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はじめに―策定にあたって― 

 

「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によっ

て保障された基本的人権にかかわる問題である」として、その早急な解決に向け、1965（昭和 40）

年に国の同和対策審議会答申が出され、この答申の具現化のため、1969（昭和 44）年に同和対策

事業特別措置法、1982（昭和 57）年に地域改善対策特別措置法、1987（昭和 62）年に地域改善対

策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（地対財特法）が制定され、これらに基づ

いて同和対策事業が実施されてきました。 

 本市においても、特別法や八尾市同和対策協議会の意見具申等に基づき、同和問題の解決に努

めてきたところでありますが、地対財特法の失効を控え、2001（平成 13）年 12月に八尾市同和対

策協議会より「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（以下「本市同対協意

見具申（平成 13年）」という。）が出され、今後は一般施策を活用して残された課題の解決に努め

ることとなり、この間、住環境や生活向上等の実態的差別は大きく改善されたものの、教育、労

働、保健・福祉等の分野においては課題が残り、また、依然として差別意識の解消が十分に進ん

でいない等、同和問題が解決されたとは言えない状況でした。 

 こうした中で、2001（平成 13）年度には、「人権が尊重され共生の心があふれる人間都市づくり」

を基本理念とする八尾市第４次総合計画がスタートし、本市同対協意見具申（平成 13年）の具体

化を図るため、2004（平成 16）年に、「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」

（以下「施策のあり方」という）を策定しました。第１章で施策の基本的方向、第２章で「人権教

育・啓発」「人権相談」「教育」「生活福祉」「労働」「住宅・住環境」の各分野にわたり、今後の施

策の方向性を示し、その取り組みを進めてまいりました。 

その後、2011（平成 23）年度からの八尾市第５次総合計画では、「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、あらゆる施策の推進において、同和問題

など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むこととし、施策

のあり方についても 2013（平成 25）年度に時点修正を行い、2020（令和２）年度を目標年度とし

て取り組んできました。 

しかしながら、本市において同和地区の問い合わせや悪意や偏見に満ちた差別文書が多数の郵

便受け等に投函されるなど、同和問題に関する差別事象が発生している現状があり、また、土地

に関する差別調査問題や戸籍謄本等の不正取得事件などが全国で発生するなど、いまだ同和問題

が解決したとは言えない状況です。 

また、近年では、情報化の進展に伴い、インターネットによる差別的な書き込み等、部落差別

に関する状況の変化が生じています。 

2016（平成 28）年 12月には、「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」が

施行されました。 

部落差別解消推進法は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落

差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識

の下にこれを解消することが重要な課題であるとした。また、全ての国民が等しく基本的人権を
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享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別の解消

に関する施策は、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めるこ

とにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならないという基本

理念を定めた。同法は、国及び地方公共団体の責務を明らかにすることにより、部落差別の解消

を推進し、部落差別のない社会の実現をめざしています。 

このような状況を踏まえ、2019（令和元）年に市長より八尾市人権尊重の社会づくり審議会に

対し、「部落差別の解消に関する施策の方向性について」諮問が行われたことを受け、本方針を策

定しました。 

本方針では、部落差別と同和地区住民の生活状況の変化と現状を整理し、それらに照らし合わ

せつつこれまでの施策のあり方の総括を行う。その上で、部落差別解消推進法の基本理念を踏ま

え、八尾市の部落差別の解消に向けた考え方と取り組み内容を策定します。 

なお、本方針は、八尾市第６次総合計画に合わせて、2028（令和 10）年度を目標年度とし、必

要に応じて見直しを行います。 

 

【あり方の策定の経過】 

１９６５（昭和４０）年  国の同和対策審議会答申 

１９６９（昭和４４）年 同和対策事業特別措置法 

１９７０（昭和４５）年 八尾市同和対策審議会答申 

１９８２（昭和５７）年 地域改善対策特別措置法 

１９８７（昭和６２）年 地対財特法 

２００１（平成１３）年１２月 八尾市同和対策協議会 

「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 

※地対財特法の失効後、一般施策を活用して、残された課題

の解決に努める。実態的差別は大きく改善されたが、教育、

労働、保健・福祉等の分野において課題が残されており、

また、差別意識の解消が十分に進んでいない等、今なお同

和問題が解決されたとはいえない状況である。 

２００４（平成１６）年 「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」策定 

２０１３（平成２５）年度 「施策のあり方」の時点修正 

２０１６（平成２８）年度 部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）

施行 

２０２０（令和２）年度 「（仮称）同和問題（部落差別）解消推進基本方針」策定 
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Ⅰ 本市における同和問題の推移と現状 

 

1 同和地区住民の暮らしをめぐる実態とその変化 

 八尾市における同和地区と地区住民の実態について、2000年以降、八尾市は以下の調査を実施

した。2000年実施の『生活実態調査報告書』（2002年刊行）、2010年実施の『3属性（外国人、障

害者、部落）の実態調査』（20○年刊行）、2010年の『国勢調査』データを活用した『「対象地域」

の状況』（2020年刊行）である。このほか、参考すべきものとして、桂人権コミュニティセンター

地域実態調査実行委員会と安中人権コミュニティセンター地域実態調査実行委員会がそれぞれ

2014年にまとめた『地域実態調査報告書』がある。 

 これらの調査報告書から比較可能な項目について時系列に整理し概略的に分析したものを最後

に「付録」として掲載しているのでそれを見ていただくとして、ここでは、その要点を挙げてお

きたい。 

 第１に、・・・・・・   

 

 

およそこの 20年間に以上のような変化が進んできたことがわかるだろう。 

 

「本市の同和地区では、これまで住環境の整備を進めるため、多くの公営・改良住宅が建設され

住環境の改善に大きく寄与してきたところであります。しかしながら、その後、社会情勢が変遷

する中で、比較的高所得層にある子育て世代や若年層等の地区外への転出傾向が見られる一方で、

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多く来住しており、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。また、

このような状況も一因となり、児童・生徒数の減少を招いている学校では、学校運営や教育効果

に影響を与えかねない状況が生じてきています。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り組みは、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、平成 13年度までは、一般施策の補完として特別措置を実

施してきました。」 

 

・教育 

人権政策課において、2020年に公立大学法人大阪大阪市立大学人権問題研究センターと共同で

行った 2010 年の「国勢調査データを活用した市民生活における統計データの分析及び調査研究

（総務省統計局「国勢調査」の調査票情報を独自集計）」（以下「国勢調査データを活用した調査」

という。）における旧同和対策事業対象地域（以下「対象地域」という。）の調査をみると、学歴構

成については、市全体と比較して、「小中」卒の比率が高く、「短大」卒、「大学」卒の比率が低く

なっていますが、学歴構成は世代による違いが大きく、「65歳以上」では、「小中」卒が３分の２



- 6 - 

 

以上を占めていましたが、「45-54歳」より若い世代では、「高校」卒が半数を超えている結果が出

ており、かつての同和対策事業における基礎学力の保障、進学率の上昇の取り組みの成果が見ら

れると考えられます。ただ、「短大」卒、「大学」卒については依然として低い傾向にあることか

ら、学歴や進学率に格差が残されるなど、課題が残されています。 

 

 

 

２ 人権についての市民意識調査結果     

 

本市では、2009（平成 21）年度、2014（平成 26）年度、2019（令和元年度）に、人権につい

ての市民意識調査を実施しており、その中に同和問題（部落差別）にに関連する項目が含まれて

いる。この同和問題（部落差別）についての設問に対する回答では、次のような結果がでていま

す。 

 

