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婦人教育会館にお鞭て5北京JAC第 5

m曇国妻シlボジゥ:出 が開催されましたこ

嘉歳は昔財醐蝿纂するという申国,国でし

たが、国帰崚口1参力讐蜀響曽噛219亀が

暴索機ました。
一日国の第一セッションでは「ニュー

題―夕怖Lらの熱告Jと固bで蜀ノ胃‐卜1

では¬ 履国連虜性2oO③集会罐硼提超

したもの』というテ曇7でらEST固 本

政府代表国黒依予貪毅輝ポ醐轟「国幽女
性2000年       瞳回掛
文字学国大学載機:房野桂国臨光学女性
連盟役量が¬讐れぜ乳今回iの

20′Q③ 年
会議に結ける成果文書が成立中るまでの

経縫書について詳bく 報讐鱚懸され求し
た.パニト露では1嘲直歳早嬉:グ回中ノ珈レ
フェミニストシンポジアをニューロ墨タf職

巽甲催|おむヽ諸儒細したメンパー・pか:葛 :

そぬ活動中経過やシン醍ジウム⑩内容に
つむ1で

'中

報告がな事‐れました。
1日 目第露セ」シ罰ンマは¬「根づか

薯ナ量抒曇菫口言冨彙重撃奮憶卜盲評醤
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ilJρンポ壽務局長・北京 J A Sfi]J〉 l婁ti表 .斉藤1誡

轟51『      わける

闘女共同参画社会廃鐵現躙起めの取蜘組

み』囲内暮]3つ 聯ヽ1でご隕鍮斎藤識よ駒¬

趙境における見羨       づく
。④⑩敢 u組攘[言っしLてよ

・
男女典国参画社

妾基率鱗とれ方自:輛鐸mと も鶉 さ
'Iせて嫡玉県⑩推鐘桑れたロセЪて¬それぞ
れ報曹嗣なされました。これに口|き締鶴
て7洵 7日 は成立した山国嘱悧女共同参
両社会基本彙側について句雑誌『諸着』
などがら女性副知事に対す曇串指

iし1の,数

準を受けながち■昨年結成した北京よA
C幽'国

嘘申心として女性縣機や市民と曇

緒になって彙鰤善成立き世た経過にっぃ
て報告岬魯事部まし準◎1糞儡粛ニディ〒
健は埼頭鼎善負劇知事価鐸51されて、中
加各地域暉墨カス曲報告ととも1こ大きく

感り上がりました9裡には F国会議曼を;  
画面会J:な どい費協会な1誌催⑬
第露日日は電D⑪テ‐マに分離れてテ

ーマセツシヨンが聞‐雌さ|れました。通⑩
うち労働,農山村臨村神:教育句女性lこ対
すろ暴力防止満慟    撒廃条約s‐ 女

L惇砦健康10女児の計ニマが幅は喘挽躊皐
:がださfれ句またがデイア漁Ъ島は恒常的な
。メディア朧鉤機鰈などl⑩

き。れまぴた。,こ―れらはデーマセツシ1昌 ン

1輩駆薇睦趾麒冤琲髪
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bま した。
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『女性と健康0女児』

健康と女児に関毎ておが国で問題とな輸こと

このセッシヨンは健康趣女児という2つのテーマを話し合れなければな嘔な力Lつた曇でも全般は健康¬後半は
女児こ.2つに分けて行った。                    `

☆健康l越関す輸闘1固提趣 :

:.『女性卸脚学会議』成暴真書膊、妊産婦1麗亡率を保健部門ぬ優先事項を膨ている。日章でl・2睡産婦死亡率は

鮨翼斃3錮蛛G攣覺陪郵尿圃扁  駆Vげ
働くな

?脊蜀
朧孵甲

桂房野

鷺封 賞 灯
t蘊

颯 雉 蜃 瞼 飩 愧 綿 呂 麟 讚 椰 焉
し、成果文書に楓盛り込まれたやイ」夕直パオサイド(避錘と口 ∫江胴S予肪⑪両方に殺立つ)爾開発部望|さ :

れる。                          3           . I
3.成果文書は男性に安全で責任あ働性衝勤む彙励するため峨プログラム峨計画案施を求めているが、日本は

[甲矯趾鱚尚猾

“

憑ξ甕猾鰊織躍鯰靡霧雉馳蜻蟄酢岨直しぬ詢
を要求しているが、日本は刷繊曲国胎鼎ぬ冒直b口機計を始噛ていない.

5。 成果文書には効果的爆躊部デ冒改革膳女性繭参画が求廠られているかゝ 日本では看護婦など印意見は全く歌
り上げられていない。

☆健康に関する話b合い概要:

1。 民主党の女性中自
i己
搬症と健康支燿m應峨⑮法律作り

ま晰靱麒此轟虫鱚占完靱鰤珊閻馨幡5⑮
神カ  ギ

★健康|こ関す局決議:                         =    1
問題提起と話b合いに基づき健康に胴して5つ⑪挽議を提案        c°   .

☆女児に関する間歯提起  チ
1。 『女性即脚年会議Jの NI囲 女児コーカ風⑮幡動制昔と『女児鋤蜘年:北京駅眸⑩進歩に関する同 レ
ポート』の働告書紹介心
2,社会に未だに感嘔羞刷的個行が董児硼自己イメマジ峨低きにつなかりЪこれが少年よりも多い少女⑪薬物

〇 計
｀
ぬ 隆目

y婁
贔J入守出羹、個雫醸17蔵の多皐が子脚稿を捨てで死亡さ世た峰力の事件から学較教育に必

要武驚性教扉ぎJ〕 J匈容J〕考察b  ―  :  一

4.F児童ポルノ・児童買春風が子どもの儡謹]こ係輸法律』(1卿9年 11月 婉 の問題点.

5。 拒食症0過食症の結癬Ъ性性害者曲リハピF等多女を対象とbたメンタル・ヘルスケアが固本は大変遅れて
いる。

☆女児に関する話し合い概要 :

1.章児に対す動日常的差別
2。 救師・響官などぬt質ハラ事件□参さっ                        、
3.少女は関ナ通デニタとプログラム不足、プログラムh計画立素に少女を閲らせ昼必要性回
吼 麻案と性

☆女月に関す懸決艤:

問題提起と話し合b)に基づきЪ女児に口して6も回擁議を提案。
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争世話典⑪役割分担について…甲‐C―“・7Ⅲ…・島・ア…

末年 4月 ⑪織会で選出された粒証人口役割分

担が特ち越されそttま
′したが、7飽ぬ

を満に、1以下のように濃痙柳ました回圏脚2年の

機会までこの体制で却LttJ轟個□運営にあたり

まづ
‐
ので、よろ瞳く|お願陽》争Ъたします高

｀  :・
尊臨『鰤毒  竃rⅧ瞥
∫¶雪をえ胚

'Aご

事絣れと聰て,ど撮翡く緒|っ
た柳飩満利予さんが、7月の臨時機会をもって
°
泄緻人を辞曲られました。これまで①北蜆JA
cl色対する多大ぬご尽力に感謝中し上げます。

=

代誼 山下轟子 |

≪害躇醜剛阻≫

1代 表 :[地下素子 ‐。

こ剛代表 :蒔疇識ち薫隅佳子 =   i
・予務局長 :永井まし子

`量 計 ・:嗣 ll律予Ъ期ヽ姉佳子
二:h画財務 :佐藤和子

・国 際 :橋本ヒロ子、中⑩まえ知子
・ロピイング:伊藤瀧子亀斉馨設、R井よじ子

(オブジニバT写 清氷置子) :
0地域運壽:     北嘉:J ttG仙台を予筵
0編 ・集 :用 子l    、永弁とし子

橋本畦口子、森墨糟子

1情報ネ野卜:艦藤緻子 1嘱以上 :薫十賛願〕

〇繰絢改正について…ο…θ中Fttξ

T'T・胃・‐

「

□…T,T
:摯 :臨崎総■で出た金員の電意朧 轡月硼世識人 、

会で調整して改正機中輝絢とします口それま
い では提案中の強重轟轡誓鯉的に適用振:ます占
い地域コーカスに|いてはゝ来年□援禽まで⑪
できるギけ旱bl峙蜘鰹結論脅山b芋:す彎‐ i

●新部務局体判について……1-′口‐
Tゆ

~~動畢

:事務局長ぬ費替に伴い、事務局メンパーがけ

わりませ
‐
」世話人幅大幅に交書、鋼在%暮務、

会計等を3‖ き継ぎ中ですがゝしばら《行き―届

かぬ点はお許しください。 嘔融井よじ子〕

北京 Jo A喧 カレングー
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全国 シンポの要望書を手に

関係省庁 と話 し合 う

シンポからロピイングヘの道

(:⊃
事務局長 永井よし子

7月 の全国シンポジウムのテーマセッショ

ンでまとめられた要望書をどう扱うか、世話

人会で検討した結果、 8月 4日 の国会議員と

の懇談の場で相談することになりました。

参議院議員会館内で行われた懇談には、清

水・小宮山・ 川橋・福島の 4議員と、JAC
会員 9名が参加 し、要望書の扱い他、種々の

問題について意見を交換いたしました。

要望書については、各テーマとも複数の省

庁と関連があること、 JAC側が個別に省庁

を回るのは、労多 くかつ非効率なことなどか

ら、関連省庁側に一堂に集まって頂くことと

し、清水議員の全面的協力によって 9月 1日

D会が実現しました。

省庁側からは事前に要望事項を提出してほ

しいとの申し出がありました。内容の再確認

をテーマ担当の方にお願いすると同時に、世

話人は 13日に打合せを行いました。すべて

の要望書を事務局長が集約 し、書式を整え、

必要事項を加えて清水事務所を通 じて各省に

提出したのがこ期限の 18日でした。

当日は、 2部構成で、10:00-12:30を省庁

交渉、12:30-15:00を 議員との懇談とし、多

忙な議員の時間を有効に活かすため、省庁交

渉に続いて会議室で昼食をとりながら懇談 し

ました。出入りはありましたが、清水・川橋

小宮山・ 福島・東門・ 山口・阿部の 7議員の

-1-

参加を得ました。

1部の司会は永井が担当、テーマ毎に、省

庁からの答弁や見解を受けた上でJAC側の

発言者が反論や質問をするという形で進行、

各 15～ 20分という持ち時間の中で凝縮 し

たやり取りが展開されました。発言省庁と J

ACの発言担当者は以下の通りです。

「女性と労働」答弁 :外務・大蔵・厚生・労

働省 VS中島通子 (弁護士)

「女性への暴力〕答弁 :法務・厚生・総理府

VS 津和慶子 (暴カコーカス)  `
「女性差別撤廃条約選択議定書〕答弁 :外務

省 VS堀口悦子 (国際女性の地位協会)

「女性と健康」答弁 :法務・文部・厚生省

VS房野桂 (かながわ女性会議前代表)

「女児J答弁 :総理府・厚生省 VS房野桂

「女性と農業」答弁 :農水省 VS高木蘭子

(北京 JAC長野)

「女性の教育と訓練」答弁 :文部・ 労働省

VS黒見節子 (世界女性会議岡山連絡会)

当日は、省庁、 JAC、 それぞれ約30名が

出席 しました。今回の試みを第一歩としてこ

今後も同様の機会を設けることで合意、個々

の答弁には疑問や異論が多々あったものの、

GOと NGOが共通のテーマで話 し合 うこと

の意味を双方で確認できました。

(今号は省庁交渉特集号です)



中島通子

①②③④のいずれの要望事項についても、

法改正の展望を示す積極的な回答がなかった

ことは、予想されたこととはいえ残念だった。

質疑を含めて15分ということなのに要望事項

:「 に関する回答だけで15分かかって.し まい、再

質問の時間も再回答の時間もほと々 どなかっ

.:|た。このような機会は大変重要なので、今後、

11、 各項目ごとに|ぜひ実施していただきたい。

回答の中で一応記録しておくべきことを数

点あげる。

、①間接差別の問題は、均等法改正国会の附帯

決議であり、労働省としては宿題と思ってい

る。しかし現在の均等法は直接差別だけでな

く間接差別も対象としている。コース別雇用

も合理性・納得性が必要ということで通達を

出した。 (「間接差別についてもガイドライ

ンを出さないか」には答えず)

②同一価値労働 (同一労働)同一賃金は、年

齢による賃金格差がある現状でどうするか、

職務給的なものを導入しないと無理。 (こ れ

に対し、年功の同じ男女に同一賃金を支給す

べきというILO、 判例に基づき反論)

③正社員の短時間勤務を検討している。パー

トと正社員は人口が違うから相互転換には間

題がある。 (それでは身分差別ではないか)

なお、北京 JACからの要望事項は以下の

6点。①均等法に間接差別禁止を明記する

②同一価値労働同一賃金をすべての仕事に適

用する ③パート法を改正して正社員とパー

ト社員の均等待遇を明記する ④有期雇用労

働者にEUの有期雇用指令の原則を適用する

⑤税制・社会保障の世帯単位を見直し、児童

・教育手当てを充実して働きやすい仕組みを

つくる ⑥労働問題の解決のため女子差別撤

廃条約選択議定書を早期に批准すること。

「女性に対する暴力」
‐1・.111.1.1.111111111111  _

津和慶子

要望事項は①女性に対する実効性ある暴力

防止法の速やかな制定 ②その法律に盛り込

む内容 ③女性に対する暴力防止施策の総合

的推進、監視、監督、評価、勧告する権限を

もつ男女共同参画会議の役割 :④同参画会議

委員に女性に対する暴力問題に精通した人を

加えること、の 4点。

法務省、厚生省、総理府それぞれの回答は、

T冨季饉7育T=統[璽ib
討する」ことが盛り込まれたことを受けて、

来年 1月 に発足する男女共同参画会議での検

討に期待する、との一般的なもので、とても

現状に対する危機感が感じられない.さ らに

追求したことへの回答のポイントを紹介する。

法務省は、省と。しても新たな法制度の検討

を開始しているが、簡単には一定の方向を出

せない、とのこと。現行法でも、内縁の夫か

ら妻への強姦罪が成立 した判例はあるが、法

律婚の場合は把握していない二再発防止策を

法律に位置づけるのはむずかしく、保護観察、

個別指導で対応している。職員の研修は日常

的な上司による教育が中心。12月の人権週間

に積極的にテーマに取り上げ啓発している.(D
入管での退去者取り調べは女性職員があたる

よう2年前に規則改正した。

厚生省は、現在婦人相談所でDV対応もし

ているが、売防法上の機構。売防法のみの改

正では総合的対応は困難。新 しい法的構造の

検討必要。広域措置、夜間警備予算拡大など、

当面、婦人相談所機能の拡大を図っている。

総理府は、女性に対する暴力は各省庁横断

の総合的対応が必要であり、それを推進する

役割は男女共同参画会議にある。各省庁と調

整を図りながら、有識者も入って同会議が適

切な仕組みとなるようにしたいと、一般的な

がら推進役を果たすと約束 した.:

「女性と労働」

111.1.・
.11111111
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[事携薄型整庵千機澤響講澪青J
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● ル ■ し じ じ し Lル ル を と と と と ● ● ● ●

堀口悦子

「女性差別撤廃条約選択議定書Jについて

の要望書に対する回答が、外務省人権難民課

佐藤氏よりあった。その内容は、女性差別撤

廃条約選択議定書は、他の人権諸条約での検

討と同じように「注目すべき制度」だが、

「司法の独立」の問題があり、批准は困難で

はないか。法務省とは勉強会をしている。

(:⊃IttT顧〒言:雪言fll鷲ナ重:り言暉彗
法の独立」がでてきた。

次に、法務省大臣官房秘書課企画室長堀氏

の回答は、事前の要請がなかった、担当外な

ので回答できないというものだったが、清水

議員の助言により、この問題について、後ほ

ど法務省の担当者から文書で回答がくること

になった。

北京 JACからは堀日が、同条約選択議定

書は、現行の裁判の中で女性が納得できる判

決が少ないので、批准すべきと意見を言った。

中島通子氏からは「 司法の独立」と言っても、

国際人権規約 B規約等の選択議定書は欧州で

はほとんどの国が批准しているので、批准 し
(、 ない理由にはなりえないのではないか。山下

代表か
゛
らは「 司法の独立」は「行政からの独

立」であって、「 司法の独立」は人権の保障

のためにある。外務省は、国連女性の地位委

員会 (CSW)で 、同条約選択議定書の取り

まとめには協力していた。なぜ、日本は批准

できないのかと疑間が出された。

相変わらずの「 司法の独立」問題が出てき

た。今回は法務省に直接回答してもらえなか

ったが、次回はぜひ、法務省・外務省だけで

なく、最高裁判所からもこの「司法の独立J

問題を含めて意見を聞いてみたいと考えてい

る
=今

からt次回を期待している。

「女性と健康J
を
1・1・1・1キIキIキ:キ:

房野 桂

JACか らの要望は6点。①少女が自分の
セクシュアリティを翠解・尊重し、少年が責
任ある性行動をとれるよう全段階での性教育
の定着 ②女性の生涯にわたる健康を保障す

る法の制定 ③女性への暴力における法執行
者を対象としたジェンダー・センシティプ訓
練の開発 ④保健部門の改革に、看護婦・保
健婦・助産婦などの参画を ⑤効果的なリプ
ロダクティプ・ヘルスケア・サービスゃ製品

開発に努めること ⑥刑法堕胎罪の見直し

などである。

性教育について、文部省は「発達段階に応
じた健全な性の認識のためにモデル校等もふ

くめ性教育を位置づけている」と回答。これ
に対して、JAC側からは「男児への性教育
のプログラム開発」の要求と「 ピア・ェデュ

ケーションの評価は定着している。積極的に

導入を」との発言があった。「健全な性」や

「健全な異性観Jが施策の前提になっている

ことについては異論が出された。

厚生省は、法制化にっいてはトータルな認

識が必要、他省庁と連携していく。④⑤につ

いても少しずづ進めていると表明した。女性

が主導権をもつ製品開発については、現在は
・

行っていないが具体的要望が企業からあれば

検討するとのこと。

法執行者の訓練について、法務省はもっぱ

ら研修で対応との回答だった。裁判官も含め、

女性に関する諸問題を鋭意研修しているとの

こと。堕胎罪の廃止については、「胎児の生

命、一般予防の見地、国民の意識の上から慎

重に対応すべき」と答弁、男女によって法上
の扱いに違いがあるのは問題とのJAC側か

らの指摘に議論が交わされた。

(文責 永井)
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「女児」
キ
キ
冷
斗
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房野 桂

①女児の自己イメージを高め潜在力を発揮

できるよう地域の伝統的慣行や日常生活の女

性差別的慣行の見直し ②女児の地位向上プ
ログラムの計画・立案に女児の参画を ③女

児の摂食障害の原因究明と治療方法の推進お

よび女児に対するメンタルヘルス・ケァの充

実 ④近親姦を含め性被害に遭った女児への

メンタルヘルス・ ケァの充実 ⑤麻薬撲滅プ
ログラムに性教育を取り入れ、ビア

・
・ェデュ

ケーションを導入すること ⑥女児の不利な

状況把握のため、あらゆる場での子どもに関
する性別・年齢別データの調査・集約を の

6項目が北京 JACからの要望事項である。
これに対し、総理府からは「慣行の見直し

は困難ではあるがPRをする過程で見直しに
つなげたい」「各種データについては会議委
員がそれぞれの分野で収集したリヒアリング

しているが、男女平等を進める上で必要」と
の回答があった。女児が完全に排斥されてい

る慣行をなんとかするよう申し入れた.

薬物の影響について、厚生省と文部省から
それぞれの立場で麻薬撲減につとめている状

況が開陳された。JAC側から、麻薬と性は

セットになっているので、性教育が重要なこ

とがあらためて指摘された。

性被害の少女への対策に関する回答では、

児童相談所の予算アップなど児童福祉法の現
場の重要性が強調されたが、昨年の「児童買

春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童
の保護等に関する法律」、今年の「児童虐待
の防止等に関する法律」が加わって対策も強

化されるとのこと。充実を期待したい。これ
に対して、清水議員から、仙台の児童相談所
の複数職員による入所少女へのわいせつ行為
が指摘され、実態との乖離が問題となった。

(文責 永井)

-4-

「女性と農業」
・ 1・ 1・1キ 1・ 1・141■1

高木蘭子

多分に野次馬的発想からだが、 7月 の第 5

回全国シンポでのテーマセッションの結果を、
政府への申し入れに纏めているうちに、何と
なく私が参加させてもらうことになった。
八つの省庁から,0人近い職員がずっと同席

して回答を聞き、さらにJAC側とやりとり
する様は、たいへん興味深い、おもしろいも
のだった。

私の揮当した「女性と農業」については、(D
①男女平等の実現のためにクォータ制を導入
し、女性の登用を進めること ②農業改良普
及員の増員 ③卜律の減反・転作の方向転換
を求める ④家庭介護の多い地域であるゆえ

・

の環境整備を求める等が具体的要望だった。
④は申し入れから漏れたため、今回は回答

がなかったが、①から③は、それぞれの回答
(施策の概要を示したものが多い)に対して、

セッションで話し合ったことをもとに、①女
性登用や施策の進め方に地域的な格差が大き
い ②県段階で減員している農業改良普及員
が、女性の自覚を高め農業活性化に貢献をし
ている ③卜律減反は耕作放棄地が増え農家

8塁倉≦:rittlュ:「
主張した

ず
、
。奮:CP

とはいえ「第一ラウンドとしてはいぃ形で

話し合いができた」という皆さんのお話に、

次を期待しようという気持ちになった。長野
でも県議会の女性議員と話をする機会を持ち
たいと相談 しているところである。



「女性の教育と副1練」・

・ 1・1・ 1・ 1斗1・1・11111111111

黒見節子

10時に少 し緊張して開会しました。向かい

の省庁参加者の数は約30人。そのうち女性が

7人でしょうか。Jヒ京 JACの側を数えてみ

たらこれも約30人。このような場を設定 して

くださった議員コーカスの方と事務局、参加

された方たちに感謝という思いでした。

北京 JACか ら提出されている 7領域の要

(Ё
選二馨犀票嚢量壌::Iふ 言霜桑逸還言ξ

れていることを実感しました。省庁側の回答

も興味深いものでしたが、北京 JAC側の要

望や発言者の発言内容も、こんなふうにまと

めて聞けることはないだろうと思いました。

先日入手して目を通した男女共同参画白書の

文面が日の前に展開されているようでした。

「教育と訓練」についての回答は、教育現

場の実態を考えると、残念だけれど、施策の

量と具体性において不十分だと感じました。

省庁が施策に関わる指導をしたら、それが都

道府県でどのように展開されているのか、知

ってほしいと思いました。

私たちが生涯教育の調査をした時、たくさ

f つ省庁が関わっていると気づきましたが、

課長補佐の人たちが、電話のやりとりで連携

しているが不十分と思うと、率直に答えてく

ださいました。

それにしてもこあの北京でリュックに入れ

て運んだ行動綱領が、このような実態になっ

てきた 5年間の女性たちの熱意と文書の重要

省庁との交渉を終えて
1・1冷 1・1・1ヰ 1・1斗1・ 1・ 1・ 1・ 1・ 1・.

副代表 斉藤 誠

このような試みは北京 JACと しそは、昨

年10月 21日 に開催された省庁の男女共同参画

推進関係予算の概算要求についての説明会以

来であったが、今回は各省庁の担当者が最後

まで残って、それぞれのテーマ別に、Jtt J

AC側からもそれぞれ担当者が出席 して意見

交換をするという形では始めてだった。

今回の折衝は、それぞれの担当者が専門的

立場で、日本の現状や国連特別総会の成果文

書の内容にも触れて突っ込んだ質問を行うな

ど、内容的には成功と評価できるものとなっ

た。たとえば国連特別総会の成果文書の内容

は各省庁の担当者 レベルにはほとんど達して

いないようで、北京 JACの担当者からの成

果文書に基づく指摘ではその内容について目

を丸 くして聞いている様子が特徴的だった。

しかし、初めてとしては評価できるが、今

後は具体的成果を実 らせることが必要である。

各テーマコーカスを活発化するとともに責

任者を決めて、テーマ毎に継続的に研究や要

望事項についても検討を加えることが求めら

れてくると思われる。

また、特にシンポジウムの開催にあたって

は、テーマに関する会合を持つときは、その

後にこのような交渉を行うことを念頭におい

て、それぞれのテーマにおいて要望事項をま

とめ上げるための検討を十分に行うなど、そ

の内容についても考える必要がでてきている。

●省庁交渉特集は以上です。当日提出した要

望書をご希望の方は、切手、郵便振替、小為

替などで300円 (コピー代 140+0160)を 添えて

お申込みください。なお、送付は事務局の都

合で 9月 25日 前後になります。  (永 井)

さを改めて痛感 しました。

贅
”
〕
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1    
女性に対する暴力防止法案  最近の動き

:

牧田真由美

◆全国シェルターネットを中心とした「 ドメスティック・パイオレンス防止法」案

法の<目的>に、 ドメスティック・バイオレンス (=DV)は社会的な犯罪であること、

被害当事者の自立支援システムの整備、被害者の心身の回復をはかるためのカウンセリン

グサービスの充実、人権教育、男女平等教育の徹底が明記されている.

女性への暴力のく定義 >は、夫、元恋人、別れた前夫、同居人など親密な関係のパート

ナーとの間で起こる暴力と規定し、実態が反映されている。<国自治体の責務>と して、

女性への暴力防ニセンターを設置し、24時間ホットライン、一時保護、カウンセリングな

どの機能を設けるなどを明記.民間シェルター、相談グループヘの財政支援も盛り込んで

いる。DVの被害者を発見した者に<通報義務>を設けている.被害当事者への同意なし

の通報は、賛否がわかれるところだ。

被害当事者の安全を確保するために<保護命令>を設けている。緊急と通常とに分けら

れ、いずれも請求先は裁判所。請求は当事者および検察官.不服申立て、保護命令違反に

は3年以下の懲役、50万円以下の罰金という罰則を設けている。(7/8)

◆自由人権協会の「 ドメスティック・J〈イオレンス禁止法」案

く目的>は、被害者の保護と権利の回復により、DVの防止をはかり、両性の本質的平

等の実現をあげている。法の<適用範囲>は、夫婦 (事実婚も)、 過去に夫婦関係のあっ :

たものとし、過去、現在とも親密な関係のある者は適用範囲としていない。<定義 >は、

有形力の行使と限定し、精神的暴ヵは認めていない。<国及び地方公共団体の義務>と し

て、売春防止法に根拠をおく、各都道府県の婦人相談所内にDV防止センターを設置し、

24時間ホットライン、被害者の一時保護、カウンセリング機能を設けている.ま た、民間

シェルターヘの補助金の交付なども。DVの被害者を発見した者に<通報義務 >を設けて

いるが、特に、医師、歯科医師、看護婦、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、鍼灸師、

のみと職減を限定している。<保護命令 >は、シェルターネットの防止法案と同様、被害

者が申し立てることができることを明記。裁判官が発令 し、警察の行政命令ではなく、司

法による救済をはかっている。また、緊急と通常とに分けられ、保護命令違反には 2年以

下の懲役、50万円以下の罰金という罰llJを設け、累犯加重を付けている。保釈、刑の執行

猶予には、更生プログラムかカウンセリング参加の条件を付けている。(8/2発表)

参議院の共生社会に関する調査会に「女性に対する暴力に関するプロジェクトチームJ

が設置され、学者、弁護士、相談員などからヒアリングを行い、法的対応策の検討が行わ

れている。来年の通常国会に法案の提出を予定している。

7月 31日 に男女共同参画審議会が答申した「女性に対する暴力に関する基本的方策につ

いてJには、「それぞれの形態に対応しれ法制度など早急に検討することが必要である」

と、法制度検討について触れている。

「女性に対する暴力防止法コーカス」として、法案に最低限盛り込むこととして、女性 i

に対する暴力が犯罪であることの徹辱、被害者の保護と権利回復、被害者の安全を守る体:´ |.

