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第 3回伊賀市人権政策審議会 議事録 

 

【開催日時】2017（平成 29）年 5月 9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人 

 今井委員、中原委員、宮本委員、藤田委員、川極委員、松村委員、岡村委員、

小西委員、中井委員、谷川委員、稲垣委員 

【欠席委員】5人 

   森委員、山本委員、槌野委員、三ツ森委員、八尾委員 

【伊賀市出席者】 

 田中人権生活調整監、入本総務部次長、上島課長、東構副参事、辻主任（人権

政策・男女共同参画課）：事務局 

 前川次長（企画振興部）、中林次長（財務部）、岡澤課長（同和課）、田中次長（健

康福祉部）、山本次長（建設部）、藤山教育環境政策監（教委事務局）、澤田課長

（学校教育課）：人権施策推進会議（庁内会議）・委員       

【傍聴者】0人 

【会議進行・記録】人権政策・男女共同参画課（事務局） 

【議事司会】谷川会長（伊賀市人権政策審議会） 
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（事務局） 

ただ今から第３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の進行を務めさせていただきます、４月１日の異動で人権政

策・男女共同参画課に配属になりました上島と申します。よろしくお願いいたします。 

  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、公開とさせていた

だきます。また、公開の方法につきましては、審議会等の会議の公開に関する要綱第８条

の規定により、審議会の会議録作成が定められていますので、録音させていただきますこ

とと、本日の会議の記録作成にあたりまして、委員の名前は公表せず発言内容を公開させ

ていただくことについて、ご了承のほどよろしくお願いいたします。また、発言に際しま

しては、マイクをご利用いただくようお願いいたします。 

  なお、伊賀市人権政策審議会条例第６条第２項の規定により、過半数の委員の出席が必

要となっていますが、本日は総委員 16 名中 11 名のご出席をいただいています。本審議会

は成立することを報告させていただきます。 

  また、伊賀市障害者福祉連盟代表の山本様、伊賀市人権擁護委員協議会代表の槌野様、

伊賀市民生委員児童委員連合会代表の三ツ森様、住民自治協議会代表の八尾様から欠席の

連絡をいただいております。また、伊賀市老人クラブ連合会代表の方につきましては、連

絡がありませんので、追ってご参加いただけるかもわかりません。 

  この審議会に先立ちまして、事前に傍聴希望を告知しておりましたが、本日は０人で始

めさせていただきたいと思います。 

  それでは、本協議会の会長の谷川先生よりご挨拶いただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

（谷川会長あいさつ） 

（谷川会長）  

  皆さんこんにちは。本日はお忙しいところ第３回伊賀市人権政策審議会ご出席を賜りま

してありがとうございます。また、日ごろから人権の啓発や、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たいと思います。 

  本日は、第３回目の審議会ということで、人事異動等による新しい委員委嘱もございま

すが、このメンバーで第３次人権施策総合計画策定に関しまして議論をお願いしてまいり

たいと考えております。 

  審議会委員の皆様におかれましてはお忙しいところ大変申し訳ございませんが、限られ

た時間の中で、中身の濃い議論をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

（事務局） 

  ありがとうございます。引き続きまして、伊賀市を代表しまして、田中人権生活調整監

よりご挨拶させていただきます。 
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（田中人権生活調整監あいさつ） 

皆さん、改めましてこんにちは。皆様方には本当にお仕事等でお忙しい中、こうして審

議会にご参加賜りまして誠にありがとうございます。また、平素から人権政策分野の施策

につきまして本当にお世話になっています。この場をお借りして、お礼申し上げたいと思

います。 

  ご存知のとおりでございますが、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、あるいは人権尊重都市宣言を制定し、市の重要施策として取組ませ

ていただいているところでございます。ただ、ご案内のとおり、まだまだ学校現場での障

がいのある方に対する差別発言も数多く報告されており、社会事象におきましては、特に

同和地区出身者への誹謗中傷の電話もまだ続いています。また、いろんなところで差別的

な文書が出されることもございます。また、昨年、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ規

制法、部落差別解消法と３つ個別の法律もできております。ヘイトスピーチでは、最近京

都で弁護士による救済の相談窓口を設置したことも聞いています。部落差別の問題につき

ましては、伊賀市ではこの３月に地区の実態調査を実施させていただきました。実態調査

の分析を今行っていますので、また、その内容についても当計画にも盛り込んでいきたい

と考えています。 

  そういった中で、様々取組みをさせていただいておりますが、この取組みにつきまして

は行政が行うものは本当に一部にしか過ぎません。やはり、市民の皆様方、団体・企業の

皆様方、人権に関わりの深い人たちのご協力と参画によって進めさせていただくものでご

ざいます。ぜひ、今日もご議論いただきますけど、第３次人権施策の総合計画を策定させ

ていただいて、目標としては人権文化あふれる社会。いわゆる「すべての人の人権が尊重

され、差別のない明るい住みよい社会をめざす」ということでございます。そういったこ

とを目指して、今後も取組んでまいります。 

  簡単でございますけれども、本日の会議にあたりまして挨拶とさせていただきます。ど

うぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

  それでは、事項書に入っていきたいと思います。事項書の１伊賀市人権政策審議会委員

の委嘱について、資料１をお手元にご用意してあります。 

今回の委嘱についてですが、関係団体の３月 31日付けの退職、並びに４月 1日付けの人

事異動に伴い、各団体から新任者及び継続の推薦状をいただいています。その推薦状並び

に伊賀市人権政策審議会条例に基づきまして、委嘱を行うものです。任期は、委員全員が

2018年（平成 30年）10月 31日となっていますので、よろしくお願いいたします。今回委

嘱されます３名の委員につきましては、時間の都合上、委嘱状を机の上に置かせていただ

いてありますので、ご確認をいただきたいと思います。 

  それでは、今回初めての方もいらっしゃいますので、まずは審議会委員から順番に簡単

に自己紹介をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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（会長・副会長・審議会委員の自己紹介） 

 

