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八尾市における
特別定額給金未申請者訪問勧奨事業について

八尾市地域福祉政策課
課長　岡本由美子さん

　特別定額給付金の申請書の書き方が分からな
い人がいるのではないかとの問題意識から、本
庁舎に書き方支援窓口を設置。コピーの仕方が
分からない、添付資料は何をつければよいか分
からないといった人が高齢者を中心に大多数い
た。若い世代でも内容を読まずに来庁する人も。
また、外出自粛で誰とも話しておらず不安だっ
た、１か月ぶりに人と話せてうれしかったと涙
を流す人もいた。想像を超えた反応があり、ま
だまだ誰かの支援がないと申請できない人がい
るのではないか、情報弱者や手続き困難者等、
本当に困っている人に支援が届いていないので
はないか。地域共生社会づくりを進める担当課
としてこのような状況を放置してはならないとい
う思いで、例外なくすべての人に 10 万円を渡す
ために、未申請者訪問勧奨事業の提案につなが
った。
　７月半ば時点の申請状況から３％程度の未申
請がいると想定し、対象は約 3500 件。それを、
八尾市と給付金事務の委託業者、地域包括支援
センターで訪問実施。訪問にあたっては、訪問
宅の様子をチェックするマニュアルも作成。メ
ーターがまわっているか、郵便物がたまってい

八尾市人権協会　新型コロナウイルス問題学習会
　新型コロナ感染拡大によってあらゆる分野で様々な影響がでています。支援策は平等に打ち出され

たとしても、情報へのアクセスや申請方法に困難を要することで不平等が生じる、配慮を要する人た

ちがいます。

　2020 年 8 月 31 日の朝日新聞に、「給付金未申請なぜ 八尾市が訪問 浮かんだ孤立」との見出しで八

尾市の特別定額給付金事業における未申請者の訪問勧奨事業の取り組みが紹介されていました。また、

2020 年 9 月 19 日の朝日新聞には、「休校中のオンライン教育 保護者の収入や学歴で格差」と、コロ

ナ下による学校休校中、世帯年収が低い家庭の子どもは、高い家庭の子に比べ、学校でも学校外でも

オンライン教育を受ける機会が大幅に少なかったことが研究者の分析によって明らかになったことが

掲載されていました。

　そこで八尾市人権協会では、この二つのテーマに関わって、①八尾市の「訪問勧奨事業」の取り組

みと、②オンライン教育や教育実践のデジタル化にかかわる八尾市の取り組みについて、担当課から

その取り組みについて学ぶ学習会を開催しました。その概要を紹介します。（事務局編集責任）

ないか、ゴミがたまっていないか、臭いはして
いないか、近所の人はどういっているか等を確
認するようにした。
　訪問勧奨の効果としては、委託事業者との明
確な役割分担により、短期間で十分なアプロー
チができたこと。申請方法の分からない人や様々
な理由で申請できない人が申請につながったこ
と。他市では、締切日が過ぎての問合せが何件
かあると聞いていたが、八尾は０件だった。また、
訪問スタッフが地域の人から声をかけてもらっ
たことや、訪問者の情報がもらえたこと等、市
民生活の実態に触れ、地域力を実感することが
できた。
　訪問した対象者の属性は、高齢者が多いとの
予想を裏切り、40 代が一番多く次に 50 代であ
った。自宅内にいると思われるが、よびだしに
応じられない。クーラーもつけていない人もい
た。このような近所との交流が全くない 40 代、
50 代が少なからず存在し、そこには 8050 問題
の現実があった。そういう意味では、高齢者向
け制度の充実を実感する一方で、裏を返せば子
どもと高齢者のあいだにある世代への施策が足
りないと感じた。また、（書類を読み込んで申請
することが）面倒臭いという若者の存在に触れ、
もっと早い段階での教育が必要と実感した。
　この取り組みを通じてこれから私たちがやる
べきことは、訪問結果を再度見直し何らかの支
援が必要だと思われるケースへの対応や、分か



＜ 5＞

りやすい情報発信につとめ、申請書類や説明文
に工夫が必要と思った。さらには、「おせっかい」
を地域の力につなげたいと思う。「ほっといて」
といった人もいた。ほっといても良いが何か起
こった時に対応できる体制が必要である。そし
て、40 代、50 代の何らかの支援が必要と思わ
れる人の相談の受け皿作り。複数の課題を抱え
る人の総合的な支援体制の構築。自分で生活で
きている人は良い。それができずいろんな問題を
抱え相談に訪れる人をどう支援するか。組織機
構を変えながらも具体的に進めていきたい。

