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第 4回伊賀市人権政策審議会 議事録 

 

【開催日時】2017（平成 29）年 6月 20日（火）午後 2時～ 

【開催場所】大山田農村環境改善センター2階･2階大会議室 

【出席委員】１４名 

       今井和子委員、山本芙佐子委員、中原慧敏委員、槌野策司委員、宮本まゆみ委員、 

       三ツ森義久委員、八尾光祐委員、川極ミサ子委員、松村哲夫委員、岡村順子委員、 

       小西克明委員、中井忠男委員、谷川雅彦会長、稲垣満佐代副会長 

【欠席委員】２名 

       山本志賀子委員、藤田幸一委員 

【事務局及び伊賀市出席者】 

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３名） 

       人権施策推進会議（庁内会議）委員 ８名 

【傍聴者】０人 

【会議進行・記録】人権政策・男女共同参画課 

【議事進行】谷川会長（伊賀市人権政策審議会） 

 

  



2 

 

（事務局） 

  定刻になりましたので、ただいまから第４回伊賀市人権政策審議会を開催させていただきま

す。皆様には、お忙しいところご出席いただき、誠に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・男女共同参画課の辻で 

 す。どうぞ、よろしくお願いします。 

  本審議会は、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。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おりますので、録音をさせていただきますことと、会議録の作成にあたり、

委員の名前は公表せず発言内容を公開させていただきますことについて、ご了承のほどよろし

くお願いいたします。なお、発言に際しましては、マイクをご使用いただくようお願いいたし

ます。 

  伊賀市人権政策審議会条例第６条第２項の規定により、委員の過半数の出席が必要となって

おりますが、本日、総委員 16 名中、14 名出席いただいておりますので、本審議会は成立して

いることをご報告いたします。 

  伊賀市障害者福祉連盟 山本志賀子委員と伊賀市人権同和教育研究協議会 藤田幸一委員に

つきましては、本日、欠席の報告をいただいております。 

  それでは、はじめに、市行政を代表して、人権政策・男女共同参画課長から挨拶を申し上げ

ます。 

 

（上島課長） 

  皆様にはお仕事でお忙しい中、第４回の審議会にご出席いただきましたこと、お礼を申し上

げます。 

  本日は、申し訳ございませんが、部長の大橋並びに調整監の田中が議会のため、欠席という

ことで代わりにご挨拶させていただきます。 

  先の第３回審議会から早いもので１ヶ月が経ちました。この間、皆様方につきましては第１

章の計画の基本的な考え方等の見直しや確認をいただいてます。本日は、第２章の人権に関す

る市民意識の現状と課題へとつなげていただきたくご審議をいただくことになってます。 

  この間、事務局におきまして、当該団体や関係者の皆様に聴き取りを進めているところです

が、聴き取った内容の中で改めて差別の厳しさというのを確認しているところです。この聴き

取った意見や想いにつきまして、実施したことも含めて集約して行くわけですが、伊賀市の差

別の現状ということで市民の皆さんにも「まだまだ伊賀市には厳しい差別の実態がある」とい

うことを認識していただかなければならならないなと思っています。 

  さらに、その他の項でご報告させていただきますが、児童・生徒の障がい者差別につながる

発言はこの 6月 19日現在で 29件です。並びに（社会事象として）部落差別、ＬＧＢＴの差別

発言が５件という現状になっております。報告だけですので、これは氷山の一角として捉えて

おります。「いかに相談体制を整備していくのか」が今後の伊賀市としての課題であると考え

てるところです。このことも踏まえまして、本日、皆様方に十分ご審議、ご協議、ご議論いた

だきたいと思います。事務局の資料等不十分な点が多々あるかと思いますが、どうか、よろし
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くお願いいたします。 

  簡単ではございますが、本日の会議にあたりましての挨拶とさせていただきます。よろしく

お願いします。 

 

（事務局） 

  それでは、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

しておりますので、ここからの進行は、谷川会長に議事進行をお願いしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

 

（谷川会長）  

  皆さんこんにちは。本日はお忙しいところを第４回人権政策審議会にご出席をいただきまし

てありがとうございます。 

  第３次人権施策総合計画策定に関して、この間、重ねてご議論をいただいてるところです。

本日も、大変たくさんの資料が事前にお送りされて目を通すのも大変だったことと思いますが、

今日はその前提で審議を進めたいと思いますので、どうぞ最後までご協力のほど、よろしくお

願いをいたします。 

 

（谷川会長） 

  事項書によりまして、議事を進めてまいりたいと思います。 

  まず、はじめに、事項書の議事１つ目の「伊賀市人権政策審議会委員の委嘱について」事務

局からご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

  人権政策・男女共同参画課の東構です。伊賀市人権政策審議会委員の委嘱につきましては、

今回は、選出団体からの推薦変更に伴い、委嘱の更新を行うものです。伊賀市人権政策審議会

条例第４条には、委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。また、委員が委嘱され、または任命された時の要件を失った時は、委員を辞したものと

みなす。と規定がございます。 

  今回は、選出母体であります伊賀市老人クラブ連合会様から、前任者の森かをる様から、新

任者の山本芙佐子様へ推薦変更が提出されましたので、ご紹介させていただきます。 

 

（新規委嘱委員の自己紹介） 

 

  ありがとうございます。よろしくお願いします。なお、任期は、全委員の皆様と同じ、2018

（平成 30）年 10月 31日までとなります。 

  以上です。 

 

（谷川会長）  
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  ただいま、事務局から新任の委員のご紹介がございました。本来、出席委員の皆様からの自

己紹介をいただきたいところでございますが、時間の関係で省略させていただきますことをお

許しいただきたいと思います。よろしくお願いします。         

  それでは、議事の２つ目の「第３次人権施策総合計画策定について」ですが、こちらはまず

（１）から（５）の項目ごとに進めてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。そ

れでは（１）の「計画の基本的な考え方」第３次計画の１章にあたる部分ですが、これを事務

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、一括してお受けいたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

（事務局） 

  事前に郵送させていただきました、第１章。右肩に資料１となっております資料をご覧くだ

さい。前回の審議会の時にも見ていただいてますが、ご意見等いただいた内容をブラッシュア

ップさせた文書を見え消しで表示しています。ちょっと見にくくなってますけども要点だけご

説明させていただこうと思います。 

  まず、３ページ【わが国の動き】です。去年、３つ法律ができた部分のところです。「…し

かしながら、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、新たな部落差別に関する事象が生じている現状を踏

まえ、…部落差別は許されないものであるとの認識のもと、2016（平成 28）年 12 月、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。」っていうところと、４ペ

ージ、ヘイトスピーチ解消法の部分です。「…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差別を煽動する発言（ヘイトスピーチ）や、暴

力的言動を集団で行うデモ活動（ヘイトデモ）については、…人種差別と初めて認めた京都地

裁判決は、2014（平成 26）年に最高裁で確定した司法判断に引き続き、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）として施行されました。」という部分、それから５ページ、「…その後国連

の障害者権利条約に批准する（2014（平成 26）年）ことに伴い、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、障害者雇用推進法

の一部改正と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。」という部分です。 

  続きまして【三重県の動き】です。６ページの、人権教育の部分です。「…また、三重県教

育委員会では、同和教育の理念、差別の現実から深く学ぶ、部落問題学習を中心とした差別解

消の実践教育や学力・進路保障の取組を継承しながら、1999（平成 11）年２月に策定した…三

重県人権教育基本方針に基づき、県全体の人権教育の総合的推進を図ってきました。教育を取

り巻く社会情勢の変化に対応するため、これまでの取組の成果と課題、人権問題に関する教職

員意識調査［2013（平成 25）年度実施］の結果及び三重県人権施策基本方針［2015（平成 27）

年改定］の内容を踏まえて、2017（平成 29）年３月に三重県人権教育基本方針を改定しました。」
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という部分を新しく入れてあります。それから、一番最後になります。「…2016（平成 28）年

３月には、三重県多文化共生社会づくり指針、2017（平成 29）年４月には、三重県手話言語条

例がそれぞれ制定されました。」と入れてます。 

  それから【本市の取組】の部分。８ページですけども、言い回しがおかしかった部分直させ

ていただきました。ちょっと斜めの字体になってますが、最後の部分です。「…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

が確認されました。」と直しました。それから、11ページ下から５行目の真ん中。「差別は許

さない」と訂正します。 

  後はほとんどもう見え消しの部分ですけど。14ページの施策分野３：人権が尊重されるまち

づくりのための施策（３）社会参加の機会の確保と誰もが幸せに暮らし続けるための支援とい

うところで直しています。「人が持つさまざまな特性や違いを超えて多様な価値観を認め合い、

誰もが就労、教育、政策方針決定の場や市政への参画ができるよう、いろいろな支援の場を設

けるとともに、企業や団体、住民自治協議会、自治会への働きかけを行いました。…雇用・就

労分野においては、…実際に就労に至ったケースもあり、障害者雇用推進法の一部改正などの

追い風も受け、徐々に改善しています。今後は更に職業相談の充実や、一時保育・延長保育の

推進など、…支援を中心に取組を強化する必要があります。」と直させていただきました。 

  それから、同じ施策分野の３ですけども（５）が抜けてましたので、加えてます。（５）は

人権尊重の視点に立った行政の推進ということで「市民と直接対応する職員は市の顔であるた

め、市民の立場に立ち、些細な言動や不用意な言葉の重みを知り、望ましい話し方や避けるべ

き態度について理解を深め、実践するための技術の習得に繋がりました。特に、高齢者、障が

い者、外国人などに対しての配慮すべき対応について、人権尊重の視点から考えることができ

ました。接遇の視点と、毅然とした対応をしなければならない業務との矛盾が生じることがあ

るため、より現実に即した研修内容にする必要があると考えます。」ということ（５）を加え

ております。 

  それから、施策分野４からは人権課題ごとに書く部分ですが。16 ページから 17 ページにわ

たっての（４）の障がい者のとこですけども、17ページの後ろのほうに「…差別発言など、…。」

と１行目から２行目にわたってあるんですが、学校現場で起こっている部分を書き加えようと

思っています。 

  後は、21ページ。ここは、計画の位置づけとして他計画の関係の表を載せるところです。他

の伊賀市の計画との整合を保つため、このような表に変更していますのでよろしくお願いいた

します。 

  主なところは以上です。 

 

（谷川会長）  

  事務局から訂正に係わる主な部分についてご説明がありましたけれども、いかがでしょうか。 

  確認ですけど、５ページの上から７行目。「…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…。」って、この改正。確認をしてほしいんですけど、僕の

