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ライフスタイルの多様化と税・ 社会保障制度
沼尾 波子 日本大学専任講師

男性は仕事、女性は家庭という分業体制は、当

たり前のものではなくなりつつある。社会保障

人□問題研究所などの調査結果1を 見ると、ライ

フスタイルや働き方に対する意識は急速に変化

していることがわかる。結婚後、出産後も仕事

を続けたいという女性の害」合は増えており、ま

たフルタイムで働く女性に代わって育児休暇を

とる男性七登場するなど、結婚・出産・育児と

いつたライフスタイルに関わる諸局面で、男女

を問わず、多様な選択肢が社会的にも認知され

始めている。

◇なぜ税制・社会保障制度の再検討か/・
 ・

Ъ
男女が仕事や家庭の場で自由に生き方を選択

するためには、雇用環境の整備が必要である。結

婚や出産後も、仕事を続けられるよう、出産。育

児休暇の充実や、休暇中の所得保障、復職後の

就業時間の配慮などが欠かせない。また、一度

仕事を辞めた場合でも、社会復帰できるように

職業訓練や起業支援策などを整備する必要が

ある。

さらに、これら一連の雇用政策に留まらず、現

在の税制 。社会保障制度を以下の 3点 から再検

討する必要がある。

◇多様な就業形態の選択を可能に

第1に 、多様な就業形態に対 して「 中立」的な

税制や医療保険、年金制度の整備である。所得

税の配偶者控除・配偶者特別控除制度は妻の就

労時間に歯止めをかける点がFol題視されている。

また、サラリーマンの妻は、年収 130万 円以上

で夫の扶養から外れ、自分自身で医療保険や年

金に加入 しなければならない。その結果、保険

料負担は増えるにもかかわらず、給付水準は夫

に扶養される場合よりも低くなりがちである。

このような負担と給付の構造は、もっと働きた

いという女性の就労をあきらめさせているのみ

ならず、不公平感を生む。税制や年金制度 が就

業形態の選択に影響を与えないことが重要で

ある。

◇家族形態に捉われない負担に

第2に 、家族形態に関係なく「公平」な負担と

なる税・社会保障制度を考えることである。課

税の公平性についてはさまざまな基準があるた

め、だれもが公平だと感じるような税・社会保

障制度を構築することは困難である2。 しかし、

例えば国民年金の場合、就業 していないサラ

リーマンの妻は第3号被保険者として保険料を

負担することなく年金加入できることになつて

いる。このことは、専業主婦と働く女性、サラ

リーマンの妻と自営業者の妻との間で格差や対

立を生むことにもなりかねず、再検討が必要で

ある。

◇育児 口介護の社会化

第 3に、育児・介護等、これまで女性が家庭で

アンペイ ド・ワークとして担ってきた対人サー

ビスを社会的に供給する体制整備が必要である。

従来、日本の社会保障制度は、育児や介護を家

庭の中で、とりわけ女性が担うことを前提とし

て設計されていた。しかし、女性が家庭の外で

活躍する道を選ぶためには、こうした対人サー

ビスを社会的に担う仕組み/DN必 要となる。

◇税・社会保障制度の個人単位化

では、これらの課題に答えて、ライフスタイ

ル多様化の時代にマッチした税・社会保障制度

をどのように構築していけばよぃのだろうか。

税や社会保障負担と給付について、夫婦や家

族を単位とする考え方を改め、個人を単位とす

る方法が有効である。具体的には、ドイツや米

国などで採用されている「 2分 2乗方式」の導

入が検討に値する。2分 2乗方式とは、夫の所

得と妻の所得を合計し、その値を 2で割ったも

のを夫婦 1人 1人 の所得とみなして、これを基
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準に所得税、年金、医療保険を個人に帰着させて

計算するという方法である。専業主婦のいる世

帯における夫の稼ぎは、妻の貢献があっての結

果であり、これは二人が協力して得た稼ぎとみ

なすのである。加えて年金では、生涯の負担額に

比例した形で給付水準を定める方式を採用すれ

ば、単身世帯や共働き世帯の女性が専業主婦に

対して抱いていた不公平感を払拭できる。その

うえ、所得を一定額に押さえることで得られた

配偶者控除のメリットもなくなることから、年

収制限を気にすることなく、自由に労働量や就

業形態を決めることができるようになる。 さ

らに配偶者の死別や離婚に際しても、婚姻期間

の妻の貢献が 2分 2乗の計算によって明確化さ

れていることから、離別により年金給付が保障

されないという現在生じてぃる問題は回避され

る。また 2分 2乗法の採用は、アンペイ ド・ワー

クを通じた家庭での主婦の貢献が、社会的に認

知されることを意味する。このことは専業主婦

にとって、夫の稼ぎで食べさせてもらっている

という意識を手放 し、夫婦それぞれが社会の中

で一定の役割を果たしているという意識を裏付

けることに結びつく。

◇育児・介護を地域社会で

女性の就労と密接な関わりのある育児・介護

を社会化するしくみについては、地域社会の レ

ベルで対応を考えることが必要である。これら

対人サービスは、地域によって必要となるサー

ビスの質 0量 が大きく異なるため、全国画―的に

供給することは適切とはいえない。自治体が一

定の主導権を発揮するのであれば、地方税とし

て所得税や消費税の一定害」合を国から移譲 し、

この財源を用いて介護・育児などの対人サービ

スニーズに応えることが 1つ の方法である。比

例税方式が適当であろう。育児・介護を自らの労

働力で担う専業主婦の場合、所得が少ない分だ

け、税負担割合も少なくてすむ。しかし、日頃、

地域のなかで生活 してぃれば、労働提供を通じ

た社会参力0が可能となる。これに対し、共働き世

帯の場合、地域社会の活動に労働提供できない
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分、外で稼いだ所得に比例した税負担による社

会参加を果たすことができる。

◇選択肢を拡げるために

多様なライフスタイルに対して中立的な税・

社会保障制度は、1人 1ヽ人の選択肢を幅広いも

のにする。しかしながら、他方では、自分とは

異なる他者の選択を認める必要があり、社会的

な合意形成を難しくする場合がある。互いの立

場の違いを許容しながら、介護・育児などの

サービスや、年金 0児童手当などの現金給付に

ついて、負担と給付のあり方を社会的に決める

ことが重要課題となるだろう。そこでは、社会

を構成する人々の間での共感と社会連帯の意識

が、基本となることはいうまでもない。

1  総理府「職業を持つことに対する女性の意

識」に関する調査結果、国立社会保障人□問題研

究所「 結婚 と出産に関する全国調査 (独 身者調

査 )」 結果などを参照

2 公平性に関する一つの基準としてオル ドマ

ン=テ ンプルの 3原貝」が有名である。そこでは、

①独身者は同額の所得を有する片稼ぎ世帯より

も多くの租税を負担すべきである、②片稼ぎ世帯

は、同額の所得を有する共稼ぎ世帯よりも多くの

租税を負担すべきである、③共稼ぎ世帯は、合計

で同額の所得を有する2人の独身者よりも多くの

租税を負担すべきである、という3つ の原貝」が挙

げられている。

ぬまお なみこ

日本大学経済学部専任講師 専門は財政学。地方財政論

著書 『地方に財源を』(共著)東洋経済新報社1997年

『福祉政府への提言』(共著)岩波書店1999年など
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「政治」には、駆けヨ|き とか党派性という意味が

あります。女性を「純粋で、か33い 」存在にしてお

きたい側が、女性が「政治的」になることを嫌つて

きました。さらに、市場や家族・個人にゆだねられ

ない重要な決定という意味もあり、ここから女性

を遠ざけることは、男性にとって都合のよい伝統

でした。

近代的意味の「政治」には、お互いの異質性・多

様性を認めあって、対立した意見をぶつけ合い、

その上でより優れた決定をおこなうという意味

もあります。ところが、日本にはこうした者えは

十分には根付いていません。全員が同じ意見を

持っているのが望ましいという「和」の者え方が

あって、少数の異なる意見を押さえつけること

が、「全員一致」の美名の下におこなわれてきたの

です。ここで、全員が合わせるべき見解とは、「オ

カミ」の決定や、一握りの有力な年長男性が談合

して決めたものでした。自分の意見を、例え多数

派のものと違 っていても堂々と述べることがで

き、また他の人も少数者の意見や多様lllを 認める

ことが、日本の「政治」の近代化のために不可欠で

す。これは、女 lllLが いつも父や夫や地域のエライ

人 (年長の男性)に合わせてきた伝統を、うち破る

ことでもあります。

「政治」には「政策」という意味もあります。外

交 0防衛政策や経済政策といった、いわば「大きい

政治」と、福祉・教育・環境。街づくりといった「身

近な政治」があります。女性は、「身近な政治」が得

意だが、「大きな政治」は苦手だといわれてきまし

た。しかし右肩上がりの経済成長はとっくに終わ

りました。福祉や教育に金をかけようとすれば、

防衛や産業政策や公共事業の予算を肖」らざるを

得ず、少ない予算でどう防衛や経済を組み立てる

のか、「大きな政治」にも関わらざるを得なくなり

ました。また、近隣諸国との友好関係なくしては、

安心して福祉や教育を受けることはできません。

さらに日本経済のグローバルな拡大を前提にす

れば、いわば地球村の町内会活動にあたる、国際

貢献を欠かすこともできません。軍事的な貢献で

なく、どう平不0的な国際貢献を展開していくか

が、他国の産物を食べたり身につけたりしている

岩本 美砂子 二重大学教授

私たち日本の女性にも、求められているのです。

「政治」とは、「政府 (国・地方)」 だけにかかわるも

のでしようか。1960年代後半から大きく展開した

第 2波フェミニズムは、「個人的なことは政治的な

ことである」と言いました。人工妊娠中絶や避妊、

性暴力といった、それまで個人的な問題とされて

きたことも、男と女の権力関係に関わるという意

味で「政治的」であり、この力関係の社会的構造 (法

律や行政含む)に 関わるという意味で「政治的」な

のです。性や生殖の自己決定権や、暴力からの自由

を女性が主張することも、十分「政治的」です。

さらに、福祉・教育・環境・街づくりや国際援助

をめぐって、いまや数多くの女性中心のNGOが
活動を展開しています。これは「公共」の領域に関

わりながら、「政府 =宮」でなく「非政府」のネット

ワーク/Dt拡大しているということです。「公共」の

問題を担うことを「政治」とすれば、NGOの 発展

こそが現在の「政治」の鍵を握っているということ

になります。そして、NGOの 内部での多様性。N

GOの間の多様性をどのように尊重していけるの

かが、これからの日本の「政治の質」の向上に欠か

せない注目点だと言えるでしょう。

こうしたNGOの いわば「非公式の政治」から、

議会や行政といった、「公式の政治」に代表を送る

ことも、1980年代から進行してきました。今日、政

府の活動をNGOが 補うのでな <、 市場とNGO
では行き届かない部分を補完することが、政府の

役割になりました。政府とNGOと の協働こそが

「新しい政治」であり、NGOに 足場を持つ議員や

首長は、この両者のコーディネーターとして欠か

せない存在になってきたのです。

*この論文に関連して『ニューポリティクスの政治学』

を6ページに紹介しています。

いわもと みさこ

二重大学人文学86教授

著書・論文 「女のいない政治過程一日本の55年体制

における政策決定を中′らに」『女性学』日本女性学

会、新水社1997年。『ワー ドYッ プ フェミニズ

ム』(江原由美子。金井淑子編)新 曜社1997年 他
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盤三
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i[寺 間言周燿豊ヮーキングチーム
石上恵子 チーム座長

