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【 津村 企画 調整 課長 代理 】
定 刻に なり まし たの で、 ただ 今よ り第 ２３ 回大 阪市 人権 施策 推進 審議 会を 開催 させ てい
た だき ます 。
本 日は お忙 しい とこ ろお 集ま りい ただ き誠 にあ りが とう ござ いま す。 私は 本日 、司 会を
担 当い たし ます 市民 局人 権室 企画 調整 課長 代理 の津 村と 申し ます 。よ ろし くお 願い いた し
ま す。 狭い 部屋 では ござ いま すが 、マ イク を使 用さ せて いた だき ます ので 、よ ろし くお 願
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い いた しま す。
そ れで は、 資料 の確 認を させ てい ただ きま す。
第 ２３ 回大 阪市 人権 施策 推進 審議 会次 第、 大阪 市人 権施 策推 進審 議会 委員 名簿 、配 席図
を 上に お配 りし てお りま す。 議事 資料 とい たし まし て、 お手 元の 資料 一覧 を ご 覧に なっ て
い ただ けま すで しょ うか 。Ａ ４の １枚 物で 、資 料 一 覧で ござ いま す。 こち らに 記し てお り
ま す順 番に 読み 上げ ます ので 、資 料を お手 にと って 確認 して いた だき たい と思 いま す。
資料 ナン バー は各 資料 の右 肩上 に表 示し てお りま す。 まず 、資 料１ 「人 権が 尊重 され る
ま ち」 指標 の運 用に つい て。 次に 、資 料２ 「人 権が 尊重 され るま ち」 指標 －大 阪市 を「 人
権 が尊 重さ れる まち へ」 －と いう 資料 です 。次 に、 資料 ３、 市政 モニ ター 質問 書「 人権 行
政 につ いて 」。次 に 、資 料４ 、大 阪市 人権 行政 推進 計画 ～人 権ナ ビゲ ーシ ョン ～に 基づ く「人
権 の視 点！ １０ ０」 実行 ブロ グラ ム実 践マ ニュ アル 。次 に、 資料 ５、 平成 ２３ 年度 「人 権
の 視点 ！１ ００ ！」 実行 プロ グラ ム項 目別 評価 。次 に、 資料 ６、 平成 ２３ 年度 「人 権の 視
点 ！１ ００ ！」 実行 プロ グラ ム評 価結 果一 覧で ござ いま す。 次に 、資 料７ 、建 設局 にお け
る 「人 権の 視点 ！１ ００ ！」 実行 プロ グラ ムの 取組 み。 次に 、資 料８ 、平 成２ ４年 度「 人
権 の視 点！ １０ ０！ 」実 行プ ログ ラム 策定 内容 一覧 でご ざい ます 。次 に 、 資料 ９、 平成 ２
４ 年度 「人 権の 視点 ！１ ００ ！」 実行 プロ グラ ム取 組別 分類 。次 に、 資料 １０ 、人 権ナ ビ
ゲ ーシ ョン マガ ジン Ｖｏ ｌ． １。 資料 １１ 、人 権問 題に 関す る市 民意 識調 査分 析報 告 書 。
次 に、 資料 １２ 、平 成２ ４年 度主 な人 権啓 発の 取組 み。 次に 、資 料１ ３、 平成 ２３ 年度 人
権 相談 件数 をご 用意 させ てい ただ いて おり ます 。お 手元 にす べて ござ いま すで しょ うか 。
本日 は欠 席委 員の 方が おら れま して 、安 由美 委員 、三 軒久 枝委 員に おか れま して はご 欠
席 され ると のご 連絡 をい ただ いて おり ます 。
それ では 、大 阪市 側の 出席 者を ご紹 介さ せて いた だき ます 。
梶本 市民 局理 事で ござ いま す。
【 梶本 市民 局理 事】
市 民局 理事 の梶 本で ござ いま す。 よろ しく お願 いい たし ます 。
【 津村 企画 調整 課長 代理 】
今 井市 民局 人権 室企 画調 整課 長で ござ いま す。
【 今井 企画 調整 課長 】
今 井で ござ いま す。 よろ しく お願 いい たし ます 。
【 津村 企画 調整 課長 代理 】
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勝 村人 権啓 発・ 相談 セン ター 所長 でご ざい ます 。
【 勝村 所長 】
勝 村で ござ いま す。 どう ぞよ ろし くお 願い いた しま す。
【 津村 企画 調整 課長 代理 】
山 藤人 権啓 発・ 相談 セン ター 相談 担当 課長 でご ざい ます 。
【 山藤 相談 担当 課長 】
山 藤で ござ いま す。 どう ぞよ ろし くお 願い いた しま す。
【 津村 企画 調整 課長 代理 】
そ れで は、 大阪 市か らの 出席 者を 代表 いた しま して 、市 民局 理事 の 梶 本か らご あい さつ
を 申し あげ ます 。
【 梶本 市民 局理 事】
恐 れ入 りま す。 大阪 市人 権施 策推 進審 議会 の開 催に 当た りま して 、一 言ご あい さつ 申し
あ げま す。
本日 は、 大変 ご多 忙の 中、 また 暑さ の厳 しい 中、 本日 の審 議会 にご 出席 賜り 、大 変あ り
が とう ござ いま す。 また 、会 場が 大変 狭く て申 しわ けご ざい ませ んが 、 よ ろし くお 願い 申
し あげ ます 。
委員 にお かれ まし ては 、平 素か ら大 阪市 人権 行政 の推 進を はじ め、 市政 の各 般に わた り
ま して 格別 のご 協力 、ご 指導 を賜 り、 大変 あり がと うご ざい ます 。私 ども 事務 局と いた し
ま して は本 年４ 月か ら８ 月に かけ て人 事異 動が ござ いま して 、何 分ふ なれ な審 議会 の開 催
で ござ いま すけ ども 、円滑 な運 営に 務め てま いり ます ので 、よ ろし くお 願い 申し あ げ ます 。
本日 、主に ご審 議い ただ きま すのは 、「人 権が 尊重 され るま ち」の指 標の 運用 につ いて で
ご ざい ます 。本 指標 につ きま して は、 平成 ２２ 年度 から 積極 的に ご議 論い ただ きま して 、
委 員の 皆様 のお かげ をも ちま して 昨年 １０ 月に 策定 する こと がで きま した 。改 めて 御礼 申
し あげ ます 。今 後は 、こ の指 標を より 市民 の皆 様に とっ て身 近な もの にす るた め 、 運用 等
を 図っ てま いり ます ので 、よ り効 果的 で実 りあ るも のに なり ます よう 委員 の皆 様の 積極 的
な ご審 議を お願 い申 しあ げま して 、ご あい さつ とさ せて いた だき ます 。よ ろし くお 願い 申
し あげ ます 。
【 津村 企画 調整 課長 代理 】
それ では 、こ れよ り議 事に 入っ てま いり たい と存 じま す。
なお 、本 日の 審議 会に つき まし ては 、大 阪市 人権 施策 推進 審議 会規 則及 び審 議会 の設 置
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及 び運 営に 関す る指 針に 基づ き、 公開 とい たし てお りま す。 また 、本 日の 議事 録、 議事 要
旨 につ きま して は、 情報 公開 を進 める とい う観 点か ら、 後日 、市 民局 のホ ーム ペー ジへ 掲
載 する 予定 でご ざい ます ので 、よ ろし くお 願い いた しま す。
今回 は、 昨年 ７月 にご 議論 いた だき 、昨 年の １０ 月に 策定 いた しま した 「人 権が 尊重 さ
れ るま ち」 指標 の運 用と 、平 成２ ３年 度、 平成 ２４ 年度 の「 人権 の視 点！ １０ ０！ 」実 行
プ ログ ラム の取 組み につ いて ご説 明さ せて いた だき ます 。ま た、 報告 事項 とし て 、 平成 ２
２ 年度に 実施い たしま した人権 問題に 関する 市民意 識調査 の分析 結果と 、大阪 市人権 啓
発 ・相 談セ ンタ ー及 び区 の啓 発、 相談 事業 につ いて ご報 告さ せて いた だく 予定 でご ざい ま
す 。本日 の議 題に つき まし て、委員 の皆 様の 忌憚 のな いご 意見 をい ただ けれ ばと 思い ます 。
よ ろし くお 願い いた しま す。
それ では 、以 降の 議事 進行 につ きま して は石 田会 長に お願 いし たい と思 いま す。
石田 会長 、よ ろし くお 願い いた しま す。
【 石田 会長 】
そ れで は、 ここ から この 議題 に沿 って 審議 を進 めて いき たい と思 いま す。
いつ もと 違っ て狭 い部 屋で 、顔 を見 合わ せて の審 議が でき るん じゃ ない かと 思い ます 。
まず 、１ 番目 の議 題で す 。「 人権 が尊 重さ れる まち 」指 標 の 運用に ついて とい うこ とで 、
お 手元 の資 料２ の指 標、 これ は前 回の 審議 会で 皆さ ん方 の活 発な ご意 見を いた だい てつ く
ら れた もの です けれ ども 、こ れが どの よう に運 用さ れて いる のか とい うこ とに つい て 、 資
料 １か ら３ に基 づき まし て、 事務 局の ほう から ご説 明を お願 いし ます 。
【 今井 企画 調整 課長 】
まず 、今 ご紹 介い ただ きま した 本日 の議 題で ある 「人 権が 尊重 され るま ち」 指標 の運 用
に つき まし て、 資料 の１ 、２ 、３ の３ つを 使っ て説 明さ せて いた だき ます 。今 回は 、特 に
３ つの こと につ いて ご説 明し たい と思 いま す。
資料 １を ご覧 くだ さい 。
１つ 目が 指標 策定 に至 る経 過で ござ いま す。 それ から 、２ つ目 がそ の内 容と 運用 につ い
て 。そ れか ら、 ３つ 目が 、指 標を 充実 し、 活か すた めに 市政 モニ ター を実 施し てい ると い
う こと のご 報告 につ いて です 。
まず、１つ 目の 経過 につ きま して は、大 阪市 では 平成 ２１ 年２ 月に 策定い たし まし た「大
阪 市人 権行 政推 進計 画～ 人権 ナビ ゲー ショ ン～ 」に 基づ き、 市民 と協 働し て新 しい 人権 行
政 を確 立し 、市 民が 「人 権が 尊重 され るま ち」 にな った と実 感で きる 、住 んで よか った と
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誇 りを 持っ て語 れる 国際 人権 都市 大阪 を目 指し て推 進し てい ます 。 こ の「 人権 が尊 重さ れ
る まち 」指 標に つき まし ては 、大 阪市 がこ うし た 「 人権 が尊 重さ れる まち 」に 近づ いて い
る と実 感し ても らう ため の道 しる べと して 取り まと めた もの でご ざい ます 。
この 策定 に際 しま して は、 昨年 ２月 １０ 日の 第２ １回 審議 会に おい て委 員の 皆様 にご 議
論 いた だく とと もに 、２月 ２５ 日か ら３ 月２ ５日 にか けて パブ リック・コメ ント を実 施し 、
市 民の 皆様 から の意 見募 集を 行い まし た。 パブ リッ ク ・ コメ ント にお ける ご指 摘、 ご意 見
を 受け まし て、 さら に昨 年７ 月２ ９日 の審 議会 にお いて 委員 の皆 様か らさ まざ まな ご意 見
を いた だき まし た。 その 後、 委員 の皆 様の ご意 見が 反映 した 内容 に事 務局 とし て取 りま と
め 、昨 年１ ０月 に「 人権 が尊 重さ れる まち 」指 標を 策定 、公 表い たし まし た。
９月 の時 点に 、各 委員 の皆 様に は送 付さ せて いた だい たの で内 容に つい ては ご存 じと は
思 いま すが 、公 表し たも のが 資料 の２ でご ざい ます 。
この 指標 につ きま して は、 各区 役所 をは じ め とす る本 市の 関係 機関 に配 付、 通知 する と
と もに 、ホ ーム ペー ジで も公 表し 、市 政だ より にお いて も指 標策 定に 関す るお 知ら せを 掲
載 する など 、市 民の 皆様 には 周知 し、 活用 を図 って まい りま した 。
資料 の２ の中 でい いま すと 、２ ペー ジの 下の とこ ろに あり ますよ うに、まず 、
「 人権 に関
心 があ る 」と 答え た市 民の 割合 と、
「大 阪市 は市 民一 人ひ とり の人 権が 尊重 され てい るま ち
で ある 」と 思う 市民 の割 合、 これ につ いて は基 本理 念を はか るも のと いう 形で 出 し てお り
ま す。
そし て、 ３ペ ージ 以降 です けれ ども 、さ まざ まな 人権 課題 につ いて 、指 標項 目を 掲げ て
お りま す。 現実 には 今回 提案 させ てい ただ いた この 指標 自体 、委 員の 先生 方に おか れま し
て は、 この 審議 会の 時点 でも 言っ てい ただ いた よう にい まだ 不十 分で ある 、未 成熟 であ る
と 感じ られ る部 分も 多々 ある かと 思い ます が、 今後 、社 会情 勢の 変化 、そ れか ら、 おの お
の の取 組状 況を 踏ま えて 指標 項目 自体 、そ れか ら数 値、 課題 認識 とか 現状 等の 記述 につ い
て も適 宜見 直し てい く予 定で おり ます 。ま た 、 見直 し、 改定 に際 して はそ の都 度審 議会 の
ご 意見 をい ただ き、 より 有効 な完 成度 の高 いも のと なる よう に運 用を 図っ てま いり たい と
思 って おり ます 。
この ３ペ ージ から の指 標に つい ては 、で きる 限り の現 在の 時点 での 指標 とし てお りま す
が 、例 えば です けれ ども、６ペ ージ にあ りま す子 ども の部 分に なり ますと 、
「 自分 によ いと
こ ろが ある 」と 思う 子ど もの 割合 であ った り、
「子 育て が地 域の 人に支 えら れて いる 」と 感
じ る保 護者 の割 合等 、市 民意 識の よう なも のを とっ てい るも のも ござ いま すが 、ほ とん ど
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の もの につ いて はも う尐 し具 体的 な件 数で あっ たり 、サ ポー ター とか の数 字 、 どう して も
指 標と いう こと で 、数 値化 でき るも の、具体 的な 指標 のも のが 非常 に多 くな って おり ます 。
そこ で、今回、今年 度に つき まし ては 、「人 権が 尊重 され るま ち」指 標に 定め てい る基 本
理 念と 同様 、さ まざ まな 人権 課題 の各 項目 のア ウト カム にな るよ うな 市民 意識 を把 握し て
指 標の 運用 に活 かす とい うこ とと 、今 後の 総合 的な 人権 行政 を推 進す る上 での 基礎 資料 と
す るこ とを 目的 とい たし まし て、 市政 モニ ター を実 施い たし まし た。 です から 、こ の今 の
指 標に 、で きれ ば今 年度 末ま でに そう いう アウ トカ ム的 な市 民意 識と いう もの を 加 えた い
と 思っ てお りま す。
そこ で、 今回 の市 政モ ニタ ーの 質問 書を 資料 ３と して つけ てお りま す。
市政 モニ ター の質 問書 につ きま して は、 質問 項目 １か ら１ ５の 合計 １５ 項目 とな って お
り ます 。こ ちら につ きま して は、 先ほ ど言 いま した よう に１ 、２ は基 本理 念に 関す る質 問
項 目で あり ます 。既 にと って おり ます 項目 の年 次変 化と いい ます か、 そう いう こと をと る
た めに １と ２に つい ては 今あ る項 目で ござ いま す。 ３か ら１ ５ま では さま ざま な人 権課 題
へ の取 組み に関 する 質問 項目 であ りま す。 こち らに つい ては 今回 新た に質 問項 目と した も
の で、 さま ざま な人 権課 題の 取組 みに 関す る質 問項 目と して 、男 女共 同参 画、 子ど も、 高
齢 者、障が いの ある 人、同 和問 題、外 国籍 住民 、個 人情 報の 保護、犯罪 被害 者等 への 支援 、
ホ ーム レス 問題 、そ れぞ れの 質問 項目 と関 係す る担 当部 局の 運営 方針 や重 点課 題と のか か
わ りを 考慮 しな がら 、各 担当 と協 議・ 調整 を行 い、 作成 した とこ ろで ござ いま す。
回答 につ きま して は、 今回 は市 民の 皆様 の意 識を 数値 で把 握す ると いう こと に主 眼を 置
き まし たた めに 、自 由記 述欄 を設 けず 、４ 項目 の回 答か ら１ つを 選択 して いた だく よう に
い たし まし た。 さら に個 々の 人権 課題 に取 り組 む大 阪市 につ いて 、モ ニタ ーの 皆様 がど の
よ うな イメ ージ を持 って おら れる かと いう こと を把 握す る趣 旨で 作成 し、 現状 をご 存じ な
い 課題 もた くさ んあ るか と思 いま すが 、イメ ージ とし てお 答え いた だけるよ うな 設問 にし 、
「 わか らな い」 とい う選 択肢 は設 けま せん でし た。
