第１回伊賀市人権政策審議会 議事録
開催日時： ２０１６（平成２８）年１１月９日（水）午後２時～午後４時
開催場所： 大山田農村環境改善センター２階 大会議室
出席委員： １３名
今井委員、森委員、山本委員、槌野委員、藤田委員、八尾委員、川極委員、
松村委員、松田委員、和田委員、谷川委員、稲垣委員、中井委員
欠席委員： ３名
中原委員、吉澤委員、三ッ森委員
事 務 局： 人権生活環境部 大橋部長、人権政策・男女共同参画課 田中課長、人権政策・男
女共同参画課 杉野副参事、人権政策・男女共同参画課 辻主任
総務部

山本次長、契約監理課

奥田課長、企画振興部

長、学校教育課 澤田課長、生涯学習課 東構副参事
傍聴者：

０人

会議進行記録
（進行 人権政策・男女共同参画課長）
開会
挨拶 人権生活環境部 大橋部長
1．人権政策審議会委員委嘱について
・委嘱
・会長、副会長選出
2．議事
（1）第 2 次人権施策総合計画について
（2）2015 年度実績及び 2016 年度実施計画について
3．その他
閉会
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藤山次長、同和課

福島

事務局： 第１回伊賀市人権政策審議会を開催させていただきます。
皆様方には、大変お忙しい中、審議会にご参加賜りまして厚くお礼申し上げます。
審議会の審議が始まるまで進行を担当させていただきます、人権政策・男女共同参画
課

田中です。よろしくお願いいたします。

まず、会議にあたりまして、皆様にご報告させていただきます。資料の１－１をご覧
下さい。
本審議会につきましては、
「伊賀市情報公開条例」第２３条の規定によりまして、公開
とさしていただきます。
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条の規定によりま
して審議会の会議録作成が定められておりますので、録音させていただきますととも
に、本日の会議の録音記録の作成にあたりましては、委員の氏名については公表せず
発言内容を公表させていただくということで、ご了承のほどお願いいたします。
発言の際には、係の者がマイクをお渡しさせていただきますので、マイクを通じてご
発言をお願いします。
続きまして、お手元の資料の１－２でございます。本日の審議会では、委員総数が１
６名でございますが、１３名のご参加をいただいております。半数以上出席というこ
とで、本審議会は条例の第６条２項の規定によりまして成立をしておりますのでご報
告をさしていただきます。なお、傍聴につきましては、本日はいません。
それでは、まずはじめに、市行政を代表して、人権生活環境部部長からご挨拶をさせ
ていただきます。
人権生活環境部長： 改めまして、皆さんこんにちは。人権生活環境部長の大橋でございます。
本日は大変お忙しいところ、第１回の人権政策審議会にご出席をいただきまして、誠
にありがとうございます。今回、委員の改選ということで委員の就任をお願いをされ
ていただきましたところ、引き続き委員として残っていただいた方、また新たに委員
になられた方につきましては、お受けをいただきましてありがとうございます。今任
期中、どうかよろしくお願いをしたいと思います。
また、日頃は、人権啓発でありますとか部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃
に向けての市行政に何かとご理解・ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
さて、人権を取り巻く社会情勢でございますが、この４月以降、国の動きとしまし
ては、４月１日から「障害者差別解消法」が施行され、また、６月３日から「ヘイト
スピーチの規制法」が施行されました。また、
「部落差別の解消に関する法律」につい
ては、今国会で成立の可能性がでてきています。
「LGBT に関しての差別解消法」も、
今、与野党で法案が検討されているという状況でございます。一方、市がこれまで発
足に取り組みできた、企業が主体的に人権問題に取り組む組織「人権学習企業連絡会」
が１１月に結成をされました。４月には「同性パートナーシップの宣誓制度」につい
て、伊賀市は、全国で３例目ということです。性の多様性を認めて、多様な生き方を
尊重していくまちづくりということで進めさしていただきます。また、外国人につい
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て、伊賀市は、三重県内で集住率が一番高く４．６％程度の外国人の方がいます。外
国人が相談できる施設、また外国人が集う、あるいは、日本人住民との交流の拠点と
いうことで「多文化共生センター」も設置しているところでございます。
本日は、本年度の第１回の審議会ということで、はじめに昨年度の実績報告の確認と
第２次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、また、
２次計画が本年度で終わるということですので、３次計画策定に向けた考え方につい
て若干お話をさせていただきたいと考えています。
限られた時間ではございますが、どうか、人権施策がさらに進展をさせていただくと
いうことで、熱心な議論、どうかよろしくお願いをしたいと思います。
（委員委嘱、出席者紹介について）
事務局： 事項書をご覧ください。１番の「委員の委嘱、出席者の紹介」をさしていただきます。
事項書の１にあります「委員の委嘱」に関して、本審議会は、審議会条例において設
置されておりまして、所掌事務といたしましては、ご覧の通りです。
「市の人権政策に
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
護について調査と審議を行っていただいて、その結果を報告又は意見を具申する」と
いうことで規定されております。
また、条例の規定によりまして、委員の任期は２年となっております。今年の１１月
１日から平成３０年の１０月３１日までとなっております。
委嘱状につきましてですけども、失礼ながら机のところに委嘱状を置かせていただい
ています。本来、お一人お一人に委嘱さしていただくのが本意ですが、委員のお名前
を読み上げさせていただいて、委嘱並びにご紹介とさせていただきたいと思います。
資料の２、審議会委員名簿をご覧ください。こちらの名簿で進めさせていただきます。
（欠席委員を含め全委員を紹介・委嘱）
市男女共同参画ネットワーク会議代表
市障害者福祉連盟代表

今井様、市老人クラブ連合会代表

山本様、市国際交流協会代表

森様、

中原様、本日は欠席でござい

ます。市人権擁護委員協議会代表 槌野様、市校長会代表、吉澤様、本日は欠席でご
ざいます。市人権同和教育研究協議会代表

藤田様、市民生委員児童委員連合会代表

三ツ森様、本日は今日は欠席でございます。市住民自治協議会代表

八尾様、

市住民自治協議会代表

松村様、

川極様、部落解放同盟伊賀市協議会代表

県伊賀地域防災総合事務所所長
公募委員

松田様、伊賀公共職業安定所所長

中井様、学識経験者 部落解放・人権研究所所長

和田様、

谷川様、同じく、学識

経験者 反差別・人権研究所みえ研究員 稲垣様。
なお、中原様、吉澤様、三ツ森様については、本日、欠席でございます。
自己紹介を予定しておりましたが、割愛さしていただきます。ありがとうございまし
た。
次に、事務局を紹介さしていただきます。本日、伊賀市人権施策推進会議という庁内
会議から委員あるいは担当課から関係の職員が参加させていただいております。また、
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人権生活環境部あるいは人権政策・男女共同参画課の職員が参加させていただいてお
ります。時間の関係上、事務局の紹介のみさせていただきます。
（事務局職員の自己紹介）
会長・副会長の選任について
事務局： 引き続きまして、「会長・副会長の選任」について進めさせていただきます。
本日が、新しい委員による最初の審議会ということで、会長・副会長の選任をお願い
します。審議会条例第５条第１項の規定によりまして、委員の互選によりこれを定め
るとなっております。
皆様方からご意見等がありましたら、お願いしたいと思います。
委 員： 会長は、谷川委員にお願いしたい。
事務局： 今、お声もいただきました。事務局としても、会長に「部落解放・人権研究所」の谷
川委員を推薦させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
（「異議なしの声と拍手あり」）
事務局： それでは、皆様のご推薦ということで、谷川委員に本審議会の会長をお願いいたした
いと思います。続きまして、副会長については、いかがさせていただきましょう。
会 長： 私から失礼します、ただ今、会長に互選をいただきました谷川でございます。
前回から伊賀市の人権政策審議会の委員の会長をおおせつかっておりますが。市の状
況ですとかこれまでの取り組みのすべてを私が把握し切れているということではござ
いませんので。以前からご経験がおありで、認識の深い「反差別・人権研究所みえ」
の稲垣委員にお願いをして、お助けをいただけたいと思いますがいかがでございまし
ょうか。
（拍手）
事務局： ありがとうございました。それでは、皆様ご了承いただきましたので。谷川委員並び
に稲垣委員につきましては、議長席と副議長席へお移りいただきたいと思います。
それでは、早速でございますけども、会長に選出されました谷川会長からごあいさつ
をお願いいたします。
会長：

