
すくらむ
か わ さ き の 男 女 共 同 参 画 情 報 誌

無 料

～地域の健康を医療で支える～
矢川 綾子 さんすずか小児科・皮ふ科クリニック　小児科専門医 / アレルギー専門医

69
2021.08

vol.

https://www.scrum21.or.jp/

小児科医の仕事と家事・育児



02 すくらむ vol.69

特 集
Special  Contents

（2021 年 2月 25 日開催「女性が語るトークサロン vol.13」の内容を再構成しています。）

矢川 綾子 さん

やがわ　　　あやこ

新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの人が不安な時期を過ごした中で、矢川綾子さんは小児科医として、地

域の健康を支えながら、私生活では、２児の母として家事や育児との両立をはかっています。そんな矢川さんが小児科

医を志した経緯、コロナ下での小児科医のお仕事や、日々の子育てや家事で直面する悩み、そしてワーク・ライフ・バ

ランスを実現するための工夫やアイデアなどを伺いました。

すずか小児科・皮ふ科クリニック
小児科専門医/アレルギー専門医

小児科医の仕事と
家事・育児
～ 地域の健康を医療で支える ～

医師である父の姿を見て育った幼少期

父と同じ小児科医の道へ

　父が 1988 年に開院したクリニックで、小児科の医師と
して勤務しています。医師として働きながら、２児の母と
して、悪戦苦闘しながら子育てをしています。
　医師を志した理由としては父の存在が大きいです。小
さい頃に父の勤務する大学病院を受診した事や手術のた
めに入院したことなど、父の職場や仕事を見る機会があ
りました。休みの日に、父の用事で大学病院に連れて行っ
てもらったことがあります。帰りにアイスクリーム を
買ってもらったことなど、楽しかった思い出として記憶
に残っています。小学生になってから、父が川崎市宮前区
に開業するため、川崎市に引っ越してきました。医院の２
階に自宅があり、常に受診されたお子さんの泣き声が聞
こえるなど、特殊な環境で育ったと思いますが、 医療を身
近に感じられる環境で育ったことも、医者を志したこと
に影響していると思います。 中学からは、地元を離れて東
京の女子校に通いました。なかでも、生物の先生の授業が
とても印象に残っていて、当時分かり始めていた遺伝子
についての映像を見たことを覚えています。医学に興味
を持つきっかけとなりました。学校で出会った仲の良い
友人に医師を志す人が多かったことも、自分が医師を志
したことに影響を与えてくれたと思っています。当時は、

人の役に立つような仕事に就きたいと漠然と考えていた
かもしれません。

　2007 年に昭和大学医学部を卒業し、初期臨床研修のた
めに 2 年間昭和大学横浜市北部病院で研修をしました。
小児科は大変なイメージがあり、入局することを最後ま
で決断できませんでした。しかし、当時の指導の先生が、
働き方を工夫することで結婚や子育てをしている先生が
いることを教えてくれ、小児科を選ぶ決め手になりまし
た。 また、救急外来での研修中に、自分を指導してくれて
いた先生に、「小児科志望なら一人で診察してみなさい」
と、後ろで見ていただきながら診療したことがありまし
た。喘息の疑いで診察中でしたが治療の反応が乏しい乳
児の患者さんを担当しました。とても顔色が悪く、病状が
気になったので、レントゲンを撮影することに決めまし
た。すると、心臓の病気があることがわかりました。自分
がレントゲンを撮ると決めたことを保護者の方がとても
感謝してくれていたそうです。 その後、私は小児科の研修
を終了しましたが、たまたま集中治療室に行った際に再
会しました。その時に私のところまで来てくださって感
謝の言葉を述べてくださったのをとても嬉しく思い、小

児科医になることを決めました。 
　2009 年に母校の小児科医局に入局し、同時に大学院に
入学しました。研修中に結婚し、第一子を出産したことか
ら、経験を積むため、第一子が 10 ヶ月の時に職場に復帰
しました。研修したての医師は、入院の患者さんを担当す
ることが多いのですが、グループ制の診療班に所属し、 時
短勤務をさせてもらうことで仕事を継続できました。当
時、保育園に通わせながら働いている先生が身近にいな
かったので、時短で帰宅することや当直を免除してもら
うことに対し、申し訳ない気持ちが大きかったのですが、
なんとか働き続けることができました。その後、同じ医局
内で出産や子育てをする女性の先生が増えていきまし
た。 
　夫も同級生の内科の医師であり、研修のために地方に
長期出張へ行くことがありました。 とても大変な時期で
したが、実家の近くに引っ越しし、サポートを受けながら
何とか乗り切りました。医局の先生方の理解や同僚のサ
ポート、両親の協力があり、乗り越えることができまし
た。その後、小児科の専門医を取得して大学院を卒業しま
した。　　
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働き続けることと地域への貢献

