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ミクシテとは、男女が混在・共生する生活・政治空間をいい、ミクシテ（男女共学・男女混在）とシテ（都市）をかけたものです。



  今号は、日々の暮らしの中で家庭や職場、地域活動の場で体験していることや、関心のあることを、

これからのケア共生社会に向かって寄稿してもらった。読者によっては一般的でない事象もあるかもし

れない。例えば「セクシャル・マイノリティの問題」（椎野７頁）がある。しかし最近メデイアなどで

トランスジェンダーの学生の受け入れを検討する女子大の記事が報道されたりもしている。多様な人々

がともに生きる共生社会は、人権の観点からも２１世紀の前提課題ではあるし、茅ケ崎市の総合計画の

政策共通認識にもなっている。加えて「セクシャル・マイノリティ」を考える時、対義語の「セクシャ

ル・マジョリテイ」が偏見や差別や憎悪の対象とならないのは何故かという疑問をもつてほしいと椎野

は示唆する。この特権性・自明性を疑うところから関係概念の理解が始まるという指摘は重要だ。特に

同質性で集団が構成されがちな日本社会において、岩盤のように横たわっている視点だと思う。

  日本は高度成長を経て経済先進国になり、長寿先進国になった。だが、その成熟社会の必然として起

こる個々のケア・ニーズの多様化の対応に腐心しているのが『２８年厚生労働白書』を読むと、よくよく

読み取れる。その１つにダブルケアの問題がある（山本６頁）。内閣府調査によれば、ダブルケアを行

う人の推計人口が男女別では男性８万５千人、女性は約２倍の１６万８千人で女性により負担が偏って

いると発表。ここで性別分業の構造の制約下にあるという現状が見てとれる。この性別分業の構造の離

脱には［長時間労働の是正］と［同一労働同一賃金］の構築が必須であり、でなければ実質的な男女共

同参画や女性の「活躍」する［活気ある社会］の実現に期待できないと小磯（１４頁）は言う。

  この白書と連動して「一億総活躍推進法」が、新アベノミクス経済政策と共に策定された。①戦後最

大のGDP600兆円　②希望出生率 1.8 　③介護職ゼロの３本の矢がこれである。人口減少と少子高齢化

の流れに歯止めをかけ、誰もが活躍できる成長社会をみんなで創りましょうと国民運動の様に提唱して

いる。２０５０年には１億人を切り、その後は急下降するという人口推計なのだから、国も地方自治体も

必死で、経済成長と分配のバランスを模索しているのは当然かもしれない。片や国民・市民は格差社会

の現実をひしひしと感じている人も多いと思う。国と企業と家族の傘の中に守られている人と傘の中に

入れない人の格差は、若者やひとり親の貧困、中流から下流に転落する中高年、長寿を喜べない高齢者

という日常が物語っている。

  国の歳出総額９７兆の内の３２兆円が社会保障費（年金・医療・介護・失業給付・生活保護等）に充て

られ、茅ケ崎市も１４３０億の予算の約３割が社会保障費である。国の借金は１人当たり８４０万円、茅ケ崎

市は４０万円である。私たちは今や性別に関係なく、国や市が財政危機をどう乗り越えるかを我が家の

家計簿と同じく考えなくてはいけない時代に入っている。まさに「個人的なことは政治的なこと」であ

る。（山崎10頁）

  ７０～８０年代の家庭基盤充実政策を主軸にした日本型平等分配社会で創出した一億総中流がバブル崩

壊などで消失した。そして現政権が採用したのは「企業や高額所得者が初めにパイの恩恵を受け，それ

が中所得者層以下に行き全体が豊かになる」というトリクルダウン理論である。しかしこの経済成長だ

けを見る方法は歴史的に見ても格差が拡がるだけになるという経済学者や専門家もいる。人口減少社会

の希望という分配論は、排除しない環境とケアを包摂する社会を願う私には傾聴に値する。

（松本 順子）
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  知的障がいと自閉症スペクトラム障がいのある

次男が生まれてから、早２４年の歳月が流れた。

もうはるか彼方に過ぎ去った日々の中で、一生忘

れることのできない珠玉の言葉に、私はずいぶん

出会えたような気がする。

　生まれて１年１１か月、あの阪神大震災が起こ

ったちょうど１週間後、我が家にも激震が走っ

た。友人で同じような障がい児を持つお母さんと

街で出会い、彼女は「うちの次男、健診でひっか

かってね」という私の話をじっと聞いてくれ、別

れた後に電話をくれたのだ。彼女は言った。「私

の息子に障がいがあることを、きっと周囲の人は

気づいていたんだと思う。でも誰も私にそれを教

えてくれなかった。その時わかっていたら、息子

にもっと早くから色々なことを配慮してあげられ

たのに。だから、貴方には伝えるね。」今でもそ

の友人には感謝の気持ちしかない。おそらく言っ

た相手に対してリスクと責任を伴う発言だと思

うが、誰かがそれをしないと、集団の中でないと

気づくことが難しい発達障がいの子どもたちは、

適切な支援を受けるスタートラインに立てないこ

とが多いのだ。それから、少しの間、意思疎通の

難しい次男を抱えて、様々な療育者を訪ね歩き、

医療機関を駆け回った。「早いうちから」とい

う、まるで英才教育に熱を上げる若いママさんの

ように、次男にとって少しでも効果がある療育（

治療教育）方法を知りたくて、またそれが次男へ

の愛情だと信じて疑わなかった。でもある時、そ

の後の私の人生を変えるような言葉に出会い、そ

れが今の私の活動の指標となった。とある福祉施

設の３０代職員であった彼は、私が「息子にとっ

て良いと思える方法は何でも試したい、息子にや

らせたい」と息巻くのを見て、「それが息子さん

の幸せに本当につながる？」と疑問を呈したのだ

った。「誰だって１００％の全力を出せばもっと

もっとやれることはあるだろう。でも、たいてい

の人間はいつもそんな全力ＭＡＸで生きてはいな

いよ。そんなことしたらおかしくなるよ。障がい

のない人がいつも８０％の力を出して暮らしてい

るのなら、もともとの能力が健常な人の６０％く

らいしかない人は、いつもは４０％発揮していれ

ばいいんじゃない？」「それにね、支援者から言

わせてもらえば、『（他の子と比べて）うちのは
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これができます』というような親御さんの話は、

