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第 5回伊賀市人権政策審議会  議事録 

 

【開催日時】2017（平成 29）年 7月 21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･2階大会議室 

【出席委員】10人 

   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、三ツ森義久委員、 

   藤田幸一委員、八尾光祐委員、小西克明委員、谷川雅彦会長、稲垣満佐代委員 

【欠席委員】6名 

   山本志賀子委員、宮本まゆみ委員、川極ミサ子委員、松村哲夫委員、 

岡村順子委員、中井忠男委員 

【事務局及び伊賀市出席者】 

   上島課長、東構副参事、辻主任（事務局・人権政策・男女共同参画課３名） 

   大橋部長、田中調整監、他人権施策推進会議（庁内会議）委員５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） 
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（事務局） 

  ただいまから、第５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ましてありがとうございます。 

  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おります。つきましては会議の録音をさせていただき

ますことと、本日の会議の記録作成にあたり、委員の名前は公表せず発言内容を公開いたしま

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。また、発言に際しては、マイクを

ご利用いただきますようお願い申し上げます。 

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

必要となっています。本日は、総委員 16名中、ただいま 10名の出席となっております。本委

員会は成立していることをご報告します。 

  なお、伊賀市校長会代表の宮本まゆみさん、住民自治協議会代表の川極ミサ子さん、部落解

放同盟伊賀市協議会代表の松村哲夫さん、三重県伊賀地域防災総合事務所長の岡村順子さん、

公募委員の中井忠男さんの５名が、本日欠席とのことで連絡をいただいています。また、伊賀

市障害者福祉連盟代表の山本志賀子さんにつきましては、本日、欠席等とは聞いておりません

が、お見えになっていません。 

  それでは、はじめに、市行政を代表しまして、人権生活環境部の大橋からご挨拶させていた

だきます。 

 

（大橋部長あいさつ） 

 

（大橋部長） 

  改めまして皆さんこんにちは。人権生活環境部長の大橋です。１年で一番暑い時期に、会議

にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

  審議会委員の皆さま方には、本年度 12月を目途に第３次人権施策総合計画の策定ということ

でお世話になっております。人権問題、様々な人権課題があるのですが、それぞれの人権につ

いてはやはり、普遍的に取組んで行かなければならない側面もあります。また、昨年３つの人

権に関わる法律も制定されたことで、そういった、時代に合った取組もしていかなければなら

ないということで、本当に窮屈な日程で恐縮ですが、中身のある、実効性のある計画にしてい

きたいと考えています。本日も事項に挙げさせていただいていますが、そのあたりご審議のほ

どよろしくお願いを申し上げまして冒頭のご挨拶といたします。 

 

（事務局） 

  それでは、伊賀市人権政策審議会条例第６条第１項の規定によりまして、会長が議長となる

と規定しています。ここからは、谷川会長に議事進行をお願いします。 

 

（谷川会長あいさつ） 
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（谷川会長）  

  皆さん本日はお忙しいところを第５回審議会にご出席を賜りましてありがとうございます。 

  これまで第１章、第２章、現行計画についてご議論をしていただき、今日、皆さんのご意見

いただいたものを取りまとめてご提案をさせていただいて、１章、２章については確定をして

いこうと思っています。 

  とりわけ、人権の施策計画ですので、当事者の方々から様々な意見をお聴きしています。ど

のような意見をお聴きしたかにつきましては、事前に皆さんのところへ「取扱注意」という資

料をお渡ししていただいていると思います。その中から、要点を抽出したものを事務局の意見

として、この第２章の中に加筆をしてまいりたいということですので、今日はそのあたりの議

論、そして、第３章についての今後の具体的な施策に関わっての議論に重点を置いて審議会を

進めたいと思います。限られた時間ではございますが、熱心なご議論をお願いしまして、冒頭

にあたってのご挨拶といたします。 

 

（谷川会長） 

  それでは、事項書によりまして、議事を進めたいと思います。 

  まず、はじめに、事項書の議事（１）の「第１章 計画の基本的な考え方」第１項から第５

項までの全項目及び、「第２章 人権に関する市民意識調査報告書等に見る課題」の第１項に

つきまして、事務局より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） 

  人権政策・男女共同参画課の東構と申します。 

  第１項ですけども、前回までに議論いただいた部分につきまして、第１章の第１項から第５

項、第２章の第１項の部分につきましては事前に郵送した資料をお読みいただき、修正点につ

いてご意見いただければと思っています。第２章に関しましては、高齢者の人権の部分、18ペ

ージにつきまして、新しい資料を持って来てこのように書かせていただきました。それから、

インターネット上の人権侵害につきましては、27 ページを消して、28 ページに起筆している

文章とデータとさせていただいております。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）  

  今、皆さんにも最終の案文について、事前に郵送いただいてご覧いただいていることを前提

にご意見をということです。第１章、第２章の部分でご意見ございましたらよろしくお願いし

たいと思います。 

 

（委 員） 
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  ２点ほど訊きたいです。まず、計画の基本的な考え方の９ページ。「…今後も続けていく必

要があります。」って表現ですけども、次の 11 ページですと「…必要です。」って言い切っ

ています。これには表現、言い切っている部分と言い切っていない部分との差があるのですけ

ど、その点について。表現を変えなければならない「何か」があるのでしたら、ちょっとお聞

かせいただきたいと思うのですが。 

 

（谷川会長）  

  その他、ご意見いかがですか。まとめて事務局からお答えいただきたいと思いますので。よ

ろしいでしょうか。 

  それでは、事務局、お願いします。 

 

