
枚方市　男女共同参画を目指す情報誌

「モアメイム」とはフランス語で自分自身の意味です。
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メセナからウィルへ
～男女共同参画25周年をふりかえって～

　枚方市に「女性フロア」が誕生してから25周年を迎えました。
　この四半世紀の間にさまざまな法整備や官民問わず男女共同参
画社会の実現に向けたさまざまな取り組みが進むなど、女性政策、男
女共同参画をめぐる社会状況は大きく変化しました。
　本市においても、発足当初の「女性フロア」から「男女共生フロア」、
現在の「男女共生フロア・ウィル」へと変遷を遂げてまいりましたが、
その時々の社会情勢にあわせ、多種多様な取り組みを実施してまい
りました。
　ここに活動の全てを記すことは出来ませんが、大きなトピックを時
系列でまとめましたのでご覧ください！

枚方市の出来事 西暦（元号）年

1992（平成4）年

社会（国・大阪府など）の出来事

●女性フロア情報誌「ジョアン」創刊▶名称は公募で決定

1993（平成5）年

●「人権尊重都市宣言」制定
●｢枚方市女性施策行動計画 第2次実施計画」策定
●市内の小学校及び幼稚園で男女混合名簿実施
●「女性問題リーダー養成講座」開講

●世界／第48回国連総会｢女性に対
する暴力の撤廃に関する宣言」採択
●国／中学校での家庭科の男女共修
実施
●国／「パートタイム労働法」公布・施行

1994（平成6）年

●市内中学生（3校・各学年2クラス）を対象に「男女平等」につい
ての意識調査を実施

●国／日本、「子どもの権利に関する条
約」批准
●国／高等学校での家庭科の男女共修
実施

●大阪府／「ドーンセンター（大阪府立
女性総合センター）開館

1995（平成7）年

●女性フロア開設3周年を記念して、メセナフェスタを開催 ●国／「育児・介護休業法」成立
●国／第4回世界女性会議｢北京宣言
及び行動綱領」採択

1996（平成8）年●｢枚方市女性施策行動計画（改訂版）」を策定

●メセナひらかたに「女性フロア」が
　オープン

「枚方市勤労者総合福祉センター（愛称：メセ
ナひらかた）は、勤労者福祉施設と女性センタ
ー機能を併せ持った施設として開館しました。

地域社会や職場等において、女性問題のリ
ーダーとして活躍いただける市民を養成す
る目的で開講され、初年度は21コマのカリ
キュラムが組まれました。

昭和61年の同様の調査と比較したところ、「女性が結婚後仕事を続け
ることについて」の設問では男女共に肯定派が大幅に増加、「性別役割
分担をどう思うか」の設問は否定的な意見が増加するなどの変化がみ
られました。

男女共同参画社会の実現、女性も男性もともに生き生きと暮らせる社
会づくりを目指
し、枚方市で活
動するグループ
や個人に交流の
場を提供するな
ど、さまざまな
出会いや活動を
支援するために
開催されました。

3階フロアが「女性フロア」と
して性差別を解消するため
の情報・活動拠点として位置
づけられました。

学識経験者や弁護士、民間事業者や関係機関の職員など、
各テーマのスペシャリストとして活躍する講師らによるバラエ
ティ豊かな講座が開催されました。

男女共生フロアの愛称が「ウィル」となってからは「ウィル・フ
ェスタ」としてリニューアル。現在も「ウィル」が男女共同参画
の拠点として一層活性化することを目指した市民参画型のイ
ベントとして開催されています（詳しくはP11～14参照）.

■女性相談利用件数推移
―1992（平成4）～2016（平成28）年度―

相談年計
電話
面接（生き方）
法律
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枚方市の出来事 西暦（元号）年

1998（平成10）年

社会（国・大阪府など）の出来事

1999（平成11）年

●国／「男女共同参画社会基本法」公
布・施行

●国／｢児童買春･児童ポルノ禁止法」
公布・施行

2000（平成12）年

●「モアメイム」創刊 ●国／「ストーカー規制法」公布・施行
●大阪府／「男女共同参画基本計画」
策定

1997（平成9）年

●「枚方の女性史　伝えたい想い」を発行 ●国／「男女雇用機会均等法」改正
（1999（平成11）年施行）
●国／「労働基準法」改正（1999（平成
11）年施行）
▶深夜・休日・時間外労働における女
性規定撤廃

2001（平成13）年

●フロア名を「女性フロア」から「男女共生フロア」へ変更
●「枚方市男女共同参画計画」策定

●国／「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律」公布・
施行

●国／第1回男女共同参画週間（6月
23日～6月29日）

●国／「仕事と子育ての両立支援策の
方針について」閣議決定

●国／「女性に対する暴力をなくす運
動について」男女共同参画推進本部
決定

●大阪府／｢大阪府男女共同参画推進
条例」制定

●「枚方市男女共同参画計画第1次アクションプログラム」策定

●国／｢女性のチャレンジ支援策の推
進について」男女共同参画推進本部
決定

2002（平成14）年

2003（平成15）年
●メセナひらかた開館10周年記念講演会として、戸田奈津子さ
ん（映画字幕翻訳家）が講演

●モアメイム第4号の企画として「男女共同参画」をテーマに関西
外国語大学3回生との座談会開催

2004（平成16）年
●｢枚方市人権尊重のまちづくり条例」制定
●モアメイム第5号の企画として「子育て」をテーマに市民アンケ
ート（対象は枚方市在住・在勤の子どもをもつ女性）を実施

●国／「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律」一部改正
▶元配偶者への適用、｢配偶者から
の暴力」の定義拡大等

2005（平成17）年

2006（平成18）年

●男女共生フロアの愛称を公募し、「ウィル」に決定。 ●国／「男女雇用機会均等法」改正
（2007（平成19）年施行）
▶女性に対する差別の禁止が、男女
双方に対する差別の禁止に拡大等

●国／「高齢者虐待防止法」公布

2007（平成19）年

●シングルマザーやシングルマザーになるかもしれない人を対
象にした交流会として、年間定例講座「シングルマザーのお気
軽ミーティング」がスタート

●国／「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律」一部改正
▶保護命令拡充等

●国／「仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）憲章」策定

近代以後の枚方の女性に焦点を合
わせた歴史を後世に残す取り組みと
して、市制50周年を記念し発行され
ました。京都橘女子大学女性歴史文
化研究所と市の呼びかけに応募い
ただいた有志の市民で作られたワ
ーキンググループが編纂に携わり、
ワーキンググループのメンバーは
地域の隅々にまで出かけ、聞き取り調査にあたられました。取材にご協
力いただいた多くの市民のお話や資料がまとめられた一冊です。

市で発行していた女性情報誌「ミ
ズウェイブ」と女性フロア情報誌
「ジョアン」を統合し、創刊されま
した。名称は公募で決定されフラ
ンス語で「自分自身」という意味。

平成12年に設置された「男女共同
参画検討委員協議会」において、枚
方市で策定すべき男女共同参画計
画の理念や目的、主要な取り組みな
どの方向性を検討され、その提言を
受けて策定されたのが本計画です。
第1次計画は平成13年度～22年度、
第2次計画は23年度～28年度、現在は第3次計画にあたります。

創刊当初、編集は市民公募の編集員が担当
し、創刊号では、「男女共同参画」をテーマ
にしたアンケートを市内の小・中学校（3校ず
つ）と事業所（70社）を対象に実施し、分析結
果を紹介する企画が掲載されるなど、第9号
まで市民編集員による特色ある企画が掲載
されていました。

由来は男女共同参画社会実現への強い『意思』。他の候補には「アヴェ
ーク」、「マーレ」「かささぎフロア」などがあった。
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枚方市の出来事 西暦（元号）年

2011（平成23）年

社会（国・大阪府など）の出来事

●「第2次枚方市男女共同参画計画・同アクションプログラム」策定

2010（平成22）年
●「枚方市男女共同参画推進条例」施行
●男女共同参画週間事業として安藤哲也さん（NPO法人 ファザ
ーリング・ジャパン）を講師に開催

2009（平成21）年

2008（平成20）年●男女共同参画週間事業として上野千鶴子さん（社会学者）が講演

2012（平成24）年
●連続講座「DV被害者のための自尊感情回復プログラムSEP」
を藤木美奈子さん（（一社）WANA関西代表理事）を講師に開
催（全5回）

●国／｢『女性の活躍促進による経済
活性化』行動計画｣策定

●国／｢女性の参画加速プログラム」
男女共同参画推進本部決定
●大阪府／｢男女共同参画に関する府
民意識調査」実施
●国／｢第3次男女共同参画基本計画」
策定

●国／「障害者虐待防止法」公布

2013（平成25）年

●男女共同参画週間事業として谷口真由美さん（大阪国際大学
准教授）と湯浅誠さん（社会活動家）が講演

●枚方市配偶者暴力相談支援センター｢ひらかたDV相談室」設置

●国／「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律」一部
改正
▶対象を生活の本拠を共にする交
際相手からの暴力被害者につい
ても拡大等

