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特 集 新しい公・共圏をつくる政策端」度研究会学習会 講義録要約

ランダ・モデルと「コンビネーションロシナリオ」
久場 嬉子

(龍谷大学経済学部教授・研究会アドバイザー)

日時 :2002.4.22
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今日は、オランダ。モデルが議論される際にも、あ

まり触れられない「コンビネーション・シナリオ」に

ついてお話ししたいと思います。

1994年 に政府の諮問委員会 (「 将来シナ リオ委員

会」)が設けられ、ペイ ドとアンペイ ドの再配分に関す

る将来シナ リオが作成されました。つまり、一つは女

性と男性の間で、もう一つは個人個人と企業や政府と

の間で、適切な型でペイ ドワークとアンペイ ドワーク

をシェアする4つのシナリオを提示 し、シナ リオ 3の

コンビネ,シ ョン・シナリオ」がオランダにとつてふ

さわしいシナリオであると政府に示 しました。

華馨 「 コンピネーシ∃ン・シナリオ
|

まず、「シナリオ」の図ですが、縦線と横線で円を区切つ

てあります。縦線はペイ ドとアンペイ ドの比率を示 し

ています。ペイ ドが少なくアンペイ ドが多い:ペイ ド

とアンペイ ドが半々。ペイ ドが多くアンペイ ドが少な

い。3通 りの比率があります。そして、ペイ ドとアン

ペイ ドについて、男性と女性がどうシェアしているか。

男性がアンペイ ドを非常に少なくしか担わない。半々

に担 う。それぞれの組み合わせになっています。

図は簡単ですが、経済的に説明するとどうか、各々

を支える社会保障の制度はどのようになるか、相当複

雑な議論を背景にした図です。

◆女 性 の権 利 と機 会 平 等 の ため に

委員会は女性の権利と機会の平等の増進を目的に設

けられました。そのための公共政策を作成することが

重要な議論になっているという前段があります。「コン

ビネーション・シナリオ」は、94年から96年に政府

がこれを締結する作業をするなかでカロわった、新しい

シナリオです。

ちなみに1994年 は、オランダの政治にとつて重要な

年でした。戦後長い間続いてきたキリス ト教民主主義

の同盟を中心とする政権から、労働党主導の政権がで

きます。労働党党首として政権を執つたのは、1982年

にオランダ・モデルを発足させたワッセナー合意締結

の際の、労働組合側委員長でした。

どうして、ペイ ドとアンペイ ドを男女でシェアする

とか、政策レベルで考えるなんていう目的の委員会が、

政府の諮問委員会として成立したのか、とよく問かれ

ますが、私はこの政権交代が大きかつたと思います。

それ以前のキリスト教民主党は、伝統的な性別分業

家族を維持してきました。労働党が政権を執つて方向

転換しようということがあつたと思います。ワッセ

ナー合意で失業を減らすために短時間労働、パー トタ

イム労働の雇用の場を広げてきましたが、いわば女性

の問題を入れないかたちで、20年間にわたって展開を

してきたのです。
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ですから、オランダ・モデルと「コンビネーション・

