






犯罪被害者や家族の負担
　犯罪はそれ自体が人権を無視した行為で
す。犯罪被害者は、ある日突然、本人の意
思とは無関係に、犯罪という理不尽な行為
により命を奪われる、身体を傷付けられる
といった直接的な被害を受けるだけでなく、
その後に生じるさまざまな問題（二次被害）
に苦しんでいます。
　犯罪被害者や家族は、こうしたさまざま
な問題に苦しめられているにもかかわらず、
社会の無理解などから、被害を受けた原因
の一端が被害者自身にあるかのように誤解
され孤立するなど、これまで十分な支援を
受けられずにいました。
　誰もが犯罪被害者になる可能性がありま
す。思いがけず犯罪に巻き込まれ、被害者
となった人たちが置かれている状況や心情
について、わたしたち一人ひとりが正しく理
解し、自分自身に関わる問題として考えて
いくことが必要です。そして、犯罪被害者
や家族が安心して暮らせるよう、社会全体
で支えていくことが求められています。 

犯罪被害者等基本法
―犯罪被害者等の権利擁護のために―
　犯罪被害者や家族の権利利益の保護を
図り、支援していこうとする社会的な気運
の高まりを受け、平成17（2005）年４月、「犯
罪被害者等基本法」が施行されました。
　この法律は、基本理念の一つとして、「す
べて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじ
られ、その尊厳にふさわしい処遇を保障さ
れる権利を有する」と規定し、被害者の権
利を明文化しました。
　同年12 月には、国が講ずべき犯罪被害
者等のための施策の大綱等を盛り込んだ
「犯罪被害者等基本計画」が策定されました。
（※）この計画において「犯罪被害者週間」
（11月25日～12 月１日）を設定し、平成
18（2006）年度から毎年度、国、地方公
共団体、民間団体等が、犯罪被害者等へ
の理解増進を図るための啓発事業を実施し
ています。

大阪府では
　これまで、平成18（2006）年12 月に
犯罪被害者等に関する施策を総合的・体系
的に推進していくための基本的な考え方を
明らかにした「大阪府犯罪被害者等支援に

関する指針」（令和 2（2020）年1月改定）
を策定し、この指針に基づき、犯罪被害者
等に関する問題を社会全体で考え、ともに
支え合う、誰もが安心して暮らすことがで
きる大阪の実現をめざして、「犯罪被害者
等の平穏な日常生活への復帰支援」「犯罪
被害者等を支える社会づくり」を柱として、
施策の推進に努めてきました。
　さらに犯罪被害者支援の充実を図るため、
被害者支援の理念や方向性、各主体の責
務を明確にし、府民理解の増進や関係機関
と一体となった総合的な支援を実施する体
制を構築していくこととし、平成 31（2019）
年４月に、「大阪府犯罪被害者等支援条例」
を制定しました。 
　また、府警察においては、犯罪による精
神的な被害の軽減を図るため、「被害者カ
ウンセリング制度」を設け、性犯罪等の被
害者や、殺人事件の遺族に対し、要望に応
じ、専門家によるカウンセリングを行って
います。また、殺人、強盗致傷等の重大な
犯罪の被害者や遺族に対し、「被害者連絡
制度」により、捜査の状況等情報の提供を
行っています。さらに、被害者等への支援
活動を推進するため、府警察、府、関係機
関・団体で構成する「大阪府被害者支援会
議」を設置し、総合的な被害者支援を推進
しています。

犯罪被害者や家族の人権のこと
それだけでも苦痛なのに…

（※） 平成23（2011）年３月には「第２次犯罪被害者等
基本計画」が、平成28（2016）年４月には「第３次
犯罪被害者等基本計画」が策定されました。

■犯罪被害による影響（二次被害） ■身近な人が被害に遭ったら―あなたにもできること―

精神的ショックや
それに伴う体調不良

事件についての相談相手

根掘り葉掘り詮索しない警察の捜査や裁判による
精神的・時間的負担

働き手を失った場合、
経済的に困窮

警察との応対の手助け・付添

無責任なうわさ話・
プライバシーの侵害をしない

生活全般（買物など）の手伝い

周囲の無責任なうわさ話や
過剰取材・報道によるストレス

この他、大怪我をした場合、医療費を負担しなければなりませんし、放
火の場合などは、すぐに住む所を探さなければなりません。また、精神
的ショックなどで、会社にいけなくなったり、周囲のうわさ話に耐えられ
ず、転居を余儀なくされたりと、被害は多方面に広がります。
犯罪被害者やその家族・遺族の方々は、犯罪という直接的な被害に
遭った後に生じる、様々な二次被害に苦しめられることになるのです。

被害に遭った直後は、気持が動転
していて、何をすればよいのか判
断できない状態にあります。そん
なとき、信頼できる周囲の人の支
えが大きな助けになります。ただ
し、そっとしておいてほしい被害
者もいます。あなたにできること
を探してみてください。

大阪府パンフレット「犯罪被害について考えてみましょう」より
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個人情報について
　個人情報（※）は、わたしたちが日常生
活や事業活動などを営んでいく上で、その
利用が必要不可欠なものです。一方、その
内容に誤りがあったり、本人に無断で収集
や提供がなされた場合、プライバシーなど
の個人の権利や利益を侵害するおそれがあ
ります。
　平成 15（2003) 年に制定された「個人
情報の保護に関する法律」（個人情報保護
法）では、国・地方公共団体の責務や個人
情報取扱事業者の義務等を定めており、こ
の法律に基づき、国・地方公共団体は自ら
が保有する個人情報の保護に関する法律や
条例を定め、また、個人情報保護委員会等
では個人情報取扱事業者が守るべきガイド
ラインを定めています。
　平成 27（2015）年９月には、個人情
報保護委員会の新設や個人情報の定義の明
確化、取り扱う個人情報数が 5,000 以下
の事業者を規制対象外とする制度の廃止等
を柱とする改正個人情報保護法が成立し、
平成 29（2017）年５月に全面施行され
ました。 

大阪府では
　個人情報を安全かつ適正に取り扱うため
のルールとして、「大阪府個人情報保護条
例」を平成 8（1996）年から施行してい
ます。この条例では、府の実施機関（※）
が保有する個人情報について、開示請求権、
訂正請求権、利用停止請求権、是正の申出
権を保障しています。

本人通知制度について
　住民票の写しや戸籍謄本等を第三者が取
得した場合に、事前登録した本人に交付事
実を通知する「本人通知制度」が府内全市
町村で導入されています。
　この制度は、委任状の偽造などによる住
民票の写しや戸籍謄本等の不正請求及び不
正取得の早期発見につながり、個人情報の
不正利用防止や事実関係の究明の一助にな
ります。また、本人に交付した事実を通知
することで不正取得が発覚する可能性が高
まるため、不正請求及び不正取得自体を抑
止する効果も期待されます。

個人情報保護のこと
プライバシーを守るために

（※） 住所、氏名、年齢、職業、学歴、所得、資
格、家族構成、趣味など、実に様々なものが
「個人情報」に該当します。氏名等、それ自
体が特定の個人と直接結びつく情報はもちろ
ん、それだけでは誰のものか分からない情報
であっても、他の情報と組み合わせることで
特定の個人の情報と分かるものも「個人情報」
に含まれます。

（※） 知事、教育委員会等の行政委員会、警察本部長、
府設立の独立行政法人をいいます。 

■大阪府個人情報保護条例について

■本人通知制度の主な流れ

○責務

○わたしたち一人ひとりの権利

 責務
● 個人情報の保護の重要性を認識し、
自らの情報を適切に管理し、他人の
権利を侵害することのないよう務め
なければなりません。

わたしたち一人ひとりは…
 責務
● 個人情報の保護の重要性を認識し、
個人の権利利益を侵害することのな
いよう適正に取り扱い、府の施策に
協力しなければなりません。

事業者は…

 責務

大阪府は…

● 個人の権利利益の保護を図るため、個
人情報の保護に関し必要な施策を策定
し、実施しなければなりません。

● 府民からの請求などに対応しなければ
なりません。

● 事業者に対し、指導・助言を行います。
職員も職務上知り得た個人情報を適正
に取り扱わなければなりません。

自らの情報に関する権利が保障されます。
自分に関する情報が見たいとき　―開示請求権―
●誰でも、府の実施機関（※）が現に保有する自分に関する情報の開示を請求することができます。
自分に関する情報を利用停止してほしいとき　―利用停止請求権―
● 誰でも、府の実施機関が現に保有する自分に関する情報について、条例の定める収集や利用・提供の制限
等に違反して利用・提供していると思うときには、その個人情報の利用停止を請求できます。

自分に関する情報に誤りがあるとき　―訂正請求権―
● 誰でも、府の実施機関が現に保有する自分に関する情報が事実と違う場合には、その個人情報の訂正を
請求できます。

自分に関する情報の取り扱いを是正してほしいとき　―是正の申出権―
● 府の実施機関が自分に関する情報を不適切に取り扱っていると思うときは、その取扱いの是正を申し出
ることができます。

（※）知事、教育委員会等の行政委員会、警察本部長、府設立の独立行政法人をいいます。

災害時に備えた避難行動要支援者名簿と個人情報保護
　災害対策基本法において、高齢者や障がい者などの避難行動要支援者（※）名簿の作成が市町村
長に義務付けられています。市町村は、本人の同意をもとに、平常時から名簿情報を地域の避難支
援等関係者（民生委員・児童委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織等）に提供し、災害時に
備えて迅速・確実な情報伝達や安否確認、避難誘導等の体制を整えることとなっています。
　名簿情報を提供する際は、市町村の地域防災計画に定めるところにより、相手方に対して、個人
情報の漏えい防止のために必要な措置を講ずるよう求めることなど、避難行動要支援者等の権利利
益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。

（※）  災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、そ
の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする者。 

本人通知制度の登録者
当該市町村に戸籍又は住民票があり、
利用登録した人

市町村の戸籍・住民票交付窓口

戸籍・住民票の写し等の請求者
代理人・第三者等

①事前登録の申出

④交付した事実を通知 ③住民票の写し等の交付

②住民票の写し等の請求
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インターネットの普及とその弊害
　総務省の令和２（2020）年版「情報通信
白書」によると、令和元（2019）年の国
内のインターネット利用率は、89.8％です。
また、端末別の利用率では、昨年に引き続
きスマートフォン（63.3％）が最も高く、パ
ソコン（50.4％）を上回りました。
　インターネットは、手軽に情報を入手で
きるだけでなく、誰でも容易に情報を発信
できるメディアとして、また、インターネッ
トショッピングやインターネットバンキング
など生活の利便性を高めるものとして普及
してきましたが、近年は、ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス（SNS）の普及など、
さらに身近になっています。
　一方で、匿名性を悪用した特定の個人・
団体や不特定多数の人への誹

ひ ぼ う
謗中傷、ヘイ

トスピーチや同和問題に関して差別を助長・
誘発する行為や個人情報の暴露などのプラ
イバシーを侵害する行為など、人権に関わ
る問題が多数発生し、深刻な社会問題と
なっています。

法律の制定等の動き
　いったん掲載された情報は、発信者の意
図にかかわらず、さまざまな所に拡散してし
まう可能性があり、完全に削除することが
困難なことから、憲法が保障する表現の自
由に配慮しながらも、人権を侵害する悪質
な情報については、法的な対応（「特定電気
通信役務提供者の損害賠償責任の制限及
び発信者情報の開示に関する法律」（プロ
バイダ責任制限法））や業界の自主規制（イ

ンターネット接続サービス等に係る事業者
の対応に関するガイドライン等）による対
策が講じられており、「私事性的画像記録の
提供等による被害の防止に関する法律」（リ
ベンジポルノ防止法）も制定されました。
　また、プロバイダ責任制限法第４条で
は、被害者（権利を侵害されたと主張する
者）が、被害回復のために匿名の加害者（発
信者）を特定して損害賠償請求等を行うこ
とができるよう発信者情報の開示請求権を
規定していますが、開示が認められるため
の裁判手続きに多くの時間とコストがかか
り、救済を求める被害者にとって大きな負
担となっています。そこで、発信者の特定
を容易にするため、令和２（2020）年８月
に「プロバイダ責任制限法第四条第一項の
発信者情報を定める省令」の一部が改正さ
れ、プロバイダ等が保有する発信者情報の
開示の対象に氏名や住所などに加えて電話
番号が追加されました。令和３（2021）年
２月には、より円滑に被害者救済を図るた
め、発信者情報開示について新たな裁判手
続（非訟手続）を創設するなどの制度的見
直しを行うプロバイダ責任制限法の一部を
改正する法律案が第 204 回国会に提出さ
れました。

大阪府では
　情報の発信者一人ひとりがモラルと人権
意識を高め、自らが発信する情報に責任を
持つ姿勢が大切であるとともに、利用者も
さまざまな情報に惑わされることなく主体
的に読み解く能力（メディア・リテラシー）

を高めることが求められています。そのた
め大阪府では、ホームページやリーフレット
を活用し、インターネットや SNS の利用者
が、加害者にも被害者にもならないよう啓
発に取り組んでいます。
　また、インターネット上の人権侵害は、
全国的な対応が必要であることから、大阪
府、大阪府市長会及び大阪府町村長会での
三者要望や19 都府県及び２政令市で構成
する全国人権同和行政促進協議会による要
望等を通じて、有効な法整備等を国に要望
しています。また、令和元（2019）年に開
催した学識経験者
及び弁護士で構成
する「大阪府差別解
消に関する有識者
会議」における議論
を踏まえ、国に対し、
実効性のある取組
みを具体的に働き
かけていきます。 

ネット犯罪から子どもを守る
　インターネットを悪用した犯罪に子ども
が巻き込まれる例が後を絶ちません。近年、
SNS 等を悪用した児童買春や児童ポルノ
など、重大かつ悪質な犯罪の発生が目立っ
ています。子どもがインターネットを安全・
適切に利用するには、利用目的を明確にし
た上で保護者と子どもが話し合い、利用の
ルールをつくることやフィルタリングサービ
スへ加入することなどが大切です。

インターネットによる人権侵害のこと
心ない書き込みで傷ついている人がいます

インターネット上で人権侵害に遭ったとき
　インターネット上に、特定個人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したり
する情報（以下「権利侵害情報」といいます。）が掲載された場合、プロバイダ責
任制限法の枠組みに基づき、プロバイダやサーバの管理者・運営者に対して、権利
侵害情報を掲載している者の名前、メールアドレス、住所等の情報の開示請求や権
利侵害情報の削除依頼をすることができます。
　開示請求等の具体的な方法については、違法・有害情報相談センター（※）にご
相談ください。
　また、法務局の人権相談では、人権侵害情報の削除依頼の方法についての助言を
行うなど、被害者自らが被害の回復を図るための手助けも行っています。この手助
けをしても自ら削除依頼を行うことが困難な場合やプロバイダ等が削除依頼に応じ
ない場合などには、法務局がプロバイダ等へ削除の要請を行う場合もありますので、
最寄りの法務局にご相談ください。（法務局への相談は、38ページの「国（法務省）
の人権相談窓口」をご覧ください。）
※ 総務省の委託を受けて、インターネット上の違法・有害情報への対応に関するアドバイスや関連
の情報提供等を行う相談窓口。

　ホームページ　https://ihaho.jp/

■ インターネット上の人権侵害を
防ぐために

● 他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
●差別的な発言を書き込まない
● 安易にあいまいな情報を書き込まない
● 他人のプライバシーに関わる情報を書き
込まない

● 書き込みが不特定多数の人に見られる可
能性があるということを意識する

　政府広報
　「インターネットを悪用した人権侵害に注意！」より

情報提供のお願い
　大阪府では、インターネット上の差別書
込みの実態を把握し、国に適切な対応を要
望する際の基礎資料とするため、ホームペー
ジに情報提供窓口を設け、広く情報提供を
お願いしています。

大阪府 インターネット 人権

■啓発リーフレット
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北朝鮮による拉致問題のこと 
北朝鮮による拉致問題とは
　平成 14（2002）年９月、平壌で行わ
れた日朝首脳会談で北朝鮮側が長年否定し
ていた日本人の拉致を初めて認め、謝罪し、
再発の防止を約束してから 20 年近くが、
また、政府が確認している最初の拉致被害
が発生してから既に 40年以上が経過しま
した。
　政府認定の拉致被害者 17 名の中には、
失踪当時（昭和 55（1980）年６月）大
阪市内の飲食店で勤務していた原敕晁（は
らただあき）さんも含まれており、大阪に
暮らす私たちにとっても切実な問題です。
　政府としては、北朝鮮側から納得のいく
説明や証拠の提示がない以上、安否不明の
拉致被害者は全て生存しているとの前提に
立ち、北朝鮮側に対し、全ての被害者の安
全確保及び即時帰国、真相究明並びに拉致
実行犯の引渡しを強く要求しています。そ
して、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国
を実現するべく、政府の総力を挙げて最大
限の努力を尽くすとしています。
　また、拉致問題をはじめとする北朝鮮当
局による人権侵害問題に関する国民の認識
を深めるとともに、国際社会と連携しつつ
拉致問題等の実態を解明し、その抑止を
図ることを目的として、平成 18（2006）

年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局によ
る人権侵害問題への対処に関する法律」が
公布・施行され、拉致問題等の解決に向け
た国の責務のほか、拉致問題等の啓発を図
る国及び地方公共団体の責務、北朝鮮人
権侵害問題啓発週間（12月 10 ～ 16 日）
の創設及び同週間での国・地方公共団体の
啓発事業の実施等が定められました。
　国際社会においても、国連総会本会議で、
外国人拉致問題への深刻な懸念と早急な解
決等を求める「北朝鮮人権状況決議」が平
成 17（2005）年以降毎年採択されてい
ます。
　なお、拉致問題は北朝鮮という国家によ
る犯罪であり、在日韓国・朝鮮人や北朝鮮
の一般の国民には何の責任もありません。
拉致問題について考える際には外国人の人
権への配慮が必要です。

大阪府では
　拉致問題の解決のためには、政府の外交
をはじめとするさまざまな取組はもとよ
り、私たち一人ひとりが関心と認識を深め、
「決して許さない」「必ず取り戻す」との世
論を高めていくことが必要です。
　このため、平成 29（2017）年２月には、
拉致被害者の方々に向けて、大阪府知事と

大阪市長が北朝鮮向けラジオ放送「しおか
ぜ」に励ましのメッセージを発信しました。
　また「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に
は、啓発キャンペーンや映画「めぐみ」上
映会などを開催しています。さらに政府拉
致対策本部等と連携し、啓発舞台劇の上演
や拉致被害者家族をお迎えした集会も開催
しています。
　拉致被害者の皆様の一刻も早い帰国を目
指して、引き続き政府を強力に後押しする
取組を進めます。

拉致被害者の一日も早い帰国を願って

政府認定の拉致被害者 17名
昭和52（1977）年拉致

　　久米 裕 さん《当時 52歳》 松本 京子 さん《当時 29歳》 横田　めぐみ さん《当時13歳》
昭和 53（1978）年拉致

　　田中 実 さん《当時 28歳》 田口 八重子 さん《当時 22歳》
　　地村 保志 さん※《当時 23歳》 地村（旧姓 濱本）富貴恵 さん※《当時 23歳》
　　蓮池 薫 さん※《当時 20歳》 蓮池（旧姓 奥土）祐木子 さん※《当時 22歳》
　　市川 修一 さん《当時 23歳》 増元 るみ子 さん《当時 24歳》
　　曽我 ひとみ さん※《当時 19歳》 曽我 ミヨシ さん《当時 46歳》
　昭和 55（1980）年拉致
　　石岡 亨 さん《当時 22歳》 松木 薫 さん《当時 26歳》 原 敕晁 さん《当時 43歳》
　昭和 58（1983）年拉致
　　有本 恵子 さん《当時 23歳》   ※平成14（2002）年10月帰国

このほかにも、いわゆる特定失踪者も含め、拉致の可能性を完全には排除できない人がいます。
詳しくは、特定失踪者問題調査会のホームページをご覧下さい。
URL:https://www.chosa-kai.jp/ 特定失踪者問題調査会

「取り戻す」ためのシンボル・ブルーリボン
　ブルーリボンは、拉致被害者の救出を求める運動の中で発案されたものです。ブ
ルーの色は日本と北朝鮮をへだてる「日本海の青」、そして、被害者と家族を結ぶ「青
い空」をイメージしています。
　「誰もが北朝鮮による拉致被害者の生存と救出を信じる意思表示」として、青い
リボンを着けようという運動がなされています。

■ アニメ「めぐみ」・「拉致被害
者御家族ビデオメッセージ」
上映会のリーフレット

■ 啓発リーフレット

■ アニメ「めぐみ」
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北朝鮮による拉致問題
とは
１９７０年代から８０年代にかけて、

北朝鮮による日本人拉致が多発しまし
た。
２００２年９月に北朝鮮が日本人拉

致を認め、謝罪と再発の防止を約束し、
同年１０月には５人の被害者が帰国し
ましたが、他の被害者については未だに
解決していません。最初の拉致被害発生
から既に４０年以上が経過しており、す
べての拉致被害者の一刻も早い帰国が
望まれています。

横田
よこ た
めぐみさん

当時 歳（中学 年生）
学校からの帰宅中に拉致
されました。

取り戻すための
シンボル、
ブルーリボン
ブルーリボンは、拉致被害者の救出を
求める運動の中で発案されたものです。
ブルーの色は、日本と北朝鮮をへだて

る「日本海の青」、そして、被害者と家族
を結ぶ「青い空」をイメージしています。
「誰もが北朝鮮による拉致被害者の

生存と救出を信じる意思表示」として、
ブルーリボンをつけようという運動が
なされています。

大阪府の取組み
拉致問題の解決のためには、私たち一

人ひとりが関心と認識を深めながら世
論を高めていく必要があります。
大阪府では「北朝鮮人権侵害問題啓発

週間」（１２月１０日～１６日）に啓発キ
ャンペーンや拉致問題啓発のシンボル
であるブルーリボンにちなんだブルー
ライトアップを行い、さらに週間以外で
も政府拉致対策本部と連携し、啓発舞台
劇の上演や拉致被害者ご家族をお迎え
した集会も開催しています。
また、２０１７年 月には拉致被害者
の方々に向けて、大阪府知事と大阪市長
が北朝鮮向けラジオ放送「しおかぜ」で
励ましのメッセージを発信しました。
大阪府は、拉致被害者の皆様の一日も

早い帰国を目指して、引き続き取組みを
進めます。

政府拉致問題対策本部
ホームページ
「北朝鮮による日本人
拉致問題」

大阪府
ホームページ
北朝鮮による拉致問題
啓発サイト

大阪市
ホームページ
「拉致問題は現在進行形
の私たちの問題です」

協力：横田滋　横田早紀江　本そういち　双葉社　日本俳優連合　制作協力：時事画報社　デジタルノイズ　トランスアーツ
企画・制作：政府 拉致問題対策本部

拉
致
と
い
う
、自
由
を
奪
う
行
為
を

忘
れ
な
い
で
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だ
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い
。

北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ

●無料ダウンロードはこちらから http://www.rachi.go.jp/

政府の拉致問題対策
本部では、国内外の
拉致問題啓発、特に、
映像による広報が効
果的であると思われ
る若年層の理解増進
をはかるため、アニメ
「めぐみ」の映像を積
極的に活用していま
す。

http://www.rachi.go.jp/jp/megumi/
から無料でダウンロ－ドできます。
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性の三要素
「性」には、
○ 生物学的な性（からだの性）：生物学的
な体の特徴が男性か女性か　　

○ 性自認（こころの性）：自分の性をどの
ように認識しているか

○ 性的指向：恋愛感情や性的な関心がどの
性別に向いているか

の３つの要素があります。
　性的指向（Sexual Orientation セク
シュアル・オリエンテーション）と性自認
（Gender Identity ジェンダー・アイデン
ティティ）を示す概念として、それぞれの
頭文字をとって SOGI（ソジ）と呼称する
こともあります。
　性自認や性的指向は、本人の意思で選ん
だり、変えたりできるものではありません。

性的マイノリティを取り巻く現状
　「生物学的な性」と「性自認」が一致し
ている人や、「性的指向」が異性に向いて
いる人が多数派とされる一方で、これらに
あてはまらない性的マイノリティ（少数者）
がいます。
　性的マイノリティの人権問題に関する社
会の理解はまだ十分に進んでおらず、差別
や偏見が存在する中、多くの当事者が生き
づらさを感じています。
　性的指向に関しては、「男性が男性を、
女性が女性を好きになる」同性愛等に対し
ては根強い偏見や差別があり、苦しんでい
る人々がいます。性的指向を理由とする差
別的な取扱いについては、不当なことであ
るという認識は広がっていますが、いまだ
偏見や差別が起きているのが現状です。
　性自認に関しては、身体の性と心の性と
の食い違いに悩みながら、社会の無理解や
偏見の中、社会生活上の支障を来したり、
職場や学校等で嫌がらせやいじめ、差別を
受け苦しんでいる人々がいます。
　性のありかたは人それぞれです。大切な
のは、その人がどれに当てはまるかを考え
るのではなく、何に困っているかを一緒に
考える意識や態度を身につけることです。

　各語の頭文字をとって、「LGBT（エル・
ジー・ビー・ティー）」と表現されています。
また、LGBTは性的マイノリティの総称と
しても使われることがあります。
　LGBT 以外にも、性的指向や性自認が
はっきりしない人や揺れ動く人、あるいは
性的指向や性自認を持たない人もいます。
また、「LGBT」と「そうでない人」とい

うような、はっきりした境界があるわけで
はありません。
　近年、国内で行われた複数の民間の調査
結果によると、性的マイノリティは全人口
の約３~10％いるといわれています。全
人口の 10％というと約 10人に１人の割
合です。生きづらさを感じている当事者は、
あなたの周りにもいるかもしれません。

社会の動向
　平成 16（2004) 年７月施行の「性同一
性障害者の性別の取扱いの特例に関する法
律」により、性同一性障がい ( ※ ) の人々
のうち一定の要件を満たせば、戸籍上の性
別記載を変更できるようになりました。平
成 20（2008) 年６月には、「現に子がい
ない」という条件が「現に未成年の子がい
ない」に緩和されましたが、依然要件を満
たせず、性別を変更できない人たちが存在
するなど、課題が残っています。
　国では、性的マイノリティの人権問題に
ついて、関係府省においてさまざまな啓発
活動や人権相談が実施されています。平成
27(2015) 年４月には文部科学省が、学校
における性的指向や性自認について悩みを
抱える児童生徒に対する、きめ細やかな対
応の実施等を定めた通知を出しています。

大阪府では
　平成 29（2017）年３月に庁内方針を
策定し、性的マイノリティについての正確
な知識の普及のため、職員研修や府民、事
業者への啓発を継続的に実施するととも
に、人権をはじめ福祉、医療、雇用・就労、
教育等の行政分野において、当事者や関係
者の相談に応じています。
　さらに、性的指向及び性自認の多様性が
尊重され全ての人が自分らしく生きるこ
とができる社会の実現を目指し、令和元

（2019）年 10月に「大阪府性的指向及び
性自認の多様性に関する府民の理解の増進
に関する条例」を施行しました。
　この施策の一環として、お互いを人生の
パートナーとする宣誓を行った事実を大阪
府として証明することにより、性的マイノ
リティ当事者が社会において自分らしく生
きることを支援することを目的として、令
和２（2020）年１月からパートナーシッ
プ宣誓証明制度を開始しました。

■性的指向や性自認に関するハラスメント
　性的指向及び性自認に関するハラスメン
トのことを、それぞれの頭文字をとって
「SOGI （ソジ）ハラ」ということがありま
す。具体的には、①偏見に基づく差別的な
発言や行動（いじめ、嫌がらせ、暴力）　
②望まない性別での生活の強要　③雇用差
別、不当な異動や解雇、業務内容の制限な
ど　④アウティング（第三者への暴露）な
どの行為です。
　声を上げられない性的少数者がいないこ
とにされ、特段の対応・対策が取られず、
放置されがちです。
　SOGI ハラをなくすためには、①性的少
数者を「いない」ことにしないこと　②全
ての人が性の多様性について知る機会を確
保されていること　③差別を許さず、多様
性を肯定する姿勢を発信すること　などが
重要です。
　平成 29（2017）年１月からいわゆる
セクハラ指針が改正され、被害を受けた人
の性的指向又は性自認にかかわらず、その
人に対するセクシュアルハラスメントも指
針の対象となる旨が明記されました。
　また、労働施策総合推進法の改正により、
令和 2（2020）年 6 月より従業員 300
人以上の事業所において、性的指向・性自
認に関するハラスメントやアウティング対
策も含めたパワハラ対応が各職場に義務付
けられています。（従業員 300人以下の民
間事業主は令和 4（2022）年 4月から義
務付け）

性的マイノリティの人権のこと
性の多様性について知ってください

【性的指向についてのマイノリティ】
Lesbian（レズビアン）同性を好きになる女性
Gay（ゲイ）同性を好きになる男性
Bisexual （バイセクシュアル）異性を好きになる
こともあれば、同性を好きになることもある人
【性自認についてのマイノリティ】
Transgender （トランスジェンダー）からだの
性とは異なる性を自認する人

※ 「トランスジェンダー」が性的違和を感じる人々
の総称であるのに対し、「性同一性障害」とは、
トランスジェンダーの中でも性別違和を解消して
希望する性別で生きるために何らかの医療行為を
受けたいと望む人などに対して、精神科の医師が
診断する疾患名です。診断を受けないトランス
ジェンダーの人もたくさん存在します。近年、「性
同一性障害」の呼称を「性別違和」、「性別不一致」、
「性別不調和」などに改称する動きがあります。

大阪府性的マイノリティ sogi

■ 啓発ポスター
■ 啓発動画

性の多様性理解増進条例
大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する

府民の理解の増進に関する条例

Ⓒ2014 
大阪府もずやん

大阪府　性の多様性理解増進条例 検 索

大阪府 府民文化部 人権局 人権企画課 教育・啓発グループ
電 話  06-6210-9281　メール  jinken@sbox.pref.osaka.lg.jp　ファックス  06-6210-9286

性的指向：恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか

性 自 認：自分の性をどのように認識しているか

性的指向や性自認がはっきりしない人、持たない人もいます。
Ⓒ2014 
大阪府もずやん

性的指向：恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか

性 自 認：自分の性をどのように認識しているか

性的指向：恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか

性的指向・

性自認って何？

ご存知ですかご存ご存ご 知ですですで
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Ⓒ2014  大阪府もずやん

電　 話 06-6210-9281
平日午前9時から午後6時（土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日から1月3日）を除く）受付時間
partnership@gbox.pref.osaka.lg.jp

06-6210-9286
※予約は希望日の3開庁日前まで

大阪府内では、大阪市、堺市、枚方市、交野市、大東市、富田林市、貝塚市において同様の制度が実施されています。（令和2年11月末現在）　詳しくは、上記までお問い合わせください。

メ ー ル

F A X

おふたりが、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、
大阪府として公に証明する制度です。　

大阪府では、性的指向及び性自認の多様性が尊重され、
全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指しています。　

※大阪府の制度では一方または双方が性的マイノリティのカップルを対象としています

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度

電　 話

予約
受付 大阪府 府民文化部 人権局 人権企画課 教育・啓発グループ

Ⓒ2014 大阪府もずやん

大阪府　パートナーシップ宣誓証明制度 検 索

性的指向  ： 恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか
性 自 認  ： 自分の性をどのように認識しているか
性的指向や性自認がはっきりしない人、持たない人もいます。

性的指向・
性自認って
何？

性的マイノリティの尊厳と社会運動
を象徴する「レインボーフラッグ」
上から赤（生命）・橙（癒し）・黄（太
陽）・緑（自然）・藍（平穏 /調和）・
紫（精神）の 6色で、性の多様性を
表しています。
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職業や雇用をめぐる人権問題のこと 
仕事に対する固定的なイメージ
　わたしたちの生活は多様な仕事や働き方
に支えられています。
　しかし、「力仕事に従事しているから」「非
正規社員だから」など、仕事の中身やその
人のことを知らないにもかかわらず、マイ
ナスのイメージを持って一方的に判断をし
てしまうことがあります。
　わたしたちは、一人ひとりの仕事や働き
方の違いを理解・尊重し、そこに優劣がな
いことを認識することが必要です。

雇用分野における均等な機会・
待遇の確保
　雇用をめぐっては、本人の適性と能力に
基づかない不合理な採用選考など、就職に
おける差別の問題もあります。
　国連の専門機関である ILO（国際労働機
関）は、昭和 33（1958）年に、雇用や
職業上の差別待遇を受けない権利の保障を
定めた「ILO第 111号条約」（雇用及び職
業についての差別待遇に関する条約）をつ
くり、各国に雇用や職業上の機会均等の促
進を求めています（日本はまだ批准してい
ません）。
　「雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律」（男女雇
用機会均等法）では、「男女の両方を対象
とした性差別」、「間接差別（※）」が禁止
されています。また、相談窓口をあらかじ
め設置すること等、職場におけるセクシュ
アル・ハラスメント（後述）対策の措置（事

業主が雇用管理上講ずべき措置）を事業主
に義務付けています。
　また、「短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する法律」（パー
トタイム・有期雇用労働法）では、通常の
労働者と同視すべきパートタイム労働者の
待遇を差別的に取り扱うことの禁止等を定
めています。

大阪府では
　国に対し「ILO 第 111 号条約」の批准
を求めています。
　また、平成 11（1999）年に大阪市と
連携し、調査業界、経済界、労働界など幅
広い関係者からなる「公正採用・調査シス
テム検討会議」を設置し、平成 13（2001）
年に「公正採用・調査システムの確立に向
けての提言」を取りまとめました。この提
言は、採用選考は応募者の能力・適性に基
づいて行うことやセンシティブ情報（※１）
は原則として収集してはならないこと、採
用調査は本人同意の下で適法・適正な方法
で行うことなどを企業や調査業者に求めて
います。
　さらに、企業において公正な採用選考制
度の確立と人権意識を高めるため、国（大
阪労働局）と連携して「公正採用選考人権
啓発推進員」の設置を求め、併せて新たに
推進員に選任された人を対象とした新任・

基礎研修を実施しています（※２）。
　この他、労働相談センターでの労働相談
において労働問題に関するトラブルの未然
防止と解決支援を行うとともに、リーフ
レットや啓発冊子の作成・配布、セミナー
の開催等により労働関係法令の周知普及を
進めています。

企業の取組
　政治・経済・文化などが国境を越えて
地球規模で拡大するグローバル化が進む
中、企業の社会的責任（CSR：Corporate 
SocialResponsibility）についての考え方
が確立しています。これは、企業が社会を
構成する一員として、従来からの経済的・
法的責任だけでなく、消費者・従業員・地
域住民を含む、広く利害関係者すべてに対
して責任を負わなければならないという考
え方です。社会的責任に関する国際規格
（ISO26000）では７つの中核主題の中に
「人権」「労働慣行」を挙げており、それに
取り組む企業も増えてきています。

仕事や働き方で判断していませんか？

（※１） 国籍、出生地、家族に関すること等、本人
に責任のない事項や、思想及び信条、労働
組合への加入状況等、本来、自由であるべ
き事項などをいいます。

（※２） 詳しくは大阪府ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/rosei/
koseisaiyo/400-suisin-kensyu.html を
ご覧ください。

（※） 性別以外の事由を要件に、一方の性の構成員
に他の性の構成員と比較して相当程度の不利
益を与えるものを、合理的な理由なく講じる
こと。

平成29年度 11,604 件 平成30年度 11,163 件 令和元年度　10,121 件
１ 労働契約（※１） 1,179(10.2％) 労働契約（※１） 1,112(10.0％) 労働契約（※１） 1,038(10.3%)
２ 職場のいじめ 1,048(9.0％) 職場のいじめ 1,067(9.6％) 解雇・退職勧奨 847(8.4%)
３ 解雇・退職勧奨 994(8.6％) 退職 982(8.8％) 職場のいじめ 739(7.3%)
４ 職場の人間関係 896(7.7％) 職場の人間関係 848(7.6％) 退職 702(6.9%)
５ 退職 850(7.3％) 解雇・退職勧奨 847(7.6％) 職場の人間関係 600(5.9%)
６ 労働条件―その他（※2） 679(5.9％) 労働条件―その他（※2） 641(5.7％) 雇用保険 550(5.4%)
７ 賃金未払 648(5.6％) 有給休暇 494(4.4％) 社会保険 525(5.2%)
８ 社会保険 546(4.7％) 賃金未払 468(4.2％) 賃金未払 522(5.2%)
９ 雇用保険 463(4.0％) 社会保険 421(3.8％) 労働条件―その他（※2） 521(5.1%)
１０ 有給休暇 384(3.3％) 雇用保険 395(3.5％) 有給休暇 465(4.6%)
( 出典：「令和元年度労働相談報告・事例集」より）
(※１） 労働条件の明示、労働契約内容の相違・変更 (賃金カット除く）、試用期間、雇止め等 (※２）制裁処分、懲戒処分、昇格・昇進、業務上の損害賠償等
令和元 (2019) 年度に大阪府労働環境課（労働相談センター）が受け付けた労働相談は、10,121件と、前年度から9.3%減少 (1,042件 ) したものの、引き続き10,000件を超えました。「セクシュアル・ハラスメント (120
件）」が前年度より95件減少、「職場のいじめ (739件）」が同328件減少、「職場の人間関係 (600件）」が同248件減少し、これらを合わせた「職場のハラスメント・人間関係」に関する相談は1,459件となりました。

■労働相談の内容

■ 採用面接における質問で
人権上問題があると思うこと
「 人権問題に関する
府民意識調査（平成 27年度）」より

（％）
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※ いずれの質問も「就職差
別につながるおそれのあ
る不適切な質問」とされ
ています。（厚生労働省
HP「公正な採用選考の基
本」より）
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ニートの状態にある若者の実態と支援策
ニート（Not in Education, Employment or Training）とは、就学、就労、職業訓練のいずれも行っていないことを意味する用語で、日本では、15 ～
34 歳までの非労働力人口のうち、通学しておらず、家事を行っていない「若年無業者」を指しています。
厚生労働省では、全国の若者支援の実績やノウハウのあるNPO 法人や株式会社に委託し、「地域若者サポートステーション」（愛称：サポステ）を実施
しています。サポステでは、働くことに悩みを抱える15 歳～ 49 歳までの若者などに対し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケー
ション訓練などによるステップアップ、協力企業への職場体験などにより、就労に向けた支援を行っています。
大阪府では、平成 25（2013）年９月より、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、全ての求職者に対応し、就職活動に関するきめ細かな情報の提供
や個別支援を行う「OSAKA しごとフィールド」を設置し、一人ひとりの就活ステージに合わせたサポートにより、一日も早い就職に向けた支援を実施
しています。

職場におけるハラスメント
　ハラスメントとは、他者に対する発言・行動等が本人の意図とは関係なく、他者を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、
脅威を与えることを言います。特に職場で起こりやすいハラスメントとして、セクシュアルハラスメントとパワーハラスメントがあります。
また、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い（いわゆるマタニティハラスメント）等も、重大な問題です。

■セクシュアルハラスメント
　性的な嫌がらせのことを言い、男女雇用
機会均等法及び厚生労働省の指針では「職
場において行われる性的な言動に対するそ
の雇用する労働者の対応により当該労働者
がその労働条件につき不利益を受け、又は
当該性的な言動により当該労働者の就業環
境が害されること」と定義され、同性に対
するものや、性的指向・性自認に関するも
のも含まれます。（※ 33ページ「性的指向
や性自認に関するハラスメント」参照）

■パワーハラスメント
　労働施策総合推進法及び厚生労働省の指
針では、「職場における優越的な関係を背景
として、業務上必要かつ相当な範囲を超え
た言動により、就業環境を害すること（身
体的若しくは精神的な苦痛を与えること）」
と定義されています。また、パワハラによ
り心理的負荷を生じ、うつ病等の精神障が
いを発症した場合も、業務上の疾病に該当
し得るとされました。

■ いわゆる
マタニティハラスメント

　職場において行われる上司・同僚からの
言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の
利用に関する言動）により、妊娠・出産し
た女性労働者や育児休業等を申出・取得し
た男女労働者等の就業環境が害されること
です。

形態
●対価型セクシュアルハラスメント
　 職場において行われる労働者の意に反する
性的な言動に対する労働者の反応により、当
該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受
けること
《典型例》
・ 性的な関係を要求したが拒否されたため、当
該労働者を解雇すること

・ 出張中に上司が体に触ったが抵抗されたた
め、不利益な配置転換をすること

・ 営業所内において事業主が日頃から労働者に
係る性的な事柄について公然と発言してい
たが抗議されたため、当該労働者を降格する
こと　 など

形態
●身体的な攻撃 ●精神的な攻撃 ●人間関係からの切り離し
　（例）暴行・傷害 　（例）脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 　（例）隔離・仲間外し・無視
●過大な要求
　（例）業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの要求
●過小な要求
　 （例） 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
●個の侵害
　（例）私的なことに過度に立ち入る

形態
●制度等の利用への嫌がらせ型
　・解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
　　（例）産前休業の取得を相談したところ、退職を勧められた
　・制度等の利用の請求又は制度等の利用を阻害するもの
　　（例）育児休業の取得を相談したところ、男性であることを理由に拒否された。
　・制度等を利用したことにより嫌がらせ等をするもの
　　（例）所定外労働の制限をしていることを理由に、仕事をさせてもらえない。
●状態（妊娠した、出産した、つわり等による労働能率の低下等）への嫌がらせ型
　・解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
　・妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの
　　（例）妊娠を報告したところ、早めの退職を勧められたり、仕事を任せてもらえなくなった。

●環境型セクシュアルハラスメント
　 職場において行われる労働者の意に反する
性的な言動により、労働者の就業環境が不快
なものとなったため、能力の発揮に重大な悪
影響が生じる等当該労働者が就業する上で看
過できない程度の支障が生じること
《典型例》
・ 事務所内において上司が体に度々触ったた
め、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲
が低下していること

・ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内
容の情報を意図的かつ継続的に流布したた
め、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につ
かないこと

・ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事
務所内にヌードポスターを掲示しているた
め、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念で
きないこと　 など

〈職場のパワーハラスメントの6類型〉

35

身近な人権のこと



ホームレスの状況
　定まった住居を失い、公園や河川、道路、
駅舎その他の施設を起居の場所として日常
生活を営んでいるホームレスは、減少傾向
にありつつも、多数存在しており、令和 2
（2020）年 1月に国が実施した「ホーム
レスの実態に関する全国調査（以下「全国
調査」という。）」（概数調査）では、全国
で 3,992 人（うち大阪府 1,038 人）となっ
ています。
　ホームレスは、低栄養や、不衛生、厳し
い夏の暑さ、冬の寒さなど、劣悪な環境に
あり、時には生命の危険と向かい合うこと
もあります。加えて嫌がらせや集団暴行の
対象になり、不幸にも生命を落とすという
事件も起こっています。
　路上（野宿）生活に至る原因は、人によっ
てさまざまです。日雇労働等不安定な就労
に長年就いてきた人たちの高齢化や会社の
倒産等による失業・仕事の減少など、経済
的な原因によるものが多数を占めますが、
健康上の問題や家庭内の問題、借金の問題
など、複数の原因が複雑にからみ合ってい
るケースも少なくありません。
　ホームレスの多くは、アルミ缶や家電製
品等の廃品を収集して得た収入で生活して
います。「今の路上（野宿）生活のままで
いい」という人もいますが、「アパートに
住み、就職して自活したい」と望んでいる
人も少なくありません。

　しかし、民間賃貸住宅を借りる場合や就
職面接等において、ホームレスというだけ
で契約や採用に至らない場合があります。
この問題は、人間の尊厳に関わる人権問題
であり、誰もが無関心のままですまされる
ことではありません。

ホームレスの自立の支援等に関す
る特別措置法と基本方針
　平成 14（2002）年に「ホームレスの
自立の支援等に関する特別措置法（以下
「法」という。）」が施行されました。国は
法に基づいて、就業の機会の確保や、安定
した居住の場所の確保、保健及び医療の確
保、生活に関する相談及び指導に関する基
本的事項などについて、全国調査で明らか
になったホームレスの実態を反映した施策
を示す「ホームレスの自立の支援等に関す
る基本方針 ( 以下「基本方針」という。)」
を策定しています。
　平成 27（2015）年の基本方針には、
福祉の観点から実施しているホームレス自
立支援事業等について生活困窮者自立支援
法に基づく事業として実施すること等が新
たに示されました。また、平成 30（2018）
年の基本方針には、ホームレスの高齢化長
期化に対応し、35 歳以下や 65 歳以上等
年代別に抱える課題に対応した支援も必要
である等が示されました。

大阪府では
　平成 16（2004）年４月からおよそ５
年毎に、法に基づき、基本方針を指針とし
て、「大阪府ホームレスの自立の支援等に
関する実施計画（以下「実施計画」という。）」
を策定し、市町村等と連携協力して、個々
のホームレスの状況に応じた総合的な自立
の支援に取り組んできました。
　現在は、平成 31（2019）年３月に策
定した４期目となる実施計画（計画期間：
平成 31年４月１日から令和６年３月 31
日）に基づき、ホームレス巡回相談指導事
業と路上（野宿）生活からの脱却に向けた
既存施策 (生活保護や生活困窮者自立支援
法に基づく自立相談支援事業など )の十分
な活用を柱に、国、市町村その他関係機関
と連携し、総合的かつ計画的にホームレス
の自立支援施策を実施しています。
　また、府、大阪市や民間団体が一体と
なって運営する「大阪ホームレス就業支援
センター」への支援を通し、住居がなく失
業中の方などの就労による自立に向け、民
間等からの仕事の開拓や提供等の就業支援
を行っています。

ホームレスの人権のこと
関心を持ってほしい…

平成３１年調査 令和２年調査 増減
大 阪 府 1,064 人 1,038 人 ▲26人
東 京 都 1,126 人 889人 ▲237人
神奈川県 899人 719人 ▲180人
福 岡 県 250人 260人 10人
愛 知 県 180人 181人 1人

〈ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）結果　令和２年１月（厚生労働省）（抜粋）〉

■都道府県別ホームレス数

■ホームレスの今後の生活の希望

アパートに住み、就職して自活したい
21.7%

アパートで福祉の支援を受けながら、
軽い仕事をみつけたい

12.8%
今のままでいい
35.3%

その他
30.2%

厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査」
（平成28（2016）年10月）の生活実態調査より

● 住宅喪失不安定就労者等の実態と支援策
　「住居喪失を理由としてインターネットカフェや漫画喫茶、サウナ
等昼夜滞在可能な店舗で寝泊まりする人 （々以下「住居喪失者」と
いう。）」の中には、「派遣労働者や契約社員、パート・アルバイトな
どの不安定就労に従事する人々(以下「住宅喪失不安定就労者」とい
う。）」がいます。
　平成19（2007）年度の厚生労働省の調査では、全国で住居喪失
者は約5,400人と推計されています。
　また、平成28（2016）年度の東京都の調査では、住居喪失者は
都内で約4,000人、うち住宅喪失不安定就労者は約3,000人と推計
されています。調査対象住居喪失者の年齢は30～39歳が最も多く
（全体の38.6%）、１ヶ月の平均収入は11.4万円です。また、住居確
保の問題として、「入居に必要な初期費用（敷金等）」を挙げる人が
最も多く（62.8％）、次いで「家賃を払い続けるための安定収入がな
い（33.3%）など、収入があっても不安定で、かつ貯蓄にまわす余裕
がないため、住居を確保できない実態が明らかになっています。
　これらの人々は、公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起
居の場所とし、日常生活を営んでいるホームレスとは異なりますが、
不安定な居住状態であることから、ホームレスとなることを余儀なく
されるおそれのある人々と考えることができます。　全国の福祉事
務所設置自治体では、生活困窮者自立支援法に基づき、住宅喪失不
安定就労者のみならず、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維
持することができなくなるおそれがある人々全般を対象とした自立
相談支援機関を設置し、生活全般にわたる困りごとに対する相談を
受け付けています。
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　「身近な人権のこと」と題して、私たちを
取り巻く人権問題をこれまで取り上げてき
ましたが、他にもさまざまな人権問題が存
在しています。例えば、
● アイヌの人々に対する理解が十分でない
ため、就職や結婚等において偏見や差別
が依然として存在しています。

● 大規模な災害は多くの人命、生活基盤や
働く場を奪い、被災者は突如として大き
な困難に直面します。情報不足やデマな
どによる人権侵害が生じることがあるほ
か、被災者はその後の避難生活でも多く
の困難に直面します。

● 生まれつきのアザ、事故・病気によるキ
ズやヤケド、脱毛などの「見た目（外見）」
の症状がある人たちが学校でいじめられ
たり、就職や結婚で差別されたりすると
いった問題があります。

● 刑を終えて出所した人や家族に対する偏
見や差別は根強く、定職に就くことや住
居を確保することが困難な状況にありま
す。

● 人身取引（トラフィッキング）は重大な
犯罪であり、基本的人権を侵害する深刻
な問題です。性的搾取等を目的とした事
案が発生しています。

　わたしたちは、毎日多くの人と接しなが
ら生活していますが、会話の中の何気ない
一言で、無意識に誰かを傷つけているかも
知れません。人権を「自分の問題」として見
つめ直し、一人ひとりの人権が尊重される
社会を共に築いていきましょう。

　令和２（2020）年以降、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大に伴い、感染された
方々やその家族、医療従事者等に対する不
当な偏見や差別、いじめなどの事例が報告
されています。このような偏見や差別は決
して許されません。
　令和３（2021）年2月13日に「新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法を一部改正
する法律」が施行され、新型コロナウイルス
感染症に関する偏見や差別を防止するため
の規定が設けられました。

　公的機関の提供する正確な情報を入手
し、冷静な行動に努めることが求められて
います。
　大阪府では、「大阪府人権相談窓口」を開
設しており、府民の皆様からの人権に関す
る相談を受け付け、その課題に応じた情報
の提供や相談機関の紹介を行っています。
また、「新型コロナ　こころのフリーダイヤ
ル」を開設しており、新型コロナウイルス感
染症の影響により、不安やストレスなどを
感じている府民の方々の相談をお受けして
います。

さまざまな人権問題

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別について

人権 カ レ ン ダ ー
月 ■ 月間　● 週間　★ 記念日
４ ■ AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間 ● ２～８日 発達障がい啓発週間 ★ ２日 世界自閉症啓発デー

５ ● １～７日
● ５～11日

憲法週間
児童福祉週間

★ ３日　
★ ５日　

憲法記念日
こどもの日

６
■ 外国人労働者問題啓発月間
■ 男女雇用機会均等月間
■ 就職差別撤廃月間

● １～７日　
● 未定　
● 23 ～29日　

HIV 検査普及週間
ハンセン病を正しく理解する週間
男女共同参画週間

★ １日　
★ 22 日　

人権擁護委員の日
らい予防法による被害者の名誉回復
及び追悼の日

７
■ 青少年の非行・被害防止全国強調月間
■「社会を明るくする運動」強調月間
■ 再犯防止啓発月間

★ １日 更生保護の日

８ ● 未定　 全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

９
■ 高齢者保健福祉月間
■ 障がい者雇用支援月間
■ 発達障がい者福祉月間

● 未定　

● 10 ～16日　

全国一斉「高齢者・障がい者の人権あんしん相談」
強化週間
自殺予防週間

★ ８日　
★ 10 日　
★ 21 日　

国際識字デー
世界自殺予防デー
国際平和デー

10
■ 部落差別調査等規制等条例啓発推進月間
■ 里親月間
■ 高年齢者雇用支援月間

★ １日 国際高齢者デー

11
■ 児童虐待防止推進月間
■ 精神保健福祉月間
■ 子ども・若者育成支援強調月間

● 12 ～25日　
● 未定　

● 25 ～12月1日

女性に対する暴力をなくす運動
全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間
犯罪被害者週間

★ 25 日 女性に対する暴力撤廃国際日

12
■ 職場のハラスメント撲滅月間 ● ３～９日　

● ４～10日　
● 10 ～16日　

障がい者週間
人権週間
北朝鮮人権侵害問題啓発週間

★ １日　
★ ３日　
★ 10 日　

世界エイズデー
国際障がい者デー
人権デー

１

２

３
■ 自殺対策強化月間 ★ ８日　

★ 21 日　
国際女性デー
国際人種差別撤廃デー
世界ダウン症の日

〇大阪府人権相談窓口
（相談専用電話　06-6581-8634）については、
P.38 を参照ください。

〇 新型コロナ　
こころのフリーダイヤル

相談専用電話　0120-017-556
（大阪府・大阪市・堺市）
新型コロナウイルス感染症に関するこころのケアに
ついて
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokoronokenko/
covid19_kokoronocare/index.html
（ 問い合わせ先：健康医療部　こころの健康総合セン
ター）
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人権に関する相談
　人権のことで心が傷ついたときには、「誰にも言えずに
つらい」「どこに相談したらよいかわからない」「相談を
聞いてもらってアドバイスがほしい」など、一人で悩む
のではなく、身近なところで相談できることが何よりも
大切です。
　暮らしの中で起こるさまざまな人権問題に関して、市
町村では相談窓口を開設しています。
　相談窓口の相談員は、状況の理解に努め、相談内容を
解きほぐしながら、相談者の立場に立って事案に応じた
適切な助言や情報提供を行っています。また、府内の自
治体、公益法人、民間非営利団体 (NPO) などの相談機
関が連携協力する「人権相談機関ネットワーク」の中か
ら事案に応じた適切な機関を紹介したり取り次ぐなど、
連携して取り組んでいます。

大阪府では
　専門の相談員による「大阪府人権相談窓口」を開設す
るほか、市町村が実施する相談事業を推進するため、交
付金による支援をしています。また、市町村に対する助言・
支援や相談員の養成を行っています。さらに、「人権相談
機関ネットワーク」を運営するとともに、相談内容を集
約し、ホームページなどで情報提供しています。

人権擁護士
　近年、人権に関する相談は、さまざまな課題が絡み合っ
て、複雑・多様化しています。大阪府では、府民の人権
問題を早期に解決に結びつけるとともに、人権侵害を未
然に防止する役割を担う人材として、「人権擁護士」を平
成19（2007）年度から養成しています。人権擁護士は、
市町村や民間事業所等において、相談事案を分析して適
切な専門相談機関につなげたり、相談員のサポートや心
のケアを行ったりするなどの業務を担います。

一人で悩まないで…

みんなの人権 110 番

大阪府人権相談窓口

全国の法務局・地方法務局における面接又は電話による相談です。

みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）
電話番号　０５７０-００３-１１０

受付時間　平日午前８時30分から午後５時15分まで
・ 電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局に
つながります。発信した地域によっては、その地域を管轄しな
い法務局・地方法務局で電話を受ける場合があります。一部の
IP電話等からは利用できない場合があります。

・ 相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
・ 法務局・地方法務局では、窓口において面接による相談も受け
付けています。

・インターネットによる人権相談も受け付けています。

大阪府が一般財団法人大阪府人権協会に委託し実施しています。

電　話 ０６ー６５８１ー８６３４
面　談 上記電話番号でご予約ください。

メール so-dan@jinken-osaka.jp

手　紙 〒552-0001
大阪市港区波除４- １-37 HRCビル8階

ファックス ０６－６５８１－８６１４
■開設時間
　平日相談：月曜日から金曜日  ９時 30分～ 17時 30分
　夜間相談：火曜日　　　　　 17時 30分～ 20時 00分
　休日相談：毎月第４日曜日　  ９時 30分～ 17時 30分
　※ 平日・夜間相談は祝日、年末年始（12月 29日から1月 3日）

