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「難民と一緒に暮らせる街を目指して」
RAFIQ（在日難民とのネットワーク）

共同代表　田中　惠子
　昨年は、日本が難民条約（難民の地位に関する条約）を１９８１年に締結してから

４０年目になります。しかし、４０年経過した現在においても難民認定率の低さ、申請

中の人に対する不安定な在留実態、加えて入国管理局の収容者に対する人権侵害等、条

約締結国とは思えない状況が続いています。

　そこで「RAFIQ」共同代表の田中惠子さんに日本の難民受入れ状況と RAFIQ の支援活

動について投稿いただきました。

＊はじめに

　私たちの団体「RAFIQ」（ラフィク）とは、ペ
ルシャ語とアラビア語で「友だち」という意味
です。2002 年から関西在住の難民の支援活動を
行っている市民団体です。「難民と一緒に目指せ
る街を目指して」います。

＊特異的に少ない日本の難民認定

　難民条約は、1951 年に締結されました。その
目的は 1948 年に「世界人権宣言」が採択され、

「庇護を求める権利とすべての人間は差別されず
に基本的人権を享受できる権利が確認。」難民に
も適用されたからです。日本は 1981 年に加盟
し保護を約束したはずです。昨年は加盟して 40
周年でした。

各国難民認定率　UNHCR 資料より RAFIQ 作成

法務省難民認定数より作成

　昨年は難民に関する報道が多くありました。6
月ワールドカップのアジア予選で来日したミャ
ンマー（ビルマ）人が難民申請を行い 8 月認定
されました。8 月にはオリンピックで入国したベ
ラルーシの選手が難民申請のできる国への出国
を希望し、ポーランドで難民申請を行いました。
難民の出身国の問題も多く報道されました。2 月
ミャンマーでの軍事クーデター、８月アフガニ
スタンをタリバンが掌握、10 月スーダンで軍事
クーデターがありました。これらの国の難民も
すでに日本に来ており RAFIQ は支援しています。

日本の難民申請者と認定者数

主要国の難民認定数・率（2019 年）

…日本は不認定率 99.7％

　難民とは難民条約に定義があり「迫害があり母
国から保護を求めた人達」の事です。2020 年の
世界の難民数（正確には強制移動させられた保護
が必要な人）は 8240 万人になりました。（UNHCR
グローバルトレンズ 2020 より）コロナ禍でも
前年より 260 万人増えています。日本にもたく
さんの難民が滞在しています。コロナ前は年間 1
万人以上の人が保護を求めていました。
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　 多 く の 難 民 が 厳 格
な 審 査 の 為 に「 証 拠
が な い 」 と 難 民 不 認
定 に な り ま す。 不 認
定 に な る と 在 留 資 格
を 与 え ず「 非 正 規 滞

大阪出入国在留管理局
大阪市住之江区

　表（※ 8 ページ右）は、2019 年の主要国の
難民認定率です。日本は 2018 年に、国連から「特
異的に少ない国」として名指しされました。少
ない理由は、国連のガイドラインを無視した日
本独自の「恣意的な認定基準」で判断している
為です。この年のアメリカ大統領はあのトラン
プです。移民受け入れ拒否を行った人ですが彼
でも「難民は保護する人」と理解しオバマ政権
とほぼ同数の受け入れを行っています。

＊入管に収容される難民たち

ましい事件も起きています。

＊難民に寄り添った支援を目指して
 
　環境問題と同じで難民問題も世界中が繋がっ
ています。私たちは支援者にもなれますが、加
害者にもなっています。コロナ禍で難民はより
困難な状況です。危険な状態でも出国出来ない

「国内避難民」も多くは発生しており、内戦の続
くイエメンでは 5 歳 未満の子どもの約 10 万人
が重度の栄養失調に苦しんでいます。RAFIQ の
支援対象者も感染対策用品の購入費の負担が増
えているので、毎月マスク等や生活用品等の支
援物資を送っています。またワクチン接種の為
の支援も行いました。

コロナ関連
支援物資の荷造り

  日本政府や自治体から難民への支援策がありま
せん。非常に困難な難民申請と認定されるまで
の生活支援が必要です。RAFIQ の支援は一人ひ
とりに寄り添う事で多肢に渡っています。　家
族の方もいますので日本で生まれた子どもさん
から高齢者までの支援も必要です。小さな団体
ですが、2019 年に 9 名、昨年も 1 名が難民認
定され成果が見え始めました。私たちの活動は
会員と市民からの善意で支えられています。ぜ
ひ皆さんのご支援をお願いいたします。近くの

