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第40回八尾市人権尊重の社会づくり審議会 会議録（概要） 

 

 

１．開催日時 

令和２年８月２５日（火）午前１０時から午後１２時２０分 

 

２．開催場所 

八尾市水道局４階 大会議室 

 

３．出席者 

（委員）水鳥会長、朴副会長、福原委員、髙田委員、水野委員、森下委員、松並委員、 

池上委員、菊池委員、藤本委員、鷲委員、山本委員、李委員、中嶋委員、松中委員 

（事務局）太尾人権文化ふれあい部長、中野次長兼人権政策課長、阪田人権政策課課長補佐、

池田人権政策課係長、和島政策推進課女性活躍推進室長、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、鎌田文化国際課長、寺

島高齢介護課長、辻内障がい福祉課長、河野次長兼こども政策課長、古賀子育て総合

支援ネットワークセンター所長、黒井人権教育課長 

 

４．案件 

１．第２次八尾市人権教育・啓発プランの進捗管理について 

２．差別事象等について 

３．部落差別解消推進専門部会の進捗状況について 

４．その他 

 

５．議事内容 

【部長挨拶】 

【委員紹介】 

【資料確認】 

【案件説明】 

・ 案件１：第２次八尾市人権教育・啓発プランの進捗管理について 

資料１から資料４について説明。 

【主な意見】 

・ 資料２の20ページに関連して、賃貸問題で実際にあった事例ですが、障がい者の支援をして

いて、２年前にグループホームの開設で部屋探しをすることがありました。障がい者のグル

ープホームに合った賃貸住宅というのは、かなり件数が少なくて、なかなか見つけられない

状況で、３つぐらいの不動産屋さんに話をして、条件に合った物件があったら知らせてくだ

さいということで、10戸ぐらい紹介をしてもらいました。ただ、そのうちの８件は、障がい
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者に貸すことはできない、障がい者のグループホームでの利用は難しいですということで、

部屋を見学することもなく断られたことがありました。７、８年前にも、グループホーム開

設のために色々部屋探しをした時にも、その時には保証会社制度っていうものがあって、今

はなくなったみたいですが、大家さんに確認する前に保証会社がはねのけてしまうってい

うケースがあって、その時も何回も断られました。２年前のケースでは、不動産屋さんは親

身になって探してくれるけど、大家さんに連絡をして、こういう使い方をしますということ

を言ったその電話の段階で断られるということが10件中８件ありました。逆に２件は、大家

さんが快く、障がい者の方でも良いですよと、部屋も内覧してくださいっていうことで内覧

しにいくんですけど、やっぱり車いすでそのまま上がっていけるような状況がなかなか揃

ってなかったり、条件が厳しくて、その２件については大家さんはいいよっていうことでは

ありましたけれども、借りることはできませんでした。その後、介護従業者の人手不足のこ

ともあり、結局２年前にグループホームを借りるための部屋探しっていうのは断念するこ

とになりましたが、近年グループホームの需要が増えてきており、他の法人でもグループホ

ームの開設はここ２、３年でも数件聞いています。ただ、やっぱり賃貸住宅でグループホー

ム開設というのはかなり難しくて、建て貸しの事業を利用したりとか、借入金、億単位の借

入金を入れて開設したりとか、手軽に借りれる賃貸じゃなければ、要は入居者さんへの毎月

の負担額が掛かってしまうという状況になるので、大規模施設みたいなグループホームを

今は開設せざるを得ない状況になってきてるというところが難しいなというふうに考えて

います。やっぱりその辺が、住宅の提供とかに関しても、八尾市の中で住宅関係の部署であ

ったりとか市営住宅を活用したグループホーム、グループホーム用に住宅を改修してくれ

るとか、そういった制度があったらいいなというふうに思います。大家さんが障がい者だか

らといって断らない、そういう環境が一番いいですけれども、なかなか今グループホーム開

設っていうのは難しい状況になっているという現状です。 

・ 八尾市としてその状況をどのように施策として落とし込んでいるのか、落とし込んでいこ

うとしてるのか、何かあれば教えていただきたい。 

・ （事務局）宅建業者に対して、例えば障がいのある方とか外国人の方であるということを理

由に貸せないということがないようにというような啓発をやっていますが、今お話を聞か

せていただいたように、実際に、大家さんの方で断られるというようなこともありますの

で、住宅の専門の事業者だけでなく、市民の皆さんに広く啓発していく必要があるのかなと

思っています。 

・ 基本的には人権政策課が担当になるんですか。 

・ （事務局）住宅に関わった不適切な対応とか差別というようなことに関しては我々の方で

啓発をするということになりますが、実際のハード面、バリアフリーとかエレベーターと

か、そういったものについては住宅セクションの方でやっていくということになります。 

・ （事務局）障がいの方の生活というところでは、施設から地域移行ということで、今言って

いただいたようにグループホームの重要性はとても高くなっているということは認識して

います。その中で事業所の方がいろいろグループホームを整備する方向で考えていただい
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ているということはとてもありがたいことだというふうに思っています。賃貸の住宅がな

