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19月 13日 二19日 、天僕に恵まれたなかで「政

策土シぷウタ多
‐
卜檀義

i手

■i五は輸妥繕差窪基
| と女性ぬくらし』は全国か'ら筵武絢鋤噂動雹参

1彗曇露 摯車  ｀

:憲から見える商部需城跡公園の樹薬ヒたホ々

ネットウこクにょる手シパワ■メントぬ機会
::だつた。大lずきだと思われるかもしれなぃか:

メ私にとつて生きていることめ喜が、充肉 い

|つぱいの3日間だった。

| このような表晴らしい時間と着手の自然の

1魅力や人々との出会いは、「もりおか女性セ

:ン ター指定管理者 NIP③法人参画プランニ

:ング0いわて」の共催なくしてはありません

|で した。暑の意味で平製量子理事長、理事会

「そしてスタッフぬ皆さん⑪ご臨力に心からぉ
:札を申し上|ずます.また高い交通費を揺って

:参加してくださ:っ た皆さん、企画にご協力い

|:ただいたすべての皆さん、北意JACの会員、

:

第1固 日⑪午後から始まつた鉤域医療:教育、||

躊 ⑮3っをテーマにした分科会でiま、間躊

起昔からの価告を受けて今後の政策提言を含:

今回もニンノ澤ヮ:夕l轟ネ繕糧:子≧甚b.Ъ .っ枷め
'ill寺めれ黒:こ討際電:な画;111希κ節8通から遭

:Li嵩真直クジ|こ経遮譲ご11祗鎌椒書き合め走挙|

1 評鯰饒念ξ ml
l再判は2ξ鯰1目隧辣ヒド躙‐
1lM皓鶉嗚訃毒は1%hi磐i、たt劃ナた臨、参加者の方々も自分の問題とし
:で取り組んでしヽただけたのでは、と思っていだ

る。

夜の交流会tt私にはれ憶に残る素晴らし |

い時間だつた古ま守包事那芋⑭子汁をはじめ、

地元の食材を使ったおもてむし料理だゎた
Iミ

l

と、R「M刊翫男援 同曙靱猾鰈膚諦GありGDま
・

で出しているシンガこソング・ライターの田 :

国々 詢麦さA施ヮ勧迦菫臨咽畑』塙罰戦淵諫割めもの虐掲、:

りでも異色⑪課長の歌を築しませてぃただぃ :

た:地元ぬ歓迦みなか寺も樋誌らは越、
'm圭

]・

雫石高校生による『さんさ踊柳』だった。女 |

子高校生⑭方言による着手嘱の伝説の剖 か ::

幅始まつた笛、太鼓t歌11曲 げ:県立雫右嵩
・

①
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校の伝統文イヒを学がことを通して身近な窯化 i:

の伝達をするという教育実践は全国的1こ有名

で、創略以上のメンバーが繍3に動みご年帥

回ほど地域の行事で披露しているということ ・

だつた。何よりも感動bた中は演じる高校生

の議の輝きだっ起。会場を出ていく彼ら、彼

女らに本当にありがとうとの思いをこめて謄

一杯の拍手をした。Mで 涙があふれた⑮も

久しがりの経験だった。     ■  :

|二
甲.目 中午前字は鶴剛毅子さ:なぬ講演

:『栽
‐

青と時議社会J・

´
だllた」

t鶴

画き恥|::時代ぬ::

鼈饂は総曇瑯蜃癸睾鶉黎ξ
や

した。講演およさ,入ネルディスカッション⑮

全内容は今回のセミナ下の報告書 軸 田年 1

月干J行予定)に、すべて収録されるので、こ

こでlま簡単に述べるにとどめたし、

午後の部に入る前に橋本ヒロ子さんの呼び

かけで、参加者全員でスタンドアップ eテー

クアクションを実施した。これは国連が決め

たミレニアム
:目 標の貧困莉 をめざす世界的

な呼ぴ力叫ナに呼応したものである。

パネルディスヵッシヨンでは、童―ディネ

ーターの私から年前め鶴囲さんの講演と午後

につながる視点を指摘させていただいた。第1

に「格差社会」といわれる現状で起きている、

さまざまな蟻 の背景、構縫裁型騨婚すること

の重m、 たとぇば 喰 育Jの呼び声の背後

にある意図を見被K力が求められる。第2に、

F国民運動」という名の「私』への口家⑩介

入、これは「私の選択Jへの侵害であることも

第 3に 「昴Jり 込み』への書戒。偏』り込みによ

つて、一定方向に私たちを導いていく、そぅ

いう動きがあること。細 に物事、事実自体が

見えなくさせられている構也 今回のセミナ

ーの目的は、自分で考えtそれらの構造や背

景にあるものを見抜き、対抗し得る政策を提

嵩する力をうける:ことだっ緯ι第身分科会報告
_者植田莫弘さんから1聾、3つの分科会めテーマ
:に

共通する「新自由鐘 政策と格設 の背

l.景止構造Jについて、わかりやすい説明がな

された。経済学者である植田さんは、新自由

主義経済政策|ま、国際競争力の強イヒが目的だ

つたが格差は拡大し失敗だったこと、むしろ

向麒 策の鵬 国が日本より|まるかに上

位にあること、さらにわが内なる新自由主義,

につぃての隋 起l・8興味深いものだった。

第1鈴科会『医療格差と女性のくらしJは情瀧

澄子さんが地域格整に医療格差が増幅してい

る現状と背景ことりわけ小泉政権の新自由主

義的医療情造改革と市町村合併がそれをカロ速

イLしたこと、さらに知畷繹 嗜帥霧珈蔚譜間会

議Jが出した 眸誇は無針」による社会保障費

盪 円⑮削除、医療費抑制政策に|ま医師不

足も含まれていること、妊婦健け、出産費用

も自己責任の名のもとに国が責任を放索し、

mの なぃことが医療ゞ福社の分野でも女

性は差別されている等々、、新自由主義政策が

与えた影りについで輛告した。第霊分科会め報

告者は県内③定時制高校の先生である佐顧由

美さんか幅なされた。この働澤柴会の間燿錦

"団者⑪方|ま全員元教員と%の 方で教育現場に

規れている格差⑪現状が詰され、間は解決と

しては鯖 ぬ予算増、さらに教育格差にリンク

している労働政策Q展開の重要性が語られた。

今回、セミナーでは、新自由主義政策のも
ヽ とで真つ先に会的サーピスの劣化をきたして

いる医療、教育を融 上げたが、この両者は

いずれも経済格差を背景産:して駐
tゝ

鶴 :そ醸高

味では、力慟とは切り粽せないこと力t明確に

なつたといえる。

最後に各分科会では今後の活動の方向性を

示す案が出さたことは、今回のセミナーの大

きな成果であり、今後のロピイングに活かし

ていきたい。
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と自撻回i≪
'ら|し一

F .担当L:潤藤腫切pゆ田自え鋼子
・安田善―さん (国治悴肉院検査撞M・ 青森

県)に |ま、医瞬酬壽夕興蠍代、特に自鰤 院

を申心に聞隧提趣を、丹綸デイさん (橿品申

央市民医療生協前理事)には『私が地城で置

.面 している医療・弁護⑩闘題卜で%特に高鵬

者の状況、性期滸場者医療制皮⑮問題、地元

花巻市の臨Mかわ牝さん {お置と地域医療をII

考える会・着手品)には『お産をめぐる間閂』(

で、主として県内⑩塵科匡葬軋産顆不足にも |

いて報告していた遭いたし        ,・
これを受lす、地域⑮医療甲実備申性期高齢 |

者医療詣』度に関して意見が出され知医師の■ .

働祭件や後翔高齢

"医
療制度に対する質問な

どが出た。出産をめぐ雹問題についでは1富

城も福岡、新幅など地域においで処帰横診⑪

予算や助産に関する調置清動を行った参加者

たちなら実情浦ま輛告された。

鉤域医療曲襲と医療格差艶́高場者⑪医療 0‐

分魏もお産を跡ぐる問題¬とそれ電れ大きな,

テーマであり、ま
′
とめることは国蛾であつた

が、これしはヤベて医療費抑蜃肱節など政府

の政策に鱚国していることが明らかになつたご

ま起こ:会場が喝⑮意見や講師⑮方々⑪発言及

び提言、精水コメンテ早ターの発言、当日配

布の識計資料などを総合し、地域⑩運動のふ

口と政策要求をまとめた。

曲搬も面鍾勤C□日
::・   |

11地域のT晴を知
・
げ、:その問題解設に胚け ,

て声をあげ、政哺卜 自満体・議会に働き

かける運動を起こしていくことを魃 し

た。

2、 介護tlj度や鰺域匡瞭格差の影響は、女性

の人鰈 害と貧囲イヒにつなかる二とを明

らかにEでいく

函 腫 臨 菫 蔚 強

′ti  : ・   :  ・     :

1、 塵療崩壊を摺いた医療費軋列策磐やめt

先饂国⑪平貪並みの医療費予算を医療費 |

に投入し、安Jい してかれ る同 療⑮

再生を図ること

2Ъ 毎年ぬ社会保障費 露瓢9億円Ell減を申止

す蜀こと     ′

3ゃ 後期声齢者医療洒雌 廃上すること

4、 介謹保険蜃度は幽発点め介護ぬ社会イヒの

精神に戻し、負担⑮削減やサービスの充

実をはかる起と

5%妊帰撞診および調産費用の無料イヒ (国庫

負担)を実呪すること

G、 勤産爾⑮専P5性を活用する動産システム |

を肇備し身近なとこうで安J3・ 安金な出 .

産で

き働環痴を控えること。その条件が整備

されもまでは、改正医療法 19条暉凍結

をはかること。(※第坤条 :助産計⑮闘

設者|ま哺厚生労働省で定めるところによ

、り、嘱託する医師及び亀満院又は診療画

を定めておかなけ紀ばならな時ゝ )

講開からそれ電れのテ守マにそつて出され

たその地峨提書は、政府や自浩体へのロピイ

ングなどに生力Jしていく足とになった。

〇
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第2分織釦ま、岩手県立高等学校教員で

現在定時tl崎校に勤務の性藤醸 さん、

大阪府元申学校教員、准職申|ま夜間中学

に現在 lま 日本語教室や識字学級にかかわ

つてこられた東格子さん、国山県元小学校

教員で市議の黒見節子さんの3名の報告者、

2息 靖当⑮参カロ抒当誠わ雹自己洋雇批ガドからは膨めた。理蒙議配ロ

者には教員も多く、Fl・学校から大学までの教   ・

鵠 差について様々な実態が報告され、教育

論も含め内容の濃い議論となつた。高校を義

務教育イヒすべきという提案もあつたが、高校   O
よりはか田道を選びたい子どもにも対応でき

るように、むしろ雌 螂 済状況により受

けられる教育に格差が生じる現在のシステム

を変えるべきだという意見のほうが多かうた。

以下は、政府や自治体への提言と私たちで  p
やるべきことをまとめたものである。

A.政府や自治体への政策提言         ・
ム 保護者の経済保障のため、雇用の確保、

労働政策の転換を図ることで、教育格差

はある程度足正される。峨府|よ 多様な

働き方を提唱しているが、実際|ま非正規   ・
‐雇用を増やし、母子家庭を始め雛 たち

の平均収入は下がり、教育格差を拡大し

ている。
0 30入学級を可能にし、子ども主体の教育

ができるように教育予算の増額

・ 地方交付税の中で使用目的を教育と明示

して地方自治体に配分し、使い道をチェ  B
ックする。それがないため、fFllえば、増   ・

額された教育費を上般事業に使■ている

場合も多くみられる。

・ 文科省が上から教育を続tllす る■とは間   ・

題がある。一方で、自治体に実権を与え

ても、大阪府のようなpllが出てくるj :
・ 機会均等、吻 学力は公精 でというこ   0

とを、政策として国が保鱚 るシステム

を作るべきである。日本の学校では、何

-5-

劃醍尋輛獅皇唖瑚髪颯三lこ臓酬毅1       斎藁曇ピ1葡馘霞

担当 稲囮固手 幡章L国手

でも教員がしなければならないため、教

員の仕事が異常に壇えている。たとえば、

授業のほ力瑚こ、生徒指導、書類作り、小・

学校⑪英語やパソコン教育など次々と加

わっている。精 に|ま地域、朧 者、学

械榔輔蔓援藝L饉妻諏由藤、それも教員C鬱恣旦

が増えることにつながっている。

政府も自治休も学校現場の声を吸い上げ

てもらいたしL教育現場から競争と効率、

赤字という発想警変えさせるべきである。

制度やシステム|まllM労 を起こすため、

定期的に見直すことが5要。rllぇば、免

許更新聞囃蒙嶼事入によ明、教員lまその準

備などのため、こどもと向き舎つた本当

の霧 |まできにくい。

教育統計を男女]11に したジェンダァ統計

にするように要鯖 る。

学カテス輻 を公表ヤベきではなし、

もし、学カテストの結果を公表すると決

定した場合、どめようにそのフオローを

する⑪か薩認する。

むや準な学校統合をやめさせる 中国で

はメリットが多いということであるが、

日本、特に着手県のように面積が広く公

共交通瀬t整備されていない果で|ま、学校

統合により自宅通学が不可能になる場合

が多くなるなどデメリットが大きく、格

差拡大につながる.     =
・
私た場が取

"組
むべきこと

政治を変え、政府を変えて、子ども、保

護者、教師の意見、学校現場の実態を反

映した国晟主体ぬ教育にしていく:

30人学級を実現するなど教育予算を増

やすことを声を大にして、政府や噛治体

に要求g

教育予算が何に使われているかをチェッ

クする。学力向上のために、教育予算が

増宅買さオしても、教育産叢 咆繁12に続く)



亀讐毬善墓寺 誓奮薇綽醤
i涯
輝PI曇麗雪言尋

くそれを社会問題とヽして語り始めた6しかし、

かつて下億総中流社会と言わた時代にそこか

い叡ド除され走女性たもの存在を1社会が忘れた

ふ嚇をしてレンたょうに、今日のこの格差を聞

う言調においても、,女性は相変赫らず忘れら

れがちでおう。1分科会「女性の仕事と収入』

では、経済学、機 学 組ゝ合運動という二つ

の讀域な輸⑮ι3人口報告者によう女性の現状
に焦点をあてた問題撮運に続き、女性が安心

して暮らせ蜀ようになるには価が必冨か、私

セ亀はそのために開 自鰤 にどぅ慟きかけ

て行くべきか等仕語し合oた。、

まず着手県立大学⑩植固鼻強さんによ輸「格

羞社会出現峨背量と要因―格差社会と黒力闘
格差―』をテーマの価音では、メロパリゼー

ショレポ進む中、低下bた国際競舗力⑮回復

をめぎして導入さ都た新自由覺∽鰤饒畷瞳積が、

企業間格差、地域格差、性別命業によつてす
でに存在していた男女闘格差を広|プたことが

描捕された。ところが I財 (スイ曇暉 嬬鼈巫閲〉

国際競争カランキングをみると、新自由主義

が敵視する図福祉向負紆政策の地域譜厖が日

本よ,り もず嘔と上位を自中占めている。

続いて岩千真学甲隕 子さんが「地方都
市κ同で考える女性甲仕事とRスのM題』に
ついて報肯。番種続計⑫料を用いて全国と岩
手⑪女性□慟き方を地域‐嘔、,光都市とに国の

ような地方都市と口違いに注目した竹付さん
・

lま、地域⑮多様性を考慮した碑岬導中曇要を

強調しセ。とはいぇ地域の違いな飩えて母子

世帯中国窮は対応すべき緊急課題であ慟、実
態逢升四録し、̀当:事者こと_も |こ躍乖垣蜘撃融訓己臓引す
た取り組みをし丁レ

」く中は、女性センターに

与えられた薇制ではないかと,主張した。
最後の朝告者、日おおだてユニォン』書記長
の輛 陽子さんはt既成田枠を越えた]ニオ
ン独自⑮橋動を紹介し地域の幅広い遠帯の可
綸 を語つた。猾台運動に慄る前1こ木越さん

躙橘椰審

は自浩悴⑩非鳶靱嘱託として7年間図書館司

書を務められた。本越さんの価告から躙 ふ

られるt畠鰤咽され弱い立場に置かれた不黄定

雇用者たわへの鍵敏趣Mは こ印峙⑩ご自身
⑩雹験にも園るのだろう。

以上の報告書踏まえてコメンテーターの勝

橋却子さ.んか嘔。は半数以上が非正規で働く女
性の実情⑮補足能な説明力糧めらた。また 1985

年以降⑩労働の規制緩和が女憧口貧囲ギL,を経

濃したことが、1蠅 円ショップ用商品を魃
する工場における女性労働者たち⑮搾取の実

悠等⑪具体的な例を変えで指摘された。

それに続く会場と,意見交換で|よ貴重な意
:見が限山出された。そ□中から、①政府に向

けて|ま、1.・ 同下価値労働同二賃盆 (IL101010

号条約)の完全実施 2.男女印家族的責任
(I闘 l涯覗D号》実現⑪ための具体的施策 3.

最茸平等貪曇騰⑩tlJ定 4。 全国■律彙低賃金
10閲 円́の実施 懸.地方最低賃伶委員会亀口

女性の参両促進 6.着年層⑩雇用の確立 7□

年間労働時間 l馴由時間以下⑪実現 &母子

家にや力節のよ性が安Jけして暮らせる会的扶

助の充実 甲.プ リーターの再定義 10。 ケア

労働を含赳外国人女性労働者⑩労働条件と労

働条件⑮鼈  lュ.生膳満曜師孵訊 一人親家

は、力場者Ъ憮年金者ぬ性鳳J続討⑪作成 12.

母子家庭が就業支援策を利用できら条件の位

備、1口白治体に向けてはtl。 自治はM量の非
正規雇用口割合と賃盗⑪実麒印調査、生活で

きる賃屹保障と労鉤峙闘峨上限を定めた生活

保障条例の制定 2。 1図校生向け面労働者⑮墓

本的人権についでのパンプレットの作成 3。

目治晰 員曲育妹取得率の調査の実施および

廊蒻昇率を高めるためCレ薦ノボタゴ4三 夕制準議Lと

取得者の所得儡障14.自治悴⑮餡莞支援策の

動品を賤る政策指標⑩明確イヒを、。また②私た

ち自身に向lナでは、1.個人加賜⑪%の ユニ

、オン⑮Mに 目を向lナ地域ぬ曹働環境改善の

なめの連機、を求めて行く,こ とを確認し合っ

-6-
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○東北轟蠅口鏃 S風橿雫ツアニ騰善加して
一行 30名の元気さは、朝から、ガイ ドさん

をびつくりさせた。岩手山の富士山に似た機

器を見たり=岩手山薦姫神山ぬ成明立ちな爾

イ ドさんの面白く愉快な案内を聞いているう

ちに、人幡平アスピーテラインに入る。ここ

から山頂にかけた広大な一帯は冬率は通行禁

止になるということだが今は紅葉に包まれて

いる。山頂にかけてプナやダテカンバが実し

い。笹林の斜面では熊に出くわすこともある

という。人山活動によつてできた湖沼鋼

が眼下に見える。やがて 161mの山頂にEll着。
ここ|ま岩手県と被国県の県境で両足を踏ん張

ると片方は岩手県、片方は秋田県だそう起

帰りは秋田県側の樹海ラインを下る。途中で
バスを降りて大橋の上から渓谷の錦や滝を撮

ることができて皆さん大病足。

昼食は女性たちが起業した F松っちゃん市

楊」でいただいた。本物の仕ぱ粉だlすの手打

ちそば、ほろほろ鳥の内t食用菊のお浸しな

どが食欲をそをる。同じテープルの人との会

話も弾ん規

お昼からは、現在|ま合併でR岡市玉山区渋

民となゃた石メ|はオ生誕地‐向かう。―家の

責任を負い帰郷した時、母を背負い『たわ趣

0♂ ワゞフJレな
｀
F織つちやん   I

バスツアーー行が、新鮮食材いろいるたっ

ぶりの昼食をいただいた「松ぅちゃん市場』

(人幡平市松尾)で |よ組合長の高橋陽子さん

と、前副船 長で果の男女共同参瑕 会委

員でもある中米 (なかかるまい)こ う子さん

が迎えてくださいました。中経米さんによる

と「松っちゃん市場』は「松尾のかっちゃん

(かあさん)の市場』という意味とのことで

す。・松つちゃん市場販売組合|ま 13年前、20

人め農薮 陸によって倉J識 され、現在組合員

は約馳人。生産物賑売ぬ売上が息oo万円ぐら

いの人もいるそうで、組合として|ま年商 1億

譴 鵬

れに拇 を背負いて/・・・」と歌つた橋を過ぎ、

原本がは同申学に入学するまで過ごした故郷

に建設された記念館を話れる志同鰈地向にご

闘借柳した斎藤家や代用教員を務めた母校の

渋民尋常小学校の校舎も建っている。極貧の

中で昴歳2カ月の生涯を蘭した啄本|ま、
「
詰集

「あこがれ』時代、北海道時代、F明星」時代

と作風が変fヒ していく。随年|ま 『大遭事件」

に関Jさを持場時代を論 える躙 家としても

成長していったこ′とがわかる。楊 に冒され

た母⑪憂後の1カ月後に啄本が死に、妻節子

が 1年後に死亡。最玲 の貧窮を思いやられ

ずに|まいられなし■ 不幸わ たとは言え啄木

とfif鶴めぁり方はもっと銚 史の申で研

究できるゆではないかと思った。

私は東京囲 Ыこ来とことがなく、こんなに

も変イヒに富んだ自然、いきいきした女性たち、

東京の情襴 ま身近かに流れでくる地域だとい

うことを始めて知り、あと回、3回は来たい

ね、と仲間と話し合った。今回は、シンポジ

ウム以外にも観光をと画していただいたおか

lずで、全口のJAcの皆さんの意外な一面を見
たり1パ累め申で露おし響べ柳など本当lと有

意義な 1日 だつた。

i       :ゅ mまぇ剛子

円を目指しているとのことで九 農鋏 ゃヵ回

工品に|ま生産者の女性の名前と住F~Eが認され

ていて、力強く自信に満ちた女性たちの息吹

が伝わつてきました。

もりおか女性センタァと販売組合は、昨年度

の力陛起業支援講座 F夢をかたちにする講座」
｀

～食から始めるわたしの仕事―の講師に中軽

米さんを迎えたり、地域の活性化を目的とする

センタ〒甲2■番テ:ゴギ́嘲曇はi食品加工昂
を出品したりなどの卒満がありま九講座修了
坐から実際に夢をかなえた人も出たそうです。

ツアーには、もりおか女性センターから平

-7-



□噛躙工|ンー∬ワ甲メントセミナ7in瞳固に書枷懸宅 稲幽 奥冒

賀圭子センター量を|ま 賤中こ理事面斎藤洋美
:

され、1口端ノに翼子閻センター長%担●スタッ.

フ⑮打国内描手さん⑪4人が同行してくださ

初めて琉 たに同は、白づき始めた本々が

M光に冴え渡る実。しい玲 鷺こんな町で人並

みに充足した仕事と暮らしがで:きれば幸せだ

ろうなど思わずにはいられなかつた。

さて、セミナー⑮内容は期待以上に充実し

たも峨だつた.第 1に 『格差社会』と、は不平

等の蔓廷に抱ならないこと、第2に普蝙的な

価値に基媚<条件がすべて⑪人にRえられて

初めて、新自由主嚢案自己責任,自 己努力ぬ発

揮が驀 られるべきでおること、こ⑮二っか
最も強いメッセ〒ジとして利岬中に残されだ。

業   *, 昨

初日の「格差社会と女性⑮貧囲イL』 分科会

では、新自由主義体礼の菫高め目的とされた

国際競争力蠅イしのため⑩力節が%企業による

りJb強い亀ど奮己と口Ъ〉ろレi'名げ醸配‐・ヴ:し そし,ヽ

ただ生可
=景
蔦暴澤賞与:|力 り11と う1ござb)お b

た。       ′

人件費節約に結婚しこ回値を最た子どころか

逆に期 したことが説明された。2日 目の基

調講演で1ま、飲青⑪分野で相次ぐ国の地策や

撮言が、個人ぬ意識変革の強調の影で、公的

関与□さ幅なる徹遇を巧妙に履いほしたも⑪

であることに気づかされた。だからこそtm。
終的に私たち下人ひとりによる政節提書と関

与が重要であるとぃう主催者⑩意向|ま、参加

者に強く伝わったので1まなblだろう薄もお赫

だてユニオンo魅ヵ的な取蜘組みや地元岩手

県の状況など、もっ―と総
′
く知崚たばヽとぃぅこ

とはたくさんあつたが、1自分がや幅ればなら

ない逼とを切 に考える鵬会をも聰い、そこ

で初めて合もた人とのつなかりも大事にした

いと、′いから思える日日間だもた。

日すば亀

新自由主義的繰済政策の導入で厳ヒい競争

が生まれ、それによつて教育路医療t企叢間、

賃金%男女間、地噸珈滓盗研周戦に格差が生ま

謡 騰

れ、それが今日ぬ鶴 に本書な耐 みをもた
聰し、人薦に開れ をは環させていることに

行撃を受|ナましえ。結果の不 は 12に続く)

-8-

で醜 躍胴随!ミナーJ 編』1島嚇《櫛・劇理Ⅲ軒

今回⑩「巫ロセミナー」では、新自由主義

に基弓く構造改革かもとらした格差社会と貧・

国́惟駆遭趣中『女性とくらヒ』に焦点を当て、

その実態と今障の運動課題を明Ь力叫晏す雹坦

とが出来セQは、大きな取模で|し鶉

*  *  *

私が参加した『医瞭格挫J口分科会で|ま、3

人口講師から『医療格姜⑮現状』について、

問題⑮掃起lSあ りthほか%産科や″』ヽ児かが

消え:自治体睛院中民営イLや闘鎖漁武相次ぐ申、

要介護⑮高齢者が備院と介護施設を軽々とし、

R扉 尚 lb灘鐘
.[通

忙 な趾 5層椋

高躙者医療嗣度⑮闘題や「安心・安全のお産

警求め畳実%に .と 靭くんだ参カロ者⑪覺

言もおり:L議論を深めることが出来ました。

地域医療の再土に向けては、安1か して匡瞭

準づ吻藪出産が出来るょう問題鱗識に向けて、

政府や目指体に働者かけていくことを確認す

ることができて良かつたと思います。



。日本安櫛趙議蟄
imう

□‐日」と學痣|

日本女性会識|ま、.1開4年第1回隅古屋大会

から今年で25回と園を重ねてきた。男女共

同参画に関わる国内最大の会議として開催さ

れてきた。今年も全国からの参加者は約鯛O⑩

名 陶 者発表)で会場は賑わっていた。

大会のテーマ|ま 『市民と行動の協働のなか

く) .奮ユ嵩奪増莫言意曹明霞冒軍曹屏響響鷲瞥憲

ます調 だった。

しかしながら、基調講演・シンポジウム 0

記念公演 013の分科会のすべてにわたって、

昨年の広島と比較してみでも、現状は問題が

山積しているにもかかわらず、現状分析もな

く、男曇澤劉司参錮幹LC曜轟記酔 もトニンダウ

ンし、すべてに物足りなさをはじた。

基調講演の広岡守穂さんの「男女共同参画

何が変わるのか?二 新しい時代を見据えた

これからの男女共同参画について～Jは、男

女共同参画について、何が変わるのか?どう

○釉翼舞質はヽ璧鰊蝙鞣よ
いの話は、気楽に聞けるものの、こんな話が、

日本女性会議の基調講演であることに正直い

つで失望した。

3人のパネラーによるパネルディスカッ
・
シ

`ョ
ンも、日新しいものもインパクトもないも

のだつた。鹿島敬さんは、長時間れ はやめ

る、単に働くだ:すでなく、仕事④質、働き方

が大事であ岬、ワークライbフバランスの必要

鶉 外で亡くされた娘さんが 職 は言いた

いことは言う、思つたこと|ま言います調 と常

にいっていたことに言及され、男より女の方

が物事の判断、思考力な酌まプレないと思う、

と話さ胸
"ヒ

。司ヒ海遭知ら⑪高橋|まるみさんiま

男女共同参画を活用していかなし
'ヽ

と !いしヽな

がらも1000人以上の参加者を前に堂々と『主

人」と言うのにも驚いた。資生堂副社長岩田

薯美枝さんから|ま、育児休暇取場に対して会

社や男性は、書児休暇制度はコストがかかる

というが年収300万円④人の代わゆは30
0万円以下の賃金で、派遣の人 (?)を雇ヘ

ぱコストはかからないと発亀 これではまさ

に女女格差を生む遇ナで|まない力亀

記念講演④加藤登紀子さんは、歌に|ま じま

り、「百万本のパラ』で終わられ :講演という:

よリトニクで、女は「実体』こ界は「現象』だ

とか、女は、国家は好きではないとか、男は

名誉こ地位が好きとが本質量義的で、三分法

の話はよくわからなかっ
‐
た。安保闘争で塀の

向こうの人と出会らて、子どもを産麹決心を

したこと、友人にポンと背中を叩いでもらっ

たことなど懐かしそうに、今は亡き藤本さん

のことを想るでか、時々目頭を押
・さえ、彼が

育てた、自然農園を目|き継ぎ、加藤さんが選

営|ご闇わつて、若い人たちと楽しんでぃる様

子を映像で示した: ;  1
0 1H・0
i  O。

日 ●

年に1固め大イベントは、同窓会linよ うに

懐かしい友人と出会う楽しみ|まあるたものの、

ストレスめたまる2日間だった。莫大なお壼

を使つている⑪だから、母子家庭を|ま じめと

する女性が画面する厳しい現実を浮き彫りに

して、本当め意味寿⑮男女共同参画を自指す

ために、もつと匈 で清発な意見交換、議論、

討議を展開する場であってほしいと思わずに

1まいられなかうた。
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‐20傲9年7月 に国昆教育文イ自研先所から出され

た 噛 育における蜃 兜会委員会贔晰

に出会ろた⑮は¬囃岡⑩セミナ■で回主要な

テーマの一つである教育格産について⑮実憩

調査がないか、と調ギていた矢先だった。モ

こには私が知りたいと,思 う内容がすべて含ま

れていた。その研鬼会⑪申Jむメンパーであり、

搬告書を書きあげた、=ぉひとりが、10月 G国 に

文歳匡男女平等センターで開催bた l⑩月定倒

会の講師をお馨‖き受けくだきつた申央大年の

地国賢市さんだった。ヒアリングを含めた実

熊調査を踏率た、17回に二鮮研究会輛告書は

164ページ峰およ暮濶大なものだ油電こ現代書館

からブックレット「教育格差Jと して出版さ

れているぬで,ご関心⑩ねる方はご参照いただ

きたい。当固=中蒻話もはぼ同書に蠣録されて

い面中で、。こ起では簡単にアウトライン峨み

をtご報告したし亀

0。 〇 〇

,:   ⑬ OO
新自由主義政節を背景にbで生活格差が広

力,量 らなかで、学がたいものが学べているの

か?1と いう蘭いから池国さん口お語は始ま嘔

た。R初に、拡大すも生潜格差ぬ実濶に融れ、

生活格差が学力格差現テ轟教泡機会格差とな

り、すなわ心時訛膚橘羞として%イヒしてい

ること。さら用 精詐量嬢lする輸馴 L政策は学

校囮格差を拡大しも低所得層の隷青職会.を導|

つ。ている連と。「特色づく岬Jといわれる高

校改革による単位⑩差鼻fにが瘍 ⑩拡大につ i

ながつてい曇尋|どもi池田iさ んは、そもそも学

校⑩特色とぃうQは堕徒自身がつくるもので

あり、学校の特色に合わせた集化を求める通

とが聞囲であると指摘された.    .

艦 纏

格差拡大に立ち向がら教育として、横区教

育コ亀畢ニテキという確想一 職 区』とは、

子ともの日常生活囲黎友人関係峨基礎的空間

で、・地域の大人や住麗からもまた地Mの自然、

文イL、 行事、祭り_な どをとうピで多くを学ぷ

ことのできる●近な文化伝達と教育の場と定

義―に基づく地域弓くりを中核に据えた実践

Fl雌罫翻尤肝され走襲 そ暉Ц卜とで叫ま、魃同で⑪セ

ミナーの交流会で見て開いた『さんさ踊柳」

の制 両校だつた◎池田さん|ま、ランタ弓け

Dな力蠅 越感・劣等は、に揺れ固く一元イヒ

された生き方ではなく、社会との具悴的な関

わ場を動 した鋳 な生き方が尊重されt社
会を形成する主権者として⑩自己を認識して
いく教育実はこそ漁琶歿青格差に立場向かうこ

とができうと指摘された。
｀

⑩ ◇ 〇

〇 ◇ ○

最後に子どもたちが安Jしでき
:る
教育環境を

'いかにま つていくか、口視点として人権の

規点は不可欠であ咽ξ政策藉 としてもひと

つには各家計 =輌人口.自 己ざ性として放置す

ることなく、教育の機会的等の口ellに立ち教

育におlす る会的サービスを劣イヒさせないよう

政策として贅嫡歩躊 轍範懸ぽまぬしれること。

自治体は、すべての地域住島浦E必要な教育機

会を均勒に提供する条件整備をする責務があ

ること6二つめには学力観の軽換が提起され

た。学力とは、教科ごとめ知識繭量葬知識獲

得度を個人単位で割り取るような亀口で|まな

く、課題を自分で発見ヒt自分で調べ攘求す

る力でありヽ さらに人とつながるヵ、異鷺ぬ
'背景'巻 :もつ子どもたちが協力できるチームカ、

グループカだという学力⑮資を変えていくこ

と、という提案がなさ胸師ヒ。  t
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重要な噛躊塞頭に注目

今年の通常国会で廃素になつた児童福祉法
一部改正案をもとに、その変更点と課順に帰

いて整理し問粽 起ヒていただいた。以下|ま

主要な点である。
0待機見解消⑪たぬ①爆育ママの曲胸位置づけ

2●98年児福法改正案が目指した一番大き

な問題は待機晰抑剛瘍亀 そのために保ちママ

tll度 (家庭的保育事業)を第 24条に位置づ

ける。すなわぢ従来の保育政策⑮補完的役割

と異なり、保育と同等におこうとするもので

ある。保育ママをどう養成し、どう人数を確 .

保するかに議論がとどまつており、その質的

確保硼 がどう保障するめか、専P日性や技術

をどうするのか、下人で保育することの危険

性や、飢 起業として簡便だがそこに公的費

金をどこまで投入するのか、など蒻題は多レ篭
・子育て支援事業の法的位置づけ

乳幼児家庭全戸諮問事業は、虐待により寧L

児が生後4か月までに亡くなる割合が多いこ

〇 禁懃蝙蠍饉汎朧絣蘊

“

子ども⑪預iナ合いが女性の航業で不可能にな

り、社会的に対処せぎるを得なくなっている

状況であるもこれを市民的活動レベルで行う

のか、公的資金をかけてやるのか、社会的コ

不卜を誰が負担するのか、家庭責任と会的介

入の関係などの問題を整理する必要がある。

・里親制度の改正

里親tll度 と|ま子どものショートステイtll度

である。虐待などが理由で乳児院、養護施設

|ま満杯であり、里親に書託しないとどうしよ

うもない状態である。里親に預けられる子ど

も|ま養護児査の 9%にすぎず、国連も、日本

|ま里親が少数であることに対し讐告している.

国際的に|ま養護児童|ま施設養育から家庭的養

ゆ田まえ知子

育へというのが嘲流である。

この市民的子育でに関するボランティアは、

日本の家族主義、子育てはとマッチせず里親

は増力固していない。韓国では 踊 歳ま瑳 護

施設での暮らしが可能で、その7,8割が大

学獲学する。日本では 18歳で退断しなけれ

ばならず、大学進学は 1口 数%である。

二親⑪研修や相談などの支援は、来年 1月 か
:ら

鰤 予定だったが鮮 により凍結された。
日ひとり親家庭⑪課題

千葉県某市における調査7~―ターから、母

親自身⑪体詞に対する不安の大きさや、12歳
の子どもを燿覇品が轟沖剃的に頼りにしている現

状など、現在④tll度が健康を取り戻すような

制度になつておらず、自立支援の意味を聞い

直すことな量鼈詞された。

① △ 〇

講師は、今の日本の家庭政策が少子fL対策

に傾斜しすぎていることも指摘きれた。少子

ず蹴 事の中で家族コントロールを行おうとし、
家族の中に子ども政策、子どiも の権千Jが包み
込まれてしまっており、そのような%の 申

で子どもがどう育っている峨か、子どもを産

みたくなるЪ産け い社会になっているの

か、子ども⑮権利が実現してしヽるか、という

観点からは危うい状況にあり、少子イヒ対策の

申でiまこれらは実現していない、という問題

意識も明%かにされた。子育て⑪稿憤・無償

ということの整理も必要とのことで、:無償の

子育てもあうで良いし、市民的活動による予

育てが会的なもめと対峙しなぃ≒予育ての社

会環境は良くならない、とも言蹴 た。講師

が聞題提起された女性の催制と子どもの権希U

の関係について、考察を深めることも重要で

ある。

-11-



(教育分科書報告 脇轟から⑮続き)

0 に使われる場合が多いヽ 志のある識亀 .ヽ 官

と連続して教育予算がどのように使 itみ |

.千蛉鱚夢肉ξ仄竃ゴj蠅纂i

方に変えていく。
。
■:ご :i皐ども1だけでなく親も生きる目的が寝

然としている。・未共に識する希望をど
: .④ように時たせる力、大人:自 :野が、日

標を持つようにビで子ど鼈たちに伝え

る。よ賑.ヽ六人のモデルを子どもたちに

見せる。子どもたちにいろいうな力を

特つていること、行動して期 しても

やり高しかできる
:こ

となどを伝える6

平等だlナでなく、機会⑩不平等も著しく拡
・本じていうことにも憤りを感じます。特に

まJlk⑩雇用甲:労働闘題書は寺都市地方を聞
.わず非正規労働者慟ミ鰺え踪!ナでいる現状で、

3女性が安J屏して止幡できる仕事と資金を保

障する条frllが 璽まれますLまた全国デ律最

低賃金制度のmを 働きかけるに|ま、地方

曙 瑾讐 警槽ギ
.華産が等きる環境はキ|プぎだ厳しし,ヽ とンじ
ました。日常蠅 ではメディアが減十一方

的な惰報に馴弄され社会変動の速さに追ゃ
れているという暉力貫瑯実です。今回のセミ

ナー|ま問題意識を吻うか肥:L多くぬ鞣題を

参加音で共有できたと思います。今後の解'

法に向|チで互懸,に街赳十ぷ方向を確認でき
瓢は満にで九 ―すばらしい住画に感謝V電た

しますぐ

零1□卿鄭郵轟  :, 
´

セ昇ナー闘椰 り ]撃1築 顆 :メ摯
しもり

おか力陸センターで開燿活
ぴ
セてデ≧の趙終

打ち合わせ、 11月 マンスリーの内容、来

年1月末に発行予定亀悪醤ギ嘉軸砦抒ぬ蘭I

●費や騨聾特事彎鱚1脩呼時   争ゞ|

員外には 10□ □円でⅧ靡師します。

華硼 嚇 鱚 靭 峰 蹴 ■ 1‐
.

l⑩ 月23日、第 2回釧 会終了後に文

に予定している省庁ロピイングを準備する

ための第一国会合を 1｀ 1月 13日 iに
瑚L京

脚C事務所でヤ後儡時半から開くことを決亀

0種 1彎用     、  。
|:T日 午後6峙半か幅脚應肇務所で闘きま

員⑮男性⑮働者芳を建準暉じ裁ぃ慟書責ii卜 IIti京区弩妻讀等センターで開綺 12月上旬

（∪

『マン吊リーゴヒ京J山裡
第i131喜       ‐

N肥 年 11月 1日 発行

中編集・|に行   .司L京 脚[世話人会 '

◇担当世話人   石田久仁予 爛::・ :∵

む〒il:H鵬3          1
東京都茸京区本郷2-4-13

1        ホ郷重―ポレギジョン詢5

0闘敏:L3-

● httが脇福山i血_m襲酷■ピ   1.
●郵便振讐番号 :  ,0帆昨 7蟄
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日 (画 ビイン醐関連).
0日本頭曜巡議鐸笏団麹J礼繭出

:高等教育における橋差も大きくなつてしヽます都曇的支幽囲現状

3:=

OF目董矢国参画施耀関す罰曽殴⑬贔聾馳濁瑕師D:‐
・

:

4画瞬贔吻鱚詈目罐冴囀ド画面H「よ曝)

口釉はジュリ義くシングpレマザーご亦―ムレスもそしてフロゴー ・

(ルモンド紙鰯年11月 15'日 本シト掲繭認摩勒
・パリのあるジングル

・

'マザニに関する記事日ご石田奥仁子さんによる抄訊魂
′

ロ        ノ.幣副隕剛直洞又勤1ジて 6

実際準蟷 オがマ大鑽雉蜃調1を国⑪当たりにした船橋邦子さん.

。から嘲 告です.  :  :



嘗享弱蝿 盛岡平‐ぎff‐7~メ ン
よ事尋す可 :

では鶴主とbて高校まで峨救育における格差

滞理耐:し れれ }づ暉懃型鼈筒瑚贈糧おける載
:

育格差も本きくなつてしヽる。 |
ァよ40‖砦             ‐‐

1

%型の臨謹著口年収平均勘雹高いため、富橋層

項撃lナれは東大に進学できないとしゃうこと

45m子学出)と な嘔ている高東大は来年度
油れ 、防 印   如血万円以下囃

蠅対しては授業料兜除とし15方鉛を出したと
・

銅錨岬悔対_しЪ洞本は錮∬%で、最下位口韓

熙]こ続いていろ。大学、特曜国立など後立大.

重|・ 畿真大皐⑩授叢料はだ鵬だん私立に近づ

レ平いる中力S砺颯冒ゆ骨熙『量画薩め嵐.躙限石
興こはヽ 側岨鐵闘画中同軸 大学における
瑶鞠授業料頷ほトップになった麒

1は朧辟
削減されているLi li、 lli l:l :iご :   :

版の惨なに対する国罐木鞭刺猾導は、 駄 学

屋■人調だ明に対す輸公蜘真出頓』で計算す

鯨
yIIm兆

仄 文 厄 ン 雉 証

ヰ ップクラスであるため、大学生一人当た崚

⑮公的支出額で計算するとそうなるのかも

しれない.しかb、 財務省は、性諭調査によ

∵ li  l l   :楓
1為.違

t回
:子

る贅
『子鰈を持たない』最大ぬ難画が七嗚↑教

育経費●高さ』力琶あるこ_と を認識してお嘔れ
Lな

じ寺
よ Ъ

:寿
淵 ¶ 患

:L二 彙 :∴常
「

∵ Iず  : | :

同じく画匡胸 ⑬調査では、公私の奨学韮

1・饂唾轍     軸 l喧戯ぜ・櫃陳職珈
専
Ql

先進国中イタ。フアの劉|%にもいで高レ、ロポ

釉 陶 騰申¶蝠 郵:厠画.輸警 :

亀           による|と亀会的熙
闘⑩奨学瞼を受けてい暮学生回割合は   11

∫⑩融鴨遠キ羽調:螂1購蜘唖:なの調査よりI
l・ 10:圏 ヽ

ポイント減鰤てい鍋ということでぁる。豊

で力る保護者⑮ :

::1郎
1ヽ論懺禦岬製鰈蕪は中蛛なりt纂学盗警受l

、:鶉貯綸オリ摯聯黎 =¬暉d    i
いうまでもなく、救青ほど⑮国晦とつても

I
l劃匡で魯翻 尋竜ず楊 鰤 諭 心露量Ⅲ癬 龍 軸 守
日本にとつては、最優先課題であるはずでお諭

1翼夢礫燒『又鰤炒:

⑪課題に対して、日本政府は貴重な財口を使留
rヽ ラ櫓 軸 機ム臨 .う慟電午‐ :iギ

I

f抒
‐    ぁLi

た約硼年前、大学褥 業糊抒顆躍1鋤lo円、1

日本麒 会峨制 畷蓼3壺は翻Oo円鯛 (う ち電
卜制帥

『
      噌国腿i萱士騨噸授索料ば・

現在 (51圃閲 円昨 )に比べて極めで安く、

奨学金魅充実していた。

国 0回麒 巫 幽 謳 醜 曲 醜 卿

範囲加盟国中、最雫瞳

…2-



‐

醐       :

一誦踏から拳えてきたも眸     1 清 永 澄 子'

剛 馳 鼎 騰 醐 馴ま、唾 軸  鮨 駄 墨 場ぶし議 もi国とぃぅ東融 低

・

な出隕 |こよ明、妊娠t出産l瑞足し、その  ぬ傾向にあ明、自魃 ⑪姿勢はょって大きな格
後の子育てが楽しいと感じられるような『いぃ  差がみられた。       I       J
お画 の普及を図雹ている』、そして燿娠申に健   厚労省が全詢町村に騒画分公費健診を肺 文 |

識を全く受診しな嘘幅 咽晴司撞縞糧撃覇饒国にな  書躍』日言したのは翻 年3月、それから健譲
つているが、鋤鰤    ¶艤鋏理覇鋤成を  .回融の製辟廣懇が目遇回かし5。5回に上昇した。

充実するためt墓 口を基準とした翁費負担の拡  と馳表している漁亀 通の数字をうのみにはでき′
充について地方公共団体に実施を提している』  なしゝ

①謂∬ヒ踏毅肩野暉仄F日辟馳鰺晰よlM円 |

この稿ではШ《あい)女性会議口妊婦健譲⑮調  力Lら 1万円 市ゝ町村⑩助成織版は2万円から15:

妊婦健識の公費負担 2国が始まっためは  どさまざまでぁる。秋ini県の駆 幽 青波健 :

爛田年で満 。そ贋 厚轟管 (割爺 鐵     診ゃ噛科書獄加するなど、助成対象も開町村に
診を受けることが望ましいという通達を各都道  よ駒異なる上に、姫婦健議は自由譲療でぁるた
府県に出した岬 蜘麗年 11月。それから11  ぬ実悠は0か串ぼ む亀 …        1
年目の昨年副曲7年 1月 に上記のような5回分   璽帰り盪産についてR県内居住者に限定し
公費負担を提す文書を出bで幅 。ところがそ  て幅 ところと、金直的に受け入れている向町
の目的は レ子fL鋼 の■動に資するためF  村lこ翁かれてbl荀がt勁成会は続 :円瀞ぼ
となっている。厚労省は現在もなお妊婦健けを  測瓢蜘国であらた。  

″

妊婦の健康管理造母子保健サービスを受ける権  蝶〕典権として回索性囲健康権

査で見えてきたことの二部を紹動す嘔。
1)妊婦鍵鯵⑪会費鈍担⑩固飽

利であると螂認めていない口である◎
量)毬璽愛鰤 回国i

い こ輔 卿 融 は 、
―

識の実態を担握していなかった。 I(あい)女
性会議岬 ンギーが各市町樹警識 鰤 7年度
から国が健診5回分⑮予算を市町村に支付して
いるが、鐘診回数l鯛えているかと問いてもゝ

知らない繭町村がほとんどであった。
:それはt交付税には使ぃ道が明記されず他の

変付税と‐括であること、売付税の使途は市町

村にまかされているためである。そ⑮結果t助
・

岨 給ゼロの市町村ゃ太多数は1回から露国

であった。その中で、識賀県 10回、福島県が

平均 11回 鰯割が 15匡麟障され、第3子かぃ
ほぼすべての市町村で15回れ 、東京では2急

区で14回であつた.15回は牝海道の人雲町と
和寒町t新潟県の糸創 ]1市は金額助成、大阪府、

戸円□開きがあつた。第1子ではなく第2子以 :

眸や35職臨慇虹上ゴゆ催蓄謬鴫こ虔凶興鰤菫議藁簿芭多くなるな
=

日本時なぜ、通賑報制期について医療保険の

適用外にしているの地亀巫産は病気ではないと
いう理由であ輸。しかし社会爆障のRは基準を・

定めたⅢね1腿 号条約では、出産を医療保障と
して極い、本人に経済的費担を認さないことを

規定叫ている.非達国で実祗していないのは日 ,

`章
のみ亀 しかも卿 隼ぬ世界人口開発会議、

糞びに 1醐目年の七威泄罪女性会議層もリプロ

グタティププvレス√ライツ網三と生道に関する

)の概誰湛毯灯艶据予職規範として、各
国政府⑪具体的政策と垂案を求めている。だが
日本の母千保健法は、1瞳④健全育成Jを目的
とする喝尾達爺冨御闘出J.畷 もと|こ 聯垂置ク融の個編農」
醐 づけてきな浙 あ愚。面 は今日もな
おそρMに 国執している。女性運動もまた

それを許容してきたことを反管したbゝ 女性の

生涯にわたる健康権は人権である:

-3-





稿はジュリ■bシングリレマリ準ヽ ホ冨ムレスもそbでブロ却…
(ルモンド紙08年 11月 15日 ネッ同覇撫 ベアトリス・ギュ囃

ジェリー しラコスト (31絣》はシングルマザ

■。この何ヶ月もの間、母子3人帥 めてくれ

る知り合いのア′ヤレトマン轡転々としてきた.

なるべくならば6はと2歳になる息子が通うパ

リ1響区の小学戦鼈保育研からめまり遠くない
ところを選んでしそ申せい力、言謀卸mで 取

材を申ヒ込むと、彼女は会う「場所を決めかね

ていたJ9

ジェリーがプログを始めたのは雹ヶ月前のこ

と。プログのタイトノレは、今年3月のパリ市議

会運のドラノエ現職市長の選挙キキンペーンの

スローガン は 画時』に少しあてつけた『足

踏みの向 。そこに彼女の日常生活が洗々と書き

綴られられているゅジュリーぬ職場臓パリ郊外
マラコプのパリ第王大学肉hだ が運26時
間の有期は用で得られる。750ユー自 (約 10
万円神の月収ではアンミ湯 トマンを借りることも

できなし、       1
待ち合わせの場所に現れたのはバスケットシ

ューズの背の高い女性だった:上酷な書氷が倒

う。「きさやかな楽しみな⑪Jiと ジュリーは打ち
明けた。自転車の前後に越子を乗せて、リュジ

クサックやビニール袋をもつて]1つ越しするの

にはうんざりしたのでt.キャリ∵付きの大きな

スーツケースも思い切つて購入したという6:

ジニリーは8歳的とき気をなくし、ボルド‐

の実家には母造再婚相手が住帆 ノくりに出て来

たの|ま 18歳のとき。演劇学校に通うが月割が

払えず電年後に退詳しその間農業高校囃 格

を利用して農業関係の仕事もしたが自分には合

わないことを理解して辞める。2懇議でセネガ

ル出身のミュこジシャンに出会い、結婚t二人

の子どもが生まれ:'その機男lly(こ の9月 に離

婚成立)こ 住んでいたアパルトマンの家賃を折半

してくれる同居人がみつからず、今年租月に仕

方なくそこを出た14年前からパソ市の低家賃

蝙 尾:石 日 興 仁 子

住宅への入居申込をしていた中で、なん,と かな

衝だろう思つたが、まだ住居は見つからなし、

ジュリーは 1ム 月初mにょぅゃく、パリ18
区ρ匡長でこの選挙区選出のダニエル・がイヤ

ン罐コ     Dアラシスで幅蠣瑯員と配項澱圏輝』の

秘書に会もた。彼女圏境通に怒り抗議する。20
む遍もの手級が級の事務所に属いていたのであ

る.ジ尋リー⑮プログを読んだ地方に住む別の

女性プロガニカヽ 行政に悪り、ネット上に行政

宛手緩口雛形を教せて抗議行動睫呼びかけたの

地     |
かつてパリ⑮住民だったこ峨女性は4人の子

ども⑪母亀 市       の経験もある。

記者⑮取材に F手紙の書き方なら知つている。

こうすれは私なりにた リーと助けられると思

つた。鵜役l裁ててられしむゝ 』:と答えた。.

