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杜   ⑪値上げ幅続ぃて、所得魏口定

率減税口廃止など負担口重串警嚢鱚サ働酢吟
・

です麒ご1郡鵡島国民曲革薫鞣ij鰊馳鰈ど⑩ようti.

お出組みで動いでいるの鶏L、 実口と黒ろよく

帰 ,ヽ
り
。
ませ≧ ,今回酬薇酪帥醐mについ

1

ていみ義では、こぬ複雑畿税□仕組みと今催=

Q展開警わカヨリやすく:解説移てしЪただきました志
コl:小貯刷嘩:と:税  i
印ヽ最首相は、厳ししヽ財政状況口下に登場し1

②胚営ギ降、l③豊非事業甲渕』減⑩鰤行である。

経賠成長を図るためには、財政の健金イに漁S不

可欠であ:り 、それは続幽口肖岨減に基つて達成

されるとしいう考え方である。Lの連とは、
・
康‐

画削減判実行き:れれは、財政撼健菫 Lゞが達成

動置したままにすることは不可能であり、蜆 ・

曜平成19集積を固造に『税制鼎骰本改革∫

漁倅 ぬられ輸こと力S確認されていると亀ぅと
.

峰 県在の政治状況の中でも税封改革問題の「

発行き|ま不鬱中である:   1'
El親祠 革ぬ罐 ‐ ._|。 ●

・
:1田

l .f・詭 甲抜本改革J論議⑩背景lこはt日本

に精ける財政ぬ危枷的状況滴まぬるぃ平成8年 ・ ギ

:重T臨 暉  疵 [
雫したものあ、増加十ぅ■方暉綸出費には逮 鰤
く及ばない。ちなみにこ平成19年度ω■般.・ ・

・・

合計税収び層臨3兆中であるPに対して一般会て
・
描

劃

"i出

総頓は32,9劉瞳円、―なんと鋤JL円はど 、
も不足しているのである(図 1).このように
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付税 15兆、残り麗 兆が教育、防衛、公共事

業な
:ギ呼当戸ら枠

・
言いう1集に目が言纂申1

25°/。が借金の支払に当てられているのであ

る。M不 足を補うために艤 替し走
:そ辟惜ギ

金を担うためにまた惟 をするという趙 環

を断ち切るためには、税制峨 もつと言え

ば、鱚 が剣 となつてし`る 颯嘲歌を切り

詰め〔歳出を鵬 す努力に|ま限界がある).

さらに、こうした赤割 は、金利政策を

も左右している。個銀峨閻 政策に対b、

金利の引き上げが盪 となつている。ヒカLし、

金利を目|き 上|ずると、国債の利子も自動的に

上昇することになり、それだけrll払し、が隧え、

ひいては潅出額が増えることになる。つまり、

低金利政策によつて、国切 に占める矛Щ払

い負担を何とか低く抑えているのである。

Ⅲ 税制改革 (増税》の中身

① 日本の法人場 は現在約 範°
/oであるが、

｀

経済界は日本仕業の国際競争率を高める

には、法人魂を減瀧すべきだと主張して

いる。

② 消費税|ま どう力ゝ 家計調査によると、 1

世帯蹴 りの平均消費税負担ま幕聞 馴閲

万円で、平均所得⑪低い世帯ほど家計負

担が重くなる。消費税率の目|き 上鯰 議
`

、識されているが、定率課税ではなく、生

活必需品は翔 税あるいは低率にするな

どの工夫が必要である。

③ 給与所得者の話控際の減額もしくは廃止

で、たとえ1澳瓢牌書控際を廃止した暢合、

隼収 5⑩O万円爾世帯で同 °
/。 くらいの増

税になる。              ト

④ 金用 ま、現在定率課税になってし,ヽる

ので、fll子所得の多い人には有れな世紀

みになつている。

⑤ 平成 11年には所得税の最図税率を 610°/o

から500/0に弓|き 下げ、さらに平成 18年

度に|ま定率減続が廃止された6

⑤ 平成 17年の政府税調小委員会中間報告 `

|ま:FサラリTマン増税J(給与所得基礎

控除、生命保険控際、配偶者控除などの

見直し)を取り上げたが、この路線が現

定のもあ塵ならてぃる: il il.:i:1・
lii。|:1

11i11オツ言ヤ■R事宅貯言ずンP弊事⑪髪⑮lttli。

より、、税のフラットイヒが一つの流れになつて
∵葛くるかも

・
こ1の意味す暮Li旨ちは『1会持ち優遇」

である。日本の統制改革の方向もこの流れに

沿つている.             1
Ⅳ 税蜃改革in切囲         1
① 税め問帥 会僻鋼詢齋酬題だといつて

。

も過言ではないι現在国家歳出のユ分⑮

lを占めている社会保麒費負担をどの

ように靡 立てていく力mで あ踵。

鋼 鵬調爵|ま黎 隕 lよ力L、 国珊論b亀

投入されており、たとえば国民墨礎年金

の財淵負担は現在D3分 の1から2分中

の1までの31き 上げが議論されている。

標は未加入者やホ納者などが今後も増

加することが予想され、躙 担はさら

に鰺えてぃくことを考えると、これをす

べて目的税イLに してしまうのも一つの

方法である。

② 日本の税制度は、人口が増加し続げるこ

とを前提に組募立てられたシステムで

ある:'しかし、今、人口は減少に転じて

いる。人口減を前援にしたシステムヘの

変更が急務である。

③ 経済④グローバナhJlしの潅展は、これまで

の国家が資本をコントロールするとい

う考え方を無効にした。資本は国家の枠 =

を超え、富を求めて、口由に屁 を進る

ようになつた。資本⑮移動を前提:こ した

とき、口嘔熟D則睡貯岬税肺硼懃D肩醍襲築カミ大 ‐

きな課題となる.     :_
村松講師は、予算配分にしても、また願

担においてもパランスが大事だと強調されま

した。特定暉業昇や団体に311な税制ミある

いは給与雌 のようなれ しやすい層が増

税のターゲットになるのはゝ国民のは 意欲

を喪失させてしまうでしょう。ヒぱしば、税

制度は、『透明性、公平性、単純性』の3つの

円 にようで運営されるのが望ましいと言わ

れますが、日本ぬ現行制度lまこあ原Ellか らか

な慟かlナ醗れているように思います。

壷3-



鶴団敦子さん (塑心女子大学教授)・ による

9月定例金、曙藪晰佛鐸熙聯ドシャングとは何・:

か義教育再生会議の動向自踏まネ軒 ]は、

露 ⑪    事
・
ントロァ詩鶴動向批判と、

あるべき家庭科教育l遺かける講師□情熱に触

れた貴重な時間となもたと日Dol以下、そ峨

内容を記な憮に書き留めて籍きたし亀

コ憲膳科教育峯口噛撃

昴女      書への攻撃ボ始まつた

めば鰤Do・年揚 でt° コ曲態銅度〔唾蠍鱚剛牌

書ij為中瑾鷹搬雹摯讐繕 戯鍵:ぬ傲 L卸
人ギLにふれる尋とに易 になりtその中に
は鶴田さ|ん峨も⑩も含まれてし

」ヽ
た◎in8年、不

吾雰開によ蜘4,事節]菅格したが、
こ:こなら攻撃が始ま唖、自年も山磐えり子、

T国会で問題にし準町即呻年Ъ

高橋史郎ゃノL本秀次両民を中j野曝、家族0性 e

'「
性

′
・ジエンダ‐・J出

猾鰹割分蓉などを焦点

ぼした     撃論ギプデずア眸登場すヽ

るようになる。以後、バックラッシ曇派へ配

慮した教科姜漑庭が行ねれるようになった:

だとえば
'躙

躙拝鷹中   割曇無|する

横定意見直従来通りも1家族□濃軋な普通的に

書くようにということだ薔|たが、それを断定

的に延霙くように求めいォЪゝ下離船峰もいて書|く
`ヽ

ことは不可層おるた息雫■人親家庭青もかけが

わのなしヽお鐵事が'を述べた子ども⑩文章は肖Ui

除された:1山醐年瞳ぬ讚 い
1鮨

餘昴懸』教

科書
‐
胞 慮はほぼ韮遣していることと

゛
しせ次

のようなことざねる。
Fジ生ング冒Jぬ用語は残つたか Fゝジェシ

ダよにしばられないュなどジ■シターιジJル

ー⑪概愈ぬ餡際、「性行動Jと いう用語ゃ「量
｀
1虐よム」

‐
ぬ集麓量饉

:中
yli炒⑩関係を示す表

は縁|く なりむ性的自立についてめ記述も簡略

イヒ《畷瞳肇』という用語‖よ削除酬詢ヅ勤¬輸『レ

イ‐プЪも無くなる)も 血Vも 鵬膿蒙攣路も内容漁電

機退(Fセクハラ』も人権侵春であるという迪

述は釧除、リプログタテオブ0‐ルス/ライ

ツも「世界的に合意されたIや「女性の自己

決定権』寺あるという
・
表現が順正された。「家

族』にらいては、家族の多様ギL⑪文言と内容
・

の後鳳 夫婦馴姓田修正:・離謄ぬ破綻主義に

ついては質J除:『子どもを直まなbl夫婦Jとい

ぶ蜻:謳繁⑮臓 輩
れているLつまり 10年前瀞ら歩予高齢イLヘ

の対応で回帰れて応`畳ことかわ力Lる。

19鰯年⑪『期待される人間面  (文部省中

央教育審議会答申》、68年『家庭生潤閻題審

識 讐申』、圏 年『臨     第二階

申』錮:年『申扮 申』など暉流わからは、

日皐励瞳諏弄轄薇警教育峰弱い関心を思し資λ

しよう1と レてき手尋と力書わつコゃ:自 :し鋤8塑麹 |

社会費つくり上げるには,社会⑮基事単位で

ある家族ムの動きかけが必国であ蜘もそれは

しばしは家庭科教育を通.してなされた短声G赫

る。 1   ′ i l

□第二次基本計画をどう諄るか

圏⑩⑩轟察の男女期国参画基本方針能三数計

画ロジ土シダ■の用ド については、次の

4点から⑪批判が展開されたなl⑫パックラッ

シュ脈ぬデや及び歪曲力Stそ Qままジェンダ

■・フリーを進めるyllに両社して昨ヽるか囀よ,

うなすり替えが行ねれている凝到膨龍岬Lはゝ

そのままで全て『善Jでめるという商提に立

Pており、FM尾ギ毒中獨b書持ち出すことで、

握飩邸珂Lぬ見直しを却じなしょぅことになる
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というは極 、

③家族の伝統を否定しないと解釈さ、れる文章:

は、性別役割分業家族を美イヒし、多様な家族・

を否定的にと幅えることに通膨る甚鮨 き過

ぎ走性教育と,い うl文重によって、性教育の理

眈 および実践をけん市』することになる志

⑤「男女混憎ρ誨辟向 から派生して、休ヵを

読うので|まなく、月女がともにスポーツ文化

を体得していくという、男女共痔載準隋摯駐方

向が機副壁ケること期 個餘魏

『男女平等を推進する教育・学習についてめ

施策の基本方向」の箇所で、第 1次基本計画

になかった 隕 生活の大切さ」が鸞箇爾加

わる.ただこれのみでは家庭生活の現実を導

ずt家庭生活を規範的に教えることになる.

リプロダクティプ・ヘルス/ライツは定義の
みで施策の申にはない聰基本計画は少子化対

策として「産む性』を動 した内容になって

おり、またゝ教育再生会議⑮路線都 |いたと

もいえる.

日蒙瞳 育重視と多庭狙鰹請¶劇凰言
′

210●S年 12月 に成鹸 交付した改訂教育基

本法は第6条においで場 を重んじる人間像

を求め、第 10条『家庭教育』を設け、家庭

教育の責任を説いている。さ聰に聞田7年⑮

教育再生会議の知 次、第二次報告において、

藩鰭赫ぎ調順馴敵疸議壽魏き隋 罐疇翔畔イヒ》、家庭

教育のれ を重視している.食育について

は、食生活の問題♂ 費者に負わせるもぬで

ある.2Q幅 年に予定されている学習指銹
の政訂は、教育再生会識⑪結論を待もている

りは議である。謝贖褻職卍担姿舗難と同じく雲評書内閣
の肝いりで発足し挺『子どもと家族を応援す

る日本」重点戦略検討会議の細書は、0多産社

会に向けての提言であ
・
り 鰺産社会=善とい

う前提)・ 螂憧U獅劇晶⑮雌 でありごライフス

タイルぬ品Jり
'込

みも皐られる。シァクライ

フ 0バランスに関してlまも企業のれかせ方に

ふれてぃないなどの問題があるこ

国家族 (絶対)主義の背景41竃 11・ Li゛ 1ll il∵

・ 鴨曇夢財颯重朧 i瞥夏£
iず 邊はI代‐日本に濃いtt例外で|まないJ『家庭
1.内で穏和に規律化された「家庭』はナショナ

リズムぬ麺盤になる」
｀
鰹錮れこれが家族|まい

いもので家醸めために死由に転悔しうる)。 小
｀
山静子―『戸封 度が導入されることによっ

て、熱 は国家によつて基礎単位として靡

されるLと になったのであるJo FIJ谷信義―
F輔蜘 度、教育制度、社会保障制度あ発展

は、,難ぬ内部麟 にも国家が動 的に野λ

していくことを意肺 る。家族lま決bで自然

的な集同ではなし竜 輪ど、論者の家族研究に

よる見解を紹介されながら、家族が厖家政策

を侵選させる支配翠位であり:「臓識錮尊『国』
との接合により天皇・肉家に対する民衆⑮忠
識を動員・正価イLする、その時の媒介が『学

校」であるJ鶴国)と述べられた。.ヽ

また、人権教育イコ■ル社会的蠅者をいた

わることではなく、性の重蝦 多様な生き

方仕閂諄あること力ま八謝野でも場ると述べられたb

◇ ◆|◇

0◇ ◇

講師⑪ご存間である蒙闊科教育に対する攻:

撃、それと、ここ数年の教育と少子イヒ対策を:

めぐる国の動向とのは郵系、釧 氣れわ規範

イに:,L徳イにに重点が遣かれてぃる現状などに

っし資印駆酌醐鞘識であった。また、男女雛

れ が内容些富でヽさまざまな関器論細ら生

きることを考えさせる教科に変イヒしたが、そ

れが現実や事実を対して:恣意的に変えられ

ていくことにっいても、改めてmを 採める

ことができた途訂酪らもた

参考文献 :

牟国和恵『戦略として0釧 獅曜社

酉∫|1裕子層蹴 国家と家旗モカ飩.割 ll弘文館

小山静子 隕 Q生成と女性剣動が回 勁草書房

利舗 義 隋謝尋と国饉』筑摩覇
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1`民間事業曽と画誂同制釉によ輪匡綱

i東薫都国黒匡は毎東京ぬ画南部|こ位置する・

人口25万人強中国治体である。区は月3回匡

報警発行しt匡民争の広報テ遵絡等を行わている.

‐今年鱈007』靭:7:月 L脇 固に配布姜れた国報

鵬。1575]は、民間情靱紙と口非同輌作によ

る毬口であった。:驚いて調ギると、羹7ぺ■

ジのうち3ページがサンケイリピング新聞社

の企画 O制器による『逼ども0子育てJ特集
ぺ〒ジでわつ帰 1面には卜畢下のキヨ鞍噺
岬書きがあうたNE底により親しまれる紙両
とすうた中t尋間事業者の標点や斃得を壁む
した共同洒作とする[特年度は『子ども0子

青七』『嵩齢夕Jをテーキ遷:し■特藁けを乞

回発行するJとき
湮.美薗制作ぬ闘鰤点    f
関襦者蔽言で1亀二起面ような共同制作はこ

費用は事業者持St更に応皆料が入り開政面

で大いに動力〕ると口逗と
′
であ嘔。|ヒかし、区

親という区民金て臓行者艘る情愧紙ぬ企画諭』

作をR闘撃業者にま諏錐 る追とはt大きな闘

題顧ねるとさら|こ 各ゝぺ‐ジに入ってしヽる広
‐音を区Kは強肉的に見せ幅都駒ことにな輸。

ま占|に展清:も ここ・に極まるという置とであるう。

l、証事を見る遊、記夢内容、1写真ヽ
1イ テスト

等は母と子⑮姿ば鵬験でおうごi区の子育て車

援施設に関する子ども嘆策轟晨⑮談語は、F育

児|こ岬むお母姜ルのた.め⑮卜 :ゝと お骨働金ζ

惇として、細面からは“子育ては母親⑪役割習

という固定的な性別分担意識が強く感曝ら都
る。

S憲 曽情蠅理機関‐貯 ンブーズ》へ⑪訴えと

画書

こ隋 l僧it l面 ら減i11こ 『日藝姜彗曲 iξ尊節S平等
に暴筒曇け る機 部|く |り 条例Jの連費に反
Lモrtg。 筆者は1旱速蕎情処凩織N(潤黒

騎圃報自動ぐ哺て‐

区男女平等 .0共同参画オンデ‐ズ抵以下オン

プ基功 にそ峨旨⑮申b立でき赫こなつた。

約 1月 後に属いたオンプーズからの回答|ま、

「(当該ベージは)男女共同参両社会弓くりの。

理念にそぐわない表辟 見られるJと しも『区

長島でに是正の勧普及び意見中表明を行つた:

昇女共同参画⑮理念に沿嘔た施節面実行とそヽ

の権めの職場研修の実施を要肇した』とあつた。
′・

サ・ 条例と:芦備辺理雄薗働存在意轟

この医報に関しては¬多くの書情や要望が

区長や勿 あてに需せ聰れたという。しか
´

し、それ幅⑪多くは、弩鵡辣諄く、聞き置く』
とカラだけでゃ類止蜘願見され手とPこ≒0

そのような申で、オンプーズからの是正働告

と意貯 咀白ナは1対応せぎる|を得ないとい

うことになつたようだしまだ費心世ず、今後

の国⑮対応を注意深く見守もでゆく躁要があ

るめはもちるん膏詰
'3鵬

::'      Ii
l甲民活"というかけ声ぬ下で、今後この種

′

の事柄は多くなるであるう。予算繭宥勘活用

などと言つている間にξいつ輻 わた視点 '

中発想滑こ慣らされ、しlつ漁壊 た道をたどるこ1・

とにもな場かれな時ゝ・今まさ嗜市民カギ問わ

れている。口市民□欄極的な意思表示やメディ

ア 0リ テランいがますまヤ儀 となる。苦情‐

処理職囮を行政に市風印意口を伝ネる手段と
し:て占いに活用したし亀l令固甲事例1よ、昨Fll.

と轟側に沿つて制殷占拠亀讐情処蜀機関の意

義者強いて認識させて,く
―れた。金blJは、使い

方次第で|ま黄門檬⑮印籠⑮役割を具たすこと

ができる。骨聾でt苦情熾鐸鵡関塔闘店体業
という語を聞くが、残念な通とであ雹◎

鷹能蛉曹:竜踪眈鍼蟄電ξ。
いるような、行政全炸其峨蓄情申し立てがで

きる著情処m幅蘭o設置を堅みたい日

-6-



石□彙腫子

10

4部力Lらなるこ暉本の徹 にそって、マリ
ー・テモの分析痺彼女が提起する問題を紹介

しながら、私も考えを進めて行きたし、
14回

(予定)の連載の第一回日は、肌 が生まれ

た背景、肌 の組織、特徴を紹介する。

11ヨーロッパ女性ロピー団□L誕生働背景
ヽ ヨーロッパは、撮緻旧標を連邦国家の建設

としながらも、まずは経畢鞘麟朧合を進めるこ

とにより少しずつ読合が実現されてきた。今
では 団 域内に暮亀す人々の間で麓 しつつ

|ある欧州布民の概念もまた、欧州連合の前身

ともいえる期 経済共同体蹴 が1959年
にスタートして以廉時間をかけて育まれて来

たも口である.・ だかし当初は、ヽヨーロッパめ

女性たちが運帯
.し
ヨ轟自ジパ・レベルで運動

を展開するなど思いもよらないことだった。
′
実際、1960軸 にアメリカで始まり童

―ロッパ諸国や日本べ広洒言うた女性解散運動
は国単位で展開された運動だった。リプロダ
クティプ 0ラィッのょう:な新たな催利を得る
たぬに闊嘔ていた通の時代のコーロッパ各国
のフェミニストたちにとってもt面 はまだ

遠い存在だった6         ~'
何が国境を越えて女性たちを副ぃiO結成に

向かわせたのだ鋤 力ゝ 寺リー =ラモは三ち

峨要素を挙げる。まずローマ条約響『110条、

第2にフェミ■ストことくに7三モクラット
と呼ぽれるフェミニスト贈 僚のィ

・三シァ

ティプ、第3に欧州委員会申存在である。順

番に見て行こう。

219自 ャ年にテラジス)ドィッ、イタリア、メレク
センプルク3国で締結されたれ 起れにより欧
州経済共同体力鼠SIl識された。

〇

ジェング〒雫等欧鑽と『ヨ7.ロッ∫ゞ童惟画|ビ甲剛

欧州連合酬 |ま、女性の人権の確立やジェン

ダー平等政策の面でt加盟諸国をリー ドする

存在である。それlま 「欧』1回は加盟各国よりも

フェミニス トだ」というジュヌピエープ・フ

レス (フランスの量刊蝠肇許昔で、1999年か幅

20m年までヨーロッパ議会!議員としてジェ

ンダー平等政策を推進)の言葉によく示され

ている。国帥年11政側のジ手ンダー平等政簾

や女性の場 」の鱗護:0確立のために欧州譜機

関に働きかけることを目的とした『ヨーロッ
パ女性ロピー団 酬咽 が設立された。加盟譜

国内や欧州域内で活動する4千以上④女性団

体を東ねた大規模な組織である.

女性たちによる剛向けのロピ4活動|ま、今

まであま慟研究⑪対象とされなかったがt最
近『 ヨァロシパ女性ロピー団体ニヨーロジパ

の体制内フェミニズム』という本がフラシス

で出版された。著者はフランスの着手女性研

究者、マリー・ラモである。関係者争のイン

タピューから得た情柵に加え政治学ゃ社会学
の理論を用いて、こ⑮女性ロピー団体をさま

ざまな側面から分析した大変興味深い本であ

る。酬Lの活動理念を薄Lな りめ郊分で共有し

ているように見える嵐ヒ京脚帽ぬ今後のあり方

や活動になんらかの参考になることを期待し

ながら:この本を手懸かりにして、ロピー括

勤め可能性やそれが提起するいくつか⑮閾題

を考えることが、本稿⑮目的である。

1発
足当初lま諮問的役割しかもたなかったが、直接

選挙が導入された19179年以後少しずも立浩権
限が強fヒ され、現在lム カΠ盟国ω闊僚か亀なる欧
州1閻僚理事会とともに共同立臨 醐⑮そい他め
機関として|まt最高意思決定機関である加鵬 国
の首脳からなる欧州理事会、行政執行機関め欧J劇

委員会がある。

-7-



_曽―マ条約⑪申で唯二昴女平等に触れてしヽ
る第119業がな浦|つたなしば、そ口碑甲尋。
こロッパの男女平等政策0推進はありえなわ・

T需袂櫻[鱚嘔麒二詢拶炉ヽ
顆『八寓竃1型膠馨辟躙
y璽轟

'358貴

冬飩lt鰊

野濾渤巡]貯麒8亦 :´響鰈賦
鱚父啄⑧瞑ヅ颯贔蠅又藝
[辟灘靱莉魃弥冒

:贔

章靡電:冨嵩IR欠
守電巫仁」  R饂悩
菖l  趾諄菖褥翼
蜃八骰黎隧木卜饒盪平
MP平:     琲亀
量鱚冨藁褻鰺饒鰤鯰聰明

浴醸贈  r.
磋 藉馨   〇
予鸞毀澳巡趾‐饒熙疇横亀
.謝里鱚晰際鱚躊γ.

年のロンドン雪訂ンポジウムに1まP力国盟諸国.

375年□同■価値労働に対す輪男女同■賃坐原′

nlI指令ヽ76年峨趙職111職蝙載膚□|:労働条件にお
ける勇女均筈特置に関する結合、鸞□1年峨社会爆
障におlする国      詢     岬目的
を    義務涵菖あ5かも        は各国
に任せ

'ら

れで応Ъる書      ■    i

8Б女弔輻]雫嚇:摯Hq坤〕回レ亀蜘鶉̀
IM鼈篭籠瘍書lai置膨驚ξ言恣勇[聾予響『奮デ

。星以巫蝙懃綺雉曰翡F「

亀ξ睦眩鵞曇警藝]こ量鳳[鳳囮冬鶉冒黛,1
州魃@馴隷話墨Ⅲ雲
由鶉量饉滉 磋吼趾撃饒

:｀こ鑢胚腋鯰璽N猷零鼈尋W｀
働焉揮鏃巫藉馘八籠議胆
馨濶輩忘鼈冨鱚ぽ
讐褻
潮沐ヴ鶉鱚頸L蒻蟄鋼

・

冬黎翡も%』
理也警誓[奪∫警夕

く両方を代歳する抱団体:

2眺 とIまどんな組織な⑩か

魏 lム 膿溝としては最高決定憮関でわるヽ

絶会%任期 2年口・32人口理事部幅なる理事
″

会こ理事会で選出さ.れた回L化表、9副織表、

合計麟褥彰す.る執行委員会、事務同長と8人

のメンポ冒かる成る事務局⑩構成なる。肌

は́ 凋囲 を越えるヨーロッパ⑮女性団体を東

れた組織で1■量は二会員、:雉賛会員¬個人

賛国会員ξ団体贅国会民の奥つ⑪カテゴリL

慟J剣霞員会はEll ⑩行    であり鶴かつ立法
機関⑩欧州関僚理事会と酸誹N議会に対b法案魯提 |

出す轟権限を執占してし:ヽ暮節菫:選挙⑪澁申Lを受lす
.

ず、:加盟各国力ま任命した直7人口委員識コ甦構成さ
れ蜀百   ‐     .`
5mの正会晨、プランス・コ守ディネ〒ショ・ン代
表⑩馨ルニスこ̀ドュぶワ⑪証言     :

―鍮■         ｀

一
〇



（∪

に分かれる。正会員だけが絶会への参加資格

と議決権をのち、酬止蒻 開選出に際し候補

者を篠立でき、EWBの政策や方針や優先事長
｀
ニ

の決定に関わり、酬Lの活動全順にわたり参

与できる。Lヽ さらに趙 :めMに もぃては、常

時、情mを 受けると同時に意見を求めら

れる。正会員は、加盟各国内の複数⑪女性団

体を熱 、国内で皿 としての法人資格を得

たナショナル・コーディネーションと呼ばれ

る組織と、畑嶋請譜匡孵疑少なくとも半毯畑翼捜

国で幡動を晨闘する女性Ⅲ神の二種の団体に

限られる。M懸 とほての法人資格を正会員に

求めるのは、院 が、いわゅる体制内フェ亀

ニズムの立場をとり、信頼関係者墨本に国、

剛 の二つのレがルで有効に働きかけよう走

しているからであるもまた民主的で透明な組

織の運営、女性alj徹底条約や到ヒ京行動綱領

に賛同し、本響鎮瑚野呻朝銹護と確立のために

行動する団体でな|すれはならなし電同様のこ

とが、ナショナル・コーディネ‐ションに参
加するカロ盟各国内で活動する女性団体にも求

められている意あらゆるタイプの女性たちの

視点や利害や希Rを代弁できるように、ナシ

ョナル 0コーディネーションは国内で活動す

るこうした条件を満た十ナベモぬ蛾 団体に

開かれている。プランスのナショヤル・コニ

7~イ ネ~ションをrlJに とれば、参加 75団体

に|ま、女性カ トリック雛 団体、コルシカ島
図1        ′

写乖 軍31吉皇瘍 鰤 再 蓼  髯∵

同開ギ闘馳 a平和・統下峨ための女性ババイ

数回なども讐まれ、欧州委員会が財政支援の

最近りに求めた女性民意の反映の要請に応え

ようとしていることが分かる。

&週胴睡曇垣酢華囮叩颯らされたネットワTク

MLには現在24⑮ナシ由ナル 0迦―ディ

ネ守ションとヨーロッパ規模で活動する12,2

の N圏 が聾鋤固しているが、mと 通ぅした固

体との間だけでなく、団Lのロピー活動のパ

ートナーと言えるは酬1議会の女性の権利委員 ・

会や政動lh員会第五総周機会的拿鞣等も加わ

つた、情報とロピT活動のネットワァク (図

1)が域内り に振ゆ巡らされだいる。1。 で

見たように、馴Lは、回 という、国とはまつ

たく異なる政策プロセスに着日したフエモク

ラットたちによる数年を費やした戦略的構想

から生まれたQ欧州規模の女性ロピー団体の_

必要性を理解したは側委員会の要請に応え、

民主主義と多様な女性の代表の二つを凛刷に

f据えためだがら、血 逸雹こうしたネットウー

ク型組織として発展して,き たのは蝶 的なこ

とだつた。

渉群誅π神ま剛叱⊂瑚茜浴鱗句増諏囲譜機関との関

係、とりわけ欧州季員会ど:の性存関係か提起ヽ

するi問題を見るL :i`ぼ
i:     =

tl      ,li・ ′

① 貪 購
麗囲・徹畿問□Ъ 儲 Oメディ獅

事ショ∴?婁覇嚢籠  寛子ll

ション旧鶴mす
(鵬 L山貯助 繭 由鱈F-3D3m獅 菫 鋳 面 閂 麟 中鼈 l爛殴 罐 り鮮 湾 鰤 岬

―動中



津幽市は同山県県瑚L中人目 11万余り⑮市

ですL特に今年度は、税洒鏃薫⑩税鰊穆譲や

地方愛付税⑮滅械がありt.行財政改革で威幽

を抑えたりt基霙⑩取り崩機などで対応せ・ぎ

る堪劃隔目鰭く。なもて郭レ嘘羹九 :まらづくり。も大変

でギ全国チ三電ンロ大渕店進幽麒続いてb電る

あ瑾蟄鮨器1葬試
月m     tt岡 山県Di:動 に対しt

市を直o6範 と1人]こ

li雇
用かない厳しぃ嚢

況■ 「褥 をか曝がはと感暖ていま九 そ

ぬ中で1「手育て支援』に嘔いて昨国中予算付

贔牢財R3運i不景事は5.
'所

了讐骨「馨]ポgユ
Fテ

]Tbれ
‐

1)11ファミリ■占寸雌1与∫F中稗響T専姜
型帥、鰤ユ1).年から津幽昴女共同参画セン

ター『さん 0さん』に併設されて開始された
'事業でゃ蝙 会員攘 、轟なども開催して、

鋼在申舎員は約:即0人になつでしヽますti l

2》『津山市第曇次総含計画』⑪oMで支援

と      責岬尋』

可 |』   
〕

前N8年間ぬ事準と♭て、育児相談竜講渕会:‐ 1

公民館や聖き店軋磐利用した親子⑪つどしや中

鰺

“

饉【盟曇冬[胚なメざ
げ己嘩 ll等れま鰊中   l¶岬

億4千万魅公立と市立が燿権する保青mと幼

稚園を就学前の教育としてどうはめていく,議

:剛輻圃鵬幽憂1最蝠 1節子

という濾 始まうで昨唆すが、囁ができる

ことに民にょというかけ声で宏mに経費節減
'

巻理由にした民問委語はずべきでないと考え

ていま九

3)『子ども課』誕生           :
帥D7年 4月からI躙 祉藝謝訴lこ、子

・

育て支援慄 0爆青係亀爆育所 心児童館を担当

する『子ども課』湯毬巻きました6日飽は:手、

ども支援を、縦割りか巳横断的な取り紙庫に
'変えていくことだと言いますが、名称変更が

どのような実体をもくもていく申か、そ⑮成 |

果はまだこれから醜

鍵祓兌誓  為
として特別に,予算をQわする事葉カミあります.

2)⑩鼎渕保育事崇⑩申に、「鶉児 e購後児保

育 (画.園畢胸 件bで 40昼
7曇 万円口予算p葛つい

,

てい|ま亀

5)地域|(津山市、倉歎市も真庭市)で、イ

ベント報覇嵯亜罫増謝瓢距旦  ｀1    ｀

9月 力〕し、子育て応援イfくツト「ねぎゃつ

と21血堕 〇〇』iと しヽうイ♂くントが、開かれ

ていますを主催は『向山具、①□市、△△新

闊律舎事業国t△4新躙 ど   雹1時

ぐくみ国山実行恣勒会』6:内藝は、、絶駈園児の

l.演技、キャラクタ∵ショーЪバルーンショ〒、

F親子で生犬郎J「おぎゃつと運動会Jな どの

I競技■身長怖重測定、躊 談、小児科区の

健康コごナ■など、金業や医師金なども巻き

込んだ行事で九 f商業ピルに子ども⑮遊び場

を意図的に設置する事業も行鰤 ていま九

烙嵩≧驀具ボ11盪話墨庶,

に踏ねるぬでなく、壼難して子育てできる日

常的な支援をも育ててい蜀人走tと ともに考

「:1暴彎尋:学コl褻票率ヽ11 .: ‐

-10-
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“一人ひとり響きあって いま そして未

来へ"をテーマに、1● 月 19日 (16の分科会

と交流会)、 艶 日 (2会場での鍵 )め 2

日間,運べ 7,田99人が参加して標記会議が聞

催され減乳 被爆都市広%での開催であること

から平和をテこマにしたシゴ ジウムやワー

クショップが絶まれ、精 から未来へ向けた

発信が行われた。また、聞 日朝は難 員会

の卿 かけに応じ、まЮ人が平和公園慰霊碑

澁 1運動し口した。

◆彙国暴行事件と広島県知事挨拶

そんな折、鋤 日の中国国新聞朝Tlj一面トッ

プに、岩国基地所属□米兵4人が広島市内で

19蔵の難 に集団暴行した事件が報じられ

た。この日の難 挨機に立つた広島県知事

は、冒頭『朝の3時ごろまで、座り場でうろ

うろしている未成年もどうかと思うが、米兵

による偉行事件が起きました忘誠に%で あ

り、強く抗議したいJIと述べた。馨|き続き行

われた全体舎シンポリウムで晰 きれた酬

用紙に、知事の発言の論 を闘いただす圏間

があり、コーディネ冒タドは 暗躍置に耐 る自

助努力を述べたのだろうJと代弁した。知事

はその後の取材に対し「真意は、犯罪に遭わ

ないリスク管理について言般m走 して言及し

ようとしたJと説明したことが中躊 聞に報

道された。男女共同参画を鍋題目としか捉え

ていない人%の 希薄なトップの姿を見た

ようであつた.この集団暴行事件に対し、女
JIL会議は「平和と女性の人権を踏みに膨.る こ

とは決して許されることではない」。と緊急ア

ピールを採択した。何らかの態度表明を求め

る女性達の申し入れど実行委員会の「響きあ
い」が、1つの許しがたい事件に対.して行われた。

◆ 説得力のあつた判 会 卜‐ク む

116の分科会のうちЪ私は「女性と政治参

画』シンポジウムに参加した。備 国国会議
`員のり・ユンスクさん、文京学院大学価 の

□申 綱詈

山下泰子さん、尾崎市長の白井文さんの3人
,

の トークであつた.白井さんは自らの選挙を

振り返り、市民との連帯が成功に結びりいた

ことを財 れよく語った6り さんは翌日の金

体会シンポジウムでのパネリストでもあり、

露つのシンポジウムを通して、剣 造改正

などの女性運動には5つのFG』 (助    、

輸      、m    、嚇 醐 、

口強動酬躍調唱凱朧腕鏑向)をもつて活動してき

たことを陶 された。輯国ではこれまで1曰

本の事例を3‖ :き合いに出すと国は反応して動

いたが、現在の日本Iiお手本とする先進事例

がなくなってきたことを鼈 し、日本の銚

がアジアにおけるイニシアティプを取るよう:

エールを送られた。会場と,の意見Kは心く
♂

一方通行のまま、Fク オータニれの導入』、『選

挙制鵬鱚曖動 が麟 され終了した。

● 佳業の掲げるダギパーシティ墨戦略
2日⑭全体会『男女共同参画を超えてJの

パネ
・
リストには、女性の能力活用に積糧的と

いわれる自動車会社圏女性課長が相かれてい

た.蠅 ⑮キヤリア開発支援や仕事と難 爾

両立支援の融組みは伝わってきたがti労働力し

としてめ女性⑮能力活日でありtt新 しい働き

方を構築するた中県薫援には隕え輸静った.1

経営蒻路としてダイパーシティー (翻
を重視し、男女④性別を多様性的1つ掲lずて

おり、F男女の違いを科学的に検識しようJと

いうプログ1ラ ムづ課長を対象としたダイパー

シティ¬研修に含まれていた。男 0女の区別

が多様性?多様性こそ性別に国われないこと

ではないか?この男女性別特性話に基弓いた

社内l靱略にi堀間を感じt酬みを提出し道
が取柳上げてもらえなかつた。

□鵬4年から各都市の持ち回り
・
で開催され

ている官民協Mの日本女性翁識こ広島は行政

主導電はなや市民主悴噸蜃曽で行赫れたも来

年は富山市で開催される。     /:  :

… ll…



靱
味 に関する省庁甲ピイングの礼 がやってきました。今年もまた噸 と同様に

局t厚生労働省、文部科鞘 など⑪いくつかの3庁に続つてロピイングを行いま

九

黎 E
ロピイング⑩日程l■・11月 ぬ最緩⑪週暉二日間を予定しています。全員⑩皆儘も量非ご参加

くださbb日程が決まり次第尋:聘員肌でR縮 しま=九 :会員肌に置儡き杞て態ヽきじヽ方は、 1

1月中旬以降にご,以下m連絡霙ま|で澗聞い合わせくださしゝ 日程中参れ方法等をお知脳せbま

騨 O147卸7-7醐 .1.:
臨 Q肝馬81硼

■1与鼻骨甲繭容奪染事卜、.興当者神b示され

な来年中糞国シ摯ずにかねる格事業 鰯昭項参
)照),を横識鶴ま,毎鵡 11■    1:
t01耐 :蔵鐘讃藁轟臆

112月 ち
《月〕・午後は3Qよ

り嘲[漑]鵬'中皓Mで開きま九 I      L

申国剛葬襲          宅げ中摯

冦雉壁疱墓ξプ靡ポ羹八
催しまち 塵褥担

'ラ

墓■かと蜘鼠勒置を認

識するヵ:翁行する力を重層身l=付 lナ、政府l

量電軍詈‐暑露量曇詈閻辟量尋][習予[[曇
甲各岬撃禦隼饒昇l晏 参ヽ型P臀呼邸で`け瞥市民

1議員造⑪情靱:1事見薫換の場にもbたいと
M彎 lますЪf地厠⑩士性魃靱グル■プ暉7,イ1■

ルドふタデ錆も予定していま九
日れま、岬 隼。喘□島・幅唯帥c拍雪雌計

日、会場は「もり.話が並性セiンタ■Jそい他

を予定していまち

1導 鷺 繁

呻   蹂 野も手]貝嘩ゃ軍月酪 ず
もね話しいただレP          II′
磁鼎|1臨轟議瞳開盛幽蹄砂らi順、

置)よ そ⑮化を予定していま九    、ヽ
紅華田美bbЪ季節でもおり、研究会終了後

⑩3個 置に、細顧翻憾つり■リア車という条

しい討直もあ町まち   ヽ

今後も随時 に羮り研莞会inも りねか』につ

いてめ情報を寺シ換リニで
｀
ご案内しま丸

『寺ン轟邸■珊ヒ胚肥鍮
窮i露 1写

:`

瓢}7年
・
11月 1曰断

○編醸Ъ。カ テ1到鯨 鵬 晰 建 ′
◇担笥世話人

｀
石国久仁子      ｀

金〒lltt  t・ 1

東京都文京-1媚 闘
コニジニ後崇園慶本的レ醜

○励麗蠅馬圏酢田邸    ヽ

○は坤:メぬ山i鯰轟鵬札げ    ′ 11  1
申郵慎振巻番号l側吻暖岬     |

司腕 鵬 朝潮
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第 122号

2997年 18月 l回獅

日帽群許省庁ロピイング
11月 26、 27′ 日⑮二日間にわたり、2008年度概算要求に関するロビイングを実施

しました。今年は、「ワーク・ライフ・バランスJを中心的なテーマに掘えて、初日』まお昼
体みを|ま さんで10時から17時過ぎまで厚生労働省と、二日日は自閲府男女共同参画局t

文部科鞘 tl防爛省と、前もって提出してあつ九質問状にそって交渉し寵bた。そ仰概要を
,報告します。

議員コI―カスからは1月 富ヽ山洋子さん、神本みえ子さん、福高みずほさん、郡和子さん、
西村智奈美さんが剣 され、また嚇 ⑮ほかに、会員数名⑮れ も得て、複数④視点や立

場からの口・ピイングができました。

今年もロピイングの実施にあたり、管庁とのパイプ後として、向井敏恵さんをはじめ円よ
り子事務所にご尽力をいただぃたことに対し、・あらためては謝bます。さらに二日間の白ピ
イング中にきまざまな局面でサポートくださった郡議員、刺ヽ富山議員、画村議員、神本オ碗:

福島議員ぬ秘書口皆様にも颯識します。・

ロヌエック単独存院を要墨する
11月 13日、国立青少年毅着娠興鐵朧越の統合に反対し、国立女性教育会館が単独の法人

とヒで存続させることを求顔 、関係機閲に要望書を出しました。
|  :

□連載2:ジエングこ平等政策≧『欧州女性画ピー画J ll
2回日ではこ従来嘔基準では分類できない、まったく新しいタイプのこの団体の爾 デン

ティティを捺り、そこから生じる闘腫を考えます。石曲彙仁子の報告で気      :

□地鐵を直撃する制制緩和の姿書
ニーーーー_〒___二 ~~二 十一下 13

規制緩和が地域を直撃し、.さ まざまな館 をもたらしてしヽます。その言う、青森市の学校
統廃合計画について、可 ll雅子さんに細きを精願いしました。

4
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‐
IJ雇用等卿分猷I=おける勇量⑩均等な機静

・会と待遇口確保I電つ懸Ъて

I・鷺墓鵜D´号条約に関して、昇女⑮尚鮨蝙寿:

面に対する同一賃佳⑩源劇Jを腹令イにすることt

li‐
下潅卸馨1錯野に豪ける見茸甲均等な機会:  赫検討どこそ呻欅緯1義音を求める」客観的1.

