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西条市差別をなくする市民の集い

～東予会場～

「ハートで挑戦！ ～自己解放への道～」

日時：平成２１年１２月１２日（土）１３：３０～１５：４５

場所：西条市中央公民館 大ホール

講師：山口県人権啓発センター事務局長 川口泰司さん

概要:

13:31～13:35 開会挨拶 西条市長 伊藤宏太郎 （代読 渡部副市長）

・平成１６年１１月に「西条市人権文化のまちづくり条例」、本年３月、「人権文化のまちづくり基本

計画」を策定。条例の具現化を図り、明るい住み良いまちづくりに。

・世界人権宣言、人権侵害、差別のない暮らしは世界共通の認識。

・差別は今も根強く存在している。

・差別を無くすため、人権教育に取り組んでいく。

・差別に気付き、差別を許さない意識の向上に。

13:37～13:52 人権コーラス メモリーリング

○詩朗読「一期一会」

♪「野に咲く花のように」

♪「風になりたい」

○詩朗読「ひとがこの世で一番うれしいことは・・・」

♪「生きようよ」

13:55～15:45 講演「ハートで挑戦！ ～自己解放への道～

山口県人権啓発センター事務局長 川口泰司

○はじめに

・部落の二つの形体

少数点在部落 ２０～３０世帯、多くても１００世帯。クラスに一人という程度のマイノリティ

司 会

コーラスグループ メモリーリング
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ー。愛媛の部落はこれ。

