
舞  鶴  市

～全ては気づきから～



　令和２年は新型コロナウイルス感染が拡がり、世界的なパンデミックの年となりました。
　今、日本でも感染の拡大を抑えようと、マスクの着用や手洗い等の個人の感染対策はもちろん、人
と人とが距離をとって生活するソーシャルディスタンス（社会的距離）が求められ、困難な時期を過
ごしています。発病にいたる仕組みや治療法も明確でないウイルスは、人々に恐怖をあたえるに十
分な存在ですが、同時にウイルスへの恐怖は、他者を非難したり差別したりする恐怖となって拡が
り、私たちの社会生活さえ、のみこみかねません。この恐怖こそウイルスより恐ろしいものかもし
れません。かつて激しい差別を経験されたハンセン病元患者の方は「日本人は痛ましい歴史に学び、
同じ過ちを繰り返してはいけない」と警鐘をならしています。ウイルスに関する人権問題だけでな
く、様々な人権課題に対しては「正しく知る」「冷静に考える」という姿勢が大変重要です。
　舞鶴市では「すべての人の人権を尊重する社会づくり」を目指して、身近なテーマから様々な人権
問題を考えるきっかけとなるよう平成８年から、広報紙にコラム「人権の輪」を掲載してきました。
この冊子は、過去５年間に掲載した「人権の輪」計46編の中から、もう一度皆さんに読んでほしい
もの８編を選んで作成したものです。興味をひくところからで構いません。ぜひご一読いただき、
人権について考える契機としていただければ幸いです。

発行にあたって
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人権の輪 超高齢社会に生きる一人として人権の輪人権の輪 外見でわからない障害があります外見でわからない障害があります

　聴覚に障害のあるＡさんが、ある研修会に参加した
ときのことです。参加者が多く、初日の講義は後ろの
方の席になってしまい、ほとんど話の内容を聴きとる
ことができませんでした。Aさんは、係の人に聴覚に
障害があることを伝え、前の方の席をとってもらうこ
とはできないかと相談しました。係の人は「そうでし
たか、何も知らずにこちらの配慮も十分でなくご迷惑
をかけました。これからは、ご不便なことがあればい
つでも言ってください」と丁寧に応え、次の日、Aさ
んは、前の方に席をとってもらうことができました。
　私たちは、外見でわかる障害のある人を見かけた
ら、足が悪いんだなとか目が不自由なんだなと理解
し、気遣いをしながら接することができます。でも、
Aさんのように外見ではわからない障害のある人に遭
遇したら、私たちは、その障害に気付き配慮した行動
がとれるでしょうか。
　内閣府が行った「障害のある当事者からのメッセー
ジ（知ってほしいこと）」意見募集の結果では、「外見で
わかるものだけが障害ではなく、外見ではわからない
ために理解されずに苦しんでいる障害もある」「障害の

種類も程度もさまざまであり、一律ではない」「障害は
誰にでも起こり得る身近なもの」という回答が上位を
占めています。「聴覚障害」や「内部障害（透析を受け
ている、人工肛門や人工膀胱を必要とするなど）」「発
達障害」といった障害は外見では分かりにくく、当事
者が意思表示しない限り、周りの人は「不便さ」や
「困ったこと」に気付きにくいものです。
　私たち一人ひとりが、障害のあるなしにかかわら
ず、助けを必要としている人に、声をかけたり手を差
し伸べたりしていくことで、外見ではわからない障害
のある人にとっても「不便さ」や「困ったこと」が少し
ずつ取り除かれていき、誰もが心地よく住みやすい社
会になっていくのではないでしょうか。

妊産婦の人を表す
「マタニティマーク」

身体内部に障害のある人の
「ハート・プラス・マーク」

広報まいづる平成27年8月号（vol.954）掲載
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人権の輪人権の輪 超高齢社会に生きる一人として超高齢社会に生きる一人として