と特遇の餞 について』では、まずt来年 4  な職謗評価を促進するために講じた掏 ⑪報
i遺遣行め改正大止卜法iビ蘭

:し

で。,事算ぬ事業
囁`
 舎ご嚢誌葛等磨婆睫♀ぬ沐鰤惑ξ直

｀
承載時|こ由基:■

=主
支援ぬ充実という申に『均鶉特週推進コン  れた。「改正ぷTじ法

J、 中拳尚院付帯決議 露|■

サィンタントJをmと め濁。新たに縄 府県  には 晦時間識鰤 と通常⑩持勁者との地

′僕師動%から盤塞鞠にⅧ雁脩夢鉾る 醸劣F同時動のこと  等・蜘獅待遇⑩確保を面に進めるだめ、参考
'

:で
法を上回る政崚紀凛を行師 アドバイスを1 となる先進的な雇用管理事例⑪ほか、職務分 |

するとのこと。専P5象とは:『社会燥険労務士J  析⑮手法や比較を行うための指標 (モ ノサシ)

や「申小金業コンサルタントJ6私たちlま、社  について内外⑮情報を颯集するとともに事業|

1井士|ま労使闘踵で盆業側⑩団体交渉に出てく  主に対しそれ恥を提供することにより、その 1

:る ことも多く、中± 01公正さが悧障されるの  贔紙を支援するこ:と 』1泌Sある。日本⑪雇用慣
,

櫛植疑問層あるのでЪ蝠 済⑮研究者等、   行が 隋 給」ではなくこ『職能給」が申心だ
。
本当に動言・アドバイスのできる人を、労働

′
からとして、全く取り紙輸姿勢が見えないの 1

組合にも階 できるようにと喜墨した古   。 |よ大闘睦 9月縮め切り硼 出した「日本政 :

i辱叩弊Jが作成し寵プiンフレット「パ〒トタ  府輛告」⑮公表警歳めために対し、審議前で

1苛 ム労働法が変わゆます !パート労働者のハ  国際機曰⑪信頼を損ねLと して拒否。
｀

|■ 卜に応えてbヽよいよスタート!』 ④中の『均  ・               ヽ  f

盤 卜 冤 已 衆 趾 、

「

灯 茫  」  夕
蟄 TTクア

7♂ 1孔

卜鰤』⑮記述の最後に「な話t・ 上記口事頃口補 i  F仕事と生活暉調赫』(ワ■ク・ティプ・バ 1

酬 指標として、所定外労働⑮有無や肉度に  テンス》⑩れ が 2⑩鵬 絋 予算印中心課兆齊

1■いても考慮してください。・Jとある。麺 時  として朦 づけられているが、その地策に労 i

i間申長煙は関襦ないといいながら壼なぜ轟ん|■ 働者期かL□視点が見えてこなレ聴ⅢFTグ ラ:i

lな記述がある⑪瀞硝¶つてほしいと要璽したぶ  イフバラ
'ンスを実現するためには長時間労働

||

I IL018□ 丹条約実期に盪けて今年懇月ぬ総  め是正、時間と所得⑩保障が不苛入と目われ

会で求めら机た「珊鱚判盪は向却馴凰遇』に関  るのでゝ
°
そ⑪点を主と|した意見交換、1要望み

儀;『甘]h鰻隆鰤翼層1趾冬兌了了m l
l日本の男女帥 ■は大きい伺しかしないと  理に関してこれ以上の封慟時間絣 躊 和を

'
1い |すない。_M鱚評価としつよ慟:は:雇用管理  行わないことや労働と対慟⑮間の「休凰時間』|｀

電燒霧孟暦乙彙灯はほ

".凸
趙亀灯塩冬ξ胚釉櫃写趙1

1叢輩彎興翁や欅舅霧け曇準黒「l下ル勢 =り
奮: Q勢慎甲堺_『完彙取得:輿岬%l=Ji l手ホ曇プFI

l 禁止した。総合ではこれまでの取り組みを紹  セスを買したが「社会的は達の醸成、中申理

介した。』ⅢD条約勧告適用写Fはな員会報  想数値」というもので具体的施策を考えてい

-2-



○

るとは思えなかった。男性め育児則 日につい

ては、今年 9月 に立ち上げた『今後の仕事と

家庭的両立支援に関する研究会』等で憧討し

ていくという回客に止まうた。

(以上 丈責 :AJll 若子)

III。 多様なライプスタイルに対応 した子

育て支援策について

筒嘲脳躍予副解消に向lすた保育所の拡充につ

いて聞いた.

児童福祉法に基づく日本の保育制度は、①

国と自治体が保育実施責任を捨つ。極めて公

的なtll度 として発展してきた。しかし、最近

の政策は、既存の保育躊 縫園に鐵 を述

えた詰め込みの安上がりの政策と、片や公立

保育所の民営1謗企業の参入促進で、保育所 .,

の営fljイヒや市場化が進みt保青の質が低下し

ている。そのこと′を指摘して、子どもの側

条約の場 に沿もた隋 の充実を強く要望し

た。そして、質問は(1)保青制度と認定子ども

園にういて正した、①地方翻糎箋帥聾鰯き子ど

も5では職員⑮配置皇準や国の基本的な保育

基準を守らなくてもよいため、儒轟諏理)翻眠

下は避|す られないが、政嚇はどのように質を

保持するの力、②職長の配な基準は保育所⑪

三歳児は2011幼稚回は35:1と なつており、

それぞれの資格要件と運営機能が異なるが幼

保T体の子ども国では、職員⑮瞥格区分葬叢

務側 及鵬 配置の基準はどうなつている

力、給食調理室の出置規員Jは守られているの

力ヽ 実態調査をして鷲爆摯することを理事掟した。

③2007年 4月 二日現在の記定子ども園数量ぴ

申請見込み件数は 2o酪 件であるが国に保育

所を併合した認定子ども園に|ま、園児に優励

金が出尋が、保育所に動稚園を統合した揚合

は国庫補助なしというのは、いかにも合躊

の無い差311であり、改善を求める。これでは

児童福祉法で市町村がもつ保育実施の責任ぬ

形骸化につながり.かねな|い、厚生労働省の基

…3-

本認識はどうかとゝ揺らぐ燥青政策⑮問題点

に対す愚質問にしばった、答えは、保護者が

利用したい鵡 動 を選べ,る ように酬 肢が広

がつた点|ま語価できる。また、法律上の保育

所の基準は各国治体に伝えているこそめ参酌

は自浩体で円 、交付金三位一体政節の中で

f・R育面についての政策は各自治体の喫策の如

何によるというしずべて日治体の政策数第に

すりかえた答えであゎた。保育政策の空洞イヒ

1調鍵lす いれない価 にある。

さらに子育でを螂 の生後4ヶ月までの

「金戸諮問』事業、総合的な放課後児童対策

としての「;駒課後子どもプラン』、虐待を受け

た子ども書への支援の強イに、母子家庭等目立

支援対策につしヽても質問した。詳細|ま 21月 発

行予定の報告書をお読み下さしゝ     っ

(以上 文責 :清水 澄子)

]V.高齢者等が安θしヒて暮島せる条件め

整備

65歳以上の男女比は、女性 loOに対して1男

性 73.5Ъ ,75絣以上の後期高齢者になると、女

性 100対男性59.4と なり、高場者問題|ますぐ

れて女性問題であるといたらb政策が貧しく

¨ な幅、それは高mの 暮6ヒが賞しく

厳しいことに直結するも人生の最隷 階での

希望の議 は、高馘 にとどま聰ずすべての

世代の希望⑮喪失につながるLその観点から、

以下⑪質問および要堅を行わた。

1。 男女共同参圃基本計画に沿らた5項目の

価鮮理襄躊鎮⑪うち、05年響霧鷲算実壽調凱斐来空

欄になっていた所得保彬⑪項が、今回概算総

括表では0と なつた。空個と心の違いは大き
いが、この点についてポ労省から回答は得ら

れなかもた。      i
2。 、後期高騰 につぃて、男性の平均所得が

女性の 2。 37倍でぁることから1女性高齢者が

低所得であることに留意を求めた。さらに平

均額に依存する施節では非人間的な貸回の申



落しからである連とか囃こ・続が口罠に防:らな

い細面で大閥的な施策珊Lを求めた。

3.:年壁については、濶えた錦生、使馘され

た牛鼈問題油S、 籍に結婚や職歴⑮鰤イ性に伴しヽ

女性lこ影響醐出てい働ことに触れ、R代厚労

大臣    力琶疫寿避訂正されていること

を置Iしたも:『i●設隧の成扁与党に籍会議l後、

計両的、若実に取場細位と口方針を出膨た」

というが、炒いもとなしヽ 年瞼記録⑮ある人へ i

lま 12月 から、最鱚的には崇年4月 からすべて

に連褥するこし`う。信しかたい電スロ連続は

官庁へ⑩信頼む美墜させtヽ 実けを集んでいる

ことは強く抗議した占きち:lこ鶉案中第3号被

保険膨闘爬ぬ%を 畢れたところ鶴鯛年に社

会保障害議会年瞼部会滴母まとめた各論併記の

価告以来ご:変イにはないとしいう。瑳判』的で矛盾

⑮多い制度を改革する毀置に入けるどころか、

1泄帯猷麒1の最影を
il『

やけを得軸 」 とみなす

回答だもた。テイプスタイルによる岬 叩ま重

て大事でおりti見直しを強く画望した。

4.弁護緻蜻に関してはt弁護体制経費 10帥

億円口満盪について

「

れた。:減尿口根れは総

付費の伸之myしにょぅと言:5。 しかb制度

⑪貶檻警に優%に掲げた 95集め改正法が伸

びを軋蜃ナ畳た1咆⑮も印でおるた上、介謹峨

社金ギ魔審矛』用裁権利を脇に置き奉る施鋼とt

の
病幕を瞑じ:なiし 呻ヽ⑩姿りに1暗謄たる思いだ

|った.後期高齢女性力3t l弁護保崎料を納め鞍

鵬喝|もサ■ビス回響m幅呻時す乙実悠 思々い

やつては毎い。  |    `‐
1航オ1茫後に後期高齢膨医療制度について取り

上げたL老腱施飩岬bll設は21,午前、瞭羞幽備

床群は15年前に l最近はも飽設やサーピ軍が

定着してrll用節ζ進織とt峰療費や弁護綸付費

の抑洒‐をはから:.こ とが改正の喝で行ねれる。

低浙得鰤齢も、特に単身女性にとつて、:頼み

峨綱ぬ社   慶力澤猫赫目のように勤われ

嘲ポ111高齢期呻壁釉設計は仕⑩たがに馴弄.さ れ
,        一理…

るも政節的lこ雫入された琴姜型備床群は、05

午ぬ改正法でБ:が
減となる。さいに後期高齢

者に持化した医療制度が罰なされれば保険料リ

の食裡lt東京郡⑩揚合は平均毎年 l⑩ 万円を

utiF低所得者対策を論じゐJと言うが負担

の限度は超えているとめ当方 意̈見に対し、

厚齢管は:F自輪体と相談』b《『猶テ零鱚免も

ありうる」と答える.がぼ盪儡者な医療か幅ヨ|

き離し、みた力bも襲金田ない高齢ちにと名で

0導厳|と |ま屍ぬことと言わんぱ力ヽりのRll度 |ま、

単勉で長い高齢囲を生き輸女性にとつて悲鴨

い制度でおうとみえ、見直しを強く求めた。

1   (以上 文責
｀
:永井よし子》

◇ 日 ◇

0 □‐◇      ′

|  ◇ 国・◇

T。 女性に対すこ暴駒⑩根絶 '

コV鱚止法印第露数鍼正法力玲年成立し、

来年 1月力も地行書れるoそれ曝停い、国ぬ

DV墨本計画面改訂作業が進められている嘔

今回は強訂争の

「

望という意味で、
.…
内閣府iと

厚労省と同じ内客■炒間尋要望者行ったも雇

用均黎
gヽ肥聰家庭局 家庭福祉瑣岬鱚堀係長1

大臣官房糀務課鶉腟俳坂蘊性 (下記竜(医〕

⑮返等)° わ亀回答があるた。

1.ワン|ス トップ・サービスの優進にやい

て       ~    :
|口答

｀
:共通認識と相互調整が必要なので、ネ

ットワ・ ―ク壺堅罰多雄 カコ喚:溝董い◎倦Q強ゴLに濁酔

1藝調贈鰤家を増lナ、雪めの 1を国浦雹補助する。

結合的窓口⑮設置についてはこ魃本方針改訂
す
に入ろ:力 どゝうわはわ力¬らなしヽ

_2.ml島者暴ヵ相談蓮援センタ∵⑪圏4峙聞

対応⑮義鰊ギヒにもいて

回答、:婦人相談趾にねいで、:(M湘議員の強

イにがはかられているg夜間 0代国相談 《夜 lQ

にもぃてはR度価‖錨 るが、民分の1の補助

を鵜こ畿つているgただし礎 1蠍 :時以降につ

いで:lまギ予算要求を行うでける。

○



〇

3.医療機関におけるスクブーニングの必要
について        ,
医晰 開から警察争の適報措置が少ないのは、

情報提供や通報措置以前に必要な症横がDv
によるものか否かのスクリーニングがされて

いないからではない力、 スクリーニングの義

務fヒと浩療対応マニュアル作成に義務化とそ

の鼈 を実現していただきたし、

回答 (匡):Dv早期発見の取り組ふ促造に

関|して3月 10日 に総務から各県に運知した。

質 :昨年度の医療機関わら警察への適報は麗

件と少ない。単に早期発見ではなく、.スクリ
ーニングの雄 が必要ではない力ゝ

回答
.(医

):持ちJITっ て検討する。研修に関

しては児童雛 局が内閣府と調整して行うこ

とである.

4.中・長期にわたる自立支援について

(つ 長期にわたる精神面サポー トの必要に

ついて

自立支援の申に、精神的サポこ卜を入れる

必要があるのではない力、心理的傷もきや加

害者■の鼈 じゃ経済的不安などのため、ぬ

業継続や裁叢事態が国難な人が多い。カウン

セリングの便宜や、自助グループ、サポート

グループの育成など、
1精

神的乎ポートの体制
づくりを要望する.

回答 :配偶者鼎ヵ相談支援センターにおいて

下時保護後でも相談を受け付lナてぃる。精神

保健センタTIま婦人相談所と連携ヒて相談を

受け付けている。基本方針に組み込むかどぅ
かは言えないが、内閣府と基本方針について

|ま協議申である。

電 篤 %曖 霜 炸 封

相談支援センタ‐退所後め人にアパート等を

借りそ⑭措置費を国が7部負担する旨、各都

道府県に通知した。

5.DV家晦で育った子どもへの申・長期に
わたるケア対策

固答 :県内ネットワーク強ィヒをl■iかっている。

DV墨本方針改訂の検討においても内閥府と

協議している。Mが 中Jbになったほうが良い。

6。 マイプリティ躊 への支援

外国人や障害をもった人だけでなく性的ヤイ

プリティや、そ⑮仙暉劃 りを受けているマイ

プリティ 轍蛙畿躁鶉酢やアィヌ朧 など)に
も設 べきである。そ圃 が抱える困難

な課題に敏感な観点をもった婦相の相談議

成等を要堅する。

回答 :平成 19年度、全国の帰人相議員は劉艶

名
・
で、2次被害防止めための過切な対応等に

ついて毎集研修を行っている。

DV基本計画改訂に際しては、民間からも

要望が多く寄せられており、.かなり具体的支

援が腋却入れられるので|まなぃかという感触
があった。しかしまったく動きそうにない項

目もあつた。    _        t
｀
(以上 文責 :ゅぃまえ 知子)

T].妊娠日出産などに関する健康支援につ

いて
0リ プ回と出産鰤 緊懃対策にうし1て

ユqまず『女性の性と生踪に関する健康と権

利』甲星苓理轟であるリプロダクティプ・ヘ
ルスノライツは女性⑩鍵本的人椿であるがt厚

生労働

"は
その原則を代せて、『生濯を通じた

女性の健康支援』と錦うつて、子宮ガンやは
集症対策等で事足れJと してぃること、そし

て、第二次男女共同参画社会基本計画から、
リプロの表現がなくなった理由を正した。応

ぇは、Fリ プロという用語は日本社会に馴鑢ま

i讐贈蒻慇[‖ご1冬醤⑬鮮墨島
がt al■やからだについての知識を持たなぃ低
学年層の性行動や任振を助長していること、
エイズや性感染病の増大、さらには出鯰 民
の増カロなど、リプロ政策の欠如から生じてい
る探刻な推機会開題を指備して、解決を要望し亀。

-5-



急対策について、(1)OB年 6月に成立した

職 正Ⅷ動慮麟 十ず瑳籍』曜瑚顕正を聯 し、勤

炒院⑪闘業を支援すら二と、Q国及び地方自

治体〇責任寺動産れぬ嘱託医及び嘱託医療機

関を確保すること、働各都道府礫⑪総合周犀

期母子医療セング墓及び地域ぬ中核餘Mや公

的な医療機関油雹助産所中琲療前からの緊急搬

送ぬ円滑な受け入れ態勢⑩整備を急ぐごとこ

櫻)動産師・産科医師 :増t児斜医師ぬ義成と、

地域会的医療機関≒⑩配置の笏鵡付け 〈励

崖科女性医師の動轄条件⑮貪備 :醐産料の周

崖期過程に就ける事故□繹燿失補償刷度曲充

実を急ぐこと申》費珈家庭⑩妊端に対する支

援弛イ置を要重した。
0、

 11・      :
。これらに姑する答えは、(1)医療法 19集中

凍結はしない電
′しかb卜 判遭府県⑭χ護担当

｀

もや知事会|き鵠力を依頼し、開業助塵院に鱚

託屋を見つけて壼鰈密行い、個pll口識応を行

なっている。11月 ⑪動産師会⑪アンケートで

は¬
′
籠国⑪動産所1椰lh猷ぬう場i鵬個Mが医

師、痛院⑩協力無しな口で、政間としては曇

御 でき勘よう
°
酢こ聟姉 hi⑭4周

判 医療

センタ‐につ嚇`てl・u、 まだ竜五つの果がえ備

中てが(奈員は無口〉」相互⑩皐ットウ中クを

靱 す働ξ帥妊婦ぬ鱚 受け剛 薔ななく

するためにЪ医療機関な麺なぎ調貪すう1担趾

国節を配置す邑こと瀬3菊讀譜又減で検討中で

おる。担当国師口人件費ぬ笏成を考:えている6

またこ総裔周産拠冊予医はセング■のパット
1数

は9□ %が満床のため、あら―たな患者を受

:け入れるため品調整‐を行なもてしヽる:帥動産

婦⑪養成については明 馴 %に養成績ぬ

設置を提して感'tる 職軋三3愧 iヽ離助産師ぬ

研修を越充d②文科●こ協力しよ壼か、か児

科匡⑮入学枠を広lヂ社会人も受け入れ6。 産

科は二年閥⑩鰤 封Mが求められるが、今後、

産料は5須⑮靡修として負担⑪襦助を考えて

,いる。◎産料、小児科国に|まけは剰 ⑮中で

手厚くしたいgi④笏務条件⑮緩和として二
:事

務作叢|よ医療補助者警づける。・囃劃陛医師の|

勤務条作□緩和は起れま丁院内保脊断が選要

な対象者四人以上とおもたのを今徒は一人で

も二人でも設置して復帰医師ぬ場合に|ま:育

児と個鼎卦め両重量鍛耳耐起な菰劃t菫鯛寿備職轟導入十

る。(帥 ⑮無冬先靱 度の充実について|ま、

医療り番クの支援体鵞Jと して嘩科匡補値制度

と、瑚鶴尼科凶藝蔚縫ンつけЪπ討菫討中であ
°
るg輯

⑪賃閂家は⑮妊婦支援1ま従来どお噛児童福祉

法に邸 く低鰤 甲動産制度を悟用υて欲

しいし〒ということでわっセ。

自.なお(1)産が、小児科匡料の確保と同産期

医療制度の強イヒ|ともし
・
:ではti実態把握をして

具体的に検討する□!帥地域センター印設置い

拡大にもいては、地謝交付税で≒釉 帥乳 0

新生児の死亡率の地域幡差の鏃梢では、母子

保健サニビスを拡充する.     ・ヽ

4.ェィズ対策と予掴辟自饉におけるジェンダ

ニ視慮⑮陶慮画重にろぃては、切まぬ区別無
・
くとしヽう答えで、:ジユンダ墨配慮ぬ理解度が

乏憾力れつた。     ヽ    1
.｀
   1  (以 上:丈責 :清ホ 澄子》

一◎

「目Ob日峯度晏糞共同参画推進囮輻予纂概

算要求に関す慟辟財』として亀
′
4買 9項目か

しなる力秘鍮崚長い要望書をお5かは鰤参画局

に提出して論いた心27国午前10時からの

交渉では、こQ要塑春にそつて、参画局個の

 `              -6-

回磐を聞き、私たちの意見を述べた。要望事

項⑪多きに比べ、交渉時間は1時間半と短力島

らたため、とくに後半急ぎ足に終わつたこと

は残なだわた。今号では要望内容の種略口み

を記し、交渉⑪両客は次母に掲載する。
‐



1。 日女共同参画予算⑩増額と専門職員の増員  f′ t i l

'01年
の参画局雉 以来はじぬで5億円台 '

にのるかもしれないが、それでも総予算額は

諸外国に比べ小額である。日本の女性の G酬

は40位前後、ジェンダーギャップ指数|ま 8

0位にとどまり、日本は経済的に先進国だが、

安陛⑮地忙⑪面では開発途上国泥計調費研究

等の充実⑪ために予算⑮増額、専P目的暇員確

保を要求する。  ‐

2。 ジェンダー予算に関す品調査研究⑪実施

日本政府の予算の組み方ではジェンダー予

算を算出できなレゝ 男女共同参画予算はジェ

ンダ∵平埠推進予算とlま言えなし■参画局が

イニシアティプをとり、各省庁的予算をジェ

ンダー分析できるょぅに、調査研究に着手し

てほしい。

3。 ジェント 脚 鰯嶋劃肺    :
男女の不均衡な関係ゃ剣陛nlJの実握把握、
ジエンダー予算の合側にも不可欠なので、早

急な整備を要望する。

4。 ワ甲クライフバランス推に事業爾充実l[ついて

個々人にあったやり方で仕津を家庭を両土

させ、.満足のいく生括を実現させようとぃう

考え方がワークライア六ランスめ基本にある

はずだが、内容を見ると、むしろ金業寄りで

あり、国く者の人権の提点に欠ける。また女

性のリプロダクティプ・ライツの侵害である、

産むこと申強tlJに もなりかねない事業もある

(■llえ ば過度の不妊治療重視)。 女性の基本的

i排 であるリプロダクティプ 0ライツが第二

次男女共同参画基本計国から削除された理由

を求める。

島.難 に対する暴力瀧 では、 1)記偶者

から中暴力の防止及び被害者の保護のための

地策に関する星本的な方針 (以下基本方針知

改定にあって⑪金鍛的なこと、2)墨本方針

改定内容、3)自立支援 4)Dv家庭で育っ

た子どもへの支援 5)デー トv防止などの

予麟  6)マイメリティの鵬 者への支

援、『 )調査方法の成羅 8)男女曇国参画

推進⑮必要、′9)人●売員に関する事業につ

いて質問、要望した。
6.欄桐飽改善措鰤曲調直研究⑪拡充と成果
⑪普及ではヽ 成功事例の収集 0分析からさら
に淮んでそ⑮必囃 ・有効性の認識を普及さ

せるための措置を要求         :
7.貧国の女性化についての調査研究⑮実鮨
8.マイプリティ女性m実態把握調査①実施
について

9。 『(第 量出)男童共同参画基本計画』の改訂

ジェンダ■概なの説明あるい陸リプログタ
・

テイプ 0ライツ/ヘル員や無値労働の項目の

消滅等のような、撮女共同参画社会基本法の

理念と層療分ャる僧碗励罪あることを締 し、第

丁よか幅あきらかに後退したこぬ第二次基本
計画をt男女共同参画を極躙 に掲げた福
田菫権の下で、政訂するための作業に早急に
とりかかるよう要求する。(文責:石田久仁子)

臓
｀
鋼 晉

襴 道の自鰈 地内で起きたセクシュア  える、ャクゃラ同 育は新隊員、曹、輸部
ル・ゃラスメント事件 (女性自館 が同僚隊  隊員、冑、幹判砂響諫繊ナ尋各過程教育等で実
員から暴行を受|ナ、その後上司から退職を迫   流、相談窓国が平成 11年度に設置、18年度
られ、人権侵害により精神的苦痛等を受lすた  までの苦情相談数は413件 t懲戒処分帥件(内

として、1昨年9月 、賠償を求める裁判を超迪   免職1、 停職
・
譴、個聯静1慮、l'記鵡テlo)で、他

した)についてめ防衛管爾認識、省間のモク  省庁と比べてとくに多く|まない、今年から防

■ラ防止教育、再発防止策導につぃて聞いた志  止週鯰|を定め、また防止パンプレジトを開布
訴訟継続

雪
のた中ヽ ) のコメントは差b控 _7_予定とのことであるゃ(以上大責:石由久仁キ)



屏y寵   瑕ポ
檬う轟牝島寺柵 |るめ鍮申前で、鋼慶齢 嘲

用した家に等習口機O①提供、各家庭への広

靱誌□配布th業冒⑩蒙涵緻育幽絋講塵鼈予

:定礼チマムは午育てサポ■夕■を申心に5品

6人編虜亀必要に応じて民主委員、爆健上、

臨床Jい理士も参加するという⑮だがゝこ的説

黎懸鐸  ‐柳蝸餡躙
悩な由はt家に向に身女共向参両面考え方が

根付いていないかいだ避、1私たちは考える。
情か通必菱なぬ靡 女萎向i筍靱嘲懃礼二ら⑩

家庭教育であ̀る。、と虚ろ力琶猾の支援者にモぬ

.幌点が興けているこ―とが多bゝ 男女共同参画

理念口普及ぬ徹底を    中』ひに据えて

楊 魏 鰊 財 木 f赳閻 濶 嘲 ∫

家庭力■ダさとな■で:国蟷 という名⑮も
、1と にこ口文動醐さすめ幅れて粋ること』につ

いて文科省⑩蒟解む求めた。朝量をとるだけ

でなく、飢読参やデザオ悴操申iど⑩朝□運動

も含めた■率的佳満習慣を子どもに身につけ
させるためぬトータルな誠みで、一律に進め

1鮨八櫃礫‖ 
「

]祠
科省⑪見解で温る。しぬ菖しこ蠅運靱Mはたし
・て男女平等や口■人口自由:葛 多様性⑩尊重と

いう民主主侭ぬ墨本M劇 |ご編ざした男黄供同1111

参画理念に合致するもめなロカ鴨レヽつしか個
[人

が籠kゝ 集団
1と

しそぬ画良紳立ち現紀ゝ 画  :
家ぬ望静方向へ向働Lわされるわではなし《ヵLと

いう隕念を私た創ま醸 鶴  ｀

:羮暉書通曝な輩撻爾纏庫議羅で|ム _性教育
,に しぼってR間□各種⑩調査掏蕎書によれば、
エイズ感染者や申絶暉数が増えゝ 子どもたち

甲惟螺ル罰8鐸猾珈飢爛兄l尋ねるとMし
=,い

や、
とMは 言う:それを口に1性教育lよt,児 |

・            -8三

,瑯 ⑮
鯰

脚
鶉   財 羹

施す面ように指導するとし)う 、昨年とまらた

く同毬答え普性に用して自ら中』断し行動でき

る鵠力を身につけられる歌もの実施をR
島女暴国参画書筵迪し多様蹴睡択を可絣に

ず縮 ら     は、     口実

は調査について聞いた。生徒ぬ家庭科への評

価ま同くぃ1軋纏攀襲く

～

と口重要さ哺汗育て

中楽し書き学んだ年)萎く甲中高甲1答えて
いる、と文科省lま詰らしげj亀 だが、生徒⑪

:蝙仏[魔鯰魏敗蜻絣磋綸
教背|こ私た場は鋼間をも・仄

最後に1中高の歴史教科書における史実に

卍 b峰瑕 明 卿 肉 灯 画輸 とざ咽
立女性教育m・硼暉勤疇嚇陸嬰望した。後

者にっいては努ヵすると邑とだ浦ヽ 前者につ
｀

いてl亀 .そもそも載科書は、学已楕予要馘に

そらで、教科書会社鵬創意軍夫しで書くもの

標削 写 魃 儡  撃黎鹿辟

与⑪記闊カヨ南校□歴史教科書で複活する見通

しな⑮はも教副氣隧貪鰤母自主的に記述⑮訂正

を求めたからであ面、口懃帰扁題は、■猷状

況を調査したところ、.社会科教科書申半数に

そ⑩嗣猷諏言わ通、としヽラ確信狙的な答えが遅
.つてきた。歴史は画主義励裁勢いづく中で、R
史教讚書に綿ける従        団自

決偽⑪日本軍の関与に検定意見湯Rつき、表現

があ絲ヽまいにされたり削除されたことは誰も

が抑もている。日本政臓岬調査でも国連⑪調

輩でも、従軍融安嬬は日本軍⑮強制によるも

饉詈灘鐵 lh雉盤賛危
ような問題を飛く記憶にとどめ、同じ過ちを

決して繰り返きないば日本菫府⑮調査結果を

負踏まえて出された98年ぬ河輔腋あ ため

に、中高慎歴史歿科書における空実に基づい

た従軍屁骰儡闊Mの祀述が懸要なこ挙を、私

た幅は再度主張bてt文科省と印:ロ ピイング

を経えた:   (以上 文責 :石団久仁子)

′o



国立青少年教育振興機溝とい統合に反対し、国主女性教育会館泌S単独め法人として存続させることを求め
て、福薗内閣纏 大臣、薩誨文都科学大臣、行幽改革推進木都上』ll嘔時叩唖動部侍齢に製予Ⅷ彗て少子ギL対策Ⅲ

男女共同参画)、 漉迅喜美内閥府特命担当大臣 (行取改革》:蔵木友尾郎働欧減量 0動率イヒ有識者会議座長、

自民党行政改革推鍵本部事務局長宛に、以下の意見書を提出しまし亀

2107年 11月 13日

独立行政_法人整理合理化計画に1つ いての意見

Jヒ京鷹

文京区本椰 1-33-9-802
共同代表  清水 澄子

橋本ヒロ子

Jヒ京JACiま、女性羞刷!撤廃条約を批准し、男女共同参画を国の重要施策に位置づけている政府
の方針と施策をまり具体的に実現するために活動してtヽ るNGO団体である。こあ立場から毎懇
立行政法人・国土女性教育会館の整理合理イヒについては、以下の理由から反対し、国真女性教育
会館が単独として存続することを強く要望するものである。

1.独立行政法人日立女性教育会館について

日本の女性Q社会的な地位は国際的に見て、先進諸国の中で|よ 最もf釦 位ヽ置にあり、女性の地
位向上、男女共向曇菌:社会の形成の促進を使命とする国立士性教育会館.申存在は1日 本政府の野

｀

女共同参画社会の実現への姿勢を示すものとなもている。

(1)自立姜性教育答館|ま¬基国め女性団体等の要請に基づき、超党派の女性議員め支持也受lナ、
自然環境に意まれ部θ還に隣接した武蔵嵐出に1977年 に聞館した国際婦人年記念事業の性格を
持つ施設である.

(2)女性Q研修 (学習)、 国際・国内交流Ъ情報収集提供t調査研究の機能を総合的に持つ女
性教育のナショナルセンターである                 |
① 男女共同叡画を推邁するリーダーの研修を行なう総合的な施設設備が整備されているこ

と

②

③

　

④

⑤

⑤

地域で男士共同参画を推饉しているりずダーの研修及び憂流事業を行ってLヽ ること
アジア太平洋諸国の男女共同春画推進ナシ当ナルマシァナリーや研究センタTと のネッ
トワ■クの構築をしていること                ｀

、アジア諸国の青
a睦

り■ダ〒め轟成を行う、先進的な役割を果たしていること
女性及び家族に関する国内外の専F司的な情報資料を幌集し、提供していること
男女共同春面に関する専門的・実践的な調査研究を行なもていること

(3)iF人身戚ラ|』 ゃ地球環境問題等あ画藤的な皐轟基先駆畠、、書際的に調章研究
°
し、政策に風

映させるとどもにそ的成果を研修事業に反映させている          ・.      ｀

-91J



るべきである。

一 言               .1'デ :キ・,・ F ・■ 。
|｀ ず ′キ

|

(4)女性教育情報センタTでは,ま惟情柵鴎ァタル 仰勁匡釣 の開設覇士性プ‐力「イプセンタ

〒1構業等、本学棺研究踪閲考1よ暴なl∫ Ъl昴輩共同萎回Q推導1弔役立つ実践的社情報提供④方

法を開肇・い 提爆持ている1'    t

(5)全国各地域で男士共同参回の実現に向けて活動産晨関している妾性のためのネットワー

ク作 llの場として珊幡・丸流の機会を提供し、パックアップを図つている

(6)どのJ虫立行雌 人よりも少ない予算と勁員数で理曽:さ れて1%iる が、事:叢にっいては国内タト

の研究者や専門家から高い評価を得ている
.

このように、国土女性教育会館|ま 国内0ロタトの男士共同春画を推進するために重要な役害」を黒た

しておりこ他法人口施設との統合はすべきで|ま ない。これまでどお I』 単独岬法人として存続させ

2.特に3年前に提寵された青少年教育施設ヒ⑪統合は、これらの実績や効果を薄め、埋没起せ

るこどにもな l∫ かわなてヽおそれ油ξある。

A 青少年教育施設|ま 寺少年の自然体験や集団コ1線 を目的としてお呻蜀生活経験豊かな成人女

性を中J鐘 とする事業が効果的に行われること|よ 期待できない。

嘉姜幾向萎自社会を維鐘守ヽ暮21世紀に「女・予どもJを下緒にする発想は時代に理行し

回向に|ま 費Iず 入れられ蟹いふ

青少手に対する男輩義同萎面に関する律育・学習⑪重要性はだ。統合l「 よるこ準なく認識かれ

番ヽ :き で¬共同e連携1起 よ|て相互のが.叩 ットがムかきれる。また¬男輩共同善面に関する数

昔・草」は昔少年|≧限己ずl証会人、こllゎ lナ管理職など意思決定にかかわる人々 ⑮研修。沖F弛

要であるがt青少年施設⑪管轄に入ると、武人の動黒的な研修が難しくなる可能性がある。

・
画窯姜産教育会籠は1釜理答理ィヒ壼で鋼織品見直し、人件費暴ぴ■般管通費の削章老行い℃特

趙]屹笙量脱菖珍諄飩馨Ψ灘冨需響り言讐ダ量27し
てお

lt.統

合|「
事骨予

と瞥く

?率,1で?黒 :

また計停嚢鯰j寅説で、
'野

妾共同参M社会の実現に向け、取り組をと約束された椙国内閣の英嚇′

む全国め女性たちは期待している。

起ら:こ
・11月 9日 の日経にも紹介さ′れたが、世界経済フォニラムが11月 8日 に出しただエンダず

ギキップ指数では12日か国中.自 キ!ま 91位に落ちている(非年は115か 国中81位Lこ ⑪ように団

本輩
dlkの 地悴が燻めてf白い|ごも議1かゎらず、二律に国曇女性教育碁館を縮ノ

1ヽ読答Lで しま,と、

R際的にも、国本政府爾封晦に提間をもたれるので1ま な1ヽ かd福自政権は昴輩共同蕃国の推導に
°

熱意がな
°
Lヽ こ批判さ紀かれないD

したがって政府が、男女共同参固め実現を重む人力の期待に庭えもよりτ層、国典女性教育会
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画 課、馴鐘国樺部%フェミニスト國築国か?

前回は、肌 カミどのょうな背見から生まれ、
どのような備成の組織であるのかを、マリ・

ラモ著『ヨーロッド女性ロピー団』の第一郭
を参考|こ見て来た。今回は、その第二部で扱
われたテーマに措って、配 と囲讀 関やそ
の催班Юや貴陛団体との関係、国公共政節ヘ

の団叱の係り方を通にて、こめ団体の獅 デ
ンティテオを探る。
副Lは利益団体である。しかし嘔0でもあ

り、さらにフェミ■ストの集国でもある。だ
が距肌 はなんらかの留保なしに|まこの三つの
いずれにも分類すること|まできない、新しい
タイプの集団である。それが新たな地平を開
く可能性を秘める一方で、困難も生じさせて 、
いる。          `
馴Lの法的ステータスは、団本部のあるベ

ルギァの首都プリ尋ッセルを本拠ぬとするt

ベルギムの公益法人である。しかしMLは本

当に問 と言えるだろう力、 とぃうのも、二

般に蠅0は、1)民間のイニシアティプによ
る設立 2)非営flj活動 3)財政的自立 4)
政治的独立性 5)奮性の遺求の5つの具洋
を満たさなlずればならないとされ高のに、前
回見たように、ELWの設立には、欧州のフェ
モクラットだけでなく欧州委員会も関与し、
搬 的にもほとんどをこの委員会に依存して

ぃるからである。2ヽ005年中副しの予算総額は

約98万 7千 5百予マ自(1億 5千万円)だが、
会費や民間の寄付が占める割合は 堂師にすぎ
ず、残り醐鷹駆剣1靡員会からの補助会であ
る。尋⑮補助金なしには国吼の活動は成り土
たないのでぁる

1:予
院 をもつのは欧州議会

だから、酬Lは欧州議会にも依存している1こ

1毎
年予算をめぐって|ま、申絶に反対する家族中」醸

主義的立場の女性団体を支援したいと考える右派
の議員たちは、女性団体へ⑮補助金のほとんどが

覇□無に子

とになる。。そうだとすれば、肌 は政治的独
立性をどう確保するの地、酬Lは 国の偉大な
るイエス・ウーマン、学なる御用集国ではな
いGD力、           ′

だがラモによれば、馴に と円 委員会とは

わしろ脇力y館で結ばれているという。欧州|

委貝分がカバーしている車法関連の仕事の範

囲珈 さによらにで、背後にひかえる官聰
織は小規模だ。だから委員会は外部から⑮情
報瞬堤評目的な知鼻に頼らざるを得ないの温

%に限らず、印 lこおける高らゆる%の ロ
ピー活動がさかんな理由めずつはそこにある。
その上、硼Lは通れまでの15年間の活動を
通してジェンダー関係の専P5知識や情報を蓄

積している。設立の時点でそうであることが

期待されていたように、今では側LIま、欧少‖
委員会嘩 つて、ジェンダー平等政策を推進

'す
るための欠くことのできないパートナーな

のである:

酬しは自らを「40010以上の女性ⅢЮを東ね
る剛』と規定してぃら」:欧J引委員会もその
他の側Юと区別することなく醐Юとして機っ

ている。向 は国連の経済騰 委員会におけ

骨オプザーバーの地位をもう叩 ′グループの
一員であることからも分かるように、財政的
自窯には欠lす るが、螂 的にも皿Юとして認
められている。

そ甲■方で、肌 は欧卿1議会が認定する矛J

益団体の二もでもある.しかしここでも留保
がつく,なぜない、R州議会や隧J引委員会に
対して写ビニ晴罰を行ぅ1・ T設に軸 きれて
し
'1尋

意味でつ禾¶益団体の場合は、各 が々個EIJ

O矛黎 めために活動しているのに対し、:皿

Юヒ奪横警黛冒予議暑l撃艦尼∬纏霞苗晟下

浙 向1ナであ輸ことを飼 する。
一

ll―



題は鰈 団だけ⑩問題ではなく社会り に

⑮ヽЯ屁霰訃
Sや

餞ヽP青響切琴骨・・ .

鳳颯軍    m、
」]]流顆謳鮨祠量魃鍵翼般
縣%[な量と置]F寵藍ンなぎな枷IΣ2T:
木3雪詈璽量1亀と言上F専冤肛言[魯曇奪
不儡予ゝ鰊ド轟看蝙雉虫霜
冒l冒綺薫罐不llttindm55を⑮不はこ
講χ趾是悩愁曇翻i列
講麓蝙燒赳≪塚li≫饂

によ|っ て異なるだろう。7テンスを制にと杞

るように1。 2時ぬ吻 生大臣シキーヌ0ヴ

ェイルにヨ|き継かれ騨197昌午印中繰法と `

して実を請ん遣とiЪ ぅ意躾寺は、建動は勝利
したと言える。それに比土ち解葬さ都たピル

1轟かばで、
`男

性iL籟己轟iヽ避鯉手段を得た
l

女́性たちはここ□法律によつてさらに申縫す

く知らねている。 | |

しかし反体制麒フェ亀ニゴム』S一定⑮成功

滸露凩盪鳳]饉鰤こ炒⑧慧1最里輻賤猥中鍵は

プラシ暮ぬ7111ス トヽ現実主義を受け入
れた、と述がてぃる。「整眸ゝそ枠に脚「ネでヽ
1981年の政権交代L影響した口ではなし`

'か

、と思う意曜融数副腫利省』を趙 した社会

党ミッテラン政権にフ手ミ曇ストたちは大き

な期持を寄せたに違いないからであ魯。実嘔

鰊菫Chな閻趙蝙巫星贔鷺|

1%鑽雉蠍笏躙騒量:几墨
糠ξ漑凩写渕山膠八鰤貪言鳳財 ,

h靡獣饒続く貢鱚咆晏鏃
闊楓町  炒閻祗円電
t亀宦眩議i言量ζ巡1‐lS半糧写|]』酪l
霊鰤須獄笏鳳鮮 〇
暫li:Lnt夢膵垢夢腫百懸融『[最暑電卓  :
[fゐ冬菫とR囃予ず文色ζ誌蠣]ξ百警量
鼠賣熙漫邑彙諷瞼三ギ瀬墨桐ン脆尋「曇鳳題.

纏]コ塁鉤瑯重雹鑽饂卜饂臓
離
澁證輯翼鏃話娠厖隋熙

なるフェ嚢ズ
ぜ膨

。
。

墨瞥悲曼蒼雷氷墨肛拠嚢抒[にふ躙懺雹壊藁
ξ    珈盪贔 ①
風ly涎黎閂盪熙凩暑輩ン雪昂爵厖ζ樫晨よ  

｀

郎騒割に競TR鉤勒儡訃
燎趙頷ゴ辣鍼餡奮鮨泄Γ麒
吻夕嘲炒鰤頷熔鼻th顆・
纂重管邑富鶯量ξp彊彙畠乳肛晨饉ヤ亀曇冒
左右徹

増しな望鰤虔颯量を冒舅膨∬亀鷲じT
ミユゴム団はこぬ関係は|どう力ち これらlこつ

いては数回、―考えることにしたレゝ
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導剛直凱蜘蛸明唖懃鵬E。

∪

青棘繭硼 中撃職輔斃會聯画

青詢司同ま2oo7年 6月 に「遍釧調
=却

押調扁

による割鐸認隷魔印充実に関する基本計画

(案)を公表した。

青森市立の小学校五十三校を二十九校に、

中学校二十一校を十六校に6年間の間にEll減

するというもの。短期間のうちに冽ヽ中あわせ

て4811近 くの価 が無くなることになる。再

編の目的と根拠は、少刊 ヒが淮んでいること
への議態や、施設の細 し、財政改革、列ヽ短

模校では良質な鑢 が出来ないため適閻
にするといったことである。

しかし、施設の飢 ヒとはいっても廃撥止

なる報 の中には、改築されてまだ405年
の学校も含まれ、平成に入つてから改築した

学校は廃校予定の4割を超える。この申には

複数校を合併して平成 15年に開校したぼ離

りの東陽ィ」ヽ学校があり、支所も鮮識されてい
1

る。また市町村合併して間もない旧浪岡町の

4校ある小学校について言えば、廃校対象が

3校で、:これらはみな平成になって改築した

戦 ぱ制 であり、その子どもたち|ま遠くの

学校ヘスク~ノレ スヾなどで通うことになる。

市の中心部の橋本小学校については200
1年頃、小学校嚇地を想定した F北国型集合

住宅価 の国際コンペを開催し、座校のこ

と|ま寵耳に水の噸 民、PTAから大プニ

イングが起きて廃校|ま一時棚上げにされたも
'

のの、その後20o3年 8月 に審議再開が発

表された。この件では2oO:5年 二月に青森

地裁で、橋本瑚ヽ学校の統合を議論 撃決定した ′

とする会議概要|ま改ぎんされたもあと話泌ら
れ損害賠償め支払ぃが論じ幅れて、二度白紙
撒回されているQである。 '

F~Jli 雅書
少子イヒにもいては、廃校予定の学匠で6年

後の児量数⑮予測が増えている学校もある:

また良質な昴 遭正規模とぃぅときの根拠

も論理的ではなし、1人数が少な畦 クラス替

えも出来ず、多様な人間関係・意見を学がこ

とが出来ないとか、鰤 鱚 育たないと力ゝ

いつたい何人ならそれが適おかなど、7~~タ

も示されてもいなし聴

理由があるとすれば、釧 だけであろう。

教育予算を減らすことだけを考え、子どもた

ち、mの こと
・
|ま考えられていな諄路最初に

財政宵哺識があっ
:て

、読廃合があり、そのため

の理由付けがなされたとし漁彊 われない面が

ある。
・
改築間tiない軋 のMを するなら、

・

かけた税性についての責任はどぅなるの力亀

青森市はコンパクトシティ構想を打ち出し

ておりヽ 中j心地の響l学校をなくして、地価⑮

高い土地を商業利用b、 速隔地はまとめて当|

スト削減をくしようと考えているように見える。
者会はt隧 反対連絡会輪

期成同盟金などを作柳t説明会口場で反対管、

見を述べ、また署名剰 などを行っており、
あまり印反発に罰在、市教育委員会は再編計
画の先選りを決め、12月以降に修正案を出
すとしている。しかし連の間、説明会|ま浪岡
地域では開かれてぉしず、多くれの住民の意見

が反映達れたものになるかは鰺闘逮

尋の高魃綸討委員会の委鼻には、F北国型集
合性寵計画』隋 本小のMに 結む審議会の

メlンパーが入ってぉ駿、またュニセフ協会青
森吏部の副会長ゃ、保青団体、.市 PTA連合 :

琴事務局などが入ってしヽるが、.子 どもや地域
のことをどう考えてぃる(次頁左下設に続く)
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□¶¶iW騒弘畠

11月 12日
・
器後⑩時半から脚慮事務面で世

.