制の徹底。特に被害者の人権と自己決定の尊重の重視を付け加えたい.さ らに、法制定と
「

共に、女性と男性の平等な社会を求める取り組みが必要であることを改めて強調したい。

〇
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∵  「女性にたいする暴力」答申の問題点

ゆのまえ知子

7月 31日 、男女共同参画審議会は「女性に

対する暴力に関する基本的方策について」

(答申)を首相に提出した。新 しい対策はと

らないことの言い訳めいていた「中間とりま

とめ」に比べれば、言い訳部分を若干削除し、

<新たな法制度の検討>(必要、と言ってい

ない)が入るなど前進があったことは評価 し

く3ビしL舞 〕ヾつ議 育糞楚言F専 こ葬

ていたことを思えば現状を追認したにすぎな

いとも言える。もれ聞くところでは、女性に

対する暴力部会内部に深刻な意見の対立があ

り、この文言を入れるのも大変だったとか。

内容については次の諸点が問題である。

①夫・恋人からの暴力 (DV)を理由とした

家事調停の問題について検討されていない。

暴力の危険性や双方の種々の力の不均衡など

の理由で、台湾など海外ではDVは調停にな

じまないとして除外するところもある。調停

期間が数年に及ぶことも少なくなく、その間

の女性と子どもの安全や心身の疲労、経済問

題は調停委員のジェンダーバイヤス等の問題

「  ちり危機にさらされているのが実情である。

②接近禁止命令等を含む保護命令について検

討されていない。現行の仮処分で十分という

ことだが、被害を受けた女性と子どもの安全

確保のためには、保護命令と違反罰則規定が

必需である。③関係機関の連携は重要だが、

どこが責任をもつのか不明確。国としての統

括的専門機関が必需である。④DVは子ども
への虐待を伴っていることや、DVを目撃す

る子どもの心身への影響ははかり知れない。

DVの再生産につながるおそれもあり、これ

らを女性の被害と切り離すことはできない.

答申はこの問題に触れていない。法案の中に、

子どもの問題が加味されるべきである。

世話人会
,ヽ
らの報告

●今年度第 1回の世話人会(5/5)については
第40号でご報告 しました。以後、5/16,6/20,

7/7,8/20,9/5と 開催 しました。議題は、当面
の課題とともに、40号でご報告したテーマを

検討しています。しかし、それらは重要かつ

基本的な問題で時間がかかり、現段階では持
ち越したり、意見を収集 したり、問題提起t
たりという状況です.毎回、記録が作成され

ていますが、マンスリーの紙面の都合でt度・

毎のご報告はできませんでした。

●財政問題について、皆様のご心配をいただ

いていますが、日下、会計担当の小林世話人

が会費納入状況の精査を行っています。財政

危機を提起 した 7月時点では前年同期の半分

という残高でしたが、その後の会費納入によ

りやや持ち直しています。ありがとうござい

ました。

●ただし、現在の事務所をそのまま維持 して

いける状況にないことは変わりがありません。

家賃の軽減は緊急の課題です。現事務所の契

約上、移転時期は10月 末日です。予定地は文

京区内ですが、弓卜っ越し費用がピンチです。
1

ロビイン角活動やテーマ男J活動の展開を考え

ると、事務所の必要性は増 しています。

●第 6回世話人会では、DV法制定と女性差

別撤廃条約選択議定書批准に向けての活動、

政府の行動計画や予算、省庁要望で再認識し

た諸問題への対応が必要と確認されました。

●地域コーカスのあり方について、地域コー

カスからアンケー トをとりました。いろいろ

な意見が出ています。これを機会に、北京 J

ACとの関係について、地域コーカスはどう´

したいのか、どのようなあり方を目指すのか

いろいろな方からのご提案を期待しています。

「 ゆるやかなネットワークっていうのを具体

的に示してよJと おっしゃるあなた、示すお

一人に、あなたもなってください。 (永井)
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――― <事務局から>

☆ 9月 1日 のロビイングには大勢の方がご参

加 くださいました。ご協力 くださった方々に

お礼もうしあげます。なお、日時の設定が急

だったために連絡の届かなかった方には申し

訳ないことを致しました。当日資料の頒布に

ついては 5ページに記載の通りです。

☆定例全体会は隔月毎の第 3日 曜日の午後 1

時～ 3時に原則として開催いたします。それ

にひきつづいて世話人会を開きますので、ご

予定を入れておいてください。10月 は8日 、

12月 は17日 を予定 しています.

☆定例全体会のない月に勉強会を計画します。

火曜日に開かれることが多いのですが、いろ

いろな事情で変更になることがあります。ダ

イアリーをご参照ください。

☆地域コーカスからの発信をお待ちします。

事務局では把握しきれない情報やイベント等

とコーカスとの関わりなど、ご寄稿ください。

原稿の分量等については、事務局永井と打ち

合わせの上でよろしくお願いいたします。

☆全国シンポジウムの資料集をご希望の方は、

送料込みで1000円です。事務局まで。

☆永井は、中日シンポジウム参加のため、 9

月11日 から22日 まで留守をいたします。その

間の事務は休みますので、ご迷惑をおかけす

るかもしれませんが、悪しからずお含みおき

ください。 (永井よし子)

『マンスリー北京 JAC』 2000年 9月 8日発行

編集・発行 Jヒ京JAC事務局

担当世話人 永井よし子

0150東京都渋谷区渋谷1-3-8ビライけ B207

T/F 03-3407-7922

E メールアドレス  JacOplop06。 o血 ne.jp

北京JACカ レンダー

7省庁への要望ロビイング

定例全体会

DV法の現状について

暴カコーカス

6:30- 渋谷アイリス

暴力防止法集会

チラシを同封しました

▲ 9月 ▲

1日 (金 )

5日 (火 )

12Fヨ  (ノk)

22[ヨ  (当≧)

▲ 10月 ▲

8日 (日 )

6:30-8:50 定例全体会

文京区女性センター

H一  会場が変わりましたら下記参照

テーマ 「アジア女性フォーラム」

「中日女性シンポジウム」

参加者による報告会

世話人会

場所未定

●北京 JACの会合が、原則として、渋谷区

女性センター「アイリス」から文京区女性セ

ンターに変わります。95年、北京 JACが誕

生した場所です。以下をご参照 ください。 (⊃

●文京区女性センター

文京区本郷 4-8-3 803-3814-6159
地下鉄丸の内線「本郷三丁目」 3分

三田線  「春日」 5分

南北線  「後楽園」  7分
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世界女性会議ロビイ トワーク
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「日中女性シンポジウム」への参加
量

¨`上

一∪
9月 12日 から14日 、中華婦女連合会の

呼びかけによる「日中女性シンポジウム」が

北京で開かれました。目的は北京世界女性会

議から5年、日中女性の「北京行動綱領」の

実現に向けた取り組みや成果と課題を交流

し、いかにしてアジアと世界の平等、開発、

平和に貢献できるかというものです。日中双

方から約 200人 (北京 S氏から十余人)

の女性が参加しました。

12日 の午前は、中国人民大会堂で開会式、

午後は中国女性活動センターに移動して全

体会議 13日 は「女性と教育J、
「政策決定

の参加」、「女性の健康と高齢者問題 J、
「女

性 と環境」、「女性の雇用と仕事づくり」、

「女性と平和」の6つの分科会がもたれ、1

4日 には、分科会での討議内容が報告され、

閉会しました。           |
まず開幕式では、中国側から顧秀連中華全

国婦女連合会副主席、日本側から二本睦子さ

んが挨拶。その後、李秋芳婦女連書記処書記、

私、呉瑞釣中日友好協会秘書長、山下泰子北

京JAC代表が「基調報告」を行いまルた。「
この中で李書記は「中国婦人の現状及び直面

する問題点」として、改革開放政策の進展に

より、中国女性の生活が大きく変化し向上し

たこと。「北京行動綱領」の実現については、

中国政府は男女平等を社会発展の基本政策

の 1つ として位置づけ、「中国婦人発展要

項 01905年‐2000年」を制定。政界への女

性の進出や教育、雇用などの分野で前進して

参議院議員  清水 澄子

いる。とりわけ農村女性の果たす役割は大き

いと述べた上で、中国は人口が多く、市場経

済の転換過渡期にある発展途上国であるた

め、生産力の低さが女性の発展事業を東縛す

る要因となつている。「貧困からの脱却」が

最大の課題であると報告しました。

私は、「北京行動綱領」のフォロアップに

取り組む女性たちの努力や「男女共同参画社

会基本法」が制定されたが、先進国に比べて

女性の地位が低いこと。特に最近の経済のグ

ローバリゼーシヨンがもたらす負の影響に

ついて警幾み、さらに「国家主義は家父長制

や性差別 と密接に関係している」と指摘した

上で、電 中女性のエンパワーメントを高め、

性差別撤廃と平和の実現にともに連帯して

行動しよう
｀
と呼びかけました。山下泰子北京

側Ю 代表は「日本の女性の法的地位と今後

の課題」として、すべての国内法と政策を女

性差別撤廃条約と合致させていく必要性6及

び、選択議定書の発行のために日中女性が努

力する必要性を主張しました。2日 目は教育、

環境、政策決定への参加、健康と高齢者、平

和などをテーマに分科会を行いました。

最終日は各分科会報告に引き続いて、私か

ら貧困地帯での「母親の水瓶づくり」に参加

することを提案しました。日本参加者のカン

パで貯水池 12個分を贈り、今後さらに日中

女性の友好と交流を活発にすることで、21
世紀の発展を促 していこうと確認しあいま

した。

―ヽ

プン

／
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中日女性シンポジウム参加と「教育」分科会の報告

今回の中日女性シンポジウムは、中華婦女

連合会の主催で開催された。主催者からの依

頼で、私も日本側呼びかけ人の 1人になった

ものの、正直なところ私には、開催の主旨な

どが必ず しも明確でなかったので、北京 JA
Cの会員に特に参加を呼びかけることがで

きなかった。 しか し、参加 してみれば隣の

国・中国の女性 と親 しく意見交換することの

重要性を再確認することができた。また、幅
広い分野からの日本側の参加者 と交流でき

たことの意義も大きかった。まさに北京世界

女性会議から生まれた「北京 JAC」 は、中

国側からも日本の参加者からも関心をもた

れ、その意味では、「北京 JAC」 を PRす
るよい機会になった。次回、このような機会

があれば、会員の皆さんに参加を呼びかけた

い。

私の参加 した「教育」分科会の司会は、中

華女子学院副教授の黄小玲さん、日本婦人会

議 (北京 JAC沖縄)の狩俣信子さんが担当。

参加者 25名。中国側 5本、日本側 7本のレ

ポー トが発表された。つぎに、‐内容をいくつ

かの論点に絞つて紹介する。

お

<識字・初等教育> 中国には、なお 2億人
の非識字者がお り、その 7割が女性である。
また、9年間の教育が義務づけられているも

北京 JAC代表世話人 山下泰子

のの、7歳から12歳の学齢期の女子 14。

23%、 男子 8。 54%が依然 として未就学
の状況にあることが報告された。とくに未就
学ない しは中途退学を余儀なくされた少女
のために「春の雷計画」が実施されている。
日本からは、被差別部落における識字学級・

文字を取 り戻す運動についての報告があっ

た。
<高等教育> 4年 制大学への女性の進学

雪安『 ワ i∫み )l亀乳 試

)組
倉lの

女子大学が 5校 しかなく、むしろ近年女子大

学の必要性に関心が向けられているとのこ
とで、日本の女子大学の共学化傾向と対照的
である。現在中国では、「21世紀の女J性の

大学教育」が重点テーマとして研究されてしヽ
る。また、少数民族の女性で大学教育をうけ
た人は、0。 6%に過ぎず、問題だとの指摘
があった。
<家庭教育> 中国側からは、家庭教育学級

や親の教室 (テ レビ番組)を通 じて、母親に

対する教育が行われていることが紹介され、
家庭における母親の存在が強調 されたのに

対 して、日本側からは、子育てに父親も参加

すべきだという議論が示された。
<一人っ子政策・少子化> 中国側の参加者
からは、一人つ子政策への支持が語られたィヽ
経済的に余裕ができ、十分な教育を受けささノ

ることによって、よりよい人材を育てること

ができ、子どもの人格形成にメリットがある
とい うのが主な主張である。それに対して、
日本側からは、合計特殊出生率が 1.38%
(98年)にまで下がっており、少子・高齢

化が社会的な問題になっていることが紹介
された。

さまざまな議論から、共通点と対立点が明
らかになり、興味深い分科会だつた。最後に、

もつとも基本的な人権である教育権があら

ゆる人に保障される世界をめざして、お互い

に連帯していくことが確認 された。

■ ぽ 》 |[|キ
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申日女性シ ポジ ム「女性の 康と高

         津和慶子

女性の健康と高齢者問題の分科会は、日中

双方の関心も高く、参加者は40人を越えた。
このテーマには日中両国とも共通の実態や

課題が多く率直な意見交換が行われた。

中国では高齢者に占める女性の割合は

年々高まり、夫の死亡や子供との別居で、
三

人ぐらしや高齢夫婦のみの世帯が増えてい

る。北京市内在住 500人の高齢女性を対象

二 真慕弓計 憲 爾 胤 訟

たとの報告。「嫁」という数字が出てこない

が、「息子」とは「嫁」を含むのかどうか、

明らかにはならなかった。しかし同調査では

80%以上が家庭介護を望んでおり、家庭介護

をサポー トする施策が不可欠となつている。

都会と農村では格差が大きい。農村でも子

どもとの同居率は低くなっている。病気や介

護が必要となると、子どものところを順番に

回るという。農村では一人つ子とは限らない。

ただ、農村でも老人ホーム建設などの要望も

高まつているが、子どもがいるのに恥ずかし

いとの意識も強く、現金収入が少ないので、

入院するお金がないなど、施設介護ばかりで
―ゃく介護のサポート施設もあまり現実的で
―ヽイまないとのことだった。

日本でもおなじ問題があり、家族介護から

公的保障をめざした介護保険制度がスター

トしたが、多くの問題があることを報告した

ところ、介護保険制度の細部にわたってたく

さんの質問が出された。社会の仕組みも異な

る中で、十分に理解してもらうことができな

かったが、在宅を基本に公的サービスをシス

テム化しようということ、どんなサービスを

するかについては大変関心が高かつた。

ただ中国の報告では60才以上人口が人口

の 100/0を こえたことを高齢化といつており、

国際基準は 65才以上人口が 14%なので、な

ぜかと質問したが、理由がわからない。あと

から男性の定年が 60才 (女性は 55才で、

差別だとの声もあがっているとのこと)だ と
いうことから、定年後の就職などの対策をど

うするかという問題意識が強いのではない

かと推測した。

健康の問題では、かつては食べることに精
一杯だつたが、今は栄養がつきすぎ、成人病
の危険がでている。改革開放のおかげ、とこ

の間の課題の変化がうきばりになつた。

まず、からだに対する認識の普及が強調さ

れていた。とくに農村地帯では、非識字率も

高く、衛生知識も普及していないことから、

妊産婦死亡率や乳児死亡率がまだ高いこと

が指摘された。

また高齢化とのかかわりで「更年期」対策

を重視しているとの報告があり、高齢社会の

中で更年期以降の成人病対策が問題になっ

ていることが出された。その中で特に私が関

心を持ったのは、60年代から ERT療法、

70年代か らの HRT療 法などホルモン

療法がかなり広がっていたらしいことだっ

た。漢方薬、東洋医学の本場なのになぜ、と

思つたが、80年代からその見直しがはじま

り、最近は漢方医療や精神面ρ療法が重縄さ

れてきているとの報告があつた。また、更年

期以降を健康にすごすためには産婦人科だ

けでなく総合的な対策を重視 しているとの

こと。骨粗霧症、皮膚障害などの対策として

も内分泌、心肺の検査や栄養指導など、個別

指導を行つていることがわかった。

また改革開放後の負の問題として、50年
代始めには根絶された性病がまた増加 して

いること、性感染症やエイズも広がっている

ことなど、悩みが率直に出されたことは、中

国が北京会議以降、大きく開かれてきたこと

を示していた。
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|(
日中女性シンポジウム「女性の政策決定への参加J分科会   .

北京 JAC事務局長 永井よし子

中国側 5人 ,日 本側 4人の発言者に与えら

れた時間は、逐次通訳のため、ひとり8分 と

い う短さだつたが、私は日本側司会者として、

なんとか討論の時間を確保することを念頭

に進行 した。中国側は持ち時間をオーバー し

がちで、しばしばしばしばス トップをかけざ

るをえない場面が多かった。時間を気にしな

いことが印象的だつた。

分科会は、全体会議での発言内容 との重複

を避けることを申し合わせて始まった。発言

は、首都師範学校助教授啜大鵬さんの「女性

の教育権利と対策」、国際婦人教育振興会会

長大槻勲子さんの「日本女性の政策方針決定

の場への参画の現状と課題」、中華全国婦女

連合会組織部副部長李暁雲さんの「NGOの
力で女性の政策参加を推 し進める」、新 日本

婦人の会副会長高田公子さんの「N∞ の立

場から女性の政策決定への参力日について」、

中華全国婦女連合会婦人研究所情報センタ

ー副研究員丁絹さんの「政策参加  女性発

展の弱い所」、退職婦人教職員連絡協議会の

佐藤まゆみさんの 「女性の政策決定人の参

力日」、豊台区婦女連合会主席喬世紅さんの「北

京市豊台区の女性の参画状況について」、北

京 JAC Oア ジア女性会議ネットワークの会

員として参加 した永井よし子の「女性の政治

参画」、最後は、中国側司会者の全国人民代

表大会内務司法婦人児童青少年副主任朱建

正さんの「中国女性の政策決定の参加状況に

ついて」だった。

l時間の質疑応答では活発な発言が続い

た。9人の発表を通 じて、参カロ者は、両国の

社会的条件の違いをふまえながらも、女J性の

抱える問題や政策決定の場への壁について

の共通認識を持つことができた。

女性の参画は両国ともその率を上げつつ

あるが、中心的政策決定の場は圧倒的に男性

が占めていること、上級職になるにつれて女

性の参画率が下降すること、地域に根強く残

る男尊女卑の意識が女性の参画への壁 とな

ること、また女性 自身もそのことによつて苦

しむことなど共通の実態が明らかになり、共

感の声 しきりだつた。その状態を打破するた

めに提起された戦略も多くは共有すること

ができた。

もつとも大きな違いは、選挙の仕組みだ。

日本では女性の政策決定への参加ルー トが

種々様々であることに比べ、直接選挙が市町

村段階にようやく導入された中国とはかな

系雷基雀言をよ孟π麿だ曇彗曇算少員貸看①
推薦する中国方式に対 し、日本では、国会、

都道府県、区市町村、すべての議会の議員は

選挙を経なければならない。

特に、日本の地方自治体選挙で、女性の無

所属候補が増えている点について、中国には

見られないだけに、市民型選挙や立候補の経

緯などについて中国側から質問があつた。中

国の女性参画が婦女連の存在を抜きにして

は語れない中国女性の「有利さ」に比べ、日

本の女性が政界への進出に向けて方法を模

索 し、壁を乗 り越えるために苦労 している実

態を中国の女性に伝える意味で貴重だつた。

同時に中国よりはるかに低い 日本の女性参

画

需昌慮曇種稚誓ill二 羞:裏皇iま、男`颯 }

の枠組みからの自立であり、世界的規模での

貧困化や資源の枯渇に対処する新たな視点

の政策化だ。女性の世界的ネットワークがそ

の手がか りであると痛感 させ られた分科会

だった。

::[1:l:lt[=

:鞣
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「アジア・ 太平洋環境女性会議」報告

(財)アジア女性交流・研究フォーラム常務理事 二隅佳子

「アジア・太平洋環境女性会議―女性は提

言する :ア ジア・太平洋の環境問題解決のた

めに一」が 9月 3日 、 (財)ア ジア女性交流・

研究フォーラムの主催で北九州国際会議場

において開催 されました。

この会議は、アジア太平洋地域の持続可能

な開発の実現を目指 して、ESCAPが 19
85年以来 5年ごとに開催 している「アジア

太平洋環境 と開発に関する閣僚会議」の関連

「

)事業として開催 したものです。参加者は約 8
~00人

で した。

目的は、女性の知恵と経験を分かち合い、
｀
ジェンダーの視点に立って環境問題を討議

し、地球的規模の環境問題解決に向けて提言

することです。会議の成果をアピールとして

採択、アジア太平洋環境大臣会議で報告を行

い、「2001-2005年 の地域行動計

画」に反映させるとともに、「リオ+10」
に向けての提言とすることにありました。

会議は原ひろこさんによる問題提起「何が

問題か」にはじまり、3人の基調講演。先ず、

国際的な環境運動のリーダーであるヴァン

ダナ 0シヴァさん (科学・技術・自然資源政

策研究財団理事長)が、緑の革命や遺伝子操

作を含む近代農業の画一的生産は、一方で、

環境破壊や貧困を招いている、と鋭く問題を

提起。次いで女性の健康問題の第一人者のイ

ンガー・ブリュッゲマンさん (国際家族計画

連盟事務局長)は、環境破壊が女性の健康に

及ぼす深刻な影響について、ビデオを使つて

説明。最後に参議院議員で、地球環境国際議

員連盟世界総裁の堂本暁子さんは、今や産業

革命以後の科学至上主義に基づいた男性主

導の体制から多様な市民が担 う体制への移
行の時、環境やジェンダーの視点から21世
紀に向けて経済・社会構造の転換が求められ

ている、女altの グローバルなネットワークが

重要である、と訴えられま Lノた0

午後からは、国際的、国内的、地域で活動
しているパネリス トによる4つの分科会が

開かれました。テーマは、第 1分科会「先端

技術の健康と自然への影響 (食の安全・供給、

遺伝子組み換え作物)」 、第 2分科会「地球

温暖化と生き物たち (生物多様性、グッドガ
バナンス、女性の知識)」 、第 3分科会「ラ

イフスタイルの見直し (健康、人口、資源循

環型社会の形成、環境教育)」 、第 4分科会
「健全な環境の為の経済活動 (貧困、女性の

経済的エンパワーメント、貿易)」 です。

最後の全体会では、各分科会から出された

意見をまとめ、「女性の提言 :ア ジア・太平

洋地域の環境問題解決に向けて」として提案。

意見交換の後、満場一致で採択されました。
この提言を江尻美穂子さんが5日 の環境

大臣会議の場で発表。最終日に採択された環

境大臣会議の報告書に要約され、取り入れら

れました。これがこの会議の最大の成果です。
こうした国際会議の場で女性が積極的に声

を上げることの大切さを痛感しました。
また、この会議で、女性問題、環境問題、

健康問題とそれぞれに関心をもつて活動し

てきた人々が一堂に会しこれらの問題が密

接な関係にあることを確認できたことも大

きな成果だつたと思います。

尚、「女性の提言Jは (財)ア ジア女性交

流・研究フォーラムのホームページに掲載さ

れています。(htぃソノwπ 晩 ‐o■jJ
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「第 4回東アジア女性会議」参加報告

今年 9月 4日 から7白 にかけて、第 4回
東アジア女`性会議が、台北市のell渾海外青年

活動センタニで開催 された。参加者は総勢

370名 以上で、モンゴル(26名 )、 韓国(70名 )、

台湾、ロシア (9名 )、 日本(41名 )に香港と

チベ ット (2名 )が加わった。中国からの参

加者は 日本への留学生 6名だけで、本国か

らはゼロ、北朝鮮も不参加だった。

開会式には東アジアで始めて女性の No.2
つまり副総統に就任 した呂氏が流暢な英語

で挨拶をした。呂氏は台湾における女性運動
の先覚者でもあり、国民党政権時に 2000日
入獄 した経験を持つ。

台湾女性の政治参加は国民党政権時代で

も高く、女性国会議員の割合はアジアでベ ト

ナム、北朝鮮、中国など旧社会主義国に次ぐ

高さであつた。民進党政権下では、大臣は

35名 中 9名 に女性が任命 されてお り、第 1

日目の歓迎会は女性の張内務大臣により催

された。運輸大臣も女性であり、女性国会議

員の割合は 18。 3%、 台北市議会の女性議員
の割合は 32。 7%と 極めて高い。閉会式には

大統領夫人が挨拶をされた台湾の NGO女
性達は、交通事故のため車椅子の身で、障害

者など社会的に恵まれない人達のために活

発に活動をしている同夫人を賞賛 していた。
全体会は各国報告(日 本はフォーカルポイ

ン トの国信潤子氏)と 4つのテーマ 「新世紀

と新女性」「女性 とe時代」 (JCA一 NETの
松本幸花氏)「女性 と職業J「女J性 と人権」で、

講義のみで行われた。チベットの代表からの

中国領チベ ットで女性たちが中国の官憲に

悲惨な目に遭わされていると言 う報告は会

場の共感を呼んだ。

テーマ別分科会は 8テーマ (発展、人権、
DV、 政策決定への参加、教育、健康、文化、

環境)を 4テーマずつ 2日 に分けで 1日 が
かりで検討 した。その他、̀2日 目にはユース

の分科会も行われ、9つの分科今構成となっ
た。私は、1日 目に政策決定分料会そ報告を

北京 JAC世話人 橋本ヒロ子

行い、2日 目に教育分科会を担当した。最終

日は翌金曜 日に大学で会議が予定されてい

たため、全体会の途中で退席、帰国した。
全体会にはボランティアによる多国語の

同時通訳が入つたが、分科会では、英語が会

議言語であつたのに、中国語、ロシア語が入

り混 じり、参加者がボランティアで通訳をし

たが、議論がはかどらなかった。

政策決定分科会では台湾 と日本の発表の

鍵 」 f認 雛 予 嘲 朧 堪″懲 た

。
①

報告、家庭内における意思決定に関する詳細
な調査結果報告も行われた。

教育の分科会では、モンゴルやロシアの参

加者がジェンダー平等教育の概念が全く存

在 しないので、それに関する講師の派遣を日

本などにして欲 しいという要望も出された。

最終 日に決議文 とこれか らの行動計画案

が実行委員会から出され検討 した。決議文案

におけるチベ ッ トと北朝鮮の女性たちに関

する表現についてまとまらず、各国から 5

名ずつ代表を出して閉会式後に検討 した。チ
ベ ットの代表はすでに帰国 していたが、チベ

ッ トの女性に関する記述は台湾 と香港の女

性たちの強い希望で残された。なお、決議文

写7縦 曹

ノ

〕iliξt【;:fI]κ霧 舞 夭「
(Э

DVの問題など東アジア女性の当面する課

題に加えて、2003年に香港で第 5回東アジ

ア女性フォーラムの開催に決定するとい う

ことも入つている。

VAWnetが 今年 12月 に開催予定の第 2次

大戦中の女性に性的な被害を与えた加害者

に対する市民法廷への参加を奨励するとい

う文言も入っている行動計画案は、異論がな

くそのまま採択されたようである。

国信氏を中心に、日本語の報告書を編集発

行するための作業が進められている。
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地域コーカスニュースから… .… .…・…・…・…・…・…・

県知事と北京JAC・ 新潟との懇議会

北京 JAC・ 新潟は、「新潟県男女平等推

進基本条例制定を求める要望書」を手に、去

る9月 9日 、新潟県女性センターにおいて、

平山征夫新潟県知事と懇談の機会をもった。

参加した40名余のJAC会員に対しも知

事は女性たちの意見や要望に丁寧に答えた。

北京 JAC・ 新潟は、条例制定に向けての

研究会を昨年12月 に立ち上げ、以来、北京行

動綱領の12重大問題領域に沿って研究協議を

重ねてきたところである。現在は、提言に向

けて起草委員会を設置、「実質的・具体的な

条例」の早急な制定を求めて活動中である。

要望項目は①男女平等社会の実現に向け

た条例の早期制定 ②北京 JAC・ 新潟が提

出する予定の提言書を尊重し内容に盛り込む

こと ③条例制定に際しては、現「女性問題

協議会」を権限強化した審議会を設置して協

議すること ④来年の機構改革時に女性政策

課を総合的な調整機能を備えた部署に移管す

ること などの 4点である。

懇談会では、知事は、職場問題やセクハラ、

DVな どにも言及し、女性プランについても

積極的に市町村を啓発する意欲を示した。法

的基盤としての条例の必要については、来年

度の早い時期に取り組むとのことで、北京 J

AC・ 新潟へも期待を寄せた。DVにおける

シェルターヘの支援についても前向きの答え

で、女性管理職の登用や参画率のアップにつ

いては女性の能力と意欲に言及、女性の政策

決定の場への参画率のアップと同様、女性の

側も努力を求められた恰好になった。

日頃からの北京 JAC・ 新潟の研究や活動

に対して、知事懇談では敬意が払われたが、

一方、新潟市の男女共同参画審議会では意見

がとりあげられず、壁は厚かった。

・ .      -7-

「男女共同参画社会基本法J条例づくリ

・宮城県議会の動き

議会の中の「新みやぎ創造運動対策特別委

員会」が取り組んでいる。委員長は遊佐美由

紀さん (JAC会員)。 県民へのヒアリング

を経て、条例案を来年 2月 の議会に議員提案

する予定である。県の特色として、農山漁村

の男女の対等なパートナーシップの確立を目

指している。同時に、苦情処理機関 (オ ンプ

ズパーソン)の設置を盛り込みたい。

骨子案は以下のとおり。

①前文 ②目的 ③基本理念 ⑤責務 ⑥基

本的施策 ⑦苦情処理 ③女性総合支援市民

センター ③NPOとの協働・連携 ⑩年次

報告 0研究調査 ⑫公的支援 ⑬県民の意

見の反映 0審議会

・現在の会の取組み

仙台市の女性職員管理職は、女性課長 3名

(0。 02%)女性係長 120名 (1%)で、職減は

保育関係に偏っているのが現状である。宮城

県には4人の女性課長がいるが、他からの出

向である。また県内の40近い市町村が女性議

員ゼロの議会である。

女性が女性の足を引っ張るということ、夫

の無理解、資金の不足などがこうした状態の

原因として考えられるが、もっともっと女性

議員を増やさなければと考えている。

昨年、超党派の女性議員の連絡会が県内に

できて、年数回の研究会などを行っていると

いう.