  よろしくお願いします。なお、事務局並びに伊賀市関係所属職員も引き続き自己紹介さ

せていただきますが、時間の都合上、前に座っている事務局各職員のみ自己紹介をさせて

いただきます。 

 

（事務局側職員の自己紹介） 

 

（事務局） 

  それでは、議事の２に入ります。事項書２です。 

  伊賀市人権政策審議会条例第６条第１項の規定により、会長が議長となると規定されて

います。ここからは、会長の谷川先生に議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

（谷川会長）  

  それでは早速、事項書によりまして、議事を進めたいと思います。進行に皆さんのご協

力をお願いいたします。 

  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」策定に係る構成（理念・

目標・体系）についてお手元の資料に基づきまして事務局よりご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

  説明に入ります前に、今回事前に郵送でお渡ししていました資料について、人権施策推

進庁内会議の修正箇所等が反映されてないので、新しく差し替えさせていただきたく、机

の上にお配りしてある資料にて、ご審議いただきたくお願い申し上げます。 

（事務局） 

  それでは、第１章。今回の部分になるのですけども、計画の基本的な考え方ということ

で、修正させていただいた主な部分をご説明させていただきます。 

  ３ページの「わが国の動き」の部分です。真ん中に引いてございますアンダーラインの

「…しかしながら、同和対策、同対審答申から 50年が経過してもなお、部落差別は根強く

残っている上、インターネット等の高度情報化社会が到来し、新たなさまざまな差別事象

が生じていますが、中でも鳥取ループ・示現舎を名乗る者が、インターネットを利用して、

部落地名総鑑の復刻版を販売しようとした、部落差別を助長する行為の広がりを受け、2016

（平成 28）年 12 月、部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消法）が成立しま

した。」という文を加えさせていただいた部分です。 

  続きまして、４ページの上です。「…その間、相次ぐ自然災害やデフレーションによる

景気の低迷が、貧困問題や格差社会に拍車をかける中で、将来に希望を見出せなくなった

社会的な不満の矛盾がマイノリティへの排他的言動・差別に向かうことがあります。表現

の自由の名の下に、日本国外にルーツを持つ市民・住民に対して、嫌悪感情を剥き出しに
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差別を煽動する発言（ヘイトスピーチ）や、暴力的活動を集団で行うデモ活動（ヘイトデ

モ）について、2013（平成 25）年に京都地方裁判所で「民族差別」「国籍差別」とした一

審の司法判断を初めに、2016（平成 28）年６月、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（ヘイトスピーチ解消法）が施行されました。」

という部分も入れています。引き続きまして、同じページの真ん中より少し下です。「…

国連の障害者権利条約に批准する（2014（平成 26）年）に伴い、国内法を整備するため、

障害者基本法の一部改正が 2011（平成 23）年に、障害者自立支援法を改正して新たに障害

者総合支援法が 2012（平成 24）年公布、2013（平成 25）年４月１日に施行され、障害を

理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）が 2013（平成 25）年に公

布、2016（平成 28）年４月１日に施行されました。」という部分を加えています。 

あと、主なものですけども「本市の取組」に行かせていただきます。７ページです。４

行目後ろのほうからですが「…このような中、先述の経過を経て、2016（平成 28）12 月、

部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消法）が成立したことを受け、2017（平

成 29）年３月に実施した同和問題解決及びまちづくりに向けた生活実態調査を基に、第３

次同和施策推進計画の策定予定です。 

  2011（平成 23）年 11 月、一部の行政書士などの有資格者が職務上請求書を偽造して、

戸籍や住民票を不正に取得する「プライム事件」が発覚し、身元調査等に利用されていま

した。市では、2012（平成 24）年 11 月から、事前に登録した人の住民票の写しなどを、

代理人や第三者が請求し、市が交付したときに、本人にその事実を郵送で通知する制度（本

人通知制度）を導入し、不正請求や不正取得による個人の権限の侵害の抑止や防止を図り

ました。また総合評価方式による入札時において、「人権政策への取組」を評価項目に加

えることにより、企業・事業所への人権啓発の広がりを目的とした入札制度を、2012（平

成 24）年度より導入しております。2013（平成 25）年には、宅地建物取引に関する人権問

題の実態調査について、伊賀市内の宅建業者 40社を対象にアンケート調査を実施し、不動

産取引における部落差別や障がい者、外国人、高齢者、母子･父子家庭に対する入居差別の

現実が見られ、不動産業者や家主だけの問題ではなく、広く市民の一人ひとりにあらゆる

差別の解消に向けた啓発の重要性と早急な必要性が確認されました。」という部分を入れ

ています。あと、７ページの一番下のほうです。見え消ししているところはそのまま削除

させていただこうかと思います。男女共同参画ですけど「…2014（平成 26）年に実施した

男女共同参画に関する意識調査の調査結果と第２次計画の成果と課題を踏まえ、2016（平

成 28）年１月に第３次伊賀市男女共同参画基本計画を策定しました。この計画は、「社会

活動・地域活動における男女共同参画の推進」と「ワーク・ライフ・バランスの推進」を

重点的に取り組む内容となっています。」の箇所を加えています。 

  それから、次ページの２番目の段落です。「…また伊賀市では、お互いの人権を尊重し、

誰もが輝く人権文化都市をめざして、多様性を認め合い人と人とのつながりを大切にする

共生社会の実現に向けて、ＬＧＢＴに代表される性的マイノリティへの支援を表明してい

ます。性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるよう、伊賀市パートナーシップ

の宣誓の取扱いに関する要綱を 2016（平成 28）年４月１日から施行しました。これは、互
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いをその人生のパートナーと約束した同性カップルの宣誓書を市が受け取り、一定の条件

