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森喜朗元会長の発言から考える森喜朗元会長の発言から考える
ちいき人権WORLD　座談会ちいき人権WORLD　座談会

東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が 2 月 3 日の日本オリンピック委員会臨時評議会

での女性を巡る発言について、4 日に謝罪したが、12 日には辞任を表明した。

このことについて考える座談会を開催した。

発言を聞いて　思うこと

李： それぞれどう思われましたか。
大谷： 私は、またか思っただけでスルーしてい
ました。考えると疲れるし、相手にしたくない
という感じ。でも、馬鹿らしいと沈黙していた
ことが森発言を支えた一つの要因だったと思い
ます。

金： 森発言には怒りを感じます。この発言をお
かしいと言う人と、なんでそんなことで批判す
るのやと言う女性がいるということーしばられ
ていることに気づかずに女性と女性が言い合う
という両面が見えて、つらかったです。
武田：金さんが言われたように女性の側がそれ
ぐらいで…と言うというのは、慣れているから。
わきまえている女性がえらいと平気で言う森さ

●大谷眞砂子（じんけん楽習塾 /　

　 　　NPO 法人シスターフッド大阪）

●武田祐子（自立生活センターやお）

●川口智恵美（自立生活センターやお）

●金洋子（NPO 法人トッカビ）

●松田直美（NPO 法人 KARALIN）

●司会：李（い）ぽんみ

【2021 年 2 月 3 日の JOC 臨時評議員会での森会長の女性を巡る発言】

　これはテレビがあるからやりにくいんだが、女性理事を 4 割というのは文科省がうるさくいう

んですね。だけど女性がたくさん入っている理事会は時間がかかります。これもうちの恥を言い

ますが、ラグビー協会は今までの倍時間がかる。女性がなんと 10 人くらいいるのか今、5 人か、

10 人に見えた（笑いが起きる）5 人います。

　女性っていうのは優れているところですが競争意識が強い。誰か 1 人が手を挙げると、自分も

言わなきゃいけないと思うんでしょうね、それでみんな発言されるんです。結局女性っていうの

はそういう、あまりいうと新聞に悪口かかれる、俺がまた悪口言ったとなるけど、女性を必ずし

も増やしていく場合は、発言の時間をある程度規制をしておかないとなかなか終わらないから困

ると言っていて、誰が言ったかは言いませんけど、そんなこともあります。

　私どもの組織委員会にも、女性は何人いますか、7 人くらいおられますが、みんなわきまえて

おられます。みんな競技団体からのご出身で国際的に大きな場所を踏んでおられる方々ばかりで

す。ですからお話もきちんとした的を得た、そういうのが集約されて非常にわれわれ役立ってい

ますが、欠員があるとすぐ女性を選ぼうということになるわけです。
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んは辞めた後も権力を持ち続けるんだろうなと
思いました。言ってしまっても立場は守られて
いるというのが見えて、これがいつまで繰り返
されるんだろうかとがっかりしました。
川口：私はニュースを聞いて、発言としては問
題だったのかなと思ったが、深くわかってなく
て、あとからこういうことだとわかって来まし
た。ニュースで何回も流れて問題になっている
のかなと。
松田：私はニュースで知るより SNS で知る方が
早いので、問題があるよっていう情報にまず触
れて、何かスルーできないところはあるなって
思いました。ネットメディアから提供される緊
急特番で女性がコメントしていたが、自分で考
えることをしなかった。初めて自分がひっかか
る発言に出会ったときに自分は気づけるのかな
って思いました。そのことについて生の自分の
声で、こう思ったって、発信できる感性が必要
ちゃうかと思いました。

わきまえないー沈黙したら変わらない

金：怒る人がいる一方で、そんなに大きな問題
だと思わないような意見が、けっこう日本にあ
るように思います。だから、森さんは、悪びれ
もなく、事実だと思っていったのになぜ反発招
くのかと思ったりしたんじゃないかと思ったり
します。
武田：女性がもの言うと、必要以上にうるさく
思われてるのが目立つように思います。
李：これは些細なこと、そこまで言うな、みた
いな。大谷さんが最初にいっていた、「またか」