第 2回生活時間調査は、6月 8日 ～21日 のうちの

3日間に決定しました。チーム会合は現在までに

7回開催され、調査のために準備を重ねていま

す。以下に調査の実施要領を掲載します。

今 回、調査 に先立ち、調査 員募集を兼ねて

フォーラムを開催することに致しました。長野大

学産業社会学部助教授の古田睦美さんをお呼び

して、アンペイ ド・ワーク、ベイ ドワークを男女が

共に担える社会をめざして、生活時間調査をする

意味について理解を深める場にしたいと思いま

す。ぜひご参加ください。

生活時間調査実施要領 2001.3.13

く目的〉

1 1997年 に行つた生活時間調査に引き続き、第 2回

目の調査として、参カロ型システムに係わる日本の女性の

ワークの実際の傾向を調査するため、生活クラブ運動グ

ループ組合員を対象に生活時間調査に取り組む。

2 女性のアンペイ ドワークについて世間で言われている

家事・育児労働に対し、女性たちのコミュニティ・ワーク

及び知的ワーク、クリエイティブ鎗J造的)ワ ーク、エモー

ショナル (情緒的・精神的)ワークの存在と価値を実態調

査から浮かび上がらせる。

3 前回の調査では約 6害」の組合員が何らかのワークをし

ていることがわかつた。 4年経ち、社会状況の変化の中

で、3生協 (生活クラブ生協、福祉クラブ生協、コミュニティク

ラブ生協)組合員の生活時間がどう変化しているか調査を

行い、実態を把握する。

4 女性 。市民による生活クラブ運動におけるアンペイ ド

ワークの社会的価値を明らかにし、特に組合員自らが自分

たちの活動を評価できるように支援する。

5 経済至上主義の浸透により、ワークをお金でしか価値

評価できない商品化社会に対し、アンペイ ドワークの評価

のオルタナティプを示す。

6 当研究会は独自にアンペイ ドワークの側面であるコ

ミュニティ。ワークの評価基準を模索し、日本の各種ア

ンペイ ドワーク研究に寄与するとともに、女性の社会的

地位向上をはかる際の評価を社会化し、政策や手法に反

映する。

く対象〉

1 3生協組合員・・・組合員名簿からの無作為抽出によ

リサンプルとする。ただし、生活時間調査に賛同をいただ

いた生協及びプロック生協を対象とする。

2 基本的に、組合員とその夫を対象とする。

く調査員〉

1 神奈川 NET会員及び参カロを希望する生活クラブ運動グ

ループメンバー

く調査方法〉

1 本人による記入を原則とする。

2 アフターコー ドで (活動分類は本人ではなく、調査後

研究会が行 う)実施する。

3 主活動と従活動を調査する。(女性の生活の場合、知的

ワーク、クリエイティブワーク、エモーショナルワークの

多くは、従たる活動の中に存在すると考える)

4 調査 日は各人平 日・土曜 。日曜の3日 間。

5 海外や国内の実態と比較するため、 ILOや 総務省の

分類、方法を参考にする。

6 調査内容についてはプライバシーを守るため、無記名

でまた返信用封筒で返送する。

g曲17-キング千―ム報告

アンヘイト・ワークを測定する

生涯壼時匿lヨヨ宣スクートフォー

ジエンダーフリー、ワークシェアリング

の社会をめざして

日時

4月 28日 (土 )14:00～ 16:30(受 付13:30～ )

■講師

古田睦美さん (長野大学産業社会学部助教授/社
会学・女性学)(論文 :「 アンペイ ド・ワーク論の課題

と可能性」 (『アンペイ ド・ワークとは何か』藤原書

店 2∞0年 )他。この論文については『unpald wOrk』

15号に掲載しています。)

■会場

フオーラムよこはま

(桜木町駅徒歩 7分 ラン ドマークタワー13階 )

■資料代 500円

■主催 神奈川ネ ッ トワーク運動

新 しい公・共圏をつ くる政策・制度研究会

■定員 100人  申込み先着順

■問い合わせ・申込み

TEL:045-651-201l FAX:045-651-2081

(担 当 :牧 嶋 )
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税金 0年金/自立のすすめ
ワーキングチーム

井上亮子 チーム座長

おそらく、ほとんどの人が年金制度は難しくて

わからない、と言うに違いありません。それほど、

日本の年金制度はつぎはぎだらけ、まるでパッチ

ワークのようだ、といわれています。高齢化によ

る将来の財源不足から給付抑制策が強調されて、

制度改定の度に給付水準が下がつてきています。

予想外の少子化と婚姻率の低下が財源不足に現実

味を与え、年金はますます不安な制度となってい

ます。

1968年のカルチェラタンでは、学生。市民が、来

たるべき高齢社会・低成長社会を予言して「 GN
Pなんて豊かさの指標じゃない |」 と04び、1973年

の第 1次オイルショックを経験した労働者・市民

は、労働時間短縮。ジェンダー。フリーをIEX策化し

て、ワークシェア社会への道筋をつけたのでし

た。ひるがえって日本は、1968年 にGNP世 界第

2位の「 1快挙」を遂げました。1973年 には「国民皆

保険 0皆年金」を達成し「福祉元年」を標榜したも

のの、オイルショックが起こるや「福祉見直し」へ

と、なんと1年の間に180度の政策転換が起こりま

した。日本の社会福祉は経済に従属する形で扱わ

れてきたことがここではっきり証明されました。

福祉の見直し論は受益者負担主義の「 日本型福

祉社会論」へと変わり、「家族の介護」至上を基本

骨格とする制度に仕上がってゆきます。国際社会

では、1979年 の国際婦人年には「女性は働くこと

が人権」という宣言が出され、1980年代の先進国

では「ジェンダー。フリー」が市民運動として高揚

します。日本の1980年代は、といえば、第 2次臨調

答申による行財政改革が効を奏したのか、オイル

シ∃ックの経済危機を脱し、1987年には遂にGN
P世界第 1位の経済大国にのし上がりました。こ

のとき「企業戦士」の夫を家庭で支えたのが「専業

主婦」です。これを社会政策化したのが、配偶者控

除、配偶者特別控除などの税制でした。年金制度

においては第 3号被保険者問題がそれです。税金

や年金制度に強力なジェンダー・バイヤスがか

かっていたわけです。

ジェンダー問題と財源不足問題、1,200万 人の

第 3号被保険者の存在、25%の保険金未納者によ

る国民年金空洞化…・。政党に対策はあるのか、取

材したところ、明確に政策化している党はない、

と判断せざるをえませんでした。学者や専門塚は

どうか、チームのメンバー 6人が手あたり次第か

き集めたいくつかの論文を調べるうち、岩波書店

の神野直彦、金子勝編の「『福祉政府』への提言」に

出会いました。なぜ、パッチワーク年金なのか ?

―それは、理念なき改訂をくりかえしたからであ

る。では、年金制度の理念とは ?―社会的連帯と

協同の制度である。この本から私たちに突き束」

さつたのは、年金制度の主体性を取り戻せ、とい

うメッセージでした。

現在、政府が進めている年金制度改革は、問題

を財政問題にスリ替えたことが、間違いのもとで

す。「はじめに理念ありき」なのです。

自分たちの生涯生活のことを、自分たちで決め

られなくて、どうする! 自分たちの福祉政府を

つくるのがキーなのです。財源は何とかなる、方

法論もいくつかある、という境地にやっといたり

ました。

さて、私たちのチームは、いよいよレポー トの

まとめ作業に入ります。
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自治体の女性政策を

検証する ヮーキングチーム
梅野 りんこ チーム座長

私たちのチームでは、東京都、神奈川県、横浜

市、川崎市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市の各自治
体における女性政策の比較検討をめざして活動し

てきました。地域での女性の活動として、PttAや

社会福祉協議会、町内会や老人会、子供会、など

の女性役員の比率を調べてきましたが、結果は予

想していた以上でした。つまり、会員数は圧倒的

に女性が多いにもかかわらず、予算や方針の決定

をする役員には、女性の参加が極端に少なく、ほ

とんど男性が占めています。各自治体を並べて表

にしてみると少しずつ誤差はあるものの、その傾

向は歴然としていました。政治の場でも、地域の

生活の場でも、女性達が決定の場にいないという

構図が、はっきり明らかになりました。

また、自治体の女性政策とされてぃるものの中
には、バリアフリーの街づくりや、ヘルバー派

遣、ごみ問題までが女性政策の中に入つており、

これらのIEX策 の扱いをどうすればいいのか、何を

比較検討の対象とすればよぃのか、チームでは毎

回、調査の進め方について議論をしてきました。

これまで、手探りで進めてきて気づいたのは、福

祉や都市計画等と違って、女性政策はそれだけを

独立 して所管する局がないため、女性政策として

政策が作られるわけではなく、男女共同参画推進

室のような局の一部所が、各局に散らばった事業

の中から女性政策らしきものを拾って女性政策と

しているということでした。

そのために自治体同士を比較しようにも、比較

対照できるような政策の作り方になっていないこ

ともわかりました。

今後は女性政策と目されているものを自治体ご

とに表に表わし、予決算を書き入れていくこと

で、少しでも比較ができればと考えてぃます。

曲 ワーキング手―ム報告

国 珊 査 ヮ_キングチーム

チーム座長蟹沢道子

アンベイド・ワークの測定を !

