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子どもの一時保護所、まるで刑務所

もっと予算の拡充を

朝日新聞 2018 年 7 月 24 日

「五常」の慎泰俊さん＝東京都千代田区、池田伸壹撮影

慎泰俊さん（起業家）
親から虐待を受けている可能性がある子どもを救う方法の一つに、児
童相談所が緊急的に避難させる一時保護があります。しかし、保護され
た子どもたちが生活する「一時保護所」が、傷ついた心をケアするよう
な場所でないことは知られていません。
私は２０１５年以降、約１０カ所の一時保護所を訪ね、２施設には住
み込んでルポを書きました。驚いたのは、一部の一時保護所における刑
務所のような雰囲気です。外壁は高く、窓は閉じたままで外へ出ようと
すればセンサーが鳴る。食堂には１列に並んで入り、食事中は私語禁止。
学校にも通えず友達へ連絡を取ることもできません。
なぜ、こんなに厳格なのか。職員に聞くと「子どもを守るため」と言います。押しかけ
てくる親もおり、非行を理由に保護された子どももいる。トラブルを防ぐため、無用な子
ども同士の交流は避ける、ということでした。
現状を調べたのは、立ち上げたＮＰＯでの活動がきっかけです。施設で暮らす子どもら
を支援するなかで、保護所でのつらい経験を聞きました。裕福とは言えず、大変な家庭も
多かった地域で育った私にとって、彼らの話はひとごととは思えませんでした。
過去には体罰を振るっていた所もありました。もちろんすべての保護所がこうした状態
ではなく、子どもの権利を尊重していた施設もあります。ただ施設による差が大きい。ま
た一時保護所の滞在期間は２週間以内が望ましいとされていますが、最近は児相の人手不
足などの理由で平均３０日と長期化しています。
現状を変えるには、国による監査で施設の質を全国比較するなどの情報公開が不可欠で
す。個々の子どもに合わせたケアをできるように児相の職員も増やすべきでしょう。保護
所に代わって里親が子どもを預かり、地域から離れずに生活できる一時保護委託も増やし
てほしいと思います。
こうした対策を実現するにはお金がかかります。しかし経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）
の統計では、日本の家族・子ども関連の公的支出は３６カ国中、下から８番目。日本の政
治家が重視する施策は、自分たちに投票してくれる高齢者を向いたものなのです。子ども
の福祉を訴える人たちの声は、あくまで子どもの「代弁」。事実より情に流されやすい日本
の政治では通りづらいのかもしれませんね。
そもそも子育てはお金がかかるものです。親が無償で行う労働を行政が担う場合、どう
しても多額の予算が必要になります。資源に乏しい日本が、このまま人を育てようとしな
ければ、経済成長は望めず国は貧しくなるばかりです。
「未来」のために、子どもにもっと
お金を使う国になってほしいと思います。（聞き手・藤田さつき）
しん・てじゅん。１９８１年生まれ。途上国の貧困層に金融サービスを提供。２００７
年にＮＰＯ法人「Ｌｉｖｉｎｇ ｉｎ Ｐｅａｃｅ」を創設。

児童施設は敷地内禁煙 受動喫煙対策法が成立
福祉新聞 2018 年 07 月 24 日 編集部
たばこの受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が１８日の参議院本会議で与党などの
賛成多数で可決、成立した。学校、児童福祉施設、病院、官公庁は第１種施設とし、
「敷地
内禁煙」という扱いにする。屋内は全面禁煙で、屋外の受動喫煙防止措置のとられた場所
には喫煙所を設置することができる。施行は一部を除き２０２０年４月１日。
２０歳未満の人や患者は特に受動喫煙による健康被害が大きいと判断し、そうした人が
主に利用する施設を第１種として喫煙を厳しく制限する。衆院、参院とも、子どもの受動
喫煙が生じないよう、敷地内完全禁煙の可能性を早期に検討するよう付帯決議で政府に注
文した。
老人福祉施設や障害者福祉施設は第１種に比べ制限の緩い第２種施設に当たり、
「原則屋
内禁煙」とする。屋内は禁煙だが、屋内の専用室内では喫煙できることとした。
飲食店については、個人または資本金５０００万円以下の中小企業が経営する客席面積
１００平方メートル以下の既存店は、店頭に「喫煙可能」などと標識を掲示すれば例外と
して喫煙を認める。厚生労働省は、飲食店全体の約５５％が例外の対象になると推計して
いる。

