
戦後 7 0 年、同対審答申 5 0 年。今こそ日本国憲法の理念で
ある平和と人権を守るため、ともに学び、ともに歩もう

ー人権侵害救済制度の確立と、一刻も早い石川一雄さんの無罪判決をー

「憲法改悪への危機感の共有を！」

【プロフィール】

伊藤塾塾長 ・ 弁護士 ・ 法学館法律事務所所長 ・ 法学館憲法研究所所長 ・ 日弁連憲法問題対

策本部副本部長。

1958 年生まれ、 東京都出身。 1981 年司法試験合格。 その後、 真の法律家の育成を目指し、 司法試験の受験指導

にあたる。 「憲法を知ってしまった者の責任」 から、 日本国憲法の理念を伝える伝道師として、 講演 ・ 執筆活動を精

力的に行う。 2009 年７月、 多くの弁護士、 著名人とともに、 「一人一票実現国民会議」 の発起人となり、 日本に真の

立憲民主主義を実現すべく弁護士として奮闘中。 また、 2014 年５月、 憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容

認に反対する憲法学者や元政府関係者らとともに 「国民安保法制懇」 を立ち上げる。ＮＨＫ「日曜討論」 「仕事学のす

すめ」 等マスコミなどにも多数登場。

■主な著書 『憲法の力』 （集英社新書／ 2007 年） 『中高生のための憲法教室』 （岩波ジュニア新書／ 2009 年） 『憲

法問題　なぜいま改憲なのか』 （ＰＨＰ新書／ 2013 年） 『やっぱり九条が戦争を止めていた』 （毎日新聞社／ 2014 年） 『１

０代の憲法な毎日』 （岩波ジュニア新書／ 2014 年） 『けんぽうのえほん　あなたこそ　たからもの』 （大月書店／ 2015 年）

他多数 

会　場 神戸市勤労会館 神戸市中央区雲井通５丁目１-２ 
電話 078-232-1881 

主　催 部落解放研究第36回兵庫県集会実行委員会

部落解放同盟兵庫県連合会／部落解放兵庫県民共闘会議／日本労働組合総連合会兵庫県連合会／兵

庫人権啓発企業連絡会／同和問題にとりくむ兵庫県宗教教団連絡会議／障害者問題を考える兵庫県

連絡会議／兵庫部落出身教職員の会（礎友会）／兵庫県在日外国人教育研究協議会／兵庫県教職員

組合／公益財団法人神戸学生青年センター／一般社団法人ひょうご部落解放・人権研究所

参加費 3,000 円（資料・報告書） ※弁当は別途お申込みが必要です。

講師：伊藤真さん（伊藤塾塾長・弁護士）

お申込み 県研実行委員会事務局（ひょうご部落解放・人権研究所）まで

電話（078）252-8280　FAX（078）252-8281 ●申込期限：2015 年 10 月 23 日

部落解放研究
第 36 回兵庫県集会

記念講演

日　時 2015 年 11月１日（日）　10：00 ～ 16：00
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スケジュール

