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第 15期第１回 かながわ人権政策推進懇話会会議記録 
 

日 時：令和３年５月 11日（火）13時 00分～15時 00分 

場 所：オンライン会議形式で開催 

 

【議題】 

 １ 講演「コロナ禍における差別問題」 

 ２ 事務局報告 

 

 

【議事録】 

座長選出・座長代行指名について、座長に炭谷委員を推薦する発言があり、就任に

ついて了承された。また、座長代行には小林委員が指名された。 

 

（座長） 

それでは、今回の本懇話会は、「コロナ禍における本県の人権施策について」をテ

ーマに、委員の皆様がたから、さまざまな御意見をいただきたいと思っております。 

そこで、大変僭越ではございますけれども、私から講演という形で皆様にお話をし

て、皆様に意見交換の題材を提供させていただいて、それに基づきまして、ご自由に

ご意見をいただければ大変ありがたいと思っております。 

お手元に、私の作りましたレジュメがございます。ちょっと長いので大変申し訳ご

ざいませんけれども、大体時間として30分程度でお話をさせていただきたいと思って

おります。 

 

（座長） 

「新型コロナと人権問題」という表題をつけておきました。私自身、現在新型コロ

ナの問題のど真ん中にいるわけでございまして、現在私どもの病院では、大体２週間

前くらいから、急激に増えました。今までのなかで最大、入院患者が急激に増えまし

て、これは言わば第３波、第４波という感じではなく、新しい局面に来たのではない

かなという風に感じております。 

やはり、まだ分析はできておりませんけれども、変異型の関係ですね、これが大き

く影響しているのではないかと思っております。 

特に大阪では、私ども、大阪には８つの済生会病院があります。それぞれの病院で

真剣にやっていますが、殆ど医療崩壊といってもよいだろうと思っています。 

大阪にですね、新泉南病院という、本当に小さな済生会の病院があるのですけれど

も、これは殆ど老人病院と言ってもよい、26床しかない病院ですけれども、大阪府の

方からやはりコロナ患者を引き受けてほしいということで、ドクターが３名しかいな

い、看護師さんも本当に少ないんですね、26名ですから。でもそこで３名患者さんを

引き受けております。割合軽い、軽症の患者さんを引き受けるという予定でやってい

るのですけれども、これが重症化した場合はですね、普通であれば大学の附属病院等

に入れるんですけれども、そこに搬送できない場合もある。自分のところで面倒をみ

てくれというようなことになっていて、本当に厳しい状態に、今現在、大阪ではなっ

ております。 

テレビで見られているとおりだと思います。今日はそのような経験も踏まえてお話

させていただきます。現在の新型コロナと人権という問題は大変深い関係を有してお

ります。なかんずく感染者や医療従事者に対する差別ですね、これは大変厳しいもの

がございます。そういったことを中心にして、今日は30分ばかりお話をさせていただ

きたいと思っております。 

それでは、病気と人権問題ということについてお話をさせていただきます。ま

ず、大変広くですね、病気全般ということで取り上げたいと思います。この神奈川
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県の人権指針の方でも、取り上げてありますけれども、病気と人権問題というの

は、昔からあったわけであります。近い例をいえばまず大きいものとしてペストが

あると思うんですね。ペストは中世を終わらせたと、特に14世紀にはヨーロッパの

人口の３分の１が亡くなったというふうに伝えられております。当時こういう大変

な悲劇を招いたわけですけれども、この時に起こったのが例えば魔女狩りとかです

ね、ユダヤ人迫害が起こっています。このような生命に関わるような人権侵害が発

生したということが記録に残っている訳であります。 

また今回、私自身も一番参考にしているのは、スペイン風邪の状況ですね、本当

によく似ているので、そして、かつスペイン風邪についてはたくさんの文献が出て

おります。それを相当読ませていただいて、今回私自身が新型コロナ対策を考える

際に大変参考にいたしました。 

スペイン風邪というのは、1918年に起こりましたけれども、第一次世界大戦を終

結させたというものでございます。このスペイン風邪は、正確な数字が出ていない

んですけれども、亡くなった人は大体5,000万人。これ自身も大変大きな人権侵害だ

ったんだろうと思っております。 

これが３年間の長期に及んだという記録が残っておりますので、新型コロナもこ

の程度は覚悟しなければいけないんじゃないかなというふうに当初から思っており

ました。 

このスペイン風邪によってですね、第一次世界大戦を早期に終わらせたというこ

とだけではなくて、これに続いてファシズムへの台頭にもつながり、究極的には第

二次世界大戦に流れ込むというきっかけにもなったわけであります。 

また、（講演資料の）「ロ」にも書きましたけれども、感染症と戦争というもの

が重複したわけですね。つまり第一次世界大戦とスペイン風邪とが重複をいたしま

した。ですからこのようなものが２つ重複するとですね、より被害が大きくなっ

た。今度の新型コロナについても、去年を見るとあまり大きい自然災害はなかっ

た。しかし、これはある意味で例外的で、やはりこれからは新型コロナと、台風と

か地震というのが重複して起こるということは十分覚悟しなければいけないんじゃ

ないかなと思います。 

また、（講演資料の）「ハ」ですけれども、ちょうど第一次世界大戦のときでし

たので、スペイン風邪のときは情報統制が厳しかったんですね。そもそもこのスペ

イン風邪という言葉自身も、皆様がたご案内のように、なぜスペイン風邪と言われ

たか。元々はこれはアメリカで起こったんですね。アメリカのカンザス州が発祥だ

ったんですけれども、非常に厳しい情報統制が敷かれていた。スペインは当時、第

一次世界大戦に参加しておりませんでしたので、情報統制が緩いスペインでこのよ

うな風邪が起こったということがニュースで伝えらえたためにですね、スペインが

発祥だというふうに言われてしまったわけであります。 

今回についてもですね、私は、新型コロナについて情報の提供がまだまだ不十分

じゃないかなというふうに思います。ですから、情報が不十分だと、国民自身の対

応もなかなか進まないというところがあろうかと思います。 

それから（講演資料の）「ニ」ですけれども、デマが飛び交いました。スペイン

風邪の時はですね、原因は、とんでもない話ですけれども、「惑星が関係してい

る」と、それから、「イギリスのどこかで爆弾が爆発したためだ」というようなデ

マが飛びました。そして信ずる人も多かったんですね。 

今回も全く同じだったですよね。トイレットペーパーが不足したということもま

さにその例だと思います。 

また、ペストと同じように、スペイン風邪のときには、ユダヤ人の迫害。ユダヤ

人が原因だというようなことでですね、スペイン風邪の時も発生しております。 

  私自身も旧厚生省で感染症対策を長くやりました。数えてみるとですね、６年間

３回、感染症対策をやりました。今の厚労省の様態をみていると、情けなくなりま

すね。というのは、今現在の厚労省の人間は、殆ど感染症対策をやったことのな
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い、これは医系技官にしてもそうだと思うのですけれども、素人がやっているのと

