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第７回伊賀市人権政策審議会 議事録 

 

【開催日時】2017（平成 29）年 11月 9日（月）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】１５名 

      今井和子委員、山本志賀子委員、中原慧敏委員、宮本まゆみ委員、 

槌野策司委員、三ッ森義久委員、藤田幸一委員、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】１名 

      山本芙佐子委員 

       

【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）会長、副会長、他委員 ８名 

【傍 聴 者】０名 

【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） 

皆様こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第７回伊賀市人権政策審議会

を開催させていただきます。 

皆様にはお忙しい中、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います。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する

ことについて、ご了承よろしくお願いします。発言に際してはマイクをご利用していた

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。本日は総委員 16 名中、15 名の方がご出席していただいています。

本審議会については、成立していることをご報告させていただきます。 

なお、伊賀市老人クラブ山本芙美子さんにつきましては、欠席のご連絡をいただいて

いますのでご了承いただきたいと思います。 

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部長からご挨拶さ

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。委員の皆さんに、お礼を兼ねてご挨拶させていただき

ます。 

今日は第７回の審議会ですけれども、この計画策定にあたり、５回の審議会を経て、

前回の 8月 28日に中間案の取りまとめをいただき、その後、9月 15日から 10月 16日の

約１ヶ月間、パブリックコメントを求めたところ、お二人の方から４件のご意見をいた

だいています。このご意見も踏まえまして、本日は６回目として最終案に至ったわけで

す。この間、委員の皆様方には、それぞれの立場で様々なご意見・ご指摘を賜り、よう

やく最終案まで漕ぎ着けることができたことを、心から敬意を表しますとともに、厚く

御礼を申し上げたいと思っています。 

この３次計画策定にあたりましては、昨年、障がい者、ヘイトスピーチ、部落問題と

３つの人権に関わる法律が施行されたという背景がありました。そんな中で市としても、

昨年４月に同性パートナーシップ制度という全国で３例目という制度を始め、７月には、

働き方改革ということで、「イクボス宣言」と「ハタラキカタ応援宣言」を市役所とし

てさせていただいて、現在、人権問題学習企業連絡会・企業にもこういった取組をお願

いしているところです。それと、第２次計画の中で、戸籍謄・抄本の不正取得の防止の

ための本人通知制度がこの 11月で丸５年を迎えました。伊賀市が県内トップだったので

すが、それ以降、他市でもそういった制度が採り入れられ、県内他市にも影響を与えて

きたところです。今回の３次計画につきましては、「人権問題の市民意識調査」の結果、

あるいはこの３月にしました「同和地区生活実態調査」に合わせ、それぞれの人権課題

別に団体にも聞き取り調査をさせていただくことで、そうした人権課題の抽出にも努め

てきたところです。 

本日は最終案ということですが、今日は資料編も付けていますので、併せて、慎重審

議をお願い申し上げ、冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうか、よろしくお願いし

ます。 

 

（事務局） 

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
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ています。ここからは、谷川先生に本日の議事進行について、よろしくお願いします。 

 

（谷川会長あいさつ） 

 

（谷川会長） 

皆さんご苦労様です。第７回目ということで、大変ハードな日程で人権政策審議会を

進めてまいりました。皆さんにはお忙しい中、審議会にご参加をいただき、ようやく今、

大橋部長からございましたように、一定の取りまとめを迎える段階にまで辿り着くこと

ができました。 

とりわけ、審議会のメンバーに人権政策といいながら、多様な人権の当事者がすべて

網羅できているわけではございませんので。今回、初めての試みということで、審議会

の事務局を通じて様々な人権の当事者にこれからの伊賀市の人権政策にあたって意見や

要望をお聞きしようと。時間の関係もございまして、十分ご意見を吸い上げるまでは残

念ながら及んでいないと不十分点もご指摘をされるかもわかりませんが、出来得る範囲

で多様な人権の当事者の皆さんの意見を聞いて、この答申に反映をさせることができる

のではないかと考えています。事前に事務局から郵送で、前回までの審議会で頂いたご

意見等を盛り込んで、答申案としてご送付させていただいたという前提で、事項書にあ

る議事を中心に本日は進めてまいりたいと思います。限られた時間でございますが、議

事進行につきまして、ご協力をお願いしたいと思います。どうぞ、よろしくお願い申し

上げます。 

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。 

事項書の１議事（１）パブリックコメントについて事務局よりご説明お願いいたしま

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まいります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