を満たしている場合、２人をパートナーと認め受領証を交付するものです。」の部分を加

えています。それから８ページの一番下です。この第３次計画の期間にあたります。一番

下の段落から読ませていただきます。「…2016（平成 28）年度に、第２次計画の期間が終

了することに伴い、当該計画の取組成果や課題をもとに、次期の第３次伊賀市人権施策総

合計画（以下、第３次計画という。）を計画期間 2017（平成 29）年から 2022 年の６年間

について、策定することとしました。」と変更しています。 

  それから、お配りした資料ですけども。13ページの施策分野４からの中で、ここで事前

に郵送でお配りした資料は第３次の体系計画を記載してありました。これも庁内会議で指

摘を受けて、第２次の成果と第３次の取組みということで「第２次の総括をしなきゃなら

ない」ということです。第３次の体系については、第２章、第３章で「第３次計画はこう

いうものです」と計画を文章化していくことによりまして、ここでは第２次の総括をさせ

てもらうように修正を加えた資料とさせていただいていますので、どうぞよろしくお願い

いたします。よって、17ページに付けてあります体系図もお配りした資料は第３次のもの

が付いていましたが、第２次のものとしますのでよろしくお願いいたします。 

  続きまして、18 ページから第１章の大きな２番目「計画の位置づけと他計画との関係」

です。こちらも、庁内会議でなくなる計画、総合計画等に入ってしまう計画がありました

ので、そういった部分を修正しています。もう一度、ここの部分については庁内会議と、

担当課と調整しながら新しい計画、最終の計画文章に修正させていただきます。よろしく

お願いいたします。19ページの図表も同様に修正させていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

  20ページの大きな３番「計画の基本理念」、22ページの大きな４番「計画の基本的視点」、

23ページの大きな５「計画の推進と進行管理」につきましては、第２次計画と大きく基本

理念が変わるという形ではなく、そのまま踏襲していく形に考えております。修正部分は

アンダーラインを引いてある部分に変更があります。あと、計画の進行管理の表につきま

しては、横向きの表でしたが、上向きの表に変えています。 

  以上でございます。 

   

（谷川会長）  

  ありがとうございました。事前に委員の皆さん方に郵送させていただいた文章から、今

日お配りした文章は若干変わっているとご説明があったと思います。少しわかりにくい部

分もあったかと思うので、皆さんからの質問や意見で内容を議論したいと思いますが、い

かがでしょうか。   

 

（委 員） 

  一ついいですか、すいません。先ほどの説明の中で、庁内会議で訂正とかを協議し、と

のことですけど、その組織は市のどんなメンバーで、どんな会議をする庁内会議かがちょ

っとわかりづらいので、説明してくれますか。 
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（事務局） 

  計画の 24ページ見ていただきますと、（４）番の進行管理の部分で、毎年、事業を所管

する部署から、計画に基づく進行状況を把握し、評価指標や目標値により評価を実施しま

す。計画期間中、社会情勢の変化に対応した新たな施策についても進捗状況の把握、進行

管理の対象とします。ここで取組み状況の他については、人権施策推進会議において点検

するとともに、人権政策審議会、本日のこの会議でございますが、審議会に報告し、内容

について意見をいただきます。23ページにはその推進体制の中で、人権施策の総合的な推

進を図るため、庁内では、人権施策担当部長を会長として関係部署の委員から構成する伊

賀市人権施策推進会議があり、それを基に、伊賀市各組織における人権施策の推進を図っ

ている機関になります。そこで、全庁的な取組結果や課題など、取りまとめた中身などを

審議会に報告させていただいて、意見を聞いて、また具体的な担当施策の取組みに反映し

ていく形になっていきます。そういう会議になります。 

 

（委 員） 

  わかりました。 

 

（谷川会長）  

  人権施策、部局横断的なテーマを扱っています。本来なら、人権担当部局が庁内の各部

局と十分にこの間のやりとりを行って、新しい部分は加える、訂正するという作業を経た

文章が本来なら皆さんのところへ郵送されるべきであったわけですけれども、時間の問題

等もございまして、とりあえず人権の部局で仕上げたものを皆さんのところへ先にお送り

してしまった。その後に、庁内のやり取りを進めたものですから、皆さんにお渡しした後

に修正が加わったということです。その書類が今日、皆さんのお手元に出ているというこ

とでご理解いただきたい。 

  従いまして、今日、皆さんのお手元にお配りしているものをご議論いただいてほしいと

いうことです。事前に郵送したものとお手元にお配りしたもので若干変わったところにつ

いては、今、担当からご説明いただいたところですので、内容についてのご意見をいただ

けたらと思います。まだまだたたき台ですので、皆さんからいろいろご議論いただいてブ

ラッシュアップしてまいりたいと思います。どうぞ、忌憚のないご意見をよろしくお願い

したいと思います。 

 

（委 員） 

  ９ページです。取組みの成果と課題。第３次計画の課題という部分で、施策分野１：人

権意識の高揚のための施策ということで取組んできました。 

  最後の部分に「…各支所や隣保館において、関係団体や関係機関と連携を図りながら、

地域に根ざした事業が実施できており、今後も続けていく必要があります。」と書かれて

いますけども。その地域の団体と連携図りながらどのような事業をして、その事業に対し
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てどういう成果があったのか。そのへん、ちょっと細かく出していただけたらありがたい

です。すぐには無理だと思うのですけども、この間の事業と成果部分を明らかにしていた

だけたらどうかと思います。 

 

（事務局） 

  計画の大きな捉まえ方をしますと、今回ご議論いただいているのは第１章。第２章で、

伊賀市における直近で実施した意識調査の中から成果と課題を記載していくのと、第３章

で、各課で取組んでいる事業に対して成果と指標について記載していく。ご質問の点につ

いては、また後日、具体的にお話させてもらえると思います。今回はもうちょっと大きな

政策といった部分でご議論いただけたらと思います。 

  ただ、庁内会議でもちょっと議論ありまして。細かくその事業を「これ、購入します」

って目標で、購入できたら 100％ではなく、もっと具体的な計画と「６年間の中に３年間

でここまでやって、次の３年間でこういう結果にしていくっていう政策を具体的に考えて

いきましょう」という形で提案させていただいてます。その点について、さらにブラッシ

ュアップしていけたらと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

（委 員） 

  だから、成果っていうか、過去の取組みに学んでそれを土台にした上で次の計画がある

と思うのです。だから、そのあたりを明らかにしないことには次のステップには進めない

じゃないかと思うのです。 

  だから、取組まれたことが成果と思われるのかどうかって判断もあると思うのです。失

礼な言い方かもしれませんけど「こんなんやったけど、成果につながってない。次は、や

める」という部分もあったと思うのです。 

 

