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LOGO DESIGN by Aimi Kawagoe

僕らの本音 〜恋人と付き合っていく上で大切なこと編〜

子どもが思春期になっちゃった！性教育どうする？

アラ還世代の妻よりひと言

特集　今さら言えない！今さら聞けない ? 〜男女共同参画と少子化問題〜



資料：ヨーロッパはEU "Eurostat"、Council of Europe "Recent demographic developments in Europe"、United Nations 
"Demographic Yearbook"。アメリカは U.S.Department of Health and Human services "National Vital Statistics 
Report"、United Nations "Demographic Yearbook",U.S. Census Bureau。 日本は厚生労働省「人口動態統計」。

出典：「平成22年度版 子ども・子育て白書」内閣府

資料：国立社会保障・人口問題研究所
　　　「第13回出生動向基本調査（夫婦調査）」

出典：「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）実現のために」
　　　内閣府 仕事と生活の調和推進室

主な国の合計特殊出生率の動き
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第1子出産前後の女性の就業状況の変化
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特集 今さら言えない！今さら聞けない？
～男女共同参画と少子化問題～

　平成10年に福井市が男女共同参画都市を宣言してから、はや12年が経ちました。でも、男女共同参画の意
識は浸透しているでしょうか？おなじみのメゾン・ド・アイアムの管理人夫婦の会話をのぞいてみましょう。

なあ、おい。

おい。

なあ、美代子。

前回と前々回の

「アイアム」で

夫婦のそれぞれの

言い分を

聞いたが、

そのほうが
生きやすいと思わない？

『女だからこんな仕事に
就いたらいけない』とか

『女だから家事をするのは
当然』だなんて…。
あなた、まさかそんなこと
　思ってないでしょうね？

男の人だって、
『男のくせに…』とか、
『男なら…』とかいわれるのは
愉快なことではないはずよ。
それに、これからの
少子化問題を解決するには
男女共同参画が必要と
思ってるのよ。

今、
日本の少子化が
諸外国に比べて
格段に進んでいる
のはなぜだか
わかる？

日本は子どもを産みにくい社会に
なってしまっているの。女性が働
きながら子育てしにくいのよ。

つまり、

もっと子どもを預けて

働けるようにしろと…。

託児施設の充実は大切よ。
でも、それだけじゃないわ。
むしろ外国の人たちは、
日本であまりに小さい子を
預けていることに
びっくりするそうよ。

じゃあ、どうしたら…？

育児休暇が大切なのよ。
北欧などでは、女性は１年の
育児休暇をとるのが普通だそうよ。
そして、休暇後も前と同じ条件で職場復帰
できる。それに比べて日本の女性は、
出産後７割が離職してしまうの。