2014（平成26）年

●「第3次枚方市男女共同参画計画」策定に向け｢男女共同参画
に関する市民アンケート調査」を市内学生（小・中・高・大）と一般
を対象に実施
●市内の小学4年生を対象に「DV予防教育プログラム」を開始

2015（平成27）年
●国／「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）」公布・施行
●大阪府／｢おおさか男女共同参画プ
ラン(2016 ～ 2020)」策定2016（平成28）年●「第3次枚方市男女共同参画計画・同アクションプログラム」策定

●DV被害者を対象にした「DV被害から回復するためのプログラ
ム」を開始。

2017（平成29）年

●「男女共生フロア・ウィル」がひらかたサンプラザ3号館4階へ移転

●「LGBTの困りごとってどんなこと？」パネル展を開催
●ウィル・フェスタ2017にて「ハイヒール・リンゴのトークライブ」
を開催

大阪府内の市町村で4か所目となる
配偶者暴力相談支援センターとして
開設しました。市民に身近なDV被害
者支援専門機関として、安心して相談
できる体制が整えられ、相談から自立
支援、法的措置など、より総合的な支
援が可能となりました。

子どもたちが社会的・文化的につく
られた性差による偏見や先入観に
気づき、その事について考え直し、
将来の可能性を広げてありのまま
の自分や友人を受け入れ、暴力の被
害者や加害者にならない為の人権
教育プログラムを、教職員を対象に
した研修もセットで実施しています。

利便性の向上や隣接する子ども総合
相談センターとの業務連携を強化す
る等の目的で、京阪枚方市駅直結の
ひらかたサンプラザ3号館4階へ移転
しました。

これまでメセナひらかた会館で行っていた各
種女性相談業務や図書情報コーナーに加
え、新たに交流スペースが設けられるなど、本
市における男女共同参画の拠点としてリニュ
ーアルしました。いろんなイベントも開催して
いるので、ぜひお立ち寄りください！

　このようにさまざまな取り組みを進めてまいりましたが、いまだ男女共同参画社会の実現への途上にあり、
時代の移り変わりの中で生まれてくる新たな課題への対応など、今後も社会のニーズに沿った取り組みを
柔軟に粘り強く進めてまいります。
　これからも「男女共生フロア・ウィル」にご注目ください！
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性犯罪についての刑法の改正
高瀬 久美子（弁護士）

　2017年6月に、刑法で定められている性犯罪が、110年ぶりに改正されました。性犯罪は、被害者の人格や
人間としての尊厳を著しく侵害し、被害者の心身に多大な苦痛を与えます。このような性犯罪に対して厳正な
対処を要望する社会的な関心の高まりにより、ようやく改正され、2017年7月13日から施行されています。
　主な改正点について説明したいと思います。

1、刑法が定める性犯罪について
刑法は、性犯罪として
①　強制わいせつ罪（刑法176条）
②　強制性交等罪（刑法177条）
③　準強制わいせつ及び準強制性交等罪（刑法178条）
④　監護者わいせつ及び監護者性交等罪（刑法179条）
⑤　強制わいせつ等致死傷罪（刑法181条）
　が定められています。

2、今回の主な改正点について
（1）強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等（新法第177条、第178条第2項及び第181条第2項関係）

強姦罪の構成要件について、性別を問わず、人に対し「性交、肛門性交又は口腔性交（以下「性交等」と
いう。）をした」に改め、その法定刑を「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げ、罪
名を強制性交等罪としました。
これに伴い、集団強姦等の罪及び集団強姦致死傷等の罪が廃止されました。

（2）監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設（新法第179条関係）
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者がわいせつな行為又は性交等をした場合について、処
罰する規定を新たに設けました。

（3）強姦罪等の非親告罪化（旧法第180条及び新法第229条関係）
強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告罪とする規定を削除し、非親告罪と
しました。
（警察庁刑事局長、警察庁生活安全局長　平成29年6月23日発）参照

3、今後の課題
　刑法が処罰すべきものと定めている性犯罪は、性暴力被害の一部にしかすぎません。刑法が改正されました
が、強制性交等罪では「13歳以上の者」に対しては「暴力又は脅迫を用いて」性交等がなされることが要件とさ
れています。13歳以上かどうか又は暴行又は脅迫を用いたかどうかを犯罪の構成要件とする合理性があるのか、
「暴行又は脅迫」の要件が必要なのかどうか、これからも検討する必要があります。
　その他に、配偶者の強姦が犯罪にあたることを明記するべきではないか、性犯罪についての公訴時効は停止
あるいは撤廃すべきではないのか、加害者がその地位等を利用して犯した性行為を性犯罪として処罰すべきで
はないか等重要な課題が積み残されています。3年後に見直し請求することになっています。すべての性被害
者が直面している被害の実情を反映し、被害からの回復が図られるために、刑法の改正が望まれます。
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　皆様からは、僕を朝の情報番組の中で出演している　
テレビの人間として見ていただいていると思うんですが、
働いている場所は華やかでも、普通の一社会人であり、
家庭では中学二年生の娘の父親でもあります。
　今日は土曜日ですが娘は学校がありますので、大体7
時40分ぐらいに登校します。僕は土曜日の朝はテレビの
生放送の仕事がないので朝寝坊したいんですが、娘が学
校に行く時間には起きて送り出すことにしています。意識
的にね。そして、僕のパートナーと、
一緒に住んでいるパートナーのお
母さんと3人で朝御飯を食べてか
ら今日は枚方市に参りました。

【正木家の子育て】
　幼稚園に入る頃から、子どもは、
子どもだけの社会にちょっとだけ頭
突っ込みますよね。そのあたりか
ら何となく自我や自分で判断すると
いうのが備わってくるんでしょうか、
大体その年代の子どもって、親の
言うことは聞かないじゃないですか。
何で聞かないかっていうと僕たち
大人は、大人の社会の常識にのっとって生活してますけれ
ども、その僕たちが考えることは子どもには当てはまらな
いです。当てはまるほうがおかしいっていうスタンスに立
つべきです。でも幼稚園年長さんぐらいになってくると、
これは見過ごせないなっていう問題が出てきます。
　ある日、うちの子が幼稚園から帰ってきました。その幼
稚園のかばんの中に、買ってあげたことのない消しゴム
が入ってたんですね。それで、とりあえず子どもに聞きま
した。「これどうしたの？」「これね、拾ったの」って言うんで
す。親としては子どもが本当のことを言ってるのか、うそ
を言ってるのか客観的に見てるとわかりますが、もっと聞
きました。「どこで拾ったの？」「幼稚園の表の門のところ
にね、落ちてたの」って、「そのときお友達は誰がいたの？」

っててやるという段階に入ってきます。親子関係よりも自
分たちの仲間の関係が大事になる。そうなってくると対
応を変えなきゃいけません。親の言うことよりも大事なこ
とがあるんだな。じゃあ自分でやれと。そのかわり、何か
問題がこじれたりしたら、自分で対処しろ、責任とれとい
うように、一気に厳しい親になりました。ただ、当然親じゃ
ないと解決できないものがあるので、放任はせずに、そ
ろそろ助け舟必要かなっていうことはもちろんしますが、
基本的にはそういう形にシフトしていったのを覚えていま
す。
　中学生になると、小学校高学年の「自分で責任を持て、
自分のやりたいことをやってもいいけど後始末は自分でし
ろ」というスタンスのさらに拡大版みたいな対応をしてい
ます。
　今うまいこといっていて、ほとんど自分でやるようにな
りました。例えば、今日も朝1人で起きて、朝御飯も食べて、
遅刻もせずに。今朝の娘の姿見たら、子育て、とりあえ
ずはよかったかなと思います。
　
【育メンとは】
　子育てに熱心なパパのことを育メンといいますが、ハ
ンサムですらっとしてて、子どもが好きで、というイメー
ジでしょう。でも子育てが好きじゃないとだめだと僕は思
っています。なおかつ、一番大事なことは、見た目ではな
くて、子どもは親の背中を見て育つと言いますが、ちゃん
とした背中を持っているのが本当の育メンだと思うんです。
子どもの一番近くにいる大人である親を子どもはすごく
細かく観察してるので、一生懸命生きてなきゃいけません。
一生懸命仕事して一生懸命遊ぶ。そういう姿を子どもに
見せると、これが大人なんだな、私がめざすものはこれな
んだなというのをわかってくれるんじゃないかと思ってい
ます。
　子育てをするにあたってもう一つの僕の柱となっている
ものは、赤ちゃんをしっかりとした大人に育て、その成長
した我が子に子どもができたら、そこから彼女の子育て
が始まり、次の世代につながるので、子育ての最終目標
はしっかりとした親を育てるものだと思っています。
　たまに自分の子どもに手を上げたとか、最悪、自分の
子どもを殺してしまったとかいうニュースがあります。確
かにいろんな事情があると思いますが、自分の子どもを
殺めてしまった親は、多分親にちゃんと子育てされてなか
ったんじゃないかなと思います。

