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ⅠⅠⅠⅠ．．．．総括総括総括総括にあたってにあたってにあたってにあたって    

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

本市では、同和問題を解決することが八尾市第４次総合計画（やお未来・元気プ

ラン２１）の基本理念のひとつである「すべての人びとの人間性がそこなわれるこ

となく、お互いの個性を認め合い、人権を擁護し、互いに他者を思いやり支えあう、

人権が尊重され、共生の心があふれる人間都市」の具現化であるとの認識のもと、

平成 16年７月に、「八尾市における同和問題を解決するための施策のあり方につい

て」をとりまとめました。 

社会状況がめまぐるしく変化する中、市民との協働・連携により、同和問題の解

決に向けてさまざまな取り組みを進めてきましたが、今般、その取り組みによる現

在の達成状況を整理・分析し、その成果等を「総括」としてとりまとめました。 

 

２２２２    本計画本計画本計画本計画におけるにおけるにおけるにおける「「「「今後今後今後今後のののの施策施策施策施策のののの基本的方向基本的方向基本的方向基本的方向」」」」 

    

１１１１    施策施策施策施策のののの基本方向基本方向基本方向基本方向    

（（（（１１１１））））    「同和問題の解決は、国の責務であると同時に国民的課題である」と指摘してい

る 1965（昭和 40）年の国の同和対策審議会答申、「同和問題は憲法が保障する基本

的人権の侵害に係る深刻かつ重大な問題」とする 1996（平成８）年地域改善対策協

議会意見具申（以下「地対協意見具申」という。）の精神や、「本市同対協意見具申

（平成 13年）」の趣旨に沿って、また、同和問題を解決することは、「本市総合計画」

の基本理念の一つである「人権が尊重され共生の心があふれる人間都市」の具現化

でもあるとの認識のもとに施策の推進に努める必要があります。 

 

本市においては同和対策事業特別措置法をはじめとする特別法、「地対協意見具

申」、大阪府同和対策審議会答申及び「本市同対協」の意見具申等に基づき、同和問

題の解決を市政の重要な課題として位置づけ、早期解決に向け諸施策を実施してき

ました。この取組みと地区住民の協力もあって、同和地区の状況は住環境を中心に

大きく改善されました。 

 

しかしながら、2000（平成 12）年度に実施した「同和問題の解決に向けた実態等

調査」（以下「2000年実態等調査」という。）の結果などによると、序章でも述べた

ような課題が残されており、同和問題は未だ解決されたとはいえない状況にありま

す。 

（八尾市における同和問題を解決するための施策 

のあり方について（平成１６年７月）より抜粋） 
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本市の同和地区では住民の転出入が多く、特に若年層が転出し、低所得層、ひと

り親世帯、障がい者などさまざまな課題を有する人びとが来住しており、現代社会

が抱えるさまざまな課題が同和地区に集中的に現れているとみることができます。

このため、これらの諸課題に対する、より総合的・効果的な施策の展開が必要です。 

本来、同和問題解決のための取組みは、一般施策で実施されるべきものですが、

地区環境改善や同和地区出身者の生活向上が緊急の課題であり、こうした課題に一

般施策が同和地区の実態に十分対応できなかったことなどから、一般施策の補完と

して特別措置を実施してきました。 

この結果、同和地区の環境や住民の生活向上等の実態的差別は大きく改善されま

した。今後は「2000 年実態等調査」結果や「本市同対協意見具申（平成 13 年）」

の趣旨を踏まえ、再び社会的、経済的格差が生じることのないよう、同和問題を人

権問題という本質からとらえ、これまでの成果をそこなうことなく、一般施策の活

用によって課題の解決に努めます。その際には、情報提供に努めるなど相互の連携

を図っていきます。 

 

（（（（２２２２））））    部落差別を解消し、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現をめざし、

同和地区内外の住民が一体となって協力しながらコミュニティの形成を図ることを

目標に本市は 

 

①①①①同和地区出身者同和地区出身者同和地区出身者同和地区出身者のののの自立自立自立自立とととと自己実現自己実現自己実現自己実現をををを支援支援支援支援するためのするためのするためのするための当事者当事者当事者当事者のののの立場立場立場立場にににに立立立立ったったったった相談相談相談相談

活動活動活動活動をををを含含含含めためためためた諸条件諸条件諸条件諸条件のののの整備整備整備整備    

 

②②②②市民市民市民市民のののの人権意識人権意識人権意識人権意識のののの高揚高揚高揚高揚をををを図図図図るためのるためのるためのるための諸条件諸条件諸条件諸条件のののの整備整備整備整備    

 

③③③③同和地区内外同和地区内外同和地区内外同和地区内外のののの住民住民住民住民のののの交流交流交流交流をををを促進促進促進促進するためするためするためするため、、、、地区施設活用等地区施設活用等地区施設活用等地区施設活用等のののの諸条件諸条件諸条件諸条件のののの整備整備整備整備    

 

を図り、「本市総合計画」や「八尾市人権尊重の社会づくり条例」の目的でもある、

すべての人の人権が尊重される社会づくりに努めます。 

 

（（（（３３３３））））    本市の物的事業（住宅・道路・下水道・公園等）に関しては、「本市同対協」の

意見具申を踏まえた長期計画に基づき、施策の推進が図られてきましたが、今後、

これらの分野の施策については、1996（平成８）年 12 月に「本市同対協」より出

された「平成９年度以後の同和行政のあり方について」の意見具申等を踏まえて推

進していきます。 
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（（（（４４４４））））    地域のまちづくりを進めるにあたっては、地区内外の住民同士が交流を図りなが

ら、主体的にまちづくりに参画し、定住魅力あるまちづくりを促進することが重要

です。 

そのため、本市が進める地域経営システムの考え方に基づき、住民自らが地域の

さまざまな課題について情報交換を行う場である「まちづくりラウンドテーブル」

や「まちづくり協議会」など、まちづくり活動への住民参画の仕組みづくりの促進

を図ります。 

    

２２２２    施策施策施策施策のののの推進推進推進推進にあたってにあたってにあたってにあたって    

（（（（１１１１））））    特別措置特別措置特別措置特別措置のののの終了終了終了終了、、、、相談相談相談相談によるによるによるによるニーズニーズニーズニーズのののの把握把握把握把握とととと人権行政人権行政人権行政人権行政のののの一環一環一環一環としてのとしてのとしてのとしての取組取組取組取組みみみみ    

