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「隣保館だより」の配布について(依頼)
師走の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜
び申しあげます。
日頃は、隣保館事業の推進につきまして格別のご理解ご協力を賜
り、厚くお礼申しあげます。
さて、「隣保館だより」の全戸配布について、お忙しいところお
手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。
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部落差別の解消の推進に関する法律
（目的）
第一条 この法律は、現在もなお部落差別
が存在するとともに、情報化の進展に伴って
部落差別に関する状況の変化が生じている
ことを踏まえ、全ての国民に基本的人権の
享有を保障する日本国憲法の理念にのっと
り、部落差別は許されないものであるとの
認識の下にこれを解消することが重要な課
題であることに鑑み、部落差別の解消に関
し、基本理念を定め、並びに国及び地方公
共団体の責務を明らかにするとともに、相談
体制の充実等について定めることにより、部
落差別の解消を推進し、もって部落差別の
ない社会を実現することを目的とする。
（基本理念）
第二条 部落差別の解消に関する施策は、
全ての国民が等しく基本的人権を享有する
かけがえのない個人として尊重されるもの
であるとの理念にのっとり、部落差別を解消
する必要性に対する国民一人一人の理解
を深めるよう努めることにより、部落差別の
ない社会を実現することを旨として、行われ
なければならない。
（国及び地方公共団体の責務）
第三条 国は（略）施策を推進するために

「そっとしておけば
部落差別はなくなる」
ってホント？

必要な情報の提供、指導及び助言を行う責
務を有する。
２ 地方公共団体は（略）その
地域の実情に応じた施策を講
ずるよう努めるものとする。
（相談体制の充実）
第四条 国は（略）相談に的確に応ずるた
めの体制の充実を図るものとする。
２ 地方公共団体は、（略）部落差別に関す
る相談に的確に応ずるための体制の充実
を図るよう努めるものとする。
（教育及び啓発）
第五条 国は、部落差別を解消するため、
必要な教育及び啓発を行うものとする。
２ 地方公共団体は、（略）部落差別を解消
するため、必要な教育及び啓発を行うよう
努めるものとする。
（部落差別の実態に係る調査）
第六条 国は、部落差別の解消に関する施
策の実施に資するため、地方公共団体の協
力を得て、部落差別の実態に係る調査を行
うものとする。
部落差別についてよく知らない人が、イ
ンターネットの差別的な書き込みを読み、
誤った認識を持ってしまうことがありま
す。三木市では、差別の助長や拡散を防止するた
めに【三木市インターネット差別書き込みモニ
タリング事業】を実施しています。

人権の小窓
「そっとしておけば
部落差別はなくなる」
ってホント？
～ワークを通して考える
「寝た子を起こすな」論～

1.「寝た子を起こすな」ってナニ？
部落問題について語られる「寝た子を起こ
すな」論とは、「部落問題を取り上げずそっ
としておけば、みんなが知らなくなり、部
落問題は解消する」という考え方です。「寝
た子を起こすな」論を肯定する人はどこの市
民意識調査でも約２割～４割います。部落問
題について学校で子どもたちが学んで帰っ
たときに、家族の方が「まだ学校はそんなこと
を教えているのか。教えなければ差別なんて
なくなるだろうに」と言ったという例はよくあり
ます。そこで、この文章では、わたしが大学の
授業で行ってきたことを紹介しながら、一
緒に考えることにしたいと思います。
2．
「
『寝た子を起こすな』論実現大作戦」
わたしは、「『寝た子を起こすな』論実現大
作戦」という学習活動をときどき
行ってきました。「寝た子をおこす
な」論を支持している人がそれな
りにいたからです。受講生全員に
仮に「寝た子を起こすな」論支持者になって
もらい、次のような流れで学習を進めます。
第一段階…「寝た子を起こすな」論を実現する
ため「黙ってもらうべき人や団体など」を受講
生に挙げてもらいます。たとえば、
大学教員、教育委員会、文部科学省、教科書、
マスコミの人、出版物、インターネット、
大人（父母、祖父母など）
、部落解放運動をし
ている人たち、部落差別を受けた人
など、あがった人や団体、行政機関などを黒板に
すべて書き上げます。

令和２年 12 月

（223）

大阪教育大学 地域連携・教育推進センター
も り

教授

森

みのる

実

同和教育・人権教育や識字について長年研究。 文部科学省
の「学校における人権教育調査研究協力者会議」のメンバ
ー。 ｢人生をきりひらく識字学習」｢人権教育への招待｣｢しっ
ていますか？部落問題一問一答第 3 版｣など著書多数。