（事務局） 

  第２次の冊子です、伊賀市総合計画第２次の 40ページ。第２次の施策のあり方というこ

とで載っています。今現在、それぞれ施策ごとに各部署におきまして一つ一つの取組みの

課題や成果、どんなだったか、そして、課題は今後何なのかということを今、まとめさせ

ていただいております。そこで細かくはっきりと成果と課題、廃止するもの、新たに作ら

れるもの等々が明らかになってくると思います。 

  今、取りまとめ中ですので、申し訳ございませんが次回の機会にはっきりと答えられた

らと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（委 員） 

  そのあたり、皆さんはどうお考えですか。 

 

（谷川会長）  

  いかがでしょうか。例えば４ページのところ、京都地裁での判断を書いているのですけ
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ども、最終的に最高裁判決になっています。もう確定判決になってしまっているので、そ

う書いたほうがわかりやすいのではないか。その時に、一審判決で民族差別、国籍差別と

いう言い方をしたかな。僕も今、ちょっと判決文持ってないのですけど。恐らく、人種差

別。「我が国が締結している人種差別撤廃条約が禁止する、人種差別に該当する…。」と

いう言い方ではないかと記憶している。ちょっと表現の仕方とか事実を確認して、間違っ

ていれば訂正してください。それと、同じページの、障害者権利条約批准に係る国内法の

整備のところで、障害者差別解消法の問題に触れているのですけれども。書くのであれば、

障害者雇用促進法が改正され、同日、2016年４月１日から施行されているってことで、雇

用における障がい者差別の禁止と合理的配慮の提供を障害者雇用促進法の中で謳っている

ので、これも併せて書いたほうがいいのではないかということなど。ここは第３次の計画

を作るにあたって、まず、世の中がどう変わってきたのかしっかりと概略を押さえておこ

うということです。その他の部分についても漏れているところがあるならば、しっかりと

点検して盛り込んでいただけるようお願いしておきたいと思います。 

  ５ページからについては、今度は、三重県においてどのような状況になっていくのかを

しっかりと３次計画を策定するために押さえておこうというページだと思います。同じよ

うに重要なところが抜けてないかということを押さえておいてほしい。三重県というから

には、県庁だけをいうのか、県内の他の自治体の動きも。例えば、私が知っている範囲で

は手話言語条例が松阪でしたか。これは全国的に非常に高い評価を受けて、今、全国の自

治体が国に対して「手話言語の基本法を作れ」と声を上げていると聞いています。こうい

ったことも、特に伊賀市として３次の人権施策を考える上にあたっては押さえておくべき

ポイントだと思います。この点についても一度、前回計画を策定してから今日の間の三重

県を含む県内の人権差別に係る取組みの変化、いいことも悪いことも押さえておく必要は

あるのではないか。特にヘイトスピーチでいうと、四日市におけるヘイトスピーチは深刻

だといろんなところで報告があがったりしています。それを踏まえて、伊賀市における取

組みがこの間、どんな成果を挙げてきたのかをお書きいただいているわけです。 

  それと、ちょっと確認をしておきたいのですが。９ページから始まる国や三重県、伊賀

市の動きを踏まえて、第２次計画で今、ご意見があったようにどのような取組みの成果が

あがって、第３次計画を考えるにあたってどのような課題があるのかをもう少しわかりや

すく示したほうがいいのではというご意見を頂戴したわけです。この第３次計画の課題は、

第２次計画の中で見えてきた第３次計画の課題なのか。それとも、そういった国や県や市

の取組みの変化を踏まえた今後の課題なのかによって少し書きぶりが変わってくると思う

のです。もし、後者ならば、特に人権意識の高揚のための施策でいうと、いろんな法律が

できているわけです。障害者差別解消法、ヘイトスピーチ規制法、部落差別解消法といっ

た法律が施行されているわけですから、特にこの法律を踏まえた、人権意識の高揚のため

の取組みは今後の課題になってくるわけです。そういったことも含めた第３次計画の課題

とするのか、それとも、おっしゃっているようにこれはまだ１章という章立てなので、こ

の次の章の段階でもう少しそういったところに各論として踏み込んで行くのか。ここは、

どちらかというと総論のところだと思うので、各論のところはそれぞれの担当課の取組み
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があると思うので、かなり細かくなってくる話が出てくると思う。その整理をどうするの

かということについては少し控えておいたほうがいいのではという気がしました。 

  とりあえず、私から見るところはそんなところですが、委員の皆さんからもご意見、ご

質問ございましたら。 

 

（事務局） 

  今、ご意見いただきました部分について反映する形で案を作って行きたいと思います。

ただ、課題につきましては、この章につきましては第２次の課題という形で押さえていっ

たほうが次につなぎやすいのではと思ってます。ただ、この一つ一つの課題、取組みです

が、900 近い課題がありますので、どこまでまとめられて整理できるか。時間もかかりま

すので、次の機会に示せるかどうかちょっとわかりませんけども、何とか示させていただ

きたいと思いますのでご了承いただきたいと思っています。 

 