職場の問題か？

難しいなあ。

妻だけ
じゃあないわ。
ノルウェーや
アイスランドでは
夫も１カ月ほど
とるのが当たり前
なのだそうよ。

育児休暇をとれれば、

より父親の自覚を

持てるじゃろうな。

そう。
ノルウェーでは、両親が育児休暇を
合わせて3年間とれるし、
そのうち一定期間を父親に割り当てる

「パパ・クオータ制」があるそうね。
アイスランドでは新しい育児休暇制度を
導入したら、男性の9割以上が制度を利用
して出生率も2.0に上がったんだって。

（内閣府発行「共同参画」2010年2月号より）

もはや個人の問題じゃないのだな。

…でも、一朝一夕には

変わりそうもないが…。

だから、せめて
家庭内ではいま
夫の協力が必要なの。

社会全体を変えるのは

簡単じゃないなあ。

つまりは、社会保障も

成り立たないし…。

　　　経済もよくな
らない。日本の将来
のためには男女共同
参画が必要なのよ。

だから…
はい、
ゴミ出し
してきて！

…行きつくところ

はそれかい！

でもこの不況下に

難しいのじゃないか？

不況下だからこそ
導入したら
離職率が下がり
能率がアップして、
業績がよくなった
企業もあるそうよ。

　　そうよ、
職場全体の意識を改め
てもらわないと…。
ワーク・ライフ・バランス
の考え方を是非とも
導入してほしいのよ。

少子化と

男女共同参画が

何で結びつくんじゃ？

あなた、
男女共同参画って
家事労働の分担だけ
だと思ってないで
しょうね？

・・・・・・・。

　　いや… その… 
ワシは思ってないが… 
そう思っている男性は
まだまだ多いかな？
　特に年配の男性は…。

ええっ!? 今さら何？
男性と女性が対等な
パートナーとして、
社会生活の中で協力
し合って行くこと
じゃない。

何でそれが

必要なんじゃ？

そもそも・・・・

男女共同参画とは

なんじゃ？

私の名前は『おい』
じゃありません。・・・。

そう。簡単にはいかないわ。
でもそうしないことには、
出生率が上がらない、
将来大きく人口が減って・・・。



自分は曲げない。

常に理想でいる。

近すぎず遠すぎない距

離に相手がいることで、

バランスが取れる。

自分のことばかり考え

てしまうので、相手の

ことも考えようとする。

行った場所とか、

食べた物とか、

記憶違いを

しないようにする。

甘えすぎで

相手の負担に

なりたくない。

いつの間にか当たり前

になってしまうことが

あるからこそ、

ちゃんと「ありがとう」。

付き合っていても、

自分自身の夢や目標を

しっかり持つ。

素晴らしい人生にする

ために、お互いを高め合い

よりよい人生にしたい。

育ってきた環境は

人それぞれ違うから、

こうあるべき、というのは

強制しない方がいい。

ただ感情をぶつけるの

ではなく、建設的かつ

素直に話し合う。
相手の気持ちを尊重する意見が多い結果となりました。

突然の質問に、みんな戸惑っていましたが、普段から心がけていることはたくさんあるようです。

ここには交際期間は書いてありませんが、付き合っている年月が長い人ほど、

２人の関係について深く考えているように感じました。

男女共同参画社会基本法には、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現」

が目指されています。今回のインタビューをみると、お互いを尊重しようという意識が高まっている

ように見て取れますが、若者の間にデートDV※が起こっていることも事実です。

「互いの人権を尊重する」ということがどういうことなのか、そして、どのようにしたら

尊重できる関係を築けるのかを、改めてみんなで考えてみる必要があるのではないでしょうか。

※デートDVとは、殴る蹴るなどの身体的暴力、無理やりセックスをしたり、避妊に協力しないといった性的暴力、馬鹿にしたり、
　ケータイをチェックするなどの精神的暴力などの様々な暴力が、親しい間柄の2人に起こること。

まとめ
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子どもが思春期になっちゃった！性教育どうする？
　子どもが色気づく（？）と親はうろたえてしまいますよね。近年は若者のセックス体験率が増
加しているから特に心配です。（資料参照）さて、今回は親として「子どもの性教育」にどう対
応したかレポートしてみました。

　還暦が近くなると、時間的に余裕が生まれます。ボランティアや趣味に生きがいを求める、
孫の面倒をみる、まだまだ働くなど、第二の人生をスタートさせるチャンスです。今回はその
いろいろな人たちの生き方を紹介します。

　こうした人生を楽しめるのも健康であることが一番の条件です。夫婦で同じ趣味を持つのも、
長年仕事を優先してきた人たちには、大事なことかもしれません。家族や仲間がさらにその趣味
に加われば大切な生きがいとなるでしょう。

《今回のひと言》 心身ともに健康で 第二の人生大切に

（Ｓさんの場合）
　私は長男（4才）を連れて再婚をしました。長男８才の時、第2子の妊娠が分かりました。「父親は違っても、あなたは、これ
から生まれる子と同じ、ワタシから生まれたんだよ」と身をもって知って欲しくて、長男の立ち会い出産を強く希望しまし
た。その日から、出産まで時間をかけて、長男への性教育を始めました。女性の生理のことから、身体の違い、お父さんとお
母さんが愛し合うこと、受精のこと・・・絵本を利用したり、助産院で出産した友人のビデオを見せてあげました。産科の先生
を説得して、長男は8才なりの知識をもち、立ち会いに臨みました。私の手をにぎり、汗を拭いてくれ、「もうすぐだよ！赤ちゃ
ん見えてきたよ」としっかり身も心も妹の誕生を受け入れてくれました。
　現在、長男は17才。その時の性教育以来、特に何も教えてはいませんが、とても妹思いで、いろんな事を話し合える母子
関係は、あの時のやり方が間違っていなかったのかなぁと思っています。

（Ｋさんの場合）
　うちの長男はなんとなく知ってたみたい。時々こっそり部屋に入って、転がってる本なんか覗くと、ちょっとエッチなのが
あったりして…。それで、中学2年のとき父親である私から話しました。なぜ子どもができるかは知っているようだったので、

「もし、将来彼女ができたら、相手を大切にしなくてはいけない。責任がとれないなら妊娠するような事態は避けなくては
いけない。」とね。また、性感染症の怖さについても話しました。
　次男はまだまだ幼いと思って油断してたら、中学３年のときパソコンでエッチなサイトを見ながらうたた寝しているところ
を発見しました。後日パソコンの有害サイトのことと合わせて、長男と同様の性の話をしました。

