
ＬＧＢＴって？ 

全国消防職員協議会 

ユース部代表 

関東甲ブロックユース部  

座間市消防職員協議会 常任委員 

成吉 丈（なりよし じょう） ３３歳  



性とは何でしょうか？ 
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男とは・・・女とは・・・ 
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人の体の性的構造 

 

  ・性染色体 

  ・性器 

  ・ホルモン組成 

 

など、生物学的な性差のことをいう。 



性？ 
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カラダの性・・ 
         生物学的な性別 

ココロの性・・ 
         本人が認識している性別 

         （性自認） 
スキになる性・・ 
         好意を持つ性別（性指向） 
 



性的マイノリティー 

性のあり方が、多くの人に比べて少数派
の人達のことを指す。 

 

 

性とは 

 生まれながらの心のあり方 

 生まれつき 

 男女・雄雌の別etc 



ＬＧＢＴって？ 
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Lesbian           女性同性愛者 

 （レズビアン） 
Gay         男性同性愛者 

 （ゲイ） 
Bisexual      両性愛者 

 （バイセクシャル） 
Transgender   

 （トランスジェンダー） 

生まれたときの法律的/社会的 

に割り当てられた性別にとらわれ 

ない性別のあり方を持つ者 



レインボーカラー 
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LGBTコミュニティのシンボル 

１９６１年にイタリアで平和の旗として考案さ
れた。 

ＬＧＢＴのレインボーフラッグは１９７８年サン
フランシスコのパレードで初めて使用された。 



日本人口の７．６％（２０１５年４月現在） 

20人に１人の割合 

・左利きの人、ＡＢ型の人に近い数字 

日本の経済市場 ６兆６０００億円 
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こんなにたくさんの 

“性”があるんだ！ 

 

２７種類！！ 



性同一性障害（性別違和）とは・・ 
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カラダの性（生物学的性別）と 

     ココロの性（性自認）が 

 

       一致しない状態である。 



もし・・・・あなたが・・・ 

•朝起きたら男から女になっていました。 
•今日から女性として生きていきます 
•いきなり、乳房、月経が始まります 
    生活していけますか？？ 
 
 
この様な気持ち（心と身体が一致しない）を 
 Transgender  （トランスジェンダー） 
 

１１ 



多様な性 

Ｌ レズビアン   （女性を好きになる女性） 

 

G ゲイ       （男性を好きになる男性） 

 

B バイセクシャル （男性も女性も好きになる人） 

 

T トランスジェンダー  

            （心と体の性が一致しない人） 
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性同一性障害の違い 

   Ｌ・Ｇ・Ｂ 

 

 
恋愛感情。 

・好きな人が同性 

・男性・女性両方が 

 好き 
 

 

   Transgender 
 

 

  

・心と身体の不一致により
悩む。 
・恋愛感情から性転換をし
たいわけではない 
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受診はどこにいけばいいのか？ 

14 

 

 

全国で約４万６千人 

 

未受診者もいることから、数字が上回ると推測 

心療内科 



性的マイノリティーの現状 

•性的マイノリティーのうち約7割が学校でいじめに遭
い、約３割が自殺を考えたことがある。 

 

誹謗中傷な言葉だらけ・・・・ 

「ホモ」 「おかま」 「気持ち悪い」 「異常者」 

  

 

•ゲイ・バイセクシャル男性の自殺未遂リスクは異性愛
者よりも5.9倍高いことが示唆されました。 

（６５％が自殺を考え、１５％が自殺未遂を経験） 
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実際の声。。。 
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・自分らしく生きられない苦しみ 

・どう見られているか不安 

・孤独 

・なりたい自分になれない 

・約７割が自殺を考えたことがあり、 

 そのうち約２割は自殺未遂経験者 

 ２４時間３６５日苦しんでいる 



性同一性障害特例法 
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2003年（平成15年）7月10日 成立 
戸籍上の性別が出生時の身体的性別のま
までは公的な証明書を必要とする社会的局
面において差別や偏見があったが、医学的
知見に基づき診断を行う。家庭裁判所の審
判により、 
 戸籍上の性別の変更が認められる 



渋谷区男女平等及び多様性を 
尊重する社会を推進する条例 
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第１条 男女平等と多様性を尊重する社会の
推進に関して・・・多様な個人を尊重し合う社会
の実現を図ることを目的とする。 

パートナーシップ証明書 

※しかし法的拘束力はない 
渋谷区がＨ２７年１１月５日に発行開始した。 



ＬＧＢＴに対しての偏見 

LGBTを一つの性癖として、見られる傾向にある。 

 