シナリオ」は同じものではない。オランダ。モデルを

より発展させるため、アンペイ ドワーク、ペイ ドワー

クの問題を付け加えたということです。

80年代以降、女性議員が増えたり、高学歴化が進ん

だり、女性の労働市場への参加が進んだりという背景

もあつた。だからパー ト労働の増大イコール「コンビ

ネーション・シナリオ」の問題と見てもいけないし、失

業救済策が即「コンビネーション・シナリオ」の作成

になるとは限らないということです。

日本の今の議論は失業対策です。しかも女性の視点

を入れないで、ディスカレッジド・ワーカーという、就

労を諦めてしまつた女性は落としたまま、男性の就業

をどう守るかをメイン課題としている。そこには「コ

ンビネーション・シナリオJの作成はでてきません。

◆シナリオ 1

話をシナ リオの説明に戻します。シナリオ 1は女性

のアンペイ ドが圧倒的に多い。これは日本の姿であり、

今までのオランダ政府のポリシーです。これがなぜま

ずいか、面白いことを委員会は指摘しています。「シナ

リオ 1は、放つておけば維持されるだろう。けれども、

二つ大きな問題がある。一つは、女性の労働市場参加

は進むが、わずかであり、アンペイ ドワークも極めて

わずかな再配分しか生まないだろう」

「男性はアンペイ ドワークに今までと同じぐらいの参

加 しかし得ない。女性が労働市場に入つて、男性がア

ンペイ ドワークの能力発揮に失敗すると、アンペイ ド

ワークは減少 し、ケアの質が低下する」というのが委

員会の評価です。

◆ シナ リオ 2

アンペイ ドがかなり多いまま、男女は等 しくシェア

するかたちです。アンペイ ドの有料サービス、市場

サービス拡大はほとんど起きない、非常に変則的なシ

ナ リオです。有料サービスの拡大なしに男性と女性の

間でアンペイ ドワークの配分を平等化するシナリオは、

非常に問題が多いといいます。つまり、利用できる有

料の市場サービスが広くないと、私的ケアサービス費

用を払える高所得能力の共稼ぎ世帯 しか、サービスを

得られないという問題があるといいます。

◆シナリオ4

ペイドが大きく、家庭や地域のアンペイド部分が少

なく、アンペイ ドを男女が平等に担 う姿です。ペイ ド

経済領域が公共サービスとして組織されていれば、ス

ウェーデン型です。アンペイ ドワークを公共サービス

に変えていくのですから、ペイ ド部分が大きくなり、

アンペイ ド部分は半々の理想的なかたちに達していな

いけれど、原則として男女が半々に担 う方向を目指し

ます。これのペイ ド部分が公共サービスでなく市場

サービスだとアメリカ型です。

◆シナリオ3 「 コンピネーション 0シナリオ」

シナリオ 4のスウェーデン型自体、悪いわけではな

いのですが、重要なのは「コンビネーション・シナリ

オ」を選択するオランダの独自性です。つまり、アン

ペイ ドを男女で平等に担 う点は、シナリオ4と 目指す

ところは基本的に同じです。違 うのは男性と女性の私

的なケアの部分、とりわけ子育てを家庭で (両)親が

多く担 うのがシナ リオ 3です。ここがオランダの特徴

です。

委員会は満場一致で 3を採択 した。4の シナリオの

ように市場サービスに下請けに出してしまうのではな

く、子育ては親がより多く関わるのが望ましいという

オランダ文化に適応するシナリオです。オランダの人

たちの願いというか価値観、つまり、市場労働であれ

公共サービスであれ、ペイ ドの方に可能なだけ多く振

り替えてしまうよりも、子どものことは自分たちでみ

たいという考えを持つてお り、これは、より現実的に

フィットしています。

ケアには高齢者ケアもあればハンディキャップのあ

る人のケア、児童ケア、子育てケアもあります。オラ

ンダの高齢者ケアはまた独自で、成人したら親 とは住

まない。親の子離れがはつきりしているらしい。ス

ウェーデンよりも先に社会化 して、充実した高齢者ケ

アを進めてきたといわれています。「コンビネーショ

ン・シナ リオ」で問題 としているのは子育てで、これ

には注意しておく必要があります。

委員会が最も望ましくないとするのが 1の性別分業

家族です。シナ リオ 1に しがみついていると、アンペ

イ ドなケアヘの努力が低減 し、ケアの質が低下すると

いいます。日本では、シナ リオ 1が子どものことを母

親が大事に担い、一番ケアの質を維持 していると錯覚

していますが、社会的、経済的変化を考えれば、オラ

ンダではかなリリアルな実際的判断をしているといえ

ます。

シナ リオ 4は、見方によつてはアメリカ型です。ア

メリカは非常に市場経済が進んでいるといわれながら、

市場経済オンリーでハッピーに生活しケアを解決して



いるカップルは、ごく少ない。

そして、1と 4のシナリオがはらんでいる問題は、

労働市場における時間競争です。より多く稼ぐために

時間を費やす長時間労働が起きる。そして経済的自立

は 1では男性だけか、アメリカのように市場で購入す

るケアに頼れる高所得の共働きだけになると。

それで、3と 4でもスウェーデン。モデルの選択に

なるわけです。ただしスウェーデン。モデルは、オラ

ンダにとつて現実的かどうかという判断です。4の よ

うにケアを公的なペイ ドワークに可能なかぎり多く代

替させるのではなく、アンペイ ドな、家庭でのケアも

維持したいという願いが強いのです。

◆シナリオ3=「 1.5モデル 」

シナリオ 3は、よく1:5モデルといわれます。シナ

リオ4やアメリカ型は、いつてみれば2.0モ デルです。

男性であれ女性であれ、一人が稼ぐ所得を1と する。男

女が平等に、ある程度同じような所得を稼ぐと、2.0モ

デルになる。いままでのシナリオでは、夫が妻の分ま

で稼いで妻を扶養するわけですから、少なくとも妻が

生活する分は夫の所得に入つている。

シナリオ 3は 0。 75ずつ担つて1.5です。つまり今ま

での働き方を前提に2.0を 目指すのではなく、男性も

女性も0。 75の所得を得て二人合わせて1.5、 一つの世

帯が1.5モデルになります:実はよく考えてみますと、

そんなに簡単に「そうですか」というわけにはいかな

い疑問も出てきます。なぜかというと、私たちは長く

男女平等について、男性が 1な ら女性も 1、 男性並み

に働きたい、それが経済的自立だといってきました。

ですから、どうして男女ともに0。 75な のかという話に

なります。

世帯単位でみても、男性が今まで 1を得ていたのが

0。 75に なって賃金が減る。その減った賃金に合わせて

女性も0.75になつて、合わせて1.5と 考えれば、世帯

全体でみて0.5分生活費が減ることになる。それをど

う考えるのか、ここが重要な点ですが、まず前提がま

るきり違います。つまり、今までどおりに働いて0。 75

になるのではなく、労働時間を減らしている。40時間

働いて1だったのを、たとえば32時間働いて0.75に

しているのですから、労働時間短縮が前提になつてい

る。単純な賃下げの話でないことが大事なところです。

◆ シナ リオ 3=「 シングルマザ ー

(あるいはフアーザ ー)・ モデル」

もう二つ重要な点は、なぜ 0。 75な のか。1.0はアン

ペイ ドをなるべく少なくして、労働市場で時間競争を

して得る賃金です。1稼いで、その中の0。 25を再分配

に回して、公共サービスを得るなり子育てサービス商

品を買うなりして、アンペイ ドに対応する姿。そ うで

はなくて、0.25の 部分は時間で確保 して、自分たちで

対応することが望ましいという考え方です。

たとえば1.5モデルにすると、シングルマザーはど

うなるのという話になる。夫婦の場合は、相互にケア

をシェアできますが、シングルマザーは、一人で働き

もし、かつケアをもしている。つまり、シングルマザー

は、自分一人でケアはするわ、働くわとなって一番厳

しい。とても受け入れがたいモデルだとい う疑間が出

てきます。

ところが、委員会は正反対に考えます。「コンビネー

ション・シナリオ」が目指すのは、すべての人間が男

女問わず、シングルマザーと同じような存在と考える。

すなわち、シングルマザーはワークし、そしてケアも

するという人間モデルです。すべての人間が、男であ

れ女であれ、結婚という制度的・法的仕組みに入つて

いようといまいと、あらゆる個人はすべからくケアも

しワークもする存在として考える。

シングルマザーにとって一番望ましいシナリオは3

だとしています。モデルがケアだけする人、働 くだけ

の人というシナ リオ 1に対して、「コンビネーション・

シナ リオ」のモデルはワークもケアもする存在。男性

はワーク、女性はケアというのは、いびつな姿だとい

うことになります。そのあたりまでいかないと労働の

場が変わらない。ケアをなくしてワークに専念できる

かが基準ならば、それはいままでの男性モデルです。

このように、仕事の場がケアする人間にふさわしく

ならないと、ケアと仕事を両立できないと考えていま

す。いままで、ケアについて、育児休業等、いろいろ

対応が図られてきましたが、労働の場におけるモデル

である男性が、ケアする存在 となれば、労働の組織も

労働時間も変わらなければならない。

みんながその姿をとるとなれば、実はシングルマ

ザ
=が

、一番ノニマルなモデルだという話にまでなっ

て、まつたく逆転 します。基本は0。 75モデル。1を前

提にすれば、実は0。 25の分は社会的再配分で対応され

るものです。再配分では時間と社会保障を個人個人に

対応させるという姿です。

このように、一般にはほとんど触れられていないの