話人会を開直
・
担之うから省庁ロピオ多駿畢 t

M鐵 亀渕 鼈 靡 翼 ツ

≒l弔 .し鵡jl l‐ ≒    ヽ
っいで来年にのR間で開催す蜀鵬全国研

究集会につ曝lて暉話b舎い911月 2‐9月に

美朧□駐剛女性センタ1-2-当者
.と

鑢誦人有志

.が打ち合わ管しЪI日程、プログラムP大枠を

鐵 する.晏 と叫督
～
帰 ,  I

マンスリーli 2月 蛉⑩内容置してlま、ロピ

ィ̀ングを申〕いにすることを決定じまたマンス

リーでは概要しか祠告できない口で、来年2

月費目処に、キ町;詳 :眸い内容を掲載した『ロ

営ンデ蝙 書』む佛成ナぅことにならたも

ロルi鵞贔製熱轟'I

、16.固 i《』 ¥後 5卿 より瑚七専閂

開き事すむ1        1
: □

‐m栽 鼎          岬甜響
曰程は、知鵬年・10月 :‐

lB・ (:れ、r19｀ 《日)固 t

会場l・II「もりゃ力尋女性ヤンタ言』に決鰤

プログラ心と:しては、初日は:『≪熙騰静醸

雛 勢尋椰副野:晰》』なテ守マにしくつか
⑪分熙会を闘催し1尋目国||まっ:9月1定例会で

も襲話bいただし〕鰤瑠国l萎計き|ルに'Iぽ躍醸孵‐
.嘆
弓轟            鰈 》』なテ

.:]:::[:[::[J!:::li]ilill:::]:::::::|:il!][:illl[]::][:::::]::::1!]l:JL□ ::::吾 三員.□L日口J□J:.:L:ロ ロロロロ日□日□□□ロロ・・ :・・ :[二
:

臨墟訃ぬ続き》iい力ヽ 1非滞に颯国があ叩ここ

⑩後:もi纏視しで1¬ くに要がお瀞。,

律記 :寄稿後電1貼凋
らN個付鑽元級の東奥日・

報にもあ教育委具会田修正方針⑩内容力雹報日

られた。発れによ局とL修正案ではξ現%に

明諷占れていた続饉省⑮対瞑絞畠が倒朧され、

6年と自れたN暉鶴般けられず、き皓|こ再編

に当たつては保護者住民苧校の運鑢口下で進

め働
。
ことなど膵RIり 準事れると聯lうご

.逼□憧

正案は某畢2月 に,が市議会に提出=地蹴蒻明

金となつた。,  。
.′

ll壺趙礼鰤踪晟瑕褥燻贔[
導したバランスをとれる条件が整備事れてい

::も こと。それが私たち一人ひとり④人生をよ

り、Rかにすること
.|こ

うながるかいです。とこ

ろ力t飩府が進めようとし,て時ヽ輸ワークごライ

プ0バランスには、少子ポヒ対節や盆魏顆営,暉

効率イヒにlll用 しようとすも意図が垣間暴幅れ li

ますよや年⑮ロゴイング|ま中心テ占マをワー

ク・デイ:プ ロポランスにし、勇女共同参画⑩

理念に樋ざしたコ‐ク・ライプ |バランスの

推進を畿めました。|しかbとの政策を推憶デ |

も5庁口職員たち⑮間にさえ、.ジェンダ7甲
´
侃点や男女共同参画中饉急がまだ十分に根付

いてしヽなしヽと
'い

う:印端を持ちました.   :
□鰺□ :

来年2月 に今年⑮省庁ロピイングの細告書

を幽版する予定です自今年ロロピイングを絶

幡しだi窯年度以降の回ピイングに活かしてい

きたいと思いますじ鉤域でロビデ活動をされ

る●員⑩方々にも議んしか啜参考にな机ぱ幸 (

いです。;:
i   □◎0

1月 lまヾヤンスリーは精休導ですじ皆様も

どうぞよいわ錦を精蟄えくださし亀|

(石 口)
①
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世界女艦会議ロビインクネットワーク

“
ノーガヒ京 ‖ σ

Japanタコ旺ltablity CauttS fOr ale Btti昭

第123号

2008年 2月 1日発行

前国立女性教育会館 (ヌ エック)館長の大野曜さんに、なぜまたしてもヌエックが整理
統合の対象になったのか、そして今回どのような要因で統合を免れ得たのかを、分析して
いただきました。単独存続を求める女性たちの連帯が大きな力になったことが分かります。

:■エル・ソーラ仙台縮小計画に意義あ
仙台市は男女共同参画拠点施設、エル 0ソーラ仙台の縮小を計画しています。ひぐちの

りこさんに、現状をリポー トしてぃただきました。

■省庁ロビイング報告2
11月 27日 午前中に実施された内閣府男女共同参画局との交渉については、前号では予め提
出してあった質問・要望書だけを掲載しました。交渉の概要を橋本ヒロ子さんが報告します。

■議員コーカス便り・民主党の子育て支援■―――ニーニーーー____6
参議院議員、民主党の子ども・男女共同参画大臣の神本美恵子さんによる、民主党の子

育て支援についての報告です。

■ ドイツの子育て                        7
このところドイツでは女性の家族大臣の下で、ワークライフバランスの視点からの一連

の家族政策が積極的に推進されています。その一つに育体をとる親への財政支援策があり
ます。ルモンド紙掲載記事の抄訳です。

■シリーズ・地域の子育て支援
多摩市議の遠藤めい子さんによる東京多摩市の子育て支援についての報告で九 さまざま
な側面からの市の取り組みに一定の評価をしながらも、母親役害1支援にかたむきがちな現
状への疑問も投げかけられています。

■郵政民営化と私たちの暮
郵政民営化は、高齢化が進み一人暮らしをする女性たちが多い地方で今まで郵便局ネッ

トワークは人々の生活を支える重要な役害1を果たして着ました。郵政民営化によって人々
の暮らしはどう変わるのか。ゆさみゆきさんからの問題提起です。

■連載3:ジェンダー平等政策と「欧州女性ロビー団」
欧州女性ロビー団は欧州全体のフェミニズムを代表しているのか

団体の単なる集合体に過ぎないのか。石田久仁子の報告です。
■お知らせその他

10

、それとも各国の女性

12
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独立行政法人の整理合理化計画と独立行政法人日立女性教育会館

●ヌエックが整理統合の対象になる理由

ヌエック (国立女性教育会館)は、1998

年 6月 に制定された中央省庁等改革基本法に

基づき国の行政組織等の減量化、効率化を目

的として創設された独立行政法人制度により

文部省の付属機関から独立行政法人に移行し

ました。このとき、女性団体等関係者は移行

に反対する活動を展開しましたが、各省庁の

,直轄機関は 1機関を原則とする方針により、

2001年 4月 独立行政法人となりました。

一方、2000年 12月 には行政改革大綱が閣

議決定され、様々な分野での行政改革を構造

改革の重要柱の一つとして進め、2004年 9

月には総務省政策評価 0独立行政法人評価委

員会で青少年教育施設との統合が提案されま

した。

このときにも海外を含む女性団体、女性関

連施設、女性学関係者、ヌエック利用者等か

ら抗議文や反対の要望書が行政改革推進関係
|:者に出され、単独の存続が決定しました。

簡素で効率的な政府を実現するための行政

改革を推進するため、2006年行政改革推進法

力`成立し、独立行政法人の見直し等が定めら

れ、内閣府に行政改革推進本部事務局が設置

されました。

2007年 5月 経済財政諮問会議は、ヌエッ

、クを含む101独立行政法人の整理合理化方針

を含む「骨太方針 2007」 を決定し、行政減量・

効率化有識者会議で検討が行なわれました。

ヌエックは、国の交付金、職員定数におい

て最も小さい独立行政法人であり、施設稼働

率が低い等の理由から、類似の社会教育施設

である青少年教育振興機構との統合が効率的

であると有識者は考えました。

●今回ヌエックが統合の対象から免れた要因
12月 24日 に閣議決定された独立行政法人

日本女性学習財団職 大野 曜
士

整理合理化計画では、法人の廃止。合理化 6

法人、法人の統合 16法人を 6法人に、非公

務員化 2法人、の他主要な事務事業の見直し

が行われました。ヌエックが統合の対象から

免れた理由は発表されていませんが、パブリ

ックコメントや要望書の内容が理解されたも

のと思います。

つまり、1 男女共同参画社会の形成を目

指す政府機関は他になく政府の男女共同参画

施策の後退とみなされること、2 自民党 3

役ならびに女性知事 5人の連名による要望書

の提出、自民党内緊急集会の盛会等政治家の

理解が得られたこと、3 地元選出議員や与

野党への女性団体等からの働きかけが持続的

に行われたこと、4 全国的な広がりで大小

様々な女`性団体・グループ、議員、施設、個人

と幅広いかつ多くの要望書が提出されたこと、

その他男女共同参画社会の実現を望む大きな

動きがこれらの相乗効果をもたらしたのでは

ないかと思います。1～4の どれが欠けても難

しかつたかもしれません。

行政改革は今後も継続して進められること

は渡辺行革担当大臣が声を大にして発言して

います。行政減量・効率化有識者会議の議事

録においても今後 2・ 3年で赤字を出すような

法人は見直さなくてはならないという意見が

見られますじ、利用の拡充は必然のこととさ

れています。男女共同参画社会の形成を目的

とする唯一の独立行政法人であるヌエックは

今後そのミッションと具体的な課題解決の方

策をより明確にし、国際的な役害1を拡充する

とともに施設稼働率を高水準に確保しなけれ

ばなりません。今回ご支援いただいた皆様の

力でこれからのヌエックのあり方を充実させ

ていくことが重要です。
士大野曜氏は、前国立女性教育会館理事長
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全国に誇れる仙台市の男女共同参画拠点施設

「エル |・ ソ‐ラ仙台J:縮小に反対を :

仙台市は男女共同参画推進の拠点施設 「エ

ル 0ソ ーラ仙台」(青葉区中央)について、施

設面積を現行の半分程度に縮小する方針を明

らかにしています。

03年の5月 に設置されたエル・ソーラ仙台

は、「エル・パーク仙台」 (青葉区一番町)の
姉妹施設で、JR仙台駅前の複合ビル「アエ

ル」の 28、 29階にあります。2フ ロア合わせ

た床面積は約 2200平方メー トルで、相談室や

研修室、図書資料ラウンジ、市民交流スペー

ス、活動ブース、キッズコーナーなどで構成

されており、開設後 5年を迎えています。開

設の際、市民協働で施設のレイアウトなどを

考え、女性の社会参加を支援するための重要

な相談窓口があり、「仙台市が市民協働で創り

上げられてきた素晴らしい街」であることを

全国に誇れる施設です。多くの市民が自由に

交流できる場にもなっており、利用率も高く、

年々利用者も増えています。

市の見直し案によると、相談・支援業務な

どの機能は維持するものの、図書資料ラウン

ジや研修室などはスペースを縮小し、現行の

2フ ロアを1フ ロアに削減、市は縮小により、

現行で年間約 3億円の管理運営費を 1億円程

度削減すると見込んでいます。

○ ◇ ○

これをうけて市民団体「エル・ソーラ仙台

の縮小に反対する会」は「市は共同参画や市

民活動に反対なのかと疑わぎるを得ない。説

明会などを通じて、規模の縮小が機能そのも

のの縮小につながることを訴えていきたい」

と反発。12月 4日 、市民に対して早期の説明

会を開催するよう仙台市に申し入れをしまし

た。市は 13日 から1月 11日 まで、ホームペ

‐ジなどで見直し案に対する市民の意見を募

ひ ぐちの りこ

集し、461件の回答がありました。見直し賛

成は 32件のみとの報告がありますが、詳細

については未だ発表されていません。

07年 12月 20日 にはエル・パーク仙台で、

26日 にはエル・ソーラ仙台で管理運営費用の

見直しにっいての説明会が行われました。ど

ちらも市民が会場いっぱい集まり、すべて縮

ノj)に反対との意見でした。しかしながら、説

明会での市からの説明は、財政難を理由に施

設要する管理運営費を削減したいとの繰り返

しでした。また、25日 に行われた男女共同参

画審議会においても、委員からは「男女共同

参画推進」の見地から縮小に疑間の発言があ

りました。さらに、27日 には市民団体共同で、

市のペースで計画案が断行されないよう急遠、

仙台市長と市議会の各会派すべてに対し公開

質問状と要望書を提出。市議会会派の回答は

保守系の改革ネット・自民と民主クラブ、き

ぼうの 3会派は検討中社民、共産は縮小反対

で、公明からは回答は得られませんでした。

また市長は、エル 0ソーラ仙台が多くの市民

に利用され、仙台市の男女共同参画推進にお

いて重要な役割を果たしているという内容の

回答を示しておきながら、その数日前の定例

記者会見では (エル・ソーラ仙台では)「閑古

鳥が鳴いている」という発言をしており、姿

勢の一貫性が欠落しています。この回答結果

などについてo8年 1月 24日 記者会見を行な

いました。

2月 4日エル 0ソ ,ラ の縮小に反対する会

などの主催で市議会議員とともにエル・パー

ク仙台を会場にシンポジウムを予定していま

す。次回の市議会定例会においてエル・ソー

ラに関する予算を是が非でも決定したい仙台

市側の状況もあり、状況は予断を許しません。
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前号で掲載できなかつた「内閣府男女共同参画局」との交渉の報告です。

1.｀ 男女:共同参画予算の増額と専門職員の

配置

日本は、国連開発計画が発行した人間開発

報告書 200702008のジェンダーエンパワー

メント指標 (GEM)が 93か国中 54位、世

界経済フォーラムが発表した 2007年のジ三

ンダーギャップ指数が 128か国中 91位 と、

2006年に比べて大幅に後退している。日本女

性の地位の向上のためには、ナショナルマシ

ーナリーである男女共同参画局をこれまで以

上に充実させることが急務であるところから

この要請をした。

しかし、男女共同参画局(以下参画局)の回

答は、「参画局は政策官庁であり、事業官庁で

はないので、予算額は少ない。これ以上の予

算を必要とはしない。また職員数について、

2001年 1月 の局発足時の定員は38名 であつ

たが、42名 に増加している。政府全体が定員

削減で厳しい状況であるのに、参画局には特

別な配慮がされているという回答であつた。

また、専門的な職員の確保については、「内閣

府・各省庁から出向しており、民間からも登用

し努力をしている。」という回答。

2。 ジェンダー予算に関する調査研究

男女共同参画関連予算は、男女共同参画基

本計画にあげられている各省庁の事業にかか

る経費がすべて含まれている。これらの事業

は基本的に事業対象に女性が多ければジェン

ダー平等を目指していなくても男女共同参画

関連予算としてカウントされる。

一方、ジェンダー予算とはジェンダー不平

等の改善に配慮した予算のことである。その

ため、すべての省庁の予算について、当該事

業の受益者などの男女割合、男による受益の

程度の違いなども含め、ジェンダー平等であ

るか調べるZ、要がある。

参画局のこの要望に対する回答は「男女共

同参画会議監視・影響調査専門調査会で調査

している」ということであつた。

しかし、男女共同参画会議監視・影響調査

専門調査会でできることは限られており、パ

イロット的な調査しかできない。実際、2007

年12月 に高齢者の自立した生活に対する支援

に関する監視・影響調査の中間的な論点整理

が出され、パブリックコメントの募集をして

いるが、ジェンダー予算では、公共工事、経

済関係の予算などもジェンダーに基づく影響

調査をすべきであるが、手がうけられていな

い。

特別会計で5兆円を超えていた年金の国庫

負担分は 2005年以降男女共同参画予算から

削除された。2006年度には 2兆 560億 8400

万円と、男女共同参画予算総額 4兆 6971億

6900円 の 50%を超えている介護関係予算が

「男女共同参画予算に残つているのは、介護

は当面留意する事項の中に入つている。」とい

うことであつた。介護関係も男女共同参画予

算から削除すべきであると要望した。

2008年 2¨ 3月 に開催される第51回国連女“性

の地位委員会のテーマは、「ジェンダー平等達

成と女性のエンパワーメントのための資金調

達」であるが、このテーマについて研究をし

ておられるかという質問に対しては、「監視影

響調査の観″点から、各省の施策に反映させて

いくようにしたい。」ということであった。

3.ジェンダー統計に関する調査研究

無償労働の調査研究が、北京会議後に総務

省ではじまり、基本計画には明記されたが、

基本計画第2次から削除された。調査研究は

継続しないのかという質問に対して、「無償労

働の概念は、基本計画 2次では、第2分野に

明記され、具体的施策で育児・介護等の時間の

内閣府男女共同参画局
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把握については総務省が社会生活基本調査で、

引き続き行 う。」という説明であつた。第 2

次では、「無償労働」は使われず、家事も入つ

ていない点について、言及がなかつた。北京

JACと しては、無償労働の調査研究をすすめ

ることについて、参画局が問題提起をするよ

うイニシアテイブをとることを要望した。

また、フリーターに既婚女性が入つていな

い。労働経済白書の定義では、フリーターは

家事をしないということになつているためで

ある。参画局が、厚生労働省を含め、各省庁

にア ドバイスをすることを要望した。

4。 ワークライフバランス憲章

ワークライフバランス憲章の策定担当は参

画局ではなく、骨太方針に沿つて、内閣府の

共生社会担当統括官(局長級)であるというこ

とであった。北京 JACと しては、経済団体

主導で行われる可能性が高いので、女性の人

権の視点が入るように参画局がチェックする

よう要望した。また、企業の自主性に任せる

だけでなく、法制度を整備することも強調 し

た。

5。 女性に対する暴力根絶

北京 JACの質問に対する参画局の回答は

以下のとおり。

0配偶者からの暴力の防止および被害者の保

護のための施策に関する基本的な方針の具体

的な内容については発表できる状況にない。

医療機関についても聞いている状況。

・DV防止法では、配偶者に限定されている

が、シンポジウムを開催 したようにデー ト

DV防止については、重要性の認識はしてい

る。

・基本計画やサービスで地域格差をなくすた

めにもミニマムスタンダー ドを整備 してほし

いという要望に対しては、強制力を持たすこ

とはできないが、優れた事例についてはフィ

ー ドバックができるようにしたい。

O NGOに対する補助金を内閣府としては出

せないc(NGOに対して財政的な支援がされ

ていない。地方自治体の予算が肖J減されて、

NGOの運営が厳しいので、内閣府として何

かできないかという質問に対して)

0医療機関における対応の改革について、

重要性は認識している。調査をするだけでな

く、国内で何が可能かを調査。

6.積極的改善措置の調査研究の拡充と成果

の普及

女性の政治参加を促進するクオータ制度の

重要性は認識している。調査をするだけでな

く、国内で何が可能かを調査。2020で 3

0%について、指導的地位の指標のフォロー

アップを行っている。

7。 基本計画の改訂 :平成 32年までの長期

と22年まで

無償労働の削除だけでなく、第 1次に比ベ

て、リプロダクテイブ・ライツが具体的施策か

ら削除されたり、ジェンダーフリーについて

実際とは異なる解説がされるなど、第 2次の

基本計画には大幅な後退が見られるので、修

正を要望したが、22年の改訂まで待たないと

いけないようである。「22年の改訂に向けて、

進捗状況をフォローアップすること準備して

いる。進捗状況のフォローアップは公表す

る。」ということであつた。

○ ◇ ○

参画局では、局を挙げて丁寧に対応してく

ださつた。日本女性の地位向上を図るために

は大幅な充実が必要であると思われるが、前

内閣のようにジェンダーや夫婦選択別姓に反

対する内閣がいつできても不思議ではない状

況の中では、参画局としては現状維持が精一

杯かもしれない。国立女性教育会館の統合間

題は、全国の女性団体や国会議員の働きかけ

で、かろうじて独立した法人として残ること

になった。2‐3年後に予想される次の見直し

や 2010年の基本計画の改訂を後退をさせな

いためにも、全国的な女性たちの連帯運動と

超党派の男女共同参画推進議連の存在が必要

であると痛感している。
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子どもたちの明るい未来のために

昨年夏の参議院議員選挙では、皆さんの力

強いご支援で再選させていただきありがとう

ございました。大躍進を果たしました民主党

が参議院での第一党となり、与野党逆転を果

たすことができ私も民主党の子ども 0男女共

同参画大臣に任命されました。

今、社会のひずみや大人の都合による無責

任な行動によって、弱い立場の子どもたちに

しわ寄せがきて、子どもたちが安心して育ち、

学ぶための環境が壊されています。民主党は

チル ドレン・ファーストの方針を掲げ、子ど

もの育ちを応援するため様々な政策立案にと

りくんでいます。その中で2007年参院選マニ

フェス ト「3つの約束」の一つとして掲げた

「子ども手当創設」については、昨年 12月 に

「子ども手当法案」を参議院に提出しました。

法案は現行の児童手当制度を改め、中学校

修了までの子どもに、一人あたり月額 2万 6

千円の「子ども手当」を支給するものです。

支給に必要な費用は、全額国庫負担とし、

出生順位にかかわらず皆同額の手当額とし、

保護者の所得制限を設けていません。これは、

労働力や年金の担い手確保のための少子化対

策ではなく、日本の未来を担う子どもたちの

育ちを、社会全体で応援するというメッセー

ジをこめて、子ども一人ひとりの視点に立ち、

子どもが安心して育つことのできる社会の実

現を目指したものです。

残念ながら審議未了で廃案となりました

が、現在開会中の第 169通常国会に再提出を

して成立をめざします。

また民主党は、今年 (2008年 )4月 1日 よ

り減額されることとなっている児童手当を従

来通り支給継続できるように、児童扶養手当

勢劃調慣 神本美恵子

の減額措置に係わる規定を削除する、「児童扶

養手当法の一部を改正する法律案」を衆議院

に提出しました。

児童扶養手当は5年前、母子世帯の自立促

進のため、母への就労支援施策を強化すると

いう趣旨で改正されてしまい、最大 2分の 1

まで削減される規定となっています。

しかし、就労支援事業が進んでいない実態

も明らかになっており、子育てしやすい環境

の整備も整わないなど、依然として母子世帯

は厳しい状況にあります。児童扶養手当をこの

時点で削減することは命綱を絶つようなものです。

与党側は「凍結」を検討しているようです

が、「凍結」という一時的な措置ではなく、実

態に即して現行通り支給継続できるように、

何としても現在衆議院で継続審議となつてい

る「児童扶養手当の減額措置に係わる規定を

削除する」としている民主党案を成立させな

けらばなりません。

現在開会中の「ガソリン国会」といわれる

第 169通常国会は、与党が暫定税率の期限を

延長する「つなぎ法案」提出という奇策に出

て、予算審議の入り口から封じ込めにかかり

ましたが、野党の結東と両院議長のあっせん

で、撤回させることができました。衆議院 3

分の2再議決という憲法59条の例外規定を乱

用して、国会での審議を空洞化させることは、

議会制民主主義の破壊であり国会の自殺行為

に等しいものです。断じて許すことができま

せん。これからも参議院選挙の民意である与

野党逆転のねじれをしつかりと利用して、国

民生活に直結した納得のいく国会論戦を展開

し、子どもたちの明るい未来のために政権交

代をめざします。

民主党の子育て支援
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親給のアップと父親たちの育休取得

2007年 12月125日付けルモンド紙掲載記事から
ハンブルグの大手保険会社に勤務するフラ

ンク (42歳)は、こ‐の4月 からt3月 31日

に生まれた娘エレナの保育を全面的に引き受

けている。買い物をし食事の支度をするのも、

あや したり散歩に連れ出したりするのも彼だ。
「娘を育てることは私にとって誇 りだ」と胸

を張る。

税理士の妻は、夫より高給取りなので、長

い育児休暇はとりたくはない。「だからごく自

然に私が育体をとることになったのです。」周

囲は少し驚いたようだが、「とくに問題もな

い」とフランクは言う。

2007年 1月 から、 ドイツでは、子どもが生

まれて 1年間に育体をとる親に親給が支払わ

れることになった。父親あるいは母親に、自

分の給与の670/0(上限 1800ユ ーロ、約27万円、

下限300ユーロ、約 4500円 )が、14ヶ 月 (ど

ちらか一方に 12ヶ 月、他方に2ヶ 月)間、支

払われる。

2007年 1月 から9月 までの9ヶ 月間で、冒

頭で紹介したフランクのように、37140人の

父親 (親給取得願い全体の 9。 60/0)が 育休取得

を選んだ。そのうちの 41.1%が 3ヶ 月から 12

ヶ月間の育体をとっている。ウルスラ・ヴォ

ン・デルリーエン家族大臣にとっては、当初

期待した以上の効果である。こうした育休取

得パパたちへの支払い対策として、今年度予

算に 1億 3千万ユーロの追加の要求を出すこ

とになった。「こんなに早く効果がでるとは予

想もしていなかった」と家族大臣は喜ぶ。

現時点では、この制度を最も多く利用して

いるのはベルリンとバイエルンの父親たちで

ある。ワーク・ライフ・バランスの実現のた

めに父親や企業に対して相談事業を行うある

団体の代表によれば、数ヶ月育体をとるのは

おもに大卒や何らかの資格をもつ労働者だと

うい。この法制度で保障された財政支援が多

くの父親にとって育休取得に踏み切る決定的

な要因になったのである。この法律が出来る

前には、子どもの誕生を機に、しばらく仕事

を休むことを希望するカップルも多かったが、

財政的な理由でそれも出来なかった。フラン

クも「この制度がなければ、 6ヶ 月しか育休

をとらなかっただろう」という。

だからといって性別役害1に大変化があつた

とは言えない。子どもが生まれれば、仕事を

中断するのは、まず、母親だ(親給申請の90e40/0

は母親)。 しかし、この制度がパラダイムの転

換の始まりになることは確かである。

企業もこの制度に理解を示すようになって

きた、と先の団体代表は強調する。「中小企業

さえもが私たちに助言を求めにくる」という。

業種や企業の規模によっては、育休取得のた

めに雇用主を説得するのが難しい場合もある。
「うちの会社はとても協力的だった」と言え

るフランクはむしろ運がよかった方だ。2006

年 9月 の世論調査では、3分の2め企業が新

給に賛成している。

全体的に見ると、この制度のおかげで、ド

イツ人は再び子どもをもちたいと思うように

なったようだ。連邦統計局によれば、2007年

1月 から9月 まで間に新生児の数は前年同時

期と比べて 1%増えた。

今後この傾向が続くかどうかに注目しよう。

今のところ、 ドイツでは一人の女性が生涯に

生む子どもは 1.3人で、ヨーロッパで最も少

ないc何十年も積極的な家族政策が実施され

て来なかったために、就労を望む母親たちを

とりまく環境は過酷である。子どもをもつ女

性の就労率は 57%、 子どもが 3歳未満では

33%にまで落ちる。
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東京都多摩市の ,

◆多摩市の行財政の概要

多摩市は歳入総額の6割を市税収入が占め、

普通交付税の不交付団体である。財政難に苦

しむ自治体が増えている中、いわゆる財政力

のある市といえる。

しかし、2006年度の経常収支比率は9

1。 7%と 財政の硬直化が進んでいることも

事実であり、市はこの3年間、市民サービス

の見直しなど行財政の再構築に取り組んでき

た。市役所内部の改革は目標に届かなかった

が、税制改正の影響などもあり、一定の改革

効果をあげることができた。

この間、子育て支援に関する施策の決算は

微増ではあるが増加傾向にあり、待機児対策

として認可保育所の増設や子どもの虐待や育

児放棄への対応として、子ども家庭支援セン

ターの整備などに取り組んできている。

◆子育て施策の現況

多摩市の子育て施策は、ある経済専門誌の

全国調査によると、全国で上位に位置づけら

れる。調査は認可保育所の月額保育料や認可

保育所の上乗せサービスなど7項 目あるが、

多摩市は総合で全国36位、保育料は全国 7

位となっている。(2006年 11月 調査時)

しかし、現在保育料については、負担の公

平″性や保育所を利用していない (できない)

世帯との不公平感、財政面から維持が可能か

などを理由に、保護者負担の見直しが検討さ

れるなど、必ずしも評価を受けた水準が維持

されるとは限らない状況にある。

◆切れ日のない、きめ細かい支援策

多摩市では2004年 4月 から新たに「子

ども青少年部」を設置し、出生前からひとり

多摩市議会議員 遠藤 めい子

立ちするまでの児童 0青少年が、一貫して地

域の中で育つための環境、しくみづくりを進

めるとした。

具体的には、従来市民課で行つていた妊娠

届けを子ども青少年部で受付け、妊婦健診や

子育て関連施設の案内等子育て情報を盛り込

んだガイ ドブックを配布している。また現在

すでに実施している妊婦健診の助成制度を見

直し、低所得世帯など制度上受診しにくい世

帯への受診機会の拡大をめざして、来年度予

算に妊産婦健診 5回まで無料とする (上限あ

り)予算を計上している。さらに、現在市内

に18の認可保育所 (公立2園、私立 16園 )

があるが、「待機児童」が存在しており、来年

度予算で新たな認可保育所の整備と施設改修

による受け入れ定員拡大を検討している。

また近年特に、家庭で子育てをする世帯の

育児の孤立化ということが課題となつている

が、子ども家庭支援センターや民間の協力に

より子育て広場事業を展開したり、一時保育、

休日保育、子どもショー トステイなど多様な

支援策を実施している。

◆今後の子育て支援策のあり方と男女共同参

画社会の実現

しかし、現状は子育て支援といっても母親

役割支援になりがちである。また、自治体が

子育て支援策を充実すればするほど、多様な

働き方を選択できる社会を作つていくために

企業が果たすべき役害1を見えにくくしている

ようにも思える。多様な働き方の選択を可能

にすることと、地域の多様な子育て支援策を

充実させることは、バランスをとりながら車

の両輪として進めていく必要があろう。

「 子 育 て 支 援 J
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郵政民営化と私たちの暮らし

昨年 10月 1日 から郵政民営化がスター ト

した。

地方の郵便局では、民営化によって体制が

大幅に変わり町民も危機を募らせ、郵政民営

化で打撃をうけた地域の実情が浮き彫 りにな

つてきた。

地方では、高齢化が進み女性の一人暮らし

が増えている。

□ △ □

民営化される前の郵便局は、ひまわリサー

ビ不と称 して、顔なじみの郵便局の人が声を

かけるなど高齢者の暮らしをサポー トし、役

場との連携を取り合いながら地域のまちづく

りに貢献し、町の暮らしを支えてきた。

コンビに等で充実している都市と異なり、

小さな村や町では郵便局の代替施設がなく、

郵便局がなくてはならない存在だった。 しか

し、民営化によって一気に効率化という理由

で各地にあった郵便局が撤退し、小包を送 り

たくても身近な窓口がなくなり、住民は不便

を強いられ、一方、郵便局員は、人員削減に

よつてさまざなサービスの実現が難 しくなり、

思 うようなサービスが提供できなくなってい

る。

□ △ □

昨年 12月 行われた参議院の総務委員会で

は、郵政民営化によって様々な問題が生じて

いる。国民生活に必要な郵政事業に関するサ

ービスが適切に提供されるという見直しの議

論をすすめ、国民の暮らしの安心を支える真

の利便性を向上させる観′点から国民生活にZ、

ゆさ みゆき

要な郵政事業とは何力1こついて質疑が行われ

た。

□ △ □

郵政民営化を進める際、前小泉内閣総理大

臣、前竹中郵政民営化担当大臣は、「郵便局は

なくさない」、「サービスはダウンは行わない」、

「労働基準はダウンさせない」と再三答弁し

た。しかし、現在、簡易郵便局の閉鎖、千を

超える郵便局での郵便配達業務の廃止、それ

に伴ってひまわリサービスが低下し、地域の

お年寄りの声がけが手薄になっている。こう

した郵政事業のサービス低下を受けて郵政民

営化に対する国民の懸念が強いまる一方で、

郵政民営化を進めた場合に金融市場に与える

影響、日本郵政株式会社や郵政貯金銀行、郵

便保険会社に対する買収防衛策についても国

民に安心が得られるような対策は未だ講じら

れていないのが実情だ: こうしたなか、国

会では、日本郵政株式会社等の株式化で郵便

ネットワークが分断されるのを一次ストップ

したうえでサービスの再構築することをめざ

し、株式を売却を凍結する 「郵政民営化見

直し法案」を民主党、国民新党、社民党との

共同で提出した。

□ △ □

□ △ □

何のための郵政民営化なのか、誰のための

民営化なのか、原点に立った上での見直しが

本められている。郵便局ネットワークを低下

させた政府の責任は大きい。地域の要望を受

け止めるサービスの再構築が必要である。
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連載3 ジェングー平等政策と「欧州女性ロビー剛

連載第 3回では、マリ・ラモ著『ヨーロッ

パ女性ロビー団』の第3部を参考にしながら、
ヨーロッパ女性ロビー団EWLの代表性の問題

について考える。EWLは、宗教的・政治的独

立性を維持し、南か北でなく南北の女′性たち

を、左か右かではなく左右の女性たちを代表

することを条件に、欧州委員会から財政的・

技術的サポー トを取り付けた (マ ンスリー121

号 p.8)。 ジェンダー平等問題のゼネラリス ト

として、EWLは EU諸機関へのこの領域のロビ

ー活動をほぼ独占している。しかしそれが自

動的に、EWLが欧州規模のフェミニズムを代

表する団体であることを保障はしない。EWL

は、ナショナル・コーディネーションが抱え

る個別の事情や利害を越えて、欧州の女性一

般を視野に、統=見解を表明し、統一行動が

とれるの力Ъ

l.構成員の多様性と意思決定プロセス

EWLは、ジェンダー平等や女性の人権のた

めに活動する4000余のNGOを東ねる欧州最大

規模のNGOである。連載第一回で見たように、

このうち、正会員 (各国内のいくつもの NG0

を統括するナショナル・コーディネーション

NCと 呼ばれる組織と、EU域内の半数以上の国

にまたがって活動する女性 NGOの計 50団体

弱)だけがEWLの政策や方針、優先事項の決

定に関わることができる。EWLが域内の女性

たちの多様な運動を代表できるためには、各

国の NCがその国の多様な女性運動を代表し、

彼女たちの意見や要望を吸い上げ、EWLの政

策に反映させられる組織でなければならない。

現実には lNCの規模は国によりかなり異なっ

ている。例えばフランスMは 75団体からな

り、フランス社会の多様J性をある程度反映さ

せている。しかしイタリアに に参加する国内

石田久仁子
の団体は16に過ぎない。結成時に、共産党系

団体の参加を拒んでもいる。ドイツでは、1990

年の EWL設立時に、既存の全国組織が ドイツ

NCと してEWLの正会員になった。これに反発

して ドイツ NCへの参加をやめた女性団体も

多くある。NC全体 (現在 26)を見ると、自

人女性エリー トの比重が高い。そもそも EWL

は欧州のフェモクラット、言い換えれば白人

エリー ト女性のイニシアティブで設立された

のだから、それが EWLの特徴であることは確

かだ。だが、ラモによれば、EWL内部でも代

表性の観点からこのような特徴を見直そうと

いう気運もあり、移民を始めとするマイノリ

ティ 0グループの参加を促 し、多様性の確保

に努めているという。

意思決定過程はどうだろう力、 ELは 4000

のNGOがゆるやかにつながるネットワーク型

の組織だが、それが効率的に機能し、統一見

解を出したり政策を決定したりするには、指

導的役割を果たす部署が存在していなければ

ならない。それが理事会や事務局だ、とラモ

は言う。とりわけ重要なのが後者で、常に ELl

の関係資料にアクセスし、欧州委員会や欧州

議会のジェンダー問題担当者とも接触を重ね

る。こうした日常的な活動に根ざした事務局

の見解がEWL全体の意思決定に大きく作用す

るg通常はコンセンサスによるために、決定

までに時間は要するが、巨大な組織でありな

がらも、統一見解を表明できる仕組みは備わ

つている。

2.パ リテ・クオータの推進、リプロヘの躊躇

EWL内で早い時期からコンセンサスが成立

していたのは、意思決定機関への女性の参画

を進めるためのパリテ (男女同数制)と クオ

ータ制に関してだ。パリテはフランスの発明
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品と思われがちだが、実はそうではない。人

権問題や民主主義の推進に取り組む欧州評議

会が 1989年に主催 した国際セミナーで、始め

て、政府や議会への男女の同数参加 (パ リテ)

を三権分立や普通選挙ととともに民主主義の

成立条件に加えること、この考えに根ざした

民主主義を男女同数民主主義 (デモクラシ

ー・パ リテール)と 呼ぶことが提唱されたの

である。 したがって哲学的概念であるパ リテ

は、平等を達成するために一時的に用いられ

るクオータ制とは区別すべきある。パリテは

50%ク オータ制ではない。

ところで女性の政治参画への取り組みや参

画の現状は、EU加盟諸国間でかなりの違いが

ある。周知のように、北欧諸国や ドイツ、オ

ランダ等では、女性たちのパワーにおされた

諸政党が、法的強制力なしに、選挙にクオー

タ制を導入 した。それにより、男女が均等に

参画する政治が実現した国や実現間近の国も

ある。選挙におけるポジティブァクションを

法的に定めた国もある。ベルギーは 1994年、

女性の政治参画が遅れていたフランスやイギ

リスも各々2000年、2002年に法律を制定した。

仏英については、北欧諸国に触発された面も

あるが、前述の欧州評議会での提唱を引き継

ぐかたちで、9o年代初頭からEC/EUレベルで

男女が均等に議席を分つ議会実現のための運

動が展開され、男女同数民主主義の考え方が

欧州の市民たちに広まったことが大きい。EWL

は欧州委員会と連携 してこの運動をすすめて

きた。フランス国内で 9o年代後半女性市民を

中心に大々的に展開されパリテ運動ではフラ

ンス NCが積極的な役害1を演じている。

早くからコンセンサスが成立してぃたパ リ

テやクオータ制と異なり、EWLが態度表明を

したがらなかったものに中絶問題がある。西

欧のほとんどの国で中絶権は保護されている

ので、EWL力 あ`えて見解を出す必要はなかっ

た、と言うひともいる。しかし1997年のアム

ステルダム条約にはジェンダーの主流化原則

が盛り込まれているのだから、この原則に沿

つて、例えば健康に関しての EUの法制におい

て、この権利をより確実なものにすることが

できるはずだ、というのがラモの意見である。

2005年の EU拡大以後、中絶禁止国がそれ

までのポル トガルとアイルランドから、キプ

ロス、マル ト、ソロバキア、ポーランドの計

7カ 国に増え、さらに同年の欧州議会選挙後、

議会の女性の人権・ジェンダー平等委員会の

委員長に、ポーランドの超保守派で中絶を敵

視するアンナ 0ザボルスカが就任して以来、

EUでも女性の権利に関しては、既得権を守る

のが精一杯古それどころか、宗教右派が勢い

づくなかで、中絶権を制限する動きさえある。

欧州委員会や欧りヽ‖議会の危機感を背景に、EWL

はようやく障害者、社会的人種的マイノリテ

ィ、レスビアンを含むすべての女性の性的諸

権利の保障に関する文書を、コンセンサスで

はなく、5分の3の過半数で採択 (キ リスト

教女性団体を含む ドイツNCは棄権)し、その

中で、EU加盟諸国に対し「域内のすべての女

性が安全な中絶を受けられる権利を保障する

法的枠組みを確保すること」を要望した。

3.体制内フェミニズム

以上見て来たように、EWLは、国内で活動

する女性団体の単なる集合体ではなく、欧州

規模で統一の見解を出し統一の行動ができる

団体であるが、EUの基本的スタンスや基本政

策の枠を越えて活動する団体ではない。EWL

は穏健派あるいは体制内フェミニストと呼ば

れる女性たちを代表する集団である。だが、

もしEWLが結局のところ、欧州委員会や欧州

議会の立場を追随するだけだとしたら、EWL

のロビー活動とは何なの力Ъ今では、特定の

領域に限りあるいは特定の地域を代表して対
Ellロ ビー活動を展開するフェミ`ニ ス ト集団

や EUの政策を根本から問い直すよリラジカ

ルなフェミニスト集団が存在する。そのこと

自体が、ゼネラリストで穏健派であろうとす

る EWLに対する批判となっているのかもしれ

ない。次回の最終回では、ELの存在意義は

何なのか、現実にジェンダー平等のために
EWLは何ができたのかを検証する。

一
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く北京J爆 例会のおしらせ>

1 3月 はワーク・ライフ・バランス政策をテーマに、 1日 、 30日 の 2回、定例会を開催 し

|ま す。ご予定に入れておいてください。

★☆★☆
|●第 1回

1 日時 : 3月 1日 (土)13:30-15:30
1 会場 : 文京区男女平等センター D研修室

テーマ :「 ワーク・ライフ・バランス」政策  働く女`性の立場から
講師 : 酒井和子さん (均等待遇アクション21事務局)

1 趣旨 : どこを向いても「ワーク・ライフ・バランス」 !

1     男女共同参画センターなどでも盛んに講座に取り上げられているが・・・。
1    政府は昨年12月 、ワーク 0ラ イフ・バランス推進官民 トップ会議において、 「仕事

|    と生活の調和 (ワ ーク・ライフ・バランス)憲章」とその推進のための「行動指針」
|    を策定しました。指標なども提示されていますが、種々の規制緩和の矛盾が吹き出
:    ているこの格差社会において、はたして実効性のあるものでしょう力ちその内容と

方向性について、働く女性の立場から検証します。

酒井和子さんはワーカーズコレクティブ 0赤かがを主宰、元豊島区議3均等待遇アクション
1     21を はじめ、働く女性の労働運動に長年携わつてこられました。共著・監修「知らないと損|    するパー ト&契約社員の労働法」 (東洋経済新報社)

★☆★☆
●第2回
日時 : 3月 30日 (日 )13:30-15:30
会場 : 文京区男女平等センター 研 修室

1 講師 : 村木厚子さん (厚労省大臣官房審議官 雇用均等 0児童家庭担当).テーマ :「 ワーク・ライフ・バランス」政策をきく (仮 )

● 12月世話人会

12月 15日 17時半から事務所で07年
再度の世話人会を開催。 11月 の省庁ロビイ

ングの総括、報告書の作成の日程を確認。つ

いで08年 10月 のもりおか全国研修会の大

枠を話し合いました。 1月 の世話人会でも話

し合いを続けます。

● 1月世話人会

1月 15日 午後 18時半から事務所で開催。

ロビイング報告書は、個人会員へは3月 のマ

ンスリーの発送に合わせて送付することにな

りました。もりおかのイベントの内容、予算、

役割分担を話し合いました。今後はもりおか

女性センターと意見交換しながら内容を充実

させていきます。

2月 世話人会は、 2月 22日 午後6時半か

ら事務所で開きます。

『マンスリー北京 JAC』

第 123号
2008年 1月 1日発行

◆編集・発行 北京」AC世話人会
◆担当世話人 石田久仁子

◆〒H3-0033

東京都文京区本郷 l-33-9

コージュ後楽園廣本ビル 802

0Fax 03-5689-6828

0http://pekinjac.Ore tv/

◆郵便振替番号:00250-7-66426

北京JAC事務局
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□店がる勇女共財猾画武ッシングを備案すらにあたっ。て¬
Ⅳ 醜蛙法の攻撃痺地方ゅ女性ャンター縮小計円というかたちをとつて、男女共同参画パ

シングが勢いづいていますLこめ現象のあ量にはなにがある⑪力、私たちはどう対応す
きなぬ力、 中のまえ知子さんに特集⑮意図をまとめてもらいましたな :

□「つくば臨らい蒔剋酷」と地吻画
、茨城県嘔くば募しいおが 1月 鰤伺

参画講演会』薄鼠突然申止されました。

に開催を予定していた画 をテ昌マにした 鴨 同
いつたい何か起きたゅ力ゝ 常磐2i3業の金の長岡満

江さんの報告です.