同じレベルでやっている。私は事務屋ですけれども、それでも６年間感染症対策を

３回やりました。このような行政経験を通じて知ったことは、例えば結核について

言えば、感染者に対する差別や、排除というものが存在したわけでありますし、ま

た、コレラ、赤痢、Ａ型肝炎、O-157などの多くの感染症の仕事をしましたけれど

も、この時もやはり感染源への差別というものが発生をいたしました。 

  一番深刻だったのは、神奈川県の人権指針のなかにも書いてありますけれども、

ハンセン病患者やエイズ患者に対する深刻な差別や排除もあったわけであります。 

  このように、病気と人権問題というのは常に、非常に密接な関係があるというこ

とだと思っております。 

そこでですね、新型コロナの場合はどうなんだろうかと、これについてちょっと

考えてみたいと思います。そもそも、新型コロナの発生と貧困というものが大変結

びついていると。貧困自身が大きな人権問題だと私は思っております。 

  まず、なぜ新型コロナが発生したかというと、途上国による環境破壊、つまり今

大体一般の考えでは、中国の武漢の奥の方の森林の破壊によって、本来人間が触れ

ることのなかったコウモリの中に住んでいたウイルスが人体に悪さをしたのではな

いかなというのがおおむねの理解ではないのかなと、まだ確定はしておりませんけ

れども。そこで、なぜそれが起こったか。これは貧困ゆえなんですね。貧困ゆえに

森林を開発して、豊かにしなければいけない。何千年と人間が触れることのなかっ

た山奥や、森林を破壊しはじめた。これによって新しいウイルス、新型コロナがそ

の一例ですけれども、これが人間を侵し始めた。まさに貧困ゆえにそのようなこと

が起こり始めているわけであります。 

  ですから同じようなことが、例えばSARSにしても同じであります。2003年にやは

りこれも奥地に住んでいた野生生物のウイルスが人類を襲って、またMERSにしても

中近東から起こりましたけれども、同じような条件で貧困から脱却されるために開

発が行われ、そこでウイルスが人類を襲うようになったわけであります。 

  また今後同じ可能性のあるウイルスが、例えばアフリカの奥地に住んでいると

か、あるいはジャングルの奥地に住んでいる。これが貧困から脱却するための開発

によって人類を襲う可能性のあるウイルスが82万種あるといわれていますから、必

ずこれがまた起こってくるだろうと思います。 

  このように、貧困と新型コロナの発生は関係するんですけれども、新型コロナが

発生したあとも貧困と大変密接な関係があります。これは特に欧米で顕著に現れま

したけれども、新型コロナの感染者を見てみると、貧困者、それから、有色人種の

ほうに偏っている。これは何故かといえば、やはり医療へのアクセスが少ない。ま

た、働いている仕事が人と密接するような仕事、サービス業や交通関係、それから

劣悪な住環境に住んでいる。このようなことで新型コロナの感染者、また死亡者

が、明らかに貧困者や有色人種のほうに偏っている。これはデータ的にも既に出て

いるわけであります。 

  現在のワクチンにしても、貧困者、とくに途上国のワクチン接種が遅れていると

いうことはご案内のとおりだと思います。このようにですね、新型コロナというの

は貧困問題と、本当に密接に関係しているというふうにいえると思います。 

そこで（講演資料中の）３ページめですけれども、もっと狭くとらえて、新型コ

ロナによって日本ではどのような人権問題が起こっているんだろうかということに

ついて触れさせていただきたいと思います。 

  まず感染者に対する偏見や排除が起きている。これはよくメディアで報道されて

いるように、感染すると犯罪をおかしたような扱いをされてしまう。特に地域社会

では色々な嫌がらせを受けたりですね、たとえば顔写真を貼られたり、顔写真を印

刷したビラを配られたり、人によっては転居に追い込まれたという人もいらっしゃ

います。 

  また職場ではもう来ないでくれということで退職せざるを得ない、これは本人だ
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けではなくて、家族も対象になっていると言った方がいいでしょう。そういう状態

であります。 

最近の世論調査、これはたまたま見たんですけれども、読売新聞の世論調査で

は、４月30日ですけれども、新型コロナの感染者に対する差別は「かなりある」が

31％、「多少ある」が57％、両者あわせて88％、だいたい皆さんもこのような感覚

ではないかなと思います。 

  また、一方、感染者の家族ですね、差別や排除という以外に、感染した家族の孤

立という問題が深刻にあります。例えば親が感染した場合、残されたお子さんのケ

アは誰がするのか。また、高齢者世帯で発生した場合、一人の人がたとえば認知症

だった場合、ケアが心配される。また、ひとり世帯の場合は孤独死の恐れがある。

こういう状態が生じているというふうに思います。 

  また、医療従事者に対する差別ですけれども、私がはじめて報告を受けたのは実

はこの神奈川県の関係であります。ダイヤモンド・プリンセス号が新型コロナが発

生したということは皆様方ご案内のとおりだと思いますけれども、一番近い病院

は、私ども済生会東部病院でありました。ですから、発生直後から私どもの済生会

東部病院が中心的な役割を担って、特に東部病院は医療技術の高い病院ですので、

重症の患者さんを優先的に引き受けていきました。それから２週間後にですね、東

部病院の看護部長に会ったとき、「理事長、大変なんです」と。何だと言ったら、

実は看護師さんのお子さんが「保育園に来るな」と言われていると。看護師さんは

苦労して、自分の感染のおそれを心配しながらもいわば命を懸けて患者さんのケア

にあたって、看護師さん自身は看護師宿舎に泊まって、自宅に帰っていなかったわ

けなんですね。それでも、保育園の方では「来るな」と言われたということを聞い

て、はじめは「まさか」と思いました。 

  でもこれは一例であって、こういうことが広く医療従事者や家族に対して広がっ

ていると知ったわけであります。最近は幸い少しずつこれは改善されているという

ふうな報告を受けております。そこで今回の新型コロナの感染者への差別、排除の

特色というところ、私なりに分析してみますと、ひとつはこのような差別や排除は

全国的に広がっていて、しかも長期に及んでいる、非常に深刻な差別であるという

ふうに思います。 

  ２番目は、加害者自身が自分が差別をしている、悪いことをしているという意識

が乏しい、薄いのではないかと思っております。場合によっては、自分は正しいこ

とをしているんだと思い込んでいる人もいるんじゃないかなと。例えば「自粛警

察」ですとか、そういう言葉がかつて言われましたけれども、自分は正しいことを

しているんだと思っている人さえいるのではないかなと思いたくなる場合がありま

す。 

それから３番目に、ネットによる拡散、これが大変大きいですね。それから医療

従事者に対する差別、これは実は、これまで冒頭にお話したように、疾病に伴う差

別というのはたくさんありました。私自身もこういうことの仕事に携わりましたけ

れども、医療従事者に対する差別というのはめったに起こらなかったんですね。今

回はこういうことが起こっている。大変特徴的なことだろうと思っております。 

そこで４ページ（３）、なぜそうなんだろうかなと、今回こういう特徴があるの

は何故かなというのを考えてみたいと思います。私はひとつは、新型コロナに対す

る不安、要するに特効薬がないとかですね、新型コロナがどういう病気なのかよく

分からない、そういうふうな知識の不足があるんだろうと。 

それからもうひとつはですね、これもまた新型コロナの特色ですけれども、感染

者が先ほど言ったように差別されている。そうすると、自分が感染した場合、今度

はああいうふうに差別をされるんだというふうなことが、さらに新型コロナに対す

る不安を増長して、差別につながっていくというようなところが特徴があるのでは

ないかなと思います。 

実際、これは読売新聞の先ほどの調査ですけれども、同じような結果が出ており
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ます。自分が感染した時に差別に遭う不安というのを感じている、「大いにある」

