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平成２１年度 

西条市差別をなくする市民の集い ～西条会場～ 

 

日時：平成２１年１１月１５日（日）１３：３０～１５：１８ 

場所：西条市総合文化会館 大ホール 

講師：近畿大学 北口末広教授 

概要: 

・具体の例をあげながら、会場の方々に差別にあたるか、あたらないかなどを一緒に考えてもらいつ

つ、差別の「基準」、各人の「意識、感覚」について考えていった。 

・展示室には、人権尊重の意識を高めるための小中高校生の標

語やポスターが、また、ホールには中森宣光さんの作品が展

示されていた。 

・「差別はいけない」を理解するには、何が「差別」なのかを

理解していなければならない。 

・何が差別になるのか、どこからどこまでが差別にあたるのか、

「基準」が必要。 

・システムとか基準は与えられるものと思っているが、システ

ムとか基準は、自らが作っていくものと思っていただきたい。 

・「木は光をあびて育つ 人は言葉をあびて育つ」 親や教師

がどのような言葉をかけるかで、「文化資本」「感情資本」は大きく影響を受ける。 

・日本がフランス並みの教育予算とするには、ＧＤＰ比２．８％、１４兆円の増額が必要。 

・差別の問題も、経済の問題も、プライバシーの問題も、もう一度再構築する仕組み、システムを造

らねばならない。 

・増加する「社会問題」に縮小する「財政状況」。財政状況が縮小しているからと、全体を縮小コピ

ーするような行政では、社会は破綻する。 

・柔軟な考えで、差別、格差のない社会を。発想を少し変えただけで、出来ることがある。 

 

 13:31～13:34 開会挨拶 西条市長 伊藤宏太郎 （飯尾監査委員代読）            

・西条市では、西条市人権文化のまちづくり条例に基づき、「西条市人権文

化のまちづくり基本計画」を策定した。 

・策定に当たって、市民アンケートを実施したところ、「ここ５年以内に差

別を見たり聞いたりしたこと」があるという回答が２割あった。今でも差

別を身近なものとして実感しているのが現実。 

・人間の尊厳に関わる問題に、私たちはどう取り組むべきか。今ある差別を共に考え、無くしていく

ことを、ここに確認したい。 
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・近畿大学の北口先生から、「差別・格差の現状と私たちの課題」と題して、具体的な事例を踏まえ

たお話をいただく。わたし達が今一度、明るい地域づくりのために共に学び合いますよう、今日の

会が、差別のない社会づくりに･･･。 

 

 13:36～15:15 講演 「差別・格差の現状と私たちの課題」 ―具体的な事例を踏まえて     

                            近畿大学教授 北口末広先生     

○「差別はいけない」を理解するには、何が「差別」なのかを理解していなければならない 

・何が差別になるのか、どこからどこまでが差別にあたるのか、「基準」が必要。 

 

＜例題－1＞ 

 旅行に行き、ホテルや旅館に泊まったとき、大浴場に「入れ墨をした方お

断り」の張り紙がある。 

 これは差別か？ 

・同じ料金を払っているのに、なぜ大浴場には入れないのか、差別だ！ 

・入れ墨をした人がたくさん一緒に入っていたら、恐くて、リゾート、リラックス出来ない。 

・「入れ墨 ＝ 暴力団」ではない。ファッション性のタツーをいれている人も、また、外国で

は入れ墨を入れる風土の国がある。 

 隣の人と15秒間お話をして考えて下さい。 

   ①差別である、②差別にあたらない、③わからない ← 会場は３つにわかれた 

・社会のシステム、仕組みが大きく影響する 

 

＜例題－２＞ 

 大学で起こった話。ファッションモデルのプロを目指すサークルで、身体や歩き方、目線、仕草な

どを練習するサークル。クラブとして認められ、クラブハウスの１室を借りられることになった。そ

の部屋のドアの張り紙に「ブスお断り」。 

 これは差別か？ 

・ファッションモデルを目指すのだから、「ブスお断り」は当然。差別ではない。 

・ブスは誰が決めるのか？ 差別だ！ 

 隣の人と15秒間お話をして考えて下さい。 

   ①差別である、②差別にあたらない、③わからない ← 会場は差別にあたるが多かった 

 

  では、「ブスお断り」を、「美人歓迎」に書き換えたら？ 

・顔を基準にしていて、差別だ。 

・いや、差別にあたらない。 

 隣の人と10秒間お話をして考えて下さい。 
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   ①差別である、②差別にあたらない、③わからない ← 会場は差別にあたらないが多かった 