:ジュリーは、住んでしヽたアメヤレトマンを出通

とき、パソ菫ンだけは手散きなかつ亀。文章⑪

チェックも。してくれる地に励藤されてプログを

始めたジュリーは、プログの世界、プログが生

機人々と臨睫圏響醐 した。何百も鍼 ましめ

メッセージや人々の胸 温かさに今も懸 てヽい

ると聰ヽう。この出来事は、彼女⑮プロプを偶然

発見bたルモンド紙画女性    力ヽらルモ

ンH紙に伝え触れ亀ロアンゴテ在住のこの女性

|ま 『私も、そ⑩他象 の女性もいつ彼女⑭よう

な境遇になるかもしれない』と話す。

11月 10日 から母子は、次男が逼う保育所

近くに住静同じくシン乃婚 ザこのアパル トマ

ンに落ち着いた。Tジェリーガ囲っていることを

人から聞き、うちは80平米ある
.か

ら、泊めて

あげようと思もたJと位ま誹濤語る。しかも期限

なしの竜太な申b出だLと ころでジュリーの長

男|こ 『馨|つ載しで持ち運べない二番大事なもの

は何ηJと尋ねたらtしばらく考えた後に『家』

という答えが返ってきたも

-5-
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鰤 8年 11月 4日 、アメリカ史上初めて⑮ア

プリカ系アメリカ人大統領が況生しlLその日

め年後 111時、私は二■―コニク峨マンハッタン

からバスで 艶 分ほど帳 ユ■ジャマジに利引⑭

ホホクスの知人名で、歴史的瞬間を友人ととも

13歓喜した。̀妻□電、ッシェルと二人口娘を連れ

て為静へずカ 圃
‐じ舞音に自人

め副大統領にハイデン、そ⑮姜も孫たちが抱き

合いこ手をうなや要自限に膨輔 tもいに『人

種』としヽう
。Fガラスの天丼J油電壊れ、新膿嗜仁

史が始まるのだという思称ヽに服繭電しらか熱くな

り、胸⑮鼓動講慟鳴口やまな師嵐も葦者

館麟諏 という、まさにぶストモダンロ象徴的

存在が大統靱候補S癬となること1劃設は高b・闘必

を抱き:覇幾鑓画   ・J嘔メディプを追bttL

け、いつのまに力亀相習な赤♂時 フテンとなつ

ていた。ヒラリ曇タリントンも枷めての女性大

統置として□期待かなかつたおけではなし屯 し

かし正直言うて彼女ログ'テタ戦争に対する態度

を含めたタカ脈的態度には平女があつたし、ビ

ルが背級にいる由が気になつたξ憂体みには違

拳キャンペ庁ンロポランティアでアメリカl[行

きたいと日つたく喝いだろ:た弔実現できな漁Lつ

た。   ́   :
父親⑮不在繭零彼峨人格鱚成に大き・お影響をよ

|ぎした、ど語ゃでレlる画を趾 たヽことがある力電、

自伝に|よ ると、:彼は等屹のよQに向レLM⑪カン

デ尋州出身の母親と夕宝ル憂量3_に黒いケニヤ

出身の黒人口父親⑩闘に生産れた 《幽 ζ:ユ剛

年に馴版さゎ日圃4年1こ‖版された自伝|ま、父

親を迫Ъ:嚇たコ醸曙歳呻記録とされている。中

掌時織は母親の再嬌相手⑩悶身地インドネシア

で過ごしている。その意味では生まれたときか
ら、′常1こ位    で生きてきれ  自伝が

出版された数力月後に痴呻ため曲 歳吻 し

た緑親から傲慢拳ど無知lま ざ恥ずつLしいことは

ないと教えられた.また値民地政策かもたらし

た人種差Mに苦しむ人々とともに彼自身もまた

は自分が怖痺誂コを探まし、苦悩してきた。アメ

轟瑠「Ⅷ獅餘渕財じτ

船 橋 邦 子

リカ国内口格差圏みを懸ず、世界の格差⑮なか

で社会的t機 されてきた人々⑪絶望と混出に

出感:理解し:多様性善受け零鹸 っ普遍的価
値を見出そうとする態度は彼口育った瑯覺わら

笥無口帰結として幽て自たも画だと、
・
自伝を読

ん    しれ
だか己亀樋ぬ     「民主党も共和党七

黒人t自人tラテレ系、アジア素といつた個人

の識 めではなく』それを超えたユニティー

を記くが 重みに:私呂 され亀

とにも力聰く|こ嘔直私は蝠勁鞣に:太い易書¬覇釉識滑電

ないのな幸しヽにЪ置きょその間tオパマ⑮選挙

認 仄 鯰      馘 赫

ゴの選挙事務所はE蠅 ■室で日本のそれとは

全く異なる風景だつた:|ビ帥 前には旗もポス

ターもなbゝ         ‐

事務所l尋入ると、L回転
‐
恥繭嘘 岬 ポス

タ‐力電いたる前に踏られていた。早朝だつ亀が

インディアナにギスで丙援に行くポランティア

を組織する薪者や¬
r電

話浦ゝはなど、し・砲ずれも若

者醐忙しそ‐うに動いていた.あなたもインディ

アナにバスで行く渉と言ねれたが残念な鐵E喘、
・峙闘鶉 油冒なく断ヮih

今回ぬ大濶領避⑩特色■言えばt著者による

徹底したIT仕彊嘲糞b誰瀧ヅ挙違藁輸ビ嗜たこと亀

まずは有権者に旱錮投票に行くよう呼がかけが

なされた。投票率は,製、1鴨で 10閲 年以来⑪

あい水準を調録しな傲
｀
ちな導にアメリカ⑩選挙

は、日本と比較ナると極めて制限選挙⑪色彩が

強む、 まず永住権でみるグリ・―・ンカードを持も

ていても5平住んで市民権をお■で獲得しなけ

れば選挙権はなし鶴 さらに選挙権滴琶あつても登

録がW要だbゝ 今回の投票日は平同の人曜日。と

いうように1有綸 彎声節S尊重きれていると1ま

言い難野ゝ 亀だし、政党⑪候補宥遷ピから大統

證選⑩予備遷にレ|た§2年間¬メデ牙アをとつ

しては補者によ描政策論繭が保り返されt有権
…6こ



①

者は候補者の政策、能ヵ、人柄を十分に見極ぬ

る時間鵡 ることは日本との雄 な,ヽだしま

た支持醍補者の潔 夕,(?。
)、 L頼が個人口家

1の庭に立てられている光景は公明党や共産地の
ポスターが貼られて幅 曰率D光景とilt異質だ
つた。|も う一つはィ難 でも中学校でもディベ

|~卜のテーマに大統題選挙鍮言取り上げられ、僕

備 の政策||ついて学習してくる起とがM
と問いて懸 たヽ。   :
当選直後にニュ‐∃ニク在住の私の友人のと

ころにt「‐ l逼アメリカを変えよぅ』という内
容で、まるで友人からのメ冒ルにようにオパマ

名前で送られてきたと友人麟 してくれた。
選挙期間中も鰤数のメ〒ルぷ流れてきたそう起

実際、オバマを勝刷に導いたのは著者とIT
だらた。翌日の回醸血明 には早適投票行動
が分析されていたが、初顧ぜ投票1こ行もた人の
圏°

/。、18歳かし鋤歳までは簡%、 結婚してい
ない剛隆翻%、 女性硼嘔と7割瀞縮赤野を支
亀 ジェンダτ則では男性は翻怖、搬 は弱%、

人種、手スニシティでl主自人偲%、 悪人襲%、

ヒスパニツタ鵬°
/0、 ちな募lこアメリカめ人画繕 :

成は自人甲%、 ヒスパニックノラテ身ニノ螂弘
黒人剛鵬tアジア素5tユ%である。薗年ぬ由
人曲t60/。から曲鴨ぺめ減少は鋤醐 年lこは

鵠
0/0になると予測されている。マィノリティは

譲 に着業枷議を増し、男瓢唄瞳0異民醸間の結婚

〇涎鰤顆削熙鶉雖籾   
¨

層ほど支持率は高くこ1硼Ⅲ蜘 ドル以上で|ま

鋼%と 1郡菫同率であり、学歴則では大卒以外
54%、 大濤靱響年580/Oと インデリ雇證軍釧貯が穫詢ゝ
しかし選挙人名簿では臣倒的な大差をもけたも
のの得票率では 駆%と 翡 m/。 とかな噛穣近した

数であることは、必ずしも艦 が粛 りヵめ
.現状拒否を通諄蜘ばと手放して罐豪べるわけではな
い .                     :

: 
私にとって勇氣と希望を犠もて受け止めたぁ

の輻 島らぜまだ1薄明抵卜 してぃない軸こ:

不目議な通とにあの熱狂わたオバ千⑮勝利|ま、

i饒
世巫5,夕褥蒟趙『k畿屁雉°

化してしtぐ 状況に1・ 事態蟷 さを論静に見っ
°
める私かしヽる.

というのもt産融危機による世界的経済麒慌
.懸恐らく、         鶉 ぁる」
にも力効コわ聰ず、結付金をばら撒きなど、日本
m政治⑪無策が、内定取り潤し葬振遣塑履ぃ止
めを轟 、将来への不安をますます増幅させ、
著者を含め、多くの人を希望ももでない闘塞感
の申に追いやつている。      1

アメリカは、は`たして針バマによるて週死国
渕 れるめ満 うヵ亀ァメリカが帝国として
没落していく、まきにこの時期に、デフリカ采
アメリカ人であるオパマが本続憤になつたこと
l尋私は歴史⑩アイロニーを感じぎるを得をし亀

轟 薔∫響予 轟 了 冨 蹴

選択でき輸だろラ、力、
鷺ハマ次期政権⑮前途に関しモ東大ぬ古矢旬

零響[響れるがさ博暉利な期待』だと指摘bそ
おられたしめまり期待してはいけなし、
でもオバマは、す素  『グリーン・ニューデ

ィータ町 を打鯛 し、『鰈 臨 ・ゝを進島ようと
している。3鴨に過ぎない多回籍企業ぬ利益な優
先してきたプッシュ政権⑪政策から自動車業界
|の活性化をはじめξ国同寺の雇用創曲に向き出
している息外交ほともかく、テ蘇りヵ国内はt

少な磁塵亀プリジ圭よげ、`はるかに、いい芳両
に向力bもていくに違い涯しゝ      

≒

問゙題は日本の科満 。耳メリカの「属国』
°
と

いわれる自本においモtいま歴史⑪大転換ぬ崚
路で、私嶋 鍮鶴 暉いかに責任を取もてtぶく
かが聞われている。

(諄)バラタ
.・ オギマ『マイ・ 虐り■ムーノミ

ラク,オパマ自〈祠 ダィャモン団虫 鯛07年

-7-
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ロピマング掌ットヮータ

.学巌ノー    σ
胸 田 J繭 剛 屁 嗜 鰤 鵬 敵 朧 畷 嘴

.第 133号
:

2⑩ ⑩9年 2月 l固発僣

<惜集 甲薔庁画ピイング>
今軸 より新しい体制のもとで自ビ7mを 行ならことになりました。これまでき嶋力い

ただいてきた均等待遇アクション21をはじめとして 専ゝ門テーマで聞冬解決に向けて長年、
取り組んでこられれジ女性会晟、ジェンダー平等教育をめざすネットワーク、シン藤簸 ザ
ーフォーラム、mネ ット・民法改正情靭ネットワークに呼びか:す、F男女共同参画ロピイン
グネシトワーク」として、ゴLttJACが難 局を目|き受lナ、管庁交渉にあたることになつたの
で九
」省庁斐けの内容も概予要求に対する質問・要望のほかに、印04年 12月 に策定された第 2

次昴女共同参画基本計円を歩隠した鷲陶 要望も加わりました。

いくつかのテーマに続つて継続して追ましていこうという考えから、
・交渉省庁を内閣向男

女共同参用 、文部科学管、厚生Mに 限定しました。今値 は、ロピイングにMし た
テーマの定例会や囃同での政策エンパワーメントセミナー開催など、政策提言の力をつける
ための議 を重ねてきました。

福田総理のmの Mに はじまった端 の温説で、ロピイングの同Mが 難しく、
度はこbll年 よ嚇1・月ほど遅れた 12月 圏日、11日 に実施ヒました。

なお、帥O19早度からt省庁とめ交渉⑪仲介担当の役割が、議員コーカスの日より子さん漁
ら神桟 恵子さんに引|き継がれました6長午獅世論いただいた円より子さん、搬書の向井麺
江さんに改めて躙 音を表するとともに、今鞭 からこ口鋼 を制 ‖き受けくださつた紳
本美恵子さんに深く感謝いたします。 (ロ ピイング担当 :船橋 邦子)
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ロポジデ 二々ず由アタションロ駒組口朧迦

夢叩弊嘗は、四82年に31き続き、今拝 6月

1遭 「男女間資金格董1こ関す
‐
る研究会i巻高度

発展.した'C『璽仁庁
宝
る賃輯高雇用制塵口1下にお

ける男女聞賃咆格々 に関する研究会J)が、こ
IЁ でも検討の対象は正規提鰤庭は定bている:

|したがって私たちは、非正規をU躙して男女 .

■賃盤格差は縮ま5± t厚鰐 は考えてい.る

柿かをまず蘭しヽたξ画答は、男女間の質壷格

義は重要費課題'と

緑ネて研冬会を発展させたご

稲差⑮藁国が年齢ξ勤続にようち口なのか、

性差局Uによるものなのが録話している。F非正

:規」を入れると、聰 な重鰤咽によるも口な

的か、雇用形態によるも⑪な⑪かかからなく
.

:なるので対象にいれていない。パートについ

|ではパート法で行うЪ研究会は労憤へのアン

|ケートや壁業めトップに聴くなど格差め要□
|

分紙を行い、聞脚年度に朝告書を取りまとめ
る予定というものであつた。こちらからは、
1女性口週半数以上が非興規労働きであり、非
・
正規も含め、全体を検討しなければ賃畿格差

縫なくならない、正燿 だけな検討してもダ

メで約得できないこと1を強調はた。 |

,lf数しヽそ、1lD19囲 丹条約⑮批縫国としてこ

1畢章印回す価値ガ画暉一愧吻閂円を明確に観
■定するために:労涎法施行規則準に明記する

申ど、労墨法4業者%イ略する考えはないの力亀.

:伺二価値労働同一報酬隧則を獲憶する手段と

■て職弯評価ン晏言拳芦昇みする≒とは有ネ
編いない口か、な問いた。厚労省によれば、

労轟法4条でIL01Q腱籍冬については満たし

ているので、更なる法金上⑮必辟はなしヽ、我

黎量』霧闊面皇靡八緯i雰巡埃了貶llht緻
ては、日本⑮企業では担当囃務者搬めないで

響用しておつゃι嗜 綺」が中心だ、職務評価 .

七ぃ.:う ょりr人事置鱚圏各局面鋳配置嘔:業務⑩.

与え方等により/11をなくす、「職務が価Jに

・ 11、つい
「

は内外の情輛収集好靱申ていくという。
.ま I三 ち:も ヵ・しは、諸壁法 4果を明薩fL・ 強ィヒし

て誰に亀蒻かるようにすること油幅 要である

|:と伝えな。遺拠曝開準しで、.均等待遇アクシ
ョン 21のメンバーで、最高裁で保属中ぬ昭

和ジ上ルお油ゆ裁判療讐牢崎光横さんポt ii二

..月 |「
ジユ毒Tプで行われた CttD」師丁作業部I

I会其参加し訴えてきたこと等発言したL(本集|

1月 露露日、印崎さん裁判は、最高識が上音を1
:棄

鱚志詩顆 4条建厘で担恣賠償を調めた蔵 |1裁
判決内7で確亀 )          |‐
轟後に聞援贔ロリ中案曽鱚握や要国分析につ:

:し )て ,ビ中よ曼な検討を進めているかを辱ねた|

とこ星民『間接利 J』 口相談件数は聞田7年度|

で労働同でな躍件t均等菫で騒作、半数以上ヤ

が事業襲力ヽらの相談だつたという
:回
答を得たま

●パートタイム労働法に基づ
°
く両社員とのギ

均慟特旧□確保と正社員輸換⑮推進    1
: 卸閲年坦月から地悔懲れた改正パート法81

条 (21j的取扱いの崇■)に囮して、①適用:

に関する相M、 口闘瞑翔蟄記翔働局長によ∫

る動言¬指等、働昔口件数:③蜘衡待遇調停1

i会議⑩調停件数Ъ精よびその内容について明FI

ら力咄こされたい、という私たtの本めには、i

年度ごとにまとめるが亀今年度施行⑪ため11
1ま

だ把握していない:運動励9年 4月以降にな:

るとの回磐ぶつセ。           1
0‐育児□爺護作業制度⑩拡充       |
出産はた女性労丙者に占め雹青児鉢業塾得I

育中害J台は、印07年 1尋は翻.7%と 書り.年夕:

償押し丁いるが、第1予出産轟機に納壼:れの|

女性が退職または解雇などで躙職しそぃるご|

いう現実などう考えている力、女性露呂鰤讚棲

業にどのような改善簾がとられているか、と|

,に陥饉綺}鵞鯰‰:

育児弁護鰊業法の見直しを審議会では論中、1り

,運時胴瓢餞lFで
いて峡ヽ 選骰的措置義務ない|

.:側 蜘:離 :じて幼 輻 1と して醸 はでいる『と‐

いうものだつた。

○
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〇

ついで、有期契約労働者の言児体業蜘

および取得率、首児体業を取得できず退職ま

た|ま契約更師 された実態の把握lま赫こな

われているか、有期契約労働者のほとんどが

契約を反復更新している難 があるにもかか

わらず、なぜ正規労働者と異なる厳しい躙

要件を課しているのかについて質問した。国

答は、有期雇用労働者の取得率は把握できて

いない、JttFT銹 政策研究 0

の調査で、「もし育児体策を取得できなかった

ら辞めていた」との国答が 4811あった、前回

の改正で期間雇用労働者も条件を満た世ぽ取

得できるようになつたことを知らな蜃 主、

鋼 が多いので周知していく、というもの

だった。こちらか聰、有期雇用労彰者につい

ては、周知だけでなく「厳にい取得%の 制

除」こそが必要である等訴えた。

●フリーター等正規屋用化カ ン : ‐

政府⑮新雇用戦略は、3年間で 190万人の

年長フリーターを重点に正規化するとしてい

るが、フリーターの定義から旺婚女性がは外
・

されているのはなぜか、政府はジェンダーに

不公平な雇用政策を取つているので|まないか、

電997年のフリーター常用雇用イにの男女馴実

績はどうかを質問した。これへの国答は、蒙

計補助的労働の主婦はMし ているが、ハロ

〒ワこク等で希望する人には、区別なく行つ

ていく、というものだつた。

さらに私たち|ま以下のような質問をした。

新雇用戦略で1ま、璽5～袈 歳の女性犯0万人の

就叢増を目指す:と しているが、雇用が正規か

非正規畦 畷 いのはなぜな 男性は正規t

女性は非正規という政策誘導があるのではな

い力、 女性の非正規化、年収 200万円以下の

ワーキング・プアの増カロ、妊娠・出産を築機と

する就業申断に対する改善策|まなに力、 原労

省によれば、政策誘導|まなく、妊娠 e出産の

不矛雌 取扱いは禁止なので蜘 には助訃 |

指導・勧告を行っているという. :
概ねこ以上の内容であった。政府・行政に

実効性のある政策を取らせるために、飢 労

働者の貧国・格差・差訓嘔の実態を、度重なる

国隕 開からの厳しい勧告をさらに視えるも

めにしていく活動を続けていきたい。以 上

文計 均勒待逼アクション21 市り:1若子)

II郵繊蹴ラインスタギ♂しに斌廃した響薗

て      M8』 臨 J画
質問に先立ち、私たちは1昨年理月に打ち

出された 10年間で lm万の保削 用児童を

増やしモ曹面3年間を集申重点期間として進

めるとされる「新特機児童ゼロ作戦』に関し

て、これが現行保育制度を大きく後退させ、

子ども嘔咽獣菫と権利を回躍霙炉るものと危惧し、

乳勁兄の保ちは児竃福祉法が定める最低基準

に基弓き会的責任で実施されることを要望し

た。というのもこの政策|まゝ少子イEが進む申

で深刻化する労働力確保がt言い換えれば安

価な女性ぬ労働力の利用が主眼であり、子ど

も争の視点を欠いているから地

子背て螂 では、転換期にあるように見

える保育嗣度に続もて私たちは質問し札 .酢

年 5月 l機 された 嚇 育成支援のため

の新たなtlj度体系に向けた基本的な考え方』

からは、直接契約制度導入の可能性読み取れ

るが、そうだと寸嘲電ばこの価議書円囃暴熙詐D計鵡鼻

化とどう違うのかを重ず聞いた。厚労省の返

答はも現行制度では、市町村が保育峨必要性

ゃ量、rlJ用希翌者が多く受け入れ保育研が足

りな疇 ⑪優先度、受け入れ戯晰聟琲酷麟歯

定する、そのために保清所利用ができなかっ

たル の需要を借在イ陀させてきた、多様な保

育のニーズに対応できる制度が求められてお

り、直接契約制度導入⑩是非は検討申で、方

向性は年内に出されるこというに留まった:

しかし保育を規制緩和 0市場化しようとす

る動きは随所で見られる。IIIえば、地方分権

改革推進委員会は、躙09年の   計画、

並ぴに新分縫二括法業の策定に向け、5月 の

第 1次勧告では、喉 育に欠ける」入用 ぬ

見直しに関して 2醐旧年度中に結論を求め、

第2次判醍学で|ま、耐員薩晒副彗騨 α疇試重しも

求めるとしていた。舛添大臣も保

"の
足祗

基準の座上 O tt■i_しを表明
.し

ている。これに
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対する
「

労貧 ×識lまいかなる。も口な⑮

力ゝ 。

「

労省の回答は、規制改革会議等でこ‐図

が定める最低文準1こ科学的根れは置しい、地

方に認可涎準を任せょ、とし`もた意見もぁる

が、・こわ率で0最低基準堅持岬方価は質わけ

ない、地方囀 靡 が必要⑫部分も
―
あ岬上

桑せはいいと日うか竜趣いうも口だつた口で、

私たちは安増した。 1・

つしヽでも11月唱Q国 に成立膨た改正児聰糖

祉法で、.燥育所を補定するも⑮と位置づけら

れた.『家に拘保費 (儡青ママ)』 について、保

育者Q資格や身分岬保障電よび蝠種をどう考
えてルЪるのかっ家庭的爆育圏実施で日本に先

行す骨藷外国ではЪ子ども口事はT多いため

に縮小傾向にある節電、

「

労0は    障
⑮加入以外|こ

・どんな揃燿を考えている⑪かを

聞いた◎家底的鵬青者とは、市町村が行なら
研修を借丁した保育士その他⑩令で応める者
で、市町樹長瀞雹適当と認める者だとい風⑮が

厚労省の回答6.謙壽主4月 □鰺衛までに実施基
準|(管令)とポイドデインが作成されるとぃ
う。私たちはも'「家に晰雌青』ぬ藁麒蜻保され

蜀よう幅研修⑩充実を求め亀滑雹、デどもの費
全を考えると:亀

・倒えlぎ保鰤考2入制等⑪導入

も働き申lけていかなければ献ら
。
な町亀 :

・に後に、'これまで⑮少刊 に対策がなぜ勤黒

奮伴わななつ:たQかめいて□鰺解を聞くと、

岬鐘率がある程度高い欧州諸Mでは家族関係
社会支出□対唖睡いか尋Fyだ識1、 国本は1%
未満でお金の力〕ll・かなが不十分なこと、今後
働費方甲見直しと鋤域申子育て支援墨盤ぬ整 :
備を少子fL赫策吻両輪としてよ,m暴的な酎政

投入が必要なことな厚労0は認めた。  1
-位下悴改革で公立爆青円運嵩贅へぬ国庫

負担金が一般財麒化されt多くの開町樹□保

育予算鱚減少し保脊麺佗暉低下はずで暉始ま
つている,蒙はか性吻役割戴業製かし易女要

国参画型へと変ィヒずれ1北 :保背に食ける子ど

もへの借置造しての後的保育は、手尋バーザ
ルな保贅もと転換する辟要があもだろう。だ
が剣状でlt、「保育峰欠lす るJという概鰤かか,

ろう|じて爆育甲難炒熙饒巖割靱廉bているとす

は危険めようにも思えるも現行保菅制度|まЪ

そ拠を享受できる子どもやれたち :(私もその

一人だが》にと■で、すぱらしい制度亀 その

長所を幡かしoぅ、市揚閂理に根ざさない、

巫者も鮮除され轟ことのなしやtだれもが享受で

きる保育制度をビ:ラ 構築すも⑮力亀度範な議

論麺雹屏要にと凰らし(以上 :丈責:宥国久仁子》

Ⅷヽ         1%営
シング鵬〒ザ辱ウ:轡曇轡鋤 .

以下⑪項目に関する賢間はシングルヤデー

フni・ ―ラムに担当していただぃた。自日、残

機な力琶しご都合鰤腎うかなくな場t代理であら

たため力量不星で満足のいく意見売換ができ
な力翫つたことな鵜断

・りし鯰間とヽ画答を調して

おきたいゝ         :  t
面宝   :f

≪□画等攀母早加算□廃上敬鼈 きせるもも
りはない力も      ,
E手如算⑩巫止に伴う影響にもいて、母子加

算の受給をしていた受給馘に調蛯したととは
1ある力、 より収入の低缶`非生満保護家逹とく
らべてとう.力ヽ子どもに動勁い高費用として、1

h代・教材など口教育費として、母子加算ぬ

必冨度は高まつている1口ではないカギ賛繭め

再生産率がえ活隕護世帯で非常に高し
′
とヽいう

続計力琶(堺市の調査等で》明しかになったが、
こ銹 畷曜警師堂を鱚ぐ起ぬ靱 が理矩彗で

|よ竃力ヽ力ゝ
:                ‐  t

≪1回智≫平成15年1蝸年に厚壁労働⑮『壁活
保護⑮あり方に関する専門委員会』で経務省
⑮「全国潤費実態Jと比鉤し、当括爆護⑮妥

当性を検討にたところt母手加算をはいても

罪生活保護の母手家庭を鰤oooM商差械が開
たため雉録をはかる|ために曲上した。

母子加算は、本来事    という面は食

費(光熱書など日常生活にかかる費用
i層あ崚

教育費負櫛増⑪ためにE子加算復活という⑮

は妥当ではない、歌青斉に関しては就学挟助
という形で生幡保護世中とは無財援に支給ぎ

れてしヽる、との回轄。 1   ‐

=喘 ―



くコメント≫母子家庭と一般家庭との格差が
一層拡大している、にも開わ幅ず均衡の名の

もとに生活保護剛 下lザ られる現状に改め

て怒りを持つた。

O        つぃて

く固問 1≫児童扶養手当の5年間受綸、7年間

経過後の一部支綸停止適用除外手続きについ

て以下の項目についてうかがいたし、

①全国咆 Xが該当しtそのうち雨＼が手続
きをしたの力、②曜推岬腋曜蟄畿 赫 き者

の人数 ③自治体ごとの人数 ①この手続き

報 を担った自治体の意見については ⑤こ

れからの手続きの簡素イLD方針について検討
はなされているか

く回書≫①から④まで|ま作業中との国答だっ

たので問い合わせる必要あり。⑤は検討して
いなし、     ・

,

く麗闘睦≫児童扶義手当の一部支綸停止適用

除外措置につぃては、登後、この除外措置が

政令によるもので不安定であることから、児
童挟姜手当法13条自体を改正するつも崚はあ

る力、

く回審≫未定だざ改正する時には広く国民の。

意見を聞く。

0□霧世寵暗口口について

く閥蘭≫実施時期、調査項目、調査結聯
における留意点にoいて クロス集計牛を可

能な限り発表するか否力、

く固書≫通常は鶉 き。平成18年度は例外で

次回は23年度を予定してぃる。:調査項目は順
入、就職状況など状況に応じて檎討する予定

搬 階では固まつていない。クロス集濤
に嗜いては公表ぬ段階で検討する。

C壺由壺握について
゛

≪厠閻 ¶≫就労支援事業の予算と決算を示し
ていただきたい。

く画書≫平成事年度 予算1,918,5怖千円、決

算1,841,138千円

く厠間2≫予算実施率つぃて

i≪国書許児童福祉手当を満転す仕組準を導入

した2暇年に、鰍 かし就労へ⑪移行ぬ呼び

声のもとで出された就営支援事業には自立支

援教責コ1饒給付金、高等技能割Ⅶ練促進費、常

用雇用転換奨励量がぁる。自立支援教育コ1練

綸付位の全国平均実施率ol%、 高等技能訓1綜

促饂費33%、 母子自立支援助歳鯛,0%寺ある。
自魃 によつて惣 が大きいため厚鞘 とし

ては実施を呼びかけている。

≪脚 ≫使しヽ場 が悪いという評価につい

てのご%を う癒補れ たヽし、

く回詈≫福祉と労働の連携が難しし、取方⑪

輻 が●事者に届かなぃ④が問聰   ■

≪コメント≫しかb資格がとりたくても時間
的ゆとりがないt自己負担分が重荷など当事
者には使えない制度であるという批判がある。

・0理画塞帽置曇塁鰹ンタ韓について
く固田¶≫鰤叩年にォープンしたことで養青
費の取り決め率⑮麦ィLがあるのか

く国書≫一定の効果があると思われるがまだ
判断できなし札

・
平巫褥3年度に調査予定

≪碑 ≫姜育費相談支援センターの卒業実
施内容についてうかがいた賑ゝ

く回書≫Nに 唯Tある同センタ.言では相

談、研修、.t情柵提供を行い、れ から労働に
つなば蜀努力をしている。
≪垣固騨母子横帯⑬住亀問題について
電囀 泌蛸 住亀I誦鑓塾錦同躁該援蝶
は靱土交通省の管軋

≪亜固≫蜃子世帯の子どもの教育進学横れに

|,´

以上、母子家庭をめぐる政策については昨
情 月18日 、定例会ではM千沙さんをお招きし

て学置し】亀 藤原さんから,女性運動は母子y.

庭の問題争の視点を失薄させてき案という指
・摘 に衝撃を受|ナたが、数めて「母子家庭の母

|は鋭 用 :蠅 隋 のモカ岬 だとはb鮭
隠さんのごとぱを想いおこした。
|       て以上 文責 :結橋邦子)
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Ⅲ

厚生労働省雇用均等9児童家庭局、保険局、

国政間に対:し、1妊張し
,1出産をめぐる餡策の充

:案を要望した。l     i     :
11F曼車轟同      ⑩方針について

だi皿邸響晒町年岬 月毎出された『第二次男

女共同参画轟本計画」|:⑪ tr妊娠 0出産に囮す

る健康支援ぬ項目で、軽娠から出産まで⑪一

貫卜た5子保健サ冒ビスの提供とお尋錮ゝ :今

日の出産をめぐる藁境中問題をど⑪上うに認

識しも何を改善で調ると考えでいる織亀

≪固書渉 [安u醸。□安全⑮お産』⑩環境暇確爆

は母子保健サ∵ビスロ重要なメ顧で―ある3妊
儡鰹鰺峡層:口分の合費負担警祠政措置してき

たがっ1必要回数■4‐国のうち醸り峨0回を、

鉤鵬 年度第二次補正予算で国庫補助と地方

財政措同で,ぼ:弩ずつ尉唾嘉鐘歳砲 〈回Om
集度までQ8年間。,以下嘔国参照》。|「 :

く□問≫第辱数曇車       両では、

妊娠 Q出庫についlて浚klしてし,ヽ働:乏熙列⑧を

鰤l⑩年ま¬辱鶉 .にす慟l口銹Di準匪郵瑾J恥》

とお尋力SЪ ど岬ような調■を行った輻 lそ

bて規在0満足度mlきは何プ鰐雫セントと把
i

∴  極純鏡曲1蕊轟高高山締島 .#血、■ 111

握している力、 100%にする計画と見通しt

重点餡策と予算についで聞きたしも‐

く固圏≫母子爆健回国民運靱計面口「すこや

かれ子21Jで、妊娠出産に関する■金性と憮

適さの政書を指靱 国⑪ひとりにしている。

鋼05年度調査で流是慶t蠅ly曽おもたふ‐ロ

標に向けで順調には行して聯Ъるも

%の予算は鋤蠅 年度襲億円かわ帥脚 年度

は隧額を要求している。

くコメント≫こ峨調査は実蒻部らかけ離れて
,いる。1妊婦健診]よ自治体によつてノくラパラで、

すべて⑪女性浦t母子保健サービスを平等に受

け鮎れているわ|ナではなし亀 第二次男女共同

基本計画の中口 F生種を通した女性の健康支

援』には、N産拠医療ネットワークを平成

19年度までに金が遭府県で完備する1と書か

れているがЪ受け入れできないは熊である。

出産したし仕事を続けられなくな柳辞ある女

性が7割しヽるど今⑩鶉塵面賤況を踏菫iだ健調

査に膨な嚇ヽと、実誂性の|ある政策削出て
:こ

な

しヽ            :  '
蠅回圏≫こ口調査は 1ヽ 111::|||:::::Qヶ 月と急歳児健麒

で母親に行ったアンケー ト暉数字をそのまま

使ったg実態に印していな:し・部分もあるい嗅
調査の仕方、指標⑪見直bを検討する:こ とと、
満足度の低い項目についてのいつそうのとい

くみが必要である。 ∫  1/ : 
―  l.1.

Lil/klこぉ鵡幽繹進醐贔巖○
制m拡充にっぃて      f
舅園固騨産靱医、小児科匡ξ動産師口姜歳計

円と強晰匡瞭膿関人の口置ゝ産科匿、小児科

医師等⑮特坦改善⑪具体節鯰

<回書静来年度⑩l医師姜は数lま全体で ワ悔田

人かし8獨D人と増え鶴J産科医師着増やす

対策は 奨ゝ学金や、臨床研籾鵠』虚□研修方法・

カリキュラムの改善などとがMI‐小児科√|

僻馳厘療など⑮拡充を図珈モ備院翔務繭塵師
⑮苛酷な翔務を強書する起ぬこ1交替勤務れ、
運時間正規雇用竜医療鳳業事務綸助著赫辟入
などを行う。僻地⑮医師などえめ手野を厚凝
し、地域医療の確保にもなける.  1れ |

量眼鰤崚山 曲動・藤l:
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くコメントン医師 甍1人前になるまでにlよ

10年か幅 と言われる。国爾⑮養歳は短期に

できるわけではない。医師⑮配置をきちんと

計画していくことが大事だが、どのように考

えている力、

(医師の公的医療職関へ⑮配置は総務省の担

当とのことで、厚労省としての円確な答弁は

なかつた。)            :
く関間≫女性医師ガライフステージに印して

働き続けられるような鎌 、たとえ鶉 時

間短縮、交代勤務体制の推進、は内保育所の

設置などの躙09年度の対策と中長期計画臨

≪回審≫女性医師が1/3に増えている。随

内保育研は現在全国で 2754ケ所あるがこさ

らに増やして行くぶ予算を今年度 15億円に

増額、24時間対応で、人件費 (1人 15万円
の補助)と運営費⑮助成も行うも再就業支援

や女性医隷 ンヽクでのあっせんも行っている。

3.助自師⑪養Lと活用について

く調 ≫殿曜醒師≧媚蒙軸と任務を見直し、地域
C暖討唾なところで世腿翫郡でき。るよう動産師⑪

活用を図るべきである。助産師の養成と潜在

助産師⑪悟用、バースセンターニ院内動産所

の問設などどめように行われる力、ごに調些舎

議が今輪 つた減 で、%を 受け入れる

設備や指導にあたる産科医の不足②助産師を

養成しても地元に定着しないなどめ悩馨が興

から出ている。今年度の政策%
く固審≫多様な勤務形態、資格があり:なから

は導確I動 てヽいない助産師の研修や再就職度

援、離職防止対飾などを進める。養成所理営

費口補助、社会人入学枠画設置ご定数支援、

定時制の助産師奏成所設置のための補助、潜

在助産師の産科痛院での研修、研修期間の改

定を行うL闘校補助事業を行い平成 鋼ヽ 年度

新たに4校開校する。靱 県ごとの助産師

賠鳳地域ネットワークを隕 する。

く関問≫馳式で町産所を開叢し営業を続|すて

いくためにはれ による融 支援が不可欠。

どう考える力、

く回書レ笥面は、防内動産所こ助産師外来め

闘識を付 め、助産師⑮前 をしていく。

≪コメント≫このままでは助産所力t消え・Tiい

く。地域でケアを受けられるようにt助産師

の活用に向けた政策口帳換をはかり、抜本的

に制閻 計を考えなおすべきである。

4.周産期母子医絣 ン傲ニロ機讚翻階l重む

Iナて

く画閲≫救卜蘊選された用 ⑮たらいまわし

数 が相次いでいる6現在の間産期母子医療

センターの数、設置ヵ所、医師数、減康数、

横急受け入れ瀾鋼罰覇劃副閃配等について説明

を。時 出された『母子保健医療対策等総合

支援事業実施要綱』はどのほ度価庭iされてい

る力亀総唱櫃睫癸騨夢到菫慮センタこは各景に

最低 lヵ所は設置するとされている。麟 風

笙期丹子医療センタニがない県④対策|ま。

く回書≫総合周産期母子医療センターは 45

都道府県に ブ5ケ所、医師は産婦人料・白gl

人、新生児科覗鶏人いる。輻    医

療センターは田 県で圏調 ヵ所ある。勤血鵬 年

10月に行った調査によればt鱚合センターは

M帥  (新生児集中捨療瞥瞳 がほぽ満椰

で、受け入れを断った理由の 970/0が 回[CU
Cンミッド時可逆て贄わら寵亀 ある程度国復した先
の受け入れ先が満床であったり、医師やスタ

ッフの不足、地域の座料が減り正常分娩まで

センタこに集申するなどのMが あるこ
・
とが

分かつた。今陶調査をするまで実想を掴握し

ていなからた面がある。

総合センターが未設置の画形懺 果ではt

総合センター⑮設置に向けて準備を行ってい

る。そ印結果、全国のが遭府県で総合センタ
ニが1ケ所ずうはできわがる。NIcuぬ整

備費補助、周産期母子医療センターの予算増

額を要求している.

竜轟駆膿国が調べて通なかっためは大菱む闘

題である。副惚画は全国で loDD床足りない

と問いてい通6ハイジスタ妊婦⑮受け入れが

できずたらい回しになる期実は政策ぬ問題で

ある。社宅も含めて後方支援も必要。自治体

まか唯t襲いR趣旨を徹底し予算をつけ、自
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く園酢 肉 勁二年庫に向けた救急鍛送申受け
.入れ想勢⑩強性と同塵錮母予医療セング守の

機能強イ雌⑩程中岬螂蜆珈雲辱藝罰冑置について

聞きたい6t W急搬送黎■ザィネ宥ターを善成
する計画はね石力、

プ回置攀趙嘩剛饉瞭とl曲光暉瞭⑩専P国家で

『周画期医療となれ医療画確保と連携のあり

方』の暮議会を開催し協識:いて投}る。来年度

予算ででき魯悩⑪は予算錯〔産していく'1緊

魃録送コーディネータTはM務省と交鰈中で、

助産師囃 見も考えら■石づ::

5[     曙ついて    :  :・
鰹Ⅷ間≧最    を彙けず曜叩島けこみ

出直J,する軽婦が増えてし`る雌言われる.がっ
そ⑮凧固痺嘆想につしヽで調査をし準力亀「凛国

など⑪よ1う にお皐てい尋識Ъ   i:: 1や

錦回轡幹鍮嘩零|←鰤岸悴黙要な問題噂認識し

てい番亀厚羹鰤慟貪苧研冬雪背景や隧口を分

析
`嘱

醐隕纏了導制⑩葬睾む回る0少なくこ

ん経鋳賄凩山|で確識を受けられない尋と繭書な
。いょうに、軽婦嘩饒⑩無料f饉暉むけたとりく

挙鸞推進L:肱顆 など書脚囲れに行うP

:<:国固ン鐸婦鍵譜は市町櫛印義務に,中ぶれら
れヽ 魏 祠昴 L鱚磋 t罐脚明 珈同 ¬
曇費駒鍼⑪対撓科国なども,すギて市町村ごと

にバラバラでおることがl今鍋赳鷺性会議が

行つ毎調査で分かつたは今鱗⑩欲靱 乱
罐国詈≫妊編健鰺⑪実施繊汎が自:治俸ごとに
、バラン議があることは亦識しているも'尋わか

し行うf9固濾卿助成などういう形でやるな機

討してしヽ局が可古自:由眈 もあるので学温は一

律に|ま決められな野ヽ 国から墨本的な健識内

容白黍b鶴 .市町村が導価を設定する。に科医
の意見も開く。

銭卿蘭疑綸売新間中鬱費に基都底°「Mび込み

‐出産』苦し指轟翼饒輯鍮が主奪鯰曝で条聞計
E禦 基い準と愧誉され可そ⑩窯喉原因漁電機請
的な理由::こ軋 ‐肛れて|♭

竜る.1妊娠lこよる障害

を最然曜mfこ
―と時女性の健康ξ晦⑪世代中

生命にとつて重要晰 1国⑩贄任として妊・

うが、輻 暉考え方は6:

≪回轡≫健鮨爆朦圏舅嗣巫象になる的はな病

浦5原則で、正篇翁蜘購睛気ではなしЪ ttQと
ころ健朦趙辟醐巫劃馘聯家にすることは考えて

いなしに | ・‐ 1｀ 1■111■
:

憚駆置プ蒙雲卜社轟繹障G最低基準を宰ゅた

IttDl肥 号鱚約では妊は 0■娩は縁性医療給

付⑮対象と1され、本人に経済的負担躙 職

レlこ と:をね定しているむ。国際社会では女性⑮

曇種にわたる健熙支援は人権と陽て認めrられ、

マビスや医療サT:ピ尋
として公費負担奏れてレЪる。‐実施bていなッ。ヽ

のは日本田みである。。日
'本

も法と政策を提本

的に夫えてlil・くべきである◎未受講解消は総

報幡動ピ|ナです⑪ような筒軍なも口で時なく、

経済的不安、働き方⑩闘間もあ場、性な青も

重零6問題意識を持もで隠口を深く追まし対

策を。

≪□謳剛ンこ都まで15纏鑢籍辣翼輔藤ヤ囃りⅢところ

はどのくヽ い出曇櫛奮1‐駒薗Mによう隋 1畢

帰押出産口健けも曇哺:も鍋る,よう対策を◎

ギ題翼騨:鋼 卿嚇蜘雹
尋国に澤bていなし`か、

民1年慶中に魏 駒塵Mによ1働健識が受け

ら都魯藁う呼び絆崚ろし曇鶉り燿診I九 企国

甲市町村噸優割は何ら壽岬対応をしている高i

6壼 :東町村力鼈聴萌辱瑚聯晴塑爆朧料を出産

育飩―時並から羞じ][≪ ■とにつ聰`て

電魔固鞍1繭町樹が暉 鯰滞納着口爆陣料を 1

出塵育児守時■か.幅なし馨|いているとぃうか

鷹呻Sあつた0,出産種児守時hil■あくまでも出

産する本人の手笥出であ場毛健康保険甲滞納

費と、して1差し馨|もことは論外であるご市町村

に対してし羞し弓‖きを中止するよう縮準を◎

く国圏レ腱康儡朧淮雪キ:特別l回事情かないの

に保朧料を型等半以上にお化つて滞納してい

る人に対してはこ糀職‐を差し上め魯|と いう規

定にな■てい番音:判鶉 町村歯電行曼が亀1特
別な事情とl車、‐″災害の口|こ つ:な場合電:世帯主

の失業など5項目ある。    |
く要望羊少子イヒ対策と言b)ながら。も爆朧撤滞|
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〇

納分を出産〒時金静聰差し弓|く のは論理矛盾

である。              [
市町村がていねいに対応するように文書を出
して|ま しい。

7。 産科医療補償馴産について

≦題問≫E009年 1月 から産科医療補償制度

が実施される。しかし、補償対象が狭すぎる、

民間中損爆会社に運用を要話し会的保険漁Lら

保藤料を処出する、真相究明と再発防上のし

くみ鍮tないなど問題が多しヽ 社会保障とビて

印無過失補償制度lま医療被恣者ヤベでな対象
にヤベきで、制度をもう一度摯褪輪鷲きで

はなしヽ力ゝ

≪固響ンMの 医麟帽4回型時に脳性麻障が多

く医療認 畷閂因になっている。悩%の
華は

:1由

o万件のぅち舅oo迪2融閲件。そのう
ち正常分娩にもかかわ幅ず重傷⑮脳性麻痺に
なつた場合が対象で5脚‐899例に 補償の対
象が狭いとめ指摘はある.5年をメドにみな
おす事になっているが、必要があれば早く見
直すこともあるL‐

≪コメント≫出産育児―峙金がこぬ産科医療

鉤 度⑮保険料負担のために3万円上がる。
妊婦健診などを公費負担宇健康保険でという
ことに対しては 聰験を負担している人たち
の金を勝手に使えない』と言う。上方で健康
保険の保険料を滞納した人は一時金から滞納
分を∃|・かれる。

｀
出曲 熙についてぬ驀 が矛

盾している。産科医療保障鵠」度では集めた金
の三分の言くらいは残ると問いているが、,保

険会社のもつlナになるの力、‐障害を分ける⑮

もおかしし亀     |:

・
母.国産議囲⑩曇卸負担にっいて

く固聞≫厚彙労働響は妊帰健識の公費助成の

目的をlυ呼北対策暉 にするJと してい

るが、処賑・出産にかかわる医療黎辣険サー

ビスを彙ける権利は、女性の生涯における健
。

康に大きなウエァドを出め、北進国の時ずれ
の国に郭いても会的に保障bている。日本の

導が医療保険の適用外とbていることはゝ母

と子⑮生始の尊重とルプロダクティプ・ヘル
スの保障を受けるyljの優害でぁる。政府は

女性⑮健康権を侵害する政策を改め、妊娠・

出産を無莉ギとするよう強く求める。
く同讐>健診 1理 国無料ザLを検討している。
出産青児了時会については意見変換会を開き、
自科屋や爆険者と厚生労働太直が意見交換を
しゃ了時金⑮馨|き 上げと医療欄冬への直接支
払亀辣 にっいて発言力Eあもた。これを受け
で財源Ъ制度のあり方について検討している
ところて贄bる。

今回爾要麺 目は、印面咋噴第二鰊
予算及び幽田 年度予算めなかでいくつ

か実現しているが、
・
宅ぬ実施状例をチェ

ッタヒ、さらに■人ききりの女性に政策
が届くよう、またよ劃厨鞠な政策を変える
よう理動してぃくことがり嘲卿靖 ヒ

機上 文が 選珊摯識 鴻購 知子)

珊 %増 曲 備 幽
文部科学省からは質閻書を提出した段階で、通常1帥 力というのが順例で、それ以上時間油電取れ

ないから質問価 するようにと靡 が入った。ロピイ野ゲ当自、神薫鏑 子さんは画産イレグ
I=時間制限をする曲は文科書のみで1・ 市民や硯蟷戯声l畢績i力心嬰勢嗣閻轟続鴫搬■I試

11ご羅響軸
中で冒頭から厳じL‐

■指摘書された□実際lまこ帥分などで終わるIまずはなく、1時間書費やし膳ボt

結果鰤:こは具体的亀かつ明確む回書は1備ごと言っていいほど得もれなかもた。  ‐
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質問はこ第軍数菫本計画に重づいて、男女

平等教育にりいて次のような内容で行つた。

①躙鵬準痘の1蠍嘲屎藝聰薩吻女共同参

画社会へぬ対応iは明艶彦れて心ヽるわ力亀:②

哺鱚酢裁齢;騒 条l脚 畢薇晰識藍差昴U

をf写珪趾菫¶武面塵bu陛瓢』役割を蒐曲すること

を鱚耽虻ぜヒして九ヽ 3:警めため1とは「ジ土ジダ

ーに敏感な視巡』浦雹求められるか学校現場で

の男1女平等絣青実施liO実懃調査奪推進めか価

シ員テムにっぃて。③直等教育機関にねける

勇女共同参画ぬ擢雉と
'し
て血1血 年率でに女

性教員囲割合を
i圏
懸%に自|き上げるとしヽう達

成日棟にもばヽてき

1 関して呼¬「畢事萎予季戸等会争彎対磨」年
し`ラ文目はないが鶉 などで畷女の協力や
箱潮

:1と
ぃヽ5±言は明飩蒼れそぃるとぃ

.う

向嗅
11に

やいずⅢI・ ¨画吟Ⅲ亀脂亀⑬
lこ蘭しせは画1基 :尋臨遠に通達.し雫戚ュo年Ъ
12,轟%ゝ ml豪年1轟33%、 鉤 血年18,

o%と 画標値に近弓きつつある聾い画彗だっ

た。
脚ヽ:嘩糠範蛹霧靭冒::  ,`
織続lして買闘■ている朧教瘍に開しては、

『螂 きヽ尋爆亀帥蜆鴨康』.囃調 に赫力れ、

今年度予算lま普及事繁に副涎⑩万円‐という驚

くは,ど曜曜聯鬱ルず鷲睾事評笏靡М辞]をR瞬翫起とこ

ろ、指導港捌憮遣いう逼と。もつ一葡の「生

涯を通した女性⑪健康』に関する政策は F総

合型地域曳識二拶蔽青戯1支援』である。こ

れ力雹Ъどうしで「生涯を通した女性の健康』

⑩政節畿ロカも想春期:更年期など女性が直、

画する女性綺有□身体にか瀬コれる問題につい

て力畦自身繭事学習する膿会を保障じて嘔て政

康I:暴脚力l郡聯 教壽黎 ⑩攀%を素llu

す勁な鵠:なJ躊魏鬱嘔畢l酸?レて喜雲醸亀
三               1
違につ帥て ・

irォ
｀

として「支援チこムロ設置』が男女共同参画

の規点に立つていることをゝ ど⑮様に示すの

か、また具体的に研修なども予定されてぃる

のかと馴悶嘔た◎圃書は企業への出前講座で

F父親ぬ手育て』⑮推進む進め,ているという

Lとだつた。
・      中 幸 t**

し〕ザ机⑪回答も女覺差別鼈廃条瘍や昇車非
同参画社会基本法とめ瞼合性を見いだせない

も蔽だった:そこ寺鼻女曇向参    官

辟 鉾 隕 用 雛 夕
膚 ダ ポ 讀

確な国書はなくt饒進本部は年に数国とのこ

ギだ?準ギ、11庫も開催されていない≒Pが
正メすルをいただいた。担礼者の認識を漂め

ていくため甲倖蜃デくり、そ⑪強化が早急な

か題であることな痛に bた:  :

i、l鏃   雉 趙 轟
躙田1年度も咋午同様、勇童の職業生活と家

庭 e地域の両立支援に半鋳近くの予算か配置

さ拠|そのうちJ呻6カ飩 就園翼励曇輔駒

に売てしれてしヽζる。これは保護者口所得壮況、

公・私立動縫園間における燥謹着負担の結差

是真を目的としてЪL蜀 6デ経   珈戦討
ら
る

なかで重要な補助である励St闘囲は縁育帰等

る1‐m閻吻盪滸製頷』を笏 している

自治体に限つて所要錘費山一部を補駒すらと

いう内ンでおろ口F預瀞り保青」を実施してい

5私立動稚Mに対する助はも、その起め⑮措

置を論じているか道府県講電対象とされているg

通⑪ような予算⑩使い方は、文科けに限らず、

通    "
するも   ■ | ■   |  ll:
そュ|でれたちは懇都道府褻口実な把握に嘔

いヽて質問t亀_回書は詢園奨曰事銅に限つて
・lt(県別に観字を出幅ているといがことだも

たきピ浦秘b私たわにと'もでR醒趙Qはt地方

分権推進による三味墓体改革でこあう意味で

は観迎すべきでめると思う癒琶、政府のいう自

〇

①

この医国では舞軍晦轟本計画において F男

女共同参円の観点に立つた家庭教育⑮推進J

が掲げられているが「家庭教育のR盤ぬ形成J
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り の需力によって制 金が決まるとなると、

自治体を構成する市民と首長と議員の資質が

間われているということを再確財させられた.