神奈り|1県知事に市民提案
～国勢調査ホットラインその後

国勢調査にアンペイ ド・ワークの項目をいれる

提言をするために、昨年 10月 に行われた第 17
回の調査に際し、ホットラインを開設し、アンペ

イ ド・ワークに関する意見を広<市民から間きま

した。ホットラインヘの意見は全部で 318件 。

そのうち半数以上の方 (158件 )か らアンペイ

ド0ワークに関する意見を聞き取ることができま

した。この詳細は『 ∪NPAID WORK』 16号 で既に報

告済みですが、まとめられた市民提案の 5項目に

ついて再掲します。

1.ア ンペイ ド・ヮークの実態を調査するため

の生活時間調査を行うこと

2.国勢調査にアンペイ ド・ワークに関する頂

目をいれること

3.国勢調査結果をあらゆる政策にいかすこと

4.国勢調査をいかした結果を市民に知らせる

こと

5。 調査方法、調査項目に関しては人権侵害と

ならないよう充分配慮すること

神奈川県は市町村から国勢調査に関する意見・

要望をとりまとめ、県としての意見 0要望もいれ

て国 (総務省)に報告書を提出することになって

いることから、3月 1日 に、前述の 5項目について

知事に提案しました。

今後、国勢調査ホットラインを一緒に取り組んだ

東京、千葉の生活者ネットにも0乎びかけて、国の関

係局と円卓会議を持ちたいと考えてぃます。
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「女性のライフスタイルの変化等に対応した

年金のあり方に関する検討会Jについて

所 彩子 法政大学大学院博士課程

平成 12年 7月 19日 より、厚生省「女性のライフスタイルの変化等に対応した年

金の在り方に関する検討会」(1各 称 :「女性と年金検討会」、座長 :お茶の水大学生活

科学学部 袖井孝子教授)が <個人単位化 >、 <第 3号被保険者制度 >、 <遺族年金 >、

<離婚時の取り扱い>、 <パー トタイム労働者の年金 >に ついて、平成 13年末の取

りまとめを目指して審議を重ねています。この検討会は、平成 10年 10月 9日 に

年金審議会が提出した「国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見」書中の「女

ll■ をめぐる年金」については、多くの課題があり、これらの課題は年金に限らず、民

法、税制等幅広い分野にわたることから、女性の年金に関しては、民事法制、税制、

社会保障、年金数理などの専門家からなる検討の場を設け、早急に検討に着手すべ

きである」という指摘に基づいて設置されたものです。構成委員は 166で 、上記

意見書で例示された分野の専門家の他、主婦、弁護士、農業経営者、料理研究家も

含まれています。

当検討会は―般公開とし、また、議事録は厚生省ホームページにおいて公表されて

います。これまでに第 3回 までの議事録が公表されていますが、これを読むと第 3

回までは主に、厚生省側より年金制度の現状や年金審議会でなされた議論の説明等

が行われてきたようです。ただし、この説明自体にジェンダーバイアスが相当入つ

ているとの指摘も委員からありました。 (第 2回検討会 住田委員発言)

第 3号被保険者制度は、昭禾060年の年金改正で導入された制度です。この 15年

余りのあいだに女性のライフスタイルは大きく変化 し、今後さらに変化 していくも

のと思われます。現状への応急処置的対処ではなく、女性のライフスタイルの長期

的変化を視野に入れた審議がなされることが期待されます。

ところ あやこ

法政大学大学院博士課程 法律学専攻 (憲法学)

アンペイ ドワーク    17号 2001年 3月 25日発行

新しい公 。共圏をつくる政策 。制度研究会情報誌

この研究会は、神奈川ネットワーク運動、生活クラブ生協とその関連団体、福祉クラブ生協、ワーカーズ

コレクティブ連合会、その他学者、研究者、市民により構成されています。また、研究会の費用は神奈川

ネットワーク運動県議回、横浜市議団およびり|1崎市議国の調査研究費が活かされています。

原 稿 募 集

アンペイド・ワークに関する原稿、また本誌や研究会についてのご意見や感想などありましたら、お寄

せ<ださい。氏名、連絡先を明記の上、下記までお送り<ださい。

投 稿 /問 合 せ /定期購 読 申 し込み

新しい公・ 共圏をつくる政策 。制度研究会

〒231-0006 横浜市中区南仲通4-40 」ヽ島ビル2階

Tel i 045-651-201l  Fax : 045-651-2081
E―man kgnet@kgnet.gr.ip

発行者 石上恵子             定価 200円
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し い 公・共 圏 を つ く る 政 策・制 度 研 究 会 情 報 誌

■ 特1集 :生‐活時間調査スタニトフォー■ラム
ー
基調講1演
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|■     ‐友沢ゆみ子 .(生活時間調1査チ■ムメンバ…)
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フォーラム 基調講演
● ● ● ● ● ● 00000000000000● 00000000o

E男女がともに担える社会を目指して
古 田 睦 美   (長野大学産業社会学部助教授)

