
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第１章 計画の策定にあたって 
 

 

 

 

 

 

 



  



第１章 計画の策定にあたって 

 －１－

 

 

(1) 同和問題の基本認識 

 

同和問題は、封建時代の身分制度の中で確立されていった差別が、現在もなおさまざ

まなかたちで現れているわが国固有の人権問題であり、人間の自由と平等が完全に保障

されていないという基本的人権にかかわる重大な社会問題であります。 

戦後、日本国憲法が制定され、全ての国民に基本的人権の享有が保障されるようにな

り、社会の近代化、めざましい経済の発展を遂げましたが、同和問題の抜本的解決をは

かる総合的な行政施策は実施されず部分的な改善事業にとどまっていたため、同和地区

住民は依然として、差別に苦しみ、その結果貧困状態は解消されてきませんでした。 

部落差別については、同和地区の存在そのものや同和問題に関する認識そのものに差

別の原因があるとする考え方から、いわゆる「部落分散論」や「寝た子を起こすな意識」

が長い間存在し、今でもこうした考え方を持つ人は少なくありません。これに対して、

1965(昭和40)年に出された同和対策審議会答申は、「寝た子を起こすな」式の考えを

否定しました。 

この答申では、「同和問題の解決は国の責務であり、国民的課題である」と明言する

とともに、差別の原因を「同和地区の低位で劣悪な生活の状態」、「同和問題に対する

無知と偏見が蔓延している状態」にあるとし、この実態的差別と心理的差別が相互に因

果関係を保ち相互に作用しあって、この相関関係が差別を再生産する悪循環を繰り返し

ているという認識に立ち、総合的な施策を講じることが必要であると指摘しています。 

その後、法に基づき、同和問題の解決は地区外との格差是正のための住宅や生活環境

の改善と意識変革のための同和教育、人権啓発を大きな柱として進められてきました。 

これらの同和対策事業により、生活環境の改善をはじめハード面においては一定の成 

果を上げてきました。 

こうした中で、2002(平成14)年３月に33年間続いた同和対策事業関連法は失効しま

したが、同和問題は依然として解決されておらず、今なお、多くの差別事件・差別事象が

発生し、脆弱な生活基盤や地区外との所得格差の問題も未だ解消されていません。 

また、最近では、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況に変化が生じており、イ

ンターネット上の書き込みは社会問題化し、同和問題に関わる新たな差別事象や人権侵害

なども多発しており、その内容は悪質かつ陰湿化してきています。 

2016(平成28)年12月、部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）

が施行されました。この法律は、同和対策事業特別措置法（同対法）から地域改善対策特
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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）が失効したあともなお、

部落差別が存在すると明記され、部落差別のない社会の実現を目的とし、部落差別の解消

に関して、その地域の実情に応じた施策を実施していくことを規定しています。 

同和地区においては、進学率の格差、住環境の改善対策、不安定就労など、教育・生活

基盤で、まだ多くの取り組むべき課題が残されており、部落差別解消推進法に規定されて

いる相談体制の充実、教育・啓発活動、部落差別の実態調査の実施を含め、早期に同和問

題解決を図る施策を推進していく必要があります。 
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 (2) 同和行政の経過 

 

① 同和行政とは 

同和行政とは、同和対策事業や同和地区住民に対する取組のみをいうのではなく、

同和問題の解決をめざす施策の体系であり、国、県並びに市町村の責務としての取組

のことをいいます。その経過について以下に記します。 

② 国の取組 

戦後の部落解放の取組は、1951(昭和26)年のオールロマンス事件を契機に部落解

放全国委員会（部落解放同盟の前身）や地方自治体、労働団体などによる同和対策を

国策として行うべきであるとの運動が始まりました。そして、これらの団体により、

1958(昭和33)年1月「部落解放国策樹立要請全国代表者会議」が開催され、これを

受け同年10月に「同和問題閣僚懇談会」が内閣に設置されました。また、1959(昭

和34)年5月に国の基本方針として「同和対策要綱」が発表されました。 

1960(昭和35)年8月13日、政府において初めて同和問題を本格的に調査審議する

機関を設置する法律として、「同和対策審議会設置法」が制定され、1９61(昭和36)

年12月に「同和対策審議会」が発足しました。この同和対策審議会に対して「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的方策」についての諮問が

なされ、1965(昭和40)年8月に「同和対策審議会答申（以下「同対審答申」という）」

として提出されました。その中で、特に同和問題の早急な解決こそ国の責務であり、

同時に国民的課題であることが明確に位置づけられ、以後、この答申は同和行政の基

本的指針たる役割を果たしてきました。 

1969(昭和44)年7月には、同和地区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とする「同和対策事業特別措置法（以下「同対

法」という）」が公布・施行され、国及び地方公共団体が同和対策事業を実施する上

で必要な予算措置を講ずるよう定められました。10か年の時限立法でスタートした同

対法は、3か年の延長の後、1982(昭和57)年3月31日をもって失効したことに伴い、

法律の施行13年間にわたる成果を踏まえつつ、なお残された課題を解決するため、新

しく1982(昭和57)年4月に「地域改善対策特別措置法（以下「地対法」という）」が

5年間の時限立法として公布・施行され、地域改善対策事業として引き継がれました。

同時期に、「地域改善対策協議会」が設置されました。 
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さらに、「地対法」が1987(昭和62)年3月をもって失効したことに伴い、過去18

