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コロナと人権～部落差別から見えること

　尼崎には「みんなの尼崎大学」という市民参画のコミュニテ
ィカレッジがあります。そこで、4 月 27 日、「コロナと人権」
をテーマにしたゼミが、はじめてオンラインで発信されました。
このゼミで発表された NPO 法人スマイルひろばの細見義博さん
の「SNS が拡散するデマと差別～部落差別から見えること」が
YouTube にアップされています。今回はその細見さんにお話を
聞きました。
※「みんなの尼崎大学」は、「みんなが先生 みんなが生徒 どこでも教室」を
スクールモットーに、学びの場や、学んでいる人、活動が連携するためのプ
ラットフォームです。オンラインゼミの細見さんのパートは「https://youtu.
be/7OmHgEIYJIo」

尼崎大学でコロナと人権をとりあげる

Ｉ（インタビュアー李）：尼崎大学でとりあげた
きっかけは？ 

Ｈ（細見）：感染者に対する差別がどんどん広ま
っていると感じていて、２月に国内で新型コロナ
が出だしたころから　「あ、これ差別が広がる」
みたいな危機感を持っていました。オンラインゼ
ミに出たのは理由があって、「みんなの尼崎大学」
の一環として 5 年前から、夏に「みんなのサマー
セミナー」というのがあって私はセンセイとして
毎年参加しているんです。3 月くらいに、新型コ
ロナのことで感染者に対する差別があるから、こ
れはきちっと人権問題としてとりあげなあかんと
4 月初めにサマーセミナーにエントリーしたんで
すよ。尼崎市の「生涯、学習！推進課」が管轄し
ているんですが、今年は新型コロナの関係でサマ
ーセミナーが中止になったんです。市長から新型
コロナの問題を取り上げたらどうかと話があった
ようで、たまたま私がエントリーしていたので、
その辺の話をしてもらえますかということで出る
ことになりました。50 分授業の中で色々なこと
をしゃべろうという構想があったんですが、私以
外に、ハンセン病のこと、行政の立場から尼崎市
の人権啓発についてということで、それぞれ 10

分しゃべって、あとみんなでトークという形に
なりました。

Ｉ：どんなことを話されましたか。

Ｈ：私は全体で『コロナと差別』の説明をしよ
うと思っていたのですが、『部落差別とコロナ
の関連』というテーマを与えられて、部落差別
に特化されたので、部落のことを初歩からきち
っとやらなあかんと思いました。今の若い人は
学校でほとんどやってないから知らないんです
よ。部落差別というのはいろんな形があって、
世系の問題とか色々ありますから成り立ちもい
ろんな形があると思うんですけど、その中のひ
とつ、『ケガレ』と『キヨメ』というところか
ら入っていったんです。新型コロナ差別が起き
た時に『うつる』ということで『ケガレ』とい
うのがすぐ浮かびましたね。

「コロナ」差別と部落差別

Ｉ：いやがらせや攻撃を受けるんじゃないかと
コロナにかかった事がいえないという話も聞き
ます。

Ｈ：自分が差別する気持ちがあるから差別され
るんちゃうかとその跳ね返りからかもしれませ

NPO法人スマイルひろば、細見義博さん
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ん。だから差別はあかんということをきちっと
やらんとあかんと思いますね。自分の安心感と
か、自己責任の問題ですよね。かかった人は自
粛しなかったんじゃないか、ルールを逸脱した
人ではないかと思われます。

Ｉ：コロナにかかったのも「あんたが悪いから」
みたいな。かかったほうに責任転嫁されるのか
もしれません。

Ｈ：感染者に問題があるというように言われて
るかもしれませんね。それは完全に構造的なも
のだと思うんですよ。新型コロナはいろんな疾
患を持っている人がかかりやすいとか、アメリ
カでは所得が低い層で感染がひろがったとか、
いろんな原因がありますから、そういう格差み
たいなものをちゃんと是正せんことにはマイノ
リティのほうが被害を受けます。日本では教訓
にしないといけないのは部落差別であり、ハン
セン病であり、HIV、原発事故地域である福島の
人。海外では、人種差別がありますが、日本人
が持っている差別の根底にあるのは部落差別な
ので、そこをきちっとやらんことにはね。

Ｉ：コロナと部落差別とかハンセン病とかとつ
ながっているのは、知らないわからないから偏

見を持ってしまうとかそういうこと感じます。

Ｈ：今の部落差別というのは、偏見があって、
ネットでどんどん流されているのは、それがわ
からないものだからでしょうね。被差別部落と
いうのはマイノリティですから。やっぱりどこ
にでもいい人と悪い人がいる。例えばマジョリ
ティ 1000 人いて一人が悪いことしたら、その
個人が悪いってことになるけど、マイノリティ
は 10 人くらいしかいなくて一人が悪いことした
らそのマイノリティ全部が悪いということにな
ってしまう。そういう社会心理的なものがある
んだろうと思うし、マイノリティとマジョリテ
ィの関係というのはあるんでしょうね。そうい
うのを自覚せんとあかんでしょうね。部落差別
のことを自覚して学んでいたら、コロナ差別と
か絶対したらあかんというのはわかるように思
います。

Ｉ：そうですね。知らない間に身につけてきた
ものはあるんだろうなとは思いますが、自粛団
とかにつながっていったりするのが怖いです。

Ｈ：それが YouTube の講義の最後に言ったヘイ
トのピラミッドですね。差別行為は、最後には、
大量殺戮につながっていきます。
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にとってはすごく都合のいいことですよね。昔
のようにメディアが一方通行ではなくインター
ネットでいろんな意見をすくいあげますから。
ただ怖いのはフェイクですね。フェイクニュー
スが人を不安がらせる。権威のある人が言うた
ら余計。そういうフェイクを見抜く力がいりま
す。難しいですけどね。フェイクが出やすいの
は正確な情報を流さないからでしょう。