　厚生労働省が平成27年７月に発表した日本人の平
均寿命を見ると、男性が80.79歳、女性が87.05歳と
なっています。また、政府の平成27年度版「高齢社会
白書」によると、65歳以上の高齢者は約3,300万人と
総人口の26㌫を占めています。
　高齢化が進むことで、老老介護や認認介護が増加し
ています。また高齢者への虐待も増加しており、その
多くは身近にいる息子や娘によるものと聞くと胸が痛
みます。休むことなくかかわり続けなければならない
介護は孤独で心身ともに疲労するものであり、介護者
にかかるストレスは計り知れないものです。介護の
大変さから、虐待に至ってしまうという現実があり
ます。しかし、「虐待」は絶対に許されない行為なの
です。
　退職して20年が経つAさんは「この20年のうち、
10年は義母の介護だったの。その義母を看取り、
やっと自分のしたいことができると思ったのもつかの
間、今度は、夫の介護をしなければならなくなって、
なんで私だけがと思うこともあるけど、仕方がない
わね」

　さらに、「義母の介護をしていたときは、夫はなにも
してくれないと不満に思っていたけど、夫がこうなっ
てみて、自分の気付かないところでずいぶんと手助け
をしてくれていたんだと、いまさらながらにわかった
わ」、「今まで、お互いになんだかんだと言ってきたけ
れど、夫婦って持ちつ持たれつで、ここまでやってこ
られたのかな」としみじみと話されました。
　ご自身も80歳を超え、できないことも増えてきて
いるはずなのに、その姿や表情に悲壮感はなく、今度
は夫のためにと、老いてなお、精一杯日々を過ごそう
とされていることに頭が下がる思いでした。
　舞鶴市の65歳以上の人口は約25,000人、高齢化率
は30㌫を超え、独居高齢者や老夫婦のみの世帯も増
えています。「介護」は決して他人事ではなく、私たち
にもいつか自分の親、または配偶者を介護しなければ
ならない時が来ると思います。そのときAさんのよう
に自分の今をありのままに受け入れ、介護と向き合い
たいものです。

人権の輪 外見でわからない障害があります

※注 文中の数字は掲載当時のものです。
広報まいづる平成28年9月号（vol.967）掲載
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人権の輪 この情報、本当なの？人権の輪人権の輪 「その人自身」を知ろうとすることが大切「その人自身」を知ろうとすることが大切

　子どもの幸せを願わない親はいないでしょう。それ
が結婚などの人生の大きな節目となる出来事ならなお
さらのことです。本来、結婚は本人同士の合意のみで
成立するものですが、親としては相手の全てを知って
おきたいという気持ちが強くなるのかもしれません。
これはある講演会で聞いた実際の話です。
　Aさんは、結婚を考えていましたが、母親が相手の
女性の身元調査を行い、その結果、女性の出自(※)を理
由に結婚を猛反対され、２人は別々の人生を歩むこと
になりました。女性は人間不信に陥り、一時は自殺を
も考えますが、その後、人生をともにするパートナー
と出会い、今は幸せな家庭生活を送っているそうで
す。しかし、Aさんは、母親に結婚を反対されたこと
がトラウマとなり、未だに独り身の生活を送ってい
ます。
　Bさんの場合は、母親が相手の女性の身元調査を行
ない、その結果、親戚から「結婚をするなら縁を切る」
と言われてしまいました。母親は当初、相手の女性の
人柄を認め、結婚に賛成でしたが、親戚のあまりに強
硬な態度に、考えを変えざるを得なくなってしまいま
した。B さんは、母親を何度も説得しようとしました

が、かたくなに反対され続けました。その結果、B さ
んは家族も、住み慣れた郷里も捨て彼女と新しい人生
を踏み出しました。母親は、愛する息子を失うことに
なってしまったのです。
　親だから子どものために相手のことを知っておきた
いという気持ちはあるかもしれません。しかし、興信
所に調査を依頼したり問い合わせをしたりして、本人
の人格や資質とは全く関係のないことを理由に、その
人の価値や結婚の適否を判断することは、相手の人権
だけでなく、わが子の人権をも否定する愚かな行為と
いえるのではないでしょうか。２つの事例を、みなさ
んはどのように受け止められますか。
　身元調査は、無断で他人のプライバシーをのぞき見
する卑怯な行為であり、それが差別意識や偏見に基づ
いて行われているとしたら、明らかに人権侵害で、決
して許されるものではありません。人はそれぞれ違う
環境で育ち、考え方も違い、誰一人として同じではあ
りません。大切なことは、「その人自身」を知ろうとす
ることなのです。