事務局にお送りいただいた上記の地域コー

カスニュースから、一部を事務局が要約して

ご紹介させていただきました。各地からのお

便りや寄稿をお待ち申し上げております。

(北京 JAC事務局 )



<事務局から>

★ 9月 は 1日 の省庁交渉に始まり、東アジア

女性フォーラム、中日女性シンポジウムと

慌ただしく過ぎました。なお、マンスリー

42号北京 JACカ レンダーの記載 ミスでは

ご迷惑をおかけしてすみませんでした。

★今回のマンスリーに会費納入のお願いを同

封させていただいた方々があります。前号

世話人会報告で触れた通り、会計世話人が

会費納入状況を1999年と2000年について精

査いたしました。その結果、未納の方々に

会費をお納めいただけば北京 JACの活動

に支障がでないという見通しがたちました。

発足か ら5年、男女共同参画基本法を得た

今、北京 JACの活動の重要性はますます

大きくなると思われます。皆様のご協力を

お願いいたします。なお、事務局のミスが

ありましたらご指摘くださいますようお願

いいたします.ま た、入れ違いにご納入く

ださいました場合はあらかじめお詫び申し

上げます。

◆郵便振替番号 00250-7-66426◆

★10月 末をもって渋谷区の事務所を引き払い

ます。新事務所の所在地は文京区です。詳

しくは次号でお知らせいたしますが、移動

のために混乱が生じるおそれがあります。

電話番号も変わりますので、この間のご連

絡は、永井宛にお願いいたします。
0住所 112文京区白山4-19-5

0 TEL   03-3944-6974

0 FAX  03-3944-9647

(事務局長 永井よし子)

『マンスリー北京JAC 第 43号』   2000年 10月 10日発行

編集・発行 北京JAC事務局     150東 京都渋谷区渋谷1-3-8ビラザけ B207

43号担当世話人 ・橋本ヒロ子      T/F03-3407-7922
永井よし子      Eメ ■ 7Ftt jacOpop06.odn.鵬可p

-8-

北京 JACカ レンダ ー

▲ 10月▲

10日 (火)マ ンスリー43号発行

16日 (月 )暴力防止法コーカス

18:30 -

月に肩言ウイメンス プラザ ぢミカ龍コーナー

??日 (?)予算の概算要求説明会

昨年10月 21日 に、男女共同参画

推進関係予算の概算要求につい

葬啓IF:毒勇二:[L會「口
)

井までお問い合わせください。

▲ 11月 ▲

14日 (火)マ ンスリー44号発行予定

22日 (火)定例全体会 18:30-20:50

文京区女性センター

「女性差別撤廃条約

選択議定書Jに関して

発表 清水澄子

山下泰子

斉藤 誠

臨時世話人会 21:00～

新事務所にて

▲ 12月▲

14日 (木)マ ンスリー45号発行予定

17日 (日 )13時定例全体会と世話人会

「女性とIT革命」を計画中

会場・講師は交渉中

ρ
‐ヽ）
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平成 13年度男女共同参画

推進関係予算概算要求

北京JACヒアリングの報告

(その 1)

代表 山
‐
F泰子

2000年 10月 30日午後 1時30分より午後 5時

まで、参議院議員会館第 5会議室において、

「2001年度男女共同参画推進関係予算概算要

求Jに対する北京 JACの ヒアリングを開催

しました。これは、昨年に引き続いての第 2

回目の開催でした。

2001年 1月 の省庁再編後をにらんで、 12

省庁からそれぞれ担当官が出席し、あらかじ

め北京 JACから提出していた来年度の概算

要求への質問状に対する回答をされ、さらに

若千の質疑が交わされました。当日の北京 J

ACか らの参加者は、清水澄子・川橋幸子・

√ヽ Jヽ宮山洋子・福島瑞穂の
各国会議員を含めて

~`ノ 20名ほどでした。

響ロビイングネットワークとして、北京」A
Cは、本年よりつぎのようなサイクルで、 ト

ータルに国の女性政策のモニターに取り組ん

でいます。さきに7月 8・ 9日 の両日、国立

婦人教育会館で開催 した全国シンポジウムの

全体会議の決議 (原案はテーマセッションで

まとめたもの)を 8月 4日 に国会議員コーカ

スに諮り、要望事項として各省庁へ提出しま

した。これについては、 9月 1日 に各省庁か

らの回答および質疑の会を参議院議員会館第

1会議室で開催いたしました。

これらの要望が予算の中にどのように反映

されるかをウオッチしようというのが今回の

概算要求への質問とそれに対するヒアリング

なのです。このサイクルがうまくいくと政策

提言型NGOと して北京 JACが 日指 してき

たものが、ひとつ実質化すると思います。

残念ながら、今回は皆さんへの事前のお知

らせも十分ではありませんでしたから、関心

の高まりがいまひとつでした。こうした意義

のある会議でしたのに、参加者が少なかった

のが惜しまれます。参加の議員から、「少数

精鋭ですね」と言われましたが、参加してく

ださった省庁の方からも、こうした方法を評

価する発言がありましたので、残念でした。

この催しは、来年も続けていきたいと思い

ますので、どうぞ皆さん、ご参加ください。

地域コーカスの方々にとっても、地域での活

動に活かせると思います。

20世紀の終焉が指呼の間に迫ったせぃで

しょうか、日本が敗戦後半世紀をかけて培つ

てきた民主主義の論理が、つぎつぎに踏みに

じられていくような政治情勢です。いまこそ

男女平等社会という新たな価値の創造に向け

た取組を本気で進めることが重要です。

この男女平等社会は、市民の政策決定への

参画なしには成り立ちません。ご一緒に北京

JACの活動を盛り上げてまいりましょう。
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毅夕の単位
`J″

n
軍日円3コメント

【農水省】

(二階堂孝子農産園芸局婦人生活課課長補佐

(1)男 女共同参画社会の形成に向けた総合的な

支援についての新規事業

①女性農業者経営参画支援事業(114)②軽

営構造対策推進事業のうちのベビーシッター

r ホームーキーパーネットワニク構築事業(12)。

.ヽ ①では、農山漁村の若い世代がよろこびをも

|っ て農業経営に参画できるよう経営管理の研

修とともに、母性保護のためのセミナーや農 :

業経営と出産育児が両立出来るよう相談マニ

ュアルの策定などを行う。②は、女性農業者

の農業経営への参画を促進するため、家事・

育児に係わる地域内紹介システムを構築する

実験事業。

*いずれも、農村における母性保護と保育支

援を目的とするもので、サービスの現物支給

にはなっていないので、次年度には改善を期

待したい。

(2)女性の起業に関する支援

経営構造対策事業のうち女性農業活動支援施

設の整備 (28,720の 内数)は、朝市・豆腐・

納豆作りなど手作りの農産物加工やその販売

のための経営手腕をみがくための施設に係わ

るもので、前年 (18。 218の 内数)か らかなり

の増額になっている。この他、女性の農業加

工等の活動の促進として、①農業改良資金の

うち、婦人・高齢者活動資金貸付枠300,②農

業改良資金のうち経営開始資金貸付枠7042が、

無利子で貸し付けられる(②1000万迄)。

*多 くの女性が活用できるようPRが必要。

(3)その他

*その他の新規事業として、農協高齢者総合

対策強化推進事業(155),高齢化対応活動促進

事業(120),農村振興総合整備事業(14400の

内数)な どがあげられている。

*こ れらの高齢者対策については、女性や男

女共同参画との関連を明確にする必要がある。

*農業改良普及員については、「女性の参画

促進のための効果的な普及活動の展開」(284

の内数、前年同額)で、質を高めるための努

力が行われている。

【外務省】

(人権難民課岡庭企画官他予算担当者 1名 )

(1}国際機関を通じた支援

基金、拠出金として、すべて前年と同額。

①国連開発計画WID基金(212)

②国際農業開発基金WID基金(53)

8畠進二天驚奎貢Xil重青1賃::,24) (D

⑤国際婦人調査訓練研修所拠出金(6。 89)

⑥女性に対する暴力撤廃のための国連婦人開

発基金信託拠出金(42.4)

侶)JICAによる途上国の女性支援

①プロジェクト方式技術協力における社会・

ジェンダー調査

*前年度1200万がゼロになった。これは、プ

ロジェクト実施可能性調査という項目を新設

し、そこにこれまでの 7倍程度の予算が計上

してあるので、これまで通りのWID調査が

可能であるという。

*その他青年海外協力隊特別機材費(WID分 ),

シニア海外特別機材費(WID分 ),開発調査にお

ここ選b詈属F量警L冒 [`島41者曇FてD
*JICA予算全体は、本年度1972億円から来年

度1833億円へと2。 6%減だが、71D関連予算は

変わっていない。

*JICAは、途 _L国支援という名目では予算要

求をせず、むしろ、すべての事業をWID視点

が入っているかどうかで評価している。

(3)その他

*NGOの支援については、NGO事業補助金(6

84)に一本化されており、WID特定予算はと

っていない。

*ODA全体の中でのWIDの割合については、

白書を見てほしい、とのことし
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*GII(Global lssue lnitiative)・ AFE5」Dヨ暑

全保障基金とWIDの関係はどうか。

*女性差別撤廃条約選択議定書の批准に向け

た予算措置を伴う事業が予定されていない点

について疑間を投げかけた。

*女性差別撤廃条約の普及活動を要請した。

*女性2000年会議の政治宣言が、GNPの 7%
を途上国援助にあてるよう要請していること

に配慮が必要である。

*UNIFEMについても、ただ拠出金を出すだけ

でなく、途_L国に人を配置してプロジェクト

のモニターをすべきである。
F′

｀
)

【通産省】

(大臣官房企画室企画主任杉浦好之、同主任

青柳あずさ、産業政策局参事官補佐吉岡正嗣

昨年度は出席なく、今回初めて参加。

*女性・高齢者の能力発揮のための調査研究

(7),生涯学習シンポジウム(15)等、啓発・調

査・研究・ シンポジウムが多く、直接サービ

スが少ない。経営指導や訓練をセットできな

いか検討してほしい。

*高齢社会対策 (障害者対策も含む)(4309)

が、通産省の関連予算の大部分を占めている

が、なぜ男女共同参画推進関連施策に含まれ

るのか。担当者からは「2000年 プランにある

k―

⊇』轟‡鷲誓ダ[:与〔

ヾ

姜覆壇璽璽:高齢者

起業家支援資金とSOⅡO Qテ レワーク支援財投

がある。前者には、中小企業金融公庫に貸付

額の50%を限度として担保徴求を免除する特

例(1300)を 2000年 1月 から実施しており、来

年度も要求している (1件8000万円限度)。

時限つきの制度であり、これまでの実績がゼ

ロとのこと。通産省にはPRに努めてほしいし、

女性起業家には折角の制度を利用してほしい。

*韓国では「女性起業支援に関する法律」が

制定された。日本でもこれを研究してほしい。

*男女共同参画は、女性・高齢者の問題だけ

ではない。男性の家庭・地域への参画を含ん

でいる。通産省概算には、その視点が欠けて

いる。

【総理府 (内閣府)】

(企画官田河慶太、参事官岩佐哲也、参事官

鈴木有津子)

*新規事業はつぎのとおり。

①男女共同参画影響調査検討促進費(47)

②女性に対する暴力対策情報提供事業(22)

③男女共同参画社会の形成に関するモニタリ

ング(12)

④地方公共団体における男女共同参画推進施

策調査経費(5)

⑤男女共同参画グローバル政策対話経費(20)。

計 1億 600万円である。実質的には、旅費・

会議費・調査費の増が大きい。

*一方、全廃となった事業は次のとおり。

①男女共同参画影響評価手法開発経費 (前年

度15)②女性に対する暴力に関する実態調

査等経費 (前年度14)③ 東アジア女性HJ題

国内本部機構上級者担当官会議経費 (前年度

9)④ 女性2000年会議経費 (前年度25)で

2000年度は合計6,300万 円であった。

*2005年会議を世界会議にするための経費を

計上してほしい。

*新設される男女共同参画局は37名 の体制と

なる。例えば、賞勲局の65名体制と比較して

人的パワーが少ないのではないか。全省庁の

男女共同参画に関する監視・調査機能をもつ

局として、予算枠も少ないのではないか。

*政治参画、家族制度、財産制度などについ

ての調査もしてほしい。

(法務省・警察庁・文部科学省・厚イli労働省

は次号に掲載します)

当日資料をご希望の方は、実費でお送り

いたします。事務局までFAXでお中し

込みください。
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男女共同参画基本計画にかんする北京JACの要望

「男女共同参画基本計画策定にあたつて

の基本的な考え方」男女共同参画審議会答

申が今年 9月 26日 に公表され、10月 31

日が提出締切 りとなつていま した。締切 日

に提出 した北京 JACの 意見 ,要望の概要

は次のとお りです。

雇用 :多様な働き方

② 「パー トタイム労働や派遣労働などの多

様な働き方を、良好な就業形態として主体

的に選択できるようにするとともに、これ

らの働き方の就業条件を整備する必要があ

るJと なつているが、現実の厳 しさを反映

していないのノく― トタイム、派遣、契約な

ど女性労働の非正規労働化が進む中で、非

IE規労働者の労働条件の改善に対する積極

的で具体的な取 り組みの必要性を述べるベ

きであるc

健康 :喫煙

若い女性や妊婦に対する喫煙の害とそれ

に対する政府の対策の必要性が、女性 2000

年会議でも強調 された。 日本でも、若い女

性の喫煙者が毎年増加 しているため、女性

に対する喫煙の害毒に関するキャンペーン

.を大々的に政府が行 うことなど、具体的な

施策提言をするべきである。

女性 とメディア

女性に対するメディアの人権侵害につい

てtこれまで日本政府は全く何の具体的措

置 1)取 つていない。答中の具体的な取 り組

み①で述べられている第 二者機関の設置は

緊急になされるべきである。また、表現の

自由を侵 さない範囲内での女性や子どもの

人権を守るためのガイ ドライン試案の作成

や調査等は、ナショナマシーナリーでく)可能
ではないか。  |

教育 :学校教育における男女平等教育

世話人 橋本 ヒロ子

答申では「学校教育全体を通 じて、個人の

尊厳、男女平等、男女の相互協力・理解に

ついての指導を引き続き充実するととも

に.」 となつているが、「NGOレ ポー トを

つくる会」や北京 JACの調査では、学校教

育における男女平等教育は極めて低調であ

り、教師自体の認識も低いと言 うのが実態

であつた。従つて、「引き続き充実」とは

極めて、実体を伴わない表現であると言え

る。 さらに、教育基本法も男女平等な教育

機会の提供はのべているが、男女平等学習

は謳つていない。基本計画では、学校教育
への積極的な男女平等教育の導入を盛 り込

む必要がある。

女性に対する暴力

「女性に対する暴力への今後の取 り組み」

の具体的な取 り組み  「① .¨暴力によらな

い問題解決の方法が身につくような教育・

学習の充実等に取 り組むとともに.¨」とあ

るが、子ども時代にこうした学習をするこ

とが回 り道であつても、最も有効であり重

要なことである。従つて、暴力によらない

問題解決の教育方法の開発が必要である。

また、これはいじめ問題にも応用できるの

で、政府は真剣に取り組むべきである。

④の「。。新たな体制の検討..Jと あるが、

夫・パー トナーからの暴力だけでなく、性

被害者も含めた新たな体制が必要である。

関係機関が加害者に対して「暴力行為の

禁止」ゃ「接近禁止」を指示する際には、
加害者による暴力の激化が起こりうる。加

害者に指示する時期 0方法について、当該

関係機関は被害者と十分に協議 し、被害者
の安全を最大限に確保すること、そのため
には、罰則規定の伴った「暴力行為の禁二L」

や「接近禁止」命令でなければならない。ま
た、被害者自身も申し立て可能で、「被害
者の住居からの立ち退き命令」や 「不動産
処分禁止」「子どもとの面接禁止」なども

含む、罰則規定の伴つたいわゆる「保護命
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令規定」を設けなければ、被害者の安全確

保という最大の目的は達成できない。

⑤強姦等、性被害に関 しては,女性の人権

擁護と言 う観点から、被害者の心身の安全

確保、治療および心理的ケアの保障、24時
間ホットライン、相談員・警察・医療等の

関係機関の連携等を含む 「性暴力禁止法」

などの包括的法律の制定が必要である。

⑤の文中 「犯罪者の刑務所等からの釈放

に関する情報を知らせる」について、情報

を知らせるだけでなく、報復等からの安全

確保についても検討が必要である。

③について「雇用関係以外の教育、社会福

祉関係の場」、および被害者の心理的ケアや

相談機関とそσ)他σ)関係機関の連携等を含

む、包括的なセクシュアル・ハラスメン ト

防止法の制定が必、要である。

2000年女性会議の合意に基づき、DVに
対応するための法律の策定ならびに各省庁

にまたがるこの問題に対応するための国内

機構をまず作るべきであるという文言を基

本計画に入れるべきである。

「男女共同参画ビジョン」では 「過去に

おいて女性の名誉と尊厳を深 く傷つけたい

わゆる従軍慰安婦問題への反省に立った,

内外の女性に対する暴力の撤廃に向けた取

組 t)必要となっているc」 とのべているが、

論点整理 0答申のいづれでも「従軍慰安婦

に」何も触れていない。今年採用された歴史

教科書で「従軍慰安婦」について記述のある

教科書は 7社から 1社に激減 した。 このよ
うな動きへの対応も含め、21世紀に日本人

がアジアで正当に評価されるためにく)、
「従

軍慰安婦」問題を歴史的な事実として認識
しつづけるための措置を取ることが必要で
あるっ

「国際的な動向に応 じた今後の取組」

④に,女性差別撤廃条約選択議定書の批
准について「積極的な対応を図つていく必・

要があるJと されたことを評価する,と と

もに,さ らに次のことを要望する。
1.庭本法の解釈のためにも,女性差別撤

廃条約の重要性が増 している。しか し現在 ,

名前を知っている割合が,4割にすぎず ,

政府は,条約普及にもつと努力すべきであ

る。

2。 女性差別撤廃条約選択議定書が,2000
年 12月 22日 に発効することを明記 し,

「早い時期の署名・批准が実現するよう」

積極的に対応 してほしい。

積極的改善措置の具体化

「積極的改善措置 (ポ ジティブ・アクショ

ン)の具体化」が項目を立てて述べられた
のも改善である。 しか し、その内容につい

ては、最も改善が必要な「民間企業」と「政

治参加」における女性の参加促進改善がい

ずれ も「期待される」で終わつているが、
これらの分野は国際的にも最も劣つてお り、
この表現ではこの状況を変革できない。

推進体制の整備・ 強化

③苦情の処理について従前の 「行政相談
委員 0人権擁護委員への女性の積極的な委
嘱、委員等に対する男女共同参画に関する

認識を高めるための研修の充実を図る必

要...」 のほか、 「なお、これらの取組

を踏まえつつ、必要があれば我が国の実情
に適 したオンブズパー ソン的機能を果たす

新 しい体制について検討することも視野に

入れるべきである。」が入つたが、検討す

ること_も 視野に入れるとは極めて消極的で
あり積極的な取 り組みを要請する。

女性 2000年会議で採択された成果文書
で各国政府に求めているように女性差別的
な法律を 2005年までに改正することにな
つており、日本政府 もそれに対応すべきだ。

―ター



(目 的)

(配偶者等、特定の親密な関係における暴力防止法案)

提案 北京 JAC女性に対する暴力防止法コーカス

第1条 配偶者等特定の親密な関係における

暴力が犯罪である事を明確にし、被害者の安

全確保、心身の健康回復と生活再建、加害者

の処罰と再発防止のための教育を諮り、関係

機関職員ならびに社会式対する防止教育と啓

発を図るとを目的とする。

(適用の範囲)

第 2条 ここに言う 特定の親密な人間関係

の範囲は次のものである。

①配偶者婚約者、恋人等の関係にある者 過

去に上記の関係にあった者

(暴力の定義)

第 3条 ここにいう暴力は次のものをさす。

①身体的暴力、性的暴力、精神的暴力、経済

的圧迫、自由の東縛、脅迫、威嚇、財物の破

壊

(配偶者等からの暴力罪)

第 4条 第 2条の者が第 3条に該当する行為

によって、刑法に定める罪を侵すことを「配

偶者からの暴力罪」とする。

(国の責務)

第 5条 女性に対する暴力防止委員会の設置。

国は女性にたいする暴力を防ILすると共に、

被害者の安全確保や自立支援方策をすいしな

ければならない。そのために女性にたいする

暴力防止委員会を設置する。

(委 員会の役割)

第 6条 委員会はつぎの役割を負う。

①女性に対する暴力防 lll全般に関する施策の

計画と決定遂行についての責任をもつ。

ドメスティック・バイオレンス防止法案

②関係機関の調整、監督、評価を行う。

③関係機関職員への女性に対する暴力に関す

る教育研修を行う。各機関が行う場合は協力

する。

④広域措置を含む被害者の安全確保、心身の

健康回復、生活再建に向けてのガイドライン

作成と関係機関調整、実施。

⑤被害者の個人情報秘匿のための措置。   C)
⑥地方自治体の、女性に対する暴力防止セン

ターヘの財政支援を含む政策遂行への協力。

⑦民間シェルターや支援グループヘの財政支

援を行う。

③加害者教育のガイドライン作成と関係機関

調整。実施。

③国民への啓発・広報。

⑩資料・統計の作成と情報の管理、調査研究。

調査結果等の関係機関への提供と周知。

①関係機関と協力してこの問題に関するカウ

ンセラー等の専門家の養成。

(委員会の組織)

①委奮長言言iFつ
ぎの者をもって構

肇
する

て⊃
|

②委員のうち民間代表、研究者、専門家によ

る委員は2分の 1よ り少なくてはならない。

③任命者は○○〇〇〇。

④事務局担当を置く。

(学校教育における暴力防止教育)

第 8条 国は義務教育及び高校教育課程にお

いて、暴力によらない問題解決学習の教育プ

ログラムを開発し、実施しなければならない。

(関係機関職員養成機関における教育)

第9条 国は大学医学部、看護保健教育機関、
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司法修習機関、警察教育機関等の関係機関職

員養成機関において、配偶者等親密な関係に

おける暴力を含む女性への暴力問題の本質、

危機介入、防止に関する学習を教育カリキュ

ラムの中に設定し実施しなければならない。

(都道府県、市の責務)

第 10条 女性に対する暴力防止委員会の設

置6都道府県・市は、女性に対する暴力を防

止し、被害者の安全確保と自立支援方策を推

進するために女性に対する暴力防止委員会を

設置する。

「:ン女性に対する暴力防止に関する施策の計画

と策定、遂行に責任をもつ。

②女性に対する暴力防止センターの円滑な運

営に協力する。

③子どもと非同居親との面会センターを設置

する。

④その他の責務は、国の委員会と同じ。

(暴力防止センターの設置)

第 11条 都道府県・市は、女性に対する暴

力防止センターを設置し、次の業務を行う。

① 24時間ホットラインの設置。

②面接相談。

③被害者への緊急支援の提供。これに係わる

〆〆́ヽ、警察、医療機関、福祉事務所、児童相談所、

―ヽノ教育委員会、司法機関、民間シェルター、そ

の他の関係機関への連絡、被害証拠の保全。

④被害者及び同伴子の緊急一時保護。

⑤被害者へのカウンセリング、同伴子への精

神的ケア。

0被害者の生活再建に伴う住宅、学校、就業

等の援助。

(面会センターの設置)

第 12条 国及び地方自治体は、子供の安全

確保のため、女性に対する暴力防止センター

や家庭裁判所に非同居親との
~m~会

センターを

設置する。

(保護命令)

第 13条 保護命令は「通常保護命令」と

「緊急保護命令」とする。被害者、警察官、

検察官、女性に対する暴力防止センター所長は、

被害者および加害者の居住地、被害の発生し

た場所を管轄する家庭裁判所に保護命令を請

求することができる。

①被害者が未成年、代理人を委任することが

困難な事情のある場合は、法定代理人または

3親等内の親族、姻族が請求できる。

②申し立ては原則として書面による。ただし

急迫の危害の恐れのある場合はファクシミリ、

Eメ ールでもできる。

③申し立ては、夜間、休日を問わず 24時間

受け付けられる。

④申し立ての書面には、申し立て人または被

害者の住所は記載せず、届け先のみ記載する。

⑤保護命令事件は調停前置、和解手続きをと

らない。

(緊急保護命令)

第 14条 被害者に対する急迫の危険があり、

緊急な安全確保が必要な場合には、緊急保護

命令を請求できる。

①本人または警察官の電話による陳述によつ

ても発令できる。

②裁判所は00時間以内に発令しなければな

らない。

③緊急保護命令の内容

1.申 し立て人ならびにその指定する親族、同

居人に対する暴力行為およびそのような行為

を行うと威嚇、脅迫となる行為の禁止。

2.申 し立て人ならびにその指定する親族、同

居人に対する直接・間接の通信、連絡、面会

による接触の禁止。

3.申 し立て人ならびにその指定する親族、同

居人に住居、就業場所、就学場所その他申し

立て人の指定する場所から○○○メー トル以

内の接近禁止。

4.相 手方に不動産、動産の処分、その他の仮
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処分を禁止する。

5。 その他、申し立て人ならびにその指定する

親族、同居人の安全確保、生活維持のために

必要な措置。

④緊急保護命令の送達、執行

1。 裁判所は、発令後、 2時間以内に命令書を

相手方に交付する。

2.命令
・は発送をもって効力を生ずる。

3。 裁判所は発令後、直ちに所轄の警察署に対

し、命令の送達をさせなければならない。

4.保護命令は同時に被害者、所轄警察署、女

性に対する暴力防止センター||も 送達する。

5。 緊急保護命令の有効期間は1カ 月とし、1

回に限り更新することができる。有効期間内

に通常保護命令に変更を申し立てできる。

6.相手方は緊急保護命令に対 して即時抗告す

ることができる。即時抗告期間は命令の送達

を受けてから5日以内とする。

(通常保護命令)

第 15条 被害者に対する暴力行為が行われ

る危険性のある場合、またはそのような脅迫、

心理的圧力がある場合、通常保護命令を請求

できる。

①裁判所は非公開の審理を行い、必要な場合

は 14日以内に発令しなければならない。

②通常保護命令の内容

1.第 13条の 1か らoま での項目。

2。 自動車、バイク、自転車等、個人生活上ま

たは教育上の必要物の使用権を定め、必要な

場合はその交付を命じる。

3。 相手方に対し、被害者の住居所から退去す

るよう命じる。

4。 必要な場合は、相手方と未成年の子との面

会、往来を禁止することができる。やむをえ

ない場合は、面会の場合の方式を取り決め、

面会センターで第 3者立会いのもとに面会で

きる。 (以下、略)

(保護命令違反の罰則、警察官の責務等、紙

数の都合で略)

※通報義務について

一律の通報義務設置については疑間が出さ

れ、コーカスとしては意見がまとまっていな

い。

ご意見募集 !

北京 JAC案 と して提案 します !

私たちは、DV防止法案は「女性に対する

暴力」を根絶するという政策の一貫でなけれ

ばならず、またその視点に立って策定されな

け
警原理皇tは :言亀魯吉し反映したもの(D

9月 22日 に当コーカス主催の「私たちはこん

な法律がほしい一台湾のDV防止法に学ぶ」

で、一部公表したものを更に手直ししました。

紙数の関係で全部お知らせできませんが、主

たる内容と案の性格は掲載部分に出ています。

法案作成に当たり、これまでの議論のほか

に日本D VttlL・ 情報センター「 D Vttlll法

提言2000」 、自由人権協会「 ドメスティック

・バイオレンス禁止法案」、札幌駆け込みシ

ェルター運営委員会・弁護士会が作成した法

案、また、法体系が同じという事もあって施

行後 1年の状況調査をした (戒能、宮園、ゆ

のまえによる)台湾のDV防止法なども参考

にしています。 ①

会員の皆様のご意見をニュース到着後1週

間の内にお寄せください。時間がなくて恐縮

ですがtご意見を勘案の上、修正したものを

北京JAC案とさせていただきたく、ご了承

をお願い申し_Lげます。

暴力防止法コーカスニー同

連絡先 :ゆのまえ知子

ファックス : 03-5370-8124

Eメール :p782081360feme dione nO.jp
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第 5回東アジア女性問題国内本部機
上級者担当官会議を傍聴

「 女性 2000年 会議を終えて 一一各国の

課題と取組」と題 した上記の会議が、10月 18、

19の 卜lj日 、1可連大学で開かれた。日本の総川!