（事務局） 

  言い回しの部分かと思うのですが。「…必要です。」と言い切っている部分を「…必要があ

ります。」と統一をしていけたらと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（委 員） 

  意味的には「…必要であります。」と言い切りにしてもらったほうが。文章的っていうか、

「やっていくんや」って意気込みが感じられるけど、ちょっと表現的に「…取組む必要があり

ます。」というと「何か…。」っていう表現があるのでちょっと気になって発言させてもらい

ました。そのあたりを他の委員の方にも訊いていただいて、変えるのであれば、そう変えても

らうのに「こういう理由で変えます」ということにしていただきたいと思います。 

  そういった表現がこの文章の中に２通りあって半々ぐらい。「…必要があります。」とか言

い切っている表現がある。言い切ったほうが何か「計画を実行します」っていう様につながる

と思いますが、何かちょっと弱い表現となっています。 

 

（谷川会長）  

  これ、いかがでしょうか。文章の最後はかなり「…必要です。」と終わっている文章が多い

です。ですから、例えば「…進めていくことが必要です。」という表現があるとすれば「…進

めていきます。」としたら、どうかというのが委員のご意見だと思います。その前提として「…

進めていきます。」ではまずい理由があるなら聞かせてくれというご意見ですけど、いかがで

すか。 

  大きくは問題ないのではと思います。それを委員おっしゃるように「…にしていきます。」

という積極的な表現にしても、よろしいのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

  「…必要があります。」よりも「…必要です。」という形に言い換えていくよう、前向きな

文章に修正をかけていくことで、全体の統一させていただいてよろしいでしょうか。 
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（谷川会長） 

  表現は最後いろいろ前後の文脈があると思うので、そこは事務局にお任せし、実行していく

という想いが伝わるような表現にしていこうということでよろしいです。 

 

（委 員） 

  後の文章、計画の基本理念 22ページの文章でいくと「…実現をめざします。」「…実施しま

す。」って言い切っていますのでここはいいと思う。そのへんだけ考えていただければいい。 

 

（事務局） 

  言い切れるような形に文面を変えていこうと思いますが、できない場合もございます。もう

一度こちらで検討さしていただくということでお願いします。 

 

（谷川会長） 

  今日ここで決めてしまうのではなく、訂正していただいたものをもう一度皆さんにお配りし

て「これでいいか」ということを、最終、次回の審議会の時にご意見をいただくことにします。 

  第２章の関係、その他、よろしいでしょうか。それでは、第１章、第２章についてはそのよ

うな取扱いにさせていただきたいと思います。 

  それでは、議事（２）「第２章 第２項 当事者（関係団体）の意見」についてです。こち

らは、聴き取り調査について、今回どのような聴き取りであったのか、前回審議会で資料提出

をお願いしておりました。事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

  事前に郵送でお配りし、今、会長からもご説明ありました資料ですけども、そこから事務局

的に「こういった意見を掲載していきたい」「計画書に掲載してはどうか」ということで、本

日お配りさせていただいた「第５回審議会レジュメ」の（２）に、各人権課題別に３つ、２つ

ぐらい載せさせていただきました。今日配っていきなりで申し訳ないです。後、委員の方から

「こういう意見も大事だから載せたらどうか」「ここはこういうことで事務局提案してあるけ

ど、不要じゃないか」といったご意見をいただければと思います。 

  それから、掲載していく方法です。前回の審議会は資料２の第２項という形で、当事者（関

係団体）の意見ということで人権課題別に取りまとめていってみてはどうかということで、そ

のような形でこれを載せようかと思っているのですけども、文章的にどうかといった部分、意

識調査等の現状といった部分に書き加えていく形にするほうがいいのではないかと思うよう

になりました。例えば、２章１項の中の課題別のところに書いてしまう形がいいのか。あるい

は、３章の施策分野４の項で当事者の方々の意見を交えて書いていったほうがいいのか。そう

いった部分をご意見いただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（谷川会長）  

  事務局からご提案あった内容は、すなわち、皆さんに「取扱注意」で事前にお配りした文章
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の中からどの文章を計画に書き込むかということ。このレジュメはその案ですね。 

 

（事務局） 

  そうです。 

 

（谷川会長）  

  「この内容でいいのかどうか議論をしてほしい」１つ目のテーマですね。２つ目は「その原

稿を第２章に入れるのか、第３章に入れるのかこの審議会で議論をしてほしい」ということで

よろしいですか。 

 

（事務局） 

  はい。 

 

（谷川会長）  

  では、このレジュメの抽出した部分について説明いただけますか。 

 

（事務局） 

  まず【女性の人権】です。聴き取りの意見の中で「家庭」そして「社会」といった角度があ

ったのですが、両方の角度から掲載させてもらう内容となっています。 

  それから【障がい者の人権】ですけど、身体障がい、知的障がい、精神障がいの３つの障が

いについてです。身体障がいについては、目で見てすぐに「障がいのある方」とわかる場合と、

あるいは、外見的にはわからないという状態もありますので、そういった部分について、聞取

りさせていただいた意見を挙げています。それから知的障がいの方です。やっぱり、周りの方

の配慮があるかないかで、全く状況が変わってくるという意見があるかと思いますので、そう

いった部分の声を挙げました。精神障がいの方ですけども、これも外見上見た感じではわから

ないけども、その障がいについて本当に理解をしてくれるかどうかという不安を抱えた部分が、

聴き取りの中でありましたので、そういった部分を載せました。 

  それから【高齢者の人権】です。高齢者は高齢化が進む中にあって、いかに社会参画と不安

のない生活のためにどのような部分が必要かといった声が多いように感じました。ここは少し

項目が多いですけども、経済的な部分の不安、あるいは生活していく中で交通手段の不安とか

があったので、そういった声を挙げています。 

  それから【外国人の人権】です。まずは、言葉の壁が最初にあり、仕事をしていくにも、日

常生活でも、地域の方とのコミュニケーションでも、社会参画に関しても日本語が理解できる、

あるいは地域の方が外国語を理解できる、そういった形で何か手を打っていくことが大事なの

かと感じるご意見です。 

  それから【性的マイノリティの方】です。実際に「言うか言うまいか悩んだけども…。」と

いう中で「宿泊を拒否された」という訴えがありましたので、それを中心に載せています。子

どもの人権にも関わってくるのですが、なかなか家族の中でも理解してもらえていないために
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本人が抱え込んでしまう傾向にあるということが課題です。当事者を取り巻く周りの理解が課

