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八幡隆司さん
（NPO 法人ゆめ風基　事務局長）

防災について考える ～豪雨災害に備える～

12月 3日中河内障がいフォーラム　学習会

 安否確認の見直しを！

　中河内障害フォーラムには何度も来ていて、い
つもは地震の話題ですが、最近は地震より豪雨災
害の方が多くなっています。今まで台風被害はあ
まりなかったが、2019 年も九州北部豪雨、台風
15 号、19 号と豪雨災害が起きています。温暖化
で降雨量が年々多くなっているといわれており、
これから豪雨災害も増えるんじゃないかと思って
います。
　豪雨災害時に安否確認名簿があまり使われてい
ません。要援護者の安否確認に災害対策基本法で
避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付け
られていますがほとんど役に立っていません。名
簿には同意名簿と不同意名簿というのがあり、同
意名簿は事前に本人の同意を得て災害の発生前か
ら町会などに開示できるものですが、不同意名簿
は本人の同意がなく、災害発生後しか開示できま
せん。普段は役所の中にあり、町内会では個人情
報で大事なものだからと金庫にしまって見たこと
がないということもあります。また名簿が作成さ
れたのが、身体障害者手帳を出した時のものなの
で、固定電話の番号で携帯電話番号が載っていな

い、自治体によっては障害種別が載っていない
ところもあります。安否確認方法の見直しが必
要です。

 台風の時は早めに避難

　そんな中でグループメール、グループライン
などが役立ったということを聞いています。ま
た、雨の時は避難所に行かないように言ってい
ます。自治体によっては台風の時は食料や毛布
を出さないで自分で持ってくるように言うとこ
ろがあります。住民はそんなことを知らずに着
の身着のままで避難所に来て硬い床の上で過ご
さないといけません。それでも台風がきたら避
難してよかったということになりますが、もし
台風がそれたりしたら、もう避難しなくていい
かということになる。それなら、できる限り安
全な友達の家とかでみんなで楽しくお茶でも飲
みながらわいわいして気楽に一晩を過ごせば雨
の災害は何とかなることが多いので、毛布も水
もない避難所で過ごすよりはいいと思います。
　台風の時のヘルパー派遣についてですが、ヘ
ルパーさんは「台風だから休んでいいですよね」
と言いますが、事業所は「障害者の生活がある
んだから行ってください」と言います。ヘルパ
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普段、コミュニティがないから避難所が完全なバ
リアフリーでも障害者は行きません。知っている
人がいないからです。障害者差別解消法が施行さ
れて 1 次避難所を開設するのは行政の義務です。
これまでの避難所では物を平等に配るという平等
性が重視されてきましたが、障害者への合理的配
慮では結果を同じにする合理的配慮が求められて
います。これがなかなか理解されません。視覚
障害者のために掲示板の文字情報を音声にすると
か、聴覚障害者のために音声をプラカードに変え
たり、車いすユーザーのために一人あたりの面積
を広くするなどを 2 次避難所でなく 1 次避難所で
行えばいいと思います。呼吸器ユーザーで自分の
小学校で避難していた例があります。重度障害だ
から避難できないわけではないです。障害者一人
一人の状況をみて福祉避難所かどうかを決めるの
ではなく、避難所全体の状況がどうかで決まりま
す。通路を確保し、備蓄品を置いておくとか、車
いすや杖を置くとか、わからないことは関係機関
にすぐに聞き、最後に当事者と話して決めるとい
うことが普段からできていないことが問題です。

 最大の防災は日ごろからの地域とのつながり

　自分が災害の時にどうなるか、まずハザードマ
ップを見てほしいです。どういう行動をとるべき
か、時間軸で考えることです。午前中に、午後 4
時ごろ台風が来ると言われているときにどうする
か。雨が強くなったら？家族の連絡先は？どこに
避難するのか？だれかの家に行くのか？どこに行
くのか考えて、次に何が必要か考える。最近の備

ーさんがそこへ行くときに強風で看板が飛んでき
て当たったなどということがなかったからよかっ
たようなものの、ヘルパーさんに事故があったと
きにどうするのか、障害者の生活だけを考えてヘ
ルパーさんに行ってくれということでいいのかと
思います。ヘルパーさんが行くのではなく、事業
所へ利用者さんに来てもらうという方法で支援す
る方がよいのではないでしょうか。ヘルパーさん
を派遣して、怪我した場合、業務上過失があると
思います。普段の保険で補償されるのかどうかわ
かりません。また作業所が休みでも利用者さんの
家がハザードマップの真っ赤なところにあり、作
業所が安全なところにあるなら来てもらって一家
全員が避難する場所にできなかったのだろうかと
も思いました。
　台風では困ったことがろいろありました。朝早
くからヘルパーを長時間派遣したところもありま
した。マンション住まいの利用者さんには電気が
止まって水が出なくなるかもしれないので、お風
呂に水をためておいたり、飲料水を確保してくだ
さいとグループラインで流したところもありまし
た。停電が命取りです。医療機器はメーカー保証
がないので、バッテリーが安全なのかも考える必
要があります。

