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現在、「こころのオルゴール」
を放送しています。
まだ、お聴きになられていな
い方は、ぜひお聴きください。
3月の放送予定は右表のとお
りです。

過去の「こころのオルゴール」は、人権啓発センターのホームページから聴くこともできます。

福岡市人権啓発センター　http://jinken.city.fukuoka.lg.jp/

★★　３月の放送予定　★★

尾木直樹さん有森裕子さん 森山良子さん角岡伸彦さん

放 送 時 間

時間：9時25分～9時30分

KBCラジオ

ＦＭ福岡

時間：22時55分～23時

68

平成30年3月（春季号）No.71福岡市人権啓発センター

■ こころのオルゴール …………………………………………………1Ｐ

■ 人権擁護委員の活動・人権相談電話紹介 …………………………2Ｐ

■ 人権啓発地域推進組織の活動・人権啓発推進指導員のコーナー …3Ｐ

■ ＮＥＷＳ(企業セミナー )・ＤＶＤ＆図書紹介 ……………………4Ｐ

ONTENTSC 「主な内容」

No

71
平成29年度人権啓発ラジオ番組

「こころのオルゴール」
平成29年度人権啓発ラジオ番組

「こころのオルゴール」
わたしたちがお届けしますわたしたちがお届けします

福岡市が贈るラジオ番組「こころのオルゴール」

ＦＭ福岡とＫＢＣラジオで放送中

放送日 タイトル ナレーター
ＦＭ福 岡 

22:55～23：00  

ＫＢＣラジオ 

9:25～9：30 

3/1(木)

3/2(金)

3/5(月)

3/6(火)

3/7(水)

3/8(木)

3/9(金)

3/12(月)

3/13(火)

3/14(水)

3/15(木)

3/16(金)

3/19(月)

3/20(火)

3/21(水)

3/22(木)

3/23(金)

3/26(月)

3/27(火)

3/28(水)

小児ガンと闘う子どもたち ●

●

●

●

●

●

●

●

●

 ●

有森裕子
●

●

尾木直樹
●

●
有森裕子 ●

角岡伸彦 ●

森山良子
●

●
角岡伸彦 ●

 

有森裕子

●

●

●

●

森山良子
●

困っている人に気づいたら

小さな声に耳を傾けて

ＩＴ化といじめ問題

制服と心の性

ＩＴ化といじめ問題

ＨＩＶについて正しく知る

部落差別って何やろ？

今ここにある差別

子どもたちのＬＧＢＴ

女性アスリートに学んだこと

スペシャルオリンピックスと私

いじめ問題にどう取り組むか

多様性を尊重する社会を

スポーツで高齢者を元気に

差別の記憶を未来に生かす

小児ガンと闘う子どもたち

小さな声に耳を傾けて

部落からの伝統文化の発信

自分で自分をほめたい

心の金メダル

認知症サポーターを知っていますか？

スポーツと差別問題

子育て世代へのメッセージ

困っている人に気づいたら ●

尾木直樹

尾木直樹

角岡伸彦

森山良子

マンガライブラリー 新刊紹介

ACTION COMICS　★★「弟の夫」全４巻 ★★　　　　田亀 源五郎　著

ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）という言葉は、最近よく目にするようになりました。この『弟の夫』という作品には、
日本人が抱くＬＧＢＴへの偏見が、シングルファーザーの弥一と娘の夏菜、今は亡き双子の弟（涼二）の夫のマイク
の３人の日常生活を通して描かれています。
弟が男と結婚（ゲイ同士の結婚）！！皆さんどのように受け止めるでしょうか？弥一は“結婚とかカップルとかい
うものを無意識のうちに男と女の関係”で捉え動揺します。
しかし、ＬＧＢＴへの理解が進む国では、ゲイの結婚に男の役割・女
の役割はなく、どちらもハズバンドということを聞かされます。
その時、弥一は“目からウロコ”で、少しずつ自分の持つ偏見を見直
していきます。
このように、日常生活にありがちなＬＧＢＴについての偏見に気づか
される内容となっています。
福岡市では性的マイノリティについて市民や企業の理解を深めるた
めの取組を進めています。
是非、一読していただくことを勧めたい作品です。

福岡市人権・同和問題企業研修推進会議の企業セミナーは1月12日、中央区天
神の市民会館であり、「マタハラＮet」西日本エリア担当の山本美紀さんが「女性の
人権～マタハラ問題と安心して働ける職場づくり～」をテーマに講演しました。
山本さんは、マタハラの背景として「日本特有の長時間労働の慣行」を挙げ、問
題解決には「働き方改革と合わせて取り組むべきだ」と指摘しました。
以下は講演要旨です。
マタハラはセクハラ、パワハラと並ぶ３大ハラスメントの１つで、働く女性が妊娠、
出産、育児を理由に精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、解雇や雇止め、自主
退職の不利益を被ったりすること。性的発言や人格否定表現を含んでセクハラやパワ