Ｉ：フェイクが世論を創るし、もしかしたら力を
持っている側がそれを利用することもあるかも。

Ｈ：あるでしょうね。この危機をどう乗り越え
ていくかというところは大きいと思っています。
いろんなところでアピールというか抗議という
か、発信していくことが大事だと思うんです。
発信してなかったら向こうの ( 差別者の ) 思うつ
ぼですから、それちがうんやとか、こういう見
方がありますよとか、あと気づきみたいなこと
は発信していくことが大事だと思います。今後
も尼崎大学で発信していこうと思っています。

( 終 )

Ｉ：もともとある差別意識にコロナ差別が入っ
てきて余計に差別が強くなるというようなこと
もありますよね。

Ｈ：自分が安心するんでしょうね。自粛、自粛
ということでかなりストレスとかがたまってい
ると思いますし、今、非日常ですからね。若干
逸脱した人が出た時に、だから、あいつら悪い
んやとたたくとかいう風潮が強くなってしまう
と自粛警察みたいになってしまう。市民たちが
相互監視という形で自粛を互いに監視する警察
みたいな形になる方が、お金はいりませんね。
経済的に店などを閉めるということに関して、
ほんとは自粛したくないけども貼り紙されたり
投書されたりするから止めざるを得ない。そう
いう相互監視みたいな形がシステムとして、国
の方は楽かもしれません。差別あかんというの
は、きちっと声を上げていかなあかんと思いま
す。そういうのを利用して差別扇動するものが
いてると思うので。

これからも発信していく

Ｉ：コロナとかの感染症ではハンセン病もそう
ですけどうつるとか『ケガレ』と『キヨメ』で
いうと『ケガレ』に近いような意識があるのか
なと思ったりしました。

Ｈ：そうです。そしてハンセン病も同じように
市民が監視するという歴史がありました。市民
が相互に監視するってことはある意味、権力者

「みんなの尼崎大学」オンラインゼミの
細 見 さ ん の パ ー ト よ り https://youtu.
be/7OmHgEIYJIo
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新型コロナウイルスの影響を語る

                   ～子育て広場や子育てのこと～
八尾市内の 4 か所のつどいの広場（からりん広場、つどいの広場 夢実人、シャボン玉、ぽっかぽか）に関わる

人たち４人に集まってもらってコロナの影響について話してもらいました。つどいの広場や、家庭のことなど

ZOOM を使ってわいわい語りました。

＊つどいの広場とは乳幼児（おおむね 3歳まで）とその保護者が気軽に集い、交流したり相談できる場所です。

子育てつどいの広場への影響

司会：影響はどうですか？
Ｍ：子育て広場は人と人が交流するところなん
で、活動の根本ができなくて、すごく影響が大
きいです。
Ｙ：はじめは利用者のお母さんたちの声は何も
聞こえてこなかったんです。利用者に電話をか
けるようになって、今は慣れましたって感じで、
煮詰まっているような人があまりいないと感じ
ています。この状態で２か月もたっているから、
慣れたのか・・・
Ｎ：うちの広場でも、交流ができないので、利
用者さんに電話をここ２週間かけています。気
持ちの変化を言うようになってきました。こち
らから電話を掛けることで、しんどくなってき
たことを言いやすくなったのかな。電話をかけ
てくるお母さんも出てきました。子どもがこの
間成長することに対しての不安を感じています。
Ｙ：ひとりひとり利用者さんに電話を掛けまし
た。数人大変そうに感じました。今はだいじょ
うぶになったのか、封鎖されてすぐなら、大変
だったのか。今は２か月たっているので、それ
なりに向き合える余裕がでてきている人もいま
す。でも一概にともいえない。もう慣れたとい
うけど慣れがいいことかも言えないとも思う。
それぞれの家庭の背景や大変さを話してくれて
るとも思えてない。電話をかけてもすぐにそつ
なく終わる人と、おとなと話しかったと 3 ０分
以上話してくれる人もいました。

広場のこれから

司会：広場でこれから気を付けることは？
Ｙ：６月１日から開けるけど行政から一人４平
米といわれていて、からりん広場、夢実人共に
利用は１０人くらいかと話はしています。０歳
児もひとりと数えます。開催にあたって予測と

していろいろ考えるけど、実際に開けてみない
と、どれだけの人が来るのかわからない。参加
の基準超えたら断らないといけない。入れ替え
制にする予定です。
司会：シャボン玉は
Ｎ：確定はしてないけど、普段はつかっていな
い２階をつかおうかという案も出ています。
司会： S N S などの I T ツールの活用やオンライ
ンでの交流などの予定は？
Ｎ：うちは考えてないです。はじまってからの
不安はあります。
Ｍ：Z O O M はハードル高いようだったので、
インスタアカウントを新設しました。最初は、
インスタの使い方や、ネタ探しに、戸惑ってい
ましたが、ストーリーで、質問や、アンケート
などをとると、気楽に返事してくれたりしまし
た。匿名性があり、フォローしなくても見るこ
とができるので、気軽に広く繋がれるのかな？
と思いました。その分、リスク管理にも配慮し
ながら。
司会：今の若いお母さんが入りやすい工夫がい
るかもしれません。
Ｍ：電話をかけるのもよかったと思います。何
度かかけましたが、開催が決定していない時は、

「なんとなくやってます」って話してくれていた
ママが、開催決まったと伝えると、「うれしい！
泣きそう！」って言ってたのを聴き、がんばっ
てたんだろうなと、思いました。
これからの広場の新しい多様なつながり方の模
索が必要と思います。

