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社説[保育園新設「断念」]子どもは「地域の宝」だ
沖縄タイムス 2016 年 4 月 15 日
保育園に入所できない待機児童の解消に向け、各地で保育園の整備が進められる中、近
隣住民らの反対で新規開設を断念したり、延期を迫られたりするケースが、都市部を中心
に相次いでいる。
「子どもの声がうるさい」「送迎の車両で渋滞する」などがその理由だ。
千葉県市川市では、４月に開園予定だった私立保育園が「子どもたちの声で騒がしくな
る」などの住民の反対で開園中止に追い込まれた。運営予定の社会福祉法人と市が説明会
を複数回開いたが、理解が得られなかったという。
神奈川県茅ケ崎市でも、保育園の新設が断念された。車で送迎する保護者が多いと予想
され、近隣住民が「事故が増える」と反対したためだ。
県内でも、北谷町で２０１５年度中に予定されていた保育園の着工が見送られた。子ど
もの声や送迎車両による渋滞を懸念する住民の反発を受け、別の候補地を探しているとい
う。
宜野湾市では、住民から渋滞発生を懸念する声が上がっため、開設を今年４月に延期し、
当初の予定地から数百メートル離れた場所に建設された。
子どもたちの育ちを支える保育園が「迷惑施設」と捉えられるのであれば残念だ。一方、
近隣住民の中には病人や夜勤従事者ら日中に静かな環境を求める人もいる。さらに車社会
の県内では、車で送迎する保護者が多い。朝夕の混雑時に周辺の渋滞を招くのでは、との
懸念は理解できる。
保育の受け皿と地域社会の共生をどう図るかが、沖縄でも問われている。
東京都が１４年に都内６２自治体に行った調査では、４２自治体が「保育園や幼稚園、
小学校、公園の子どもの声で苦情を受けたことがある」と回答。苦情を受けて１５自治体
が保育園などでの外遊びの時間を短縮したほか、６自治体では防音壁を設置したり遊具の
位置を変えるなどした。
「保育園落ちた」ブログが共感を呼んだように、保育園は働く親にとって、仕事と子育
ての両立の鍵を握る。
にもかかわらず新設に反対の声が上がったり、既存施設にも苦情が寄せられたりするの
はなぜか。核家族化や人間関係の希薄化が進み、日頃、幼い子どもと触れ合う機会のない
人たちが増えていることが指摘されている。
また、都市部では用地確保が難しく、周辺は幅の狭い道路しかない奥まった場所にも建
設されるケースがある。保育園の整備に理解はしても、近所に建てられるということにな
れば戸惑うのだろう。
待機児童の解消には、保育の受け皿整備が欠かせない。保育園を新設するには、これま
で以上に地域へ丁寧に説明する必要がある。騒音や渋滞など近隣住民が懸念しているので
あれば自治体の主導で調整し、払拭（ふっしょく）に努めてほしい。
開園後も地域の理解は重要だ。保護者は送迎のルールを守り、地域の行事には園児や職
員も積極的に参加するなど顔の見える付き合いで信頼関係を築きたい。
子どもは「地域の宝」だ。誰もがそう思える社会でありたい。