□改正Eげ満⑮徹鼈を他蔚自沿俸に或めるh内薬会一一T―――一~〒‐
つくばみらい市の講演会申止の条振は他⑪自治体にも及んでいますЪ 自主規制の広がり

を断鰤 り、酬教育を始めとする改正脚法の徹底を自治体に求める院内集会が開かれま

男女共同参画バッシング|ま、いつ、どこでも誰が何のために始めた闘 もそれに対し行
政はどう対応してきたの力、孤 は男女共同参画口味痴嗜餌渤、男女平等を目指す私たち
に求められて聯`るの用 ゝ黒肛秩子さんとともに考えますじ

■ドーンセンタ下売却⑮危靡
ヌエックの単位存識が澱よつてほつとしたDも 1つか⑪闘宅今度は大阪の男女非同参画拠

点、ドーンセンタ丁が、男女共同参画理念を否定する橋下新知事⑪下で、今売却のぬ膿に
あります.これに反対して、大Mの女たち節粒 ちょびりまし皐甲

:号の中費にぃぅ森懃鋼舅け
さんに、ドーンセンターをめぐるこの二ヶ月⑪動きを報告し無 だき奮九 ´

日□□□回由□□  「

□罫女共同笏画国と
フェミニスM連 囲は酢年度か幅男女共同参画局と年一回懇談を行っていま九

度は2月 に実施されましたふ
:日 沖縄    稟件

この事件をめぐり二oぬ院内集会が:擬
りました。ゆ口また鋼子さんぬ報告で税

・:

□贔載4:ジェングー平響政策と:『欧酬動性ロピ由固」
連載最終回では、ロピイングの成果と今後⑩価 をさぐりま九 欧州|でもジェンダーT

: 等%に 向かい風が昨L｀ていますι tt」l隅町如性たち1酔難新たな運動方法を模索してし亀ま :

す。石阿久仁子の価告です。            .`
□北裏酬臨事務嚇齢転働認蜘通せそ田他           14

◎
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浣 巫      儡 靡 ‐

ず非同轟画緻 t轟鰊趙教篇Ъ争ゼ平ン鋪■晟乳 i‐

1-、 性勢育など費ゃ事眠、l ёttq脩庁⑩晰霧1・

1轟曇闊l昌厄E堪熙警貢キ唱霞億露茫言露11
1皐張する。そして、―昴女共同参画やジエンダ

1二崖し1嘉用認を亀国家墾傲隧劃測現lこmヽ 1

剖謝郵駅にmに 変更し広めまぅと低てい6..11

1《長各』[I三千子・
´
岡本明示『ジエ:ングこなん

,1か怖くない !ニプェミ、三ズムの試場なわれら
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11すは残すと言明してい蜀・が、DΥ防止法蝠熙

時
の皐蒟:は、勇女平等⑪裏現の鰤けになゃ

.1て,いる』ことあるように、D:V防止と昴女共同
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| ‐囲脚ヨξi口 TI防轟法嬢鷹轟曰なこ・と,をぶFしてしl

l lつ恩1‐甲iv閻事昨いの颯撃は今に始まらたこと
:

|1霧申し):零準嘩響甲攣津だ聖m・獨奉格的
|

を動きlま 鋤幅年1動羅っていれ まとま■:

たも口]よ:『正濶 :珊鰤年 1月趙 暉野牧i

:雅子民QttD市防止法□文章が量柳□も⑪ど|

■息趙 ら志同学面月期 遣筆者によるTぽ

|■牲者続論:DT防止淮ぬ讚蜻が貴方を襲う」「

では回V防止法をf世紀ぬ奇法」をまでいい、=

:轟嘴瑯沐鱚腱櫂議.

「大げきな』
｀
申七±てなどで、家族破Mに追

よ

11ヽ込ま拠たと主張すう本たち驚主に黄援ず畳:

ものでギ甲恥i諄芦疇ぽ同じメンがマなどが申■
1かになつている。つくは導しい市に縮いては、|

市役所前で拡声器を使つて開催中止を求める|

|という威嚇行動暉出た郎、尋れはt今年 1月 1

11同 から錦量:httDv防止法が地待|され
|

たことと、      に鼈 づヽき目立つたノヾ

ッタラシジュ派が、檀国政権になつてか幅光二

が当毒らなくなつた不満を導つけたともいえ番抵
量つ目は、行唾⑮対応の闘題である。すだ:

.1いく画嘔呻計,暉なれ準   ‐
理P審さ力罐 2‐書Ⅲ 個鐵

:撮
同十)でl黎

切な対応によ響辣調卜ヽキ≦'閾鍔書■キ彎穆崚|

1て開櫂さ|れただけ力こっそ⑪対隔がさ神だらた。|

第回数改正BV防止法冬行により、市町村|ま i

Dv基本計画暇薫定が努力義務とな:懺 ご酒己偶:

者鼎財 晰 セン|夕十の設置:も硼ねになっl

llた高|づくぼみらい市ぬ対応は、今後ぬ自
‐
藉緩:

D〒臓上対備とその実施に熊をさす出来事測|

,、7T輩零堪神ミ期,とR措置轟明し再い轟化し鳩■
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0講繭畿中止⑩衝撃

茨城県つくばみらい市が 1月 鋤 日に開催

を予定していだF昴女共同参画講演会』を、R
前の 16日 に申止したことに1私たちは大き

な鰈 を受lすた。
f講

演会⑭テーマはF自分さえガマンすれば

いいの?脚
「 被害実態の理解と支援の実際J、

講師は勁 1和子さん(東京フェミニストセラ

ピィセンタT職 、
t内

醐 専門Mで あつ

た。折りしも、改正DIV防止法が今年 1月 11

日からぬ行されたばかりであゅ、同法におい

ては、嚇 からの最力⑮防止及び被害者ぬ

憾 めたゆ⑪施簾⑮基本計画J印嫌碇勢還、曝⑮

みならず、市町村の努力義務となつたのであ

る。

また、もくぱみ嘔い市は囀 、合引てく

ぱみらい市として初めての「男女共同参祠計

画(素討Jを作り、今年 1月 17日 からそれに

対するがプリックコメントを募集することに

なっていた。          1
0タイムリーな造画邸なぜ?
今回口講演会はも改正DT防止法と、市が

まとめたF男女共同参画計画 素れ を広く市

民に知らせ、そ⑪内容を防 するための1ま
さにタイムリーな企画であるなといえようし 、

だからこ措t●くばみら嗜ヽ は6ヵ月も前か
ら平り11さんと密に連絡を取り、講演合の内容

を固めてきたので|まなかるたの力、

その議演会が中止されたのである。中上⑪

翠由をつくぱみらい市|ま Ⅷ庁 防止法に反対

する団体が平メ|1和子さんの講演会を申止する

よう要求、市役所前憎拡声器を使って中止を

求め、当、日も同様な行動をすると発言してお

り、開催すれほⅧ鎌院が趣こ壌こ講演者ゃ参加

者に迷惑を掛けることになりかねないため』

′
髄 鋤 ?繊 囲 嗣

と説明している。DF防止法に反対する団体

とは、「コⅣ防止濃犠牲蒙醸支援の会』岬赫話0

、『内外地理研究会ゴ(主催・小菅

清)、「韮権回復をめざす会』ン(〈隧赳」両村修判

などである.両村修雫氏は財皿 年、最松井

やよりさん⑮講演を妨害したとして威力業務

妨害グで有罪とな靭、
°
その動行猶予の期限が

昨年 10月 に切れたばかりの人物である.ざ

0間ねれる国治体の行取他カ ゲ

つくばみしい問当間の中止決定は1皐旦地
t方自浩体師彗行うと鉄めた政策を二部の人寿の

援力的駿嚇の反対行為でやめること奮あゆ√

自治体の行政能力と危織管理能力を聞われる

決定であもた。暴向による人権被讐を受けて

いる人々、その家族・支援書を守るょう義務付

けられている市役所が、暑山的な威嚇行れを

受雌 、PTといぅ霧ヵをなくすための議演

会をlLめてしまうようなことでは、DT被害

者や家族・支援者はデうまでもないが、住民の

信頼さえJttiLかねないのである。こ.う した決

定が他の地占自浩体等に及ぼす影響も撫視で
｀

きなし亀実際電隕援す高らくぽ市にある茨城′
県立墓崎闘校では、・予定していた「デート

・
F砲

に関する出前緩熊を中止した。理由は「会的膿
Mであるつくばみらレ哺⑮決定を重く受lす止

め、温翻墨輔畦けることを恒黎見した』
'と

している。
もくはみらぃ市当局議]申止を決定しためは、

市民のため⑮講演会を重要視するよりも、F混

乱するような起とは起こって欲しくないi市

当局の意志を重要視した結果と言わぎるを得
なし、その背後には、1)市当局が⊃すにつ

いて、そ⑩危陵陛について、それが重大な人

権侵等であることにもぃて、十分認識してし`

ないこと、呻 ■方的にレジテルを貼りその

言論を対じよ:う とする人々に対して、市は自
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ちが依頼しな講師の「言論の自由」を守るた

めに開固とした濶度で臨まなければならない

、野lよ盤  増走|

繹野)至 ?li勲》奪鍮?島 |1単li響蝉勤琶あげられ
よう。いずれも、住民とr共にホ政をすすめて
い麺bねばなら:ない地方向治体としては、あろ

:てはならな、い事柄であ慟響 11    ._
日自糞爛制を懸睦しら1署鉤饉恥轡綱織

もくばみしい市の農庭を受けて11月 1由

掴以降tiやくば市及び上浦市中住民を中心に

活翔していろF判蜻興暴Qntまっくば手し
,い市長に抗議P要望書を提出しなければこと動

き始ゆた。DIV Iは轟画にし1こ
,端 ヤ‐lゃ。しかし命

に閥れる問題でお柳1.袂れを人権闘題でもあ

るmに%F7M藁法に厘揃する団体がメカ的

戚嚇行為を行つた通と争⑮怒りξ言論⑩自由

を費詢コ鐙うとする饉ら口主痣審⑪反発電位ら

に属したつくば手しい市の対曰へ⑩失望、こ

うb.たこと蘭毒円運倉辮 、.と ,く につく|』市な

じに鐘及し、i型町防止   みならず、尋

女寿国参画⑪ため□施簾などt含め¬密紳に
「‐同:主規嗣』費されてしまうこと争申懸念、な

どの声力母寄せ,られ亀抗議嗜iT荼攣顆咋作りに取

りかかつた。〕原業には幾藁か⑩籾正を加えゝ ・

最終案が出来毒Q嘩 1月 i鰤 日頃でわる。そ
れから疇ばかけ人と賛同iム署ヽ 資率める活動

にみり、二月末まで申輝翔闘ではあったが亀

呼びかけ入78等、隠が骰lす団体T:筆Ъ賛同

人呂7・筆4‐麓硼国悴母:筆、計¬塾≧①人・9団体か

ら署名誉頂いた。崖厖的に螂上鯰千鶴子さん

な呼びかけ入代表選する要塑書にt電熙ュ筆の

賛同署名が集中瀾拠下鵜炒ギ彎月1日 、上野

千鶴曇代表夕10岬 :とともにl科た|ち も抗議G要

翼書警持ってゃヽ ビみ軽い市律琥を調闘.した。
.今回の霧菊循靱‖こ晦、茨城県内各螂暉多く

の国作、l仰基なら賛制を回聯)た||つくば市で

はこポ畢・ア・ポコつくは躇0い間、わくば市申
男女共同参画推進にR組んできた固爛、ほ・う

せんかの金(つ く、ぽ市で慰費婦問題寿牛彙入

親失会自巖■tl新匈本婦人の金   部、

■ 国語が靡 部趙 び力鐵 団体0賛同団体に名

を通れている。そのは浦ヽにもいく嘔か⑮団体

や団体加盟⑮個人がそ口加盟団体⑮参岬者|こ

贅同署名を求めるなども期間が短い走ぬもさ

まざまな薫売を,bなから署鍋集中を行つた。

ただ、1署名集めの期間が短く、またメール環

境にもない個人も少なくないため、・呼び力助け

人が『賛国人の形がかけ』を聞来ないままに経

わつたことについて:は¬反省材料と言えよう..

常陸 24条⑪金とは別に、新日本帰人⑩会

茨城蟷本部繭嵩つく|ぽみいい市Q大性議員亀,同

市0新婦人口会⑪人蔚と共に 1月 圏5日 につ

くば畢らい市長と急い、平割[|き ん峨講演会を

開催する|よ う申Lλれを行もている。

0相手囲動:書書趙諄先手書打つ

iま亀、茨城県に力しては、県母親大会連絡

金、新婦人県本印、日本婦人有撻者同盟茨城

県支部、I女性会議就城県支酬などが中心と

なつてぃ県知事畿室・ 女性青少年みを調闘竜

改正田町1用上1怯についてξ市町材が鱚癸幡動

を行うよう指導1支援しても・らいたい旨の要

望をする方向で話し合いが進んでいる。
・

四月 12,国 に開か輌纏[改正]V防止法⑩徹

底を地方向治体に水める院内員会■57被書

礼事看支援をすぶて印列域で守』で、まとめ口

言葉として、成龍民江さんが言われた言葉が

胸に重‐く残っていも。そmと き、成能さんは、

「もぐらたたきのi■ 機にも何か力澤起こってその

対Mに追われるという時代は経わつt‐ 今後

は、こちら側が積極%に先手を打うで対応す

る時代であるJという:趣冒□ことを発言した

印でわる。  i.
.:J⑬ ◎

・
①  l

この言葉に触発されて、鵞陸圏4条⑪会は2

月卸 旧、先の風月11日 にね出した抗絣・要望

]に対す轟市当局口櫨討結果費聞くだめ、再

ずつぶぱみらい市を訪れる予定であ罰。 .1

〇
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守□V

2月 12日弯盗麹:1時轟loi壼哺訂ら輔 鰤

会館第檸会議室で開催されたも.lMがけは

上野千鶴母さん竜滅龍暉骰:きわ」Rり11満寿羮

さんち赤石干衣子さんい)i,熙翡理舅脳画⑩:l

120鋼以上の基調者で埋められたB女性議

員12人が出席された。ttγ麟離錢靡[⑩‐肇罪

に議員1曲態で成立嘔こ時螂]7月冦改正が行和

れ今年1月 11日冬卜:され龍ξ尋の改正電吻

偶購m、も嗜 ヵ防嬰等蠅鯰笏製鵞詢⑩な鍼

策□実施に関する基拳計画口範定を中町村呻

努力義務とす醜 」(R3条卿3Ъ 15卿
`1と卿確

にされたもつくばみ′ら聖l市はュi』層i⑩掴、,市

主催甲□Vを言T71尋もた昇童轟国参画議満

会 《講師は平押1和子さん、東京フェミ昌嵐ト
セラドァセンタTM‐毒栃膿がると眸なが

らtl月 1肇 |ロ ロギDT騰に厘識する人たちが

呻 轟雪醐嚇暁 :霧覇霧趙精鵬動面最蕎圏暴・
成叶乱誨令鶏到嘲し、中止を離 したことは詳し
難しヽことと平り[lさ制覇言鼻講郵副颯1月 日0日 )

していらき    :: ■ヾ1■  1ギ

・集会F髯 ]∫膚t竜。鳥法成立li三幅覺]わでた南覇知恵濡参
議員t≪国民》や期ヽ富幽洋子議瞑∫《mi⑬発
言⑩あ]と 口v腕吐陸き徹底させるhめ甲各省
庁とのやりとりから始ま雫亀 . 1
近藤恵舗さね (司瞳晦道0女□暴ぷ〒暴ぉん》
|ま F市区嚇 ⑮配偶呻暴力防止セ町安守1二国
の予幕をつけて1騒 じ饒鳩民間シキルタ〒名の

合的助成をJiと話え鵡がR肇労働やは同詢支
援■彎助成などについ嘔答え―るに1と;ざま・った。
_今回はな菫裁鼎内口睾崎蔵撞鰈 号 lトロV
暉関すつ辞産が申止壽拠たこと,撃宦視しても

車部科学省⑪担当者書ぼんでも
:｀国vに関す面

義育lユ?ル |｀で見鰐彎聞ぃ聾露立部利轄省は∬学

習       :鰊権斜等幅 =女鼈
人権lこmfぅ認導聾ぬ仰,コ :マに関悔■瞳教

m    i
帳隆捌}||力)も『絋        iと しヽう馘

輝綾翻劇郵匡入れ競 だ』という糀 轟

った6。 自籠11月i邸亨剛暖誠纏貪菰漣謄縫竜
DW夫階ようで塞醐顆き鵜亀以作渕勘麹龍頸、.

華は保護瀞合についぶ十分l越銅岨され霧いな

曲軸鯉呻醜 ない辮却ξ
l●煩欄に対面 纂

庁輻 あ      とNttl鋏 亀

農鱚の    も:,菫た手‐ 卜Dwプ直ジ轟

クトM       轟認匡 j:アン鈴申l園調

:もとに、デ■1卜□Ⅷ酵D昨て曹発|し

ていく必要性を話噛起 :i檀畠絣仄膿卜議院議

員 醸幽%イが割はif墨れま鼠 :嵯鰈錮睡:な ど

で脅迩鱚ぬも縫乱 :剛脚鰹ジユンタ■パッシ

ングがDWまできた薄纏謹つ思いだ』調と話さ

れぬ ずG需 :さんも   手は -1:嘔 坪

前こ    錯寺        地色机

などきにおi鏃翼調嘔麹鐘ん緻it曇き蒻睦

孤立させては必、GttbJと B躙闘で約18o
O筆ぬ艶 竜集鹸頭絲朝魏級れてくれた。

犠薫1闇臨圏馘ll‐さん蛉,   と思つれ

と前置き
t嘔

..『つぐ瞬み亀藤    を中 ,
■に違いK山越人物は諧ぬ鯰笏腱ちぬ戦争と
雫杞難掏鯖匡亀     当てぃるJ、こ指
楓 膚躙 □晰醐暉鄭鰤襲p.懃盪猾」も ′

躙 鰤 輻 輻 鰤 閻 爛 幼 講 郎
した.1こ中点について商閥馘 iゝ自治悴飩瞬
には食みできおvLとお地獄答輪面み憲t鐘国再
閂響するこ―ととをった嵐,1.・

…
1:卜  :

=痢
蒻 礼 %°聰 翔 聯 如 献 螂 iは%吟

冊⑩彙会は回Vは閲子愚崇まで呻薬会|ど鷲諏琶

違う。今までジェン‐ダ畠パッシングに対しも

ずらヽな起きをしなさ趣蝙 :こ iこ櫛残ち新た趣ヌ

参だ卜と撻縫町霊、とi縮めて|く 4も犯静「  
「
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①

しやすいもロピ顔り。'『鍼 ヽ男らしさを強幅ヽ

翔 闊 噸

「

と行用
手と鋏 鮭 枷 帥

量Q⑫ □年には檀井癸口女性ヤンタとめ鱚

書風碁 気に開製き
:Jぽ

t竜超    L葛妾
β。

生ンタにぽ 烙鱚面i絣亀1凱

な露歳I起慶嚇撤去きれ薔t剋獅墨島1名れ :とお
‐

事停|と持しせは、『⑮晰啓『輔閂‐渕報した後ご節

塵lと性     彗画J蔽 :薯%鰤侭画書li

は間もなく邊き託遭齢i奢鵡 雹ゴ赫輸皇『拳ゴ

伴』寺あり続けを維葛11繕訂il善な識し遣

載鰈竃I

●P5檸壮 辟ギキ

桐井県⑮事件めとき暉は、参画月かし 肺嚇電

起こつた輻 」曝灯
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冶図機rg,M癬躁勿ni琶し畿結巣となら走ぬ;
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量月1筒ご地璽闘鈍讚仏磯轟1とす葛私走ら
°

1

赫伊卜 動基:∫ 鴫楷義≧鶯 曲綸鼈
:・

警え骨|・
と鐵亀T書聾甲ぷP褐卜_1ハ 11  ■

、電僻嘩ヽ 17モ尋:キ尋榜測以椰翠む回カン昔11.

ヤlP争貫1時鍵警申闊呻塚朧岬辟膊予蝠詢6傷郭:i.
酪囃:≧⑪よつ警轟と興動Ⅲ轟み、炉嗣市Q∵ f‐

よ∫,コ 1嘩滸廻することが可能でおδ悴業書調:し

ま`力 しピど鵠 卜鶴l'i:■11 `iftt l   ～if i。

撮瞼鰤 彊順苓停軍鰭重ζ鞭 ,b鰹疇BL脈はもど也|

尋功l撻鵞裔♂麒動時って福畷ン覇顧赳顧圏動して、

いうようi□i學ぼ|そ '曝病翁鶴瑚圏勁酬劇まⅢ職iヽ li

ぐ⑩濯験動が端曇   日精ナ赫 赫脇ぶ鑓1

つ ■響軸螂暉 いき鶴趣識転が潮膨颯澁論「L

む鵬設し,コ議対軸飽幡発輻ナ愚|が、多セ■プ
。

は絲
°
力韓購隧中にし帽聯曜師動端のと考えて

゛

blttξ与:l鐵勒麟幅那幕1乙審:書 |[窺i業軌繭考え□幅―・
1

を曲げな円昌JJ讐亀ら側も:鶉壼翻麒もでき
:デ

ちら    作動でし曜:と い螂
:鰊雹よ醗要 〕

と思胸れる。

富
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・
:レ亀%ナ共1警時中ti『が国い11、
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直1岬   Ⅲ l当亭銹 載

臨 てJと言ヒ喉普たう.これも(1
itt l,:∫  、 ■ ~.l■ lや‐て∫:'F、

政l輌曙覺岬 ml賜る。中町≒P再輻 申畢国:|

写甲酢%でプ弔甲聾県ξユユ曰中摯らヽt機審者Q111
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鰊 られたI動〕りで腑 ::⊇V    .11
を寄せる窓回.がこQよ うぃ4,「薇中に国オうょ
と尋曇だとい1尋

:キ動i呻鱚_9下暉 らきれた
I

状麒で嘩電      甲夢鱚呻iで 足を上め

'
るだろうQ:, f iil11li l ●:t .::・ I

さら岬財夏な印∫ま、fiコ 権ヾ颯 軸脅蝠〕揮礼

者∝ i当初、ド蒻陽瘍昴瑯瑯饂錮 春卜:

押鵡 卜下■M鵡 ∫子:曇晏駒鼈|ボ月1最日||

に中止を決める1尋動なつてlム|:輻學なかっl」

た問脚。無 :列L瞳山酬燭鼈轟 麺どて舗 i

らず¬参画間は電夕賠陶Lらそのこと密れつた暮●I

そ⑪時何幅か⑪方法で《麺くばみЪい市に抑
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らり安共同●面局と          しゝ

ま|九 1琲雫慶は■坤身む   ①ざちこ数赫

内審口要望者なれ 鵜まlし纏』I Flイ ::|‐
fふ

1≪ :,世予ヤ鰤国⑩蓼憧議員     ■タ

⑮速やかか提蒔  i‐ :|:/デ・: ‐、t与

置、:             》t'm,
とか、44年痴茫忘魏訓蒻以書なつ鰤ては順請輌判ポ駒

3、 『鋤躙集ませは1‐      ゅるl l

mに1輻卜 埴坊1‐

l遅覇鈍?%でご観融鐵駿瞳:

日標義成めたぬけ轟仰鍮榊国動謝im:プラ潔
峨内響繭闘示 |.1   「  1・ :1」し

ても国民ど:のパ守l卜 |サ中鬱がプば鐘b部で亀
」
『え

かりてょネッ■了■拶書はィぬ李壁国警め連
輻 ,|: 11｀ 1:1■ i llィ lll ‐ ・

で,

St靡 薗瀧鰤繭踊翁魃鍮襴熙瑕撻i鶉ける市

ャ:i:ヽ 1彗 .1・ .11 ・ :｀
1

今年度□瘍識針十《2月讐 S'日》1憶:榎錬奥

美硼 慾匈         ま`し[%
濁晨鐵 i隋ら‖ゆ躊機禽奢暮心えて鉤安非同参|

画雛遭帽恥馴細雛たし,電
::Jと憶織を話4_唯

:だいき,自1しぬ口ご襦 魁隧騰懸強蝙黄L竜言ない .

1と 考えてむ輔 亀イザ11 ピ ニ111: |::i.:i
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■年潮鶉軋嘲鵬F磐讐亀電嚇亀彎i雉読
=に対tぎ .参画局膏歩憧議趙数回奎国の統

計°.話を集中するキ
iう

.にして,1諷曝眸ずと端 :|
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ギ
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1
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〇

民)、 紙 智子 (共産)糸数慶子 (無所属》

ら、参議院議員である。呼ぴかけ小以外マ臓l:

国民新党から亀井あきこ議員ゃ。尋キ
0,辞

辱力〕
らlま複数蔵量が参加した:     :｀ ‐ ち i

も司会⑩糸数識員からは、現在 日7市町村が

艦 声明をだしたので、これを蠅 嘔県最大

会ド守っな|ずようという動きがあることが陣剛書

された。また、本上復帰後も事件が続発して

いるの|ま、日本政府が何もしていないという

ことだこと厳しく円 をNし た。幅島癌副肇

|ま米大使館への地位機定見直し申ヒ入れなど

社民堂の取り組み甲紹介とともにЪF軍はと人

権lま両立しない」院 の人権の問題でもあ

る」ことを飼 した。

神本議員|ま民主党の視察団か幅の報告を受

けた内容について発乱 それによれば、F基地

外雛 者は馳oo人、うち5008人用 され

ているが、それ以外用 されていない、性

暴力は緩 に許さないということを共有しな

ければならなし、 ,また、このょうな事件は韓

国・日本のみで話外国では少ないと国会図書

館員に:聞いたが、これは何を意味するのか、

とも問躊 した。紙議量によれば貸し住宅

雛 が6018戸、うち卿17戸が螂 しており

あとはノーチェックとのことである (神本議

員報告と館 がことなるが、嘲 等によるか

もしれな事、
｀
瘍 勒li)鍼 鹸 踵

`ギた■〕町は愧鐵⑪T件|こ 1響綱制で渕 弱居
、 性しているとの再とである。最後に糸犠峙・はt出地問題l   題隧木卜土壌など)

であり、個膵重兄の出産杜危惧されている。

沖縄働悲刺は復帰前から復帰後も続いている、

本上⑮経済的成mの機値として沖縄が今回の

り のような日にあうのは許すことが国来な

いと締めくくった。

彼害者の会が提供してくださった貴重な資

料を見ると、日本政府の対織 閻ボリに懇り

を覚える。もっとこうした覺料の7~―夕‐が

広く国民に知らされるべきだが、私たちも沖

縄の靱 についで問題嵩識を深め知らなけれ

1ばならないことを通融らで痛はした。

1脚5年⑪米具による値轟力事件か嘔これ

までも、性暴力事件は性をたたず、運綿陛続
いている。それを助長している元凶は、屈辱

的な日米地位協定ではないだろう力、

今回、神ボ議員が指摘するように、駐留外

国軍隊による性瀑力事件⑮発生を話外国と比

較するという問題意識が生まれているが、:曰

本において多ぃとなった場合こ歴代日本政府

のアメリカ名の従属的対米姿靱、不平等な地

位機定とともに、アジア人蔑視という視点も

考慮に入れていかねばならなぃだろう。

○ 品.L21M酬から

蹄

囲 0。万 田閲 万 調圃 万

調 田 房 嚇 万 説酬 万
'11言

卜1菫割Iヨ1獅

圏00万  罰醜 万 椰 万19日団.5.磐 : 熱固嘔ケ周

枷醐邸 [3年
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1連
識曼終回はヾ守り司テ毛著:『骰少脚女性甲

ピ■団』ぬ第■部を参照しろつ%冷固まで甲

欧州女性ロピユ団Ⅷにのロピ‐括動カミどんな

成果をもたもしたのかt課温は何鰤コを強証す

ることを試募たb覧 しかしtウモ鍔 1用 bて

いるロピ■    の第一人者、ジル雪ラマ

ルク中次   私たちら忘れないようl■し

ょぅb,Fロ ピ‐摺動の成果を評れする工1と は不

可能だD〒つ⑮濃には胚合的な戦略に基舅い

てなされる6だがそれだけできく敵対する.さ

まきまな立場⑪複雑な絡導合いもまたそ⑪決

庭に影りを及ぼ
‐しているからでわる。ロピイ

ストは、:何ら諏勘⑪磯定があつたとしてもも何

らか□特権が諷められたとbても、それを自

分だけ回乎柄にすることはできなしゝ J

:   1.   
ヽ        ピ

0曇輿⑩成果:: プ・
liラモによれば竜l珊ζ浦雹醐譜轄関や政醐1市民

社会において■定面知鰺度を得だQは、政洲
=

繭拡大lb深fL靱 ‐に闘催きれたゝ1'996

年のや≧,ス ト凱ヒト条納1改定のため鍛政府

間会議嗣きもかけ麗。前年の1995年は司ヒ

東会識が闘われた年だが、国にとってはジエ

jンダー平等政策先進国のスウェァデを申プイ

とアイ.ドギ:鴨 .∫F飢鯰iしiた と1)1う 意味でも薫
蔓な年である。男女平等推進に有利Jなこの状

i魏魏 :卸瑯こLゼニ蒻 .は論 まで   '
に限られていた男女平器原期を他⑪馘戦にも

1広げる
:た

め岬巨ピ■幡mをも結麒醸索始めて1・

大規模に展開したのである。1側 は集絢改定に

満 げそt噴人分濃ニプ』と噸囮 る布琉蒙当

1画 を確立させた条絢◎これによ
。
蜘欧州経済

′

.通貨同盟峨寇立ち域内予■適貨ユァロの流通

が実現した.    :

・ ::也
□契に響

もなる譜間会議を設置
.した□が:費入口すべ

てか男性でわること密知つだ酬躇は、各国⑩

ナジ占ナル・事―ザィン中ション代表や女性

有識普害をメンパ占とす蜀『女性賢人グルT
プ』を融幅に設置し、Lロデ簸 プを通してヾ

欧押|の女性運動を代表す場団体とはでぬ E躇

□亭P5知識に新 ち占拠走見鰈警は側趙

に伝えだ。また固叱ほ各国ぬナショ¥職 0コ

ーディネニションを介ちで加盟各国⑩国会議

月にむけて甲キャ
・ンパーンも最開しξlさ らに

アピァル文を採択したりも・囲本部⑮撮るプリ ‐

三ッセルでデモを組織bたりして1ま さにヤ

ルチレドルのロピ■満mを実期した:

1997年にアムステルダムでコ印された:・

新条綸滞郡ジェンデー平靱颯はで飾世したこと

は明ら櫛ゝだ。第3業には数画表規でジ三ンダ

ーロ主流イヒ⑪凛員Jが導入された。・≒獨 S対

象とすёあらゆる活動において、欧州1共同体
´

1は
、昴女間の不平等□解m、 平¥⑮促進に4

めるL」 さ巳l連膿を詢等が発i37条塵第
:1亀 ｀

1業に感り込まれ、給与におけも昇女平等源

nljが強ィヒされた。冒頭f紹介したジル・ラマ

ルタも言うように、ロピ奮活動ロポ刹は洗じ

=せ単純ではなぃ申魃繭ちらヽ こQ成功⑮ヤベて
:

_を .同 l二婦することはでき.ない脚1、、,そ印ため:=

に演じた閻嘔口積極的な役割を否定する者は

D墨咽ぃ躇動ジニング■雫等血簾  ́ | |
だがこ⑪時な頂慮にして、巫 はそ峨勢い

。言輩|ず
も器もて言ていlるのではない0コtと

ラ子は言う:楓本的な鱚国としては、1991

o午悔峰手に時欧州だ
lす
でなく甲杏費貪贄業.

電燿諸国や∵部の発展途上国を特徴でけていた

女性ぬ烙詐』⑩確立めための施策を獲遣しまと

・ :・        :      1       '11:「  ::

〒12二  ・



いう気運が、この購 われてしまったユとF‐

が挙げられる:グ●パリゼこションの銀 :・

:

欧州経済の低迷を背長に、世界市場での生き

残りをかける熾烈な競争を強いられる壼業に

とつては、女性労働者印人権べゆ配慮そQも
のが、競争を勝ち抜くための%に 映る。

・
剛

の政策に動きかけをす蜀圧ヵ団体のなかで、

企業は数と資金力で圧倒的に優位にある。縫

来のロピー活動の展開だけでは、酬Lをはじ

めとする問 が、企業の論理に打ち勝つこと

のは難しい。

ネオリベラリズ駒 席者とともに、RJ」引社

会の購 へLが 回比の活動⑪可能性峨枠を獲め

たことも指摘しておきたし聰前号でも鰤 た

ように、E10014年、欧州議会の女性の人権・ジ

ェンダー平等委員会の委員長にポーランドの

反申減 でホモセクシュア躊 い④アンナ・

ザプロスカが就任して以来tジェンダー平等

政策lま実質的に一歩も1進ま。な疇踪 だ:それ

どころか、この委員会の数AQ女性委員によ

れば、へたに動けば、既得権鮮後退する機れ

さえあるという。

この向かい風Q中で、鋤醜年に調開された

剛憲法条約は、それでもあずかだがtジェン

ダー平等領域で飾獲したち:しかし、憲法条約

の第二部に統合された回脚隼採帆中卿基本

構憲章は、申絶権も離婚権も荼力なしに生き

る権希りも触れず、売春目的印人身売員を禁じ

てもいないことに、一部フェミニストlまきわ

めて批判れ た。周知蠅 り、この憲蜘

をプランスとオランダが批准せず、発効がで

きなかったことはこそ峨懺 に間接的に夢与

した目肛‐の立場を弱めることにもなつた。
J  I

:・                          1 '       よギ:   :

i2例ぇば、第1条 2頭に|ま、平讐嚢順誕睦蜂義
|や人間わ尊蔵の第重 (蜘mと ともに帥を支
える財 的なMで あ登。朝割帥公正や達
1帯や男女間の平等飩 づけられた社会にお
けるこうした同 は、N盟諸国が締 る
ものである、とある.

薗 第 1回寺見たように、曲 は加扁 よ

りもプ土ミニス トである:し力ヽし面:の絵論調
t■

によれ餞 前 が力性のための政策を推進し

ていることt国内のジェンダー平等推進政策

の多く|まむヒろ 酬 に促されるかたちで実施

されていることを、当のコーロッパめ女性た

ちはおまり知らない竜国は速い存在で1日 常

畳請計で薩動菱帥 ∝瑚己撻瑚こ伽蝠電ることがほどん

どないせいかもしれない。ましてやその 団

にロピー活動をする肌 が、ジェンダー問題

に関心峨ある人夕や ざ囲i関頼書を躙けは一般

からほとんど知られていないの購 のない

ことな動 もヽしれなし亀 フランスをbllに とれ

ば、リプロ間題を中」際に活動する「プラニン

グ・ファミリア胸 、メデ野アゃその値公共の

場での性差局」と闘うFメ スの書犬たちJ、 移民

蠅 Clメd鼈分戴蒙墜張コ中輝『あぱずれでもなく従は

でもなく』等の女性市民団体l亀ヤメディア露

出度が高いためか、プランス人な幅講でも知
・
つているのに、側Lやその正会員の仏ナショ

ナル・ F―ディネーションれ るムは今でも

限麟れているもとラモは言う。泄論を味方に

つけたとき、ロピー活動はさらなるヵをもっ

ことを考えれば、酬しの例印メディア戦略が

求められる。.ジェンダー平等の織 を妨げる

糧済のグ甲ニパルギヒ、宗教原理主義の台頭と

いう二つの要国が今日⑮世界を特徴づけてい

るのであれば、なおのこと、メディアを通し

た世論への動きかけは%に なる。

≒:Q:i00 ■島lil:
190輔後半とはまったく異なる状況で、
効果的なロピー活動を展開するに|ま、メディ

ア戦略も含めた新たな価 が必要であること

は、胸 も岬 職 ポ 町ゃ.亀 i「勘 葛ら

新たなPLl命令ONllがつくられようとする際
に|まちより鱚 力を押 でき:る ように他の

ЩЮ爆謳詢国燻則率、消費若団体と運帯して補蓑助

するという職崎を取り出した。.今後それがど
んな成果をもたらすかを見守ることにしたい。

-13-



｀
4月 ロコ自 t日 )li由 面より、

・
文京国民

セング■曰Cで加京諏 縫会を開きますL男
女平等セング‐では轟りまぜん面でtお間違

え口な心`ようにき詳細は次号■ンスリァに掲

識しま九  |        :

回 2:日1%球畠 :i

.2月
砲:魃 自並京匡鼎黄平馨センターで置語 :

人会を開きま:したし来集度ロロピイレグ⑪滲

め方、10月幽 岡イバントロ金悴像等につ

いて意見変換しまiしたょ
‐
今後さ.らに議論を採

ぬて行きますЪ等ン曳嚇墓2月号ぬ内容古原

稿執筆者画確認をiし
、瑳覺翻祠丁う越し準備の

教書が担猾彬鰤らわり奎b亀 議鰤鰤電多く、

話し合たなからiだものが残りました。そ暉た
,め屯陶峙漑焉人会:を :自 月…1ヽ 日の競 後に閥 :
くことになりました。

′
i

'回
日1副蠅國曜懃■願 l劃酬

‐ 暮胸ii自 ::結事務所で年後も時皐湯ζ6第

力にiよ、,5° o□ 門:齢♂報唄)でけ爾しまウ
九

色ピィィズ報昔書
。
(部数)希望::藷名前ゃ窪

り先」電話審号を開売して電プテレク象で潤

申し込み下さむヽ。

2月 27直持i手響:,鯰漁訴譲楼鵜しました。
´

新住所は中¶¶きol薩自11哺廠繭直無口申調
鄭 胞咽睡罪響レイシ占多錘 暴観

.

同毬丈京国内なぬで111プテジ夢員審号は今ま

で通り醍製趨肝山田ですL営団地下畿丸口内

線または都菅鰺下銭『本郷3〒目i漁〕ら徒歩
1分t文京祠 女囃 ンタ■■も徒歩糧よ

3分口とでも便利な所で気

新事枷所も暮|き続き『均等特過アクシ:ョ ン

囲1』 とシエデしますな  =:    1`｀

『計ヒ京封 マン尋リァ』
第124号

鰤鵬年10月 1日発行

`北京珈 世話人々
石田久仁子

`

〇

¶
l

|:濶待たそしま:濶待たそしま|した話::予寇ょい二緩月くれ
て『劉鰤年度日1本政府糞ぬ虐ビイング輛告』

が難行きれました囀やシ曳ル串3月
・
号に向封

:します□ご意見ご感想を事務局後でお寄せ下
・さし

'tま
だ個人会に融外で穀告書をご希望の

一
|こ 4雫



財   晰 蜘 鵬 眈 施 晒 同 2008年 4月 l同発行

特 集 0士 性 と 違 治

日本の女性たちの政治参画は遅々として進みません。国レベルでも、地方でも、確かに選

挙のたびに少しずつ女性議員は増えていますが、その間、諸外国のれ たちの政治の意思決

定の場への進順 スピードは増して、かつて日本と位んでいたり日本の後ろを歩んでいたり

していた国々を今日本は違いかけるようになりましれ

政治における男女鰺 を実嚇 るには、何が必要なぬ力、女性⑩政満参回は、端 たちの

意欲さえわれば、かけ声さえかければ、自然に進むの薄L.女性が易性と均等に、対等に意思

決定の場に参加守きるための条件|ま何なの力ゝ
'舎薄、モンゴル、1フ イリピン、フ争ンスにっいての3つの雉 を参考にしながら、私た

〈

ちlま 日本での女性め政治参画運mを今後どぅ進めるべきなのかを考えま九

ロアジアで気暑田舎佳 9典界に出を寺 る舎薄⑪紗 者は ?――――了
~2

同じ東アジア国に隠 し、政治謀靴J講鶴劉葦置に期 点も多い日本や韓国に比が、台湾女i

性の政界進出が際立つて選んゆ るめlまなぜ力、 3月初め、台湾で女性⑮政界濃出につぼ
の調査を実施した情藤幹子さんに報告をお願いbま した。

ロタオニタ制度:と モンゴル・ フィリピン①妾惟たち :5

モンゴルで|ま d息年に3o%ク オァタ飢が選挙性に導入:さ れましたがこ麟寺嬉勁ブ、。この条
項の削除が回会で可決されました志復活に向けて女性たちの問いが今も続いていま九 .フ ィ
リピンでも安性のため④クオータ制度獲得oために女性たちが積極的な運動を展開1してい爵

`

す。橋本ヒロ子さんの細音です。

暉 フランス地オ理季とパリテ (男.妾鳳鋤 .浩 ―■―■‐――一TT晋
地方で|ま昴女同儡 会が実現した7テンスですがtそこでも政治権力⑮中枢を占めるのは

'

相変わらず男性戯治家でま。男女が均等に政治権力を分かち合うための条件をヽ フランスの
女陸たちの航 を通して考えます。再国久仁子の穀告です。 .  :

*****・ 球******ホ 串**   .

ロボ■ヴォヮ■ル生起百周年亀畿回饉シンポジウ■むL一―下二~10

3月 8日 の国際女性デーに「ジェンピーの新しい鼈平を拓くJζ をテーやに曰仏シンポジウ
ムで開れ ました。石囲久虚¬割闘尚告します。         ́       ′ t

*・ **************事

口』Ltt J型蠅 縄会甦麹硼お鰤らせ、そ0他 12

○

-1-



|そ

3月初め、台漕で安性印政界進出につしヽて

若千めれムを行もたし台湾に精Iナる女性と政

i治をめぐ暮状況は1日本ではほとんどれられ

ていないし、またんまり関♂かも持たれていな

ルヽょぅに導ぇる。しかし1・ 実は捨鰺蜃動犠画面
治的地極|まアジアロなかでもっとも高く、そ

暉経験には学暮ことも多b篭

:日本の国会にあたろ立炒院
1では、113議

席⑮うち女性議には33人、比率にして29喩

.2%である」「玲 同盟ぬ女性国会議員比
:事の回憧表警ら鼈 胞羅轟諄されてtゝるが、こ
l⑮値を表に彗てはめて暴ると》治湾⑩順絵は

i188カ国申2‐ 1位に相当するL・ ま―た、地方

醸会⑮女性議に比率は.議会に'と つて多タロ

バラもきがあ嚇ξ大釧市ぬ台北市瘍高帷市の
1窯 うにそ都ぞれ87%、 .3‐6%と1突出してい

|:る議会もん面麺部、1平均すると2自 %く らいに

1鶴骨□同じ東ア
ジアロに位置

°
レ、t戦治立f与や

i社輻 造l弔鉤 点も争レl目奉や卸炒l導比が、

:輸鰤女性日政界鑓出力竜際±っで憔んでいる⑪

llまなせであるう。      'i
[ まず何よりも重要な要因は、.中国語で「保:

眸端額Jと呼い ている:劃能に対する議席割

:り 当て蟄度    澤幸:が恣峨fmで ぁ,
:る

。11946年に制定された意法では、国政
|から地方までヤベてめ議会において少なくと

|もそ⑪議席の10%程度を女性どすると
'と

が

1規定された。蒙父長的な信越ポ極めて強し`回

1曇ぬ軽がで〔このキう悪
'当

時塵嘆では画期的

1滝潟誂酬汎定書もうことになもたのは、台湾に

,連れてきた中隧徊民党晰府軍がレ≧轟ン主義
fの影りを受lすtまた固府車が建蒻 変と御、ぐ

兆円覗   懃:

111´
       

´                ::

ギ鏃 .1轄

孫文の三民主義に抑 隼等主義の理念を採

|り 入れたため1轟名通
.(ahi書

面高品m、
曲〕[固膚章リニダ■繭蒋介宥自身は、市派の

反共イデオ甲ギァで涸爛固まつた人物であつ :

.たが、革論の感津が女性印政治的代表性⑪向 :

上に貢献することとなったmである。

3005年⑮選挙制度改革まで、台湾の立

濃院選挙は中選挙区で行われていた。申選挙
iょ

区は、1趙挙区に複数ぬ議鮨力雹割り当てられ

る制度である。こぬ中選挙区嗣度の下で、女:

性議席はど中ょうに適用されたのであろう。 |
たとえばt曼議席を畢申する選挙区の編合、|

1議席が女性に割り当てられ、そ⑩選挙区のil

』帥生修が市畢詐D申で、も■とも簗釉襄辟動か稽彊いつ

た候補者が選出されるょ1女性枠⑩割合は、1

996年には、25鴨に増加された。リー逸崖|

釧晦螂)lま、当通した女蜻縣補者ぬ得票数が、「

同じ選挙国内申男は落選春よ:岬 も低いことも

、 おり得ると摘摘しているが、L年では女性の

主燒柿ぷ増加し、高得療で0選するEljも多い

面で、女性は補者の2連ラインは男性に比ギ

て決して低
｀
くはないともヽラ亀 :1

台羹における女性と政治iごもしヽて長年研究

,を行っている国立清華大学 :社会学研究開⑮

周ぎ蛾教授は、F零瀞らスタ守卜するめと、お

ずが1割でも一定数を確儡した状態から数を1

日|き 上げてしヽく⑮とでは雲泥⑮差がある」と'

述が、。こ甲ylj庫び台寧女性⑮政治的代表性の1

3台
湾政治が幕FS⑪法政大掌法学部政治学科 |

:塚本元救援の助書にもとづく。また、高雄市 i

晟会議嘔鱚閂螂 (国民党),比と書南市議会議|:

員輻 莉「《嘔 党》元も寧詢鶉 着感しぱ
し|ず上位当なすると指摘している (筆者が2

‐ 001日 午:3)5,3‐ 日窄4_園 』曇両民に行つたインt

タヴューによる)。

○
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向上に決定的に重要な役割を呆たしてきたこ

とを強調している亀確かに、その国の円

会のありようを構恕し、まなやの運営著の地

位を独占してきた男性優位の岐界に鮨 の女

性が参入することは容易なことで|まなしゝ 初

心者が熟練者と同じ±儘で開つても、初j醸者

に勝ち目|まないだろ・う。事実、女性の政治的

代表性を高めるためのいかなる積極策も採ら

れていない日本の場合、女性が参政権を行使

するようになつて、すでに固0年余りを経た

今日においても、衆議院では未だに100/Oを
・
超えることができない状態滝

と|まいえ、法で定めたからといって、それ

で直ちに順調に進むわlすで|まなし■ 法を骨披

きにするの|ま、権力者⑪常套手段で満 。法

が規定どおりに実施されtしかも鋤 ⑮比

率の上乗せという発展的な展開をたどつてい

る⑮lま、制度樹麟脚しさせることなく、実効

性のあるものにす
.る

下からぬ圧力、すなわち:

政党や政府を失き上げる女性運動が存在した

からであった。伝続的な組織力ヽらフェミニス

トまき様ざまな女性団体が個nlJのィデォロギ

ーや利害を超えて連帯 bЪ 政地に女性候補者

の積極的な擁立を通ってきた

'。

またち96年

の女性枠の250/0への婚加も、こうiした女性

団体の強い要北によつて実現ヒためであoた

亀                          l
そして論 て|まならないのが、1ゴ刹隆議員「自‐

らの努力と政治的成長である。女性議長は総

じて真面目で、活暇や収賄など佳権政治とは

無縁、そして何よりも選挙民のだめに一生懸

命働Kと いつ評価を得ており、そのため易性

よりも再選率が高いというち台湾でも二世議

42008年 3月 5日 に同教授に筆者が行つ。

たインタヴューによる。
52008年

3月 5日 tの同碧峨教授へのイン

タヴューによる。
6同

ム                 ・72008年
3月 .3i日 74甲 に筆者が行つた

、陳麗捌「氏、邸莉莉氏、:閾立成功大学政治 甲.