 1 次避難所から合理的配慮を

　福祉避難所というのがありますが、それは開設
の遅い２次避難所が福祉避難所とされています。
当事者である障害者の意見は聞かれていません。
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蓄品は 5 年の長期保存のものは無駄だと言われて
います。1 年とか半年で災害を意識して見直す普
段のものでいいです。あとカセットコンロとガス
があればお湯を沸かしてカップラーメンが作れま
す。住まいでは普段使いするもので備えて下さい。
また目黒巻※というツールを使って 24 時間でい
いので、災害が起こった時の行動計画を考えてみ
てください。
　災害時の課題として、普段サービスを受けてい
る人は安否確認されるが、福祉サービスを受けて
いない人は安否確認から漏れてしまうということ
があります。また屋根の瓦が飛んだ時、ブルーシ
ートを張るなど相談支援センターも福祉の要求だ
けではないので、どういう対応をするのか考えて、
支える人を地域で作る必要があります。最大の防
災は日ごろから様々な関係を構築し、障害者自身
が地域の人とつながっているということです。障
害者自身が言葉を交わして地域とつながっている

※目黒巻とは、東京大学の目黒公郎教授が考案した、災害時
の状況を自分自身の問題としてイメージするトレーニングツ
ール。

ということが重要になってきます。町内会の防災
訓練で障害者はお客さんとして見ているだけでは
つまらないと思います。参加しやすい防災ツール
として避難所運営ゲームや YES・NO ゲームなど
があります。
　情報はつかもうと思えば気象庁防災のページな
ど各地域、スマホでわかるので、積極的に利用し、
家の周りがどんな状況か見てもらって行動しても
らえたらと思います。

中河内障がいフォーラムについて

●「日本障害フォーラム（JDF)」は、「アジア太平洋障害者の 10 年」及び我が国の障害者施策を推進す
るとともに、障害のある人の権利を推進することを目的に、障害者団体を中心として 2004 年に設立さ
れました。
●「大阪障害フォーラム（ODF）」は、2009 年９月 15 日に結成した大阪府下の幅広い障害者団体によ
る共同の組織で、“障害の種別を超えて大きなうねりを創り出そう～障害者が差別なく暮らせる大阪を”
の願いをかなえる為に様々な活動を推進しています。

※当地の「中河内障がいフォーラム」は、2009 年６月に八尾市で開催された「障害者権利条約タウン
ミーティング in 中河内」の実行委員がベースとなり、その後も継続的な「制度の勉強会」「講演会」等
を開催して、活動を続けている団体です。

中河内障がいフォーラムは、NPO 法人自立生活センターやおを事務局として、勉強会や講演会を企画、開催しています。
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　大きな災害が起きた時、一番困るのは日ごろか
ら配慮の必要な高齢者、子ども、障がいのある方
や外国の方々です。日本語が十分理解できない外
国の方々は、そもそも避難所がどこにあるのか、
自分はどこに行ったらいいのかということから始
まり、避難所内でもトイレはどこにあるのか、自
分はそこでどうやって過ごせばいいのか等分かり
ません。こういう人たちのために国際交流センタ
ーに災害時多言語支援センターが市によって設置
されます。
　地震が起こったときの避難情報は日本人に合わ
せたものなので、長い文章などは外国の方々はわ
かりません。“やさしい日本語” におきかえて一つ
一つの単語で説明するのが大事です。外国の方々
に正しい情報がわかるように多言語支援センター
ではやさしい日本語からベトナム、中国、韓国朝
鮮、フィリピン等、いろいろな言語に翻訳し、各
避難所に避難している外国の方々に情報として伝
えます。
　多言語支援センターの役割としてやさしい日本
語を各言語に翻訳することの他に求められている
のは、避難所を回って困っている外国人避難者の

八尾市災害時多言語支援センター

　八尾市では、大規模災害発生時、多くの外国人被災者の存在と支援の必要性が認められ

ると、八尾市と八尾市国際交流センター（以下、国際交流センター）が協議の上、八尾市

災害時多言語支援センター（以下、多言語支援センター）が設置されます。その運営を担

う国際交流センター事務局長の浦上弘明さんにお話をうかがいました。

声を吸い上げるということです。また各避難所に
配置された市の職員から多言語対応の必要性が把
握された時は、八尾市災害対策本部に報告され、
そこから多言語支援センターに伝えられます。そ
の際に言葉のわかる人を手配するという仕事など
も発生すると思います。
　今後の課題としてはまだまだ不足している、例
えばパソコン等備品関係の充足が必要です。また
人材も必要です。国際交流センターのスタッフだ
けでは限界があります。ましてや、発生した時間
帯によっては交通機関の関係でスタッフが国際交
流センターにたどり着けないことも想定されま
す。そのためにボランティア研修も実施してきま
したが、その人たちを把握し、災害が起きた時に
メール配信等で集まってもらえることができるボ
ランティアバンクも作っていかないといけません。
　また何と言ってもいかに災害時に外国の方々の
声が聴けるのかということが最大の課題であり、
やさしい日本語が解決策になると思っています。
これに関してはわかっている人が少ないので今後
の研修などが必要です。ただいずれにしても、普
段国際交流センターにかかわりのある外国の方々
は、実際に災害が起きると、ここに避難してくる
ことが予想されます。多言語支援よりもまずは集
まって来た人へどれほど対応できるかといった課
題も起こりうるのではないかと思っています。