府り」女共同参画室の上1権 によるものである。

出席者は以下の 12か国。

①中華人民共和国 :チ ェン・ ヨンリン中華全

国婦女連合会国際部副部長

②インドネシア共和国 :ア プド・アジス 0フ

「 ⊃セイン女性問題担当省社会参加担1当次官

③ラオス人民民主共和国 :ポルセナ・ケンペ

.ッ ト ラオス女性連合副会長

④マレーシア :マ リア・ハジ・マーマ ド国民

統合・社会開発省女倒J∴;11長

⑤モンゴル国 :ツ ェレンダグワ・ゲレルグァ

社会福祉・労働省国際関:係部部長

⑥ ミャンマー連邦 :モ ー・モー 0キ ーン保健

省保健局計画課課長補佐

⑦フィリピン共和国 :ア メリア・ ロールデス

・ ビー・ リーヤス大統領府フィリピン女性

の役割全国委員会委員長

③大韓民国 :グワック・ ヒョンジュ大統何1府

女性問題委員会政策調整局副局長

′_③タイ王国 :プ リスナー・ポンタッドシリク
|ゝ

ノ
|ン

総理府国家女性委員会事務局長

⑩ヴェトナム社会主義共和国 :ト ラン 0マ イ

・フォング ヴェトナム女性の地位向 L全

国委員会常設事務局長

①アジア・太平洋地域経済社会委11会 :ア
‐ル

マ・ケイ・スウィ・イーESCAP開 発と

女性課課長

⑫日本国 :日 黒依 子 国連婦人の地位委[1会

日本代表

大西珠枝 内閣総理!大 |:1官房男女

共同参画室長

武川恵 Ji  同上 参
Ol二

官

池永喉恵  同上 調整官

第 1日 目の中心は、「女性2000年会議を終

えての各国の課題とlk組について J、 各|‖ 10

分を持ち‖キ‖:lと する発表だった。どの1劇 にも

共通 しているのは、政府がジェングー‖1の 平

等を促進することを明らかにしていることだ

が、ジェンダーの li流化については違いがあ

ることが指摘された。伝統的 ジェングー観が

根強 く残っていること、資金不足にぽ1面 Lて

いることが、ネガティプな共通点だった〔〕

傍聴者か らの質問への回答を含め、約 1時

間の討論があった。具体的なTH11に 答える過

It:で 、総括発表の中の課題が明 らかになると

いう効果が見られたと思う。

2日 日の議題は、「各1可の・課題、1釈組に関

わる共通関心テーマJだ った。 J― ディネ

ターの日黒依 子さんが前日の議論を整理‖し、

「 ジェンダー平等、平和を進めるための決↑it

策定や、現行法の機能をうまく活用するには

どうするかJ「 ジェングーの li流イしをどうい

う方向で進めるか」に的が絞られたt,

続いて、 |~1可境を越ズ。たバ ートナーシ■′プ

構築のための今後の交流のあり方.lに ついて

話 し合われ、これまで 5111の ll級者会議を li

催 してきた日本が今IⅢ Iを もって役T:Jを終えた

とすることに対 し、時代の激 しい変化に対応

するために毎年会議を続行するべきだとする

意見が多 く、運営委 1.l会 をたらあげ、持ちIHI

りで開11す るん
°
lfilで .用機することになった。

当1角iは |・ 1本が引き続き幹
.1「

|!1と なることが求

められ、日本も ,′ 承した。

「いくつもの国際会議が持たれているが、

ナショナル・ レボートはとかくμ101になりが

ちだ。地域レポートでは、lt体的に成功・不

成功を率riに 出L合 う路み込んだもσ)に 1′ た

い」という‖;よtこヨ…ディネーターの率riな指

-9-
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女性の政治参画を阻む改正にノー !

北京 JAC、 改正案廃止を求めて

ロビー活動……

要望書提出と衆院の参考人質疑出席

このところ、国会では十分な審議もせずに

重要な法案が通過するという与党の強引な国

会運営が続いています。

今回の参議院選挙に関する公選法改正案も、

来年の選挙を有利に運ぼうとする与党の思惑

から浮上してきた感があります。JttJ A C

では、世話人会の合意のもと、審議中の国会

に、改正案の廃止を求める要望書を提出する

ことになりました。

緊急の呼びかけに応じたJACの 4人が、

参議院議員清水澄子事務所の協力で衆参議員

会館や院内を回ったのが、委員会で強行採決

された当日の10月 13日 、私たちは大混乱の最

中、議員にアタックということになりました。

要望書を届けた先は、正副議長を含む参議院

各会派代表者懇談会のメンパー19人と衆議院

各党国会対策委員長の10人など31人で、その

他、女性議員の何人かに提出してきました。

その後、女性の政治参画にブレーキをかけ

る改正案の撤回を求める北京 JACと して、

事務局長の永井が、野党の緊急集会で発言を

求められたり、10月 25日 には、急速開催され

畠霞計電9言1電景
会で参考

食彙鼻I言量つ
(要望書は以下の通り)

①

参議院議員選挙に関わる公職選挙法改正案の撤回を求める要望書

私たち北京JACは、1995年、北京において開催された国際連合第 4回世界女性会
議で採択された「北京宣言および行動綱領」ならびにその後の見直しのために国連に
おいて採択された文書や決議を、日本のあらゆる段階の政策に反映させるために活動
する全国規模のネットワークです。女性をめぐる課題が多々ある中で、女性の政策決
定の場への参画は、私たちの重大な関心事項です。

したがって、この度の国会で争点となっている参議院選挙についての公選法改正は
女性の政治参画の観点から、きわめて後ろ向きの改正論議と判断せざるをえません。
この法案は、「非拘束名簿式Jの導入と、参院定数の 10削減を目指しています。女
性の政治参画を進めるための条件整備の一つとして、私たちは比例代表制の拡充を求
めてまいりましたが、今回の改正が実現すれば、その願いに逆行してますます女性ヘ

の壁は厚くなると予想されます。資金や組織的パックの獲得について不利な条件にあ
る女性の立候補の道を塞ぎ、ふたたび金権選挙や全国区の過酷な選挙運動が再現され
る選択は、女性のみならず国民の望むところではありません。

昨年 6月 、国会は全党の賛意により、男女共同参画社会基本法を成立させました。
そこには、女性の政策決定の場に参画する機会の確保が明確に記されています。その

国会が、法の趣旨に反する選挙法改正を行うのは、理解いたしかねます。巻間ささや
かれるように2000年衆議院議員選挙での与党の失地回復のための数を頼みとする
暴挙だとしたら、男女共同参画社会の実現を目指す推進本部長の立場にある森首相の
みならず、国をあげての政策と表明されてこられた国会の真意を疑がわざるをえませ
ん。それは、私たちの望むところではありません。

以上の観点から、今回提案されている公職選挙法の改正案の撤回を求めます。同時
に、選挙の仕組みについては、広く国民の意見を聞き、政党のエゴイズムを越え、す
べての国民に公平なシステムにしていくことを希望いたします。

-10-
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地域コーカスニュースから

V

9月 発行

J鶴市画劇口翻畷置日隠「七性の教育鰤 練」
につlltの要望害を提出瞬 した J′

内閣総理大臣 森 喜朗様

北京行動綱領重大問題領域「女性の教育と副1練」
についての要望書

北京 JAC

世界女性会議岡山連絡会

北京 JACおよび世界女性会議岡山連絡会は、女性差

別撤廃条約、北京行動網領、国連特別総会女性 2000

年会議成果文書ならびに男女共同参画社会基本法

にのつとり、第 5回北京 JAC全国シンポジウムにお

いて検討された結果に基づき、北京行動綱領重大問

題領域「女性の教育と副1練」に関するテーマについ

て以下の通り政府に対して要望書を提出する゛

(趣旨)

学校教育、生涯教育、男女共同参画推進の状況調

査から、「女性の教育と訓1練」について、北京行動綱

領の戦略目標に「日本政府の成績表」を「取 り組み」
「障害J「宿題」の観点からまとめた.乗 り越えるべき
4つの壁の認識にもとづき、以下の通 り要望する「

(要望事項〉
1教育は男女平等意識づくりの基本となる,そ の

重要さを考え、家庭教育0学校教育・生涯教育など

あらゆる教育の場で、ジ三ンダーの視点から男女

混合名簿をはじめとする男女平等教育を積極的 `

具体的にすすめる、(文部省 )

2学校 0地域で、管理職 (校長・教頭)、 教職員、保護

者などに対し、男女平等教育 (ジ ェンダーフリー教

育)研修プログラムを具体的に計画し、実施する。
(文部省 )

3教育のあらゆる段階でポジテ ィブ・アクシ ョン

の具体的数値 目標を決め、女性の参画をすすめ

る.特 に、教育委員会、学校 |二おける管理職、校

務分掌、PTA役員などの数値 呂標の公表を含め、

積極的にすすめる「(文部省 )

i 4す べての女性が経済的・社会的 自立ができるよ

:  うに、能力開発に有効な職業カ リキュラムを作

:  り、実施する、(文部省・労働省・通産省 )

10月 10日 発行

新女性プランに対する意見交換始まる

新潟県の策定する仮称「新女性プラン」に

関する地域での意見交換会が県内 6か所で始

まった。県庁での第 1回には約50人の傍聴者

が見守る中、 6人の発表者が具体的課題につ

いて意見を述べた。傍聴者も主体的にプラン

を策定しようとの熱意が感じられる交換会だ

った。……

もともと基本法には「少子高齢社会を迎え

るための労働人口確保」の影が見え隠れして

いる部分もあるが、視点をかえれば『新潟県

男女平等基本条例』策定に結びついた推進体

制及びチェック体制が強化できる"ジ ェンダ

ー・ フリーな社会実現の鍵"を受け取ったと

もいえる。その意味でもこのプランをアクセ

サリーにせず、次へ活かしていかなければ『

ことば遊び』に終わってしまう危険性がある。

会場で感じたものはその危機感を払拭しよう

という熱気だったのではないかと思う。……

今回もっとも多かった意見に、県女性セン

ターの位置づけと女性財団に対する支援・機

能強化があるが、同感である。また、女性政

策推進体制についても、総合調整機能をもつ

部署へという意見が強く、現担当部長が反論

する場面がみられたが、現状の庁内力学から

の見地でなく、正常に機構改革がなされた場

面での提え方をして欲しかった。…・・:

10月 20日発行男

女共同参画基本法をみんなのものに

」AC仙台設立以来の願い、男女共同参画

基本法ができた。上の言葉は、基本法を社会

に浸透・普及させるため、活動の主な目標と

して掲げている。さらに地方の実情に合わせ

た「条例」を制定する必要があり、宮城県で

は議員条例で検討されているところだ。北京

JAC仙台として本年度第一の事業の「政策

提言能カアップのための研究会」 (男女共同

参画社会基本法の条例づくりに向けて)がい

よいよ発足した。10月 7日 の斉藤 JAC副代

表から基本法の読み方を聞く会も終了、今後

はヒアリングに意見を出していきたい。
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★昨年と同様、来年度の「男女共同参画推進

関連」予算概算要求を関係省庁に聞く会が持

たれました。マンスリー43号発行時には、日

程が確定できずお知らせが不十分でしたが、

10月 30日 、13時30分から16時30分まで、 3時

間にわたって 8省庁 (2000年からの省庁改編

に伴い厚生省と労働省が 1省となる)が出席

しました。詳しくは 1～ 3ページに。後半部

分は次号に続きます。資料ご請求 ください。

★10ページの報告の例のように、ロビー活動

は緊急あるいは日時の余裕なく行う場合があ

ります。都合がつけば参加したいとお思いの

方は、電話t FAX,E― IAILな どの連絡 リストを

つくりますので、事務局までお申し出くださ

い。地域は関係なく、ぜひどうぞ。

★北京 JAC事務所の引っ越しが終わりまし

た。移動中はご不便をおかけしましたが、ど

うにか落ちつきました。新事務所の所在地、

電話などについてはt下記の奥付をご覧くだ

さい。地下鉄営団丸め力線・東西線の「後楽

園」、都営三田線「春日」、そして12月 に開

通する都営大江戸線「春日」、JR水道橋に

近い便利なところで、後楽園遊園地のすぐそ

ばです。お越しになる際はご一報ください。

必要な方には地図をお送りいたします。

『北京 JACマ ンスリー 第 44号』

2000年 11月 10日 発行

編集・発行 北京 JAC事務局

44号の担当世話人 森屋 裕子

永井よし子

113東京都文京区本郷1-33-9

コージュ後楽園廣本ビル8o2

T/F  03-5689-6828

メールアドレス jacOpop06。 odne neo jp

郵便振替番号 00250-7-66426

北京 JACカ レンダ ー

▲ 11月 ▲

10日 (金)マ ンスリー44号発行

21日 (火)(前号の22日 は間違いです)

定例全体会 18:30～20:50

・文京区女性センター

・「女性差別撤廃条約

選択議定書」について

・報告 清水澄子、斉藤 誠

山下泰子

臨時世話人会 21,00～

新事務所にて

▲ 12月 ▲

11日 (月 )マ ンスリー45号発行予定

17日 (日 )定例全体会 11:00～ 15100

テーマ :「 IT時代のNGO活動」

十文字学園エクステンションセンターとの共催

・初心者向けコース 定員15名

インターネット上の女性情報を適切に検索

・中級者向けコース 定員15名

ホームベージを作ろう等

会費 :2000円 (昼食代含む)

会場 :十文字学園女子大学社会情報

学部 7号棟コンピュータ教室

交通 :武蔵野線「新座」から徒歩13分

(新座へは新宿から埼京線「武蔵

浦和」乗換えで4-50分 、池袋か

ら東武東上線「朝霞台」乗換え

で30分 )。 東武東上線「志木」

からならタクシーで10分。

申込み :先着順。定員になり次第締め

切ります。 faxで 03-3977-1545迄

お申込みください。参加者には簡

単な地図を送ります。

担当世話人 :橋本ヒロ子

終了後、同キャンパス内で世話人会
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世界女性会議ロビイングネツトワーク

マンズリー北京IC 第45号
' batiin4 Japan Accouncabiliqy Caucus 12′月弓号ら 2000書■12′月 10日 ]瞳f〒

雄 訓 籠麟韓軍

"D―
諦 る報

・姜醐則出超薔について     代表 山下泰子

①

とうとう20世紀最後の月を迎えました

世界の女性たちにとつて, 20世紀最後の四

半協細臨 「山の動く」確かな手応えを感じる

ことができたときだつたのではないでしょう

力、

その20世紀の悼尾を飾るにふさわしい出

来事こそが,200kO年 2月 22日に,女性差別

鰤 呻 勒 観 村

ること
゛
で九 すでに62か国が署名し、11か

国が批離したこの議症嗜江耀諄10批准を日本

政府に働きかけることが,いま,私たちに課

せられた大きな課題t
北京JACでは,これまでに,第 5回全国

シンポジウムの全体会議で,政府に選択議定

書の早期批准を働きかけることを決議して以

来,関係省庁へのロピイングをしてまいりま

した。また,去る11月 21日の北京JAC定
例全体会でも,これをテーマにディスカッシ

ョンをいたしました。そうした■連の取組に

もとづいて,12月 7日 には,総理府・法務省・

外務省と選択議定書をテーマに話レ舗 の`場

をもつことになつていま九

わが国が, 21        としてい

る男女共同参画社会の実現にitその前提と

して,「J副謗訊:l―jと真の「男女平等」

の実現が不可欠であり,女性差別敵廃条約は,

そのための      現在その締結国民

日本を含む 1“ か国を数え,まさに「世界女

性の割陶 (ツ卸略 さわしいもの観

これまで,締結国による   岬 の

実施閃日ま,4年ごと1副妍子力締暗書を離

に提出し,        会の審査をうけ

ることでチエックされてきました。しかし、

網 :    を真に実効性あるものにす

るためには,条約上の権利を侵害された女性

が直接国際機関に通報し,救済を求めること

のできるルートの樹立が是非とも

そこで,― 卿廃籍曜駅 20周年にあ

たる1990年 10月 6日 ,第 54回国連絡釦t
卿 :欄醸珠紫選択選択議定書をコンセン

サスで採択し,個人からの通報と委員会の調

査権を認めることになりました

雛 20A00       も,     に,

「
―

:椰壊探約        及び

批准を検討するJ G8(d》 ことを求めており,

また,男女却      申「男鰤 参

画基本計画策定に当たつての基本的な考え

方J(平成12年 9月 26日)も,囃 に力功ヽ

わりの深い国際約束のうち女子差別撤廃条約

の      m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   らヽ積

極的な対応を図つていく必要がある。」01

動 と:指摘していま丸

これまで,日本政府は,隋難轟靱独立Jを

楯に,    制度を内容とする条約の批准

にit後ろ向きの態度をとつてきました。し

かし,司法権の独立の淘四ま,そもそも行政

権0立法権からの独立を意味するものであり,

国際人権からの独立を意味するものとは考え

られませれ

真の男女平等社会の実現のために,北京 J

ACit日本政府にこの選択議定書の早期批

准を求めていきましょう。
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2001年度男女共同参画櫓遇関係予算概算要求
北京LRヒアリング報告(その 2)

永井よし子
去る10月 田 日に行われたヒアリングにつ

いての報告を『マンスリー44刊 に続いて

ご報告いたしま九  (以下、数字の単位は自カ

円 ※印はコメントでう

【鵬 】

(笠井之彦子大臣官房司法法制調査部付検事、

寺島健人権擁護局総務課補佐官、中水同係長、

関大臣官房秘書課鋼
1.男女共同参画に関する苦情処理射策費

①女性の人権ホットライ   費 0)

苦情 0相談対応として本年設置されたホッ

トラインに対し、今年度比600万円減は、

制度の広報と相談体制の充実に変わつた

ため。

*暴力や月日肇書に対する認識がようやく緒

についた時期に、予算200万円では制度案

内のチラシをつくる程度しか期待できなし、

②女性の人権問題研修実施経費 (11)

人権擁護委員に対する男女共同参画理念

と性差別の禁止など    全国 8カ吼
*研修内容は男女共同参画基本法や相談の

心構えと実務である。各県 10名ずう2日

間の研修で、どこまで広げられる力、 ちな

みに全国の擁護委員は 11矧田メ"また、人

権委員の高齢化と固定化が進んでいるこ

とを指摘し (平均年齢65歳、女性三割)、

世代交代と男女比の是正を要望した。更に

研修費|と PR費しか予算化されていないが、

人権被害者への直接経費が必要なことも

伝えた

9月 のヒアリングで俎上にのぼつた女性

差別撤廃条約の選択議定書について、今回

は「司法権の独立、司法制度との関係があ

るが、運用状況をみながら真摯に検討するJ

との回答だつた。

【警察庁】

(山下史雄生活安全局安全企画課理事官警視
I三ほか三名)     初参加

①ストーカ●規制法の適切な運用⑩
5月 に成立のストーカー法の施行が 11月。
それに伴う予算化が多し、特殊な車t無線

機、カメラなど″哩備髄 、防犯鰐棗海

や非常通報装置なども。各種調査費も計ム

②悪質な売春関係事犯を重点とした取り締
まり(劉臓蜜知り 外国人女性の売買や派
遣型売春の取り締まり。

③児童買春、児童ポルノの取り締まり強化少

女の健全育成の面から強力に取り締まる。

上半期の検挙数 :買春四ぽ人,ポルノ91人
④児童虐待等隣設り手に対する支援策
地域の有志者を被害少年サポ∵ターに委

嘱b虐待    103ス、保護児童95人

*青少年委員や保護司との関係― が必乳
の

・ ス トーカー情報などの管理システム整備

・教師や警察官の相談業務者へ指導者教育
・内部教育のためのビデオ作成な鳳

⑥女性への暴力の発生を防ぐ環境づくりo
・DV法と警察活動とのあり方に関する調査
0女性や子どもを犯罪から守るマニュアル

作りやポスター作成なニ
*男女共同参画との関連が不明のものもあ

るが、被害者救済や女性、の暴力を防ぐ環

境づくりなど、世論の高まり、女性への暴

力に関する認識の変化、深刻な実態を受け、_

積極的な姿勢が見られた。暴力に関する調

査について、台   の実態をよく研究

してほしいと要望した

【鯛 鞘 】

(鈴木裕子生涯学習局男女共同参画学習課女

性政策調整官、中野理美同文部事務官、長井

信       機 諸謝劃腱)

1。男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支

援

①子育て支援対策の充実 子育て学習の全

国展開

“

凹)保 健所での検診時や就学時

①
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①

を利用した家庭教育講座や子育て教育講

風

*“ 都道府県ごとに2ヶ所の実施ではメニ

ューだけという感じもある。実効性をどう

確保できる力功`問題亀 また、従来の家庭

学級や親子教室、青少年対策事業などの検

証を行い、整理する必要がある。

②家庭生活、地域社会への男女の共同参画の

促進 余裕教室活用の「地域ふれあい交流

事業J(側0でジエンダーに配慮しながら地

域の教育力の回復をめき九

*地域社会に残る強固な性別役割意識FTA
などにみられる    向、慣例主義な

どの改善も念頭に置く必要がある
`

2。高齢者等が安心して暮らせる条件の整備。

高齢者のパソコン教室の全国展開(1側D
3.メ ディアにおける女性の人権の尊重

①青少年   成に関する言議銅鵬郵め

海外事例と対策の調査:国内

*なぜ、これが女性の人権政策なの力、

4。男女共同参画を推進し多様な選択を可能に

する教育・学習の充実

①謗 繰
`残

舞藝・学習機会の充実

社会性を育

全国6プロックで地域の子どもの奉仕学習、

体験学習を行う。シンポジウムも開催する。

*高齢者のパソコン教室といい青少年施策

といい、男女共同参画になにもかも含まれ

るの力、 また、まだ議論の過程にある奉仕

活動が引諄衛蔵

②キャリア教育無 デル地域の指郎 D
発達段階に応じたキャリア教育の開発や

研究L6中学、9高校t
*文部科学省の事業にジェンダーや人権の

視点が徹底されたら、社会通念や性別分業

意識はきつと大きく変わるだろう。

【厚生労働省】

(吉田学大臣官房政策課企画官、内野圭祐厚

生事務官、新野由子児童家庭局母子保健課母

子保健指導専門官、吉本労働省女性局女性政

策課課長欄

1。 職湯・家庭・地域における男女共同参画

の実現 (1,田塩4302前年比 102,2"増 )

項目内に、①雇用等の分野における男女

の均等な機会と待遇の確保 ②男女の

職業生活と家庭・地域生活の両立支援

③高齢者等が安心して暮らせる条件の

整備が含まれる。

2.女性の人権が推進・擁護される社会の形

成 (3■861前年比 3β72増D項目内に、

①女性に対するあらゆる暴力の根絶

②生涯を通じた女性の健康支援 ③男

女共同参画を推進し多様な選択を可能

にする教育・学習の充実を掲げている。

新規または拡充政策として、男女均等

な餞 ノレーノИ蜂耀覇詢、在宅就業対策

o、         、保級 営

費・延長保育。子育て支援・育児介護糾合

などの親切や拡充。婦人相談所・母子の

心    などの新規が見られる.

*リ プロダクティプ・ヘルスノライツの観点が

盛り込まれたことを評価する。新エンジ手

ル計画にもとづく子育て支援の実効性、省

庁毎の連携や整合性はどうか、混乱と疑間

が残る。麻薬制卿醐醐にが、    全体

の中での対応でよいだろう力、また、母子

生活支援施設への心理療法担当職員の配

置は巡回方式だが、5000万の予算では心

細い。警備対策も必要亀

*パー トタイマー対策への配慮を求めると

同時に、同一価値同一賃金について質問、

「賃金の決め方が各国で違うので今後の

研究課題L間接差別についてはコンセンサ

スができていないJとの回答だつた。厚生

労働省についてはさらに話し合う機会を

持つ必要がある。

*地域総合福祉予算が共同参画予算の額を

押し上げている。なぜここに計上されるの

力擬 刷誕

以上、省庁ヒアリングの過程で、JACと

してさらにテーマをしぼつたヒアリングが

必要だということになりました。その1回

日は、女性差男:    の選択議定書につ

いて行います。

①
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μズLックロバイオレン凩防止法案
(   、性 の樹翻即酬:における暴力防止法お

ゆのまえ知子

項目くらいあり (今まtOl   り、その

中に「男女間暴力」がある。この項目該当が

1月から9月までに 10件たらず 山酬がい

ろいろあるだろうから数字は明ら力1こ してほ

しくないとのことも以¬同晟》:甲科

目そのものがなかつたのでゼロ)。 ストーカ

ー 30数件 C3分の 2が電諏 3分の 1がつ ヽ

きまとし、昨年は全部で約 10件 )。 驚いた

のは 110番通報は分類されていないことだ

つた 現湯に行つて事件がすでに終わつてい

輸 よ カウント「蹴 し可 とのことで

ある。l10番通報はコンピューターで処理で

きるようになつていない !したがつてDVの
脚 同―AMヽらの通報の議 理罐1され、

警察もその被害者・加磨者に日頃から気葱配

り、必要な場合は介入するという体制にはな

つていなし、警察    汚名ばん回のた

め、かなり必死なことがわかつた

`相
談事が

どのように処理された力癬 るようにしたので

ある。とにかくストァカ■法のことで今は頭

がいつぱいという感じである。ストーカ‐法

― lま受けた、DVの研修は 1度もない、

ドメスティック・パイオレンス…そのことは

そういえば聞いたことはある、という調手で

あつた      まり請調臥勁Jを連発、
「夫婦げんかと暴力の団 IIaSぅかない」とも

言つて嗜ゝ !申申罰‖こ亀期虫 子どもを守

る麟 亮胞期剛 機 し、知 嘱諄りにも積

極的:    しという方針がうたな い

る。明女闘暴力J、 夫の暴力については交番

に女性相談センターにつなぐよう周知させて

いるとのことである。脚 Jこ警察の対応が変

わつてきたという声もあるが、教育・研修は

行われてしず、彼ら鑢

識は非常にあいまいであ

りDVを理解していない、

と気になることがいろいろ

あつた

暴力防止法コーカスより

前号で暴力防止法コーカスのDV防止法案

に対する意見を募集したところ、数名の会員

の方から意見をいただいた。この知 特徴と

して、防止法施行の責任推進機関であり、関

係各省庁の調整機関である女性に対する暴力

防止委員会を、国及び地方自治体レベル雪設

置することを提案している。その委員会の性

別    鈎 龍 を岬 のレベルまで広

げてほしいという要望、DV防止教育、案文

の順位についての意見があつた。また、案で

は通報義務を設けていないことも特徴である。
これは通報義務を設置したことで、かえつて

被害を経験した女出洲同颯こ行かなくなつて、

被害が潜在化する傾向がアメリカなどでは出

ていることなども考慮し,L同様な意見も寄

せられた しゞ 顎お、日頃、暴カコーカスに

参加されていない方、地方の方からいただき

ありがたし、 これらの意見を勘案し、改めて

訂正したものを4h~JAC案とすることは、

11月の世話大会でも了承さ
'闘

L

問題のとりくみ

について聞く

10月末lξ 杉並区の富沢靖子区議会議員

の発案で、同議員と同区在住の吉岡睦子弁護

士、昨年度まで区   談員で現在は戸籍

係というAさん、歯科医Bさん、私の 5人
で訪問し応対したのは生活安全課長とその部

下の2人で非常に愛想がよかつた 4月 から

相談窓口 (よろず相談窓口である。今までは

家事相談、少年相談はあつた)と、生活安全

搬 けた 正式に任命した担当者

は、防犯係長、少年係巡査部長 (期 、他

1名の3名だが、宿直などがあるから全課員

が対処することになる。     課は 21

名、うち翼出ま2名)7月 から9月 は面談 101

件、電話37件、メー/pl件、相談項目は30

①

〇
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日韓・女性に対する暴カプロジエクト研究会の活動

代表波田あい子、顧問原ひろ子として、日

韓・女性に対する暴カプロジェクト研究会は

もこのメンパーのす員です)を、1999(平成

11)年から 2カ年の計画で、 トヨタ財団およ

び        布 、日本と韓国の

ドメスティックパイオレンス対策□関する研

究を行つてきました。これまて韓国側では、

により、    ヨ実施したの

と同様のソウルにおける調査が実施され、ま

た日本メンパーが、韓国におけるDV対策に

関わる関縣棚関卜のインタピューを2回にわ

たつて実施しました。そして今回韓国側のメ

ンパーによる日本におけるDV対策の関連機

関   鷲確漱
'ま

した

そこで立教大学のジェンダ=フオーラムに

おいて、アジア研究・学術プロンティアセミ

ナーが2000年 11月 27日 に開催さlL前記

の目的で来日したメンバ‐の中から、―
国においてDVの問題に取り組んで来られた

イ ?ミ ョンスク (李明測 弁護士とチョン・

チュンスク     韓国女性の電話連合事

務局長が初来日されたので、講師として講演

カイ爾朝電美した

とくに 1997年に制定された紳 暴力防

止法の制定に大きな役割を果たし、その後も

この法律の実施のモニタリングに取り組んで

おられる韓国刻幽扉酷籠酵V凛劉購欄介は

でした

電話連合は、1983年に設立され、現在全

国21箇所1支会6準備委員会を有している、

韓国において女性の暴力について取り組んで

いる代表的な運動団体観 19器 年に夫か

らの暴力に対する初めての調査を実施し、団

体を立ち上げました 1993年には性暴力特

北京JAC副代表 齊藤誠

別法を制定し、1997年家庭内暴力防止特例

法を制定させました 1904年国際家族年の

際l瑚噺 幹 難 、    、講演

会を開催し、推進全国連帯を結成しました

1996年 4月の総選挙に向けて 1995年 10月

から1996年 3月 を防止法制定運動として位

置づけて運動しました。その年の世界牲暴力

追放週間にI   を行い、1996年 4月

の選挙にあたつては各党と地域の国会議員に

として採択を要請しました:そ し

て9月 の lヶ月間を制定 100万人署名運動期

間として、1996年 10月
"日

法案を擬搬lし

ました 1997年 5月 に国殴られて死んだ女

性の慰霊際を大々的t雛 し、

を設置して、すすめるための社会的な連帯署

名を行つた結果 B野 年に制定することがで

きたということでした

この法律の実効性を確保するために、警察

官に徹底するための試験実施を行わせたり、

辮 雌 にもi講師として講演することな

ども行つていると言うことですLそして現在

この法律の修正案を国会に提案し、現在審議

中ということでしiL

この研究勢の問尉脳鵠よ 2001年 3月 3

日、午前 10時から午後 5時に私学会館アル

カディアにおいて、    主催で、日本と

韓国メンパーとが■緒に協力して、公開シン

ポジウムとして行われる予定になつていま丸

-5-
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靭 たい :均等待遇 均等待遇0000
中島通子

「皆さんに、自分や友人あるいは家族の経

験の中で、間接差別が発生しているのを発見

できるエキスパートになつていただきたいJ

と、アリス 0レナードさん (イギリス機会均

等委員会法律助言部長)は語り始めた イレ

ーヌ・ドネリーさん C雇用      )は 、
「あなたがたは、同一価値労働同一賃金を望

むの力、 ここにいるほぼ全員が、『もちろん』

と答えるでしょう。しかし、ここからず歩外

に出れば、使用者からの嫌悪を反映するもの

になる可能性があります」と語つlL

今年 11月 11日 、均等待遇2000年キャン

ペーン実行委員会が主催した東京のシンポジ

ウムにおける、イギリスからの2人のグスト

のスピーチの冒頭である。2人とも日本の実

情をよく調べ、日本に役立つ判例を中心に、.