同和問題（部落差別）についてあなたが特に問題だと思うことはどのようなことですか 

2019（令和元）年度実施 2014（平成 26）年度実施 2009（平成 21）年度実施 

●結婚や就職にあたって、身元

調査をすること     

・・・27.9％ 

●結婚にあたって相手が同和地

区出身者かどうか気にすること 

・・・37.5％ 

●結婚にあたって相手が同和地

区出身者かどうか気にすること 

・・・36.9％ 

●身元調査をすること 

・・・28.9％ 

●身元調査をすること 

・・・24.7％ 

●就職や職場において不利な扱

いをすること   ・・・25.9％ 

●就職や職場において不利な扱

いをすること   ・・・26.4％ 

●就職や職場において不利な扱

いをすること   ・・・18.5％ 

●家を借りたり購入したりする

際に同和地区を避けること 

・・・19.6％ 

●家を借りたり購入したりする

際に同和地区を避けること 

・・・24.7％ 

●家を借りたり購入したりする

際に同和地区を避けること 

・・・20.2％ 

●差別的な発言や落書きなどを

すること     ・・・21.8％ 

●差別的な発言や落書きなどを

すること     ・・・24.4％ 

●差別的な発言や落書きなどを

すること     ・・・14.3％ 

●インターネットなどを利用し

て、デマや差別的な情報を掲載

すること     ・・・28.4％ 

●インターネットなどを利用し

て差別的な情報を掲載すること 

         ・・・24.8％ 

●インターネットなどを利用し

て差別的な情報を掲載すること 

・・・12.6％ 

●交流や交際を避けること 

・・・18.4％ 

●交流や交際を避けること 

・・・19.4％ 

●交流や交際を避けること 

・・・14.9％ 

●その他（具体的に  ） 

・・・4.6％ 

●その他（具体的に  ） 

・・・2.4％ 

●その他（具体的に  ） 

・・・3.1％ 

●特にない    ・・・13.8％ ●特にない    ・・・16.7％ ●特にない    ・・・14.9％ 
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「インターネットなどを利用して、デマや差別的な情報を掲載すること」については、平成 21

年度に実施した調査から２倍以上に増えており、部落差別解消推進法の成立のきっかけにもなっ

た、インターネット上での問題に対しての対応が求められています。 

また、「結婚や就職にあたって、身元調査をすること」、「就職や職場において不利な扱いをす

ること」の割合が高くなっている一方で、「特にない」、「わからない」と答えた割合も合計で

35％ほどあり、正しい知識を得るための啓発が必要です。 

 

同和問題（部落差別）に関する教育や啓発はできるだけ行わず、そっとしておくほうがよいと

いう考え方についてどう思うかという問いに関して、「どちらかといえばそう思わない」、「そう思

わない」と答えた割合が約４割である一方、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と答えた

割合も約２割であり、同和問題（部落差別）に対する正しい理解を得るための効果的な教育・啓

発に取り組んでいく必要があります。 

 

部落差別解消推進法を知っていますか。（令和元年度実施） 

①内容まで知っている                ・・・4.4％ 

②名称は知っている                 ・・・36.6％ 

③知らない                     ・・・55.8％ 

④無回答                      ・・・3.2％ 

 

部落差別解消推進法については、「内容まで知っている」と答えた割合は 4.4％にとどまってお

●わからない   ・・・22.2％ ●わからない   ・・・20.7％ ●わからない   ・・・16.9％ 

●無回答      ・・・4.5％ ●無回答      ・・・1.7％ ●無回答      ・・・2.8％ 

同和問題（部落差別）に関する教育や啓発はできるだけ行わず、 

そっとしておくほうがよいという考え方 

令和元年度実施 平成 26年度実施 平成 21年度実施 

●そう思う     ・・・8.9％ ●そう思う     ・・・9.1％ ●そう思う     ・・・8.1％ 

●どちらかといえばそう思う 

・・・13.0％ 

●どちらかといえばそう思う 

・・・12.1％ 

●どちらかといえばそう思う 

・・・11.9％ 

●どちらともいえない 

・・・23.5％ 

●どちらともいえない 

・・・26.9％ 

●どちらともいえない 

・・・22.5％ 

●どちらかといえばそう思わない 

・・・12.9％ 

●どちらかといえばそう思わない 

・・・12.5％ 

●どちらかといえばそう思わない 

・・・12.4％ 

●そう思わない  ・・・24.2％ ●そう思わない  ・・・23.0％ ●そう思わない  ・・・28.5％ 

●わからない   ・・・14.8％ ●わからない   ・・・13.7％ ●わからない   ・・・13.1％ 

●無回答      ・・・2.7％ ●無回答      ・・・2.6％ ●無回答      ・・・3.4％ 
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り、「知らない」と答えた割合は半数を超えていることから、更に法の周知に取り組んでいく必要

があります。 

 

 

「2009年市民意識調査」及び「2010年府民意識調査」からみた現状と課題 

  （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 25年 4月）より抜粋） 

同和地区内意識調査及び府民意識調査結果によると 

 ・被差別体験を体験時期別にみると、体験時期が過去 10年以内のケースが約３～４割を占め

ており、被差別体験が減ってきているとは言い難い状況にあります。 

 ・大阪府民の約７割が同和地区や同和地区の人に対する差別意識が今も残っていると考えて

おり、約５割が家を購入する際やマンションを借りる際に同和地区を避けるとしています。 

  そして、約４割の府民は、同和地区出身者が、「就職に際して不利になる」、約５割の府民

は「結婚に際して反対されることがある」と考えており、また約２割の府民が、結婚にあ

たって相手が同和地区出身者かどうかが気になるとしています。 

 ・一般地域では「友人」「近所の人」「職場の人」「家族」などから「同和地区のひとはこわい」

「同和対策は不公平だ」等の話を聞いたことがある人が多く、７割以上の人がその情報を

容認しています。今後、同和問題に対し、正しい理解を得られるよう努めることが課題で

す。 

 ・「いまでも同和地区の人だけ、行政から優遇されていると思う」、「同和地区出身者やその関

係者とみなされることを避けたいと思う」ことを差別意識がなくならない理由と考える人

が多いが、約６割の府民は、こうした差別を近い将来なくすことができると考えています。

そのためには、「同和地区と周辺地域の人びとが交流を深め、協働して『まちづくり』を進

める」ことや「学校教育・社会教育を通じて、差別意識をなくし、人権を大切にする教育・

啓発活動を積極的に行う」ことなどが重要であるとしています。 

 ・なお、本市の「2009年市民意識調査」における同和地区住民意識調査では、「今でも同和地

区出身者への差別がある」と回答した住民が半数以上を占め、約４割の住民が「就職する

ときに不利になることがある」、約５割の住民が「結婚に際し反対されることがある」と考

えており、不利になる、反対されることがあると回答した人の約６割が、それらの「不利」

や「反対」を近い将来になくすことは難しいとしています。また、今後、差別をなくすた

めには、「同和地区と周辺地域の人びとが交流を深め、協働して『まちづくり』を進める」

ことや「学校教育・社会教育を通じて、差別意識をなくし、人権を大切にする教育・啓発

活動を積極的に行う」ことなどが重要であるとしています。 

 ・入居時または宅地建物の取り引きにおいて、「ここは同和地区を含む校区ですか」「同和地

区内の物件ですか」といった部落差別につながる内容の問い合わせが依然として行われて

います。また、マンションなどの建設予定地の立地条件を調査する際に、周辺の同和地区

の所在地などを詳細に調べ、広告代理店やマンションの開発業者に報告していた調査会社

がありました。これらの背景には、偏見や思い込みなどから、ある土地（地域）について
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「避けたい。関わりたくない。」といった意識が根強く残っていることがうかがわれます。 