理解は、障害者自立支援法を廃止して、新たに障害者総合支援法が制定をされ・施行をされた
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って理解をしてるけども。この法律改正の先に伴う議論の時には「自立支援法は一回廃止をし

て、新しく法律を作る」って議論だったと思うので、後日でいいので確認して、正しいほうを

記入してください。 

 

（事務局） 

  ありがとうございます。確認します。 

 

（谷川会長） 

  皆さん、いかがですか。他、何か、よろしいでしょうか。 

 

（委 員） 

  ８ページですけども、解決に向けた実態調査ってことが書かれてます。「…2016（平成 28）

年、解消に関する実態調査をしました。」と書かれてるんですが。どのような調査をされて、

結果はもうまとまってるんですか。 

 

（事務局） 

  実態調査につきましては、伊賀市の場合、法律ができたから実態調査をしてるのではありま

せん。この言い回しですと、法律の成立を受けて実態調査してるみたいに聞こえますけども、

５年ごとに同和地区の実態調査ということで地区の方へご協力いただきながら調査させてい

ただいてます。それが、ちょうど今年の３月に調査を実施しまして、今、分析中です。 

 

（事務局） 

 また調査結果を基に第３次の同和施策推進計画が策定される予定です。この箇所は、伊賀市は

合併以降も実態調査をずっと続けてたんですけども、法律ができたから調査したみたいな文面

になってるんで、また変えさせていただくことになります。 

 

（谷川会長） 

  こういうことは、表現でかわってくるので、事務局、修正願います。 

   

（委 員） 

  「…結果を基に、…。」って書かれてますんで。それだと、結果出るまでやらないんですか。

結果をだから、審議会の一つの「する」っていう意味じゃないんですか、ここに書かれる意味

っていうのは。 

 

（谷川会長）  

  第３次伊賀市同和施策推進計画を策定するため、３月に、同和問題解決及びまちづくりに向

けた生活実態調査を実施し、現在、集計・分析をしているところです。」というのが正しい日

本語で。その前に「法律を追加成立したことを受け、…。」となってるから。読む人にとって
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みれば、12月に成立した法律の第６条にある実態調査を国がしなければならないという調査の

ように読めてしまうんで、ちょっと表現を変えて。調査結果については、現在、分析中という

ことです。事務方からございましたように、その結果を踏まえて、その第３次の同和施策推進

計画が検討されるという。そうちょっと表現を変えてもらったほうがいいのではありませんか。 

 

（事務局） 

  修正いたします。 

 

（委 員） 

  どういう形でされたのか。例えば、アンケートとかそういう形でされたんだったら、アンケ

ートの内容とか用紙とかいうものを見せていただけたらありがたいんですけども。 

 

（事務局） 

  調査票があります。 

 

（谷川会長）  

  調査員がどのような調査を実施したのかということを委員の皆さんに資料提供していただけ

るようにお願いをします。よろしいですか。 

 

（委 員） 

  ５年ごとにしてる実態調査ですね。５年前は調査票を情報提供していましたか。 

 

（事務局） 

  ５年前の記憶はございません。 

 

（委 員） 

  ずっと実態調査に関わっていますが、このようなタイミングやこの審議会へ出してなかった

ような気がしますが（同和施策推進審議会で行う内容であるため）。だから、そういったこと

についても、やっぱり情報提供する時には情報提供して。「こういう実態調査した」という質

問項目は情報提供はいいかと思います。 

 

（事務局） 

  資料提供させていただきます。 

  悉皆
しっかい

調査みたいな形で職員が２人ペアになりまして、１軒１軒訪問という形になってます。

なるべく前回の調査とクロス集計とクロス比較したいので、そういった内容をベースにした調

査となっています。 

  また資料提供はさせていただきますので、そこで確認していただけたらと思います。 
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（谷川会長）  

  その他、１つだけ。18ページの（９）インターネットによる人権侵害のところの２行目から

です。「…削除対象となる悪質な書き込みは減少傾向にあります。」と。この評価は正しいん

ですか。 

  つまり、削除対象になるものってかなりネット上にたくさんあるイメージなんですけれど。

何か根拠があってこの「…削除対象となる悪質な書き込みが減少傾向だ」と書いておられるの

か。ちょっと、この表現のしかたです。いわゆるインターネット上の差別事象及びその誹謗中

傷を中心としたそこの人権侵害事象をモニタリングして、削除要請をしていただいてるってい

うことですね。そういったことが伝えたい文脈であったと思う。 

 

（事務局） 

  児童・生徒を中心とした掲示板は縮小傾向にある。いわゆる「学校裏サイト」といわれてい

たものです。今、それが、スマホとかのＬＩＮＥ等になっていまして、なかなか大人には見え

にくい・親もわからないようなところで「ＬＩＮＥ外し」とか「いじめ」が起こってる状況で

す。いわゆる、インターネット上の掲示板でのいじめみたいなのは減少傾向にあるってことで

すけれども。ただ、ここの「及び」と書いてある前の差別事象、そういった部分はほんとにま

だまだ全然少なくなっていない。あるいは、今は YouTube等の動画投稿サイトがあり、そこで

もいわゆる今、伊賀市の学校現場で問題にしているような言葉を子どもたちがそれを見て知識

を得てる状況があるとの報告をいただいています。やはり「子どもにおけるインターネットの

問題は、学校教育だけでなく、家庭教育や社会教育の分野からも、総合的に解決に向けた体制

で、できれば、ゲーム機で遊ぶ小さな子どものころから、発達や成長に合わせた学習の必要性

を実感する問題である」と事務局は考えてます。 

  少し言い回しを考え直します。 

 

（谷川会長）  

  誤解されることない表現に修正をお願いをしておきたいと思います。 

  他に意見、どうぞ。 

 

（委 員） 

  ちょっと事務的なことで恐縮ですけれども。 

  まず、６ページの下から 10行目からです。その前の行から「…三重県人権施策基本方針［2015

（平成 27）年度改定］の内容…」ってあるんですが。ここの表現と 10 行ほど上の「三重県人

権施策基本方針（第二次改定）」って言い方と両方ありまして、そこはあえて変えてある理由

があればそれで結構です。ないのであれば、それまでずっと出てきてる「三重県人権施策基本

方針（第二次改定）」で統一されたほうがいいかなってのが１つです。 

  それと、７ページの【本市の取組】って項目変わるとこの下から２行目のところです。「…

三重県手話言語条例がそれぞれ制定…。」とあるんですけれども、施行じゃないかと思います。
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それと、その前のところからのつながりですけれど、三重県多文化共生社会づくり指針と手話

条例が制定となってるんですが、指針は策定という言葉でしてもらったほうがいいと思うので、

前のユニバーサルデザインのまちづくり推進計画と多文化共生の社会づくり指針の策定。それ

から、手話言語条例の施行という言い方にされたほうが正確かと思ってます。それと、15ペー

ジ。新たに付け加えていただいた（５）人権尊重の視点に立った行政の推進というところです。

１段落目のところざっと読ませてもらった時に、特に一文目です。最後３行目になりますが「…

実践するための技術の習得に繋がりました。」ってあるんですが、これ、主語がわからないん

で、何のことを言ってるのかちょっとわからないことがあるので。研修とかそういうこと言わ

れてんのかとは思うんですが、ちょっとわかるように書いていただいたほうがいいかと思いま

した。 

  以上です。 

 

（谷川会長）  

  ありがとうございます。重要な指摘をいただきました。事務方大丈夫ですか。 

 

（事務局） 

  修正させていただきます。ありがとうございます。 

 

（谷川会長）  

  よろしくお願いします。 

  それでは、他にご意見がございませんようですので、次に、（２）第２章につきまして、事

務方より説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

  続きまして、事前に郵送させていただきました、第２章人権に関する市民意識の現状と課題

ということで、右肩に資料２となっております。こちらに関しましては、2015年「人権問題に

関する伊賀市民意識調査報告書」からの分析を基に、いわゆる、次の計画に反映していくよう

な部分の章立てになってます。 

  ただし、今、これからちょっと説明させていただこうと思いますが「意識調査にはない部分」

があります。そういった部分につきましては、次のプロジェクトにも関連してくるんですけれ

ども。いわゆる、必要なデータを全庁各課からいただきながら、この章立てを作っていけたら

と考えております。主な部分に関しましては、市民意識の現状は意識調査からの分析になって

くるんですけども。後、取組んでます「当事者の声の部分もこちらの人権課題別に書いていけ

たら」と事務局では思っておりますが「第３章にしたほうが良い」ってご意見をまた委員から

いただきましたら、別立てでしっかりそういった部分を第３章で反映していく方法もあるかと

思うんですけども。とりあえず今、そういう形で第２章を考えています。 

  見え消しで「図の削除」って書いてあるのは古い図で、新しく「図の挿入」としてあるのが、

意識調査結果のデータの数字になってきますので、よろしくお願いいたします。 
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（谷川会長）  

  すいません。説明する時に「何ページの何行目から」ってまず、それを言って、みんながそ

こへ入って、視線が行ってから説明してください。 

 

（事務局） 

  17ページです。ここは女性の人権に関する意識を書いてあるんですけども、ＤＶの市民意識

調査がなかったもので、男女共同参画に関する市民意識調査のデータからこの表を挿入して、

文章を起筆しております。 

 

（谷川会長）  

  この出典はどうなんですか。伊賀市の男女共同参画。 

 

（事務局） 

  そうです。2014年に実施した伊賀市の男女共同参画の意識調査にあります。 

 

（谷川会長）  

  それ、正式名称書いてたほうが。国の調査なのか、県の調査なのかわからない。これ、伊賀

市の調査ですね。 

 

（事務局） 

  そうです。すべて「図の挿入」て書いてあるところは、ページ数載せてあるんですけども、

伊賀市の意識調査になります。事項もこれはいわゆるＤＶ受けた時に相談をされる方が少ない。

「誰にも相談しない」になってるっていう部分が課題かと思いましたので、そのようなデータ

を載せてあります。 

  それから、23ページです。ここは障がい者の人権に関する意識の部分ですけども、障がい者

の雇用についての部分です。ここも大事だと思いましたので、データを探しました。実は毎年、

国（ハローワーク）と、県と、伊賀市と一緒に人権啓発企業訪問を実施してますが、その時の

調査データを載せさせていただいて、障がい者雇用がある事業所、障がい者雇用の取組みをし

ている事業所のパーセンテージを去年調査の最新のデータを載せ、ここの文章を書かせていた

だきました。 

  24ページの高齢者の人権に関する意識です。これも実は、伊賀市の市民意識調査の中で、高

齢者の項目で調査項目はなかったもので、今現在、第２次計画のままとなっております。同じ

ように庁内でデータを探しながら書こうと思ってるところで、まだ書けてません。申し訳ござ

いません。 

  それから、次は、ちょっとページが消えてますが 34ページになります。ここも意識調査では

インターネット上の人権侵害という意識調査がなく、実際モニタリング等している中での最新

の部分で文章を書こうと思ってるんですけども、ちょっとここも書けないままになってまして
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申し訳ございません。最新の削除依頼した件数とかそういった部分を書こうと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