在者」（不法滞在者）にされてしまう人もいます。
この人たちは送還対象（国へ帰れ）になります
が危険な母国には帰れません。そこで送還を拒
否した外国人が収容される入国管理局の収容場
に「帰国」するまで収容されることになります。
この施設の収容期間の期限はありませんので、
帰られない難民は何年でも収容されることにな
ります。入管の中で、「難民不認定取り消し訴訟」
や「難民再申請」の手続きを行っている人もい
ます。実際、入管の収容者の 4 ～ 5 割は難民申
請者です。「仮放免」という「仮釈放」のような
制度がありますが、就労が認められておらず在
留資格もないので住民登録ができず、その結果、
健康保険に入れない、携帯が買えない、銀行カ
ードが作れない、住所の契約ができない等の市
民的な権利が奪われた状態になっています。入
管の処遇は、「刑務所に準じる」もので、所長
の裁量で行われることが多いです。私たちは、
2002 年から入管に収容されている難民への面会
活動を続けており、処遇改善の多くの要望書を
提出してきました。
　昨年 3 月に名古屋入管に収容されていたスリ
ランカ人が医療を受けられず死亡するという痛 同行支援　電車の乗り方

難民申請手続きの為の面談

難民に手を差し伸
べ て く だ さ い。 難
民が安全に暮らせ
る街は私たちも安
全な街と思います。
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ホームページ「RAFIQ　難民」で検索を！毎月「難民初級講座」を開催しています。HP から
申し込めます。毎月メールマガジンを配信しています。HP から登録できます。
ご支援の申し込みは HP からお願いいたします。

RAFIQ の「なんみん」支援

　世人やおと八尾市人権協会共同でひゅーぺんの人権週間啓発缶バッヂを製
作しました。これを八尾市立小学校すべての子どもたちに届けたい！と各学
校を通じて配布しました。5 校にご協力いただき、ひゅーペンが直接こどもた
ちに届けることもできました。
　登校する子どもたちを迎えるあいさつ活動からはじまり、その後全校生に
人権週間の説明をし、缶バッヂをプレゼントしました。

人権週間啓発缶バッヂを八尾市立小学校の子どもたちへ届けたい！

朝のあいさつ運動

またね～

●西山本小学校

１時間目に各クラスずつ

ひゅーペンと触れ合いました

web 集会で缶バッヂ寄贈

児童会の子どもたちと記念撮影
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●刑部小学校

●用和小学校

●八尾小学校

●安中小学校

お昼休みにたくさんの

子どもたちが会いにき

てくれました

授業中におじゃまして、 ひゅーペンの質問タイム♪

全校集会であいさつして寄贈しました

下足室であいさつ

朝の様子

下足室の様子

児童会の子どもたちと一緒に並んであいさつ運動！

この後の web 集会で、 缶バッヂを寄贈しました

児童会の子どもたちと

いつも元気な子どもたち

なんかおる～！！

体育の時間も

参加しました

寄贈！

おはようございます！
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じんけん作品展示会じんけん作品展示会

