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令和３年度第２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３年12月16日（木）午後２時から午後３時30分 

 

２．開催場所 

八尾市役所本館６階 大会議室 

 

３．出席者 

（委員）水鳥会長、朴副会長、森委員、水野委員、森下委員、林委員、松並委員、池上委員、 

眞鍋委員、藤本委員、鷲委員、水口委員、山本委員、卯川委員、中嶋委員、柳瀬委員 

（事務局）浅原人権ふれあい部長、中野人権ふれあい部次長、松月人権政策課長、阪田人権政

策課課長補佐、和島人権政策課課長補佐、池田人権政策課係長、亀谷桂人権コミュニ

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、寺島高齢介護課長、辻

内障がい福祉課長、新沼こども若者政策課課長補佐、目黒こども総合支援課長、光岡

人権教育課長 

 

４．案件 

（１）「部落差別の解消に関する施策の方向性について（答申）」について 

（２）第２次八尾市人権教育・啓発プランの進捗管理について 

（３）第２次八尾市人権教育・啓発プラン（改定版）の取り組み事業について 

 （４）差別事象等について 

 

５．議事内容 

【案件１】 

・ 資料１について説明 

【主な意見】 

・ 専門部会で熱心な討論、時間をかけていただいて、立派な答申案ができたと感じています。

ただ、２年以上時間が掛かったということは、やはりこの問題の持ついろんな難しさという

のがあったからだというふうにも思います。 

部落差別解消推進法が施行されてから５年が経過するわけで、そういう意味では、この５年

間、八尾市の方向性が定められなかったという点については、少し残念な気もします。なの

で、答申案として採択されて、八尾市に対して答申がなされた時には、今度はこれに基づい

た八尾市の基本計画、基本方針というものを具体化して、成果をあげていただくことを期待

したいです。 

その中で１点だけ、昨今の状況で懸念している点を申し上げると、この答申案の中にも触れ
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られていますが、これまでの行政のさまざまな施策の中で、同和問題、同和地区、同和行政