今後の同和問題解決のための施策の進め方については、「地対財特法」が 2002（平

成 14）年３月末をもって失効したのに伴い、同和地区、同和地区出身者に対象を限定

した特別措置としての同和対策事業は終了しましたが、今後は、これまでの成果をそ

こなうことのないよう配慮し、これまでの事業のノウハウを活用しながら、すべての

人の人権が尊重される社会の実現をめざし、さまざまな課題を有する人びとの自立と

自己実現が図れるよう支援する必要があります。 

人権ふれあいセンター等の地区施設においては、周辺地域の住民も含めた、各種相

談を行うなど、自立と自己実現を支援していくための相談体制を確立することによっ

て、地域住民のニーズを把握し、人権行政の一環として、同和問題の解決に向けた取

組みを行います。 

 

（（（（２２２２））））    推進体制推進体制推進体制推進体制    

        ①①①①八尾市人権協会八尾市人権協会八尾市人権協会八尾市人権協会とのとのとのとの連携連携連携連携    

長年にわたり同和問題をはじめ広く人権啓発事業や人材育成に取組み、そのノウハ

ウを蓄積するとともに、人的ネットワークを構築してきた八尾市人権協会については、

同和問題解決をはじめ、多様な人権施策を推進していくための協力機関として位置づ

け、今後とも連携を図るとともに、適切な支援に努めます。 

 

②②②②八尾市人権地域協議会八尾市人権地域協議会八尾市人権地域協議会八尾市人権地域協議会ととととのののの連携連携連携連携    

これまで、地区で同和問題解決に携わってきた実績やノウハウを蓄積してきた八尾

市人権地域協議会においては、さまざまな相談活動を通じた地域住民の実態・ニーズ

の把握、地域住民の自立支援のための一般施策の普及・定着、住民の交流促進を通じ

た「コミュニティづくり」などの機能を担っています。そのため、今後とも地域協議

会の支援に努めるとともに、連携を図りながら人権施策を推進します。 
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③③③③八尾市同和問題協議委員八尾市同和問題協議委員八尾市同和問題協議委員八尾市同和問題協議委員のののの活用活用活用活用    

本制度については、これまでの「本市同対協」の廃止に伴い、法期限後の同和問題

を解決するための施策のあり方について意見を伺うために、新しく創設されたもので

あり、八尾市人権尊重の社会づくり審議会等との連携を図りながら、その活用を図っ

ていきます。 

    

④④④④庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制のののの充実充実充実充実    

同和問題解決のための施策の推進にあたって、人権調整課をはじめとする人権関係

部局については、その調整機能を発揮し、各部局との連携のもと、残された課題の解

決を図るための施策の計画的な推進に努めます。 

 

⑤⑤⑤⑤国国国国、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府にににに対対対対するするするする働働働働きかけきかけきかけきかけ    

同和問題の早期完全解決を図るため、一般施策を効率的、効果的に実施できるため

の法的措置及び行財政措置を講じるよう、機会あるごとに国、大阪府に対して働きか

けます。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 - 5 - 

３３３３    総括総括総括総括のののの方法方法方法方法    

    

   ① 総括する期間 

平成 16 年度から平成 22年度までの７年間の期間とします。 

 

   ② 総括の単位は、今後の施策の基本的方向及び６つの分野 

     本計画に掲げられた今後の施策の基本的方向及び６つの分野を単位とします。 

 

   ③ 進行管理調査一覧表を最大限活用 

     総括にあたっては、各部局施策担当課等への進行管理調査を実施し、進行管理

調査一覧表【個票】として取りまとめ、その結果を基礎資料として最大限活用

します。 

 

   ④ 既存のデータ等の活用 

第４次八尾市総合計画における「まちづくりの個別目標」の達成状況や市民意

識調査の結果など、既存のデータ等を有効に活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野Ⅰ 人権教育・啓発 

分野Ⅱ 人 権 相 談 

分野Ⅵ 住宅・住環境 

分野Ⅲ 教 育 

分野Ⅳ 生 活 福 祉 

分野Ⅴ 労 働 
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．今後今後今後今後のののの施策施策施策施策のののの基本的方向基本的方向基本的方向基本的方向のののの総括総括総括総括    

 

１１１１    「「「「施策施策施策施策のののの基本方向基本方向基本方向基本方向」」」」、、、、「「「「施策施策施策施策のののの推進推進推進推進にあたってにあたってにあたってにあたって」」」」    

    

            本計画の基本方向に沿い同和問題の解決に資する施策を一般施策の中で推進して

きました。なかでも、部落差別を解消し、すべての人の人権が尊重される豊かな社会

の実現をめざし、同和地区内外の住民が一体となって協力しながらコミュニティの形

成を図ることを目標に、本市の取り組みの成果としては、①相談事業では、同和地区

出身者をはじめ市民が身近な場所で相談できるように体制整備を図ったこと、②人権

啓発の取り組みでは、市民や同和地区住民の意識調査を実施し、その後の人権教育・

啓発プランの改定につなげたこと、最後に、③同和地区内外の住民の交流では、人権

コミュニティセンターでの講座受講者の約９割が校区外の市民が占めるなど、地区内

外の住民の交流が図られているとともに、青少年会館利用者のエリア拡大による地区

内外の子ども及び保護者間の交流についても広がってきていることなどが挙げられ

ます。 

   この他、物的事業については、市営住宅の建て替えについて取り組みを進めており、

まちづくりでは小学校区を単位としたタウンミーティングの開催などに取り組んでき

ました。 

   さらに、施策の推進にあたり重視している相談事業については、これまでの総合生

活相談、人権ケースワーク相談、進路選択支援事業を再構築して、平成 21年度より就

労・生活相談事業をスタートし、これまでの取り組み成果を活かしつつ、厳しい社会

経済状況において市民生活の向上を図るため、コミュニティセンターを活用した相談

拠点を６カ所に拡大し、市民の身近な場所での事業展開に努めています。 

相談によるニーズの把握と人権行政としての取組みが着実に進んでいると考えます

が、八尾市人権尊重の社会づくり条例をはじめ、総合計画における「まちづくりの共

通目標」として全ての施策推進に求められる人権尊重の理念を再確認するとともに、

「人権についての市民意識調査」の実施や、市民の人権意識の高揚を図るために、よ

り一層、市民との協働による取り組みを進める必要があります。 

    

２２２２    「「「「推進体制推進体制推進体制推進体制」」」」    

    