実施 期間 につ いて は、 平成 ２４ 年の ８月 ７日 から １７ 日ま でで ござ いま して 、調 査対 象
の 市政 モニ ター は公 募で 応募 され た郵 送の モニ ター ２９ ９人 、そ れか ら電 子モ ニタ ー、 イ
ン ター ネッ トモ ニタ ー９ ３９ 人の 合計 １ ,２ ３８ 人に 行い ました 。
現在 回答 につ いて の集 計・ 分析 を行 って いる とこ ろで 、今 後９ 月の 下旪 ごろ に公 表す る
こ とを 予定 して おり ます 。集 計・ 分析 結果 につ きま して は今 後の 審議 会で 報告 とご 審議 を
い ただ き、 市の 事業 の運 営に 活か すと とも に、 総合 的な 人権 行政 を推 進す る上 での 基礎 資
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料 とし て活 用を 図っ てま いり たい と考 えて おり ます 。
以上 でご ざい ます 。
【 石田 会長 】
ど うも あり がと うご ざい まし た。
それ では 、今 のご 説明 に対 して ご質 問な りご 意見 なり はご ざい ます でし ょう か。
まだ 今現 在は 集計 ・分 析途 中と いう こと で、 まと めの 報告 とい うの はで きな いと いう こ
と のよ うで す。 ９月 の下 旪に ホー ムペ ージ に掲 載さ れる とい うこ とで すが 、 こ のあ たり も
決 まっ たら また 申し あげ ます けど も、 我々 の任 期と いう のが この １０ 月末 で終 わり ます の
で 、任 期中 には 間に 合わ ない 、審 議は でき ない とい うこ とな ので 、今 のう ちに この 指標 の
運 用等 につ いて 、ま た市 政モ ニタ ーの 分析 の利 用等 につ いて ご意 見が ござ いま した らお 願
い した いと 思い ます が、 いか がで しょ うか 。
【 上甲 委員 】
質 問で いい です かね 。
【 石田 会長 】
は い。
【 上甲 委員 】
市 長が かわ って 、大 阪都 構想 で市 と府 と一 体 化 と、 こう いう 大き な流 れの 中で 、こ の計
画 はど うな るん だ、 展望 と変 化は どう なる のか とい うこ とに つい て、 まず お聞 きし たい と
思 いま す。
【 今井 企画 調整 課長 】
人 権行 政推 進計 画、い わゆ るナ ビゲ ーシ ョン とい う計 画自 体が 、どう やって 大阪 市が「 人
権 が尊 重さ れる まち 」に なっ てい くか とい うこ との 理念 に向 けた 内容 にな って おり ます 。
個 々具 体に 何を やる とい うよ うな こと より も、 すべ ての 職員 が人 権の 視点 でも って 行政 を
運 営し てい こう と、 それ から 、そ れを 市民 に伝 えて いこ うと いう 計画 にな って おり ます の
で 、そ のこ とに つき まし ては 基本 的に は変 更は ない と考 えて おり ます ので 、今 のと ころ 、
こ の指 標に つき まし ても より わか りや すく 伝え られ るよ うな もの に変 えて いこ うと いう 中
身 でご ざい ます 。人 権の 中身 が変 わっ たわ けで もな く、 人権 につ いて 職員 みん なが 考え て
い こう とい うこ とに つい ても 特に 変わ って はお りま せん 。
【 上甲 委員 】
今 後、 例え ば市 長も かわ り、 運営 とい う観 点か らす ると 、ト ップ がか わる とい うこ とは
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大 きな 変化 の予 想が ある わけ です ね。 これ は他 の行 政、 自治 体で も、 ト ッ プが かわ ると 本
当 にい ろい ろな 意味 にお いて 、考 え方 はか わら ない けど もや り方 すべ てが かわ ると いう ケ
ー スが 圧倒 的に 多い んで す。 です ので 、ど うい うふ うに これ が変 化し てい くか とい うこ と
に つい て、 どう いう 意見 を思 って おら れる かと いう のは すご く関 心が あり ます 。 ぜ ひ教 え
て くだ さい 。
【 梶本 市民 局理 事】
大 阪市 人権 行政 推進 計画 につ きま して は 、 橋下 市長 にも 説明 しま して 、今 の啓 発や 相談
業 務に つき まし ても 十分 ご説 明し てお りま す。 人権 行政 とい うの は基 礎的 自治 体の 業務 で
あ るか なと 思っ てい まし て、 我々 はこ れか ら区 で、 より 身近 なと ころ でや って いく と。 例
え ば、 啓発 なん かも 効果 的に やっ てい くと いう のは あり ます けれ ども 、市 とし て こ うい う
大 きな 道の 中で やっ てい くと いう こと であ ると 思う んで す。
それ と、 大阪 府に つき まし ても この 計画 につ きま して はき っち り説 明し てお りま すし 、
そ の辺 のそ ごは ない と考 えて いま す。
【 今井 企画 調整 課長 】
区 のほ うに 区長 が権 限を 持つ よう な形 にか わっ てき てお りま すの で、 今後 の啓 発事 業等
に つき まし ては 、よ り身 近な 区に おい てが 中心 に 、 区長 が権 限を 持っ てい く方 向性 は出 て
お りま す。 ただ 、全 体と して 市と して やっ てい くと いう こと につ きま し て は、 例え ば指 標
で あっ たり そう いう こと につ いて は、 特に 変更 があ る予 定は ござ いま せん 。
【 石田 会長 】
ほ か、 ござ いま すで しょ うか 。よ ろし いで しょ うか 。
では 、こ うい う方 向で 運営 を進 めて いく とい うこ とに つい て、 承認 いた だく とい うこ と
で よろ しい です か。
あり がと うご ざい ます 。
では 、次 の議 題に 移り ます 。
平成 ２３ 年、 ２４ 年度 の「 人権 の視 点！ １０ ０！ 」実 行プ ログ ラム の取 組み につ いて と
い うこ とで 、資 料４ から １０ に基 づき まし て、 事務 局の ほう から ご説 明を お願 いし ます 。
【 今井 企画 調整 課長 】
資 料が 膨大 なも のに なっ てお りま して 申し わけ ござ いま せん 。資 料 の ４か ら１ ０を ご説
明 して いき ます が、 全部 が同 じよ うな 内容 では ござ いま せん 。３ つに 分け てご 説明 させ て
い ただ きま す。 １つ 目は 、取 組み が円 滑に 進み ます よう に、 そし てま た定 着す るよ うに と
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い うこ とで 策定 した ガイ ドラ イン とし ての 実践 マニ ュア ル。 資料 ４に なり ます が、 この 策
定 につ いて まず 説明 させ てい ただ きま す 。そ れか ら 、２つ 目が ２３ 年度 の取 組み につ いて 。
こ ちら につ いて は資 料の ５か ら７ まで を使 って 説明 させ てい ただ きま す。 そし て、 最後 に
３ つ目 が８ から ９、 １０ まで を使 って 、今 年度 の取 組み につ いて 説明 させ てい ただ く予 定
で す。
まず 、１ つ目 の実 践マ ニュ アル につ きま して は、 資料 ４を 使っ て説 明さ せて いた だき ま
す。
資料 ４の 表紙 の裏 の「 はじ めに 」と いう とこ ろを ご覧 いた だけ ます でし ょう か。
この 取組 みに つき まし ては 、人 権ナ ビゲ ーシ ョン の１ つの 柱立 てで ある 「人 権の 視点 ！
１ ００ ！」 を活 用し て、 各所 属に おい て日 常的 に行 って いる 業務 の中 から 人権 の尊 重の 視
点 につ いて 気づ いた こと を業 務の 改善 や工 夫と いっ た具 体的 な行 動 と して 実践 し、 また 、
そ の成 果を 全市 的に 共有 する こと を通 じて 、本 市を 「人 権が 尊重 され るま ち」 に近 づけ て
い くた めの 取組 みで あり ます 。こ れは 平成 ２２ 年度 から 開始 し、 今年 度で ３年 目の 取組 み
と なっ てい ます 。
平成 ２２ 年度 の開 始か ら、 各所 属に おい ては この 実行 プロ グラ ムの 取 組 みに 戸惑 いが あ
っ たの は事 実で あり 、そ れを 払拭 して 円滑 に進 めて いく こと が課 題で ある とい うこ とを 確
認 いた しま した ので 、各 所属 にお いて 本当 にこ の取 組み が円 滑に 、全 所属 で取 組み が進 め
ら れて 定着 して いく こと をね らい とし て、 今年 の ２ 月、 ガイ ドラ イン とな る実 行プ ログ ラ
ム 実践 マニ ュア ルを 策定 いた しま した 。
目次 がそ の右 にご ざい ます 。こ のマ ニュ アル 自体 は ２ 部構 成に なっ てお りま す。 １部 が
「 人権 の視 点！ １０ ０！ 」実 行プ ログ ラム の目 的と ねら い、 具体 的な 取組 み、 課題 設定 の
考 え方 、策 定か ら実 施、 評価 、改 善ま での 流れ を示 して いま す。 第２ 部で は、 本取 組み の
仕 組み であ るＰ ＤＣ Ａサ イク ルに 基づ き、 計画 ・ 実 施・ 評価 ・改 善の 段階 ごと に、 ２つ あ
り ます 策定 シー トと いう もの と評 価シ ート とい うも のの 記入 例を 交え なが ら、 考え 方や 注
意 点を 詳し く示 して おり ます 。
３ペ ージ をご 覧い ただ けま すで しょ うか 。
この 取組 みは 、各 所属 にお いて 日常 業務 の中 で具 体的 な行 動と して 実践 して いた だく こ
と で考 え方 を浸 透、 定着 させ てい ただ こう とす るも ので すの で、 各所 属と 調整 ・相 談を さ
ま ざま な形 でし てま いり まし た。 所属 によ って 取 組 みの 姿勢 とか 程度 につ いて ばら つき も
ご ざい まし たし 、最 初は 所属 の中 には 戸惑 い 、 混乱 もご ざい まし た。 すべ ての 所属 でこ の
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取 組み が正 しく 理解 され て円 滑に 進め てい ける よう 、具 体例 等も 含め てガ イド ライ ンを 示
す こと で、 この 取組 みを より 有効 なも のと なる よう にと いう こと がこ のマ ニュ アル を策 定
し た趣 旨で ござ いま す。
１０ ペー ジを ご覧 いた だけ ます でし ょう か。
実際 に実 行プ ログ ラム に取 り組 んで みよ うと いう こと で 、 これ まで は「 人権 の視 点！ １
０ ０！ 」の 観点 を取 り入 れた 日常 業務 の企 画と か実 施を 中心 に取 組み を作 成し てま いり ま
し たけ れど も、 事務 改善 とか 職場 改善 運動 、コ ンプ ライ アン スの 取 組 みな どを 組み 合わ せ
た 形で プロ グラ ムを 策定 して もよ いと いう こと に変 更さ せて いた だき まし た。 実行 プロ グ
ラ ムの いわ ゆる 策定 の自 由度 とい うの を高 めま した 。加え て、推進 の実 施に つき まし ても 、
実 際の 業務 での 活用 を前 提と した 策定 であ れば 可と する こと も明 確に いた しま した 。
先ほ ど申 しま した よう に、 実行 プロ グラ ムに は２ つの シー トが ござ いま す。 実行 プロ グ
ラ ム策 定シ ート 。例 えば １２ ペー ジに 載っ てお りま す。 裏で す。 実行 プロ グラ ム策 定シ ー
ト とい うも のと 、１ ８ペ ージ に載 って おり ます 、今 度は 評価 シー ト。 その ２つ がご ざい ま
す 。こ れは どち らも これ まで のシ ート を踏 襲し つつ 、よ りわ かり やす いも のを 目指 して 項
目 名の 設定 から 見直 し、 最低 限必 要な 項目 を絞 り込 むこ とで 簡素 化を 図り まし た。 また 、
こ れま では 中間 評価 とい うこ とで 中間 時点 での 評価 も行 って おり まし たが 、現 実に は 中 間
時 点で の評 価は 困難 であ ると いう よう な事 情も 踏ま えま して 、中 間評 価は 不要 とし て 、 所
属 にお いて プロ グラ ムを 適切 に進 捗管 理と いう こと にい たし まし た。
大き く分 けて ３つ と言 って おり まし たが 、今 度は この ２つ 目で ござ いま す。 実際 にこ の
マ ニュ アル 策定 の策 定後 に行 った ２３ 年度 の実 行プ ログ ラム の評 価に つき まし てご 説明 い
た しま す。 資料 ５と ６と ７で ご説 明さ せて いた だき ます 。
実際 には 一覧 が資 料６ にな って おり まし て、 これ は 全 所属 にお けま すも のが すべ てそ ろ
っ てお りま すが 、非 常に 膨大 であ りま すの で、 取り まと めま した 資料 ５の とこ ろ、 評価 の
と ころ だけ 見て いた だけ ます でし ょう か。
５０ のプ ログ ラム のう ち４ ３の プロ グラ ムが 、所 属に おい て期 待し てい たと おり の効 果
が あっ たと 評価 され てい ます 。わかり やす さの 評価 では 、「わ かり やす く」と いう レベ ルに
達 しな かっ たと され るプ ログ ラム は、 効果 の程 度に つい ても 「期 待し てい たよ り効 果が 尐
な かっ た」と評 価さ れて いま す。推 進体 制の 評価 で 、「 推進 体制 として は弱 かっ た」とさ れ
る ６所 属が ござ いま すが 、こ のう ち５ つが 区役 所の 取組 みと なっ てお り、 区役 所内 での 本
プ ログ ラム の浸 透を より 一層 図る 必要 があ ると 考え ます 。わ かり やす さで 「と ても わか り
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や すく 伝わ った 」の 評価 や、 費用 対効 果で 「期 待し てい た以 上の 効果 があ った 」と 評価 さ
れ るプ ログ ラム は、 普及 性に おい ても 評価 が高 く、 幅広 く市 民や 他の 所属 でも 使用 でき る
も のと 考え られ ます 。
２３ 年度 の取 組み は資 料６ にあ りま すが 、膨 大で すの で、 その 中か ら１ つの 取組 みを 、
資 料７ によ り、 建設 局の 取組 みに つい てご 説明 させ てい ただ けた らと 思い ます 。
写真 がご ざい ます ので 、回 させ てい ただ きま す。
この 建設 局の 取組 みと いう のは 、駅 前の 放置 自転 車を より 効果 的に 減尐 させ るた めに 小
学 生の 絵画 を路 面シ ート に加 工し て貼 付 す ると いう 取組 みで す。 あま り人 権と は直 接の 関
係 がな いよ うに も思 えま すが 、だ れも が安 心安 全で 快適 に利 用で きる 道路 空間 の確 保と い
う こと で人 権に つな がっ てい ます 。
当該 年度 は北 区、 中央 区、 浪速 区の 貼付 場所 周辺 の小 学生 を対 象に 絵画 コン クー ルを 行
い 、３ 区で 計１ ７４ 人の 小学 生か ら応 募が あり 、３ 区で 計１ ００ 点を 路面 シー トと して 、
１ ００ 種類 の絵 を１ ０月 下旪 から １１ 月上 旪に かけ て 貼 付い たし まし た。
放置 自転 車台 数調 査の 結果 、平 日午 前の 結果 です けれ ども 、当 初の 目標 は ３ ０％ の減 尐
と いう こと を目 的と して おり まし たが 、例 えば です けれ ども 、 天 神橋 筋六 丁目 駅の 数に お
い ては 約９ ５％ 減尐 、Ｊ Ｒ難 波駅 にお いて は約 ８０ ％減 尐、 淀屋 橋駅 にお いて は約 ９０ ％
減 尐と いう 数字 が出 てい ます 。実 施後 には 、市 民の 方か ら 「 自転 車を 放置 しに くい と感 じ
た 」「道 路の 通行 がし やす いと 感じ た」 とい う声 もい ただ いてい ます 。
項目 別の 評価 では 、取 組内 容は 、最 初は 真ん 中あ たり の評 価で した が 、 実施 後に は、 す
ぐ れた 取組 みに なっ てい たと いう こと で上 位の 評価 とな って いま す。 これ は 、 当初 目標 で
あ った ３０ ％の 減尐 を大 きく 上回 った とこ ろ か らで す。
普及 性に つき まし ても 、当 初は 真ん 中の 評価 でし たが 、実 施後 には 上位 の評 価に なっ て
い ます 。こ れに つい ては 民間 企業 や他 都市 から 実施 方法 等に つい て問 い合 わせ があ り、 広
く 普及 また は応 用が でき ると 考え られ るか らで す。
費用 対効 果に つい ては 、真 ん中 の評 価か ら下 位の 評価 にな って おり ます 。こ れは 、当 初
