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第4回 性をめぐる公共政策と
公共性のパラドックス



Choose大学 7月の講義内容

【第1回】官製婚活って何？

【第2回】官製婚活と公共性

【第3回】ライフプラン教育から考える公共性

【第4回】性をめぐる公共政策と公共性のパラドックス



本日の目次

１．他の「性をめぐる政策」について

２．「性をめぐる政策」の反差別規範と公共性

３．右派のバックラッシュとのつながり

４．公共政策の公共性を前進させるには？



リプロダクティブ・

ヘルス/ライツが不在で、

反差別規範に背く

子どもを持つ家族を標準化し、

価値の複数性を認めない

官製婚活は公共性が低い政策である

これまでのまとめ①

官製婚活と公共性

官製婚活 ライフプラン教育

性的マイノリティ・結婚したくない人

子どもを持ちたくない人・持てない人

トランスジェンダー・ノンバイナリー等

多様なジェンダーのあり方、

自由で多様な親密圏のあり方を排除した

反差別規範に背く政策



官製婚活が婚活疲れ・結婚差別を招く

婚活男性や親

結婚相談所・所長 （インタビューより）

これまでのまとめ②

2013年3月設立「少子化危機突破タスクフォース」

マリッジサポート 「妊娠適例期」の啓蒙

30～40代婚活女性

「35歳までの女性しかいらない」
「この人（女性）は子どもを産めるのか」

官製婚活
女性の婚活疲れ・女性の年齢差別を進める

女性の「産む機械」化を進める

公共性の後退

婚活疲れ 夢や希望が持てない



１．他の「性をめぐる政策」について



結婚・婚活以外の「性をめぐる政策」を
1990年代から見てみると

• 1996年 内閣 法制審議会、選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ「民法改正案要綱」を答申

• 1996年 「夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民委員会」(呼びかけ人：高橋史朗他）

• 1997年 「日本会議」結成

• 1999年 男女共同参画社会基本法 施行

• 2002−4年 男女共同参画・リプロへのバックラッシュ（反動）

• 2005年 自民党「過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査ＰＴ」（座長：安倍晋三）

• 2006年 第一次安倍政権 発足 教育基本法を改正、「家庭教育」を新設 親学

• 2010年 日本会議、５千人規模の「夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民大会」を開催

• 2012年 自民党、「家族の助け合い」を憲法２４条に入れた憲法改正草案発表第二次安倍政権 発足

• 2013年 安倍政権が「少子化危機突破タスクフォース」発足 官製婚活を開始

• 2016年 自民党「性的指向・性自認に関する特命委員会」発足

• 2021年 超党派の「LGBTに関する理解増進法案」が提出されるも、自民党内で頓挫

男女共同参画基本法の骨抜き

※青字は右派の動き



右派が強い関心を持つのは、夫婦別姓 と LGBT

●「選択的別姓」を「保守政党らしからぬ政策提言」として反対
（櫻井よしこ）

●「子供の氏が決まらないことや氏の取り合いが起こることを

懸念して結婚や出産を躊躇するから反対」（八木秀次）

● LGBT理解増進法案について、「もともとの自民党案は

国柄に基づいた内容だったが、ガラッと哲学が変わった」
と反対（山谷えり子）

保守（伝統）
国柄

右派の意見

公共性
産経新聞、2021.5.19



選択的夫婦別姓における公共性はどう変わったか？

選択的夫婦別姓、賛成69% 50代以下の女性は8割超
「朝日新聞」2020.1.27

自民支持層でも63%が賛成 反対は31%

世論が選択的別姓賛成（反差別規範）に変化

2020.12 菅内閣が第５次男女共同参画基本計画で
「選択的夫婦別姓制度」の文言を削除

（右派政治家の意向）
2021.6 最高裁が、現在の夫婦同姓制度を「合憲」判断

（最高裁の裁判官全15人が審理。11人が「合憲」

4人が「違憲」。15人中、女性は2人）

選択的夫婦別姓については公共性が変化。

しかし、一部の右派政治家や高齢男性の
最高裁判事らが反対し、政府が提案してから
25年経経つが、未だに政策が実現していない

公共政策と公共性のパラドックス

夫婦別姓



LGBTについてはどうか？

朝日新聞 2016.4.27 自民党
「性的指向・性自認に関する
特命委員会」の基本方針

●同性婚は認めない

●多様性を受容する社会

●法律の制定を目指すが、「自民党内の

保守派の意見を踏まえ、LGBT差別の

禁止や罰則などは盛り込まない」

LGBT



自民党「性的指向・性自認に関する特命委員会」が
作成したLGBTパンフ（2016年）

●憲法24条（両性の合意のみ）と
同性婚は相容れない

●差別禁止ではなく、理解増進を図る

●パートナーシップ制度にも慎重

●「ジェンダーフリー論とは

全く異なる」

⇒男女二元論を堅持する
（トランスジェンダーを排除？）

LGBT

差別禁止など反差別規範がなく
多様な価値を認めない

公共性の欠如



五輪に合わせ成立を目指したLGBT理解増進法案

LGBT

●超党派の「LGBTに関する課題を考える議連」
馳浩・会長

●五輪に備え、「LGBTへの差別を許さない」と
明記した「性的指向および性自認の多様性に関する
国民の理解の増進に関する法案」を作成

⇒しかし…安倍前総理ら右派政治家が法案の
「差別は許されない」という文言に反対し、
自民党は法案を潰した（二階堂2021)

