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第４章 同和問題解決に向けた取組の展開 

 －６６－

 

 

(1) 人権啓発・同和教育の推進 

【課 題】 

市民意識調査でみられるように、「当事者（部落）責任論」(19.5%)や「寝た子を

起こすな論」(35.４%)、「他人事意識」(28.0%)、「結婚を反対する意識」(32.2％)

や「身元調査を肯定的に捉えている人」(26.8%)などの意識がなお根強く残されてい

ます。 

また、これまで、同和地区における生活状況が市の平均より相当低い状態にあった

ことが市の実態調査から明らかとなったことで、生活基盤を向上させるために同和対

策事業が進められてきました。今回、実施した市の実態調査でも、世帯総収入、個人

の収入、生活保護受給率などでは依然格差が生じていることが明らかになっており、

引き続き生活実態の改善に努めなければなりません。 

人権啓発については、講演会や研修会などの事業の形骸化や参加者の固定化傾向が

少しずつ改善されつつも今なお課題としてあげられ、新しい事業内容の構築や既存事

業の見直し、講演会などに参加していない層への働きかけや工夫なども課題として残

されています。 

また、同和対策事業の必要性について、市民意識調査では、不公平であるとの逆差

別論を肯定する割合が60.0％に上り、市民に対しての理解が十分ではなかったことが

明らかになっています。 

行政職員や教職員は、地域のリーダーとして課題の解決に取り組まなければなりま

せん。同和問題の正しい理解と認識を深め、伊賀市を担っていく次世代に差別を残さ

ない責任があることを自覚し、啓発や教育を進めていく必要があります。 

各地域の同和教育研究活動では、それぞれの取組の中での成果と課題を検証し、よ

り効果的に同和教育を進めていくことが必要であり、そのためにも行政、地域、学校、

市民が一体となって同和問題の解決に取り組むことが求められています。 

昨年12月に部落差別の解消の推進に関する法律が施行され、更なる人権・同和教育

の重要性が増しています。インターネット上で、部落差別を助長したり、扇動したり

する行為につながる書き込みや掲示が増加する中、もう「寝た子を起こすな」は通用

しなくなり、同和問題に対する誤った認識が広がることに対して早急に、正しい認識

に基づく啓発や教育が必要です。 

 １ 人権意識の高揚及び人権擁護体制の確立 
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【今後の取組】 

① 同和問題に対する正しい理解の促進と人権尊重の理念の普及 

同和問題に対する正しい理解と認識を深め、豊かな人間関係が築けるよう、学習

や交流の機会の提供を継続します。実施にあたっては、同和問題を自分の問題とし

て捉えられるよう、内容や手法に工夫をこらし、多くの市民や企業、事業所などが

参加できるように広報活動を継続します。 

また、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（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）」をはじめ、「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律）」｢ヘイトスピーチ解消法（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）｣｢部落差別解消推進法（部落差別

の解消の推進に関する法律）｣等、人権に関する条約、法律、条例及び宣言等につい

て、市民へ周知します。 

なお、隣保館、関係団体等との連携を図り、効果的な周知の方法を検討します。 

 

② 就学前児童・学校教育における人権啓発・同和教育の推進 

子ども一人ひとりが同和問題に対する正しい理解と認識を深め、人権が尊重され

る社会づくりに向けた行動ができるよう、同和教育の理念や成果をもとにした人

権・同和教育の充実を図るため、各年代に応じた学習機会を提供します。 

また、教職員や保育所（園）関係職員は、同和教育に対する正しい認識を深め、

部落差別を撤廃するための自らの責務を自覚し、同和教育に取り組む実践力を身に

つけるための学習機会への参加を促進します。 

さらに、保護者や地域の人の人権意識を高めるため、あらゆる機会を通じて学習

機会を設けます。 

 

③ 企業や地域、各種団体における人権啓発・同和教育の推進 

企業・事業所が、自らが社会意識形成において大きな影響力を持つことを自覚し、

人権・同和教育の必要性を認識するように支援や働きかけを行います。 

また、人権尊重の職場づくりのため、企業訪問を行うとともに、研修会の開催等

の学習機会の提供や、啓発資料の作成・配布などを通じた情報提供等を支援します。 

地域や各種団体における効果的な人権啓発・同和教育が実施されるよう、人材、

施設、プログラム等の共有化を図るとともに、各年齢層に応じた学習意欲を喚起す
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る啓発資料や教材づくりに努めます。 

 

④ 人権啓発・同和教育の推進を担う人材の育成 

地域や職場のリーダーとなる人材の育成を図るため、人権意識や実践力を高める

指導者養成講座などの研修機会を提供します。また、地域や職場での学習会が円滑

に行えるよう引き続き支援します。 

市職員や教職員は、職場や地域での人権リーダーとして、課題の解決に取り組む

必要があるため、人権・同和問題の正しい理解と認識を深めるための研修会や学習

機会の提供を行います。 

地域においては、関係団体と協調を図り、地域住民一人ひとりが差別を見抜き、

差別を許さない、差別に立ち向かう力をつけられるよう、リーダー育成に努めます。 

 

⑤ 市職員に対する人権啓発・同和教育の推進 

同和問題について、すべての市職員が理解・認識を深めることができるよう、全

職員を対象とした研修を実施します。 

また、各所属を単位とした自主的な職場研修をさらに充実させるため、職場の推

進委員や所属長を対象とした研修を実施するとともに、居住地で開催される研修機

会への自発的な参加を促します。 

特に新規採用職員や新たに市の業務に携わる職員に対して、人権尊重の視点に立

った行政が行えるよう、人権研修の充実を図ります。 

さらに、職場や地域での同和教育の中心的な役割を担う人材の育成を図るため、

三重県人権大学講座をはじめ、関係機関等が主催する各種講座等に市職員を派遣し

ます。 

 