異性愛者＝常識・普通 

 同性愛者＝非常識・異常 

 

人を好きになる事に、性別は関係あるのか？ 

誰が決めたの？ 

社会的なルール？ 
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消防職員にはいない？？ 

皆さんどう思いますか？ 
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本人から話を聞いてきました！ 
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年齢：２８歳 

採用年：平成２０年４月（採用年数：８年） 

※小学校より性別違和感を感じていた。 

 

・保健体育の授業で、女性の体の変化を 

 聞いてはいたが、他人事であった。 



いつ？？ 

体が急激に変わっていく二次成長の時に、 

嫌悪感や性別に違和感を感じ始める。 

 

    ・月経が始まる 

    ・乳房の突出  etc 

 望まない性の特徴により焦る 
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23 

あなたは、どう記載しますか？ 

さて、、 
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普段の生活で・・ 

・制服（スカート） → 下からジャージを履く 

・トイレ       → 多目的トイレの使用 

居場所がなくなる 

生きている意味があるのか。。。 
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本来の性に戻す。 
•長い戦いの始まり。 

•身体的治療が必要。 

 （ホルモン療法・性別適合手術） 

       永久に１ヶ月４０００円の注射が必須 

       性別適合手術には１００万以上 

       の金額がかかる。 

       乳腺、子宮、卵巣も摘出する。 
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平成25年 
 7月26日  Aクリニック 初診 
 8月      性同一性障害と診断 
 12月19日 セカンドオピニオン 
                    Bクリニック 受診 
         ホルモン療法開始 

平成26年 
 5月      消防長及び次長へ 
          カミングアウト  
          現況、今後の意向を伝える 
 8月      C病院 
          性別適合手術を希望のため、 
          転院 



平成26年 
 9月      全職員へカミングアウト 
 11月27日  名の変更完了  
           美栗（みく） → 弥篤（みくと） 
 12月22日   乳房切除術  
          子宮卵巣摘出術 

平成27年 
 1月26日   戸籍変更申し立て 
 1月29日   戸籍変更完了 
          女性 → 男性 
 2月7日    入籍 

28 



組織対応 

協議会対応 

仲間の対応 

本人の意向に沿った組織対応の構築 
・各種事務手続き対応、人員の確保体制の構築。 

講師を招き、性同一性障害の学習会開催 

これまでと変わらない、本人を尊重した対応 
29 



カミングアウトの悩み 

トランスジェンダー（性同一性障害）と自認し
たのは、21歳の時でした。 

周囲へ伝えないといけないと思いたったその
時、感じた事のない恐怖に駆り立てられまし
た。 

 

カミングアウトする事で・・・ 

職場を辞めないといけないのか。 

友人が離れていくのではないか。 

僕という人間を受け入れてくれるのか。 
 30 



今の彼の声は？ 

•カミングアウトするリスクがあったが、協議会のバック
アップや勉強会実施等すぐに実行していただき感謝
している。 

•本来の自分に戻れ、大変すっきりしている。 

•偽りの自分がいないので気持ちが楽になった。 

•もっとこの問題に関心を持ってもらいたい。 

 

•僕たちは精神疾患ではない！！ 
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共通の認識＆改善策の連携 
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本人 

産業医 

総務課
（人事
課） 

消防長 

管理職 

協議会 

全職員 
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 気づくことから始めよう！ 

     目くばり 

      気くばり 

       心くばり 



問題です。 

・□に２画追加して漢字を 
  完成させて下さい。 
例 

田 
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こんな漢字がありました☆ 

田・申・叶・兄・四 
甲・目・只・由・白 
旧・囚などなど。 

35 



知恵の集結！！ 

•仲間がいると知恵が集結し、答えが見つかる
可能性が広がり、問題解決が進む。 

•個人の力の和以上の発見がある。 

•思考の枠が広がる。 

•お互いの理解が進む。 

•１＋１＝２ではなく＝３になるのが仲間の力！ 
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協議会＝仲間 
知恵の集結！ 

知識の共有が迅速！ 
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おわりに・・・ 

・協議会があることにより、LGBT問題を改善す
ることは可能。 

・全国の仲間に、助けを求めれば必ずいい方
向に。 

・今日知り合ったばかりの隣の人は、夜には 

 知り合いから仲間に変わっている。 

 

知り合いで帰らず、仲間になって帰りましょう。 
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ご清聴ありがとうございまし
た。 