　2007 年に昭和大学医学部を卒業し、初期臨床研修のた
めに 2 年間昭和大学横浜市北部病院で研修をしました。
小児科は大変なイメージがあり、入局することを最後ま
で決断できませんでした。しかし、当時の指導の先生が、
働き方を工夫することで結婚や子育てをしている先生が
いることを教えてくれ、小児科を選ぶ決め手になりまし
た。 また、救急外来での研修中に、自分を指導してくれて
いた先生に、「小児科志望なら一人で診察してみなさい」
と、後ろで見ていただきながら診療したことがありまし
た。喘息の疑いで診察中でしたが治療の反応が乏しい乳
児の患者さんを担当しました。とても顔色が悪く、病状が
気になったので、レントゲンを撮影することに決めまし
た。すると、心臓の病気があることがわかりました。自分
がレントゲンを撮ると決めたことを保護者の方がとても
感謝してくれていたそうです。 その後、私は小児科の研修
を終了しましたが、たまたま集中治療室に行った際に再
会しました。その時に私のところまで来てくださって感
謝の言葉を述べてくださったのをとても嬉しく思い、小

児科医になることを決めました。 
　2009 年に母校の小児科医局に入局し、同時に大学院に
入学しました。研修中に結婚し、第一子を出産したことか
ら、経験を積むため、第一子が 10 ヶ月の時に職場に復帰
しました。研修したての医師は、入院の患者さんを担当す
ることが多いのですが、グループ制の診療班に所属し、 時
短勤務をさせてもらうことで仕事を継続できました。当
時、保育園に通わせながら働いている先生が身近にいな
かったので、時短で帰宅することや当直を免除してもら
うことに対し、申し訳ない気持ちが大きかったのですが、
なんとか働き続けることができました。その後、同じ医局
内で出産や子育てをする女性の先生が増えていきまし
た。 
　夫も同級生の内科の医師であり、研修のために地方に
長期出張へ行くことがありました。 とても大変な時期で
したが、実家の近くに引っ越しし、サポートを受けながら
何とか乗り切りました。医局の先生方の理解や同僚のサ
ポート、両親の協力があり、乗り越えることができまし
た。その後、小児科の専門医を取得して大学院を卒業しま
した。　　

　医師の仕事は勤務の時間の決まりがあるようで無く、

重症の患者さんが入院すると、そこで「私は帰ります」と
言うことがとても心苦しかったです。また、患者さんの病
状に関するカンファレンスなども遅い時間から始まるこ
とが多く、出席ができないこともありました。しかし、周
囲の理解やフォローのおかげで、何とか続けていくこと
ができたと思います。泊まり込みの当直 や休日の出勤が
できない代わりに、日中にできる仕事を担当するよう心
がけていました。第二子を妊娠・出産した後、家庭の事情
もあり、父のクリニックで勤務しながらアレルギー学の 
研修のため大学病院に通いました。自分自身、幼いころに
小児気管支喘息という持病があったこともアレルギー学
に興味を持ったきっかけです。 現在は、父の立ち上げたク
リニックで仕事をしておりますが、実の父が院長として
働いているので、短い時間で勤務が続けられている状況
です。小児科の風邪の患者さんの診察やアレルギー疾患
の患者さんの診察、乳幼児の健診や予防接種などにも、微
力ではありますが携わっています。
　5 年ほど前に宮前区に病児保育を作るという話をいた
だき、父が嘱託医として協力するという形で病児保育施
設「エンゼル宮前」の立ち上げに関わりました。この立ち
上げには、小さなお子さんのいるご家族の役に立てたら、
という母の思いもありました。実際には自分の子どもが
体調不良時にお世話になることも多かったです。お子さ
んが体調不良時に預かってもらえる場所があるというの

はとても心強いことだと思います。
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『せかいがかぜをひいたから』

現役医師が、自分の子どもに伝えたい「新型コロナウイルス」の話を、子どもにも
わかりやすい言葉、やさしいイラストで表現した絵本。
たった一人から、世界中に広がった新型コロナウイルス。
だからこそ、一人ひとりが頑張ることで、多くの人を助けることだってできる。
そんな思いと共に、これから子どもたちが生きていく上でも大切にしてほしい
「自分を大事にすること」　「思いやりを忘れないこと」
というメッセージもこめられている。

コロナ禍での仕事と家事・育児の両立

　医師の仕事は勤務の時間の決まりがあるようで無く、

重症の患者さんが入院すると、そこで「私は帰ります」と
言うことがとても心苦しかったです。また、患者さんの病
状に関するカンファレンスなども遅い時間から始まるこ
とが多く、出席ができないこともありました。しかし、周
囲の理解やフォローのおかげで、何とか続けていくこと
ができたと思います。泊まり込みの当直 や休日の出勤が
できない代わりに、日中にできる仕事を担当するよう心
がけていました。第二子を妊娠・出産した後、家庭の事情
もあり、父のクリニックで勤務しながらアレルギー学の 
研修のため大学病院に通いました。自分自身、幼いころに
小児気管支喘息という持病があったこともアレルギー学
に興味を持ったきっかけです。 現在は、父の立ち上げたク
リニックで仕事をしておりますが、実の父が院長として
働いているので、短い時間で勤務が続けられている状況
です。小児科の風邪の患者さんの診察やアレルギー疾患
の患者さんの診察、乳幼児の健診や予防接種などにも、微
力ではありますが携わっています。
　5 年ほど前に宮前区に病児保育を作るという話をいた
だき、父が嘱託医として協力するという形で病児保育施
設「エンゼル宮前」の立ち上げに関わりました。この立ち
上げには、小さなお子さんのいるご家族の役に立てたら、
という母の思いもありました。実際には自分の子どもが
体調不良時にお世話になることも多かったです。お子さ
んが体調不良時に預かってもらえる場所があるというの

