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室蘭市男女平等参画情報誌
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アバンセは、スウェーデン語のavancera、avancemang（「自ら進む、前進する」「助長、増進、振興、推進」という意味）から、

男女平等参画にすすんで取組むという思いが込められています

ＬＧＢＴＱとジェンダー平等
LGBTQなどの性的マイノリティの方々についての社会的な関心が高まっており、北海道立女性プラザ祭

や室蘭市男女共生セミナー第5講でも取り上げられました。今回は、LGBTQを取り巻く現状などについて

理解を深め、SDGs（持続可能な開発目標）のテーマである「誰一人取り残されない」社会の実現に向け、

性別の枠に捉われない、多様性が認められるジェンダー平等について、皆さんと一緒に考えていきたいと思

います。

LGBTQ とは
Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシュアル、両

性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人）、Queer

や Questioning（クィアやクエスチョニング、性的指向や性自認が定まってない人）の頭文字をとった言葉

で、性的マイノリティ（性的少数者）を表す総称のひとつとして使われることがあります。

日本における LGBTQの割合は、調査機関・調査方法によってデータにバラつきがありますが、現在では

約3％〜10%と言われています。

性はグラデーション
性のあり方は、単純に「男性/女性」だけではなく、

いくつかの要素に分けて考えることができます。

法律上の性別

役所に届け出ることで法律上「女性」か「男性」に

割り当てられる性別のことです。

性自認

男性だと認識している人、女性だと認識している人、

中性だという人、決めたくないという人など様々です。

性的指向

異性を好きになる、同性を好きになる、どちらの性も

好きになる、性別で好きになる人を決めたくない、特

定の誰かを好きにならないなど、様々です。

性表現

社会的にどのように性別を表現するか、振舞うかを

表す要素。 俺・僕・私といった一人称や、服装でス

カートがいい、パンツスタイルが合うなど、様々です。

性のあり方は LGBTQとそれ以外の人でくっきり分

かれているのではなく、グラデーションになっています。

ＬＧＢＴＱとジェンダー平等 1〜2

令和４年度室蘭市男女共生セミナー 3

道立女性プラザ祭 2022 講演会

市からのお知らせ
4

国内のＬＧＢＴＱ・性的少数者に該当する人の割合は

それは、みんなに共通して言えること。
だからこそ、一人ひとりが正しい知識を持つことが重要なのです。

性のあり方はひとそれぞれ違います。

（次ページへ続く）
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室蘭市男女共生セミナー第 5講 「多様な性・親の思い～トランスジェンダーの子の母親として～」

