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八尾市人権尊重の社会づくり審議会 

第４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 11月 25日（水）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）福原部会長、髙田副部会長、森委員、五石委員、岡委員、 

南田委員、梅本委員、荒木委員 

  （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、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、黒井人権教育課長 

 

４．案件 

 （１）八尾市「部落差別の解消に関する施策の方向性について」答申 

（仮称）八尾市部落差別解消推進基本方針（案）について 

 

５．議事内容 

【会議の非公開について】 

・ 議事内容に一部センシティブな内容が含まれるため、非公開とする 

【案件説明】 

・ 案件１について説明 

【主な意見】 

・ 八尾市の取り組みのところについて、この専門部会の位置づけを触れられたらいいの

ではないかと思っています。同問協から人権審の専門部会になって、諮問を受けたと

いうことで、これはやっぱり八尾市として当事者が参画するということの意思表示だ

と思っているので、そういう意味では大事じゃないかなと思います。 

・ 答申案の最後に審議会の委員や専門部会の委員の名簿のようなものは載せる予定に

しているでしょうか。 

・ （事務局）その予定にはしています。 

・ 委員の名簿のようなものを掲載することが、今おっしゃられたような、当事者の意見

も聞いていることを示すものだと私は思っていますが、第１章の第２節、八尾市の取

り組みのあゆみの中で、今おっしゃってるような流れもちょっと入れ込むということ
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にしたいと思います。 

・ 第４章の１、部落差別解消をめざす相談体制の充実の中に、差別事象への対応を追加

しており、現状と今後どうあるべきかということを書き込むということで対応しよう

と思っていますが、独立させた方がいいかどうか悩んでいるところです。 

・ 独立させた方がいいのではないでしょうか。差別事象への初期対応についてというの

を、大阪府の教育庁が今年の９月に出しています。これを見ますと、どこまでが初期

対応かということを書いていて、事実確認をして聴き取りをするところまでが初期対

応。その後、差別性の分析、背景・要因と課題の明確化、さらに対応方針・計画の策

定、教訓化というプロセスがありますが、このマニュアルは初期対応だけで、残りの

部分は府の人権教育企画課がやるという組み立てになっています。相談の枠ははっき

りと外れていて、差別事象を通じてどんなふうに教育・行政のあり方を変えていくの

かというのが問われているということだと思います。相談は本来そういうものだとは

思っていて、それで言い出すと、それぞれの場面が一緒になるので、差別事象という

のは特出しでやった方がわかりやすいと思います。ちょっとずれますが、この法律は

全国一律に最低基準を示したもので、法律の中に「それぞれの地域の実情に応じて」

というのが３回出てきます。八尾市の場合は、法律が定めている最低水準さえやれば

いいという認識ではないと思っていますので、例えば、10ページから 11ページの解

消推進法の制定というあたりについて、八尾市としてこの法律をどう認識してるのか

ということがもう少しあってもいいんじゃないかなという気はします。 

・ 地方自治の真価の発揮というところで、「とりわけ八尾市をはじめとする地方自治体

が部落差別解消を推進するにあたっては、部落差別解消推進法第３条の規定を十分に

踏まえることが求められる」という文章と、「地域におけるその部落差別の実情をし

っかり見極め、その実情に応じた施策を主体的に立案し、実施していくことが求めら

れる。それは言い換えれば、地方公共団体がいかに主体的に地方自治を行うのかとい

うその姿勢が問われているということであろう」という文章で整理しました。 

・ 法律について説明するだけじゃなくて、八尾市の受け止めとしてちょっと書き換える

というか、そういう感じになると更にいいなと思います。八尾市は数十年にわたって

この問題を取り組んできた、地域の実情に応じてこれまでもやってきたということで、

この方策が出てるんだというようなものがいると思います。全国の自治体の中では部

落差別解消推進条例を作ったところもあるわけで。 

・ 条例を作っているところと、八尾市のように基本方針を作っているところと二つあり

ますよね。 

・ 条例を作れと言っているわけじゃなくて、八尾市も条例はないけど、これまでの取り

組みを踏まえてやるんだと。それが地域の実情に応じてという八尾市なりの受け止め

だとわかるような書き方をしたらいいんじゃないかなと。 

・ 八尾市にも差別事象のマニュアルがあるので、八尾市のもので議論すべきだと思いま
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す。差別事象への対応については、相談とか教育ではなく、実態把握に入れるべきじ