かなか借りにくいという状況については、我々も建築部門や人権部門と協力しながら、全体

に障がい者理解というところを啓発していく中で、賃貸住宅についても借りやすい環境を

整えていきたいというふうに考えています。整備に関してもある程度の条件はありますが、

整備の補助制度というようなものも障がい福祉課にありますので、そういうものを活用し

ていただきながら取り組んでいただける、取り組んでいただきやすい環境にしていきたい

というふうに考えています。 

・ 個票の 47ページ、教育相談事業は来所者の課題改善率という指標で、８割以上の実績、ど

のようなことになったら改善されたということで考えておられるのかということと、一方

で 55ページ、桂と安中人権コミュニティセンターの相談事業については、相談件数が指標

になっています。同じ相談事業でなぜ定義が違うのか、教えてほしいと思います。相談件数

については、少なかったら問題が少ないということでいいことにもなるし、発掘したという

ことで増えたという事であればこれもまたいいことかもしれないし、評価というのは難し

いなと思っています。それから職員研修については、職員の９割が良かったということで、

素晴らしい研修をされたと思いますが、何が良かったというふうに分析されたのか、どのよ

うな質問なのかということを聞きたいと思います。人権啓発の評価というのは難しいと思

っていて、やはり参加人数というのは見えやすくて、より多くの参加と書いてありますが、

少なくても大事なテーマでやらなきゃいけない、まだ関心は低いけどこれは広めていかな

きゃいけないということが逆にやりにくくならないかなと、良い企画だけど結果としてま

だ関心が低い事業があるんじゃないかなということで、ちょっとその難しさも感じており、

ご意見を伺えればと思います。 

・ （事務局）課題改善率ということについては、基本的にさまざまな相談を受ける形になり、

相談については１回で終わらないということがほとんどだと思います。継続的に相談を重

ねる中で、相談者の方が、一定今回をもってまた様子を見ていきますというようなところが

まず一つの改善なのかなというふうに思っています。ただ、また不安な状況が出てきた場合

に、再度相談にこられたりっていうことはあるのかなと思いますが、そういう意味での課題

改善の率ということです。もう一点、研修については、教育委員会が実施している人権研修

について、質問の項目でいくと、５段階で研修のニーズがどうだったかということを聞いて

おり、自由記述欄もあります。そこを見てみると、例えば同和問題というテーマを取り扱っ

た時に、学校現場で教えるにあたっての HOW TOであったりとか、そういうところが実態に

即していてすぐに活用できるというような意見であったり、子どもたちの取り巻く環境の

中で、課題が生起していた場合に、リアルにそういう部分と重なる、現実の中で新たな対応

策としていろんなノウハウが備わったというような、そういったご意見を頂いてる現状で

す。 

・ （事務局）両人権コミュニティセンターの相談事業については、いわゆる隣保館として隣保

事業の方で相談事業を実施しており、具体的な事業内容については大きな差異はありませ

ん。若干書き振りに違いがありますが、それについては今後両館でちょっと調整させていた
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だいて、書き振りの方を統一するような形でやっていきたいと思います。 