人権施策を推進する体制については、（一財）八尾市人権協会をはじめ、関係機関と

の連携を図り各種施策の推進を図ってきました。特に、（一財）八尾市人権協会は、さ

まざまな人権課題に対応できる組織として、平成 21 年度からは新たに就労・生活相談

事業や外国人市民情報提供事業、人権についての市民意識調査などの事業を受託し、
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多様で質の高い人権施策を推進する協力機関として連携を図ってきています。 

また、地域のまちづくりに自主的に取り組む八尾市人権かつら、八尾市人権安中・

高美両地域協議会においては、これまでの同和問題解決に携わってきた実績、地域の

ネットワークを活用し、地域交流や人権啓発事業を実施するなど、関係機関との連携

による推進体制の維持が図られてきました。 

市においては、人権施策推進本部を設置し、八尾市同和問題協議委員会議や差別事

象の報告などを行い、同和問題を解決するための取り組みも含め、各部局との連携の

もと計画的な人権施策の推進に努めるとともに、市職員のさまざまな人権問題に関す

る意識の高揚と資質の向上を図るため、階層別研修はもとより、各課に人権主担者を

配置し、人権主担者を対象とした研修（年３回）及び全職員を対象とした職員研修を

（年１回）実施しています。また、各課の人権主担者が所属長及び研修委員と連携

を図り、各職場内での人権研修（年１回）を効果的に実施しています。さらに、「部

落解放全国研究集会」や「部落解放人権大学講座」等への研修派遣も継続してい

ます。 

一方、人権施策の充実に向け、大阪府、大阪府市長会、大阪府町村長会の三者で、

人権施策並びに予算に関する要望を国に向けて実施してきました。 

今後は、（一財）八尾市人権協会との連携のあり方について検討を進め、さらなる推

進体制の充実を視野に入れた取り組みを進める必要があります。 

なお、地域のまちづくりを進めるにあたり、第５次総合計画では、小学校区を基本

とした地域のまちづくりを進めることとしており、地域の自発性や創意工夫を活かし

た地域分権との整合性を図りながら進める必要もあります。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 - 8 - 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．分野別分野別分野別分野別のののの達成状況達成状況達成状況達成状況のののの総括総括総括総括    

 

１１１１    「「「「ⅠⅠⅠⅠ    人権教育人権教育人権教育人権教育・・・・啓発啓発啓発啓発」」」」    

    

            同和問題の解決のためには、同和問題への正しい理解や人権尊重の理念の普及が不

可欠であり、研修教材の充実、指導者の育成、情報収集や調査・研究、既存の人権関

係機関の相互連携、情報の共有化を進めています。 

   行政と市民による協働の取り組みでは、人権教育・啓発プランの推進の具体的な方

策や手法について研究・検討するための場として、ＷａｉＷａｉ市民フォーラムを開

催し、研修プログラム作りや、プランのＰＲ活動などを行ったほか、同和問題をはじ

めとしたさまざまな人権課題の解決に向けて「世界人権宣言パネル展」をはじめとす

る市民との協働による啓発活動等や、人権の大切さを考える催しである「ひゅーまん

フェスタ」の開催、人権啓発セミナー及び市内全地区福祉委員会を対象とした地区人

権研修や人権啓発推進委員養成研修の計画的な開催など、市民とともに広く人権全般

について取り組みを進めたことで、人権意識の高揚につながったと考えています。 

また、差別問題に関する研究・検討のため「八尾市差別事象連絡・啓発検討会」を

設置し、情報共有と差別事象への対応の協議を行ってきました。 

さらに、市民団体等による人権教育・啓発活動では、関係機関との連携のもと研修

活動等に取り組まれている。とくに桂・安中両地区の中学校区を区域とする協議会で

は、人権課題を基本に据えたまちづくりに積極的・先進的に取り組まれています。ま

た、人権啓発推進協議会では、全市域で人権啓発学習を展開されるなど、市民主体の

取り組みが活発に展開されています。 

   現在も差別落書きをはじめとする差別事象が発生するなど、同和問題の解消には課

題が多く残されており、新たな人権課題も生起する中、状況に即した取り組みが求め

られています。 

行政活動においては、必要に応じて人権施策推進本部会議の開催や各組織に設置し

ている人権主担者と連携した積極的な取り組みが必要である。また、各種研修におい

ては、市民団体をはじめ人権に関する関係機関の協力を得ながら、行政職員が学ぶ機

会の充実に努めるなど、継続した研修を実施することが必要となります。 

引き続き、あらゆる人権教育・啓発活動が人権感覚の醸成につながり、そのことが

ひいては同和問題の解決にもつながるとの認識のもと、さまざまな人権課題への取り

組みを進めます。 
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２２２２    「「「「ⅡⅡⅡⅡ    人権相談人権相談人権相談人権相談」」」」    

    

相談にあたっては、相談者の立場に立って、課題解決のための手立てを本人が主体

的に選択できるよう、心理的援助や個別施策の活用などにより、相談者の自立や自己

実現を支援するとともに、人権問題の実情や課題、ニーズを的確に把握し、今後の施

策上の課題を明らかにしたうえで、教育・啓発などの人権施策の効果的な推進につな

げていくほか、相談に関するノウハウを蓄積し、より効果的な人権相談の実施に結び

付けていくことが必要となります。 

本計画に示されるとおり、人権擁護委員により、人権相談のほかＳＯＳミニレター

や子ども人権１１０番、その他強化週間ごとの相談窓口の設置などによりさまざまな

人権課題への対応が図られています。 

また、大阪府の補助事業(平成 21 年度からは交付金)である人権相談事業（平成 21

年度からは就労・生活相談事業）について、相談員が相談者の立場にたって一緒に考

え、カウンセリングやケースワーク、コーディネート機能などを活用し、相談者の問

題解決の支援に取り組んできました。また、事案の解決にあたり、アウトリーチとし

て相談員が積極的に出向き、相談者を支援していくという手法をとるなど、相談に来

ることができない人や、地域で相談できずに悩んでいる人を見逃さないセーフティネ

ットの役割も果たしてきました。 

現在は、専門のスキルを持った相談員等の配置により、市民の人権相談にきめ細か

な対応を進めています。なお、相談活動を通じて明らかとなった課題等については、

定期的に連絡会議を持つことで課題解決方策の検討とともに今後の取り組み方策につ

いて検討を行なうなど、相談員と行政との情報の共有化に努めています。 

一方、2010(平成 22)年に実施した「人権についての市民意識調査」における「差別

を受けた後、どのように対処しましたか。」という問いに対し、「誰にも相談しなかっ

た」と答えた人が４割半ばを占めており、差別を受けた同和地区住民が孤立しがちな

現状にあることも結果から読み取れます。 

市民が悩みを抱えたままとなってしまうことのないよう、今後は、相談事業のＰＲ

方法の工夫や、地域ぐるみの取り組みの中で市民が相談しやすい環境づくりを含め、

相談支援体制の充実をめざします。 
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３３３３    「「「「ⅢⅢⅢⅢ    教育教育教育教育」」」」    

