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ご　　挨　　拶
同志社大学人文科学研究所

所長　小　山　　　隆

本日は人文科学研究所第 94 回公開講演会にお越しいただき、

心より感謝申し上げます。第 94 回公開講演会は、本研究所林葉

子専任研究員の企画であり、「キリスト教信仰に基づく女性支援

の歴史─かにた婦人の村の半世紀─」というテーマで基調講演、

講演へのコメント、全体討論という 3部形式で進行いたします。

基調講演からの展開が期待されるところです。今年は本研究所創

立 75 周年にあたり、その記念すべき年に、現場で女性支援の活

動に日々力を尽くされてきたかにた婦人の村名誉村長の天羽道子

さん、婦人保護施設いずみ寮施設長の横田千代子さんを講師とし

てお迎えすることができました。特に天羽さんは、先日台風 15

号で被災されたにもかかわらず、千葉県館山市からお越しいただ

きました。心より感謝申し上げます。
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〈最も小さい者〉として、共に生きる志
――かにた婦人の村の思想と実践――

同志社大学人文科学研究所助教　　林　　葉　子

はじめに

皆さま、こんにちは。本日は、ご来場くださいまして、ありが

とうございます。

同志社大学人文科学研究所主催の第 94 回公開講演会「キリス

ト教信仰に基づく女性支援の歴史―かにた婦人の村の半世紀―」

を始めさせていただきます。私は人文科学研究所の助教の林葉子

と申します。

本日は講演者として、かにた婦人の村の名誉村長の天
あま は

羽道子さ

んと、婦人保護施設いずみ寮の施設長で全国婦人保護施設等連絡

協議会の会長をなさっている横田千代子さんをお招きしました。

同志社大学人文科学研究所は今年で 75 周年を迎えますが、その

記念すべき年に素晴らしい方々にご講演いただけることを、たい

へん嬉しく思います。

1　日本唯一の婦人保護長期入所施設・かにた婦人の村

この会場には、今日初めてかにた婦人の村のことを知ったとい

う方も、いらっしゃると思います。かにた婦人の村は千葉県の館

山市にある婦人保護施設ですが、そもそも婦人保護施設という場
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があること自体を、ご存知でない方が多いかもしれません。婦人

保護施設については、後ほど横田さんのご講演の中で詳しいお話

を伺いますが、そのご講演のタイトルにもありますように、婦人

保護施設には、暴力の被害、特に性暴力や性搾取の被害に苦しめ

られた女性たちが入所します。かにた婦人の村は、日本で唯一の、

長期入所のための婦人保護施設です。何らかの障害を持ち、社会

の中で自立することが困難な方々が入所します。たとえば、字を

読むことができない人、あるいは、数を 10 くらいまでしか数え

られない方もいらっしゃいます。婦人保護施設では一般に、障害

をもつ入所者の方は多いのですが、他の婦人保護施設では受け入

れが困難な、特に深刻な状況に置かれた方々が、かにた婦人の村

にいらっしゃいます。横田さんが施設長をなさっている婦人保護

施設のいずみ寮は、かにた婦人の村のルーツの一つです。

かにた婦人の村に入所された方がお亡くなりになった場合、訪

ねてくる家族がいる人は、わずかだそうです。最近、ある方が亡

くなって、その方は約 50 年間、かにた婦人の村で生活し、その

方のお母様がご存命の間は実家からジャガイモなどが送られてき

たこともあったそうです。しかし、そのように家族との関係が続

いた方であっても、お骨は、ご家族の希望で、かにた婦人の村の

納骨堂に納められました。かにた婦人の村で誰かがお亡くなりに

なった時には、入所者だけでなく、創設者の故・深津文雄牧師や

その家族、そして職員の方々も、かにた教会にある納骨堂に納骨

されています。そして一年に一度、その亡くなられた方々、現在

は 101 名ですが、その全員のお名前を読み上げて思い出を語り合
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う機会にしているそうです。そのようにして故郷や家族から見捨

てられた人であっても最後の最後まで受け容れる場として、かに

た婦人の村が作られました。

2　日本で最初の奉仕女として――天羽道子さんの志

本日ご講演くださる天羽道子さんは、かにた婦人の村の母体で

あるベテスダ奉仕女母の家を生み出すきっかけを作り、その後、

半世紀以上にわたり、日本で最初の奉仕女として、1945 年の敗戦

の後の社会的混乱の中で最も弱くさせられた女性たちの傍で、彼

女たちと共に生きていくという実践を積み重ねてこられた方で

す。

天羽さんは 1926 年 11 月生まれ

で、戦後すぐの 1946 年に自由学

園を卒業しました。自由学園では

羽仁もと子から影響を受け、1949

年、後にかにた婦人の村を創設す

る深津文雄牧師から洗礼を受け、

クリスチャンになりました。その

同じ年、天羽さんは奉仕女（シュ

ベスター）という存在を知り、自

らも奉仕女となって日本社会の

貧しい人々のために生きたいと

願い、深津牧師にその決意を伝え

図 1　天羽道子氏（1960 年頃）
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ました。奉仕女になるためには看護の勉強が必要であったため、

看護学校に入学するために、まずは 1年間、夜学に通いました。

その後、聖路加女子専門学校に入学して看護を学び、1954 年 3 月

に卒業した後、奉仕女になりました。

天羽さんは 92 歳の現在も、奉仕女として、かにた婦人の村で

入所者の方々のケアのために尽くしておられます。私はこれまで

何度か、かにた婦人の村の一室で天羽さんからお話を伺う機会を

得ましたが、私がお話を伺っている数時間の間にも、天羽さんに

会いに、入所者の方々が次々にその部屋へ来られました。そして

天羽さんが「今はお客さんがいらっしゃっているので、また後で

お話しましょうね」と伝えても、それまで待ちきれないという感

じで、その場ですぐに話し始める方もおられました。そのような

場に居合わせた私は、入所者の方々にとって天羽さんがどれほど

大切な存在であるかということを実感しました。

天羽さんや横田さんのお話を伺っていますと、かにた婦人の村

の人々の歴史や、天羽さんや横田さんがたどってこられた人生は、

単に、ある独創的な場が創られたとか、そこに優れた女性たちが

いたとかいうような、個別の事例をはるかに超えていることに気

づかされます。かにた婦人の村がたどった歴史は、まさに戦争と

いうものが障害をもつ女性や子どもたちにどれほど深い傷を負わ

せたかを示し、そのように傷ついた社会的弱者が共に生きていく

とはどのような実践であるのかという、人類全体に投げかけられ

た普遍的な問いに対しての、村人たちの人生そのものをかけた一

つの答えであったと言えます。戦争という暴力の前で、あるいは
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その後で、人がどのように傷つき、そこからどのように回復して

いくのかという、きわめて重要な問題を考えるための糸口を、こ

のかにた婦人の村の歴史の中に見出すことができるのです。そし

て忘れてはならないことは、このかにた婦人の村の実践は、すで

に終わった話ではなく、現在進行形だという点です。敗戦直後か

ら性暴力や性搾取の被害を受け続け、それでも生き延びてこられ

た方々が、今もなお、かにた婦人の村で暮らしておられます。

3　婦人保護施設のルーツと同志社

婦人保護施設は、そのルーツをたどっていくと、明治時代まで

遡ることができます。皆さまのお手元にあるパンフレットの、内

側に掲載した年表（巻末資料）をご覧いただきますと、その年表

の最初の一行目に、明治時代の、ちょうど日清戦争の頃のことで

すが、矯風会という、現在も活動している、女性団体としては日

本で最も長い歴史を持つ団体が、慈愛館という施設を開設するた

めに準備を始めたことが

記されています。その慈

愛館は現在も婦人保護施

設の慈愛寮として運営さ

れており、性暴力や搾取

に苦しめられた女性たち

の支援を行なう場になっ

ています。そのような婦

図 2　かにた教会の装飾
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人保護施設の歴史を遡っていきますと、実は、かにた婦人の村は、

同志社とも思想的に深い関係があるということがわかります。

今、前のスクリーンには、かにた教会の写真を映し出していま

す。この素朴で美しい教会堂の中には、かにた婦人の村の入所者

の方々が自ら織った織物が飾られています。その教会の前方には、

4枚のステンドグラスが掲げられています（図 2）。そのうちの 1

枚、ちょうどチラシの右側中央に配置した写真のステンドグラス

は、同志社出身の山室軍平という人物を描いたものです。よく見

ると、そのステンドグラスの下の方には、アルファベットで

“YAMAMURO” と記されています（図 3）。山室軍平は、すでに明

治時代から、娼婦にさせられた女性たちの救済や社会事業の分野

でパイオニア的な役割を果たした人物として高く評価されてい

て、同志社大学のクラーク記念館の 2階には、彼を描いたレリー

フが今も掲げられています。

また、ポスター（巻頭）の中央上方にある別のもう 1枚のステ

ンドグラスの写真には、

久布白落実という女性が

描かれていますが（図

4）、彼女は、さきほどご

紹介した矯風会のリー

ダーの一人で、特に廃娼

運動という公娼制度の廃

止を求める社会運動の中

で、女性たちの人権を守

図 3　かにた教会のステンドグラス
（“YAMAMURO”）
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るために人身売買問題に

取り組んだことで知られ

ている人物です。久布白

落実の父親は、新島襄の

指導によって牧師になっ

た大久保真次郎という人

です。また、彼女の母親

は、同志社と縁の深い徳

富蘇峰のお姉さんの徳富

音羽、後の大久保音羽です。

なぜ、その同志社と関係の深い山室軍平や久布白落実が、かに

た婦人の村の教会のステンドグラスに描かれているのかといえ

ば、二人が共通して取り組んだ廃娼運動と婦人救済運動が、かに

た婦人の村の思想的なルーツになっているからです。久布白落実

は、かにた教会の設立にも、直接、関わっています。山室も久布

白も、娼婦にさせられた女性たち、すなわち社会の中で最も軽ん

じられ虐げられた女性たちと、どうすれば共に生きていくことの

できる社会が創れるのかということを、机上の理論ではなく社会

的な実践の中で追求しました。そしてそのような精神が、かにた

婦人の村に継承されています。

あまり知られていないことですが、同志社を創設した新島襄は、

山室や久布白が取り組んだ廃娼運動の精神的な支柱でした。山室

軍平や久布白落実よりもさらに早い時期に廃娼運動に着手した人

物として、矯風会の初期に活動した佐々城豊寿という女性がいま

図 4　かにた教会のステンドグラス
（“KUBUSHIRO”）
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す。新島襄の言葉や行動について

記した『新島先生言行録』という

本には、新島がその佐々城に語り

かけた言葉が記録されています。

この本は、1891 年に刊行された

ものですので、文語調で書かれて

いますが、ここでは、わかりやす

いように現代の言葉に訳してご紹

介します。新島は佐々城豊寿に、

次のように語ったと伝えられてい

ます。

私はあなたに頼みたいことが

ある。それは、ほかでもない、女権（女性の権利）の拡張の

ために、いっそう力を尽くしてほしいということである。そ

の女権拡張の成就のためには、まず、今日の女学生に人権の

重要性を理解させ、慷慨の心（世の中の不義や不正に対して

憤ったり嘆いたりする心）を起こさせないわけにはいかない。

これまで、女学生の多くは、長年、父母に苦労させて育ち、

自らも苦学していながら、ようやく学校を卒業するとすぐに

結婚して、他の家の嫁になる。そのように他の家の嫁になれ

ば、その後は社会のために働かないだけでなく、ほとんど学

歴のない女性たちと同様に夫から抑圧され、せっかく学んだ

技量を活かす機会もなく、かえって、学校では学ばなかった

図 5　石塚正治編
『新島先生言行録』表紙
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ことばかりさせられて朽ち果てていくのは、いかにも残念な

ことである（中略）一般に女性たちは、社会改良や社交上の

ことについては、男性よりも力を持っている（中略）女性た

ちの力は、実に大きいものである。いま、あなたにこんなこ

とを託するのは、あなたの命を縮めるようで忍びないけれど

も、私たちはお互いに、自己の利益のためではなく、皆、神

の下僕としての義務を遂げるためにこの世に存在しているの

だ。だから、他人に非難されても、決して心が折れることの

ないようにしなさい。たくさんの困難にあって苦しむ者は、

天においては多くの恩賞を得られるということを忘れてはな

りません。昔から、有名な豪傑や社会の率先者になったよう

な人たちは多くの場合、攻撃に耐え苦労する時期を経てきて

いる。ただ苦労するだけでなく、命までも犠牲にしてきたの

だ。だから、社会の率先者になる者は、まず献身を覚悟しな

ければなりません。

このように新島は、当時の公娼制度の下で女性の身体が売買さ

れる女性差別的現実と闘おうとしていた佐々城豊寿に対して、命

がけでその活動に取り組むようにと激励したのです。佐々城豊寿

は実際、同じ婦人矯風会のメンバーにさえも彼女の廃娼のための

闘いを理解されなかった時期があり、その言動が行きすぎている

と非難されていました。新島はそんな彼女に対して、外からの非

難に負けてはいけないと、世の不正と闘うために献身せよと、厳

しくも温かく助言したのでした。新島自身、まさに命を縮めて同
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志社を設立しましたから、命までも犠牲にする献身を覚悟せよと