女性プラザ祭 2022 男も女もワイワイセッション 「ＬＧＢＴＱとジェンダー平等」

○加藤丈晴さん（北海道合同法律事務所 弁護士）

LGBT 支援法律家ネットワークメンバー。（公

社）Marriage for All Japan 理事。「結婚の自由

をすべての人に」北海道訴訟弁護団メンバー。同

性婚訴訟でゲイであることを明かす。

○柳谷由美さん（さっぽろレインボープライド実行委員会）

1986年生まれ。大学卒業後、12年間作業療

法士として勤務。2010年から自身のセクシュア

リティがレズビアンと公言し、LGBTQコミュニ

ティで活動。「にじいろほっかいどう」「北海道

LGBTネットワーク」立ち上げに参加。

○金子弘実さん（さっぽろレインボープライド実行委員会）

1983年生まれ。理容師を経て現在は運送業。

トランスジェンダー当事者。幼少期から性別に違

和感があり、2015年タイで性別適合手術を受け、

帰国後に女性から男性へ戸籍変更。

LGBTQ に対する社会の認識
LGBTQに対する無知や偏見、「男らしさ」「女ら

しさ」という性別規範、社会の強い同調圧力がある。

そのため、社会におけるカミングアウトの難しさ、

それに起因して当事者の声が上げづらい状況がある。

LGBTQ の人たちが抱える困難
雇用、住居、医療、その他社会生活上の差別があ

る。例えば、性的指向、性自認を理由とした採用拒

否、解雇、ハラスメントやトランスジェンダーへの

制服及びトイレの利用、アウティング（暴露）の問

題などです。

「結婚の自由を全ての人に」 訴訟
同性間の婚姻が認められない現状が憲法違反で

あることを真正面から問う日本で初めての訴訟で、

2019年 2月 14日に東京・大阪・名古屋・札幌で

一斉に提訴。その後福岡も追加提訴。昨年3月 17

日には、札幌地裁において、「同性カップルに対して

の婚姻の効果を法律が一切与えていないことは憲法

14条 1項違反」と画期的な判断が示された。

誰もが自分らしく生きられる社会に
・LGBTQは、どの学校にも職場にもいる。

「いない」のではなく、「見えない」だけ。

・LGBTQは病気・障がいではないし、自ら好んで

選択したわけでもない。

・LGBTQであることそれ自体が不自由なわけでは

ない。不自由さ、生きにくさの原因は、周囲の人々

による差別、偏見、無理解。

・性的指向・性自認は一つの個性に過ぎず、本人の

望まない特別扱いはすべきでない。

・何気ない言動に潜む無意識の偏見。

ジェンダーやセクシュアリティの問題は、マイノ

リティの人たちだけの問題ではない。私たち一人ひ

とりの問題であり、自分が自分らしく生きるための、

最も基本的な問題なのです。

突然の告白
8年前の冬、高校受験を控えた15歳の娘から

「お母さん、高校は男子として入学したい。生理

もスカートも限界。ごめんなさい。」と泣きなが

ら告白された。冬休み明けに提出する高校入試の

願書。そこにある「男・女」の性別欄にどうして

も丸を付けられないという。突然の告白に正直驚

くしかなかった。

育て方が間違ったのかと悩んだが、この子にと

って本当に必要なことを見つけていくことが大

事だと頭を切り替えた。かつての恩師に相談した

ところ「その子たちの人権は絶対に守らなければ

いけない。お母さん頑張りなさい」と背中を押さ

れ、その言葉を胸に頑張ってきた。

LGBTという言葉も知らず、必死で勉強し、あ

ちこちの医療機関を探した。しかし、「15歳のお

子さんの生理を止めるなんて考えてはいけませ

ん」と次々に断られた。ようやく岡山大学病院の

ジェンダークリニックを受診し、性同一性障害と

診断を受け、治療を始めることができた。家裁に

申し立て名前を変更し、高校3年生から男子生徒

として学校に通えるようになった。

親として受け止めるために必要

なこと
カミングアウトは命がけで、「助け

て」のメッセージと察してください。

「この先どうしていけばいいのか」

と子どもの将来を思うばかりに、こ

のことに蓋をしてしまい、誰に相

談して良いのかわからず、出口の

ないトンネルにいるような気持ち

になってしまいます。「子の人権は親が守る」という

強い気持ちを持ち続けてください。

多様な性が認められる社会に
私の願いは、全ての子どもたちが嘘をつかなくて

良い社会です。安心して学び、安心して働ける社会

です。全ての子どもたちが、みんなと違うことに恐

れて命を落とすことがない社会です。また、この子

たちを授かった親たちが、正直に話した子のことを

「親孝行な子です。カミングアウトすることで差別

や偏見に立ち向かう覚悟を持った勇気ある自慢の子

です」と言える社会にしていきたい。どうかお力を

お貸しください。

講師：浦狩知子さん

パネリスト
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講師：室蘭市防災対策課

室蘭市で発生した災害の紹介や、年々、地震の頻度が多くなってい

ることからハザードマップの確認や、非常食の準備の大切さをお話いた

だいた。グループワークでは、避難所の開設を想定し、各グループで避

難所の運営シミュレーションを行いました。

参加者の声●避難場所を確認しておくべきだと感じた。（70 歳代･男

性）●日頃から避難用品を準備しておくことが大切だと感じた。（70 歳

代･女性）●突然の災害時の避難所の運営の難しさが実感できた。（60

歳代・女性）

昔と比べ、女性スタッフが増えており、女性ならではの気遣いがあり、

活躍されていることや、昨今の新型コロナウイルス感染症の対応や家

族葬のお話、人形供養祭等の最近の取り組みについてお話いただきま

した。グループワークでは、今後のお葬式の形について話し合いました。

参加者の声●葬儀のあり方についてより理解することができた。

（70 歳以上･女性）●20 年前に母が亡くなり、昨年父が亡くなったが、葬

儀は変わったと実感している。（40 歳代･女性）●元気なうちに自分は

どうしてほしいか、意思を伝えることが大事だと感じた。（60 歳代･男性）

講師：湯浅 誠 さん
ゆ あ さ まこと

(東京大学先端科学技術研究センター特任教授)

