
八尾市人権尊重の社会づくり審議会 

第３回部落差別解消推進専門部会 会議録（概要） 

 

１．開催日時 

令和２年２月１０日（月）午後２時から午後４時 

 

２．開催場所 

八尾市役所 本館６階 ６０５会議室 

 

３．出席者 

（委員）福原部会長、髙田副部会長、五石委員、森委員、岡委員、南田委員、 

梅本委員、荒木委員 

（事務局）村上人権文化ふれあい部長、網中理事、中野人権政策課長、長野人権政策課

課長補佐、池田人権政策課係長、浅井次長兼桂人権コミュニティセンター館長、

北口安中人権コミュニティセンター館長、森人権教育課長 

 

４．案件 

  （１）（仮称）第２期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 

 

５．議事内容 

【部長挨拶】 

【委員紹介】 

【資料確認】 

【案件説明】 

・ 案件１「（仮称）第２期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」 

事務局より説明 

【主な意見】 

・ 資料１－１について、成果のところに数字が入っている分と入っていない分があるが、

数字が入っている項目については、第２期のあり方の総括で取り上げられている項目

と理解していただければよい。 

・ タイトルは仮称であるが変わる可能性はあるということでよいか。市長からの諮問が

部落差別の解消に関する施策をという諮問だったと思う。諮問どおり、八尾市におけ

る部落差別の解消のための施策とか、基本計画とかいう言葉でやってほしいなと思う。 

・ 部落差別とすると、差別の問題だけに特化するような形になる。もちろんそれは大事

であるが、いわゆる生活課題とかまちづくりの話とかを考えると、私は部落問題の方



がより幅広く扱えるんじゃないかなと思う。 

・ 最近の政府の書き方では、部落差別カッコ同和問題とか、同和問題カッコ部落差別と

かが増えてる気はするので、カッコ書きで並べるみたいなこともあるかなと思う。ま

あ市長がどう考えておられるかが重要かなと思う。 

・ 先ほどおっしゃられた部落問題が妥当ではないかと思っている。国の法律でいうと、

生活とか就労の問題は関係ないという話になるが、部落問題あるいは同和問題という

言い方で言えば、それも含めてという捉え方になるんじゃないかという気がする。ま

あその辺は人によって同じ言葉を使っても捉え方が違うという面があると思うが、ど

っちかというと部落問題、あるいは行政用語で言うと同和問題という言い方の方が包

括的に捉えることができるんじゃないかなと思っている。 

・ これは行政の文章なので、行政的に言うと同和問題と書くことで、1965年の同和対策

審議会答申を受けてやってるんだという感じにはなると思う。政府も同和問題カッコ

部落差別、部落差別カッコ同和問題という言い方をしてるという認識をしている。行

政的には言葉を変えると継承関係がややこしくなるのかなとも思うが、行政的にはど

うなのか。 

・ （事務局）おっしゃられたとおり、部落差別解消推進法ができたということで部落差

別と括ってしまうと、今言ってる暮らしの部分であったりまちづくりの部分というの

が包含されてないかなというふうに思っていて、イメージ的に言うと同和問題という

のがやっぱり概念が大きくて、その中に部落差別というのが入ってるみたいな、そう

いうイメージを持っている。そういう意味では、国の流れも含めて、同和問題カッコ

部落差別というのかなというようなことは、事務局ではちょっと議論してるところで、

そのあたりはこの部会の中でも、イメージの共有とご議論をしていただけたらと思う

ところである。 

・ あまり言葉にこだわるつもりはないけども、行政的な施策の継承性とかも大事だとい

うのもよく分かる。でも、やっぱり新しいものを作り出すという観点もいるわけで、

そういう意味では部落問題の解決は行政だけがやればいいという話ではないという

ところもある。行政と連携しながら、パートナーである地域の人たちも一緒になって

この問題を考える、もちろん広く市民もそこに関わっていくという、この三者の関係

で問題解決を図るというふうな視点を入れ込むべきだというふうに思っている。そう

すると、同和という言葉はやめて違うものにしたいなと。でも、全く新しい言葉は実