　自分自身は在宅ワークができない職種なので、生活の
リズムの変化などはあまり感じられませんが、制限され
ていることが多く、当たり前の日常が送れない日々だと
感じています。
　また、子どもに新型コロナウイルスのことを理解させ
るのがとても難しいと感じることもあります。高橋しづ
こさんの『せかいがかぜをひいたから』という絵本があり
ます。新型コロナウイルスについて子どもにわかりやす
い言葉やイラストで表現したもので、新型コロナウイル
スによって変わってしまった日常を子どもに理解しても
らうのにとても役立つと思います。「自分を大切にするこ
と」「思いやりを持つこと」の大切さについて、医療者の立
場から、母親としての立場から描かれています。このよう
な絵本を利用することも、お子さんに新型コロナウイル
スについて説明するのに役立つと思います。
　大人の不安は子どもに伝わりやすく、日常で安心感を
増やすためには、まず大人が安心を得ることが大切です。
また、お子さんが話しやすい雰囲気作りや時間作り、出来
る範囲で外遊びや公園遊びなど運動をすること、また、私
自身、日々注意したり怒ったりすることも多いのですが、
怒ることよりも褒めることを心がけるようにしていま
す。自宅で過ごす時間が多い分、子どもとの距離も近くな
りやすいのですが、過干渉になりすぎないよう気をつけ
ています。 最初の緊急事態宣言では、学校も休校となり、
私自身とても大変でした。職場の休憩室で子どもを待機
させながら、学校の課題であるプリント学習を進めまし
た。 1 時間目から 4 時間目までの課題がありましたが、午
前中の仕事が終わって様子を見に行くと、1 時間目の課 

題がまだ終わっていないということもありました。子ど
ものペースで何とか課題を消化することができました
が、最後は泣きながら課題を終わらせるようなこともあ
り、学校のありがたみを感じました。後になって反省した
のは、完璧にこなそうと子どもの良くないところに目が
ついてしまったことです。ただでさえストレスの多い環
境下で頑張っているので少しは大目に見ることやのんび
りと構えることも必要だと思いました。 コロナ禍の影響
で自分自身もイライラすることが多いと感じています。
子ども達にも少しずつ料理や掃除の手伝いをしてもらう
ことにしています。手伝いをしてくれると「ありがとう」
と言えるので、褒めるチャンスに繋がると思います。そう
いうことで子どもがニコニコすると、自分自身も心が落
ち着き、親子関係がよくなることがあるので、とても大事
なことかなと思います。

高橋しづこ　作・絵

はとても心強いことだと思います。

「男女別に見た生活時間（週全体平均）」の国

際比較によると、日本の男性の生活時間に占め

る「日常の家事」「買い物」などの無償労働の時

間の割合はOECD諸国のなかで最も低く、男女

比が最も大きい。女性の生活時間に占める無償

労働の割合とのギャップが大きいことがわかる。

出典：内閣府「令和２年度版男女共同参画白書」

MEMO

W lab「せかいがかぜをひいたから　現役医師が、子どもたちに絵本で伝える『コロナウイルスのおはなし』」
（https://w-lab.co.jp/special/book-covid19/）
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コロナ禍での女性の負担

医師として働き続けること

　これまで子育てや仕事との両立を支えて来てくださっ
た人たちがいたからこそ、働き続けられたと思っていま
す。子育てが少し落ち着いてきたら、今よりも仕事の幅を
広げられたらと思っています。また、普段育児や家事と仕
事の両立で、疲れてしまったり、辛いなと思うようなこと
も時々ありますが、患者さまに感謝の言葉をいただいた
りすると、仕事をしていてよかったと思います。やりがい
を感じ、元気になっている部分もあります。自分が育った
地域で、少しでも子育ての支援ができるように、小児科の
医師として、自分の子育ての経験を生かすことができた
らと考えています。お母さんの心理的な悩みなども近年
増えていると感じています。身近な相談ができる場にな
れたらと考えています。

　コロナ禍での女性の負担、保育園の送迎や家事全般な
ど、女性の家事の負担が大きいと感じています。実際、日本
は男性の家事負担割合が低い国だそうです。
　夫のほうが勤務時間が長いため、多くの家事を分担して
もらうことは難しいですが、夫にも出来る限りのことを担
当してもらうようにしています。例えば、子どもの勉強を
見てもらう、スポーツを一緒にしてもらう、休日の昼ご飯
を作ってもらうなど、できるところ・得意な分野を担当し
てもらうことで、ある程度互いに納得できるようにしてい
ます。家電を活用したり、平日の食事のメニューを簡単な
ものにしたり、冷凍食品やお惣菜も活用しています。子育
てと仕事の両立でなかなか自分の時間が取れないと思い
ますが、不安やストレスの解消のためには息抜きが大切で
す。息抜きの方法は人それぞれだと思いますが、のんびり
する、気分転換をする、若い頃に取り組んでいた趣味や楽
器演奏・スポーツなど、慣れ親しんだことをすることで、
安心を得られると思います。また、誰かに相談をする、子育
てのヒントを得る、ということも心を落ち着かせるために
必要だと思います。自分自身も保育園のお迎えでお母さん
方と会った時に、子育ての相談や情報交換をしています。
直接の解決にならないことでも、誰かに話をすることで心
が落ち着くことがあると思います。