ハラと混合して起こるケースや、同僚や同姓である女性からマタハラを受けることもあるのが特徴です。
マタハラのパターンとしては個人型の①性別役割分業の考えが強い「昭和的価値観の押しつけ型」②業務を
カバーさせられた側が妊婦などに怒りをぶつける「いじめ型」、組織型で起こる③早退や休みを許さない職場
風土が引き起こす「パワハラ型」④「子供ができたらやめてもらう」などと圧力をかける「追い出し型」─に分類。
こうした労働環境は結果として、女性の晩婚化・晩産化、そして少子化にもつながり、女性活躍推進の阻害
要因になります。
一方で、産休育休者の代替要員がいない会社も少なくないのも事実で、業務をカバーする上司や同僚が疲
弊してしまうと「逆マタハラ」になります。そうならないためには、休業者の業務を洗い出し、「本人しかで
きない業務」「誰でもできる業務」などに仕分けて引き継ぐなど、マネジメントが重要です。そして、休業者
には原職復帰を前提に、その時期や復帰後の仕事を話し、待っていることを伝えてほしいですね。
マタハラの解決、防止策を考えることは、すべての労働者の労働環境の見直しにつながると理解してくださ
い。その先に、企業が安定的に労働力を維持、存続できる「働き方」が見えてくるのです。
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ひひ とと りり でで 悩悩 まま ずず にに ごご 相相 談談 くく だだ ささ いい
秘秘 密密 はは 守守 りり まま すす

みんなの人権110番
ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

インターネットでも相談を受け付けています。インターネットでも相談を受け付けています。

子ども人権110番
ぜろぜろななのひゃくとおばん

女性の人権ホットライン

福岡法務局・福岡県人権擁護委員連合会

ゼロナナゼロのハートライン

http://www.jinken.go.jp/
インターネット人権相談 検索

人権啓発推進指導員のコーナー人権啓発推進指導員のコーナー人権啓発推進指導員のコーナー人権啓発推進指導員のコーナー

人権問題は何も特別のものではなく、私たちの身の回

りで起きています。

でも、日頃あまり関わりの薄い問題に対しては意識して

いないために気づいていないことが多いですよね。

しかし、いろんな情報は次から次に入ってきます。確か

な情報であればよいのですが、なかには一方的な思い込

みから偏見に満ちたものもあります。あまり意識していな

い状況で悪意のある情報に出会えば、何も考えずに鵜呑

みにしてしまう可能性もあります。こうして、よく知りもし

ないのにいつの間にか人を傷つけるような見方・考え方を

持ってしまうことって意外にあるのではないでしょうか。

では、どうしたらそのような状況を少しでも防げるよう

になるでしょうか。私は、情報に触れたときに「自分事」と

してとらえるように心がけています。

「自分が言われたら、されたらどんな気持ちになるだろ

う？」と考えるようにすれば、ただ鵜呑みにすることは少

なくなるのではないでしょうか。

（濱野）

人権啓発地域推進組織の取組紹介人権啓発地域推進組織の取組紹介人権啓発地域推進組織の取組紹介 平尾校区人権尊重推進協議会
「つながる力」が地域の安全安心装置

はじめて司馬遼太郎に出会ったのは｢竜馬がゆく｣
でした。講談調の語りに引きつけられて読み込んで
いきました。
司馬の作品の中でとりわけ興味をもったのは｢胡

蝶の夢｣でした。多くの外国語を立ち所にマスターし
てしまう語学の天才でありながら、人間関係の配慮
に欠け、周囲の人間から嫌悪され、仲間はずれにさ
れた伊之助。主人公の｢松本良順と関寛斎｣の二人の
理解と協力があったから、伊之助は人間社会につな
がることが出来ました。その結果、語学者としての能
力を発揮し日本人のドイツ語の理解、普及に大きな
貢献をしました。
同様の視点で司馬の作品を読むと｢花神｣で紹介さ

れている大村益次郎(村田蔵六)も維新の功労者であ
りながら、あまりに合理的すぎる会話から恨みを買
い、暗殺されたといわれています。
歴史観において賛否両論の司馬文学ではあります