はなかなかない。そういう意味では昔にかえってしまうが、部落問題、これが一番ス

トレートでいいのかなというふうに思ったというところである。タイトルは非常に大

事だと思うので、少し時間をかけてしっかり議論したいと思う。 

・ 今後の施策の基本的方向の部分であるが、後半に行くに従って、それぞれ個別の施策

の取り組みと、その課題とか総括が入っているが、最初に総括的なものがない。施策

の基本的方向でいろいろ大事なことはあったが、やっぱり、これからは部落差別の解



決を一般施策で解決していこうと、特別対策が無くなった今、一般施策の活用をもっ

て課題解決していこうといったことが一番大事なポイントであって、その時に、例え

ばこれまで総合計画に部落問題がどう位置づいてきたのかとか、こんなことはやっぱ

り総括されるべきじゃないかと思う。ほとんど記載はないはずなので、それ自体がや

はり問題の一つだと思うし、部落問題が市政の中でどういうふうに位置づくのか、本

当はあらゆる計画をもう一回総点検してもらって、例えば地域就労支援計画であれば

同和地区出身者と明確に入っているが、母子とか高齢とか、いろんなプランとか計画

に部落問題がどういう風に位置づいたんだっていうのは、この基本的方向のところで

総括しとかないとだめじゃないかなと思う。まあ細かく書きすぎてはいけないと思う

ので、せめて総計の中でどういうふうに部落問題が取り扱われていたのかというのは

いるんじゃないかというのは思っている。 

・ （事務局）今６次総計を策定中で、その中でも人権については各施策の根底の部分で、

すべての施策の中に人権を取り入れていくということになっている。５次総計につい

ても同じような形なので、おっしゃられたように総括の中にちょっと触れていく必要

を考えないといけないと思う。 

・ 今まで各計画でどう位置づいたのかというのはできると思うので、過去の計画内でど

う位置づいていたのかという総括がいるんじゃないかと思う。 

・ １３ページの全体総括の枠の中の意味が良くわからない。これは全体で一文なのか、

それとも３つに分かれているのか。この書き方だと３項目に見える。 

・ （事務局）全体総括の分であるが、この３行でまとめたというわけではない。いろん

な分野での取り組みの成果課題というのを挙げさせていただいて、ここで全体の総括

をやっていくということで、総括の中にどういった視点を入れていく必要があるのか

ということを箇条書きで書いている。 

・ 最終的にはここは文章になるということか。 

・ （事務局）はい。現状は、総括していくキーワードが羅列されてるというふうに捉え

ていただければと思う。 

・ そこの関連で言うと、差別の視点というか、部落差別のことが書かれていない。それ

はぜひ入れてほしい。 

・ 第一部、これまでの総括だったら、文章の性格として、第一部とは別にこれからの方

向というのがあるものではないのか。これまでの総括というところにいきなり第１章

基本的方向とある。 

・ これは今現在のあり方の目次を挙げているだけの話である。 

・ でもその中に、例えば人権協会との連携を緊密にと書かれてあったりするが、それは

前の時の認識で今の認識ではないと思ったらいいということか。 

・ （事務局）現あり方の章立てで、第１章で今後の施策の基本的方向という章があって、

その項目の一つ目が施策の基本方向。それを推進していくためには、八尾市人権協会



との連携が必要であるとか、同和問題協議委員の活用が必要であるとかいうことを現

あり方で書いているので、その取り組みとこれまでの成果を書かせてもらっている。 

・ 例えば今言われた施策の推進にあたってで、人権協会との連携というのが出てきて、

取り組みとしては連携を図ったというのがあって、成果及び課題というのは、さらに

連携が必要だというふうに総括のところで書いてあるが、後に出てきていないが。 

・ 後に出てくるとはどういう意味か。 

・ 人権協会と更なる連携が必要だということが書かれていないのではないかと思った

んですけども。 

・ 今後のことについては、１５ページ以降のところで、これから書くということである。

１３ページが第二部、現状と今後の方向性で、そこの第１章が、意識調査や差別事象