数字でみるかわさき 医療の分野で活躍する女性
医療の分野で活躍する女性を取り巻く環境はどう変化したのでしょうか。今回は、川崎市で活躍する女性の医師・
歯科医師・薬剤師の割合から、この 20 年の変化を見てみましょう。

19.7％ から 27.1％
川崎市における女性医師の割合

川崎市における女性歯科医師の割合

（平成 14 年） （平成 30 年）
→ 1％ から 6％

川崎市の男性看護師の割合

（平成 12 年） （平成 30 年）
→

21.6％ から 28.4％
（平成 12 年） （平成 30 年）

→

川崎市における女性薬剤師の割合

71.4％ から 72.7％
（平成 12 年） （平成 30 年）

→

☝変化のポイント
女性の医師と歯科医師の割合はこの20年で上昇しているが、ま

だまだ全体の3割に届いていない。一方で、薬剤師は20年前から

多くの女性が活躍してきた分野であるようだ。看護師における女

性の割合も高い。男性看護師の割合も増えているが、それでも依

然として女性の割合が高いことがわかる。

一方で…

厚生労働省「平成 30年（2018 年）医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/18/index.html)（2021.7.10 閲覧）
「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、調査項目を調べる―平成 14年医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省）「医師数」「歯科医師数」「薬剤師数」（2021.7.10 閲覧）
「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、調査項目を調べる―平成 12年医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省）「医師数」「歯科医師数」「薬剤師数」（2021.7.10 閲覧）
神奈川県「看護職員（保健師、助産師、看護師及び准看護師）の従業者数」

出典：



男女共同参画学協会連絡会「無意識のバイアス - Unconscious Bias - を知っていますか？」
（https://www.djrenrakukai.org/doc_pdf/2019/UnconsciousBias_leaflet.pdf）（2021.7.18 閲覧）

※ 参考：

参考：「多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析」プロジェクト・ウェブページ　
　　　https://member.ipmu.jp/hiromi.yokoyama/ristex2017.html

前頁のような医療分野における女性の割合の現状の背景として、進路選択における「無意識のバイアス」の存在も指摘されて

います。今回は、「多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析」プロジェクトの南崎梓さん（名古屋大学素粒

子宇宙起源研究所）、一方井祐子さん（東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構）にお話を伺いました。

　2021 年度から川崎市男女共同参画センターすくらむ 21
の指定管理者に選定された社会福祉法人共生会 SHOWA
は、昭和女子大学の全面的なバックアップ
で設立された社会福祉法人です。母体は特
定非営利活動法人 NPO 昭和であり、保育
所や学童保育、一時預かり事業、親子のひ
ろば事業、発達相談室などの子ども・子育
て支援や、男女共同参画センターの管理運
営に取り組んでいます。
　いま、社会は大きく変わろうとしていま
す。人々の生き方や価値観が多様化し、こ
れまでの規範が通用しなくなっています。
これからの時代には、“3 つの S” が大切だ
と思います。1つは Sympathy の S、共感す
るということ。共感の気持ちをもって関わ
ることで、違いを認め、お互いの困難を我がことと考える
あたたかさがうまれます。 

共感は前向きなエネルギーを生み出していく基礎です。次
は、Share の S、わかちあうことです。チャンスをひとり占

めしないで周囲とわかちあうことで、一人
ではできないことにチャレンジすることが
できます。もう一つは、Support の S、支え
るということです。お互いの長所で短所を
支えあって物事を進めていくことで、周囲
を巻き込んで社会を変えることができま
す。
　すくらむ 21 では、“3 つの S” を大切にし
ながら、地域の皆さまと力を合わせて、川崎
市における男女共同参画の推進に取り組ん
でまいりますので、なにとぞご理解とご支
援を賜りますようお願いいたします。
 

　本年 4月より「すくらむ 21」の館長を仰せつかりました納米恵
美子と申します。
　新型コロナウィルス感染症のまん延防止等重
点措置発令下、センターでは感染防止に気をつ
けながら、講座や催しを実施すると同時に、多く
の市民の皆さまにホールや研修室などの施設
をご利用いただいています。
　着任して数か月が経ちますが、うれしい驚きと
新しい発見の毎日です。
　コロナ禍にもかかわらず、いえ、コロナ禍だか
らこそかもしれません。女性の起業相談はキャ
ンセル待ちが出るほどの申込みをいただいてい
ます。市民グループと共催の女性のための無料
パソコン講座では、テレワークの普及で一挙に
身近になったオンライン通話や会議ツールであ
る ZOOM の使い方を取り上げました。東日本大震災避難女性の
ためのサロンには、故郷を離れてもセンターで会えることを楽し
みに女性たちが集っています。７月からは管理職になりたい女性

