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第 40 回 大阪市人権施策推進審議会 会議録  
 

 

１ 日 時  令和 2 年 2 月 20 日（木） 午前 10 時～12 時  

 

２ 場 所  市役所地下 1 階 第 11 共通会議室  

 

３ 出席者  

（審議会委員）  

・木下𠮷信  ・佐々木りえ  ・杉田忠裕  ・鈴木暁子  ・髙山直樹  

・辻󠄀川松子  ・妻木進吾    ・前田直子  ・（会長代理）三成美保  

・宮本京子  ・（会長）山西美明  ・和田芳香  

（事務局）  

・田丸市民局理事  ・山本ダイバーシティ推進室長  ・森人権企画課長  

・藤本多文化共生担当課長  ・古武共生社会づくり支援担当課長  

・北邑人権啓発・相談センター所長  ・姫野人権企画課長代理  

 

４ 議 題 （１）大阪市人権行政推進計画に基づく令和元年度の取組状況について  

ア 「人権が尊重されるまち」指標（令和元年度版）（案）について  

イ 人権啓発の取組みについて  

ウ 人権相談の取組みについて  

エ ＬＧＢＴなどの性的少数者にかかる取組みについて  

（２）個別の課題について  

ア 大阪市多文化共生指針（仮称）の策定について  

イ 大阪市犯罪被害者等支援に関する条例（仮称）の制定について  

 

５ 議 事 

○廣原人権企画課担当係長 お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいま

から第40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まして誠にありがとうございます。 
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 私は、本日の司会を担当いたします市民局ダイバーシティ推進室人権企画課担当係長の

廣原でございます。 

 まず、本日の審議会の取扱いをご説明いたします。こ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等の設置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、情報公開の観点から、本日の議事録、議事要旨につきましては、後日、

市民局ホームページに掲載する予定でございます。 

 次に、本日の資料等についてご案内いたします。お手元に第40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、配席図をお配りしております。議事資料

につきましては資料一覧のとおりお配りしておりますので、そのつどご確認ください。 

 本日ご出席いただいている委員の皆様につきましては、配席図の配付をもってご紹介と

させていただきます。 

 なお、佐川委員におかれましてはご欠席でございます。 

 また、事務局につきましても紹介を省略させていただきます。 

 それでは、市民局からの出席者を代表いたしまして、市民局理事の田丸からごあいさつ

を申し上げます。 

○田丸市民局理事 皆様、おはようございます。市民局の田丸でございます。 

 本日は、年度末が近づく中、ご多用のところ、本会議にご出席を賜りまして誠にありが

とうございます。また、日頃から人権施策の推進はもとより、市政全般にわたりましてご

理解、ご協力をいただいておりますことを、この場をお借りいたしまして厚くお礼を申し

上げます。ありがとうございます。 

 さて、現在の人権を取り巻く情勢といたしましては、インターネット上の誹謗中傷や差

別的な書き込み、ヘイトスピーチの問題、個人情報の取扱いの問題、ＬＧＢＴなどの性的

少数者に対する差別に加えまして、不幸にして犯罪の被害者となられた方やその家族への

尊厳の確保といったような、様々な人権課題への対応が求められているところでございま

す。 

 本日の審議会では、お手元の次第にございますとおり、人権行政推進計画に基づく令和

元年度の各種の取組状況並びに個別課題といたしまして、多文化共生に関する指針（仮

称）の策定や、大阪市犯罪被害者等支援に関する条例（仮称）の制定について議題といた

しております。 

 本日は大変限られた時間ではございますが、それぞれの議題につきまして、皆様から忌
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憚のないご意見を賜りまして、今後の人権行政に生かしてまいりたいと考えておりますの

で、何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上、簡単でございますが、開催に当たってのごあいさつとさせていただきます。本日

はよろしくお願いいたします。 

○廣原人権企画課担当係長 それでは、これより議事に入ってまいりますが、ご発言い

ただく際にはマイクを通してご発言くださいますようお願いいたします。 

 議事の進行につきましては、山西会長にお任せしたいと存じます。山西会長、よろしく

お願いいたします。 

○山西会長 おはようございます。会長の山西です。 

 それでは、お手元に第40回大阪市人権施策推進審議会次第がございますので、それに従

いまして議事を進めてまいります。 

 まず、議題の（１）大阪市人権行政推進計画に基づく令和元年度の取組状況についての

ア、「人権が尊重されるまち」指標（令和元年度版）の案について、事務局より説明をお

願いいたします。 

○森人権企画課長 おはようございます。市民局ダイバーシティ推進室人権企画課長の

森でございます。私のほうから、資料１、「人権が尊重されるまち」指標の令和元年度版

の案につきましてご説明をさしあげます。これは毎年度改定をしているものでございまし

て、昨年もこちらのほうでは一旦ご議論をいただいた上で、平成30年度版をまとめさせて

いただいたということでございますので、本日につきましては変更の点を中心にご説明を

させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 お開きをいただきまして、「はじめに」のページの次に目次がございます。目次のⅡ、

「さまざまな人権課題への取組み」の中の（６）でございます。外国人となっております

けれども、これ昨年版までは外国籍住民というふうにさせていただいておりましたが、項

目の本文中の表現ではあるのですけれども、注釈つきの言葉でございまして、伝わりやす

いかどうかというふうな問題もございました。今回、表題ということですので、一般市民

の方からも見て、大きく分かりやすい題として外国人、副題としては多文化共生のまちと

いうふうに変更をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、１ページになりますけれども、Ⅰ、人権尊重のまちの実現に向けてでござ

います。１ページでは、本市の取組みの総合的な部分を説明をしてございまして、次の２

ページでございます。基本指標として、市民の意識を調査した結果の数値、ここでは人権
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全般に関しての基本的な意識について記載をしているところでございます。この項目自体

は同じでございますが、全市的な調査方式の変更がございまして、表の下の注と書いてあ

るところをご覧をいただきたいのでございますが、これまでは市政モニターという仕組み

がございまして、登録制で各年度募集をして、１年間基本的に同じ人で市民の意見の収集

に活用されてきたという仕組みがあったんでございますが、昨年度末で廃止となりまして、

民間ネット調査の方式に切り替えることとなりました。今後、登録制によらず、都度入れ

替わる市民の方から意見を収集する方式というふうになっております。 

 なお、前年度の平成30年度におきましては、市政モニターの最終年度であるとともに、

項目数は限定をされましたが、民間ネット調査も並行して行っておりましたので、これら

の状況を踏まえまして、今年度版におきましては２段書きの調査結果というふうに表がな

っておるところでございます。 

 この項目で申し上げますと、平成30年度民間ネット調査は同年度の市政モニターと比べ

ますと肯定的な回答の割合が下がっていること。また、民間ネット調査同士で比べますと、

昨年度よりは今年度の調査のほうがより肯定的な回答となっております。 

 他の項目につきましても事情が同じでございますので、同じような表が続いてまいりま

すので、その点をあらかじめ申し上げさせていただきたいと思います。数字につきまして

はご覧のとおりとなっております。 

 続きまして、３ページでございます。「さまざまな人権課題への取組み」というふうな

Ⅱの題が立っておりまして、各項目、各人権課題についての言及となっております。 

 続きまして、４ページ、（１）女性ということでございます。４ページから５ページま

での説明文につきましては、昨年と同様の内容となっております。 

 ５ページの下に基本指標がございます。これは人権全般と同様の傾向です。先ほどの人

権全般の項目と同様の傾向を数値が示しておるということでございます。 

 ６ページでございます。男女共同参画に関する状況という題が立っておる中で、個別の

指標を入れさせていただいています。基本指標以外でそれぞれの所管の部署で把握してお

ります関連指標の最新の状況を記載しておるところでございます。 

 これまで委員の皆様から、基本指標は意識調査的な数値になりますので、こうした個別

施策の進捗を示す数値についても充実を求めるというふうなご意見をいただいてきたとこ

ろでございまして、今年度版では、女性に限らず何項目か追加をさせていただいていると

ころでございます。 
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 この６ページでは、一番下、４段目ですけれども、女性チャレンジ応援拠点の利用状況

ということで、大阪市男女共同参画基本計画の２次計画から、地域活動の主要な担い手を

めざす意欲ある女性の発掘、育成・支援に関する数値を追加をさせていただいております。 

 その下でございますが、ドメスティック・バイオレンスの項目になりますけれども、こ

の説明文は６ページから７ページにかけまして、昨年度と同様でございます。また、基本

指標の傾向、７ページにございますが、これも人権全般と同じ傾向を示しておりますので、

ご一覧をいただければというふうに存じます。 

 続きまして、８ページ、（２）のこどもでございます。10ページまで説明はおおむね昨

年と同様でございますが、９ページの冒頭のところでございます。９ページの冒頭、平成

30年度に市長をトップとする「大阪市児童虐待防止体制強化会議」を開催したという記述

は、これは昨年度もあったのでございますが、今年度の記述といたしまして、令和元年８

月に大阪府知事を座長とした「大阪児童虐待防止推進会議」、これに大阪市長が副座長と

して参画をして、さらなる児童虐待防止体制の強化に取り組むこととしましたという記述

が新しいものでございますので、追加をしておるところでございます。 

 10ページでございます。こどもに関する施策・事業などの基本指標のところでございま

すけれども、同じ２段書きですが、この項目は昨年度、予算的な制約もございまして、民

間ネット調査の項目に入れ込むことができませんでしたので、昨年度までは市政モニター

のみ、今年度は民間ネット調査のみの数値というふうになっております。やむを得ず幾つ

かこうした項目も出ておりますので、ご了解を賜ればと存じます。 

 続きまして、11ページでございます。11ページには個別の指標を入れさせていただいて

おりますが、上の２つを新たに追加させていただいております。こども相談センターにお

ける虐待の相談件数でございます。平成25年度の3,193件から、平成30年度は6,316件とい

うことで、５年間で倍増しているというふうな様子を入れさせていただいております。 

 また、こども相談センターの数、これは目標も含めまして追加をしておるところでござ

います。 

 続きまして、12ページでございます。 

 （３）の高齢者の項目でございます。説明文につきましては、昨年度と同様でございま

す。 

 13ページに基本指標を載せておりますが、これは先ほどのこどもの項目と同様の事情と

なっております。数値についてはご覧のとおりとなっております。 
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 14ページ、個別の指標でございますけれども、こちらにつきましては、２項目、上から