国際交流センター事務局長

浦上弘明さん
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●なぜ、死亡率は女性のほうが高い？●

　ここ数年、台風や地震の被害は後を絶たず、防
災への関心も高まっています。八尾市でもさまざ
まなイベントや講座があり、地域によっては、女
性の防災リーダーをつくろうという動きもありま
す。
　私が防災に関心を持つようになったキッカケ
は、子育てボランティアの仲間と一緒に企画した
防災講座で、避難所の女性問題を聞いたことでし
た。その講座で一番驚いたのは、震災の死亡率は、
男性より女性が圧倒的に多いという事です。
　その要因としては、女性の高齢者が多いという
のもありますが、主な原因は、女性の方が在宅率
が高く、家の下敷きになったり、育児や介護をし
ていて逃げようにも逃げられなかったことだそう
です。社会の文化・慣習、ジェンダーの問題も含
んでいると話されていました。
　そしてもう一つの要因は「災害関連死」です。
これは、建物の倒壊や火災、津波など、直接的な
被害ではなく、その後の避難生活で、体調悪化や
過労などの間接的な原因で死亡することです。避
難所において、女性にというだけで、多くの役割
を課せられます。介護やこどもの世話はもちろん、
炊き出し、掃除、洗濯、話し相手など…。その上で、
自分の家族のケアーもしていくのです。

女性と防災　－女性の声がもっと必要－

新開　ちあき（ＣＡＰプロジェクトやお）

　2011 年の東日本大震災での避難生活において、上記のような課題が明らかとなり、この経験
をふまえて、国の中央防災会議の防災基本計画に以下の項目が入り、改訂されました。
●防災基本計画
　地方公共団体は、避難場所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの
違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室
の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、避難場所における安全性の確保など、女性
や子育て家庭のニーズに配慮した避難場所の運営に努めるものとする

●避難所での女性の被害●

　また、労働だけでなく、避難所におけるプライ
バシーの侵害や性暴力も深刻な問題だといいま
す。これらは、避難所運営のほとんどを男性が担
っており、女性の着替えや洗濯もの、トイレの問
題に気が付きません。避難所では、仮設トイレは
臭いの問題から、居住区から離れた所に設置され
ます。これが性被害につながり、被害にあっても
ガマンしてそこで生活するしかないという状況を
生みます。これらを考えると、避難所運営におい
て、女性の声がもっと必要だということが分かり
ます。
　これからも各地で防災マニュアルはアップデー
トされていくでしょう。その中に女性の声はもち
ろん、子どもや障がい者、外国人など、そこに住
んでいる人の声を取り入れた防災マニュアルを作
っていただきたいと思います。
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「自助」～日常生活の中で災害を防ぐ～

　昨今、予測できない自然災害が多く発生する中
で、ボランティアやご近所等の人のつながりが、
被害を食い止め、また、復旧・復興への大きな一
歩につながっているといったニュースをよく聞き
ます。
　台風、地震、洪水などの自然災害の被害を大き
くしないための都市基盤整備や被災地の復興に向
けた支援など、行政としての「公助」はもちろん
重要ですが、ここでは、まず、私たちひとり一人
ができる「自助」、ご近所や人のつながりによっ
てできる「共助」についてお話します。
　「自助」という言葉は、その文字通り自分で助
けるということですが、それだけではなく、日常
生活のなかで災害を防ぐということもあります。
例えば、地震が起きた時に家の中は大丈夫ですか。
倒れそうな家具の安全対策や逃げ道の確保のため
の整理整頓はできていますか。また、いざという
ときのための食糧の確保はできていますか。災害
用の食品を購入するというよりは、日常生活の中
で長期保存できるものを少し多めにストックして
おき、食べた後は買い足すというローリングスト
ックという方法があります。私は、インフルエン
ザで外出できず１週間自宅で療養した際に何気な
く置いていたレトルト食品や缶詰などが役に立ち
ました。災害時は、避難所だけでなく自宅での避
難生活も考えられます。食糧だけでなく、日用品
やお薬などの確認もしておきましょう。

防災と人のつながり ～地域ぐるみの防災を～
　八尾市　危機管理課　太田　浩子

「共助」～日頃のふれあい・交流の大切さ

　私は平成 31 年４月に危機管理課に配属されま
したが、それまでは、地域活動や市民活動を担当
するコミュニティ政策推進課にいました。この二
つの業務は全然内容の違うことを行っているよう
に思いますが、実は大きくつながっています。
　大規模災害発生時には人命救助が最優先されま
すが、行政が一斉に住民すべてを助けることは非
常に困難です。阪神・淡路大震災から２５年が経
ちますが、多くの命を救ったのは家族やご近所の
方々でした。
　地域のまつりやイベントは、地域の人と人をつ
なぐ大切な役割を果たしています。災害時は、ま
ず自分の身を守る「自助」があり、次に、ご近所
でお互いに声をかけ助けあい、避難所などの共同
生活においての「共助」があります。町会や自主
防災組織の活動が活発な地域では、地域独自の避
難開始のきっかけを共有し訓練を行っていたり、
実際に地域で自主的に声をかけあい避難して地域
住民の命を守った例もあります。
　災害時には、こうした地域活動や市民活動を支
えてくれる人々の力が大きく、日頃のふれあいや
交流が災害から命を守り、また、復旧・復興にむ
けたお互いの支えになるのではないでしょうか。
各地域では、自主防災組織を中心に防災訓練が行
われています。ぜひ、参加して地域ぐるみの防災
を体験していただきたいと思います。　
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人権週間での啓発活動