というような形で使われてきました。それについては、この答申案の中でも用語の定義とい

う形で規定をされていますが、最近八尾市の中では、この同和地区という表現を巡って、議

会を中心にさまざまな議論が行われて、私からすると方向性が誤った議論がなされている

ということを心配しています。もちろん、議会は市民の代表者の集まりで、そこで自由活発

な意見が交わされることは尊重すべきものですけれども、前にあった同和対策の法律が切

れた時点で、同和地区というのはその時の地区指定に基づく表現だから、法律がなくなった

後、新たにそれを同和地区と呼ぶのはおかしいのではないか、また、同和地区という形でそ

れを指定することは新たな差別を生むのではないかというような意見があったということ

を聞いています。ある会議の中でも、同和地区という表現を削除すべきだというようなこと

を決議しようとしたというようなこともあったようで、これはまさに、目をつむれば何も見

えない、その表現をやめれば現実がなくなるというような、本末転倒な考えであると思いま

す。私は本質的には同和地区のことを被差別部落、あるいは被差別地区という形ではっきり

と表現するほうが良いというふうには思っていますが、歴史的な経過、さまざまなこれまで

の法的な措置、行政で長く定着をして使われてきたということから、同和地区、同和行政と

いうような呼び方については、その意味するところをお互いが共通の認識として持ってい

れば、その用語については問題ないと思っていますが、とにかく用語を使わないようにしよ

うというようなことは、部落差別の解消に対する取り組みを否定するような意図も含まれ

かねないので、その点については、八尾市においては、これまでの同和行政を進める立場と

いうものをしっかりともう一度確認をして、この答申の中に盛り込まれた内容をしっかり

と受け止めて、施策に活かしていただきたいと思います。 

・ 質問ですが、人権問題という用語の一方で同和問題という用語がありますが、その区別とい

うのはどうなっているのでしょうか。部落問題に対しては同和という言葉を使う、それ以外

は人権というような判断の仕方になるのでしょうか。 

・ 答えになるかはわからないですが、人権というのはかなり幅広い概念で、例えば、入国管理

局の施設の中で亡くなったという問題がありましたが、あれは政府が海外から来られた方

の人権をきちんと守ってないということで、大きな問題になったと思います。あれも人権問

題。だから差別問題だけではなくて、さまざまな事柄について人権ということが入っている

かと思います。差別問題と言っても、例えば女性差別とかアイヌ民族の差別とか、さまざま

な差別問題について、人権という枠組みの中で日本では取り組まれているので、ざっくり言

えば、人権という大きな概念で、その中で部落差別、部落問題、同和問題というのが一部占

めているということかなと思います。ただ、歴史的に言えば八尾市の中でも取り組みの先を

走ってきたのは部落差別に関することで、そこから広がって人権になっていったというこ

とがあるので、委員がおっしゃられたみたいに、同和という事と人権という事の関係という

のはどうなるのかなという疑問は湧きやすいのかもしれないなと思います。 

・ 第２次八尾市人権教育・啓発プランに書かれている人権問題というのは、部落問題だけに限

定されるものではなく、広い範囲で取り組んでいます。 
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・ 小中学生の子どもがいる保護者の立場から、気になった点を２点お伝えしたいです。35ペー

ジの青少年会館の部分で、小学生のうちはイベントで来館する機会が多いですが、中学生に

なるとパタッと来なくなってしまうという印象があります。青少年会館を活用した学習支

援の取り組みということが書いていますが、学習支援の取り組みをやっているということ

は知ってるんですが、そこに中学生以降の層をどうやって呼び込むかということも、これか

らの課題になってくるのではないかなと思っています。 

もう一点、28ページの部落問題学習教材のことについて、小学校の子どもの授業参観で人権

についての授業をやっていて、その後に、保護者の方はどのように考えましたかっていう手

紙をもらって、保護者が学校に渡すというようなことがあって、すごく八尾市は人権につい

て考えているんだなと、好印象だった記憶があります。これについては、道徳の授業とかで

部落問題学習というのを教材として取り組むのかなという感じで読み解いたので、すごく

内容はセンシティブな感じになるだろうし、実際に中身を見てみたいなという気がしまし

た。私は大阪出身ではなく、部落差別について学んだ記憶はないのが実情なので、どういう

ふうに進めていくのかということもまた課題になってくるんじゃないかなというふうに感

じました。 

・ 今まで長年にわたって人権教育とか人権啓発とか様々な形で行われてきましたが、なかな

か差別というのがなくならず、最近ではネットでのいじめや誹謗中傷とかが起こっている

ということで、本当にどうしたらいいのかと思っています。 

・ 当審議会でも、間違った情報が一度ネットに出てしまうと取り返しがつかなくて、それがど

んどん拡散されていくという問題について、いかに対応すべきかという困難な問題がたび

たび指摘されてきたところです。委員の問題提起もそのあたりと共通してくるのではない

かなというふうに思います。 

・ 答申案を見て、改めて部落差別の解消についてということの重要さを認識しているところ

です。私は小学校に勤務していますが、ここの中にある教育に関する施策等は、そのまま課

題になるところを指摘いただいているなと思います。人権問題というのは非常に幅広くな

っている中で、部落問題に関わる時間が少なくというか、減っていっているのではないかと

いうご意見もあり、一方で、マイノリティ集団に関する、異質なものを受け入れるとかいう

ようなところが本当に差別の解消につながるというような文章もあって、すごく総合的に

まとめられた答申だというふうに思いました。 

・ 答申案については非常にまとまっていると思います。私は高齢者の農園をやっていますが、

高齢者に結構、植え付けられた差別意識というものが、特に同和問題なんかはあると思いま

す。それで、おじいちゃんおばあちゃん、もしくは両親から子どもに、あそこは怖いところ

やでとか、そういうふうなことが言われて、それが頭にこびりついてというようなことがあ

るかと思うので、ここに書かれているような学校教育も大事ですが、高齢者に対する教育も

必要じゃないかというふうに感じています。農園でも講演会でいただいたビラとかを貼ら

せていただいているが、なかなか啓発というのは難しいなというのが正直な感想です。 

・ 今から25年ぐらい前、家の洗い屋をしていた時、東大阪の方を車で走っていた時に、家の洗
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いをしてくれないかということで呼び止められたことがあります。商売なので名刺を渡す

