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性別、年齢、障がいの有無を超えて、  

すべての人がつながり合うまちづくり  

―ジェンダー平等とヘルスプロモーション活動を通して―  

関西広域連合大学生等との意見交換会参加報告 

The design to form the community where every person touches each 

other mutually regardless of gender, age and handicaps  

：―Based on the idea of gender equality and health promotion activities―  

 

村上  凡子  

 

昨年、本学学生が関西広域連合大学生等との意見交換会に参加した。意見交換会のテー

マは、「大阪・関西万博を契機とした関西の地域創生」である。万博においては、持続可

能な開発目標（SDGｓ）も関連のあるテーマとされている。SDGｓに関した現状意識をも

とに、性別、障がいの有無にとらわれない相互性、共生を実現する政策を提案した。焦点

を当てたのは、ヘルスプロモーション活動、ジェンダー平等の実現、障がいの有無を超え

て参加できる共生型スポーツ体験である。  

キーワード：まちづくり、ジェンダー平等、ヘルスプロモーション、共生型スポーツ体験  

 

1 はじめに 

関西広域連合協議会が主催する 2020 年度の大学生等と

の意見交換会（以下、意見交換会と表す）において、本学

学生が政策提案を行った。本稿は、政策提案文書作成の過

程と提案内容、意見交換会当日の様子について報告をする

ものである。本稿の内容は、関西広域連合に提出した政策

提案文書と意見交換会当日のプレゼンテーションデータに

基づいている。 

参加した学生は、田端まりな（2年）、田中美羽（１年）、

橋本遥（１年）、山岸進汰郎（１年）の４名である。以降、

筆者らと表す場合は、参加学生4名と筆者を合わせたメン

バーをさす。他大学のチームは、専門ゼミナール単位の参

加であり、大学3年生以上である。本学は新設2年目であ

り、3 年次以降で開設される専門ゼミナールは 2020 年度

段階では未開講である。よって、今回の参加者は、筆者の

呼びかけに応じた文字通り有志のメンバーである。 

エントリーチームは 31 チームであった。そのうち筆者

らのチームも含めて 18 チームが書類審査を通過し、意見

交換会の本番においてプレゼンテーションを行った。和歌

山県内から参加したのは筆者らのチームのみである。 

  

2 政策提案のテーマ決定に至る過程 

2020 年度の政策提案のテーマは、「大阪・関西万博を契

機とした関西の地域創生」である。このテーマのおおもと

を成す大阪・関西万博（以下、万博と表す）は、2025年に

開催される予定である。万博では、３つの“Lives”に焦点を

当てられ、「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマとし

て掲げられている。それはまた、持続可能な開発目標SDG

ｓ（Sustainable Developmental Goals）にも関連しているこ

とが謳われている（公益財団法人 2025 日本国際博覧会協
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会 2018）。３つの“Lives”とは、①「Saving Lives：救う」、

②「Empowering Lives：力を与える」、③「Connecting Lives：

つなぐ」である。図１は、万博のHPに掲載されていた３

つの“Lives”に関するモデル図である。 

筆者らは、提案する政策を検討するに当たり、最初に３

つの“Lives”及び17のSDGｓに関して、身近な周囲で生じ

ている出来事で疑問に思うこと、日常的に問題意識を抱い

ている点を協議した。メンバーは教育学部の学生であるた

め、授業の学修内容やボランティア活動における経験とも

関連付けて意見を出し合った。コロナ禍の状況の下、最終

的な政策提案文書を仕上げるまでに、オンライン会議室シ

ステムを用いたミーティングを 12 回程度開催した。前期

授業の期間中は、昼休みに 30 分間限定で意見交換をした

こともあった。前半の数回は、テーマの理解を深めるため

に資料を読み解き、協議をした。各自が次のミーティング

までに分担した領域について情報検索のまとめや文書作成

を行った。 

 

 

図１ 大阪・関西万博のサブテーマのモデル図 

 