３番目の介護予防ポイント事業の活動者数、社会参加や地域貢献活動を通じて活動者自身

の介護予防を推進とありますが、これに関わる数値と、それから５段目、地域における見

守りネットワークの構築、要援護者の地域による見守り体制の確立というふうなこと、こ

れを現況と目標を追加をさせていただいておりますほか、一部項目につきまして見直しを

行ったところでございます。 

 続きまして、15ページでございます。 

 （４）障がいのある人の項目でございます。説明文につきましては昨年度と同様でござ

います。また、16ページの基本指標につきましても、こどもの項目などと同じ事情という

ふうなことで、調査の数値を載せさせていただいております。 

 17ページでございますが、障がいの関係の個別指標、こちらはもともと項目数も多うご

ざいましたので、一部項目の見直しにとどめてございます。 

 18ページでございます。 

 （５）同和問題（部落差別）でございます。説明文につきましては、19ページに追加部

分がございますので、19ページをご覧くださいませ。19ページの上から３行目でございま

す。大阪市としましても、インターネット上の書き込みによる差別事象について、大阪法

務局に対して削除要請を行うとともに、人権行政を担う職員の意識の向上も含め、差別事

象の解消に取り組んでいるところですということで、最近の動きの記述を加えました。そ

れに応じまして、過去の事象の一部の記述を簡潔な記載に改めるとしたところでございま

す。 

 その下に基本指標がございます。これは人権全般の項目と同じ状況というふうになって

おります。 

 個別指標の項目につきましては、項目の変更はございません。 

 続きまして、21ページでございます。 

 外国人でございます。表題につきましては、冒頭説明をさしあげたとおりでございます。

説明文につきましても、昨年度と同様でございますが、新たな多文化共生指針の策定を進

めておりますので、この点につきましては後の議題でお取扱いをいただきたいと考えてお

ります。 

 22ページ、基本指標につきましては、人権全般の項目と同様の状況を示しております。 

 23ページでございます。 
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 個別指標でございます。項目数は変わっておりませんけれども、23ページの一番上の 

ｗｅｂサイト「大阪生活ガイド」のところですが、昨年は英語、中国語、韓国・朝鮮語と

いうふうなことでございましたけれども、平成30年度より新たに「やさしい日本語」への

アクセス数を追加しておりますので、平成30年度の数値はこれを含めた数値が入っておる

ということでございます。 

 24ページでございます。 

 （７）の個人情報の保護でございます。説明文は昨年度と同様でございますが、個人情

報保護法につきましては、今通常国会で改正法案が提出される見込みと伺っておりますの

で、その状況を注視してまいりたいと考えております。 

 25ページにお移りをいただきまして、基本指標につきましては人権全般の項目と同様の

事情でございます。 

 また、個別指標の項目については変更はございません。 

 26ページでございます。 

 犯罪被害者等への支援でございます。説明文につきましては、特に26ページの一番下の

行になりますけれども、さらに、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回

復を図り、市民のみなさまが安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けて、

「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例（仮称）」の制定に取り組み、と記載をしてお

ります。この条例制定の取組みにつきましても、後の議題でお取扱いを詳しくいただきた

いと存じます。 

 基本指標につきましては、人権全般の指標と同様の傾向でございます。 

 続きまして、28ページでございます。 

 ホームレスでございます。説明文は昨年度と同様でございます。 

 29ページに基本指標がございます。基本指標につきましては、こども等の項目の指標と

同様の事情でございます。 

 29ページの個別の指標の上から２段目、面接相談したホームレスの自立支援センター入

所など率とあります。この項目は昨年もございましたけれども、対象者に着目しまして、

野宿生活期間１年未満、それから野宿生活期間５年以上、これに着目した形で、現況数値

のほうも分けた形で記載を変更しております。 

 続きまして、30ページでございます。 

 ＬＧＢＴなどの性的少数者でございます。説明文につきましては、次の31ページの冒頭
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をご覧いただきたいと思います。誰もが生きやすい社会の実現に向けた取組みの促進を目

的に等々と表現がございまして、４行目でございますけれども、「大阪市性の多様性尊重

大賞」表彰の取組みを開始いたしました。これにつきましては、前回の審議会でも素案を

お示ししまして、ご意見を頂戴したところと考えております。その記載を追加いたします

ともに、過去の経過に関する記載を一部整理しております。 

 なお、このほかＬＧＢＴ等性的少数者に係る今年度の取組みにつきましては、後の議題

でもお取扱いをいただきたいと存じます。基本指標につきましては人権全般の項目と同様

の状況でございます。 

 続きまして、32ページのⅢ、人権行政の推進でございますが、こちらにつきましては年

度ごとの数値の修正はございますけれども、昨年度と同様の内容でございますので、32ペ

ージ以降のご説明につきましては割愛をいたします。 

 以上、令和元年度の指標冊子の案のご説明でございました。よろしくお願い申し上げま

す。 

○山西会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から議題（１）のア、「人権が尊重されるまち」指標（令和元年度版）

の案について説明がありました。ご意見、ご質問ございますでしょうか。 

○山西会長 杉田委員、どうぞ。 

○杉田委員 ちょっとお聞きしたいんですけれども、19ページですけれども、同和問題

の部落差別の差別のないまちづくり。その中で、特に20ページのほう、推進項目で、就職

差別の現状認識、不利益なことがあるという部分と、あと住宅を選ぶ際の問題ですね。こ

れ数字が22年度から27年度ですね。44.4％から48.2％になっておりますけれども。それと

住宅を選ぶのもこれ43.2％から45.0％いうことで、ちょっと数値が上がっているんです。

この捉え方、何でこんなふうに。普通は減っていくんじゃないかというのは、私はそう思

うんですけれども、なぜ増えたかということで、その見解を市民局としてお聞きしたいん

ですけれども。 

○森人権企画課長 すみません。これにつきましては、５年ごとの市民意識調査という

ことで、実は詳細な分析等につきましては、インターネット上にもいま、上げさせていた

だいていまして、いま手元ですぐそれを開くことができないのでございますけれども、私

どもの認識といたしましては、同和問題、部落差別に関しては、過去様々な経緯がござい

まして、かつての特別措置法等の取組みを進められてきて、そういったところについては
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一定の成果はあったということではあるとは思いますけれども、依然としてこうした就職

差別の問題、あるいは住宅を選ぶ際の忌避意識、そういったものがやはり残ったままにな

っているというふうな分析をさせていただいていたと思っております。 

○杉田委員 一応理解はできるんですけれども、せっかくこれ推進するので、やっても

らうんですが、これ増えているんですよ。減ってないというんじゃないですから。パーセ

ントから言えば、かなりこれ大きいと思います、就職差別なんかは。５年たって、逆に悪

くなっているという。何のための人権施策の推進かということ。そういうところをやっぱ

りもっとシビアに見ていただいたほうが、「依然としてまだ残っている」って、そういう

回答は納得できないですよ。こういう差別問題も、やっぱりどんどんなくしていこうとい

う、そういう流れですので、ぜひともこういうところしっかりと対策を練っていただきた

い、そういうように思いますので、よろしくお願いします。 

○山西会長 ありがとうございます。木下委員どうぞ。 

○木下委員 実は、17日月曜日の教育こども委員会で私が質疑をさせていただいた際に、

答弁に立った生野区長さんが、その方は84歳と高齢の方でございまして云々と発言をされ

ました。あたかも地域の連合会長を務めておられるその方が、高齢であるがために、自分

の発言を忘れはったかのような答弁をされるような場面があったわけでございます。 

 本資料の12ページ、下から３行目にもあるように、高齢者が年齢にとらわれることなく、

自由に主体的に活動をし云々とあるように、区長さんの発言としては極めて私は不適切で

あるというふうに思いましたので、姫野課長代理さんに事実関係の確認をしていただくよ

うにお願いをしていたのですが、そのご報告をいただきたいと思うんですが、いかがです

か。 

○森人権企画課長 人権企画課長、森でございます。 

 いま、木下委員ご指摘の点についてでございますけれども、私ども教育委員会事務局の

ほうに事実確認をいたしております。２月17日の大阪市会、教育こども委員会での学校再

編に関わる質疑応答について、地域内の情報共有に関わる答弁の部分の中で、ある町会長

のご年齢についての言及があったと伺っています。これは、区長の説明では、高齢者の町

会長にまちの大事な決断を担っていただいていることは申し訳ないということを伝えたい

というものであったというふうに聞いております。 

○木下委員 それはまた委員の先生方がそれぞれインターネットで議会中継を見ること

ができますので、見ていただければわかるかというふうには思いますけれども、そこで私
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が求めてもないのに年齢を言う必要があったのかどうかとか、一瞬その委員会の空気がひ

やっと空気感が変わるというか、市長も同席をされておられましたので、どういうリアク

ションをなさったかというか、みんな凍りついたわけですね、一瞬。いまおっしゃってお

られるような空気感ではなかったことだけは申し添えておきたいというふうに思います。 

 実際にその年齢がどうであるかどうか、その年齢が高齢であるから申し訳ないとかいう

ような答弁を求めた内容の質疑ではありませんでした。言う必要のないことでなかったの

かなと。そこで言う意図は何やろうなというのが非常に疑問であって。ダイバーシティが

一生懸命こういう取組みをしている傍らで、同じ役所の人間がそういうことを言うてると

いうのは、極めて軽率やなというふうには思っておりますので、きちっと調査をしていた

だいて、その質疑の状況というのはネットでモニタリングできるわけですから、ご確認を

いただいた上で、きちんと対処していただくようにお願いだけしておきたいと思います。 

○田丸市民局理事 いま、木下委員からご指摘があった点につきまして、議事録等を確

認して対処してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○山西会長 ありがとうございます。 

 その他、ご意見、ご質問、どの項目に関してでも結構ですので、ございますでしょうか。 

○鈴木委員 よろしいでしょうか。 

○山西会長 鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 すみません、ありがとうございました。鈴木と申します。よろしくお願い

いたします。 

 数値目標の立て方なんですけれども、個々それぞれの分野で、例えば令和２年度の数値

目標を立てられている項目、男女共同参画などにはあるんですけれども、これはどういう

形で数字を積み上げておられるのかということ。多分、分野によって違うのかなとは思う

んですけれども、ということと、各課で立てられているというのであれば、また一つはそ

のやり方かなと思うんですけれども、そのあたりというのはいかがなんでしょうか。 

 例えば、相談件数を減らすのがいいのか、増やすほうがいいのかのところというのは、

多分それぞれの考え方にもあると思いますので、そのあたりちょっと考え方をお聞きでき

ればなと思っております。 

○森人権企画課長 ちょっと一般的なお答えに仕方になるので申し訳ないかなと思うの

ですけれども、基本的には大体、注がついておりまして、それぞれの分野で立てられてい

る計画、そういったものに目標値が入っているものにつきましては、その目標を記載させ
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ていただいているものもございます。 

 一方で、ご指摘のありました相談件数のように、増えているとしても、そのことについ

て肯定的な評価をすべきなのか、否定的な評価をするべきなのかということが、必ずしも

一概にはできないというものもございまして、それは目標というものが立っていない、あ

るいは目標の数値というふうなことを語るのが目的ではなくて、まず状況としてお知らせ

をすることが必要であろう、といったものには、目標がついていないものもございます。 

 個々個別の目標の数値、これが何で例えば１万人じゃなくて１万1,000人なんですかと

いうふうなところまでいきますと、私どももすべて把握できているわけではございません

ので、ご興味、ご関心のものがございましたら、それにつきまして確認をさせていただく

ことは可能だというふうに考えております。一般的にはそのような考え方で記載させてい

ただいております。 

○鈴木委員 ありがとうございます。 

○山西会長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そうしたら、次の議題に移らせてもらいたいと思います。 

 では、議題（１）のイ、人権啓発の取組みについて及びウの人権相談の取組みについて、

事務局のほうから一括でご説明をお願いいたします。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 人権啓発・相談センター所長の北邑でございます。

着座にて失礼いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の２及び資料の３について、一括してご説明をさせていただきます。 