都市型部落 大阪のひので、人口２～３千人の部落。にしなり、なにわ、人口２～３万人の部落。

・部落も多様化している。

○小学校６年の時にボクは部落のことを知った

・今はさわやかな好青年ですよ。でも、小学校時代は荒れていた。

家のしんどさを、学校に行って暴れる。教師や大人が信じられ

ない。

・中学校で、部落、差別解消に取り組み始めた。

・ボクが小６の時、姉は中学２年。姉は、地元の小中学生のなかでは超有名人、スーパーヤンキー。

・アネキの親友のヨシエちゃん。そのお母さんはＰＴＡの会長をしている人。そのお母さんから･･･

・「ヨシエ、何なの、この成績は。こんな成績やったら、どこも行く高校ないよ。中三になったら受

験勉強もあるんだから、友だち付き合いを考えなさい。もう美紀ちゃんと付き合うのは、やめとき

なさい」

・娘の勉強のことを心配して付き合いをやめろと言うのならわかるが、このあとに、おまけがついて

きた。「ヨシエ、あんたは知らんかもしれんけど、美紀ちゃんは、同和の子なんやで。あんたが付

き合ってて、何かあったら大事になるんよ。あそこの地域の人たちは、何かあったら集団で押しか

けてくるんよ」

・「お母さん、うちに勉強しろって心配して言うのならわかるけど、美紀ちゃんが同和の子やなんて、

関係ないやろ」

・「あんたは小さいから、何もわかってない。大人になったらわかるわ」

・翌日ヨシエちゃんは、アネキと顔を合わし、そのことを黙っておれず、正直にアネキに言った。

・姉は、自分が被差別部落の人間であることを、この時初めて知った。大きくショックを受け、授業

をエスケープした。

○ブラック問題

・家に先生が来て、何かを話している。雰囲気が違った。

・「アネキは、何したん？」 父さんに聞いても「子供は知らんでええ」

・ふすま越しに先生の話に聞き耳を立てると・・・

・「ぶらく ってなに？」「ぶらく差別 ってなに？」

・地域のことを「部落」と呼んでいる人もいたが、ボクは部落という単語すら知らなかった。

・ぶらく ブラク ブラック ブラック差別や。姉ちゃんは黒人差別したんや。

・でも、宇和島で黒人なんて見たこと無いし、中学校に黒人なんておらんし、何でそんな事件が起こ

るんや？ ますますブラック差別の意味がわからん。



3

・寝た子を起こすなの宇和島で、自分のことやと思っていないので、給食の時間に教室のうしろの方

から大きな声で「先生、ブラック差部って何？」

・「川口君、その言葉どこで聞いたの？」と、説教部屋に連れて行かれた。また、いつものように怒

られると思った。でも・・・

○「差別されてきた歴史」と同じだけ、「その差別に負けずに、生きてきた歴史」がある

・「川口君。この前、社会の授業で江戸時代の話を聞いたよね」

・「先生、ボク、授業聞いてませーん」

・先生は、被差別部落の悲惨さばかりを延々と説明し、涙目で、将来結婚や就職で差別されるかもし

れん。川口君はそういう地域で生まれたのよ。頑張れ」

・差別の悲惨さばかりを教えて、「頑張れ」言われて。差別された歴史を教えてるだけ。 → 今の

同和教育は違う

・「差別されてきた歴史」と同じだけ、「その差別に負けずに、芸能や、産業や、・・・で成功してい

る歴史」がある。

・お祭りの時の太鼓。太鼓の皮は牛の皮。牛一頭を捌くのは大変な技術です。狂牛病が出る前は、鳴

き声以外、牛は全てを使っている。

・昔、内蔵は保存しにくいので捨てていた。内蔵は売りに出さずに捨てるもの。大阪では「捨てる」

ことを「ほおる」と言う。「ほおるもん」から「ホルモン」。

・そんな上手いモツ鍋やホルモンを食べておいて、部落差別するな！

・紅白歌合戦は、在日外国人、部落出身者、沖縄の人を外したら成り立たん。演芸とか、その地域で

どんな必要不可欠な仕事をしているかを、教育している。

○ちっちゃなマイナス

・自分が同和地区出身やということを知った時、「めっちゃ、ショック」ってわけではありません。

世代の違いです。

・今の７０～８０歳、同和対策法以前、差別が目に見える厳しい時代には、同和地区の子が遊びに来

ると、「○○君、うちの子忙しいから今日は帰って」。被差別部落の経済、生活環境か・・・ とい

う時代。

・同和対策法以降は、そんなに貧しいわけではなく、「小さなマイナス」として捉えた。

○プラスの出会い直し

・自分の同和との出会い、各人違う。最初マイナスで出会ったら、もうその後は、「部落には関わり

たくない」「自分には関係ない」となってしまう。

・最初プラスで出会ったら・・・ 最初の出会いが大切、学校教育は大事。最初の出会いをプラスイ

メージとなるよう。
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・最初の出会い以上に大事なことがある。最初の出会いがマイナスであっても、出会い直す場を、プ

ラスの出会い直す場をいっぱいつくってやること。俺がそうだった。差別を無くそうという先生に

出会い、プラスの出会い直しをいっぱいさせてくれた人。 → 今日の講演を、みなさんの「出会

い直し」にして欲しくて、ボクは本音で話している。

○私の出会い直し

・私の出会い直しは、中学３年でした。夏休みに福岡に行った。同和問題の中学生の集会へ参加する

ために。

・識字教室 参加者同士の自己紹介でワイワイ盛り上がって。その後、意見交換になった時に、８０

過ぎのおばあちゃんが発言。「川口君、あんた、さっきから話を聞いてたら、自分、部落に生まれ

たということを恥とりゃせんかい」 → ボクはドキッとした

・一日二十四時間、一年三百六十五日、「俺は部落出身だ」と意識しているわけではない。場面場面

で、自分が部落だということを意識するといった程度。

・同和教育の時間に、友だちが授業を聞いていない、おしゃべりをしている、無関心、もうこんな事

無いやろう・・・。 → 今の差別はこんな形。

・部落の若者は、結婚のとき、「部落」を言うべきか、黙っておくべきか悩む。また、若い二人が部

落のことを自覚していない場合には、親が悩む。親が、相手の親にだけ言うとこか・・・と。

・そんな感覚で、部落に生まれたことを恥じていることを、ばあちゃんに見抜かれ、指摘された。

○差別される側に問題があるんとちがう 差別する側が悪い

・「何を恥じることがあるんや。部落があるから、差別があるんやないで。差別するもんがおるから、

されるもんがおるだけや。自分に自信の無い、人を差別せんと生きていけん人がおるだけや。なん

も恥ずかしいことないで。胸はって生きんしゃい！」

・そのあと、おばあちゃんたちは、「識字学級」に出会うまで、自分が悪いから差別されるんやと思

っていた。自分が努力すればいいんやと思って、頑張って子供も大学まで行かせた。しかし、筆記

試験はバッチリ通るのに、採用にならない、就職差別、結婚差別の現実。差別される側に問題があ

るんとちがう。差別する側が悪いんや。

・野中広務（のなか ひろむ） 被差別部落出身の野中氏に対して「野中のような部落出身者を日本

の総理にはできないわなぁ」との麻生太郎の発言。 → 「差別と日本人」野中広務著

・ニューヨークタイムズ紙は、「米国は黒人（オバマ）が大統領になった。しかし、日本の差別はま

だこんなもの」と報道。

・わかっていない人が多い。「差別されるのは、同和の人に問題がある。同和の人は、あんなことを

している、こんな人があるじゃん」と。

○喧嘩といじめは違う
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・大人は「差別」という 子供は「いじめ」と呼ぶ。