いう彼の言葉には、説得力があったことでしょう。この礼拝堂に

は新島襄の肖像画が掲げられていますが、彼が希望を託した佐々

城豊寿たちの廃娼の志が、たしかに現在まで受け継がれ、かにた

婦人の村の活動に長年にわたって取り組んでこられた天羽さんや

横田さんを、この同志社の精神の表れである礼拝堂にお招きでき

たことを、きっと彼は天から見守り、喜んでいることでしょう。

4　深津文雄牧師と「底点思考」

かにた婦人の村の母体であるベテスダ奉仕女母の家は、深津文

雄という、深遠で独創的な思想を持つ一人の牧師によって 1954

年 5 月に設立されました。ベテスダ奉仕女母の家は、婦人保護施

設としては、1958 年 4 月に、現在横田さんが施設長をなさってい

るいずみ寮を最初に設立しました。その設立は日本国内だけでな

く海外でも大きな反響を生み、いくつもの新聞で報じられました。

毎日新聞、日経新聞、朝日新聞、キリスト新聞、The Japan 

Times、Asahi Evening Newsなどが大きく報じました。

深津文雄の思想の核心は、この後、天羽さんがお話ししてくだ

さいますように「底点志向」という言葉に表されています。社会

において最も虐げられ、「頂点」の対極にある「底点」、すなわち

社会のどん底から、さらに下へ下へと降りていって、最も下に位

置付けられた存在へと心を向けていく志を、彼は「底点志向」と

表現しました。
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それは、聖書のマタイによる福音書 25 章 31 節から 46 節と、

深く結びついています。すなわち「わたしの兄弟であるこの最も

小さい者の一人にしたのは　わたしにしてくれたことなのであ

る」というイエス・キリストの言葉が、その根底にあります。「最

も小さい者の一人」にしたことが、「わたし」、すなわちイエス・

キリストにしたのと同じことなのだというその言葉は、社会の中

で最も弱められた人々の姿に、神の子であるイエス・キリストの

姿を重ねる、ということです。

かにた婦人の村は、知的障害や精神障害などを抱えて家族から

も見捨てられ、どこの施設からも受け入れを拒否されてしまった

ような困難な状態に陥った女性たちを、一生涯にわたって受け入

れる「コロニー」として設立されました。あまりにも大変な状況

に陥っているために誰も手をさしのべようとしないような、社会

で最も虐げられた人たちをこそ

受け入れる場所を新たに創ると

いうこと、そしてその場所を理

想的な生活の場へと変えていこ

うとするという、誰も思いつか

なかったような無謀ともいえる

試みを、本当に実現してしまっ

たのが、深津文雄という人でし

た。

ところで、この深津の「底点

志向」というラディカルな思想

図 6　深津文雄氏（1960 年頃）
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を、大学の公開講演会という場でご紹介することに、私は最初、

ためらいがありました。といいますのも、大学という場所は、深

津文雄が追究したような「底点志向」とは全く逆の、「頂点」へ

向かって上へ上へと高みを目指していくような、そんな場所であ

ると感じられることが、私には多々あるからです。大学の講義に

せよ講演会にせよ、講師になった人は聴衆に向かって、言葉を用

いて何かを伝えようとします。言葉の世界は、語彙や知識が豊富

であればあるほど高く評価される傾向にあり、大学の研究者たち

は、自分の知識の多さやそれを言葉で巧みに表現する能力を常に

競い合っています。そのような側面は、まさに深津氏が乗り越え

ようとした「頂点志向」であって「底点志向」とは相容れないの

ではないか？ それなのに大学の講演会で「底点志向」の素晴らし

さを説くというのは自己矛盾ではないか？ という戸惑いです。

私は実は、最初にかにた婦人の村を訪問した日も、同じように

「私がそこへ行ってもいいのだろうか」とためらっていました。

私は入所者の方々からお話を伺いたかったのですが、それを言い

出せずに、史料調査のためということで、かにた婦人の村へのご

訪問の許可を得ました。

普段、入所者の方々の多くは、村の中の食堂で一緒に食事をな

さっていますが、私はその日、その食堂でのお昼ご飯に誘ってい

ただいて、入所者の方々と初めてお会いしました。最初に自己紹

介の挨拶の時間をいただいたので、私は「大阪から来ました」と

短い挨拶をしました。そうしましたら、食事の後、入所者のお一

人で、現在 77 歳の方が私のところへいらっしゃって、「私の弟が
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大阪にいたの」と言葉を発するなり、ぽろぽろと涙を流されて、

それから 15 分くらい、ずっと涙を流し続けながら、自分の弟が

大阪にいたということだけを、くりかえし言っておられました。

このたった 15 分ほどの短い時間の間に、私は、その入所者の方

が、いかに深い悲しみの中で生きてこられたのかということを知

らされたように思い、圧倒されました。ずっと昔に別れた家族が

いたという大阪という地名を聞いただけで、初対面の私の前でも

彼女の涙が止まらないということ。そして、そんなにも悲しいに

もかかわらず、「大阪に弟がいた」ということ以上の何かを言葉

にできないということ。しかし、豊富な語彙で 15 分間語り続け

るよりも、彼女の涙のほうが、正確に彼女の思いを表しうるので

はないかとも思えました。

涙といえば、私はかにた婦

人の村で、そのような悲しみ

の涙とは異なる種類の涙に、

やはり強く心を動かされたこ

とがあります。私はある時、

横田さんのご案内で、かにた

婦人の村の中を散策していま

した。すると、少し遠くの方

に入所者の若い女性がいたの

ですが、その女性は、横田さ

んの姿を見つけるやいなや「横

田さーん」と叫んで山道をこ

図 7　横田千代子氏
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ちらに向かって必死になって駆けてきて、横田さんにバッと抱き

ついて「会えて良かった！」と泣き始めました。くりかえし、「会

いたかった」「会えて良かった」といって泣いている、その姿は、

彼女がどんなに横田さんを信頼しているかということを全身で表

現していました。しかし同時にそのことは、彼女が横田さんと出

会うまでに、社会の中でどれほど辛い思いをし、どれほど深い孤

独に耐えてきたかということを表しているようにも思えました。

そのような、涙になって溢れ出す言葉にならない思いに接して、

私は、言葉のもつ力の限界について考えさせられました。

5　言葉の可能性――回復のために自らを語ること

しかし、ベテスダ奉仕女母の家の史料を拝見しているうちに驚

かされた事実の一つは、いずみ寮やかにた婦人の村が、入所者の

方々の表現活動を、言葉による表現も含めて力強くサポートし続

けていたことです。かにた婦人の村のルーツであるいずみ寮では、

設立からわずか 4ヶ月後に、『原石』と題されたガリ版刷りの文

集が創刊されています（図 8）。つまり、かにた婦人の村の入所者

の方々も職員たちも、決して言葉の可能性をあきらめてはいない

のです。

そして、そのような文芸活動が土壌となって、『マリヤの賛歌』

（城田すず子著、かにた出版部、1971 年）という一つの名作が生

まれました。その『マリヤの賛歌』という作品は、（本名ではな

く仮名ですが）城田すず子という女性の半生を綴った自伝です。
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彼女が最初、強姦されるようにし

て性を売らされるようになり、日

本軍の兵士相手の「慰安婦」と

なったり、妾となったり、戦後は、

いわゆるパンパンやオンリーと呼

ばれた占領軍兵士相手の娼婦と

なって、疲れ果てた末に、いずみ

寮にたどりついたことが記されて

います。この作品については、特

に彼女の「慰安婦」としての経験

に着目されることが多いのです

が、『マリヤの賛歌』というタイ

トルが付けられたことに明示され

ているように、むしろ彼女は、そ

うした経験の後にキリスト教と出

会い、深津文雄らと一緒にコロ

ニーとしてのかにた婦人の村を作

り上げることになったこと、そし

てそれが彼女の傷の回復の過程で

もあったことを一層重視して記述

しています。つまり彼女は、自伝

を書くにあたって、自分の人生を

ただ単に性暴力と性搾取の被害者

のそれとして振り返るのではな

図 8　『原石』創刊号表紙
（かにた婦人の村所蔵）

図 9　城田すず子
『マリヤの賛歌』表紙
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く、むしろ傷つけられた後にこそ新たな一歩を踏み出せたことや、

その再出発のために彼女を助ける人たちがいたこと、さらには自

分だけでなく同じような辛い経験をした他の女性たちをも同時に

助けるために、彼女自ら困窮する女性たちの新生活の場の創出に

関わったことを、より重要な出来事として彼女の人生の中に位置

づけました。そしてその自伝は、深刻な傷からの回復を可能にし

た神への「賛歌」として刊行されました。

おわりに――婦人保護施設の歴史を、女性史として記述するために

ここでもう一度、先にご紹介しましたステンドグラスの写真

（図 4）をご覧ください。ここで描かれているのは久布白落実であ

ると、先ほどは述べました。久布白は、左側に描かれた女性です。

この場面では久布白に対して、入所者の一人が「コロニーをつ

くってほしい」と要望したことに対して、彼女が「このお金を元

手として自分たちでそのコロニーを作っていくように」と小銭を

渡したことが表現されています。実は、そのコロニーがほしいと

いう要望を伝えたのは、城田すず子でした。そのため、右側に描

かれている女性は城田の姿であると考えられます。しかし、それ

ならば何故、このステンドグラスには久布白の名前だけが記され

ているのでしょうか？

私は、日本における奉仕女の歴史の記述において、ベテスダ奉

仕女母の家の創始者である深津文雄の功績ばかりが注目されるの

ではなく、むしろ、その彼を最初に動かしたのが、「奉仕女にな
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りたい」と彼に伝えた天羽さんの声であったという事実こそ、女

性史の決定的瞬間の一つとして大切に記録されていくべきではな

いかと考えています。

そして、それと同じように私は、かにた婦人の村を含む婦人保

護施設の歴史についての記述においても、「コロニーがほしい」

と伝えた城田すず子や、彼女と同様に自分たちを受け容れてくれ

る場所を求めていた女性たちの声こそが最初にあったということ

が重視されるべきだと考えています。深津文雄という人が素晴ら

しいのは、彼自身は、城田すず子のことを「彼女は、ぼくの先生

である」と書き残していることです（深津文雄「あとがき」前掲

『マリヤの賛歌』所収）。社会の中で虐げられ、軽んじられて生き

てきた彼女を、上から指導するというような姿勢ではなく、むし

ろその声から学び、ともに生きる道を探っていくという「底点志

向」が、そのような表現にも顕著にあらわれています。そうした

ことを考えあわせれば、なおのこと、このステンドグラスには久

布白の名前と同時に城田すず子の名前が記されるべきであったと

言えるでしょう。

さらに言うならば、城田が存命中に、城田という仮名ではなく

本名でそこに名前を記すことができたならば、なお良かったかも

しれません。しかし当時は、社会の根深い娼婦差別ゆえに、娼婦

とみなされた女性たちが本名を名乗りながら自らについてオープ

ンに語ることは、非常に困難でした。

今もなお残る、そのような差別意識を超えて、これからこの社

会の中にどのような女性支援の場を作っていくべきかということ
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を、実に 60 年以上にわたって女性支援の実践の中で考え続けて

きた天羽さんや、その活動を継承なさっている横田さんに、本日

はお話いただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。
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「共に生きる」ということ
―『底点志向者イエス』に倣って―

かにた婦人の村名誉村長　天　羽　道　子

はじめに

皆さま、こんにちは。このたび、このような大々的な計画をい

ただいて大変恐縮いたしております。また、先ほど過分なご紹介

をいただいて、さらに恐縮をいたしております。

去る 5月、かにた婦人の村においでになりました林葉子さんと

のお話の中で、林さんは「そのお話を同志社の学生にも聞かせた

い」とおっしゃいました。私は「この歳でありますけれども、出

かけることはできます」と申し上げたのでしたが、9月に入って

本日の計画をお聞きして大変躊躇いたしましたが、お受けさせて

いただいて、今ここに立たせていただいております。

しかし、その一方で、私にとりましては思いがけず、本当に思

いがけず、この重要文化財に指定されている歴史ある礼拝堂に立

たせていただいているということに深い感動を覚えております。

私自身、わが国が起こした 15 年にわたる戦争の時代の中で成

人し、更に戦後の社会の悲惨を経験し、今日まで戦後 74 年を生

きてまいりました。そして、今日の世界、ことに私たちの国の社

会の状況、有り様に心痛み、また大変憂いております。お若い学

生の皆様方はどのようにお受け止めになっていらっしゃるか伺い

たい思いとともに、まずは私が何を痛み、何を憂いているのか、
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私の経てきた戦後 74 年の歩みについて、ことに「共に生きる」

ことを原点とした、かにた婦人の村の歩みについてお話しさせて

いただこうと思います。

1　ベテスダ奉仕女母の家の誕生

ベテスダ奉仕女母の家は、1954 年 5 月に誕生しました。そし

て、同時にそれは「共産共同体」の形成でもありました。奉仕女

とはイエスの愛をもって世の悲惨の救済に生涯を捧げて奉仕する

という女性のことでありますけれども、奉仕女を志願した 4名の

志願者と深津文雄牧師を館長に、来日しておられた 2名のドイツ

のディアコニッセを指導姉妹として誕生しました。同時に、共産

共同体、一つ屋根の下で財産を共有し、ともに食し、ともに働き、

ともに祈り、ともに生きるミットレーベンの歩みが始まりました。

図 1　奉仕女の第 6回着衣式（1959 年 5月）
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そして、その中に「ケース」、傷ついた姉妹たちを一人一人迎え

て、包み込み、「共に生きる」道、「保護」ではなく「共生」の道

を歩み始めました。開拓してきたと言えるでしょうか。

2　婦人保護事業に取り組む

2.1　いずみ寮の開所

ベテスダ奉仕女母の家誕生の 4年後の 1958 年、売春防止法制

定 2年後に東京都の委託によって 50 名定員の、いずみ寮という

婦人保護施設が始められました。入ってこられた方たちの多くが

何らかの障害を持っておられることを知り、開所間もないころか

ら深津寮長を中心に、コロニーの必要、コロニーの夢を描き語り

始めました。弱い者たち同士で助け合って、何らかの生産をしな

図 2　初期の頃の奉仕女たち（1954 年 5月着衣した第 1期生）
（天羽さんは右から二人目）
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がら安心して生活できる場が欲しい。そのコロニーの必要を世に