ですが、実は委員会はとんでもないラディカルな問題

を提起したと私は思つています。



◆ 抜 か す ことの できないケ アとい うこと

よく1.5モデルに対して、結婚 していないとか、子

どもをつくっていないとか、たまたま親が早く死ん

じゃつたとか、いろいろの条件を挙げて、1.5モデル

は、そもそも誰もが結婚 し、子どもをもつのを前提と

しているワンセットモデル じゃないかとllヒ判すること

があります。けれども、そ ういう条件があろうとなか

ろうと、人はケアからは抜けられない。ケアの問題を

外せないという認識が非常に重要だと思います。

それは家族とか世帯をどう考えるかということにも

つながります。いままでのような家族制度を維持する

ということではない。家族のかたちが変わり、担保さ

れていたセーフティネ ットに代わり、新しいセーフ

ティネットをどうつくるかを言わない限り、ケアの貧

困を招くということです。現実にたくさんの貧困の結

果、少子高齢化が進んでいます。

コンビネーション。モデルの議論が、そこまでいっ

ているわけではありませんが、人間社会のシナリオを

考える場合に、たしかに結婚とか子産みや子育ては、

選択の対象ですが、人間の存在そのものは選択の問題

の域をこえているという認識をもつ必要があります。

つまり、人間は誰でも、少なくとも何歳かまでは誰か

のケアを受けてきている。その部分のコス トを誰がど

う払 うのか。それを抜きに、シナ リオはつくれないと

思います。

経済学では、そういうことを捨象 して、「自立の個

人」から議論を始める。出てくるのは、子どもを生む

か生まないかの選択、結婚するかしないかの選択、結

婚 して得するか損するかの選択、どういう給付が得ら

れるか得られないかの選択です。しかし、「自立の個

人」の議論を超える問題をどうするのか。社会の誰が

どのように負担するのか、それが一番重要なベースの

問題です。そう考えれば、すべての人間を労働とケア

という視点からとらえなおし、問題を立てていくのは、

非常に新しいテーマではないかと思います。
コンビネーション。モデルが示すのは、シングルマ

ザーは労働とケアの二つの責任を背負 う存在であると

し、そのモデルをあらゆる個人に適用させる。男にも

適用させなければ、労働の場が変わらない。いかにい

ろいろな制度で男女平等を進めても、労働の場のモデ

ルがケアを落としていれば、ケアの責任を持たないこ

とが競争に勝つ条件となる。それはおかしいという考

えを表しています。

生活時間調査

◆ ア ンペ イ ド再 配 分 の 不 平 等

委員会は女性と男性の間のアンペイ ドワークの平等

配分のためには、ペイ ドワークの平等な再配分なしに

不可能であるとも基礎付けました。ペイ ドワークの部

分はそのままに、アンペイ ドだけをいかに男女の間で

いじつても、それは無理だとい うことです。クタクタ

になって週の50時間もペイ ドワークに使っている男性

に、アンペイ ドワークの平等な配分をとは、いかに不

可能なことかという問題です。もちろんその逆も真で

す。つまり、アンペイ ドワークの再配分なしに、ペイ

ドワークの再配分は不可能ということです。

委員会はまた、コンビネーション・シナリオが形成

される前に、1975年から5年おきに4回、国レベルで

行なわれてきた生活時間調査のデータを背景に、やは

り3が望ましいという結論に達 したといっています。

生活時間調査をまとめたのは、コマーシャルマー

ケットリサーチ・ビューローというところで、オラン

ダ放送協会、オランダ社会文化プランニングオフィス、

その他の参画組織等々が行なった調査を収集 して実態

をフォローしました。それぞれ違つたかたちで調査を

しているので、結果が比較できるようにグループに分

けて、家事がどのように行なわれているかを見ていま

す。

その四つのグループは、①単身者で雇用されている

者、あるいは雇用されていない者。②65歳以下のカッ

プル。子どもありではどうか。子どもなしではどうか。

③単身者かカップルか、65歳 を超えているグループ。

そして④両親 と一緒に住んでいる子ども、子どもと一

緒に住んでいる両親ではどうか等と区分けしています。

ここで、いくつか大変顕著な結果が出てきたといい

ます。

1.ア ンペイ ドワークは、性別分業家族、つまり所得

を得る人が一人世帯のパー トナー同士の間で、最も

不平等に配分されている。

2.共働きを、「労働市場で週 30時間以上働 く妻がい

る共働き、つまり二人所得世帯」と、「女性がパー ト

で週30時間以下働いている二人所得世帯」と二つに

分けました。この前者で、アンペイ ドが最も公平に

配分されていた。半々ではありませんが、他と比ベ

て公平に配分されていた。ところが、後者の世帯で

は、アンペイ ドの負担が不当に女性に偏つていた。

これが90年代までのオランダの共働き世帯に見られ

るアンペイ ド配分の特徴だといっています。

3.賃金を得ている独身女性の場合、同じ独身男性よ



りも多くのアンペイ ドを負担していた。

4.ち ょっと細かくなりますが、面白いのはゼロ歳か

ら5歳の子どもをもつ専業主婦はパー トで働いてい

るゼロ歳から5歳の子どもをもつ母親よりも、より

多くアンペイ ドワークをしていた。そして、これは

日本でもありますが、パー ト女性のパー トナーは専

業主婦のパー トナーより非常にわずかしかアンペイ

ドワークを多くしていない。パー トナーの夫たちは、

アンペイ ドヘの貢献度を増やしていないということ

です。

◆再配分のための政策提起

ここからオランダ。モデル、すなわちパー トタイム

労働の話に移 りましょう。パー トタイム労働 といつて

も日本のそれと違って、フルタイムの身分での短時間

労働者です。それをいかに増やすかという施策を引き

出していく問題です。女性がパー トで週30時間以上働

いていながら、アンペイ ドについてパー トナーにほと

んど変化がない。これを問題 とみて、変える政策へつ

なげていつたのではないかと思います。

その後の政策として、なるほど重要であり、現に委

員会の提起したいくつかの政策を紹介しておきます。

1.すべての労働者はパー トタイム労働を選択できる

法的権利を持つべきである。法制度を確立すべきで

ある。女性労働者、パー トタイマー、フルタイムの

人も男性も主張できるようにする。

2.週 20時間から32時間のパー トタイム仕事を創出

した雇用者に、政府が助成金を出す。(特に重視 して

いる政策です)

3.育児、介護のための有給休暇。

4.所得税面の特別な配慮の廃止。とりわけ扶養に関

連した配慮は廃上の方向でいく。

5.12歳以下の子どもたちへのケア。保育所は12万 ヶ

所まで拡大される必要がある。待機 リス トをなくす

ことが重要。

6.病人や高齢者のための補助金付きホームの拡大。

高齢化が進み、福祉国家停滞の中でアンペイ ド部分

が増えていることに対する配慮が必要。

こういう政策を、いくつも挙げつつ、社会保障への

対応、とりわけ短時間労働を選ぶ権利を法的制度とし

て確立することとしています。有給休暇も、一 日の休

みでなく、何時間ずつを貯めて、まとまつたところで

定年を早めてしまうとか、ドーンと休暇を取るとか、

きめ細かにケアのための時間を確保できるようにして

います。

このような法的な権利を労働時間差別禁止として、

大々的に認めようという「労働時間調整法」の制定が

2000年に行なわれています。労働者が労働時間の短

縮、あるいは延長を求める権利ですが、企業の方で駄

目だという場合、なぜ駄 目なのか、企業が挙証しなけ

ればいけないとしています。使用者の拒絶理由を提示

させようというものですが、ただし、従業員 10人以下

の場合には、使用者の拒絶理由提示制限が除外されて

いる。従業員 10人以下の事業所で、女性がより多く雇

われているという状況では、十分ではないといえます。

◆ 日 本 に お け るア ンペ イ 躇 論 の 展 開 を

1996年にオランダ政府は、「コンビネーション・シ

ナリオ」を、2010年を目途とする政策形成のガイ ドラ

インとして採用しました。先ほどでてきました週労働

時間が29～ 32時間、「週四日就労して週休三日」を一

番重要な働き方としてつくり出そ うということです。

このような「コンビネーション・シナリオ」の議論

を含むオランダ。モデルは、日本の非常に矮小化され

たワークシェアリングとはかなり違つた内容をもつて

います。重要な違いの一つが、アンペイ ド・ペイ ドの

シェアです。男女でできるだけ平等にシェアし、同時

に企業と政府と個人の間でどうシェアするかという議

論 と、日本のワークシェアリング論とは、およそかけ

離れています。

しかし、日本でもアンペイ ドについて、少子高齢の

進展でおしりに火がついていることもあり、無視 して

いては議論は展開しないと多少はわかり始めたのか、

関心が広がりつつあります。今後は、一つにジェン

ダー平等と結びつけつつ、二つに具体的な制度や政策

の見直しの議論につなげていく必要があるでしょう。

*本稿は、2002年 4月 22日 、神奈川ネッ

トワーク運動にて行われたオランダ。モ

デルと「コンビネーション・シナリオ」学

習会における講演を要約したものです。
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研究会から

重 一ラム 報 告

「 自治体 におけるワークシェアリングの提 案」
梅 野   りん こ (自 治体の女性政策を検証するチーム座長 /NE丁 横浜市議 )