・ それぞれのコミュニティセンターが違うということではなく、教育センターの相談事業と

両コミュニティセンターの相談事業の指標が違っていましたので、それはどうしてかなと

いう疑問でした。教育センターは改善率、人権コミュニティセンターは件数とされていたの

で、どうしてかなと。 

・ （事務局）人権コミュニティセンターについては隣保館として相談事業を受けていますが、

地域住民の様々な相談について受けており、その場で解決できるものもあれば、必要に応じ

て関係機関とか関係課にお繫ぎさせていただいて、そちらの方で対応していただくという

こともあるので、直接人権コミセンの方で終了まですべて対応できるというものでもない

ので、人権コミセンについては件数という形で実績をあげさせていただいています。 

・ 資料４の虐待件数について、令和元年度の子どもの虐待通告件数が 183 件、児童数 257 人

となっていますが、通報されるのは例えばご近所の方、学校、保育所園、いろんなところが

あると思います。大体で結構なので、どこからの通告が多いのか教えていただきたいです。 

・ （事務局）どこからの通告が多いのかということで、令和元年度で言うと、所属機関からの

通告が一番多くて、保育所・こども園の方からが全体 257人のうちの 48件、学校、小中学

校を含めたもので、33件。近隣からが 47件。家族・親族からというのが 43件という形で、

これらが主だった経路になっています。 

・ 本人からの訴えとか相談とかはどれくらいあるんでしょうか。 

・ （事務局）本人からは令和元年度では４件で、経年で見ても、29年度が３件、30年度が１

件という形で、本人さんから直接訴えがあるというのは少ないです。なので、周辺の所属機

関などの方が、様子の変化とかに気づかれてという形が多いというのが現状です。 

・ これは人権教育の課題でもあるかと思っていますが、本人がなかなか声を上げられないと

いう問題、これはずっと指摘されていることで、周りが気付くことも大事だと思いますが、

本人がどういうふうに声を上げられるようにできるかっていうことをちょっと考えていく

必要があるんじゃないかなっていうことで質問させていただきました。 

・ （事務局）11 月に児童虐待防止月間があります。子どもさんや周りの方に、これは児童虐

待にあたるんだよっていうことを分かってもらうっていうところが一番大事なのかなとい

うふうに思っていますので、児童虐待防止月間に関わらず、児童虐待についての理解という

のを深めていきたい、あらゆる機会を通じてそういう機会をつくっていきたいというふう

に思っています。 

・ 子どもの権利に関して学校できちんと教育が行われているのかとか、教職員が子どもの人

権について理解を深めているかというところをしっかり考えていただきたいなと思います。

それがなければ、子ども本人が自分の権利侵害を認識できないし、教職員もそれを見逃して

しまうというようなことがあり得るので、やはりこの人権教育の課題として、子どもの権利

ということを、本人、それから教職員が理解を深められるような、そういう取り組みをして

いただければなというふうに思います。そうすると結果的に、今まで見えなかった虐待、把

握されなかった虐待ということも対応できるようになるんじゃないかなというふうに思い
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ます。 

・ 先ほどの入居の問題についてですが、民間の賃貸の話もありましたが、府営住宅であれば、

府営住宅を活用してグループホームをやっていますが、八尾の市営住宅はなぜしていない

のかということが一点聞きたいです。それと、例えば、今指定管理者制度とか、公を民間企

業が担ったり、つどいの広場でいうと、子育てのグループが八尾市の事業を担ったりしてる

と思いますが、そこへの人権教育というか、人権を高めるような取り組みはどんなふうにさ

れているのかなというふうな疑問があります。私は月２回ぐらい、市営プールに障がい者の

人と行くんですが、身体的にも障がいがあり、プールのレーンが８レーンあって、歩いたり

ゆっくりするところが真ん中のレーンで、レーンのしきりをくぐっていきますが、いつも行

く時間帯にキッズスクールと重なっています。キッズスクールは一番端にあって、一緒に行

ってる子はそこから行きたがるので、そこから行っていいですかって聞くと、今キッズスク

ールやってるから違うところから行ってくださいというようなことをしょっちゅう言われ

て、私自身がちょっと嫌な思いをしたりとか、プールに行くと、一緒に行ってる子は歳は 40

過ぎですが、うれしくて喜んだりすると、暴れないようにしてくださいとか、こう言われた

りするので、本当に障がい者理解という、公になりかわってやってる指定管理者にそのよう

な人権の教育とか学ぶ機会の場は、どんなふうにされてるのかなということもお聞きした

いと思います。 

・ （事務局）市営住宅を活用したグループホームについては、ちょっと調べさせていただいて

ご回答させていただきたいと思います。それと、指定管理者への人権に対する教育啓発につ

いては、指定管理する際に、指定管理を任した原課の方から人権関係の啓発であるとか守り

事であるとか、人権啓発の知識であるとかそういった分について、指定管理者として守って

くださいというところは徹底しているというふうには認識しています。 

・ 調べるところもあるかと思うので、次回の審議会でまた回答いただければと思います。 

・ 住宅のことについて、実際部屋探しをしてて感じたことですが、やっぱり障がい者のグルー

プホームの場合だと、住宅改修がかなり必要になってきます。八尾市では空き家問題とい

う、別の問題もあると思います。空き家対策もしてると思いますが、そうした空き家を八尾

市が買い上げて改修して事業者に貸し出すっていう、そんな柔軟な運営方法があったら事

業者としてはすごく助かるなというふうに感じていますので、いろんなことを組み合わせ

ながら考えていってもらえたらいいかなというふうに思っています。 

・ 住宅のことでいうと、外国人という事で家探しにいろいろ苦労するということがあるので、

民民の契約なのかもしれないですが、やっぱり何か介入というのか、何かできないのかなっ

ていうふうには思います。あと、高齢者や、連絡先とか保証人って言われた時に天涯孤独の

方とかは非常に困ったりするというようなこともあります。 

あと、子どもについては０歳から 18歳のことだと思いますが、それで言うと、やっぱり就

学前と学校に入ってからで、分析というのか、そんなことは違ってくるなと思っていて、や

っぱり、就学とかされた時に、今私たちの課題としては、子ども自らが声を上げるという、

先ほど委員が言われていた、子どもの権利、人権みたいなものをどう育成していくかみたい
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なことがすごい問われているんだなと思いました。 