    

教育分野では、長年積極的に取組まれてきた同和教育の成果が着実に積み重ねられ、

同和問題の解消に大きな成果を上げてきたところであり、現在もそれらの成果を活か

した取り組みが継続されています。 

    

教育教育教育教育のののの機会均等機会均等機会均等機会均等のののの確保確保確保確保、、、、進路進路進路進路のののの保障保障保障保障    

進路保障に向けた取り組みでは、進路保障協議会等との連携を図り、多様化する進

路選択に対応すべく的確な情報収集と提供を行うなど、進学率の向上に資する環境整

備に努めてきました。また、奨学金等に関する相談に対し、助言や迅速な対応を行っ

ています。これにより、支援が必要な生徒の進路選択及び自立支援に寄与したものと

考えています。一方、進路未決定や中途退学の防止に向けては、進路相談の充実、学

校と関係機関との連携を進めてきました。 

なお、平成 16 年から平成 22年における市内中学校の卒業生のうち高等学校に進学

した者の割合は 95％以上となっています。 

今後は、キャリア教育の視点からの取り組みの充実をすべての学校園において図っ

ていく必要があります。 

    

確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力のののの向上向上向上向上    

学校教育においては、「知（確かな学力）・徳（豊かな心）・体（健やかな体）」のバ

ランスのとれた教育の推進を目標として、学習指導要領が示す理念である「生きる力」

の育成に努めてきました。 

学力向上については、第７次少人数教員、首席マネージメント定数加配等の配置に

より、少人数授業・習熟度別授業の展開や指導方法の工夫改善、八尾市学力向上推進

事業等を通しての小中連携による研究・実践や授業改善に取り組んできました。また、

校種間の段差の解消に努め、子どもがスムーズに学習活動を継続できるように中学校

区内の連携を進めてきました。その他、宿題等の活用工夫を通しての家庭での自学自

習力の育成、「総合的な学習の時間」等の取り組みにおける地域等と連携しての体験活

動の実施などの取り組みを進めてきました。 

今後、実践～検証～改善といった学力向上をめざしたサイクルを各学校の状況に応

じて確立していくこと、教育コミュニティ（学校が主体となって地域や家庭との結び

つきを強める）の構築などにより、地域や家庭の教育力の向上を図ることなど一層の

充実を図っていく必要があります。また、学習指導要領の改訂に伴い、道徳教育推進

教師が各学校に配置され、道徳の時間をはじめ、道徳教育の内容の充実も課題となっ

ています。 
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教職員の配置については、前述の学力向上の取り組みのほか、特別支援教育支援員

や介助員、日本語指導補助員等の派遣による「支援が必要な児童生徒」の課題に応じ

た支援、児童生徒支援加配の配置による、各学校の教育課題や状況に応じた学習支援、

生徒指導、進路指導を実施してきました。 

児童生徒支援加配をはじめ、加配の配置については、年々、厳しい状況にはありま

すが、各学校の教育内容を充実させるため、大阪府に成果を示しながら、加配配置に

努めたいと思います。 

 

人権教育人権教育人権教育人権教育のののの一環一環一環一環としてのとしてのとしてのとしての同和教育同和教育同和教育同和教育のののの推進推進推進推進    

学校園における人権・同和教育の推進に向け、教職員の資質向上のための研修講座

や実践交流会を実施するとともに、「人権教育推進のための手引」「人権教育の資料・

手引」等を各学校園へ配布し、活用を進めてきました。また、人権教育に意欲的・組

織的に取り組む学校園に対して「人権教育推進モデル校園」を委嘱し、「中間成果報告

書」「成果報告書」の提出を受け、全学校園で共有するために報告等の機会を設けてき

ました。一方、教職員の世代交代時期を迎え、経験の浅い教職員の人権感覚の育成や

人権の意義・内容等の理解を深めることが大きな課題となっています。 

今後も、同和問題、障がい者理解、男女共生、国際理解等さまざまな人権課題をテ

ーマとする研修会を継続的に実施し、人権教育の深化・充実を図っていきます。 

差別事象等への対応の面では、「差別事象が生起した際の対応ポイント」を配布し、

あらためて人権侵害事象に迅速に対応し、的確に分析して取り組むことを周知するこ

とで、人権侵害に対する教職員の意識を高めています。また、被差別の立場に立たさ

れる可能性のある子どもたちが安心して生活できる集団づくりの推進や、人権学習に

ついての研修会を開催することにより、人権教育を基盤にすえた集団づくりへの意識

を高めることができました。 

今後も、差別事象が生起した場合、解決に向けた取り組みを行い、差別事象を克服

するプロセスの中で、差別をなくすための手立てを学び、差別のない社会を自らがつ

くっていく自信と意欲を高めていきます。また、差別を見抜く力を子どもたちにつけ

るための研修や、人権教育を組織的に取り組むための研修等を実施するとともに、学

校園においては、子どもたち一人ひとりの人権について、現状と課題を共有し、適切

な対応に努めます。 

さらに、情報化社会の急速な発展の中で、ネット上において部落差別をはじめとす

るさまざまな差別書き込みが氾濫しています。こうした社会状況の中、危機意識をも

って差別をなくしていくための取り組みが学校園において進められるよう一層の働き

かけをしていきます。 
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家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの促進促進促進促進、、、、学習活動学習活動学習活動学習活動やややや自主的活動自主的活動自主的活動自主的活動のののの充実充実充実充実へのへのへのへの支援支援支援支援    