日時  :2001年 4月 28日 14:00～ 16:30
場所  :フォーラムよこはま

参加者 :100人

(3)ア グリビジネスの台頭と国際貿易体制
70年代、先進工業国はバイオテクノロジーの発展を

背景にしたアグリビジネスの発展があり、穀物、食料
の輸出国へ転換 していきました。南から北へ食料が流

れるとい う、植民地時代から続いた世界の分業構造が

大きく転換 していつたのです。工業的措置を加えた

物、科学的に操作された物、科学的な投入物 (農薬、危

険な物)を投下した食べ物が商品として流通するよう

になりました。

80年代に、イタリアでは小さい男の子の胸が大きく

なつてしまうといった、直接的な影響が出てきて、E
U諸国は食べ物についてかなり慎重な態度をとるよう

になり、輸出入禁止、生産の禁止 。規制に踏み出して

いきました。しかし日本のような、購買力があつてな

おかつ市民の力が足 りない所には危険な物がどんどん

入つてくるようになりました。

農産物のこの流れを作 り出した国際的ルールが、G
ATT、 WTOで あり、戦後、アメリカを中心とする

グローバ リゼーションのなかで態勢が整えられていき

ました。

2.誰も幸せにしないパクス・アメリカーナ時代の

グローパ リゼーション

南では累積債務が問題が深刻化 して、より貧困化が

ひどくなりました。北はよかつたのかというと、アメ

リカ国内でさえ資本が流出してしまい、失業が増え、

リス トラ・民営化が起こりました。また、これによっ

てセーフティ。ネットの破壊などが起きると言われて
います。

日本でも産業の空洞化、小規模農家の駆逐があり、
90年後半には労働団体が出した政策の「総パー ト化」

があります。このような背景のなかで西洋の社会では

少子化 。高齢化問題、環境問題などが行き着くところ

まで行つたとい う現状があるわけです。

ll l.ジ ェンダー分業から見た世界システム
■以1上の問題とジェンダーの問題がどのように関連し
ているかについては、エコ・フェミニズムの観点から

みると、非常にすんなりと説明がつくようになりまし

た。ジェンダー分業とは、男性がフルタイムで働 くペ

イ ド・ワーク、女性がアンペイ ド・ワークですが、そ
の分業の観′点から見ると現状はどうなつているでしょ

うか。

専門は女性労働で、パー ト労働 とか家内労働の研究

をしています。社会調査をしていくなかでアンペイ

ド・ワークの問題を測定することと家内労働はからん

でいることがわかり、研究がこちらにだんだんシフ ト

してきました。

私が勉強してきたフェミニズムは、どちらかという

と唯物論系のフェミニズムで、日本のなかではエコ・

フェミニズム (=エ コロジカル・フェミニズム)に分

類されています。この視点からみると、環境問題、ジェ

ンダー問題、世界的な国際分業の問題は 1つに結びつ

き、現代的な意義が非常にわかりやすいので、これを

中心にお話 します。

■li資本 主 義世界 シス テム の現在

1.1日 本における食と農のグローパリゼーションと私たちの生活

(1)食糧輸入の増大と食料自給率の低下

アンペイ ド・ワーク論を考える上では、生活の質を

考えるという視点が重要です。身近な食問題から考え

てみると、まず 日本の今の食生活はグローバ リゼー

ションの波に影響されています。「世界の食料を買い

あさる日本」と言われ、2%の人口が穀物の 11%、 肉

の22%、 水産物の30%を 消費 し、消費しきれない分は

ごみにしていて、「ごみ問題」も起こつています。

食料自給率は低下していき、98年 のデータでは 39

%、 穀物では26%です。世界的な分業構造のなかで、

南側が食料生産、北が工業国とい う偏見があり、「食物

の自給率が低 くなるのは当り前」と思われがちです
が、先進国のなかで日本はだんとつに食料輸入が多い

国です。これは、「先進国だから、工業国だから」とい

うことではありません。国際システムのなかで、日本

とアメリカの関係、市民の力が弱いことが農業政策、

貿易政策に反映し、このような結果になつています。

(2)食の安全と食文化

現在、添加物、ポス ト・ハーベス ト、成長ホルモン

等々の問題があります。バンダナ 。シヴァというイン

ドの女性研究者は、アメリカ型の文化が各国の文化を

侵略しているのを「ハンバーガー文化による食文化の

侵略」と呼び、ファス トフー ドを食べることで、クロー

ン病などの社会問題が起きていると指摘しています。

これをエコ・フェミニズムの言葉では「サブシステ

ンスの危機」と言います。サブシステンスとは、命あ

るものが生き暮らすことで、「生命の維持と再生産」と

い う意味です。この生命の維持と再生産が、北の豊か

な国でも非常に危機的な状況になつているのです。



特集:生活時間調査フォーラム基調講演

1.男女の経済的社会的格差

(1)男女の経済的格差

資本主義社会においては「稼ぎが多いほうがえら

い」、「稼がないとだめJと 評価され、男女の経済的格

差に付随して、社会的地位の格差が生 じてきます。女

性がアンペイ ド・ワークをし、男性がペイ ド・ワーク

をしている、という分業が格差の原因です。

国連によれば、「女性は世界の労働の 3分の 2を
行つているにもかかわらず、収入は 10%で しかなく、

資産は 1%に も及ばないJと あります。ということは、

結果的に男性は90%の収入をせ しめ、女性には 10%
しか来ない。資産はもつとひどく、99%が男の名義に

なっている。

アンペイ ド・ワークとペイ ド・ワークの分業は、女

性が働こうとするときにも影響を与えます。第一義的

に、「女性はアンペイ ド・ワークの責任を果たしたあと

で、働きたかつたら働いてもいいよ、許可してあげる」

という認識が世の中にあります。こうなると、第一義

的には主婦なのだから、「男性の正社員に比べてパー

トのおばちゃんの賃金は半分でいい」という社会通念

が日本では成 り立っていたわけです。

(2)女性のアンペイ ド・ワークの実態

では世界で女性のアンペイ ド・ワークはどのように

なつているのでしょうか。
85年 のFAO(国際連合食糧農業機関)の データに、

特にアンペイ ド・ワークのなかでも「インフォーマルセク

ター」と呼ばれ、統計のない部分、正規雇用ではない

部分、ちょつとした小売業、農業労

働、家内労働を担っているのはほ

とんどが女性である、とい うデー

タがあります。特にグローバリゼー

ションの中、国際市場で通用する商

品作物を作つている農業には男性

が入つて、農薬や機械を使つて働

いているが、地域で安全な食料を

作って地域に供給する、といつた

命をつなぐ生産的な労働は女性が

担っている、とい うことが明らか

になつています。

農業労働だけでなく、先進国に

おいては専業主婦の労働 と言われ

る、消費労働、ケア労働、ボラン

ティア労働、コミュニティ労働な

どが女性によつて担われています。社会的な活動をし

たい場合、言い訳をし、謝 り、許可を得なが ら出ると

い う状態に陥つているのが 日本の女性の現状ではない

か と思います。日の前にいる命 を生きなが らえさせ る

ために、また再生産のためにどう考えても必要で、こ

れがなかった ら社会が成 り立たない労働 をす るのに、

なぜ謝 りなが らや らなければならないのか ?と い うの

が女性のなかに不満 としてたまつています。これがペ

イ ド労働だけが価値が高いとされていた社会の価値観

の問題だつたわけです。

2.ジ ェンダー分業と産業社会

～エコ ロフェミ世界システム論から見た世界～

(1)転倒 した世界

現在の世界は、「転倒 した世界」だとエコ。シェミニ

ス トは言います。経済成長率が高いと、生産性 。経済

性が高いなどと言われますが、その内実は農業や遺伝

子の組み換えの開発競争などが行われ、「先進国の豊

かな社会Jな どと言いつつ食生活を破壊 している現状
があります。

また、生命にとってほんとうに大切なものの価値が

低く見積もられている世界です。命のための労働、使

用価値自体、安全な食べ物を作る労働といったものを

評価 していくべきだ、とエコ・フェミニス トたちは言
います。

今 日の社会のなかでは、ついに資本主義は人類の生

命力や生命そのものを食いつくし、死んだ資本として

蓄積 しようとしている、そ ういう段階に来ています。

(2)世界システムの中の「主婦」一国際分業構造の一部
ジェンダー問題をエコ・フェミの世界システム論の

視点から分析 し、なぜアンペイド・ワークを女性が担 う

ようになってきたのかについて説明をします。

ai近代産業社会が産みだした「ジェンダー型カップル」の理想
「アンペイ ド・ワークが女性、ペイ ド・ワークが男

性Jへ と割 り当てられたのは、近代の産業社会以降で

す。こうして、「主婦とサラリーマンが理想のカップ

ル」と言われ る

世 の 中にな り

ま した。「働 く

センスのない、

経 済力 が ない

主婦」と「生活

セ ンス のない

サラリーマン、

企 業戦 士」 が

くっ付 い たの

轟 が ジ ェ ン ダー

型 カ ップル の

理想像です。

そ して、ジェ

ンダー化 され、
「生活セ ンスの

ない企業戦士」がたくさん出てきて、彼 らが開発する

新商品で環境問題が起き、社会問題になってしまう。
「使い捨て商品の開発」、「ポス ト・ハーベス トのよう

な毒を食物に混ぜて遠 くへ運ぶ」ことや、「遺伝子操

作Jも 考えついてしまうからです。

b.主婦化

近代の産業社会は、「主婦化」というプロセスにあり

ます。先進国で専業主婦になれる層では、片割れのペ

イ ド・ワークをしている男性の賃金が高いという現象
があるので、見えにくいのですが、問題は共通してお

り、第一義的に「女は主婦なんだから」とい うイデオ
ロギー的なレッテルが貼られるのです。

一ｒｗ硫市面臨



資本主義が家内労働からもうかる労働だけ切 り離し

て工場へもつていき、男性の労働者を集めて集約的な

生産をや らせるようになったのです。家内でやってい

た、人間が生きていくために必要な労働、生命を維持

していくために必要な労働が、アンペイド・ワークとし

て、工場以外の所に置き去 りにされてしまった。男性

をペイ ド・ワークの工場労働に資本が引き出したあと、

その他すべての必要なことは残っている女の人がやつ

てください、という分業構造をつくつたわけです。

だが、いったん「主婦化」が起こると、女性労働の

価値の低下が起こります。女性の労働は価値の低いア

ンペイ ド・ワークとされる。と同時に女性のサブシス

テンスからの切 り離しが起こつてきます。 (サブシス

テンス生産は、生命を維持 し、再生産 していく生産で

すが、その生産の基盤から切 り離されてしまう。)では

現在の主婦がどれだけサブシステンスから切 り離され

た存在として都市で存在 しているでしょうか。

食料品が危なくなつてしまつた今、無自覚に「期待

される主婦」の役割をやっていると、アグリビジネス

の作つた商品である危険な食料をせつせとスーパーか

ら運び、原発などの危険なエネルギーを使いこなし、

第二世界の女工さんが作つた電化製品を使いこなして

家族に食べさせてしまう。家族の生命を企業に差 し出

すエージェントの役割をさせられ、しかもそれをただ働

きでやつているのが、現在の普通の主婦の状況です。

では自覚的に、どのような仕事をしていけばいいの

でしょうか。アンペイ ド・ワークでもいいのですが、

自分がどのような存在になるのか、このグローバ リ

ゼーションのなかで何をやつていくのかを考えていか

ないと、ひとことで言 うと、「巨大資本の末端労働者、

自由のない強制労働者」になってしまいます。

ですからこれは、アンペイ ド・ワークではなくペイ

ド・ワークになればいい、とい う問題ではないのです。

質の問題を問うています。どんな働き方をするのか、

グローバリゼーションのなかで自分がどのような位置

にいるのかとい うことを考え、選択 していくことで

す。アンペイ ドであっても重要な仕事はたくさんあ

り、引け目を感 じる必要は全然ありません。

アンペイ ド・ワークとペイ ド・ワークのバランスを

はかりながら、質的なところを考え、選択 していくこ

とが、自由のない強制労働者からの解放であり、自由
のある労働者になることです。(ア ンペイ ド・ワークを
評価していくことは、この質のところを見直していく
ことであって、「ペイ ド・ワークに全部しろ」というこ

とではない。)こ の辺がエコ・フェミニズムからみたア

ンペイ ド・ワーク論の意義だと思います。
以上をまとめると、工業を中心とする近代の価値

観によって過小評価されてきたインフォーマルセ

クターのなかの農業、家事労働、南の国の労働と

いつた、その地域で生命を維持し、家族やコミュニ

ティを維持 している労働の復権を、ということで

す。つまり世界が転倒 しているのであつて、女性が

やつてきたことは正しいのだ、という発想であり、
これがエコ・フェミニズムからの提案です。

「 ||1世界を紡ぎなおす

～
持続可能な社会システムづくりへ向けて～

1.エ コ・ フェミニ世界システム論の主張

では実際にこの視点をどう生かしていくのかについ

て話します。以下は、マリア・ミース「すべての人に

食料を」(『食料と女性』1998.PARCフ
゛
ックレット)か らの抜

粋です。

『資本家的かつ家父長的な「自由市場」の主要な価値

に代えて、これまでのフォーマルな経済の中で日に見

えないものにされ、過小評価されてきた価値こそが重

視されなければならない。これらの価値は、他の人び

とや環境への関心と配慮、協力と相互扶助、生命の保

護への関心、充足感と、そして人間関係を大切にする

ことに根づいた「よい生活」についての新しい概念を

含んでいる。こうした経済では、最大利潤を求めるの

ではなく、自然、女性や子ども、生命の保護が、その

中心にすえられることになる。』

これがサブシステンスな生産をつなげていく、サブ

システンス社会への展望です。抽象的な理念ですが、

それぞれの地域や国の政策のなかで具体的に、やれる

ことからやっていくことを提起しています。

2.ア ンペイドロワークの測定と男女共同参画社会の創造

(1)国際的な動向

では実際どのようにしていけばいいのかということ

で、国際的な動向を紹介 します。

それまで男性 と女性を区別 した統計 とか、

女性のアンペイド・ワークの統計などはなかった

ので、1975年の「国連国際女性年」以降、ジェ

ンダー統計の整備をしていこうということに

なりました。85年「ナイロビ会議」、91年「女

性差別撤廃委員会」、95年 「北京会議」のなか

で、「女性の見えぎる貢献を特定し、計測する

ための具体的措置を講ずるべきだ」と言われ、

各国に義務づけられていきました。

方法としては「サテライ ト勘定」といわれ、
GDPと か国民経済計算に載ってこないアン
ペイ ド・ ワークを補助計算として集計 してい

きます。「環境保全のための活動」「少子高齢化

対応のための活動」「家族を維持させるための

活動」といつた、再生産のための活動がここに

含まれます。
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(2)国 内の現状と課題

日本の経済企画庁も、総理府の基礎データを経済的

に評価 した報告を2つ出しています し、「介護・保育サ
テライ ト勘定の研究結果」も出しています。

質的にはNETの 「新 しい公・共圏をつくる政策・

制度研究会」が行つた 4年前の調査は精度が高いもの

です。私たちも上田で、農家の女性のアンペイ ド・ワー

クを計ったりしています。(「塩田地区農家女性のアン
ペイ ド・ワーク」(1999年 調査).2001年 )

3.福祉国家の対抗戦略

現在、政策的に、アンペイ ド・ワークを量的に把握

するところまで来ています。では計つたあとどうする
のかという展望をもつために、世界的な動向について

お話 します。

(1)アメリカ型グローバ リゼーションヘの対抗とし

ての EUの政策

今、進行 しているのはアメリカ型市場のグローバリ
ゼーションで、一言で言えば、西洋人がやつている資

本主義です。しかし西洋のなかでもいろいろあり、「ア

メリカ型グローバ リゼーション」に対する最大ブロッ

クがEUで、オルタナティブな政策を出しています。
工業中心の近代の価値観によって過小評価されてきた

価値を、どう復権させるのかという観点からみてもお

もしろいので以下にまとめました。

a.市民社会の確立、強化

これは契約社会 としての福祉国家、とい うことで

す。従来福祉国家というとスカンジナビア・モデルの

ような、スウェーデンとか北欧がモデルの大きな国家
で、国が全部丸がかえでやっていて、国の予算も非常
に大きいものでした。

これも捨てがたいのですが、EUのなかでは別のも
のが出てきています。従来の大きな福祉国家は、個人
と国家だけでしたが、その中間にある、まさにNET
がやつている公・共圏の「共」を市民社会と呼び、こ
こを強化 しようとするもので、市民社会、NPO、 ボ

ランティア、ワーカーズ。コレクティブといった「共」
の主導で政策を作 り出していく。
公・共・私複合の多様性を保証する方向は「福祉経

済ミックス」などといわれます。例えばイギリスでは

市場が一番ヘゲモニー (主導権)を もつていますが、

その他は「共」が主導権をもち、それに国が予算をつ

け、再配分するときに国のメカニズムを利用する。私

的な企業のサービスもあるが、あくまでも共が主導権

をもつ、とい うことが展開されています。

b.農業政策

日本のアンペイ ド・ワーク論のなかで抜けている点

ですが、EU諸国では60年代以降食料自給率は上がっ

ています。地域や国での「自給」が政策に入 らないと

結局、グローバ リゼーションのなかで、地域がやって
いけなくなってしまう。

ではグローバリゼーションにいかに対抗していくの

か。日本のように零細企業が中心のスイスでは、憲法

に 「小麦の自給とか備蓄態勢」が明記されているし、

流通価格を保障するのではなく、「酪農とか食肉価格

制度保証」で直接農業者保護をしています。そ うしな
いとWTO違 反 となり、アメリカに提訴されてしまう
からです。またグリーンツーリズムのような、農業と

環境の政策のなかで農業者を補助 していく。なおかつ

環境政策のくくりで、毒を作る農業者でなく、サブシ
ステンスな有機農業をしている人に環境の予算をつけ
て保証をしていく。それと消費者が連帯して、地域社

会で回 していくシステムをつ くっていく。「自給率
アップと直接保障」は、日本で大きく抜けているとこ

ろです。

c.女性政策
90年代には「女性にやさしい福祉国家」と言われる、

福祉国家についての比較研究が行われました。ジェン

ダーの観′点から有名な、シーロフの研究では、「家族福

祉の充実度」と、「女性労働の良好度」を指標にして

取つたもので、図の右上に行 くにしたがつて女性に

とってやさしい福祉国家になります。 (※紙面の都合
上、資料は割愛させて頂きます。)