提唱し始めました。そして、7年後に全国唯一の長期入所施設と

して、かにた婦人の村を開所しました。

2.2　「かにた婦人の村」の開所

かにた婦人の村が開所したのは 1965 年 4 月 1 日です。驚くべ

きことに、その開所の日に兵庫県から 5名の方たちが入所し、さ

らに 4月中の 1カ月の間に 13 都道府県から 54 名もの方たちが、

さらにその初年度には 18 都道府県から 84 名もの方たちが入所さ

れ、施設長をはじめとした職員 15 名でその方たちをお受けして

います。今日においては、とても考えられないことですが、とに

図 3　設立当初のいずみ寮 図 4　いずみ寮のヒマラヤ杉
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かく、ここから非常に独自性の強い、施設らしからぬ施設、生活

あるいは暮らしを大切にする「共に生きる」村の開拓が始まり、

創造が始められました。門も塀もなく、規則は最小限に、人が作

る規則で一人一人を縛らず、大自然の大きな懐の中で、一人一人

の主体性を生かすことを大事にし、ただ、禁酒禁煙というお約束

をして、村の生活が始められました。

2.3　「底点の発見」

「人間、地上に生を享ける限り、無用なものは存在しない」と

の創設者の思いと精神、「重い人からいらっしゃい」と入所につ

いて呼びかけた創設者の思い、この招きの言葉は「底点の優先」

というイエスの生き方から教え示された考え方に端を発していま

す。底点とは深津牧師の造語で、「底点の発見」と題して掲載さ

れた 1983 年 3 月発行の『信徒の友』のコピーをお手元に差し上

図 5　開所直後のかにた婦人の村
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げているかと思いますので、後ほどご覧いただきたいと思います。

要するに、頂点に対する底点、底辺ではなくそのどん底の底点

を問題にしなければならないと、聖書のルカによる福音書の中に

「失われた羊」のたとえが示されていますが、主イエスご自身が

社会の中で見捨てられた人々、益もないと思われていた不可触者

に関わり、不可触の民に近づいたのは、この失われたものの大切

さという逆立ちした価値観をイエスは持っておられたからです。

「底点の優先」という思想は、一人の救済、ことに失われた者

の救済ということがイエスの発想の独自性であると創設者は捉

え、「重い人からいらっしゃい」という言葉となり、かにた婦人

の村のあり方として、あるいは理念として努力目標として掲げら

れてきました。

ここで頂点志向と底点志向について皆様方に申し上げたいこと

図 6　かにた婦人の村の看護棟の落成式（1978 年）
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は、ことに若い皆様方が、また学問や研究を追究されている方々

が頂点を目指して歩まれているということは当然のことです。そ

して、さらに頂点を目指して歩んでいただきたいという思いと願

いを持っております。

ただ、私たちの生きている社会がその一方、頂点を目指す一方

であってよいのか。その方向にみんながみんな向かっているだけ

でよいのか。誰かが世の底点にあえぐ人々、底点に捨て置かれて

いる問題に心を向けることがなければならないのではないか。そ

のようなことを思いますとき、ただ皆様方に申し上げたいのは、

頂点志向をする中で、底点に置かれた人々の苦しみや問題に対し

て関係ないこととせず、関心を寄せていただきたいと切望する思

いです。

3　かにた婦人の村・54年の歩み

3.1　生活

かにた婦人の村では、54 年間、創設者が語った「コロニーをコ

ロニーたらしめるものは死ではなく生である、生きることである。

それも生きていればよいのではなく、生き生きとしていなければ

ならない」との願いを目標としつつ歩んできました。しかし、こ

れは本当に実現できるのか。一人一人が生き生きと生きていく、

その社会といいますか、暮らしが実現できるのか。しかし、一人

一人がそうあってほしいとは、日々の願い、日々の祈りです。

かにたの生活に入ってこられる方たちの多くが家庭の生活、家
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族の生活の経験の少ない人たち

なので、創設者は大きな寮を建

ててということよりも、もちろ

ん場所的にかなわなかったこと

ではありますけれども、準小舎

制をとり、家族的な生活を望ん

で、17 名入れる寮を 6 寮建て

て、創設から 8年間は、女子職

員が寮母として一緒に生活をし

ましたが、9年目にそれを全廃

して自治の生活に切り替え、

入ってこられた方たちの中から

委員と副委員を選び、寮母がし

ていたことを代行し、寮母だっ

た者は担任という形で関わり、

今日に至っております。これは

大英断でした。

そして、担任の関わりの中で、

自分たちで作り出している寮に

は、各寮違いがあります。活発

な寮があり、また静かな寮があ

り、社会の中で一般の家々に違

いがあるように違いがあるのです。この生活の中で生まれてきた

もの、それは決して小さくないのです。毎日のように揉め事が起

図 8　かにた婦人の村で
飼われているヤギ

図 7　かにた婦人の村の文集
『かにた』
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こり、喧嘩があります。しかし、その喧嘩を通してまず一人一人

がお互いの違いを知って、そこから認め合いが、赦し合いが、助

け合いが生まれ、優しさが生まれ、どんな人でも受容する人と

なっていく。もちろん対人関係の難しさに悩み、苦しみ、悲しむ

中でです。短期間に生まれるものではありませんが、私はこのか

にた 50 余年の実りであり、果実だと感じています。

3.2　作業、そして共同作業

一方、生活を作り出すような作業があります。この中で一人一

人の可能性が発見され、自分は何もできない駄目人間と思ってき

た人の中に自己肯定感が生まれ、また安定し、それに誇りを持つ

ようになり、ある姉妹は言いました。「私はお百姓さん」。もう 30

年以上農園のお仕事を続けている姉妹です。12 の作業班が生まれ

ましたが、現在は農園で野菜を作り、果物を作り、そして毎朝の

パンを焼くパン屋さん、そしてもちろん給食の調理。それから、

毎日使っているリネン類の洗濯、陶芸。それから、手芸。あるい

は使用済み切手の整理など。その中から自分で仕事を選び、そこ

で作業をする中で、自分はこれならできるという自信と誇りを持

つことができるようになってくるのです。

かにたを作り出すのに共同作業という、自分たちでできること

はなんでも自分たちで、もちろんお金がないということもありま

すけれども、教会堂も 1年 4カ月かけてみんなの手作りで建てた

教会堂ですが、それは全員の参加です。強く元気な人は弱い人を

仲間に入れて、一つ目的のためにみんなで一緒に汗を流す。目的
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が達成したときの喜びを共にすることを通して、共同体の意識の

芽生えがあり、一人一人が入所者として受け身の立場から自分の

力を差し出す立場に、受動から能動的立場に。そして、何よりも

一人一人がかにた婦人の村の創造に参与している。それは、一人

一人にとってどんなに誇らしいことでしょうか。このことを思い

ますときに、私は本当に一人一人に対しての尊敬の念を強くいた

します。

3.3　行事、そして「かにた文化」

各年度の事業計画の中に、年間行事計画も含められ、月 1回の

誕生会、月 1回の「アルクゾー」（1986 年 1 月 22 日、毎月 1回の

アルクゾーを始める。体力に応じて 10km、7km、5kmのコース

図 9　ALKZOのうた
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を全員で。現在は 6km、3km、1kmと「青空」の 4 コースで実

施）、春と秋の遠足、隔年の一泊旅行、復活祭、収穫感謝祭、降

誕祭など、比較的に行事は多く、また、生活、作業、行事を通し

て「かにた文化」が育てられてきました。

3.4　職員の在り方

職員として大切にしたいこととして、⑴入所して村人となった

一人一人の違いを認め、一人一人の人権の尊厳に対する認識と謙

虚な思いを持つこと。⑵困った人にも、困った人として排除せず、

受容すること。裁くことよりも赦すこと。信じて待ち、信頼関係

を築く。⑶上からの目線、上からの物言いは、最も慎まなければ

ならないこと。⑷「底点志向」とは、強者が底点に降り、底点の

立場に立ち、手を携えて共に上を目指すことでなければならない

ことを充分に理解したい、と考えております。

図 10　村人の手芸作品
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4　今日の社会の中で

最後に、ひと言、申し上げさせていただきます。今日の社会の

文明といったらよいでしょうか、状況に、私は大変危機感を抱い

ておりますことを申し上げたいと思います。

まず、命の重さです。人の命は地球より重いと言われていた考

えや言葉は失われてしまったのでしょうか。虐待があり、さらに

は命があやめられている。これらをどう考えたらよいのでしょう

か。あの相模原事件が起こったことに対し、私は事件を起こした

人はもちろん当然問題にされなければならないと思いつつも、「な

ぜそうなってしまったのか」、その加害者を生み出している今日

の社会が厳しく問われなければならないのではないだろうかと思

われてなりません。

人間に対する尊厳の思想と人権意識の低さ、そして違った者、

ことに弱者に対する偏見と差別、そして排除と不寛容。人の痛み

に対する想像力、あるいは共感力、相手の立場に立つ能力の欠如。

これらは経済優先、利潤追求、自己中心的な社会の中で起きて

しまっているのではないでしょうか。この社会の中で子どもたち

がどう育っていくのでしょうか。大人の責任を深く感じます。私

たちは社会の一員として、私たちの住む社会をより良くしていく

務めを担っているのではないでしょうか。このことを最後に申し

上げて、拙い話を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。
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居場所を奪われた女性たち
―暴力・性暴力の被害を受けて―

婦人保護施設いずみ寮施設長・全国婦人保護施設等連絡協議会会長

　横　田　千代子

はじめに

婦人保護施設いずみ寮の横田と申します。よろしくお願いいた

します。今、天羽先生と同じ法人で同じ働きをしているのですけ

れども、天羽先生のいわゆるベテスダ奉仕女のありよう、そして

大事にしてきた理念をまた改めて胸に感じた次第です。この導か

れた教えをしっかりと継承

していかないといけないと

いうことを心に深く刻みま

した。

かにた婦人の村は、日本

でただ一つの長期の婦人保

護施設です。私がおります

婦人保護施設は、いずみ寮

と言います。婦人保護施設

は、全国で 47 の施設があ

ります。今、私が全国の会

長を務めております。今日

は、お話したいことが山の

横田千代子さん
いずみ寮の愛犬のウメちゃんと一緒に
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ようにあり、ちょっと時間が足りそうにありません。私のほうで

はレジュメを、林先生にお願いしてお渡しさせていただきました。

このレジュメに基づいて、そして時々資料をのぞいていただきな

がらお話を進めていきたいと思います。

1　国の動きから―「売春防止法の改正」～新法制定へ

実は今、厚生労働省のほうで「困難な問題を抱える女性への支

援のあり方に関する検討会」が立ち上がりまして、先だって 2019

年 10 月 4 日に第 9 回が終わりました。そして、この第 9回の中

間報告のまとめとして、私どもの手に資料が渡ってまいりました。

売春防止法は第 1章から第 4章までで構成されているのですけ

れども、この第 4章の中に「保護更生」があり、そこに「婦人保

護事業」が置かれているんですが、この「婦人保護事業」の見直

しに関する新たな制度の基本的な考え方というものが出されまし

た。

そして、皆さんのお手元にはないのですが、この資料の中に、

実は「売春防止法第 4章は廃止されることとなると考えられる」

という文章がありました（中間まとめ（案）、p.4）。私たちは、こ

の部分を目にして、本当にびっくりしたのです。厚生労働省の検

討会の文書にこのように記されているということは、まさに売春

防止法の改正につながったということを意味しているのです。実

は、売春防止法ができたのが 1956 年ですから今から 63 年前の事

です。私たちはこの法律を改正してほしい、と言い続けてまいり
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ました。ところが、なかなか改正につながらなかったのですが、

ここでやっと改正につながったわけです。

今日は、売春防止法が別刷りで皆さんのところにお渡しされて

いるかと思いますが、目を通していただけますでしょうか。今、

一番大事なことから先にお伝えさせていただいております。婦人

保護施設は、根拠法を売春防止法、それから平成 13 年にできた

DV防止法（「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律」。暴力から逃げてくる人たち、たとえばお母さんや子ど

もたちを保護する法律です）、さらにまた人身取引対策行動計画、

さらにまたストーカー規制法という法律に課せられています。こ

のうち、売春防止法を何としても変えたいと願い続けてきていま

す。私たちは今、あるいは制定当初から、婦人保護施設の対象者

とされる女性たちへの支援の場が、本当に売春防止法を根拠法と

していていいのだろうかという問題意識をずっと持ってまいりま

した。といいますのは、売春防止法は特別刑法なのですね。女性

が罰せられる法律なのです。その売春防止法の資料を手元に置き

ながら、少しご説明させていただきたいと思います。

まず、売春防止法が掲げている目的ですけれども、ここでは

「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風

俗を乱す」と言っています。しかし、これは一方的に売る側だけ

の非を掲げております。そして、第 3章と第 4章ですけれども、

その補導処分や保護更生の中には、「自立支援」というまなざし

はまったくないし、買う側の男性のことがまったく問われていな

いということなのです。私たちの今の感覚ではとても理解できな
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いんですが、その中で売春防止法が変わらないまま 63 年目を迎