あまり意味がないことが多い。子どもさんに無理

させて色々詰め込んで、心が壊れてしまった大人

の障がい者は支援がしにくい。それより、障がい

のない子どもと同じような体験を、その年齢なり

に経験して素直に育ってきた障がい者の方が断然

支援しやすいよ。」

　一人でできる限り多くの事ができるように、障

がいのある人の能力を限界まで発揮させること

は、「本当の自立」ではない。そうではなくて、

どこが成長のゴールであっても良いように、足り

ない部分を社会的に支えるしくみがあれば良い。

息子が成長するにつれて、その事実は言葉を変え

て、度々私の前に現れた。「『自立』の反対語っ

て何ですか？『依存』でしょうか？いえ、障がい

のある人たちの自立を妨げるのは、『依存』では

なく『孤立』です。障がいのある人は、『支援つ

き自立』を目指すべきなのです。」「障がいのあ

る人は何かに依存することが多いと言われる。で

も逆です。彼らは数少ない選択肢にしか依存でき

ない。だから１つ１つへの依存度はとても大きく

なってしまう。依存先はできたら多い方がいい。

そうしたらそれぞれへの依存度は小さくなる。障

がいのない人だって、色々なものに依存して生き

ているけれど、１つ１つへの依存度が小さいか

ら、何かに依存しているように見えないだけなん

です。」支援者や障がいのある当事者からこうし

た言葉を聞くたびに、私の子育ての活動は、自

然、社会を動かす方向にシフトした。考えてみれ

ば、息子のような障がい者でなくとも、人間は誰

でも誰かに支えられながら生きているのだ。支援

を受けずに生きている人などいない。息子がいる

ことで、何だか人生の真実をたくさん知ることが

できた気がする。

　私の今の活動は、そんな息子に対するささやか

な恩返しなのである。

「ケア社会がやってきた！（３）」



　茅ケ市内の病院でボランティアをして１６年

目になる。現在は病棟を巡回する図書ボランテ

ィアをしている。その前は茅ヶ崎市のボランテ

ィア大学を受講して視覚障害者のための点訳ボ

ランティアを９年続けてきた。病院ボランティ

アをやりたいと思ったきっかけは私自身がケガ

で約１ヶ月入院したことだ。下顎骨骨折だった

ので、手術後筆談になっていた。隣のベッドの

おばあさんとも必要な事柄を筆談で伝えるだけ

だったが、夜、咳き込むおばあさんの背中をさ

すってあげた時、人の手には不思議な力がある

ようで、とても喜んでもらえた。限られた人数

の夜勤の看護士では対応しきれない夜の入院患

者の辛さを知った初めだ。それでも大学病院だ

ったのでまだ人手があった方だと思うが、その

頃の医学ヒエラルキーは「白い巨塔」がそのま

ま続いているような教授の大名行列のような診

療だった。患者の権利がどれほど大切にされて

いるかは、はなはだ疑問であった。必ずしも患

者を尊重しているようには思えないのに「患者

様」と呼ばれ、いつも居心地が悪かった。

病院への不満

　患者や家族が病院へ抱く不満も、病院側にど

のように伝えられるかは、かなりセンシティブ

な問題だ。がん治療などはセカンドオピニオン

が定着したが救急で運ばれた患者の戸惑いの声

を聞くと、都市近郊の茅ヶ崎という立地は治療

に迷いを生じさせる環境だ。

入院患者は高齢者ばかり

　入院患者の年齢層は明らかに変わった。高齢

化社会の現実を目の当たりにする。高齢者施設

から救急で運ばれて医療機器に囲まれ、声をか

けるのもはばかれる人の数がどんどん増える。

一方、IT機器の普及で、患者のベッドでの過ご
し方も様変わりした。PCを持ち込んで仕事から
離れられない人、携帯で延々と話し続ける人、

読書もアイパッドやキンドルのような機器で字

を大きくして読めるので、巡回図書は不要とい

う人もいる。医療情報を検索検討して、治療情

報をたくさん集めて勉強している人もいて、医

療者批評も詳しく、患者に教えてもらうことも
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少なくない。

ＤＶ？

　病院の受付ボランティアをしていた頃、顔に青

あざの母と娘が来たことがあった。平成１３年

（２００１年）DV防止法が出来てすぐの頃だ。医療
者が注意深く患者を診なくてはいけないケース

で、病院の相談室と話し合ったことがある。

緩和ケア病棟

　現在、長期入院ではなく地域に帰して在宅医

療･介護ができるように、医療・介護の多職種の

地域連携が少しずつ整ってきている。最期を自宅

で迎えたいという願いを持っていらっしゃる方も

多くいると思う。しかし、それは支え手がたくさ

んあればこそ実現できることで、緩和ケア病棟を

有効に使うことも意義があると思う。疼痛緩和を

学んで、自宅に戻る方も見かける。最期を病院で

迎える方も、緩和ケア病棟なら、不安が軽減され

ると感じる。一般病棟とは違い、家族・友人など

も集まって和やかに過ごされている情景を見かけ

ると私も最期はこれがいい、と思ってしまう。

傾聴について

　病室に入って話しかける図書ボランティアはそ

の活動を長く続けられる人が少ない。ボランティ

アの年齢が高いこともあるが、治療の現場を見続

けることは辛いことだ。明日は我が身を実感す

る。到底本を読む体力がなさそうな高齢の方が、

「声をかけてくれてありがとう」と返事をくれ

る。「明日の手術が怖いんだ」と話された方を励

ましたのだが、その後亡くなったと聞き、涙がこ

ぼれたことがある。私が病院ボランティア続けて

いる理由は一つだ。患者本人や家族では言いにく

い要望を無償ボランティアだからこそ病院側に率

直に話せると感じるからだ。関係者ばかりの密室

にしない、風通しのよい病院にするため微力だが

続けている。
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  真夏の太陽はグングン昇り、海風を感じながら