・ （事務局）障がいの方であるとか外国人の方であるとか、そういったことを理由として住宅

を貸せないとかいうことはあってはならないので、そういったことがないように、啓発は引

き続き力を入れてやっていきたいな思っています。 

・ 啓発止まりですよね。 

・ （事務局）そこから先どういったことができるのかなっていう課題認識は持っていますが、

先ほど言われた市営住宅を活用してとか、そういうことが施策としてやっていけるのかど

うかっていうところは今後検討していくべき、研究していくべきものかなというふうに考

えています。 

・ 住宅の入居問題ですけど、コミュニティソーシャルワーカー事業というのがあって、そこに

精神障がい者の方の入居問題の相談がありました。入居する時には障がいがあるというこ

とを告げないで入居しましたが、その後障がいがあるという事が分かって、契約違反だと言

われて退去をさせられた事案です。これは障害者差別解消法制定以前のことでしたが、いろ

いろ関係者が集まって、住宅会社、保証会社、交渉をかなり行ないました。結局その時の問

題は、契約書の中にそういう差別的な条項が含まれているということでした。こういう問題

は確かになかなか難しいですが、せっかく障害者差別解消法という法律ができて、その中に

は合理的配慮に欠けるというのは法違反ということがはっきり載せられているので、合理

的配慮に欠けるというのは一体どういう内容か、これはガイドラインを作っていくという

ことで関係団体の方と八尾市で議論されてると思います。その中に入居問題もぜひ位置付

けて、それから今民間で使われている契約書についても、一回チェックすればいいと思いま

す。それから保証会社に委託してる場合の法的関係というか、責任関係、そういうところま

でやっぱり踏み込まないと、最後のところは契約自由というところで全部終わってしまう

ということになりかねない。せっかく法律ができたので、それを具体化するためのガイドラ

インをしっかり、行政も関与して作っていくということで一歩でも二歩でも進めていくと。

あまり悪質な事例については氏名公表とか、いろんな手続きができるようにやっていくと

か、やっぱり実効性を持たせない限りは、単なる教育・啓発をやってるというだけでは、事

は進まないということは申し上げたいと思います。 

・ なかなか啓発・啓蒙のレベルから強制力を持ったレベルへと移行というのは難しいとは思

いますが、ガイドラインの作成等もう一歩というところかと思います。 

・ 道路という問題から人権を捉えると、至る所の道路はデコボコで、車いすで通ろうとしても

通れない。それと段差もあり、これも車いすでは通れない。そういうところをきちんとやっ

ていくということも大事なんじゃないかと思っています。やっぱり啓発が大事だと思いま

す。それと、教育センター事業の中で、八尾市立学校園というのを書かれていますが、今、

民間の認定こども園をだんだん増やしていってると思いますが、そこに対する指導とか啓

発、研修とかはどういうふうにされているかをお聞きしたいです。 

・ （事務局）直接の担当課ではないので、分かる範囲でお答えさせていただきたいと思いま

す。簡単に言うと、今まで保育所だったものと幼稚園だったものを一緒にした形が認定こど
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も園ということです。公立もこの間、認定こども園化を進めてきて、今、公立の認定こども