「新 しい公・共圏をつくる政策・制度研究会」で

は、これまでの研究成果を2002年 6月 に報告書と

してまとめました。それに伴い、私たちの「自治体

の女性政策を検証するチーム」も一応の決着をみた

わけですが、報告書を作成するにあたって議論を戦

わせる中で、今後は女性の労働という大きな問題に

手をつけなければならないこと、それなしに女性問

題の核心に角虫れることはできないことをチームの中

で確認 しあい、機会があればその膨大な領域に取り

組みたいとの意向もメンバーから出ていたところで

す。

ちょうどそのころ、厚本市役所では正規職員約

1700人に対 し、臨時職員を800人以上も大量に雇

用 していることが明らかになりました。しかもその

90%が女性であり、臨時職員には 1年以上の雇用が

認められていないにもかかわらず、退職 と採用を

10回 もくり返して、身分が不安定な有期雇用を、特

に女性に強いている実態がありました。

そこで、私たちは閉じかけていたチームの活動

を今 しばらくの間、再開し、他の自治体の例も調査

してみることにしました。その結果を持ち寄って

フォーラムを開催 したのが2002年 10月 26日 です。

調査の際に知 り合った「均等待遇アクション2003」

事務局の酒井和子さんをお招きして有意義な議論を

展開することができました。

チームメンバーからは神奈川県、川崎市、厚木

市、藤沢市の実例が報告されました。特に厚木市か

らは、行政改革の流れの中で職員の経費節減のため

に臨時職員が大量に雇用されていることが話され、

その主な問題点として、当事者の意見を言 う場が確

保されていないこと、ステップアップができないこ

と、公務員並に兼職禁止などの縛 りがあるので重複

して他で働けないなどの報告がありました。神奈川

県からは、新規雇用が抑えられていること、川崎市

からは保育園や学童保育の場で臨時職員が多く、財

団職員として雇用されると地方公務員法からははず

れること、藤沢市からも臨時職員、非常勤職員が増

えている現状報告がありました。

酒井和子さんからは、大変な不況と言われては

いても男性の 9割はまだ正社員であること、一方、

女性の 2人に 1人は正社員ではなく、その結果男

女の賃金格差はこれまで以上に拡がっていること

が話されました。働き方の多様化が実は女性の非

正社員化を進めることにしかなっておらず、それ

が男女のさらなる賃金や社会保障の格差となって

いる労働現場の実態が明らかにされました。

また自治体での臨時職員について、職員定数が

決まっているにもかかわらず自治体のサービス量

は増えているために、その対応を非正規職員で

補っていること、そして正規職員の労働条件を改

善することと反比例 して、自治体の非正規職員の

雇用が増えてきたことが話されました。労働組合

はまさに男社会であり、その運動の焦点は現在の

組合員のアフターケアであるため、退職職員の再

任用制度などには熱心でも女性臨時職員のことは

問題外とされていること、また信 じがたいことで

すが、脱法行為は民間より役所でこそ頻繁に行わ

れていて、法を逸脱 した臨時職員の度重なる雇用

などの例が決 してめずらしくないことが報告され

ました。

酒井和子さんからは、市役所職員の協力を得な

がら人件費だけではわからない仕事の実態を洗い

出して評価すること、ヨーロッパでは当然行われ

ている就労時間調査を行つて仕事に関する価値を

計ることの提案がされました。また育児休暇の制

度を非常勤職員にも認める条例を作ることの提案

もあり、政治にたずさわる私たちは大きな宿題を

いただきました。

多様な働き方を可能にするためには、パー トタ

イムなどの短時間労働にも社会保障をつけ、フル

タィムとパー トタイムの間に双方向の行き来がで

きるようにして初めて、みずから多様な働き方を

選択できる条件が整ったと言えます。またワーク

シェアリングを単にペイ ドワークだけのシェアに

終わらせず、男女間のアンペイ ドワークのシェア

を行 うことで、男女がともに責任を持つてこの社

会を担 う体制ができるのではないでしょうか。そ

のための自治体の側からのモデル提案を、私たち

のチームが早急に行 う必要があることを確認 して、

フォーラムを終わりました。



本の紹介

ェンダー活動は効果あり
― 国際NGOオックスファムの経験から ―』 (上下刊)

編 :オ ックスファム・イキ・リス

監修 :星野昌子

発行 :特定非営利法人

WE21ジ ャノくン

頒価 :各 1,500円

あらゆる活動にジェンダーの視点を

本書は、南北を問わず世界中の様々な地域で活

動しているオックスファムのスタッフ男女36人が、

ジェンダー政策を実行する過程で気がついたことを

記したものです。

多様な地域・ポジションから個人発で現場の問

題を提起することによつて、多様性 (ジ ェンダー平

等に対してとるべき立場は決して一つではない)の

大切さを認識する.こ とから始めています。さらに本

書を参加型で作成し、組織構造、システムや手順、

女性の生活を形作つている制度などの背景にある価

値観にジェンダー平等の視′点を反映させ、組織や制

度を作り変えていこうとするものです。

ォックスファムは「公正な社会」をつくるために

国際的に開発活動を行つている団体ですが、すでに

15年以上も前から意識的にジェンダー問題に取 り

組み、「ジェンダー政策」や「ジェンダー専門家チー

ム」の作成、「ジェンダー・ トレーニング」などを

行なつています。私は昨年オックスファム日本事務

所を訪ねた折に「ジェンダー 。トレーニング・マ

贄川 恭子 (WE21ジ ャパン事務局 )

ニュアル」を拝見しましたが、まずその分厚さに驚

きました。こうしたマニユアルを通じて積極的に

展開されたジェンダー活動の成功と失敗の事例を

示し、その中から学んだこと一組織の構造や仕事

に「ジェンダーの要素を添加する」だけでは十分で

はなく、社会のあらゆる組織や制度を作 り直さな

ければならない一を記 しています。

「WE21ジ ャパン」では4年に波る活動の中か

ら、多くのことを学びました。海外支援活動は支援

金を波すだけではなく、地域に住む人々が自分達

の手で地域を作 り変えていけるように、力をつけ

ていく過程が大切であること。私たちと彼等が、お

互いの経験による知恵や力を出し合 う交流が有意

義であること。即ち「WE21ジ ャパン」の日々の

活動一課題を解決するためにメンバーが話し合い、

新たな動きを作 り出していくことが、私たちが

人々に伝えることのできる大きな力であることを

知 りました。ですから「人を育てる」「人々が力を

つける」という支援のキーワー ドは、私たちの活動

の中にこそ求められるべきです。

そうした意味からも、本書は開発活動に関わる

人だけでなく、社会を作 り変えていこうとする多

くの方々にとつて示唆に富むものであると確信 し

ます。 *下記研究会事務局または、WE21ジャパン

(Tel:045-440-0421)ま でお申込みください。
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特集