八尾市の GIGA スクール構想推進について
八尾市教育委員会人権教育課

課長　黒井健之さん

　第１波の新型コロナ感染拡大で、子どもたち
にとっては突然学校が休校となり、自宅で過ご
すことになった。学校は、自宅で過ごす子ども
たちの様子を観察するといっても、感染リスク
を考慮し顔をみて話をすることがなかなか出来
ない。電話連絡といっても学校の回線は何十本
もない。その中でも配慮が必要な児童生徒につ
いては、制限があるなか家庭訪問など現場で対
応してくれた。
　そういった中、大学や府立高校ついては、オ
ンライン教育で双方向の授業が導入されてきて
いる。義務教育の学齢期の子どもたちでみれば、
どの発達段階でも格差があってはいけないが、
そういったことが起こらないよう GIGA スクール
構想の環境整備に取り組んできている。
　GIGA スクール構想とは、2019 年 12 月に文
部科学省が発表した構想。１人１台の端末、高
速大容量の一体的環境整備をすること。そうす
ることによって、特別な支援を必要とする子ど
もを含め多様な子どもたちを誰一人取り残すこ
となく、公正に個別最適化され、資質、能力が
確実に育成される教育 ICT 環境を実現すること
を狙いとした構想。
　当初文科省は、環境整備における高速ネット
ワークの工事については、令和２年度中に実施
すること。また、端末の整備については令和５
年度までの４年間で進めていくという予定であ
ったが、新型コロナウイルスによる学校休校が

あったことにより、オンライン授業の普及が急
がれ、その結果、端末についても令和２年度中
にすべて実施するように前倒しされている。
　タブレット環境を整えどんなことをしていく
のか。例えばインターネットの検察サイトを活
用した調べ学習。ワードやパワーポイントを使
った文書、プレゼン資料の作成といった活用。
また、学習指導要領が小学校は今年度から、中
学校は来年度から改訂されるが、教科書の各ペ
ージにＱＲコードが多彩に使われており、タブ
レットをつかって、ＱＲコードを読み取るだけ
でそのページの関連する検索サイトにアクセス
でき、学習内容をより深めるために活用できる
ようになっている。
　一斉学習の場面では、一人ひとりの反応や考
えを即時に把握しながら双方向的に授業を進め
たり、様々な特徴を持った生徒によりきめ細や
か対応を行うといった学習状況に応じた個別学
習の実施。また、児童生徒用の端末については
カメラやスピーカーが着いていて遠隔でやりと
りできるツールがあるので、例えば現地まで行
くことなく博物館の学芸員の話を、オンライン
上リアルタイムで聞くことができたり、別の学
校の遠隔地の子どもたちとも交流するといった
ことも学習の中で出来るようになってくる。先
進的に取り組んでいる愛媛県の西条市では、年
間約 200 時間の遠隔授業を行い、その結果学力
向上であったり、不登校の減少といった調査結
果も出ている。八尾市としても ICT 環境整備が
整った後に、どのように進めていくかを検討し
ていきたい。
　最後に環境整備と共に、学校現場で活用して
もらわなければいけないので、先生方の研究、研
修を実施しているところである。　　
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～八尾市人権啓発推進協議会
第１回  人権啓発推進委員養成研修～

日　時：2020（令和２）年 10 月 12 日（月）

　　　　午後２時 ～ 午後３時 30 分

場　所：八尾商工会議所３階　大ホール１・２

テーマ：「人と地域を結ぶ対話をはじめよう！

　　　　　　～人権啓発推進委員の可能性～」

講　師：ホリスティック教育実践研究所

　　　　　　　　　　所長　金　香百合さん

　八尾市人権啓発推進協議会は、差別のない明
るいまちづくりの推進に向け、さまざまな取り
組みを進めています。八尾市人権啓発推進協議
会では、各地区福祉委員会に５名置かれている
「人権啓発推進委員」の人権意識の高揚を図るこ
とを目的として、毎年、年５回「人権啓発推進
委員養成研修」を実施しております。
　今年度第１回となる今回は、テーマを「人と
地域を結ぶ対話をはじめよう！～人権啓発推進
委員の可能性～」とし、ホリスティック教育実

第 43 回
みんなのしあわせを築く八尾市民集会
　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。43 回めとなる今回は、
障がいのある人の人権をテーマに実施いたしま
した。

日　時：2020（令和２）年 11 月 13 日（金）

　　　　午後２時 ～ 午後４時

テーマ：『増田太郎トーク＆コンサート

　　　　　　　　　　　　～心に笑顔を～』

場　所：八尾市文化会館（プリズムホール）

　　　　地下２階　小ホール

　盲目のヴァイオリニストの増田太郎さんにお
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、「人は一人では生きられない」、「周
囲の人を明るく照らすためには相手への思いや
りが大切」などお話しをされ、人と人とのつな
がりの大切さや一人ひとりの個性を尊重する大
切さを教えられた市民集会となりました。