ありがとうございます。ただ今、会長・副会長にそれぞれ選任をいただきました谷川
と稲垣委員でございます。
冒頭、大橋部長からもごあいさつをいただきましたように差別や人権が大変な状況を
迎えているといいますか。７月２６日に、皆さんご存じのように「津久井やまゆり園」
で１９人の障がいを持つ方の命が奪われ、２７人の方が大きな怪我を負う大変な惨事
が起こりました。しかし、「『障がい者なんかいなくなったらいいのに』という考え
方が本当に犯人の特別な考え方なのか」とよくよく考えてみますと、ほんの２０年ほ
ど前までは「優生保護法」という不良な子孫を後世に残さないということが法律で定
められた時代があったわけです。どこの教育委員でしたか、支援学校を訪問された時
に「生まれてこなければよかったのに」というそういう趣旨の発言をして、県の教育
委員を辞任されるというようなことが起こりましたし。「出生前診断」という検査で
陽性と判断されて、いわゆるダウン症児を出産する確率が高いと言われた方の実に９
4

４％が中絶を選択しているという社会状況の中で、私はやはり「社会の中に障がいを
持つ人に対する差別や偏見がなかなか根強い中で、様々な問題が絡み合ってこの事件
が起きたのではないか」と思っております。今、厚生労働省の中で専門検討委員会が
立ち上がって、事件の背景を明らかにするという作業が続けられているわけでござい
ます。
しかし、一方で今年が障害者差別解消法が施行されたという年でもございまして。今
日、皆さんの手元に「伊賀市の対応要領」すなわち、伊賀市の職員。嘱託職員も含め
てこの障がい者差別をなくするために、こんなふうに取り組んでいってくださいとい
うガイドラインが示されているというふうに聞いています。この対応要領そのものが、
服務規律に当たるものでございまして、ここに書いてあることに違反しますと「服務
規律違反が問われる」という事態になる。やっぱり、法律の持つ威力というのは、非
常に大きなものがあると思っております。
話は変わりますけれども、「部落差別をなくす法律」が今、臨時国会で審議にかかっ
ておりまして、衆議院の法務委員会でまだ止まっているそうです。この会議の直前も
ちょっと東京に連絡をして訊いてみたんですけれど、例の「ＴＰＰをめぐる大臣のと
んでもない発言」で国会が空転していることで、委員会が開かれていないということ
です。臨時国会が延長されるのかどうかとも関わるのですけれど「ぜひ、法律が実現
をしてほしいな」と思っているところであります。
「部落地名総鑑」という、全国の被差別部落の地名を書いた本が作成され、販売され、
たくさんの企業等が購入してたという事件が４１年前に起こっておるんですけれども。
実は、この「部落地名総鑑」をインターネットで掲載をしたり、また新たに、「アマ
ゾン」というようなインターネットの通販サイトで「部落地名総鑑」という本を作っ
て売ろうというような動きがあります。現在の法律ではこういった行為を止めること
ができないということで、今、裁判になっております。裁判所からそういった書籍や
インターネット上での情報提供に関しては、差し止めが命じられているわけですけれ
ども「これが裁判の結果どうなるのか」ということになってくるわけですが、残念な
がら、４１年前の「部落地名総鑑」の事件が起こった状況と今、大きな法規制の変化
はないような状況でございまして、１日も早くこういった行為が止められることが求
められてると思います。
いずれにしましても、差別や人権という問題が深刻な状況にある一方で、「その問題
を解決しよう」という取り組みや営みについてもうまれてきています。すべては申し
上げる時間はございませんけれども、そういった中でこの人権の審議会が開かれ、そ
して、計画が一つの節目を迎えて「また、次の新しい計画へ向けた議論を始めよう」
ということでございますので、限られた時間でございますけれども、皆さんのご意見
をしっかりと頂戴をいたしまして、伊賀市の人権行政が一歩でも二歩でも前進するよ
うに、当審議会としても頑張る決意を申し上げまして、会長就任にあたってのごあい
さつとさしていただきます。どうぞ、お力をお貸しいただけますようによろしくお願
いいたします。ありがとうございます。
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事務局： ありがとうございます。それでは、議事に入らせていただきます。
審議会条例第６条の規定によりまして、会長が会議の議長となるということになって
おります。議事の進行を会長、よろしくお願いいたします。
会 長： それでは、議事を進めます。事項書によりまして議事を進めたいと思います。
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、事務局から計画に関する説明をお願いをいたします。
なお、ご意見、ご質問等につきましては、各施策ごとの説明の後、一括してお受けい
たしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、事務局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： 失礼いたします。第２次伊賀市人権施策総合計画についてでございますが、昨年度の
審議会でもご説明させておりますが、今回、初めての委員さんもお見えですので、簡
潔にご説明さしていただきます。まず、この色の変わったパンフレット２ページをご
覧ください。この計画は、
「伊賀市人権尊重宣言」の理念及び最終ページにございます
「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。
計画の基本理念としましては、３ページをご覧いただきたいと思います。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」の実現を目指します。
取り組むべき施策としては、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みこととします。
その計画の体系としては、４ページをご覧ください。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おります。
今回の分厚い資料は、行政が取り組んでいる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。２－（１）の計画については以上でございます。
会 長： 以上、事務局からご説明がありましたが、委員の皆様、初めての方もいらっしゃるか
とは思いますが、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。よろしいですか。
それでは、次に、事項書２（２）のところで「２０１５年度実績及び２０１６年度実
施計画について」ですが、これも事務局から説明をお願いします。報告の分量がかな
り多うございますので、ご意見、ご質問等につきましては、施策ごとの説明の後、一
括してお受けをいたします。よろしくお願いします。
２（２）２０１５年度実績及び２０１６年度実施計画の確認について
事務局： 今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実施計画について、
関係する市の各課から報告を受けております。先日配布し、本日ご持参いただきまし
6