観光商品企画 信大がコンシェルジュ育成へ
信濃毎日新聞 2018 年 7 月 24 日
信州大（本部・松本市）は２３日、障害者らが安心して旅行を楽しめる「ユニバーサル
ツーリズム」の普及や観光商品の企画などを担う「コンシェルジュ」の育成に乗り出すと
発表した。民間企業や行政と連携し、山岳観光地の強みを生かして信州をユニバーサルツ
ーリズムの先進地や人材育成の拠点とする狙い。９月から来年２月にかけて全６回の養成
講座を開く。
信大や県が提案するユニバーサルツーリズムは、大規模な設備投資を要するバリアフリ
ー対策にこだわらず、支援をする人や機材面の工夫などで、車椅子の利用者でも山岳など
の自然を楽しめる観光地を目指す。信大はこうした観光地を「ユニバーサルフィールド（Ｕ
Ｆ）
」と位置付け、障害者や高齢者とその家族、友人らが一緒に訪れる場所として普及を進
めたい考えだ。
コンシェルジュは、ＵＦの発掘や観光業者などに整備に向けた助言をするほか、ＵＦを
取り入れた観光商品の企画なども手掛ける。講座は信大松本キャンパスを主会場に、先進
的な観光地の取り組みや関連する法律、専門知識を学び、北安曇郡白馬村や大町市で実地
研修も行う。
県観光部も本年度、ユニバーサルツーリズムの推進事業を始め、信大と連携して観光モ
デルコースづくりを進める。講座を監修する信大全学教育機構の加藤彩乃助教（体育学）
は、ＵＦの普及を通じて地域の連携を促し、医療福祉や交通、観光業など幅広い産業で新
たな市場や雇用の創出を図る構想と説明。「将来は訪日客の誘客にもつなげたい」とする。
講座は、本年度の観光庁の「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」に採
択された。受講生は宿泊業や旅行会社、行政などで観光業に携わり、全講座の参加を条件
に全国から１５人募る。募集は８月１２日まで。受講料は無料。

介護給付費、詐取容疑で男逮捕＝数千万円不正請求か－大阪府警
時事通信 2018 年 7 月 23 日
障害者福祉サービスの架空請求を繰り返し、大阪市から介護給付費をだまし取ったとし
て、大阪府警西署は２３日、詐欺容疑で同市北区天満のアルバイト、村上栄治容疑者（４
５）を逮捕した。容疑を認めているという。

村上容疑者は以前にも不正請求を行い、勤務先の福祉事業所が処分を受けたことがあっ
た。その後も名義を借りるなどして複数の事業所を立ち上げ、不正を繰り返していたとみ
られる。同署は被害が数千万円に上るとみて、裏付けを進めている。
逮捕容疑は、２０１１～１３年、同市西区に設立した事業所で９人に訪問介護や入浴補
助などをしたとする虚偽の書類を提出し、市から介護給付費計約１６２０万円を詐取した
疑い。