⑥ 関係機関・団体等との連携と支援 

同和問題についての啓発や教育を推進するため、引き続き人権擁護委員協議会や

部落解放関係団体、その他の人権教育・啓発団体との連携を図ります。 

また、専門性や機動性を持った活動の展開を進めるため、ＮＰＯ活動等の育成・

支援を図るとともに、行政との協働のあり方などを検討していきます。 

さらに、同和問題の解決に向けた研究を一層推進するとともに、各地域で組織さ

れている同和教育研究団体に対し、効果的な同和教育を進めていくことができるよ

う支援します。 
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(2) 人権擁護体制の確立 

【課 題】 

今回実施した市の実態調査では、過去5年間に「被差別体験がある」と回答した人

の割合が6.4％であり、インターネット上では、差別的な書き込み等が発生していま

す。 

戸籍謄本等の不正取得に対しては、伊賀市独自の「本人通知制度」を2012(平成

24)年11月に導入していますが、利用を希望する登録者が増加していくよう、市民へ

の制度の周知や啓発の強化が今後の課題となっています。 

市の実態調査で明らかになった被差別体験の対処方法では、「誰にも相談しなかっ

た」が45.6%と最も割合が高く、「行政や人権擁護委員に相談した」は6.3％と1割に

も達していません。当事者が差別に直面した場合、相談しやすい条件・体制の整備や

心のケアなどが重要であり、実態把握・早期発見・未然防止・相談・効果的な人権施

策の推進が必要です。 

 

【今後の取組】 

①  差別事象の早期発見・未然防止 

差別を根絶するため、差別落書きなどの差別の早期発見と未然防止を図るため、

行政と市民が一体となったパトロールを継続して行い、通報体制の整備を図るため、

各種マニュアルの周知を図ります。 

インターネット上での差別的な書き込み等に対しては、県や近隣市と連携してモ

ニタリング体制を継続し実態把握に努めるとともに、掲示板の管理者などへの削除

要請を引き続き行います。なお、悪質な書き込みや緊急に対応を要するものについ

ては、法務局や警察等との関係機関と連携できる体制づくりに努めます。 

また、法整備が必要なものについては国・県に強く要望していくなど、事件等の

未然防止のためのシステム構築や推進体制の整備を図り、人権教育・啓発のあり方

を検討していきます。 
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② 人権相談・救済・保護支援体制の確立 

当事者が差別に直面したときに、相談しようと思えるような相談体制の構築を図

り、心のケアを図れる体制づくりの検討を進めます。 

そのため、相談を担う担当職員、人権擁護委員の資質の向上を図るとともに、相

談に来やすい条件整備や相談等の開設についての住民への周知、的確な専門機関へ

とつなげていくことなど問題の早期解決のためのシステム整備に努めます。 

「部落差別解消推進法」が施行され、相談業務の充実が明記されています。市で

は、従前どおり隣保館や教育集会所を中心に、各地域の実情に応じた、各種相談機

能を充実させ、相談についての敷居を低くし、各種相談事象を積み上げる中から、

同和施策の展開方向を引き続き検討します。 

 

③ 相談を通じた人権侵害等の実態把握と人権施策の効果的な推進 

人権相談の場や関係機関との連携などで把握した人権侵害の実態や、その対応及

び解決策を引き続き協議・検討し、今後の人権相談に生かします。部落差別に関す

る相談事例を積み上げていく中で、差別禁止のガイドラインの策定に着手していき

ます。例えば、結婚の際に住んでいる地域を理由に、結婚が破談になった相談事例

から、「身元調査は、いかなる理由があろうとも、絶対にしてはいけない」との意識

を社会通念として定着させる必要があります。 

また、人権侵害に関する取組を展開する上での課題を明らかにし、差別禁止のガ

イドラインを活用し、広く加差別側に対して行う啓発に重点を置き、人権施策を効

果的に推進します。 

 

   ④  戸籍謄本等の不正取得の防止 

「本人通知制度」により、戸籍謄本等の不正請求及び不正取得の防止に努めます。

そのため、制度の目的や利用について、あらゆる機会をとらえてわかりやすい方法で

周知し、本人通知制度（事前登録型）の普及に努めます。 

また、弁護士・司法書士・行政書士など８業士に対し制度の趣旨や目的について周

知します。さらに、国や県に対しては、戸籍法の改正等法整備について継続して要望

します。 
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(1) 生活環境の改善 

【課 題】 

道路等の整備については、市全体の道路や下水道について、計画的に順次整備や補

修、改良等を進めていくことが必要です。 

地域内の共同浴場、火葬場、地区会館の施設は、指定管理者制度を導入して、管理

運営を行っています。しかし、施設や設備の老朽化が進み、指定管理者制度の更新時

に、施設の廃止または維持管理・保全を関係する地域と協議のうえ検討する必要があ

ります。 

また、その他の施設においても同和対策事業により早期に建設した施設が多く、適

切な維持管理・保全などの対策が必要です。 

地震災害等緊急に避難する必要が生じた時には、地域住民のお互いの見守りや助け

あいの力が必要であり、高齢化にともなう青年層や壮年層が少ない同和地区では、緊

急時の避難体制をどのように確立するかが大きな課題です。 

【今後の取組】 

① 道路環境・施設等の整備 

道路の整備・維持管理については、一般対策事業の中で、計画的に安全・安心な

道路整備の確保に引き続き取り組みます。また、下水道については、地域特性に応

じた整備手法の選択と計画的な推進に努めます。 

また、同和対策事業により建設された地域内の施設等については、利用状況、地

域の意向、今後のあり方等を勘案し、施設等の存続や廃止について、関係各課と協

議の上、検討を進め、必要な維持管理・保全を実施します。事業残地となっている

市有地については、実情把握を行い、今後公売等を検討します。 

② 防災・防犯対策 

防災対策については、「伊賀市地域防災計画」に基づき、いつ発生するか分からな

い災害に備えるとともに、要配慮者が災害発生時に円滑に早期避難及び安否確認等

が行えるようにするため、避難行動要支援者名簿ならびに個別計画の登録推進を図

ります。 

防犯対策については、関係機関との連携を図りながら地域の自主的な防犯活動を

引き続き促し、暴力追放・防犯組織の育成支援に努めるとともに、振り込め詐欺や

悪質商法などの手口について地域住民に周知し、広報や行政チャンネルなどを通じ

て防犯啓発に努めます。 

 ２ 同和地区の住環境の改善 
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(2) 公営住宅等の改善・整備 