ぢへのパックラッシュ

曲解されるジェンダーフリー、リプロダクティプロライツ～

長沖暁子 (慶應義塾大学経済学部助教授 )

読売新聞の7月 23日 の社説は [男女共同参画]

「ジェンダーフリーの
″
呪縛

″
を解け」とい うも

のだった。書き出しは『「男女共同参画」の名 目

の下に、これ とはおよそ無縁の不可解な教育

が、全国の学校現場に広が りつつある。「ジェン

ダーフリー」教育である。言い換えれば性差解

消、つまり「男らしさ」「女らしさ」を全面的に

否定する教育だ。』、最近のバックラッシュの主

張をほぼ全面的に受け入れたものになってい

る。

その主張とは、ジェンダーフリーは男女の性

差 0性別を否定する過激な思想であり、日本の

文化や個々人の生き方へのテロリズムであると

するもので、これを進めると端午 (ま たは桃)の

節句はできなくなり、学校の トイレや更衣室も

男女共用になるというような極端な誇張でジェ

ンダーフリーヘの偏見をうえつけ、否定しよう

とするものだ。

そもそもジェンダーという概念は、現在男女

の資質・役割 と考えられているものが歴史・地

域を越えて普遍的だとい うわけでなく、特定の

社会の中でのみ通用するものだとい うことを明

らかにしてきた。このジェンダーこそ男女共同

参画社会を阻んできたものであり、ジェンダー

フリーは「男は・女はこうあるべき」から、一

人一人の個性を尊重するように変わろうとい う

ものだと考えられる。

しかし、ジェンダーフリーだけでなく、リプ

ロダクティブ・ライツ、性教育、そしてフェミ

ニズムとい う言葉が現在、攻撃対象になってい

る。

リプロダクティブ・ライツ (性 と生殖に関す

る権利)は 1994年カイロ国際人口開発会議の行

動計画で明記されたもので、もともとは女の健

康運動の中で障害者や第二世界の女に産まない

ことを、一方で先進国の女に産むことを強制す

るような人口政策に抵抗 して生まれ、女の人生

において妊娠。出産は重要なできごとであ り、

産むこと、産まないことどちらも決定するのは

当事者である女 自身であるとい う概念だ。

このリプロダクティブ・ ライツも中絶と若者

の勝手なセックスを擁護 し、奨励 していると歪

ごされ、ジェンダーフリーと中絶が家族・コ
ミュニテ ィーの崩壊 をもた らし、伝統的な家

族、女 と男の性別役割を守ることが必要だと主

張 されている。

◆共同参画基本条例をめぐる攻防

1999年に成立した男女共同参画社会基本法に

基づいて各自治体による男女共同参画条例が制

定 されているが、この条例か らジェンダーフ

リー、リプロダクティブ・ライツ、性教育に関

する項 目を削除し、男らしさ 。女らしさ、伝統

的家族の尊重 とい う言葉を入れる要求が相次い

でいる。例えば昨年 6月 宇部市で、男 らしさ女

らしさ、「伝統的家族」を尊重する内容の男女共

同参画推進条例が可決 されたことを皮切 りに、

千葉県では県が提案 した条例案に自民党が修正

案を提出し、堂本知事が修正に応 じず条例を廃

案にするなど各地で攻防が続いている。

条例以外でも『 思春期のためのラブ&ボディ

B00K』 ((財)母子衛生研究会発行)配布差 し止

め要求や、産経新聞による性教育批判キャン

ペーンなども行なわれている。



◆否定 され る女の、若者の自己決定権

このような女たちへのバックラッシュに対抗

しようと、6月 1日 に「第 16回女と健康国際行

動デー」in JAPAN集会 「わたし自身のことを決

めるのは誰ですか ?一攻撃される女 。若者 。か

らだと性の自己決定権一」が 「からだと性の法

律をつくる女の会」と「SOSHIREN女 (わたし)

