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第２回伊賀市人権政策審議会  議事録 

 

【開催日時】２０１７（平成２９）年３月１７日（金）午後２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】１１名 

 今井委員、森委員、槌野委員、吉澤委員、藤田委員、八尾委員、松村委員、松田委

員、中井委員、谷川委員、稲垣委員 

【欠席委員】５名 

   山本委員、中原委員、三ッ森委員、川極委員、和田委員 

【事務局および伊賀市出席者】 

 大橋部長、田中課長、杉野、辻（人権政策・男女共同参画課）、藤岸課長（障がい福

祉課）、澤田課長（学校教育課）、東構副参事（生涯学習課） 

【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 

あいさつ 谷川会長 

 司会 谷川会長（議題１から５） 

    １．「第３次伊賀市人権施策総合計画」策定に係る諮問について 

 ２．「第３次伊賀市人権施策総合計画」策定について 

 ３．「人権問題に関する伊賀市民意識調査（報告書抜粋）」について 

 ４．人権問題に関する最近の動向について 

 ５．その他 

 閉会 
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事務局： 失礼いたします。少し早いですけども、皆さんお揃いになっていただいてますので、

第２回の伊賀市人権政策審議会を始めたいと思います。 

     皆様方には本当に大変お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。 

     審議会の議事に入るまで進行を務めさせていただきます、人権政策・男女共同参画課田中

でございます。よろしくお願いします。 

     本審議会につきまして、伊賀市情報公開条例第２３条の規定により公開とさせていただい

ており、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条の規定により議事録

の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こと、会議の記録作成にあたり、

委員の名前は公表せずにまとめさせていただき、発言内容を公開させていただくことにしま

す。よろしくご了承をお願いいたします。発言いただく時はマイクを通じてご発言をお願い

いたします。 

     なお、伊賀市人権政策審議会第６条第２項の規定により、本日の会議の過半数の委員の出

席が必要ですけども、１６名中、１１名出席いただいております。本審議会は成立をしてい

ることを報告をさせていただきます。なお、川極委員、和田委員、三ツ森委員、山本委員、

中原委員は欠席でございます。なお、傍聴は、本日はおられません。 

     それでは、当審議会につきましては、伊賀市人権政策審議会第６条第１項の規定によりま

して、会長が議長となると規定されております。これからの議事進行につきましては、会長

にお願いしたいと思います。 

 

あいさつ 

（谷川会長あいさつ） 

会 長： 皆さん、本日お忙しいところ第２回人権政策審議会にご出席賜りましてありがとうご

ざいます。また、日頃から人権の啓発や、部落差別をはじめとする、あらゆる差別の撤

廃に向けてご理解とご協力を賜り重ねてお礼を申し上げます。 

     本日は、本年度の第２回目の審議会ということで、第３次人権施策総合計画策定に関

して議論をお願いいたしいと考えています。 

     審議会委員の皆さんにおかれましては、お忙しいところ誠に申し訳ありませんが、限

られた時間の中で、中身の濃い議論をお願いをしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

     事項書によりまして、議事を進めたい思います。進行に皆さんのご協力をお願いしま

す。 

     まずはじめに、事項書の１つ目の「第３次伊賀市人権施策総合計画」策定に係る諮問

について事務局より説明をお願いします。 

 

１ 「第３次伊賀市人権施策総合計画」策定に係る諮問について 

 

事務局： 失礼いたします。伊賀市人権施策総合計画策定につきまして、現在も社会の中には、
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部落差別をはじめ、子ども、女性、障がい者、高齢者、外国人、セクシャルマイノリテ

ィなど、解決しなければならない様々な課題が山積しております。また、最近では個人

情報の不正取得やインターネット上での誹謗中傷、ヘイトスピーチ、性的指向に関して

マイノリティに対する根強い偏見や嫌がらせなど、社会の様々な場面で問題が生じてお

ります。 

     こうした状況を踏まえて、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

廃に関する条例の実現に努めるとともに、人権施策をより一層、総合的かつ計画的に推

進できるよう、人権総合計画を改訂することと、市長より伝えていただきたい旨、伺っ

ております。 

     そこで、別紙参考資料として添付させていただいています、伊賀市人権施策審議会条

例第２にありますとおり、本審議会から、本計画の策定について答申をいただきたく、

ここに諮問をするものでございます。 

     それでは、市より審議会に諮問させていただきたいと思いますので、よろしくお願い

をいたしたいと思います。 

 

事務局： 市長から諮問を預かっております。第３次人権施策総合計画の策定について、貴審議

会の意見を求めます。よろしくお願いします。 

      

会 長： ただ今、伊賀市長から本審議会に諮問を受けましたので、皆様とこれから数回にわた

り審議を重ねて、まとめたものを答申してまいりたいと思います。スムーズに運びます

よう、皆様のご協力をお願いします。 

     それでは、早速ですが『「第３次伊賀市人権施策総合計画」策定について』事務局か

らご説明をお願いします。 

     なお、ご意見、ご質問につきましては、各説明の後、一括してお受けしていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 「伊賀市第３次人権施策総合計画」策定について 

 

事務局： 失礼いたします。人権施策総合計画について、資料１をご覧いただきたいと思います。

目的と策定について朗読をさせていただきます。 

     １．策定目的。「人権」とは、人間の尊厳に基づいて私たちが自分らしく幸せに生き

る権利であり、いつでも、どこでも、そして誰もが等しく保障されてるべき権利として、

人々の暮らしに欠かすことのできないものです。 

     しかし、社会の中には、部落差別をはじめ、子ども、女性、障がい者、高齢者、外国

人、患者、セクシャルマイノリティなどにかかる人権問題など解決しなければならない

重要な課題が山積しています。特に、最近では、個人情報の不正取得、いじめや虐待、

インターネット上の誹謗中傷、また特定の民族や国籍の人々を排除する言動、いわゆる

「ヘイトスピーチ」や東日本大震災被害者への差別などの新たな人権問題も生じていま
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す。 

     この間、国においては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」「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

別の解消の推進に関する法律」といった新たな人権に関する法律が施行されており、こ

れからの法律への対応や整合を図る必要が生じてきています。 

     すべての人々が個人や人権を尊重し、共に生きる社会を実現するためには、私たち一

人ひとりが人権を正しく理解し、相互に人権の意識と人権尊重の高い意識を持つことが

大変重要です。 

     市では、２００７年３月に「伊賀市人権施策総合計画」を策定し、市民一人ひとりが

人権意識を高め、一層の人権感覚を身につけるとともに、人権尊重の視点に基づく行政

施策や地域・企業等の活動について、より総合的・体系的かつ計画的に推進するための

取り組みを行ってきました。 

     このたび、２０１２年３月に作成した「第２次伊賀市人権施策総合計画」の計画期間

が終えようとする中で、これまでの取り組み状況を基に、新たに施策、施行された法令

等への対応、さらには２０１５年に実施した「人権問題に関する伊賀市民意識調査」の

結果を踏まえ必要な見直しを行い、「第３次伊賀市人権施策総合計画」を策定しようと

するものです。 

     次に、２の策定方針でございます。行政のあらゆる分野を人権の視点から見つめ直し、

共に生きる社会を実現するために実効性と補完性のある計画の策定を行い、一人ひとり

の人権が保障される「人権文化」の創造を目指します。 

    （１）この計画は、２０１２年に策定した「第２次伊賀市人権施策総合計画」を基本と

しつつ、人権が保障される社会の実現に向けた社会情勢の変化や、これまでの実施して

いた施策の評価と検証を踏まえ、計画の実効性を一層高めるため、第３次計画を策定し

ます。 

    （２）２０１５年に実施した「人権問題に関する伊賀市民調査」の結果を、計画に反映

させます。 

    （３）この計画の期間は、平成２９年度から平成３４年度までの６年を予定しています。 

     次に、計画策定の体制については、資料１と資料２の図と併せてご覧いただきたいと

思います。審議機関といたしまして、本審議会に諮問し答申を受けることとさせていた

だきます。既に先ほどさせていただいております。また、中間案でパブリックコメント

を実施し、市民の方々から意見を聴取し、市民参加に努めていきます。また、分野別に

関係団体等からも意見聴取に努めさせていただきます。庁内体制。人権施策推進会議で

は計画全体の原案を作成していきます。庁内関係課を代表する職員で構成する伊賀市人

権施策推進会議や、総合政策会議を経て計画を取りまとめ、伊賀市議会議員全員協議会

へ報告をさせていただきたいと思います。 

     続きまして、策定スケジュールについてご説明させていただきます。資料３をご覧い

ただきたいと思います。スケジュールに関してですが、４月から７月にかけて素案を策

定していきたいと考えています。続いて、市民参加として、３月から７月にかけて当事
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者又は関係機関からの聞き取りや意見交換を行いたいと考えております。その後、８月

