
◆人権関連 2021(Ｒ3)年4月現在
題名 時間 内容

「カンパニュラの夢」
～超高齢化社会とひき
こもり（8050問題）～
　
　　　　　兵庫県
〈Ｒ3提案ビデオ〉

36
分

作品のテーマは、「超高齢化社会とひきこもり（8050問題）」です。
近年、主に「80代」の高齢の親が「50代」のひきこもりが長期化した子を
支えている家庭が増加しています。
この作品は、二つの家族の視点で進行します。主人公の岸本麻帆はあること
をきっかけに「ひきこもり」は誰にでも起こり得ることだと気づきます。一
方、20年以上ひきこもり状態にある谷口誠一とその両親は問題が長期化す
る中で、解決の糸口すら見いだせないまま苦悩しています。麻帆は谷口家の
抱える問題に寄り添い、解決策を求め行動を起こします。
急速に高齢化が進む今、8050問題は誰にでも起こりうることと認識し、地
域の人々がひきこもりなどの悩みを共有し偏見をなくすとともに、互いに助
け合うことで地域共生社会の実現をめざす人権啓発ドラマです。

「サラーマット」
～あなたの言葉で～
（外国人の人権）
　
　　　　兵庫県
〈Ｒ2提案ビデオ〉

36
分

この作品の主人公・珠美は新しく職場に来たフィリピン人のミランダに対
し、様々な「違い」を「壁」だと捉え、面倒な存在だと感じてしまいます。
しかし、自分とは異なる文化や考え方を持つミランダとの対立や交流を通し
て、珠美は新たな視点に気づかされ、「違い」は様々な問題解決の糸口にな
ることも学んでいきます。「違い」は壁ではなく、自分自身を成長させ、地
域を豊かにする源です。異なる文化の人たちを、共に未来をつくる新しい存
在として尊重し、互いに高め合っていく。そんな多文化共生社会の実現をめ
ざす人権啓発ドラマです。

認知症対策シリーズ
「いつでも連絡してね
～地域で認知症の家族
を支える～」
地域活動編

21
分

日本では２０２５年に、６５歳以上の約５人に１人が認知症患者になると言
われています。認知症という言葉は知られていても、多くは「どのように接
したら良いかわからない」という戸惑いのイメージが先行し、正しく理解さ
れていない現状があります。さらに、早期に診断・治療を行って病気の進行
を遅くできることもあまり周知されていません。認知症患者が徘徊し、行方
不明になるケースも後をたちません。このように増加する認知症患者が安全
に暮らしていくためには、家族だけで見守るには限界があり、地域全体が支
え手となる必要となります。その場合、”地域住民の認知症への正しい理
解”や”認知症に対する知識を基にしたノウハウが重要です。「地域社会が
どのように認知症患者と家族を支えていくかという点に着目し実例をもとに
わかりやすく解説していきます。

シリーズ映像でみる人
権の歴史第７巻
「水平社を立ちあげた
人々」－人間は尊敬す
べきものだー

17
分

1922年３月３日、京都の岡崎公会堂に差別されてきた人々が集まり「人間
は、差別するものでなく、尊敬すべきものだ」と宣言し、「全国水平社」を
結成しました。この中心人物の一人で宣言の起草に関わったのは西光万吉で
した。当時、差別は当たり前のように行われており、万吉も学校でひどいい
じめを受け、悩み苦しみました。しかし、支えてくれた仲間たちと「差別を
なくすには、自分たち自身が立ち上がらなければ」と、水平社の創立を呼び
かけました。呼びかけに応えて九州、四国、関東などからもたくさんの青年
が創立大会に参加しました。
　このＤＶＤでは、日本の人権の歴史を大きく変えた水平社創立の背景や、
創立大会の様子、そこに参加した人々の想いを、現地や関係者を訪ねて取材
し、明らかにしました。自分たちの力で差別をなくそうと立ち上がった人々
の姿から学ぶことにより、「差別」や「いじめ」を根絶するため、いま何を
なすべきか問いかけます。