のからだから」の主催 し、26グループの賛同団

体で開かれ、急な呼びかけにもかかわらず狭い

会場に90人近い人が参加 した (こ の行動デーは

1987年 にコスタ 。リカで開かれた第 5回女と健

康国際会議を記念 して毎年世界各地で行われて

いる)。

早稲田大学研究員の兵藤智佳 さんは昨年 12

月にバンコクで開かれた第 5回アジア太平洋人

国会議でアメリカが 「バンコク行動計画」に対

し、リプロダクティブ・ライツや若者の性を否

定する修正を要求 したが、もともとリプロダク

ティブ・ライツに積極的でなかつたイスラム圏

も含め各国の抵抗で否決 されたことを報告 し

た。ブッシュ政権は国連人口基金や国際家族計

画連盟への資金援助を停止 し、中絶の禁止と若

者への禁欲教育を主張 している。国内の動き

は、世界と連動 していたのだ。

また、公立高校の養護教員である高橋裕子さ

んからはこの 10年にわたる
″
人間と性

″
教育研

究協議会およびその会員への個人攻撃も含めた

「反」性教育キャンペーンの実態が明らかにさ

れ、千葉県男女平等条例ネットワークの出納い

ずみさんからは 1年半かけて作成 された千葉県

男女共同参画条例がどうして廃案にされざるを

えなかったかが具体的に語 られた。

現在、女たちが長い時間を経て手にしてきた

重要な理念 と概念が否定されようとしている。

この根つこにあるのは自己決定権を否定 し、家

父長制やパターナ リズムを復活させようとい う

動きに他ならないだろう。つまり「誰が何を決

定するのか」をめぐる闘いが起 こっているの

だ。

一連の動きは各地で組織的に進められている

ようだが、それに比べ女たちの動きは鈍かつ

た。この集会を期にネットワークを作 り、情報

を共有化 しようとい うことになった。

6月 1日 の集会でも中心的話題の一つになっ

た少子化社会対策基本法が 7月 23日 に成立 し

た。この法案は「女は産むべき」とい う圧力を

高め、産まない 。産めない女への差別を助長 し、

基本的人権や リプロダクティブ・ライツを否定

する可能性があるとい う女たちの批半Jは 、6月

26日 の森喜朗前首相の「子どもを産んでいない

女を税金で面倒を見るのはおかしい」とい う発

言によつて、杞憂ではないことが証明されてし

まった (同 じ場で大田誠一氏は「集団レイプす

る人はまだ元気があるからいい」と発言 )。

1982年優生保護法の改訂が問題になったとき

も憲法改正と家父長的家族の復興をセットにし

た動きがあつた。戦争への流れと出産奨励 。中

絶の禁止は連動 している。次々と起こる、バッ

クラッシュの動きに敏感になり、女たちが連帯

して闘つてい くことが必要な時代になってい

る。



研究会から
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今後に向

石上 :今 日は、第 3期 の 「新 しい公・共圏をつくる政

策・制度研究会」を再開するにあたり、この間の各チー

ムの取り組みから見えてきた課題や、新たに取り組む
べき課題を各座長より意見を出して頂き、ア ドバイ

ザーの先生方からもお話 しを伺って、新しい研究会の

方向性を探っていきたいと思います。

◆研究会・各チームの活動を振り返つて

梅野 :「 自治体の女性政策検証チーム」は、昨年の4月

頃に報告をまとめていったんはチームを終了しました

が、そのときの議論でや り残 した課題 というのが「女

性の労働」の問題でした。昨年 6月 の研究会報告集会
の際に、自治体の非常勤職員や嘱託職員の実態調査に
ついての提案が出され、女性たちが有期雇用を担つて

いるという自治体の実態を明らかにしなければならな

いと、引き続きヒアリング調査を行ないました。それ

も含めて、「女性の労働」に焦点をあてようと調査研究

を行なってきましたが、自分たちが納得いくまでには

至りませんでした。

石上 :労働に焦点をあてたいということですが、どこ

まで具体的なイメージがつかめていますか。

梅野 :具体的なイメージはつかめていませんが、昨年
の夏にチームで調べた自治体非常勤職員の女性たちの

状況を見ても、女性が周辺の労働を担つているという
ことが顕著に表れていました。行財政改革の流れにあ

り、役所でも正職員ではなく非常勤職員に仕事がシフ

トしているという現状を少 しは調査 しましたが、中途

になったままです。

石上 :私 も何かで、例えば弁護士や看護師等、職業別
に男女の比率が出ている資料を見たことがあります。

弁護士や裁判官の比率は男性が圧倒的に多く、看護師

等は女性が多いという統計が出ていましたが、さて他
のところはどうかというと、みんなイメージとしては

持つていても、具体的にはよくわかりませんよね。

横田 :男女の構成比が、一方に国家があって片方に家

庭や地域の生活があるとすると、国家に近いほど男性
の専従者に依存していると言 うことができます。司法、
立法、行政など、国家に接近 している部分というのは

まったくの男社会ですよね。それが、だんだんと女性

の比率が高まっているという一般的な傾向はあると思
います。

それから、戦後一貫して「労働政策」というのはど

こでも国の政策が中心で、今でも絶対に分権しないの

は「産業政策」とセットだからなんですね。日本の場

合は特に80年代「ジャパン・アズ 。ナンバーワン」の

時代に労働力が足 りず、女性たちがパー トで大量動員

されたときの差別的な政策がいつの間にか定着してし

まつたのです。ですから、労働 ということであれば、や

はり「パー トワークの開放」がテーマであり、重要な

着地点になるのではないでしょうか。

石上 :「年金 。税金/自 立のすすめチーム」はいかがで

す力、

井上 :年金チームのメンバーで会つた時、この間、急

速に社会保障制度が変わつてきたことや、経済産業省
から働く女性をバックアップする政策として年金問題
がいじられてきている話 しが話題になりました。世の

中の「働 く層」というものが大きく変化 していて、「働
かないですむ層」が家庭の主婦ではなくリス トラされ

た人たちにシフ トしているとい う状況があります。あ
