ー

﹈

冨

日（水）

と条例制定には大反対しています︒この間︑署名運動を持い︑すで

別される町民﹂をつくり出し︑﹁両者﹂の対立を永久化させるものだ

に上程しました︒私たちは︑﹁条例﹂そのものが﹁差別する町民﹂と﹁差

多可町長は3月2日︑﹁多可町部落差別解消描進条例﹂案を町鵬会

を紹介します︒良識ある町民のみなさん︒町当扇にも︑町議会にも︑

見書﹂が寄せられています︒その中から 5人のみなさんのコメント

︵準傭会︶にも多くの町民の方々から︑パブコメに応募した﹁私の意

た︒町民からは多くの反対意見が届けられています︒人惰連支部

町民から広く意見を求めるパブリックコメントの手続きを合いまし

わたしたちは﹁部落差別﹂を永久化する多可町条例の制定に反対します

に1144筆を町長に提出しました︒

急き条例反対の声を届けてください︒︵見出しは編集部︶

署名のお願いに回って話離れて長くなる今︑どの

をした時も︑﹁部落差別ような解放教育が行われ

なんてそんなものどこにているかは伝え聞くだけ

あるん﹂﹁こんな条例作っですが︑その目的は﹁部

たらかえって昔に後︳戻り落解放の戦士﹂を作るこ

するんとちがラの﹂そラと︑そして﹁部落差別は

□同 音 に 今 も 厳 し い ﹂ と い っ た

いう言菜が異

返ってきました︒そラずっと昔に行われていた

いった素朴な町民の声にような内容であること︑

今や︑若い人達の中に

区はなく多司町では生活
レベルにも差はなく︑差

りますが︑私が一番危惧

﹁部落差別﹂といった心

具体的に何をするのかが
書かれていません︒その

別事蒙も顕在していませ

するのは﹁教育及び啓発﹂

情はありません︒この条

苔つお答えになるのでそれを公費丸抱えでやっ

で議論は深まりません︒
つど県当同や協力団体と

ん︒このよラな状況下で
しあったとしても多可町

3条以下では︑国は決

の第6条です︒いったい

例が制定・廊行されたら︑

に見解を述べら九るだけ

8日までの期間︑公表した条例案に対して
町当局は2月3日から1

差別解消を害する﹁条例﹂
相談し揺進策を沢定する

あえて対立を煽り︑分裂

の住民も同じ穴のムジナ

してこの条例を各自治体

どのような教育をしよう

すでにやられてない学校

団体と連撓すると言って

ん︒にもかかわらずその

別糾弾の評価がありませ

団体﹂が揺進してきた差

ん︒特に条文にある﹁各糧

する総括がされていませ

されてきた同和行政に対

去半世紀にわたって揺進

第1に︑この条例は過

す
︒

ら条例の制定に反対しま

私は次のような追由か

たらしたでしょう︒なる

しにした研修会は何をも

化しています︒糾弾を重

が多可町民の義籾と矮小

だけを解消することだけ

部落差別だけは別でこれ

民主主義です︒ところが︑

潤するため共同するのが

な差別がありそれらを解

かし︑日本社会には様勺

表現になっています︒し

が保障されているような

の住民にはすべての人檀

れでは所期の巳的が達成

てしか聞こえません︒こ

ら九参加者には嫌みとし

が悪いから﹂と紹論づけ

﹁旧地区外住民の心がけ

しかも差別が残るのは

は益々頭まるでしょう︒

が誼制されればこの傾向

町民の義務﹂として参加

が成立して﹁差別解消は

だけが精一杯です︒条例

は︑参加人数を確保する

が進庁しています︒合で

ごすばかりでマンネリ化

そもそも末だに多可町

条文にはありません︒

念に対す歪幽止めも二の

ねません︒このような懸

問悶が発生したりもしか

発誘致事件のよラに剌糧

つくるべきではありませ

こっているとする条例は

ます︒

有書な﹁条例﹂に反対し

を持ち込み︑差別解消に

私は多可町住民に分裂

尊重されるものである：﹂

けがえのない個人として

革本的人櫂奎旱有するか

﹁すべての町民が等しく

2条の革本理念ですが︑

ねません︒

を混存することになりか

どころか永久に部落差別

定すれば部落差別の解消

しかも︑この条例を制

くても溝を深め対立を生

明確にし差別の実態がな

落﹂と﹁被差別部落﹂を

果を上げるため﹁差別部

に審議会を作ることで成

ることはありません︒逆

審議会で調査や審議をす

差別がない現実をみれば︑

進学でも就職その他でも

策で一定の成果もあげ︑

とを何人からも聞きまし

あかんのん﹂といったこ