絵 画を 路面 シー トに 加工 して 貼付 する とい うこ とで この 取組 みを する 予定 でし たが 、こ の
シ ート が時 間が たつ と汚 れて いき 、汚 れて くる と放 置自 転車 がま た置 かれ ると いう とこ ろ
で 、市 民の 皆様 との 協働 で清 掃す ると いっ た手 間が かか っ た とい うこ とで 、費 用対 効果 を
下 げた とこ ろで す。
取組 み全 体を 通し ては 、放 置自 転車 の減 尐と いう アプ ロー チか ら、 安心 して 通行 でき る
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道 路と なっ たと いう 結果 、広 く市 民の 方に おい ては 、高 齢者 、あ るい は障 がい のあ る方 、
ま たそ うで ない 方、 お互 いに 尊重 し合 う意 識向 上の きっ かけ にも なっ たと いう ふう に評 価
し てお りま す。
続い て平 成２ ４年 度、 ３年 目の 取組 みと いう 、実 行プ ログ ラム につ いて ご説 明い たし ま
す。
資料 ８と ９を 使っ てご 説明 させ てい ただ きま す。
８の とこ ろを 広げ てい ただ くと 、各 所属 の取 組み が載 って おり ます 。
基本 姿勢 とい うと ころ は、 人権 尊重 の視 点か らの 行政 運営 を推 進す る上 での 所属 とし て
の 理念 や方 向性 、目 標を 示し てお りま す。 また 、具 体的 取組 みの 方向 性と いう とこ ろは 、
基 本姿 勢に 掲げ た理 念や 方向 性 、目 標を 実現 させ るた めに 所属 とし て取り組 んで いく 業務 、
事 業や 取組 みの 方向 性を 示し てい ます 。そ の右 がプ ログ ラム の名 称 。 そし て、 プロ グラ ム
の ねら いは 、こ のプ ログ ラム によ る取 組み を通 じて 達成 した いと 考え てい る最 終目 標を 示
し てお り、 これ は最 終的 に何 を目 指し てい るの かを 明確 にす るた めに 今回 ２４ 年度 の策 定
シ ート から 新た に項 目と して 追加 いた しま した 。そ の右 がプ ログ ラム の概 要、 そし て、 行
動 目標 は、 目標 とし て実 施す る行 動認 知、 行為 につ いて 、そ の項 目と 数値 目標 を示 して い
ま す。 期待 でき る効 果は 、行 動の 結果 とし ても たら され る効 果に つい て 、 その 項目 と数 値
目 標を 書い てお りま す。 前年 度の プロ グラ ムの 評価 を踏 まえ て改 善さ せた とこ ろと いう の
は 、Ｐ ＤＣ Ａサ イク ルの 観点 から 今回 のプ ログ ラム の策 定に 当た って 改善 した とこ ろを 示
し てお りま す。
実施 によ り、 評価 でき る「 人権 の視 点！ １０ ０！ 」の 項目 、そ の他 特筆 すべ き点 やア ピ
ー ルし たい 点が あれ ば記 入し てい ます が、 都市 制度 改革 室の とこ ろに つき まし ては 、今 年
度 新設 され た所 属で ある ため に、 前年 度の 評価 を踏 まえ て改 善さ せた とこ ろが 「－ 」に な
っ てお りま す。
こち らの ほう もま た膨 大な 資料 です ので 、資 料の ９の とこ ろに 全部 の取 組み をま とめ た
も のが ござ いま す。 資料 ９に 、２ ４年 度の 「人 権の 視点 ！１ ００ ！」 実行 プロ グラ ムの 取
組 別分 類と いう のが ござ いま す。
各取 組み を、 人権 の視 点に 立っ た環 境整 備、 情報 発信 、広 聴広 報、 それ から 子ど も ・ 高
齢 者・ 障が いの ある 人に 対す る理 解・ 支援 、市 民と 協働 した 人権 尊重 のま ちづ くり 、そ れ
か ら、 多文 化共 生、 事業 者と して の責 務、 個人 情報 の保 護、 それ から 、人 権の 視点 に立 っ
た 人材 育成 の７ つに 分類 して 、そ れぞ れ達 成内 容で あっ たり 、評 価、 検証 方法 と対 象の 所
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属 を示 して おり ます 。
最初 にご 説明 した マニ ュア ルに おい て、 考え 方や 理由 を具 体的 にわ かり やす く示 すこ と
に よっ て、 各所 属に おい ても 本取 組み に対 する 理解 が深 まり 、円 滑に 進め るこ とが でき る
よ うに なっ てい ると 実感 して おり ます 。
一方 で、 この 取組 みに つき まし ては 本審 議会 でご 議論 いた だい てお りま した が、 市民 の
皆 様へ の積 極的 な公 表に は至 って おり ませ んで した 。今 後は 、大 阪市 の各 所属 で実 施し て
い るこ の取 組み を市 民の 皆様 に向 けて 積極 的に 発信 して いく とい う予 定で あり ます 。
そこ で、 資料 の１ ０を ご覧 いた だけ ます でし ょう か。
「人 権ナ ビゲ ーシ ョン マガ ジン 」と いう もの を、 これ まで 職員 向け でし たが 、市 民向 け
に リニ ュー アル し、 活用 して まい りま す。 この マガ ジン は、 人権 行政 の推 進に 関す る取 組
み の紹 介を 基本 とし て、 第１ 号で は、 ナビ ビゲ ーシ ョン のこ と、「人 権の視 点！ １０ ０！ 」
実 行プ ログ ラム のこ と、 それ から 天王 寺区 役所 の取 組み 、平 成２ ４年 度の プロ グラ ム名 称
を 紹介 して おり ます 。今 後は 、こ のマ ガジ ンを 活用 して 人権 行政 の推 進に 関す る取 組み に
対 する 情報 を積 極的 に発 信し てい こう と考 えて おり ます 。
以上 でご ざい ます 。
【 石田 会長 】
あ りが とう ござ いま した 。
今ご 説明 いた だい たこ とに つき まし て、 ご質 問、 ご意 見は ござ いま せん でし ょう か。
【 山下 委員 】
各 局・ 各区 の実 行プ ログ ラム は、 資料 を詳 しく 見 な けれ ばわ から ない です が、 例で 、建
設 局が 放置 自転 車対 策に 取り 組み 、７ ０、 ８０ 、９ ０％ の自 転車 の放 置が なく なっ たと い
う こと を聞 きま した が、 今ま で自 転車 に乗 って いた 人が 自転 車に 乗っ てこ ない とは 思わ れ
な いの です 。ど こか 他の 場所 に駐 輪し てい ると 思わ れる ので すが 、最 終的 にど こに 自転 車
が 駐輪 され てい るの か、 建設 局は 調べ てい るの でし ょう か。
【 今井 企画 調整 課長 】
特 にそ のこ とに つい ては 聞い ては おり ませ んが 、こ の取 組み 自体 は、 放置 自転 車自 体を
な くし てい こう とい う取 組み でご ざい ます ので 、自 転車 の放 置を やめ よう とい う意 識啓 発
が うま くい って いれ ば、 他の 場所 で増 える とい う形 でな いこ とが 一番 望ま しい こと だと は
考 えて おり ます 。た だ、 言わ れる よう にす ぐに 確か に 放 置自 転車 がな くな って いる か、 そ
の 近辺 でま た増 えて いる とこ ろが ある とす れば 、また そこ でも 取 組 みをする とい うこ とも 、
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今 後必 要と なっ てく るの かも わか りま せん 。で きれ ばこ の取 組み が放 置自 転車 をさ れる 方
の 意識 のと ころ にま で伝 わっ てい くと いい なと いう 取組 みを して いる とい うこ とで 、よ ろ
し いで しょ うか 。
【 山下 委員 】
あ りが とう ござ いま す。
【 石田 会長 】
他 、ご ざい ませ んで しょ うか 。
私か ら教 えて ほし いの です が、 この 資料 ２の マガ ジン はペ ーパ ーで 発行 され ると いう こ
と では なく て、 ホー ムペ ージ の掲 載と いう こと なん です ね。
【 今井 企画 調整 課長 】
はい 。
【 石田 会長 】
それ では 、他 に何 もな けれ ば、 この 内容 での ご承 認と いう こと でよ ろし いで しょ うか 。
（「 はい 」の 声あ り）
【 石田 会長 】
は い、 あり がと うご ざい まし た。
それ では 、次 は議 題３ 、人 権問 題に 関す る市 民意 識調 査の 分析 結果 につ いて 、 資 料１ １
に より 、こ れも 非常 に膨 大な ので 、わ かり やす いご 説明 をお 願い いた しま す。
【 今井 企画 調整 課長 】
説 明さ せて いた だき ます 。
資料 １１ 、確 かに 膨大 な報 告書 では あり ます が、 まず めく って いた だい たら 大阪 市「 人
権 問題 に関 する 市民 意識 調査 」の 分析 にあ たっ てと いう 人権 室が 書い てい る文 章が ござ い
ま す。 その ４行 目に 書い てお りま すけ れど も、 同和 問題 を は じめ とす る人 権問 題の 解決 に
向 けて 、市 民意 識の 変化 、動 向を 把握 する ため に、 人権 問題 に関 する 市民 意識 調査 とい う
も のを ５年 ごと に実 施し てお りま して 、平 成２ ２年 度に おい ても 、同 調査 を実 施し て 集 計
結 果を 取り まと めて おり ます 。
皆 様の とこ ろに も、 ２３ 年、 去年 の３ 月の 時点 でこ の黄 色い 形の 報告 書を お届 けし たと
思 いま す。 こち らの ほう が単 純集 計、 クロ ス集 計ま でし た集 計結 果で あり まし た。
資 料１ １、 人権 室の 文章 の真 ん中 より ちょ っと 下の とこ ろに 書い てお りま す け れど も、
い ろい ろな 形で 人権 問題 とし ての 意識 につ いて は か なり 低い とい う結 果で あっ たり 、同 和
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問 題に つい ても 差別 意識 が残 って いる 、忌 避意 識が 残っ てい る。 単純 集計 の段 階に おい て
も さま ざま な人 権課 題に 関す る市 民の 意識 や動 向が 明ら かに なっ てい まし たが 、こ の単 純
集 計の 奥に あり ます 市民 の意 識を より 的確 、客 観的 に把 握し て、 差別 意識 の生 じる 根源 は
何 なの か、 人権 に関 する 高い 意識 の醸 成に は何 が有 効な のか とい うこ とを 明ら かに する 必
要 があ るこ とか ら、 より 詳細 な分 析と いう こと で、 そこ に書 いて おり ます よう に人 権問 題
に 関す る府 民意 識調 査の 検討 会委 員で もお られ た神 原神 戸学 院大 学人 文学 部教 授と 中川 喜
代 子奈 良教 育大 学名 誉教 授に お願 いし て、 お二 人の 方に 分析 をし てい ただ いた 結果 でご ざ
い ます 。
神原 先生 の大 阪市 人権 意識 とい う方 が、 １ペ ージ から ７０ ペー ジま での 神原 先生 から 出
し てい ただ いた 分析 報告 書で すけ れど も、 中身 につ きま して は、 ６１ ペー ジを 開い てい た
だ けま すで しょ うか 。
ここ の６ １ペ ージ のと ころ で「結 びに かえ て」と書 いて いた だい てい るん です けれ ども 、
こ こま でず っと 人権 意識 とか 差別 意識 をは かる 尺度 とい うも のを 因子 分析 でつ くっ てい た
だ いて 、そ れを 用い て実 際に 項目 ごと の観 点で あっ たり 、そ れか ら分 析結 果 か ら共 通に 見
出 され た知 見と いう よう なこ とを 出し てい た だ いて いる 資料 でご ざい ます 。
６１ ペー ジの 下の ９行 目の とこ ろに 書い てお りま すが 、人 権意 識や 差別 意識 をは かる 尺
度 とし て排 除問 題意 識尺 度。 これ はど うい う尺 度か とい いま すと 、社 会的 弱者 、例 えば で
す けれ ども 、外国 人で ある こと を理 由に マン ショ ンな ど住 宅の 入居 を拒否 す るで あっ たり 、
障 がい 者で ある から とい うこ とで 入居 拒否 する 、ホ テル など で ハ ンセ ン病 回復 者の 宿泊 を
断 る、 そう いう よう なこ とな んで すけ れど も、 そう い う 排除 する こと が問 題だ と思 って い
ら っし ゃる かど うか とい う尺 度が １つ 目の 排除 問題 意識 尺度 。
それ から 、体 罰問 題意 識尺 度と いう のは 、子 供へ の体 罰を 問題 視す る意 識の 度合 いの こ
と でご ざい ます 。
それ から 、人 権推 進支 持意 識尺 度。 ちょ っと 中身 が難 しい です けれ ども 、差 別を なく す
た めの さま ざま な取 組み があ りま す。 例え ば「 あら ゆる 差別 をな くす ため に行 政は 努力 す
る 必要 があ る 」だ った り、
「差 別問 題に 無関 心な 人に も差 別問 題に つい てき ちん と理 解し て
も らう こと が必 要で ある 」、そ うい うよ うな 取組 みを 支持 する 意識 の度 合い のこ とが 人権 推
進 支持 意識 尺度 。
それ から 、その 次の 被差 別責 任否定 意識 尺度 。
「差 別さ れる のは 差別 され る側 にも 問題 が
あ るん だ」 とい う考 え方 を否 定す る意 識の 尺度 です 。そ うい うこ とで はな いん だと いう こ
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と を思 って いら っし ゃる 意識 の尺 度。
それ から 、差別容 認否 定意 識尺 度。こち らの ほう は、差別 を容 認す る 、
「 世 の中 には 差別
と いう こと も必 要な こと もあ るん だ」とか、それ から 、
「 どん な手 段を 講じ ても 差別 をな く
す こと は無 理だ 」と いう よう なこ とを 容認 する こと がな い 、 そう いう こと では だめ だよ と
い う否 定を する 意識 の尺 度。
それ から 、結 婚排 除否 定意 識尺 度。 こち らの ほう は、 結婚 する にあ たっ ては 、同 和地 区
出 身者 だと か、 国籍 だと か、 障が いの ある 人が 家族 にい るか とか 、家 柄だ とか 、宗 教だ と
か 、いろ んな そう いう こと を「 結婚 する 場合 に気 にな る」、そう いう こと を気 にす るか ら「そ
う いう 方と は結 婚し ない 」と いう よう なこ とを 否定 する 意識 の尺 度で す。
それ から 、反 忌避 意識 とい う尺 度に つき まし ては 、先 ほど も言 いま した けれ ども 、住 宅
を 選ぶ 際に 、同 和地 区の 地区 内だ とか 、小 学校 区が 同和 地区 と同 じ地 域に ある とか 、そ れ
か ら、 外国 籍の 住民 が多 いと か、 近く に精 神科 の病 院や 障が い 者 施設 があ る、 そう いう よ
う なと きに 「そ の特 定の 物件 を避 ける 、そ うい うこ とは 間違 いだ 」と いう こと で否 定す る
意 識の 割合 。そ うい う尺 度で す。
また 、そ のほ かに、同和 地区 のイ メー ジに つい て反 集団 優遇 イメ ージ 。
「 その 集団 は優 偶
さ れて いる 、逆 差別 だ、 そう いう イメ ージ はい けな い」 と思 って いら っし ゃる イメ ージ 。
それ から 、人 権交 流イ メー ジ。 こち らの ほう は、 同和 地区 に対 して 交流 する こと がい い
こ とだ とい うよ うな イメ ージ 。そ うい う尺 度。
それ から 、あ と自 己評 価を はか る尺 度と して 、自 己肯 定感 ・自 己充 実感 ・被 受容 感尺 度
と いう 、こ れだ けの 尺度 をお つく りに なっ て、 その 結果 とい うの が６ ２ペ ージ から 後、 ず
っ と書 いて おら れま す。
事細 かな ので この 内容 につ いて まで は言 いま せん けれ ども 、例 えば です けれ ども 、６ ３
ペ ージ を開 いて いた だけ ます でし ょう か。 一番 下か ら５ 行目 、長 年に わた って さま ざま な
人 権学 習や 人権 啓発 の取 組み がな され てき たが 、効 果を 上げ てき た側 面と 、反 対に 期待 さ
れ るほ どの 効果 を上 げる こと がで きな かっ たと 言わ ざる を得 ない 側面 も尐 なく あり ま せ ん 。
結 婚排 除意 識や 忌避 意識 の根 強さ 、同 和地 区に 対す る反 集団 優遇 イメ ージ の低 さ、 また 、
体 罰問 題意 識の 弱さ など がさ らな る課 題と なり まし た。 上の とこ ろで 、子 ども 対象 の人 権
学 習が 特に 役に 立っ たと 回答 した 人に おい て、 効果 が認 めら れな いと いう 結果 も出 てい ま
す。
それ から 、６ ４ペ ージ のと ころ です けれ ども 、一 番下 のと ころ で、 今回 の調 査で は何 よ
