
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1922(大正１１)年３月３日、京都の岡崎公

会堂にて水平社創立大会が開催されました。 
創立者の一人である阪本清一郎が１９８０

年、８９歳の時、NHK のインタビューに答えて、
なぜ｢水平社｣と名付けたのか語っています。 

「水平社」という名前は「人間はみな素晴
らしく、だれも差別されてはいけない」「ど
の人も平等に尊敬されなければならない」
という意味を込めてつけられたのです。 

この言葉は、今も生き続けています。 
①教科書無償が実現する 

②「全国統一応募用紙」…公正な採用を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③人権三法の成立…2016(平成 28)年 

・障害者差別解消法 
・ヘイトスピーチ解消法 
・部落差別解消推進法 

 人が人として尊ばれる社会にしたいですね。 
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差別解消のための取組 

｢水平社宣言｣に学ぶ 

次ページは 

「水平社」創立 
100 年に思うこと 
 ～人権尊重の社会をめざして～ 

 です 

【参考資料】 水平社宣言 
全国に散らばっている、我々差別を受けている

人々よ、団結せよ。 
長い間いじめられてきた仲間たちよ、明治になっ

て５０年の間、平等だと言われても、実際はそうでは
なかった。同情やあわれみでは差別はなくならない
のだ。このことを思えば、今、我々自身から、人間を
尊敬することによって、自らの自由と平等をもとめ
る集団運動を起こすことは、当然のことである。 

仲間たちよ、我々の祖先は自由と平等を心から
求め実行してきた者であった。厳しい支配政策の
犠牲者であり、たくましく社会や文化を支えてきた
者であった。心をひきさかれるようなどんなにきび
しい差別の中ででも、人間としての誇りは失わなか
った。そして、今、その犠牲者の我々が差別を受け
てきた者であることを誇りうる時がきたのだ。 

我々は、自分自身を低くみたり、臆病になったり
して、これまでたくましく生きてきた祖先をはずかし
めたり、人間の尊厳をおかしたりしてはならない。
人の世がどんなに冷たいか、人間を大切にするこ
とが本当はどんなことであるかを良く知っているか
らこそ、我々は、心から人生の熱と光を求め、その実
現をめざすのである。 

水平社はこのようにして生まれた。 
    人の世に熱あれ人間に光あれ 

大正 11 年 3 月 3 日 
全国水平社創立大会 

※引用：外川正明著「部落史に学ぶ」P８５ 

   学習するためにわかりやすくしたものです。 
  

「人類は平等でなければならない。今の平
等は、平等ではない。公平であるかどうかという
ことを見るのには、いろんな尺度(基準)がある。
あらゆる尺度(基準)というものは、人間が作っ
た。その尺度によっていろいろな差が出てくる。 

しかし、どんな計器(はかる道具)を持ってきて
も、それにまさるのが、水の平たさである。それ
以上の尺度はない。 

絶対に差のできないものは、水平である。 
平等を表現する。 

１９６１年、高知県の長浜で始まった「教科書をタダに
する会」の運動をきっかけに、１９６３年「義務教育諸学
校の教科用図書の無償措置に関する法律」が成立。 

１９７３年、就職に際しての身元調査のような内容の「社
用紙」ではなく、「全国統一応募用紙」の使用を、労働
省が通達する。その後、統一応募用紙の内容が改正さ
れながら、２００３年職業安定法第５条の４で、就職差別
につながる恐れがある１４項目について、求職者の個人
情報の収集、保管、使用の制限が定められた。 
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人権の小窓

○❀部落差別の現状はどうでしょう？ 
インターネットの普及により匿名を良いこと

に部落に対する誹謗中傷や、差別をあおり助
長する書き込みがあとを絶ちません。また、職
務上の権限を悪用し、個人の住民票等を不
正に取得して依頼者に販売するなど、部落問
い合わせや結婚・つきあいに際しての差別は
依然として残っています。 

鳥取ループ・示現舎が２０１６(平成２８)年
２月に「全国部落調査」の復刻版を製本・販
売しようとしたこと、そのデータをネットに流布
したことは、部落差別を助長し
拡散することに繋がるとして、
書籍の販売やネットへの掲載
が裁判で禁止されました。 

一方、ハンセン病患者等への差別の反省
に学ぶことなく、新型コロナウイルス罹患者や
その家族、罹患者を診療する病院や医療従
事者に対するネット上での差別書き込みや、
登園や就労の拒否・乗車拒否など、信じられ
ない差別の発生は、残念でなりません。 

本当に、人権を大切にする社会へと向かっ
ているのでしょうか？ 

○❀｢水平社創立宣言｣に込められた願い    
「世界人権宣言」より早く、日本最初の人

権宣言といわれる「水平社宣言」は、 
・全国に散在する部落民よ団結せよ 
・人間を尊敬する事によって自ら解放しようとする者  

の集団運動をおこそう 
・吾々が部落民である事に誇りをもとう 

と呼びかけ、人間を尊敬することによって解放
をなすため、全国の部落民の団結を訴えてい
ます。そして「人の世に熱あれ 人間に光あれ」
と締めくくり、すべての人々の尊厳を守る社会