（委 員） 

  先ほど伊賀の取組みの部分で、本人通知制度の問題について少し聞かせてください。導

入されてから月日が経っていますが、制度を導入されて、登録はパーセンテージでどれぐ

らい上がってきたのかっていうことと、市民啓発の中でいろんな形で啓発してくれている

のは十二分に承知しているけれども、まだ「本人通知制度って何」という声もある。まだ

まだ市民に浸透していないのではないかということ。本人通知制度については、今、だい

たいどれぐらいまで登録しているのかというところをやっぱり大まかにでも見つめてほし

いと思う。 

  また、先ほど性的マイノリティについて、同姓パートナーシップ宣誓制度利用に関して

も、４組ぐらい来ているって伺っています。やはり、そういう性的マイノリティの人が住

みやすい伊賀市になっていけたらいいという想いはありますが、それを受け入れる市民の

意識について何かバリアを張っているという部分が多々あるような気がします。そういっ

た、広くお互いの多様性を認めあえる啓発についてもこれから検証していってもらいたい

と思っています。 

 

（事務局） 

  本人通知制度の件数。具体的に何件・何人の方が登録されたって言えたらいいですけど

も、いろいろな法律の関係も含めて現在、明かせない状況になっています。そのあたりの

確認につきましては、また、皆さん方も声を大にしてあげていっていただいて「伊賀市で

は、本人登録制度何名となりました」と明らかにできたら一番いいと思っています。 

  ＬＧＢＴにつきましても、一人の方ですが、何とか当事者に今現在の状況等々聴ける状

況まで、持っていけるようになりました。その方を通じながら、関係する方々に広めてい

ただいて、声を反映していきたいと思っておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

（委 員） 
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  もう１点。本人通知制度で「あなたの住民票が（第三者に）取られました」と、登録し

ている方には、行政から通知が届きます。「それを見せてくれ」って言うと、どこの司法

書士とか弁護士とか誰がとったか分からない状態です。 

  だから、そこを開示できる方法について、行政としてこれからも考えていってほしいし、

そうなっていけば、市民のみんながよくなるかと思いますが、そのような考え方は行政と

して持ってくれていますか。 

 

（事務局） 

  私個人としては大いに持っていますけど、行政という立場になるといろんなハードルが

ございまして。ご指摘いただいたことは、今後、研究・連携させていただいて、何とかク

リアできる形に行政サイドで話し合いも持っていきたいと思います。 

 

（委 員） 

  ちょっと違う話ですいません。先ほど出ていました手話言語基本条例については、三重

県でも４月１日から施行される。三重県手話言語条例という形で制定されています。 

  それと、16ページです。それぞれの人権課題ごとに施策について書かれています、（10）

さまざまな人権課題の取組みですけど。「…人権侵害の有無が十分把握できておらず、効

果的な啓発等実施できていない状況にあります。」とあるのですが、それを受けて何か調

査とか何か調べるかなと思って。そういうことはまだ書いてないのですから、この状況を

どう分析し、どういう取組みに第３次でつなげていくかがもう少しわかりやすくしていた

だいたほうがよいかと思いますので、検討いただければと思います。 

  それと、７ページの前回修正いただいた下線引いている部分のページの真ん中あたりで

す。「…一人ひとりにあらゆる差別の解消に向けた啓発の重要性と早急な必要性が確認さ

れました。」って。「早急な必要性」はちょっと文脈で何のことかわからないので文章を

わかりやすく変えていただいたほうがいいと思います。 

 

（委 員） 

  12ページのところです。ここは施策分野２・人権擁護と救済のための施策の中で振り返

る部分です。雇用の立場から（３）公平な社会参画の機会の確保と健康で自立した生活へ

の支援、５行目です。「…しかしながら雇用・就労分野において、不景気な経済情勢もあ

り、実際に就労に至ったケースは少なく…。」と書かれているのですけども「不景気な経

済情勢」いうのがちょっとそぐわない気もするのです。それと「就労に至ったケースが少

なく」は、実際、相談があったケースで就労に至ったケースは少ないということでしょう

か。ちょっと、そのへんがわからないですからお教えください。 

 

（事務局） 

  16ページご指摘いただきましたさまざまな人権課題につきましては、今後、ご議論して

いただくのですが。とりあえず、当事者の声をお聞きし、どんな差別を受けているのかも
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含めてお聞きして、この第３次計画に反映していこうと思います。私たちも今まだ接点の

少ない団体等もございます。そういう方々に、どのような課題、どのような差別の実態が

あるのかをまずは事務局として各担当課と協力し、連携しながら声を拾っていこうと思い

ます。また、パブリックコメントの時までにそのような声を皆さん方にお届けできるかと

思いますので、それまでよろしくお願いしたいと思っています。 

  さらに、12ページ。公平な社会参画の機会というところです。不景気な情勢ということ

ですが、相談件数は少なかったということでよろしいです。 

 

（事務局） 

  この部分については、十分現在の状況にマッチしてない書きぶりになってしまっていま

す。「不景気」は訂正したいと思いますし、いろんな困難を抱えた家庭の方で、公共安定

所あるいは、いろんな関係機関と一緒に就労支援をした中で、実際に就労に至ったケース

は少ないということを書かせていただいたのです。これも徐々に実績が上がっていると思

いますので、それも書きぶりを変えたいと思います。 

 

（谷川会長）  

  その他、いかがでしょうか。特に、登録型本人通知制度の問題については、登録者の数

を公表できないのは何か理由はあるのですか。 

 

（事務局） 

  一般に言われていますのは、とても高い率であれば公表することで、なお抑止効果が挙

げられるのですけど。もし、低い数値を公表すると「たいしたことない」ということで悪

いことをする気持ちがまた増えてくるといいますか、そういうことです。 

 

（谷川会長）  

  ただ、課題としては、やっぱり登録者を増やしていく。場合によってはもう、ある自治

体では登録制ではなく、すべての市民を本人通知の対象にしている自治体が出始めている

ということなので、そういったところへ移行するのか。課題検討が必要になってきている

というところです。それと、本人通知した場合の情報開示をどこまでするのかは、一つは、

その個人情報保護条例と情報公開条例に限定されてくるわけで、自治体によっては黒塗り

ではなくオープンにして出している自治体もあるわけです。その自治体の違いは何かとい

うと、条例にどんな規定をされているかになってくる。これまた、本人通知制度を導入し

ている以上、今後の課題としてそういった個人情報保護条例の見直し、情報公開条例の見

直しということも検討の課題になっていくことは、この総括、成果と課題の中にしっかり

と書いておく必要があると思います。 

  委員からご指摘があった、「…人権侵害の有無が十分把握できていない」ということを

書くならば、逆に、条例に書かれている「…必要な調査を実施する。」ことにつながって

いく必要があると思う。私は、今後、そういった把握できていない差別や人権侵害をしっ
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かりと可視化していく取組み。どんなふうにそれを明らかにして行くのかは手法の部分か