(以上 文責 :船橋報子)

○

内閣府男女共同参画局とは、男女共同参国政策壼般についてと、出性に対する暴力
.lご

関する質
疑=要望ti意見費趣害特ち'セ。男女別デ=夕の整備など、毎国ゴヒ京謝旧が言ってきた事が、今回
は省庁Ellがその重要性を強闊ず場などした6

日本の男女雫等政策の推進について物足りなさを覚えるのはナショナJ陽 0マシナリーとしての調
整力不足でIまないかという実う込んだ意見も出された。□湯回声を屈けもこ1と 、またこパッタラ
ッシュ対応について二:躙騒拍慧見変換書重ねる事面重要性を感じた。鍬 としてI制喪実な対応で
あつた。回ビイングを固圃珊鋼いものにしセ辣 書止北陶旨めに、日ごろか亀基本論画や専門調査会
の結 などに日配りし、学習していくこと噸 である。

:騒童錢同彗画欧賄回池迦融ぴ碑蜃につ

いて 1担当
t調

蹄 』剤動
・[質問 l12X8年ジエンダーギャップ指数で

は日本の測朧 力武蠅 位までに落ちておい、抜

本的な対策の必画を感じる。男女共同参画局

は様々な調査研究を実施されているが、研究

の成果が政策に活かされている⑪かにつぃて

どのように評価されているの力、

また男女共同参画政策⑮関連予算の成果につ

いてのが価はどのようになされている峨力、

評価がなされているとしたら、主流化が進ま

ない阻害要国についでのお考えをうかがいた

し、

国 政府全体として政策|ま進んでいると

評価している。評価|まなるべく計量的に脩握
し、予算に反映させている。来年は星本計画
の折り返し点で、|フ ォローアップをi3月

饂.21)に行う。政策はゆるやかに進んでい

るが、不足部分もあり戦略的取り組みが必要
である。.このため 稜 性の参画加速プログラ
ムJを策定 (直2Qt‐ 4月 )し各省庁で最組ん
でいる。阻害要因として固定的鱚 Ц殺害崎担

意識がある。これへの反対|ま世論調査では金

体をして半数を超えているがt男性は賛成が

多い。回立支援、働き方の見直しなどで、男
女共同参画意識があまりない層に働きか|す も

重要ごジ土ンダー 0メ インストリーム (ジ主

ンダこの主流イL)iま通れまでそれを取り入れ

にくかった分野においてその選捗状況、実態

把握がR要であるよその例llと して6月 (平成

鰤 僑 犠 ④ 聯 ⑪自立した蛹 に対す
´
る支援施策に関する監視・影響調査」でlま男

女馴アプローチを行つている。あらゆると逼

ろに男女別データb琶憾菫でぁり、:広輛馨発に
おいても7~―夕の裏付けが暮要と考える:

l【
質問2】医療ぬ問題で特|こ産科・小児科医の

不足により、女性が安心して鰤 出産できな

い円 になつている。・これ|ま、厚生渕 だ

けのMで はなく、男餓 同参画にとって大

きな問題である。
'男

女共同参円を続括して推

進するナショナル 0マシナリーとしてこ
‐
め点

につぃてどのような蜘 でど⑮ように拠 を

されているの力洞いたし聴

陶 雛 直師に由しては暗静鈴権蟄載血速
プログラム」の重点分野になつており、正規

: ・雇用短時間勤務医体制⑮普及、病院内保育所
運営事業、離躊緩印復帰支援と

'bて
女性医師

バンクにおける相談体欄置理釧Lなど、医師関

係団体との連携でも勧iき続けることができる

環境整備に取崚組む。

二
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E質間31i麺砕f黒む≧闘されている見女共同 賤凶]DTにもいて|よ、地域住民の理解鐵ま

参面に開する普及 e―miに関する鋼田T鐸度

政策が価藝 旨によ机ば、ポスタと、チラシ

のR蒲数博鸞国会議争申参加者毅など数値と

して現れるものについて⑮評価が美で|り 、
たとえば男女共同参面に関すみバックラツシ i

尋があらこ起について甲政策亦価沖l見られな
:

: し亀これについてはど⑩占動な評価がされて・

いるのか、あるいはされていないの力|、 につ

いて明らかにして暉皐 だきたしゝ

踵 量策が価lよ容量的1碑輝繰電きるもの

な行つ
「

いう口舅量共同参画1こ円すう鷺論調 ′

i費もそ彎了つであ魏 ノミツク:ラ ッシ|にでい

ては、政策が滲展するにbたかつて批判的膏
説も現机ると認識bている。これら|まジ平ン
ダー視点QMによつて生している。怒意的

解釈・運用が行鰈 よいように、座学的知識
でなく蟷 1尋鶉ける靱理を解識してしヽくこと
を通して、そ■申に昴女共同参回の視点を入
れていく第量ステ〒ジとしでの実は型の政組
R幕を行う。

L亀て 鵬□:舗跡硼 :

【:質問尋]ジェンダこギャップ荀数⑪同経新

聞甲こQ報通ti対してゝ :2チャーンネルせは新
莉陣鵬置当日だ趾おで:ЩⅧ旧卿咽断つ鉤 したコメ

ン,卜ぶい畢評籠なられて琲露ut広報ゃ意識あ発力琶酬芦

会ではないと感鴨られるがここ⑪ような動向

.にj貯するヽご%を つ諏輌琶いたいQ

囃凶1残急に自⊇0今後特に若い層に書魏麿

晨開していきた時ゝ

。[軍聞5]パツクテッシユヘ⑩対応につしヽて

開 隕 曰連口笏 漕シくッタラッシ手綱

からぬ攻撃で中埠になつた。松山市での講慮

採銀にヨ|き続き、他市でも同艤事うな向審の

詰順が饉案きれている。こ⑪ような動きが全

国で次々と生じ:Tい尋が、景女共同奉瓢局と

して、こ⑮ような動向に対しての対応につい

てうか力れ iヽたい。         。

必要と認識している。9月 幅 b剛申のコ師⑪

全国会議を始めて開催し、関係者の官民r同

が金した。そこで啓発会議における安全の確

保もゝ 置となつた。市町村とも連続して取組

雛たしt'

躙星簿豫珈につ脚てキ:朧圏呻嚇審Ψ.ケ 0晨

ツ:雌ワ冒鈍 ‐ t  :
,.[園闘6コ ′婚聘子差別ゝ 夫婦選銀別姓、待嬌

! 期間著嬌姻    昴黄差慮ざ国際的にも

極ぬて退鍋てレ:ヽラi魏申設華甲た中に、内閣府

も与党■⑩働き詢¶まな種極的に行うよう要幕

する。             ‐
1

踵  夫婦bll姓についてlま調輩を行■てお
り、1絣難鑢通:ミi嘗費舅中でいる1尋歯羹・

正について議論油罵む―う尋島は承知l。して「轟`6.

家族⑮あ瞼方にわかれる通とでありも国民意

識の動向を見ても申立的に幅広ぼ鰺 肢を考

えていく。

0清ホ共同代表回発言

ナショナル 0マシナリ∵として、政策推進

の決意が不足している高ジェンダー主澁化が

進まないわは、各省庁に遠慮して調整が出来

ない鶏ヽしではない力ゝ あらゆるところに昴董

共同参両をと言いな槽t亀進展していないとい

うことが日本⑮ジエンダこギャッ測 に期

れている。理遍の来年のテーやはジェング守

主節副にである。こぬままいlすほ日本⑪指数は

来年も下かるmではなぃゃ滴Ъ珈門調査会⑪意

見は側⑩省庁⑩政策に生きていなしゝ 調萱会

の意見ほど④よう=に使われているの力ゝ 得管

庁の男女共同参画担当嘗口金員会議はある⑮

力亀                      ,

M TP5N査 会‐印報告は、各響庁呼出し

ている:6そのプォローアップはあ崚、必ず何

らか⑮力ヽたちで行もてしヽも。提言を調して各

悠餞制に朝鐵餓してもらうことが第 ,1参であるL

各省庁⑪担笥官⑮全員会議の実施は難しし亀

国々 連絡lま とりあっている。
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〇

民法改正は政治課題として認識し
ている。政治躊諏鍔轟割嘔識が大曳 徹 寺ン

としてやるべきことは痺る。こ⑪問題に関し
国際社会でどのように見られてし`るかを局と
しても主張していく。脚副⊃も鵠力していた
だきたい忘

0さ らに、減 代表より、贖 問21に関
°
し、

豊本計画 (第 亀数)が.91の「妊娠iC出産期に
お|す る女性の健康支援」申に F妊娠 Q幽産に
ついて満足している者の褥 を平成 2麗 年ま

でに 1馴隅にするJ卜とあることに■ぃて、具
体的にどうするのが、現状口認識が甘いので
lまないか、女性のリプロダクティナ0ヘルス∫
ライツ (性と生殖に関する偉端副種利)は女性
の権利であり、男女共同参両局から枷 に

打ち辻同トベきことでありこぼ笑鯰りこ問題提起
をすべき。その観点からすると、・なぜ児童蒙
庭局のもとに母予爆健課瀞越あるめか、餓 あ

健康課が必要ではない力も
また、バックラッシュlま 咆議町 で|まなく

イデオ由ギーの問題である忘も,と真制にと
らえ、ジェンダ■毬鍮制ヒを真っ向から否定し
ている事に対し、明確な鑓藤輔 見表明をす
るべきではないか、と1ヽ ぅ鋭ぃ問いかけがあ
つた。

回讐31国民全体④意識磐どぅ変ぇていく
か、とうことだが、醸 的に佃餞す ると感ヽう
より、男女共同参面に反対ではなb ibが無闊」]
という層に対する慟きかけが重要。基本闘題
調査会が「地域における昇女共同参円 の

今後のあり方について』という意見書を出し
た (H.艶、lo月 )のもそめためでぁった。

.

その内容を進めることが
'ミ

ックラッシュ対策
にっながると考える。

ごこれに関連し、Fジェンダ_」 の説明から「文
化的性別Jを除外したのはパジクラッシニ派
への要協ではないか、とぃう意見ゃ、勇女共
同参画センターの講座講師のレジメから Fジ

ェンダー』を削除するょぅセンターが要請す

るなどの事例が報告された◎またt新潟では

耐 塙簿が広がぅでぃないことや、中小企業
では産体かとれないのでとれるょぅにしてぃ

くとい°
う要望が出たご女性自衛官から持ち物

横費に関する相談を受けた鼈 から、暖査
は蠅 にしてもらいたいとぃぅ要望とともに、
現場でlよ、鐵 鴨だと言わなぃ追とが男女共
同参面であり:女の機置官にと妻勤 ること
|ま逆差厨Uだと言われる

.な
ども男女共同参画が

鵬 めいいように使ゎれてぃるとぃぅ現実か
ら出発ヒでもじいたぃし、こうしたことに向

閣府がきちんと瞳応ャベきである。
°
これまで

%を 向めるという逼とでやってきたが、ジ
ェンダ‐主爾 しを進めるためのシステムをっ
。くるべきではないかJという要望ゝ意見がで

た。    |・
政策評価に関しでは、数量画把握だけでむ

くヽ 政策評価そのもめに自する論査など(vIJ O

総務省実施ぬコ町政策ポ価⑮ためい関係者ヘ

のアンケート調査 H.卸、8月 )が必要では
いか、という敵 Mには、男女共同参向に蘭
する調査なども政簾弔個の一環鶴 るとめ答
弁でもかみぁゎなかった。

昔

醸闘司]国民め靱 を変えて巌
=ギ

くために|ま、
地域やれら変えていくことが童要でぁるため、
本紙規事業を評価する.そ⑮際、翻在地方画
治体の男女妻向参画セ|シターを中」心に適三っ

ている以下め2もの問題にっいて、高閥府と
してのお考えをうかがいたしヽ

① 署女共同参国センターの指定管理者tlj度

ぬ問題
:1 111`‐ 1 。・  ・・ :

]奪   ‖]藤ξ不電F菫文層に舞仄

圭た湊い有期軋 に違る。.勇女共同予歯毛

〇
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暉女性薔ヒ現象を起こしている

陶 指窯胃理者制度はうまくいつた岬も

ある◎しかし留意も必要でわることは基本闘

題調査会の報告『地域曝おける男女共同参画

推燿暉今後⑩ぬ蜘力についてJにおいで、セ

ンタ出がそ⑮役雷Jを動黒的に黒たせるかどう

かは、男女共同劃画争呻理解などが必要であ

験、躊量の処遇も配慮を要するとしており、

この結 ⑮周鋼をはかつていきたい。また%

人樹育成・事業開発などの光通的事例の提供

で支援を行つている。

① 自治膵⑮男女非同

'M行
政峨予算削減

自治悴⑮男女共同参画闘連予算もお扁下が

りとなり、男女共同参画センタ〒⑪運営に大

きな障害となつている。大阪府や仙台市な,どでは

昴女共同参画センターの廃止などを首長が発

表したが、女性な幅⑮運動により、R■はさ

れなかつた。しかし、予算は本幅釧減でな営

上困難をもたらしてい勁。朧賀県では罪女共同

心 鷺炒 楷 蟄 蜃 5軍 iF惜
①⑮報告書中においてもゝ 効率的運営につい

て適べて赫u、 回1年度⑩新規予算 (地域にお

儘年二地域ロセンターで複数回「男女共同参

画フオ■テム」を行つているc男女共同参画

宣言都市中槃励Ъ情報交換岬ため⑪全国昴女

が等同羞華雇貶崖攣礁攣嗜謳司露嗜指ミット「辟僑己など、建隷寵艶も

側面から支援していく日

E邑れらに対し、醜 管電鍵論唖副こよつて、

多くのセンタ71ま弱体酬Lし%予算凱減による

非吻規辱閻鷲坤環い:撫ため、・これに対する多
画日として回取綱諄書裏請b縫。表端圏』姓に
ついては。せ訥爾藝帆1111露 腕卿轟申:『夫
婦周1攀法制化に関すぅ鰤 、法改正必要なし
が剣 でH‐ 13⑪前国印輩即.輻より唱加)を

握拠にしているが、内膨府としてlま民法改正

に対ずる広報嚇 脅するべきで1まないかも間

接差別臆意識圏闊題というぽこそれ善どmよ

うIこなく―していくのかという『調査』がなぜ

できない動か。[凹 条約をべ中シックにする

些いうこ|と 書内閣臓珈亀発信してI置し聰亀こ女

性⑪地位が低聰ヽ口Iま非正規雇用とし覧う労働ロ

問題がおり、しからセンターで起きている。

また、女性1ま正社員として同就職できなしヽ、

集鵞差別撃墓贔ど画よう1尋再就聯糞性に剰枷

れている⑪かなど回質問亀:意見がでな。

回讐 .非王制労働者囲閻囲は、Lヽ くうか醸企業⑪

専『見的業務を行うという新低い膳曲邸出てき

たmでもそ机書調聟す蜀予定。またも盛幌□

影響調査時間調費会lことも『さ,ま ぎ蔀な国難

書か榔える女性口調査』印中.でと馴あげられる.

Ψ糞暉藝暉翼画要口薩脚日向
喧岨□菫皿馴J忠』腫館硼

|‐

⊂質闘 1]積極的改善措置 (ポジティプロア

クション)導入促進にやいて

ジェンダーギャップ鱈数でも明確に現れたよ

うにこ日本女性⑪政治参封⑩遅れが著ヒ懸褐

クオータ制度につ時:九て国会議邑奪∵般に対す

る意識口啓発に着乎ず6こ とがW要ではない

の力、 シエアな事党女性議員の間ですじ、ク

オータ靱度を逆Nllとみなす方鰤言おられるの

で、議員からし発していぐことも重要である

と思われるが、ぜ見解をうか謙電いたい。

MI直 接的な意識膳発は難ししヽ クオータ

副度に関す番国際調査彎ザT夕公間で日本が

いかにfられている力理者祓 していく。

・日本⑮女性が置かれている複合的差別の現

れであ蜘、日本の民主主義力武闊れれている。

差別の結果であるとめ認識共有⑪ため⑪行動

が起こ辻るような働きかlナを亜望したしゝ ど

孵ようなれ度なら創れるのかなど政党まかせ

に曝ないて研究□対象にしていただきたしヽ、

制度設計⑩考え方はだせるのではないわもと

さらに要望した。 l《丈責 :ゆ⑩まえ知暴》

714甲



我が国は、国連女性差別撤廃条約を 1圏5｀

年に批離した。同条約 18条lま、輻 国は、

この条約の実施のためにとった立法上,司法

上,行政上その他の措置及ぴこれらの結置に

よりもたらされた纏歩に関する輛音を;委員

会による検詞のため,国際連合事務総長に提

出すること」と定めている。提出順度は、批

准の翌年、それ以降4年に了風 日本政府は

第 6次際 を20鑓 年に提出、そ禰 雹罰躙

午7月 120日 -8月 7国 にニューョークで開催

の第44会期で審議される。なお、冷年は同条

約を国連が1979年 |こ採択して30日鴨こ当たる。

政府報告警は、日本に限らず、どの螂 も

成果申心であり、商題」歳や都合のほいことは

書かれていない場合が多し、 そのため、政府

報告書に作る報告書 帆ltemtttive tlし く。は
,

sh蜃釧 r印ぱt)を、岨 力武作成し委貝会姜員
は提出している。圃 力嶋 出する情輛は肉

委員|こ とつて、各国政府に質問を作もたり、
働告したりする際にきわめて重要なものとな
もている。実際、CEDAWからの国本政府に対
す硼 ― には、靱 議 は書かれ
ていなかったことも含まれていた。

〇lξ鱚薇仄邊隋仁免ポ鼈諦与
2003年 6月 30日 ～7月 18日 )における第 5

次日本レポートの審議に関ヒて共同で行動す

るために結成されたMDのネットワークのこ

とである。メンバ引躙固ま現在37で、安陛団

体だけでなく、反ul国際運動日機 会なヽ

ど人権関係のNGOも入っており幅広しゝ『女性
差男1靡条約と NGO― 「日本レポート審議

「を活かすネットワニク』(赤松良子、仙下泰子
艶修、明石み 、2oo3詞 に第5次輛告書及
び研酬W剛 間中などの画 内容が詳細に
書かれてしヽるので参照して欲しし、側配の中「

′

'と

して脚 してぃるN00は、女性詳勢jy

個嘱に回響

条約め普及、わ発、麒 を行ってぃる国際女
性口地趣協会(山下辣碓珈闘噌ある。脚配:ぬ

iネット上のアドレスは賦師:/論臨胸,i服。org/jm鵬〆
副堕郭」RC.も 、Ncに当祠 )幅動 回し、瑚廊蒻

鵬 峨活動内容に印した鎚 をしている。窓
口lま当初永井さん、現在は橋本で鵡 。・
脚配の主な活動向審‖よヾ ①囲脚印に提出さ

れる国:桐勿藤渕りこ対bて、入れて|ま しぃ内

、答嚇 、C皿貪酬期 に日本調尚静にして欲
し晴嘔 間を各Mがそ蜘 向客に応じて分
権時耀当し、剰 誓等りこ唸G訊 鶉 誓聾論い
ら日本政府靭告書の内容につ賑tて 日本鍛藤障ゴ

対しⅧ される質問t動して、順抑としての

国答⑪準備、②日本政府報告書審議中に
範囲W委員に政府勧告に鰤 てほしい内容に
ついてのロピイング、口曜択議定警ぬ批港の

ためのロピイングな机 踊鵬 年に1ま、約 患0

%④ 脚匝 会員がニュ守ヨークで開催された

剰 懇蜃慮し、委員に由ピィングを行った。
第6回報告書の位 財 :での審議に向

けて、側鵬は、印甲年 12月 5日 に日柳
報告書にRり込む内容い鎮瀬語譲劃鵞計する活
動を開始した。20醍 年 lo月に、条約⑭叙

に沿って輻   (英力 をまず、
・
:作成して撮 I

出し、ll月 にジュネこプで開催されたカ

業部会でロピイングめため<数築が参加した。

ヨ断専J鰹 ,の質問甲担当は七第3条女性の完全

枷 闘醗■向上のため□措置および第 7条

公的分野における女性の,mで ある」3

条および7条について石囲さんと橋本で分担
し、日本語造英語を作成し、撮出した。

2008年亀1月 に、日本政府親告書に対する

質問が職 隠 から出されれ それへ飩 00回答

書を動卸戒軋 Hl療 血]続腿当1測聯醜
への勧 回および強性    員起 橋本は
個人的に女子大学生、大学女性教員について
担当したま.71月 中日本政府報告書⑮審艤場の し
ロピイ,ングは、授槃期間中をめ脚 国できなし、

「
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寇例瞳面譜しらせ

:'文京匡男女平等センター □研修皇 .           ′

fi l●M敏実さん (陽 0地方向池総      □         :
1              隋    鶉

,1 爆青%畿曽・ 1は療はど日あり方がt規制緩和によづ了本音く変JLb、 私たちロ
‐
生活|こ大曹懇盗硫箋履ほlbてЪたますo地諏拗権という名ぬもとでいつたい何か起
:きて‰ヽ景口か竜「1輌が蛹ね札ている⑮かQ。 そ峨茉態をお話bい与だきます・

'イ     l

l.               1    中

日¶畢剰駅判鏡    :
1量 月4.曰輔 6楊 力)聰到踵京J証:憑軸謗所

で開催颯:間近t龍まつた国ピギング⑩最終打

ち合わせ⑩僅ざ:LMエンパワこメントセミナ

ーロ丙容面にも出電話し合いました。格差仕

会という結合テこやな設定し、鈴科会をこ⑪

テニ守:|こ

沿つて二つ暉糠るという今回口やり

方は良む|たといコ事で二載L ttMでの墓

の役割を薩認し、マシスリT2月 器の自客を

回じインダ燎 にすること|こ決鰤

Q ttJ訓曇銚自 :

1月
:13日午絋□峙学よ柳到LM P旧 事務所

で開催」『■岡土ンパワこメントセミナ中報告

集』ぬ内客t‐発行部数等について⑩最終確颯

をした機tl基掏直実施瞳た向ビイングにも

いて意見交換を
1し

まはた。反省すべき点も

多 あ々るのでЪ醐 峨ロピイングに盪けて

■量の方者に座く参礼を求めて時鰤なか|すで

準備眸ていくことになりまbた。

2月世話大会は定例会開催直前の81日午

後5時よ鵠』ヒ京鵬慮事鶉所で開きま九

□嘔 回雲≫簡甲墓メント報蘭晏』轟咸

マンスリー四月号同時に値入金員には無

料で造け、それ以外腿方々にはI饒込み子円

で順布。ご希望の方は側峨事務所ヘファック

スでお申し込み下
°
さ筆電

く恒画Ⅲ聾昌≫

今年度かし他団体とネットワ〒クして省庁

交渉を実施することになりました。しかし準

備不足もあ柳、今回はこ⑪新たな枠組みを必

ずしも十分に構力ヽすこと漁琶できませんでした。

来年度はt今年度以上にロピイング警視場に

入れた勉強会や颯団伸と口意見交換⑮場を設

|すで、しつ力ヽり準備していきたいと思いまえ

(覇曰興に子》

『マンスリー珊ヒ京脚直』
。     第 1田 号

劉田年2月 1日発行

●編集 摯発行    北嘉脚膿世話人会

●担●世論人  :石田久仁子

◇〒11馴3

東京都文京区本郷肝張13

本椰コーポレイション硼

◇随ぼ 00-5圏鐵圏田

◆

●郵便振替番号 :  □醜穆 剛 國

北京脚 輪 局

・①
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酵 風グ瑚 %蔚 調 ぼ    第爛 4号

輌

―

瞳鰤鵬鱈 腱鋼中碧1回白画騰    2000年 5月 1:圏 1鶏行

■   男女渕巫霙瑯譴壽封   と          2

8

昨年末、熊本市の界              市議会で可決
されました。今後もこ⑮よ骨起動き醐危限され静こととも昴量蝸 参画

|

の理念を骨抜きにした条例敵闘題点の報借憾
=:橋

本ヒ由子さん醜

日                 に向けて 目

表記議定書をめぐろ国酔的戦温と、米だ胸准していない日本の対応に    
・

`

ついてt鵬幡邦子さんからぬ報借乱

日 女性・霧車共同善画センタ■留彙蝠職員固囲する
1    1

男女共同参画セン彎
―

ンターの事業勲職員をめぐる課題と
その闘題解決に向けて、最近その調艤研究をまとめられ走内藤和美さん
に、そ⑮脚路を害稿していたださまし亀

ロ フィリピンで 女性のに曲醒祀狩 カルタが励幽■一二一一二二二二遇

フィリピン型 月初めに成立した、端 鋤ためロマダナカルタ 儡轟罰
について、橋本ヒロ子さん暇解説です

□ 地蔵赫権という名の観列緩蜃頸鰤題薦一――基―一一―一二一――ギ
健月議鋪彊覇調書》 |

講師の菅鱚敏夫 蠅財・地方向       員)さんは、地方分権の
3つの性や、指定管理者制度⑮闘闇点などを指摘されまbた。
船橋部子さんによるその報告とそこか嘔の課涵です。

0会の名称獣更    ‐
会員メール登録 につしヽて

ヰ



鷹申繭1「             産中贅
::‐ ・

1・ :「

ト

, f :    '

熊肺針磯鐵馴ムN鵬年12月 量2曰嗜 日に、
国民地議員などがに業した男女瑣同な画纏糧粂

判囃藝案鸞T欄≧%二絣 臨 ,最:職 に
市から提案されたが継続紆議となりて精り、12

‐1月識獣鑢鐵勃蜃沐疑轟齢幡乳電tt亀
|

:そ レて本翁議鰊絡国にぉ立包議会運営委員会写ブ
1由    などがし修画案が出さ』L船翻牲に

〉と結甲もと口平等をうだう』日本掴騰購抑,卜
「曇

lttmと識 しだれ 測歯にご嗜識鰊繭
‐

Th簿亦15♂瞥
| 『男女美同参画プラン⑩策自 ,や 曜圏明によ

は      編

iIり はないがt条例は男biし き、安聰しきやひな
1集 嚇など    を輸 易Rを   き

'
1だDそうでなlナればÅ闘面中性化を目指すもの
||と 設解され曇まと主張し、・他    も同開 |

1したという。日本幾題貪鑽晨藉恣翌L II‐

il(httpE//匪 i暉甲fj鯰魏 b10日1彎.1縫a ctt」しlo酢

かnt町-541.hⅧ l)り 累卜に1よ 満餃議員以外の

1撥本市議由議mi□ rll勤響唱前者連ねている。
ち熊本市内⑮女性団体やグループで構成す蜃男

l薫業糞雉傘奮葬畢嘉學亀崖も′と書.ッ ト7■すで
|ま、印閲隼2月 7日 に   な開いた導しか

l莉へ 乱甚附 鳳盗  庶
1効

果曲職芳浩について⑪音置権は墾らなかった

まうである.詳しいいさきつははN亦飩匈:3

月号に掲載される予定である◎
・ 鏑酔:単饉欄絶署姜

t鵡
趣内馨ぬ制]1希勇彙

鳳

曽斃邊腱 論

量  麒
する。

:爵女共同参面に対すもィ気ックラツシユにもか
かわらず、条例制定⑪動きは止ま嗜てはいなし亀

朧 調

費によ́6と 印叩年度中に条例制定を予定して1

ぃ輸自治陣は1鵬 おり竜癬本市も号の中に入つて

1,こ撮焼:じ再喚た.どいな情報きがT■に―じ花。■

二 2-



コ園9年 1電購劇饉捌臓疇条約動謳襲翼慄択歳れ

てから帥 年を離 る   き年である。

無 7月 囲0日から2遍間、ニューヨニクの国

連第 曇 会期において欧桐山局の第嚇旗改府レポ

ー トの審直が行われる。政府レポー トとlNljにヨL

京 澱圃 も参加してNGo報告書峨作成に向け検
討会が聞渤弘     11朧睫条約の選搬議定書の

肺 に向けたロピイングの幅週闘晰 う塾 るヽ。
現在ヽ 国連加盟国璽廻力国⑪うち、条約蠅雉国

事向けて ,

○蹴蜃諏離針 でⅢ
選択議定書とは、条約に新しいれ度を追加する

もうひとつの条約である。個人通報制度と調査制

度から構成されてい場。

個    lム 剣雌翔嘘腫轟繭通保障され

測翻珈帳繕;され自国劇齢謳歌薄鯖さ」団登嚇囁
合ゃ条約に反として個人もしく個人    輸ヽ

なる蜆 騒縦鴫餡    会 蠍醜廻薗躙 lこ直
接、峠 を訴えることができ雹鱚 ある。具体

的に臥 日   珊雖:し施鍮論も備耶咽蹴銹度
を鹿つて婿醐ギ嵯掘l』問題●条範瑾匡とし砥訴える
ことができ縫 。とになる。もう― は調査制度響、
『重大または制瀞的なJ侵害に関して、会員会か

現地愈間を含めた調査を行うことができ、その結

o零 夢 鑽 轟 誦 奪灯 冨
政府は調査を受けないと表明はできる。

国際女性印地肱臨会の近江美保:きん⑪熊誦口に
よれ艤 個九口聞曜菱剰囲しゴ騨闇霞』過去に10

件あり、認められたのは4件、ハンガリーぬ由v
被害者ケースやオーストリアで夫閥刺殺されたト
ルコ出身の女性の支援団体畷誦え、平睡手術など
に関するものである:ハンガリー在住⑮由十人女
性のリプロダクティプ・ヘルス/ライツ⑭侵害に
たいして、Fョーロッパ・ロマ人権利センタ■Jお
よび「ナショザ‐ル・エスニックeマイノリティの

ための法的保護局』洒罐報し受理されたケースに
は、無知だったがゅえに関心を持った。イタリア

をはじめヨー白ッパで出あつた貧しく、物にいあ

船 橋 邦 子

るいは盗入
:と

して警栽せよといわれるロマ人女性

鰤繭曲よ 私峨祀臆l嘲脚用l劇まれている。彼女

たち⑮ようなマイノリティ女性の支援団体が個人

通報制度を駆使して、ハンが,り

鮨剌%前こ対する勧

告を出させたことを知つて、この制度口意鍵は大

きいヽことl島國動する、とM     としゃう

制睡霊聯轟叢劣令域中婦劃幽闘圏関としての重易性

鶉 しれ

調重制度国関してはこ近江さんによればt今ま

でl嘲輔珈止岨 I僻だという。そ測ま螂年前に

発生したメキシコでの食瞳邁犠免躊殺人事件で、

魏 TEで副Ю入以上 曜羹鶴瞳膳といわれてい

る)繭霧殺されたり農踪曝た    臆銀在も終

わってい亀 いというこである。    |
とbで吻      び

国内畷翻剛鑢 ける条約囲轍璽封副酔い

鑢 魯滴み重れることによる
―

の封 臨

さ椰l弔[鋤蝠蟄暉疇珈胚舗端嗣する尋
とで女性差副⑩問題鮮明し増ゃにされること口瀞味
が大きいことを、近漣さんは摘摘されている。.

今年は縦確に向けと口動をぜ醗成功させたいと

思う⑩可躊[通蝿 でも警踊錯l置闘Pる 口酎 ン殉
はRず選択議踵書嘔署名

・
を要求してきた 《省庁交

渉⑩対象を限って力もは行つていない力動。回答で

l蟄つも『      力予薩]と されてきな。

しか鄭時靱 6月 鋤 に   こ諸いて選蝿議
定書軋准を求め轟   壇崇計置両可撫された
ことを含転すでに11回、諸順書は可決きれせき
た。それにも滑補わ らず今なお批准されていない

警 などう解職したらいし`の力も し経しなかし、

さすがに蠅年逝K検討して鵬 も『百腱鍵の独

立」と蠅 など日実にはできなくなもてきてい

る。またもいまだ批准されていないというの|まG8∫

の国でアメリカを除いて日本だけだという国際的 .

にも本当にみつともな聯ヽことだ:人権後進国としヽ

われる日欄 り端断囁郎曖先に勘 ために、国際的 ｀

な救済制度でぁる選祠議虚書⑮批准を今年こそ|ま

わたしたちNG①の力で勝ち取りたいもの地

① 蜘 年 11月 盟 ロワーキング・ウイメンズ・.ネ ッ

トワーク主催 町蘭強い秋のシンポジウム女lull

_3_   を職帰で活かしましょう」於 明治大学



臨 m、    ぬ黎蛉麺`ぅ軸霙血 |

し下事業調職風とする)警めぐもてはξ滑欄て:.

劃こ2もあ尋と瑚鏑き鹸 巻t   ‐ 1:

〔黒D糞嘔:0

|1    舜喜
trffi ; ffiffffiil#ffi't y #"rtrrmryffiffiffi

EffiffieffirEHffi-FS",
@ffir i ffiffiffiBd(rsgm)
f,i. ETE-r:$r:t#:6" ffiH+. lss6+ffi,#.
T, effif 448 @tr 1,: upffi$t#
sffi?sA" 5.6&fffiffinsfftrre Bffim&. ffiffiffi

0,

Htr]ffiI#$t" ffffimm"sm* H{sr+"smT" ftffi
Hs* 44"ffiffinHFffiffi: #8ffiffiffiTtu6. E@

割合は、前匿年 1替繭年ぬ女産の    用者
全体に占中高短時間雇用者印割合攀:む%;よ り

|

潔策鵡装鸞γ:ま
:康

卜J触憩隷
´
守薩亀

‐
面答し進箱設員断l皐■逮爾

多様なキヤリアが可能であ曇よ:う にという観点

1熙隆蠍量鸞熙辱

ア罫等油襄閥麗な峨であ尋:|      : :

雇呟講  涵鶉虐
よつ雇用膠態差別や含理的理由⑮警い有期契約

恣顆饒).馘駆趾冨
非帯動・非   赫働者に不利な   ⑩ l

。ジェンダー・ノ`イアネぬ解欄お進め¬人々には
多様な動き方⑮選択と働者がい口あるよ闘らし
い仕事を、事業所には多様な雇用形熊の公正で

○:|

-4-



〇

効果的な活用を可能にしていく拠点⑮二つとな
つていく可能性をも■て嚇.喝はずで編 6t il il

が、女性 ?男女共同参画センタTはそうした
可能性側面を体現するには至つておらず、女性
たちを機会」待遇面で不利守常勤0正規雇用に
移行し難しヽ非常勤「非正規ュタップとして雇用
し、自ら童選蜃新頓胴献舅罐痒仏≧藤裁鋤壁とならで1
まつている現状、そして指定管理者制度の普轟
ボ状況基よりがきくしてぃることか織制されぞ
きた。

2.女性□男女共同参画センタニ事嘩系職画
に関す局制度曲擦計□整備に向けて

1.のような課腫搬 し、女性 G男女兆同
参画センターで事叢l逼携れる職目が然る■き労
働条件のもとでそ印龍力魯輯揮し、その結果せ
ンタT事畢蒙導蒙陶詢黒されるようt女制レ男女
銅 参酸 ンタ守関する制度圏舅閣に向けた疵
繊的な検討の開始憚急務である。それを制呵し、
まず検討されるべきと思わ机ることがらを、準
げてみたし、

(1)    に襲めら   硼明確1脇

女性・男女鋼 参醜 シター事禁爾 硼職
能については、私自身のもの2)を含むいくもか
仰講頷轟賠究囀響闘轟に腱 し走轟警學謳ある。それ
らC崚隠乱珊 Oi駐舎し、砲瓢陛・男女共胴曙闘覇
センター事業醐 に求められな追加 峨要素
と構造を珊確にする。
(量)     置藤めら拠   の

。

艶 1纂 鐵 灘 頸 嘉 要 諷
♂

ヽ ぷ 電 嘱 爾 璽 聾 言

'

把握された『女性 B男女共同参画センタ墨事

業系職員に求ぬ嘔れる能力Jを職能の亀成俸系
に転換する。mに は次⑮ょぅなしくみだく
りが必要である。

O肇斃瓢嗣蟻駆i起   囲

に融 珈 職
大学における基盤鵬肉幡 成と認定つ制度を、

次のような観聯諄動向を踏まぇ今後を展望しら
わ構築する。踏綾えるべき現状 D動向ほt種々
の専門機関に配される資格職⑮養成制度をめぐ
る動向一資格耽得事件の変更、上級資格ぬ創設、
_lMttσ》更新Ъ ttP冨職大中院、配置基準の変更な

貞 な 鉤 踪 通鏃  ,E皇
なiり 1お醇国には女性□昇女共同参画センター

⑪専門性に対応するジェシダー学・女性学の専
致洋現眸学料をもつ大学がないこと、などであ

る。       も

野 ・珊蜘 蟄 略 如 売 嚇

惜yは冬胚贔只疱賣楊雉
｀

出のが価と結果還元ぬしずみなどを構築する。

』同 雌
・特遅峨悪い>正規ぬ女性労働争   力電著

しい二とが生んで・tiた問題の解決力選図られてい

くような、かつ、指     醸鸞男憂愕事に伴
つてより鑢 なキャリアの醐 1こ強くように

なっている工とに対応できるような雇用と採用

に関するルールや制度を検討する。

獲唯L・轟菫製圃鶏画セン

夢■脚學冒藝攀善衝うこと個固題醒陰

人間中尊議や人格に関わることは政治や宗教
から独立してそれのみのために行為杞なければ

な幅ないがゆえに、憲法と教育基本法は、教育
事業     t      のみが行うもの

とした・ この点を下間にbたまま、下般行政下
にめる女性教育施訊麒界の女性 0昇女共同参画

ャンタ■が饉 事業を行
｀
うこと力壇爾糟集化し

てきたこ職鳳と職能l[関する制度の続討lこは、
このムの問い直し、旺成夢実にどめような制約
限定・条件を付与手当していかねばならないの

か等咽議論が含まれねばなぬなしヽ

1誰

1)賞部科学省系め『女性教育施設』、女性・男女共

厨鋤彙シタF等内『駆際⑪鴫鎌滲職躊

施設』、厚生労働省系の「働く婦人口家』t農林水

産省系の『農村婦人,いれ の4系統印施設を総称
lし

で、晦製錦賣瓢麟殴Jと言う。

2)内藤和美 ::艶性関連施設事叢系勲続職画の実践の

分析上発揮されている権力要素とそ⑪相互関係.福

轟県男女共生センタニ平成 l日 ∵帥年度

告書.近刊 `

-5-



世界経済フォ鷹ラムが弛表したジェンダーギ

甚量
庁はも国家経済庁とmと なってぃるが、逼

墨霞 祗 予 語 巫 :

である。
: 1中詳憑印弔l=農義製咀 :儡肇酬虫 障害を

持う地 先κ ィメラ.A女性などt縁辺イに

鮮茸ζ罐鰈貯解し輩閻
デタセ嵐を含趣権利とエンパウァメントに関す

る条文t少女や高齢著鍮祠護を含むなど画期的

な多くの特徽があるが、その中からいくつかを

取瞼上:ザ5。

0女性に対する暴力担当公務員は人権およびジ

、    橋,泰 曇回子
三ンダT暉帥踵卜な輸蟷 ⑩参鯰を轟満付け
る」」      t    i l   i

), ,
力議会に相当》呻昴女比を割H詢 とするよう

鶉 る意

言:■1=憧騨れ議ければ趣ばな

"t    lcilプ身‐Jむ蹴動蜘軸雉は負会伽帥醐はプィ i
リピ ン1女 性委員会 (miず 咆iュi帥二孵

零
琴言旱轟黎弩鶏言][軍 ・
開催される閣議で、    1回剛闘馳について
報告する。             ‐

0本鼈覇員会に、ギ尋ビギ■牛開乖オンプツド
を訊鷹し電

"     
警幅ず喜:・ 民間企業が本

:淮律屹匡していることを見つけ数第二これから

晏浦叩部内に事め蠣れう   にり 書罰金
など暉処分を行う。,

フイリピンは四旧3年l    藁機や日本、

タイなどに比べて厳:じF}炒動などを認した人身

睡ヨI攀止法を制定する鍮ど、円 と口連携⑩下

に、昇    めために、怯的、封度的な整

備を着々と進めているも■方、日車人のアィリ

ピン花嫁、エンタTテイナ励言減らない上にゝ個

本醜府との経済協力に基づく、|:福祉蟄域争中山
:

稼ぎ毎ど、アイリピン女性⑩調間は導争b■ 女

性のためのマジナナカルタの制定によ聯、これ

らの課題鋤t解決されることを鋼待してしヽる。

に進ぬせぃる。
'  

■ .´
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呻発 の 創躙爾画顎扁

〇

2月嘔痴劃睡会lま 21日 Ъ、陸順腱試地方向胎靡台

研究所濾菅厭敏夫さんなお招きして上祀露テー

マでお語をしていた臨 地元戯戸市で「市

昆自治をめぎす 10帥 人の剣 ⑪メンタ準 として

職婉鰹酢知 について考える防 参造あるの

で高い関心をもつて参加したよ4日の管原さん
の    ント曜師贖咽鐸錮獣亀 浦電ン菫親
mで 報告かっ    をしたしゝ

まず、地方分催が規制緩和と一体となって進

行してきたことを、菅隠さんは前提として、地

をやつた力¶こついてわかりやす

く鵡 されれ

な
目IこlJ唾郵寿一刊覇甕撫準覇瓢膠る恵欄躙疇勢艇導珂霧制

度とぃうのはな国は画胎体を国     と

bてみ慮して国の仕事を曝レベルでは,81割、市

4割から5割       き亀
これは、戦前の鰤難騨    るので|まな

く任命制であった考えな謎離するものであり、

甲、爆、市町柿は縦甲関係にあることを意味し

ていた

の躙闘れ こよりI櫃饒∝

自麗締椰:       詢 顧碑熙こ酌 り::棚幅騒委

任事務制度も廃止となった。地方分権という名
のもとで自治体の主体性が尊重されるシステム

になったといえる。それならば冷図■定額綸付
金蝠題も自鋏 獅 事務を弓‖き受けるかど
うゆ欄治体の判断lこ委ねられてい通わけで自治
体は拒否もできるはずである。そんな自諭悴請:ト

現れないことに私は地方分権の真め姿、.験を
見せつけられたように思う。
二つ目の地方    受け皿としての中町

村合併である。 これは帥帥年森内閣的指示で
始まったもので『平成の大合併Jと申淵袖L :

:船 橋 邦 子
2囲11孔 催糠閻晴錦躍褒0住民投票制度などを■

り込んだ『1割剛制硼知 滞ML冶
"の

大舎唱

が始まつた。そ⑮結瓶 3001Dあ った自治体は

1硼DまでlC醸少噛L町村レベ酵では 1側馳 を
・

切愚までl漑 し、    ほ『 割、議 は 3

割滅ゥ起 動 国の地な剣権に伴う   の

噂 と鑓筵輔部動金罐職蟄Lξ 《当輛艦鯰臨風 鶉

費樹金自廃上である。ところが現在こ橋駒盤4
」脇図が買1瞳:されたにも油補わ ら七

憑は 3劉邸覗l励哺曜:されていなし、

働酬脚凛
=諏

嘔藝誨鋤軍と臨て、

|_                                                
‐

・遣赫醜騨懸襲螂輔亀 こ淑臨数 しヽままで哩輛嚇躙識を

管理する中lム 自治体⑮直営、自治倅が2分の

ユ
・
国資してしゃろ臨 4分日 1出資し過半もし

くは主要な設職Rを派遣している法人などに限

定されていたのを、それを取崚1描い個人でなけ
れば何でもありとして権限口行鹿審委話するこ

とにしたれ度である。鋤田年癒ЪL 3年以内に導
入する方針のもとで29鵬年4月は出発ラッシ■
螂 ⑩帥傲れが抑楼靭靭団鋼理諄っ亀

指定管理者制度に関しては感岡罐セミナーで

も    なされたが、今回も   や憫
人情愧爆護をいかに保障し壕 くヽ節、指定のさ

いに協定ない鐵瑚こ慎重につくりあげてしヽく力勁言

闘ねれるなば議論が幽た。 もう―もの公施法

埋 鮮 固 ま欄 職 人%渕 蝠 乳 脚0カ櫻

鶴しく画解散を求め蟻れているι

最優|こ『金共サービス効率fL法』⑬公共サー

ビス廃趾にうなかられ慶設計につ雌ヽで官民競争

淋 L氏闘競争入札の蒻 し`わゆる自治体の

市婦fLテストについて語られ亀 足立区では「市

場fヒナスト条例』をは  ヽ 佐賀県や裁藤手市

などで囲 治怖の事業を住民⑭提案型サービス

-7-



に馴り替えていこうという動きについても触れ

られ、簡論となつた          。。

に覺 隆 /‖ 琲 強

.FTず ‐

1.魏 鰤 襴 ている地な制制亀 自治

体の主炸睡甲鄭重欲 なヽ』色亀も国咽財嶼醸健

警自備俸呻自l蝙 :自 己責睡亀1自 己負担輔

⑮もとに自治体に押蹴 時ヽ輸も印であること。

2E地愈蜜樹翻廃%により竜自譴維の自醜

自i聾予賦自巫艶量π製防備蜃邸薩鋼:し、そ

⑪結果う1ま くし噛コなく'なもえ自J闘榊こ対しては
「自d澤乖断朧典製嘉割国に』̀l還増酢動しヽ麺 漁輸貯

るとしいうね動晩罐餃は老ほかりもと昨ヽう融趣行

す懸も1口であ勧ことL i          :
&とはいな 醸草釧事互理れ鰹よ機は地方輯権|

は地方からロロ濶隆hなll琳測閻扁諄嬢餓櫛S

高藍ったこξ責i11:|:iill ll‐ 1■  1 ■ .

そ⑮意味では政府⑮        迫求

睡き   Ь

しもi習定するも口で1まな職亀晰 Ъら1峨蝙率で、

よ蜘:脚予的に、よ慟艮いサービスを受けとるこ

とはできる詢島むしれ酬 :ゝ:しかしそ峨ためには

市民口自治能盪が闘ね楷る懸1自譴膵心惰成市駒

緩 脚 卿 蜘 鍮 嘲 嘘[h肛 亀|

を見守柳つ亀 住     脚

定しも:劃靭軸理嚇飩予
:し
ていくことtまな

そ⑩ような時代嵩迎えてい面ことを猾識し、地

京脚 として直 枷幽鷺軸経極的1    を

行つていくような幅動隕よ今後も需陸ぽにしてい|

きたいと思う。

◎

]Ji層
重
]「
重誓豊薔「11毎:ンタこ要・中にても二‐JiEヨ1lFl讐言営事をIまさJlLメ

¶翻h    t麺軸難鋼程癬穆P口豪手工ご

同!削隕蠅静把織釦鉤鍔聟霙l   h晩 ②

躙 年度の七亀ナーも|し くはシンポ⑬可能性に

徊Llて。‐罐靱図1隼度マン累|り ‐編柴担適予定hな

臭 硼 .圃駆 鵡 詭 al月:躙 同蜘 圏:知 事

務所にて予定L    i
パソコン上     軸 た時Ъ毎

`時
シ汰・夢引聴 渕 第1躍 号

帥面年3鵜 l曰

備謹 ァ趾『:引瞭 螂
○担当性語典 :ゆのまた知子

●711騨醐醜東京都丈京区本椰2-蠅7曲

率椰事―ポレーション獅

剛 .

哺咆覇順融振蒙翡旨髪許甘郵駆渕D調藤翻癬鍾ね

|・ 嘲臨 施 朝騎
(嘲言力補コ炒、要曲帥鮨 椰 ま%ヽ
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第 135号
脅⑩⑩9年 4周 l同発行 .

2□ 09年度縄達言腕躙鋼 月lo日 (国》]⑮出火県を同射しましセ。ご出欠のおI事はげ
月¬日までに調閂いします愚総会プログラムIま曇縫真をビ屹くださしゝ 今年は総合と講演会の

間に星遺捕端謡劃渕鯰盪会を入れまbた。多くの方⑪ご参れを赫待Ъしていまれ

日:韓
国⑪中側かも学ぶジエンダー予算0010"ロ ロご口興.‥ 。コ‐・鵬岬口000m・ 0̈00… 」・0口□□□.2

男女平勒政策実れぬ重要なツールといねれるジェンダー予算とlま何薄ゝ嘲L京脚E⑮運動と|

蜃⑬見露又盟ギ痒[寵魃罐貪累訃判予茫兒言鰈写声
メ~予算に詳しい軸警

日 J鵬日本im壁硼   暉}ネッtトヮーク》ぬ活動藁□』L慮副轄:①協力Ⅲぶ∴甲4
2月号でご紹介したように、曰′本骰腑甲第6次鑽告書について財 力職ら鋤

・
の期間識竃出|

されました。それ条の圃 ⑮国答を測略に参加する理旧が分担・作成しまし舞甲.北京+
1目 に関する動きも掲載しています。10月 21理5ロマニラでアジア太平洋臨懸フォ
ーラムが開催されまへ

日 剛 臨■ T機審者重欅農本計回盤走にあたつて冒チ葬曝 口亭暉
□・叩…日母

第2数千葉県Dす鱚上・横害者支援基本計画が躙面拝3月末に改認されました。そぬプ
ロセ累と概%について船嬌邦子さんか鵜 liしますじ堂本氏⑪後任として、大変保護:

的な知事瀞S選出されました。千葉囁口昇女共同参画⑪今後が漑念されるところで九

□ 家族m童化に法はどラ
:対

応する⑪か
い子育て1事参加する額は賊腕融奥々 の岬剰舎曲ぐコlていFロ

ユロLO・ 口甲。。。。…0010

1 固本では最法改正が進まずゝ 婚井子差別、力性だけ⑩待隧硼:闘も改姓聞題が解訣せず、

膨 褻 墨讀 P」又 骰 靱      闊
も受lナ入れじれゝ

‐
婿副銅鞠疇笏●も帥鴨以上 義%を |ま しめとする子育でに関封 る.

人々 の権千Uを強化する走めの法案に¶いて有田久仁子が紹介します。     i

□ '安牲⑩弯国イЫこ社金はどう並亀向かう□か ]

|   ・ グロ〒ぷ鵬危機画中面個輌釉轍 中・・・□F□ RTザ 早“D…
T・・・・L12

3月 8日 ⑩匡鵬襴雲悩諏蓄Tに 日脚 曇魂鵠たちが響印otグロ‐プル攣疵端曲中中て¶鶉む曇理歓つ貧
ロイヒにどう立ち向かうべきかな話し合いました。銹本京子さん、石田⑮靭告です。



瑯理はじめに

―等国悔t露 口中国年に跡旧予算会計法と順

:資屹管   鼈 して、      ぬ

∵t彙本であるR拿零懃銹れを311寇 0%行した。

1祠脚 畷種ング■型車』 肥輛駒訳動 を

搬 岬込んで「ジエング畠チ算制まJぬ睾施を

1麺瞑して鳥む:ザ皇ング1手鼻中懇趙鶴とし
‐

江 |よ 世界でRも褥力な法律でおろう.新法

il辟以瑕昨珈軒鱚写あ1畔
|♯

帥輻荼鞭緻撃.

:」匿こ置明{臓 健瞑朧緻 謝 亀口で、:成果主
'

.■ 〈業績塞れ ,デロジ尋タ
ー
ホ韮劃罐獣づく

|、仄 管理を自縮している::慎晦瞑轟襲慟楊的

|な配分とジェング申平等を目指す公正な配分

|°

iき にR存⑪ 購冬鞭詢:lまど⑮ようにともえる

Iれるだろうo.基摩概念⑩職〉L直・し麺電齢要とな

Iるの報 ない哺ゝ 韓肉峨爬家財喫法|よジェン ‐

I夕嘔聾 ⑪鮨 颯幽藤ポぬ荀と円珈こ顆饒:

1蓮営に新しい        をい入する

1気機とな,る可隧性が強ひゝ
°

1日飩 曲嗣ま
=□

刊,9年駒ゝら
1・ 韓国ぬジェング〒予算は上記⑪ような概念

上の議論をへて導入自れたわけではなb亀 個.1

:む lo o午⑩法律封定講Lら 3年間は準備期間と

しヽて1.璽 oi:□
.年

鰤か嘔ぬ実施が準備されて

いるヽ。決定か緬mに重凛1こ葡れて合意嗣国蛾

:i槻課題がでできているように見受けられる。

1鶉憾聯‐蝶稟雅囀顧覇絋とξⅢ理ll③ 10,7年と目セ⑩⑩ ・

8年の.12月 呼ぞ■ぞれ思。Pl警中
Lけ

て何?砕 i

現地で口闘き取り調査ごそ暉新入手した内部 :

蟄 □隕 ケヽ ンデ躊 彗嘔目葬咆詩糊Ⅷ覇闊.f

を基に分栃執筆してぃる。また韓閾でロジェ |.

ン   熙靡熙勒彙条蝙前1≧泌だい、「政 |

会⑪委員や口再編も行われЪ政 |。

赫なども変和ってぃる。聞き取柳i・
のクロ貞チェック満 きてぃる価 とできてゴ
レ`ない部分かわる。1黒甲ようなな麒申中であ。

えて本論を教畢する⑮は、韓国ロジェ.ンダー i

予算をめぐる情靱を少しでも早く関心を待た |

れる方々と分か場合いたい面葛隔である。不十 :

力な点は縁猾改善を心麒ける懃雹ゝ本論力琶多く(

厄ダ冨了纂量ぷ :
本にも触れてい蜀面で、率論は4写号と5は 11ヽ

月号にわたる連載鰤事とならことをご了解い 1.