の報告があって、１６ページに、第２章今後の取り組みの方向性、ここもまだ何も書

けていないが、施策としてやるべき項目を挙げると同時に、今後人権協会との連携が

必要だとかいうような話を書き込んでいく。 

・ それは入るということか。 

・ まだ入るという話にはならないが、入っていくことになると思う。冒頭言ったように

今後のあり方までまだ踏み込めていない。今後のあり方については、もちろん総括を

踏まえて書くということなので、総括したことを無視してということはないので、そ

ういう風に理解してくれればと思う。 

・ そうだとすると、それぞれの箇所の文章の性格は何なのかというのはもう少し分かり

やすくしてもらった方がいいと思う。 

・ 成果と課題という、出来たことと課題を一緒に書いてしまうと、例えば同和問題協議

委員の活用のところは、資料１には専門部会に移行したことを書いてるのに、資料１

－１には書いてない。そういう一致していないものが何個かある。もう一つは、１章

の１の施策の基本方向で、子育て世代や若年層等の転出傾向が見られる一方とか書か

れているのは、これは地域のことを言ってるのか、八尾市全体のことを言ってるのか。 

・ （事務局）八尾市同和問題協議委員の活用のところで、資料１－１は現あり方の個票

を挙げているが、成果のところは３０年度で、今おっしゃられた専門部会については

３１年度なので、より新しい情報を資料１に入れ込んでいるということで、不一致が

出てきているところはある。それと、２ページの今後の施策の基本的方向の分につい

ては、現あり方の策定時の地域の状況を書いているというふうに理解いただければと

思う。 

・ そういうことだったら、資料１－１については非常に薄まってるんじゃないかと思う。

これはきっと八尾市全体のことを書いていると思う。 

・ （事務局）基本的には一般施策で同和問題、部落差別の解消に資するような各課の事

業を一覧で挙げているが、結果的にすべてがすべてそうなっているかというと、そう

でない部分も混じってしまっていると思う。 



・ 例えば女性の問題とか障がい者の問題とかいろいろ書いているが、そこと部落問題が

位置づいているのかなと。例えば部落の障がい者はこんなしんどいことがあるとか、

一般施策の中でどういう風になっているのかがちょっと分からない。 

・ （事務局）同和問題、部落差別解消に資する事業を書いてもらうというようなことで

照会はかけているが、市全体の施策があがってきている分も正直なところある。その

部分については次期のあり方で、同和問題、部落差別解消に資するような事業かどう

かというのは確認して取り組みに入れていきたいなと思う。 

・ 総括があって、現状、今後の方向性となっているのがわかりづらくなってしまってい

る原因じゃないかという気がする。書き方の順番として、現状把握抜きに総括をして

いるように見えてしまう。つまり、取り組みはこういうことをやりました、それで現

状はこうなっています、それでこういう成果とこういう課題があると思われます、そ

れを踏まえて今後こういうふうにしていきますと、そういう流れになっていないので、

ちょっとごちゃごちゃしてる印象を持たれてしまうのかなという感じはする。現状に

関しては第二部のところで取り上げてはいるが。 

・ 第二部の現状は、意識調査や差別や国勢調査に基づく現状で、施策の現状ということ

ではない。だから今言ってる施策の現状は、第一部の、タイトルがこれまでの総括と

なっているが、ここで施策の現状とそれに対する総括という、性格としてはそういう

ものである。だから現状がないというふうに読めてしまうというのは、意味はわかる。 

・ ちょっとその辺がわかりづらい順番だったのかなと思ったんですが、わかりました。 

・ 私も同じように思うところがあって、もし総括というので、前のあり方を踏まえてや

るというのであれば、最初に前のあり方では何を述べていたのかというのをやって、

その結果取り組んでどういう現状になっているのかというのを見て、その上でここは

良かった、ここが悪かったというのが通常のやり方じゃないかなという気がする。そ

の流れが良く見えないところで、ここでは総括の中で課題まで出てしまうので、何で

かなっていうふうになりやすいんじゃないかなというふうに思う。 

・ 資料１－１は見やすいしよくわかる。でも資料１に戻るとよくわからない。例えば教