走る１３４号線心地よい。

　そんな時、娘からの電話が入った。突然「シン

グルマザーになってもいい？」動揺が走った「そ

れは…電話では…、ゆっくり話を聞かせて」心に

落ち着け、落ち着けと言い聞かす。テレビドラマ

などでは、よく聞く"シングルマザー"ではあった

が。まさか、そう問題はいつも突然にやって来

る！

　社会人になるとすぐに、東京で一人暮らしを始

めた娘だ。経済的な援助はなしでとの約束を守

り、自立して８年の月日が経っていた。堅実に楽

しげに働いていた。私自身があまり指図をされて

生きることを好まず、子ども達にも同じように、

自分で考えて生きる生き方を望んでいた。

　話を聞くと、娘は結婚という形より、子供を産

み育てたいという気持ちが強かった。１９歳の時

に卵巣嚢腫が見つかり、卵巣をひとつ摘出してい

た。それで出産出来ないということはないのだ

が、ある種の不安感はぬぐえなかったのだと思

う。相手は一度家へ連れて来た人だった。話から

は、共に生きることは難しそうでもあった。思い

あまって、選択の道は、いろいろあるとアドバイ

スをしたが、「産む」という気持ちが揺らぐこと

はなかった。だったら、私も覚悟をして娘を支え

ると決めるしかない。あちらの両親にも会い、挨

拶は交わした。娘は順調に働きながら妊婦生活を

過ごす。

　安定期に入った頃、夫の心臓病が発覚、運よく

スムーズにペースメーカの挿入となった。退院後

間もなく、今度は８９歳の実父が不調を訴え、入

院することになった。食道癌末期とのこと。余命

は１年と告げられた。こちらも母が亡くなり３０

年余り、ひとりで見事に生活をしていた父だ。放

射線での治療が始まる。二ヶ月の入院で、自力で

は歩けないほどに体力は落ちていた。　

　喉からは、ほとんど食べ物が入らなくなり、凩

が吹きすさぶ頃、父は枯れ枝のようになっていっ

た。キリスト教系の病院に「もうミイラになって

しまいます」と現状を訴えて受け入れが決まっ

た。そこでの一ヶ月間は、ゆったりと見舞い客と

語らい、看護師さんたちからも大事にされ穏やか
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な時間が流れていた。しかし、徐々に言葉も出な

くなり、三月末、桜の満開を待たずにあの世へと

旅立った。

　葬儀が終わり、疲れの取れぬ朝、娘から「今

朝、入院した」との連絡があり、翌朝を待つよう

に、「生まれた！」とのメールが入った。なんと

エイプリルフールの日だ。飛ぶように一路病院

へ、そこにはシャキッとした男の子が…。初孫を

そろりと抱き上げた。産後は我が家で一ヶ月間過

ごした。母乳にいい食事作りに励む。娘は相方と

共に暮らすことになり、東京へ帰っていった。

　子供は認知を受け、入籍を迫られていたが、踏

みとどまった。しばらくは育児に専念の日々を、

相方と共に過ごしていた。秋の深まる頃、やはり

共に暮らす事はできないと地元に帰ってきた。自

転車でも動ける距離のアパートを借り、二人の生

活が始まった。次は就職活動となる。すると保育

園問題にも直面する。仕事が決まっていないと待

機児童？　その活動中はどうなるの？　何とか１

歳を迎える数日前に入園が決まった。なみだ、涙

の日々の始まりだった。私の引き取り人の日々も

始まる。まだ歩けないので抱っこ紐の中に入れ

て、汚れたオムツのお土産付き。娘の帰宅までの

間は、孫にかかり切りの生活だった。熱が３７度

５分になると、連絡が入り引き取りにいかねばな

らない。溶連菌になると自宅待機になる。そんな

こんなの生活も、いやいやするのではなく、楽し

むことを心がけた。孫とは、公園や海が遊び場と

なり、絵本を読み、絵を描き、私にとっても豊か

な時間となっていた。だけどね、ばあばがいない

子はどうなるかの疑問も生まれていた。次は小学

一年の壁、学童への道。すぐに人に馴染めない個

性がある孫は、本当に学校に行くかしら？　学童

も？　行かなくてはいけないとは思わないが、ど

ちらも今のところ、あれこれ言いながらも通って

いる。保育園の頃、女の子に「どうしてパパいな

いの？」との言葉もあったらしいが、記憶の中に

いないパパのことは、娘にも「どうして？」とは

聞かない。娘は自分の選択の理由を、判るように

なったら話すことだろう。

「ケア社会がやってきた！（３）」



　この原稿を依頼された時、娘に実名は止めて

欲しいと言われた。子供を守る母の姿が見えて

来た。しなやかな生きるシングルマザーの道は

先との想いがよぎった。
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　その時どきに人間は懸命に生きるしかない。投