「何々ちゃんと何々ちゃんがいてね、これ持って行ったらっ
て言ったの」って。「じゃあ何々ちゃんに聞いたら、知って
るはずだね」って言ったら、ちょっとずつ口ごもるんです。
頭ごなしに怒らないで事実関係を確認していくと、最終的
には僕の質問に答えられなくなって、泣き出しました。困
っちゃったんでしょうね。答えられなくて。僕が「もしかして、
とって来ちゃったの？」って言ったら、「うん。誰々ちゃんの」
って言うんです。「誰々ちゃん困ってるんじゃない。もし

かしたら泣いてるかもしれない
よ。」っていう話をして、彼女はも
う悪かったなってわかってるので、
「明日ちゃんと謝って消しゴムを
もう1個渡して、これと一緒にど
うぞってやってあげたら」って言
って、この件は解決。そのときに
頭ごなしに、「とってきたんだろ
う」って大声で言ったとすると、自
分が子どもだったらどうするか。
でっかい声で親が怒って機嫌が
悪くなったら子どもは「ごめんな
さい、もうしません」って言うでし
ょう。でも多分、そういうときの

ごめんなさいは、親が大声出して、怖い顔してるから言っ
てるだけですよね。その頃の年代の子どもは、大きな声で、
頭ごなしに叱るのは逆効果だと思います。よく街を歩い
てると、言葉も乱暴で子どもが本当におびえてるなって
いう親子を目にします。親が子どもよりも上の人間だって
いう意識を持ってしまっているのではないかなと思います。
小さい子だって、一応彼女、彼には人格があり、人間とし
ての全部が備わっています。話ししたらわかるので、お話
しする時間を持つかどうか親の心と時間に余裕があるか
どうかだけの問題なんで、それをしない子育てを僕は納
得できません。ただ、僕が考えるやり方は子どもが大き
くなると通用しなくなります。小学校高学年ぐらいになる
と、自分で解決したくなるんですね。親が嫌がることを知

　自分の子どもを育てるということは最終的にその子が
ちゃんとした親になるかどうか、というのを思い描きなが
ら子育てするのが大事だと思います。

【男性も子育てを楽しみましょう】
　自分の子どもを育てていくというのは、とても充実して
いて楽しいです。未熟なものがどんどん未熟じゃなくなっ
ていき、あるとき、親を超えるようなことをしだし、こんな
すばらしいことはないと思います。ある程度大きくなると
今度はサポートする形で子どもと接するのがめちゃくちゃ
楽しいんですよ。僕は。
　今日お話しした、男女共同参画というのはちょっと難し
い言葉ですけれども、一昔前は、女性は家を守り、子ども
を育て、家事をし、男性は外（社会）に出て仕事をし、給料
をもらい、生活を支え、だったと思いますが、今はそうい
う時代ではないですよね。この会場にもたくさん女性の
方がいらっしゃいますが、ほとんどの方が仕事を持たれて
るんじゃないでしょうか。男女という区別はない。子育て
に関してもなくしたほうがいいと思うんです。
　また、男性の方、サラリーマンの方もいらっしゃるかも
しれませんが、朝早く家を出て、夜遅く家に帰って、子ど
もと接する時間なんてとてもないという方もいらっしゃる
と思います。でもだからといって、子育てを母親に全部任
せてしまっている、そうせざるを得ないという場合ももち
ろんありますけれども、それでいいと思ったらだめだと思
います。だめというか、損してると思います。
子どもは世の中の未来そのものなので、一番大事にしな
きゃいけない。そういうことを頭に置きながら子どもと接
していくというのが、僕はすごく大事なことだと思います。
　ではまた月曜日の朝にテレビでお目にかかりましょう。
ありがとうございました。

パパはお天気キャスター
～子育て・家事 できることから考えよう～

●講師／正木　明さん（気象予報士・防災士）

2017年 枚方市男女共同参画週間事業

※2017年6月17日に開催した講演会の内容から抜粋して紹介
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【男性も子育てを楽しみましょう】
　自分の子どもを育てていくというのは、とても充実して
いて楽しいです。未熟なものがどんどん未熟じゃなくなっ
ていき、あるとき、親を超えるようなことをしだし、こんな
すばらしいことはないと思います。ある程度大きくなると
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楽しいんですよ。僕は。
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をもらい、生活を支え、だったと思いますが、今はそうい
う時代ではないですよね。この会場にもたくさん女性の
方がいらっしゃいますが、ほとんどの方が仕事を持たれて
るんじゃないでしょうか。男女という区別はない。子育て
に関してもなくしたほうがいいと思うんです。
　また、男性の方、サラリーマンの方もいらっしゃるかも
しれませんが、朝早く家を出て、夜遅く家に帰って、子ど
もと接する時間なんてとてもないという方もいらっしゃる
と思います。でもだからといって、子育てを母親に全部任
せてしまっている、そうせざるを得ないという場合ももち
ろんありますけれども、それでいいと思ったらだめだと思
います。だめというか、損してると思います。
子どもは世の中の未来そのものなので、一番大事にしな
きゃいけない。そういうことを頭に置きながら子どもと接
していくというのが、僕はすごく大事なことだと思います。
　ではまた月曜日の朝にテレビでお目にかかりましょう。
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（文責：枚方市人権政策室）
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こころとからだを大切にするために
～親子で語ろう　からだや性のこと～

徳永　桂子（性教育ファシリテーター・CAPスペシャリスト）

■子どもの身近にある性被害
　「赤ちゃんはどっから生まれてきたの？」と子どもから
聞かれて困ったことはありませんか？この問いかけは、
はっきりと意識されていない場合もありますが、自分
の命のルーツを知りたいと思ってのことが多いのです。
だから、親がしっかりと応えることで、子どもは自分の
命のつながりを知り安心し、自分の存在に自信を持つ
機会になります。しかし、命や性のことは大切と分かっ
ているけれど、どのようにいつから話したら良いか、戸
惑っている方が多いと思います。ほとんどのおとなは、
子どものころに自分がきちんと教えてもらったことが
無いので、これは当然のことです。性をタブー視する
社会の中で性教育は「寝た子を起こす」とないがしろに
されてきました。それは今も同じですが、大きく変わっ
てきたのがインターネットを中心とする情報環境です。
子どもがタブレットでアニメを見て楽しそうにしている
と思っていたら、画面がアダルト映像になっていてギョ
ッとしたことはありませんか？小学校に授業に行くと、
「調べ学習をしているとエロ画像が出てくるから気持ち
悪い」と子どもたちからよく聞きます。他にも、ドラマ
の性描写、子ども向けコミックの性描写、子ども向け
雑誌のセックス関連記事などで不適切な性情報に簡単
に触れてしまう現状があります。その中で、子ども達
が本当に必要な知識を身に付けていないことは危険で
す。SNSなどで性犯罪に巻き込まれる子どもたちは、
男の子も含めて年々増加しています。
　ただ、子どもが性被害にあうのは、多くの場合、日常
的な場面です。性加害者は知らない人というイメージ
がありますが、子どもの年齢が低いほど、加害者は子
どもの知っている人である割合が増えます。例えば、
コーチや地域の指導者、近所のおとなや上級生、残念
ながら家族や学校の先生であることもあります。日本
では公的な機関による子どもの性被害の全体的な調査
はありませんが、アメリカの調査では、子どもの年齢が
低いほど加害者は子どもの知っている人の割合が増え、
12歳以下の子どもでは96％に達するという結果も出
ています＊1。GPS関連グッズなどハード面の安全対策
やSNSで知り合った人と会ってはいけないと言うだけ
では子どもを守りきれないのです。