  それから次、隣の 35ページです。この（10）の企業の社会的責任といった部分も調査がなか

った。前回の調査で「企業は人権問題に取り組む責任がある」という市民の意識が８割を超え

てるという状況があります。たぶん 2015 年の調査では、この調査がなかったもので比較でき

てないんですけども、やはり市民の意識が高いと思いますので企業に向けての啓発っていった

部分を重きを置いて、ダイバーシティアンドインクルージョンっていう新しい経営理念で業績

を上げておられる企業等ありますので、伊賀市の経営者の方にもこういった形で啓発を進めて

いけるような書き振りにしてあります。今回、データがないんで前回のデータのままでいいの

かどうかといった部分もあったんですが、このように今回提案します。 

  主なところは以上です。 

 

（谷川会長）  

  今、事務局からご説明いただきました、第２章の人権に関する市民意識の現状と課題という

ところです。2015年に実施した調査に基づいた訂正部分と、2015年の調査では訊けていない、

質問項目がない部分については、他のデータ等を活用をしているということです。まだ、完全

に原稿になっていない部分があるということ。そして「当事者からの聴き取り」についてはま

だ原稿になってなくて、この第２章に事務局としては、聞き取った意見なりその差別の実態の

部分について加筆したいというご意見です。 

  内容も含めて皆さんのご意見、ご質問等をお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

  １つ事務局から提案よろしいでしょうか。今、聴き取りを進めさせていただいています、非

常に当事者の方にはご協力をいただいてまして。２章で人権課題別にまとめていく方法もあり

ますし、そこにまとめ切れない部分も多々として出てくるかと思います。そういった貴重なご

意見をまた資料編等々で、せっかくいただいたご意見ですので、載せていけたらと思ってるん

です。また、そういったまとめ方の部分についても、委員からご意見いただけたらと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

（谷川会長）  

  いかがでしょうか。 

 

（委 員） 

  10・11・12・14ページがあたりが軒並み消えてるんですが。ほとんどは前半部分に新しい資

料があるっていうことですが。自分が思ったのが、忌避意識のところがここでは消えていて。

前半、もし入ってくるのであれば、６・７・８・９ページあたりのところかと思うんですが。

「土地を避ける」それから「結婚を避ける」という部分が同和地区出身者と見なされることを

避けるというような、あるということ。ここをやっぱり、克服していかなければならないって
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いうことで「忌避意識」って言葉を含めて入れたほうがいいのではないかと思います。 

  ここの７ページに「同和地区出身者かどうかを判断する基準について」って項目があるんで

す。これは、もうちょっと説明をしないと何のためにこれが載ってるのかって他の人に理解さ

れないのではないか。する側が勝手に判断をして、そして、見なされることを避けている忌避

意識のところと併せて書いたほうがいいのではないかと思いました。 

 

（谷川会長）  

  その他いかがでしょうか。今の点、よろしいですか。忌避意識のところについてはきっちり

と書き込んだほうがいいということと、同和地区出身者かどうかという判断をする理由をなぜ

ここで取り上げてるのかという部分を書いてほしいというご意見です。 

  その他、いかがでしょうか。もう１個、23ページの質問です。障がい者雇用の部分ございま

す。上から４行目から５行目にかけて「…障がい者の雇用がある事業所は 45.1％…。」すなわ

ち、246事業所の 45.1％で障がいを持つ人を雇用してるという意味です。障がい者雇用の取組

がある事業所の、障がい者雇用の取組ってどういうことですか？ 

 

（事務局） 

  「障がいの方の雇用をしようと相談等をしていただいてる事業所」って解釈しています。 

 

（谷川会長）  

  実際に雇用してる割合は 45.1％で、雇用したいという企業・事業所も入れると 46.7％になる

ということですか？ 

 

（事務局） 

  はい。 

 

（谷川会長）  

  わかりました。ちょっと説明がないと読む人はわかりにくいかと思いました。 

  それと 17ページ、ＤＶのところです。下から２行目の事務局からご説明いただきました「…

誰にも相談しなかったという回答が全体で 46.9％と最も高く、…。」ということですけども。 

  グラフをみると、人権擁護委員への相談がゼロです。それと、専門相談機関である三重県配

偶者暴力支援センターへの相談もゼロです。そして、三重県男女共同参画センターへの相談も

ゼロ、人権センター、その他の県の機関へもゼロです。市役所への相談も非常にパーセンテー

ジが低い。やはり、これ、ＤＶの相談課がないというのもあるんですけど「人権に係わる相談

が、こういった窓口になぜ寄せられないのか」っていうところに実は誰にも相談できない。相

談が友達や家族の中で処理されてしまってる問題があるんではないかって思うので。できれば、

「…誰にも相談しなかったという数字が高い、…。」という表現の後に、「…こういった専門

機関が相談を発見できてない」っていうんですか。表現はお任せしますので、そういったこと

を少し強調していただいたほうがいいのではないかと思いました。 
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  後、その他、いかがでしょうか。当事者の方々から事務局で聴き取りを行った内容について

は、２章に項を起こすわけですね。したがって、意識調査の結果というより、項を起こして「こ

ういう意見があった」「こういう差別の現実が当事者の中から寄せられた」とするわけですね。 

 

（事務局） 

  第２章の表紙には１ページが１つだけとなってますが「取組成果と課題」で１つにして、も

うひとつ「当事者・関係団体の声、意見」で２項として、また人権課題別に書いたほうが皆さ

ん理解してもらいやすいと思いますので、そのようにします。 

 

（谷川会長）  

  皆さんいかがですか。３章という意見もあると事務局からおっしゃったんですが。 

 

（委 員） 

  今、言われたように２項目にでもいいかと思いますし、中身によっては３章もあるかもわか

らないんですが。具体的にどのように、どういうところにどういう聴き方をされて。例えば「こ

んな感じの内容です」ってことを教えていただけると助かるかと思います。 

 

（谷川会長）  

  それは次回の委員会で報告していただいて、説明いただけると私は理解してたんですけど。 

  それでよろしいですか。 

 

（委 員） 

  次回ですか。はい、それで結構です。 

 

（事務局） 

  よろしいですか、申し訳ございません。 

 

（谷川会長）  

  どういう団体のどういう方にお訊きして、どういう意見が寄せられたのか。すなわち、人権

の計画を改訂するに当たって、いわゆる差別の当事者の方たちが「この改訂に寄せる想い」そ

のことをお尋ねしていただいたと思うんで、そういった声をしっかりとこの計画に反映させな

ければならない。 

 

（委 員） 

  それによって、２章か３章かの判断が変わってくるかもしれない。 

 

（谷川会長）  

  わかりました。「２章に起項して改筆する」か「３章という章を新たに立てる」かは、次回
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報告いただいてご議論いただいた上で判断をして行くということでよろしいですか。 

  じゃあ、その方向で。 

 

（委 員） 

  ２ページです。まず、１つ事務的なことで申し訳ないんですけど。下のところに「《2014（平

成 26）年度調査の概要》」と書いてあるんですけども。これが結局、後ろでずっと出てくる「2015

意識調査」とか一緒なんです。なので、ちょっとわかりにくくて。その元が、２ページ一番最

初の段落のところ、３行目から「…2009（平成 21）年と 2014（平成 26）年に実施したものを

…翌年報告書にまとめています。2015（平成 27）年 10 月の…。」となってるんですけど、こ

れを統一いただいたほうが。実施した年。これを「2015（平成 27）10 月」やなく、例えば、

カッコ書きで。これ、調査報告書の名前がもし、カッコ書きで「（2015）」って入ってるので

あれば、「2015人権問題に関する…」ってしてもらったほうがいいかと。2015年 10月に発行

されたとかそれほど重要ではないと思うので、ちょっとわかりやすくしていただいたほうがい

いのと、２ページ下の調査の概要の名前も「●●調査報告書の概要」とか。同じものであるこ

とがすぐにわかるようにしていただくのが１つ。 

  それと、３ページ一番下の段落が全部消しになってる一つ上に（１）人権や差別に関する意

識って表題があって、その上の３行です。これ「…以下にとりまとめました。」とあるんです

が、後のところで別の調査をいろいろ入れ込んできてます。それについては、１つのアイディ

アとしてここに書いといてもらったほうがいいと思います。補う意味で「…他のこういう調査

からやってます」みたいな形でお願いします。 

 

（委 員） 

  「分析のしかた」って見方によってまた結果は変わってくると思うんです。分析の結果って

どこか外でされてるんですね。だから、どういう立場で分析してるとか、そのあたりを明らか

にしとくと「中立な分析してるんです」とか。うまく言えませんけど、そういう内容をちょっ

と入れていただいたらどうかと思うんですけど。 

  いかがでしょうか。 

 

（谷川会長）  

  事務局いかがですか。この意識調査については、どっか外部に分析を委託してるんですか。 

  おっしゃっているのは「その外部の意識調査を受託、分析を受託したのはどこかをきちっと

書いておきなさい」ということですか。 

 

（委 員） 

  それもありますけども。分析の方法と言うとまた、これ難しい問題ですけど。何を中心に据

えて分析してるのか。だから、例えば外部に出してるけど、伊賀市のポリシーっていうか「こ

ういう分析をしてください」とか。 
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（谷川会長）  

  委員ご指摘の問題については、それはそれぞれの報告書が分析した団体ではなくて、市役所

の名前で既に報告書が発行されているので、その報告書の中で一体「どういう対象をどういう

視点で分析をして、どうまとめたか」がもう記されてあると思う。それを２章の中でもう一度

述べるのは、かえってここで申し上げたい趣旨を理解しづらくする可能性がある。ここについ

ては、そういった報告書の結果からデータを持ってきてますということを、先ほど別の委員が

おっしゃったように出所がわかるようにしていけば、何を根拠にこの数字を説明してるのかを

はっきりしておいたほうがいいと思うんです。ですから、３ページでその他のデータも使って

るわけですから、そういったデータを引っ張ってきて「…以下、とりまとめました。」と説明

をしたほうがいいと思うんで、そういう理解でよろしいでしょうか。ありがとうございます。

その他、２章に関わりましてご意見よろしいでしょうか。 

  それでは、次の（３）ですが、プロジェクトからの報告ということで。事務局から今現在の

段階で報告できる内容について。これは、ペーパーがないんですね。 

 