えたのです。

特に、売春防止法の第 2章の第 5条を見ていただきますと、そ

こは刑事処分になっております。この第 5 条で私たちの施設に

入ってくる女性たちが今も後を絶たないのです。どういうことか

といいますと、女性が街に立ち、男性に声をかけて勧誘する（「街

娼」と呼ばれています）のですが、第 5条ではその勧誘すること

を理由に逮捕されるんですね。買う男性は逮捕されないのです。

そして女性たちは、その場で手錠もかけられるのです。今もです。

今も手錠をかけられるのです。なぜ売春をするに至ったかが問わ

れず、理解されないで、勧誘行為をしたというだけで現行犯逮捕

に至るのです。私たちは「これは女性蔑視の条文だ」と言い続け

ております。売春に至る背景への理解もされないまま、逮捕に至

る女性たち。その売春を生み出した買春者がおりますが、その買

春者には、なんのとがめもない。こういう女性が処罰される法律

が第 5条なのです。

そして、この法律の根底には、まだまだ売春する女性への見方

に偏見があります。いわゆる「社会の風俗を乱す」とか「環境を

けがす」とか、そういう捉え方がいまだに根強く残っているので

す。私たちは女性が処罰され刑事処分されるこの法律を、このま

ま見逃すわけにはいかないのです。

それから、第 3 章を見ていただきたいのですが、第 3 章には

「補導処分」と書いてあります。この「補導処分」は、売春をし

た 20 歳以上の成人女性に対して、その売春という行為だけを捉
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えて規定されています。この問題の本質、なぜ売春をせざるを得

なかったかということを真 に本人に問われることもなく、言及

されることもないと思います。しかも執行猶予という判決を受け

ていながら、さらに「補導処分」として、身柄の拘束や管理的な

指導が行われます。この「補導処分」を行う婦人補導院は、現在、

日本でただ一つ、東京に設置されています。

私たちはこの売春防止法が持つ女性蔑視の刑事処罰を女性たち

がなぜ受けなければならないのか。いわゆる女性を犯罪者として

捉える法律のありようを許すわけにはいかないのです。なぜかと

いいますと、先ほど天羽先生のお話にもあり、林先生のお話の中

にもありましたが、婦人保護施設にたどりつく女性たちの姿と出

会うことから、言えることなのです。「保護更生」ではなく「女

性の自立支援」が軸であるべきと考えるからです。今、やっと売

春防止法の改正が行われる運びになり始めました。「本当かしら」

と耳を疑いました。私は 10 月 4 日の検討会で、最後にどうして

も確認したくて、国に対して質問させていただきました。その確

認とは次の通りの事です。私はいずみ寮で働いて 36 年経ちます

が、外部の方にいずみ寮を説明する時も、地域の人に説明する時

も「この施設の根拠法は売春防止法です」といつも言っていまし

た。それから、利用者が社会につながっていく就労先に対しても、

「根拠法が売春防止法の施設です」と言い続けてきました。事実

なので言わざるを得なかったのです。でも、その嫌だったこと、

そのつらかった気持ちは今でも変わりません。“ なぜ売春防止法

によって、行き場のない、居場所のない、暴力を受けた、被害を
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受けた女性たちが、問われていかなければならないのだろうか ”

ということが、ずうっと心の中にありましたので、改正を求めて

声を上げて行く、と同時に、同じ車輪の動きの一つとして、新し

い法律を作る以外にはないと行動をおこしてまいりました。そし

て、先ほどもお伝えしましたが、検討会で国に質問しました。「36

年間、私はいずみ寮について説明する時、いつも、売春防止法を

根拠法にする施設だと言い続けてきました。でもこれからは、売

春防止法が根拠法だと言わなくてもいいんですね？」という質問

を課長に投げ掛けました。すると、「いいです」と答えが返って

きました。「いいです」ということは、売春防止法が改正される

ということを意味しています。まだ、しっかりとした通知は出て

おりませんけれど。その言葉を聞いて、63 年間、ひたすら改正を

求めてきた関係者の方たちへの想いがよぎりました。

振り返ってみますと、私たちが売春防止法改正を求める活動を

始めたのは 2008 年です。そうすると現在まで 10 年以上かかって

いるんです。1956 年にできた売春防止法も、昭和 20 年の終戦後

から約 10 年かかって、昭和 31 年にできているんです。やはりこ

うやって法律を変えていくという大きな動きには、10 年という長

いタイムスパンが必要なのだという事を実感しました。

2　婦人保護施設とは

婦人保護施設とは、今お話ししました売春防止法第 4章の「保

護更生」の中に「婦人保護事業」があり、そこに婦人相談員、婦
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人相談所、婦人保護施設についての条文があります。たぶん婦人

保護施設を知っているという人は本当に少なくて、ほとんど周知

されていない施設です。やはりその理由に売春防止法という法律

が根拠にあることも大きなことです。要は「特別な女性たち」と

いうまなざしが、いまだに残っていて、「売春」している女性た

ちを考える時に、売春に至るまでに複雑な複合した社会問題を抱

えてきているということが社会に周知されてこなかった事も、そ

の要因になっているかと思います。

私たちの利用者の方ですけれども、今とても人数が少なくて、

40 名定員のうち 15 名しかいないのですが、その 15 名の利用者の

方たちの状況ですが、一番多いのは、知的障害を抱えている方た

ちで、全体の 74％になります。それから、精神の疾病を抱えてい

る方たちも 74％、同じパーセンテージになります。

それから何らかの疾病を抱えて医療受診をしている人たちにつ

きましては、80％近い女性たちになります。ほとんどの方が、何

らかの医療を受けています。なぜかと言いますと、未治療のまま

私たちの施設に入ってくる故です。そして施設に入ってから身体

のいろいろな傷んだところを、あるいは心も含めて回復につなげ

てゆきます。

そして、このパーセンテージの中で、さらに驚くことには、15

名のうちの 90％近い方が暴力、性暴力を受けているんです。たっ

た 15 名のうちでこれだけの女性が暴力、性暴力、あるいは虐待

を受けているというようなところは、婦人保護施設ぐらいしかな

いと思います。
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終戦後約 10 年たって、売春防止法ができましたが、その 2年

後に、私たちの施設いずみ寮が設立され、次々と利用者が入って

まいりました。精神障害を持っている方、そして貧困をベースに、

知的障害を抱えて、いわゆる生きづらさを持っている女性たちが、

今と同じようなパーセンテージで入所していたのです。

ということは、63 年経ったこの社会が、売春防止法制定当初と

何も変わっていないということです。いかに女性に関する政策が

貧困であるか、あるいは、いかに女性が生きづらい社会であるか

ということです。今、天羽先生のお話の中にもありましたが、社

会が変わっていかない限り、女性たちの生きづらさというのは

脈々と続いていくんです。でも、これを変えていくためにも売春

防止法は改正されなければなりません。心からそう願っています。

3　2019 年度基本方針 “生活のしおり ”から

皆さんのお手元には、「2019 年度いずみ寮生活のしおり」とい

う資料があるかと思います。そこには、私たちの施設の基本方針

を掲げさせていただきました。私たちも、ベテスダ奉仕女母の家

の法人の 1つです。キリスト教を主体にして支援をしている施設

です。

これは利用者の方たちに、私からお渡しする生活のしおりです。

内容を理解するのに困難なところもあるかと思いますが、何回か

にわたって利用者にも説明しております。施設の運営方針、これ

はベテスダ奉仕女母の家の運営方針の1つでもあります。理念は、
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「共に生きる」なんです。ここにも書いておきましたが、「はっき

り言っておく、わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にし

たのは、わたしにしてくれたことなのである」と、マタイによる

福音書からこの聖句を引用し（25 章 40 節）、そして「共に生き

る」を掲げています。そして特に私たちのところにたどり着く利

用者ご自身、傷つき、居場所を失い、心を奪われた女性や子ども

たちが多いのですが、そのような方々を含め、いずみ寮はどの人

にも安心で安全な生活を提供できる場所でありたいと願っていま

す。

そして、「いと小さき者」は、いつも私たちの身近にいます。

そして、それは自分自身でもあるのです。ともに愛し、ともに支

え、ともに生きる仲間として、職員も利用者もここで自分を探し、

自分と出会い、自分らしく生きることを獲得してほしいと思って

おります。

いずみ寮は創立 60 周年を迎えましたが、この時の積み重ねを

振り返りながら、また新しい時を重ねていきたい。私はこの「共

に生きる」という言葉が大好きです。それは本当に公平な、人と

して、お互いを大事にする、思いやりのある、そこに流れる愛と

いう言葉が何より大好きです。生きてきた生活史の異なる利用者

が共に生活している中では、様々な困難な問題にも向き合います。

そんな時、利用者の方々に伝えます。「人はひとりでは生きられ

ない。人の弱さと出会い、人とふれあうことで、その人を理解し

て、自分のことを知ってもらうこと… 出会いがあったということ

を大事にしましょう」と。
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4　居場所のない女性たちの背景

この居場所のない、生きづらさを抱えた女性たちの中で、特に

私が支援をしていて感じているのは、「生きてきたけれども暮ら

してこなかった」ことです。この言葉に、はっと気がつきました。

施設にたどり着く皆さんが、本当に苦しいながらも何とか食事を

食べ、何とか寝るところを確保し、時には暴力にさらされながら

も生きてきているんです。だけど、「暮らし」てはきていないの

です。

「暮らす」と「暮らし」は違うと思うのですが、私はこの「暮

らし」を、一人一人が、ご自分の暮らし方を暮らす中で作ってい

く、これが婦人保護施設のもっとも大事な支援ではないかと思っ

ています。

それで、「暮らしづくり」ということを 1つの基本テーマに掲

げて、実はもう 14 年経つんですけれども、その「暮らしづくり」

という中には、例えば「豊かに暮らすための暮らしづくり」とか、

いろいろなことを言葉として掲げてきました。最初は利用者が

「暮らしづくりって何ですか」ということを言っておられました

けれども、時間を経て「暮らしづくり委員」が施設の中にでき、

暮らすということに対して利用者が目をとめ始めたのです。そし

てそれは、全体的な暮らしもあるのですが、実はたいへん個別性

のあることだということにも気づき始めています。

「暮らしづくり委員」ができましてから、今は、そのことをと
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ても大切にしながら「暮らしづくり」が行われています。そして、

2019 年度の「暮らしづくり」のテーマは、「共に暮らす生活の中

の環境、共に暮らす仲間との関係を考える暮らしづくり」としま

した。

今はたった 15 名の婦人保護施設ですけれども、多いときには

40 名定員で 38 名もいたときもあります。この小さな集団、実は

大きな集団でもあるかもしれないですけど、私はこれを集団と捉

えないようにと職員に話してまいりました。集団ではなくていず

み寮という小さなコミュニティです。地域のコミュニティでは疎

外されてきている方が多いので、まずは施設の中でコミュニティ

を作り、そのコミュニティの中でいかに自分が社会の中で暮らす

か、暮らしていくか、あるいは暮らし方を発見するかということ

に主軸を置いて生活支援をしてゆくことが課題です。そして、少

しずつですが、いろいろな「暮らしづくり」のテーマが生れてき

たのです。いいテーマだと、3年間ぐらい、それを続けて行きま

した。

5　性虐待・性暴力を受けることとは

性虐待、性暴力を受けている方たちは多くいらっしゃって、そ

の方たちへの支援は、とても難しい時もあります。そして、「暴

力の被害を受けてきたから、もう暴力はこりごり」ではなくて、

なぜか暴力の中で生きてきた方たちは、暴力を学習してきてしま

うんです。虐待を受けてきた人たちは、虐待によるフラッシュ
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バックを起こします。重ねて性暴力被害を受けている女性たちは

自尊感情を奪われます。そうすると自分が自分であるということ

での自己尊重感がまったくなくなってしまうのです。その人たち

が共同体で暮らすということの中には、時には自己コントロール

を失い、凄まじい戦いにつながる事もあります。

そのような場面に出会う時、特に性虐待や性暴力を受けるとい

うことの後遺症の凄まじさから私たちも学びます。ある女性の例

です。あるとき彼女は私のところに来て、「怖いよ、怖いよ」と、

「毎晩、怖い夢を見るんだよ。横田さん、助けて」と言ってきま

した。「どんな夢を見るの？」と私は尋ねました。その女性は幼

いころから児童養護施設で育ちましたが、性虐待を受けたり、そ

の後も風俗で働いたりする中で性暴力を受け、そして出会う男性

から性暴力を受け、本当に生きづらさを抱えていました。リスト

カットをしたり、「私なんか消えてしまった方がいい」「私なんか

生まれてこなければよかった」と言ったりしていました。その彼

女が「私の体は汚い、汚い」と、いつも言っていたんです。

そしてその「怖いよ、怖いよ」というのを、「話してごらん」

と言ったら、「毎晩、怖い夢を見る。助けてほしい」と言うので

す。そして「どういう夢なの？」と聞いたら、自分の膣の中から、

黒い虫が、ずるずると出てくる。引っ張っても、引っ張っても出

てくる。その怖さで目が覚めるというのです。

彼女は「助けて」と言うのですけど、私は彼女の夢の中に入っ

ていけないと伝えます。「あなたの夢の中に私が入っていって助

けてあげたいけど、残念ながら夢の中には入っていけない。どう



－44－

すればいいか。では、一緒に考えましょう」と話しました。「あ

なたが怖い夢を見たら、必ず私に言いなさい」と伝えました。そ

の後、「また見たよ」「また見たよ」と、彼女から数回、その報告

がありました。

そのたびに「また見たの？」「また引っ張ったの」「嫌だったね、

つらかったね」と寄り添い、「もう見ないといいね」「夢の中に

入っていきたいな」という話を、彼女としていきました。

たぶん 3日間ぐらい続いた後、彼女は夢を見なくなったのです。

二人でホッと安堵しました。私は性被害というのは、私たちがど

んなに当事者性を持って理解しようと思っても非常に難しいと感

じています。それは彼女だけではなくて他の方もそうです。ふっ

と体を触られただけで跳び上がるほど恐れたり、性被害を受けた

ときの感覚が忘れられなくて、自分の体の皮が剥けるほど全身を

擦って洗ったり、何度も、何度もそういうことを繰り返していた

ために皮膚がすごくがさがさになってしまった人もいました。そ

ういうことが非常に長期にわたって行われるのです。

そこに私たちが入ることはできない。だけど寄り添うことはで

きる。私はここにやはり愛があると信じます。私たちが神様から

教えられ、導かれ、共に生きるということをして、愛をもって彼

女に寄り添える。当事者にはなれないかもしれないけど、いずみ

寮としての支援は、そこをものすごく大事にしています。
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6　  被害からの回復支援の重要性―婦人保護施設の役割