家庭教育支援の促進では、ＰＴＡと学校園の連携のもと、保護者間の連携を深め、

家庭の教育力の向上を図るための講座を継続して実施することにより、学校園や保護

者に事業が定着し、毎年多数の受講があります。 

また、学習活動の充実への支援では、人権学習の機会を提供し、ＰＴＡから多数参

加があります。今後は、一般市民の参加者増加が課題です。 

   また、人権コミュニティセンターでの各種講座の開催及び市民活動の支援により、

市民の生活向上や市民交流・促進のための教養文化活動の充実を図るとともに、就労

支援の側面も含めたパソコン講座の開催により市民の情報活用能力の向上に寄与しま

した。 

   識字、日本語学級では、『よみ・かき・ことば』の学習機会の提供を行い、継続学習

によって基礎学力の向上が図られています。また、外国人市民とのコミュニティの醸

成にも寄与していると考えます。ただし、識字学級生の高齢化や今後増加すると予想

される日本語教室の生徒(外国人)の増加に伴う講師の不足などの懸念材料があります。 

青少年会館では、講座の種類・講座数の増加とともに利用者数も順調に増加してお

り、利用者のエリア拡大により地区内外の子どもたち、保護者間の交流も広がってき

ています。地域人材を活用する活動も実施でき、近隣地域の青少年や青少年の健全育

成にかかわる諸団体、幼児とその保護者、子育てサークル等に広く利用され、同和地

区に対する忌避意識の解消にも寄与しています。 

そのような中でも、青少年会館では、講座内容の固定化、講座内容により参加者数

に差ができるなどの問題もあり、特に、人権に関する講座にどのようにして多くの参

加者を集めていくかが課題となっています。 

今後、さらに活動内容の多様化を図るとともに、地理的な問題等により、利用者が

近隣地域に偏る傾向もふまえつつ、「地区内外の交流に資する」目的を果たす観点から、

広く市内全域への利用者の拡大に向けた工夫について、検討を進めていきます。 
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４４４４    「「「「ⅣⅣⅣⅣ    生活福祉生活福祉生活福祉生活福祉」」」」    

    

生活福祉については、同和地区出身者の自立と自己実現を図り、一人ひとりの人権

が尊重され、夢を実現させていてくための根幹となる施策であり、当事者の立場に立

った相談活動を含めた事業推進が求められています。 

    

地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉、、、、生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの安定安定安定安定    

地域住民への支援のあり方としては、自助、共助、公助による役割分担を明確にし

ながら、さまざまな側面からセーフティネットをはりめぐらし、地域コミュニティの

観点から、地域全体を支えていく方向としています。 

そのなかで、社会福祉協議会は地域福祉を支える中心的機関であり、その機能を十

分に発揮できるように、必要な支援を行ない、市の地域福祉計画との整合性を図りな

がら、社会福祉協議会自らが中長期的な活動計画を策定し、その推進が図られました。 

なお、身近な地域において、判断能力が不十分な人の権利を擁護するために、日常

の金銭管理や福祉サービスの利用支援を行っている「日常生活自立支援事業」につい

ては、高齢者の増加等に伴い、年々契約件数が増加していることから、対応可能な体

制の維持が課題となっています。また、今後増えてくる在宅医療ニーズや認知症への

対応が円滑にできるよう、医療機関との連携を深めることが必要となっています。 

地域の相談支援体制では、桂・安中人権コミュニティセンターにおける総合生活相

談事業をはじめとした各種相談事業の実施によって、地域住民の自立を支援してきま

した。現在、センター利用者は全市的に広がっており、地域住民の交流促進にも寄与

しています。なお、平成 21 年度に人権ケースワーク事業、総合生活相談事業、要支援

生徒にかかる進路選択支援事業の３相談事業を統合し、セーフティネットを市内全域

に有効にはりめぐらせるための施策として、就労と生活の両面からの支援の充実なら

びに地域市民への福祉情報等の提供促進を図る就労・生活相談事業を実施しています。 

生活保護世帯が増加し、総合的・組織的な支援を行うことが求められる中、生活保

護世帯への支援面では、被保護者勤労意欲助長事業（平成 17 年度で終了）や、平成

16 年度から一部の世帯に実施していた自立生活支援事業を、18年度にその対象を拡大

し、実施してきました。 

現在は、自立生活支援事業において、臨床心理士兼キャリアカウンセラーや就労支

援員によるカウンセリングやハローワークへの同行訪問等、就労困難者である被保護

者に対し、きめ細やかな就労支援を実施することにより、新規就労や増収、資格取得

など世帯の自立の促進に努めています。 

各地域では民生委員児童委員や自治振興委員、ボランティアなどによる身近な人的

協力があり、その活動とあいまって、地域福祉活動を進めていく支援策として、住民

団体等が行う優れた活動に対して助成金を交付する地域福祉推進事業助成やボランテ

ィア活動振興事業を行うことで、地域福祉の向上に寄与しました。 
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引き続き地域住民と協働しながら、ともに支えあう地域のまちづくりをめざすため

の施策を他の助成事業等ともあわせ検討していきます。 

    

健康福祉施策健康福祉施策健康福祉施策健康福祉施策のののの推進推進推進推進とととと地域資源地域資源地域資源地域資源のののの活用活用活用活用、、、、権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護    

   専門的な相談支援体制としては、地域における要援護者等の自立生活の支援の面で

は、市内３カ所にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域住民の生活相談な

どを行い、関係機関と連携を図りながらさまざまな課題解決に向けた取り組みを行っ

ています。 

   今後の課題として、地域の総合的な支援体制の強化を図っていく上で、コミュニテ

ィソーシャルワーカー制度の普及や、それぞれの相談機関との連携強化、特に地区福

祉委員会をはじめとした地域関係機関との連携強化があげられます。 

   地域包括支援センターでは、介護予防教室を各地域で開催するなど、総合的な高齢

者支援が、また、子育て総合支援ネットワークセンターでは、子育て支援サービスを

保護者からの相談に基づき効果的にコーディネートするとともに、母子支援の充実を

図っています。 

児童虐待への対応として、八尾市要保護児童対策地域協議会を設置し、児童虐待防

止に寄与しました。障がい者への相談支援では、障がい種別ごとに精通した相談事業

所に委託を行い、各事業所が連携を取りながら障がい者(児)や保護者・介護者への相

談支援を実施することができました。 

保育所においては、配慮を要する家庭について、地域で連携し見守るとともに、支

援内容を明確にするために各関係機関とも連携を取り改善に向けた取り組みを進めま

した。 

高齢者の福祉支援としては、街かどデイハウス事業や地域住民見守り孤独死防止事

業、老人福祉センター事業により、高齢者の閉じこもり防止や介護予防、孤独感の解

消等を行いました。また、地域ケア会議を開催し、保健・医療福祉及び地域などの関

係機関との連携による、効果的な介護予防・生活支援サービス及び在宅福祉サービス

の総合調整体制の充実を図っています。 
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５５５５    「「「「ⅤⅤⅤⅤ    労働労働労働労働」」」」    

    

労働については、同和地区出身者の自立と自己実現を図るための生活基盤に関わる

課題であり、当事者の立場に立った相談活動を含めた施策が求められています。 

    