お母さんたちの思い

Ｇ：スーパーで広場の利用者さんにあうことも
あるんです。実際に会って話すと、健康診断、
１歳半検診とか３歳検診とかがないことの不安
をいわれました。
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Ｎ：保健所からは電話はかかってくるそうです。
なんかあったら電話してって。
Ｇ：４か月検診は再開するそうですね。
司会：小さい子を抱えていると不安が出ました
が、小学生を抱えている方はどうですか？
Ｉ：上の高学年の子は、不登校の傾向があるので、
学校でのクラス３つに分けてる分散登校が逆に
いいようです。いやがらずに、いってます。10
人ちょっとの教室がいいようです。下の子はは
やく通常どり学校がはじまってほしいようです。
あと心配なのは勉強がついていけなくなること。
まえの学年の３学期でわからないことがそのま
まになっているなど不安です。
司会：学力保障の問題もありますね。　
Ｍ：表面上はしんどそうに見えないけど、お母
さんたち、しんどさの向こう側にいると思うん
です。今からコロナがどうなるかもわからない。
急に休みになったときの不安と、何の方向性も
示されない不安。６月から再開することへの不
安とか感じます。
Ｙ：安易に言うのはどうかと思うけど、でも、
私はお母さんたちにも力あると思ってるんです。
この２カ月を過ごして、なんとかできるんちゃ
うかなっていう自分の力を確認するというか、
今の広場の利用者さんのなかにもそんなお母さ
んいてると思ったんです。うまく言えないけど、
わるいことばかりではないと。

家庭では

司会：コロナで、今まで、育児にかかわらなか
ったお父さんが家にいて育児にかかわるように
なるなら、マイナスだけでないかもしれませんね。
Ｇ：私は最初はうれしかったですよ。夫が家に
いてるから、ご飯作ってる時子どもの相手して
くれるし。最初は子どもと遊んでもらえる、家
族でいれると思ったけど、２週間いられるとさ
すがに。それがしんどくなったんですね。家族
の分３食つくらなあかん、というのはつらかっ
たです。給食のありがたみをしみじみ感じまし
た。あと、子どもの成長を確認できた時間でも
ありました。できへんって思ってたことが、や
らせたら、結構自分でできるんやなと、マイナ
スばかりでないですね。でも食費が上がる ( 笑 )。
何も買うものないのに無性に買い物に行きたか

ったですね。
司会：それは家にいたくないから？
Ｇ：子どもがずっとスマホさわってる姿見たく
ない。朝から、パジャマでいる夫の姿にいらい
らとか。たまに休ましてあげよと思うけど、こ
れだけ休み続くとね。ラインのタイムラインと
かで、こんな料理作ったとか、ベランダでバー
ベキューとかの友達の投稿見ると、自分とこそ
んな楽しいこと特別にしてないから、できてな
くて反省したり。別に人と合わせる必要ないけ
どと分かっていても。できてないことにすごい
プレッシャーになったりとかしました。
司会：いいなあ仲良し家族とかつくれてみたい
な感じありますよね。
Ｇ：みんなが楽しそうなのをアップするから、
そうできてない自分がつらかった。子どもがか
わいいと思うのに、こんなに時間あるのにでき
ない自分を責める。

しんどさを抱える親たち

司会：子どもには栄養のあるもん食べさせない
とあかんとか世間の圧力みたいなもんあります
よね。こういう状況で、困難を抱える親、子育
てで不安感じてるリスクの高いお母さんはどう
なんでしょ？
Ｉ：子育て広場とは別の入り口が困難やリスク
を抱えるお母さんにはいるのではとしみじみ思
いました。今回、虐待、ＤＶなどのリスクのあ
るお母さんたちと広場はつながりきれていない
なあと思いました。
司会：そういうしんどさを抱えてるお母さんは
ひろばにいきにくいかもしれません。しんどい
お母さんが集える場所が必要かもしれません。
そういうお母さんにとってひろばに集う人達は、
幸せそうに見えるかもしれませんね。実際はそ
うでなくても。
Ｍ：今回はいろいろほんとに考えました。子育
て広場もするし、虐待防止、子どもの権利など
違うフェーズで取り組むことも必要なんかもと
思いました。
司会：しんどさを抱えた層のお母さんたちのケ
アも大事なテーマですね。
今日はありがとうございました。
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世人やお加盟団体にきく
           新型コロナウイルスの影響

　新型コロナウイルス感染拡大が、様々な分野に影響を及ぼしています。世人やお加盟団

体も例外ではありません。障害者、子ども、外国人にかかわる４つの団体に法人運営、当

事者の皆さんの日常の変化、第２・３波が予想される中で、今後どういったことに気をつ

けながら活動を続けるかについて聞いてみました。

NPO法人みのりコミュニオン
代表　岡田猛さん

　法人運営は大打撃です。緊急事態宣言から開所
日と開所時間を減らすことにしたからです。すで
にコロナウイルスに罹っていながら自覚症状のな
いままメンバーさんと接触して、感染させてしま
うことへの懸念も職員から出され、やむを得ない
かと思っています。
　コロナウイルスに対するメンバーさんの受け止
めも様々です。コロナのニュースが毎日報道され、
心細いので作業所に来たいという方もいれば、や
はり外出によって感染リスクが高まるので来られ
ないという方もいます。ただ、うちを利用するメ
ンバーさんは、普段から行動範囲がせまく、社会
との接点が少ない人が比較的多いです。なので作
業所に通うことは、日常生活のルーティンワーク
です。その一角が崩されることで、ストレスが高
まる人もいます。逆にだからこそ感染リスクはあ
るけど作業所に通いたいといと思う方もいます。
いずれにしても、メンバーさんは精神にかかわる
人たちですから、ストレスが継続することで症状
が悪くなる方もいます。中には毎日不安で電話を
かけてくる方もいますからね。
　６月１日以降、作業所運営も徐々にもどしつつ
ありますが、予防対策などには注意を払いながら、
メンバーさんが安心して通える場所になるように
していきたいと思っています。
　いまとても心配なことは、作業所に通えている、
あるいは私たち接点のある当事者の方はまだ良い
かと思いますが、そういう場所をもたず、家にこ
もりっぱなしの精神障害者の方がどういう状況に
あるのかが気になります。マスコミを見ていても
取り上げ方が少ないと思っていて、それだけ状況
がつかめていないのではないかと思っています。