とか、「多少感じる」という人がたいへん多いという数字が出ているわけでありま

す。 

なぜそうなのか、さらに大きな背景というものを考えてみると、ひとつは情報社

会、特にインターネットの影響が大きくあると感じております。 

それから２番目、これは大変重要な、本日お話したいことの大きなポイントです

けれども、人とのつながりがなくなった。これが、大きい背景にあると、これは一

つの特徴だろうと思います。 

いずれにしても、情報社会の進展とか、人とつながりがなくなってきたというこ

と、ここ10年くらいの事象ではないかなと思うんですね。もし普通であれば、人と

の関係が強ければ、むしろ相手の人が困っている、コロナになられた、助けてあげ

ようというのが起こるのが普通の感情であります。しかし、人と人との関係を知ら

ない、隣の人は何なのか知らないとなると、排除したり差別をしてしまう。 

よく知っておれば、何か、大変お気の毒で、助けてあげなくちゃというふうな気

持ちになるんですけれども、それがなくなった。人との関係がなくなった。このよ

うなところに、今日の新型コロナの差別や排除が強くなっているという背景がある

のだろうと思っております。 

そこで、対策はどうなっているのか、行政の方の対策からみますと、国からの通

知、たとえば医療従事者に対する差別や偏見をなくすためには、例えば、これ沢山

あるのだろうと思いますけれども、昨年の４月17日、厚労省が都道府県にこういう

ことのないようにというふうな通知を出されております。また昨年の秋には内閣官

房のほうで、新型コロナウイルス感染症対策分科会で、ワーキンググループという

ものが開かれ、提言が出されています。大変網羅的な視点ですべてもっともだなと

いうふうに思います。 

それから５ページめにまいりまして、②ですけれども、首長のほうからも談話や

声明というものが出されている。これは方々の人が出されておりますけれども、例

えば静岡市長の例をひいてみたわけであります。 

それからひとつ問題なのは、感染者の氏名の公表問題。これは新型コロナが発生

した当初はですね、名前を出すという自治体もありました。これも大きな差別を招

いた。発生直後ですね、行われました。これはいけないということで止められまし

たけれども、こういう問題も発生したわけであります。 

それから（２）条例、東京都の条例が日本で割合早めに作られたんじゃないかな

と。それから市町村では石垣市が作られているんじゃないかなと。今日では全国の

都道府県や市町村のほうで条例を作られ、差別のないようにというような条例がつ

くられておりますし、（３）、特別措置法の改正で、感染者に対する差別の禁止と

いう今年の２月の施行で法律改正がなされたわけであります。 

そこで５ですけれども、新型コロナによる人権侵害を防ぐための基本的な方法と

いうのはどうしたらいいんだろうということを考えてみたいと思います。 

ひとつは、新型コロナに対する正しい知識というものが不足しているんだろうと

思っております。ですからこれについては国や自治体やメディアがしっかりとした

正しい知識というものをわかりやすく伝えていくということが重要だと思っており

ます。 

また、私ども医療機関では、ホームページやパンフレットなどをたくさん作りま

して、また、今は限界があるんですけれども、できればやはり健康教室というよう

なところで、皆さん方に説明をしていくという場をこれからふんだんにやっていき

たいというふうに思っております。 

それから６ページですけれども、今回の新型コロナ、ひとつの特徴は、人とのつ

ながりがないためにですね、色々な差別や偏見というものが起こってしまった。新

型コロナにかかった場合の感染者や家族に対するケアを誰もやる人がいなくなっ

た、これが問題だと思うのですね。私はソーシャルインクルージョンによるまちづ
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くり、これがさらに強力に進めていかなければいけないんだろうと思います。 

新型コロナに限らず、現在差別をされたり、排除をされる人たちがたくさんいら

っしゃる。例えば他にはホームレスや、刑務所からの出所者や、引きこもりの人な

ど、色々いるわけですけれども、このような人たちを社会の一員として迎えてい

く、ソーシャルインクルージョンの思想が重要だと思っております。 

1990年代からヨーロッパ中で国家的な政策として進められ、SDGs、障害者の権利

条約、また今年開かれる予定の東京オリンピック・パラリンピックの基本理念に

は、ソーシャルインクルージョンを基本理念にしているというのも当然だろうと思

っております。 

そこで③ですけれども、このソーシャルインクルージョンの思想というのは色々

なところで試みられています。例えば平成30年の12月に、東京都の国立では推進す

るための条例が制定されて、このなかには病気による差別も含め、あらゆる差別の

禁止ということを推進するということが定められております。 

また、東京都の条例では、一昨年の12月には、ソーシャルインクルージョンを進

めるための「ソーシャルファーム設置条例」というものを定めているわけでありま

す。 

あとは私ども済生会では、ソーシャルインクルージョンというものをしっかり進

めていかなければならないということで、昨年の７月に「済生会ソーシャルインク

ルージョン推進計画」というものを策定いたしました。私どもは現在、全国で600の

病院や施設で事業を行っております。そこで合わせて1641のソーシャルインクルー

ジョンの事業を展開することといたしております。私どもだけではもちろん人の

面、お金の面で足りませんので、色々なところと協力をしてですね、ソーシャルイ

ンクルージョンのまちづくりをやっております。例えば済生会の富田林病院では、

これ大阪ですね、今新型コロナで大変苦労しているところですけれども、ＵＲと連

携して近くにある金剛団地、これは数千人が住んでいるという団地ですけれども、

高齢者の孤立化というものがありますので、それの防止ということをいたしており

ます。 

済生会の高岡病院、これは私の故郷ですけれども、そこではイオンモールと一緒

にまちづくりというものをやっております。 

済生会の向島病院、これは東京ですね、向島病院では、ビル・ゲイツ財団と一緒

にこども食堂の経営を始めました。 

また、これは今年の３月から始めましたけれども、済生会の小樽病院では、小樽

市やショッピングセンターと一緒に、ウェルネスタウンというものを作っていこう

ということで今年の３月から事業に着手したわけであります。 

そうすると神奈川がないのは寂しいんですけれども、神奈川では横浜市の港南台

に、ＵＲがありますので、その近くに我々「港南台地域ケアセンター」という訪問

介護をやっているところがございますので、ＵＲと一緒になって港南区のソーシャ

ルインクルージョン的な事業を進めるということでＵＲと協議を重ねているところ

であります。 

このように、新型コロナというのは人権問題と関係が深い。これを解決するため

には、具体的な行動でやっていかなければならないというのをお話させていただき

ました。どうも失礼いたします。 

なかなかオンラインで聴き取りにくいところもあったのではないかなと思ってお

ります。それでは、皆様方と新型コロナを含めた病気と差別問題について御意見を

伺いたいと思います。自由にご発言いただければよろしいと思います。もしオンラ

インでご発言の方は、どうぞミュートを外していただいて、随時ご発言いただけれ

ば有難いと思います。 

それでは杉藤さん何かございますか。どなたかご発言しないことには発言しにく

いのではないかなと思いますので。 

 