 まず、資料の２でございますけれども、令和元年度大阪市人権啓発・相談センターにお

ける啓発事業の取組みについてご説明させていただきます。 

 １ページの地域密着型市民啓発事業でございますけれども、地域に根差した人権啓発の

担い手として活動していただいております人権啓発推進員の皆様方を対象とした各種の研

修を実施しておりまして、各区、各地域における人権啓発の一翼を担っていただく人材の

育成をめざす事業でございます。 

 人権啓発推進員につきましては、平成30年４月より新たに「大阪市人権啓発推進員制度

実施要綱」を定めまして、本市の制度として創設をいたしました。 

 主な内容といたしましては、行政委嘱といたしまして、市長名による委嘱とし、人権啓

発推進員の役割を本市が行う人権啓発事業の運営、その他市民に対する人権啓発に関する
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業務並びに人権に関する問題または市民からの相談を区役所その他、関係機関の相談窓口

等に取り次ぐ業務として、要綱に明記をいたしました。 

 令和元年度の取組みといたしましては、表のほうに掲げさせていただいておりますとお

りで、新任の推進員を対象とした研修をはじめ、４つの研修と教材の提供ということにな

っております。 

 特に、表の３つ目に記載しております全推進員対象の情報共有等を目的とした研修につ

きましては、推進員さんのほうから他区で行っている取組事例について、情報の共有を図

ってほしいという要望をいただいたことを踏まえて、平成28年度より実施しているところ

でございます。 

 なお、まだ未実施の表の下から２つ目にありますリーダー養成研修につきましては、先

日、大阪府のほうで発表がございましたので、新型コロナ肺炎の感染拡大予防の観点から、

今年度については中止の方向で検討しておるところでございます。 

 次に、２ページ目でございます市民啓発広報事業でございますけれども、様々な媒体等

を活用して、市民に人権問題への理解を深めていただくよう広報を行うものでございます。 

 最初に、啓発資料作成・増刷及び啓発映像ソフトの購入ですけれども、適宜有効な資料

等を購入し、配布・貸出しを行っております。利用者アンケートを参考にしながら、ＬＧ

ＢＴやハラスメントなど、今日的な関心の高いテーマも含めて購入をいたしております。 

 令和元年度12月現在の貸出し実績といたしましては、貸出し本数が807本、延べ19,379

人の方に視聴をいただいておるところでございます。 

 次に、２ページ目、３ページ目にまたがりますけれども、人権啓発情報誌であります

「大阪市人権だよりＫＯＫＯＲＯねっと」の発行についてでございますけれども、昨年度

に引き続き、若年層や地域レベルでの人権の取組みを掲載するなど、誌面内容の充実を図

るほか、今年度につきましてはホームページにランディングページを設けるなど、読者層

の裾野を広げるような取組みを行っております。年３回発行し、125か所の本市関係施設、

140か所のＯｓａｋａ Ｍｅｔｒｏの駅等への配架を行っております。特に、２月発行分

につきましては、小学校高学年の児童向けに、いじめを題材とした４ページの特別号とし

て38,000部作成しております。これは平成28年度からの取組みで、約300ある小学校、約

19,200人の小学校６年生の児童を対象として、配布はもとより、授業や課外活動の教材と

して活用いただいているところでございます。 

 昨年度の取組結果になりますけれども、アンケートの回答といたしましては、道徳の授
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業やホームルーム等で活用していただいております。従来より学校のほうからはイラスト

がこどもにとって分かりやすかったなど、おおむね高い評価をいただいているところでご

ざいます。 

 なお、今後の小学校高学年に向けた人権課題としては、やはり多くのこどもたちが利用

するようになってきたパソコンや携帯、スマホ等のインターネット、ＳＮＳ等を悪用した

人権侵害について取り上げてほしいというのが学校からの回答として非常に多くなってき

ておるということもございますので、今後、テーマの設定をするに当たっては、そのあた

りも踏まえながら教育委員会との協議を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 次に、４ページでございます。障がいのある人にかかる人権啓発事業、人権啓発広報事

業でございますけれども、人権への関心を高める必要がある若年層を主たる対象として、

２月22日に実施する予定でございましたが、これにつきましては先ほども申し上げました、

大阪府の発表を踏まえまして、新型コロナ肺炎の感染予防の観点から、昨日中止の決定を

いたしました。 

 次に、参加・参画型事業でございますけれども、市民が主体的に人権を学ぶ機会を提供

することを目的としており、とりわけ人権への関心を高める必要がある若年層を対象に、

人権意識の醸成を図ることを目的としております。 

 まず、人権に関する作品募集でございますけれども、人権に関するキャッチコピーを募

集いたしまして、優秀作品を様々な人権啓発の広報印刷物等に活用いたしまして、各区等

の人権啓発事業に活用しているところでございます。 

 次に、５ページの人権の花運動、Ｊリーグセレッソ大阪との連携・協力事業でございま

すけれども、こちらにつきましては大阪市、法務局、大阪第一人権擁護委員協議会等で構

成する人権啓発活動地域ネットワーク協議会との連携事業として、全国一斉に国の方針を

踏まえて実施されているものでございまして、今後とも引き続き実施してまいる所存でご

ざいます。 

 次に、６ページから７ページにまたがっております企業啓発推進事業でございますけれ

ども、市内の企業、事業者等における人権啓発や人権研修への支援を行う事業でございま

す。より効果的な研修内容となるようなテーマ設定や講師選定を行うとともに、参加者の

拡大につなげるよう努めているところでございます。 

 平成28年に施行されました部落差別解消法、あるいは平成31年に施行されました改正出

入国管理法、今年６月施行予定になっております労働施策総合推進法など、今日的な人権
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課題をテーマとした研修というのも実施しておるところでございます。 

 最後に、本日の資料には添付しておりませんけれども、各区におきましても、５月の憲

法週間、夏から秋にかけての区民まつり、12月の人権週間、１月の成人の日など、年間を

通じて様々な啓発事業に取り組んでいるところでございます。 

 資料２の説明は以上でございます。 

 続きまして、資料３のほうのご説明をさせていただきます。 

 大阪市人権啓発・相談センターにおける人権相談の取組みについてご説明をいたします。 

 まず、１ページ目でございますけれども、相談事業は事業委託により、専門相談員を配

置して実施しており、平日の通常の時間帯のほか、平日、夜間だけでなく、日曜日、祝日

にも相談対応を行っております。また、区役所への出張相談や弁護士相談、さらには他の

専門相談機関と連携して、解決・支援に当たるなど、より相談者ニーズに応じた相談体制

としているところでございます。 

 相談方法につきましては、電話、面談、ファクス、手紙に加え、平成29年度より電子メ

ールによる相談を開始しております。 

 令和元年度の取組みでございますけれども、複雑多様化している人権相談に対応し、実

効性ある人権侵害の早期発見・救済を進めていくために、当センターの窓口の認知度向上

を図り、また市民に身近な区役所における人権相談機能の充実及び専門相談機関等とのネ

ットワークの充実に向けて取り組んでまいりました。 

 まず、認知度向上に向けた取組みでございますけれども、当センターの存在を知ってい

ると答えた人につきましては、令和元年10月に実施いたしました民間ネット調査では、

30％を目標として取り組んだところ、30％という結果が出ました。そのうち、人権侵害を

受けた場合、当センターに相談すると答えた人の割合については50％を目標として取り組

みましたが、67.3％という結果でございました。 

 これにつきましては、昨年度までは市政モニター調査ということでありましたが、今回

は民間ネット調査ということで、調査手法や設問の方法に違いがありまして、昨年度との

単純な比較はできないとは考えておりますけれども、いずれの項目も昨年度は目標の達成

ができなかったものが、今年度は目標を達成しておるところでございまして、地道な取組

みの結果、認知度や有用性の向上につながったということはあるなというふうには考えて

いるところでございます。 

 今年度の取組みにつきましては、人権相談窓口の認知度向上に向けた取組みといたしま
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して、アからオに記載しておるとおりでございますが、特にイのところで記載させていた

だいております、すべての世代において利用率が高いＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用した情

報発信として、カード型の、加入を促進する登録用広報物を大阪市立の小学校６年生、約

19,200名と、中学生約17,100名の保護者に加えまして、今年度から大阪市立高等学校の３

年生、約4,100名の保護者にも配布いたしまして、ＬＩＮＥ＠の登録件数を新規100件以上

を目標として取り組んだところ、既に令和元年12月現在で新規登録は242件ということに

なっております。 

 次に、（２）の満足度向上に向けた取組みにつきましては、相談者アンケートで「相談

が役立った」「どちらかといえば役立った」と答えた人のうち、答えた人は合計100％、

すべてでございましたが、その中で「解決につながる具体的な方策が得られた」「問題の

整理を図ることが実感できた」と答えた人の割合は、今年度85％以上を目標として取り組

んだところでございますが、令和元年12月末現在では83.2％となっております。 

 ２ページ目でございます。 

 次に、（３）の区役所における相談機能の充実に向けた継続的な取組みとして、ケース

スタディの事例研究内容の充実や、区担当者のスキルアップを図るための相談担当者研修

会を開催いたしました。 

 次に、（４）専門相談機関等のネットワークの充実に向けた取組みといたしましては、

関係会議の開催による体制の連携強化を図るとともに、相談案件も通じたＮＰＯ団体等と

の連携の充実を図っております。 

 続いて、３、令和元年度12月末現在の相談実績についてでございますけれども、電話相

談等による実相談件数は2,179件、一月平均で242件となっており、平成28年度からは年々

若干の減少を続けておるところでございます。 

 また、相談内容を課題別に分けた課題別件数は3,106件となっておりまして、これにつ

きましては、１つの相談で複数の課題に対する相談があるため、課題別のほうが実件数よ

りも927件多くなっているということでございます。課題別相談内容の主な特徴といたし

ましては、障がい者に関する相談が32.3％と最も多く、福祉サービス支援機関への不満や

地域や家族から孤立しているなど、日常生活における様々な不安による相談とともに、障

害者差別解消法が平成28年４月から施行されたことに伴いまして、障がい者の方々の課題

意識が高まってきたということも一つの要因と考えられるというふうに考えております。 

 昨年度より強化相談日を設けて、啓発に力を入れてまいりましたＬＧＢＴに関する相談
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の件数につきましては、平成28年度は10件、平成29年度は23件であったものが、強化相談

日を設けました平成30年度には158件と大幅に増加し、令和元年度は12月末現在89件とい

うことになっております。 

 また、その他の項目が25.1％ございますが、これは特定の頻回相談者の方からの、会話

が成立しないような一方的なお話や、相談内容の不明瞭なもの等が多数ございますので、

ここの件数が増えているところでございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山西会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま事務局から説明ありました議題（１）のイ及びウについて、ご質問