た資料でございます。大変分厚く、文字も小さく、読みづらい点、お詫びを申し上げ
ます。本日は、事業項目だけでも、今、課長からご説明ありましたけれども約３００
以上あり、各事業は９００もありますので、施策分野ごとに主なものを中心として、
ポイントを絞ってご議論いただきたいと思います。
会 長： それでは、まず、施策分野①の「人権意識高揚のための施策」について。これも事務
局からご説明をお願いいたします。
事務局： 施策分野①「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、
それに向けて取り組みでいるところです。資料の３を付けさせていただいています。
資料３には数値目標の２７年度実績と２８年度目標を上げています。この資料３をみ
ていただきながら、本日配布資料の４（各施策の主な取組状況）をご覧ください。
先に送付しました分厚い資料でございますが、主なものを抜粋したものとなっており
ますので、ここに記載したものを中心にご説明させていただきます。
まず、「人権意識高揚のための施策」、資料の１９ページの通番７９から８４の地区
別懇談会開催地区数及び参加者数についてでございます。
昨年度は１０２地区で開催され、延べ４，８３８人の方の参加をいただきました。本
年度につきましては、昨年度以上の１１３地区４，８９０人の参加を計画しておりま
す。人権政策・男女共同参画課としましても、地区懇談会の開催が地域での人権啓発
の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・住民参加を目指して、地域での人権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、本年度までに２１地域すべてに
おいて開催を行いました。一人でも多くの人に地区別懇談会へ参加いただけるよう、
今後も取り組んで行きたいと思ってます。
次に、５８ページの通番２２１から２２５の「市民対象の人権大学講座（連続講座）」
についてでございます。
これにつきましては上野地区では、ゆめぽりすセンターで「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」また「とても良かった」
とする回答が８割以上になっております。大山田では、ライトピアおおやまだで人権
大学講座が実施され、これまで１，０００人を超える研修生が地域や職場の人権リー
ダーとして活躍されております。青山では、青山文化センターで連続講座を実施して
おり、計７回実施し、「良かった」とする回答が平均して８割以上となっております。
青山支所管内だけではなく、市内全域から多くの参加者を迎え、人権リーダーの育成
を図っていただいております。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が担えると
ころまでの意識と資質を持った市民が増えていくことを目標に取り組みでいきたいと
思っております。
昨年度まででは、市全体で延べ９５９人の方が受講をされています。今年は、延べ１，
１１９人の方が受講いただけるよう取り組んでまいりたいと思っています。
続きまして、３５ページからの通番１３９から１４４の「差別をなくす強調月間事業
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の推進」についてでございます。
毎年１２月の差別をなくす強調月間では、本庁（上野地区）や各支所でこの時期に講
演会等を企画し、人権作品の表彰や作文の朗読を実施することにより、年齢層を問わ
ず広く市民に人権の啓発をしています。例えば、「人権を考える市民の集い」実施後
のアンケートでも概ね９割近くの方が「良かった」と回答していただいております。
目標としては昨年度を上回る、市全体で１，８５０人の参加者を目指していきたいと
思っております。
続きまして、人権に関わりの深い職業従事者に対する人権教育の啓発推進についてで
ございます。４５ページの通番１７７から１８２になります。
人事課では、すべての職員が同和問題について理解と認識を深めるため、昨年度定め
た「伊賀市職員人権・同和問題研修方針」にも続き、嘱託・臨時職員も含めて１，８
００人を対象に職員同和問題研修会を実施し、職場での年２回以上の研修会実施と居
住地で開催される研修機会への一人１回以上の自主参加を目標にしております。各課、
各支所で地域の人権問題地区懇談会や講演会へ参加することを周知徹底し、市職員が
同和問題をはじめとするあらゆる差別の理解と認識を深めるため、深めるのは勿論の
こと、地域の人権リーダーとして牽引役を担えるように人材の育成を目指しておりま
す。施策分野①の主なものにつきましては以上でございます。
会 長： ありがとうございました。施策分野①について今、ご説明がありましたが、委員の皆
さんからのご意見、ご質問はございませんでしょうか。
委 員： 地区懇談会の開催なんですけども、１０２地区で４，８３８人が参加されたっていう
ことで、「たいへん多い人数や」って思います。こんなにたくさんの方が地区懇に参
加してもらってるんですけども、実際にこの人たちの意識がどの様に変わってきたか、
人権意識調査されているんですけれども、する前と後はどう市民の意識が向上したか
っていうことは、こんな中では分からないと思います。
直近でされた人権の意識調査の中で、市民の方がどう意識が変わってきたかというこ
とを教えてもらえたらありがたいです。
事務局： ちょっと完全な資料が手元にないのですけど。「差別はいけない」「差別は最も恥ず
べき行為である」っていう意識については、前回調査と同じように９０％以上の方が
「そう思う」あるいは「どちらかといえばそう思う」ということで、たいへん意識が
高い面が見られます。しかし、「様々な身元調査」「結婚における忌避意識」「土地
購入の意識」だったりとそれぞれの項目になりますと、すべての人権課題について「何
が差別か分かっていないという状況が垣間見える状況」で、それについては、あまり
良くなったというところにはいたっておりません。こうして勉強していただいてるん
ですけれども、それぞれの人権課題について能動的に「学んで行こう」っていう気持
ちをもっと啓発していかなければと思っております。
一応「差別はいけない」とか「自分はある程度こういう意識はない」っていう気持ち
を持ってる人は大変多いんですけども、それぞれの人権課題について詳しく知らなか
ったり何が差別にあたるか分からなかったりっていう部分が見えている状況でござい
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ます。
委 員： 参加されてる方が４，８００人超えてるので、伊賀市の人口からいくと２割ぐらいの
人が地区懇に参加されてるということになると思うんですけども。そうした中で、各
地域で地区別懇談会されてると思いますが、参加された方に「地区懇がどうやった」
とかいうアンケートを実施されてるのかどうか。各地域ごとに、それはないんですか。
青山の地区懇では、参加された方のアンケートを取らしてもらって「参加した人の意
識はどう変わってきたか」っていうのはされています。他の地域はどうか分かりませ
んが、そういう面では把握ができると思うので何か参考にしてもらえばいいかと思い
ます。
事務局： 若干、補足をさしていただきます。地区懇に参加している方が非常に多いということ
ですけれども。今回取った意識調査と前回調査と比べたところ、こういった市なり地
域が開催する学習会に１度でも参加した方が前回調査はだいたい３０％ぐらいだった
んです。今回、５０％近く。２０ポイント近くそういう学習機会に触れたという数は
意識調査上はでております。
その「意識がどう変わったか」っていうとこのモニターまではまだちょっとできてな
いんですけども、学習機会が広がっているということは意識調査から見えるんではな
いかと思います。
会 長： その他、質問はありますか。
委 員： これ、分野①はチョボ４つありますが、１個ずつ行きます。今、聞かしてもらったが、
別の委員、言ってくれましたが、私からも、合併以降、一度も地区別懇談会が開催さ
れてない、地域」ってあります。
事務局： その住民自治協議会単位では、そういうとこはもちろんないんですけど、まち、区と
かですと、単独で開催してないとこはまだあります。
委 員： 先ほど別の委員が言ってくれましたが、人数的には多いけども、大きな部分とちょっ
と小さな部分で開催して頂くっていうことは「比較的皆さんも出てくれやすいんじゃ
ないか」という意味合いも込めて、お願いできたら、きめ細やかな部分でしていただ
けたら、ありがたいと思ってます。
それと、あとチョボ２ですけども、人権講座等々の部分。ずっと出してくれてるんや
けれども、旧郡部においては各館において予算化されていて、そういう形で人権講座、
人権大学等々の講座をやってくれていますが、上野地区内の隣保館においてはそうい
う講座ができていないっていうこれも現状です。ここらは今後、どういう部分を持っ
ていただいてるのか。まとめて後から答えてもうても結構です。
チョボ４については、職員の人権研修等々についても「１回も参加してへん」ってい
う部分がまだあるのか。それと、例えば寺田市民館やいがまち人権センター等々にお
いては「人権パネル展」が開催されています。それについても、職員が参加しやすい
ように「ノー残業デー」ということで、水曜日に夜間延長しながらやっていただいて
います。こういう部分もあって、参加も若干少ないような気がします。同時に、私も
このパネル展は毎回行かしていただいてずっとみさせていただいたら、１時間弱かか
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るんです。けど、たまたま市職員の方が一緒になって「３０分ぐらいで帰ろう」「こ
れでも行ったことになるか」って。こんな部分はふと気がついたところです。そこら
も検証してください。
事務局： 一つ目の「隣保館で開催している旧郡部と上野地区」ということでございますけど。
上野地区では、当課が主催さしていただいてる解放・人権講座をやらしていただいて
おります。ただ、その隣保館でていいますか、ライトピアおおやまだで行ってるのと
青山文化センターで行っていますが、これはそこの地域で「誰がするか」だけのこと
と思っております。その他の所管課でやってもいいわけです。
委 員： その言い方おかしい。何でというと、そこの部分は予算化されてる。旧上野の部分に
おいては予算化されてない。だから、できない、検討してください。
事務局： 検討します。
委 員： それは、事実やで報告して。
事務局： 次に、この「同和問題研修方針」、人事課で一生懸命職員に対して啓発していただい
てるんですけども。もちろん、１００人いて１００人とも行ってるまではいってない
のは事実でございます。しかし、増えてるのは間違いないというのと、今まで、研修
会などに参加されてる割合とグループ討議型に参加されてる割合っていうことで、だ
んだんグループ討議型の参加者の割合が増えていることでは、取り組みは、ちょっと
は進んでいると思います。
「ノー残業デーとかを設定した日にパネル展を延長」ということ、人数的に前よりは
増えたと聞いておりますが、今おっしゃってくれてたように、時間的に割とすっと帰
っていただいてる方も見えるのも事実でございますので、そちらも取り組ましていた
だかなければいけないことでございます。
会 長： その他いかがでしょうか。今、委員さんが質問されたその最後の「市職員の研修」で
すけが、これ、参加率は出てるんですか。嘱託･臨時職員も含め、１，８００人を対象
にというのは。
事務局： 参加率は出ております。
会 長： これは、一応１００％。
事務局： すいません。確認しますので、後ほどご報告さしていただきます。
会 長： 「人権意識高揚のため」の施策①を今、ご説明いただいて質疑をしておるわけですけ
ども。その他、何かご質問は。
委 員： 地区別懇談会行われてます。ここには２７年、１０２地区の４，８３８人参加されて
るってことですけど、これは、地域によってその「内容」っていうの統一されてるの
か。その辺はどうですか。
山田地域だと、たぶん来てくれる先生方一緒なので、統一はされてると思うんですけ
ど。他の地区との共通性はやっぱり持たれて「同じようなテーマを作って取り組んで
ます」とか、そういうことでやられてるんですか。
事務局： 特に、合併しまして上野とその他の地区について、旧町村の地域では一応、統一した
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形で、特に行政職員がかなり指導的な形で入っております。上野の場合、一応、こち
らから「こういったことで」ってモデルはお示ししてするんですけど。その地区で「や
はり、こうしたことにしてほしい」って希望が出たら、違う内容でしてるのが現実で
ございます。「それぞれのところに合ったような形」でやらせていただいてます。
委 員： 「統一する」とかそういうお考えはないんですか。どこの地区も地域も含めて問題一
緒です。だから、その「学んでもらうこと」も地区一緒だと思うんです。
事務局： 当然、同じ意識なり同じレベルまで来ていたら、統一したこともできるかも分かりま
せんが、地区によっては「その地区にある課題」がありまして。「その課題解決のた
めにどうするか」ということで、地区によっては自分たちで課題を見つけて「今年は
このことについて取り組もう」というところ、もう支所全体が「同じテーマでやろう」
とやってるところ。それはもう、それぞれ今、できる限り地域の主体性に任せた形で
自分たちの課題解決のために考えていただいてるというような現状です。
会 長： そうしたら、とりあえず次へ進めてまいりたいと思います。
施策分野②の「人権擁護と救済のための施策」について、事務局からご報告をお願い
したいと思います。
事務局： 失礼いたします。施策分野②の「人権擁護と救済のための施策」についてでございま
す。７１ページの２７２から２７７になります。特に、差別事象への対応マニュアル
と人権侵害救済制度の確立のための法整備についてでございますが、差別事件が発生
した場合の対応マニュアル化について、本庁各支所ともマニュアル化をしておりまし
てフローチャートで整備し、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
アル化しております。休日･夜間についての人権侵害発生時の通報・連絡についても体
制を整えております。今後も迅速な対応を図ってまいりたいと思っております。
次に、７９ページの通番３１４ですが、人権侵害が今なお厳しい状況であることを国
にも訴えることができました。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きたいと思っておりま
す。あらゆる機会を通じて今後も働きかけを行っていきたいと思ってます。施策②の
主なものについては以上でございます。
会 長： ありがとうございます。委員の皆さんからのご意見、ご質問いかがでしょうか。
委 員： 学校現場における児童、生徒の差別事象・事件が多発しているこの現状は、委員の方々
も既にもうご承知であろうと、小・中学校においては、１学期だけで４７件。９割が
障がい者差別等々の問題で子どもたちの現場で起こっている。去年からずっとしてみ
ると、８０件、９０件になってきているこの現状。昨日、一昨日も教育委員会から私
へ７つの「第１次報告」という形で持って来ていただきました。この実態の中で、「教
職員の方々全体でどれだけ共有できてるんや」という部分が見えてきやへんところが、
まだ多々あるんです。その部分は、どんな取り組みをこれからされていってくれるの
か。