オープニング

「琉球國祭り太鼓」による創作エイサー

「琉球國祭り太鼓」は、沖縄の伝統芸能である「エイサー」をベースに、沖縄空手や琉球舞踊の型を取

り入れた独自の振り付けとダイナミックなバチさばきで演舞をする、沖縄を代表する「創作エイサー団

体」です。 1982 年に沖縄市の泡瀬を中心とした若者たちによって結成されて以来、沖縄が大切にして

きた「迎恩」の心を打ち響かせてきました。力強い太鼓の音に、沖縄への思いを込めて演奏していただ

きます。

10：10 主催者あいさつ／来賓紹介

10：30 記念講演【10：30 ～ 12：00】

「憲法改悪への危機感の共有を！」

　講師：伊藤　真さん
　　　　　　　（伊藤塾塾長・弁護士・法学館法律事務所所長・法学館

　　　　　　　 憲法研究所所長・日弁連憲法問題対策本部副本部長）

12：00 昼食／分科会場へ移動

13：00 分科会・フィールドワーク【13：00 ～ 16：00】

16：00 終了

「狭山事件」から 52 年。一日も早い石川一雄さんの無罪判決を

　1963 年５月１日、埼玉県狭山市で起きた女子高校生殺人事件で、警察は付近の被

差別部落に見込み捜査を集中し、なんら証拠もないまま石川一雄さん（当時 24 歳）

を別件逮捕。１カ月にわたり警察の留置場（代用監獄）で取り調べ、ウソの自白を

させて、犯人にでっちあげました。

　一審は死刑判決、二審は無期懲役判決、上告棄却により二審判決が確定。石川さ

んはただちに再審請求を申し立てましたが、第一次、第二次再審請求はまったく事

実調べもなく棄却されました。

　石川さんは 1994 年 12 月仮出獄し、31 年７ヶ月ぶりに狭山に帰り、さらに闘い続けます。

　2006 年５月、第三次再審請求をするも、なかなか再審の扉が開かない中、2009 年９月から三者協議が開かれ、

狭山の闘いに光が差し込みました。三者協議は現在 24 回目（2015 年８月現在）を迎えています。証拠開示も進み、

新証拠も明らかになる中で、再審へ向けて、52 年目の闘いが進められています。

　今回のパネル展では、「狭山 52 年の闘い」を改めてふりかえり、石川さんの無罪を訴えたいと思います。石川さ

んをはじめ狭山の闘いは、事件の公正な裁判―再審開始を求めるとともに、 あらゆる差別や冤罪、人権侵害をな

くし、取調べ可視化・司法民主化を求める運動として、ひろく進められています。

パネル展

展示場所：大ホールロビー

会場：大ホール

10：00
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分科会（13：00 ～ 16：00）

同対審答申50年をふまえ、
現在の部落問題について考える（シンポジウム）

第１分科会

　「同和問題の解決は国の責務であり国民的課題である」

ことを明示した同和対策審議会答申が出されてから、今

年で 50 年を迎えます。答申から４年後に同和対策事業特

別措置法が制定され、部落の生活環境は大きく改善され

ました。しかし、厳しい差別の現実は、時代とともに姿

を変え、いまなお続いています。50 年の歳月で何が進み、

何が遅れたままなのか。取り残された課題と新たな課題

は何なのか。改めて「同対審答申」の意義と、現在の部

落問題について考えます。

パネリスト：上杉　聰（大阪市立大学）

　　　　　　橋本貴美男（部落解放同盟兵庫県連合会）　　　

　　　　　　阿久澤麻理子（大阪市立大学）   

コーディネーター：石元清英（ひょうご部落解放・人権研究所）

日本社会に広がる排外・歴史修正主義
―ヘイト・スピーチ

第２分科会

　差別的で聞くに堪えない暴言を大音量でがなりたてる「ヘ

イト・スピーチ」。彼らの示威行動は世論を受け終息に向かっ

ているかのように見えますが、姿形を変え、ネットを中心

に未だ拡散しています。最近では「在日コリアンは７月か

ら強制送還される」といったデマが出回り、法務省入国管

理局に多数の通報が寄せられたため、入管は「重大な事態」

として、ホームページでデマを否定する、という事態も生

じました。この分科会では２人のジャーナリストを招き、

ヘイト・スピーチの害悪について、また具体的な事件を提

示した上で、対策を考えます。

報告者：植村　隆（北星学園大学／元朝日新聞記者）

　　　　中村一成（ジャーナリスト／『ルポ 京都朝鮮学校襲撃

　　　　　　　　　事件 』著者）  

現在の部落問題を、子どもたちにどう伝えるか？
（ワークショップ）

第３分科会

　学校で「部落問題」を学ぶ機会は年を追うごとに減り続け、

若い教員たちからは「どのように教えたらいいのかわから

ない」「まちがったことを教えてしまうのではないかと不安」

といった声が多く聞かれるようになりました。また、これ

まで培われてきた部落問題学習の継承が難しくなっている

とも言われています。子どもたちに部落問題をどう教える

か―本分科会では具体的なワークショップを通して、子

どもたちに現在の部落の姿を伝え、差別を許さない心を育

むにはどう取り組めば良いのか、ともに考えます。