（事務局） 

  ペーパーにしてあるのは聴き取りの中身と違い、２章のデータというか。それを各課に提供

いただこうと思ってる部分です。 

 

（谷川会長）  

  まず、説明をお願いします。 

 

（事務局） 

  別紙として配らせていただいた、第３次人権施策総合計画策定に伴うデータ照会という３枚

綴りのものです。 

 

（谷川会長）  

  これは、今日、配っていただいたもの。 

   

（事務局） 

  そうです。 

 

それから、各課にわたってデータの収集並びに各団体に今、既に同性パートナー、高齢者、

外国人の方、福島差別に関係する方等の聴き取りを済ませております。そういう形で、聴ける

ところは、ある程度当該者に聴いていこうという形です。聴けない部分は「データ収集でしか

すすめられない」という部分がございます。例えば、子どもの人権につきましては子ども自身

に「いじめ、あるかどうか」っていう形で私どもも聴けない。これは、学校のデータベースの

中でちゃんと挙がってますので、そういったものを収集しながら分析していきたいと思ってま

す。 
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（谷川会長）  

  これ、説明が複雑なんですけれども。これ、２章で議論した意識調査以外のそれぞれの市役

所の担当課からデータをもらってきたわけです。意識調査にないデータについては、出典がこ

れですか。意識調査にない質問。例えば、同和問題。商工労働課から「企業訪問アンケートの

集計」という格好でデータ提供いただいてこの第２章に書きましたという、これが出典になる

わけ。 

 

（事務局） 

  そうです。 

 

（谷川会長）  

  わかりました。このデータと聴き取りの部分はまた違うわけですか。 

 

（事務局） 

  聴き取りの部分は別です。 

 

（谷川会長）  

  これは、だから２章の説明ですね。ご理解いただけましたか、皆さん。 

  というご説明です。 

 

（事務局） 

  そうです、ややこしいことで申し訳ございません。聴き取りは、また次回、提出させていた

だこうと思います。 

 

（委 員） 

  これは、２章のデータとしては含まれてない部分ですか。 

 

（事務局） 

  ２章はこれだけで書こうと思ってたんですけど、書けなかったので。プロジェクトの中でデ

ータいただいて、 

 

（委 員） 

  それの補足の部分ですね。 

 

（事務局） 

  今、データ収集してるところです。 
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（谷川会長）  

  よろしいでしょうか。ですから、これは説明というよりも、この（２）の２章の続きです。

よろしいでしょうか。これは、もう、意見とか議論はなしでそういうことで理解をしておくと

いうことですね。 

   

（事務局） 

  はい。 

 

（谷川会長）  

  ありがとうございます。それでは次に（４）になります。「第２次伊賀市人権総合計画 2016

年度の実績報告及び第２次計画期間の総括」です。非常にぶ厚い資料がお配りされていると思

うので、事務局のほうで全部説明してるととっても時間が足りませんので、要点を絞っていた

だいてご報告をいただきたいと思います。 

 

（事務局） 

  失礼します。事前に郵送させていただきました、Ａ４横の資料、182 ページに及ぶ分厚い資

料ですが、こちらご覧いただきながら説明をさせていただこうと思います。 

  こちら、４つの施策分野ごとに、主な事業の 2016年度事業報告及び、第２次計画期間の総括

をご説明させていただこうと思います。 

  まず、施策分野①の「人権意識の高揚のための施策」につきましては、範囲が１ページの通

番１から 57ページの 246です。 

  その中で、18ページの一番下から 19ページにかけて。通番 79から 84、人権問題地区別懇談

会の開催についてです。こちらについては、懇談会開催地区数と参加者数を指標として取組み

を進めてまいりました。昨年度、伊賀市全体で 106 地区で開催・5,222 人が参加されました。

少人数で様々な人権に関する意見交換がお互いの人権意識を高める上で効果的であり「意識が

変わった」「もっとこういう機会が欲しい」等啓発に関して良い影響が報告されています。課

題として、これは、開催地区ごとに様々ありますが「自治会などの小さな単位での開催が望ま

しい」「参加者がだんだん固定的になっていないか」など課題を挙げていただいてます。今後

と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、粘り強く

実施し、市職員の参加はもちろん、地域の自主開催・住民参加を目指して、地域で人権啓発リ

ーダーとなっていただけるよう、今後も粘り強く取組んでまいります。 

   

（谷川会長）  

  ちょっとお待ちください。今、ご説明いただいているのは、182ページある指標のうち 18ペ

ージから 19ページについて説明していただいてるんですね。 

  今、おっしゃられた 106地区・5,222人はどこの数字を見たらいいんですか。 

 

（事務局） 
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  伊賀市全体を足した数字、通番 79から 84の合計です。 

 

（谷川会長）  

  79から 84の開催地区数と参加者数を合計した数字が、106地区・5,222人ということ。 

  わかりました、続けてください。 

 

（事務局） 

  次に、51 ページの通番 221 から 52 ページの通番 225、市民対象の人権大学講座（連続講座）

についてです。こちらについては、受講者数（あるいは参加者満足度）を指標として取組み、

昨年度、伊賀市全体で 1,379人（延人数の参加）がありました。各連続講座とも８割以上の受

講者が「満足」「やや満足」となっています。課題としては、こちらも地域ごとに変わってき

ますが、粘り強く取組みを進めるために、予算の確保や会場のキャパシティの問題、受講者の

各職場・各地域での還流会の開催など、地域の人権リーダーとしての活躍などがあります。 

  続きまして、31 ページの通番 139 から 32 ページの通番 144 まで、差別をなくす強調月間事

業の推進についてです。 

 

（谷川会長）  

  もう少しゆっくり説明してくださいませんか。ついていけてない。31ページへ飛ぶんですね。 

 

（事務局） 

  ちょっと戻ります。通番 139から 32ページ通番 144までの差別をなくす強調月間事業の推進

についてです。こちらの指標も参加者数と参加いただいた方からアンケートを取りました満足

度について取組みを進めてます。伊賀市全体で、1,596 名の参加がありました。参加者アンケ

ートから「とてもよかった」「よかった」と回答していただけた参加者が概ね９割近くいまし

た。参加者の増加と幅広い市民への啓発事業として、第２期計画期間で人権作品表彰式の見直

しに取組んだり、あるいは、事業予算的な要件から、島ヶ原と上野を共催として取組んだりし

てきました。残された課題としては、予算的な課題もありますが、各地域の実情に応じ、地域

ごとに開催できるように工夫したり、幅広い年代や様々の市民の参加を目指して新たな参加者

を増やすための工夫をしていきたいと考えてます。 

  続きまして、最後に、人権に関わりが深い職業従事者に対する人権教育の啓発・推進につい

て。39 ページの一番下、通番 177 から 40 ページの通番 182 までです。全職員を対象として人

権研修を実施しております。参加者数を指標にして取組んでいます。人権・同和問題について

理解と認識を深めるために、①人権・同和問題特別研修（これは参加者対象が、本庁及び各支

所職員、臨時・嘱託職員を含む）1,753 人、②各職場の職場研修（これは、年２回以上）とい

うことで、各職場ごとに人権課題を各自の職場で考えていただいて実施して行く職場研修です

けども、人権に対する一定の理解と認識が得られ、問題解決に向けた姿勢や意識の向上があり

ました。後、③として居住地で開催される人権啓発地区別懇談会の参加につきましては、１人

が２回以上の参加を目標に設定して取組んでまいりました。参加できてない職員が見受けられ
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るため、所属長・推進委員を中心に職場の研修と一緒に取組んでるんですけども、参加を推進

して行きたいと思います。 

  施策分野①に関しましては、以上です。 

  続けて言ってよろしいでしょうか、４つの分野があるんですけども。 

 

（谷川会長）  

  １回ここで切りましょか。 

  第２次人権計画の総括というところでご説明をいただきましたが、特に施策分野①人権意識

の高揚のための施策ですけども、ご意見いかがでしょうか。 

  今、説明がなかった部分についてもお気づきの点、質問等ございましたらいただけたらと思

います。 

 

（委 員） 

  職員の職場内の研修はどういう対象で、どなたが講師等をされていますか。インストラクタ

ーとか専門職の方がやられるのでしょうか。そのあたりについてはどうですか。身内でやる内

容の研修について、実施する趣旨はもう少し具体的にならないと、身内で「差別したらあかん」

っていう会合になってしまいますので。だから、どういう人がリーダーとしてやっていくかと

いうことです。 

  職場研修は２回以上実施するが、その職場ごとにかなり温度差が出てるように見受けられま

す。全体通して、どういうことで職場内研修やるかという指示を、どう出してるかはちょっと

知りたいです。 

 

（人事課） 

  人事課の担当者です。同和問題に関する「同和問題啓発推進委員」が各職場におり、推進委

員と所属長が中心になり、年２回それぞれ職場に合った課題とかテーマを決め、各所属単位で

実施してます。その後、年に１度、実績報告会っていうか、所属長・推進員の皆さん全員で還

流報告会を実施しています。所属長と推進委員が集り、各所属でどういうことをしたかを皆さ

んに周知させていただいて、情報をみんなが共有しているところです。 

 

（谷川会長）  

  よろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

  今、人事課から説明いただいたのは、職場の所属単位でしっかりやっている部分といわゆる

職責、新採の方から何年か勤めてる方に応じて、外部から講師呼んで講義形式あるいは参加

型・対話形式でとってるＯｆｆＪＴの全員参加でやっている研修の体系もございます。今、そ

の２つ述べましたけれども、最後が地区懇への参加ということです。地域へ行って、地域の方

としっかり人権を学んでいこうというスタイル。この後はいわゆる、派遣研修と申しまして、
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仕事を休み研修に行く形を取らせてもらう。大きく分けると、この４つの研修を実施させてい

ただいてます。 

  ただ、先ほど委員からご指摘ありました「職場において人権の取組みに温度差はないか」と

いう部分についてです。今、これもないようにしっかり研修に取り組むのも私ども人権施策・

男女共同参画課の仕事かと思ってます。先ほども人事課の担当が申しましたとおり、年度の最

初と最後に「どういった研修をやった」っていうのを報告し合い公表し、効果的と思われる職

場研修について、情報共有・還流報告を実施しながら進めております。「ビデオの研修を観た

だけではなくて、しっかり職員同士が胸襟を開いて意見が言い合えた、こんな気付きがあった」

あるいは「隣保館行って、こういったお話を、解放運動されている支部長から聴かしてもらっ

た」とか「こういう研修が効果的だった」って部分も情報共有させていただいてますので、だ

んだん職場研修もスキルアップできてるだろうと思います。また、その職場に応じた問題。例

えば、障がい者、子どもの問題、高齢者の問題、外国人の問題そういったところから人権大学

で研修を受けた人が講師になって、また職員に研修していくような形も考えて行きたいと思っ

ていますので。どうぞ、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

  

