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論点 

LGBT の人々は 20 人に 1 人の割合で日本の社会に存在する。しかし現状、日本
ではその対応が十分にできていない。例えば、トランスジェンダーの人は温泉
で、自分の意志通りの性別のほうに入ることができていない。 
 
そこで温泉業者に対し、客が心の性別に合わせて温泉に入ることを許可すること
を制度として設ける。違反した場合、温泉業者は営業許可の取り消し、又は、営
業停止を義務付ける。 
 
またその際、トランスジェンダーの人には診断書を業者に対し提示することを
条件とする。 
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１．LGBTQ について 

①LGBTQ とは 

セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の総称のひとつ。 
 
 

 
 
L（レズビアン）…女性に心と体が惹かれる女性。 
G（ゲイ）…男性に心と体が惹かれる男性。ホモセクシュアルの男性とレズビアンの女性の
両方をさす場合もある。 
B（バイセクシュアル）…男性、女性の両方に心と体が惹かれる人。自分の性的指向がはっ
きり自認できるまでの間、自分をバイセクシュアルと言うこともある。多くのバイセクシュ
アルの人は両性愛者で、変わることはない。 
T（トランスジェンダー）…自分の体の性と心の性が違っていると感じる人。 
Q（クエスチョニング）…まだ自分の性的指向や性自認がはっきりしていない人。主に 10
代など青年期の人は様々な変化が起こるため、決めなければならないというプレッシャー
から解放するために設けられている区分。 
 
このほかに、「クロスジェンダー」と呼ばれる、性別に対する意識が、男性/女性どちらでも
ないと感じる人々も存在する。中性、無性、両性、または性別に対して流動的な人を表して
いる。 
これは日本独自に使われている言葉で、英語では「Gender queer/ジェンダークィア」に相
当すると考えられている。 
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②トランスジェンダー 

ジェンダーとは、自分の事情と欲求に関わらず、他者から男か女かを割り当てられ、それに
ふさわしい態度や行動をとるよう強制される現象を指す。 
→「あなたは男／女なんだから○○しなさい」という形で人々に課されている。しかしこの
要求の中には「あなたは男／女」という決めつけが含まれている。 
トランスジェンダーは、このように社会が割当てようとする「性別」とは異なる性別を生き
る現象、またはそのように生きる人々を指す。こういった生き方は「ある性別からある性別
へとその境界を飛び越えた」ように見えるので、トランスジェンダーと呼ばれている。 
 
（１）トランスジェンダーの種類 
 

 
 
・トランスジェンダー 
生まれたときに割り当てられた性別と異なる性自認を生きる人。 
（身体的な違いではなく、性自認と異なる、望んでいない性別を他社から押し付けられてい
ることに違和感のある人） 
広義でいうと、①～③を総称してトランスジェンダーと呼び、分類すると上記の説明に当て
はまる人のことを言う。 
 
・トランスセクシュアル 
自分の身体の性別と自分の気持ちの性別が異なり、時には性の適合を願うこともある人。 
性自認と異なる自身の身体に対する違和感や嫌悪が強い状態、ともされており、医学的な病
名では「性同一性障害」と言われる。  
（セクシャルは生物学的な性別（SEX/外性器などによって区別される身体的性別）を表す） 
 
→トランスジェンダーと性同一性障害の違いは、簡単に言うと、心と身体の性別を一致させ
たいと願っているかどうか、ということ 
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・トランスヴェスタイト（クロスドレッサー） 
容姿に関する「女／男らしさ」の割り当てに抵抗する人。異性装によって精神的な充足や安
定を得ている。 
…見た目と気持ちの性別が一致しているが、身体の性別は一致していない人々 
（有名人では IKKO さんやミッツ・マングローブさんなど。） 
…「見た目と身体の性は一致していても、気持ちの性は別」という人々。  
（クリス松村さんや小椋ケンイチさん（おぐねー）など） 
 
（２）トランスジェンダーの人によくある誤解 
・トランスジェンダーの人は、みな手術やホルモン投与で自分の体を変えたいと思っている 
→アイデンティティの一つとして、そう思わない人もいる。トランスジェンダーとトランス
セクシュアルとの違い。 
・トランスジェンダーの人はみんな同性愛者 
→ストレートの人や、LGB の人もいる。 
 

③日本での現状 

（１）割合 
博報堂の全国の 20～59 歳の個人 100,000 名（有効回答者数 89,366 名）を対象に実施し
たスクリーニング調査の結果によると、LGBT に該当する人は約 5.9%(レズビアン：
1.70%、ゲイ：1.94%、バイセクシャル：1.74%、トランスジェンダー：0.47%)、また 
LGBT に あてはまらないＡセクシャルなど、その他のセクシャルマイノリティに該当す
る人は約 2.1%となった。 