高齢者の住まい探し（上）年齢理由 部屋借りられず
孤独死、家賃滞納恐れる大家

読売新聞 2018 年 7 月 23 日

家探しから約２年。女性はようやく新居に引っ越すことができた（都内で）

老朽化した賃貸住宅の建て替えや、経済的な事情で転居を迫
られた高齢者が困難に直面している。新たに部屋を借りようと
しても、孤独死や家賃滞納を恐れる不動産会社や大家に入居を
拒まれることが多いからだ。課題や解決に向けた試みを追った。
「年寄りというだけで、もう全然、物件を紹介してもらえま
せんでした。長生きなんてするもんじゃないです……」
。東京都
葛飾区で独り暮らしをする女性（８９）は、６月下旬に引っ越
したばかりの賃貸アパートで、２年近くに及んだ転居先探しを
振り返った。
転居の理由は立ち退きだ。
「損傷が激しいため、取り壊したい。
賃貸契約を解除していただきたい」
。２０１６年１０月、女性が
住んでいたアパートに帰宅すると、大家からの退去通知が玄関の郵便受けに投げ込まれて
いた。
築５０年近い木造２階建てで、風呂も付いていなかったが、１ＤＫで家賃は月４万５０
００円。ＪＲ新小岩駅に徒歩約５分と近いのも便利だった。
「ここで最期まで暮らすつもり
でした……」
。弁護士とも相談したが、大家の方針は変わらなかった。
千葉県で育ち、助産所や小料理屋などで７０歳まで働きながら、独身を続けてきた女性
が受け取る年金は月７万円弱。生活費を穴埋めするため、細々と取り崩してきた貯金が底
をついた２年前からは生活保護に頼る。部屋探しを始めたものの、住居費にかけられるお
金は限られていた。
２０年近く住み慣れた地域を離れたくないとも切実に願っていた。女性の楽しみは、近
所の銭湯で顔を合わす友人たちとのおしゃべり。
「引っ越し先で知り合いを作るのは、９０
歳近い私にはつらい。どんなぼろアパートでも近所がいい」
「駅に近く、今の部屋と同じくらいの家賃」という女性の希望に当てはまる物件は、５
０件ほど見つかり、不動産会社に問い合わせた。ところが、実際に会社を訪ねると、
「年齢
が年齢なので……」と内見させてもらえなかった。契約直前までこぎ着けた物件もあった
が、結局は断られた。
「大家の気が変わった」と言葉を濁す担当者。女性の転居を手伝う知
人（７０）は、
「孤独死を恐れたんだと思う」と話す。
公営住宅への入居も考えた。ただ、約４００戸の区営住宅はほぼ満室。そもそも入居条
件は２人以上の世帯で、独り暮らしは対象外だった。「建て替えなどで家を失う人への支援
は大切です」
。区の担当者はそう言うが、人口の減少が見込まれる中、区営住宅の新設計画
はないという。
「地元の不動産会社と協力し、高齢者の入居を拒まない物件を増やしていき
たい」とも話すが、区に協力しているのは、まだ１店舗だけだ。
ようやく入居できた新居は築４２年。部屋が広くなり、浴槽も付いているが、駅まで徒
歩約２０分と遠くなった。
「今度こそ、ここで最期まで暮らしたい。でも、また転居を迫ら
れたら……」
。真新しい畳の香りがする部屋で、女性は少し不安げな表情を見せる。
入居断らない賃貸 支援

公益財団法人「日本賃貸住宅管理協会」の調査（２０１７年度）では、単身高齢者や高
齢者のみ世帯への賃貸に拒否感のある大家は約６割に上る。ＮＰＯ法人「日本地主家主協
会」によると、孤独死に伴う室内の清掃や家財処分は、１００万円ほどかかることもある。
保証人らと連絡が取れない場合、費用は大家が自腹で負担することも少なくない。手塚康
弘理事長は、「葬儀など、死後の手続きまで大家がせ
ざるを得ないこともある」と打ち明ける。
総務省の調査（１３年）によると、木造の民間賃貸
住宅は約４３８万戸。うち、約１１６万戸は１９８１
年以前の旧耐震基準で建築された古い物件で、今後、
建て替えなどが必要になる可能性がある。
国土交通省は２０１７年１０月に施行された住宅
セーフティネット法に基づき、高齢者らの入居を断ら
ない賃貸住宅を増やす制度を始めた。
制度では、低所得者、お年寄り、障害者、子育て世
帯などの「住宅確保要配慮者」を積極的に受け入れる賃貸住宅を、大家が自治体に届け出
る。行政からの補助を受け、手すりを付けるなどのバリアフリー改修を行ったり、家賃を
低減したりすることもできる。
ただ、全国の登録戸数は約１０００戸で、目標の１７万５０００戸（２０年度末）に遠
く及ばない。