（委 員） 

  職場の研修について。さっきも言ってくれたけど、伊賀市については、同和問題をはじめと

するあらゆる差別の撤廃条例があって、それが定められた後、市長交渉・各部交渉等の中で「行

政の職場での研修会」を位置づけていただいて、もう 10 年ぐらいになるんですけれど、そう

いうことをずっと長年やっていただいている中、職員の意識も大幅にスキルアップしてきたか

と考えています。 

  けれども、先ほど報告にあったように地区懇談会等々で例えば２回、３回行かなければなら

ない中でもまだ、未だに１度も行っていない職員もいる。こういうデータが残ってると「これ

は如何なものか」ということが問題になるんですけども、それがまだ、なかなか本人には伝わ

っていない。行政でありながらそういう部分がまだあるところについては、やはり襟を改めて

いただいてなければならない。「行政職員がやってなかったら、住民はなかなかついていけな

い」っていう事実もあるんで、その点、襟正してほしいと思っています。 

 

（事務局） 

  職員の夜間時間外で参加という形で、人事課とも話してますけども。自主研鑽という形で参

加するのが一番よいのではないかなと思ってますけども、中にはやっぱり「仕事で行くんやっ

たら時間外手当て」という声もあるんです。市長を含めて「伊賀市職員は地区の人権のリーダ

ー」という意識づけをもっとしていく中で、参加していく体制を取っていきたいと思いますの

で、もうしばらく時間をいただきたいと思います。 

   

（谷川会長）  

  時間も押してきてますので、続けて施策分野②のほう。 
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（事務局） 

  引き続きまして、施策分野②「人権擁護と救済のための施策」について。こちらは、57ペー

ジの通番 247 から 70 ページの通番 316 までの施策についてとなります。その中で、主な事業

としまして、61 ページ一番下から 62 ページ。通番 272 から 277 ですけども、差別事件への対

応についてです。差別事件が発生した時の対応マニュアル化について、各庁・各所ともマニュ

アル化しており、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

要綱で定め、市長を本部長とし、副市長、教育長を副本部長とした体制で対策本部を設置して

対応できる体制が整備されてます。休日・夜間についても通報・連絡体制を整えてます。 

  続きまして、70 ページの通番 314、人権侵害救済制度の確立についてです。人権侵害救済制

度の確立に向けて、三重県や東海市長会など、あらゆる機会を通じて国へ働きかける中、３つ

の人権課題別に差別解消の法律が昨年、成立・施行されました。しかしながら、被差別当事者

への人権侵害は、今なお厳しい状況でございます。例えば、差別禁止の法を犯した者への罰則

規定、あるいは、人権侵害を受けた方への具体的救済事項部分についてはなかなか及んでない

のが現状です。法整備確立に向けた要望を、引き続き粘り強く進めて行きたいと考えてます。 

  施策分野②に関しまして、主な取組みは以上です。 

 

（谷川会長）  

  ③も一緒にお願いします。 

 

（事務局） 

  続きまして、施策分野③「人権が尊重されるまちづくりのための施策」についてです。こち

らは、70ページの通番 315から 108ページの通番 519までの範囲となります。主な事業としま

して、多様な主体との協働の推進について、人権教育の推進という面から、70 ページの通番

315から 72ページの通番 322の、人権・同和教育推進連絡協議会についてです。これは、伊賀

市内各中学校区内の保育所（園）、幼稚園、小学校、中学校、高校、教育集会所職員、運動団

体、各単位ＰＴＡ、人権草の根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、各地域の中学校区連絡協議会において、

連携して研究協議を行ったり、課題を共有したり、学校教育と社会教育の連携や課題共有の場

となってます。 

  また、人権同和教育研究（協議）会との連携・支援についてです。こちらは、76ページの下

から２つ目の通番 345から 78ページの上から２つ目までの通番 354までです。各支所振興課、

各教育集会所、また生涯学習課や学校教育課（各小中学校の教諭）が各地区同研・同推協組織

（伊賀市の同研においては支部にあたる）地域の同研で、社会教育同和研究会や学校同和教育

研究会（上野は 3つに分かる）と連携を密にして研究大会に参加。（あるいは、単なる参加者

としてだけでなく、実践報告や協力者として参加）したり、各同研組織と協働をして事業を推

進してます。 

  76ページの通番 355から 80ページの一番上の通番 364。運動団体との連携・支援についても、

同和課や人権政策・男女共同参画課、各隣保館、各支所において、情報交換や同和問題の解決
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に向けた事業を実施するにあたり、今後も連携・協働をしていきます。 

  また、84ページの通番 386をご覧ください。人権問題企業連絡会の設立支援となってました

が、これは、2015（平成 27）年 11月 13日、伊賀市人権学習等企業等連絡会が設立されました。

市では、商工労働課が中心となり、人権学習・人権研修における開催支援と、各企業・事業所

の会員拡大の支援を行っています。2017（平成 29）年３月末現在、88 社の企業・事業所が会

員登録していただいてます。課題としては、設立後間もないため、引き続き運営、あるいは「ど

ういった学習をしていったらいいのだろうか」っていった部分で支援をして行く必要がありま

す。 

  また、85ページの上から２つ目、通番 390から同ページの通番 393の市民参加の推進に関し

まして、人権政策・男女共同参画課では、審議会等の委員や地区の役員へ女性の登用できる人

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、男女共同参画の推進

のリーダー人材の活用していくように登録をお願いしています。今後は、男女共同参画に関し、

女性の積極的な活用を周知して行きたいと思ってます。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

に取組んでます。課題として、住民レベルで多文化共生の意識が広がるよう、学校や地域等で

サポーターが出前講座を行う機会を増やす必要があります。また、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、啓発活動（啓発チラシの配布）を行い、市民が一

層の障がい者に対する理解が深めることができました。今後は、当事者団体と協働によります

このような啓発活動をどんどん増やしていきたいと考えてます。介護高齢福祉課では、認知症

サポーター養成講座を開催し、認知症に対する理解や知識を深めたり、地域での見守り支援や

協力が行える体制づくりを受けた視点で開催させていただきました。認知症の方や家族の方が

安心して住み慣れた地域で暮らせるような取組みとして、伊賀市のまちづくりを考えてく覚悟

が必要かと思います。 

  以上、施策分野③について、主な事業は以上です。 

 

（谷川会長）  

  ありがとうございました。施策分野２、３続けてご説明をいただきましたがいかがしょうか。 

 

（委 員） 

  私、外国出身で、ちょっと日本語理解できない部分はごめんなさい。 

  84 ページの 388。さっき読んでいただいた、施策分野３．人権が尊重されるまちづくりのた

めの施策、（１）多様な主体との協働、最後のところ。「住民レベルで多文化共生の意識が広

がるよう、学校や地区などへ…。」それって、住民レベルって言葉の意味ですが。政府間レベ

ルじゃないということですか。もしかして、職員レベルとか、分けてるってことですか。 

 

（事務局） 

  地区の方々とか市民の方々お住まいいただいてる地域でいろいろ聞かしていただいてるとこ

ろによりますと、例えば、ごみの問題であったり、夜騒いでいるって話とか苦情とかいろいろ
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聞かせていただいていますが、一緒に地域の活動とかイベントとか通してお互いの理解を広め

ていくようなつながりが必要かと考えております。そういったところに外国住民の方も企画の

段階から参加していただいて、いろんな意見を出していただいたり、企画の中でしっかりとし

たお互いの理解とか人間的なつながりの中で理解を広げていく取組みが必要かと伊賀市では

考えております。それも、住民の皆さんの参加がなくてはできないであると認識しています。 

  ここの「住民レベル」は、主役は「地域で住んでおられる住民の皆さん」って捉え方でここ

を読んでいただけたらと思います。 

 

（谷川会長）  

  よろしいですか。 

 

（委 員） 

  その「レベル」の意味がちょっと分からなかった。日々の生活の中に係ってる、多文化の共

生の認識とかいろいろな問題っていうことですね。 

 

（事務局） 

  そうです。そういう観点で、理解でいいです。 

 

（谷川会長）  

  後、その他、いかがでしょうか。 

 

（委 員） 

  こういった会議に参加させていただいて、また、いろいろな分野の講演とか、いろいろなと

ころに参加させてもらって、「こんな差別あるんか」「そんないろいろな問題あるんか」って

いうのが、参加させていただくにつけてわかります。 

  確かに、私も、年に５回ほど、人権の研修に参加させてもらってるんですけれども、この調

査は、マンネリ化してる人、研修に参加している常連の人の意識調査になっているのかな？と

思います。もし研修に参加しなかったら、「同和って何？」「そんなんどうでもいい」となっ

てしまうのではないか、と思います。ここの隔たり（人権意識の高い人と低い人との差）は、

どうしてでてくるのか。分析して取り組む必要があるのではないでしょうか？ 

  それから、行政職員は、人権啓発地区別懇談会にも来てくれますが「ほんとに勉強してわか

ってくれてる人」「取組んで行こうかって思う人」と、「こんなもんでいいと言って素通りす

る人」との違いがあります。その人権啓発地区別懇談会は確かに大事です。なので、今、私が

意見を出させてもらうことは、「行政職員は、世間に出なければいけない。」というのが、今

の目標かなと思います。 

 

（谷川会長）  

  いかがですか。 
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（事務局） 

  確かに、市職員も、人権の意識あるいは取組みやその地域への参加という部分に関しても、

温度差があるとご指摘いただいてるとおりです。 

  ただ、市職員だったらこその理解が当然ある。あるいは、そういった信頼も置いて接してい

ただける部分があると思います。しっかり研修計画に則り、住民・市民に信頼してもらえるよ

うな、また、例えば、気軽にどんなことでもご相談してもらえるような雰囲気とか態度とか話

し方、そういった部分もあるかと思います。そういった部分も含め、研修の中で自らのスキル

として磨き上げる部分かと思います。 

  これは人権だけの分野にとどまらずあらゆる分野の仕事に係わっても同じことが言えると考

えます。その人のスキルになっていくと思いますので、そういった部分はしっかり研修でレベ

ルアップしてまいりたいと思います。 

  その上で、伊賀市の人権政策として、委員ご指摘のとおり、人権啓発、人権･同和教育といっ

て取り組んでまいりましたが、やはり大半の市民が、さまざまな人権課題について、自らの課

題である、と捉えられていないのが現実であります。どこか他人事であったり、関係ない、と

いった捉え方の市民が多数いるのが意識調査やデータ分析から導き出される現実です。委員ご

指摘のとおり、３つの法律が成立したという啓発にとどまらず、「差別したらいけません。」

「人権侵害は許されない行為である。」と、被差別当事者以外の市民が認識し、法律を守るこ

とが大事になってくると考えます。 

 