員|ま少なくないがこそれでも一般的に立法院

議負争⑪階段は市緻会から始まる。したがう

て、将来国政をめぎす政治家は、30歳代に

地方議会で炒1練を積んだのちも,国政へと向か

うことになる。題 は、このように若いうち

から地方議員として活躍し、実械が認められ
'て

立法院議員になる女性も少頼 なし亀

選挙戦では新人よりも現職峨ほうが有利だ

ということは、経験上のみならず、実証研究

によつても証開されている。たとえぱプリス:

嚇 劃酬91融)の調査によると、現職⑮再

選率は世LElj代表制度でも660/o、 選挙区制度

の場合|ま 70%に上る。
'ま

た、アメリカの連

却議会において女性議れが増えない理由の一

つが、この現職の闇題だという指摘もある

咆 鰤 剛』⊆脳kl"囃)。 新入候補者が有

稲ン罰こ塙前と顔を覚えてももうこ,と から始め

なlすればならない口に対し、     ほ知

名度があるだけでなく、在任申ぬ実続もアピ

ールできる。議にとピ|てめ日常活動自体が選
'

挙運酪めようなも⑪だ:それゆえ、政党は新

入を立てるよ靱も現職を優先することになる。

どの国においても、ず鍛的に議席を占有して

いる (あるいは、かつて占有していた)のは、

政界を支配してきた男性輪 る。しかも、1現

珊納尋1返する場合には、その地馨は大抵男性
‐ :

の性跛 に受lす渡される。新人女性を優先的

に受槻遭せるための特別な仕掛:すを用いない  ヽ

限りゝ 男躊 ぬ鶉 はなかなヵ変 ゎらない

のであるごそ③意味で、女性議員をいわぱ強

nll的に鰊 に送り込財 ⑪制度は、男M・
位⑮構造をドラスティ凄クに切り簡す有効な

方策だということができる。そして、強制で

ぁれ、F優遇策』であれ、縦 になつた雛 |ま、

経済学研兜所蒔麗鰤准教授 (政治挙)人め

インタヴュ守によるも  -188008年
3月 3日 ■4日 に筆者が行った

陳麗劃F眠、邸莉莉氏、,口窯成功大学政治・

経済学研究所蒔麗君唯教授 (政治学)への

インタヴューによる。

…3‐



たゆまぬ靱力と樅験の書蹟によつて、再選を

具たし、やかて地又識舎か幅閾政へと階段を

熙裔つていくぶ女性ぬ嶼褥的エンPく F‐デメント

にはもや時りそれにきも力ヽけを与える装置が

不可欠な峨だ□

さ幅にl     Limになから¬「保障名

額』⑪逆行に責識し起民は党の存在も大きい。

中華民国連国以来篭
:中
国大にか喪た外省人(中

国人)』靖岨設した中国国民党 (国民党)節S台

湾を支配してきたが、1986年本七人 (台

湾人)による民主進歩党 (民に党》が結党さ

れた。・国民党政府は、民睦党の結党を鮨認は|

したものの、正続性のある政党とはあめなか

つた。しかし、李登輝総続に等つて進め囃都
、た民主ギL⑮後押しを受けて、1080年には

警認政党となつた 幅闘血面馴鍬錮幽ラ炒》も

民瑳党は、主に二も⑮理由諏講らも女性を強

くれ 瞳越鼈肉首を何つている。一コlム 島

遣欲隧吻晴1たち簿捩囃鰤動行に激しい膨嘔

を受けなど馨:口績ら峨妻葬徊糀たち⑮舅動な

行動lこ由誂絣慟‐t中であるコ彼女たち1記 1逮
_

、捕さ都た夫鐵鳳子に牝わ‐■て政澁鱚mを行な ヽ

い、営⑩最も国難鍮峙期を支えたがt同時に

彼女たち自身も有能な政治家に成長し、議会

に選出するも⑪も少なくなかった 蠍蜀血 蔵画.

鍼 鉤 :m)。

二つ目は、新党である最進党が、女性票を

重要な票団と等議したことでおるこ既存ぬ政

治権益や疸済的利害囮慄厖取馴込まれている

こ1と の少ない餓 は、新党|こ、とっ.て
魅力的な

票団である。しかし、女性には縁守的な傾向

も強く、
6台

湾でも女性ぬ国民党支繕は固ヵ島っ

た。そこで最燎党は、女性荀権者をLきわけ

通ためこ:女性を備極的に費用することを覚⑮

主要な方針甲下争 にした6党としても安憧僕

補者な優先的に立候補さ|せるグオータ礼度

(すべて⑩選挙に騰b)で候蝙者口25%を女

性とする
。
)を ユ996奪封こ騨 ら下方、地

芳ごとに安閻 体を組織して女性豚の集積を

容易にしたち,民饂党□燿顆的費性に用策は助

を奏し、雛 曜理司春を着印ゆることができた。°
しかもここ露方策は、民は党に女性票を奪わ

れた国民党l二も採り入れられることとなり、

2000年には国民党もタオユタ制度 (士法

院選挙爾立洟補者⑩25%を如陸:とする)を ,

攀入した。女性豚獲得をめぐる新旧二つロタ
‐

力⑪競合が、1女性呻政昴進出を機押・Lしたと

いうわけである.

軍O⑩ 5年、台湾政府Iま、立法は議員⑭定

数を225人から113人に半激し、R準制

度を刺ゃ理挙区比例代表並立制に切り変えた志

定数113のうち、
:小

選挙区が73こ 比例化

表B4、 残り曲はな数民族 (台湾では F原住 |

民Jと呼ばれている)の固定枠である。 1議
席を争う刺ヽL拳匡はξl比例代表や申選挙区に

|

比べて、1女性にもつとも敵い
°ヽ
選挙制度だと

N撻 れている 輸 IM蜃 笏 馘 巫 餡

10堕 ;扇%山罰脚910卜 1曇1》g選挙fill度 と女性国:

会議員比率と口胴係を1182.力国の国際比較
‐

によつて構証b準プリス̀伽馘幅硼脳駆田りに

よると、J～蟄挙区を採用bでいる国ぬ女性国 1

会議邑 (二隧制口場合は下瑣のみ)比率の平

均が8R5%であ
・
ったのに対し、比例代表□

饂詩野銹 ま15t h%でおつた。同碧蛾教
'

投も、選挙洒度め改革に際しては、女性が小

鰤 区か幅楊除され、もっぱL比例雌 に回

されてし複う連とを讚れたという叱

20●18年 1月 、こ⑮新しい選挙肉度め下

で立濃院ぬ選挙が行われこち各政党⑪獲得議席

|よも国民党81,1民遭党2メ 7、 始の他5と い

う結鰤 わった
1ゝ こ⑪ル ではヽさきに述

べたよう
｀
に38人口女性がo選した129。

量°/oと いう比率は、中選挙区礼度暉下で行わ

れた前瑕   《璽口
t③
:4年)呻 :11に続.く ]

92彎 08年 3月 日
'日

1こ肇著鰤電行った周碧蛾
教綬れのインタヴュ■による。  :
咽同上。              :
l輻巫Ⅲ論離脚 撫∪凸囃細雌 ぽ価¨
鶉 ,   mmき

○
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2008年 1月 、EUが 噌剛 n and ttm in

decisiom―making 2007:Analysis ёf the

i si,tuation and tFemld白 は濶:め政簾決定ヘ

の参加 2口07状況並ぴに傾向分析)」 を干』行

した。

(雌 bl般 濾 堅劉 閥 回 費 嘔e山 鰤 □ l酬 □ 嶋 nt 5ocittlFDubl

に目櫛□爾醜 □0帥目曰1●61聰、en.□d働

この報告」は政治、行政、法曹、経済界な

どでの女性の意思決定への参加状況を分析し

ている。政治についでは、『EU諸国にお:す

る女性の国会への参加は、NIJ国議員連盟⑮調

査による世界平均の17°/。強よりも高し唱4°/。で

あるが、状況を重えるための臨蝠 %には

達していない6世界調 0%を超えた四ヵ国の

うち、8カ国はEUメ ンバーであるが、15%以

下の国も7カ国ある。」と楽観内ではなし、ベ

ルギーがクォータ31jの導入により、過去1田年

間に、女性国会議員⑪El崎が12%か皓35%に

上昇したことを評価し、クオータtl度の効果

をヽ強調している。

女性議員を増やすためのクォータ制度は、

これまで91カ国以上で導入され、成果を上げ

ている。しかし、せつかく導入されたクォー

タ制度を国会が選挙法から削朧したモンゴル

のPIIや、タオータblJ度を重り込んだマグナカ

ルタ法を国会がなかなか採択しないフィリピ

ンについて今回紹介する。 
｀

なお内閣府男女共同参画局で|ム :男女共同

参画社会基本法第懸条『政策等の立案及び決

定へ⑮共同参画」に基づき、20o7年に開始ヒ

た調酬 発会 (座長 :辻村みよ宇東鋤麟嘩許教

授)が発足し1 2Qo7年度には、ドイツ、プラ

ンス、韓国 フゝィリピンの現地調査を軋 し、

筆者はアィリピンを担当した。同研究会の執

告書は男女共同参画局のサイトで閲費可能予

定となっている古

:        栖暉 L日子
0モンゴル女性たち口脚%クオータ窪活への 1

戦腱

多くの旧社会主義国は、19瓢嘩代初めに体

制が変わるまでは、実質的なクオータ制度が

とりいれられており、女性の政治参加は進ん

でいた。当時tモンゴル国会における女性議

長は2瓢前後を椰 していた。

しかし、経済の自由ィヒに伴ぃ、中国tベ ト

ナムなどを除く他の旧社会主義国同様、モン

ゴルでも女性同口の崩壊に伴い、国会におけ

る女性議員の割合も敵減した。モンゴル国会

におlす る現在の女性議員め割合l調.60/0にす

ぎなしヽ 一方、ィヽンガリーなど東欧諸国では

新たに議席や政党候補者の鋤%女性クォータ

を取り入れて、女刊暴踪鬱囁割合が枷 している。
このような状況を背景に、封Q6年に改正さ

れたモンゴル⑮選氣淮第曲業第霊頭には、
「
自

会選挙で各地脩補替⑪最低帥%ほ女性と十人

きであるLJが明記された.ヒかし、2⑩o7年

12月 吻綱に、モンゴル国会はこの条文の間J除

鶴 t賛成多数ず採択したな鋤⑩8年はど刊こ一

回の国会選挙の年であるためこその前に、男

性高鱚玲同田螂権を失澱都 たヽめにこのように

後退した時代晰課の決定をしたとしか思ゎれ

なし、

女性団体1人権団体などの働きか|すにより、

知田ギ1月 7日 、.モ シ鋤 レ|の手シプパャル大統
｀

、穏がこの改正に対してmを 発動した。し

かヒ、I月 17日 にモンゴル国会は大統領拒否権

を拒否する提案を提択して、ほ華法の政悪が

武認された。そ峨 め、女性団体は、選挙法

畢8条⑪l惇活のだめに憲法裁判所に提識し走。

国連が、2007鵠月7日 より鐸 間に渡り申央

選挙管理書.貞会と協力し、モンゴルの選挙活

動を支援するプロジエク
・
卜を実施することと

な叩、200郡閾月7日 :在ウランパーレレ国連
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代表や申央選挙讐理讐員会会員長幅が同プロ

ジェクト旺凛虻弯割こく勢価した。理目3月 8日 の国

際女性デ■等は『I狭隆瑾輪者]こ詩手葛30軸参::

|オT昇に与仰ぃま性議員が興えることを歌迎し

梅挨拶‐奪した。謀
・
レ皐アt等闘砒日標 枷胆G甲1)

⑩楕標印121ま、国会における女性議員嘔曹』合

となつているため、モンゴル櫛言クオータ制を

集到軒薫ることlま塵鵬憚鞠にも濃纏動がある。

日本政府は、lml年以降モンゴルに対する

最本⑮援助供与国であり、政治燿綺的にもき

わめて密接な関援を持つてV)6。 日亦におけ

る女性識員:の割合が泄界で180蠍以下である

ことかいも日率政府は女性呻政治参加にあま

り関心力Sない口かもしれない脚S、 最大ぬ援助

.供与国でめるという典場抑LDモンデル政府や

有中楊具野村す骨騨仄悴蹄翔尋
「

やる雪では
ないかと考えられる。WED&燎め事務同長

であるりヽ買中毒θ謹1外輩費■⑩慟冑勒け瞥お
願いした8′ .   1  1

「 口1 :TTク TTタ

叩97早11月 7国 に斡彙費れキ「醗%雫嘔範

晦曲ぼジ事ンダーギヤギプ暉毀躙鰤』=で、。フ

イリピン硼銹立はこ卿鵬時に弓lき続き・躍諄¬甲
位となった。もちるんアジアで1ま鮮を抜いて

高し札。そ岬曇密理由キiして教育、健康・生存

で1年 纏ゝ請活動帥 、政治的手ング7-メ
ントでも14値というl順位⑮薗きが挙げられる。

精呼ヽ 1縫締幡動野
おいてはヽ 鋼⑩鰯年中国指数

で|ま管ダMにもぬ晏女性⑪割合が、アイリピ
ンは58%と 米国中饗野より:も 盪しヽ

プ
ず乳ドイ下晦呼おけ骨章錮議案中列l合

lま

昨特 っと鋼%を超え亀 i

選挙集 | 1世yi llM■
.

2⑩07 露⑩:亀 5□

12⑩n14 も15ょ 3 閲

2001 17.0 49

1998 12.4 54

lph=鶴自ti瞼塾性は、女性を含め社会

的に隔離されたマイプリティが改指に参カロす

ることで、フイリピビ餡治をより透明性⑮あ

ろものにするという目的で 11開5年 3月 に馴

定されもユ圏旧年⑪選挙がい施行されれ マイ

プリティとして挙げられて|いる3グループの

第一グループが女性であることから、プィリ

ピン中む軸 剛直は1国際的には、女性議員

を増ですため呻タオT夕制度:こ 黎なされてい

る。

しかしな油3幅、女性だけに焦点をあてた他

国のクオす夕制度に比叫で七慇軋 :Lいtによ.り 、

安憧議員が大幅に増えたという結果に|まなつ

ていない連と、:法律によ畑4期以上議員や首

長費続けるこ準ができないためЪ政治家の妻 、

や娘醐議員などになる場合が多くt意識力琶低

iし Ъヽ地方議会⑩女性議員を増やすため⑪類似

の列度が地方肱府法によヮ定めけれているが、

地衛眸が判定されていなレЪためにゝ まだt実
施されてい警い尋となど問題が多い。

そ印ため、政府に女性口政策畿定へ⑮参加

を提準する積極的改善措置⑮策定を義務づけご

管明職公務員のよ性割合を輌曲%ぼ 蝠詣議会的

議席中38%、 ま党り■ダニ⑮昌昌輪を女性と定

める F女性のためロマダナカルタ法案Jを女

性団体・女性議量が速続して策定し、'議会に

提案bている戯S、 地院で⑮採択が鮮しい状況

である. 1  ・
ノくキスタン、インドなど南ァジアの国々で

はЪ_鰺方晟kt一部の回ずは国会も議席ロ

3乱 3%は女性と定められている。その結果、

こ,机ら⑪国寺口女性⑩状闊が大幅に改善され

てはいない鰤書、'多少⑮成果に出ているといわ

れている高南アで行輌れたょうに、クオ7タ

制度で女性議員を増やすだけではなく、女性

な量だけを対象にbたW修、女憧議員ネット

ワータの設立などの手当てをすることで、女

性議員⑪質こひいては政節の

“

も向上する。

-6-



○

3月 9、 16日 、日本の齢 自治体にあた

るコミューン議会選挙と3年無に半数が改選 、

される県議会選挙が行われた。コミューコ議

員、県議会議員の任期|まともに6年である。

前国の選挙はパリテ法が成立した翌年の 01

年だ■たから、本来なら07年に行われるはず

だった。しかし昨年は春から初夏にかlナて大

統領選とコ院選の二つの大きな選挙があうた

ために、今春まで返期されたのである。

周知のようにtノ リヾテ法は、比例代表制で

実施'さ れるすべ御 :⑬易におは 、候補者の

男女同数を政党に掛 けている。%の
コミ千―ン議会の   率は、パリテ法が

適用される人口XO10人以上のコミューンで、

すでに蜆肌 パリテ法適用外の人口駈脚人

以下の町材も含めた劉ⅢЮ会のコミューン全

体の女性議員率も 3鍋に達していた。3年毎

に半数改選される県議鯰は小選挙区・二回投
F

票Nのためにパリテ法の適用聴 、製年の女

雌 率は血価と低し、

3月 30日翻在、個寿のコミュ‐ン議会や

県議会の選挙結果ぬヤベてな男女房llヒ集計し

た数字はまだ公表されていなし、 したがって

本稿では、私たちの関蒔を女性議員率ゃ女性

甲ミューン首長の数だけにフォーカスするこ

と1劇雌|ナ、むしろパリテ剛 後のフランスの

地域の政治に参カロした女性たちの順 を参考

にしながら、政治における男女平等を実現す

る条件l卸力ゝを考えたいと思う。そのために、

まず、戟後ことくに期 甲醸鮮罐麒茉瑯剋庭を

中心に推進されはじめた 抑蜀 年代半ぼ以降

lコ ミューン議会選挙、地域閂議会選挙、元者
院の比例選挙区、欧州    。
句7年のパソテ法ぬ改正で、立候補者と代理候
補者が男女のペアを組む通とが義務化された。
代理候補者|ま、候補者が当選後なんらかめ理
由¶甲職した場合、代わらて議員'と なる。

フラーンス0コミユ■ン    とJ霧リテ 1□餃園融l繊
覆   予

からパリテ法制定直前までのコミユーン議会
`

選挙を慨観きる.ついで′ミリテ法以後'のコミ
ューン議会と行政に注目し、パリテ法によつ

で何が変わつたの力ヽ 数値の上での女性の躍

達の背後で何が起きているのカミ今、公預域
に進出した女性たちが嚇 る饒題は何かを
見ていくことにしたし、

0コ ミュ申ン嘲置覇酵挙吻

コミューン組織はフランス輪 とともに生

まれ減動 しかし行政単位として確立するのは

1第 3妻鋪嚇制が鼈瞳重した機の19世紀まである。

それ以後今回至るまで、直接祗挙で邊ばれた

議員がコミューシ議会で首長と首長蝙佐囲を

選ぶという基本戦贈笏轟爛珊鑽Fされている。

2時の選挙制度は大選挙区塵謳式多数制 :二

国投票制をとっていたレ臓亀人国闘圃入以

下のコミューン|まこの選挙制度が用いられて

しヽる)。   ・

・
戦後の第亀共和制では戦前ぬ制度を受lナ継

ぎつつ、人国蜘閲入以上のコミューンに比例

代表れが導入されたが、19圏年に第5共和制

に移行した後は、比例代義れで選挙が行われ

るコミューンぬ数は減少直続lす、1刷識年には

強前の連記式多数制 0二国投棠制とほlゴ同じ

制度膚Sヤベての五ミ手ニン議会に適用される

ようになもた。         |
ところで、比例代表制ガ国でも蠅J計でも婆

を消した山田鞘 は:価のフランスで劇陛
⑮政治参国が最も後退し上時囲である。戦後

脚1年代末まで比bll代表Willを ともていた下院
｀
が戦前の小理挙区制二園授索制に戻ると、女

性議Iは 1°/。台にゴで落ち、コミューン議会

でもそれ以前の3%から蟄郷に下がった6

この傾向が変化する口iま、1競蘭年の壼ミュ

ーン議会選挙からである。左翼の大は進も影

りして、このときま潤疇藤翔劃害増し8。 識にな
つた。さらに調田年には、女性の妻面に必ず
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氣  』諄為輩ボ
■マ      改正ざ挙げられる。それ以

後基Ⅱ 35皿 人以上⑮宇ミ■〒ン議会選挙は

壼貝J比例代表制 (階簿式だが誘靡蜻配分法に

期 回要素を含鞭》で行ねれることになっ

たのだ[その後も選挙⑮度に数%のが、1瓢

年嘲晰塾では、厠 mf動 .ポ鱚颯識しれ

女性た場詩シヾ 班テm.を展闘ib始めるのは¬

このように,コ ミューン中レベルでは選挙の度

呼劃性の当   ]揮畢下いた 躙
:年

綺に入

つてまもなくの頭でおる音昴女が均りに菫治、
1

参加することがよりましヽ民主主義⑮実現につ

ながると:いつ信念が彼女たち|を真えていたも

昴女            立と喜もに
展韮珈 原吻峨下つに楔え愚べきだとさえ

`考えていた鐘女たち呼とって、210獅1亀 満足

でき鰤勢宇〒呻キレゝ1民1嘔捩度しコl呻ずない

蓄:ら、、最茸同:鰤憑餘lこ養る暉|ま事選伺十学も

力鋼いる」とル硼働聰或た場■回眈だろ亀 フ

ラ・ン不・プ土亀ニズム運動口再興と言われた

弔甲匿瓢聾‐1嘔甲i等甲   を経てЪ叩
年ロィドリテ法に結実した51

‐♂ 年¬罵皐¬了華攣翡
メリテ濃はj前鰤口iよ うに本国駈圃入以上

‐⑮甲尋号言ン議々 な昴糞回数議会にした越|ナ

で1ま警ツト缶嘩弊はt宰数を女性侯姉にしな

ければな:β警中i守みからЪ卜蒻だけでは女性
候補脊を刻底調達できず、おいゆ働頼域、と

ヽl尋繭騒國    うヽ :書霞ぎまな拝齢層
甲章性たちに接触膿も支援輔するように競得

― した。そ甲多く‖設ドリテ法が|なけ編ば選挙に

出ようと、しなかつキ女性たちである。言の結
.

I果、そ―
枠芋青地えの峯士葬肱治懇職業キする

人夕が多くを占めていたコミュ■躍馘会は、

岬齢的llい職眈鑽階層理面でも多様晰じしキj  :

政治を躙 とする人々 岬嘔レlT触れて獅くとヽ

多くの国で政治家は実閲的には職%になもて

埴.本で|ま 同じ時期にt女性市緻渕 7.馴、

村識員は2.T°/o。

辟⑮  凛吻屹ド颯′
している。この制度節電蟄卸卿輿昴選出を輸

要国⑮ずつであることは措摘されてきた口現

権では法律も改正され国肇議に、あるいは欧
J」ulll議会議員と、コミ:ユ

畠覇議会や褻議会の議

員といつた地方⑮政褥職ぬ‐つを兼職する程

度に限られて来ではいるが、今でも国会議員

が地元のコミ́ュ■ン首長であることもまれな

ケースではな懸、ただし閥僚はできるだけ自

治悴首長この講性は避けるがきだという点で

は、与野党ともに■致している。

パリテ法のもつ■つ□効果として|まtこ⑪

酪 力琶適用されないよ日 35帥 人以下のF蠅

偵自結停餞合にもtl男女による政治は力⑪分

か場合いというがリテ⑪考え方が少しずつ浸

透していることでおる。女性議員は政憑前に

比叫酬増えて劉珊に建与に 1騨遇年の選挙で
｀

⑮伸び率が■珊だつたこと:を考えれば 波ヽ及

鼈 lま明らゅ
葛亀

だがパリテ法に|ム 地域政治⑩申枢にまで

女性をは団させ濁斃細語が大けているご候補

者柩簿|ま男女同類が義務づけしれている産は

しヽえもそれlよ名簿印上瀞ち‖蠅野にG人毎に男

女回数でめればよくこ名簿ロトップ鶴

"の
性

Ellについては、法律は画も規定していなしゝ

ほと心ど⑩胚時静剛熙藤野幽麒魃勤富男性だ

つたことは言うまでもなし、そbて名簿を率

いて選挙戦を勝ちないた昴性たちが、新にく

選幽された警軍.ミ 事T覇議会で平ミ尋ァン首

長に選出されな したかもてЪ.議をはほとん

ど男蠅 になもたFと ビでも、女性コミュー

ン首長は、明 中亀硼からQ7‰輝壇えた

だけだつた百1」魃 同治体を加えたコミュニ・

ン金雉では、女性巖長は 颯螂である6さ ら

に首長とともに国給%を 担う副首長団
|(白治伸蟷 聴 じて数霜から三十名程度

まで□薗治悴議会力電讐⑮数を決める)の性別

構成にっいても何ぬ規制もなかつたために、

卒よ凱財幽上L・fab、 踊鶴だ■た。

女性議員脚電財 こ2財足咽な力Ъつた面も、勇

○

町
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Jl■が若干優遇されたためと考えられる。6人

毎のパリテであ神窯極端な楊合にlま 1ゝ1ァ
3に男性をゝ 4二患に転 もt、■学二9｀

にまた男性をといつた搭載の仕方も可能だか
らである。            ‐

パリテ法人のこうヒた批判に答え、3007年

1月 に法律が改正され、名簿について|ま、G

人毎のパリテから厳讐なパリテ (猾頭候補か

ら最後まで男女交二の嘴 べと変わり、副

首長団にっいては男女同数驀馘渤嶋誘制ヒされ

た。ただし名簿筆頭候補の性則は相変わらず

何の規定もなし、
′

00008年コミューコ議由選挙

改正パリテ法で行われた去る3月 9日 と1

6日のコミューン議会は挙だが、冒頭で述べ

たように、男女別に隼討された全国のコミュ

ーン当選繭員とコミュ‐ン曹長についでの情

了 |ままだ公表されていなしゝ た餞 新パリテ

法により、人口30010人以上のまミュー調議会

は、改選時の   率 侃馴よ蜘もさらに
パリテに近づくことは確かで、副首長団もパ

リテとなる.こ うした男女の端 な参画が今

後、霧議霧⊂滅也廻購p顧罰書にホ華する男女の力関係

螂 そのものをどう愛えていくのかに注目

していきたし、

それに関連して、いくつかの課題棚 下に

挙げる。まず自治体首長の問題である。今回

の選挙で、人口3moo人以上⑪コミューンに限

れば、安陸膜捕をトチァ殉こ搭載した名簿は約
‐

170/0だったから、女性コミュージ長もパリテ

に|まほど速円 鰯庁雛 間にとどまるだろう:

地域の政治権力の申心に男性が居塵り続lすて

いることになる。さらに、おなじようにまだ

公表されていなしサやリテ法の適用外ぬ鶉

自治体 (全体の割ⅢЮ余⑭うちの割Ⅲ節以上

が人口3500人以補 の選挙結果にも注意する

必要がある600年代以降、地方都市を中Jきに

近隣のいくつかの自治体を統合して青きた自

治体聞協鰤 i鯉誅齢熱研数が馳脚逝kに達

43月 29日 tパ リ市を構成する計2o⑮区議
会で新:しい区長が選出。女性区長は5名」

し轟遵礎筒縫静脚っ:祓自由1戯

=送
曲曲幾止鐘)・

却)が場剖費し、理礎国鮮講押つ稲鋼融PT幸織郡こ_

鍋囮翻こ委譲されセいるか:構成菌

電馨4つ儲場あいらなる、こ曜喘即薄⊂層轟警 ケヾ リ

テ法の適用知 の女性議員率は今回の醐

で‐駐馴に過動 しゝ 今後lシ リゞテ法を改正す

るなどしてこの機繭へ⑪女性の参函を進める

ことも、地域の政治の男女平等を推進庁
bる

た

めに不可欠であるように思われる。

しかしパリテ法のおかけで始めて議員とな 1

つた多くの女性たち (副首長ともなった女性

たちも含む)の極 かいは、女性議%の増加

という数字だlずでは提えられない地域の政治
・⊂鋸見抒義議鐵斃縄頴動と日眈 ⊂城斤り裡椰ハ堪γD

けることの困難さ、7年間の議員生活が彼女

たちに残した徒労感漁S伝わってくる:3月初

旬に来日したパリテ運動のリーダーでt現在

口      ll撒廃委員会副委員長⑪シラ

ンソワーズ・ガ九パー糠によれは 今回、立

節 を朋念した現職士性議員も多いという。

実瑯的な銹 は候補暗堪簿を率いて選挙戦

に望む筆塚謄裁車部撮っている。だから従順

な女性が選ばれる額盪があると、彼女lま主張

する。しかしそれだけではなし、現状では仕

事を家庭をもつ女性が政治満動をするときに、

儘牲にしなければならないことがあまりに多

すぎるの地 今後、女性が弓|き受けている手

育て、介護、彗珂勲欧負権嘩勲罰論、コミューン

議長の手自噛見直し等織 し`限物tせっかく
.

議員になつても続lすることができずt｀ 女性議

員は選挙の度に入れ替漏聯ヾ 女嘔轟熙乙綺義会

の半数を占めでもも任れを重ね経験補 んだ

男性議員が発言権を強めて、本書の意味で峨

意思澱定に積極的に関与できないままに終が

る可能性もあるも
ノギリテ法のさらなる改正に加え、日本でも

さかんに言ねれている、ワークライアバラン

ス施策を拡充させていくこ|と が必要である。

5「プルよな夕嗅り|■』("ベラ夢ォン紙帥阻&7
掲抑 参吼》

'月

願酌33000円。
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籐 摯
:岬

ウ鳳I写 ジェン
.グ

■薗鰤じ嘔亀幽葬塑涸

今年il■ポーヴォフ中ルの生誕百周鳴 フラィ

スでは1彼女鱗壁まれた 1月 o｀日,m麦にゝさ

まざまなイベント那開催されぬ。曰仏曇躍野研

究学会も白仏会館プランズ事務所とぬ共催で、

『第二の口 ⑪著者師堕蜀面周年を記念して、

3月 日口ぬ国際女性デよに、自仏シンポジウ

ムj「ジェンダーロ新し哺凩 手を掘く」を東京

恵比寿の自低会館で開催したよF人は安に生ま

れる⑮ではない、安になる⑪だしJぬ言索が先

進諸国の女性たちに与
:え
たインパクトははか

り知れない。 7□年代の出雉諸国でに開され

キ華性鍔聾ゆ埋論と運動面出発点に
率
ち戻蜘Ъ

女性解散:ジ皐シが■宰等がダニまできたか
、を機証lし1冷後何を自縮し1どんな方向へ向
からべきかを操るのがこぬシンがジゥふ口曰

的だろた。

|ヽ幕コ不卜め搬告に先窯鵠、「金
との出金し`ぬ中彎闘ぅプ■竃三曳

.卜

に変動し

て備ヽとき■
｀
ヴォヮ|ル善結し鷲 デルフ寿二

ヌLカモリセ督暉『フェミ手スト、シモ桑ヌ・

ド
・
iボーザォワニ嶋]と 、神上連l協力口下で

市u作された山上千嘉子■督⑮
l.『
女たち

・
l■元気

です :一 `翻尿 生欄鸞朝磨聯吻即κ雌□証蠅蒻

(■督⑮丁解を得て、旧1仏女性研究学会が1

5分暉記録肛綿案し直したもの)⑮二本田短

,編が上映され、デ③年代静ら墨日:鶉 申に

かけて:向 mと解放きちとめて問もていた固仏.

⑮糞性なち口熱光が二映像を運いて学会場に

までみなどつた.1  1 1:
1第一部『理論と実は」の最初印鰤 は、

自らも
『

⑩畢代の費凸鵬卜胚動にE鋤固b、 現

1:1醐鳳年も優崖保護濃瀞酎ら「纏済的理由』を

自螂験しようとする動きに経郡けして瞳胴議にグル

ニ式 箇枷『88優壁儡護法改悪阻止連絡会J

(略称『ソシレビ』)と呼|ザれていた。

≪

石□晏鮫響
`

左パリ第9大学で緻 をとるプランプリー

ズ・ピシクさん。「理論と実践⑩間で :シモT
ヌ・ ド・‐ボージォワ塁ルと “フ手ミニズム論

争"Jをテーマに .ゝ鸞謹甲財れ をフェミニズ

ム史の申に位置つけどL.え直b亀 こ⑮本がポ

こヴォウ枷 後ロフェミニズ準にどれほど
|

大きな理論的貢献をもえらしためか、またフ
・

ランス⑪70年化から今日に至まで⑭運動と

理論がどう充差し現在展開しているいかにも

いて日酷 かなさ机た。よいで首都大学東京

の`江原由美子さんがこ運動と理論彎画面から

フェミニズムを数世代にどうね駅さ世ていく

かとし`う問いをれに、『剋趙日本に鵜ける女性

学血‐ジェシガ¬研究のR論的展開 :1970
年牝から今日まで』と口する報告を行もた.,

江隠さんは鰤後に、女性字やジ手ンダい研究

の購勘滑E理に5ぴホ挙なつ起この数年表のジ

ェンダーフリァパチシングにも触れ、.パック

ラッシ晏勢力はごぐ最近まで構力峨ギ枢にい

たこと、勇女聾 は当た畑前と考える者い世

代がそうしたR家に熱関Jいなことに響鐘を鳴

らした。

覇二部『平等の新し嚇`定れをめぐつてJで

1ま、30年代⑮パリテ運動をり■ドし、現在

団連 〔四b鱚 副委員長を務めるフランノウ

ーズPグスポールさんがまず『パリテ :男女

平等⑩たゆ呻新しぃ思纏りにつblて発表しれ

ガスポール蓄んは、・70年代束から80年代

半ぱにかlナでW院議Rを二期、欧州議会議に、

を■期務申、バリ北束⑪ドリュ■市長の経験

もおり、政治家として□幡動γも長しヽ方であ

る。だから、力山蔑視⑮文イEが どれはどプラ

ン風⑮政昇を支配し:参政権という権利⑪平

等だけでは政治の男女平螂|よ実現しないこと

を、いな盤で知つている息彼女がパリテ、う

ま
,野
`政治代表いギltや

昇率⑪
饉数制を鼎唱す

るのはそ⑮亀めに パソデ,は新たなぬWを拓

〇
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○

くが、パリテだけですべてが解決できる
.わ

け
で

1まない、というのが彼女の結論だった。続
く東洋大学の棚沢直子さんの報告『どのよう
に『第二の側 から新しぃ平等の考えを読み
とるか?』 で|ま、乳幼児期、商齢期と依存者

とならぎるを得ない時期を含む獣 間関係を

組み入れた、従来の個人の概念の問い直しを

含む、新たな平等の考え方の可能性が模索さ
れた。その中で、棚沢さんは、女性研究|ム

少なくともジェンダー関係と世代関係という
二つの軸からされるべきだと主張した。

最後のラウンド・テーブルでは、上記の4
つの報告を踏まえて、̀現実は日仏ともにジェ

ンダー平等にはほど遠いMで あることを確
認した後に、日本でパリテは可能か、男女と
いうジェンダー関係の平等を開ぅフランスの
フエミニズム理論は世代関係を間えるかなど、
短い時間ながら錨 な問いが出されれ フラ
ンス制から1よ フランスIも間題は多く、そう
うまくいっているわけで|まないと説明がなさ
れた。 ‐

なお司会|ょ 第一、二部は石田が、ラウン
ポ・テァプルは、中嶋公子ぎんが担当しれ

Ep4から口続き]の 20。 80/。を9ポイント

近くも上回るものであった。また、33人の

内

"は

、国民党
抱が小選挙区10人、比FIJ l

l人で合計21人、民進党13は小選挙区5人、
比rl1 7人 の計12人でぁったも価 をみるか

ぎり、両党とも'曜挙区とよLIIJ区の均衡はほ

臨 たれており、製 が意閻的に孵 区に

回されているように|ま思われなし、なおI今
回の選挙では、離 党が大きく議席

′
を減らし

たため、女性議員の人数も国民見よりもかな

饒不Я   Ⅲ
鰊押

軸岬  靱珈■

: 
‐り少

‐
験し、 しかし、そ熟表釧Lα嗜警義薄魁如DFll

合でネると、国民党26°/。 1こ対し、民進党は
・440/0と 、むしろ女性⑮健間が倒える.

台湾の :F保は名蜘 は、今後どのような展

開をたどる口であろぅ。積極的女性登用策を

とってきた民進党のほ遠にともなって、形骸

ずヒしてぃく可鵠性もなくはなしヽ し力ちし、た

とえそ印ような軸 になもたとしても、もは・

や政治的力量硼 してきた女性の政界進雌

流れを堰き止めることはできないにちがいな

し、

〈文蛛

琲 騰醜耐 鋼 職 劇 剰 吼
6儡 躙 耐

馳 勁懺硼h磯山画ポЪ駄殴)ユ L鬱鋼 曝証(勁山
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インタヴュァ1再感じてくださつた固碧端教授、
陳麗麒議に、邸鰤莉議負、高岬萎台南両市に

。お|す 番調査に典 力くださった藷麗君准教授、
また陳議員と邸議員のインタヴま:■にぁたら、

‐て通調⑮労をとっていただtヽた高雄市議会職

員ぬ鄭妃妃氏、さらに貴重な助目を下さった

塚本元教授1手深く感謝申し上げます。
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◎劃麺□t   自口に1回調 :′

:、     籐よ慟譜撃情から、当初予定

はていた4月‐.2b日i鰤を■‐ヶ月閻 して、・

45月
18甲 :(国 》学後 1時半よりt・ 立京区男

女平等センタ|―遇研修菫で開くことにな慟ま

した。すでに4月 の総合幽騰のご予庭を組ま

れた方には赫詫3を中bぬげま矢

l総合■詳細成懸月剖 :こ掲靱しま:すti紬●出
:彙票は151月 1号に同輔しまま話

「回 瓢 幽 剛 職   .1 ‐

肉時鑢赫入金をi31月,li目 圏施例会後に新事

務所で闘ぎ蓮iし]に 来年度⑩憮馘語に合い、

冷菫碍4年貪く,N田漣下ムで担銹していたマ

ンスリー編集については、⑩8年度は数人が

毎月mで 担当するLとにな:唾まさしi晩
‐十

3月 11日
`夕

方電13‖ っ越し⑩緩片樹けを維

えた後に、事務Mで寇例世話人会を開輻・1

0月七重同で開はするイ|ドントの企画蛉な状1

況を確認した後、⑩:日隼直⑮幡動方針、活動

計画ギ予算義「マン尋:り 守亀月、格③由予等⑮話

し合いをしました。.1.、・ ■ `.

3月 3● 国ゝ 釧 会終了後、さらに3回目

口臨時懺猷大会をで開さごFIンスリ‐5月 号

内容、結会開催虜でのスタジュール靱咆撫ぬ

ましK・・1 ‐

:◎癬      :1    ■
4月-1,3日午後.B時半から事務所で理月世

話人会を開きままぶ :(‐

回回ピイ       します
‐
『醐鯖年度日本餡府へ⑮ロピイング報告』

をご希望⑮方には、159⑩ 円 (選料局U》 で珈

縮します。目ピイング報告書 (部数)希望、

お名前、送り先t_電話番号を明記して、ファ

ッタスでお申,し込凛下さレ亀

回曲聰ぴЁI薗藍
: |

マンスリー前号 pし lF常磐自懲条ぬ会』は

二bく は「喋躍饗 4条の金』でした。また隆l

および飢5の 履説楽ヨン子』は正しく|ま F設

楽ヨシ子」でbた。鶉詫びして訂正します。

く    >´       :   ′        |
2ロ ロロ年度から轟級か窒ねり事した。編集担i

Oも順番制となりました。今号は石団が、蜀月号 :

l鼈 :ヒ 回尋碁んが担当じヽ請 もみんなで協力し

貪いながらも_等顔島:11J風 り〒11してし慟者たい (D
と思Ъ騨議す◎ (宿□彙仁雫)

|

ミま11

銹
　
揃

ス

号

個

ン

５

Ｌ

マ

２

月

一　
一
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駅前へ出かけると米醸Fも'多く
'に

かけ慟色:S‐

月懸固のプレジードシ砂婿 式
=4起

は光軍騰攀ど

を楽しみlttt i全国静け
.

市民□九回ぬ         も日米峨

斐続いね醗り、種は曽ラ必要悪めような、見
でには りをす獨縮隧顆輔鰊鰤電ぜ:きたよiう

にも懸懐てし縄るも 1ヽ∴ :ヽ 1‐  ‐  ｀F ―

私の選るた       冒通り書と
lu

てお咽t割職輝餞輩から拳
:『

畔養凸
もたままセ紗夢曳警際てい易典鯛固た』。とカギ

当烈 匡囃 幽 .も

'■
に 齢`駒

t`曲
勅 碁

たliな智と謡戯 くiれ縫峨警起1画園臓響諜く
に●先つてi鰤職 している。  l  ●:

この広島卿 厨 プ醐陶&面調―爾:檀⑮l

刺、全国ネット⑮ワイドシЪ壷ぬ建割}ビLf
澁 。動

・
月

11學
個恭職広MM錢

ント
|ホ旨ルをi調満ぽi19:歳繭女性鱗こと

富
1拗国会

地胴漏画     1人によろ宅連れ出鰤底
車嗜押し込ま瓢時tで案精巻ぎ紀ぞ蜘逗巻1

り、中』嘔涸輔動荒.し雉 糠纏請脚判睡鏡曜醸澳尚に
場所を稼ttモこ知暴抒され走上ξ財 きれ縫.