た起きたし、              i

ロジエ妙ヴ墓予算 1). 1       1
`ゴヒ几行靱綱題はt11975年ぬ国連世界婦人 :

《女性》会戊以粂日指した『平等・開発 0平 |

和Jが中菱糞現bない中で、21世紀初頭まで
'にlむ向とか冒援を実罰しようi設定した行動計 l

Mである。 199懸坪⑪第4回世罪女性会議

で操択されたデ土ンタ■童流化ξ鉤略liO輸力 1

を実現手な脚まもiジェンダー予弊でおう。「ジ
::

ニング轟予算撥軋時・愉山鯰詢勢』|まそぬ唱導 :

]
11

込強こと◎
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(ジ土ンダー予算イニシアティー動 か幅予

算分析 (ジェンダー予算分析)の実施までを

含む広義の概念である。
'ジ

三ンダー予算分褥

|ま、重要なマクロ経済変数である 町鶴れ を

ジェンダー平等観点から分析評価敲・る手法で

ある。政策は予算を伴つて初めて勤紆可能な

流策・活動となり、そのジェンダー平等に与

える影燿レインパクトを見極めることによっ

て、政策のジェンダー平等へ⑮有効性や動黒

が検証可能となる.

ギ手ンを だ
刊算はこれまで世界 m本国以

上のレ で実践されている洒S、 アジア蠅成で

は東南アジアや南アジア諸国で薪千⑮実施例

はあるものの、東北アジア地域置唯二実施に

向けての動きが蘊認されているの議5、 飢 ⑮

韓国だけである。これまで日本におけるジ土

ンダー予算い研究‖ょ 主に諸外国で行われた

ジェンダァ予算⑮覺行研究の紹介が申心であ

つた。日本の政府予算を男女共同参画□視点

から錨 も魂翻動する論 も師 誡 ている.

しかし弱灌融Э聰 となる直蹴蟄霧女共同蕃糎藁贔

本計画の申に策定されている政策の予算でみ

り:そ⑮政策範囲は限られている。

ジェンダー予算は四帥年代半は か ストラ

リア連邦政府が行った剣断 纂プログラムを

起源とするが、実施が世界的に拡大する中で、

信の実施|ま多様な展開を取っている。実施主

体に応じて、政府主導口と草峨根主準理に大

き く分類 で き る 癬臨叩 翻 己翫 剛 山 ill鯛OIB:

2田墟螺

□敢府主導型と卓口根主導型

①政府主導型

ジエンダ∵予算分析では費目厠』歳入、歳出

に闊するデー数に加え、予算印ジェンダ〒別

影りを分析するための男畑 胴輔鱚満醜羞mと

なる。政府が実施する鳩合、     力雹入

手□難な予算の内部資料やデータを獲得しや

すく、詳細な予算分析に基づく現実的な政策

:提
言を行うこと諏澤できる[li画え不 、ストラ

リアの女性矛算声明では、ジェンダー予算力i

.析⑮結果、儒   嘲調に対するuく 母親の

強いニーズ渤t確認さJL事業所内保枷 闘

設中組の温勤経路に見合つた場所に保育円を

開識するための支援を行う必要があるとの提

雪が関され走     ぽ蜘 sttlh 19鵬 :

5Ъ オーストラリアtスコットランド、イン

ド、韓回、フィリピンでは、躊 がジェンダ
こ予算の実施主体となり、ジ■ンダー予算分
析はジエンダニ矛算声明または政府甲』行物の

申で公表されているg i

mな ど非政府組織がジェンダー予算の実

施主体となる1場合Ъ嘘府の     女別

統計■のアクセスが難しいという問題慮があ

る。しかし、政府の見解とM立 に市民独自

⑮視点かし予算のおり方を検討できるllj点が

あるもこれは予算過程の民主化を図る上で重

要な要素となる 暉蒻m)組耐 勘蜘醐L硼 劃剛鑢 `

例えばξ南アフリカで|      をメン

パーとする剛 力電ジェング≧予算を行って

いる。この回踵0ではM究者が行ったジェン

ダー    を回会議員のメンパーが議会で

茫疑を行う際に烈用 b、

に役立てている。また、Ⅷ工)がジェンダー予

算の実施主体となる場合、直権の交代や政治

情勢の空f国など鋼 を受けにくく、ジェン

ダー予算の傾鱚的実洵が可能となる。例え|ず

オーストラリアでは、190懸 年の総選挙で労働

党政権から保守 中白自党連立政権へ印交代に

伴い、12祭悩蝸続したジェンダー予算は鼈続

′
選平]i富/1葬

_ .在もなお、ね悔してし、くる亀
政府がジェンダマ予算の奥施主体となる場:

合でも、ジエンダこやページ下段幅軋く)

2 httl躙
.鳳日陶鴨・凛卸Q懸 年 3月 25ロ ア

クセス
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副鵬眠幅ホ  蔽巡贔鋤繭ネむトゥーク)匡噺封眈声¶DttL京
1脚職直哺識カ

今年7確 月.に 叩中1国導藤部で開雌さいる[如憬釧噛醸霧:員会
・
⑩靱Ⅷ》において検討される日

:本政府の第□次輛告書について剛 酬かし31甲質問が開されました(マンスリ嘲 月号参圏。

はぉmi魃躙財顆濶 誦   曰祓  予皿
15j16は橋本が担当卜ましなb国書は原則嘔9曲 字以内卜おさめることになつていま鵡。

表寺i置減少書は1監くて枡曙噛両警1鼻讐せし` とllil■:山麒mの鑢 でも指摘きれて懇ヽると希
・る:しかし、いずれにしても女性が自身公務

量管理%の 1.7%と いうのIま¬極めて少なb亀

③S‐年にはtD囲⑩d判こ女性⑪リーデーを生体の

3酬にするためm)|「女性の鬱画加速プログラ

ムJが策定されご帥:虞中に女蜻国家公務量管

理職を5鴨にする日幅が掲ばられたが{:達曰

可踪性は低し亀
′発□理由と:bでは1労働条件

岬厳bさご囀珈痣捕堕颯蝠試験階ぬ

数畷少なさ等があげられていも薔,ib力 しヽ、最

大の理由ll■、政府がξ:男女共同参M社饒基本

法でにめた積極的改善措置を鱚かして、鏃暴 `

的な方策をとつてし卜むしヽことである。

また¬政府⑮掲げる数値目援が低すきるこ

りで、8颯四年までに女性ぬリープ‐を全体⑮

3酬にす衝という
:日
標を動%にするなど、政

府はもると高く数値自標を調げるがきである。

各省序が幹部候補堕採用試験台格著⑩採用

黎管理職昇任の際t女憧□たの面数値自援を

掲ば、女性:を優先するという積極的改善措置
を取るようによ改善す真きであるg

数値目標を建成できなし¬省時に対してヽ予

算の削減などの剣則措置を含働た積極的改善

措置をともべきであ叩、itおは政治的に決断

して進める[嬰浦電わる志:専実上の平等を含め

た改正を提野l迅蜘 でも公務員法を見直すべ

きである。          |

ユ1顆鋳轡嶋おL型可提供された統計T~―夕によれば、多く□領域謁特国国畿 《罰閲年[こ薙識m.:

層
!ま P疇).鋼叫

:‐      時 i¶
乱骨肺》:、 国蒙公務員 《即腑 年に指ける奎者におけ慟‐割合は

)体並びに地蔚議金田意思決庭におけ迅割B面低

馨k」はゆ甘咆ε童  夢祠:

雉鰍麓臨飩講賣蘊雰 又冬珈認瞑冨
押振:書含むど面よもな措置力¶取幅机ましたか。

増
―
きた満lテ編絢餡絶より暫寵詢儡lll種措置m

政府・自治体は、男性巫員から⑮逆差別批静』 や行政の政治奥の中立性を理由に、女性政治家

警嗅学



育成を行なっていない。極少数嘔自治悴が女性

センター等で定期麟 たは中発の講座やセミナ

ーを実施している。しヽくつかの女性団体働豊欲治

スタールを開催し、とくに地方の女性馘員誕佳

や蜆役女性議員は キルアップに貢献している

が、公的支援もなくそのMに もMが ある。

女性国会議員は微増だがザ各種の国際褥係で

は相対的に後退した。さらに女性議にゼロ市町

村議会が未だ全体鬱 40°/。を超える。政府は責任

を果たしていないというべきである。

05年の第 2次昴女共同参画基本計画では女

性の政治参画促進への言量は警無に近し亀 この

間、政治分野での政府の取り組みは「諸外国に

お|す る政策方針快定過程への女性の参画に関す

政府報告で、高等教育ぺ⑮女子の進学率が男

子より高いとしているのは、女性の場合、就学

年数が少なく学費八担の経い「短期大学脆ぴ専

門学校Jへの進学率が男性より高いためである」
「短期大学及び専「∃学校』はユネスコなど国際

的な続計で|ま同等昴 関とカウントされない

ため、国際指標における日本女性の高等教育就

学率を低くしている。

日本で女性が大学に進学しない理由は、①予

どもの園 Uに より受けさせる教育レベルについ

て組の意識が違うこと、っまり、男の子に|ま大

学まで進学させたいと思う親は 6則であるのに

対し、女の子に大学まで進学させセいと思う父

親は 41°/。 、母親|ま 4躍 という実態があること

る調査J(Old年 3月 )等⑮調萱研党口みである。

報鵠 ⑮結論では靱 補率アップのための政

党駒成生を用いた問機的強れを法律でR備する

こと口有効性が指摘されと。円 はこ剛 ま

えた選挙法⑮虹 など鰤 的な取り組みに着手

ヤベきである。

審議会への女性の委両は看実に進展している

が、同二人訛が複数⑮委量を新 したり、政府

に黒会を唱える識ちが選けられたつする傾向も

ありゝ 選出基準にR間が残る。マイメリティ女

性へ印特別錯置もいっさい拡 、マイプリティ

闘題勒 う審議会ですい易性マイメリティの参

面に限られている。

15。 報告書lまも高等教育懺関に指ける女性回割合がも鸞癬iと して男女差邸存在する(歳性96。 6%、
男性51.3‰)大中レベルを除き、上昇していると述べる (パラ15参照》。この量を納めるため
に頭られた隕 にもいて情報書提供して下さいご (酬嗜潤眈報曽書パラ15ではヒ鋼.臨と認迪
されておりも捩配と置ねれる。)

(『 日本の青少年ぬ生活とMに 関する鉢 調

鰤郵腱袢莉 鋤01剌、②こ⑮ような親印期待に

沿つて、中高における選轟浣丼薇闘予膿れている

場合も多いことなどが挙lザ .しれる。

このような実態に対して、躊 は国晟の意識

を鶉 的に変え駒嶼策は取つていない志また、

女性⑪高勒教育へ⑮進字を奨励するような女性

だけを腫 にした輻 制度はなけていなし、

政府⑮奨学kyll度は、熱利子と有利子⑪返還型
Lで、性掲Ш愛給率は、昇女鳳唖在鰊 』合間性59.鰯、

女性晃0。 2購 に比ぺで、4年制大学では女性の方

が借りている割音が盪b聰 :女性の大学進学率を

上lプるために、結制唾舅型諄卦会を持に麟 の

Mの 価ル曜ぼ痺■生用に作るべきであるも

16「 親告書[ま、大学及び短期大学におけ通女性教iin数及さ制合が正tずれも増加傾向にあるごとを
示している (パラ]7参m)。 一方で、女性は教員劇 乱ア幅に過ぎなぃ。大学鳳が短期大学口教
員に騰lする女性のな加を増やすために取葛れ亀措置巻宗し七十さぃ。
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文部科学省が N□『 午に実施bた学校教民減 の屋先的な雇用などもある程度の成果を上げて

あ調査によるとt大学 3短期大学に精ける女性 いる。しかし、小刹模でめるたぬ姑最大学・研

教員の割合lよ、F13.%であるもしかし、下表□ 究漑閥は限られЪその上、ほ滸性もなく、女性

職階Mにみると、
1祠曽は 1111%と 低い一方で、 研究者士体⑮地位田大幅な向上にうながつてい

職階⑩最下位である面手では51:用と大き|な連 ない.女性理系研究ちは、大学よりも研究機関

いがある。全体で女性⑩割合が少ないことだけ に鵜けるコ合鐵電高い揚音が多い.

が問題なのではなく、下位になるほど女性ぶ多   ‐    O O O
いことも大きな問題でおるLi菫たも最も唾入④  こめような状況絆ら:日本政府は女性研究者

低榊非常勤講師のほとんどに女性である漁電、非 ⑪履用・黒造のために、準に数値冨標を挙げる

蔚勤講明⑮m位改讐は全くされていない。   だけでなく、十怜な予算甲確保、日颯達成甲場

日本政府が行うている女性科学者支援は、1学 合⑪メリットflJ度葬大囲に達成できない場會⑪

内保育所⑪充実ゝ 一部大学における女性研究者 罰nl」も含めた政策を打ち出すべきでわる.

嚢 大学鞠醐卿贈馴鼎女比 (文却科学省 :苧榛教員続甜認賓 即酬》

計 男 女 計

蜀 地眠lMl 137,iS25: 3Q,届哩6 18。 2

110馳 G田 47. i『。2
・ヤ刷学長 : 61日 | 588 87 4。 理

教 授 67,S27 6Q3田 7,S開 111。
1

1 30,9圏 0 32,610 7,2騎 18.2

1講 師 2田122ユ 149814 i5,4曰 7 2a7

駒 救∫ 叩,冨躙 25,4は日 7計 3鵬 22。 3

助 手 5,8即 2,817 3,033 .51。 8

囲19年 1=北京十¶遍⑪開催と

,   卸11年  アジア太平洋地域に騰Iする準備会合□開催

橋本ヒ回子

来年はゝ瑚L京で開催された第4回世界女性会 年国連yll総会⑩成果文書で投定され起新たな

‐楊鵞財]鰈睫靡躙釉議之猥  躙霙翼]鰤冨凸頼
酸薦蘭基讐譲調纏きれる赫寺ほ懇iヽかと讐ゎれ

。
指摘し、意轟る実施め通ぶに行動1‐イニシテテ

ていま九 同院 では、ゴ麟謝利鉤騨u、 剣陸
‐
鏑b心 ィン舶必要な分野にもぃ守釉 しま観  ■

雫個―



そのため、今年、3月 2日 か啓Mヽ 電εが営さお

た国連女性の鋤趣委員会 (鰯W)開催申に開かれ

た』L京+15に関するNGOの鉛 で、2110年の

54回 C馴 の直前2日 間にわたって、NGOフォー

ラムをニューヨークで開催することが決まりま

した。会場牛についでは鋼 中でた

O O O
さいに、町 の口 、フオーラムに向けてこアジ

ア太聯 など世覇鞭理卵榔噛、南アジア、東テジ

アなど小地域でmと して上記の作業をするこ

とを決めました。そのため、アジア太平洋地域
で|ま、アジア太平洋女性監拗機構血sia hcific

恥雌n tttch J悧噸 力S、 29⑩9年 10月 21-25日、
フィリピン・マニラ⑮郊外ケソン市のミリアム

大学でアジア太平洋皿諏フォニテムを開催予定

で七 21日は到着t25日 は』需国日になゆま丸

それにむけて、日本峨レポート、東アジア④

小地域レポ轟卜を作戚する感要があります。
口岬 の代表は昨年から脚酬(日 本女性に視機

榊 の代表である隧ひろ子さんがうとめておら

れらため、通の一連の活動の事務局を殿酬が担
いま九

□ 00｀
10月 ⑪アジア太平洋Ⅷ錮シンポジウム⑪詳し

い情報は、脚Ⅷ⑪会員暉場合、直接選付されま

すが、ゴL京」AGマンスリーでもξ必要に応じて

ご紹介しまち 爾⑮蜘 フォーラムに0いては、
皿鵬昭0慇剛訥yo ttrl山窯ettso c帥 をご参照下さ懸ゝ

(3ページかし口続き)予算を定着t普及

させる上で N□Dの関与が必要となる。Eljえ

ばマーシャル譜品ではM務省が実施主体とな

つて IBの技術協力のもとジェンダー予算
パイロットプロジェクトヵ輸 お申醐軋1嘔Юも

ジェンダー予算の実施委Π会やな ンダL予

算のワークショップに参加しtこれが、ジェ

ンダー予算ぬ効果的実施や ]剛Dのキャパシ

ティービルディングの形成にも業かった

倒画p田赳晩目E勘即田:1螺 このようにジェン

ダー予算の実施には幅 ⑮参カロが欠かせな

し、

新しい晨闘 近年(譜外国ではジェンダ

ー予算の新たな展開として性局J統計をllJ用 し

たジェンダー予算分析に加え、予算の仕組み
,岬 め意濃麟覇議胚蟄亀ジェンダ‐視点を読

合するための方法や制度情無■注目が集まっ

ている。過去④経験から過鼈 幽いジェン

ダー予算分析だlナで|ま、ジェンダー平等達成

のための予算措置 (予算の増加や予貪配分の

変更を含秘)口実県は難しb、 そこで財政改

革や民主fヒな       の動 ヒに合わ

せてジェンデー予算    、現実の予算

函分を空えるための働きかけ黎仕組みを作る

こと力に覺蜃郵ざと靱 て発bる。

韓国□瓢 は、性lJ蜘れるように、証Ю

《民間女性団体》力琶議会に精力的に働きかけ、

簡会では熱Jしな女性議員が中心になって議会

腱動きかlする、そ通に一つの瞳節

を推進するための市民社会・議会・虞府

を一体とする運動作が爵成さ轟た身近な

け例である。さしに閂家財法の制定時にジェ

ングL趙讀貌∃静合し、予算制度全体の中に『制

度Jと して盛柳込趣ことにも成功している。

〇 ◇ ①

数回には、市民社会 〈女性団備 と女性識

員岬動きを中心に法制定を舞 ナミックに提

えたし、更に韓閾働ジ纂ンダと予算⑪具体的

な内容、課題などを論じたレ篭参考文献⑪提

示は政国に纏めそ御 た`毎亀
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日v防止:1毅尚蕎藁薇基本計画策定にあ赴もて■千葉県回事例

1        船橘 邦子

璽⑩⑩4年DV法改定で都道府mでは基本計画 先してDT被害者支援をする私たちを応援して
。が義務ギけ幅iL藝

・
準を握週して別鵬年度l晏は くれた繕果、女性議員甲大手が■貝として私た

全国的に改定炸業渇奎胚められぞ讐た。島佳埋い もMPo法人甲渚動を支援しもまたDVへの間

の部遭府県で話基本計画改定また市町村で回策 Jしは極めて鵞し聰

定状況についてチエ夢クしていたでき情報交換 ◇ □ ◇
、ができれぽと思う。              千葉県の第二次計画では基本国標と。して、広

¬   れ
         報 0酢発として (1)コ vを評きない社会づく千葉県でも3月末には改定案である第露数千

葉県Dv防止 6被害膨支援墨本謝Mが発表され り、相談 Q一時繹護として (2)安全で安心で

る予定寺ある。ここでは素案と:して発裁された きら支援体制ぬ整備」生謄再建として (3)一

内容にたいしてパプリックコメントをどのよう 人ひとり
・
の人権と選択が尊重される支援 連

にコメントをまとめたが、そ□鰤 もさらにR 撰請ネット
:ワ こ夕と瞳て 《4)すべてい人が、

本計画面内容とそれに前す場躊 ういて編単に いもでも、どこでも、口 な支援をL切れるこ

触ヽれたいg となく受けることができ面連携怖鵠』口整備と明

3年前に私は地元口松戸市で主としてDV被 文化されている。改産の規kは 理つの農本目標

害女性と子どもの支援をするために FNPO法 のなかで宏全で安出できる支援倅れの整備と生

入女性と子どもロスペ‐ス O尋コ』を友人生立 幡再建支援⑮充臭《¬さ喝にDV法改正によう市

ち上げ惜mを続けてきた。 町村によ.る政組が強fヒされたことを受け市町村

そ⑩魃程で県内彎⊇ヅ襖害者真援写倭⑮ネツ に申ける塵本計画⑩策幽促通などが挙げられて

トワこクであう.『零V磯害者真援ネツト'ちぱJ しヽる。    :       ‐

にも参加時ヽ 電響叩午暉嘩寺務局を組つち01の  生渚再建支援とい.動 同標は第‐尋数計画でも掲

ネ
:ギ ヒ甲イビデT尊輩性舅議甲会 1千葉県は現 ぱしれてむ,ヽた。しかし県|よ女性サポ■降センタ

を7名、民主曇、_美牽霧t社民ユ諄生活タラプ ーの利用者⑮退所僅のアォロ甲をしていない現

1)と襲⑪DiV政策にもいて今年度は息度にゎ 戦で、いかに再建支援邸でき晏ぬが、と以前か

た.暮意見慶換性暮面じヽ通」薯直讐ま
‐
と高を提案 し疑問を私は果に投ばかけていたξ実際、退́所

した◎政党を超えた女性議貪ぬネットワークは 緩⑪住宅□罐保は難間で、県営住宅争峨輻先入

地元松声市でも鰤 年前か踵あるも松戸市では 居も決して審mではな嚇亀そ⑪上、所得証明や

1動
『

年代瀬b色女性議員め数は常に1懸名近くで、儒証人問題など)ヽまドルか高い。
.計

画めなふに

前向まで松戸市蜃幽繭銹議7省申
13嬌が女性だ 『自ら⑮意思に基づくi幽括再建』とあるが、:選

つた (現在呂m)葛 =褻誰もぁ議も1■鵞に党源を超 択肢も限幅机た申で『胸もの意思』・を買くこと

えてネッ.ト ワークがわる:囲は昴晴らしい邑とで は不可能である.住名にしても0事者が住みた

私|まこのネッ.卜 ないるんな意味で幡用させてけ い地域と住宅を選び借れに対する家賃をど画纏

ただいてきた。これを可能した印はこひとつに 済的%を することが『自らiの意思に提づくこ

は戦後ずつと90歳を過ぎるまで市民運動を担 とJになるのではな:い力Ъ
び♯陽中的ケア⑮充実と

つてこられた合は亡き先悲⑩女性たちがいたこ いぅ項目もあるがカウンヤリングの費用負担な

1喜炒 絣 貶 浚 【 輌 蓼 咆 憂 雉 層躍 曰 斃 沐 饉 封 靡 鉤 鮮 掟
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み着のままで逃げてこられるため、まず安心

して体める場所の提供と社会資源の活用をふく

め物質的・経済的支援である。 ≒  | |
なぜ被害者|ま心も体も傷つlす られた上にすべ

てを失わなくてはいけないの力亀 をめ理率尽さ

に怒り、1悔 しい思いを当事暗せ、いつも共有し

ているだ|す に、とにかく経済的支援の必憂性を

強調したい。ところが今回呻改定も基本計画で

あるということで具体的載葉がみえ通ttrま茫
実効性畦漏平価酢歩るシ嵐テムがない通とも晴鰊にと

してがプリックFメ ントには指摘した。以下、
D〒防止ネット噛簾耐鋼讀誡も見えてきた意
見を中心に提言をまとめたものを紹介する恵

Dず防止ネットちば口提言

⊃Vを許きない社会づくり

1、 民生委員、人権擁護書員、医師、看講師ヘ

の唇発括動の強イヒ

2、 人権教育の一環としてのDV予防教育を

生県下で実施するためのガイ ドラインの

策定

3、 各自治体におけるDV撤廃推進委員の設

置

安全で安Jじできる支援体制の鍼

1、 不安、緊張はか幅解散されるためのより

よい環鉤

2、 相談の際の保育体市』⑮整備

自らの意思に重づく生括再建の支援

1、 住宅の支援

・不騨彗個要甚、市営住宅優先入居と偏諫証メ酬制

度や所得証明の価廃

済的支援

2、 戯労支援

・被害笥事者を地域の事業体が積極的に雇用

するよう竜却動きかけと辱轟指と配喚車響剥覧J睡藝

叢への支援

・仕事の選択の幅を広げられるような就労

支援⑮拡大

3、 精神的ケアの充実

安』Ьして持識して相談できるカウンセラ

ー⑮確保と経済的支援

4、 一時保護施設退所後の持続した支援齢 ll

の強化

5、 生活再達に向けた支援のための民間支援

国と9連携

地魃かしDvななくしていく起めに

1、 BV根絶めため⊂理也鰈 ットワニクの強

イヒ

2、 自浩体に精lす るDT関洟部署 (住宅課、

福社専務画等)に担当憲誕裁捨くこと

価機関の設置

2、 達成国標値の設定

3、 具体的手段の明獨

・被害当事著壇身が居儘する場所および民間 奥瓢性を確保するために
の住居を選択じ離 可能となる家賃等の経 1、 被害晰事者及び民間支援団体を含めたが

3月 24日に内閣府が実施した男女闘の暴力調査結果が報告されました。内閣府守|ま

19919年以降これで4国目ぬ調査を実施していま亀 暴力を金|ナた経験を約懸oO/。 の方が持
つているという⑮lま、これまでと同様ですが、気になつたのは命の危険を感じた経験を
した人の割合が激増して、女性 13。3%、 男性でも4.7野となっで囀 した。これまでは、
4。8%程度で大体 目o人に基人が備の危険を感じた経験がわるといぅのが関係者の共通認
識であつたように思います6埼玉県では 18人に下人と、その割合躙 によつて多少の
違ぃがありましたが。

なぜ、このような結果になつたのか、要因分析の必要性を感じました。騰本)

-9-



家族⑩奎」低1こ法はどう対応する|口
,か

攣予薗てはな鋼する親蠍外個人鞠回権劇遷めぐつて麟

今tフランスでは、変れが働家族警反映し

て、飲 に関係する3つm淮案が準備されて

い輸。日本田メデイアも紹介しているワ■タ

ライプバランスロ観慮力覧ら回育児休暇⑮短縮

に関するもの、ね子縁組⑩幸続き簡索ぜヒ⑩た

めの法改正、そして子育てに奉鰊する親以外

の人 l々⑪権利に関すらものの重ねである。。本

稿では、家族□多様fヒがはあはいかれ日本で

も問題になるだろうと思趙 るこ⑪鄭 国の

幅の基細分十る。子育てに参加するN麒罪口

鶴i文露詭鰊  欠ξ慮
祖箕母呻親⑩児爵姉妹、再編家族でおれは同 、

隠する義理の50義理⑩父などが含まれる。

またそうと明示されてはしヽないも中、子ども

なもうホモ遭クシキル・痴多ブルt含まれる
だろう。現在、プランスには鶴国性カップ蝕

.⑭家庭で育う予ど悩脚38:万人繭後いるとい相

れている◎し癒彗し財朧婚を認めていないプテ

ンスではご同性⑪両親も認められてはおらず、

美子燒組や代蜃ば■人工生適にどつて電カツ

プル⑪うちの基方講3親lとなろても、同居する

もう一方についてはt子どもと実質的なつな

がワがあると1まいえ、再編家なぬ義理□親と

lM岬珈蜆嘩珈嘩 }｀ 中 ≒キ国
.

:滸的に子とも蔽育見や教育1吾係る人々に、現

1捧資韓認す骨む此ちでЪ:法的m位脅与:ぇょぅ

と。いうのが尋月中にも上にされる予慮⑩法索

口れらいでおろしこれは⑩7年の大統頒Eで '

当時⑩チルコジ洟補が豊絢ぬ■うに掲げてい

たものでもん描。サルコジ大統領自身も2度

の謙婿と自国の結婚警涵験ヒ、中国⑮家腹を

めぐる複雑な状況をよく知る立場にあるL

◇ □ ◇

しかし醸 遅哺制毅隋 草唱融Э内曜野が相じら

1  
石:囲久仁子

れて以来tきまざまな車場から贅軒両識が出

ている。デイtレスピアン団体はこれを数迎

するも口のも結局、麒 カテデルに限られ

た話なのではないかと口疑心を抱(。 伝統的

家族を癬護する人 は々、こ机ず同性両親へ⑮

道を開くら口としてヾ反対論を展開する。子

どもと別居する父親たちがつくる団体|ま、第
言者の権利繭]保障されることが自らい手ども

との関係ぬ希薄化にもな鮮らない力町を危ほし

て、新法をつくらよりは1まずは子どもと口

面会権等ini自 分たらぬ権利の権立を求めてい

る。諫 内部でも、か曜罐課測炒申向にパリテ

(男女同数》浚 腰ヽンクス法 《同性・黒性カ

ップかに結婚に準ずる権利を保障した制度》

に圧対してきたクリスティ旨戻つプータン住

宅大臣は、.伝統笏家鱗面磁壊だとして反対の

立場をとる。

◇ 国 ◇

世讀も分かれ、法案繭審議繭漫乱も予想さ

れる中で、3月 6日 ⑮ル署ンド綱にtマグレ

プ系の機民出身面女性法務大臣、デシダ・ダ

チによ鶴『義理⑩親⑩譜権利⑩強fヒに向けて』

と口する記事が掲載書れた。グチ大国は通の

記事で¬大入⑮決由によつで翻昇され不安定

1裁家朧黙境に置力ヽ編る予どもに法用 浦までき

るのか、子ども⑩刷猛、子ども⑮縮神のバラ

ン累めために法|ま樹力言できる⑩か亀と口視点

かいち1準備中⑩法案擁護論を展開している:

:ちなみに、ダチ法務大臣は、1日本でも報遭さ

れた涵t、 1月 2日 に父親の名を明かさずに安

児警帝工切関で出産している.しかし数日後

に仕事に優帰したためにごフェミニストかい

lま F女性たちがMいとつた権利としてめ出産

怖暇を取得ビなかつた』と批判されてもLヽる。

以下は上述⑪記事⑩抄諏。   l

-10-



<義理の和 離 利の強化に向 lナて>

最近、フランスの家族には大きな変イヒがあ

つた。今では生まれてくる子どもの事数以上

が始外子である。結婚ヒたカップ・ルも半数近′

くが離婚する。.その結果、300万人選 の

子どもが両親とともにでlまなくξどちらか―

方とだけ生活している。そうした子どもの3

分の2は、一緒に暮らす親が高婚して、いわ

ゆる再珈家族を職 している。 :

こうした再編家族⑩場合、子ども|ま義理の

購 理の父と同居している。れ の親は、

パ‐トナニの子どもの教育に関与する:そ 膨

て新しい家族の間で続しい関係が続がれるこ

とになる。多くの傾合、表理の親は子どもに

とって第二の量や第二め父になる。義理⑪親

は難 内では現実に重嬰な鋼 を担うている

が、法的に|まいかなる纏制ももうていない。

義理の親は、パ∵トナーの子どもを学校に迎

えに行くにも、瘍 的に|ま委任状が必要ハ

パニトナーの子どもが備れになり医者に見せ

に行くにも、許可が必要地

◇ 国 ◇

こうした法的要請は■嚇 にはあまりにも

負担になる。法は現実に見合うように変化す

るべき亀 ともに基らして生まれた愛情関係

がもつと考慮されるべきであるご義理の制は

実態にふさわしい纏制をもりべきなのである。

私は関係閣僚とともに、そうしたJ凱向
1て
喘師文

正のための場 しているところである。

親権行使の条件を変イヒさせることが重要で

ある。親の後を弔|き受げる第二者が、予め許

可を得ることなしに、日常生潜のもつともあ

りきたりの行為を実行できるようにするべき

である。子どもと一緒に暮らしていない方の

規からの反対がない限慟、義理⑮親が特別め

許可なしに学校に子どもを迎え行けるように

すべきだ:新たな法律が同意推定熙 Jを定め

ることになろう。それによつて家族ぬ実はが

より考慮されることになり、日常的な行為が

スムーズに行なわ腸属よ
ll弔寮骨|:L il:lil::

◇ □ ◇
珈権書性の条件ぬ緩和も必要だし今日、親

権は両親が二人で行使する。この原劇饉維持

すべきだが、両親の一方が見亡した場合、細

権は自動的に生き残つ%に 轟翻度される。こ

の原則は両親が馴れたと:き にも同様に適用さ

れる。     :
親権⑮譲艘は子どもmflJ鑑により配慮する

Rが あるもまた解 も前から子どもと生活

をともにする人への配慮も懸要である。翻状

では、きわめて例外的なケースを除けば、判

事が院 を第三者に認める通とはできな卜ゝ
。

義理鬱親は、子どもと一繕に暮らしていても、

鋼構を譲られることはめつたにない。子ども

⑮tl嘔を考えも歿 のバランスを躙 るた

めに、義理の制がより広鱗雌瑠鱚駒噺翻膿者に

選ばれ得るべきである。これは、子どもとめ

実貿的な絆を重視するという意味で、良識の

問題である。

◇ 国:◇

子ども節電、自分印両親の一方と監活をとも

にした人間とのつな脚 を維持できるという

ことはな bllえば子どもか蹴 と蹴 の

パートナーに育てられtとする.その後この

二人がカップルを解消したとする。その絣

子どもは自劣を育ててくれたこ1の男性と口関

係を維持でき面のでなけ机ぱならなしゝ しか

し現状ではそうはならなレ礼子どもの精神の

パランスを考えれば、かつて⑮義理の父や義

理ぬ置との関係を続ける権利を子どもに認めi

｀
るべるき旭     :      ,

◇ □ ◇

家族|ま変れした。それに合わせて法律を変

えることが選評申不轟晩たになったぶ雉 鎌趙鰤ま

しぱし
!ず緊張関係を生み、家族T人ひとりが

困難な状況に置卸 る。颯 が国麒 不釉を

もくるファク・夕
こであってはな%ない。むし

ろ助けとな
・
り:安

J用を与えるものであるべき

だ。

― ll=



女性口尤国輝社会はどう立ち向かう岬1か   ■
喚グ回■ボpぃ冬膿面申田国他比載〒

石□久仁子 袖齢ホ慮子

日仏    ンタ‐ti画他    蝙

主催、グロニ虜ミ鮨 :鰤 『ダロージ   ぬ男

女共同参画と多文イに美生バ本拠点:東司し大学も

連携拠闊
・:東大糀財》・後援によ13標記シンポ

ジウムが、自'月 日日跡東応固仏会館雷闘催さ

れた。タイトン自体がプンポジウム盆画⑮趣

目を示しているガ、増干補足したい。

□    冒

貧囲闊男性労働蕎までも脅敵すよIDl準なつ
.

てようやく、人々は貧園を社会閾口としてと

らえ1まじゆれ だ力弩れ、も尋蜘暉雫野ずい

軍木隕鶉量雉凸珈忙財癬
羅糞恣鶉踪Ψ褥
最γ鵞蜃幅反]量慮厄|こ基睦匿麿艶麗笙恣皐
申裂飩□洸黎祓饉難鯰彙
蠍駄ポ斌鯰層洟樺
ン瑯嘔竃邊Ю闊

“

礼名骰辟郎
鱚以貯録賣兆疸贔鯰渕
縫贈賤趾猥言蟷  %°
R盪八判雉麗『Ы舅鑢鳳
電磁 卵魃撃鯰蠍、
雖へ]凰下繹魏顆ぶllk'

"鰈

瞑賤魃愈亀爾心ぶ祗
いた。それ警もとに、性皐せは女性め費国に

社会はどう立ち向から力卦ころいて請し合も地

ロフランス回浴□裁性
‐日仏女性研究単舎面辻山動き子さんと石日

ぬ司合による第一薇 tF女性の賛国 ]罰ほと構

造的閂国』では 前ゝ半の『:4践⑪賓国⑩訓状』 `

につし`て、まデルモンrド紙認者‐⑮カトリー

ヌ・サ番計さ:んがプランスでも贅囲⑩愧威ざ.

社会⑮「最底逗』―を構成する東Mやアプリカ

から回移民女性たちだけでなく安全地帯にしヽ '

ラキう与幕え程中銃階層。女性嘩まで店がつ
ている釧識をメ1プ苛ア甲編点から報告曰酬そ

の絵の理由に。こ愚1離婚魯契職に貧ロイヒする女

性たらぬJllを紹介:画ホ申%台とも異通す通

ギ1算軍自己責任論面内画化が女性たつ甲聟

□⑪靱績を見集11≪ くキ|て
L.｀ うと指摘、事た

連⑪ l⑩年闘寺賛国人ぬメディア■反応が冷

経に畿らたことを強i《
批判:世論形成に大き

な力をもつメディア赫重要性を指摘した:

□創造力硼可能性
1続いせ畿纂争ぬ二人だもた瓢電t備恣 、陶引

出張ぬ竜ぬtこmと をもな朝自綿蘭編集委員

め特信重意子
.さ
んからわせ亀れたメガセープ

『ゴ本⑩黄性面貧面はなぜ導えない●力電力電

読み上げ幅れた後、東煎□公園⑪ラント村で

生活する亦守■貯ス0ア峰テイス・卜tし もヽ勧
巳導さこさんに生:る 「M■住鱈力応幅見えるこ

と‐プテ⑩播mと 24遍 キッチン』と口する

靱告では、楼女が発明したノラのプランド印

ういた布製住理漏ナプキンロ儒』埒舅売 (女柱 :

路上生満者たちによiる》や路上生悟者 ,‐般

市展をっなぐ棄て―Lれる童材を利用した 自蝸

ギシチン活靱等瀞葛、いわならさん自身洒雹描い

だり写した卿したデツサンや与裏とともに網
介さ.れた。ぃらゆしされロホ旨ムレス・アー

テキち|卜 とt(51増自きゴ妻替護佗してχ越えてくる⑩´

|ま、従来ぬ労働⑩あり方ゃ潤費資本主義社会

島ユ露雫



に対する根本的な問い直しである.『まだ闘ぎ

された社会に創遭力を使って隙間をつくりそ
こをぐわっと開いて行きたい」というに優ぬ

言葉が印家的だった。(以上、石□入仁子)

日構造的臓国と対策

続いて、飢 を貧国に陥れる情遣的原因と

その対策について、国立統計経済研鬼所のェ
童ノミストであるソフィ・ポンティユさんと、
東京大学教授の大沢真理さんが発表した。
ポンティュさんは、まず、フランスの蠅

は男性の 2.5倍の時間を家事に費やし、3倍
の時間を軸 のために割いていること、これ

は銚 が働いている船 でも変ィmSなぃ二と、
女性暉家事時間が減っても男性の家事時間は

増えない遼となど、家庭における男女の仕切
と関わり方の差を報織 また、労働市場にぉ
いて、女性の働き方は子どもの有無に大きく

影0され、子どもを3人持つ女性ではパート
で個K率が高くなることなどを示した。通つ
したことを背景に、雛 は男al■に比べて労働 `

時間が短く、かっ賃金七月収で 250/。、時給で
11°/抑格差があるためゝ十分な収入が伸しれ

蛍 国に陥ることを臨 嘴 去かし相続した

強い力によって、機 は不公真を許している」
と述べた。

□経済繊存率により厠血1見えるか

さらに、瞼 済依存率』とぃぅ鶴 を用ぃて、
女性のワーキング・プァ⑪実態も明らかにし
た。「世常収入で見てしまうと、カップルの収
入を平等に分|ナ合うことによって女性の貧国
が隠されてしまう」といぅg纏離 存率とは、
自分自身の収入では貧国に陥る人口割合で、
フランスで|ま女性の就労年場の 38%が当て
はまるという。一方、男性の場合脚 5%に適
ぎない。北欧諸国ではこ⑮経済依存率が鵬 Ъ
ポンティュさんは、こぅしたフランスぬ晰
について F仕事、家庭t教育、すべでに男女
の差別が見いれる。公権力側からの改治的処
遇が関与できる」と提言した。

嚇 分配が作慟出増 国大国ニッポン」の

タイトルで発表した大沢さんは、冒頭で「言
いたいことは次の3つ、日本|まOEcD諸国

の申でも貧国率がトップクラス:その資困は

織制と社会爆障がw分配を行ぅことでoく り
だ出されている、そして貧国書の大多数が女性

である」と要点をまとめたQ

□連機憶する税 ご社金繰陣制度

大沢さんが重大な闘口として訴えたのが、

税制と社会保障制度lipi『遭機龍』だ聴これは
生活を保障するはずo制度が、反対に生活を

ね蒻 かし人々を俳除していること。日本|ま

市帷所得ぬレベルでみれば、格差も賞困率も
低ぃほうでありながら、。再分配が行われると

貧囲率が⑪EcD譜閂ゅ中でトップクラスに

躍り出て格差も広がる」フランスは、当初所
得⑮貧困率はかなり高いが、可処分所得|ま下
洒島ら3番目といいЛ齢蘭になるとしヽう。1

大択さんによると七日本⑮税 O社会保障費
の国用 に肺 る比率はれ クラスで、特
に問題なの|まそ⑪累進度だという。日米では
硼90年から帥馳年に税負担率は一貫して低
下する三方、輻 障負担率は上昇、鋤皿年
度か幅は社会儡障負担総額が国税収入価額ょ
り向くなった。しかも和国税●うち所得統の
比率力電低下し消費税Q比重が上昇した。
女性と貧囲の前田では、雇用が猛然と非正

現してきた⑪は女性で、失業率も人生の半ぱ

%に おいては難 の暉うが高しゝ さらに、
二人暮らし高黎者の大多数lま女性だが、その

半数近くは年収 1帥 万円絣 だという。
大沢さんは「鰺低賃瞼をデップ、非正規待

輝雪改善、税と社会鍮障峨勤呆⑮弓|き 上げが
必要らとくに労勒錦齢人国の低所得者への支
援離 として、住宅流 も児童手oが有魏
そして軸 ⑮最掴赳難邸瓢覇謳能をJと述べた。
第軍部『女性の費国ィ直にどう立ち向からの

力¶は、日儡女性研究学会の中嶋公子さんと
口件会奉醍謳嘔厖亀熙ログザィッド電アントヮ
ーヌ・マリナスさんの司会で、第一部⑮発表

者4基瞥パネリス ト|こ行われЪ男性が支援に

つながりにくぃことゃ子持ち女性の特権イヒな
ど、路上生満者へ⑮支援における格差や囮題
点、今後の支援のあり力などが話し合ゎれた。

(以上、鈴木京子)

由13-
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騒 韓国の事例から学ぷジェンダー予算 (中)………………………………………… 2
～予算の策定から評価までの金過程にジェガ ー平等視慮をいれた予算を作ろう～

4月 号に続いての掲載です。 2回シリーズの予定でしたが、執筆者村松安子さんの「お伝え
したいことが多くて…」というご要望で3回シリーズでご報告いただくことになりました。
今回は (中)と して第 2回目になります。

国 第53会期女性の地位委員会を謗難して ………………………………………… 4
2009年 3月 2日 から13日 までニューヨークで開催された女性の地位委員会のご報告です。
報告して下さるのは加藤登紀子さんです:内容は、合意結論 。決議・パネル討論 0女性に対する
暴力関連のイベント・CSWでの優先テーマ 。NGOの 「北京+15」・国連のジェンダT

革 (GEAR)な どです。                    ｀

図 」ヒ京+司 5
来年は、1995北京世界女性会議から15年になります。今まで男女平等の運動がどこまで
広がって実つてきたかを確認する活動が着実に進んでいます。今回は北京行動綱領の重要領域
の中から下記の領域について、会員からの意見を掲載いたします.

① 女性と貧困・女性の教育と目‖練

② 女性に対する轟カ

③ 権力及ぴ意思決定における女性

④ ′女性の地位向上のための制度的な仕組み

國 総会のお知らせ その他

*北京」Ac総会、5月 10日 (日 )です。今年の総会は、議事の後に、懇親会が

続きます。会員の皆様方と、北京 JACのあり方や今後の活動について、おいしい
お弁当を食べながら、率直に意見交換をしたいと思います。
14:30から講演会を予定しています。

鶴難会)i財爾畿「朧餞圏 J    鄭描く安崚彎慟の申臨』

講師1洒絆壽子雹ん
多くの方の参加をお待ちしていま九 日程など最終ページをご覧ください。

*会員の方には、「総会プログラム0規約改正の提案等の総会資料Jを同封しました。
お送りした資料は、総会当日、ご持参ください。当日、活発な論議をお願い致します。
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韓国の事例から学ぷジェンダー予算 仲)

～ 予算の策定から評価までの全過程にジェンダー平等視点神 れた予算を作ろう ～

当初の予定を変更して3回の連載となつた。予告

の内容に加え、韓国での運動の過程や政府の実

施準備などもより詳しく言及したい。

圏ジェンダー予算をめぐる世界の動き

ジェンダー予算の起源は 1980年代中頃から始

まったオーストラリア政府 (国内本部機構が責任

部署)の、政府予算と女性の地位向上との関連分

析にあることは前回触れた。国連は早くからこれ

に注目し、87年にはオーストラリアに、国内本部

機構の役割に関する専門家会議でジェンダー予

算プログラムを報告するよう要請した。国連世界

女性会議がジェンダ∵予算の重要性を正式に取

り上げたのは第4回 (北京)会議であるが、85年の

第二回会議では、すでに、経済危機にあつたアフ

リカ諸国の構造調整問題とその女性へのインパク

トが報告され、政府予算 (経済マクロ経済政策)と

女性の地位向上0ジェンダー平等との関連が注目

を呼んだ。

現在はほぼ 60カ国でジェンダー予算が実施さ

れているが、2015年までに世界の貧困を半減しよ

うとする「ミレニアム開発目標Jでも、ジェンダー予

算の重要性が強調されている。2008年の第52期

国連女性の地位委員会の主要テーマは「ジェン

ダー平等と女性のエンパワーメントのためのり資

金調達」であった。このように、現在では、政府予

算を含む資金問題は、ジェンダー平等社会実現

のために最重要な課題となつている。

世界のジェンダー予算実施の経験から、その

成果として次の5点が指摘されている。①予算歳

出面での改善、② 予算歳入面での改善、③予算
の決定過程での改善t④ジェンダー統計や指標
グ)整備、⑤国際協力関連政策での改裏:換言す

れば、ジェンダー予算分析の意義は、予算とジェ

ンダーの関連を明確化l″ 、行政の説明責任と政

策う予算過程の民主化を促進する(Sharp 2007a、

市井・村松 2009):

村松 安子

圏国家財政法にいたる韓国女性運動の動き

北京会議を機に議会ヘジェンダー予算 (性認

知予算)実施の決議を求める動きはでていた。

1998年には女性団体連合会がジェンダー予算運

動の一環として政府の女性関連予算を分析し、
「代替予算」を国会に提出し始めた。また女性民

友会や女性電話連合もJ性認知予算概念の普及を

図つた。特に熱心だった民友会のメンバーの1人

はジェンダー予算研究の第1人者、D.エルソン可
´
¬

指導を求めてイギリスの大学院に学んでいる。民

友会は2001年にソウル市を含む 7の広域レベル

の地方自治体で女性関連予算分析を行つてい

た。

そこでは、①総予算に占める女性関連予算比

率は 0.1-2。 3%に過ぎず、②女性関連政策担当

部局は小規模で十分には機能しておらず、③女

性官僚の絶対数は少なく管理職レベルの女性の

数は更に少ない、④強力なジェンダー平等政策

推進には政府のジェンダー予算実施が必須であ

る、等を報告した(Yoon 2002)3。

2002年 10月 には、女性団体連合会が「ジェン

ダー予算政策準備のための陳情書」を国会に提

出する。女性開発基本法の改正にジェンダー
｀
予

請したc

これを受けて国会の中でのジェンダー予算実

施に向けた動きが急になる(Kim Y―On.d.&
2008)。 2006年末までには、H地域の 12および

16市の女性グループが「ジェンダー予算ネットワ

ーク」を形成し、ジェンダー関連予算と女性開発

基本計画の分析結果を公表したc

圏韓国議会での動き

上記陳情書を受けて、2002年国会ジェンダー平

'同会道峰支部は以後、女altF.l連予算総額分析でlt把握できな
い、例えば高齢者雇用促進事業び)よ うな、特定FyD事業予算び)ジ

ェニ.グー影響調査に移行 L、 後述び)政府111ろ1甥1影響調査を

先導 L.た



等と家族委員会が「ジェンダー予算の配分と女性

関連文書提出要求」決議を採択し、この決議が H
月に国会を通過する。決議は、①概算要求のた

めのガイドラインにジェンダー視点が統合される
べきこと、②政権の施政方針演説で、女性関連予

算の概算要求ガイドラインとその内容を確認する

こと、③すべての省庁が女性の進歩の全体状況

を理解できるデータと女性関連予算項目を女性

部、国会のジェンダー平等委員会と、予算と会計

に関する特別委員会(以後予算委員会)に提出す

ることを求めている。

国会でのジェンダー予算論議をリードしたのは

女性議員たちである。その中の1人で、第 17期国

会でジェンダー平等問題で活躍したのが、市民・

一.女性運動出身の「弱小」党議員のシム・サンジュン

ノゝ
.さ

んである4。

シム議員は女性団体と緊密な連携を取りながら、

ジェンダー平等政策実現のため「あらゆる活動を

行つた」。戦略的に財政経済委員会と予算委員会

に属し、後者では常任理事を務める。2004年 当

時、ジェンダニ予算に十分な知識を持った議員

は皆無だつた。まず委員会レベルで女性関連政

策と予算の討論を主導し、女性の雇用実態なども

含めて「性平等国政監査Jの実施に成功する。後

述の性別影響調査を導入点にジェンダー予算実

現を図るが時期尚早といわれ、国会議員 100名 の

署名を集めて、ジェンダー予算実施を促す記者

会見で行う。これが契機となつてt予算委員会で

ジェンダー予算も検謎 れ始める。

2006年には予算委員会の中にジェンダー予算

∪
の研究タスクフォースが組織され、後に提出され

る国家財政法へのジェンダー予算統合問題が論

争点となる。この間の国会予算局研究スタッフの

働きも大きかった。しかし決定的な状況は、予算

委員会レベルで起こつた。国家財政の運営。管理

を業績に基づく新制度 (perforrnance budget)に 変

更する法案への賛否が全くの同数となり、シム・サ

ンジュン議員が、ジェンダー予算を財政法に統合

することを条件に同法案の賛成に回るという、キャ

スティング0ヴォートを握ることとなつた。国家財政

の管理運営の「大改革」にジェンダー視点を絡め

るというと大転換を図つたのであるc

確かにシム議員の1票がなければ国家財政法

は成立しなかつたかもしれないし、別の形を取つ

ていたかもしれない。この「またとない好機」を掴

んだがゆえに、韓国のジェンダー予算は世界でも

例を見ないほど野心的制度として準備されている。

しかし前回言及したように、実質的にそれが保障

されるのかどうかは、今後の展開を待たなければ

ならない。

国政府の動き

2001年創設の韓国政府女性部5は性別影響調

査制度の導入に向けた取り組みを始めた。NG0
‐からの要請でジェンダー予算にも関心を持つてい

たが、影響調査のほうが実施体制の構築が容易

であると判断してこれを優先した。性別影響調査

は2002年 12月 改正の女性開発基本法に法的根

拠をもち、中央行政機関と広域レベルの地方自治

体が性別影響調査の実施と調査結果を女性部に

報告する義務を負つた。この調査は収集された男

女別統計を活用し、政策のあらゆる過程(立案・決

定。執行 0事後評価)における影響を男女別に把

握する調査である。この調査が実施されなければ

ジェンダニ予算は実現しなかつたといわれるほど

重要な調査だが、ここでは割愛する(Kim,K―H
2008,市井9村松 2009)。

2003年の国会決議を受けて、同年から企画・財

務部は概算要求ガイドラインに明記されている育

児のための予算増で女性の労働力率上昇を狙つ

ている。国家財政法にジェンダー予算が明記され

る以前の2006年、2007年の概算要求ガイドライン

では、企画財務部は全省庁に予算要求に際して、

予算の男女への影響を勘案することを要請したc

特に 07年のガイドラインでは、ジェンダー平等予

算と影響が男女別に査定された予算には記しを

付けるよう求めているが、それ以上の指示はなか

ったc

2006年の財政法の制定から、より具体的な準

備に入るが、韓国女性開発院のそれt)含めて、次

号に譲りたいc

1 
現民主労働党代表‐2008年選挙で落選.2008年 12月 17日

ツウル梨花女子大学で聞き取り実施
52∞

7年 1二女性家族蔀⌒。2008年 1月 υ)新政府発足{ニ ミr)