7 
 

 （杉藤委員） 

今炭谷さんがおっしゃったように、人間やはり不安になると誹謗中傷をしたり、

そういうものがたくさん出てくるわけですけれども、私は現在学校を回って多くの

子どもに人権教育をしているのですけど、小さい時から心を大切にするというもの

の考え方がいきわたるように、できる限り皆で、大人が目の前にいる子どもたち

を、小さい時からやはり人を大切にするという思想を植え付けていくということが

一番基本的なことだと思うんです。 

その考え方が、小さい時から物心つく時分から、発育とともに拡大されていけ

ば、あらゆる場面で差別というものを見直すような人間になっていくんじゃないか

なと。だから、常日頃の取組みというのがいかに大事かということを痛感させられ

ると思います。 

 

 （座長） 

どうもありがとうございます。今お話されましたように、小さい頃の、特に幼稚

園、保育所の時代から人権意識というものをしっかりと育てていくことが大変重要

だなというふうに思います。 

  それではどなたか他に。榎先生お願いします。 

   

 （榎委員） 

ご講演どうもありがとうございました。新型コロナウイルスが拡大しているとい

うことで様々な人権問題が生じているのは、もう報道等でどなたも承知しているわ

けですが、原因・背景等をまとめていただいた講演を聞いて、改めてこの問題が大

きいなということを痛感しました。 

それで、こういった内容をたぶん県として、県民にいかに分かりやすく伝えるか

ということも、今後のことを考えれば大事だと思いますので、それも今後のこの懇

話会の中で、おそらく色々な形で話し合われるのかなと思っておりますし、そうい

うことを期待しております。以上でございます。 

   

 （座長） 

  榎先生、ありがとうございました。 

 

 （根本委員） 

  よろしいでしょうか。 

 

 （座長） 

  はい、お願いします。 

 

 （根本委員） 

私、コロナのキャリアで、クリスマスの日に感染がわかりまして、慌てて、かみ

さんと二人で住んでいるんですけれども、かみさんは幸い陰性だったんですけれど

も、当時非常に医療がひっ迫していて、高齢で持病を持っているにも関わらず、家

で待機しているしかなかった。かみさんも陰性だったんですけれども、ケアマネを

やっているので、10日位休まざるを得なかった。 

たまたま私の友人の30代の人間がひとり罹りまして、彼の方が本当に大変で、夜

中もメールのやりとりをしているんですけれども、「寝るに寝れない」ということ

で救急車を呼んでもらって、ホテルに入れてもらったんですけれども、やはり先生

がさきほど指摘されたように、日常的な関係性が非常に大切なのではないかなと痛

感しました。 

うちも、もしかみさんも感染していたら本当に大変な話になってしまうわけで、

もう孤立状態なわけです。ましてひとりで住んでいたら、もっと孤立してしまう
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と。接触もできないという構造がそのことをどう克服していくのか、非常に難しい

問題なんですけれども、今回の感染症のなかでやはり非常に大きく問われているこ

と、人権問題として格上げすべきということと、もうひとつ、私には視覚障がい者

の友人がいて、「俺は接触しなければいけないんだ」と。それはそうですと。コロ

ナ禍で特に孤立していく母子家庭ですとか障がい者ですとか、そういう人たちにど

うしていくのかということを、もう一回人権問題としてクローズアップしていくと

いうことが非常に大切なのではないかということを感じました。 

もうひとつはやはり、ここで差別が起こっているということは、過去の感染症の

差別を私たちは克服していないのではないかという思いが強くて、自分はハンセン

病の問題をずっとやっているんですけれども、やはり強制隔離してきたハンセン病

の歴史、今回裁判で勝っても、離縁されるとか、未だにそういう過去の感染症の問

題が病気はなくなってもやはり差別だけは残るという、この関係をもう一度このコ

ロナの問題を通して、全体として考えていくべきなのではないかということが、今

回のなかで、自分も感染したということで、ちょっと考えたことです。 

 

 （座長） 

どうもありがとうございました。本当に、すでにお元気のようでほっといたしま

した。私も先日障がい者の方の施設に行くと、コロナのために社会的な交流ができ

ないということで、より一層閉じこもってしまっていると。これは知的障がいの方

ですけれども、そういう施設に行った時強く感じました。 

特にマイノリティの方々が今回の新型コロナによって、より深刻な状況におかれ

ているというものは直視しなければいけない問題だと思います。 

  それでは他にございませんでしょうか。尹さんいかがですか。 

  

（尹委員） 

はい。炭谷先生、ありがとうございました。幼稚園の子どもたちを見守りながら

感じていることは、こどもにとって「遊びは主食」というぐらい遊びはとても大切

ですが、昨年１月から、コロナ禍対策によって、遊びの内容や、場所の保障が制限

を余儀なくされ、こどもたちの健やかな発達に心配を覚えています。今、保育者

は、マスクをして歌を唄ったり、ことばをかけたりしていますが、こどもは、話し

かける相手の声だけでなく、口元を見て言葉を覚えていく時期ですから、「マス

ク」によってこれが妨げられていることが今後どのような影響を及ぼすのか心配で

す。また、お弁当の時間に保育者が、マスクをはずすと、フェイスシールド越しに

座っているこどもの表情が、「え？」っていう顔をするんですね。 

普段は、顔の半分しか見えてませんから、「この人こんな顔だった」って、改め

て認識するのですね。おとな同士でも、マスクを外した卒園式の記念写真を見て、

「おかあさんこういう顔だったんだ・・」と、いうぐらい相手との距離感が、この

コロナ禍によってとんでもない関係になっていると思います。 

「病気」もそうですが、炭谷先生のお話と、このレジュメを読みながら、過去の

感染症と社会の歴史は、今のコロナ禍にも、「差別」「政策」「人権」の状況と課

題が同じように見えてきます。 

コロナ禍の不安な状況が、あちらこちらで差別を湧き上がらせ、拡散されている

ように感じます。 

在日コリアンに対する差別的攻撃も、３月に川崎市ふれあい館に、再び脅迫文が

届き、封のあいたお菓子袋が同封され、「コロナ入り残りカスでも食ってろ」「自

ら死ね死ね…殺す」と極めて悪質なヘイトクライムがありました。 

コロナ禍の不安な状況の中で、コロナウイルスを差別と脅迫の材料として、児童

館に送ってくるという現状があるにもかかわらず、この人権政策推進懇話会でもそ

うですけれども、大切な話し合いの場の開催が見送られ、「密に」話し合うことが

できない状況があります。何らかの形で繋がりを切らないで、ZOOMでもいいから年
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に２回とおっしゃいますけれども、もうその間に何人の犠牲者が出るかと考える