※出自…出どころ、生まれ、血縁、家系
広報まいづる平成28年12月号（vol.970）掲載
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人権の輪人権の輪 この情報、本当なの？この情報、本当なの？

　井戸端会議で「○○さんとこ、高額な宝くじが当
たったらしいで。いいなぁ」といううわさ話を聞いた
ら、すぐに信じてしまいますか？「それ、ほんま？」
と、疑って聞きますか？
　全ての情報が正しければいいのですが、うわさ話は
知らない間に尾ひれがついたり、そもそもがうそだっ
たりすることもよくあります。
　今年の４月で平成が終わろうとしています。思い返
すとパソコンの前には「ワープロ」を使っていたり、
インターネットは電話線につないで、通信中に何分も
待たされていました。今では、ほとんどの人がスマー
トフォンなどで手軽にインターネットとつながり、利
用することができるようになっています。情報機器・
情報通信技術の飛躍的な発達で「現実世界」と「ネット
上の世界」の２つの世界と関わって生きる時代になり
ました。常時世界中とつながっているネット上に流れ
た情報は、井戸端会議とは違い瞬時に拡散。いつで
も、どこでも、同じ情報を共有できます。誰でも自由
に、そして匿名で発信できるため、現実の社会以上に
「誰が言ったのか」「証拠はあるのか」「真実かうそか」

の判断は困難です。
　平成28 年４月に発生した熊本地震の直後に「動物
園からライオンが逃げた」というデマが流され、証拠
も事実確認もないまま瞬く間に拡散し、結果としてデ
マを流した人が逮捕される事態に至りました。また、
このような「いたずら」だけでなく悪意を持って個人
の氏名や住所などが無断で掲示されたり差別的な書き
込みがされるなど、人権やプライバシーの侵害につな
がる問題も起こっています。
　では、冒頭の「○○さんとこ、高額な宝くじが当
たったらしいで。いいなぁ」が、井戸端会議ではなく
ネット上に書き込まれた内容だったなら、あなたは信
じますか？多くの人が共有している情報なら、信ぴょ
う性がありそうだと信じてしまうかもしれません。で
すが、現実世界以上に怪しいと思ってかかるほうが賢
明です。井戸端会議や酒の席での話と同じようにネッ
ト上の情報も「怪しい話はまず疑ってかかる」姿勢を
忘れずにインターネットを利用しましょう。

人権の輪 「その人自身」を知ろうとすることが大切

広報まいづる平成31年1月号（vol.995）掲載
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人権の輪 子どものこころと脳は傷付きやすい人権の輪人権の輪 重度障害者の「自立生活」～人生の主役はだれ？～重度障害者の「自立生活」～人生の主役はだれ？～

　ある研修会で、重度障害者の女性にスピーチをお願
いしたときのことです。話の冒頭「車椅子に乗った自
分と介助者を見比べて、いきなり介助者に話しかける
人がいると、自分の存在を無視されているようで悲し
い気持ちになります」と彼女の言葉。私はドキッとし
ました。それは研修会の打ち合わせのとき、無意識の
うちに私が取りそうになった行動だったからです。
　彼女は中学生の頃に進行性の筋疾患を発症し、今で
は24時間の介助が欠かせません。首から下がほとん
ど動かないため、彼女の指示を受けた介助者が、原稿
めくりやマイク持ち、パソコン操作まで全てを行いな
がらスピーチをします。
　彼女はそうした重度障害者でありながら、現在、病
院でも親元でもない場所で「自立生活」を送っていま
す。彼女の目指した自立生活は「主体的に生活するこ
と」でした。
　病院での決められた食事ではなく、自分の食べるも
のは自分で選ぶ。決められた日だけではなく、好きな
時にお風呂に入ったり外出したりする。主体的に生活
するとは、どんな障害があっても自分が人生の主役と
なり、自分の意思や決定が最大限に尊重される生活の
ことです。彼女と介助者の関係は、あくまで彼女が意