ら大いに検討すればいいと思うのです。条例にそのことがしっかり謳われている以上、や

はり取組んでいく必要があるのではないかと思います。 

  その他、いかがでしょうか。特に「こういうところが抜けている」というご意見ありま

したら。事務局もかなり広範囲でさまざまな施策をチェックしていくということがありま

すので、どうしても漏れてしまうところがあるかもわかりませんので、皆さんそれぞれの

専門的なところから。 

 

（委 員） 

  ところどころ※印のついているのは、どこかに説明があるということですか。 

 

（事務局） 

  ※印の付いているところは、基本的に語句の解説をそのページに入れようと思っていま

す。実は、事前に郵送した資料には入っていたのですが、今回、細かい部分の議論じゃな

く、もっと根幹に関わるような議論をいただくために、削除いたしました。また「こうい

う語句についての解説も必要」と思われる部分につきましても、その都度ご意見いただき、

加えていこうと思っています。語句の解説については、最初に出てきたところのページの

一番下に入れるような形になっていました。それはまた、第２次の計画を踏襲して同じよ

うに載せるとともに、巻末の資料編で、あいうえお順等で全部列挙した形で載せるような

形になっていますので、よろしくお願いいたします。 

 

（委 員） 

  障がい者って言うと「見た目の障がい」が私たちの発想でしたが、近ごろ見た目にわか

らない障がい、それが、人権、部落差別にもつながっていく問題が多々ありますので、そ

の範囲を計画するのはどうするか。 

 

（谷川会長）  

  いかがですか。 

 

（事務局） 

  このご意見のとおりと思います。見た目の障がいと、また、どこまでが「障がい」とい

う位置づけなのか。計画に反映させられるかどうかわかりませんが、そのことも含めて当

事者と話し合う機会、意見を求める機会を作っていただいて意見を吸い上げようと思って

おります。 

  ちょっと、今のところ「どこまで」とは明確に回答できない状況であることを申し訳な

く思いますが、何とか声を吸い上げていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 
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（事務局） 

  補足させていただきます。身体障がい、知的障がい、精神障がいの大きく３つに分かれ

ます。その中でも、同じ身体障がいでも見えにくい部分、内部障がいの人もいますし、そ

の他、見た目で差別を受けることもあります。 

  「どういう障がい」ってなかなか難しいですけど、団体とか当事者へいろいろ訊きたい

と思いますし、それから過去に差別を受けた調査の結果もいくつかいただいております。

それも反映して書いていきたいと思います。 

 

（谷川会長）  

  行政ですから、法律に基づいて仕事することになってきますし、我々国民も法律に縛ら

れるわけです。考え方とすれば、障害者権利条約を日本政府は締結している。ということ

は、この権利条約に書かれている障がいという定義を政府も遵守をする必要が当然、憲法

98条２項に基づいて必要になってくるのが一つと障害者基本法です。障害者基本法が改正

されて施行されています。このことによって障害者差別解消法が昨年４月から施行される

ことになっているわけです。考え方としてはもう医学モデルではなく、社会モデルで障が

いを捉える。「精神、知的、身体の機能に関わる障がい」が障がいなのではなく「精神、

身体、知的な障がいによって、日常生活や社会生活から排除されていることが障がい」と

いう、社会モデルという考え方にとって障がいを見ていこうというのが権利条約であり、

障害者基本法や障害者差別解消法に基づく考え方になってくるわけです。そうすると、障

がい者手帳を持っているかどうかが問題ではないわけです。持っている人も持っていない

人も、障がいが起きるわけです。そう障がいを見ていく必要があるのが、現在の考え方に

なってくるので特にそういうことを、きちっと計画の中では盛り込む必要があるかもわか

りません。 

  この伊賀市内で起こっている問題として、特に教育現場で障がいを持っている人への差

別につながる児童・生徒の発言等が頻発しているということについても、この伊賀市の今

後の課題としてきちっと盛り込むのであれば、しっかりとそのあたりを盛り込んでいかな

いと。私は、ちょうど権利条約が批准されて、そして国内法が整備されたこの状況の中で、

今、伊賀市内でこういった問題が起こっていることに関して、伊賀市の人権行政や人権教

育行政がどう取組むのかということはやっぱり大きく問われている問題だと思うので、そ

のことをしっかりと見据えるような計画にしていくべきではないかと思います。 

 

（委 員） 

  それについては、前年度は 115件。本年度報告が来ているのは７件となっています。 

  ある意味、こういう部分が２年、３年と続いて、障害者差別解消法等々の法律もできて

きて、いろんな形で批准されてきているけれども、伊賀市においては「何か」あったのか

というと、差別事象の報告があって、県のマニュアルと違って市のマニュアルを使って、

なおかつ、それに取組んでくれていること。例えば、ある小中学校では５回、７回とよく

似た事象が起こっている。その都度、校長以下職員の方々が取組んでくれて、学級へのフ



15 

 