今回もたくさんの資料となりましたこと、加えて郵送のタイミングが遅くなってしま

い、委員の皆様には、ご多忙の中、ご迷惑をお掛けしたことについて、お詫び申し上げ

ます。 

事前に郵送させていただきました資料１をご覧ください。 

9 月 15日の金曜日から 10 月 16日月曜日まで実施しました、第３次伊賀市人権施策総

合計画（中間案）のパブリックコメントについての結果です。意見としまして、お二人

の方から、２件ずつ４件の意見を提出していただきました。指摘事項を順番にさせてい

ただきます。 

５ページの本文下の用語部分８行目、同和地区の説明です。「…これを未指定地区と

よんでいます。」の地区は、“部落差別の解消の推進に関する法律”第６条（部落差別

の実態に係る調査）の対象地域に該当するのか否か、示す必要があります。というご意

見です。それに対する回答としまして、「部落差別の解消の推進に関する法律」の第６

条に定める、部落差別の実態に係る調査につきましては、国が行う実態調査であり、法

律で定められた実態調査の該当地域に該当するか否かの判断は、国の実態調査実施時に

判断されるものと考えますので、伊賀市からは、このままにさせていただこうと考えま

す。 

次に中間案の１３ページです。本文の３行目以降に「…こうした市民の意識を変える、

あるいは正しい理解・認識を深めるため…」および、17 行目以降『…また、特別措置法

が終了してから「同和行政不用論」も市民意識として存在しています…』で使われる“市

民”について、＜用語の意味＞欄に示す必要があります。というご意見です。ここでい

う“市民”の意識は、伊賀市民意識調査で数字としてあらわれてきた、「そっとしてお
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けば、部落差別はなくなる」や「行政が同和地区の人だけに特別な施策をするのは不公

平だ」と考える“市民”意識のことで、現実に報告されている結婚時の身元調査を肯定

したり、部落を忌避する意識であったり、部落差別を助長させ、あるいは部落差別をな

くそうとする取組を否定する考え方につながりますので、誤った認識を教育・啓発で少

なくする取組が差別の解消になっていくと考えます。その“市民”について、解説する

必要はないと考えます。という回答です。 

三つ目のご意見です。障がいに関する正しい理解・認識とノーマライゼーションの理

念について広く社会全体に教育・啓発を進めていく必要があり、障がいのある人との交

流の促進や、関係団体との連携から学ぶことが必要です。この部分については非常に重

要だと考えております。“Nothing About Us Without Us”（私たちのことを、私た

ち抜きで決めないで）の考えに基づき、障がい問題の当事者である我々自身が、学校等

に対して働きかけ、障がい者問題を広める運動をしています。当事者不在の人権教育・

啓発はピントがズレやすいため、当事者である我々が意見を言うことで各学校に協力を

してきました。そんな中 2016年に障害者差別解消法が施行され、障がい者とそうでない

人々が話し合って合理的な配慮を講じることで、障がいのある人もない人も住みやすい

地域を作っていくことが求められるようになりました。今後は人権啓発を行う行政機関

との連携をより密にし、われわれの考えを知っていただくことが重要になると考えてお

ります。その際には、われわれが当事者としての考えをなるべくわかりやすい形でお伝

えしたいと考えており、例えば P40 にあるような「声・意見」よりも、それを一歩進め

た「具体的な提案・手法」を行政機関に提出したいと考えております。その際には我々

の提案を聞いていただくような場を設定していただければ幸いです。というご意見でし

た。それに対しての回答として、伊賀市の人権施策を展開する上で、最も大切にしなけ

ればいけないことが、ご意見いただいた「当事者の声や関係団体・支援団体の意見を聞

くこと」と考えております。第３次伊賀市人権施策総合計画では、新たに取組むポイン

トの１つに、第３章 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の推進 具体的な取組 施策項目１ 事業番号⑧ あらゆる被差別

当事者との連携・支援を新設し、「人権問題の解決に向け、伊賀市と被差別当事者（団

体）との懇談会を毎年開催し、市に意見や要望を述べる機会を保障します。市は当事者

の声を直接聞き、当事者は意見や要望を伝える機会となり、迅速で適切な対応が実現可

能となるほか、職員の人権意識を高める機会ともなり、懇談会として実施します。」と

計画に盛り込ませていただいています。 

それから、裏のページ、４番目です。第３章、95 ページです。事業概要の下から３段

目「中でも、」の後に「自閉症、その他の発達障がいのある人や」を挿入し「中でも、

自閉症、その他の発達障がいのある人や精神障がいのある人に対する誤解云々」と言う

風に変更いただきますようお願いいたします。自閉症児は過去、「テレビの見すぎで自

閉症になる」といった誤った風説を流されたり「いじめられて心を閉ざした」といった

字の印象で語られたりするといった誤解と無理解からくる偏見に満ちたまなざしを向け

られることがあります。市民に正しい理解をしてもらった上で、「自閉症児が困ってい

る際にはどのように対応すればいいか」などの具体的な手段についての啓発をお願いい

たします。というご意見でした。それに対する回答としまして、様々な障がいのある人

の人権に関わる課題として、誤った風説や誤解や無理解からの偏見や差別をなくす取組

を、ここでは教育・啓発の観点から、あらゆる機会をとらえて取組ます。また、障害者

差別解消法に基づき合理的配慮を行い、すべての人が住み慣れた地域で自分らしく暮ら

せる共生社会の実現に向けて取組みます。ご意見いただきましたことにつきましては、

次のとおり反映をいたします。「中でも、発達障がいや精神障がいのある人に対する誤

解や偏見をなくし、正しい理解・認識を深められるように啓発を進めます。」といたし

ました。 

以上、ご意見いただきましたことにつきまして、このような形で、計画と照らし合わ
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せて回答させていただこうと思っておりますので、よろしくお願いします。 