【課 題】 

伊賀市では、市営住宅として公営住宅 240 棟 889 戸、改良住宅 82 棟 736 戸

の計 322 棟 1,625 戸があります。 

そのうち、同和対策事業で建設されたものは、公営住宅では 50 棟 193 戸、改

良住宅 82 棟 736 戸、計 132 棟 929 戸で、八幡地域には、公営住宅 25 棟    

12４戸の簡易耐火平屋建て住棟、改良住宅 24 棟 620 戸の 4 階建て中層耐火住棟

の計 49 棟 744 戸があります。 

公営住宅では、簡易耐火 2 階建て 19 棟 55 戸は、１棟が耐用年限 45 年を経過

しており、１０年後には約半数の棟が耐用年限に達することになります。これらは、

高齢化した入居者に対応する設備、構造対策が十分でなく、入居世帯の高齢化に対

応するため、団地内及び住戸内のバリアフリー化を推進する必要があります。また、

簡易耐火平屋建て 31 棟 138 戸は、耐用年限 30 年を既に経過している状況で、

住宅の安全上好ましくない状況です。 

特に、八幡地域の公営住宅（簡易耐火平屋建）については、ブロック造りで建設

から50年以上経過しているものが大半を占め、老朽化が著しい上バリアフリー化

もなされておらず、諸設備についても現在の生活様式には合わず入居者には住みに

くい状況となっています。 

一方、改良住宅では、簡易耐火 2 階建て 55 棟 110 戸の内、約半数の棟で耐用

年限に達しており、公営住宅と同様の課題があります。木造平屋建て 3 棟 6 戸に

ついては、比較的新しい住棟で、適切な維持管理が必要です。また、4 階建て中層

耐火住棟 24 棟 620 戸については、八幡地域にあり、耐用年限 70 年の半分以上

が経過し老朽化している状況です。構造上の問題として、エレベータ等が無く、バ

リアフリー化がなされておらず、高齢者や障がいのある人の日常生活に支障をきた

しています。さらに、結露やカビの発生による健康への影響が懸念され、各住棟・

住戸環境の構造、設備をあわせた抜本的な改善が必要となっています。 

地域内の公営住宅及び改良住宅に居住する世帯について、年齢が 65 歳以上の単

身もしくは夫婦の高齢者世帯は約４割、同居家族に高齢者を含む世帯は約７割を占

めています。このような状況から、公営住宅の簡易耐火平屋建てについては速やか

な建替えや、室内床の段差解消などの改善が必要です。改良住宅については、その

状況に応じた、建替や改善が必要となっています。 

なお、市営住宅入居者へのアンケート調査については、平成 22 年度に八幡地域、

その他の市営住宅については平成 24 年度に実施しており、どのケースにおいても



第４章 同和問題解決に向けた取組の展開 

 －７３－

7 割以上の回答者が建替、または改善を希望しており、速やかな事業推進が必要と

なっています。 

さらに、八幡地域では、古くなった住棟だけでなく、その周辺に位置する道路、

公園、共同浴場、児童館、市民館といった各施設の老朽化も進行しており、面的な

広がりも大きいことから、八幡地域全体の住環境の再生として、住棟周辺の道路・

公園・公共施設を含めた面的整備の検討が必要と考えられます。 

【今後の取組】 

① 住宅・住環境の整備 

「伊賀市公営住宅等長寿命化計画」では、市営住宅の「用途廃止」、「建替え」、「長

寿命化改善（安全性確保型・福祉対応型・居住性確保型・長寿命化型）」、「維持管理」

の活用方針を定め、各団地の住棟における活用方針に基づく事業のアクションプロ

グラムを作成し、今後の事業展開を図っていきます。その際には住宅の維持管理や、

住宅譲渡（住宅払下げ）も含め検討します。 

② 快適で魅力ある住宅・住環境づくり 

快適で魅力ある住宅・住環境づくりをめざし、良質な住宅・住環境の実現化を図

ります。 

そのために、多様な家族形態に対応した住宅供給の推進や高齢者や障がいのある

人に対する住戸内及び屋外のバリアフリー化、老朽性改善や住戸設備の機能向上、

市営住宅入居者間のコミュニティの向上につながる住棟形態の再構築など誰もが生

活しやすい住環境の改善に向けて検討します。 

③ やはたまちづくり計画の検討 

１） まちの活力回復に向けたまちづくりの展開 

2002(平成14)年度から１０年間、「やはた人権まちづくり協議会」で、地域内

の生活全般の課題を解決するため分野ごとに調査研究が行われ、その成果としての、

「やはたまちづくり提言書」の提出を踏まえ、住宅の建替えや改善にとどまらず、

地域施設の整備を含め、地域全体の住環境の改善について検討を継続します。 

また、人権のまちづくりの観点から、周辺地域を含む市民同士が交流できる場の

再構築を図るとともに、まちづくりの中心課題である市営住宅の改善により、住む

人の暮らしに豊かさと活力を与え、コミュニケーションの向上を通じて、人と人と
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がいつもふれあえるまちづくりを目指します。 

 

２） 住民主体のまちづくり 

住民自らがまちづくりの課題に取り組み、誰にでもやさしい少子・高齢化社会に

対応した地域づくりを進め、住民の自主性と総意によって安全・安心な暮らしがで

きる仕組み・ルールをつくるために住民と協働して進めていきます。 
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(1) 保健・福祉の充実 