高齢者の住まい探し（下）入居後は 社協が見守り
読売新聞 2018 年 7 月 24 日
安否確認 家財処分…大家の理解促す
孤独死などを懸念し、高齢者への賃貸に二の足を
踏む大家や不動産会社に対し、入居後の見守りから、
葬儀や家財処分まできめ細かく対応する枠組みを示
すことで、転居先探しを支援する取り組みもある。
福岡市の賃貸アパートで、独り暮らしをする女性
（８３）のもとには、毎朝９時５０分になると、安
否確認の電話が掛かってくる。「体調はいかがです
か？」。オペレーターの問いかけに、女性は「快調で
すよ。今日はプールに泳ぎに行くんです」と元気に
応じた。
安否確認は、福岡市社会福祉協議会が中心になっ
て運営する「住まいサ
ポートふくおか」が用
意したサービスの一つ。
転居が必要になった６５歳以上の住まい探し支援のため、２０
１４年１０月に始まった。安否確認は福岡市の委託を受けた民
間会社が無料で行う。ほかのサービスには、葬儀、入居者が亡
くなった後の清掃・原状回復、納骨などの有料のものもある。
女性宅には毎朝、安否確認の電話が掛かってくる。女性は、
「年が年だけ
に、いつ何が起きるか分かりませんが、見守りがあると安心です」と話
す（福岡市で）

女性は１６年４月、経済的な事情で現在のアパートに転居し
た。家賃は月３万円。それまで住んでいたマンションの家賃は
月７万円で、
「月１３万円の年金生活では負担が重かった」。そ
れでも、貯金を取り崩しながら暮らしていたが、ついに、借金

までするようになり、転居を決意した。しかし、
「不動産会社には、年齢を理由に相手にし
てもらえなかった」
。
せっぱ詰まった女性は福岡市に相談。市から連絡を受けた福岡市社協が支援に乗り出し
た。担当者は面談を通じ、女性には子供がなく、親戚とも疎遠であることを把握。独り暮
らしの高齢者でも新居を見つけやすくするため、用意したサービスのうち、安否確認と緊
急通報機器の利用を提案した。
その上で担当者は、女性の置かれた状況と社協による支援態勢を不動産会社に説明。不
動産会社は、
「見守りがあるので安心できる」と、大家を説得した。家探しから３か月後、
女性は希望通り、住んでいた地域で部屋を見つけ、家賃も従来の半分以下に抑えることが
できた。
社協の取り組みに、協力を申し出ている不動産会社は福岡市内に計４１店舗（７月６日
現在）ある。ガンツ不動産もその一つで、１７年１１月以降、立ち退きなどの理由で転居
を迫られた３人に対し、物件探しから入居まで支援した。
同社の森田光俊社長は、高齢者の入居をリスクと捉える大家が多いとする一方、「今後も
増える高齢者に転居先を紹介する事業はビジネスとして成り立つ」と協力の狙いを話す。
「見守りや死後の家財処分などの支援があるため、大家の理解も得やすい」という。
支援を始めて間もなく４年。この枠組みを利用して、８０歳代を中心に約１８０人が転
居することができた。福岡市社協の担当者、栗田将行さんは、「家族や親族の関係が希薄に
なる中、転居に困る高齢者は今後も増えるだろう」とした上で、
「地域にあるサービスを組
み合わせ、その役割を代替していくことが必要だ」と話す。
高齢者向け賃貸専門会社登場
高齢者向けの賃貸物件を専門にする会社もある。都内を中心に約４００室を扱う「Ｒ６
５不動産」
（東京都杉並区）だ。
同社の特徴は、入居希望者への詳細な聞き取り。その内容は、希望する部屋の間取りや
家賃はもちろん、年金収入や貯蓄、健康状態、通院先まで及ぶ。社長の山本遼さん（２８）
は、
「そんなことまで聞かれるの？と言われることもありますが、大家さんの不安を軽減し
て、入居の理解を得るには大切なこと」と話す。
ほかにも、独り暮らしの入居者に介護が必要になった場合、地域にどんな窓口があるか
や、見守り用の機器の利用などについても大家に丁寧にアドバイスする。
「学生などに比べ
て、長く住んでくれる、入居マナーも良いなど、高齢の入居者ならではのメリットもある」
と山本さん。２０１５年の事業開始以降、相談件数は増えており、昨年は約１００人が、
同社の仲介で転居したという。
（この連載は、社会保障部・板垣茂良が担当しました）

