
 
番 

号 
【１】１ 

項

目 

市営住宅入居時における部落であるかの問い合わせや、大阪市内にある企業の従業員が他

県の被差別部落の所在地情報を調べるといった行為が発覚したが、大阪市で把握している部

落差別事象件数や事象内容についてあきらかにされたい。 

（回答） 

 人権啓発・相談センターで把握している令和３（2021）年度の同和問題（部落差別）事象件数

は、24 件となっており、その内訳は、落書きが１件、電話が２件、投書が 15 件、発言が２件、

その他が４件となっています。 

また、令和４（2022）年度 11 月末現在の同件数は 11件となっており、投書が４件、発言が３

件、その他が４件となっています。 

 

担当 市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 
番 

号 
【１】２ 

項

目 
部落差別が発覚している事象への対応についてあきらかにされたい。 

（回答） 
 本市では、差別落書きや区役所等の窓口や電話、投書等で差別事象が発生した際に職員が適切

に対応できるよう具体的な対応方法を示した「差別事象対応マニュアル」を定めています。 
行為者が判明しない差別落書き等については、施設管理者等と再発防止のための協議を行いポ

スター掲示や巡回強化を行うなど事象行為の抑制を図るほか、行為者が判明しているなど、連絡

が可能な場合には、マニュアルに沿って差別行為に至った理由等の聞き取りを行い、啓発を行う

こととしています。 
 

担当 市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 

番 

号 
【１】３ 

項

目 

「被差別部落の所在地情報」を問い合わせや尋ねたりする行為への防止策や啓発手段につ

いて示されたい。また、大阪の業者が他府県の被差別部落の所在地を問い合わせ場合の対応

や啓発等についても示されたい。 

（回答） 

 本市では、差別事象が発生した際の対応方法を示した「差別事象対応マニュアル」を定めてお

り、市民等から住宅購入にあたって地域の問い合わせがなされた場合のほか、事業者から被差別

部落の所在地情報等の問い合わせがあった場合の対応についても、具体例を示し職員が適切に対

応を行うこととしています。 

 本市に所在する事業者が他府県に対し問い合わせを行った際の対応は、当該問い合わせがなさ

れた府県においてなされますが、本市ではこのような行為が忌避意識につながるとともに、差別

事象を誘発するものであり、事業者を対象とした研修会や人権情報誌「KOKORO ねっと」などで同

和問題（部落差別）に対する正しい知識を啓発しています。 

また、大阪府のホームページ「宅地建物取引業とじんけん」サイトの本市各所属への周知や「宅

地建物取引業人権推進員制度」の広報周知に努めるなど、引き続き大阪府とも連携してまいりま

す。 

 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 

 