貧困の子どもをまだ、対処できるうちに地域で救ってあげられるの

が望ましいことや、早期に発見し、保護しやすいよう、官民連携による

地域づくりが必要なこと、子ども食堂は、大人も参加しており、いろいろ

な人が勉強を教えたり、一緒に遊んだりして、子どもの貴重な経験に

なっているため、ぜひ利用してほしいとのお話をいただきました。グル

ープワークでは、室蘭の子どものために今、私たちができることを話し

合いました。

参加者の声●子どもの貧困と聞くと、難しいイメージがあったけ

ど、自分にできることもあることがわかった。（20 歳未満･女性）●色々

と考え方が変わり、自分も力になれると思った。（40 歳代･女性）

講師：蓮見 由絵 さん

は す み よし え

（苫小牧海上保安署長）

男女雇用機会均等法とご自身の体験から仕事と家庭の両立をどの

ように行ってきたかを講演していただき、自身の中でモヤモヤがある時

は、固定観念に囚われず、考え方の転換を行うことで、ポジティブに物

事を進めることができるとお話をいただきました。グループワークでは、

受講者のモヤモヤすることについてグループ内で話し合いました。

参加者の声●考え方をポジティブに、行動を意識的に行うことが

大切だとわかった。（５０歳代・男性）●目から鱗でスカッとしました。具体

的な話がよかった。（７０歳代・女性）●発想の転換が大事だとわかっ

た。自分の中に固定観念があることに気づいた。(４０歳代・女性)

考えて見ようwith コロナの防災対策

第1講 2022年7月23日（土）

第 2講 2022年 9月 4日（日）

室蘭市男女平等参画推進市民会議共催

主催：室蘭市 協働：男女共生セミナー運営ボランティア

今年度も、新型コロナウィルス感染拡大防止対策を行いながらの実施となりました。

ご協力いただいた皆様、大変ありがとうございました！

令和５年度室蘭市男女共生セミナーは７月頃より開催予定です！！

まちのお葬式屋さんに学びたいこと

参加者37名

講師：大崎 幸穗 さん

お お さ き ゆ き お

(株式会社めもりある雲上閣）

第3講 2022年10月22日（土）

子どもの貧困から見える未来を考える
参加者50名

第4講 2022年11月27日（日）

固定観念の呪縛を解く
参加者39名

第 5講 2023年 1月 28日（土）

参加者 21 名

多様な性・親の願い
参加者70名

講師：浦狩 知子 さん

う らがり と も こ

（多様な性を認め合い誰もが安心して
暮らせる三重県づくり条例検討委員）

我が子からＬＧＢＴを打ち明けられてから、自身が親として奔走し

てきた経験の中で、親として受け止めるために必要なことや今後、

社会で多様な性が受け入れられていくために必要な行動、考え方

をお話いただきました。グループワークでは、ＬＧＢＴＱの人たちが生

きやすい社会にするために何ができるかをグループ内で話し合い

ました。

参加者の声●子どもに性自認を聞く姿勢が大切だとわかった。

（５０歳代・女性）●当事者の方の思いを直接聞けてありがたい。とて

も貴重な時間になりました。（５０歳代・男性）

子育てサポートＳＡＭＡＹＯＫＡ共催
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三浦綾子は10人兄弟の５番目として1922年に旭川市で誕生。幼い時から、