それと、後、「法務省やいろんな人権委員会と連携」とあるんやけど

も。「どんなふうに事象で相談しながら、今後、組織化していって、組織を定めてい
くか」って部分を分かったら教えていただきたい。
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事務局： 庁内の人権侵害対策本部って、部長を中心にして、下りてくるようになってる組織に
なってるんですが、庁内の連絡網を通じて、起こっていることについては流していた
だいております。それぞれの課においても流していただくという形で、伝えていただ
いています。
それと、もう一つの「国・県・人権擁護委員等との連携」ですけども、事象等が私ど
もに相談があった場合でも、すぐ答えて解決できるようなものであればそうします。
内容によりましては、法務局、三重県人権センター等にすぐに連絡さしていただいて、
一緒に解決方法を話し合うという取り組みをさせていただいております。しかし、そ
の「ネットワーク的な組織」というところまではまだできておりません。
委 員： 行政の中でもインターネットのやつは検証してくれているが、僕らは分からんでもな
いが、「職員の方々全体にどんだけ下りて、なおかつそれが下り切ってるか」ってい
う部分。そこらはなかなか検証できんかも分からないけれども、過去の行政の事例を
見てみると「途中で止まっていって、末端まで下りて行っていなかった」っていう事
実があるもんで。その様な中から、もう一度見つめていただきたい。
事務局： そのあたりは各課から各職員に下りるように、改善さしていただきます。
委 員： 人権擁護委員の関係でお話が出ましたもので、私、何年間かやらせていただいてるん
ですけども、今、別の委員さんがおっしゃられるような部分についての話は、小学校
では多分いろいろ話があがってるかと思うんですけども、我々委員までまだ「落ちて
ない」のが現状でございます。
ただ、我々委員としましては、学校の問題についてはこの中でご承知の方があるかと
思うんですけども。今、毎年ですけども「ＳＯＳミニレター」という形で言葉に出せ
ない方々でも、いわゆる文章で書いて出していただく。葉書を貼らずに、そのチラシ
自身が封筒の形になりまして、書いてそのまま封して出していただければ我々のとこ
ろへ届くという形をとっております。そうして、来ていただいた分についてはすべて
お返事を出させていただき、もし、どうしても「これは」っていうことがあれば、学
校現場とも相談させていただいております。
委 員： そういう部分っていくつぐらいあるのですか。
委 員： あまり出てくるのは多くないんですけど。中には「これ」っていうものもあります。
委 員： 学校現場で、僕はすごく先生方に「ありがたい」と思っているのは、ここ２～３年ぐ
らい前から学校ではそういう事象がいっぱいあったんです。「めくら」「つんぼ」「ち
んば」とかこんなことがあったんやけれども、過去は、県のマニュアルに応じて県へ
報告していた。けど、市は教育委員会の一部で止まっていたこんな現状。我々の各部
交渉・市長交渉の中で「おかしいやん、県のマニュアルは県のマニュアル。市独自の
マニュアルを作ってくれ」と言うて、一昨年作っていただきました。
作っていただいた結果、先生に今度は教育委員会からお願いしたら、先生が耳をダン
ボのようにして子どもの「何や、きちがいみたいなこと」って言うたら「ちょっと、
何言うてんの、『つんぼちゃうん』っておかしいやんか」って。先生が聴き取ってお
家へ行っていただいて、聴き取りをしていただいて、そこから「先生、この『つんぼ』
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って障がい者を傷つける言葉なんですか」ってお家の方が言うんです。お家の方もそ
んなことを分かっていなかったり、「子どもが３回呼んで聞こえへんかったら、『つ
んぼか』って言うてしまう僕らがいるんです」とそんな事実なんです。そこから「今、
まだ、障がい者差別はこんだけあるんです」っていうことを、先生方にも分かってほ
しい。
もっと言うたら、お年寄りは特に何の躊躇もなく言ってると思うんです。だから、今
度はお年寄りから「あかんやんか」っていうところへお子さんを通じて。「じいちゃ
ん、ばあちゃんあかん」って孫に言われたら一番辛いと思うんです。そこらきっかけ
に結び付けて、自治協と連携を取れたらというところの架け橋に行政がなっていただ
けたらと思ってます。
会 長： はい、ありがとうございます。
委 員： 今日は、皆さんご苦労様です。今、委員さんが言ってくれた問題ですけども。部落問
題も、障がい者問題も、あらゆる人権の問題ですが、学校でしっかりと子どもたちは
習ってきます。それに並行して、大人社会、保護者が勉強してないもので、ちぐはぐ
になり噛み合いません。そこをどうしたらいいか。この間も、孫を高等学校へ送って
行くにつけて、孫の名前を言いながら「『きちがい』って言うたらあかんねんなあ」
って話の中で「おばあちゃん、何言うてんの。『きちがい』って今まで言うてたやん。
なんでおせえてくれへんだ」「いずれ分かると思うてた」って言いながら、何でもな
しに話の中で「きちがいや」って言うてた、おばあちゃんです。その孫が、やっぱり
勉強してきてます。学校、世間の中で。それに並行して、保護者は勉強してない。部
落問題は特にです。持って帰った時に慌てふためきます。そこの持って行きようをこ
れから行政の方、先生方、力入れてもらいたいと思います。
こういう講演行ってて「良かった」って答え言うてますけど、煮詰めてもらいたいで
す。答えを。「良かった」って、そら言います。ほとんど常連の、いつも見かける人
が講演に来てくれてます。これも「どうしたもんやろ」と思います。
ですので、世間は言いたいくちです。「どんなことでも、出て行けば自分のものにな
る」っていうのが本質ですけども、それに出て行かない、慌てふためくのがこれから
の問題になっていくと思いますので行政の方、また、皆さんよろしくお願いします。
会 長： 事務局から今、ご意見いただいたことに関して
事務局： その前に。すいません、総務次長の山本です。先ほどご質問、ちょっとすぐお答えで
きませんでした。「職員の研修の参加率」ですけれども。一応「主任以下の者」につ
いては講義型で研修を行ってます。「主査、係長級以上」はグループ討議型。それで
講義型の場合、主任以下と嘱託・臨時職員も対象にしているんですが、率的には９５％。
８４５人の受講予定に対して、受講したのが８０５名となってます。それからグルー
プ討議型ですけれども、こちらは９９％。９０５名受講予定で、受講できたのが８９
６。これについては、「回数は指定、全員出る」というのを基本としてますけれども、
急遽、業務とか体調とかもあるか分かりませんけども、１００に至ってないというの
が現実でございます。
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会 長： ありがとうございます。ご意見いただいてご質問されて、ご回答されてると思うんで
すけども。ぜひ、課題と研修の関係性をもう少し、現実にこの伊賀市の教育現場の中
で子どもたちによるそういう発言が相次いでいる、エスカレートしているという状況
でしたら、そういった課題を先ほどいただいた懇談会や研修会などのテーマに取り上
げて「どういうふうこの伊賀市全体でこういった問題に取り組んで行くのか」と少し、
この関連性を持たせるような方向にぜひ配慮をしていただきたい。
それと、もう一つは、障害者差別解消法が施行されてますので。例えばこの「職員の
研修」についても。私、他市でいろいろ講演に呼ばれてお話に行く機会等あるんです
けれどもなかなか、例えば、この対応要領が既に定められて、正職員だけではなくて
嘱託職員をも縛る内容になってるにもかかわらず、その現場の職員がこの「対応要領
ができたのを知らない」とか「読んだことない」という現状があるところがまだ、残
念ながら結構あります。法施行されて１年も経っていないわけですけれども、あると
いうことです。例えば、職員研修の中でも、この障害者差別解消法の問題については
改めて徹底をする必要があるのではないなということ。
これは、努力義務規定になってると思うんですけれども、法律では。障害者差別解消
支援地域協議会という。今、まさにその差別が起こった場合、その差別をなくして行
く関係者がネットワークを組もうと法律で定められて、市町村においては設置が努力
義務とされているという協議会ですが、伊賀市の場合は作ってるんですか。