イギリスではどのようにして雇用における女

性差男ll■正に取り組んできたか話された。東

京に続いて、名古屋、大阪、福岡で、女性た

ちのシンポジウムが開かれ、その他に日弁連、

連合、労働弁護団等合計9か所で、講演やシ

ンポジウムが開かれた。参加者たちからは、

「日本で何が必要かよくわかつたJ「まさに

日からうろこ」なよ これからの取り組みに

つながる感想が多数寄せられた

男女雇用機会均等法が改正され、男女別の

募集・採用や男女別賃金などの直接的な性差

別はなくなりつつあるが、81t、 女性の賃

金は男性の約半分という統計に象徴されるよ

うに、雇用における女性の地位は著しく低し、

差別は見えにくくなったけれど、依然として

存在し、最近かえつて拡大している。この「見

えない性差別Jを是正し、パートや契約社員

などの非正社員と正社員の均等待遇、正社員

の中でもコース男:剛や世帯賃金などによる

差別をなくすための原則が、曝鞠婦朗電も違

法Jと 「同一価値労働同一賃金」である。い

ずれも国際基準になっていて1日本政府は、

国連や ILOからその実施にういて何度も勧

告されているが、均等法改正のときも、男女

共同参画社会基本法のときも、法律への明記

は見送られた。「では私たち女性の運動によ

って、その実現を迫つていこうJということ

で、今回の均等待遇 2000年キャンペーンが

始まり、11月 のシンポジウムが行われたので

ある。

イギリスでは、採用時の弔齢制限 昇進に

おける有期雇用者の不利な取扱い、産体明け

のパート勤務の拒否、転勤の義務づけ、パー

トの雇用上の権利を制限する法律ミ交替制勤

務の強制などを、間接差別として違法とする

判決が多数出されている。パートの賃金差別

も、もちろん間接差別である。これらはすべ

て日本で放置されている女性差別に他ならな

し、 レか―ドさん:よ 判例を紹介した上で、

間接差別という考え方の目的は、すべて、こ

れまで「合理的Jであると思われてきた、既

存の規則、基洋t慣行に対し   るとい

うことだと語った。

仕事が違つても価値が同じなら同一賃金を

支払わなければならないという「同一価値労

働同一賃鋼 原則に関するイギリスの判例も

たくさんある。その判決を出す雇用審判所の

審判長であるドネリーさんは、職務評価の基

準を期
'I的

でないものにすることによつて、

職務の価値がどのように変わる力ヽ

工と看護婦の例をとつて、具体的に説明した

雇用されて働く女性 2k000万人のうち半分

の Ю∞ 万人は非正社員・非―
であり、

正社員の中でも採用区分の差や世帯主でない

ことを理由として多くの女性が著しし潮 1を

受けている。私たちもFH― llを発見するエ

キスパートになつて、イギリスの2人が日本

中にまいてくれた種を育て、すべての働く人

の均制 を実現したしヽ

-6-
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報告 女性2000年NGO日本大会

― 男女平等口開発・平和 女性たちのさらなる前進 ―

国際婦人年連絡会c49団0は、21世紀

を前にした 11月 18日 、東京 `千代田公

会堂で上記の会を開催、全国から、行政

関係者、女性グループなどを含めて 800

人が参加 した。

国際婦人年連絡会は、1975年の国際婦

人年の年、市川房枝、日中寿美子参議院

議員らが呼びかけて集会を開催、同集会

の決議を実現するための全国的女性団体

の連絡会として発足した。以来 25年間、

共同行動を続け、80年・85年・95年 と

節日の時に大会を開催、88年には民間行

動計画を策定、95年には新たにNGO行
動目標をまとめてきたが、今回の大会に

むけては、北京行動綱領をはじめとする

北京世界女性会議以降の国内外の成果を

ふまえて、NGO行動目標の達成状況を

評価し、2005年を視野に男女平等実現ヘ

の新たな行動目標を定めた。

婦人年連絡会僻 わ は、労働、家族・

福祉、教育・マスメディア、平和・環境・

開発、政策決定参加の5委員会とユニフ

ェム委員会にわかれて、それぞれの課題

について各委員会から問題提起、全体会

にはかり、申し入れや集会、署名などに

取り組んできた。超党派の女性団体の集

まりであるため、合意をつくることはな

かなか大変な作業ではあるが、これだけ

の団体が一致してまとめた方向について

は、とくに地方自治体での女性団体での

合意づくりに影響が大きいといわれてい

る。2∞0年の終わりに新たな行動目標を

定め、運動の継続を確認 したことの意義

は大きい。

11月 18日 当日は、内閣官房長官、男

女共同参画担当大臣のメッセージが代読

されたが、これも大会毎の恒例、00と
NGOのパー トナーシップを模索してき

た証でもある。

津和慶子

また、インド0パンジャブ大学女性学

開発研究所所長、アジア太平洋女性監視

機構体H肩0代表のパム・ ラジプットさ

んを招き、「21世紀を生きる女性たち

の課題と行動Jと題 して記念講演をうけ

た。ラジプットさんは、99年,ESじ繊 ハ

イレベル政府間会議の際、NGOで 立ち

上げた APWWの コンピナー、ニューヨ

ーク女性 2000年会議でアジア太平洋地

域を代表 して演説 した女性。「 北京以後、

グローバ リゼーションの中で、貧困の女

性化が進み、格差が拡大 している。世界

の 3分の 1の <北 >と 3分の 2を占める

く南>の仲間との連帯」を強調 した。そ

の力強い発言は参加者を元気づけた。

「ともに連帯 し行動 した 25午―=新
世紀への夜明けに向つてJと題 したスラ

イ ド構成、この大会のために作詞・作曲

された「女たちは歩きつづける」(松岡励

子詞・ 田中友子曲)が力強く披露され、

25年 とい う歳月 と蓄積の重 さを実感 じ

た。が、どう次世代につないでいくかは

今後の大きな課題だ。

午後からは「あらゆる分野への男女平

等参画の課題 と方策」をめぐるパネルデ

ィスカッション。労働、家族・福祉、教

育の 3委員会の座長をパネ リス トに、山

口みつ子事務局長がコーディネーターで

すすめられ、「女も男も労働時間を短縮

し、仕事も家庭もわかちあえる社会に」

「個人単位のシステムを実現 し:多様な

生き方を認め合お うJ「子どもたちへの

人権教育こそ大事」「女性の政策決定の

場への積極的参画を」などが提起された。

最後に、女性に対する暴力防止法の制

定などをもとめる決議と宣言を採択、女

性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を

求める署名の取り組みを確認 して散会 し

た゛  ♂ゝ♂、♂、♂、♂、♂、♂、♂ヽ♂
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ЛCA男女共同参画推進セミナーレポート発表会報告

ノ
ヽ

上記セミナーにはアジア、中近東kアフリ

カから 10カ国 (プータン、エチオピア、イ

ンドネシア、ジョルダン、ケニヤ、ネパール、

ナイジェリア、フィリピン、スリランカ、タ

ンザニア)のナショナルマシーナリーの中堅

レベル担当官が 11月 14日 から12月 13日 ま

で参加している。

11月 27から28日 は各々の参加者が準備

したカントリーレポL卜の発表と討議にあて

らlL NGO等に公開された。英語で行われ

たため力、 日本からの参加者は 10名程度で、

私は27日全日、28日 の午前中参加した

報告の焦点:よ 女性に対する暴力、政策決

定への参加、精 、備 の続 、HⅣエイズ

を含む健康などであつた。

私が報告の内容で最も関心を持つたのは、

エチオピアの平均寿命が男女ともに 期%年
の   では 1984年の   より短く

なつていたことである (D躍 年 :女性
".1

男性 508、 394年 :女性 518、 男性 498)。

その最大の理由は Wエ イズによる死者の

増加だということであつた。ちなみに、エイ

ズの識 は 1997年で 250万人、都市部の

人口の21%、 農村部の45%にあたると言う。

つまり、都市部では5人に1人が罹患してい

るということになる。ケニヤでもエイズ対策

国内委員会が設置された旨報告があつた

コⅣエイズは女性 20001庫蒙酢錫:総会で

も重要な討議内容であつたし、2001年 3月 5

日から日まで開催予定の国連女性の地位委員

会でも議題となつている。

教育について:よ 特にネパールとブータン

で大きな問題とされた。ネパ∵ノインミングラ

デシュとともに世界で女性の   が短い

国であるが、女性   はmO/。で男性66%

の半分に満たなし、

プータンの女児の就学率は小学校で 450/o、

北京脚LC世話人 橋本ヒロ子

中学校で現.T/oと低しヽ そのム 女児は家の

手伝いのためや、      に森を通つて

通学中に暴力に会うことを恐れた親に退学さ

せられる。義務教育が9年と定められている

インドネシアでも女児の就学率が悪し、男児

に対する教育が優先され、農村部の女児の

6P/0は 10-18歳    る。タンザニアの

女性の初贈平均年齢は 17歳である。

女性に対する暴力 ぐⅧW)は各国―
で

'

話題になつた 例外はプータンで、母系制社

会であるため、全く男女平等であり、女性の

地位向上のための国内機構も不必要であるの

で設置されていないと報告した。さらに、 ド

メスティクバイオレンスについて尋ねたら、

ほとんど聞いたことがないと回答した イン

ドネシアは政府が WttV対策委員会を設置し

ている。

南アフリカなど政党の候補者に女性候補

の割り当て制度を採用しているアフリカの国

の女性に政治参加率は議 ヽ ちなみに南アは

30%で世界 10位であるが、今回のアフリカ

からの参加国の   膵率はそれほ鏑 くな

し、ナイジェリアでは劇院3%、 ¬院50/微齢ミ、

大臣は22名中5名、第3      の

開圏国であつたケニヤで41%と報告された

タンザニアでは北京会議の事務局長であつた

モンゲラ氏が議員に当選したと言う。

女性への暴力に対応するために、フィリピ

ンでは 1993年に試験的にマニラの警察署に

女性のデスク   b]h戯
"郡

罐路れ

1998年から|よ鐘目σ理蹂署l瑠曜iされた ま

た、スリランカにも警察署に女性のデスクが

設置されている。

日本の対応の遅れlよ 女性に対する暴力対

策だけでなく、女子学生の理工系専攻を増す

ための進路指導などにも見られる。

●●Φ ‐ Φ ‐ 0‐ ‐
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私たちは、新潟県においても男女平等社会

づくりに関する条例制定に向けて、県民が主

体的に提言していきたいと思しヽ 昨年 12月

に「条例研究会」を立ち上げるべく北京JA

①
C軍

織 魅 濯 珀 爾 労 八 晟

回行つた。基本法についてや他地域における

条例制定の動きなどについて、会員相互で学

んだし今年3月 から6月までは、北京行動綱

領の 12の
―

を6グループとして、研

究・協議を重ねた 茜割蝉駅功艶艶Iの条例を

参考にしながら、新潟県の特性目踏まえたも

のにしてまとめたものを、憶見を聞く会」で

塗乖日にした     ｀

8月から12月 までは 各グループ囃 と

北京JACの世話人とで起草委員会を設置し

て、絞り込み作業を重ねた。出曜・日曜を申

心に精力的な絞り    を行うな力、11月

には橋本ヒロ子さんをお招きして、アドバイ

スを受けた。また、研究員や北京JAC会員

③ 響孵 1棚
提言書を提出して記者会見を開いて県民ヘア

ピマルすることにしている。
この主体的な取り組みを通して、私たちは

多くのことを学んだしより実質的t具体的な

条例となるよう、これからも活動は続くc

a断〔JACC漸潟

北海道では、この間の活動を通して女性を

めぐる課題が明らかになってきており、当事

者の声を反映した実効性のある条例への思い

が高まっていた。当事者参加の条例を実現す

るために、私たちは、道の動きに先立って市

民案づくりにとりくん洩

5月 に    諭点整理が発表されたが、

その前に市民案を道内に広め、読み比べて公

聴会や意見期黒に参加してくれるように呼び

かけた。ここで出された意見が道民意見とし
。
て積み上げられ、その後の懇話会論議に大き

な力になった。部会内部でがんばる委員と毎 .

回傍聴しま慇書や要望書を出して外から支援

する動きによつて、この道民意見をどのよう

に盛り込むかという方向で進められた

懇話会意見書には、名加 ミ男女平等参画推

進条例となつたことをはじめ、性差別の存在

を現腐謡識に明記したこと、      の

群 装     、男

員の一部公募の明示などが盛り込まれた。性

暴力被害者支援や労働問題の解決機能など具

体的な施策までは入らなかったが、内容的に

はよいものになったと思っている。とりわけ

名称に平等を入れることについては最後まで

激しル端 になつたが、それだけに平等参画

の理念は深められた。こうした論議があつた

ことの意義はとても大きいと思つている。

来年2月の議会l導鋼覇課きされる

見通しだが、意脚 内容力準退す

ることのないよう、最大限の努力を

続けたいと思つている。

鰍たちのアクションプラン

)
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横浜市で|よ 2000年 9月 5日、高秀市長

から男女共同参画社会鷹目脇議釦徴野:カ ツ

御 に対し嚇 の地域性を考慮しつつ、

男女共同参画社会の実現に向けて、市、F制熟

を定め悧 の検討をJとの諮

間があつた 条例の必要性についての提言は、

1998年、同協議会から4籠同臥 以後、市は資

料の収集などにあたつてきた。現在、2001

年4月施行を目標lミ 協議会の検討が続けら

れている。

この間、論点整理の内容を28000枚のパン

フレットとインターネットで公表し、市民の

意見を聞く機会とした 意見は約300通寄せ

られたが、なかに団体がいくつか含まれてお

り、トータルとして約 50万人から意見が寄

せられたものと市では見ている。

横浜市の駒頷 合諄闘射躍目闘電嘔呼均

を下回る 1。24であること、専業捌祀闘種国

平均をはる力ヽこ上回る期M%であること、一

方シェルタ‐活動l螂 でもつとも活発であ

り、女性グループの活動も盛んでバラエテイ

に富んでいること、また国際性豊かな街であ

ることなどの地域特性が考慮に入れられよう。

また、劉D万の人口を確する大都市であり

ながら、市であるために労働行政に対する権

限を持つておらず、

従つて企業に対する

責務をどのように定

めることができるの

力、         は

どのような姿である

ことが望ましいの力、

などが議論になるだ

ろう。

)

暖踵再喝躍動車蛯匡くろう西日本ネット

ワークJは、1998年 6月 20日、男女却 参

画審議会から基本法に関する提言の中間報告

が発表されたのとほぼ同時に発足しました

メンパーは劇亀 議員、行引関簾象 研究

者な腑 .100名■ 輸 は、「

議ネットワーク関西」と関西地域の女性政策

担当職員の集まりである.「グルニプみこしJ

が担つていま丸

発足当初は月下回の講師を招いて

の学習と    、基本法ができてからは大

阪府を叙 においた条例の市民案づくりに取

り組んできました 98年 11月 には、大沢真

理さ―
口恵子さんなどのご協力をいただ´

き、「首都圏男女平等市民ネットワークJと共

催の「つくろう男女平等基本法刈卿轟鈍 を

開催していま丸

大阪府は大田房江知事が公約に条例の制

定を掲げたこともあり、「男女協働は会づく

り審議熱 l鋼潮嗣趨こ向げて

`翻

躙がされ

るなど、条例制定がようやく表だらた政

策決定の回日こ乗り始めました。各地の

動きがここまでくると、横並びのなだれ

舞 てつ場多    くリカⅧ聾FT畷日隆も
|

あり、市勲 しヽつかりと制痛固日こ関与

していかなくてはと隷 ま`すじ私たちの

ネット‐ 、来年I   なロ

をやらて、着実な運動を聞 していこう

と討議中t
(世界女性会議ネットワーク関西

-10-
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目黒区
東京都女性財団があぶない !

女性たちは存続を求めている
永井 よし子

東京都は、11月 22日 、行政改革の実施

計画を発表、女性財団の廃止を打ち出し

た.ウイメンズプラザは当初から女性財団
の手で運営されてきたが、廃止されれば都

の直営となる。設立時、検討を重ねた結果、

財団に運営をまかせる公設民営の形態をと

つたのだが、その経緯は今回の廃上に際し

てまったく無視されている。

62ある部の監理団体のうち、行革で廃止

されるのは2団体のみ.女性財団と、東京

都地域福祉財団である.女性と福祉関係が

廃止対象になることは石原都政の個性なの

か.その他の団体は数年計画で統廃合や、

新規委託を提案されているというのに。

なぜ、各地の女性センターのセンター的機

能を果たし、さまざまな女性の運動を支援

し、育成してきた女性財団が廃止されなけ

ればならないのか.女性の声をききながら

柔軟に運営できる形をなぜ変えるのか。

都は財政負担の経滅をその理由に挙げて

いるが、直営になつて減らせる人件費は年

間3千万円余でしかない.また、男女平等

の風土づくりは一段落したとする部の言い

分も、なぜこの時期にという疑間が強い。基

本法ができ、各地に条例策定の動きが広が

り、男女平等意識が周知されようというこの

時期にである。女性財団の魔正には、あき

らかに女性政策にブレーキをかけようとする

意思が感じられる。

財団の評議員や理事は、21日の部の説

明会で全員が廃上に反対する意思を表明し

た。

他の監理団体とは 2月 以降、ヒアリングを

重ねてきたという反面、女性財国にとって廃

止は寝耳に水だという財団だけでなく、女性

たちが廃止反対の声をあげ始めた.北京

脚Cも、地域コーカスの賛同を得てこ反対

署名に協力することになつている。

Oφ O⑮o⑮の⑮o⑮

男女平等参画社会実現の鍵は住民と自治

体の対応にある。生活の場である基礎的な

自治体においてこそ男女平等参画社会の

実現は急務である。

東京都目黒区は都心に近く、少子化・単

身かが進んだ地域である。合計特殊出生率

が 0。 72と なり、高齢化に伴い高齢単身女

√
⊃
 修畠糎

力

|∬曇重F二ikll)3菫 F言な

つていることなどの地域特性がある。

女性行政に関しては、今年策定された区

の基本計画に「男女が平等に参画する社会

作りの推進Jが入 り、ジェンダーの主流化

の実現した。反面、女性政策課が人権政策

課になるなど女性政策の縮小が並行 して

行われた。

条例の制定は、7月 に発表された基本計

画 (改定素案)の 中に盛 り込まれた。

2001(平成 13)年度から検討 を開始 し、

2002(14年)度制定を目指すと言 う内容で

ある。

cD  このような動きの中で、今年4月、私た
ち区民有志は「目黒区男女平等参画基本条

例 (仮称)をつくる会Jを結成 した。条例

策定を行政任せにするのではなく、自分た

ちの欲 しい条例を考え、提言することによ

って、条例を真に住民のためのものにする

一助にしたいと考えたからである。現在提

言文を作成中である。条例を実効性のある

ものに、地域特性に沿つたものに、女性行

政を区政の中央に位置づけるために、と議

論を重ねている。

今後とも経過を見守つて行きたい。

(牛島光恵)
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●ロビイングについて

本年 7月シンポカ ムの決議に関す

る省庁交渉以来、ロビイングを重ねてい

ます。議員会員のご協力によつて、女性

の意見を政策決定に生かすための場に

なるカセ思いま九 日程の設卸 璃Lしく、

マンスリーなどで会員のみなさまにお知

らせするほど余裕をもつての計画が‐

ません。したがつて、都合がつきさえす

れば参加したいとお考えの方には、その

つど、ご連絡を差し上げたいと思います

ので、お名前側酬戦理で薇 またIが―

ルアドレ月などを事務局までお知らせく

ださしヽ

●この 12月 7日 には、女性差別撤廃条

についてのロビイングを行

いましチL出席省庁は、総理府・法務省・

外務省です。次号にご報告いたします.

●来年度の全国シンポジウムの日程

北京JAC第 6回全国シンポジウム

の開催

について、日程と1郷鵠低鐸騎が決まり

ました。ぜひ、ご予定に組み込んでお

いてくださしヽ

◎日程 :2001年 7月 14日 (J
15日 (日 )

◎会場 :仙台市 ‐/p・ パ‐ク仙台

『 北京 JACマ ンス リー第 451劃
2000年 12月 10日発行

鱗 0獅   北京 JAC理ヨ侵Fi:1,り :1)

45承碑ユ当雌 嘲賞 謙

永井よし子

113     酌材郡1033‐9
コージュ後楽園廣本ビルg開

Tノ F 03‐568986862

メールアドレス

号 0/0250‐引陥盤6

北京Lヽ カレンダニ

◎12月 ◎

15日 燿鐵 マンスリ¬

“

号発行予定

17日  (日)定例全体会 11:90～1劉田

テー :r「時代のN00漕珈

十づξ評学園り巧■泊シ侶″卜とαり割隆

これからのNGO活動Rイ励 卜や

Eメ∵ルを上手に活用しないと取り残

さ肛 しまいま丸 この需耀靴ミ 3～ 4
人の驚議静こ,大ナつ(物財照留助S丁

寧に指導しますので、まつたくコンヒ
゜
3~7

日触つたこともない初心者も歓迎しま

九

会鑽識 2000円
会場 :十文字学園女子大学9号棟

2階9m3教室

申じν短 参加を希望される方は まだ余

裕がありますので、12月 14日 までに

033馴ηo15剛5儀区橋本)までヽ 翻 ヽ

中級 日 嗜叫 り方な場 のレシ

を書いて、お申し込みくださしゝ 地図を

録 しま丸

交通 :武蔵覇線 鴫魏聾1から徒歩13九
または 東部東上線「F部相 からタクシ

ーで 10九
担当‖断制に:標沐 ヒロ子

了後、定例世話大会を開きま九

15遺 1副D-177副D

◎2001年 1月◎

16日 (帰 t― A・ 詢切 刹

テーマ :'狙Dl年の 北京」Cの活動に

ついて

会場 :文京区女性センター

臨時世話大会  9Jttγ
北京JAC事務所にて

〇

○
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世界女性会議ロビイングネットワーク

マンズリー」ttt14(ア
' bcljing .fapa6 Aceouncabitttg Caucut 2月 号 2001年 2月 1日発行

46号

《21世紀の北京JAC》
女性たちの経験を社会の共通理念に

√
｀

)

てノ′
皆さん、新世紀の幕開けを新たな決意と

ともにお迎えのことと思います.

20世紀の最後の四半世紀は、国連が中

心になって世界中で、女性の地位向上に向

けてさまざまな取り組みが行われました.

日本でも、 1985年の女性差別撤廃条約

批准と雇用機会均等法の制定、 1999年
の男女共同参画社会基本法の制定施行が行

われ、曲がりなりにも「男女平等Jは、無

視することのできない法律上の規定になり

ました.

昨年 12月 19日に放映された均等法を

扱つたNHKの番組「プロジェタトX」 で

は、 1980年代に雇用機会の平等を求め

/~ゝ る法律を制定することの困難さが浮彫りに
―`ノ されました.赤松良子労働省婦人局長 (当

時)は、経済界と女性労働組合の狭間で、

ギリギリの調整をし、日本初の「性別によ

る差別の禁止Jを基本理念とする法律をま

とめ上げたのでした.放映の3日後の12

月22日には、芝信用金庫の事性職員13
人の昇格・昇進差別の訴えが東京高等裁判

所で認められ、20世紀の悼尾を飾るにふ

さわしい内容の判決となりました.

男女共同参画社会基本法は、「男女共同

参画Jという新たな理念によって貫かれて

います.基本法みずからそれを、「男女が

社会の対等な構成員として、自らの意思に

代表 山下素子

よって社会のあらゆる分野におけ唇活動に参

画する機会を確保されももって男女が均等に

政治的も経済的も社会的及び文化的利益を享

受することができっかつも共に責任を担うJ

(第 2条)ことと定義しています.男女が対

等な構成員であるためには、性差別が撤廃さ

れ、男女が平等であることが前提されなけれ

ばならないのは当然です.

また、この「男女共同参画Jによって、

「男性とは異なる経験をしてきた女性の意思

が加わることによつて、社会に新しい価値が

生み出されることが期待され」ているので

す.21世紀の最重要課題とされる「男女共

同参画社会の実現Jは、職業生活と家庭生活

の両立を必要とされてきた女性たちの経験

を、男女がともに分かつことによって、「職

業生活と家庭生活の両立を当然とする社会を

実現りさせることなのです (浅倉むつ子「男

女共同参画社会基本法と条例J労働法律旬報

1487号、2000年 ゝ 16買).

北京 JACは ゝ政策提言のためのネットワ

ークとして。私たちを取り書く21世紀の重

要課題に二正面から取り組んでいきます
`北

京 JACはゝその特性を活かして地域の経験

を相互に情報交換しながらも国や準方公共団

体sさ らには、国際社会に向けても男女平等

社会の実現を求めていきましよう.
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昨2000年の総会以降も 3回 目になる日

ビイングをテーマ別でおこなった.北京

JA皓国シンポジウムの議論を受けた 7省

庁との9月 1日 の会、続く10月 30日 の

2001年度予算概算要求にかかわるロビイ

ングでは警察庁も加わった8省庁の出席の

もとで行われた.毎回、事前に提出した質

問 0要望書をもとにも限られた時間をフル

に活用して充実したやり取りができたが、

時間不足はいなめなかった.そこで、テー

マを絞づたロビイングを行うこととしもそ

の最初にとりあげたのが「女性差別撤廃条

約の選択議定書Jの批准である.

2領)0年 12月 7日 、参議院議員会館会議

室を会場に、総理府 (大塚幸寛男女共同参

画室推進官、鈴木有津子参事官補ゝ池永肇

恵事務官)、 法務省 (堀嗣亜貴大臣官房秘

書課企画室長、関雅義同主任も斎田浩調整

室員)、 外務省 (吉日謙介総合外交政策局

人権離民課首席事務官ゝ佐藤雅子同事務官

3省庁の出席を得た. 北京JAC側の出席者

は19名 だった:

これまでの 2回のロビイングにおいて、

この選択議定書については法務省と外務省

が '「勉強会を しているJなどの返事があっ

たが、今回は 冒頭で法務省からも「本当

に真摯に検討していることをまず申し上げ

たいJとの発言があった.『国際人権規約

B規約の選択議定書の運用
:状

況を見なが

ら。という点とも真摯という点を強調した

いJと いうことだった.