げられても立ち上がればいい。

　このように思えるように育ててくれた多くの方

々に感謝する。

ミクシテ 21号
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ダブルケアとは

　仕事と子育ての両立、あるいは仕事と介護の両立の問題が、解決がされないまま、出産年齢の

高齢化、兄弟数や親戚ネットワークの減少により、子育てと親の介護を同時にしなければならな

いという状況（＝ダブルケア）が生じてきている。介護や育児は家庭内で主に女性によって担わ

れてきたことから、この負担は、女性に重い。団塊世代の女性にとって、自分の親（配偶者の親

も）あるいは夫、祖父母の介護と、娘の支援（孫育て）というダブルケアは、高齢となった自分

自身の体調や体力も弱りつつある中で、その負担は、複合的な支援課題を抱える。また、団塊世

代の子どもたち（とりわけ女性）は、親が早くから要支援・要介護の状態になった場合、自分の

親（配偶者の親、または祖父母）の介護と、自分の子育てとが、まさに同時進行する。親との同

居・非同居、有職・専業主婦、未婚・既婚など、ダブルケアにはいくつかのパターンがあるが、

いずれも、当事者にとって大きな負担を抱え、精神的・体力的・時間的・経済的・家族的に複合

的な課題を抱えている。もちろん、男性にもおこりうる負担でもある。子ども・子育て支援、高

齢者介護と別々に考えていては、ダブルケアは対応できない。従来の子育て支援策・高齢者介護

政策を見直し、両者を融合させる新たな発想が求められる。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山本育子）



  やってくる「ケア社会」において、「マイノリ

ティ」をどのように位置づけたらいいのだろうか。

まず大事なのは、マイノリティ概念を「実体」で

はなく「関係」として理解できる人を増やさなけ

ればならないことだろう。実体概念（substance 
concept）とは、実体を表す概念であり、実体と

は「他のものに依存せずにそれ自身で存在するも

の」、実際に見ることができるモノのことである。

関係概念（relational concept）とは、物事の関係

を表す概念のことであり、関係とは「実体と実体

の間の関係」と考えられてしまうが、そうではな

く最初から「他のものに依存せずにそれ自身で存

在するもの」があるのではなく、そのモノを構成

する物事が関係なのである。モノの存在を、独立

的・自立的存在と考えるのではなく、関係性の中

の結節点として捉えているのが、関係概念である。

　「マイノリティ」を実体概念として捉えた実例

は、現状の国語辞典などに載っている定義に見出

すことができる。例えば、「minority =少数派、少

数者、少数集団」、「minorな、マイナーな、重

要でない、小さな、弱い部分」、「マジョリティ

= majorityの対義語」などである。ところが、実体

概念でなく関係概念として「マイノリティ」を捉

えると、マイノリティは実体としての「少数」や

「取るに足りない者」や「弱者」ではなく、社会・

支配・権力関係において特権が剥奪されている立

場のことだと考えることが可能になる。逆にマジ

ョリティは、関係概念として捉えると、社会・支

配・権力関係において特権を自明視できる立場の

ことだと考えられるようになる。つまり、偏見や

差別や憎悪や搾取の対象とならないことが自明視

できる立場だという理解である。そうすると数と

しては少数であっても、特権階級の人々は、マジ

ョリティだということになる。

　それでは、この「マイノリティ」の問題を、日

本社会の様々な場面で昨今、関心を集めているセ

クシュアル・マイノリティの問題に当てはめて考

えてみることにする。

　「セクシュアル・マイノリティ」とは、最近よ

く目にする説明としては『英語のSexual Minority
の日本語訳である。性的少数派、性的少数者、性
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マイノリティの問題
椎野 信雄