とは、子どもの成長に応じた性教育を保障していくだ
けではなく、学び損ねているおとなにとっても自らの性
の健康を確保する機会となります。
　思春期に入ると子どもは情報化社会の影響をより受
けやすくなります。ファッションや美容・ダイエット商
品など子どもを消費者として巻き込もうとする動きや
恋愛至上主義がおとなの巧妙な誘いへの敷居を低くし
ています。さらにHIV＊2も含む新しい病原体も増え、
性感染症＊3は10代の間でも拡がっています。こういっ
た社会的背景を考慮にいれた性教育が必要とされてい
ますが、思春期の子どもへの性教育は「子どもを産む
ためのもの」に留まっていることが多いのが現状です。
国連は性教育に関する世界の大規模な68もの調査を
まとめて「効果的なプログラムは最初の性交を遅らせ、
性的に活発な若者をHIVを含む性感染症や予期せぬ妊
娠から守るのに役立っている。性の健康に関する教育
は、性行動がはじまる前に開始すると最も効果があが
る。」と1997年に結論を出しました。最近では、2009
年に国連の教育機関であるユネスコなどの国際機関と

■性被害から子どもを守るために
　私の恩師であるカナダの看護師メグ・ヒックリング
さんは、加害者へのインタビュー調査から「いやと言わ
ず、孤立していて、性の知識がない」子どもが狙われや
すいことを導きだしています。ここから、子どもを性被
害から守る方法（＝安全）が導かれます。「いやと言って
もよいと教える、何でもおとなに相談しようと教える、
性の知識を教える」ことをすればよいのです。知ってい
る人であるが故に、「イヤ」という抵抗は効果があります。
大阪府警察本部が子どもを狙った加害者に調査を行っ
たところ、「子どもが抵抗したら加害を思いとどまる」と
9割の人が答えたそうです。さらに性の知識のある子は、
その知識を使って危険を察知しますし、遭った被害を
おとなに説明する言葉を知っていますし、それが孤立
も防ぎます。
　幼少期の性被害予防の必要性ゆえに、私は「3歳から
家庭を中心として性教育を始めましょう」と提案してい
ます。「赤ちゃんはどこから生まれてくるの？」に代表さ
れる素直な知的好奇心に応じて身体について正しく学
べる（＝科学）ことは、子どもの身体への興味を引き出し、
自分を大切にしようという気持ち（＝自尊感情）を育て
ます。自尊感情がしっかり育っている子どもは、あらゆ
る暴力被害に遭いにくく、適切な保健行動をとれること
（＝健康）が世界の調査からわかっています。つまり、
自分を本当に大切だと思える子どもは、自分をあらゆ
る被害から必死に守ろうとするし、十分な睡眠・適切
な食生活や運動をするなど健康につながる行動を自ら
すすんでできるようになるのです。
　枚方市では、夏休みに親子ワークショップを開いて
いただきました。「親子で」が大切なのは、子どもにか
らだや性のことは家庭で話しても良いのだというメッセ
ージを送ることができるからです。これは、万が一性
被害に遭ってもおとなに話すことで、心に受けた傷を
癒すことができるという点で、大きな意味があります。
もちろん家庭で絵本などを読むことから始めても良い
でしょう。また、参加された保護者の方は、明るく素直
に性の話を受け止める子どもたちを見て驚き、タブー
視しているのはおとな側の問題なのだと気付かれまし
た。おとなが子どもの為にと性の科学を学び続けるこ

性教育専門家が、包括的なセクシュアリティ教育＊4を進
める上での基本課題と実践のポイントをまとめた「国際
セクシュアリティ教育ガイダンス」を世界に発信し、日
本では2017年にようやく翻訳され出版されました。こ
こでは、性教育とは性道徳を教える教育ではなく、正
確な情報、科学的知識にもとづき、それによってリスク
の少ない性行動を自己決定する力を獲得していくこと
をめざすものである、と述べています。また、これまで
に世界中で行われてきた調査結果を精査し、いわゆる
「寝た子を起こす」という議論に「そのような結果はなか
った」と断言しています。さらに、5歳から発達段階に
あわせて、具体的に学習目標と実践をする上で重要と
なる考え方をまとめています。

■問われている「おとな」
　日本では最近、性について子どもに教えるのを遅く
しよう、教えるのをやめよう、という動きが大きくなっ
ています。しかし、子どもたちが性的に自立しないまま、
自分を受け入れてくれる誰かに寄り添いたいと思うと
ころに性行動の危うさが生まれているのです。この状
況を無免許暴走運転と表現した人がいて、ぴったりだ
と思いました。交通安全について、私たちは幼いうち
から繰り返し教えます。知識をしっかり身につけて安全
に行動できるようになってから一人で外歩きさせます。
性教育もこれと同じです。性行動が始まる前に繰り返
し教えてこそ、安心して子どもを一人歩きさせられる
のです。国際セクシュアリティ教育ガイダンスの「はじ
めに」では、「多くの社会では、態度や法がセクシュアリ
ティや性的行動について公的に議論することを抑圧し
ているが、現状に子どもを放置するのか、包括的なセ
クシュアリティ教育に挑戦するのか」と問いかけていま
す。今こそ家庭と学校・地域が連携して、性教育をす
すめていく必要があります。性も含めて子どもにきち
んと向き合えるかどうか、おとなが問われているように
思います。
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■子どもの身近にある性被害
　「赤ちゃんはどっから生まれてきたの？」と子どもから
聞かれて困ったことはありませんか？この問いかけは、
はっきりと意識されていない場合もありますが、自分
の命のルーツを知りたいと思ってのことが多いのです。
だから、親がしっかりと応えることで、子どもは自分の
命のつながりを知り安心し、自分の存在に自信を持つ
機会になります。しかし、命や性のことは大切と分かっ
ているけれど、どのようにいつから話したら良いか、戸
惑っている方が多いと思います。ほとんどのおとなは、
子どものころに自分がきちんと教えてもらったことが
無いので、これは当然のことです。性をタブー視する
社会の中で性教育は「寝た子を起こす」とないがしろに
されてきました。それは今も同じですが、大きく変わっ
てきたのがインターネットを中心とする情報環境です。
子どもがタブレットでアニメを見て楽しそうにしている
と思っていたら、画面がアダルト映像になっていてギョ
ッとしたことはありませんか？小学校に授業に行くと、
「調べ学習をしているとエロ画像が出てくるから気持ち
悪い」と子どもたちからよく聞きます。他にも、ドラマ
の性描写、子ども向けコミックの性描写、子ども向け
雑誌のセックス関連記事などで不適切な性情報に簡単
に触れてしまう現状があります。その中で、子ども達
が本当に必要な知識を身に付けていないことは危険で
す。SNSなどで性犯罪に巻き込まれる子どもたちは、
男の子も含めて年々増加しています。
　ただ、子どもが性被害にあうのは、多くの場合、日常
的な場面です。性加害者は知らない人というイメージ
がありますが、子どもの年齢が低いほど、加害者は子
どもの知っている人である割合が増えます。例えば、
コーチや地域の指導者、近所のおとなや上級生、残念
ながら家族や学校の先生であることもあります。日本
では公的な機関による子どもの性被害の全体的な調査
はありませんが、アメリカの調査では、子どもの年齢が
低いほど加害者は子どもの知っている人の割合が増え、
12歳以下の子どもでは96％に達するという結果も出
ています＊1。GPS関連グッズなどハード面の安全対策
やSNSで知り合った人と会ってはいけないと言うだけ
では子どもを守りきれないのです。

とは、子どもの成長に応じた性教育を保障していくだ
けではなく、学び損ねているおとなにとっても自らの性
の健康を確保する機会となります。
　思春期に入ると子どもは情報化社会の影響をより受
けやすくなります。ファッションや美容・ダイエット商
品など子どもを消費者として巻き込もうとする動きや
恋愛至上主義がおとなの巧妙な誘いへの敷居を低くし
ています。さらにHIV＊2も含む新しい病原体も増え、
性感染症＊3は10代の間でも拡がっています。こういっ
た社会的背景を考慮にいれた性教育が必要とされてい
ますが、思春期の子どもへの性教育は「子どもを産む
ためのもの」に留まっていることが多いのが現状です。
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まとめて「効果的なプログラムは最初の性交を遅らせ、
性的に活発な若者をHIVを含む性感染症や予期せぬ妊
娠から守るのに役立っている。性の健康に関する教育
は、性行動がはじまる前に開始すると最も効果があが
る。」と1997年に結論を出しました。最近では、2009
年に国連の教育機関であるユネスコなどの国際機関と