育で言ったら、中途退学者の防止に向けてうんぬんかんぬんと、進学先の学校とかと

連携を進めると書いてある。中途退学者が多い、奨学金が必要、だから連携していく

と書いている。これは現あり方のことなので、地域のことを書いてる。でも、資料１

－１になったら、一般施策やから、八尾市全体の話になってしまう。ということです

よね。 

・ （事務局）現状として、市全体で中途退学率は集約していないということである。進

学率等については、学校通じて、高校への進学の手続きを取るので全体把握はしてい

るし、最終的には八尾市全体の進学率については取りまとめてはいる。ただ、中途退

学というのはなかなか、良いか悪いかはあるが、追い切れてなくて、すべての状況が

把握できていないということで、今の中途退学率がどの程度になっているのか、市全



体もわかっていない。もっと個別に言うと、例えば地区の学校についてはどうなのか

と言われたら、学校がどこまでというところはあるが、教育委員会としてはなかなか

そこまで把握できていない。現状としてはそういうところである。 

・ 現状は前から聞いてるからわかるが、それで言うと資料１－１で関連するのはNo27。

そこには、今は取れていないというのが書かれてない。中途退学率はとってないから

分からないという風には書かれてない。そういうことが教育だけではなくて、いろん

なところであるんじゃないかなと思う。 

・ 現あり方そのものが2000年調査をベースにしてる。いろんな課題がどんどん出たはず

であるが、現在は法的な統計とか一切取れてないというか、取る仕組みになってない

ので、後は追えないということですよね。 

・ （事務局）そうですね。 

・ その時の課題としてはあったけど、その後どうなったというのは、統計で、数字で表

すというのは、今は出来ないということですよね。 

・ （事務局）学力で言うと、例えば学校の学力実態なんかについても同様かなと。今委

員おっしゃっていただいたように、当時は施策の中で、いわゆる同推校という位置づ

けの中でいろんな個別の調査ができていた。ただ、法切れ後、その枠組みがやっぱり

厳しくなって、今は限定した調査というのはできていない。それに変わるものが全国

学調になるとは思うが、これも目的が若干異なってくるので、個別の学校の状況とい

うのも市としては一切出さないというふうな形でやっているので、いわゆる当時の施

策の方向性と現状はちょっと変わってきてるというのは、これはもう良いか悪いかは

あると思うが、ちょっと数字としては出しにくい部分も出てきている。 

・ 2000年調査をもとに課題を組み立てて現あり方ができているわけで、本当にやろうと

思ったら現在どうなっているかということを同じような調査項目でやらない限り、現

状では、数字で成果ということが非常に難しいことがほとんどではないか。でも人数

も減ってるし、追跡もできてないしということで、なかなか難しい。成果を数字でと

いうのは、ほとんどの分野でできないんじゃないか、進路とか教育の問題なんかほと

んどとれないのではないか。 

・ （事務局）ほとんど厳しい。 

・ 例えば福祉で言うと、制度が複雑でわからないというのが圧倒的に多いということが

2000年調査の最大の特徴であるが、そういう項目で統計を取ったというのは、八尾市

ではないですよね。 

・ 子どもの貧困調査はやっていないのか。 

・ （事務局）教育委員会所管の中でそういう形での調査というのは、私が知る限りはな

いと思う。 

・ どうにかして比べていこうというのは、結構早い段階で破綻するんじゃないかなとい

うのは思う。 



・ （事務局）なかなか切り取ることができないという部分もあるかなと思う。 

・ ただ、すべての項目ではないけども、学校に関してのデータで、市全体のデータがあ

って、地域の学校のデータがあるとすれば比較ができると思うが、まあそれが可能か

どうか。 

・ （事務局）数値による現状と今の課題や成果を見ていく、通常であればそれが一番わ

かりやすいかなと思っている。ただ、今申し上げたような形で、現状として、特化し

た調査ができていない中で、じゃあこれに代わるものは何かなというところは、教育

委員会の中で意見交換はしていた。ただ、実際、例えば学調の問題一つにしてもそう

