大阪府では…

人権学習シリーズVol.８
「わたしを生きる̶アイデンティティと尊厳̶」

あなたの戸籍謄（抄）本・住民票等があなたの知らないところで第三者に交付されたら
「本人通知制度」については、2009年（平成21年）6月に大阪狭山市が全国初で導入し、
2011年（平成23年）10月1日現在、大阪府内25市町村で制度を実施しています。

【本人通知制度とは？】

【事前登録をするには】

この制度は、
本籍地等を表示する戸籍謄
（抄）
本や、
住所・氏名・生年月日・性別等を
示す住民票などを本人の代理や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対し
て、
その事実を通知するものです。
交付された事実を本人に通知することにより、
委任状の偽装などによる住民票等
の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が
可能となります。
また、本制度の導入により、不正請求が発覚する可能性があるため、不正請求を
抑止する効果が期待されます。
今後、
さらに制度を広げていくため、市町村が円滑に制度を導入できるよう、府と
しても支援していきます。

制度の利用を希望される方は、
制度を実施している市
町村の戸籍や住民票の交付を担当する窓口に、必要な
手続きについてお問合せください。

※実施市町村
大阪狭山市、河南町、岬町、富田林市
田尻町、高槻市、箕面市、泉佐野市
吹田市、河内長野市、太子町、羽曳野市
藤井寺市、千早赤阪村、柏原市、四條畷市
摂津市、松原市、忠岡町、能勢町
茨木市、交野市、貝塚市、池田市、豊能町

※2011年
（平成23年）
10月1日現在、
右記市町村以外では制度を実施していないため、
事前登録をすることはできませんので、
ご注意ください

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

①事前登録の申出

④交付した事実を通知

市町村の戸籍・
住民票交付窓口

【制度の主な流れ】

②住民票の写し等の請求

③住民票の写し等の交付

戸籍・住民票の
写し等の請求者
代理人・第三者等

制度の詳細や手続きについてのお問い合わせやご質問は、
お住まいの市町村の戸籍・住民票交付担当窓口にお尋ねください。
参考

大阪府へのお問い合わせは総務部市町村課まで http://www.pref.osaka.jp/shichoson/jukiseido/honnintuti.html

第３０回人権啓発詩・読書感想文入選作品表彰式
大阪府・大阪府教育委員会・人権啓発推進大阪協議会（愛ネット
大阪）では、府民の人権意識の高揚を図るため、府内の小・中学生
を対象に、人権の尊さやお互いの人権を守ること、差別のない明
るい社会を築くことの大切さ、平和の尊さなどを訴えることを内
容とする「人権啓発詩・読書感想文」を毎年夏期に募集し、入選作
品の表彰を行っています。
今年度は、
７７４作品（詩部門 ３９８作品、読書感想文部門 ３７６
作品）の応募があり、その中から２１作品の入選作品が選ばれ、
２月
１８日（土）
にクレオ大阪北において表彰式を行いました。なお、入
選作品集を作成しましたので、冊子（Ａ５判）をご希望の方は下記
あてにご連絡ください。
（ただし、部数に限りがあります）
※冊子は無料ですが、送料をご負担ください。
【連 絡 先】 〒５５９−８５５５ 大阪市住之江区南港北１−１４−１６大阪府咲洲庁舎３８階
大阪府府民文化部人権室 人権教育・啓発グループ
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TEL ０６−６２１０−９２８１
FAX ０６−６２１０−９２８６

人権学習シリーズvol.8では、大切な「自分」を語り、それを尊重する「尊厳」、そのための「人間
関係」という人権の概念をテーマとしています。これを考える手がかりとして、
アイデンティティ
（こ
れを欠いては自分ではないと思う属性や特性）や「カミングアウト」
（公にしていない自分のルーツ
や身体のこと、社会的立場などを公にすること）
を切り口に、性的マイノリティ、在日外国人、同和問
題といった個別の人権問題や共通する問題を取りあげたプログラムを作成しました。
また、
プログラムを進める上で必要な基礎知識や考え方を、用語解説や論文などで説明し、
ファ
シリテーターがプログラムを実践しやすいように配慮をしました。
ぜひ、地域や職域や学校などで本書を活用ください。
内

容

□論文「アイデンティティと
カミングアウトについて」
□学習プログラム
関係性の中に生きるわたし
自分のセクシュアリティを考えよう
名まえ、それぞれの選択
告げることから

体
裁
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※冊子が必要な方は下記あてにご連絡ください（ただし、送料はご負担ください。）