私らだけこんなことせな

高学年になると﹁なんで

と喜んで勉強した子らも

学年のうちは匡任が行く

えた経験があります︒低

て子どもたちに勉強を教

して旧同和埠区に出向い

学習会︵解放学級︶と跡

かつて学力袖充のために︑

知らなくてもよいことを

他地区の子どもたちも︑

変むごいことです︒また︑

な子どもたちにとって大

がなされたら︑いたいけ

烙印を押す様な学習内容

どもたちに﹁部落民﹂の

そして︑何も知らない了

るのではないでしょうか︒

を実加するよう頭要され

に対しても﹁解放学級﹂

ふさがりません︒

います︒その団体にも自
ほど︑あからさまな差別

できないばかりか陰国な

では部落差別が存在する

み出すための条例だと言

どの条項にも問霞はあ

しょう︒ていることに開いた口が

聞く方も義務的にやり過

とされています︒この曖

を持ち込むことはかえっ

扱いすることは大変町民

に推奨しているわけでは

とお考えなのでしょう︒

らの糾弾路線への反省を

発言や事象は鳴りを誓め

差別がはびこることにも

としています︒今︑多可

紺立を生み出すための条例だ

別﹂や﹁同和﹂といろ言

は思いません︒﹁部落差

インターネットでの情親

に伴って：・﹂とあります︒

1条に﹁情詞化の進農

ていないのでしょうか？

すべての人を平等に扱っ

町ではこの罪念がなく︑

の条例に断固反対いたし

以上の理由から私はこ

わざるを得ません︒

｀頭教えに行きよるん︒

は﹁0 0地区の子らに何

た︒又︑他地区の子から

必定です︒

や偏見が生まれることは

知り︑そこに新たな疑問

また︑﹁部落差別は今

葉自体が既に死語になっ

ぼくらも教えてほしいわ﹂

なお存在する﹂という名

ます︒以上

と言った声を聞いたこと

の下に︑住民研修が数多

決してそうではないと思

もありました︒当時は同

く実施され︑出席等取っ

とい︱つことなのでしょう

和特別法もあり学力差解

たりするよ︱つなことにな

ているのではないでしょ

消のために仕方のない面

りかねません︒そうなっ

が︑この条例案を見て試

もあったことでしょラが︑

たら︑住民に﹁またか﹂

てみました︒そこに出て

大切だと思います︒しか

冨差別発言﹂や玉差別表

加美区・女性

し︑部落差別や同和とい

その珪由の一っとして︑

ません︒また︑この度︑

する人種問悶などあらゆ

しに﹁部落差別﹂をキー

子ども間に溝を作る要因

といった感情をいだかせ

確かに︑いじめ閂醒や

ような顕著な部落差別の

の︱つでした︒

解消どころか︑分裂をも

ワードにネットを検索し

くるのは法跨省の記事と
私は﹁多可町部落差別

事例が多可町にあるとは

特別法が廃止されて障

障碍者差別︑外国人に対

る人櫂問頸を考え︑人櫂

これまでに条例を制定し

の解消の淮油に関する条

思えません︒少なくとも

たらしかねないことを危

新たな間や偏見が
生まれることは必定
感覚を身に着けることは

た市や県の条例ばかりで

例﹂に反対です︒

分繹つのに今もって﹁解
硯﹂を見つけることはで

第1条に記載されている

対します︒

故にこの条例に断固反

私は耳にしたことはあり
ラ言葉をあえて使い部落

きませんでした︒仮にも

じえません︒教育現場を

校があることに驚きを禁

慎いたします︒

ラか？

八千代区・男性

以上

聞いたことがありません︒

ました︒しかし︑研修会

ん
︒

反対署名簿を見る町長（右側の人） 2
0
2
0
.
1
.
3
0

現在︑法的には同和地

第2に︑粗も変わらず

のでしょうか？乱はそラ
第3に︑この条例には

なりかねません︒

多可町中区中村町3
1
9 電話 090‑6757‑7122

に参加してもビデオ鑑賞

発行責任者杉浦日出夫

部落差別だけを解潤の対

発行所：東播地域人権運動連合多可支部準備会

の後︑講師の方が一方的

東播人権連ニュース

象とし︑旧同和地区以外

加美区︒男性

昧さの中に例えば糾弾が

て同和問題の解決を遅ら

を馬庇にした解釈だと思

ありません︒昔の同和対

います︒

復活したり︑福井県の原

せることになるでしょラ︒

います︒

2
0
2
0
.
2
.
2
1 アスパルにて

放学級﹂をやっている学
差別が今も多可町にはび

し

年月

3

←

多可町
号外

(2)