「こんなことがあっていいのだろうか」ということがやまやま

ですけれども、ただ、その方たちに、私たちは「回復支援」とい

う言葉を、今、使っています。

支援される女性たちは、東京都から措置という形で私たちの施

設に入ってきます。東京都の「支援」の意向は、早い時期に就労

につなげて社会に送り出してほしいというものです。つまり行政

的には「就労支援」が優先されています。しかし私は、「それは

違うでしょう」と思っています。安心と安全の中に、やっとたど

り着いた女性たち。ゆっくりと時間を過ごし、自分を見つめ、そ

してその中で自分を探し、自分らしく生きる。そのための心の回

復をするのが私たちの支援の軸になると主張し、「就労支援」優

先の要請に対しては抵抗してきました。その考え方は今でも揺ら

がないです。

その私たちの「回復支援」のためにも、売春防止法を改正して

ゆかなければなりません。売春防止法の中には、自立という概念

がありません。被害者という概念もありません。売春婦という

「犯罪者」への捉え方が基本になっている法律なのです。

もちろんそんな法律さえなかった終戦から 10 年間の日本の状

況は、凄まじかった。昭和 31 年に売春防止法ができたときは、

「女性たちの夜明け」と言われた法律なのです。市川房枝さんや

神近市子さんたちが頑張って、頑張って、作った法律です。でも、

今のニーズにはまったく適応していないのです。
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7　他者から侵害されたものは他者によって回復する

私が今、最も必要性を感じているのは「専門的な治療」です。

「他者から侵害されたものは他者によって回復する」と、私は思っ

ています。その回復のためには専門的な導入が必要です。そして、

いま最も必要とされているのは、心のケアの専門職です。別に、

専門職が人として優れているとか、そういうことではありません。

でも、知らないよりは知っている方が、そして知っているスキル

を利用者の回復のために導入することで実際に回復につながって

いくという実践を、私は今、施設の中で見ています。

たとえば Oさんです。どうしようもない怒りがとめどもなく溢

れ、怒りを心理職員に向かって叩きつけていました。バンバン机

をたたいたり、ものを投げたりしていました。心理職員が、その

Oさんの後ろ側に回って優しく声をかけ、「よかったね、つらかっ

たね、大丈夫よ」と背中をさすっていました。音楽を聴かせなが

らマッサージをしたり、トントン、トントン、とタッピングをし

たりしていました。そうすることで、Oさんの心の中の今まで言

えなかったことを、どんどん語らせてゆく。Oさんが安らかな表

情に変わってゆく姿をみて、私は思いました。彼女たちが専門職

である心理職員に対して、とても深い信頼を寄せているのです。

被害を受けた当事者、あるいは侵害されてきた者は、治療を受け

る権利を持っていると私は思うのです。

ところが、残念ながら、そういうことに対する予算措置はとて

も少ないです。女性が被害からの回復をするという視点が、まだ
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まだ非常に少ないのです。これは、婦人保護施設だけではなくて、

児童養護施設にも、あるいは暴力を受けた DVの被害者のお母さ

んや子どもたちにも通じることだと思います。

暴力を受けた者が、あるいは性暴力を受けた者が、本人の力だ

けではとても回復はできません。回復には何年も、何年も、何年

もかけて、長い時間が必要です。それだけ人の心を侵害するとい

うのは、こんな凄まじいことなのだということを、私は今、支援

を通して実感しています。

新しく入ってくる女性たちの中には知的障害のある方たちがた

くさんいます。特に軽度の知的障害を持った方たちは、一見した

だけでは、まったく分からない。弁も立つし、お話も理解できる

しという方々ですけども、ある部分ではすごく価値観が偏ってい

たり、判断力が脆弱であったりします。施設は、そういう女性た

ちが自分らしく生活することや、いろいろな事を習得する経験を

積み重ねてゆく場でもあると思います。

そのためには人がいる、時間がいる、場所がいる。なんて日本

は貧困なのだろうと思います。今、私たちは、新しく女性自立支

援法という、仮称ですけれども、法律を作ろうと活動しています。

そしてその目的は、すべての女性、すべての子どもたちもその法

律によって救われるように、というものです。国が責任を持って、

きちんと対応するような法律であってほしいと願います。そして、

この新法がもし可能になったならば、当事者に寄り添った、きめ

細かな支援を確立したいものです。さらに専門性を持った方たち

による支援の技術が導入され、女性の人権を核とした、権利擁護
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を主軸にしたものとして施設が生かされていくという期待を持っ

ています。

おわりに

私たちが日々会っている女性たちは、当然ですけど、生きてい

るのです。ただ、初めて出会うときに本当に「暮らしてこなかっ

た」ということを、すごく感じます。それは恐怖のまなざしだっ

たり、不信感のまなざしだったり、信頼関係からは程遠いものを

感じます。「ここにいていいんですよ」「よくここに来てください

ましたね」と声掛けをします。それはかにた婦人の村でも同じで

すけれども、そういうメッセージを送れるだけの支援をするため

に、私たちも、専門職としての心の余裕が欲しいと思いますし、

その余裕を育てる環境も必要だと思います。

婦人保護施設は全国的に建て直しが進んできれいになりまし

た。けれども、今日、同志社大学に来て、なんて素敵な環境なの

だろうと感動しています。さっきから、写真をいっぱい撮らせて

いただきました。婦人保護施設については、よく言われていたの

は「刑務所と同じ」という発想です。確かに生活ルールも、作り

方も、本当に刑務所と同じようなところがたくさんあったと思い

ます。

でも、今は違います。全国の各婦人保護施設で、ルールの見直

しや環境についても、話し合いをしていると思います。私たちは

私たちの意識で環境を変えていくことができるのです。それは利
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用者と一緒に、です。共に生きながら環境を変えていくことがで

きるのです。そういう意味で、まだまだ成すべきことはいっぱい

あると思います。

法律改正により今度は「婦人保護施設」と呼ばなくてもよくな

るのではないかと、ちょっと期待しています。新しい呼び名も考

えておかなければなりません。「え？　婦人？　保護施設？　そ

んなところなんか行かないよ」と言われないようにしたいもので

す。行き場のない若い女性たちが安心して入ってこられるような

場所でありたいと願っています。

今日お話しできなかったことは、ぜひ、お配りした資料を参考

になさってください。

売春防止法が改正されることになりました。これは大きな変革

です。新法は、まだどういう法律になるか分かりませんけれども、

これは私たちだけの問題ではなくて、今日いらしている皆さんに

も関わる問題だと思います。男性だから、女性だからということ

ではなく、新法に対して意識と関心を寄せていただきたいと思い

ます。

とりとめのないお話でしたが、ありがとうございました。
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コメント
若人の心に火を焚きつけた
同志社礼拝堂での説教

――ジョージ・ミュラーと天羽道子さん――

同志社大学社会学部教授　木　原　活　信

天羽道子さん、横田千代子さん、素晴らしいご講演、本当にど

うもありがとうございました。私は、同志社大学の社会学部社会

福祉学科の木原活信と申します。専門は社会福祉学、福祉思想・

福祉哲学、とりわけキリスト教社会福祉学を専門にしております。

ところで、この礼拝堂は建てられたのが 1886 年です。かつて

新島襄もこの礼拝堂で説教をしている由緒ある建造物です。そし

て、建てられたそのすぐのことでありますが、イギリスから「孤

児の父」で著名なジョージ・ミュラーがここに来てお話をしまし

た。そこで、「信仰の生涯」というメッセージを若い学生たちに

語ったのです。

その年、ジョージ・ミュラーは 80 歳をすでに超えていました

が、新島襄の招きで、はるばる船でイギリスからやってきました。

ジョージ・ミュラーの話（それをもとに作られたパンフレット含

めて）に、いたく感動して文字通り人生が変えられた若者たちが

おりました。日本の社会福祉をつくったと言われる人物たちです。

その 1人が「孤児の父」と言われる石井十次ですが、その話に感

動し、「日本のミュラーになろう」と決意し、岡山孤児院の創設

に尽力します。そして、もう 1人が、先ほど少しお話に出ました
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救世軍の山室軍平であります。貧しい 1人の青年が、同志社での

ミュラーの講演に感動して同志社に入学する決心をしたのです。

山室はその後、同志社を飛び出して、救世軍の中で先ほど言われ

た「底点」で苦しむ人々、彼が真っ先に支援に向かったのは遊郭

で苦しむ女性たちの問題でした。ある時のことですが、山室は救

世軍の仲間たちと、その遊郭の現場で賛美歌を歌い、路傍伝道の

メッセージを語っているときに、それを阻む利権者から日本刀で

切りつけられることがありました。しかしひるむことなく、彼は

その救済に身を転じました。遊郭からその女性たちを解放するだ

けではなくて、その女性たちの手に職も身につけさせるべく、生

活全体をケアする施設を始めました。

ところで、私は、先ほど天羽道子さんが 92 歳の御年でこの壇

上に立たれて、自らの実践を語られたときに、当時のミュラーの

演説もこんな光景だったのではないかとしみじみと思いました。

今日もここに若い学生たちが同じ場所に座っております。それは

「火を焚きつける」というようなイメージでしょうか。ジョージ・

ミュラーの「信仰の生涯」を通して語り伝えられたそのメッセー

ジが、石井十次や山室軍平の心に火を焚きつけ、その後の人生に

大きな影響を及ぼし、結果的に日本の社会福祉の歴史に大きな影

響を及ぼしたように、今日の話を聞いて若人の心に火が焚きつけ

られることを願っています。

横田さんのお話も、非常に勉強になりました。昨年、私は大阪

の阿倍野の教会に家族でメッセージを語りに行ったその帰り道、
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車でナビに示すままにドライブしたのですが、なぜか道に迷い込

んでしまった場所が、何とあの飛田新地（とびたしんち）だった

のです。ご存じの方もおられると思いますけど、恥ずかしながら

初めて実際にその光景を見て驚きました。若い女性が……ネオン

の光に照らされて下着のような姿で店の前に座っている。それが

150 軒も延々と連ねている。いわゆる当時の「遊郭」の光景その

ままです。

「え？これってもう歴史的な話で、終わったのは？」と、妻が

尋ねました。私も、ある程度知識としては知っていたけれども、

実際に見たそのリアリティーには驚きを持ちました。「ホステス」

と称して、それはいわゆる売春防止法の抜け道として、客と仲居

のその場での「偶然」の出会いによる「自由恋愛」だという「脱

法行為」が現代でも平然と行われているのです。この現代日本の

中、そのようなことを知らないで安穏と暮らしている私たちがい

るのではないでしょうか。このような性の問題は闇に葬られる典

型的な問題であろうと思います。山室軍平がかつて立ち向かった

のもその性にかかわる問題でありました。

つまり、今日の問題の中で私たちが立ち向かっていかなければ

ならない問題というのは、闇に消された問題、今日のテーマであ

る女性の支援というテーマを考えたときに、それは男社会の抑圧

についてどれほど意識しているだろうかという点です。今でも飛

田新地の「遊郭」のことがどうしても頭から離れませんが、それ

は日本社会の闇の問題です。誰も知らない、知ろうとしない、そ

こに闇があります。また、女性だけでなく、さまざまな抑圧され
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た人々、子どもたち、貧困、障害、その他さまざまな問題に多く

の人が誰も声を上げないという現実があることを私たちは自覚し

ないといけないのでしょう。

こういう問題を、今日この場所で、この同志社大学の礼拝堂の

この場所でお話しをしてくださったことに心から感謝しておりま

す。また、この後の討論会においても、豊かな実りのあるものに

なりますことを心から願っております。本当にどうもありがとう

ございました。
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かにた婦人の村と
ドイツ女性ディアコニー

同志社大学グローバル地域文化学部助教　
レギーネ　ディート

私は、かにた婦人の村を支援した女性、つまり奉仕女、ドイツ

語でディアコニッセ [Diakonisse]、について研究しています。

きっかけは、2年前の同志社大学で行われたチャペルアワーで、

ディアコニッセであった私の叔母について話をした事です。また、

その直後、神戸でディアコニッセとして生活するドイツ人女性と

知り合い、日本におけるディアコニッセの歴史に興味を持つよう

になりました。それから私は、女性ディアコニーの歴史や目的、

活動内容、また、日本で始まった経緯などを知る事になりました。

ディアコニッセはドイツで始まり、日本に伝えられました。初

めて訪れた日本という国で、ドイツ人の彼女たちが社会福祉活動

や伝道活動をする中で、どのような問題に直面し解決したか、日

本の母の家やディアコニッセはドイツとどう違ったのかを、複数

のディアコニッセの個人的な経験やライフヒストリーに焦点を当

てて研究しています。

現在かにた婦人の村には、シュベスター [Schwester]天羽道子

さんお一人がディアコニッセとして働いておられます。かにた婦

人の村が生まれた頃には 7人だったそうです。彼女たちは寮母と

して働き、他にも重労働も含む様々な業務を担当していました。

「いずみ寮」も主にディアコニッセにより運営されていました。
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一番多い時で 25 人の女性が「ベテスダ奉仕女母の家」で共同生