から９月に中間案としてパブリックコメントを実施したいと考えています。市議会（全

協）には８月に中間案、１１月に最終案を説明していきたいと考えています。続いて、

人権施策審議会についてですけども、本日は、諮問及び策定方針等についてご検討いた

だき、次回は５月を予定します。５月の審議会では、理念と目標・体系等について協議

をしていただきたいと考えています。６月及び７月の審議会では、施策・事業に関する

本文について、また、７月については中間案の答申もお願いしたいと考えております。

また、１０月には最終案の答申をお願いしたいと考えております。 

    なお、人権施策推進会議につきましては、５月に理念・目標・体系について構成、６月

に全体の構成を、９月にはパブリックコメントに関する全体的な調整等を実施する予定

です。総合政策会議ならびに市政運営会議につきましては、８月・１０月・１１月に協

議予定でございます。また、本年１月３１日ですけども、市政運営会議において、第３

次計画の策定に関して報告をいたしております。 

     目的と策定方針、策定体制、策定スケジュールに関しましては以上でございます。 

 

会 長： ありがとうございます。今、事務局からご説明がございました。委員の皆さん、ご質

問等ございませんでしょうか。 

     一つは、計画の期間が参っておるということと、新たな人権課題が環境の変化によっ

て生じているということ。そして、こうした中で差別を解消する法律が昨年３つ成立し、

施行をされている。こういった状況の中で、向こう６年にわたる新しい計画をこの審議

会の議論の中で作っていこうということでございます。特に、２０１５年に実施をされ

ました人権問題に関する伊賀市の市民意識調査をしっかりと踏まえて、新たな法制度と

合わせて、しっかりと計画に反映をしていこうということでございます。 

     スケジュール、非常にタイトなわけですけれども、７月には中間案を取りまとめて、

１０月には最終案を取りまとめるというスケジュールで、５月・６月・７月・１０月と

４回の審議会を開催をするということで、大変皆さんお忙しい中恐縮でございますが、

ぜひ、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

     ご質問、いかがでしょうか。 

 

委 員： 市民参加の部分ですけども、策定スケジュールの中で「人権課題当事者・関係機関と

の意見交換」って挙げてくれていますが、具体的にはどういう人権課題を持ってる当事

者との意見交換を実施していくか教えてください。 

 

 

 

事務局： 現在、検討しているのは、障がい者団体や外国人の方の団体から差別問題に関して当

事者の方から人権侵害や差別問題に関する意見などを聴取させていただきたいと考えて

おります。具体的な日程はまだ決まっていません。 



6 

 

      

会 長： 人権施策の計画を今、議論する上で、差別を受ける可能性のある当事者の意見をしっ

かりと聴いておこうということだと思うんです。 

     そうすると、例えば、性指向・性自認の問題で、今、ＬＧＢＴと言われている当事者

の問題については、団体があるのかどうかもありますが、必ずしもその団体が組織され

ていない場合も往々にしてあると思います。そういった当事者から意見を聞かせてもら

おうとか。例えば「ヘイトスピーチ」が県内でも起こっています。ほんとに聞くに耐え

ない差別的なスピーチ、煽動を行われているということで、そういう当事者の思いをぜ

ひ、聞かせていただきたい。 

     どのようなことがこの施策に反映できるのか。障害者差別解消法も施行されてますか

ら、そういった障がいのある方のご意見もぜひ反映をさせていきたいと思いますし、そ

ういった様々な差別の当事者の声を事務局で集めて、こういった方にお話を聞こうとい

う考えを整理していただいて、ぜひ、こういった審議会の中に反映をしていけたらと思

っております。 

 

委 員： すいません、よろしいですか。パブリックコメントがありますけども、往々にして聞

き置くだけという取り扱いになることがあると思うんです。 

     そのあたりについて、どう取り扱うお考えかを、もし、審議会のスタンスとして、明

確にしていただけたらありがたいと思います。 

 

事務局： パブリックコメントは、インターネット（電子メール）でも直接持参でもいいですが

いただいて、まとめた上で回答案を作ります。それを審議会へ報告させていただこうと

考えております。その上で、審議会から、そんな答えではいけないよと意見があれば、

事務局で審議会の意見を反映した修正の上、回答・対応させていただこうと思います。 

 

部 長： この会議に、どんなパブリックコメントが出ているのか報告させていただきます。 

 

委 員： それは市民の皆さんにも公開されるんですね。 

事務局： はい。 

 

部 長： いただいた意見を反映させる場合もあれば、却下する場合もあるいうことです。 

 

委 員： 出されたコメントに関しては、ここで審議させていただけるということですね。 

 

部 長： はい。事務局で一定の回答案は作らせていただいて、その回答案についてご意見をい

ただくという形でと思ってます。 

 

会 長： その際、障害者差別解消法が施行されておりますので「情報保障」という考え方をし
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っかりと踏まえていただきたい。当然、視覚に障がいをお持ちの方もいらっしゃいます

し、いろんな方がいらっしゃる。従来の、障がいのない人だけに届くスタイルではなく

て、その点、人権の審議会でございますので、しっかりと配慮をしていきたいと思いま

す。 

 

委 員： さっき委員から質問があって、行政から説明していただいて、障がい者と外国人と２

つの括りで出してくれましたが、会長から、それ以外にＬＧＢＴとかヘイトスピーチの

問題も出していただきました。 

     けど、市の条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃条例という形になっ

ており、その部分についても市民参加型の意見交換はどんな形にしていくんやろうとい

う部分と、障がい者の部分をさっきから特化して言われてるけれども、本年度も終わり

を迎えますが、伊賀の小中学校の現場の中で１２０ぐらい、障がい者差別発言が浮上し

てきています。この実態を踏まえて、教育委員会から説明があって、私のところにも報

告をいただいています。そんな中、私たちから、障がい者団体の方々へも行政を通じて

たくさん本年度も出てきてますが、共にあらゆる差別をなくす取組みをしませんか？と

いうアピールはしているんですけど、障がい者団体の方々がなかなか乗って来てくれな

い。我々、部落解放同盟としては「あらゆる差別はあかん」ということで障がい者に対

する、学校教育現場から報告される、差別発言について、ずっと取り組んでるわけです

けども、そこらのジレンマがあるんです。だから「同じ差別問題を取り組んでいるんや

ったら、何で一緒になくしていかんのや」とちょっと憤りを感じているところもござい

ます。そんなところも聞いていただけたらと思います。 

 

会 長： 事務局、いかがですか。 

 

障がい福祉課： 失礼いたします。障がい福祉課です。障害者差別解消法が施行されましておよ

そ１年が経とうとしております。伊賀市では、職員対応要領等は策定いたしました。策

定過程の中で、とにかく市職員も、障がいの方をもっと勉強せなあかん。というご意見

も頂きまして、職員に対する研修会を実施しました。なおかつ、市民への啓発としまし

ては、従来からやっている「障害者週間」の中で街頭で啓発チラシを配ったり、あるい

は、こちらの課（人権政策・男女共同参画課）で企画していただいた「ひゅーまんフェ

スタ２０１６」で１つブースを作っていただいて、障がい者団体の体験談を語っていた

だいたり、あるいは、障がい者スポーツに勤しんでいただく体験コーナーを実施しまし

た。ひゅーまんフェスタ２０１６につきましては、少ないんですけども５０人ぐらいの

参加をいただきました。 

     今、委員から言われた取り組み・課題点に対して、これからも改善していかなければ

ならないことであると認識しております。 

 