（参加者アンケートより）
・「体は心の器」「一人では生きていけない」「周
囲の人を明るく照らす」「大切なのは笑顔」「思
いやり」とても素敵な歌声で幸せでした。
・すごくメッセージ性の強いコンサートでした。
ありがとうございました。
・どれだけ生かせるか。心だけでも元気でいたい。
よい言葉をもらいました。
・「人は一人では生きられない。一人で生きるこ
とはいけない」心に染みる言葉でした。



＜ 7＞

　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

【参加者の感想】
・和顔愛語の必要性を分かりやすく教えて頂きま
した。実践していきたいと思います。
・想像力、共感力、聞く力を頑張って育てていこ
うと思います。今日はありがとうございました。
・自分ごととして学び、想像することの重要性
を学びました。言葉では理解することは出来る
が自分の周りに配慮しながら実践していきたい。
和顔愛語を忘れず実行していきたい。
・自分が人権啓発推進委員になり、活動の後押し
をしてくれるようなお話でした。孤独感とはど
ういうことか、その人に寄り添っていく必要性
がよく分かりました。参加して良かったです。

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。人権週間は今年で 72 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　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。
　今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、例年行っている街頭啓発活動は行わ
ず、ポケットティッシュ等の人権啓発グッズを
公共施設等に配架しました。啓発グッズを通し
て、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。

人権週間

践研究所所長の金香百合さんにお越しいただき、
ご講演いただきました。人間関係の大切さ、援
助者の聴く力の大切さ、和顔愛語の必要性につ
いて、参加者の方にお話しされていました。人
権啓発推進委員としての大切な行動について理
解を深めることができた研修となりました。

人権週間ポケットティッシュデザイン
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　ネットで見つけた衝撃のフレーズ
「泣いても無駄だとわからせる！」一
瞬身体が凍りつき、「え？え？ちょ、
ちょっと待って！」と何を言ってる
のかと思い、恐る恐るリンクを開い
て読んでみると、赤ちゃんのねんね
トレーニングの話でした。起こされ
ずに寝たい親の気持ちも痛いほどわ
かります。私も麻酔銃が欲しいと思ったもので
す。（怖い？）それにしてもこれは「多様な価値観」
として社会は許容していいのか？と、ふと思い
出しては萎えていました。子どもの意見表明に
ついて活動を進めているネットワークの年に一
度の大きな企画を終えたばかりの私にはダメー
ジが大きかったのです。
　11 月 14、15 日に富山県南砺市で今年の「こ
どもの権利条約全国フォーラム」が開催されま
した。毎年関西からも宿泊を伴ってのフォーラ
ム参加をしています。子どもたちは今年の富山
行きを昨年の東京フォーラム参加の直後から
大変楽しみにしていました。ところが今年は
COVID-19 対策のため、遠方からはオンライン
でのサテライト参加となりました。関西サテラ
イトとしてどうフォーラムに参加するのか？を
決定するのには、そこにどう子どもが参画する
かで大きく変わるため、大人の運営会議へ出す
意見を子ども会議でまず出し合う必要がありま
す。「卵が先か鶏が先か」になり、大人はめんど
くさかったり、子どもは大人にまかせたくなり
ます。忙しい中学生と大人たちがさらに会いに

子どもの「最善の利益」と「意見表明」子どもの「最善の利益」と「意見表明」
子どもの権利条約関西ネットワーク

N P O 法人 K A R A L I N

松田直美

くいコロナ禍の
中、そこを丁寧に
やるには、この S 
N S の時代でなけ
れば無理だったか
もしれません。

　そうやって議論しながら、子どもたちはもう一
つの宿泊サテライトを設けることになりました。
結果は子どもたちの参加度や集中度は、一緒に
いてこちらも興奮高まる程でした。14 日の大人
と一緒に参加した会場でも子どもたちは遊びな
がらも聴いていたようで、尾木ママの校則の話
などに共感を示していました。小学生のみんな
も、その後の楽しみがあるので大変協力的でし
た。夕方から参加の中学生が加わり、二日目に
かけては濃密な時間になりました。15 日午前の
分科会「子どもからの発信」では、全国各地か
らの参加団体や個人が壁に移された大きなスク
リーンに自分たちも映るというハイブリッドな
オンライン参加で、テンションが上がりました。
午後は、分科会参加とすごろく体験に別れまし
たが、子どもは全員すごろくに参加しました。
午後への活力にするために、短時間ですが公園
に体を動かしに行ったのもとても良かったです。
そうして今回初参加の小学生たちが、このネッ
トワークの意義についても体感的に得たのでは
ないかと思います。この場にいる事で安心して
意見が言えることが、その子にとって最も良い
ことにつながる一番最後の大事なところはうま
く言語化できないのですが、赤ちゃんが泣くこ
とを諦めて寝てしまう育児術を否定したいのは、
そういう思いです。内容の報告にはなりません
でしたが、興味のある子どもさんがおられたら、
お知らせください。仲間も募集中です！
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世界人権宣言 72 周年記念大阪集会