ハンセン病問題を知る
～元患者と家族の思い
～

34
分
40
秒

隔離政策によって偏見や差別に苦しみながら生きてきた、ハンセン病元患者
やその家族のエピソードをアニメーション化し、国立ハンセン病資料館学芸
員による解説とともに収録しています。ハンセン病についての正しい知識や
歴史、そして近年の動向など、ハンセン病に関する理解を深めるとともに、
偏見や差別のない社会の実現について考えるためのＤＶＤです。

DVD一覧



知りたいあなたのこと
～外見からはわからな
い障害・病気を抱える
人～

21
分

外見からはわからない障害や病気を抱えながら日常生活を送っている人は多
くいます。一見すると健康そうに見えるので、障害や病気が周囲に理解され
ず、辛い思いをすることもあるといいます。この作品では、2人の難病患者
さんと、てんかんと発達障害をもつ大学生を取材しました。どんな場面で
困っているのか、どんな配慮が求められているのか。外見からはわからない
障害や病気を抱える人の話を通じて、私たちにできる配慮を共に考えてゆく
内容です。

こんばんはⅡ
夜間中学ドキュメンタ
リー

37
分

「学ぶことは生きること。すべての人に学ぶ権利がある。」
基礎的な学びをしていないために、日常生活の何をするにも不自由であるだ
けでなく、自分はダメな人間だと思い込んでいた人が、夜間中学に出会う。
人間として胸をはって生き抜くために必要な学びを、ここでつかもうと懸命
に努力する人たちの記録であり、学ぶこと、生きることをあらためて問うも
のでもあります。

「君が、いるから」
～幸せにつながる社会
をめざして～
（子ども・若者の人
権）
　　　　　　　兵庫県
〈Ｒ１提案ビデオ〉

33
分

この作品は、母親からの心理的虐待に悩む若者「奏」が主人公。生き方を制
限され、自分が愛されていると感じることができず自己肯定感の低い彼女
も、コンビニエンスストアを舞台にした「ほんの小さな冒険」をきっかけに
少しずつ変わっていく。彼女は、そこで出会う人々とのふれあいを通して新
たな価値観に気づいていく。ともに心を通わせ、信頼することの先に「希
望」と「幸せ」があることを奏の成長を通して描く。子どもや若者が社会的
に成長し自立していくために、人と人とが関わり合いながら希望の種をまい
ていく、そんな社会の実現をめざすきっかけとなるドラマ

その人権問題　わたし
ならどうする？家庭編

23
分

人間が人間らしく生きる権利、人権。それが侵害される場面が、私たちの生
活の中に存在している。たとえ人権の知識があっても、複雑な人間関係が絡
み合い、自分が正しいと考える方を選択することが困難な場合がある。この
作品は、さまざまな人権問題を通して、もしも登場人物の立場になったら自
分はどう行動するかを考える、視聴者参加型の人権学習映像集。
〇ジェンダー　「男は、女房と子どもを養う存在」と言う夫に「女を見下し
ている」と言う妻。
〇いじめ　我が子がいじめられて心配な妻と「自分自身で乗り越える」とい
う夫。
〇インターネットといじめ　悪口を書き込む娘を制止する母と「やめたら自
分がターゲットにされる」という娘。
〇高齢者虐待　助けてあげたい嫁と「介護はきれいごとじゃない」という義
理の兄。
〇ＤＶ　隣人を助けたい妻と「余計なことはするな」と言う夫。
〇子ども虐待　子どもを虐待する友人と、気づいた妻。

その人権問題　わたし
ならどうする？地域編

36
分

〇障がい者　障がい者施設建設反対の署名を迫る隣人と、それに賛同したく
ない妻。
〇ホームレス　ホームレスに退去してほしい隣人と、迷う夫。
〇外国人　「外国人はルールを守らない」と言う隣人と、孤立している外国
人が気になる妻。
〇「性同一性障害」　「性同一性障害」の家庭教師に戸惑う妻と「問題な
い」と言う夫。
〇同和　妹の結婚相手が同和地区出身者、父を説得してほしいと頼まれる。