　Ｓさんの場合は出産前からきちんと考えていらっしゃいました。すばらしいですね。こんな風に
思いつかなくて、Ｋさんのように後で「しまった！」という方が多いのではないでしょうか？で
も、「親から話すのもなかなか難しい」という方は、性教育の本をさりげなく子どもに渡すのはい
かがでしょうか？下の本などを参考にして下さい。

河野美代子 著
発行元：日本放送出版協会
発行日：2005/11/25
価　格：1,050円（税込）

新版 ＳＥＸ＆ｏｕｒＢＯＤＹ
10代の性とからだの常識

手丸かのこ マンガ
山本直英　監修・解説
発行元：子ども未来社
発行日：2001/6/27
価　格：1,470円（税込）

知ってる？女の子のカラダ
“ポップコーン 天使”

手丸かのこ マンガ
金子由美子 解説・Q&A
発行元：子ども未来社
発行日：2003/07/20
価　格：1,575円（税込）

知ってる？おちんちんのフシギ
“おれたちロケット 少年”

アラ還世代の妻よりひと言

◎Ａさん　62歳・男性　元会社員

　Ａさんは60歳になった時、会社からあと2年定年を延長できる嘱託社員にならないかと勧められました。妻に相

談すると是非もう2年働いて欲しいと言われ悩みました。Ａさんの勤務する会社では、最近の経済情勢から新入社員

の募集をかなり減らしています。「このまま自分が残れば、若者の雇用状況は

ますます悪化して行く。幸い子どもは結婚して独立し、家のローンなど借金

もない。夫婦つつましくやっていけば今後の生活は何とかなるだろう。」どう

にか妻を説得し、やはり60歳で会社を辞める決心をしたそうです。今は趣味

の釣りやスキーを平日に楽しみ、妻とは旅行やスイミングを一緒にしていま

す。後進に道を譲ったことは全く後悔していません。現在は自治会長も引き

受け、自分の老後を自身で選んだことに満足しています。

◎Ｂさん　60歳・女性　会社員

　Ｂさんは合理的な考えの持ち主です。運転免許や携帯電話は不要と思い持たないことに決

めています。職場結婚で退職した後、2人の子どもを続けて出産。子ども2人が小学生になった

時、ハローワークで正社員の職を見つけ働きだしました。唯一の趣味はマラソンです。マラソン

なら自力で走るだけで運転免許もいらず、シューズさえあればいいので経済的と考えました。

自宅からランニングで通勤し、まさに一石二鳥。特別に練習しなくても県内のマラソン大会で

は上位入賞するほどになりました。マラソンのおかげで若い時と体型は全く変わらず、あと少

しで定年を迎えますが、これからもこの趣味は続けていくつもりです。

若者のセックス体験率の推移

 注)1987年からは大都市・中都市に加えて町村部でも調査が行われた。

（資料）財団法人日本性教育協会による調査結果

 出典：「社会実情データ図録」http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/
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◎Ｃさん 夫婦　夫62歳・妻59歳　自営業

　若いころから夫は山歩きが好きで、早朝に近くの山を一周するのを日課としていまし

た。妻は育児や家事に追われ、そのうえ自営業の経理をまかされ、休日もままならぬ状態

でした。

　ところが最近の不況で商売が少し暇になり、妻も子育てが終わり、夫婦共有のゆとりの

時間が増えました。夫は登山初心者の妻にまず低い山登りから経験させ、月に一度くらい

のペースで少しずつレベルを上げたところ、夫婦でどんどん山の魅力にとりつかれ、日本

百名山を制覇することを目標に決めました。最近は結婚したばかりの長男も一緒に登り

たいと言いだし、登山は家族の生きがいとなりました。Ｃさん夫婦は孫が大きくなったら、

親子三代で登山するのが夢です。
おススメBOOK
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「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」（ＤＶ防止法）があなたを守ります。

パートナーからの暴力ホットライン 夫婦や恋人などからの身体的暴力・精神的暴力・経済的暴力・社会的暴力・性的暴力・
子どもを巻き添えにした暴力に対し、下記機関があなたを支援します。  

福井市男女共同参画・子ども家庭センター 相談室

福井県生活学習館（ユー・アイふくい）

福井県総合福祉相談所 女性相談課

福井健康福祉センター 福祉課

福井県警察本部 女性被害相談電話 

福井地方法務局　女性の人権ホットライン 

福井県人権センター 

公益社団法人　福井被害者支援センター 

特定非営利活動法人　福井女性フォーラム 

配
偶
者
暴
力
被
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー

福井市手寄1-4-1
（アオッサ5階） 0776-20-1541 水曜日～月曜日

(休所日：毎週火曜日、12/29～1/3)
9：00～18：00

ＤＶ相談ナビ（配偶者からの暴力被害者支援情報サイト） 内閣府  男女共同参画局 0570-0-55210 配偶者からの暴力（ＤＶ）に悩んでいる方へ
あなたのお近くの相談窓口をお答えします