1） 子育て支援の充実 

【課 題】 

同和地区は少子化が進み、市全体と比較しても少子化傾向が高くなっています。 

子育てに関する悩みや不安について、今回の市の実態調査では、差別を受けないか

心配であるが最も多く、その他には経済的な理由、親子関係、先生と子どもの関係、

生活習慣、子どもの勉強、家庭学習をしないこと等、さまざまな不安や悩み事を抱え

ていることがわかりました。 

子育てや家庭の経済力による悩みや不安を持つ保護者もいることから、日常的に相

談できる体制が必要です。特にひとり親家庭では、子育てと家事を一人で担わなけれ

ばならないため、家庭が抱えるさまざまな悩みや不安などの負担が軽減できるように、

切れ目のない包括的な子育て支援に取り組む必要があります。 

また、子どもの基本的生活習慣の乱れは、同和地区のみならず全市的、全国的な傾

向で、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

睡眠や運動等の基本的な生活習慣の確立が大きな課題です。 

さらに、若年層の就労等生活基盤の安定を図るためには、保育や子育て支援に関し

て、保護者が育児をしながら安心して就労できる環境整備が必要です。 

また、地域において、以前から子どもを犯罪から守る防犯パトロールなどにも取り

組んでいますが、地域周辺住民とも協働で子どもを守る取組を進めていく必要があり

ます。 

【今後の取組】 

①  子育てに関する相談・情報提供機能の充実 

妊娠・出産や子どもの発育・発達に関する不安に対して相談しやすいよう、各種相

談事業を行います。子どもの成長に応じた保健・福祉・医療等サービスに関する情報

が入手しやすいよう、情報提供機能の充実を図ります。 

子育てに関する不安や悩みを持つ保護者の地域の身近な子育て支援拠点として、保

育所（園）や幼稚園、子育て支援センターにおいて、子育てに関する相談事業や子育

て支援事業に努めるとともに、相談しやすい体制づくりに取り組みます。また、子育

て支援情報を的確に把握するとともに、市広報やホームページ、ケーブルテレビなど

の有効活用により、子育て支援に関する効果的な情報提供に努めます。 

 ３ 同和地区住民の生活の安定と自立支援 
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さらに、専門的な相談が必要な時には、県の専門機関や保健センター等関係機関

との連携強化を図ります。 

 

② ひとり親家庭の自立支援 

ひとり親家庭の中でも特に母子家庭は、経済的にも厳しい状況にあることが多い

ことから、母子・父子自立支援員を配置し、ハローワーク伊賀・家庭裁判所・県等

の関係機関との連携強化を図り、個々の相談に応じた情報提供、相談指導及び自立

に向けた支援の充実に努めます。 

特に、就労については、職業能力の向上及び求職活動への助言指導を行うととも

に、ハローワーク伊賀と連携しつつ、就労支援を強化します。その他、母子寡婦福

祉資金貸付事業および自立支援給付金事業の活用を行い、経済的・社会的自立の促

進支援に努めます。 

また、ひとり親家庭が安心して生活することができるよう、保育サービスや子育

て支援の充実に努めます。 

 

③ 地域での子育て支援の推進 

少子化とともに、青年層の少ない人口構成の中で、保育所（園）や幼稚園、児童

館、隣保館等を活用し、小・中学生や高齢者等との交流を図り、人権尊重の精神や

社会性を育めるよう、地域が一体となって子育てを支援する取組を進めていきます。 

また、身近な地域において、子どもの見守りや子育てのサポートができるよう、

隣保館や児童館、教育集会所、民生委員・児童委員と連携を図り、相談が必要な人

を把握して、相談支援、公的支援制度の情報提供、講座の開催、サークル支援、子

育てボランティアの育成と地域のネットワークづくりに努めます。 

子どもの食生活の乱れが指摘されている中で、欠食することのないよう、また、

栄養や食の安全などの食育の取組を進めていきます。 

 
④ 解放保育の推進 

保育所（園）、幼稚園は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時

期に、その生活時間の大半を過ごす場です。このため、基本的な生活習慣を養い、

人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育て

るとともに地域や家庭との連携に努め、差別を許さない、差別に負けない子どもを

育てる解放保育を行います。 

また、保育の質の向上を図るため、各種研修への保育士及び幼稚園教員の参加を促

し、専門性の向上に努めます。保護者が集う場を利用し解放保育の理念等の普及に

努めます。 
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２） 高齢者施策の充実 

【課 題】 

同和地区の高齢化率については、市全体の高齢化率より高い地域がほとんどであり、

今後、要介護者とならないよう、介護予防を継続して行うことが必要です。支援や介

護が必要な家族がいる世帯で、介護保険サービスの利用が半数程度となっており、必

要なサービスを適切に利用できるよう、訪問相談や申請手続き等きめ細やかな対応が

必要です。 

特に市郊外では、高齢化率が高く、青年層や壮年層が少なく、地域を支える人材が

少ないことが深刻な問題となっています。支援や介護が必要な人が地域で生活するた

めに必要となる、地域で見守り支える体制づくりが困難な状況がみられます。 

また、年々、相談内容も複雑・多様化しており地域の中で生活上の課題を抱えた高

齢者やその家族が、相談先がわからず課題の解決が遅れ、さらに困難な状況に陥るケ

ースもあります。このように、地域での身近な相談窓口が必要とされることから、隣

保館の相談機能・見守り支援の強化を図るとともに、地域の課題を日常的に話し合い、

民生委員・児童委員などの相談者や専門機関等の連携を密にし、きめ細やかで適切な

対応ができるような協議体の確立が必要です。 

    

【今後の取組】 

① 介護予防と生きがいづくりの推進 

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、若年層から一貫した生活習慣病予防等の介護予防を推進します。また、隣保館