園が５園という形になっています。民間の方も、公民協働で認定こども園化を進めていこう

ということで、制度自体は平成 27年からで、この間ずっと進めてきたという経緯です。認

定こども園の人権教育というところでは、具体的には保育士さんへの人権教育ということ

で、様々な形で段階を追って人権教育を進めていく中で、子どもたちが健やかに育つために

研修を保育士さんに向けて行っているという状況です。 

・ （事務局）道路の関係ですが、人権の視点でいうと、例えば車いすで街に出て、バリアフリ

ーで段差もなく自由に外出できるというような、そういう空間が必要だということは認識

をしています。八尾市の道路のセクションでも、やはり先ほど言われたように、少し段差が

あったら車いすで通行しにくいとかいうような部分については、そういった部分をなくし

ていけるように、そういう整備を施策としてやっていってるところですが、詳しいところに

ついては担当に確認して、またお伝えさせていただきたいと思います。 

・ 資料３の１ページ、デート DVのリーフレットを公立中学校３年生に配付したということで、

配付後の子どもたちの反応とか感想とかを聞いていたら教えていただきたいです。 

・ （事務局）昨年の感想をリアルに聞いたのかと言われるとそうではないですが、現場のこれ

までの声を聞いていると、このリーフレットを配る以外の部分でも、例えば警察署の方に来

ていただいての講演であったり、子どもたちにとっても今、デート DVというテーマについ

ては、SNSの普及等の中で知り得てる情報なので、率直にやはり、自分が当事者になるリス

クというのを感じる中で、やっぱり不安の声であったりとか、しっかり自分の身は自分で守

っていくというふうなところで子どもたちが再認識をするというような状況があるのかな

というふうには思っています。それと、先ほどおっしゃられた虐待の部分についても、本人

からの通告は４件ということですが、実際学校現場でいうと、教職員がアザを見つけるとい

う発見の方法もありますが、子どもたちから担任の先生とかに、家でこういうことがあるね

んっていうふうに訴えをする、それで、学校がその状況を確認して、学校から通告をすると

いうような状況もあるので、やはり自分の身に起こっていること、自分の身は自分でまず守

ると、そして、困ったら大人に助けを求めるというふうなところが、学校の教育活動全般に

おいて、先生方も丁寧に対応している状況があるのかなというふうに考えています。 

・ 資料２、６ページの男女平等の項目について。もう 10 年 20 年前の話ですが、教育現場に

いてた時があり、男女平等ということがだんだん問題になって、これをどういう風にやって

いくかっていうことをいろいろ議論した時がありました。なかなか話が進まなくて、その当

時としては、考えた挙句、極端な話、形だけでも変えていくと少し見えてくるものがあるん

じゃないかというようなことで、当時は例えば、名前の順番、呼ぶ時に男の子から呼ぶのが

当たり前とか、並ぶ順とか並ぶ列とか、そんなことからでも変えていくと、物の見方が変わ

ってくるんじゃないかということで、取り組み始めた時がありました。それをやってると、

ああ、今までこんなことしてたのがおかしかってんなということが出てきました。ただ、そ

れが成果として出るということになると、だいぶ時間が掛かってるんじゃないかなと思い

ます。今八尾市の方でこういう問題について、以前からこんなに変わりましたと、こんなこ
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と変えてみたら成果が出てきたというふうなことがあれば教えていただければと思います。 