題になってくるのかというのは、全体を通しても言えますが、そういった部分を載せました。 

  それから【さまざまな人権】です。福島からの避難者の方に聴き取りさせていただいたもの

を載せました。伊賀市へ避難されてきて、今は違う所で生活されているのですけども、当時の

お話を聴かせていただきました。 

  ほかに、人権課題別で、例えば、子どもの人権とか同和問題について、また、ハンセン病回

復者の方の部分は、今後お伺いする予定です。資料は、委員の皆様に提供させていただこうと

思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

（谷川会長）  

  当事者からの声の部分について。今、初めてお聞きしたのですが、これがすべてではないと

いうことですね。 

  そうすると、これ以外の当事者の声については、後日当事者の方からご意見を伺って、それ

を文章化し、抽出・抜粋したものを皆さんにお配りし、その部分はまた意見をもらうというこ

とですね。 

 

（事務局） 

  はい。 

 

（谷川会長）  

  そういうことですので、次回、8月 28日にもう一度審議会が予定されていますけども、この

当事者の声の部分も今日で決まってしまうのではなく、もう１度議論をしてということになっ

てきますので…。 

 

（事務局） 

  どこまで当事者の方のご意見が頂けるかどうか。今、聴き取りをさせていただいています。 

 

（谷川会長）  

  中身の問題ではなくてスケジュールの問題です。どこまでを今日は決めていくのかというこ

とになると思いますので。いかがですか。今、とりあえずこのレジュメに出されたそれぞれの

当事者の声をこんなふうに事務局としてまとめてみましたということです。 

  例えば「雇用先で『お前なんか辞めてしまえ』と言われた障がい者の声」とか「障がい者の

グループが食事の予約をお願いしたら、断られた。」という事実とか、最後に「『何が差別な

のか？』一人ひとり丁寧に訪ねて実態を聞いてほしい。」といった声。こういった声はちょっ

と、反映しておいたほうがいいのではないかと思うのと、特にＬＧＢＴの当事者の方の声には、

具体的な提案が、かなりあるように思うのです。「悩んだ場合はここに連絡すればよいと教え

てくれるのはいいと思う。」とかそういう窓口を作ってほしいということだと思います。「Ｌ

ＧＢＴフレンドリーなお店がわかるように、レインボーステッカーやフラッグが貼ってあると
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利用しやすい。」という提案、「…賃貸住宅で『規約で同性カップルはダメ』としているとこ

ろがある。」という実態、ここは受領証の成果だと思うのですけども「最近大阪のａｕショッ

プに行き、伊賀市の受領証を見せたら家族割が適用された。」「この制度自体を知っている人

が少ないと思う。」これ、成果が挙がっている一方で、まだまだ認知が足りないってことを訴

えていると思います。それ以外にも就職の際「面接時に『前例がないから』と言って断られた。」

という声。これに対して「『この会社はＬＧＢＴに理解がある』とわかると、仕事を探す時に

助かる。そういった情報がほしい。」最初から行って差別されるのが怖いから就職面接に行け

ないのではなく「うちは大丈夫ですよ」というアピールをしてくれると当事者も「ここへ行く

と差別をされない」と思うと行きやすいという声だと思うのです。こういった点については、

文章をそのまま引用するのではなく、例えば「こういった…。」という抜き書きでもいいと思

います。何か、文章をそのまま持って来ようとしていて、どうも当事者の声が、読む側に伝わ

りにくい文章になってしまっては駄目なので、できれば当事者が言いたいことを事務局側がし

っかりと計画の中に盛り込んでいけるようにしてあげたほうがいいのではないかと思います。 

  その他、皆さんいかがでしょうか。 

  福島からの避難者の方もやっぱり「…『放射能』と言われて背中を蹴られたりする」これは

他の自治体で新聞に載っているような問題、他人事ではないということです。こんなふうに意

見をお聴きした中で、こういう事例が起っていることがやっぱり見えてきているということ。 

  これがまだ当事者の声のすべてではないので、後日別の課題で聴き取りし、それを原稿にし

たものを皆さんにお配りし、次回の審議会でもう一度ご意見をいただくので、よろしくお願い

したいと思います。 

  それでは、今日の本題、第３章の「人権施策の展開方向」です。３章の資料をご覧いただい

て、特にこの中で新しい計画に掲載をするポイントについて事務局からご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

  第３章についてです。ご説明させていただきますが、事前に郵送しました３ページ「施策の

体系 第３次計画」部分を確認しながらお願いしたいと思います。 

  施策分野１については、第２次計画に準じたまま、第３次計画についても、しっかり人権意

識の高揚については同様の事業項目で取組んでいけたらと思っています。 

  施策分野２の人権擁護と救済のための施策というところですが、ここで、ポイントになって

くる部分をちょっと事務局的に書き加えさせてもらえたらと、いうところがあります。レジュ

メに書いています「人権相談体制・人権侵害の救済にかかるシステムの構築」ということです。

どういうことかというと、去年成立した３つの法律を見ても、この相談業務が１つポイントに

なってきます。そこから、しっかりその相談内容について、差別解消と人権侵害の救済と解決

に向けた取組について、そこに向けてどのように取組んでいくかといった部分についての具体

性について、若干、今の文ではわかりにくい部分があるので、しっかりこの施策分野２は４項

目、今、１つ挙げましたけども、ひょっとしたら２と３を１つにまとめてこのシステムの提言

を載せていく形がいいのかと僕もちょっと、提案しもって今、思っているのですけども。それ

から、もう１つのポイントになってきます、人権侵害報告とか差別事象報告の中から「個別人
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権課題別のガイドラインの作成」に向けて、こういった部分は差別に当たりますということを