コロナの時代　いま、人権を語ろう
　イラストレーターの黒田征太郞さんが描く憲法週間、人権週間啓発ポスターをご存知で
しょうか。カラフルな優しいタッチのイラストの中に、とても大切なメッセージが隠され
ている啓発ポスターです。その黒田征太郞さんの講演会が、世界人権宣言大阪連絡会議が
主催する世界人権宣言 72 周年大阪集会にて開催（オンライン）されました。
　集会は「コロナの時代 いま、人権を語ろう」をテーマに、１部では黒田さんが「ぼくが
人権にかかわる理由」を語り、２部で「コロナの時代に人権を語ろう」と題して黒田さん
と主催団体代表幹事の森実さんの対談が行われました。

　黒田さんは、1939 年生まれの現在 81 歳。冒
頭いきなり「81 年間も良くも生きてきたな」か
ら語り始めました。新型コロナの蔓延について、
「人間と人間の折り合いが悪いのではないか」と、
故田中角栄元首相が打ち出した「日本列島改造
論」にふれ、そのような政策が日本の風景を変
えることになってしまったのではないかと憂い
ます。自然が壊され、生き物の生態系に変化が
おきていると分析し、「もう少し人と自然が一
緒に考えながら育っていくことが出来なかった
のか。それが人権ではないかと思っている」と、
人権を人と自然との共生から考えることを問い
かけられました。
　また、黒田さんが影響を受けた一人に野坂昭
如さんとの出会いがあったと言います。昨日の
ように思い返す野坂さんの言葉が「黒田、人間
は戦争をやめられない生き物らしいよ。その証
拠に人間の歴史は戦争の歴史しかないよ」。この
言葉の通りいまもどこかで戦争が起こっている
現実が、「何回も何回も戦争をイメージしながら
作った」とポスター制作の底流にある思いを語
られました。
　第 2 次世界大戦が始まる 1939 年は黒田さん
が生まれた年。「いまとなれば、同じに年に生
まれたことが妙に感じる」と振り返り、生まれ
てこのかた、戦争に荷担し参加してきたことは
ないけれど、人権の話をすると命の問題になり、
その命の問題を語るときに戦争は避けてとおれ
ないと言われます。「良いようにいえば人権イコ
ール戦争反対。悪くいえば人権イコール戦争賛

成」。戦争は最大の人権侵害という強い思いがポ
スター制作に反映されているということを感じ
させてくれました。
　黒田さんは、1986 年から人権週間啓発ポスタ
ーを描いてこられました。今回、集会参加者に
2020 年までのポスターを一冊に収めた記念冊
子が配布されました。その巻頭に黒田さん直筆
で「人権。じんけん。むつかしいコトバ。と思
わないで僕自身のイノチのことだと考えて描か
せてもらっている間にこんなに出来ていました。
ありがとうございます。」とあります。記念講演
の黒田さんの話がこのことばに収斂されている
かのようです。とてもすてきなポスターではあ
りますが、すてきと一言で過ごしてはいけない、
その時代に私たち一人ひとりが自分ごととして
考えなければならない大切なメッセージが描か
れています。ご覧になりたい方は、事務所まで
お越し下さい。

記念冊子の表紙
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世界人権宣言パネル展

　八尾市、八尾市教育委員会、世界人権宣言八尾
市実行委員会の三者共催により「世界人権宣言パ
ネル展」を開催しました。

日　時：2020（令和２）年 10 月３日（土）

　　　　10 時～ 17 時

場　所：アリオ八尾　１階　ブルーコート

内　容：①世界人権宣言 30 条のパネル展示

　　　　②差別落書き防止啓発パネル展示

　　　　③障害者権利条約のパネル展示

　当日は、たくさんの方にパネル展をみていただ
き、人権についての啓発を図ることができました。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、例年行っているぬりえコーナーの設置はせず、
ぬりえ用紙の配布をしました。後日提出してもら
ったぬりえは、11月 14日（土）に開催された「ひ
ゅーまんフェスタ 2020」にて掲示をしました。

　新型コロナウイルスの感染が拡大する中、新型
コロナウイルスに感染された方やそのご家族、外
国から帰国された方や外国人の方、感染者の治療
にあたっている医療従事者やその家族などに対す

る心無い書き込みや誹謗中傷が SNS など
で広がっています。八尾市では、コロナ
ウイルスに関連した差別、偏見、いじめ
を防止するため、「STOP ！コロナ差別」
ポスターを作成しました。
　また、新型コロナウイルス感染拡大に
伴い、外出自粛や休業などが行われてい
る中、生活不安・ストレスにより、配偶
者やパートナーからの暴力（DV）の増加
や深刻化が懸念されております。内閣府
によると、2020（令和２）年４月に全
国の配偶者暴力相談支援センターに寄せ
られた相談件数は、2019（平成 31）年