なお、市議会の議員から中間案に対するご意見は、特にございませんでしたので、ご

報告いたします。 

 

（谷川会長） 

パブリックコメントに関するいただいた内容、及び事務局からのご回答について説明

をいただきました。委員の皆さんからご意見・ご質問等ございませんか。 

 

（委 員） 

１項の項目、６条です。国の責任って国がやるようなことが書かれています。そうす

ると、伊賀市が独自で地域の実態調査をしていることに関して、ここで言われることと、

やってることが矛盾じゃないかと思うのですが。そのへんはどうですか。 

 

（谷川会長） 

いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

矛盾とは、どういう矛盾でしょうか。 

 

（委 員） 

国がやるべきことを、伊賀市が独自に実態調査ってこの計画の中に挙げられています。

その矛盾はどうか。国が「やりなさい」っていうことですか。 

 

（事務局） 

本市の場合は、伊賀市の「部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃条例」に基づ

き、実態調査をして、その結果に基づき、必要な、効果的な施策に取り組むということ

です。 

 

（委 員） 

条例に沿ってやっているということ。 

 

（事務局） 

そういうことです。国は国で実態調査について、また今後示されると思いますので、

整合性を図りながら、今後は、伊賀市撤廃条例に基づいて実態調査を取組むべきだと考

えています。 

 

（委 員） 

この回答の中で言われている「法律に定められた実態調査の対象地域」は、2002 年に

失効されています法律に基づく地域ですか。 

 

（事務局） 

同和対策事業は指定地区を指定し、範囲を決めて進められてきたということですので、

とりあえずそのような形です。国からは示されていませんが、伊賀市としては、そのよ

うに考えています。 

なるべくなら、国でも未指定とされている所についても、伊賀市としては進めるべき

ではないかと。再度、未指定とされてきた所についても実態調査をして、部落の実態を

ちゃんと明らかにするべきだと私は思っています。 

伊賀市につきましては、未指定地区は今のところございませんので、この規定は当て
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はまらないのではないでしょうか。今まで、同和対策事業の指定されてきた所の実態調

査を今後も続けていくと解釈しています。 

  

（委 員） 

そういう回答を反映すべきじゃないですか。「未指定地域に関しては…国が決めたら

それに従います」とか「未指定地域の取扱いについて国が判断する。国の判断を待って、

伊賀市も実行します。」ということを反映すべきじゃないですか。 

 

（谷川会長） 

ちょっと整理すると、同和対策事業特別措置法（2002 年終了）をスタートさせる際、

それまであった、被差別部落のどこで事業を実施するかという議論になって、事業を実

施することを決めた被差別部落と事業を実施しないと決めた被差別部落があったわけで

す。残念ながら、事業を実施しなかった被差別部落をいわゆる「未指定地区」と一般的

に呼んでいたというのが、この計画の中に書いてある用語の意味・説明欄です。実施す

ると決めた被差別部落で、2002 年３月まで法律に基づく事業が実施されて、これが一旦

終了しました。 

昨年、新たにできた部落差別解消推進法は、事業を実施するための法律ではありませ

んから、対象となる被差別部落は地区指定をされた所だけでなく、概念として、指定さ

れなかった所も含まれることは当然です。ただ、伊賀市の場合は、今、課長おっしゃら

れたように、地区指定されなかった所がなかったので、この問題は現実的に起こらない。 

たまたま私、別件で厚生労働省の地域福祉課長と懇談する機会があり、テーマは「隣

保館の問題」だったわけですが、委員がおっしゃった同じことを、地域福祉課長に「今

後の隣保館の運営に関わる大事な問題だから教えてほしい。厚生労働省としての見解を

聞きたい。」と申し上げた。地域福祉課長は「部落差別解消推進法には、当然、未指定

も差別解消法の対象が基本的な捉え方」とおっしゃった。私は、５ページの※印でその

意味がわかったのかということだったのですけれども、委員おっしゃるように少しわか

りづらいということであれば、表現のしかたを考えてはどうでしょうか。 

 

（事務局） 

今、谷川会長が言われたとおりだと思います。「…指定も未指定も含む」という文言

で変える必要があるならば、変えたいと思っています。 

やっぱり、部落差別全体像を見ない限り、実態も掴まない限りは部落差別はなくなっ

ていかないと、そのような考えです。 

 

（大橋部長） 

先ほどまで、事業を実施した所って話でも出たんですけども。同和対策事業特別措置

法ができる前の「同対審答申」の中でも、同和地区という言葉はもう謳われて、それは

当然、いわゆる差別を受けている地域。ただ、事業を実施するにあたって一定の線引き

が必要ということで、そこで指定地域と未指定地域が出たということ。今、言われてる

部落差別解消法は、部落差別を受けている問題をどう解消していくかっていうことです。 

 

（委 員） 

事業と関係なしに、ですか。 

 

（大橋部長） 

事業と関係なしに、やっぱり、部落差別を受けている状況を解消していこうというこ

とです。 
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（委 員） 

それが、たまたま伊賀市には、そういう地域がないだけであって。 

 