公開していく。当然、個人のプライバシーは伏せた形です。それを市民の皆さんにわかってい

ってもらい、社会に啓発していく中で差別を抑止していく形が取れていくのではないかという

ことで、施策分野２で２つの柱を提案していけたらと思っています。 

  施策分野３ 人権が尊重されるまちづくりのための施策という中で、ここも５項目にわたっ

て施策を続けていくわけです。その中で、多様な主体との協働の推進という中に「市長・市役

所の担当職員と被差別当事者（あるいは関係団体）との懇談会を開催」していくことによって、

市はどういう施策をしていけば良いのかが分かり、また、マイノリティの方の声・意見が施策

に反映していけるということで、こういう懇談の場を年に１回ないしは２回持って行くことを

計画に盛り込む。イメージ的には、部落解放同盟がされている交渉のようなことが、他の人権

課題の当事者（関係団体）の方たちと、懇談会的に開催し、事業として実施できるところから

政策に反映していけるような声をいただく場を持っていってはどうか。あるいは、様々な人権

課題に関わる方が一堂に会してご意見をいただけるような会議を創設していく。これを、多様

な主体との協働の推進といった部分に提言していければと思っています。 

  施策分野４ このあたりにつきましては、声の部分も含めて書き振りが変わっている部分が

あるかもしれませんので、今回、ちょっと結論が出ないかもしれませんけど。おおよそ、第２

次計画は 10 項目ほどあったのですが、今、７番目に性的マイノリティがさまざまな人権課題

の中にあったのを、伊賀市としてしっかり取組んでいる部分がありますので、１つの項目とし

て挙げて。それから、患者等（ＨＩＶ、エイズ患者や難病）と犯罪被害者について、２次計画

では１つの項目として挙がったのですけども、それをさまざまな人権課題の中に明記する形に

して、元ハンセン病患者、難病患者等、福島避難者の方の人権といった部分も含めて、さまざ

まな人権課題という中で書いていく形で考えています。 

  また、３次計画におけるポイントの「差別課題ごとのガイドライン作成」と「相談体制・救

済にかかるシステムの構築」の部分について、事務局の説明では、委員の皆様に上手に説明で

きていない部分を、谷川先生から少しフォローしていただければと思いますのでよろしくお願

いします。 

 

（谷川会長）  

  レジュメに第３章の施策に係る部分について箇条書きをしていただいているわけです。これ

までの議論を踏まえた中で、今後５年間の伊賀市として人権施策をどう考えるのかということ

だと思うのですけども、いくつかのパーツがあるわけですが、いかがでしょうか。 

  まず、人権意識の高揚のための施策については、第２次計画に準じるっていうことで特に大

きな修正はないということですけども、いかがでしょうか。 

 

（委 員） 

  ５ページの「指導者の養成」っていう文章です。下から２行目です。「…市職員や教職員を

はじめ保護者、…。」と書いてあるけど、この保護者は何を指して保護者って言っているのか

意味がちょっと通じないかなって思っているので。「…市職員や教職員をはじめ、地域団体、
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福祉…。」ってつながったら文章的には…、と思うのですけども。 

  ここの保護者は何を指しているか。読んだ側が、ちょっと意味がわからないので、教えても

らえますか。 

 

（事務局） 

  ここは学校の教職員っていうイメージ。先生だけではなく、児童・生徒の保護者という意味

です。ちょっと意味がわかりにくかったら「…教職員、ＰＴＡをはじめ…。」としましょうか。 

 

（委 員） 

  ここの「指導者の養成」って部分で、保護者をここに挙げることが「本来、良いのかな」っ

ていうのも一つあります。小学校や中学校の保護者に人権啓発をしていくのはわかるけど、そ

の人たちが指導者になるよう養成するということは考えにくい。「そのあたりが、ちょっとお

かしい」のではないでしょうか、ということ。 

  市職員や教職員が地域のいろんな団体の人を指導者として育成していくのはよくわかります

が、そのあたりがちょっと理解できないので「それはどうですか」っていう質問です。 

 

（事務局） 

  確かに。保護者の方に指導者になっていってもらうためには、かなり研修の回数であったり

仕事や家庭・家事を持ちながらの、時間調整であったり、そういった部分に賛同いただいて、

リーダーになっていただくのは、すごく大変な部分があるかと思います。 

 

（委 員） 

  小学校・中学校の人権研修の中でいろいろ聞いているのは、保護者の方が人権研修しても参

加しづらい状況があって「授業参観は参加いただけますが、その後に人権講演会があり人権研

修をする場には、もう帰ってしまって、保護者が 1/3以下になってしまう」現状があることを

聞いているのです。 

  そんな中、こんなところに、例えば指導者の養成を図るのに保護者も入れること。保護者の

方にも理解いただいて人権啓発に当たっていくのはよくわかるけど、ここに挙げるのはちょっ

と適さないのではないかと感じたので言わせてもらいました。 

 

（谷川会長）  

  これ、保護者って書かずに、例えば、ＰＴＡって書いたらどうです。「…市職員や教職員、

地域団体、福祉施設、企業、ＰＴＡにおいて人権教育の推進者になる指導者を養成する…。」

って。いわゆる、地域団体構成員、福祉施設職員、企業で働く会社員って書いてないわけです。

ここだけ保護者って突然出てきているから、ちょっと違和感を委員は覚えられたと思います。

逆に、ＰＴＡという団体の中で、保護者に人権を広めていくリーダーを育成するのは重要なこ

とと思うので、そういう表現に変えることも検討をいただけたらと思います。 

  それと、後、「人権意識の高揚のための施策」のところ、差別解消法など、新たに施行され
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た法律や条例の周知徹底です。法律ができたことを知らせるだけでも人権意識の高揚にとって

