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ひまわり
花言葉（献身）が「人権」のイメージに合うことや、
太陽に向かって成長していくところが
子どもたちの心身の成長の姿と重なる
ことなどから、
人権のシンボルとされています。



人権って、なんだか難しい？ 面倒くさい？ 自分には関係ない？

いえいえ、「人権」はみんなが幸せに生きていくために必要なものです。

背が高い人、低いひと。太っている人、やせている人。

髪の毛が長い人、短い人。生まれた場所や考え方もみんな違います。

それを「個性」といいます。

それぞれ違うからこそ「大切な個性」。

「人権」とは、その個性を認めて、お互いを支え合うことです。

大切なあなたが、自分らしく生きるために

「人権」について一緒に考えましょう。

「人権」ってなんだろう？
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ひとりで悩まないで
相談してください。

《定例人権相談》
毎月第1火曜日　午前10時～午後3時　市役所2階市民相談室
人権擁護委員による相談窓口です。
日程が変わる場合がありますので、事前に下記へご確認ください。
人権市民相談課　092－584－1201

《みんなの人権110番》　0570－003－110
差別や虐待、パワーハラスメントなど、さまざまな人権問題についての相談電話です。

《子どもの人権110番》　0120－007－110（通話料無料）
いじめ、虐待など、子どもの人権問題に関する相談電話です。

《女性の人権ホットライン》0570－070－810
配偶者・パートナーからの暴力やセクシュアル・ハラスメント等、女性の人権問題に関
する専用相談電話です。

パソコンからは　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
携帯からは　　　https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html

面談による相談（予約不要）

インターネットでの相談

電話での相談（平日 午前8時30分～午後5時15分）
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「いじめられる側にも問題がある」という声がいまだに
聞かれますが、いじめを正当化する理由など存在しません。
ひとより優れたところのある子も「普通と違う」というだけで
いじめの対象となるようなケースもあります。

いじめられる側に、問題はありません！！

　児童虐待とは、保護者が自
分の子どもに対し、日常的に
暴力をふるったり、いやがら
せや無視をするなどの行為で
す。
　子どもが耐えられないほど
の苦しさを感じるようであれ
ば、それはしつけではなく、
虐待にあたるといえます。

　以前は虐待があれば通告するようになっていましたが、現在は
「虐待の疑いがあれば」通告するようになりました。
　連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます！

　児童虐待の相談件数は、春日市もわず
かではありますが、増加傾向にあります。

　虐待の種類別でみると、国の調査では
心理的虐待が最も多いですが、市ではネ
グレクト（養育放棄）が約半数を占めて
います。

いじめに対して無関心な態度をとったり、
見て見ぬふりをするのはいじめているのと同じことです。
「やめようよ！」と、きっぱり言いましょう。
難しいときは、周りの大人に相談してみるのはどうですか？

●子どもをよく見て、
　よく話を聞き、サインに気づく
●学校や地域と協力する姿勢で
●いじめる子が持つ課題を
　　一緒に解決しましょう

おとなができること

子ども（いじめ） 子ども（虐待）

もういやだよ、、、

でもわたしがいじめられるかも、、

児童相談所　全国共通３桁ダイヤル 189（いちはやく）
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児童虐待相談対応件数（春日市）
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　厚生労働省は昨年、全国で認知症を患う人の数が2025年には700万人を超えるとの推
計値を発表しました。2012年の時点で全国に462万人と推計されており、約10年で1.5
倍にも増える見通しとなっています。

　いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなってしまったために、さ
まざまな障がいが起こり、生活するうえで支障が出ている状態のことを指します。脳は人
間の活動をほとんどコントロールしている司令塔です。それがうまく働かなければ、精神
活動も身体活動もスムーズに運ばれなくなってしまうのです。

高齢者（認知症）

　春日市では、認知症を理解し、認知症の方を支える「認知症サポーター」の養成を行っ
ています。家族で、お隣さんで、地域で認知症の方を温かく見守りましょう。
《お問い合わせ先》
春日市　高齢課　高齢者支援担当（市役所1階）　092－584－1111（代表）

具体的な例としては、次のようなことがあります。
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５人に１人が認知症に！？
　認知症の症状に、最初に気づくのは本人です。もの忘れによる失敗や、今まで苦も無く
やっていた家事や仕事がうまくいかなくなるなど、なんとなくおかしいと感じ始めます。
　特に、もの忘れが重なると、多くの人は何かが起こっているという不安を感じ始めます。
　認知症になると、何もわからないのではなく、誰より一番心配なのも、苦しいのも、悲
しいのも本人なのです。