・顔を基準にしているのに、会場の反応が違う。 

 

＜例題－３＞ 

 ゼミの学生と居酒屋に飲みに行った。その店は、月曜日はレディースディで、生ビールが女性だけ

半額になる。 

 これは差別か？ 

・これは性差別である。 

・いや、差別にあたらない。 

 隣の人と10秒間お話をして考えて下さい。 

   ①差別である、②差別にあたらない、③わからない ← 会場は差別にあたらないが多かった 

 

 では、近畿大学では、レディース授業料制度を設けて、女性の授業料を半額にすることにした。 

 これは差別か？ 

 隣の人と5秒間お話をして考えて下さい。 

   ①差別である、②差別にあたらない、③わからない ← 会場は差別にあたるが多かった 

・大半の人は、生ビールは許せても、授業料は許せない。 

 

＜例題－４＞ 

 成績のトップ１０の人は、授業料を半額にすることにした。これは差別か？ 

   ①差別である、②差別にあたらない、③わからない ← 会場は差別にあたらないが多かった 

 

 成績のワースト１０の人は、授業料を１．５倍にすることにした。これは差別か？ 

   ①差別である、②差別にあたらない、③わからない ← 会場は差別にあたるが多かった 

・トップとワーストで、会場の反応が異なる。 

 

○差別かどうかは何で決まるのか 

・５Ｗ１Ｈで決まる。「何を」「誰が」「いつ」「どこで」「目的」「方法」 

・これまでの例題は、この５Ｗ１Ｈを、微妙に変えただけ。 

 

○セクハラ防止法を例に 

・２００７年４月１日、「改正男女雇用機会均等法」が施行された。 

・セクハラにあたるかどうか、「基準」について考えてみる。 

 転勤がないような小さな会社。不景気で、社員も減り、Ａ課長とＢ課長の下で、Ｃ課員が働くように

なった。 
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＜例題－５＞ 

 Ａ、Ｂ課長が男性で、Ｃ課員が女性。残業をしているＣさんに、「お疲れ様」と、Ａ課長が肩を揉

んだ。Ａ課長が肩を揉んだので、自分も上司であるのでＢ課長も肩を揉んだ。Ｃさんは、「Ｂ課長の

行為はセクハラだ」と、Ｂ課長のことだけ総務課長に訴えた。 

①Ｂ課長のみセクハラだ 

②Ａ課長も、Ｂ課長も、共にセクハラだ。 

③Ｃさんの気まぐれな対応なので、Ａ、Ｂ課長共にセクハラではない。 

 Ｃさんは、Ａ課長が好きで、Ｂ課長が嫌いなんです。 

 （正解は①） 

Ｑ：法律はそんないいかげんなものでいいんですか？ 

Ａ：いいんです。 

 

・Ａ課長とＣ課員の関係、Ｂ課長とＣ課員の関係が違うのです。 

     ↑          ↑ 

 イコールパートナー  差別・被差別の関係 

 

○人が人を差別しなくなれば、「差別」はなくなるんです 

 

＜例題－６＞ 

 では、Ａ、Ｂ課長が女性で、Ｃ課員が男性。残業をしているＣ課員に、Ａ課長が「お疲れ様」と肩

を揉んで、ホッペにキスをした。Ｂ課長も同じことをした。Ｃ課員は、Ｂ課長だけを総務課長にセク

ハラだと訴えた。 

①Ｂ課長のみセクハラだ 

②Ａ課長も、Ｂ課長も、共にセクハラだ。 

③Ｃさんの気まぐれな対応なので、Ａ、Ｂ課長共にセクハラではない。 

 性別が変わっただけ、している行為がより進んだだけ。 

 （正解は①） 

・法にはセクハラは女性だけとは書かれていない。 

 

○五つの忘れられない相談 

 私の講義を受けている女子学生が相談に来た。その女子学生本人ではなく、彼女の付き合っている

彼氏のことで相談したい。彼がアルバイトに行っている先で、その職場の年上の女性に強姦された。

「これは強姦罪になりますよね」という相談。 

①強姦罪になる、②強姦罪にならない → 会場は強姦罪になるが多い 

 これは強姦罪にならない。 

 強姦罪が成り立つ条件には「被害者が女性であること」と書いてある。被害者が男性の場合、強姦
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罪にはならないが、強制わいせつ罪にはなる。強制わいせつ罪には「性別」の規定がないから。 