非常に大きい成果があると思います。ですから、部落差別解消法、障害者差別解消法、ヘイト

スピーチ規制法、こういった法律ができたことを周知徹底する。条例でも、いじめに係わる条

例、手話言語条例ができたりしているわけです。ですから、差別解消に資する法律や条例がで

きたことをしっかりと市民に伝えていくことは、施策分野１の向こう５年の大事な課題の１つ

ではないかと思います。 

  それと、施策２「人権擁護と救済のための施策」という柱立てのところです。事務局からご

提案あったのは、差別や人権侵害を身近に相談できて解決をできるそういったしくみを向こう

５年間の中で作っていくことができないかという提案だと思うわけです。これは、この文章で

いうと、どこで読んだらいいですか。 

 

（事務局） 

  ごめんなさい。ちょっと、文章には書き込めてない部分です。 

 

（谷川会長）  

  ということは、送っていただいている第３章には今、提案されていることが入ってないとい

うことですか。 

 

（事務局） 

  入っていません。だから、今、いわゆる相談部分が大事になってくる。なかなか実際、人権

課題別には相談が結局「市とか県とかに来てもうてない」っていう事情もありましたし、それ

をいろんなところが相談を受け入れるような部分が大事になってくる。そういった中から「こ

ういった形で解決できました」とか。あるいは今、いろんな法律が施行されている中で「差別

をする側になるかも知れないと思っているが、差別しないようにするには、どうしたら」って

いった部分の相談も出てくるでしょうし、解決していくようなところを相談できるようなとこ

ろが相談機能っていった部分で、すごく大事な角度になってくるかと思います。被差別当事者、

またその周りの人も同じようにそこへ相談しに行って解決していく形。その解決していくよう

な形を「これはあかんさかい、こういう形で解決できました」「こういった理解・配慮があっ

たら、こう安心してもらえました」みたいなのを報告して、開示していくような形が次のガイ

ドラインに含まれてくるかもわからないですけども、差別をなくしていくための１つの指標に

なっていったりするような気がしますので、そういった部分に手付けるために、相談体制の充

実と救済・支援体制といった部分だと思うのです。 

  今は、伝えたいポイントが、文章化出来てないのは事実です。ちょっとここも宿題にさせて

いただいて。ひょっとしたら、２と３が一緒になってしまうような書き振りになってしまうか

もしれません。そうすると、体系の部分と施策の部分の共通部分も後で入ってくるので変わっ

てくるかもしれません。 

 

（谷川会長）  
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  この点、いかがですか。 

 

（委 員） 

  ７ページ（２）の真ん中ぐらいに「…いまだ相談にも行けない人がいる現状があります。」

ということを書いていただいてあって「…そのため、…ためらう人も気軽に相談できるように

…。」って書いてもらっているのですけど。いまだ相談に行けない人がいたり、相談が少なか

ったりということは、何故なのかと分析されているのか教えてほしいと思っています。 

  窓口の周知、当事者の意識、差別と言っていっていいと思うところまでいってない、相談方

法とか時間帯、もっと物理的なこと。そのあたり、今、考えていることありましたら教えてほ

しいと思いました。 

 

（事務局） 

  課題として見えてきた中で、具体的な分析が出来ておらず、どこをどのように改善すればよ

いのかについて、ここでお答えすることできませんけども。今、委員のおっしゃった部分がす

べてじゃないにしても、いろんな部分で絡み合いながらそれが要因になっているとかと、個人

的に考えています。 

  「じゃあ、どうしよう」といった部分について。例えば、今まで隣保館などで相談は継続し

て実施していた部分もあるけども、もっと地域へ近いところ。市役所の本庁でも遠いというこ

ともあり「歩いて相談に行ける範囲にそういった所があるか」っていったら、今はない現状も

あります。そういった「地域に密着した相談体制」が大事かと思いますし、そこでは解決でき

ないことも出てくるかと思います。そういった場合は、もう少し大きな単位、あるいはもっと

専門性を持った形でしっかり対応していく相談員も欲しいかなと思います。 

  そこで「こういう形で解決できた」とか、助言あるいはアドバイスいただきながらしていく

部分もあるし、あるいは、相談員が直接間に入って調停していく形もあります。そこでも解決

しない部分があった場合、もう少し大きな単位。あるいは、市でも体制が出来ないのであれば、

県にもこういった体制を要請するといったことも大事な観点になってくるかと思います。そう

いった方向に向け、この６年間の中で「体制づくりの青写真を皆で共有できる部分ぐらいまで

持って行ける」のが今回の目標と考えています。 

  例えば、障がい者に限ってですけども、千葉県は県条例で先行して、法律が施行される前か

らしっかり課題をみんなで出してきて、ガイドラインも作っています。就職の状況、社会生活

の状況、施設での状況とか、本当に細かくそういった差別・人権相談体制の確立とガイドライ

ンの公開をされています。そういった先進地の条例を参考にしながら、伊賀市でできること、

あらゆる差別を撤廃する条例がありますので、それの具体化に向けた何かを１つこの中で提案

していけたらと思います。 

 

（谷川会長）  

  ちょっとわかりにくいですけども。 

この「差別課題ごとにガイドラインを作成する」というのは、この計画の根拠の１つになっ
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ている、伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例を具体化し