ゃないかと思っています。 

・ 第４章の３の２）には、差別事象並びに当事者調査という形で入れています。 

・ そこを膨らますというか、そこにインターネットのモニタリングとか入れてるので、

八尾市として把握する差別事象の蓄積というのも実際このマニュアルでも行われて

いるので、入れるのが一番すっきりと。相談はむしろ救済というふうにいった方がい

いのかなと思います。 

・ ４の１の２）のところに、相談活動および心理的ケアの現状ということで、ケアの話

も踏み込んでいこうと。地域福祉の文脈でいくと、相談をしっかりやろうという話が

あって、その中身にも心理的ケアの話は入れ込まれているので、地域福祉にもかかわ

ってくる部分にもなっています。そこをどういうふうに行政の現場で対応していくの

かというのが次に課題かなと思っています。隣保館で聞いて対応しますっていうのは

もちろん大事ですけれども、後のいろんなフォローも考えると、もう少し多様な各部

署が集まった体制がいるのかなと、そんな話をする必要があるのかなと思ったところ

です。 

・ 話をちょっと戻して申し訳ないですが、差別事象への対応については節を独立される

ということだと思いますが、八尾では学校現場、社会教育の現場、それから市民啓発

と全般にわたって対応のマニュアルを作成しているという理解でよいでしょうか。地

域での日常の暮らしの中で出てくるような差別事象も含めてマニュアルを作ってい

るということでしょうか。 

・ （事務局）大阪府が基本的なマニュアルを作って、それを全市町村に差別事象があっ

た場合の対応ということで配って、市町村によって多少修正、追加とかあるかもしれ

ないですが、基本的には同一のマニュアルで対応してると思います。 

・ 23 ページの要介護世帯について、「高齢者世帯の増加にともなって、要介護世帯も増

加している」となっていますが、高齢者世帯の増加はもちろん他の地区と違って高い

ですが、2011年の両地域の実行委員会が行なった生活実態調査のまとめによると、八

尾市全体の要介護率より、地域では５ポイントほど低かったんです。2016年に行なっ

た高齢者の生活・介護のアンケート調査で出てきた数字も同じく５ポイントの差があ

りました。罹患率とか地域の状況、歴史的な生活実態からいえばむしろ介護に頼らざ

るを得ない、介護サービスに頼らざるを得ない状況にあるにもかかわらず、市全体と

の差が５ポイントあるということを重視しないといけないのではないかと思います。

私なりに解釈してるのは、申請主義ということで、70 代、80 代の高齢者は非常に難

しさをおぼえてるということと、低年金生活の中で、あるいは貯蓄もないという生活

の中で、介護保険を活用してサービスを受けると自己負担がかかるので受けないとい

う方向に進んでいくというような背景があるのではないかと思っています。そういっ

たことを、低い要介護率という項目で書き込んだ方がいいのではないかと思っていま
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す。 