委 員： よろしいですか。 
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委 員： 先ほど委員から発言ありました、１００ぐらいの差別が起きているということを、行

政は把握されてるんですか、把握されていないんですか。 

 

事務局： 教育委員会から行政機関の隅々の課まで起こったことはすべて通知をさせていただい

てます。 

     ですから、社会人権啓発に行かせていただいた時には、必ずそのことは触れさせてい

ただいております。それは「その子どもが…。」っていうことと違って、周り（家庭や

地域、上級生や、ともだち等）から聞いた、あるいはゲーム機やスマホ（を使った、イ

ンターネットからの情報）を見てた時にその言葉を覚えたとか、そういった社会の影響

が直接出ている事象と考えておりますので、皆さんにも考えていただきたいと、社会人

権啓発の場や機会を活用してお伝えさせていただいてます。 

 

委 員： 今、訊かれた部分。市職員には、このような差別事象が発生していることを、情報共

有している点。もう一つお願いしてあったことがあって、やっぱりこういうところで言

わせてもらいたいと思う。学校教育現場で発生している差別発言や事象が１２０件ほど

あり、すべてを障がい者団体にもれなく報告させていただいている。そういうところも

しっかり報告してください。 

 

事務局： 失礼しました。障がい者団体の長の方にも情報をすべてお渡ししております。 

 

委 員： 委員からこういう発言がある前に、行政側としてすべて審議会の中に、こういうこと

が起こってますとか出してもらったほうが審議する一つの材料にもなるんじゃないかと

思うんですけど、いかがですか。 

 

会 長： やっぱり、ぜひ、ここで人権課題の当事者からいろいろご意見を伺うことになってる

わけですから、例えば、東日本大震災で福島から避難をされておられる方がこの伊賀市

内にいらっしゃるんでしたら、そういった方々。このまちに住んでおられるか、避難さ

れておられるか、僕らにはわからないわけですが、でも、行政はおそらく把握をされて

いる場合があると思います。そういった方から被害がないかとか人権侵害が起こってい

ないかをお伺いすることも大事です。また、認知症の問題。今、この症状に対する誤解

とか偏見もなかなか根強いものがあると聞いていますし、運転免許の問題で今回、法改

正なされましたけども、先日、当事者の方々がそれに対して問題提起をなされると。あ

まりにも法律が厳格適用されると、認知症を持って生きることに対する「間違った意識」

が、ややもすると広がってしまわないかという動きがあったり。また、「自死」の問題

です。３万人を切ったと言われますけども、自死で家族を亡くした方に対する差別や人

権侵害が起こってることも聞きます。さらに、ＨＩＶ、来年、ちょうど日本人の感染者

が発見されて３０年ですけども。やはり、ＨＩＶ陽性者やエイズの方々にいわれなき差
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別も未だに存在すると聞いております。 

     こういった人権のいろいろな課題について可能な限り、時間も限られてますし、相手

の方が語っていただけるのかどうかもあると思うんですけれども、ぜひ、そんな中に教

育現場で起こってる様々な人権侵害についても、場合によっては、どんな方から聞くの

がいいのか。いじめを受けた子どもから聞けるのか。また、親御さんに代わってお話を

聞くことができるのか。そんなふうにぜひ、この人権課題当事者等からの意見交換とい

う場で反映をしていくようにしてほしいと思います。 

     その他、いかがでしょうか。 

 

委 員： 失礼します。今、委員から学校で１２０件ですか、かなり多い差別事象ですね。障が

い者は、発達障がいの子どもたちですね。 

 

委 員： 差別発言の中身は、身体障がい者や精神障がい者、被差別部落出身者、或いは外国に

ルーツのある人を、侮蔑し差別する言葉の発言が、多いんです。 

 

委 員： それは、学校で把握している部分ですか。 

 

委 員： 正確に言うと、１学期４７件、２学期５０件、後、３学期を合わして１１１ですが、

これから報告されるものも含めると１２０を超えます。 

 

委 員： 実際に学校現場において先生たちが気づかれたんですか。それとも、子どもたちの中

から？ 

 

委 員： 事象は今まで学校であったと思うけど、当方（部落解放同盟）は、市と各部交渉や市

長交渉を開催していただいております。そんな中、現場でそんなことがあっても、いわ

ゆる県の報告だけで市には挙がっていなかった。市のマニュアルがなかったから挙がっ

てこなかった。「おかしいやんか」と言って、その交渉があった年に、何とか３月末日

までに市独自のマニュアルを作っていただきました。その翌年から検証したら１００件

以上出ています。どういうことかと申しますと、先生方の「気づき」がなかった。同じ

学校で３回も５回も、多いところは、７回ぐらいあるところもあるんです。 

     けれども、その中で「教育ってすごいな、いいな」と思うのは、子どもが日常、何気

なく使っている「言葉」の差別性に教師が気づき、粘り強く、子どもたちに「○○○○」

っていう言葉は障がいを持っている人たちを傷付ける言葉やでって、そんな言葉も子ど

もたちは学習していないし、お家の方々も「そうなん」ってこんな状態。そのような教

育・学習を、丁寧に、粘り強く繰り返す中で、隣にいる子が「それ、言うたらあかん。

この前、習うたやん」って、子どもたち同士で、指摘しあいながら、行動や態度で人権

を尊重しあえる、より良い方向へ向かう、こんなふうに幅が広がってきております。 

     しかしながら、今さっき言うような「障がいを抱えた学生・子どもたち」もいます。
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そういう子どもたちは、そう言われてきてんけど、自分からも言ってしまう時がある。

それも１件になっています。だから、そういう部分ではすごく子どもたちにはしんどい

思いをさせている。けれども、先生が今、耳を大きくしていただいて「ちょっと今、何

という言葉使った？」って、教師自ら意識と行動を変えていただいてる。すごくその点

はありがたく思います。こんな事象がいっぱい起きてきたお陰でそうなったのかなと。 

     これが後、５年っていうスパンを見ながら、行政の方々や学校の先生方、また地域へ

ずっと深く、根強く入っていって、地域から直せるような取り組みを目指していただき

たい。じいちゃん、ばあちゃんから直していただけるような。ちょっと５年、１０年前

やったら「○○○○」「○○○やろ」って平気で会話していたのが現実です。 

 

委 員： ありがとうございました。私、一つ聞いたことは、今、発達障がいの子どもたちが増

えてきて、やっぱり学級で子どもたちが学習できない。先生たちが話も聞けないとか、

クラスを分けてみたいな感じのところが増えてきて。そこに支援者であるサポーターの

ような人たちが入っておられるって聞かせてもらったんです。ただ、入っておられても

なかなかその子どもたちの行動がうまく見れないってことを聞かせていただいたりしま

して。そういう中で学校教育というのか、やっぱりその「インクルーシブな教育」って、

なかなか今、日本では難しいんですけど、そういう方向性に行っているのかどうか。そ

の中で差別や、そういう言葉が出てるんかっていうこと。 

     今、当事者の障がい者団体とか外国人に聴き取りを３月から７月の間に書かれてるん

ですけど、今おっしゃったように、ほんとに今の子どもたちが大人になる中で、教育現

場でもっとやってほしいと。もっと学校で聴き取って、そういう芽が出ないように。そ

れぞれの人に対する思いやりとかお互い人として認めて、互いに助け合うような学校生

活が送れるように。そのへんを厚くしていただきたいって今おっしゃられて感じました。 

 