のためのリーダー養成講座が、８月からは区役所共催でパパ向
け講座がスタートします。このほか、社会的に「生理の貧困」が問

題になっていますが、地元企業が生理用品を寄
付くださり、必要とする女性に届ける取組みも行
うことができました。まだまだ、ご紹介したいこと
はたくさんで、とてもこの紙面にはおさまり切れま
せん。みなさん、どうぞ「すくらむ 21」のホーム
ページをのぞいてみてください。
　1999 年、男女共同参画社会基本法制定と同じ
年に開館して 20 年以上の年月を経て、センター
は市民の皆さまにとって身近で、暮らしに根づい
た施設になっていると感じます。女性も男性も、だ
れもが力を発揮してその人らしく生きていける社
会を実現するために、皆さまと力を合わせて取り
組んでいきたいと思います。どうぞこれからも「す

くらむ 21」をよろしくお願いいたします。

納米 恵美子
川崎市男女共同参画センター（愛称：すくらむ 21） 館長

川崎市男女共同参画センター指定管理者変更のお知らせ

新しい館長が就任しました

すくらむ 21は民間活用の観点から平成 16 年度より指定管理者制度導入施設となっています。
2021 年 4 月より社会福祉法人共生会 SHOWA（理事長：坂東眞理子）が指定管理を担うことになりました。

社会福祉法人共生会 SHOWA 理事長

坂東 眞理子

※
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　医療分野の職業は大学での専攻と強く結びつい
ています。ジェンダーの偏りは大学への進路選択
の時点ではっきりしています。同じ医療分野でも
女性比率には違いが見られ、令和2年度の各学部の
女性比率は、医・歯学部で36.3％、薬・看護学等
では70.0％でした。
　学問分野にはジェンダーイメージがあることが
わかっています。日本に住む20～69歳の男女を対
象にした学問分野についてのイメージ調査による
と、「女性に向いている」イメージがあると回答
した人が18分野中もっとも多かったのは看護学
で、60％の回答者が女性イメージを持っていまし
た。ついで、薬学が約40％で2位なのに対して、歯
学、医学は共に30％弱でそれぞれ5位、6位でし
た。一方、「男性に向いている」イメージについ
ては、医学が約35％で2位、歯学が30％弱で3位、
看護学は20％を下回り13位でした。ちなみに男性
イメージがもっとも強かったのは機械工学でし
た。看護学の女性イメージの強さが際立っていま
す。
　さらに「男性が家計、女性が家庭を支える」と
いう性役割分担意識が強い人ほど、看護学・薬学
は女性に向いていると回答するなど、学問分野の

ジェンダーイメージに性役割分担意識が関係して
いることもわかりました。興味深いことに、こう
した性役割分担意識は、人生の早い段階から影響
する可能性があります。高校生に文系と理系の希
望を尋ねた別の調査では、性役割分担意識が強い
女子生徒ほど、理系分野全般への進路希望の割合
が低くなりました。性役割分担意識と高校生の進
路選択は無関係ではないようです。
　性役割分担意識は、女性の社会での活躍を阻害す
るとともに、男性にはプレッシャーにもなります。
次の世代の若い人たちが、従来のステレオタイプに
とらわれず、個人の興味や関心、適性に合った職業
を選び、多様な生き方や働き方を選べる社会が求め
られています。
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住む地域に大雨特別警報が発令された ～その時あなたは？

18

女性の視点でつくるかわさき防災プロジェクト（通称：JKB）

生理用品配布のご報告

　生きていくうえで当たり前に必要となる生理用品がさまざまな事情で購入できない、購入してもらえないといった以前から潜在化し

ていた困難な状況が、コロナ禍による経済的困窮や家庭内暴力の深刻化などで顕在化し、社会的な課題となっています。

　そうした状況の中、地元企業から生理用品の寄付があり、すくらむ 21では、支援・相談窓口

の情報と併せて、配布・提供することにしました。5月 28 日（金）より配布を開始し、延べ 448

セット（生理用ナプキン昼用と夜用を１パックずつ）を配布しました。また、当センター以外に、

市内の女性支援施設等にも配布し、各施設を通して必要な方へ提供していただきました。

１．避難情報の変更はご存じですか？
　災害対策基本法の改正により、2021 年 5月 20日から避難情
報が変わったことはご存じですか？
　これまでは、警戒レベル４に「避難指示」と「避難勧告」があり
ました。しかし、「避難勧告」と「避難指示」との違いが分かりにく
いとして、「避難指示」に一本化されました。「避難指示」では、危
険な場所にいる人は全員避難が必要です。
　また、警戒レベル３では、夜間から翌朝に大雨警報が出た場
合、「高齢者等避難」として、危険な場所にいる高齢者や体の不自
由な人等避難に時間のかかる人は、避難を開始するようにと言
われています。
　東日本大震災の時には、女性は男性と比べて、家族や近所の
人など周囲の人に声をかけ、複数人でまとまって避難した傾向に
あったそうです※。地域における日ごろのコミュニケーションも
重要です。