統合失調症の女性の悩み 手紙でお聞きします
福祉新聞 2016 年 04 月 15 日 福祉新聞編集部
手紙相談を始めた和田千珠子さん（左）と夫の公一さん

統合失調症の女性の妊娠、出産、育児に関する
悩みを手紙でお聞きします―。
精神障害者が通う地域生活支援拠点「ほっとぽ
っと」（横浜市旭区）の利用者、和田千珠子さん
（49）がこんな呼び掛けを始めた。ほっとぽっと
気付で届いた手紙は１００％返事を出すという。
「自分の経験が役に立つかもしれない」と思うか
らだ。
和田さんは現在、夫の公一さん（統合失調症、47）と長女（９）の３人暮らし。21 歳で
統合失調症を発病し、入退院を経て 39 歳の時に長女を授かった。親族は出産に猛反対。医
師は夫婦に育児能力なしと判断し、
「堕胎するか産んで乳児院に預けるかどちらかだ」と迫
った。
長女は乳児院で２年３カ月過ごした後、夫婦で育ててきた。手紙相談を思いついたのは、
昨夏、不妊治療をして妊娠した当事者が訪ねてきたからだ。
「統合失調症の女性の妊娠が医
師に反対されず普通のことになったと知り、驚きました」と和田さんは話す。
これまで講演したりテレビ出演したりしてきたせいもあり、人づてに相談を持ちかけて
くる人は増えた。「服薬しながら授乳して大丈夫か」といった問い掛けは特に多いという。
「相談相手がいなかった自分の時と比べて時代は変わったな」と思いながらも、通信手
段はインターネットではなく手紙にこだわる。２０１５年９月から始め、現在は３人と“文
通”する。
「手紙だと、書いているうちに本人が『もういいや』と思うかもしれません。そ
れが一番いいのです」と笑う。
現在は週３日ほどほっとぽっとに通い、夕方には学童保育に長女を迎えに行く。雇用さ
れてはいないが、施設案内など部分的にスタッフの役割も果たす。
夫の公一さんともども、名刺には「ピアスタッフ」の肩書をつける。
仕事に就くという意味での社会復帰は果たせなかったが、社会貢献はできる―。そんな
思いを抱き、ペンを走らせている。
◇ほっとぽっと＝〒２４１−００２２横浜市旭区鶴ヶ峰２−１−16

動画でバリアフリー情報

公明新聞 2016 年 4 月 15 日
バリアフリー動画の撮影に臨む織田代表（中央）を見守る
鶴区議（右隣）

全国初 区 HP に車いす視点の道案内 東京・品
川区 段差や傾斜を事前にチェック
東京都品川区は 3 月 31 日から、同区役所と最寄
り駅を結ぶ道のりを車いす利用者の視点で伝える
動画を、ホームページ（HP）にアップしている。
同区によれば、こうした行政サービスは全国で初。
映像の制作を受託したのはバリアフリー情報専門
の動画サイト「車椅子ウォ―カー」
（織田友理子代
表）で、動画の撮影には公明党の鶴伸一郎区議も立ち会った。
駅と庁舎結ぶ経路を紹介
品川区は 4 月 1 日の「障害者差別解消法」施行に先立ち、障がいのある人も安心して区
役所を利用できる環境を整えようと、車いす利用者向けの道案内動画を制作した。区の HP

で「大井町駅から品川区役所までの道案内」のページを開くと、車いす利用者向けの動画 3
本が視聴できる。
それぞれの動画は、大井町駅の、りんかい線、東急大井町線、JR 京浜東北線の各ホーム
から区役所に向かう「車いす推奨ルート」を紹介している。車いすで走行する映像に合わ
せて、
（1）エレベーターの位置（2）道の傾斜（3）横断歩道の数（4）注意する地点―など
を字幕で解説。推奨ルートには、交差点や段差などの危険箇所が少なく、雨天時も安心し
て通行できる屋根の付いた道が優先的に選ばれた。
動画撮影の日、織田代表は「身体の障がいを理由に、外出を諦めないでほしい。動画を
通して、車いすユーザーの世界がもっと広がれば」と期待を込めた。
「車椅子ウォーカー」は、実際に車いす利用者が公共交通機関を利用したり、観光地や
商業施設を訪れる様子を動画で配信。“利用者目線”で、事前にチェックできるバリアフリ
ー情報を広く提供している。これまで、観光サイトや大手航空会社からの依頼で映像制作
を手掛けてきたが、自治体から要請を受けたのは今回が初という。織田代表は「私たちの
取り組みを行政が評価してくれた」と語った。
鶴区議は 2014 年 6 月の定例区議会で、
「車椅子ウォーカー」の取り組みを紹介。日本で
は 100 人に 3 人が身体に障がいがある現状や、高齢化に伴い車いす利用者が増加するとの
見通しを踏まえ、
「動画によるバリアフリー情報を、区の HP などで提供すべきだ」と訴え
ていた。