　国際連合が 1948 年（昭和 23 年）12 月 10 日に「世
界人権宣言」を採択し、同宣言が採択された日を記念
して、12 月 10 日を「人権デー」と定められています。
　日本では、法務省と全国人権擁護委員連合会によ
り、世界人権宣言が採択された翌年に、12 月 10 日
を最終日とする 12 月４日から 12 月 10 日までの１
週間を「人権週間」と定めています。これは、世界
人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重の思想
を高め、各種の啓発活動を実施しようとするもので
す。今年で人権週間は第 71 回めとなり、継続した啓
発活動が全国的に行われています。
　八尾市でも、市内の各出張所などにおいて、「人権
は　みんなもってる　宝もの」「12 月４日から 12 月
10 日は人権週間です」と書かれたのぼりの掲出、市
内行政関係施設において人権週間ポスターの掲示、
リーフレットの配架、市役所公用車への「人権は　

2019 年度　第２回人権啓発セミナー

発達凸凹、発達障害とは何か  ～当事者からのメッセージ～

　八尾市では、広く人権に関する情報を提供し、人
権意識の高揚と差別のない明るいまちづくりを推進
するため、人権尊重の社会づくりについて学ぶ場と
して、「人権啓発セミナー」を実施しています。
　今回は以下のとおり実施し、定員を大きく上回る、
多数の方にお越しいただきました。

日　時：2019 年 12 月９日（月）

　　　　午後２時 ～ 午後３時 30 分

場　所：八尾市役所本館６階　大会議室

テーマ：発達凸凹、発達障害とは何か

　　　　　　       ～当事者からのメッセージ～

講　師：ＮＰＯ法人ＤＤＡＣ（発達障害をもつ大人の会）

　　　　代表　広野　ゆい  さん

　ＮＰＯ法人ＤＤＡＣ（発達障害をもつ大人の会）
の代表をしている広野ゆいさんをお招きし、発達障
害とはどのようなものか、当事者として経験されて
きたことをもとにご講演いただきました。
　講師の広野さんは、リーダー養成講座や発達凸凹
をもつ人へのストレスマネジメントなど、企業や一
般向けの研修や講演を年に数十カ所で行っておられ
るほか、テレビにも出演されるなど、ご活躍されて
います。
　講演の中で、講師は発達障害の３つのパターンの

（参加者アンケートより）

・当事者の方の実体験にもとづく分かりやすいお話

で、子どもだけでなく大人の発達障害について理解

できました。

・発達障害の人の「生きにくさ」がよくわかったこ

とと、その解消法としては、ちょっと丁寧な配慮が

一番効果的だということがわかった。

・発達障害の当事者の声が聞けて、どうかかわって

いけばいいか、理解を深められた。

違いや大人の発達障害の現状、合理的配慮などにつ
いて、ご自身の経験談を交えながら、「発達障害は外
見では分かりづらく、感覚や思考回路など、脳の処
理能力が違う。」「発達障害の人への合理的配慮とは、
丁寧に物事を伝え、安心できる環境を作ることであ
り、特別なことをする必要はない。」というお話をさ
れました。発達障害について理解を深めることがで
きるセミナーとなりました。

みんなもってる　宝もの」と書かれたマグネットシ
ート貼付け等、様々な啓発活動が行われました。
　他にも、ポケットティッシュ等の人権啓発グッズ
の配布を通じて、一人でも多くの市民の方に人権週
間の周知を図るため、12 月４日（水）午前 8 時から、
近鉄八尾駅、河内山本駅、JR 八尾駅、JR 久宝寺駅の
４駅で、街頭啓発が実施されました。
　八尾市、世界人権宣言八尾市実行委員会だけでな
く、八尾市企業人権協議会、八尾市人権啓発推進協
議会、人権擁護委員八尾地区委員会と、日ごろから
八尾市で人権啓発活動に取り組んでおられる団体の
方々と協力し行われました。当日は、約 3500 個の

啓発グッズが配布され、
多くの方に、人権週間を
知ってもらい、人権につ
いて改めて考えていただ
く機会になったのではな
いかと思います。
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つどいの広場

こどもいきいき写真展

きずなヒップポップダンス発表

劇団どろっぷ演劇

「里の風交番」

第 38 回民族文化フェスティバル「ウリカラゲモイム」 第 42 回
みんなのしあわせを築く八尾市民集会

３F 展示室
ディスコンや世界の喫茶店など

毎年にぎやかです

ボッチャで大盛り上がり！

ボッチャで大盛り上がり！

　八尾市人権啓発推進協議会で

は、 人権尊重の精神に基づき、

全市民を対象にした啓発事業とし

て、 毎年、 みんなのしあわせを築

く八尾市民集会を開催しています。

42 回めとなる今回は、 女性の人

権をテーマに実施いたしました。

　ゴスペルシンガーの Hanna Bunya （ハンナ　ブンヤ） さん

にお越しいただき、 上記テーマでご講演いただきました。

　講演では、 Big Mama （ビッグママ） と呼ばれた女性たち

によるアメリカの奴隷解放の歴史などのお話をされました。

お話を通じて女性の人権について理解し、 一人ひとりの個

性を尊重する大切さを教えられたセミナーとなりました。

じんけん作品展示会

開催しました！
11/15( 金 )・16( 土 )