  こうした差別につながる土地調査の事実を受け、土地取引等における差別の撤廃に向けた

取り組みとして、2011（平成 23）年 10月に「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に

関する条例」が一部改正され、新たに差別につながる土地調査等を行う行為が規制の対象

となりました。 

 

 

３ 差別事象：直接的な差別事象の減少と多様化     

本市においては差別事象が発生しており、2010（平成 22）年度からの 10年間で認知している全

69件中 36件が同和問題（部落差別）に関する事象となっています。 

 

年度 認知件数 うち同和問題（事象種別） 

平成 22年度   ９件 ５件（発言４件、投書１件） 

平成 23年度   ３件 ３件（発言２件、落書き１件） 

平成 24年度   ６件 ４件（発言２件、落書き１件、その他（※１）１件） 

平成 25年度   ８件 ４件（発言４件） 

平成 26年度   ５件  １件（発言１件） 

平成 27年度   ６件 ３件（発言２件、投書（※２）１件） 

平成 28年度   ４件 ３件（発言２件、インターネット１件） 

平成 29年度   ６件 ３件（発言２件、インターネット１件） 

平成 30年度 １０件 ４件（発言３件、インターネット１件） 

令和元年度 １２件 ６件（発言５件、インターネット１件） 

 

これらの事象の概要は以下の通りである。 

・地域名と賤称語を記載した落書き 

・電話において、「同和地区は犯罪者が多い」と発言 

・電話において、「八尾市に引っ越したいが、部落があるのか教えてほしい。周りが言っていた

ので」と発言 

・インターネットの掲示板に、住宅の購入を予定している八尾市内の地域について、同和地区

かどうかを問い合わせる書き込み 

・インターネット上に掲載されている「大阪府版部落地名総鑑」において、特定の地区名が掲

載され、またその地区に対して地図上で目印を付ける行為 

・インターネットサイト内にて市内地区が同和地区であるという内容のページと動画掲載 

 など 

電話や窓口等での発言については、同和地区がどこかを問い合わせる発言が多い傾向にありま

すが、中には悪意を持って差別的な発言をされたり、同和問題（部落差別）について十分に理解
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されることなく、誤った認識や偏見に基づいて差別的な発言をされる事象も見受けられました。

発言に対する対応については、発言の差別性を指摘し、啓発につなげるため、名前や連絡先等を

確認するなどの対応を図りましたが、連絡先等を告げず一方的に電話を切られることが多く、啓

発までつながらないケースが多いことが現状であることから、今後につながるような効果的な対

応が求められています。 

また、近年ではインターネット上での差別的な書き込みも増えるなど、差別事象の形態が変化

してきており、今後は、電話や窓口での差別事象に対する対応に加え、インターネット上での差

別的な書き込みに対する対応（モニタリング）も求められています。 

他方、大きな問題として取り上げられた差別事象として、以下の二つが挙げられる。 

一つは、2012（平成 24）年の週刊誌における差別事象（※１）である。これは、2012（平成 24）

年 10月に発売されたある週刊誌の文中で、「（個人名）の出身地の八尾市（地区名）には被差別部

落がある」と記し、被差別部落の出自であることをもって人格を否定する内容が掲載されたもの

である。その後、出版社は記事に関する差別性を認め、差別性を含む記事掲載に対する謝罪と連

載中止についての記事が掲載された。 

本市として、全国の不特定多数の人々に対し、当該情報を流布されたことについては、本市市

民を不当に傷つけ、差別を助長するゆゆしき事態であるとともに、新たな差別を生み出す可能性

も懸念されることから、市長名で申し入れを行い、出版社より市長へ謝罪文の提出があった。 

もう一つは、2015（平成 27）年の差別文書投函事象（※２）である。整理した表中では、本事

象の件数を１件としてカウントしているが、これは、本市に限らず近隣他市や他府県においても

本市と同一内容の差別文書が郵送されるなど、広範囲かつ大規模であった。また、その内容は、

職業、結婚、住居など、同和問題に関する根深い差別意識や偏見に満ちた悪質極まりない差別文

書であった。行為者は大阪簡易裁判所により侮辱罪で科料 9,900円の略式命令を受けている。 

本市では、根深い差別意識や偏見に満ちた、かつて例をみないほど悪質極まりないものである

との理解のもと、関係機関と連携しながら被害の把握に努め、市を挙げて取り組むという姿勢の

もと、市政だよりやホームページ等を活用した事象の周知を図るとともに、啓発活動などの取り

組みを行った。 

 なお、本市では、差別事象については、差別事象連絡啓発検討会において、情報共有と今後の

啓発の取り組みに向けた議論等を行っている。 
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Ⅱ 『施策のあり方』（平成 25 年）の総括 

本市では、2004（平成 16）年に策定し、2013（平成 25）年に時点修正を行った『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』に基づいて、同和問題の解決に向けたさまざまな取

り組みを進めてきた。ここでは、総括として、これまでの取り組みの概要とその成果、課題など

についてまとめておく。 

 

１ 施策の基本方向と推進体制                       

１）施策の基本方向 

「第Ⅰ章 1 同和地区住民の暮らしをめぐる実態とその変化」でも述べたように、同和地区にお

いては多くの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。 

2004 年の『施策のあり方』では、それまでの取り組みや「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、引き続き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くとされた。  

また、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、 

① 同和地区出身者の自立と自己実現を支援するための当事者の立場に立った相談活動を含め

た諸条件の整備 

② 市民の人権意識の高揚を図るための諸条件の整備 

③ 同和地区内外の住民の交流を促進するため、地区施設活用等の諸条件の整備 

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るとした。 

 その上で、せさくの基本方向として、以下の 4点を確認した。 

・比較的高所得層にある子育て世代や若年層等の転出傾向が見られる一方、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々が来住し、現代社会が抱える様々な課題が集

中的に現れており、これら諸課題に対するより総合的・効果的な施策展開が必要である。 

・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。 

・住宅・道路・下水道・公園等の物的事業に関して、八尾市同和対策協議会の意見具申等を踏ま

えて、各分野別計画に基づき、暮らしやすいまちづくりの実現をめざし計画的に推進する。 

・地域のまちづくりを進めるにあたって、地区内外の住民同士が交流を図り、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。 

 

２）施策の推進体制 

 八尾市における同和問題の解決を図る施策を推進するにあたって、市役所庁内の推進体制の充

実を軸とし、同和問題の解決についての意見を諮問するものとして八尾市同和問題協議委員を設
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置した。合わせて、市民レベルにおいて広く人権課題の解決に取り組む一般財団八尾市人権協会