CAP プロジェクトやお
代表　梶山恵美さん

　CAP では今現在、月に一度の定例会はメンバー
が集まることが出来ずオンラインで開催していま
す。CAP のワークショップを小学校３年生に毎年
とどけているんですが、学校が休校でまったくワ
ークショップができなくなっています。プログラ
ムはクラス単位で、子どもたちと対面なので、飛
沫も、ソーシャルディスタンスも課題で悩んでい
ます。
　メンバーはワークができなくなっていて、ワー
クの謝礼がはいらなくなっています。CAP がボラ
ンティアでないのは、内容に責任をもって、ちゃ
んとワークを届けたいと思っているからなんです
が。CAP プロジェクトやおは法人ではないので、
団体としての給付金の申請ができないという問題
もあります。
　ワークショップというのは子どもたちと距離が
近いからこそ、本音を聴ける空間ができ、子ども
の気づき、成長につながっていると考えています。
ですが今年度、本来の形がどうしても取れない中
で、せめてパンフレットを配ることはできないか、
CAP の絵本を読むことはできないか等考えてはい
ますが、やはり、本来はワークショップしたから
こそ届く内容だと思うので、悩ましいです。少し
でも子どもたちの力になれる形をメンバーで模索
しているところです
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NPO法人トッカビ　
代表理事　朴洋幸さん

　運営資金面ではコロナウイルスによる直接な影
響はありません。しかし、事務所で開催している
外国人を対象にした日本語教室や、安中人権コミ
ュニティセンターを使用して実施している外国ル
ーツの子どもにかかわる事業は休止せざるを得な
い状況でした。
　トッカビでは、ベトナム語、中国語、韓国語対
応の相談事業を実施ししていますが、当初はコロ
ナに感染した時にどの病院にいけば良いのか、検
査はどこで受けられるのかといった相談がありま
した。また 10 万円の特定給付については、いつ
もらえるのか、から始まり申請の仕方についての
問合せも出てきました。就労では、出勤日を大幅
に減らされ収入が前月の半分になった人もいまし
た。コロナウイルスの影響は、日本人、外国人に
関係なく派遣切りや雇い止めなど問題が発生して
いますが、それにどう対応できるかは、日本語が
十分理解できるかどうかで差が生まれます。貸付
制度をなんとなく知っていても、どこへ行けばよ
いのか、必要な書類は何か等サポートが必要にな
ります。
　緊急事態宣言が解除され出来うる感染予防対策
をした上で、６月から日本語教室を再開しました。
解除されたとはいえ、感染について警戒している
人も多く、一挙に参加者が戻ってくるとは思って
いなかったのですが、待ち望んでいたかのように
多くの人が参加してくれました。とても嬉しかっ
たです。集える場の必要性を感じました。
　当面、公共施設が休館のため、せまい事務所を
使った活動しかできませんが、少しでも外国ルー
ツの人たちが集まれる、困った時には相談できる、
そんな場所であることを自覚し、やれることをし
ていきたいと思っています。

NPO法人自立生活センターやお　
代表理事　阪本美津雄さん

　４月からスタッフは交代で在宅ワークに切り替
えています。私自身も５月末まで在宅ワークにし
ていました。法人運営については、ガイドヘルパ
ー事業が大打撃です。不要不急によって障がい当
事者が外に出なくなりました。そのために法人と
してもつらいですが、ガイドヘルパーさんも収入
が減っています。私のように自宅介護が必要でヘ
ルパーさんが来ていますが、これも心配なところ
です。私自身怖さもありますが、ヘルパーさんも
そうだと思います。しかし、ヘルパーが来ないと
日常生活に支障をきたすわけですから。一方で、
相談支援事業のほうは減りません。場合によって
相談員は自宅へ訪問しての対応もしてくれています。
　センターには、聴覚障がい者が週１回ですが、
集まって手話でコミュニケーションできる会があ
りがんばっていましたが、非常事態宣言が出てか
ら残念ながら解除されるまで休むことになってし
まい当事者の方に迷惑をかけました。また、多く
の障がい当事者は、感染を恐れて外出を避け我慢
していたと思います。仕方ないことですが。それ
と、私たちが集まりのために利用している、市立
障害者総合福祉センターや福祉会館も休館してい
るため、必然的に外出するところ、集まるところ
が奪われてしまっています。そんな中、センター
が開いていると、わずかな時間でもふらっと寄っ
てくれる人がいました。本当は、この間センター
では相談員が複数交代で勤務、ヘルパーステーシ
ョンも当日担当のスタッフだけが交代で勤務し、
ピアの相談員は自宅で待機、電話が掛かってくる
のを待つだけでした。でも、事務所が開いていて
中に見慣れたスタッフがいたのでつい寄ってくれ
たのです。センターさえも閉めてしまったら行く
ところがなかったでしょう。リモートでのコミュ
ニケーション方法もありますが、会ってたわいも
ないコミュニケーションをとることが障がい者に
は必要なんです。たとえ短い時間でも。センター
があるからこそ日常生活の安心につながる人がい
ると思いたいです。センターが障がい当事者の拠
り所であるために法人運営は苦しくても頑張りた
いと思っています。
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　年明けから新型コロナウイルスの感染が、世
界中に急速な広がりをみせはじめている中、八
尾市人権協会は、八尾市長に「新型コロナウイ
ルスに関する取り組み提案」（３月 18 日付）を
提出しました。３月 11 日には、世界保健機構（Ｗ
ＨＯ）がパンデミック状態であると認定し、八
尾市でも３月８日に一人目の感染者が確認され、
提案前日の３月 17 日時点で６名となっている頃
でした。
　当会は、2009 年に大流行した新型インフル
エンザ流行時、「新型インフルエンザに関する情
報弱者、生活弱者に対する取り組みの提案」を、
八尾市社会福祉協議会と連名で八尾市に提出し、
対策会議の開催並びに共同での取り組みを行っ
てきました。その経験をふまえ、今般の新型コ
ロナウイルス感染拡大に関わっても同様に情報
弱者、生活弱者に対する取り組みが必要である
と考え提案に至りました。
　現在は、2009 年時とは違い SNS の活用等に
よって、個々様々に情報を得られる環境は進ん
できているといえます。しかし、日本語が十分
理解できない外国人市民の場合、日本語発信の
情報は理解することができません。SNS の広が
りによって本国から発信されるニュース等から
母語による情報を得ることはできますが、国や
大阪府、八尾市から発信される情報入手は困難
であり、不安をぬぐうまでには至らないと考え
ています。事実、症状が出ていない外国人市民が、