私たちが欲しいのは「理解」か、
「人権」か？ ――東アジアと LGBT の人権保障
福永玄弥 / クィア・スタディーズ・東アジア研究
シノドスジャーナル 2016 年 4 月 14 日
昨今、性的少数者をめぐるイシューが政治領域で高い関心を集めている。とりわけ 2015
年 4 月に渋谷区で成立した、同性パートナーを結婚に準ずる関係と定めた条例が世論を喚
起して以来、LGBT にたいする差別の解消を地方行政や国政レベルで問う動きが加速して
いる。
国政レベルでは、与野党ともに「LGBT」を看過できない政策課題とみなし始めている。
たとえば、民主党は LGBT にたいする差別の解消を目的とした法案の起草に着手している
という。超党派の国会議員からなる議員連盟も、性的指向や性自認を理由とする差別を解
消するための法律制定に向けて動きだした。自民党も特命委員会を設置し、LGBT を「正
確に理解して……カミングアウトをしなくても済むような社会をつくって」いくための「理
解促進法」の準備に取り組んでいる
東アジア初の立法は 2004 年の台湾
ところで、LGBT の人権保障に向けた法整備という観点からいえば、日本ではこれまで
欧米諸国の動向に関心が向けられてきた。一方、東アジア諸国の状況はほとんど知られて
いない。しかし、たとえば韓国では 2005 年改正の国家人権委員会法に「性的指向」の文言
が導入され、
「合理的な理由なく、性別、宗教、障害、年令……性的指向、学歴、病歴等を
理由とする」雇用や教育における排除や不利に待遇する行為を「平等権侵害の差別行為」
と定めた。
また、本稿で注目する台湾では、2004 年にジェンダー平等教育法（性別平等教育法、
Gender Equity Education Act）が成立し、これによって教育領域におけるジェンダーや性
的指向、性自認などを理由とした差別の解消を目的とした取り組みが急速に展開した。こ
の立法により、小学校から大学までのすべての教育課程で性的指向や性自認を含む「性」
の平等を実現するための教育が義務づけられ、さらに、労働者としての教職員や就学者と
しての生徒の「性」の平等も保障され、違反者にたいする罰則規定も定められた。
学校教育現場における性的少数者の抱える「困難」は、台湾だけでなく日本でもたびた
び議論され、近年では社会調査も進められている（たとえば日本の調査として、いのちリ