と八尾市人権地域協議会との連携を図っている。さらに、同和問題の解決に向けて国や大阪府な

どへの働きかけを関係市町村と協力して実施しているところである。以下、その取り組みと成果

及び課題について示しておく。 

① 庁内推進体制の充実 

【取り組み】人権施策推進本部において、人権教育・啓発の取組状況の報告や差別事象の報告を

行うなど、同和問題を解決するための取り組みも含め、庁内で連携を図り人権施策の推進に努め

た。とくに、同和地区に設置されている二つの人権コミュニティセンターの活動を活性化させる

ための取り組み強化に努めた。 

【成果及び課題】人権施策推進本部を設置し、人権尊重の社会づくり審議会の開催や差別事象の

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・共有のもと、計

画的な人権施策の推進に努めました。 

人権コミュニティセンターでは、地域住民のニーズの掘り起こしに努め、いくつかの新たな事業

を実施した。 

② 八尾市同和問題協議委員の活用 

【取り組み】八尾市同和問題協議委員の会議において、同和問題の解決に向け、意見を求める中、

現在、同会議については八尾市人権尊重の社会づくり審議会部落差別解消推進専門部会へ移行し、

議論を行った。 

【成果及び課題】八尾市同和問題協議委員の会議において、「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」に関して意見をもらいながら、各施策を推進し、同和問題の解決への取り

組みについて意見をうかがってきた。また、国において障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消

法、部落差別解消推進法のいわゆる差別解消３法が施行され、個別人権課題に対する具体的な議

論と取り組みが必要となっている中、個別課題への議論を深めることができるよう、令和元年度

には、同会議を八尾市人権尊重の社会づくり審議会部落差別解消推進専門部会へ移行し、議論を

行いました。 

③ 八尾市人権地域協議会との連携 

【取り組み】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。 

【成果及び課題】    

④ （一般財団）八尾市人権協会との連携 

【取り組み】人権政策課において、同和問題の解決をはじめ、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、差別事象の検討や、人権啓発関係業務、地域就労支援コーディネ

ーター活動推進事業業務、福祉生活相談支援事業などの委託、会議への参加、情報共有などにお

いて連携を図った。 



- 13 - 

 

【成果及び課題】人権協会を協力機関と位置づけ、研修等の啓発関係や会議への参加などの連携

を図り、同和問題の解決をはじめとした多様な人権施策を推進した。しかし、差別事象が発生し

ているという現状もあるため、さらなる連携が必要である。 

⑤ 国、大阪府に対する働きかけ 

【取り組み】大阪府、大阪府市長会、大阪府町村長会の三者で、インターネット等を悪用した差

別行為の防止や部落差別解消推進法に基づく国の施策等について、国に対して要望し、人権施策

の充実を図った。 

【成果及び課題】国に対してインターネット等を悪用した差別行為の防止や部落差別解消推進法

に基づく国の施策の充実を図るための要望を行ったが、いまだ部落差別が解決したとは言えない

状況である。このため、大阪府、大阪府市長会、大阪府町村長会の三者の連携強化が必要である。 

 

 

１ 人権教育・啓発                   

１）人権教育・啓発の課題 

 「第 1 章 2 人権についての市民意識調査結果」を踏まえて、『あり方』策では、の人権教育・

啓発の課題を以下の 2点とした。 

・同和問題に対し、正しい理解を得られるよう努めることが課題 

・差別を解消するため、地域交流を深め、協働してまちづくりをすすめることや、学校教育・社

会教育を通じて、差別意識をなくし、人権を大切にする教育・啓発活動を積極的に行うことが

重要。 

また、具体的な課題として、以下の 8 点が指摘された。 

 １ 同和問題に対する正しい理解の促進と人権尊重の理念の普及 

 ２ 人権教育プログラム・教材の開発 

 ３ 人権教育・啓発の推進を担う人材の養成 

４ 人権教育・啓発に関する情報収集・提供と調査・研究 

 ５ 土地取引等における差別の解消 

 ６ 行政・企業とＮＰＯ等との協働促進・支援 

 ７ 公務員などへの人権教育の実施 

 ８ 推進体制の整備 

以上の課題に対して、次のような取り組みを行ってきた。 

 

2）同和問題に対する正しい理解の促進と人権尊重の理念の普及 

【取り組み】八尾市人権啓発推進協議会では、様々な人権課題をテーマに、人権啓発推進委員養

成研修、みんなのしあわせを築く八尾市民集会、地区人権研修などを実施されるなど、市民主体

の取り組みが展開され、人権意識の向上が図られました。人権啓発推進委員養成研修については、

様々な人権課題について実施されている中、同和問題をテーマにした研修を毎年実施しました。 

（一財）八尾市人権協会が主催するじんけん楽習塾では、様々な人権課題について実施されて
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いる中、同和問題については毎年実施し、参加者も市内外から様々な世代の人が参加され、人権

意識の向上が図られました。 

市民と行政の協働の取り組みとしては、人権教育・啓発プラン推進市民フォーラムを開催し、

同和問題を含む人権学習プログラムの作成などを行ったほか、世界人権宣言パネル展を開催し、

差別落書き防止の啓発や差別解消３法の周知等を行いました。 

また、市内で発生した差別事象等に関しては、八尾市差別事象連絡・啓発検討会を開催し、情

報共有と啓発等の取り組みについて、検討を行いました。 

八尾市を含んだ多くの市町村で、第三者が職務上請求書を不正に使用し、戸籍謄本や住民票の

写しなどを不正に取得した事件が発生したことを受け、そのような不正取得による個人の権利の

侵害の防止を図ることを目的として、平成 25年に本人通知制度を導入しました。登録への啓発活

動を積極的に行い、登録者数・人口に占める登録割合ともに、大阪府下で最多となっています。

（令和２年５月末時点登録者数 24,844人、登録割合 9.35％） 

【成果と課題】市民と行政が協働し、さまざまな人権啓発事業を行い、同和問題の解決に努めて

いますが、セミナーなどの各種研修においては、若年層や子育て世代の参加が少ないため、より

多くの市民に参加してもらうよう、周知方法等を工夫する必要があります。 

 また、人権啓発推進協議会の 32の福祉委員会では、それぞれ 2年に一度地区人権研修を実施し

ているが、2011年以降の全研修 140回のうち同和問題をテーマにしたものはわずか 3回と、極め

て少ない現状がある。 

さらに、差別文書投函事象や同和地区を問い合わせる電話や差別落書きがある一方で、インタ

ーネットによる差別的な書き込みが増加している。このように、偏見やマイナスイメージをつく

りだす悪質な差別事象がまだまだ見られるなど、同和問題について、十分に理解がされていない

現状があることから、引き続き、同和問題の解決を図るため、効果的な教育・啓発が必要です。 

 

3）人権教育・啓発の推進を担う人材の養成 

【取り組み】人権政策課や八尾市人権啓発推進協議会が主催する人権主担者研修や人権啓発推進

委員養成研修において、同和問題をテーマにした研修を毎年実施した。 

【成果及び課題】市職員を対象にした人権主担者研修や市民を対象にした人権啓発推進委員養成

研修については、様々な人権課題について実施されている中、同和問題については必ず毎年開催

することで、参加者の理解の促進に努めた。 

  

4）土地取引等における差別の解消 

【取り組み】人権政策課において「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓

発推進月間に係るポスター掲示やリーフレットの配架を、庁内及び出張所等の市内各施設で行

うとともに、市政だよりへ記事掲載を行い、啓発を行った。 

【成果及び課題】ポスター掲示やリーフレットの配架を継続的に実施しているが、人権について

の市民意識調査においては、条例自体を知らないという割合が７割を超えており、より積極的な

周知が必要である。 
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5）公務員などへの人権教育 

【取り組み】人権主担者研修や教育委員会において教職員を対象にした研修を実施するなど、同

和問題をはじめ様々な人権課題の解決に向けて取り組んだ。 

【成果及び課題】人権主担者研修や中堅職研修、教職員研修において、毎年必ず同和問題をテー

マにした研修を実施することで、職員の同和問題に対する理解の向上を図った。 

 