るいは、外国人労働者等も相当入つてきているので
しょう。その辺 りの実像がつかめないと、社会全体の

制度というのがきちんと規定できないように感 じてい

ます。一番変化が大きいのは中間層のお母さんたちで

はないでしょうか。また、シングルのお母さんたちも

増えています。

石上 :こ れまでの「自治体の女性政策」「年金」「アン
ペイ ドワーク」とい う三本柱では「労働」が中心テー
マになってくると思いますが、その周辺にある様々な

状況に対 しての政策を、研究会の中でどう扱えば良い

か考えているところです。
「生活時間調査チーム」でいえば、この間2回 の生活

時間調査を行つたわけですが、4年経ち様々な法制度
が整備されている中で、現実にはあまり変化は見られ
ませんでした。今回はパソコンを駆使して、前回と違っ

た細かいデータ分析ができましたし、まとめとして十
分だつたかということとは別に、情報の蓄積としては

十分にあると思います。ですから、私としては生活時

間調査は今後4年 というスパンでは必要ないのではな
いかと思つています。もし、やるとすれば対象を変え

ないと絶対に違ったデータにはなりませんよね。それ
から、第 2期で「労働時間差差男1禁止法」を政策とし



て打ち出しましたが、その中身について具体化の必要

があると思つています。

また、若い世代の意識がどう変わつてきているかに

ついて、生活時間調査とは違ったかたちで調査する必

要性も感 じています。その3点が生活時間調査チーム

としては考えているところです。

梅野 :日 本で、特に神奈川県や横浜市で問題なのは、
M字型就労の非常に深い切れ込みが入つているという

ことです。これでは若い世代の労働が中断されますし、

深く切れ込むというのは、保育・介護政策などの社会

サービスが足 りないことの表われですよね。どうした

らそのM字型をなだらかにしていけるか、私たちが生

活時間調査をするとしたら、やはり30代 あたりに焦点

をあてるべきだと思います。

◆ 研 究 会 の 意 義 の 再 確 認

横田 :こ の研究会は政治集団がやる研究会ですから、

新 しい社会の枠組みを「つくり。かえる」ことに寄与

することが目的です。つまりそれは、自分たちの「参

加型システム」の実践からみると、アンペイ ドワーク

という働き方は実質的な価値を生み出しているのに、

日本では社会的に評価されないという差別的扱いに対

して、異議を申し立て、疑問を投げかけなければ自分

たちの政治目的が実現できませんね、という改革テー

マでした。
そして、この間研究会を進めてきたわけですが、そ

れ以前は神奈川ネットワ‐ク運動 (以下、ネット)の
メンバーのほとんどがアンペイ ドワークとは何かにつ

いて概念や言語を持つておらず、自分たちがやつてい

ることが「ペイ ドワークJと 「アンペイ ドワーク」の

はざまにある関係にあまりこだわつたことがなかった

わけです。その関係性をこの研究会では提起し、そし

て「ジェンダーフリー」「ジェンダーバイアスJあ るい

は「フェミニズム」の新 しい解釈の条件をつくりだし

浸透してきたわけです。

では、その結果としてネットはどういうエンパワー

メン トができたのか、あるいはできなかったのか。3期

目にいく前に、今までの研究会が、市民政策形成や改

革にどういう役割を果たしたのか、歴史的な意味での
「意味づけ」ないし「ポジション取 り」が必要だと思い

ます。

石上 :難 しいですね。私は2回 日の生活時間調査を通

して、データの結果よりも大勢の人に参加 してもらつ

たその過程に意味があつたと思つています。そ ういう

意味では、アンペイ ドワークという言葉の認知は当然

広がったと思いますが、結果報告を聞きたいから来て

くれというお呼びがなかつたのは物足 りない部分で、
残念です。こちらからも充分なアピールができません

でした。

横田 :全然足りないと思います。この研究されたポリ

シーがいろいろな分析に使われ、自分たちの活動方針

や政策をつくるときの根拠や前提になるわけです。要

するに、社会の矛盾やス トレスが何で起こつているの

かという現象を説明する基本になるわけです。ですか

ら、しっかり入つていれば根拠のある方針なり提案が

出てきていいはずですね。

石上 :そ うすると、「新しい公。共圏をつくる政策・制

度研究会」のあり方というのは、すべての社会の下地
の基本に流れるものをきちんと分析 して見せていくと
いう、そういう研究会であるべきだということですね。

◆現 状 と課題 の把 握・ 整理

矢澤 :第 2期で二つのチームに分かれてやつてきた調
査研究の結果、それぞれのテーマに関してかなり明確

になつてきたところもありますが、まだ詰められてい

ない課題が残つたまま選挙に入つたので、第3期のス

ター トにあたつては、そうした課題を整理する必要が

あります。
一方で現実はどんどん動いていて、年金制度改革論

議の進行や、配偶者特別控除の廃上に関しても、市民

女性の一般的な反応 としては、問題点を知らずに今あ

る既得権が廃止されることについての不安感のみがす
ごく広がっています。そうした人たちの不安が取り除
かれるような方向性を踏まえてそれらに応えるには、

政策集団としてネットが何を提起しなければいけない

かを考えていく必要があります。研究会では、これま

での研究をベースにさらにリサーチして、今一番取り

組むべき重点施策を提起していく役割が大事だと思い

ます。

また、若い世代や子育て世代、さらにはフリーター

という不安定な生き方が拡大している中で、若い世代
への呼びかけができる政策も必要だと思います。子育
て世代でいえば、30代前後、40代半ばぐらいまでの若
い父親たちが子育てに参加 したいという希望はかなり

強いのに (最近の調査では、8割位にもなる)、 現実は

それと逆行するように20代 30代の超長時間勤務や過

労自殺の増加などの状況があるわけで、そのギャップ

をどう埋めていくかという問題はすごく大きいと思い

ます。国会でも女性を中心とした超党派の議員連盟が
できていて、理念的にはオランダモデルなどのフルタ

イムとパー トタイムの格差をなくすような均等待遇政

策を、パー トタイム労働法の改正により(議員立法で)