等を利用して世代間交流や高齢者同士の交流など、介護予防と生きがいづくりを兼

ねた取組を引き続き行います。 

さらに、ひとり暮らしや夫婦のみの世帯で支援が必要な高齢者が、引きこもりな

どで孤立することのないよう、地域全体で見守り支援する地域福祉活動の推進を図

ります。また、日常生活上の多様なニーズのある中で、地域の生活課題やニーズを

把握・共有し、地域の生活課題を地域全体で支えるしくみをそれぞれの地域でつく

る取組を進めています。 
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② 介護保険サービス等の利用促進 

支援や介護が必要になった際に、高齢者や家族が介護保険サービス等を適切に利

用し、住み慣れた地域の中で、安心して暮らしていけるよう、関係部署・隣保館と

関係機関が連携を図ります。そして、介護保険サービスや保健福祉サービスについ

ての情報提供を行い、「経済的問題」や「世間体」、「非識字」などにより申請が難し

い人の把握に努め、課題解決に向けた対応を行うなど、適切なサービス利用の促進

を図ります。 

また、地域包括支援センターは、地域の民生委員・児童委員や隣保館等との連携

を図り、介護保険サービス等が必要な高齢者に対して訪問し説明を行うなど、きめ

細やかな対応を継続して行います。 

 

③ 総合相談体制の確立 

地域の中で生活上の課題を抱えた人が、相談先がわからず、そのために課題の解

決がさらに困難な状況に陥ることのないよう、地域での身近な相談窓口としての隣

保館の相談機能・見守り支援の強化を図ります。 

また、伊賀市では2014(平成26)年度から、「分野を問わない福祉の総合相談窓

口」となる地域包括支援センターを中心とした、福祉総合相談体制をスタートして

います。行政をはじめ、社会福祉協議会や各専門機関、地域や個人のつながりなど

伊賀市全体で一人ひとりの問題に対応していきます。 

 

④  地域福祉の推進 

地域福祉を推進するため「地域福祉計画」の考え方を住民に周知・啓発するとと

もに、個人や家族、地域での助け合い、支え合い活動を中心に、医療や福祉などの

専門機関が連携し、必要なときに必要なサポートが提供できる地域包括ケアの体制

づくりをめざします。 

 

⑤  権利擁護の推進 

認知症等により判断能力が低下しても高齢者の権利が侵害されることがないよう、

日常生活自立支援事業や成年後見制度等に関する専門的な相談対応や利用支援を行

うとともに、各種制度について事業の周知や利用の促進に努めます。 
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3） 障がい者施策の充実 

【課 題】 

障がいのある人もない人も安心して心豊かに暮らせる地域社会を推進するためには、

すべての人が障がいについて理解し、認識を持つことが必要であり、障がいのある人

の問題を基本的人権の問題として捉え、考えていくことが重要です。 

障害福祉サービスや必要な支援制度を適切に利用できるよう、相談や利用手続きの

周知等きめ細やかな対応が必要です。 

また、改良住宅や公営住宅における床面の段差や中層住宅へのエレベータの設置な

ど障がいのある人が生活しやすいように、住宅や周辺環境のバリアフリー化を進める

必要があります。 

 

【今後の取組】 

① 地域における生活自立支援の推進 

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、障害福祉サー

ビスなどの周知徹底を行うとともに、利用支援に努めます。特にサービス利用につ

いては、「経済的問題」や「世間体」、「非識字」などにより申請ができない人の実態

把握に努め、課題解決に向けた対応を関係部署・隣保館と関係機関が連携を図りな

がら総合相談機能を強化します。 

 

② 生活環境の整備 

「伊賀市住生活基本計画」及び「伊賀市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、市

営住宅のバリアフリー化を進めます。また、地域において安全に生活できるよう、

隣保館等の地域内施設についてもバリアフリー化に努めます。 

そのため、多様な家族形態に対応した住宅供給の推進や障がいのある人に対する

住宅・住環境のバリアフリー化と住戸設備の機能向上など居住性確保を図り、誰も

が生活しやすい住宅・住環境を実現していきます。 

 

③ 総合相談体制の確立〔７８頁再掲〕 

地域の中で生活上の課題を抱えた人が、相談先がわからず、そのために課題の解

決がさらに困難な状況に陥ることのないよう、地域での身近な相談窓口としての隣

保館の相談機能・見守り支援の強化を図ります。 
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また、伊賀市では2014(平成26)年度から、「分野を問わない福祉の総合相談窓

口」となる地域包括支援センターを中心とした、福祉総合相談体制をスタートして

います。行政をはじめ、社会福祉協議会や各専門機関、地域や個人のつながりなど

伊賀市全体で一人ひとりの問題に対応していきます。 

 

④ 地域福祉の推進〔７８頁再掲〕 

地域福祉を推進するため、「地域福祉計画」の考え方を周知・啓発するとともに、

個人や家族、地域での助け合い、支え合い活動を中心に、医療や福祉などの専門機

関が連携し、必要なときに必要なサポートが提供できる地域包括ケアの体制づくり

をめざします。 

⑤ 権利擁護の推進 

知的障がいや精神障がいなどにより判断能力の不十分な人が権利擁護事業などを

円滑に利用できるよう、権利擁護に関する相談支援の充実に取り組むとともに、事

業の周知や利用の促進に努めます。 
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 (2) 産業の振興 

【課 題】 

近年、同和地区のみならず、全市的、全国的に農林業従事者の高齢化や担い手の問

題、鳥獣による農作物への被害、農作物や木材価格の低下などがみられます。農林業

の停滞は、今後の農林業継続への将来展望が持てないことによる後継者不足や、居住

地周辺における農地や林地の荒廃による、定住環境の悪化等多くの課題を抱えていま

す。 

農業経営はこれまでの集落営農組織の育成強化や営農組織の法人化などの集積化に

向けた取組を図ってきた結果、集落営農組織の規模拡大が徐々に図れてきています。

そのことから、今後も集落営農組織の育成強化や、国の施策である「人・農地プラン」、

農地中間管理事業の推進など地域営農の基礎となる体制づくりを進めて行く必要が

あります。 

【今後の取組】 

①  経営基盤の強化 

農業経営の基盤強化としては、これまで集落営農組織の育成強化や営農組織の法

人化などを推進してきました。今後も引き続き、集落営農組織の育成強化を図ると

ともに、「人・農地プラン」、農地中間管理事業等を推進することによって農地集積

を進めていきます。 
有害鳥獣対策として、地域や猟友会等関係団体と連携し捕獲を進めるとともに、

地域の実情に応じた侵入防止柵の維持管理に努めます。 
また、森林の経営については、これまでの森林所有者等の個人が施業を行う森林

施業からまとまりのある一体的な森林の整備を図り、集落内の森林所有者が協力し

て組織をつくり、計画的に木材生産を進めていくなど、効率的な施業や安定的な森

林経営を進めていきます。 

 