であるが、市としては、各学校のデータは持っている。各学校も自校のデータは持っ

ている。ただ、市として各校のデータを公表するということは、やっぱり序列化の問

題とかが出てくるので、一切出していない中で、例えばこの会議の場でその数字を仮

に出したとした時に、最終、あり方の中にその厳しさみたいなことが何らかの形で書

かれたときに、何をもってなのかと言われた時に、何か別の部分のハレーションもや

っぱり気になるというのは個人的には思っている。 

・ 個人情報保護みたいなところにかかる話。 

・ （事務局）そうです。 

・ それはそれで分かるが、例えば資料１－１のＮｏ２７の進学率で言えば、市内の進学

率を言われても、そしたら地域のことはどうなっているのかということになってしま

う。できないことを書いてほしいと言ってるのではなく、そしたらそれをどうやって

あり方に落とし込むのかと。 

・ それについては以前の会議からずっと問題になってる。資料１と資料１－１のズレが

あるのはみんな感じ取ってる。ずっと一般施策でやってきたわけなので。個票に出て

くるものは全部一般施策の数字なので、部落はどうなったのかという話をずっとやっ

てきたと思うけれども、地域課題をきっちり把握したうえで一般施策の事業を展開し

てもらう、そういう八尾市側の尽力が必要ということだと思う。今回、そういうこと

を全体総括の中に入れようとしているのでいいかなと思っている。 

・ 課題のところに、できないことはできないとちゃんと書いていかなかったら、このこ

とをどうしていこうとならない。 

・ それは次期あり方の中に展開していったらいいことではないか。 

・ でも、課題にあがらなかったら書かれない。だから課題は課題としてしっかり認識し

ていくというのは大事なんじゃないかなと。できないことはできないと。抜き出すこ

とはできなかったらできないで仕方ない。そのことをやれと言ってるのではなく、で

きないということを書いたらいいのではないかという。 

・ 前も言ったが、たつの市は実態調査をやっている。条例に則って、市民意識調査だけ

ではなく、地域内の実態調査もやっている。例えば一つのやり方はそう。八尾市はそ

れをやってないからわからないということ。だとしたら、数字を出せない状態である



というので、実態把握をするには調査が必要だとかいうようなことが出てくる可能性

はあるとは思う。ただ、そこまでやるつもりなのかどうかというのがここは関わって

る。 

・ 要は、部落をターゲットにした実態把握をやってこなかったということが最大の総括

ということだと思う。現時点でもそう。部落ということでやる気があるのかというこ

とが最後問われている。国勢調査データにしても１００ｍのメッシュで部落のデータ

ではないので。 

・ 以前隣保館の調査をやったと思うが、あれが反映されていないのは何か理由があるの

か。 

・ あれも隣保館事業対象地域やから、実際には部落ではない。 

・ でも全然ないよりかはいいと思う。 

・ ただ、部落のデータとはっきり言えないデータで議論してもあまり意味がないんじゃ

ないかなと思う。2000年調査の結果をもとにあり方ができて、これに基づいて事業を

やってきたというところまでは書ける。ただ、問題はその結果が十分だったか不十分

だったかまでは書けないということ。それはもう分からないということで、分からな

いということが今問題である。それをやっていこうというのが、次のあり方になれば

いいと、こういう事だと思う。 

・ （事務局）今いろいろご意見いただいている中で、まず資料１－１でまとめさせてい

ただいた個別の項目は、施策のあり方についてを事業化して全部落とし込んだものと

いう形になっている。この中身については、地区を対象にしたコメントになってる部

分はもちろんあるが、一般的に市全体で課題になってるものがそのまま落とし込まれ

てるものもある。そうなると、逆に地域だけというよりもむしろ全般の中で問題にな

ってるからこれを進めていく中で、同和問題も解決するための一助にしていこうとい

う、特に福祉の関係とかは、制度の充実とか高齢化とか、障がい者施策とかについて

は、一般でやっていきながら、では地域の中でどういうものをしていかなあかんのか

ということがなかなか出てない分というのがあるので、それで結果として薄れている