委 員： あえて僕は学校に要求しません。もう、これ以上学校に要求したら、先生方しんどす

ぎ、かわいそすぎる。本来は家庭教育の分野でする教育と考えます。 

      

委 員： そうです。ただ、でも、家庭環境様々あるんですけど、やっぱり子どもたちは学校で

子ども同士で学ぶことが多いと思うんです。その中で、先生方の指導も大事、サポータ

ーたちのその関わり方も大事、地域でも学校でも家庭でもやっぱり三つ巴になってやっ

ていかないと子どもって育たないと思うんです。 

     大変な時期になってまいりましたけど、やっぱり総括して学校はやっぱり一番経験が

多いとこだと思いますので、また、先生方にもご負担かけると思いますけど、これから

もまたよろしくお願いしたいと思います。 

 

委 員： お言葉を返すようで申し訳ないですが（ご専門は）男女共同参画でいらしゃいますね。

私は、教師と保・小・中・高とずっと何十年連絡取って子どもの課題や問題について、

協議・検討し、解決に向けた取り組みを重ねて来ています。今、やっぱ教師の声聞いて
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思うことは、「学校の先生は、これでよく仕事してるな。よく辞めへんな」と思う。 

     それより、朝、子どもを保育園(所)へ預けてくる親、子どもに朝ご飯食べさせて来て

ないそうです。自分は食べているのに。そして「先生、これ食べさせてください。って、

幼稚園へコンビニのおにぎり持って来るという現実。「このような状況は、（人権課題

を議論する）以前の問題ではないのか。その状況からの改善をどうするのか？」と最近

考えることが多くある。 

 

委 員： それも聞かせてもらっています。 

 

会 長： そうしたら、ご意見は一定ここで。とりあえず、今、事務局から提案がありました「計

画策定について」という方向を確認をしておきたいと思います。 

     次に、事項書の３つ目。「人権問題に関する伊賀市民意識調査（報告書抜粋）」とい

う資料が出されておりますので、これについて事務局よりご説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

３ 「人権問題に関する伊賀市民意識調査（報告書抜粋）」について 

 

事務局： お手元の縦Ａ４で資料４と書いてあります「意識調査（抜粋）」をご覧いただきたい

と思います。この意識調査につきましては、２０１５年の１月に使用させていただき、

その中で主なものにつきましてもう一度ご説明させていただいて、委員の皆様共通の認

識をしていただきたいと思い、挙げております。約１０分余りで説明させていただきま

す。 

     ２ページには調査の概要がありますけども、ここは省略させていただきます。また、

後でご覧いただきたいと存じます。 

     ３ページから始めさせていただきます。３ページにつきまして、人権や差別をめぐる

考え方の問いがあります。特に、この中でＡとＦを見ていただきたいのですが、Ａの「差

別は人として最も恥ずべき行為の一つである」に対しては「そう思う」「どちらかとい

えばそう思う」左から２つのポイントをたしていただきますと、９３．３％と大変高い

率になっております。差別は人間として恥ずべき行為であると捉える意識は大変高い、

極めて良い回答とみえます。また、Ｆの「人権問題とは、差別を受ける人の問題であっ

て自分には関係ない」この問いに対しては、左から３つ目と４つ目。どちらかを含め「そ

う思わない」という割合を見ていただきたいのですが、８６．８％とこれも９割近く、

大変高い割合になっております。自分の問題として捉える割合も高いということで、こ

の２項目を見ますと意識がかなり高いと一見みえるところでございます。なお、後から

の問いについては、少しそのことについて疑問が出される結果も出ております。 

     ページをめくっていただきまして４ページの「人権に関する問題について、さまざま

な意見があります」ということで、この中のＡとＢご覧いただけますでしょうか。Ａは

「部落差別は、いけないことだが、私には関係のない話である」という。これについて
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は、左から３つ目と４つ目の、どちらかといえばを含め「そう思わない」という足す率

を見ていただきたいんですけども、６８．７％。約６割弱ぐらいの人が「そう思わない」

と答えております。ところが、これがその前ページの問２のＦの問いとよく似ているん

ですけども、人権一般についてのご質問であれば９割近くの人が自分事として捉えてる

んですけども、部落差別の問題になりますと少し率が落ちていることについては、少し

注意をする必要があると思います。また、このＢの「部落差別を許さない態度を身につ

けることは、他の人権にもプラスになる」。これは、約８割に上っておりまして、この

ことについてはある程度評価ができると思ってございます。また、ＣとＤも見ていただ

きたいんですけども「同和地区の人には、差別されるだけの理由がある」また「そっと

しておけば、部落差別は自然になくなる」といったような意見に対しては、左から３つ

目と４つ目の「そう思わない」を見ていただきたいんですけども。Ｃの場合は７６．３％

と約８割近く、Ｄの場合は６０．７％となっておりますが、これにつきましても、まだ

まだ低い率と見えます。意識については、まだ改善していないと見えるところでござい

ます。 

     次に、５ページをご覧いただきたいと思います。問４「結婚相手の方の身元調査する

かどうか」についての問いでございます。これについては、もちろん左から３つ目と４

つ目のどちらかを含め「調べてはいけない」という方が増えていくのが望ましい形です。

これを見ますと一番上の「病歴や障がいの有無」しかも、これは相手の家族ですので、

本人さんではなく家族ですので、ちょっと直接のことは書いてはないんですけれども「家

族の病歴や障がいの有無を調べてはいけない」率が合わせても５６．７％しかありませ

ん。「家族の職業・学歴」では６３．２％、「収入、資産」では７０．４％、「同和地

区の人であるかどうか」は６８．１％の方が調べてはいけないと回答しております。こ

の中で特徴的なのは「病歴や障がいの有無」については、調べる必要があると考える人

の割合が高いとみえます。ここには、ハンセン病とかＨＩＶ陽性者、また、障がいのあ

る人に対する一定の忌避意識が残されているのが考えられるところでございます。また、

同和地区の人であるかどうかについては、それほど「調べていけない」の率が高くはな

いんですけども「絶対に調べてはいけない」という一番右下の２４．５％はこの４つの

質問で一番多くなっています。「調べていけない」とはっきり考えていただく方は、一

定増えてきてるとも考えられるところでございます。 

     次に、６ページの購入価値です。これは「同和地区周辺あるいは外国人住民地域の住

宅購入（賃貸）に関する態度」でございます。これが、一番上の「物件のあるところが

同和地区の小学校区内である」という場合ですと、「まったくこだわらない」人が４７．

２％と約半数近くにまで届いてるんですけども、「物件が同和地区内にある」とか「外

国人の集住地域が近くにある」っていうと、かなり低い率になってきます。まだまだこ

こにも土地差別の状況がみえるところでございます。 

     次に、７ページご覧いただきたいと思います。「いろいろな人権課題に対する現状と

解消への展望の意識」を聞いております。一番左の「差別はあるが将来なくすことはで

きる」についてはそれほど大きな差はないんですけども「障がい者への差別」あるいは
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「同和地区出身者への差別」「原爆・原発被害者の方への差別」という３つが高い割合