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り も育 ちの 中で の「 差別 の社 会化 」の 影響 の大 きさ を示 す知 見が あっ た。 この 「差 別の 社
会 化」 とい うの は、 神原 先生 が言 って いら っし ゃる 話な ので すが 、 個 々人 が生 まれ た後 に
身 近な 人々 から 差別 を教 えら れて 学習 する 過程 を差 別の 社会 化と 呼ん でい らっ しゃ いま す 。
つ まり 今回 の調 査で 言え ば、 同和 地区 の人 は怖 い 、 ある いは 同和 対策 は不 公平 だと いう よ
う な話 を聞 いた こと 、そ のこ とな んで すけ れど も、 その 影響 は非 常に 大き いと 。 そ して 、
何 らか の人 権学 習に よっ てそ れら の影 響を 除去 する こと は容 易で はな いと いう よう なこ と
を 示す 知見 が得 られ たと いう こと で、 最後 のと ころ まで い き ます と、 どう いう もの がこ う
い う差 別意 識に かか わっ てい るか とい うの があ りま す。 今の まま の人 権啓 発で はな かな か
難 しい とい うよ うな こと が最 終的 には 述べ られ てい ると ころ で、 今後 の傾 向に つい てい ろ
い ろと 考え なけ れば いけ ない 内容 にな って おり ます 。
それ から 、７ １ペ ージ から が中 川喜 代子 先生 に分 析し てい ただ いた もの です 。中 川先 生
の ほう はＡ とＢ 、２ つの とこ ろの 態度 につ いて 高・ 中・ 低と いう 形で 層を それ ぞれ つく ら
れ まし た。 高グ ルー プ、 中グ ルー プ、 低グ ルー プと いう それ ぞれ の態 度に よっ て 、 どの よ
う に行 動が 変わ って いく かと いう こと を出 され まし た。
Ａの ほう は、 先ほ どの 意味 で言 いま すと 排除 問題 意識 とか 体罰 問題 意識 尺度 と 言 われ る
も のと 同じ よう に、 日常 的に 生起 して いる さま ざま な生 活領 域に おけ る人 権的 問題 状況 に
対 する 回答 者の 態度 と、 なか なか 難し いで すけ れど も、 先ほ ど 言 いま した よう に外 国人 で
あ るか ら入 居の 拒否 をす ると か、 ホテ ルで ハン セン 病回 復者 など の宿 泊を 断る こと だっ た
り 、景 気の 悪化 など を理 由に まず 外国 人労 働者 から 解雇 する 。そ うい うさ まざ まな 排除 を
す るよ うな 意識 のも の。
それ から 、差 別や 差別 にか かわ る問 題の 解決 につ いて とい うＢ のほ うで すけ れど も、 実
際 に差 別を なく して いく ため には どの よう にし たら いい かと いう こと につ いて 、行 政が 努
力 する べき であ ると か、 差別 は法 律で 禁止 する 必要 があ ると か 、 差別 は世 の中 に必 要な こ
と もあ ると いう 話が 出る とか 、い ろん な形 で人 権観 、差 別観 とい うよ うな とこ ろが Ｂで 、
そ のＡ とＢ でク ロス 集計 して 相関 関係 を分 析さ れま した 。
こち らに つき まし ても 、ま た膨 大な 資料 がつ いて おり ます ので 、最 後の とこ ろ、 １１ ６
ペ ージ を見 てい ただ けま すで しょ うか 。総 括を して いた だい てお りま す。
１の とこ ろで すけ れど も、 １１ ６ペ ージ の上 から ５行 目の とこ ろで す。 当然 のこ とで あ
る けれ ども 、人 権問 題に 関す る生 活態 度ス コア と、 差別 や差 別の 解決 に関 する 意識 態度 ス
コ アと はか なり 相関 して いる が、 回答 者の 属性 との 関係 を見 ると 、高 得点 のグ ルー プは 両
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ス コア とも 男性 より も女 性の 割合 が大 きく 、男 性の ほう が人 権的 な問 題状 況と か差 別あ る
い は差 別に かか わる 問題 の解 決に 対し て相 対的 にネ ガテ ィブ 、消極 的な傾向 が認 めら れる 。
それ から 、部 落差 別や 同和 問題 につ いて は、 住宅 を選 ぶ際 に忌 避す る条 件と して 、近 隣
に 低所 得者 など 生活 困難 な人 が住 んで いる 、外 国籍 住民 が多 いと か、 精神 科病 院・ 障が い
者 施設 など があ るよ りも 、同 和地 区の 区域 内や 同和 地区 と同 じ小 学校 区な ど 、 同和 地区 に
関 連す る地 域に つい て避 ける と思 うと 答え たも のが いず れの スコ アに おい ても 低 グ ルー プ
で はか なり 多く なっ てい る。
それ から 、同 和問 題や 被差 別部 落の 問題 を初 めて 知っ たき っか けに つい ては 、全 体と し
て スコ アに よる 顕著 な差 異は 認め られ ない が、 人権 問題 に関 する 学習 経験 につ いて の相 関
関 係が あり 、特 に大 人に なっ てか らの 学習 経験 の差 が大 きい 。こ れは 先ほ どの 神原 先生 の
と ころ でも 出て いま した けれ ども 、小 学校 や中 学校 での 研修 では なく 、大 人に なっ てか ら
の 研修 が経 験に 相関 関係 があ ると 出て おり まし た。
それ から 、同 和地 区や 同和 地区 の人 々に 対す る差 別意 識は もは や残 って いな いと 答え た
も のは 、高 グル ープ でも １割 に達 しな い 。
差別 意識 がな くな らな い理 由と して 、ス コア の低 いグ ルー プで は 「 いわ ゆる えせ 同和 行
為 など を見 聞き する こと があ るか ら 」「 運動 団体 によ る活 動が市 民の 共感を 得ら れず 、逆に
反 感を 招い てい るか ら 」「 今で も同 和地 区の 人だ け優 偶さ れてい る と 思うか ら 」な どが かな
り 大き な割 合を 占め てい ます 。
就職 差別 につ いて はい ずれ のグ ルー プで も不 利に なる こと を 認 めて おり 、ま た、 結婚 差
別 があ るこ とも 認め てい ます が 、「 この 問題 を 近 い将 来な くすこ とが できる と思 うか 」につ
い ては 、両 スコ アと も高 グル ープ では「 完全 にな くせ る 」「 かな りなく すこ とが でき る」の
合 計が ６０ ％以 上を 占め てい ます 。
その 他い ろい ろあ りま すが 、３ で書 いて おり ます よう に、 中川 先生 のほ うで は、 大阪 市
が これ まで に実 施し た意 識調 査と 比較 して 、今 回の 調査 結果 は基 本的 には ほぼ 同じ 傾向 だ
と 。例 えば 人権 とい う視 点か ら見 て何 が問 題な のか 。差 別は いけ ない 、許 せな いこ とだ と
い った 建前 とし ての 人権 意識 はか なり 定着 して きた と 言 って よい が、 日常 生活 の中 で問 題
解 決に つな がる よう な行 動を する か、 ある いは さま ざま な人 権問 題の 解決 に回 答者 自身 が
具 体的 な行 動を 起こ すか とい う段 階に まで 達し てい る市 民は それ ほど 多く はな いと いう の
が 率直 な印 象で ある 。し たが って 、今 後に おけ る人 権問 題に 関す る啓 発は 、具 体的 な行 動
に 一歩 踏み 出せ る市 民を どの よう にし て養 成す るか に視 点を 絞っ て企 画 ・ 推進 する こと が
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期 待さ れる とい うよ うな まと め方 をし てい ただ いて おり ます 。
内容 につ きま して は相 当多 岐に わた って おり ます し、 こち らの ほう も報 告書 がま だで き
た とこ ろで すの で、 これ から これ を用 いて 啓発 なり に活 かし てい こう とい うこ とで 、あ る
程 度の ご質 問に は答 えら れる かと 思い ます が、 詳し いこ とに つき まし ては ご回 答で きな い
部 分が ある かも わか りま せん 。
以上 でご ざい ます 。
【 石田 会長 】
そ れで は、 今の ご説 明に 対す るご 質問 、ご 意見 はあ りま すで しょ うか 。
【 安藤 委員 】
こ れは 本当 にす ばら しい 分析 なの で、 これ をど のよ うに 市民 の方 にお 示し する のか 、特
に 神原 先生 の中 の「 結び にか えて 」以 降、 非常 に興 味が わく 、ま た、 企業 にと って も意 識
と いう 部分 でい いま すと 、企 業市 民ら をど のよ うに 企業 とし て啓 発す るか とい うと きに 、
こ の分 析と いう のは 非常 に有 効だ なと 思い ます ので 、ぜ ひ何 らか の形 で、 もう 尐し 平易 な
言 葉で 作成 して いた だけ れば あり がた いの かな と思 いま す 。こ れは 単に要望 でご ざい ます 。
【 石田 会長 】
い かが でし ょう か。
【 今井 企画 調整 課長 】
あ りが とう ござ いま す。 神原 先生 は、 人権 講演 会と いう よう な形 で、 府の 主催 でも 分析
結 果に つい て報 告し てい ただ いて いま すし 、で きる 限り 企業 市民 の方 を中 心と した 市民 の
方 々に 伝え てい きた いと 思っ てお りま す。
【 石田 会長 】
私 は、 この 中川 先生 の１ １７ ペー ジ中 段に 書い てあ る、 これ まで に実 施し た意 識調 査と
比 較し てほ ぼ同 じ傾 向を 示す とい う、 ちょ っと これ がシ ョッ クと いう か、 今ま で大 阪市 が
や って きた 啓発 が何 の役 にも 立た なか った んか とい うこ とで すよ ね。 今後 、具 体的 な行 動
に 一歩 踏み 出せ る市 民を どう やっ て養 成す るか に視 点を 絞っ ての 啓発 とい うこ とで すけ ど 、
こ の辺 は具 体的 にど のよ うに お考 えな のか 。再 度 、 我々 の方 から 、こ うい うこ とを して み
て はど うか とい うふ うな ご意 見な りは ござ いま せん でし ょう か。
【 堀委 員】
今 おっ しゃ った よう に、 具体 的な 行動 に一 歩踏 み出 す市 民と なっ てい ます ので 、そ うい
う 市民 とい うの に焦 点を 当て られ て、 中川 先生 はこ れを 総括 して いま すが 、人 権ナ ビゲ ー
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シ ョン とか 、この 間、さき に報 告し てい ただ いた のは 人権 行政 のナ ビゲ ーシ ョン であ って 、
市 役所 ある いは 区役 所で 取り 組ん でい る行 政の 施策 とい う 、 行政 の立 場か らど うい う取 組
み が行 われ て、 成果 が上 がっ てい るか とい うこ とで すね 。
だか ら、 中川 先生 の提 言を 受け とめ ると なる と、 これ まで の人 権行 政を 進め てい くと い
う 視点 では なく て、 人権 問題 の中 で日 々生 々し く生 きて いる 市民 が 、 それ ぞれ どう 悩み 、
あ るい は解 決し 、日 々生 きて いる のか と。 そこ との 関係 です よね 。つ まり 人権 行政 と市 民
が 日々 生々 しい く人 権問 題の 中で 生き てい ると いう こと 、そ れを どう クロ スす るな り、 あ
る いは 触れ 合う なり とい うこ とで すね 。
例え ば、 先ほ どの 放置 自転 車が 路上 減尐 した とい う話 です が、 ご発 言に あり まし たよ う
に 、自 転車 を使 って 生活 して いる 人は 置く とこ ろが ない と困 るわ けで すよ ね。 それ は市 民
か らの 発想 です よね 。自 転車 を使 って の 事 故が 増え てい るし 、そ うい うこ とが ある わけ で
す けれ ども 、そ こで 、自 転車 を使 って いる 市民 は、 そう いう 道路 がつ くら れた こと につ い
て 喜ん でい る場 合も ある し、 迷惑 だと 思っ てい る人 もい るだ ろう し。 果た して それ で自 転
車 をあ きら める かと いう とそ うで ない かも しれ ない です よね 。
だか ら、 そう いう 点で 、市 民に 中川 先生 の場 合は スポ ット を当 てて いる と。 一方 で、 行
政 サイ ドか らは ナビ ゲー ショ ンの チェ ック をし てい くと 。そ れを どう いう ふう にし てク ロ
ス して 関連 させ てい くの か、 そこ はど うな って いる んで しょ うか ね。
【 今井 企画 調整 課長 】
ナ ビゲ ーシ ョン 自身 が、 いわ ゆる 人権 行政 に携 わっ てい る職 員一 人ひ とり が人 権の 視点
を 持っ てし っか りと 働い てい くこ とに よっ て、 市民 が「 人権 が尊 重さ れる ま ち 」に なっ た
な と実 感で きる こと を目 指し てつ くっ てい る計 画で ござ いま す。 です から 、大 阪市 の職 員
が この よう な観 点で 、さ まざ まな 自分 の仕 事を それ ぞれ 人権 の視 点か ら考 えて 事業 を行 っ
て いく 、施 策の 取組 みを して いく とい うこ とが 、最 終的 には 、さ まざ まな 人権 課題 など に
つ いて 、市 民の 皆様 に「人 権が 尊重 され るま ち 」、そ れぞ れの 課題 の解 決が なさ れて いる ま
ち にな った と実 感し てい ただ くこ とを 目標 とす るの で、 それ は全 く分 離し て考 えて いる わ
け では ござ いま せん 。
でき れば 、そ のこ とに よっ て、 行政 の職 員一 人ひ とり が実 行プ ログ ラム なり それ ぞれ の
仕 事を やっ てい くこ とに よっ て、 市民 の皆 様 が そう いう まち にな った なと 実感 して いた だ
け ると ころ まで いけ るの が最 終目 標で すか ら、 最終 的に は 「 人権 が尊 重さ れる まち 」に な
っ たと 答え る市 民が １０ ０％ にな るの が目 標な んで すけ れど も、 今の とこ ろ４ ４％ とい う

－20－

あ たり です ので 、せ めて 本当 は２ ７年 度に ５０ ％を 超え るよ うに とい うの がま ずの 目標 と
い うよ うな とこ ろで ござ いま す。
【 坂元 会長 代理 】
人 権ナ ビゲ ーシ ョン につ きま して は、 国 連 の人 権教 育の 第２ フェ ーズ にお いて も、 公務
員 がそ の職 務に おい て人 権に 視点 を置 いて 活動 して いる かど うか とい うこ と が 重要 な課 題
と して 書か れて おり ます ので 、そ の意 味で は大 阪市 がこ うい う取 組み をし てい くと いう こ
と はい いこ とだ ろう と個 人的 には 思っ てお りま すが 、今 議論 にな って いる 人権 意識 調査 と
い うの は、 これ は大 体５ 年に １回 とか そう いう ぐあ いに 調査 され てい ると 思う んで すね 。
そ の意 味で 、毎 回の 調査 と過 去に 行っ た調 査と の間 でど のよ うに 市民 の中 で人 権の 意識 が
変 わっ てき てい るか と 、こ うい うこ との 分析 もあ わせ てし てい ただ きたいと 思っ てい ます 。
今回 の市 民意 識調 査、 これ は大 阪市 だけ では なく て、 つい 最近 、い ろい ろな この 近辺 の
自 治体 がや って おり ます 。そ のと きに 特徴 的な もの が 中 川先 生の もの にも 出て いる ので す
け れど も 、９ ４ペ ージ のと ころ で回 答者 の表 、属 性と の関 係と いう とこ ろの ③を 見ま すと 、
人 権問 題に 関す る生 活態 度ス コア で、 高グ ルー プの 割合 が高 いの が短 大、 高等 専門 学校 の
方 であ って 、大 学あ るい は大 学院 は実 はあ まり 高く ない んで すね 。そ して 、１ １４ ペー ジ
で も、 同じ よう に必 ずし も高 学歴 の人 が差 別意 識を 持っ てい ない とい うこ とは ない 傾向 が
出 てお りま して 、そ の意 味で は、 これ が実 は共 通に 姫路 とか そう いう とこ ろの 人権 意識 調
査 で出 てお りま す。
これ まで は、 人権 教育 を受 けて いる 回数 が多 いと いう 、比 較的 大学 でい ろい ろ取 り組 ん
で やっ てお りま すの で、 その 意味 では 一番 高い とこ ろに 位置 する はず だ と みん なこ うい う
問 題を やっ てい る方 々は 考え てい たわ けで すけ れど も、 それ と違 う結 果が 出て いる もの で
す から 、９ 月の １４ 日、 京都 でち ょっ とこ うい う自 治体 の人 権意 識調 査に かか わっ た先 生