■性被害から子どもを守るために
　私の恩師であるカナダの看護師メグ・ヒックリング
さんは、加害者へのインタビュー調査から「いやと言わ
ず、孤立していて、性の知識がない」子どもが狙われや
すいことを導きだしています。ここから、子どもを性被
害から守る方法（＝安全）が導かれます。「いやと言って
もよいと教える、何でもおとなに相談しようと教える、
性の知識を教える」ことをすればよいのです。知ってい
る人であるが故に、「イヤ」という抵抗は効果があります。
大阪府警察本部が子どもを狙った加害者に調査を行っ
たところ、「子どもが抵抗したら加害を思いとどまる」と
9割の人が答えたそうです。さらに性の知識のある子は、
その知識を使って危険を察知しますし、遭った被害を
おとなに説明する言葉を知っていますし、それが孤立
も防ぎます。
　幼少期の性被害予防の必要性ゆえに、私は「3歳から
家庭を中心として性教育を始めましょう」と提案してい
ます。「赤ちゃんはどこから生まれてくるの？」に代表さ
れる素直な知的好奇心に応じて身体について正しく学
べる（＝科学）ことは、子どもの身体への興味を引き出し、
自分を大切にしようという気持ち（＝自尊感情）を育て
ます。自尊感情がしっかり育っている子どもは、あらゆ
る暴力被害に遭いにくく、適切な保健行動をとれること
（＝健康）が世界の調査からわかっています。つまり、
自分を本当に大切だと思える子どもは、自分をあらゆ
る被害から必死に守ろうとするし、十分な睡眠・適切
な食生活や運動をするなど健康につながる行動を自ら
すすんでできるようになるのです。
　枚方市では、夏休みに親子ワークショップを開いて
いただきました。「親子で」が大切なのは、子どもにか
らだや性のことは家庭で話しても良いのだというメッセ
ージを送ることができるからです。これは、万が一性
被害に遭ってもおとなに話すことで、心に受けた傷を
癒すことができるという点で、大きな意味があります。
もちろん家庭で絵本などを読むことから始めても良い
でしょう。また、参加された保護者の方は、明るく素直
に性の話を受け止める子どもたちを見て驚き、タブー
視しているのはおとな側の問題なのだと気付かれまし
た。おとなが子どもの為にと性の科学を学び続けるこ

性教育専門家が、包括的なセクシュアリティ教育＊4を進
める上での基本課題と実践のポイントをまとめた「国際
セクシュアリティ教育ガイダンス」を世界に発信し、日
本では2017年にようやく翻訳され出版されました。こ
こでは、性教育とは性道徳を教える教育ではなく、正
確な情報、科学的知識にもとづき、それによってリスク
の少ない性行動を自己決定する力を獲得していくこと
をめざすものである、と述べています。また、これまで
に世界中で行われてきた調査結果を精査し、いわゆる
「寝た子を起こす」という議論に「そのような結果はなか
った」と断言しています。さらに、5歳から発達段階に
あわせて、具体的に学習目標と実践をする上で重要と
なる考え方をまとめています。

■問われている「おとな」
　日本では最近、性について子どもに教えるのを遅く
しよう、教えるのをやめよう、という動きが大きくなっ
ています。しかし、子どもたちが性的に自立しないまま、
自分を受け入れてくれる誰かに寄り添いたいと思うと
ころに性行動の危うさが生まれているのです。この状
況を無免許暴走運転と表現した人がいて、ぴったりだ
と思いました。交通安全について、私たちは幼いうち
から繰り返し教えます。知識をしっかり身につけて安全
に行動できるようになってから一人で外歩きさせます。
性教育もこれと同じです。性行動が始まる前に繰り返
し教えてこそ、安心して子どもを一人歩きさせられる
のです。国際セクシュアリティ教育ガイダンスの「はじ
めに」では、「多くの社会では、態度や法がセクシュアリ
ティや性的行動について公的に議論することを抑圧し
ているが、現状に子どもを放置するのか、包括的なセ
クシュアリティ教育に挑戦するのか」と問いかけていま
す。今こそ家庭と学校・地域が連携して、性教育をす
すめていく必要があります。性も含めて子どもにきち
んと向き合えるかどうか、おとなが問われているように
思います。

＊1 the National Center Abuse and Neglect 1996　報告　　＊2 エイズのウィルス　　＊3 性行為で感染する病気のこと
＊4 科学的に正確であり、実際的で客観的な情報を提供することによって、年齢に応じて、文化に関連させて性や関係性について教えること

●「からだノート～中学生の相談箱」（単著）　大月書店　
●「LGBTなんでも聞いてみよう～中高生が知りたいホントのところ」（共著）〈子どもの未来社〉
●「あっ！そうなんだ！ 性と生」編著／浅井春夫他　絵／勝部真規子〈エイデル研究所〉　
●「イラスト版発達に遅れのある子どもと学ぶ性のはなし」編著／伊藤修毅〈合同出版〉　
●マンガ「知ってる？女の子のからだ」「知ってる？おちんちんのフシギ」手丸かのこ、金子由美子〈子どもの未来社〉
●マンガ「すとーりぁ vol.1 ～ 3」HIVと人権・情報センター〈解放出版〉

参考図書
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　「良好な夫婦関係」ってなんでしょう？いつも楽しそうで
笑顔で、お互いを思いやって。イメージとしてはそんな
感じでしょうか。「幸せになります！」と言って結婚したけれ
ど、生活を共にしていくうちに、一緒に居るのがしんどい、
顔を見るのもイヤ、お互いの言動にビクビクしてしまう。
そんなご夫婦も残念ながら存在しています。では、夫婦
関係が良好でないと、どうなるでしょう？怒りっぽくなる。
イライラしやすくなる。情緒不安定になる。やる気がなく
なる。食欲が落ちる。食欲が増す（あちゃ！）。動悸が激し
くなる。頭痛、腹痛、発熱などの体調不良。感情が出に
くくなる（嬉しい、楽しいも感じにくくなる）。など、心と体
の健康を保つことが難しくなりますし、生活の様々な場面
で支障をきたしてしまいますね。夫婦間のDV（ドメスティ
ックバイオレンス）で苦しんでいる方もいます。DVは、殴る、
蹴るという身体的暴力だけではありません。DVの本質は、
力と支配です。あらゆる「力」を使って従わせる「支配」です。

◆身体的暴力…殴る、蹴る、引きずりまわす、物を投げつ
けるなど
◆心理的暴力…大声で怒鳴る、罵る、脅す、無視するなど
◆性的暴力…性行為を強要する、避妊に協力しないなど
◆経済的暴力…生活費を渡さない、働かせない、借金を
する・させる、無理やり働かせるなど
◆社会的暴力…行動の制限、友人に会わせない、親との
関係を断つ、監視するなど

　上記に少しでも当てはまるようなら、できるだけ早く行
政や専門の機関に相談してくださいね。

　ここでは、そこまで深刻ではないけれど、なんだか夫婦
関係がギクシャクしてしんどいな、なんとかしたいけど、何
からはじめていいのかわからないといった方、今すぐ取り
入れられる、コミュニケーションのコツをいくつかお伝えし
ますね。居心地の良い環境を「自分で」作ってみましょう！

良好な夫婦関係って？

　「いつも楽しく笑顔な夫婦」って、実はあり得ません。ど
んな夫婦にも、生きている限り、病気や事故、事件に巻き
込まれたり、失敗や誤算を避けて通ることはできません。

辛くて苦しいときこそ、いざ！というときに、お互いの存在
に感謝しつつ、共に泣きながらでも支えあえる夫婦（家族）
を目指しましょう。

気づく▶変えられる

①用意するもの。
●ミーティングノート（記録に残す）　筆記用具
●好きな飲み物や、おやつ等
●リラックスできる音楽などがあれば小さめに流す。

②ルールの確認（ココ大切！）→否定、批判、お説教、ダメ
だしは、一切しません。

③議題決め。（例：●楽しい家にするためには？　●スマホ、
パソコンの使用について　●休日の過ごし方…など）

④それぞれが、「どうやったらイイと思う？」「どう考えたら
イイと思う？」という前向きな意見を自由に出す。

⑤「いいね！」と思う意見をそれぞれがピックアップ。（ここ
でも、「これは○○だから無理」などの意見は出さない。
「これやってみよう！」に限定）

⑥意見のまとめ。まとまらないときは、全員が良い意味で、
「妥協」できるように。妥協ができないようなら、一つの
案を一度試してみる。

⑦コミュニケーションに関する
ことや生活に関する決めた
ことは、家族が見える場所に
貼って、実行。

⑧実行する中で、不具合が起
きてきた場合は、誰からでも
「ファミリーミーティング」開催希望を出す。次のミーテ
ィングでも「ほらやっぱりダメだったじゃない」はNG～。
どこまでも「進化・成長・向上」することを「意識」して
いく。

やってみよう！ 家族力（家族の絆）をUPさせるファミリーミーティング
■それぞれが「家族の一員」として、安心・安全・自由を尊重するためミーティング。

夫婦関係を
見つめ直す

柳谷　和美
（おやこひろば桜梅桃李代表・心理カウンセラー）
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◆夫婦が、お互いの存在に感謝、尊敬を伝えあう。子ど
もたちはそれを真似します。（良い例）「ただいま」「お
かえり！（事故や事件に遭わずに）無事に帰ってきてくれ
てありがとう」