20th

劇団どろっぷ～ Look back ～劇団どろっぷ～ Look back ～

月12 10 11 日（土） 

場所：八尾市生涯学習センター「かがやき」 
日（金） 

大会議室の様子

小研修室 1　展示の様子

どんぐりクラフト

各作業所の自主製品の展示・販売各作業所の自主製品の展示・販売

開催しました！

出かけてみよう︕
笑顔あふれるつどいの広場
出かけてみよう︕
笑顔あふれるつどいの広場

ボッチャで遊ぼう︕︕ボッチャで遊ぼう︕︕

盲導犬ニーナも来たよ︕盲導犬ニーナも来たよ︕

YIC 釣り堀
～世界の “あいさつ” いくつ釣れるかな︖～
YIC 釣り堀
～世界の “あいさつ” いくつ釣れるかな︖～

みんなの心をつなごう !
「さをり織り」体験
みんなの心をつなごう !
「さをり織り」体験

小枝でクラフト作り

いじめからこどもを守る課
DVD上映中…

子どものためのプレイパーク子どものためのプレイパーク

どんな “あいさつ
” が

釣れたか
な～︖︖

すみれの文字の箱に
ボールを入れよう︕
意外と難しい…︖

子ども権利条約かわたろうのカルタで大盛り上がり︕

次回は 2022 年 11 月 18 日（金）、19 日（土）
八尾市文化会館（プリズムホール）で開催します。ぜひ遊びに来てください！

「すみれ」でポンっ♪「すみれ」でポンっ♪

「すみれ」でポンっ♪で玉入れに挑戦「すみれ」でポンっ♪で玉入れに挑戦

小研修室 4　展示の様子

市長とひゅーペンのツーショット︕︕

プラバン作りプラバン作り

今年も子ど
もに

大人気のボ
ッチャ︕

今年は４ｍ５
㎝

みんなで織り
ました︕

西山本小学校の
子どもたちが
遊びにきてくれました。

大松市長も参加︕︕
黙々とさ

をり織り
…

黙々とさ
をり織り

…

子どもたちと
お話し中

受付、パネル展示の様子

　プリズムホールが改修工事のため、八尾市立生涯学習センター「かが
やき」での開催でした。いつもと違う場所で不安もありましたが、たく
さんの来場者のおかげで大盛り上がりでした。回を重ねるごとに遊びに
きて関わってくれる人が増え、継続することの重要性を実感しました。
これからも継続することで、人権の取り組みが八尾市民全体に広がって
いくことを願います。ありがとうございました！！

今年の
クイズラリー

何問正解しまし
たか︖

いつもの
四角い

ひゅーペンも
お出迎え︕
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　 講 師 は CVV（Children’ s Views and Voices）
副代表で NPO 法人キーアセットのソーシャルワ
ーカーの中村みどりさんです。
　中村さんは、養護施設で育った経験をもとに、
社会的養護とは何か、その中で生活する子ども
たちの現状を分かりやすく話していただいたの
で、参加者それぞれが何が必要か・何ができる
かを考えるを時間になったようでした。

　社会的養護とは、保護者にかわって施設・里
親などにより養育を行うことです。その中で生
活する子どもたちは少なからず喪失体験をして
いて、将来への不信から自分について考えるの
をやめてしまったり、大人に対する不安や不信
から出る行動は問題行動と認識されてしまいま
す。そして多くは 18 歳で退所し、社会的養護の
ケアを離れてしまってからが深刻だといいます。
生活費や学費、人間関係に悩んでいても他者と
の「壁」から相談までたどり着けないケースが
多く、いつでも転げおちる可能性があるそうで
す。八尾市には養護施設がなく里親さんも少な
いことから「社会的養護の子どもたちはあまり
いない」と思っている人が多いかもしれません。
その雰囲気が相談しにくい社会をつくっている
のではないかと感じました。

　中村さんは子どもの声を聴くアドボカシーに
ついても話されました。
　学校や生活の場、地域や社会の中で子どもの
事を決める時にどれだけ子どもの声（意見や思
い）が入っているでしょう。子どもの代弁者と
して子どもの最善の利益を考え、声を届けるの
が子どもアドボカシーです。第三者だから話せ
る事もあるんです。しかしコロナ禍である現在
は、人と会う機会が減り話しを聴いてもらえる
機会が減っています。子どもたちは話しを聴い
てくる大人を求めています。それは私自身の活
動をしていて実感しており、地域で日ごろから
話しやすい環境づくりが必要だと思いました。

　中村さんは子どもの話を聴くときに大切な事
として「心の扉のドアノブは内側にしかない」
と話され、私を含め多くの参加者がハッしたよ
うに感じました。大人が良かれと思ってする行
動は、時として無理に心の扉をこじあけようと
する行為となり、扉を壊してしまう恐れもあり
ます。子どもが話そうと思える環境を作り、そ
して寄り添いながら、子どもが扉を開けてくれ
るのを待つのも大切だと感じました。
　これからも活動の中で常に心にとめておきた
いと思います。

『子どもアドボカシー　～子どもの声を聴くとは？～』

講習会に参加して
新開ちあき　今年度の【ひゅーまんフェスタ 2021】で、ＣＡＰプロジェクトやお企

画として『子どもアドボカシー　～子どもの声を聴くとは？～』の講習会
を開催しました。
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　ちょうど感染拡大の谷間で、「子どもの権利
条約フォーラム 2021　in かわさき」に、現地
会場となった川崎市まで新幹線を利用して参加
してきました。神奈川県川崎市は日本で初めて
制定された「川崎市子どもの権利条例」の施行
２０周年記念の年でもありました。いろんな講
座や学習会で聞いてきた川崎の実践に、現地で
ふれられることにドキドキし、子どもたちも久
しぶりの再会やおおきなイベントや長距離の移
動に、ワクワクしていました。
　全国のこども活動団体を会場とオンラインで
結び、「子どもが語る子どものいま」に参加。グ
ラフィックレコーディングがライブで行われ、
スライドで壁に映し出されていました。個人的
には沖縄と名古屋の子どもたちのありのまま感