 
 
→これは、左利きや AB 型の人よりも多い割合 
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しかし、日本での理解度はまだ低く、日本労働組合総連合会が実施した「LGBT に関する
職場の意識調査」*2 によると、職場に同性愛者や両性愛者がいることに抵抗を感じる人
は、3 人に 1 人というデータがあります。
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（２）日本の法制度 
日本には、性的指向や性自認を理由とした差別を禁止し、LGBT の人たちを差別から守る
法律が今ない。こうした状況を改善する法律をつくろうと、2016 年、超党派による議員連
盟がつくられたが、法案はいまだ調整中にとどまっている。 
一方で彼らを支援しようとする前向きな動きが自治体レベルで広まっている。条例や行動
計画に性的指向、性自認による差別禁止を盛り込む、同性カップルのパートナーシップを
認めるなど、国に先行してこの問題に取り組む市区町村が増えてきている。 
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また、LGBT をめぐる国内の動きとして、平成 26 年度までは LGBT に対する問題が起き
たときの対処にとどまっていたものが、 
平成 27年 
・ＬＧＢＴに関する課題を考える国会議員連盟発足（超党派）  
・文部科学省が「性的マイノリティ」の児童生徒全般に配慮を求める通知 23を発出  
・東京都渋谷区と世田谷区が同性パートナーの証書の発行を行う制度を開始  
・「第４次男女共同参画基本計画」（平成 27年 12月 25日閣議決定）において性的指向や
性同一性 障害を理由として困難な状況に置かれている場合への対応が盛り込まれる 
平成 28年  
・自民党「性的指向・性自認に関する特命委員会」設置 
と変わっていった。 
 
・性別の変更 
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」による性別取扱の変更は、医学的３
要件（①経験ある２名以上の 医師による性同一性障害との診断、②生殖腺がないこと・生
殖機能を永 続的に欠くこと、③望みの性に近似する性器を有すること）と法的３要件（④20
歳以上、⑤現に婚姻していないこと、⑥現に未成年の子がいないこと）の合計６要件の充足
で家庭裁判所における審判手続により認めることとしている。 
→そのため、性同一性障害と診断されていないトランスジェンダーや、性同一性障害者であ
っても性別適合手術を求める②③の要件を満たさない者などは、性別取扱の変更ができな
い 
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２．反対意見 

① カミングアウトの問題 

 

 
 
⇒上の表によると、親へカミングアウトしている人の割合は 13.8％、親以外へカミングアウ
トしている人の割合は 44.4%となっている。 
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〈カミングアウトのメリット・デメリット〉 

メリット 
・自分のことを深く知ってもらい、相手とより親しくなれる。 
・自分のことを隠さず話せるようになり、気持ちが楽になる。 
・自分のことを話すときに必要以上に気を遣う必要がなくなり、悩みや困っている部分を詳
しく相手に話せたり、相談したりできるようになる。 
 
デメリット 
・相手の反応が拒否的であったり、無理解なもので傷つくことがある。 
・アウティングの可能性。※ 
・カミングアウトしたことがきっかけで話した後に気まずくなったり、付き合いにくくなる
ことがある。 
 
※アウティング 
アウティングとは、本人が了解していないのに、オープンにしていない性的思考や性自認な
どをばらすことをいう。 
 
「心の性別に合わせて温泉に入ることができる制度」が確立されても、カミングアウトをし
なければ望む性の浴場を利用することはできないため、カミングアウトしていない/したくな
い者は依然、この問題に悩むこととなる。 
 
 
 

②「同性愛嫌悪(ホモフォビア)」と「強制的異性愛(ヘテロセクシズム)」 
1. 同性愛嫌悪(ホモフォビア)とは 

196０年代まで同性愛は精神医学会でも病理であるとみなされていたが、70 年代になっ
て社会学者や精神科医らが「病んでいるのは同性愛者ではなく、同性愛者を嫌悪する感情の
ほうだ」と主張しだした。1972 年にジョージ・ワインバーグが『社会と健康な同性愛者 
Society and the Healthy Homosexual』という論文で「同性愛嫌悪(ホモフォビア)」という概
念を提唱。1973 年、「精神疾患の診断・ 統計マニュアル(DSM)」から同性愛を「人格異常」
や「精神の病」だとする記述を削除した。1990 年 WHO の「国際疾病分類(ICD)」 から同
性愛の記述が削除され、ゲイは治療の対象にならないということが国際的に認められるよ
うになった。日本でも 2006 年から全国的にアクションが行われており、世間でも次第に
同性愛嫌悪(ホモフォビア)という言葉(考え方)が広がってきている。 
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当事者がカミングアウトしにくいのはそれだけ世間のホモフォビアが強く、日々ホモフ
ォビックな言動にさらされているからで、加えて同性愛者自身もしばしば、世間のホモフォ
ビアを内面化したままだということに無自覚だったりする。ホモフォビアは異性愛者の病
だけではなく、同性愛者自身も内なるホモフォビアに苦しむことが多いため、自分自身を愛
することができず自傷行為に走ったり、同じ同性愛者を攻撃したりする。 
 