本人が、一番不安なのです

認知症とは？

もの忘れ、判断力の低下とは？

食事したことを
覚えていない。

家族や親しい人が
認識できない。

しまい忘れや
置き忘れが多い。

大切な約束を
忘れてしまう。

同じことを繰り返し
質問する。

数日前の出来事が
思い出せない。

認知症サポーター

対応の７つのポイント

※参考「認知症の人への対応ガイドライン」

まずは見守る
一定の距離を保ち、
さりげなく様子を見
守りましょう

余裕をもって対応
こちらが焦ってしまうと
相手にも伝染します

声掛けは
１人で

複数で取り囲むと
恐怖心があおられ
ます 後ろから

声をかけない
相手の視野に入った
ところで声をかけま
しょう

おだやかに、はっきりと
早口、大声は禁物。方言での
コミュニケーションも大切です。

ゆっくりと対応

目線を合わせて
優しい口調で

相手の反応を見ながら
会話をしましょう

こうせいろうどうしょう

にん  　ち　しょう

し れいとう

あせ

に ん 　 　 ち 　 　 しょう



同和問題 男女共同参画
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　同和問題とは、その人やその家族が「出身地や住んでいる場所」によって差別され、精
神的にも経済的にも厳しい生活状況に追い込まれるという日本特有の重大な人権問題で
す。この問題は決して過去のものではなく、今も結婚や就職などさまざまな場面で、差別
事象が起こり続けています。また、近年、悪質な差別図書の販売やインターネット等にお
いて差別的な情報が広がるなど、同和問題がより深刻化しています。

インターネットで

市役所で

家庭で

○○さんの住んでいる
○○は同和地区ですか？

○○地区には
近寄らない
方がいい

どうして
そのようなことを
知りたいのですか？

差別につながる
身元調査には
お答えできません

大切なのは
２人の愛情だよ、
心から祝福しよう。

特定の地区や
人物を悪く言っちゃ
だめなのに

※身元調査とは…
　本人の知らない所で本籍や家庭環境を調べること。
　春日市では「身元調査お断り運動」を推進しています。

結婚となると
さっそく身元調査を
しなくては

誰もが性別にとらわれず
自分らしく

生きることができる
社会を築きましょう

ひまわり第22集（平成25年発行）参照

楽しい！やりがいがある！

料理が大好き！
ぼくに任せて！

介護には男性の力も
女性の力も必要よ

わたしもやって
みたいけど、

女だから難しいかしら

育児をもっともっと
やりたいんだけど・・・

男だから・・・
弱音は吐けないぞ

結婚しても、
母親になっても、働くわ！

どう わ もんだい

きび

さ ん 　  か く

きず



ハンセン病
感染症ですが、治療法
が確立され、現在では
早期発見と適切な治療
で後遺症も残らずに治
る病気です。

ホームレス
路上生活を余儀なく
されている人々が、
全国で約6,500名も
います（平成27年厚
生労働省）。

拉致問題
不当にも北朝鮮に
拉致され、日本に
戻れない人々が未
だにいます。

性的少数者
身体の性と心の性が一致しな
い人や、同性愛者などの性に
関する少数派の人々への偏見
をなくしましょう。ある調査
では13人に1人が性的少数者
であると答えています。
ひまわり第24集
（平成27年度発行）参照

東日本大震災
福島第一原子力発電所の
事故の影響によって被災
した人が差別されていま
す。放射能がうつること
はありません。

人身取引
女性や子どもが被害者
になる場合が多く、日
本でも、外国人が強制
的に連れてこられ、劣
悪な環境で労働を強い
られる事例が報告され
ています。

外国人
国際化に伴い、日本におけ
る外国人移住者は、増加傾
向にあります。春日市も、
少しずつではありますが増
加していて、現在約30ヶ国
から来た人々が生活してい
ます。

アイヌの人々
北海道に先住し、独自
の言語や文化・伝統を
持ち、固有の文化を発
展させてきた民族です。

犯罪被害者
犯罪による直接的な被
害だけでなく、周囲の
人々の無責任な噂話や
過剰な取材による精神
的苦痛にも苦しめられ
ていることがあります。

HIV
エイズ感染者
累計2万6,000人の患者
がいます。早期発見、治
療によって、感染前と変
わらない生活をすること
は可能ですが、正しい知
識を持ち、予防すること
が必要です。

刑を終えて
出所したひと
就労の支援は、
再犯の防止につ
ながります。

障がい者
障がいには様々あり、見た
目では分からないこともあ
ります。障がいの有無にか
かわらず、誰もが自分の能
力を発揮して、地域の中で
共にいきいきと生きること
ができる、「ノーマライ
ゼーション」な社会を目指
していきましょう。

インターネット
生活を豊かにする便利な道具
である反面、使い方を間違っ
たり、悪意を持って使うと
「凶器」にもなります。青少
年を中心にインターネットに
よる人権侵害が多く発生して
います。
ひまわり第21集
（平成24年度発行）参照

排除
支配

差別の共通する根源は、
「人間が人間を排除、支配す
る考え」です。
差別をなくすにはこの考えを
断ち切る必要があります。

その他の人権課題
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