（谷川会長）  

  ありがとうございます。 

 

（委 員） 

  79ページです。人権教育の推進っていうことで。解放同盟って団体、名前出されてます。こ

こが部落解放に取組んでる団体だと思うんですけども、その他団体はないんですか。 

  いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

  「部落解放同盟と連携して…」につきましては、隣保館という施設がございまして、そこと

の強い連携の下で部落問題の解決を目指していくという部分です。他の団体につきましては、

例えば 85 ページ見ていただけると、各種団体と協働という形の中で障がい福祉課関係につき

ましては、障がい福祉の方々の団体と連携しながら取組み進めている状況にありますし、各種

団体でそれぞれの原課が持ってるところにつきましては、取組みを進めてる状況にあります。 

 

（委 員） 

  部落解放に関して、他団体との連携とかいう部分はお考えはないんですか。 

 



25 

 

（事務局） 

  あります。ありますが、非常に厳しくもございまして。例えば、伊賀市人権学習企業等連絡

会につきましては、年１回になるところ、お互いの連携を深めながら、できたばかりで、部落

問題の認識も含めて解放同盟の団体等から積極的にアプローチかけていただいてます。例えば、

障がい者福祉団体につきましては、これは、以前にもありましたが、解放同盟から「部落問題

も障がい者問題も弱者の立場にあるから、共にやっていこう」とアプローチしたことがあるん

ですが、この場でこういう言い方していいかわかりませんけども、解放同盟とは一歩引かれた

部分があって。それ以降、ちょっとアプローチ、アクションかけていない状況です。その他、

女性問題につきましても、今後の課題であるかと思ってます。 

 

（委 員） 

  こういう言い方したらあれですけど、同和地区ってあります。その中で、部落解放同盟って

いう組織に入られてる方はすべてじゃないと思うんです。 

  だから、解放同盟が行政との交渉をするとかいうのは全体的な同和地区の意見が反映される

かどうかに関して私はちょっと疑問だと思うんです。 

  そのへんはいかがですか。 

 

（事務局） 

  まだまだ部落差別の実態並びに差別事件等はある現状の中で、今、部落差別解消推進法がで

きました。その部分も含めて、やっぱり当事者の声を確実に訊いていかなければ課題も見えて

きません。 

  年１回の行政交渉につきましては、解放同盟との話し合い並びに要求等々踏まえながら、行

政としても内容を精査しながら、これは、ほんとに解放に向う施策・要求かどうか。そして、

施策として考えられるかどうかも踏まえ、今後とも続けていかなければならないと思ってます。 

 

（谷川会長）  

  よろしいでしょうか。 

 

（委 員） 

  今、聞いていたら、私は部落の人間ですが、地域の中で運動してる人が行政との話し合いを

するけども「それ以外のしてない人はどうでもいいのか」みたいな言い方で聞こえてきました

が、運動してる側としてない側、現実にあります。けれども「同じように部落に生まれて、過

去、他の人に何ら迷惑をかけてきていないのに、親の代からも、何で部落が差別されているん

だという実態」はみんな一緒です。その想いで「みんな頼む、こっち向いて」って話だけど。

なかなか、貧困を抱えた地域が、今、成長しようとしてるその最中。仕事で追われて、忙しく

て行けないという事実もあります。でも、その背景の中で、教育の機会均等や就職の機会均等

が過去から奪われてきた、その情けなさをずっと親から子へ受け継がれてきている。そんな実

態の中で「運動をやっていかなあかん、差別なくしていかなあかん」って、目覚めて立ち上が
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った人たちが、今までずっと差別をなくす運動してる最中です。 

  それと、ちょっと余談よろしいですか。皆さんにちょっと報告します。 

  私ども地域では、保・小・中と年に２回三者懇を行ってます。その中で、１回目は新しく赴

任してくれた校長以下、先生の方々に初期認知をお伺いしています。「部落をどうやって知っ

た」っていう形で。 

  それが、先立ってびっくりしました。まだ、22、3 の先生です。４人のうち２人が伊賀地域

の人です。親から子へ、子から孫へと歴史と伝統のように、「●●（同和地区名）、通る時は

気い付けな。犬、猫轢いたら何十万もお金取られるから」こんなことを今だに、まだ 22、3の

先生が、親から聞かされている。「お母さんやお父さんって同和教育受けてるよなあ」と思う

けれど、まだそのような事が現実にある。「お母さんにも訊いた」「訊いたけれど、母も祖父

母たちもそんなこと（犬、猫轢いたらお金取られること）は、何も迷惑かかったことない。そ

んなことになったことないけど、その前の代から言い聞かされて」って私も聞かされてしまい

ました。これが、伊賀の現状です。 

  けど、こういうことを行政がしていただいてる中、同和問題、障がい者問題、外国人問題、

女性問題、まだまだ山積してますけども、この差別はどこかで終止符打っていきたいと思いま

すので、ひとつ、よろしくご協力をお願いします。 

 

（谷川会長）  

  ありがとうございます。人権の審議会ですので、部落問題だけが人権問題であるわけではな

いわけでして。様々な市民が抱える多様な人権の課題がしっかりと市政に届けて、市政の課題

となって、検討され議論をされて、取組みが一歩でも前へ進んでいけるように。どう、当事者

の声を施策にしていけるか。 

  例えば、この審議会のようなところが、当事者の声をお聴かせいただいて、議論に役立てて

いくのかが大事なわけです。どういう団体とどういう意見交換をするのかは、極めて行政も主

体性に関わる問題ですから、伊賀市の判断をすることになってくるわけですけれども。ぜひ、

今回取組んでいただいた「当事者の声を聴く」姿勢を大事にしていただいて、しっかりと人権

施策を進めていただきたいと思います。 

  時間も押してきましたので、施策分野④ですけども、「個別の人権課題」非常に多岐にわた

ってますので、少しコンパクトに重点を絞って報告いただいて議論をしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

  まず、同和問題についてです。2016（平成 28）年度実施の同和地区生活実態調査の結果は、

先ほどから申しますとおり、集計中でお示しできませんけども、前回調査では生活環境の改善

をはじめとする物的な基盤整備が着実に成果を上げ、様々な面で存在していた格差は改善され

てきています。 

  しかし、高等学校や大学への進学率に見られるような教育の問題、これと密接に関連する不

安定就労や生活困窮者の問題、産業面の問題など、格差はなお存在してます。 
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  人権問題に関する市民意識調査結果から、部落差別の意識については、庁内各課を中心に、

部落解放運動団体や住民自治協議会、学校等の関係機関や団体と連携し、各施策を進めた結果、

差別意識は着実に解消へ向けて進んでいるものの、部落差別に対する誤解や偏見、当事者に対

する忌避意識、無責任な噂の流布など、結婚問題を中心に依然として多くの問題が残されてい

ることが明らかになってます。 

  部落差別をはじめとするあらゆる差別について、学校等において人権・同和教育を行ってき

た結果、子どもたちには仲間づくりや人権意識が身についてきています。しかし、地域社会に

おける差別意識の解消については、差別意識を支えるものの見方や考え方が存在しているため、

社会の中での人権・同和教育は、日々の暮らしの中にある課題として捉え、自治会ごとに定期

的に学習する行動文化（あるいは習慣）が根付く取組みとして進めることが必要と考えていま

す。 

  これまでの調査結果及び今回の調査結果から、講演会や研修会、地区別懇談会への参加回数

が多い人ほど人権意識が高く、態度や行動に良い影響を与えていること、並びに、地域でのリ

ーダー役の存在が周囲の人に啓発効果をもたらしてることが明らかとなってます。今後も、伊

賀市同和教育研究団体の事業や市主催の「人権の集い」などの講演会及び各地域で人権まちづ

くりの取組みとしての人権問題地区別懇談会の取組みを粘り強く推進していきたいと考えて

ます。 

  また、企業・団体に対する啓発に関しては、取組みの温度差が見られる中、人権啓発に係る

企業訪問に加え、一昨年設立された「伊賀市人権学習企業等連絡会」を通じて、人権・同和問

題研修の重要性を粘り強く説明していくことが必要です。 

  さらに、人権侵害防止については、隣保館や法務局、人権擁護委員と協力し、人権に関する

相談を実施し、差別事件や人権侵害事象に対する救済・保護の取組みを行っており、また、イ

ンターネット上の差別・人権侵害表現に関しましては、重大な人権侵害や差別の助長を招くお

それがあり、伊賀地域で取組んでいるインターネット掲示板モニタリング事業により、差別の

拡散・防止のために的確かつ迅速な対応に努めています。 

  差別発言などの人権侵害が生じた際の人権擁護の体制はなお十分なものとはいえず、被害者

救済のさらなる取組みが求められ、必要だと考えてます。また、障がい者や外国人にも言える

ことですが、法律の施行を受け、市の条例の制定、あるいは、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が伊賀市にありますけども、それの改定検討も今後の計画に盛り込

む必要があるかどうか。またご議論いただきたいと思ってます。 

  第２は、子どもの人権に関してです。学校教育のほか各隣保館等により、発達段階に応じた、

人権・同和教育を推進してます。 

  いじめ・不登校など、子どもの人権の保障と深く関わる課題であるにも関わらず、市民の理

解が決して十分であるとはいえない現状が見られております。 

  一人ひとりを尊重する人権・同和教育の充実が、子どもたちの人権意識の高揚や仲間づくり

を進め、いじめ等の防止につながっています。今後は、人権・同和問題への取組みに関する保

護者の参加を促進するとともに、地域住民への参加推進啓発も必要と考えてます。 

  また、子どもが虐待やネグレクトなどの人権侵害を受けた時に、早期発見や迅速・適切な対
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応のための相談・通報の体制を各関係機関が連携し、さらに強化し、充実して行くことが必要