という感覚ですね。そのあと、海外の女性が怒
りましたよね。
大谷：怒ってくれたこともそうですが、静かに
手を挙げて「Don’ t be silent　沈黙しないで」
って、痛みを知っている者同士の共感がすごく
響いた。沈黙したら変わらないよ、って。特に
私たちの時代は、今も変わらないかもしれない
けど、声をあげたとき女であることで軽く扱わ
れたり、バカにした態度をとられることを経験
してきたから、問題が起きないように、男性の
価値観を内面化して、男に認められることが大
事だった。ほんと、わきまえてきたんです。
その頃の価値観を、政治家として均等法などが
成立する側にいながら、まったく自己修正する
ことなくこられたんですね、森喜朗氏は。足を
踏んでる側は踏まれている人の痛みがわからな
いから、わきまえずに声をあげるのは大事なこ
とですね。
金：女性が自分らしく生きられる社会じゃない
ことの象徴的な発言というか、根の深さがある。
オリンピックはそういうことがないはずなのに。
おかしいことをおかしいと言うのが難しい社会
だと思います。男性にもしゃべりたい人います
しね、女性にもおるし。男と女で分けるからや
やこしい。そこの違和感がありました。　
武田：あえて言っていかないと女性は 10 人の中
の 1 人 2 人のままやなって思います。
李：この背景には、権力側や力のある方をまも
ろうとする文化―女性問題だけでなくて、それ
が一つあると思います。強いものにこびへつら
う風土みたいなものと、女性に対する偏見とい
う二つの側面があるような気がします。
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松田：自分の価値観で起こっていることを考え
て、私たちが怒りの声をあげてこんなことはお
かしいよっていうのが届けば、そういう発言す
る人も考えると思うんです。
金：考えるというか気づくというか。これが問
題発言だということすらわからない人もいる。
松田：自分の頭で考えることが大事だと思う。
自分のことばは説得力というか、力はあると思
います。私たちも問題の当事者であるという主
体性を発揮することが大事。意識したり、考え
たりしている時間は奪われているというか、情
報が操作されていて、力のある人たちが自分た
ちに有利な社会を作っているから、この問題で
声をあげていくには自分が強くならないとあか
ん。

日常の「ちょっとした闘い」

武田：私は大谷さんより痛くない状況で、きて
るという感じはあります。女性だから我慢する
というのはまだまだあるにしても先輩が砂利を

どけてくれたから歩けてるというのがあるけど。
先日ハンデのある 30 ～ 40 代の男の子と雑談し
ていたときに、彼女ができたら家事全部しても
らうという話をするんです。私と同じか、もっ
と年下の子が、女の子がして当たり前っていう
発言をしたことにすごく、ショックを受けまし
た。同僚の女の子も自分たちが家事やるのは仕
方ないとあきらめてるのを普通として受けとめ
ている。まだまだ、自分自身もちょっとあるけど、
おかしいと思いながら常に考えていきたいと思
っています。
金：男の人も経済的に無理なんだけど、本音の
気持ちとしては専業主婦を求めてるみたいなこ
とは聞いたことがあります。
川口：家事とか育児とか介護とかも女の人がし
てるのが多いとか、男性は外で働いて女性は家
の中で家事っていうのを聞きます。今は男女関
係なく家事も仕事もという時代なので、分け合
ってが、できないっていうのがあるんかなとい
うのは思いました。
李：なかなか若い子の意識がそうはならない。
女性の側も夫婦別姓もそうですけど男の人の姓
に変わるのは当たり前だったり、うれしかった
りするような人は普通に若い人でもいるので、
森さんの発言を支える土壌みたいなのはあると
思いますね。
金：私の家はすごく男尊女卑の家庭で、それが
しみついているんです。社会的な差別反対の運
動をするようになって、人権に出会って、そう
か自分はこういう生き方を選んでもええんやと
いうのを知ってから、逆に日常のあたりまえと
されていることに、闘いが止まらないようにな
りました。なんか厚い壁をいつも感じます。ほ
んとに私たちがね、大変ですけどがんばらんと
変わらんねんなって。日常の中の「ちょっとし
た闘い」が社会を変えていくんじゃないかなっ
ていう気がします。
大谷：昔のことですけど、娘を自転車の後ろに
乗せて走ってるときにすれ違いざまに胸をさわ
られたことがあるんです。頭にきたけど、怖か
ったしやりすごしました。
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今だったらすぐに警察に行って被害届を出しま
す。そうすることで、不当に扱われた時の行動
を子どもに見せることができると思うんですね。
でも、できなかった。その原因は結局、恐怖心
だったと思う。警察に行っても、こんな程度の
ことで大げさに騒いでと軽く扱われる、バカに
されると、特に性被害は口にできない、したら
アブナイ、そんな認識だった。今やったら、警
察の態度が悪かったら怒れるけど。（笑）
笑われても、自分が大事とか、自分を守ってい
いという感覚があれば怖がらなくて済む。それ
を次の世代に見せることは意味があると思う。
でも、昔の私には言ってやりたい、できなくて
もいい、怖い気持ちはわかる、あんたが愛おし
いって。（笑）
李：自分を守ることもすごく大事。声をあげる
というか、ちゃんと主張するというのを、阻む
ものにこわい気持ちがあるかも。恐怖というの
はこの問題だけでなく、いろんなことであると
思います。強いものへの忖度にもつながるし。

これからやっていきたいこと

李 : でも色々あるけど長い目で見たら変わって
きてるということは忘れたらあかんと思います。
みなさん、自分はこうあってほしいとか、こう
やっていきたいみたいなことはどうですか？。
　
金：これからの男の人たちへの教育。だいぶん
昔とは変わっていると思うんですけど。家庭科
が私の時代はね、女性は家庭科で男性は技術と
分かれていました。今は違います。　
大谷：私は日ごろ関わっている女性に、「あなた
が悪いのではないよ」ということをしっかり伝
えたいです。それと権利意識を持って生きるこ
とってどういうことか一緒に考えていきたいで
す。焦らず一歩ずつ。私自身に対しては、自分
を責めるのはやめようって。今回、自分は何か
あるごとに自分を責めていたっていうのを再発
見して、もう責めるのはやめようと思っていま
す。人には言ってるのにね。