はじめて認知症の人に
接するあなたへ

19
分

「症状についての正しい理解」と「認知症の人への接し方の基本」の2点に
内容をしぼり、認知症についての基礎知識を学ぶ。
〇記憶障害の特徴　〇そのほかの症状　〇認知症の人の気持ち　〇何度も同
じことを聞かれたら　〇「家に帰る」と言い出したら　〇介護は合わせ鏡
〇町で認知症の人を見かけたら



障害のある人と人権
～誰もが住みよい社会
をつくるために～
人権教育啓発推進セン
ター

33
分

〇障害とは？
〇障害のある人が直面する人権問題（事例と解説）
〇誰もが住みよい社会をつくるためには
　　「心もバリアフリー」を中心に差別の解消に向けた取組を紹介しなが
ら、私たちに何ができるのかを考えていきます。

「あした咲く」
～ともに輝ける社会を
めざして～
（女性の人権）
　　　　　　　兵庫県
〈Ｈ30提案ビデオ〉

36
分

この作品は、生き方の異なる姉妹が登場。独身で会社員の妹・茜と、専業主
婦の姉・翠。それぞれの立場ゆえの悩みや葛藤を抱えている。姉妹での対立
や、父との対話、そして地域の人々とのふれあいを通して、別の視点や価値
観に気づく。「幸せ」の形は十人十色。自分で自分の生き方を選択し、女性
はもちろんすべての人が「自分の花」を活き活きと咲かせることのできる多
様性を尊重する社会。その実現をめざすきっかけとなるドラマ。

「光射す空へ」
（若年性認知症・同和
問題・ＬＧＢＴ）

　　　　　　北九州市

32
分

同和対策審議会答申から50年。2016(H28)年12月には「部落差別の解消の
推進に関する法律」が成立し「部落差別のない社会を実現する」ことを明記
し、課題が示された。また、まだ十分に認識されていない人権課題として、
性同一性障害や性的指向における少数派の人々、若年性認知症と診断された
人々に対する誤解や偏見もあります。
この映画では、大学生たちの悩みと学びを通して、「正しい知識と理解」
「多様性の受容と尊重」の大切さを描き、誰もが人権を尊重され自分らしく
生きていける社会について考えようとしています。

「企業と人権」
職場からつくる人権尊
重社会

※職場を地域に置き換
えて考えてみては？
　

40
分

近年、長時間労働による過労死、セクハラやパワハラなどのハラスメント、
さらには様々な差別に関わる問題などが社会の注目を集めています。こうし
た「人権問題」への対応は、時として企業の価値に大きく関わります。その
ため、人権尊重の考え方を積極的に企業方針に取り入れたり、職場内で人権
に関する研修を行う企業も増えてきています。○企業と人権の関わり○パ
ワーハラスメント○セクシュアルハラスメント○その他の主なハラスメント
○ＬＧＢＴ（性的少数者）に対する差別・偏見○障がいのある人に対する差
別・偏見○外国人に対する差別・偏見○えせ同和行為

「風の匂い」
～共に生きることのよ
ろこび～
（障がいのある人の人
権）
　　　　　　兵庫県

34
分

スーパーマーケットで働く青年、歩と正人が主人公。歩には知的障害があ
る。子どもの頃はともに遊び、ともに学ぶ[大切な友だち]だった。しかし、
大人になった二人を隔てる健常者と障害者という壁。その壁を作っているの
は誰なのか。歩との再会で正人は自分の心と向き合い、壁をなくそうと動き
出す。歩もまた誇りを取り戻す。二人の成長と職場での人間模様を通して、
社会的な課題でもある『合理的配慮』についても触れ、自分自身の問題とし
て考えるきっかけとなるドラマ。

「認知症と向き合う」
30
分

認知症によくみられる症状、認知症の人の思いと家族の気持ちの変化、症状
の理解、介護者の交流の大切さなどを描いたドラマ教材。認知症の人もその
周囲の人も、よりよく生きていけるように。認知症について正しい知識を持
ち、認知症の人の視点に立って認知症への理解を深めることを目的に制作。