協議の過程で、先述の３つの“Lives”のうち、「Saving 

Lives：救う」については、一部の専門家が救いを求めてい

る誰かを救うというように解釈されるという意見が出た。

また、「Empowering Lives：力を与える」についても、与え

ることのできる立場の者が与えられる立場の者に必要な援

助やサービスを与えるという意味として捉えられるのでは

ないかという考えが出された。 

この2点に共通しているのは、一方が他方へという一方

向性である。筆者らは、この点について違和感を抱いた。

その理由は、一方向性で示された「救う」と「力を与える」

という概念が、人同士の対等性や相互性とは対極にあるよ

うにも解釈できるからである。 

筆者らは、一方向性を脱することを志向し、コロナ禍に

おいて人々の間の相互性を政策提案の中核をなす概念とし

て位置付けた。相互性という意味が周りに伝わるように、

３つの‘Lives’について元の表現を独自に変更した。「Saving 

Lives：救う」は「いのち・健康をお互いに守り合う」へと、

「Empowering Lives：力を与える」は、「お互いに力を与え

合う」へと変更した。「Connecting Lives：つなぐ」は、「人々

の人生が交差しながらつながり合う」とした。これらの独

自の表現が意味するところを基盤として政策提案を検討す

ることとした。人と人とのフィジカルディスタンシング（物

理的距離）が求められている今だからこそ、人同士のつな

がりが重視されると考えたのであった。 

メンバーの間で問題意識を共有し合った点は３つある。

それは、①次世代の体力低下とヘルスプロモーションの必

要性の問題、②性的マイノリティの人々の生きづらさ、男

女不平等の社会、③障がいの有無にかかわらず参加できる

活動の必要性である。政策提案をするに当たり、この3点

を焦点化し、現代社会の抱える課題とした。この３つは、

SDGｓのうち、「3 すべての人に健康と福祉を」、「5 ジ

ェンダー平等を実現しよう」、「10 人や国の不平等をなく

そう」の各目標に関連する。この概念を図に表したのが図

２である。 

 

図２ 政策提案に関連する３つのLives とSDGs の目標 

 

以上のことから、筆者らの政策提案の大きなテーマは、

「性別、年齢、障がいの有無を超えて、すべての人がつな

がり合うまちづくり―ジェンダー平等とヘルスプロモーシ

ョン活動を通してー」とした。上述の3点について現状分

析のためのデータを収集し、そのデータを読み解き、政策

Saving Lives
いのち・健康を互いに守り合う

3 すべての人に健康と福祉を

Connecting Lives
人々の人生が交差しながら

つながり合う

Empowering Lives

互いに力を与え合う

5 ジェンダー平等を

実現しよう

10 人や国の不平等をなくそう
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を提案することとした。 

３ 現状分析に基づく政策提案 

3.1 まちぐるみの共生型ヘルスプロモーション活動 

3.1.1 次世代の体力低下の問題 

筆者らは話し合いを通して、大学生より下の世代が情報

端末機器の操作に長い時間を費やしているという問題を共

通認識するに至った。そこで、この点に関して我が国にお

ける現状について情報を収集した。スポーツ庁（2019）が

実施した「令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」によると、小・中学生の男女ともに、スクリーンタイ

ムが長いほど体力合計点数が低いという傾向がみられた。

スクリーンタイムとは、ゲーム機やスマートフォンなどの

利用時間をさす。特に小・中学生ともに、男子でスクリー

ンタイムが長時間化している。男子において、１日５時間

以上の小学生が15.4％、中学生は11.8％で、いずれも前年

度より 0.2 ポイント増加した。この点は、重大な問題であ

ると考える。 

スクリーンタイムの長時間化の問題は、ヘルスプロモー

ションとは逆の負の結果をもたらしている。子どもたちが

普段スポーツをしないのは、単に体を動かすことが嫌いと

いう理由だけでなく、自分に合うスポーツがわからない、

地域のスポーツ団体に参加することへの垣根が高いなどい

くつかの理由があげられる。こうした課題の解決のために

まちぐるみの政策が有効ではないかと考える。障がいのあ

る子どもたちを最初から排除するのではなく、共に楽しめ

るスポーツ活動はあるはずだ。それを開発、考案する必要

がある。 

こうした現状認識の中で、筆者らの地元和歌山県西牟婁

郡上富田町(総人口約 1 万 5 千人 )の政策を１つのモデル

として捉えることができると考えた。町の職員の方に協力

していただき情報を得た。その１つが総合型スポーツクラ

ブ（以下、クラブ）という活動形態である。現在19歳未満

の子どもたちの約1/4がこれに参加している。この割合が

大きくなると、体力向上が期待できる。2 つ目として幼児

の体力向上を図る事業がある。クラブの指導者が町立の保

育園を定期的に巡回し、年中・年長児を対象として様々な

運動や遊び指導している。町の教育委員会からクラブに委

託して連携して取り組んでいるとのことである。 

この他、40 歳以上の町民を対象に、2015 年度より５ヶ

年計画の中で「ウォーキング人口を増やそう」をテーマに、

様々なウォーキング事業が実施されている。この事業の評

価はまだ実施されていない。さらに、2017年に設立された

上富田町スポーツサロンがある。最新のスポーツジムの設

備が整っている（図３）。 

これらの事業において、人々が年齢を重ねてもヘルスプ

ロモーション活動に無理なく参加することを通して、世代

を超えて、スクリーンタイムがもたらす負の影響を可能な

限り低減することが期待できる。 

  