・ （事務局）例えば体操服で言うと、昔は女子はブルマを穿いていたものが、今は男女同じ体

操服を着用してるというような状況。服装面で言うとそういう風に変わってきてる面はあ

ります。制服については学校単独で決めれるものではなく、地域の方、PTAの方であったり、

さまざま議論されて当時採用された制服をずっと着用していると思いますが、女子はスカ

ート、男子はズボンというところから、女子もズボンを選択できるというようなところもあ

ります。これはまだすべてではないですが、制服がブレザー形式であるところでは、そうい

った選択も出てきてるのかなと思います。あと、名簿の話がありましたが、私が通っていた

ころには、男子女子で分かれた名簿でしたが、今は男女混合名簿ということで、そういった

ところは形としても変わってきてる部分はあるのかなと思っています。あと、これも改修す

べてが完璧に出来てるわけではないですが、多目的トイレ。障がいのある人が利用するトイ

レという意味合いもありますが、男子生徒が男子トイレに入ることに抵抗を覚える、そうい

ったところもあるかと思うので、そういったところも徐々にではあるが進んできてるのか

なと思います。あとは、男女共生であったり、LGBT の課題については、やはり今、ある意

味子どもたちもアウトプットできるような状況も出てきているのかなというふうに思って

いますので、現状、学校現場ではここ数年でそういった学校の教職員が捉える捉え方という

所については、当然研修の充実であったりとか、先生方それぞれの認識というところについ

ても、少しずつ高まってきてる状況かなというふうには感じています。 

【案件説明】 

・ 案件２： 差別事象等について 

資料５について説明。 

【主な意見】 

・ 最後の事象について、家庭での指導等について協力依頼というのは、家庭教育における子ど

もへの啓発というのが重要であるという認識のもとでそのように取り扱うというのはわか

りますが、具体的にどういう形で協力を要請されているのでしょうか。 

・ （事務局）このケースについてはちょっと確認しないと分かりませんが、事象が起きた時に

子どもたちに確認をしていくと、家で、自分の親とかお家の人がそういう話をしていたから

っていう、入り口の部分での話がよく出てきます。そういった場合になかなか、学校の立場

で保護者にこうしてください、ああしてくださいっていう、いわゆる直接的な指導というの

は難しいものの、やはり、学校ではこういうふうな教育をしていますっていうことの理解を

求めていくということで、保護者にも子どもさんが行った行動について、こういう視点で指

導しましたっていう報告とともに、家庭でもやはりそういう認識で子どもたちにも関わっ

ていただきたいですっていうような、おそらくそういった話なのかなと思います。 

・ 差別事象については、実際にはこれ以外もたくさんあるというふうに思っています。例えば

私の友人は八尾の介護施設で働いていて、韓国人朝鮮人に対して、あっちの人はとか、そう

いうことが職員から出てくるみたいです。だから本人からは、絶対に職員内で自分の身分、

在日であることは明かさないということを個人的には聞いたりしますが、やっぱりそんな
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ことはなかなか把握できないということもあるので、諦めてる当事者とかもいるっていう

ことは忘れてはいけないなという風には思っています。たまたま今回８件ですが、実際には

これ以外もあるだろうなという風に思っています。 

・ 学校現場の中では、今おっしゃられたように、ここに出てくるもの以外にもたくさんのこと

が起こっているというのが現状ではないかなと思っています。虐待のこともそうですが、周

りの大人は子どもたちの小さな変化を早めに察知して、小さな変化を見逃さないような教

職員というのが大事であるということと、子どもたちにはやっぱり、自分の命は自分で守

る、自分のことは大事なんだよっていうことを、発達段階に応じてということにはなると思

いますが、やっていかなくちゃいけないだろうなということを聞きながら思っていました。

よく言われる学びなおしと出会いなおし、非常にこれが大事になってくるのではないかな

と思っています。それは学校教育だけではなくて、学校教育を終えた後、社会に出てからも

そうですが、やっぱりその時々に出会いなおしをして学びなおしをして、差別はだめだと、

差別は許さないというような社会を作っていくということが大事ではないかなという風に

思っています。 

・ 言葉の虐待というかいじめというか、そういうことを施設の中で、従業員の間でも聞くこと

があります。それを解決するには、やはり経営者にそういう指導をしてもらう、そういう研

修をやったり、そういうことで解決を図っていかなければ、差別とか虐待というのは難しい

と思います。資料にもあるように、施設従事者から障がい者に対する虐待があるっていうの

は本当に残念なことだと思います。 

・ 人権擁護委員の人権教室では、子どもたちに対して、いじめをしない、させない、見逃さな

いっていうことは強く伝えているところです。どうしてもつらくなって、先生や友達や家族

の人たちに相談できないことは、私たちに言ってきてくださいねということで、子どもの人

権 110 番というカードを渡しますが、そこの部分は最後の方になってしまっています。い

じめを見逃さないとか、いじめをしているのを見つけたら先生に言うとか、そういうことを

主に伝えていますが、自分からサインをしていくということも子どもたちに伝えていかな

いといけないなと思いました。もう一つ、人権尊重の社会づくりということに関して、はっ

きり言うと、私たちにとって住みよい八尾市であってほしいということだと思います。そう

なってくると、やっぱり道路に関して先ほどおっしゃられていましたが、本当に狭い道路や

デコボコの道路もあるし、自転車を置かれたりとか物が置いてあったりとかそういうこと

があるので、そういうことをもう一度見直してもらいたいなというふうに思います。 

【案件説明】 

・ 案件３：部落差別解消推進専門部会の進捗状況について 

資料６について説明。 

【主な意見】 

・ 昨年７月 31日付けの市長からの諮問を踏まえて専門部会を設置しました。これは、部落差

別の解消の推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法並びに障害者差別解消法、いわゆる３

つの差別解消法の流れの中で、部落差別についてしっかり取り組んでいこうということで
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出たものです。大きな変化として、情報化等に伴って、ネットを通しての差別、これは部落