３  相談体制の整備とその取り組み           

1）相談の現状と課題（「2009年市民意識調査」及び「2010年府民意識調査」から） 

  （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 25年 4月）より抜粋） 

同和地区内意識調査結果によると約３割の人が被差別体験者であり、その４割強の人が誰にも

相談せず一人で悩んでおり、行政（人権擁護委員等を含む）に相談（連絡）した人は、僅か 2.2％

に過ぎないことから、身近なところで気軽に相談できる体制の整備が課題となっています。 

具体的なせさくとして以下の三つが提起された。 

  １ 身近な人権相談窓口の充実及び人材の育成 

  ２ 人権相談活動のネットワークの活用 

  ３ 相談を通じた人権侵害等の実態把握と人権施策の効果的な推進 

 

2）身近な人権相談窓口の充実及び人材の育成 

【取り組み】人権政策課や両人権コミュニティセンター、人権擁護委員による人権相談、部落差

別等差別解消３法に特化した人権侵害に関する特設無料法律相談を実施したほか、人権擁護委員

においては、毎月２回の定例人権相談のほか、SOSミニレターや子どもの人権 110番、強化週間ご

との相談窓口の設置など、様々な人権課題への対応が図られました。 

また、（一財）八尾市人権協会を通じて、様々な相談業務を委託し、相談者に寄り添った支援体

制を整えました。 

【成果及び課題】各種の相談窓口を設置し、相談支援体制は整えている。しかし、令和元年度に

実施した「人権についての市民意識調査」では、「人権侵害を受けた時に、あなたはどうしました

か」の問いに対し、「何もせず我慢した」と答えた人が 38.7％を占めており、差別を受けた人がど

こにも相談できていない現状があります。また、「市の相談窓口に相談した」と答えた人は 4.8％

にとどまっていることから、人権侵害を受けた人が安心して相談できるよう、各種団体等と連携

を図り、より効果的な相談体制の充実に努めるとともに、相談員等の資質の向上に努める必要が

あります。 

 

３）人権相談活動のネットワークの活用 

【取り組み】人権相談を実施するうえで、様々な相談機関との情報交換を行った。また、差別事

象等については、差別事象連絡・啓発検討会や人権擁護委員定例会への情報共有など、さまざま

な機会を通じて、情報交換やネットワークの活用に努めた。 
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【成果及び課題】人権相談の内容は多岐にわたるため、一つの相談機関では対応できないことが

多いことから、様々な相談機関との連携を図り、対応に努めた。また、身近なところで相談でき

たり、情報が得られるよう、総合的な相談支援体制の充実が必要である。 

 

３  教育              

1）「2009年市民意識調査」からみた現状と課題 

  （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 25年 4月）より抜粋） 

・街頭市民意識調査の「人権についての学習経験」の結果をみると、「学校の授業」という回答が

45.8％と最も多くなっています。しかも、若い世代になるに従って、その割合は非常に高くな

ります。今後も、学校園における人権教育の一層の充実を図ることが必要です。 

・同和地区住民意識調査の「最終学歴」の結果を見ると、高学歴化の進行はみられるものの、若

年・壮年層で「大学・大学院」の割合が低い傾向にあります。また、経済状況が進学に対する抑

止力として働く傾向が現在も強く見られる中、奨学金制度の周知徹底を図る等のていねいな進

路指導が必要です。 

・高校以上の進学者の中退問題は、現在も大きな課題となっています。今後も、進路決定に関す

る相談や中退後の新たな進路についての相談・支援を、一層充実させることが課題です。 

・「2000年実態等調査」では、同和地区におけるパソコンの普及率・インターネットの利用率につ

いて、全国平均と比べ大きな格差がみられたところであり、情報活用能力の格差が、再び社会

的、経済的格差の拡大につながることのないよう対策を講じる必要があります。 

  教育においては、多くの課題があるが、とくに以下の 8 つの課題への取り組みを重点的に行

うこととした。①進路指導体制の整備と職業観の育成、②さまざまな教育課題に応じた教職員

の配置、③教職員の人権感覚の向上、④差別事象等への対応、⑤地域における同和問題学習等

の促進、⑥識字学級の充実、⑦情報活用能力の向上、⑧青少年会館の活用。 

 

2）進路指導体制の整備と職業観の育成 

【取り組み】進路保障に向けた取り組みでは、進路指導主事を中心に、進路指導協議会や進路保

障協議会との連携を図り、多様化していく進路指導に対応できるよう、情報収集と提供に取り組

むことで、生徒一人ひとりのニーズに応じた進路指導の展開を図りました。 

また、奨学金に関わる情報提供や、進路未決定や中途退学の防止に向け、進学先の学校や公共

職業安定所等の関係機関との連携を進めています。 

これらの取り組みに加え、将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしな

がら、自分らしい生き方を実現するための力の育成を図るためのキャリア教育を進めています。 

【成果及び課題】進路指導主事を中心に、進路指導協議会や進路保障協議会との連携を図り、多

様化していく進路指導に対応できるよう、情報収集と提供に取り組むことで、生徒一人ひとりの

ニーズに応じた進路指導を展開できている。 

今後さらに、自己のキャリア形成に生かそうとする態度を養えるよう、キャリア教育の取り組

みを充実させることが必要である。 



- 17 - 

 

 

3）さまざまな教育課題に応じた教職員の配置 

【取り組み】学力の向上に向けては、少人数加配教員や児童生徒支援加配教員等、国や大阪府の

加配を活用しながら、各学校の実態に応じて、きめ細かな学習指導に取り組むとともに、児童生

徒の自立支援、保護者や地域と連携した取り組みを進めてきました。 

【成果及び課題】支援が必要な児童生徒に対して、加配教員が中心となり様々な支援を行ってき

たことで、学校組織として支援を行うための体制が整備されてきた。 

しかし、児童生徒を取り巻く環境は依然として厳しい実態があることから、課題に応じた教職

員の配置が引き続き必要である。 

 

4）教職員の人権感覚の向上 

【取り組み】人権教育課において、教職員の人権感覚と指導力を一層向上させるため、人権教育

研修講座を実施し、同和問題をテーマにした研修を毎年実施した。 

また、教育センターにおいて、新規採用教職員や八尾市ではじめて勤務する教職員に対して、

八尾市における人権教育の現状と課題について学ぶ場を設定するなど、教職員の人権意識の向上

に努めている。 

【成果及び課題】様々な人権課題について実施されている中、同和問題については必ず毎年開催

することで、参加者の同和問題に対する理解の促進に努めた。しかしながら、教職員の世代交代

が進む中、経験年数の少ない教職員が増えている現状があり、人権意識と指導力の向上を図る必

要がある。 

 