の確立に向けて高らかに宣言したのです。 

○❀創立大会に三木市から３名参加 
その一人、１３歳で参加されたＮさんは後に

「部落大衆の怒りと決意を込めた青年団旗
やムシロ旗が林立しとって、殺気だったものを
感じましたね。自分の力でできなんだら、兄弟
が助けてくれる。だから全国の兄弟と手を握
ってね、そこでまあ感涙、皆すすり泣いたこと
が非常に印象に残っていますね」と、大会の
様子や会場の熱気を語られています。 

○❀受け継がれる水平社の崇高な思い！ 
第二次世界大戦で停止を余儀なくされた

水平社運動の再建が協議され、１９５５（昭和
30）年大衆的運動団体であることを明確に
するため、全国水平社は、部落解放同盟に改
称され、水平社の崇高な目的のための運動
が継承されました。戦後発布された、日本国
憲法第１４条「すべて国民は・・・社会的身
分・・・経済的又は社会的関係において、差別
されない」は、部落差別解消を議論した結果
でき上がったものです。 

部落解放同盟三木市支部連絡協議会(以
下、三木市協）は、水平社創立から遅れること
約半世紀、水平社の崇高な思想を継承し、１
９７３（昭和４８）年に結成され、今年は第５０
回総会の節目の年となります。 

○❀ 三木市で取り組んだ教育の保障 
全国的には人権を侵害された事件、結婚

や就職での差別事件に対する裁判闘争をは
じめ、同和対策審議会答申を受けた各法律
による地域改善対策の数々があります。これ
らにより、道路・橋・ほ場整備など市民の暮
らしに結び付く改善がありました。 

（23８）   令和４年３月 

「水平社」創立 
100年に思うこと 
～人権尊重の社会をめざして～ 

部落解放同盟三木市支部連絡協議会 
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中学校 PTA 会長、三木市連合 PTA 副会長、自治会

長・農会長などを歴任。２００８年より上記の事務局長に。
現在、三木市人権・同和教育協議会理事、三木市人権問
題啓発資料｢ふるさとに生きる｣作成委員会委員長などを
務める。 



 

憲法第２６条「義務教育は、これを無償とす
る」に基づく「教科書の無償化」、就職の際に

使用する「全国統一応募用紙」【履
歴書】、夜間中学や職業訓練校な

どは、若者の未来に結び付く人権の確立です。 
三木市では、１９７６（昭和５１）年「差別を

許さない市民宣言」が採択され、２００１（平
成１３）年「三木市人権尊重のまちづくり条
例」が施行されました。三木市協は志を同じく
する人々とともに現在に及ぶまで部落差別の
解消に留まらず、人権尊重社会の確立のた
め部落解放運動を行ってきました。とりわけ１
９７２（昭和４７）年１２月に起こった別所中学
校差別事件に対して、翌１月に行なわれた差
別糾弾闘争を契機に、行政に差別解消の取
組を要求するだけでなく、実際に教育の充実
のために、各種教育関係団体や市民団体に
呼びかけを行い、市内ＰＴＡ・婦人会・兵教組
三美支部・高教組三木分会など１７団体が加
盟し、二つの願い【すべての子どもたちが楽
しく学べる学校に。すべての子どもたちの可
能性が最大限に伸ばせる学校に】と次の 

①市立中学校新設 
②公立高校新設 
③小・中学校30 人学級実現 
④市単独奨学金制度確立 
⑤公立高校全入学 

５項目の実現をめざすため、「三木市の教育
をよくする市民会議」が、糾弾会からわずか2
か月後に結成されました。なんたる行動力か
と思います。そして、現在の三木東高校、三木
北高校の開校へと繋がっています。 

○❀部落差別のない社会へ 
１８７１（明治４）年に賤民廃止令（解放令）

が公布され、その後多くの融和政策が行われ
ました。しかし、部落差別の解消には程遠く、
部落民は教育や就労
などの機会を奪われ
社会的身分は低位に
おかれたままでした。 

そのことを嘆き、怒りを感じ、部落民自らが
立ち上がり、部落差別を解消すべく、西光万

吉、駒井喜作、阪本清一郎などの青年が中心
となり部落民が自主創立したのが、全国水平
社です。全国水平社創立
大会は、京都の岡崎公会
堂で開催されました。 

大会には、全国から多
くの部落民約３，０００人
が参加し、少年代表として山田孝野次郎（１６
歳）が壇上で自身の差別体験を語り、最後に
「私たちは泣いている時ではありません。大
人も子どもも一斉に立って、この嘆きのもとを
打ち破ってください。光り輝く新しい世の中に
していってください」と力強く訴え、会場では
多くの人が手を取り合って涙したそうです。 
  人々が差別であることに気づかない社会、
差別することが当然のような社会を変えるべ
く立ち上がった部落青年の思いは、その後の
日本社会の人々の人権の目覚めと様々な人
権確立の成果となって表われてきています。 