・いじめの相談を受ける。

・「○○ちゃんは、××しよるけんいじめられるんよ」「△△ちゃんも、いじめたらいかんよ」「はい、

双方あやまりなさい」 → この指導は間違い！

・喧嘩といじめは違う 喧嘩は１対１で、共に痛い思いをする

いじめは１対多 インターネットのいじめはいじめる側は「匿名」

↓

こんなんに、両成敗はない

・○○ちゃんは、××するのをやめないかん。

・○○ちゃんが直すべき問題行動と、いじめても良い、差別、暴力していいことはステージが違うぞ！

→ 非暴力で、コミュニケーションして正さねばならない。

・いじめられてもいい人間、差別されてもいい人間なんて、一人もいない。 生まれ持った権利を「人

権」という。

○差別の自己正当化

・「差別の自己正当化」 差別することを、正当化しようとする。自分自身のストレス、コンプレッ

クスを、差別する子にぶつけているだけ → イチャモンつけているだけ

・平気で今の子は、「死ね」「気もい」「うざい」を言う。平気でこんな言葉を言えるのは、自分が同

じこと、痛みを受け続け、痛みを感じなくなっているから。

・リストカットする子に、「死んじゃあいかん」ではダメ。「死にたいと思うほどシンドイ思いなんや

なぁ。一緒に生きていこう」と。

○「障害問題」は、本当は「健常者問題」

・「障害者問題」→ 外国では「健常者問題」と呼ぶ。健常者に都合のいいシステムをつくり、障害

者を家に閉じ込めたのが問題。

・「女性問題」→ 男中心に仕事や子育てに都合の良いシステムをつくっているだけ、女性に問題が

あるのではない。

○緊張するなぁ

・私、講演しとっても、人前では緊張せん。でも、水を飲む時に緊張する。

３００人の人から見つめられながら水を飲む事なんて無いでしょう。

○中３のクラス討議で

・「結婚差別」 結婚相手が部落やったらどうすると中３のクラスで議論した。

・「相手が部落の人とか関係ない。自分が好きになった人といっしょになる」「親が反対しても説得
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する」「それでも無理だったら駆け落ちする」「駆け落ちは、差別に負けたことになるから、最後ま