んですが、「何々町か、ああ、悪かったな、ちょっと急いでるからこの話なかったことにし

てくれへんか」ということで立ち去るわけです。それが差別かどうか立証しろと言われると

辛いところはあるんですが、そういうような事柄がありました。家に帰って、子どもは寝て

たんですが、自分の子どもを見ながら、この子達と一緒に生きていくのに、自分の頑張りや

努力だけでは報われない、差別がそこにあるということで、非常に悔しい思いをしたという

いようなことがありました。 

そういうことでいいますと、答申の13ページに差別事象の記載がありますが、今でもそうい

うふうに、雇うとか住むとかいうことになると、部落問題が立ち上がってくるんです。個人

の努力ではどうしようもない現実が、今なおこんな形で社会に残っています。 

今はネットでは本当に氾濫していて、八尾市ではモニタリングをして、書き込みの削除要請

をしているということなので、できるだけリアルタイムに、今はこんな形で差別は現れてい

ますと、生きていくのを阻む大きな問題ですよということで、啓発とか当たり前の権利が脅

かされないような認識と啓発活動を共にいろいろできたらいいのになと思っています。 

・ 自分の力では変えることができない非合理的な理由で差別されるということは憲法も禁止

している不平等な考え方であり、委員がおっしゃることは変えることのできない生まれに

基づくものであるということで、極めて非合理性が強い要素であります。それをいかに今後

施策の中で克服していくのかということの重要性の指摘であったと思います。 

・ 私の職場は国際的な人権の基準を地域社会に根付かすためのさまざまな啓発活動をしてい

ますが、正直に申し上げて、部落問題についてやはり法律以降、学ぶ機会が少なくなり、若

い人たちに至っては大阪に住んでいながら、ほとんど学ぶ機会がないという方々に出会っ

てきました。しかし一方で、じゃあ部落差別はなくなったのかと言われたら、結婚差別も含

め、何よりも部落の外に出ると部落出身と言えない、言わないでねという形で出会うことも

増えていました。そのような中、部落問題について歴史的に頑張ってきた八尾市で、こうし

た答申案の動きがあったということはうれしく思いました。足らないところや、様々な事情

で入れられなかったところもあったかもしれませんが、例えば女性の人権、女性の中でもさ

らにそうした差別や不利益を受ける人たち、シングルマザーもしかり、部落出身でかつ、そ

うしたマイノリティ的な人たちにもきちんと焦点を当て、相談体制や、あるいは就職や生活

の相談にきちんと対処していくべきだというような文言もここに入っており、かなり進ん

だ形での答申を作ることができたのではないかというふうに考えています。 

 

案件１について、全会一致で了承 

 

【案件２】 

・ 資料２から資料５について説明 

【主な意見】 

・ 資料５、高齢者の虐待の種類について、経済的虐待というものがあるが、これは親族とか子



5 

 