連 絡 先
大阪府府民文化部人権室
財団法人大阪府人権協会

TEL：
０６−６２１０−９２８１ FAX：
０６−６２１０−９２８６
TEL：
０６−６５８１−８６１３ FAX：
０６−６５８１−８６１４

お 知 ら せ
高槻市
◆人権講座「心の豊かさを求めて」
■日 時／6月2日
（土） 14時〜16時
■内 容／講演
共に生きていこうとする気持ち〜トーク＆手話
ライブ〜講師：渡辺りえこ
（手話シンガーソングライター）
■場 所／高槻市立生涯学習センター 多目的ホール
■定 員／300人 ■入場料／無料 ■その他／申込み不要
手話通訳、要約筆記あり
◆平和展
■日 時／8月2日
（木）、3日
（金）
9時00分〜17時00分
（②③の時間については調整中）
■内 容／①資料展、折り鶴づくり、平和学習（小学校修学旅行）
ＤＶＤ放映 ②講演会（2日） ③音楽祭（3日）
■場 所／高槻市立生涯学習センター 展示ホール、
多目的ホール
■定 員／②、③300人 ■入場料／無料
■その他／申込み不要 手話通訳、要約筆記あり
◆ヒューマンライツ・フェスタ2012
■日 時／8月18日
（土）、19日
（日） 17時〜22時
■内 容／ミュージックフェスタ、盆踊り他
■場 所／高槻市春日青少年運動広場
■入場料／無料 ■その他／申込み不要
◆人権ばらえてぃセミナー
■日 時／10月5日、12日、19日、26日、11月2日の毎週金曜
日14時〜16時■内 容／子ども・女性・障がい者・外国人・高齢
者・同和問題や社会状況の変化に伴う人権課題などについて5
回に渡って系統的な連続講座を行う （講師調整中）
■場 所／高槻市総合センター 研修会場
■定 員／150人 ■入場料／無料
■その他／申込み不要 手話通訳、要約筆記あり
◆人権啓発作品募集
■日 時／募集期間 9月初旬〜10月中旬
■内 容／人権・平和に関する作品募集 標語、絵画、作文
※入選作品は人権週間中の事業で市長から表彰とともに展示
ホールで展示
■上記事業の問合せ／高槻市人権まちづくり協会
TEL : 072-674-7878 FAX : 072-674-7877
吹田市
◆２０１２憲法と市民のつどい
■日 時／5月26日
（土） 13時30分〜16時
■内 容／講演 人権力を養う〜災害で見えてきたこと〜
講師：辛淑玉さん コンサート
「〜響け！ハートにハーモニー〜」
出演：アカペラグループ「パイロン」
しん

す

ご

■場 所／吹田市文化会館「メイシアター」中ホール
■定 員／492人 ■入場料／無料
■その他／手話通訳あり、申込不要
■問合せ先／吹田市人権啓発推進協議会事務局（吹田市人権平
和室内）
ＴＥＬ : 06-6384-1539 ＦＡＸ : 06-6368-7345
Ｅメール : suitajinken@wi.kualnet.jp
河内長野市
◆愛・いのち・平和展
■日 時／７月27日
（金）
〜２８日
（土） １０時00分〜１６時00分
■内 容／市民提供の戦時品、子どもたちの人権・平和ポスターの
展示、戦争体験者による語り部、映画
（北京バイオリン）
、紙芝居など
■場 所／キックス
（河内長野市立市民交流センター）
■入場料／無料
■問い合わせ先／河内長野市人権協会
TEL : 0721-53-1111
（内261･263） FAX : 0721-53-1955
和泉市
◆平和映画会
■日 時／５月２６日
（土） 午前の部：
１０時から 午後の部：
１時
３０分から
（※開場は各回３０分前）
■内 容／「一枚のハガキ」の上映会
■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 ■入場料／無料
■主 催／和泉市人権平和事業実行委員会
◆いずみワールド・フェスティバル
■日 時／６月３日
（日） １１時から
■内 容／世界の歌や踊りのステージと、各国の料理などの模擬店
■場 所／和泉市役所正面玄関前駐車場
■入場料／無料 ■その他／不要、当日直接会場へ
■主 催／いずみワールド・フェスティバル実行委員会
■上記事業の問い合わせ先／和泉市役所総務部人権国際課
TEL : 0725-99-8115（直通） FAX : 0725-45-3128
貝塚市
◆憲法週間市民のつどい
■日 時／５月１９日（土） １3時30分〜１５時30分（１３時開場）
■内 容／テーマ:みんなちがって、みんないい〜金子みすゞさんの
まなざし〜 講師:矢崎節夫さん
（児童文学者・金子みすゞ記念館館長）
■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名 ■入場料／無料
■その他／手話通訳あり、要約筆記あり
■問い合わせ先／貝塚市人権政策課
TEL : 072-433-7160 FAX : 072-433-7511
シン

ス
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