雇用施策雇用施策雇用施策雇用施策のののの総合的総合的総合的総合的なななな推進推進推進推進    

八尾市地域就労支援基本計画に基づき地域就労支援センターの充実に努め、就労困

難者等(障がい者、中高齢者、ひとり親家庭の親、同和地区住民、外国人市民、若年者

等)の就労阻害要因の解消･克服をめざして取り組んでいます。桂、安中地域就労支援

センターにおける地域密着型の相談拠点に加え、平成 19年度より中央エリアにおける

地域就労の拠点を八尾市ワークサポートセンター内に移転させるとともに、専門のコ

ーディネーターを配置した結果、相談件数の増加につながるなど、一定の成果が見ら

れます。 

また、布施公共職業安定所管内の事業所による合同面接会を実施し、雇用創出の場

を提供しました。一方、就労・雇用情勢が不安定な状況が続くなかで、地域就労支援

センター機能がより重要となっており、相談件数が増加しているものの、必ずしも就

労に結びつく結果につながっているとは言えない状況となっています。今後は、相談

データ分析等を活用し、就労阻害要因の解消をする手段、方法について検討していく

ことがより重要となっています。 

合同就職面接会については、布施公共職業安定所等と連携し雇用の場を提供してい

ますが、先行きが見えず雇用環境が改善されない中、事業者側の受け皿の拡大、また

事業所と求職者双方にマッチングするよう（面接会への）参加事業所集めが今後の課

題となっています。 

企業に対する啓発においては、公正採用選考人権啓発推進員制度を推進するととも

に、それを阻害する「就職差別の撤廃」をめざすために、関係機関と連携しながら人

権問題に関する街頭啓発・情報提供等を通じ八尾市内の事業所の人権意識の高揚につ

なげています。特に就職差別撤廃月間である６月には、八尾市企業人権協議会・八尾

市・八尾商工会議所・ハローワーク布施が連携し、近鉄八尾駅前にて公正採用を呼び

かける街頭啓発を行っています。 

なお、企業における人権問題の啓発については、八尾市企業人権協議会が中心とな

って推進しているところですが、景気低迷等を背景に厳しい経済情勢の中、会員企業

の加入促進が課題となっています。 

障がい者の雇用・就労の支援に関しては、障がい者雇用に対する事業所理解を深め、

受け入れ事業所拡大を目的として、シンポジウム『障がい者雇用を考える集い』を開

催してきました。さらに障がい者の自立と社会参加促進のため、障がい者福祉作業所

や小規模通所授産施設に対し補助金を交付し、運営の安定化に寄与しました。障がい

者雇用に関するシンポジウムでは、参加者が比較的、偏りがちになりやすく、新たな

事業所に対しての理解に向けた推進が今後の課題となっています。 
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高齢者の雇用・就労の支援では、高年齢者労働能力活用事業により、市内の高齢者

の「就業機会の確保・拡大と適正就業の推進」、「会員の入会促進と普及啓発活動の推

進」、「技能講習会の実施」等に努めました。 

    

企業企業企業企業・・・・労働者労働者労働者労働者にににに対対対対するするするする職業能力開発職業能力開発職業能力開発職業能力開発のののの支援支援支援支援    

   労働者向けの能力開発に関する情報を市ホームページや地域就労支援センターの相

談等を通じて提供するとともに、個人対応パソコン講座、会計パソコン講座、医療事

務/医科講座、就職支援セミナーを実施し、同和地区住民を含む労働者の職業能力を高

め、雇用条件等の向上及び労働者の地位の安定・経済的自立の促進を図りました。 

労働者向けの職業能力開発のための講座開催や情報誌等の啓発冊子の情報提供に関

しては、効率的、効果的な広報手段の確立が必要となっています。 

労働者の相談の充実を図るため、弁護士・社会保険労務士によるアドバイスを行う

勤労者法律相談を八尾市ワークサポートセンター内で実施し、地理的条件も重なり相

談件数の増加が図られました。さらに事業所向け情報誌「労働情報やお」を発行し、

市内事業所の人権意識の高揚を図り、職場内での人権問題の解決と差別のない企業活

動に貢献しました。 

昨今の雇用不安の状況から、当事者の就労だけではなく生活を包括的に支援してい

く事業として、就労・生活相談事業を平成 21 年度より全市的に展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年度より中央の地域就労支援センターの拠点がワークサポートセンター内に

変更され、かつ専門のコーディネーターを２名に増員した結果、相談件数の大幅な増加

につながっており、就労実人数においても一定の成果が見られます。 

地域就労支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる相談件数

548
450 401 471

1,598

1,971 1,943

151246 258
319311334

141
49 64 55 36

90 87 120

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 年度

相談等利用件数（件）

相談者実人数（人）

就労実人数（人）

ワークサポートセンター利用状況等
H20 H21 H22
43,892     56,223     61,559     
11,227     15,725     14,908     
9,877       15,088     14,530     
1,234       1,315       1,615       

検索PC利用者数
窓口相談数
紹介件数
就職件数



 - 18 - 

６６６６    「「「「ⅥⅥⅥⅥ    住宅住宅住宅住宅・・・・住環境住環境住環境住環境」」」」    

    

市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅    

市営住宅については、1960 年代から 1970 年代にかけて同和地区の住環境整備を進

める中で建設された改良住宅や地域改善向け公営住宅であり、老朽化や狭隘化をはじ

め、地区内での高齢者や障がい者の世帯が占める割合が高くなりつつあるなど、バリ

アフリー化も課題となっています。 

このため、市営住宅については、2003（平成 15）年３月に「八尾市営住宅ストック

総合活用計画」に基づき事業を展開し、具体的な建替や改善事業は、「八尾市営安中

住宅機能更新事業計画（2004(平成 16)年３月）」、「八尾市営西郡住宅機能更新事業計

画（2005(平成 17)年３月）」に基づき、平成９年度以降の同和行政のあり方について

の意見具申等を踏まえた取り組みが進められ、安中住宅ではほぼ計画どおり事業が進

捗し、西郡住宅では一部の事業に若干の遅れはあるものの、機能更新事業が順次進め

られ、良質な住宅ストックの形成が図られてきています。 

その後、国より長寿命化するべきストックの維持管理計画などを明記した、「公営住

宅等長寿命化計画」の策定が補助要件となったことから、長寿命化計画として定める

べき内容を付加し、「八尾市営住宅ストック総合活用計画」、「八尾市営安中住宅機能更

新事業計画」、「八尾市営西郡住宅機能更新事業計画」を見直した上で 2010（平成 22）

年３月に「八尾市営住宅機能更新事業計画（八尾市営住宅長寿命化計画）」を策定し、

地元組織である「安中人権の街づくり委員会」、「西郡住宅まちづくり協議会」と協働

で事業展開を行なっています。 

 