年間の成果と反省の上に立って見直した結果、未だ残事業があることから、真に必要

な事業に限って「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」

（以下「地対財特法」という。）が1987(昭和62)年4月から1992(平成4)年3月ま

での5か年の最終時限立法として制定されました。 

しかし、1992(平成4)年度以降の住宅地区改良事業、土地改良事業等の事業量が相

当見込まれることと、就労対策、産業の振興並びに教育・啓発等の事業を今後も続け

ていく必要があることから、5年間の延長が図られました。 

地域改善対策協議会においては、1996(平成8)年、地対財特法の期限後の方策に関

し、「特別対策については、事業の緊急性等に応じて講じられるものであり、従来の

対策を漫然と継続していたのでは同和問題の早期解決に至ることは困難である。これ

までの特別対策については、おおむねその目的を達成できる状況になったことから、

現行法の期限である1997(平成9)年3月末をもって終了することとし、教育、就労、

産業等のなお残された課題については、その解決のため、工夫を一般対策に加えつつ

対応するという基本姿勢に立つべきである。」とし、国の同対審答申は、「部落差別が

現存する限り同和行政は積極的に推進されなければならない。」と指摘したうえで、

「特別対策の終了、すなわち一般対策への移行が、同和問題の早期解決をめざす取組

の放棄を意味するものではない。」旨の意見が示されました。 

こうした提言に基づき、国においては、一般対策への円滑な移行を前提に、特別対

策は1997(平成9)年3月末をもって終了することを基本としつつ、経過的に従来の

45事業から住宅地区改良事業や道路事業などの物的事業、高等学校等進学奨励費補助

事業などの15事業に限定し、現行法を2001(平成13)年度までの5年間延長すること

の法律の一部改正が行われました。そして「特別対策の法令上の根拠がなくなること

により、2002(平成14)年度以降は、施策ニーズに対しては、他の地域と同様に、所

要の一般対策によって対応すること」とし、さらに地方公共団体に対し「地対財特法

の有効期限到来という同和行政の大きな転換期にあたり、地方単独事業のさらなる見

直しが強く望まれる。」とされました。 

国際連合の動きとして、｢人権の世紀」と言われる21世紀に向けて、1990年代の

「人権教育のための国連10年」などの国際的な人権尊重の取組の中で、2001(平成

13)年3月、国際連合の「人種差別の撤廃に関する委員会」は、日本に対し、同和地

区の住民を含め、差別からの保護ならびに市民的、政治的、経済的、社会的及び文化

的権利の完全な享受を確保するよう勧告しました。 
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国においては、地域改善対策協議会意見具申を踏まえて1997(平成9)年3月に「人

権擁護施策推進法」が施行され、同法に基づき法務省に設置された「人権擁護推進審

議会」において、1999(平成11)年7月に、「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」の答

申が提出されました。その趣旨を踏まえ、2000(平成12)年12月に、人権教育及び

人権啓発に関する施策の推進について、国や地方公共団体、国民の責務を明らかにし

た「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定されました。この法律に基づ

き、2002(平成14)年3月には「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定され、毎

年国会にその成果を報告しています。 

しかしながら、同対申答申から50年が経過してもなお、部落差別が根強く存在して

おり、情報化の進展に伴って、インターネット上での新たな部落差別に関する事象が

生じております。この現状を踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識のも

と、2016(平成28)年12月に、「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消

推進法）」が成立しました。この法律では公式に部落差別の現実が認知され、相談体

制の充実や教育・啓発の実施、部落差別の実態に係る調査の実施が明記されています。 

③ 県の取組 

1969(昭和44)年以降、3回の特別措置法が制定されたことに伴い、特別対策とし

て同和対策事業に取り組んできました。 

1992(平成4)年に、県は、市町村に対して、「事業量調査」を実施し、残事業とし

て認めた事業（認定残事業）について「三重県同和対策総合計画」を策定し、2000(平

成12)年度末までにすべてを完了することとしていましたが、2001(平成13)年度ま

で延長されました。 

国の特別対策から一般対策への移行の流れの中で、2001(平成13)年6月22日に開

催された第2回三重県議会定例会生活振興常任委員会において「同和対策事業の成果

と課題について」が提出されましたが、その中で「特別対策は平成13年度末で終了し、

同和問題の解決に向けた今後の取組は、人権にかかわるあらゆる問題の解決につなげ

ていくという、広がりを持った取組として、部落差別が存在するかぎり、一般対策と

して積極的に実施していく」、「一般対策として、県は基本的人権の尊重という目標を

しっかりと見据え、一部に立ち遅れのあることも視野に入れながら、部落差別が存在

するかぎり、真摯に施策を実施していくことが必要である。特に教育・啓発は、今ま

での取組の課題等を念頭に置きながら、啓発手法を見直し、従来にも増して積極的に

推進していく」としています。 
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2002(平成14)年度からは、16事業の経過的措置事業及びそれぞれの課題解決のた

めの「一般対策事業」により取り組み、2003(平成15)年度からは、各部局が定期的な

調整連絡会議を開催し、総合行政として取組を行っています。 

人権施策に関しては、1990(平成2)年3月、県議会において「人権県宣言」が採択さ

れ、1996(平成８)年に、知事を本部長とする「三重県人権教育のための国連10年推進

本部」が設置され、1997(平成9)年には、「人権が尊重される三重をつくる条例」が制

定されるとともに、県の人権に関する重要施策などについて審議する「三重県人権施策

審議会」が設置されました。この審議会の意見や国内外の動向を踏まえ、2015(平成

27)年１２月には「三重県人権施策基本方針（第２次改定）」が策定され、その行動計

画として、2016(平成28)年に、「人権が尊重される三重をつくる行動プラン（第３次）」

が策定されました。 

また三重県教育委員会では、1999(平成11)年2月に策定した「三重県人権教育基

本方針」に基づき、県全体の人権教育の総合的推進を図ってきました。2013(平成25)

年度実施の「人権問題に関する教職員意識調査」の結果及び「三重県人権施策基本方

針（第２次改定）」の内容等を踏まえて、2017(平成29)年３月に「三重県人権教育基

本方針」を改定しました。 

また、2013(平成25)１月には、今後の人権行政を推進していくための基礎資料と

するため、「人権問題に関する三重県民意識調査」を実施し、過去に実施した県民意

識調査結果との比較検討を実施し、意識の変化を把握しました。 

④ 本市の取組 

本市は、2004(平成16)年11月に上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山田村、

青山町の6市町村の合併により誕生しました。合併前の市町村では、同和問題を行政

の最重要課題として位置づけ、住環境整備の改善等の諸事業を実施し、ハード面にお

いては周辺地域も含め改善され、一定の成果を上げてきました。また、人権尊重宣言・

人権条例を制定し、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃に向けて取り組んできまし

たが、同和問題は依然として解決されず、差別事象が発生しています。また、同和地

区の生活実態や市民の差別意識の解消においても課題を残しています。 

伊賀市として合併すると同時に、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、「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」（以下「あらゆる差別撤廃条例」という）