実現しようとい う動きも出ていますので、それらも踏
まえて活動していく必要があります。

もう一つ、第2期での女性政策チームは自治体レベ

ルで調査をし、年金チームは国の制度改革にむけた提

言をするというように、国の政策 レベルと地域自治体
レベルの政策ではやれることが違 うわけです。両者ヘ

のネットのスタンスを明らかにし、それぞれのレベル

で改革を進めていくベースをつくるような調査をどの

ようにやっていけるのか、もう少 し整理 した方がいい

という気がします。
生活時間調査に関して言えば、この研究会が第 1期・

第2期 とアンペイ ドワークの調査を2回 もやつたとい

うのは画期的なことだったと思います。一方保育労働
と介護労働の現状については、政府が「介護保育サテ



ライ ト勘定」による貨幣評価を2000年 6月 に明らかに

しました。つまりこれは、政府が提供 している介護保

険サービス、事業者が有償で行なう介護保険サービス

等に対 して、通常は貨幣評価されることがない家庭で

無償で行なう介護、保育労働を含めた介護保育サービ

スの価値を、生産活動として金銭評価 して換算したも

のです。

その結果、家族が行なう介護・保育のアンペイ ド

ワークの占める割合について、介護では1.7兆 円 (介

護サービス生産額全体の37%)、 保育では7.3兆 円 (保

育サービス生産額全体の74%)が アンペイ ド部分だと

算出されています。つまり、介護は63%が社会化・有

償化されているのに対 して、保育は26%しか社会化さ

れていない。要するに、保育サービスは膨大な量が無

償で行なわれているということが数字で出されていな

がら、この点を改善するための政策的対応は放置され

たままなのです。男女別でみると、介護では女性の割

合が82%、保育では母の割合が86%で、それぞれ女性、

母親の役割が極めて重く、そのために「孤立する母親」

をめぐる問題や、ペイ ドワークを犠牲にしなければな

らない「子育て期」の女性の問題が深刻になっており、
これが日本女性に特徴的とされるM字型就労の問題に

もつながつているのです。

ここに今 日の日本のアンペイ ドワークをめぐる大き

な問題があることは確実で、21世紀の福祉社会を実現

するため介護・保育のアンペイ ドのケアワークをどう

社会的に男女が公平に受け持つかということが大きな

政策テーマとなつていると思います。

梅野 :「 ケアワークヘの権利」とか「ケアラーとしての

男性」という考え方がありましたが、要するに私たち

が出すべき施策としては、介護や保育を完全に社会化

することではなく、例えばアンペイ ドでの保育が可能

になるような働き方という逆さまのほうから問題にし

てきたのではないでしょうか。

それにしても、あまりにも女J陛のアンペイ ドワーク

に任されてしまつている状況があるので、ある程度の

水準までにはしていかなければならないと思いますが、

それと同時に、やはり8割もの男性が担いたいと思つ

ている子育てというものが可能になるような働き方を

保障する制度づくりが必要だと思います。女性も男性

もそういつたことが選べるぐらいのバランスになって

もらわないといけませんよね。

矢澤 :おつしゃる通 り、全部社会化すればいいという

ような極端な話 しになつたり、逆にそれは大事だから

お母さんがや りなさいということになつたりするのは

問題でしょう。梅野さんがおっしゃった「バランス」は

とても大事ですし、日本の今の状況は男性の働き方が

あまりにもひどいので、これを見直して仕事と家庭生

活が両立できるような制度や社会的合意の形成が今こ

そ必要です。

そのための一つの解決策として、先程の女性議員連

盟が取 り組んでいるのが、パー ト労働法の改正法案で

主な点は次のとおりです。つまり、法律の名称を雇用

管理法から労働者の権利法に改める。賃金、福利厚生、

解雇、退職などの労働条件について、通常の労働者と

の差別的扱いをしてはならない。フルタイムとパー ト

タイム双方の転換措置を講 じる。厚生労働省の勧告に

従わない場合は企業名を公表するなどです。

井上 :オラングの取 り組みついて、新聞記事で驚いた

たのですが、例えば部長等の重要なポス トを女性2人

で担つているというのです。あれは面白いですよね。そ

ういう制度をつくらないと、100%フルに働くという選

択をして管理職ポス トについても、例えば妊娠 したと

いつて働けない場合は、やはり女性には無理だという
ことになってしまいます。

横田 :オランダでは、パー ト労働の社会的評価を変え

ることによつて柔軟に男女平等に向かうワークシェア

リングを実現していますね。日本では女性が総合職の

ポジションをとり、管理職のルー トで企業や役所に就

職をし、その後パーセン トワークにスライ ドをすると

従来の権利は、当然には保障されません。問題は、も

う一度総合職に戻るのが極めて難しいということです。
こうした差別が当り前なだけ従来の男社会のルールが

残つているんですね。

私たちは、年金にしてもワークにしても、これまで

研究してきた中で政治的切り口をもつたと思いますが、
この2～ 3年その周辺の状況もすごい勢いで変化 して

います。もし調査をするとすれば、そこに新たにどう
いつた切 り口で研究課題 としていけば、政策や、新た

な運動展開の提起の切 り口になるでしょうか。

調査対象の設定、調査設計を上手くできれば、次は

そ うい う新 しい政策をつかみ出すための調査をス ト
レー トでやれるのではないかとい う感 じを、先生のお

話しを聞いて思いました。

矢澤 :調査対象者として考えるとすれば、たとえば生

活クラブ会員などの子どもたちには親を通 じてアン

ケー ト調査の依頼がしやすいですよね。結婚するかし

ないかぐらいの若い世代のリアルな意識がつかめると

よいと思います。

石上 :そ うですね。けれど、第二世代となると生活時

間というよりは意識調査ですね。

矢澤 :日 常の生活パターンについては、生活時間調査
の手法でコンパク トに項目化 して、ここだけは聞きた
いという点を設間にして盛 り込むといいですね。

昨今、フリーターやそれに類 した「パラサイ トシン

グル」とかが何かと話題に出ますね。たとえば私たち
の研究グループが横浜で取 り組んだ『都市環境 と子育
て』(勁革書房 '03年干J)についての調査から、提起 し

たのは、「子育て期のシチズンシップの保障の充実
を !」 という点です。日本ではまだ若い人の市民権の

保障、不安定化を増す社会で働 く若者への政策は何も

ないでしょう。それが歯止めのない少子化や将来の社

会保障プランの不安定化にもつながつているのではな
いかという気がします。必要なのは、シングルマザー

とかシングルファザーの問題なども解決しながら、「個
人単位化」して生きられる社会をどうつくるかという
テーマにもつながる政策です。今は親世代がわりと安

定しているので親にパラサイ トしてでも食べていける
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けれど、親の高齢化とともにそれもなくなつていく頃

にいつたい若い世代はどうなるのかという心配があり

ます。

横田 :そ ういう意味で、私の問題意識でいえば、年金

というようなものは国家補償でやった方がいいと思い

ます。しかし、募集制や共済というものをもつと身近に

引き付けてくるとすごく効率がいいんだ、ということ

を証明したいんです。世の中の議論は、セイフティネッ

トのつくり方について、国レベルのもの、自治体レベル

のもの、コミュニティレベルのものというように整理

できていないと感 じています。これは自治体でやつた

ほうがいいよ、これはコミュニティでできるじやない、
というような提案はおそらく我々しかできないのでは

ないでしょうか。それをすることによって、自分たちの

出した社会貢献と給付との関係が明白になつてくると

思います。

◆今後に向けて

石上 :今 出た段階で大まかに言えば、第 2期で十分詰

めきれなかった ところを、切 り口を少 し変えて取 り組

んでいく必要があるとい うところでいくつか示唆を頂

いた状況かと思います。

これまでの三本柱をそのまま継続 し、切 り口を変え

てやってい くこともできます し、全て変えるとい う方
「司

j性
もあ ります。その他、今後の方向性についてご意見

があれば、皆さんのほ うから出して頂きたいのですが。

井上 :第 1期 はネ ッ トも専業主婦の代表選手 として、そ

の 自己確認 を映 し出 してい く概念 としてアンペイ ド

ワークとい うものを何 とかつかみました。

そ して第2期 では、生き方・働 き方を選択できるんだ

とい うところまでいきましたが、今お話 しに出たよう

に、次の世代へ責任 もつてバ トンタッチできるのか と

い うところは、皆が気にしていることだと思います。で

すか ら、もつと生活クラブの組合員 も地域ネ ッ トのメ

ンバー も沢山入つて、半年あるいは 1年かけてでもこ

の成果を引き継 ぐ作業をする必要があると思います。

子育ても含め、次世代ヘバ トンタッチする政策を、女性

を研究の対象にするとい う研究会ができるといいです

ね。

横田 :新 しい体制をつ くるのに、世話人は今までの人

でもいいで しょうけれ ど、志高 く第 3期 の研究会をス

ター トさせたいですね。それには、これまでの成果や、

今の自分たちの課題に合わせて、ワーキングチームを

何本か立てて、調査も生活時間調査だけではなくて、む

しろ意識調査で、しかもそれは世代を広 くとり、あるい

はワークの分野を広 くとってや るといいで しょう。そ

れ らのワーキングチームに大いなる役害1や、や りがい

をイメージして、大ぜい参加をしてもらいたいですね。

矢澤 :打ち出 し方が人事ですね。

石上 :私は、ベーシックなところに女性政策があつて、

だか らこそ、その_Lに ある少子化や リス トラ等の問題

が解決できると思 うのですが、日本では逆に、女性政

策はその円の外にあるという感 じがしています。

横田 :女性に関する政策体系が、国の産業政策が基本
になつて組み立っているから、みんな上からくる。ス

ウェーデンやデンマークでは、ローカルアジェンダが

あるわけです。単なる環境政策ではなくて、社会と環

境をどのように切 り結んでいるのか、未来から現状を

見るという意味でもローカルアジェンダは非常に トー

タルです。ネットでもそのフレームはやったので、今、
石上さんが言われたようなことは、この研究会を通 し

てテーマにしていくこともできるわけです。

矢澤 :最後にまとめると、「税金・年金 /自 立のすす
めチーム」は、「社会や地域のセイフティネットづく

り」という方向で、共済の問題などを含め中身を明確
にして、調査研究の枠はもう少し広げておく必要があ

りますね。

それから「自治体の女性政策」という第 2期の「女

性政策チーム」の打ち出し方も、本当はジェンダーの

主流化政策といいたいけれどこれでは普通の人にはわ
かりにくいかもしれません。そ うなると、第2期 の研
究調査報告書のタイ トルにある「生き方・働き方を選
べる社会」を目指 して「仕事と子育ての両立」がキー

ワー ドになるかもしれません。仕事と子育てが両立で

きる社会づくり、地域づくりのためには保育サービス

の充実もさらに必要だし男性の保育保障も必要、その

ために地域でさらに取り組むべきことは?な どの問い

かけのほうがわかりやすいでしょう。
それから次世代へのバ トンタッチという視点につい

ては、第 1期 がアンペイ ドワークとい う切 り口で、第
2期がいろいろな生き方の選択につながるような政策
テーマの研究で、これまでは国レベルと地域レベルで

課題を取 り、Lげましたが、3期 目は、それ らの切 り口

とは別に、世代的な切 り口で新 しさを出し今までにな
かつた切口で調査研究をやつていく必要もあるのでは

ないかと思います。

石上 :研究会のめざすべき方向性がはつきりしてきま
した。今 日は、皆さん貴重なご意見をありがとうござ
いました。
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第 1章 生活時間調査

430組・860名 の男女に、アンケー トによる「第 2回生

活時間調査」を実施 しました。

第 1回に引き続き、女性のアンペイ ドワーク、男性の

長時間労働の実態が明 らかにな りました。
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