「外国人と人権」
～違いを認め、共に生
きる～

　法務省人権擁護局

33
分

このＤＶＤは、外国人に関する人権問題をドラマや解説で明らかにし、多様
性を認め、人が人を大切にする人権尊重の社会を作り上げるために何ができ
るかを考えるものです。外国人に対する偏見や差別をなくし、みなが住みよ
い社会を築くために私たちにどのようなことが問われているのか学びます。

ここから歩き始める
～認知症を共に生きる
～

　　　　　　　兵庫県

34
分

「認知症を共に生きる」をテーマに高齢者問題を人の幸せと尊厳を守るとい
う人権の視点から捉えます。認知症の親を持つ主人公とその家族の中で繰り
広げられる介護をめぐる葛藤と絆の紡ぎなおしを描くことで、高齢者が人間
として誇りを持って生きていく上で大切なことについて、家族や地域の視点
を通して考えるきっかけとなるドラマ教材です。



「秋桜(ｺｽﾓｽ)の咲く
日」
（発達障害）
　　　　　北九州市

34
分

この映画は、「目に見えにくい違い」の一つとして発達障害を取り上げてい
ます。発達障害のある人の生きづらさや痛みを真摯に伝えるとともに、「違
い」が生み出すプラスのエネルギーを美しく群生するコスモスの花々と重
ね、「ともに生きることの喜び」を伝えるための教材として制作しました。

「カラフル」
(家庭の中の人権）

31
分

このビデオでは、両親と人生の巣立ちの時を迎えた子供たちの会話を通じ
て、家庭の中にある人権課題を取り上げました。一人ひとりが「人権」に対
する意識と知識を高め、家庭内で話し合うきっかけとしてお役立てくださ
い。○他人の噂ー誰もが知らず知らずのうちに○子どもの就職ー名刺に格付
け？○子どもの結婚ー親の理想と価値観○ＬＧＢＴ－”普通という思い込
み”○多様性を認めるカラフルな社会へ

シリーズ映像でみる人
権の歴史　第4巻
「明治維新と賤民廃止
令」

18
分

このDVDは最新の研究をもとに、明治政府が、差別をなくすためではなく、
地租改正により税をとる目的で「賤民廃止令」を出したこと、したがって壬
申戸籍に差別的な記載をすることも政府自身が許可したことなどを、公文書
をもとに丁寧に描きます。近代社会においても「部落差別｣が存続した構造
を浮かび上がらせています。

シリーズ映像でみる人
権の歴史　第3巻
「近代医学の基礎を築
いた人々」

17
分

江戸時代中期の、日本初の医学解剖観察を実施した「山脇東洋」や西洋の解
剖書を苦労して翻訳し「解体新書」と名づけ世に出した「杉田玄白」らに、
実際に臓器を解剖して見せ、大きな成功を手に入れることを支えた、当時
「穢多」と呼ばれ差別されてきた人々の存在を忘れてはならない。
大切な命と向き合い、生きてきた人々の知識と技術に敬意を払う山脇・杉田
２人の医師の姿があったことを、このDVDでは貴重な原書などを取材し描か
れています。

「すべての人々の幸せ
を願って」～国際的視
点から考える人権～
　法務省人権擁護局

35
分

○国連の人権への取り組み○女性の人権○子どもの人権○障がいのある人の
人権○外国人の人権　世界には、性別や人種、肌の色の異なる人々、おとな
や子ども、障がいの有無など、一人ひとり違いを持ったたくさんの人たちが
暮らしています。すべての人々が幸せに暮らせるように、私たち一人ひとり
が相手の違いを認めつつ、同じ一人の人間として相互に尊重し合うことの大
切さを考えましょう。

「あなたに伝えたいこ
と」（同和問題・ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ）　　　　兵庫県
〈Ｈ29提案ビデオ〉

36
分

この作品はインターネットの持つ危険性に私たちがどう向かい合っていくの
か問い直すとともに、同和問題を正面から取り上げ、この問題が決して他人
事ではないこと、正しく知ることが同和問題やすべての差別をなくしていく
ために重要であることを明るい希望とともに伝えます。