2020年 3月 11日（水）

多可町号外
地域と人権＠東播人権連

第3条︵町の責諮︶及び

起こしかねないと危惧するものであります︒
いに役立つことが期待でき︑断しい運動や要求を組

ポイントといつ文書の中で︑立法事実の収集にも大

放同盟は︑厚労省同和問題実態調査の意義と成功の

よって︑あたかも何がしかの不適切な言動であった

ある宮崎政久代議士も﹁この医案が成立することに

こを私たちは一番懸念をしている﹂とし︑拠案者で

これ拭い切れない事実としてあるわけですから︑そ

4年 (1965年︶の同和対策審議会答甲
①昭和4

加美区︒男性

このような調直によっては︑解放同盟の網領が示

うに扱う事でのみ解沢できる課題です︒

さに﹁同じく﹂﹁和している﹂状態になっています︒

区﹂と揖定されていた地域も︑﹁混住﹂が進み︑ま

多可町から少し視野を広げ九ば︑かつて﹁同和地

とか地区等々について実態調査をするということは

いわゆる旧同和地区を特定した上で︑その中の個人

案は︑あくまで︑そうした対蒙となる個人とか地域︑

法律拠案者の自民党若猥膀議員︵当時︶は︑﹁本浩

体となりえる条文は持つべきではありません︒幸い

この様な危険な調査への協力はおろか町が実廊主

社会闘雪しては解決しており︑残さ九た課悶につ

この様に撃理して考えると︑部落差別は︑すでに

図るのが道罰となります︒

不利益な取り扱いや人櫂侵害をしないことで解沢を

違いを互いに認め合い尊重︵尊敬︶し合いながら︑

り扱いや人櫂侵害を行うことです︒これらの差別は︑

奪埋由に︑その属性を持つものに対して不和益な取

の中ごろを中心として︶︑解放同盟によって引き起こ

与えたのではなかったのか︒かって (1970年代

癒着ではなかったのか︑多くの町民に苦痛と掴害を

になったのではないのか︒解放同盟との玉連撓﹂は

の行政はその累走に苦しめられ︑公正を欠いたもの

危険だ︒﹁法﹂は暴走する︒多可町のとりわけ中区

体のないもののために法を作るのは鳥鹿げているし︑

るというのなら︑そ九は﹁実体﹂のないものだ︒実

を明らかにしてほしい︒ネットの中に部落差別があ

②今も部落差別が存在するというのなら﹁実態﹂

にする責任がある︒

としたら︑何がダメだったのかを町民の前に明らか

たらめだった︑いい加減だったというのか︒そラだ

は一体何をしていたのだ︒自ら百ってきた町政がで

する条例が必要であるというのであれば︑含まで町

この多可町でも同じである︒いまだ︑部落差別に関

にしたのはこの実態である︒

として解消したといラのである︒同対審答申が閂題

する注は役割を果たして終了した︒部落差別は実態

多くの事業が貯わ九た︒ 2002年に同和事業に関

部落差別解消のためとして多くの予算が費やされ︑

法の事業と網続されて2002年の法の終了までに︑

1969年から行われ︑地域改善対策事業︑地対財特

を受けて︑同和対策特別閏置法のもとに特別事業が

町民が安心して暮らせる町政を

第4条︵町民の役割︶について
織でき︑同盟員の拡大にも役立てることができる︑

り差別的な庁動である︑こういったものに対しての

先にも述べましたが︑﹁部落差別の解消に関する
と詞査の日的をあけすけに述べています︒

そもそも町は︑町の主人公であるすべての町民に
す﹁部落民﹂すなわち五歴史的︒社会的に形成され

また先述した参議院怯鍔言会での付帯沢議には︑

施策﹂は必要ありません︒
対して福利を実現するための条件を整備し︑町民の

た被差別部落に硯在居住しているかあるいは過去に

﹁過去の民間運動団体の打き過ぎた言動等︑部落差

︵多可町中区︶

部落問題解決のゴールは

もう見えています
誠

人櫂を等しく保障することが第一義の任務です︒町

居住していたという事実などによって︑部落差別を

根即を与えるようなことがあってはいささかもいけ

条例案は︑﹁情隷化の進晟に伴って部落差別に関