公共的な法案に差別禁止を
絶対入れないという、公共性のなさ

時事ドットコム 2021.5.14



「公共政策と公共性のパラドックス」

「解決すべき問題事象についての認識、政策目標の設定、そのための手段の選定は

政治党派間の争いから自由ではありえない」（新藤2020：49)

※パラドックス：一般に正しいと考えられていることに反する主張や事態。逆説。

●公共政策とは「公共的問題」の解決をめざして政府が採用した決定や行動の指針

（新藤2020:213)

●すなわち、政府の認識した「公共的問題」とそれにもとづく「政策」が

「公共」政策となる

●よって官製婚活などでみたように「公共政策＝公共的」とは限らない事例も

少なくない

政府の「無謬（むびゅう）性」神話

公共政策と公共性のパラドックス



２．「性をめぐる政策」の反差別規範と公共性



なぜ性をめぐる政策は反差別規範が弱く公共性が低いのか？

法律から見てみると

性をめぐる政策に大きな影響を与えている法律は

●性をめぐる政策に大きな影響を与えているものとして〈法律〉がある。
国の法律は「国権の最高機関の議決を得ており規範として高度の正当性を

有している」（新藤2020:85)

●すでに見たように、別姓問題やLGBTなどの政策指針は、

男女共同参画社会基本法下の「男女共同参画基本計画」に記載される

「男女共同参画社会基本法」（1999年）



では、政府のいう男女共同参画社会とは
どのようなものなのか？

性別・性自認・性的指向などによる
差別をなくし、価値の複数性を認め
るといった公共性が軽視されている

「男女共同参画社会は
男女とも活躍できる社会」

内閣府HPより

男女で参画➔家庭・企業・地域が活性化



男女共同参画社会基本法・政策と公共性

●女性差別撤廃条約を批准して策定した、性差別撤廃を目指した基本法？
●しかし、政権与党の反対が強く、差別撤廃の基本法にはならなかった
●名称も、「男女平等」（gender equality)ではなく、

「男女共同参画」というナゾの造語
●なにより、少子高齢化で労働力を確保する必要性が優先され制定された

●DV被害者支援と「市民意識」の啓発・啓蒙政策が中心
ex）「イクメン」「イクボス」「アンコンシャスバイアス」

「性をめぐる政策」が反差別規範が弱く、誰に対しても開かれた施策と
は言えない、公共性の低い政策が推進されているのは、男女共同参画社
会基本法の性格も一因となっている



3. 右派のバックラッシュとのつながり



男女共同参画基本法制定後の右派のバッシング

●男女共同参画社会基本法が成立した後、右派や自民党は、
地方自治体で制定された男女共同参画条例を攻撃し、弱体化
しようとした

●性や生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/
ライツ）に対しても激しく攻撃した

2000年代に起きた、右派・自民党による男女共同参画、
性や生殖の権利へのバッシングを

「バックラッシュ（保守反動）」 と呼ぶ



男女共同参画条例の中には、一部だが
性的指向・性自認に言及する条例もあった

性的指向や性自認などに言及した条例も策定された

●「性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が
不明瞭である人その他のあらゆる人の人権についても配慮」
（大阪府堺市 2001）