◆家族内に「勝ち負け」は不要。（勝ち負けにこだわる悪
い例）家事が当たり前と思われていて感謝もない。だ
から私も「ありがとう」なんか絶対言わない！負けたくな
い！⇒まずは自分から「ありがとう」を伝えてみよう。

◆心地よいスキンシップ。頭や背中をナデナデ・背中を
トントン・背中をさする・ハンドマッサージ・肩モミなど。
優しく撫でる程度のマッサージは心もほっこり。

◆コミュニケーション（伝え方）を工夫しよう！〈例1〉語尾に
「ニャン」をつけてみる。〈例2〉ゆっくり伝える。〈例3〉
目が合ったら変顔（または笑顔）。〈例4〉外国人風に伝
える。〈例5〉抑揚をおおげさに付けてみる。など、ファ
ミリーミーティングで出し合って、楽しく実行してみよう！

◆肯定語で伝えよう。〈例1〉「テレビの音うるさい！」⇒「テ
レビの音、もう少し小さめにしてほしいな～」〈例2〉「ス
マホばっかり見るなよ！」⇒「スマホあと30分で終わらせ
て、マッサージさせてほしいな～」

◆家事などの用事は「具体的に」伝える。お願いを受け入
れてもらったら、ねぎらったり、感謝の言葉を伝える。
〈例〉「家事手伝ってくれへんから、ゆっくりできん！」⇒
「私が台所の片付けしてる間、掃除機かけてもらいたい
な～早く終わらせて一緒にくつろぎたいな～」

◆健全な「怒り」もある。尊重されない扱いを受ければ、
怒りを感じることは健全。ただし、「怒り」の出し方が問題。
暴言や暴力で直接訴えるのは、家族の雰囲気が悪くな
って、結果的に自分も不快になってしまいます。瞬間の
怒りは、ダッシュで走るように腕を振って「イ～ッ！！（声は
出さなくてもOK）」と約7秒身体から発散して、ちゃん
と出す。からの～深呼吸～。慣れてくると、怒りが出そ
うだな～ということに気づけるようになります。

◆イライラしたら、タイムアウトもあり。（その場から一旦
逃げるもアリ！）

◆寝る前に、気持ちリセット！「○○（パートナーの名前）生
まれてきてくれてありがとう。大好き」（できればハグ。
難しかったら握手でもOK）

◆「褒めあうワーク」をやってみよう。家族全員で褒めあう。
褒められたら、「ありがとう」と言って、気持ちを頂く。
（例）夫「君の作るごはんは美味しいよ」妻「ありがとう」
妻「笑顔がステキよ」夫「ありがとう」

◆生きるために必要な家事（調理・買い物・片づけ〈掃
除〉・洗濯）は夫妻、外で仕事をしているしていないに
関わらず、心地よく、楽しくできるように、『家事＝楽し
い』のセットにできるように、楽しくできる工夫をしよう。
〈例1〉「台所片づけてスッキリしよう！」⇒作業後「わ～！キ
レイになった！気持ちいいね～！」と言う。〈例2〉洗濯を
干したり畳んだりするとき、大好きな歌を歌いながら作
業してみる。

夫婦（家族）は「チーム」　チームワークの良い家族になるコツ

　「考え方」を変えて「気持ちや行動」を変えようとすると、
なぜか怒りや悔しさが溢れてきて、変えられない場合が
あります。この怒りや悔しさは、幼いころ好ましくないコ
ミュニケーション環境で育って、傷ついた自分の悲しみや
恐れ、見捨てられ不安を、泣いて訴えて慰めてもらえるこ
とができずに怒りの「仮面」をかぶって出てきているのか
もしれません。小さな子どもが言葉を少しずつ覚えてい
くように、良くも悪くも慣れ親しんだコミュニケーション方
法は、すぐに変えることはできません。ですが、怒りや悔

しさに気づいて、「本当は優しくしてもらいたかったね。ツ
ライって言いたかったね」と、恐れや悲しみなどのネガティ
ブな感情を認めて、慰めてあげてみてください。自分で
やるのが難しい場合は、カウンセリングや相談機関を利
用することも良いと思います。この誌面上だけでは、ニュ
アンスが上手くお伝えできず、もどかしいのですが、一人
が変われば、環境も変わります。ぜひ良好なコミュニケ
ーションのコツを諦めずにコツコツと一つでもチャレンジ
してみてくださいね。

考え方を変えると結果が変わる

●テレビ終了後、会話タイ
ムを過ごせる

●自分が満たされる
●同じ話題で盛り上がる
●睡眠不足解消
●安心安全に過ごせる

●テレビ終わるのを待つ
●他の用事や、自分がし
たいことをする

●一緒にテレビを観る
●寝る

●冷静
●安心・感謝
●幸福
●リラックス
●親近感
●愛情

●集中してるんだな
●楽しんでるんやね～
●カワエエな～
●リラックスしてるんやね
●テレビ終わったら話そう
ま、いっか(*^^*)

出来事
テレビを見ている夫に話し
かけたけど応えない

●夫キレる
●DV
●物壊れる
●険悪な空気
●最悪、傷害事件
●外食＝無駄遣い

●声を荒げる
●物に当たる
●冷たく当たる
●テレビ消す
●叩く
●弁当作らない

●怒り　●不満
●嫌悪・憎悪
●恨み（忌み）
●寂しい　●殺意
●虚しさ
●軽蔑・あきらめ

●わざと無視？
●私大事にされてない
●私ばっかり大変
●私もテレビみたいのに
●もう、捨ててやる！
●私も無視してやる！

考え 気持ち 行動 結果

ネガティブな
考え方

ポジティブな
考え方
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　「男女共同参画」に関わるすべての市民で作り上げる年に一度のお祭り
であるウィル・フェスタ2017。今年も市民参加イベントの「ウィルdeイン
ストラクター」や「ウィルdeオーナー」、起業を目指す市民によるワンテーブ
ルショップなどを実施し、日頃から熱心に取り組まれている活動を報告い
ただいたり、女性に対する暴力をなくす運動週間にあわせた映画の上映会
など、盛りだくさんの内容で開催いたしました。
　メインイベントには本市出身の漫才師で「枚方市ＰＲ大使」でもあるハイ
ヒール・リンゴさんを招いてのトークライブを開催。前半は男女共同参画
の視点でご自身の経験談やお考えなどを語っていただき、後半は伏見隆枚
方市長と市民代表としてウィル・フェスタ2017実行委員会役員も登壇してのパネルディスカッションを行いました。リンゴさんの
鋭いツッコミが飛び出すなど、会場全体で楽しみながら「男女共同参画」について考える機会となりました。

ハイヒール・リンゴ トークライブハイヒール・リンゴ トークライブ
2017年11月18日（土）

●司　会 　今日のイベントは「男女共同参画」がテーマですが、「男女共同参画」という言葉、リンゴさんはどんなイメージをお
持ちですか？

●ハイヒール・
　リンゴ
（以下、「リンゴ」）

　言い方がかたいですよね、「男女共同参画」。結局、社会のあらゆる場面で男も女もその権利があり、そのかわり背
負う義務も男も女も一緒です、という話ですよね。もう少し言葉のイメージがやわらかくなったらいいのにと思います。

●司　会 　今、たくさんの女性芸人がおられますけど、リンゴさんが芸人さんになられた頃と今との違いはありますか？

●リンゴ 　今とは全然違いました。まず、楽屋が男女一緒だったんですよ。だから、着替えるときもバスタオルを手作りで改
良したものを身体に巻いて着替えてました。楽屋のトイレも男女兼用で1箇所しかなかったし、そこは先輩方が使うん
で、新人の時は平日のお客さんが少ない時間帯に客席のトイレを使ったりしていました。今では考えられない話です。
それがだんだん「4時ですよーだ」っていうダウンタウンの番組ぐらいからでしょうか、スタイリストさんメイクさんをつ
けてもらえるようになりましたね。

●司　会 　それはハイヒールさんの活躍もかなり大きかったんじゃないですか。

●リンゴ 　私が思うに時代の流れだと思います。戦後の食べていくことが必死やった時代から右肩上がりの高度経済成長の
時代を経て、ちょっと落ちついたときに、女とは、男とは、という文化的なことに目が行き始めたタイミングだったの
かなと。

●司　会 　そんな女性芸人が少ない時代に、なぜ、女性芸人になろうと思われたんですか。

●リンゴ 　もともとお笑いしようと思ってなかったんです。本当はラジオのしゃべり手になりたくてそういう専門の学校を探し
てるときに、「来たれ！NSC1期生！」っていう看板を見かけたんです。吉本が作ったお笑いの学校ですけど、その中に
ＤＪコースがあったんで、これやと思って受けたら合格しました。でも、いざ入ったらお金も払ってたのに、ＤＪコースが
なくなってたんです。仕方ないので、漫才コースを選んだんですけど、最初に組んだ相方とは年が離れていたのでう
まくいかなかった。もう諦めておしゃべり専門の学校に入り直そうかなと思ってたときに、吉本の社員さんにモモコを
紹介されて今まで続いています。