第二段階…「黙ってもらうための方法」を考えま
す。受講生からはいろんな意見が出てきます。
多くの学生は
・「法律を作って取り締まる」と言います。
・「教科書に載らないよう、学習指導要領を変える」
・「ワイロを渡してだまってもらう」
といった一見できそうなアイデアから、
・「記憶喪失薬を発明してみんなに飲ま
せる」といった荒唐無稽なものまで出ます。
第三段階…出してもらった方法を一つひとつ吟
味します。多くの学生は法律をあげますから、法律
というアイデアの吟味から始めます。法律を提案し
た人に、法律の名前を言ってもらいます。
法律名は「部落差別についての発言禁止法」な
どとなります。第一条は目的です。「部落差別が厳し
いことに鑑み、この法律は部落差別についての発
言をすべて禁止することを目的とする」といった
記述になりますね。

この法律ができれば、日本の法律ですから
六法全書にも載ります。六法全書は誰でも読
めるのですが、とくに弁護士や裁判官、警察
官はこれをていねいに学ぶことになります。
法律を執行する側の人たちは、何が部落
差別にあたるのかを詳しく知らないとい
けません。では誰がそれを教えるか。大学教
員はじめ専門家が教えることになります。
このように確かめていくと、法律を作るとい
う行為が「寝た子を起こすな」論と相容れな
いことが分かってきます。発言をなくそうとし
たはずなのに、学習や研究を促進するのです。
考えれば考えるほど明らかなのは「ムリだ」と
いうことです。それだけではありません。人権
を守るために作ったはずが人権侵害の法律
をつくることになります。つまり、「寝た子を起
こすな」論は、差別を受けた人にも声を上

【テーマ:～心あたたまるあの場面～】･･･家事・育児・仕事を日々精一杯こなすことだけに必死になっていた頃、夫が、毎日全
てを全面協力してくれる姿を見た長女が「こんなに優しいパパと結婚してくれてありがとう」と声を掛けてくれた。

げないよう求めてしまうのです。
法律制定について言えば、日本では差別
的言論を禁止するという法律がありませ
ん。そういう国で、部落問題に関連するあらゆ
る発言を禁止する法律を制定しようとすれば、
かなりの年月、法律制定運動をしなければな
らないことが予想されます。では、「寝た子を
起こすな」論を主張する人たちは、そういう取
組を進める決意がどれほどあるでしょう。「寝
た子を起こすな」論を支持している人たちは、
たいてい「自分はなにもしない」ことを前提に
していますから、何年も取り組もうとはほぼ考
えていないものです。
法律以外の方法も含めて検
討していけば、
「寝た子を起こ
すな」論は考えれば考えるほ
どムリがあり、行おうとすれば差別の被害
者に「黙れ」と言わなければならないこと
がハッキリしてきます。学習指導要領を変
えるということ一つを取り上げても、そのため
には多くの人に訴えて文部科学省に政策を
改めてもらわなければならないのです。
3．
「寝た子を起こすな」論の問題点
第一に、歴史的に考えてみることができま
す。１８７１年に賎民制廃止令（いわゆる「解放
令」）が出されました。しかし、それ以後、１９７０年
代になるまで、学校の教科書に部落問題は全く出
てきませんでした。１００年間「寝た子を起こす
な」論を実践してきたのです。それにもかかわら
ずなくならなかったので、学校でしっかり教えよう
ということになりました。その後 50 年ほどにわた
って学校で取り組まれてきたおかげで、
「部落
差別はいけない」と考える人が増えています。
第二に、積極的に取り組んだことによって、
部落差別を封じ込める成果を上げています。
たとえば１９７０年代に発覚した『部落地名総
鑑』事件があります。２００を超える著名な企業や
大学などが、全国の被差別部落の地名を所番地
まで記した書籍を５～１０万円で購入していまし
た。この問題は、関係者の匿名による告発から始
まり、政府も動いて取組が進みました。その結果、
企業による人権啓発が進みました。
取り組んだことによって差別意識や社会の仕組
みが変化したという例は他にもたくさんあります。
心がスッと軽くなり、温かい気持ちにさせてくれた。