で一番感じたことは、言語化された理論とか、
実践報告でなく、体験そのものって、すごく大
切だということ。自分の持っている権利とその
大切さについて学ぶ時に、それが自分の中にあ
る権利意識とリンクしないと、なかなか感覚的
にでも理解が難しいと思う。プレイパークのよ
うな遊び場で多様な仲間と育ち合うことはどん
なお勉強よりも尊いと思いました。川崎の権利
条例で位置付けられた子どもの遊ぶ権利の保障
のための「子ども夢ぱーく」で遊ぶ子どもの姿と、

「子どものつぶやき展」の、こどもの心をとらえ
るおとなの感性にしびれてきた旅でした。

「遊びはこどもの主食」なんだって！                        

松田直美

（子どもたちの感想です。）

・楽しかった事は、1 つ目は新幹線に乗ったこと、2 つ目は泊まったこと。 3 つ目はゆめよこちょう！！！！（J）

・ この二日間でいろんなことがありましたが、 どれも濃い内容でまだ整理しきれていないんですけど、 自分

が思っているよりも古くからこう言う活動が続けられていた事など、 色んな事を知ることが出来たと思います。

自分の言動が何を動かすのか、 動かしてしまうのかを改めて考えさせられるような、 とてもいい二日間だっ

たと思います、 また機会があれば是非！ （R） 　

間があるわけではないの
で、交流や打ち合わせの時
間はほとんどありません。
担当を決めてそれぞれで
準備したにもかかわらず、
いいチームワークで乗り
切ったかんじです。2016
年の大阪での全国フォー
ラムからの積み上げがあ
るからだなとおもいます。
　今回のフォーラム参加

がいい感じでした。
子ども参加が子ども
の力で実現していた
ように思います。大
阪の子どもたちは、
共通の居場所での時
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第 44 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。44 回めとなる今回は、コロナ差
別をテーマに実施いたしました。

日　時：2021（令和３）年 12 月９日（木）

　　　　午後２時 ～ 午後４時

テーマ：差別と闘う

　　　　～ハンセン病に学ぶコロナ差別～

場　所：八尾市生涯学習センター

　　　　「かがやき」４階　大会議室

　元アナウンサーの藪本雅子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、ハンセン病の話を中心にお話しいた
だき、その中でコロナ差別にも同じような差別の
経緯があるとお話しされました。また、アナウン
サー時代などのご自身の経験もお話しされ、人権
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）
・ハンセン病について何も知らずに生きてきまし
たが、この講演でその病気を知り、自分でもあら
ためて学んでみたいと思います。コロナ差別とも
通ずるところもあると知り、コロナの SNS の情報
だけに惑わされないでいこうと思います。
・差別のもととなる社会の状態を変えていかなけ
ればならない。当たり前のことを当たり前に言え
るような社会が望まれる。
・正しい知識を知ることの大切さを学びました。
あなたは悪くないと言える知識、情報をもって接
したい。

2021（令和３）年度　
第1回 人権啓発セミナー
　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、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、YouTube の限定配信を使用
したセミナーを実施しました。

　日　時：2021（令和３）年

　　　　　10 月 25 日（月）～ 11月12 日（金）

　方　法：YouTube の限定配信

　テーマ：インターネットによる人権侵害

　　　　　～中傷投稿の被害者を守れ～

　講　師：株式会社　情報文化総合研究所　

　　　　　代表取締役　佐藤佳弘さん

← YouTube の視聴が難

しい方向けに、下記日

程で動画講演会を実施

しました。

日　時：10月 25 日（月）  

　　　  14 時～

場　所：八尾商工会議所  

　　　　３階大ホール

　講演では、ネット社会の現状やネット上での人権
侵害について、事例を踏まえながらお話しいただ
きました。また、安心・安全のネット社会にして
いくために、悪質書き込みの対処等についてもお
話しいただき、インターネット上の人権について、
理解を深めることができるセミナーとなりました。
（参加者アンケートより）
・日常で触れることが多い題材だが、改めて見直す
機会は少ないため、研修として知識を得る機会にな
ってよかったです。
・分かりやすく、プロバイダーの開示義務など正し
く知ることができました。
・ネットのもつ影の部分がよく理解できました。被
害者にも加害者にもなりうるので、注意が必要だと
思います。
・とても話が分かりやすく、あっという間の 1 時間
半でした。
最近の事例を交えていただき、身近な問題として考
えるきっかけとなる講義だったと思います。
・大まかな知識はあったが、詳細に知ることができ
て大変参考になりました。YouTube による視聴であ
るため、知りたい部分を再視聴できてよかったです。
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2021（令和３）年度

第 1 回人権映画上映会

　八尾市では、「第２次
八尾市人権教育・啓発
プラン」に基づき、さ
まざまな人権教育・啓
発活動を行い、人権尊
重の社会づくりに向け
た取り組みを推進して
います。新型コロナウ
イルス感染拡大防止の
観点から、例年実施し