方 で議 論し てい ただ くこ とに なっ てい ます 。
この 点は 、や はり 我々 は大 学に 勤め てい るも ので すか ら非 常に ショ ック な傾 向が 出 て き
て おり まし て、 本来 人権 意識 を持 って 引っ 張っ てい かな いと いけ ない 層が 必ず しも そう で
は ない 傾向 が出 てき てい ると いう のは 、真 剣に 考え ない とい けな いと 考え てい ます 。そ の
意 味で 、こ うい う市 民意 識調 査と いう のは 定例 的に やっ てお られ ます ので 、取 組み の比 較
の 中で そう した 視点 も尐 し加 えて 分析 して いた だけ たら と思 いま す。
【 辻委 員】
中 川先 生の 総括 の部 分な んで すけ れど も、 大阪 市特 有と いう か 、 問題 とし て同 和問 題は
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避 けて 通る こと がで きな くて 、こ の数 年間 いろ んな 議論 があ った りと か 、 施策 の上 でも 一
般 施策 にな り、 また 、解 消し てい こう とい う流 れの 中で 、市 民の 意識 の中 にま だ同 和に 対
す る一 連の 事件 を踏 まえ た部 分で の認 識の 違 い があ ると いう こと で 、１１７ ペー ジの 下に 、
一 番下 のと ころ です けど も、 特に 同和 問題 につ いて は同 和対 策関 係特 措法 が 終 了し 、大 阪
市 にお いて も特 別対 策が 一般 対策 へと 切り かえ られ たに もか かわ らず 、同 和地 区や 同和 地
区 の住 民だ けが 特別 対策 の対 象に なっ てい ると 、特 に優 偶さ れて いる とい った いわ ゆる 逆
差 別意 識が 市民 の中 に根 強く 残っ てい るん だと いう こと でご ざい まし て、 これ は 日 々実 感
を して いる とい うか 、ネ ット でも 誹謗 中傷 が い まだ に行 われ てお りま すし 、汚 い言 葉も 流
れ てし まっ てい ると いう こと でご ざい ます 。
最終 的に は、 回収 率の 非常 に低 かっ たの が、 ここ に、 人権 問題 に食 傷ぎ みな 意識 、態 度
が 今回 調査 の低 い回 収率 につ なが った と推 測さ れる 。非 常に ネガ ティ ブに なっ てし まっ て
い て無 視を して いる 状況 、か かわ りた くな いと いう 人の ほう が多 いと いう こと でご ざい ま
し て、 いい も悪 いも 言い たく ない と。 こう いっ た状 況を 解消 して いか なけ れば 次の ステ ッ
プ の人 権問 題の 意識 の高 揚に はな らな いし 、ナビ ゲー ショ ンも 有効 に働かな いと 思い ます 。
ここ で最 終的 に中 川先 生は 、こ の際 、か つて の特 別対 策が 整理 され 、必 要な 取り 組み は
一 般対 策に 移行 して 実施 され てい くこ とを はっ きり と市 民に アピ ール し 、 誤解 を解 くべ き
で ある 。い わゆ る踏 み込 んで 、同 和問 題に つい ても 当た りさ わり のな いよ うな 取組 みで は
な くて 、き ちっ と、 大阪 市と して はっ きり 行政 の中 でも 明確 にし てい かな けれ ばい けな い
と 。ど こか 何か さわ って はい けな いよ うな 、ま だタ ブー 視さ れて いる よう な部 分が 残っ て
い るか ら、 さら に踏 み込 んだ 人権 意識 の高 揚に なっ てい ない ので はな いか なと 。
同和 対策 だけ では あり ませ ん。 子ど もた ちの 問題 、い じめ の問 題も 出て いま す 。 外国 人
の 問題 も非 常に 厳し いも のが 見受 けら れま すし 、女 性の 問題 はＤ Ｖで 、和 歌山 でも この 間
警 察を 訴え ると いう よう なこ とが あり まし た。 取り 調べ の中 で人 権を 侵害 する よう な行 為
が 行わ れて いる とい うよ うな こと もあ りま すし 、さ まざ まな 人権 問題 に取 り組 む中 でこ の
同 和問 題を しっ かり とも う一 度位 置づ ける こと が大 切で あっ て、 中川 さん のこ のア ピー ル
と いう か、 アピ ール すべ きで ある とい う視 点は 大切 だと 思い ます 。
これ は行 政が やら なけ れば いけ ない こと だと 思う んで すけ れど も、 この 点に つい て行 政
は どの よう にお 考え でし ょう か。
【 梶本 市民 局理 事】
辻 委員 がお っし ゃる とお り、 同和 対策 につ きま して の特 別対 策に つき まし ては ２０ ０１
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年 の特 別措 置法 終了 後、 一般 対策 に移 行し てお りま す。 現在 、こ こに 書い てい ます よう に
特 別対 策事 業は 一切 やっ てお りま せん 。た だ、 我々 のま だ 力 不足 とい いま すか 、十 分承 知
さ れて いな い。 この 結果 、中 川先 生の ご指 摘も 踏ま えま して 、い ろい ろと 今後 検討 して い
く 必要 もあ ると 思い ます 。
ただ、一方 では、中川 先生 もご 指摘 のと おり、建前 では そう いう 人権 意識 とい いま すか 、
か なり 高位 な数 字が どの 指標 にも ある んで すけ ども 、や はり 結婚 差別 であ ると か 、 ある い
は お住 まい にな られ ると きの 忌避 意識 とい うも のが ある とい うの も事 実で ござ いま して 、
こ のあ たり 、ど うい う啓 発を やっ てい った らい いか とい うこ とに つき まし ては 私ど もも 悩
ん でい ると ころ でご ざい まし て、 後ほ どご 説明 させ てい ただ くと 思い ます けれ ども 、例 え
ば 参加 ・参 画型 の啓 発事 業で あり 、今 まで の啓 発事 業と はち ょっ と違 った 啓発 事業 なん か
も 取り 組み なが ら、 きち っと ＰＤ ＣＡ も踏 まえ まし て、 しっ かり やっ てい きた いと 考え て
お りま す。
【 山下 委員 】
す いま せん 、私 の地 域は 淀川 区な んで すけ ども 、淀 川区 には 同和 地域 とい うの があ りま
す 。そ うい った 中で 、私 自身 はＰ ＴＡ の役 員を させ てい ただ いて いる んで すけ れど も、 そ
う いっ た中 でよ く聞 くの が 、い わゆ る親 から 子に 伝わ ると いう こと がすごく 多い んで すよ 。
あ そこ は同 和だ から 、あ そこ は同 和だ から 優遇 され てる んだ 。確 かに 今ま で大 阪市 は同 和
に 対し ては 相当 優偶 して きた と思 うん です 。い ろん な措 置で 変わ って きて いる とは 思う ん
で すけ れど 、そ うい った 中で ＰＴ Ａの ほう でも 、僕 らの 中で は結 局、 今、 辻委 員が おっ し
ゃ った よう に、 影の 悪口 を言 うよ うな 状況 にな って いる んで す。 あそ こは もう 何も 言わ ん
と こ、 あの 地区 は何 も言 わん とこ と。 結局 は優 遇さ れて るや ない かと い う ふう に、 ほと ん
ど それ で終 わっ てし まっ てい るん です 。ず っと 四、 五年 ＰＴ Ａを させ ても らっ てま すけ ど
も 、ほ とん ど役 員が かわ って も同 じこ とを 言う てる よう な、 何も 変わ って いな いの が今 の
現 状だ と思 って るん です けれ ども 、そ うい った 中、 今後 権限 が区 長に 変わ ると いう こと か
ら 、や はり 校区 単位 ごと に、 いろ んな 地域 ごと に 事 情が ある とは 思い ます 。そ こは きち っ
と 区長 がい ろん な権 限、 同和 の中 身は こう いう もの や、 きち っと その 中身 に対 処し て 、 こ
う いう ふう にさ わっ てい く、 こう いう ふう に今 まで 変わ って いこ うと して いま すと いう こ
と をき ちっ と明 確に 、議 論の 場、 ＰＴ Ａの 役員 でも いい です から 、そ うい った 議論 の場 を
い ろん な面 で示 して いけ ない かな と。 意識 改革 の問 題に なっ てい ます から 、そ こか ら変 え
な けれ ばい けな い問 題で すか ら、 そう いっ た点 では やは り今 後区 長 に ほん とう に必 要性 が
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あ ると 思い ます から 、そ の点 、ま たよ ろし くお 願い した いと 思い ます 。
【 竹村 委員 】
お 二方 の先 生、 非常 に厳 しく 分析 して いた だい てい るん です けど 、私 は中 川先 生の 最後
の ま と め と い う ん で す か 、 総 括の と こ ろ に つ い て 、１ １ ７ ペ ー ジ の 終 わり の ほ う で す ね 、
「 人間 の社 会生 活に とっ ての 基礎 的集 団で ある 家族 が本 来の 機能 を果 たし 得な くな りつ つ
あ る今 日」 とい うの 、こ れを すご く感 じる んで すね 。今 、家 族あ るい は地 域社 会と いう こ
の 機能 が、 実は 非常 に弱 くな って いっ てい る。 差別 観と いう のは その 家族 の中 で、 今お っ
し ゃっ たよ うな 家族 とい う親 から 伝わ り、 そし て、 それ が次 々生 んで いく 。家 族の なが れ
に なっ てい く。
その 中で 、中 川先 生は それ を改 革し てい くた めの 案を １２ 個出 して いる んで すね 。基 本
的 機能 をど のよ うに 回復 し、 創造 させ るか 。そ のた めの 市民 一人 一人 の役 割を 認識 し、 そ
れ を果 たし 得る 知識 、態 度、 スキ ルの 習得 が人 権啓 発の 課題 であ ると 言っ てよ いと いう ふ
う な、 市民 相互 の信 頼と 相互 補助 に支 えら れた コミ ュニ ティ ーづ くり のキ ーパ ーソ ン、 仕
掛 け人 を養 成す るこ とを 目的 とす る人 権啓 発活 動の 創造 とい う、 非常 に難 しい 言葉 を言 っ
て おら れる んで すけ ど、 要は 意識 を持 った 人た ちを 地域 の中 で、 ある いは いろ いろ な部 署
の 中で 、そ れこ そＰ ＴＡ だと かい ろん なと ころ の中 に、 もっ と養 成し て地 域の 中で 動い て
い ただ く。 こう いう 提言 をい ただ いた んで すけ ど、 こう いう 提言 に対 して 、具 体的 にこ れ
を 進め てい くた めに 、今 後行 政と して 、ど うい う施 策を して いく のか とい うの が非 常に 重
要 にな って くる と思 うん です が、 これ は先 ほど から 話が 出て いる とお り、 各区 長さ んの 裁
量 で各 区で の取 組み にな って くる とい うこ とで すが 、大 阪市 とし てど のよ うな 方向 性を 打
ち 出し てい くの かと いう こと をお 聞き でき たら と思 いま す。 以上 です 。
【 梶本 市民 局理 事】
山 下委 員の 質問 につ いて でご ざい ます けど 、先 日、 ８月 の就 任前 、各 区長 のほ うに 大阪
市 の人 権行 政の 取組 みと いう こと で 、各 区長 、阿 倍野 区長 と中 央区 長は まだ です けれ ども 、
基 本的 に全 員の 方に 説明 させ てい ただ いて 、我 々と しま して は人 権行 政の 取組 みに つき ま
し て一 定ご 理解 いた だい たと 思っ てい まし て 、 今後 も機 会を 見つ けま して 区長 のほ うに 報
告 なり 説明 にま いり たい と考 えて おり ます 。
それ と、 地域 密着 型の 人権 啓発 につ いて でご ざい ます けれ ども 、来 年度 から 我々 大阪 市
で 取り まと めま した 人権 啓発 の関 係も 各区 の特 性を 生か した とい う形 で、 区長 のも とに 実
施 なり 、あ るい は計 画し てい ただ くと いう 方向 で今 検討 して おり ます 。し たが いま して 、
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よ り身 近な 形で そう いう 啓発 業務 が有 効に でき るか なと 考え てお りま して 、ま だ今 、検 討
段 階で ござ いま すけ れど も方 向性 とし まし ては いわ ゆる ニア ・イ ズ・ ベタ ーと いう 形で 進
め てい きた いと いう ふう に考 えて おり ます 。
【 石田 会長 】
あ りが とう ござ いま した 。
今、 本当 にい ろん な有 益な ご意 見を いた だき まし て、 それ を人 権行 政の 中で も進 めて い
っ てい ただ けれ ばと 思い ます 。
時間 の関 係も あり ます ので 、４ 番の 大阪 市人 権啓 発・ 相談 セン ター 及び 区 の 啓発 、相 談
事 業に つい てと いう こと で、 資料 １２ 、１ ３で まと めて ご報 告を お願 いい たし ます 。
【 勝村 所長 】
人 権啓 発・ 相談 セン ター 所長 の勝 村で ござ いま す。
それ では 、お 手元 の資 料１ ２に 基づ きま して 、ご 報告 事項 とい たし まし て、 平成 ２４ 年
度 の主 な人 権啓 発の 取組 みに つい て座 って 説明 させ てい ただ きま す。
まず 、今 日的 な課 題に 焦点 を当 てた 啓発 につ きま して は、 今年 度は 高齢 者を めぐ る問 題
を 年間 のテ ーマ とし て定 めた とこ ろで ござ いま す。
高齢 者を めぐ る問 題に つき まし ては 、例 えば 人権 啓発 情報 誌 「 ＫＯ ＫＯ ＲＯ ねっ と」 の
中 でイ ンタ ビュ ー記 事等 を掲 載し てま いり まし た 。
「 ＫＯ ＫＯ ＲＯ ねっ と」は 年４ 回発 行す
る こと とい たし てお りま して 、最 新号 であ る ２ ４年 ９月 号に つき まし ては 、お 手元 の資 料
の うち オレ ンジ 色の 冊子 が最 新号 とな って おり ます 。
この 資料 の３ ペー ジか ら４ ペー ジを ご覧 いた だき ます と 「
、 豊か な高 齢社 会を 実現 する た
め に」 とい うタ イト ルで ヒュ ーマ ンイ ンタ ビュ ーの 記事 を掲 載し てご ざい ます 。こ の 「 Ｋ
Ｏ ＫＯ ＲＯ ねっ と」 につ きま して は、 市内 の中 ・高 等学 校の 各学 級 及 び短 大、 大学 に配 布
い たし てお りま して 、学 校教 育に おい て活 用し てい ただ くよ う校 長会 でも 依頼 した とこ ろ
で ござ いま す。
次に 、２ の参 加・ 参画 型事 業の 拡充 でご ざい ます が、 これ まで 啓発 事業 を効 果的 に実 施
い たし ます ため に、 ポス ター 等を 使っ た広 報に よる 啓発 から 、市 民が 主体 的に 学ぶ 機会 を
提 供す る参 加・ 参画 型の 啓発 にシ フト させ てま いり まし た。 これ は 、 先ほ ど石 田会 長の ほ
う から もご 指摘 がご ざい まし たよ うに 、今 後の 人権 啓発 の取 組み とい たし まし ては 、市 民
が 参加 する こと によ って 人権 問題 に関 心を 高め てい ただ くよ うな 、そ うい う取 組み を心 が
け てま いり たい と考 えて おり ます 。
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この 中で 、ま ず、 市民 が主 体的 に学 ぶ機 会を 提供 する 事業 とい たし まし て、 人権 に関 す
る 作品 募集 事業 を現 在実 施し てい ると ころ でご ざい ます 。昨 年度 、デ ザイ ン・ キャ ッチ コ
ピ ー募 集と フォ トコ ンテ スト を別 に行 って おり まし たの を統 合い たし まし て、 人権 啓発 ポ
ス ター デザ イン ・フ ォト ・キ ャッ チコ ピー 募集 とし て行 って おり ます 。
入選 作品 につ きま して は本 市の 市民 啓発 広報 に活 用し てお りま して 、事 例と いた しま し
て は、 お手 元の 資料 のう ち、 Ａ４ の１ 枚物 でポ スタ ーの 図柄 が印 刷さ れて いる 資料 をご ら
ん いた だき たい と思 いま す。 この 中の 中段 でご ざい ます けれ ども 、既 に地 下鉄 や市 バス の
車 内に 今現 在掲 示し てお りま すの でご らん にな られ た 方 もい らっ しゃ るか と存 じま すが 、
大 阪市 高齢 者福 祉月 間の ステ ッカ ーの 縮小 版で ござ いま す。 この 作品 は 、 ２３ 年度 のデ ザ
イ ンの 優秀 賞と ２２ 年度 のキ ャッ チコ ピー の優 秀賞 から なる もの でご ざい ます 。
それ から 、次 でご ざい ます が、 大学 と提 携し た参 加・ 参画 型事 業と いた しま して 、Ｎ Ｐ