になっております。それと「解決することが難しい」と黒く塗ってあるところですけど、

これの多くを占めてるところが「外国人への差別」と「ＨＩＶ陽性者への差別」がかな

り高くなっております。それと、特徴的なのが、Ｅの「ハンセン病回復者、その家族」、

Ｆの「ＨＩＶ陽性者への差別」、一番下の「セクシャルマイノリティへの差別」につき

ましては、右から２つ目の「この状況についてはわからない」っていう人が非常に多く

なっているのがこの３つの課題となっており、差別とか偏見の実態がなかなか見えにく

い状態の人権課題と考えられます。 

     次に、８ページをご覧いただきたいと思います。「同和問題について、過去５年間で

様々な偏見の流布がされる部分について聞いたことがあるか、また、聞いた時どう思っ

たか」っていうことに対する調査でございます。この問いについて、一番上の「こわい」

「集団で押しかけてくる」「言葉尻をとらえて問題にする」「対策事業などの特別な施

策が不公平だ」といった割合がまだ一定、このように割合を占めております。これにつ

きましては、それぞれの問いで前回調査と比較しますと、数％から１０ポイント以上改

善していることはみられますので、一定、こういった噂は沈静化してることは予想され

るんですけれども、ただ、左から２つ目と３つ目「その通りだと思った」とか「そうい

う見方もあるのかと思った」っていう割合ですので、この足した幅が狭くなってくると

いいんですけども、まだ、これだけの割合があります。特に、一番下の「特別な施策を

することに対する不公平」という意見につきましては非常に高い。６割ぐらいの人はま

だそのように答えていることについて、まだ問題があると考えてます。 

     次に、９ページの１６でございます。これは「あなたのお子さんが恋愛し、結婚を考

える場合に相手の方が次の方だった場合、どんなふうに考えるか」という、結婚への態

度です。これにつきましては、一番左の「まったく問題にしない」、次の「迷いながら

も、問題にしない」ここが増えてくると意識が上がっているということでありますが、

これについて厳しい結果が出たのは「障がいのある方」と「ハンセン病回復者」それか

ら「ＨＩＶ陽性者」この３つについては、「考え直すように言う人」の割合が多くなっ

ており、「問題にしない人」の割合がかなり低くなっております。これは、先ほどの身

元調査でもありましたが、ハンセン病とかＨＩＶとか障がいのある方へのまだ偏見とか

忌避意識がここにも表れていると考えられます。 

     最後になりますけども、１０ページの問２０です。これは「市民の方々に過去５年間

の行政、学校、地域等が主催する講演会等への参加について」聞いております。これに

ついて、何回参加したかというこの帯グラフなんですが、一番右側から２つ目に「一度

も参加したことがない」人の割合がここへ出ておりまして、４７．４％がそう答えてお

ります。これについて、前回調査では「一回も行ったことがない人」が６４．８％いら

っしゃいまして、それと比べると約１７．４ポイント低くなって、参加した人のポイン

トが１７ポイント上がっています。とりあえず「研修とか学習の入口に立っていただい

た方」は増えてきたことはわかります。ただ、小さい表の中、２０代とか３０代の中で

「一度も参加したことがない」割合が他の年代よりかなり高くなっております。若い人
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たちがまだ参加できていないとみえますので、こういった方々への啓発・参加いただく

工夫が課題になっております。 

     主な意識調査の結果を報告させていただきました。 

 

会 長： どうもありがとうございました。「意識調査の結果」をご説明いただきましたが、ご

質問やご意見ございませんでしょうか。 

     特に、若い方の特徴だけではないんですけれども、インターネットで知識を得るとい

う方が非常に増えてこられているということで、意識しないと、なかなかインターネッ

ト上においてこういった問題がどう書き込まれているとか情報発信されているのかはな

かなか見えてこないのですが。インターネットでの検索をする方は、例えば「ＨＩＶ」

って入れるとどんな書き込みがあるのかとか、「ハンセン病回復者・結婚」という単語

を入れるとどんな検索結果が出てくるかは非常に恐ろしい状態で、これはほんとに国を

挙げた取り組みが必要になってきます。子どもでも、今、スマホ持ってますから、今、

スマホに「伊賀市・部落」と入れたら、伊賀市内の部落がどこにあるか出てくるわけで

す。「お前部落なん」っていう発言が、子ども同士の間でも簡単に起こるような状態に

なってるわけです。ですから、今までやってきた啓発は、「講座や研修に参加していた

だいて問題意識と、正しい認識を持ってもらう」ということでやってきましたが、なか

なかそれだけでは追いついていかないような子どもたちの情報環境が生まれてきてる。

正しいことばかり書かれてあるわけではありませんから。インターネットの中には嘘の

情報もたくさん書きこまれていますから、しっかりと親も学校も子どもたちに情報教育

をしていかないと、一つひとつの情報を子どもたちは信じて行動してしまうということ

も起こり得ます。今後、少し問題意識を持って、計画を検討していく必要があるのかと

思いました。他のご意見、よろしいですか。 

     そうしましたら、以上、事務局から説明があったことについて確認をし、これらの課

題について計画にどう反映していくのかというご議論を今後させていただきたいと思い

ます。 

     次に、事項書の４つ目。「人権問題に関する最近の動向について」事務局より説明を

お願いいたします。 

 

４ 人権問題に関する最近の動向について 

 

事務局： 資料５、Ａ４版の縦の資料と後に付いております３つの差別解消の法律の関係のチラ

シがございます。また、部落差別解消法については、法律の原文も付けておりますので

併せてご覧いただきたいと思います。昨年度の４月にできました障害者差別解消法、以

下、３つの個別の人権課題に関する解消法が成立しております。少し、その法律の中身

プラス状況等を説明させていただこうと思います。 

     障害者差別解消法について一番大事な点は、障がいのある人もない人もその人らしさ

を認め合いながら、共に生きる社会を創るということが一番大切な点で、やはり、一人
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ひとりの人権や命の重さ大切さを共通認識とする社会の創出ということになると考えま

す。もちろん障がいのある方もない方も大事ですので、そういったことが一人ひとりの

方にあたり前の価値観として備わっており、不安の無い日常生活を過ごしていただくこ

とが一番大切になってまいります。そのためには、もちろん社会全体の中で障がいのあ

る人に対する差別意識を払拭した上で、それぞれの方のことを尊重したり知ったりって

いうことが地域を挙げて必要になってくると思います。 

     この法律につきましては、平成２８年４月に施行されておりますが、法自体は２０１

３年に制定をされております。障害者基本法の基本理念に沿って、こういった差別を解

消するための措置について定めております。大きな２つの項目につきましては「不当な

差別的取り扱いを禁止すること」と「合理的配慮を提供すること」です。特に、合理的

配慮につきましては、行政機関等につきましては、法的義務となっております。民間の

事業者等については、努力義務となっております。ただし、違反した場合の罰則規定に

つきましては書いてございません。しかし、この法ができてから社会の中でいろんな意

識、また、いろんな障がいのある方のみえた時の対応とかは少しずつ変わってるという

状況がございます。 

     この下の※の合理的配慮の箇所を見ていただきたいのですが「障がいのある人が日常

生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行わ

れる配慮、筆談・読み上げによる意思の疎通、車いすでの移動の手助け、バリアフリー

化等」あるのですが、過度の負担にならない範囲で提供されるという部分も書き加えら

れております。 

     こういった法律が成立しまして、職員研修の実施をいたしましたし、その啓発につい

ても、先ほどの子どもの発言もありましたけども、社会全体にまだまだこういう差別の

状況があると認識して、障がい者差別を解消するための啓発事業を実施しようと考えて

おります。 

     ２番目のヘイトスピーチ解消法。本文ですと「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」という長い名前でございます。いわゆるヘ

イトスピーチ等が行われて、特定の方々が差別的な言動を受けてしまっていることに対

して、それぞれの方の人権を守っていく・その平穏を守っていくという意味で特に、実

際実施されているヘイトスピーチを差し止めなければいけないということでこういった

法律ができました。 

     このヘイトスピーチに関しましては、マスメディア、インターネット等で大きく報道

され、表現の自由やその権利との間で議論されていましたが、他国にルーツのある方や

他の民族を排除するといった主張が、民族差別になるとの司法判決がされる中、この法

律が昨年の６月３日にできております。民族・国籍等の違いを超えて、互いの人権を尊

重し合う社会を実現しようということになっております。 

     チラシの中には、これは法務省で作っていただいてますが、めくっていただきますと

「ヘイトスピーチ、許さない。」と書いてございます。この中段のあたりで、人種等を

理由とした差別の根絶については、人種差別撤廃条約等に基づく国際的な取組もありま
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して、日本もその国際条約に批准しており、国内法でも民族・国籍差別は許されない、