だと考えます。不登校やいじめへの対策では、スクールカウンセラーの配置や相談・支援体制

等の強化が成果を上げてます。 

  今後とも、家庭内や地域で孤立した子育てにならないよう相談機関の充実と子ども一人ひと

りの人権を守る取組みを推進して行くのが必要と考えます。 

  あるいは、子どもの人権の側面を横軸とし、福祉担当部局と教育委員会部局が地域活動とか

それぞれの事業を縦串にしながら事務レベルでの情報交換がてきる体制が庁内で今度の計画

に盛り込めていけたらどうか、提言してみてはどうかというのが事務局の意見です。 

  第３の女性についてです。男女共同参画の意識向上のため、講演会などの各種行事を各関係

団体と協働で行ってきましたが、社会の中には「男は仕事、女は家庭」という固定的な役割分

担意識が根強く残っており、また、女性を取り巻く状況からの制約に加え、女性が参画するこ

とへの周囲の理解や女性の積極性が十分であるとはいえず、審議会や地域活動における意思決

定機関への女性の登用率は伸び悩んでいるのが現状かと思います。 

  このため、理解促進のための講座や住民自治協議会役員向けの講演会を通じて女性のエンパ

ワーメントや女性の地域社会への参画を受け入れる体制づくりに努めてもらいたいと考えて

ます。 

  また、ワーク・ライフ・バランスの推進のため、企業訪問を通じ、事業者に対して先進的取

組みを行っている企業・事業所をモデルとした情報提供や啓発を行うことにより、育児・介護

休業制度や長時間労働の解消、女性の継続就労や男性の育児参加など企業・事業所の意識高揚

及び取組みの推進を図る必要があると考えてます。 

  さらに、各地域での研修会で男性の家事や育児への参画について啓発し、家庭生活における

協力体制の必要があります。 

  そうした中、昨年７月に、市のトップ（市長、教育長、水道事業管理者、参与）が、職場で

共に働く部下のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）を考えて、その人のキャリア

と人生を応援しながら、組織の業績も結果を出していくという、自らも仕事と私生活が楽しむ

ことができる上司（管理職）の存在が重要であると考え「ハタラキカタ応援宣言（イクボス宣

言）」を行いました。今後は、市内の事業所や団体へも同様の取組みをお願いしていきます。 

  女性へのＤＶについては、人の命を奪う深刻な社会問題に発展することもあり、相談体制を

充実するとともに各機関、市役所の各部署が連携し、引き続き迅速・的確な対応を進めるほか、

日常生活の中で問題を抱える女性の救済を目的に、女性弁護士による法律相談を実施したいと

考えてます。 

  第４の障がい者の問題です。障がいのある人が地域で自立して生活するために、市民の中の、

障がいのある人に対する差別的な意識の壁を払拭する必要があります。関係課の取組みにより、

物理的なバリアの解消については理解が深まり、徐々にですが進んできましたが、差別発言な

ど、意識上のバリアはまだ根強く存在しています。障がいに対する正しい理解と認識、それか

ら、ノーマライゼーションの理念について教育・啓発を進めていく必要があり、障がいがある

人との交流促進や関係団体との連携から学ぶことが必要です。昨年４月には、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）が施行されました。障がいのある人と
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ない人と分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮

らせる社会を実現させるために制定された法律です。 

  今後とも、虐待防止体制や相談体制の充実を図るとともに、学校や地域社会において交流及

び共同学習などにより相互理解を深める教育を推進します。また、同和問題や外国人にも言え

ることですが、法律の施行を受け、市の条例の改定や制定について、あるいは相談体制を充実

させる中で、聴き取りで得た被差別の報告などを積み上げてガイドラインを策定するなど、第

３次の計画に盛り込む必要があるかと考えてます。 

  第５の高齢者です。国内における高齢化は年々進行し、団塊の世代が後期高齢者になる平成

37（2025）年には世界でも類を見ない超高齢社会になると言われています。これまでも「介護

の社会化」や地域包括支援センターの整備など、本格的な高齢社会の到来に備えた基盤整備を

行われてきました。一方で、介護保険料の高騰、介護サービス（施設や従業員）の不足、在宅

での老々介護、高齢者虐待、認知症への正しい理解促進など課題も多く残されています。 

  高齢者にとっては、自己の人格や主体性が尊重されるとともに、自己実現と社会参画により、

生きがいが実感できる生活が必要かと考えてます。中でも、世代間交流をはじめ様々な交流の

機会が有効であり、市内の多くの地域で子どもと高齢者の交流事業が実施されています。こう

した地域での取組みを今後も支援していくことが必要かと考えてます。 

  生きがいを持って生活できる環境整備として、シルバー人材センターの協力を得て、毎月シ

ルバーワークプラザ及び隣保館などで高齢者職業相談を実施してます。 

  また、地域で生活するための様々なサービスや支援を実施するとともに、虐待を早期発見す

るための、サービス従事者だけでなく、地域住民や住民自治協議会、地域組織による見守りと

いった部分も大切かと考えております。相談窓口も含め、連携・協力体制をさらに充実させて

いく必要があるかと考えます。 

  第６の外国人です。外国人の人権の課題として、就労に際しての差別、入居・入店の拒否、

嫌がらせ、差別発言などの問題があるとの指摘がございます。言語、文化、生活習慣、価値観

等の相違に起因したこうした問題に加えまして、人々の意識の中に外国人に対する差別や偏見

が少なからず認められます。 

  今後も地域に定住する外国人の数は増加すると考えられ、異なる国籍・文化的背景を持つ人々

が多様な文化や習慣、価値観等を認め合いながら、同じ地域の一員として互いに尊敬し安心し

て暮らすことのできる共生社会の実現に向けた取組みが求められています。 

  市と国際協会やＮＰＯ、関係団体との連携により、多文化共生に関する事業を開催すること

ができてます。2016(平成 28)年の８月、相談や情報提供、交流の場として「伊賀市多文化共生

センター」がオープンしました。今後も、外国人住民であるとともに地域住民として自治会等

の行事に参加したり、あるいは子どもの保護者として子ども会の行事に参加している地域も見

受けられます。こういったつながりを広げていくことがすごく大切かと考えてます。 

  社会生活支援としては、通訳等が主体となってきてますが、社会保障制度の周知や様々なサ

ービス利用などについて情報を活用する支援はまったく不十分かなと考えてます。また、実態

や課題については、行政が積極的に掌握していくことが大切であり、相談体制の充実と職員の

資質向上が必要かと考えてます。同和問題や障がい者問題にも同じように言えることでしたが、
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法律の施行を受け、伊賀市でも外国人住民だけでなく地域住民が被害に遭う可能性があるヘイ

トデモ等について、今、伊賀市ではありませんけども、市の条例の制定や改定への計画を検討

する必要があるかと考えてます。 

  第７の患者等について。これは、患者の権利、ＨＩＶ感染者・エイズ患者、ハンセン病元患

者、難病指定者等です。 

  患者等の人権問題への取組みとしては、上野総合市民病院をはじめ、関係機関において常に

人権の視点を持った組織運営を心がける必要があり、院内に接遇委員会を設置し、患者に対す

る丁寧な接遇に取組んでいます。診療におけるインフォームド・コンセントやセカンドオピニ

オンについては、引き続き推進する必要があります。 

  また、感染症の予防や病気に対する正しい知識の普及に対しては、独自の啓発を進めること

が必要と考えてます。 

  啓発資料の配布、家庭や地域、学校での正しい知識を普及する啓発活動を行い、患者等への

理解を含め、感染者や患者に対する排除や差別意識の解消に努めていかなければなりません。 

  なお、３次計画では、ここの部分は、最後の項目、さまざまな人権課題の項目としてまとめ

て扱っていけたらと考えてます。 

  続きまして、第８の犯罪被害者等です。ＤＶ被害者については、通報があったものには迅速

に対応します。今後とも実態把握に努めるとともに、人権侵害事象が発生した場合に迅速・適

切に対応できるよう、各関係機関と連携し、体制を整備したいと考えてます。 

  なお、犯罪被害者等についても、３次計画では、最後のさまざまな人権課題の項目の中に上

げて、１つとして扱ってまいろうかと考えてます。 

  第９のインターネットによる人権侵害です。最近のインターネット上の差別・人権侵害表現

に関しては、同和問題や在日韓国・朝鮮人に対する差別や女性・個人を誹謗中傷する書き込み

が見られます。差別意識を助長するなど、極めて深刻な状況があります。これらを放置するこ

とにより、重大な人権侵害や差別の助長を招くおそれがあるため、伊賀地域で取組んでいるイ

ンターネット掲示板モニタリング事業により、差別の拡散・防止のため、インターネット上の

書き込みの発見、的確かつ迅速な対応に努めており、これまでの差別書き込みに対する迅速な

削除要請の取組みにより、削除対象となる悪質な書き込みは減少傾向にあります。 

  情報化社会ではインターネットから得る情報が多く、教育や啓発が不十分な場合、書き込み

により新たな差別意識が刷り込まれてしまう恐れもあるため、さらなる人権啓発とネット上の

差別の規制などの検討も必要です。そのためには、関係機関と連携が必要不可欠であり、今後

も連携体制を拡大していく必要があります。 

  情報化の進展が社会にもたらす影響を考え、人権尊重の視点から情報の収集や発信について

正しい理解が得られるように、家庭や地域、学校など様々な場において、メディアリテラシー

やネットモラルを高める情報化社会の人権に関する学習や啓発を進める必要があるかと考え

ます。 

  最後に第 10のさまざまな人権課題です。その他のさまざまな人権課題に関しましては、今回、

計画策定において、調査と当事者の声を伺ってきましたが、市内においての人権侵害の掌握と

がまだまだ不十分な部分があると考えており、効果的な教育・啓発がまだまだ実施できてない
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状況にあると思います。今後も様々な広い人権という視野で、人権侵害事象を見逃さない取組

みや人権侵害を受けた人を相談しやすい体制を整えていくことが必要と考えます。 

  また、３次計画では、患者等（患者の権利、ＨＩＶ感染者・エイズ患者、ハンセン病元患者、

難病患者）、犯罪被害者、福島差別や原爆被害者、アイヌの人々、北朝鮮の拉致被害者など様々

な人権課題について、このさまざまな人権課題という項目で取り上げていけたらと思ってます。 

  しかしながら、ＬＧＢＴに代表される性的マイノリティの取組みについては、３次計画の中

で、様々な人権課題から１つの人権課題の項目として取組みを推進していきたいと考えてます。 

  長い時間のご説明になって申し訳ございません、以上でございます。 

 

（谷川会長）  

  開始からもう２時間になろうとしてます。最後、このままスケジュールも説明していただい

て４時には閉会したいと思います。スケジュール報告していただいて、残された時間で、今、

口頭で説明のあった問題についてご意見がある方は、ご意見をおっしゃっていただけたらと思

います。 

  よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

  郵送でお配りした、第３次伊賀市人権施策総合計画策定スケジュールの資料を見てください。 

  ２点ありまして。当初、８月には審議会を開催の予定してませんでしたが、事務量等の関係

から申し訳ないのですが、8月28日月曜日にもう１度審議会を開催していただきたいのが１点。 

  もう１点、10月 6日に最終答申のための審議会を予定してありましたけども、これも少し先

延ばしの 11 月 9 日金曜日。最終の審議会として答申を求めていく日にしていけたらと思って

ます。これが２点目です。 

  それに付随しまして、市議会との関係、あるいは、庁内会議等をこのようなスケジュールで

進めてまいりますので、ご理解いただければと思いますのでご協力お願いいたします。 

  以上です。 

 