スペクト。ホワイトリボン・キャンペーンによる「LGBT の学校生活に関する実態調査
（2013）
」
。台湾では台灣伴侶權益推動聯盟による「台灣同志壓力處境問卷（2012）
」など）
。
本稿では、東アジアではじめて立法に「性的指向」や「性自認」を導入して性的少数者
にたいする差別の禁止を掲げた台湾のジェンダー平等教育法を事例とし、その成立の経緯
や内容を検討したい。これにより、日本でも加熱しつつある政策議論へ有益な手がかりを
提供することができると思われる（末尾には同法の日本語訳全文へのリンクも掲載した）。
ジェンダー不平等な法体系と女性運動の展開
2004 年に台湾で成立したジェンダー平等教育法は、東アジアではじめて性的指向や性自
認を理由とする差別の解消を規定した立法となった。ところが、1999 年に法案が起草され
た当初は、じつは性的少数者の権利保障を目指したものではなかった。それでは、ジェン
ダー平等教育法はどのような経緯で起草され、いかなる修正を経て性的少数者の権利を包
摂したのだろうか。
その手がかりをつかむために、
ここでは 2001 年につくられた法案の初稿版を検討したい。
草案は 4 名の民間人フェミニストによって、1999 年末から 2001 年初頭まで約 1 年をかけ
て起草されたのだが（詳細は後述）
、初稿版は「ジェンダー平等教育法」ではなく「両性平
等教育法」という名称で提出された。ここでいう「両性平等教育」とは、草稿によれば、
「国
家は女性の尊厳を擁護し、その身体の安全を保障し、性差別を解消し、両性の地位の実質
的平等を促進しなければならない」とする憲法第 10 条（第 6 項）を実現するための教育手
段であると定義されていた。
つまり、
「両性平等教育法」は、教育領域における「女性」の人権保障を目的とした法案
として起草されたのである。そして、女性の人権保障を掲げた草案は、台湾において 80 年
代末以降に爆発的に展開し、立法や法改正をとおして女性差別の解消を掲げた女性運動の
要求と呼応したものであった。
現在、台湾のジェンダー平等への取り組みは国際的にも高い水準にあることが広く知ら
れている。しかし、そのイメージとは裏腹に、台湾では 90 年代まできわめて女性差別的な
法制度が維持されていた。その代表例が民法である。親族関係を規定した民法親族編（1928
年施行）は、
「女は、家にいては父に従え、嫁にでたら夫に従え、夫の死後は子に従え」と
する中国の伝統的儒教規範を色濃く反映したものであった。
いくつか列を挙げると、妻と子は夫の姓を名乗らなければならず（民法第 1000 条「妻冠
夫姓」
・第 1059 条「子女從父姓」
）
、結婚後の妻の財産は夫の所有物とされ（民法第 1004
条「妻之婚後所有財產均歸夫所有」）、未成年の子にたいする親権の行使は父親の意思を優
先し（民法第 1089 条「父母對子女親權之行使以父優先」）
、離婚した子の監督権は父親に付
与される（民法第 1051 条・1055 条「離婚子女監護權歸夫」
）などの女性差別的な条文が、
90 年代の法改正まで存続したのである（尤美女, 1999,「民法親屬篇修法運動與台灣婦女人
權之發展」
『一九九九台灣女權報告』
）
。
さらに、台湾では 80 年代以降、女性の高学歴化や社会進出が急速に進展するのだが、女
性の就業を保障する法律は 2001 年まで存在せず、女性は結婚や妊娠によって自主退職しな
ければならないとする「独身条項」や「妊娠条項」を入社時に署名させられるという慣行
が 90 年代にもみられた。こうしたジェンダー不平等な法体系を背景として、台湾の女性運
動は立法や法改正を主戦場とすることになったのである。
かくして、まず、1989 年には労働領域における女性の権利保障のための両性労働平等法
（両性工作平等法、Gender Equal Employment Bill）が女性運動団体（NGO）によって起
草された。この法案は 90 年代の政治環境の変動（民主化による権威主義体制の離脱）を経
て、約十年もの歳月をかけて 2001 年に成立している（なお、同法は 2007 年の改正をうけ
て「ジェンダー労働平等法」と改称され、職場における性的指向や性自認を理由とした差
別的待遇を禁止した）
。
労働領域につづいて、女性運動団体が注目したのは教育領域であった。90 年代初頭には
女性運動の台頭とともに（おもに）女性にたいするセクシュアル・ハラスメントや性暴力