月刊・時論フォーラム

ナショナリズム／小田原市の生活保護改革／性暴力・性差別
毎日新聞 2018 年 7 月 24 日
論壇のオピニオンリーダーが現代の諸問題を読み解く本欄で、今回メインの吉田徹・北
海道大教授は、最近話題を集めた人気バンドの楽曲と映画を題材に、現代におけるナショ
ナリズムの在り方、個人と共同体の関係について考察する。井手英策・慶応大教授は、生
活保護の在り方を巡り自治体と人権団体が協力して改善に向かった経緯を、石原俊・明治
学院大教授はセクハラの現状と見通しを論じた。
◆ナショナリズム
「共通の物語」どう紡ぐか 吉田徹
若年層に圧倒的人気を誇るバンドＲＡＤＷＩＭＰＳが６月にリリースした「ＨＩＮＯＭ
ＡＲＵ」が批判されている。歌詞「この身体に流れゆくは／気高きこの御国の御霊／さぁ
いざゆかん／日出づる国の／御名の下に（略）僕らの燃ゆる御霊は／挫けなどしない」が
軍歌を彷彿（ほうふつ）させるというのが、その理由だ。コンサート会場前でデモ活動な
ども一部であった。

作詞したボーカルの野田洋次郎は、「世界の中で、日本は自分たちの国のことを声を大に
して歌ったりすることが少ない国」と断定した上で、
「何の思想的な意味も、右も左もなく、
この国のことを歌いたい」とその意図をソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮ
Ｓ）で表明した。その後の批判にも、自らは軍歌とは思っておらず、攻撃的な考えもなく、
単に「日本の歌」を歌いたかったのだと釈明した。
３０代前半の野田に思想的な立場などなく、単に「どんなことがあろうと立ち上がって
進み続ける日本人の歌」を書き上げたかったというのは彼の本音だろう。だから、この曲
を若年層の右傾化や軍国主義が浸透している証左と騒ぐ必要はみじんもない。
資本主義の親和性
もってなお「ＨＩＮＯＭＡＲＵ」が投げかけた問いは興味深い。ひとつは、ナショナリ
ズムと資本主義の親和性だ。スコットランド民族のタータンチェックが産業革命の産物で
あったのと同じく、現代にあっても、小学館のニュースサイト「ＮＥＷＳポスト セブン」
がリポートしたように、ナショナリズムは手っ取り早く稼げる手段に過ぎない。ネット上
のフェイクニュースの拡散も政治的な意図があってのことではなく、職のない若者たちの
国境を超えた小遣い稼ぎと化している。
「ＨＩＮＯＭＡＲＵ」はサッカー・ワールドカップ
テレビ番組のテーマ曲のカップリングであり、日本を主語にした表現が求められ、ＲＡＤ
ＷＩＭＰＳはそれに応えたに過ぎない。そうした意味で、この曲は「日本ってすごい」系
のテレビ番組と同じだ。
ただ、ナショナリズムにあって文化は、ワーグナーの曲がナチスに利用されたように、
「素
材（ネタ）」が「約束（ベタ）」と化していく（ワーグナー「ニュルンベルクのマイスター
ジンガー」がサッカー番組で多用されるのは偶然だろうか）
。ここでナショナリズムは文化
的形式をまとうことにもなる。中島岳志は「ＨＩＮＯＭＡＲＵ」の歌詞に、ここにはない
日本への憧れというロマン主義的精神を見いだし、それは必ずしも排他的な形をとらなか
った戦前の国粋主義と同形であり、ナショナリズムとスピリチュアリティーとが結合した
事例だとしている。
確かに、明示的な敵が措定されているわけではない。しかし日本では「自分たちの国を
声高に歌えない」という野田の言葉には、主権者であるにもかかわらず、あるいはそれゆ
えに自由な意思表明が許されていないという不満が、無意識的かつ素直に表明されている。
マジョリティーであるにもかかわらず、国家主義という歴史的経験から、マジョリティー
であることをうたうことができないといった相対的な剥奪（はくだつ）感に表現を与える
のは、文化の伝統的役割でもあった。
「小さな物語」とは
カンヌ国際映画祭のパルムドール授賞式後、記者会見で語る是枝裕和監
督＝フランス・カンヌで２０１８年５月１９日（日本時間２０日未明）
、
小林祥晃撮影