5）差別事象等への対応 

【取り組み】差別事象等への対応については、人権教育の推進を図ることで、子どもの豊かな人

権感覚と差別を許さない態度を育み、部落差別をはじめとするあらゆる差別事象を起こさない環

境の醸成に努めている。 

人権侵害事象が生起した場合には、人権教育課が中心となり、学校へ状況確認を行うとともに、

当事者への適切な対応が図られるよう指導助言を行った。 

また、事象について校長会や各種研修において報告を行っている。 

【成果及び課題】人権教育課より各学校へ、大阪府教育庁作成「学校における人権教育推進のた

めの資料集」、八尾市教育委員会作成「差別事象発生時の初期対応マニュアル」の配付、啓発を行

うことで、各学校の対応についての理解は進みつつある。 

しかし、インターネット上の差別的な書き込みが氾濫するなど、子どもに与える影響はさらに

深刻になっていくことが予想される。 

新たな形態の差別事象に対して、すべての学校で適切に対応できるようにするためには、教職

員が差別の実態を理解するとともに、人権感覚の育成、差別を見抜く力のさらなる育成が必要で

あると考える。 
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6）地域における同和問題学習等の促進 

【取り組み】生涯学習スポーツ課において、主に保護者を対象とした人権学習講座を年間５回、

人権に関する多様なテーマで開催し、人権について考えるきっかけとなる場を提供した。 

【成果及び課題】同和問題については平成 22年度以降、５回開催しており、引き続き同和問題に

ついて、様々な観点から学べるテーマでの開催を進める必要がある。また、より多く市民に参加

してもらえるよう、開催時期や周知方法を検討する必要がある。 

 

7）識字学級の充実 

【取り組み】識字・日本語学級では、「よみ・かき・ことば」を学習できる場を提供し、識字率の

向上を図りました。 

【成果及び課題】読み書きの能力は安心して生活していくために必要不可欠な能力であり、人権

尊重の社会づくりを進める中、読み書きができないことによって日常生活あるいは学習機会が制

限されることのないようにしていく必要がある。しかし、実際に「よみ・かき・ことば」を必要と

する市民がいる現状を踏まえ、事業を継続するとともに、日々の教室での業務中や関係団体から

の情報収集、そして広報の工夫によって学習者数の増加に努める必要がある。 

 

8）情報活用能力の向上 

【取り組み】『施策のあり方』策定時の課題では、「2000年実態等調査」の結果として、パソコン

の普及率・インターネットの利用率が全国平均と比べ大きな格差がみられ、情報活用能力の格差

が、社会的、経済的格差の拡大につながることのないよう対策を講じる必要があるといわれてい

ました。このため、情報活用能力の向上に向けた取り組みとして、桂・安中両人権コミュニティ

センターにおいて、住民の情報活用能力の向上・就労支援の一環として、パソコン講座を開催し

ました。 

桂・安中両青少年会館において、青少年の情報活用能力向上のために、パソコン教室を開催し、

情報化社会に対応できるスキルの養成を図った。 

【成果及び課題】パソコン教室については、毎年一定数の受講者があり、定着化が図られている

が、受講割合をあげるため、今後もニーズを的確に把握し、事業に反映させる必要がある。 

パソコン講座については、定員に達しない状況があり、参加人数の向上に向けて、広報やチラ

シ等のさらなる工夫が必要である。 

 

9）青少年会館の活用 

【取り組み】桂・安中両青少年会館において、青少年の健全育成と人権意識の高揚を図るため、

各種教室を開催し、学年や学校区を超えた子ども同士の交流の場が提供できた。 

桂青少年会館では『子どもの居場所「おかえり」』（「おかえり」実行委員会）、安中青少年会館

では「安中こどもわいわい食堂」（一般社団法人やお座）が行われ、子ども達が安心できる居場所

づくりに取り組まれた。 

【成果及び課題】講座の内容により参加者数に差ができている。特に人権に関する講座について
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は、タイトルや内容を工夫し、参加者増加に努める必要がある。 

 

10）全体の総括 

『施策のあり方』策定時の課題において、小中学校における人権教育の果たしている役割は大

きく、学校園における人権教育の一層の充実を図ることが必要であるということがあげられてい

ました。令和元年度に実施した「人権についての市民意識調査」においても、「人権教育や啓発を

今後どのように進めていけばよいと思うか」の問いに対して、「学校での取り組みをより充実させ

る」が６割を超える結果となっている。こうしたことから、依然として、継続した学校教育にお

ける人権学習の取り組みが重要といえる。 

 

 

 

４．「Ⅳ 生活福祉」 

◎「2000年実態等調査」からみた現状と課題 

  （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 25年 4月）より抜粋） 

  ・同和地区では、高齢者の単身世帯や高齢夫婦世帯、母子・父子世帯、及び外国籍住民の割

合が高く、若年層が同和地区から流出し、高齢者世帯、母子世帯、障がい者や低所得層な

ど社会的課題を有する人びとの転入の割合が高い状況にあります。これらの人びとが、保

健・福祉サービスを受ける際に困ったことは、「どこに相談していいのか分からなかった」

「何をしてくれるのかわからなかった」「どこまで応援してくれるのかわからなかった」が

多かったことから、今後は、制度やサービス内容の周知・徹底や総合的な相談体制の整備・

充実が必要です。 

  ・同和地区の生活保護率は市全体と比較して依然として高い状況にあり、被保護世帯の就労

の促進を図る必要があります。 

  ・公的年金未加入者が社会問題化しており、生活実態調査結果によると同和地区においては、

公的年金未加入者が３割近くあり、これらの人びとに対する相談体制の整備を図るなどの

対応策を講じる必要があります。 

 

◎項目（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 25年 4月）より抜粋） 

  １ 人権コミュニティセンターの役割 

  ２ 相談体制の整備 

   （１）人権コミュニティセンターにおける生活相談と各種相談事業・機関との連携 

  ３ 地域福祉 

   （１）地域福祉の推進 

   （２）社会福祉協議会との連携強化 

   （３）福祉のまちづくり 
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  ４ 生活基盤の安定 

   （１）生活保護世帯への支援 

   （２）年金制度について 

５ 健康福祉施策の推進と地域資源の活用 

   （１）高齢者施策の推進 

     ①適正な介護保険サービスの推進に向けた取り組み 

     ②介護予防を図るための福祉サービスの推進、生きがいづくり等 

   （２）障がい者施策の推進 

     ①地域における自立支援 

     ②生活環境の整備 

   （３）子育て施策の推進 

     ①母子家庭への自立支援 

     ②子育て支援  

      ア 子育てに関する相談・情報提供機能の充実 

      イ 地域における子育て支援の充実 

      ウ 保育内容の充実 

   （４）健康づくり施策の推進 

   （５）地区施設の有効活用 

     ①老人福祉センター 

     ②診療所 

     ③保育所 

     ④共同浴場 

   ６ 権利擁護 

   （１）第三者評価システム 

   （２）日常生活自立支援事業の推進 

   （３）苦情解決制度の促進 

 

◎総括 

   人権コミュニティセンターは、地域住民の福祉の向上や人権啓発推進の拠点施設として、

市民交流の促進や自立支援など、人権尊重の社会づくり推進のため、自立支援のための相談

事業や人権啓発事業、貸館事業等による市民交流の促進や講座・講習事業等による生涯学習

の推進に取り組みました。センター利用者は全市に広がっており、地域住民の交流促進に寄

与しています。 

   地域福祉の推進として、従前実施していた「ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）

配置事業」や「就労・生活相談事業」で培ってきたノウハウを活かし、地域拠点や地域と連

携し、支援が必要な人やその家族等への包括的な相談・支援をコーディネートするとともに、

継続的な見守り支援を行う「福祉生活相談支援事業」を平成 30年度より実施し、関係機関と
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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うことで、地域福祉の向上に寄

