、厳しい状況

の中で一生懸命やってもらっているというのが現実な部分。だからと言って、学校だ

けでもできない、家庭、地域、いろいろなところを巻き込んでやらないといけないと

いうことは、説明されたとおりです。だから、そういうことでは、井戸端ではないけ

ど、人権に関わる部分は当事者の代表も来ていただいているし、いろいろな意見を聞

ける場を、一度設けていただいたらいいかなと思います。 

 

【会長】  この問題につきましては、とりあえず、ここで終わっておきまして、次

にですね、市民意識調査について、事務局から説明をお願いします。 
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２．（３）市民意識調査 

【事務局】  今日は「市民意識調査から見えてくるもの（概要抜粋）」として配ら

せていただいていますのをご覧いただきたいと思います。これはダイジェスト版をさ

らに抜粋したものでございます。正式な報告書は、現在作成中でございますので、で

きあがりましたら、皆様にお配りしたいと考えております。 

「調査の目的」につきましては、書いてあるとおりでございます。市民２，０００

人を対象に実施いたしました。約半分近く９１０通の回答があり、回収率４５．５％、

有効回答率４５．２％でございました。 

【差別に対する意識】につきましては、「差別は人間として最も恥ずべき行為の一

つである」という意見に、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」を足します

と９３．３％、ほとんどの人が「恥ずべき行為だ」ということを認識しております。 

【過去５年間の同和問題に関する偏見と受け止め方について】でございますが、例

えば、Ａの「同和地区の人は、こわい」ということを、「そんな話は聞いたことがな

い」とか「その通りだと思った」というような回答項目を設けて質問したところ、Ａ

の「同和地区の人は、こわい」というのが、前回調査では「そのような話を聞いたこ

とがない」という人が１４．７％でしたが、今回は２４．５％に増えております。ま

た、他の設問につきましても、それぞれ前回調査よりも「そのような話を聞いたこと

がない」という率が増えており、少し改善しているなと見ております。 

また、３番の【そっとしておけば…】ということで「寝た子を起こすな論」でござ

いますが、これにつきましては「そっとしておけば自然になくなっていく」という意

見に「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と答えた人があまり変わりません

が、合計しますと１２．５％と２２．９％でございますので、前回調査よりも少し上

がっているものの、改善された様子が少し見えていないということで、まだ「寝た子

を起こすな論」が根強いとこというのが問題だと思っております。 

次の４ページ【子どもの結婚相手が同和地区出身者である場合の態度について】、

「まったく問題にしない」と「迷いながらも、結局は問題にしないだろう」というの

が。前回は２つを足しますと７５％でしたが、今回、６３．７％になっております。

「まったく問題にしない」の率が下がっておりますので、改善されていないことが明

らかとなりました。 

続きまして、【障がい者問題】について【子どもの結婚相手が障がい者である場合
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の態度について】という質問ですが、「迷いながら…」と「考え直すように言う」が

３３．４％と１２％で、かなり結婚について忌避意識が根強いことが見えます。 

続きまして、【障がい者に対する病歴などの身元調査について】も、前回調査と比

較いたしますと「調べる必要がある」と「どちらかというと調べる必要がある」とい

うのが若干上回っており、問題が残っていると認識しております。 

次に、【外国人に対する意識】について、「外国人労働者が増えて、治安などが悪

くなっている」という質問をさせていただき、「そう思う」と「どちらかといえばそ

う思う」と答えた方は、合計で５７．８％と６割近くになります。その下の【子ども

の結婚相手が外国人である場合の態度】につきましては、「まったく問題にしない」

と「迷いながらも、結局は問題にしないだろう」を合わせると７０．１％になってお

り、７割以上となっております。ただし、「迷いながらも、結局は考え直すように言

う」とか「考え直すように言う」と。外国人やったら考え直すように言うと３割弱の

人が答えております。 

また、ＬＧＢＴ、【セクシャルマイノリティについての問題】につきましても、今

回、質問させていただきました。そこで、一つ見えてきたのは、この設問で６０代、

７０代以上の方で「わからない」が２５．４％、４０．１％を占めており、「セクシ

ャルマイノリティ」という言葉自体、ご高齢の方には難しいということもあるかもし

れませんが、「わからない」という回答が多かったことは、今後取り組みをしていか

なければならないと思ったところです。 

後は、また見ておいていただきたいのですが、「人権問題に関する伊賀市市民意識

調査票」として、純粋な回答を羅列してあります。 

 