図３ 上富田町スポーツサロン（HP より） 

 

3.1.2 政策 

上述のような現状分析に基づいて、以下に挙げる3つの

政策を考えた。 

1)多くの子どもたちが参加可能な地域密着型の公設 

スポーツクラブの運営 

幼い頃から生涯にわたり体を動かす活動に親しむことを

可能にするために、上富田町の総合型スポーツクラブのよ

うな地域密着型のスポーツクラブの仕組みが参考になる。

障がいの有無を超えて、参加できるプログラムや仕組みも

重要である。 

２）「ウォーキング人口を増やそう」事業 

実現をめざす理想のかたちは、幅広い年齢層が参加でき、

障がいのある人の参加も可能となるようにすることである。

安全が保障されている多様なコースを準備することが必要

である。 

３)常勤職員として専門的なスポーツ指導者の雇用 

町の常勤職員として指導者が幼稚園・保育所・こども園、

小学校、中学校と連携を図り、ヘルスプロモーション活動

に関わる。中学校の部活動のサポートも行う。スポーツサ

ロンのような施設においてインストラクターも務める。資
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格取得のための費用も一部町が負担する。 

これらの政策を実現することにより、スクリーンタイム

の減少により人と人とのつながりが深くなると共に、人々

のヘルスプロモーションの向上、および健康寿命の増進が

期待できる。 

 

3.2 ジェンダー平等を実現する特別中学校区の創生 

3.2.1 ジェンダー平等に関する現状分析 

先述したように、当初のミーティングで、筆者らはSDG

ｓの第5の目標である「ジェンダー平等を実現しよう」に

着目した。メンバー間の協議では、高校生までの性別で固

定化された制服のことや、高校の出席簿が男女別か混合で

あるのかについて話題になった。メンバー全員がジェンダ

ー平等について関心を持っていることがわかった。そこで、

同世代の若者がジェンダー平等に関してどのような意識を

もっているかについて学内の web の仕組みを用いて匿名

化を図りアンケートを実施した（学内研究倫理委員会承認

済み）。対象は大学生162名であった。回答率は92％で152

名から回答が得られた。その結果を表１に示す。 

 

表１ ジェンダー平等に関する意識調査 

 

 