などが社会問題化された。教育領域ではこれらにくわえて教科書や教育指導における女性
差別やジェンダー規範の再生産などが問題化され、フェミニストの大きな関心を集めた。
そうした状況をうけて 1997 年に中央政府の教育部（日本の文科省にあたる）は両性平等教
育委員会を設置し、99 年には教育領域における男女平等を実現するための立法が検討され
ることになったのである。
「男女平等」から「ジェンダー平等」へ
こうして、1999 年には教育部の事業として、両性平等教育法の起草作業が開始した。実
際の起草作業を担ったのは、教育部より委託された 4 名からなる民間人女性であった。彼
女たちの背景は活動家や弁護士、研究者（法学博士）など多様であるが、いずれも 90 年代
をとおして女性運動の一線で活躍してきたフェミニストであった。
それでは、
「男女平等」を目的とした両性平等教育法は、いかにして性的少数者を包摂し
た「ジェンダー平等」へと転換を遂げたのだろうか。本稿では簡潔に言及するにとどめる
が、ひとつのポイントとして女性運動と性的少数者運動の結びつきの強さが挙げられる。
教育部傘下の両性平等教育委員会や草案起草チームの当時の会議議事録などに目をとお
すと、そもそも目指すべき「男女平等」の理念がメンバーのあいだで共有されていなかっ
たことがわかる。そのため、草案起草に従事したフェミニストたちは日本を含む海外の先
進的な動向を参照しようと調査をおこなうのだが、芳しい結果は得られず、立法の存在意
義から罰則規定に至るまで手探りの状態で議論を開始せざるをえなかった。
こうした状況を背景として、草案起草チームは約 1 年間に計 35 回の会議を開催して議論
を積み重ねていくのだが、そのうちの 17 回は「専門家・学者討論会」と称して民間の活動
家や研究者や学校教師などを招へいし、外部の意見を積極的に取り入れるという方策を採
用した。そもそも台湾の性的少数者運動は女性運動の影響を強く受けて発展した経緯があ
り（したがってとりわけレズビアン運動の展開が早かった（注））、そうした結びつきから、
90 年代半ばから可視化しつつあったレズビアンやゲイなどの活動家・研究者らの「専門家・
学者討討論会」への参与が実現した。
（注）台湾では 80 年代末の戒厳令の解除をうけて女性運動が大きく展開するのだが、90
年代初頭にはレズビアンの運動が女性運動団体の資源を活用しながら立ち上がった経緯が
ある。また、ゲイやトランスジェンダーの運動なども女性運動団体やフェミニストの影響
を少なからず受けており、台湾では性的少数者運動と女性運動の動向は切っても切り離せ
ない関係にあると言ってよい。
このような経緯を経て、草案起草会議では、同性愛者やトランスジェンダーにたいする
差別が女性差別と同様に解決しなければならない「性差別」であると認知されるようにな
ったのである。そしてこうした問題意識を草案に反映すべく、従来の女性運動が根拠とし
ていた単一的な「性」の概念を「ジェンダー」や「性的指向」や「性自認（ジェンダー・
アイデンティティ）
」などに分節化し、これらの用語を草案に導入して、あらゆる「性」差
別の解消を立法の目的に掲げたのである。
ジェンダー平等教育法の成立
こうして「男女平等」から「ジェンダー平等」へと転換を遂げたジェンダー平等教育法
は、2004 年 4 月に立法院へ送られた。その後、わずか 2 ヶ月という驚異的な速さで三読を
終え、6 月に交付・施行された。立法院の議事録をみても、草案内容が目立った批判を受け
た経緯は確認されず、ジェンダー平等教育法はきわめて順調に成立したことがわかる。
このような立法過程を日本に生きる私たちがイメージするのは難しいかもしれない。と
いうのも、日本でも同性愛を含む「多様な性教育」は学校教育の現場でさまざまに試みら
れてきたが、そうした現場の試みは「過激な性教育」としてきびしいバックラッシュを受
けてきた歴史があるからだ。
それでは、台湾のジェンダー平等教育法はなぜこれほど順調に成立したのだろうか？ ま
ず、2004 年当時の新聞紙面から世論の動向を調べたかぎりでは、ジェンダー平等教育法の
成立は大きな関心を集めておらず、とりわけ性的少数者の権利保障の実現にかんしてはほ