Ｏ 法人 大学 コン ソー シア ム大 阪の 会員 ４４ 大学 を対 象と いた しま して 、若 者層 を対 象と し
た 事業 企画 を募 集し たと ころ でご ざい ます 。
ＮＰ Ｏ法 人大 学コ ンソ ーシ アム 大阪 は、 大阪 府内 及び その 周辺 の大 学の 連携 を深 める と
と もに 、地 域社 会、 産業 会、 それ から 行政 と協 力し 合っ て地 域社 会に 貢献 する こと 、産 官
学 の連 携を 深め るこ と等 を目 的と して 設立 され まし た法 人で ござ いま して 、会 員大 学は 現
在 大阪 府内 を中 心と して ４４ 校と お伺 いし てお りま す。
今回 は、 大学 コン ソー シア ム大 阪の 事業 のう ち、 大学 によ る地 域社 会貢 献を 促進 する 事
業 、地 域連 携事 業と して 会員 大学 から 事業 計画 を募 集し てい ただ きま して 、そ の結 果、 ５
大 学か ら７ 件の ご提 案を いた だい たと ころ でご ざい ます 。
大学 コン ソー シア ム大 阪の 選定 会議 の中 で、 大学 生の 若い 感覚 、行 動力 を生 かし てこ れ
ま でに ない 切り 口で 人権 を考 える こと がで きる 若者 層を 対象 とし た事 業企 画と いう 観点 か
ら 、３ 件の 事業 企画 が選 定さ れた とこ ろで ござ いま す 。
お手 元の 資料 のう ち、 Ａ３ 縦長 の資 料で ござ いま すが 、「人 と人と の関わ り事 業 」、 各大
学 の事 業の 概要 とい うテ ーマ の資 料を ご覧 いた だき たい と存 じま す。
選定 され まし た３ 件の 事業 企画 は、 左か ら、 まず 、追 手門 大学 の「 大学 生が 大学 生の た
め に変 える 就職 活動 ～大 学生 と社 会人 との つな がり ～ 」。それ から 、も う１ 件も 追手 門大 学
か ら「 ウツ トー ーク ！～ うつ 病を 乗り 越え た者 たち ～」 とい うタ イト ル。 それ から 、最 後
に 常磐 会学 園大 学か ら 、
「若 者・学生 主体 によ る、地 域社 会や 子ど もた ちへ の多 様な 人権 講
座 の取 組み －『 若者 によ るポ ジテ ィブ な社 会的 活動 』の モデ ルと なる 事業 とし て－ 」と い

－26－

う タイ トル で、 合計 ３件 が今 年度 中に 事業 実施 及び 効果 検証 をし てい ただ くと いう こと に
決 定い たし てお りま す。
なお 、選 定さ れま した 事業 企画 のプ ログ ラム につ きま して は、 今後 、本 市の 啓発 事業 に
活 用し てい くこ とと いた して おり ます 。
次に 、Ｊ リー グセ レッ ソ大 阪と 連携 した 人権 啓発 事業 とい たし まし ては 、昨 年も 実施 い
た しま した が、 本年 ９月 １５ 日に セレ ッソ のホ ーム ゲー ムで いじ めを テー マに スポ ット 広
告 を放 映す るな どの イベ ント を実 施す る予 定で ござ いま す 。こ のイ ベントに つき まし ては 、
お 手元 の資 料の うち 小さ な色 刷り のカ ード がご ざい ます が、 こう いっ た 啓 発用 のカ ード も
活 用し て当 日の イベ ント を実 施す る予 定で ござ いま す。
また 、本 年度 新た な取 組み とい たし まし て、 サッ カー を通 じて 人権 を楽 しく 学ぶ 子ど も
サ ッカ ー教 室「 とど けよ う！

ハ ート ＆パ ス」 を本 年１ ０月 ２１ 日に 開催 する 予定 でご ざ

い ます 。こ れら の事 業は 、い ずれ も大 阪法 務局 及び 大阪 第一 人権 擁護 委員 協議 会と の共 催
事 業と なっ てい ます 。
次に 、企 業啓 発推 進事 業と いた しま して 、昨 年も 大阪 商工 会議 所会 員企 業へ 企業 啓発 用
リ ーフ レッ トを 送付 した とこ ろで ござ いま すが 、今 年度 はリ ーフ レッ ト作 成 に 当た りま し
て 民間 のノ ウハ ウを 活用 する ため に企 画コ ンペ を実 施 す ると とも に、 効果 検証 のた め、 は
が きに よる アン ケー トも あわ せて 実施 する こと とい たし てお りま す。
最後 に、 その 他と いた しま して 、昨 年の 作品 募集 事業 のう ち 、 大阪 市人 権啓 発マ スコ ッ
ト キャ ラク ター 募集 事業 にお きま して 選出 され まし た 「 にっ こり ーな 」と いう 名前 のキ ャ
ラ クタ ーで ござ いま すが 、こ れに つき まし て、 お手 元の 資料 「Ｋ ＯＫ ＯＲ Ｏね っと 」の ２
４ 年３ 月号 、こ れは ピン ク色 の冊 子で ござ いま すが 、こ れの 背表 紙の 裏側 にこ の 「 にっ こ
り ーな 」の 図柄 を掲 載い たし てお りま す。 今後 、本 市の 人権 啓発 事業 にこ のキ ャラ クタ ー
も 活用 して 取り 組み ます ので 、ご 愛顧 のほ どよ ろし くお 願い いた しま す。
なお 、参 考資 料と いた しま して 、黄 色の 表紙 の「 平成 ２３ 年度 にお ける 区に おけ る人 権
啓 発推 進事 業」 とい う名 前の 冊子 を配 付さ せて いた だい てお りま す。 区の 取組 みを 集約 し
た もの でご ざい ます ので 、ま た後 ほど ご参 照く ださ いま すよ うお 願い いた しま す。
私か らは 以上 でご ざい ます が、 続き まし て、 人権 相談 事業 につ きま して 担当 課長 から ご
説 明申 しあ げま す。
【 山藤 相談 担当 課長 】
同じ く人 権啓 発・ 相談 セン ター 相談 担当 課長 の山 藤で ござ いま す。 私の 方か ら資 料１ ３
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に つき まし てご 説明 をし たい と思 いま す。 着席 で説 明さ せて いた だき ます 。
まず 、平 成２ ３年 度人 権相 談件 数と いう こと で、 括弧 内は 平成 ２２ 年度 とい うこ とで 、
年 度間 にお ける 比較 表と なっ てお りま す。
まず 、一 番上 の欄 でご ざい ます が、 人権 啓発 相談 セン ター 、区 役所 、市 民交 流セ ンタ ー
合 計と なっ てお りま す。 区役 所と 市民 交流 セン ター のと ころ に※ がつ いて ござ いま す。 こ
の 表の 下の ほう をご 覧い ただ きた いん です けど も、 区役 所、 市民 交流 セン ター につ いて は
「 平成 ２４ 年度 に事 前予 約制 によ る出 張相 談に 変更 」と あり ます 。し かし これ は２ ３年 度
の 間違 いで ござ いま すの で、 ２３ に訂 正を お願 いし たい と思 いま す。 ２２ 年度 まで にお き
ま して は、 区役 所に 巡回 をさ せて いた だい てそ の場 に常 駐し てい たん です けれ ども 、件 数
が ない 場合 も多 く見 受け られ まし たの で、 平成 ２３ 年度 から 事前 予約 制で 相談 員が 出張 す
る と、 そう いう 形に 変え させ てい ただ きま した 。
まず 、合 計欄 をご らん いた だく とわ かり やす いか と思 いま すが 、平 成２ ３年 度に おき ま
し ては ９ ,９ ２２ 件。 括弧 内が 前年 度で ござ いま すの で、 ４ ,５７ ０件 から 約２ 倍と いう よ
う な件 数に なっ てご ざい ます 。か なり その 件数 が増 えた とい うこ とは 、市 民の 方々 に一 定
周 知が 図ら れた のか なと 考え てお りま す。
特に この 人権 啓発 ・相 談セ ンタ ーの 欄の 合計 欄を ご覧 いた だき たい ので すが 、一 昨年 度
は ４ ,２ ００ 件が 昨年 度、 ２３ 年度 は９ ,５ ２７ 件と いう こと で、 ダブ ルス コア 以上 の件 数
の 伸び にな って おり ます 。殆 どが 電話 によ る相 談で ござ いま す。
その 欄の 下の とこ ろで ござ いま す 。「 人権 課題 別相 談件 数（ 主なも の ）」 と書 かせ てい た
だ きま した 。昨 年度 と今 年度 にお いて 、そ の人 権課 題、 どの よう な主 訴、 主に 訴え てお ら
れ る内 容は どう いう もの かと いう こと で 分 類を させ てい ただ きま した 。
平成 ２２ 年度 にお きま して は女 性を めぐ る問 題と いう のが 一番 多か った んで すが 、平 成
２ ３年 度に おき まし ては 障が いの ある 人を めぐ る問 題と いう こと で 、１ ,７ ３２ 件と かな り
多 くを 占め たと いう こと でご ざい ます 。以 下、 ２３ 年度 、２ 位は 高齢 者を めぐ る問 題、 ３
位 が労 働に 関す る問 題。 この 辺は ２２ 年度 と同 じよ うな 状況 にな って いま す。 それ から 、
２ ３年 度の 第４ 番目 が生 活に 関す る問 題と いう こと で、 近年 の貧 困状 態と いう か 、 生活 が
苦 しい んだ とい うよ うな 形の 相談 が結 構増 えて ござ いま す。 続き まし て、 騒音 であ ると か
の 近隣 の問 題 。そ の他 とい うこ とで女 性を めぐ る問 題な どが ３ ,８ ６０ とい うこ とで 、平成
２ ３年 度は 合計 ９ ,９ ２２ 件と いう よう な形 にな って いま す。
それ では 、資 料の 裏を ごら んい ただ きた いと 思い ます 。
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具体 に２ ３年 度、 上位 ５つ の課 題に わた りま して 、ど のよ うな 相談 内容 だっ たの か と い
う のが 書か れて おり ます 。個 人情 報保 護の 問題 がご ざい ます ので 一般 化し たよ うな 形で 書
か せて いた だき まし たの で、 わか りに くい 部分 があ るか もわ かり ませ んが ご了 承い ただ き
た いと 思い ます 。
障が いの ある 人を めぐ る問 題と いう こと で、 精神 的な 病を 抱え るシ ング ルマ ザー の方 か
ら お電 話が ござ いま した 。そ の子 ども たち の就 業と か生 活支 援を 図る ため にＮ ＰＯ 団体 と
連 携し て就 業移 行、 区役 所と 連携 して つな ぎと して の生 活保 護受 給に いか せて いた だい た
と いう こと です 。最 終的 には 家族 ぐる みの 支援 を行 って 、現 在は 安定 した 生活 を送 って い
る とい うこ とで す。 お電 話で の相 談で 、相 談員 がア ドバ イス ある いは 誘導 をさ せて いた だ
い たと いう こと です 。
次は 、高 齢者 をめ ぐる 問題 の点 でご ざい ます 。高 齢者 虐待 防止 に基 づく 措置 で、 母親 を
区 役所 にと られ たと 訴え て来 られ たケ ース でご ざい ます 。経 済的 に、 また はネ グレ クト な
ど 複数 の虐 待が 日常 的に あっ たと して 、区 役所 での 暴力 事件 をこ の相 談者 の方 が起 こし て
い た経 過も あっ たの です が、 相談 者が 法的 手段 もや むな しと 強く 訴え てこ られ まし た。 た
だ 、区 役所 の措 置は 法的 な判 断に よる もの で、 例え ば訴 えた とし ても 逆に 相談 者が 不利 に
な りま すよ とい う説 明を させ てい ただ いて 、む しろ お母 さん との 関係 の修 復に 傾注 した ほ
う がい いん じゃ ない です かと いう よう な 形 の助 言を させ てい ただ いた とい うケ ース でご ざ
い ます 。
次に 、労 働に 関す る問 題で ござ いま す。 職場 の同 僚の おば さん たち から 「顔 が怖 い」 な
ど と言 われ て、 それ を聞 いた 上司 から も 「 みん なが 怖い と言 って いる よ」 とい うよ うな こ
と を言 われ て、 この 方は 女性 の方 なん です けれ ども 、以 前の 会社 でも いじ めを 受け たと 。
子 ども のと きも いじ めを 受け た。 今の 状況 をど うし たら いい か自 分で もわ から ない と泣 い
て おら れて 、生 きる つら さを 聞い てほ しい とい う様 子で した 。
基本 的に は傾 聴対 応で あっ たん です けど も、 職場 での いじ めに 対し ては 記録 をと って お
か れた らど うで すか とい うよ うな こと を助 言さ せて いた だき まし た 。転職も 視野 に入 れて 、
仕 事し なが ら新 しい 職探 しを して もい いん じゃ ない かと いう 形も 助言 した んで すけ ど、 こ
の 方は ダブ ルワ ーク をさ れて おり まし て、 夜に 働い てい る職 場で は人 間関 係は 良好 だと い
う ふう なこ とで ござ いま す。 相談 員さ んの 印象 とし て 、 根深 い問 題も 感じ られ たの で、 昔
か らの 話を ゆっ くり 聞い ても らう など カウ ンセ リン グも 必要 なん じゃ ない かな と 。 ある い
は 、労 働関 係の 相談 セン ター とい うの にも 、各 々誘 導さ せて いた だい たと いう こと です 。
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４つ 目が 、生 活に 関す る問 題。 元夫 の方 の借 金が 原因 で ３ 年前 に離 婚し たと いう 相談 者
の 方で す。 相談 者の 借金 もあ って 、弁 護士 さん には 債権 整理 をし ても らっ て返 済し てい る
が 、先 日自 分が 退職 した ため 収入 が途 絶え て、 生活 費と か借 金返 済の 費用 がな いと のこ と
で した 。家 賃や 税金 の滞 納も ある と思 うけ ど、 何を どれ ぐら い滞 納し てい るの か全 然 分 か
ら ない と。 持病 もあ って 、う つ病 も併 発し てい る。 ２人 の子 ども たち にも 発達 障が いが あ
る と。 生活 保護 の相 談を した んで すけ ど、 要件 を満 たさ ない とい うこ とで 申請 もで きな か
っ たと いう こと でし た。
相 談者 はか なり 混乱 され てい て、 不安 を受 けと めな がら 問題 の整 理を 相談 員さ んの 方で
さ せて いた だき 、問 題解 決の 優先 順位 とい うの をそ れぞ れに つけ させ てい ただ いて 、こ の
手 続に はこ こに 相談 に行 った らい いよ と、 ある いは この 手続 はこ っち がい いよ と紙 に書 い
て お渡 しさ せて いた だい たの です が、 相談 者は 申請 書の 記入 の仕 方も 分か らな いよ うな 状
態 だっ たと いう こと です 。
生活 保護 の受 給は 、子 ども たち が「 生活 保護 なん て受 ける べき でな い」 とど うも 反対 も
さ れて いた らし いん です けど 、そ れで ため らっ てい たん です けれ ども 、一 時的 な 受 給で 生
活 の立 て直 しを 図っ てか ら求 職を 行う とい う方 法も ある と、 その よう な方 法で はど うで す
か とい うよ うな アド バイ スを させ てい ただ きま した 。今 はも う生 活保 護の 受給 を開 始さ れ
て 、各 種滞 納の 整理 や一 定の 生活 基盤 の安 定を 図る こと がで きた とい うこ とで 、解 決が 図
ら れた 事案 でご ざい ます 。
最後 です が、 近隣 関係 の問 題で す。 この 方は マン ショ ンに 住ん でお られ る方 で ご ざい ま
し て、 マン ショ ンの 自分 の部 屋の 上の 階に 住ん でい る住 民の 騒音 でど うも 困っ てい ると 。
ど うも 作業 場み たい に使 って いる よう だと いう こと でし た。 警察 に言 って も全 然相 手に し
て もら えな い。 管理 人も もめ ごと の苦 情は 受け 付け ませ んと 言わ れて しま った と。 また 、
騒 音が ひど いと きに 抗議 に行 った ら、 反対 に騒 音を 出し てる 方か ら「 自分 も顧 問弁 護士 が
い るん だか ら、 いつ でも 訴え ても いい よ」 とい うよ うな 形で 言わ れて しま い、 区役 所に も
相 談し たん です けど も、 区役 所で 騒音 を測 る業 者を 紹介 され たん です けど も、 その 業者 か
ら は「 裁判 をす るの が目 的で なか った ら、 騒音 を測 って も仕 方な いね 」と いう よう な、 そ
ん な言 い方 をさ れま した とい うこ とで 、困 り果 てて 人権 啓発 ・相 談セ ンタ ーの 相談 コー ナ
ー に来 られ たと いう こと です 。
相談 者は 、毎 日こ のよ うな 状態 で暮 らす こと に本 当に 限界 を感 じて いる とい うこ とで し
た 。そ こで 、マ ンシ ョン の契 約書 、規 約み たい なも のを 相談 員が 見さ せて いた だい て 、 住