以下、JACv s省庁のやりとりの要点を紹 =
介する.(J,省庁とも頭文字)

J―男女共同参画基本計画への議定書に関す

る記載はどうなっているか.

総一年内をめどに現在最終的な詰めをしてい

る段階で、案文が固まっていないのでも内容

は言えない.しかし。2000年 プラン、基本

法も審議会答申、ニューヨータ会議の内容を

踏まえている.総理も行政上のプロセスは承

知している.

J-1年前の日弁連の国際人権研究会で、離

轟器難オ罵喜理解
=詮

 ○
を高めるものだJと いう見解を示した.国際

的な合意・前提は成り立っていても人権に関

する国際的基準としてユ摯にとらえるという

必要がある.最高裁が条約に対して消極的な

のが日本の特徴でもそれが国際的人権基準導

入へのネッタになつているのではないか.

法―最高裁が頭が硬いという実例は何か.

J―非鏑出子に関する95年の大法廷判決、94

年の指散押捺の高裁判決を最高裁が98年に逆

転した件ゝ受刑者と弁護士の接見に職員立会

いを許容した件b死刑確定者の信書発信を不

許可等.人権規約を批准しているのにも国内

的適用がおこなわれないのはなぜか.

臨T籠滉1乱濃1ぎ7緊鑑 ○
立Jの中身の解釈が各国で違う.裁判官の判

断に影響すると考えれば独立が侵されるとも

言える.法体系が整えばもそれを尊重すると

いう言い方もある.個人的にはポジティプな

側面に共感する.

J―司法改革の議論の中にはも裁判官は万能

かについての異論もある.裁判官を対象に人

権教育をする時代だ.

J―女性差別撤廃委員会には多谷千香子検事

が出ている.委員会からとんでもない基準が

出るわけもないしも出るものは国際的コンセ

ー2-



ンサスだ.批准した条約が裁判官に「影

響Jを与えるのは当然ではないから批准し

た条約の実効性を高めることを拒むのはお

かしい.

外―人権政策には積極的に取り組んでいる

が、 B規約の個人通報制度について国内的

コンセンサスはできていない.

J―フェミニズム法学の考え方ではも女性

への暴力を構造的差別と捉え、このことが

起爆剤となつて女性差別撤廃条約の強化が

おこなわれた.

(、⊃賛:1霧写雇塁重尾|｀百ふ言テI嵩糧t蓬
かではないし、結論を出すものでもない.

J―各国の運用を見極めるというがゝどう

見極めたのか.

法-00000
外―ジャマイカもオラングのケースで個人

通報制度を研究している.

J―膠着状態になっている.上田政務次官

の国会答井や9月の男女共同参画審議会答

申もある.基本計画にはっきり載せたらど

うか.

法―奥深い 000

総―さまざまな問題点を検証する必要があ

りも今のところは言えない.

¬ J―現行法との違いはないと言いながらも

「日本の司法制度になじまないJが壁に

なっている.法は人権を守るためにあるの

ではないか.まるで司法を守るために法が

あるみたいだ.DV法も含めて1基本計画

に女性の声や人権の尊重をいれてほしい.

J―司法権の独立についてはどうか.

法―「司法権の独立Jを含めても司法制度

の中で問題が生じるおそれがある.裁判官

の心証に影響を与える.「女性差別撤廃委

員会の見解Jが「裁判官の見解』に影響を

及ぼすおそれがある.政府 0法務省の見解

は、最高裁の意見や心証を踏まえる必要が

ある.

J―では、最高裁の見解を聞きたい.裁判所

は新しい情報を知らないままで判断_している

ことになる.日本にはジェンダ…の幌点がな

く、社会正義は狭い.女性検事の採用枠など

も問題だ.

法―女性枠は事実上、ない.現在も司法試験

の合格者の3割近くが女性.全体的に女性の

裁判官や検事志望者は増えている.その4割

位が採用されている.書は希望者がいなかつ

た.こちらからリクJレ=卜 した時代もある.

J―任用の基準をガラス張りにしてにしい.

J―最後にこちらからの希望を申し上げる.

0裁判所の選択議定書についての考え方を確

認しておいてほしい.

0法務省と外務省の研究会を正式なものとし

て発足させてもらいたい.

0基本計画に明記してほしい.(以上)

この時点で、選択議定書は62カ 国が署

名、批准国が10カ国に達した3か月後に国

際的効力が発生する.10番目のイタリアが

9月 22日 に批准したので、 12月 22日の

発効を目前にこのロピイングが行われたこと

になる.ちなみにも現在の批准国はつぎの 1

1カ国.批准の日付順に、ナミビア5/26ゝ

セネガJレ 5/26も デンマータ5/31ゝ フランス

6ノ9、 タイ6/15、 オーストリア9/6bバン

グラデシュ9/6も アイルランド9/7.｀ ニュー

ジーランド9/7、 イタリア9/22、 ポリビア

9/27rある.

日本はも署名も批准もしていない.その後

12月発表の「男女共同参画基本計画Jでは

「女性差別撤廃条約Jの積極的違守が盛られ

ているがぅ選択議定書については明記されて

いない.「未締結のものJの記述で「世界の

動向や国内諸制度との関係にも留意しつつ、

男女共同参画の観点から積極的な対応を図

るJに とどまつている.

-3-
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「北京宣言及び行動綱領実施のための更

なる行動とイニシャティプJ(いわゆる

「成果文書J)の学習会があちこちで開か

れている.趣旨は「成果文書Jを学び、自

分たちの足場で活用しようということだ.

「成果文書Jは 4章からなりもパラグラ

フ104で構成されている.そのうち56
のパラグラフは第 4章の「行動綱領の完全

かつ更なる実施の達成及び降篭克服のなめ

の行動とイニシャティプJに含まれてい

る.これらは、2005年までの行動方針

でありも行動綱領と比較すると行動の優先

課題がより丁寧に記載されている.なかで

も、健康と女性への暴力の個所は大きく前

進した.DAW(国連女性の地位向上部)

もこれを今回の成果として評価している.

N.Y2000年会議のリンケ…ジ 0コ ーカ

ス (分野 0地域別グループの集合体)はも

具体的ベンチ 0マーク、数値目標、期間を

設定した目標、指標、財源などが不充分だ

と失望を表明した.

しかしも翻訳された「成果文書Jをあら

ためて読み返すとゝ全体としては行動網領

の立脚点を再確認、協調するものであるこ

とがわかる。採択された政治宣言は 北京

行動綱領実施の各国政府の責任を再確認
し、政府のやる気もつまり政治的意志こそ

が不可欠と強調している.「成果文書Jの
文面にはもイスラム諸国や′ヽチカンといっ

た一部の強固な反対も原理主義の広がりの

なかで合意形成に時間がかかりも苦労した

足跡がみられる.

例えば、常に争点となる性的権利、なか

でも性的指向は女性の多様性の尊重のとこ

ろで性的指向という具体的表現を避け、他

の地位もother status(バ ラ5)と してい

「成果文書Jについて

船橋 邦子

る.実際も南アが憲法において性的指向によ

る差別を禁止したことなどを受け、「成果文

書Jに事実記載をしようとしたがもバチカ

ンもニカラグアゝリピア、アメレジェリアが反

対して記載されなかった.また。家族 (バラ

60〕 のところでは.家族の多様性を認めつ

つ、「家族の安寧に女性が果たす社会的 0経

済的貢献、および母性、父性の社会的重要

::1ェξ堪:il:「得!:ilふil::」:』[吉:]:][:::己
o

であり、「強化すべきものとする」という視

点はいまなお生き続けている.

しかし、「成果文書Jの成果は自治体の行

動計画に多様な形態で生かしたい.

筆者が委員をつとめる大阪府人権施策推進

審議会ゝ男女協働社会づくり審議会の答申に

バラ 44の「女性が自らのセクシュアリティ

に関する事がらを管理し、自由かつ責任ある

決定を行うJをいかし、性的マイノリティの

人権が明記された.性的マイノリティの

「注」も「社会において、異性愛を自明なこ

ととして同性愛者をマイノリティとする見方

が支配的であるがも同性愛者、性同一障害も

栞話ふ喜董:`1)(雰天F垣魯慧意客言:lg⊂⊃
注がつけられた.

●「成果文書Jは、総理府のホームページ
httpノん醐慨mri籠 .g可ぱda可0/Wy20
00/inLiattve.htmDか ら取れます.

また、男女共同参画案からは昨年 11月
に、『国連特別総会「女性2000軸
の概喜』が発行されまし,こ 2000年会議

の準備活動、会臓の概要、日本政府の活動、

会議後の動きなどに、資料として政治宣言や

成果文書が付いています. σ :03‐ 3581‐

2361内 2493、 2469) (=務局)
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シンポジウム 21世紀を拓くllT、 グローバライゼーシヨンと

女性労働 (主催 :「フオーラム女性と労働」)レポート

小林桂子

表記シンポジウムが20001年 1月 1

3日主婦会館で、「21世紀の幕開けシン

ポジウムJと題して開催された.パネラー

の問題提起の要点のみを紹介する.

中野麻彙さんは、派遣労働の緩和の動き

と女性と労働をめぐる裁判について提起.

人の労働が料金という形で価格表示さ

《_j)れ、売られる時代になつ′たこと.そしても
これを規制する法律が無いこと.IT、 グロ

…パル化は、暮らしの面で便利になるとい

うプラスの面があるが、労働の分野では、

マイナスのイメージが付きまとうし、最大

の犠牲者は女性であり、派遣労働者は更に

大きな犠牲を強いられている.女性たちは

雇用や労働条件に関する裁判を起こしてき

たが、住友電工裁判にみられるように厳し

い状況にある.弁護士は:LOへの提訴を考

えている.産業社会の中で自分たちの発揮

できる能力の可能性を開じこめてしまい、

産業社会が家る不利益を含めて社会は考え

ていかなければならない.これは少子高齢

化をどうするかという課題と合わせて今後

〔vノ  の頭:懸雪早百兇巌F覆≦鶴套1法をめぐ
る現在の状況と多様な雇用形態をめぐる課

題について提起.

グローバライゼーシヨンには、一定の経

済機会の拡大という良い側面を国連も否定

していないが、ネガティプな側面として女

性の生活に悪影響を及ばしているとしてい

る。競争が激化した中で。男性だけが生き

残れるのではなく、むしろ女性の働き方に

シフトさせることが21世紀の働き方であ

る.女性へのシフトということでは労働時

間の問題と人事異動システムがあるが、均

等法改正時に労働時間の男女共通規制は機能

せず、人事異動の問題はも裁判判決をみると

難しい.改正均等法から福祉法的性格の払拭

と男女両性を対象にしたものにすることと問

接差別の禁止を折り込む必要がある.職場は

人格形成の場なのに労働の評価を人格から切

り離す問題点を指摘された.

.大沢真理さんはも日本の経済も金融の情勢

分析に立って三つの福祉法体系の確立につい

て提案。

日経連会長は景気低迷の原因を雇用不安と

老後不安を背景とする過剰貯蓄と言うが、雇

用不安は「天災Jではない.雇用リストラに

走ってきたのは経営者であるから、この1旨摘

は無責任だ.日本の動労者の家計はゝ「親父

―極集中家計Jで1このシステムをご破算に

して社会的セーラティネットを張り直さなけ

ればならない.不安を安心に変えられない.

1固人年金モデルの社会的政策システムを、

年金、医療も介護にしばつての提案につい

て.年金は基礎年金だけではなく所得関連年

金を含めて全国民がカロ入する一元的な年金制

度とする.医療については、地域公営医療サ

ービスが理想だが、当面は医療保険の一元化

で、職業.年齢にかかわらずすべての個人が

カロ入する単一の医療保険制度に統合しても皆

保険制度に取り組むべきだ.介護保険は利用

率が低い.ゆくゆくは目的税方式による地方

分権介護システムにすべきだ.

このような制度改革の提案の政治的実現可

能性について胸を張って言えないがも制度的

実現可能性は高い.

以上も簡単なレポ
=卜

ですがぅ女性労働間

題は.女性の人権問題であるとの感を強くし

た一日でした.
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「女性国際法廷J傍聴配

「世紀末の2000年 12月 、東京で “女

性国際戦犯法廷"を開きたい.東京裁判で裁

かれなかつた戦犯を私たちの手で裁くので

すJ.アジア女性資料センター代表の松井や

よりさんが決然とこういい放つたのは、98
年4月職国で慰安婦問題の F第 5回アジア運

帯会議Jが開かれたときのことである.

この餞案は一週間前、ジュネープの国連人

権委員会NGOフォーラムで議論し、ソウル

で正― されたものだが、筆者はもとより

この議案は一週間前、ジュネープの国連人権

委員会NGOフォーラムで議識し、ソウルで

正式提案されたものだが、筆者はもとより参

加者も初耳だったに違ぃない.事の菫大さに

会場は一瞬、静まり返つた.しかし。日本国

家に対する法的賠償と責任者処罰を重点課題

にする11日をはじめ、参カロ被害国からの賛同
・
を得、最終日、世界的な連帯運動を展開する

という「共同決議文Jの議決に至つた.

あれから2年 7ヶ月、「女性国際戦3E法

廷Jは幾多の困難を乗り超え開催された.会
期は 12月 8日～12日 まで.会場は優略戦争

と深い国果関係にある「九段会館J、 それに

日本書年館が当てられた:参加被害国は、韓

国 0朝鮮・中国・台湾・フィリピン・マレニ

シア 。オランダ・インドネシア 0東ティモー

ルの 9ヶ国、参加被害者は64人に上つた.

一方、この民衆法廷の構成メンバーには、

裁判長を務める旧ユーゴ国際戦犯法廷前所長

のガプリエル・力…夕・マクトナル ドさんを

饉頭に、タリスチーヌ・チンキン (英国)、

カメレメン・マリア・アメレヒノ`イ (アメレゼンチ

ン)、 ウィリー 0ム トゥンガ (ケニア)、

PON・ バグワティ (イ ンド)さんら、人権

に関する国際法の権威が顔をImえた.

また検

`団
には主席織3に、米国から1日ユ

ーゴ,ルワンダ国際職犯法廷ジェンダー犯罪

法顧問パトリシア・ピサー 0セラーズさんと

オ…ストラリアからフリンダース大学国際法

」o

不処罰の歴史を断つ快挙 :

伊藤瀧子

助教授のウステイア 0ドルゴポルさんを迎え

検事には、被害国・カロ害国から現職麟醸や丼饉

士、国際法学者ら37名、さらに法律顧問 0翼

人等、多くの人材が配された。法廷傍聴には世

界中から連日、 1000人～1300人を数え

る男女が詰め掛けた.裁判長の「この法廷は民

衆法廷だが、ゲームではないJの宣言に銀徴さ

れるように審議は厳密に行われた.主席検

“

の

起訴状由読による訴追の対象は日本口をはじ

め、昭和天皇 。日本政府・軍の高官ら25人

(全員故人)である.

日本国Illの 弁護士からは、慰安婦問題に関す

るこれまでの日本政府の見解が述べられた,も

ちろん政府は今回の法廷招詰にも応じていな

い.会場付近には日本国賀美の右
=団

体が張り

込み、国際世綸との対極を見せた.

囲廷中の強害者証言は検澤団関係者らが発掘

した職時中の機密文書をはじめ、地日や写真の

映像等でリアルに構成され、慰安婦問題が粉れ

もない国家や軍レベルの政策的「性奴鱗制Jで

あることを立BIする (証言省略).
法廷最終日、裁判官の判決は2時間にも及ん

だ.要約すると、当時の国際法に照らし、昭和

天皇を人遺に対する罪で「有罪Jとし、日本政

府にも賠償責任があると断じた.最後に法廷

は、日本政府・元連合口 。国連に対して9項目

の総括的な勧告を行い、万口の拍手と共に5日

間にわたるすべての日程を終了した.

筆者の脳
=に

:ム 証言中の被害者の『私違は

日本が見たくてきたのではない.正繊を筆者の

脳
=に

は、証言中の被害者の「私違は日本が見

たくてきたのではなもヽ 正機を取り戻すために

やってきたJの肉声と、判決後、法廷とされた

日本青年館のステージで肩を抱き合い、感涙に

DEんだ被害者の姿が焼き付いて離れない.この

法廷はまさに女性による女性のための法延だつ

た.正式判決は見込みより運れ4月下旬～5月

の予定.
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・                           _       菫

全国シンポジウム実行委員会報告         :
誕
鷲
:

●マンスリー45号でお知らせしたとおり、開催地は仙台市です.

世話人は全員が実行委員として仙台実行委員会と連携して準備運営・運営にあ
たります.

・実行委員長

・仙台実行委員長

0305689‐ 6828(J注 )

022‐ 37819320(:臓 ) 稿百j元

永井よし子 (北京JAC事務局長)

樋口晟子 ,(北京JAC仙台代表)が決まりました.

●会場 エル 0パータ仙台

●日程 (案) 2001年 7月 14日 (土)午後開会。 13時から21時の間に
全体会.分科会、交流会を行う.

翌 15日 (日 )9時から13時でも分科会、全体会を行う._
●内容案   全体会 :・「21~世紀の女性 さらなるエンパワーメント」のタイ

トルでシンポジウム.

分科会 :14, 15の両日に開催.提言や要望につなげる.

交流会 :14日の夜に計画.

●分科会テーマ 男女共同参画条例、労働、暴力、政治参画:メディア、教育ゝ

家族、健康.農山漁村分科会が提案されています.

「こんな分科会を計画したいJなど、ご意見のある方は.実行委員会まで
お申し越しください.

実行委員会  北京JAC
仙台実行委員会分科会担当

北京 JAC関東に参加しませんか

個人として北京JACに参加している会員の

なかで、各地域コーカスが地域に沿った独自の

活動を展開するように、関東日でも1地域コー

カスとして関東印エリアて活動できる金員を募

り、東京都、国会、関東日地方自治体に女性の

地位向上に関するロピー活動をしたいという声

が上がつています.

現在の最重要事項は、日頃使用している東京
ウイメンズプラザの件で「東京女性財団廃止・

東京ウイメンズプラザ都直営化問題』につい

て、都の女性政策が後退するのではという危惧

に対して、北京JACとしても東京都ヘロピー

活動をすることが緊急課題だと思われます.

またメディアについても、言論の自由に対す

る規制が行われるような危機感があります.メ
ディア関係の研究会を持ち、専門家を交え情報

の提供と活動の方法請等検討していきたいと思っ
ています.3月～4月 にかけて、設立総会を開催
し、2月 に1日程度の集会、FAXを利用するな
ど連絡を蜜にして随時ロピー活動を展開する予定
です.

最新規会員の会費は3000円を予定、北京 J

AC会員は会費を別途納める必要はありません.

不安な社会状況のなか、21世紀の幕開けに向けて
新たな活動を展開しましょう.

参加を希望する方は下記宛お申し込み下さい.

事務局 〒150‐0001 渋谷区神宮前

3‐ 37‐ 1‐300 大角隆子

TEL&FAX   03‐ 3402‐ 3346
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東京女性財回の行方

前号でお知らせしたようにも東京都

が女性財回の廃止を強引に打ち出した

そのやり方とも女性施策の拠点のひと

つである財国の役割を軽視する認識

と、すでに女性施策は役割を終えたと

する政治感覚に批判が集まっていま

す.

新年度の予算措置はどうなるか、都

議会の意向はどうかも石原都知事の女

性政策観は変わるか。財団の現行どお

りの存続を求める女性たちは注目して

います.

女性たちの抗議の声や廃上に反対す

る請願の殺到に、都議会も廃止に慎重

とか.東京都の女性施策の行方を決め

るのが 2月 からの予算審議.そ して夏

の都議選です.各党の予算要望に廃止

案撤廃を盛り込ませる方法もありま

す。2月 12日 には午後 2時がらウイ

メンズ 0プラザで緊急集会が開かれま

す.微妙な段階ですがゝ 女性たちのカ

で既定方針をかえさせましよう.

46号の担当世話人 永井よし子 佐藤和子

113 東京都文京区本郷 1-33-9コ ージュ後楽口

廣本ビル802   T/F 03‐ 5689・ 6828

メールアドレス jacOpop06。 odnene.,p

郵便振警  00250‐ 7‐66426

2001年

◆ 2月 ◆

1日 (木)マンスリー46号発行

18日 (日 )申例今仕会 13:00～
15:00 文京区女性センター

テーマ「男女参画基本計画Jについて

発表  中島通子さん

橋本ヒロ子さん

暴カコーカスから

世話 大会  15:30～ 18:00
北京JA“務所

◆3月 ◆

1日 (木)マンスリー47号発行

27日 (火)室例今仕会 18:30～
文京区女性センター

テーマ 女性関連法案について

鷹睛骨筆蜂 20:31濃
JA“務所

◆ 4月◆

2日 (月 )マ ンスリー48号発行予定

21日 (日 )2001年 度総会

11:00～ 総会後 国会座議会を計画中.

《事務局から》

☆ 12月 31日現在、女性差別撤

廃条約選択議定書署名国は63カ

国、批准国にはフィンランド、ハ

ンガリー.マ リ、スロバキアがカロ

わり15カ国になりました.

☆ 7月の全国シンポジウムの実行

委員会だよりを載せました.ど う

ぞ、よろしくお願いいたします.

☆4月 21日 に北京JACの機会

を予定しています.詳細は次号に

ご案内いたしますがゝ規約改正な .

どJACの活動に関わる議題があ

ります.ふるつてご参加くださ

tヽ .

(0

O

(永井よし子)

『マンスリ‐北京JAC 4 6号』

編集 0発行  Jヒ京JAC事 務局

1年 2月 1日 発行
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世界女性会議ロピイングネットワーク

' beiiing Japan .Aecounubitttg Caucus 3月 号

第

２００．

2001年 度北京測LC総会のご案内

日時 :2001年 4月 22日 (日 )

場所 :文京区女性センター  文京区本郷 4・803  u.03‐ 3814‐ 6159
地下鉄

丸の内線・大江戸線「本郷三丁目」

三田線「春日」・南北線「後楽園」

地図はマンス リー第 42号 に掲載

第 1部  総会    10:30～ 12:30
議題 :2000年度事業報告、決算および監査報告

2001年 度事業計画案、予算案

地域コーカスについて

規約改正について

第 6回全国シンポジウムについて

その他

第 2部 国会報告会  13:30～ 15:30
大脇 雅子参議院議員「憲法調査会のこと」

川橋 幸子参議院議員「 両立支援について」

小宮山洋子参議院議員「暴力防止法について」

清水 澄子参議院議員「国会に見るパックラッシュ」

第 3部 交流会    15:45～ 17:30   会費 1000円
飲み物 とサンドイッチをつまみながらの交流の機会です。

ふるつてご参加 ください。

● 同封のはがきにて、ご欠席の方は委任状をご返送 ください。

● ご出席の方は、昼食 (約 700円 )の要・不要

交流会(1000円 )の 出欠についてご記入 ください。

● 上記のお返事は 4月 15日 必着でお願いいた します。
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男女共同参画社会を実現するためには、

あらゆる社会制度・慣行に男女共同参画の

視点を反映させ、職場、家庭、地域社会、

学校などの多 くの領域にわたって的確な

取組を展開する必要がある。そのためには

政策過程、すなわち取組の企画・立案から

実施、その成果の検証から取組の見直しに

至る過程全体を、男女共同参画の視点に立

つて再構築しなければならない。 |

「北京行動綱領」でも、あらゆる政策や

施策において立案段階から女性と男性そ

れぞれに対する効果を分析することなど

を通じ、男女平等の視点を反映させる必要

が、「ジェンダー主流化 (メ インス トリー

ミング)」 として強調された。

1男女共同参画社会基本法は、5つの基本

理念の 1つ として、第 4条で「社会におけ

る制度又は慣行が男女の社会における活

動の選択に対 して及ぼす影響をできる限

り
「中立なものとするように配慮されなけ

ればならない」と定め、また、「男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認めら

れる施策を策定し、及び実施するに当たつ

て1ま、男女共同参画社会の形成に配慮 しな

ければならない。」(第
・15条)と定めてい

る。
1ま た、中央省庁等改革関連法により、重

要政策に関する内閣府の会議の一つとし

て E男女共同参画会議」が設置された。従

来の男女共同参画推進本部 (内閣)と なら

ん|■)今後はこの男女共同参画会議が国内

本部機構の一角を占めるのである。同会議

は、男女共同参画基本計画をはじめ男女共

男女共同参画の視点に立った政策過程の再構築一    |
男女共同参画影響調査について

男女共同参画影響調査研究会座長・北京 JAC会員 大沢:真理

同参画社会の形成の促進に関する基本的

な課題を担当し、男女共同参画社会の形成

を促進する施策の実施状況を監視すると

ともに、「政府の施策が男女共同参画社会

の形成に及ぼす影響を調査」することとさ

れている。

これらの規定により、男女共同参画の視

点に立った政策過程の再構築、およびジェ

ンダー主流化という国内外の要請に法的

基盤が与えられたといえよう。

嘉薫期 彗爾騨 麟 華
ジェンダー主流化のためには、直接的に

男女共同参画社会の形成を促進する施策

(狭義の男女共同参画関連施策)の推進を

図り、国内本部機構がその実施状況を監視

するだけでは不十分である。政府の企画・

立案、実施するさまざまな施策は、男女平

等の推進や女性の地位向上を直接の目的

や政策手段としていない施策であつても、

女性 と男性に対して異なる影響を与える

など、男女共同参画という視点から無視し

得ない影響がありうる。そこで、あらゆる

施策の企画・立案、実施に際して、そのよ

うな影響を考慮することが求められる。狭

義の男女共同参画関連施策ばかりでなく、

結果的に男女共同参画社会の形成に影響

を及ぼすと認められる施策 (広義の男女共

同参画関連施策)も視野に入れなければな

らない。

男女共同参画に係る影響調査は、広義の

男女共同参画関連施策をも視野に入れた

新たな取組として位置づけられる。この影

（、、、′）
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響調査が中央省庁新体制への移行後速

やかに実施されるよう、1999年 12月 初

めに総理府男女共同参画室に有識者に

よる「男女共同参画影響調査研究会」が

設けられ、男女共同参画に係る影響調査

の手法等について海外調査をましえて

検討した。2000年 12月 に提出した報告

書は、男女共同参画会議を中心とした、

国における男女共同参画に係る影響調

査の手法についての基本的な考え方を

まとめたものである。

議 褻舞蒙::華雛 黎彗蓑:

主な検討結果を紹介 しよう。まず、影

響調査が対象とする施策について、以下

を識別 した。ア.政府の重点方針を示し

今後の社会経済を方向づけるような、社

会経済に及ぼす影響の大きい政策。イ .

性別による偏 りが大 きいと予想される

施策。ウ。予算が大規模、またそれに携

わる人員が多い等、量的に多 くの資源が

投入されている施策。

調査主体としては、内閣府に設置され

る男女共同参画会議とともに、内閣府男

女共同参画局及び各府省も同調査を行

うことが期待される。その際、内閣府男

女共同参画局、各府省、調査対象分野の

専門家t男女共同参画分野 (女性学・ジ

ェンダー研究等 )の専門家等の連携が必

要と考えられる。

調査の時期については、施策の内容等

によって、第一に、施策の企画・立案段

階における実施前 (事前)の調査、第二

に、施策の執行段階における実施開始後

(進行中)の調査、第二に、施策の結果

に関する、施策実施後ある程度時間を経

た後 (事後)が考えられる。政府の重点

施策や資源投入量が多い施策について

は、特に事前の調査に重点を置 くべきで

あり、性別による偏 りが大きいと予想さ

れぅ郷策 |こ
ついては、事前、事後様々な

可能性
‐
を検討 しなが ら計画的に実施す

る必要がある。

具体的調査項 目・観点の考え方として

は、対象となるいずれの施策についても、

以下の点が望まれる。士
女性、男性双方

の実際的なニーズを満たすように努め

る。
士

女性、男性のいずれかが施策の便

益から排除されないようにする。
士

施策

の企画・立案、また事後において施策の

対象となる女性、男性双方の意見を聴 く

ようにする。
士

行政において、施策の企

画・立案、実施において女性、男性双方

が参加する。

影響調査を効果的に行うためには、デ

ータ基盤の整備、内閣府はじめ各省庁の

職員の研修が欠かせない。

難難:簿:難難甕獲:難彗審議奪:曇:黍鐵蒙:

影響調査の結果については公表 し、広

く社会に問い、各界各層の意見を取 り入

れていく仕組みが必要である。公表につ

いては、インターネ ット等を活用 し迅速

かつ広範に提供を行 うように努めるベ

きである。また、公表された調査結果に

対 して、専門家や研究機関等第二者が、

再検証または補完的調査を行い、その成

果が政府に活用されることも有効であ

る。

男女共同参画影響調査は、あらゆる施策の

方向付けも成果も、男女共同参画社会の形成

という観点から問い直すものであり、調査結

果を公表することや国民からの問題提起に

応えることにより、説明責任を果たすと共に、

調査結果を施策の改善につなげていこうと

する。このようなジェンダーの主流化のため

に実施する男女共同参画の視点に立った政

策過程の再構築は、他の分野における政策過

程の再構築のモデルとなる可能性をもつで

あろう。
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現在t参議院の超党派の女性請員を中心とし

たプロジエクトチームで、暴力防止法案作り餞

大詰めをむかえています。北京JACで lよ 発

足当時から、男卿 参画の基本法と女性に対

する暴力防止法作りに力をいれてきましたo私

も `98年に議員になると同時にく参議院の共

、福島瑞穂さな     さん

たちと、この問題を取り上げるよう主張し、最

初の 1年は暴力について、ヒアリングや調査な

どをもとに審議をしました。そして昨奪ミ 20
00年の 4月に、「女性に対する暴力に関する

プロジェクトチーム」を設置することができ、

座長を自民党の南野知恵子さんが、副座長を野

党第一党である民主党の私が務め 11人の議頻

で法案作りをすすめてきています。2月聰

ヒアリングや立法作成のための討議を、夏休み

中も含めて、23回にわたって続けてきました。

1月 31日に、調査会に        を

報告し、記者発表もして、内容を公開し、さら

にご意見を、皆さんから寄せていただき,たいと

思つています。以下ヽその主な内容と課題を記

します。

◎ 法案名は、     らの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律案ヨです.