を制定するとともに、2005(平成17)年9月には、同和問題の解決を図るために必要

な施策を調査及び審議するため、「伊賀市同和施策審議会条例」を制定しました。 
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また、市の人権に関する施策等については、「伊賀市人権政策審議会」を設置し、こ

の審議会の提言を踏まえ、2005(平成17)年9月26日には、「住み良さが実感できる

自立と共生のまち」の実現をめざし、「伊賀市人権尊重都市宣言」を行いました。

2017(平成29)年には「第3次伊賀市人権施策総合計画」を策定し、部落差別をはじ

めあらゆる差別撤廃に向けて取組んでいます。 

2007(平成19)年には人権・同和教育を総合的かつ効果的に推進するため、「伊賀

市人権同和教育基本方針」（2014(平成26年)に一部改定）を策定しました。 

このように、人権に関する条例や宣言に基づく計画や基本方針を基礎とし、これま

で市が実施した生活実態調査結果から示された課題を踏まえ、同和問題の抜本的解決

を図るため、2012(平成24)年度に、「第２次伊賀市同和施策推進計画」（以下、「第

２次計画」という。）を策定しています。 
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(3) 「同和施策推進計画」の必要性 

 

これまでの同和対策により、生活環境の改善などの物的な基盤整備については一定の 

成果が見られるものの、インターネット等の普及に伴う情報化の進展により、新たな形態

の差別事象が発生するなど、依然として多くの差別事象が後を絶たず、その内容は年々悪

質かつ陰湿化しています。 

また、不当に差別を受け不利益を被ることにより、不安定就労、高齢期の収入格差など

から生活困窮の状態に陥るなどまだ多くの課題が残されています。併せて、地域の少子・

高齢化が進む中、高齢者のみの世帯や単身高齢者世帯の増加により、生活面での不安を抱

える人や世帯が増えてきています。 

このように、自由と平等、基本的人権、安心・安全な生活を営む権利を保障されず、依

然として同和問題は深刻にして重大な社会問題であり、何よりも基本的人権の尊重の視点

から、それぞれの生活課題などに対応していかなければなりません。 

差別のない社会を実現するため、日本国憲法、同和対策審議会答申の精神等を基本理念

とし、部落差別解消推進法が施行されたことを踏まえ、市の責務として、人権教育・啓発

の充実や福祉の向上、生活課題・人権侵害の解決を図るため、市民・地域・企業・団体等

が一体となって、効果的・普遍的な施策の推進を図る必要があります。また、地方分権推

進の面からも、地方自治体が主体となり、地域の状況や事業ニーズを的確に把握し、同和

問題の解決の視点に立った、施策・事業を適切に実施していくことが求められています。 

2017(平成 29)年度に第２次計画の期間が終了することに伴い、以上のことを踏まえ、

早急に解決が必要である同和問題について、引き続き地域の実情や施策ニーズ等に基づく

対策を一般施策の中で体系的に整理し、適切に実施するため「第３次伊賀市同和施策推進

計画」を策定するものです。 
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(４) 第 2 次計画における取組の成果 

 

「第2次計画」に掲げた施策の推進にあたっては、基本理念と基本目標に示した「同和問

題の解決は、国の責務であり、同時に国民的課題であり、部落差別が現存する限り、同和行

政は積極的に推進されなければならない」とした「同対審答申」の精神を踏まえ取組を進め

てきました。さらに、「同和地区住民の真の自立を支援する」、「市民の差別意識を払拭し、差

別を許さない人権意識の高揚を図る」、「同和問題にかかわる現状を定期的に把握し、取組の

効果測定と施策確立の指針とする」、「旧市町村の歴史性や多様性を確保していく」ことを基

本的視点として掲げ、同和問題の解決に向け取組を進めてきました。 

2013(平成25)年度から2017(平成29)年度までの５年間における本市の同和行政にお

ける各種施策の取組については、第１次計画に引続き、「人権意識の高揚及び人権擁護体制の

確立」、「同和地区の住環境の改善」、「同和地区住民の生活の安定と自立支援」、「同和問題の

現状把握と分析」、「現行の同和関連施策の対応」からなり、これまで示されてきた課題と、

その課題解決に向けた取組方針により、事業実施担当課において個々の課題・取組方針に適

応した施策・事業の抽出を行い、取組を進めました。 

この取組の成果を、事業実施担当課による一次評価、同和施策推進会議による二次評価を

経てとりまとめました。５つの施策分野ごとの取組の成果については次のとおりです。 

 

１） 人権意識の高揚及び人権擁護体制の確立 

① 人権啓発・同和教育の推進 

同和問題に対する正しい理解の促進を図る取組を進めるにあたって、「差別は自然になく

なるのではない」との正しい理解と認識を持ち、次の世代に差別を残さないよう、市民に

対する啓発に努めました。また、多くの市民が学習機会に参加できるよう広報活動に努め、

同和問題を自分の問題として捉えられるよう、内容や手法などの工夫に努めました。 

人権尊重の理念の普及を図る取組については、日々の生活の中で人権を尊重し実践して

いく「人権文化」を創造できるよう、「あらゆる差別撤廃条例」をはじめ、人権に関する条

約や法律、条例、宣言等の周知を図るため、市民への情報提供について、あらゆる機会を

通じて発信するよう努めました。保育所（園）の解放保育については、解放保育基本方針

の理解を深め、各保育所（園）の特色を生かした取組がなされており、職員の資質向上に

も努めました。しかし、保育所（園）によっては取組にばらつきがあったため、解放保育

への理解を深め、実践に繋がる研修を行いました。 

各学校・幼稚園でも、マニフェストにより特色を生かした人権・同和教育の取組を進め
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てきました。取組としては、人権・同和教育の充実を図るため各年代に応じた学習の機会