ご意見ございますでしょうか。 

 宮本委員、どうぞ。 

○宮本委員 宮本と申します。よろしくお願いします。 

 私自身が平成25年度ぐらいからだと思うんですけれども、こどものＰＴＡの人権委員を

引き受けたことの継続で、人権啓発推進員をずっと続けております。ずっと継続継続で、

そのままの流れで人権啓発推進員を引き受けてはいるんですけれども、実際のところは仕

事が忙しくて、なかなかこういう平日の人権啓発推進員のための研修会というものに参加

できないんですね。そういったことから、夜に開催していただく研修会というのはすごく

ありがたいんですけれども、それでもやっぱり夜にも仕事が入ってしまって、参加できな

いこともあるんですね。 

 そういうことがちょっと重なっていたものですから、今回、今年度からはちょっともう

お引受けできないので、ほかの方にというようなことをお話しした経緯があるんです。そ

うしましたら役所の担当者の方が、取りあえず参加できるものに参加していただいたら結

構ですのでというようなことを言われまして、名前だけの人権啓発推進員というのを、も

う本当に長いことやっている状況なんですね。いろいろ施策、いろいろなこういう取組み

をなされているというのはよくわかるんですけれども、実際のところ、この700数名いら

っしゃる人権啓発推進員というのを、どうやって地区から選び出されているのか。私はた

またまＰＴＡの関係でずっと続いてきているんですけれども、どういった方からそういう

推進員を選び出して、こういう活動を繰り広げようとなさっているのか。現在の人権啓発

推進員の募集方法とか、どういうふうに人数を増やしていこうとされているのかというの

をちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 
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○北邑人権啓発・相談センター所長 ありがとうございます。 

 いま、市長委嘱ということでさせていただいているんですけれども、各区それぞれにや

はり人権課題も違いますし、特性を持っておられますので、推薦方法につきましては各区

長に委ねておるところでございます。各区長が適正と思われる方法で私どものほうに推薦

いただくという形で進めております。 

 それから、なかなかいまおっしゃっているように、参加しにくい方もいらっしゃるとい

うのがありますから、そのためということもありまして、推進員さんからご提案もありま

した、全推進員対象とする情報共有研修というのを実施しておりまして、私も、２月19日

が直近で、昨日あったんですけれども、昨日行って呼びかけてまいりましたけれども、参

加された推進員さんにはぜひ地域に持って帰って、今日こういう話があったよということ

を地域の推進員さんに広げてくださいということはお願いしております。 

 ですから、参加できない方々にも区と連携して、そういう機会を持っていただいて、広

げていくということを、これから一歩一歩進めていくことが大事かなというふうには考え

ております。 

○山西会長 よろしいでしょうか。 

○宮本委員 ありがとうございました。 

○山西会長 ほかにございますでしょうか。ご意見でもご質問でも。 

 佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員 すみません、佐々木です。いつもお世話になっています。 

 ＫＯＫＯＲＯねっとをいまホームページのほうで、多分ダウンロードできるようになっ

ていると思うんで、それすごくいいと思うんですけれども、さっきも宮本委員からもござ

いましたとおり、やはり研修とかそういう、何ていうんですか、なかなか行けないと思う

んですね。子育てに忙しいというのがやっぱり多いと思うので。 

 この人権というのも、多くの方たちが知らないといけないとか勉強しないといけないと

思ってらっしゃると思うんですけれども、なかなかそこまで余裕がないと思うんで、貸出

しなんかもすごくいいと思うんですけど、実際に一般の方たちは借りに行かれたりとかす

ることはほぼないと思うんですね。 

 学校なんかで教材として使われると思うんですけれども、これをもっと著作権とかもい

ろいろあると思うんですけれども、何かダウンロードして見ることができるとか、そうい

ったことにも、いまはユーチューブとかもありますし、何か広げていっていただいて、５
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分見ればとか、10分見ればとか、そういうのをつくっていただけたらなと思うので、意見

としてお願いします。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 ありがとうございます。 

 一つは、先ほど研修にもなかなか推進員の方、参加していただきにくいということがご

ざいますので、人権啓発推進員にＫＯＫＯＲＯねっとをお配りしておりまして、参加でき

ない方々もお読みいただくようにという取組みはしております。 

 それから、いまおっしゃっていただいていますように、貸出しはやはり圧倒的に多いの

が、企業の方々、あるいは学校での授業、それから市の職員が研修に使うという、この３

つでほとんどを占めておるかなというのが現状でございます。 

 これはちょっと内部では検討させていただこうと思うんですけれども、教材がかなり高

価な値段で売られておりますのは、貸出しが可能だということが条件で、高価な値段では

売られておるんです。ただ、著作権の関係で、先生おっしゃったように、認められている

のは貸出しまでだと思いますので、一度検討はしてみますけれども、著作権の関係は、あ

るかもしれないなというふうには考えております。よろしくお願いいたします。 

○山西会長 ありがとうございました。 

 辻川委員、どうぞ。 

○辻󠄀川委員 先ほどの関連の質問でありましたり、お願いでありますけれども、せんだ

って某中学校でいじめに関する授業を１時間持たせていただくことになったんですね。そ

のときに、ＤＶＤを活用しながらというところなんですが、私ども淀川ですので、近くに

総合学習センターでそのビデオを視聴してというようなところをしたんですけれども、あ

りますのが、高価であるということも含めてのことやと思うんですけれども、やはり中学

生、特に２年生、小学校から上がった１年生を対象にしましたときに、ビデオ自体が平成

25年というようなところなんですね。時代が変わりながら、課題も随分変わってきますの

で、やはり現状に即した教材作成をぜひお願いしたいなというふうに思っています。 

 時間も、１時間の中で私どもが授業をしながら、それを視聴しながらという、学びのも

のですので、時間にも考慮しながら、新しいものということをぜひぜひお願いしたいとい

うふうに思っています。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 ありがとうございます。 

 特に淀川区さん、人権啓発推進員の出前授業をしていただいて、本当に前向きな取り組

みしていただいているということで伺っております。ありがとうございます。 
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 ＤＶＤの購入については、予算の関係もあって、そんなに多くの本数を毎年買えないん

ですけれども、ただ近年ちょっといじめの関係、私どもも若干ですけれども、購入はして

おります。制約があって、持っている本数はまだまだ少ないんですけれども、やはり今日

的な課題に対応していくという形で、今後ともそのＤＶＤの購入に、努めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○山西会長 ほかにございますでしょうか。 

 杉田委員、どうぞ。 

○杉田委員 杉田でございます。 

 ちょっと私、聞き漏れているかも分かりませんけれども、こっちのほう、資料２のほう

ですけれども、この最後の７ページの一番最後のその他の項目で、効果検証会議というこ

とで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、３月２日はこれもうないんですか。検証会

議、やりますか。コロナの関係でやらないとか。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 これにつきましては、委員の先生方だけです。こ

ういう会議と同じ位置付けですので、開催させていただく予定にしております。 

○杉田委員 30年度２月28日に実施されたということで、効果検証会議でどういう資料

というか、もらいましたか、私。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 そうですね。効果検証会議は私どもの内部会議で

ございますので、資料の配付等はさせていただいておらないんですけれども、例えばです

けれども、人権啓発進めていくに当たって、今後どういう内容で進めていったらいいかと

いうようなことで、いろんなアドバイスをいただいております。こういう研修項目、例え

ばＳＤＧｓでありますとか、今日的な課題でこういう研修を立てていったらどうかとか、

あるいは今こどものインターネット、スマホ、ＳＮＳの問題があるとか、そういういろん

なご指摘をいただいて、今後我々が研修をどういうふうに組み立てていったらいいのかと

いうことのアドバイスを昨年度でいいましたらいただいたということでございます。 

○杉田委員 そういうＰＤＣＡサイクル、しっかりと徹底をやっているということです

から、それではここの会議で、別に議事録は要りませんけれども、どういうことが課題で、

どういう効果があったとか、いいこともあると思うんですよ、頑張ってはるんやから。や

っぱりこういう課題もあると。具体的に今後どうしていくかと。そういうことをやっぱり

ここではそんなに細かくしなくてもいいですけれども、かいつまんで、ポイントポイント

だけでも、その会議の。せっかくこれ検証会議やってはるんだから、オープンに、後でま
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たちょっとしていただきたい。してもらいたいと思いますので。理事、いいですか。 

○田丸市民局理事 分かりました。 

○杉田委員 よろしくお願いします。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 今後資料をもう少し詳しくさせていただきますの

で、ご指摘を踏まえて。ありがとうございます。 

○杉田委員 よろしくお願いします。 

○田丸市民局理事 この場で報告させていただくようにしたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

○杉田委員 お願いします。 

○山西会長 木下委員。 

○木下委員 すみません、資料２の７ページに、企業向けの何か授業のあれがあるんで

すが、実はこのＥブロックの２月18日、これは実施されたんですか。これ参加者未実施に

なっていて、どこでなさったのかというのも分からなくて、地元でなさっておられるんで

あれば、どんな感じやったんかなというご報告をいただきたいなと思ったんですけれども。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 これすみません、未実施というのは、資料を作っ

た段階でして未実施ではございません。大変失礼いたしました。正確には未集計でござい

ます。 

 会場は阿倍野区民センターのほうを使わせていただいたんですけれども、まだこの段階

では大阪府のほうの方針もはっきりしていない時期でございましたので、開催はいたしま

した。ただ、開催するにあたりましては、会場入り口に消毒液を配置するのと、マスクを

持ってこられてない方々にはマスクを配布できるように、マスクの準備もいたしまして、

一応万全の対策をとって、開催という形でさせていただいたところでございます。 

○木下委員 こういうのというのは、事前にいつ幾日、一応こんな会しますよというよ

うな案内というか、アナウンスというのは我々のところには情報として流れてけえへんと

いうのか、流れているんやろか。私が失念しているだけかも分からへんけど。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 いえいえ、周知は本市のホームページと、この受

託事業者さんのホームページで周知という形になっておりまして。いまのところは先生方

へのご案内というのはしていないところでございます。 

○山西会長 ほかにございますでしょうか。 

 鈴木委員、どうぞ。 
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○鈴木委員 鈴木です。 

 特に質問というわけではないんですが、人権という捉まえ方が大分広がってきておりま

して、今回の場合は地域密着型ということで、非常に身近なお隣さんがどういう、属性別

の課題だとは思うんですけれども、やっぱり最近非常に気候変動と人権、災害と人権とい

う領域が広がってきていまして、結局非常に災害が多いんですけれども、災害の被害を受

けやすいのが、基盤が脆弱な方々ということで、国際的にもいま大きな、気候変動と人権

を重ね合わせるようなアプローチが広がってきていますので、もう少し例えば住宅政策と

か、地域づくりで災害時の人権が気候変動によってどう起こされるのかというところのフ

レームもご提示していかれると、地域づくりと人権啓発推進員さんとか、広がりがあるの

かなと思いまして、ちょっと意見させていただきました。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 ありがとうございます。 

 実はいま、先生おっしゃっていただいたところは、悩ましいところでございまして、人

権啓発推進員さん自身の関心ということで言いましたら、やはり地域密着ですので、アン

ケートをとりましても、高齢者とか、こども虐待とか、地域密着の課題との関係が非常に

高いというのが現実です。社会最新の動きと、推進員さんが持っておられる地域課題、関

心とはまたちょっとギャップがあるのかなというところがありまして、いまのところは推

進員さんについては地域密着でいこうかなと思っております。ご指摘の点は将来的な問題

と受け止めております。 

 ただ、企業啓発のほうにつきましては、いま先生おっしゃっていただいたように、今年

がちょうどパリ協定の主たる部分の発効の年でもございますので、そのあたりを踏まえて、

温暖化と災害ということをテーマに企画できないかということは、仕様書に盛り込んでお

りまして、いまおっしゃっていただいたことも今後視野に入れながら考えていくという方

向でやっております。 

○田丸市民局理事 いま、先生からお話しいただいた件ですけれども、後でも出てくる

かと思うんですけれども、いまそういういろんな海外から非常に日本に来られる方、就労

含めて増えておるというようなことで、やっぱり多文化共生というのが一つのいま大きな

視点、人権の視点というふうに我々認識していまして、そういった中で、この間、非常に

先ほど気候のお話もございましたけれども、風水害の問題ですとか、地震の問題ですとか、

やはりそういう災害というのが非常に最近一方で多発しているような状況がありまして、

そういった中で多文化なり、そういう外国人の方、外国につながるルーツの持ち方につい
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ての対応というようなことも含めて考えていかないとあかんという認識を持っておりまし