どもが勝手にお金を使って、資産を使うという理解でよいのでしょうか。 

・ （事務局）経済的虐待については、高齢者の家族、擁護者の方が預貯金を使うということに

加えて、例えば病院とか施設に入所されている高齢者の年金を使って、病院とか施設への支

払いが滞ってしまう、これも経済的虐待と定義しています。 

・ もう一点確認ですが、結果虐待ではなかったとしても、虐待の恐れがあると思った時には通

報していいんですよね。 

・ （事務局）これは高齢者虐待のみならず、すべての虐待の体系で同じように、当然そういっ

た恐れがあれば、支援機関とかに連絡していただくということが大切ですので、それは空振

りという形であったとしても、市としてしっかりと通報してくださいというようなお願い

をさせて頂いているところです。 

・ 資料４のデート DV について、対象が公立中学３年生ということですが、デート DV に気を

付けなければいけないのはもうちょっと上の年頃の子どもたちじゃないかなと思います。

高校が府立になってしまうということで、なかなかこちらからリーフレットとかを送付す

ることがしにくいということもあるのかなと思うんですが、そうした世代の子どもたちに

どうやって知ってもらうかという手立てを考えたりしたほうがいいんじゃないかなと思い

ました。 

あと、４ページに関連して、もう対策されているかもしれないですが、コロナのワクチン予

約が取れなかった時期に、私の周りの外国人の方で日本語が不自由な方とかが、コロナワク

チンの予約がすごく難しいというふうに言われていました。代わって取ってあげたりとか

はしてたんですが、必要なところに必要な情報が届けられてほしいなと思います。 

・ （事務局）デート DVの啓発について、高校への働きかけというのは、府立高校になるので

なかなか難しいところがありますが、男女共同参画センターすみれで、高校生以上の一般の

方も含めた啓発を行っており、また、成人式などでの啓発も行っており、そういった形で高

校生に限らず、一般の保護者の方も含めた幅広い啓発に努めています。 

それと、外国人のワクチンの部分については、やさしい日本語で案内をしており、限られた

紙面ではありますが、多くの方に分かっていただく工夫をしており、あと、英語と中国語と

ベトナム語の多言語情報誌を作っており、コロナワクチンの案内についても紹介をさせて

いただいています。そういったものの周知もまたさらに続けていきたいと思っています。 

あと、八尾市国際交流センターでも、外国人の方への通訳もやっており、そちらのほうもも

っと幅広く知っていただいて、ご利用いただけるような形で啓発に努めていきたいと考え

ています。 

・ 八尾市国際交流センターでは、今おっしゃられたやさしい日本語の研修とかがあると思い

ます。例えば地震の場合はこういうふうに書いたらいいとか、講師を招いてやっています。

そこのところが、今のコロナワクチンなんかは実践になるのではないかなと思っており、う

まく活用できればいいんじゃないかなと思います。それから、一つ質問で、資料５の通告件

数などについて、これは通報者の別というのはわかるんでしょうか。本人からとか第三者と

か、施設の方であるとか。もしわかるようであれば教えていただければ。 
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・ （事務局）DV については、資料にあるように、本人と本人以外という部分の分け方になっ

ています。子どもについては、287 人の内訳で言うと、家族とか親族が 66、近隣・知人が

63、保育所・こども園が 38、学校が 40、保健センターが 22、保健所 7、医療機関 7、市町

村福祉事務所 4、児童本人が 7、市町村その他が 11、それ以外が 22、合計 287 人という内

訳です。 

・ 資料３の個票の 55 ページの西郡まちづくり拠点事業と 56 ページの安中まちづくり拠点事

業の事業内容がちょっと違うなと思って、どういう事業か説明してもらいたいです。あと、

地域内施設連絡会の開催というので、出張所ごとに９つ書かれていますが、西郡出張所の分

が出ていない。 

・ （事務局）西郡まちづくり拠点事業については、実施主体は桂人権コミュニティセンターと

いうことで表記されていますが、実質的にはひとつの施設の中に桂人権コミュニティセン

ターと西郡出張所が併設されている施設であり、事業としては出張所と人権コミセンが協

力した形で実施をしています。事業内容については、基本的には安中と同じようなスタンス

です。主に桂小学校区にある施設を中心に、月に１回、所属長にお集まりいただき、連絡会

議を行っており、施設ごとの取り組み状況や報告などを踏まえ、情報共有を図りながら、顔

の見える関係性づくりに努めています。また、施設から資料や記事をいただきながら、連携

して、地域情報誌「はな緒」というものを作成し、地域住民の方々へ情報発信できるような

形で取り組んでいるのが、主な取り組み内容となっています。 

・ また改めてお聞きしたいと思います。 

・ 私は八尾市の識字日本語連絡会の代表をしていますが、先ほど委員がおっしゃられた外国

人の人にとってどうなのかというところとも関連して、３点、質問と意見があります。 

１点目はやさしい日本語について。やさしい日本語というのは通常の日本語があって、やさ

しい日本語があるというスタンスだと思います。市役所の文書はたいてい難しい日本語で

書かれていますが、あれそのものを変えるのがやさしい日本語だというふうに思っている

んですが、全然そうなっていないので、文書を一つにして、全部やさしい日本語にしたらい

いのになと常々思っています。 

２点目は質問ですが、コロナ関連の国や自治体からの情報でフリガナを振ってあるものは

ほとんどなかったと思います。大阪でいうと、四條畷市は住民の命に関わるものは必ずフリ

ガナを付けるというルールが決まっています。フリガナに関連して、八尾市にはそんなルー

ルはあるんでしょうか。 

３点目は、ワクチン接種のやり方について、今回のやり方は、インターネットを使えて、電

話もかけることができるという人向けのもので、例えば、高齢の方でインターネットなんか

できないとかいう人にとっては、すごく不親切なやり方だったと思います。私も電話は全然

つながらず、インターネットでもだめで、第１回目の応募はアウトで、第２回目でようやく

取れたんですが、どっちかと言えばネットとかは使ってる方です。それでもこんな感じだっ

たので、もっと住民サイドに立ったやり方があるんじゃないかなというふうに思います。そ

れに関わって、私はワクチン接種の時に人生で初めて車いすで外出しました。接種会場に行



7 

 