とんど着目されていなかったことを指摘することができる。また、台湾において性的少数
者運動の領域で学校教育の問題が可視化され、問題意識を裏づけるための社会調査が始ま
ったのは 2010 年頃であった。つまり、ジェンダー平等教育法は運動や世論を先行するかた
ちで成立した立法であったといえる。
前回の記事（
「
『蔡英文は同性婚を支持します』
： LGBT 政治からみる台湾総統選挙」）で
も論じたように、台湾で（とくに）同性愛者にたいするバックラッシュが本格化するのは
2000 年代後半であり、ジェンダー平等教育法はバックラッシュが大きく展開する以前に成
立したのである。これらの意味において、1999 年に起草され、2004 年に成立したジェンダ
ー平等教育法は当時としては先進的な内容を含む立法であり、バックラッシュ勢力が可視
化する以前であったからこそ、順調に成立したと言うことができるだろう。
ジェンダー平等教育法の内容
さいごに、ジェンダー平等教育法にかんして重要事項を中心に要約しよう（本稿の巻末
に日本語訳全文へのリンクを掲載した）
。
まず、
「立法の目的」を記した第 1 条によると、
「この法律は、ジェンダーの地位の実質
的平等を促進し、ジェンダー差別を解消し、人格の尊厳を保護し、ジェンダー平等の教育
資源および環境を確立することを目的とする」と定められた。ここでいう「ジェンダーの
地位の実質的平等」とは、
「いかなる人もその生物学的性、性的指向、ジェンダーの気質、
ジェンダー・アイデンティティ（性自認）などの違いにより、差別的待遇を受けてはなら
ないこと」を指すと定義された（施行細則第 2 条。なお、
「ジェンダーの気質」とは「男ら
しさ」や「女らしさ」のこと）
。
すなわち、立法は「性的指向」や「ジェンダー気質」や「ジェンダー・アイデンティテ
ィなど」を理由とする「ジェンダー差別の解消」を目的とし、同性愛者やトランスジェン
ダーを含むあらゆる「性」にたいする差別的待遇を禁止したのである。
つぎに、第 1 章総則では、中央政府の教育部（文科省にあたる）や地方行政（県・市）
、
および同法が対象とするすべての学校（小学校から大学まで、公私の別を問わない）にジ
ェンダー平等教育委員会の設置を義務づけ、関連業務の遂行を命じた（第 4・5・6 条）。こ
れにより全国各地にジェンダー平等教育委員会が設置され、これが各学校におけるジェン
ダー平等教育の推進や、校内のセクシュアル・ハラスメントや性暴力や「性的いじめ」（後
述）への対処をおこなう主管機関とされたのである。
そして、ジェンダー平等教育委員会はレベルの別を問わず、委員のうち 2 分の 1 以上を
女性とすることと定め、教育部のジェンダー平等教育委員会は専門の学者や民間団体の代
表を 3 分の 2 以上含むものとし、地方行政は 3 分の 1 以上、学校は外部から招へいした者
を委員とすることができると定めた（第 7・8・9 条）。
第 2 章「学習環境および資源」は、学校による生徒募集や入学許可、教職員および生徒
の評価や待遇にさいして、性別やジェンダー気質、性的指向などを理由とする差別的待遇
を禁止した（第 12・13・14 条）
。生徒だけでなく教職員も法的保護の対象と定めたのであ
る。さらに、妊娠した学生への特別措置を規定し、教育を継続する権利を保障するための
必要な援助提供を学校に義務づけた（第 14 条第 1 項）。
第 3 章「カリキュラム、教材および共学」では、全国の小中高校にジェンダー平等教育
課程の実施を義務づけた（第 17 条）
。くわえて、学校教材の編纂や審査・選定にさいして
は「ジェンダー平等教育の原則に則る」ことを命じた（第 18 条）
。ここでいう「ジェンダ
ー平等教育の原則」が「性的指向」や「性自認」を含む「多様な性」を前提にしているこ
とは言うまでもない。
第 4 章は、校内で「性的いじめ」や性暴力やセクシュアル・ハラスメントが発生したと
きの学校の対応を規定し、学校は事件の調査と処理を学内のジェンダー平等教育委員会の
判断に委ねなければならないとした（第 21 条）。さらに、生徒への重複尋問や情報漏洩を
禁止し（第 22 条）
、生徒が被害者や加害者である場合は、被害生徒の学習権の保障や加害
生徒への懲罰・指導（専門家によるカウンセリングや特別なジェンダー平等教育の受講な