（大橋部長） 

だから、あまり地区に意識が行く必要もないと考えます。部落差別そのものの問題を、

考えていくべきかと私は考えてます。 

 

（谷川会長） 

障害者差別解消法が施行された時も、同じ問題が確認されました。国の説明としては

「障害者差別解消法の対象になる障がい者は、障がい者手帳を保持している方だけでは

ありません。障がい者手帳を取得していないけれど、社会モデルの捉え方を踏まえて、

対象になる人は、すべて障害者差別解消法でいう、障がい者と定義している」と。同じ

ような議論があったと思う。この審議会としては、そういう理解で、この答申をまとめ

ることで進めたいと思います。 

 

その他、何かございませんか。 

 

引き続きまして、議事（２）の第３次計画の後ろに掲載をする「資料編」です。「は

じめに」という部分と、計画の後ろに資料編の部分で、資料２－１、２－２となってい

る、資料編の部分につきましては、これまでの審議会で十分説明等ができていませんの

で、委員の皆さんのご意見がございましたら、ご意見をいただきたく、お願いいたしま

す。 

まず、先に事務局からご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

事前に郵送させていただきました資料２－１、２－２をご覧ください。会長からもご

説明ありましたが、市長の冒頭あいさつにあたるところは、答申にはまったく関係なく、

計画部分では書ききれない部分があり、人権施策を取巻く動向を、市長の言葉で掲載す

る形として事務局では考えて、ご確認いただく意味を踏まえて資料とさせていただきま

した。 

ここで言いたいことは、少子高齢化が進み、長期的に人口が減少してくる社会の到来

が予測される中で、国・県・市が考えている施策は、住民自治協議会や自治会を始め、

地域ボランティアや地域コミュニティと伊賀市が協働して、それぞれの地域の実情に応

じた取組がいろいろ施策として増えてくる。そこで重要になってくるのが、地域に差別

や排除があっては、そういった施策の取組ができない、あるいは、施策に効果が出てこ

ないと想像がつきます。社会参画の機会の確保と意思決定や合意形成の中で、平等を担

保することなどが大切になってくる。多様性を認め合い、お互いの人権を尊重すること

が、とても重要になってくることを冒頭の部分で盛り込ませていただきました。 

 

引き続きまして、資料２－２の資料編。これは、第２次計画と同様に、第３次計画の

後に、掲載させてもらおうと考えております。掲載の順番に、ご説明させていただきま

す。 

 

１番の計画策定の経過の部分です。第３次計画に係る審議会の会議内容、また審議会

前に、事前に庁内会議をさせていただいて、会議の開催経緯としてそれぞれまとめて掲

載しています。 

続きまして、２番。この審議会についての条例を掲載しています。そして３番目、審

議会委員の名簿を掲載しています。委員名簿は、２次計画に掲載されていない審議会か
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ら、掲載させてもらっており、２期・４年分を載せています。 

続きまして、４番目、人権施策推進会議（庁内会議）の設置要綱、５番目に、人権侵

害対策本部設置要綱を、資料として掲載しています。 

それから、６番目。人権関連の条約や法律等、７番目には、三重県の人権関連の条例

等、続いて８番には、伊賀市の人権関連の条例や宣言・計画をそれぞれ掲載しています。

ここでは、基本的に今回、３次計画の第１章から第３章まで掲載されていないものに関

しては、見え消しし、削除しようと思っています。清書では、無くなってしまうのです

が、残した方が良いと思われるものは、ご意見いただきたいと思います。また、逆に、

新しい項目あるいは、新しい項目に沿うような改正・一部改正となっている箇所は、ア

ンダーラインで更新していると、ご認識いただければと思います。 

具体的な例をあげてご説明いたします。例えば、16ページ、世界人権会議。１ページ・

本文 12行目と載っているのですが、これは、前回の２次計画から抜けてしまったので消

しました。あるいは、国際条約と関連があるからここに載っていたのかと思うのですけ

れども、人権教育のための国連 10年国内行動計画が載っていたりしています。そういっ

た部分は消し、改めて、沿うように直しています。例えば、19 ページの一番下。女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律。３ページ目・わが国の動き１行目です。こ

れについては、新しく入れています。そのような形で、修正を付け加えています。 

 

（谷川会長） 

今、ご説明ありましたように、本文に新しく登場した語句で解説が必要とされるもの

及び文章の訂正で登場しなくなった語句については削除をしている方向で訂正がされて

いるということです。 

特にご意見ございませんか。参考資料として、計画を読むにあたり、理解が深まるよ

うに作っている資料です。 

 

（委 員） 

前回も出ていたと思うのですが、三重県手話言語条例が、本文には入っているのです

が、資料にはないので、入れたほうがいいのではないかと思いました。 

それと、25 ページ、ハンセン病問題に関するところです。国による患者に対する隔離

政策に起因する問題ということを、はっきりと書いてもいいのではないかと思います。

ハンセン病問題基本法の「…国の隔離政策に起因する」の方がいいか思いました。 

 

（事務局） 

新しく載せたところに、それを明記するということですね。 

 