「検査はどこで受けられるか」、「マスクはどこで
購入できるか」等といった不安を相談してくる
事例が挙がってきていました。情報を得ること
に困難を抱える人々にとっては、より深刻な不
安と混乱につながります。改めて不安を押さえ、
感染の拡大防止をはかるため、通常の一般市民
に対する対応ではなく、配慮を必要とする外国

八尾市人権協会　

新型コロナウイルスの

取り組みを八尾市に提案

人市民に対する取り組みの必要性を具体的に以
下の通り提案しました。
　①新型コロナウイルスに関する正しい理解の
　　ための情報案内文を多言語で作成し配布する。
　②安心して相談できる窓口を開設
　　日本語が理解できない外国人市民のために、
　　期間限定の緊急多言語電話相談窓口の開設。
　③安心して医療行為を受けることができる体
　　制の確保
　　日本語理解できない外国人市民に対応する
　　ための通訳派遣体制の一時拡大措置。
　④小中学校の全面休校について
　　小中学校の全面休校が、保護者の負担につ
　　ながり、様々な影響が出ていることはあら
　　ゆるメディアで報道されている通りです。
　　不安定な雇用形態者ほど、休暇をとること
　　で収入の減少につながり、生活に打撃を与
　　えるといった影響が、今後明らかになって
　　くることが推測されます。政府からは、給
　　与保障の方針も打ち出されていますが、実
　　際に休まざるを得なくなった人たちへの保
　　障につながるかは不透明なところもありま
　　す。これらも含め、小中学校休校解除以降、
　　給与保障問題への相談が増加することを想
　　定して、多言語対応を含めた電話相談窓口
　　の開設。
　その後、外国人市民に対する既存事業を活用
しながら、コロナウイルス対策に関わる多言語
発信、対応のあり方について担当課との協議も
行われ、通訳相談員と保健所との連携や八尾市
ホームページや多言語情報誌を活用しての多言
語情報発信、コミュニティ団体等への周知など
を行っていくことが進められています。
　コロナウイルス感染拡大に対する危機感に加
え、自然の脅威に対して、真っ先に最も厳しい
被害をうけるのが「社会的弱者」「困難を抱える
人々」ではないかと思います。「自然災害は平等
に人々を襲う。しかしその被害は不平等に生じ
る」阪神・淡路大震災が示した事実を教訓に、
今後も当事者の声をふまえて提案していきたい
と思います。

（一財）八尾市人権協会　朴洋幸
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人権についての市民意識調査について

　八尾市では、2016（平成 28）年３月に策定した「第２次八

尾市人権教育・啓発プラン」に基づき人権施策を進めてきたと

ころですが、本計画は 2020（令和２）年度で策定から５年が

経過することから、今年度に見直しを予定しています。

　そのため、現時点における市民の人権についての意識や行動、

意見等を調査し、次期計画の策定に活用するとともに、今後の

人権施策の基礎資料として活用するため、市民意識調査を実施

しました。

　「人権を守る法律や制度、市民の人権意識について５年間でど

う変化したと感じていますか」など、26 問の質問項目になって

おり、その集計結果をまとめた報告書と報告書概要版を作成し

ました。概要版については、出張所や図書館などの公共施設に

配架しておりますので、見かけられた方はぜひご覧ください。

男女共同参画についての市民意識調査

　八尾市では、「八尾市はつらつプラン～

第 3 次八尾市男女共同参画基本計画～」

を 2016（平成 28）年 3 月に策定し、男

女共同参画社会の実現に向けた取り組み

を推進しています。このたび 2020（令和 2）

年度で策定から 5 年を経過することから、

法改正や制度改正、社会情勢の大きな変

化などを加味して計画の見直しを予定し

ています。そこで、市民のみなさまの男

女共同参画についての現状や意識、ご意

見をお伺いするため、市民意識調査を実

施しました。

　男女平等に関する意識については、「男

性の方が非常に優遇されている・どちらか

と言えば男性の方が優遇されている」の

合計が「平等である」を上回るものが多く、

特に社会通念・慣習・しきたりなどで最

も高くなっています。

「男女共同参画についての市民意識調査報告書」

について、詳しくは八尾市政策推進課女性活躍推

進室ホームページをご覧ください。

■男女平等に関する意識について（抜粋）
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世界の人権 33

白根さんと考えよう！

国際NGO「CCPR センター」「ISSYO」所属  白根大輔

感染症と人権

　「原因不明のウイルス性肺炎」が中国湖北省武漢市で
最初に報告されたのは昨年末のことでした。その後、原
因であるウイルスの解明や制御対策が追いつかないまま、
感染があっという間に広がり、世界保健機関（WHO）が
パンデミックであるとの宣言を出したのが今年 3 月 11
日、そしてこの原稿を執筆している五月半ばの段階では
世界中で確認された感染者数は累計約 480 万人、死者数
約 32 万人、感染報告のない国は太平洋諸島と北朝鮮、ト
ゥルクメニスタンのみです（報告されていないだけで感
染が起きている可能性もあります）。これに対し、外出や
他人との接触の規制、消毒、人が多く集まる施設や催し
の閉鎖から、移動や集会の規制、国境封鎖、さらに非常
事態宣言や戒厳令など、個人の生活や自由、社会・経済
活動を厳しく制限するものまで、世界各地で様々な策が
取られていますが、治癒薬やワクチンが未だ無い中、文
字通り世界的な流行となり、医学的のみでなく、経済的
にも社会的にも、これまでにない問題を引き起こしてい
ます。