●「性的指向等にかかわらず、（略）すべての個人」
（東京都小金井市2003）

●「性別又は性的指向にかかわらずすべての人の人権」
（宮崎県都城市2003）

男女共同参画条例



右派は、こうした公共性の高い条例に対し男女二元論や異
性愛規範から同性愛やトランスを認めない主張を行った

「男でも女でもない人間」
「雌雄同体のカタツムリ」
「人間の中性化をめざす」
「同性愛者解放区
フリーセックスコミューン」

疑う必要がある素朴なジェンダー観
しかし、受け入れられやすい面もあるから要注意

性別二元論 異性愛規範
「この世の中には
男と女しかいない」

「誰が男で誰が女かは、自明だ」
「男は女を愛し女は男を愛す」

男女特性論
「男は男らしく、
女は女らしく」

男女共同参画条例



一方で厚労省は全国の中学生に『ラブ＆ボディBOOK』
という公共性の高い情報を掲載したパンフレットを配布。

リプロ
厚労省配布パンフレット（2002年）

合言葉はリプロ（性的自己決定権）



「望まない妊娠を避けよう」など、
中学生にとって公共性の高い情報提供

リプロ
厚労省配布パンフレット（2002年）

将来の選択肢が狭く

なるから
感情やなりゆきに
流されないで「望まな

い妊娠」を避けよう

選択肢を増やすための
情報提示であり、
中学生にとっては

公共性の高い情報提供
となっている



「性的ないじめ」（性的虐待）もＳＯＳ集に記述

リプロ
厚労省配布パンフレットその２（2002年）

中学生に
「性的ないじめ」や

性犯罪について情報提供

これが浸透していたら
オリンピック開会式事件は

どうだったか…？



しかし、山谷えり子議員による国会での性教育攻撃で
パンフは回収された

産経新聞 2002.5.30

山谷えり子議員が攻撃、
右派メディアが大きく取り上げ
パンフは自主回収された

右派の攻撃により、

性教育の公共性が狭まった
その後の性教育では、避妊を
教えることにも消極的、

性交についてはタブーとなる
などと萎縮している



安倍氏ら保守派は、ジェンダーフリー・基本法を批判

安倍晋三氏語録

●知的障碍児の性教育を
「過激性教育」

●「ジェンダーフリーを進める人は

結婚や子どもの価値を認めない」

●「ジェンダーフリーは、家族破壊」を
招く「ポル・ポトを連想する」

●男女共同参画社会基本法も検討したい

独特の保守思想によるリプロ・基本法批判 公共性の後退

産経新聞 2005.6.6



安倍自民党ＰＴによるジェンダーに関する要望書

男女共同参画基本計画

「ジェンダー」の名のもとに、過激な

性教育、家族の否定教育が行われている

「ジェンダー」の削除、家族政策の充実

安倍自民党は（「男女共同参画社会」ではなく）

「男女がともに支え合う社会」を目指す



安倍自民党の要請を受けて、
政府は男女共同参画をさらに後退させた

●「男女の区別をなくして
人間の中性化をめざす」

●「伝統文化を否定」
●「行き過ぎた性教育」

いずれも明確に定義しづらい
内容のため、政策が萎縮し

無難な啓発事業が中心となった

男女共同参画ではない

公共性の後退



バックラッシュ以降の自民党による
「性をめぐる政策」と公共性

2000年代以降「性をめぐる政策」の「公共性」が低下し続けている

・2000年〜右派・自民党が性教育、男女共同参画政策を攻撃

・2012年 自民党改憲案 24条で個人より家族重視

・2013年 官製婚活、ライフプラン教育、三世代同居奨励

早く結婚し子を産む家族を標準化

・2016年 性的指向・性自認についての考え方 差別には触れず、

ジェンダーフリーを批判し性別二元論を強調

・2021年 差別禁止に反対し、LGBT理解増進法が頓挫した



「性をめぐる政策」の公共性が低下、
民意を反映しなくなったのは、どうしてか？

１）右派や自民党は、議員や草の根運動、メディアとのネットワークにより

地方での男女共同参画条例やリプロの権利を弱体化させ、LGBT排除など

反差別規範を骨抜きにした (山口・斉藤・荻上 2012)

２）自民党PTリーダーとしてバックラッシュを推進した安倍晋三は、
2006年及び2012年より内閣総理大臣となり、官邸主導を進め、

有識者会議や諮問機関を積極活用し、利害関係者を多く登用し、

市民の公共性に背く官製婚活政策などを推進した (斉藤 2017)

３）安倍政権下で推進した「性をめぐる政策」は、性別二元論や異性愛規範な
ど公共性のない思想に基づいており、リプロやLGBTなどバックラッシュ

時の主張や行動とネガポジの関係にある (斉藤 2018)

まとめ



４．公共政策の公共性を前進させるには？



では、どうしたら公共政策の公共性を
高めることができるのか？

①有権者が選挙を通じて政治家を選び、
政治家が政策決定を行うという代議制民主主義を活用し

選挙に行って、公共性の高い政治を行いうる政治家を選ぶ

男女共同参画社会基本法の制定への過程

自民党、社民党、新党さきがけの三党合意

土井たか子社民党党首、

堂本暁子新党さきがけ議員団座長の存在



どうしたら公共政策の公共性を高めることができるのか？

②マスメディアやネットを通じた対抗的公共圏の構築

●何が「解決すべき社会問題」かについては、
マスメディア等のアジェンダ・セッティング（議題設定）機能が
大きく影響する

●SNS、YouTubu、ミニコミ、機関誌などあらゆるメディアを
通じた問題についての発信、と問題の共有、

●メディア横断的な情報発信、情報共有による対抗的公共圏の構築



どうしたら公共政策の公共性を高めることができるのか？

③アクション・アクション・アクション！

●NPO・NGOなどの市民団体、研究者・研究機関、
あらゆる市民によるあらゆる形の問題提起、行動

●市民の問題提起—地方議会・国会での議員による質問—
メディアでの取り上げといった議題設定の連動が、力を持つ

●抗議、デモ、リレートーク、スタンディングなどのアクション！



最後に。身近な政策の公共性を考えよう

国や自治体の公共政策の公共性が問題になる切実な例

・五輪開催とコロナ感染のリスク

・コロナワクチン接種 配分の順番

考え始めると次々と気になる政策が思い浮かぶのでは？
身の回りの政策について、

常に公共性を考えるくせをつけよう
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