て、なかなか一足飛びにというわけにはいかないんですけれども、やっぱりそういう災害

ということになりますと、当然地域との関係も出てまいりますので、そういった視点でも

考えていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○鈴木委員 ありがとうございます。おそらくむしろ研修の内容というよりも、政策を

つくる側の視点を多分整理していくのかというところが、災害時もそうですし、生活再建

に当たってもやっぱりそこが非常に集中しがちなところがありますので、京都でも実は先

日、京都地球環境の殿堂というのがありまして、やっぱり気候変動と人権というところで

の非常にグローバルな動きをどう落とし込んでいくかというところが一つ議論になりまし

たので、またそういった視点も提示していただければと思ってございます。ありがとうご

ざいました。 

○山西会長 ありがとうございます。 

 では、お時間の関係。辻󠄀川委員、どうぞ。 

○辻󠄀川委員 失礼します。 

 先ほどの問題が、人権という観点と、災害という観点というのは、どうしてもこれから

の大きな問題です。そういう意味では、人権施策と、そして危機管理との連携でありまし

たり、協定でありましたり、地域に啓発の問題も含めて、どのような連携をとられている

のか、少しお聞きしたいなと思っております。 

 私自身、中学校で防災スクールをずっと進めておりまして、その中では外国の人たちを

常にウエルカムであらないといけないというふうに言っております。ので、どんな状況で

しょうか。 

○藤本多文化共生担当課長 すみません、多文化共生担当の藤本です。 

 後ほどもご説明の中にも入ってくるかと思うんですけれども、防災という部分につきま

しては、外国人の方というのも視野に入れていかなければならないということで、いま、

大阪市では地域防災計画というものをつくっておりまして、その中に外国人の方の対応と

いったことを、いままではちょっと役割の部分が明確には書かれておらなかったんですけ

れども、危機管理のほうで改めてつくっている中では、例えば啓発とかにつきましては区

役所が中心になって、経済戦略局の持っております国際交流センターなどの協力を得なが

ら、あとは危機管理室がいろいろな防災の関係のツールなどをつくっておりますので、そ

ういったものを活用して、対応、研修などをしていくというような、研修・啓発をしてい
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くというような形になっております。 

 また、災害時にはこれも経済戦略局の国際交流センターの中に、多言語防災のセンター

のようなものをつくりまして、そこで多言語の情報の提供などしていくというような取組

みになっております。 

 私どもはいま、指針をつくっている中でも、一つはそういった防災に関する知識という

のをしっかりと外国人の方にも知っていただくというようなこと。あるいは、避難所とか

でのサインとかについても、これも既に進めておるところではあるんですけれども、しっ

かり分かりやすい工夫をしていこうというようなこと。 

 もう一つは、地域の一員として、これは災害時でも必ずしも外国の方が災害弱者の立場

だけではなくて、地域の一員として避難所などでの役割を担っていただくというようなこ

とも今後期待されていることですので、できるだけ地域の防災訓練などにも参加いただけ

るような方向性のものをいま、加えにいっているところでございます。 

○山西会長 ありがとうございます。時間の関係ありますので、引き続き議題（１）の

エのＬＧＢＴなどの性的少数者の取組みについて、事務局のほうから説明をお願いいたし

ます。 

○姫野人権企画課長代理 人権企画課長代理の姫野でございます。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、ＬＧＢＴの取組みについてということで、資料４と、本日配付させていただ

いています「性の多様性尊重大賞応募要項」と、また「大阪市民の働き方と暮らしの多様

性と共生にかんするアンケート」報告書概要、この３点が資料となりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、資料４の部分でございまして、平成31年度の取組状況ということで、職員の

理解促進についてでありますけれども、平成30年度に目標設定をいたしましたＬＧＢＴの

性的少数者の方々に対して、正しく理解をし、適切に対応することができるとした数値目

標に達していなかったということで、全職員に対してｅラーニング研修を実施するととも

に、課長級以上の管理者層を対象にＬＧＢＴをテーマの一つとして研修を行い、理解促進

に努めてきたところでございます。 

 次に、市民・企業に向けた啓発といたしましては、本市ホームページのＬＧＢＴ支援サ

イトにおける情報発信、またパネル展示を実施をしました。また、企業等からなんですが、

本市がパートナーシップ宣誓証明制度であるとか、様々な取組みをしているということか
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ら、企業等の主催する研修とかイベントに市の取組みを紹介してほしいというふうなオフ

ァーがございまして、その場に行きまして、本市取組みの説明であるとか、また理解の促

進、ＬＧＢＴの支援に向けた働きかけというものを積極的に行ってきたところでございま

す。 

 また、第２点目といたしまして、当事者に配慮した取組みとして、これは平成30年度か

ら実施をしております人権啓発・相談センターでの強化相談日の取組みも引き続き継続し

て行ってきたところであります。 

 また、現在募集中の「性の多様性尊重大賞」ということでありますけれども、前回の審

議会におきましても、委員の皆様からいただいた多くの意見を含めまして、その後、本審

議会の会長代理であります三成委員にＬＧＢＴ表彰制度に係る検討会議の座長として制度

構築にご尽力をいただきました。 

 別紙の「性の多様性尊重大賞」をご覧いただきたいと思います。 

 前回の審議会でご意見いただきました対象ということなんですけれども、資料の３、応

募資格のところに（１）大阪市内を主たる活動の場とした個人、団体、学校または事業者

の取組みであり、他の団体等にも幅広く適用・活用できること。 

 また、裏面に移りまして、８に応募に関する注意事項等というふうなところで、（６）

に本市が事業主体となって行う取組みについては応募ができないと。しかし、（７）で学

校教育での取組みについては、直営、委託、指定管理の別を問わず、本市が事業主体とな

って行う取組みであっても応募を可能としておりまして、これらの取組内容についても限

定はなく、クラスであるとか学校全体であるとか他校との協働であるとか、そういった方

法も一応可能としておるところでございます。 

 昨年の11月から応募を開始しておるわけなんですけれども、その間、周知といたしまし

ては、在阪の経済団体に周知の依頼をさせていただきまして、会報などにその周知の掲載

もしていただいたり、また市内の小中高の校長会に赴きまして、この内容もご説明をさせ

ていただいたところでございます。 

 また、大学につきましても個別に対応をさせていただきました。 

 ちなみに、現在の応募状況でございますが、１件ですけれども、企業様から応募をいた

だいております。３月31日を応募締切りとして、この４月から５月にかけ、外部の有識者

による選考会を開催いたしまして、５月に公表、表彰式を予定としております。より多く

のご応募をいただけるよう、引き続き表彰制度の周知に努めていきたいと考えております。 
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 次にすみません、資料の４に戻っていただきまして、課題と対応というふうなところな

んですけれども、社会全体で支援の取組みを促進するため、法人の取組周知や啓発もさら

に進めていきたいというふうに考えております。 

 また、学校における取組みにつきましては、市教育委員会でＬＧＢＴに関します実践事

例集というのを作成していただきまして、教職員ポータルサイト内に掲載をして、児童生

徒への啓発、また計画的な教職員研修を実施していくというふうに聞いております。 

 次に、本日の配付資料、大阪市民を対象としたアンケート報告書に関して、別資料にな

りますけれども、前回審議会で２枚目にあります速報版ということはちょっとご説明をさ

せていただいたんですけれども、その時点で無作為抽出した回答者のうち、3.3％がレズ

ビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、そして誰に対しても性愛感情を

抱かないアセクシュアルであるというふうにお知らせをいたしました。 

 その後、昨年11月５日に報告書、単純集計結果というのが公表されまして、現在、学会

等でも発表もされているというふうに聞いております。現在は国立社会保障・人口問題研

究所のホームページでこの報告書が掲載をされております。何分報告書自体が70ページと

いうふうなことがありまして、本日圧縮に圧縮をしまして、概要版としてまとめていると

ころでございます。 

 その概要版が裏面の３、当事者が直面する課題にちょっとフォーカスを当てまして、こ

ども・教育・就労・医療・民間サービスに続き、といった課題が出ているとか、４の異性

愛者とＬＧＢＴＡ別の希死念慮、自死念慮、自殺未遂経験を見た場合、明らかにＬＧＢＴ

Ａのほうが高い割合が出ているというふうな結果になっております。 

 今後、研究チームではクロス集計とか、詳細な分析について、かなり時間を要すること

も聞いている状況でございます。 

 すみません、最後に資料４に戻りまして、参考の部分なんですけれども、パートナーシ

ップ制度でありますけれども、現在全国で30を超える自治体が制度を開始されておると。

また、来年度につきましてはもう既に10を超える自治体が実施予定であると公表されてお

り、拡大もしておるところでございます。 

 現在、本市の交付件数ということで、１月31日、170件ということでございますが、昨

日までの件数については175件というふうなことになっております。 

 リーディングカンパニー認証は16件と、これについては変更がございません。 

 あと、大阪府は１月22日からパートナーシップの制度を開始いたしました。都道府県で
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は２例目となっております。この大阪府の対象なんですけれども、本市を含む５市以外の

未実施の市町村を対象としているということでございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○山西会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に関して、ご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○和田委員 和田と申します。 

 パートナーシップのこの宣誓書の交付の仕組みができてから１年半ぐらいですか。170

件受領しているということで、この170件、170組の方々は、この制度に満足されているの

かどうなのかという、そういう後追いの調査みたいなのはあるのかどうなのかというのが

ちょっと気になっていて。 

 なぜかといいますと、本日配付いただいた資料の中で、性的マイノリティーの方が直面

していると思われる課題の中で、例えばパートナーシップ制度が何とかそこを解決になる

んちゃうかなというところで出てきたうちの一つが、例えば住宅に関してですよね。家族

と同等なサービスで住宅に入れるとか、あと医療ですよね。手術の際の同意書だったりと

か、説明だったりとか。そういうところを普通のご家族と同じような形でやってください

ね。そういう周知も含めてのパートナーシップ制度だと思うんですけれども、そのあたり

の満足度みたいなの、もし何かあれば教えてください。 

○北邑人権啓発・相談センター所長 ありがとうございます。 

 実はこの宣誓していただいたときに、同時にアンケートをとらせてご記入いただいてお

りまして、おおよその傾向というのは分かってございます。大阪市自身はこのパートナー

シップの宣誓制度を先進的に取り入れてきたということがございますので、おおむねこう

いう制度ができたことをありがたいということで、ご回答をいただいているところでござ

います。 

 ただ、自由記述の欄がございますので、やはり国に対して婚姻と同様の制度を設けてい

ただきたいという記述が若干見られるというのが現状でございます。 

○山西会長 よろしいでしょうか。 

 あと、ご意見、ご質問、ございますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 それでは、議題（１）に関しまして、アからエまで皆さん、委員の方々にはご意見、ご

