「どうする財政？」シリーズ①

況に置かれています。
人口減少で
経済活動が停滞する恐れ
人口減少は、市や国の財政

代（※１）が後期高齢者（
歳以上）に、 年後には第２

5

次 ベ ビ ー ブ ー ム 世 代（※ ２）
が高齢者になり、総人口が減
る一方で、人口の多い世代の

会保障費は増加し、国の財政
と比べて約 万人減り、総人

人でした。２０１０年の調査

本の人口は約１億２７０９万

５年の国勢調査によると、日

す。世界から見た投資先とし

規模そのものが小さくなりま

く人の減少につながり、経済

人口が減ると買い物客や働

高齢化が進みます。

状況が悪化しています。
ての日本の魅力が減り、経済

（高 齢 化 率）は

口に占める

歳以上の割合

本市でも学校や公共施設の
老朽化により、推計では今後
齢者という計算になります。
21

10

するために市民の皆さんと今まで以上

題をはじめ、あらゆる人権課題を克服

人たちの課題です。解放同盟は部落問

差別を解消するのは本来、差別する

化されたことが重要なポイントです。

差別は許されないものである」と明文

る中で、日本国憲法に照らして「部落

それは過去の問題だ」という風潮があ

のだから、同和問題はもう終わった。

人

に協力していきたいと考えています。
地域や学校教育と連携した
人権教育の土台づくり
部落解放運動の大きな柱の一つとし
て、「人権のまちづくり」運動を進め
ています。
他の支部と連携し、解放文化祭や部
落解放研究大会を実施。これらの会に
は地域・学校・行政から多くの参加が
あり、実際の事例報告や研究発表を元
に、人権を大切にする社会の確立に向
けて参加者が思いを共有し合っていま

年金制度は維持できるか
後の世代から前の世代への
「仕送りの制度」として考案さ
れた公的年金制度。１９６５
年には高齢者１人を約 人で

ものが持続できなくなると、

担がさらに増えれば制度その

公的年金制度を支える人の負

と予想されています。今後、

は約 人で支えることになる

には約 人で、２０６５年に

次回は「国の財政状況と公

上げる議論を始めています。

長や年金支給開始年齢を引き

うか。現在、国は職場定年延

来どうなってしまうのでしょ

自治体。納める人が減ると将

て考えていきます。

債費（借金）の残高」につい

支えていたのが、２０１５年

. 人

有識者からの指摘もあります。

ています。毎回テーマを定め、全ての
子どもたちがいじめや差別を乗り越え
るためにはどのような人権学習を取り
入れたらいいか、教員がどのように関
わればいいか話し合っています。全体
会の後は班ごとに分かれ、部落問題と
の出会いや学校での人権学習に関する
悩み、意見を出し合い、より良い解決
策を検討します。その中で差別するこ
との愚かさや思いを伝え合うことの大
切さ、人を見た目や言動だけで判断し
ないことなど、人権学習に必要な感性
を身に付ける土台づくりも行なってい
ます。
さらに、市と連携して行なう人権フ
ェスティバル、人権教育研究大会、ハ
ンセン病問題啓発事業などの企画や運
営に携わり、部落問題だけでなく、あ
らゆる人権課題の解消に取り組んでい
ます。

らはじめてみませんか。

ます。自分なりに考え、できることか

ため、一人ひとりにできることがあり

自分を大切にし、他者も大切にする

なければなりません。

人権課題を乗り越えていく主体となら

に気付くことが大切であり、私たちは

差別をなくす社会」の主役であること

す。だからこそ、「人権を大切にし、

障がい者差別などの課題が見えてきま

で、私たちの身の回りにあるいじめや

ま た、部 落 問 題 を 見 つ め 直 す こ と

ません。

との大切さを考えていかなければなり

を思いやる」「夢を持って生きる」こ

違いを認め合い、共に生きる」「相手

身近な問題を取り上げ、「それぞれの

したりしがちです。誰もが体験し得る

ができず、時として特別視したり排除

あります。しかし、違いを認めること

校には、人の数だけ価値観や生き方が

私たちの住む地域、家庭、職場、学

ています。

として定着した社会の実現が求められ

に、人権の尊重が日常生活の中に文化

と輝いて生活できる社会をつくるため

一人ひとりが大切にされ、生き生き

差別のない社会をつくる主役

私たち一人ひとりが

納税で成り立っている国や

と毎年 回程度の人権研修会も行なっ

また、市内の各小 中学校の先生方

また、 年後には団塊の世

1950 1965 1980 1995 2010 2025 2040 2055

います。

活動が停滞すると心配されて

に大きく影響します。２０１

20

・６ ％ と 過

合

少子・高齢化と人口減少社会が与える影響
▼問い合わせ先

市予算の約 ％は国から交
付される依存財源です。その
ため、国の人口減少や高齢化
率の上昇、国債（借金）は、
が掛かることが判明。熊本地
（市は ・６％）

去最高。４人に１人以上が高

及ぼします。将来へ負担を残
震の復旧・復興費用も負担と

年間で５７０億円の維持費

さず、
「子どもや孫が健やかに
なるなど、財政面で厳しい状

そのまま市の財政にも影響を

26

65 96

成長し、父や母が穏やかに余
生 を 送 る こ と が で き る ま ち」
にするために、私たちにでき

9.1%

. 人
. 人

ることは何か。このシリーズ
では、国や市の人口、高齢化

14.6%

市では人権教育の推進のため、 さまざまな活動や啓発に取り組んでいます。

6,000

ここでは、 取り組みの内容や情報を定期的にお知らせしていきます。

部落解放同盟合志市支部は、市民の
皆さん、学校、行政とともに、まだ根
強く残っている部落差別やさまざまな
差別をなくしていき、全ての人が笑顔
で安心して暮らせる社会を目指して取
り組んでいます。
部落差別の解消の推進に関する法律が
施行されました
近年、インターネット上でもヘイト
スピーチをはじめ、さまざまな人権侵
害が行なわれ問題となっています。本
市でも、土地差別調査事象が発生しま
した。
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。
この法律では、部落差別が現在もな
お存在するとの認識が示され、部落差
別の解消は緊急の課題であると明記さ
れています。これまでの特別対策から
一般対策に切り替わって以来、世間に

91

率など、市を取り巻くあらゆ
る状況から市の財政について
30.3%

す。

21

考えます。
人口減少社会へ突入
４人に１人以上が高齢者
１９５０〜７０年代の高度
経済成長を経て２００７年に
人口のピークを迎えた後、日
本は人口減少社会に突入しま
した。税収が伸び悩む中、社

(万人)

人権教育シリーズ㉜

4.9% 6.3%
3,000

高齢化率
39.4%
36.1%
12,000

い
し

「同和対策の特別措置法もなくなった

10

23.0%
9,000

65 歳以上
15～64 歳
14 歳以下
人口

し
人
16

この状況のもと、平成 年 月 日
12
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