と、ZOOMだからこそ、回数を増やしてほしいなと思いますし、ストップするのでな

く、繋がりを継続していくことの大切さを痛感しています。 

しかし、一方で、ヘイトスピーチに関して、一般の日本人の方たちが、今川崎駅

前でヘイトスピーチが行われそうな場所で「読書会」をして、見守りをしてくださ

っています。先日、４月29日に、初めて声をおかけしたのですが、「自分たちがで

きることは、こういうことでヘイトクライムが起こらないように見守っていくこと

なんだ」と、いうお話のあとに、一人の方が、「この間、妻と一緒に、お菓子を持

って行ったんだよ。コロナ入りのお菓子が送り付けられただろ、だから、『これは

安全な美味しいお菓子ですから、皆さんで召し上がってください。』と言ってき

た」と話してくださいました。そういう市民の方がいらっしゃることに希望があり

ます。我慢に我慢に我慢をしても、なかなか命と人権を擁護する政策には行き着か

ず、本当にしんどいです。緊急の急務ですので、政策推進をよろしくお願い致しま

す。 

 

 （座長） 

  本当に切実な体験から出ていらっしゃるお言葉だと思います。 

それでは、初めてご参加される片岡さんいかがですか。 

 

 （片岡委員） 

  本日の委員会メンバーの中にも学校の先生もいらっしゃるようですが、子どもた

ちというのは、最初は差別とか基本的には持っていないわけで、外国人の方に対す

ることを、今コロナが取り上げられていますけれども、もしコロナがなくて、他の

ことが起きたらそちらが差別されていたわけで、コロナだからということではない

と思います。こういうふうに差別をするようになるきっかけというのは、やはり小

さい時から育ってくる環境というのが非常に重要だと思うんですね。 

  この後に取り上げられていますけれども、「かながわ人権施策推進指針」という

ものもございますし、目を通してまいりましたけれども、やはり教育現場の重要性

というものをひとつのトピックとして取り上げられているんですけれども、もう一

歩進んで、教育現場の重要性というからには、やはり教師の質というのが一番重要

だと思うんですよ。 

  教師の研修とかいろいろ、検討されているようですけれども、その前に教師とい

う職業が、私たちが子どもの頃から見ると、魅力的な職業ではなくなってきている

と。 

  昨日の新聞では、国家公務員のなり手がいなくなってきたというようなことも書

いてありましたけれども、やはり給与面とか、職場環境、モンスターペアレントの

問題、あとは重労働ですね、家に持ち帰って仕事をしなければいけないとか、そう

いうことを聞くと、良いなり手がいなくなってくるというのが一番の問題かなと思

います。 

  教師がちゃんとしていないと、教育現場は如何様にもできないわけで、なりよう

がないわけですから、やはり教師という職業の、職場環境の改善が急務ではないか

なと私は考えております。 

 

（座長） 

 櫻井さんはいかがですか。 

 

（櫻井委員） 

 先ほど尹さんがおっしゃったように、コロナ禍にあっても、私たち人と人とがつ

ながりあっていけるようなそういう仕組みをつくるということが本当に大切だと思

っていまして、実は神奈川県がヘイトスピーチ相談を弁護士会とタッグを組んで実



10 
 

施してくださっているんですけど、昨年コロナということでその相談を何か月間に

わたって実施しなかったんですね。例えば電話での相談は受け付けるとか、例えば

メールで相談があったらそれに対応するとか。必ずしも会って相談するだけではな

く、色々な工夫の仕方があったと思うんですけれども、何と言うのですかね、コロ

ナだからそういう相談をやめてしまうことを少し考え直していただいて、すごく今

女性のＤＶも増えていたりとか、虐待も増えていたりとか、あとは本当に失業して

いるかたもたくさんいますので、自治体が窓口となって困っている人たちの相談に

乗らなければならない立場にありますので、そのあたりをコロナ禍できちんと掬い

上げていく仕組みが求められているなと思いました。 

 ただ、弁護士会もそれをきちんとできているかというと、課題もあるところなの

で、それぞれの団体がそういう視点で活動を広げていけるといいなと思っていま

す。 

 

（座長） 

 ありがとうございます。今確かにコロナ禍であるがゆえにそういう相談体制と

か、支援体制が、問題が多くなっているにも関わらず弱くなっている。 

 

 

（櫻井委員） 

 そうなんです。 

 

（座長） 

 切実に感じますね、大きい問題です。 

 それでは、小林さんお願いします。 

 

（小林委員） 

 先ほど杉藤さんもおっしゃっていたように、子どもたちの心から思いやりを芽生

えさせていかなければならないということで、私たち人権擁護委員も各小中学校に

出かけていって、人権というのはどういうことかということや、思いやり、昨年は

コロナ禍のなかでも横浜市内の学校から希望を募りまして、万全の対策をとって学

校に出向いて、そのなかでお話をしたりして、少しわかっていただけたらいいなと

いう形で活動しておりました。 

 それにも増して、全国で子どもたちのＳＯＳミニレターというのをやっているん

ですね、今までは、子どもたちが書いてくる相談の内容は、学校で友達とこういう

ふうにあって、仲間外れされたりとか、そういう問題も多かったのですが、このコ

ロナ禍にあって、ご両親が在宅っていうかんじで、家族間の問題というのが結構多

く寄せられたということで、それに対して私たち一枚一枚ちゃんと丁寧に返信をし

てという形をとっております。今年もまた少しずつ増えてきておりますので、そう

いうところから、後ろからでもいいから少しずつ子どもたちに投げかけられればい

いなと、それから、もし虐待などが見つけられれば、そういった関係機関につない

でいければいいなと思っております。 

 

（座長） 

 ありがとうございます。確かに児童虐待が増えているとか、相談件数が増えてい

るという話を聞きますね。 

 ネットのご参加の方、御意見がありますでしょうか。 

 それでは、髙橋先生からお願いいたします。 

 

（髙橋委員） 

 ご講演ありがとうございました。私も実は専門が医療福祉でありまして、今回病
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気と人権ということで歴史的な観点から、そして今起こっていることについてご講

義いただきまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 伺いながら思ったことなのですけれども、大学でも学生に医療福祉の授業などで