的マイノリティと称されることもある。一般的に

女性同性愛者・男性同性愛者・両性愛者・性同一

性障害者（LGBT）などのこと。「セクマイ」と

略されることもある』などがある。より詳しい説

明として、「何らかの意味で性のあり方が非典型

的な人のこと」、「セクシュアリティにおける少数

派のこと」、「LGBTは、Lesbian、 Gay、Bisexual、
Transgenderの頭文字の頭字語である」などが続

くこともある。また LGBTは、性的少数者のカテ

ゴリーの総称であるが、他のバリエーションも加

えて、例えば LGBTQが使われる場合もある。こ

の場合、最後のQはQueerあるいはQuestioning
を意味している。他に加えられる頭文字に、

I (Intersexual), T (Transsexual), A (Asexual or Ally), 
P (Pansexual)などがある。

　こうした説明を目にすると、多くの人は実体概

念としてセクシュアル・マイノリティを理解して

しまうだろう。つまり、性的少数者のことだと。

また説明の中に出てくる単語に関しても、すべて

を実体概念として理解してしまうにちがいない。

同性愛者、LGBT、性、セクシュアリティといっ

たひとつひとつの単語を。ところが、実体概念で

はなく関係概念としてセクシュアル・マイノリテ

ィを理解すると、関係的意味が把握できるように

なってくるのだ。例えば、英語の Sexual Minority
とカタカナの「セクシュアル・マイノリティ」に

は、意味の相違があることに気づくかもしれな

い。異なった言語間の翻訳には常につきまとう問

題だが、日本語で特に顕著なのは、カタカナ表記

した外来語と原語の間に、大きな意味のズレが生

じてしまう問題である。

　英語のSexual Minorityには、この言葉の意味が

変化してきたという歴史があるが、日本語のセク

シュアル・マイノリティには、英語のような歴史

は存在せず、日本語の中に突然カタカナ表記の言

葉が登場してきたにすぎない。またLGBTも、実

体概念ではなく関係概念として理解していくと、

英語のLGBTには、国連を含んで英語圏における

意味の変遷の歴史があることがわかってくる。

　最初からLGBTという言葉が、英語の単語とし

て定位置を占めていたわけではない。この言葉

「ケア社会がやってきた！（３）」



をめぐる当事者を含めた様々な人たちの強い働き

かけの運動の結果として、LGBTという言葉が英語
として、一応定着したのだ。ところが日本では、

頭字語の LGBTがいきなり使われ始めてしまっ
た。もしも関係概念としてこの言葉を理解できた

なら、日本で使われているLGBTが、英語のLGBT
とは意味が異なっていることがわかってくるはず

だ。また日本では、LGBTが実体概念として理解
されているので、それぞれの頭文字の意味である

「レズビアン」「ゲイ」「バイセクシュアル」も、

侮蔑的な意味が込められた実体概念として理解さ

れていることがわかってくるだろう。

　関係概念としての「セクシュアル・マイノリテ

ィ」は、＜セクシュアリティ＞に関する社会・支

配・権力関係において、特権が剥奪されている立

場のことだと理解できるのだ。＜セクシュアリテ

ィ＞を、実体概念としての「性」に還元して理解

してはならず、＜セクシュアリティ＞を関係概念

として理解することが大事なのである。

　ここで「性」に還元されない＜セクシュアリテ

ィ＞とは何なのだろうという疑問を持った人は良

い方向にいるのかもしれない。関係概念として
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の理解の初めの一歩を踏み出しているのである。

近代以降、日本語には実体概念としての「性」し

か存在しておらず、関係概念としてこの言葉を理

解する用法がないのだ。ではどうしたらいいのだ

ろうか。

　急がば回れで、「セクシュアル・マイノリティ」

ではなく、その対義語とされる「セクシュアル・

マジョリティ」に焦点を移してみることにしよ

う。とすると「セクシュアル・マジョリティ」

が、＜セクシュアリティ＞に関する「社会・支配

・権力関係において特権を自明視できる立場のこ

と」「偏見や差別や憎悪や搾取の対象とならない

ことが自明視できる立場のこと」だと考えること

ができるようになる。近代社会では、こうした立

場を実体概念としての「男女のセックス」として

表現してきた。セックスする男女は、当たり前の

ことであり、偏見や差別や憎悪や搾取の対象とな

らないことが普通だとされてきたのだ。この特権

性・自明性を疑うところから関係概念の理解が始

まるのだ。「ケア社会」に向かうために、こうし

た関係概念から様々な「マイノリティ」現象を見

直してみることが必要だろう。

ミクシテ 21号
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誰にでも性的指向・性自認はある

　◆ 性は女と男の二つと考えられてきたが、女男どちらでもない、ときによって性別が変わる

など、人それぞれで認識する性別は違う。

　生物学的性差（Sexセックス）が、心理的・社会的性差（Genderジェンダー）に違和感をおぼ

え適応しにくいことの総称をトランスジェンダーという。好きになる性（性的指向）も人によっ

てさまざまである。性自認とは自分のジェンダーをどのように感じているかということ。自認す

るジェンダーを基準に違うジェンダーに性愛を感じる人（ヘテロセクシュアル）、同じジェンダ

ーに感じる人（ホモセクシュアル）、両方に対しての性愛（バイセクシュアル）もある。

　◆ L (エル) G (ジ) B　T (ビー ティ) （Lレズビアン、Gゲイ、Bバイセクシュアル、Tトランス

ジェンダー）という呼び名は、日本でも一般的になってきつつあるが、さらに性的人権理解を進

めるため、国際的には「SOGI（ソギ）」という言葉が使われるようになってきた。

　◆ SOGIとは、性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字を合わせた

呼称だ。LGBTのように「性的マイノリティ（少数者）」として囲い込むことから、「誰にでも

性的指向・性自認がある」という発想の転換があった。

　日本でも２０１６年２月「SOGIに関するプロジェクトチーム」が設置され、差別禁止法の制

定や性同一性障害特例法の戸籍要件の緩和などについて議論されるそうだ。

　◆ 性的指向など宗教や文化的背景の観点から反対意見も少なくないが、人権を守る上から時

代とともに人や社会のあり方が変化していくのではないか。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新井陽子）

「ケア社会がやってきた！（３）」



はじめに

  毎日忙しく仕事に明け暮れ、地域の政治のこと

は人任せで過ごしてきたら、私の住む藤沢市では

中学校の歴史と公民の教科書が共に育鵬社になっ

てしまった。

  教科書問題が最初に持ち上がったのは2011年。

あれよあれよという間に育鵬社に決まってしま

い、四年後の改定時の2015年には「藤沢市の教科

書採択に関する署名」にも取り組み、全体では

54,115筆の署名を集めたのだが、ある教育委員が

「育鵬社では日本史、世界史の比率を見ると、や

や日本史中心の傾向を感じますが、その分で明治

以降の史実をよく記載してあると思います。（中

略）自国のことを中心に学ぶということはあって

よろしいのではないかと思います。（中略…育鵬

社の教科書の特徴をあげ、）以上の点から育鵬社

がよろしいかと思いました。」という委員の発言

で一気に傾き、継続が簡単に決まってしまった。

  その後の情報では、藤沢は育鵬社グループの重

点地域だったらしく、その委員は育鵬社の教科書

の特徴をレクチャーされていたらしい。

育鵬社の教科書が何故問題なのか

  「新しい歴史教科書をつくる会」が誕生したの

は、1997年1月。趣意書では「特に近現代史にお

いて、日本人は子々孫々まで謝罪し続けることを

運命づけられた罪人の如く」というくだりがある

ように、自虐史観からの脱却を叫ぶ藤岡信勝氏ら

の主張は、戦後の平和教育を壊すための組織化で

あった。東京裁判を批判し、戦前の天皇制や家父

長的価値観の復権をめざすもので、日本国憲法の

平和主義、主権在民、基本的人権の尊重という戦

後的価値を否定するものだった。当時、かながわ

女性センターで働いていた私は、とても危険に感

じ、女性たちの緩急アピール署名をネットに載せ

る活動をしていた。

  その後各地の議会でジェンダーフリーバッシン

グが巻き起こる。性別により役割を固定的に考え

るのは息苦しいのではないか…という80年代から

の女性運動の否定であった。明らかに彼らの主張

は男女特性論を基盤としており、「男女は役割が

違うのは当然」であり、女らしく、男らしくあれ
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ポリティカル市民として生きる
山崎公江（退職公務員）