■市営西郡住宅 

「八尾市営西郡住宅機能更新事業計画」に基づき、９号館（平成 17～18 年度）、10・

11 号館（平成 19～20 年度）において、耐震補強及びエレベーターの設置、浴室等の

増築や２戸１化等の改善工事を行いました。現在、１～５号館の建替工事を実施して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西郡住宅９号館（改善後住宅） 西郡住宅 10・11 号館（改善後住宅） 
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  ■市営安中住宅 

「八尾市営安中住宅機能更新事業計画」に基づき、７号館（平成 17 年度）、９号館

（平成 18年度）において、耐震補強及びエレベーターの設置、浴室等の増築を含む改

善工事を行いました。４・５・６号館の建替工事は平成 20 年７月に着工し、16 号館

として平成 22年１月末竣工しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定住魅力定住魅力定住魅力定住魅力あるあるあるある住環境住環境住環境住環境づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けてけてけてけて    

今後のまちづくりについては、地域が将来どのようなまちになっていくことが望ま

しいのかというイメージを持って進めていくことが必要となります。定住魅力ある住

環境づくりを進めるために、第５次総合計画における、「地域別計画」や「わがまち推

進計画」など、地域のまちづくりの取り組みも踏まえ進めていきます。 

 

 

 

 

安中住宅７号館（改善後住宅） 安中住宅９号館（改善後住宅） 

安中住宅 16 号館(４・５・６号館建替後住宅) 
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．第第第第４４４４次総合計画次総合計画次総合計画次総合計画「「「「やおやおやおやお未来未来未来未来・・・・元気元気元気元気プランプランプランプラン２１２１２１２１」」」」総括総括総括総括レポートレポートレポートレポートからからからから    

 

  八尾市第４次総合計画（平成 13 年度～平成 22 年度）においては、「人権が尊重され、

共生の心があふれる人間都市づくり」を基本理念の１つとし、８つの「住みつづけたい

まち」の１つに「多様な価値を認め合い風通しの良い開かれたまち」を掲げ、まちづく

りの個別目標に「一人ひとりの人権を尊重すること」を位置づけ各施策を推進してきま

した。 

  第４次総合計画「やお未来・元気プラン２１」総括レポートでは、政策ごとの取組結

果や進行管理の総括などが取りまとめられています。その中で、人権に関わる項目とし

て下記及び次ページのような内容が示されています。 

 

「住みつづけたいまち」の達成状況の総括（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの個別目標については、平

成16年度と平成19年度の市民意識調

査の結果を比較し、肯定的な回答の増

加、もしくは、否定的な回答の減少が

認められる場合に「達成した」と考え

ることとしている。 
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施策「人権尊重の視点に立った施策の推進」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値 40％に対し、直近見込値が 27.8％であったため。 
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施策「人権教育・啓発の推進」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値 900 人に対し、直近見込値が 1,000 人であったため。 

 

 

第４次総合計画「やお未来・元気プラン２１」総括レポートからは、８つの「住みつ

づけたいまち」の１つである「多様な価値を認め合い風通しの良い開かれたまち」につ

いては達成したとしているが、施策「人権教育・啓発の推進」については、人権啓発事

業への参加者数の目標値 900 人に対し、直近見込値が 1,000 人と目標値を超える結果と

なっているものの、施策「人権尊重の視点に立った施策の推進」においては、差別がな

くなったと思う市民の割合の目標値が 40%に対し、直近見込値が 27.8%と目標を下回って

いる事実もあり、人権教育・啓発の取り組みとともに、差別撤廃に向けた継続した取り

組みが不可欠であることが分かります。 
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．八尾市市民意識調査八尾市市民意識調査八尾市市民意識調査八尾市市民意識調査からからからから    

 

八尾市市民意識調査における「人権が尊重され、ともに認めあい、幸せに暮らせる社会

が実現していると思う市民の割合」は、平成 18 年度が 28.6％、平成 20 年度が 28.9％、平

成 21年度が 21.4％、平成 22年度が 25.6％と低い水準で推移している実態があります。 

また、「差別がなくなったと思う市民の割合」は、平成 18 年度が 33.8％、平成 20 年度

が 27.8％、平成 22 年度が 32.0％と低い水準で、ほぼ横ばいに推移している実態がありま

す。 

八尾市市民意識調査からも人権教育・啓発の取り組みとともに、差別をなくすための継

続した取り組みが不可欠であることが分かります。 

 

人権に関する市民意識の推移（第５次総合計画より） 
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ⅥⅥⅥⅥ．「．「．「．「人権人権人権人権についてのについてのについてのについての市民意識調査市民意識調査市民意識調査市民意識調査」」」」からからからから    

 

2010(平成 22)年度に実施した「人権についての市民意識調査」、Ⅱ同和地区住民意識調査

より抜粋 

    

差別発言差別発言差別発言差別発言をををを聞聞聞聞いたりいたりいたりいたり、、、、直接的直接的直接的直接的なななな差別差別差別差別をををを受受受受けたけたけたけた経験経験経験経験についてについてについてについて    

●問８ あなた自身が、差別発言を聞いたり、同和問題に関わると思われる経験をするな

ど、差別を直接的に受けたことはありますか。 

 

差別発言を聞いたり、同和問題に関わると思われる経験をするなど、差別を直接的に受

けたことが「ある」（91人・30.4％）は３割、「ない」（179 人・59.9％)は６割となってい

る。 

年齢階層別の特徴をみると、差別を直接的に受けたことが「ある」は 40～50 歳代で計

34 人と多く、それぞれ４割以上を占め、逆に 30 歳代では 8 人（24.2％）、20 歳代で２人

（9.5％）と少ない。一方、「受けたことがない」は、20歳代で約９割、30 歳代で７割あま

りを占める。 

     

図 28 差別を受けた経験の有無（n=299） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.差別を受け
たことがある