女性芸人を取り巻く環境の変化

●司　会 　リンゴさんは芸人さんでありながら、今や情報番組の司会者としての地位も確固たるものです。最近は不倫のお
話も多いですが、リンゴさんの司会って女性の意見を代弁してくれてるなって感じるんです。

　この前、不倫された奥さんの気持ちに感情移入し過ぎてネットユーザーに怒られてしまいました。でも、番組等で
私に何が求められているのかといえば、まず女性であることだと思います。女性の立場の気持ちを代弁すること。そ
れはいつも心がけています。

●リンゴ

女性芸人として
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●司　会 　今年、吉本新喜劇で女性初の座長、酒井藍ちゃんが誕生しましたが、これにはどういう感想をお持ちですか。

●リンゴ 　藍ちゃんは、包容力もあるし、なにより誰からも愛されるキャラ。藍ちゃんの次もまた女座長が出るように頑張って
欲しいと思います。

●司　会 　最後に、ハイヒールとして、リンゴさんとして10年後、20年後どうなっていたいと思われますか。

●リンゴ 　10年後もこういうイベントで皆さんとお話ができたらいいなと思います。

●伏見市長 　枚方市にお住まいの方は気づいておられないかもしれませんが、歴史も豊かですし、市民活動が盛んで人が活き
活きしてる。私はこれがこのまちの魅力だと思います。今まさにリンゴさんにもＰＲ大使としてご協力いただいており
ますが、こうした魅力をもっと広く発信して、市民の方には「住んでよかった」、そうでない方にも「住みたい」と思って
いただけるよう取り組んでいるところです。

　枚方って「なぎさの会」というすごい落語会があったり、フィルハーモニー、コーラス団体もたくさんある。宣伝が
下手やからなかなか表には出てきませんが、市民活動、文化活動といった分野はこのまちの魅力だと思います。

●リンゴ 　これからの時代はSNSを活用してそのようなまちの魅力を発信していくべきじゃないですかね。私の母親は昭和8
年生まれで今も枚方に住んでますけど、家族間のやりとりはＬＩＮＥを使っています。高齢になってくると新たなことを
覚えることって面倒だとは思うんですけど、そこをボケ防止も兼ねつつ、新しいものにチャレンジしてもらうこともこれ
からの社会には必要なのかなと思います。

●伏見市長

●副実行委員長

　また、市の魅力を高める取り組みのひとつに子育て世代に向けた取り組みがございます。近年、待機児童の問題
が全国的に取りざたされていますが、枚方市では1年を通して希望する保育所に入れることを目標に保育所の児童の
受け入れ枠を増やすなどしています。

●パネルディスカッション／テーマ「魅力あるまちづくり」

●伏見市長 　最近、「女性活躍」という言葉を報道等でも耳にする機会が増えており
ますが、大きな課題としては、家事や子育て、介護の分野で、男性よりも
女性の方が時間を費やしてるという現状が挙げられると思います。

　ちなみに市長は家事って、どれぐらいされるんですか？

●伏見市長 　ええとですね…。

●リンゴ

●リンゴ

　そんなん台本に書いてへん、書いてへん。（笑）

●副実行委員長 　介護の話ですと、父の具合が悪くなったのがまだケアマネジャーという
言葉自体も世の中にあんまり普及してない頃でしたが、それまで自分一人
で受け持っていたことをケアマネさんに助けていただけたおかげでなんと
か父を見送ることができました。今も母は施設にいるんですが、介護と子育てに忙殺される日々を送りながら私がこ
こまで元気でこれたのは、私がＳＯＳを発信したときに助けてくれる存在、ケアマネジャーさんや市の職員さん、友達
や人形劇、そして夫や家族という存在がいてくれたからだと思いますし、そういう環境に恵まれた私はラッキーでした。

　私が同居する夫の両親を介護していたのはまだ介護保険制度ができる前でケアマネージャーさんもいない時代で
した。住んでいた地域は農家が多く、古くからの風潮が残っていたんで、一緒に住んでいる者が面倒を見る、必然的
にその家の嫁が全てを担うということが当たり前でした。ＰＴＡの活動に関わったことから私の市民活動は始まるんです
が、そこで同年代の人と自分の気持ちを語れる場ができたんです。あれがなかったら今の私はなかったと思います。

●リンゴ 　友人の話ですが、介護されている人が紙パンツをはいてくれないので、困ったそうです。履き心地の問題もあるの
でしょうか。紙パンツなら介護する側は少しは楽ですよね。こういうことも男女問わず、みんなで介護する側を経験し
たら、自分がされる側になったときの意識も変わるんじゃないかと思います。

●伏見市長

●実行委員長

　女性活躍というと、女性が社会に出られるようにというイメージが先行しがちですが、そのためには仕事と生活の
バランス、いわゆるワーク・ライフ・バランスを見直すことが必要です。男性も家事や介護に積極的に参加すること
ができる社会の仕組みづくりをこれから進めていかないといけません。

●リンゴ 　今日は男性の方もたくさん来ていただいてますが、「男女共同参画」ですし、女性だけでなく男性にも家事や介護に
積極的に参加していただけたら、お互いにもっと気持ちよく生活できると思います。一緒に頑張りましょう！
　今日は本当にありがとうございました！

●パネルディスカッション／テーマ「女性が活躍できる社会」
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　男女共生フロア・ウィルでは、昨年に引き続き女性のための起業
セミナーとワークショップの講座を開催しました。講座では、自分の
得意なことや好きなことを仕事にする「起業」を身近に感じてもらい、
その思いを形にして発揮できるよう具体的に出店に向けて講師から
いろいろなアドバイスを受けました。
　ウィル・フェスタ当日には、ワークショップの受講者など7グループ
9店舗がワンテーブルショップを出店、多くの参加者が来場され賑やかで終始楽しい雰囲気の中で貴重な時間を体験しました。

ワンテーブルショップ

フェイシャルリンパドレナー
ジュの2コース共にご利用が
ありました。配置とソファの
おかげで半個室の空間にな
り、ささやかながらゆったり
としていただけたと思います。
初出店でしたが、可能性がひ
ろがりました。ありがとうご
ざいました。

フェイシャルリンパドレナージュ
久しぶりに各メンバー
さん達にお逢い出来て
とてもうれしく、がんば
ろうとワクワクしました。
ミシンの故障もあり落
ちこみましたが、昨年
買いましたという人た
ちも来て下さって元気
が出ました。

手袋・ソックス・バッグ

味Ｙ屋（陶芸作品） 絵本作家のハンドリーディング

今回は紫微斗数鑑定で出
店させて頂きました。お
客様が自分自身の本質を
知り、より自分自身に自信
を持って、笑顔がひろがっ
ていかれる姿を拝見でき
るのはうれしいです。感謝。
今年も楽しく参加させて
頂きました。

紫微斗数・観音力 カードセッション
昨年に引き続き、ワンコ
インでサイコロを振り、
アクセサリー選びを楽し
んでいただきました。昨
年と比べて一割増のお客
様にお越しいただけてよ
かったです。菊芋の販売

も食べ方を聞かれることが多く、菊芋の説明書を作成していたの
が役立ちました。「安い！」と沢山買われた人もおられました。

ハッピー！アクセサリー！＆菊いも屋さん

絵美工房 ふしぎ体験染め体験

昨年に引き続き作品を出展させて
頂きました。自分の作品を知って
頂く喜びと、そこで出逢うお客様や
仲間との貴重な時間の中で、思い
がけないアイデア、アドバイスを頂
け、次へのパワーが沸いてきました。
起業体験を通してたくさんの方と
つながっている事がとても楽しい、
より貴重なものとなりました。

手相観で、お客さんの表
情が徐々に緩み、笑顔で
帰られる。最高の喜びの
時間を有難うございまし
た。1人でイベントをき
り盛りするには？という今
回の課題。参加させて
頂き、見えてきたので今
後に生かしていきます。

目標の百名に名刺を！は達成
できませんでしたが、予想以
上に多くの人とお話できてと
ても良い刺激をもらいました。
体験コーナーもより人に楽し
んでもらえるような企画を考
えねばと決意を新たにしまし
た。またパワーアップして参
加できたら幸いです。
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　今年も市民公募による講座や活動発表の場として開催しました。多彩な取り組みを多くの来場者に知っていただく機会となりました！