2．「洪水ハザードマップ」や「土砂災害ハザードマップ」
　「内水ハザードマップ」等を見たことはありますか？
　川崎市では、各区で洪水ハザードマップ、土砂災害ハザード
マップが配布されています。ご自身の家は洪水や土砂災害が発
生すると、何時間後に浸水してしまうのか、自宅の周辺は土砂災
害警戒区域に入るのか、今一度確認をしてみましょう。
　また、災害発生時に家にいるとは限りません。会社や学校から
大雨の中帰宅するようなことになった場合、日頃から使い慣れて
いる道が使えないかもしれません。自宅周辺は災害時にはどうな

るか、想像して備えておきましょう。

3．どんな準備をしていますか？
　避難所も万全の体制ではないことを承知しておく必要があり
ます。特に次のものは準備しておくと安心です。
●お薬手帳のコピー
特に高齢者や持病を持っている方は、どんな投薬を受けている
のか、お薬手帳のコピーを避難袋に入れておくことも重要です。
●メガネの予備
慌てて避難する際にメガネをかけ忘れたり、避難する際に破損
したりする場合もあるかと思います。また、コンタクトの予備とな
ると洗浄液や水道水が必要となります。状況によっては断水して
いる場合もあります。
●衛生用品（消毒アルコールやマスクなど）
特に未だ収束が見えないこのコロナ禍での避難となると、消毒
アルコールやマスク等は避難所に頼らず自分で準備していると
安心です。いまや避難時必須アイテムです。

　必要な情報も必要な備えもひとりひとり異なります。避難情報
の確認やハザードマップ、避難経路の確認、避難グッツの準備な
ど、防災は、人任せにせず、すべての人が自分事として考えること
が大切です。

スタジオクリップ株式会社 ／ 日本ミクニヤ株式会社
提供を受けた際の様子

寄付・協力いただいた企業様：

　近年、豪雨による甚大な自然災害が各地で発生しています。2017 年の九州北部豪雨をはじめ、この 4年間連続で、しかも7月上旬
に集中していると新聞記事に書かれていました。直近では、熱海での豪雨が記憶に新しいかと思います。今回は、そんな豪雨への備え
方を考えてみたいと思います。

※参考：内閣府男女共同参画局「平成24年度版男女共同参画白書」
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「フェミニストではないけれど…」から考える
 フェミニズムの定義

　「フェミニストではないけれど性差別はよくないと
思う」
　友人と話していて、こんなフレーズを耳にすること
があります。「性差別に反対するならフェミニストなの
では」と思うのですが、彼女／彼らがわざわざ「フェミ
ニストではないけど」と弁明したくなる理由も理解で
きます。私自身、フェミニズムに対する世間のネガティ
ブな印象を日々肌で感じているからです。
　また「女性ばかりが主語になる思想・運動なんて
古い」と思う人もいるかもしれません。オクスフォード
辞典には「両性の平等に基づいた女性の権利の主張」
と書かれています。男性の生きづらさが語られること
も増え、セクシュアリティの多様性も広く知られるよう
になった今、「女性の権利ばかりを主張するなんて時
代遅れ」と感じる人がいても不思議ではありません。
　さてここで、私が「なるほど！」と感動したフェミニズ
ムの定義を 1つご紹介したいと思います。

　「女という概念を自然化せずに」とはどういう意味
でしょうか。少し難解に聞こえますが、たとえば恋愛指

南をするウェブ記事の中で、"女性らしさ"をアピール
するためのアドバイス（「細やかな気遣い」とか「色白
で華奢な体型」とか）を読んだことはありませんか？　
ここでは、「女性とは元来こういうもの」という概念が自
然化されています。他にも「女性は理系が苦手」とか
「結婚できない女性は不幸」と言われることもまだまだ
多いですが、これらも女性の本質とされるものを " 自
然のもの "として扱い、女性のあり方を決めつけてい
ます。
　でも本当にそうだっけ？　"女性 "といっても、私た
ちは多様だしいろんなあり方があっていいはず。「フェ
ミニストではないけれど」と言った友人も、きっと「女の
子なのだから」と言われてモヤモヤした経験があると
思います。
　「女性はこういうもの」と社会・文化のなかで当たり
前にされてきた（自然化されてきた）ものにメスを入れ
て（前景化して）、もう一度考え直してみる（思考の俎上
にのせる）。フェミニズムをそのようにとらえてみると、
「女性の権利だけを主張する古い思想」というだけで
は言い表せない奥深さが見えてきます。いつか本当に
「フェミニズムなんて古いよね」と言える社会を目指し
て、もう少し私はフェミニストとして生きていこうと思っ
ています。

1993年東京生まれ。早稲田大学卒業。編集ライター。大学在学中よりフェミニズム活動に
参加し、署名活動やパフォーマンス、レクチャーなどを行う。ウェブメディア「パレットー
ク」副編集長をつとめる傍ら、ジェンダーやフェミニズムに関しての執筆や講演を行う。

22 すくらむコラム

フェミニ・ズムは，女 (フェミナ ) という概念を自然化
せずに前景化して，思考の俎上にのせる(イズム)とい
うことである．（竹村和子著『フェミニズム (思考のフロ
ンティア )』より）