日　時：2021（令和３）年 11月 25 日（木）

　　　　14 時～ 16 時

場　所：八尾市生涯学習センターかがやき

　　　　４階大会議室

作　品：あん

　今回は、ハンセン病回復者の人権について考
える機会とするため、映画「あん」の上映を実
施しました。今後も、少しでも多くの人に人権

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：2021（令和３）年 11月６日（土）

　　　　10 時～17 時

場　所：アリオ八尾　２階　オレンジコート

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

　　　　④ぬりえコーナー

　当日は、たくさんの方にパネル展を見ていただ
き、人権についての啓発を図ることができました。
ぬりえコーナーでは、ぬりえの他に「言われてう
れしいひとこと」を書いてもらい、掲示しました。
また、ひゅーまんフェスタのマスコット「ひゅー

ている交流会を変更し、「映画上映会」という形で、
市民の皆さんに人権について考えていただける機
会を設けました。

（参加者アンケートより）
・誤ったうわさで一人の人間の一生が変えられて
いく、悲しいことです。全ての差別が社会から無
くなる事を願います。
・ハンセン病差別問題、自分の事として考えたい
です。
・病気については学んでいました。知らないうち
に差別してしまうことがないように日々生活した
いと思います。
・ハンセン病に無関心だったが勉強になりました。
・登場人物が少なかったけれど、とても感動しま
した。ドリアン助川さんの本を是非読んでみたい
と思いました。
・人権の映画初めて観ました。ハンセン病のこと
も大変良くわかり、観させていただきありがとう
ございました。

ペン」は、1 階
光町スクエアに
登場し、子ども
たちと写真撮影
を行いました。
　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。
　今後もパネル展を開催し、啓発に取り組んでま
いります。

について考える
きっかけ、人権
を守る気持ちが
広がっていくよ
うに、取り組ん
でいきたいと考
えています。
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世界の人権39
白根さんと考えよう！

国際NGO「CCPR センター」「ISSYO」所属  白根大輔

ソーシャルメディアと偽情報

　2021 年 12 月 6 日、アメリカのカリフォルニア
州でミャンマーのロヒンギャ難民を代表する弁護士
が、フェイスブック（実際はフェイスブックから
名称変更した親会社「メタ（Meta）」）を相手取り、
1500 億ドル以上を要求する集団訴訟を起こしまし
た。訴えの主な内容は、フェイスブックがミャンマ
ーで使用可能となって以降、ロヒンギャに対するヘ
イトスピーチ、偽情報、さらには暴力の扇動を助長
し、それが 2017 年、「民族浄化作戦」とも称され
たミャンマー軍によるロヒンギャの迫害、虐殺行為
の実質的な原因、さらにその継続につながったとい
うものです。

　実際、ミャンマー軍やその支持者がフェイスブッ
クを使い、ムスリム、特にロヒンギャに対するヘイ
トスピーチ、偽情報の流布を通して差別や暴力の扇
動を行っていることには当初から警鐘が鳴らされて
きていました。しかし、軍司令官やその他上層部個
人のフェイスブックページが削除されたのは 2018
年になってからで、ミャンマー軍によるロヒンギャ
の迫害・虐殺を調査した国連機関の 2018 年の報告
でも、ソーシャルメディア（ミャンマーでの普及率
を考慮するとその大部分はフェイスブック）がロヒ
ンギャに対するヘイトスピーチの大規模な流布や暴
力行為の要因となったと指摘されています。

　2021 年 2 月のクーデター以降、フェイスブック
からミャンマー軍に関係する広告が制限されるよう
になり、カリフォルニアで訴訟が起こされた直後、
メタはミャンマー軍の影響下または関係する商業・
営業体をフェイスブックから追放するとも発表しま
した。しかしカリフォルニアでの訴訟原告団の主張
では、ロヒンギャに対するヘイトスピーチや暴力の
扇動を行うユーザー、ページ、ポストの削除などの
対応が不十分だっただけでなく、警告と懸念が挙げ
られたにもかかわらず、的確かつ適宜な対応がなか
ったこと、フェイスブックのアルゴリズムがロヒン

ギャに対するヘイトスピーチを増幅したこと、フェ
イスブックが現地での使用言語を話し、政治的な状
況を理解するモデレーターや事実確認のために充分
な人を雇わなかったことなども挙げられています。
また、会社側は偽情報や偽のアカウントの危険性に
ついて、ユーザーに警告することをほとんど行って
いなかった、さらには市場浸透と営利目的のために
ロヒンギャの命を犠牲にしたとも主張されています。