【会長】  はい、ありがとうございました。５年に１度ですか。 

 

【事務局】  はい。 

 

【会長】  前回も調査を踏まえて第２次計画が作られたということで、そういう意

味では、この調査結果を今後どうしていくかという議論になっていくわけでございま

すが、この点につきまして、質問やご意見ございませんでしょうか。 
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【委員】  回答率が４５％で、半分もないわけですよね。これが今の伊賀市の実態

だと思います。やはり、そのあたり肝にしっかり銘じて、１００％に近い数字が返っ

てくるように、みんなの意識を高めていければと思います。 

 

【会長】  郵送で送って、郵送で返してもらっているのですよね。いろいろな社会

的調査でも、郵送調査で返ってくるのは３割ぐらいではないですかね。そうすると、

この４５％返ってきているということは、一般的な調査では、高い数字になっている

かも分かりません。 

 

【委員】  伊賀は特に人権に力を入れているので、これに満足してはいけない。 

 

【委員】１点分からなくて、意見させていただきますが、「県民意識調査」も５年に

１度されていて、この時期がどう重なるか分からないのですが、県民意識調査の結果

と伊賀市の結果を比べて、伊賀市ではどこが劣っているという問題も把握して、次の

第３次計画に入れられたら、もっと良い計画になると思いますが。 

 

【事務局】  はい、おっしゃるとおりでございます。伊賀市の前回調査は平成２１

年なのですが、県は平成２４年にしておりますので、質問項目を作る際に、この２つ

をリンクできるような質問項目を作っております。新しい質問もありますが、比較検

討できるような形で質問を作っておりまして、報告書では、検討できるものは検討し

ていきたいと考えております。 

 

【会長】  比較できるような調査設計をしているということですね。 

 

【委員】  前回もダイジェスト版を作られ、今回も作られるとのことですが、せっ

かくダイジェスト版を作るので、有効に活用していただきたいと思っていますが、活

用方法が決まっていましたら教えてください。 

 

【事務局】  印刷部数にもよりますが、地区別懇談会や小規模の集会などでアンケ

ート結果を説明していきたいと考えております。 
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もちろん、単純に配布しますと、その「数字の読み方」で問題も出てきますので、

必ず地区懇などで説明を加えて理解していただくような学習の場で活用させていただ

きたいと思います。かつては全戸配布した時代もあるのですが、やはり有効に活用し

ようと思えば、きちんと考察も踏まえて理解していただけるような活用をしていきた

いと思っております。 

 

【委員】  関連してなのですが、私は学校にいた時に同推校にいて、それから地区

を持たない学校、両方勤めたのですが、例えば、こういう結果とかは、同推校にいる

時は意識の高い先生や管理職がいて自分たちも進んで情報を得ようとするのですが、

地区を持たない学校の先生方にもきちんと届くようにしていただいたらどうかと思い

ます。学校でも、「集い」とかいろいろやっていますが、ずいぶん学校によって危機

感というか、取り組む姿勢に差があるように思っています。部落差別の現実を分かっ

て、取り組もうと「集い」に参加してくる子どもたちと、「集い」があるから、本音

を言うと、よくできる子の多くは、その場が過ぎればいいというような参加だと思う

ようなこともあります。それは、私自身、多々感じてきましたので、学校の先生方に

も、ぜひ意識を持っていただくようなことを考えていただけたらと思います。 

 

【会長】  はい、ありがとうございます。今の点につきましては、いかがですか。 

 