お話の世界が好きでよく本を読み、文章を書くことも好きだった。高等女学校卒

業後、17歳から7年間小学校の教師を勤めるが、太平洋戦争後、罪悪感と絶望

を抱いて退職。その後、肺結核と脊椎カリエスを併発して 13年間療養生活を送

る。闘病中に幼なじみの前川正と再会し、彼の献身的な関わりにより人生を捉え

直し、短歌を詠むようになり、キリスト教とも出逢い、1952年に洗礼を受ける。

心の支えだった前川が33歳でこの世を去る。1年後、同人誌がきっかけで三浦

光世と出会う。光世は綾子の病気が治らなくても、自分は綾子以外とは結婚しな

いと決める。1959年、奇跡的に病が癒え結婚した二人。雑貨店「三浦商店」を

開き、目まぐるしく働く。そんな折に朝日新聞社の 1千万円懸賞小説の社告を見

て、1年かけて約千枚の原稿を書き上げた。それがデビュー作『氷点』（1964年）。

42歳の無名の主婦が見事入選を果たした。主人公の「陽子」の名前は、6歳で早

世した実妹の名前。賞金の大半は綾子の入院費用のために父が作った借金返済と

教会への寄付に充てた。光世は、作家となった綾子を献身的に支えた。『塩狩峠』

を書いている頃から手が痛むようになり、光世が代筆して口述筆記のスタイルを

とるようになる。その後の作品は全てそのスタイル。『道ありき』『泥流地帯』『母』

『銃口』など数多く小説、エッセイ等を発表。1998年、旭川市に三浦綾子記念

文学館が開館するも、翌年10月に逝去。

講師の田中綾さんは女性たちに寄り添う言葉として小説の中から「一生に一度

も転んだことのない人はいない。転べば立ち上がればいいのだ」、「苦難に会った

時に、それを災難と思って歎くか、試練だと思って奮い立つか、その受け止め方が大事なのではないでしょう

か」などを紹介。今なお彼女の作品は、多くの人々に生きる希望と励ましを与え続けていると話す。

対象：市内に在住または勤務している人 任期：2年 年会費：2,000 円
申込方法：3/３(金)まで、住所・氏名・年齢・性別・電話番号・職業または団体名・応募の動機を記入し、

ファクスかメール、または郵送で

詳細：室蘭市教育委員会生涯学習課(室蘭市幸町1番 2号) 電話 22-5081、FAX22-6602
Eメール syougaigakusyuu@city.muroran.lg.jp

町内会・自治会に加入しましょう 女性もどんどん参加し、安心・安全で住みよいまちにしていきましょう

《詳細》室蘭市町内会連合会(室蘭市役所内)☎0143-83-6277、室蘭市役所地域生活課市民生活係☎0143-25-2223

発行日 ２０２３年３月１日 発行 室蘭市教育委員会生涯学習課

〒０５１-８５１１ 室蘭市幸町１番２号 TEL0143-22-5081 FAX0143-22-6602

ホームページ http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9410/danjyo.html

企画・編集 室蘭市男女平等参画情報誌編集委員（越田、後藤、橋場）

※情報誌編集委員を随時、募集しています。あなたもアバンセを作ってみませんか？

男女平等参画プラザ祭２０２３は６月２５日(日) 開催決定！
DVD 上映・意見交流

題 名 多様性に富むグローバルな現代のジェンダーを学ぼう！
詳 細 男女平等参画プラザ祭実行委員会事務局（生涯学習課）
TEL22-5081

☆ 国際女性デー２０２３in むろらん講演会 ☆

こどもたちの心と身体を大切にするために
今、求められている性教育

日 時 3 月４日（土）13:30～15:50
会 場 胆振地方男女平等参画センター

(ミンクール)

講 師 髙村泰子さん
（家庭訪問専門助産院 Happymama Belle代表）

参加費 ５００円（資料代）
定 員 70 名（定員に満たない場合は当日参加可）
託 児 2/24 までに事前申込・定員８名
主 催 国際女性デー2023in むろらん実行委員会
詳 細 実行委員会事務局（谷中）

TEL090-7643-4189
Mail:suba173_degi@bridge.ocn.ne.jo

報告 北海道立女性プラザ祭2022 講演会 11月10日（木）13:30～15:00

生誕 100年・三浦綾子文学の魅力と、女性に贈る言葉の花束

講師：田中 綾さん
歌人。1970年札幌市生

まれ、2008年に北海学

園大学大学院文学研究科

で博士号（文学）を取得。

同年から同大学人文学部

に勤務。2017年から三

浦綾子記念文学館館長。

2022 年 3 月より北海

道新聞に三浦綾子の夫・

光世の日記をノベライズ

した『あたたかき日光（ひ

かげ）-』を連載中。

男女平等参画推進市民会議の委員を募集中！
室蘭市男女平等参画基本計画の実効性ある推進に向けて、市民の意見を反映し、市民参加の施策の充実を

図るため、市民委員を募集しています。