2. 強制的異性愛(ヘテロセクシズム) 

1980 年アメリカの詩人、アドリエンヌ・ リッチは、論文「強制的異性愛とレズビアン 
存在」のなかで、「強制的異性愛」という言葉を使いそこから強制的異性愛、異性愛中心 主
義(ヘテロセクシズム)という概念が広がったといわれている。ヘテロセクシズムは、「セク
シズム(性差別)」をさらに展開させた概念で、異性愛を特権化し、ほかのセクシュアリティ
を傷つけ排斥するショービジネス(排外主義)であると非難するものである。ヘテロシズムに
おいて、模範的異性愛(正しいセ クシュアリティ)からの逸脱は、「正しい」ジェンダー(男
らしさ/女らしさの社会的表現) からの逸脱として捉えられる。ゲイが「女性的」であると
か、レズビアンが「男性的」で あるとかのレッテルを貼られるのはそのためである。 
ここで注目すべきは、当事者が世間から「異常」と見なされることの苦痛に加え、自分自身
を「異常」と信じることで悩み苦しむこと による自傷・自殺行為、同じ立場の者を攻撃す
ることがあることである。よって、LGBT に関する教育、啓発が急務であると考える。 
 
⇒「心の性別に合わせて温泉に入ることができる制度」の確立によって、ホモフォビアやヘ
テロセクシズムからの攻撃を受ける性的マイノリティが増えるのではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⓷いじめの問題 
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Ａ：日本全国の 1,025 人インターネット調査（1999 年） 
Ｂ：東京・大阪の 160人スノーボールサンプリング調査（1999年） 
Ｃ：日本全国の 2,062 人インターネット調査（2003 年） 

 

 
 
⇒約半数以上のバイセクシュアル男性がいじめの被害を受けている。また、60％以上が自殺
を考え、15％強は自殺未遂にまで追い詰められている。 

現代の日本は異性愛を前提とした社会であり、その中で、同性愛者は「異質なもの」と見
なされることや、伝統的な男性性・女性性をもっていないと周囲から捉えられる場合もあ
り、このようないじめ被害が発生していると考えられる。 
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④日本教育におけるセクシュアリティ多様性の取り扱い 
 2012 年に内閣府より発表された「自殺総合対策要綱」には、自殺の危険性が高い層の一
つとして「性的マイノリティ」が挙げられ、「教職員の理解を促進する」と記されてい
る。 
 しかし、学習指導要領の中に「セクシュアリティの多様性について」の記述はない。現
行の学習指導要綱には「異性への関心が芽生える（小学校：体育）」、「男女が協力して家
庭を築くことの重要性（高等学校：家庭科）」など、男女二言論に則って定められている
学習内容が多くある。 
 また、教職員 6,000 名を対象にした調査（2011～13）によると、同性愛については 63％、
性同一性障害については 73％の教員が「教える必要がある」と回答しているが、実際に授
業で取り上げたことがあるのは 14％であったことが分かっている。 
 
⇒日本教育はセクシュアリティ多様性に対応しておらず、教職員も教育の必要性を感じつつ
も、どのように教えるべきか分からない状況にあると考えられる。 
 
 
 

⑤様々な性 

・X ジェンダー 

身体的には男性あるいは女性として生まれながら、その性別のどちらでもないという性
自認（性的アイデンティティ）をもつ人を表すことば。日本で独自に使い始められたことば
である。性自認とは、自分の性別を認識することで、ジェンダーは性差ともいい、雌雄とい
う生物学的性差に対して社会文化的につくりだされる性差を表す。X ジェンダーにはいく
つかのタイプがあり、自分に性別がないと性自認している人々（無性、アジェンダー
agender）、男女両方の性別であると性自認している人 （々両性、バイジェンダーbigender）、
男女の中間の性別と性自認している人々（中性）などがいる。また、身体的な性別としては
男性として生まれながら、その性別であることの性自認をもたない X ジェンダーを MtX
（Male to X）、女性として生まれながら、その性別であることの性自認をもたない X ジェン
ダーを FtX（Female to X）とよぶ。X ジェンダーに対して、身体的には男性あるいは女性と
して生まれながら、まったく反対の性別として自分をとらえようとする、または性別という
規定そのものから自由であろうとする人々をトランスジェンダーtransgender とよぶ。 
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（"X ジェンダー", 日本大百科全書（ニッポニカ）, JapanKnowledge, 
https://japanknowledge.com, (参照 2018-04-16)） 
 