で親を説得する」との意見。

・授業が終わろうとする時、その授業中ひと言も発言しなかったアイちゃんが、「みんなの意見、き

れいごとやろ。ホントに部落の人といっしょになれるん？私はいっしょになれん。付き合うぐらい

やったら出来ると思う。でも、結婚となると話は別。二人だけの問題じゃあない。家や親戚まで巻

き込む。その人といっしょになったら、今度は私も部落だということで差別される。それは自分で

選んだことだから引き受ける。私はいいけど、でも生まれてくる子が、また部落差別を受ける。生

まれてくる子がかわいそう・・」

○「かわいそう」？ 同情という名の差別

・僕の一番嫌いな言葉 「かわいそう」

・哀れみの言葉は、上から目線。「あぁ、私はああじゃあなくて良かった」ですよ。「かわいそう」と

思ったら、もう一歩踏み込んで、その人の立場に置き換わってみて、その世界（差別されても、障

害があっても・・）で生きることに「すごい、素晴らしい」と思う。

・アイちゃんは、「小さいころから、おじいちゃんに部落のこと、いろんなこと聞かされてきた。部

落の人は怖い、何かあったら集団で押しかけてくる、優遇されている・・」

・「アイちゃん、部落に行ったことあるか？ 部落の人と話したことあるか？ 無いのに何で怖いっ

てわかるんや。俺が部落の人間やで。俺自身が怖いか？ 俺見て判断してくれや」これだけ言って、

席に座った。俺の頭の中は真っ白。教室はシーーン。

・トモ君が沈黙を破ってくれた。「僕はやっちゃんが部落や知っとった」「実は私も」「実は僕も知っ

とった」 ４０人中１５人ぐらいが知っとった。親から聞いて知っていた。

○一番言いたいことが、一番言いたい人に、言えない

・俺が一番言いたかった言葉「部落出身」。でも、一番言えてなかった言葉。自分の一番言いたいこ

とが、一番身近な人にほど、一番言えない。 → でも、一番わかって欲しいこと。親しくなれば

なるほど、自分のことを理解してもらうには、言わないかん。

○１００円の情報には、１００円の情報しか、帰ってこない

・コミュニケーションとは、自分が１００円の情報しか出さんかったら、相手も１００円の情報しか

出してくれん。

・「部落出身」というのは、僕にとって１０万円の情報。１０万円の情報を出したら、みんなはわか

ってくれた。

・「やっちゃん、部落言うてくれた。私は、デブという言葉を気にしとったんよ」 デブと言われて

も気にしないふりをしていたけど、傷ついていた。

・「俺もある。小学校の時から、参観日とか運動会とか、親子レクレーションとか、いつも嫌やった。
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俺、父ちゃん、母ちゃん、おらんのや。ばあちゃんに育てられてるんや」

・そんなばあちゃんが、一度でええから参観日に来たい言うけど、「絶対に来るな」と言うてきた。

・「うちも離婚して、父さんがおらんのよ。父さんがおらんのは、しんどかった」「いつも明るい言

われるけど、愛想笑いよ。しんどかったよ。辛かったから、転校してきたんよ」

・１００円の付き合いは、１００円の付き合いしかしてなかった。３０万円出したら、みんなも３０

万円出して付き合ってくれた。

・親や先生に心配かけたくないからって、子どもは気をつかっている。 → 子どもに何が起こって

いるのか、まずは家庭訪問から、家庭環境を知ることから。

・自分の一番しんどいことを、話せる職場ですか。それをしっかり受け止めてくれる人間関係ですか。

なぜ不登校、引きこもり、部落、障害者のことを言えないんですか。

・この場（差別をなくする市民の集い）やから、「俺、部落です」って言ってるけど、外ではどうか

わからん。

・「同和教育」は、一番弱い子にとって、安心して行ける学校にすること。

・「男女ともに仲が良くて良いクラス」に見えていても、５人グループ、リーダー格の子の顔色を心

配して、気をつかっているクラス。中学校最後の授業で、全員がつながった。

○「見える差別」「見えない差別」

・高校一年まで、宇和島には差別は無いと思っていた。差別の実感が無い。差別落書き、就職差別、

結婚差別、劣悪な住居環境、こんな「見える差別」が無いので、差別は無くなったと思っていた。

・「見えない差別」 見ようとしないと見えないし、見抜く力が無いと見えない差別。 ← 今、問

題になっている差別。

・これは、差別を学んでいないと、被差別部落の人でも、差別に気がつかない、見抜けない。

・「それってＤＶやんけ」「え、これ、ＤＶですか？」

・何が「差別」か分かってないと、差別に気づけない。これに気づかされたのは高校一年、姉が高校

三年の時。

・姉が「人権作文」で表彰を受けた。ばあちゃんが一番喜んだ。何十分間も、こたつの上に置いた姉

の作文を、ばあちゃんはじっと読んでいた。いや、「川口美紀」という名前だけをジーッと何十分

も見つめたまま、涙を流していた。

・ばあちゃんは、学校からのプリントを渡しても読まない。役所に行く時は、父ちゃんといっしょに

行く。買い物に行く時は、いつも一万円札。ばあちゃんは、字が読めん、おつりの計算が出来ん。

・僕は、ばあちゃんが字が読めないことを知ってしまった。でも、「ばあちゃん、俺が読んだろか」

の言葉が出ない。なぜなら、部落の作文やから、姉貴が受けた部落差別の話だったから。

・僕の家では、ばあちゃん、じいちゃんと部落差別の話はタブーだった。字が読めないことを、僕に

隠しとったプライドがある。何も言えず、そっと部屋を出た。

・部屋に帰り、姉貴にそのことを話した。姉貴は、「あんた、いつも偉そうなことを言っているくせ
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に、何で、そこでばあちゃんに読んであげれんかったん。あんた、なにしょん」