「STOP！コロナ差別」、

「STOP！ DV！」

ポスターを作成しました！

　パネルを見ていただいた方には、「世界人権宣
言の条文で一番大切だと思う権利は第何条です
か」等アンケートに答えていただき、人権につい
て考えてもらえる機会となりました。
　今後もパネル展示を開催し、啓発に取り組んで
まいります。

４月に比べて約３割増加しており、八尾市では、
新型コロナウイルスに起因した DVを防止するた
め、「STOP ！ DV！」ポスターを作成しました。
　この２種類のポスターは、市役所をはじめとし
た各出張所等、市内の公共施設や学校への配架、
各町会の掲示板への掲示依頼をしています。さま
ざまなところで掲示しておりますので、ご覧いた
だき、改めて人権について考える機会としていた
だけたらと思います。
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国際NGO「CCPRセンター」「ISSYO」所属  白根大輔

ワクチンが生み出す不平等と差別

　欧米、ロシア、中国を筆頭にコロナウイルスに対
するワクチン開発がいよいよ進み、多くが試験の最
終段階、中にはイギリスやアメリカなどですでに使
用許可がおりたものもあります。コロナウイルスが
人々の健康だけでなく、経済、社会そして人権に大
きな被害を引き起こす中、ワクチンの開発はまさに
転換期と言えるでしょう。

　しかし、現在開発中のワクチンが全て運用段階に
入ったとしても、現段階で世界の人口全てをカバー
するには量が全く足りません。量が足りなければ必

然的に不平等が生まれます。世界保健機関（W H O）
を中心にワクチンの効果的な開発と平等分配を目指
す Covax という国際調整機関が作られ、低所得国に
分配するためのワクチン確保が進められていますが、
絶対数が足りない以上限界があります。アムネステ
ィ・インターナショナルやオックスファムなどを含
む、ワクチンの平等分配をモニタリングする国際ネ
ットワーク（People's Vaccine Alliance）は、効果が
確認され、近いうちに使用許可が降りる見込みのあ
るワクチンの大部分は富裕国によりすでに買い占め
られているとも発表しています。このネットワーク
の調査では、現在、富裕国により買い占められてい
るワクチンの量は、全てに使用許可が降りれば、そ
の国の全人口に対し３～５回の予防接種を提供でき
るまでに達している一方、最低所得国の 70余りには
国民の１割程度に一度のみの量しか確保されていま
せん。

　またワクチンの運搬や保存、値段に関する現実的
な課題もあります。イギリス B B C の集計によれば、
現在、効果性が確認され試験最終段階に入っている
主要なワクチンの概要は以下の通りです。

　どのワクチンも効果性を確保するには最低 2度の
接種が必要となります。氷点下での保存が必要なも
のは相当の設備がなければ運搬も保存もできません。
安価なものや運搬・保存がより容易なものは効果性
が多少低くもなっています。ちなみに上記の国際ネ
ットワーク発表によれば、現在の生産（可能）量の
うち、モデルナのものは全てが、ファイザー・ビオ
ンテックのものはその 90％が富裕国により既に買収
されているとのことです。

　国際レベルでの獲得競争がますます加熱し、国家
間格差が露骨になっている状況ですが、同様の構図
はそれぞれの国内でも見られることが容易に想像で
きます。ウイルスにより私たちの健康と生活を様々
な形で困難にする中、誰もがワクチンを必要として

います。しかしワクチンの絶対数が足りない以上、
競争が生じ、分配のためのシステムや公的対策がな
ければ結局、富裕層や権力者、コネを持つ人たちが
独占することになるでしょう。また需要と供給の大
きなアンバランスは闇市での高額取引や汚職の温床
ともなります。

　高齢者や医療関係者に対して優先的に予防接種を
行うと発表している政府もありますが、社会でより
脆弱な立場に置かれた人たち、これまで政府による
保護、援助策から除外されている人たち、そして構
造的、恒常的な差別に晒された人たちの状況はどれ
だけ考慮されるでしょうか。ワクチンの絶対数が足
りない限り、誰かがどこかで犠牲になります。
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されているのも納得の水族館です。
　親友の実家を訪ねると、親友の義理のお姉さんが
「お遍路さんが歩いていたら渡そうと思うけど。」（四
国はお遍路さんが 88 カ所を巡っています。）と箱に
入った小袋を見せてくれました。手作りの小袋がか
わいいので 1 つ頂きました。中を開けると、お菓子
やあめ、マスク 2 枚とともに、手書きのお手紙。近
所の小学生に書いてもらったという文面は、新型コ
ロナウイルス感染で人の動きが制限されている今
年、「弘法大師と同行二人」と言われる遍路の道を
さまざまな思いを持って歩いていて、こんな小袋を
プレゼントされたら元気が出ることでしょうね。小
袋を作ったお義姉さんは、長年地域の民生委員をし
て来られた方です。