も、特にハンセン病の問題とか、取り上げて講義をするなかで、一番ハンセン病の

問題の中で起こっていたことは、あらゆる人たちが関わっている、つまり自治体と

か国の姿勢などもそうなんですけれども、マスメディアであったり、宗教界の問題

であったり、そのことをみんなが意識する必要があるということを今のお話を聞い

て改めて思いました。ハンセン病の問題では、検証の報告書などで既にわかってき

ていることなのですが、一番やはり学生と話していて思うのは、当事者意識をいか

に持てるかということなのかなと思います。自分のことだという風に思って、そし

て、この問題を考えるというのを本当に実感として当事者意識を持てるかどうかな

んだろうなというのをいつも思います。 

 今回のお話を聞いていて、そのように感じました。そういったことを、広く一人

でも多くの方に伝えていくという取組みが必要なのだろうなというのが一点。 

 もう一点ですが、病気と人権問題をご講義いただいたのですけれども、この「患

者等」ところのなかでも人権施策の改定が出てくるかと思うのですが、患者の中

に、皆が幅広くかかる、たとえばがんの患者さんの就労の問題であったりとか、そ

れ以外の疾患の問題であったりとか、いろいろもう少し幅広く、病気になったこと

によって、それ自体で差別されてしまう、病気になる人は、誰がなるか分からない

わけでありまして、皆がなる可能性があるにも関わらず、たとえばがんの就労問題

では「働けない」とか、理解されないことによって、そのことで社会から差別され

ているようなことが非常に起こってきているわけで、特定の病気だけではないとい

うようなことを、常日頃感じております。 

ですので、この人権の施策を考えるうえでも、特定の病気、いまの指針では肝炎

とか難病とかというようなことが、ハンセン病とか、ＨＩＶとかということと併せ

て出てきていますけれども、そういった病気のことだけではないということ、それ

も一緒に考えていかなければならないことなのではないかと思いました。以上で

す。ありがとうございました。 

 

（座長） 

 ありがとうございました。確かに、いま先生がおっしゃっていただいた、がん等

についても、就労の困難性とか、そのほか色々な問題が生じているのだろうと思い

ます。これも大きな人権問題として考えなければいけないというふうには思いま

す。 

 次に、澤田委員お願いいたします。 

 

 （澤田委員） 

  ありがとうございます。私は２つの点で発言をしたいのですが、私も相談活動に

携わっておりまして、昨年の４月、５月、６月というのは、先ほど先生の方からご

紹介ありましたように、例えば夫さんが病院で働いているケースで、その妻が地域

の小さなクリニックで働いているので、「夫さんが医療機関でコロナの仕事をされ

ているということであるならば、あなたは職場を休んでください。休まなければ、

夫と別居してホテルに住んでください。でないと、職場には来ないでください」と

いう相談を受けました。それ以外にも、小さいお子さんを持った働く女性からの相

談では、「会社の方から家族５人の毎日の体温と、体調を全部提出して、了解を求

めてから出勤してくださいというような極端なことが行われてとてもつらい」とい

うような相談がありました。 

  それは、先ほどご紹介されたように、このコロナの問題についての正しい知識で

すとか、感染予防対策が十分にいきわたっていなかったので、そういう極端な例が

あったかと思いますが、働きづらいし、新たな負担がでていると様々な相談がきま
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した。 

  もう一点は、今、在宅ワークということで働いている現場では感染対策が行われ

ていますが、正社員の方には「皆さん在宅でどうぞ」と言われるのですけれど、パ

ートの方ですとか非正規労働者には在宅という言葉はなくて、ぜひ会社にきてくだ

さいと。そういう意味で、同じ感染問題があるにもかかわらず、非正規労働者は出

勤をしなければならない。出勤が嫌なら休んでください。でも休んでも休業手当は

出ませんよというような相談が、昨年の夏頃から寄せられています。 

つい最近も、新型コロナウイルスのワクチンの接種が実施されてきていますが、

その会場で働く労働者から本来業務ができないことから職場を休んでくださいと指

示がされたが、休業手当などの保障は全くありませんというふうに言われました。

その方はアルバイトの方で、長期で働いています。このように、新型コロナの感染

予防に関連して、職場を休まなければならないが、収入が途絶えてしまって、とて

も生活ができない、一方で、出勤しなければならないが感染予防が心配というよう

な相談が寄せられています。感染予防に対する具体的な予算や体制の問題が本当に

問われてきているのではないかと思います。 

 

（座長） 

ありがとうございます。確かに非正規雇用のような弱い立場の人こそ、より深刻

な問題を抱えていらっしゃるのではないかなという風に思っております。 

それでは、ネットの方々よろしゅうございますか。時間の関係もありますので、

次の議題に移らせていただきます。 

「かながわ人権施策推進指針の改定」について、事務局からご報告をお願いいた

します。 

 

（事務局から資料３について説明） 

  

 （座長） 

  ありがとうございます。これについても御意見がたくさんあるだろうと思います

が、まずは事務局からご用意いただきました資料についてすべて説明いただきまし

ょう。 

  次に、「かながわ人権政策推進懇話会設置要綱」の一部改正について、続けて説

明してください。 

 

（事務局から資料２及び参考資料１について説明） 

 

 （座長） 

  ありがとうございます。続きまして、令和２年度県民ニーズ調査結果について、

ご説明をお願いします。 

 

 （事務局から資料４について説明） 

 

 （座長） 

  ありがとうございます。ただいま、あわせて３つの報告について事務局からご説

明いただきました。色々と御意見があろうかと思いますけれども、それでは自由に

ご発言をいただきたいと思います。 

  特に今回、改定されます指針については、10年刻みからやや短くして早期に改定

される、大変よいことだなというふうに思います。確かに10年の間には、人権問題

も大きく変わっておりますので、このように速やかに改正をされることは大変結構

なことだと思います。 

  （現行の指針を）さっと見ても、もう古いのではないかということが随所にあり
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ますね。例えば、私が気が付いたのは、子どものところに「引きこもり」と書いて

あるんですね。むしろ子どもだけではなくて、もう40歳、80-50といわれているよう

に、大人の方の引きこもりも大変な状態になっておりますからね。それからホーム

レスですが、私はむしろ野宿生活者よりも、例えばインターネットカフェとかで寝

泊まりをする、いわゆる事実上のホームレスですね、その方が問題が強くなってい

るんだけれども、それが十分読み取れないといったような問題もありますので、こ

れだけ経済・社会が激変しているなかで、今日の時点で新しくしなければならない

ことなど、ご自由にご意見をいただければと思います。 

  では片岡委員、どうぞ。 

 