ファシリテーター：北谷錦也（兵庫部落出身教職員の会【礎友会】）

　　　  これからの部落問題学習プログラム作成研究会

阪神・淡路大震災20年、東日本大震災4年
―震災の経験をどうつなぐのか？

第４分科会

　今年の１月、阪神・淡路大震災から 20 年を迎えました。

また、津波や原発事故により大きな被害を受けた東日本大

震災から４年が過ぎました。石巻市の西光寺では、震災が

起きた 11 日に、大切な人を亡くした方々が語り合う「蓮

の会」という集いを毎月開いています。被災地 NGO 恊働セ

ンターは今年１月、多くの団体とともに「阪神・淡路大震

災から 20 年 KOBE 市民と NGO フォーラム」を開催し、若い

世代を中心に震災の記憶を受け継ぐ「宣言」とアクション

プランを採択しました。

　それぞれの震災の経験を通して、人と人がつながること

の大切さを学びます。

報告者：樋口伸生（宮城県石巻市西光寺）  　　　

　　　　頼政良太（被災地 NGO 恊働センター）  

働く人の人権について考える

第５分科会

　今年４月に施行された「生活困窮者自立支援法」によって、

働きたくても働けない、住む所がないなど生活全般にわた

る困りごとの相談窓口が全国に設置されました。ただ具体

的な施策は手探り状況で、法律そのものが周知されていな

いという現状があります。人権は人が働く上でもっとも尊

重されるべき課題です。この分科会では企業の人権啓発と、

自立支援法にそった具体的な活動を紹介しながら、働く人

の人権について考えます。

報告者：豊永幸浩（大同生命保険株式会社／兵庫人権啓発企業

　　　　　　　　　連絡会）

　　　　森本範人（ヒューマンワークアソシエーション B サポート）

　　　　西田茂生（ヒューマンワークアソシエーション B サポート）

近代神戸と生田川
―新川部落・賀川豊彦・神戸水平社―

フィールドワーク

　1868 年、神戸開港とともに外国人居留地が設置され、居

留地に屠畜場がつくられます。その後、屠場は新生田川周

辺地域（新川地区）に移転。それに伴い、旧「えた」身分の人々

が移り住み、新川地区は被差別部落とみなされるようにな

りました。屠場の廃止、コレラなど伝染病の流行により、

新川地区や周辺地域の窮乏化は深刻なものとなっていきま

すが、この問題に積極的に関わったのが、賀川豊彦でした。

社会活動家として著名な賀川は、一方でスラム化の原因を

部落民に求めるなど、差別的な視点ももっていました。

　今回のフィールドワークでは、賀川記念館、新川地区な

どをたずね、神戸で最初に福祉と人権が芽吹いた地域の軌

跡をたどります。

定員 20 名
事前申込

講師：本郷浩二（ひょうご部落解放・人権研究所）
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参加申込み方法

開催期日 2015 年 11 月１日（日）

会　　場 神戸市勤労会館
神戸市中央区雲井通 5 丁目 1－2 

参  加  費 ３,０００円（資料・報告書）

弁  当  代 １,０００円　※別途お申込みが必要です。

■申込み期限

       日       日1010 23 23 月 （金）

2015 年

申込み方法

※参加のお申込みは、本集会の趣旨に賛同する人と致します。集会中、趣旨にそぐわない言動があった場合には、

主催者の判断で退場していただくことがあります。

①参加のお申込みは、ひょうご部落解放・人権研究所が受け付けます。

②別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお送りください。

　※なお、ご記入いただきました個人情報は、研究集会運営上の目的以外には使用いたしません。

③申込書の到着、参加費のお振り込みが確認できたところから参加券を送付いたします。

④弁当を希望される方は、別紙「参加申込書」にご記入の上、10月23日までにお申込みください。

⑤手話通訳をご希望の方は、10月５日（月）までにお申込みください。        

参加費・弁当代 振込先

【銀行の場合】

三井住友銀行兵庫県庁出張所

普通預金口座番号　　３１１３４７０

（社）ひょうご部落解放・人権研究所

【郵便局の場合】

口座番号　０１１１０－０－８２１７９

（加入者名）　県研実行委員会 

会場へのアクセス

神戸市勤労会館

【所在地】 〒651－0096　神戸市中央区雲井通 5 丁目 1－2

【電　話】 078－232－1881

■交通機関■

　市営地下鉄・JR・阪急・阪神・ポートライナー各三宮駅

　から東へ約 400ｍ

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

お問合せ
一般社団法人ひょうご部落解放・人権研究所　第36回県研実行委員会事務局

電話 (０７８)２５２－８２８０／FAX (０７８)２５２－８２８１

ミント神戸

そごう

◎中央区役所前
中央区役所

勤労会館

21
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