　大阪に戻って 11 月。少しずつ新型コロナウイル
ス感染者が増えてきました。高齢者の感染、家庭内
感染、クラスターは医療機関でも…。通所施設は、
利用者もマスクを着用し、入所の施設では、距離を
取って対面での家族面会から、リモート面会（パソ
コン画面）へ。もちろん、施設入口、施設内では体
温測定や消毒が徹底されています。日常では、感染
の抑制と経済活動の維持を図りながらの生活が続け
られていますが、全国的に感染者は増え、ニュース
では、徐々に「第 3 波の到来」と言いわれるように
なってきました。
　12 月。世界的に感染の拡大が止まりません。開
発されたワクチンの接種が始まった国もあります。
日本では、感染者対応の医療施設にひっ迫のニュー
スとともに、繁華街の飲食店等は時間短縮営業が求
められ、不用不急の外出を控えること、年末・年始
の地方への帰省は今年は控えてほしいと、2 週間の
時限で情勢を判断しながらの「自粛」が求められる
ようになりました（大阪）。いつどこで起こっても
不思議ではない新型コロナウイルス感染。人々・私
達の日々の努力が一日も早く報われることを、新年
の到来を前に願うばかりです。

環境カウンセラー/ケアマネージャー　

新

中辻えり子

　お墓参りを兼ねて毎年数回は、田舎の家を開ける
ことや、庭に作ったさつま芋畑の世話（わずかです
が、これが大変！）も楽しみに帰省していました。
高知県室戸岬です。交通機関は大阪から直行の高速
バスを利用しています。今年は人の動きの多い 8 月
は「自粛」して、インフルエンザや新型コロナウイ
ルスの発症増も予想される冬の手前に、休みを取っ
て帰って来ました（10/25 ～ 28）。田舎の家では、
生い茂る庭中の草を抜くのに大半の時間をとられま
すが、近所の方が声をかけてくれます。幼なじみの
親友とは、日にちを合わせて会えることもあります。
久しぶりに会った親友と、全国的にも有名になって
いる「廃校水族館」に出かけました。人口減少が続
いており、廃校になった小学校の施設を活用した水
族館です。外の 25 ｍプールにはサメ達が悠然と泳
いでいます。教室の中では魚種にあわせて、たくさ
んの水槽が並び、転校生や新入生（新しくやって来
た魚達、エビ、カニ達ほか）の説明もあります。そ
のほとんどが地元の漁業組合の協力で、漁師さんた
ちが運んでくれる生徒です。カメやエイ達は階下の
教室から続く深くて大きな丸い水槽の中で自由に泳
いでいて、それぞれをぐるっと回って見ることが出
来ます。手洗い場はそのまま、ふれあえる浅い水槽
として使われ、普段なら触るのをためらうナマコに
も手が伸びてしまいます。親友は初めての見学。私
は、自転車で片道 40 分、息子家族が帰省した時も
含め 3 回でしたが、何度でも訪れたくなるような趣
向で迎えてくれるのです。音楽室には、使われてい
た楽器が置かれ、誰でも触れて（音を出して）いい
ようになっています。他の教室の展示も色々。小学
校だった階段は低く、お年寄りや大人も子供も安心
して楽しめます。新型コロナウイルス対策では、出
入り口を分けた見学順路で、マスク着用、消毒を徹
底していましたが、また来たい（行きたい）と注目

おへんろさんへ

高知には

きれいなところが

たくさんあるので　

見ていってください。

がんばってください。



＜ 13 ＞

じゃりちえ日記

　　　　　　　　　　 VOL68

　『鬼滅の刃』が流行っていますね。幼児向けで
はないのに、知っている幼児さんが結構います。
メディアの力ってすごい。かくいう私も放映さ
れたものは、とりあえず全部観ました。面白か
ったです。
　が、「俺は長男だから我慢できたけど次男だっ
たら我慢できなかった」って、なんだこれ !!
時代背景が明治なので、致し方ないのでしょう。
でも、気になるフレーズ。これからの男の子に
は渡したくないと思いました。
　さて、今回の本は『これからの男の子たちへ』
です。副題は「男らしさ」から自由になるレッ
スン。といっても、男の子に向けて書かれた本
ではありません。男の子を育てている保護者、
そして子どもの周辺にいるおとなに向けて書か
れています。

「社会から性差別をなくすために、男の子の育て
方こそが問題じゃないの？」がテーマです。「男
子あるある」ってほんとうなのか？とか AV は
教科書じゃないとか、「男性である」だけで「特
権」だとか、男性にも読んで欲しい内容です。
対談も入っていて比較的読みやすいです。気に
なるけれど文字嫌い、幼児の子育て中という方
は、まず『おうち性教育はじめます』からどうぞ。
プライベートパーツ、NO・GO・TELL など小さ
な頃から伝えたい大事なことが分かります。