ようということですね。 

  平成 16 年 11 月 1 日に制定されたこの伊賀市の条例の中に「差別行為等の禁止」が謳われて

いるわけです。第４条の中に「…市民等は、部落差別をはじめとするあらゆる差別行為及び差

別事件、事象の発生を助長する行為をしてはならない。」という禁止規定があるわけです。し

かし、残念ながら、先ほど当事者の方からいろいろご意見をお伺いしたように、この条例に違

反する事態がいくつか起きているわけです、声を聴いた中でも。この矛盾をどう解決していく

のかが今、求められているわけです。 

  まず、大事なのは、この条例。条例は「自治体の法律」です。自治体で禁止されている差別

行為とはどんな行為かをガイドラインを作る中ではっきりしていこうということです。そうで

ないと、差別行為の捉え方が加害側と被害側で違っていれば大変なことになるわけです。例え

ば「障がい者はお断りします」と言う雇い主がいて「それは経営の自由」って言われていると

します。しかし、言われた障がい者は「それは障がい者差別」と捉え、延々議論が平行線にな

る場合があるわけです。一体、その「障がい者お断り」という行為は差別かどうかをはっきり

しておかないと、市民は「一体、どんなことをしてはいけない」とか、逆に「どんなことが起

こったら、自分は『差別を受けた』となるのか」ということが、加害の側も被害の側もはっき

りしないということです。事務局が提案しているのは。まずは、このガイドラインを当事者の

声や相談に寄せられた事例に基づいてしっかり作っていこうということです、 

  よろしいですか。 

 

（事務局） 

  はい。 

 

（谷川会長）  

  その上で、この差別のガイドラインが条例で禁止している差別行為が、現実には伊賀市内で

起こっていることを踏まえて「この差別の被害をどう発見し、相談に乗って、困り事を解決す

るために支援をしていくのか」ということが問題になるわけです。これが、事務局からご意見

があった「人権相談体制の充実」というところで具体化していきたいことですね。 

 

（事務局） 

  はい。 

 

（谷川会長）  

  そういった当事者の方が被っている差別とか理不尽な経験をどう聴けるか、どうその声に寄

り添って問題を解決していくのか、という部分です。 

  例えば、障がい者のグループが 20人で飲食店を予約したら断られた。その声を聴いて、飲食

店に「何で、障がいを持っている人だと、その店に入れないのか」ということを聞き取りに伺

う。そこで店側から「障がいを持っている人に、接したことがないから、そんな人が、店に来
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られたらどうしていいのかが分かりませんでした。」という場合、そこで相談員が「大丈夫」

と言って啓発や「障がいのある方には、こういう接し方をしてあげれば、解決しますね。」と

いうアドバイスをして、そして店側も「それだったら、出来ますよ。どうぞ来てください。」

ということで、この入店拒否が解決されるみたいな。こういう役割が大事になるでしょう。 

  その人捕まえて「こら」って言うのではなく「ちょっと、わかって。何を心配しているの。」

ということ。そういう役割をする相談員っていうか、相談窓口。相談窓口っていうと役所に旗

立てて誰か座っているということではなく、さっき委員が言ってくれた「人権のリーダーをた

くさん伊賀市の中に作って、その人たちが様々な差別で困っている人の声をすくい上げ、解決

に向けて走り回ってくれる」こういう仕組みを伊賀市の中でこの条例を具体化するということ

で作れないのかということですね。 

 

（事務局） 

  そういうことです。 

 

（谷川会長）  

  それを今日は持ち帰って文章にして、次までに書いていただけるということ。ちょっと、私

のほうで補足をさせていただきました。 

  そういうことで、いきなりガイドラインといってもすぐに誰かが「私が書きます」といって

書けるものではないので、しっかりと当事者の声を聴かないといけません。それと、いくつか

今までも相談の中でいろんな事例が積み重なってきているわけですし、その事例は別に伊賀市

の事例だけを参考にしなくてもいいと思います。いろんなところで性的少数者といわれる人た

ちの相談事例があったり、外国の人たちの差別や人権侵害の体験が蓄積されていたりするわけ

です。そんなことを参考にしながら、伊賀市的に市民がわかりやすいように差別事例のガイド

ラインをこしらえていくことになっていくわけです。 

  ガイドラインもできて、啓発していくと「私が受けた行為は条例が禁止している差別に当た

る」とみんな気づきだして「どこへ相談に行ったらいいのか」となる。そういう時に身近に、

自治会・校区にこの人がいるとなると、そこへちょっと「話、聴いてもらえないでしょうか」

という形で訪ねて行く。また、そういうリーダーの「何かあったら私に言ってきて」というこ

とを市民の中で周知をして、活躍してくれるとか。そんなことになってくるのだろうと思いま

す。 

  人権擁護と救済のための施策についてはいかがでしょうか。現状の相談窓口は、何か一覧表

になっているのですか。例えば「ＬＧＢＴの人の相談はどこに行ったら」っていうのは何か決

まっているのですか。 

 

（事務局） 

  とりあえず、当課へご相談いただく。 

 

（谷川会長）  
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  ということは「何か専門の窓口がある」というより「とりあえず、差別や人権侵害に係わる

相談は、人権担当課にお越しください」となっているわけですか。 

 

（大橋部長）  

  そうです。 

 

（谷川会長）  

  それは広報などで宣伝されているのですね。宣伝されて「何かあれば、ここへ来てください」

ということになっているわけですか。 

 

（委 員） 

  人権にはジャンルがたくさんあるので、色々な担当課に回されることがある。 

   

（谷川会長） 

  実績はどうですか。差別や人権について「困っている」という相談を寄せられるというのは、

年間統計取っていますか。 

 

（事務局） 

  当課では、今年度に入って４件あります。だいたい年間それぐらいではないかと思っていま

す。 

 