活していました。そして、ドイツ人ディアコニッセは、この三つ

の施設の誕生や日本人ディコニッセの養成に大きく貢献し、深津

牧師と共に日本の「女性ディアコニー」を実現しました。

なぜドイツ人ディアコニッセが関わったか、女性ディアコニー

の歴史を簡単に説明します。19 世紀、ドイツで工業化が進んだ時

に貧困者が増え、プロテスタントのキリスト教活動者が貧困者の

保護や社会復帰、看護のための施設や新しい制度を作りました。

この活動を進める中で、伝道や看護に従事するディアコニッセが

誕生しました。

ディアコニッセの共同体を実際に始めたのはテオドール・フ

リードナー（Theodor Fliedner）牧師とその妻フリデリケ

（Friederike Fliedner）です。1836 年に設立した施設で、プロテス

タントの未婚女性が看護婦などの職業教育を受けディアコニッセ

となりました。これまで、家の外で働くことが許されなかった彼

女たちは、ドイツでプロフェッショナルな看護師の先駆者となっ

たのです。ディアコニッセは母の家と呼ばれる共同体で生活して

いました。母の家は家族原理［Familienprinzip］で運営され、

ディアコニッセは家父長的な秩序の中で厳しい規則に従わなけれ

ばなりませんでした。

19 世紀後半には、ドイツ各地に母の家や彼女たちが奉仕する施

設ができ、貧困や生活苦に陥った女性たちの更生施設も生まれま

した。例えばベルリンのマグダレーネン修道院［Magdalenenstift］

でディアコニッセは入所者に農業、看護、家財などの教育を行い
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ました。また、各都市で「深夜伝道」とよばれる、売春婦支援や

伝道活動も行われ、この活動にもディアコニッセは参加していま

した。

海外にも母の家が設立されるようになり、ディアコニッセは助

産や看護などの奉仕活動を含む現地の女性に対する伝道を行うた

めに、インド、そして、アフリカや中国の植民地に派遣されまし

た。しかし、第一次世界大戦後に植民地への伝道が停止され、ま

た、1949 年、中華人民共和国が成立し、中国政府は全ての外国人

宣教師を国外に退去させたため、宣教団は他のアジアの国々にそ

の活動の拠点を移しました。更に、第二次世界大戦後、日本は貧

困問題が深刻になっていたため、キリスト教の普及の可能性が高

いとしてドイツ伝道協会の優先的な目的地とされました。そうし

た背景から 1950 年代に初めてディアコニッセが日本へ派遣され

たのです。浜松と東京、そして神戸に母の家が設立されました。

女性ディアコニーの日本派遣はドイツと日本のプロテスタント教

会の支援により行われました。1951 年にドイツに「ミッション協

会の日本委員会」[Japan Kommittee Deutscher Missionen]ができ、

ドイツ式女性ディアコニーの日本派遣が決まりました。

日本ではキリスト教の社会運動家や一部の牧師が女性ディアコ

ニーの普及に積極的でした。主に、賀川豊彦氏の影響が大きかっ

たです。彼はドイツを訪問した時にディアコニッセの看護姿勢に

感激し、「1000 人のディアコニッセを日本に送ってください」と

要請したとの記述が残っています。キリスト教的な隣人愛に基づ

いたディアコニッセの社会奉仕活動は、日本のキリスト教会の強
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化に貢献できる、と（男性）牧師たちは考えたのです。言葉で伝

えるだけでなく、実践的な生活につながる活動により、信仰心が

深まるという考えがありました。また、戦後の男性不足によって

結婚できない女性が多くなっていたので、彼女たちが福祉の奉仕

活動をしつつ、母の家という共同体で「安全」に生活するという

ロールモデルを提示することもできると考えられていました。当

時の日本社会はフリードナー時代のドイツ社会の状況に似ている

とドイツ側からも日本側からも発言がありました。

こうした考えから、1952 年と 53 年に 2 人のディアコニッセが

東京に派遣されました。ブレーメンの母の家所属のシュベスター・

ハナ（Hanna Refeld）とシュベスター・エリーザベト（Elisabeth 

Vöhringer）です。二人は東京で深津牧師と出会い、彼の女性ディ

アコニーの計画に賛同し、その実現に大きく貢献しました。彼女

たちは日本人ディアコニッセの志願者の教育にあたりました。

1954 年、日本で最初の母の家である「ベテスダ奉仕女母の家」が

創設され、日本人ディアコニッセ志願者との共同生活が始まりま

した。天羽さんはその 4人のうちの一人でした。

同じ頃に浜松と神戸にもドイツ人ディアコニッセが到着し、女

性ディアコニーが始まりました。奉仕内容、組織などは東京と異

なりましたが彼女たちの役割は似ていました。毎日の奉仕や教育

活動以外に、彼女たちはドイツミッション協会の日本委員会や、

ドイツの母の家との情報交換を行いました。母の家の建設のため

にドイツで寄付を集め、建設の設計・交渉に参加し、母の家の理

事会員としての発言権も持っていました。また牧師たちと一緒に
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日本の役所を廻り、予算に関する交渉もしていました。日本語も

堪能で、高い教養のある女性たちでした。実は、東京や浜松に派

遣されたドイツ人ディアコニッセは、もともと日本のディアコ

ニー導入プロジェクトに興味があり、自ら志願をしていた事が残

された資料から分かってきています。

東京に来た二人は、来日する前は、売春婦や元売春婦の支援活

動に関わった事はなかったのですが、日本の売春婦の状況を目に

し、彼女たちの支援をする必要があると考え、同時期にドイツか

ら日本に派遣された深夜伝道の女性伝道師と協力し、定期的に情

報交換しながら活動しました。また日本の政治、社会、法律、特

に売春防止法を巡る議論に関してもドイツに報告していました。

ハナは 1957 年にドイツに帰りましたが、エリーザベトは 1971 年

までかにた婦人の村やいずみ寮など、ベテスダ奉仕女母の家で重

要な役割を果たしました。

私は、ディアコニッセという存在、これまであまり取り上げら

れる事のなかった、静かに素晴らしい実践をしていた（まだして

いる）、力強い女性たちの重要な女性支援に対する活動について、

少しでも多くの人に知っていただきたいと思っています。
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全体討論

林：では、これから第 2部を始めます。その全体討論に入ります

前に、会場に、本日の講演テーマと深い関連のある活動に長年に

わたって現場で取り組んでこられた方々が来てくださっています

ので、皆様にご紹介したいと思います。一人目は、日本キリスト

教婦人矯風会が設立母体である慈愛寮で長く寮長をなさっていた

細金和子さんです。東京から来てくださいました。そして二人目

は、これまで特に性暴力問題や女性支援に関わる重要な活動をな

さってきて、その研究分野では非常に著名な高里鈴代さんです。

本日、沖縄から来てくださいました。

これまでどういったご活動をなさってきたかということについ

て、短い時間で恐縮ですが、お話いただければと思います。

細金：細金と申します。先ほど林先生のお話の中で慈愛館に触れ

ていただきました。125 年前にキリスト教婦人矯風会の女性たち

によって作られた、その慈愛館が長い歴史の変遷を経て社会福祉

法人慈愛会の運営となり、今は慈愛寮という名称で、東京で婦人

保護施設として存在しています。

慈愛館は、矯風会の矢嶋楫子など、何人かの女性たちによって、

身を寄せる場所がない女性たちのために作られました。矢嶋楫子

自身も過去には、今で言う DV被害者としての経験の持ち主でし

た。現代に生きる私たちの目から読み解くならば、慈愛館は、そ

ういう当事者であった人も含めた女性たちが、困難を抱えている
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女性たちとともに生きるという場であったのだと思います。

今は、慈愛寮は妊産婦専門の婦人保護施設になっています。特

に行き場がない、ひとりで出産のときを迎えなければならない事

情の女性たち、それは相手の男性が逃げてしまったり、男性から

暴力を受けて避難してきたり、あるいは子どもの父親が分からな

い、性搾取の中にあった人たちなどです。本当は喜ばしいはずの

妊娠が、性暴力や性搾取の結果、困惑と今後への不安の中で、出

産のときを迎えなければいけない。そういう女性たちのための、

女性たちと赤ちゃんが新しい生活を始められるための施設になっ

ています。

子ども時代から性虐待や暴力を受けてきた方たちも大変多く

て、先ほど横田さんのお話にありましたような、当たり前に生活

する力を奪われてきた方たちが、本当に多いです。受けてきた被

害の結果、人間に対する信頼が失われたり、複雑性 PTSD（心的

外傷後ストレス障害）というような症状に苦しむ方も多く、自分

の体を傷つけたり、自分の体が汚れていると思ってシャワーを浴

び続けたりして、本当に、生活すること自体が困難になっている。

その中で赤ちゃんを出産して、そこから新しい命とともにお母さ

ん自身も回復していくという、そういう施設が、今の東京の慈愛

寮です。

予期しない妊娠・出産、あるいは望まない妊娠・出産だったと

いうことは、女性たちが抑圧されているときの、まさに象徴的な、

一番弱いところに置かれた女性たちの状況が凝縮された事実だと

思っておりますので、その女性たちと赤ちゃんたちが、その妊
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娠・出産を契機に、本当に幸せに生きていくことができる社会を

作らなければならないと思います。そういう意味で、先ほど天羽

先生がおっしゃった「共に生きることが原点」ということ、そし

て、傷ついた方々が奪われた力を取り戻しながら、「受動から能

動へ、そして創造に参与する」というお言葉を、ああ本当にそう

だと、心を震わせて伺いました。困難な中を生きてきた女性たち

が、自分自身の人生を、取り戻していく場として、婦人保護施設

がこれからもあり続けるようにしたいと思っております。今日は

どうもありがとうございました。

高里：このシンポジウムの開催を教えていただき、沖縄から参り

ました。長年にわたり、女性たちにかかわってこられたお二人の

働きをうかがえて、改めてその働きの大事さを感じました。私も

同じ領域につながる者として、新たな一歩を、また私も踏み出し

たいと思っています。

沖縄が日本の施政権に復帰したのは 1972 年です。ですから、

日本で売春防止法が制定された 1956 年から 16 年後に、やっと沖

縄でも売春防止法が適用されました。沖縄での売春防止法の成立

は、沖縄の立法院議会で 1970 年 5 月のことですが、施行は復帰

時の 1972 年 5 月 15 日まで 2年間延ばされました。

それまでにも売防法は立法院議会に上程されていましたが、審

議未了を繰り返していました。理由は二つありました。一つは、

売春防止法の成立によって、売春が法律違反ということになった

ら、戦後から続く凄まじい限りの米兵による性暴力が、また、地
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域に入り込んでくるのではないかという恐れです。もう一つは、

売春で働かざるを得ない女性の数は多く、女性たちは前借金を背

負って、家族、子どものために売春へと押し出されているのです

が、彼女たちが日々、米兵相手に稼ぐ一回 5ドルの売春料金が、

多くの女性たちで稼ぐそのドルが、売春禁止によって沖縄に落ち

なくなれば、沖縄経済に影響がでるという恐れです。つまり、売

春が禁止されると、米兵の凄まじい暴力が一般の子女へ向うので

はないか、また、沖縄経済への影響という二つの面から、立法院

議会は審議未了を繰り返して成立を遅らせていたのです。

現在、売春防止法の改正にむけて取り組みがあるということで

すが、現行法は女性の人権の面からは不十分です。加害者に対し

て、どれほどの犯罪規定があるのだろうかというのが、ちょっと

気になるところでもあるのです。

私は那覇市で婦人相談員を 7年勤めました。心身の問題を抱え

る女性の支援をしてきましたが、ある女性は、売春の中で受けて

きた暴力から、アパートを借りるときの第一の条件は、安全であ

ること。それを確かめるために、アルミサッシの窓を確認したり、

先ほどの横田さんのお話しにもあったように、凄まじいひどい夢

を見続けていたり、そのような恐怖や痛みを抱えている女性たち

の支援をしてきました。

ある女性が、女性たちを搾取する売買春業者を裁判に訴える決

心をして、警察も捜査をしたのですが、警察から回ってきた書類

を見た検事が、女性の保護施設の課長を呼んで、「これは、やり

がいのないケースだ」と、訴えを取り下げさせたのです。なぜな
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らこの女性もいい加減だ、というのです。女性は、3人の子ども

抱えて売買春業者から逃げていたのですが、その間経済的に苦し

く、電化製品を数回のローン契約で購入した後、リサイクル

ショップで現金化したりしていて、数店に借金があった。それで

検事は「やりがいのないケースだ」「業者も悪いが、女性も借金

をしまくっている」と女性の訴えを退けて不起訴にしたのです。

私は、そのことを知って、「婦人相談員を続けられない」気持

ちになって、那覇市議会議員になりました。つまり、社会全体が、

売春する女性に対する偏見と、それから女性の貧困、原因に対す

る、暴力に対するあいまいさが、社会を覆っていて、それは司法

でもどこでも覆っているような状況の中で、社会の意識、制度を

変えていかなければ、女性たちは救われないと思ったのです。

今、それこそ「底点」というのは、あらためてしっかり確認し

たいなと思いました。ありがとうございました。

林：貴重なお話をありがとうございます。そして、会場の皆様か

らも、たくさんのご質問をいただき、ありがとうございました。

それらはすべて天羽さんと横田さんに対する質問です。

まず、天羽さんへ、「底点志向」について。「さきほど、底点志

向とは、強者が底点の立場に立ち、共に上を目指す志向であると

説明されていましたが、上を目指すという意味は、頂点を目指す

ということでしょうか？ もしそうであるならば、頂点に立つ人は

強者なのでしょうか？」という質問です。

また、「入所者の方にとって、キリスト教やそれ以外の信仰、
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もしくは他者や自分を再び信じること、あるいは初めて信じるこ