①『これからの男の子たちへ』太田啓子
　大月書店　

②『おうち性教育はじめます』
　フクチマミ　村瀬幸治
　MFcomic  essay   KADOKAWA

① ②

2020 年を振り返って

　コロナの１年。４月～５月まで、在宅ワーク。
６月から通常の出勤体制になり、元々行く曜日
は決まっているので、問題はなかった。
　しかし、新たに「ズーム」ｗｅｂ会議・「スラ
ック」仕事の共有、覚えないといけなかった。
　両方とも欠かせない機器となり、何回か使っ
ているうちに分かるようになっていった。
　在宅にいながら連絡等のやり取りができる、
しかし、見なければ送られてきた内容が溜まっ
てくるので今となっては欠かせない機器となっ
た（コロナ禍での必須となる）。

　コンピューターのツールを使ってするけれど、
初めの頃はチンプンカンプン。『どうやるの？』
と『？マーク』が頭の中に溢れてくるばかり。
１つ分かったと思えば、又、新しい必要とする
機器が増えてくる。よし、この際に『習得しよう』
と試みるも、また新たな『文字』をみると分か
らなくなるの繰り返し。仕事も同じで、今まで
「人任せ」にしていたことが自らに降りかかると、
どのようにしていけばよいのか分からない。
　マニュアルがあるけれど、私には理解できな
い事柄もあるので、誰が見ても分かるように作
成するのはどうしたら良いのか？試案中。
　良い面も悪い面も含め、何とか色々な機器に
ついていこうとしている。しかし「覚えること」
が苦手なので、工夫しながら「今の生活様式」
についていきたいと思っている今日この頃。
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E

シネマシネマ

M

E：2020 年は、本当にいろいろあったね。新型コ
ロナウイルスのパンデミック、アメリカ大統領選
挙、東京オリンピック延期・・・。
M：2019 年の続きのはずが、全く予想できなかっ
た。日常が覆された。
デマや差別事象も出てきて、見えないウイルスへ
の不安は排除になって、人間の弱さが溢れ出た感
じで辛かったけど、BLM（Black Lives Matter）運
動もあった。
E：そんな中、ルース・ギンズバーグ米連邦最高
裁判事の死去も注目されたニュース。　
M：リベラル派で有名だったね。「RBG 最強の 85
歳」と称されたの彼女は、1970 年代のアメリカ
で 100％無理と言われた男女平等裁判からスター
ト。それが大逆転と言われる史上初の勝利だった
んだ！
E：性差別は訴えても勝ち目がないと思われてい
た時代。ルースは論点を変えて訴える。全ての国
民は法のもとに平等のはず、税法 214 項は憲法
違反ではないか？！性別でやり合うことより、お
互いの不利益から共感を引き出した。
M：男ばかりの法廷で性差別に理解を、というの
は簡単なことじゃない。「ふつうは」とか「前例
がない」とか、ものすごいリスニング・ブロック。
E：そうそう、聞く耳を持たない思考停止。でもね、
100 年前になかったことでも、時代は徐々に変化
している。法律は時代に合わせて改定されていい
はず。
M：税法 214 項、独身男性は介護適用控除になら
ない。男性が介護することを想像できない法律だ
った。でも実際に働きながら親を介護する男性が
訴えた。
E：彼もほぼ諦めてたけどね。ルース弁護士は「女

ビリーブ　〜未来への大逆転〜

(2018 年　アメリカ )

監督 / ミミ ・ レダー

主演 / フェリシティ ・ ジョーンズ

は家庭に男は仕事」、女性が家庭で家族介護する
ことが当たり前、だから女性への配慮として税を
控除するという考え方に疑問符を投げる。これは
性差別だ。
M：あらゆる人へ適応範囲を広げるという提案に
反対する余地はないよね。バリアフリーはみんな
の生きやすさに通じる。
E：ルースが学生結婚したマーフィーもすごい人。
弁護士として就職できず大学で男女差別につい
て講義するルースを諦めない。家事育児の分担
だけじゃなくて、生き方そのものをサポートし
てくれる。
M：ふたりは同志っていうか。お互いをリスペク
トしてるのがいいなぁ。
ところで、日本のジェンダー・ギャップ指数（世
界経済フォーラムが 153 ヶ国を対象に、経済、政
治、教育、健康の分野から算出したスコア）が何
位か知ってる？
M：知ってるよー。2019 年は 121 位。女性差別
撤廃とか言って法改正されても、日本は世界基準
からはるかに遅れてるなぁ。
E：1956 年、ギンズバーグが学んだハーバード法
科大学院には女子トイレはなし、女子は居ないも
ののように扱われた。首席で卒業しても法律事務
所は雇ってくれない。せめて足を引っ張らないで
欲しいという思いは切実だった。当たり前を疑う
こと、今の当たり前は変えられるってこと、覚え
ておこう。
若い頃を演じたフェリシティ・ジョーンズも魅力
的、実在したルースは本当にカッコイイ！！ご冥
福をお祈りします。
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＜いわゆる差別というもの＞