思決定の主体となって指示を出す「指示介助」という
形です。
　これまで私がイメージする「自立」とは「自分の稼い
だお金で生活すること」「人の手を借りずに、できるこ
とは自分でする生活」というものでした。しかし考え
てみると、それでは重度障害者は自立できないことに
なってしまいます。スピーチを聞くうちに、自分が多
くの面で「健常者の常識」にとらわれていることに気
付かされました。
　世の中には人に何かをしてもらったら、お礼をいう
事が常識だという感覚があります。しかし、介助を必
要とする障害者の側から見ると、常に「ありがとう」
「すみません」と感謝の表現を“ 強いられる”こととも
言えます。こうした感覚が障害者と介助者の間に
「してもらっている」「してあげている」という関係を
生み、障害者に自分を主張しづらくさせているよう
です。
　彼女のスピーチは、私たちがこれから「共に生きる」
社会を築く上で、とても大切なものを示してくれてい
るように思いました。

広報まいづる平成31年3月号（vol.997）掲載
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人権の輪人権の輪 子どものこころと脳は傷付きやすい子どものこころと脳は傷付きやすい

　令和への改元があった５月１日。テレビでは生まれ
たばかりの赤ちゃんが紹介されていました。すやすや
眠る赤ちゃんを見つめるお母さんや家族の表情は喜び
と優しさに満ち溢れ、テレビを見ている私たちのここ
ろまで温かくなり｢幸せに育ってね｣と願ってしまいま
した。
　子どもを授かった時から「親」として生きていくこ
とになります。子どもにとって最も身近な親や家族。
その関わり方によっては、子どものこころだけでなく
脳までもが傷付くことが分かってきました。　　
　福井大学子どものこころの発達研究センターの教授
で小児精神科医の友田明美さんは「こころと脳とは密
接な関係があり、極度なストレスを感じると、その苦
しみに対応しようと、感情をコントールする部分や言
語に関わる部分などが通常よりも萎縮したり肥大化し
たりするなどの変形が起こる」と述べています。子育
ての放任や放棄、しつけと称して行われる子どもへの
暴言や暴力、子どもの前での激しい夫婦げんかなど
は、子どものこころと脳を深く傷付けてしまいます。
　子育ては、親の思いどおりにいかないことの方が多

いのかもしれません。家庭を取りまく事情もさまざま
で、親自身が生きづらさやストレスを抱えている場合
もあることでしょう。しかし、その思いの矛先が子ど
もに向けられることがあってはなりません。
　子どものこころは傷付きやすく、発達段階の脳にも
大きく影響します。では、一度傷付いた子どもの脳
は、そのままなのでしょうか。友田さんは、その後、
再び愛情を注がれることで癒され、回復していくとも
述べています。親や家族はもとより、ご近所・地域な
ど、愛情をもって関わる人が多ければ多いほど子ども
のこころと脳は癒されていくことでしょう。「向こう三
軒両隣」と言われたご近所のつながりがあり、子育て
は周りの大人の連帯責任とも考えられていたかつての
ように「関わる勇気」や「少しのおせっかい」が再び求
められているのかもしれません。子どもは、社会に
とっても、かけがえのない大切な存在です。子どもを
気にかけ、子どものこころに寄り添う関わりをしてい
きましょう。

人権の輪 重度障害者の「自立生活」～人生の主役はだれ？～

広報まいづる令和元年7月号（vol.1001）掲載
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人権の輪 娘の告白「自分はきっと、性同一性障害」人権の輪人権の輪 その「常識だぞ！」はモラハラかも？その「常識だぞ！」はモラハラかも？

　「帰ったらご飯ができていることぐらい当たり前だ
ろ。今まで何をやっていたんだ！」と大声で怒鳴る。
気に入らないことがあると、相手の話を聞こうともせ
ずに無視をする。
　こういった身勝手な言動や態度は、モラルハラスメ
ント（モラハラ）かもしれません。言葉や態度などに
よって人の心を傷つける精神的な嫌がらせのことで、
殴る・蹴るといった暴力のようにケガ（外傷）などの
被害が表れず「見えない暴力」ともいわれます。相手
の考えを聞こうとせず大声でその考えを否定する。「だ
からお前はだめなんだ」などと人格までも否定する、
しつこく説教するなどといった行為は、モラハラに当
てはまります。
　加害者は「自分は絶対に正しく、間違っているのは
相手の方だ」と考えてしまい、相手を精神的に傷付け
ていることに気付いていません。自分は注意や指導を
しているのだと思っており、知らず知らずの間に加害
者になってしまいます。被害者も、長期間にわたりモ
ラハラを受け続けることで、自分が被害者になってい
ることに気付けていない場合があります。「怒られてい
るのは自分に落ち度があるから」「自分が悪いから責め