 
番 

号 
【１】４ 

項

目 
大阪市人権啓発・相談センターや区役所など、大阪市内で相談を受けた件数・内容につい

てあきらかにされたい。 

（回答） 
本市におきましては、多様な人権課題に対応する総合的な拠点である人権啓発・相談センター

を設置し、時代の変化に対応した多様な人権課題に関する相談事業を行っています。平成 30

（2018）年度からは、同和問題（部落差別）とＬＧＢＴに関する強化相談日を設けるなど、時宜

にかなう個別の相談事項についても積極的に周知を行っているところです。 

令和３（2021）年度の人権啓発・相談センターで実施している人権相談の課題別相談件数は

3,313 件で、人権課題としましては障がい者に関すること（900 件）、生活に関すること（755 件）、

労働に関すること（422 件）等となっており、令和４（2022）年度 11 月末現在の課題別相談件数

は 1,591 件で、人権課題としましては障がい者に関すること（550 件）、生活に関すること（220

件）、家族に関すること（76 件）等となっております。 

また、令和３（2021）年度の人権啓発・相談センターで実施している人権相談の新型コロナウ

イルス感染症に関する相談件数は 69 件、ＬＧＢＴを含む人権課題に関しての相談件数は 43 件、

令和４（2022）年度 11 月末現在の新型コロナウイルス感染症に関する相談件数は 13件で減少し

ており、ＬＧＢＴを含む人権課題に関しての相談件数は 27件です。 

新型コロナウイルス感染症に関するものとしては、感染した際に療養期間終了後、職場から早

期の復職を強いられたというものや、医療機関に診てもらえなかった、マスク着用を無理に求め

られた等、ＬＧＢＴを含む人権課題に関しての相談は、性自認の悩みや家族からの当事者への対

応についての相談等となっています。 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 
番 

号 
【１】５ 

項

目 
市民から受けた人権侵害事象の相談や訴えについて、問題解決に向けた事実確認及び事件

の調査活動等についてどのように行なわれているのかあきらかにされたい。 

（回答） 
 人権啓発・相談センターでは、さまざまな人権問題について、本市委託事業者の専門相談員が

相談に応じています。当センターには、寄せられた事案の事実確認や調査を行う権限はありませ

んが、相談者からの申し出を丁寧に聴き取り、内容に応じて関係機関の紹介をはじめ、問題解決

に向けた支援をしています。 
 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 
番 

号 
【１】６ 

項

目 

部落差別に関する相談や障がい者差別に関する相談、また LGBT などの性的少数者に関す

る相談などが行われているなか、当事者組織との連携や協力についてはどのようにおこなわ

れているのかあきらかにされたい。 

（回答） 

本市では、相談者の問題の解決に向け、より専門的な知識やノウハウが必要な場合、相談者の

ニーズに対応する的確な機関へ円滑に紹介・取り次ぎを行うため、各々の専門相談機関の情報共

有を目的として「大阪市人権相談ネットワーク専門相談機関連絡会」を設置しています。連絡会

の構成団体には「配偶者暴力相談支援センター」や「こころの健康センター」、「大阪市域内各区

障がい者基幹相談支援センター」など、当事者との関係の深い機関等も含まれており、必要に応

じて当事者の声等が共有されています。 

 また、さまざまな困難を抱えた相談者ができるだけスムーズに専門機関からのアドバイスを受

けられるように助言や誘導を行うとともに、深刻な人権侵害の救済に、これまで培ってきたネッ

トワーク（令和３（2021）年度末 431 団体等）を活用するなど他機関とも連携した支援に取り組

んでいます。 

 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 
番 

号 
【１】７ 

項

目 

大阪市内でネット上にさらされている部落差別事象件数や人権侵害事象の把握している

件数についてあきらかにされたい。さらには、ネット上の部落差別事象等の法務局に削除要

請をおこなった件数、プロバイダへの直接削除要請をおこなった件数をあきらかにされた

い。 

（回答） 

令和４（2022）年度明らかになり、令和４（2022）年 11 月末現在で本市が把握しているネッ

ト上の人権侵害事象件数は３件（12 本の動画）、令和３（2021）年度は４件（５本の動画）であ

り、いずれも大阪法務局へ削除要請の依頼をしています。また、プロバイダ等に対しては令和２

（2020）年度、令和３（2021）年度にそれぞれ１件ずつ直接削除要請しております。 

 

 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 
番 

号 
【１】８ 

項

目 

「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」につい

て、大阪府は有識者会議でネット上の規制について、実効性のあるものへと話し合いが進ま

れているなか、大阪市としても踏み込んだ実効性のあるネット上の規制を検討されたい。 

（回答） 

本市では、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき、一人ひとりの人権が尊重され、そ

の自己実現をめざして生きがいのある人生を創造できる自由、平等で公正な社会の実現に向け

て取り組んでいます。 

 

なお、ネット上の規制に関しましては、憲法が保障する表現の自由の観点から慎重に検討を行

う必要があると考えており、現在、「大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者

会議」における議論の動向を注視するとともに、大阪府の対応を見極めたうえで、本市の取組み

を検討・推進してまいります。 

 