ォローをして、全校生徒集めて人権学習をしてくれる中、何が良かったっていうと、教職

員の差別意識へのアンテナが高くなった気がするのです。だから、伊賀においては子ども

たちが授業以外の場所で発言しても「今、何て言った」って指摘できるようになっている。

それを学んだ子どもたちは「この前、その前も学んだ。言うたらあかんこと」って子ども

たちが大きく変わってきた。こうしてたくさん報告があがってくる事象は、先生方のアン

テナが高くなったからという考え方があるのです。 

  そういう意味では、こういうことが起こって、先生方のアンテナを高くしていただいて。

また子どもたち、家へ持って帰って「こんなことあった」って話をして。なおかつ、小学

校の子どもだったら、おじいちゃん・おばあちゃんに「そんなこと言ったらあかん」って。

おじいちゃん・おばあちゃん孫に嫌われるのが嫌だから「そうだ、孫の言うとおり」って

言ってなおっていく。こんなトライアングルすごく素敵だと思うし、これから先は、まだ

先生方にお手伝いをしていただいて、あらゆる差別が学校現場からなくしていただいて。

子どもに反映したら、大人も変わっていくのではないかと理解をしています。 

 

（谷川会長）  

  その他、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（委 員） 

  ９ページで「…各学校・幼稚園ではマニュフェストを作成し…。」とあるのですが。伊

賀市はいがっ子憲章があると思うのですけど、制定されてから、一部修正などはあったん

でしょうか。 

 

（谷川会長）  

  教育委員会の方はお越しになっていませんか。事務局でもしわかるようでしたら。 

 

（事務局） 

  いがっ子憲章ですけども、見直し等はまだしてないと思います。制定から、そのままか

なり年数経っているのは事実です。 

 

（委 員） 

  これだけ時代も環境も変わってきたのに、そのままになっているのが気になるのですけ

ど。同じように子どものプランもやっぱりマニュフェストを作成するということは、研修

自体も見直していく必要があるのじゃないかと思います。いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

  庁内へ持ち帰ってまた議論したいと思います。 

 

（委 員） 
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  各学校が持っているマニュフェストとは違うわけですか。 

 

（事務局） 

  そうです。伊賀市教育委員会とか子育ての関わりのある担当課が、子どもの未来像を「い

がっ子はこう育っていってほしい」そのための行政のあり方、家庭のあり方、企業・事業

のあり方を書いてある形になっています。 

 

（委 員） 

  それは何年に。 

 

（事務局） 

  ５年、もう 10年ぐらいになるかと思います。 

 

（委 員） 

  今、言われるまで、検討しようという気なかったのでは。 

 

（事務局） 

  一生懸命ことあるごとに子どもたちに配ったり、お父さん・お母さんに配ったり、啓発

をさせてもらっていたのが手一杯なところ。 

   

（谷川会長）  

  そういうご意見が審議会の中であったことはしっかりと担当にお伝えをいただきたいと

思います。 

  時間も経過をしてまいりましたので、今回、委員の皆様からいただいた意見について反

映をしつつ、第１章の提案いただきました文章について、更なるブラッシュアップを事務

局にお願いをし、次の議題に移りたいと思います。よろしいでしょうか。 

   

（委 員） 

  よろしいですか。さっき差別事件の件数について話されたのですけども、今度できた法

律、解消法ですか。あの中には「部落差別って何」って定義がされてないのです。例えば、

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の中では定義はちゃんとされている。人権教育

とはどういうことか、啓発とはどういうことか定義をされているんです。 

  ここに、部落差別 2016 年 14 件と数挙げられていますけども、伊賀市としては、部落差

別ってどんな定義をされているのですか。そこの思いによって、この件数も減ったり増え

たりすると思うのです。どういうものが部落差別か、そこをどうお考えか。 

 

（谷川会長）  

  法律にはご存知のように、政府が提案する閣法と議員が提案する議員立法と２つあるわ
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けです。ほとんどが閣法で国会で法律が成立されるわけです。今回、部落差別解消法につ

いては、議員立法で提案をされたということで国会の中で提案をした議員の方々の衆議

院・参議院で法律を説明して、審議が行われたわけですけど。この中では「部落出身者に

対する差別のことを、部落差別という」という説明がなされているのが一つ。それと、委

員おっしゃられたように、自治体ではかなり早くの段階から部落差別事象について、発覚

したそういった事象についてはしっかりと報告をして自治体で集約をしてきたこれまでの

経過や取組みの実績があるわけです。逆に、しっかりとご指摘のあった定義を固めていく。

そのためにも、今までどういう基準で部落差別事象と判断をしてきたのかということはし

っかりと整理をしていく。 

  障がい者差別をなくする条例が、2006年に千葉県をきっかけに全国各地で制定をされて

いったわけですけれども。あの取組みを見ていても、最初に、条例を作ろうという時に取

組んだのが、県内や自治体の中で当事者に呼びかけて差別と思われる事例を挙げてきてほ

しい。こんな呼びかけをして差別事例を募ったのです、当事者から。そして、挙げられて

きた差別事例を机の上に並べて、「はたして、これが差別といえるのか」という議論をし

っかりとして、差別だと思われる事例をジャンルごとにわけ、それを条例の中で定義とし

て書き込んでいったという作業をして、進めていっているわけです。ですから、できた法

律が十分でないところもある。しかし、伊賀市には部落差別をはじめとするあらゆる差別

をなくするための条例がある。そうすると、法律と条例をしっかりとつなぐためにも、私

はやっぱり条例に基づいて伊賀市の条例が「なくすべき」と定めている差別とはどんな差

別かをしっかりと明らかにしていく作業を今後のこの計画の中で目標として、しっかりと

作っていく作業について、勇気を持って進めていく必要があるのか思います。 

  いくつかの自治体でこの法律ができて、首長と議会とのやり取りがなされています。私

が知っている範囲では、確か鳥取県議会で知事が「部落差別と名前の付く相談窓口をぜひ

設けたい」と議会で答弁されたたことと、そして、その相談を通じて事例をしっかりと積

み上げて行って、この事例を積み上げる中で「部落差別とは、一体どんな差別なのかを判

断できるそういった作業をしていきたい」と答弁されているのを聞いた。もう一つは、障

害者差別解消法施行をされて、相談窓口に差別に関する相談が寄せられてくるわけですけ

ども、事実上、ここでしっかりと相談事例が蓄積されていっているということです。これ

は、法律では、法律の中に「…国が国内外の情報を収集して、提供していく」ということ

がある。障害者差別解消法の中にも盛り込まれているわけで、実は、国も同じことを障が

い者差別ではやっているわけです。ヘイトスピーチ規制法が去年６月に施行されましたけ

ど、法務省は「ヘイトスピーチとはどんな行為か」をガイドラインという形で作って、そ

れを希望する自治体のリクエストに応じて提供しているわけです。ですから、恐らく伊賀

市もガイドラインを入手されて、伊賀市内でヘイトスピーチが行なわれた場合は、このガ

イドラインを参考にしながら市としての判断を行っていくことになってくると思うのです。

そういう時期に差し掛かっていることを自覚して、しっかりと議論をしていけたらと思い

ますので、どうぞ、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、２つ目。「当事者・関係団体の意見集約について」という議題に入ってまい
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りたいと思います。それでは、事務局からご説明をよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