性的マイノリティへの理解の促進の必要性については、

97.8％が賛成であった。このことから、性的マイノリティ

の人々の生きづらさを改善するために、差別や排除をせず

理解しようとするための教育が要請されていると考える。

現在の日本では男女で制服が異なることに苦痛と感じ、不

登校の原因にもなっているという事実が報道されている

（朝日新聞，2020）。多数派を念頭に置いて決められている

学校の制服が、マイノリティにとっては苦痛をもたらす原

因となっている。この状況は改善が必要である。少数派の

人たちの意見を尊重することが社会全体の生きづらさを解

消することになると考える。また、男女共同参画社会の実

現に向けた政策推進については69.7％が賛成であった。男

女不平等経験について尋ねると「ある」と回答したのは

48.9％だった。この数値は、メンバーの予測よりも低い。

つまり、筆者らは「男女不平等の体験」がある割合がもっ

と高いと予想していたのであった。この結果について、筆

者らは、現実社会の問題に気づくような教育を受ける機会

に恵まれなかったためであると推察した。これらのことか

ら、ジェンダー平等の政策を進める方向性が示された。  

第3項目の「男女の役割区分を感じたことがあるか」に

関して、「はい」と答えた回答者に自由記述を求めた。自由

記述の意見は合計90件以上あった。学校教育全体、また進

学、、就職、出産、育児などキャリア形成の各時期において、

不平等、格差に直面していた。多くの件数の意見がみられ

たのは２つある。 

第1に、男女不平等、性差による差別が現存することに

ついてである。このコメントは 12 件あった。先述のよう

に、高等学校で出席番号が男女別で男子優先であること、

高校卒業を要件とする警察官の募集において、男女別に採

用数が明記され、男子の方が多いという点も記述されてい

た。出席簿に関しては、地元の和歌山県立高等学校のすべ

てで 2019 年度に一斉に男女混合名簿が導入されたことが

わかった。和歌山市立高校においては、それよりかなり前

の2001（平成13）年に導入されている。 

第2は、男女の固定的役割観とそれに基づく実体験に関

するものであり、12件みられた。高等学校在学時における

生徒会関連の委員会の委員長、体育祭の応援団の団長は男

子が務める慣習があったこと、ボランティア活動で、仕事

が男女別で振り分けられることなどが体験例としてあげら

れていた。これとは別に、様々な場面で「男だから」と特

定の仕事が男子にのみ押し付けられるという意見もあった。

上の世代から、「女の子はおしとやかに」「男の子は強く」

と言われるというものもあった。性別により求められる振

る舞いが変わることに疑問を抱いていることが示されてい

ると考えられる。さらに、現在、子育て中の父親と触れる

機会があった学生からは、父親の意見として、「社会はまだ、

女性が育児を担うというイメージが払拭されていない。父

親の育児が珍しがられている。」という内容があげられてい

た。父親の育児休業取得率の低さ、女性の側の育児に関す

はい いいえ

1 男女共同参画社会という言葉を聞いたことがあ
りますか。

86.2% 13.8%

2
男女共同参画社会の実現に向けて政策を進め
る必要があると思いますか。

69.7% 30.3%

3 今までの学校生活の経験で委員会や男女の役
割区分を感じたことがありましたか。

48.9% 51.1%

4 LGBTという言葉を知っていますか。 94.9% 5.1%

5
これから社会全体でLGBTをはじめとする性的マ
イノリティへの人々への理解を深めていくべきだと
思いますか。

97.8% 2.2%

＊２について「はい」と回答した場合、どのような時にそう思うか自由記述を求めた。

質問項目
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る負担の大きさなども関連した意見としてみられた。 

我が国の社会全体の課題として、国会で女性議員の割合

が低いことも記述されていた。この点について情報収集を

した結果、「世界ジェンダー・ギャップ指数」が公表されて

いることがわかった。2020年版のデータでは、対象153ヶ

国中、我が国は121位であった。この指数の順位が示すよ

うに、世界の中で我が国は男女平等社会の実現が遅れてい

る点について筆者らは認識を共有した。自由記述の内容か

ら切実な問題を感じ取ったのであった。 

3.2.2 政策 

そこで、筆者らはこうした課題分析に基づき、教育政策

として、以下の3点について提案することとした。 

１）ジェンダー平等に関する教育課程の開発 

次世代に性的マイノリティの人々への偏見や差別を引き

継がないようにするために、幼児期から中学校まで一貫し

てジェンダー平等の教育課程を開発する。地域の大学や専

門家と連携する。そのために保育士、教員の意識改革が求

められ、研修も必要である。 

２）ジェンダー別固定的制服の自由化 

 

  

図４ 姫路市立山陽中学校 導入予定の制服 

        （神戸新聞HP） 

 

性別違和の当事者が苦痛を感じることのないようにする

ことが基本である。誰もが「男らしさ」「女らしさ」を求め

られないデザインを選択できるようにする。筆者らがこの

政策を提案するのとほぼ同時期の 2020 年 9月に、兵庫県

姫路市立山陽中学校が男女標準としてスラックスとブレザ

ータイプの制服を導入することを公表した（図４）。スカー

トも用意されているが女子限定ではない。 

３）学校のトイレの全個室化 

性的マイノリティの人々だけではなく、すべての人が利

用しやすいようトイレを全部個室化する。更衣室の全個室

化は費用が莫大にかかるため、当事者が利用できる個室を

複数用意する。 

これらの政策を実現することにより、性的マイノリティ

の当事者が苦痛を感じることなく学校生活を送ることがで

きるようになる。保育士、教員の研修により固定的な性別

イメージや役割観から脱却した保育・教育が展開される。

このような環境づくりにより誰もが安心して過ごすことが

でき、多様性が尊重される園や学校になると考える。 

 