とには、どのような難しさや意義がありますか？」という質問が

きています。まずこれらに、天羽さんからお答えいただきます。

天羽：お答えさせていただきます。ご質問の「上を目指すという

意味は、頂点を目指すということか」についてですが、そう考え

ることは間違いではないと思いますが、なにか一足飛びのような

気がします。要するに底点にある人がそのままであってよいはず

はなく、底点におかれた人に気付いた人、底点志向者が、上から

ではなく、底点に降りていって、共に手を携えて上を目指すとい

うことです。上とは何か。弱者に寄り添い、何よりも傷つけられ

た人権や尊厳が回復され、その人らしく生き生きと生きられる道

を目指すということです。

かにた婦人の村の存在意義はここにあるのです。社会の中で家

族からさえも排除され、悲痛、苦痛を負いながら安住の地を得ら

れなかった女性たち、しかも障害の重荷を抱えた人々。その心の

傷が癒され、崩れていった他者との信頼関係が修復され、更に自

己肯定感を持てるようになって、まずは「共に生きる」村の生活

の中で、その人らしく、生き生きと生きられることを目指して、

歩んできました。

そして、創立から 54 年の今日、はっきり言えることは、生を

享ける限り、無用な人は一人もいない、価値のない人も一人もい

ないということが、実証されてきたと実感しています。

もう一つのご質問、「頂点に立つ人は強者なのか」について、
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「頂点を志向する人」はと考えてよければ、底点におかれた人に

対して強者の立場に立つ人と考えられるでしょう。一般的には普

通の人々であり、そしてほとんどの人が頂点を目指していると言

えるのではないでしょうか。

さらに宗教の問題と信頼関係について。「入所者にとって、キ

リスト教信仰やそれ以外の宗教的信仰、もしくは他者や自分を再

び信じること、あるいは初めて信じることにはどのような難しさ

や意義がありますか」とのご質問に対して、まず、宗教について

は、かにた婦人の村がキリスト教の信仰の上に立ち、その精神を

もって創立し、イエスの愛に根ざした精神を、施設の理念として

掲げ、日々の生活もその土台の上に立って営まれていますが、宗

教は、キリスト教信仰は強制するものではなく、ただ、キリスト

教的行事を大切にし、その中で、イエスさまのことを知り、イエ

スさまが諭された最大の戒め、「自分を愛するように隣り人を愛

しなさい」を大事にしてきました。他者に対して寛容であり、や

さしくあることを、日々の人間関係の中で具体的に学んでいるの

です。

入所された方の中には、他の宗教とか、信仰を持った方がいま

すが、他者への宣教活動をしたり、迷惑をかけたりすることを慎

むことを約束して、受け入れてきました。しかし時が経つにつれ、

いつしか、かにたの精神の中に包み込まれたようです。

キリスト教の精神の中で、最も大事にしてきたことは、姦淫の

女マグダラのマリヤ（ヨハネ 8：1 ～ 11）に示されたイエスの

「赦し」です。審くことより赦すこと。赦し合うこと。殊に職員
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が最も大事にしなければならない基本的な精神です。

そして「信頼関係」。“ 信ずべくもないときに信じてやる ”、そ

の信頼の貸しこしが、この世界を生んだと、創設者は機関誌『か

にた便』のあとがきに記していますが、信ずべくもないときに信

じる、“ 信じぬく ” ことが、その人の人生にとって、いかに重く

大きなことか。人を信じられなくなったり、誰からも信じてもら

えなかった淋しい人たち。そして入所して、門も塀もないことを

どう感じるでしょうか。信頼されていることを感じて、逆に責任

感が芽生えることに。

信頼された者は、信頼を返す者に。そして自己肯定と共に信頼

関係も生まれ、安定していく。その過程を一人一人がたどってい

ます。その経過は、全く一人一人違い、とにかく忍耐をもって、

信じて待つことです。「デンノッホ（dennoch，＝それにもかかわ

らず）」、なお、信じること。信じ抜くこと。私は一つ覚えのよう

に、「デンノッホ」というドイツ語を繰り返しています。心の中

で。

林：大切なお話を、本当にありがとうございます。

続きまして、横田さんへのご質問です。横田さんには、婦人保

護施設の運営に関わる具体的な質問が多いです。

一つ目の質問は、「売春防止法の改正はとても重要です。（理想

だと考える）法には、（買春の）顧客である男性の犯罪化は含ま

れていますか？」という問いです。

そして別の方ですけれども、「現在の売春防止法が特別刑法だ
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ということを知って、それは男性目線だと感じる」という感想を

書いておられます。「性は、男女の性なのに、この買売春の問題

に対して、男性は知らん顔で、それは男性が支配者の立場にある

からだと感じました」と感想を書いておられて、その方のご質問

として「家族、親が加害者となる虐待死の事件が報道されていま

すが、そんな事件が起こる前に、その親や子に手を差し伸べる手

段はないのでしょうか？」と問いかけておられます。

また、「いずみ寮の定員が 40 名であるのに対して、入所者は 15

名だそうですが、入所者が少ないのはどうしてでしょうか？」と

いう質問もあります。

また、先ほどの新法制定の必要性という話に戻るのですけれど

も「具体的に女性の自立や困難に対する支援、問題の解決のため

に、何が必要か、もう少しお話を伺いたい」という質問がありま

す。それに関連して「性的マイノリティーの方の性暴力を含む暴

力の被害に対する支援について、どのようにお考えでしょうか」

というご質問もあります。答えられる範囲で結構ですので、お願

いします。

横田：お答えしたいと思います。法の改正案の中に顧客の、いわ

ゆる買春男性について、犯罪化の条文は含まれていますかという

ことですが、今、私たちが求めている女性自立支援法の法案の中

に、顧客、いわゆる買春男性の、あるいは暴力の加害者に対して

の犯罪化は、まだ規定していません。一番は、女性の人権という

ところに焦点を当てております。先ほどお話ししましたが、この
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売春防止法の中で絶対、残さなければならないのは、いわゆる業

者処罰が含まれていることなのですね。そのことと併せて、その

買春した男性の犯罪化、いわゆる加害者処罰ですけれども、この

ことは私たちの中でも話し合っていますが、今後の大きなテーマ

であると考えています。

具体的な話にまではまだ進行していないのですけれども、私た

ちが DV被害者の方をお引き受けしていて、お母さんと子どもが

逃げてくる、その中で思うことですが、なぜ暴力を受けた者が逃

げなければならないのか。逃げ惑わなければならないのか。加害

をしている男性は何もなかったかのように仕事に行って、そして

自分の名前も明かさない。この実態に憤りを感じています。加害

者に対しては、きちっと処罰していかなければという話し合いは、

会の中でもいろいろ出ています。

ただ、今、新法を立ち上げていくのに、なかなか難しいところ

もあると感じています。実は、2010 年に、売春防止法ではなくて

「買売春防止法」にしようという提案について検討したことがあ

ります。私たちをずっとサポートしてくださってきた大学の先生、

宮本節子さんが素案を提示くださいました。私たちは女性のみが

処罰されるのではなく、買う方も処罰されるべきということで、

この新しい法律案を何とか顕在化していきたいと民営施設長会に

て検討しました。全国の民間だけの婦人保護施設で話し合いをし

たのです。しかし残念ながら、この会議でも「買売春防止法」案

は承認されなかったのです。男性の施設長さんが多い会でしたけ

れども、「時期尚早」ということで却下されました。今この時期
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に、男を罰する法律までは、早いのではないか…という空気が

あったのを覚えております。そのときに私は、支援の現場でこの

感覚があるということは、先は遠い。ここを打ち破るのはすごく

大変だ、と思ったことがあります。このことに焦りを感じました。

「このままだと、売春防止法すらも変わらないかもしれない」と

いう危機感を抱きました。そして、当時の小宮山洋子厚生労働大

臣のところに「売春防止法」改正について、直訴をした事につな

がりました。

併せて、DVのお話が出ましたので、親による虐待死の事件。

虐待死までいかなくても、私たちのところにはひっきりなしに、

親の暴力から逃げてきている子どもたちが入ってまいります。皆、

ひどい暴力を受けています。父親からです。実の父、義理の父、

いろいろですが、私が今、とても気になっている幼児虐待のケー

スの加害者の多くは、実の父なのです。パーセンテージは多分、

30％までいってなかったと思いますけども、実の父なのですね。

なぜこの最も信頼する親子の関係の中で、虐待や暴力が起きるの

だろうか。親から暴力を受けた子どもたちは「信頼」を構築する

関係を根こそぎ奪われてしまうのではないかという不安にかられ

ています。これは日本社会の構造の根本にある大きな問題ではな

いかと考えます。ここがきちっと整理されていかない限り、暴力

による抑圧の関係は繰り返されるのではないかという懸念があり

ます。さきほど、木原先生から飛田遊廓の話が出ましたけれど、

いまだに現存している日本の社会の文化の問題なのですね。私た

ちも飛田に毎年のように行っておりましたけれども、本当に許せ



－70－

ないという、怒りだけでは収まらないものがあります。日本の社

会、文化の中に未だに「そういうこと（性の売買）があって当然」

というような、情けない意識があるかと思います。

親からの暴力、虐待。私たちは、回復のためにも、早い時期に、

この暴力や虐待に遭った子どもたちを、きちっとカウンセリング

するなり、専門的ケアを受けられるところに置いていただきたい

と思っています。DV防止法の中でも、一時保護をされ、私たち

のところにたどり着いたその後、継続的な支援もないし、それか

らシステムもないのですね。そこでまた、心の傷を受けた子ども

たちや女性たちは、暴力からは逃れることができたものの生活の

不安を抱えることになってしまいます。まだ未整備なところだと

思います。法律の改正を望みます。私たちのところにたどり着く

女性たちは、幼い頃から虐待を受けて、さらにその後も暴力を受

けて、ずたずたになって私たちのところに来るのです。もっと前

に、何か手だてはなかったのだろうか。社会がこれに気づいてな

かったのだろうか。あるいは学校が気づいてなかったのだろうか。

制度が未整備なのではないかと、やりきれない思いで感じます。

日本は、暴力、特に性暴力に対して非常に鈍感な国だと思いま

す。いろんな情報誌も野放し状態です。その一例が、コンビニに

ある成人向け雑誌です。一時的に撤去されたと思って、その後、

ローソンに確認しに行きました。でも、本棚の置く場所の幅が小

さくなっただけで、成人向け雑誌は、まだ置いてありました。そ

のように簡単に拭い去れない性の文化が、当たり前のように性被

害を生んでいくのだということを感じます。いつも私たちは心を
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痛めています。それは暴力の連鎖です。暴力を受けた子どもたち

は、お父さんと同じことを、施設の中でします。母親を蹴飛ばし、

なじり、同じことをするのですね。その子どもたちを治療ベース

につなげられないままに、また次のステップに送らざるをえない。

ジレンマを抱えている状態です。

それから売春防止法が特別刑法であると知っていただいてあり

がとうございます。売春防止法は女性が処罰され、犯罪者への目

線にある法律だということです。偏見と差別に満ちあふれた法律

です。そもそも「売春」という言葉そのものが、差別と偏見を含

んだ言葉だと思います。私たちの施設に入ってくる女性たちは

「二度と売春生活に戻りたくない」と、皆さん、そう言います。

それは彼女たちを買った男性たちから屈辱的な性行為をさせられ

たり、人間として許せない酷い暴力被害を受けたりしているから

です。この社会の中で、私たちには見えない水面下で、もっと酷

いことが行われているのだろうと思います。

先だって国の検討会でも申し上げたのですけれど、ポルノの問

題、特に AVの問題、あるいは JKビジネスの問題についてです。

ほとんどの皆さんにとっては、“ そういう問題があるのだ ” とい

う程度の感覚しかないと思いますけれど、実態は、非常に凄まじ

いものがあります。相談件数に関しては、男性の被害者もいます

けど、90％近くが女性なのですね。しかも被害は、そのときだけ

で終わらない。ずっと「人生の傷」として、生きづらさとして、

引きずることになります。この実態が知られていない。この被害

の数字を、国は、きちっと拾うべきだと思います。そしてこのポ
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ルノ被害や JKビジネスの実態をきちっと分析して、社会的な問

題として大きく取り上げるべきなのです。社会全体がこのことを

なくしていくような動きにつなげていかなければと思っていま

す。

それから、いずみ寮の定員についてですが、定員 40 名に対し

て、現在、信じられないくらい入所する人は少ないのです。これ

は入所が「措置」という形で、公的な東京都女性相談センター

（他県では婦人相談所、女性相談所といっているかもしれません）、

そこが「措置機関」としてあり、「措置」という形で入所に至る

以外は、私たちのところに自由に入れないことになっているから

です。今、このシステムを変えてゆきたいと行動しています。

SOSを発している人たちが、即、入所につながるような一時保護

委託が、各施設での判断で独自でできるようなシステムに変えて

いこうと思っています。今、徐々に変わりつつあるかと思います。

たとえば、若い女子が今日一晩、寝る所がないというというよ

うな場合。特定非営利活動法人 BONDプロジェクトや一般社団

法人 Colaboのような、若い女性を支援している民間施設には、

そのような女子たちから、支援を求める SOSの「泊めてほしい」

という電話がかかってくる。でも、そこも泊まるスペースがない

ときには、「今日一晩、とにかくインターネットカフェで頑張っ

て」と、その女子たちに返答するしかないというのです。でも、

私たちの婦人保護施設は、がらがらなのです。公的な機関である

婦人保護施設ががらがらで、民間の施設には若い女子が泊まる場

所が足りなくて、結局、女子たちがインターネットカフェで泊
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まっている。そんな実態を聞くと、その女子たちが無防備な中、