「新・人権入門」
※職場を地域に置き換
えて考えてみては？

25
分

企業の人事担当者から取材した、実際の出来事を16のショートドラマとし
て構成。視聴者が今見たドラマにはいったいどんな人権課題が含まれていた
のか？自分がそのシーンに遭遇したらどうするのか？視聴者がともに学び、
悩み、考えることのできる教材です。○セクハラ○パワハラ○ＬＧＢＴの理
解○ジェンダーって？○同和問題○外国人とと働く○障がい者への配慮○多
様性尊重○自他尊重○女性活躍推進○表現と人権

「あなたがあなたらし
く生きるために」
性的マイノリティと人
権

法務局人権擁護局

30
分

性・セクシュアリティはとても多様です。しかし、それをしっかり理解して
いる人はごくわずかでしょう。そのため、性的マイノリティの多くが、生き
づらさを感じています。誰もがありのままで受け入れられ自分らしく生きた
いと望んでいます。そんな社会を実現させるためには、まず相手を正しく理
解し、偏見や差別をなくす必要があります。この教材は、性的マイノリティ
について人権の視点で理解を深めるのが狙いです。性的マイノリティの入門
編としてご活用ください。

シリーズ映像でみる人
権の歴史　第2巻
「江戸時代の身分制度
と差別された人々」

15
分

第一章　身分制度はどのように確立したのか
第二章　「社会外」に置かれた人々の暮らしは？
　小学生版・中学生版　２タイトルを収録



シリーズ映像でみる人
権の歴史　第1巻
「東山文化を支えた｢差
別された人々」」

16
分

第一章　『川原者』と呼ばれた人々とは
第二章　銀閣の庭に隠されたメッセージ
　小学生版・中学生版　２タイトルを収録

「未来を拓く5つの扉」
～全国中学生人権作文
コンテスト入賞作品朗
読集～
法務局人権擁護局

46
分

●本当の国際化とは
●立ち止まる
●絆
●電車に咲いた、笑顔の花
●ＮＯ！と言える強い心を持つ

「ヒーロー」
（無縁社会と家族）
　　　　　　兵庫県
〈Ｈ28提案ビデオ〉

34
分

「無縁社会と家族」～生きること　つながること～
近年、社会から孤立している人が増えてきており、孤独死などが大きな社会
問題となっています。家族や地域、職場のつながり、いわゆる血縁や地縁、
社縁の希薄化による問題です。こうした「無縁社会」と呼ばれる社会状況に
対し、私たちは何ができるでしょうか？
「無縁社会」の中で、地域で起こる身近な人権問題に対し、傍観者としてで
はなく主体的に行動することで新たな地域のつながりを結んでいく大切さを
実感してもらうために、このドラマを制作しました。

「探梅」
（包み込む社会とは
　困ったときはお互い
様）
　
　　　　　　北九州市

40
分

人権課題の多くは、人を排除する意識から生まれ、人が孤立することで深刻
化していきます。しかし「困ったときはお互い様」。その気持ちが人を温か
く結びつけ、助け合う社会へと導きます。私たちは「排除」や「孤立」を生
み出す社会ではなく、互いに違いを認め、支え合い、あらゆる人を包み込む
社会をつくっていきたいと考えます。
この映画は北九州市が展開する｢いのちをつなぐネットワーク｣を取り上げな
がら｢包み込む社会｣に焦点を当て、人と人とのつながりや助け合いの根底と
なる人権尊重について考えていただければ幸いです。

「家庭の中の人権
　生まれ来る子へ」

25
分

「家庭の中の人権」に目を向け、祖父母と孫夫婦の会話を通して、私たちの
身の回りにある人権問題をクローズアップしました。家庭の中で人権の尊さ
について語り合い伝えていくことは、すべての「いのち」を大切にすること
でもあります。
気づくこと、そして行動することの大切さを描きます。○プロローグーおな
かに赤ちゃんがいます○イクメンは変ですか○よかれと思って○親の介護を
するのは誰○愛情とは、支配すること？○エピローグー生まれ来る子へ

「ハンセン病とは」

                    兵庫県

30
分

ハンセン病を正しく理解するために
長い間、偏見や差別に苦しんでいる人たちがいます。ハンセン病問題は今、
私たちの身近でおきている「いじめ」や「差別」に共通するものがありま
す。この問題をどのようにして乗り越えればいいのか一緒に考えてみましょ
う。