という。そして私たち女性運動に対して、「ジェ

ンダーフリーというのは男女の更衣室を一緒にし

ろ！というものでこんなでたらめな主張は通用し

ない！」という攻め方をしてきた。「ジェンダー・

フリー」というスローガンは、私たち自治労も使

っていたが、「ジェンターの縛りから自由になろ

う」ほどの意味で、完全に揚げ足を取られ劣勢に

立たされたと感じた。

　育鵬社の教科書は、こうした曲解、歴史修正主

義満載の教科書なので、使ってもらっては困るの

である。子どもたちが東京裁判を否定する教科書

で学んだらどうなるだろうか。日本は、70数年前、

アジアの人を解放するために戦争をした。当時は

帝国主義の世界だったんだから、西欧列強と同じ

ことを日本はやっただけで何も悪くない！と開き

直り、戦後的価値の代表である日本国憲法を否

定。考えただけでもおぞましい。

国の政治も地方自治も、人任せではダメ

　2016年3月末で退職し、4月1日から7月11日まで

福島みずほ参議院議員の選挙の手伝いをした。退

職前年からの約束でもあり、政治の根幹である選

挙というものを体験してみたかったこともあり、

貴重な時間を過ごすことができたし、弱小政党の

問題点もよくわかった。

　その後は、湘南工科大学のアカデミックパスで

大学の授業を聴講したり、興味のある分野の読書

に熱中したり、中国やラオスなど旅したり、11月
からは週に2日の相談員としての仕事を入れては

いるが、とにかく、まずいと思ったことは人任せ

にせず活動するのみと動き回っている。

　その一つが「親子断絶防止法案」の反対運動で

ある。「24条を活かす会湘南＠湘南」というグル

ープをつくり、県内選出国会議員への働きかけ、

同じ志を持つ弁護士や研究者などの専門家とつな

がり、院内集会開催のボランティアをしている。

親子断絶防止法ができるとＤＶ防止法が骨抜きに

なる。暴力や虐待がある場合は、家族ほど危険な

ところはない。あるべき姿で語れないのが今の家

族の現状なのであり、面会中の子どもが殺される

事件が発生している今、この法律は絶対に通して

はならない。
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この六月は道徳教科書への意見表明

　小学校で来年4月から、中学校で2019年から

「特別の教科道徳」の授業が始まる。第2次安倍

政権の「教育再生実行会議」でいじめ対応で道徳

の教科化が決定し、2016年3月の学習指導要領の

改訂を受けて、現在小学校の教科書採択が進めら

れている。

　藤沢では、5月下旬から「小学校道徳教科書の

保護者・市民向け移動展示会」がはじまり、今日

は、鵠洋小学校での展示会に参加してきた。

　戦前の日本軍国主義否定の上に「修身」が廃止

となり、道徳は教科として位置づけられていなか

ったが今回の学習指導要領の改定で教科となった

ために、教科書が必要となり、評価もはじまる。 

　こんな経過をたどった「道徳」なので、実際に

教科書を読んで意見を言おう！と出かけた。もう

反対して時計を逆回転できるものではないので、

できるだけ良いものをみつけ、肯定的な立場で意

見を書こうという決意で出かけたが、問題がある

ものもあったが、良いものもあった。以下、私が

書いた意見を写メし持ち帰った原稿を書き起こし

たものである。

 □ 廣済堂あかつき（6年生）の「『がんばる』は

　ぼくの宿題」はとても良い教材だと思いまし

　た。このように正解のない問いを発し、子ども

　たちが考え抜く、学びあう…こういう営みにし

　か道徳という教科の必要性はないのではないで

　しょうか？

 □ 廣済堂あかつき（5年生）の「うばわれた自

　由」は考えさせられる話で好感が持てました。

　王子のわがままな振る舞いを戒めたガリューを

　牢屋に入れ、国が乱れる様は、今を見ているよ

　うな気持ちです。

 □ 学校図書の「星野君の二塁打」のような話が

　子どもをダメにすると思いました。ルールに従

　う事を絶対としてしまったら、発展や変革はな

　くなってしまうのでは？指導者が絶対で、子ど

　もは従っていれば良いなどという価値観を押し

　付けられたら、日本はダメになってしまうので

　は？上の者は正しい、決められたルールは死守

　しなければならない、こうした価値観が叩き込

　まれたら、これから起こるであろう変化に対応

　できる力は生まれて来ません。停滞するだけで
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す。こんな日本にして良いのですか？