.○
|

ぬ財布濾らは現畿普盗寵れこ嚇疑砦ぬ米暴た
・

ちはこ被害者な革鏃に放置Li醸礫副瞳轍食店
でも客とトラプルを起通じて準ヽ理といづ麿ど
な|ども明け鋤|ど巻導電しヽるJ∵

ギ  ill・ l」
Ⅲ

l菖
⑮後も連曰コイドシ薔―などで悩:報道.さ |

れ 1ゞ動口には T週助けに      なヽど

と機じてしヽたが、覺珈
「

腿獅 ・国|には 1毒隕

供途があし電轟b¶起豪りて壱ヾる』などこ1饉写き

れ 広島      請鍮せずξ広島累讐廠
畿裁詰表を11理 月i齢回は       る
まtで行わなかざ騰

li l'I・ il l..:・ し_‐ 、 11`11

事件も日、利用

“

瞳勒 軸 開職した

日米協会スピーチ量ンテストロ行%のポラン

l』  1   , J      1 1 ・. 
｀  1・ 1  :  .  [    ｀

デ蛸デどじ碇会場    者惟葛由ンテス・

卜の選動颯醸晉誕数螂 こ皐ス自轟トサ端時間1こ

な閣漣竜1友人ぬプメリ1如人から『基地■口掃
メデジ機墓争

ド軸 遂』臨::り理」ヽド錢鋼最野雌か:を教え
:ち

織龍 倍輻 はこ聯鶉閂瘍肺警と睦騰}

きれ獨範僣i!1守‐
3・

:劃購廿爆じたが√行事域鐘営
腫謄悔導洟旱繕轟蜃た頃権は十も油勁嚇i議椰て
鬱まるでしk■  |̈ギ:'  ・  i:

後]走こ銹 鶉 導=亀
:葛彪りこjけ曇れる1と

'ま
|

き℃く         たと知囁大変ち

鰤 :辣∵鰤 範も暮基鰤 鼈 鵡 こ
:岬鵡

れぬ         昔訴したに勉経鑽轟

らず逃縮が回逹醐Ll炉詐八め鵬述があいま|

嘲 t篭ごとして           糠

じ    看こどな電竜鵡
:隋篭謡埴醜顧鯰幾と,艘1遺釧際をう欲 ごL
守穣鬱轡亀鍾:占彎らる息―ザ/‐` 。
l,1同                 国輻

赫 軸艶動曲飾諧自奥錠薬国産まぬな
かを濯産iがらこと1こはならなL踊ゼるうかヽジ:固

本政府は国昆を守るつもりはあるのだろう
か雪鋪 覗:纏掴劇謹糞齢顆設なく裁鰹
岬 卿端顕朧勘熙莉唱鍼 醐駆鍵議 ‐

副鵠薗l権繭鰈 醐馳閻離硼法炒
に獅1   導亀藁:IR曜拉瞳Fうは警宅警

む亀ゴ‐  `r li∵f l
誕夢賑購等i澗聯1%猛貶尚燎又都躊剰蒲
稽開催申琴泌嚇辞藤莉離冬鼈卸嘩は|おいさづ:‐
の中でt.『倍島懸時間はラ感ヴ魯し書いなこ:と

電Iどう経ど層ら想:。 と螂帯i闇祓襲祗蕎輸 ぢ
で春滞醜i:ぎ爾ら鰤        あ
書はず鐵面庭ご・:囲 こ非嗣あるかぬような
こ⑮よ|シ鹿埃鰊躙踪炉守鵡 蠅 け範でご
傷わけること〒ある。

:鰭
ぬ鐙ぬも1県民融菱J酪

5t

中S‐
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l.名   鰯::貯戯鶉リニ r  ゝ

E夢生多夢墓皐苦
::鱚

恣皐静書量il

○

〇 ,

Q

詭

a
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|,i:::11(.1

儀磐2.ジェング鴇訃筑ポタシ身グ

_              o       l。
   11_

時 ンスリ¶   襲⑩隅 場剛甕・彙凋

町ヽ個      曖餡「

1 輯 喘 時 昨 ど
のビ鶴力をお願いしたb鶴

t嗚甲帷中時…臨覆夕■

「

錮i儡“鼻√畢四

ポ 隕ら輸T隋騨 彎押撃露卜騨

lm        ●M挿屁 酪

111

:夕1瓢瞬舶師諄肺備馨暑        報
端亀却曜壽嘲幽辮時趙高閻罐躊哺
ψ尋甲暑鍔割問國罐鋪詐藝農亀  : lil lり |  … 、
マまた岬月以藤本会懺フ〒キンピleiタィ醐1彦

イ早表翠fト
ワ旨蒙暉聾鮨酢子キんを中●と|して

鋼              マで野瘍

い、{:4f■ t:卜尋 11 j■  ン4碑 1拠播ィi手

盪席醐鰹
‐寺
′
勢翼 ゲー 劇駆断

瞥督?

i夕■¶鉤呻囃,尋    釉 ‐私自射1彎

〒 7ビ
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r l・ザiミ |プ :,Ⅲ l ,‐†11主 li熱 1宇 ●」チ1ヽ も

∫ウ畠タデギユ′ftti≧尋if‐

J鯵ぽ:戴麗曲覇囀癒賣理脚}§

護轟 費
¨
面 錘動 h」 漕猾鉤鉤き

轟蒔嵩鬼動 翁靱羹閂繭隆籟慇営編 警:

提κぬ戦略⑩凛讐とく鼻妾鋤馨載策編ジナ
ロニ票題協ちょこれ脂晰轟こ量1珀騰勅うでの
爾釧菌im簾守ゎる。

・・ '`I l.I.ギキ:

‐
圃本回ウ中夕|プ靖プし―鋳 、シ暴に感要な

ことは、
‐
■も自は轟:ヽ とんな国詈:力寺巻羅事藤

○

‐ち翻 固目   劉 伺
t胴

搬
:甑

赫

軸 1  摯   .ィ
亀      聰郵1覇聯押醜劃レ刊国逗L詢起報

=

之鍮しモよ邸名嶼曇輔馳虔熙陶鱚同
間鶏鵠齢蟷載:輻 鰤明寵鵜講摯裁

蒻 ≧    ‐11・

:   :1'111.:l

以下に:1同闘判吻蒙嗅埴鰺匡頸騒れ違も⑪

である.‐ 講濾レジユが:はパワ〒∩ ント躙7ァ

違0で嗅憮鍵嘔い1彎唖1雫簿:″曇畢轟翡停ボ

ニF早鼈菫    1蟄 'ⅢⅢ】卜く喜⊇亀    t.
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― 議 弊 刷 踊 訂 醐 ぼ  1第 脚 号

J嶋甲印A麗躍醐回爛晴
―

備
『

lh慇 晩         劉亜旧鴨 員1動

総 会 特 集

6月 のマンスリ■では、5月 18日 に東京都文京区男女平等センターで開催した
「2008年度 北京JAC総会」の報告をいたしまち

総会でlま、 1時半から5時まで、熱品な資疑、意見交換調続きまヒ亀

鰹ユ艶璽墜活動と会計について提案があり¬地域コーカスロ活動報告がありましたし
10月 に盛国市で予定されている『政策エンパワーメントセミナー』について、質
疑e意見が出されましたが、その起錮 詳細は9ページ、日程な服 最後のページ
をご覧くださレЪ続く霊    国会議員会員からの報告浦Sあ り、ティータイムを
挟んで、菫曇劇璽は今後の北京JACの名称や活動について参加贈⑮意見交換力量行ゞ
われました。7ページに意見枷 あらましな輸古瑠薦汁九 参加できながつた会
員⑪方から⑮ご意見もぜひお寄せくださし、 (中

■ 壼仰につ脹¬て回報告 ――――ゴ

総会全体の提案、賃疑、討論につしヽて、総会的書譴慮してくだきつた遠藤さんの

船 で九

□ 第 1部 辞
′

蜃 謳 ・

閣   刊専
材 は、すべて財 されました。
此話人等役れは改選案漕E承認され、新しb殴員で活動がスタートしました。

□ 第 2部     ○爾日罰 意見整量
2人の国械 が、多陀な中出席下さつて、
した。国会ぬ場で闘つてくださつていまち

酔 のホットな締 をしてくださblま

□ 朧 縫 珈 歴

新しく会員になられた2人の方が感想を寄せてくださいました。

踊凛 鵬 政節璽ンパワー卦 セ駐ナー 編圃岡
=爾

ご案内 一-   9
この10月 に開催予定覗 このセミナニでどのような力をつけて、私たちの

活動にどのようにつないでいくか、そ⑪趣旨をお読みくださし、

町朦 鵬 政策瑠 パワー    ナー h副岡¬の日程 〇

野世 その他 ¶0
エンパワ宇メントセミナ∵の5月 末段階鬱日程などをお知らせしていま丸
G月 30同に|よ定倒会を予定していま九 ぜつ筵饒珈Kださし亀

2

3

目

□



轟臨嘉馴θ 即蜃幸瑾搬爵 1覇鬱

去る5月 18日 (日)午後1時半から文京

区薯薫倅 セジl夕■において:F牝京J革62
008年度総会」ぷ開催されました。

i総会開催直先壷亀蒲競曇向機嚢より『糧界
・

藩醜
'G橿

熙靴趨児が暉割としている、国葬可割率今4‐
1

塾存権すら脅かされている、そうした中tロ

ピイング活動等で政策峯動き力予る北京赳塾C
の役割は重要でゃ幡動口質を高める起とが必

要、そのためにこ印織会⑪場電も会員闘⑮意・

鱚交換を満発はしてl証しЪヽ」と時亀う機拶ギあ

野ました。供いて稲元さん⑪総合副合により、

議長|こ 「』艤言瞳厄 ぶくおかJ⑪石原豊子さ

～
書ヽ弔lTh判炒ユlさ

1聾l議事を通申事し
'鵡暮́出席は

|二

魯螂t委任繊提出は57ヽで規

約第9条⑪定星数を満たしてい石冒搬音があ

堕ました。

|まず亀石曰さんとり1目 007年僅活動祠告

。がおり、これに対する質疑意見はなく承認さ

れまbた。

:駄に曰中さんから2007年度会計報告、

練いてt晰 告l     書
～
、側籐質

.

んからの報告魯議長か代識して行われ、それ

ぞれ晟認されましたき
さらに、2⑫ 08年濃語靱尉画案と FttL京

JAC政策手ンパワーバントセミナー inh i:

圃逹画案』がЪ舶僑さ輔 らゝ提案されました。

特にエンパワーメントセミナーについては、

昨年まで毎年各地の地域コーカ率が申Jかにな

場幽ロシンガジウムを開催膨てきたが、%今年 ヽ

|よ、すでに地域軍ニカスを二巡したこともあ

柳、若干やつ方を変えЪ ttLtt LR主催で、[

尋れまで仰ロビイング潜動を通して出てきた

テーマを中Jかに、全国各地力Lしの参加者がら

地域の課題も出していただきなから、様々な

団性甲春ットワァタを暉げて地域的エンパフ
ーメントになる提言ができるような形⑮セ員

｀ 多癬鱚麗膨隕 髄輛藝|‐

1ぬしЪ子
ナ〒を考えてい6とのL旨説明頑ありました。
'これt=対しては、値来中F全国シンポジウふ』
とのゝ がヽ呂能に賤えて通ない、第二部とb
ぜ予艦:きれモ嗜くる渉シぷ参テム⑮駐置付lナ |こ

ついてЪ第二部⑪講腕会講師にもシンポジウ

ムめプドバイデーも務めてもらいたい等ぬ

様々な意見繭罵出されました。提案者からはさ

らに内容を詰めていく必要油馬お咽、参加者が

元気になる金画を考えていきたいと口発言が

あ噛tMあされました。  _
Mヽで、2⑩ □8′年度予算案について国中

さん部らな辟議騨おり
‐
ました。と激螂郵けしては:費

目⑪並事方と事業費ぬ内訳かもつ少しわ瀬

るようにす輸必要曲ぎあるぬではないかという

意見滴塁出されも前期とi由比較でこぅぃぅ形式

臼陪製してきたがt li冷機検討し対応したいた

⑪爬答力雹鯰り、承認されました6     :
よにゆぬまえ吉力塾ら規約改正田提案油電あり

ました。これ呼藁幕.J半申愈聯所甲鼈 に伴
う所在地⑮重重電おりt質疑意見なく承認さ
れ事した。  i  ↓
2b58年度、21⑩100年度⑪世話人導役

員について 石ゝ田さんか幅:11人口世話人、
「

共同代表に、情凛澄子さん電:橋本と口子さん

に加えゝ 搬橋制写Lさ
|んが加わ■亀三畠体制、■

事務局長に石□久仁子さん口体制でいきたい

という案ボ赳されご晟認されました.世話Å

⑮役割分担lま飩記事項ではおりませんカヨt寺
シスプT編集担当滴E今まで⑮十人体れか。し数

人が毎月順番臓編集を担当することになった

`と いう.説明等がおりました□  ‐    ‐

‐最後に各地域コ〒力尋まり活動報告がふ叩島

地域活靱口度が働呻鋤域清動⑪苦労など会員

相互の交流を深めました◎        i
:鸞暴甲岬昨部請猾丁請に等甲予定議事をす
べて時間向に終了することができました。
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〇

“理担京 嶋酬θ     =ワーメント   墓 詢量珈邸i"の ご案内

今年度は、今までの全国シンポジウムとは異なり、もりおか女性センター指定

管理者 がNP⑩ 法人参画プランニング 0いわてとの共催、司ヒ京 JAC主催で開催いた

します。                、

全国シンポジウム|ま、昨年の福岡まで地域コ…力暴が主体とならで開催されも

地域の女性たちのネットワークの輪が円 言駒、新iし い行動につながらてきました。

これらの成果④上に、今年度lま、私餞 ―ムひとりが現状認識書澤ぬご問題解決に

向けた政策提言をしていく力を劃ナる学習些P瘍を深める堰陛位置づけも北京」AC
の主な目的である政府および自治体に向けて田固ピイングをより高口活発に発案させ

ていきたいと思います。

そのために、大きなテーマ 略 差社会と女性に らしJに沿つて分科会ではテ

‐マを3つに絞りました。いずれもきわめて大きく:離 しい問題です。テーマに関し

て全国各地の自治体政策についての憫 変換書し、政策ま りIこ設立つ場にするのが

目的の一つです。

2日 目の臨田敦子さんによる試議融畿憾堆錨慧に焦点をあて現在⑪格差社会をつく

り出すメカ三ズムを具体的に、しかもやクロな視点でお話いただきます。
.研

究者

としての緻密な客観的分析の上に現状書変えては ために今意にぶ窯ぬふれてしヽる

か、実践的課題も含めた内容lま今後の方向性とパワーを得輸機会となるIと でし

ょう。

午後のパネルデギスカッション|ま第 1画 日と部前中の講演を嘩まえで、ど⑮ような

政策が必要なのか、いかにしてそれら書案硯可能にす愚Qか、とぃつ雌視摩からの議

論の時FEEと なります。

内容につきまして|ま今後マンスリ
'…

やMLで議論を採めて(よ り具体的な課題

設定をしていきたいと思います。どうか皆さまから鶴地域の指壁①暉機や積極的

なご意見を尤 局にお寄せください。

10月 ⑮盛岡は紅葉の最も美低い季節だそ|う です。ノk幡平や平泉など3曰 日に

はエクスカーションの企画も現地では検討してくださつているようです。せひ足
.

をのばして東北⑮秋を楽しみつもエンパワ越していただけたらと思います。

1     (文 責 1船橋邦子)
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日 時

会 場

日 程

『 1糖羞縫金義童惟回くらし』 (朗鼻    |::
曇
.6□

自1年 守
lo月

¶自:口 脚 轄¶自嵐 (日》    :
jも リー   ンタT

プラジねでもて"用 市中ノ橋通■丁目1‐Ю 鯰雌山]慇眈 3幽

1日 固 18:。310～17:目0:  
第 1部 1糧躙∝ 肉贖療 隕

18:蠅腎鋤 :帥

聯    (ホテルメトロポリタ飢

■馳囲.Ⅶ
=lg眸

1叩
′
:躙 [鵬鏑部

:  型 ::甲q町1零ギ_岬
ヽ
曲:顧整ン

講 FG鱚
瘍

糊  ∫堀ネ」脇辱請暴力蜘 ン

嘔犀割菫露喘躍罫と厩

彎鵡飽J  儡エンぷヮ_メントセ亀ナ墓1編:盛岡

、国     :鰍 調に2回 彎岬 ト
5月 1日 曰慟機会⑩午前中lこ事務局で輸●準備とl口月

ロセミナニは名し`モ話曲針ぃ、そして総会後にも、文京
匡昇女平等センタ出で世話人会警開きました。また22

日囀 闘朧しti織翁厘省t.けパト メントセミナマ .面

蟄 神 列 ¬蟄 笏 悸つい  躊醜 堀
に5月末暖贈ぬ計逹を栽せてい誡 参加め予定を入
れておいてくださb亀

◎1鉤 f6M銹 噛
□月2固 幅 )、 年後

6時鞠 らゝ、事務局で、

、【膨り嵯了劃¶いまち
∩

場 所:       ンタ日靱 跛

テ義 :『 ‐白繭蘭薩蠅闘琲駒盪朧 l」 :巌固

講‐師 ::昨池 嘩二 さん
。     (

暮        l
で鶴私た場顆宏りしできる医療について考えましょう。
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脳男壁鑑鰤義国ど7ング寧yト ヮータ

轄 グ珊 鯨 調 C・ 第 12日 号

蜘 施国嘲謹町睦躙鵬櫛 恥 巳中咽1軟Ⅲ直鵬駆豫   2● 口8年 7月 1日 酬罰冒

○

嘲賭勘駆敏離
=勢

鞠 ■尭 p卜耀封一価 □剛曲鐸 1鯛 媚国 [拇 ～Ю日 (日)の
チテシを同封してい地 琲岡市男女共同参画センター関係者の方むはЪ幸いにも岩手 0

宮斌内陸地震□被害もほとんどなかつたそう醜

日 特集 刊 舅女共同参画政範囲蝙状と課題 ¬由・ □日J・ ・ 日□・ 量-9,′

男女共同参画社会基本法が、今年⑮6月で制定9周年を迎えました。6月 には昴

国参画推進行事が自閥府を始曲各地で行ねれていますじ基本法制定理際の自治体に
おける男女共同参画政策について、.横記しま九
0地方自治体に精ける勇女共同参画政策の現状断爾判こついて橋本ヒロ子

・指定管理者制度によ輸男女共同参画センター運営上出現状と認目を青森昴女共同
参画センター副鯖長⑪小山内世喜子さん
・男女共同参両社会趣格護政策 :男女翔国参同社会基本法口語綱についても日本女
性学会大会の格差社会と女性をテーマにしとシンがジウムの成果を踏まえて船橋邦
子さん
。地域における男女期同参画推進では、ヨ鯨 脚嘔仙台事務局長靱 :1美恵さん鮮『エ

ル・ソーラ仙台」縮瑚¬反対のための女性なら回健闘をЪ新漏県女性財団理事長の七

京脚鳴新潟大島繭美子さん瀾新潟県フーク彎ライフ・バランス推進共同宣書を紹介

しま九
□ 鴫躊:2 幽趨鋤財皿圃轟藤凸戯鋼論6運動蛹硼膳躍卿樹証□

T¶財1司

鰊踵鞣れの実胸順mに関する第感閂躊 鯉 年5月神鵬年6月 )を日
本政府漁撃         会に提出bま 膨亀 鋤圏年⑩第405回報告書に対す
る委員会⑪意見油彗どのように今回⑮報告書に反映されているかも含め、ゆのまた知
子さん (女性[こ対するR向とマイノリテイ女性動と稲元潤子さん (闘接差別も選択
議定書な』 部分担して報告します

■ 瓢鐵詞幡政策エンパワ‐メントセミナー i田 重Mに向けて回事腎会
第1回 〔明血国に医療慮簾と地域医療にoliirnて東童ふ机ぉい医療生活協向
細含理事長 本池寧二さん蓄汁趙こ鋼 難 開催bま した。
第趣回 7月 18固η8:30刊酢

・
幅 文京   ンタこ保育室で社会政策がど専

門口岩手   続 千沙さんをi謝師に「母子は庭を
1ぬ

ぐる政策口鱚状とW
題」。につぃて学s会を開催しますじぜひ、ど参加くださb■

なお、商学習会の概要は、マンスリー9月号にまとめて掲載しま丸 :

マンスリニロ月号は、総自でご承認いただLヽたように体刊します。



昴女共同参国政策□醍状と課題

地方自治体Iこおける男童共同参画は筆囲理など饉n… 1 1

`    ,        ″   1   ・
橋率 ヒ|:::]!子

1圏圏年彊月に調女共同参       渕制定された機t政府だけでなく地方向治体でも6

鷺鰺炒巫爬蜀髯饉饂吻爾証辣鑢文書駒切硼穆
0年・`

T
l.1                                  :馴 週画明日製賛董駆踊謡諏己

f       i   :

内浙 轟1藁纂嗣■回N⑩調義による:と :國呻T=無論ご:計画書作りも.条剰魯制定bなかし男女

年理丹詞在で表1となり、基率計胴の策蛯率が 共    涸鶉茉雛動 とヽいう,と :必ずbも橙

金自滴体の副鴨を超えれ 3分■1画上⑪市匡
|う

ではなし亀計画や条例を作ったまま活かして

が条側も制定した。基率淮制定緩:瞭隠口火の いない自浩体は多聯t‐ さらは、千葉用 li爺ぬ:

:ご走く広部もた条例制定回動きはジェンダー平 ようにゝ 昴女共呂参」を後退させるような条例i

等風多クラ歩募量謙碁蠅iこ起ころ進とと魅:鵠も、に改聾さ
―
れた日滴体ぜ島葛:     : :・

1

窯倒嗣庭自動き融蹴く違もているヽかく
:書
唾った  またこ二青森市th市 面ようにも

｀
岬 により

おけではなく::着羹に増えているよ      行動乖両宇彙例書巫止じ通自治休らわ忠:

自馨翻闘酬 錮:渕

○

嚇 ろ邸            .条鋤ロ

計 1,日 野 031 51.⑩
一圃

３

．

ユ醗‐個

うち市駆動―
:、 口國5: 鰤 1 副R9 躙 1 ・D範迅

.ユ ち町村I 11:囃 財
: 2734

師
iQG

自。廟刺襲窺麒蔦麺箋瀧      称日

表 1

i::l l:i: :l i lli′     i

l      女萎圃参画書膿幽かる起轟:官 l

絣 請 琲 歯

臣を本鋼長とする最鍵却融勒硼幽幽踏雷鐵漑

されているぽ多く

隠 している忘飩 靱醜扉れ躙闘1年 4月現

在寺こ判 は 錮 岬 侵]あしては1餌螂 眈
:副知事11:日彙並囀朝鋼ti茉民:Щ骰函県》とな

もそいる。知事が長である自治悴れは i田畦年

には9に過ぎず、剣 年時も調であつたけで、

重

予測できなし%′

自浩体奎体ぬ財政難山影響により竜尋女業国

:参画担野   数胤 理皿Ю年と比較bても21

都遭府鼎財 bでい就 _増えている府県は千:

薬、宙由電.石硼ξ胚都鶴大阪ヒ山日、前 などF

であ輸よ:太瑕府は僑下鶉猾ぬ就任換も、ド守ンセ

ンターに対する予算ゼロ査定など大幅む矛算は

警鵡つでVЪ曇聾動ポ1職鳳鑽餞Ъ予測されるよ

担彗絣 ¶いては碁    祠[こ
』判歩ず乳

人権ξがランテイアЪ家庭こ聘 などという名
|

称を知えt「 時嵯職員数舎減らした県も多くみち

れる。男女共同参画政策     悪化の影:

書を受けていろ。
`           :

ユlヨ女斐国参画予算:「

1毒繹]解甲予憚躁睾割暉甲男事飩 参画予算
|

i

以降大幅lこ増えたのは、||イ碁シ霧ラザあデl

ナント料⑪ためである。、え々 Å画は白本金肺岬:

珈 を超えず
=一
刊腱副予算融17』L輝町1%ワ i

…2-



男女共同参国政策①硯状と課題

表2  都道府県指定都市における男女共同参画予算の推移

経年比較のため、2田91年以降に政令指定都市になつた自治体は外した。

都道府県
政令都市

平成12

(2Q⑩o)編「
度

平成15

(2903)年
度

平峨17

(20幅)年
度

平成19《2①爾》年度
備 員数減
錮田年から
四闘年

総額
:(千

円)

~般
審 訓 守 弊 瀧

額
に占出る珈合

海 】 l11。 277 1田日37嘔層 21個9573 195。 20□ ⑩60田蝠T *
幕 3緻 5ゝ7囲 1個D:87彊 8J 238 個5。 懸1理 u.卿卿炒圏 *
手 □□9311 理製9247 3題1994 32。 304 田。8皿47
墟 lS。 228 19□ 075 17志 871 12。 22S u.uu15 *
田 l置.445 l翻9曇 圏田J 田 。螂 7 86.188 0.Q124 *
膳 58:顧 11 37.587 31。 345 喘2。 357. 9.慟⑩73 串

嘉 253。 4刷 339.240 2面9,700 圏23。 日届日 0。 躍 脚
墟 馴 。511 §I ,521 儡lD 923 4・7.幅45 田.□045 *
太 287.198 253.8田2 22日 .四雪日 281.135 Q.印38毯

30。 8翻田 119117ロ l飛 躍 田 lQ圏□圏92 □.田■38 拳

王 lB,958 390。 005 314。 125 297。 6田製 硼.Q174 *
葉 5 1。 385 31 。1≫勢D 239。 個7彊 Zll.理52 機。01曜場
京 圏2.12¶ 271日懸7 囃 。 竜曇弩型晨墨 98理機092~ 卿。0141

幕 」 297.42日 届緞9.432 5製幅自8個2 5懸2.2蝠屈 皿:暇襲 申

漏 35.171 固| 。77噛 5] 。l幅3 323540 田。0皿馳 攀

山 23日凛79個 圏 衝酬 J .懸固 ]副罰。39田 、卿.皿出閥Z
31T.58留 lT2葛457 15mら 4罰 1欄場圏19 Q.個囲8懸

井 l蝙 322媚 15握葛255 141.鰤 18gL53囲 □.肥騨 *
製 ll暦」嗣72 122。 露露雪 129G目圏圏 987 oo m237
野 lll 届廟墓 19739職騒 l□3。 田固日 □4 l圏 U。 OB『噛 *ヽ

早 極墓 2旧| 圏極嵐997 25。 51 34 890 硼e田団蝸 *
岡 鰤 呂

`1儡

馴 四理2。 992 日37。 N l日層 瓢
『

雪 田.81圃 *
蜘 聞2 虫7□l 壼田14 飩 。9¶ 3艤4。 gS圏 Q.ロユ固3 *

三  面 18個嵐圏日2 llT.l輌 ll出
=聾

Ш圏 l179日31 9。 m175
1側 31圏 ll 田懸個 ]l・mD剰 lu罰心圏圏圏 吼 肥 腫5
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男女共祠参国政策□現状と課題

男女共同参画予算はも全国でも下がら数えたほ L フィリドンではずユンダ■平等予算を生嫁の

うが旱哺暉憧守赫るよ繭雖6繕庭椰市|こ鵜blても 轟%と定めている滑琶t予算総期に冬める周女美同

予算の大部分は女性センタFのテナと同鎖 理 ●面予算は、∫1鰤ヽ仙台市馳界は R□%以下

営́費に使われ、専業費は微籍たるものであるも という極めて下十分趣状絡になもている:各自

その申で、勇女共同参祠予算赫割合が高い仙台
:治

体⑪予算⑮鹿れれ方はるむヽて分析ヒt`戦略的

市で今回⑮報告帖踊膠ように女性ヤンタ■2施 |にロピイングする:こ とがこl載たち女性団体の喫

設Qう ちtl施設⑪廃此を市団灘定卜鷹ため、 革⑮課Lといた名L  '「
:    l :

女性たちが運動をしている。  i      l
、 璽 □ 円 吼 甲 ギ

ロ ロ
甲

□ 申
、
ロ ロ ロ。 暉 嘔 凛 □ 菫 田 コ 暉 _口 ■ 白 ‐ 印 □ 車 ■

地域コ‐力1民か侵卿靭告¶

扁劃國邊造につLЪて■颯昴        動き■1

北京」A遍・綱 量島面凩手

男女非同参画桂翁つくり口亀ぬ腿今までは意

彗諷睦曇塵量乱走讐遭麟こ|

鑑      了朧1磋

はないかと置曇Lll i

しか膿割国的に           あり
|

-10鴨も私渕関廉lmヽ予鼎中   でぁる
則         も絢■自%という状況
である。  ・li  .    :
・
置々 なな融lで囲県⑪曇女共同参画施策峨具辣

的な円 齢蒻ち縫野亀懸う。
それは ,鯰飩嶼参■夕・手野・プ

e。 ノ竜ランス推.

進韮同謡 :ミー
ー
費衝■亀こ|と であ面む

臨 :鋤幌:1融鰈 ,司鯰鶉Om
9つ嘔各団体卿僑表基曝知事1こより暑名就碁

・

型腑年 1口 月帥 国i帽激 『ヽFTク ロデイアロ:バ

テレス』
亀
□推進む宣言すること密購認した申で

地域コーカ異から峨 趣:『工J♭「ソ守つ峰 翫:1縮硼Ъ反対 :

』睦京遍圏仙台l・ 倒im
囲腑年9月 曇日tエル 0′群ず仙蝙 と園‖

き替えlこ1郵レもプ引胸1舗嗣    され起
エル・ソ…剛断制断憎誕郡詐醸渕離餃輯ンタ

に向け下調画書つω備動嗜寡言している。
1弾専,と性活   :連れ虎鵬 方ができ

る戴 期 し難 も:      :
2子散 や家族口介謹をしなが,5働く人々

むぶ りま亀
‐ 3a嘩健けでなくiは匁窒体で予育でなサポ

‐卜する期鰤謳呼痛て   甲罐
備鮨虚農しま・九

そ咽具伸的取顎i諷雛として、1雉も女性もい

冑い書:動攀 申い 多ヽレ■正■
軋 靱 量醒遁』||も富重し1,.県陸ンシピヒ

ィト トナ雛業鯛舞楊疇画鉤聰貪 輻

増めた    薇 鋼曲ギ息月 1画観産
田    してい亀ζ     ‐

■の申榛摯なろ螂設でャi樹調翻担:厚轄鑽割等
駆あ堕年間|四爾‐mく の市民嗣利用している。

し①
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○

男女共同参国政策①現状と:又題

轟    謂

男女共伺参画書希』のテ山マでつど聯:罐鍬叩義

「参加し1痙約卜J□ ]⑩貪意、P鶴般プスカプ讀罰ン看

浅鯰富勢校宮蜘馴院光学鞭賢詢Ъら「予算がない

から冒は輌 .■ M蛉警どのよつに憧う動がけ半竃|

と百電猟哺壁鑓勁墨購にヽメッセ守ジをし寵げ篭〕bb亀 ::終了織十

翻状は捨を求めた要望書を市長晦提出ぎ

11月雫賦 i工簸 0メニ勒 :制脚醸l

釦 鐵 飩 絲 り渤 渕 瑕 も蜀 趙 れヽ

た 反対する会では 11四 月亀:同。■もそぐ蘭瑯謝

明会ゆ早期開催をまめる要璽害者市長に傲
ぢ≒

聰 墓嗣卿 嚇韓薩 曜月:‐
辟日ヽ

を市長こI       幽・醜     : :
そbてご緻劃駒闘諏制闘陰が颯月卸珈こl.t

罰 日‐也行れれJ賭1延聾 1日噸靱姉遅が雹時闘粋 |

にわたりこときれ尋|ことなく4き品質問密続けt

市民倒関必の高さか伺汎 ォl「ポ割議ウ爆剥 ジ:

ク艶メ
ー
ントを1月 時噴憾れ暴薦亀:控月114‐ 日肥P燿

プリ参タコメ|ン ト謁蜃難きされ≧ 曲 l通鞭隕蒙
があ柳管そ口9割調に競劃話憲懸jttLf:画掘鋤ヽ

防   ぽ 踊 m咆    1

2月 4日、淵 る金と   ざbl菱階で

ど澁 うliJ朝レ.参夕■bラ飩疇熙櫛酪・

力%を錯え蜀うと懸Ⅷ:を靡 爺識轟遍会藤口

うち日会澁謗ら,鰤してくださいギil蜘名噸市目

と講貝が苛量に会してぽ:エル‐二:プ■赳 台縮小

問題についての意見%換蔀 鬱た□・‐・t=,

2月 皿 日海ゝら   第ュ恒盪耐籍錢罰咆
では `欄議圃乱‐li・鱚鑽鱚判鑓鼻く%か ら
動 0メ■ジ靱剖覗覇螂靱 雌 れt.こ
れに対して卦局側は式厳しい財蔭状況印も:どtt

市       り増理理櫛ぬあり方を見直
し、      観纏あと繕始一貫:して同瞳答

弁嘲距り返bであうに

5月 21日、        金で『1‐軸 :|

ソ甲ラ仙台」のフ′暉プ蘭績移動岬繭1日割に肉減
す局     さに ,1そ 1ぬ図円を見

」 
“

輛炒饉馨
1:L幅]司財出しぬ
: 続いて幽 固磁 礎錮軋雉躍輸酬はか開曲為

誦
輻 勤J闘餘き用 鋏 ご

スM些 く鼈
醸でい龍 、とも理プ ,排 :ンタコ:夕

:ントで9割が
■回    よ1ぅ

としなぃこと等:f
市        吐 ξ

~     
む

謁S研亀輪鯰眸慇画麹赫魃妻彦夕等あ魂 :
'「 . ィ l   i} l   

・ : 
・  :

儡:月
li日、

'こルi・ ソ‐シ   罐曇貪蒻嘔 |

会とぬ靱謄蒔1晴調睡巫♂頭錠颯鋤帳もか

轟b帥電
:堆逢かしソ‐

剥雌調幽攀鯰鶉鼈詩鎖罐隕恥力輔蒲らず

‐
[[:〔]::骨[:][:::::ill]li3:[][:∫ ][[]li::1:[li:i「 il

鍵量栽馴畿雌眠 イ蜀
声を取節         雹毒:饉ポ瞳褻馨と

′

話藉れ滲亀興彙'         ●美宛セ

下さわ哺雛ぎるJ融辟囀酔韻硼齢翻t導輸融銀は言

すうよ蹴 われ嗜鰤餘証炸羮雖≧参儡り
｀

とともl域贖胸剛枷翼it柵嚇曇製ζ踪鮨悧趾宅
いく爆ぜ轡燿認闘疇:― ●   ‐ 

,`

'i tl,´  ‐ =il・|||: ::t・ : | ■  ・

1櫨噸 諭て露  ■凋面:冒
:『島般t賓

illl

でき亀 躇してお嚇|ツ幾貪繭嗣咆獅輔

され薄麟りは―    籍 fと協調.し合い理醐 :`

ら奄今判健到もせいる」 .・
1l l: .:i ず

jお

か曝鴨Ъ出日も指l      l自 とを

予多トーにしてネチトワ■ク警拡ばも,議負と瀬
費́プ醐 t市嘴醐靱嘲鮨載襦聯輯 る
[熱も1露ギ劃眠mf推七て{用しパいク機:

台血:をこれから‰しらかmと等基調行紙なけれ

〇

‐
5・
事





男女業国中国礁簾m現状とi熙国

亀
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凩仄鶉趙織な邊ヽ 忘財曰麒亦蠍
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事嗣脆1鰤剛竪闊 )は四年目.油Ъ

趙鱚憮鏃錯釉可芭| 内容

とlま
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①

男女共同参画政策の現状と潔題

める法律と一体化して出されてきたことがわか

る。、

「基本法」の前文⑪以下の文章にも男女共

同参両が女性の人権問題というより社会=国が

要請したという本オ帳倒した発擦を見てとるこ

と力予ぽきる。

1持高齢f上の進展望:国内燿済漕動の成熟鑽我

が国⑮社●経済情勢のI遠酬 %l   る

ため」に男女共同参両は、緊急にして重要な課

題とされている.

この前丈にみられる現状濶識及び第 G条の

明隷 同     臥 菫六諷嗣ける

男女が、相互の協力と社その支援⑪下に、子の

姜育、家族   の他口割國炒舌における満

動について家朧⑪T員と基て躍役割を円滑L盟

のなかで男女共同参画政策が前提としてきた ,安

定した鋼鵬剛珈 I齢前 もヽしく消去され F鰤
安定銅酬酬鉤詢 鵬増加したぃしかし政府は しく

―卜尋劫 ⑮岨 どで剛朧明脚嘲巳から]畷師ト
・のコースの制出 購 は一部にすぎないが)で、

男性       薇 配分を通じて 用

欄選靱鋏 イデオ掴   を狙っていること。

また、プ噸 リアート鰯泊由主義経済下の不安

定柵 ・労働脚蜃鑢 ける    者および

な漁冨で女性

は不安定労働としヽえども麦定bた男性労働春と

の結婚という選択肢があるという指摘

かつた.岡題にもこのよう炒澁諭でジェンダニ闘

格槃や蛾大する女性の費囲イ略が、またもや見えな

くなることl醜

止LJ_はもその後の安子化減策基本法さらに『子  青森県男童共同参画センタ〒副鯖暴小山内世
どもと家旗自臨援する    、さらには少子 喜子さんからは青森県□橘誌およ=

化対策としてのワーク0ラィフ・パランスにつ 制度のもとでのセンター爾飩状醐語られたDジ
ながっていくことを前待させてくれ過。    ェンダ≒格差な』蝠飩照酷働場として指定管理

なお、これは付け足しだが第6条爾下線画部 者制度となむたセンターが、い力叫こ力を発揮し

分臥 男女による家醸を是末単位とする考え方 でいく力ヽ 亦庁で⑮       □推進と

に立脚し1勢朧趣蒙嬢のあ明かに 嚇ひとりM・ 嘴 な幼 靖鍮讚動騰議で幽され亀。最犠
カップルな罰 獅 していることも に会場むら出された障がい峨ある女性からの

指摘しておきたし、地   「軸 馴謳う女性  嚇賊塑ゴ野劃詢 那視塵に入もていないのでは
回社会参両は、総体としては女性全体の経済的 という指摘に、勇女共同グ画を推進する起とで

自立にはつなかるものではなく、ジ土ンダ‐格  蝙 も含めてどのような社会を私たちは制

差を変える力となもてはいなし、        り出そうとしているのかさらに深めていくこと
シンポジスト⑪おひとりである海妻径昇さん の重璽性を満なし亀 10月⑩塵岡では地域の間

は「『 (目 5相勁 勝融響駆伽輔劃 あヽるいは消剖 と題■⑮射程を聞確にしつっ、間題解決め方向性
して     口 というテーマで話られたDそ で具体的嘆策につい電議論したしゝ      :

時 における晰 隧甦雲頷辣馘聴劃駆Ю

瞳赳費雫融 安釦 調醐田甲明調固:畿拳埋険鱚択されれ 櫛争解

⑭安超鎮燿艶]にか出す
い
る        卿閲麟榊 l喘しヽでも露つ日⑭麹 こ関する躙

決議雷鵡 。      勁時織争下における牲暴力の即時中止魯要求醜 戦時・紛争下における仕暴

力の防止が世界平和に業顧る逗とを強調bている。さらに、I胎争中●用 理製警動製見を計珈詞陽艘瀑

護⑮ために適切な措置を取る通とを要求している。そ口措置と]よ 市民に対する金で      の禁

止陸ついてm、 あ]臨 隋 響識ける硼絣胸ある劃艶1剣吻珊軌 遇白帳鯰測は勤剌犠濶

調査などである。国連事務織長に1年後      [臥 こぬ譲議口実施状況に関する報告書を提出する

ことを要求している。       1 鱚 ヒロ罰
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女性差馴撤廃粂絢実施状況第儡回政府レポー トロ横証    : :...  1

回T費『蒙庭内暴力』に構るのは経闊 :

マイプリティ女性については囁触れられず

1   :中のまた鋼子
女性差剛撤酷桑絢第囲条 傷錮馴轡懃廃する政策の追末のためm       に関して、靱 こ

対する暴力に祠ず割廟馳ロニ部塵嗚可ノリティ女性につい¬ を検討する.

られとはいえ、噛盗罪より躊 こヽとに重おりが

なし、ストーカ      暉関してはt讐告
昨禁止命令を出し鶴執行する⑪が行政機Mであ

る警察 墾ゝ安命貝きであり、同淮機Mである裁

断が関与しないこと:      面
i

ケア鋳理轄先画確保など支援システムがないこ

となど躍闘間がある息   :

0可 ノyティ女性 酔事ラグラプ醸―脚 )

躙鯛 年崚剣璧瓢囃鯨馨負会による1日本政

府レポ昌卜審■においてはこレギ昌卜漁Sマイノ

リティ女性について鉱 識れていないこと部間

題にき    となつた 国    も戦

詞回絢車をした碁1蟹負会噸蜃酷轟メントで!ム

マイノリティO言眸 プごと口内訳を示すデL
タトと酸掏[酢鏃凱 M、 .健礫脚乱 屏献1個強
害の僑報魯邊鵬するとう或めていtと ころが

政府ンが―卜においてR8項 目においてゝ 憲

昨 興 暴嘲凱ユ下辟陪馘用剛財醜も含めて

馴 されること、覗蝙笏讐己啓発lこ躙 る>
計画J∪覗菫辮肇O啓発維曇法に薙づく)によつ

は縁晰ン躙浴聾獣識載
差別解Mや到解翻蝶あるわ驀輻動警行もせいる

こと    でいて、マイノツテォ女性□状況

m、 でな‐言もふれられていなしゝ 1続付資料

ロジ韮ング≧観点面ない呂和輌策関連予算頓は、

意味善な富ないと指摘されることは国に見えで 1

ねり、おまりに熱締経であ:輸出日本政府は報告

に限らず、通口瑕囲にコいて全く対鰹 ‐

していなし、      1
餡府レポ守卜は繭閂呂藤Lその奥施状況の具 .