られている」と考えてしまい、自分に自信がなくなり、
相手の言いなりになってしまうこともあります。
　お互いに文句を言い合っている「ケンカ」状態であ
れば、両者はまだ対等な関係といえます。これが、ど
ちらかが一方的に相手を追い込んでしまう間柄になっ
てしまうと、やがて支配と服従の関係が生まれ、相手
を精神的に追い詰めるDV（ドメスティック・バイオ
レンス）になってしまいます。モラルとは、道徳や倫
理といった意味。モラハラでは、自分の主張を「常識」
「当たり前」など、世間の常識かのように言うことで相
手を従えます。DVでは主従関係が完成しているため、
人前で罵倒したり直接暴力を振るうなどの理不尽な行
為・攻撃にまで発展していきます。
　モラハラは、夫婦間だけでなく、親子間、職場・学
校などあらゆる人間関係の中で起こりうるものです。
　冒頭の例のように、自分の価値観を一方的に押し付
ける時に「常識」「当たり前」などまるで皆が思ってい
る事かのように言ったり、相手の存在を無視したり
と、モラハラになっていないか、普段の言葉や態度を
一度振り返ってみてはどうですか？

広報まいづる令和元年11月号（vol.1005）掲載

わからない
39%

未記入
18%

回答数
646件

理解があると思う
34%

理解があると思わない
9%

111010



人権の輪人権の輪 娘の告白「自分はきっと、性同一性障害」娘の告白「自分はきっと、性同一性障害」

　中学を卒業したばかりの娘さんから「自分はきっと、
性同一性障害なんや」と打ち明けられたという母親の
講演を聞く機会がありました。
　性同一性障害とは、体の性と、自身が感じる心の性
（自分が自分の性をどう認識しているか）とが、一致し
ないことをいいます。
　「平凡な日々が流れる我が家に『性同一性障害』とい
う言葉がやってきました」と話し始める母親。泣き
じゃくりながら自分のことを話すわが子を前に、何が
起こったのか初めは受け止められなかったといいま
す。スカートをはかない、背中を丸め女性らしい身体
になっていくことを隠すなどの行動も、ボーイッシュ
や思春期だからと思い気にしていなかったのです。わ
が子の葛藤や苦しみを知り母親自身も苦しんだそうで
すが、性同一性障害と向き合う中で、わが子の「心の
性に沿って生きたい」という思いを受け入れられるよ
うになったといいます。自分自身が性同一性障害のこ
とを知っていたなら、わが子の苦しみを和らげること
ができたのではないかという思いから、体の性と心の
性に違和感を持ち、生きづらさを感じながら生活して

いる人への理解を広げるために講演活動を行っている
そうです。
　昨年度、人権啓発推進室が講演会などへの参加者に
アンケートを実施したところ「あなたは性同一性障害
などの性の多様性（LGBT等）について理解がある方
だと思いますか？」という設問に対し「わからない」と
回答した人が一番多く「理解があると思う」と回答し
た人は、3人に1人程度にとどまりました。
　性同一性障害に限らず性のありようはいろいろで
す。どれが正しい、どれが間違っているというもので
はありません。否定しないで「そうなんだ」と認める
ことが誰もが自分らしく生きていくための理解につな
がる第一歩ではないでしょうか。

人権の輪 その「常識だぞ！」はモラハラかも？

広報まいづる令和2年3月号（vol.1009）掲載

※注：性同一性障害という用語
には、アメリカの診断基準
DSM-5では「性別違和」、世界
保健機関ＷＨＯの疾病分類
ICD-11では「性別不合」とい
う訳語があてられています。

わからない
39%

わからない
39%

未記入
18%
未記入
18%

回答数
646件
回答数
646件

理解があると思う
34%

理解があると思う
34%

理解があると思わない
9%

理解があると思わない
9%

111110
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