質問いただきました。これを踏まえて今後の作成、取組み、よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、（２）の議題に入りたいと思います。 

 まず、アの大阪市多文化共生指針（仮称）の策定について、事務局より説明をお願いい

たします。 

○藤本多文化共生担当課長 多文化共生担当課長の藤本でございます。私のほうから共

生指針の作成に関わりまして、資料５－１、５－２、続けてご説明をさせていただきたい

と思います。 

 まず、資料５－１「外国人材受入環境整備検討調査について」をご覧ください。 

 本調査につきましては、近年急増している外国人住民、また昨年４月にいわゆる入管法

が改正されて、今後さらなる増加が見込まれるというようなところで、大阪府と大阪市が

連携しまして、大阪市の外国人住民アンケート調査と、あと特定産業14分野に属する外国

人雇用に関するアンケート調査、府内市町村の外国籍住民施策調査というような調査をさ

せていただきました。 

 本日、外国人住民アンケート調査のほうに、次のページに概要というふうなことで、

4,000人の方に調査票を送らせていただきまして、626件の回答があったところです。 

 調査内容につきましては、ふだんの生活についてというようなことや、住まいと防災、

医療・保険・福祉等々、こちらのほうに書かせていただいている内容の調査をしたんです

けれども、本日は属性と、あと多文化共生に何が必要と感じているかというようなことの

資料をつけさせていただいております。 

 次のページ、回答者の属性ということで載せさせていただいておりまして、この中で特

に右下のところで日本語能力として、日本語を結構使える方というのがアンケートの中で

は多かった。あとは日本語入力が十分は使えないという方でも半数以上の方が日常会話レ

ベルの会話ができたり、簡単な読み書きというのはできるというふうな結果になってござ

います。 

 次のページをご覧ください。 

 多文化共生社会をつくるために重要だと思うことというような質問項目につきまして、

外国人が何でも相談することができる窓口をつくるであるとか、役所で働いている人が外

国人についてよく理解するみたいなこと、あとはこどもたちが国籍や文化の違いを理解で

きるような教育を学校で行うといった項目が中でも非常に高くなっております。 

 以降のページに産業分野のアンケート調査の概要と、府内市町村外国人住民施策調査結

果の概要のみつけさせていただいておりますが、こちらのほうにつきましては後ほどご参



－28－ 

照いただきたいと思います。 

 あと、本日時間の都合もあり、アンケートの一部だけしかご紹介できませんが、その他

の項目についてのアンケート結果については、大阪市のホームページに掲載しております

ので、お時間ございましたらそちらもご参照いただければ幸いでございます。 

 アンケート結果の中で、外国人のコミュニケーションであるとか、学校の児童生徒の支

援であるとか、多文化共生の理解であるとか、防災災害の対応についてというようなとこ

ろにつきましては、指針のほうに盛り込んでいきたいというふうに考えてございます。 

 次に、資料５－２「大阪市多文化共生指針（素案）について」のご説明をさせていただ

きます。 

 大阪市では、歴史・経緯を有する韓国・朝鮮の住民の方をはじめ、多くの外国人の方が

これまでも居住しておりまして、人権を尊重し、地域社会を共に構成する住民であるとい

う観点から、平成10年に外国籍住民施策基本指針というのを策定して、外国籍住民の施策

というのをこれまでも推進してきておりますが、平成16年に改訂して以降、外国人住民を

取り巻く状況というのが変化してきておりまして、例えば国籍では平成16年当時は韓国・

朝鮮の方が市内の外国人のおよそ４分の３を占めており、中国の方と合わせて９割程度と

いうような状況であったのが、いまでは韓国・朝鮮の方の割合が50％以下となり、ベトナ

ムやフィリピン、ネパールの方が増えているとか、あと在留資格についても留学生が増え

ていると。また、法改正がありまして、今後ますます外国人住民が増えてくると想定され

る中で、大きな理念とかについては変わらないんでございますが、いま申し上げたような

状況の変化に合わせた見直しをしていこうということでございます。 

 資料一番上に目標ということで、多文化共生社会の実現と書いてございます。こちらの

ほう、多文化共生社会というものは、多様な価値観や文化を認めて、国籍や民族、性別、

出身などの違いを理由として、社会的不利益を被ることがなく、一人一人は個人として尊

重され、相互に対等な関係を築き、その持てる能力を十分発揮しつつ、自己実現を目指し

て、社会参加できる、創造できる豊かな社会ということとしております。 

 この辺につきましては、現行の指針と変わっておらず、引き続きこの観点で進めていき

たいと考えております。 

 では、今回どんなところが変わったのかというところで、その下の変更点というのを書

かせていただいておるんですけれども、人権尊重の視点、これはもう一番大事にしなけれ

ばいけないことなんですけれども、それに加えましてといいますか、地域の一員として大
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阪を共につくる担い手である、また多様性を活力あふれる魅力あるまちづくりにつなげる

という視点。これまでも入っておったんでございますが、こういった視点をより一層重視

して施策を進めていきたいというふうに考えております。 

 あとすみません、米印で書かせていただいているところで、「外国につながる市民」と

いう呼称のほうを今回新たに使わせていただいております。親が外国籍である方とか、海

外から帰国したこどもさんなど、国籍は日本であっても外国籍の人と同様の課題を抱えて

いるというような場合がございますので。これまでは外国籍住民という表現を使っておっ

たんですけれども、外国籍住民と言うと、国籍が外国の方だけに限定されているというよ

うな印象を受けるという意見も市民の声などいただいておりまして、今回、「外国につな

がる市民」「外国につながる児童生徒」というような呼称で、こういった方々も視野に入

れて施策を展開していきたいというふうに考えております。 

 そういった中で、基本視点として４点立てさせていただいております。こちらのほう、

１点目につきましては言うまでもなく外国につながる市民の人権尊重といったところでご

ざいます。アンケートの中でも差別的な経験があるというようなアンケート結果も出てい

ます。この点についてはしっかり前提として進めていきたいというふうに思っております。 

 ２点目の、誰もが安全・安心して暮らせるというところでございますけれども、やっぱ

り地域の一員として生活していただくために、地域での生活ルールなどを守っていただく

必要がある。そのために身近な生活に関する情報などをしっかりと伝えていこうというよ

うなこと。 

 あるいは、いまもサービスの対象としては外国の方も入っておるんですけれども、例え

ば言葉の壁とか生活習慣の違いで、実際的にはちょっとサービスが受けにくいなというよ

うな点については、実質的にサービスを受けられるような。例えば区役所に行くときに、

日本語のわかる方というのに来ていただかなくても、外国の方だけで来ていただいてサー

ビスを受けていただけると、そういうようなことを考えていこうというようなこと、そう

いったことを施策全般に生かしていこうというふうなところでございます。 

 ３点目につきましては、多様な価値観や文化の尊重ということで、日本人と同じにして

くださいということではなくて、外国につながる方々がその人のアイデンティティーを認

められながら、その中で自分らしく生きていくことができるようなというような視点でご

ざいます。 

 ４点目につきましては、この多様性を魅力あるまちづくりにつなげるということで、ど
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うしてもまだサービスの部分が、整っていない部分もあるので、支援されるだけの存在と

いうような受け止め方をされることもあるんですけれども、地域の一員として、大阪を共

につくる担い手という点。あと、外国の方がいらっしゃる多様性というの、これを魅力あ

るまちづくりにつなげていこうというような視点を設定させていただいております。 

 このような４つの視点を持ちまして、次のページに書かせていただいているような、６

つの施策を進める上での方向性というものも立てさせていただいております。 

 １つ目の情報提供・相談対応につきまして、これについては昨年の７月に国際交流セン

ターで開設しております外国人のための総合相談窓口につきまして、３言語の相談員の対

応だったのを５言語の対応にするなど、拡充も図っておるところなんですけれども、その

ほかに日常的な情報提供や相談体制の中で、多言語であったりとか、「やさしい日本語」

の活用というものを進めていきたいというようなこと。 

 あるいは、窓口の職員がやはり外国と日本の制度というのが同じではないよというよう

なことを、多文化の知識を持っていただくというようなことも進めていきたいなと思って

おります。 

 ２点目につきまして、日本語教育につきましては、地域の日本語教室などございますが、

様々なニーズが増えてきておりますので、ニーズに応じた機会・場所の拡充とか、あとこ

の地域の日本語教室を通じた地域活動への参画などを盛り込んでまいりたいと考えており

ます。 

 ３点目、外国につながる児童生徒への支援。この点につきましては、日本語指導の必要

な児童生徒が非常に急増しておりまして、喫緊の課題であるというふうに考えております。

ここは一番今回、力を入れて取り組むべきということで、ここに書かせていただいている

ような、多文化共生の教育を進めているというようなことに加えまして、母語母文化の保

持、あるいは日本語指導などの学習支援、あるいは保護者・家庭への支援といったような

ものをしっかりと盛り込んでまいりたいと考えております。 

 防災につきましては、先ほど申し上げましたとおり、地域の防災計画との整合性を持ち

ながら、ここに書かせていただいているような知識・意識の啓発であったりとか、災害発

生時の情報伝達であったりとか、災害発生時に外国人の方が困らないような体制というこ

とを盛り込んでまいりたいというふうに考えております。 

 生活支援、福祉などに関わる部分につきまして、これもいまも行っておるところなんで

すけれども、最初の情報発信と同様、いろいろな行政の情報を多言語や「やさしい日本
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語」などでお話ししていくであるとか、例えば福祉に関わる部分で、フィリピンなどでは

離婚の制度がないというようなこととか、日本の制度との違いというようなことを理解し

ていくような、職員の理解の向上について盛り込んでまいりたいと思っております。 

 最後に、多文化共生の地域づくりというところでございますが、ここは日本人でも外国

につながる市民も相互に多文化共生の理解をしていただくことが必要であるというような

ことや、外国につながる市民の意見をまちづくりに生かしていくために、意見を聞くよう

な場を今後つくっていきましょうというようなことを盛り込んでまいりたいというふうに

考えております。 

 雑駁な説明になりましたが、私からの説明は以上でございます。 

○山西会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明に対して、ご意見、ご質問、ございますでしょうか。 

 はい、髙山委員、どうぞ。 

○髙山委員 髙山でございます。 

 いまのご説明とは直接関係ということではないんですが、実は資料１の中にも関わるん

ですが、ただいまアンケートの調査の四角書きの中で、調査票の言語はということで、韓

国・朝鮮語と書いてあります。一方、その次のページの集計分類では、国籍を韓国・朝鮮

籍というふうにしておりますが、この２つの場合、朝鮮という言葉は意味が全く違うので

はないかと理解しているんですけれども、その意味の違いによって、我々大阪市の中で多

数の外国人の中で、特に韓国・朝鮮籍の方がいらっしゃる中で、この朝鮮という言葉を誤

解されることによって、差別とかいうことが起こるのではないかというふうにちょっと心

配しておりますので、こういう、もし私の理解が間違っていたらまたご指摘いただきたい

んですが、もしそうであれば、こういう場を使って、朝鮮語と朝鮮籍との違い、これを大

阪の市民の方にお伝えいただければなというふうに思っております。 

○山西会長 髙山委員からのいまのご意見、いかがでしょうか。 

○藤本多文化共生担当課長 いまいただきましたご意見、韓国・朝鮮語というようなこ

とと、国籍というようなことの違いということについては、少しいろいろなところで表現

する際には意識して使い分けをするようなことで考えていきたいと思います。 

○山西会長 前田委員、お願いします。 

○前田委員 すみません、前田でございます。よろしくお願いします。 

 ２点お伺いしたいことがございます。まず１点目は用語の問題ですけれども、ご説明の
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中でもありましたように、様々なタイプというか、パターンの外国人、あるいは日本国籍