福井市下六条町14-1

福井市光陽2-3-36

福井市西木田2-8-8

福井市大手3-17-1

福井市文京2-13-5

福井市光陽4-2-17

福井市春山1-1-54
(福井春山合同庁舎)

福井市手寄1-4-1
（アオッサ７階）

0776-41-7111
0776-41-7112

0776-24-6261

0776-36-2857

0776-29-2111

0120-29-2170
0776-29-2110

0570-070-810
ゼロナナゼロのハートライン

(PHS,IP電話からはつながりません)

0120-783-892
0776-88-0800

0776-63-5905

火曜日～日曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～土曜日

水曜日

月曜日～金曜日
土・日・祝日

(第3日曜日、国民の祝日の翌日を除く)

（国民の祝日を除く）

（土・日・祝日は留守番電話）

（国民の祝日を除く）

（国民の祝日を除く）

9:00～16：45

9：00～16：45

8：30～17：15

8：30～17：15

9：00～17：00

10：00～16：00

19：00～21：00

8：30～22：00
17：15～22：00

火曜日～金曜日
第2，4日曜日と
その前日の土曜日

　今回の表紙の絵をよくご覧いただく
と、4人の男女が楽器を演奏して、まわり
に音譜がちりばめられていることに気づ
いていただけるかと思います。「きっと、
音楽の好きな人なんだな？」と思いなが
ら訪問しますと、やはり、中学では吹奏
楽部に所属して、秋の文化祭までは毎日
部活動が忙しいそうです。だから、小さ
い頃によくしていた家のお手伝いもあま
りできないのだとか…。
　でも、春は大活躍でした。光希さんが
小さい頃から共働きのご両親にかわって家事をこなしてくれた
おばあちゃんが、入院してしまったのです。仕事を休めない上
に、いつも帰りが遅いお父さん、お母さんは「困ったことになっ
た」と思ったそうです。そんな時、光希さんは妹さんと二人で手
分けして、すすんで家事を手伝ってくれました。小さい頃にして
いたお手伝いが活かされたのです。
　また、光希さんにとっても「おばあちゃん」がいてくれるありが
たさを再確認できたのではないでしょうか？毎朝、毎晩おばあ
ちゃんに声を掛けることを忘れない心優しい光希さんでした。

　5人のメンバーで暗中模索しながら、ようやく3号目（第42号）発刊にこ
ぎつけました。20代から60代までの幅広い年代の編集委員ならではの、
各年齢層に応じた内容になっていると自負していますが、もちろんさらな
る向上を目指しています。『男女共同参画』という言葉自体がなくなる日
こそが、真の男女共同参画社会の実現と言えるのかもしれません。「アイ
アム」の読者の方からの貴重なご意見も是非お聞かせください。

※この情報紙をご希望の方は、男女共同参画・子ども家庭センターまでご連絡ください。

再生紙を使用しております。

DVD発売中　3,990円（税込）
主演：遠藤憲一、英由佳　監督：中原俊
発売元：フルメディア・バイオタイド　販売元：ハピネット

『ＤＶ ドメスティック・バイオレンス スペシャル・エディション』

　DV（ドメスティック・バイオレンス）
は、「夫婦や恋人間での精神的、身体的
暴力」である。この映画にでてくる夫婦
は、最初は幸せな夫婦のはずだったの
に、ちょっとしたきっかけで夫から妻へ
の暴力が始まる。他人事じゃないかも…
と思える、リアリティのある作品。

DVD発売中　2,500円（税込）
主演：ビリー・ボブ・ソーントン、ルーカス・ブラック
監督：ビリー・ボブ・ソーントン
発売元：アスミック　販売元：角川映画

『スリング・ブレイド』

　少年時代、母親と不倫相手を殺してし
まった知的障害者の主人公カール。故郷
に戻った彼はそこでかつての自分に似た
境遇の少年フランクと出会い心を通わす
ようになる。暴力、貧困、虐待、自殺、錯
綜、そして殺人と、あらゆる悲しみが淡々
と描かれている作品。

おススメDVD 今回の表紙

足羽第一中学校 3年
稲田 光希さん

編 集 後 記

企画・編集／アイアム編集委員

 市川　薫　　　 　児玉　定美
 瀬戸　よしみ　　 廣瀬　静子
 藤田　恭平　　　　（50 音順）