ど）を定めた（第 25 条）
。
また、通報者の保護を義務づけるとともに、ジェンダー平等教育委員会には通報者への
調査結果の報告を命じ、通報者や関係者にたいして調査結果への不服申立などの権利を保
障した。さらに、裁判所はジェンダー平等教育委員会の調査報告による事実認定を斟酌す
ることを規定した（第 35 条）
。
「性的いじめ」やセクシュアル・ハラスメントや性暴力の定
義にはジェンダーに中立的な表現がもちいられ（第 2 条）、だれもが被害者および加害者に
なりうることが前提とされた。
第 6 章はジェンダー平等教育法に違反したときの罰則を定め、校長や教師や職員にたい
する罰金や解雇、免職規定などを定めた（第 36・36 条 1 項）。
以上の内容を含むジェンダー平等教育法の成立をうけて、全国の地方行政および 8 千を
超えるすべての学校にジェンダー平等教育委員会が設置された。民間人の起用を義務づけ
た法令にしたがって、全国各地に相次いで設立されたジェンダー平等教育委員会には、各
地で長期にわたってジェンダー平等教育に関心を寄せていた民間の活動家や学者の参与が
実現したといわれている（陳恵馨, 2013,「台湾におけるジェンダー平等教育法の制定と発
展」
『ジェンダーと法』vol.10）
。
さらに 2010 年の改正を受けて、
「性的いじめ」という用語が導入された。セクシュアル・
ハラスメントや性暴力とは別に、
「言葉や身体またはその他の暴力によって、他人のジェン
ダーの特徴や気質、性的指向またはジェンダー・アイデンティティを貶め、攻撃または脅
かす行為」が「性的いじめ」にあたるとして（第 2 条）
、被害者の保護と加害者への処罰を
課した。
「性的いじめ」の導入の背景には、校内の「性」をめぐる事件については学生どうしの
間で発生する事例がもっとも多いことが調査から明らかになり、
「セクシュアル・ハラスメ
ント」や「性暴力」とは別の概念を導入することによって、
「性」を理由とした「いじめ」
を根絶するという意図があった。とりわけ「オカマ」（娘娘腔）などの「言葉の暴力」の被
害事例が指摘され、こうした問題意識を受けて修正が加えられたのである。
私たちが欲しいのは「理解」か、
「権利」か？
本稿では、台湾のジェンダー平等教育法に着目し、その成立の経緯や内容を検証してき
た。ここでは論じなかったが、さいごに、90 年代の政治環境の変動を背景として台湾政府
が「ジェンダー平等」へと政策の舵を取った点も指摘しておきたい。そうした政治状況の
変化が女性運動の要求と呼応した点は台湾に特徴的な点であったと言えるだろう。
その結果、政府は民間人フェミニストらに草案の起草作業を委託し、彼女たちの外部に
開かれた起草過程をとおして当時の当事者運動がまだ言語化しえなかった問題意識を立法
に包摂しえたのである。言い換えれば、ジェンダー平等教育法は LGBT や性的少数者のた
めの立法としてではなく、女性の権利保障を実現するための作業過程で、
「性」概念の分節
化が要求され、あらゆる「性」に平等な教育へと方針転換を遂げたのである。
さて、冒頭でも述べたように日本では LGBT の差別解消に向けた立法論議が急速に進行
しつつある。女性差別が深刻に根をはる日本において、
「性」に困難を抱える私たちが取り
組まなければならない課題が「LGBT」だけでないことは明らかであり、その点において台
湾の事例は示唆を与えてくれるだろう。
自民党の古田圭司（性的指向・性自認にかんする特命委員会委員長）は、あるテレビ番
組で「LGBT を正しく、正確に理解して、容認して、カミングアウトをしなくても済むよ
うな社会をつくって」いくために「
（LGBT）理解促進法」が必要であると強調したが、急
いでつけ加えて「一部の団体がやっているような同性婚の容認とか罰則規定をつけるとか、
まるで人権擁護法案のやったようなことと同じようなことをやっているので（そうした団
体や主張に）危機感をもっている」という懸念を表明した。
私たちが欲しいのは「理解」なのか、それとも「権利」なのか。そもそもそれは、そう
した二者択一でしか選びとれないものなのか。本稿で着目したジェンダー平等教育法の事
例から言えるのは、台湾の人びとが選びとったのは耳障りの良い（しかしバックラッシュ

