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 2008 年度人権問題講座

『同和行政がきちんとわかる』
講師：奥田　均（近畿大学人権問題研究所教授）

同和行政は終了したと思っている人、いませんか？

現在では、「同和地区」はなくなったと思っている人、いませんか？

昨今、同和行政のあり方や不祥事について、マスコミがセンセーショナルに報道し、多くの注目を集め

ています。こういった時期だからこそ、同和行政について「きちんと」学習してみませんか？

今回の人権問題講座では、2008 年９月に出版された『同和行政がきちんとわかる Q&A』の編著者の

お一人である奥田均さんに、お話していただきます。

HBB
Hyogo Buraku Liberation and Human Rights Research Institute

通信

◇会場：神戸市教育会館　４０４号室

　　　　神戸市中央区中山手通 4 丁目 10 番 5 号

　　　　 （ラッセホール隣り）

　　　　ＴＥＬ : 078 － 222-4111

　　　　●ＪＲ・阪神「元町」駅（東口）より鯉川筋北へ徒歩１０分

　　　　  　●市営地下鉄「県庁前」駅（東１番出口）より東へ徒歩５分

◇日時：２００９年３月２８日（土）

　　　　午後１:00 ～３:00

◇参加費：無料　
　　　　　どなたでもご自由にご参加ください！
◇お問合せ：（社）ひょうご部落解放・人権研究所
　　　　　ＴＥＬ：０７８－３６７－８９２５
　　　　　Ｅ -mail：blrhyg@osk3.3web.ne.jp 

明けましておめでとうございます
　昨年 12 月で「世界人権宣言」が採択されて 60 周年。改めて『人権が守られること』の大事さを確認し

ました。「やさしいから人なんです展パ－ト20実行委員会」が発行（当研究所が編集）した『世界人権宣言』

の冊子は好評で、多くの人に購入いただきました。

　この冊子は、子ども達に人権の大切さを感じてもらいたいという願いを込めて、６人のイラストレ－タ

－の方に、優しさのにじみでた、素晴らしいイラストを描いていただきました。

　今年は、どのような１年になるのでしょうか。

　昨年から続く世界経済の厳しさは、日本の金融や産業界に大きな影響を及ぼし、大企業も含め、派遣労

働者等の契約期間前の大量解雇が行われ、多くの人が寒空に、放り出されました。

　「世界人権宣言」60 周年の前後に、労働者が「物」のように扱われました。この状況は、今年も続く心

配があります。まさに「人として生きる」ことを断ち切る行為と言えます。

　部落差別をはじめ、障がい者、在日外国人、高齢者、女性等への差別は依然として存在し、私達が求め

続けている「人権侵害救済法」は、国会で議論されるテーブルにも乗っていません。「狭山差別裁判」の

再審請求を、裁判所は拒否し続け、石川さんの「えん罪」は、はれず、闘いが続いています。「人権が確

立した」社会になるには、まだ、多くの課題があり、研究所の役割強化も求められています。

　私たちは、研究者の人達だけでなく多くの人に「部落問題をはじめ、あらゆる人権問題」に関心を持っ

てもらえるよう、その素材の提供に努力していきます。また、研究所を多くの人に知ってもらい、利用し

てもらえるよう多彩な活動を行いたいと考えております。

　今年も昨年に倍する、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。　　　　　　所員一同

解放出版社
1400 円 + 税
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新着図書
８月
○『「拉致」異論　日朝関係をどう考えるか』（太田昌国著、河出書房新社、

2008.3）

○『全朝教ブックレット⑤在日朝鮮人教育入門Ⅱ』（金井英樹著、全国

在日朝鮮人教育研究協議会、1995.11）

○『全朝教ブックレット⑦国籍条項と進路保障』（全国在日朝鮮人教育

研究協議会、1997.2）

○『第５回皮革工芸展～はき物の世界～』図録（西御着総合センター

皮革資料室、2007.11）

○『はきもの展』図録（西御着総合センター皮革資料室、2007.11）

９月
○『芦屋市における今後の同和施策のあり方について（答申）』（芦屋

市同和対策審議会、1996.12）

○『神聖喜劇』第1巻（大西巨人・のぞゑのぶひさ・岩田和博著、幻冬舎、

2006.5）

○『神聖喜劇』第2巻（大西巨人・のぞゑのぶひさ・岩田和博著、幻冬舎、

2006.5）

○『神聖喜劇』第3巻（大西巨人・のぞゑのぶひさ・岩田和博著、幻冬舎、

2006.6）

○『神聖喜劇』第4巻（大西巨人・のぞゑのぶひさ・岩田和博著、幻冬舎、

2006.8）

○『神聖喜劇』第5巻（大西巨人・のぞゑのぶひさ・岩田和博著、幻冬舎、

2006.10）

○『神聖喜劇』第6巻（大西巨人・のぞゑのぶひさ・岩田和博著、幻冬舎、

2007.1）

○『「いのち輝くまち加古川」2001　'00市民人権意識調査報告書』（加

古川市教育委員会・加古川市同和教育協議会、2001.7）

○『～いのち輝くまち～加古川　2000 年度市民意識調査から / ～日常

会話から～』（加古川市教育委員会・加古川市人権・同和教育協議会、

2002.5）

○『めぐみさんは生きている！「北朝鮮拉致」家族会・救う会 10 年の

闘い』（家族会・救う会編著、産経新聞出版、2007.6）

○『平成14年度以降の同和行政のあり方について（答申）』（川西市同

和対策審議会、2001）

○『21 世紀を人権の世紀にするために　世界人権宣言 55 周年記念冊

子』（京都人権啓発推進会議、2003.11）

○『労働経済白書（平成20年版）―働く人の意識と雇用管理の動向―』

（厚生労働省編、日経印刷）

○『捜査一課長』（清水一行著、集英社文庫、1983.7）

○『あすに生きる―活動の記録―　犯罪被害者の権利と回復を求めて』

（全国犯罪被害者の会）

○『あすに生きる―署名活動の記録―　犯罪被害者の権利と回復を求

めて』（全国犯罪被害者の会関西集会版、2008.3）

○『エレクトラ　中上健次の生涯』（高山文彦著、文藝春秋、2007.11）

○『「かゆい、かゆい」はもうすぐそつぎょう』（中澤珠緒 : 原作・

ねじめ正一 : 文 / 構成・津吉ゆうこ : 絵、日本医師会・読売新聞社、

2006.2）

○『芦原地域の実態・意識調査報告書』（西宮市同和対策局同和対策部

同和対策課、1998.3）

○『もう泣き寝入りはご免だ！　犯罪被害者救済にかけた男の半生』（犯

罪による被害者補償制度を促進する会編、白話社、1977.6）

○『おもかげ』（犯罪被害者遺族の会・自助グループ六甲友の会著、ひょ

うご被害者支援センター、2004.6）

○『昭 36. 実施　武庫川不法占拠関係』（兵庫県河川課、1961 年）

○『武庫川不法占拠措置の記録』（兵庫県河川課）

○『県民の人権意識―平成 15 年　人権に関する県民意識調査結果の概

要―』（兵庫県健康生活部生活企画局・兵庫県人権啓発協会、2004.3）

○『民俗芸能の現在―保存と活用をめぐって―』（佛教大学アジア宗教

文化情報研究所、2008.3）

○『排除される若者たち　フリーターと不平等の再生産』（部落解放・

人権研究所、2005.4）

○『差別と向き合うマンガたち』（吉村和真・田中聡・表智之著、臨川

書店、2007.7）

１０月
○姫路靼絵文箱（林久良編、西御着皮革資料室、2006.11）

○『スリランカの内戦と人権』（反差別国際運動アジア委員会・反差別

国際運動日本委員会編、反差別国際運動日本委員会、2008.9.30）

○『犯罪被害者の声が聞こえますか』（東大作著、講談社、2006.4）

１１月
○『現代日本の「見えない」貧困―生活保護受給母子世帯の現実』（青木

紀編著、明石書店、2007.1）

○『天皇制と部落差別　権力と穢れ』（上杉聰著、解放出版社、2008.6）

○『反貧困の学校―貧困をどう伝えるか、どう学ぶか』（宇都宮健児・湯

浅誠著、明石書店、2008.10）

○『もうガマンできない！広がる貧困―人間らしい生活の再生を求めて』

（宇都宮健児・猪股正・湯浅誠著、明石書店、2007.7）

○『同和行政がきちんとわかるQ&A』（奥田均・村井茂編著、解放出版社、

2008.9）

○『日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書　２００８年』（外

国人人権法連絡会、2008.9）

○『私には浅田先生がいた』（康玲子著、三一書房、2008.4）

○『格差拡大の時代―部落差別をなくすために』（北口末広著、解放出版社、

2008.10）

○『世界人権宣言　あなたとわたしの幸せを築く世界人権宣言』（黒田征

太郎 : イラストレーション、世界人権宣言大阪連絡会議、2008.4）

○『北の彩時記』（計良光範著、コモンズ、2008.8）

○『知っていますか？どもりと向き合う一問一答』（伊藤伸二著、解放出

版社、2005.3）

○『知っていますか？アイヌ民族一問一答　新版』（上村英明著、解放出

版社、2008.1）

○『知っていますか？色覚障害と人権一問一答』（尾家宏昭・伊藤善規著、

解放出版社、2006.2）

○『知っていますか？パワー・ハラスメント一問一答』（金子雅臣著、解

放出版社、2004.10）

○『知っていますか？高齢者の人権一問一答』（「知っていますか？高齢者

の人権一問一答」編集委員会編、解放出版社、2004.11）

○『知っていますか？子どもの虐待一問一答　第 2 版』（田上時子著、解

放出版社、2007.12）

○『知っていますか？ボランティア・NPO と人権一問一答』（早瀬昇・牧

口明著、解放出版社、2004.12）

○『知っていますか？ジェンダーと人権一問一答　第２版』（船橋邦子著、

解放出版社、2006.12）

○『知っていますか？狭山事件一問一答　第２版』（部落解放同盟中央本

部中央狭山闘争本部編、解放出版社、2006.10）

○『知っていますか？同和教育一問一答　第2版』（森実著、解放出版社、

2004.12）

○『知っていますか？セクシュアル・ハラスメント一問一答』（養父知美・

牟田和恵著、解放出版社、2004.3）

○『真の国際共生とは　在日外国人無年金差別の早急な解決を！！』

（障害年金の国際条項を撤廃させる会編、関西障害者定期刊行物協会、

2007.11）

○『私たちはいかに「蟹工船」を読んだか―小林多喜二「蟹工船」エッセー

コンテスト入賞作品集―』（白樺文学館多喜二ライブラリー、2008.7）

○『格差・貧困と生活保護―「最後のセーフティネット」の再生に向けて』

（杉村宏著、明石書店、2007.11）

○『CSR（企業の社会的責任）と人権―雇用・職業を中心に』（竹村毅著、

部落解放・人権研究所、2008.8）

○『「多民族共生教育フォーラム2008大阪」実行委員会資料集』（「多民

族共生教育フォーラム 2008 大阪」実行委員会、2008.11）

○『日本の無国籍児と子どもの福祉』（月田みづえ著、明石書店、2008.9）

○『世界人権宣言』（ひょうご部落解放・人権研究所編、やさしいから人

なんです展パート 20 実行委員会、2008.10）

○『部落解放研究第 29 回兵庫県集会討議資料』（部落解放研究第 29 回兵

庫県集会実行委員会、2008.11）

○『全国のあいつぐ差別事件　2008年度版』（部落解放・人権政策確立要

求中央実行委員会、2008.10）

○『「ほな、たたかいまひょか」―西岡務ものがたり―』（「ほな、たたか

いまひょか」編集委員会編、障害者問題資料センターりぼん社、2008.2）

○『GLOBE　三井物産会社案内』（三井物産）

○『「女人禁制」Q&A』（源淳子著、解放出版社、2006.5）
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第２回ひょうご解放教育交流集会

日時：2009 年 2 月 21 日（土）～ 22 日（日）
      　受付 10：30 ～  開会 11：00

場所：加古川市・加古川市民会館ほか

宿泊先：加古川プラザホテル

参加費：2000 円 / 交流会費：4000 円
（参加・交流会・宿泊費＝ 12000 円）

お問合せ：ひょうご解放教育交流集会実行委員会
　　　　      　TEL:078-222-4747/FAX:078-222-6976

２１日（土）
10：30　受付開始
11：00　開会
12：30　風刺劇　
　　　　　「学ぶ権利を取り戻すために」
13：30　記念講演
　　　　　「携帯サイトにおける人権侵害と私たちの課題」
　　　　　講師 : 田中博通さん
　　　　　（福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会）
15：00　分科会　①識字②解放学級（教育）③保育（子
　　　　　育て・子育ち）④インターネットと人権教育
18：30　交流会

スケジュール
22 日（日）
 9：00　受付開始
 9：30　分科会 
12：30 集会終了

♪研究所のご近所さん♪

〒 650-0011

神戸市中央区下山手通 5-8-14

山手ダイヤハイツ 6 号 2 Ｆ

TEL:078-382-0073

営業時間—7:30 ～ 21:30（LO）

　　　　　モーニング～ 11:00（LO）

　　　　　ランチ 11:00 ～ 14:30（LO）

定休日—金曜日

アクセス : 地下鉄西神・山手線県庁前駅西 4   

　　　　       出口を西へ、下山手 5 交差点を　

　　　　    南へ、1 筋目を東へ。徒歩 5 分　

『ヒンホイ』

２００９年劇団道化座春季公演

舞台はここ神戸。人々の心の機微に触れ優しく心
和む作品に仕上げ、現代社会を生き抜く明日への
道標としたいと存じます。

シリーズ《家族》Ⅱ

「しあわせの明日」—母と娘たち—

                         作／渡辺鶴　演出／須永克彦

日時：2009 年３月 18 日（水）19：00
　　　　　　　　   19 日（木）15：00
　　　　　　　　　　　　　     19：00

会場：新神戸オリエンタル劇場
料金：前売     A 席￥4000　
　　　　　　 B 席￥3000
　　　 当日　A席￥4500　
　　　　　　 B 席￥3500

お問合せ：劇団道化座
TEL：078-803-2458
FAX ：078-803-2459

2008 年度　第 14 回　

兵庫県外教・研究集会
 民族名（本名）で学べ、
 共に生活できる学校・社会をつくろう！

○日時：2009 年２月 15 日（日）　　　　　　　　

　　　　８時 40 分～ 16 時 30 分

○会場：姫路市立城陽小学校

　　　　（ＪＲ姫路駅下車、駅南口より南東へ900ｍ）

　　　　姫路市北条 923 － 1

○内容

  ・［仮題］子どもの幸せを願って—日本に住んだ親た

　ちの気持ち—（全体会シンポジウム）

  ・子ども等による演技  ・演奏（オープニング・昼休み）

  ・地元からの報告（分科会）

○お問合せ　兵庫県在日外国人教育研究協議会

　　　　　　〒 651-0073

　　　　　　　神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1　
　　　　　　　兵庫県国際交流協会・ひょうごプラザ・活動支援室

　　　　　　　　TEL：078-231-0290
　　　　　　　Ｅ -mail：kengaikyo@jeans.ocn.ne.jp

シリーズ《家族》Ⅰ
「オハヨウ、母さん」より

♪新作初演♪

　県庁の西側、ひっそりとした路地の建物の２階にあるのが、今

回ご紹介するカレー屋さん『ヒンホイ』。７時３０分から１１時

までやっているモーニングのカレートーストをお目当てに行った

のだが、残念ながら今日はもう売り切れ（＞＿＜）ということで、

チャパティ＆カレーをいただくことに。全粒粉の無発酵うす焼き

パンのチャパティとカレー、それにチャイかコーヒーがついて、

なんと３９０円！

　店内は、マスターの“好き”が詰まったとってもかわいい雑貨

でいっぱい。メニュー表やお皿のイラストは、マスターの奥さま

の手書きとのこと。高校生の頃からカレー屋さんになりたかった

というマスターは、とても気さくでおしゃべりなので一人でも入

りやすい☆

　マスターとカレー談義で盛り上がっているうちにお待ちかねの

チャパティ＆カレーのできあがり。ま

ず、カレーを一口いただくと…。さらっ

としていてお野菜もたっぷり、いろい

ろなスパイスが絶妙にマッチ♪おいし

いっ！初体験のチャパティは、北イン

ドの家庭の味だそう。素朴でもっちり

した感じ。これまたカレーにぴったり。

そして、食後のチャイは、しっかり煮出

され、とってもいい香りで、まろやか。

ほっこり幸せな気分に☆３９０円で朝か

ら大満足できてしまった♪

　

　店内には、“ヒンホイ文庫”があり、

誰でも自由に本を読んでいいようになっ

ている。ちなみに、話題の『世界人権宣言』絵本も、販売してもらっ

ている。おいしいカレーを食べて、マスターとの楽しい会話を楽し

んだら、ぜひ、『世界人権宣言』もおみやげにどうぞ。

ちなみに、『ヒンホイ』とは、
タイ語で”蛍”という意味だそ
うです★



2009年1月1日 No.3（4）

事務局から

○今年は、部落解放研究兵庫県集会が、３０回
目になります。素晴らしい集会にすることと、
研究所の創造的活動に力を注ぎます。（竹本貞
雄）

○石川一雄さんが仮出獄の制約の中、１回きり
のパスポートを持ってジュネーブの国連自由権
規約委員会で冤罪と証拠開示を訴えた。本当に
うれしい。（Ｈ）

○阪神版がいっぱいの人に読んでもらえますよ
うに☆今年は忙しくなりそうなので、丑年らし
く、粘り強くがんばります！（ひ）

したよ」それから、励ましの言葉を添えて。何
よりの贈り物。新年も良い年でありますように。
（K）

世界人権宣言がイラストになりました！
「やさしいから人なんです展パート 20」では世界人権

宣言をパネル、絵本、絵はがきにしました。

兵庫を中心に活躍している６人の絵本作家たちが、宣言

に向き合い、イラストを描きました。訳文は谷川俊太郎

さんです。

みなさんの街のいろんな場所で、多くの人たちが世界人

権宣言を読み返し、人権の意味を考えていただければと

願っています。

イラストイラスト
涌嶋克己／西島よき／太田朋
／ロニー・アレキサンダー
／寺門孝之／つよしゆうこ

【お問い合わせ】
やさしいから人なんです展パート 20 実行委員会事務局（ひょうご部落解放・人権研究所まで）

『人権歴史マップ阪神版』刊行！
研究所では兵庫県下各地の人権の歴史をまとめ、『人権歴史マップ』として

刊行しています。このたび、『神戸版』『丹波版』に引き続き、『阪神版』を

刊行いたしました。

CONTENTS

■尼崎市
１.史跡　遊女塚／細見義博
２.尼崎と沖縄出身者／永峰眞名
３.尼崎・中国人強制連行／飛田雄一
４.尼崎公害の闘いと町の再生／松光子
５.農業をとおして地域とつながる
　―小規模作業所「鍬」と、松葉ひとみさん―／編集部
■西宮市
６.西宮神社と夷舁／家塚智子
７.武庫川改修工事と朝鮮人／飛田雄一
８.小説『火垂るの墓』の舞台／辻川敦
９.朝日新聞阪神支局襲撃事件／安保文博
10. 甲山事件／竹本貞雄
■芦屋市
11. 照善寺／編集部
■伊丹市
12. 伊丹の酒造りと女人禁制／宮武利正
13. おやまと侍／門の前の愛宕さん／日野謙一
14. 伊丹空港と朝鮮人
　―中村地区について／堀内稔

■宝塚市
15. 和田甚九郎と兵庫県の融和運動／本郷浩二
16. 福知山線改修工事と朝鮮人労働者／近藤富男
17. 宝塚歌劇と白系ロシア人／編集部
18. 宝塚市立手塚治虫記念館／木村信行
19. アモーレ・アベーラ　戦争とイタリア人捕虜
　／安保文博
■川西市
20. 弾左衛門由緒書と多田神社／中尾健次
21. 猪名川の川晒しと酒造り／宮武利正
■三田市
22. 三田藍本トンネルと朝鮮人／徐根植
23. 三田太鼓／編集部
■猪名川町
24. 木喰仏／編集部
※他にコラム３編

●頒価 500 円

●ご購入・お問い合わせ：ひょうご部落解放・人権研究所

①パネル貸出

種類：印刷パネル　A ２版（40 枚）

　　　もしくは、B ３版（40 枚）

　　  ：PDFファイル版（CD-R１枚）

料金：無料

貸出期間：原則２週間以内

②絵本

ハガキサイズ／オールカラー／全 64 ページ　

頒価：500 円

③絵はがき

１枚：60 円

５枚セット：300 円

おトクな 30 枚（全 30 条）セット：1500 円

○研究所が持っておくべきだという本や資料
があれば、ぜひご紹介ください。できるかぎ
り揃えるよう努めます。宜しくお願いします。
（kama）

○クリスマス。娘の手作りカードが、財布にそっ
と忍ばせてあった。「お金がないからカードに