（委 員） 

後、言葉も。20 ページ、ＤＶ防止法のところです。直してもらったところ。ちょうど

５番のところだったかと思いますが、「…暴力の配意」。とか、後の「行動」は、もし

かしたら「言動」かなと思いました。「…保護の拡充、対象者の拡大」「対象被害者の

追加」「加害者の対象」といろいろあるけれども「…保護命令制度が拡充されて…。」

ぐらいで全部つながるのではないかと思いました。 

21 ページ、障害者雇用促進法です。下から２行目に「最終改正」ってあるのですが、

最終はどこかを元にしているので、一番最近です。最終は抜いてもいいかと思いました。 

 

（事務局） 

最終、そうですね。また改正されるかも知れません。削除します。ありがとうござい

ます。 
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（委 員） 

これは、この冊子全部ですか。 

 

（事務局） 

そうです。もう、全部入っています。 

 

（委 員） 

この冊子で、感じて思ったとこ。38 ページのエンパワーメントの説明です。「力をつ

けること。…」って書いてあるのですが、エンパワーメントって元々、外のものが、力

をつけるではなく、元々持っている力を取り戻すことと思うので、このあたりの表現を

少し変えてもらったほうが、いいのではないかと思います。社会的弱者とか被差別者が、

自分の置かれてる立場とか、社会の構造とかに、気がついて変わって、個々に持ってる

能力とか行動を取り戻して行くことと思うので、わからない人にも伝わるようにしても

らったほうがいいかと思いました。 

 

（谷川会長） 

非常に大事な点を提起していただきありがとうございます。いただいた点、よろしい

ですか。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。修正します。 

 

（谷川会長） 

その他、いかがでしょうか。資料編の関係です。 

 

（委 員） 

全部、後の年表も、よかったでしょうか。 

 

（谷川会長） 

どこまで。 

 

（事務局） 

現在８番まで説明して、先ほど、既に触れていただきましたが、９番目に、用語の意

味について記載しています。用語の意味は、計画中の１章・２章・３章で、登場した用

語につきまして、下段に註釈をしていますが、50 音順にまとめ直して、資料編として載

せたのが、９番目となっています。 

 

（谷川会長） 

年表のところも含めてですか。 

 

（事務局） 

はい、１０番目の人権年表のところですが、事前配布の資料は、Ａ３・四つ折りの形

で綴じてありますが、２次計画では、世界・国・県・市の動きが、２ページ分で、ひと

目で分かるよう、見開きページとなっていました。このＡ３の形で、資料とさせていた

だきましたが、冊子にした時には、ちょうど真ん中（国と県の間）が、背表紙のところ

になるとご理解いただければと思います。 

今回は、特に、この年表の２次計画策定以降から、2017（平成 29）年までに起こって

いる部分について、主な部分として追加していますので、よろしくお願いします。以上
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です。 

 

（谷川会長） 

用語の意味と年表のところも含めて、ご意見をお願いします。 

 

（委 員） 

69 ページ、年表です。2014 年「女性の大活躍推進三重県会議」設立は、平成 28 年 9

月設置だったと思っているのですが。もとに何があって、こう書かれているのか、どう

かわかりませんので、指摘をしておきます。後、ここ「第３次ユニバーサルデザインの

まちづくり推進計画」は、答申案５ページ２段落目に出てきて、かつ、この年表の前の

部分に「第２次」まで掲載されておりますので、「第３次」を載せていただいたほうが

いいかと。これは 2015年度。さらに、2016年の欄にある「人権施策基本方針（第２次改

訂）」については、平成 27 年 12 月策定となっていますので、上の段に挙げていただい

たほうがいいかと。さらに、この年は書いてないですが「第３次人権が尊重される三重

をつくる行動プラン」が出来ていて、それを掲載してほしい。ちょっと細かくて申し訳

ないですけど、もう一度、事務局で整理し直してもらったら、いいかと思いますので、

よろしくお願いします。 

前からですけど、答申案５ページ上から５行目「三重県いじめ調査委員会条例」が 2016

年に…施行された。とあるのですけれど、2014 の間違いかと思うのです。たぶん、いろ

いろな、たくさんの資料を扱っていますので、最後、ちょっと細かいところをチェック

しても、なかなか出てくると思うのですけど、お願いしたいと思います。 

それと、後で整理してもらっていいと思うのですが。本文答申案のことを、ちょっと。

もう一旦、次の事項で言いますか？ 

 

（谷川会長） 

計画答申案の本文は、ちょっと、資料のところは、一旦ここで区切ったほうがよろし

いですか。進行上。 

今、委員からございましたように、資料編の年度に間違いがあったり、掲載が漏れて

いたりする項目もございます。ご指摘があったものはもちろん、それ以外の点について

も、もう一度最終答申をまとめるまでに、チェックをいただけるということでよろしい

でしょうか。お願いします。 

それでは、資料編、このあたりでよろしいでしょうか。 

 

それでは、次、事項書の議事（３）総合計画答申案について、修正部分、事務局から

お願いします。この事務局の提案を受けて、本文の対応について最終確認をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