30.4%

3.無回答
9.7%

2.差別を受け
たことはない

59.9%

（人・％）

項目 全体
1.差別を
受けたこ
とがある

2.差別を
受けたこ
とはない

3.無回答

全体 299 91 179 29

100.0 30.4 59.9 9.7

1.男性 123 37 77 9

100.0 30.1 62.6 7.3

2.女性 170 53 100 17

100.0 31.2 58.8 10.0

3.無回答 6 1 2 3

100.0 16.7 33.3 50.0

1.10歳代 1 0 1 0

100.0 0.0 100.0 0.0

2.20歳代 21 2 19 0

100.0 9.5 90.5 0.0

3.30歳代 33 8 24 1

100.0 24.2 72.7 3.0

4.40歳代 39 17 20 2

100.0 43.6 51.3 5.1

5.50歳代 40 17 22 1

100.0 42.5 55.0 2.5

6.60歳代 83 20 56 7

100.0 24.1 67.5 8.4

7.70歳代 57 17 28 12

100.0 29.8 49.1 21.1

8.80歳以上 17 7 7 3

100.0 41.2 41.2 17.6

9.無回答 8 3 2 3

100.0 37.5 25.0 37.5
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「「「「差別差別差別差別をををを受受受受けたことがあるけたことがあるけたことがあるけたことがある」」」」回答者回答者回答者回答者についてについてについてについて    

どのようどのようどのようどのようなななな社会関係社会関係社会関係社会関係やややや場所場所場所場所でででで起起起起きたことかきたことかきたことかきたことか    

 ●問 8-1 それは、どのような社会関係や場所で起きたことですか。 

どのような社会関係や場所で、

差別を受けたかについて、概ね４

人に１人が「結婚のことで」とし

ている。社会関係や場所で割合が

高い上位５位は、①「結婚のこと

で」（22人・24.2％）、②「職場で」

(15 人・16.5％)、③「学校などの

教育の場で」（13 人・14.3％）、④

「日常生活の中で」（12 人・

13.2％）、⑤「就職に関して」（11

人・12.1％）、となっている。 

 

 

 

 

 

差別差別差別差別をををを受受受受けたけたけたけた後後後後のののの対処対処対処対処はははは    

 ●問 8-6 差別を受けた後、どのように対処しましたか。（複数回答） 

「誰にも相談しなかっ

た」（41 人・45.1％）が４

割半ばを占めているものの、

半数は何らかの対処等を行

っている。対処の割合が高

い上位３位は、①「家族や

親戚に相談した」（17 人・

18.7％）、②「差別した人に

抗議した、話し合った」（14

人・15.4％）、③「部落解放

運動をしている人（団体）

に相談(連絡)した」（10

人・11.0％）、となっている。

「行政（人権擁護委員等を

含む）に相談（連絡）した」は２人（2.2％）と最も少ない。 

24.2

12.1

0.0

14.3

1.1

16.5

4.4

0.0

13.2

0.0

2.2

3.3

0.0

3.3

5.5

0 10 20 30

1.結婚のことで

2.就職に関して

3.行政機関や窓口などで

4.学校などの教育の場で

5.企業（行政を含む）の労使関係の中で

6.職場で

7.営業取引などの中で

8.地域活動（自治会、青年団など）で

9.日常の生活の中で

10.宗教行事などで

11.地域内の施設で

12.地域外の公共施設で

13.自宅の周りで

14.その他

15.無回答

（％）

11.0

2.2

12.1

4.4

18.7

15.4

7.7

45.1

0 10 20 30 40 50

1.家族や親戚に相談した

2.友人に相談した

3.部落解放運動をしている人（団体）
に相談（連絡）した

4.行政（人権擁護委員等を含む）
に相談（連絡）した

5.差別した人に抗議した、話し合った

6.誰にも相談しなかった

7.その他

8.無回答

（％）
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同和地区住民に対する意識調査では、部落差別の現実が今日なお厳しく存在しており、

被差別体験の結果からも差別事象が後を絶たないことがわかります。 

 また、差別を受けた同和地区住民が孤立することがないように、相談支援体制の広報に

努めるとともに、その充実が必要であると考えます。 
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ⅦⅦⅦⅦ．．．．まとめまとめまとめまとめ    

 

「八尾市における同和問題を解決するための施策のあり方について（平成 16 年７月）」

は、八尾市同和対策協議会より出された「平成 14 年度以後の同和行政のあり方について」

の意見具申に示された本市の同和問題を解決するための施策の今後のあり方を示したも

ので、第１章では施策の基本的方向を示し、第２章では「人権教育・啓発」「人権相談」

「教育」「生活福祉」「労働」「住宅・住環境」の６つの分野にわたり今後の施策の推進方

向を示しています。 

また、本市のまちづくりの考え方として、平成 18年に「八尾市市民参画と協働のまち

づくり基本条例」が施行されましたが、それに先立ち平成 16 年に策定した本計画におい

ても、地区内外の住民同士が交流を図りながら、主体的にまちづくりに参画し、定住魅

力あるまちづくりを促進することが重要であるとして、（一財）八尾市人権協会や八尾市

人権地域協議会との連携、八尾市同和問題協議委員の活用など、市民参画と協働による

施策推進をすでに今後の施策の基本的方向に位置づけていました。 

そして、同和問題を人権問題という本質からとらえ、これまでの成果を損なうことな

く、一般施策の活用によって課題の解決に努めていくことを基本に、前述の６つの分野

を中心として様々な取り組みを進めてきました。 

しかしながら、市民意識調査の結果からは、「差別がなくなったと思う市民の割合」は

低い水準で推移しており、今後も人権教育・啓発の取り組みとともに、差別撤廃に向け

た取り組みが不可欠であること、また、人権についての市民意識調査の結果からは結婚

差別など差別意識が現存し、差別発言や差別落書きなどの差別事象も依然発生している

ことなど、いまだ部落差別は解消されていない状況にあることが明らかになっています。 

平成 23年度より八尾市第５次総合計画(やお総合計画２０２０) （以下「本市総合計

画」という。）がスタートしました。 

「本市総合計画」では、「人権尊重と平和を希求する共生社会の実現」をまちづくりの

取り組みの方向として、また、施策においては、「一人ひとりの人権が尊重される心豊か

なまちづくり」及び「人権意識の高揚と差別のない社会の推進」を掲げるとともに、あ

らゆる施策の推進において、同和問題をはじめとするさまざまな人権課題の解決に向け

て、人権尊重の視点を持ちながら取り組んでいくこととしています。 

そのため、今一度、同和問題の現実を見つめなおし、各種の施策効果を点検しなおし、

人権行政を体系的に進めながら、同和問題の解決に向けて教育・啓発をさらに展開する

必要があると考えているところであり、これまでの成果と課題を踏まえ、今後も「本市

総合計画」をはじめとする他の計画との整合性を図りながら、市民の皆様とともに継続

した取り組みを進めていきたいと考えています。 