「ＨＩＮＯＭＡＲＵ」のリリースとほぼ同じ時期、別の論
争の的となったのは映画「万引き家族」でカンヌ国際映画祭
の最高賞パルムドールを受賞した是枝裕和の言葉だった。監
督は日本政府の祝意を辞退すると述べ、「『大きな物語』に回
収されていく状況の中で映画監督ができるのは、その『大き
な物語』
（右であれ左であれ）に対峙（たいじ）し、その物語を相対化する多様な『小さな
物語』を発信し続けることであり、それが結果的にその国の文化を豊かにする」とした。
これには、映画は文化庁の補助金を一部受けているのだから、政府に背を向けることは筋
が通らないなどとの批判が寄せられた。
しかし、税金が投入されるならば、時の権力に追従しないまでも、愛想よくしなければ
ならないという論理では、ファシズム国家のもとで文化が窒息死させられていった事実を
追認することになる。
別の場所で監督は、オウム真理教に触れつつ、
「何か違う世界がある」という感覚を持っ

た若者はいまここの世界を反転させ、生に過剰な意味を見いだすことになるとしている。
そして生きる意味を求めることは、意味のある生死を問うことにつながってしまうとする
（
「世界といまを考える３」
）
。だからこそ「小さな物語」は、絶えず意味を求めることを迫
る世界への抵抗手段となるのだろう。
相対する現代力学
こうして、野田と是枝は、ともに右と左であることを否定しつつ「大きな物語」と「小
さな物語」へと分岐していく。それはまた、全体性の回復と個別性の希求という、相対す
る力学にさらされる現代社会をなぞっているかのようだ。今月はオウム真理教の死刑囚７
人に刑が執行されたが、彼らが四半世紀前に試みようとしたのは、この全体性と個別性の
断絶に耐え切れず、幻覚や薬物に支えられた宗教を通じて回復することではなかったか。
別の「
『右』と『左』を超えて」と題された座談会では、共同体のアイデンティティーは
全体だけからでも個人からだけでも生まれることはなく、その両者を不断に擦り合わせる
努力があって成就することが合意されている。ファシズムを含め、過去にその努力がもた
らした凄惨（せいさん）を思い起こせば、同じ過ちを繰り返さぬままに、
「共通の物語」を
どのようにしたら紡ぐことができるのか。問いは、ここに進められなければならないだろ
う。
◆小田原市の生活保護改革
人権団体も評価 井手英策
「国や地方自治体を批判する集会ばかりしてきましたが、
『信頼と尊敬』に基づくこんな
集会は初めてで感慨無量です」
。生活保護問題対策全国会議の事務局長である小久保哲郎さ
んはこう振り返った。７月１４日に開かれた全国会議総会での一コマだ。
２０１７年１月、神奈川県小田原市生活支援課職員がローマ字で「保護なめんな」など
と印刷したジャンパーを作製し、生保利用者宅を１０年近く訪問していたという事実が明
るみに出た。市は検討会を設け、その後、業務の改善に乗り出していった。
僕もこの検討会に加わったが、市の対応は驚くほど素早かった。保護決定までの日数を
原則である１４日以内に近づけ、ケースワーカーの配置数、専門職数も増員した。「保護の
しおり」は平易な文に修正され、近く利用者向けアンケートも実施される。小田原評定ど
こ吹く風のスピード感だ。
だがここで強調したいのは、市職員の業務改善努力ではない。その努力を評価する「批
判者」たちのフェアなまなざしである。
人権団体は弱者の権利擁護のため、少しでも多くの成果を勝ち取らねばならない。それ
ゆえ相手の対応に満足の意を示すことはまれだ。だがこの間、市は身をさらけだすように
情報開示に努めてきた。批判者である全国会議もその姿勢を評価し、
「変えさせる」という
強硬な態度はやわらいでいった。冒頭の言葉は、そんな批判する側、される側の「肯定の
精神」を象徴している。
命と暮らしを徹底して保障する社会を支えるのは、批判される側をも含めた「すべての
人間への敬意」なのかもしれない。
◆性暴力・性差別
「静かなる革命」進行中 石原俊
主要誌で性暴力とセクハラに関する特集が相次いだ。伊藤詩織氏が元民放幹部からのレ
イプ被害を告発し、テレビ朝日記者が財務次官のセクハラを公にしたことは、これまでの
無数のたたかいの蓄積を背景としつつ、
「社会の潮目を変えた」と言える。
「ジャーナリズム」の座談会では、地方自治体幹部らから野球拳をさせられた経験を柏
木が告白し、大門が同様の経験を思い出したと応じる。
「嫌な記憶って人間は消そうとする
のかもしれませんね」という大門の言葉は、この国の女性記者が強いられてきた立場を象
徴するものだ。また「世界」の匿名筆者は、最も多く見てきたのがメディア同業者間のセ
クハラだと明言する。この問題は教育・研究業界にも通底する。
性的マジョリティーは、性暴力が被害者の身体と精神にとってどれだけ破壊的なのか、