まず、ご持参いただきました資料３、答申案についてです。これは資料３で、ホチキ

ス留めで、冊子になっているのが１章・２章・３章。もう一つ、中間案から、この答申

案に変更したところの一覧表を資料としています。どこが変わっているかわかりにくい

ため、表にまとめました。主な箇所を説明し、訂正部分のご意見をいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

まず、67 ページです。表現で差別ガイドラインの作成に着手していこうという部分で

すけど、余分な言葉が入っていたので、削除し、理解しやすいように修正したのがアン

ダーラインの部分ですので、よろしくお願いします。 

それから、68 ページです。人権相談体制の充実と人権救済・支援体制の構築の箇所に
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なっていますが、地域相談員について、本文への記載がなく、具体的な取組の表の中に

掲載しているだけでは、わかりにくいので、アンダーラインのとおり修正しています。

例えば、７行目から８行目にかけて「地域相談員」を明確に入れさせてもらっています。

また、その役割がわかるよう 16行目から、…市民の身近な差別相談については「地域相

談員」に持ち込んでいただき、原則、そこで解決をめざします。しかし、「地域相談員」

で解決に至らない、人権相談や差別事象の訴えについて、被差別当事者性や制度的専門

性を有した、「人権専門相談員」の設置を検討し、伊賀市でできる「人権相談や人権救

済・支援体制の構築」を進めていきます。と修正させていただいています。 

それから、95 ページです。まず、パブコメで寄せられた部分です。ここが該当する場

所になっております。ここに、「…また、…。」って、文章をつなぐように加筆してい

ますが、次の文章、「…中でも、発達障がいや精神障がいのある人に対する誤解や偏見

をなくし、正しい理解・認識を深められるように啓発を進めます。」と訂正しています。

それから、その上です。95 ページの１行目に「また、…」として、「障害者差別解消法

が施行されたその年に、相模原障がい者施設殺傷事件が発生しました。…」と。津久井

やまゆり園の事件ですけども、触れています。 

それから、101 ページです。ここは、施策分野４・個別人権課題の外国人の部分です。

入れたのは、「…偏見や差別を助長する不当な差別的表現や、害悪の告知や脅迫的言動

を禁止するだけでなく、伊賀市においても、外国にルーツのある人への偏見や差別を解

消する取組として、全国の先進地の取組を参考に、多文化共生の地域づくりを推進する

ための条例について研究する必要があります。」と加えました。 

それから、108ページです。中間案では、ハンセン病回復者についての記載は、もう少

し後ろに書いてあったのですが、掲載場所を、前に移動しています。加えて、官民一体

となってハンセン病患者を施設に送った事実、治療薬が開発され、戦後日本でも効果が

あると認められながらも、法律をつくって隔離政策がされた事実。そういった部分を加

筆しました。それから、無らい県運動の用語の意味も加えています。それに関連して、

第２章の 46ページで、当事者の声って書いてありましたが、支援者の声と修正していま

す。 

主なところは、以上になります。 

 

（谷川会長） 

ありがとうございました。今、主な本文中の修正についてご説明をいただきましたけ

れども、いかがでしょうか。 

 

（委 員） 

23 ページ、４の計画の基本的視点の③の文章です。主語がない場合は、基本的に市が

ってことだと思うのですが、「人権が尊重されるまちづくりを進めていくため、…多様

な主体と連携・協働し取組むとともに、…。」が行政とした時、「一人ひとりが…必要

です。」ってところは、市民という意味で書かれているのであれば、市民って入れたほ

うがいいのではないかと思います。「…地域住民として…。」って書いているので、当

然とは思うのですが、ずっと「市は…。」って読んできていると、ここでわかりにくく

なるので、入れていただいたほうがいいかと思いました。 

 

（谷川会長） 

ありがとうございます。主語をはっきりさせたほうが、良いというご意見です。 

 

（事務局） 

事務局で主語を入れます。 
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（谷川会長） 

わかりました。その他、いかがでしょうか。 

 

（委 員） 

これは資料のことじゃないのですけども。私らは素人で、個性と障がいがもう一つわ

かりにくい時代になりました。無数に耳に入ってくる障がいに関する言葉。前に会長が

言ってくれた、障がいについて、外から見ての障がいは、私らも判断できる。線引きま

でいかなくても、障がいとみなして話題・勉強に入っていけるかが、わかりにくい時が

あります。子どもの催しに、参加させてもらっている中で、昔から落ち着きのない子は、

おりましたけれど、その落ち着きのない度合いが「これが障がいかな」と思うことがあ

ります。幅が広くなって支援の先生方が、多く学校にいてくれます。それから、障がい

者につながる発言、２７年度差別相談の最終報告の中ですけども、私も障がい者差別に

つながる発言を使ってしまいました、最近。いけないといえ、どこでブレーキかかるの

かなと考えます。 

それから、同和問題です。今までの同和問題は、勉強会に来てくれている人は、現実

の話で聞かせてもらっていますが、外の人は、ここまで至った経路が、わかりません。

「地区外・地区の人も、この勉強をもういっぺん外へ向けて行きたい」って言いながら、

いろいろ講演の中でも話を聞かしてもらっています。同和問題・部落問題について、改

めて研修・学習の方向性について、当事者の声に耳を傾けていただきたいのが本音です。 

 