を設けました。また、教職員研修については、校区内外で行われるさまざまな研修機会へ

参加し、児童・生徒と向き合う中で、自らの立ち位置を認識することにより、人権・同和

教育を進めるための実践力を高めました。 

地域社会における人権・同和教育の推進に向けて、人権同和教育推進団体と連携し、「差

別の現実から深く学ぶ」ことを基底に、地域における実践と学びの共有を図り、課題解決

に向けた取組を展開しました。 

住民自治協議会、自治会（区）を対象に、各地域で人権問題地区別懇談会が積極的に行

われていますが、今後、市内のすべての地域で人権問題地区別懇談会を計画的に行ってい

けるように、未実施の地域に対しての支援に努めました。 

社会意識の形成において大きな影響力を持つ企業・事業所については、人権の取組に対

する企業間の温度差を解消するため、社内人権研修を推進し、人権教育・啓発の必要性を

認識するための企業啓発を行いました。また、企業連絡会等の組織化を図るように支援や

働きかけを進め、2015(平成27)年11月、「伊賀市人権学習等企業連絡会」が設立されま

した。 

市職員の人権研修については、2014(平成26)年に、「人権・同和問題に関する伊賀市

職員意識・実態調査」を実施し、この調査結果を踏まえて、2015(平成27)6月に「伊賀

市職員人権・同和問題研修方針」を策定しました。この方針に基づき、これまで実施して

いた研修計画に基づく研修に加え、各所属で独自に行う研修や地区別懇談会など住所地で

行われる人権研修への参加などを通して、正しい理解・認識を持ち、責務を自覚する研修

に取り組んできました。 

人材の育成では、人権に取り組む機関が実施している人権大学講座や解放大学に毎年、

市職員を派遣し、部落差別をはじめとするあらゆる人権課題の知識や被差別当事者の思い、

そして解決に向けた手法などの習得を図ってきました。これらの修了生が、あらゆる場で

協力して人権啓発が実践できるよう、201６(平成28)年に「人権啓発活動ネットワーク」

を発足しました。また、隣保館や教育集会所、支所でも連続講座を開催し、地域での人権

リーダーの育成に努めてきました。 

地域や企業への人権学習における環境整備の一つとして、啓発ビデオや関係図書等の学

習教材が必要であるため、計画的に整備を進めてきました。また、啓発資料をはじめ学習

教材の提供や貸し出しの頻度が少ないため、さまざまな機会を捉えて、啓発資料・学習教

材などの情報提供に努めてきました。 
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② 人権擁護体制の確立 

人権を侵害する差別落書きの早期発見と未然防止を図るため「同和問題啓発推進マニュ

アル」、「差別落書き発生時の対応マニュアル」を定め、伊賀市同和問題啓発推進委員会を

通じて全職員に周知を図る取組を進めています。また、差別落書きの早期発見のため、一

部の支所では定期的に公共施設の巡回パトロールをするなど警戒にあたっています。この

他にも2007(平成19)年2月に６支所管内の集配郵便局と「差別落書きの情報提供に関す

る覚書」を締結し、差別落書きへの迅速な対応ができるよう取り組んでいます。 

情報機器等が急速に普及する中、インターネット上の掲示板などへの差別書き込み等が

社会問題になっています。こうした問題に対応するため、定期的にモニタリングを行い差

別書き込みの的確な実態把握に努め、掲示板等の管理者等へ削除を依頼し、差別の助長、

拡散の防止に努めています。 

人権相談については、各支所で取り組んでおり、相談内容により、適切な機関と連携す

るなど問題解決に努めました。しかし、全体的に相談件数は少なく、さまざまな機会を捉

えて相談事業の周知に努め、相談しやすい場の雰囲気づくりに努めています。 

2011(平成23)年11月に司法書士・行政書士による大量の戸籍等が不正に取得される

事件が発覚しました。それ以前の2005(平成17)年、2007(平成19)年にも同様の事件が

発覚しており、市内で合わせて15件の戸籍等が不正に取得されていたことが判明しました。 

その対策として、これまで、国や県に対して、戸籍法の改正等法整備を要望する一方、

市として、これまでに発覚した戸籍等の不正取得事件の再発を防止するため、交付事実を

本人に通知する制度の導入に向けて検討を進めてきました。 

その結果、2012(平成24)年11月から不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の

抑止及び防止を図ることを目的に、「伊賀市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制

度に関する要綱」を施行し、その運用を行っています。 
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２） 同和地区の住環境の改善 

道路整備等については、これまでの同和対策事業の中で地域内や周辺地域の道路について整

備を進め、特別措置法失効後は一般対策事業として整備に努めました。 

同和対策事業により建設された施設等については、適切な維持管理に努め、事業残地となっ

ている市有地についても周辺環境を良好な状態に保つため、環境整備に努めました。 

住宅・住環境の整備等については、2013(平成25)年３月に策定した「伊賀市住生活基本

計画」及び「伊賀市公営住宅等寿命化計画」に基づき、既存住宅の改善・修繕を進め、安全性

や耐久性、居住環境の整備に取り組みました。 

地域の防災対策については、伊賀市地域防災計画に基づき、要配慮者の早期非難及び安否

確認等の体制づくりの支援を行いました。特に、要配慮者が災害発生時に円滑に避難できるよ

う、災害時要援護者避難支援プランに基づき、避難行動要支援者名簿の整備並びに個別計画の

策定に取り組み、地域の実情に応じた避難体制の整備に努めました。 

地域の防犯対策については、犯罪を未然に防ぎ、安全で安心なまちづくりを推進するため、

伊賀市防犯協会と連携を図り、振り込め詐欺や悪徳商法などの手口に対して、被害防止の啓

発に努めました。伊賀市暴力団排除条例を制定しました。 

八幡地区では、全世帯の７割以上が公営住宅等に居住していますが、それらの住居は老朽

化が著しく、環境設備も現在の生活様式にはそぐわない状況となっています。こうした状況

から、住生活の改善を図るために、「やはたまちづくり計画」の事業化に向け、庁内会議や、

自治組織づくりのための地元説明会を開催しました。 
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３） 同和地区住民の生活の安定と自立支援 