倅撻やひ析に欠けているため、.幽 |レポート

ロ重要性]よ今回も大きしゝ

♂ 甲賊つ桑掏瞥尋ラグ言7個―[鋤

DF葬燈め他⑪性暴力に関しては法堕備が一

定祀度進んだことはか価できる:

回す蘭bてはこ第騒国報曽もそうであった鰤St

今回ら1軸i琶対子る最向に関ナるm‐ ⑪申
で]謀輔藤しM、 鋼条醸顆靱響瓢鰺酪計螺
る書剛刺融隷 :閥にの・噛鍵:内暴閂』‐け翼テグラ
フ馴馳二飩 うにおいての纂恥り上げられてい

る起と懺疑間であ局。Mな 幅、PTを黄性に

鯖 るt暴力とこ・らえる書亀堰麹塵[褥は力とbてと
らえるかによって亭彎口腋味樹けは異なるかし

である。  1'
国T隣止lM舶岬ξ底 伺瞳は劃幽嚇 る暴

力提絶画財   取:脚嗣晰膊渦うも中であ衝
と盪 ¬第11    8
Mb6岬暉蜆あさ絣鄭靱瑚i口 岬減艶`鏃

畢坪剰夢呻〕 に抑平鶴W暉鴨l鐵
する最鈎口項目l中窯飾つl骨・動坦乳

1政府報
告だけど      畿ぬだるうコ、民法改
正が金くに展

|レ姜町
｀
キぬЪ螂‐   く内磨

力魏駒%からであろう
.力

、

ビ調ト ト  貪こW颯乱l印嚇 ユ響轍
面     がよ暑ぬ後の第国面 を通bて

も鵡ちでい葛主口闘礼亀 法軸繰鐸麺コl瓢
など   が膿罪されてお聯:鋳鍵厄躊近隣

国銀法規定と此較しても発口柩由が田権で畿b・ l

(ちつとも―曙予鬱渕讀珈J耐醍颯割咽印ては違廟れ

は含ゆ輩|く
fてもれ 勁◎創膳軋嘔強的費犠励彗胴

認されていない尋ともM      、

横害を受けた糞性口堕満再琥轟翼⑪弱きぃ幾近

禁蛙命令呻申し立てが真援関係者には皮ほ鼈い

こと、な鰤 局。    ′
そ田他の性暴的に関して‖ム 曲文罪⑮淮虚刑

の下限規定軍年以上がt醜年に3年1こ31き上げ
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女性差刷撤廃条約実施状況第 6国政府レポー‐
卜の検証

ゴ顧H贋董纂割鑓劇廟肇暴舗詢第は次レポ■トロ

"価

〇

●第6数喘 卜提幽口隆偉

女性差別撤廃条約岬鮭醸Mである日本は、締

約□mと して、業絢実施状況なこれまでに

轟回ゝ国連に報告している.提出されたレポ墨

卜は、醸       髪響触及 噸

会』において審議され、そのか価]爛 会の囁

絡コメント」として、政府に送られ、%の ホ

ームペ宇ジ上にも公闘されている。    ‐`

第6次レポL卜の作成に力たつて、蝋
鋤鵬年の第3回貯ポニト審議 朧 は第4次 e

5次レポート)の 民刷終コメントJ踊 ヽ撮 '

終コメント』)を爆罰ナて、暖謳路コメント」電対

する取り組みの方向性を測め   に調軋横

討し、その結果を公表した彎NGOは 嘔鴫終金

メント』の確実%に 向けて、政府の設けた

%を 聞く鍮 嚇 に経順藁勢E壕鋤]し

たり、省庁交渉審調査研究などを実施して、そ

のフォローアップ厖努めてきた

第 6次レポL陶 内容は鯛醸 年 5月から

躙閲年6月ま卿 報告となつてい郡 、期限で

ある囲腫年に畷 幽がなく、今年 剛 鋼
4月、2年響劃咄D匡薩浙却けとなぅたことは磯念

である。開爾 ⑪分析

(1)― lf i楊コメント」でも参員会が 
°

最初に指摘した、は鞭謹劃』わよび間撥食馴の定

義を国内法に盛り込むことJという勧告に対し

て、本レポニトでは、馬女雇用機轟均倅法が改
正さな 問接差別の楽蛙調新たI動団わり、ず般

的な定義が盛り込まれたこと、管令I   な
3項目の規圃 殺 けられたこと、また、3項目

以外にも躙 旺と認定される暢合顧あるとす

ること等が報告されている。このことは、馬女

帳鰤靱尭鋼刷として予りた、性虞i3社昴

女賃寵差別事件等口原昔Ъ支援者の運動による

ところ戯 きb、 今後もMに 閂躍継ё酬噂

例を積み重ねていくこと力琶璽 である。

(2)運贔赫踪講諭超耀畢:彙辱Ы朧韓コメント」電副旧職 睫

毅議定書円 をく日本政府涸郵⊃‖き続き検討す

ること   るJという勧者にたいし、国内

ではN00から織貶ぬ調願書調慶々国会に出さ

れ、参議院脚 されている。ところが、本レ

ポート醜 輻 ぬ選洒議虚書では、個人適報

洒度が定められており、我が国で眠 国際人権

結錮翻陶鷲恒鋼調蕎劃蝙鵬iO受 lガ噛しを行

つて騰らず 検ヽ討申である。』という、後退とも

受け取られかねない内容となっている。団連で

啜國躙嗣発鱚搬 籐朧)等ク後も最初のレ群

卜となつた第5次ンが―卜閻 刺 では、国

内      を鰤国しЪ真摯な

していることな麦明面 るヽにも力補わ らずで

ある。審査のときには、十分散プォロー添必要

であるう。

第 T次レ蒔 トロ封邸肉融電露蠅 即 10

年)に追つていることから、期限内向提出に向

けてt靱 む動き薄鶴けを行う1襲要がある。ま

た .ゝ樹資な方面静らレポ■卜の評価を行いもN
口GoレポL卜回作成を■脚琶なければならなし、

福瀞洲態讀款嘲時 鰯躍動 によると、鴎

に書回曲性に向けた9件口楔 睡業汗]で参

議院で採択されたと口起こである。これは、批

准卜の過動を加速させる大きな要国となるであ

ろうもまた、1.月 に就任した、琳暢署観封鴫訓嘔

撤廃委員によると、国連改革により、難 の

輸 が、     向上部 口幽鴫 から、人

権高等弁詣了薮爵訴頓珊暉動 l醐 され、そ

れにともなつて、会合鉤所も、ニューヨークか

らずユネープに変更きれるとの報告があった
氣嘔会をめぐる動き雹滴発である。余綱に関す

衝国内外ぬ動きに注目してし哺なヽければならな

○

むゝ
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7月塵制壷曲お醸らせ
l i l  i OIF『     めぐる政策回現拭倅趙靱「⑬

鯰 卿珈 盪 醐 l蝠帥 畢熙   朧

lil§:il当 :曇][[言[]Ⅲ]言i:[言言冒魯‖[薔][繁ξ嘗[督
||

t   ●。1認師E翻鵬蒔修嬉島絡 、  呂ヽ融礼瑯締   「:

薮葬守守≪1     幕諄輔理動導藝F高め画躙 ‐

号を調入して振晩:逹んで14だきると慟鋼願いし

ま九 .       :
□了闊蝙孤轟iT月 甲鳳:閲―蝸岬力翫甲
濃園誨覇副殷b誡               :
6甲どイン炉都隋冒興蝉剛‐1申込岬聯ζ事たは1

夢 il枷贈i5軸j副卿嚇 幅郡暉琥申
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世界女艦合言″どインク宗ノハワーク

″ グ_■ヒ京 J/4σ 第129号

.$anmrttlycensbtrBipockc 2 0 0 8+9E 1 A*fr

政策エンパ■―メントセ三十一h盛間が近づいて
きました。薇珈陣し絶謝措賞早目に′

■特集 盛岡セミナーに向けて 2-6

●紅葉の盛岡でパワーアップを !…"セミナーヘのお誘い -2
分科会の問題提起者が新たに加わりました

碇例会報告〕セミナーに向けての充実した学習会となりました

●地域医療の崩壊と医療政策
鵬 二さん (医師 0東京ふれあい医療生活協同組合理事)の問題提起を受け
て石田久仁子さんの報告です

●「母子世帯の母」と女性労働十~~~~~― 一―も
藤原千沙さん催手大学蜘動の「母子家庭をめぐる政策の現状と課題」
の問題提起を受けて、落合絵美さんの報告です。

■ 児童福祉手当の一部支給停止適用除外 
～

栄男続者別続″ 一一一-7
会員メールを通しても各地の情報が寄せられました。
峨 人シングルマザーズ・ふぉ―らむ の赤石千衣子さんの報告です。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

〔寄 榊 会員以外の方 か々らヽは く寄稿していただいてい討 。今号はお二人|    。

■ ILOにおける

ジェンダー関連諸政策・プログラムの最近の動き     8-10,14
1LO(国際労働機関)で長らくお仕事をされた堀内光子さんが、この分野
に関するまとまつた報告をよせてくださいました。

■ 第 10回世界女性学会議に参加して 11-12
社会労働党サバテロ政権下のスベイ ン 0マ ドリッドで開催された

大規模な会議6酒井はるみさんが興味深い報告をよせてくださいました。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

■ 市民サミット2008に参加して 13

戒厳令化のような札幌と、もう一つのサミットを経験した船橋さんの報告です。



北京JAC政策エンパワメントセミナー h盛岡

―テーマ :格姜社会こ女性のくらし―

色
理

■

■

XOfrJ^'0)7?'Yil=' 
' r

10月の盛岡のセミナーにぜひご参加 <ださい。          ,

次世代の子どもたちのために、私たち自身の明日のために、最も身近な現実を地域から見据
え、問題解決の糸□を見つけ、政策提言という行動につなげてい<、 ょり大きな力をつけてい
<、 そんな場にしようではありませんか !

盛岡では平賀圭子館長を中lbに女性センターの皆様方、市の男女共同参画課、岩手日報など
のメディアの方々が全国からの参加者を「おでって (よ うこそ、いらつしやい)」 と暖かいお出
迎えの準備を進めて<ださっています。交流会では地元雫石高校生による伝統芸能「さんさ踊
り」や、オプシ∃ナルツアーでは紅業の八幡平、女性起業グループによる蕎麦の店 (ハ幡平コ
ース)、 平泉めぐりなど、魅力いっばいの企画が待つています。

会員の皆さん。ご多忙のことと存知ますが、会員以外の方にもお声をかけていただき、ひと
りでも多<の方なと議論し、今後の活動の輔を、一層広げていきたいと思います。皆さんの地
域の医療、教育、労働の現場の情報も持ち寄つていただければ幸いです。全国各地の現状報告
をふまえ、活発な意見交換が出来ると期待しています。それでは 10月盛岡でお会いし、お互
いにエンパワーしあうことを楽しみにしています。(文責 :船橋邦子)

〔分科会の問題提起者が新たに加わりました〕 申込については最終ベージを→

①

問題提起者

・安田善一

(自 治体病院検査課主任)

・丹治テイ (福島県中央市

民医療生協前理事)

0佐藤かづ代 (お産と地域
_医療を考える会)

医療崩壊の転換は可能か 00

②教育格差

問題提起者

・色藤由美

(岩手県立高校教員)

・東 裕子

(元大阪府夜間中学教員)

教育格差と経済格差の関係な

ど、今、教育現場では 00

③女性の仕事と収入

問題提起者

・植 田昌弘

(岩手県立大学教員)

・竹村祥子

(岩手大学教員)

・木越陽子  
″

(秋 田県大舘ユニオン)

女性の貧困化にどう取り組む

-2-



6月 定例会報告

地域医療の崩壊と医療政策

一本池孝二さん (東京ふれあい医療生活協同組合理事長)に聞く一

巨大な赤字を抱える自治体病院を描く
「TOmOrrow」 や地方の救急医療体制を扱う
「コー ド・ブルー」など、崩壊する医療を

テーマにしたテレビドラマが、今、話題に

なっているという。現代版「姥捨て山」と

しか思えない「後期高齢者医療制度」もこ

の4月 にスター トした。医療現場は日本の

医療の現状をどう見ているの力、 6月 定例

学習会では、 10月 18日 、 19日 に「女

性と格差ョをテーマに開催する「政策エン
パワーメント0セ ミナーin盛岡」初日プロ

グラムの「医療分科会」の準備も兼ねて、

医師で東京ふれあい医療生活協同組合理

事長の本池孝二さんに「地域医療の崩壊と

医療政策」についてお話しいただいた。
60余 りのパワーポイントを用いた本

池さんのご報告からは、今の日本の医療崩

壊をつくったのは政治であること、それに

よって恩恵を受けているのは大企業であ

り、犠牲を強いられているのは、医療政策

に翻弄される医師や看護士、患者、とくに

お年寄 りを始めとする弱い立場にいる

人々だということが、明確に見えてくる。

●医療費抑制と健康の自己責任論

小泉 0竹中による医療改革は 02年に本

格的にスター トし、06年 6月 の「医療改革

関連法」に結実した。地域の医療を崩壊さ

せた責任は、市場原理主義の導入と医療費

抑制を図るこの医療改革にある、と本池さ

んはいう。高齢化が進む日本のような社会

で医療費が膨らむのは当然のことである。

それを抑制しようとすれば、痛みを強いら

れるのは国民だ。しかしグローバノイヒによ

る企業の国際競争の激化、無駄な公共事業

等による国や地方の財政の悪化を背景に、

改革推進者たちは、「健康の自己責任論」

石田 ス仁子

を持ち出して、この改革を正当化したので

ある。病気や怪我をしたのは、健康管理を

おこたつたあなたの責任だ、だから一定の

医療費をあなたが負担するのは当然だと

いうのである。確かに避けられる病気や怪

我もある。だがすべてがそうというわけで

はない。さらに問題なのは、この「健康の

自己責任論」が、ひとは一定の教育水準と

生活水準があつてはじめて自分の健康を

管理できるということに、気付かないふり

をしていることである。

本池さんの配布資料とは別のものだが、

財源別にみた国民医療費負担割合につい

て、1980年 (「臨調・行革」路線以前、健

保本人 10割給付)と 2003年 (小泉医療

改革開始以後、健保本人 7割給付)を比較

すると、国と企業が負担を減らし、地方自

治体と家計、つまり国民が負担を増やして

いることがわかる (日 野秀逸 「医療費抑制

政策からの転換を」、『世界』08年 2月 ―■l。

この四半世紀で全体に占める国の負担が
5%減つたが、その分をちょうど家計が補
うかたちになつている。
02年以降の医療費抑制のための主な施

策で、患者に負担を強いるものとしては、
窓口負担の増額、保険医療の範囲の縮小等
が挙げられる。医療関係者向けでは、診療

報酬が相次いで引き下げられた。さらに自

治体向けでは、「医療費適正化計画」の作

成 0実施が都道府県に義務づけられた。数

値目標を立て医療費を抑制するためで、特
定健診 0特定保険指導実施率を高め、メタ
ボの該当者 0予備軍の減少が目指される。
自治体間での競争をあおり、日標値を達成
した自治体にはご褒美が与えられ、達成で
きなかった自治体にはペナルティがかか

るシステムになつている。長期入院を減ら

-3-



すために、療養病床の削減・廃止も予定さ

れている。

●ビジネスチャンスを生む医療改革

なぜ企業が医療改革の恩恵者なの力、本

池さんは次のように説明する。医療改革も

含めた構造改革とは、大企業に世界市場で

競争力をつけさせるための改革である。だ

から大企業の負担を軽減させることが重

要になる。小泉首相 (当時)がこの改革を

推進した背景には、「年次改革要望書」の

ような、米国主導の経済のグローバノイヒを

推進する米国政府からの強い圧力があっ

た。郵政民営化、医療改革t年金改革のす
べてが目指すのは民間企業、とりわけアメ

リカの大企業の市場参入の機会をつくる
ことである。年金や医療の分野の規制の緩

和は巨大な市場を生む。そしてあらたなビ

ジネスチャンスが生まれるの注

●進む医療の崩壊

しかしそもそも日本の医療費は小泉改

革以前から決して高くはなかつた。1998年

の対国内総生産を見ると、日本は 7。 5%にす

ぎず、先進諸国の中でも下位に属している。

さらなる抑制政策は当然、医療の崩壊につ

ながる、と本池さんは言う。

窓日の自己負担割合の増加はすでに患

者の診療抑制を招いている。今後の国民の

健康への影響も,mされる。診療報酬の切

り下げは医療機関に大きな負担を強いる。

比較的優良経営だつた本池さんの診療所

も、02年、03年以降は苦しい経営をせま

られているという。常勤を減らし役員の手

当をなくしボーナスをカットし給与を据

え置き、月 2～ 4回のボランティア診療を

実施し、職員のボーナスカットまでしたが、

もう限界状態だという。

病院の倒産、勤務医の過労自殺や職湯逃

亡も急増しているという。病院経営の悪化

は職員数の減少や医療機器の老朽化をも

たらし、医療の質や安全を低下させる。最

終的なつけは患者が払うことになる。とく

に深刻なのは自治体病院で、数年前に導入

された「臨床研修制度」により、地方の病

院の常勤医師が年々減り続け、そのため、

新聞等でも報道されているように、救急医

療体制に支障が生じ、また産科や小児科な

どの診療を縮小・閉鎖するところも出てい

る。その上度重なる診療報酬の引き下げで、

経営は悪化の一途をたどる。自治体自体も

財政悪化で支えることがむずかしくなれ

ば、閉鎖する病院が続出するだろう。実際、

千葉県の銚子市立総合病院は休止に追い

込まれている。民間では採算がとれない地

域の医療を確保するために設立され地域

医療の中核的な役割を担つて来た自治体

病院が消えたら、住民の健康はどう保障さ

れるの力、

その一方で、公的医療の後退で不安に怯

える人々を餌食にするように、保険業界や

サプリ市場は活気づいている。

医療崩壊を象徴するような問題だらけ

の「後期高齢者医療制度」に関しては、さ

すがに政府も見直しを約束しているが、本

池さんは小手先の修正にすぎないとし、き

わめて批判的だ。

●医療の再生のために

最後に本池さんは医療再生のため提言

として6点を挙げた。 1)患者の窓口負担

をこれ以上引き上げない 2)医療費の国

庫負担の割合を先進国にふさわしい水準

まで引き上げる 3)薬剤・材料の価格を

引き下げる 4)医療の質 0安全の確保の

ために、人員配置と診療報酬を抜本的に改

善する 5)公共事業を減らし社会保障の

充実をはかる 6)患者・国民・医療関係

者が協力し、相互に納得できる医療の確立

に取り組む

病院や診療所の経営にある程度の採算

性や効率性が求められるのは当然である。

だからといつて、人の命が賭けられた医療

そのものを市場原理にゆだねることはで

きない。経済的あるいは地理的理由で、医

療にアクセスできない人がいることを、私

たちは認めるわけにはいかない。

小泉 0竹中以来の医療を市場へ解放する

ための医療費抑制政策を見直し、日本の医

療がどうあるべきか、そのためにどんな政

策が必要なのかを真剣に議論する時がき

ている。
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7月 定例会報告

「『母子世帯の母』と女性労働

一―藤原千沙さん「母子家庭をめぐる政策の現状と課題Jから一一

はじめに

7月 の定例会では、藤原千沙さん(岩手

大学准教授)をお招きして「母子家庭をめぐ

る政策の現状と課題」と題した報告を伺つた。

報告の流れは、戦前の母子保護法(1937

年)から現在に至るまで、日本における母

子福祉政策の歴史的変遷とその問題点お

よび当事者団体の活動について概観し、

最後に今後の課題についてお話頂いた。
この日は、会員以外の方の参加者も多く、

母子福祉に対する関心の高さを感じた。こ

こで、藤原さんの報告の概要と私の感想を

記すことで、情報と問題関心の共有をはか

りたい。なお、本稿では当日配布された資

料のうち、講師の最近の論文(文末記載)を

参照・引用した。

報告の概要

児童扶養手当とは、父と生計を同じくし

ない子の福祉の増進を図るために、一定所

得以下の母子世帯に対して、子が 18歳の

年度末に達するまで支給される手当を指す。
夫と死別して遺族年金の支給を受けている

世帯 (死別母子世帯)は対象外であるため、
児童扶養手当は主として離婚や非婚で母

子世帯となった「生別」母子世帯の母に支

給される。この手当は、子を養育する離婚・

非婚女性が生計を維持するための十分な

賃金を得ることが困難な日本において、重

要な役割を果たしている。

戦前、親の子に対する扶養機能が低下
し母子心中が社会問題化するなか、1937

年に母子保護法が制定された。これは、子
の非行化を防ぐために、「就労せず、子ども
の養育に専念する母親」像を描いていた一

方で、その給付額・捕捉率の低さから、実

際には母親が就労せずに子どもの養育に

落含 絵美

専念することは不可能であった。

戦後になると、戦争未亡人となつた大量

の母子世帯が出現し、政府は 1952年に
「母子福祉資金の貸付等に関する法律」を

制定した。母子世帯に対する貸付金制度
の創設と、公共施設内の売店等の設置や

たばこ小売人指定の際に母子世帯の母に

優先的に許可を与えることを規定したこの

法律はt戦争未亡人を中心とする当事者

団体が生活保護を受けることなく就労して

子どもを養育することへの支援を要求した

成果だつた。しかしながら、いずれにしても

母子世帯の母は、生活保護を受けない限り

働かざる稀 ない状態にあつた。
1961年、児童扶養手当法が制定された。

これは、夫と死別した母子世帯に対して全

額国庫負担で支給される母子福祉年金の

補完的制度として、生別母子世帯に手当を

支給する制度である。しかしながら、児童扶

養手当の支給が開始されて以降も、母子世

帯の母の就労率は一貫して高水準を維持

し続けた。1969年、「母子世帯は子を育て

上げた後も貧しい」という現実から寡婦福祉

資金が創設され、母親を対象として職場開
拓、優先雇用、貸付金の給付などが実施さ

れた。他方、制度の対象者はかつて母子

世帯の母であった女性に限定されたため、
「中高年単身女性」の貧困問題として一般

化する契機にはならなかった。
1985年、児童扶養手当は母子福祉年

金の補完的機能から分離・独立され、所得

制限の強化をはじめとする制度改革が行わ

れたもその一方、死別母子世帯が受給する

母子年金、母子福祉年金については遺族
基礎年金へと移行し、支給額は倍増した。
これにより、母子世帯のなかの死別/生別
の格差が拡大した。この状況のなか、死別



母子世帯を中心とする母子寡婦団体とは

異なる、生別母子世帯を中心とした当事者

団体が登場してくるが、行政が認める当事

者団体は母子寡婦団体のみであつた。
1998年、1985年改革に続いて財政削

減を目的とした制度改革が行われた。1985

年改革が父の扶養義務や夫婦家族モデル

を謳つていたのに対して、1998年改革は

児童扶養手当を母子世帯の母の就労疎外

要因とみなし、母親の就労支援政策を手当

削減の代替として打ち出した。

小泉政権の下、児童扶養手当の 2002

年改革が策定された)小泉政権は、高齢化
の進展で 1兆円規模の自然増が見込まれ

る社会保障費を削減すべく、2002年度に

3000億円、その後は毎年 2200億円の削

減を推進し、児童扶養手当も削減の対象と

なった。2003年 4月 には改正法が施行さ

れ、児童扶養手当を受けていた母子世帯

は、世帯収入の増減にかかわりなく手当の

支給開始後 5年が経過したことを理由に、
2008年 4月 から受給額が最大半分まで減

額されることが予定された。また、政府は児

童扶養手当を削減する代わりに、母子世帯

に対する就業支援策の充実を掲げ、2003

年度から「母子家庭等就業・自立支援セン

ター事業」をはじめとする施策を国庫補助

事業として開始した。

2008年 4月 に手当支給後 5年が経過し

たとして手当が削減される受給者は、受給

者全体の約 3割に相当する約 30万人であ

り、これによって国庫負担 160億円の削減

が見込まれていた。しかし、2007年夏の参

院選で与党が敗北したことで削減凍結が持

ち上がり、最終的には支給開始後 5年を経

過した母子世帯の手当を一律に削減する

のではなく、就業困難な事情がないにもか

かわらず就業せず就業意欲のみられない

者に限り、手当額を2分の 1に削減するこ

ととなつた。

母子世帯の母の就労だけで生計を維持

することは、1985年以降とくに厳しくなつて

おり、1990年代後半からはほぼ絶望的で

ある。

「母子世帯の母」と女性労働

藤原さんの論文 (文末)によれば、手当

削減に代わって母の就労支援が推進され

る(「福祉から就労へ」)一方で、母子世帯
の母の就業率は 2002年の制度再編以前
から一貫して 80%以上を維持してきた。女

性の平均就業率 (46。 6%)、 生別母子世帯
の母とほぼ同世代である25歳から54歳ま

での女性の就業率 (65。6%)、 子のいる母
の就業率(53.1%)と 比べても、母子世帯の

母の就業率は高い。他方、生別母子世帯
の平均収入は年間207万円(うち就労収入
170万円)であり、経済的に厳しい状況に

置かれていることが分かる。また、従業上の

地位 (雇用形態)をみると、正規雇用者は

2003年調査で 39.2%に 減少している

(1993年調査では 65。4%)。 さらに、非正

規雇用者の割合が増加していることから、

社会保険 (公的年金、健康保険、雇用保

険)の未加入者も多い。高齢・罹患・失業の

状態になつた場合、さらなる貧困状況に陥

る可能性が高い。
これら「母子世帯の母」の抱える問題は

何を示しているのか。それは、女性(労働

者)一般の抱える問題である。女性(労働者)

は、社会保障制度の不備のなか、結婚・出

産して家事・育児・介護といった「家庭責

任」を引き受けることを求められることから、

仕事と家庭責任の両立に悩み、パートをは

じめとする低賃金職種に集中する現実があ

る。この負担が如実に現れるのが、ひとりで

生計を立て家庭責任を果たさなければなら

ない母子世帯である。もし女性運動が、男

性に経済的に依存せずとも生計を維持し、
かつ子どもを育てられる社会を目指すので

あれば、母子世帯の抱える問題は女性運

動の中心的課題である。

参考文献:藤原千沙、2008、「2002年改革後の母

子世帯と就業支援策の状況一―児童扶養手当の

削減と凍結をめぐって一―」、『 女性と労働 21』、

Vol.17、 No.65、 フォーラム0女性と労働 21、 6‐21。
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児童扶量手当の一部支綸停止適用除外 ～

シングルマザーに支給される児童扶養手

当の制度が昨年変わった。5年間受給した

人は一部支給停止適用除外の手続きをする

と、継続できるようになったのだ。だが手

続きがわかりにくかったために、全国で数

千人の受給者が、手続を終えておらず、支

給額が半減してしまいそう几

児童扶養手当は、離別のシングルマザー

等に出る手当。実質、生活保護を受けてい

ないシングルマザーと子どもたちの生活を

支えてきた。月額全部支給で4万 1720円 (子

ども 1人の場合)。

児童扶養手当制度は 2008年 4月 から、制

度が変わり、5年間受給・末子が 8歳以上

(あるいは 7年経過)のシングルマザーは、

従来どおりの支給額で児童扶養手当をもら

うためには、6月 末までに、「児童扶養手当
一部支給停止適用除外届書」と、就労証明

や求職証明、病気で働けないことを証明す

る診断書などを添付しなければならないこ

とになつた。全国でこの一部支給停止の対

象者は推計 26万人いるとされた。

■わかりにくいお知らせにとまどい

5年間受給後は半額になるはずだつた児

童扶養手当は、07年の H月 、与党プロジ

ェクトチームの決定で「事実上の凍結」と

いう決着がついた。つまり削減されるはず
の人も手続をすれば適用除外になることに

なった。しかし、08年 2月 から削減 (一部

支給停止)対象受給者に届いた「児童扶養

手当に関する重要なお知らせ」という文書

は非常にわかりにくいものだった。

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉ―ら

むが各方面に協力を呼びかけて、7月 中旬

赤石 干衣子
から各自治体の未手続き者を調べたところ、

多い自治体では 10%以上の未手続者がい

ることがわかった。特に未手続者は大都市
など人口の多い地域に多い。

■自治体によりばらつき、混乱も
7月 25日 には、しんぐるまざあず・ふぉ―

らむは厚生労働省に「 児童扶養手当の未
手続き者が続出しているため、緊急に対応

するよう」求めて申し入れを行なつた。
それに押される形で厚生労働省は、「手当

が減額されても、手続をしてくれれば、8

月分の減額を随時手続ですぐに遡及支給す
る」と8月 1日 に通達を出した。しかし、
ここにも落とし穴がある。求職証明は8月

の日付のものを添付したとしても4月 に求

職していた証明にはならないので、遡吸支

給は認められないの洩

今回、国から降りてきたこの政令や通知
のために、自治体の担当者も大変な仕事量
となった。未手続き者には何度も郵便を出
し、電話や訪問までしたのだ。こうした仕
事にどういう意味があるのか、実務にたず
さわる人からは愚痴が聞こえてくる。
また、大都市圏では、8月 の現況届のと

きに書類を出してくれればいいとしている

自治体も多い。そうなると他の都市とは対
応が違つてくる。「混乱を回避するには、8

月の一部支給停止措置は先送りするしかな
い」と同NPOは言つている。
就労証明を出させるのもばかばかしいが、

せめて、年に一度の現況届時 (8月 )に提
出させるものにすればまだ混乱は防げる。
この枠組みをこのままにしておいてはいけ
ない。

※NPO法人しんぐるまざあず 0ふぉ―らむhttp://m7。 bigo or.Jp/～ slngl針げ
〒171‐0051東京都豊島区長崎 501‐ 31‐819豊島ハイツ teVfax03‐ 5995‐3711(毎週木曜 午後
7～9時)賛助会員募集中 1口 5000円 郵便振替 0017004・ 152781 NPO法人しんぐるま
ざあず・ふぉ―らむ
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最 近 の 動 き

1998年に「仕事における基榔切讀吸 U準利
に関するLO宣言」力潮研tされ、国際労働基準

鋼燥勁は じめ に

LOは、99年ソマヴィア弊議局印堀託

以来、ディーセント・ワーク (働きがいのある

人間らしし■等りをLOの日標に1日ず、その実

現のために努力している。ディーセント・ワー

クとは、副 伯J出)、 椰 J、 社剣 護 、桜 当

話を確保されている仕事である。

現在ディーセント・ワーク国別プログラムの

策定が進められている。ジェンダニ平等はディ
ーセント・ワークの中心と位置づけられ、全活

動へのジェンダL主流化が図られており、ジェ

ンダー:平争ヽD   S強化されている。ディ
ーセント0ワークについては、実際の活動が国

男Jプログラムとして展開されている。ジェンダ

ー主流化の主要な成果を挙げれ|ミ 1999年二〇

スタッフを対象にした「ジェンダニ平等及び主

流化政策」策定・本政策実施のツールとして
「LOジェンダー平等行動計画日の作成 (最新

"   
は08-09年が趨 、2001年-05

年ジェンダニ監査、2005年全て    プロ

グラム・プロジェクトで全ステークホルダニと

ともにジェンダー主流化の組織的実施を決定

鰹事会)等である。
この間 2004年 LO総会は、「ジェンダニ、

同         び母      決

議を採択している。さらに、2009年 HЮ総会

の¬般討議のテーマは、「ジェンダニ平等はディ
ーセント0ワークの中′醐 である。総会でのジ

ェンダーに関する下般討議は 1985年以来であ

り、実に20年以上ぶりである。LO倉J立 90周

年の記念すべき年の総会議題となり、ジェンダ

ー平等を促進する今後 10年間″研野疑が検討

囲圃 ILOにおけるジェンダー関連諸政策 ロプログラムの

堀内 光子

(文京学院大学大学院客員教授 0元 ILO事務局長補)

0輛議Э を目的とした広報キャンペーンを開

始し,し いうまでもなく、ジェンダ上の主流化

は、2005年国連世界サミットでも、各国元首 0

首脳の公約となつている1。 カロえて、同サミット

は、ジェンダτ分野における国連システムの対

応能力の強化を約束している。工0も国連の専

F蹴躙
―

として、仕事という視点から、国

連全体のジェンダニ平等政策推進の重要な‐翼

を担つている。

本稿では、日本棚 :1案件と主要■般案件の双

方を、    1年 間の動き   るが、紙

数の制約のため、残念ながら技術協カプログラ

ムは割愛している。技術協力について、一言付

記すると、この分野で、      構築、輸

勘 ロコ馘 岬 り 辞 淀 躍 歯 輌 く刻 鱗

働者の         用創出を中心に据

えた貧困削減事業、女児をターゲットにした児

童   、妨 買嚇 など、様々畔

が展開されている。

1.日相 簿 誹 IL01∞ 顎 酌

辞

Ⅱ£)θ噺爵絢的塵葬曽切預努は、国鵬議卸製雲争の

設定・推進である。日本ではこの問題だけが

mの 活動のようにみられがちであるが、1で

見たように、■0は、仕事とジェンダーに関し

て世界各地で技術協力活動を行つている。

日本は、 1968年という比較的早く 100号条

約を批准しているが、     に関するⅡЮ

憲章上の情報提供が労働組合から長年繰り返し

lUIttdN闘剛 Genedttmbly
ArWS60rl p狙 59

され る予定で ある。              21 LO:Reporび めeの口朝拍
"F量

‐由 on施

6     抵亀鍔賃菫挿範茸持認識嵩鵠
h
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なされ、LO条約 0勧告監視機構である条約勧
告適用専門家委員会からし度 意々見 0勧告が出

されている。

2008年の条約勧告適用専門会員会は、2007

年嚇 、総会結論から大きく踏み出し甜
を出しだ。労働基準法第4条が男女同一価値労

働同一報酬の要素を引き合いに出していないの

で、条約の原則を紛 l司薄央していないとして、

同原則を規定する法改正のためのステップを取
ることを、政府に要請した。特に、パートタイ
ム労働者については、賃金滋磋罰計jヽに寄与した

破        実勢牲lα斑期目     を

要請するとともに、パートタイムー般卜の保護
拡大の検討の有無についての報告記述を要請し

た

委員会報告では、政府説朋は、「労働者を企業
内で配置転換することによつて長期的人的資源

開発を確保しているので、簸 1劃関舞調貯では

なく叩躍睦術能力」を基礎に決定されている。
したがつて、男女雇用機会均等法に規定されて
いるように、仕事の与え方及び職務の配置に対

する潮 1難が け囃窮働者に害を与える取り

扱い   る」卿 な方策である」という
見解であると記述している。

なお、同条約は、2年ごとの報告が出額郵蟻
務付けられており、日本の次期報告は、2000

年の予定である。

参考までに、この件に関する2007年の動きを

簡単に記述する。
2007年の新協皓適用E議   会は、男婚

、                 1,1[`:ミ FL`]湾ヨ:塁l'LトワE)

実施状況、奨励的措置、コースBIJA事管理減少
のための措置、労働基準監督措置などの情報提
供要請とあわせ、間接差別の発見・改善策を取
るためのステップを示すことを勧告した。さら
に、条約の    という観点から「同

働男女同一報酬の原則」を法文上明言するよう
希望を表明した

1∞ 号条約に関する日本案件は、2007年

二LO総会基準適用委員会で検討され、そ
の結論は、政府の取つた措置を歓迎しなが

らも、男女賃金格差が依然大きいことに留

意して、男女同一報酬についてよリー層積

極的な促進、法令実施・監視の強化、間接

差別及び同一価値労働同一賃金、賃金 0雇

用管理制度のインパクトについての評価
を要請すると共に、賃金格差撤廃のために

なる環境創造、客観的職務評価方法を促す

努力の強化及び更なる三者協議を要請 し

た。

2。 グロー/Vレ・レポート2007筆
のテーマは「E」

推進のため、①結社の自由と団体交渉権の承

認 ②強制労働の禁止、③児童労働の廃止、④

雇用及び職業における差別の排除を中核的労働
基準をして、たとえ雌 していなくても力囲
|    を課すとともに、LOに   義

務を課した。そのフォロー・アップとして、 1

原則ごとに毎年グローノシレ・レポート (従つて
1原則は4年ごと)雄 し、同レポートが 6
月のⅡЮ 総会調 され 11月 ―

Aで
、技

術協力のテーマを決定している。

雇用平等の基本条約である111号条約は、ジ
ェンダー1粥和媛朝りの形態も含んでいるので、
グローノシレ・レポートもジェンダニに限定され
ていないことに注意を喚起したいが、ジェンダ
ー平等に大きく焦点が当てられている。

(1)グロ‐パル・レポL卜の概要
グローノシレ・レポートは、①差別の定義及び測

定、②仕事上の差別のパターン :最近雌 、

③
"03    

制度陶仰難社傾向、インパク

ト及び課題、④ LOの活動 を含んでいる。
2003年に発表された初のグローノシレ・レポニト

以降の鵬 lJ対策における進展と失敗の両方を

取り上|ス 仕事に関連した差別の全体像を示し

ている亀仕事における差別との闘いは大きな進

4コЮ :五む盪製雌/′′滅 ・     夏b
山 物 郷 GbbalReponttthe
t■ow‐叩 ゎthe■0]映dttattmon
hdamentalRh珈 hland動由撻atWOrL
Lportl③,I山慨 山 dhbour
α耐b田∝,96th詢面叫 GerL 2007(日本
認 なじ
5本文以降の1)は、ILOプレス 0リ リースか

らの抜粋
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展を示したものの、所得及― における不平

等の拡大や、様々な形態を取りな力滝カギ鍼iし

ないかなりの職場内差別の存在はますます懸念
されるようになっている。

報告書の主要テーマの一つとして、雇用と賃
金において依然残る男女間格差、そしてワー

ク・ライフ・バランスを保ちつつ、報酬におけ

る男女差別と男却 |」職業創翻諏 り組

な政策の必要性が取り上げられている。差別を

なくし、LOが提案する行動計画を達成する一

連の措置として、1)よ り統合され、より良く

調整された世界的な行動を通じた男女平等の推

進、2)様々なグループの特定のニーズを考慮

に入れ、LOのディーセント0ワーク団 :1計画
の主流に非差別と平等を据えること、3)よ り

良い法の制定とより良しψ輌切推進、4)政府
の調達、融資、投資政策など規制以外のより効

果的なイニシアチブ、5)団体交渉による協約

や行動規範のようなメカニズムを通じて労働者

と使用者が職場における平等を実現することヘ

の支援といつた措置を提案している。

0グロ¬バル・レポL卜に基づく20100年か

らの第二次フォローアップ行動計画の主要テ

テーマは、①より良き法律の実施、②男女の平

等報酬、である。

32000年 ILO総針咄罰調ま

ジェンダ鴻

既に 瞬めに」で、2009年 ⅡЮ

議に触れているので、ここでは2006年 6月 か

らのジェンダー平等に関する広報キャンペーン

の実施の棚略についてだ|ガ蜘 る。キャノ`

ンの目的は、①意識・理解向_二 ②ジェンダニ

平等とディーセント・ワークのリンクの強調、

③■0の鍵となるジェンダー平等労働基準の

批准 0適用の推進、C現存するジェンダニ平等
へのバリアーを克服する重要レ アドボカシー、
の4点である。

ディーセント・ワークを巡る 12のテーマ

が月替わりで取り上げられる予定であり、テー

マ毎にポスター、葉書、    Ⅵ城され、ホ

ームページで紹介されることになつている。予

定されているテーマは、母陛保護0父性・仕事、

児童労働、職場での家族政策・方針、若年雇用

でのジェンダLOステレオタイプの打破t移民

労働者とその家族の男女で影響が異なることの

認識ミ男女           が難 る

ことの認識、      男女で問題に直面し

ていることへの焦点などである。

4 ty暫媚妻晴勢2008鋼歴)一費臨

が3月 6日に発表

"∝
年も引き続き、助 雇用情勢一女臨

が国際女性‐ を前に発表された 豊富な図表

を用いて世界及   咄こ労働市場における女

性の状況を示している。本報告書は、労働市場

に独 け る女性は増加しているものの、働く全

女性の半数J吐JⅦ調]な雇用に欝 している。

また、世界中の労働市場で見られる女性の状況

改善も、職場における男女格差を大きく3/Jす
るには至っていないと指摘し、特に女性が従事

できる産業や職業の幅を広げることの重要性を

説いている。

5。 2006-2007年 ILOプロクリ

について

2008年m総 会では、     が出され、

議論されたので、ジェンダニ平等プログラムの

進捗部分についての概要を記述する。

国連及び他の開発機関との協働により、国レ

ベルでの関係者の活動でジェンダニの主流化ヽ

の努力の拡大と良し藩課りヽたらされている。

■0は、国連機関間のタスクフォースに参加し、

政策・テーマグループ双方で、ディーセント0

ワークとジェンダニ平等がうまく取り込まれて

いるとしている。なお、「はじめに」で触れられ

た「LOジェンダー平等行動計画」が、∝-09

年予算・プログラム期の活動をガイドする。
ハイライ トされた活動は次の通り。

撮潔が‐ジに続く)

6 ILO: Global emploSment hends for
women(Geneva, IVIarch 2008)
IILO: Reprt I(A): IL,O ptwramme
implementatioa ffi'07 Intemational Labour
Onftreoe, 98tt Sessionr@nelar2O08
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圏圃 第 10回世界女性学会議

(The l゛ Women's wO‖ ds Congress)に参加して

wOng
7月 3日 から7月 8日 まで、コンプルーテ

ンス大学マ ドリッド校で “Mundos de MttettS

/Women's wO‖ds 2008"(通常 WW08、 定まっ

た訳語はないが世界女性鞠 が開催され

た。

世界女性学会議は、女性とジェンダーに関

する学際的で国際的な連合で、女性の QOL
を高めることを求めつつ、フェミニストの学
とその批評を推進するために設立された会議
だという。1981年イスラエルのハイファ大学

で第1回会議が開催されたのを皮切りに3年

毎に世界各地の大学で開催されてきた。日本

人も多く参加した 2005年梨花女子大学での

WW05はその規模の大きさに驚いたが、この

ように大規模になったのは最近のことらしし、
WW08では報告数が 2,mOも あるというの

だから、参加者は4∞0人を超えたに違いな
い。現地スベインや欧米からの参加者が多か
つたようだが、アフリカからの参加者もかな

りあったように見受けられた。男性の参加者
が前回より目立ったのも場所柄であつた。
WW08のスローガンは “Equ副けおnOt a

Utoph"であったが、私たちにとつては当惑
の方が先に立つスローガンではある。プログ

ラム (3∞ページもある冊子)でもホーム
ページでも、このスローガンのもと、WW08
で集うこの場を、異なる声や異なるアプロー

チ間での対話をする場にしようと強調してい

た。そ してそのために“New hJお鵬:

Advanoes and Chall田膠ご'と いう概念を提

示した。それは「女性の人生に、ひいてはす
べての人びとの人生に影響する基本的な問題

や論争′点に焦′点を当てる。標語が語るところ

だが、我々は従来のフロンティアを置き去り
にしたい。そして、考え理

解することと行動との関係を開発したり、此

酒丼 はるみ

(茨城大学非常勤講師)

処と他所とのリンク、近場と遠方とのリンク

といつた、我々の住む時代の複雑性を明確に

するすべてのリンクをつくるための種々の貢

献を統合して、新しいフロンティアを提案し

たいのである」というものだった。

開 会 行 事

4日 の開会行事は、有名なレアル・マドリ
ードのサッカースタジアムに近接する大きな

会議場で行われた。ひな壇にはコンプルーテ

ンス大学マ ドリッド校の学長、女性の大臣 2

人をはじめ、    、スペイン女性運動団

体、コンプルーテンス大学マドリッド校の女

性教員連合、前主催大学梨花女子大学などか

らの人だつた。特に印象的だつたのは女性の

平等大臣だつた。40代のサバテロ首相率い

る内閣は閣僚の半数が女性だといい、平等大

臣は30代半ばに違いない若さだつた。
uMmM、 ソマリー・マン、ナワル・エル・

サーダウィらの話があつた      が

現在取り組んでいる2つの重要な課題は女性
への暴力とAIDSだ ということだつた。

カンボジア出身のソマリー・マンは性奴隷

として売られていく女性や少女の売買と闘う

NGOで働く人権活動家である。自身が貧困
の中で性的にも翻弄された経験を経て、スペ

インで生き返つたのだと語つた。

ナワル・エル・サーダウィはエジプ トで

К M軟 幽出卿則0に反対して保健局長を

やめさせられたり、アラブ世界初の法的に認

められた女性運動団体をつくつた人物である。
知を断片化することなく繋ぐことで創造性が

生まれると語つた。

分 科 会

分科会は以下の13が設置された。
1フェミニズムと社会運動 2歴史 3異な
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る世界 (グローバノイヒ、ファンダメンタリズ
ム、平和、セクシュアリティなど) 4経済
5政治的・法的行動 6領土と環境 7移動
とフロンティア (開拓地、国騎  8人権 9
コミュニケーションとメディア 10科学と
テクノロジー 11文化、倉J造性、芸術 12
教育 13健康

各分科会には複数のスペイン語によるセ

ッションが必ず設定されており、スバインと
スペイン調圏の人びとに門戸を広く開いてい

た。

私は主にフェミニズムと社会運動や人権
の分科会に参加したのでtもちろん全体を把

握できる状況にはなかったけれども、暴力、
宗教 (イ スラム教が多かつた)、 移動などをテ
ーマとする報告が多かったようだ:分析のキ
ーワードはジェンダー騨鞠し昭聾民族、そし
て家父長制だつた。なかでも印象的だつたの

はグローバリゼイションヘの強い関心であっ

た。WW05の ソウルではそれほど感じなかつ

たので、この間の認識の深まりの速さに危機
感すらもつた。日本でわかつたつもりでいた

どころではない、大きな変化の浸透であつた。
WW08の主催者が国境をこえる移住に強い

関心を示したのもむべなるところだし もう
ひ とつはこれ と関係するのだろうが、
hansⅡ亜∝劇hm(h艶回劇おnalではない)

がしばしば論じられたことである。私はトラ
ンスナショナリズムという用語もここで初め

て知ったのだが、興味深い概念に惹かれて、
その語のつく分科会には参加するようにした。
女性運動も多様化が進むがt様々なレベルの

地域や国レベルで同時的に経験する同じよう
な現象や言説を相互に理解しあうことによつ

て、フェミニストレベルのトランスナショナ
ルな活動を進めることができるだろうという
カナダ人の報告に少しわかった気がした。
期間中気にかかっていたスローガンにつ

いては、障害女性の研究発表を行つたアメリ
カ人の「健常者」概念の再検討に触発された。
彼女は、健常者を標準にしなけれ|かいとい

う提言を行つていた。それが現実に有効な概

念になるのかどうか私にはわからないが、思
いもしない提言であつた。

今思うことなど

スローガン「平等はユートピアではない」
についての W08の 見解は帰国後みたホー

ムページ上の「宣言」で知った。そこでは概

略次のように主張していた。「平等はユートピ

アではない、平等とは人権のことだしそして

平等には自由が必要だ。W08は 武器ではな

く言葉によつて、人間性に高い基準を、われ

われの世界共同体に高い基準を設定した。」

平等はユートピアヘのひとつの条件というこ

とたち

WW08はこの会場が討論と考察・内省のア

リーナになることを願つていたのだが、個人

的に話す機会はほとんどなかった。ひとつに

は別の建物に移動するのに 関にの炎天下を

10～ 15分は歩かなければならないという広

すぎる会場に原因があつただろう。

運営上の問題は多くの参加者に指摘され

てきた。開会行事の際に大きなプログラムに

変更があつたり、直前にしばしば会場が変更

されて混乱だらけだった。最終日の閑散とし

たなか、私はトランスナショナリズムを冠し

た分科会に出かけたが、発表者 3人、参加者
2人で、急違お茶の会となつた。カナダ、ス
ペイン、日本で情報を交換し、若い男性スペ

イン院生の学への取り組みやスバインのグロ

ーバノイヒで会話が弾んで、私の WW08は終

わった。
「王国」スバインだが、政治は社会労働

党のサバテロ内閣だLスバインに住むすベ

ての人が医療費無料というし、カトリック

教徒が多いのに同性婚が認められている

という面白い国だL南米からの移民労働者

が多かったこと、たまたま目撃したゲイ・

プライド0パ レードのものすごい人出と熱

気、夜中の 12時は宵の日といわんばかり

の繁華街の人ごみ、いにしえの教会・お城

や近代・現代の建造物が入り混じつた景観、

芸術の宝庫など、そしてアフリカとヨーロ

ッパの間を繋ぐような気風に心地よさを

覚えたのは私だけではないだろう。

-12-



“戒厳令"下の洞爺湖G8サ ミットー市民サミット2008に参加 して

市民による「もう一つの世界」実践の試み

グローバルな権力構造に取つてかわる

オルタナティブな動きに参加するために 7

月 6日 から8日 まで、札幌で洞爺湖サミッ

トと同時開催された「市民サミット2008」

(NGOフォーらム)に私は参加した。こ

こで改めて新自由主義の新自由主義浸透の

牽引役となつてきたサミットの正体を見た

ように思う。

1975年に誕生したサミットは、開催のた

びに国境を超えた市民の大規模な抗議行動

に直面してきた。2∞1年ジェノバサミット

には 30万人の人々が世界各国から抗議運

動に集まった。ジェノバ以降、サミットは

人が集まりにくい場所で開催されるように

なったが、どこで開催されても異議を唱え

る人たちは世界中から集まってくる。抗議

の声に耳を傾けることが民主主義だが、サ

ミットは、その存在そのものが非民主的で

あることを自ら証明するかのように 2000

年以降、抗議の声を封殺してきた。洞爺湖

サミットも例外ではなかつた。というより

前代未聞、戒厳令を想起させる異常な警備

体制が敷かれた。G8開催にあたって投じ

られた巨額な税金は400億円～600億円で、

その半分は警備に使われたといわれている。

開催数ヶ月前からt数多くの機動隊と警察

官の姿が東京の主要駅をはじめ繁華街のい

たるところに目についた。また韓国農民団

体関係者 19人の千歳空港での入国拒否を

はじめ、海外からのNGO参加者に対する

ビザ発給拒否や空港での長時間にわたる検

間が行なわれた。札幌でも全国から集めら

れた警官が日立ち人も車も規制され閑散と

していた。聞くところによるとサミット開

船橋 非B子

催中は、市民は外出を控えるようにとい

う呼びかけがなされたという。まさに戒厳

令下の街だつた。そのせいかオープニング

シンポジウム「世界はきつと変えられる」

の参加者も少なく、とりわけ札幌市民が少

なかつた。

そもそも本会議からはるかに離れた札

幌で市民サミットが開催されること自体、

G8の対抗運動への規制・弾圧を意味して

いる。

G8はスター トの時点から「正当性」が

問題視されてきた。スーザン 0ジ ョージの

言葉によれば「自ら指導者と名乗る人たち

の集まり」、インフォーマルな存在である。

世界人口の 13%の国々が全世界のGDP
の 3分の 2、 二酸化炭素排出量の 47%を 占

めるという不公正な経済的、社会的構造を

背景に何の国際的手続きもなく誕生した。

市民サミットでは、今回のG8を最後にし

ようとの呼びかけがなされた。実際、G8
は貧困問題、温暖化、食糧危機、リプロダ

クティブヘルスなど、いずれも解決に向け

た実効性のある方針、明確な目標値を打ち

出せずに終わつた。一方、NGOは洞爺湖

や本L幌近郊の 4箇所のキャンプ場で、サミ

ットとは対照的な民主的なオルタヴィレジ

を企画運営したり、提言書をまとめたり、

市民による「もう一つの世界」を実践する

試みがなされた。地球規模の問題解決には

国境を超えた地球市民の果たす役割が大き

いことを市民サミットは証明した。また今

回のオルタサミットでは、G8に先立ち「先

住民族サミット」アイヌモシリ2008が開

催されたことは、歴史の大きな前進である。

-13-



は 11ページから続く)

(D(国
"で

のジェンダニ主流化の例   割合の増加を具体的数字を挙げて訴えていたが、
雇用計画、労働法:・ 政策    イズ政策含  今年はみあたらなし、

む)、 団 ljディーセント0ワーク・プログラムの  (3)課題及び学習結果
企画0実施などでのジェンダニ平等の組税測ほ  ■0スタップのさらなる能力構築の必要及
ジェンダL平等関連主要 4条約の批准の進歩、     IJ法令のよりよき飾 瀧
LO参加型ジェンダニ監査の使用、活動・政策  学習として、①参加u_ジェンダL監査の使用は
決定双方での女性の参加拡大         ジェンダニ不平等との闘いに効果的であること、
C2pグロ_バル・国際レベルでの結果     ②ジェンダー主流化へのドナーのサポートが国
LO議会合・訂晰資切女性の数0胸 改乱  男lげレーセント・ワーク 0プログラムヘのジェ

女性参力    は、別脳卜05年の 20/0から ンダニイニシアティプの機会を創造しているこ
06-07年は3°/。に拡九          とがあげられた
なお、二Ю事務局長は、LO総会締めくくりの  ==================
スピーチで、毎年■0総会の各国代表団の女性

政策エンパ■―メントセ三十一h盛岡

テーマ:格差社会と女性のくらし     :
申込書⇒7月号に同封しましたが、見当たらないという方は、セミナー事務局にご連絡<

ださい。

連絡先⇒丁EL。019-604-3303/FAX。 050-2013-4750 盛岡事務局

(もりおか女性センター本館)

FA×.03-5689-6828北京JAC事務局

(メール会員の方は、事務局メールにご連絡<ださい。8月27日に、メールにても

申込書やチラシ、宿泊・交通案内など書類―式をお送りしました.