分が結構多いんじゃないかという問題点が実はあるのではないかなと思っている。そ

の中で、個別の調査というのをどこまでするかの問題であるが、一つは国勢調査の中

で、これは地域そのものではないが、メッシュの中でかなり傾向として出てくるもの

が見てとれる分があるので、その中から具体的な問題点があるものというのは抽出す

ることは可能になっていくし、逆に言えば、もう少し地域を特定したデータというの

を、この中で議論していただくためのお示しの仕方というのも実はあるかもわからな

いなと、こういう風に思っている。改めて今からとっていくのは難しいにしても、今

あるものでかなりいろんな問題点というのも見てとれる分があるので、調査の結果は

少し遅れているが、この中で少しピックアップしていくものとか、そういうものをも

う少し把握できればなと、こんな風に思っている。ただ、一つ一つ突っ込んでいくと、



かなりボリュームも増えてきたりするので、どうしてもこういう形の総括をせざるを

得ないような状態であるが、最終まとめる段階までに、もう少し個別の意見調整をし

ていきながら、盛り込めるべきものとそうでないものというのを、ちょっと我々も整

理はしたいなと思っている。 

・ １３ページの全体総括の枠の中に書いてある項目でいろいろあるが、生活保護率の増

加というのは、地区内で顕著であるとかそういうことは数字で言えるのか。 

・ （事務局）個別のデータは確認してみないとわからないので、また確認はしてみる。 

・ 外に出せないデータについては専門部会の内部資料という形で議論するということ

はなぜできないのか。 

・ （事務局）全くできないではなく、どこまでこの中で。 

・ 部外秘という形で、例えば学校ごとの学力調査のデータとか、進路状況も提供してい

ただいて、それで議論すれば少しは根拠をもって、こういう傾向があるということは

言えるのではないかなという気がするが。この場のみということで。 

・ （事務局）おそらく難しいのは、ここの中で議論されたものというのは、アウトプッ

トする時にどうしてもその辺のところを踏まえたアウトプットになってくるだろう

ということになると、その根拠そのものにどこまで踏みこめるのかということがある

ので、そのあたりで少し、アウトプットを意識していくと難しいものもあるかもわか

らないという。 

・ それは市がクリアにしてくれないと。 

・ （事務局）出せる分は出していけるようにやっていきたいと思っている。ゼロからス

タートじゃないので。 

・ 一般施策で部落差別を解消していこうと言ってるわけなので。ないから出せませんと

言われたら議論が。 

・ ぜひここの中だけででも議論できるという方向でしていただけるとありがたいなと。 

・ （事務局）念頭に置きながら一度検討してみます。 

・ １５ページ、２として差別事象の発生という項目があって、件数、うち同和問題とい

う項目があるが、言い方を変えてもいいんじゃないかということを思っている。例え

ばいじめ問題の場合は認知件数という言い方をしてると思う。認知件数について政府

は、件数が多いのは恥じゃないと、それをどれだけ解決に繋いだかというのが問題な

んだという言い方をしている。認知件数と発生件数というのは捉え方で随分違うなと

いうのがあって、発生じゃなくて認知件数とか、そんな捉え方の方が正確なんじゃな

いかと思う。私の知る限り、例えば結婚差別について八尾市に報告したとか、そんな

件数は非常に少ないと思う。地域内でも結婚差別の話は聞くけども、市が認知してな

いという話だと私には思えて、そうするべきじゃないかと一般論として思う。さらに、

情報化社会の進展は部落差別解消推進法でも言われているところであるが、従来の件

数のカウントは落書きが１つあれば１件とカウントしていたが、今はインターネット



で地名が出ている状況である。１つあがったらこれを１件とカウントするのではなく、

これを見てショックを受けた人の数をカウントして件数とするというような色々な

カウントの仕方がある。カウント方法は考えるべき時代になっていると思う。その点

から、認知件数を件数としてカウントすると、今ネット上で八尾市の地区を部落だと

報告したサイトがあるのか把握しなければならない。それを把握した上で、相手側に

削除してくれと言わなければならない。そして法務省に対しても報告しなければなら