・ 2016年の報告書というのはどのような報告書ですか。 

・ 地域のまちづくり協議会がやった調査で、同和地区内の家庭とその周辺の地域の高齢

者の実態の数を比較したというものがあります。 

・ それについてまた見せていただければと思います。 

・ 2018 年 12 月 27 日だったと思いますが、法務局の権調第 123 号というのは方針のど

こかで入れてもらえたらいいかと思っています。これは、ネット上でどこが同和地区

かという情報は削除対象だということを言ったものです。基本的に違法性があるとい

うことを政府が言ったもので、結構重要だと思います。要するに同和地区の住所を記

して、ここは同和地区だって言ったらその時点で違法性があるというものです。 

・ また確認させていただきます。 

・ 会議の初めのほうで当事者参画のことを言っていましたが、被差別の立場にある人の

立ち上がりというのを軸に据えて、行政は応援するというか、一緒に走るというか、

そんな感じのものがあっていいと思います。地域の住民そのものの立ち上がりみたい

なものが、もうちょっと前に出る方がいいのかなという気がします。それをきちんと

位置づけたうえで論じた方が良いんじゃないかなと。それを抜きにして読むと、地域

の人は心のケアをされて、福祉推進の対象にされてみたいな感じにならないかなとい

うことが気になるので。 

・ 基本は地域と行政は横の関係、パートナーっていう理解が真っ当だと思っていて、こ

こはパートナーという言葉で連携、協働という言葉を入れています。 

・ 今後、障がいとかヘイトの問題とかについても基本計画や方針というのが出てくるべ

きだと思っていて、やっぱりその時、当事者を軸に据えて施策を構築する、当事者の

声とかが前面に出てきた教育とか啓発、施策、相談とかというものが組み立てられる

べきだというのは、障がい者運動の合言葉じゃないけど、世界的にも大原則になって

います。今後につながる意味でもしっかりこだわってここには書いておくべきじゃな

いかなと思います。あと、４つの目標と政策のところで、調査というのを入れていた

だいてますが、これは部落差別解消推進法を基本にして項目立てというか、基本的な

大きな目標が組み立てられてると思いますが、そうだとするならば、実態把握という

のがトップにあってもいいのかなと思います。施策の中に入れていただいてますが、

すべてにおいて現状がどうなっているかということからしか始まらないので。施策の

実態は当事者の声と差別の現実から始まるという意味でも、目標のひとつに新たに加

えてもいいんじゃないかと思っています。 

・ 今の話は重要なポイントの一つだと思うし、先ほど言われた福祉状況について、既存

のデータだけだとはっきりしないというのがあると思うので、今の状況に応じた実態

調査をやらなければわからないところがあると思います。八尾市としてやるのがふさ

わしいのかどうかは議論したらいいと思いますけど、そういう調査がいるんだという



5 

 

ことがここにあるといいなと思います。 

・ 国が言ってる隣保事業は６つ基本事業があって、一つめに社会調査及び研究事業があ

ります。社会調査というのがもっともっと活用されるべきだと思います。八尾で言っ

たら人権コミセンが主体になって住民と協力してできます。 

・ 隣保館を地域共生社会づくりの一翼を担うものとして、地域福祉をしっかり担えとい

う話は言われていますが、そう言われながらも設置要綱の中では担えるだけの組織体

制を保証するような文言が入っていないので、そういう意味では、地域福祉を担える

体制づくりをつくるというふうな一言を設置要綱に入れてほしいという話がありま

す。今回そこまで書くかどうかということはちょっと考えていないですが、そういう

ことを視野に入れながら、基本は八尾市でそこまでどう踏み込むかというところを今

回は書かしてもらおうかなと思っています。 

・ 相談、教育・啓発、実態把握の３つと、あと差別事象の対応ということで、４つぐら

い入れてもいいと思います。そういうことを通じて世の中を変えていくというか、差

別をなくしていくところにつなぐみたいな、サイクルみたいな図を入れておいてもら

えたらわかりやすいなと。あと、福祉というよりソーシャルワークと言う方が。福祉

という概念になると、施しというイメージが強くなって、それがどうも引っかかりま

す。 

・ 私もソーシャルワークとの関連で、同和地区住民に対する相談支援の充実、とりわけ

心理的ケアの強化っていうところが気になっていて、ケアというよりもエンパワメン

トじゃないかなと思います。海外のソーシャルワークでは必ず当事者の参画って入っ

てくるので、エンパワメントの第１が当事者の参画、それから、相談支援というより

も生活支援で、経済的なこととか、そういったことが入るんじゃないかなと。その次

に残りのケア、相談支援とかが入るのかなと思いました。あと、抑止のところで、実

態、差別の対応、啓発・教育、それからネットの規制という。 

・ そうすると、この枠組みをかなり変えないといけなくなるのではないでしょうか。お

っしゃることはとてもよく分かって、ケアというよりもエンパワメントの概念の方が

いいなと思ったりもします。ただ、ソーシャルワークという観点、権利保障という観

点から整理するとなると、この４本柱から変わってくるように思います。個人的には

目標３のところに権利保障の考え方を書き込んだらいいかなとは思いました。 

・ 言葉はこれに固定されているということですか。 

・ 国の枠組みの中では決まってる、使われてる言葉なので、そのまま入れ込んでいます。

地域福祉だけではなく、断らない相談、ケア、支え合う関係っていうことを使ってい

ます。その辺、国の使ってる文言にあわすのか、あまりそれは関係なく、こっちがい

いということでこっちを使うかというところの判断になると思います。 

・ 人権教育の位置づけについては、ちょっとまだ整理する必要があるように思います。

この案の中では、目標２の３、学校教育における人権教育と、目標３の２、未来を担
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う次世代の育成というところの２つにまたがって書かれています。 