与しました。福祉ニーズの多様化・複雑化により、単独機関によるアプローチでは十分に対

応できないケースも生じていることから、生活困窮者をはじめとする地域福祉的課題を抱え

る人や世帯への対応に際し、関係機関とより連携した相談支援を行う必要があります。 

   生活保護世帯への支援では、自立支援事業において、臨床心理士兼キャリアカウンセラー

及び就労支援員を配置し、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ました。 

   施策のあり方策定時の課題では、社会的課題を有する人びとが、保健・福祉サービスを受

ける際、「どこに相談していいのか分からなかった」「何をしてくれるのかわからなかった」

が多かったことから、制度やサービス内容の周知・徹底や総合的な相談体制の整備・充実の

必要性があげられていました。適正な介護保険サービスの推進に向けた取り組みとして、介

護保険制度をはじめとした保健・福祉サービスの円滑な利用を図るため、校区高齢者あんし

んセンター（八尾市地域包括支援センター）等を中心に、人権コミュニティセンターとの連

携や関係機関等の協力のもと、地域に根ざした活動を通じた制度周知により、制度の理解と

利用の促進を図りました。 

   老人福祉センターにおいて、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーション等の場

を提供し、高齢者福祉の増進を図ることを目的として、健康相談事業、教養講座・サークル

活動等の提供、レクリエーション事業などを実施し、高齢者の活動支援を行いました。施設

面においては、開設から 40年以上が経過しており、老朽化に伴う計画的な維持管理が必要で

あるとともに、高齢者が増加している現状を踏まえ、老人福祉センター機能の更なる充実を

図るため、利用者ニーズを把握し、魅力ある施設づくりが必要です。 

   共同浴場運営事業として、施設の老朽化による維持管理コストが増大しており、今後のあ

り方を検討する必要がありますが、住民の健康と保健衛生の増進及びふれあい、交流の場と

して老若男女問わず幅広く利用されるよう運営し、住民の健康を保健衛生の増進に寄与しま

した。 
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５．「Ⅴ 労働」 

◎「2000年実態等調査」からみた現状と課題 

  （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 25年 4月）より抜粋） 

 ・両地区とも、雇用状態における常用雇用の割合では、前回（1990年）調査と比較して、年

齢が若いほどその割合が高くなる安定就労の傾向はみられなくなっています。 

 ・失業率は、男女とも八尾市平均を上回っており、若年層及び 40歳代の男性の失業率が高く、

勤続期間が短い者及び従業員規模の少ないところで働く者の率が高く、同和地区住民の雇

用環境は依然として厳しいものがあります。 

 ・母子世帯においては就労あっせんに対するニーズが高く、母子世帯をはじめとする就労困

難者等の雇用・就労に対する支援が課題となっています。 

 

◎項目（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 25年 4月）より抜粋） 

  １ 雇用施策の総合的な推進 

  （１）地域就労支援事業の展開 

  （２）産業施策と連携した雇用・就業機会の創出 

  （３）公正な採用選考の徹底と企業啓発の推進 

    ①「公正採用選考人権啓発推進員」制度の確立 

    ②就職差別撤廃月間事業の促進 

    ③「八尾市企業人権協議会」機能の充実 

    ④ＩＬＯ第 111号条約の早期批准に向けた取り組み 

  （４）就労困難者等に対する雇用・就労対策の推進 

    ①障がい者の雇用・就労の支援 

     ア 理解の促進と働くことへの支援 

     イ 授産活動の場の活性化 

    ②高齢者の雇用・就労の支援 

    ③ひとり親家庭の親の雇用・就労の支援 

    ④同和地区住民の雇用・就労の支援 

    ⑤外国人市民の雇用・就労の支援 

    ⑥若年者の雇用・就労の支援 

  ２ 企業・労働者に対する職業能力開発の支援  

  （１）事業主等が行う職業能力開発の支援 

  （２）労働者の自発的能力開発の促進 

  ３ 労働者の権利を守るための法制度の普及啓発、労働相談 

  （１）法制度の普及啓発 

  （２）労働に関する相談の充実 
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◎総括 

  働く意欲がありながら、身体的機能、年齢、性別、家族構成、出身地などによって、就労が阻

害されているさまざまな人びとの就労を促進するため、平成 14（2002）年度から地域就労支援

事業を実施しており、平成 30 年（2018）年度からは相談体制をよりいっそう充実させるため、

市内５カ所の地域就労支援センターで就労相談を実施しています。雇用・就労対策の推進を図

るため、就労困難者等の職業能力開発講座として、個人対応パソコン講座、介護職員初任者研

修を実施したほか、若年層への就労支援として、無料職業紹介事業による就職支援セミナーを

実施しました。また、八尾市パーソナルサポート事業による寄り添い型支援を実施するほか、

無料職業紹介事業と連携し、ハローワーク求人では就労が困難な支援対象者にきめ細かな職業

紹介を行い、就労の実現を図りました。地域就労支援事業において、就労困難者等が抱えたさ

まざまな課題に応じた就労支援を実施していますが、支援を必要とされる相談者は、就労支援

だけではなく生活面などの支援を要する場合も多いことから、関係機関と連携を図り、相談者

に寄り添ったきめ細かな支援が求められます。 

  公正な採用選考の徹底と企業啓発の推進を図るため、関係機関と連携しながら取り組みを進

めています。就職差別月間（６月）には、八尾市・八尾市企業人権協議会・八尾商工会議所・ハ

ローワーク布施が連携し、公正採用を呼びかける街頭啓発を行い、市民に広く周知を図ってい

ます。また、八尾市企業人権協議会においては、市内事業所の人権意識の高揚を図るため、総

会時に啓発リーフレットを会員企業に向け配布したり、ハローワーク布施と共催で、公正採用

人権啓発推進委員研修会を実施するなど、差別のない公正な採用を推進するため、さまざまな

取り組みを実施しました。 

  しかしながら、いまだに採用選考において、住んでいる場所や家族構成に関することを質問

するなど不適切な事例が見受けられるため、今後も関係機関と連携し、適正な選考が行われる

よう、研修会や情報提供による啓発に取り組む必要があります。 

雇用等の関係について、国勢調査データを活用した調査研究における 15歳以上人口の就業状

態をみると、市全体と比較して、対象地域の就業率は低く、失業率は高くなっています。年齢

別でみても、「25-34歳」「35-44歳」、「45-54歳」と、いわゆる働き盛りである年齢層でも同じ

傾向にあり、就労に大きな問題を抱えていることがわかります。 

  雇用形態をみると、「正規雇用者」の比率は市全体と比べて低く、逆に「非正規雇用者」の比

率は市全体と比べて高くなっています。これはどの年齢層でも同じ傾向となっており、施策の

あり方策定時からの課題である対象地域の就労の安定化については課題が残っていると考えら

れます。 

  また、学歴別で正規雇用者や非正規雇用者の割合をみると、学歴が高くなるにしたがって、

正規雇用者の割合は高くなり、非正規雇用者の割合は低くなる結果が出ています。対象地域の

「正規雇用者」率が低いことは、学歴の違いが差異を生み出していると考えられます。つまり、

基礎学力が保障されていなかったことや高校卒業率、「短大・大学」卒の格差が、差異を生み出

していると考えられることから、就労の安定化や安定した雇用の確保には、教育が大きな影響

を持つと考えられます。 
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６．「Ⅵ 住宅・住環境」 

◎「2000年実態等調査」からみた現状と課題 

  （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 25年 4月）より抜粋） 

 ・同和地区の公営・改良住宅は 1960年代に建設された住宅が多く、これらの住宅の建替えや改

修が課題となっていますが、高齢者世帯や障がい者のいる世帯の占める割合が高いことから、

バリアフリー面での対応も求められています。 

  また、若年層や高学歴層及び所得の高い層においては多様な住宅に対する志向が強く、地区

外への転出希望が多いことから、定住魅力ある「まちづくり」が課題となっています。 

 