「表現の自由」の名の下でなされ続けた差別行為に「違憲・違法」であると明確になり

ました。あと、オリンピックが２０２０年にありまして、こういったことも少し影響が

出ているのかと思いますが、「民族や国籍の違いを超えて」ということを、ここにも明

記されております。 

     次に、部落差別解消法について説明をさせていただきます。一番最後になりますけど、

部落差別解消法の本文をご覧いただきたいと思います。部落差別解消法の本文の中、目

的を見ていただくと一番よくわかると思います。この１行目に「部落差別が現在もなお

存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている…」

とここではっきりと今の状況を謳っております。その１行ほど下なのですが、「国民に

基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、差別は許されないというこ

とで解消をしていくことが重要な課題である」と書いてあります。またこの中に書かれ

ております、「部落差別が現存する」とか「情報化の進展に伴って」生じている新たな

部落差別というのを、今、この資料５の裏面の一番上にも書かせていただいたような状

況です。例えば、２０１１年１１月に「戸籍等個人情報大量不正取得」と書いてありま

すが、この事件はプライム社が１万件以上の個人情報を不正に利用していたという事件

ですが、この日以外にもこういったことは前にも起こっておりまして。これが一番大き

い例で書いてありますが、こういった個人情報を盗まれる事件はもう２００７年ぐらい

から起こっております。 

     ２番の「土地差別調査事件」（２００７年）は、大阪府でマンション建設に関わって、

リサーチ会社が同和地区とか在日外国人の居住地域とかそういったことを敬遠されるエ

リアなどと表現をし、報告書を作成して、それが関係の開発業者等にも提供されていた

事件でございます。これ以外の土地差別の問題については、宅建業者への調査等により

ますと、問い合わせがあったという結果もいくつも出ております。たまたまこの年を挙

げてございますけど、他にも起こっております。 

     それから「インターネット上でのおびただしい差別書込み事件」ということで。これ、

伊賀市でもインターネット上での書き込みについてはモニタリングをさせていただいて

おりますが、業務内だけではなく、ほんとに様々な人権課題の書き込みが件数の上下は

ございますが、毎年ございます。また、インターネットでは、何か事件が起こるたびに

全然関係のない人権課題の人を引っ張り出して、誹謗中傷するということもよく起こっ

ております。 

     また、先ほどの法律に書いてあった「情報化の進展に伴って…」っていう部分はそう

いうこともあったんですけども。４番に書いてありますけど、今年の３月、４月あたり

に起こって問題になってるんですけれど。鳥取ループ示現舎が「部落地名総鑑の原典 復

刻版」を発行しようということを言って、地裁ではもちろん仮処分が出て出版禁止にな

っているのですけれど、ネット上に掲載すると。それも止められてるんですけども、た

だ、コピーがまだ載っていたりして、ネット上ではかなりひどいことが行われている状

況がございます。そういったことも踏まえて、早急に対応する必要があることで、この
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法律ができております。 

     その下ですけど、事務局として評価できる点を３点挙げさせていただきました。１点

目は「現在も部落差別が存在していること」と、「部落差別は許されないということ」

をはっきり示した点。２点目としては、国及び公共団体の責務を明らかにした点。３番

目としては、解消をして、部落差別のない社会を実現することを目的とすることをはっ

きりと謳った点等が評価できる点だと考えております。 

     そういったことで、個別の解消法が３つできております。本来ですと、すべての人権

に共通した差別の禁止法ができるといいって考えられるんですけど、今のところは、こ

ういった個別の人権についての法律ができて、社会動向もなくす方向には向いてきてい

ると感じております。以上です。 

 

会 長： ありがとうございました。今、３つの法律について事務局からご説明をいただきまし

たが、質問等をぜひお出しください。 

 

委 員： ちょっと行政サイドにお訊きしたいです。 

     まずは、ヘイトスピーチについては、いろいろ問題あると思うけども。ヘイトスピー

チ法案については、国で法ができて、各県、市町ではどんな動きかと。ややもしたら、

市町や県で国が作り上げたヘイトスピーチ法の部分は一定、形はみたけれども、「うち

は禁止」って市町が条例を別に作ったら、ヘイトスピーチで入って来る奴は放り出すこ

とができると考えます。それがなかったら、入って来られると考えられる。だから、そ

こらの厳しさがあるからこそ、これから先、県内各市町がそれをやっていけるかどうか。

そう考えています。伊賀市は、ヘイト対策条例を策定するのか？ 

     あと、障がい者問題もやけど、先ほどお話のありました、「救済法」。差別を受けた

時の救済法等々の問題はある程度、一定基準でできてきている。けれども「規制法」は

どうなんや。規制法を見据えないといけないと考えます。道路交通法であったら、違反

したら罰金なり懲役なり制裁が加えられるので、規制されていく。けど、人権に関して

は、あらゆる分野で規制がない状態です。だから、ずっと続いていく可能性は秘めてま

す。 

     けど、例えば伊賀市で条例を策定をすれば、したら、地方分権って言われるんやった

ら、その中で「伊賀市はこうです」って、公の態度を示す、伊賀市においてはそのルー

ルは適用されますっていうこと。それが、さっき言ってくれた部落差別をはじめとする

あらゆる差別の撤廃条例は、伊賀市が先駆けして成立できた。我々と協議しながら、県

条例になって、三重県中、後２つの市町が撤廃条例が無いですが、ほとんどできてきた。

本人通知制度もそう。伊賀市から、我々との話し合いの中でできた。ＬＧＢＴもそう、

交渉の中からできてきた。だから、そんな部分を先進地として、（視察等）来ていただ

いてご説明していただくことが可能だと考えます。 

     伊賀市の考えを、ちょっとご意見聞かせいただけないでしょうか。 
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会 長： 事務局、お願いします。 

 

事務局： 確かに条例も定めて市でできること限られると思いますけども、法律を肉付けしてい

くようなことは考えられますので、少し検討させていただきたい。「何をどうする」っ

ていうのは、今すぐはご回答いたしかねます。 

 

委 員： あらゆる分野でそんな感じなので、やっぱり行政も考えてほしい。 

 

部 長： ただ、ヘイトスピーチ規制法について、第２次計画の中ではいわゆる人権課題の中に

きちんとまだ謳ってなかったということで、第３次計画の中でいろんな法令ができてき

たことも踏まえて、一度、検討させていただきたい。 

 

委 員： 検討はいくらしてもだめで、「市としてこうする」というのを市民が「これをしても

らわないとだめだ」と言って市民の声が上がってきて、それを独自の「伊賀市の法」と

して挙げていかないと。そこまで市民も高まりを見せてくれるかどうか。そうでなかっ

たら、いつまでも救済法で止まってしまいます。 

 

部 長： どこまで市ができるかを踏まえて、研究させてください。 

 

会 長： その他、いかがでしょうか。 

 

委 員： 法律の評価できる主な３点で、この２点目に「部落差別の解消に関し、国及び地方公

共団体の責務を明らかにした」って挙げられてますけども、責務ってどういう部分があ

るのか。どういうふうにお考えか。 

 

事務局： 責務ですので、もちろん自らもやりますし、団体・市民の方にも協力をいただいて、

旗振り役、あるいは、なくしていく状況を見て、あまりなくならなかったら、どうすれ

ばいいかもう一回考え直すとか。いつまでも責任はあるということで考えます。 

     ただ、今まで「部落差別の解消」って言葉がある法律がなかったので、初めてできた

ことでございます。 

 

会 長： その他いかが。 

 

委 員： もう一つ。この部落差別解消法に対する衆参で「附帯決議」も挙げられてます。その

へんもやっぱり説明していただくべきじゃないかな。「この法律を施行するにあたって、

ここを注意しなさい」っていうことを衆参で言われてるんです。 

 

事務局： 資料の「同和問題に関する偏見や差別をなくそう」っていうチラシの後ろに、今おっ
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しゃられた法律案の下に衆議院・参議院の附帯決議が付いております。これは、取り組