ウィル de インストラクター＆オーナー

インストラクター

枚方市出口に伝わる民話を題
材にした人形劇を初演しました。
毎回公演後にお客様からいた
だくアンケートが大きな力にな
り、今回の3作目を作ることが
できました。これからも枚方の
ステキを伝えていきたいです。

夕づる人形劇場 枚方の民話
「出口村の龍神さま」夕づるの会

インストラクター

演武会にご参加の皆様あり
がとうございました。当日
は参加者全員で楽しく気持
ちいい呼吸とともに肩の力
を抜いて身体を動かすこと
ができました。また機会が
あればご参加ください。

ゆっくりなが～く太極拳
楊式太極拳談遊会

男女共同参画活動ルーム LGBT（＝L（レズビアン）女性同性愛者、G（ゲ
イ）男性同性愛者、B（バイセクシュアル）同性も異性も恋愛対象である人、
T（トランスジェンダー）心の性と身体の性
に不一致を感じる人、の頭文字）やDV予
防プログラム、ワーク・ライフ・バラン
スに関する啓発パネルを展示しました。

インストラクター

障害を持ちながら懸命に
演じる役者さんに対しお
客様から暖かい声援を送
っていただいたり、絵本
の広場も大盛況だったり、
今後の活動に向けて大
変励みになりました。

人形劇と絵本の広場
図書館フレンズ・ひらかた＆人形劇団やなぎ

オーナー

開店するやいなやおにぎりが
完売。スタッフが急ぎ仕入れ
に走り、なんとかお客様の空
腹を満たすことができました。
憩いの場でくつろいでいただ
けたでしょうか?またの出会い
をお楽しみに。

夕づるカフェ
夕づるの会

オーナー

昨年に引き続いて2回目
の参加ですが、たくさん
の来場者の方々に人権
擁護委員の役割や活動
内容を知っていただける
大変有意義な機会となり
ました。

枚方地区人権擁護委員会

オーナー

毎回季節を感じられるものを
描いて、心のやすらぎを得て
います。ウィル・フェスタに参
加することで会員同士年々交
流も深まり、多くの人とのふれ
あいもあり、新しい発見も増え
てきました。

墨雅の会

オーナー

今年はとれぶ出版部で活動を
始めて10周年ということで、
これまでの作品を勢ぞろいさ
せました。出版部の作品を展
示する機会は、年に一度、こ
のフェスタだけなので参加で
きて良かったです。

LIP編集局＆とれぶ出版部

オーナー

エッセイの基本「起承転
結」を気の向くままにの
びのびと書きました。今
年の展示は10作品でし
たが、「うんうん」と頷き
ながら読んでいただいた
り「面白いねぇ」という感
想もいただきました。

エッセイサークル文文

オーナー

展示物を見てくださる方
や展示を前に熱心に話し
こむ方もおられ、CAPに
関心を持ってくださる方
がいることがわかりまし
た。来年もまた参加しよ
うという気持ちになりま
した。

しまもとCAP

オーナー

今年もウィル・フェスタに
参加できて大変ありがた
く思っています。今回は
昔行ったダイビングの際
に撮った海中写真をひっ
ぱり出して展示させてい
ただきました。ありがとう
ございました。

玉置 雅德

オーナー

五行歌（ごぎょうか：五行に
書く短い詩）の作品を展示し、
「この作品面白いね」など来
場者から感想をお聞きできま
した。年に一度、ウィル・フ
ェスタでの展示がメンバーの
励みになっています。

五行歌ひらかた歌会



《編集後記》
　本市に女性フロアがオープンしてから今年度で25周年の節目
にあたることを機に、今回は巻頭特集としてこれまでの歴史を時系
列に沿って大まかに振り返りましたが、改めて、男女共同参画社会
を目指したさまざまな取り組みを市民の皆さんと一緒に進めてき
たことを再認識することができました。今後も各種啓発講座や本
誌「モアメイム」などの発行を通じて、男女共同参画をより多くの方
により身近に感じていただけるよう取り組んでまいります。今後と
も男女共生フロア・ウィルをよろしくお願いいたします。

女性のための相談案内（祝日休み）
面接相談

●表紙・本文イラスト／タツトミカオ（絵本作家）

女性の様々な悩みを受け止め、自分自身の力で次へ
進めるように相談員がサポートします。
●要予約　1回50分
相談日／水曜日　午後1時～4時10分

木曜日　午後3時～7時40分
金曜日　午前10時～午後3時

電話相談　専用電話  072-843-7860
女性の様々な悩みを受け止め、自分自身の力で次へ
進めるように相談員がサポートします。
●予約不要　受付は終了時間の20分前まで
相談日／火曜日　午後3時～8時

水曜日　午後1時～5時
木曜日　午前10時～午後3時

法律相談
法律上の問題について、女性弁護士が相談に応じます。
●要予約　30分（年度につき1回限り）
相談日／第1土曜日・第2金曜日

午後1時20分～3時50分
第3木曜日　午後5時20分～7時50分
第4火曜日　午前10時20分～午後0時50分

《予約・お問い合わせ》
枚方市男女共生フロア・ウィル
（ひらかたサンプラザ3号館4階）

TEL 072-843-5636　FAX 072-843-5637
●平　日／午前9時～午後5時30分

（火・木曜午後8時まで）
●休所日／土（第1土曜除く）・日・祝日・

年末年始
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枚方市人権政策室男女共同参画担当
2017年度実施講座
実施日 講座

実施日 講座

5月18日（木） ウィル女性のためのマネー講座
今から始める、老後を豊かにするためのお金の話

6月17日（土）
枚方市男女共同参画週間事業　
パパはお天気キャスター
～子育て・家事　できることから考えよう～

6月30日（金） ウィル女性のための法律講座
離婚にまつわる、知っておきたい法律講座

7月26日（水） 私を知るための母娘講座
8月2日（水） 心とからだを大切にするための親子で学ぶ性のはなし

定例講座

7月1日（土） シングルマザーのお気軽サロン番外編
子どもと一緒に考える家計やりくり講座

9月2日（土） シングルマザーのお気軽サロン番外編
目指そう再就職～今さら聞けない就活についての基礎知識～

11月4日（土） シングルマザーのお気軽サロン番外編
働くママのための食育講座

2月3日（土） シングルマザーのお気軽サロン番外編
シングルマザーの住宅講座

シングルマザーのお気軽サロン交流会　6月・10月・12月・1月・3月

9月5日（火） 女性のためのコミュニケーション講座
9月12日（火） ウィル寄り道講座　お仕事帰りのリラックスヨガ＆茶話会①
9月26日（火） ウィル寄り道講座　お仕事帰りのリラックスヨガ＆茶話会②
10月2日（月）
～31日（火） LGBTの困りごとってどんなこと？～LGBTに関するパネル展～

10月17日（火） ウィル寄り道映画会「ダイアナ」
10月20日（金） ウィル・フェスタ de 起業体験！ ワークショップ①
10月27日（金） ウィル・フェスタ de 起業体験！ ワークショップ②
10月31日（火） ウィル寄り道映画会「タイピスト！」

11月14日（火） ウィル寄り道講座
性別って2つだけ？ ～人の数だけ性別がある～

11月 18日（土）
ウィル・フェスタ
2017

ハイヒール・リンゴのトークライブ in ウィル・フェスタ2017
女性に対する暴力をなくす運動週間事業
　映画「ルーム」上映会（2回上映）
ウィルdeインストラクター（市民公募による講座等）3グループ
ウィルdeオーナー（市民公募による展示・カフェ）8グループ
　（ワークライフバランスパネル展、LGBTパネル展含む）
ウィル・フェスタ ワンテーブルショップ

11月24日（金） 夫婦関係について見つめなおしてみませんか？
11月28日（火） ウィル寄り道講座　私だけのクリスマスリースを作ろう！

12月13日（水） ウィル女性のための法律講座
離婚にまつわる、知っておきたい法律講座

12月19日（火） ウィル寄り道講座　私だけのミニお正月飾りを作ろう！
1月30日（火） ウィル寄り道講座　お仕事帰りにセルフマッサージでリラックス
1月31日（水） 傷つけあう家族～DV・虐待の連鎖を断ち切るために…
2月6日（火） ウィル寄り道講座　お仕事帰りの冷え性改善ヨガ
2月20日（火） ウィル寄り道講座　作ってみよう！ アレンジフラワー
3月8日（木） ウィルdeシネマ「彼らが本気で編むときは、」（2回上映）
3月9日（金） ウィルdeシネマ「カノン」（2回上映）

3月22日（木） 移転1周年記念　ウィル・ミニ・フェスタ

3月20日（火） ウィル寄り道講座
今から考える親の幸せな最期～エンディングノートを活用して～
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