・法律でも、「誰が」「誰に」が大事。 

 

＜例題－７＞ 

 Ａ課長（男性）、Ｃ課員（女性）。仕事が終わり、打ち上げで飲みに行き、そのあとホテルに行った。

Ｃ課員の夫がそのことを知り、匿名で、Ａ課長の行為はセクハラであると総務課長に訴えた。 

 これはセクハラではない。不倫である。 

 

＜例題－８＞ 

 Ａ課長（男性）、Ｃ課員（女性）は愛人関係で１年付き合ってきた。Ｃ課員はＡ課長のことが嫌い

になり、分かれたいと思っているのに、Ａ課長は付きまとってくる。Ｃ課員はこの事を友達に相談し

た。この段階でＡ課長はセクハラである。 

 

・法には、「女性労働者、男性労働者の主観を重視しつつ、平均的な女性、男性の判断基準に基づく」

と規定されており、セクハラの基準は、労働者の意識、感覚による。 

 

○「システム」と「意識、感覚」と「基準」は密接に関係する 

 

＜例題－９＞ 

 ウルトラマンに人権はあるか？ 

①ある、②ない、③わからない 

 いずれも正解。なぜなら、Ｍ７８星雲から来たウルトラマンには人権はない。しかし、人間からな

ったウルトラマンには人権がある可能性がある。 

 Ｍ７８星雲から来たウルトラマンを殺した場合、殺人罪となるか？ → ならない。 

 

・人工授精で受精した胎児は人間か？ → 科学の進歩が問題を増大させる。 

 

                               これも大事だが･･･ 

○意識、感覚を変えるには → 「だから教育、啓発が大事」 

               社会の仕組みを変えることが、もっと大事 

                   ↓ 

               人権感覚や人権意識の出来る仕組みを作って欲しい 

 

・均等法（仕組み）が出来たことで、男女の関係、上司と部下の関係が変わった。 

・正規職員、非正規職員、これも派遣法というシステム（仕組み）によって、非正規職員が増えてき

た。 
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○後遺症の評価 

 １２年前、友人の娘さんの彼が交通事故に遭い、後遺症（片眼が見えなくなった）を、お金に精算

しなければならなくなった。 

 ３つの評価項目、 ①彼の生涯賃金がいくら残っているか 

          ②事故の過失割合 

          ③後遺障害別等級表 労働能力が100%無い１級から、4%無い１４級まである 

 この後遺障害等級表では、「女性の外貌に著しい醜状を残すもの」は７級（５６％）と評価される。 

 事故で前歯が３本折れたのは１４級（４％）。 

 「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」は１２級（１４％）。これは性差別か？ 

   ①男性差別である 

   ②女性差別である 女性は顔、男性は中身（実力）という、女性差別である 

   ③しかたないかなぁ 

 

○「女性は顔、男性は実力」という、こういう意識、感覚が、システム、仕組み、基準を作り上げる 

 

 男性の両方の睾丸を失ったものは７級、女性の外貌と同じ評価。睾丸の片方を失ったものは１１級

と、男性の外貌の１２級より上。 

 

○システムとか基準は与えられるものと思っているが、システムとか基準は、自らが作っていくものと

思っていただきたい 

 

○経済格差と教育格差の現実 

・密接に関わっているのは、教育と労働（経済） 

・アメリカのマンハッタンの幼稚園の入園料は、年間２４０万円。親の入園試験まである。１流大学

まで行けるが、お金が無いといけない。 

・お金の有無で、子供の教育に差が生まれる。これはおかしい。 

・アメリカの大学は入学しても５０％は途中で辞めている。卒業が難しいだけではなく、学費の問題

でも辞めていく。 

・「人」しか資源がない日本は、人に投資、教育しなくてどうするんですか。 

 

○親が子に引き継げるもの 

 ①経済資本 お金 

 ②文化資本 教育 

 ③社会関係資本 世襲制議員の親の地盤など、親の社会関係 
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 ④感情資本 「自分は出来る」との自信 

・②と④は、教師や親が、どういう言葉を与えるかによって大きく影響を受ける。 

 

○木は光をあびて育つ 人は「言葉」をあびて育つ 

 