松田：私は SDGｓって大事だと最近ますます思
っています。持続可能ってなんやろう、何に向
けて持続していったらいいのかっていうのは、
もうちょっと考えないと。公正であるとかこれ
を望むんだという共有があまりにもなさ過ぎて、
力があってお金があってという価値観と、みん
なでシェアしようよっていう価値観とが戦う社
会ではないと思うんですよ。やっぱりいろんな
人がおるけど何か一つのところを目指さなあか
んと思う。
足元で何ができるかというと、性教育、セクシ
ュアリティ教育を基盤にした子どもと接するこ
ととかを広げること。性教育って聞いたら生殖
ってみんな思うから問題になるけど人権教育な
んですよ。
武田：自分を大事に、相手も大事にする。
大谷：不登校の子の教室での話やけど、シング
ル女性が働きながら子どもを育てるのがどんな
に大変か、データを使って話したんやけどそれ
だけで険悪な親子関係が改善したケースがあっ
た。コロナ禍での非正規の扱いとか、女性の問
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題を一緒に考えるということをやって、大変な
んやっていうのが子どもにわかったみたい。こ
ういう問題を身近な人が教育的な場で子どもに
伝えることも大事だと思いました。子どもにも
一緒に考えてもらわないとね、次の時代をつく
る人たちやから。

あきらめないで

川口：今は、しんどい目にあいたくないから支
援学校に行きたがる人が多いみたい。
武田：彼女は養護学校に行くのが当たり前と言
われていた時代にお母さんが地域の学校に行か
せたいって、行った。そこで、なんで障害者が
ここに来てんねんみたいなこと言われて、しん
どい目したという自分の経験がある。今また支
援学校行きたがる人多い。分けといたほうが楽
やから。すごい親も悩むんですね。やっぱり普
通学校に行ったらいじめられるとか、障害者が
なんで、みたいなのがずっとまだ残ってるから。
川口：聞いてびっくりしてんねん。
武田：私のやってきたことってなんやったんみ
たいな。
李：普通学校がそれだけしんどいと思われてる
という。がんばって差別なくそうとやってきた、
結局そこで嫌な思いするって。その話も女性の
ことにも重なるように思います。
武田：それが言いたい。結局、自分の子どもに
はしんどい思いさせたくない。女性やからとか、
障害者やから、おとなしくしとけみたいなこと
をずっと言われ続けて、おとなしく生きてきて、
男の人も男だからこうであれ、みたいなのでし
んどくなるんだから、何々やからこうしろって

いう決めつけはやめてほしい。
金：私は人権とかこういうところに出会ってな
かったら、殻を破りたいけど破る勇気が持てな
い、話せる人がいないとずっと悩んでたと思う。
今は、好き放題してます。

「好き放題」に見える姿が男女平等なんて無理だ、
できないものやと思ってる女の人に、あきらめ
ないでって、ヒントにはなったらなあ。その姿
がゴールではなくても一つの力にはなると感じ
ます。大谷さんが言うてたみたいに、あなたが
悪いわけじゃないという視点というのを忘れた
らあかんと思います。
李：少しでも、教育、制度を変えていく、声を
あげていくことは大事だと思います。もう一つ、
経済力も大きな意味を持つと思ってます。女の
人が男の人と同じような賃金になってくると、
かなり変わってくると思います。公務員は女性
の比率が高いのはなぜかというと同給で、休み
も取れるからじゃないですか。そんあな職場を
どんどん増やしていったらなというのは思った
りします。

今日はありがとうございました。
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　講師は、弁護士で『これからの男の子たちへ
　「男らしさ」から自由になるためのレッスン』
本の著者：太田啓子さん。

　「男らしさ」とは何か。
　未だに、「男は仕事、女は家事育児」という考
え方が根強いと感じています。
　女性の社会進出が広がっていると言われ、働
く女性は増えていると思っていたが、働く女性
の 56％がパートなどの非正規雇用と聞き、驚き
ました。
　フルタイム勤務の女性の割合は昭和 60 年の調
査以降３５年近く変わっていないので、非正規
で働く女性が増えているということになります。

（内閣府男女共同参画局『男女共同参画白書』令
和元年より）
　その原因は、働く女性が増えても、男性の育
児時間が増えていないため、女性のさらなる負
担が増える結果となり、フルタイムで働くのが

これからの男の子たちとおとなたちへ
 　　　～ 「男らしさ」 から自由になるために

　　　　　　　　　　　　　周囲のおとなができること～

講師 ： 太田啓子さん

2/21 NPO 法人 KARALIN　学習会報告

難しいためです。これは日本のジェンダーギャ
ップ指数は 153 か国中 121 位という数字からも
わかります。

　男性の視点から見て考えてみると、最初に書
いたように、「男は仕事。失敗は許されない」な
どの社会の「男らしさ」の呪いから抜け出せな
い人も多いということになります。
　男の子は、幼いころから社会の中で競争や力
で勝ち抜くことを求められ、自分らしさは求め
られず、問題点が繰り返されることで「有害な
男らしさ」になっていくといいます。