・
て再び如生部に変更



第53会期女性の地位委員会を騰聴して

第53会期女性の地位委員会が、2009年 3

月2日 から13日 までニュ∵ヨークで開催さ

れた。優先テーマは「HIV/ADSのケア提供

を含む、女性と男性の間の平等な責任分担J

で、ニュージーランドのマリリン・ウオー

リングAUT大     国のヘイスー 0シ

ン元CEDAW委員など多くのパネリス トがア

ンベイドワークに言及した NGO会合では

高齢者によるケアヘの関心も高かつた。
「合意結論J案のNGOの傍聴は第 1回会

合しか許されなかつた 最終日夜に採択さ

れた合意結論は、HIVエイズの女l■fLの認

識と政策、2010年までにHIVエイズの包括

的な予防プログラムと治療・ケア 0サポー

トヘの普遍的なアクセスを達成する努力、

家族責任に関する IL0156号条約、ジェン

ダー予算、アンペイ ドワークのSNAサテラ

イト勘定等への反映と政策・予算への反映、

女性・男性の育児休暇、ケア負担軽減のイ

ンフラ、ジェンダー・ステレオタイプ、男

性・男児の意識向上、女児の過度の家事労

働と教育へのアクセス、移住女性、ジェン

ダーに基づく暴力、経済 0財政危機の負の

影響などに言及した 障害者権利条約やシ

リア主張の占領下の女性は人らなかった。

HIVエイズと女性と女児に関する「蛹

では、経済的自立と相続・財産権、若年 0

強制結婚と婚姻内レイプから守る法など

にも言及した。「パレスチナ女性の状況と

支援Jの決議で日本は、広範な国が受け入

れる修正が必要として棄権した。

過去に採択した合意結論のフォローア

ップ「意思決定Jと 、新たな問題 「金融危

機」のテーヤについてもパネル討論を開色

また、経済社会理事会決議・決定のフォロ

ーアップ「国際保健に係る国際合意開発目

標の実施」のパネル討論では日本の救急用

加藤 登紀子

ベッド不足問題への言及もあつた

女性に対する暴力関連のイベントも多か

つた。国際女性デーの記念行事 (3月 5日 )

「女性と女児に対する暴力根絶に向けた男

女の協力」や、犯罪防止刑事司法委員会と

の共催「法制化を通じた女性に対する暴力

への対応」のシンポジウムが開催された

女性に対する暴力の指標については、国連

続計委員会が作業部会設置を決定したとの

ことである。CSWの個人通報に関する国連

女性の地位向上部主催のワークショップで

は、手紙 1枚やキャンペーンの請願書など

でもいいので通報をと呼びわヽすがあった

国連のCDAW採択 30周年の今年は、NCtOの

Iwmwァジァ太平洋とCenter fOr Womers

Global Leadershipに よる、CEDAW元・現委

員 2人やナイジェリアのNGOが出席するワ

ークショップも開催された

CSWでの優先テーマは2014年まで決まっ

た。北京会議から15年の2010年は「北京

宣言・行動綱領、第 23会期特別総会の成果

文書の reviewと 評価」がテーマで、北京行

動綱領の見直しでなくフォローアップに重

点をおく。CSW期間中、国連総会が記念会

合をもつよう提言する。2010年の曲眺 レ

ビュー・サミットに向け、鵬眺 の実施も議

論する。M3の 「北京+15」 は CSW直前 2

日間にニューヨークで、地域の会合は今年

10月 にフィリピンで開催の予定である。な

お、国連のジェンダー平等機構改革 lGEAR)

にノDい ¬〔、 Center for Women's Global

Leadershipと WEDOが、ユニセフのように

強力な財源 を もつジェンダー 「機関

(agency)」 設立のためのグローバル・キャ

ンベーンを行い、署名を集めている。

Чコ

（ｔ
）

※ 硼

“

: ミレニアム開発目標



(A)女性と貧国 : 日本では女性は常に貧しく、

貧困は女性の問題だつたが、その実態は不可視
だつラに しかし、2000年代に入つてからの新自由

主義政策による経済格差の拡大は、アメリカに次

ぐ若者の貧困率の上昇を含め貧困問題の社会間

題化をもたらした。その結果、女性の貧困間跳

徐々に可視化されつつある。実際、はたらく女性
の半分が非正規雇用であり、賃金は男性の半分、

働く女性の43%が年収200万円以下(2007年度)'

■である。母子家庭にいたつては平均収入213万円
、ゝノで言般家庭の 4割 (2007年度)である。70歳以上

の高齢女性の 7害1が西酪 者のいない単身女性だ
が、その 23。 7%、 4人に1人は年収 120万円以下
(ちなみに男性 17.3%)で 、生活保護者の 4害Jが

65歳以上、6割が女性という現状である。
なぜ女性の大半は貧しいのか。女性の貧困間

題の解決は女性のエンパワーメントにとつての最
重要課題である。しかしながら日本政府の男女平
等政策には女性の貧困、その原因である女性の

賃金の低さを解決するための具体策はなく、北京
+15の期間に有効な政策を打ち出せてきたとは

言えない。というより、1985年男女雇用機会均等
法の成立と同時に成立した労働者

・
派遣法に始ま

る労働法制の規制緩和は女性の労働市場社会参

加を進めたが(女性の非正規労働者の急増をも

たらした。低収入のため複合就労で健康を害する

など、働いても貧乏という状況が現在も続いてい
|」

 

。女性の貧困の背景には、性別分業聖朗暉路1

意識に基づく、男性が主たる稼ぎ手とし、女性の

労働力を家族的責任0家計の補助的労働力として

とらえる考え方がある。そしてその考え方に基づく

税制、年金制度など政策の問題がある。また性別

分業体制や意識、子育てと仕事の両立支援策の

不十分さが、第1子誕生後7割の女性が仕事を辞
めているという状況を生みだしている。このことは

女性の低賃金と深く関係している。さらに無償労

働の 9割を女性が担つているなかでの女性の経

済的自立は困難であり貧困から抜け出せない要

因でもある。さらに 2000年に入り社会福祉予算
2200億円削減により、貧困に直面する母子家庭

や高齢単身女性をはじめ女性にとって憲法 25条
の生存権の保障も危機的状況にある。

女性の基本的人権の保1障のためには、貧困問
・ 題の原因である低賃金問題の解決、また、その背

船橋 邦子

景にあるJlull分業体制の是正、如 準膳続けら
れる両立支援策が必要である。また、社会福祉政
策の充実といつた政策課題の実現のために生命
にかかわる公的サービスまで民営化する新自由
主義政策の転換が不可欠である。

(B)女性の教育と訓練 :2000年以降、日本の

教育は、女性差別撤廃条約や北京行動綱領の基
本理念である性別にとらわれず、ひとりひとりの人
間としての尊厳を尊重する人権尊重とは矛盾する

教育の国家による管理支配が急速に強化された。
教育の憲法とされた「教育基本法」の精神が根底
からくつがえされたといえる。学校現場への不当
な介入、教員への思想統制をはじめ、教育にも市
場原理を導入し、能力主義を強調する、と同時に、
国家の政策に従順な「公民」の育成を目的として
いる。基本的人権の尊重や民主主義のルールを
学ぶ場である学校が「集団」や「国家」といつた日
にみえないものへの畏敬の念や集団ルールに従
う場に変えられてきたことを意味する。これは明ら
かに男女平等教育とは根底で矛盾する逆方向の
動きである。            

´

さらに「新教育基本法」では男女共学の項目が
削除された
また男女共同参画基本計画(第 2次、2005銅

では北京行動綱領のキーワードだった「ジェンダ
ーに敏感な視点」はなく、「男女平等を推進する
教育・学習」の項目で「男女の相互理解と協力」が
繰り返されている。これでは、解釈の仕方では、
女性差別撤廃条約第 5条性別特性論の期 にそ
が差別撤廃に重要であるという認識が抜け落ちて
しまう危険性がある。実際ta性別特性論に基づく
男女平等基本条例を策定している自治体が存在
する現状を考慮すると、「男女平等教育」に「ジェ
ンダーに敏感な視点」を導入することの意義の再
検討は極めて重要である。そのうえで、人権を基
本とした自分のからだを大切にする総合的なリプ
ロダクティブ0ヘルス/ライツを学ぶ性教育、相手
の人権を尊重し、暴力で問題解決をしないDV予
防教育、法識字教育、働くことに関する基本的権
和‖こっいての学習や第 3世界の女性たちの生活
や多文化共生、マイノリティとされる人々への理解
を深め、潮 11を見抜く力をつける教育をカリキュラ
ムに明確に位置づけなければならない。

Jメ



《 女 艦 /c~ガ する霧力 》

ゆのまえ知子

第1部

″ J敷平裳嫉整 佐 /Fi力静

″//HZり との議 1を含り に

″髪麦び少年    参″さ

“

ためにど

のま夕な晟議がなされてきた″ちどのような

励 液められた

^ま
たとのま夕な例約が

見出墨注 ″ち

若年層の男性及び少年を含めた DVの予防

教育 (デートDV防止教育)は、民間団体が民

間助成金を受けたり、また男女共同参画セン

ターの講座に取り上げられたりして、近年活

発化してきた。しかしながら、DV予防教育は、

DV防止法に規定されておらず、国の DV基本

計画においても具体性に欠けるきわめて弱い

規定しかなく、学校教育において義務化され

ていないため、自治体や教育委員会の意向に

よって取組には温度差がある。学校教育にお

ける義務化などの方策が求められる。

〃 金融危鰐        の影響ぼど

のよ夕ならの も」勤顔・

'"観

麦びを癸濡藩入

の女艦のアタセ不今の悪影響皆饗叛ソ1るため

にどのよう淘麟訪萄′られてきが ち康 を

話 させるための絃箱4ム 女だつ藤済面のど

‐腐議力をどの農度藩瀬してきたガち

金融危機による不況への対処として、住民

の生活支援と地域経済の活性化を目的とする

の給付措置が取られた。その申請

や給付対象者は住― 台帳に記録があるも

のであり個人であるが、申請・受給者は世帯

主になるため、DV被害者がシ三ルター等に入

所している場合や、暴力から逃れて住所を移

し加害者の追求を怖れて安全のため住民票を

移動していない場合は給付金は受け取れなし、

このためDV被害者は住民票を移動するよう、

総務省からの呼び力Jすがあつたが、被害者の

安全性の確保の面から配慮不足である。給付

事務は自治体が行うため、自治体によつては、

独自の給付方法をとるところもあるが、自治

体まかせになつているので、DVの被害者のう

ち、受け取れる女性と受け取れない女性が出

てくるなど、下律でなし、

第2部

B.c)     ″ 笏

重勲鮮雅拗菟移駒れ 1で繭 ι壽 、ギ

ヤノノ笈び隊騒穆髪砲堅7〃3し   `

・
③ 女陛に対する暴力
0民間シェルターヘの公的財政支援がない し

|

こと。財政支援があつても少額で、人件

費や家賃、その他必要経費の保障がされ

ないため、運営は厳しい状況にある。DV

被害者の保護については、国や自治体が

責任をもつて対処すべきである。

・ DV防止法においては、加害者処罰は保護

命令に違反した場合のみである。加害者

処罰を明確にするために DV罪の検討が

必要であるg

e 強姦罪の処罰規定は
―

の下限規定よ

り依然として低いことは、人権の観点力〕‐

ら見直すべきである。      |
・ ストーカー規制法は被害者の保護やケア

体制が規定されておらず、極めて不十分

なものである。            ィ
。 現行の売春防止法は、今日の買売春の実 l_|

態や人権のあり方に即しておらず、早急

に改正すべきである。
・ 売春防止法に規定されている婦人相談所

は、DVの被害者への対応に追われ、性暴

力被害者へめ支援や性売買当事者への支

援は十分に行われていなし、
0 日本においてltr性暴力の被害を訴えるこ

とは1依然として困難な状況がある。ま
_

た被害者のケア体制も整つておらず、被

害者は放置されている状態である。人権

の観点からの加害者処罰の見直しや性暴

力被害者の告訴や訴訟、心理的援助など

を含めた総合的な支援体制を明確にした

性暴力防止法の検討をすべきである。
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***  政策・ 方針決定   ***

1.審議会 (中央、腕

同一女性による複数の審議会委員兼任および

マイノリティ女性の不在という二つの課題が残

る。前者には任命基準の明確化・任命経緯の透

明化を、後者には、積極的差別是正策の実施を

求める。

2。 政治分野

日本の女性衆議院議員率は世界平均の約 2分

の 1、 先進諸国中最下位、中南米やアジア・ア

フリカ諸国を加えた世界全体でも下位グループ

に属する。女性地方議員の世界規模のデータ入

手は難 しいが、CEDAW委員の FEガスパ ~ル
に よ

れば、女性市町村議会の世界平均は 20%程度

(Francoise Gaspard, La parite, nouvel

horizon du feminisme,『 女性空間』26号、日

仏   学会、09年 6月 出版予む 。だが日

本の市議会は 11。 8%。  町村議会に限れば
|∪

7。 7%で、世界平均の半分以下。さらに深刻なこ

とに、男女共同参画白書は言及していないが、

38。 7%もの町村議会が女性議員ゼロ議会。この

深刻な現状は政府が女性の政治参画推進ための

直接的な施策をほとんど実施してこなかったこ

との結果である。

この間、国内の女性の政策 。方針決定過程ヘ

の女性の参画状況の調査が実施され、女性の政

治参画先進国の選挙制度やそこで実施されてい

るさまざまなポジティブ・アクションも紹介さ

石田 久仁子

れてきた 日本の女性の政治参画の遅れには制

度面の影響があるらしいこと、女性議員を増や

すには積極的差別是正策が必要なことは、政府

も理解している1士鉤t しかし政治剣野は「聖

域」ででもあるかのように、昨年4月策定の「女

性の参画カロ速プログラム」でも政治分野への対

策はなし、

以下は要望事曳

1)ポジティブ・アクションとしての女l■の政

治家育成支援

2)「諸外国における政策方針決定過程への女性

の参画に関する調 108年 3月 )において有

効性が指摘された、女性候補率アップのための

政党助成金を利用した聞接的強制を法律で整備

すること。

3)女性の政治参画の遅れに関する法・制度面

からの調査研究、とりわけ、他国に例をみない

単記式大選挙区制 (未だに町村議会の 38。 7%が

女性議員ゼロ議会であることとの関係)・ 中選挙

区制を含む、さまざまな理念の異なる制度が混

在する日本の選挙制度が女性の政治参画に及ぼ

す影響についての包括的な調査研究を実に さ

らに諸外国と比べ著しく高額な供託金制度や

「形弐的平等Jを保障する選挙運動の規制等の

影響調査の実塩

4)3)の結果を踏まえた、政治分野の 2020

年 30%目標達成のための行動計画の策t
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第3部 :帝1度的整備

1。 国内本部機構として不十分な制度

* 男女共同参画推進本部

①問題点 :男女共同参画推進本部の果たすべ

き大きな役割は、各省庁の政策にジェンダー

平等の視点を入れるジェンダーの主流化であ

るが、同推進本部の会議は、2004年以降3回

しか開催されておらず、その議題は、きわめ

て限定的である。

②提 案 :各省庁におけるジェンダーの主流

化を推進するために最低年2回は開催される

べきである。

* 男女共同参画会議

①問題点́ :男女共同参画社会基本法22条で

定められているとおり男女共同参疇 は、

政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の実施状況を監視できること

になっており、その監視機能を果たすべきで

ある。現状は、男女共同参画会議の事務局と

して男女共同参画局が各省に情報の提供を求

めたり、調整したりしているだけである。

* 内閣府男女共同参画局

問題点① 不十分な予算と職員数

提 案① 日本政府全体に男女共同参画関連

予算および担当職員数を政治的半1断で増やす

べきである:‐

問題趙  ジ土ンダー予算分析の不在

提 案②  ジェンダー予算分析のために、何

が必要かを検討し、マニュアル作りもなども

含め、専門調査会を設置する。

問題点③ ジェンダー統計の不十分さ

性別データが未整備の分野が多いc特に性同

椰 害者の差別を防止するために、性別デ

ータの収集を控える傾向があり、ジェンダー

統計の充実に支障をきたしている。

各省庁の男女共同参画フォーカルポイント

橋本 ヒ園子

各省庁には担当者レベルのフォーカルポイン

トは設置されているようであるが、省により

その自党がない担当者も見られる。各省庁に

政務次官をトップとする男女共同参画推進本

部が設置され、農水省では活動の記録が見ら

れるが、他省庁の活動記録はなし、 また現在

も存在しているかどうか不明である。

ジェンダーの主流化に関する理解が足りな

い担当者が多し、担当者は2-3年で異動する

ため特に初任者に師 足が見ら■る。従つci
て、省内の他部局職員の理解まではとても得

られていないのが現状であると思われる。初

任、中堅、課長などの公務員研修にジェンダ

ー研修を十分にくみこむことが必要である。

そのためには、まず内閣府男女共同参画局の

職員および各省のフォ■カルポイントの職員

の専門的な研修が必要であるι

両院に男女共同参画委員会設置の必要性

議会には、衆参両院共に男女平等を推進する

ための委員会は設置されていなし、 内閣委員

会の所掌事項の一つが男女共同参画の推進に

なつているが、内閣委員会委員が必ずしも男

女共同参画推進派議員ではない、超党派の男

菫 羹 1こ11爾「 鐘 i塁璽3191
ない。韓国、フィリピンのように議会に男女

平等委員会を設置し、提案される法律や法律

改正をジェンダー視点でチェックすることが

必要である:

2.男女共同参画基本計画 (第 2次)の

内容面の後退

2004年以降の大きな政策の変更としては、

2005年 12月 に閣議決定した男女共同参画基

本計画 (第 2次)の後退した内容があげられ

る。以下はその一部であるc
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③ジェンダーフリーに関する偏つた表現、ま

たジェンダーの定義から「文化的」力消1除さ

れ 「社会的性別」に限定された。

載 000年の基本計画には、施策の基本的方向

として、「(1)リ プロダクティブ・ヘルス/ラ

イツに関する意識の浸透」があげられ、文部

科学省、厚生労働省が具    として「・

女性の健康問題への取組についての気運の醸

成、・学校における性教育の充実、・性に関す

る学習機会の充実を図る」をあげていた。し

かし、2005年の男女共同参画基本計画 (第 2

次)では、リプロダクティブ・ヘルス/ライ

ツという用語は、日標に用語の解説のような

形で書かれているだけで、政府の施策には使

われず、「生涯を通じた女性の健康の保持増

進」という施策の基本的方向のもとに、文部

科学省の担当として「イ.適切な性教育の推

進」をあげ、学校における適切な性教育の推

進、性に関する学習機会の提供が施策の内容

として挙げられている。その結果、教育現場

では、「適切な性教育Jであるかどうかチェッ

クするために、性教育が校長や教頭など学校

管理職の監視下に置かれ後退しているところ

が多い。避妊や性病感染を防ぐためのコンド

ーム使用への言及は、性教育では実施されな

くなった中学校が多い。

③「無償労働」という用語も落とされている。

提 案

2010年の基本計画の改正 (第 3次)では、

上記の後退を元に戻し、2010年に開催される

北京+15の成果も踏まえ前進するべきである。

ジェンダーギャップ指数やジェンダーエンパ

ワーメント指数で日本の順位が毎年下が′うて

いる状況を改善するために、クオータ制度の

導入など効果的な積極的改善措置を盛り込む

べきであるc

1994年の国際人口開発会議、北京会議で確

認されたリプロダクティブ・ヘルス/ラ イツ

にもとづいた性教育も実施されるべきであるc

また、ジェンダー予算分析の際、無償労働の

評価も必要になるため、無償労働の評価に関

する調査研究が必要である。

3。 地方自治体における男女共同参画政策

及び担当部局の後退

①問題点

地方自治体における男女共同参画予算は毎年

減少し、冬の時代に入つている。予算削減に

より、男女共同参画センターの開鎖、指定管

理者制度の導入による一部の質の低下なども

起こうている。担当部局も青少年、環境など

との統合が進められ、政府よりも地方自治体

の男女共同参画部局は厳しい状況にある。

また、男女共同参画の理念に反するような

条例の制定や条例改悪が起こっている。

②提‐案

地方自治体が当面している課題について、

男女共同参画会議が方向性を示すべきである。

4.市民社会との連携

①問題点

男女共同参画推進連携会議が「聞く会」を開

催しているが、NGOが聞く会である。またそ

の機会も少なし、それだけでは問 が第 4回

世界女性会議のフォローアップのためのメカ

ニズムに公式に参加していないとは言えなし、

②提 案          :
NGOの意見を政府が聞く機会を増やすべきで

はないた また、そのような会には、各省庁

の男女共同参画担当者も出席すべきであるc

N∞ 活動を支援する女性基金を設置すること

を検討していただきたし、韓国の女性運動が

女性政策を推進する原動力になっている要因

の一つとして、1995年に制定された基本法に

基づき、女性基金が設置されていることがあ

げられる。日本の女性運動i欄 であるが、

日本の男女共同参画を推進してきた大きな要

因であるので、女性KЮ を財政的に支援する

基金を設置することが必要である.



2009年度 総会のお知らせ

会場 : 文京区男女平等センター 研修室B
日目寺  :  5月 10日 (日 )

< 総会プログラム >
11:00～ 12
12:30～ 14
14:00～ 14

講 演 会 >
14:

「脱貧困 l

30 議事

00 昼食・懇親会

30 国会議員報告 (予定)

30       030-16

均等待遍が福 く鷲雲審生鬱證留勁gD轟譴覇隷』

酒井春碧子さん 餞薦晴遇アクション210元豊島図議

参加費 :会員無料、会員でない方500円

連絡先 :ⅣⅨ  03-5689-6828
e‐m融 詭増Lゴ〔轟敦ah00。∞jp

総会参加締切 5月 1日 でしたが、出欠連絡がまだの方は

上記の連絡先のメールかⅣ直、または郵送でお知らせくださし、

[ お詫びと訂正 】

前号5p掲載内容について、

お詫びして訂正しま九

儲ゆ<女麟 ゼロ市町

村議会が未だ全体

の4096を越える>
(正)<女L議員ゼロ町村

議会が未だ全体の

4096近 くもある>
(石田)

vヽ,

「4月世話人会

“

月14日)」 報告とお願い

総会の打ち合わせと準備をしました

地域コ‐カスの会費のあり方・NnCワークシ

ョップなどについてご意見を伺いたいと思い

ます3積極的なご意見をお願いしま
‐
九

次回世話人会

5月 10日 (火)9 事務所にて

」θ

「“北京細 エンパワーメントセミナーin盛岡"

報告書」         好評販売中 ノ

1冊  1000
― 総会でも販売します。購入ご希望の方iよ、「 Mや

鯛聰 11でご連絡ください。―

昨年10月 に行われたセミナーの報告書です。内容は
・ 分科会報告 :「医療格差」「教育格差」「女性の仕事と収入」

・ 講演会 :「格差社会と教育」

(39ページ)

(25ベージ)

・  ノくネル|ディスカッション : 時窮獨陸会と女性のくらし」

(30ベージ)

。 新聞記事など

◆

◆

◆

　

　

◆

◆

◆

『北京JACマンスリー』

第136号

20∞ 年 5月 1日

編集。発行 北京JAC芭話人会

担当世話人    黒見 節子

〒113-0033

東京都文京区本郷 2-40-13

柳 ―ボレイション705

Fax  03-5689-6828

http://pekin.捧 。Or.tv/

郵便振替番号 :00250-7-66426

北京JAC事務局
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総 会 特 集

|■■今号はti去る5月 10日 に東京都文京区男女平等センターで開催した、2009
1■■年度定期総会の報告特集t
l■ ●I今回は、午前 11時からと開会が早まりましたが、例昨:よ り出席者は多数でした。
1 会の名称変更に関する規約改正や地域コーカスの会費についての細則変更と、重大
||な課題をめぐって、予定時間を超えて活発な討論がありました。
1  昼食・懇談会をはさみ、国会議員報告、講演会と続き4時半に閉会しました。
|  とくに遠方より出席の皆さま、お疲れさまでした

■ 協 舗 階

総会全体のあらましについて、総会の書記をしてくださつた笠原美紀子さん
0鯨脚 ・新潟)の報告t

|■ 第 1部
謀 幹

―

―
一

― ― 一 ― 一 ― ― 一 一 ― 一 一 ―
‐

2008年 度 沼勁報告

2008年 度 会計報告

2009年 度
―2009年 度 予算

:■ 第2部 目
小宮山洋子さんが多忙の中出席され、現在の政治状況についてホットな報告

をしてくださいました :   子さんと福島みずほさんもメッセージを寄せ
てくださつていま九

■ 第 3部 言爾調磨
酒井和子さん講演「脱貧困 !均等待遇が拓く女性労働の未来」の

石原豊子さん(北京∬ ふくお力うによる報告t

■ 韓国の事例から学ぶジェンダー予算 (下 )
村松安子さんによる連載の最終回ですとジェンダー予算実施のための韓国

におけるさまざまな試みとその苦労がしのばれます。

■ おしらせ
・ 策菫 停 粥 警

・ ヌ エ
ッ ク

・ !緊需 隷 ! !

・ フオーラムにおけるワークショップ

国民生碑割臓思と男女共同参画政策の後退



20091年‐
度定期総会‐報告

若蒻覆麗r■ 増載=■カス会費闘題で議 な議論

去る3■ 面白(白 )1年前ii時義も女景直勇
女平等センタ■においてご

―
「北京J Ac2009年

度総会Jが開催されまし,L

最初に、清水澄子共同代表からは、「今年は、

女性差別撤廃条約が国連で採択されてから 30

1年を迎える記念すべき年である。しかし、北京

1行動綱領の実施状況を見る|と t‐ 全体的にトニシ

ダウンしそ驀サ1未あ彙      tl薇
JACの活動目的である北涼有働綱領を国内・

地域政策で実現させるためネシトワークし、政

策提言能力を高め、継続的にロビイングするた

め、私たちの運動のあり方をとらえなおして、

新たな活動を展開するため:今日は本音で意見

交換しましょう」とあレ、さつがありました。

つづいて稲元さんの総合司会により、議長に

北京JAC九州の篠崎正美さん、書記に笠原が

選出され、議事に入りました。会員の出席は30

名、委任状提出は 37名で規約第 9条の定数を

満たしている旨報告がありました

| まず、事務局長の石口さんから2008年度活

動報告がありtiこれに対する質疑・意見はなく

承認されました。

次に会計の田中さんから,2000年度会計報告、

2月 27日 に事務所が引越しとなり、この立ち退

|き に関する収支報告があり、監査報告は監査の

鴻巣さんから行われ、若千の質問があり、回答

後承認されました
:‐  |       ■|

2側D年度活動計画 傷賛)iが船橋共同代表から

提案されました。特に、2側D年度の活動方針に

ついては、「北京+15に向け、北京      に従

い、政府及び自治体における男女共同参画政策

の推進状況を検証し、推進のためのロビイング

活動の強化を図るJの文が追加されました::

螢原 美紀子

また、「ロピー活動」の項目の 3点目に「女

性差前撤廃条約
:二

選択議定書批准のための活動

を行うJが加えられました。その他、C)ロ ビイ

ンタ活動内容の充実②「マンスリー北京∴ACJ
の内容の充実③中央と地域の活動の珊離につい

て④来年の北嘉■5が二三■ヨ■クで開催され

るが、NCOフォーラムに向けti戦略的な取組

みについての検討が必要⑤繊 こおける自治体

等へのロビ■活動、特にジェンダ∵の視点から

の地方財政のあり方について、マニアルやケ■

ス
ー をお願いしたい、等の活発な質問・意

見が出ました。今後、世話人会議で検討してい

くことになりました

予算 国 については、提案どおり承認され

ました。  1 ‐

つづいて、世話人のゆのまえさんから「会の

名称変更等規約の改正にういての提案」があり

ました。現規約第1条「本会は北京JACと称

し・… Jを「本会は世界女性会議ロビイング・

ネットヮーク (北京JAC)と称し・・・Jと

の改正提案に対して、賛成二反対を含め種 議々

論があり、結果的には、この意見を踏まえ、世

話人会議で検討し、再度来年度の総会で決定す

ることとなりました。また、「ur_ヵ ス会費

に関する細則変更についてJも世話人会議で検

討し、来年度の総会で決定することとなりまし

た  ― ■      ■ ■■

時間がオニバーするほど活発な質問・意見が

出て、各地域コニカスの活動報告が時間内に行

えませんでした。昼食・懇親会で自己紹介、各

地域の活動報告が行われ、地域活動についての

苦労話がありt相互の交流を深め合い、実り多

い総会となりましたも     ‐
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<2008年 度‐‐活 動 報 告>‐
|     (20084学 4月 1日 ん2009年 3月 31日 )

■. 北京 JAC総会           
‐

1 定期総会 |‐ |1 2∞8年‐5月 18日 (日 )文京区男女平等ヤ|ン タ■にて開催
2.:1ヒ京IJACI政策エンパワーメント・セミナーin盛岡 1開催

主催■北京IJAC‐ |

|‐ 共催 |‐

|‐ |も |リ
ーおか女性センター指定管理者 NPO法人 参画プラニング・いわて   ‐

‐ |テー
|■■■1格差社会と女性のくらし」

2008年11lo月
|‐18,19日   |

_プラザおでうて (盛岡市)   .
1 3分 1科会、|‐講演会tパネル ニデォスカシ|ジ ョン、交流会          ■ ‐ :

|・ 参加者 2日 間で延べ約300人■ ||‐ |
3t ●ビイング         ■ ■

'  08年度より専門テ‐マで活動している他団体と「男女共同参画ロピイングネシ|ト ワー
|  ‐―ク (略称Gロ ピネット)11を構成t●北京JACが事務局となり以下の●ビイ|ングを

1 実施         ‐  ‐■
2009年 度概算要求にかかわる●どイン,グー ■

12.08:文部科学省t厚生労働省 (労働‐t子育て
―
支援、母子家庭支援)

12.11:内閣府男女共同参面局t厚生労働省 (女性の健康)

:定例学習会     ‐ |    ‐
4.20「2008年男女共同参画ロビイングに1向 けてん

『20071年度 1日 本政府べの■
ビイング報告』をべ∵スにしてJI      ■

2)6.30「医療政策ど地域医療1           ‐ ‐

東京ふれあい医療生活共同組合理事長 1本池孝二 .さ ん
7.18「母子家庭|をめ|ぐる政策の現状と課題1   ‐■岩手大1学‐藤原千沙 さん

― ‐

10.6「格羞社会:|=立ち向がう1教育、1   ‐   中央‐
大学■.:池田賢市 さん ‐

10.‐ 23「埠童福社法の二部改正案と保育政策・ひとり親家庭政策の課題」
|  ■

‐
|‐ 東洋大学  森日明美さん

6)2.21 「地方分権という名:の規制緩和と問題点」   ‐
1財 ■地方自治総合研究所  菅原敏夫 さん

世話人会  ‐        i■
4/14、 5/18、 5/22, 6/2、 7/18, 8/7:|10/■ ‐9/2■  10/18, 10/23, 11/7, 12/4,
1/13, 2/21, 3/17, 3/26(16回 )● |‐

「マンスリー北京JACJ発行 (125号■1341号). | ‐         ■ ‐

「北京 JAC政策エンパワーメン ト|セミテ■hも りおか 報告集J発行
テーマコーカス活動       ‐ |

ジェンダ=予算コーカス活動
地域コーカスとの連携 ,協力、地域コ‐カス行事■の参加 |‐ |‐ ‐ ‐ ■|||■■

４

１

３

４

５

5.

６

７

８

9.

1ヒ京 JAC九州

北京 iC新潟
学習会  橋本ヒロ子代表||(0念.7)

学習会  船橋邦子共同代表 |(08。 0)

北京 JAc新潟第13回総会 ‐記念講演 清水澄子共同代表‐|(0■ 1).
■0.他団体との協力および国際連帯

均等待遇アクンヨン21、 I女性会議、ジェンダー平等教育をめざすネシトヮニク、し
んぐるまざあず・ふお―らむ、mネ ット・民法改正情報ネシトワーク

=以
上ぼ男女共同

1参画口どイング■ネンメタ■タノ、JNATIP(人身売買禁止ネシトヮ■ク)t∬К (日 本女
性差別撤廃条約N∞ ネシトワーク)        |‐  ■    | ‐
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北京JAC 2008年 度決算 書
2008.4.1´ V2009.3.31

収入合計     2,948,709
支出合計     1,992,053
次期繰越金    956,656

財産目録

預金残高         945,727  現金残高     10,929   合計 956.656

きに関する収支事務所立退きに関 る収支報告

収入 支 出 残金

立退き料、旧事務所家賃戻リ 4,003,116

新事務所礼金、敷金、手数料 1。090,323

引越料、コピー機移動等 117.194 2:7951599

均等待遇へ配分(共有期間による) 9780460 1'′ 7.′ 3′

旧事務所敷金もどり 1800000

JAC電話工事、合鍵等 49,114

4,183.116 2。 235。091 1.948。 025

三菱東京UFJ銀行定期澤 1,948,025円

監査報告
2008年度について会計帳簿、支出受領書、預金通帳等の関係帳簿を監査した結果
会計の執行が適正であることを認めます。以上報告します。

2008年 4月 16日

監査 齋亀 栞  ¥こ 'ス
L0

監査 ハ12落、猛、ネこ卜
(遷彗 -4-

の

項 目 08年度予算額 決算 増減 備 考

会 費 1,7000000 1.4650000 ‐2350000 130人

カ ン パ 100000 50,920 40,920

事 業 収 入 100,000 145`270 45.270 ロビイング、セミナー報告書売り上げ

地域コーカス分担金 2000000 208.500 8.500

雑 収 入 2.500 40729 a229 預金利息等

前期繰越金 10074,200 19074,290 0

収 入 合 計 3.086,790 2.948,709 -1380081

の

マンスリー発行経費 61Q000 464,353 -1450647 年間10回発行

事 業 費 4・000000 431,194 310194 盛岡セミナー、定例会、HP作成費

事務所家賃 540000o 540。000 0 1ケ月450000円

光熱水費

“

,000 36。o17 -3,983

通信費 50,∞0 390308 -100092 電話・FAX.切手・送料

消耗品費 60,000 630132 3.132 紙・文具・封筒、印刷・コピー

会 場 費 20,000 7.250 -12,750 総会、定例会

事務局費 1300000 105,774 …24.226 事務所管理、交通費等

コピー機使用料 12,000 12,000 0

旅 費 150,000 799820 -700180 世話人会出席旅費補助

渉外費 500000 0 -500000 他団体賛同費

雑 費 100000 4,470 -5.530

予 備 費 1,0140790 2080735 -806。 055 腱ビイング、セミナー報告書印刷

支 出 合 計 30086,790 1,992.053 ■1。094,737



<2009年 度 活 動 計 画 >
(2009年 4月 1日 -2010年 3月 31日 )

20"年 度活動方針

憲法の理念を再認識し、国連総会採択 30周年を迎えた女性差別撤廃条約の精神を活か

し、女性の人権確立と脱軍事化、脱暴力をめざす。北京プラス15に向けて、北京行動

綱領に従い、政府および自治体の男女共同参画政策の推進状況を検証し、さらなる推進

のためのロピー活動の強化をはかる。

2009年度活動計画

1.2m9年度総会の開催 (2009.5。 10(日 )文京区男女平等センターB研修室にて開催)

20定例学習会の開催

省庁ロピイングをはじめとするロピー活動を準備するための勉強会と位置づけ、月一回

程度開催。会員 ML等を通して広く参加を呼びかける。テーマとしては、ジェンダー平
等推進のための重要課題、例えば両立支援、リプロダクティブライツなど女性や子ども
の人権にかかわる政策や地方議会への女性の参画などを予定。

3.ニュースレター『 マンスリー北京 mC』の発行 (原則として年 10回 )

ロピー活動の報告をより充実させる。またロビイング関連のテーマを取り
上げ、誌上での議論の活性化をはかる。

4.剛 C男女共同参画のための研究・実践の交流フォーラム ロピイングワークショップの開

催     フォーラム期間 02009年 8月 29日 ～30日
5。 ロピー活動

・次年度概算要求及び男女共同参画政策についての省庁交渉

そのために議員コーカスならびに他団体との連携・協力体制を強化する。
・地域コーカスを中心とした地域における自治体等へのロピー活動の促進。
・女性差別撤廃条約・選択議定書批准のための活動を行う。

6.国および自治体等に対する意見表現0アピール等
7。 地鍼ローカスおよびテーマューカスの活動

①地域コーカスとの連携と協力の促進。

②テーマコーカスの活性化。
8.会員拡大および会諄 ―ルの活性化
9.他団体との協力およJEI際連帯

・協力団体 :均等待遇アクション21、 I女性会議、ジェンダー平等教育をめざす。
ネットワーク、しんぐるまざぁず・ふぉ―らむ、mネ ット0民法改正情報ネットワー

ク、

・加盟団体 :JNATIP(人身売買禁止ネットワーク)

∬К (日 本女性差別撤廃条約 NGOネ ットワーク)

・アジア太平洋 鵬0シンポジウムヘの参加 (10月 22日 ～25日 、於フィリピン 0ケ ソン)

10。 世話人会の開催 原則 として毎月開催する

11.その他調査・研究等、必要 と判断 したことを行 う

-5-



北京JAC 2009年 度予算(案 )

2009.4.1-2010,3.31

収入の部

項 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 備 考

会 費 1,600,000 1,700,000 -100,000 160A

カ ン パ 10,000 10,000 0

事 業 収 入 50,000 100,000 -50,000

地域コーカス分担金 170,000 200′000 -300000

雑 収 入 2,500 2,500 0 預金利息

前期繰越金 956.656 1,074,290 -117.634

収 入 合 計 2,789,156 3.086,790 -297,634

支出の部

マンスリー発行 550,000 610,000 -60,000 年間10回 発行

事業費 300,000 400,000 -100,000 定例会、HP作成費

事務所家賃 540,000 540,000 0 lヶ 月45,000円

光熱水費 40,000 40,000 0

通信費 40,000 500000 -10,000 電話・FAX,切手・送料

消耗品費 60,000 60,000 0 紙・文具・封筒・コピー

会 場 費 20.000 20,000 0

事務局費 120,000 130,000 -10,000 事務所管理・交通費等

コピー機使用料 12.000 12,000 0

旅費 150,000 150,000 0 世話人会出席旅費補助

渉外費 20,000 503000 -30,000

雑 費 10,000 10,000 0

予 備 費 927,156 1,014,790 -87,634

支 出 合 計 2,789,156 30086,790 -297,634
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国 会 議 員 報 告 (議員コ鋤 ス)

小宮山洋子さん 線脅競議員)

多忙な議員活動の合間を縫つてご出席の小宮山洋子さんからは、次のよ

うな報告があつた。
「与党の 09年度の予算案は、補正予算も含めて制度改正につながるもの

でばなく、単なるパラマキ予算です。経済危機を目実に、既得権をもつ各

省庁に、積み上げられるだけ出せと言うたものです。不透明な特別会計も

含め、税金の使い方を根本から変えなければならず、そのために 政権交

代が必要です。私が今、力を入れているのは、子ども・子育て応援政策で

す。そのひとつ、ワークライフバランスは均等待遇を すすめることでは

じめて実現すると考えます。J

その他、総選挙の準備、民主党の状況、特に小沢問題等についての説明があつた。
小宮山さんは、国会議員になられる前は、北京 JAC創立の中心メンパーのお一人で、地域コー

カス設立の後押しもされた。その頃の思い出と共に、会の名称変更については、次のような意見

を述べられた。
「北京女性会議後、10年、15年たち、北京 漁ゝ 設立当時と状況は随分変わった。北京会議

もずいぶん前のことになつた。当初の目的だった男女共同参画社会基本法とDV防止法は実現し

た。その意味で、名称を変更するなら、新たな会として出発したほうが良いと考えます。名称が

変わるなら議員コーカスのあり方も変わると思います。J

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
お二人からメッセージをいただきました。

神本美恵子さん じ覇概議員 )

北京 JAC 2009年度総会のご盛会を心よりお慶び申し上げます。

本日お集まり皆さんの日頃のご活動に敬意を表するとともに、温かいご支援を

いただき、心から感謝を申しあげます。

女性の代表の参議院議員として、今後もジエンダー平等にもとづく男女平等

社会実現のため全力をつくし、信念をもつて国会の内外でとりくんでまい りま

す。女性の元気とパワーの結集で、人権の確立と真の男女平等社会の実現のた
‐  めに、ともにがんばりましょう l

北京L式のますますのご発展と、本日お集まりの皆さんのご多幸を心より祈念申し上げ、連
帯のメッセージとさせていただきます。

福島みずほさん (参議 員)

みなさん、こんにちは。福島みずほです。今日は地方に行つていて北京

″Cには出席できないことをくやしがっています。先約がはいつていて申し

訳ありません。元気な女のひとりひとりのみなさんに心からエールを送りま

す。

国会ではソマリア沖への自衛隊の派兵反対、海賊新法反対などの平和問題
でがんばっています。また、民法改正案を提出し、 5。月中には、派遣法の抜

本改正を国会に提出をします。先日、子どもの貧困について、「すべての子

どもに確かなスター トを」という提言を出しました。いのちを大切にする政
治の実現を一緒にやっていきましょう !

-7-



酒丼和子さん 講演

総会後、均等待遇アクシヨン21の酒井和子さ

んの、女性労働の国内の現状、海外の状況と合わ

せて、均等待遇への道を拓くための講演を聞いた

以下はその欄略である。

鋼 肘 樹

派遣切りがクローズアップされるようになつて、

女性の貧困も見える存在となつてきた。しかし母

子家庭や女性の単身者に代表される、女性の低収

入は今に始まつたことではなし、 女は養われる存

在と言うことが前提の賃金制度、社会保障制度だ

からである。税制輌己   、制 :l配偶者控除)、

年金 (第 3号被保険者)制度による主婦優遇政策

が、パー トの低賃金を正当化している。

最近|ま 鋤～40代を中心にあらゆる年代の女性

の非正社員fヒが進んでいる。しかもシングルマザ

ーに対しての職業訓練時の支援や児童扶養手当な

ど、70年代に比べ厳しいものとなつている。

コ漿個勝彗国ぽ■a饉尉じ

男並み平等による職域は拡大したが、賃金格差

是正は進まず、パー トや     など、非正規

労働が拡大した。2002年を境に、女性の正規・非

正規率は逆転し、女性は正社員から排除されてい

る。派遣労働は、導入当初は多様な働き方の選択

などと喧伝されたが、懸念されていたとおり、間

接雇用の弊害から、1賃金の切り下げ、労働環境の

悪化、雇用不安の広がりを招いている。

翻 1+トタイ     日本理製魂耐出置

改正パー ト法 e∞8年 4月 施行)のねらいは「日

本型均衡処遇Jと いう雇用管理で、3つの高いハ

ー ドル (①職務内容が、同一事業所の通常の労働

者と同一であること②期間の定めのない労働契約

であること一反復更新を含む③人材活用の仕組み、

運用等が、同一事業所の通常の労働者と同一であ

ること)を越えたパニトだけ潮 :1禁止を義務化し

たが、続えば蘭などでは同業他社との比較が可能

であるのに、日本では同じ職場の正社員とパート

の比較に限られている。そこで:ま貢献渡:と拘束性

を聞われる。厚生労働省側の答弁でもこれらの条

件をクリアできるパー トタイム労働者はわずか

4%と推定されているc

石 原 豊 子

ら砧 と

日本政府は ILO、 ∝mWから度重なる勧告を受け

ている。それに対し′鳳Iでは、非正規の均等待遇に

関して 19野 年の「非正規の    に関する田

指令 (パー トタイムとフルタイムの均等待遇と相

m」 をはじめとして次々と均等待遇を図り、

その結果、男女賃金格差を国際比較すると、例え

ば日本 C翻田年)が 67.8%に対しフランス (2004

年)1臨 6%オランダ 0005年)81.5%な どとなっ

ている。

難

欧米では、僣努:鵬分離、職務評価のジェンダ

ーバイアス是正で男女賃金格差を縮小してきてい

る。日本の賃金制度は、正社員は年功賃金・生活

給、非正規の賃金は、職務分析・職務評価のない

職務を基準とした時間給である。経済界にも年功

賃金から職務給べの転換、同一の仕事に同一の賃

金をという動きはあるが、職務分析・職務評価を

行わない職務給では、男女賃金差別、雇用形態差

別は是正さ鱒ミし、

性に

1)同 U職場で職務評価を行う対象者を選ぶ (男性

と女性t,.ま たは正規と非コ鋤      ‐

2)職務内容を聞き取り、職務記述書を作成‐
‐

3)職務評価の方法を決める (男女賃金差別是正に

はカナダのパイ・エクイティ法が有勁

4)フ ァクター、サブファクター、評価レベルを決

める

9議 黒を出し、職務価値を比較する。

以上のような方法で、カナダ、イギーリス、アメ

リカ、オーストラリアなどの公務職場では男女賃

金差別是正が進んでいる。日本でも「京ガス男女

賃金潮 :l裁判Jで、地裁では「原告ど男性監督職

の各職務を、知識・技能、責任、精神的な負担と

疲労度を比較項目として検討すればkその各職務

の価値に差はない。労基法4条違反で違法、女性

差別である」との内容で、原告の屋嘉比ふみ子さ

んは勝訴し、高裁でも勝利的和解で終結した、と

いう例がある。今後はこの「性に中立な職務評価」

を大いに進めたい。

「脱 貧困 ! 均等待遇が拓く女性労働の未来J
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韓目の事例から学ぶジェンダー予算 (下 )

～予算の策定から評価までの全過程にジェンダー平等視点をいれた予算を作ろう～

財政法でその実施が決まる以前にも韓国政府内

部にはそれに連なる多くα澤賜哺 あ`つた

7S質 醐 日 鄭

2001颯司霧設され凌呻鞭璽卿府女倒幽障ミ膠題由の

傷 影 罰 凛 熟 l覆動き、翻 争 こそCンЧ ロッ

トプロジエクトを開始した 性別彫響調査の実施

経験が、女性部にジェンダニ予算実施が可能であ

ると判断させている。2008年 12月 16日の女性部

でのチャン   局長からの聞き取り調査によ

るとこ    の   神 当する姉 算部

:よ 貝棚導の     、新しし

運営・管理制度の中にジエンダー予算を統合する

ことlよ 理論的にも技術的にも意味のあるものと

は考えなからた  喘 」と|よ 予算はジェン

ダーに対して中立であるとする「伝続的な」提え

方からは意味がないとの理解である。

こ出 し、卿 締 ―
していた女性

部 よ 『できると確信してい角 。    定・

施鶴御な 企画予算部と   り師k壌施のた

めの細部をつめる作業を行つているが、両者の基

本認識の相違は、ジェンダニ予算の実施の細部を

つめる作業が進むにつれてより深刻になってゆく。

■困眠,1日凋嶽駆動き

きかけは前号q耽れたがt

女性部に対しても多くの提案や申し入れがあった

これらを受けて、政府部内   囁集幕踏:と 平

行してジ■ンダー予算関連の調査・1研究も進めら

れていた            「

例えli領韻築瓢却が 2001年に公表した「ジェ

ンダーに敏感な予算に関するレポー トJがぁる。

これは予算項目を3つに分類してC贈蜘旬lナ毒歌

ジェンダー平等予輿 その他の予算)、 1991年か

ら2001年までの分析を行った 分析結果から、予

算の9割以上は「その他の予算Jに充てられ、ジ

ェンダー平等促進予算は全体のテ■%、 受益者を

特定の性に限定した予算 (女性向け予算)は 1%

村 松 安子
・

に過ぎないことが分かつた

また女性家族部のデ=夕によると、女性政策予

算は aloo年の 37,翻 億ウォン動 らヽ2006年の

95,620億ウォンに増加し、         に

あった。しかし総予算に占める      比率

はわずかQ46%であった また省庁別に女性政策

予算の負担比率をみると、その大部分は女性家族

部の予算であり、その他の省庁の実施額は小さか

つ た

科学技術人的開発事業国関するジェンダニ視点

からの予算分析lよ 研究費規模の男女による違い

を明らかにしている。畔 に占める

による研究の比率は 1&25%であったのに対し、

総事業費に占める女性研究者の研究費は 11.7%

に過ぎなかった これは、

者よりも助成されている研究費が低いことを示し

ている。また、            ま 研

究者一人当たりの支給額は男性研究者の場合

8,000万 ウォンであったが、女性研究者は 4,700

万ウォンであり、女性研烙帥噺鵬鵬減驚額1胡

性の6割程度に過ぎなかった αim Y―H"“ )。

■ジェンダL予算準備部会

am6年国家財政法成立後、ジェンダニ予算の実

施枠組み融韓国女性開発院に設置されたジェン

ダー予算センターCGender BJdgeting Centre)を

中心に行われることとなつた     .
2007年韓国女性開発院と企画予算部の下にあ

る         員をメンバーとしてジェ

ンダニ予算準備部会が発足した。議会予算局と女

性団体も参加している。この作業部会では主に分

析枠組の構築と予算の成果 (業績)指標開発が行

は その結果を報告書にまとめ、2007年 8月 に

公表し7Lこの報告書では、ジェンダL予算を「ジ

ェン      ために、予算目九 1欝嚢 執

行、凛 事後評価など財政運用に力功tるあら

ゆる過程における性別の影響を考慮するための

予算鶯 ■と定義した。そして国家予算を目的に

-9-



応じて3つに分類しこ‐l①ジ■ン
`肴

響等腱 予
算ミ②公的部門の雇用に係わる豫 |‐∞ と②以
外の予算tである:ジ

=ン
グ■平等政策関連予算

と:ム ブ趣男瞬趣難計画:=おら.た
|‐
101課題と'116

施策の予算であ―る」|1作業部会ではジエンダ■平等

のジニシ   とその分析から提

起される    を探る篠 を行うた .■ ‐

|これまでのジエンダ■平蒙暉椰騒目唄ゆウ析
結飛‐IⅢⅢ

=●
■輝諄興簿 機 1臨

L/41薇述されておら1彙1今後硼鵬情報聾り町の
2点とした二すなわち|‐ C■般予算まで分析対象

を拡大した場合の       、②最算孵

難載票″幕昨立に囃 ブ螢要騒珊式11期顧白景舞雪耽班更りじド

、`それらをし哺鷲統合し“q講就麒据:と

するの力てあ1税■‐・ |‐ ■■■■li「 | ■

となった施策に

つぃては |(後述する)、 予算過程‐ごとにその成果

をジ三ンダ■観点から分析するための指標開発の

チ三シクリーストを公表した |ここ

凱 ‐1評価と,         とそ

項目ごとにt評価指標作戦士のチ:三 |シ ク||ポイン

トを示している||(市井1村松||""):1例えば共

通事項の①樫別|.(ジ■ング→ .111統計の活用ではこ

び指針において人に関する統計作成

機      あヽる力|ど |う力ヽ 力    こな
つている」これま||     1中    ミ定
められている場合でもt‐ 男性と女性(窮蜘

:環されていなし場治があ
:る
よこのことから性別

統計を用いて男女数を具体的に示す必要性が強調

され■ )る轟|‐■■■■■■■‐|‐ |‐ .・  ‐||

‐
‐

    | |‐

 ‐  |‐ ‐
||‐

‐ |‐
|||||   | |.      1 ‐ |   ‐|  ‐|‐

.こ

|● |■拳響響率1革lill力すヽ||しれな||":、

ジエンーダ■予算実施の試金石ともならた樫別影響

葉葛驚凛轟
=営

‐
たみ・1置摯鋼曝礫はれる静姜詭部分に関IⅢ
既存の実施事例酬 しておきたしヽ  |‐ ■・ |

曲           柵 |1齢
||||‐ ||

するた黎,ここ14021午 112月

=1       10条■1幹 |二
‐野 車1椰到申キ|:|そ妨爆Fの政

策を樹立|‐施行する通経でt,そ    が女性
の権益と社会参加など―に及ぼす影響を、予め分

打・調耐1●|,1年|■||ヨ甲事呼響|1甲
がなくても政策⌒の        異`なるた
め、これ接 慮しないと11鶏1的嗽影響を及ぼす

|  三と
't島

ち,1ら亀
.:議

きれ轟轟轟急最:赫扶
さ】れる。   | |     |
j縦揺纏劉賄いら若干の性男嘱饗鋳翻飼による政策

改善認刈鶏削戴醐餞介しよう11伸種動翅出部12008):|:

‐   ①第2次生命工学育成の    、     市

、帷 刻冒議覇歯計イログラム警 ‐

業 lα辞 郵 鶴 1催麹 詳 剖 魂 躊 聰 1餅
正

"調

響證用靖 15カ年景椰繁‐10曖堕覇もЦオ■誠

な
―
どがある|‐帥

‐
2008).tOの

碑霧鴨ま二)´y   黎畔翔障驚●

継 命工孝り砂諸に対する    りの推進

として:1       副知歳するt ii)ll原資料

の収集や焼計算出時に絆場    を伎用す.る

ようt.第 2セ層断:工学静雌動司画:颯 ④に|

対しては 1)i難の障害者に適す.る訓鰊課程を,

1   日駆魅|― るt il)1嚇よUり劇障轟鏑酬憂先

選嚇|(徹に卿購簡闘国に対する運野驀聞田義こti評価

指標に     麟の幾 反映しt

劉″UIるよう1静輸 な―二 :0に対

して,■11).IXO18琴疲理肛系人材育成支援の施行

諦画陶劇椰稿ξ傷 暇潤野算およ   用を

脈 lii)12008‐制        鑢

1大およt狩模壇粛('07年13件 9■ 3億ウォン
'■1108年■36億ウォ勁 。    |・ |

「 ロジエン     の内容 ‐     |
| |‐

‐ジ三ンダ■予算声明に含まれる業績指標|・ 評価
■ 指標を含む榊 な内容はまだ最終決定されてい

なしヽ 1既に実践している国 の々|ジ三ンダ■予算声

明は多様であらて「贅望艶はなし―tlジ三ンダ∵予算
|‐ |の対象が過年度の国の予算であうたり、過年度で

| ‐・も歳出中心であったり、|また特定の省庁の歳出で

|: |あ●た.り 、:地方政府の予算であらたりする:|■

| 1 韓国が目指すジ三シーダ■予算:の特徴は包括的

| 1相制度であることだ:その意味は歳出と歳入を含

|||む国家予算全体という包活性だけでなくt業績■|

| 1成果目標留陣貿 その実現を目指サ予算作りから
|

1 1執行●‐評価を⌒て次年度の予算策定に繋げる||ヽ

| ■わゆる予算サイクルを通しての取|り 組みであ|り tl

評価を通しての政策変更を予算の変更を通して1実
‐
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現しようとする、画期的な試みである。当然ジェ

ンダニ平等予算だけでなく予算の 95%以上を占

めるといわれる「―哺匿竜詢も対象とする。システ

ムとしての実施は単幅度予算だけでなく、中長期
の財政計画への統合も予定されている.業績予

算・プログラム予算に転換した韓国の予算制度に

合致するジェンダ■予算とするための模索:J膨大

な作業を必要とし、予算をジェンダニ視点から捉

える    ない省    らゝの強し勒

下での試みである.

||||||||lilillllll:                           

‐
 111111illll                                                                                                        l

ツエンダ■平等を求める人々
―

る議鐘|エ

この壮大な政策変更を前進させるための「妥協

鳥
―

・bる。ジェング∵予算センタこのキ
ムセンタ,日よ 聞き取り調査■ 企画予算部を

はじめとする強し瀬鍛誠張志向派との共通認識

作りσ咽灘棚 した
.大き劇脚詢よ新自由主

義の時代にジ■ンダ■平等政策に優先順位をお

くための最も有効な戦略はジェンダー平等が経

済成長   ることを実証することだという。
これは「‐種の妥協であり、経済成長とジェンダ
ー平等課題の均衡の取れない形での    ・

ical)統合であるカミ明ら力弩

な政策を前進きせる枠組みであるJ αittY-01

2008)と ジ三ン   作り、ジェンダニ辮

題とf蒔翻題    、既和疑場モと

する潜在力を持つている。そしてその潜在力は理

と政岬諄義ン舛饉到制用を通して前進し、

そのシステムの制度化を持うて実現できるも

作業が     をうめる段階に進むにつれて

論    になりt「軸 と「「ftl
るi制麹という概念を前提に実施のコストとその

成果からの便益の比較考量に移つてゆく。経済危
機の洗礼をうけ、またジェンダニ平等に必ずしも
「積極的でない」政権の下でのジェンダー予算実

施までにはまだ多くの曲折があるだろう。
ジェンダニ予算の    まできた力ヽ それま

原則を油象的:1定めているに過ぎなし、1諦典法も

施行規則もそれが書かれた閥階では十分な研究

成果の蓄積がなかった ■回の短期のジェンダー

予算声明作りで長期のジェンダー平等目標は達

成できなし、ジェンダーに敏感な視点が予算過程

に統合されたというだけの意味に終わらせない

ためにも、1再度女性たちの力を結集すべく、女性

団体に地方自治体のジェンダー予算分析のパイ

ロット分析を依頼するなど工夫を凝らしている。

市井礼奈・村松安子、200R [東lL7ジアにおけるジェ

ンダニ視点に立った予算         の事

例こ学詢 、F7ガ剣圏知 、第 17号郎1-亀

棚 瞭・村撹 好 、

“"近
刊、臓調L7ジアにおけ

るジェンダニ予算の動制 、アジア女性交流研究フ

ォーラム

a07a、  理蜃恐知膚響義茂弄嶺艶票と局∪程

簑銘鞣開鞠 、内側 傷u駐坤睫覇D。

韓国颯 ‐200R 曜調1最躍評価と― 予算」、内

部 資 料         。

村松安子、狐   『「ジェンダニと開発J論の形成と展

開:経済学のジエン月 レマ婦υ期 、ラ博樹丸
ユン・ヨンジュン、2007、 曜疑脚予算制度の理解と課

題『     、第16象      、

傷 謬 硫 坤 韓 覇 罰 。

Ki町 工:■ ,鴫
販 lity  in

'Finarrcing llevelrylt for Gsrder

Korean Society: Focusing on

Institutionttlization  Of  い   Responsive

DШ彙蓼叱こ鴫 Wothop on FinamLI Develoment of

l Cender hualit,in Korem SOciet路 豫評 Yo止

KL n, 2x旧し 'Institutiomlizing Cmder

hdgetitt in Koreal,Korean Wmen's hvelopent

lnstitute&Korem lnstitute of Public Finance,

Seouli Republi6 0f臨

晦 R,獅 Cmder Rewonsive Budgets Q鵬 's)

hve A Pl“ e ln Fim“ ing ttndき 助四lity and

隔 'S b10Wement,United Lticls Division for

the Advammmt Of wOmm偽 lo,Nomy.