　偽情報の流布による特定の個人やグループに対す
る差別や暴力の扇動は、ソーシャルメディアの出現
以前からもありましたが、その問題の規模や影響力
は明らかにオンラインプラットフォームの開発や発
展に伴い拡大したといっていいでしょう。メタを始
めとするソーシャルメディアやオンラインプラット
フォームを運営する企業は、利益を得るため、サイ
ト上のやり取り（いわゆるエンゲージメント）を促
し、絶えず増加させていく必要があります。そのた
めに、これら企業はユーザーの個人情報やオンライ
ン上の行動についての情報を収穫し、不透明なアル
ゴリズムや自動化された機能を使い、そのユーザー
により特化された（そのユーザーがよりエンゲージ
するような）内容のニュースや広告の抽出、選択、
配信を行なっていきます。この自動化されたプロセ
スの目的はあくまでユーザーのエンゲージメントを
促進、増加することであり、事実や正確な情報を伝
えるという通常のメディアやジャーナリズムの目的
とは全く違うものです。そのため、このプロセスの
結果生み出される個人化されたニュースや広告のフ
ィードは過激な内容や個人間の不和を生み出すも
の、偽情報も含まれたものになり、そのユーザーの
プロフィール如何では、むしろ偽情報やヘイトスピ
ーチなどの有害情報ばかりのこともあり、結果その
流布と影響を増幅していくことになります。極端な
場合、エンゲージをより増加させるような偽情報や
ヘイトスピーチは効率的な収入源となっています。

　カリフォルニアでの訴訟では実際、どこまでフェ
イスブック・メタの法的、社会的責任が問われるの
でしょうか。ソーシャルメディアが普及し、さまざま
な機能が追加され、影響力が増していく中、そこで
のヘイトスピーチや偽情報、人種主義、デマの流布、
いじめ、個人や特定グループに対する誹謗・中傷、
差別や暴力の扇動などの弊害も顕著になっていく一
方です。これらの問題は単に該当するポストやアカ
ウントを削除するだけで解決するものではありません。



＜ 13 ＞

は調理や洗濯が出来て、生協の注文や近くに来る移
動販売車で買い物もしていますが、冷蔵庫の中は食
品がいっぱいで同じ食品も多く入っていること（確
認。大きな冷蔵庫が 2 個あります）・薬の飲み忘れ
が出てきたこと・言ったこと、聞いたことを覚えて
いなくて何度も聞いたり、違うように覚えているこ
と・畑での鍬の使い方には驚きましたが、腰痛から
手術もしていて足のしびれや冷感は今もあり、外で
は杖をついていること。一人で杖をついて出かける
ことに N さんの心配もあります。
　面談を続けて、「リハビリを行うことで体の力を
落とさないようにしましょう。」とデイケアの利用
を進めました。S さんの同意の言葉がありましたが、
N さんの方を見ると、小さく首を振って「今だけ」
とつぶやく声が聞こえました。利用日を一緒に考え
ていると、S さんが立ち上がって、「予約をしている。
電話しないと。」と、整形外科や歯科の診察券を探
していました。予約記録からは日にちが過ぎていて、
再予約が必要でした。
　希望先（勤務している同じ法人）の通所が始まり
ました。畑での様子や自宅内での歩く様子とは違い、
杖歩行は不安定です。週 2 回の利用では、PT（理学
療法士）の個別リハビリも受けています。通所のペ
ースが出来てきましたが、通所でない日は、「整形
にいくので」「親戚が病気なので」「しばらく休みま
す」等、本人から連絡があります。N さんと連絡を
取り、予定がないことを確認しての利用は 2 か月を
過ぎたところです。迎えの職員からは、「覚えてお
られません。」と報告があります。冬季の畑作業は
週 1 回ぐらいと聞き、先日様子を見に行くと、畑作
業に精を出す S さんの姿がありました。

　2022 年。コロナ感染が収まってきたと安心した
矢先、変異ウイルスオミクロン株の感染が急拡大し
てコロナ感染第６波と言われるようになりました。
市内の通所施設からは利用者感染の報告も入ってき
ました。感染拡大の当初から、近所にある会社の応
援メッセージは夕方には明かりが今も灯ります。成
人式当日のホール（柏原市）入口横の伝言ボードに
は＜「Why not the Best!!」若者よ無理をしろ（後期
後令者）後期高齢者＞の記入が…。