担当 
市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課  電話：06－6208－7613 

市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 
番 

号 
【１】９①②③ 

項

目 

インターネット上における人権侵害事象について「大阪府インターネット上の誹謗中傷

や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」が出来て実効性のある条例にするために審議

会ができて議論を初めているが、大阪市として以下の点について見解をいただきたい。  

①ネット上での差別書き込みや誹謗・中傷について大阪市はモニタリングをしないとい

う事なので広く市民からの情報提供が必要だと思うが、情報を受ける機関を設置でき

ないか（委託等も含めて）。  

②ネット上の人権侵害事象について対応するための専門チームを人権・啓発相談センタ

ー内に設置できないか。  

③ネット上の人権侵害事象について調査や事象内容の検討・行為者への警告などを行え

る民間事業者を含めたチームを設置できないか。  

以上の①～③に関して、条例の具体化を図るための予算的措置を講じられたい。  

（回答） 

① インターネット上の差別書き込みや誹謗中傷については、人権啓発・相談センターまで、電

話・FAX・メールにより連絡をお願いするほか、ご意見ご要望をお寄せいただくための「お

問合せフォーム」や「市民の声」制度を設けるなど、広く市民からの情報提供を受けている

ところです。 

こうしたことから、現段階において、インターネット上の書き込み情報を受けることに特化

した機関を設ける予定はありません。 

 

② ③特定の地域の所在地情報を掲載するなどのインターネット上の差別事象にかかる市民等

からの情報提供や通報については、事案により大阪府等とも連携しながらプロバイダ等に対

する削除要請を大阪法務局に対し依頼してまいりました。引き続き大阪府や法務局などの関

係機関と連携し対応していくこととしており、現段階で専門チーム等を設ける予定はありま

せん。 

 

 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 



 
番 

号 
【１】１０ 

項

目 
市民や事業所（広告会社など）への啓発活動について大阪市はどのようにおこなわれてい

るかあきらかにされたい。  

（回答） 

 本市では、企業への人権啓発支援事業等の研修会の中でインターネットに関する講座を実施

し、インターネット上で発生する差別について考える機会を設けています。 

また、人権啓発情報誌「KOKORO ねっと」では、小学生高学年・中学生・一般の市民向けにイン

ターネット上で発生する風評被害や誹謗中傷、差別についての記事を掲載し啓発を行っていま

す。 

ＬＩＮＥによる情報発信も行っており、今後もこれらの取組みを継続して実施してまいりま

す。 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 
番 

号 
【１】１１ 

項

目 

市役所・区役所それぞれの部署・窓口において、被差別部落の地域に関する問い合わせな

どがあった際、担当された職員が適切な対応ができるのか、実践を踏まえた研修やフィール

ドワークを取り入れるなどを検討されるとともに、職員研修についての実施計画についてあ

きらかにされたい。  

（回答） 

 本市では、「差別事象対応マニュアル」を作成し各所属へ配布するほか、本市職員が利用する

ポータルサイトに同マニュアルを掲載するなどにより周知し、各部署の職員が、差別事象が発生

した際に適切な対応ができるよう努めています。 

また、全ての職員を対象とした同和問題（部落差別）に関する e-ラーニング研修では、落書き

や電話、投書、インターネットなどケースに応じた事象の当事者等への対応や人権啓発・相談セ

ンターとの連携などについて学習しています。 

さらに、令和４（2022）年度は各所属の人権問題研修のリーダーとなる職員（課長級又は課長

代理級）を対象としたより実践的な研修として、フィールドワーク研修をすみよし隣保館で実施

しました。 

今後とも、さまざまな人権課題についてより実感できるよう、引き続き効果的な職員研修を実

施してまいります。 

 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 
番 

号 
【１】１２ 

項

目 
全職員に対しての e-ラーニング研修がおこなわれているが、身になるようなものか検証

等（アンケート・ヒアリング）の結果と成果をあきらかにされたい。 

（回答） 

 令和元（2019）年に発覚した本市職員による差別落書き事象を契機に、本市職員は率先して人

権行政を推進していくべき立場にあるとの自覚を再認識すべく、全職員を対象に「e ラーニング

研修」において、同和問題（部落差別）の学習を行っているところです。 

令和３（2021）年度は、研修受講の勧奨を強化した結果、受講率が 99.3％にのぼり、また研修

の理解度、満足度は、前回同様高い数字を示しています。（研修を「理解できた」又は「概ね理

解できたと回答した職員 99.8%、今回の研修について満足できると回答した職員 96.7％」） 

一方、令和３（2021）年度の実施結果において、8.6％の職員が差別事象に「対応できない」（ま

たは「あまり対応できない」）と考える職員がいたことから、令和４（2022）年度の e-ラーニン

グ研修は、差別事象への対応に重点を置いた、より実践的な研修内容として実施しています。 

 