  失礼します。資料３になります。人権課題の解決に向けて当事者の声を集約して計画に

反映していくことで、５月２日に庁内会議を持ち、第３次事業計画策定のためのプロジェ

クトチームという形で立ち上げて、人権課題別に担当課と関係団体等を並べて、また、そ

の関係団体に話を伺う日程を組んで、当事者の声を集めたいと思っています。資料３の裏

がプロジェクト会議のメンバー表になります。 

  以上です。 

 

（谷川会長）  

  すなわち、向こう６年間の計画を作っていくにあたって、しっかりと被差別当事者の方々

の意見や声を伺っていこうといろんな団体の方をリストアップして意見を訊いていこうと。  

  これ、特に他計画との整合性の問題とも関係してくると思うのですけれども。例えば同

和行政の審議会が別途あって、そこで議論が行われたり調査が行われたり計画を策定する

ところと、まったく議論の場がなく、意見や実態をその掴むことができない・できていな

い人権課題がある。特にそういったところには逆に重点を置いて声を吸い上げていく努力

をすべきではないかというのが一点。それと、人権課題というと、かなり広範になるわけ

です。ですから、この審議会そのものが差別をなくす条例に基づいて設置されている審議

会であることに鑑みて、特に中心になるテーマを差別にフォーカスをして、しっかり当事

者の声を聴いてみてはどうかというのが２つ目。 

  ３つ目は「差別の実態を聴かせてくれ」ということは簡単に言えることではないし、慎

重であるべきだと思うのです。そんな簡単に差別を受けた人たちが「こんな差別を受けま

した」とさらりと語れるような軽いものではないと思うのです。みんな、そのことを思い

出すこと自体が辛かったり、言いたけども言えなかったりすることだと思うので、そこは

やっぱり慎重に。後ろ向きな意味で言っているのではなくて、しっかりとそこを踏まえた

上で話を当事者の方にお伺いする必要があるのではないか。その時には、一体何を聴きた

い・どんなことを知りたい・聴いたことをどういうことに役立てていくということは今か

らしっかりと相手にお伝えをした上で、差別という言葉が同じ意味で聴く側と聴かれる側

が同じ価値観で捉えられていれば問題はないですけども。障がい者差別をなくす条例を作

る時、障がいを持つ当事者に差別の体験をお聴きになった方に私も何人も話を訊きました

けど、なかなか差別に対して、当事者が「差別なんか受けたことない」と。しかし、多動

の傾向のある息子を連れて歯医者に行ったら、医者は「こんな子、よう診ん」って言われ

たことはあるとか。ハンセン病の療養所に入所している自治会の役員が「私らはええ、こ

こで幸せに暮らせて」って言うのですけども。「会長、ハンセン病を理由に住んでいる地

域から追い出されて、ここへ隔離されていること自体が重大な人権侵害です」と。訊き方

によって、出てくる時と出てこない時があるというのはよくよく考えて。どういう訊き方

をするのか、どういう事前リサーチをしてお会いするのか。ハンセン病の問題１個もわか
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らないのにハンセン病の回復者の方、地域移行された方に問題を訊きに行くのはあまりに

もナンセンスです。しっかりと訊く側としての知識や態度、姿勢をしっかりして「どうい

う方に、どういう話をお伺いするのか」ということはやっぱり持ったほうがいいというの

が３つ目です。そのへんについて、ぜひ、猶予をいただけたらと思います。 

  後、いかがでしょうか。よろしいですか。 

  ありがとうございます。いろいろ熱心なご意見やご質問ありがとうございました。本日

出していただきましたご意見を踏まえ、今後の伊賀市の人権施策総合計画に活かしていっ

てもらいたいと考えています。今日の会議以外でも事務局にご意見やご感想ございました

ら、積極的に出していただいて次回の審議等に反映できたらと思っていますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

  それでは、マイクをお返しします。 

 

（事務局） 

どうもありがとうございました。皆さん方の貴重なご意見いただきましたので、事務局

並びに担当事務局・担当部署等々協議を踏まえながら、次回、提案できるように頑張りた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、「その他」旅費の関係で少し委員の皆さん方に連絡事項がございます。 

 

（事務局） 

審議会の委員ということでご出席いただきますと、委員報酬が担当課からお支払いさせ

てもらっています。その報酬の中には、今までですと、交通費分が含まれているという解

釈をしていたのですが、この４月に市職員の旅費に関する条例や、支給に関する規則等も

改正があり、費用弁償という形で報酬とは別に交通費にあたる旅費分をお支払いするとい

うことになりましたので、ここで報告させていただきます。あと、支給につきましては、

本年度最終の審議会が終わった時に、皆さんから請求書をいただく形でお支払いさせてい

ただきたいと思いますのでご了承いただきたいと思います。 

  以上です。 

 

（谷川会長）  

  ありがとうございました。他に全体を通じて委員の皆さんからご意見がないようでした

ら、これで会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

（事務局） 

本日の審議会にお忙しい中、また長時間、ご審議いただきまして誠にありがとうござい

ます。多くの貴重なご意見をいただき、反映さしていただきたいと思っております。 

  本日は本当にありがとうございました。 

 

  （会議終了） 