　ウイルス自体が解明されきっていない段階で、何が効
果的なのか、何をどこまで許容し、どこまで規制するの
か、そのバランスは何を重視するかによって大きく意見
の異なるところでしょうが、個人の権利や自由を制限す
る対策の中には明らかに国際人権法に違反するものがあ
るとの懸念も挙げられています。またいくつかの国では
パンデミック対策を口実に、当局・元首が自らの権力や
統制の強化や批判・市民社会・人権活動家の弾圧をして
いるとの報告もあります。では、このような感染症に対し、
国際人権法では何が許容され、何が規制されているので
しょうか。

　例えば市民権、政治権を規定する自由権規約では、「移
動の自由」（12 条）、「宗教を表明する自由」（18 条第３
項）、「表現の自由」（19 条第２項）、「集会の自由」（21
条）、そして「結社の自由」（22 条）について、「公的な
健康の保護のために必要」であり、一定の条件を満たす
場合、各加盟国が法律を通して制限を設定することが許
容されています。このような制限を設定する場合、自由
権規約加盟国はその詳細について、政府定期報告書を通

して、監視機関である自由権規約委員会へ報告する義務
があります。自由権規約委員会は加盟国定期審査を通し、
そのような制限が許容されるものであるか、違反になる
かを判断していきます。

　同時に自由権規約第４条は、限定された幾つかの条項
に関して、「国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合」「事
態の緊急性が真に必要とする限度において」一時的に「こ
の規約に基づく義務に違反する措置をとることができる」
と規定しています。つまり、今回のパンデミックのよう
な緊急事態の場合、一時的であれば、非常事態宣言や戒
厳令をもとに特定の人権を制限することが可能となって
います。このような規約の義務からの一時的な逸脱をデ
ロゲーション（Derogation）と言います。デロゲーショ
ンを行う場合、規約加盟国はその具体的措置や理由、状
況に関して国連事務総長に連絡する義務があります。無
期限の逸脱は許されていません。また自由権規約第６条

（生命に対する権利）、７条（拷問の禁止）、８条第一項・
二項（奴隷や隷属の禁止）、11 条（契約義務不履行を理
由とした拘束）、15 条（刑罰不遡及の原則）、16 条（法
律の前に人として認められる権利）、18 条第一項・二項（宗
教の自由）からのデロゲーションはいかなる場合にも許
可されません。

　これらの規定をもとに、自由権規約委員会は加盟国に
よって取られたデロゲーションや、それに相当する行動
について、それが果たして許容されるものか、違反とな
るかを判断していきます。といってもその判断にはそれ
ぞれのケースの入念な審査が必要ですし、地域・国レベ
ルでパンデミック対策を取る人の中に、これら規定につ
いて知っている人はどれだけいるか。多くの場合、医学的・
経済的な懸念が対策の中心となっているのではないでし
ょうか。中には公然と人権は無視して良い、と言うよう
な言動を取る人たちもいます。

　自由権規約委員会はその他国連機関と同様、パンデミ
ックの影響で今年三月から会議が中止となり、当面、加
盟国審査ができなくなっています。七月に予定されてい
る会期では、オンラインで可能な作業は行われますが、
加盟国審査は今後の会期へ延期となりました。パンデミ
ックの最中、加盟国による人権問題への対応や脆弱な位
置に置かれた人々の権利保護がなおざりとなったり、感
染対策として取られる行為に明らかな自由権規約違反が
あったとしても、それを指摘し、改善勧告をすることは
当面できない状況です。

　新型コロナウイルスは、感染症が人権に及ぼす影響だ
けでなく、国際人権システムの弱点も浮き彫りにしてい
るようです。
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環境カウンセラー/ケアマネージャー　