 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 
 



 

番 

号 
【１】１３ 

項

目 

昨年 8 月に発覚した栃木県の A 行政書士の不正取得事件に関連して、職務上請求された 

296 件について興信所や探偵社に売り渡していた可能性が極めて大きいと懸念されるが、大

阪市として真相究明に取り組むことが検討はできないか、また、「不正取得された疑いがあ

る」と相談があった場合に請求された市民へは、大阪市としてどのようなサポートをされる

のか見解を示されたい。 

（回答） 

不正取得事件について、本市においては１件の不正取得があったため、「住民票の写し等の不

正取得にかかる被取得者への告知事務取扱要領」に基づき、不正取得者に対しての通告、証明書

の返還要請及び、被取得者への告知、説明を行いました。 

捜査機関による捜査は終結していると確認しており、大阪市において捜査等は難しいと考えて

います。 

「不正取得された疑いがある」と相談があった場合は、人権相談窓口へのご案内など本人に適

した相談窓口をご案内します。 

担当 市民局 総務部 住民情報担当  電話：06－4305－7345 

 



 

番 

号 
【１】１４ 

項

目 

戸籍不正取得などが今後起きないよう、交付にあたっての注意喚起などができないか検討

されたい。 

（回答） 

戸籍不正取得などを防ぐためには、抑止力となる本人通知制度の登録に関わり、市民の制度へ

の認知度を上げることが重要という考えのもと、様々な方法による周知に取り組んでいるところ

です。 

交付にあたっての注意喚起につきましては、記載いただいている内容のみでは実現可能なもの

であるか判断しかねるためお答えをしかねるところですが、不正取得が起きないよう取り組むこ

とは重要であり、不正請求が今後起きないための注意喚起として、どのような手法が実現可能か

つ効果的であるか継続的に検討してまいります。 

担当 市民局 総務部 住民情報担当  電話：06－4305－7345 

 



 

番 

号 
【１】１５ 

項

目 

登録型通知制度の登録者数の拡大に向けた啓発について、住民全体を対象とする施策にの

せたかたちで啓発がおこなえないか検討されたい。 

（回答） 

「登録型本人通知制度」の登録拡大に向けた啓発については、市民への制度の認知度を上げる

べく、証明書発行時に配布する窓口用封筒への掲載や、マイナンバーカード交付時に配布するリ

ーフレットに制度案内を掲載するなど多くの方に手に取ってもらえる媒体も利用して、周知に取

り組んでいるところです。 

また、令和４（2022）年度は「KOKORO ねっと」への制度記事の掲載、各区の人権啓発推進員や

企業向けの人権研修の際にチラシを配布するなど、多くの方に行き届くよう、啓発に取り組んで

いるところです。 

「登録型本人通知制度」をより多くの方に認知いただけるよう、引き続き、効果的な方法を検

討してまいります。 

 

担当 市民局 総務部 住民情報担当  電話：06－4305－7345 

 

 

 