事務局： 既存の委員会を活用してた形になっていると聞いております。今日は、担当課はいま
せんが。
会 長： いわゆる「障がいに基づく正当な理由のない差別」と「合理的配慮の不提供」という
ようなことを、相談を受け付けて解決するために関係機関が手を合わせようという協
議会ですから、それが設置されてるのであれば、そういったところとの連携も重要で
はないかということと、障害者差別解消法の場合は「既存の相談窓口を充実しなさい」
という形でいわゆる「相談」「紛争解決」に取り組めっていうことになっていると思
います。そういった伊賀市内の既存の相談機関の中に、この障害者差別解消法という
問題がきちっと位置づくような何かこの「仕掛け」というものを工夫していかないと
駄目なんではないかなと思います。マニュアルを作って、その起こっている差別や人
権侵害に対応してるということまでは進んできているわけですから、その課題をしっ
かりと発見して、総合力を持って解決して行くこのしくみをどう充実さしていくのか
というのが今後重要になってくるのかなと思います。その他、どうですか。
委 員： なし。
会 長： ちょっと時間の関係があるので、その後もあるので。
委 員： 会長、先に言うてくれましたので、ちょっと行政へ振って行きたい。
例えば、伊賀市には「部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃条例」って条例が定
められて、これ、県条例になって、三重県は２つの市町だけができてない。後はほと
んどできてる。これは、伊賀市から私らの運動の中で勝ち取った現実です。今、会長
言うてくれた障がい者問題等々にもその中にみんな含まれている。その中、伊賀市単
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独で条例をもうちょっと考え直していく「第２弾」というのも必要ではないか。
何やっていうと、「規正法」であったり「救済法」こんな部分へもやっぱり発展して
行く。もう何年か経てば「第１弾」「第２弾」というのをぼちぼち定めてほしい。そ
うしたら、「あらゆる差別の撤廃に向けての条例」が、もう一つ大きな条例になって
くるような気がします。
会 長： これ、いかがです。
事務局： 確かに。現在、部落差別に関して「禁止法」は、今「解消法」ができているかもしれ
ませんけれど「禁止法」とか「救済法」という意味ではまだ法もできてない状態です。
今、おっしゃっていただいたとおり実際「差別がある」というのをどう対応していく
か、まだまだ条例も何も規定はできてないわけです。ただ、法に先駆けて条例をって
いうのは制度的にちょっと法制的に厳しいかと思いますが、法とかに合わして速やか
にやるということはできると思いますし、一度ちょっと検討はしていきたいと思いま
す。
会 長： 法律と条例の関係ですけども。障がい者差別の場合も、千葉県で「障がい者差別をな
くする条例」ができたのは確か２００６年です。国連で「障害者の権利条約」を採択
されるよりも前に千葉県は条例作ってたわけですから。「障害者差別解消法」できん
のはもっと後ですから。そう考えると「国に法律がないから、条例を作れない」とい
うことではないと思うんです。ここでこの議論はしませんけれども、ぜひ、よろしく
お願いをしたいと思います。
そうしたら、続きまして、施策分野③の「人権が尊重されるまちづくりのための施策」
について、これも事務局からお願いいたします。
事務局： 失礼します。次に、施策分野③「人権が尊重されるまちづくりのための施策」につい
てでございます。８６ページの通番３４５から３５４でございます。「人権・同和教
育研究協議会との連携」ということについては、各支所や隣保館、生涯学習課が各同
研、各地同研と連携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
ております。８８ページの通番３５５から３６４ですが、部落同盟伊賀市協議会との
連携についても同和課や人権政策・男女共同参画をはじめとする各支所・隣保館にお
いて情報交換や同和問題解決に向けた事業を進めるにあたり、今後も連携していきま
す。
また、９５ページの通番３８６をご覧ください。人権問題企業等連絡会についてです
が、商工労働課を中心に昨年１１月１３日に設立をいたしました。今後、連絡会の運
営を支援し、企業においてあらゆる差別解消に向けて研修会等を開催するなど、自主
的な活動ができるよう促します。また、さらに賛同いただける企業や商工団体と協議
を行い、参画する企業・団体数の拡大を目指します。
一部重複するかもしれませんが、ちょっと戻りまして７９ページの通番３１５からで
ございます。
多様な主体との協働の推進です。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、高校、隣保館の職員、運動団体、人権草の根運
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動推進会議の代表者等が連携し、連絡協議会を作り、一体となって人権・同和教育の
研究や推進を行います。具体的には、各地域の連絡協議会においては連携して研究協
議を行ったり、地区懇談会を開催し、啓発と学習の取り組みを行っています。
また、当事者、市民参加の促進として９６ページの通番３９０から３９７でございま
すが、人権政策・男女共同参画課では、審議会等の委員や地域の役員へ女性登用でき
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をしています。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ることにより、異文化の理解や外国人
住民の人権尊重に取り組みます。障がい福祉課では、当事者団体である伊賀市障害者
福祉連盟と連携し、協働して啓発活動を行っております。また、福祉相談調整課では、
伊賀市要保護児童及びＤＶ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
なげて行きます。施策分野③について、主なものは以上でございます。
会 長： ありがとうございます。事務局から説明がありましたが、委員の皆さんからご意見、
ご質問ございませんでしょうか。
委 員： ３つ目のチョボの「人権学習企業連絡会の設置」の件なんですけども。資料３で数値
目標の一覧表があると思うんですが、ここに下から２つ目の「参加加盟事業所数２７
年度１０２社」ということで、２８年度が※印付いた８０社。「大山田の企業連絡会
が解散したために減ってる」という書き方なんですが、ここらの経緯をちょっと教え
ていただきたいと思います。
事務局： このメモにつきましては、ちょっとこちらの表と合わさないと。ちょっと修正いただ
きたいと思います。
委 員： この数値目標が間違っているということですか。
事務局： 従来から、大山田に「企業連絡会」というのがありました。
委 員： ２０何社かあったんです。
事務局： 市に人権学習企業連絡会ができたもので「発展的解消」ということになりました。こ
れまであ大山田に２０何社ありましたが人権学習企業連絡会と重なってた部分もあり
ます。
委 員： ２７年度からドロップアウトして。
会 長： すなわち、どう理解したらいいんですか。いわゆる「２０数社が脱退した」というこ
とではなくて「新しい会ができたことによって、そこへ統合されてダブルカウントが
なくなった」ということですね。
事務局： そういうことになります、実数になったということ。
会 長： 「実数になった」という理解でよろしいですか。
会 長： その他、ご質問ございましたら。どうぞ。ちょっと、先の質問については改めて答え
てください。
委 員： チョボの４つ目なんですけど。人権教育の推進っていう面から、いろんな団体と連携
して連絡協議会を作って、一体となって人権・同和教育の研究推進を行うってことに
なってるんですけども、今、既に地域で同研活動が青山の場合であっても、この団体
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がすべて網羅されて、地域同研で人権・同和教育の推進を図ってるけども、新たにこ
んな連絡会を作るっていうことですか。
事務局： 今のご質問ですが、新たな連絡協議会と違い、それぞれの協議会、「同和教育連絡協
議会を活用していただいて」っていうことでございます。
委 員：