環境カウンセラー/ケアマネージャー　

新

中辻えり子

「楽しめることがある」
　　　　　　　ということ

　一人暮らしの S さん（78 歳女性）の物忘れを心
配して、要介護 1 の認定が出たことから、市内に住
む N さん（長女）から介護支援の相談がありました。
通所を進めても行きたがらないとのこと。畑には毎
日のように出かけていると聞きました。
　相談と面談の訪問日を決めて、S さんの畑の様子
を見ておこうと出かけました。訪問当日の 30 分ほ
ど前でした。みかんなどの果樹が見える畑に人の姿
がありました。道路横から「S さん？」と声をかけ
ると、ご本人が鍬を使って作業中でした（！）。そ
の日の訪問は中止だろうなと思いながら、畑に入ら
せてもらいました。良く耕された畝の土は柔らかく、
色々な野菜が見えます。キャベツ・白菜・チンゲン菜・
小松菜・春菊・ニンジン・ネギが育ってきていました。
そしてミカンとデコポンが色づいていました。おし
ゃべりはお好きなようです。S さんは今日の収穫に
とサトイモを一株掘り起こしました。使っている鍬
は先が割れた鍬で堀りやすそうです。少し触らせて
もらって鍬をふるってみると、思ったより重いので
す。『備中鍬』で、普通の鍬より土が良く耕せると
のこと。S さんは次に、玉ネギの苗を植え付けたと
ころに丁寧に手で肥料を撒いていました。ビニール
のトンネルをかけてあるところもあります。おにぎ
りを持ってきて、のどが乾いたら、ミカンをちぎっ
て取るとも話してくれました。植え付けや作付けは
時期も考えながらの畑作業は、長年の楽しみとして
こられています。ここまで話していると、N さんが
車で迎えに来られました。
　予定時間を少し後にしてお宅を訪問することにな
りました。S さんは「（畑作業の後で）お風呂に入
っていた。」と、タオルで髪の毛を拭きながら、居
間の椅子に座られました。面談は、
先ほどの畑の様子から。N さんも
協力しておられ、2 日に 1 度は様
子を見に訪問しているとのこと。
少しずつ、N さんの心配している
ことがわかってきました。S さん
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さん
の

おすすめ本

ず女性用に入るけれど、男女分けたトイレが壁にな
る人には、それも特権になるね。
　なぜ差別がなくならないのか、差別的発言した人
が「そんなつもりでなかった」というのはなぜか、「自
己責任」と個人に困難を押し付けられるのはなぜか。
そんな疑問にも答えてくれる本です。
　社会の外部に置かれ不可視化されていた「みんな」
が自由と平等を享受でき、一緒に生きる、開かれた
共同体としての「私たち」になれるように考えてい
きたいと思った本でした。

『差別はたいてい悪意がない人がする　
見えない排除に気づくための 10 章』
キム・ジヘ著　大月書店

　今回は韓国で政治・社会分野でベストセラーにな
った本を紹介します。
　『差別はたいてい悪意がない人がする　見えない
排除に気づくための 10 章』です。図書館に新刊で
配架してあったこの本を見て、「私も気づかないで
差別していることがあるんだろうな」と思って手に
取りました。
　「差別はあかん」てわかっているけど、実際の生
活の中で無意識に行っていることが、誰かを排除し
ていることがあちこちに隠れていることが分かりま
す。他の人がもたず、自分は持っている「あらゆる
もの」を特権だと思って生活してきたことはなかっ
たなぁ。バスに乗るなんて特権なんて思っていなか
ったけれど、あのステップが壁になる人にとっては、
ささっと乗れる人の特権に見えるね。トイレで迷わ

世界人権宣言 73 周年記念フェスティバル

動画配信開催決定！！
せじ～ん73

★

★

★

動画配信パフォーマー

募集！

★

★

詳しくは、

世界人権宣言八尾市実行委員会

TEL 072-924-9853

E-mail　oyaoya@oyaoya.org

まで、 お問合せください。



＜ 15 ＞

vol.48シネマシネマ

EH

短編映画がおもしろい！

E：いつもひとつの映画の話ですが、今回は最近
あまり映画を観ないという H さんと短編映画の
話です。映画は映画館で観たいと思ってるけど
なかなか行く機会がなくて。スクリーンの迫力
と大音量にワクワクしたいです！
H：私はもう長時間観る体力も気力もないわ ( 笑）
E：映画館では予告編で観たくなるものもありま
すよ、話題作は特に。
H：そういえば、ラジオ番組で短編映画祭で上映
された『演じる女』の話を聞いてすごく観たくな
ったんだけど、結局探しきれないまま。主演の
満島ひかりさんがとてもいいらしくて、監督は
照屋年之。ガレッジセールのゴリさんだってね。
E：映画祭の期間だけ配信されたものかな、残念
ですね。私も観てみたい。
　日本の短編映画で有名なのはアニメーション
作品の『つみきの家』、アカデミー賞も取りまし
たね。短編はそれまであまり興味がなかったけ
ど観たくなりました。
H：では手始めに 12 分の短編アニメーション。
『愛してるって言っておくね』は。銃乱射事件で
こどもを亡くした両親の姿を描いた作品。一瞬
にして日常を奪われた 2 人の葛藤や寂しさがこ
っちにまで流れ込んでくる。セリフはなし、そ
れぞれのシルエットが感情を表していて切ない
けれど希望も見えた。
E：銃乱射事件ではその場で犯人が射殺されるケ
ースが多いですね。犯人が自暴自棄になって無
差別に人を巻き込んで亡くなる事件は日本でも