② 農業従事者対策の推進 

集落営農組織や各種協議会等の活動、広域担い手センター活動への育成強化や支

援を行うとともに、営農組織の法人化を進め、地域営農の基礎となる体制づくりの

推進方策を検討し促進します。また、農産物の品質向上と生活環境の向上とともに、

生産基盤（ほ場整備、用排水路、農道、ため池等）と生活環境（集落道、集落排水、
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活動拠点等）などの総合的な整備を計画的に進めます。 

また、林業についても森林組合や認定林業事業体を中心に林業が営める体制づく

りを進めます。 
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(3) 就労と収入の安定 

【課 題】 

同和地区においては、高齢者の増加や病気などが理由で、働けない人が半数以上を

占めている状況があります。 

年金受給者や生活保護受給者の割合が伊賀市平均より多いため、個人収入について、

低所得者階層の割合が多く格差が認められます。また、世帯総収入では更にその傾向

が強まり、伊賀市平均との格差が広がっている状況です。 

雇用環境においては、社会的な援護が必要となる人が今後も増えてくる可能性があ

り、生活安定をめざした就労支援や社会的な援護が必要な人に対する雇用促進が大き

な課題となっています。 

 

【今後の取組】 

①  就職差別の撤廃 

ハローワーク伊賀との連携により、企業に対して公正な採用選考システムの確立

に向けた公正採用選考人権啓発推進員の設置促進を図ります。また、企業・団体が

一体となって人権啓発・教育に取り組み、企業等における就職差別や人権侵害等の

発生を防止するため、伊賀市人権学習企業等連絡会の支援を行います。 

 

② 就労支援 

職業相談員設置事業について、職業相談員の活用を十分図り、ハローワーク伊賀

との連携を深め、就労支援体制の確立に努めます。生活困窮者に対しては、ハロー

ワーク伊賀と一体となり「福祉から就労」支援事業による就労を支援します。 

さらに、職業能力向上や必要な知識について習得できるよう、諸団体の実施する

制度や事業についての情報を提供します。 

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の

ため、事業所へ啓発します。 
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③ 相談体制の確立 

若年者、中高年層、障がいのある人、ひとり親家庭等に対する雇用を促進するた

め、関係機関と連携し職業相談による支援を図るとともに、福祉部門等との連携に

よる相談体制の確立を図ります。 

 

④ 低所得者福祉の充実 

低所得の状態から抜け出せない同和地区住民が安心した生活を送れるよう、地域の

民生委員や隣保館、各機関が連携しながら、雇用の確保、生活意欲の喚起、生活指導

等の自立支援を進めます。 

また、生活困窮者については生活困窮者自立支援制度等を活用し、経済的・社会的

自立に向けた包括的・継続的な支援を行うとともに、生活保護受給者については、生

活実態を十分に把握し、各種福祉施策や社会保障制度との連携を図りながら、早期自

立に向けて支援します。 
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(4) 教育・文化の向上 

【課 題】 

同和地区の子どもを持つ保護者の悩みや不安で多かったのは、「子どもが差別を受け

ないか心配」という不安、「経済的な理由で高校や大学などの高等教育を受けさせる

ことができない」という悩み、「先生と子どもの関係が悪い」、「勉強についていけて

いない」という悩みや「親子関係がうまくいかない」、「生活習慣が身についていない」

などの家庭環境についての悩みであり、保護者の約半数の人が悩みや不安を持ってい

ます。 

こうした悩みや不安に対して、隣保館・教育集会所、保育所（園）、幼稚園、小中学

校、地域、家庭が連携し、子どもたちの成長を見守り、基本的生活習慣の確立や基礎

学力の向上と差別に負けない、差別をゆるさない仲間づくりを育む環境づくりが必要

です。 

進路保障の一環として、同和奨学金制度を実施していますが、教育格差の完全な解

消には至っておらず、同制度を継続するとともに児童・生徒の自己実現を図るための

進路指導の充実も必要です。 

また、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

れなかった人たちにとっては、隣保館・教育集会所が文字や生活を取り戻す活動の場

であり、様々な教養文化を高めることができるものとして期待を寄せられています。 

今後も引き続き隣保館・教育集会所での学習講座や文化教室、識字学級など、地域

の実情に沿った、誰もが生きがいを持てる機会をつくる取組が必要です。 

     

【今後の取組】 

① 就学前教育の推進 

就学前保育・教育の実施には、各年齢の発達段階に応じた子どもの活動や保護者

会活動が活発に行える集団が必要なことから、就学前の子どもの集団活動を保障し

ます。さらに、保育所（園）や幼稚園から小学校へ円滑に移行できるように、保育

所（園）・幼稚園と小学校の連携体制を充実します。 

また、保育所（園）・幼稚園と小学校の連携による研修会の開催など、相互の連携

強化を図ります。 
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 ② 人権・部落問題学習の推進 

部落差別が現存するという認識のもと、差別に負けない、差別を許さない子ども

の育成に努めます。保育所（園）の解放保育の取組は、地域の実情を踏まえ、「解放

保育基本方針」に基づき進めます。 

各学校・幼稚園では、人権・同和教育の充実を図るため各年代に応じた学習機会

を提供し、「人権同和教育基本方針」に基づき、授業での実践、反差別の仲間づくり、

学習公開などを通じて、部落問題学習の取組を進めます。 

 