を有していても外国のルーツ等があるという、様々な方を包括的に対象とするという意味

で、外国につながる市民とか外国につながる児童生徒という用語をお使いになっていると

いうことですけれども、この表現については、例えば他の自治体や、あるいは何か他の比

較的公的な文書で用いられている例というのはあるのでしょうか。 

 もう１点は、これは直接的にその指針に書き込むという内容ではないと思いますけれど

も、例えばいわゆる正規の在留資格を有している外国人を想定してつくられているものな

のか、あるいは在留資格を獲得するうえでいろいろご苦労をされているような方も、恐ら

く同様に言語の問題とか、行政サービスの問題点が発生すると思いますけれども、そのよ

うな方々も含めての指針づくりと想定されているのか、少しそのあたりも現段階でのお考

えをお伺いできればと思います。 

○山西会長 いまのご意見、ご質問に対していかがでしょうか。 

○藤本多文化共生担当課長 １点目の外国につながる市民というような呼称について、

他都市、あるいは公的な文書で使用されているかというようなご質問だと思います。それ

については、各都市様々で、外国人という中にすべて含んでいますというような書き方を

されているところもありますし、外国人市民というような呼称を使っておられるところも

ございます。 

 あと、今回外国につながる市民というような表現をさせていただきましたのは、文部科

学省のほうでこれまでそういった外国のルーツのあるこどもとかというようなことを念頭

に置いているところ、外国につながる児童生徒というような表現を使われるようになって

きているというようなことの、有識者の方のご意見もいただきまして、外国につながる市

民という表現を使わせていただくこととしております。 

 あと、それの対象というところで、いわゆるちゃんと住民登録をされている方を対象に

しているのかどうかというようなことのご質問かと思います。 

 一つは、やはり外国人の住民ということで、住民登録法の中で外国人というのもしっか

り日本人と同じ住民登録して、行政のサービスを受けることができる基盤というのはでき

てきておりまして、基本はやはり住民として登録をされている方というのを大原則という

ふうに考えております。 

 ただ、在留資格につきましては、一時的に在留資格が切れてしまうというような場合も

ございますし、そういったことというのは、一応我々住民というのを基本としていますけ
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れども、少しそこから外れてくる場合があるということも想定はしております。 

 あともう一つ、訪日外国人の方というのがございまして、訪日外国人の方と住民の方と

は必ずしも課題が同じではない部分もございます。そちらのほうについては一定、観光施

策などのほうで施策の方向性、定めていますので、我々としては基本的には住んでおられ

る方ということを対象に、今回指針をまとめている状況でございます。 

○山西会長 よろしいでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 鈴木委員。 

○鈴木委員 鈴木です。 

 今回少し私もこの指針の改訂に関わらせていただきまして、15年ぶりということで、や

っとできたなというところが実践者としての思いではあります。これを具体的にどう行動

計画なりに落とし込んでいくのかというところを今後ぜひ注視をしていきたいなと思って

います。 

 質問としては１つあって、かなり具体的なことなんですが、このアンケート調査を幾つ

かされているんですが、これは公開されているのかどうかというところが１点です。 

 それから、あと意見になるんですけれども、やっぱり人権尊重というところをベースに、

これから選んでいただくまちになるという、将来のビジョンをぜひ出していただきたいな

と思っています。これからどんどん人口減少はしていく中で、外国ルーツの市民の方々が、

市民としての尊厳があたり前に守られる、住みよいまちになっていくと、やっぱり選ばれ

ているまちになるというところの理念ですね、そこをぜひ強く打ち出していただきたいな

と思っております。 

 あと、ちょっと個々のことになるんですけれども、やっぱり生活支援のところが非常に

ニーズが多様化しているというのはあるんですけれども、ここをぜひもう一歩、行政サー

ビスの提供というところから踏み込んだ形で示していただきたいというところがあります。 

 行政サービス、今回いろいろ区役所のほうにもヒアリングに行ったりはしていまして、

やはり区役所では非常に外国ルーツの方が多いところは、もう本当に四苦八苦というか、

それぞれで苦労されているというところがあります。ただ、一方で区役所の話と多分大阪

市の市民局との連携というところが、これから一つ課題になるのかなとは思っています。 

 その上でなんですが、具体的に幾つかメニュー並んでいますけれども、やっぱり福祉で

あったりとか、コミュニティー通訳もそうなんですが、もう少し具体的なところまで、ど
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うしてアウトリーチしていくかというところです。来た方にいろんなサービスを提供する

のではなくて、事前アウトリーチしていくというところです。出向いて行く、出張してい

くというところの知見を入れていただきたいなと思っています。 

 通訳であったり、ソーシャルワークのところ、福祉的な領域との連携というところもぜ

ひこれから行動計画に落とし込まれる際に、もう一歩進めていただきたいなというところ

が意見になります。 

 以上です。 

○山西会長 アンケートをまず公表されているのかどうかという点について。 

○藤本多文化共生担当課長 アンケートのほうにつきましては、ホームページのほうに、

公表させていただいております。 

 あと、人権尊重を選んでいただくまちになるという部分で、これはやっぱり住みよいま

ちになるということを盛り込むということにつながってまいると思いますので、初めにそ

のあたりを少しさせていただいているところです。 

 生活支援についてというところで、やはりソーシャルワーカーみたいな方々については、

特に多文化共生の理解が必要であろうというようなことは、この間、有識者の方々からも

いただいておりまして、ちょっと先生おっしゃっていたような、具体的なアウトリーチと

いうところまで踏み込めるかどうか分からないんですけれども、こういった職については

特にそういった知識というのが必要であるという方向性については、盛り込んでまいりた

いというふうに考えております。 

○山西会長 あとご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、いまの委員の方々から出ましたご意見等も踏まえながら、今後も策定、

取組み、よろしくお願いいたします。 

 続いて、議題（２）のイ、大阪市犯罪被害者等支援に関する条例（仮称）の制定につい

て、事務局より説明をお願いいたします。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 よろしくお願いします。共生社会づくり支援担当

課長の古武でございます。 

 それでは、資料の６に沿ってご説明させていただきたいと思います。 

 まず、囲み左上のところなんですけれども、今回、犯罪被害者支援に関する条例制定を

させていただこうということで、その条例制定の意義でございます。ここに書かせていた

だいているんですけれども、まず犯罪被害といいますのが、いつ誰に起こるか分からない
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ということがございます。その被害者支援に取り組む本市、大阪市の姿勢をより明確に示

すことができると考えております。 

 それから、犯罪被害に遭った場合には条例に基づいた支援が受けられるという、安心感

を市民の皆さんに持ってもらうことができるというふうなことを意義というふうにさせて

いただいております。 

 それから、今回条例制定するにあたりまして、これまでの経過ということでざっと書か

せていただいておるんですけれども、まず国のほうで平成16年に犯罪被害者基本法という

のが策定されました。 

 それから、国のほうなんですけれども、基本計画をつくられたんですけれども、これが

平成28年までに第３次基本計画というところまで行っております。 

 本市のほうにつきましては、平成19年に犯罪被害者支援のための総合相談窓口というの

を市民局の中に設置をさせていただいておりました。その後、平成30年ですので、一昨年

になるんですけれども、犯罪被害者の当事者の団体の方々から、市長に対して条例を制定

していただきたいというふうな要望書も提出されたところでございます。 

 その後、市会のほうにおきまして、市長のほうが制定を表明されたということでござい

ます。 

 平成31年３月から６月にかけまして、条例制定に向けまして犯罪被害者等支援条例制定

に関する懇話会ということで、３回ほど開催をさせていただきました。今回条例をつくろ

うとしているんですけれども、条例案の概要について説明をさせていただきます。 

 目的につきましては、犯罪被害者の支援に関する施策の基本となる事項を定めて、市民

が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的としたいと思っておりま

す。 

 それから、どういったことをするのかということで、条例をつくって何をするのかとい

うことなんですけれども、見舞金の支給、それから日常生活の支援、それから、被害発生

の初期段階において支援ということでさせていただきたいと思っております。 

 それから、いままでからやっておりました総合相談窓口の設置の充実をしていきたいと

いうふうに思っております。 

 それから、条例制定後につきましても、当事者や有識者の皆さんから意見をいただいて、

どんどん施策に反映できるものにつきましては反映していきたいと思っております。 

 右側のほうの説明に入らせていただきます。 
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 今回条例をつくりましてやろうとしていることでございますが、犯罪被害の初期段階に

おける支援というふうに考えております。これは分かりやすく言いますと、犯罪被害にど

なたが遭うか分からないんですけれども、犯罪被害に遭いました、当事者になりましたら、

まずはどこに何をしていいのか分からないという意見を懇話会のほうから複数いただきま

して、そのときには行政のほうから、一言といいますか、声をかけてもらいたい、手を差

し伸べていただくだけで被害者になった当事者の方はどれだけ安心するかというふうなご

意見をいただいたところでございまして、ここにつきましては大阪府内で発生した被害に

なると思うんですけれども、関係機関と連携しながら、情報をいただいた場合につきまし

ては、当事者の方から連絡を待つよりも、我々のほうから連絡をして、情報の提供である

とか、その方の状況に応じた支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、右下になります。具体的に条例をつくりまして、何をしていくのかというこ

となんですけれども、いま申し上げました初期段階の支援をしていきたいというアプロー

チ、アウトリーチ型でやっていきたいと思っております。 

 それから、具体的には見舞金の支給ということで、不幸にも殺人事件等によって殺され

た場合、死亡された場合につきましては、遺族見舞金ということで、これは30万円考えて

おります。 

 それから、重傷病見舞金、それから性犯罪見舞金ということで、重傷病ということで、

１か月以上のいわゆる重症、それで３日間の入院が必要な重傷病を持った方に、それから

性犯罪ということで、強制性交等、重大な性犯罪に遭われた方につきましては、見舞金と

しまして10万円というふうに考えております。 

 それから、日常生活の支援の各種支援ということで、ここに書かせていただいておりま

す６項目していきたいと思っております。 

 まず、犯罪被害に遭うことによりまして、何もすることができない状態になると。精神

的ショックであるとか、そういったこともございまして、何もできないということに、そ

ういったお声も聞きました。そこでホームヘルプサービスということで、具体的にはホー

ムヘルパーを派遣して、日常の家事等、サービスを行っていきたいと考えております。 

 それから、食事の用意ができなくなった場合にと書いております。配食サービスという

ことで、お弁当配達をしていきたいと思っております。 

 それから、次の一時保育費の助成というのは、犯罪被害に遭いまして、それから刑事的

なといいますか、警察への事情聴取でありますとか、裁判所に出向くといった際に、就学
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前のこどもさんの一時保育が必要な場合につきましては、その費用につきまして助成をし