・ ここは別に分かれててもいいと思います。 

・ 分かれてていいというのは同じです。ただ、目標２の３のところは従来、国が言って

る人権教育だと思いますが、目標３の２のところは、要するに子どもの権利保障って

いう括りで言えるんじゃないかなと思いました。子どもの権利保障という概念で整理

すれば、収まりがつくかなというふうに。それとあと一般的なすべての子どもたちを

対象とする人権教育・啓発が目標２のところに入る、そういう収まり方かなと。とり

わけ大きな、社会的な困難を抱えてる子どもにフォーカスを当ててって言うのが目標

３のところ。目標２のところは、それこそ全員、すべての子どもたちに対する人権教

育という、そういう枠組みで整理をすることができるかなと思いました。 

・ これは部落差別解消の計画なので、単純に、人権教育じゃなくて同和教育とか部落問

題学習とかではだめなんですか。 

・ 別にいいと思います。 

・ 全部とは言わないですが人権教育と呼び変えた途端に部落問題をしない学校がたく

さん出てきたっていう経過があるので、その言葉は大事にしてほしいなと。 

・ 実態把握は大事だと思いますけど、目標ではないように思います。つまり、いろんな

目標を実行していくための大前提の話で、目標そのものじゃないように思います。ど

ういう表現をするといいのかわかりませんが、目標を達成するための土台、ベースに

なるという考え方。 

・ 基本そうです。今調査の話を３つめに入れてますけれども、実はすわりがちょっと悪

いと思っています。推進法でいくと相談、教育・啓発、調査だけど、ここで言うよう

な当事者の社会的権利の話とかまちづくりみたいなところまで、推進法は述べていな

いので、その後に持ってくるのが妥当なんじゃないかなと思っています。そうすると、

実態調査の対象も膨らむ。今の調査は個人を軸にしてて、地域という文脈で調査って

あまりされてないように思います。そういうふうにちょっと広げていくことも考えれ

ば、一番最後に持ってきたいなと思っています。重要性が落ちるわけではないので。 

・ 目標１の２、目標２の３に調査があって、目標１の調査は、言ったら地域の実態調査。

目標２の調査は、市民の意識調査だと思います。こういう形でそれぞれについてある

のはすごくいいなと思っています。この枠組みでいけば部落の実態調査、生活実態調

査をしないといけないというふうになります。それは目次の方ではどう反映してるん

でしょうか。 

・ 同じ形で入れ込む予定ですが、反映できていませんでした。被差別当事者と差別事象

についての調査。意識調査は当事者、市民。それから生活の実態にかかわる調査、こ

れが基本だと思います。 

・ 第４章の３の部落差別解消に有効な実態調査の実施というところにそれが盛り込ま

れるというふうに思っておけばよいでしょうか。 
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・ そうです。 

・ 目標のところに、子どものことは書いてますけど、地域の人もしっかり部落問題を学

ぶ機会をつくっていこうとか、地域や世の中が変わっていく機会をつくっていくって

いうのは何かいるんじゃないかなと思います。 

・ 目標２の２の人権教育っていうところかなと思います。それと、教育現場の話でいく

と、人権を保護者と一緒に考える会というようなことをされていて、親に対してもち

ゃんと理解してほしいということで、各学校の判断で多く実施しています。部落問題

だけをやるわけではないですが、親に対して広く人権についてきちんと啓発するよう

なことをされています。 

・ よくやってくれてるとは思いますけど、実際部落問題をやる時に、現場の先生は何を

思うかっていったら、やり方がわからないとなってしまうので、やっぱり計画として

しっかり持っていかなかったら、知らず知らずのうちに避けてたりとか、悪気なく避

けてるっていう場面が、特に部落の問題の中ではあるんじゃないかなと。 

・ 教育に関して、2004年の人権教育基本方針に沿ってやってるということですが、これ

は更新されないんでしょうか。また、教育の取り組みの時間については、いつに比べ

て減っていないのかを教えてもらいたいです。あと、１学年年間 35 時間の人権教育

ということですが、小学校中学校全部あわせてなのか、小学校なのか中学校なのか。

それから、10 時間程度同和問題に充てているということですが、これは各学年なの

か、それとも学校全体なのでしょうか。 

・ （事務局）人権教育の基本方針については、大きい枠組みの中で作られてるもので、

年度ごとでいくと、教育振興基本計画という８年間の計画で、４年４年の前期後期で

分けた中でやっています。教育委員会としては、人権教育を必ず学校の教育活動に位

置付けて実施をするようにということを説明しています。学校については、それを受

けて年間の計画を立てます。ただ、前提として学校の教育課程の中に人権教育という

時間割はありません。各学校の実態としては、例えば特別活動の時間割、総合的な学

習の時間割、また、社会の時間では歴史学習であったり、中学校でいうと公民という

教科の中で学習をしてるということで、１学年年間 35 時間というのは一つの例示と

してあげたもので、すべての学校が 35 時間必ず人権教育をやってるということでは

ないです。各学校には年間の教育課程の編成を教育委員会に対して提出してもらい、

教育委員会がその計画を確認しています。各学校においては各時間割の中に、例えば

特別活動の中の学校行事として、地域の関係者に聴き取り学習をするという時間があ

ったりとか、そういう計画を各学校が立てており、10時間程度という時間も学校によ

ってバラバラです。小学校の実態でいくと、低学年に比べ、５、６年は時間数として

は多いです。なので、必ず各学年が 10 時間やってるという位置づけではないです。

中学校に関してはどの学年でも一定の時間は同和問題として取り組んでいる現状が

あるというふうに捉えています。 
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あと、委員がおっしゃったように、一個人の教員で見ると、教え方に自信がないとい