◎項目（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 25年 4月）より抜粋） 

１ 市営住宅 

（１）市営住宅機能更新事業計画（市営住宅全体の計画） 

    ①住宅確保要配慮者に対する公的支援の目標像（めざす姿） 

     ア 市営住宅入居者が安全で安心して暮らせる環境の確保 

     イ 真に住宅に困窮する世帯を優先した的確な対応 

     ウ 市営住宅と周辺地域が共存したまちづくり 

     エ 社会状況の変化に応じた柔軟かつ的確な住宅セーフティネットの形成 

    ②機能更新事業に関する基本方針 

     ア 整備に関する方針 

     イ 長期活用に関する方針 

     ウ 管理に関する方針 

     エ 市営住宅周辺と一体になったまちづくりの方針 

     オ 今後の住宅確保要配慮者に対する支援方策についての方針 

  （２）市営住宅機能更新事業計画（市営住宅団地別の計画） 

①西郡住宅 

     ア 基本目標 

     （ア）機能更新事業の早期推進 

     （イ）高齢者等に配慮した円滑な事業手法の確立 

     （ウ）集会所の活用 

     （エ）多様な世代にとって定住魅力のある住宅・地域づくり 

     イ 機能更新及び維持管理に関する計画 

      ・「棟単位事業」から「グループ単位事業」への転換 

     ウ まちづくり等を踏まえた取り組みについて 

     （ア）市営住宅機能更新事業を進めるための将来のまちの姿 

     （イ）まちづくり等を踏まえた当面の取り組みについて 

     （ウ）事業予定及び事業内容について 
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②安中住宅 

     ア 基本目標 

     （ア）耐震補強等によるストックの改善と長寿命化 

     （イ）高齢者が安心して暮らせる環境の形成 

     （ウ）集会所・店舗の活用 

     イ まちづくり等を踏まえた取り組みについて 

     （ア）市営住宅機能更新事業を進めるための将来のまちの姿 

     （イ）まちづくり等を踏まえた当面の取り組みについて 

     （ウ）計画的な機能更新 

２ 定住魅力ある住環境づくりに向けて 

（１）老朽木造賃貸住宅の機能更新の促進 

  （２）市営住宅と周辺地域とが一体となったまちづくり 

  （３）他の施策との連携 

      

◎総括 

  市営住宅については、市営住宅の整備及び改善に係る推進事業として、老朽化した住宅の建

て替えや住み替えを行い、長期活用をする住宅については耐震化事業を実施することで、入居

者の安全安心に努めました。 

  管理については、指定管理者制度の導入を図るとともに、空いている店舗付住宅を活用し、

関係課と協力しながら「高齢者安心サポートセンター」「つどいの広場」といった、高齢者や子

育て世帯への支援の拠点を設置することができましたが、引き続き店舗付き住宅の活用につい

て検討していくことが必要です。 

  また、福祉住み替えや新婚・子育て世帯向け住宅の募集など、多様なニーズに対応できる方

策を進めていますが、少子高齢化の問題や入居要件等の制度上の課題からくるコミュニティ形

成の困難さや、コミュニティ活力の低下などについての取り組みが課題となっています。 

  また、住棟の建替えや機能更新事業については、「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）」に基づき進めるとともに、老朽化による住棟の設備や耐震安全性、バリア

フリーをはじめとする居住世帯のライフスタイルに応じた居住性等の課題など、入居者が安心

して暮らせるような取り組みが求められています。 

定住魅力ある住環境づくりに向けては、地域団体等が中心となって、高齢者の独居の見守り

活動である「おうちでデイ」や学習支援を兼ねた子ども食堂の実施、買い物支援の取り組みで

ある朝市や、地域の交流人口を増やす「はなはなマーケット」の開催、移動支援、新たな地域

での暮らし方としてコーポラティブ住宅の建設などを進めるとともに、まちづくり協議会、近

畿大学、（一財）八尾市人権協会、八尾市が地域のまちづくりの情報を共有する場として４者

会議等を開催するなど、課題解決に向けた取り組みを進めてきました。 

今後は、地域のまちづくりの課題に対して行っている様々な取り組みと合わせて、地域にあ

る公共施設や公有地等も含めた地域全体のまちづくりとして計画的に検討を進め、多種多様な

まちづくりの担い手を巻き込みながら、定住魅力ある住環境づくり、持続可能なまちづくりが

求められています。 
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全体を通しての総括を記載（専門部会で出された下記の意見を踏まえて文章化予定） 

・地域共生の視点・隣保館の役割・差別・一人暮らし高齢者の増加と孤立化の進行・生活

保護率の増加・ひとり親家庭の増加・引きこもり青少年の増加・進路の問題・学力・地域

課題を把握した全市的な事業展開 

４ 全体総括                                 
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Ⅲ 今後の取り組みの方向性 

部落差別解消推進法では、現在もなお部落差別は存在すると明記されており、部落差別は許さ

れないものであるとの認識の下に、部落差別のない社会を実現することを目的としておりますが、

偏見やマイナスイメージが形成される差別事象もまだまだ見られるなど、同和問題（部落差別）

について、十分に理解されていない現状があります。 

今後は、同和問題（部落差別）における様々な課題を解決し、偏見や差別をなくす取り組みを

推進していく必要があります。 

 

法の周知 

 ・研修会等でのチラシ配布、各団体の啓発物品の積極活用 

教育及び啓発 

 ①市職員、教職員 

人権主担者研修、職場人権研修、教職員に対する研修、モニタリング調査 

同和問題に対するマイナスイメージを払拭するような取り組み 

 ②市民 

  研修会、チラシ・ポスターによる啓発、八尾市人権啓発推進協議会 

 ③企業 

  八尾市企業人権協議会 

 ④学校教育 

  児童生徒への部落問題学習 

相談体制 

  相談窓口の充実 

  人権相談、弁護士による特設法律相談、隣保館での相談 

→就職差別や結婚差別など、同和問題に関する相談をしやすい相談体制の整備。 

部落差別の実態に係る調査 

  人権についての市民意識調査、隣保館での調査、国勢調査を活用した実態把握等を組み合わ

せ、地域の現状把握 

隣保館の役割（前回専門部会での意見から） 

福祉的な観点（我がごと丸ごとのような視点）（前回専門部会での意見から） 

住宅・住環境 

 ①まちづくり 

 ②交通 

教育 

就労 

インターネット 

推進体制 
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参考 

●部落差別解消推進法 

（目的） 

第１条 現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状

況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法

の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが

重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方

公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部

落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に

対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現する

ことを旨として、行われなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、

地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指

導及び助言を行う責務を有する。 

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割

分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施

策を講ずるよう努めるものとする。 

（相談体制の充実） 

第４条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に

関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 

（教育及び啓発） 

第５条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を

解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 

（部落差別の実態に係る調査） 

第６条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、

部落差別の実態に係る調査を行うものとする。 

 

 

 

 

 