差別に限らず、あらゆる差別がネットを通して非常に拡散しているという中で、新たにしっ

かりした取り組みをやっていこうということで、八尾市においても部落差別の解消に関す

る施策を見直していく、これまで平成 25年に策定した同和問題を解決するための施策のあ

り方についてがありますが、それも実施期間が満了するということで、今回新たにつくるこ

とになったということです。 

これまでの会議の進捗状況として、昨年度は３回、今年度は２回開催しており、今後、９月

以降３回会議を開いて、来年の３月頃に開催予定の人権審において答申するという予定で

すが、一応専門部会でまとめた案を人権審に諮らせていただいて、皆さん方からの意見をし

っかり伺って、それを踏まえて最終案とする、会長名で答申を出すということで、皆さん方

にもいろいろとご協力いただくことになるので、よろしくお願いしたいと思います。 

内容については、目次立てとか、一部書き上げているところもありますが、まだまだ見直し

や訂正、専門部会で議論しているところもたくさんあるので、今の段階で出すと一人歩きし

かねないので、今日は出していません。ただ内容について少しお話しますと、仮のタイトル

ではありますが、八尾市における部落差別解消推進基本方針という名称で、答申の文章をと

りまとめていく予定です。最初に、基本方針策定の背景と必要性というようなことで、現在

の部落差別の状況をどういうふうに理解するのかというような話、そして、国及び大阪府、

八尾市におけるこの間の部落差別解消に向けた取り組みを整理する。それを踏まえて第２

章では、平成 25年に制定された施策のあり方を踏まえて実施してきたこれまでの施策を総

括するということにしています。 

それを踏まえて、第３章では部落差別の解消に向けた今後の施策の推進というようなタイ

トルを掲げ、諸々の課題について少し丁寧に施策を提示するというふうに考えています。こ

れまでの施策のあり方を踏襲しながら、とはいえ、今までに不十分であった部分を新たに付

け加えていくというような形で議論していこうというふうに今のところ考えているところ

です。 

第２章までは、今までの議論の中でだいぶ深めてきていますが、これからどういうふうな方

針にするかの議論は、まだまだ専門部会の方で十分な議論ができていません。いくつか案と

して考えていることは、施策の推進体制を丁寧にもう一回見直していこうというような話

とか、事業成果の評価の方法、どんな出し方で評価するのかと言われるとなかなか難しいと

ころがありますが、質的な部分も含めた事業評価っていうところに少し目を向けていく必

要があるだろうというふうに思っています。それから、人権教育、相談事業についてのあり

方、今日ご意見もあったと思いますが、行政機関で認知した件数でもって、差別の事例がこ

れだけなんだというふうなことをなかなか言えないという、いわゆる表に上がってこない

ようなものについてどう理解するのか、あるいはそれをどう捉えていくのかというような

ところの目線もいるだろうというふうに思っています。それから、地域住民の生活の安定

と、彼らが自立、自己選択できるような施策もいります。この部分で足らないところをもう

一度点検する必要があるだろうと思っています。 
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４つめにはまちづくりと市民交流ということで、生活文化とかコミュニティづくり、それか