・３日目、まだばあちゃんは作文を見つめとる。「ばあちゃん、字、読まれへんのと違うか。俺、読

んだるわ」 たった、２～３枚の作文を読むのに、涙ボロボロで１時間ほどかかった。

○差別なんて受けたこと無い！ その本質は？

・「ばあちゃんの時代に差別なんて無い。差別なんて受けたこと無い」と、ばあちゃんは言い張るば

かり。孫にも言えんほどの差別を受けてきていたんや。

・差別により、字も読めないばあちゃん。その差別が、僕たちの生活、暮らしにまで入っているのか。

うちの地域は何でヤンキーな兄ちゃん、姉ちゃんが多かったのか。荒れざるをえない家庭、夫婦喧

嘩が絶えない、お金がないから、就職できないから、学力がないから、お金が無いから学校に行け

ないから・・。

・差別なんて受けていないと思っていた。が、違う。差別を知らなかっただけ。

○社会問題としての部落問題を！

・社会問題としての部落問題、差別。

憲法の基本的人権の「教育権」を、ばあちゃんは保証されていない

部落の人は就職できない。「職業選択の自由」が無い 国の問題

憲法24条 両性の同意によってのみ結婚 結婚差別がある 国が解決せないかん問題

・障害者差別 障害者と交渉をいっぱい持って理解すればいい

・障害者問題 私（親）の方が先に死ぬ。この地域でこの子が生きていけるか心配する。

アパートに入るにあたって、改造することを断られる、入居を断られる。

・男女問題 女性の管理職がどれだけいますか？

・「結婚差別」

・相手の子は「俺そんなん気にせん」と言う。まわりが引き裂く。

・新居浜で５０回忌。結婚し、嫁を家族じゅうで差別する。義父は、いっしょにおりとうないと言う

て飲み歩き。お嫁さんは自殺した。

○差別があって、誰が不幸になっているんか

・みんなは、差別されとる人が不幸やと思うとる。差別は、差別されている人のために勉強しとると

思っとる。

・なぜ、自分が差別を勉強せないかんのか。差別は差別されている人が傷つく。しかし、この傷は、

出会いと学びでより強く、より人に優しくなれる。差別をバネに生きた時、その人の人生は豊かに

なる。

・障害は不便だけど不幸じゃない。ヘレン・ケラーの言葉。

・差別は、差別する側を不自由、不幸にさせている。
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○自分の恋愛から

・自分の恋愛。大学２年の春。大阪と彼女の両親と食事をし、楽しい雰囲気。父親の「クラブは？」

の質問に、「部落解放研究会です」。０．０３秒、「何でそんなんやってんの？」 全てを話したら、

「仕事が残っとるから、先に帰っとくね」と、お父さん。

・彼女のアパートでお父さんが待っとて、彼女にお説教。

・彼女は父ちゃんと喧嘩別れ。父ちゃんは、この事をじいちゃんに話した。じいちゃんも部落につい

てはコテコテの人。

・この事も影響してか、じいちゃんが倒れて入院。「お前はじいちゃんを殺す気か。部落の人と結婚

する言うて、心配をかけて。じいちゃんに、謝れ」

・「うちが悪いんか、うちがあんた好きになったことは、頭下げないかんことか？」

・２年後、大学４年の時に、じいちゃんが亡くなる。じいちゃんが死んで悲しい、涙ボロボロ流して、

それで「良かった。これで一人、差別者減ったね」。 何を言いよるんや。素直にじいちゃんのこ

とを心配せえや。

○部落差別があって、誰が不幸になっているのか？

・俺は、誰からも結婚を反対されない。彼女は・・

・彼女に「悲しい」と言わせていない、言わせない差別ですよ。

・じいちゃんだって、可愛い孫にも会えずに死んでいった。

・わけもわからん差別意識から、自分を不自由、不幸にしている。

○親心

・部落の人と結婚したら、苦労だけと思っている。けど、・・

・部落外の人と結婚したって、夫婦生活には苦労はつきもんや。そんな時に、助けてくれるのは身内

やろ。「この家に生まれて良かった」と言えること。

・俺は、「親が反対するなら、縁切っちゃれ。俺が守っちゃる」と、じいちゃんが言ってくれて結婚

出来た。

・そのじいちゃんがガンで死んだ。ホスピス、自宅で子どもや孫らに囲まれて、最後を迎えられた。

・こんな同和教育をするからよ。寝た子を起こすからよ。

○寝た子を起こさなかったら？ 利害がともなう時に差別は出てくる！

・コップに泥水を入れとく。ソッと、置いとく（寝た子を起こさないように）。泥は沈殿し、底に貯

まっている。うわべは、上澄みは綺麗に見える。でも、かき混ぜると、泥が舞い上がってくる。

・差別は、利害がともなう時に出てくる。松野町、鬼北町、同和教育で合併出来ずにいる。
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・もう時間です。資料の半分しか話せませんでした。

－ 以上 －