YoOQ J-3,四Ю2'Korea:Raising ttestions abOut

椰

…

Lted POlicies,in`≧ dπ a嘲″ォ雄

働配 伽 お′働吻″ 5加″
“

耐 観 ル″ιヵら

eds. Bbdlender, De & Hewitt, G。 ,         alth

Secretariat: London, pp。  65■83.
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◎義泄鬱絵
:

5:月
li01日 :(百

)i:総会当日の午前中
了後::籠調薪熙     ・

反省 ι海 力な国       ・フ腎―ラムに

おけ
'劉

瞭 JACプニクシゎ″切テーマ等 ・定例

会企画 L々ンスリこの企画蒔七話レ築 ま`した

◎ 研弛 認 験
6月 16日 υり18:30より、事蒲輌熙こて所減野予亀
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○

舅囲ぢ年8月 躙日《封
i

満濡醍暮耳轟覇趙直裏娼只蝙面赳藝が内尋専i計   画
1 網順』1回地域で回慟理と萎理に向けて中私たち]こできること,も し耀いことデ』

皆檬回      瞭醜嚇 。顆 は曜園瞥諏国‖凱PL   .

国 会⑩名称壼重をめぐ為総由におけ昴置諭日ロロ・ 日甲i号
日

,□
□°回

5月 Ю日に開催された今年度峨機会および昼壼を兼ね縫審講ちでは、舎⑩範称蒙更
‐ をめぐり活発な意見がだされました。発□時の主な意見を中咽まえ知手さんかとつ

まとめましれ
□ 嚇測定例山報告『市民による自治伸□財政齢編□手法を驀轟LL Dロ ロ5

明 の定制会で1ま、酬田ロワークショップやロピイングに備えて、まちだ市民財政分
析研究会代表画固雄麹博さん1曜凋鰤日。Ъ町固i市瑠邸弔l三わたり市民が行つた市口ば

政分姉についてご紹弁いただきました。関画添しご萎加い起だいたか松満喜子さiん
°

節詳鋼●しまぬ
ロ ゴ臨京JAC緻台

配パックアップスタール00"
『柴[≡肇噛 i[Lfl]littL膿謡る:』 1‖:卜:彗計口,D80□ □ロロロロD□ □・嗜・6

鱚跛膠蒻瀾稔憶ゝ 評鰺
血笏鶉田

夢歩テップ曳拶■ル田』についでt』L京 }A
嘔仙台三橋芳子さんか報告膨ま九                   ｀

□側剛閲歴睛向唖酬嘔餃癬劃璽鰤闘繍嘩却勇ロロ日日… 1-7
貫始ま顎ましたが、    嘔動y詭自大きmと :なもで特 5月から、菱馴Ⅷ羮馘 輌                 _`

いま九 性暴力禁止法ネットが性渕罪む裁判員裁礼鵬らはずおよう裁判員怯口改正む

求めて最高裁判所に意見書を提出し、6月 曜日に最高裁感性暴山榮止淮ネツトロ意見 |

‐
交換会鯛開催されました。ゆ●まえ知子さん力Sポマレ‐卜:を紹介しま亀

□ 北京+15ゲ回莉 卸側園フォ中ラムI署向|けてロロロロロロロロ
1口 制

来年は北京会議から15年です嵐帥19年□ 月にかけてニューヨークでⅧBフォーラ
′ ムと政府高官砦議節亀開催されますLそ⑪準備として今年 1□ 月銹 日

「
に開催される

剛 フォ∵ラムなどアジア太平洋地域口活動について紹介します 臨誹叱
・
甲子)。

日 即障哨申難嵯鞘謄 囃套暉   羅 い ,甲 甲… 日,… ず
日10

今年は1           周年です円、日本女性学会も設勒 年を迎えまし

亀 6月 27]明 に綿茶口水女子大学で開催された大会のプ甲プラ暮から
L`『
今、ジ千ィ

ダーの規点で聞い直ナ貧日と労働』というテーマで闘催され亀センポジウムを申fbに船

橋邦子さん雌 とめました。ホッ‖都議中規      :          '
□ 国内外⑪三ニース ロロロ・ □□]□ 白ロロ甲□ロロ00□ 00日 □,11/
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団月鰤国口総会においてゝ会罐名称壼更に関する繕繋な議論があわた近とlますで纏羹知らせし
ました

零
雪ヽ饒 銹剰祠野として、

事甲予蟄iけ?b`嗜麒蒙しま九   | ■ :

繕会では、世請典舎か臨 称褻重にもいてt以下のよラに規約改正案が提案自j陥賦 11

≪勒 称蒙翼等翻翻弾鰤嘲翠つし璽震蓼:>

f‐備樫¶動曙議撻飩隷制   :槽も 1●嘲同開lしご曲制蟄躊 蝸萌 も写硼    ら颯咽満も

編囁罵轟権儡輿籍臓装曇t,I儒勇    慕讐讐暫百指導勤韓 ¬鐸喝ムⅢ黒薦甲てp・ ■卿闊勲咆籍學い―慟:靡雫]きも二甲
毒‐驚聯曇間塵調韓1輻壌麹錨:酢年口織会でもtこ口点[こつい電話醸合い国檬口闘顕点を臓騎

他方↓:口畷ぎ遷鰤働1瞳鑓趣嶋嚇をも発地域コこ力風も多く、通うし     陶討醜醐:輌臨赫臓繭請し
てし最龍 こ鰺艶ドな義絲罐嘲蜘罐九  :
通れら強織 た、名称慶亘肥ついて□ご意見をお寄せ頂くことをЪマンスリ選誌上守M上にて鰤 らせし、
蟄枷ら遣轍ml瑯躙きじ寵泌てまし匈哉瞳亀

・

電魁糞嗜慮してご:4動赳いも傭勘扁軸眸¶師〕メ計 鵬龍著し町幽帥 1こ醐 き相 いように、躊 称

暮lhmm炒岬il計 6繁ひ鷺ブ≧メ
1鰤

瞭hJと鵜艶鐵懃樋醸贔陶坊由曲駄
側鰹|            ビイング0表摯卜7ァタ』挙して新慨な発展を期待ナ毒も嶋

と称し○□

以下、規胸申中 甲陪 JAロム嘩『饉異舅餃勿議ロピイング・皐ットワータ 制鯨 JAC)にはき

換え尋ロ

|

|がマ欝亀リー」第盟7in鵬年暇月‐罰 ‐

一黒
一蟻
一ｍ
一

雌
■

I'1しば輸ぐ臨 は量えば:鼈剛邸■嘲畷識幽噛瀾会議口i財ングロネッ。トヮマタ』と四つな並べ、
t

l砂雛 ‐『麒 囃 :‐ む師 曲融 ぅかという轟が出さIhQこぬ件についてはもれ藪iコ■力風で

嗣 していただくこ1と
・になりも

'宅
咽期限1連もいては世財人会よりお知らせず濁ことにな機た (そ⑮

:裡ぎ
―
靱 目月隷 でとなも冬菖

力累十

躍震:可珊‐痺t躙輻趙翼ず上れ―ぬ饉ご隋笏墓
:

皿翼炒捩灯贔雰飩曲i塩 ふゝ    ‐
日圃ACiしばらくは1珂臨 、民鰹ァ世界女性会議中ビイング占ネットタとク|』.,そ口緩「世界
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女性発議諄ビイング○ネットワーク』。北成がきも力珊ナではある部tゴ晦詞にこだわらなしゝ

3毎 勁固回議論

◎現在のままでし職 とヽ1中学
1自

月未に意見は出した。今回、(当地域コ■カスロ)世話入金員に

議案を理里 でまわ臨 見を求めたところもいろいる考えられ維末のことだ部験鰺業で良いと
いう人が大部分だつたDしかし、最初に立ち上げた人たち晰 輸 も先切にしてほしいとい

う意見があっれ i設定時にはシンポを開陛してはしいと、2時中世話典か大学して来られたと
いうこともあ慟、司は 理膿 という暑にこだわる人もいる①輻 響読み上げる絢東趣いう意見
の読み上げ■北京世界女性砦議l己曇都した噛動は人生に■もm軸貶なるてぃるg北意行動綱領
が活動め摘針と強もでいる。なぜ司瞳京♂鯉 をはずす連とにこだわる輻 亀あ田時ぬ感動や日
枷感じiしたIム カはない勤Ⅷ浣幅があばもでいることを忘れないでは膨bLとの主が。将来的
には.同1購苺』幽印 をはずす、というところだけはこここで決めてほしくなし、
◎現畠称1亀 量測解 レゴ ジャックと諏議を受けることばで、       している⑪f変えて
ほしし、『ロピ封罰珈 という言葉もプラスイズ‐プではなしヽ 名翻乙カウカナむ随うことは誤

解を受けやすいし、ロビイングというイメーザがはつき明しないこ趣ばもはず肛 ほしいと町ヽ

うのが当地域コー・●スの意見である。

◎元々は 印覇噛制瑳題胸ピイング0ネットワーク・‐却ヒ京避盟坦と両方面名前だった.

0申宮幽議員からは、議員コーカスIよ 元寿は北京行動綱置を実現するという目的でスタート
した。名称変更するな輸議員コーカスをどうする添考えればな

:ら
ない、ということだった

◎当地域コーカスとしては、1磯蝿 Jがとてもわかりにくいということはあるが、行政の方に

は定着している⑮■
・
当分慶つていく、というまとめだつた

◎ 財腕 副曜」は愛称として定着している。説閥していくことが    ない力、ЧttJ鰯1

をlまずすことl醐屍晩                         ,
③全国シンポを開催したことで、やりと北京翻圃が定着してきている.

◎雌の他の地域量ニカ嵐の意見 蜀

OR:当初は行政の方に走蕎していることもあ駿、こだね靭があつたが、翻在は話し合つた

結果、変見ることはしヽ かヽ当コーカスとしては 1年麟けて考えていく。

虹 lこ緻

大きく変編 のでおれば退当する可能性もある。

①Z:改正に賛成ししかし、地域で定着している口で地域コーカス峨名称は変えなし、

◎可ヒ京を超える会議を目標島こしたbゝ 5年に1回:警幅ロフォーラムとが世界女性会議な
.ど
が

開かLそ劇輸露司蹴 馳置口I畢舅鋪軒はまさに国孟卜である。四15年 制麟礫議躙周輔
までこのまま議 てヽおきたしゝ 基本的には提窯國名脚 勁ヽ力竜と思う。
囃 して間もないが、日歴諏JAG』 距暖踊亀りにくいかもしれないぷ、こめ蟻れ縫意味剛説明:

することに意識嗣あるば■「ロピ町凝角 は取ダ 、珂鯨 刷邸』は強

「

ほ醸し、
鰤 懺 :劃断韓庸諦こMしない人翁 鰤ヽE、 読冊制し[卦動輻てくれるL     る選要
はないかなと思う。
◎ 財壁調腕駒 力言無くなるということは、特徴脚なくなることではなし`力L i
酪 称1難でもがわかるも⑮が良し聰英語を並べてそれを説明:し

なけ机曲 らないのはた鍮
したがって、現在もマンスリ‐表編にあるように(m朋的に『世界女性当議ロピイング0ネッ
トワーク」とり ている.何なの締 か幅ないのは融命%今略 称は中国と関係がありそう
卿 され爆調叫ゝ

OX
OYO
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回現在も使つている F世界女性会議ロピイングGネットワ中夕Jと大きな違いはなしЪ.説明な

ヒにお漁為輸こと鰤電巫 英語を立ギる日は運動か浸置していくに用 的じ用輪馘蓄れかる名

称にしていく還と設輝匁               11‐ ■・    :
⑪錦鰐動き譴:ち甲を■mに樹けすぎなぃヵ、日本語を大切l魂

:キ誅闘廟和躙 力)ると力`うことだ
油彗、読朋bなくでもおかることが我事でR             :   |
◎自1閥巫馴洵慟蝿tl調囀旱猾轟rlこ書きにくし、撮合もあ尋〈中国モニ関係ぬ曇浴称鑢のⅧ ol

:・ 製上口よ働ヽl軋卜導冒蔀華鋼躊鋤恥うj罰亦D]調蝿IJ菫憂陣賛成であつても手L)るいるな業が出さ

れぬ惑|また11『北鳶凛劇珈:睦憾ずす墨性に反対毛『軍:町ング』.1ははずすむ説明ナ魯鞣とに意味

曲彗あるも誰闘なbにわか   雹にし)、 変更があもでも地域藝‐力累としては縦素通硼憧つて

いく、などさまざまな意見嗣幽鵡 1蘭長|《篠崎正美さ
―
爛 から]餞

‐地域字号力曇ゆ力がどう様
つている測警帳も関係LてしЪ働闘日ではない力、1連 bで型辱愉叫ナて考えていこうとの提起もさ杷

採鉄せずに来年回機会につないでいくこと[こなつれ 靡 膊L飼暗確認にてヽ 称[獅る意見

卿主胃をまとめま'した3短脚取しにくい部分辟あ輸.たことをど理卿顧bЪま九 1まとめEゆ中ま翻

〇

1帥 同素範柩饂腋稟職響刷輿即周    》力'1聯く。

岬 費岬〕叩 叩 了 鱚 辟 饉 顆 卿 準とき机]鞭褥 宥 瞥 ≒ 準レ`濤
種!咄』椰岬軸寧ラl尚築ろ)とい刑罰脚なさ緬Lそ輛圃嘔:理鄭輝軒笥』と肌

冒言
野ヒbた誦年であつ拠にb識枷:やしずヽ それ鵡典

隕  [こ麟 L北 発  l蜘 鋏 剥鱚    など   鞣 輩輛熙鱚襲派

さ繭餓亀                                      ♂

□中カザ子さんは固凛鐵封累会躙年Ъ    曖覇艶―マから剛酌『閻動髯、し哺報躍酬畔鞠

圏暉冒写iTttθ轟珊昴淵:判靱晰隠
1醸
¬中囃呻岬邸%麹赫Fきて町`輸嘱:と   電おも亀覇癬鼎農熙蓄判醒榊電鼈 、

熙尚誦隆輩巳窒鯰軋懃叫尋とと言固    りこ
)ろ と利が興讚 和ら祓 iいてきた近とと大b)に

I     R喜
筵|「賦fl雹看

国中さをは亀1動く糞性中運動中コらみえできたち口として lh
聯当J調騒 欅論的自:上で自白を手にする「鷲意T醜 陶 L自己責

鉤 ギ蜆暉購徘鼈書卿%灯撲lh鋤辣許0ジエング司鵬配になにができるかとξ判かヽけられ
た

脚二人に共通レ下bl科甲嘩亀:彎代口「力岬講瑯咀による当褥 bてき、mを ぃっ瑚こ輔醸制L

晶]瑠簗鰤鞣鴨臨蹴臨炒ヽ又麒麗
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:輌 月i封艦鋪皓臓屁譜こよる自渦備回囃欧労栃醸手法轡学ぷ   :
まち越市国蹴山制剛鵬駒輔菫雌聞騎 らヽ

珂

蜀 獅 :画鵬 諄 鮭 ち嘱姉 尉 馳 醐 圃 晩 訃 屁 )覆疇 蛹隋 順 ‐

鵡 国各地離 民による手作明の融  ころが 罐 ⑬醐櫛 ある動電、町囲はこ:躙象
白書づくりが関J心を集ぬている。6月定制会 ろていて国o交樹れは¬度も貰ったIと漁富な
はこロテーマで 25日

'に
開催されと喜自治体 b亀 にも力哺わ らず国民爆朧税 《料といわな

の諾政策は財政面からi把握しなければ実瘍は しつ 一x当セ靱口額鱚他□都下⑩費しい自治
わからないと感じてい麓制臥

・
金くの識人に 体と102善争う薗額曽ぁるbそのため国保

どんなことが出来る動 l知 りたくて出席し亀 枷 軸 えない市民が多く、通⑪人々 には資
扁 確鉦釧駆⑮邸 ⑮自囁舗靱つ であ 楷濶木動F縮さ饉 らそ曜翻増韓範匡曲
る町田市では、市の財政課長だった酒鮮底を 市        占めてぃ雹こと。
中心に『まちy鰈         ② 喘瓢碧町田」と   きたが、民生
を立ち上成 鋤閲年と知畷年12月⑮露国     露圏国と参摩地区28市
にわたり『市   した町国市   ノく 49自治体的.う ち46情あること
―卜1、パート2という冊子を発行している。 ③ 教育0文化面から底 1980昴 ば
これl■j軸 学年田子どもにもわかるよう から2□ 年間で箱物は車派になっても
な調露■ 市釧鰺証カードの 罰 年分桂鋼   事礼購載幅に鼈 され、菱鯖讚も麟
したものである.こ通には冊子の内容を紹介 になっている起と。
できないが、     こ私   な慮想 ′

4:男女雫蛉躙躊≫・誹畿口なめに持に留意
をまとめることとさせて踪:く . して言正されたも1乳 男女顆割欄議手‐博会
1。 はじまりl■

‐̈〇市民の有志油S、 市はいるい 印亀めに特に留意して言及されたもの自町田
ろな鵡圃 要求1    を理由に応じなぃ         酬 し、市

のに―t〕飽億を超える新庁舎建設をすす 撻達孫に統合瞳L酬年度挽算によると男女
めているLと に口間を抱いた逼とからで続 。 平等推進費は 机3輩耐謳 円、人口比で¬人
四 年秋NPO法人多摩住昆自治研究所副 25.雀 円、― にすれば詢。3円とのこと。
理事長の大和国― NI     を 費日蝙 範と触下千円螂 男量平等事業
防 し、約』峯融集 まり15名鮮鵬睾識こな 普饉舅郵 B墨叩′コ鐵躙瘍臨購蝶 5」鰤6
つ準。「自党のまちぷどんなところかを知るた (内委託費 魂躙勘 昇
めにJ財政分析をする逸とは大変有効で鵜も 業 副Bとなつている。 (―謝巫躁れ1目帥憶な
しろしヽ 夕

のでこ□額‖ま微寿たるも硼し)

2。 義 □L参加者がそれぞれの関刷 を分.酒井民はど自身の娘さんぼDVにより4人呻
担して、市□決算カードを加 年分入手ブデ     でジェルタ守、   ン期
―夕を分膿劃こ転詞・ グラフ作成→これによ に入居なさった経験も話され、下同シい為
つて市の財政を時孫匈で準る→同規模の近隣 5.     ・

ふ市⑩財政つ問題点を市長、
自治体と比較■こ札をもとに市出担勁者に取 市会議員に指摘し、8月に始痙る   の
材→われ たことな印 ヒ         各殴階ごとに見ていく事にしている。こ仰活
3。    えてき            動はマスゴミにも紹介され、全国から反響辟
① 全国7曲 自l治俸のうち財政力指数lmと  大きぃ聰 《9頁幅続く)
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司LttJ A轡彿曽 ,1ビぷ:ツタ|ア ップスタデルロずlil躙閻躊鶉睦議量は語るJ報告

.     :  : 北東」AS仙台 三橋芳手

仙昔から南争2´曝麺     ЪF一日千本

樫』■自f硼II船し`lhmョる1l o5 9本鍼

紳 と嘲ヒ円 。F輻   鰈 囲同

人口約3′OJ□ [⑩ ⑩典囀雌較的■年層彎多い
口ど漁)なMで九 |

t晏雪卜 甲年早綱1顆躁辟鼎騨列電■り、

建員1日署印うちQ鋼お     礁7名立

爛脚:渕 晦:量隧励贄崎として]通錮
トップクラスにな馴:ま し亀   :
枷り1疇辱。」鼻暉勒台はレ澤軍タアツプスク

¬ル09"と鍋うち、ポ皐ルディニカッショ
シ瞬:画    鮨咆lる』iと通しっ3名の

崇口    をお運皐して懸月21日 (同
.)

膚1

備雛覇勁
心歴警鰤鷹饉賣又朧b罐
会騰聴亦続ける面輸鍵鍮逓藤欅釉祠基瘍の

感列問蟄輛離雌11裁有な    ぃしゃす

レ悩鰺嵯理善範 ぬ響鴎ぇ    も徐々
に変ゎけももぁる

:こ
と

'社
飢膳濶も自己選導に

出馬と心ヽ働ことでした。平閥奈緒表さんは、

テ農了猾はざこPT」閻菫腋畔輌コら当初は

憔□』渕ダ識硼個も粘り敵 語疇mt邊蒲裁:

手育て世満ぬ声をと口張駿こ子育て支援、町

口活性f脇を掲げて棚ぬτ議員となつた口でし

れ 選薇馴鬱押1動装珈憔謳織ぎもたない素
人集団だるたの     口

『

スター、着.

振づくり中に学力■を圃貯酬こハンドマイク

で回筒閂演説など率直に話されbお■を力到ナ

ず、時間t尋間もかけずをモット官に関もた

■様子渤事轟者:ヨ劇弓出されま′し,勉 ¶期目lま先‐

ず名前■麹うても邑うこ1とも:輝静'8期国瞳報

峙 看尋喝:駆覗覇購:田輔 さらに観

聰ても輸う置と出1難簿階職馘されま曝た.ま :

たり轟国難獣曇躙勢こ従つ霧国内康ん浙

長、森さ嗣    な。
期 稲馳もれて

曰夕勉強このことでbiL

響 晰 甲]印甲岬尋こと時て嘔 真l嘲踊Lよ

し叩町   用鱚饉珈だいることやさらに

女性議員2分の1.す睦鞠ち5制を目指すとい

う力強いゃ貴棄鰤零ありましれ
こ⑪闘ぬ体験麟輸も男性に出較して女性の

方鵬ナベてに真両国で竜失うちぬ何もなしと

いう精神で防喝―卜に出ぅより選学に出よラJ

と若bl糞性世俺に芦呼け時でしヽる機配も国自

れましi鶴  :
質%では、今回呂 尋駒捨併駆自紙i曜、

もたことによる今後口苅⑮ビジョンが一体ど

うな尋印漁ゝ冒サ町lこ 下女共同参画都市鼈言』

囲蕎幅はあるも申口条例胡恭だという状諷描
破綸 ぬ6ノ順嗜輌型負%を 強めて欲し
い旨□要望鱗出されまb亀

窯といとして回女性な量をさらにもつと増

中ナ逼と 口昴性繭意識改革濾必要性

⑪男女菱国参画条例を作る活動を強める

と精曲 ましl亀

アンケートにR今 麒宮城県では仙台市長

抵 鰺 などこ鶉 端晟くの   る側

口市民嵩誰も   なことこ真に賢bl女畦

□青成節:感要な⑮ではという
1意
見も記されて

おりましたぃディスカッシ旨.計の過程でまさ

|こ {鶉硼威幾鍼簡真満出    る}鋤 緩

けとめられたこと感量惟羨員ぬ直張りに力を

もらもたなど田大き職成果が挙げЪれたと

鱚 しますじ当日     こともあ叩銀

馳駒哩翔膵翻醐bヽまつともだったこと力儡

難 織判魔1鵬判鱚珈t躙名卜、

〇

○
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獅 澁 践』誕ヨ塵曇雪記j

O      ッ胸画麗諏墓壁‐

度が5月 211日 からスタートレた

が、性暴力事件な裁判員裁判の対象1でするの

はt.被害者繹験した女性把ちのプライバ評―

という点から問題嗣ある患逼のテ宇マをめぐ
つて、6月 4日 、      なつく:ろ うネ

ットワークJと     との意    が

翡ダ臨 11譴鐸敵爛力れた 額膳機

された方たちも複数参加し、その角惧についヽ

〇  藝 可 譲 乳 蹴 鵞 購 鯖 をまとめ

cn_当 :望月晶肇購曇鋤 て、意湿唐睦提出
した

内容は、1、 機害者慟性濃害を知られたくな

しヽ 鋼事織制口証拠として、事件めなまなま

しい蠣購議事判瑣難騨研膳書箸鷺葉護簑 囃

製傷の図、           どが多数

含動Lそ れらが封批貯覗誡謎辟味腫現占

れに知られる二とに強し釉瓢簑びワープをう

ける)

2、 裁判員からの二次被害 (なぜそんな遅い

時間に下人で歩いていたの・助けを求めて声

をあげなかったの動 ヽなど裁判員が何気

なくするこうし珈 薗麟斃詢 自責ぬ懃や

罪悪感を助長させる典型的な二次被書を生

む)3¬ 第二者加らの二次被害 ぐ守秘義務
のない裁判員候補者や裁判員の守秘義務に反

しないあいまいな情報でも、外部にもれて波

諭 鶴碇Iされ畳ことがあ靱得る.そ峨尤頷

好奇め日で見られ、噂の対象となり、ひいて

は全く知
′
らない人からスト‐キングされ層も

趣鋼飩譴とされるといったコ輔鮮調瞳]き る

に起きている)去 畿 ご

く親し心卜 の    義 埋もれていく

被害○性狙罪の助長 (以上のようなことな恐

れて、%を 出さなぃち出しても取り下げ

る、というた被害者が出てくるだろう。加害

者暴鉤 鯰 がなさは 、、     再

ゆのまえれ子

狐串の高さかられ回酬藤巡駒劇割和にわなが

る)。 以上回理由からき性翻罪な麹判員裁判

からはずすよう裁判曰淮画改正を求めた

また、法改正ま
qu鯰

馳 礎 るだけ

剣防ぐ起ぬ口狸用     として 躙ゝ

酬 財 脩 軸 て 哩 配 L扉帷 鍾 囃 臨 躊

者とできるだけ    なb

で裁判警行う。●載書春と開おりのある1趣戦
あら力ゝじめ除離すiる。―畷 は,

村民・町民同士は皆知靭豪 でヽあ癬 という
のが実備じ③強害蕎争卿曲祠曰候輛譜名簿の

航 あ感       ろ

1臨簿をJttξ唖剛韓免銅騰議ちもなどを示

しれ

趙剰枷朝撻編臨珊騨譲節薄民からは、性

さは畿知しているとしモ、③
については1検察官を通して
のリストを見る通とはこ肉行法内でマ脂であ

る。し力亀ビ、候補唐に機害者畷民温を出さな
いとは渕調できなしゝ しかし、できるだけそ
の     明込むようにすることを考え

ている、とのパ部前向きな国書があつ起

同式貪OM埴劃F平 冬ヽ則鳳悠割頸蟹痴宅ほ士t駐
党銹 ]l準闘割曜昴轟眼t(曝崖党

ロジエクトチーム事務局長》、

J罐融蒔手、神萎廼静乳 福島戦詢職 な

どからは、こ中問題に関するデ前印検討が不

十分であつた通この反省と今後の取叩組みヘ

ま鹸 起
`錯

⑮後、最高劫から

地方動判断れ、上記囲畷内暮について指示す

る速曹酬諏緊邸されれ 寵韮弾、それだlナ

魯闊験した女性たちの不鐵は払織できなし、

同ネットワータ]亀 今優横繁庁や犠テラスな

どと印意見交換会を予定している。(国ネット

作成の         は会員メマルに

添付済。会員メ餞ル登録希望の方は

臨摯吼幽鏃凸囲面ねへ申込を)
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.k ?i

sBil0 ffi[fr- sssffi,ff$nffiH.trbtEgffi+ Eiltffi
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f- fi* ffi rffi H,ffi" 8 ffe B &&,tF € & 6 u

Fdffi+tm fp:r{ru, mm-mqffiWJ &E&Fftf"

rfo ffiffim:Eromtffi#ffi d-fiffi ffi&$e#Eil
aH+ilrffiil+r6; 7 y7'5+ie#flffiffi1t.

2009 dF 10,8I 22il*b 24 E [er]*tf,T.,fiFmff (r
#fffi ;,ffi#*s=FHffiS&trJ

tryffi68 Urgde$Cffir*r
yffiffiI,ffiP Fa. 7+-7A)
Affi{8t6, 7-?lt. freaving f,isdom,

mmnfmontt ffif,ees, Forgimg'the Fuffiue(ffi
'Wmef. ffieeffiL* m*mU6l

T&6, meryE@Wflefu 
mfrE,mstffiSlHeffi#"fl' rt*

## *ffi+Iif 6 = L [r ft +T u. En

frt-rontirrserises T[tr @fft. ffi* H{8.

@Hmffi.{]EffiFHffi3&5eE +
*rom ;$ff=yffi,6.
€ar5f,e F@Erqs thg f'WHffiF E[tr'" Hffi
tr#ffiEffitt#ffiffcta6ffit

‐  11ず ■l t      橋本ヒ_口子

るとしЪう流れ1毒亀いぜい範
i

l膳 8月櫛亀ら緬珊闘豊羅綴ヒ』圃扁《日薄珀艶彊證

み子磯菱嗣務癒で F`・るためも脚脚

は 獅耐i口宇鵞軸|と、
1種

:なもている底また、

地軸帥 プ詐こテ鞠輔副副丸 ゴ

測睾識むが トヽリiξ貯よJ豪テ子
と申肇‐《翠夕F†ン民はミリ言+女子光学学
長でЪある》            ‐

去る遍月
′
iか14日にね、けてこJ麒冊醜 '国

も浙 る翔 輌嚇酬鱚壽野ナろ磨謂絣緊瑚椰墜
⑪準め⑩鴻デず『

壇覇割|とし
1｀
うテ‐マのフ7

クショップを開降:じ亀鐸動躊 』酬□役員

など日本轄 ぬ11カ国から田名。
‐翻¶馳フォTテムロプログラム艤 :5つ⑩

l帥 申ワ甲クジ占ップ電。フィルムフエ

ステイパルなど曽憾成されるょ

国連吻      ノイ‐リーン峰ギザ■

が予定書れている懸|ち鼈導にもヘイザ■氏は

肥脚ぬ前射であり1北淑会議山準備とフォ色
ニアジプをしたデザT太宰洋血鍮ワ‐キシグ

タト プの内容面で口鵜裳守おも亀

Ω
さん   鍮 渤畿掲

載されている。・

躊 テォ〒テムの成果文書は理週⑭19月 _

智‐  艦調鞣
起されてJ、亀1轟ぬ後J画 フ爵ニテニが
コ 月l弔開催さ都6こ と油旱決まったため、
幽 フォーラム⑩胴慟醍l諷 された

-8-



同時 足0月 22日 ユロ月 23日 lo月 爵 日
9:0ロ ー

1回:3G

開会式

基謳講演 :

国連アジア太平洋蹴
会委員会事務局長
ノイリーン・ヘイザー博士

I前ユニフエム 個 連女性
開発基金)事務局闘

金体会 2:費国撲峨ゝ
。
人間め

安全保障及びジェングー平
等への気候変動中影響

全体会 4世代を超えた

ジェンダー平等

11:ロロ

12:3ロ

全体会 1:園難時におけぅ
~

晟主主義 ガバナンス (統

治)にお、ける女性の鬱画と
市民社会の役割

全体会 欧国連に相ける女性
のための機関

参加者によるワ|―クシ
ヨ ツプ

側 :人権機円とともに

活動して 腐匡A鰤畠朧脱l'

12:30

-回:00

お昼休み お昼休み お昼体み

JLご]:m

15:30

参加者によるワークショ

ップ例

・  離民女性 との連帯

IAN□ORurl

・  メデイア、コミュニケ
ーション、および l爾

の活用 1]酬S

inttrmtttiロロロ1)

0 ジェンダT視点を

Hl蜘醒 予防、抑制、
指療及びケアに入れ
る。 炉w2)

参加者によらワτタジ5ア
プ例
O 経済に鎧けるジェンダー

正義を撮げ主張すること
1馴閲田 }

O ジェンダーに基づく暑カ
のサーバイパーから掌ぷ

IWttC)             ,
O 移住、若い女性 フ黒ミ畠

スト、劇油印壺詢弓諄催圭l llSiS

]口temttonttll

O 女性種美家を平等と発展
のために動力寸 I圃匿H穐レ

参加者によるヮ色,ク シ
ョップ軸
O 着い女性の声

脚 帥剛 }

0 人身取曰l犠牲女性
の芦 {□輌WI

O :高齢女性の声

二 脚岬岬)

ヨ剛卜導卸 全体会 虫

危機を乗 り越えて:代
替の発展峨創造

15:30

17:口0

女性運動を強化するため
の調ヽ地域⑮会議
成果物 刺 地`域における女
性運動量ぴ閥崎回の需要、
機会および計画)

全体会 I,2,3にもし可て並
~

'行ワ∵クショップ

成果物 (政府、国際機関ご市
同社会らの勧告)  、

導:3ロ ー6個口全体会 6:

□固ロフォーラム声明文

およびアジア太平洋

卿喧□勁酪 2□鰤およびそ
れ以降の採択

AP 騨崎0アオ∵ラ■同程売 (ao‐ o,3年 7月 1日観在)

5pからの続き  講演後の質疑百意見菱萎百睦蕩菅蕩葛饉鱗著蕗髄 曹趾 嵩棚帯
に住む私たちは北京会議後、』臓 行動綱領の地元でのれ をめぎし,て 嚇槻ジエンダ
ー研究ネットワ■ク」を設立し活動しているが、ジ三ンダニ儡点から福祉:教育、環
境鏃 など⑪分野甲財政分析をゃってみたいと思った.しかb町田は酒井氏のような
市の内部甲財政に通じた方があってこそ成功bたのではないかと思うと、グループづ
くりに最大⑪関門融電ある。少なくともゴLtt」 ACo会員がジェンダT観点でそ贋 計Ъ
のまち甲財政分析をすすゆれば地域のジェンダ守平等政策に資する起とができるので
はないだろうか。

-9-



・
画

畢靴予RI詢11鱚わたワ竜朝部としてロ

ジ警担当し準備に力盤麒中櫛てきた者として無
事終わつた逮聖i鴫姜ットレむがら甲学警畢冑
をさせていただむたしち

i l‐lr    ・  |

第1日向iン蠅籾巫朧醸隧諄書と1錦lル分

科会はワータ1渉電ミップ:第昌:日 属午前申は金

画委員によ轡椰醐直醜鋼饒警もり‐タシヨッ

ンター』に関蒻つてこられた日申漁冒ず子さん

だもi色 赫融 ⑮赫瓢唾tむ¶珈ぃも実践l堪

園地キ帥嵐     :i
11:∵ t

db性も口ではMmと,|つ彙諄鋼鰤ヽ

蛉}よ:藉
と関わること上‐i挙:いうテ■マ自怖顧興味を31

≦罪甲芦       イイラ尋鴨奉懸l尋申
■プl    暉珈硼]させる典アスタイと

甕欠辟  11亀郎鱚蹂讐
の』というイメニ下 与える『    ::に
対すろ反応を見てみたいというぬが役翁卿襲

し亀 ま爛 鵡 λ向型 瑚 撻   m・
'待した亀⑮⑩実lこ締切な対応ず肩ポカヽしな量
:るたそうだL     i『プリニタ   と・

臨ゝ 銹曇馳と野〕う嚇鼎lきで自らの社会で

釉
すことこし力Lも 畷鰤詢I:邑モカ乳そ口幻想を

職 し、臨         、と鰺 ま

看iこ
藷レ軸騰誇眈 雫ほ と亀篭』鰹刷抑鰈
‐勧つた二戦咄甲鞭fキ薄財胸』

1曲
叩求

められている起ともi『S瓢珈|は『キャリア』⑪
l   脚 ら』凧F鼎臨岨Iや な しめ崚
'点

1=なもていないこと、Γ自己廃霧b=「キャ´
リァmと なっで悠、昼鏡  『キキリアデザ

オン』ということ蝠 うさについて鼈

管蘭り、と同時に

息  量抵
上げたこという報告だっ幅 (4頁鶴続く)

|○

ど遠方から鶉 隋 醸尤駒飩馴]さが目立
名逮邊轟臨彙僣モす鰤 と淵計個際
法義鍾蟷饒飩躊謳自』i暉固申藤轟ける:澁

繁
:理婁凩貶m)■繁ξ鯉辟

鰤げはね通』1若燎抑曹鯰暗機馨囃部4ここに

11集中幽 曜墓ザに思う。これ   タイ
‐ プ学会歯椒量選管巻タン昌議簸 ヘノリテイ

■      まりとM同 なレゝ

-10-
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`国内鼈 =ニュ雫風

閣圃年7月 Wで孵 胴瑚腫鍾:員金 鰯瓢噛 ⑪日本レホ ト蹴

日本麟ら馳名近くのNM》 力菫蕃珈lし、ゴヒ京Ⅲ圏力ЪらはMのまたさんが奏伽bま九

7月 圏0日 も同)馴剛剛Ⅳ、日本④N80非豊式プリ∵プィング

7月 躍 日 0輸 馴駆回Ⅳランチタイムプリーフィング・午後 :質蟷応答

7月 23日 嚇紳 圃孤薗Ⅳにおける日本レポ嘉卜審議爾朦聴 (1馴醐 ～終曰》    |

即田年6月 盤曰 元』ヒ薫J鴫 山口代表 彙瀑岡層子さんも圧目的自動きで苧部繭暴0選

会員肌師 隠さんから情報提供ボありまし起 宇都市議会は 鴎女力雪、勇ちしき女らしさを下方 ・

的に否定することなく男女⑮特性を認め合い..』  ゝ晴ポ錠愈睦予ぬけ漏ことなくゝ 翻実鱈家庭

を支えている主婦を撮却 ⑮ にヽ協力しも支援す堪よう配慮l喘あることJを基本理なに入れた男

女共同参画推進条例を四肥年6月に採択した極めて爆守色□強し覇議会ですじ:妾腔デ静 プな肺 風

社会の支援が必要ではな職重 しょうか (当時と議員結成が変わわているとよい口節 諏。

回田年6月 昴ロ ヨT回ッ′雛 崎 鰤 ]呻由n― 中
呂輌 が量編腱

ョーロッパ女性口財 極蜘籐幽 胸睡ぽ sL姉輔・蛉錦から側謝幾およ]闘鵬築轟鰤諦⊂囁減員を

男女釧 キャノ轟 ンロ剛乳 硼議会、委員会議長畿とは男女略 を開始

http:■憔 、躙鵬腕l曲峨ゴsitぽ

m田年5月 ¶キ15日 北京+15高殖薩覇蜘藤剃曲口鯉

醐 断語15の国連会合の群備のために国瞳アジア太平謡経済社轟姜員会で底 10月 27-29日 に

バンコクで調官ヽ議を予定していますじそ硼準備口ために、事門家会議が開催されました 参加者

は、アカ     の7名の嘲F雖教 圃 代表2名で九 日榊 Ъら]亀 嚢鋪脚噂門   子お茶

の水女耽輝賓難罰瓢

最終日腟勧告洒価 されたようですガ、ネット上にはこまだのっていませんD欄聴者として参加し

たIsis lntttmti輌巨lが振嬰を軽昔していますのでもポイント自紹介しま九

司断語10は胴Gs委濾腱蜘振動動猷性⑪主張から取り残さJ闘L司      中核である人権露

報 はゝ 経済効牢性にとつで代わられ起 こ鍼 は、高齢者、特l      回が驚異的に増

加していぅアジア太宰洋    端 になるLu国暉 ではt躙鋤年1   カ の高場者

人口は現在の倍になる。特に、イン躊 国では一人も手政策などにより男性の人回が多いのt.
男性高齢者のケアは大きな閥題になる。多く峨国繭穣熙政策により、高齢者が騰されゐ.高齢女性

の割合は国により異なるが大体1個則酬鰯性よ咽多bti副骰動同つ則踊琶子ども⑮強接義者であるが、

年寵寿就尚議会に意まれる鼎性は25%
アジア太平洋地域の女性は気候変動にも大きなが響を受けている.自然資濾の管理に参加できな

いT方で、食料口確保も水くみな出理贄礼動に追われる女性たちは、食糧不足、ホ不足による被害

者でもある。より多くの資源が貧し嗜難 が集中してぃる農萎腱随れれるべきである。

mm年 6月 t4ロ エジプトで型 識鷹中面議席善女性に割り当てる    を魏

現在錮調曜脚ま9で鍋にすぎないが、次の選挙でエジプトはIⅧ ランクで日本を抜く|まずである。

-11-



講∵輌趾靭彗攣駒憚熙瘍     ),
北村文子さんも穆調黎鰈覗i鮒薩議汗県)、 :

甲ギ:睛富7岬 甲:i具 _ツ野
:‐岬秦叩け仰眸1響 :|■ .

骨露i畢了辱予予山怠ヅ吋 響靡草 ■ヽ

×鰈鱚猥鰤ももて島話ィ
L選尋窯麺m｀しまへ   `          t

o6周世覇醐建盤鰯月1個圃》
閻 Gむ‐警渉ξシ鋤 鸞 とm、い月定t

M商 審をご    しました占1回 ピイング

につ胡が骨ような内容罹すゃ縫中のテーマ、講

師に動 で`も話調舗〉事した痰嘉型畢甲轍臨
1副岬岬:な1岬鞭卍誌シートワT夕と口靱臨囃饉乱

叩:脚鉾ら

-12-



:饉雛蜆鐸踵回戦ボ』曜獅ly薦野 夕 1

鵡 ゲ珊 舗
島勘     軸 敵魏 鞠

―

第¶89号

璽000年 9月 1日獅

[  官        ギ    
｀

][  官  《     ギ     ｀
]    

―

曜嘔懃唖動                          2

日          彗
二づして朝調胸 躍噸癬羅藷

の難 調明由標胸賛講れましれ 圃囁離圃l勒 した
稲元周子きんとつ④またが報告しま九

アジア国際法学会

`^鵠蜘F雷範墨嘲趣国轟懸銀駒□鞠
5

国際法におけるフェミニスト視点の成果や肉 委員であつた立場
から    潤語られまぬ 橋本ヒロ子さん日搬曽すれ

7月定側会報告

日画剛醍瓢謳醜垣堕副匿醜了酢鯰醒国證蘭職薙睡韮調向冬鐸聯―一―T―〒―~~~曇~―一――一一-6
市民運動を出発点にしたお二人口議会活動のあつ方、市民との連携
のしかた亀「1人でも行政を璽えられる1と嘔麟烈なたた力時回ヽあつ様を
石圏久仁子さん⑮報告からう力瑠嗜ことができま九

日蜘 尋劃寸暉副颯叩覇轟搬刊刷回
総選挙に際し、各政党に男女平等嘘節について⑪質問紙を出しました。 :
そ印国答下覧表でまL次の政権との白ピイング⑮参考になりま丸

□F多文化典凸選馳由綱L平徳回囃鑽醇通岬華噛ム胞翁麺貯酢T―――昌3
『グローパル時代印昇女共同参画と多期聾曜地 ⑪中のずつの
橋本ヒ甲子さんによるシンが報飢 多様なテ∵ヤで峨議論が飾 たよう気

0理 抽 服『 目 申 審 垂 圏 灘 摺 疏 鼻 鰹 酬 緋 ― T下 ■ 一 言 ‐ T― 了 T墓 ―
~T量 4

日本政府に対する厳しい内容峨勧告です嗜第9次男女共伺参画本計画策定的

参考になりま九



轟轟瞳鷹♂麗請郵鰊訃郵li印ザヤ「予彎影

‐ .    ・ヽ :稲
元 闘 子

1瓢 年に国連総会寺女性差酬撤廃条約が森 った場昏lと、女性差別撤廃暑員会
'は

ず、委員
択さ|れてからこ。今年でli師 年に書蜀』。現在ご集 会》l■

=申・強をして爆約違痙ぬ有態に埼いでの判

躍   |で話・躙皓聰ml  じ量
は 41年

ご準曝国内におけ轟条論峨実施状況暮
'大

または組織的な侵害を示す信頼すべき情報

レ下鷲`景6また%⑩理判加盟国鋤 ヶ国電叩
ヶ国が職離しているにもか油為わらず。日本とア

よ

撤巡条約 同 :ilネ ッキ77夕≒   `獅帥

呻典詢山 範      動剛曙}|は、:今回の審

鯰 舅 眩 抒 :辟 ‐

岬郷醒はも委員に女性羞剛雌廃萎員会画質闘
表轟⑮N圃 1圃讐避ジ彗イントかポ峠卜{イ シ
ユ‐道と繭礫囲を巻i脚醜醐闘契勘辱、1固馴蜘
レ爵■》等を資料として選ったゎ.

/饒 輩 囃 珈 圃伸礁 そ⑩中から、腱 名
が審議繭鋳聴賦裁鰤しご輻 非曇我プリープ

イ鍾グ (〒 月鋤憫年後)ご
・ランチプリ畠ブィン

グ 鮨月躍 固鵠醜):を してT虞 由 直1午
諦脚

|

の中で、筆盾が亀つと堪闘蒔峨ある、

《以下亀耀恨議定

耳靱議定書・と:は女性差別撒廃条約窯の人権
侵書壁受けた個人が国内裁判で救鱗されなか

メリカ錮 は魃 してしl理鷲L     I:
il,   触|1翻`1躙11今年≧暑醐 □ば1を
掲ば、曇轟略 では理択議定書批准キヤンペ■ン

を行つて踏ヽる。
1審議はユ1人蝙 風 鯉呂メ爆嘉1欺員鵬 の

委員会を 2つに分けて、審議が行われる)挫、

1     ち
｀

口`府省庁暇員が鰤縮1議ti質範応答顧行われ縫。
委員かちはこ議定書の識腫を含めて、業絢は

2"詈亀               |〇
令轟卜鷹讐i言灘保
‐避珊憑‰はM暫ヅ撃言『b.

果瞳鍵 又鱗眈遷れ
'

き:懸進み見慾ボ警咆祠∫11電
き胃ルアむ‐η景て

1日 も早くち議定書の朧 を行い、条約を

真に実勘性ぬあ濁も⑪としてむ亀きたいと思う
のは私だけではないだろう。

書)i掘ついて、少しかれたしゝ
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礎蝋囲に調ける<融池飽□善的鍮野田平等≫1回雌駆応書

―一融腑⑩lJ―ダ〒シップ冒蹴鸞られる

.創離鵬肝委員は、す人を除いて前国とはメン

パーが入れ変わっており、審議では、各条文ご

とに分担して質問した。逼こでは北京 測鰹 が

瑯酬)レポー トにおいて担当した、

の分野についての質疑をメモ匿 おきたし、

条約第 7条   嘔く郵馴寵動における平等)、

第8条 隕 的活動への瓢 ⑭平等)が議当条

文である。1条から8条までに午前の審議が費

やされ、7瓢 は午後嘲 こな明、時間に

余編麟哺帥コつた.