ら隣保館活動、再度見直しながら活性化していく。そして、周辺地域住民とのいろんな交流

というようなもの、ここは前のあり方にも書かれていたことですが、実態としてそれほど進

めてこれなかったところがあるだろうというふうに思っています。それから最後に、部落差

別解消の取り組みの到達点ということを、きちんとその都度把握していくということで、市

民意識調査、被差別体験と差別事象の把握、それから、地域住民の生活、コミュニティの活

力というようなところの調査事業もいるだろうということです。差別解消という問題とま

ちづくり、あるいはコミュニティの活力の関係というのは、裏腹の関係だと思っているの

で、そういうものとしてしっかりこの答申を作成していきたいと思っています。 

ここは私の勝手な思いで考えているものですが、部落差別だけでなく、広く他の人権課題と

の関係もしっかり届くということが大事だと思います。そういう意味で、連帯・共生のまち

づくりと部落差別のない市民社会をめざしてっていうことで、ポイントとして、一つは部落

差別を他人事にしない社会づくりとか、二つ目には、相互の信頼と支え合いを基礎とする共

生型の地域社会づくり、三つ目には、さまざまな差別・人権課題の取り組みをしている方々

との連携、そしてまた、差別のない社会づくりに向けて、当事者と市民、そして行政との関

係、連携をしっかり作っていく、そして最後に、市民の日常生活に浸透した人権意識をどう

やってつくっていくのかというような話。もう一つ、これはまだ全然議論もしていません

が、やはり理念法として、部落差別の解消に向けた、市の条例ということを入れようか入れ

まいかということも非常に悩んでいるところです。ただ、これについては、国の方で３つの

差別解消法があることを考えれば、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消に取り組

む条例というような文言が望ましいのではないかというふうに考えている状況です。後半

は相当踏み込んだ話ではありますが、実際はまだまだ議論十分できていないので、トーンダ

ウンするかもしれないですが、ひとまずそういった内容で今議論を進めているという状況

です。 

・ 部落差別解消推進法は、部落問題が今現在存在している問題なんだということをはっきり

させたということにおいて、非常に大きな意義があると思います。昔の問題じゃないかと

か、限られた地域の問題じゃないかとかいうような声が高まっていく中で、部落問題は今も

存在してる、今の問題なんだということを言ったことは大きいと思います。その上で、八尾

としてどうすればいいかということを今いろいろ議論しているところですが、これまで八

尾がやってきたいろいろな取り組み、これをきちっと踏まえてやる必要があると思ってい

ます。八尾の水準からみると、国の言ってることはいろいろ不備や欠陥もいっぱいあるの

で、国が言ってるからこうやりますっていうことになると、八尾としてはこれまでの取り組

みの成果が引き継がれなくなってしまうような、そういう恐れもあるんじゃないかと思っ

ています。なので、八尾としてこれまで何をやってきたかっていうことをきちっと踏まえた

提言、方針が出せればいいかなというふうに思っています。 

・ 八尾市の方にぜひこの点だけは申し上げたい。一つは、先ほど報告された差別事象の地区問

い合わせの問題。やはり毎回出てくるわけで、まさに今の部落差別の特徴が、地域を特定す
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る、それからその地域がどこにあるかということを知って、それが例えば住宅の問題、引っ

越しをする時の地区の選定、それから学校の校区、時には身元調べの中でそれが結婚差別に

つながってるというふうなことで、まあ昔から部落問題は属地的な問題と属人的な問題と

絡み合っていましたけれども、今の特徴は土地差別の問題も含めて、やはり地域に大変強い

関わりをもってる。まあ議会の中にはいろんな意見があるようで、同和地区についての問い

合わせに対して、地区指定を行った事業法がなくなったんだから、八尾市が新たな地区指定

することはできないでしょと、線引きはできないんだからもう地域はないと、そう答えたら

問題は終わりじゃないかというような議論が行われているようです。議員さんはいろんな

立場の方がおられるので、発言は自由ですけど、八尾市の回答が少し腰が引けてるというふ

うに感じてます。はっきりと、諮問を行って基本方針をつくっていこうという姿勢がある限

りは、部落差別があるということ、差別の対象となっている地域が存在してる、それからそ

こに居住する人、関係する人、それが差別の対象になっているんだということは、もうこれ

ははっきりさせないと、総合計画の文言を巡っても、同和地区という文言を削除せよという

ような話まで出てきているということを聞いていて、ここは八尾市が今までやってきたこ

とも含めて、基本姿勢をしっかりと堅持して、それを改めて表明するということを求めたい

と思います。あと、部会の方にぜひお願いしたいのは、確かに今度の法律、部落差別の存在

を認めたということは非常に大きな前進ですけど、事業法ではないので、予算の裏付けとい

うようなことも示されていませんし、難しい点はたくさんあると思います。ただ、その中で

も教育啓発と相談事業と調査、実態調査ということが謳われているので、これをぜひ、それ

ぞれの関連も含めて具体化をしていただく、あるいはそれを八尾市に求めるような答申案

を、ぜひ策定していただきたいと思います。調査については、国の方は調査の対象を差別事

象の実態だけに限定するような動きもありますので、そうではなくて、施策を立案する以

上、生活も含めて、意識調査だけではなくて、生活の実態、差別の体験、そういうものも含

めて、きっちりとした調査をもう一度、まあやり方や方法、どんな規模でというところは知

恵を出していけばいいと思いますが、実態調査がはなから出来ないかのような後ろ向きの

姿勢ではだめだというふうに思っていますので、この２点ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

・ 議論の仕方で少し、今回でも重要案件が 10分程度というふうなことになるので、まあ審議

会での諮問事項でもありますし、今後専門部会に方向性とかいろいろ委ねるというところ

に関して異議はないですが、できたら会長、副会長が専門部会にオブザーバーで参加すると

かできればと。審議会は後１回かと思いますが、その時にこのような状況というか、議論が

担保されなかったら、ちょっと不安という面もあるので、専門部会は十分尊重しています

が、審議会でも十分理解されたり、現状が理解されるとか、必要性がわかるというようなこ

とになるようなことをちょっとお考えいただければというふうに思います。 

・ どういう形で進められているかということについては、やはり審議会に諮問がおりてきた

わけなので、積極的に関わっていきたいとは思います。部会長、副部会長以上のことはでき

ないと思いますが、皆さん方にこういう状況、フォローする形でご報告できるような体制に
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はしておきたいと思います。 

・ （事務局）専門部会で今、方針の方を作っていただいていますが、ある程度成果物、まとま

った形になったようなものができれば、やはり会長、副会長、各委員さんに見ていただいて、

いろんな意見をいただいて、それを反映させた分を最後の人権審で皆さんにご承認いただ

く。そしてその後、市長に対して答申として出していただくというのが流れかなと思ってい

ますので、それがどういった形でできるかっていうのは、ちょっと事務局の方でも考えさせ

ていただいて、また会長、副会長、部会長、副部会長のほうとも相談させていただきたいな

と思いますのでよろしくお願いします。 

 

【案件説明】 

・ 案件４：その他 

資料７、資料８について説明。 

【主な意見】 

・ 特段意見なし 

 

閉会 