「こどもの声からはじめよう」

たくさんの声が集まりました！

（参加者アンケートより）

・ 今日のテーマ” みんなのしあわせを築く八尾市民集会”

にピッタリの講演であって、 歌 ・ ゴスペルをまじえてお話を

聴かせてもらって大変よかった。

・ お話で歴史的人物を細かく紹介され、 改めて人権問題

に興味がわき、 良く理解できた。

日　時 ： 2019 年　11 月 15 日 （金）

           午後２時 ～ 午後４時

テーマ ： ゴスペルと Big Mama と呼ばれた女たち

場　所 ： 八尾市文化会館 （プリズムホール） 地下２階　小ホール

体験し考えよう～じんけんって？

用和小学校と八尾小学校の４年生が

社会見学で参加しました！

他にもたくさんの企画がありました！また次回 2020.11/13( 金 ).14( 土 ) もご来場ください！
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世界人権宣言 71 周年記念フェスティバル

1948 年に採択された世界人権宣言は 71周年を迎えました。
人権が大切にされ、差別のない平和な社会の実現をめざし、

すべての人が大切にされる世界を願って…
世界人権宣言八尾市実行委員会の団体や関係者が、

歌で、踊りで、ピアノ、合唱、合奏を通しアピールしました♪

開催しました

12 月 17 日（火）

土田紀康実行委員長の
開会挨拶だよ！

CAP プロジ
ェクトやお

の

CAP ニクス
でダンスCAP プロジェクトやおの

CAP ニクスでダンス

子どもいきいき
写真展表彰式

子どもいきいき
写真展表彰式

おめでとう！

中村 知慧子  Ｗｉｔｈ Ｔ＆Ｋ中村 知慧子  Ｗｉｔｈ Ｔ＆Ｋ

おかんと西ちゃん

FACE

フルーティーズフルーティーズ

親と子のいんた～ねっと YAO
ハンドベルのチャレンベル！！

メイ  with  T  ＆  ミポリン
ズンバ！

メイ  with  T  ＆  ミポリン
ズンバ！

チームポンゴンズ

The　EKORIThe　EKORI

ひゅーペンと一緒に
パプリカダンス！

カフェわかごほうカフェわかごほう

千華鏡の世人の輪！！

ウクレレ大好き
ここレレ＆チャレンベル



＜ 11 ＞

世界の人権 31

白根さんと考えよう！

国際NGO「CCPR センター」「ISSYO」所属  白根大輔

集会の自由

　アフリカからヨーロッパ、中東、アジア、北米、南米、

2019 年はこれまでにも増して、世界のあちこちで

大規模な抗議集会が起きた年だったように思います。

しかし、それぞれの集会の抗議理由や方法、結果が

様々なように、集会の自由がどのように保証または

規制されているかも各地で様々です。平和的な集会

が人々の正当な権利として認められている国もあれ

ば、集会や表現の自由全般が過度に規制されている

国・地域もあります。

　国際人権法では、自由権規約第 21 条が平和的集会

の自由を保証する基盤となっていますが、その条文

は比較的簡潔なもので、全般的に平和的集会の自由

の権利を認知する一方、合法的で、かつ民主的社会

の治安、公衆衛生や道徳および他者の権利や自由を

守るために必要とみなされる場合は制限されること

が可能であるとされています。世界各地で集会の自

由の過度の規制や集会の暴力的弾圧が報告される中、

この条項が国によってどのように解釈され、実際に

国内で実現されるべきかについて議論が繰り返され

てきました。

　時を同じくして、自由権規約の国による履行を監

視する機関、国連自由権規約委員会は 2019 年、規

約 21 条・平和的集会の自由に関する「一般的コメン

ト（General Comment）」の作成に向けて動き出しま

した。委員会の「一般的コメント」は特定の条項や

トピックに関して、具体的な解釈や加盟国の義務な

ど、委員会が詳細に説明する文書です。これまで生

命に関する権利や表現の自由、プライバシーから自

由権規約加盟国の報告義務など様々なテーマについ

て 36 の一般的コメントが作られています。今回の平

和的集会の自由に関するものは 37 個目になります。

　このコメントの作成にあたり、委員会は最初の草

案を 2019 年初めに発表し、2019 年中３回の会期

を通し、草案の推敲に入りました。3 月の委員会第

125 会期では市民社会も参加した公聴会が行われ、

2019 年 11 月には修正草案が発表されました。この

修正草案に対しては、自由権規約加盟国や国連機関、

国内人権機関や市民社会、全ての関係者が 2020 年 2

月 14 日までに書面コメントを提出することができま

す。各関係者からの声や、各地の状況を考慮しながら、

委員会は 2020 年中に第 37 一般的コメントの文言を

最終化し採択する予定とされています。

　修正草案では、自由権規約 21 条で保護されている

「平和的集会」とはどのようなものかという定義から、

この権利を適切に保護・実現するための国の義務、

平和的集会の自由の制限が可能とされる条件や状況、

集会を行うための手続き、集会に関わる警察やその

他法執行機関の役割と権限、戒厳令下や紛争地域で

の集会の自由などが説明され、様々な平和的集会の

自由が包括的に保護されるものになっています。こ

の方向で最終文書が採択されれば、特に人権活動家

や市民社会、国家・政府の行動に対して抗議の声を

あげる側にとっては役立つツールの一つになります。

　ただ一方、各地で行われる集会の状況について、

いわゆる先進国も発展途上国も合わせ各国政府がと

ても敏感になっている中です。また人権や国際的な

ルールを平気で無視、侵害するような言動をとる人

がリーダーとなっている国もあります。今後の文書

推敲プロセスの中で、自由権規約加盟国側からこの

文書の内容を制限する声や動きが出てくることも十

分に考えられます。さらに差別や人権侵害を扇動す

る様な集会もあり、何が保護され、何が制限される

べきか、バランスを取るのは容易ではありませんが、

今回の一般的コメントはまさに今、自由権規約委員

会という専門家機関から必要とされている動きの一

つであり、世界中の市民社会、人権活動家にとって

大きな意味を持つものではないでしょうか。
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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