起きてます。遺族のやり場のない怒りはどれほ
どかと、ずっと出口のないトンネルの中のよう。
H：次に観たのはアカデミー賞最優秀短編実写映
画賞作品『隔たる世界の２人』。
これもアメリカ映画で 32 分。どこまでが本当 !?
夢なのか現実なのかループするお話。黒人男性
が白人警官と揉めて殺されるシーンを何度も夢
に見るんだけど、ああ夢でよかった、と、思っ
たらまた同じ警官と揉めて殺される。なかなか
家に帰れない。彼は話し合って解決しようとす
るんだけど、警官はただ自分を殺したいだけな
んだ、という結論に。最後に実際に亡くなった
たくさんの名前とその状況がテロップで流れる。
なぜ殺されなければならなかったのかわからな
いものばかり。
E：北京オリンピックでは人権問題による政治的
ボイコットが話題になる中、アメリカの差別問
題も根深いです。黒人というだけで危険を感じ
る社会が現実だということ。Black Lives Matter
のように問題に対して声をあげられるか、映画
はもちろんいろんな方法で訴え続けたいですね。
H：長編作品とは違う手軽さもあって、短編映画
にはメッセージがギュッ！楽しめました。

『演じる女』も何とかしてぜひ観ましょうね。

愛してるって言っておくね

（2020 年）

監督 / ウィルマ ・ コーミック　

　　　　 マイケル ・ ゴヴィア

隔たる世界の 2 人

（2021 年）

監督 / トレイヴォン ・ フリー

マーティン ・ デズモンド ・ ロー
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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

自分の国で　
つらくて　ひどい事をされているのに、

誰にも助けてもらえないなら、
違う国に　逃げてもいいんです。

悪いことをして、逃げるのは別です。

　世人やお的世界人権宣言第 14 条。
「逃げてもいいんです」左の絵が正解。
右の絵は、まちがいが５つあります。
探して事務局まで送ってくださいネ。

正 誤

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！

チャレンジ♪

まちがいさがし

21

歌詞紹介
「きみと　この場所で」

きみと　またこの場所で　出会えたこと
ほんとうに　うれしいな
きみが　はじめてここに　来てくれたこと
とっても　うれしいよ

きみが　この世界に　生まれてきたこと
すばらしいことなんだ！
きみが　笑顔で　生きてることに
胸が　熱くなるよ

つながっていく　心の糸が
だれもが大切な一人ひとり
かけがえのない命を　はぐくむ
そんな世界をつくっていきたい！！

さあ！集まろう
この場所に
感じてほしいな
ニコニコ　えがお
キラキラ　じんけん
ワクワク　みらいを

明日に向かって
歩んでいきたい
希望き　みんなで
すべての人が　大切にされる
未来をつくるために

きみと　また別の場所で　出会えること
きっとあると　思うんだ
きみが　そのとき同じ　笑顔を見せて
くれたら　うれしいな

きみと　この世界に　ともに生きている
悲しみを乗り越えて
きみが　負けずに　生きてることに
勇気が　わいてくるよ

かさなっていく　その思いは
だれもが大切な一人ひとり
かけがえのない命を　まもる
そんな社会をつくっていきたい！！

さあ！集まろう
この場所に
見つめてほしいな
ニコニコ　えがお
キラキラ　じんけん
ワクワク　みらいを

明日に向かって
歩んでいきたい
希望き　みんなで
すべての人が　大切にされる
未来をつくるために

さあ！集まろう
この場所に
見つめてほしいな
ニコニコ　えがお
キラキラ　じんけん
ワクワク　みらいを

明日に向かって
歩んでいこう
ゆったり　明るく　しっかりと
みんなのしあわせ　築いていける
このまち　つくるために
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お詫び…前秋号 (104 号 ) の「勝手にきゃらふる」のタイ
トルを間違って記載していました。正しくは「精神障が
い当事者の苦しみ～精神科病院への入院④」です。
訂正してお詫び申し上げます。

ひゅーまんフェスタ 10 周年を
記念して制作されたひゅーまん
フェスタのテーマソングです。