ないということが発生するが、その方法が部落差別解消推進法時代のカウントの方法

なんだと思う。そういう意味では３件というのはあり得ない。一昨年の１２月には法

務省から、地名があげているだけで問題とする通達も出ている。行政の対応も変わっ

てよいはずである。その点から差別事象の発生については二重三重の意味合いで変え

るべきだと思う。 

・ （事務局）ネット上での差別的な書き込みなどについては、近年大変問題となって、

各自治体でもモニタリング調査も実施されており、八尾市でも来年度より本格実施し

ていきたいと考えていて、昨年１０月から施行期間ということで月１回モニタリング

調査を実施して削除要請をしている。削除要請しても削除されない場合は法務局に削

除要請を行っている。ただ数が非常に多いのでどこまでやっていけばよいのか、報告

する際のやり方はどうすればよいのか等を委員にもご意見もらいながら進めていき

たい。 

・ これについては、国に差別規制法を作れと迫っていく問題意識でいかないと進まない

と思う。それに向けて八尾市としての成果が問われる。自治体としての方向が必要で

ある。あと、１５ページで「また発生した差別事象を活かし、今後につながるような

取り組みが求められる」とあるが、これは踏まえてとか、書き方があると思う。 

・ 今後でよいので、件数だけ言われてもわからないので、発言とか落書きとか項目を仕

分けしてもらいたい。落書きの件数が減ったとか変化もわかるので。 

・ 少し戻るが、８ページの地域における同和問題の学習のところの成果及び課題で、前

回記載されていたものが抜けているがなぜか。「多様な人権課題について講座を開催

しており、人権について考えるきっかけの場を提供できたが、年度によっては同和問

題をテーマに開催することができない年度もあった」。前回の資料では、「市民を対

象に人権学習を実施しているが、参加者数が減少している現状があり、より多くの市

民に参加してもらえるよう内容を始め、開催時期や周知方法を分析する必要がある」

という課題があげられていたが、今回はこれが抜かれている。市民に対する啓発は次

期あり方を考えるために大切なところだと思う。もう一つは、隣保館のことで９ペー

ジ。人権コミュニティセンターの役割のところで、「両人権コミュニティセンターに

おいて、隣保事業の推進を図るとともに、ひとり暮らしの高齢者の増加や生活保護世

帯の増加、ひとり親家庭の増加やこどもの貧困問題など、地域が抱える様々な福祉的

課題の解決のための取り組みの充実と関係機関との連携が必要である」と書いてある。



隣保事業の推進は当然だと思うが、その後のひとり暮らしの高齢者の増加や生活保護

世帯の増加、ひとり親家庭の増加やこどもの貧困問題の解決のためにも人権コミュニ

ティセンターは取り組んでいかなければならないのか。隣保館が担当課、主管課とな

って取り組んでいかないとダメなのか。この文書ではそのように読み取れてしまう。 

・ （事務局）まず一つめについて、前回ご意見をもらって、練り直した際に、このよう

な形になったということで特に意図を持って前の文書を削除した訳ではない。隣保館

については社会福祉法の改正でもこれを充実するように、機能強化をしていくように

となっているので、そういった意味で、役割を押し付ける訳ではないのだが、入れて

いった方が良いかと考えた。 

・ そうであっても連携していくであって、施策として展開していけではないはずである。

主管課があるはず。そうでないと人権コミュニティセンターもしんどくなる。 

・ （事務局）そのように変更していきたい。 

・ 資料１－１に資料１の番号を入れてもらってわかるようにしてもらいたい。 

・ ４ページのところで、市民課の本人通知制度のことをさらっと書いているが、これは

八尾に限った話ではないが、不正取得事件があって、全市町村で取り組みをやってい

こうということから始まったことで、差別事象というものを踏まえて始まった大事な

制度で、八尾では大阪でもトップを走る成果を出してくれている。なので、差別事象

を踏まえて八尾市では本人通知制度の強化を市民課を中心に図ってきました、地域で

は隣保館が中心に取り組んできましたぐらいの総括がここに入った方がよいと思う。 