むにあたって「こういうことに十分配慮した上で進めなさい」ということかと思います。 

     ただ、読んでいただいたとおりですが、衆議院で言いますと「世代間の理解の差」「地

域社会の実情を広く踏まえたものになるよう」ということ。このあたりはもう、恐らく

何十年も取組ませていただいてる上でこういう配慮はしてきたので、このまま続けてい

けばいいと思います。 

     参議院のほうは今から言わしていただきます。３つ書いてございます。 

     一つ目として「部落差別を解消するにあたり、国民の理解を深めるとともに、過去の

民間運動団体の行き過ぎた言動が差別解消を阻害してきた要因を踏まえ…」ここの部分

もかなり前の意見具申にも載っておりまして、こういったことも十分配慮した上で進め

てきたので、今までどおりしていけばいいと思います。 

     二番目の「教育、啓発を実施するに当たっては、啓発による新たな差別を生むことが

ないように留意しつつ…」ということ。このことも当然、安易な情報提供になって、逆

に不十分な啓発で違った偏見を生んでしまうということも常に留意をしております。そ

の様な事の無いよう、伊賀市は取り組んでまいりましたので、今後もそのように取り組

ませていただこうと考えております。 

     三つ目。「国は」は、地方公共団体と読み替えて注意をしたいと思うんですけども。

「解消に関する施策の実施に資する、部落差別の実態の調査を実施するに当たっては、

調査により新たな差別を生むことがないように」そして「差別の解消に資するものにな

るように」手法等について注意するようにということです。 

     これにつきましても、そういったことがないよう注意をしてるつもりですので、この

付帯決議についてはもう、十分配慮して、今後も一生懸命させていただきたいと考えて

おります。 

 

会 長： よろしいでしょうか。 

 

委 員： ありがとうございます。 

 

会 長： その他、特にございませんか。ここの新しい計画について方針をまとめるにあたって、

この３つの法律についてはしっかりと留意をして、この法に書かれた理念が具体化され

るよう、議論を進めていただきたいと思います。 

      

事務局： ただ今、事務局からも昨年度実施された法律等についてご紹介させていただきました。

今後も、人権施策総合計画にもこういったことを反映してくことにもなると思います。

谷川会長から少しご説明していただければいいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

会 長： かなり議論もいただきましたので、私からも簡単に補足を申し上げたいと思います。 

     特に障害者差別解消法につきましては、ご存じのように国連の障害者権利条約を日本
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政府が批准・締結するにあたりまして、必要な国内法の整備ということで障害者基本法

の改正と併せて制定をされた経過があります。女性差別撤廃条約を批准した時に、僕ら

の時代は「男の子は技術、女の子は家庭」と分かれてましたけども、確か当時、女性差

別撤廃条約を批准する時に「これはあかん」ということで見直しが起こったわけです。

ですから、条約を批准する・締結するにあたって、国内法の見直しが必要になってくる

場合がある。特に、障害者の権利条約を国が批准するにあたって、障がい者差別をなく

する法律が必要であった。こういう中で作られてきています。 

     法律が去年４月から施行されておるわけで、問題は、この法律が対象にしているのは、

主に行政と事業者なんです。事業者は、ＮＰＯとか社会福祉法人含めるすべて非営利も

含めた事業者になってきます。国は、障害者差別解消法に基づいて基本方針を閣議決定

をし、その基本方針に基づいて行政向けのガイドラインと事業者向けのガイドラインを

公表しています。行政の場合は「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の提供」につ

いて法的義務が課せられてきます。ただし、民間の事業者については、「不当な差別的

取扱い」については法的義務が課されておりますけれども、「合理的配慮の提供」部分

については、現在、努力義務になっているところです。ただ、「努力義務だからやらな

くてもいいか」というと、国の各省庁を所管する大臣がそれぞれ事業者向けのガイドラ

インを定めており、このガイドラインに基づいて事業者に報告を求めたり指導を行った

り勧告を行うことができることになっており、これで努力義務といえども「何もせんで

ええ」ということにはならんということになっています。不思議な話で、法律ができた

時から「３年後の見直し」が決まってるんです。ですから、２０１６年から施行されて

ますから、２０１９年、この法律が見直される予定になっても、恐らく、この見直しに

あたって言われている非常に大きな論点として、この「民間事業者への合理的配慮につ

いても努力義務から法的義務へ変更をされるのではないか」と言われています。そして、

先ほどもございましたが２０２０年にオリンピック・パラリンピックが東京で開催をさ

れます。このオリンピック・パラリンピックに向けて、世界から障がいを持つアスリー

トが来たり、世界から障がいを持つオリンピック・パラリンピック観戦者が日本に訪れ

ることになって、それに向けて今、政府挙げてこのユニバーサルデザインではないです

けども、障がい者差別をなくしていこうという機運がとりわけ進んでます。 

     最近、聞くところによると、日本のタクシーの９割を生産しているのはトヨタだそう

です。日産もほとんど１割に満たない。今、日本のタクシーは、車いすのまま乗車でき

ないんです。ですから、車いすの乗車をしようと思えば、後ろのトランクを開けて車い

すをたたんで入れるとか、そんなことを面倒臭がるこの運転手が場合によっては乗車拒

否をするということも起こったりするんですけども。今、「ＵＤタクシー（ユニバーサ

ルデザイン・タクシー）」が、２０２０年のオリンピック・パラリンピックに向けて作

られているそうです。今、タクシーで一番多いのはトヨタのコンフォートという、よく

町で見るタクシーですけども、これが生産中止になりました。そして、すべてユニバー

サルデザイン・タクシーにモデルチェンジしていく。先日、鳥取へ行きましたら、初め

てＪＲ鳥取駅の前でユニバーサルデザイン・タクシーが何台も配車されているのを見ま
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した。市民の方に訊くと、あんな立派な大きなワンボックスカーみたいな形で、車いす

のまま乗れるから市民の方は「普通のタクシーよりも料金高いんじゃないか」と思って、

敬遠されているという話も聞きましたけども、料金は普通のタクシーと変わらないそう

です。 

     そんなふうに、社会全体が今、この法律が施行されたことを追い風に、変わり始めて

いるとことろですから、この法の理念をどう具体化していくのか。とりわけ、合理的配

慮の部分です。障がいを持つ人と持たない人が同じように日常生活や社会生活を営んで

いくために、障がいを持っている人が必要とする支援も提供せんとあかんとなってるわ

けですから、「一体、伊賀市に住む障がいを持ってる人たちが日常生活や社会生活を営

む上でどんな不便を日々感じておられるのか。」をしっかりお聞きする中で、この人権

政策の計画の中にどこまで反映するのか。それぞれ行政の計画には「守備範囲」がござ

いますので、この審議会で答申する内容にどこまでその問題をカバーするかを一つはし

っかりと考えていく必要があるだろうと思っております。 

 

     ヘイトスピーチ解消法も昨年６月に施行をされたわけでありますけれども、委員から

ご指摘がございましたが、自治体では、大阪市が橋本徹さんが大阪市長をされている時

にこの「ヘイトスピーチ対策条例」を提案して、現在、吉村市長の時代に可決・成立・

施行されたということで、去年の７月から大阪市でヘイトスピーチ対策条例が効果を発

揮しております。ただ、この大阪市の条例は事後規制で、ヘイトスピーチが起こったら、

起こったことを市民が申し出て、市はその行為がヘイトスピーチにあたるのかどうかを

６名から成る有識者会議に諮問をし、有識者会議で議論を行って「この行為がヘイトス

ピーチである」と判断できたら、その行為を行っている人間・団体の名前を公表すると

いう手続きになっており、去年の１２月に申し入れが行われたと聞いてますから。もう

４ヶ月経ってるわけですけども、なかなか有識者会議の結論が出てこない中で、そろそ

ろ年度が替わるまでには出てくるのではないかと言われています。 

     一方で、神奈川県川崎市で、ヘイトスピーチ解消条例の議論が進んでいます。もう、

既に審議会から市長に対して「条例を作れ」ということが答申をされ、今、おそらく、

この開会中の議会で成立する可能性が高いのではないかと言われています。川崎市の条

例は事前規制、いわゆる、ヘイトスピーチを行うことを目的とした団体が市が管理する

公園、公民館を利用するという場合に、事前の許否ができるということ。大阪の場合は

事後ですけども、川崎で検討されてるのは事前規制ということ。今後、障害者差別解消

法と障がい者差別をなくする条例の関係を見ればわかると思うんですけども、やはり、

差別をなくする法制度は、国の法律と自治体の条例で。分権が進んだ今日においては、

二段構えで取り組みが進んで行くことが考えられるんです。女性差別もそうです。男女

共同参画基本法という国の法律があって、自治体ごとに男女共同参画条例。多少、名称

は自治体において異なりますけれども、やはり、この差別をなくしていくという法律と

条例の関係でいうと、二段構えになってくるのかと。ヘイトスピーチも、国の解消法と

自治体の条例。そうすると、先ほど委員が指摘をされたように、やはり伊賀市としてど
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う考えていくのかということが問われてくるのではないかと思います。 