   ③ 基礎学力の向上 

基礎学力の向上を図るために児童・生徒一人ひとりの学力実態の的確な把握や指

導方法の改善に努め、個々に応じた指導を行うとともに、保護者等と連携して家庭

学習が習慣化するように取り組みます。 

また、教職員の指導力向上のための研修会などの提供や積極的な参加の促進によ

り、児童・生徒に基礎・基本の学力の徹底を図ります。 

さらに、生活困窮世帯等における学習支援の推進や、家庭での学習が困難な小中

学生を対象に、地域の教育力を活用して地域未来塾を推進し、学習機会の提供を図

ります。 

    

④ 進路選択の支援 

進路指導にあたっては、子どもたちが将来の生き方を真剣に考え、自己実現のた

めの能力や態度を身につけられるよう、指導や支援に努めます。特に、子どもたち

が正しい労働観や職業観を身につけ、それぞれの能力や適性を十分生かせるよう、

継続的な進路指導に努めます。 

子どもたちが安心して進路選択できるよう、家庭と連携を密にし、進路等相談窓

口を中心に、きめ細かな相談・助言に努めます。また、同和奨学金制度を十分活用

できるよう周知徹底を図ります。 

 
⑤ 生涯学習 

     社会環境が急速に変化し、精神的な豊かさや自己実現を求める傾向が強まってい

る今日では、住民の学習意欲はますます多様化・高度化しています。 

 これらの学習ニーズに的確に対応し、誰でも、いつでも必要に応じて生活が豊か

になる知識や文化が向上する知識が取得できる環境づくりが大切です。今後さらに

隣保館・教育集会所の役割が必要であり、生涯の学習としての学びの場の提供や機

会を充実させ、人権・同和教育活動の拠点として、周辺地域住民を含めた活動を行

います。 
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(5) 隣保館等の活動の活性化 

 

【課 題】 

隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開か

れたコミュニティセンターです。主たる事業として、生活上の各種相談や人権課題の

解決のため各種事業を総合的に実施していますが、高齢化に伴い、教室に参加する人

の利用率が低い状況にある隣保館もあります。一方で、交流の場として、あるいは相

談や人権学習の場として、より一層の隣保館活動についての周知が必要です。 

児童館では、児童に健全な遊びを提供することにより健康を増進し、情操を豊かに

するとともに、保護者会、子ども会等の地域組織活動の育成を図る等、児童の健全育

成に関する総合的な事業を行う必要があります。 

人間関係の希薄化によるコミュニケーションの不足が要因のひとつと考えられます

が、現在の社会環境の大きな変化により、子育てに悩む保護者が増えており、放課後

事業の充実、子育て家庭への支援や相談体制の充実を図ることが最も重要な課題です。 

教育集会所では、就学前の子どもから小・中学生、高校生を含めた地域住民の人権・

同和教育の活動拠点として重要な役割を果たしており、同和問題の解決に向けた取組

を進めることが必要です。 

また、差別により学習や教育の機会が保障されなかった人が文字や生活体験を取り

戻し、生活文化を高めていく「識字学級」では、参加者から「学習することが人生の

楽しみとなり、生きる自信につながった」と好評を得ています。しかし、今なお非識

字の状況が深刻な問題として残されており、さらなる取組が必要です。 

地域住民の高齢化、単身世帯の増加や核家族化が進んでいる中で、今後、隣保館、

児童館並び教育集会所では、子育て、教育、地域内のコミュニティづくり、生活上の

総合相談事業や人権課題の解決に向けて、周辺地域も含めた住民ニーズに合った各種

事業を実施するなど、保健・福祉や教育等の総合的な拠点として機能強化を図ること

が必要です。 

【今後の取組】 

① 隣保館 

隣保館では、依然として部落差別が絶えない中、地域住民が安心して生活が送れ

るように各種相談事業を継続し、ひとり暮し高齢者や高齢世帯、障がいのある人な
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どに対し地域福祉事業により住民のニーズに応じたきめ細やかな自立支援が図れる

よう連携強化を図ります。 

また、周辺地域を交えた地域交流事業なども積極的に行い、人権啓発の拠点とし

てのさらなる機能の充実に努めます。また、誰もが集える隣保館として、その事業

の充実に継続して取り組んでいきます。 

② 児童館 

児童館については、放課後における児童の活動の拠点として広く仲間づくりの輪

を広げるところであり他地域の子ども会との交流や隣保館事業との連携を図り、世

代間ふれあい交流事業などを推進します。 

また、子育ての不安や悩みを持つ保護者同士の交流拠点として、あるいは保護者

の学習の場として気軽に集える場の提供を図り、子どもを生み育てやすい環境づく

りを進めます。 

③ 教育集会所 

教育集会所では、同和問題に対する正しい理解と認識を養うため、教室・講座・

講演会等を開催するとともに、地域のニーズや実態に応じた事業を推進します。 

また、同和問題の解決に向けて自主的・組織的に活動できるよう関係団体への支

援とリーダー育成を図るとともに、周辺地域との交流を深めるための事業を実施し、

人権文化が根付いた地域づくりに努めます。 

児童・生徒に対しては、学力・進路保障と同和問題に対する認識を深めるための

学習会を実施し、主体的に行動できる人間育成に努めます。 

さらに、差別により学習や教育の機会が保障されなかった人が文字や生活体験を

取り戻し、生活文化を高めていく識字学級から、差別の現実を学び、その活動を支

援します。 

④ 住民の自主活動への支援 

住民一人ひとりが住み慣れた地域で差別や偏見のない、人間らしく心豊かに暮ら

すことができるようなまちづくりをめざします。そのためには、住民の意志が施策

に反映されることが重要であり、地域・団体との連携・協力を図っていくことが必

要です。周辺地域を含め住民が主体となり、それぞれの立場でお互いに協働し、「ま

ちづくり」を進めていくことが求められていることから、隣保館等を拠点として活

動する各種団体等の支援を行います。 
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(1) 定期的な市民意識調査の実施 