　本の中に掲載している「有害な男らしさ」を
紹介していただきました。
　『弱音を吐かず、社会的な成功と地位を積極的
に追及し、危機的状況があっても動じずにたく
ましく切り抜け、攻撃的で暴力的な態度をとる
ことも含めて、社会の中の男らしさと言われて
いる』　　　　　　　　

　これだけ読むと、“今はそこまでないのでは？“
と思う人もいるかもしれないが、男は泣かない、
部活で弱音を吐かない、何事も途中で投げ出さ
ない…など、周囲で聞いたことあるのではない
でしょうか。

子どもの頃の問題例
●男の子ってバカだよね問題　⇒少しくらいヤ
ンチャな方がいい。暴力が許されてしまう。
●カンチョー放置問題　⇒男の子の体は大切に
されない
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●男子は好きな女子に意地悪するという説（ス
カートめくりなど）　
⇒性暴力が遊びや感情表現だと許され、無自覚
になっていく。

　講師の太田さんは、自身の子育てエピソード
も含めて、これからの男の子へ何が必要か分か
りやすく伝えていただきました。
　まずは、自分の弱さを否定しないこと、そして、
性の問題に対して、幼いころから包括的な性教
育が必要であることです。

　大人はこどもへ「弱い者いじめはダメ」「人を
叩いたらダメ」など、人に対しての善悪を教え
る機会はありますが、「○○はセクハラや性暴力
になるからダメ」など教える人は少ないでしょ
う。性教育というだけで、タブー視する人も多
いのではないしょうか。

　しかし大切なのは、自分の体を大切にすると
同時に、他人の体も大切にすること。そしてセ
ックスに対する正しい情報を提供できる教育な
んだと再確認しました。
　特にセックスに関しては、現在はネットから
情報を入手し、ＡＶやアニメが教科書のように
思っている男の子も多いため、暴力的なシーン
もエロと表現され容認されているのがとても危
険だと危惧されていました。
　「女性が嫌がっていても本当は喜んでいる」「少
しぐらい強引な方がいい」などの神話が未だに
多く、自分の子どもや周りの男の子たちが加害
者にもなってしまう可能性もあると考えると、
このままはいけないと思いました。

　性教育は学校で…、性教育はまずは家庭で…、
と人任せにしている場合ではありません。
　行政・学校・家庭・地域が協力して、自分の
体も他人の体も尊重することを伝え、性暴力と
は何か、そして性暴力がどれだけ人を傷つける
のかなど、年齢に応じた伝え方をしていかない
といけません。
　相手を気づける言葉や、からかい・ふざけあ
いを「遊び」として容認しないことも重要です。
そして子どもに伝えていくのと同時に、大人も
変わっていかないといけません。
　普段何気なく使っている言葉にジェンダーバ
イアスがかかっていないか、周りの人がやめて
ほしい発言をした時にどう対応するかなど、私
自身も考えていこうと思いました。

　ジェンダーギャップ指数の上位国であるアイ
スランドも、1974 年までは男女格差が大きい国
でしたが、1976 年に「ジェンダー平等法」が
採択されたのをきっかけに、何十年もかけてさ
まざまな政策が実施されることにより改善され、
現在では、父親の 74％が育児休暇をとれる社会
へとなっています。

　また、ジェンダーギャップ指数と幸福度ラン
キングも相関関係があると言われ、「男の子だか
ら」「女の子だから」ではなく「自分らしく」生
きていける社会は、幸福度が高いという事がわ
かります。

　ジェンダーによる男女差別をなくして、ひと
りひとりの実力がいかされて、安全で安心して
暮らせる社会になるために、まずは自分の周り
から、一緒に考えていける仲間と共に変えてい
けたらと思いました。

（新開ちあき）
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■「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」を改
定しました
　本市では、「八尾市人権教育・啓発プラン」に
基づいて、市民一人ひとりが人権を自分自身の
課題としてとらえ、人権を尊重することの重要
性を正しく認識し、すべての人びとの人権に配
慮した行動がとれるようになることを目的とし
て、取り組みを進めてきたところです。
　この度、「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」
が策定から５年が経過することから、社会状況
の変化や法制度の整備、新たに発生している課
題等に対応するため、「第２次八尾市人権教育・
啓発プラン」を改定しました。

■人権課題の当事者をはじめとする市民参画の
もと策定
　本計画の策定にあたっては、人権関係団体か
ら選出された方や市民の方などの参画のもと、
八尾市人権教育・啓発プラン策定審議会を開催
し、熱心にご議論頂きました。また、12 月４日
～１月５日の期間において、計画素案に対する
市民意見の募集を行いました。

■あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進
　学校等・職場・地域の３つの分野を中心とし
て、市民生活のあらゆる場において、地域、学校、
家庭が連携しながら人権教育・啓発を推進して
いきます。
　また、総合的かつ効果的に推進するために、
市民に伝わる効果的な情報提供や指導者の育成、
市民との協働、各種団体等との連携などを進め
ていきます。
　本計画は、６つの章で構成し、巻末には、用
語解説及び関係法令等の参考資料を掲載してい
ます。計画本編及び概要版については、八尾市
人権政策課ホームページからも閲覧していただ
くことができます。

「第２次八尾市人権教育 ・ 啓発プラン （改定版）」
　　　　　～まちづくり　人がやさしく　人にやさしく～

を策定しました！



＜ 10 ＞

誰もが活き活きと活躍できる

　　　　　　　　共同参画社会をめざして

　本市では、平成 28（2016）年に策定した「八
尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参
画基本計画」に基づき、男女共同参画及び女性
活躍の推進に向けて様々な取り組みを行ってお
ります。
　令和２（2020）年度末で、プランの中間年を迎
えるにあたり、計画に基づく成果や課題、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響等の社会情勢
を踏まえ、さらなる男女共同参画社会の実現に
向けて積極的に取り組みを進めるべく見直しを
行いました。

■見直しの主なポイント

　本計画においては、「八尾市第６次総合計画～
八尾新時代しあわせ成長プラン～」を踏まえ、性
別にかかわりなくすべての人が活躍できる男女共
同参画社会の実現をめざします。そのため計画の
目標は、現計画の目標を尊重し、「誰もが活 ( い
) き活 ( い ) きと活躍できる共同参画社会へ」と
します。そして、男女共同参画社会の実現と女性
活躍の推進に向けた取り組みを推進することによ
り、多様性が尊重され、誰もが自らの選択により
人生を設計することができる社会を実現してまい
ります。
　令和２（2020）年からの新型コロナウイルス
感染症の世界的な流行は、人々の暮らしに大きな
影響を及ぼしています。特に、配偶者等からの暴
力の増加、女性の雇用や所得への影響など、これ
までの固定的な性別役割分担意識に起因した様々
な問題が深刻化し、とりわけ女性を取り巻く現状
が厳しいものとなっている中、男女共同参画の重

要性が改めて認識されているところです。
　性別にかかわりなくすべての人が活躍できる男
女共同参画社会を実現するためには、男女共同参
画や多様性について、市民一人ひとりが理解を深
めることが不可欠です。そのため、基本目標は現
計画の内容を受け継ぎながらその構成を見直し、
男女共同参画推進の土台となる「男女共同参画社
会の実現に向けた意識の醸成」を基本目標Ⅰとし、
基本理念の実現をめざします。
　さらに、「様々な分野への男女共同参画の意識
啓発」、及び「ワーク・ライフ・バランス（仕事
と生活の調和）の推進」を重点施策と位置づけ、
計画に掲げる目標の達成に向けて、関係機関と連
携しながら、一層の取り組みの推進を図ってまい
ります。

「八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～」 の

中間見直しを実施しました！

い い



＜ 11 ＞

世界の人権36
白根さんと考えよう！

国際NGO「CCPR センター」「ISSYO」所属  白根大輔

ミャンマー　日本企業と JICA の役割

　2021 年 2 月 1 日のクーデター以降、極度に不安
定かつ深刻なものとなったミャンマーの状況は、日
に日に悪化し、毎日のように軍・警察による民間人
殺傷の報告がされています。3 月末までの 2 ヶ月の
間に数千人が逮捕され、無抵抗の市民や子どもたち
を含めた４百人以上が亡くなりました。欧米諸国を
中心に、ミャンマー軍および軍上層部の個人に対す
る経済制裁措置が取られていますが、未だ効果は少
ないままです。

　ミャンマー軍は長期に渡った軍政を通し、また民
主化が始まった以降も国内経済の中枢支配を強化、
維持してきました。軍が直接、または間接的に所有・
運営する会社や企業は数多くあり、文民政府から配
分される国家予算とは全く別に、軍独自の大きな収
入源となってきました。中でも Myanmar Economic 
Holdings Limited (MEHL)、Myanmar Economic 
Corporation (MEC) は、鉱業から林業、金融、建設、
製造、保険、観光、宝石、さらにビールやタバコ産
業にもわたるミャンマー軍の巨大な複合企業ビジネ
スの中心となっています。

　2019 年に発表された国連人権理事会独立調査機関
の報告によれば、MEHL および MEC は軍上層部個人
により所有・経営され、傘下には少なくとも 106 の
直属企業、27 の関連企業があるとされており、その
規模は軍による企業帝国といえるほどです。また調
査の範囲内では確定できなかったものの、この軍企
業帝国の影響力下、または密な関係にある民間企業
は国内に無数にあるとされています。

　さらに軍企業帝国は少なくとも 44 の外国・国際企
業との合弁企業や共同事業を営んでおり、そこには
キリンや日清など日本の企業、団体も含まれていま
す。その他外国企業は中国やインド、韓国、ベトナ
ム、シンガポール、マレーシアなどアジアがほとん