① 保健・福祉の充実 

ア．子育て支援の充実 

子育てに関する不安や悩みを持つ保護者に対し、日常的に相談できる体制として、家庭児童

相談員、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員、学校、保育所（園）、こども発達支援

センター、保健センター等の保健師・栄養士、児童館、隣保館等と連携しながら、家庭の問題

や子どもの育児に関する不安や悩みの相談、子どもの発達相談、栄養相談、生活支援の相談な

どの事業充実に努めました。 

子育てに関する様々な情報の充実のため、子育て（包括）支援センターや保健センターをは

じめ、児童館、隣保館等での情報提供を行い、併せて、広報紙やケーブルテレビで情報を発信

しました。また、保健センター等で妊娠期の手帳交付を行う際や、出生届、訪問実施時などに

妊娠・出産・育児・子育てに関する情報提供に努めました。 

ひとり親世帯への総合的な子育て支援として、ハローワーク伊賀との連携による雇用・就労

支援を行いました。また、経済的支援については、各種福祉制度を利用することで、経済的負

担の軽減を図り安定した生活が送れるように支援し、家庭での悩みや子育て・発達に関する悩

み、経済的な悩みや就労の悩みなどの各種相談に取り組みました。 

子どもの基本的生活習慣の乱れについては、生涯にわたる健康の保持・増進の基礎となる子

どもの頃からの食生活をはじめ睡眠や運動等の生活習慣によるところが大きく影響していま

す。そのため、１歳６ヶ月・３歳児の幼児健診での健康指導や乳幼児の健康相談を実施するこ

とで健康に対する意識を高めました。特に、子どもの食生活の中で欠食することのないように、

保護者へ「保育所（園）だより」などで食の大切さを伝え、参観などの機会を利用して栄養や

食の安全などの食育指導や試食会を行うとともに、「早寝、早起き、朝ごはん」の啓発に努め

ました。 

保育において、将来を担う子どもの育ちを保障し、日々の保育実践の中で人権感覚を磨きな

がら保育を行うための取組として、解放保育研究会による保育士や保護者の研修会、保護者交

流会、推進交流会を実施し人権感覚を高めるための学習機会を持ちました。また、保育士一人

ひとりが、差別の現実を学び保育実践に反映していくため、研修会に積極的に参加し自己研鑽

に努めました。 

 

イ．高齢者施策の充実 

高齢者が住み慣れた地域の中で、いきいきと自立した生活を送ることができるよう、日常生
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活における介護予防、仲間づくり、生きがいづくりなどの各種教室・講座を隣保館事業として

開催し、生活習慣病の予防や介護予防に取り組みました。また、生活改善に繋げる機会として

保健センター、隣保館と連携し出前講座（健康教育・健康相談）を実施しました。 

要支援・要介護状態になるリスクの高い高齢者らを対象に介護予防教室を開催し、介護予防

の推進を図りました。 

支援や介護が必要となり、介護保険サービスや保健福祉サービスが必要となった時に、住み

慣れた地域の中で、安心して暮らしていくために必要なサービスを受けられるよう、情報提供

に努めました。また、介護相談員がサービス事業所を訪ねて、適切なサービスを受けられるよ

う、利用者やその家族の相談等を行いました。 

入退院や転院、在宅医療に向けた相談、医療費の支払に関する相談、介護保険サービス、保

健福祉サービス、医療費助成制度など相談や支援が多岐にわたることから、各医療機関をはじ

め介護施設、介護保険事業所などとの連携を図りながら、患者や家族のニーズに沿った支援に

取り組みました。 

 

ウ．障がい者施策の充実 

障がいのある人が住み慣れた地域において生活を継続できるように、隣保館で、障がいのあ

る人の悩みや生活相談、あるいは昼間の居場所づくりなど、相談・見守り支援を行い、いつで

も相談できる体制づくりに努めています。また、生活相談員による家庭訪問や見守りにより各

世帯の状況把握に努め、心身のサポートを行っています。相談内容に応じて関係部署・専門機

関等と連携し、自立した生活が送れるように努めました。 

障がいのある人が利用しやすいように、隣保館施設については既にバリアフリーとなってい

ますが、他の公共施設においても周辺環境のバリアフリー化を進める必要があります。また、

ユニバーサルデザインを取り入れ、すべての人が快適に利用できるように検討しています。 

 

エ．その他、福祉施策の充実 

2016(平成２８)年４月に策定した「第３次伊賀市地域福祉計画」では、住民自治協議会・

自治会（区）等が地域を支える取組の中心的な役割を担うとしています。このことから、地域

福祉計画の理念や施策が地域課題の解決に繋がるよう、地域と連携して取組を進めるため、住

民自治協議会等の活動支援に努めました。 

権利擁護については、成年後見制度の普及を目的とした福祉後見人養成講座を開催しました。

また、認知症の方や精神に障がいのある人などに代わって福祉サービスの利用援助、日常の金

銭管理、書類の預かり等を行う日常生活自立支援事業について取組を進め、低所得者の方が利
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用しやすいように利用料金を助成するなどの対策を行い、事業の普及に努めました。 