って、車いすに乗ってる人って相手にされないんだなと体験しました。車いすの人は向こう

に行っててください、付き添いの人はこっちへというような扱いがあったんですが、駐車場

まで担当の人が付いてきてくれたので、すみませんがこういう状況があったので改善して

おいてもらえませんかと言ったら、付いてきてくれた人が、八尾市に言っておきますと言っ

たんです。八尾市に言っておくということは、八尾市の職員じゃないということだと思んで

すが、ワクチン接種の時におられたたくさんの方たちの内、何割ぐらいが八尾市の常勤の公

務員の方で、何割ぐらいが派遣の方なのか教えてもらいたい。というのは、車いすの人や

様々な人がいる時に、行政として然るべく対応ができるようになっているのかという意味

合いの質問です。 

・ （事務局）やさしい日本語やフリガナのルールという部分につきましては、まだはっきりと

決まっていません。ただ、命に関わる通知については全員に届けないといけないというもの

なので、部長会において、市民向けに送るものについては平仮名ルビ、やさしい言葉で読み

やすい形というものをしっかりするようにということを申し入れさせていただきました。

それと、合理的配慮というような形で、車いすの部分についても、しっかりと行政として対

応できるような形で考えていくということは、また庁内でもしっかりと確実に考えていき

ます。 

ワクチンの接種会場の職員の比率は申し訳ありませんが、こちらの方ではわかりかねます。 

 

【案件３】 

・ 資料６について説明 

【主な意見】 

・ 特段意見なし 

 

【案件４】 

・ 資料７について説明 

【主な意見】 

・ 同和問題の事象について、部落差別をなくすというのは本当に大変な取り組みで、八尾市で

すごく頑張っても、一歩外に出たらそこでまた差別が起きるという。それから、インターネ

ットを含めて、SNSの中でそういう情報がどんどん拡散されていきます。外国人の問題につ

いても、前はこういうことを行政に言ってくる人ってなかったと思います。だから一種の流

行りになってしまっているというか、在日外国人、在日韓国朝鮮人の人が、日本で何か特権

を得ているために、逆に日本人が差別を受けている、不利益を被っているという、いわゆる

ヘイトスピーチという形でもたらされたものがネットの中では常識になってしまっていま

す。だからその用語をネットで検索すると、上位に出てくるのはそういう間違った情報ばか

りということなので、正しい情報というものを、なかなか大変ですが、諦めることなく発信

を続けて、また行政もできる限りそういうもののチェックをして、効果的な啓発のあり方と

いうものを更に追求していただきたいなと思います。 
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・ 外国人の事象について、古い歴史観をお持ちの方がおられるということは、ちょっと残念に

思いました。学校教育の中では、多文化理解や国際理解教育を進めているところであり、柔

らかな頭の子どもたちに教育を続けていくことが今後も大切だなというふうに思っていま

す。 

・ 外国人の件で、テレビで民族名で名前を書かれていたので在日の方ということがわかった

ということですが、逆にこういうニュースを見た時に、専門的な知識を持たれた外国ルーツ

の人が、八尾市の歴史を広めるために活躍されていると、多様性を認めていて、これはいい

事だというような市民がもっと増えればいいなと思いました。在日の方は多くの人がやっ

ぱり、言えなくて使えなくて、日本名を使って隠しているという状況もあるので、逆にああ

いうニュースなんかで、活躍してるよというようなものがあったらいいなと思いました。 

・ 同和問題の事象について、八尾市なら共感してくれると思い電話したということは、八尾市

ではそういう取り組みが進んでいるということの証左かなというふうに感じました。 

・ 同和問題の件について、電話をしてきた人は相談というか、救済を求めて電話されてるの

で、書き振りについて、どこかにカッコをしてでも、差別事象ということではないというよ

うなことを書いておいた方がいいんじゃないかというふうに思いました。 

 

閉会 