どですが、ベルギー、フランス、スイスなどの企業
も入っています。加えて少なくとも 16 の外国企業（う
ち 12 は中国、北朝鮮、インド、イスラエル、ロシア、
ウクライナの国営企業）が 2016 年以降、ミャンマ
ー軍に対し武器その他軍事機器を供給しているとさ
れています。また 7 の外国民間企業が軍事にも使用
可能な技術・サービスを提供していると断定されて
おり、その中にはアイコムおよびニコンという２つ
の日本企業も入っています。これらミャンマー軍と
の関係が確証された国内・外国企業は報告書の中で
リストアップされています。このリストに明記され
たものはもちろん、ミャンマーでビジネスを行うま
たは計画する全ての外国企業、団体に対して長年、
ミャンマー軍の直接または間接的な収入となる可能
性について継承がならされてきました。

　クーデター後、2 月 5 日にはキリンが MEHL との
経済関係を打ち切るとやっと発表しました。また 3
月終わりには、アメリカが MEHL と MEC に対して、
イギリスが MEC に対してそれぞれ制裁措置を発表し
ました。しかしミャンマー軍の行動に変化をもたら
すためには、より多くの政府、企業による一連の行
動が必要不可欠です。

　ちなみに JICA は MEC と連携した、３億ドルを超
える規模の橋建設プロジェクトをヤンゴン南部で、
クーデター後も未だに進行中です。このプロジェク
トは現地活動家の報告によれば 2019 年 3 月に合意
され、2023 年に完成予定とされています。またこ
のプロジェクトの中では、日本の「Yokogawa」とい
う企業も MEC 傘下の鉄鋼企業と連携しており、こ
の MEC 傘下企業は橋建設に必要とされる鉄枠の 3 分
の２以上を供給しており、大きな利益を得ていると
も報告されています。ヤンゴンではさらに、これも
３億ドルを超える規模のホテル兼商業施設建設事業
が、軍所有地を賃貸して進行中で、軍の大きな収入
源となっている可能性が極度に高いとして昨年から
警鐘が鳴らされてきました。この事業で建設されて
いるホテルは日本のホテルオークラのブランチで、
さらにフジタや東京建物、三井住友銀行、みずほ銀
行また JBIC も連携していると報告されています。

　圧倒的な武力と資金を持つ軍に対し、ミャンマー
の人々は文字通り必死の抵抗をしています。今求め
られているのは巨大な橋やホテルの建設でも開発援
助でもありません。
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室がありましたが、取り払われていました。昨年末
の訪問では、「ラン作りは今年で終わろうと思って
いるので。」と、娘さんにも手伝ってもらいながら
片づけをすすめておられたのです。台風や雨風のほ
か気候に注意し、日中や夜間の気温の変化に注意し
ながら、25 年以上も色々な種類のランを咲かせて
いました。
　庭の奥の方を見ると、これから咲く花菖蒲の葉が
伸びている鉢が十数個、手前には咲き終えたチュー
リップが、これも十数鉢。あと数種類の鉢も見えま
す。屋内の廊下に目を向けました。すぐ横の台には、
水が張られたバットの中に 20 個以上の小さなポッ
トが並び、花芽が植えつけられています。温室で使
っていた温度計も置かれていました。昨日は娘さん
とペチュニアを買って来られ、今日は庭で花を摘み
取り、芽を切って数を増やして育てる準備が終わっ
たところでした。
　育てた花を知人に分けてあげるのも M さんが楽し
みにしてきたことです。見事に咲いた花の鉢は玄関
前や門扉の前に置かれ、道行く人の目を楽しませて
います。M さんが通っているデイサービスセンター
の入り口にも、季節ごとに花の鉢が変わって置かれ
ているのを利用日の様子伺い時に見てきました。私
にも時々「持って帰って。」と花の鉢を持たせてく
れます。後から後からつぼみが花を咲かせて今も元
気な満開のビオラは、勤務先併設の老健施設玄関前
では 2 カ月近くもデイケアの利用者を迎え、入所者
の様子を尋ねに来られる御家族その他の方達を他の
鉢花とともに出迎えてくれています。

　M さんは、動作が不安定になったり、重いものが
持てなかったり、細かい手作業が出来にくくなりま
したが、今も庭で長年続けてきた花栽培の手入れや
管理はさすがです。娘さんは M さんの楽しみを応援
しながら、生活の様子に変わりがないか気にかけて
おられます。息子さんは、M さんが眠ったことを確
認してから休まれています。　
　今月の訪問時には、ビオラの写真を届けようと思
っています。（植木鉢は次回にお返し。）

環境カウンセラー/ケアマネージャー　

新

中辻えり子

春になりました

　春になりました。M さん（83 歳女性・要介護 2）
の庭仕事が忙しい時期です。
　新型コロナウイルス対策を取りながら、月 1 回の
訪問を続けています。御自宅に電話します（最近は