② 産業の振興 

中小企業者の経営安定を図ることを目的に、県の小規模事業資金利用者へ保証料相当額

の補助を行いました。また、商工会議所及び商工会が実施する中小企業相談業務にかかる

経費の一部を負担し支援をしました。 

各集落の営農組織や生産組合等が持続性の高い水田農業を行うために農業用機械器具等

を導入する場合には、農業用機械器具補助を行い、集落営農の推進に努めました。 

また、農業者戸別所得補償制度の一環として、担い手が規模拡大加算を活用して、農地

の面的集積による経営規模の拡大を図るように支援しました。 

国の施策である「人・農地プラン」、及び農地中間管理事業について、各支所単位での開

催をはじめとして、説明会を実施しました。 

さらに、中山間部における耕作放棄地の増加により、農地の荒廃が危惧されています。

そのため、耕作放棄地の発生を防止し、中山間地域等の営農を安定的に継続していけるよ

うに中山間直接支払交付金制度を活用して支援しました。 

このほかにも、鳥獣害の被害防止を行う地域に対して、集落研修会を行い、その後、侵

入防止柵の設置をはじめとする「地域ぐるみでの鳥獣害対策」に取り組みました。 

③ 就労の安定 

就職差別の撤廃と公平・公正採用の徹底を図るため、ハローワーク伊賀と三重県、伊賀

市が連携し、市内各企業・事業所へ訪問しました。また、企業・事業所ぐるみで人権問題

への取組を進めるため企業・事業所へ聞き取りを行いました。あわせて、公平・公正な採

用の実施についての聞き取り調査に努めました。 

就労支援体制として、職業相談員を配置し、各隣保館へ定期的に巡回相談を行い、就労

に繋げてきました。また、若年者の就労相談について定期的に広報紙へ掲載し、高齢者に

ついても、職業相談の開催をシルバー人材センターと協力して、各地域で実施し雇用の促

進に努めました。 

障がい者の就労支援については、伊賀市障がい者相談支援センターにおいて伊賀圏域障

がい者就業・生活支援センターと連携し就労支援に努めました。 

商工会議所、商工会との連携によるインターンシップの受け入れ事業所の拡充を図るた

め、伊賀地域高等学校インターンシップ推進協議会を開催し、より多くの業種で職業体験

ができるように取り組みました。 
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④ 教育・文化の向上 

小学校入学時に学校生活や学習活動にスムーズに入っていけるよう、各小学校と保育所

（園）が話し合い、保育所（園）での生活の流れや保育をより理解してもらうため公開保

育を行い、一人ひとりの子どもたちの姿を直接見て把握し、就学する前の早い段階で、発

達が気になる子どもにあった支援方法を見つけ、適切に就学に繋ぐなどの切れ目のない支

援を行いました。また、児童保育要録などを利用して、より詳細な引き継ぎをしました。

各教育集会所や児童館、隣保館では保・小・中・高連絡会などを通じて子どもたちの情報

共有をしており、子どもや保護者の不安が解消され安心して学校生活を送れるように連携

に努めました。 

差別に負けない、差別を許さない子どもの育成を図るため、児童・生徒が自分の生まれた地

域を知り、差別の現実を理解し、差別に負けない仲間づくりと差別に立ち向かおうとする力を

身につけることを目的とした、教育集会所や児童館、隣保館における、部落問題学習や地区学

習会、各種教室・講座などの事業を進め、地域住民の方からこれまでの生き方などの聞き取り

や、地域を振り返ることにより自分の存在を明確にし、差別に対する怒りをもつことができる

力を身につけられるよう努めました。 

また、市内教育集会所で活動する児童・生徒が、差別をゆるさない仲間として地域を越えて

つながり支えあうことで、将来的に人権啓発リーダーとして共に活動できることをめざして、

市内教育集会所交流会を開催しました。交流会では日常の部落問題学習や地区学習会のこと、

差別撤廃に向けた思いなどを学び合うことができました。 

さらに、ともに差別をなくしたいという思いをもった高校生や青年たちが集い、全国高校生

集会や全国青年集会などに参加し、反差別の活動や、差別解消への思いなどの実践を学ぶ中で、

同じ思いを持った高校生や青年たちとの交流を図り、反差別の仲間の輪を広げました。 

文部科学省は「人権教育・啓発に関する基本計画（2002年3月閣議決定）」の具体化とし

て、2003年度に「人権教育の指導方法等に関する調査研究会議」を設置し、国としての人権

教育指針ともいうべき「人権教育の指導方法等の在り方について とりまとめ」を、第一次

（2004年）から第三次（2008年）にわたり公表し、全国の都道府県・政令都市・市町村教

育委員会及び各学校に対し、人権教育の積極的な推進を提起しました。また、その中で、「人

権教育は、すべての教育の基本であり、各学校において教育活動全体を通じて創意工夫して取

り組まなければならない」と提起し、「人権尊重の精神に立つ学校づくり」を提唱しています。

このことは、人権教育を特別な教育、限られた一部の学校・地域で行われる教育活動という受

け止め方や風潮を排し、人権教育はすべての学校の課題であり、教育の根幹と位置づけたこと

になり、各学校で積極的な人権教育を推進していく上で、その意味は非常に大きいといえます。 
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各学校・幼稚園においては、「伊賀市人権同和教育基本方針」に基づいた研究課題に沿った