【課 題】 

本計画の策定にあたり、同和問題に関する市民意識を把握するため、伊賀市民意識

調査の結果を反映しました。 

今後、計画の推進に際して、取組の効果測定や評価などに活用するため、定期的な

市民意識調査を実施することが必要です。 

 

【今後の取組】 

計画の見直しに際しては、分野ごとに同和問題に関する市民の意識の変化などを把

握し、人権啓発・教育事業の評価などに活用するため、意識調査を実施します。 

 ４ 同和問題の現状把握と分析 
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(2) 同和地区住民の生活実態の把握 

【課 題】 

本計画の策定にあたっては、2017(平成29)年３月に実施した同和地区住民に対す

る生活実態調査を活用しました。今後は、計画の見直し等に際して、分野ごとに定期

的な同和地区住民の生活実態の把握のための調査を実施することが必要です。 

 また、年齢別の人口構成や世帯の収入等同和地区住民の生活実態を把握する資料と

して、市の既存データから実態を明らかにできるように、整理する必要があります。 

 さらに、隣保館や教育集会所等では各種相談を実施しており、その内容から地域住

民のニーズを整理し、今後の施策の展開に活用することも必要です。 

 

【今後の取組】 

計画の見直しにあたり、各分野で実施される意識調査などの分析結果や生活実態調

査結果を踏まえ、計画の見直しを進めます。また、地域住民の負担を少しでも軽減で

きるよう、実態調査の項目について精査します。なお、年齢別の人口構成や世帯の収

入等の実態を把握できる客観的な情報については、市の既存データを活用できるよう

に努めます。 

さらに、各種相談を通じて、地域住民のニーズを把握・整理し、施策の展開に活用

していきます。 
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(３) 差別事象の把握 

【課 題】 

今回の市の実態調査では過去5年間での被差別体験の問いに対して、6.4％の人が直

接差別を受け、差別の現場に出会うなどの体験をしており、差別への対処方法につい

ては、うち４割以上の人が「誰にも相談しなかった」と回答しています。また、差別

事象についても、行政に報告されるケースは極めて少なく、行政が把握した差別事象

はまさに氷山の一角で、正確な実態を把握できていないのが現状であり、いかに多く

の実態を把握できるかが課題となっています。 

さらに、インターネットを悪用した差別書き込みが頻発するなど、差別事象は匿名

性を利用した悪質かつ陰湿化の傾向にあり、実態に即した対応が求められています。 

 

【今後の取組】 

差別をなくすため、効果的な事業を推進していくためには、実際に地域で起きてい

る差別の現状をできる限り、正確に把握する必要があります。 

結婚や就職をはじめ職場や日常生活等のさまざまな場で差別に直面したときに住民

が通報や相談を行えるように、行政が地域住民との信頼関係の構築に努め、隣保館を

はじめ関係機関とも連携し、相談体制の整備・充実に努めるとともに、多方面にわた

り地域における人権相談のネットワーク化を進めます。 

また、インターネット上の差別書き込みについては、県や法務局、関係機関と連携・

協力して、掲示板管理者等への削除依頼や定期的なモニターを行います。 
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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 

事業名 担当部署 事業概要 

部落解放団体

助成金 
同和課 

・部落差別解消に取り組む団体に、同和問題の解決及び人権啓発

のための協議、各種研究大会、集会への参加助成や活動支援 

 

２ 同和地区の住環境の改善 

(１) 生活環境の改善 

事業名 担当部署 事業概要 

改良住宅維持

管理業務 
建築住宅課 

・改良住宅の入居者が安全かつ安心して居住できる住環境の 

提供 

・改良住宅の維持管理や各種補修工事（老朽化等による住宅 

修繕のほか、入居時及び退去後の住宅修繕業務） 

水銀灯維持費助

成事業 
同和課 

・同和対策事業で設置した水銀灯に対し、予算の範囲内で電 

気料金の一部を助成 

共同浴場維持

管理費 

八幡町市民

館 
・浴室がない市営住宅に対して設置した共同浴場の管理運営 

公共施設の維

持管理業務（火

葬場・地区会館

等） 

同和課 

伊賀・大山

田・青山支所 

・同和対策事業により建設された地域内の火葬場及び地区会 

館施設などの維持保全業務 

 

 ５ 現行の同和関連施策の対応 
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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 

事業名 担当部署 事業概要 

保育料の減額 
保育幼稚園

課 

・生活の安定を図るため、同和地区に居住する児童が、同地

域内の保育所（園）に入所した場合、保育料の減額 

家庭支援推進

事業保育用具

貸与 

保育幼稚園

課 

・同和地区で居住する児童が、同地域内の保育所（園）に新規

入所（園）する時にかかる被服等生活用品を貸与 

隣保館福祉交

流事業 

同和課 

各隣保館 

・８隣保館の福祉施策において、部落解放をめざす地域内の 

高齢者がつどい、仲間づくりやいきがいを持てる交流事業 

の開催 

 

 

 (２) 産業の振興 

事業名 担当部署 事業概要 

農家組合農業

まつり補助金 
伊賀支所  

・地域住民及び地域間交流を目的とした、ふれあい農業まつ 

りへの補助 

 

(３) 就労の安定 

事業名 担当部署 事業概要 

職業相談員設

置事業 
商工労働課 

・不安定な就労状況の問題解決のために職業相談員を配置し、

市内の隣保館を巡回する相談事業 

 

 

(４) 教育・文化の向上 

事業名 担当部署 事業概要 

同和奨学金事業 教育総務課 

・経済的理由により修学の困難な同和地区の生徒及び学生に 

対して、教育格差の是正及び社会に貢献する人材の育成の 

ための奨学金の支給 

 

 

 

 