「（防犯対策のため）この会話は録音します。」の音
声があります）が、応答がありません。携帯電話に
連絡すると、「庭にいました。」の言葉。訪問の了解
を得ました。
　応接間で、今月は 4 月からの介護保険法の改正（介
護報酬の改正）があることを伝えたあと、いつもの
ように面談を行いました。M さんには、左肩（腱板
断裂）、両膝（変形性膝関節症で手術）に痛みと両
手指のしびれがあり、介護サービスは短時間で運動
中心のディサービス（週 2 回）と歩行器レンタルを
利用しています。M さんは、長年介護を続けた御家
族（夫）が亡くなった数年前からは、同居の息子さ
んが出勤すると、日中は一人の生活です。徐々に判
断力の低下や思い込み・思いちがい、物忘れなどの
認知症状も出てきており、娘さんが週に 3 回ほど訪
問して見守りをしながら家事に協力し、一緒に買物
に出かけたりしています。
　「結婚式の翌日が稲刈りだった。」「家族は 10 人に
もなっていた。」と振り返る M さんの生活は忙しい
毎日だったようです。急いだ動作も多かったからか、
高齢になって、転倒をすることも多くなり、何回も
骨折をしています。手指の細かい動作がしづらくな
り、台所では食器を落としたり、衣服のボタンが掛
けられなくなってきました。左手は上がりにくく、
立ち座りには膝の痛みもあります。
　M さんが割ぽう着姿だったことから花のことを話
題にすると、表情が明るくなり、笑顔が多くなりま
した。廊下の窓から庭の様子を一緒に眺めました。
忙しく過ごしてきた中でも続けてきた花作りは M さ
んの生きがいになっています。庭の真ん中がぽっか
り空間になっていました。先月の訪問時にはまだ温



＜ 13 ＞

じゃりちえ日記

　　　　　　　　　　 VOL69

さん
の

おすすめ本

子どもを「ずるい言葉」にだまさないようにす
るために
　私はとても自己愛が強い。自己肯定感ではな
くて自分可愛い、自分守っておきたい自己愛。
なので、盾にする言葉をついつい使ってしまう。
それも、自分の子どもに対しては特に使ってい
ると思う。それを痛感したのは、『10 代から知
っておきたい　あなたを閉じ込める「ずるい言
葉」』を読んだから。
　例えば「あなたのためを思っていっているん
だよ」そのまま言う事はなくても、心の中でこ
の言葉を前提にして相手に言葉を投げる事は数
えきれない。「やってみればそのよさがわかるよ」
的なことも言ってるなぁ。その逆に「やっても
無駄じゃない」的なことも言いがちだし・・・
と無自覚にずるい言葉で相手を丸め込め、自分

を守ってきたかと反省。
　私の言葉で「イラッ」「モヤモヤ」が少しでも
生まれないように最近は気をつけようとしてい
るけれどまだまだ修行中。たぶんまだまだ「イ
ラッ」「モヤモヤ」を生んでいるだろうな。
　「イラッ」「モヤモヤ」は差別とつながっていて、

「イラッ」「モヤモヤ」を避けることは差別を減
らしていくことにもなる、というのは筆者の言
葉。「ずるい言葉」で「イラッ」「モヤモヤ」し
ている人には、言葉の裏側にあるものと、その
言葉にどう返すとよいかの対処法が満載。この
本で少しでも晴れますように。

年末年始の過ごし方

　昨年の年末年始は、「コロナ」のこともあり、
帰省しなかった。早めの段階から予定を組むの
は慣れてきたけれど、難しいこともある。
　毎年、三重の実家へ帰省していたので、八尾
で過ごすことは初めてだった。どのように過ご
してよいのか、実際分からなかった。
　年末は、店に行っても人ばかりで『イヤ』に
なり、自宅へ引き返すことに。やはり人ごみが
多いと、車イスでは行きにくい。それは、操作
していて、お客さんの足（アキレス腱）にフッ

トレストがあたると、かなり痛い（独りで行動
していたら、足に当たって痛がられた経験有）。
今でもたまにしてしまうことも・・・。
　いつもとは違う年末年始を「八尾で過ごす」
ことになった。母から年始に電話があった。話
すことでも気が紛れる。現在でも誰とも話さな
い日がある。それは、土曜日。センターへ行か
ない時は、外出しない限り誰一人とも話をしな
い日を過ごす。
　特に冬場は身体が動かしにくい。時には独り
での外出は色々と助けてもらうことが多い。で
も「何事も継続は力なりかな？？」と思う今日
この頃。

10 代から知っておきたい
あなたを閉じ込める「ずるい言葉」
森山至貴　著　WAVE 出版
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石膏発掘で成り立っていた街はリーマンショック
で消滅し、仕事と家を失ったファーンは車上生活
を始めた。ネバダ州の広大な自然の中に伸びるス
カイライン。希望は路上にある！？ノマドたちと
の出会いでファーンは何を見つけるのか。

M：ノマドって遊牧民とか放浪の人の意味らしい
ね。アメリカの現在の話だということに驚いたし、
今の日本の貧困や格差の問題にも通じるものがあ
ると思った。 
E：仕事を探すファーンに「年金を貰えば」と言
われても、家はないしそれだけじゃ生活できない。
それにまだ働きたいと思っている。「先生はホー
ムレス？」と元生徒に聞かれた時、「ちがう。私
はハウスレス」と答えたのが印象的で、ひとりで
生きる覚悟も感じました。
M：生きるために必要なだけ季節労働で働くんや
けど、アマゾンで働く場面なんか出てきたね。フ
ァーンは６０歳くらいで、晩年をどう生きるかと
いうこともこの映画のテーマだと思うけど、原作