ていきたいと考えております。 

 それから、精神医療費の助成ということで、被害に遭ったがために精神的にしんどいと、

専門の医療機関を受けるというふうな場合につきましては、その医療費の助成をしていき

たいと考えております。 

 それから、犯罪被害に精通した弁護士相談と書いてあります。法律相談でございますけ

れども、単なる法律相談ではなくて、書かせていただいておりますように、犯罪被害者の

支援に精通した弁護士さんというのがおられるということで、そこの弁護士さんへの相談

費についての助成をしていきたいと思っております。 

 それから、転居費の助成ということで、現住所に住めなくなった場合ということで、具

体的に申し上げますと、犯行現場が自宅であるとか、本当の自宅付近が犯行現場であって、

もうその住居に住めないというふうなことになった場合には、転居費、引っ越し代の助成

をしてまいりたいと考えております。 

 それから、最後のところに書いてあるんですけれども、啓発・広報、まずは犯罪被害当

事者の方はもとより、広く市民の方々にこういったものができたよということをまずは知

っていただくということが大事かなと思っております。そこで、啓発・広報にも力を入れ

てやっていきたいと思っております。 

 すみません、簡単、雑駁でございますけれども、私からの説明は以上です。 

○山西会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問、ございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○和田委員 すみません、和田です。 

 この資料６のところで、右下の囲みのところ、▼３つ目、日常生活支援等の各種支援と

いうところで６項目あります。これ、すごくありがたいなと思うんですけれども、例えば

これは被害者さんご自身が自分で例えばホームヘルパーさん来てくださいとか、お食事お

願いしますとか、全部これ自分で手配しないといけないのか、それともそこをサポートし

てくださる方がいらっしゃるのか、教えてください。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 ありがとうございます。 

 まず、ご本人がということでございますが、犯罪被害者等というふうにしておりまして、

等というのは何かといいますと、ご本人と、そのご遺族、ご家族のことを総称してそうい
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うふうに言うておるんですけれども、その方々が直接、例えばホームヘルパーさんの依頼

をせなあかんのかということでございますが、そこは大阪市のほうで、いわゆるホームヘ

ルパーさんと契約をさせていただいて、窓口は我々がさせていただいて、当事者の方と

我々とお話をして、そこで我々のほうからホームヘルパーを派遣させていただくというふ

うに考えております。 

 配食サービスも同じ考えでございます。 

 一時保育なんかでございましたら、ご自身が便利なところやないとあかんと思うてます

ので、ご自身のところで探していただくであるとか、我々のほうから近くにはこういった

ところがございますよというようなご紹介もしながらやっていきたいなというふうに考え

ております。 

 精神医療費のほうにつきましても、どういった症状で精神医療にかかられるのかという

ことによるかと思いますので、ご自身で探されるというのもありましょうし、我々のほう

からこういったところ、分かっているところにつきましてはご紹介といいますか、ご案内

といいますか、そういうところもできるのかなと考えております。 

 犯罪被害者の支援に精通した弁護士ということでございますが、関係機関に弁護士会さ

んなんかも入っていただいているといいますか、関係機関でございます。そこと連携しな

がら、我々のほうから精通した弁護士さんを紹介させていただくというふうなことを考え

ているところでございます。 

○和田委員 そうしますと、一旦窓口へその被害者等の方々が行って、私、いまこんな

ことで困っているんですというのを訴えたら、それに対応する手続等、助成等はあるとい

うことですよね。 

 例えば、私、個人的にちょっとこれに近い状態になったことあるんですけれども、窓口

まで出向くとか、自分がいまどういう支援が必要なのかというのが、それすらも何かこん

がらがるときあったんです。アウトリーチみたいなお話もあったと思うんですけれども、

何か寄り添ってくださる方というのをまた別の支援の在り方になるんですか。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 ありがとうございます。まさしく委員おっしゃっ

ていただきましたように、被害に遭いますと出向くのもちょっとままならないというふう

な意見も聞いております。 

 そこでアウトリーチ。先ほど触れさせていただいたんですけれども、関係機関のほうか

ら、例えば大阪府警察のほうからこういった被害者がおられるということがありまして、
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そのご本人のもちろん了解の上なんですけれども、了解がありましたら、我々のほうから

被害者の方のほうに出向きまして、施策事業の紹介でありますとか、手続に関しまして、

相談させていただいて、手続に関する手続の補助といいますとか、そういったことも寄り

添いながら進めてまいりたいと考えております。 

○和田委員 ありがとうございます。お聞きして安心しました。 

 以上です。 

○山西会長 ほかにご意見、ご質問、ございますか。 

 宮本委員のほうからどうぞ。 

○宮本委員 すみません、宮本です。 

 この資料６の被害発生の初期段階における支援イメージということなんですけれども、

この対象になっているのは、これから起こる犯罪被害の被害者に対してのこういった支援

なんですか、それとも現在、被害を受けておられる方の支援というのはどのようにお考え

でしょうか。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 ここに書かせていただいておりますアウトリーチ

型支援。先ほどのご質問にもあったんですけれども、対象の犯罪行為といいますのが、右

の上のといいますか、犯罪行為といいますと、殺人でありますとか、全治１か月以上の重

傷病かなと。いわゆる重大な事件につきまして、アウトリーチといいますか、そういった

事件に遭われた方については、例えば大阪府警察さんでありますとか、民間の支援団体の

ほうからうちのほうに連絡があった場合、本市がつかみましたら、本市のほうから行かせ

ていただくということと、もう一つのいまのご質問でございます、現在犯罪被害に遭って

おられる方はどうかということなんですけれども、申し訳ございません、条例施行を４月

１日からというふうに考えておりまして、どこかでは線を引かなあかんのかなと思ってお

りまして、４月１日からの条例施行と同時にやっていきたいというふうに思っております。 

○山西会長 よろしいでしょうか。これ、犯罪が起こったというときに、まだ警察にも

何も届けが出てない段階でも犯罪が起こったというときに、何か近所の方とかがこんなの

起こってるという情報が入ったら、それでもこの制度は変えるんですか。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 一つ条件がございまして、そのご本人さんがどう

いう状況に置かれているとか、連絡先とか、ご本人が大阪市のほうにそういった情報を提

供していただけるというのが、ご本人が了解されているというのがまずは条件だと思いま

すので、ご近所の方で、いやあそこの誰々さんが犯罪にあってと言った場合に、急にご本
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人知らないうちに、大阪市のほうからそのご本人に連絡が入ったら、逆に何でやろという

ふうになるかも分かりませんので、ご本人さんの了解が得られましたら行かせていただき

たいと思っています。 

 当然、関係機関からの連絡と言っていますけれども、当然ご本人からまだどこにも言う

てへんけどこんなんやねんというふうな連絡がありましたら、こういった手段をとってい

きたいと思っております。 

○山西会長 ありがとうございます。あとございませんか。 

 はい、杉田委員。 

○杉田委員 簡単にすみません。念のために、確認だけさせてもらいたいんですが、本

人が殺人で死んでしまったらどうなるんですか。どういうことが起こるんですか、殺され

てしまったら。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 例えばご家族の方を殺されました。そうしたらご

遺族の方がおられると思いますので、その方に関するケアをやっていきたいと思っていま

す。 

〇杉田委員 だから家族含めてですね。それで（対象は）何親等とかないんですか。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 ２親等です。 

〇杉田委員 ２親等ですか。奥さんは当然入りますよね。こども、お父さん、お母さん、

おじいちゃん、おばあーちゃんも入る。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 そうですね。おじいさん、おばあさん、お孫さん

までですかね。 

〇杉田委員 その範囲内の方から申請があれば対応できるというそういう条件、条例に

なっているんですね。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 はい。 

〇杉田委員 わかりました。 

〇木下委員 ２親等とかいうとややこしいことになるなと思いながら聞いていたのです

が、ではパートナーシップの方は何親等の扱いをするんですか。 

○古武共生社会づくり支援担当課長 大阪市でパートナーシップの制度をやっています。

------- 

〇木下委員 あのね、考えられてないのやったら条例施行はもうちょっと慎重に対応さ

れないといかんのではないですか。僕らは何のためにこの会議をやっているんですか。い
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ままで、LGBT の説明も受けて、パートナーシップのいわゆる申請された方のアンケート

で住宅とかで色々まだ悩みをお持ちですよ、というような話をしている流れの中で、何親

等という言い方をしてしまうと逆にパートナーシップの扱いはどういう扱いになるんです

かと、そこがコンプリートされていないで状況の中で、こういうのを拙速に施行すること

にはもうちょっと慎重に考えていただかないといかんとちがうのかなと思うんですけども

いかがですか。 

〇田丸市民局理事 いま、具体の施策について詳細制度設計をしているとこですけども、

何親等ということで説明させていただきましたが、パートナーシップ制度で大阪市の認証

を受けていただいている方というのは、当然相手の方をパートナーというふうに考えてお

ります。 

〇木下委員 つまり、パートナーシップは 1 親等（「配偶者と同等」との意。以下同

じ。）の扱いやということになるんですか。どうなんですか。 

〇田丸市民局理事 大阪市のパートナーシップ制度を受けていただいている方について

は 1 親等の扱いとしたいと考えております。 

〇木下委員 1 親等という取扱いするんですね、するのかしないのか、いま僕が聞いたか

ら、いまそういう答弁になるんだろうけども、想定されてないわけですよ、あなた方の中

では、この条例を施行するにあたって、対象は２親等なんでしょ。 

〇田丸市民局理事 犯罪被害者等の等はご遺族、ご家族ということで想定しております。 

〇木下委員 ２親等がそのご遺族の対象なんでしょ。ご遺族、ご家族の。３親等は対象

じゃないんでしょ。支給の。そうでしょ、だから救済する項目が色々ありながら、２親等

から外れた３親等以上の人は対象ではなくなるわけですよね。だからパートナーシップは

どういう扱いで対応なさるんですかと言ったときに即答がなかったから想定されてないん

ですかということを申し上げただけです。 

〇田丸市民局理事 パートナーシップの相手の方については、想定しております。申し

訳ございませんでした。 

〇木下委員 はい、以上です。 

〇山西会長 はい、よろしいでしょうか。 

〇藤本多文化共生担当課長 はい、すみません。 

〇山西会長 どうぞ藤本さん。 

〇藤本多文化共生担当課長 多文化共生指針の今後のスケジュールを申し上げること忘
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れていまして、スケジュールとしまして３月にパブリックコメントを行いまして、４月に

は策定できるようにということで現在準備を進めておりますので、これにつきましても、

委員の皆さま方よろしくお願い致します。 

〇山西会長 はい、それでは、いま出ました様々なご意見・ご質問等を踏まえながら、

大阪市犯罪被害者等支援に関する条例の制定に向けて充分有意義に利用していただければ

と思います。本日の議題は以上です。本日議論いただきました内容やご意見につきまして

は、今後取組みにあたって充分反映活用していただきますよう事務局で検討の上着実に実

施をはかって頂きたいと思います。それでは事務局の方にお返しします。 

〇廣原人権企画課担当係長 様々な議論をいただきありがとうございました。それでは

以上をもちまして第 40 回大阪市人権施策推進審議会を終了致します。本日はありがとう

ございました。 

 

了 

 