どうすれば、このような政策を日本でも現実化でき

るか。今までのように大きな福祉国家を望むオルター

ナティブでなく、福祉国家のなかの政策の何を適用で

きるのかという視点でやっていく時代になってきてい

ます。

d.社会民主主義の挑戦
EUは社会民主主義政権、イギリスは労働党政権で

すが、1992年に 10数年ぶ りに「社会主義インター第
21回大会」を開いて「パリ宣言」を出し、このなかで

グローバル化、 IMFの 質の転換、市場を利用 して
「共」が主導権をもつていくことがうたわれました。

(2)オランダロモデルとコンビネーション・シナ リオ
オランダが注目されるのは、EUのなかでも経済成

長率を維持し、失業をくい止め、労使関係の安定を図
り、ワークシェアリングを達成 し、しかもジェンダー

分業を是正していくという、パースペクティブをもつ

ているからで、EUのなかでも「オランダ 。モデルに

学べ」と言われています。これは労働組合、企業、政

府が一斉に協力して政策化 していかないとできないも
のです。

オランダでは均等待遇を保障していくため、96年に
「労働時間差差別禁止法」ができました。 日本では、
パー ト、フルタイムといった雇用形態による賃金格差

があつて当り前ですが、オランダでは、「同一価値の労

働をしているかぎり賃金格差が 5%以上あってはいけ
ない。それにはボーナスも入れ、保障も入れる」とい

うのができた。

1時間当たりの時給に直したとき、フルタイムで働
いてもパー トタイムで働いても同じ、というのがオラ
ンダでは実現されています。

こうなると、何時間働くか、を自分で選ぶことにな

ります。だが日本の「総パー ト化路線」は「1つでは

食えない労働をいくつもやつて食いつなげ」とい うも
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のです。これとは全然違い、どれを選んでも生きてい

ける状態です。「フルタイム労働」の週 36～ 38時間で

も、「大パー トタイム」の週 30～ 35時間でも、「ハー

フタイム労働」の週20時間働いてもいい。そのほかは

自分の好きな自由な労働、社会的活動、ケアのための

労働、アンペイ ド・ワークといつたものをやつてもい

いし、それ らをやつても生きていける世の中をつくつ

ていく。とりわけジェンダーについてはオランダは、

女性差別が非常に強いので、男女の分業が均等になつ

たというわけでもないのですが、ただ選択肢として何

をしていても生きていける状態、自由な労働をする時

間を保障する社会にしようということです。このよう

なイメージを、今後のアンペイ ド・ワークの調査にも

つなげていくべきだと思います。

<コ ンビネーション・シナ リオ>
これは「アンペイ ド・ワークとペイ ド・ワーク」、「市

場と社会保障への依存度」といったように、自分で組

み合わせて設計 していくものです。例えば日本ではい

つも、ワーコレに確信をもつていても食つていけない

というジレンマがつきまといます。だから均等待遇と

かコンビネーション・シナ リオをや りながら、社会的

意味のある活動とかアンペイ ド・ワークを選択したと

しても生きていける保障のある社会にしていこうとい

うわけです。

ジェンダーの観点でい うと、コンビネーション・シ

ナ リオは「2人で 1.5の収入のある労働 +0.5の 生活

そのもののための時間」です。子どもや老親のケアに

も、自分たちの労働力で創造的に関わるようにする。

このような内容をつ くる時間を保障 していきます。
0.5の部分をやつたとしても、2人合わせて 1.5の収

入があれば、社会保障を充実させて、生きていける世

の中です。

ところがアメリカや 日本はあくまでもダブル・イン

カム・モデルを追求していて、しかも総パー ト化。労

働時間を長時間化 し、社会保障は全然なく、怪我をし

たら終わり、というのがアメリカや 日本のモデルです

が、それとは全然違います。

(3)課題

1992年の「社会主義インター第 21回大会」の「パリ

宣言」のなかで、「市場経済と市場社会は違 う」という

ことが言われました。これはNGO的な言い方でまと

めると、「持続可能な発展」ではなく、「持続可能な社

会」ということで、まさにサブシステンスの視点です。

サブシステンス生産の復権、「共」の主導、新 しい市

民社会的契約のあり方を追求していくこと。つまリア

ンペイド・ワークとして置き去 りにされ、市民権がない

存在のままこき使われるようなことは認めない。ジェ

ンダー分業の是正をするというような視点の入つた政

策作 りにつなげていけば、アンペイ ド・ワークの測定

は、大きな実 りがあるのではないかと思います。
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アンペイドワークを測定する生活時間調査の実践

97年度に実施 した生活時間調査では、生活クラ

ブの組合員約 180人 に依頼 し、結果生活時間調査ヘ

の参加は、女性が124人、そのパー トナーの男性が

75人だつた。
この調査は、日本で初めてとも言える大変に詳

細な時間調査であった。土曜、日曜、平 日の3日 間、

24時間を10分刻みで自由記述方式により記録 して

もらい、その行動をアフターコー ド方式と言われる

方法でコー ド分類 し、時間集計するもの。

調査対象者に対しては、ほぼマンツーマンで調査

方法を説明し、アンペイドワークを記録・集計・分析

をすることの大切さ、必要性をお話 して同意を得

ただけに、そのデータはまさに多様なアンペイド

ワーク・コミュニティワークが記録されていた。

男女ともに12時間労働、男性のワーク時間の94

%はペイ ドワーク、女性のワークの 77%はアンペ

イ ドワークと言 う結果は性別役割分業の実態が

はつきりと現れるものだった。そして、それまでの

～ 97年の生活時間調査の手法と結果から見えたこと～

友沢ゆみ子 性活時間調査升…ムメンバ…
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総務庁の社会生活基本調査では把握 しきれていな

かった、コミュニティワーク (社会的活動)が多様に

行われ、平 日で、平均 2時間 56分 という時間がか

けられ、このワークが地域社会の中で主として女性

たちによつて担われていることが明らかになつた。

また、この調査では「ながら行動 (従行動)」 も

あわせて記録 してもらうこととした。その結果、特

に女性たちが、アンペイ ドワークを多様に、そして

重ねながら行つていて (洗濯機を回しながら掃除機

をかけ、子どもの宿題を見る、というように)その

ワーク時間を主行動と合わせると一 日約 14時間

ワークにもなることがわかつた。

この 97年の調査では、女性たちの約 6割が、何

らかの収入を得る仕事をしてお り、一方介護をして

いる人の数は、8人に留まった。この 4年間の社会

情勢の変化の中で、生活クラブ生協に属する女性た

ちの生活はどのように変化 したのか、今回の調査結

果が興味深い。



キングチーム研究報告

/自立のすすめチーム

座長 井上亮子

、私たちは、武蔵大学社会学部助教授、国広陽

子さんに講義をうけました。以下、その概要を報告 し

ます。

年 金 に お け る 男 女 格 差 の 現 状 と課 題

1.年金額の男女格差 (報酬比例部分の格差)が大

きすぎること。

現役時代、長期間、高所得を得た勤め人が豊かな年

金を得る設計であり、女性の受給金額は男性のほぼ半

分である。

因みに、20年以上保険料を支払つた場合の年金月額

平均は、男性が 200,490円 、女性が H5,109円 と、

85,000円 以上もの格差がある (96年度)。

2.被扶養配偶者 (第 3号被保険者)の保険料負担

に不公平があること。

第 2号被保険者の被扶養配偶者が保険料を負担せ

ず、厚生年金制度全体 (雇い主と第2号被保険者全員)

で負担している。したがつて、性別役割分業世帯を中

心的モデルにした年金制度であること。

3.パー トタイマーヘの年金運用がほとんどされ

ていないこと。
パー トタイマーの7割以上が女性であり、雇用され

て働く女性の3人に 1人がパー トである。また、再就

労女性は2号に復帰せず、ほとんどが 3号になるとい

う、いわゆるM字型曲線に表現される日本型の女性就

労を反映している。

これは、妻の収入を家計補助とみなす夫婦の働き方

と深く関連 し、年収 130万 円以下のパー トタイマーの

妻は3号 となり、企業は夫側の厚生年金にただ乗 りと

なる。

4.遺族年金にも専業主婦世帯が優遇されていること。

夫に扶養 され、一方で中高年女性の就労が困難な中

では、高齢女性にとつて遺族年金の持つ意味は大き

かつた。現状では、年金保険料を負担しない第 3号被

保険者がその保険料を負担 し続けた2号被保険者の年

金より高額の遺族年金を受給することが少なくない。

夫の遺族年金で暮らす女性の方が、働き続けた女性よ

りも豊かな老後を過ごせる遺族年金制度は、女性の労

出典 :各自治体刊行物より

*1神奈川県は政令市を除く

*2神奈川県、横浜市、川崎市

平成12年 4月 、川崎市、藤沢市

茅ケ崎市は平成13年 4月

5.離婚の際の年金分割 (報酬比例部分)が しにく

い現実があること。

厚生年金制度では、2号被保険者であっても夫婦の

格差が極端に大きいため、老後の生活への不安から中

高年女性が離婚に踏みとどまる原因となる。第 1号・

第 3号被保険者には報酬比例部分がないため、離婚後

は基礎年金部分のみであり、第 2号の夫と離婚すると

老後不安になる。離婚の際の年金分割を可能にする法

改正が求められている。

自治体の女性政策を検証するチーム

座長 梅野りんこ

座長 自ら「五里霧中チーム」と名付けたほど、この

自治体の女性政策検証は困難を極めました。調査が深

まり、データがそろえばそろうほど、自治体同士の比

較は、まるでグラムとメー トルを比較するかのような

様相を呈してきました。

手探 り状態の中ではありますが、とりあえず自治体

で女性政策とされている事業を、① ドメスティック

・バイオレンス②ポジティブ・アクション③ リプロダ

クティブヘルス/ラ イツ④相談事業⑤アンペイ ド・

ワークの 5項 目のキーワー ドで、検証 してみようと作

業を進めています。

まだ充分な検証はできていませんが、これ らのキー

ワー ドを通してみると、女性政策と言われるものは、

いつたい誰がどこで何を根拠に作つたのかという疑問

を感 じざるを得ません。とい うのも、実態に即した施

策が行なわれているとはとても思えないのです。

例えば、神奈川県は全国平均より保育所の定員率

は低 く、待機率が高いとい う状況 (下記表参照)なの

ですが、その中でも特に遅れている横浜市は望生、増

加する保留児対策として、 5年間で 6000人の子ども

の受け入れ増を図るために、「緊急保育計画」を策定し

ました。しかし達成年度である今年 4月 になっても保

留児が1758人 と昨年に比べ223人 も増えてお り、計画

を立てた時の読みが実態からかけ離れていることがわ

かります。

【表―保育所定員率及び待機率自治体比較】

働について抑制力となる。



これが、よく言われる「新たなニーズの掘 り起こし」

なのですが、実はこのニーズの掘 り起こしとい うの

が、大変なポイン トだと気が付きました。つまり、外

に出て働こうという意欲を持つていても、はじめから

あきらめて保育園の順番待ちに登録すら行なわない女

性の存在が、そこから読めてくるからです。はじめか

らあきらめている女性の存在は、ニーズの掘 り起こし

と言 う場面でやつと表に出てくるのです。

少子高齢化、女性の社会進出などの社会変化は、い

つも実態の方が先に進み、施策は後からついてきま

す。それもぎりぎりまで実態を無視 し、いよいよこの

ままではという状態になつて対策がとられるのが、巫

たちの国と自治体の特徴です。実態と施策のタイムラ

グは考えられないほど大きく、その狭間に陥つて、数

字に表れないニーズを抱えすべてを引っかぶってし

まつているのが、地域で毎日を暮 らしている私たち女

性なのだという実感が、覚えのある痛みを伴って浮か

び上がってきます。

女性が男性 と同じように、自分の人生を自分の望む

ように生きたいと、人として当然の事を願 う時に、ひ

とりひとりを大切にする成熟 した市民社会なら当然

もつているはずの政策を持たないこの国では、政策の

遅れが女性たちに大きくのしかかり、無言の圧力で、

女性たちの生き方を縛 ります。都市化、核家族化、孤

立化、少子化の中で、毎 日母子密着を強いられ、追い

詰められている女性たちの実態から見ると、今、問題

になっている幼児虐待にもまた違つた光が当てられる

のではないでしょうか。

私たちの「五里霧中チーム」も、そろそろまとめの

段階に入 ります。今本当に女性たちに求められている

自治体の女性政策とは何か、現場の生の声から生まれ

る政策を自治体がつくつていくにはどうしたらいいの

か、私たちチームの仕事は、あまりにも実態と乖離 し

ている自治体の女性政策の現状を、市民の前に明らか

にすることだと考えます。

子差別撤廃条約選択議定書
「個人通報制度」について

I        F~f彩 子 (法政大学大学院博士課程)