うような声はあるのかもわからないですけれども、学校全体で取り組んでいくべき課

題だと思っていますので、そこについては学校としてしっかり計画を立てていただい

ているので、それに基づいて実施をしていくということを、委員会としてはしっかり

と支援していかないといけないのかなと考えています。教育委員会の進めている施策

としては、とりわけ八尾に初めて赴任した教職員には認識を持っていただくという意

味合いを込めて、同和問題のテーマを取り扱った研修をしています。転任者について

も、必ず実施をしています。それ以外にも、人権教育課の方で年間６回研修をしてお

り、その一つには同和問題を取り上げています。それについては各学校の人権教育担

当者などが参加して、各学校に持ち帰って伝達をしてもらうということでの研修の実

施をしています。 

・ 行政直ではない団体の活動は非常に大きな役割を果たしていると思いますが、ここで

は触れられていないのはもったいないかなと。 

・ （事務局）学校内部でいうと、八尾市人権教育研究会、八人権というところがあり、

任意団体ではありますが、校長先生方が立ち上げてる部会として、各学校の先生方が

そこに参画してるということで、一つの取り組みとして、同和問題の学習会をしたり

しています。そういったものも学校教育の中ではリンクしながらやってるような部分

もあるのかなと思っています。 

・ 教育委員会として最低限部落問題学習でこれだけはやってくれっていうような計画

みたいなものはないんですか。 

・ （事務局）基本的に我々がおろすものは文部科学省の学習指導要領に基づいてのもの

なので、同和教育には取り組むべきということはおろしており、歴史とか公民とか教

科書にあるものは当然やるべきですけれども、その他の教材については自主教材であ

ったり、八尾市として作っているものであったり、各研究団体が作っている教材を学

校として使ったりとか、そこは様々なので、最低限こういう教育をやってくださいっ

ていう形ではおろしていないです。 

・ 法律が出来たこともあって今後の課題だと思いますけど、もう一つ言えば、例えば聴

き取りとか、当事者の声とか辛かった思いとかを語る場がありますけども、それが全

学校園でそんなことが出来てるのかと言えば多分できてないと思うし、それこそやっ

ぱり計画の中にしっかり位置付けて、こういうことをしようと、それをするために教

育委員会としてこんな応援するよっていうのがあって然るべきじゃないかと思って

いて。 

・ 以前に文部科学省が人権教育の実施状況について調査を行ないましたが、地域の教材、

地域学習のための教材を独自で作るとか、当事者の聴き取りをするとか、そういう活

動は低調で、それはやっぱり問題ではないかという指摘があったように思います。八

尾でやってないというわけではないですが、やっぱり現状どうなってるのか、当事者
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はどういうふうに考えているのかっていうことに触れる機会を作るという事は大事

じゃないかというふうには思いました。 

・ （事務局）教育委員会としても、聴き取り学習というのは大きな意味があるというふ

うには認識しており、各学校も計画の中で、ほとんどの学校が当事者の聴き取り学習

は取り入れています。ただ、すべての学年で例えば同和問題を取り組んで、その中で

必ず当事者に聴き取りをしてるかと言えば、必ずしもそういうわけではないです。小

学校でいくと６年間の縦の計画の中で、この学年では例えば同和問題の当事者を呼ん

で聞き取りをするとか、ここでは国際理解教育として外国にルーツのある方を呼んで

話を聞くとか、そこは各学校の計画の中で実施をされているものかなというふうには

思います。ただ、おっしゃられるように、そこをしっかりと委員会としてもサポート

というか、その効果を学校に対しておろしていくっていう事は非常に重要な事だとは

思いますので、そこは引き続き委員会としてもしっかりと学校に周知をしていきたい

と思っています。 

・ 第３章のところで同和地区住民と、あとさまざまな生きづらさを抱えられた方々とい

うことで書かれていますが、同和地区の住民の中にも障がいの方や外国籍の方がいる

ので、複合的な立場の方もいるということを少し説明されたほうがいいかと思いまし

た。あともう一つは、人権教育の中で部落差別を予防するというところで、差別事象

だけを挙げていますが、例えば社会的権利、権利行使という人権教育もちょっと必要

なのかなというふうに思いました。ただ、部落差別というところにきちんと焦点を当

てるべきなので、そのあたりのバランスの難しさがあると思います。 

 

閉会 