⇒上記のＸジェンダーは、男湯・女湯どちらに入っても違和感を覚えることとなると考えら
れる。 

性には、戸籍・見た目・身体・心（性自認）・性的指向など様々な在り方がある。男湯・女
湯に分かれている時点で、セクシュアリティ多様性に対応しきれないのではないか。 
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３．日本の現状 

 
① 温泉協会 

現在セクシュアルマイノリティーの方の入浴に対してのガイドラインはない。 

 
対応 
個人経営の旅館・温泉等；施設管理者の裁量にゆだねられている。 
公営浴場；公衆浴場法 
 
【公衆浴場法】 
厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領」では 
脱衣室 ： 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しので
きない構造であること。 
浴室 ： 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできな
い構造であること。 
 
⇒だがどのような基準で男と女を分けるかは書かれていない→グレーゾーン 
 
★現状としては自身が認識する性に従って入浴できるかは施設の人の判断に任せられてい
るが、ほかの利用者の方を配慮し断られることが多いようである。 
 
 
②刑法 第 130 条 住居侵入等 
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3 年以下の懲役又
は 10 万円以下の罰金に処する。 
 
⇒自認する性に従い、戸籍上の性と違う浴場を利用した場合 
建造物不法侵入罪が成立し、３年以下の懲役または 10 万円以下の罰金が科される可能性が
ある 
 
③LGBT 誘致セミナー＠別府 
LGBT（性的少数者）フレンドリーな観光地づくりを目的としたセミナー「LGBT 誘致セミ
ナー」が開催された。 
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⇒官民が協力し LGBT フレンドリーを目指す 
 
●トイレ論争…自身が認識する性に従ってトイレや更衣室を利用して良いのか   
 
① アメリカ 
⇒ニューヨークはいち早くトイレのジェンダーレス（性別によって分けない）化を進める動
きがあるが、南部の州にはまだまだその動きを阻止する法律が成立する州がある。 
 
・ニューヨーク市；共有スペースのない新しいトイレはすべて性別不問(ジェンダーニュー
トラル)にすることが義務づけられている。トイレに男女別の表示をすることを禁止する条
例を議会で可決、市長が発効した。【２０１７年１月】 
 
・ノースカロライナ州；出生証明書に記載された性別と一致する公衆トイレを使用すること
を義務づける州法を制定。【２０１６年３月】 
 
・アラバマ州オックスフォード市；生物学的な性別と違うトイレを使った市民に 6 か月の
禁固刑などを科す条例を可決。 
 
・ミシシッピ、ミネソタ、ジョージア州でも同様の法案が可決。 
 

 
「自分の認識する性別に従ったトイレ・更衣室を使用できます」と書かれたステッカーが貼
られている。＠NY 
http://nyc-life.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2016/06/24/009.jpg 
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②日本 
・経済産業省に勤める性同一性障害の職員が戸籍上は男性であることを理由に女性トイレ
の使用を禁止されたり、人事上の不利益を被ったりしたとして、国に損害賠償と処遇改善を
求める訴えを起こした。【２０１5 年 11 月】 
 
・メガ ドンキホーテ渋谷本店 
ALL GENDER トイレを設置【２０１7 年 5 月】 

 
http://biz-journal.jp/2017/08/post_20085_3.html 
 
・東京都は２０２０年東京オリンピックの競技会場１１のうち最低７つの会場に、ひとつは
性別不問のトイレをを設置することを決定。 
 
 
② ヨーロッパ 
特に北欧ではもともと性別不問のトイレがあり、普及。 
特に学校や公共の施設では導入が進んでいる。 
 
 
★ジェンダーレス化が進んでいる国・地域では、既存の性別により分けられたトイレに代わ
り、すべての人が利用できるトイレに一本化している。一方、日本では従来のものに加えて
もう一つの選択肢として性別不問のトイレを設置する傾向にある。 

http://biz-journal.jp/2017/08/post_20085_3.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYqcfx1cDaAhVDJpQKHVtBCUQQjRx6BAgAEAU&url=http://yurulu.net/retire/lgpt/&psig=AOvVaw18-nFFlbeyOEPk_IuCN6CG&ust=1524032567813288
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ＬＧＢＴなど性的少数者に配慮しオールジェンダートイレ＠名古屋大学の研究施設 
https://mainichi.jp/articles/20171017/k00/00e/040/201000c 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOrImFl8PaAhWKi7wKHeB3BwUQjRx6BAgAEAU&url=https://mainichi.jp/articles/20171017/k00/00e/040/201000c&psig=AOvVaw18NRZqepqZM-LIPVzw6dmp&ust=1524118748064472
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