（谷川会長） 

ご意見ありがとうございました。事務局から特に。 

 

（事務局） 

この第３次計画の中で、具体的に当事者の聞き取りの中で、個々に傷付く・不快な思

いをするという部分の中で、積み上げて行くとこが大事かと思います。この計画の中で

実際に線引きができればと思っています。そこら、また、団体の皆さん方も含めて、協

議しながら、基本を決めていきたいと思っています。 

同和対策の再度学習機会ですが、もっともなご意見です。昨年、部長からも言わせて

いただきました、部落差別解消法ができました。その部分について、今、伊賀市として、

地区別懇談会が各地で開催されていますが、その場に伺い、時間の許す限り６条の部分

について、丁寧に説明させていただいています。まだ参加者も少ない現状もありますが、

まずは、顔を合わせながら、法律ができた背景には、部落差別がまだまだ残っている事

実も踏まえ、今現在、取り組み中です。さらに深く進めていくため、あらゆる機会をと

おし、部落差別解消推進法の成立をとおしながら、裏にある差別事件の実態・現実を市

民の皆さん方に知っていただく取組み、並びに研修・勉強会を開催していただく、地区

別懇談会のさらなる充実をめざしていきたいと、今、考えて取り組みをしているところ

です。 

また、その時は、一緒に部落差別について、三重の中で、声を発していただければあ

りがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（谷川会長） 

特に、おっしゃられたように、障がいを長い間、私たちは医学モデル、いわゆるでき

ないことを障がいとして捉えてきた長い歴史がある。そうすると、目が見えない・耳が

聴こえない・脚が動かないという障がいは非常に理解しやすいけれども、おっしゃった

知的障がい・発達障がいを機能障がいという見方からすると、非常に理解が難しい場合

が出てくるわけです。でも、世界も日本もできないことを障がいとして捉えることは間

違いと気づいたのです。できないではなく、できないことをもって参加の機会を奪う・
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人を地域社会から排除することこそ「障がい」という、社会モデルに変わって、変わる

べきは当事者でなく、社会こそ変わる必要があるって考え出すと、できない子だけが障

がい児ではなく、できないことをもって排除してしまう、クラス・学校・社会・家庭・

地域にどう目を向けるかが、非常に大事になってくる。そうすると、障がいのものさし

もできないことをもって測るわけではなくなってくるわけです。 

また、部落差別も非常に委員おっしゃられたように説明が難しい。特に、外国の人に

部落差別を説明する際、難しいです。差別には必ず、区別が前提とされる。男性・女性

と区別があって、女性差別が起こる。だから、外国人か日本人か、肌の色がどう違うと

いう区別があって、初めて差別が行われる。委員おっしゃられたように、部落差別とは

一体何が違うのか。女の人・男の人・障がいを持った人、いろんな人がいるのに、なぜ、

ここに住んでいる・住んでいたことをもって、差別の対象にしてしまうのかという説明

が、非常に難しいのです。ですから、おっしゃられたようにしっかりと、この計画、ま

た、同和行政の審議会も同じような議論がされていると聞いていますので、そこでしっ

かりと議論をしていただいて、法律ができた中で、正しく部落問題を教育・啓発してい

ってもらえるよう頑張っていかなければならないと思います。 

その他、本文に関わりましてご意見ございませんか。 

 

（委 員） 

33ページ、ＤＶのところです。調査の結果、ＤＶの被害者は上から３行目、「…8.4％

と少数なのですが…。」と書かれているのですが、果たして、ここで少数って言葉を使

っていいものかと思います。１割弱は決して少数ではないと思います。8.4％は残してい

いけれど、少数は削除したほうがいいのではないかと思いました。 

後、言葉のこと。43ページ、一番上の表の真下です。「まったく問題にしない」と「迷

いながらも、…」と「遭わせる」とが「合わせると」。 

次のページ、上から４行目です。話されたことを、そのまま起こされてわかりにくい

ので、「確かに国籍や民族は違うが、」を削除し、その次「…人によって…。」って続

けたほうが、しっくりくるのではないかと思いました。 

67 ページ、先ほど説明していただいた「差別ガイドライン」が固有名詞であれば、具

体的な取組みの表の中の１の下は、「の」は要らないかと。「差別のガイドラインの作

成」と施策項目は書いてあるので、ここは要らないと思いました。細かくてごめんなさ

い。 

34ページ、男女の地位の平等感について。本文４行目「…男優遇感」は「男性優遇感」

だと思います。同じページの 35行目です、当事者の声も、この方はきっと「…家事は手

伝ってくれるが…。」と話されたと思うのですが、この方の言いたいことを伝えるには

「…以前よりは家事をするようになったが、…。」ぐらいが、良いのではないかと思い

ました。 

後、35 ページ、上から９行目。「男性は」抜けていますけれど、「…仕事に逃げて、

…。」と書いてあるのですが。「…理由に…。」ぐらいかと思います。 

すいません、細かいことたくさん。 

 