 □ 学研の「心にふく風」は好感が持てました。

　教科書の教材として載る載らないは影響力が特

　に大きいので、心の貧しい政治家がしたり顔で

　載っていると悲しくなります。普通の人の普通

　の感覚を大事にすること。それを皆で話し合っ

　てみることは意義深いのではないでしょうか。

　教育出版のP150の写真（問題のある政治家の写

　真）はウザ過ぎです。

 □ 光文書院の「いらなくなったきまり」の話は

　好感が持てました。道徳は社会の今を考えて、

　絶えず変革する視点があれば少しは意味がある

　と思います。徳目の押し付けでは変革の主体た

　る市民にはなれません。変動する社会を生き抜

　いていかねばならない子どもたちには伸び伸び

　と育ってもらいたいです。

 □ 光村図書の「きみがいちばんひかるとき」の

　サブタイトルはとても良いと思います。世界人

　権宣言を教材にしているのは国際人を育てるた

　めには不可欠。考えさせる道徳を基本にしてい

　て、皆と「話し合って」「演じて」「読んで」

　「書いて」というアクションにつなげているこ

　とに好感が持てました。

 □ 教育出版を見てみたが、子どもを型にはめる

　ルール強調でどうなんでしょう？基本的なマナ

　ーは親が教えるものでしょう？こんなことをく

　どくどと書かれてウンザリしました。

 □ ここにきて初めて光村図書の教科書をみまし

　たが、この教科書なら「道徳」という教科があ

　ってもいいな！と思いました。とにかく「考え

　させる」この姿勢は動きが激しい社会を生き抜

　くためには最も重要なことです。ものを考えさ

　せないで、世の中こんなものだとルールだけを

　教わった子どもは成長していけません。人では

　なくロボットの様な子どもを育ててしまった

　ら、これからの日本社会に未来はありません。

結びにかえて

　歴史は繰り返される様な政治状況にあって、大

学時代に学んだ「社会教育は大衆運動の教育的側

面である。」という枚方テーゼを思い出してい

る。茅ケ崎市も７０年代公民館づくりを通して市

民が主体的に学ぶ社会教育活動が主婦を中心に展

開されたと聞く。４０年以上の時空を経た今も、

「ケア社会がやってきた！（３）」



次世代へ平和のバトンを渡したい思いと活動に繋

がる。それはまさに「個人的なことは政治的な
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こと」として活動する私の生活世界とも繋がって

いる。
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  女性活躍推進法が制定されてから周りがにわか

に騒がしい。会社では何かと女性社員が駆り出さ

れるようになった。この仕事、責任は持たせない

から安心して頑張って！と励まされたり、職場環

境を良くするための方策を考えよとミッションを

与えられたり。ご配慮はありがたいが、かえって

性別役割分担意識の向上に寄与してしまうのでは

と少々心配で、お気持ちだけいただきたいと思

う。

　さて、改めて「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律」（女性活躍推進法）の概要を

読んでみる。『自らの意志によって職業生活を

営み、または営もうとする女性の個性と能力が十

分に発揮されることが一層重要。』なるほど。さ

らに読み進める。内容よりも「女性」の文字ばか

りが出てくることに違和感を覚える。そういう法

律だから仕方ないか。そして条文を読む。27ペー

ジに及ぶがやはり「男性」という単語は一つもな

い。

　安倍さん、これは片手落ちなんじゃないでしょ

うか。男性だって大変なんです。働いていなけれ

ば肩身は狭いし、お給料が低かったら結婚対象外

とかほんと大きなお世話。子どもがいたらイクメ

ンでなきゃいけないこの雰囲気。どんなに大変な

仕事を頑張っていても男性は働いて当たり前、父

親に威厳があった時代はいつのことだったでしょ

うか。あるパパさんはしょっちゅう飼い犬の歯形

をつけて会社に出てくる。甘噛みなんてか可愛い

もんじゃなく、包帯をさする姿が痛々しい。家庭

内ヒエラルキーで誰が最下位なのか、わんこだっ

てよくわかっているのだ。

　そんな今、必要なのはきっとこれでしょ、『男

性の家庭および地域生活における活躍の推進に関

する法律』、略してダンカツ法。女性は社会で活

躍するために専用の法律まで作っていただいて、

保護され、場合によっては下駄まで履かされる。

男性だって家庭や地域で輝くため、多少とは言わ

ず多々おいしい思いをしたっていいじゃないです

か。

　先日高校生の娘が授業でジェンダーを学んでき

た。その中で、専業主夫になってほしいと彼女か

ら言われたらどうするか男子学生にアンケートを
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ダンカツ法（男活法）のススメ
横田 淑子

トをとったところ、1/3が受け入れると答えたそ

うだ。なかなかのいい数字。女性管理職比率の政

府目標とほぼ同だなんて奇遇ですね。でも現実的

には稼がなきゃ無理という声が聞こえてきそう。

さあダンカツ法の出番ですよ。例えば。男性が育

休をとったら休業給付金をどーんと120％支給で

はいかがでしょう。働かない方がお得なら使わな

い手はない。男性育休取得率は激増、144か国中

で日本が111位という屈辱的順位だったジェンダ

ーギャップ指数ランキング（OECD）だってごぼ

う抜きかも。

　いや俺はそういう活躍いらないんだけどという

男性の皆さん、大丈夫、安心して！女性だって全

員が社会に出て輝きたいわけじゃない。女性活躍

推進法はちゃんと「女性の職業生活と家庭生活と

の両立に関し、本人の意思が尊重されるべき」と

している。ダンカツ法にも男女入れ替えた文言に

して入れておこう。だれでもどんな道でも選択が

できるように準備しておくということが大事なの

だと思う。今は、いざ社会から期待されている役

割から外れたことをすると、いろんな圧力がかか

る。圧力に抗うためにエネルギーを使うのではな

く、自分が生きるのに必要なことにエネルギーを

使う、そこで役立つ法律としたい。

　自身が当たり前と思ってきた価値観を変えるこ

とは誰にとっても難しい。冒頭でご紹介した「女

性には責任を押し付けたりしないから」と笑顔で

言ってくれた会社の偉いさんは、どうやら心の底

から女性活躍を望んでいるらしいのだ。自分はど

うだろうか。

　数年後か十数年後か数十年後、娘がパートナー

となる人を連れてくるかもしれない。そしてその

人は専業主夫志望というかもしれない。私は少し

驚き、そして気を取り直し、そうだ「今はダンカ

ツの時代だもんね！と笑う。お母さんはほんと脳

みその中が昭和だよねーと二人に笑われる。こん

な感じになっていれば、まずは及第点といえるの

かもしれない。

「ケア社会がやってきた！（３）」
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information !