第三に、くりかえしになりますが、最も重要なの
は、この考え方が差別を受けて悔しい思いをし
ている人に対して「だまっていなさい」と言う
に等しいという点でしょう。
「自分の子どもがいじめを受けて
いる」と主張する親に対して、担任が
「お母さん、お父さん、そんなにさわいではい
けません。いじめはそっと黙っていればなくな
ります」と言ったらどうなるでしょうか。
また、身近な誰かが「セクハラを受けた」とわた
したちに相談してきたとします。そのときにわたした
ちは「セクハラはそっとしておけばなくなる。
事を荒立てない方が良い」と言うでしょうか？
「寝た子を起こすな」論は、部落問題についてそ
れを実践していることになります。

「寝た子を起こすな」論の誤りは、このよう
に様々に論じることができます。
２０１６年には、「部落差別解消推進法」が
制定されました。これは、「寝た子を起こすな」
論ではなく、部落差別をなくすために政府
が先頭に立って取り組むことを宣言した
法律です。研究者の論文でも、「寝た子を起
こすな」論を支持する例はありません。
それにもかかわらず、わたしたちのあいだに
広く見られるのはなぜでしょうか。学生たちの
話を聴いていて重要だと思う一つは、自分の
受けた同和教育や部落問題学習のあり方に
疑問を抱いている人が少なからずいることで
す。「あんな教育(展望のない内容や方法)を
するぐらいなら、何もしない方がましだ」
というのです。それなら、その疑問を整理し
てことばにして出し合うことが大切です。「教
えるか教えないか？」ではなく「どう教え
るべきか？」と考えてはどうでしょうか。
最後に、「そっとしておけばいいのに」とい
う意見も、「部落差別はないほうがよい」と
思っているからこそ出てくる意見だという
ことは忘れてはなりません。
とりわけ、部落出身者の唱
える「寝た子を起こすな」
論は、「いい加減に取り組
んでほしくない」という思いの表れである
ことが多いといえます。そのことをふまえて、
考えを深めていきたいものです。

（やすか） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１９より
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【人権に関する記念日等】（１２月）
1 日 いのちの日 日本で心の健康に関する正しい理
解の普及・啓発を行うための日。自殺予防活動の一
環として 2001 年から設定。
世界エイズデー 世界規模でのエ
イズ蔓延の防止、エイズ患者や HIV 感
染者に対する差別･偏見の解消を目的と
し、1988 年に世界保健機関により定め
られた。シンボルはレッドリボン。
3 日 国際障害者デー 1982 年12 月 3 日、国連総会
で｢障害者に関する世界行動計画｣が採択されたこと
を記念して、1992 年の国連総会において制定。

6 日 市民じんけんの集いと総合隣保館文化
祭を合同開催（三木市文化会館にて）

10
18
☆

☆

募集

催し・講座など

1 月 3 日まで

フラワーアレンジメント教室

「新春を生ける」

講師：田中真紀さん

・12 月 26 日（土）13:30 から
・総合隣保館大会議室にて
・参加費 5,000 円
・持ち物：円形で深めの花器、はさみ

１２月１０日～１６日

は

｢北朝鮮人権侵害問題
啓発週間｣ です

人権意識の高揚を図り、明るく住みよいまち
北朝鮮による日本人拉致問題
づくりをめざす｢市民じんけんの集い｣と、人権
一日も早い帰国実現に向けて！
を大切にする共生の社会を築き共に人権文化を
創造していく｢総合隣保館文化祭｣を開催します。
日本政府が拉致被害者として認定してい
日 人権デー 世界人権宣言が、1948 年 12 月10 日
るのは１７名。内５名は２０２０年１０月に帰国。
の国連総会で採択されたことを記念して、1950 年
の国連総会において制定。
しかし残り１２名の安否は未確認のままです。
日 国際移民デー 1990 年12 月18 日、国連総会
さらに、北朝鮮による拉致の可能性を排除
で｢全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に
できない方が８７８名います。
関する国際条約｣が採択されたことにちなみ制定。
3～9 日 障害者週間 国際障害者デーであり、障
政府は「すべての拉致被害者の安全確保
害者基本法の公布日でもある 12 月3 日を起点に、障
及び即時帰国の実現に向け、冷静な分析の
害者の日である12 月 9 日までの 1 週間。1995 年 6 月
27 日、総理府(現内閣府)障害者施策推進本部が制定。
上にあらゆるチャンスを逃すことなく全力で行
4 日～10 日 人権週間 1948 年12 月 10 日の国
動していく」としています。
連総会において世界人権宣言が採択されたことを記念
(内 閣 官房 拉致 問 題対 策本部 事務 局 発行 のパンフレットより)
して 1949 年に法務省と全国人権擁護委員連合会が 12
月 10 日を最終日とする1 週間を人権週間と制定。

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで

