
お 知 ら せ

大阪府では…

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が一部改正されました。
～新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象に【2011年 （平成23年） 10月1日施行】～

※この「土地調査等」は、
◆“本来の目的である営業行為に関連・付随して行われる土地
調査”を指し、
◆“調査（報告）の対象となる土地及びその周辺地域に関する
調査”のことで、
◆本来の営業活動に関連して行われる土地調査が対象になり
ます。

※事業者の行う「土地調査等」そのものを規制するものでは
ありません。
※次の遵守事項に違反した場合に限って規制するものです。

◆遵守事項は次の二点です
⑴調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があ
るかないかについて調査し、又は報告しないこと。
⑵同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和
地区にあることの教示をしないこと。

◆違反した者には勧告・事実の公表がなされます
●「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や
事実の公表をできることとしています。

○大阪府では、差別につながる土地調査の事実を受け、条例の一部を改正しました。
○個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の
　対象にしました。　※なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません。
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高槻市
◆人権ばらえてぃセミナー
■日　時／９月３０日（金）から毎週金曜日　１４時～１６時　５週連続講演
■内　容／講演①【高齢者の人権】高齢者の人権と法律問題（公正証書
遺言書・後見人制度について）　講師：松田成さん(高槻公証役場公証人)　
②【障がい者の人権】障がい者の自立とは？　地域の一員として　講師：谷
口明広さん（愛知淑徳大学教授）　③【同和問題】ライターは見た　今日の
部落問題　講師：角岡伸彦さん（ジャーナリスト）　④【女性の人権】与謝野
晶子の少女小説「八つの夜」～不遇であっても不幸でない女の子　講師：古
澤夕起子さん（同志社女子大学講師）　⑤テーマ：【人権全般】今、人権教
育・啓発活動に求められているもの講師：阿久澤麻里子さん（大阪市立大学教
授）■場　所／市役所本館６階大集会室　■定　員／各１５０人　
■入場料／無料　■その他／申し込み不要　手話通訳・要約筆記あり
◆人権を考える市民のつどい 人権週間（１２月４～１０日）に合わせてイベント開催
①映画　■日　時／１２月１０日（土）　１０時～１２時　■内　容／「大地の詩」
■場　所／市生涯学習センター2階多目的ホール　
②講演会　■日　時／１２月１０日（土）　13時半～15時半　■内　容／「転ん
だら起きればいい～見えない虐待　命がけで子どもを守れ！～」　講師：廣
中邦充さん（浄土宗西居院住職）　保育：有り、無料・３～５歳・５人　
■場　所／市生涯学習センター2階多目的ホール　　■定　員／３００人
③展示　■日　時／１２月９日（金）～１０日（土）　９時～１７時　■内　容／人
権パネル及び人権啓発作品入選作展示（人権パネルのテーマ：子どもの人
権）　■場　所／市生涯学習センター１階展示室　■入場料／映画会・講
演会・展示は全て無料　■その他／申し込み不要　講演会については保
育・手話通訳・要約筆記あり　保育については要問合せと予約（多数抽選）
◆２０１１フェスタ・ヒューマンライツ 人権週間にあわせてイベント開催
■日　時／１２月４日(日)　９時半～１５時　■内　容／移動ミュージアム

｢ビッグバン｣・講演・舞台発表や活動紹介・体験コーナー・バザー・食べ物コー
ナー　■場　所／市立富田ふれあい文化センター他　■入場料／無料　
■事業全ての問合せ先／一般社団法人高槻市人権まちづくり協会　
TEL : ０７２-６７４-７８７８　FAX : 072-674-7877
箕面市
◆みのお市民人権フォーラム 26th
■日　時／12月3日（土）～4日（日）　■内　容／①全体会：講演［講師：湯浅誠
さん（貧困者支援者。現在NPO自立生活サポートセンター・もやい事務局次長、
内閣府参与、ほか）］東日本大震災復興支援チャリティーコンサート（北芝解放太
鼓保存会「鼓吹」）　②分科会：宗教・地方自治、在日外国人問題、教育（こども）、
女性問題、部落問題、障がい者問題に関する各講演など　■場　所／3日：グリ
ーンホール（ホール、会議室）　4日：らいとぴあ21、箕面文化・交流センター、み
のお市民活動センター、みのおライフプラザ　■入場料／全体会・分科会通し
券：1,000円（障がい者市民・高齢者市民の介護者は1人無料）　分科会：500円
※18歳以下はすべて無料　■その他／手話通訳・要約筆記あり、一時保育・点
字資料・外国語通訳は11月20日まで要申込み　
■問合せ先／みのお市民人権フォーラム実行委員会事務局　
TEL: 072-722-5838　FAX: 072-722-8042　E-mail: jfm@hcn.zaq.ne.jp
◆女性に対する暴力をなくす運動啓発パネル展示
■日　時／11月12日（土）～25日（金）　　■場　所／男女協働参画ルーム・
みのお市民活動センター・らいとぴあ21ロビー・豊川支所ロビー（場所・期間は
変更する場合があります）　■問合せ先／箕面市人権文化部男女協働参画課
TEL : 072-724-6943　FAX : 072-725-8360
大東市
◆人権週間記念のつどい
■日　時／１２月７日（水）　19時開演（18時半開場）　■内　容／講演　報道
と人権～「真実」をどう伝えるか～　講師：鳥越俊太郎さん　■場　所／大東市
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改正内容の説明 ◆「土地調査等」について

定
　
義

「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の
営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告す
ることをいう。」としています。

～この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない全ての人の人権が尊重される社会を築いていきましょう。～

じゅん しゅ

立総合文化センター大ホール　■定　員／１２００人　■入場料／無料
■その他／入場整理券が必要・手話通訳・要約筆記あり　
■問合せ先／大東市人権啓発室　ＴＥＬ : ０７２-８７０-９０６１　ＦＡＸ : ０７２-８７０-０９０７
◆ヒューマンコンサート
■日　時／2012年２月1７日（金）　19時開演　■内　容／梶寿美子　箏
ライブ～このまちで生きる～　演者：梶寿美子（琴アンサンブルプリマル
ーチェ代表）　■場　所／大東市立総合文化センター多目的小ホール　
■定　員／２５０人　■参加協力券　
■問合せ先／大東市人権教育啓発推進協議会（ヒューネットだいとう）事務局
（大東市人権啓発室内）　ＴＥＬ : ０７２-８７０-９０６２　ＦＡＸ : ０７２-８７０-０９０７
八尾市
◆ひゅーまんフェスタ2011
■日　時／11月25日（金） 14時～16時　26日（土） 10時～17時　27日
（日） 10時～16時　■内　容／講演会、展示、作業所作品即売、スタンプ
ラリー他　■場　所／八尾市文化会館（プリズムホール）　■入場料／
無料　■その他／一時保育・手話通訳・要約筆記あり（ただし、イベントによる）
■問合せ先／八尾市人権政策課　TEL : 072-924-3830　FAX : 072-924-0175
羽曳野市
◆きらりはびきの～男女共同参画フォーラム＆人権を考える市民の集い～
■日　時／12月４日（日）　14時～17時（13時半開場）　■内　容／第1
部　基調講演　「女のストレス　男のストレス～元気になるための処方箋
～」　講師：海原純子さん〈医学博士・白鴎大学教授〉　第2部　パネルディ
スカッション　「本当の自分を見つけ、輝いて生きる～家庭・子育て・職場　
まあるい関係～」　パネリスト：海原純子さん　山田亮さん〈スーパー主夫・
NPO法人日本洗濯ソムリエ協会理事長〉　原田薫さん〈ウィメンズセンタ
ー大阪スタッフ〉　藤井睦子さん〈大阪府教育委員会事務局　教育次長〉　
コーディネーター: 藤木美奈子さん〈NPO法人WANA関西代表・龍谷大学
准教授〉　■場　所／羽曳野市立生活文化情報センター（ＬＩＣはびきの）ホ
ールＭ　■定　員／４００人　■入場料／無料　■その他／手話通訳あり・
無料一時保育あり（要予約・２才～就学前）　■主　催／羽曳野市・財団法
人自治総合センター　※このシンポジウムは全国モーターボート競走施
行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです。　
■問合せ・申込み／羽曳野市市民人権部人権推進課　
TEL : 072-947-3606（直通）　FAX : 072-958-8061　
Eメール : jinkensuishin@city.habikino.lg.jp
堺市
◆2011年度「女と男のフォーラム」
■日　時／①10月22日（土）14時半～16時半（開場14時）　②11月5日
（土）14時～16時（開場13時半）　■内　容／①講演「あなたを守りたい、
それが僕の役目」 乳がん撲滅は私とあなたの願いです！　講師：板谷充子さ
ん（診療放射線技師）②講演：「女のストレス 男のストレス―その解消法は
―」　講師：中村彰さん（とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ館長）
■場　所／①サンスクエア堺A棟2階 研修室2　②栂文化会館3階 視聴
覚室　■その他／要事前申込と問合せ　①②ともに、手話通訳・託児（2～
6歳の未就学児が対象）あり。　■主催団体／主催：堺市　企画・運営：①クリ
エイト21　②泉北おんなの大学　
■問合せ先／堺市男女共同参画推進課　
TEL: 072-228-7408　FAX : 072-228-8070
高石市
◆人権を考える市民の集い
■日　時／11月17日（木）　13時半～15時半　　■内　容／人権コンサ
ート「音楽に込められた人権へのメッセージ」　演奏：アンサンブル・サビー
ナ（イタリア生活文化交流協会）　解説：松本城洲夫さん（イタリア生活文化
交流協会 会長・龍谷大学講師）　■場　所／高石市役所 別館3階 多目的
ホール　■定　員／120人　■入場料／無料　■その他／手話通訳あ
り、「特別人権相談所」併設（午後1時～4時）　
■問合せ先／高石市人権協会（高石市人権推進課内）
TEL : 072-265-1001　FAX : 072-263-6116
和泉市
◆第35回「いのち・愛・人権」市民の集い
■日　時／12月3日（土）13時半～15時（開場13時）　■内　容／①講演
「一人ひとりが輝こう…私の個性もあなたの個性も」　講師：住田裕子さん
（弁護士）　　■場　所／和泉市コミュニティセンター 3階多目的ホール
■定　員／300人 ※申込必要（申込多数の場合は抽選）　■入場料／無料
■その他／手話通訳あり　■主　催／和泉市・和泉市人権啓発推進協議
会・岸和田人権擁護委員協議会和泉市地区委員会・和泉市人権協会
■問合せ先／和泉市人権国際課　TEL : 0725-99-8115　FAX : 0725-45-3128
泉佐野市
◆泉佐野市人権のつどい
■日　時／12月3日（土）13時半～16時　■内　容／第１部　13時半～

式典  小・中学生人権作品発表と表彰式　第2部    14時半～16時　猿ま
わしと講演「いのちみつめて、うたをこぼせ」　講師：村﨑修二（猿舞座代表）
さん他　■場　所／泉の森ホール小ホール　■定　員／450人　
■参加費／無料（申込不要）　■主　催／泉佐野市人権を守る市民の会、
泉佐野市、泉佐野市教育委員会、社団法人泉佐野市人権協会　
■問合せ先／泉佐野市人権推進課　TEL : 072-463-1212　FAX : 072-464-9314
貝塚市
◆じんけんを守る市民のつどい
■日　時／１２月６日（火）13時半～１５時半（１３時開場）　■内　容／「すべ
ての人がビューティフル　～みんなが輝いて生きるために～」　遙洋子
さん（タレント・作家）　オープニング ＨＡＭＯＲＩ－ＢＥ（はもりべ）（歌手）
■場　所／貝塚市民文化会館（コスモスシアター）中ホール　
■定　員／当日先着450人　■入場料／無料　■その他／手話通訳あり
■問合せ先／貝塚市人権政策課　TEL : 072-433-7160   FAX : 072-433-7511
泉南市
◆生きがい･交流第２回高座
■日　時／１２月１７日(土)　10時～12時　■内　容／特大紙芝居「空色
のかまきり」の公演と講演　講師：風の紙芝居師たけちゃん　■場　所／泉
南市立鳴滝小学校(旧鳴滝第二小学校)体育館　■定　員／３００人　
■入場料／無料　■その他／申込み不要、駐車場あり、ただし手話通訳は
１２月６日(火)までに事前申込が必要　■問合せ先／泉南市人権協会
TEL : 072-485-1401　FAX : 072-485-1405　E-mail:hra2002@globe.ocn.ne.jp
◆2011人権啓発講演会
■日　時／2011年10月17日（月）15時半～16時45分　■内　容／おし
ゃべりから出し合う　日ごろのモヤモヤ　講師：浮穴正博さん、岡田耕治さ
ん（おとなの学び研究会）　■場　所／泉南市総合福祉センター　
■その他／参加費無料、手話通訳・一時保育あり（要申込）
◆2011人権週間「市民の集い」
■日　時／2011年11月27日（日）13時半～16時　■内　容／なまえを
かいた～𠮷田一子86歳～　－字はいのち　生きる力－　講師：𠮷田一子さん、
清水順子さん、浮穴正博さん（聞き手）　■場　所／泉南市立文化ホール
■その他／参加費無料、手話通訳あり、一時保育あり（申し込み要）
◆2011人権シネマフォーラム
■日　時／2012年1月29日（日）13時半～16時　■内　容／「大地の詩」
の映画上映と講演会　■場　所／泉南市立文化ホール　■その他／参加
費無料、手話通訳あり、一時保育あり（申し込み要）
■上記3事業とも問合せ先／泉南市人権推進課
TEL : 072-480-2855   FAX : 072-482-0075
藤井寺市・柏原市
◆自殺防止 いのちあんしん相談会
■日　時／12月9日（金）15時～20時　■内　容／自殺防止を目的とした
無料相談会。多重債務、生活問題、借金、心の悩みなどを電話や面談により
相談を受けます。必要な場合は専門機関につなげます。　■相談電話番号
／072-972-6100（相談専用電話）　■面談相談場所／柏原市立女性セ
ンター（フローラルセンター）相談室　■その他／面談の事前申込み可能
です。手話通訳も承ります。　
■問合せ先／柏原市人権推進課　TEL : 072-972-1544　FAX : 072-972-2131　
　　　　　　 藤井寺市人権政策室　TEL : 072-939-1059　FAX : 072-952-8981
阪南市
◆2011 人権を考える市民の集い
■日　時／12月10日（土）13時半～（開場13時）　■内　容／講演「がん
ばっぺ！オラの大好きな日本～正しい知識で差別をなくそう！～」　ダニエル・
カールさん　■場　所／阪南市立文化センター（サラダホール）大ホール　
■定　員／700人（全席自由）申し込み不要　■入場料／無料　
■その他／手話通訳・一時保育（1歳6ヵ月以上就学前）あり
◆ヒューマンライツセミナー出張講座
■日　時／2012年2月25日（土）13時半～　■内　容／①ゴスペルコン
サート　②講演会（講師：市岡裕子さん）　■場　所／阪南市立文化センター
（サラダホール）小ホール　■定　員／200人（全席自由）申し込み不要　
■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育（1歳6ヵ月以上就学前）あり
■上記2事業とも問合せ先／阪南市役所　人権推進課
TEL : 072-471-5678　FAX : 072-473-3504
田尻町
◆人権週間 たじり人権の集い2011
■日　時／12月3日（土）　14時～　■内　容／「心元気に・・・。～いのちの
コンサート」新井深絵さん（ソウルゴスペルシンガー）　コンサート＆トーク
■場　所／田尻町立公民館　■定　員／150人（先着順・事前申込要）　
■募集期間／11月14日から　■入場料／無料
■問合せ先／田尻町総務部企画人権課　人権・男女共生室　
TEL : 072-466-5019　FAX : 072-466-8725
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