“八尾の祭り”事情（２）

　令和元年の祭り時も天候の影響を大きく受けまし

た。夏・秋の祭時が大雨や台風の到来が予測されて

いた地域では、準備を進めながら１日目（宵宮）を

中止にして２日目（本宮）の朝もぎりぎりまで相談

しながらの開催だったと聞きました。八尾では前年

のような被害を受けることはなかったことは幸いで

したが、他の地方では大きいな被害を受ける年とな

ってしまいました（台風 19 号他）。

　７月、八尾東部（やまんねき）の高安祭り（７

/14）。旧国道 170 号線沿いの玉祖神社鳥居前（松の

馬場）には、夕方から大勢の人々が集まっていまし

た。夜には雨の予報もあり、私達の実行委員も雨具

を用意して見学参加をしていました。「くれぐれも事

故のないように」とアナウンスが流れたあと、楽音寺・

大竹・水越・神立・千塚・大窪・郡川の布団太鼓の

担ぎ合いが３回行われました。今年もそれぞれのま

ちのはっぴに身を包んでいる担ぎ手達の中に見覚え

のある顔が見え、「今年も叩くので」と聞いていた方

は、布団太鼓の中で見事なばちさばきで太鼓の音を

響かせていました。にぎわいが増していく中、２回

目の担ぎ合いの後半からは雨。大降りでした。傘や

雨合羽に身を包んで、中には濡れながらでも見物の

人だかりは動かず、大きな声援や拍手が続きました。

　10 月は＜ “八尾の祭り” を楽しむツアー 2019「八

尾南編」10/13 ＞を「やおの祭まっぷ 2019 秋号」

で紹介し、計画していました。太田秋祭りのだんじ

りや、楠本神社（木の本、南木の本）布団太鼓が担

ぎ合いをするのを見学するツアーで、運行表を地元

の方に頂いて、資料も準備していました。12 日の祭

りは中止となり、13 日当日の天候も危ぶまれていま

したが、八尾南駅前集合時（12：00）は快晴。８人

の参加があり、自転車で太田八幡宮に向かいました。

前夜の太田八幡宮へのだんじり６台の宮入・13 日朝

の宮出は、13 日朝の宮入、午後の宮出に変更された

ことから、ツアーでは、太田八幡宮に集結しただん

じりが宮出していく様子を見ることができました（地

元の方達の準備や決定は大変だったと思います）。木の本に

移動する途中では、公園から巡行していく太田新町

のだんじりの様子も見ることが出来ました。八尾空

港沿いの道を抜け、川沿い「堀公園」横での＜木の本・

南木の本の布団太鼓の担ぎ合い＞に間に合いました。

ここでは参加者の方達も思い思いに担ぎ合いを楽し

んで頂いて、予定の八尾南駅解散（15：00）で無事

ツアーは終了しました。

　12・13 日秋祭りの開催（12 日は台風の影響で中止）

は、式内御野縣主神社、加津良神社、楠本神社（木の本・

南木の本）、太田八幡宮（太田秋祭り　北町・巽町・

田中町・西川町・東町・免田町）、太田新町、宝殿神社、

13 日のみが若林町秋祭り、杵築神社（佐堂町）で行

われていました。

　26・27 日（土・日）は元年最終の秋祭り。新家町

を訪ねると、午後の巡行を終え、公園に入って行く

ところでした。公園の中でもだんじりからは鉦（かね）

太鼓（たいこ）の音が響き、バーベキューやビンゴ

ゲームの楽しみがあり、小さな子ども連れの家族も

多く集まっていました。26 日は八尾天満宮まで往復

５㎞の道のりをだんじりが巡行してきたと役員の方

から聞きました。行きは鉦太鼓を鳴らさず、はっぴ

を着けず静粛に進み、宮出からは、はっぴを着て復

路の巡行を終えられたのだとか。この後、西郡天神

社のだんじりが地域の老人施設の玄関前に止まり、

入所者の方達を楽しませているのを見に行きました。

鉦太鼓が響くだんじりの上では、しなやかに踊る若

者の竜踊り。この地区だけの祭り風景です。

　幟・提灯と祭りの音を頼りに、作成した祭りまっ

ぷを持って、今年も元気に “八尾の祭り” を楽しみた

いと思っています。
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じゃりちえ日記

　　　　　　　　　　 VOL64

さん
の

おすすめ本

自分で誰かの靴を履いてみる

　海外の学校生活ってどんな感じなんだろう、っ
て思ったことありませんか？ドラマや映画で見
て、なんとなくイメージがある人もいるかもしれ
ません。
　今回紹介する本は、英国の元底辺中学校に通う