「女性活躍推進法」の課題

　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（略：「女性活躍推進法」）は2015年
8月に国会で成立した。この法律は、女性の職業生活においてその個性と能力が十分に発揮され
ることが重要であるという視点にたち、女性の職業生活における活躍を推進して、豊かで活力の

ある社会の実現を図ることを目的としている。名称、目的からして、雇用の分野における男女の

不平等を是正する方向ではあるが、現実には、少子高齢化による生産年齢人口の減少（労働力不

足）や人材の多様性を確保する必要があるという社会の問題に対応するため止むにやまれぬ事情

からというのが制定の最大の理由である。

　私たちを取り巻く労働環境や労働条件が大きく変化するのか、課題を整理する。

１）女性が「働く」ことへのインセンティブが上がるか？

　法の対象を、正規・非正規という雇用形態、自営業等の就業形態に関わらず、既に働いている

女性と、これから働こうとしている女性も含め、自らの希望により、働こうとするすべての女性

としたことは評価できるが、「自らの希望」というのが「ミソ」である。育児・介護の負担、税

制（配偶者控除）などの優遇制度、男女の賃金格差、正規・非正規の賃金格差等の現状で、「自

らの希望」が主体的に選択できるのだろうか？

２）事業主行動計画の策定と公表は効果があるか？

　特定事業主（国、地方公共団体※）と一般事事業主（民間事業者）は、女性の活躍の状況（女

性採用比率、勤続年数、労働時間、女性管理職比率など）を把握・分析し、改善すべき取り組み

や定量的目標を定めた「事業主行動計画」を策定・公表することとした。（労働者300人以下は
努力義務）　女性活躍の状況の「見える化」により、どれだけの効果が期待できるか？　行動計

画の目標設定、実効性など、特に民間企業では未知数である。さらに一般の人の関心をどれだけ

得ることが出来るか？　また「国は優れた取組を行う一般事業主の認定を行う」（公共事業調達

において加点評価を得ることができる「えるぼし」認定）の制度は、有効か？

３）衆参両院の付帯決議

　法の施行にあたり講ずるべき適切な措置として、衆議院（14項目）、参議院（16項目）の付帯
決議がされている。主なものは、①男女を問わず家庭生活と職業生活の両立のための環境整備、

②女性の能力を伸長・発揮できる環境整備と男女間の賃金格差の是正の必要性、③非正規労働者

の多くを女性が占めていることから、短時間労働者の雇用管理等の改善、④公務員の臨時・非常

勤職員にも女性が多数占めている実態把握　⑤男女の育児休業取得割合、男女の賃金格差の状況

把握の必要性、などである。

ミクシテ 21号
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４）働き方の改革の必要性

　①「長時間労働の是正」と②「同一労働同一賃金」での柔軟な勤務形態の構築、この２つの実

行なくして、女性の「活躍」も「活気ある社会」の実現もない。「雇用の分野における男女の均

等な機会及び確保等に関する法律」（「雇用機会均等法」）では、「男並み」に働くことでの

「均等」待遇の獲得であった。現在、厚生労働省労働政策審議会では、「働き方改革実行計画」

の内容を法律化するための審議が、労働時間（時間外労働の上限規制）や同一労働同一賃金など

の分科会でなされているが、そこにはジェンダーの視点もなく、期待はできないのが実情であ

る。制度だけでなく、職場の意識・風土を変えることができるのか、今回の「女性活躍推進法」

でははなはだ疑問である。

※参考　茅ヶ崎市では「第2次茅ヶ崎市職員の子育て支援行動計画及び茅ヶ崎市における女性職員の活躍の推進
に関する特定事業主行動計画」前期（2016年～2020年）を策定している。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小磯妙子）

「ケア社会がやってきた！（３）」
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ミクシテの活動　　　

目的　：学習と活動を通して、「ちがさき男女平等参   

　　　　画プラン」を推進し、多様性を認め合う男女

　　　　平等のまちづくりをすすめること。

設立年：２００４年１２月

　　　（１９９８年市民バックアップセミナーとして発足）

会員数：１７名

活動内容：①男女平等参画に関する学習会

　　　　　②市民を対象に男女平等参画推進のための

　　　　　講座などの企画　　

　　　　　③当事者の目線で、女性（男性）の人権に

　　　　　結びついた情報誌を発信

活動日：月１回木曜日夜ほか不定期

編集後記

＊「無神論的にこの世界で人間が生きていくのを考える時には、複数のア
イデンティティを抱えながら生きていくのは必然的」と４０代の作家が提
唱する個人から分人主義の人間観。今の私（７０代）の考えにぴったしカ
ンカン！（pipi）

＊ 坂本龍一（作曲家）が福岡伸一（生物学者）との対談で「ノイズを聴
いてみる」話をしていた。何が「ノイズ」なんだろう。「ノイズ」を排
除し、「意味ある情報を聴き取ろう」という作業自体が反自然的であるよ
うな気がしてきた。（ジクホコリ）

＊ トランプ大統領の登場以来、いろいろ物議をかもしているが、しっか
りそれに対抗し批判するマスコミの存在感。トランプ大統領登場どころで
はないこの国の政権とマスコミのありようにため息。（rose）

＊「なかったこと」という言葉が話題となっている。性暴力に関連して
「なかったこと」の問題に注目したい。それは性的暴行を受けた被害者が
準強姦罪で訴えたにも関わらず、加害容疑者が不起訴処分になった事件
だ。被害者は実名を出し検察審査会に不服申し立てをしている。「こうい
う事件に遭ったら恥ずかしい、黙っていた方がいい、君が傷つくだけ」と
言われる.「性犯罪の被害者が隠れていなければならない現状を変えた
い」と前を見据えて大勢の記者団に訴える詩織さんの姿は印象的だ。おり
しも国会では刑法性犯罪の改正が審議されている。厳罰化や親告罪の規
定の削除、強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変更し被害者や加害者の性
差をなくすなどの内容である。いわゆる「共謀罪」より閣議決定は早か
ったのに、審議は後回しになっている。一日も早い制定を望む。　（Ko）