・ 総合計画との関係のことで、総合計画の方で事務事業評価と施策評価をやっていて、

事後評価がこれとどう関係しているのかわからない。事後評価を見るとグラフで評価

されている。その中で市の計画があって、どういう推移をしたかもあって、その中で

重点施策と書かれてあって、例えば施策で言えば人権の尊重と平和を希求する共生社

会の実現というところではDになっている。これがなぜここに反映されないのか、ど

ういう関係になっているのかを知りたい。 

・ （事務局）総合計画の中で一定の指標などを設けて、各個別事業ごとではなくて代表

的に指標を定めて、その指標を毎年の実施計画の実績に応じて指標化されたものを結

果的に公表しているという流れになっている。もちろんそれと今出している資料は全

くの別物ではない。その中で同和問題の解決の施策のあり方についてに関するものは、

こちらに生かすという形になっているので、評価について直接ここに書き入れてはい

ないが、一定連動して整合性を保つようにしている。指標については課題があって、

元々アウトプットは基本にあるものを出してきやすいが、それがどういう成果とどう

いうものを表しているかの実体論で持っていこうとすると、どうしても意識の問題や

個別個別で突っ込んでいかないといけない問題は出ないので、アウトプットで済ませ

ていく。例えば講座であれば満足度より参加者数が比較的データとして分かりやすく

て、参加者数が少ない年は数値が落ち込んでDになる。そういった形なので、我々も



数字が持っている意味を念頭に置きながら、実際どういう風にすればいいのか考えな

がらやっているのが実情である。 

・ 指標作りは難しいが、それが実際に報告書として出た場合、社会的にはそれは一人歩

きする訳で、我々はその辺を意識しておかないといけないということ。 

・ （事務局）今の状況として、パブリックコメントを行っているとか、先程指摘頂いた

分の資料が表に出ている分のデータ実績については、出来るだけ情報提供できるよう

に取り揃えていきたいと思う。 

・ ここに市民団体として名前があがっているところとあがっていないところがあると

感じている。人権協会はあがっているが、例えば八尾市人権教育研究会は入っていな

いが何か基準があるのか。 

・ （事務局）何か基準があるわけではなく、重要視していないから書いていないという

訳ではない。例えば今言われた人権教育研究会は実績もあり、歴史もある。書いてい

ないから軽視しているという訳ではない。 

・ 現あり方を策定したのは２００４年。その後インターネット上の差別事象が起こると

か、学校の中での部落問題学習が衰退しているとか、新たな変化が生じていて、それ

は最初あり方を作ったときは想定していなかった事態ではないのかと思う。なので、

現状の変化を踏まえて、こういう団体との連携や協力を考えていかないといけないと

いうのも、今後の方向性で出てくるんじゃないかなという気になったので、今まで書

いていない団体や組織については、次のあり方を書く際には考慮して書く必要がある

のかなと思う。市外協もそうではないか。 

・ （事務局）本市で言えば人権教育研究会、在日外国人研究会、大阪府にある大人協、

そういった団体は連携の主となる団体なので、今おっしゃって頂いた２００４年当時

の実態から研究団体の方も、例えば教職員の入れ替わりであったり、教える側、いわ

ゆる教職員側の人権感覚であったり、部落問題・同和問題に対する理解であったりと

か、一定課題としてある。それらを踏まえながら研修会などを実施させて頂いている

ところもあるので、そこは丁寧にしていかないといけないかなと、今のお話をお聞き

しながら思ったところである。 

・ 予定の時間なので、最後こうだというまとめにはいかなかったが、皆さんからたくさ

んの意見をもらって、総括の中で今後の方向性をもらって、たくさんの課題があると

いうことである。次回も引き続きもう少し揉んでいかないとしょうがないなという感

じがするが、今後のスケジュールも踏まえて、事務局と相談してスムーズに進んでい

けるようにしたい。次回の人権審で、専門部会の現在の到達点を私の方から報告させ

てもらう。総括のところの書き方については、こんな感じでという話は出来ると思う。

もちろん個々の部分ではまだまだ重ねていく必要があると述べていきたいと思う。 

 

【閉会】 