まだまだ分かりたくないようである。特に男児を含む子どもへの膨大な性暴力は、不可視
化されたままだ。依存症者回復支援施設「ダルク女性ハウス」創設者の上岡が強調するよ
うに、アルコール依存や薬物依存で他害や自傷を繰り返す人には性虐待被害者が少なくな
い。支援者は被害者（サバイバー）が「語らないことを聞いている」という、上岡の言葉
は実に重い。
だが日本社会では今、性暴力・性差別をめぐる「静かなる革命」が進行中だ。若い世代
の意識も確実に変わってきている。
「オッサン」はマジョリティーの座から徐々に追われて
いくだろう。自由と平等の理念が弱りつつある現下の日本にあっても、この「革命」は不
可逆な流れなのである。
◆今月のお薦め４本
北海道大教授（比較政治）
・吉田徹
■右派系まとめサイトの管理人に「目的」を直撃してみた（森鷹久、ＮＥＷＳポスト セ
ブンｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｓ－ｐｏｓｔｓｅｖｅｎ．ｃｏｍ／ａｒｃｈｉｖｅ
ｓ／２０１８０７０１＿７０８５１１．ｈｔｍｌ）
■ＲＡＤＷＩＭＰＳの愛国ソング 日本語論より動機考察を（中島岳志、東京新聞６月
２８日夕刊）
■「祝意」に関して（是枝裕和、ブログｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｏｒｅ－ｅｄａ．ｃ
ｏｍ／ｍｅｓｓａｇｅ／２０１８０６０７．ｈｔｍｌ）
■座談会 ナショナリズムとは何か「右」と「左」を超えて（施光恒ほか、表現者クラ
イテリオン７月号）
◆今月のお薦め３本
慶応大教授（財政社会学）
・井手英策
■「生活保護なめんな」ジャンパー問題から一年半、小田原市がすすめた生保改革（石
戸諭ｈｔｔｐｓ：／／ｎｅｗｓ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｂｙｌｉｎｅ／ｉｓｈｉｄｏ
ｓａｔｏｒｕ／２０１８０７１７－０００８９５７２／）
■言葉を失うとき（渡辺琢、世界８月号）
■リベラル・ワールド（ダニエル・デュードニーほか、フォーリン・アフェアーズ・リ
ポート７月号）
◆今月のお薦め３本
明治学院大教授（社会学）
・石原俊
■財務次官セクハラ問題とメディア（青木理・大門小百合、角田由紀子・中北浩爾・柏
木友紀、ジャーナリズム７月号）
■変わらない男社会の体質－メディア業界の女性たち（匿名４０代女性民放職員、世界
８月号）
■被害／加害の語りに耳を傾け、支援する（上岡陽江・坂上香、現代思想７月号）
ご意見、ご感想をお寄せください。〒１００－８０５１毎日新聞「オピニオン」係
opinion@mainichi.co.jp
■人物略歴 吉田徹（よしだ・とおる）
北海道大教授（比較政治）
。東京大大学院博士課程修了。著書に「『野党』
論」
「感情の政治学」
「ポピュリズムを考える」など。１９７５年生まれ。
■人物略歴 井手英策（いで・えいさく）
慶応大教授（財政社会学）
。１９７２年生まれ。
■人物略歴 石原俊（いしはら・しゅん）
明治学院大教授（社会学）
。１９７４年生まれ。
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
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