新たにこの項目をこんなふうにすると「別なものを作ってするんか」っていう理解に
なってしまうので。

委 員： 既に、もうある地域の同研の中で、すべてここに列記されてる団体が加入して人権・
同和教育の推進を図っているのに「新たに連絡会を作って行います」って言うてんの
で「別なものを作るんか」っていう解釈になってしまうので、そのへんだけ理解でき
るように説明をしてほしい。
事務局： わかましたり。「取り組みを行います」というより「取り組みを行っています」って
いうことです。ここに書いてあるようにやっていただいてますので、引き続きやって
行きます。
会 長： ですから「新たな協議会を作る」ってことではなくて「今、取り組んでることをより
充実させる」ということですね。分かりました。まだかかりますか、さっきの質問に
対する答えは。
事務局： 先ほどの企業の数でございます。２６年度までは先ほど言ったように２３社、大山田
の企業だけでした。２７年度に２３社＋７９社っていう、７９社が新たに。７９社と
いう形で「人企連」が立ち上がったんですけども、この２３社がこの７９社にも重複
しております。１０２社にはダブルカウントも入ってたわけです。
会 長： これ、まず、平成２６年２３社だった。平成２７年に１０２社に急に増えてる。２８
年には今度８０社になる。その説明が、２３社が解散によって脱退したからと、この
数字は読めるんです。だから、２３社から１０２社に急激に増えたのは、たくさんお
願いして入ってもらったってことですか。
事務局： 新しい組織が７９社できたんです。７９社の中に、２３社の中に何社かも混ざってい
ます。
会 長： そしたら、これ、足したらあかんかった。足したらややこしい。１０２というのが間
違いですが。
事務局： 大山田に２３社もまだあったんです。「２３の組織」と「７９の組織」と。
会 長： そしたら、１＋７９にせなあかんのとちがいますか。その「１」の中に２３が入って
るわけでしょ。
事務局： いや。７９の中に２３の何社かは。
会 長： 全部が入ってないんですか。
事務局： 入ってないです。この１増えたのは、また新たな企業さんです。
会 長： 新規に増えたのと、これを実数で計算すると８０になるっていうことですね。
事務局： そうです。これをもう発展的解消で。２３社のうちちょっと今、何社かはっきりしま
せんけど。残りは「やめとく」ということでやめられた事業所もいるんです。
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会 長：

皆さんお分かりですか、今の事務局の説明で。２３社＋新しい企業が入ったり出たり
して１０２社になったってことですね。

委 員： これ、ダブルカウント。
事務局： ８０が今の数字で。その中に２３社の何社かが入っておられるんです。その残った何
社かが「もう、やめとく」って言ってやめられたもので。
委 員： 実際の数だけ言うてもうたらええ。
事務局： ちょっと補足で説明さしていただきます。平成２６年度まで２３というのは「大山田
地区」の人企連。
会 長： 「大山田だけ」の。
事務局： 「大山田だけ」の人企連と理解していただいて。平成２７年度に「市全体」での人企
連ができましたんで、伊賀市全域の企業さんに入っていただいて会社の数が増えたと
いう形ですが、平成２７年につきましては、大山田も伊賀市全体の人企連もあったの
で、１０２という形になります。旧大山田にあった人企連につきましては、昨年度で、
伊賀市全体で人企連ができたことで、発展的解消という形で昨年度末で解散という形
になりました。平成２８年度の数字は「市全体の人企連に加入されてる事業所の数」
となり、伊賀市全域になる時に、旧大山田の人企連に入ってた会社も数社。「やっぱ
り、伊賀市にできるんやったら、こっちも入る」っていう形で伊賀市全域の人企連に
入ってくださっている形。ちょっと数字は上がったり下がったり。
会 長： 分かりました。
委 員： 今の説明で分かったんですけども。その今のであった２３社の大山田の企業が何社移
行したのか分からないんですけども、残りの企業はなぜやめたんでしょう。普通、２
３社が全部新しい伊賀市全体の連絡会に入ってもらうべきかと思うんですが。
事務局： 旧大山田の人企連が「いくつ入って、いくつ抜けた」かちょっと今、詳しく分からな
いんですが。私が担当から聞かせてもらったのは、この大山田の時は、小さな事業所、
個人事業主も入ってもらってたんです。
ただ、伊賀市全域。大きなってきますと、どうしてもやっぱり企業の規模っていいま
すか、大きい企業ばっかり組織されてることで、「そういうとこやったら、もう参加
は止めさせて」ってことで抜けられたっていうのは聞きました。
会 長： 一応、市全体の会の「参加の企業規模」っていうのは何かあるんですか。「従業員何
人以上のところの、事業所を対象」にしているんではないんですか。
事務局： 対象はないです。
会 長： じゃあ、個人事業主でも入ろうと思えば。その「新しく立ち上がった協議会」に参加
はできるわけですね。ただ、大きなところが多いので、個人のところはちょっと遠慮
して退かれたというようなことを聞いておられるわけですか。
事務局： そうです。
会 長： いずれにしてもこの企業。一定、国の基準では、「１００人以上の従業員がいてると
ころについては、公正採用選考の人権啓発推進委員を置いてください」ってことで、
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厚生労働省はお願いして回ってるんです。
委 員:

三重県は３０人以上。

委 員： ３０人以上です。
会 長： 三重県は３０人に数字を下げて入りやすくしていただいてるわけですね。この制度が
できて、来年おそらく４０年、確か、元々は同和問題で始まった制度ですけども、同
和問題だけではなくて様々な人権の問題、公正採用の問題に取り組むということで。
これ「３０人以下の企業」っていうのは、おおよそどれぐらいあるんですか、伊賀市
内で。
委 員： 雇用保険適用の事業所でしたら、ハローワークで把握しております。一人とか二人で
雇用保険に入れないパートを雇っている企業は何軒あるかはちょっと分からなくて。
雇用保険に入ってる事業所としては、３０００事業所。伊賀管内ですので、ちょっと
名張も含みますけども。
会 長： 分かりました。
事務局： 確かに、３０人以上のところは公正採用選考で人権啓発推進員を置いているんですけ
ども。伊賀市の場合、それに関わらず。
会 長： 全事業所。
事務局： 全事業所とまではいきませんけども、一応「企業啓発訪問」というのを年１回やって
ます。そこへは大体３００社ぐらい。その中には、３０人未満のところも行ってると
ころもあると思います。
委 員： ３０人未満のところは「人権推進委員置かんなん」となってるけど、置いてへんとこ
たくさんある。
事務局： 「以上のとこ」です。
会 長： もちろん「３０人以上のところに置く」ということと、併せて、伊賀市の場合はこの
３００社が新しく作った会に参加してもらえるように働きかけを強めて行くというこ
とですね。ぜひ、障がい者の雇用促進法も同時に改正され、施行されてますので「雇
用における障がい者差別」とか「合理的配慮」もこの法律で４月から義務付けられて
ることになってきますので、公正採用とか、こういった企業人権の取り組みはとても
重要な課題になってきてると思いますので、ぜひ、引き続きよろしくお願いしたいと
思います。施策分野③のところはその他、よろしいでしょうか。だいぶ時間もおして
きておりますので。
最後に施策分野④「人権課題解決に向けての施策」について、ご報告お願いします。
事務局： 施策分野④「人権課題解決に向けての施策」について１２１ページから２８０ページ、
通番５２０から８７４までとなっております。
施策分野④については、施策分野①から施策分野③を基本として、個別の人権課題に
対応していくものとなっております。これまで５年間における、個別の取り組みの成
果と課題という形で報告をさせていただきたいと思います。
（別紙：人権課題の解決に向けての施策（10 の人権課題）を説明）
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会 長： ありがとうございました。施策分野④のところでございますけれども、非常に多岐に
わたっている部分であります。それぞれの分野ごとにまた、別の計画も策定されてい
たりもするわけですけども、それぞれの団体の皆さんからもご意見、ご質問いかがで
しょうか。
委 員： 子どものところでお願いしたいんですけど。通番６６４です。ちょっと、数値が気に
なったんですけど。要は、この事業の効果として「人権に関わる各校マニュフェスト
の達成率が１００％となっています。」っていうのは。その１００％っていうのは、
この事業に際しての１００％なんでしょうか、１００％達成してるっていうことでし
ょうか。その根拠をちょっと聞かしていただきたい。
学校教育課： 学校教育課の澤田といいます。よろしくお願いいたします。今、ご指摘いただき
ました１００％といいますのは、このように「学校マニュフェスト」というのを学力、
人権、キャリア、その他ということで教育委員会で取り組んで各学校に計画等を立て
ていただいております。例えば人権であれば「○％に上げます」って数値目標も掲げ
てるんですけれども、それがすべて達成されたわけではございません。目標を掲げて
それに取り組んだっていうこと。そういう観点からしますと、そこの１００％って表
現はちょっと適切ではないと思われます。以上です、申し訳ありません。
委 員： ありがとうございます。
会 長： とりあえず、「マニュフェストを作って今、頑張ってる」という意味で「みんなマニ
ュフェストができた」ってことですね。
学校教育課： ここも内部で取り組んでるんです。
会 長： 次は、だから「マニュフェストの達成率」が。
学校教育課： 中身の問題が出てくると思います。
会 長： ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。
委 員： 最初に大橋部長のあいさつの中にもありましたように、「伊賀市パートナーシップの
宣誓」されてるということで。それのことと、それからそれぞれの部署で取り組むこ
ととが、どれだけつながってるのかということも思いながら見せてもらってたんです
けれども。
例えば、６６６を見てみますと、学校教育の中で取り組むことで「男女の両性の特性
を理解して、相互を敬愛する…。」という昔ながらの文言が未だそのまま残ってるの
ではないかと思うんです。
「性の多様性を大事にしていきましょう」っていうことで。
もう、これはスタートもしてるところですので。従来、当たり前のように挙げてやっ
てきたところを見直していく必要があるんではないかと思います。よろしいでしょう
か。
会 長： ちなみに、「パートナーシップの宣誓」をちょっと簡単に解説いただけません。
要綱でやってるんです。
事務局： 要綱でやってます。同性のカップルの宣誓事業ということになります。男性同士、女
性同士が宣誓していただいたものを受領して、２人をパートナーと認め受領証を交付
するものです。
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会 長： これ、いわゆる「同性同士の事実婚」っていうんですか。
事務局： はい。
会 長： そういったことを「市役所としてお祝いしよう」という。
事務局： そういった多様な生き方を。
会 長： 認め合おうという。
事務局： 「市は認めました」ということです。
会 長：「認めました」と。
事務局： 宣誓していただたら「受領証」を交付させていただく。
会 長： それで、そういう「宣誓証」があるんですか。
事務局： はい。「宣誓書」がありますす。
会 長： それに二人が書かれて、それを市役所が受け取ったあと受領証を出すわけ。そのこと
によって、何かプラスがあるんですか。受け取ったりとか。
事務局： 例えば、「市営住宅に入りたい」としたら、夫婦と同じような扱いをさしていただく
のと、市民病院でパートナーが手術をする時に、「同意書」としてそのパートナーが
書いてもそれを認めさせていただくとか。今のところ市ができる範囲ではそういうこ
とですけども。
会 長： なるほど。
委 員： 市できる部分で私の今の考えの LGBT については、３組、今、来てんな。
事務局： ４組になりました。
委 員： ４組になったか。３組来てるのは聞いてたけども。市のそういう施策の中でしている
が、市の公の施設。例えば美容院やったり本庁各庁舎やったりその人の「トイレ」は、
男子用・女子用。「みんなのトイレ」ってないやないかっていう話。そういうことを
受け入れるんやったら「みんなのトイレ」をつくってやることも。
それも施策の一端でなかったら。やっぱりこれ「受け入れる」って言うだけでは、戸
惑った、周りの人が「男の人やのに、女のところへ入ったり」とか。そういう、不思
議に思われるところが。言葉適切と違うけれども、寂しく可哀想になってきます。や
っていくんやったら、そういう施設もつくって行きながら「こうや」っていうことを
表明してやってほしい。
事務局： 実は、寺田市民館ではありがたいことに「みんなのトイレ」って表示をしていただい
ています。
委 員： ３つあります。
事務局： 庁舎については、今すぐにはできないんですけども、管財とも相談さしていただいて
おります。また、新しい庁舎では。
委 員： だから、ええ格好してつくるだけではあかん。ついてきやなあかん。
事務局： そう思います。
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会 長： ぜひ、施策の関連性で。先ほどの企業のネットワークなんかができたっていうことに
なれば、市役所の取り組みから企業の取り組みへ広げて行くとか。地区懇とかそうい
う研修のテーマにもぜひ、取り上げていってもらうとか。それぞれが別々に人権に取
り組むんではなくて、ぜひ、この整合性を持たして。いわゆる「人権に取り組む」み
たいなことに。
委 員： 人企連設立してくれて、この１４日に私のところに、代表者の方とお話さしてもらう
機会を今回設けてくれました。「あらゆる人権で」っていうことで、例えば、先般だ
ってあったんですけども。企業名も一切ちょっと伏せときます。まだ高校の場合やっ
たら、就職の時に「どこへ受けに行った」と学校の先生が問えます。大学は、入社す
んのに受けに行っても中身問えへん。今回あったことは、未だに上野の、この伊賀管
内の企業。親の学歴やらみんな訊いてしまうこんな企業あります。
そうかいうたら、地域の部落の子が大学卒業し入社して。出張所で１００人以上いる
企業、本社は他所やけど。「各課で」ってその課に配属されて３ヶ月、５ヶ月ぐらい
してから私のところへも相談に来てくれたんやけども。「何あった」って言うたら「今
度、うちの課で焼肉パーティすんねん。その時に、その１つ、２つ年上の先輩『お前、
部落やで呼べんな』」と。昔の「招かれなくお誕生日」みたいな部分で。そんなこと
が企業内で起こってる。「そんなんおかしい、企業の責任や。」って言うて「また、
行政とまた話して、企業と一度話をしようか。」って言うたら「いや、辞めさせられ
たら かなんで待って」って。「何やろ」って言うたら、「クビになったらかなん」っ
ていうことで、断念すると。「また、あったらどうすんの」って言ったら「その時は、
思い切って相談に来ます」って、そういう寂しいことを聞かしてもうた。企業の中で
そんなことがまだある。福祉の現場では、地域の人が一生懸命やってくれてるうちの
作業をしてくれてる人に、ある人は「『どこから来てんや』って言うて。いろいろこ
う話で家よう言わんかって。何回も訊かれるんで言うてしもたら『○○です』ったら
『これか』って手のしぐさをされた」こんなんがまだ、現実に企業であるんです。他
へ伝わって行っていないけど、その子も「辞めさされたら。子ども育てんなん」と言
うて残念して、辛抱してくれてる。「いろいろあっけど頑張り」ってしっかり言えん、
僕らは。
けど、そういう実態がまだ企業の中にもあるっていう事実。そんなことをやっぱり「企
業の社長さん方に分かっていただけたらいいな」っていう思いでそんな部分を設けて
いただくのも、行政の部長がそういう場面を作っていただいてすごくありがたいし、
これからもいい方向で進んで行くとに思ってます。
委 員： 言葉で露骨にっていう部分は、ほんとにやり切れません。黙ってんのもかなん。言葉
で露骨にいうというのは。
会 長： 具体的な現場の事例をご報告いただきました。まさに、こういったことを「どう、し
っかりと相談に乗って取り組んで行くことができるのか」というのがやっぱり人権行
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政の根幹に関わる部分だと思いますし。もとより、こういったことを事前に予防する、
起こさないような仕組み、取り組みがますます求められるようになってきてると思い
ます。
その他、いかがでしょうか。施策分野④に係って。ございませんでしょうか。
他の計画との整合性の問題があるんですけども。特に、これは今後「お願い」ってい
うことでお聞きいただきたいんですけども。男女の共同参画の基本計画があったり、
障がい者の計画があったり、それぞれの計画が法律や条例等に基づいて策定をされて、
そこで進行管理をされてるっていうことですから。特に「人権行政でやらなければな
らないこと」というのを逆に重点化するというような「具体的にその課題を絞り込ん
で行く」みたいなことは必要ではないかと。
すなわち、このそれぞれの各論に横串を刺すような役割がまさにこの人権の審議会に
なってきてると思いますので、そういったことも今後、重要な課題ではないかと思う
のと、後、様々なそういった現場で起こってる。今日もご意見出ましたけども。人権
行政を議論するにあたって、人権侵害や差別の具体な事例については、委員の皆さん
の中で共有できるようにしていただけたら。かなりこの議論が噛み合う。特に、私は
伊賀市の人間ではないものですから「どういう問題が今、伊賀市の中で生起してるか」
については、また、お教えいただけたらと思います。
それでは、かなり時間も過ぎてまいりましたので、最後に事項３の「その他」につい
て、事務局からご説明をお願いしたいと思います。
事務局：