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居 専用 とど うも 書か れて いた とい うこ とで ござ いま す。 これ がも し作 業場 で使 われ てい る
と いう こと にな ると 、こ れは 許可 され ない 内容 の使 用方 法じ ゃな いか とい うこ とで 、も し
可 能だ った らば ＩＣ レコ ーダ ーな んか を持 参し て、 友達 、第 三者 みた いな 形、 友達 も一 緒
に 、同 伴で 管理 会社 のほ うに 出向 いて いろ いろ 相談 した らど うで すか とい うよ うな アド バ
イ スを させ てい ただ きま した 。も し自 分が それ で体 調不 良で あ っ たと いう こと があ れば 診
断 書を とっ てい ただ いて 、あ るい は騒 音の 日と か時 間帯 、頻 度、 回数 、そ の大 きさ など を
調 査し て、 それ が果 たし て受 忍限 度を 超え るか どう かと いう のが １つ の判 断に なり ます か
ら とい うこ とで 、も しマ ンシ ョン 規約 違反 だと いう こと にな ると 、弁 護士 さん にお 願い し
て 内容 証明 を送 ると いう こと もで きま すよ と 、 そう いう 形の アド バイ スを させ てい ただ い
た とい うこ とで す。
昨年 度の 人権 相談 件数 より 、内 容に つい て説 明を させ てい ただ きま した 。以 上で 終わ り
ま す。
【 石田 会長 】
あ りが とう ござ いま した 。
今の 主な 人権 啓発 の取 組み 、そ れか ら人 権相 談の 内容 等に つい て、 ご質 問、 ご意 見は ご
ざ いま せん でし ょう か。
去年 に比 べて 相談 件数 が倍 にな って いま すけ れど も、 これ は何 か倍 増の 理由 とい うの は
何 かあ るん です か。
【 山藤 相談 担当 課長 】
や はり 市民 の方 に周 知が なさ れた のか なと いう こと があ ると 思い ます 。そ れと 、繰 り返
し お電 話を され る方 もお られ ます ので 、やは り１ 回の 電話 で解 決し ない問題 もあ りま して 、
そ うい う方 は何 遍も 電話 され ると いう こと もあ る と 思い ます 。
【 石田 会長 】
「 にっ こり ーな 」と いう この マス コッ トキ ャラ クタ ーは 、私 、初 めて 見た んで すけ ど、
ご 存じ でし たか 。「ひ こに ゃん 」を 越え てほ しい なと 思う んです けど 。
そう しま した ら、 特に ご質 問、 ご意 見が なけ れば 、時 間の 関係 もあ りま すの でこ のへ ん
で 審議 のほ うは 終え たい と思 いま す。
先ほ どお 話し まし たよ うに 、我 々の 任期 とい うの はこ の１ ０月 末ま でと いう こと にな り
ま すの で、 おそ らく この 審議 委員 会と いう のも 今回 が最 後に なり ます ので 、よ ろし けれ ば
こ の２ 年間 を振 り返 って いた だい て 、そ れぞ れ一 言ず つお 言葉 をい ただきた いと 思い ます 。
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【 安藤 委員 】
企 業に 所属 して おり ます 安藤 と申 しま す。
私は 人権 の委 員に つい ては ２期 させ てい ただ きま して 、あ まり 企業 の立 場か らと いう お
話 がで きず にで ござ いま して 、も う尐 し委 員と して 自覚 を持 てれ ばよ かっ たの かな と思 っ
て おり ます 。今 後と もま たど こか でお 会い する 機会 が あ るか と思 いま すの で、 その とき は
よ ろし くお 願い した いと 思い ます 。ど うも あり がと うご ざい まし た。
【 梅原 委員 】
公 募で 選ば れま した 梅原 でご ざい ます 。
住ん でい ると ころ は此 花区 とい うと ころ で、 民生 委員 です 。 今 回特 にい ろい ろ勉 強に な
り まし たの が、 この 指標 です 。認 知症 の母 親を 持っ てお りま すの で、 認知 症関 係で 、認 知
症 のサ ポー ター の養 成で ある とか 、あ るい は市 民後 見人 の養 成だ とか 、そ んな 内容 を民 生
委 員と して も、 また 認知 症の 母を 持つ 家族 とし て非 常に 興味 を持 って 見 て おり まし た。
８ 月１ 日か ら新 しい 区長 が来 られ たの で、 認知 症サ ポー ター の話 をし まし た。 とい いま
す のは 、今 月の 朝日 新聞 の中 に、 厚生 労働 省が 認知 症の 方も 病院 から でき るだ け自 宅、 要
は 地域 で生 活で きる よう な体 制に 変え てい ると いう 方針 が出 てい ると いう ふう なこ とで 、
そ うな った とき に我 々人 権を 考え る中 で サ ポー ター をや って ほし いな とい う話 を持 って い
っ たら 、ど うも 区役 所で なく 、ふ れあ いセ ンタ ーの ほう にな ると 。
そう なる と人 権の 問題 は、 先ほ どの 話で 地域 に密 着し た区 長の ほう で一 生懸 命や って く
れ ると いう こと やけ ども 、ど うも 区役 所で 権限 がな いの かな と。 人権 の問 題が ある とい う
こ とが わか って んの やっ たら 、大 阪市 は人 権を やっ てい ただ いて いる とこ ろが きち んと 区
に 落と して いた だい たら あり がた いな と感 じま した ので 、今 回参 加さ せて いた だい て、 こ
こ の部 分と あわ せて 区民 の方 にお 知ら せ し てい きた いな と。 また 、こ うい う中 でい ろい ろ
知 識を 教え てい ただ いた 審議 会委 員を はじ め、 市役 所の 方に 感謝 して おり ます ので 、今 後
と もよ ろし くお 願い した いと 思っ てお りま す。
【 加藤 委員 】
私 、前 回は 欠席 させ てい ただ いて 、本 当に 何を 言っ てい いか とい うこ とな んで すけ れど
も 、こ れだ け人 権相 談の 件数 が１ 年間 で倍 増す ると いう こと は、 やは りす ごい 社会 的に も
皆 さん 悩ん でお られ る 。た くさ ん、いろ んな こと があ るん だな とい うふ うに も思 いま すし 、
そ れを やは り行 政と して どの よう に取 り組 んで いく か、 ま た 市民 サー ビス をど うし てい く
か とい うこ とも しっ かり 踏ま えな がら 、ま た人 権行 政と して 頑張 って いっ てい ただ きた い
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と 、そ のよ うに 思い ます し、 我々 もま たそ れの 課題 につ きま して しっ かり と 討 論さ せて 、
議 論さ せて いた だき たい と存 じま す。 ほん とう に２ 年間 どう もあ りが とう ござ いま した 。
【 上甲 委員 】
私 自身 も人 権の 大切 さと いう のは わか った んで すけ れど も、 いろ いろ な問 題に つい てい
ろ いろ と勉 強さ せて いた だい て大 変い い機 会を いた だい たと 思い ます 。
私は １４ 年間 、松 下政 経塾 で政 治家 を育 てる 仕事 をし てま いり まし て、 そろ そろ 野田 総
理 をは じめ 、い ろい ろと 責任 を感 じて おり まし て、 行政 の非 常に まじ めな 努力 とと もに や
っ ぱり 政治 の切 り込 み方 とい うの はす ごく 大事 で、 私は 橋下 市長 が誕 生し たと いう のは 、
あ る意 味で はこ うい うの を一 気に 進め るに は非 常に いい 機会 では ない かな とい うそ うい う
思 いも あっ て、 私自 身も 自分 の立 場上 、政 治家 にこ うい う人 権と いう こと につ いて もっ と
政 策の 中で 強く 進め るよ うに 、自 分の 立場 でい ろい ろと 物申 して いき たい と思 いま した 。
個人 的な 感想 です けど も、 やっ ぱり 人権 とと もに 仁義 とい うか 、人 間と して の義 務と い
う 面も もう 一方 に社 会的 に必 要な んだ ろう なと 。人 権を 強調 する とと もに 、人 とし ての 義
務 とい うの は一 体何 かと いう こと を僕 は社 会の 中で もっ と強 くほ んと うは 訴え てい くこ と
に よっ てバ ラン スが とれ てく るん じゃ ない かと いう のは 、こ れは 私自 身の 今回 のこ の経 験
を 通じ た学 びで あり ます 。あ りが とう ござ いま した 、ど うも 。
【 菅原 委員 】
私は 公募 委員 とし てこ の審 議会 に参 加さ せて もら って いま す。 きょ うの 議論 の中 で出 て
き た同 和問 題で すね 。私 自身 は山 口の 田舎 で生 まれ 育っ て、 解放 教育 だと かそ うい った も
の を全 然受 けて いな いん です ね。 大阪 に来 て、 ボラ ンテ ィア で被 差別 部落 に入 って 、識 字
学 級と いう とこ ろで 学ん でき まし た。 そこ で自 分が いろ んな 人と 出会 って 、障 がい のあ る
人 だと か部 落差 別を 受け てき た人 、い ろん な人 たち と出 会っ て、 先ほ ど意 識調 査の 中に 書
か れて いた 一歩 、市 民が 一歩 出て 取組 みが でき ると いう よう な、 そう いっ た人 間に なれ た
と は思 わな いん です が、で も、そ うい った 場所 に足 を踏 み入 れて、いろ んな 人と 出会 って 、
経 験し て学 びま した 。
ただ 、こ の間 、４ 月に 出さ れた 市政 改革 プラ ンで 、そ うい った 学び の場 だと か、 市民 が
啓 発事 業に 触れ る、 参加 でき る機 会だ とか 場所 とい うも のが ほん とう にな くさ れて いく と
思 うん です ね。 そう いっ た中 で、 人権 とい うの を言 葉だ けで はな くて 市民 が実 感し て自 分
た ちの もの や自 分た ちで 大事 にし てい かな いと いけ ない と思 える もの にす るに は、 ほん と
う にど うし たら いい んだ ろう とい うの を日 々考 えて いま す。 今後 の審 議会 がそ うい った こ
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と も含 めて 議論 され る場 であ るこ とを 思っ てい ます 。あ りが とう ござ いま した 。
【 辻委 員】
辻で ござ いま す。
この 会議 に参 加さ せて いた だい て、 再認 識を いろ いろ させ てい ただ きま した 。私 は反 対
に 中学 校の ころ から ずっ と同 和教 育と いう か、 同推 校の 出身 です ので 、受 けて きま した の
で 。た だ、 時代 の様 相が 変わ り、 いろ んな 事件 が起 こっ たり して 再度 また 、 同 和問 題と 、
そ れか ら同 和人 権問 題と いう のに 広げ てい って つな がっ てい くの かと いう こと が大 事だ な
と 思っ てい ます 。
今、 自殺 者が ３万 人と いう のが ずっ と続 いて いる よう な状 況で 、一 人ひ とり が非 常に 孤
独 な状 況に 置か れて いる 。つ なが って いく こと の大 切さ とい うも のを もっ と実 感 で きる よ
う な行 政の あり 方と いう のを 進め なけ れば いけ ない なと 非常 に今 切迫 感を 持っ て思 って お
り ます ので 、今 、施 策の 中で 、政 治の 中で 、そ うい った 施策 の推 進を きち っと でき る体 制
を 整え なけ れば いけ ない と思 って おり ます 。
区の 役割 が非 常に 重要 視さ れ、 また 公募 区長 さん がこ れか ら頑 張ろ うと いう とき なん で
す けれ ども 、市 民の 皆さ んの 声を どん どん 吸い 上げ てい って 、ほ んと うに 中川 さん がお っ
し ゃる よう な市 民が どれ だけ 生ま れて くる かと いう こと に力 点を 置い た活 動を して いか な
け れば いけ ない と思 いま すし 、行 政も そう 変わ って い っ てほ しい なと 実感 を持 って 思っ て
お りま すの で、 どう ぞ今 後と も皆 様ご 協力 をい ただ きま すよ うに よろ しく お願 いし ます 。
以上 でご ざい ます 。
【 髙津 委員 】
髙津 でご ざい ます 。
いろ いろ あり がと うご ざい まし た。 本当 にこ の会 に参 加さ せて いた だき まし て、 勉強 さ
せ てい ただ くこ とが 多く ござ いま した 。
私自 身は 情報 発信 とか 広報 戦略 とい う観 点か ら、 どう やっ たら もっ とわ かり やす く人 権
の こと が伝 えら れる のか なと いう こと を日 々思 って おり まし たが 、や はり 各委 員の 方の お
話 を聞 くた びに 、あ るい はこ の調 査報 告を 拝見 させ てい ただ くた びに 、１ つの こと を申 す
の も非 常に 奥が 深く て、 ほん とう に安 易な 言葉 を使 うこ とが 非常 に難 しい 問題 であ るな と
い うこ とを 感じ てお りま した 。
今回 いろ いろ 行政 のほ うが 変わ って 、区 に権 限を つく ると いう こと で、 １つ よ か った な
と 思う こと は、 やは り大 阪市 とし て取 り組 む場 合と いう のは すべ ての 人権 のい ろん な問 題
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に 取り 組ま なけ れば いけ ない と。 それ に対 して 、今 度は 区と して 取り 組む とき に、 多分 一
つ 一つ 絞っ た形 で取 り組 んで いか れる ので はな いか なと 、 優 先順 位を つけ て取 り組 まれ る
の では ない かな とい うふ うに 思い まし て、 そう いっ たこ とと いう のは 非常 に効 果が 出 や す
い んじ ゃな いか なと 思い まし た。
ただ 、も う一 方で 非常 に懸 念す ると 思っ たの は、 私が この 委員 会に 出さ せて いた だい て
思 った こと は、 区役 所の ほう がそ れほ ど深 い知 見を 持っ た形 の中 で 人 権問 題に 取り 組ん で
い ける のか どう なの かと いう とこ ろが 、非 常に 安易 な薄 っぺ らい 上っ 面だ けで 始め たん じ
ゃ ない かと いう こと です ごく 懸念 を思 いま した ので 、こ の委 員会 でい ろい ろ集 まっ た知 識
と か 、そ うい うこ とが いい 形で 区の ほう に 伝 達さ れて いけ ばい いん じゃない かと 思い ます 。
ど うも あり がと うご ざい まし た。
【 竹村 委員 】
２ 年間 、ほ んと うに あり がと うご ざい まし た。
私は 実は 地域 だと かＮ ＰＯ だと か現 場で いろ いろ な活 動を して おら れる 方に 今も かか わ
り を持 って いる んで すけ ど、 その 中で 感じ るの は、 先ほ どの 認知 症サ ポー ター の問 題、 あ
る いは 児童 虐待 の問 題、 いろ いろ な人 権相 談員 の方 々、 それ が実 は非 常に 縦割 りな んで す
ね 。今 感じ てい るの は、 今ま で人 権問 題と いう 対象 にな って いな かっ た多 くの 方々 が実 は
対 象に なっ てき てい る。 これ は家 族機 能だ とか 、あ るい は地 域の 中で のつ なが りが なく な
っ てい く。 そう いう こと の中 で、 非常 に多 くの 方々 が差 別の 問題 を抱 えた り、 ある いは 、
そ うい う状 況に 置か れて いる んで はな いか なと 思い ます ね。
その 中で 人権 を考 えて いく とい うの は、 非常 に幅 広い 。と ころ が、 行政 の施 策と いう の
は 非常 に縦 割り にな って いる 。今 、大 阪市 は大 きな 変革 の動 きの 中で 、地 域 で は地 域活 動
協 議会 とい う新 しい 協議 会を つく って いく とい うよ うな 動き もあ る。 その 中で 人権 とい う
の は実 は根 幹に なる 活動 では ない かな と思 うん です ね。 これ から 行政 とし てリ ーダ ーシ ッ
プ をと って 方向 を打 ち出 して いく とい うの が非 常に 大事 なこ とで はな いか なと 思い ます 。
そ れで なけ れば 、従 来の よう な同 じよ うな 縦割 り的 な形 のま まな ので はな いか とい うよ う
な こと を非 常に 気に はし てお りま す。
とい うこ とで 、こ れか ら大 阪市 各区 の動 きが とい うこ とに なっ てい くと 思い ます けど 、
こ こが ほん とう に踏 ん張 りど ころ だと 思い ます ので 頑張 って くだ さい 。 よ ろし くお 願い し
ま す。 あり がと うご ざい まし た。