民の中に対立と分断を持ち込むことなど酔されませ

別の解消を阻害していた要因を踏まえ︑これに対す

られません︒

このような摺掴を受ける解放同盟との連鴨は認め

歪羞を講ずることを厳しく指摘しています︒

条例案では︑﹁国が百つ部落差別の実態に係る調

つくり出します︒

かの﹁差別﹂の有無を確認するものになる危険性を

ない﹂と応じています︒

言哀況に変化が生じている﹂として︑インターネッ

︱つける可能性をもつ人﹂を袖出し︑その人勺に何ら

町民みんなが自治櫂を生かし︑自らの櫂和と自由

ん

評されないもの﹂であり︑それを﹁解消するために
を守り高め︑幸福を追求するための行動を助長し保
障することが町の役割です︒

第9条︵審議会︶について

別に閃する実態調査等を実廊する責務を有する︒﹂

め審議会は必要ではありません︒

査に協力する﹂だけに止まらず︑町自らが五部落差

少なくない町民が不安定非正規雇用や低賃金長時

としていますが︑これは事実上解放同盟が要求する

総論的に

第5条︵相談体制の充実︶について
間労働に従事させられています︒さらに社会保障切

詞査になる可能性があります︒

町が車狐で実施すべき施策はありません︒このた

旦下げと重説の結果︑社会に貧困と格差が急激に広

被差別者が差別者の行った事実及びその差別性の有

差別はみんな同質ではありません︒

直接的な責任関係もありません︒
そもそも﹁差別﹂や﹁人櫂侵害﹂とはなんであり

無を確定し︑差別の本質を明らかにするという特異

女性差別︒障碍者差別・外国人差別などは云女性﹂︑

部落差別の解泊は︑本来同じであるものを同じよ

廊策は︑すべての町民を対蒙に実施すべきであり︑

な解放同盟の運動論によって行政の主体性が奪われ

つまりそれは︑部落民以外は全て差別者だとして︑

がっており︑まさに﹁人櫂﹂が﹁侵害﹂されています︒

でしょうか︒つまりそれは︑﹁国や地方公共団体な

したがってその窓口たる﹁相談業務﹂は全町民︑全

そのことはここ多可町でも同じ傾向にあります︒そ

全く考えておりません﹂﹁調査の必要性もなければ︑

された町行政の混乱に対する反省はないのか︒ない

に対して不和益︒不平等な扱いをすることではない
どの百政櫂力﹂及び﹁大企業などの社会的雇力﹂と

然るにインターネットの中にある﹁差別﹂表硯を

のような状態にある中︑﹁同和教育﹂に注力するこ

いては︑町民間の努力で十分解決できる閂宣です︒

﹁障碍﹂︑﹁国籍﹂という﹁隅性﹂︵そのものの性質︶
る危険があると摺摘したく思います︒

もって︑差別を町民間に生じるものと矮小化し︑あ

とは︑知らなくてもよいことを知ってしまい︑﹁同

その可能性︑実態もないという詞提で法律を作って

の人櫂を守るためにあります︒

ます︒

のは間遵いです︒

3年間をは
町民のみなさんは︑同和讐別医時代の3

じめ︑その後今日までの認年間︑合わせれば半世紀

を超えて部落問題解決のために努力し︑励力してき

2月1日の参議院怯筋委員会において自
2016年1

の到達段階を明やかにする責任があります︒

題が解決した吠態﹂について具体的に説明し︑今日

町は︑町民に敬意をこめてお社を述べ︑﹁部落問

てほしい︒

町民が安心して暮らせるよ︱つなまともな町政を庁っ

行する多可町の行く末をどラするかだろう︒全ての

か︒今︑町が考えるべきは少子高齢化︑過疎化が進

同盟への忍返しか︒町民無視の暇理立てではないの

載っているのはどういうわけか︒条例の制定は解放

景中に﹁解放新聞兵庫版﹂に描薦候補として写真が

④町長の吉田かずし氏が選挙軟 (2017年︶の

のない罵鹿げた条例である︒

は部落差別を永遠化する︒全ての町民にとって和益

旧﹁対蒙者﹂を部落差別の被害者に縛り付け︑紡同

町民にいわれのない﹁差別者]のレッテルを張り︑

輩を温存する︒

同和百為を助長する素地を謳存し︑同和判櫂を狙っ

③条例の制定は今後も部落差別を温存する︒エセ