が、｢障がい｣や｢蘭学と身分制度｣など人権に関する
記述と言う視点から読んでいくことも面白いアプ
ローチかもしれません。

（笠原）

平尾校区人権尊重推進協議会(人尊協)は４年来、｢つながる力で共に
生きる平尾｣をテーマに掲げてきました。口でいくら唱えても、｢つなが
る｣ことの意味、効果が分からないと｢力｣にならない。人としての資質を
高め、人権感覚を磨いて｢つながる力｣をつけ、その先に｢誰も置き去り
にしない地域社会｣を目指す。そんな思いを込めています。
不測の災害に思いを巡らすとき、このフレーズはさらにリアル感を増

します。事実、校区そばを警固断層が走っています。災害時こそ人と人
のつながり、思いやりの気持ちが欠かせないことを考えると、防災も人
権の視点からのアプローチが求められる時代です。
校区の男女共同参画協議会などと共催した昨秋の｢防災フェスタ｣で

は、いろんな非常食を試食したり、トイレ問題に迫ったり、消火体験な
どをしました。被災者の「心のケア」は災害時の重要テーマの１つですが、委員研修では「傾聴」の果たす役割の大切さを知りま
した。
2017年度の委員研修のメーンテーマはＬＧＢＴ(性的マイノリティ)でした。民生委員・児童民生委員の方々にも参加いただき、「多

様な性と子どもたちの人権」について学びました。ネット情報にあふれ価値観が多様化する今の時代は、これまで以上に無知が偏
見や差別を生みやすいことを再認識しました。高い目標ではありますが、｢無
知の根絶｣を目指したいですね。
毎年恒例のバスハイクは熊本県荒尾市の｢宮崎兄弟記念館｣を訪ね、彼ら

の志の高さと行動力に元気をもらいました。このバスハイクも「住民が出合
い、つながるきっかけにしたい｣との思いから行っています。
ふだんは気付きませんが、われわれは地域社会(住民)に助けられること

が少なくありません。いじめ、防犯、福祉、災害・・・いろんなケースで。そ
の意味でも地域の安全安心装置の土台は｢住民のつながり｣だと確信します。
その世話役として、人と人をつなぐパイプ役を目指していきたいと思います。
（諸藤美鈴会長、福田眞也事務局長、村上裕子事務員に話を伺いました）

 ▲ 左から福田事務局長、諸藤会長、村上事務局員

▲ 日帰りバスハイク

自分事として考えること 「司馬遼太郎ワールド」から人権を考える

人権擁護委員の制度は、昭和２３年にスタートした、歴史ある制度です。

中学生向け人権教室
デートＤＶ防止プログラム

子どもの人権
ＳＯＳミニレター

“人権擁護委員”ってどんな人？ “人権”とは

人権擁護委員制度をご存知ですか？人権擁護委員制度をご存知ですか？人権擁護委員制度をご存知ですか？

相　談

調査救済

啓　発

“人権擁護委員”はあなたの街の相談パートナー“人権擁護委員”はあなたの街の相談パートナー“人権擁護委員”はあなたの街の相談パートナー“人権擁護委員”はあなたの街の相談パートナー

私たちに話してみませんか私たちに話してみませんか私たちに話してみませんか私たちに話してみませんか

法務大臣から委嘱された民間の人たちで、現在、
約１４,０００名の人権擁護委員が全国の市町村に
配置されています。人権擁護委員は、法務局と連
携して、地域の皆さんから人権相談を受け、問題
解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救
済したり、地域の皆さんに人権について関心を
持ってもらえるような啓発活動を行っています。

地域の皆さんからの人権に関する相談に応じています。
事案に応じて救済手続きを開始します。

｢人権を侵害された｣という被害者からの申告などを受け，法務局職員と協力して、調査・処
理に当たります。人権相談から救済手続を開始する場合もあります。

人権の大切さを多くの方々に知ってい
ただき，また，考えていただくために、
様々な活動を行っています。

人権問題についての作文を書くことを通じて，豊かな人権感覚
を身につけることを目的に，全国中学生人権作文コンテストを
実施しています。
（入賞作品は法務省のホームページにも掲載されています）

・いじめ，体罰を受けた　・暴行，虐待を受けた　・差別を受けた　・名誉毀損，プライバシー侵害を受けた
・セクシュアル・ハラスメントを受けた　・インターネット上で誹謗中傷をされた　　など

○誰もが生まれながらに持つ権利
○人が人らしく生きる権利
○全ての人が幸せになれる権利
それが人権です。人権は誰にとっても身近で大

切なものであり、互いにそれぞれの人権を尊重し、
幸せを思いやることによって日々守られていくべ
きものだと私たちは考えています。

0120－007－1100570－003－110 0570－070－810
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