【委員】  今日の会議でいろいろなお話が出ましたけど、最終的には、地域住民に

いかに人権問題に取り組んでもらい、これらの問題をなくしていくのか、先ほど井戸

端会議と言いましたが、人権問題を打破していくのが本来の草の根運動だと思ってい

ますので、今後、一生懸命になって地域住民にいろいろな形でこの問題をお話させて

いただきたいと思います。この結果は、草の根運動をさせてもらっている私の不甲斐

なさだと思いますので、今後も地域住民と人権問題に取り組んでいきたいと思います。

皆様には、後ろから「つっかえ棒」になっていただければと思いますので、今後とも

よろしくお願いします。 

 

【事務局】  この報告書は、もちろん学校にも配布させていただく予定をしており

ます。あと、学校教育課を通じて、置いておくだけではなくて、職員会議とか職員の
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意識を統一していただけるような方法をとっていきたいと考えております。 

 

【会長】  はい、ありがとうございます。最後に一言だけ。来年度、この国で初め

て障がい者差別を解消する法律が４月１日から施行をされます。「基本方針」が既に

閣議決定をされ、皆様のお手元にも届いていると思いますし、「対応要領」、「対応

指針」という格好で「行政が踏まえなければならないガイドライン」、「事業者が踏

まえなければならないガイドライン」、特に障害者雇用促進法の改正も「差別禁止規

定」について、来年４月１日に施行されるということです。これは、職業安定所が所

管することになりますが、そういう意味では、今、障がい者問題については大きな重

要な転機に差しかかっていると考えています。その中で、今、現場でこういった問題

が起きて、そして、この「意識調査」の結果でも、障がいのある人たちに対する差別

についても、前回調査と比較して非常に厳しい結果が表れているということです。こ

れは、法的に「義務規定」になっているわけですが、３，４００社の事業所の中で、

ガイドラインを作るのか、作らないのか。また、今後、伊賀市において職員が踏まえ

るべきガイドラインというものがどうなっていくのか。さらには、条例制定という議

論もあるようですが、子どもたちに問題提起していくにあたっても、教育を進めてい

くにあたっても、まず変わるべきは、学校の先生であったり行政職員であったり、大

人たちであるわけです。この機会を逆に、今、起こっている問題の解決や、意識調査

の結果で見えてきた課題の解決に最大限役立てるといいますか、変化を積極的に追い

風にして、伊賀市の人権行政がさらに前へ進むようにお願いしたいと思います。 

 

３．その他 

【事務局】  ありがとうございました。最後に事務局から連絡いたします。先ほど

「人権意識調査」の概要を説明させていただきましたが、来年度は「第３次計画」の

策定に向けて、審議会を数回させていただく予定ですが、本年度は来年の１月～２月

にもう１回、この意識調査のもう少し詳しい分析と、見えてきた課題等についてご検

討いただく審議会を開催させていただきたいと思います。 

他に委員の皆様からご意見ございませんか。 

 

【委員】  障がい者本人の立場として、先ほどから学校現場の現状を聞かせてもら
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いました。たいてい「いじめられる側」と「いじめる側」とありますが、私たちみた

いに障がいのある者は、隠すことができない障がいです。これを「障がいがあるから」

といって覆い被せてしまう、保護するだけではなく、目に見えている障がいは、絶対

自分が強くなっていかないと、どうにもならないのです。先生や周りの方は、ただ少

し温かい目で見守っていただき、補助はしてもらわないといけないけど、「大事、大

事」としてしまうより、自分自身が強くなるということが、私は一番大事なことだと

思っています。その精神的なことは、専門的には分かりませんが、絶対にそれは自分

自身が死ぬまで抱えていく問題だから、自分自身がしっかりしなければならないとい

うことを少し教育できないかなと思います。 

 

【事務局】  はい、ご意見として伺っておきます。これでこの会議は終了させてい

ただきたいと思います。長時間ご審議いただきありがとうございました。ご審議いた

だいた結果につきましては、今後の施策全体にいかさせていただきますのでよろしく

お願いします。ありがとうございました。 

 

―会議終了― 