     既に法律が施行されたことによって様々な影響が現れてると聞いてます。今まで、イ

ンターネット上の差別的な書き込みがなかなか「表現の自由」という下に放置され、な

かなか削除依頼をしても削除してもらえなかったのが、この法律が施行されたことによ

って法務省がプロバイダー等に削除依頼をするようになってきていますし、警察庁から

の通知が出されたことによって今まで警察官がヘイトデモをする自由を守っていたとい

うおかしな話なんですけども、それに対して、やはり住民の側に立って、このヘイトデ

モをする側に向き合うように姿勢が変わってきたとか。福岡でヘイトスピーチのビラを

商業施設に入って貼り付けた輩がいて、これを福岡地検が起訴・立件し、実刑判決が下

りると「これは不当なヘイトスピーチ、差別煽動行為だ」ということを裁判所が認めた

わけです。さらには、裁判の判決の中でヘイトデモを禁止する仮処分。「ヘイトデモが

起こる」ことが予測され、それを裁判所に持ち込んで「デモをさせないでほしい」と訴

え出た時に、裁判所がスピーディにそういったデモを禁止する仮処分を打つということ

も行われています。今日は資料に入れさせていただいてますけども、法務省が自治体が

「何をもってヘイトスピーチと判断するのか」という判断基準を示したガイドラインを

作成して、希望する自治体に提供しているということです。 

     また、部落差別解消法の関係で言いますと、１月２３日に衆議院本会議で自民党の二

階幹事長が、安倍総理にこの問題で質問をされました。様々な質問をされる一番最後に

「部落差別の解消推進に関する総理の意気込みをお尋ねしたい」とご質問をされ、安倍

総理大臣が「部落差別のない社会を実現することが重要な課題だ」と答弁をされて、「法

律の趣旨を踏まえて、今後とも、差別の解消に向けてしっかりと対処してまいりたい」

と答弁をされたようです。この総理大臣答弁を受けた格好で、２月２日には法務省から

全国の自治体に「過去１０年間にそれぞれの自治体が実施をした部落問題の実態調査に

ついて挙げてきてほしい」と。２月２４日までですから、もう既に伊賀市も法務局に資

料を提出されたと思います。法務省が何でこんなことをしているかというと、法律第６

条に「実態調査をする」と明記されてるわけですけれども、この６条に基づいて、法務

省としては今、実態調査を検討している。ついては、自治体がどんな調査を実施してい

るのかぜひ参考にしたいようです。２月６日には、文部科学省の関係課長名で、全国の

教育現場に部落差別解消法が施行されたことを周知をするとともに、適切にこの法律の

趣旨、先ほどございました付帯決議を踏まえて、適切に対応をしなさい、と通知が流れ

たところでございます。この他にも、各都道府県、市町村の議会でかなりこの議論が始

まってるみたいです。私の知っている範囲でも、兵庫県知事が公明党の県会議員の質問

に答える格好で「リーフレットを作成をして啓発をしたい」「インターネット上のその

部落差別の問題の相談を受け付ける窓口を作りたい」それと「条例について検討したい」

という答弁をされたようです。また、鳥取県知事が、民進党の県会議員の質問に答える

格好で「法律ができたことの意義は非常に大きい」と答弁をされ、「今まで以上の取組

みを進め、部落差別解消に取組んでいきたい」ということ、それと具体的に「相談窓口

を作りたい」と。それと、法務省のヘイトスピーチの問題ではありませんが「相談活動
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の中で事例を積み上げ、一体何が差別にあたるのかというガイドラインを作りたい」と

いう趣旨のことをご答弁されています。ちょうど議会を開催する時期でございましたの

で、そういった全国の動きが進んできています。こうしたいろいろ差別をなくする法律

の進捗を見ながら、人権審議会として答申を考えていく必要があると思います。 

     これ以外にも、２０２０年のオリンピックに向けて「アイヌ新法」が検討をされてお

ります。これも官房長官が記者会見で申し上げておりますけれども、「２０２０年に向

けてアイヌの法律を作りたい」。それと、自民党も野党もそうですけれども、ＬＧＢＴ

の差別に関わる法律。野党は「ＬＧＢＴ差別禁止法」、与党は「ＬＧＢＴ理解増進法」

それぞれの考え方が示されておりまして、今、議員連盟ができあがっております。前文

部科学大臣が議員連盟の会長をなさっておられるわけですけども、この議員連盟の会長

の指示で、衆議院に与野党が出している提案の論点整理を指示をされたと聞いておりま

す。ＬＧＢＴに対する差別の問題についても、動きがひょっとしてこの審議会の議論の

最中に出てくるかもわかりません。「子ども被災者支援法」が６年前に東日本大震災に

伴う原発事故対策として議員立法で成立されましたが、これとの関係でいじめ防止法基

本方針が改定をされる。その基本方針の中に、一つは「ＬＧＢＴの子どもたちに対する

いじめ」それと、今、先ほど申し上げました「原発いじめ」の問題です。福島出身者に

対する差別の問題について、非常に重要な問題として位置付けて、都道府県や市町村が

対応するよう基本方針を改めることが示されたりしております。 

     動きとしては、いろいろこの審議と並行して起こってくると思いますので、そのあた

りの状況を事務局を中心にしっかりとリサーチしていただいて、この審議会に情報提供

をして、審議に反映をしていけるようにしていただきたいと思ってます。 

     私からは、以上でございます。 

 

会 長： 全体を通じまして、最後、何かございましたら。よろしいですか。ありがとうござい

ます。 

     本日は、熱心なご討議ありがとうございました。本日出たご意見などを踏まえ、今後

の伊賀市の人権政策に活かしてもらいたいと思います。本日は、お忙しい中ご出席をい

ただき、ありがとうございました。 

     最後に、事項５の「その他」についてですが、事務局から連絡事項がありましたらお

願いいたします。 

 

５ その他 

 

事務局： 特に連絡事項ではないのですが、先ほど議論の中でありましたが、策定方針と策定ス

ケジュールの中で、もう５月から１１月にかけまして策定のための審議会を開かせてい

ただくことをお願いさせていただきました。本当にお忙しい中、申し訳ございません。

日程につきましては、既にスケジュール表へ審議会開催日を勝手ながら入れております。

この日につきましても、スケジュール等の調整もお願いして、ぜひこれだけの回数の審
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議会をよろしくお願いいたしたいと思います。以上です。 

 

会 長： どうもありがとうございました。以上をもちまして、審議会を終了したいと思います。

委員の皆様、どうもありがとうございました。 

 

事務局： 本日、本当にありがとうございました。多くの貴重な意見を頂戴しました。また、こ

れらについて検討させていただきます。 

     大変お疲れ様でございます、事故等に気をつけてお帰りください。ありがとうござい

ました。 

 

部 長： ありがとうございました。 

 

（審議終了） 

 