研究テーマを設定し、授業での実践、反差別の仲間づくり、公開授業、地区別懇談会等を通じ

て、子どもたちや保護者の同和問題に対する正しい理解と認識を高めるため、人権・同和教育

の研究と実践に努めました。 

各学校で部落問題学習の中で学んできたことで、差別をなくす思いを高め、すべての子ども

たちが学習によって元気を出し、差別解消や人権課題解決の見通しをもち、差別をなくす主体

者になれるように、今までの経験を出し合う機会として、「部落問題を考える小学生のつどい」

や「部落問題を考える中学生のつどい」を開催し、児童・生徒の交流に努めました。 

また、小学校低学年・中学年・高学年、中学校において、人権・同和教育に関わる授業を公

開し、その後、各学校の取組について学校間で交流を行い、教職員全体で研修を深めました。 

中学校区内の小学校をはじめ、保育所（園）、関係地域、関係団体を含め、人権・同和教育

の研究推進について互いの理解を深め、情報の共有を図るため、人権・同和教育推進連絡協議

会の各種部会等の活動に取り組みました。 

基礎学力の向上を図るため、「全国学力・学習状況調査」や「標準学力検査」等の結果を分

析し、一人ひとりの学習課題を明らかにし、個々に応じた指導を工夫しました。教師の指導力

向上のための研修会や公開研究会、教育研究センター研修講座などを行い、また、家庭学習が

習慣化できるように「家庭学習のすすめ」の冊子を作成し、学力向上に取り組みました。 

小学校では、様々な活動をキャリア教育の視点でつなぎ、体系的な教育活動として、丁寧に

設定し、取組を進めてきました。その中で、自分の責任を果たすことや夢に向かって努力する

ことの大切さなどを学ぶ取組を行いました。中学校では、職場体験活動を核にしながら、ライ

フスキル学習なども取り入れ、計画的、系統的なキャリア教育に取り組みました。その結果、

子どもたちが自分の生き方を見つめ直したり、目標を明確にしたりすることができ、学習意欲

の向上に繋がりました。 

経済的理由により就学の困難な同和地区の生徒及び学生に対して、教育格差の是正による部

落差別の解消をめざし、社会に貢献する人材を育成するために、同和奨学金の支給を実施しま

した。2010(平成22)年４月から公立高校授業料無償化と高等学校等就学支援金支給制度

が始まり、その制度開始に合わせ、2010(平成22)年度に選考基準を見直しました。その

ことにより、対象が所得の低い世帯に限定され受給者が減少しました。同和奨学金制度を

継続する目的は、教育格差の是正をめざし、社会に貢献する人材を育成することであるため、

より多くの生徒が同和奨学金を受給できるように、2012(平成24)年度に改めて選考基準を

見直しました。また、同和奨学金支給日に奨学生、保護者、学校関係者、地区関係者が出席し、

同和奨学金の意義と人権・同和問題の理解を深めるための講演会や学習会を行い、同和奨学金
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の持つ意味、目的を理解するために取り組みました。 

厳しい部落差別によって、文字をはじめとする活字文化や文化的な生活を送れなかった

人々にとって隣保館や教育集会所は文字や生活を取り戻し、教養文化を高める識字教室や

人権・同和教育の今日的課題解決に向けて取り組む活動の場です。隣保館や教育集会所で

は、人権大学講座、人権解放講座、隣保館事業の各種教室・講座の開催など学習や体験の

機会を設け、地域住民の人権意識を高めています。住民と行政が協働した人権同和教育の

推進など、隣保館や住民自治協議会、各種団体が連携して、講演会やフォーラム、人権コ

ンサート、文化祭、夏祭り、敬老のつどいなど様々なイベントを開催しました。地域間の

交流と仲間づくりや地域住民の学習ニーズを把握し、誰もが、いつでも学ぶことのできる

開かれた学習環境づくりに努めました。 

⑤ 隣保館等の活動の活性化 

隣保館においては、地域ごとの課題などが異なり地理的要件などから、人口、世帯構成、

高齢化率、子どもの数、生活環境、住まいの状況など、課題やニーズが異なっています。

そのため、地域住民のニーズに応じたきめ細やかな活動を提供する場として、教養文化・

健康づくり・生きがい活動などの教室や講座を開催しました。相談事業については、健康

相談をはじめ、就労、生活、住居、育児、子育て、介護、医療など多岐にわたる相談事業

を行い、必要に応じて専門機関等へ繋げました。また、地域の個々の人の課題への対応に

ついては、孤独死対策や未然に事故を防ぐことを目的として、一人暮らし高齢者世帯や高

齢者のみの世帯への定期的な安否確認を行い、健康に不安がある高齢者などへ保健師等が

訪問し、健康相談や健康状態の確認を行いました。また、一部の隣保館では外出支援事業、

配食サービス、ミニデイサービスなどの事業を行い地域福祉の向上に努めました。 

地域では高齢化が進み、高齢者世帯やひとり暮らし高齢者世帯が増え、世帯の核家族化

が進むなか、地域における相互扶助機能が低下しているため、その機能を回復していくた

めの取組として、市内に 8 館ある隣保館の地域の高齢者を対象に、地域間の交流と、同じ

地域の住民同士の交流を図る場として、2011(平成 23)年度から隣保館福祉交流会を開催

し、対象地域の高齢者が交流しました。 

児童館については、「放課後児童対策事業」で、放課後における児童の活動の拠点として、

施設・遊具を提供し、遊びや学習の指導に努めました。中には、地域での人権学習を進め

るため各種教室等を開催している児童館もあります。未就園児をもつ親子を対象に子育て

支援事業を行いました。また、各種研修会へ参加し、児童館職員としての資質向上を図り、

児童の健全な成長と教育・人権を守るため保護者を対象に講習会などを実施し、意識向上

に努めました。 
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４） 同和問題の現状把握と分析 

① 定期的な市民意識調査の実施 

同和問題をはじめとする人権問題について、市民がどのような意識を持っているかを

把握するために、「人権問題に関する伊賀市民意識調査」（以下「市民意識調査」という）

を2009(平成21)年11月、2015(平成27)年１月に、伊賀市在住の20歳以上の市民

2,000人を対象に実施し、それぞれ翌年に調査報告書をまとめています。 

また、人権啓発・教育活動をより効果的に進めていくための啓発資料としてダイジェ

スト版を作成し、各地区で開催する人権問題地区別懇談会等で活用しています。 

② 同和地区住民の生活実態の把握 

2011(平成 23)年度には、厚生労働省による「平成 23 年度社会福祉推進事業」の一

環として「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」（以下「国

の実態調査」という）と、市の「同和問題解決に向けた生活実態調査」（以下「市の実態

調査」という）の２つの実態調査を行いました。 

「国の実態調査」については、隣保館が対象とする「地域住民」及び「周辺地域住民」

の生活等の実態把握を行うため、各種行政が持つ情報により「年齢階層別人口構造」、「過

去 10 年間の人口動態」、「世帯の状況」、「住民税課税人口の状況」、「生活保護受給状況」、

「障がい者の状況」、「介護保険制度 要介護認定者の状況」、「乳児検診未受診者の状況」、

「公立中学校卒業者及び進学等の状況」、「公立中学校 欠席者及び就学援助利用者」、「住

宅及び公営住宅の状況」、「公営住宅に住まう地域住民の状況」など 12 項目におよぶ調

査を関係各部署が持つ行政情報を基に実施しました。 

「市の実態調査」については、同和地区の生活実態を把握するため、面接方式による

調査を行いました。2016(平成28)年度に実施した「市の実態調査」では、75の設問

項目を用いて調査し、前回調査からの経年変化の把握、伊賀市全体における生活状況と

の比較、同和問題解決に向けた施策等の測定を行い、「第3次計画」の策定資料として活

用します。 

③ 差別事象の把握 

依然として差別落書きや差別郵便などの差別事象が発生しています。インターネット

を悪用した差別書き込みが頻発し社会問題となっていることから、2007(平成19)年度

から三重県の委託を受け、名張市と協働で、パソコンや携帯電話などで自由に書き込み

を行えるサイトを定期的に監視し、差別書き込みの把握に努めました。発見した際には

管理者へ削除要請をするなど、放置することなく差別の助長、拡散の防止に努めました。 
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５） 現行の同和関連施策の対応 