【 堀委 員】
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堀で ござ いま す。
先ほ ど紹 介さ れま した 新し い事 業の 大学 、引 き受 けた とい うの を紹 介さ れま した けれ ど
も 、そ の１ つな んで すね 。若 者た ちが 中心 にな って 人権 問題 に取 り組 んで いく よと いう こ
と で採 択し ても らっ たん です けれ ども 、な かな か自 信が ない です ね 。 だけ ど、 僕は やは り
何 でも 今そ うい うふ うに なっ てき てい ると 思う んで すけ ど 、 空洞 化す るん です ね、 世の 中
が 。若 者主 体と いう こと で、 常磐 会学 園大 学な んで すけ れど も、 尐し でも 学生 、若 者が 自
分 の問 題と して 人権 問題 を考 えて いっ てほ しい 。１ 人、 ２人 でも いい から そう いう 学生 が
出 てき てほ しい とい うこ とを 考え てい まし て、 その 点か ら言 うと 、や はり 自分 とい うも の
を 持っ て物 事を 考え てい くと いう こと が欠 落し てい くと 、人 権問 題も 何も なら ない だろ う
と いう ふう に思 って いま す。
そう いう こと を考 える と、 今皆 さん のお 話を 聞い てい ると 残念 だな と思 いま すね 。審 議
会 はい つも 時間 がな くて 、い い話 が出 てき たと ころ で終 わっ てし まう とい うこ とで 、ぜ ひ
今 度の 審議 会は １回 ぐら いフ リー ディ スカ ッシ ョン とい うの をす る回 を審 議会 の中 にき ち
ん と位 置づ けて 、委員 相互 の認 識を ぶつ け合 うと いう こと もし てい ただけた らと 思い ます 。
どう もあ りが とう ござ いま した 。
【 森田 委員 】
森 田と 申し ます 。
大学 で教 員を して おり ます ので 、こ の間 にい ろい ろ学 ばせ てい ただ いた こと を大 学で ど
う いう ふう に私 の仕 事に 結び つけ てい こう かな とい うこ とを 一部 考え ても 来ま した 。
今回 ２年 間審 議さ せて いた だく 中で 、や っぱ り評 価し てＰ ＤＣ Ａサ イク ルを 回し てい く
と いう 、こ この とこ ろの 立ち 上げ の部 分だ った のか なと 思い ます 。き ょう 、 尐 しそ の成 果
を ご紹 介い ただ きま した が、 尐し ずつ では ある が、 そう いう ふう に言 った ら失 礼か もし れ
ま せん が、 成果 も上 げつ つあ ると いう ふう に伺 いま した 。
全般 的な 印象 です けど も、 大阪 市な ので なか なか 言葉 遣い が難 しい んで すけ ど、 大阪 市
民 と言 った とき の大 阪に 住ん でい る人 たち とい う意 味と 、そ れか ら、 先ほ ど中 川先 生の 話
に あっ たよ うな 行動 する 市民 と言 った とき の市 民と いう のが 、同 じ市 民と いう 言葉 なの で
な かな か切 り分 けら れな いな とい うふ うに も思 うん です ね。 私は やは り シ チズ ンと いう も
の を育 てて いく 時期 なん だと 思い ます 。評 価し 、数 値を 示し なが らコ ミュ ニケ ーシ ョン を
つ くっ てい くと いう のは 、や っぱ りこ れは シチ ズン とい うも のの 姿だ と思 いま すし 、シ チ
ズ ンに はそ うい う力 が求 めら れる と思 いま す 。 こう いっ た作 業が 進ん でい くと いう 、そ し
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て 参加 して いく とい う、 そう いう 資質 をど うや って 育て てい くか とい う問 題に これ から 私
た ちは 立ち 向か って いか なけ れば なら ない のか なと いう 印象 を受 けま した 。
どう もあ りが とう ござ いま した 。
【 山下 委員 】
山 下と 申し ます 。
いろ いろ と、 短い 期間 、ほ んと うに あり がと うご ざい まし た。 私自 身、 まだ まだ 発言 が
至 らな かっ たな とい う点 が多 々あ りま す。 そう いう とこ ろは いろ いろ 反省 して 今後 に活 か
し てい きた いと 思っ てお りま す。
ただ 、ほ んと うに 今、 諸外 国の 中で も今 いろ んな 問題 があ りま す。 竹島 に基 づく 問題 も
あ る中 で、 日本 の中 でも これ だけ の問 題が ある とい うも のは 非常 に苦 しい もの もあ ると 思
い ます が、 そう いっ た点 でも ほん とう に一 生懸 命国 内の 中で しっ かり とら えて いけ たら な
と 私自 身は 思っ てお りま す。
また 、Ｐ ＴＡ の中 でも よう 言い ます。皆さ ん 、「 あの 人は モン スター ペア レン ト」とか 言
い はり ます けれ ども 、自 分の 子供 がい ざと なれ ばす べて 親が モン スタ ーペ アレ ント にな る
と いう ふう に私 、Ｐ ＴＡ の役 員の 中で もみ んな 言っ てい ます 。だ れか がモ ンス ター ペア レ
ン トじ ゃな いと 。自 分の 子供 に何 かあ れば 、絶 対 自 分も いろ んな 面で モン スタ ーペ アレ ン
ト に変 わる とい うふ うに 私た ちは 言う てお りま す。 そう いっ た 中 、一 人ひ とり が人 権問 題
に 関し ては 取り 組ん でい かな けれ ばな らな いと 思っ てお りま すの で、 今後 もま た 何 とぞ よ
ろ しく お願 い申 しあ げま す。 ほん とう にあ りが とう ござ いま した 。
【 坂元 会長 代理 】
坂 元で ござ いま す。
私、 何を しゃ べっ てい いの かと いう ので 、各 委員 のお 話を 聞い てか ら何 をし ゃべ るの か
を 決め よう と思 って いた んで すけ れど も 、 結局 皆さ んの お話 に耳 を傾 けて いる 間に 自分 の
し ゃべ るこ とを まと める こと もで きま せん でし た。
大学 で国 際人 権法 とい うの を教 えて おり まし て、 また 、国 連で 人権 理事 会と いう とこ ろ
の 諮問 委員 会の 委員 とい うも のを やっ てお りま す。 これ は今 年の ８月 にジ ュネ ーブ に参 り
ま した けれ ども 、非 常に 政治 的な 機関 でご ざい まし て、 我々 の委 員会 の後 ろに は国 連の １
９ ３カ 国の 代表 が集 まっ てお りま して 、そ の後 ろに はＮ ＧＯ が座 って おり まし て、 自国 に
か かわ る問 題で あれ ばす ぐさ ま「 先ほ どの 委員 の発 言に 訂正 を求 めた い」 とか 、そ うい う
よ うな こと を言 うと ころ でご ざい ます 。
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ただ 、そ の国 連の 場で も、 今年 我々 の委 員会 とし ては 若者 の問 題を 取り 上げ たい と考 え
て いま す。 理事 会で 取り 上げ られ るか わか りま せん が 、 今、 世界 の若 者は 絶望 の中 に生 き
て おり ます 。ス ペイ ンは 失業 率５ ０％ を超 えて おり ます けれ ども 、他 の欧 州諸 国も 同じ よ
う なも ので ござ いま す。 南米 もそ うで あり ます 。南 米の 委員 の話 によ りま すと 、実 は南 米
で は日 本の １７ .５倍 の数 の若 者が 犯罪 によ って 殺さ れて いるん です 。それ だけ 失業 率が 高
い ので 、犯 罪に 手を 染め て銃 によ って 殺さ れる 人の 数が 非常 に多 い社 会な ので あり ます 。
日本 も非 正規 雇用 が実 は常 態化 して おり まし て、 国連 の場 で紹 介し まし たけ れど も、 総
務 省の 調査 によ りま すと 、３ ０歳 ～３ ５歳 の年 齢の 人で 正規 雇用 され てい る方 と非 正規 雇
用 され てい る方 の婚 姻率 とい うの は３ ９％ と６ ０％ 。非 正規 雇用 は３ ９％ しか 婚姻 して お
ら ず、 正規 雇用 の人 は６ ０％ 婚姻 して いる とい うこ とで 、日 本で も家 族を 持て ない 若い 人
た ちと いう のが 増え てい ると いう こと でご ざい ます 。先 ほど 、家 族と 社会 のつ なが りと い
う もの が希 薄に なっ てい ると いう お話 でし たけ れど も、 家族 その もの を形 成す ると いう こ
と をあ きら める 層が 実は 日本 の中 で出 てき てい るん だと いう 問題 とい うの も、 我々 はほ ん
と うに 考え ない とい けな いと 思っ てお りま す。
行政 は本 当に 一人 の人 間の 生ま れて から 死ぬ まで すべ ての 局面 にか かわ るも ので すか ら 、
そ のす べて の局 面に おい て人 権の 視点 とい うも のを 生か して いた だけ れば なと 思っ てお り
ま すし 、ま た、 こう いう 委員 会の 委員 も、 そう いう こと によ って 私も いろ いろ 学ば せて い
た だい てお りま す。
昨日 は、 人権 集会 のた めに 、東 日本 大震 災で 「人 権」 とい う小 さい 短い ９０ ０字 ぐら い
の コラ ムを 書き まし た。 その ため に「 風評 被害 」と いう テー マで 書い てく れと いう こと で
し た。 でも 、調 べて いる 間に 非常 につ ら い 気持 ちに なり まし た。 それ はな ぜか とい うと 、
被 災 地 の 小 学 生 が い じ め に 遭 いま し た 。 法 務 省 の 人権 Ｓ Ｏ Ｓ 。 い じ め で何 を 言 わ れ た か 。
「 あな たも 津波 で死 ねば よか った のに 」と かで すね 。子 供の 残酷 さは ここ まで い っ たの か
と いう ふう に考 える こと はで きま すし 、大 阪市 の市 民に はそ うい う方 はお られ ない と思 い
ま すが 、桐 生市 の市 議の 方で すね 、
「 被災 地の 人の 血液 が欲 しい ですか 」と 言っ て献 血を し
て いる 人た ちの ブロ グで 、ツ イッ ター でさ さや いて 、こ の市 議の 方は もち ろん 免職 にな り
ま した けれ ども 、い ろん な差 別事 象が 起こ って いま す。
他方 で、 無縁 社会 かと 考え てい た我 々の 社会 は、 東日 本大 震災 では 多数 の人 がボ ラン テ
ィ アで 活動 して いま して 、ネガ ティ ブな 面も あり ます けれ ども ポジ ティブな 面も ある ので 、
そ のポ ジテ ィブ な面 をい かに 伸ば して いく か、 そ う いう とこ ろに この 人権 の視 点と いう も
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の を生 かし てい くと いう こと が重 要な んだ ろう と思 いま す。
今後 もこ うい う大 阪市 が人 権施 策を 推進 する とい うこ とで 、こ の審 議会 がさ らに 発展 す
る こと を願 って いま す。 以上 です 。
【 石田 会長 】
石 田で す。
４年 間、 会長 をや らし てい ただ きま して 、頼 りな い会 長で いろ いろ とご 迷惑 をお かけ し
た かと 思い ます 。ま ず、 その 点、 謝罪 させ てい ただ きま す。
私は 弁護 士と して 人権 にか かわ る活 動を ず っ とや って きた わけ です けど も、 この 審議 会
で 皆さ んの 話を 聞い て、 市民 とし て地 域社 会で 、教 育の 場で 、い ろん なほ んと うに それ ぞ
れ のお 立場 で人 権と いう 問題 を考 え、 努力 され てい ると いう 、そ うい うお 話を 聞い てほ ん
と うに 非常 に頼 もし くも あり 、私 自身 の勉 強に もな って 、そ の点 はほ んと うに お話 を聞 か
せ ても らっ てよ かっ たな と思 って おり ます 。
また 、大 阪市 のほ うと して も、 こう いう 指標 をつ くっ て行 政の 中に 人権 の視 点を 入れ て
い くと いう こと 、これ は我 々こ の審 議会 のメ ンバ ーも 一歩 を踏 み出せ る市民 であ り 、ま た、
そ の影 響に あっ てそ うい う市 民層 が増 えて いく 。大 阪市 民も 職員 の人 も 、 こう いう 指標 を
行 動す るこ とに よっ て人 権感 覚を 身に つけ て一 歩踏 み出 して 、そ れを 市民 に伝 えて 、ま た
市 民で そう いう 人た ちを 増や して いく とい うふ うな こと で、 そう いう ふう な広 がり にな っ
て いっ たら ほん とう にう れし いな と思 って おり ます 。
私は 大阪 市で 生ま れて 、大 阪市 で育 って 、多 分大 阪市 で死 ぬと いう こと にな ると 思い ま
す ので 、こ よな くこ の大 阪が 大好 きな 人間 なん です けれ ども 、こ の大 阪が 日本 の中 で、 そ
し て世 界の 中で も人 権が 守ら れて いる んだ とい うこ とを 喜ん で自 慢で きる よう な 、 そう い
う 大阪 市に なっ てほ しい と思 って おり ます 。私 はこ れで この 委員 は任 期も 終了 しま して 終
わ りま すけ ども 、ま すま すこ うい う審 議会 が発 展し てい くと いう こと を望 んで おり ます 。
最後 に文 句を ２つ ほど 。
今日、気が つい たん です けれ ども、これ だけ の資 料、も うち ょっ と早 くく れへ んか なと 。
こ れで 審議 しろ 、議 論し ろと 言わ れた って ちょ っと 無理 筋や なと 思い ます ので 、資 料を な
る べく 早く いた だく とい うこ と。
あと 、も う１ つ思 いま した のは 、き ょう は本 当に いろ いろ お話 を聞 かせ てい ただ いて 、
皆 さん こう いう こと を考 えて 、こ んな 方な んだ なと いう ふう なこ と、 だん だん わか るん で
す けど も、 ３回 です よね 。た った の３ 回。 だか ら、 もっ と早 い段 階で 先ほ どお っし ゃっ た
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フ リー ディ スカ ッシ ョン とい うん でし ょう か、 何も テー マが なか って いい けど も、 みん な
ど うい う背 景を 背負 って 、こ れか らど うい う議 論を しよ うと して いる のか とい うふ うな こ
と を話 がで きる よう な機 会が あっ たら よか った かな と最 後に なっ て思 いま した ので 、次 の
会 には ぜひ また ご検 討く ださ い。
以上 です 。ど うも あり がと うご ざい まし た。
【 津村 企画 調整 課長 代理 】
委 員の 皆さ ん、 活発 なご 議論 をい ただ き、 まこ とに あり がと うご ざい まし た。
それ では 、閉 会に 当た り、 梶本 市民 局理 事よ りご あい さつ を申 し上 げま す。
【 梶本 市民 局理 事】
最 後に 一番 私、 感銘 した ご意 見を いろ いろ いた だき まし てあ りが とう ござ いま した 。
会長 がお っし ゃる とお り 、ど うし ても 報告 事項 とい うの が多 くて 申しわけ ござ いま せん 。
ま た次 回の 開催 に当 たり まし ては でき るだ け早 い時 期に そう いう 資料 を 配 付す ると とも に 、
フ リー ディ スカ ッシ ョン など もで きれ ばと 思い ます 。
改め まし て 、石 田会 長に おか れま して は 会 長と して ４年 間、ある いは 委員 とし て６ 年間 、
大 変あ りが とう ござ いま した 。本 当に 委員 の皆 様方 にお かれ まし ても 、委 員に ご就 任い た
だ いて 以来 、大 変ご 議論 いた だき まし て、 私ど もと しま して はこ の人 権行 政推 進計 画 を し
っ かり 進め てま いり たい と考 えて おり ます 。今 後と も市 政の 各般 にわ たり まし てご 指導 、
ご 協力 、引 き続 きよ ろし くお 願い 申し たい と考 えて おり ます 。
どう もあ りが とう ござ いま した 。
【 津村 企画 調整 課長 代理 】
あ りが とう ござ いま した 。
それ では 、委 員の 皆様 にご 連絡 申し あげ ます 。本 日の 配付 資料 につ きま して 、資 料の 分
量 が多 うご ざい ます ので 、持 ち帰 りに 支障 があ る場 合は 自宅 等へ 郵送 させ てい ただ きま す
の で、 会議 終了 後、 事務 局に お申 しつ けく ださ い。
それ では 、以 上を もち まし て、 第２ ３回 大阪 市人 権施 策推 進審 議会 を終 了い たし ます 。
本 日は まこ とに あり がと うご ざい まし た。
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