 （片岡委員） 

  改定指針の中に新しく入ったこと、分野別施策の方向性の中に「インターネット

による人権侵害」ということが新たに加わるわけですが、どういうものが入るのか

ということはこれからの議題になるかと思いますが、いただいたアンケートのなか

で、「人権課題を解決するために力を入れるべき取組み」というのがございますけ

れども、この項目の中に、たぶん選択肢としてなかったからだと思うのですが、イ

ンターネットによる人権侵害、これの対策としてはやはりインターネット上の法整

備、これが全く追い付いていないんじゃないかなと思います。 

課題を解決するために力を入れるべき取組みの中に、上位にくるべき問題かなと

いうふうに思っています。なので、是非、法整備のほう、これを早急にやっていく

ような試みを、この指針の中に盛り込んでいただきたいなというふうに考えており

ます。 

 

 （座長） 

  ありがとうございました。インターネットによる差別、特に、根本さんのほうか

ら出るかもしれませんけれども、例えばインターネット版の部落地名総鑑、これが

現在横浜地裁でやられているのでしょうか、こういうふうな色々な大きな問題もあ

りますから、今現在人権問題と、今回の新型コロナについても同じですけれども、

インターネットの問題は切り離せないと思いますので、深く切り込まなければいけ

ないなと思います。 

  次に、澤田委員お願いいたします。 

 

 （澤田委員） 

  私は今回改定されるということで、とても良いチャンスだというふうに思いま

す。特に性的マイノリティも入れて頂くというのは、とても結構なことだと思いま

すが、一方、これまでも「女性」の分野があったかと思いますが、そこで書かれて

いる内容を見直していくべきではないでしょうか。コロナ禍の現在、マスコミでも

この間も報道がされていますが、コロナ禍で誰が一番大きな影響を受けたのかとい

うと女性たちです。職場を休業させられたのも女性が多かった。もともと過半数を

超える女性は非正規で働いていますので、シングルマザー、単身世帯の女性たちの

収入が減少し深刻な貧困状態が広がっています。女性の自殺者も多いとか、ＤＶが

増えているとか生活が立ち行かなくなるというのも女性が多いです。女性が深刻な

影響を受けている根底には、平時においてジェンダー平等ですとか、男女共同参画

が実は進んでいなかったということがあります。 

そういった意味で、指針の11ページに出されている共同参画の促進のところです

ね、コロナ禍の問題を含めた内容が提起されてもいいのではないかというふうに思

いまして、検討できる道はないのでしょうかということをお聞きしたいなと思いま

した。以上です。 
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 （座長） 

  今澤田さんがご指摘された点も、今後事務局の方で検討されていくのではないか

なという風に思います。 

  それでは、髙橋先生お願いいたします。 

 

 （髙橋委員） 

  分野別の施策の方向性の項目の名称についてなんですけれども、御検討いただけ

ればと思います。今回、５番を「感染症等に起因する差別」と、「患者等」からこ

のような形に変えたいということで、趣旨はよく分かるのですけれども、この項目

名について、「感染症等に起因する差別」というふうにしてしまうと、起因という

のは「あることが起こる原因」なわけで、そうすると感染症等が原因なのかと。感

染症になることというのは別に差別の原因でも何でもないわけで、感染症等が問題

なわけではないので、このような表現ですと、違和感がすごくあるというのと、逆

にまた差別を助長することにならないだろうかという危惧があります。 

  それからもう一つ、「子ども」、「女性」、「障がい者」というような形での表

現になっているので、ここだけ、インターネットのところもそうなんですけれど

も、集団といいますか、そういった形で表現できないからこのような表記になって

いるのだと思いますが、他と比較しても表現として際立ってしまっているような感

じがあるので、もしこのようにするのであれば、例えば「感染症等に係る人権問

題」とか、そのような表現に修正していただくということと、ないしは、他の、例

えば「子ども」、「女性」の後に何らか付け加えるなど、表記を揃えた方がいいか

なと思います。 

  その２点について、５番の名称ですね、項目名、ここをご検討いただいたらあり

がたいなというふうに思いました。以上です。 

 

 （座長） 

  わかりました。ただいまの意見、また事務局の方で受け止めさせていただいて、

検討していただきたいと思います。 

  それでは、根本委員お願いいたします。 

 

 （根本委員） 

  この10年のなかで、様々な人権法といいますか、人権課題に対する法律ができて

きて、ヘイトスピーチと在日の問題、部落もそうなんですけれども、障がい者、ア

イヌという形で、これからもＬＧＢＴ、今、国会で審議をしていて、申し訳ないけ

れど、ひとつひとつ非常に中身としては形骸化されていると個人的な意見としては

思っていますが、（法が）できるということは、社会に対して影響が非常に大きい

と思いますし、やはり差別をなくしていくということの大きな梃子になると思うん

ですよね。 

  そういう意味では、ここに書かれている10年前のことが、やはり非常に古くなっ

ている。法律に基づいて、もう一度項目も含めて考えて頂きたい。特にアイヌ問題

については、神奈川には結構いるんですけれども、一言も書かれていないというの

はどう見てもおかしいと。それから、福島差別と我々が呼んでいる問題について、

非常にあいまいな表現でしか書いていないので、その辺をもうちょっときちんと、

今日の差別構造等が全体的にどうなっているのかわかるような形で、今回もう一

度、全体的に再検討していただきたいと思ってます。 

  先ほど髙橋先生のおっしゃったように、「感染症に起因する」というのは非常に

おかしいと、あいまいというよりも、感染症が原因とみられるような形になってし

まうのは、同じことを言ってしまって申し訳ないのですけれども、これは姿勢の問

題として問題があるのではないかと思っている。そうじゃないんだということをさ

んざんこれまでも言ってきたのに、こういう形になるというのは、ちょっと事務局
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も考えてほしい。差別をどういう形で捉えていくかという根本問題が表れていると

考えるので、こういう形で原案に出してくるというのはどういうことなのかという

のを、もう一回検討してほしいと思います。 

  そういう意味では、もう一度、このスケジュールでできるかどうかは本当に危惧

するのですが、やっていくということでしたら、もうちょっと頻繁に文書を送ると

か、会合を持つということをしないと、なかなか今の神奈川県の抱えている問題、

特に我々は相模原事件、相模原のやまゆり園事件を抱えているわけですよね。これ

は全体の問題なので、これの共有化を通して、神奈川の人権問題をきちんと考えて

いくという姿勢を持っていくと。そういうことを考えて事務局運営をしていただき

たいなと、要望も含めて、以上です。 

 

 （座長） 

  ありがとうございました。ただいまの根本さんの意見というのは、先ほどの髙橋

さんの意見と同じ問題でございますので、事務局の方で受け止めて検討して頂きた

いと思いますし、また、意見をですね、非常に重要なテーマがたくさん含まれてお

りますので、皆様がたの意見を色々と言える方法を、それはまた考えていかなけれ

ばならないというふうに思います。 

  それでは、中村委員お願いいたします。 

 