その時に事務局メールアドレスもお知らせしています.)

申 込⇒9月 11日 (本)までにお願いします.

日 時 :2008年 10月 18日 (土)～ 19日 (日 )

プログラム:第 1部 分科会のほか、 第2部 講演会「格差社会と教育」鶴田敦子 (聖

心女子大学)第 3部 ′Cネルディスカッション  「格差社会と女性のくらし」

参加費 : 2日 参加 1,500円  0 1日 参加 1,000円 (学生半額)

交流会参加費 5,000円       ※ 託児もあります。
主 催 :北京JAC  共 催 :も りおか女性センター指定管理者

NPO法人 参画プランニング・いわて   ▲

●7月 08月世話人会 7月 22日 (火 )

開催予定を変更し18日 (金)の定例会

前に、8月 は 7日 (木)に開催しました。

主としてセミナー準備、その他。「参画

プランニング・いわて」の皆さんにはお世

話になっています。ありがとうございます。

『北京JACマ ンスリー』第 129号/2008年 9月 1日

◆編集 0発行 :北京JAC世話人会

◆担当世話人 :ゆのまえ知子

◆〒H3-0033東京都文京区本郷 2-40-13

本郷コーポレーション 705

0FAX.03-5689-6828   http://pekinjaco oro tv/
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ロビマング皐lyト ワータ

二J蝙蔚  ぼ `第 130号
2D00年 ユ囲周 l固鶏行

○̈

:口予級しと子育て⑩あいだで
1    切 0年代嚇プ,優豊爆は法、そ膨て明性(L.球》□頭□0¨ 0̈0¨ 島̈。。樫
! 「閲剛I画 女ておたし)のからだから』は靱 立25周年を迎えました◎そ剛 来2ヶ月
:に

｀
1度のペースで屹続講座が開催されずいまち 9月 23日、上譴⑪テーマで第5回講座が聞

力れまし亀.パネ.リ ストの一人 秋ゝ山洋子さんに報告を師 ぃしました。

甲1男女共硼参画□ため圏研究を羹畦回交流フォ〒フム 叩̈ι□・̈ ."∴ 。m.¨口喘
今年も8月末:L立行政治入自立女性教育会館鰺 主催で、「女性③エンパヮー、メントと

昴女共同参画社会づくり』を結合テーマにフォーテムが開催されましたちⅧ開の役割は荷か?
今年のワークシ当ップの時撒ぽ 船橋翔手さんのレポこ卜で丸

□女性⑩平ンノ嘱ヮーメント面ために口]・ 口"¨ 00¨ mo・ oP由 ●甲口̈ □“"90甲 口̈ ●6
ヨに京脚嘱攻策ェンパワーメントセミナーin IMが自涸闘後に追りました。もりおか女性セン
ター⑮指定管理者でも中国⑪セ亀す―の共催者でもある剛り法人参画プラニング0いれて理事
民の平賀圭子さんにこ11m画の女性たち⑪歴史黎堕活や誤題ゝ もり轟か女性センターの値命、通
営にあたっての理念等蒻をテーマにご寄稿ぃただきました。

日国際ジェング■学会設立3o周年大会に書伽瞳て■lP00¨ □□“□輌̈ H■ □̈日
閲周年を調念bで『197o年代後半以降ぬ女性運動と女性掌/ジェンダ〒研究」と題する

国際シンポジウム油き日本人の他にアメウカやアジァ各地から亀がネリストを掘いて開かれま
いた,橋本ヒロ子さんによる報告で丸

口 7旧帝大にお Iナ通男童供向参画面機
□□
“

□0"□ 0ロ ロロ□m日・¨い囀●.0"甲 ■司□
科学の分野でも女性⑩進出ヵ琶遅れる日本も昇女共同参同社会⑪実現のための費住胴浴者支援

|を通した墓幹光学⑪役割を考えるシンポジゥムに参加した橋本ヒロ子さんね輛音で現

|□北京 J血匡菫策ェンパワ〒メン1岡雪ミナ守ln盟蝠陽らし1夕摯勒凸d口 ¬“・7ロ
ロ°°̈ 司1

: 2日 目の第二部パネルデオスヵッション⑮内容を調bだ錨らし第2弾熙作成しまはたも申:込

まだ⑮方|ま今顧らでも間に合います口申込受付が10月 lo日樺
'適
延瓢されました。  |

回 お 詫 ぴ と 話 正
Ш 口 日 □

“

¨ ¨ 田

T¨
日 ¨ ¨ ° □ 日 日

・
日 ●

:¨
日 □ 山 ¨ 臀 日 口 [早 口 呻 □ 口 □ □

・ 1¨ "□
□
5

1前号掲載ぬ堀内光子さんの記事に数力所も編集綾正電スがあり
'ま

したょ溺詫びして訂正しま九

□・ 司 0月 定 例 量 ⑩ お 知 ら 世 、 モ ⑪ 他 ・
日
・

高口帥 □□

“
甲

.口 っF中 由
・

0暉 中 日Ⅲ □ 0日
・

嘔ぃ¨
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響搬b趣筈蕎電輻

¨

し

その費虚融資料が、
「

ザ鱚ロロを導ること
「`九

|と違葛推を
iFJプ

菫≧二曳:|三め逍憩塵手直』
:・金号をは'議陽:プリ

・
プ鐘動ね中で出されたきラ

曇ず軍『擬I理露菫墾屋|し

|ン

饉鸞熙了曇董
1 資料藁成』として復りされ準⑩だとやれと

1国
|

時期に1やはり
':     

の中核ノンパ■
: である大橘由春子さ心とも障書●⑩国際的な

家 孟 麒 軍戴 辣 覗 蝙 判 ン痺
クト出版会から出版bれ こ嘔健跛唐価は《.

女で景持ちと|い ラ共通点と、障害⑪あるとし

という異なつたえを持つた二人が、日常の中
でと、いえた問題をきり|げ七賑ゝ言葉で投げ舎■

ていくエテータを本亀 tのふたっ⑮本,軽 _:

冊といいたい油澤ti資料集成⑩ほらは8分冊中

_車部⑪本なわで)の出版記念金をは鱚講座に

申せてしま郷うというЪ大胆でいきさかアィ

,ウ ドなぬ画油書竜::上1剌ロシンガジウムとが‐テ

ィーというわlナだつた。

ポj]1胞タフマ罵IF曇菫齊軋i盆量%彗  ⊂⊃
■

3に下磐踪了鰤   1[
よる。1準備⑮嗽階ではもこ⑩タイトルはもよ

つと強烈すぎる力島という気もしたが、シンぷ

の画前『きt持隧を持つた母親が障害品ぬ
:る

予 ‐

を設した事件が発覚し、女を子殺しに違い込

趣状況は、けもして過去め雹⑮ではないと急
いれLIされた.    ■      |:キ :

| シンポジウム⑪前半は1,知 年代リプを中山
にもスピーカこは未津知子、幽曰す力電子、飲|

山洋字ロゴ丸帥米津き蕩直j齢4デ儡 毛晏ダ

I十 ■ヽ.   ふ世〉m‐ ヽヽキ緋還デ稔聯唇子雪穆移

-2-=              |



に取り組んだ経緯や、優醐 法改暮鱚 ⑪

なかで、経済的条項の徹Mに反対する女たち

と、胎児の障害を理由とした中躙 可に反対

する障害者が敵対させわれる構図がつくられ、
・

それを乗り超えるために話しあう申で「産め

る社会を、産みたい社会を』というスローガ

ンが生まれた追となどを話した。米津さんか

資料として出したリプの「子どもと生きる女

集会」のピラには、『場所 文京国贖 ンター』

とあり、35年の歳月を振り返らせた。  ′

画団すが子さんは、リプの時代に出産し、

子育で共同体である「東京こむうぬJなどに

参加した人だが、故郷⑮青無に婦つて難 室

と馴 屋を鞣 している。彼女の国からはこ

型破りで近所のひんじゅくも買うたかかエネ

ルギーにあふれたリプロ共同子育てが生き生

きと再現されだ。現在|ま古い意識の強く残る

地方で反原発やヽルシープーズの運動を広め

ていることを話る音気さかんな口れは、リプ

の当時を連想させるものだつた。

秋山洋子は、リプの中ではやや年場が高か

った「ウルプの会』峨機胴誌⑮ 《女にとつて

の性〉という特集から、生いことも生まない

こと、また生めないことも女の撫 ⑮申にあ

ることなのに、そのことによつて礼 された

り、重荷を押しうけいれたり、枠に入れられ

たりすることに抗議する、切実な発言を紹介

した。

後半|ま、リプを受けて現在までつながる闘

題を語るということで、スピーカー|ま青海恵

子、大橋由香子、海妻径子鰯 人。 トップが

ッターの青海さん|ま、F自分の申でに初⑮大き

な問題|ま障害者であるということだつた。自

立を目指して大学に行き、青森という地域を

出て生活していく中で女性たちに出会い、自

分の申で女という問題が大きくなつてきた。

出産と子育でに直面して、妙な焦%を おぱ

え、大橋さんとの対話を通にて、障害⑩ある

なしにかかわらずt子育て中③女に共通の間

Mがあることに気弓いた」と語つた。

大橋さんはそれを受けでも世拳と子青せめ

Mで柵闘した作験を通=餞で 『ゝ母Jである1と い

うことで女に課されるさまざまな制約やスト

レス、その中で生きのがでいくための女同士

の支えあいについて語つた。

スピーカーの申でいちばん若い海妻径子さ

んlよ、研兜者として非正規労働者⑪問題にか

わわっている。自分自身がmで の子育てで

パー躊 遣で働く母親たちを助lす合つてき

たが、正湿⑪研究職 (ただし遠距腑単身赴任)

についた今、「わなたはいしヽわねJと言われる

ようになつたという、纏 の中でのジレンマ

を率直に適べた。

R級にマイクは会場に回り、『東京こむうぬ』

に突然ヨ|き込まれて保育を担当させられた女

性の Fおそこは帰手勝手な女たちのめちゃく

ちゃな空間だつたJという愛情なこめた保弾

催霧着をはじめ、自分便灌担きてきた重置と層熱ハα>

たけをがつける発鰤 雹つ弓き、『このシンポジ

οウムはうまくまとめら鍋る力bと しヽラ危損があ

ったが、1華謝調瑳繰弾罐翻Ъ疑調Ъ自ダ輝D申でまとめ

てくれた。こういう空開 塁共有できたのは、

わたしたちが帥年始 つてきたことの結果

だと自信者狩つていいと思う』と同会が結ん

逮             T
シンポジウムとパーティマ⑪参カロ者は、知

年代リプ以来⑮女性運動⑮参カロ者 (巻き込ま

れた男性も):障害者選動にかかわる人、女と

体⑮運動の同伴者だつ亀医師や政治家、順

や女性センターで個動する人、女性学ぽ土ミ

ニズム⑮研究者から、子青で仰間まで多穆で、

青森から0画団さんをは賤め、大阪、京都、

名古屋からわどわ髯れ した人もいた。

パーティ中会場田正面には、翻年当時⑪リ

プの族が掲lザられ、スピーチ⑪あいまには山

口すが子さんの津襲ぬ手踊崚や、定塚才息子

:さんの聯き語場に合わせで飛び入りぬ田申姜

津さんと飛趙 子さん輻儘前の『リプLミ ュ

ニポカル』ぬナンド■Ъ・『タイメンズギプルー

率‐■:を扁る場Mもあ炒、会場を締か笹た。
¬3中



衛骰改革m名ぬ下に、仕ぬ存続自俸漁毒危懸

まれた固立糞燎饂青会館 (NW砲 ビ)で、値

制の上記峨フォ‐⊃・・黒が総合テ■マ「女性の

エンパリメ1ン トと    画桂貶づくり」

で8月 躙 日硼摯,ら31‐日に識あけて1開催された。

第1日 日は1内閣府男奉典国参画莉長板東久美

子さんのR調講演1と り陸―トァタがあ岬、そ

⑮後8曰間にわたちで会館提供雉円とM募に

よる国主企画ワ■タン、デップ闘 漁薔開催:され

た。「新たな瞼組魯可要とす:輸
‐分猷辱口参画を

めざして』というすジタイトルに沿つたGも

回テ〒マおよ.が蓼築鼈数|を導るiと①黄性⑮キ′

ャリア形成と印女勒国参画団侍 囲鮨学技術

分野■の費牲⑮な画1侍、◎ワーク0ライフ・

パランスと男女諷 参西 19琳⑪暖金・安Jら

と昇女共同参祠「111件圃嘴鐵躙幡性fLと 昴女

共同参画 131侍徊鯰女共同参画⑮拠慮づくり

鯛‐件とい.う ことだつに

'加
茫数は3日間述

べにしてみ即0:名」・参馘者戯畢躙⑩⑮%を超え(

ワークシ当ップの数も鰤0以上あった最に期

は レゝヽま鋳楡調にとっ竜ょうk 19帥年代

かL、 き|まざまなNWE暉⑮苧葉にか静ね靭、

そ⑮歴史とと悩に背てられ成長「《,)してき

|た私は,こつ|で
:NWE∫ sは、鱚び鍮場でありこ

幽合いぬ場でお岬亀:まさにエンパワーされた

場につれ ^]Lぱ-5く ::参加すう機睦守通して懸`

通な出l尋6月』錯 =プなした女憶アTカイプ

セイタITや:な糀脚町2祠鷹鋳ポランテイア

窒などのR置輔 ]=く―変お曇縫こ:と、また交

IN徊  嘲同乙炒璽
Jは寺1雙I劃        ずξlもり厳んで自

l   il

計■ラム
‐鰤 |‐綿

規模は縮瑚ヽしているtil回の、ノベックラッシュ

のLのな滴・で、私た|も女性⑮力でNWECは t

サパイプし今なわ、男女共同参円を維瑾にと

って全国のmと しての受裏な投りを具たして

いることを再釉議で:きたことは嬉bかつた。

◎ O ⑬

ワマタシヨツプについて簡単|こ述べた懸ゝ

『国際ギtと女性こ|やイプリティ女性が安全。

警轟ぱいにくら唯歩るh盤髪響に向けて■嘱浄『フ纂アト

レードであきナ女性ロエンパリメント」など、
・

同縁に追いやb祠できた女性たちに提塵⑮鐙

いたワ出クシ曰ップ薄Siあったこと。バックラ

ッシ互⑩影靭かもここ数年、セクシュアリテ

ィ峨ワ官クショップが響無とぃもた状簡では

セクシュアと こマギノリティは入るや他はな

さ発うだかもマイノリティカ性峨問題が取崚

上げら経た∝はずはいしいと思った6また今

年⑮特徴としてワ占クFライフ|ノ式ランス 慮W
L日 )が抱ぎかりだったこと。

.『

プレィバック

シアタ■でみる私たものWLB』、均等待過ア
´

クション囲1による F固 本でノやくタオータを

実現させよう!有貪雇用でもしつか場とおる

育鉢法に」、新編のMPO法人マミーズeネ ッ

ト肝 あて支援グルー』 によう『地方⑮中

瑚ヽ仕業でもWL目 を !盗業でおこなつ子育て

講座』など、政府⑮WLE元年に乗した動き

が全国各地で輸菫っている二とが誕明された。

このような動向を私は複迎したい幅 しかし大

切な画は政臓口言うVLEO限界性に匂いて

諷識しておくことだと思うな

ここで合鯖提憮口「P〒ク・ライア・びラン

累と男女共同参画』と:自主企画ロワ‐:ク ショ

にういてふれたルヽ 減議では内閣府の担当者

カコら政臓のぼb色⑩WLB置章□中身が詳細

に説明されたきFわなたロワークとテイプをデ

,〇

■4-



ザインする』は人生いろいろ、ワ■ク0ライア島

バランス (神tB)もいろいろ、あなたのW
LBを見つけてみませんか、という内容のも

の。内閣府のWLB広報ロコピー「力土ル !

ジャパン」、そのシンボルマークである蛙ぬ表

情から|まEll底変革⑪パワーlま見出せなし、『国

民一人ひとりが力尋ル¬Illえぱ「朝、助 繭 リ

ストを作ってみる。会議は1時間と決める』

などゝ 要は個人や企業ゆ責任においてWLB
を実現せよ、とし`つも口である。会館提供ぬ

このワークショップ④参加者は回Ю名近く、

外見的には行政関係者が多吐 見受けられた

が、WLBに関す雹政府の説明に提羹警|まさ

むことなく、納信されなば ろう力ゝ

地方、自主企画の『めぎそぅ、wLB!昴
女共同参画乃実現とともにJには評 ュニオ

ンからの参加者やシングルマザー・フォーラ

ムの声⑮代弁者が参加していた。この会場で

|ま政府製作のWL回広細ピデォを参加者全員

で見ることから始まった。晟低償壁さえも保

障されない不安定諷 が増加している現崖逃

WLB憲章とのギヤップに参加者⑮多くが、

どこか府におちないものを感じておじれたの

だろう。青年ユニオンの山田さんは不安定労

働者として慟К著者的現状な話岬ゝ 有給怖暇

や社会保障など労働者ぬ基本的人権が保障さ

れれぱWLBは実嚇 るのだと断言きれた。

ある果では 順諄轟師鰈動鸞脇議会Jが『ヮー

ク・ライア・バランス会議Jと名称が変更さ

れたという。

この動向に対してlま、私たちは翻 、警戒

が必要だと思った。なぜな脳政府によるWL
Bぬかけ声lま政府のWLB推達ぬ責任を政府

や自治体頗 うので麟 く、つまり、政策課

題というより個人や事業体の努力をあおる新

自由主義政策の面が強い口だからも

繰嘲返しになるが、このことを十分に減

.した上T・WLB元年の政附の動きを、いかに

fll用 し、自分たちのパワーにしていくかが聞

われている。        1

■4も ち|かとも竜どヽ多数:ラ ッシュにも量iチず地

域で自分たちの声を生かした条Fllをつくり、

それを地域に侵選させるために自治体ぬ男女

共同参画課と市民グループが協画して日前講

座を実施しているという事期を報告したしゝ

3年前に制定された九州の範紫野市の条IIIで

「わる。余Nの画春を昆て驚いたのは、バック

ラッシュのさなかに基率饗意の第 1すべて

の人の人権暉軽 にもつ弓いて第 2に性に関

する鑑Nの尊重と生涯にわたる健康峨保持、

責務には市の責務、市議会の責務、教育に携

わる者峨責藩が明記されている連とだつた。

眸年の四月に女性たちで『ちくしぬフォー

ラムJを設立し、団 国で出前講座を開き⑮ベ

lmD人ぶ参加 bた という。幽鶉講座のメニユ

ーはステイドを使って条例紹介や寸劇め上演

ワやクショップなどである。

,おかばさまで、地域で幡動するステキな女

性たちの要にたくさん⑮元気をもらえた由日

間だつた。あ物がとう。

≪     1         と駆 ≫

前号 蠍閲祭9月 1日発行)において、鋼内

光子さん『II口におけるジ土ンダー関連諸政
策・プログラム⑮最近⑪動き』に編集・校正

ミスがありました。鑑 ぴしても以下のよう
に訂正いヽたします。
1。 『はじめに』の前の文章、「lo圏年に『仕
事における墨本的閂靱及び軋刷に関するI二慮
宣言』が採択占拠、'国際労働墨準の動異的』
1如 .9負龍節冒頭に挿λ

2. p.8舗 1節3型野予曰

「ILO⑪活動めょぅにみられがちでぁる
が、『はじめに』で見たように1 0:」

(『 lで見たように』→ 剛 部分めように

証 》

3:|か :10葺裂揺鏑圏行1目

『卜 年目月』とあるQは■しくはf鋤鵬

蠅 月』 ′   :
・一 千  {1前褥編集抱● l●⑪まえ卸子〉

-5い



女性センターの結症管理者で、中国峨七電.ナ‐⑩共催音でもわる噸硼法人参画プラ尋ン

グ,いわて    平強圭子さんにも1%%の女性たち口歴史や忙活蜻課祗Liも 畑お力裁 :

性センタ    、通置にあたつて回理鞣等々 なテーマにご鞣続いただきまし起

O ① Oi

2008年:1.0月 18, 1:91日 はヽ Ⅶ麟 贔蠅 ・

政策エンパワ電ブ≒トセミナ写麺:κ舅』・那『格

鮨 |と螂  《■町を本テ¬マにして、もリ

お漁ゃ黄陛セング冒がある‐『プデザ器でって』を

会場にMかれま仄 i t

もり鵜か女性セング〒は、膨 Ъ闘⑪眩岡⑪女

性た    彗鯰厖12賢□⑩無にオ■プンし

馴呂 魂 ―糠 i=9年同にな岬事部 209
6年 4月 かLは感岡1市⑩指定管蜀者となつた

賠定義営利籾靱鍼人参画プラン畢ング0いわ

‐『参ロプラ:ン事ングデ・いれてょ:はb=男女斃同参

画を目的としたml:か懃剋吻こはなか輸たの

で暮そ□襄れを固楷bで 2.0・0導年に作られ縫

鱚 :魂 
「
全く素   識馳揚口を立ち上げ

:るわけてすかう、まず 恥囮0をは躙 知『私だ

.亀⑪理極を実懃チるためにはどんな組織滞通する
:暴讐詞:睦讐憲酷了饒熙躾錮銹まし亀そし

[彙
褥璽塞シ♂嘱ワ■メントー回趣働に

◎ ⑩ O   ‐

圃      ガ lt‐     鴨 ■「鋸

治がそ岬詩□中で「轟さ⑮夏lまわるわらなき』

としヽつなようにこ.夏にやませ識雹吹き凶作になや

まされることもななくおりませ亀 :´
lすからと呼

円圏■6∃瞑聾しⅧ太濶諄動1圏件闊7年も続賑¶Lこ とが

あるこ聞きましぬ 家嬢力5窯きらぬめに娘を売

つた話なども縫くさん残つていまれ 1私悩父力L

らそんな語を開きまヒたがLそんなに昔⑪語で

散あり1窪せん□盛呂在住⑩闘拓農民でもおり:農

嘲 薔列録bた蝶 ‐」F極ぎJ⑪Mで もあ

■九一条轟み自朧 41着手の鵜なご権ち口声を

つ割り鼈が亀、国際婦A年以共Q女性たち口運

mを R]くで鳴Юてぃ|れ と義県していま九

丸岡秀子がこ⑩蕎業者そ口奢作「平塚らいてつ

:と 日本⑩近代』呻中層]1用 しています巌着手⑪

女性たちにとtr。 て格差口闘題は今|こ酌きまつたこ

とではあり霞世島嵐長『 ¬歴史□中で常に向iき合

つてきた    です部ら岩子の女性た場lム

実にしっ力熟りと上lこ根む張つて生きていま九

ふねふれと新しいことに力哺巾 ること力雹出来に

くいとЪヽ悽側涵も持つてしヽま又

甲・1鷹聾藝I軍翼軍□□□理聾暉]鳳襲⊃ひL

働く:場⑮少ない署手で、出身⑩多く⑪人たち:

つSそうであるように、Nも大学卒業と同時に着

手を隠れ長い逼と都役暮けしなし、判市型口男 _

女賽同参画闘瑾施設で軋事をbてきました。そ

して45鐸ボリtり に戻噛ξ卜肥⑩口立亀上llT

に力哺わ ゆ     ングと優:と bて靡 を十

る迫,と になりま移たb発して気づきました。な

ぜ,手の女性た場は変わりにくいかということ



1亀 ―条ふみさんがはヒたと同じょぅにたくさ
勧 雛 たちや岬曝てしやP¶窯なし`かと。そ
のような中で『七哺藉か女性セン歩鋤 1轟妻・

都市型□育|ンターとは違う役割があるのではな

いかと考えてい誡 県民所得の少ない場手で

は、女性め動き赫唸朧宇型のヵ―プのへこみ方

が少なく動き続ける書性が多ぃ④魂 数字ピ

け見ると女性にとっ鱚 き輸 琵訥り哩 っ:て

いるのかと思われびちですが、最性⑮は入が少

ないために働き続けるし力竜 しヽということでも

あるぬで気 蠅 唖理炒涸聰馴肺趙判目く残って

いる申で、女性たちは家事や青児を∵夕にゎ負

いながら外では収入を得るために動くという過

酷な鋏 申にいま丸 昔から耐えることを学
んできている女性たちは苦しさを日に出bて表

射 るLと力3苦手でましし力ヽし、もくもくと横

況の改書のために力を鼈 していま丸 本当の

自味でここ⑪人たちが変わったら日本部愛輌る

だろうと考えまち

・ ミッション曇明腫嘔陛して回菫撻趣ンタ車

もりおか女性センタ〒⑪管埋運営を行うにあた

つて、N10の理事会で|ム そ⑮ミッションの実

現を具現化する場としてのセンターと位置つけ

ましteほとんどの鼻女蓑国参画撻鐘閣は施設
で動く女性たちの身分が不安定であること亀

収入が少ないことなどを考え、14人いる職員

全員を― 用とす濁こと、最低、盛同で言人

暮ら時が出来る収入を儡証する退となどを考ぇ

ました。鋼 間もロザ ニション憧献麟帽躍融わ

て夜や上日は、もりぉか女性センターを支亀続

けてくれた Fも りぉか女性⑪れ に姿託しまし

たD職員採用に当たっては、通こな職採用して

もらえるかもヒ繊ょいとたくさんの母子家はゃ
一人暮らし⑮人たち、弁護の闘題を力鋼島えてい

る人たちなどから申し込みがれ ました。墨孝

的に市が配 していた0時⑮非満動の人たちを

再雇用すること、働く必要⑮ある人を優先する

こと、鋼幅のミッションを理解してもしえる人

などを申Jい |こ採用を決めました6そ⑮走め市ヵ島

らの指定管理料の7割以上を人件費が出あるこ

・ 轟蹂誌文又盗蠣簸米舅憑
や、女性センター印経営口ほかにuloと して

の牡曰⑮事叢展開など、実にあまぐるしく動き
':回つていま丸  :

○

今祭で3年目を理え、1期日の指定瞥理期間

が終了しますЪ 2期日悔匈戦するに当たり、少

しでも職にD特退が改善できるょうに頭って市

赴⑮交渉を行いましたが、経費節減を第一日標

にしてしヽ輸行政側漁コら[まいい通事は返ってきま

品 でした。縦 ちが出来ることは、こうした

厳しい条眸の中で̈ 人砂せ靭の購Mが力をつけ

てど々 な場所に行つても仕事かしうかり出来る

人間を育てること、そのため幅研修口機会を保

障する事で、事業蛉画糀力を青てることなどで

九  i
毎月闘かれる理事会では、細かな起とまで報

告し討議を繰靭返していまi九 10人⑮囃 ,

ちの一致した協力瀞琶得しれでいるこ。となどに感

謝しながら運営にあったっていま九

本当に女性が自立するためには、子どもを力ヽ
:|力罐ていてむ暮らしていけるょぅにすることな

柵 はま雌 榊 積していま九

9月 2⑩ 日過ぎ、『も柳お融l強性センター」の

国の前を流れている祠 llに、今年も鮭戯墨迩上

瞳噛めました。司日□lに繭旧からなんと29o
キロi以上も麟なしてそ⑩姿はぱろげるですじ子
係を残すセめといえその力のすごきに胸打だれ

ますL橋D上から見ている人た場‰『今年も蝙
嘔できたれ ご皆労喜んb』 と声を動Ъげていまた

やがで使制を経え山陸たち⑮なき滴雹らヵ畢鉤触台
.

め¬直兌たち漁曇やもできて客になゆま九
とんな国聰量鵞お鯰同でぬセ量ナ色に足抄卜お

幽力輔ナくださ撻Ъ:そして:‐ 着手』J力神Pえる間題・

瞳會手⑩亀⑪だけではなく実はぼ=日本国中の安
性圏熾題でもお輸ととに笏尋工

:皐
をたすき鬼

¶鱚%の適を見揃峨此肺ゝ :そpたぬにヵを費b

‐
,『
色

てい準どきたいと囲ロセぃまち



曇iシ

:個
蔀鰹回響

国際ジエンダよ学肇設立鰤周祭大会涸雹、9月 13日 (土》,14幅 (国》
「
に立教大学で開催さ机

亀り回朦ジェング■撃翁⑩繭身撻国際壼性学会でЪ岩昇壽美子氏幅広中緻歌子氏、1』酬 節予氏畿

とにより
‐
1酬7年にな立された薔19開 年に第 1回国際会議を国主女性教わ会館で開惟したe本学

会は「国際的視野に立閻した学颯蛛アプローチによる女性学研先⑮撻睦よ知識祠讐凪亀及び関係

事鯰の発展を固岬ちら1■て男女平等社会⑩実現に寄与すること』を目的としている.1瓢田3'錦に規

在⑮名称にm (m鰤守年には関西を中』いに幡動している日本女性学研究折、1鰤8票には関東の

i研鬼者による女性学靡発会ど、1師旧年には日本女性学妻が発展している底会長数は日本女性学会が

約釉0名で最も多bl。 》

国際ジエンダー学会は力科咆活動によ番研貪中必で、ぬく母親と子育ての問題など先ぽ的に取

り上げ『規代固率⑩渕 %」躊 く押懇l口時代』など識置に|なつた固薯を刊行している◎なお、ジ

ェンダ〒という名称をつかう掌4は他にもこジェンデー法学鰺こジェンダーとスポTツ学会こ日i

本ジェンピ■学会などわるご

曲周年大会は『1970年代後半以降⑮女性運動と女性学/ジェンダ¬研兜』をテニマにした誕念

|シンポジウムニ|ワ■タシヨ:ップ、研鱚報告『文イにとして商        トロ貶どと:ジ生ンダ墨
J

なテーマにした大会シンポジウム層橋成。詳しくは同学会口mll ■ |■ ≒̀

,軸的岬随邸輻羹輌鰤岬騨卜中繭屏翻閲」%を 参照してほし聯ゝ             ′

□ ⑩ □
′
□◎①

原ひろ子に■司々 によ叩以下□よう‐をぶネ

リ・ス:卜 とも凄守―電『
こ・晰既唇薯¬旨讐予北量子Ъボ≧志

¶。メリ‐ 〇申囮 卜」《ポメトン鐘欲 》:

甲曇雫尋摯お
|1同り会岬課糞に力噛魯わつたごホロイ:卜

露が
1家鱗のことで案‐日できなくなつたためt遣男

1氏鋤S代詢 iプ宰曇予尋Lという言葉嘩、若い

世代|こl窯饉奥的圃語と:をつてい品□しかしも

プェ亀晏ズ皐は藝朧研ろ山領域で生きにげて
、感|ゝる。■女性字は多様で案讐鉤薇的輯なつてい

蜀|::砦⑮構暴寺tl糞性口視ドを1攣進ん

11苫 t丸子轟くむり1女性学研究
‐者躊 され場4曲|もな占申性の優血|も砂挙
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鰤 ,世紀半ば鞣幅縫赫咽まで⑩アメリカに

精lす る.女性運動⑮成功と1先敗にういて首及し

た6アメリカでは女性差別撤暁条絢砒饉ぬた

め⑪臨朧改正に靱は農敗した。其口背■で、

4性理動ロエネルギーを淮律口制定彎改正田

ために使っセ蜘t犬続蟄画交代によリトップ

が壼から①僚暉は1違頼る起と;ぬ蜻核性を承愧

bた上でξ罐霞枷鐵魃 な時に法律蜃定日改正に

よりN慶ィ脇した叩するこ
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は重聾でおること
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と     自寵蝠濾瓢

韓国には日本とは異ない弘ヵ機黄性団体連

合体があり、セ:ク ハラ、性記罪t従軍慰安婦

問題などにっしヽて幡発な運動を展開し、法律

のtll定に成功した。なお、チャン・ピル・フ

ァ氏は金大中政権のジェンダー主流化大統領

顧間委員会委員長を務めた。

1998年以降の申道的な政権で韓国④女性

.政策が難 運動と連携して成し選げたことに

|ま、ジェンダー⑮襲流fL漕ζある。星伸的にはも

国諷 法にジ三ンダニ調 こらぃであ明艶、
比Pll代表区の政党候補者の 5oO/0を女性とす

るような政党法ぬ改正、戸主制度の座止など

がある。難 で始めでmに な嘔た韓明淑氏

は、地rlJ代表区で当選 b議員になったが、女

性運動のり■ダーでもあり、研究者でもあっ

た。2007年のアジア女性学会の設立にも、韓

国の女性学研究者が中Jちになってかかわった。

女性運動と親政纏との関係について積ヵ琶質

問すると、次的ような答えが返って来た。草
の根の吻 がこのMを 重える可な割鰤言ある。

米国産牛肉に反鯖 るキャンドルライト運動

など満 の兆し。こ曜巡琥勁|ま祗躊諄む鵜岬ヒしか

ねない現政府⑮教育改5に対する反対運動と

もなうている:現政権lよ、女性政蜻に予算を

つけないし、女性省⑮幹部職日はジェンダー

について知識がなし、 それにもかかわらず、

若い層はNIJを されていると言う意識があむゝ

4.♂嗜ワディ…・ トンウ車釘  (タマサート大

学教員)            」

菫雪融ら童縫等唾峨勁n戸中鋪

8大学が女性学科目を提供bチェンマィと

タマサートだけが女性学修士課程を設置 人

的・経済的に十分ではなしЪ女性運動家が為は

女性学|ま理論的すぎる、酉洋から口輸入であ

る、実除の世界を知らないなどと批判がぁる。

女性学会はまだ設立されていないがゝ国連⑮

儡関(現在はA甑用脚事務局も)がバンコクに

は多いため1回運機囮とD連携が筵んでいる。
パワデー氏は前アジア太宰洋女性重視機構共

同蟻 で幽07年にタイロ最も鮮出した畑
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広中氏|ま、19閲年に公明党から歩識院全国区
立候補し■選《当初覚議閂葉が趣かもたかも
その準1党旱ではな.い聾ぬ情報が遮断された)、

｀
新進党lヒ入い、そ⑮後民主党 (1脚呂』動 から

.立候補した参議院千葉選挙区で―位当選七日

本における女性の   団⑪実悠と課題、女

性錮囃覇譲郡慇やまため⑪騰 をした。女性政
・治家の動績は何かという質問に対ヒで、小池

さんのタールピズに言及。経済的効果識ξぁる

ため、経済界も支援ヒたそうである。また、

広中さんか環境府長嘗⑮時、環境基本法を通

すことができた。しかし、日本の法律制定は

政治家⑮功績ではなく、孤 の働きによるも
⑮だと付け加えた.当時彙境に対して経済界
は論たカコった。
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固申□飽熙魏由にかかねって 一自惟瞳魔
窪蠅輛神]酢車』       ・

国際ジェンダー学会設立以降⑩学会⑪釉動、
日本の男女纂同参画瞳策に関するゎ昇氏⑮国

想◎岩昇氏は 1開唱年繭コ嘔男女典国参画審議
会に関わった。審議会や昇黄糞国参画会議は

最女斐同参画推踪のなぬ1こ多く⑮テ■寺にわ

卜`て    しt華轟衆ざを鼈 しているかЪ

選択的夫婦釧氏嗣度にも嘔ヽヽではこ内閣府は中

闘報告し鋤i出 していない:背景として、写党
節琶反対醸たためま座長のや男氏|ま、かなり多

く日却鶉 力ヽもうるし上げられたと言ぅこ

とである:砦男民は『魃本法師精神は蒙族を
ば巳ぼしにすることではなく4個人ぬ纏れぬ
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尊重、。一人ひとつ□能力発柳面機会岬最大イL

であるが、パックラッシユ派力3基本法を廃上

しようとしてい5g n本法蠅 止しようとし

ている人がいるこ1どは違鉢覗言力輻 だいるか

らである」と力詢 1砦男民を『女系天皇推進

派、反固的、典型的左褻燿想家』として攻撃

しているそうである。しわしょ1閻 ほ前国

家公安蒻に電も枷炒ギ女は鰊鯰又ちや女性運

曰本田科學譜□中で女性口割合|ま 12%に

満たず、L爾 詩国の中で翁下位に昔ん曝てい

る。.韓回はも同本よ雪下でおつた洒琶、コ閲3

年『女性科学熱繹巻育成及が支援に開する結

律』を制定機も`日 本を追眸l抜いえ6日本政府

も理科離れをャЪラ熙個の中で、士性基材⑮重

%を―
渕識眸ゝ‐1劉同年3鼎 1こ浙 庭され

た F晰    画』:嘔備|メ S‐章 鯰暉横

術システム靱 :ではt′
『⑪女性研究者ぬ活躍

促進』を入れた⑬具膵的には¬各大学葬蛾的
:wn欄関での採用l⑮ために 日躙 口数値日標

を拳ば、国に薔f善大学鋳攀的鯰荀麟顧におけ
る

1催研策着甲職晰       甲嘉屯1鍮表す
ら①」ことな義務づけ、噸鉤醐[きtQ子と悩lm

‐鶉野驚廓ぼる醜粗Q中で、安子⑮興味:⑬ 囮Ⅲ
Ⅲ喚起●向上にも彎する政制を強化子るとと

Iゝ辱息il.曇祠ml%鵞錢鯰翁野燿麒り上で⑮参考

と嬢鍮
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ジ三ンダーとい°

つ垢称が入つた倅会である、

た1ぬξンヾックテツシ■磋から中攻撃も懸念し

て力J、 こ田大会はIPRは続極的に行われなか
_

つセ。それでも、金員外の参れは 閲1鋼 を超

えたそうである。
~

援を通じたR幹太挙⑩役曽』 T大學男女共同

参薗‐女性研兜者宝頷部門舎同シンポジウム」

力霧東東千化国:区の単士舎鱚で開朧された。‐7

大苧とは、瑚L海道、東北t真東竜名古匡亀京

都、大阪、カウ‖の個帝六である。7光学中、

女性蠍員⑩割合涵E最も鵞い鴫意識 でも、助

手を入れて 11%¬ :講師以上で9%と いう惨状

である。こ口状況を変える
jた

め、7大学には:

男女共同参画菫宇女性研鬼S支援セカタしが

設置され、幕任⑮教囃れが強人配置されてい

iる。鼈隧道犬いで朧亀F女性教員轡採用するとも

部局ぬ負担する人餘動中4野mlを生学運用

人件費より補嘲』
:劇

超大方軋)%7光学では主

なキャンパスに学輻 育所鱈1時まで頭かつ

ていろめもある》Ъ。そのうち 1薗

"は
備後児

儡育を行い、準重保青所などもi鰤巫 爆青園

や学費へ⑪お迎えサービスをbでいる大学も

ある。7大掌⑪学長:11学長献任予定着全員に

よるシンポジウ.ム と共同 宣言浦雹最後に採択

占れた。東大の学長はも東大が慾蜆⑪トップ

1田 大学にな働ために、女性融員の需Mが不可

欠だとあLた。バックラッシュ峨お岬、こ峨

ような動きはこ力|こなる意‐また、』L大方式は、

自治体でも参考にでき面Qではな肺Ъだ膊う涸ち,
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