の風が吹けば容易に消え去る）
「理解」などでなかったということであろう。日本に生きる
私たちはこれまで同じ東アジアに位置する隣国にあまりに無関心であったが、それらの事
例から学ぶべき点は多いにあるはずだ。
★ジェンダー平等教育法の全文日本語訳へのリンク
https://drive.google.com/file/d/0ByB5ZL58_FVALTNmLXlhVHFVN
3c/view?usp=sharing
福永玄弥（ふくなが・げんや）クィア・スタディーズ・東アジア研究
専門はクィア・スタディーズ、東アジア研究。
「東アジア×クィア×映
像プロジェクト」
（https://www.facebook.com/CNTQFF/）呼びかけ人、
「関西クィア映画祭 2016」
（http://kansai-qff.org/）実行委員、「中国
クィア巡回映画祭（中国酷儿影像巡展）」（http://blog.sina.com.cn/cqueerif）キュレーター
（2014・江西省）、「北京クィア映画祭（北京酷儿影展）」（http://www.bjqff.com/）キュレ
ーター（2013）などに従事。
ブログ：
「銀色の道 / Queering Asia」
（http://queeringasia.blogspot.jp/）

橋の工事現場彩り 障害者支援事業所通所者、絵を制作
山陰中央日報 2016 年 4 月 15 日
下絵をなぞって鉄板に写す通所者

工事中の出雲市西代町にかかる西代橋の景観を親しみやすく
しようと、創作活動を通して障害者の自立支援に取り組む、ＮＰ
Ｏ法人サポートセンターどりーむ（島根県出雲市東福町）の通所
者が、工事現場に飾る絵の制作に励んでいる。題材は橋の下を流
れる斐伊川にちなみ、ヤマタノオロチ伝説の一場面。１４日は通
所者６人が鉄板に下絵を描き、見守った関係者は「躍動感がある。
仕上がりが楽しみ」と期待を膨らませた。
絵の制作は、西代橋の耐震補強工事を行う山口建設（同市国富
町）が、工事現場の雑然とした雰囲気の解消に加え、地域住民や
通行人に喜んでもらおうと同法人に提案して実現。作品は同橋北
側の土手に工期の６月２０日まで設置する。
下絵は、通所者の藤田康弘さん（４４）＝出雲市斐川町学頭＝が担当。６人は同法人が
運営する同市東福町の就労継続支援事業所で、制作アドバイザーを務めるスコットランド
出身のデザイナー、アリスター・ジャック氏（７０）に教わりながら作業。カーボン紙の
上から色鉛筆で下絵をなぞり、縦１・４メートル、横１・１メートルの鉄板にスサノオノ
ミコトがヤマタノオロチを退治する様子を転写した。
山口建設の山口弥社長（４９）は「躍動感があるし、下絵だけでも力強さがある。どん
な仕上がりになるか楽しみ」と話し、藤田さんは「『おっ』と振り向いてもらえるような作
品にしたい」と力を込めた。
作品は色付けなどをした後、今月中には設置する。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も

大阪市天王寺区生玉前町 5-33 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所発行