伊藤まり（パレットーク副編集長 ）

実話に基づくストーリーで LGBTQ＋やフェミニズムについて分かりやすく紹介している
『パレットーク』の副編集長である伊藤まりさんより、若い世代は何に関心があって何を考
えているのか、若い世代のおひとりとして、コラムにて届けていただきます。
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BOOKS

『ひきこもりのライフストーリー』

2020 年 4 月発行
（著者）保坂渉
（出版社）彩流社

『シングルファーザーの年下彼氏の子ども２人と格闘
　しまくって考えた「家族とは何なのか問題」のこと』

2020 年 3 月発行
（著者）花田菜々子
（出版社）河出書房新社

『対岸の彼女』

　ひきこもりと聞いてどんなイメージをもつだろう
か。
　数年前までは、学校や社会とつながっていない
若年層を想像する方が多かったと思う。実際、40
歳以上のひきこもりに対して初めて行われた調査
の結果が2019年に報告された。その調査もあり、
40歳以上のひきこもりの実態も知られたが、多様
なのは年齢だけではない。性別も、ひきこもった
きっかけや、ひきこもっている期間も様々だ。その
ため本著では、本人が生きづらさを抱えて、ひきこ
もりを自認すれば、当事者とみなしている。本著で
はひきこもりの当事者・経験者の四人が登場する
が、家族や周りの人が語るのではなく、当事者本人

の口から語られる。そのライフストーリーを読むだ
けでも多様であることが分かる。
　ひきこもりUXという居場所を運営する林恭子さ
んの話も掲載されている。今まで可視化されてい
なかった女性のひきこもりや、セクシュアルマイノ
リティのひきこもりにも触れている。それぞれに
合ったサポートや居場所の必要性を訴えている
が、行政のサポートは就労が中心である。その乖
離は大きな問題だ。
　ひきこもり当事者だけではなく、居場所作りをし
ている人、ひきこもり当事者の周りの人にも読んで
ほしい一冊。

　シングルマザー、シングルファーザーは世間に
たくさんいて、子連れ再婚も増えている。多くのひ
とり親、その子ども、その人と交際しようとする人に
とって、新しい関係づくりは決して些細な問題では
ないはずだ。
　二人の子どもを持つシングルファーザーとつき
あいはじめた著者は、子どもと関係を深めるなか
で出てくる問題、たとえば「教育」なのか「押しつけ」
なのか、母親ではない自分がどこまで口を出して
いいのか、それは彼らの思いに反していないか、
ひとつひとつ真剣に悩み、向き合う。「関係性は無
理やりこじ開けることではなく、日々のやりとりの
中で薄い紙を一枚ずつ積み重ねるようにして、オ

リジナルの形をつくっていくもの。」という言葉は、
人との関係性すべてに通じることだと気づかされ
る。
　同時進行で、著者が本屋の店長として店づくり
に奮闘する姿も描かれる。こちらは、働く身にとっ
て勇気づけられるもので、経験を積み重ねた人で
も新しい仕事に取り組むときは孤独を感じ不安に
なることや、「できない自分」を受け入れることな
ど、共感できる点が満載だ。
　本書の最後には「子どもとの関係性や親子問題
について考えるための 13 冊」についての案内が
あり、こちらもおすすめ。

　35 歳の既婚で子持ちの小夜子と独身で子なし
の葵は、労働者・雇用主という立場で出会う。共
通点は大学の同級生だったことだけ。互いに性格
や立場の違いを知りながらも、急速に距離を縮め
ていく。が、その「違い」によって二人に障壁が生ま
れる。
　既婚と未婚、子の有無、離婚経験の有無、職の有
無。生き方が多様化するなかで、それらは違いでし
かないのに、どこかで比較し優劣をつけたがる人
がいる。そして自分の現在の立ち位置に不安に
なったとき、自分が選択してきたはずなのに、選択
しなかった「対岸の彼女」の生き方と比べながら、

なんとか自分を肯定して前に進もうとするのだ。
　自分がどこに向かっているのか、何のために年
を重ねていくのか、折に触れて自問自答しながら
歩んでいる二人。亀裂が生じた後の小夜子の行動
によってまた変化していきそうな二人を想像させ
るラストの描写も面白い。
　「私たちが年齢を重ねるのは、また出会うため。
出会うことを選ぶため。選んだ場所に自分の足で
歩いていくため」̶  小夜子の現在と葵の過去の二
つの時間軸を交差させながら進行する物語の描
かれ方が、文中のこの言葉を心に深く刻んでくれ
る一冊。

2007 年 10 月発行
（著者）角田光代
（出版社）文春文庫
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イキメンコラム

イキメン研究所とは？

「男女共同参画」って、女性の問題に捉えられがちです。でも、男性たちが地域や家庭で “ 活躍 ” することも、とっても
大切なことなんです。
すくらむ 21 では、男性を対象とした事業を「イキメン研究所」としてくくり、男性が地域へのデビューになりうる契
機（第一子誕生）をとらえての事業展開を行っています。
イキメン研究所の詳細については、https://www.scrum21.or.jp/welfare/ikimen/ をご覧ください。