 
番 

号 
【１】１６ 

項

目 
専門家による分析結果をもとに市政へ反映させるということであるが、どのような議論が

なされているか示されたい。 

（回答） 
本市では、「大阪市人権行政推進計画～人権ナビゲーション～」に基づき、「人権が尊重される

まち」になったと市民が実感できる、住んでよかったと誇りを持って語れる「国際人権都市大阪」

をめざし、市民との協働のもと、さまざまな人権課題の解決に向けて施策を推進しています。 

こうした中、人権施策をより効果的に進めるためにも、市民の人権に関する意識の変化や動向

を把握することが必要であるため、この間、５年おきに「人権問題に関する市民意識調査」を実

施しています。 

直近の令和２（2020）年度に実施した「人権問題に関する市民意識調査」については、令和３

（2021）年６月に調査結果を公表し、以後、学識経験者に、前回(平成 27（2015）年度)実施した

調査結果との比較等を含めた詳細分析を行っていただきました。 

分析結果をまとめるにあたり、分析をお願いした学識経験者と複数回にわたり意見交換を行

い、学識経験者によるこれらの分析も踏まえ、本市として市民意識調査結果を受け見えてきた主

な課題を整理しました。 

この「人権問題に関する市民意識調査」結果を受けた課題整理については、学識経験者による

分析結果とあわせ令和４（2022）年６月の大阪市人権施策推進審議会に諮った後、全所属と共有

するとともに、本市ホームページに掲載しています。また、人権問題研修（管理者層）において、

意識調査の分析結果について取り上げ、理解の深化を図っています。 

今後、調査結果を分析する中で見えてきたこれらの課題整理をふまえ、市として、人権教育・

啓発を効果的に推進してまいります。 

担当 市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課  電話：06－6208－7613 

 
 



 
番 

号 
【１】１７ 

項

目 
ヘイトスピーチと認定された件数と内容についてあきらかにされたい。 

（回答） 
令和４（2022）年 11 月末現在、本市としてヘイトスピーチと認定し本市の認識等を公表した

案件は、インターネットへの動画の掲載４件（すべて平成 29（2017）年度）、インターネットへ

の「まとめ記事」の掲載３件（平成 30（2018）年度２件・令和元（2019）年度１件）、公道上で

の街宣活動及び同活動の音声データのインターネットへの掲載１件（令和元（2019）年度）、公

道上での街宣活動並びに同活動のインターネットへの生中継及び録画の掲載１件（令和２（2020）

年度）、印刷物を配布等した行為２件（すべて令和３（2021）年度）です。 

担当 市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課  電話：06-6208-7612 

 



 
番 

号 
【１】１８ 

項

目 

ヘイトスピーチと認定された団体や当事者の公共施設の利用に関して、大阪市としてはい

かなる団体であっても表現の自由という観点から貸さないという判断は出来ないとのこと

だが、条例第５条には「市長は表現内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずる」とあ

るがどのような解釈か見解を示されたい。 

（回答） 
公の施設の使用については、それぞれの公の施設条例に基づいて対応することとなっています

が、公の施設の使用の制限については、憲法で保障されている集会の自由、表現の自由に密接に

関わるものであり、地方自治法上、正当な理由がない限り利用を拒むことができず、「不当な差

別的取扱いをしてはならない」と規定されていることや、これまでの最高裁判所の判例を踏まえ

ますと、原則として、団体の性格等を理由として使用を許可しないことは許されず、また使用許

可しない場合も、「会館の管理上支障が生ずるとの事態が、許可権者の主観により予測されるだ

けでなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合」や「警察の警備等によっ

てもなお混乱を防止することができないなど特別の事情がある場合」であるなど、人の生命、身

体又は財産が侵害され公共の安全が損なわれることが明らかな場合などに限られます。したがい

まして、本市としては、過去に本市においてヘイトスピーチと認定した事実のみをもって公の施

設の利用を事前に抑制することは困難であると考えます。 

条例第５条第１項には、「表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるとき」は、市長は、「事

案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとる」等

規定しています。 
その趣旨は、ヘイトスピーチを事前に規制をすることについては、憲法が保障する表現の自由

の観点から慎重であるべきことや、表現内容がヘイトスピーチに該当するかどうかについてはそ

の内容を確認しなければ判断できないことから困難であり、事後的な被害の拡大防止や救済が主

とならざるを得ないことから、審査会の答申を踏まえ本市としてヘイトスピーチと判断した表現

活動に対する措置として表現内容の拡散防止の措置及び認識等の公表を行うこと並びにこれら

の措置の対象とするヘイトスピーチ及び公表する事項を定めています。 
なお、具体的な表現内容の拡散防止措置として、プロバイダへの削除要請など事案の内容に即

した適切な対応をとることとなります。 
 

担当 市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課  電話：06-6208-7612 

 



 

番 

号 
【１】１９ 

項

目 

大阪市ファミリーシップ制度の活用状況や大阪市パートナーシップ制度の充実について

示されたい。 

（回答） 

本市では、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」（以下、「条例」といいます。）に基づき、一人