新

中辻えり子

2020年晩春～初夏
               （雑記帳からⅡ）

　2020 年４月。いつものように自転車通勤を続けて

いました。違った風景は…。

　その①、行き違う自転車や歩く人の姿が見えない

（！ ) こと。その②、人の姿が見えないからか、カラ

スの数が多く感じられて、ごみ出しの日はネットを

かけた袋をつつくそばを急いで通りぬけてもまるで

傍若無人。その③、旧 170 号線に合流する手前の路

上左側でケリ（羽先が茶色で体は白く、長い足。や

まんねき（八尾の東部）の田畑や空でよく見かける鳥）

と、その横に小さい鳥が目に入ってきたと思った途

端、甲高い鳴き声が聞こえて右を向くと、こちらを

襲ってくるような勢いの別のケリの姿が。親鳥（オ

ス？）だったのでしょう。左の大小２羽は、親鳥（メ

ス？）とヒナのようでした。敵（私）に対する威嚇

の態度だと気付きました。その④、３月頃から＜埋

蔵文化財発掘調査中＞の旗が立っていた休耕地付近

で発掘が始まりました（郡川地区）。毎日の通勤途中

の道横です。遺跡を示す白線が引かれてるようにな

り、調査員らしい方に声をかけると「弥生時代後期

です。卑弥呼の前。」と、教えてくれました（その数

日後には、土器の出土も確認！）。新型コロナウイル

ス感染拡大で、全国に緊急事態宣言が発令されたあ

とで「不用・不急の外出は避けてください。」の放送

が聞こえるようになっていました。（質問されたら「通

勤の途中です。」と答えるつもりで通っていました。）

　勤務先併設の医院・老健施設玄関に設置のスリッ

パや待合室の書籍や雑誌は撤去され、外来窓口には、

透明のビニールシートで仕切りが作られました。デ

イケアでは、利用者の方が対面とならないよう椅子

の配置を変え、テーブル席の隣も空けての対応にな

りました。老健施設へは御家族が週に１回程度洗濯

した下着や衣類を持って面会に来られていますが、

全て、玄関での受け渡しで、入所の方との面会は禁

止が続いていました。相談業務で利用者訪問（少な

くとも月１回）時は媒介とならないよう注意を払い、

サービス事業所への訪問を控えたり、会議開催は文

書確認で…等。そんな中でも、急な入院や退院他新

規の介護相談等で、他病院を訪れることはあり、さ

らに注意です。

　感染拡大のニュースが続く中、他事業所での感染

者の発生（利用者家族の感染や職員の感染）の情報も

入ってくるようになり、関わっている利用者の中に

は、通所を休まざるを得ない方や自粛して休まれて

いた方もおられました。通所を続けておられる方達

は皆お元気で過ごされていたことはなによりでした。

　毎日のニュースからは、聞きなれない言葉が増え

て日常化してきました。ステイホーム、クラスター、

パンデミック、ソーシャルディスタンス、大阪モデル、

東京アラート、「三密を避ける」等々…そして、新型

コロナウイルス感染終息とならない状態での「新し

い日常生活」をすすめる緊急事態宣言の解除（５月末）

のあと、小学生や学生が、通勤の人達が、道を往来

する人や車内の人も皆マスクをつけています。感染

の状況や対策ほか最新情報は刻々変化しています。

以前にこれが「正解」とされていたことが間違いで

あったり、修正されることも。直近では、熱中症予

防に１時間に１回は水分補給、周りを確認して適宜

マスクを外すことをすすめるニュースも流れるよう

になってきたところで、厚生労働省から＜全世帯に

配布＞の布マスクがようやく我が家にも届きました。

数週間前から、外環状線沿いにある企業の立て看板で

表示されていた内容と同じ説明書が入っていました。

　老健施設では、面会可能の判断が下りて、入所者

と家族の面会が始まりました。消毒・体温測定をして、

時間は５分程度で一人のみと制限はありますが、明

るい声が聞こえてきます。２月後半から３カ月ぶり

の再会で、距離を取りながら、お互いの顔を見合っ

て「会いたかった。」の言葉を交わす方や涙を流す方、

以前と同じ調子で会話が飛び交う方も。立ち合いの施

設相談員、職員は注意しながら対応を続けています。
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おすすめ本

　コロナ終息まで時間がまだかかりそうな気配
です。
　みなさんは、どうお過ごしですか？
　ご存じのように感染症と人類の戦いは、今に始
まったわけではなくて紀元前 14 世紀にはその痕
跡が見つかっています。そして、人と物の動きが
盛んになっていくと、感染症が世界的に拡大して
いき、民族対立やデマの蔓延も起きてきました。
　『感染症対人類の世界史』は、対談形式ですす
むので、サクサクと感染症の歴史を辿れます。
　例えば、インカ帝国がスペイン軍に敗れた原因
のひとつに感染症があったし、宗教革命の裏にも
感染症があったなんて、知っていました？

　冷戦下のアメリカとソ連が協力した結果、天
然痘が根絶しました。でも、ポリオの根絶には、
9・11 が深い関係があって進展を阻んでいるって
こと、知っていました？
　この本を読んで、感染症と人類の歴史を学んだ
ら、次は自分たちが新型コロナとどう向き合い対
応していくかを一人ひとりが考える番です。デマ
に惑わされて、どこかの人や、どこかの国のせい
にすることなく、対処していけますように。

ポプラ新書　
感染症対人類の世界史　　
池上彰＋増田ユリヤ

日常生活の変化

　４月、緊急時態宣言が７つの府と県に発令され
た。６日に出され、７日から施行。
　事業所からも「通院どうするのか」尋ねてき
た。作業療法の方が「重要」だったので、でかけ
た。私は理学療法の通院できない葛藤があったけ
れど、５月はいけると思い込んだのが間違いだっ
た（その時は緊急事態宣言が延長になるとは、考
えていなかった）。
　医療現場にも困窮の状況がテレビ画面で伝わっ
てきた。ようやく社会に何が起こっているのか理

解し、私なりに心の整理をつけることが出来たの
である。
　自宅にいる生活。独りで行く買い物にも変化が、
それはエコバックに買った荷物を入れてもらえな
いという店内アナウンスが流れていた。けれど、
お願いをしたらレジの方にしてもらうことが出来
たので良かった。日々の日常生活で何気なくして
いることも「できない」という社会になり始め、
大変なことになったと改めて思った瞬間だった。
　『コロナ』のことで、日々の生活は変わっていた。
自立生活センターも「在宅勤務」に４月８日から
５月末までになった。休みが続くと果たして、セ
ンターへ行くことができるのだろうか？独りで生
活するのは慣れているけれど、在宅生活から元の

「仕事」への生活リズムに戻ることが出来るのだ
ろうか？と不安が残る（襲ってくる）今日この頃。
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　日本の刑務所を初めて撮影したドキュメンタリ
ー映画。「島根あさひ社会復帰促進センター」は
官民協働で運営され、効率的な設備と TC( セラピ
ューティック・コミュニティ = 回復共同体 ) を取
り入れた新しい刑務所として注目されている。