質問したのは、ニコル・アメリー委員 《現職

はフランス外務委員会委員Ъ国内人権委員会副

委員長)、 ソリダド・ベガ委員 炉い財 乳D幅
まで労働大臣t性勢学関節崚:乳

樹国師、ベイミホウプ 0ゼル奥 委員 (アルジ

ェリア最高裁判所および国家評議会弁護士)で
ある。

師 の記録は 石ゝ原発言に悪る会□綴蜃陸世鶏謹

士鰯□団最と畢暉蒙Dメ番による。()瞳康聾藤者顎亀脚朧

としての   後曰作成される報告書爛蠅騨青渕

ロアメ叩―委員 :日本⑮女性の代表はが価を得

ていない (日本女性の地位の低さから闘翻い代

表国が正当な評価を得ていない、の意味と思わ

れる・‐注0ゆのまえ).文他的      自

にあるのだろうと思うし社会に残る海辱や性差

別的な発言に対して¬政府調情力的に対抗して

いかなければならないと思う。

日標 劉%臨翻囲 年までにあらゆる分野に雛

が占める割合)とおっしゃっているかt達成可

能なもの力、精力的な対応を政府がとらな崚亀

り難しいのでは? 政治峨部分でも強い影響ヵ

を持つている女性が一部に肺 るが、人的資源

と言うことになると磯囃請務甦識があると思う。

(女性の政治進出は)政治責fヒの中にはなじま

ないも⑪があるの力、今は政治ぬ決定的な用

総選挙⑮季節を迎えていると思うが、法的な平

ゆ働議 知子

等だけでな 事実的な平等、均等を達成してい

く申でも保守蜘 重みというものを打ち破る

ためにも強い意志が必要と思ラ。法律だけでな

くプ甲フェチショ軸 専門団体とのパト トナ

ーシップはどうなっている力、 業界のリーダー

にも主導権をとつてもらいたしヽ 日に見えた形

での結果を出していきたし、 真の民主主義国家

としてのベンチマーク      を出すこと

あるc

ロベ諏議員 :女性国政治参加について.明らか

にもつとも勧率的なやり方があるのではB伝統

的女性簿メージボ障害にな質 いると⑭ことだ

が、政府自身がモデルになる遼とが必要ではな

いれ 画面醒D(国連開発計画のジェングL続計》

で磁 位 鰤 銅 趨 言、姉 はもつと[魏目をと

つて■住にあがつていかねばならない。囲 10

年までは時間があったのに、提進させていく決

されだいないように轟:う。世論に

耳額 ける起と    、側 畑

員がい都 、報 入し力域祀裁韻|がいなしヽ 参議

院 四 人に田 人し鐵警鱚圏藉義拙 なヽしヽ、拠防

自1陶師の知事では女性は4人、女性の市区長が

9人、町村の女性の長は6人も′また、瓢 人の

うち 鯉 人じ節踵劇羹リーダムがいない、とい

うのは、あまりにも低すぎる。 (こ の分野は)

N帥 活動に大きく依存しているよう起 この

分野はどんどん先送りされている。世論の意識

を変鵜 べきである。先進国として驚くべきこ

とで、日本のように経済成長していない国もこ

れ以下ではなレ亀条約が批維されてから24年、

尚 鋼 割 Lらは 釉 年趨 言、動 子は鑢 口を鼈

してぃなbl、 勧告を無視していると思われる。

齢 はど⑮ようにして女性を責任ある地位につ

l・fていこうとしているのかを聞きたしゝ 国際機

関嘲 ある地位に女性lま 5入し力蹴 いていな

しゝ 垂直型⑮瓢 11がある。

…37



□遣鵬ダニ委員.E(略》日本敏醐憾瀑約をきちん

i冒置董Iよ晨l｀R鍵鰺鱚鰺琶言『曇雪甚暑曇
字が低すぎ、あまワにも進りが選レヽのではない

力ヽ 聾調議会準も女性が少なしぬお金を出せぱ

日本はできるはずL予都嘩国家?算の申で入し

たことはなしヽ。日関 (い)ずる国というイメ下

ジを高く上げるためにも必要である。業絢瑾条
のlm利 隕鞣軋圏 1を鋳劃臓炉ること、

副]鰊プログラエを実施することである。曹発プ
ログテみをやつて転屯6カ、回唖凶Ⅳ印勧告をぜ

U唱罰起してはしい馳誓讀鯰蟄がどういうことをし

たか、証者会見を行つてし`ただきた警ゝ 委員会

とどんなことを馘 したかな話してほししヽ こ

彎条約が高警)プロ77ぞ|夕を同率で亀や平仁が

できるよラ
.l亀批中輯肯までに前導してほしb■

硼 録畢姉輔瞳鐵肇螂I(1   5凩
剛 〒ギ千イダ

≧曰干ンパアメンキ指数の間違い
`

ざ六囀魃釉震[R"平珀
冊絨 1肋 票触侍l晟輔園駒l辱や?Tいく0
タオマタ制ほ国の制度としてしヽないが、政党で

朧Pに減珀    蠍署
としゃうこ挙もして町lる。

理議螂鯰

“

鞣ζ盤|[

電量言言躍 詠駆
賠  Ё案亀逸襦
菫冒[[言言量事墨菫L∫宦桑足息緊冨曙墓膿

還判けパ廊鰺贔露鑢繭
育妾館呻説珊僅〕国主女性会館が地域のりTダ
ーのため、調査情報提供を行っている鸞研修修

了者がリーダーとして地域で活躍bている.

0外務省
。
(悲野典纏∴遺課長》:硼賂}国際社会

で聞限bたいと思っている女性は多b亀 外務省

入省者数は息噌bてい.動。鰯 においては女

性は颯 :斡貪囃llこ登用される女性も増えてく

るだろう。国際膿関で動レЪている日本人そ⑮も
のが少な懸ヽ その中で女性の割合は闘%近くに

なぜ謂贔黎影翁雰霙鑓置〇
つてしヽる。

0局 長雛記者会見をする事きであるという示

嘘を受け、同鰤 からないが記者会見をし、

発鰤ぬこと、こ■委員会口識読めことを伝えて、

女性の塾用者含めた女性羞馴撤廃口動きをつく

つていきたいと思う。

全体の審議を通b、 委員油言具体的な進捗状況

甲圃答を求めた鬱撃対しむ
・
政府は国内,国会答

弁のようなЪあいまいで、法律印条文書なでつ

たよう      懇操堕返しだため、委員た

ちのひんし中くをつヽつてしまつ亀D先ごろ公表

された脚陶輛嘲躙続見酔4パト拗 では1

胚仄雪仁臓3『輩纂了姜]贔影]o
れていもよ次ぬ政権に]楓 審議醸ポリチマであ
る陶 対話』騨可能掏鼈 に蟄 に・しても
らいたいし、N剛)ももっと国内での運動を動

めなければならなb鶴

搬 前圃⑭朦聴がきつかけでゝマイプリテイ

女性《アイヌや鄭落、事ロデ翠アンの女性たち)

①讚費や鐙□報告書ぼくり、フォーテム開催な

どに曲哺攀る起とができ、大きな学びを得た。

今回はまず、周囲に糞性題馴難廃条机のこと

をもっと知もて魅らおうと、同E匡内在住で膳

幅にな加.したよ人こともに、地元で報告会を闘

催しようと金画中警心
｀
る。
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アジア国際法学会第 2国大会に参加して

『フェミニスト国際法研究 および 女性差    採択即周集調を申心に

アジア国際法学会第2国大会が、8月 1‐ 2国に

東大で開催された この学会は2年前に結成さlL
第 1回目はシンガポァルで開催されて喝 .朧
会鰊新副は都 鰤乱、大会専務局が、この分科会パ串

リストの三人として韓国のシンLヘイスク前女性
yll徹廃委員会 (馴画硼Ⅳ)委員を調願いする際

連絡を取つた関係で参鰤した。)モデレ畠夕圃阿部

浩鵡 ll大学教授で、基調報告者はヒラリー 0

0]嗣 冨 儡 乱

もう一人のパネリストにフィリピン人権委員会

委員辱クイサンピン鴎が予定されていたがご来国

できなかった。以下は、報告⑩重要部分だけであ

る。興味深い固疑応答もあるた瀬響賠する。

なお、初日の公闘シンがジウム底

⑮「In曰元汰憤など男性圏名、女性2名がパネリ

ストで、モデレータは男性であつたが、討護同会

は山下春子真数学院大教授と男雛 であ亀

ヒラリー・チャールズワース民によると国際法

のフェミニス陀制踊は鋤 制飾 いら、ま・畿 囃

靭 嚇 よ     に女濶講勒 しゆ るか

チェックすること力も飴まつたロ

卿 年現在、3つの国連人道条約機関峨合計

麟 人囃 ④うち、女性は 51名 《劉恥)にな

る。し力島し、    鯉 名中
.艶

名がま詳Dと
‐

子どもの権利委員会劃除くと 剛%に しかならな

し亀 子どもの催利条約委員会は男女割合が等しい

唯 ― ⑮ 委 員 会 で あ る。 国 際 法 委 員 会

鰤触囲血蹴 hwl%Ⅲ 山繭 Jは盤 入罐

員のうち女機は思名だけである。

フェミニスト④視慮の主澁他は十分Tはな職岱 、

少しづつ成果を挙げもつある。紛争・鞭時下など

における性暴力の犯罪化などで成果を挙げ亀ぃ富

の平等な配分などにも成果がある志平和溝業に女

性の視点を入れることや女性のエンパワーメント

l饉期熙Щ篤祓Dl鑢轟で入つた。読 く安儡鰹決

議 盤囲 で臨 母親役割について固定的な視点に

なつた。

け劇露嗅瀧直言Jを作つたことで、鋼鰤 年に

網聯韓ヒ回子

駈調にされたオランプ eドゥ・グージュは、女性

ぬ権利は建― な法律などの規則もしくl』舗翻l

な規則で者られるのか当惑してい亀。彼女郡言つ

た逼とは亀今でも生きている。国睡の人権鰤識に

おける産鰹曲嚇よび女性に籍化したやり方が、女

性に限自詢む価値を与えてきれ

これらの間距解消につながると期待されるジェ

ン介 に酎 る新い 掴祠畷騨 11置議さ継てい

る。しかし、
°
円 電国醗罰980⑪黄牲関係錮織

皇灘凛珂糧識込鐘脚 万F離 し麺運lぎ鼈bゝ 一方

は鋤億剛 t硼鋼用帆 回基鐵は4億

5千万F輌ある。新しいジェンダ■粗饒隅ため

に予算2億    されたが  ゝ   ね機と

Nさ 薦
ヘイスウ0シン氏R脚 1輌島幅幽 ‐亀 :,

回画園Ⅳ委員を務め、倍れまで憾ヒ囲嘔凶∬:に関

してはN∞ として韓国のシャドクレ爵〒卜作成

に加わつていた 8年間、:副議長を含め委員を務

め、活発に活動したがこ結果的l退歌瀧不満により

委員を2期睫群軸亀

1麟      鱚 躙

罰 年たちでも報告書を出さなb掴がある。提側が

選い0■     瑶脚就慟認めたが、発れで

も提出していなしち その理由として当講政府ガあ

げている理由は 鼈 なし、専門家かない 薗山府

那作らずlhσ 引鰈禁l聾動罐ている)』 などで

ある.第 2肉 白]ム 留保④こと。鰺 をしてい

ると,回匝凶W委員が0議国口報告の脱 多くの質

問をするが、雪保はなかなかはり下げられなし、

第3番徊囲理由は、何度も同醸駒告を幽したにも

節噛わ らず、政府はなにもしなし、 たとえば、国 ′

本政府は何度毬吻曲婦に0いて勧告を受けたにも

諏輔幾 らず、何もしなb■ 備 、条絢の実施に正

面から取り組んでいる国もある。戦時下の国|ま報 .

告書を提出しなし、

曝 iヽ新じ鼈筵 ぬ力を噂ス。当譲国にとって重

要な課題を 1年以内に報告させることにした。
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基議自礼猷員、市民の役割とは一

pr具欲 調続き、
「

岬個晏月午撲饉晴半経ら

東血都藁庫区薗男女平等センタ■罐圃脚コれ轟7

月定鋼会も、ヌエッタ7アォ■テ‐■での北巫躙邸:

塞鰤咽7守歩き罰ツプ『北%十 ュ轟

領園地域¶卿腕など    で』ぬ轍 兼ね

でも,司昭欲雑酬舗蔵農題損國柴固圭手さんと埼玉

晰 ]国朦麟市議窪製副霙圏唖非栃響灯さ乱滅瑚書fm入

l露、』趣断議は解麺謝磁
;術
刑糞む糀 些i曜咀識轟t属鞠員`

としてめど自身      市   等にっ

い守も,お話じいただ絲此口  
「

ら
|′

.:き

幾磐め夢好卜姦懇=『

麺赫識0と請民義都議千

聾:

さん囲独自の

鵡 と.してJ醐けてむЪ畳ことi陣あると、砦
岡さわ鯖 暑口              :
―         とプ甲|グによ麺市民

に向けて     11翠葡目RT11謹にとしての強

デルと言え通ものできf慮換腱際し可は、市民口立

場にた場も耀芦俳豫冒酪勧こと、1讐Ωために臓議
案⑩背景に進にがある□かなboか駒麹懃する
工とe       、市厨圏噸媚睡動|としヽわ黎
国き島ぬ言葉健む轟ほどど議は感暮たD市民閻議
員□存種囲由は篭≧にお局口もあるん地鐵口政治
警耐封静も曲色するに

'端

蝠両難勁繭 きか
けも∝

石田 ム仁子‐

私満 ⑪に大の関西申⑩iデ亀 議鳳と市民の運

携について底 柴田れ制鋤講嗣珊葬:と情報⑪共

有甲重要さ響薗調眸たる連れは当然ながち双方向
・

であ過べき■‐議員ばかりに情報⑮発信者求める

のではなく竜議碕豊艦増するとしヽつた市民⑩側⑮

鼈      などに税たちは続憧的lこア

タセスナベきだとこ自栽亀込ぬで、私は思った。

女性市長が自井市¶誕

柴レ聾6岬の自申であるボランティァ
選挙蕎前に発⑩弱さ]麗熙ナることも多野ある

瀾葛、この起 選噸   亀柴囲
.さん瑕 晰

りれほ :]岬驚もぎ書1準!il選挙l=種極的
l羞
係

う舞築印さんQ貢献式であることは間違ぃなむ亀
鬱述嘲刷]I市と違聯ヽ 白井     為らc移

鑑
はなくも政策で勝量できた面もあつ縫⑪だ昴勲。
そもそも業国され爾ような地曇田ない人鐵¬議員

は
「

シ馳轟昌ユ~夕 tン 〇
し力やl蝶繭厨ヴ覇醜嚢bて慟議晨績減胆晰鋪閣琶

マジョ:y露ィのまま。とくに保守系女性議邑鯛男

女斐圃劃耐鰤脚酬蠅興鰤瞳贈ナ趙 隕 言ある

という意次国幾銅馨勁曜態凛臓睦変えないと政

策を憔ぬられなしt‐ 柴田さ朧     なか母

う聯ヽわ意識整持つこと密今後ぬ課題としておぼ

た。

剛        摘■
′北村き島には F市面強指善変えるには』警テ…
マに調話しいただいた

1北
村きわら開発点は市民

運動し103曇年に 鳴醐[]市民ひろは]をつくり

では輸鷺呻Ъ
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地域の環境、人権問題、反原発等に取り1組ん洩

市の政治を変えるには市民舅動から議員翻 す

必要がある.結局ご自身漆立候補することに続

た 1991年 12月 、瑚腿 んの立侯補にはさ

まざまな鱗害があつたがそれを乗騨越え琥 保

寺的な土壊にどつぶりつかっ1画刷購襦豫聾柳峨

市民派女性議員が誕生だが、そのことを書ばない

議会、行政との働烈な闘い日幕開けでもあつた.

しかし、議員にな碩 受朧 イジメやシカトが

逆に北精さん硼闘争心を撮き立てたらし聯ゝ 議会
の一匹オンナ・オオカミは本当議で暉市政金設に

対する『下般回間」という流舗を用いて実力爾

OI曾     塩難霙仄
講者への視点町生活者⑮視点を向董臓導入するこ

と臨成動し亀.いつくかそ⑪制を拳ければヽ障害

児囃 入物    簿峨瓢 鋤 お薬

糧路や議会懇親会へ硼補助屹Ω廃止等がある。こ

れちは北村さんかやつたことのほんの墓部にす

ぎなし、

4期連続で繭話に当選愚 4期目途中の04年、

「市政の私絢ばヒや談合・小上を糾すJために市長

選に出るが、利権に嵐勝てなかったt07年に市

議に復帰b北村さんは15年余⑬市議幽清□申で、

また市議推理製靭副鰈ナるまでつ数年圃ほ墓市民

として、下貫して、地元土建と癒着し臨 :]市政

警敵廟的な財政分析によって厳しく追及してき

亀

市議、市民という立場を間わず閲鱚続けるのが

北柑さん⑭すごいところだと思う。北村きんは、

財政におかしいと直成させる箇画があったら、ひ

たすら数字と格闘する、すると『必ず数字が真理

を語り出す』と言う。 私は真理を執鋤に追求す

る北村さん⑩ に圧倒されれ

今年4月 、 隠懃鷹 してやるべきことはすべて

やつた』と判断し、ni」 I肺顧勘下新を目指し、ま

たしても市議碑園 を職して市長道素野耀難闇蝿

しかし現職との一億罰Tちに理蹴量郡 ら僅差で融

れた。北村さんによればヒ今回の選挙ではね村さ

んめ主張が市民峨間にかなり浸透じ手応えもあ

り有利に選摯戦は進んでいたが、終盤の相手側の

きわめて轄 なネガティプキャンペーンで下気
、に流れが変わつてしまつたという。前述の自井市

度覇講司轟通⊇と0ヽ、枷 l幽闘樺熙咽臓く残る1順部11

前では i輌かよう市役所も市民ゅために続金を

使う市役所Jという金うな主張を掲ぱ握候補者も

鼈 琶鐵為ら迦癬曝遜葬輌印饉蒻珈顛臨な節島つれ

北柑さん融今も、■市民として捨涎闘争という

手段で輛夕ll市の不こと闘喝饒遺ナている.治の教念

に私   る。     i

日本国内には、民主的性会画基本にある個⑭自

由や男女平客の価 蹴 :こ― m住
民が少なからずいる町醸周l舞馳 ⑪ような地域と、

大都市やその近郊回まか騨な場にも過筒化を送

げL迅ほ:と藤聾存bでいる。
°     ご

だ力ヽL地域港こ鵜ける男女夫同参画警推罐ず堪

にはな全国■律躍処幽装などあり得えずtそれぞ

れ峨地域が自分たちの地境にあつたや駒方を見
つけなければならない逼とを亀私は鶉二人のお話

を聞きながら改めて実なした。

それ走同時に、お二人はよったく対熙的な地域

で活動されているもののこ市民漏議員として二も

嘔共通する姿勢嘘鵜持ちであることにも氣付か

さ和ぼ稀
一つ底 つねに市民と同き合い市民爾立場か幅

声橿揃 るという姿勢、もう一つは、正義を実現

しようとする論理的でストオックな瓢 地方

嘲識会には、男⑮論理者丸番みして界に寄野警つ

て男社会から自分囲利益だけ,吸い取ろうとす

る女鮨議員もいるけれど、不正を正しより良い社

会をっく蜀ために『実力Jで勝負するすばらしい

女性議員もいることをあらためて確認でき勇気
づけられた定制会だつた。

日率各地   る破女たちのような議員や

とネットワータし、地域の男女共同参

画を進めな0すればならなし鷺

8月 29国のヌエックフォーラムの地京脚慮

のワァクショシプを足非その出発点にしたし、
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蘭 闊
l

共産地 社会民主地  (
1も 勢女轟闘審画牡白轟ポ脇

⑮櫛度に1きF昴l女彙個ウ圃社

曲⑩轟現睦二十7世紀働識が

国社会審瀾磨する曇量曇鵬題

と位置づけ二社金⑩あらゆる分

剛こ齢いてこ昴童非    金

l⑩雅成画個池瞳闘する施繁仰

権曲を回つて肥くことか重暴で

都all』とぁり出すから

1.》量幽⑪囀鎌翻騰鼎奏羹祠参

回社曲回窒瑠繊最重畢躁個と

剛 嘔 聾恥臨 蟄・

|まもヽ は い

浬》艶申雪鼎案曲画参回蜂囲す.

硼 珈 脚 臨 郵噸
‐m証

創和撃前 かO

は

　

一

はい

魯》今餞:撃暉づ囃讐畷脚:けて奉
性固伸と口個鋏 側邸⑩颯
密殷症暮電いく考品が働∪ます

か。・

はい はい

色日丼筵曲□用者口 Q割近くが

女性です。こうした女性たちは

也ぇ写不1壺趣間費1書轟|す野》申

落逗沐麗茫襲藁
|えくJ瞥郵嘔1。

私たちも、非正規適用労働が多

く、月ま鷲畿格麓も低価金、〒人

日の子ど幅の雄賑・:出産で 7割中

:女性が退職するなどぬまりにも

慟:き続けることが困難な状滉な1

ど、[女性め地縫の低さが、高齢劇

ぬ女性の暮bじぬ贅国に輸な鰤客

つで懸ヽると考えています。こうし

纏現状を解換す輸ためには1男女
′
平学的実現をはかるとともに 社ゝ

会保障を削減から拡充え大きく
1転

換をはかつていかなければな

価ないと考えてしヽます。

具体的には鶴男女賃凸格差是

正:非正規雇用と正規雇用め均等

待遇⑮実現、育児介謹慌薬の強

書、謡可保育所整備、長時間労働

l⑮是正など、職場の差別を見正

甲辱醤争仰み翠精煮⑪干押幅は

女性の場合 4。 面万円でも月額 3万

円以下は 103万人におよび、その9

側が女性です。またち生幡保臓世

帯峨4Ⅷは低隼金の向齢音で、女性

ぬ貧菌蘭題は無刺です:基随単山

部分1こ年盆領ぬ実質価値を下l・fる

マク直纏縮嵐デイドをかけること

を中止します6また、現在、低年

盤・無年位で生活に回繁してい昼

方についでは1曇借住宅の優先入

所、国癬○介謹サーピ爵ぬ繰腕糊・

利用料の減覺など、きめ細かい対

節を行います。

社民党は、年強tll慶 を一元lLし、

輯職や結婚などで移動する必要の

ない、曇平でわかりやすい年金制

度を提案しています。自分⑮賃金

取艶に剌す轟働開闘闘斌ぺ⑪国讐

総選挙年際し、
|‐改掌驚仰公開質問状を8月 3日付けで提出bま しキ。

画答は左かは到着鮨はなお、国民党は『無圃答とさせていただきます」、
人員がなく画答する余裕があがません』とのことでした。

国民新党は「ノ
1ヽ党ゆえ

〇
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回答Iま到諫欄轟馨艶曳メ∵ルで難しら。せb、 4党がそろったところでHPに掲載しました。
また、他⑮関係メールにじ掲載しました。次⑪鶉 こ啜内容をど⑪ように期 してぃくか、
見守るととともに、私たちもロピイングなどをとおbて働きかけを強めて畦 ましょう。

民主党 公明党

は い は い

は い は い

は い 従来からNG◎等口女性団体と意見変換、

Lア リングを行つております.

民主党は年金を〒元fLし、金て⑪人が同賜年

金に加入するようにします。所得に応嘔て保険

料を支払い、金での人が7万円以上の総構を受

けられるようになります。負担についても世帯

単位から個人単位へ切り替えることでも各人が

性Sllに関わらず正当な給付を受けられるよう

にします.               、

健康保険、雇用保険についても適用対象を拡

大し、非正規雇用者も加入するようにします。

期間中定めのない雇用、直接雇用を雇用の基

本厩allと 位置却け、営働者の約3分の二む占め

る非正規労働者中労働条件確保に取り組みま

す。200T年に成立した労働製絢法で臥 民主党

の修正提案により、異なる雇用形惣であっても
就労の実想に応じて均術を考慮す通ことが労

働契約の原員りにもりこまれました浦S、 今後も

(1)

労働者派遣法の改正 (次項参,照)(2)期間中

まずは、非正規雇用から正規雇用への移

行を選択できる仕組みづくり威3必要であ

り、そめための駒成縫轡拡充します。また

垂近跡高齢女性の省国にっいても問題満幽

が高まり、そぬ対策産して低所得⑪方争の

年業の如算制度の増』般を誘えています.だ
指摘峨現状轡打職するた癒、国の前で不安

を抱えていろ方への経済的支援と総遣的な

慟言力に対する改革を嚢行しま電  :

…9…



質 問

書慟臨‐轟手が自贔健もデ割曲壺

性が鼈 鵬 と藤   J
で]劇酬枷前醜獅素と憩申薄児遺:

介醜もl馳域膳喧曲誓舗憫欝働t

・:

じ電Lつます葛.:副醗鐵蓑蠅副螂那融

口たぬ⑩量地q量伸蠅噛雌睦

お替えください.

共産地

し¬期甑囁中幽産による不利益扱七ヽ

をなくしゝ女性鼈男礎担も仕事と家
庭の費儀を果たせるよう社会的

支援着強めることが大切だと考

えています。年金制度は%金額国
・庫負担による最低儡障年金制度

の創設に踏み出し筍低年金・無年

金の改善をはかるとともに、パー

トヴ睾個勁皐蒙σ⊃准七轟轟愕蔵麗艶力固Fにぼ〕割量lll

の保障などをすすめていきます.

団連女性農劇徹膳彙絢は、昇女
ξ
平等ぬ達成⑮通ぬには、子どもい
i彙音響男女と糧自基俸がともに
よ
担う社会的な醸|ぐ 募哺くりЪ『厠

は仕事:量は家事0青児」など日

1役割⑩蔓夏⑮ため||こ、柔絢織准国
調適切な措置をとることなも腱
‐ぬています。       1

しか bも 桑約がつくられて 8o

年、おつしゃるように節轟子⑪妊

娠0出産で 7割p女性が退職遣ぎ

るをえない、女性が家事e青児 」

介謹などの大半む担わなければ'

ならない事曲は解決していませ

ん。女性G社会的役割と能力が需

価されず、姓賑q出産を社会敵に

保障するという考え方が不十分

-10=

社会民主党

が年瞼受給に虚隠され鶴『所得比

li隋J(財国は保険料)と 『基礎

i的暮聰じ‐年金』
・
(肺濾は税瞼)ぬ組

み合わ置です高「基礎的暮らし年
1盤』は無鐸会や低年金を防止する

ご贔低所得保障峨機能を晶たしゝ 所

得比例単位がゼロの車身で調畠万

円を保障します。

まず鶴.地域⑩基盤整備を行う鵡

要がおります。出産機、議職する

力性の大きな原固の1もは1いね

ゆる『ゼロ歳⑮盤』によるもぬで

現 鶉 は%珈閲年露月に『漸辞
機児童ゼロ作戦バ10年後に保背禾』

用児童数を10駐万人もlll用率誕嚇》

を打ち出していますがゝこれを前
1倒 しして行います輌翻可保青所、

学童爆膚所を増設することが念務
′

警ナ志またt介濾 朧制度につい

ては、口曲げ年中法改正をきるかけ

に1同居家議がむヽ6鋸舎□生椿援

助などt自治体による船付ぬ抑肉

がすすんでいます書『介謹働社会

イL』 の理減に立ち戻り、再度嗜介

餞儡朧制度を見直します。



〇

民主党

定めのある雇用契約についての締結事由や雇

い止めの制限等を定め|る (3)非正規鉤 者に
・

対する特遇の差則的取扱い口禁止 (理 )複数⑪

職場をかけむちするやルチジョプホルダーに

対する労働鯉害適用や労働時間管理、雇用保険

等、社会爆朧申適用 (3)実露的に雇用関係に

ある請負自営叢者に対する労働契約法の準用

等を進めます:

また¬派遣労働者め労働条件を改善するた

め、労働者派遣法を抜本的に見直します。具体

的には (1)解雇予告手当や社会保険が十分適

用されない2か月以下の雇用契約について労働i

者派遣を黎止彎これに伴い「日雇い派遣』『ス

ポット押記測證』も順冦all甕指』L。 (2)朝甦測壁翻蒙嘱胸轟案と

派遣お労働者との均衡待遇原lllを確立.(3)
「直接雇用みなし制度』の白』設L違接な派遣ボ

行われた場合などに、派遣労働者が派遣発に直

接雇用を通告でるようにする。(4)もQの製.

臨 における肺 派遣については、専円業

務を除き原nll無止。(5)一般労働者派遣事業

については、鯛専門業機醸賊脚醐圃寵鵬 は常

用雇用に限定。(G)マージン比率を含め情報

公開を徹底 (7)『専ら派遣』口嫌止規定を拡

大し〉法人およびその手法人,からなる法人グル

ープヘの派遣を即%未満に制限等で九

真の男女平等⑮ための整盤弓くりを進めま

す.自 立 0自律能力の形成を教宙日編に据え、

職業体験学問、男性の家庭参加促斃教育を進め

ます。

教育 0医療・福祉関係¬警察官、入管職員な
ど人権に薯機に力ヽかわる仕事⑪従事者へ⑮鼻

女平等教育を進めるとともに、政策 0方針決定

過程への女性の妻画を拡大するな癒ク繊―タ

制度を含む積極的差副是正措置を講じます。歳

た、雇用⊂取力埋肇によ鈍する真⑮男女平等を実現し

ます。

また、育児・介護休業lll度をlll用 bやすくす

ることに加え、育児休業については、職醸復帰

後に活用できる多様な予育て支援メニューを

整備します.

育児や介議をしながら安Jい して働けるように、

長時間労働の解消七年次有給体暇⑭完全消化な

公明党

公明党は二貫して働く女性を応接してき

ました.女性が結婚 `出産に回係なく継続

して慟ける、あるしヽは再就職できる社会こ
:

モ活力ある社会の健であり、それが苛能と

なるよう背児休業法の拡充を一貫して推進
してきまbた。また、会明党が推進しでき

た『マザーズハローヮーク』も再就職を支

援するための中心拠点として全国108カ
所まで拡充しました。

今後l・tこ うした個El嗅体的な支援節をより

一層充実させていくことが求められている

と感じます.具体的には、『マザーズハロー

F―ク』峨再就職支援の機能を強イヒするこ

と、また、女性の緞続雇用や均衛特遇を図

る企業氏の支援をより強イヒしていきます

… 11-



賞 闘

4、事嘩口堪錆軸曰率参飾FT
い尋   嬉萎慮榛轟輝卜、静ヽ
書    鯰 轡讐黎甲聯|

制甲シス韓率が制f亀れ申す彎ゝ
鷹働キ詢 税制に対昔懸臨率ら:

□お考瞳 御回釉理 脚 1。

共産地

であり、「昇は佳事亀女は家庭』

などの間定的役割分担意識峨解

消Ъ男女ともに仕事と家庭の画立

をすることができる    こ子

背て環境の整備がきわめて遅都

ているからです。

長時閣労働峨是正、育児介謹休

紫悧度の拡充 鯉ゝ賑・出産にとも

なう不盆な解層や過職勧奨t不利

益な扱いの梅絶も昇女資彙格進の

改善、パートや派遣労働者と正規

社員申均等締過□朧立、国仰党錘

で調可爆青蔚⑮増般1華嘩爆青岬

拡充など%男女がこ鼈に仕事些家

庭を両立でき:女性浦書斐応して働

き続けられる社会峨しく路をつ

くるため|こ力をつくbます。ま

た、『男は仕事、太は家庭』など

の固定的役割分担漱織を解躙:膿

でいくために、女性岡作、労働組

合などのみなさんと菱同じて、強

裔や社会的な稽発活動:な ど⑭促
選をはかります。政府瀞電そ峨先頭

にたつことをもとめていきま九

郡行中爾偏翻Nは1戦前と艤違■
IT世帯,単位で1陰なく個人単位を

基泰とbていヽますが%i繰醸を挟羹

してい勁納税者に対しては、配偶

‐費勒 彎掬譲響朧‐警郡‐めて聯lま

する・配偶者控除嶋つし,》 では%鞠的

には昴女の差別はないのですか、

実想とbでは F臭が力を続萎』が

最日%、 『塞鰤鼻夫む撓犠』麟圏鴨

(200'7年鈴『民間給与所得の

実態』)と なつており、圧倒的に

『夫卸室書き扶議する』状況になつ

ています。これは、主要には、温

側が原国というよりもも男女印賃

性格羞や女性浦E働き続けにくい

労働条件や儡青所墜備⑮遅赫な

どに原国があると思いますが、輸

制面での検討も必要であると考

社会民主党.

長賠闘労働圏是正、非正規雇用

□正蒻 蠅嘉m、 同一価値労

働圃ザ質量凛則⑩導入など、男女

平檸警申現し、「厠女と亀に、仕事

と:家鱗的費儡の同党が可能となる

社会をつく戦寵苧。 )1‐

これかbの趙制噂砒由保障制度は%

昴輩平等岬儡慮繭踊ら個人単位を鳳

測にしていくべきでナ6いわゆる

l⑩3万円の塾 (パート収入が年間

1醍 万円を超えると所得続が選b
31カ珈′る)、 i帥 万円薩  (国賠

盆、健康爆険などを自
・
会で担う)

鐵乳,金性囀就労を制限しば経済的

自立を妨げ局ネッタになつている

かbです。

問題m多ЪL機期高齢者医療制度

iは個人単位でお炒ますがもそ印他

峨健康莉朧蜃度は世帯単位であ

りこ七〇鰺秒で保険料が出激にあ

がるなど1縄醜調続ルヽでしヽます。

通れまで14国 ホ卿翻制も.社曲保障

lh度は世輌鼎砒で組串立てられで

いるために鶴個人単位に組み替え

〇

〇

-12-



民主党

ど働き方を変革するとともに、子どもの看謹休
暇の普及、妻の出塵後の父親の産機体曜、父親
の育児休業取得の促進、動務時間中短縮制度の
普及、有期雇用労働者の育児 0介謹休薬取得の

保障などを推進します。また、情報通信機器を

活用した自宅での動機 (テ レワータ)について、

情報爆機など設備・技術に関する支援、労働時
間の管理や業務評価についてのルールをっく
ります。

女性が自由.:こ働き方や生き方を選べるように、

配儡者控際、国偶若特別控際を廃止して、それ

による税の増収分を歳出政策として手当の充

実にあて、総体として生活置理割きを図る方が、

政策として有効と考えます。

子どもの機義控除も課税最低限以下の所得の

家庭には減税などのメリットはないのですか

ら、これを廃止して手当に切り替え、F子 ども

手当てJをEll設 し、すべての子どもの暮らしの

安定・充実に資するようにします。

螢明党

現行の観制は、基本的に世帯難 ではなく、

個人聯位で醐 されています.そのうえで、

家崚構成など個々の納税者の事情を抑酌す

るために理除が設けられていると認識して

います.

女性の社会進出を提す趣旨からゝ 平成 16

年から、配偶者特別控除の上乗せ部分を廃

止したところですう1、 予定される雛制の抜

本改革で、ライアスタイル・就労形想の多

様イヒなど社会経済状況⑪変化や家族の設

Ell・ 在り方などを踏まえ、人的控除のあり

方を含めた所得調闘蠅⑮見直しを検討 しま

-13-



質 問 共産地

えます志たとえば、アメリカやド

イツのように、『夫婦合弊申告』

の制度を設けて、配個者機朧では

なく基礎控像を自人分適用す濁

というのも、1つぬ考え方と:して

検識に値ず愚でbょ 5。 ただ:日

本⑩基礎控朧目圏万円は、イギリ

風(95万円)も ドイツ (1回 層万

円)、 プラン尋 《目曲万円)など

と比べて低すぎます.・ 現胞□醜偶

者控朧は、この低すぎる基礎織朧

を補完する役飢脅暴亀bてお炒%

基礎趣朧を大幅にヨ|き 上げ鶴よ

うな代業なしに配偶者檀朧む縮

小f廃止するとうな靱きに対して

は賛成できません。

:『

性と出饉、他藤に関す輸権

利』《リプロツタライプ■ルス鸞

デイツ)は国際的にも確認されで

います。また、国連女性鑽罰撤藁
,委員翁⑪17搬幽勧告は、締絢国

が、女性の健康を出涯にれたって

増鑓するため峨包括的な国家戦

略を実施すべきであると各自吐

時に納告しています。『性と出購t

憾朧に関する権利』をぶくむ女性

の健康を数腫に′わたつて増憔す

る通と激ま大切であ柳鶴そ④ために

必要な法整備をすナめます。

:社由民主党

るため甲制度設計はていねいに行

わなければな場ません。濃識変革

も必要です□章魯曝、実現甲ため

には、雇用印掘女平等が不可欠で

轟伸爆幅濃 ?瞳胎罪者撤廃しも

幽塵 0避燿 和中櫓など、自己決定

権む瘍障ナ昴「女性の部犠だと健

康に関する基本法』をつくりだい

と聯備申です。

〇

審揃部 ですかな

5、 表婦剛鑢制三蝦界手難馴轟

待婚親閥卿由よもbく臆鰹縮二

|

も事愧斃馴撒曲鍮枷轟逗と錮
摘劃に¬動Ъ働層朧諏正は対する

量醜⑩鱈椰とt融顕予1由面プロ

セ風書曲固が営く塵 聰覧。

私たちは、夫婦同睡む強制する

剛虜、女性の路の再嬌囃上期間覧

昴士別ぬ婚蠅量個部齢、婚外子差

別などは、議法中国連女性差別撤

廃条約に反する女性ムの整局』的

な条項と考えています。1蜘7年

には『民法の一部を改正ナ懸法律

案大綱』̀を発表し¬改正のために

力をつくしてき
。ましなる他ぬ野党

とも共同して民鱗改正淮案:を繰。

り返し国会に提出b、 実現を求め

ています。通學機⑮新しい国会
‐でも連やか暉島法改正を実現する

と働力をつくします。

女性鐘馴撒虜彙胸むテコに、諸

外国は法制度を見直 bで きまし

た。しかb、 夫婦別姓選択制度ぬ

導入、言つをとつてみても、選択

できる国が大多数であり、夫婦同

地を強悧している国は、先進国の

申では同本|だけです。社民党は一

貫して、昇女平等のため口昆結改

正に取り組んでいまナ。他曲野党

|と 協力して鶴民法改正の議員立淮

を提出し続けできましたし政権壼
化が実笏ナればゃさらに強く働き
かけ、民法改正を実現させます。

―
・
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○

民主艶

政権獲得後、す募やかに民法改正に着手し、

選択的夫婦Blj姓等を導入します。現在日本で

はも本人が希望しても夫婦剛雄は認められてお

らず、婚姻 bた夫婦の徹酬で女性が改蛙ヒてい

ますがも仕事上の事情から結婚帥⑮姓を名鶏柳

続けたい、生来の地を自己のアイデンティティ.

と感嘔るなどのさまざまな理由で夫婦plj姓 を

望む人が選択できる制度を飛める声が着ぃ世

代を申心に増えています。民主党がこれまで提

出してきた民法改醸 では、婚外呼<非嫡出子)

の相雉 Jをなくすこと、麟 上期間を 1側

目に短縮することも盛り込んでいます。

具体的な議論はこれからですが、民主党臆b i

生濃を通した女性の健康保障を強f脇 します。性

と生殖に関する女性ωttFllと 健康を守るため

⑮施策の充実を図崚鶴女性が心々ともに健康で

生き生きと自立して過ごせるよう、総合的に支

援します。10代の望まない妊賑や申絶を減ら

しくまた性鋼罪p被害や加害を防ぐため、墨女

ともに年齢にふさわしい性教育を行しヽますe

女性と男性の生枷学的性羞ゃ社会的性達に若

目しつつ、女性のコい身の朧状を譲る機差匿瞭む

拡充します.男女間で発症鍮じやすさや症状Ъ

薬鋪 ll作用に差があつたり、者鐸期の健康に感

影響を及ぼしかねない病気につぃて、こうした

公明党

個嗜竣肛 妊帳・出産、更年期と生置にわた

り女性としての身端 能が大きく変わりま

す。そのためち男性申心のデータに基づい

た画一的な医療では無理が生じることが明

bかになり電性差に基弓く医療の重要性が

指摘されてぃます。公明党は、昨年4月 に

取りまとめた『女性サポー
'ト

プラン』で、

ライプステ∵ジに応した健康状況、また、

各種枷静響⑮案内を掲載膨た 戦 性健康パ

風ポート」の制段を提言しています.また、

女性ぬ健康に関する研究を専門に行う F女

玲 巌研究ナショナルセンター」(仮称)の

設置亀提言しています。公明党は女性専F咽

曇明懺はもこれまでも男女共同参画社会

の実現%女性の社会的地位向上に向けた政

.節を提案してきました。平成 19年には、婚

姻可能な鐸齢鰯 |き上げや再婚禁止期間の

短縮も遷搬的夫婦刷鮭制度の導入などを定

めた民法の一部改正淮案を国会に提出しま

した。またちこれまでの国政騨 の際のマ

昌7ェストには一貫して『選択的夫婦局咽姓

制度の導入Jを明記しています。今後とも

さらに、男女共同参画社会の実現、女性の

社会的地位向上のために生力で取り組んで

いきます

… 15-



賞 闘

7、『配働者から⑩轟力防止風

び櫨書省口爆醒l塁闘する感樺』

⑪鬼鴎について

¶》DV扉や加害者処罰曲硼臓

他も:緑瞳命令働動申議で回曲

闘短縮電機書響面塾着弱睦壼

楓簾⑮売轟、回T家庭田子ども

面薫個戯、若い憲∴岡に発 畢

力億デーにpT)鎌[都 る量地

⑪欧簾l邑つ肛Lゼ譜闘が世≪瀧

Lヽ。

共産地

DV防止胸は、,由婦間であつて

も犯罪趣なる街論があると規定

しており、刑淮上ぬ傷密罪や曇行

罪など滞3成 暢立つ場合も当然あ

ります。しかb、 1訴えで悩遭切な

対応がなされていな時Ъ実懺があ

りますe警察官や検察官亀裁飢官

な:ビヘ⑩研修を強め、被害者爆謹
`

と加害者処国が適切な鰺で行わ

れようにすることが必要だと考

えています。  |
:=また絞書著儡機印ために'障も過

‐速に絞魯牌峨相鱗¬
・
爆鴨をお,こな

いIさ らに回纏紳的1`こも日立bで

いくための1支援着強イLしiで野く

ことがぶ要警ナ唸1配個讐羅力支援 |)

センターに寄せ輸れたD`T相機

胞胸啜万89⑩ □件 《0日鐸》で
・
出去最高です。しかしt増加す轟

勘T鞭善⑪聯えにご:相職惣回0-

時保護0目 立責握施設など必要喩

体制が追いわいていま世んざ国赫

予算を大幅に増やしも醜儡著暴カ

相談支援センタ冒⑮珀骰と施設

墜 菫I‐ l_i‐i11

社自民主党

保護命令の強書や加害者蠍青な

ど合めた施簾む弛イLした『DV防
止法』の強正を行います。各自治

体に『醜偶者瀑力支援センタ出』

を設置し嘔相談・保護、目立支援

を回闘団体と運排して行う体制を

′整たます。また、自治体において
°
『DT総合対策大綱』をつくり、

家賃戦成や児童接養手当峨申請な

ど:複数部5にまたがる生活囲連

⑪申請 .・ 手続きを、:セ ンター職員

が‐縮して:進めるシステムを強く

り出す:

子ど悩囲目ぬ前でのDVは児童

虐特に含まれています.子 どちは

不安1を曰しこ落ち譜かなくなった
:り

、
'攻

撃的になつた駿ξ自己需価

.が低く
|なつた駿すると言われてい

まナ。また路鏃力⑪織害者 i(母親》:

が嵐トレスを子ともに向けでしま

う通とも懸念き紀ます。『鼎力違

鎖』む止めるためにも子ど鼈ヘロ

ヶアが非常に重要な藻顧です.保

育所Ъ単横、児童相談所などの運

携とケア体制を強f巳するとと儀

に.‐ 瀑謹施設⑮離瀑も必要です。
liデ■,卜

‐3Vを防ぐにはご著者た

:ち朦□70は配罪 0人権侵害であり、

・相手を採く傷葡ける行為であるこ

とを伝えなけれはなりま篭ね。お

i互いの人権の導重Ъ対等な人間関

::二 三二二…1__1

○

○
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民主党,

「性差医療」を考慮し起医療が行われるように

します。

聴 偶者からの暴ヵ防止及び被害者の保護に
関する法律 (DV防止法)』 の更なる強ィに0充実

とともに、性暴力麟 者のため⑩遇逮で適蜘な

支援体制の整備に取り組諄ます.被書当事者や

支援者の声を踏まえなから、横害者の保護と自

立支援をより実効性あるものとするため、31き

続き、母子への織合的な支援簾⑪拡充¬DIV被書

者の保護命令制度の充実、民間支援団体へめ財

政支援強イヒ、加害者更生簾や未然防止節を堆め

ます。

公明党      I

外来の拡充、女性特有のがん検診の充実を

進めてまいりましたが恥今後幅Ъ女性の健

康促通のための施節む充実させてまいりま

す:

2007年のDV改正法に基弓き、被害者⑭

保護・ 自立支援の充実を図るとともに、D
Tを犯罪として適切に職転するための施策

む推進します。また、若者に広がるデー ト

DVの予防啓発を遭あます。さらに、スト

ーカーの取り締ま柳強イLや、横害防止のた

め⑮講習会の開催を推進します.特に、学

校内でのストーカーヘの対応を強ずヒするた

め、被害防止の講習会剛 会の開催を機

進します.

-17専



社由民主党

性暴力禁上油亀人身載郡1機害者

爆髄騰など、他鼎力をなくすとと

もに、被害者のケアと権利を保障

ナ鶴包柵的な織制度は、早急に必

要であると考えますG

目も1幽鳳動⑩撻書呂 雪ある

にもかかわ購 曲をF臨は

何ら鵬くも他     紀品
ような亭側咆曲舎継温ま世ぬ志

あるゆる強ロカ1審熱止L、 輸直

機審省⑩タア      愚

艤 力熱止濃輻自縫こム身取唇[

機害轡保饉購などの制糖怯制

定について鶴量曲①憲量蠅
か世ください。

性犯罪の被害者の受けるJb身

の被書峨重大きや人生にあたえ

る癬尋臓はか攣しれません志被書

者であるにもかかわらず¬『落ち

直』.が あるか中ようにみられた

畑t捜豊や畿判での二脆被書も探

測です。あ藝ゆる権暴力の禁止は

もとより、横書者のケアと槽rllを

保障することl・■太制です。背景|こ

ある女性亀ゆ鐘酬や偏見をなく

していくとともに二警察官も横亭、

裁判官の教育などを強めること
力』必要です。人々取ヨ|について

はЪ法改正で『人(売買』が離止

されるなど…癬前進しまいたがち

彼害者には保護を受ける権利が

あることが明備にされていない

点など不十分です。ひきつづき出

要な法改正をすすめることをは

じめ、改善をはかることが大切だ

と考えています。新た最包播的な

機nll定にっぃては検討させでしヽ

―

―
― ・ ―

一 ―
‐

〇
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ご指摘のように人鋼蟹糀 に基ぢく学校で

め予防教育は大変に重要でおると考えま

す。特に学校教育に精いてilt、 ①人権の意

義や重要性、②日常生活の中で人権上問題

があるような出来事に接した際に、直感的

に FぉかしぃJと思う感性、◎日常生活に

おいて人権への配慮が『感度』や『行動』

に観れるような人酬 を、児童生徒一人

一人部十分に身に付け轟ことが必要です。

手のため、児童生徒の発達段階に応じ教育

離 体を通じて躙 育に取り絶静こと

ができるよう、学校教育を支援ヒてまいり

、ます。

DVやデートDVに限らず 人ゝ権教育は重要

だと考えます.

民主党

「配偶者から中暴力防止及び被害者⑮保護

に関する法律 (酬 防止法)』 の買なる強化・充

実とともに、性轟力被害者のための迅速で適柳

な支援体制の整備に取り組募まち 櫨書当事者

や支援者の声を踏まえながら、被害者の保護と

自立支援をより実効性あるものとするため、目l

き続き、母子への総合的な支援策の拡充、剛

被害者の保謹命令制度の充実、民間支援団体ヘ

の財政支援強イヒ%力疇 者更生簾や赤然防止節を

進めます。

また、人身取尋|の禁止や人々取尋蹴害者に対

する保護・救済策について、民主党は1国 り地

方自治体に被害者保護対策に取り紀む責務が

あること明記するなど被害者の保護、強済に重

点を置いた『人身取3朧の防止及び人身取尋1等

の被著者の保護に関する法律案』を政府や他党

に先ん賎て国会に提出しました。

公明党

これまでにも性暴力の予防と根絶に向け

て、ストーカー規制淮曲制定や、DV法制

定および改正、また、人身取目1対節行動計

画の簾定や、強抑 ぬ法定Tllのう|き 上げ、

業圃強菱護摯の働嘔識などを割野整して参りまし

た。今後も、彼害者の保護の一層の充実を

推進して参ります

払 19-



費 闘

1彎、女性鐘躊     |
定書□批朧l塁向けて⑩働斃⑩

見解書お鰤が置くださ‰Ъe

1 税たちは 曲ヽ法と女性差別撤廃
1鑽綱にもとづいて、政治 経ゝ済ぬ

両でも、人権と民主主義の画でも

昴女平等を前進させることが大

切だと考えており、女性呻政治参

‐鰤⑪遅れ⑪蒐服はその重要な操
―
題と位置づけています。梅ちるん

女性が国会や地方議会に堪出す
iる

ことも、日女平等⑪重要な繰題

であること'はいうまでもありま

世ん」

私たちが、女性議員が増えてい

くために大事選趣考えてい局こ

とは、一つは、太性朧面の割合縣

価さは.日,本の社由量体の男女平

婦の選お、女性⑪地位の低きの星

映ですからb女性が当たり前に社

会謄動、政治活動に参加できる仕

会的条件の整備が重要だと考え

ています。二つ日には可暑れぞれ

の政党が女性⑪力む正割に評価

し、種極的に女性候摘を締胚する

連とが重要だと考えています.ク

オータ制をとるかどう繭Ъは政党

の国主的な判断と考えています。

第二に%選挙制度を民主的に強革

することでナ。風ウ曇〒デン色7
ィンランド、ノルウ聾―など女性

国会議員割合□高い回は比例代

表制です。国民■m置を黒確に反
映する比例代表制⑩筒』減には反

計です.

女性農剛撤廃条約の「選択議定

書』はt国内で解決できない差別

の救済に遭をひらくものであ顎:

条約⑪実効性を確保する割度で

す.条約を実施する義務をもつ批

唯国が選択議定書の概准をする

のは鶴当然です。

世界ではすでに97カ国が批

唯をしています。NGOのみなさ

ん□選択議定書批准を求めら粘

社会晨富党

社民党は%党 nllに 『クォー

タ制⑪原則』の最項 を明記 し

てお り、各識会⑪候補者 t全
国大会代議員Ъ全国代表者会

議代識警員 .及 び各期間の役

員 に女性や 社 会的マイ ノ リ

テ ィの一定比率 を保障す る

よう努めています』

各峨党の需力 とはEllに こ女

性が立候補 しやすいよう選挙

制度や社会議端を整えること

が重要です。クォータ制⑪導入路

小選挙匡制度⑮見直し、在職立候

補制度⑩導入、僕託金の日|き 下げ

などを横酎します.

曲桑絢『選択餞定書』

警批准ナれはЪ日本国内で最絢違

慶□盃馴で被稽を受けだ女alk〈個

人またはく圃》`が こ国連女J朧差nll

撤廃委員会に対し通報が可能とな

駿ます。通報できるのは、国内手

続きを思くしていることが基本で

すかt闘固峨解決ぴ不由に辱|き 延

ぱされでいる場合なども含まれま

す。通報を受けた委員会l・■、そぽ》

〇
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民主党 公明党

議員、医療じ福祉関係、警察官、入管職員など

人権に密接にかかわる仕事の従事者への男女
平等教育を進めるとともに、政策・方針決定過

程への女性の参画を拡大するためのクオータ

制を含む積極的差鳳幌 正措置を講じま十。ま

た、雇用の分野における真の男女平等を実現し

ます.