 （中村委員） 

  かながわ女性会議の中村です。インターネットのところでひとつ、皆さんにもち

ょっと知っていただきたいというところがあったので発言させてください。 

  インターネットでたぶん表現を規制するとか、何かしら上から締め付ける方向で

進まれていくのだと思うのですけれど、インターネットの世界というのは、締め付

ければ締め付けるほど反発が強くなるという人たちが集まっているところでござい

まして、誰が発言したかという匿名性も、どんどん通信のやりかたの進歩によって

わからなくなっていて、規制をしていく方向に進んでいくとより悪化する可能性が

あるので、もう少し良い落としどころを見つけて行けたら良いのではないかなとい

うのが自分の意見です。 

  なので、あまり強い規制をどんどんやっていくという方向にはしない方がよいの

かなと思いました。以上です。 

 

 （座長） 

  ありがとうございます。 

  それではお待たせしました、櫻井さんお願いいたします。 

 

 （櫻井委員） 

  この人権施策推進指針を作るにあたって、この８年間のあいだにやまゆり園の事

件も起きましたし、川崎でもあれだけひどいヘイトスピーチが起きたので、本当に

そういうことをちゃんと踏まえて、こういうものを作ったんだということが、これ

を読んだ人にもきちんと分かるように、そういうことをちゃんとと書き込んでいっ

てほしいなというのが要望です。以上です。 

 

 （座長） 

  わかりました。 

  それでは、尹さんお願いいたします。 

 

 （尹委員） 

  外国籍県民「等」というのがついたことによってですけれども、今櫻井委員がお

っしゃったように、ヘイトスピーチの問題は、本当に急務です。 
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そして、その「等」のなかには、今、コロナ禍によって外国につながりを持つこ

どもの母親たちや、技能実習生として来日した人たちの就労問題は、急務です。 

非正規雇用者の解雇による仕事と生活と貧困の問題、在留資格の問題…相談窓口

には、たくさんの外国にルーツを持つ方々が来られると思います。 

また、超過滞在になってしまった人たちのこと等も念頭に入れていただかなけれ

ばいけないのではないかと思います。 

神奈川県にも入国管理局の収容施設がありますが、超過滞在者が、入管に収容さ

れ、このコロナ禍で、家族や外部の人と面会もできず、先の見えない長期収容によ

る不安で、心身共に不健康になっていく状況等、ここに「人権」侵害がないか外国

籍県民「等」に対する今ある差別を救済するという視点だけでなく、むしろ基本的

人権を厳守した視点を持って、この改定をしていただきたいと希望します。 

 

 （座長） 

  ありがとうございます。 

  それでは杉藤さんお願いいたします。 

 

 （杉藤委員） 

  いつも思うのですけれども、だいたいどこの自治体の人権指針を見ましても、人

権の区分けがたくさんたくさん分けてあるわけですね。障がい者の人権、子どもの

人権、高齢者の人権とあるんですけれども、基本的にはすべての人権、いわゆる基

本的人権をどう尊重するかということを徹底的に啓発と教育をしていくということ

が肝要だと思うんですね。 

  そのことをきちっと幼少のころからやっていけば、誰をいじめたり誰を差別した

りということはなくなってくると思うんです。これは非常に難しい問題ですけれど

も、大変な事業だとは思いますけれども、基本はもうそこしかないと思うんです

ね。差別の種類などというのは、言い出したらもう、あらゆる種類があるわけです

からね。事実、こんなことがあったんです。障がい者と高齢者とが喧嘩されていて

ですね、そうしたら、どちらの人権が優先するのかと。そういう馬鹿げた話が出て

くるわけです。 

  だから、人権というのは、すべての人が公平に、平等に持っている権利ですか

ら、少なくともそのなかで、それぞれの立場上、弱い立場におられる方はどういう

風にサポートしていくのかということになると思うんですね。誰であっても差別は

しないという教育を、どのように啓発していくということに尽きると思うのですけ

れども、私は徹底的に、幼少の頃から、先ほど片岡さんがおっしゃったように、学

校の先生が子どもにどういう教えかたをしていくかということにかかっていると思

うんです。 

  極端に言ったら、大人の方というのは考え方がほぼ決まってしまっているんです

ね。自分の考え方を思想的にもあらゆることで変えるということは、よほどのこと

がない限りには、その人の人格や性格は変わらないと思うんです。だから、頭の柔

らかい間に、大切なことを学校教育の中でやはり徹底的に、本当に色んな教科があ

りますけれども、道徳だけではなく、人権教育というものをしっかり根付かせてや

っていくということが、これは文科省の方も言っておられることですから、是非そ

の辺のところにどれだけ力を入れて頂くかというのが、根幹だと思うんです。 

学校の先生方が、私もずいぶんたくさん学校を回りましたけれども、本当に子ど

もさん自身がものすごく変わったんですよ。私は移動教室を94年から、今年で28年

目になりますけれども、2,700校の小中学校を回って授業をしました。子どもさんが

ガラッと変わったのはいつごろかというと、2000年前後と、ここ10年くらい前です

かね。２段階で変わっているんです。それはなぜそういう風に感じたかと言いまし

たら、授業をしていて、子どもたちが発するオーラとか、または授業の後に書いて

もらう感想文、それが全く変わってしまったんです。そういったことを読み解きな
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がらずっと観察しているのですけれども、学校の先生はどこの学校に行っても、保

護者対応で追われている。とりあえず保護者対応で時間がとられてしまう。そうい

うこともあって、先生の応募率も下がって来たのではないかと思っている。実際、

昔の、我々が小学校に通っていた頃の先生の立場と比べると、全然問題にならない

ほど今の先生は大変だと思います。そのこともありますけれども、やはりプロの先

生を養成していただきたい。私はそのように思います。あらゆる面で。 

  だからとりあえず小中学校から人権教育というものを、先生方がきちっとご指導

できるように、教育委員会のほうも頑張って、努力していただきたいなというふう

に要望を申し上げます。 

 

 （座長） 

  ありがとうございます。大変基本的なところをおっしゃっていただいたのではな

いかなと思います。 

  小林さん、何かございますか。 

 

 （小林委員） 

  私も杉藤さんと同じ意見を持っております。今一生懸命、小中学校を回って勉強

しております。ありがとうございます。 

 

 （座長） 

  ありがとうございます。それでは、ネットの方では何かありますでしょうか。 

  大変重要なテーマをたくさん含んでおりますので、まだまだご意見があろうかと

思いますが、予定した時間がきておりますので、ここで一度終わらせていただきま

す。 

  それでは、事務局から最後に連絡事項等がありましたらお願いいたします。 

 

 （事務局） 

  本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございました。マイク等の不

手際が発生いたしまして、大変失礼いたしました。次回はさらに入念に準備をさせ

ていただきたいと思います。 

  次回は８月頃の開催を予定しております。日程等につきましては改めて皆様にご

連絡を差し上げますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

 （座長） 

  本日は初めてのオンラインということで、意見が十分表明できなかった委員の方

もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。このテーマは８月にもご意見を

頂くということになっておりますので、その際にはお願いをしたいと思っておりま

す。 

  本日は本当にお忙しいところありがとうございました。 

 

 

以上 