ことになった、日本人の母とアイルランド人の父
を持つ中学生の最初の 1 年半を書いたものです。
題名は『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっと
ブルー』
　この本を書いた作者は、一般的に「荒れている
地域」の元公営住宅地に住んでいるブレイディみ
かこさん。主人公は、作者の息子。公立のカトリ
ック小学校から、そのままカトリックの中学校に
進学すると思っていたら、地元の元底辺中学校に
進学することに。そこで息子がいじめやレイシズ
ムや喧嘩など、リアルな社会の出来事にぶち当た

る日々の事が書かれています。
　例えば、人種差別的な移民の子と衝突したとき

「誰かがそう言っているのを聞いて、真似してい
るだけ、無知なんだ」と作者は息子に言います。「知
らないことは、知るときが来れば、その人は無知
でなくなるとも。また、国籍や民族性や階層…と
多様性の軸が増えて面倒なことにぶち当たる息子
との会話では、多様性がないほうが楽だけど、楽
ばっかりしていると無知になるとも話します。そ
して、彼が、ぶち当たるスクールライフでの出来
事がホームレス、ＦＧＭ、セクシャリティ、貧困、
いじめ…とほんとに多様。母ちゃんの国に帰った
時の話は、無知な人であふれていて、読んでいる
私が切なくなってしまいました。
　そうして、1 年半後のぼくは、「イエローでホ
ワイトで、そしてグリーン」に。
　彼のスクールライフを追いながら、多様性につ
いて考えることができる一冊です。

『ぼくはイエローで
ホワイトで、

ちょっとブルー』
ブレイディみかこ　著　

新潮社

再確認

　昨年、イベントが多くて予定組むのに必死だっ
た。４月から１２月の行事の流れが掴めた気がす
る。後半戦が正念場、改めて体力勝負という事が
分かった。
　イベントは楽しみでもあり、正直体力がいる。
要領が悪く、覚えることも苦手。いつも土壇場で
詰めが甘いため、こっ酷く言われ注意を受けてし
まう。優先順位をつけていても、別の予定が入れ
ば混乱に陥る。病院の予定は身体介護のない日に
している。家事援助の場合、固定の時間帯ではな

く、時間変更してもらって来てくれている、それ
でもいいよと言ってもらえるので助かっている。
　２つの事業所でやりくりしているけれど、入る
時間帯が中途半端な曜日もある。
　この先、自らの予定やその他の予定があり、ヘ
ルパーさんに入ってもらうことが出来ないかもし
れない。どうしたらいいのだろうと悩む日々は続
くのかもしれない。どんなに身体がきつくても。
その時に考えるとしよう。優先順位を決めて。
　ヘルパーさんの人数も「身体介護」を利用して
いると、半固定（同じヘルパー）ではないので色々
と大変なことも増えてきている。その場しのぎで
していかないとメンタルが厳しくなってきてい
る。入れるヘルパーさんがいないのが現状。その
為、「目先のことにとらわれず、ゆっくりとした
気持ちを持ちたい」と思う今日この頃。
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vol.40

E シネマシネマT

Ｔ：『グリーンブック』って知ってた？
Ｅ：この映画で初めて知って調べてみた。黒人ド
ライバーのための旅行ガイドで郵便局員のグリー
ンさんが作ったんだって。「グリーンさんの本」
ってことだね。
Ｔ：わざわざ黒人向けに作られたのは本当に困っ
た状況があったから、トラブルを避けるための物
だったんだ。
Ｅ：長く続いた隔離政策のせいで、黒人は車を持
てるようになっても自由になったわけじゃなく
て、給油や食事、宿泊先も限られ、移動はとても
屈辱的で大変だった。それを少しでも快適にする
ためにグリーンさんが作ったガイド本。広いアメ
リカでのこと、限られた範囲ではあったと思うけ
ど 1964 年に公民権法が施行されて差別的な行為
は違法になっても、1966 年まで改訂されながら
発行されたそうだ。
Ｔ：北部より差別がきつい南部をあえて旅するの
は余程の決心だろうね。トラブルが予想できたか

　アメリカで人種隔離政策が続く 1962 年、黒人

ピアニストのドクター・シャーリー（マハーシャ

ラ・アリ）は運転手兼用心棒のトニー（ヴィゴ・

モーテンセン）と『グリーンブック』を手に南部

の演奏ツアーを 2カ月にわたりおこなった。

グリーンブック

(2018 年　アメリカ )