（谷川会長）  

  これ、11月 9日は木曜日です。資料、金曜日になってますけど、木曜日に訂正をお願いをし

たいと思います。 

  ですから、今日が 6月 20日ですので、7月 21日、8月 28日。そして、最終の答申が 11月 9

日木曜日と後３回になってます。大変たくさんの会議で恐縮ですが、ご確認のほど、お願いし

たいと思います。 

  それでは、先ほど口頭でご説明いただきました事案につきまして何かご意見ございましたら、

お願いをいたします。 

 

（事務局） 

  申し訳ございませんでした、口頭で非常にわかりづらかったと思いますので。とりあえず、
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様々な分野別の施策という形の中で。今、配らさせていただきますので、それも参考にしなが

らご意見等々頂戴したいと思います。 

 

（委 員） 

  139 ページの子どもの人権の尊重の部分の 654 番のところです。「携帯・スマホ等の使用に

よるモラルの問題とか、ＳＮＳによるいじめ、生活習慣の崩壊等、親・保護者の研修を実施…。」

とか書いてくれてある部分ですけれども、まさに、学校の現場でも大きな課題になっています。 

  このことが、ゲーム機で子どもたちのトラブルが多数発生しており、学校でも対応をしてい

ます。それから、この課題にも書いていただいている「特に学校教育現場から報告される、児

童・生徒の差別発言について、親・保護者は元より、地域社会や社会教育分野への啓発を進め

ます。」と、ここについても、ほんとに切実にそのことは感じています。 

  資料にも差別事象について本年度に入ってからの資料も挙げていただいてますけども、本校

でも４月から１件ありました。それで、子どもたちにいろいろ話を訊いていく中で「一体、そ

の言葉をどこで聞いたのか」という話をした時に「もう、ちいさな時から家族の中で使われて

いる。だから、全然悪いとは思ってなかった。学校で注意をされて、先生の話を聞いて初めて、

いけない言葉っていうのを知った」っていうこと、また「ネットの中では普通に使われてる」

って。私たちが普段見慣れないようなサイトも子どもたちは実際見てるわけです。YouTube な

んかも今や、保育所の子も見ています。そんな中では当たり前のように使われている現実があ

って、そんな中で子どもたちはいろんな情報を掴んで、それが自然に身についてしまっている

現実があります。それについて、もちろん私たち学校現場でも子どもたちに指導し、ご家庭と

も話をさせてもらい、また、事あるたびに研修の場を持って保護者の方と一緒に研修してるわ

けです。 

  課題にも書いていただいてあるように、やっぱりこの問題って、学校だけとかでは解決でき

ない問題になってきています。ほんとに親・保護者は元より、地域社会や社会全体を変えてい

くしかないと感じさせてもらっています。それで、もし、今後に向けて、何か具体的に「こん

なふうにやっていきたい」というものがありましたら、ぜひ、教えていただけたらと思います。 

 

（事務局） 

  従来から伊賀市全体で地区別懇談会は実施してます。各自治会別・自治協別にありますが、

その中でテーマというか、各地域の実情に応じた地区別懇談会になってました。 

  今年度から「子どものこういう実態がある」と１つのテーマを決め、大きくその中身で話す

場合もありますし、そうしないで、地域の実情に応じた内容の場合もございますけども、１つ

の大きなテーマとして、地区懇に参加する方、また市民の皆さんに、今「子どもの差別発言」

「子どもの実態」のようなテーマを決めて、これから発信しようとしてます。 

  どこまで浸透できるかはわかりませんが、地域社会を変えるのは、行政としてしっかりと取

り組んでまいります。 

 

（委 員） 



33 

 

  私も同じような内容ですけど。140ページの 657・658です。これもやっぱりネットの情報で

すよね。メディアリテラシーは、収集した内容が何か的確にできるということなんでしょうか。 

  そういういろんな情報を的確に得るだけではなくて、最近はよく「ＬＩＮＥでのいじめ」も

よく聞かしてもらうんです。情報だけじゃなくて、子どもたちがどういうところで実際の言葉

ではなく、ＬＩＮＥを使っていじめをしてるということも聞いて、登校拒否になったりという

実態もいろいろ聞かせてもらってます。なので、もうちょっとそういう現場も掴んでいただい

て、いろいろ計画・施策としていただいたら良いかと思います。 

  それと、もう１つ。戻りまして、そこで指標については講演ってあるんですけど、男女共同

参画の回数がゼロってなってたんです。男女共同参画と学校教育課で講演会とかはされるんで

しょうか。指標 657に講演回数と書いてくれてあったんですけど、担当課で男女共同参画課で

はゼロ回。そういうのは学校教育課かとか思ったりするので。そういう講演会とかも考えてら

れるんですか。 

 

（事務局） 

  申し訳ございません。たぶん、生涯学習の間違いじゃないかと思いますけども。とりあえず、

男女でも共同参画の視点からのことは事実であると思いますんで。連携を取りながら今後して

いきたいと思ってます。 

  

（委 員） 

  時間ないですけど、もう１件だけ。161 ページの通番 766 です。子どもの発達障がい、発達

においてのことです。最近は、発達障がいっていうよりも特に「特性のある子」がすごく増え

てると思うんです。そういう中で支援学級に行ったり取り出し授業とかいったところもあるん

ですけど。なかなか取り出されてばかりで、クラスで授業ができなかったり、何か特別なもの

で見られて、もっと子どもたちが一緒にクラスで活動したいのに取り出されてしまって、そう

いうコミュニケーションが取れないことをお母さんから相談があったんです。 

  いろいろ学校とかの方針もあるでしょうが「なぜ、今、こういう形で発達障がいがはっきり

してきたのか」「なぜ、こんなに多い」ってよく訊かれるんです。発達障がいとかもあります

けど、どういう目で世間は見ているのか。昔は、クラスにいたけど共存した。みんなでそれぞ

れの弱いところとかちゃんと認め合えるところって、わかりながら子どもたちが一緒に過ごし

てたような気がすんです。学校で。それが区別されたりすると、それがはっきりしてくる。そ

れがまた差別になったりするのかという。 

  子どもたちはもっとみんなの中でいたいのに、なかなかうまく学校生活が送れない状態にも

なってきてるのかなあと思っています。障がいを持ってる子どものお母さん方から相談を受け

たりします。なので、今後、みんなが、みんなで、できなくても、いろんなことを見たり聞い

たり、友達がやってるのを見たり聴いたりしてるので、なかなか発達障がいの子どもの心の中

は見えないですけど、同じこと考えてるんです。同じ考えを持ってるので、外見とか見た目で

判断せずに、もっと親御さんの声も聞いていただいて。ほんとは、みんなで過ごせる時間があ

ったらいいかと思いました。そういうお母さん方の声もありますので、また、そういうことも
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理解していただきたいと思います。 

  失礼しました。 

 

（事務局） 

  「取り出し」特別支援につきましては、各学校、また、子どもの様子等々によって違うと思

います。そういったことについて、また、学校の事情等も聞かしていただきまして、私も、な

るべく皆さんと一緒にしたほうがいいと思いますけども、学力支援のことも生活指導もあろう

かと思いますので。そこら、また、学校教育課と話しながら、今後、どのようにしたらいいの

か、子どもにとって一番いいことは何かということを話させていただいて、3 次計画に反映し

ていきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

 

（谷川会長）  

  今のご意見ありました、いわゆる「インターネット上のそういった問題で、子どもたちの間

に様々な人権課題が引き起こされている」という部分について。今日はお願いだけですけども、

次回の時に結構ですので、教育委員会としてこの問題に対する検討の状況とか対応方法みたい

なものについて。国の例ですと、県の例でいくと、この伊賀市のレベルの３段階があると思う

んですけども。いつ・どんなふうに今の状態がなっているのかをちょっと情報を集めていただ

いて、委員の皆さんに提供いただけませんか。すなわち、この大事なテーマをこの計画の改訂

にどのように反映させるかということとも関わってくると思いますのでこの点申し上げてお

きたい。 

  もう１点、インクルーシブ教育の問題をご意見を頂戴しましたけれども、障がい者の権利条

約とか障害者差別解消法の目的から言うと、分けることそのものが差別というのが権利条約の

考え方です。これについても、県、支援学級の設置義務は県にありますから。県と市のインク

ルーシブ教育についての現在の方針とか計画はあると思うんですけども。これについても、ち

ょっと情報提供をいただけるようにお願いをしておきたいと思います。 

  その他、いかがでしょうか。 

 

（委 員） 

 １点よろしいでしょうか。先ほど、学校の事象報告してくれてました。その部分について、去

年度は 117、今年度、29ということですが、明日、教育委員会から報告来ます。後４つプラス

になって来ます。その部分は「学校名もみんな書いてあるんで、委員に共有っていうことで出

していただいたらどうですか」って想いもあるのですが。行政サイドはどうですか。 

 

（事務局） 

  過去の分じゃなくて、今年度分は付けさせていただいてます。また、必要とあらば、過去の

分も含めて。ちょっと莫大な資料になりますけども。 
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（委 員） 

  だから、学校名が入っているので、それを削除するとかできることをしていただいて、去年

度 117件もプラスして、委員に一度提出してください。 

 

（谷川会長）  

  また、一から教育現場で起こってる事象についてこの審議会で議論をし始めると、特に時間

が足りないと思います。 

  大事なことは、教育現場で起こっているそういった子どもたちの発言を教育現場の中で当事

者の意見をしっかりと聴きながら議論をされてると思うんです。「なぜ、こういった子どもた

ちの発言が相次ぐのか」「そして、その発言の向こうには、一体どういった要因や背景がある

のか」とか。そういったこの取組みの議論を踏まえて。大事なのは、この審議会の中にどうい

うテーマを持ち込んで、計画にどういうことを反映させていくのかだと思う。いきなりこっち

へ持って来て、一から議論をすると、これ、人権課題だけで相当課題があるわけで、とても議

論がまとまり切らないと思いますので。 

  大事なのは、ある程度事務局で、庁内の関係部局としっかりとコンセンサスを経た形でこち

らの審議会へ議事としてください。その際、必要な資料はしっかりと出していただけたらと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  すいません。私の進行のまずさで大変時間を経過をしてしまいまして、申し訳ありません。

本日、これで議論については終了をさせていただきます。大変長時間、申し訳ございませんで

した。 

  ありがとうございました。 

 

（会議終了） 

 