「ほんとの空」
　　　　　　　兵庫県
〈Ｈ27提案ビデオ〉

36
分

さまざまな人権課題に共通する根っこの部分は、私たちの誤った考え方や思
い込み、偏見という｢意識｣です。このドラマは、他国からの隣人を通して、
誤解や偏見に気づき人と深く向き合うこと、他者の気持ちを受け止め、すべ
ての人権課題を自分に関わることとして捉え、日常の行動につなごうとする
ものです。

「夢のつづき」
（人権全般、特に高齢
者の人権）
　　　　　　北九州市

40
分

人権全般、特に高齢者の人権について視点をおき、現代社会における高齢者
に対する虐待や悪質商法などの人権侵害、認知症を患う高齢者や介護に疲れ
果てた家族の問題、若者との交流を通して家族のふれあいなどの大切さを学
び、生きがいをもって、夢を持って生きることの大切さを描いた作品です。

「クリームパン」
　　　　　　兵庫県
〈Ｈ26提案ビデオ〉

36
分

子どもへの虐待や若者の自殺など、社会問題を通して、社会や地域の中で孤
立している人々に対する正しい理解を訴えるとともに、今一度「いのち」に
ついてあらためて自分の問題として考えていただけるよう、製作されていま
す。



「あの空の向こうに」
　　　　　　兵庫県
〈Ｈ25提案ビデオ〉

38
分

インタ－ネット等の利用にあたっての人権意識・人権感覚の重要性や人と人
とのふれ合い・語り合いの大切さを訴え、こころ豊かなコミュニケ－ション
社会をめざして、ドラマはつくられています。

「日常の人権 Ⅰ」
-　気づきから行動へ –

23
分

日常生活の中に潜むさまざまな人権問題を取り上げ、人々の心にある偏見
を、そしてドキュメンタリ－で差別や偏見などで苦しむ人々の心の痛みを伝
えます。(女性の人権・子どもの人権・高齢者の人権)

「おじいちゃんは丹波
杜氏」

17
分

酒造現場では、被差別地区出身者を雇わない慣習がありました。青年の実体
験を基に、酒造りに関わる多くの人々の願いや努力を語り継いでいこうとい
う思いを込めて作られおります。

「親愛なる、あなた
へ」兵庫県〈Ｈ24提案
ビデオ〉

37
分

一人ひとりの『気づき』で、互いに支えあう力が低下した地域の『再生』と
相互支援を進めることの大切さを語りかけます。

「こころに咲く花」兵
庫県〈Ｈ23提案ビデ
オ〉

35
分

職場などのパワ－ハラスメントやいじめが社会問題となっている中、お互い
を認め合い、支えあうことの大切さをドラマ化しています。

老いを生きる
35
分

誰もが通る老いの問題を、自分のこととして捉え高齢者に対する優しさや思
いやりの心が態度や行動に表れるような人権感覚を考えます。

「夕映えのみ」兵庫県
〈Ｈ22提案ビデオ〉

38
分

インタ－ネットによる人権侵害を考え、「相手を思いやる」ことの大切さを
見つめ直します。

「人権を行動する」
25
分

このビデオは、皆さんに行動するかしないかの分岐点を提示します。その
時、自分なりにどのように行動できるか、できないか、そしてその理由を考
える中で人権をいかに行動につなげていくかを考えていきます。

「人権感覚のアンテ
ナ？」

39
分

「知らない」「見えない」「考えない」から生み出される落とし穴。人権感
覚のアンテナを張り、日常生活における意識と行動を見直します。

「私の好きなまち」兵
庫県〈Ｈ21提案ビデ
オ〉

35
分

同和問題を今日的な視点から見つめ直します。故郷へＵタ－ンした主人公が
友人との再会や家族の交流を通して人権の大切さを確認していきます。

「千夏のおくりもの」
54
分

子どもの素直な疑問をきっかけに、日常生活のさまざまな出来事に潜んでい
る、「世間の常識」や「偏見」を問い直すことにより、人権問題についての
正しい理解を深めます。