（谷川会長） 

どうもありがとうございます。事務局で指摘のあった部分の訂正とか書き換え、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（谷川会長） 
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その他、小さいことでも結構です。 

 

（委 員） 

ちょっとこれを見ていて、わからないのですけれど。実態調査の結果は、どのページ

に反映されているのですか。 

例えば、実態調査の中で、差別を受けたことがあるが、前回 25.7％だったのが、今回

6.4％に減っている。これはやっぱり、こうやって、啓発なり、教育をやってきている効

果だと思うのです。そのへんを市民にも、きちんと知らせるべきじゃないかと思うので

す。 

どのへんに載せられているのか、見つけられなかったもので。 

 

（谷川会長） 

実態調査って、どの実態調査。 

 

（委 員） 

生活実態調査。５年に１度の、今年実施する調査です。 

 

（事務局） 

それは、同和施策総合計画の中で、反映させることですね。今、まだオープンになっ

ていない中、ここ（第３次人権施策総合計画）では、反映できないと思うのですが、「人

権施策総合計画」のほうが、策定については早いので、「同和対策総合計画」の中でま

た、新たに、反映させていっていただけたらと考えます。同和施策推進審議会のほうで

議論いただき、そちらの計画で、反映されることと思っています。 

 

（谷川会長） 

ありがとうございました。それでは、他にご意見。 

 

（委 員） 

これ、第３次まで、まとめつつありますが。行政の方々にもお願いしたいし、市民の

皆さんについては、どうお考えかわかりませんが、個人的には、市長が先ほど言われた、

去年度のヘイトスピーチ解消法、障がい者差別解消法、部落差別解消法等々に関しても、

啓発の周知がしっかりしていない。市民になかなか浸透していかない。これが現状と違

うのかと。 

こうして、いろんな計画をずっとまとめてきても、本質的に市長自ら、このことをし

っかり受け止めていただいて、市民への啓発ができていない事実の中からいろんなスタ

ートとなるのでは。先ほど皆さん言われている、差別につながってくる。法的には差別

はいけないことと、なった事をしっかり受け止めて啓発していただいて、前へ出してい

ただく。こんな方法を取っていただかないことには、あらゆる差別の解消にはならない

のではと考えます。それが、首長の責任かと思っています。そこの部分も、またご検討

いただきたい。 

 

（谷川会長） 

条例に基づく審議会として、市長から第３次計画策定について、テーマをいただいて、

ここで何度かこういう議論をしてきて取りまとめるものですから、この計画答申案は、

しっかりと市長としても責任を持ってお受け止めいただく。そして、真摯に具体化をし

ていく、その先頭に市民の代表として立っていただくことはもちろんであると思います

ので、よろしくお願いしたい。 
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（委 員） 

文面のことです。50ページ、一番上に 2009年の意識調査を載せていただいてある。も

し、このまま載せられるようなら、下が見にくくなっています。ぜひ、見やすいように

お願いできたらと思います。 

もう一点、63 ページ、施策項目の具体的な取組の３の部分③二つ目に、人権問題を考

える中学・高校生友の会って挙げていただいてあります。事業概要を読ませてもらって

いると、中学生や高校生に、リーダーの資質を養う意味だろうとは思うのですけれども、

誰に資質を養うのかが、わかりにくいので、どこかに「…中学生や高校生に…。」とか

何か言葉を入れていただいたらどうかと思います。 

 

（谷川会長） 

ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。 

 

それでは、一旦、ここで議論を整理しておきたいと思います。いただきましたご意見

ですけれども、答申という形で、この案を取り、市長に提出いたします。委員の皆さん

が一堂に会して、市長に提出することについては、時間的・物理的にも省略させていた

だき、本日ご意見をいただいた内容や、こう訂正してはどうか、というご意見を踏まえ、

私と副会長に訂正の文言については、ご一任いただけますか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

異議ないと認めます。私と副会長で、事務局と相談し、最終案を訂正したいと思いま

す。 

また、提出につきましては事務局から、市長、お忙しいようですので、提出していた

だく手続きを取らせていただきます。 

しっかりと、先ほど委員から、ご意見もありましたように、市長として当然のことな

がら、受け止めいただいて、具体化に向けた取り組みを早急に進めていただけるように

お願いをしたいと思います。 

 

本日は、最後まで熱心な討議、長時間にわたりありがとうございました。ご意見を踏

まえ、第３次計画の答申として審議会から提出をさせていただき、今申し上げましたよ

うに、伊賀市の人権政策に活かしてもらえるようにしたいと思います。 

本日は、お忙しい中ご出席いただきありがとうございました。最後に、事項２のその

他についてですが、事務局から連絡がございますのでよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

今日の審議会資料と同封させていただきました交通費の請求書につきまして、審議会

の始まる前に集めさせていただきました。まだお持ちの方は、今日の会議終了後集めさ

せていただきます。 

今日、欠席の方につきましては、もう一度請求書を送らせていただいて、全員分が揃

ってから、委員の皆さんに振込の手続きをさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

（会議終了） 