を除く。

国（法務省）の人権相談窓口 大阪府人権相談窓口

大阪府人権擁護士
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市町村人権相談窓口

機関名 電話番号 開設日・開設時間

大阪市 人権啓発・相談センター 06-6532-7830 月～金　9時から21時
日祝　9時から17時30分　

堺市

人権相談ダイヤル
（人権推進課） 072-228-7364

月～金　9時から12時
　　　 13時から16時30分
(祝日・年末年始を除く)
LGBTなど多様な性に関する相
談を含む

人権ふれあいセンター 072-245-2530
火～日 ９時から17時30分
(年末年始を除く)
※月曜日が祝休日の場合は開設

《豊能》
機関名 電話番号 開設日・開設時間

豊中市 一般財団法人とよなか人権文化ま
ちづくり協会 06-4865-3655 月・水・金（祝日除く）

9時から12時、13時から17時

池田市
人権・文化国際課 072-754-6231 月～金

8時45分から17時15分
池田市人権協会(池田市人権文化
交流センター) 072-752-8226 月～金

９時から17時

箕面市

人権施策室 072-724-6720 月～金
8時45分から17時15分

萱野中央人権文化センター 072-722-7400 火～日　９時から１７時
※祝日も相談可

桜ヶ丘人権文化センター 072-721-4800 火～日　９時から１７時
※祝日も相談可

豊能町 住民人権課 072-739-3402 月～金
9時から17時30分

能勢町 総務課 072-734-0001 月～金
8時30分から17時

《三島》
機関名 電話番号 開設日・開設時間

吹田市
人権政策室 06-6384-1513 月～金

9時から17時30分

交流活動館 06-6388-5504 月～金　9時から17時30分
（祝日除く）

高槻市 人権110番
（人権・男女共同参画課） 072-674-7110 月～金　

8時45分から17時15分

茨木市 人権・男女共生課 072-622-6613 月～金　
9時から17時

摂津市 人権協会 06-6383-1011 月～金
10時から16時

島本町 島本町人権まちづくり協会 075-961-7830
月、水、木　9時から12時
※第2木曜日　17時から20時
（祝日、年末年始を除く）

《南河内》
機関名 電話番号 開設日・開設時間

富田林市 人権・市民協働課 0721-25-1000 月～金
9時から17時30分

河内長野市 人権推進課 0721-53-1111 月～金
9時から17時30分

松原市
人権交流室 072-337-3101 月～金

9時から17時30分

人権交流センター 072-332-5705 月～金
9時から17時30分

羽曳野市 人権推進課 072-958-1111 月～金
9時から17時30分

藤井寺市 協働人権課 072-939-1059 月～金
9時から17時30分

大阪狭山市 市民生活部市民相談・
人権啓発グループ 072-366-0011 月～金

9時から17時30分

太子町 住民人権課 0721-98-5515 月～金
9時から17時

河南町 人権男女共同社会室 0721-93-2500 月～金
9時から17時

千早赤阪村 住民課 0721-72-0081 月～金
9時から17時

《泉南》
機関名 電話番号 開設日・開設時間

岸和田市 人権・男女共同参画課 072-423-9562 月～金
9時から17時

貝塚市 人権政策課 072-433-7160 月～金
9時から17時

泉佐野市 人権推進課 072-463-1212 月～金
8時45分から17時15分

泉南市
人権推進課 072-480-2855 月～金

9時から17時30分
一般社団法人
泉南市人権協会 072-485-1401 月～金

９時から17時30分

阪南市 人権推進課 072-471-5678 月～金
8時45分から17時15分

熊取町 人権・女性活躍推進課 072-452-1004 月～金
9時から17時30分

田尻町 企画人権課 072-466-5019 月～金
9時から17時

岬町

人権推進課 072-492-2773 月～金
9時から17時30分

岬町人権協会（多奈川事務所） 072-492-3270 月・火・木
9時から16時

岬町人権協会（淡輪事務所） 072-494-1508 水・金
9時から16時

《泉北》
機関名 電話番号 開設日・開設時間

泉大津市 人権くらしの相談課 0725-33-1131 月～金
9時から17時

和泉市 人権・男女参画室 0725-99-8115 第1、3（月）
13時30分から15時30分

高石市 人権推進課 072-275-6279 月～金
9時から17時30分

忠岡町 人権広報課 0725-22-1122 月～金
9時から17時30分

《北河内》
機関名 電話番号 開設日・開設時間

守口市 人権室 06-6992-1512 月、水、金9時から12時　木13時から16時
※電話相談　第2・4（金）17時から20時

枚方市 特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会 072-844-8788

月～金9時から17時30分
（第１水曜、第４木曜は12時45
分から17時30分まで）

寝屋川市 人権・男女共同参画課 072-825-2168 月～金
9時から17時30分

大東市

人権室 072-870-9063 月～金
9時から17時30分

特定非営利活動法人
ほうじょう 072-876-2560 月、水、木　9時から17時30分

火、金　9時から20時30分
特定非営利活動法人
大東野崎人権協会 072-879-8810 月～金9時から18時

第1・３土曜日10時から18時

門真市 人権市民相談課 06-6902-6079 月～金
9時30分から17時30分

四條畷市 四條畷市人権協会 072-803-7355

月～金10時から16時
グリーンホール田原
（田原支所）でも相談可
※夜間電話相談
月　17時から21時

交野市 人権と暮らしの相談課 072-817-0997 月、水、金13時から15時

《中河内》
機関名 電話番号 開設日・開設時間

八尾市 人権政策課 072-924-9863 月～金
8時45分から17時15分

柏原市 人権推進課 072-972-6100 月～金
9時から17時

東大阪市
荒本人権文化センター 06-6788-7424 月～金

9時から17時

長瀬人権文化センター 06-6720-1701 月～金
9時から17時

ご意見・ご感想をおよせください。
本冊子をより良いものにしていくため、
みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしています。
本冊子に添付している用紙のほか、
大阪府ホームページからもお寄せいただけます。
ぜひ、ご協力いただきますようお願いいたします。

ゆまにてそうぞう　アンケート

大阪府広報担当副知事　もずやん
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大阪府府民文化部人権局 令和3（2021）年3月発行
〒559‒8555 大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）38階
TEL（06）6210‒9281　FAX（06）6210‒9286
大阪府人権局ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/s_jinken/

人 権 教 育・ 啓 発 の た め の 施 設 で す。 ご 利 用 く だ さ い。

男女共同参画社会の実現と青少年の健全な育成に資することを目的とした施
設です。「女性」をキーワードにした広範な情報の提供、啓発学習のための講座
等の開催、女性の悩みや問題に関する相談などの事業を実施している他、ホー
ル、会議室等を提供しています。

大阪市中央区大手前1-3-49
（06）6910-8500

ドーンセンター 検 索

大阪府立男女共同参画・青少年センター

学校や社会教育関係団体、企業等に対し、研修や上映会に使用できる、人権
教育をはじめとするさまざまな視聴覚教材（ 16 ミリフィルム、ビデオテー
プ、 DVD 、スライド）と機材の貸出しを行っています。

東大阪市荒本北1-2-1
（06）6745-0170（代表）

大阪府視聴覚ライブラリー 検 索

大阪府視聴覚ライブラリー
（大阪府立中央図書館内）

国際的な人権情報の収集・発信、調査・研究、研修・啓発、広報・出版、相談・情
報サービス機能などを通じて、アジア・太平洋地域の人権の確立・伸長に貢献
するとともに、国際化時代にふさわしい人権感覚を醸成することを目的とし
ています。

大阪市西区西本町 1-7-7-8F
（06）6543-7002

ヒューライツ大阪 検 索

大阪空襲の犠牲者を追悼し平和を祈念するとともに、大阪空襲を中心とした
情報・資料の収集・保存・展示等を通じて、戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世
代に伝え、平和を願う豊かな心を育むことを目的としています。

大阪市中央区大阪城 2-1
（06）6947-7208

ピースおおさか 検 索

大阪国際平和センター

リサイクル適性Ａ
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

大阪府府民文化部人権局　令和 2（2020）年 3 月発行
〒559‒8555 大阪市住之江区南港北 1-14-16 大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）38 階
TEL（06）6210‒9281　FAX（06）6210‒9286
大阪府人権局ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/s_jinken/

豊かな人間性や幅広い社会性の醸成を図る人権などさまざまな資料の展示
や、気づきや発見を促す体験の場の提供を通して、豊かな人権感覚を育み、人
間性豊かな文化の発展に貢献することを目的としています。現在、休館中で
あり、巡回展、セミナー、講座などを実施しています。

大阪市港区波除4-1-37
HRCビル5階
（06）4301-7783

リバティおおさか 検 索