◎ まず前文に、女性に対する暴力は、社会にお

ける男女間の構造的差別に起因するものであり、

とりわけ配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

であるにもかかわら共 被害者の救済が行われ

てこなかつたこと。また、配偶者は多くの場合

女性であり、配偶者からの最力は女性の個人の

尊厳を侵害し、両性の平等の実現の障害となる

ものである。

そのため、配侶者からめ熟 の防止及び被害者

保護を図るため、この法律を制定すること。

を盛り込みます。

議員提案による暴力防止法

参議院議員 小宮山洋子

◎ 、 国及鵬 公斑酢に墳務・ … 国及び

地方    ま、     らの暴力を防止臥

被害者を保護する責務を有するものとする。

◎ 二、画膿諸からC駒林購懸導批ンター・・0

都週自熙よ 婦   その担Э苗醍助ヽ酷

者からの暴力褐談支援センターとしての機能を

果たすようにするものとする。

このセンターt・は、配偶者からの暴力に関する

相談に応じ、    びその家族に対臥 カウ

ンセリン久      自立して生活すること

を促進するための情報提供、シェルターの利用

についての情報提供等を行う。

◎ 二 癬 緒 劇 護 1。 避 路 … ・i聯賭

からの暴力を受けている者を発見した者は、暴

力防センター 0警察官に通報するよう努めるも

のとする。因師、歯利医師ti助産婦については、

被害者本人の意思を尊重しつつ、通報できるこ

ととする。

(医師等について|よ 守秘義務が課されている

ことから、通報が守秘義務に違反しないことを

している。)

『
黒!霜難鮮鍾∫鷲覧を1勇 (D

めるときは、被害者。その同伴する家族の,時

保護・   の委託をする1渤ヽ被害者に対

し、同センターの帰 の内容について説明 0助

言を行し、必要な保護を受けるように勧奨する。

3。 警察官による保護 。・・警察官lよ 通報等

により配満者からの暴力が行われていると認め

るときlよ 法令の定めるところにより、暴力の

ら硼 による被害囃 を防

止するために必要な措置を講ずるよう努める。

◎ 巴 偏師静郡躍判・ … 1。 醐剛動も

の暴力を防止し、再発を防ぐために|よ 加害者

を被害者に近づけないことが必要であることか

（‐ノ）
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ら、接近禁止命令等を内容とする保護命令制度

を倉殿 する。

2.裁判所|よ 加害者の申し立てにより、加害

者に対し被害者への接近を禁止する命令を出せ

るようにする。

3。 命令違反には刑割を科する。

◎ 玉 その他 1.民間シエルターに対する財

政土その他の援助についての規定を置く。

2。 職務上の関係都こ対臥 醐剛勤 らゝの暴力

の特性や被害者の人権等に理解を深めるために

必要搬 教育及び啓発を行うとともに、カロ

害者更生の方法についての調査研究の推進に係

る規定を置く。

以上餞 拝琳的1相夢Q妃
いくつか、法案作りの中で課題であつたこと

をお伝えします。―番大きな課題は、被詢

人権を守るために|よ 接近禁止などの保護命令

が是非とも必要です。ところが、法務省、裁判

所などの関係機関|よ 精緻にできている日本の

法律の中では無理といいとおしてきました。私

たちの強い意思によって入れる方向になってき

ていますが、刑罰を科すなら、申し立ての要件

を厳しくするという形で、実効性のあるものを、

どこまで使い勝手のよさを守りながら作れるか

が、ポイントになっています。

また、売春防止法に基づく婦人相談所をセン

ターとして機能を拡大するとともに、女性セン

ター、婦夫鐸酔事α珈殷なと また民間シエル

ターにも、引時保護のための財政支援をするに

は、どうしたらよいのか。この点について|よ

厚生労働省カミ委託として予算をつけることで

解決しそうです。

女性に対する暴力防止法にしなかったことに

ついて|よ 刑罰を科す以上 暴力をふるわれる

男性もいるのだから憲法に違反するという言い

方もあり、要は実をとるために、名細よ 配偶

者としました。

配偶者で、配偶者等になっていないので、元

夫や恋人はどうなるのかという疑間もあるでし

よう。―
についてlよ 事実婚も含みます。

被害者の方に、配偶者からの暴力を受けた者(配

偶者からの議 を受けた後婚姻を解消した者で

あつて、当該配偶者であった者から引き続き生

命又は身体に危害を加えられるおそれのあるも

のを含む)ということで、元夫を含めています。

恋人についてlよ ストーカー法が適用されるこ

とになると思いま九

刑罰つき (1年以下の麟賀翅ま1∞ 万円以下

の罰金を考えている)で保護命斜自更に対して

臨むため、暴力の定義として|よ 身体的暴力に

限定せざるを得ず、相談    などについ

ては、精神的暴力も含めるという形になりそう

です。

今後の段取りで動 ヽ 法律案の骨子をさらに

プロジェクトチームでつめて、条文を作り上げ

ていくことと並行して、各党の了解をとってい

きます。このために世論0後押しが必要です。

メディアの皆さんにも協力を呼びかけています。

予算審議が終わり、¬般の法案審議に入る頃ま

で (おそらく3月中くらい)には、国会に、法

案を提出できるよう努力しています。

せつかく暑い夏の間も1日力功 りゝでヒアリン

グなどを一細 こしてきた、各省庁 (厚生省、警

察庁、法際獣 裁判所など)の担当者が、年の

初めの省庁再編で変わつてしまったり、という

こともありましたカミ何とか法律案を作り上げ

られそうです。皆さんの満足のいくものにはな

らないかもしれませんがtと ,にかく、任期の関

係もあり3年でひとつのことをやり遂げる調査

会ですので、何としても、この通常国会で成立

させなければなりません。最小限必要なことは

必ず盛り,L秋 あとは3年後なりの見直しで育

てていく。人権救済の新しい法律として暴力防

止法を、とにかく作ることで、配偶者等への暴

力は犯罪であると規定し、予防にも役立てたい

と考えています。

ご意見、そして世論喚起をお爾 しヽます。
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2000年 9月 25日から 11月 10日 まで開

催された国連総会について、10団体からなる

国連 NGO国内婦人委員会が報告会を催した。

会場は婦選会館。

報告に先立つ主催者挨拶では、国連憲章の

目的実現のために 44年前に設立された婦人

委員会は、会としては諮問的地位を持たない

が、各構成団体が諮問資格を持ち、政府代表

に民間女性を送りこんできた日本独特の関わ

りがあると紹介があつた。

報告①「2001年の国連に関する主要国際会

議について」

外務省人権 0人道課の岡庭企画官

ニューヨーク会議でプリーフィングを担

当した方で今回も詳細な報告があつた。

1)曰Ⅳ特別総会 (C25～27 ニューヨーク)

深刻な事態を迎えて日本ほか 85カ国が提案、

全体会議とラウンドテープル会議を行うこと

になった。アフリカのエイズ問題、エイズの

経済的影響や人権問題、女性に関する「性別

によるエイズ」等がテーマ。

2)人種主義,人種差別ぅ外国人排斥及びそれに

関する不寛容に反対する第 3回世界会議

(331～ 9/7南アフリカ) これまでの会議

では、ナチズム、植民地、アパル トヘイ ト、

フアシズムとネオナチズム、女性への二重差

別、移民や難民の人権、メディア、少数民魚

ジェノサイ ドなどをとりあげてきた.今年は、

不寛容の原因解明を行い、犠牲者への効果的

保障と対応策を探る。日本は人種問題には反

対し、基金提供も行い、 3月 の人種差別撤廃

委員会で、アイヌ問題と外国人労働者につい

て報告する予定である。

3)子ども特別総会 (9/19-21 コーE-7)

90年の子どもサミットのフォローアップと

エンパワーメント。

4)第 2回児童の商業的性的搾取に反対する

世界会議 (12r17～20横浜市)

第 1国会議から5年目の今年、日本政府は、

初めて地方自治体や NGOと連携する世界会

議を開く。2月 には京都で専門家によるシン

ポジウム「世界会議に向けて」を開催した。

報告②「国連総会第 3委員会報告」

政府代表代理柳川恒子弁護士

丁寧なレジュメと資料に基づく報告で、今

次委員会の特徴は、1)グローバリゼーシヨ

ンの結果として生じた富める国と貧しい国の

格差の拡大、すなわち貧困ゆえに発生する間

題と貧困からの脱出 2)人の移動、すなわ

ちよりよい職業を求めての移動、国内での部

族・人種0宗教などによる紛争から発生する難

民や避難民、人の密輸などから発生する諸間

題であつた。

報告は議題ごとに103から114まで多岐に

わたったが、その中から、  0貧困からの脱

出について対策がなく、行き詰まっていると

いうナイジェリアの発言 ・国際ポランティ

ア年は満場二致で採択されたが具体案に乏し

いこと 0女性の向上および女性会議フォロ

ーアップ議案において、女性が政府代表のス

テイツメントを行うようになって議場の雰囲

気が変わつたこと ・名誉犯罪を禁止する議

案に対して「情熱からの犯罪」だと弁護する

声があること ・存亡の危機にある女性のた

めの国際訓練研修所 (INSmAW)は 国連の

一時金で当面は存続となったが不安定なこ

と 0北京+10の開催に積極的意見はなく、

NGOの働きかけが必要なこと などを挙げ

ておきたい。

(永井よし子)

第55回国連総会報告会

（

）
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1月 27日、珍しく東京に雪が降りしきる中、

江戸東京博物館ホールが人で埋まった。主催の

「mM廃 絶を支援する女たちの会」は、FGM
廃絶のために活動する現地の女性たちを支援す

る団体で、今回のシンポジウムは女性に対する

暴力の根底に流れる1闘値観とルーツを探り、解

決への対策と行動を見出すために開かれた。

‐ Mは、1993年の女性に対する暴力撤廃宣

言以来、国連で毎年のように撤廃の対象として

掲げられてきた。女性の健康を破壊し、人権を

侵害する暴力であるという認識は広がりつつも、

現在でも年間200万人の女児 0女性が性器切除

の対象となっている。また、日本では、女性ヘ

の暴力は執勘かつ残酷なものになっている。個

人の尊厳と生命を脅かす犯罪に対する社会の対

応を遅らせているものはmヽ 国境を越えて暴

力の背後にあるものを探:る会となった。

基調講演は、暴力     に立って活動

を続けている弁護士の角田由紀子さんによる

「女性に対する暴力の根源としての家父長制」。

政府・自治体・住民だれもが女性へめ紬 を否定

しても、それが「社会の風紀環境の浄化」につ

ながったり、根本的構造を看過したまま女性の

心がけの問題に矮Jイヒしたりするのは、女性ヘ

の暴カカ塚校長制の産物にあり、男性はその構

造の恩恵に多少なりとも与つているからではな

いかとJ齢敵 さらに「男女共同参画基本法」が

国会を全員=致で通過したのは、賞はこの法律

によって男性の特権を手離して真の平等を実現

することを考えていなかったからではないかと

語つた。日本の処女信仰、父親から夫に手渡さ

れる戦前のi刻虫 現在も残る非嫡出子差別は、

女性が人間として幸福に生きる権利を奪う

FGMと通底する構造と同じものと断じた。

シンポジウム

女性に対する暴力の根絶を目指 して

～～アフリカと日本の女たちは語る～～

エチオピアの「伝統的薗習に取り組む国内委

員会」委員長のアベベチ・アレムネ・ピレイさ

んは、‐ Mがエチオピアの女性と女児の75%

に身体的轟割裏〕・社会的影響を与え、国の社会

経済面の発達に関わる国家的問題になっている

と話した。国睦 員会は 87年に設立された餞

97年でも50%以上の地域の 70%以上にFGM
が行われている。慣習を越える意識啓発の困難

さ、施術による合併症,教育の必要な二 深刻な

問題が浮かび上がった。

また、「女性と子どもの健康に影響を与える

慣習に取り組むアフリカ委員会」のキリマンジ

ャロ会長ジユリエット・チュグルさんは、タン

ザニアの状況について、国内の8地域にこの慣

習が残り、    女性の 18%が FGMを受け

ていること、委員会は、教育・カンセリング 0

協力と連帯・調査などのプログラムを作り、こ

れまで 35村 16155人の意識を喚起してきたこ

と、文化的背景の違いを超えながらトレーニン

グする支援,監督,蘭1練が必要だと語つた。

また、女性のためのシエルター「女のスペー

ス・おん」代表の近藤恵子さん浜 日本におけ

る女性への暴力の実態にシェルターの必要性と

意義を語つた。暴力を受けた女性が,自身や子ど

もの心身の回復につとめ、離婚調停から経済的

自立への道を探り、安全や安心を獲得するため

に駆け込み寺が果たす役割を   を踏まえ

て発表した。

会場からの質問も多く、女性への暴力が重要

な関心事であることを窺わせた。今国会で、議

員立法での上程を控えているDV法カミ実効性

ある中身であることを願わずにはいられない。

(永井よし子)
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鳥取県男女共同参画推進条例～制定までの経緯～

2000年、12月 の鳥取県議会で男女共同参画

員十 轍 され 厳 した。

この条例は、      自由民主党ミ民主

党会派「信」そして県執行部の3者が議案を提

出するという他県でもあまりなし、展開となった。

TAlま県の    員でもあり、また3案す

べてに関わつたので、これらがひとつにまとめ

られた経緯を述べてみたい。

まず 1999年 12月    何十年ぶりに誕

生した女性県議 (共産党)力S男女共同参画条例

について質問し、翌咋:2月議会では、

派「信」も知事に対し、条例制定の意志を間う

た。日頃議会の活性化を望んでいる知事は R険

討するが議員立法の方法もある」と議会にハッ

パをかけた。

「信」は、4月 と5月に、女性団体や支持者

等と意見交換会を臥 条例案をまとほ 助 条

例案と同じく9月 19日に骨子案を発表、意見

募集を行つた、「色 案l崎玉肋 鋼 を参考に

しているが、特徴的なものとして、(1)社会の

椰度 または観光で “直接的,間接的を問わず '

の文言が入つたこと (2)苦情の申し出に関

して他の案より積極的であること (3)県職

員についてはセクシャノ″ ラヽスメント金糸と過

程責任を果たせる働き方を特に強く求めている

こと (4)固定略 J役割や女性に対する暴

力を連想させる公衆表示をしないよう努める、

などが挙げられる。

これらの動きに対し、最大会派を自負する自

民党も負けじと発奮し、 10月には条例案を作

り、支持団体と意見交換を行つた。このときの

自民案は問題点が結構あり、私自身も色々注文

をつけた。例えば前文と基本理念に `互いの性

の違いを認めつつ"とあるのを肖孵ヽ または`垣

いの性を尊重し"に直すよう求めた。またリプ

北京 JAC会員 尾崎 薫

口に関する項をいれることも要求した。自民党

が意見交換会で出された意見のほとんどを採り

入れてくれたのは評価できる。

そ釧魚 12月議会開催の少し前に急展開が

あつた。県の意見募集に対し、男女共同参画海

をしている団俸が独自案を県

に提出したのである。この団体のメンパーは片

山知事と度々交流し意識も高い。その案の中の

審 制度"(オンプス)ヾ―ソンに近い)に知

事は大変に興味を示し、結局県の最終案に採り

入れられた。その後3案が提出された12月議

会では,自民・[確むが協議し、両案を調整した

ものに県の意見を採り入れるということで決着

した。こうして3案調整型の条例ができたので

ある。自民党が関わつたことで企業に協力を求

めやすくなったのはメリットである。

一方、諭 に多数を占める最大会派の自民

案が土台になつたので、跳蟹導班蓋・慣行の中立

性''や、事業者に対する
“
仕事と家庭の両立可

能な環境づくり"の努力規定は入らなかつた。

それでも「信」:熱 県案の長所が取り入れらな

割合良い条例となつたとも言える。これも,議

員,女鵬 ,知事な    しく交流でき

る “小さな融 'ならではの条例づくりが奏

効したのかも知れない。不足の点は次回の改正

にぜひ採り入れるよう働きかけたい。

（．Ｊ

（
）
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・
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男女共同参画条例
福岡県の現状T経緯と特徴

北京 JACふ くおか代表 石橋美恵子

福岡県の条例制定への取 り組みは、2000

年 9月 から「男女共同参画社会づくり検討

委員会」により始められた。それ以前、同

年の 2月議会で,条例制定の質問があり、

平成 13年度からの計画を検討中の「第 9期

女性政策懇話会Jにおいて、急違条例に関

する審議が加えられた。これを発展解消さ

せて,検討委員会が発足したのである。

従つて、委員 22名 (女性 16,男性 6)中、

8名は第 9期の委員である。その他、県内

全地区を網羅し、かつ様々な分野を代表す

るもので構成されている。この委員が条例

と計画の2部会に分かれ、12月 までに述べ

8回の会議を持つ。私は条例部会に所属し、

超特急で年末ぎりぎりに素案を纏めた。

この条例と連動した計画を作成し、委員

会の「提言中間とりまとめ」として 1月 後

半に公表し、 1月末から2月 中旬に、県内

4ヵ所で公聴会を開催した。同時に、フア

ックス、電子メール等で意見を聴取した。

早速、夜間と休日に公聴会がないという苦

情を受けて、 3月 上旬に2つの女性センタ

ーで、その機会を設けることになつた。

その後、これらの県民の声を反映させて、

(既に昨年 12月「 Jヒ京JACふ くおかJを

含む3女性団体が要望書を提出)、 2カ 月か

けて案を練 り、 6月議会に条例を提出する

ことを目標にしている。

委員が最も苦慮しているのは、福岡県の

実態に合致した条例作 りである。何しろ政

令都市 2つ、農・漁・山村、旧産炭地を含

み、経済的にも,意識面でも、きわめて地域

格差が大きく、一方アジアヘの玄関日とい

う国際性も持つ県である。その中で、どの

ような共通項と、少数者を護る個別性を備

えたものにするか、知恵の出し処であろう。

川崎市男女平等 に関す る条例

川崎市男女平等に関する条例

検討委員会委員 藤原千賀

男女平等に関する条例について、川崎市

ではかなり早くから男女平等推進協議会で

検討を行い、20∞年2月 に市長に対し、「男

女平等社会の実現に向けた条例の基本的な

考え方について
｀
」提言をした。初めは熱意

がなかった市側も基本法ができ、東京都や

埼玉県の条例案が出されるに及んでようや

く動き出し、提言に基づき20∞年6月 に「条

例検討委員会」が設置された。

基本法では、男女共同参画計画について

は自治体に対し、義務規定、努力義務規定

を設けているが、条例に関しては残念なが

ら規定がない。川崎では、当初、市側が条

例制定にそれほど積極的ではなかつたので

条例制定を行政に納得させるために「なぜ

条例が必要か」について、提言を行う前に

協議会で議論を詰めた。

条例の必要性としては、①男女平等の理

念を示し、自治体のすべての施策に男女平

等の視点を入れ総合的・計画的に施策を推

進するための法的よりどころとする。②女

性行動計画を法的に根拠付け、関係機関と

の調整を強化。③権利侵害に対する救済機

関の設置を法的に根拠づける。川崎市には

「川崎市男女平等オンプドの設置につい

て」報告がある。④男女平等を推進する拠

点施設を条例に規定。⑤審議会の法的位置

づけ、などである。条例は自治体の総合計

画との整合性を考えてつくる必要がある。

川崎市では総合計画の中で「男女共同参画

社会の形成」力S課題となっている。その日

標達成のために男女平等を推進するという

合意のもと、条例に「男女平等」の名称が

入つた。 現在、市民からの意見を集めて

おり、市民集会を経て、平成 13年度中に

は制定の予定である。
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岡山県における条例制定の動き

世界女性会議岡山連絡会0

北京出C世話人

岡山県内の「男女共       「男女共

」についての動き|よ

岡山連絡会を申らヽに、市民グループとしては9

8年から少しずつあつた。99年 11月に岡山

弁護士会創立50周年記念シンポジウムで、石

井岡山県知事 0荻原岡山市長から前向きな発言

があった。

岡山県内の状況|よ 99年 9月にアンケート

調査した時は県 03市・ 2町村が予定だった。

しか臥 国   と基本語m女性2000
年会議が契機となり、県内自治体の 1珠例」制

定カミなだれを打つような勢いとなっている。

県内初は倉敷市で、策定中に市民の意見募集

も全くせず、協議会であ|ま り議論なく行政案を

認巳濾 1月    ¬酬鵬超した。

岡山市は市長の「■緒に汗を流そうJの言葉
に昨年8月「さんかく岡山」よびかけの条例瞬

究グループを15団体で立ち上lス 論点整理。

シンポジウム・ワークショップを開きく市民案

を期 ヒして欄 こ拙 したO徹 も嘲

から審議会で協議していて、     を公表し

て意見募集と意見を聴く会を12月に開き、今

年 6月議会での制定を目指している。

岡山県は昨年6月から意見募集をしながら、

計画「おかやまウィズプラン21Jを協議会で

まとめた。来年度から実施する。

会調岡山:畠能卸よ 県知事に計画内

容を提言し、協議会の傍聴を認めさせた。県民

意見交換会|ま同度申し入れしても成果がなかっ

た。条例は4月初めから脚 意見を聴き、6

月議会制定の予定である。

津山市なども1協議会で準備に入っている。し

か臥 どこの条例も 嗜馘憩臓亀 的になるよう

な気がして警戒する。

このような動きのなかで、世界女性会議岡山

連絡会5周年のつどい (4月 15日 )で、記念

講演と山口県と鳥取県の県議等によるシンポジ

ウムを開く。

男女共      に向 :

ある条例を目指 して

北京JAC仙台 ゆさ みゆき

国の最重要課題として、男女共

され     では、鰤 で構

成されている新みやぎ創琶題師聯辞拐倭 員会

で平成11年から、男女共同参画条例 (仮称)

づくりが行われている。2年をかけて条例の先

北京JAC仙台をはじめとする市民団

体ミ県内七県域のヒヤリングを行い、現在は、

県民からの要望を盛り込んだ条例の素案につい

て、各会派で検討軋 明 女共   (働 醐

素案」の主な特長を、次にあげる。

の認証k CDV麟
のシェルターの設置、③農山漁村の女性の参画

相級 び割割腿躍腰D調臥 ONPO・ 市民活

動団俸と麟 ・協朧k⑤男性の地域
^の

1象歎

∝ 女
`瑞

削珈的・      雌議書と妻努孵詢止

素案の概要lよ 以下の通りである。

彗I議難華:あらゆる分野での男女平等と男女共同

参画を実質化してゆくためには行政・県民 0事

業者が一俸となって一層努力することを掲lス

男娘 同劉動闘螺睦宣言(責務)県辱木5施
策を推進するための必要な体制の整備t財政上

の措置を講ずる

「

を積極的に活用し情報の提

供に努める。

警     華政策方針決定への女性の参画

女性委員の積極的な登用を図るため、段階的に

クオータ性の導入

:        難難襲華褻対萎纂饗簑警難
難議鬱塑鍾難曇華:農林水産業の担い手である女
性の「個」としての主体性珈 さゝれ 持てる

力を協 こ発揮し、評価さiほ 方針決定に参画

できる社会を実現するため、環境整備を他

(11頁侶続く)

（

）
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人権救済制度の在り方に関する中間取りまとめ

平成 12年 11月 28日付で、人権擁護審
議会から、「人権救済制度の在り方に関する

中間取りまとめ」が出されました。(内容は法

務省のホームページにあります。)男女共同参

画社会基本法 17条には、人権を侵害された

被害者       されています。現状

では法務省の人権擁護委員の制度をこれに活

用するという扱いになうています0ヽ この中

間まとめ|よ この法務省の人権擁護委員の制

度に関するものですので、女性の問題にも大
いに関連するので、今後の取り組みに生かせ

るよう若干のコメントをしたいと思います。

この中間まとめlよ       にかかわ

る制度の実情において、法務省の人権擁護機

関による人権侵犯事件の調査処理制度につい

ての評価をしていますが、この制度は任意的

な手法によるもので、実行的な救済において

はi司題があることを明確に指摘しています。

第一に相手方や関係者の協力が得られない場

合好は人権侵書の有無の確認が困難になるこ

と、第二に、加害者が確信的など任意に被害

者救済のための行動をとることができない場

合には実効性がないこと、第三に、政府の内

部部局である法務省の人権擁護局を中′らヽとし
｀

た制度なので、/Anによる     牛に

ついて公正な   が確保される制度的保

障に欠けること、第四に     ・量と

もに限られており、専門的な対応や迅速な調

査処理力渥薗[な場合があることなどです。

しかも司法的救済に関しても、厳格な手続

きを要することと、現行不法行為上採りうる

救済措置が事後的根損害賠償として限られて

いることなどから事案に応じた救済が困難な

場合があるとの問題点を指摘しています。

ところ力ヽ これだけ問題点を指摘しながら、

「相談tあつせん、指導等」の手法による簡
易の救済を維持することが相当であるとして、
駒 的救済」をはかるケースについてもt

町辞款 仲楓 勧畿 公表    」など

北京JAC副代表・弁護士 齊藤 誠
の手法しか認めておらず、まったく実効性が
全く認められないものとなっています。独立

性にしても政府から下定の独立性を有する委

員会組織とする必要があるとしていながら、

法務局や地方法務局の改組をいっていること
か́らすれよ 単に法務省内部に独立の委員会

組織をつくることになりかねません。

しかもすでに個別的な行政の

けられている分野tたとえば女性の雇用差別

に関する              員

会などにおいては、当該機関による救済を優

先させるとしています。

このような結果となPたのは、この審議会
:

が法務省に設置されたためです。

た蹴 調 置され、A― の制度に

ついての検討がなされるように至もたのはt

一つに|よ 国連総会において採択された「国

内人権機構の地位に関する原則」(いわゆる
パリ原則)の統 と、的 規的ノ蜻藝損会

が日本の報告書に対する最終見解 (平成10
年 11月 )において、日本の人権擁護制度に
ついて勧告したからです。婦 哺腕条約
にっいての日本報告書の審査についても、き

ちんとした見解が出されるようロピーイング

の必要性を感じます。

10酔ら鑑 き

…              鶴華駆褒攀
華霧 セクハラ・DV:ス‐トーヵ―を禁止 シ
ェルターの記 民間シエルターヘの
男女のあらゆる暴力根絶のために警察、県の関
係機関帖 リプロダクティプヘルス・ライ′
ツ 産む性、生む権利、性に関する自己決定に
ついての正しい知識の甑 きめ細かな相談・

辮 。

2月 15日 則 の    と県    な

体制整備への勁 について、1諫 JAC仙台
を中心とした市民団体が、灘 口序t

各斜凪 議長に対しロビングを行い、知事は、
現在の女性青少年課を男女共同参画推進課に名
称を改め課の体制を強化することを表明した。
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第 6回全国シンポジウム実行委員会から

マンスリー46号以後の進捗状況

●全体会シンポジストが決まりました。

・岩田喜美枝さん (厚生労働省雇用均等・

児童家庭局局長)

・遠藤 恵子さん (東北学院大学教授)

・中島 通子さん (弁護士)

・コ=ディネーター 山下泰子さん

(文京女子大学教授・北京JAC代表)

●分科会はつぎのテーマが提案されています。

①男女共同参画条例 ②女性と起業

③女性への暴力   ④政治参画

⑤メディア    ⑥教育

⑦家族

⑨農山漁村

③女性と健康

⑩労働

北京JACカ レンダー

～2001年
～

★ 3月 ★

1日 (本)マ ンスリー47号発行

27日 (火)定例全体全   18:30～ 20:30

文京女性センター

テーマ・司法改革に ジェンダーの視点を

弁護士 中島通子さん

・人権救済機構について

弁護士 斉藤 誠さん

臨時世話人会  20:30～

北京 JAC事務所

★4月 ★

2日 (月 )マ ンスリー48号発行予定

22日 (日 )」生ユ」L聾笙聾型L墓コLL£童壁豊
10:30～ 総会

13:30～ 国会報告

15:45～ 交流会

18:00～ 定例世話人会

(詳 しくは本号 1ページに)

★ 5月 ★

1日 (火)マ ンスリー49号発行予定

●北京 JAC関東 設立総会のお知らせ

4月 14日 (土)18:00～
渋谷区女性センター アイリス

事務局 渋谷区神宮前3-37-1-300

大角隆子  T/F03-3402-3346

′争

●お問い合わせは 永井 T/03-3944-6974

F/ 03-3944-9647

稲元 T/F022-378-9320

Jヒ覇ミ JAC目匡濯勝FIT/F 02-5689-6828

事務局から

◎北京 JAC案「 ドメスティック・バイオレ

ンス防止法案 (配偶者等による暴力防止法

案)～被害を経験した女性のこえとともに

～」を実費にてお分けいたします。

一部 200円 十送料 140円 です。事務所まで

FAXにてお申し込みください。

◎マンスリー46号掲載の「女性国際戦犯法

廷傍聴記」中、一部に編集 ミスがあり、文

章が重複してしまいました。ご判読くださ

ったかと思いますが、お詫び申し上げます.