政治の場で女性らしい親点は欠くことので

きな,い人事な要素です。公明党として、国

政を担うにふさわしい人物 0識見を備えて

いる方については男女を聞わず候補者とし

て選考してきているところです。またЪ女

性国家公務員の採用・豊用の維潅や、国の

審機会等の委員への女性の割合を高める取

り組み導も進められていると問いており、

我が党としても、さらに推進していく考え

です。

日本にはまだ国際的な標準に達していない分

野を数多く残しています。女性や子供に関わる

条約の内容を精査b関連法規⑪点検をすすめt

条約批准の促遇を回ります。女子ull撤廃条約

鵬 定書に関しては、締結を提進します.

『鶉 定書』の朧 l・t、 国内における女

性⑩人権曲保障、女性に対する差Bllの解消

のために大きな力を発揮するだけでなく、

国際人権保障 J男女平等べの銅費咆躍的な取り

組みは姿勢を国際社会に示すtのでもあり

ます6公明党として本年の 6月 に麻生太郎

首相に対して早期雌 を要請したところで

あり、これからも早期批機の実現をめざし

努力してまいります。
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貞 閥 異産地

り強い運動》この夏の銀翻回嗅魔

報告峨国連箸費に勉けた活動晦

大きな力になつていらと思いま

す.F選択醸定書⑮批准』という

正当な主張をかかぱ%も とめられ

ているみなさんとご感Ъも晦ょに、

政府に強くそ□.実
現を求めてい

きます。国会質問などでもとりあ

げ、実
:現曲ために力をづくしま

す。

社会民主曲

内容瀞鷲差nll撤廃彙絢とぃぅ国際的

基準に照らして進展曝ているかど

うかな審査しも縮絢国lこ意見守勧

告を行います。国際的基準にたつ

た判断は、女性⑮地位向上|こ大き

な力とな蜘ます。『選択議定書Jは %

国内の男女平等を実現していくた

めに非常に有効手段であり、是非句

早期に批准を実現させますe

鋼

¬.マニユプエストには男女共同参画政節懸乱記載されて精らず、貴党峨HPにおける『政策集
D画画幽脚田』には「子ども□男輿霙国参配 l枷 荀記嚇が多々あ嚇ますが≪マニュプェストとW`
上ね         J□ 関係についてお闘油翫せ下さしL

Mゴ ニジ 鐸 眠    、蘊 臨 げ を明ら嗣こし、明 用 輻 鱚こ馘 Q
べき公約を調載していまち こ机に対国画画囲蜘閲騒はこれまで議論されてきた党□政策を網羅して
いるもので九

(2驚亀)囲帥              |.
5ム 予ども手当など子ども        ち        など⑪政策は高く評価b歓理し
ますじしかし格差が拡大する凝戦を考慮すればヒ子ども手当は、高額所得者に鱚象としないとする
とかも醍嗣譜纏除働廃■は¬者親歿わなどのなぬ働ばな野Ъ専萎主婦峨ケ‐不を副鮨蒔涵け

い
る等 、々

す律ではなも¶鰤脚鰹贔曜陸著皐事すが、短解をお闘沖コ獣下さし鶴

肉書 :民主党は極翁菫飾で予育て老寅援することを提案していますしそ峨際に:な 子どもが生産れ
た家庭仰状況で贔剛することなく竜全ての子どもに対して社会醐応援しゝ 必憂としているというメ ,

ッセージを届けたいと考えて嚇ヽますし同時に、理閻諭争ら手当へ」の長本理念に基づき『子ども手当J

勘猷識しているので、所得lごヵ噛鏡》鍋ず適用される 剛鑓製幹』日廃止口代替措匿でわる「子ども
手当」には所得制限臆設けていませれ

二22-

日本共産■は1今度の総選挙勢

基‡政策印三つ目ぬ柱『晟主主義

かつらぬか机、人権が大切にされ

る権セ選響なくコくりま弓卜』のトップに

『世界でも具撒な女性亀印差煽則

をなく曝、『両性の平等』む社会

に徹底します』む鰤ヽかげていま

す.またちこれとは卿Uに春分野口

唆嫌めァつとして『男女平等』の

政策の詳細を発表していま七 日

本共産党の崩―ムページに掲載′

されています口でぜひご覧くだ

さを` (麺堕艶心理製亜画国曇迦』。



東』ヒ大学法学部
‐
力鼠東京大学社会科学研究所

などと連携 して昨年度から実施 しているグロ

ーパル C10E「グローパル時代の男女共同参画

と多文化共生』の活動のひとつとして、この国

際シンポジウムは、3月 3日 東大で開催された。

3:き続き、8月 4日東瑚L大でも開催されたが、

私は3日 だけ参加した。

S日 のシンポジウムは、プランシス・オルセ

ン UCLA教授の Fフ ェミニズムから見る多文

イヒ共生 :ジェンダー平等との関係性について批

ピ嬰ン型鸞亀暉l翔恵露諜墨
革とジェンダー平等、ナタリニ・ ロジェ オタ

ワ大学教授の『寛容を超えて :平等の2重モデ

ルを構築する国難な道』、大沢真理東大教授の

『生活保障システムの比較ジェンダー分析か

ら見た世界経    と41人の報告に引]き鼠 ヽ

て、3人の端 による質敵 閥目提起がされ

た.上野 0大沢報告はジェンダー視点に力点が

置力れ ていた。

前日のアジア国際法学会の会場の安田講堂

と 4日の引薩担調運位と違釧臓て需開融嶼襲いして適聞臨

で到着した時、オルセン民の報告は始まつてい

た。オルセン氏は、2002年に刊腱 れたギル

ロイ仰 胸扉酬雌割駆厘酬 を引l用 しながら、多

文化共生とジェンダーの問題について分析し、

o電 彗   餃 パ 瑾 鶴 鯰 嚢
べた。

上野氏報告は、F派遣村などで男性口費国が

日立つと、マスコミや政府が貧口を取
｀
り上げる

ようになつた.貧国層に女性、母子家庭、民族

だけでなく、年齢も重要な要素、高齢・シング

ル女性が最も質しい。Jから始まつた。

小泉政権および安惜政権ともにネオリベで

あるたが、小泉政権はフユモクラットに優しか

ったが、翻 脚 立し、その点%分かり易

かつたぶ次⑩政権がジェンダ〒平等にどめよう

に対応するか不明9-方、年也鰤 竃国籍条項を

はずし、介護保険が最初から回籍制限を持たな

かったのは希望が持てる。

「多文化共生とジェンダニ雫等⑩壼錯』シンポジウムに参加して

橋本 ヒ回子

グローパリゼーション推進のためにネオリ

ベ政権で男女共同参画政策を動めたが、男女共

同参画政策はジェング申平等とは異なるとい

う⑮ぷ上野氏の記。例えば、
｀
1田5年の雇用機

会均等法は男女雇用平等法ではない。均等法の

成立には、女性団体が反対し、『男仕立てめ法

律』と大沢さんが的確に言つた。同年、現在の

女性嘔非正規労働者化口主な要国となつてい

る労働者派遣事業法も成立している.コースEll

採用は女性差別を見えなくした。騰 均等法が

保護寺きる女性労働者ぬ割合は減少 (非正規労

働者口増加印ため。学率後すぐに非正鵬 につ

く雄 が多い).

醗 諸国における移民労働□円 を、日本で

は女性が担つている。高年歴女性⑮実学指向が

高くなり、文学部などに女性が進学しなくなつ

れ
‐
男女曜用機会的等法は女女闘繕差を増大し

た。

ナタリー 0ロ ジ手氏の報告は、多くの移民、

先住民などによる他民族社会のカナダでどの

ようlこt多文ギヒ実態にフェミニストがどのよう

にかかわつているか曇味深講b義た。日本に比べ、

移昆の受け入れに寛容なカナダだという印象

であるが、そのカナダですら、『カナダ人と同

じ行動をしない限り、移兄は受け入れられな

い』と断定。ジェンダー研究者たちは、二人以

上の書を持う習慣のある部族の妻たちにイン

タピユーに行らたり、イステム信者のコミュニ

テイの人たちの意識を変えようと努力をして

いる.私は1イステム教信者ぬ移民女子高校生
」
がカナダム高校生と同じような服装をしたた

めに、父親と兄に『名誉殺人』により殺された

事件に関するニュースを去年、今年と国際ニュ

ースで目にした。こぬょうな事件に対してフェ
.ミ

ニストはどのように対応しているのかと質

問したがこ国磐は F画 の‐種』という通とで

あつた。Wに よる殺人もあるが、i名誉殺人と

全く同様だとは思えない。       i
大沢報告は割愛する.大沢氏は9月 4国 に開

催され過北席ふ鴎 福岡の10周年大会の基調報

告者であるので、次号でその報告を北京 聴懇

ふくおかの方にお願いしたい。  ′
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C□DA冊

.□韮動制睡艶:1暴絢   甲桑項を鶏籠だてて実行するという政府⑮義務を黒たすよ―ラ:、

あ嘔ためて求め尋ζ̀

0調団酬削姿E 躙圏      され祀拗 重:・冊跡蠅むり組まれていないことを追憾と

し、前国⑩駒曽実行を求めるぶ

E.署    長轟働卿卿刊醜 安曲縣馴襴 られる高疇熱鯉y贔 飢 夫

珈 醜Li民満そぬ他濃埋に義け盈婚外子差別などQ差馴的規定郎、繭回勧音を受けたにも議銅ヽ

わらま しヽまだ3こ改正さ都ていなしヽ 1世論を)レ平諏躙貯彙 条約上回義務に従つて即座に行動

ヤベき。

e鋼融輔鯛酬堕‐3 女畦調3鰤朧鵬闘輔菫t機的拘束力をもつ動      あることをt

hな辟墓畢恣羮:判 尚 1罐冬眩又茫RIO
討するよう鑽

G鐸剛甲申鶏写■回嘲淮解黄性差剛の窯義ぶ欠け¬郵げ呼肇こと自改ゆて騒緞も鍮絢迅条肛纂髯ンゴく

れ鰤趾欲蠅疸彙取り鰤 i鋪ロ

声劇岬〕岬暉靱申輌 ||■1歩翌・シダメ申曇轟鐵けるこ与
:⑭判郵覇欄曜駆蟄

=:遥
釧鉾曜囲亀1郵閻戴始ヾ讐珈聰薗剛歯贄瓢舅動口准欄鍵申轟齢 、委

員会T饉駒書1鰤 号燿沿つてご:燿職萎藤齢翻麗橿|を設けるようlmm l
.,ロステレオタイ:プ : 女性の典権に対する政府内峨 レ奪テクラシシュJ‐ 忙懸蛉藩礼 メディ

プや教育暉おける男女甲役割に対ナ暮轟テレオタイプを取り除くた申ξ.趙科書の見直し等⑪取 1

載    liと :ま―た、公熱l等ょる     岬曇諭駐 女性欲 対象と手るコ跡レノグ

|プィァ、.どデ身

=に

襲巌葛1      購 る事峠轟瘤l甲組みを求める。|       ○
O女性騰隷ホ磯髪調鬼‐ま閻八蠅寸蜀偉力に関す働意識啓発Ъデユタ⑩収集と調査にもとづく介

入移行うよ,動鼈 こ1:曜囀艦鵡隧涯諒颯麟諸等ぷ     もとづく藁援魯行うよう求める□
.脚携があ彗ゆ翻闘熙輔廓醜冤盪轍曝力を対象とビ画 なヽいこ'と fI副鉤麟碍轟論令%を 想 :

遭「          ]
性たちに対鴫、被書申属け躊 墨ついてRを行うi鍮]ヽ 暴力鰤止    を行うよう率呻
る。饉羅鈎Q撤尚饉輻鯰輔爾軌1職疇罪畷怯症刑引き上げ、近親かん   瓢罪として規定
‐すること日鶉乙」l i             .ι
O撻暴麹ボルメ1獄 ザニム等な画が児竜ポルノ禁止法m対象外と戦つている`三む滞蓬騒心を表明、

珈‐磁量餘   會ず  ると緊呻 載

-2瑾 ―



●日本軍     E竜 建轟卜⑪枷騰、力    ち    など、隕

を求める。

%売固春:ノ曜欅必霧栽靖鞣鍮ぬ腑躁割縮 稀保護時リハピリ、      を
強化するとともに、女性峨経済状況画改善なき、人身売固め根本的解搬ぬ努力を求める彎
買春需野の抑制、売春女性□社会続合、リハピリ、経済的匡♂PRワーメントなどの支援穆勧畿》|

研修生・技能実習生が人身売買の温床となつて畷 ことを指摘、モニタリングの議続を求幅 。

また、人身取馴随魔調書摯刺脚憧1劃醐凱

鐵 ・曇薩扉運肝輔璽闘廟Ξ載藤夢響鋒砦、灘擢評詳劉繭腹画嗣■日腱l頭識く蜘 秒 なくゝ マィノ
リティ女性の出的屁戦劉醐こ関する]滴眈刺瑯加にづいて懸念、事実上の男女雫等な参加魯確保

す稚 め、さまざまな報 による歌靱細みをもとめる。

●教 育:      漁珊鉦:され旧5条が削除されたことに懸念を表明、雛 おける男女

平等実現のため、ジ三ンダL平等の条項警面庫取り入れることな真剣臓検討するよう日本政府

麒 L求めるむ非儘胞瑚判動鵡 ける女性口教育・キャリー を拡大する工とも第二次男女共同
基本計画においても大学魏職占こおける女性割合を現行ぬ即鴨から尋lき あ|ヂ平等を達成するよう
臨

Q曜 用 : 労働市場における女性護則と隻釦麟量 出産中育児を理由とするi自態測椰議 セ

クシュアルタヽテスメントロ横行□懸念を表明しまた  ゝ角雇殴管理輸 理が女性差別啜疲け穴と
なつでいること、L馳囲%に もと捕く      デ賃由   茫鸞憔輔副改 けてい

ること、セクハラ防吐義務違原に対する制裁謄置口欠如も達馴是正のため日治的プロセスに時

間が力効為りだ ることなど建釧酬側じ亀

事実上の男女平等の達成善墜錨渕題としも女性の雇用・昇進機会を拡大すること、賃金格走の

1 是鼠 違風曝浄¶墟卿融田L、 およ1酬臨籠寵睡瑾備魯副凱

●ワ…タテイァパランス : 男女閥の平等般家族責任と雇用の分担諷 し、女性がパートタ

イムに集中する投懃魯改善すること、保膚施設   男性峨保育を耀すこと響醐凱

礎 康 : ]螂垣α榊財軸載瑾枷、― 中1師翼珈    悔 し1世代l錨『しtセクシ

Oi書 導 [翼 ]奮 層 鞭   魂 階

雇用、健康、馳 暴力な服 関する情報の大如に適憾口意を表明。マイプリティ女性■⑪差
別魯朧廃するため、意思決定機関にマイノリティ女性⑮代表を加えること

Q弱む咽覇陣童性 : 農村女性、シングルマザ■、障害i刻臓 難民刻咀    など、複合
alll調塾預動れ鯛 い立場⑪女性にもいて情報続計を提供じЪ特別な二〒パ幅応醸た政策をと
るよう勧は。                             4.
●そ融脚副駐婿酔1 瑚断讃調席確言む式レ尋アム開発曰標、その他口     を活用する
こと、移住者印権利条約魯織准すること

辮 年後のフォローアッ‐プΞ①畷法改正 躙 用、政治、公的生活に関する暫   1雉 、
④2点について、2年以内l瀧載剛蹴町曜珈隆報剛 を颯 豪向同鵬箭罫:帥14年 7月 に、
第7回、8回の合同報告書提出を求める。

囲 は、アジア女性資料センターぬ朧より許可を得爛
…25-
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ロピマング写ッルワータ

7織り_な蔵 、二4σ
J卿薗 幽 爾 画晰 鰤 曲 睡 艶 閾 囀

第 140号
酬圃年 10月 1踊踊

■ ヌエック・フォマラム側 に参加して

8月 28日 から30日 までの三日間、国立女性教育会館で恒側のNWECフォーラムが開催
されました。嘲臨 JACは今回初めてワこクショップ主宰団体として参加しました。明L京+
15趾京行動封領』の検証と地域での実現に向けて二政策ま りと政策提言活動のパワー
アップをめぎして」が北京JACワークショップのテーマでした。これまでの男女共同参画推
進運動の問題点やこれかL⑮運動の方向性も含めて、船橋芍子さんが結 します。

日北京測曜公開質問状 :政党からQ回籍を調む

総選挙を1月 弱前に控えた8月 3曰 、現朧 Nは自民、公明、民主、共産、社民、国民新
党へ男女共同参Mに 関する公開質問状を提出bま した。自民、国民新党をのぞく4覚
がこれに対し回答しました

『
マンスリー北廉脚囲 1帥軸 。今号では、ヨヒ京   人

会が追れしの回待をどう読んだかを報告します。

□新しい朧 に向けての私たちの魃

8月 30日 の衆議院選挙での民主党の大勝利で穏則雀薇計蟻が実現 bま した。議誕回寵C扁理担
は日本の政治、社会を変革するチャンス。北京」ACの ような市民運動団にともでの課題は

何力、 船橋邦―Tiさ んによる問題提起で現

□「男女共同萎両社会基本法制定から1個年一勢後⑩認囲』
～ 呵断書JACふくお力珀 l鯛爵讀瑕彬鯰睾礼ゃら      8

東京大学教授の大沢真理さんの講演の報告を、北京 JACふ くおかの東定喜美子さんにお
願いしました。大沢さんのお話からは、日本の社会保障システムが本来の聰 である|ま

ずの不平等のに正珊まなく、逆に格差拡大をもたらしているという驚くべき事実が見え
てきます。

□ l⑩ 月定側会のお知らせその他言―――三二_____二 10
来年の第3次男女共同参画基本計両策定に向|ナて、

‐
建設的なP望を提出していくため

の準備として、介護問題、アンペイドワークをテニマに二つの地強会を企画しました。



NWE嘔フオ■・
ラム2爾自ごに参加して考ええ|こ と

プ瑚ヒ京JA嘔 ワこクショップとの結み⑪なかで

8月 23日 から3Q日 l⑩三日間t国立女性

教育会館で惇例申NWttS‐ 7オ|■ テム (平

成,囲1年度男女共同参画⑪ための研究と実
。Mの交流推進フォ〒ラ各)漁ま開催された。

今回は北京 」ACもワニクショップ主宰団

体とbて参加した。ワニクショシプを開催

珈感膨たことを申J卜に縮 したい.

今年0フォ‐ラムのテーマは『女性⑭エ

事ギワーメントと興女共同参両社会づくり

■学ボ・つながる・広力弩る・変れる」。第 1

日:日 |ま文部科学省生涯学習政策局長に異動

暉なつた前内閣府男事業同参卿民最握幕彙

美子さんによる基調講演力罵馳 分、つづい

て8人によるリレートークが1時間鰤分、

最い後13時 310分かし2時間ロワニクショ

シプ、夜は交流金、そ⑪後は四 ,日 も錮 固
ぬ午前中までにNWEC提性の7本を含め

た 7日 本のワークショップギ開催された。

0◇ 0‐

到Ltt」 A慇主宰⑪ワークシ当ップは2日

目ぬ午前9時幹ら始まわた。前夜⑮交流会

で蹟力的に呼ぴかけたこと漁毒助を奏した逼

とitぬ 嘲帥猪′を超す参加者があった。F北

慶半15『北京行動綱榎』⑪検証と地域での

実現に向けて一政策づぐりと
｀
政簾提言活動

のパワーアップをあざして』:とい,ら 、途方

も:ない大きなテー寺設定や、2時間という

限られた時間内 (参加者□了承を得て 31D

分延長)で政策にま挙ゆるという欲はりす

ぎ鷹企両だった。      :
プログラムロ最初⑪鋤 分間は「女ll■差

別撤廃条約から8日 年、到L京会議から15年

下拳馴撤座に向けてできた連と、できてい

なぃこと』との題日で誦断卜い清涸副晟起をし

た:そ④んとのワータシヨップ「男女共同

参画⑪視米で創る私たち口政策』で|ま 5グ

´ 朧 新
ループに分力臨 てKJ法を使つて⑪作業と

寵銅瓢農、情求澄子さんから金紳計¶印コメン

トがなされた。その申で、精水さんは、運

動どは何かと問うた後で、
ヽ
すがでは政策か

ら始まる⑩だから、政策へ働き力叫す、政策 i

を変えることの重要性を強調した。
ワークショップではデーマを①珂L京行動

綱領 12の量大領域⑮釉枷⑮女性ぬ貧国か

らの解放に盪けた政策づく蜘、②政策を実

現させていくため⑩燿動論口二つにしばつ

た。直画する問題、その解決策を出し合い、

それらを項目別にグループ{性し模造編に書

き出し発表するという作業はこ限られた短 |

時間内のととだけに大変だつたに違いなし、

自己紹介や地域で帥悩みや不満など語りた

いことがたくさんおり進行に苦労するパル

ープも見られた力S、 何とかもいや見事にま -1

とめた馴隧封もあ咽、暉誘積ぶくりの孟羹雲さを

強めて感じた。嬉しかつ。たのは、瑚ヒ京∫藁
C会員⑮方からこのようなワークショップ

′

を含めなセ電ナーなしゝ また来年も是非や

柳たいという声があったことだ。

0◇ 10i
以下、ワークショップで女性ylJ 30年

を振り返つて行う鱈:帥 分闘ぬ問題提起ぬ

内容をNwEcフォ■ラムに■いて感隈た

ことと絡めてね伝えしたい。

第 lm闘順撮題は日本に鵜lす う条前の導 i

入され方である.1975年の国際女性年の三

大テ∵マ:は 「平等 も開利 平和Jだつた。‐

それから4年後に採択された条約⑪前文に

は、植民地主義を含めた近代社会がく つ .

お|ずたた進国糞幕□世界シス|テムとull.と l
O関係、国家による最力を青定し亀武力解 |

機に反対して平和⑮重圏性が説かれている。

ルなし日本政府や自治体甲衛勲計画では、 |

○
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最後の付け足しのような形で F地球社会ぅ

の『平等 0開発 0平和』への貢的 として

扱われているに過ぎない。この三大テニマ

は有機的な繋が蜘がおり、Allの解消に向

けて切り離すことができないことを再確認
する必要があるのではない力、

第2の提起|ま 日本の男女共同参画が政

策価 というより個人の航 問題、心が

け動 として展開されてきたことである。
1980年代から90年代の女性行動計画では

固定的割意識の是正が申心課題とされた

(これ自体は重要であるが)。 1980年代か

ら90年にかけて大流行したの|ま 『私が変
わり、あなたが変わり、地域が変わり、社
会が変わるJといった類のメッセージだっ

た。男性の家事育児参加や、女性センター

での男性の料理教室に象徴されるような講
座も増えた。今回⑪NWECフォーラム第
1目 国のリレートークのテーマは 30年前
同様、「未来争のメッセージ:私が変ゎれぱ

社会も変わるJだった。最初の 臨 が変わ
つた』事例は「4時間のパートタイマーか

ら取締役」に整用された横井千賀子さんの

サクセス・ストリーである:成功め秘訣と
して「ありがとう」「真心」「おもいやり」
がキーワードとして語られたL次の話し手
|ま F輪母 (フハハネット)(子育て支援ネッ
ト)Jの申膿 子さん (高松)。 地域に根
ざした活動経験から、ひとりひとゆが小さ
な成功体験を積み重ねる鶉 だという元気
な活動報告だった。価 内の性別役割分担
の■正も、.無償労働の問題で|まなく、心が

けの問題として語らtib、 ときに|ま家庭のな
かで講がゴミ出しするか、とうぃう問題に

矮小イLされてきた。昇女共同参画を進める
市民によるコントや模擬劇がNWECでも
いまだに行われている。そもそも単身世帯
が急増している現状にそぐわないし、他の

家庭への介入だと常日頃私は感唸できた。
また 2007年硼 女共同参国政策④キーワ
ードとなつたヮーク・ライプ・バランス (前

LB)も、結局これ|ま政策ではなく個人の

心がけ運動として唱えられてぃる点にも注

意を喚起したい。
1    1

第呂に1ま諷 消に向けた機 システム

の構築の問題である。

JL京会議後の政腑の「男女共同参画計画」

で|まal魃 のための機 システムの構築
は意識化された。 「積極的改善措置Jと
いう論 で、機会⑮平等の保障がなされた。
「自らの意志によって社会のあらゆる分野

F におけ輸括動に参円する『機会に係わる男 .

女聞⑭格差を改善する範囲において、男女
のいずれか一方に対 bゝ 当該機会を積極的
に提供することをいうJ」 という定義である。
これ|ま等器訥Э 畷責腫詢缶誼脚臓讚正瑞猾董Jと は

異な聯機会の平等であって結果の平等では

ないと釘をさしている。ノヾジクラッシュ派
を意識したと思われる動電女性の方針決定過
程への参画を含め、制度化o取り組み⑪遅
れは、8月 に出された国連女性差別撤廃員
会⑪勧告でも指摘されている。委員会は『女
性比判 が一定程度増えるまで⑪ F暫定的

特別措置」について2年以内に詳細な実施

状況の報告を提肖することを要請した。日

本政府|ま大きな宿題を出されたことになる。

● ◇ 0
ここで最後の一言述べたい。政策・方針

過程への委両の提進は極めて重要な問題軋
。しかし男性並み女性が出現した通とで、F女

女纏 1と呼ばれる現象が生準出されてき
た。自立を叫び参画促進だけで1ま、圧倒的

数 を占める社選郭ポ⑮制度から|ま じき出さ
れた非正規雇用⑮女性たちの問題解決には
つながしない。リレニ トーク最後の話し手
だつた山田凰強さんの男女共同参団ま曲が

り月に来ているという指摘には私も賛回し

た。もう一度 即 年前女性差別撤廃条約の

前文に戻つてこ新自由主義政策と親和性⑮

もつリベラルフェミニズムが半む危険性を

意識しながら、近代が優先してきた効報 、
画―性、生産性などの価値を見直し、多様
Jl■や持続可踪性を尊重するなど、新たな価

値を膚llり だしていくような政策づくりこそ
が男女共同な画に1ま必要なのではないかと

考えている。
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北京■k袢 開貿間織 :政党からの回箸む浚趣

』眩繭 膨臨 世話入舎

総選挙を控えた自月初旬亀北京 JACは 自民、公明、民主、共産、社民、陶民新党に男女平等
・

政策に関する質悶戦を提出しました。自民諸 国民新党を除く4党から国答が寄せられました

(マ ンスリー130号掲載》。選拳⑪準備で大変ご多忙の中、ご固書いただいた各菫党には謝いた

します。
.以

下はゴLtt JAC世 話人会による各党の回答文書峨分析です。

日質問1で 1まも日女共同参画推進について①

署革共同寺画社妻田睾剰嘩最重壽蓼題キ位置
づIナでLЪるかも′②男女共同参画⑩政策づくり

のため⑪常證協議彙があ局がこ囲政策づくり

岬た的華性圃怖と印協議回場書設定していく

考えがあるか書聞いた。      1
+し

ずヽれ囲設間に対しても、各政党ぼ |まい」

と国答。公明党は国に関し、従来から女性団

体とは意見交換、ヒアリングを行つている、

との通とだが、何を指bてし■る印か硼 であ

る。

0質問2で 1まも非正規雇用醸饉割が女性だが、

こうした女性たちは現在⑮低賃士 □不安に居
°

南準加ぇて社曇燥障からも構除され:無年由

力)極めて少領口年ま嘔か受け鯰れない暑性が

待つてい轟。これに対嘔どうする⑩かをMも亀た。

非正規虐用にっbもて‖ま鶴:民主党は、健康保

険、
｀
雇用爆陰飢スを非正規にも適用。直接雇 1

用者墨本閂肉にし、非正規輌働者口労働条件

軋儡D釉働者輻遣法⑪改正 0見直しを詳bく

あげている.社民党はここで非正規雇用問題

に|よ暮れず、賢問S、 口国答で凩達。共産覚

は正規雇用とめ均等特過 男ゝ女0金格差是正、

長時間労働甍正、育児介護休叢制度の改善な

どをあlプている:

i 鐸由制度につ曝ЪてIま、4政党は程度⑮差は

あれ改革を表明③民主 軍社民は年逹の一元イヒ

を提唱¬公明えを除く各政党は最低保障を確

保す.る制度をおぽている。

資間2は 軸 の貧困J解決についての政

策を昇れている⑪だがこ特に民主党の回答で

は男女を含めた政策はIべわれているが、賃
lh⑪男女差が年■甲昇女善に影響し、高齢女

性口貧困⑮凛国にもなっているという 噛 性

の貧困Jに固有な問題にふ机ていなし、

0質問日で1まも第117m堕後にT割面女性が

退職庁ろ痙とや躙 錮 口 9割を女潮三カ鰹 つ

ていることと性nll役割固定化と口関係を指摘

しだ楓 こ⑩現状を打職囲た鰤□政策を聞いたこ

両越覇国晨、動き方を変える政策などlま ど⑮

政党も言及。しかしっ質問にある女性の「無

償晰 Jにはどの政党も臨 てぃない:各政

党があげた労働・雇用唾簾とともに、無償労

働中性Elj役割固定イLにやいてぬ意識変革も

重要であるωそ⑪ため⑮昇女平等教育につい

ては、民主党のみがぽ かにぶれているが不

十分である。 _
0質問曇・で1ま世帯単位醸税制蟄ステム⑪改革

について鞠 権。

税市』見直しは各堂とも必要と述べている

が、そ⑪方法は各党異なる。個人単位への転

換を言明している的は社民党だが、その制度

設計はていねいに行うパきという。晟主党は

配偶者控除・配偶者特別控除廃上を明言して

いる。共産党は、民主党⑮政策に反対。現在

の低すぎるは礎控院を31き 上lず るべきだと

主張b

□質問15も 民法改正に対する見解、改正予定

のプロセス

島量・社員 0共産は政権交代後、改正する

… 4-



と言明。公明党延輔慶鏑R藤斐夫抄語Bl麟生ll雌質⑮導入

のみ明記。民主党は再婚禁止期闘については

100日 に短縮設 しているが、父親推定のため

なら現在

は DNA鑑定で済級のではないだろう力ゝ

●質問 6。『女性のか転だと健康に関する基本

法』制定に関する計画

「からだの自己決定権』⑮保障という観点か

ら④回答|ま社民党のみ輪 り、母体保護法と

堕胎罪の庭上麺 べ、.基本法を準備中とのこ

とである。共産党は必要な円 を進めると

いう.民主党は性差医療に重点をおいた固答

であり、公明党とともに、女性のからだの自

己決定権の保障という規点がなし聴

0質問 7。 剛 防止法の充実

1)加害者処罰、保護齢令発令までの期間短縮も

生活再建支援策充実、子どもの支援、デー ト

DT等について

社民定のみ 剛―防止法改正を言明◎公明党を

除いては、各党とも具体的支援策を明示し、

被害者・支援者の要望lまそれなりに把握され

ている。公明党⑮「学校内のス トーカー』対

応とぃぅのは Fデー トⅣ」の言い換えであろ

う力、 だとすると、ねぎわざ言い換えする意

識がなんなのか気になると逼ろである。

2)デー トDT防上のため⑪皐性での予防教育

についての見解

デー トDVの予防教育の皇要性が認識され

るようになり、官民の種々の取組みが実施さ

れるようになつた。DVが従来の人権問題で販

り上げられなれ たことと同じく、デニ トDT

。は同和教育や障害者の人権を申心とbた学校

でのこれまでの人権教前ではカバーできない

新たな課題である。子どもの頃から、暴力を

手段とした支配 (コ ントロール)0被支配関係

に気づき、対等な人間関係のあり方やジ土ン

ダー視点などを学がことが重要である。各党

固答担当者はデー ト DIV ⑮現状や予防教育の

動向、重要性など把握していないらしく的外

れの回答。民主・公明|ま
二般的人権教育に還

元している。共産・公明が予防教育は重要と

しながらも刷 を欠き的獅 である。

O質問日、性暴力熱止法ご人身売員被害者爆

議 などの色括法制にについて

強姦罪 0強制わいせつ罪|ま、100年以上前

の夫の所有物である女性という概念のもと

に制定されたもQである。話外国に比してFll

罰が軽く、彼警者名の偏見が根強く社会にあ

り、警察 0司法関慄者⑮被害者への二次加害

の問題は、最近の識制員裁判でも課題となつ

た (マ ンスリー138号に関連記事掲閻れまた、

近親姦、セクシュアル・ハラスメントご盗撮

はれ準と規定されていない。これじ⑮腱 は

長くJ醸的嶋 に苦しわため、Jい理的回後や職

業卜趾計就装などの国難、輸日に伴う性層間

題などもある。しかし、端 のケア体制は

日本になく被害者は放置されたままであるQ

こうした点の断靖りまC囲血W(女性差別撤廃姿

員会)の曼終所見でも効借されている。男女

や性的少数者なども含めて、人としての導厳

や被害者の確利とケアmを 保障し、加舗

処罰の明確イしをはかる性暴力禁止法制定が

望まれている。人身売買問題においても、人

々売買グが刑法に規寇され、「人々取唇1対簾

行動計画Jが策定されたと|まいえ、横学者の

権利とケアの保障は不や鑓なままである。こ

のような状況について社民 0共産は認識bて

いるが、民主 0公明に|まその認識が見られな

い。しかし、人身売買⑮被害機 について

は、民主党は「人身売園被害者保護法案」を

提出している。

on間 9、 クォータ制導入の最ヨトも含め、政

治に蒲ける日童共同参画推進に関する政策

民主党はクォータ鵠u攀入を約九 社民党は

党員に 規定bているが、政策とヒて導入を横

討し瑚選挙区tllは一艦に少数政党轍 性に不

千』だと言われていることを踏まえ、社聯 共

産は選挙制度の包括的な見直しの必要Jl■を

主張。公明は政治領域への男女共同参画施策

についての具体的な提案はない。(p.9右下に続く)

… 5-



代蘊纏氣轟終え¬新しbttim朧に向けてのれたちのi財題

8月 3⑩ 目民主党⑮圧倒的勝手Jで平世紀

にわたる国民光の政治支配が終わりもついに

政権交代が実現
.した。女性差別発言で有名な

太囲誠―をはじめ権力⑪濫用を極めだような

政治家たちの歌北には巫飲⑮下がる思いがし

た。女性馳 名 《うち民餓 錮 名)と いう過

去に大の当選数というのも嬉瞳い。さらに北

京JAC議員コニカスメンバ中である掘島瑞

穂男女共同0画大臣、画村智奈美外務省政務

官:メ ンバこではないが千葉景手法務大臣、

造元清美国土交通省副大臣④誕生には心から

祝幅したい。政権変化のおかげでお5。 これ

を機蝙に世界の顆済社会システムを含めた未

来ヘロピジョンに向けて画課題や争点を明ら
゛

かにして議論を深めること力:重要なのでは思

う。'こ⑪よう朧状紀こそが、瑚L京 ∫ACのよ

うな市民幡靱団体にとつて、日本⑮政治と社

会を質えるチャンスとしてともえ、新しい理

史の始劉 に積極的にコミットして行きたい

と思つ6まずはゝ民餓 のマニュフェストに _

対する評価をは隈め、今まで以上に等S、 計

議⑮揚である道倒会ごセミナ‐口充実や全員

相互の意見変換⑩勒⑩必要性をはじている。

〇
｀
O◇

じつは以下の上田けい子さんの選挙応援に

関する部分は選挙直後に書いなもの|である。

新政権誕生で1選挙については、もうどうで

もいいという氣持ちにもなわた。リカ島し魃史

的に記念オベき礫浴躙選挙に部かわつたこと

で経験した迅とではじたことにコいて、ねず

かで幅濶境に残しておきセいと思う。  ・⌒

◇ ◇ ◇

今回⑮選挙では、社民党の。L田 |れ 子ヽさん

の選挙運動を『,自t分の選挙の時より頑張つて

いる』と輸やかされるほど私は贔張もて応援

ヽ
    :輛

即 出 晰
『

請   ヨ Ч 日 {ヲ

L

した。上田lすい子さんは、福明隋穂さん⑮政

策秘書と'して 8:年間勤め、
・
国会と市民運mを ,

つなぐ重要な役割を担つて通られた方だ (I

挙緩第 1科書として大臣の福島さんに劣しな |

い活躍ぶりだ》。そ⑮上田さんから、千葉 7

図 (私の場ゆ□選挙区》)力 幅ヽ立候補する。冒⑩

飩語をいただいたのは讀午⑮ 9月 だつた。曇1

歳という慟き売り
:D年

齢、アムネスティ 0イ

ンタこナショナノレで⑩清動経%をはじめ、そ

の豊かな経歴が示す龍力と実続、鋭い人権は

覚を融れしている秘lま、上国さん口ような量

性逸そ日本の国会には必要だとゝ常日頃はじ

ていた。そこで松声で『鵡:民臼治をあぶナ

1999人の会」⑮信頼する友人と相談し、平

和 0彙境 0人権など各分野で活動する市民口

仲間と翌月の l⑩ 月に社民党.と は無関係に「上

国けい子を国会へ選る市民の金』を立場上げ

た。週雹回⑮主要駅や繁華衛で上田さん⑪演

説とともに、常に 10名近い市民が自分た場

の作成した応援⑪ピラをまくことを続けた。

公示後の 12日 間は、私はもつぱい潮話かけ

に専念した。L語では日本⑮女性国会議員⑪

占める率が世界でも常に1卿位前後という現

状や上国けい子さん⑪ような「鷲』∽高い女

性候補者を肉合に進ゆたい口で政党とは風Uに

市民の立場で応援していますと話すと同時に、

政見放進の日時を知聰せれ 上田さんの政策、

それを語る演説のうまきは被群だから政見放

選を見た人|ま■票につながると確信していた

め亀 ビラまきに期レベ、【鏑部ま、こち嘔⑮熱

意が伝わると反応があるめがほしかつたし有

権者め意識を学厚いい機会ともなつた。

しかし候補者の資質が間ねれず、「政権交

代J⑩風が吹きすさ懸なかで、結果は民主党

候補者の圧倒的Mで 終わつた。.7区で|ま共
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産党議員は立候補せず、自民、民主の一騎打

ちでしかも民主党候補者が自民党以上に保守

色が強く、候補者としてあまりにも魅力のな

い男性だつたことも上田さんの決意の動機の

一つだった。票の結果、晟主 12万、自民 19

万、上田さん 27008と いう数字は9条を守る

共産党の票も「政権交代』に流れたことを示

していた。

この選挙制度ではtどんなに優れた候補者

でも民主との統一候補でもならない限り勝で

ないことが判明した。鶉 交代Jを可能にし

た小選挙区比frll併用tll度は、死票が鉱 菊穐

者の意思が公平には反映されないなど、問題

が多い。98年にこのtll度が導入されようとし

たとき、私は、三木睦子さんやいま亡き相馬

雪香さんたちとともに阻止のための集会を開

催したり、議員舗 内を駆 |すずり回ったりし

たことを鮮明に記憶 bている。圏中真紀子さ
・んが選挙後のインタピュニで、候補者個人の

資質が問われない選挙制度は変えて中選挙区

tllに戻すべきだと発言していた。選挙yll度の

問題も今後、議論すべき課踵だと考えている。

◇ ◇ ◇

とはいえ鳩山政権は、オバマ大統領に勇

気づけしれたのだろう。国連での口 に防止

のためのC02の 250/鎖卿寿都陵無き世界を

めざすとの発書ゃ母子加算の復活や人ン場ダ

ム中止をはじめマニュフェス トの実現に向け
‐
てヤル気⑮姿勢を示している。しかし新自由

主義者も日本会議に加盟している保守主義者

も社会民主主義者もいる民主党のことである.

今回の選挙は R交 代』がキーワー ドだっ

たために民主党は社会民主主義的な色彩を強

めてきた。マニュフェストをみると、個々の

政策に|まNGOの考え方や市民感覚が反映さ

れた内容が多 益々り込まれている。また社会

保障を普遍的に個人単位で構想する方向性も

見いだせる。しかし個々の政策は、どのよう

なオルタナティプな社会を展望して出されて

いるのかの基本理念とビジョンが見えて通な

い。そのために値々の嚇 間に矛盾があるこ

とはすでに多くの方から指摘されている。具

体的にはC02の削減と高速遭路の無料化や

道路暫定税事の撤廃、戸跡帳義諦噺瑠閻撒臓政

策を掲ばながら日本の農業を衰退させるアメ

リカとのFTAを推進しようとするなどがあ

げられる。

F政権交代」の意味|ま、社会や国のありよ

うや地域社会の未来のピジョンに対して魃

やや点を設定することだ口私たちは女性差別

撤靡条約採択 30年、男女共同参画社会基本

法制定 10年の間、男女共同参画をすすめて

いくことでtどのような社会を展望するのか

について国際的にも議論を重ねてきた。それ

は力の樹 が支配する競争社会で1まない。誰

もが潜在能力を生かせる時続可能な開発をす

すめ、相互に支えあう共生の、脱暴力の平和

な潮 Uのない社会である。幸い、私たち|ま福

島儡 さんが男女共同●同 当大臣だという、

またとないチャンスに恵まれた。福島さんは

国連の女性差別撤廃委員会からの勧告の実現

に向|すて早速動きだされたようだ。私たちは

幅島さんが十三分に力が発揮できるように応

接しつつ、このチャンスを有効に活かしたい

と思う。まずは鋤 10年に予定されている「第

3次男女共同参画計画 に向lナての意見書提

出のために、すでに 9月 量4国 勉強会を実施

した。数回嗣 0月 12日 を予定している。ま

た今年度は概算要求のための意見交換や要望

ではなく、いかに身女共同参画政策を総合

的 0横断的に進める制度強イしのための話し合

いを進めていく必要がある。また民主党を申

心とする新人の安陛国会議員とのネットワー

クも進めていきたいと思う。地元選出議員ヘ

の動きか|す も忘れないでいたし■ 新政権のヤ

ル気も次の参議院銀選挙までで、そこで勝利

ヤれば民主党も保苛⑪顔を表し始めるという

声も聞こえてくる。そんな動きを|まね返すた

めにも着実で確かな運動をつくっていくこと

が問われているように思う。
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東趙鵡顆囲鼠 夫  さんを続師に迎えて

ゴ瑚L京:JACふくおか」では、今鐸設立 19

周年にあた叩9月・ 5回、証念講憫会を福岡県

男女共同参画センタ守『あずげる」と共催で

開催、県内外瀞唾:霊騒⑩人が参加「した。

講濾合は、明性嘉♂曜ぶくわか」⑭石橋美

息子代麦⑮闘会挨拶t某賓ぬ悔老非悦子 ○福

岡県m~ll知事⑪ご挨りにつづいて、ゴヒ京JAC
共同代表・橋本ヒロ子さんと到LttJ AC九州‖

.

代表 二軍閥佳子さ|ルが紹介された。弓|き続い

て、大沢れ さん:躙 大学もはT繹謳耐鶉所

教授)の F男女共同参両社会墨本法制定力L嘔

10年‐今後⑪課題』⑩テ‐マで調祓講演力]行

櫛れた。以下は侍⑪要%でおる。

0此鱚真理さ
―
ぬ⑩講満

日本で男女共同参画のみゆ率を考えるとき、

目⑩年織⑩‐平成率れと構祓改革□進展とぬ関

援を考えればならなし鳩 日刺ま女性差閻撤醒

条約を 1%年 に批離した力琶、批礎に当たつ

て男女雇用機咆燭勒法ぬ蜃寇、1薗綾家庭科中

男女共籾、国籍燎の変母両系主義べ⑩改正が

必要であつたξ酬 年牝は富繹内閣が登場して

F生鱈大閂』(個人口釉重、
:生

脩者重視》5ヵ

雫計画を打ち出す力S、 パプル磁綻緩⑩景氣低

迷飢 、そmt醜 年 7月 ,自社さ⑮連立政

権がは主するも躙 J者団体は、i『新 0日 本的纏

僧』
.を

緑唱義終晰雇用や年功賃盤を見直し、

雇用⑩多様ft O ttmf協 を打ち出bた。
上方では平成不況t4経済ログローバル化に

よう競争⑪激イしで生き残崚をかけた経営者倒

の調者倒囁捨て⑩新魏同ま存在した漁電、それ

でも国連を中心とする男黄平等実現への口際

北菌JA嘔轟く器か

的な靱きに円 するように、馳 年 7月総蜃

に男女共同参画書は■と鼎女共同参画室力言設

置され、15年 9月 に北京で磋界女性会議が聞

触れた。98年 1月橋本内閣 《自社さ連立》が

登場、7月 に

'M審
議とはti等申 F男女韮同

参画ピジョシ』を掩理大臣に提出意l⑩ 月橋本

肉閣⑪「6式改革」で、男女共同参画が F大

きな柱』に位置付け聰杷た。80年牝は昔児 □

介護体叢⑪馴度イと、重Dl鰯 号家族的責任条

約⑪批躍曲轟J靭t的等法改正と労涎法「女子

備護』規庭輻 梢鱈T輔電1酬 年lこ」鼈動鰈濃

のRll定 《社会全体で立える弁護へ》こ男女共同

参両社■賣木法は口9年に制定されぬ 90年

代後半はしたがつて男女共同参画政策は[実
にi臨展はていた。

01年]ま 1月 にアメリカでプッシユ政権が

発足t4月 に況生した刺ヽ泉内Nは『骨太い芳

針」に保育所侍機児童ゼロ、「働く女性にやさ

しい社会』を撮ぱt参院邊に階剰する。この
1  

年にDV法が211定されたも⑮印、勇女共同参

画政簾はいれゆ葛「聖域なき改革』略線⑮背

後に追いやられる。社会保障橘澄改革で塵瞭

保険口3割負担い褥期間齢新医療制度ω制寇電

早金中餅護サービス⑮切1り 下げが行なわれた。.

日本⑮些幡保障システムこ経済や社会の構

造は F男性稼ぎ韮」型で、男性が稼し:ヽで書子

を機うことが激提となりている。こ⑮システ

ムは、相対的曾国率 (所得劣布における申央

fLEめ 5□ %に満たない人々口割合》⑬んさと

所得の不平等をもたらしている。これ|ま財政

の磯能が極めて貧弱なためである。自殺率|ま

世昇でトップクラスであり、出生率は日本、

一日―



韓国で最低を競い合っている。

こうした貧困、所儡 差、自殺率、福祉な

どの諸問題はジェンダ∵の問題である。男JIL

世帯主の雇用を申心に生活を保障することが

日本のシステムの特徴であり、派遣法の改正

で派遣労働が原則自由化となり、雇用の非正

規イ鯰 広がってきたが、その対象はとりわけ

女性だつた。年越し派遣村の問題、ワーキン

グプアやネットカフエ難民といえば、男性が

出てくるが、貧困が男性の問題になってはヒ

めてメディアが取り上|ずた。データを見ると

若年層と子どもの貧囲イヒがすすんできた。8o

年代から見ると 20代一人暮らしめ女性で貧

困率が上昇している。一人暮らし高%の
相対的貧囲軸ま500/0近いという研究がある。

雇用の非正規化は、社会保障制度にも影響を

及ぼしている。

財政をみると 98年以降、構造改革の一環

として、法人と高所得者、資産家の税を軽減

し、社会保障負担率|ま一貫して上昇し、今で

は国税収入よりも保隣料の総額の方が大きく

なり、税と榔 障の効果 (権差の緩和憎

困の肖1減)が貧弱となつている。特に税の効

果が低下してきたことから、低所得者 (母子

家慮、非正規雇用者、一人暮らは高縮 )に

対してより冷たい財政せなった。

日本の相対的貧国と税 0社会保障制度をみ

ると、日本はでは市場所得 (税込みの金額)

を基準にすれば不平等と相対的貧困は大きく

ないが、可処分所得 (税と社会保険料の支払

い、社会保障の結特を受|すた上での所得)の
相対的貧困率ではoEcD17カ 国のなかで

アメリカに次いで2位である。つまり所得格

差を縮める|まずの再分配が逆に格差を広向

ように機能しているのである。日本|ま、垂直

的再配分 (高額所得者から低所得者へ配り直

す)が薄弱である。母子世帯の貧困率は 58

～60%で、OECDで トップクラス。日本では、

税と社会保障制度が作用すると子どもの貧困

率が高まってしまう。OECD諸 国でそのよ

うな国は日本以外に|まない。

日本の貧国の特徴は、貧囲世帯のうち、世

帯主の現役(18～64蛛世帯で、有業者 2人以

上の世帯の割合が高し、 共動きで貧国から脱

出できないの|ま離 の帳 が低いことにも回る。

日本が今日の世界規模の大不況から脱出す

るには、内需に基づく成長が重要であり、輸

出依存の経済から内需に改めていくことであ

る。そのために|ま相対的貧□層を減らす必要

があるb最低賃金の31き 上げ、非正規雇用者

の待遇改善が急務であワ、社会保障負担の逆

進性を緩和すること 幅 準報酬最高限の廃止

と医療保険や介護保%の応益自己負担の改

正)、 低所得の労働年齢人口に社会保障給付の

拡充 (住宅給付金、児童手当な鋤 、最低生活

費む保障する年金綸けなどが必要である。

日本で男女共同参円を実貯 ることは、日

本社会を持続可能にしていくために不可欠で

あり、世界経済の安定のためにも重要である。

女性を|ま じめ恵まれない人々が安心して生活

できるようにするには、より公正な生活保障

システムの構築と年金や医療・介護への信頼

を回復すること、何より女性が働いて稼ぐ力

を目|き 鵬 肺 ―
ることが必要だ。

そのための努力を惜ヒんではならない。

は5からの続き)

0質問10、 女性差別撤廃条約選択議定書の

識准に向けて⑪見解

4党とも批准実現に賛同。

**************

各党が力点をおしヽてしヽる政策の違いがあ

り、回答の内容にもそれが反映されているの

は回答担当者にもよると思われるが、ジェン

ダーの現点のない回容もあった。「男女共同

参陣確接会の実期訓ま趾逼霙羹課飩調 とする (質問

1、 の回答)な ら、政策のジェンダー主流イヒ

(政策 e討画・事業などにジエンダニ格差解

消の視点を組み入れること)を 目指し、それ

を生かした政策弓くりと実施を要望したぃ。
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《10月定側会⑩おし巳せ》

第 3次男女共同参画≧本計画が来年策定されますg嘲L東悪配は新墨本計画に向けて政府に対

し蹟極的に提言していくつもりです.そのため④準備として、10月 |ま 2う0定倒勉強会を金

画しました。ぜひど参加下さい。

◇第ll回

日時 :10月 7日 (求)午後6時半～8時半

文京区男女平等ヤンター 和室

第3次墨本家各に向けての提言 ]調隠鱗距醜麗軋詢Ъら (M
:自躙 さん (れ濃ぶミー)

『介護労働を尊きる下公務員桑ルパーかれ躙 レ式―⑪四年』口薯な電自崎l嘔子さん

を講師にお招きして、各ルパー中目かし見た介護⑩現場の風景、介護保険制度⑪諸閥題等

につしヽてお話瞳いただきます。

押 :2極魏護錦蜃奎『

場所

テ轟や

祗

同時 '

場所
‐

: テーヤ

講師

1□ 月19日 .(月 )午後6時半～8時半

文京区男女平等ヤンター 躊 室

第3i改墨本計画に向けてい提言:第 2数か嚇消轟たアンペィドロ中クを復満させ
るためiこ (優題)   '

さん

‐鰤 □値段と融 力J (共薯)、 蟷 済学とジェンダー』 《編著)等□薯春 でも長年

ジ轟ンダー印視%から無慣労働、ケア労働問題に取り組んでこられた入場嬉子さんに聞題

提越していだきます.

勒 :500日 《北鰈 量は無料)

当旦量位宜晨零ただb資料昨備面都合上¬参加される方はなるべ《前鶴ってご連絡下き鴫ゝ 連絡先 :

釧 会担当 石口

O・1日曰画画期象擦圏
:画
¥後 3時かし1ヒ京 JAC

事務所で開催bヌ平:ッ クリマクシヨツプ⑪厘

省tiロ ピイングに増いでは当面第3数墨本計

両策定に向けて嬰饉 出等に重点を置くこ

とになゆました。数回世話人会|ま 19月 13
日午後6時半から瑚L京 脚嘔事務面で開催。

く    >

市民口力で実現時な政権菫儘印個島酬碑書んも

罪女非同参画担笏率専喝嚇任し¬停滞・後退ぎ黎

だもな男女共同参画敵簾鍮J覇嵐夕ニトできるチャ

ンス諏理鶉聰ました。北京肥鰹も建設的な要望を

提出してしbき ます。          (石田)

『 ヤン尋リアゴL京 脚硼
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