Ｅ：明るい椅子が並んだ映画タイトルからは日本
の刑務所とは全くわからなかった。以前に観た坂
上監督の『トーク・バック　沈黙をやぶる女たち』
はアメリカの女性受刑者のドキュメンタリーで、演
劇を取り入れた回復プログラムに驚かされました。
Ｉ：この映画も「暴力の後」をテーマにしてるか
らぜひ観たかった。島根あさひは男ばかり 2,000
人、犯罪傾向が進んでいない人が全国から来てる
んだね。刑務作業や自動化された生活の流れ、TC
を受ける様子を 2 年間撮影してる。許可が取れる
まで 6 年もかかったらしいよ。
Ｅ：TC、まさにそれがとても興味深かった。明る
い写真のタイトルそのまま、40 人ほどの受刑者
が輪になって、椅子に座って話している。自分の
ことを話す、みんなは聴く。時々笑いも起こった
りして。
Ｉ：いきなりはあんなに話せなかったと思うよ。
プログラムの成果だろう。支援者の進め方もうま
いしね。信頼関係がないと話せないよ。
Ｅ：ワークショップみたいにルールはあるのか
な？ 4 人グループで物語を作るとか、ここに来る
までの自分の生い立ちを相関図にして話すとか、
安心な場でないと出来ないことばかり。
Ｉ：語り合うことで仲間意識というか支え合う感
じになってる。なんでここにいるのか、自分と向
き合って言葉にしていくのは簡単じゃないだろ
う。人の話から自分も同じような経験をしてたな、
そういうことかとわかることもある。
Ｅ：少年刑務所の話で、罪の意識がない、自分は

むしろ被害者だと思っている少年たちがいると聞
きました。認知の歪みがあると指導が噛み合わな
い。なんでここにいるか分からないままで更生は
難しいですよね。
Ｉ：この映画が取り上げた 4 人の若者は、窃盗や
詐欺、強盗傷人、傷害致死と罪状はいろいろ。事
件の状況をロールプレイで再現して、何が起こっ
たか、どんな気持ちか、聴く話すを繰り返す。気
持ちを言葉にするまでがきっと大変で、言葉を獲
得していくとも表現されてた。
Ｅ：刑期を終えてから支えてくれる人がいるかい
ないかも大きい。TC を受けた人は再犯率が低い
と言われてますが、思うような仕事につけなかっ
たり、前の仲間から誘惑もある。
Ｉ：出所後、保護会の集まりに参加して近況を話
す場面もあった。大阪市内の公園では食事しなが
ら、TC の支援者も一緒に参加してて楽しそうだ
った。
Ｅ：「出所して万引してしまった」と話す人に、「も
う絶対して欲しくない」と訴える人。言える場が
あって、真剣に怒ってくれる仲間もいてよかった。
Ｉ：支え合い、認め合い回復していく。これはも
っと身近なところから出来ることだろうね。
Ｅ：自分と向き合う作業は、辛くて認めたくない
こともある。子ども時代の虐待や差別の経験もた
くさん話に出ました。その時は押し込めて無いも
のにしてたもの。吐き出して楽になったと言う声
に、ほんと重かったんだろうなと胸が苦しくなり
ました。罰だけでは繰り返してしまう。彼らの話
を聞いて、もっと子どもを大切にする、回復を信
じ支え合う社会であって欲しいと強く思いました。

プリズン・サークル

～僕たちがここにいる本当の理由～
(2019 年　日本 )

監督／坂上香
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＜新型コロナウィルスの猛威の中で生き抜くということ＞

池谷　麻幸

　現在世界中で猛威を振るう新型コロナウィルスによる人間社会の危機は、日

本では、大東亜戦争以来のものである。もちろん私には、生まれて初めてのこ

とである。この危機を、自分は大丈夫だろうと、甘く見てはいけない。そのツ

ケは全人類に降りかかる。

　コロナウィルスを撲滅するということではなく、コロナウィルスと共生する

と考える方が現実的である。

　ウィルスと共生、というと誤解されてしまうかもしれない。人類がこの地球

上に現われて以来、人間を襲うウィルスと人間との闘いはずっと続いてきた。今、

両者は闘いながらお互いに生き続けている。

＜主観と存在との関係、死の考察＞

　人間は、時間、空間が無いところでは物事を認識できない。

　故に死後の世界は人間には分からない。Kant もおそらく、似たようなことを

考えていたのだろう。主観が無かったら存在はない？

　この関係を解明することは難しい。

　

＜障碍は不幸ではない＞

　障碍は不幸ではない。というのは、障碍者の健常者に対する強がり、負け犬

の遠吠えか？私は、必ずしもそうは思わない。人はプライドが無いと生きてい

けない。

　他人から、お前は哀れだ、とは見られたくない。
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■世界人権宣言八尾市実行委員会（世人やお）は、

人権尊重のまちづくり、ネットワークづくり、市民

活動支援を目的に活動しています。活動に参加して

くださる、また支援してくださる会員を募集してい

ます。詳しくは右記へご連絡下さい。

　　　○団体会員：年額１口　　５０００円

　　　○個人会員：年額　　　　２０００円

　〒581-0004　八尾市東本町3-9-19-312   八尾市人権協会　

　世界人権宣言八尾市実行委員会　　TEL072-924-9853

　　      E-メール　　     oyaoya@oyaoya.org

チャレンジ♪

まちがいさがし

⑱

　世人やお的世界人権宣言第1条。
「みんなおんなじ大切な人なんです」
上の絵が正解。下の絵は、まちが
いが５つあります。探して下記ま
で送ってくださいネ。

歌詞紹介

この地球に生きている人はみんな、自分らしく自由に生きていくのです。

ひとりひとりの大切さや、生きていくためにしてもいいことは、みんなおんなじです。

もし、うまくいかなくて　こまったら力をあわせましょう。

命はひとつ 人生は 1 回
だから 命を すてないようにネ
あわてると つい フラフラと

御国のためなのと 言われるとネ

青くなって しりごみなさい
にげなさい かくれなさい

御国は俺達 死んだとて
ずっと後まで 残りますヨネ
失礼しましたで 終るだけ

命の スペアは ありませんヨ

命をすてて 男になれと
言われた時には ふるえましょうヨネ

腰抜け ヘタレ ひ弱 で結構
どうぞなんとでもお呼びなさいヨ

死んで神様と 言われるよりも
生きてバカだと 言われましょうヨネ

きれいごと ならべられた時も
この命を すてないようにネ

作詞：上野瞭・加川良    作曲：加川良
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正解者には、世界人権宣言
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