とすれば︑今後の町汀政も日頼することができない︒
月8日の参議院法務委員会での付帯決議では︑﹁当

どのような差別よりも早く解沢できる問題でもあり

また﹁部落解放の戦土﹂を作るための﹁解放学級﹂

該調査により新たな差別を生むことがないよラに留

2
おります︒﹂と説明をしていますし︑ 2016年1

3年間にわたって同和特別法に誌
1969年から3

などは︑いたいけな子どもたちに﹁部落差別は今も

意﹂すべきと確認もさ九ています︒

を抱かざるを得ません︒

づく対策事業が実廊され多額の予算が授入されまし

厳しい﹂という虚構を刷り込み︑盃葬洛民﹂の烙印

人櫂にランク付けしたり︑部落差別を特別視する

た︒この結果︑﹁同和地区﹂の朋定を受けてきた地

を押すむごい教青であるといっても過言ではないで

多可町当同は︑﹁部落差別の解消に関する各種団

第8条︵推進体制の充実︶について

町は調査を実施すべきではありません︒

域は︑環域改善が進み︑教育文化の水準は高まり︑

しょう︒
﹁差別者﹂と﹁被差別者﹂を作り出す教育︒啓発

蔀落差別の解涜の揺進に関する浣律﹂を審議し

民党の四田昌司議員は︑﹁解放運動の中で余りにも

︱つでも差別があれば解決したとは言えない︑と

ました︒

2月1日の参議院法務委員会では︑自
た2016年1

行き過ぎた糾弾﹂があり﹁それが実はこの差別意識

いうのは間遵いです︒あっても地域社会がそれを受

体﹂について︑解放同盟を想定していることを否定

餌くなり︑多可町には﹁同和地区﹂も﹁対蒙住民﹂

治体の実施する﹁調査﹂について様々懸念が表明さ

の誌になったところもこれは杏定できない硯実だと

け入れないといラことが解決です︒

は不要です︒

も存在しません︒したがって云叩落差別の解消に関

れています︒

思っ﹂と摺檎し﹁連動団体側がそのことをきっかけ

ゴールはもう見えています︒

そして︑同和特別法は役割を果たし︑ 2002年3

する施策﹂は必要ありません︒

そこで明らかにされたのは︑かつて隣保館が実施

に新たな模々な要求が出てきたり︑そして︑かつて

この槙な条例を間還っても議会に提案しないよう

していません︒解放同盟に関しては︑先に紹介した

条例であり︑﹁部落差別﹂が永遠に続くものである

した﹁調査﹂に関しては︑厚生労働省はあくまでオ

そういうことが余りにも横行していたために同和差

第7条︵調査の実施︶について

ことを前畏に︑町民の中に﹁差別者﹂と﹁被差別者﹂

ブザーバーであり調査の詳細は関知していないとい

別というのが逆に助長されてしまったという一面が

むしろ条例︵案︶は︑﹁部落差別﹂を冠する永久

を作り︑これを永久固定化するものであります︒そ

ラことであり︑調査実廊を頭く主叩してきた部落解

お順いし私の意見といたします︒
の結果住民の中に﹁萎縮﹂を生み︑新たな閂題こそ

月末で終了しました︒同時に五四和﹂の地区捐定も

に増え︑交流︒融合が進隈して賂差は解開しました︒

産業や聾力は広がり︑自由な通婚が当たり詞のよラ

第2条︵基本理念︶について

第6条︵敦育及び碧発︶について

まつさえも町民になんらかの﹁役割﹂を課すなど︑

和差別意識解消﹂に逆行するのではないかとの懸念

の横暴を仰え︑一人ひとりでは力の弱い国民︒町民

であり︑言語道断であります︒

櫂力の檬暴の目くらましに手を貸すことになるだけ

憲法やそれに葦づく怯鳴条例等は︑これら櫂力

国民•町民との間で生じるものであります。事蒙を対蒙にすべきものであります︒

命と健康︑暮らしと福祉を守り向上させる制度や

ましょうか︒偏見や先入観などをもとに︑特定の人勺

インターネット上の﹁差別﹂表現と多可町や町民の

しかし︑多可町には部落差別の実態はありません︒

としています︒

条例﹂を作って︑町の賣務と町民の役割を沢める︑

トの中には今も﹁部落差別が存在]し﹁部落差別は

第1条︵自的︶について

辻