 

地域改善対策協議会においては、地対財特法の期限後の方策として「教育、就労、産

業等の残された課題について、その解決のため、工夫を一般対策に加えつつ対応すると

いう基本姿勢に立つべきである。」とし、国の同対審答申では、「部落差別が現存する限

り同和行政は積極的に推進されなければならない。」と指摘されています。 

これまで同和対策事業として取り組まれてきた市の同和関連施策の一般対策化に向け

て検討を進め、各施策の課題を明らかにし、教育及び啓発を引き続き積極的に推進して

きました。 

また、「雇用及び人権問題等企業啓発事業」、「指導者育成経費」、「同和教育研究推進事

業」、「人権教育推進事業」、「各種活動団体の活動助成金」、「小中学校内同和教育推進・

解放学習会指導委託料」、「地域交流支援委託料」、「父母の会〔解放保育〕等補助金」、「歳

末慰問金」については、本市の他の施策・事業と組み替えを行い、これまでの施策対象

を同和地区住民以外にも広げることで「人権の視点で再構築する」という方向で施策が

示されました。 

今後の課題はあるものの継続して実施する事業として「水銀灯維持費助成事業」、「共

同浴場維持管理経費」、「公共施設の維持管理業務（火葬場・地区会館）」、「保育料の減免」、

「家庭支援推進事業保育用具貸与」があり、第３次計画期間においては、計画に基づき

継続して検討を進めていく必要があります。 
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この第３次計画は、「伊賀市人権尊重都市宣言」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」の理念を踏まえ、同和問題の解消をめざし、伊

賀市における今後の同和行政施策について、総合的、計画的に進めるための指針として位

置づけられます。 

また、行政のみならず、市民・地域・企業・団体等が、同和問題の解消をめざし、それ

ぞれの役割や責務を自覚し、主体的に行動するための指針となるものです。 

さらに、2014(平成26)年策定の「第2次伊賀市総合計画」を上位計画とし、同和問題

の解消に関する各分野の取組の方向性をより具体的に示すとともに、「第３次伊賀市人権施

策総合計画」をはじめ関連する個別計画との整合性を図り、同和問題解決に向けてあらゆ

る視点から多様な生活課題に対応するため連携をとりながら進めていきます。 

■他計画との関係 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 計画の位置づけと他計画との関係 

第２次伊賀市総合計画 

人権施策総合計画 

男女共同参画基本計画 

地域福祉計画 

子ども・子育て支援事業計画 

高齢者輝きプラン 

障がい者福祉計画 

教育大綱 

都市マスタープラン 

地域防災計画 

地域公共交通網形成計画 

地域振興計画 

地域まちづくり計画 

 
      など 

「同和対策審議会答申」 

「地域改善対策協議会意見具申」

「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」 

「伊賀市人権尊重都市宣言」 

「伊賀市人権同和教育基本方針」 

「伊賀市解放保育基本方針」 

伊
賀
市
同
和
施
策
推
進
計
画 

整合性
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この計画の期間は、2018(平成30)年度から2022年度までの５年間とします。また、

計画の見直し時において、生活実態調査及び市民意識調査を実施します。 

なお、社会経済情勢や関連する制度の見直しなど、地域の状況が大きく変化した場合に

は、計画期間中においても必要な見直しを行うものとします。 

 

 

 伊賀市総合計画 
伊賀市 

人権施策総合計画 

伊賀市 

同和施策推進計画 

2022年    

2021年    

2020年    

2019(平成31)年    

2018(平成30)年    

2017(平成29)年    

2016(平成28)年    

2015(平成27)年    

2014(平成26)年    

2013(平成25)年    

2012(平成24)年    

2011(平成23)年    

2010(平成22)年    

2009(平成21)年    

2008(平成20)年    

2007(平成19)年    

2006(平成18)年    

 ３ 計画の期間 

第
２
次
計
画
基
本
構
想 

第

２

次 

第 

１ 

次 第
２
次
計
画 

第
１
次
計
画 

第
１
次
計
画 

第
２
次
計
画 

第
３
次
計
画 

第
３
次
計
画 

第
１
次
計
画
基
本
構
想 
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この計画の策定にあたっては、次のような体制で取り組みました。 

① 計画の策定組織 

●伊賀市同和施策審議会 

学識経験者をはじめ関係機関・団体等の代表による委員で構成され、第２次計画

の二次評価及び第３次計画策定のための審議を行いました。 

 

●伊賀市同和施策推進会議 

人権担当部長を会長として、各部局及び各支所の所属から選出された委員で構成

され、同和問題解決のため、第２次計画の取組状況の第一次評価及び第３次計画策

定に向けた検討をしました。また、庁内各部局で実施する施策の調整をしました。 

 

 ●本庁・隣保館（所）長会議 

本庁人権担当部局及び各隣保館（所）長で構成され、第３次計画の策定に向けた

資料の収集及び検討をしました。 

② 市民意識調査及び同和地区生活実態調査の活用 

2015(平成27)年１月に「人権問題に関する市民意識調査」を実施しています。同

和問題に関する市民の意識と課題を把握するため、この市民意識調査結果を活用しま

した。 

また、2017(平成29)年３月に「同和問題解決に向けた生活実態調査」を実施して

います。同和問題の解決及びまちづくりに向けた課題を把握するため、生活実態調査

結果の活用を行いました。 

③ パブリックコメントの募集 

   ●第3次伊賀市同和施策推進計画（中間案）について 

2017(平成２9)年12月15日から2018(平成30)年1月15日にかけて、市民か

らの意見を募集しました。 

 ４ 計画の策定体制 