「人権入門」
23
分

日常生活の中には人権について考えるヒントがたくさんあります。人権につ
いて考えるきっかけをつくるわかりやすいビデオです。

「ま・さ・か　わたし
が！？」

25
分

様々な媒体を通して発信される情報の中で、私たちは暮らしています。どう
すれば、お互いの人権を尊重し、心豊かに生きていくことができるのか、３
つの話を題材に考えていきましょう。

「心のメガネ曇ってい
ませんか？」

20
分

日常の生活の中にみられるいくつかの事例を紹介して、思い込みや偏見がど
うして形成されていくのか、どうすればそれをなくしていけるのかを考えて
もらうために製作されたものです。

題名 時間 概要

「乾家の人々」
　～篠山と日本遺産～

18
分

乾新町自治会　乾劇団
篠山地区人権・同和教育研究大会にて発表

「乾家の人々」
　～女性と人権～

18
分

乾新町自治会　乾劇団
篠山地区人権・同和教育研究大会にて発表

◆啓発劇

◆権利擁護啓発劇



題名 時間 概要

【ひとりやないで！
　　一人にしやへん
で！】
～本人の意思を支える
成年後見制度～

30
分

８０５０問題（８０歳の親に５０歳の息子の世帯）で親の介護ができず、生
活が困窮している状態の世帯が多くなっています。認知症や知的障害等の理
由により、判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度があります。その
制度を啓発劇によってわかりやすく説明しています。市及び社協とサポート
センター職員が出演しています。

【みんなで守る、
　　みんなの暮らし】

30
分

認知症のある父の介護や家事を、ひとりで抱えている息子の支援を通して、
高齢者や障害者の権利や命を守るために新しく開設した「篠山市高齢者・障
害者権利擁護サポートセンター」の役割や地域の関わり方について市役所や
社会福祉協議会の職員がわかりやすく演じています。

【孤立を防ぎ権利を守る】
30
分

認知症のある父の介護や、障害のある娘の介護を、男手一人で頑張っている
男性介護者を、自治会の人や介護や福祉の関係者達が、「介護を受けている
人の権利を守り、介護を受けている人を孤立させてはならない」と言って立
ち上がる様子を市役所や社会福祉協議会の職員がわかりやすく演じていま
す。

◆消費者問題/防犯関連
題名 時間 概要

桂三若の「防犯落語」2
30
分

第一話　オレオレ詐欺、第二話　還付金詐欺、第三話　架空請求詐欺、第四
話　子供の見守り活動、おわりに　特殊詐欺に対する防犯意識を高めよう
企画制作：兵庫県、兵庫県警察、ひょうご地域安全まちづくり推進協議会

桂三若の「防犯落語」
30
分

第一話　オレオレ詐欺、第二話　還付金詐欺、第三話　架空請求詐欺、第四
話　子供の見守り活動、おわりに　特殊詐欺に対する防犯意識を高めよう
企画制作：兵庫県、兵庫県警察、ひょうご地域安全まちづくり推進協議会

悪質商法
悪質業者の視点
～次のねらいはあなた
かも～

24
分

多様化する悪質業者の手口を再現ドラマに。”だます側”の視点を盛り込ん
だ3つのストーリーを紹介

悪質商法
悪質商法捕物帳
～気にかけて声かけ
て、トラブル撃退！～

24
分

再現ドラマで被害事例や問題解決のポイントをわかりやすく紹介。
（高齢者とその周りの人々向け）

悪質商法
悪質商法ネタばらし
～若者を狙うだましの
手口～

30
分

社会経験の乏しい若者が被害に遭いやすい悪質商法の勧誘手口や対処法につ
いて解説　　(若者向け)

悪質商法
断るチカラの磨き方
～心の隙を狙う悪質商
法～

21
分

具体的に「どのように断るか」「誰に何と言って相談するか」などを考え、
断るチカラを磨く“練習編”付き。

悪質商法
老後の金は渡さん！
～お年寄りを狙う悪質
商法にご用心～

25
分

お年寄りに被害の多い｢点検商法・SF(催眠)商法・出資金投資商法」の手口
をリアルかつコミカルに語りで紹介
(高齢者向け)