ひとりの人権が尊重され、その自己実現をめざして生きがいのある人生を創造できる自由、平等

で公正な社会の実現に向けて取り組んでいます。 

 性の多様性の尊重に関しても、条例の趣旨に基づき、性のあり方に関係なく、誰もがありのま

ま受け入れられ、自分らしく生きることができる社会をめざし、市民の理解を深め、ＬＧＢＴな

どの性的マイノリティが直面している課題等を解消する取組みを積極的に推進しているところ

です。 

 

大阪市パートナーシップ宣誓証明制度は、条例の趣旨に基づき、ＬＧＢＴなどの性的マイノリ

ティについて、パートナーシップ関係にある旨の宣誓を行ったことを市として公に証明する制度

として、平成 30（2018）年７月からスタートしました。 

令和４（2022）年８月からは、パートナーシップ関係にある者の子又は親を含めたファミリー

シップ制度へと拡充して運用しており、12月末現在で 456 組の方々が宣誓されています。 

ファミリーシップの宣誓をされることで、「本市犯罪被害者等の支援に関する条例に基づく支

援の対象」「新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の対象」となるほか、「市営住

宅の入居資格・同居承認資格」や、「携帯電話会社での手続き」などで活用されています。 

また、令和４（2022）年９月からは、大阪府、堺市、貝塚市、枚方市、茨木市、富田林市、大

東市及び交野市と「パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定書」を締結し、すで

に宣誓を行なっている当事者の住所移転に伴う宣誓書受領証の返還手続きの負担の軽減を図っ

ています。 

さらに、令和４（2022）年11月からは、ファミリーシップ宣誓を行う方の利便性を高めるため、

宣誓できる日時に第３金曜日18時の予約枠を追加するとともに、オンライン予約システムを利用

した宣誓申込・宣誓予約を開始し、「Microsoft Teams」や「Zoom」を活用することで、人権啓

発・相談センターに来庁せずにオンラインでの宣誓も可能としています。 

担当 
市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課  電話：06－6208－7613 

市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 

 



 

番 

号 
【１】２０ 

項

目 

「大阪市 LGBT リーディングカンパニー」認証制度の普及率および活用状況について示さ

れたい。 

（回答） 

 「大阪市 ＬＧＢＴ リーディングカンパニー」認証制度は、性的マイノリティが直面している

課題等の解消に向けた取組みを先進的･先導的に推進する事業者等を、申請に基づき本市が一定

の基準に則り認証する制度で、認証を受けた事業者等が社会的に認知されることで、その取組み

が広く普及し、誰もが生きやすい社会の実現に向け、社会全体で取り組んでいくことをめざして

います。 

 本市ホームページ等を活用して認証事業者の取組内容を情報発信するほか、認証事業者は、「大

阪市 LGBT リーディングカンパニー認証」の表示を、商品や広告、名刺等に使用するなどをして

いただけます。 

普及率は測定できませんが、令和４（2022）年 11 月末現在の認証事業者数は 40件となってお

り、多くの事業者等にＬＧＢＴ等の理解促進の取組みを積極的に行っていただけるよう、引き続

き啓発に取り組んでまいります。 

 

 

担当  市民局 人権啓発・相談センター  電話：06－6532－7631 

 

 



 
番 

号 
【１】２１ 

項

目 

企業との包括連携協定において、協定書に人権の視点を盛り込み、人権侵害事象が発覚し

た際に企業として対応がなされない場合は協定の取り消しなどの項目を追加するよう検討

されたい。 

（回答） 
現在、本市における企業等との連携協定等は約 3,000 件あり、その内、包括連携協定としては

96 件（29 所属）締結していますが、これらの連携相手方や連携協定書等は、各所属により精査

されているところです。 

包括連携協定を結んでいる所属における、包括連携協定書への「人権侵害事象が発覚した際に

企業として対応がなされない場合は協定を取り消す」旨の項目追加については、「検討する」が

４所属、「検討しない」が 25所属となっています。 

なお、「検討しない」と回答した所属の考え方については、「項目として追加はしないが、連携

企業に違法行為等が生じた場合は、連携取組の停止等を含め対処を検討する。」という旨のもの

です。 

 

 

担当 
市民局 区政支援室 地域力担当 地域連携グループ  電話：06－6208－7344 

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課  電話：06－6208－7619 

 
 