事務局から一点ご提案をさしていただきます。現行の第２次人権施策総合

計画が、本年度で最終年度の５年目でございます。昨年度「人権問題に関する市民意
識調査」の結果をまとめましたけども、できましたら、平成２９年度からの「次期計
画」という形で策定に向けてスタートをさしていただきたいと思います。ただ、冒頭
いろいろ出ておりましたが、国も様々な人権課題につきまして法律等も成立したもの
や成立しそうな状況にあるものいろいろございまして、その状況も見なければいけな
いということでちょっと年の最初から取り組みをさしていただけなかったんですけが、
できましたら、今年度の途中からになりますけども、来年度にかけて年を跨ぎますけ
ども、計画を策定していきたいと考えております。期間としては、平成２９年度から
５年もしくは６年ぐらいの計画期間になると思います。
そういったことで、本年度に２回程度、また、来年度３回か４回程度審議会を開かし
ていただきたいと考えております。ご多忙のところ本当に申し訳ありませんけども、
ぜひ、そういった形でご承認いただければと考えております。
会 長： 今、事務局から計画の改訂へ向けたこの審議会の開催ということでご提案がございま
したけども、いかがでしょうか。
委 員： この資料４の一番最後の３の「今後の予定」のこの文章だけ見ると策定に取り組むの
は来年度に取り組むように読めるんですが。今のご説明では今年度途中からという様
な。だから、この文章がおかしいっていうことで。
事務局： すみません。この資料が直し切れてなかって申し訳ございません。
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こういった形で「２９年度に策定に策定着手しようか」とも考えていたんですけども。
今、「部落差別解消法」ももう間もなくできる可能性もかなり出てきたということも
あります。そうしますと、それなども踏まえて、できましたら「期間空けずにという
ほうがいいか」って思いましたので、２９年度も含めた期間で作れるように今年度途
中からやらしていただきたいと考えております。
この資料は、前のままで申し訳ございませんでした。
会 長： 今のご説明。いわゆる条例で設置されたこの審議会で５年間の計画を作ってきて、こ
の計画は来年３月で一応終了するということ。このままでいくと４月からの計画がな
いということになるので、大急ぎで年度内にこの向こう５年もしくは６年のという言
い方されましたけども、来年４月以降の計画を検討しよう」というご提案ということ
で理解してよろしいです。
ですから、この、ご指摘のありましたペーパーを訂正を。今、事務局が口頭で行った。
こういう理解でよろしいでしょうか。
事務局： はい。
会 長： ちょっと委員の皆さん、大変これから年度末にかけてお忙しい時期ではあるわけです
が、ぜひ、重要な伊賀市の人権行政に係わるご議論ということでご協力をお願いして
まいりたいと思います。よろしいでしょうか。
（「はい」という声あり）
会 長： ありがとうございます。他に、全体を通じましてご意見ございませんでしょうか。
委 員： 事務局にお願いです。私、初めて出席させていただいたんですけど。ご案内は９月終
わり頃に今日の審議会の日程をご連絡いただいたんですけど、資料届くのが、私のと
ころが３日前だったんです。
膨大な量で一気に読めないし、やっぱり審議会なんで、資料はせめて３週間以上前に
はお届けしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
会 長： 初めての方も当然いらっしゃるので、この資料だけでは理解しづらい部分も。ここに
書いてあるいろんな、いじめの部分でいうと「こういう方針ができました」とかいう
ことも読んでるうちに。関心のあるところですから、できる限り委員の皆さんにお渡
しする資料については「早く」「丁寧に」ということで。大変ではございますけれど
も事務局の皆さんにご協力のほどをお願い申し上げておきたいと思います。
それでは、以上で審議会を閉じてまいりたいと思います。事務局に司会を。
事務局： どうも、長時間ありがとうございました。本日はお忙しい中、ほんとうに有意義な議
論をしていただきましてありがとうございました。計画推進に向けて、また事務局も
検討さしていただきます。どうぞ、またよろしくお願いいたします。
本日はありがとうございます。お気をつけてお帰りになっていただきたいと思います。
事務局： ありがとうございました。
（会議終了）
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