1  1999年 10月 6日 、「女子差別撤廃条約選択議定

: 書」が国連総会で採択されました。議定書の効力

1 発生には10カ 国の批准を必要としていますが、イ

: タリアの批准をもつてこの要件が満たされ、昨年

1 12月 22日 に発効 しました。

1  議定書の最大の意義は、「個人通報制度」を定め

| たことにあります。この制度は、差別による被害

| を受けた女性や集団が、裁判等 自国の救済手続き

, によつては救済されなかった場合に、国連の女子

1 差別撤廃委員会に直接訴えることができるとする

| ものです。通報される事案としては、賃金や昇進

| における差別や家庭内暴力 (DV)等が予想されま

| す。通報を受けた委員会は、通報者、当該国及び

1 国連事務局から提供される書面をもとに審理 しま

| す。そして、当該事案が差別撤廃条約に違反 して

| いると判断した場合には当該国に適正措置を求め

| る意見や勧告を出します。この意見や勧告には法

1 的拘束力はありませんが、当該国は意見や勧告が

: 採択されてから6ヶ 月以内に書面による実施報告

: をしなければならず実質的効力はあるといえます。

:  わが国は未だ批准 していません。これに対して

: 昨年 9月 に出された男女共同参画審議会答申では、

:「女性にかかわりの深い国際約束のうち女子差別撤

: 廃条約の選択議定書や ILO条約等の未締結のも

| のについて、世界の動向や国内諸制度との関係に

' 
も留意 しつつ、男女共同参画の視点から積極的な

: 対応を図つていく必要がある」(下線筆者)と して

| います。
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渠鴨妻 かながわNPO大学2001年春季講座「ジェンダー問題入門」最終回講演禄

自治体の基本条例の課題を学ぶ

,漁ヒ三了
リーの社会を中ざす事たち

男女共同参画社会基本法と

は じめ :こ

今 日のテーマは 「男女共同参画基本法 と基

本条例の課題を学ぶ」です。横浜市でも今年 4月 に

条例ができましたが、今後この条例を、男女平等実

現に向けどのように使 うかを考える上で必要な留

意点についても、お話 します。

基本法と条例制定への動きの原動力となつたも

のは、実は「女性差別撤廃条約」という、日本も1985

年に批准した条約なのです。そこでまず、この条約

について世界の動きとともに検討 します。

その後、基本法、基本条例の内容について簡単に

お話し、今後、市民やNPOは、何をしたらいいのか

という課題についても考えてみましょう′

|■■                                            
「

■ジェンダー 問題の グ ローバル化

1946年に国際連合に「女性の地位委員会」がつ

くられました。そして 1975年を「国際女性年」と

決め、「第 1回世界女性会議」が開催されました。社

会的・文化的につくられてきた男女の区別、つまり

ジエンダーの区別が、単なる区別ではなく、女性に

対する差別を生んでいることを提起 してきた女性

たちが、一堂に会 して訴えた女性差別撤退への動

きは、その後大きな国際的な流れとなったのです。

ジェンダーという言葉も、そうした中で徐々に浸

透 していきました。

国際女性年に続く、1976年から1985年までが、

「国連女性の 10年」と定められ、1979年に「女性

差別撤廃条約」が、国際的な基準として、つまり法

律的に拘束力のある国際文書として国連で採択さ

れました。その後、85年に日本政府もこれを批准

しました。

こうして 80年代以降は、女性問題がグローバル

な課題となり、80年のコペンハーゲンでの第2回世

界女性会議、85年のナイロビでの第3回世界女性会

議、そして95年の北京での第4回世界女性会議と、

多様な南北の女性問題が少 しずつまとめられ、各国

が共通に取り組むべき世界的課題が明確になってき

ました。

矢 澤 澄 子 (東京女子大学教授 )

日時 :2001年 7月 3日

そうした動きを、底流で支えてきたのが、世界各

地の女性たち自身による市民運動でした。70年代

から、平等、開発、平和、環境、人権、労働、参画、

暴力、貧困、抑圧 といつた、世界の女性に共通の

テーマが運動の中から提起され、それらを解決す

るための戦略や手法が話し合われました。

この流れをグローバル・フェミニズムと名付け

たり、また戦略のキーワー ドを、エンパワーメン

ト・アプローチといったりします。それは、女性た

ちが自立、自助、共助、公助を通して力をつけ、自

らの社会的状況を自覚 し、問題解決に取り組んで

いこうという戦略のことです。

■ジエンダー秩序 と女性の政治・社会参画

男女の経済。政治。専門職等への参画の度合いを

国際的に測定するものに、95年に国連が開発 した

GEM(ジ ェンダーエンパワーメン ト測定 gender em―

powerment measure)と いう指標があります。

日本は、HDI(人間開発指標 human development

index)は、3位から4位ぐらいですが、それを男

女別に見たGD!(ジェンダー開発指標 gender― re―

lated development index)で は少 し下がり、さら

にGEMで計ると38位から、2000年では41位 と、順

位は相対的に下がり気味です。経済力や教育力の

全体的なレベルの高さに比べ、GEMが非常に低いの

が日本特有の問題になっています。

「ジェンダー秩序」という言葉があります。社会

秩序、つまり社会構造と意識の絡み合った問題で

みると、日本は男女の地位や役割が非常にアンバ

ランスな男性上位社会になっている。そこで、男性

中心の制度や組織、意識、つまり、ジェンダー秩序

を変えていくことが、GEMの 改善に向けた大きな課

題です。

また、女性の地位向上への政策等は、社会参加か

ら社会参画へと90年代以降レベルアップしてきま

した。しかし現実はというと、女性が職場進出して

も、実際には正社員などのコアは男性で、女性は

パー トや非常勤、派遣という周辺部に相変らず固

定化されている。これは男女の不均等待遇の結果

であり、社会参画のアンバランスですから、正さな

ければならないのです。



それには、日本などでは、どの分野でも参画のレ

ベルが、ほぼ一律に「男が 9、 女が 1」 とい うような、

現在のジェンダー間のアンバランスを、ジェンダー

イコール 「5対 5」 にすることが国際的課題です。

そのために実施 された方策の具体例 としては、

フランスのパ リティ法 (※政党の候補者名簿を男女

半々にする)や北欧諸国のクォータ制 (※参画等の制

度上で、男性 と女性の比率を割 り当てる)な どがあり

ます。そ うい う国際的戦略を、日本でも参考にして

取 り組んでいく必要があるで しょう。

2■ 女性の地位向上への原動力

―リーガル・リテラシー (法 識字力)の 獲得―

■女性差別撤廃条約 について

では実際に「女性差別撤廃条約」がどのようなも

のか、条約の基本理念からみていきます。

携鰍 lm憮 鷺 r」表す
|ことです

=11111■
■■   ‐      |

■|これ|は「男|は仕事1女は家庭」「男は男らしく」「女
|は女ら|し |く11と ,ヽう|た伝統的な考え方は、男女が
|「人間|ら|しく||「自1分ら|しく1生きることを制限する

|とtヽう1認識|の
1上にた|つ

|ものです「 ‐|‐ ■
■1例|え|ぎ1子|ども|の1養育|は母親の役割という伝統
|||な考|え

1方●対|して|「粂1約11は「子の1奉育には署
1事凛|び社会全体|が■|1草年を1集つ|||||が必要す.||‐

|る」と言うてもヽますよ||■ ||■■■■■||■■■|■ |
||こめよぅに「個人の尊巌」を追求|する権利を導く|

|‐

「条約Jの基本理念を活か―レ1日本‐政府ヽ 1男奏|がF^|
1間 らしくJ「自分らしく

=1年

き|る●■|が|で

=|る

IF男 ||

1女1共同参画社会」の創造に向けでき|ま|ざま|な1取,|
1組みをしています: ■‐■■■|||||||||■

1‐ 111:|:::||■ || ‐‐    ‐|      ‐ |  |||||■ ■ ■■■ ■ ■ ■ |■■ 11■■■■■■ |■ |

11ら|■|||||||“轟轟条轟|11'''1■|
||く女手差別撤廃条約研究会●|九州市

=女
性ヤンター、1110年 )||■ |

■拳ネ10,11ネ||口■|||‐ ||| |  ||  ■||■ |■

こういう条約の理念から、日本での「共同参画社

会」という言葉が出てきていることを理解するこ

とが大事です。この言葉は、男女が何でも一緒にす

ればよいと安易に理解する人がいますが、条約の

基本理念から発 していることをしつかりと考えて

ください。

具体的に何が明記されているかというと、「男女

の固定的な性別役割分担意識を変えよう」とい う

点は、第 5条に「男女の特性論・役割論の克服」と

して書かれています。特に性別意識が強い日本で

は、5条の実効化が大事です。他にどういう特徴が

あるかみてみましょう。

■●この|「条約11は |「法的|な1男女平等」だけでなく
|「事実上の1串|=1平等J―の1寒1堺のために必要な措置を
|とること●し―か|‐もIF遅滞|なく」1遂行することを締約
1国|に対し|て1求|め|てtヽま|す。そのため次のような特
1徴があ,ます二・ ■‐‐■|‐ ■‐‐
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l② l「男は仕事:女は家庭Jという男女の固定的な
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さ、女らしさJに縛られるこ|とな―く|「自分らし
‐
■‐く」生きていける社会にしようと言うています:|