は「ノマド：漂流する高齢労働者たち」で、私は
どう死ぬかとか、人間の尊厳とは何かというとこ
ろですごく勇気づけられた。 
E：日本でも車上生活を送る人たちのドキュメン
タリー番組はありましたが、認知されていないと
いうか、気づかれにくい存在です。
ノマドランドというだけに共同体のような繋がり
はありますね。ひとりで、ふたりで、家族と、い
ろんなノマドがいて、若者もいたけど高齢者も多
かった。一緒に働いたり、語り合って「また会おう」
と別れる。都会の定住生活より、助け合ったり人
と関われて楽しい気もします。年齢や性別にかか
わらず対等で尊重し合っている感じがしました。
M：ぎりぎりのところで生きている人の温かさと
か、孤独をしっかり抱えた人の距離感みたいなも
のも出てたね。一番印象に残っているのは病を抱
えていて、少しずつ荷物を整理しながら旅を続け
る女性。70 代後半くらいかなぁ、海辺の岩場に
ツバメが飛び交う場面を見て「もう十分」と感じ
たと話す、そのツバメのすごかったこと、あれは
アメリカ大陸やと思ったけど、自然というものと
本当に対峙してその大きさみたいなものが了解で
きたとき、人間も同じ大きさになるのかと思った。
この女性の人生の終い方からたくさんのことを学
んだ気がする。熱く語ってしまった（笑）
E：驚かされたのは、出演者がほとんど実在のノ
マドだったということ。出演者の名前を見て、役
名の横に同じ名前！？ どういうこと？ と少し混
乱しました。演じてるわけじゃないのにファーン
の物語になってる！彼ら自身のことばや生き方が
作品をよりリアルにしているのか、うまく映画に
した監督の手腕でしょうか。
M：今まで言うてきたこと矛盾するみたいやけど、
彼らの「生き方」だけではないと思うねん。生き
方として選んだ人もいると思うけど、追い詰めら
れてこの生き方に辿り着いてる人たち、高齢者も
含めての社会問題でもあると思う。タイトルも「ノ
マド」ではなくて「ノマドランド」やから。「遊
牧民の国」と読めば大国アメリカを皮肉っている
気もする。でも、いろんな働き方があるとか、経
済だけでない生き方に人間の尊厳が見えるという
のは希望だという気もしました。

ノマドランド

（2020 年　アメリカ）

監督 / クロエ ・ ジャオ

主演 / フランシス ・ マクドーマンド
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＜精神障がい当事者の苦しみ〜精神科病院への入院③＞

海田　若菜

 　精神科病院への入院には、いくつかの種類があります。
　「任意入院」患者本人が入院治療の必要性を理解して自分の意思でする入院。つまり
一般的な入院の形です。
　「医療保護入院」患者が病気であることや治療の必要性を十分に理解や判断が出来ず、
精神保健指定医の判断と家族の同意による入院。本人は入院を希望していないので、
患者にとっては不本意となる入院です。
　その他にも 3 種類の入院がありますが、特別な場合で数が少ないので割愛します。
任意入院と医療保護入院の割合は約 6:4 です。
　私が初めて入院した閉鎖病棟は任意入院か医療保護入院か、また患者の状態に関係
なく、入院したらまず入る病棟でした。主婦の方が家事をお休みして休憩するための
入院でも、状態が悪化し自傷他害の可能性がある方もみんな同じ病棟だったのです。
　病棟は真ん中に鍵のかかったナースステーションがありました。病棟にいるのはヘ
ルパーさんと看護助手さんだけで、看護師さん達は食事の時間と薬を配る時間以外は
ナースステーションにこもりっきりでした。看護師さんに用事がある時はナースステ
ーションの小窓をノックして、中から窓の鍵を開けてもらって話しをしなければなり
ませんでした。
　ある時、私は生理痛で痛み止めをもらいたくて、小窓をノックしました。しかし、
中にいる看護師さん達は嫌そうな面倒くさそうな顔をして中々鍵を開けてくれません
でした。やっと開けてくれて用件を伝えると、薬をポイっと投げられて、小窓をピシ
ャっと閉められました。私は痛み止めの薬が欲しかっただけなのに、どうしてこのよ
うな対応をされなければいけないのか、と辛くなりました。
　先程書いたように、状態が悪化した患者さんも休憩入院の患者さんもごちゃ混ぜの
病棟だった為、病気の状態の悪い患者さんが暴れたり、人の物を取ったり、暴言を吐
いたりして、休憩入院の方が被害を受けることもよくありました。しかし、看護師さ
ん達は鍵のかかったナースステーションの中なので、後から出てきて「え？何かあっ
たの？？」という状態でした。そして、入院して約 3 週間経った時、事件が起こりま
した。

つづく