池谷　麻幸

　1995 年の夏、私は障害基礎年金受給申請のため昔の主治医のいる精神科病院を
訪れた。過去の診察歴を示す書類が必要で、7 年前に通っていた病院を久しぶりに
訪れたのだが、その際に自分が知らないナースから、もう二度とこんなところに来
るんじゃないよ！という言葉を、背後から大きな声で浴びせかけられた。ナースが
こんな差別をする心を持っていては、ここを利用する精神科の患者達は安心して医
療を受けられない。

　私は左翼ではない。弱者エゴや逆差別も現実にあると思う。これは政治的な発言
ではなく、現実にある差別だ。
　医療関係者こそ我々精神障碍者を蔑みの目で見ていることも多い。他科のドクタ
ーもそうであると聞く。
　触法精神障碍者が刑罰を逃れていい目をしている、と考える市井（しせい）の人
からの冷たい目もある。
　これからも精神障碍に対する差別はなくならず、人間社会にあり続けるだろう。
甘く考えてはいけない。

　―――と、私はこれは端的に差別だと思うのだが、その感覚が分からないという
人もいるかもしれない。成程、精神科には誰もが関わりあいたくないのかもしれない。
しかし、精神科の患者を蔑み、下に見るのは許せない。これでは誰も、受診が必要
な時に安心して診てもらえない。

　こんな個人的なことから、人権侵害は始まる。私という患者一人を苦しめること
は、その苦しめる人の精神疾患に対する差別によるものであり、これが個人を超え
て一般社会による差別の発端となる。決して個人的な問題ではない。

　然し現実の私の周囲は、私達の方が優遇されることがあり、逆差別も起きている。
このしっぺ返しは、いつか我々に来る。
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歌詞紹介

■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

あなたが彼を好きかなんてことは重要じゃない、神様も
ただ手をあげて　あなたはこうやって生まれてきたんだから
 
小さいときママは言ったわ
私たちはみんなスーパースターとして生まれてくるんだって
ママの部屋のガラスの前で　
私の髪を巻いて、口紅をつけながら。
 
あなた自身を愛することに間違いなんてない
ママは言った。
「だって神様はあなたを完璧に作ったんだから」
だから顔を上げて、そうすれば成功するんだから
私の言うことを聞いて
 
私はありのままで美しい
だって神様が完璧にしてくれたんだもの
私は正しい道を進んでいるわ
私はこういう風に生まれてきたの　後悔に隠れないで
ただあなたを愛して、そうすれば大丈夫
私は正しい道を進んでいるわ
私はこういう風に生まれてきたの、こんな風に
 
他の道はありえない　私はこういう風に生まれてきたの
正しい道よ、私はこういう風に生まれてきたの
 
ドラッグなんかに溺れないで、本物の女王様になって
溺れないで
 
思慮分別をもってあなたの友人を愛して
地下鉄の子供たち、真実を喜んで　不確かな宗教の中
私は私でいなくちゃいけない、若さをリスペクトして
 
異性が好きじゃなくても罪じゃない　神様を信じて
私は人生が好き、この曲が好き　愛は信念が必要
 
私はありのままで美しい
だって神様が完璧にしてくれたんだもの
私は正しい道を進んでいるわ　
私はこういう風に生まれてきたの

後悔に隠れないで　
ただあなたを愛して、そうすれば大丈夫
私は正しい道を進んでいるわ　
私はこういう風に生まれてきたの
 
他の道はありえない　私はこういう風に生まれてきたの
私は正しい道を進んでいるわ、
私はこういう風に生まれてきたの
 
ドラッグに溺れないで、本物の女王様になって
あなたが破産者だろうと、金持ちだろうと
黒人だろうと、白人だろうと、黄色人種だろうと、
ラテン系だろうと、レバノン人だろうと、東洋人だろうと
 
障がい者だろうと　浮浪者だろうと、
いじめられっ子だろうと
今日のあなたを喜び愛そう
だってこういう風に生まれてきたんだもの
 
ゲイだろうと、ストレイトだろうと、バイだろうと
レズビアンだろうと関係ない　
私は正しい道を進んでいるわ
生きるために生まれてきた
 
黒人、白人、黄色人種、
ラテン系だろうと　東洋人だろうと
私は正しい道を進んでいる
私は勇敢になるために生まれてきた
 
私はありのままで美しい
だって神様が完璧にしてくれたんだもの
私は正しい道を進んでいるわ
私はこういう風にうまれてきた　後悔に隠れないで
ただあなた自身を愛して、そうすれば大丈夫
私は正しい道を進んでいるわ　
私はこういう風に生まれてきたの 
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お詫び
前秋号 (100 号 ) ３頁の「連載開始！ 15 号～ 25
号同和問題再見聞」八尾市同和事業促進協議会
笠原さんのお名前を間違って記載していました。
訂正してお詫び申し上げます。