③‐「事実上の平等」の実現を目
‐
的とし―

ている
.た

め:■

■■差別となる慣習や慣行も修|工1又は廃上しなけ ‐

■■ればならないといっていま|す
「

■■■|■■■■|

l④ ll性 に基づくものであれば1区別もツト除も制限■

■|■もすべて差別に当たりま|す:「区別」11よ「差別」
|‐ ではない、という従来の見方に対して、「区別」
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③ll事実上|の不1平等を解消するため、アファーマ

|テイブ|アクシ|ヨ ン (暫定的特別措置)を とる

|■tlと|は差別ではないと認めています。

今まで法律は、プライベー トの領域には入らな

いというのがひとつのルールでした。しかしこの

条約はまさに家庭生活というプライベー トに踏み

込み、差別があれば直していこうというものです。

③も大事なことで、法律的な差別だけではなく、

事実上の差別を問題にして、その部分が平等にな

るまで、条約を批准した国は責任をもつて取り組

まなければならないといっています。

④は意外に思われるかもしれませんが、「区別も

排除も制限も差別である」ということです。そのこ

とは第1条の「女性差別の定義」で明記しています。

⑤の母性保護というのは、妊娠・出産に関するこ

とだけということです。横浜市の条例制定過程で
「産む性」という言葉の議論がありましたが、女性

は「産む性」だから子どもを上手に育て、責任も母

親にあるのが当然となってはいけない。女性は妊

娠や出産の可能性のある身体を持つているから、

当然、社会的に保護をする、しかし母性の意味を拡

大しすぎてはいけないと、条約は注意を促してい

ます。

⑥には、暫定的特別措置 (ア ファーマティブ・ア

クション、ポジティブ・アクション)と いう言葉が

あります。暫定的に、ある一定期間を定め、差別、

不平等をなくすために、何か特別な優遇措置を女

性に対して行う。それは男性から逆差別だとの反



論が返つてきがちですが、そうではないことを、第

4条の「差別とならない特別措置」という項目で明

言しています。

条約の内容規定の部分は 16条までです。性の搾

取の問題に関しては、第 6条に「女性の売買 。売春

からの搾取の禁止」が入つています。公的生活に関

する権禾Uでは、第 7条の「政治的、公的活動におけ

る男女平等」というところで、選挙される権利、選

挙する権利、女性が政治的なNGO活動をする権利と

いうのが書き込まれています。

社会生活に関する権利では、教育、雇用、保健、経

済 。社会活動、農村の女性の差別の撤廃が明記され

ています。私的生活に関する権利は、「婚姻・家族関

係における差別の撤廃」の内容が示されています。

このように条約では、公的な分野から私的な分野

まで、あらゆる分野にわたつて差別を禁止している

ので、これを十分に国内で実効化させることが、い

かに大切かがおわかりいただけたかと思います。

条約の内容は、全て国際的に承認され、法的拘束

力のあるもので、男女共同参画のベースとなるルー

ルです。つまり、「条約ではこういうことをいつて

いるじゃないか」というかたちで、条約を楯にして

差別の現状を訴えていくことができるわけです。日

本でも働 く女性たちはこの条約を一所懸命勉強し

て、リーガル・ リテラシーを身につけ、提訴し、裁

判等で最近だいぶよい結果を出しています。

*リ ーガル・ リテラシー (法識宇)と は、自分にどのような権

利があるのか知り、そのための法律や制度を理解 し、行使でき

る能力のことをいいます。(国際女性の地位協会編『女性の権

利一ハン ドブック女性差別撤廃条約一』(岩波ジュニア新書)

岩波書店 ,1999年 参照。)

■条約の報告制度 と個人通報制度

条約の内容を各締約国が守っているかをチェッ

クするシステムとして、報告制度があります。締約

国は、批准 したら1年後に、その後は4年毎に政府

報告書を国連にある女性差別撤廃委員会に提出す

る必要があ ります。委員たちは政府報告書を

チェックして、例えば、日本は世界有数の経済大国

なのに、なぜGEMが こんなに低いのか等と質問する

わけです。

日本は第 4次 レポー トまで出しており、2003年

以降に新 しいレポー トが審議されます。ただ、政府

からのレポー トでは不十分です。 日本のレポー ト

は統計的には律儀なものですが、実体や具体的な

取 り組み、問題点など細かいことがレポー トには

出てこない。よつて、働く女性たちなどが委員会に

自分たち独自のNGOレポー ト持つて行くと、非常に

リアルなレポー トなので、委員たちは「この裁判の

こういうことはどうなっているのか」などと政府

にも問い正すことができるわけです。

この条約は報告制度しかないのが弱い部分といわ

れていましたが、条約の力をさらに強めるために

「選択議定書」という付属の条約が1999年に国連で

採択されました。議定書には 2つの制度が定めら

れ、1つが個人通報制度、もう1つが調査制度です。

特に個人通報制度というのは、国内の最高裁ま

で争い、労働差別や、婚姻差別などの裁判に負け、

国内での救済は無理だという場合に、個人、あるい

は個人のグループなどが、直接、委員会に書面で訴

えることができる制度です。これは10カ 国が批准

した段階で、昨年 (2000年 )12月 に効力を発生し

ました。

これに批准 した国の女性たちは、国内で問題が

解決しなかったら、直接訴えることができます。そ

うすると、委員会では検討の結果、問題となれば、

勧告や意見を国に対して出すことができ、それら

がその国の裁判規範にも影響を与えることになり

ます。

この条約の議定書の発効は非常に画期的で、国を

超えて、女性の人権を保障する制度が国際的枠組み

の中でようやくつくられたと評価されています。

ただし、日本はまだ批准 していません (批准・加

入国23カ 国、01年 7月 現在)。 そこで早期に批准さ

せようという運動が、各地で始まっています。

(国際女性の地位協会編 『やさしく学ぼう女性

の権利―女性差別撤廃条約と選択議定書―』尚学

社、2001年参照)

31‐ 男女共同参画/ジェンダーフリーの社会

にむけた政策と市民 “NPOの 課題

■日本の ジェンダー政策の進展

以上の流れを、日本の政策のレベルではどう受

け止めてきたかを次にお話 します。「国際女性年」

以降、この流れを受け、日本でも国内の行動計画が

何年かごとにつくられてきました。特に今から10

年ほど前に、基本法のキーワー ドになっている「男

女共同参画 (型 )社会」の形成を目指すことが重要

課題 として、初めて計画上で提起されました。そし

て、ナショナルマシナリー (国 内本部機構)を強化

し、特に 95年以降は、北京行動綱領で提起されて

いる諸課題を国内化 していこうということで、た

くさんの女性たちが意見を述べ、96年に「ビジョ

ン」がつくられ、「計画」がつくられたという流れ

がありました。



そして 98年に、21世紀の日本の女性 (ジ ェン

ダー)政策の初の根拠法となる「男女共同参画社会

基本法」の制定を求める答申が出て、99年に基本

法が成立するという流れとなりました。

その中で特に大事だったのは、基本法では「積極

的改善措置」といわれましたが、いわゆるポジティ

ブ・アクションが基本法に入つたことです。言葉は
「改善」と弱められましたが、事実上の平等達成に

向けてこの考え方が入つたのは重要なことです。

北京行動綱領の中で、96年までに各国は、行動

綱領にいわれた課題に取 り組むための戦略を決め

るようにと書かれていました。それを受けて日本

でも早速「ビジョン」が答申され、「プラン」がつ

くられ、基本法ができたわけです。

このように、日本の政策の中でも徐々に、とりわ

け90年代以降、単に女性のための政策だけではな

く、男女両方を視野に入れたジェンダー政策づく

りが、グローバルな流れを受けて進展 しました。

その典型的なものの 1つが「育児休業法」です。

92年制定の育休法は、男女を対象にし、ジェンダー

フリーヘの視野を持ち、時代の変化を映す法律で

す。そして 95年に「介護休業法」と合わせて「育

児口介護休業法」となり現在に至っています。ただ、

現実には(男性が 0。 数%しか育体を取つていない

という、ジェンダー・バイアスの構造的な問題があ

り、男女のワークシェアなどによる、その克服が課

題です。

もう一つ大事なこととして、ちょうど北京会議

が開かれた 95年に、ILOの 156号条約、「家族的責

任を持つ男女労働者の機会及び待遇の均等に関す

る条約」を、日本がアジアで初めて批准しました。

批准していないと、「育児・介護休業法」ができな

かつたということもあり、その準備を進めながら

批准 しました。これは今最も大きな問題になって

いる男女の家族生活と仕事の両立を実現するため

に力になる条約です。

(矢澤澄子監修・横浜市女性協会編『 女性問題

キーワー ドHl』 ドメス出版 ,1997年参照)

■ジェンダー政策の構成 と課題/市民の参画

今までは「女性政策」という言い方が多かつたの

ですが、今後は「女性政策」というより「ジェンダー

政策」と言 うべきではないかと思います。

大沢真理さんの整理がわかりやすいので紹介 し

ますが、広義と狭義のジェンダー政策というのが

あります。女性を対象グループとする施策、政策目

標に男女平等を明確に掲げているもの、そ ういう

政策が狭い意味での女性政策です。しかし、男女共

同参画社会の目標は、全体としてのジェンダー秩

序を変えることですので、単に狭義の政策だけに

取り組んでいくのでは不十分です。

そこで、ジェンダーの区別 。差別が含まれている

全ての施策の見直しに向けて、これからは市民も、

政策のチェックをしていかなければならないという

ことです。国際会議などでは、このことを「ジェン

ダーの主流化」、「メインス トリーム化」といいます。

今まで女性は、常に公的・社会的には男性と比ベ

てマージナルな位置に置かれてきた。しかし、これ

からは、どの分野でも女性と男性の異なる経験を

つき合わせながら、男女が対等な立場で様々な問

題の解決を目指すということで、女性たちの市民

活動も周辺からメインス トリームヘの流れをつく

ろうということです。

そうしていくためには、今まで意識 しなかった

ジェンダー・バイアスを、いろいろな政策分野や日

常的な活動、慣習、組織の中で、見直していく必要

があるのではないでしょうか。

■男女共同参画社会基本法 について

男女共同参画社会基本法には、5つの基本理念が

掲げられています。

第 1に「男女の人権の尊重」があります。この理

念は非常に大事で、90年代以降、国際的にも「女

性の権利は人権」、「ウイメンズライツ イズ

ヒューマンライツ」 とい う言葉がキーワー ドに

なっています。今まで人権として語られていた中

に、女性の問題は入つていたのかという点を、女性

自身が問い直し、入つていなかった部分を指摘し、

それを表現するための言葉をつくっていきました。
「家庭内暴力」(DV)に関しても、長年見過ごされて

きましたが、それではいけないということで、「女

性の人権」ということを幅広く議論する中で、ドメ

スティック・バイオレンスの言葉と問題が提起さ

れ、日本でもようやくDV防止法ができました。

2番 目の理念は「社会における制度等についての

配慮」で、制度上のジェンダー・バイアスは、年金、

税金、家族手当などいろいろあります。それを正さ

ないと、全体としての「ジェンダー秩序」の歪みが

正されないということです。

そして、政策分野への参画。男女の家庭における

活動と他の活動の両立、これが基本理念に入つた

ということは重要です。基本法は、それらの理念の

実現を、国と地方公共団体、国民それぞれが行 う責

務があるといっています。



この基本法の必要性は、元々は北京会議を経て、

NGOの女性たちが提起したものです。特に条約の中

でも、第 2条の国の責務では、法律として、条約に

あることを、国内法でもきちつと制定しなさいと

あります。日本はこの点で遅れていて、計画は積み

上げたけれど、それらによる施策を支える法律的

根拠がなかつたのです。

つまり、女性は十分社会進出したから、もう平等

化のための計画なんてわざわざつくらなくてもい

いんじゃないかといつて、それをやめることもで

きたのです。ところが、それでは男女共同参画社会

は実現しないので、やはり国の責務を明文化 した、

男女平等基本法が必要不可欠だつたのです。

■自治体の ジエンダー政策

基本法の中には、自治体もジェンダー政策にしつ

かり取り組みなさい、地域の特性に応 じた施策を実

施しなさいと書いてありますが、「自治体も法律を

つくるべし」とは書いていません。しかし、地方分

権の時代となり、自治体としての取り組みが重要と

いう市民たちの認識はかなり前からあり、基本法策

定以前から東京、埼玉、横浜などの女性を中心に

NGOが、基本法・基本条例制定推進のネットワーク

をつくり、集まつて話し合いをしていました。

結果的には、最も早く自治体で法律ができたの

は、取 り組みの早かつた埼玉県、そして東京都で

す。埼玉県は97年からほぼ3年かけて取 り組み、

2000年の 4月 に条例が施行されました。

基本法の仕組みや構成はおわかりになったと思

いますが、条例と基本法の構成は、非常に似ていま

す。基本理念があり、自治体と市民、事業者の責務、

基本施策が明記され云々となります。

■横浜市男女共同参画推進条例 について

では、横浜市の条例はどうかというと、第3条 の

基本理念のところでは、基本法と同様に、個人の尊

厳、役割分担制度等の見直し、方針決定への参画、

家庭生活とその他の社会生活の両立などが入つて

います。

第 3条の 5が横浜市の特徴ですが、「産む性とし

ての女性」の生涯にわたる健康というのがありま

す。ここにはすべての「女性」の生涯にわたる健康

の維持に対する「権利」が入つていない。それが保
:

障されなければいけないとい う条項が重要で、埼
|

玉の条例などでは、理念と政策にそれが明記され
|

ています。                 |

これは、英語で言えば、「リプロダクティブ・ヘ

ルス/ラ イツ」という言葉で、北京会議以降、大事

な項 目として注目されてきたものです。基本法で

も理念にこれが入つていませんが、条例の場合は

かなりの自治体でこの考え方を取り入れています。

横浜のもう一つ特徴は、理念の7に 「夫等からの

女性に対する暴力等が根絶されること」を掲げてい

ることです。大事な項目を理念として取り出してい

るので、この項目の実効化が求められます。

問題解決の具体的手法としては、「相談申し出制

度」というのがあり、条例の第 10条に、「人権が侵

害されたと認める市民は、その旨を市長に申し出

て」、必要がある場合は、調査を行 うというように、

実際に施策として取り組むことになっています。こ

れは、市が「男女共同参画相談センター」を、戸塚

区にある「横浜女性フォーラム」につくるというか

たちで進められますから、注目していきましょう。

基本法というのは基本ですから、具体的なとこ

ろまでは踏み込まない。憲法と個別法の間を橋渡

しするのが基本法と考えていいと思います。

例えば苦情処理等も、本当に大事なのは、国から

独立した苦情処理機関が、中立的な立場から対応

をしたり、個人の苦情だけでなく、国や自治体の政

策がジェンダー視点からみて不平等な場合にも対

応できるというのがポイン トですが、基本法や横

浜の条例などは、そのへんが不十分です。しかし、

条例ができて、自治体で取 り組むべき施策の中身

も明確化してきたことは、大変望ましいことです。

条例はこれまで 8つの都道府県、8つの市町村、

政令市では横浜が制定済みで、それに続き仙台と

川崎が条例を準備中ということです。横浜は政令

市では一番先に条例をつくつたのはいいのですが、

そのために急いでしまったということで、やや問

題があります。とはいえ、市民により身近な法律と

して、男女共同参画推進のための条例ができたの

で、市民活動の中でもいいところはどんどん使っ

て、ジェンダーフリー、ジェンダーイコール政策の

充実を進めることが重要ですね。

(山 下泰子・橋本ヒロ子・斎藤誠『男女共同参画

推進条例のつくり方』ぎょうせい ,2001年 参照)

(要約 :牧嶋)



ワーキングチーム研究報告

爾議■税制/自立のすすめチーム
座長 井上亮子

1950年、社会保障制度審議会は、国家の責任に

おいて憲法に保障された文化的で最低限度の生活

を保障するという、いわゆる「50年勧告」が日本

の社会保障の出発点となります。

戦後間もない当時の賃金水準は、実質的には出

稼ぎ単身者のそれに等 しく、世帯主収入だけでは

食べていけない状況が一般的でした。夫には妻子

を養 うに足る稼ぎを、子どもたちには教育を、妻に

は主婦としての時間と費用を保障する、これが目

標であり社会政策の課題でした。

こうして「夫が働き妻は主婦」という家族単位の

性別役割分業世帯がモデル化されました。この性

別分業体制は、高度経済成長を支え、70年代のオ

イルショック時にも有効に機能 しました。80年代

に入つて女性の社会参加が加速されると、専業主

婦世帯モデルは補強され、専業主婦優遇が制度と

なります。

しかし90年代に方針は一変 します。93年には、

社会保障制度審議会が、妻が夫の被扶養者である

ことを前提にした制度のあり方に再考を勧告。婦

人少年問題審議会も、女性が能力を発揮するには、

妻が夫に扶養 される時代に形成された現行の税、

社会保障制度の見直しが必要と主張し、政府税制

調査会は、配偶者控除、配偶者特別控除が女性の就

業に対する中立性を損なう側面があることを明ら

かにするなど、次々にこれまでの政策の基調を覆

す問題提起が続きました。

そして、橋本内閣は日本の経済構造改革のため

には、専業主婦の税制優遇の廃止、企業の配偶者手

当の廃止、女性労働者の保護規定の廃止、労働者派

遣事業の自由化など一連の社会保障改革を方針化

し、経済のグローバル化と高齢化に備える、としま

した。

小泉内閣の構造改革はこの延長線上にあります。

ねらいは、女性の就労促進とそれによる税収増で

あり、社会制度全体にあるジェンダーバイヤスを

取り除こうとするものではありません。

:1,11111‖ |

i藉指体の女性政策を検証するチーム

座長 梅野りんこ

チームが発足して 1年が経ちました。この間、各

自治体の女性政策、女性プランを検証し、地域の中

での女性の活動、実態などを見聞きしてきました。

その中で感 じた一番の大きなことは、これらの政策

を作つているのは一体誰なのか、当事者である女性

達が望んでいるのは本当にこのような政策なのかと

いうことでした。

当たり前ですが、これ らの政策を作つているの

は、多くは男性です。男性から見た女性に必要な政

策だからこそ、何となく居心地が悪く、どこか違 う

という思いがどうしても拭えなかったのかもしれま

せん。

私たちの国では、まだまだ当事者の意見はあまり

重要視されていません。「子どもの権利条約」はも

う何年も前に批准されましたが、そのことを知ら

ず、もちろん意見を求められたこともない子どもた

ちは、「子どもを性的に搾取してはならない」とあ

る第 34条が、まさしく援助交際を糾弾するもので

あることを理解できず、現在も大人の男たちに、ほ

しいままに性的搾取されています。

また、障害者政策も例外ではありません。私たち

自身の意見も入れてほしいと申し入れた障害者を

前に、障害者福祉の行政マンが、「障害者福祉のこ

とは私たちに任 して下さい。私たちはプロですか

ら」と、胸を張つて言つたのには、私ものけぞりま

した。

同じことが女′陛政策にも言えます。女や子ども

や障害者は、プロの男の人たちに自分たちの運命

を託さなければならないのでしょうか。

これからは、当事者こそが決定のプロセスに大

きな力を発揮 していかなければ、社会を本当の意

味で変えていくことはできません。女性政策の場

合、その当事者とは、地域で日常生活を送る女性で

あり、その中でも最も良く問題点を把握 している

のは、地域で活動をしている女性たちです。

やむにやまれず、また必要に迫られて、自分たち

ですでに活動をはじめている女性たちこそが現実

を知 り、政策提言の大きな主体になり得るのだと

いうことを、この一年の活動の中から実感 として

知ったことは、私たちの大きな収穫でした。
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嚇 分野における女性の0画状況
所彩子 (法政大学大学院博士課程)

「平成 12年度男女共同参画白書」では、女性の政

策・方針決定過程への参画状況が報告されていま

す。ここでは、その中から政治分野における女性の

参画状況を紹介 したいと思います。

まず、国会議員に占める女性の割合は、平成 12

年 4月 現在、衆議院では 5.0%(25名 )、 参議院で

は 17.1%(43名 )と なっています。昭和 61年 7月

の選挙直後の割合は、衆議院で1.4%、 参議院で8.7

%の割合であったことと比較すると、大きく前進

しています。しかし、これを国際比較すると、178

カ国中86位  (Inter―Parliamentary Union World

Classlfication Women ln Parliaments 2001今 17

月現在)と い う結果 にな ります (1位 ス ウェーデ ン

42.7%、 2位デンマーク 37.4%、 3位フィンランド

36.5%、 4位のノルウェイ 36.4%、 5位オランダ36

%、 ちなみにアメリカは 14%で 47位 )。

次に、地方議会議員に占める女性の割合は、平成

11年末現在、都道府県議会では5.5%、 政令指定都

市の市議会では 14.1%、 市議会全体では9.8%、 町

村議会では4.2%、 特別区議会では19.7%と なって

います。このように、地方議会では女性の参画状況

にばらつきがあり、都市部と郡部とでは状況が大

きく異なっていることがわかります。政治分野に

おける女性の参画は進んでいるものの、まだまだ

不十分です。

しかし、一方、女性の政治参加意識は高まってお

り、国政選挙における立候補者に占める女性の割

合は大幅に伸びています (平成 12年 6月 の衆院選

では立候補者の 14.4%,平成 10年 7月 の参院選で

は立候補者の23.2%)。 政府主導の政策がとりにく

い政治分野において、女性の政治参加意識の高ま

りをいかに票に結びつけるかがこれからの重要課

題となると思います。

堪鶴膠乏藝甕:::魏1■

ら

第2回生活時間調査は、現在、結果を集計 。分析中です。次号にて結果を掲載

する予定です。ご協力 して頂いた方々、本当にありがとうございました。

【お詫びと訂正】
「unpaid wOrk」 18号に以下の誤 りがありました。お詫び申しあげます。
P2右段 (3)1行 日 70年代→ 70年代以降
P2右段 2.8行 日 労働団体→経営者団体
P5右段 2行 日   「酪農とか食肉価格制度保障」で→削除

アンペイ トワーク    19号 2001年 9月 25日発行
新 しい公 ・ 共 圏 を つ <る政 策 ・ 制 度 研 究 会 情 報 誌

この研究会は、神奈川ネットワーク運動、生活クラブ生協とその関連団体、福祉クラブ生協、ワーカー

ズコレクティプ連含会、その他学者、研究者、市民により構成されています。また、研究会の費用は神奈

川ネットワーク運動県議団、横浜市議団、川崎市議団等の調査研究費が活かされています。

原 稿 募 集

アンペイド・ワークに関する原稿、また本誌や研究会についてのご意見や感想などありましたら、お

寄せください。氏名、連絡先を明記の上、下記までお送り<ださい。

投稿 /問合 せ /定期 購 読 申 し込 み

新しい公・ 其圏をつ<る政策・ 市」度研究会

〒231-0006 横浜市中区南仲通4-40 Jヽ島ビル2階
Tel : 045-651-201l  Fax : 045-651-2081 E― man kgnetokgnetgr.ip

発行者 石上恵子 定価2∞ 円 定期購読 (年 4回・ 季刊):1,280円 (送料込み)
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