○❀さらなる人権尊重に向けた取組を… 
ネットなど情報化の進展に伴う部落差別の

実情の変化、「学習するから同和問題がなく
ならない」などの意識が依然として残ってい
る現状を背景に、部落差別のない社会の実
現をめざして、２０１６(平成２８)年１２月に「部
落差別の解消の推進に関する法律」が施行
されました。この法律の理念に基づき、私たち
は、部落差別解消に向けた学習を充実・強化
しなければなりません。水平社創立１００年に
あたり、先達の苦悩や功績に学び、 
・自身の人権は尊重されているだろうか 
・自身が人権を侵していないだろうか 
・日本の人権を守る法制度は確立しているか 
などを考え、部落差別の解消をはじめすべて
の人々の尊厳を守り、誰ひとり取り残さない
人権尊重社会の確立に向けて、一人一人が
何をするべきかを考え、みんなで取り組んで
いきましょう。 
 水平社宣言の一節「心から人生の熱と光を

願
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求
ぐ
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するものである」の精神は、これから

も受け継がなければなりません。 

人の世に熱あれ 人間に光あれ！ 

壇上の山田孝野次郎少年
（１９２４年の別の演説会） 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 火  16 水  

2 水 子育てキャラバン 10:00～ 17 木  

3 木  18 金 経営相談 10：00～ 

4 金 経営相談 10:00～ 19 土  

5 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 20 日  

6 日  21 月 春分の日 

7 月  22 火 経営相談 10：00～ 

8 火 経営相談 10:00～ 23 水  

9 水  24 木 手芸教室 13:30～  
10 木 手芸教室 13:30～ 25 金 経営相談 10：00～ 

11 金 経営相談 10：00～ 26 土 茶道教室 9:00～※隣保館フィールドワーク 

12 土 茶道教室 9:00～ 27 日  

13 日  28 月  

14 月  29 火 茶道教室 13:30～ 

15 火 経営相談 10：00～茶道教室 13:30～ ３０ 水  

   ３１ 木  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【人権に関する記念日等】（３月） 
３日：全国水平社創立記念日 1922(大正11)年3 月3 
   日、京都・岡崎公会堂で、部落差別からの解放を自 
   らの手で勝ち取ろうと全国水平社が結成された。   
  ：耳の日 1954(昭和29)年、耳に関心を持ち、耳を 
   大切にするために、また、耳の不自由な人々に対す 
   る社会的な関心を盛り上げるために制定。 
８日：国際女性の日 1904(明治37)年3 月8 日にアメリ 
   カで、女性労働者が女性参政権を要求してデモを起 
   こした。1910(明治43)年に「女性の政治的自由と 
   平等のためにたたかう」記念日とするよう提唱した 
   ことがきっかけ。 
21 日：国際人種差別撤廃デー 1960(昭和35)年3 月 
   21 日、南アフリカで、人種隔離政策（アパルトヘイ 
   ト）に反対するデモ行進に対して警官隊が発砲し69 
   人が死亡。国連が人種差別に取り組む契機となった。 
   1966(昭和41)年の国連総会で制定。 
 

３月は【自殺対策強化月間】です 
 

 

 

 

 

 

 

 

【あなたの悩みや心配事を 
聞いてくれる人がいます】 

｢三木市こころの相談窓口｣ 
月曜～金曜：9：00～１７：００  祝日は除く 

電話番号  0794－89－2471  
※相談は無料で、秘密は厳守します。 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

部落差別が解消した社会とは？ 
みなさんはどう思われますか？ 部落差別がない社 

会とはどのような社会を指すのでしょう？  
他の人権問題を例に考えてみましょう。例えば障害

者差別がない社会、女性差別がない社会とはどのよ 
うな社会でしょうか？ みなが障害者問題を理解する 
ことにより障害者に対する差別や不平等が克服され 
た社会、みなが女性問題を理解することにより女性に
対する差別や不平等が克服された社会、となるはず 
です。 

ということは、部落差別がない社会とは、みなが部 
落問題を理解することにより部落出身者に対する差 
別や不平等が克服された社会となります。決して部 
落問題を知らなくなること、ましてや被差別部落がな 
くなることであるはずがないのです。なくさなくてはな 
らないのは差別であって、差別されてきた地域や人々 
ではありません。 
 みなが部落問題を知ることなく差別がない（ように 
見える）社会と、みなが部落問題を理解したうえで差 
別を克服した社会、どちらがより豊かでしょう？ 人権 
が尊重される社会は、どちらでしょうか。 部落問題を 
理解して差別を克服しようとする社会は、 あらゆる人 
権課題の解決を目指す社会につながっています。 

※「はじめてみよう！これからの部落問題学習」P６１ 
コラム(宮前千雅子)より一部引用して掲載しました。 

差別解消に向けた学習をすればこそ、「それは差別
だ、おかしい」と気づく力や考える力が身に付くと思い 
ます。問題を放置するのではなく、積極的に考え続けた
いものです。 