ニュースでも大きく取り上げられましたが、来春よりいよいよ「男性の産休」 がはじまります。
Dパパは第一子で１カ月の育休をとり、実験として第二子は育休をとらないという選択を
しました。育休をとろうか迷っている方に、ご参考になればと思います。

もともとママの産後はメンタルが少しでもよい状態で
あかちゃんと接してほしい、間違っても産後うつにはす
まいと思っていましたので、自然と育休はとらねばと
思っていました。半年前から職場に告知し、理解も得ら
れて育休を取得しました。
メリット：一番はわが子のかわいい顔がずっと見れるこ
と。あと新生児期の頻回の授乳につきあえること。なに

よりもやはり育児のルールをママと対等な関係で試行
錯誤で造り上げられたのは大きいです。また、仕事のこ
ともひとまずまるごと考えなくてよくなります。
デメリット：短期間のための引継ぎが意外に手間。育児
休業給付金が出るとは言え、実際に入るのは２か月後
とかなので、生活費のやりくりが必要でした。

第一子の経験があるので、ポイントは押さえられてい
るということと、仕事の都合と経済的な要請もあり夫婦
でとらない選択をしました。いざとなればリモートワー
クでなんとかなるかと思っていました。
メリット：仕事が途切れない。
デメリット：「育休」と違って仕事を離れる訳ではないの
で、仕事の内容や仕事相手次第でなかなか自分の都
合だけでリモートワークにはできません。日中ママの
すべきことをミルクとオムツ交換だけにするために残
りの家事を朝やっていたのでやたら眠い。夜の授乳も

ニップルの消毒なんかやっているとなおのことです。ま
た、残業できないのに、残業ありきでまわしていた仕事
量が相当きつい。新生児育児中という看板があるわけ
でもないので職場も配慮しづらいようです。経済面で
は基本給のみで社保等ひかれるので、結果、育児休業
給付金と体感的に大きく変わらず。仕事も思うように捌
けず家事育児に追われ、いろいろ余裕がなくなります。
両立させようと頑張っているのに、結局ママと言い合
い発生。体力もメンタルもボロボロです。あれれ、本末
転倒。

実験：パパは育休をとるべきか

【育休をとった場合】

【育休をとらない場合】

結論
自分自身のためにも周囲のためにも育休は取った方が、
みんな割り切れて幸せになれます。
（少なくとも新生児期は絶対そう）

制度的な育休が終わっても育児は続きます。ママ達の本音は「短い育休期間だけ頑張るよりも、普段定時で帰って
きてほしい」だそうです。育休を今後の育児シフトのための準備期間だと思って臨んだ方がいいかもしれない、と
思った実験でした。

※「男性の産休」とは、子の出生後8週間以内に4週間まで、分割して２回取得ができる制度です。男性の育児休業取得促進を目指し、2021年6月に「育児・介護休
　　業法」の改正が行われ、2022年４月1日より段階的に施行されます。
　　参考：厚生労働省「育児・介護休業法について」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html）2021.7.18閲覧

※
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親子でくつろぐコンサート

再就職・転職・就労継続のための個別キャリア相談 のご案内

イキメン研究所が贈る、親子で楽しめる曲を集めたコンサート。
今年は耳なじみのあるクラシックやみんなで楽しめる歌が勢ぞろい。0 歳のお子様も同席できます。
クラシックの名曲や手遊び歌をみんなで楽しみましょう。パパたちの育児エピソードも紹介します！

♪♪
♪

♬

♬

9/12 ㊐
令和 3（2021）年

会場：川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）

※祝日・年末年始はお休みです。

０歳から
入場 OK!

開場 13：30　開演 14：00　終演予定 15：00

毎月 第 2・4㊋、第 1・3㊏

入  場  料：無料
対　　象：川崎市内在住の方（小学生以下は保護者の方とご参加ください）
定　　員：100 名（事前申し込み制・先着順）
会　　場：川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）１階ホール
一時保育：なし。お子さまと一緒にご参加ください。
出　　演：桜井純恵、モーツァルトの音楽を楽しむ会、イキメン研究所

申し込み：すくらむ 21 ホームページや電話、窓口にて
　　　　　お申し込みください。

イキメン研究所プレゼンツ　

令和3（2021）年度

「子育てが一段落してそろそろ働くことも 考えたいけれど、専業主婦の期間が長く不安です…」
「仕事と家庭の両立について相談したい」
「自分に合った資格取得やキャリアアップについて考えたい」
「採用担当者に良い印象を与える方法は？」　「効果的な履歴書の書き方を教えてほしい」
など、あなたのライフステージに応じた生き方、働き方を応援します！

時　　間：①10：00 ～②11：00 ～③12：00 ～④13：00 ～（①～④のいずれかの時間）
会　　場：川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）　１階受付へお越しください。
相談方法：面接・電話（１回 45 分）
　　　　　国家資格キャリアコンサルタントの女性相談員がご相談に応じます。（守秘義務遵守）
持  ち  物：履歴書（初めて相談される方のみ。写真の添付は不要。）

申し込み：相談日時の希望を選択し、ホームページや電話、FAX にてご予約ください。
　　　　　予約時に、確認のためお名前等をお伺いします。

女性限定 相談無料 保育あり ※保育料：350 円／ 1 名