3.3 障がいの有無を超えて参加できる共生型 

「ほんまもんスポーツ体験」の創造 

3.3.1 障がいのあることによる活動の制限について 

筆者らはボランティアの経験や障がいのある仲間との交

流などを通して、障がいのある方たちも共に参加できる活

動はないかと話し合った。それはSDGｓの目標のうち、「3 

すべての人に健康と福祉を」と「10 人や国の不平等をな

くそう」に関連すると考える。 

筆者らの課題意識としてこの政策提案に関して２点述べ

る。１つ目はメンバーによる支援学校の運動会のボランテ

ィア体験である。障がいに応じて多様な活動が準備されて

いた。子どもたちは楽しそうに参加し、満足しているよう

であった。しかし、そこにはサポートを受け参加する側と

サポートする側という２つの立場があり、隔たりがあった。

この隔たりを限りなく小さくし、相互的な関係を築くこと

はできないのかについて筆者らは話し合った。 

2 つ目は地元和歌山県観光振興課が中心になって作り上

げた政策である。体験型観光「ほんまもん体験」という。

体験を通して地域のありのままの自然、歴史、文化、伝統

産業に触れることができる。「写経」、「手作りトルコランプ

体験」など文化的体験から、サイクリングやラフティング

などのスポーツ体験まで多様に展開されている。観光振興

課の職員の方にあらゆる年齢や障がいに応じた体験はある

のかと尋ねた。答えは「障がいの程度は人それぞれのため、

個別で対応し、その体験ができるかどうかの判断をしてい

る。」とのことだった。スポーツ体験については、身体の不

自由な人々は参加することが難しいと考えられる。これに
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対して、先に述べた上富田町のスポーツサロンには障がい

のある人も利用できる器具が準備されている。私たちは障

がいの有無を超えて、当初の仕組みや制度設計の段階から

共に参加できる活動を導入することを提起したい。 

3.3.2 政策 

既に開発されている分身ロボット(図５)を活用する。そ

れはカメラ、マイク、スピーカーが搭載され、視線入力が

可能である。そのロボットは遠隔操作で当事者の意思で動

くことができる。当事者がほんまもん体験の現場に出かけ

ることが困難で自宅や病院・施設など別の場所で過ごして

いる場合に、家族や友人が分身ロボットを伴い現場に出か

ける。分身ロボットの性能をさらに向上させ、分身ロボッ

トが見たり聞いたりした情報が当事者のもつ端末に送信さ

れれば、離れた所にいる仲間・家族と時間と空間を共有す

ることができ、当事者と仲間・家族が繋がるツールとなる。 

この政策を実現することにより、家族や仲間と当事者が

体験を共有することができる。その結果フィジカルディス

タンシングの状況でも心の距離は近くなるという効果が期

待できる。 

 

   
 図５ 分身ロボット‘oriheme’（オリィ研究所HP） 

 

以上述べてきたように、現状分析に基づいて、①まちぐ

るみの共生型ヘルスプロモーション活動、②ジェンダー平

等を実現する中学校区の創生、③障がいの有無を超えて参

加できる地域発共生型「ほんまもんスポーツ体験」の３つ

の政策を提案した。 

 

４ 意見交換会後記 

書類審査を通過したチームによる政策提案のプレゼンテ

ーションは、2020年12月5日（土）9時45分から行われ

た。筆者らは、当日午前 8 時 30 分に配信する学内の講義

室に集合した。午前中に、全チームがオンライン会議シス

テムを用いてプレゼンテーションを行った。1 チームの割

り当て時間は7分間である。7分を超えると打ち切られる。

他大学の参加チームが所属するのは、経済学部、政策学部

など政策提案の専門分野の学部である。他大学によるプレ

ゼンテーションの内容は専門性に裏付けられたもので、筆

者らは理解しようと努めた。異なる専門分野への関心が高

まった時間であった。中には、遠隔地間の情報共有など筆

者らのチームと共通性のある政策を提案していたチームも

あった。下に示す写真（図６）は、プレゼンテーション時

の様子を撮影したものである。午後は、3 つの大学とその

大学がある自治体の職員の方が１つのグループになり、質

疑応答を通して交流した。専門ゼミナール単位で参加した

他大学の年長の参加者から支持的な意見も示された。オン

ライン上であったが、普段味わえない体験ができた。 

 

 

 

図６ 意見交換会プレゼンテーション時の様子 

（撮影者は原まなみ助手）‘ 

 

今回参加した4名は、通常の学業に加えてこの課外活動

に取り組んだ。メンバーの学生を心から讃えたいと思う。

年度当初から続くオンライン方式の授業中心の日々の中で、

互いに言葉を交わしたこともない間柄であった。ミーティ

ングを重ねるにつれ、徐々にコミュニケーションは活発に

なっていった。最初の段階では、政策提案の1番目に取り

上げた上富田町への実地調査を計画していた。コロナ禍の

状況で学外課外活動が制限され、実行できなかったのが残

念である。 
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筆者らの政策提案の骨子を表す概念は、差別や排除と対

極にある「共生」であり、つながり合う「相互性」である。

これらは、保育、教育の現場での教育実践の基盤をなす理

念である。本活動に取り組んだ体験が、メンバーにとって、

今後の自己成長及びキャリア形成に寄与することを期待し

ている。地域に貢献する保育・教育の実践者として4名の

成長と活躍を深く願っている。最後に、メンバーの男女比

を敢えて明らかにすると2対2である。ジェンダー平等に

関しては、性別を問わず4名の意見が完全に一致していた

ことを記しておきたい。 
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