どんな被害を受けるかわからないことを想像し、公的機関である

私たち自身が、とても恥ずかしいのです。ですから、何とか実態

に合わせて制度を変えて、婦人保護施設をすぐに利用できるよう

な形にしていってほしいと願っています。婦人保護施設は今、全

国的に、利用率は 23％くらいなのです。ものすごくおかしな状態

です。

婦人保護施設は売春防止法でできている施設だということで、

非常に生活ルールが厳しいところがまだあって、それを変えてい

かなければと思います。もっと皆さんが利用しやすく安心して過

ごせる安全なところとして利用されるようになっていかなければ

と思っています。

次に、新法の制定に何が必要かということです。新しい法律を

つくっても、その法律が、それを必要としている人のところに届

かなければ、意味がないと思っているのです。とりあえずは粗々

の、なぜ売春防止法ではだめなのか、なぜ新しい法律が必要なの

かということを文章化したものを持ってロビー活動をしています

が、これからはこの法律の必要性についての議論をさらに詰めて、

さきほどの加害者に対する処罰の問題も含めて、きちっとしたも

のに作り上げてゆきたいと思います。

それから、併せて、性的マイノリティーの方たちへの支援も、

当然のことですが、共に考えたいと思います。人権問題としてと

らえてゆきたいと思っています。施設には当事者もいます。自分

たちがマイノリティーとして問題を抱えていることに対して、そ
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れは卑下することは何もないし、人権を尊重した付き合いがどう

いうことかということも、お話ししています。マイノリティーの

方が受ける暴力というのも、本当に許されないことだと思います。

ある当事者の女性が、売春しながら被害を受けたときに、逃げ込

むところは、男性が女性として働いているバーだったと言ってい

ました。性的マイノリティの方々への暴力の問題にも取り組んで

いかなければいけないと思っています。

さきほど、天羽さんにもお話ししていただきましたけれど、キ

リスト教の信仰に基づいて、ということでは、私も、利用者にも、

ときどきお祈りを通してキリスト教のことをお伝えしていきたい

と思っています。利用者各々に宗教の自由ということがあります

ので、そこは尊重されるべきだと思っていますが、私が感じたの

は、最後に私がお祈りをするときに、宗教にかかわらず、どの人

も、きちっとお祈りに参加して下さるのです。さらに、だんだん

気づいてきたのは、その私のお祈りはキリスト教に基づいたお祈

りなのですけれども、利用者がクリスチャンでなくても、その

「祈る」という行為、そして自分が守られているという感覚、信

じる宗教は異なってもすごく共有できているという感じを持つの

です。

特に、そのお祈りの中の「皆さんを守っていただきたい」とい

う言葉に対しては、温かい評価を受けるのですね。利用者の女性

たちが、それまで、守られていない、祈られていない存在だった

ということ、つまり、彼女たちが、いかに社会の中で放置されて

きた存在だったかということを、私は、祈りを通しても感じます。
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あらためて人間の深さというものを、私自身が信仰を通して、逆

に教えられているという状況です。

林：ありがとうございます。女性支援のための新法を制定し、誰

もが必要な時に守られるようにしていくことの必要性が、とても

よくわかるお話でした。そして、そのような新法制定に向けての

横田さんの活動の背後に祈りがあるということも、とても重要だ

と思いました。

では、ここまでのお話を受けまして、コメンテーターのお二人

から、ご感想、または新たなご質問など、いただけますでしょう

か。

木原：売春防止法の改正法の仮称「女性自立支援法」ですが、昨

年、宮本節子さんとある学会のシンポジストで対談という形で同

様の話を伺いました。

この改正は歓迎すべきでしょうが、次のような懸念はないで

しょうか。つまり、自立のための「就労支援」ということを言わ

れていましたが、自立というのは社会福祉でも、近年、とみに障

害者自立支援法などのように、自立のための就労支援というのが

「流行り」になっていています。むろん、そのプラス面は私も評

価しているのですが、一方でここ数年の傾向として、「自立」し

て働かなければならないという風潮が生まれ過ぎているのではな

いかという懸念です。自立を国家がルール化すると、本来、働く

こともできなかった人も、それを強いられる雰囲気を実際につ
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くっていないかということです。それによって、逆に自尊心を傷

つけられてしまいます。自立支援法という言葉の怖さはあります。

国家戦略として、国家権力として見た場合には、このあたりをど

うお考えでしょうか。特に、先ほど「就労支援」と「心の回復」

という対比をされていたけど、その対比関係についても、この自

立の概念から是非、お聞きしたいと思います。

もう一点、施設自体が定員割れで現在 23％ということです

が・・・。これはディートさんの話で、ドイツではそんなことは

ないということですが、厚生労働省の観点で言えば、定員割れで

人数が減っているとなると、施設予算を削減する格好の削減材料

になりかねません。自立、心のケアなど、言葉使いとしてはきれ

いな言葉を使っても、予算を削減されては福祉サービスの低下と

になってしまいます。結果的に女性の支援のために始まったもの

が、法改正で出来上がった支援内容を見てみたら、刑法的なもの

から解放されたことは善処されたとしても、福祉的サービスはむ

しろ停滞するという可能性は否定できない点を危惧しています。

その辺についての、応用問題ですけど、お聞きしたいと思いまし

た。

横田：実は自立支援法、仮称としておりますけども、自立という

点について、すごく議論したのです。仮称にしているというのは、

まだまだ議論の余地があり、これが法制化されるような動きに

なったときに、あらためて「女性自立支援法」でいいのだろうか

ということを、議論していく予定です。今、この「女性自立支援
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法」という法律を仮称として立ち上げているのは、「売春防止法

改正実現プロジェクトチーム」です。これはどういうチームかと

いいますと、東京都の 5つの婦人保護施設の長と、東京近県の千

葉、神奈川、茨城、埼玉。この近県の相談所の所長。あるいは施

設があるところは施設長。この方たちが、メンバーとして参加し

てくださっています。

その他にアドバイザーとして、ご一緒に考えていただく学識者

の方たちです。お茶の水女子大学の戒能民江先生、城西国際大学

の堀千鶴子先生のような学識者の方たちもお入りいただいて、林

先生にも、お入りいただいています。今日会場に来てくださって

いる丸山里美先生にも、メンバーに入っていただいています。私

たち現場の者は、現場のことでいつも追われてしまうので、社会

全体の動き、それからその法の流れ、あるいは法の内容も含めて、

お力をいただいているわけなのです。それから、さきほどお話し

いただいた、元慈愛寮の施設長の細金和子さんもそうですが、施

設長を退かれて、あるいは所長を退かれた方でも、メンバーに

残ってくださって、議論の仲間に入ってくださっているのです。

多くの方々の視点をいただき、議論しているところです。実際、

「女性自立支援法」という名称になるかどうかというのは、まだ

決まっていません。これから本格的な議論に入っていかなければ

ならないだろうと思っているところです。

あと、婦人保護施設の定員割れに関しては、このままだと財務

省から予算についても通らなくても当たり前というくらいの心配

な状況なのです。じゃあ、社会的にニーズがないかというと、
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ニーズはあふれるほどあるのですね。問題は、この制度の在り方

です。措置制度という制度の問題です。これを今、打ち崩してい

きたいと思っていますし、国の検討会の中では直接的に、たとえ

ば、若年の女子、あるいは行き場のない女性が、その措置機関に

はつながらないで、「今日は行く所がないから、いずみ寮に電話

して、行ってみよう」といずみ寮に来た場合でも、いずみ寮がそ

れを受け入れてもいいというように、変わってほしいと願ってい

ます。少し変化も見られますが…。

女性たちのニーズに対して、機関が開いていくことで、入所は

増えていくのではないでしょうか。先ほどお伝えしたようにニー

ズはあるのです。措置機関につながる前に、地域の中に、婦人相

談員という、さきほどの高里鈴代さんもその相談員でいらっ

しゃったのですけど、その婦人相談員の方が「この人は婦人保護

施設への入所が必要」とつなげてくださるのですが、措置機関の

ところで止まってしまうことがあるのです。でもこの措置機関で

の一時保護を経ないと、婦人保護施設には入れないのです。婦人

相談員たちの間では、「山ほど施設に入れたい人がいる」と言っ

ています。だけど措置機関で落とされてしまうという、せめぎ合

いの側面があります。措置機関の方では、そんなことはしていな

いと言うのですけれども、実際は、なかなか入所につながらない

のですね。特に若年の 10 代の女性。児童福祉法との、ちょうど

はざまにある女子たちについては、難しい問題もあるのですけど、

実際若年の女子は、ほとんどつながっていないのです。国の検討

会では、その若年の女子を支援している団体が、口をそろえて、
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婦人保護施設につなげてほしい、つながってほしいということを

言っています。ここも私たちが、この制度の壁を実践レベルで打

ち破っていくという方法論を今、打ち立てて、実践してゆきたい

と思っているところです。

なぜかというと、私たちは、実践者としては目の前にいる行き

場のない女性たちに対して、必要な支援の手が届くような動きに

していきたいと思っているからです。

ディート：私は日本の女性保護施設の数の少なさに一番驚いてい

ます。ドイツには日本の 10 倍、360 軒ほどあるのですが、それで

も足りないようです。日本もその点について変わるといいですね。

また売春に関する法律の状況も日本とドイツは違って、ドイツの

法律では強制的でないセックスワーク、売春は、禁止されていな

いです。2002 年に法律が改正されて、完全に合法化されました。

それは売春、セックスワークのいろんな形があるので、禁止する

だけで問題解決にならないという考えから決まりました。かなり

複雑な議論にもなっていますが、様々な法律が関わって、例えば

性暴力、人身売買や女性の搾取などは刑法の対象になります。と

ころで、これは質問ですけども、日本の売春防止法改正の議論の

なかで、他の国の売春に関わる法律も参考にして、検討されてい

るのでしょうか。いかがですか。

横田：いろんな国の法律を全部並べて、比べるという、そこまで

のことはしていません。今は、売春防止法を改正しなければいけ
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ない。そして、それに代わる新しい法律をつくっていかなければ

と、取り組んでいます。いろんな国の法律の話は会議の中では出

ますし、大学の先生たちからもアドバイスを受けたりしています

けど、具体的にこの国の法律と対比して、というところまでは進

んでいないのですけれども、これからそういう作業も必要かと思

います。

なんとしてもこの売春防止法を変えていかなければ、という思

いです。ただこの法律が厚生労働省だけの所管ではなくて、法務

省も所管なので、すごく難しいといわれています。最後まで言い

続けることが大事だと思いますので、また法務省の方にも、き

ちっとお伺いして、お話をしたいと思っています。

それと併せて、さきほどの「女性自立支援法」でいいのかとい

う議論です。女性自立支援法（仮称）という段階から、実際にど

ういう法律に作りあげてゆくのか、現場の者としての責務を感じ

ています。何より、さきほど天羽先生がお話しくださった「底点」

の方たちが、きちっと支援につながるような法律でなければ意味

がありません。今後も研鑽を重ねてゆきたいと思っているところ

です。ありがとうございます。

林：ありがとうございます。たくさんの女性たちが支援を必要と

していて、その人たちを支援したいと強く願っている人もいる。

今はまだ、両者が充分につながることができていないけれど、こ

れからしっかりつなげていくために、新たな制度設計が必要とさ

れているのですね。
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ところで私は、本日の講演会の企画を立てる際に、最も強い願

望としてあったのは、やはりこれは大学のキャンパスで行う講演

会ですので、特に若い女子学生を励ますような講演会にしたい、

という思いでした。私は、若い女性たちが天羽さんや横田さんが

お話なさる姿を見たら、きっと励まされるに違いないと思ったの

です。特に今、92 歳の天羽さんが、今でも人の心の支えとなっ

て、かにた婦人の村で、ご自身も同じ「村人」として歩み続けて

こられている、その姿に私は胸を打たれて、多くの若い方々にも

お二人の話を聴いていただきたいと思ってこの講演会を企画しま

した。今日の会場の皆さんには、最初に期待したとおり、いろい

ろな深い思いを持ち帰っていただけるのではないかと思っていま

す。

最後に一言、天羽さんから、特に若い女性たちに対して、「こ

うであってほしい」という希望をお持ちでしたら、お聞かせいた

だきたいと思います。

天羽：今日は、いろいろとちりながらお話をさせていただきまし

た。話のはじめに、なぜお受けしたかということを申し上げたの

ですが、今日の社会の中で、本当に心痛むことがあまりにも多く、

次の世代を担っていらっしゃる皆様には、日本国内ばかりでなく、

世界の中で、日本の国がどうあるべきかを是非考えていただきた

いと切望いたします。人間一人一人が、人間というよりも命ある

全てのもの、動物にしても、植物にしても、そして地球上のもの

が破壊されている現状、命が大切にされていない状況。そして我
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が国の経済優先社会の中で、弱者がますます弱い立場に立たされ、

その上、命の軽視と寛容を失った排外主義社会となってしまって

いるのではないでしょうか。

ベテスダ奉仕女母の家の誕生が、社会の、殊に戦後社会の悲惨

の中で、あまりにも自己中心的となり、弱い立場におかれた人々

が顧みられない状況の中で誕生したということを、お若い方たち

に関心を寄せていただき、今日の社会、我が国と世界の現状に思

いを致しつつ、「よりよい社会」の形成に志を向けていただきた

いと切望いたします。

林：ありがとうございました。今日のお話を、私も深く心に刻み

たいと思います。

本日の公開講演会は、これで終了とさせていただきます。会場

の皆さまも、さまざまな質問やご感想をお寄せいただき、ありが

とうございました。

【付記】
　本企画の実施、およびブックレットの刊行にあたりましては、かに
た婦人の村といずみ寮の皆様から多大なご協力をいただきました。特
に、資料と写真をご提供くださったシュベスターの眞山知恵子氏、資
料について詳細にご案内くださったいずみ寮の伊比鮎子氏、故・深津
文雄氏のご息女である塩川成子氏、かにた婦人の村・施設長の五十嵐
逸美氏には、たいへんお世話になりました。この場を借りて厚くお礼
を申し上げます。
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（内閣府男女共同参画局ホームページより http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/
boryoku/houkoku/pdf/hbo04j-1-10.pdf）
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