○「教育」「地域」「階層」、この関係 

・不動産屋のＨＰには、小学校区と、その小学校の平均年収が掲載されている。年収の多い小学校ほ

ど、学力が高い。 

・被差別部落では収入が少なく、大学進学率は他の半分以下、教育水準が低く、土地の値段も低い。 

 

○「経済力と学力」 

 大阪のある地区。昔の紡績工場が無くなり、その跡地に、３，５００万円～５，０００万円クラス

のマンションが５，０００戸建った。 

 大阪で平均以下の教育水準だった小学校が、トップレベルになった。塾もこの地域に集まってきた。 

 高額なマンションを買える、ローンを組めるような高所得の家が増えた結果。 

 

○期待生涯賃金 

                             （男性）       （女性） 

 高卒から６０歳までで稼げる賃金額は  正規職員 ２億３，５００万円  １億８，６００万円 

                   非正規職員   ６，５００万円    ５，０００万円 

 

○児童虐待と貧困 

・児童虐待のある家庭の８割は年収３００万円以下。貧困と児童虐待を結びつけたくはない。 

 

○教育支出対ＧＤＰ 

・日本のＧＤＰは５００兆円。日本の教育予算はＧＤＰ比３．３％ フランスは６．１％、北欧の国

は８％。 

・日本がフランス並みの６．１％にするには、２．８％、１４兆円の増額が必要。 

 

○格差社会の中での差別落書きと差別身元調査について考える 

・インターネット上に差別があふれている。書いている人も不幸だと思う。自分の仕事、生き方に誇

りを持っている人は、書かないと思う。 

・結婚時には、身元調査が相変わらずある。  

 

＜例－１＞ 

 愛知での話。付き合っている彼女が、自分が言っていない自分のことを知っている。気持ち悪くな
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って、友達に相談したところ、「身元調査されてるんじゃない。きっと、戸籍もとられてるぞ」と。

役所に情報公開条例に基づいて、戸籍をとられていることを確認。「あなたの依頼状を持ってきた」

とのことだったので、有印私文書偽造で訴えたところ、Ｘ興信所だということがわかった。 

 家宅捜査したら、１，５００本の印鑑が押収された。大阪の印鑑屋で印鑑スタンドに入っている印

鑑の数を数えたら２，５００～４，０００本入っていた。１，５００とはすごい数だ。 

 「身元調査をするような人とは結婚できない」と別れた。 

 

＜例－２＞ 

 大阪の福島区 ８０歳の資産家のおばあちゃん。「昨日、おばあちゃんのことを根ほり葉ほり電話

で聞いてきた人があったよ」と、近所の人が教えてくれた。公認会計士に相談したところ、「身元調

査、資産をとられる可能性があるよ」と助言。鶴見区役所でとられていた。委任状を持ってきていた

ので、その委任された人の身元確認のための身分証で３人の興信所がわかった。 

 

○自己責任の名のもと、「まずしい人は頑張らないかん」との単純な考えの日本を、是正しなければい

けない。 

 

○差別の問題も、経済の問題も、プライバシーの問題も、もう一度再構築する仕組み、システムを造ら

ねばならない。 

 

○増加する「社会問題」に縮小する「財政状況」 

・財政状況が縮小しているからと、全体を縮小コピーするような行政では、社会は破綻する。 

・何に重点を置くのかを、よーく考えて。 

 

＜例－３＞ 

 島からビジネス街へ通うため、有料道路がかかっていた。朝は通勤ラッシュで、料金所の前に長い

渋滞が出来て困っていた。中には船で通勤する人もいた。 

 渋滞解消のためにとった方法は？ 

 

 朝、出て行った人は、普通必ず帰ってくる。中には「銭湯に行くと言って、３年帰ってこなかった

人」もいたりするが・・・。 

 帰りは、みんな時間帯にバラツキがあるので、帰り方向の料金所の渋滞はなかった。 

 そこで、行き方向の料金所を無くし、帰り方向の料金所で往復の料金を徴収するようにした。渋滞

もなく、排気ガスの問題もなく、料金所が減ったことで人件費などの管理費が半減した。 

 お金が無くても出来る工夫がある。 → 発想を少し変えただけ 
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○「優秀」なのと「柔軟」なのは違う 

・柔軟な考えで、差別、格差のない社会を。 

・優秀な学生が、真顔で「銭湯に行ったまま、３年帰ってこなかった」との話だったが、その人は銭

湯で３年間何をしていたのか、と聞いてきた。 

 

― 以上 ― 

 

 