（委 員） 

  私は子どもの支援をしていますので、そういう親子の立場から１つ言わせていただいてよろ

しいでしょうか。発達障がいの子どもたちも支援していまして、その親御さんの相談も何件か

受けさせてもらっています。今の学校教育の中で、前回もお話させてもらったのですけど、取

り出し授業とか支援学級に行かれているお子さんが、割とどのお母さんも「みんなと一緒に過

ごせる時間が少ない」っておっしゃっています。なかなか一緒に授業とかはできないこともあ

るのですが「支援学級に入ったらずっとそこで過ごすみたいな形が多い」ということを聞かせ

てもらっています。いろいろ学校の方針、学校の様子、地域性とかありますので一概にどれが

ということはないのですが、そういう親御さんの「申し出があった場合、受け入れてもらえる

のか。そういうのを相談ができるのか。なかなか相談ができるところがない」って聞かしても

らっています。 

  発達支援センターがあるのですが、その子どもの成長に応じて今「この子はゆっくりした成

長をしていて、そういう力がない」って言われるそうです。その力を付けるには、具体的にど

うすればいいのかということまで、なかなか指導してもらうことができない。「一体、この子

の何があかん。今のこの状態やったらどうしていったら子どもは良くなる。」っていうところ

がいろいろ療育施設もあるのですけど、なかなか見えてこない中で支援させてもらっているの

です。 
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  やっぱり学校での生活が長いですし、学校での指導が本当は一番なされなければならないと

思うのです。小学校１年生から６年生まで。１年生は１年しかない。その中で学ぶことは、１

年でしか学べないと思うのです。２年生は２年生…。となったら、その間でどのぐらい友達と

接するかですごく環境的にも子どもの受ける影響は大きいと思うのです。限られた人と接する

か、それとも、たくさんの人たちと接するかでは大いに人間形成とか人格形成にも関わってく

ると思います。「特性のある子どもに対しても理解して、つまずきやすいところをどのぐらい

先生方が理解して子どもに対してどういう関わり方をしなければならないか。それと家庭と同

じくらい方向性は持っていっているかっていうところ、もう少し何かあったら」っていうこと

を聞かしてもらっています。 

  この前も１件。その子３年生ですけど「このままでは４年生になれない」って言われた。そ

のあたりは、本人にできなかったことが多々あって、さぼっていたのもあったし、実はできな

い。さぼるのではなくて、そこまでできないから。そういうことがあって、その子どもさんは

マイナス的な言葉かけをされると、全部受け取ってしまって気持ちが沈んでしまった。「僕は、

もう必要とされない子どもか…。」みたいなとこまで落ち込んでしまって、これはえらいこと

と思い「声かけとか関わり方を先生に変えていただいたらどうか」ということを提案させても

らいました。「どんな４年生になりたいか」「４年生にどんな素敵な４年生がいるか」特に「今、

自分はどういうことをしていったらいいか」とか具体的に指導するとか何か関わり方を変えて

いってもらったら。その子は、未来的な言葉でもう少し前向きな言葉をかけてもらったほうが。

褒めて育つタイプと叱らなければ聞かないいろんなタイプがあるので「そのタイプに合わせて

指導されてはどうか」ってお話させてもらった。まず、最初、学年がすぐ上がった時に「この

子はしっかりした子どもにします」って先生がおっしゃった。「えらいこっちゃ」と私は聞か

せてもらっていたのですけど、そういう細かい作業っていうか、担任の先生とかにもお互いに

「子どもの『何か』を伝える」「どうしていこう」というのも。そういう先生方の研修という

か、細かいところをやっていただいたらいいかなと思いました。そのお蔭でその先生と子ども

について共有した考え方になって。これ、先月の話ですけど、１ヶ月でぐんと変わったのです。

子どもももっと前向きになれたら、いろんなことが、視野が広くなってやる気が出てきた。ほ

んのちょっとのことで、そんなに変わるのです。だから、ちょっとしたことで、子どもだけじ

ゃなく私たち大人も、目先を変えたりやる気の出ることで、本当に子どもってぐっと伸びたり

する。発達障がいを持っているお子さん、特にそうですけど「何を伸ばしていったらいいか」

「何をしたらいいか」ってもうちょっと具体的なところを伝えていただける相談窓口が必要。

今も、発達支援センターもあって、そこでもいろいろされているのですが、割とわからない。

どうしていいか悶々と親がしていなければならず、先が見えてこない。「この子はどうしたら

成長していくのかが、わからない。」ということを何人かのお母さん方に聴かせてもらってい

ます。 

  今、グレーゾーンの子どもが非常に多く、「障がい」となされないというか、性格か特性か

がわからない子どもが非常に多くてクラスがまとまらない原因というか、いろいろそういう

個々に個性が出過ぎているのか、わからないですけど。やっぱり、一人ひとりをよく見る。子

どもの気持ちを汲取るというか、何を困っているのかっていうところ。本当はできないのでは
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なくて、困っているところに気づいていただければと思います。 

  やっぱり相談窓口が今は、発達支援センター療養施設だけじゃなくていろいろな施設あるの

ですけど、そこは相談じゃなくて。療育施設とはまた別に、お母さん方の声を拾ってもらえる

窓口がもっとあったらいいのかって最近感じさせてもらいます。 

  長くてすいません。 

 