監督／ピーター・ファレリー

主演／ヴィゴ・モーテンセン

　　　マハーシャラ・アリ

らシャーリーはトニーを雇ったわけで、育ちも普
段の生活も全く違うふたりの珍道中といった感
じ。
Ｅ：金持ちだけど歩くルールブックみたいで口う
るさい嫌な奴、でも実力はすごい！そこは素直に
認めてトニーは愚痴をこぼしながらもちゃんと仕
事してたよ。仕事としてだけじゃなく、おかしい
ことはおかしいと言う。
Ｔ：差別的な態度を取られてもトラブルを避けて
紳士的に振る舞うシャーリー。演奏の実力は認め
ても存在は認めない。おかしい、なんでなんだよ
と怒るトニーに、シャーリーも思わず本音をはい
てしまう。
Ｅ：ずっとそうしてきたから、と目の前の状況を
見ようとしない事って他にもいっぱい起こって
る。おかしいと気づいて変わっていくのは心が動
いた時かな、止まってた思考がやっと動きはじめ
る。
Ｔ：人と人が出会うことはほんと大事！シャーリ
ーとトニーの出会いはふたりだけのものじゃなく
て、トニーの家族も変えていくね。
Ｅ：この映画は白人目線で描かれてると厳しく言
う人もいるけど、きっかけさえあれば人は変われ
るというあったかい気持ちになった。思考停止は
本当に怖いし、無知であることが差別を温存する。
Ｔ：ワイルドなトニーと紳士的なシャーリー。お
互いにちょっとずつそれもアリか、って思えるの
は良かったけど、車を運転しながらケンタッキー
フライドチキンはやめてほしい！！ぜったいハン
ドルはベタベタになってる。
Ｅ：締めはそこ？！
シャーリーは黒人の中でも珍しい育ち方をしたん
だと思う。才能はあっても家族関係が希薄で孤独、
表現者なのに心が閉じてる。ふたりが出会えて本
当に良かったと思うわ。
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＜「言うたらあかん」は戦争への道？　―私の勘違い？―＞
池谷　麻幸

　私は精神疾患の為、長い間働いていない。その私に、ある同じ精神障碍者の方が、「世
の中には働いている人が沢山いる。池谷が色々しゃべったら、その人達から妬まれる。

（だから）言うたらあかん」と言った。彼は何を「言うたらあかん」と言ったのか？
　それを聞いて私は、初め、マイノリティの言論を封殺するのは全体主義から戦争に
至る道だと感じた。危険な考えだと思った。反発した。
　然し乍ら、私が私事を色々しゃべるのと、言論の自由とは違う。私が言いたい欲に
任せて何でもかんでも言っていいということではない。世に沢山訴訟があるように、
自由権の濫用ということもある。これは私にとってきわめて大切な気付きである。世
間感情として不快になるのはよく分かる。大切なことである。気をつけたい。
　皆さんはどう思いますか？

＜アフォリズム・イケヤ＞

地球と太陽はいつか無くなる。宇宙は生成と消滅を繰り返す。その中で我々は、永遠
なる無限なるものの微細な一部に過ぎない。全ては無かつ有だ。

優生思想を否定することは綺麗ごとである。然し人間社会の歴史は、その綺麗ごとを
現実に実現することを目指して進んで来た。そこに悲惨と苦しみを減らそうと抗う人
間の高貴さがある。

優生思想を敢えて否定する社会は人工的な作り物である。そういうものを拒否する生
き方もある。然しそういうものに、人間の創造性と理想があるのかも知れぬ。

然し他方、人間中心主義も私は嫌なのである。自然を尊重し、自然のままに行きたい、
ありたい。

優生思想は誰もが考えるごくありふれた考えである。

以前あったいわゆる精神科特例は今もあるのだろうか？精神医療の現場での質を低く
する差別的な制度である。

人を指して電波系という言葉は差別的用語ではないのか？

少数意見を尊重しないと危険なことになる。

明るみになった中央省庁などによる障碍者雇用の不正は、馬鹿馬鹿し過ぎて怒る気に
もならない。白けてしまう。
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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

⑰

　世人やお的世界人権宣言
第 21 条。「国の事を自分
たちできめていきます」　
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。

正解者には世界人権宣言八尾市実行委員会

オリジナル缶バッチプレゼント！

歌詞紹介

第 22 条　「人として　人らしく　生きる」

　人はみな　社会の一員です。もし、なにか困ったことがあったら、住んでいるところで

助けてもらうことができます。国は、自分の国の力や、いろんな国と協力して、困ってい

る人のサポートをしていかなければなりません。

一本の鉛筆
美空ひばり

あなたに　聞いてもらいたい
あなたに　読んでもらいたい
あなたに　歌ってもらいたい
あなたに　信じてもらいたい

一本の鉛筆が　あれば
私はあなたへの　愛を書く

一本の鉛筆が　あれば
戦争はいやだと　私は書く

あなたに　愛をおくりたい
あなたに　夢をおくりたい
あなたに　春をおくりたい

あなたに　世界をおくりたい

一枚のザラ紙が　あれば
私は子供が　欲しいと書く
一枚のザラ紙が　あれば

あなたをかえしてと　私は書く

一本の鉛筆が　あれば
八月六日の　朝と書く
一本の鉛筆が　あれば

人間のいのちと　私は書く

いまどき
あまもりする家なんか
ないよなぁ・・・

国民の生活を

　まもります！

こくみん せいかつ

いえ

いまどき
あまもりする家なんか
ないよなぁ・・・

国民の生活を

　まもります！

こくみん せいかつ

いえ