（谷川会長）  

  ありがとうございます。今、委員からもございましたように、なかなか差別というか人権侵

害の被害は相談しづらい性格を持っていると思うのです。ですから、なかなか行政に相談に行

けない。もう少し「どうすればハードルを下げることができるのか」とか。ややもすると、家

族の中とか身近な友人の中でその悩みが解決、処理されている現状があると思います。 

  この聴き取りの中でも、福島からの避難者の方が最後に「…困ったことがあっても、『ここ

に相談していいんだよ』という場所や窓口があればいいと思う。」と。 

  今の委員の話でも、もし先生が「あなた４年生になれません。」ってことを子どもに言って

いたら、もし事実であったら明確にハラスメントです。本人がその発言によって傷付いてしま

うことがあれば。でも「それを家族の中で何とか…。」「どこへ相談に行ったらいいかわから

ない」という現状があるのが今の状態だと思うのです。 

  ですから、そういう声をしっかりと聴ける。また、ここへ行けば、そういう話を聴いてくれ

る。ですから、「人権相談やっています」だけではなかなか相談に行きづらいと思うのです。

実際に「ここへ行けば、どんな相談が聞いてもらえる」「どう解決してくれる」って。喫茶店

のメニューって言ったら怒られるかわかりませんけど、相談窓口のメニューとか相談員のメニ

ューみたいなものが丁寧に作られていって、そして、いろんな市民の人に「ここへ行ったらこ

んな話を聴いてくれる」「こんな相談に乗ってくれる」という形で分かりはじめると「ちょっ

と勇気を持って行ってみようか」とか。それを面接で相談してもらうのか、それとも電話で相

談してもらうのか。ＬＧＢＴの人は「…手紙ってどう。」って意見も書かれていました。「ち

ょっと電話はハードルが高いので、手紙という相談も受けてほしい」ってことを聴き取りの中

でおっしゃっていました。例えば、メールはどうかとか。少しこの「…人権相談の体制を充実

しましょう。」というところまではいいと思うのですが、「どんな人権相談の体制にするのか」

という中身のところについては、しっかりといろいろ出されている意見とか現状を踏まえなが

ら作り上げていく必要があるのではないかと思います。 

  そんな意見について、いつも審議会をして、当事者から意見を聴くわけにもいかないわけで

す。できれば、年２回か３回いろいろな当事者の方が集って「この差別の状況は今、こんなこ

とが起こっている」「この前こんなことがあった」「市役所としてももう少しこんなふうにや

ってくれ」ということをいろいろ聴いてもらったり、提言したりできるようなテーブルを作っ

たらというのも、今、事務局から提案がされたと思うのです。やっぱり当事者がなかなか行政

に対して声を上げにくいということもあろうわけですから、行政からすると、人権施策を推進

していくために当事者から意見を聴かせてもらう場です。当事者にしてみれば、自分たちの辛

い経験や行政に提案したいことを発言できる参加の場を作ろうというご意見だったので、それ
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を次回までに、計画の中にどう文章として盛り込むかは、事務局でご検討をいただきたいと思

うわけです。 

  その他、いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。 

  それでは、まとめになります。第１章については、表現を委員ご指摘があったように変えよ

うということ。機械的にすべてが変化するということではなく、「この表現をこう変えよう」

というやつを事務局で作っていただいて、委員の皆さんにお配りして、次回の審議会で了解を

いただく。第２章については、後日にもう一度その他の関係者から聴き取りを行って、これに

ついても「取扱注意の資料」を作って、計画の中に反映する文章を作って、事前に皆さんにご

覧をいただく。第３章については、今日皆さんからご意見いただいた内容を含めて、修正した

ものを事前に作成をして、委員の皆さんにご覧いただいて、次回の審議会で第４の部分も含め

て決めて確定をしていく作業になってくると思います。 

  いよいよ計画改訂の議論についても佳境に入ってまいりました。暑い日がずっと続くわけで

資料がたくさん会議の前に送られてきて大変だと思いますが、もうしばらくご協力のほど、お

願いをしたいと思います。 

  以上でございますが、全体を通じてもう少し何かございませんでしょうか。 

 

（委 員） 

  １つだけいいですか。第３章の最後のページに「計画推進にあたっての数値目標」が挙げて

いただいている。第３次計画策定時の、下から２行目「人権問題企業連絡会加盟事業所数」が

平成 29年度時点で 88社なのに、平成 34年で目標が 50社に減っているのは何故ですか。普通

だったらもっと増やしていただくのが目標と思うのですが、これは少ない。 

  それと、「人権問題地区別懇談会の参加者数」も実績でいえば 5,222 人になっているのです

けども、目標が 4,000人と減っているのです。これはだんだん増やしていっていただくのが大

事かと思うので、そのあたりの見解をお願いします。 

 

（事務局） 

  申し訳ございません。実は、第２次計画策定時の目標値のままになっています。この第３次

策定の目標値について、庁内会議を８月４日にする予定となっておりますけれども、そこでし

っかり数値目標について設定・検討させていただき、これも中間案の最終時点で、ご提案させ

ていただく目標値に替えます。 

 

（谷川会長）  

  これ、ミスですね。 

  いかがでしょうか。ないようなので、それでは、長時間にわたりまして、ご議論ありがとう

ございました。最後に事項２の「その他」ですが、事務局から連絡事項がありましたらよろし

くお願いします。 

 

（事務局） 
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  委員のお手元にお配りさせていただいてあります今日の資料の中に、第３章に関してですが、

施策分野１・２・３・４についてご意見をいただくため用紙です。今日、もし言いそびれた部

分がございましたら、この用紙に書いてＦＡＸで人権政策・男女共同参画課に７月末までにい

ただけましたら、そのご意見も盛り込んだ中身で第３章を執筆していきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

（谷川会長）  

  「計画にぜひ、この点を盛り込んでほしい」という皆さんのご意見ございましたら、用紙に

書いていただいて事務局に提出をしていただけたらということです。 

  その他、前回審議会でご意見が出ていました資料について準備をいただいて今日は提出をい

ただいていますので、またご覧になっておいてください。後、教育委員会にお願いしていた資

料がまだ出てきていないので、それについては、次回の審議会までにご準備をいただくことで

よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、これで閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 

（会議終了） 