◎2001年度の総会を開きます。総会に引き続

き、最近の国会状況を会員の現職議員にお

話しいただきます。交流会もあります。ぜ

ひ、ご参加 ください。なお、準備の都合上、

同封の返信用葉書を、4月 15日 までにご返

送下さいますようお願いいたします。

(_)

『マンスリー北京JAC 第47号』

2001年 3月 1日発行

編集・発行   北京JAC事務局

47号担当世話人 橋本ヒロ子 永井よし子

112東京都文京区本郷1-33-9

コージュ後楽園廣本ビル802L03-5689-6828

メー」b7ドレス jaCOplop06。 odne ne.jp

郵便振替 00250-7-66426 北京JAC事務局
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世界女性会議ロビイングネットワーク

マンスリー北京 C 第48号
″
6●

"暉
`/ar9“

ス rrr""`“ιごιFEJ G“
“
J  3月 号 2001年 4月 1日 発行

第2回世界会議に向けて

「児童の商業的性的搾取」に関する京都シンポジウムを開催

参議院議員 清水 澄子

⊂⊃てち曇炉λ昌鼈属梶冨扇磐最信電写離繁〕〕暴
ジウム」が開かれました。このシンポジウ

ムは本年 12月 17日 ～20日 に、横浜市にお

いて、日本とユニセフ、国際 NGOエ クパ

ット、子どもの権利条約 NGOグループの

共催で開催される「第 2回児童の商業的性

的搾取に反対する世界会議」に向けたもの

です。

私は、19%年ス トックホルムの「第 1回

世界会議」に日本政府の代表として出席 し、

帰国後『子ども買春・子どもポルノ禁止測

を議員立法で制定 (1999年 5月 )する中心

的役割を果たしてきました。「第 1回世界

会議Jでは、大人による子どもの人身売買

や性的虐待は児童に対する暴力の一形態

に⊃F農換しr馨昌祭重臀壕留λ量集ふ乳鼻房
根絶を目指す 「アジェンダJを採択し、国

際的な取り組みが始まりました。1999年 6

月には ILO(国際労働機関)の総会が「最

悪の形態の児童労働の禁止に関する条約J

を採択 (今国会で批准)、 2000年 5月 の国

連総会では子どもの権利条約の「児童買春

及び児童ポルノに関する選択議定書」、11

月には「人の密輸の予防、防あつ、処罰に

関する国際組繊 巳罪対策条約補足議定書J

が採択されました。

日本では法律施行後、昨年一年間で児童

買春で 613人、児童ポルノで 164人が検挙

されました。

また"児童買春ツアー"やインターネッ

トによる子どもポルノ摘発、海外での犯罪

摘発の国際協力や旅行及びネ ット業者の

指導などが行われています。とりわけ、今

年の2月 に政府が策定した「児童の商業的

性的搾取に対する『 国内行動計画』」は、

事態の把握、児童と児童に接する者への教

育、広報啓発、メディア、観光・ネット業

者の協力、犯罪取り締まり、被害児童の保

護と回復、国際協力、NGOと の協力など

多岐にわたつています。この「計画」策定

を通じ、子どもの権利を守るという目的の

下に関係省庁が一つの政策をまとめた意

義は大きいと思いますが、実効性を高める

ためにはNGOの活動が期待されます。

京都シンポジウムではタイのムンタボ

ーン教授による基調講演に続き、「第 2回

世界会議」の 6つのメインテーマ、「児童

ポルノ」「児童の トラフィッキング」「立

法と法執行」「性的搾取者」「児童の性的

搾取からの予防、保護、回復」及び「民間

セクターの役割と関与」に関するテーマプ

レゼンテーションが行われました。

12月 の「第 2回世界会議」に向けて出席

希望国はすでに 188カ国にのぼっていると

のことですが、私は日本の若者とNGOグ
ループが積極的に参加することを心より

願っています。
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北京+10C2005Jり に向けて:国際的、国内的な動き
北京脚C世話人 橋本ヒロ子

第 35回国連女性の地位委員会 (CSW)

が3月 6日 から16日 までニューヨークの

国連本部で開催された。CSWは、元々3

月5日 から開始予定であつたが、5日 はイ

スラム教の祝日にあたることになり国連

が休日になつたため、6日 から開始された。

CSW開始 1日 前に国連ビルで開催される

恒例のNGOコ ンサルテーションは、3月 5

日、今年は二■―ヨーク市立大学医学部で

実施された。雪のため、国際空港が封鎖さ

れ、交通状況も悪くt多くのパネリストや

参加者が遅れて到着した。それでも、国連

特別総会よりも多い、1900の NGOが参加

登録した。日本からの参加者は房野桂さん、

関口悦子さん、松井やよりさんなど 10数

名。私は、入試の関係上、第 1週 し力劫 ■

できなかつた。

今年の CSWのテーマは、①民族差別、

②HW/AIDS、 さらに③CSWの今後 5年

間の議題についてであつた。民族差別につ

いては今年 8-9月 にかけて、南アフリカ

のダーバンで世界会議が開催される。また、

Ⅲ W劇[DSについては今年 6月 に国連特別

総会がある。この両方の会議に女性の視点

を入れた ドキュメントを提出することが

目的である。また、集まつたNGOは、と

かく女性の視点を欠きがちになるこの両

方の会議に、ロビイングしてグラスルーツ

の女性の視点を入れることであつた。

第 1週はW/AIDS、 第 2週は民族差別

についてパネルフォーラムがあった。アフ

リカ 南 部 で は 国 民 の 20-30%が
HIV/AIDSに罹患しているが、女性はその

過半数を占める。女性のほうが身体的に罹

患しやすい。一方、罹患率の低い国では男

性の割合の方が高い。罹患女性は罹患家族

の看護に追われ、十分な療養もできない。

治療薬はまず男性に与えられ、女性は後回

しとなる。さらに、不妊手術も強制される。

CSWは HVに ついては会期中に合意に至

らなかつた。

アジア太平洋コーカスはこれまで4回の

世界女性会議と 2000年の国連特別総会が

世界の女性の地位の向上推進のために果

たした役割を評価 し、2005年 に世界女性

会議を開催すべきだとの声明文をだした。

一方、世界的に右よりの力が強くなつてい

るので、2005年に世界会議を開催するこ

とで北京行動綱領より後ろ向きの行動計

画を採択することになりかねない。従つて

2005年 に大規模な会議を開催することは

賢明ではないという意見も、共和党政権に

な り女性政策はいわば冬の時代を迎えた

米国をはじめ強いという。2005会議を世

界女性会議 とすべきだとい う無記名のチ

ラシが流されていた。無記名のチラシは原

理主義により流されている場合が多いの

で、ことによれば原理主義団体や国も巻き

返 しのために、2005年を世界女性会議に

と望んでいるのかもしれない。

アジア太平洋コーカスはアジア太平洋

女性監視機構●脳MDを中心に活動した。

は女性 2000年会議以降始めて、今

年 1月 に運営委員会をタイで開催 し、2005

年に向けて体制を検討した。APWWに 日

本の代表を派遣することも含め、2005年

に向けて日本の体制をつくる必要がある。

そのため、一応役目を終えた「日本 NGO
レポー トをつくる会」は、発展的に解消し、

日本女性監視機構 (諄WW)を 設立するこ

とになつた。原ひろ子さんが代表。脚酬W
は 2005年に向けて APWWと 連携を持ち

ながら、活動を進めることになつている。

4月 21日 18:30か ら文京区区民センタ

ーで CSWの報告会 (房野、橋本等報告)

を開催する。同時に 脚WWの 体制作り、

組織などについて検討す る予定となつて

いる。
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フランス続■地方選挙とパリテ(男女同数候補者)法

石田久仁子

①

去る3月 11、 18日 、フランスで市区町村

勧 た。国、地方のほぼすべて

の選挙で候補者の男女同数を義務づけるパ

リテ法が施行されて初めての選挙である。

●パリテとは?

パリテはフランス語で完壁な平等を意味

し、例えば労使半々で構成する企業委員会を

パリテ委員会と呼ぶ:政治的代表における男

女同数の意味で使われるようになつたのは

十年ほ2鮪宙からだ:政治のパリテをどう解釈

するかはさまざまで、男女という人間の普遍

的なあり方の政治的表現だとする人もいれ

ば、政治の男女平等を実現する手段と見なす

人もいる。共通するのは、中性とされながら、

現実には男性により代表される近代市民の

普遍性を問い直し、民主主義の再生を目指し

ていることである。

フランスの市区町村議選は三回投票制の

拘縣    脱 例代樹訛 パリテ法i銘簿

に登載された男女候補者数の差を1以内と定

め、女性候補者が名簿の下位を占めないよう

に、候補者6人毎に男女同数を政党に義務づ

けた:この条件を満たさない名簿は地元県庁

が受理しなし、全国 3万 6千の市因町村の3

分の 1にあたる人口3千 5百人以上の自治体

に運酬 される。

●パリテ効果

パリテ法がなかつたら女性たちは政治参

画への熱意を抑圧していたかもしれなし、 し

かし、      1晰 釧囲tを持つ醐

は、パリテ法成立を見越して、ロコミやネッ

トで早々と女性候補者の発掘に乗り出した

し、パリテ推進市民団体は女性向け政治スク

ールを各地で開催した。そのため最終的に多

数の女性が名のりを上l大 地域によつては届

出日近くになつて女性候補が多すぎ、調整が

必要な名簿さえ出てきた
'く

リテ法が適用さ

れない町村では、

―

のみで構成され

た名簿さえ見られた パリテ効果はそれだけ

ではなし■ ある世論調査によれば、過勁 ミ

女性の地元自治体首長出現を望んでいると

いう。この結果を政治学者マリネット0シノ

ーは レくリテの実践を通して文化革命が起き

ているJと コメントする。

●闘いは続く !

3月 23日      の辟

はないが、解散前の約 25%から

“

%台にな

ること画躍知Q    の数は北欧諸国並

となつた

だが間諷点は残る。パリテ法には名簿順位

―位の候補者について何の規定もなし、 自治

体首長は議会が選出する。¬般には最高得票

を得た名簿の一位に名を連ねる候補者が首

長に選ばれる。今回首長選出はほとんどの自

治体で 3月 25日 に行われるので、現時点で

は何名の女性首長が誕生するかは分からな

し、 ちなみlンくり全 20区の場合、第 2回投

票に残つた

“

名簿中、刻 勤 ‐位を占める

名簿は H。 困難な戦いが予想される選挙区の

名簿に限つて トップに女性を登載する傾向

があるから、パリの女性区長は4名に止まる

模様である。さらに首長と同様議会で選出さ

れ、        る複数の助役について

もパリテ法は何も規定していなし、 そんな中

で社党出身のパ リ新市長が男女同数の執行

機関を公約 していたことを私たちは評価 し

たし、 しかしすべての自治体でパリテ執行機

関が実現するにはもつと時間と忍耐とプレ

ッシャーが必要だろう。政治の男女平等はス

ター トラインについたばかりなのだから。

ミ．‐プ

〆
‐
ヽ
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『基A計画を読む」
中島 通子

1 基本的な考え方の問題点

(1)前文の冒頭で、「グローバ リゼーショ

ンが進み、国際的な競争が激 しくなるこ

と」が強調され、公正な競争を確保する施

策として、母性の尊重と性別にとらわれな

い個人の能力に基づく雇用管理の必要が

述べられているのみである。雇用における

男女の平等確保の大きな障害になつてい

る家族的責任は、別項目で切り離されてい

るため、雇用の平等は家族的責任を負わな

い男性 と女性間の平等とされる危険があ

る。

1996年策定の 2000年プランでは、具体

的施策の「賃金格差解消に向けた取組」の

中で、「男女がともに職業生活と家庭生活

とを両立できることが重要Jと されていた

が、基本計画の雇用の分野には、この点が

完全に欠落し、後退していると思われる。

②家族的責任に関しては、 5の 「職業生

活と家庭・地域生活の両立支援」で触れて

いるが、その基本的な考え方の冒頭や施策

の基本的方向には、「少子・高齢化の進展」

が掲げられている。雇用における平等と切

り離されている上、両立支援は少子・高齢

化対策とされるなら、育児や介護をしなが

ら働き続けることは認めるが、平等までは

無理ということになりかねない。具体的な

施策の中にも、育児や介護を行 う労働者に

対する差別的取扱いの規制は全くない。

2 賃金の男女格差是正の施策欠如

雇用における性差別の端的な指標であ

る賃金格差は、先進国の中で際立っており、

国連や LOか ら再三にわたつて改善を求

められているにも力功 わヽらず、基本的な方

向でも、具体的施策でも一切触れていない

ことは,驚くべきと言わざるを得ない。

2000年プランでは、「賃金格差解消に向け

た取組」として前述の他「労働基準法の男

女同一賃金の原則の徹底を図るとともに、

男女の賃金格差をもたらしている原因を

分析し改善方法の検討を行 う」とあつたが、

基本計画からは姿を消しているのである。

3 パ‐ 卜、派遣等に関する施策

増加の一途をたどるパー トタイマー、契

約社員、派遣労働者など非正社員の労働条

件の低下をいかにくいとめ、正社員との均

等待遇を実現するかが、女性労働の最も重

要な課題になつているにもかかわらず、欠

陥が指摘されている現行法と指針の周知・

徹底を述べるのみで、積極的な改善策が打

ち出されていない。その一方策となるべき

間接差別の禁上についても、合意形成のた

めの議論の必要を述べるにとどまってい

る。97年の均等法改正国会の付帯決議で検

討すべきとされたのに、いまだに積極的な

取組みが行われないままでは、国際社会か

ら孤立せざるを得ない。

4 在宅勤務、SOHO等
テレワーク、SOHO、 在宅勤務、在宅就労

等で働く女性は、労働法が適用されない場

合が多く、深刻な問題をかかえているが、

その実態調査や改善策が不十分なまま普

及促進が図られていることは問題である。

5 労働時間短縮

男女が共に仕事と家庭を両立させ、平等

に働くための最重要課題である労働時間

短縮に関しては、少子・高齢化対策の最後

に触れられているが、10年前から唱えられ

ている年 1800時間の早期達成等を繰り返

すのみで、実効性確保のための施策はない。
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『基A計画を読むJ
一女性に対するあらゆる暴力の根絶―

ゆのまえ知子

①

大きく次の 6項目からなる。

(1)女性に対する暴力を根絶するための

基盤づくり。 (2)夫・パー トナーからの

暴力への対策の推進。 (3)性犯罪への対

策の推進。 (4)売買春への対策の推進。

(5)セクシュアル・ハラスメント防止対

策の推進。 (6)ス トーカー行為等への厳

正な対処

問題がよく整理され計画の要点は示 さ

れている。しかし何かしつくりしない点も

あり、それについてまず述べてみたい (例

会当日はこの点は多くは省略した)。

前文で、女性に対する暴力は、「男女の

固定的な役割分担、経済力の格差、上下関

係など我が国の男女が置かれている状況

等に根ざした構造的問題として把握 し、対

処していくべきである。Jと述べられてい

る。このような問題意識と基本計画のつな

がりは見られない。対症療法的計画 (も ち

ろん必要なことだ)が顧 Jされているから

であろう力、 その 1つが「性犯罪への対策

の推進」ということばであり、その内容で

ある。「性犯罪Jとは、強姦、強制わいせ

つ、児童福祉法に違反する子どもへのわい

せつ行為とされている。他の項目が「夫・

パー トナーからの暴力」「セクシュアル・

ハラスメン ト」「ス トーカー」と具体的に

あげられているため、これらが「犯罪」と

してくくられている (現行法では犯罪であ

ることが明白だからであろうが)こ とに違

和感がある。他の項目と同じように具体的

に挙げるか、「性的侵害行為」などと明確

にすべきではないだろう力、「性犯罪」と

ひとくくりにすると、必然的に「防犯対策J

とか「有害環境」「環境浄化」などの言い

方に表れているように、人権ではなく社会

風紀の問題になっている。

個別には主につぎの諸点が疑間である。

警察官・入国審査官・入国警備官・婦人相

談員等については研修の必要性が述べら

れているが、裁判官等の司法関係者 0学校

教育関係者などはあげられていない。関係

機関の取り組みも、司法関係者の取り組み

が見られない。「調査研究」では、被害を

経験した女性の視点が欠かせない。眸目談

体制の充実Jではフェミニスト0カ ウンセ

リングを含む民間カウンセラー養成への

援助、広域保護に伴う予算措置 (これがな

いとどうにもならない)、 住宅確保、医療

費手当てなどについての言及がない。安全

に不可欠な、被害者の情報の秘密保持につ

いても言及されていない。「売買春への対

策」がうたわれながら、買春防止・禁止の

対策が何もない。「セクシュアル・ハラス

メント」はこれだけ種々の場面での防止対

策を挙げるなら、これらの法的根拠として

セクシュアル 0ハラスメント防止法が必要

ではないだろう力、現在の刑法の強姦罪や

強制わいせつ罪がある限り、「性犯罪の取

り締まりJと被害者保護 (これ自体は良い

のだが)が強調され、女性の性的自己決定

の確立という人権視点は弱い。また現在の

売春防止法に依拠すれば、買春という概念

は生まれないし、売春する女性に対する性

感染症や暴力からの安全の確保という視

点も生まれない。基本計画そのものが、女

性の人権確立という点から遅れている現

在の法律に依拠しているため、女性に対す

る暴力は社会構造の問題であるという思

想的転換は難しい。

ヽ
‐′ノ

イ√
ゝ
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被害者のためのDV防止法を求める全国連絡会が発足
牧田 真由美

被害者の側に立った ドメステイック・バ

イオレンス (DV)防止法をつくるために、

2月 23日 、「被害者のためのDV防止法を

求める全国連絡会」(DV全国連絡会)が

発足した。

同日昼、DV防止法 (正式には配偶者か …

らの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律案)を今国会で提案予定の、参議院

共生社会に関する調査会「女性に関する暴

力に関するプロジエクトチーム」の議員と、

DV被害にあつた当事者やサポー トグル

ープ、個人が参加 してDV防止法骨子案概

要に関して意見交換を行つた。しかし、こ

の骨子案は、同棲や恋人関係は法の範疇に

入らないこと、暴力の定義が不明確で、精

神的暴力は含まれていないこと、危機回避

をはかる保護命令が十分練れていないこ

となど勿 口者から質問・意見が相次いだ。

会が終わつたあと、一時間の意見交換では

十分な議論もできないと、参加者有志が呼

びかけ集まつた 40人ほどで、急きよDV

全国連絡会が旗揚げされたもの。

そのときに、法案の問題点について個々

意見を出し合つたが、特に集中したのが

「保護命令」だ。

骨子案には「被害者が更なる配偶者から

の暴力により生命又は身体に重大な危害

を受けるおそれが大きいときJに裁判所は、

当該配偶者に対して、6月 間の被害者への

接近禁止又は 2週間の住居からの退去を命

ずることができるとある。

これは「生命または身体に重大な危害を

受けるおそれが大きいとき」だけではなく、

しつこい無言電話や被害者への行動の監

視なども保護命令が出される必要がある。

保護命令の申し立ては、弁護士の援助がす

ぐ得られるような体制が必要であること。

2週間の退去命令では被害者の救済にな

らない。接近禁止期間は更新可とするべき。

FAXでも可とし、緊急保護命令との二

本立てにするべき。

申し立ては、被害者と代理人弁護士以外

に援助機関もできるとするか、被害者が保

護命令に踏み切れない場合どうするか、危

害が迫つていても被害者の主体性の尊重

は必要か、などの意見が出て今後の論点で

もある.

DV全国連絡会は、3月 7日 に、保護命

令に関しての要望書を持つて、DV防止法

プロジェクトチーム議員との意見交換会

を行つた。その結果、保護命令以外の部分

は、まだ検討する余地があるとの感触だつ

たという。4月 初旬に、条文化されたDV

防止法案が出る予定だ。

今後DV全国連絡会は、DV防止法プロ

ジェクトチーム議員や省庁への働きかけ、

情報交換を行つていくことが決まつた。

「女性に対する暴力防止法コーカス」も団

体参加しているが、個人参カロも可。

連絡 Eメ ールhkた頑狂戦ドOm
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「安全な社会をめざして一女性への暴力防止・根絶をJ2日 17集会
暴カコーカス 渤 断

①

「安全な社会をめざして一女性への暴力

防止・根絶を!!」 をテーマにした集会が、2

月 17日 、東京ウイメンズプラザホールで

開催された。「性暴力被害にあつた人たち

の支援プログラムを考える会」が主催し、

多くの女性団体などによびかけて開催した

もので、全国婦人相談員協議会などが共催

したこともあつて、直接女性たちの支援に

たずさわる婦人相談員など300人が参カロ、

興味深い集会だつた。

女性に対する暴力をテーマにした集会は

数多く開かれるようになつたが、1960年代

から取り組んできたというスウエーデンの

話を聞く機会はきわめて少なく、貴重。ま

た、韓国からは、立法化の過程、現在の活

動など、進行形の話が聞けた。

スウェーデンの国会議員で、政府の「暴

力から女性を守る」全国諮問委員会委員長

のインゲヤー ド・サールストロームさんは

スウェーデンの取り組みについて次のよう

に語つた。

スウェーデンは早くから女性に対する暴

力へのとりくみがなされてきたが、1993

/を、  年にこれまでのとりくみを発展させて「専
|しノ  門調査委員会」が国会に設置された。暴力

は “権力"の一つの形であり、最も安全で

あるべき家庭が危険な場所となつているこ

とは放置できない問題である。男女間の不

平等という構造があるかざり、暴力はなく

ならない。あらゆる階層にDVは存在し、

暴力夫の職業は様々である.制度的に男女

平等がつくられても、一対一の男と女の関

係があらわれる家庭において、いまだに平

等が実現していないことが暴力によつて明

らかになつている。

スウェーデンでは 1998年に刑法を改正

し、強かん,強制わいせつ、傷害などの個

別規定から、レイプの定義を拡大して、「女

性のインテグリティ (動 に対する侵害

罪を新設、1999年には、買うflllのみを罰す

る「金銭による性的サービス取得J罪を制

定した。これらの法制定をすすめる活動家

を男性たちは「赤い靴下の人たち」と呼ん

で恐れた。しかし法制定がすべてではない。

その法を実行する人間を教育することが大

事。スウェーデンは政府の閣僚など、政治

的権限が強い人ほどDVな どに関する教育

を受けなければならないシステムになつて

いる。大臣の 50%、 国会議員の 43%が女

性と、女性の政治家が多いが、男性政治家
~

も女性に対する暴力を政治課題としてとり

あげなければ政治生命は終わる。「本当の

男は暴力をふるわないJ「 もつと男性を関

わらせよう」の言葉がいま広がつている。

韓国か らは韓国性暴力相談所長の張

允腹 けャン・ユン・キ
゛
ョン)さんが報告。

韓国では儒教思想・家父長文化が根強く

残つている。しかし、ある性暴力の事件を

きっかけに女性団体が結束して、1993年に

性暴力禁止法、1997年に家庭暴力防止法を

制定させた。これは、この問題を政治課題

にし、大統領選や総選挙の公約にさせたこ

とによつて実現したものだ。しかし、法律

ができても人々の意識啓発ができなければ

暴力はなくならない。男性に模範市民賞を

授与したり、歌や署名、一分発言などで工

夫してキヤンペーンを行つている。

お二人の話のあと角田由紀子弁護士など

を交えたパネルディスカッションで、教育

やどうやつて政治課題にしていくかなど活

発な討論が行われ、多くの情報が得られた

集会だつた。
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今年こそ実現 !民法改正 市民と国会議員の集会開かれる

赤石千衣子 (すすめよう!民法皓 ットワーク)

5年ぶりに選択的夫婦別姓など民法改正

の動きが活性化 している。与党女性政策提

言協議会もプロジエク トチームをつくつ

た。3月 15日 、“すすめよう !民法改正ネ

ットワーク"が市民と国会議員の集会を開

催し、19人の国会議員が出席した。

自民、保守、公明三党の女性議員でつく

る与党女性政策提言協議会 (与党女提協)

は、昨年 9月 に発足、選択的夫婦別姓プロ

ジェクトチーム (座長・大森礼子、副座長・

松島みどり)を作り、調査や意見交換を行

ってきた。選択的夫婦別姓を、特に子ども

の姓は出生時に決める案で検討 している

という。

3月 5日 のPTでは、すすめよう! 民

法改正ネットワークから、ヒアリングを行

い、旧姓使用の不便さや、子どもの姓につ

いて、婚外子差別の状況などについて聞い

た。

一方、野党は、民主、社民、共産の三党

は、すでに法案を準備 しており、いつでも

出せる状態で待つている。

3月 15日 の「今年こそ実現 !民法改正

国会議員と市民の大集会」には、与党女提

協の座長大森ネL子 さん (公明)、 副座長の

松島みどりさん (自 民)が出席した。

松島みどり議員は、「結婚 して夫の姓に

改姓したが、新聞記者の時代も旧姓を使つ

てきた。衆議院議員に当選して、当選証書

は戸籍姓なので馬場みどり宛に来た。こん

な屈辱的なことはない。早く、選択的夫婦

別姓を実現するよう、今、女提協でがんば

っている。野田聖子議員も党筆頭副幹事長

として党内の説得にあたつている。Jと し

た。

大森礼子議員も「自民党の党議拘束をは

ずしてもらわなければならない。自民党女

性議員への応援をしてほしい。」と。

これに対し、市民からは婚外子差別の撤

廃も法案に入らないのか、という質問があ

り、松島議員からは、「婚外子の問題は自

民党の議員から賛同を得にくいので、まず、

別姓からやつて、次に婚外子差別の撤廃に

とりくみたい。Jという答えだつた。

これに対し、民主党の小宮山洋子議員は、

「民主・社民・共産で用意した案は婚外子

差別の撤廃も入つた案。これを出して、国

会の場で議論したし■Jと話した。

その他、水島広子民主党衆議院議員が「9

月の第二子出産までには別姓の法案を通

したい。Jと 、植田至紀社民党衆議院議員

など事実婚を実践している議員も発言し、

国会の中が変わつてきたことを実感 させ

た。

16日 、高村正彦法務大臣が「選択的夫婦

別姓制度について、今年中に世論調査を実

施する。」と発表した。1996年 11月 に発表

された総理府の調査では、「現行法を改め

る必要がない。」と反対する人が 39%、 法

改正の容認派が 32%と 賛否が別れた。その

後政府は世論の動向を見て対処 したいと

してきた経緯がある。

世論調査は半年はかかるため、今国会で

の実現はむずかしくなつた反面、結果によ

っては追い風となる可能性もある。

反対派の急先鋒、村上正邦議員の辞職も

あつて、民法改正の気運が盛 り上がってき

た。実現へ向けて連帯の輪を広げたい。
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報篠 会  「女性国際戦犯法廷Jは何を裁いたか

永井よし子

①

3月 20日 、東京ウイメンズプラザで

<「法廷」の評価と今後の課題>と いう副

題を掲げた報告集会が開かれた。ホールは

500人の参加者で埋まり、昨年の「法廷J

に対する共感と関心が強いことを示して

いたが (昨年の「法廷」についてはマンス

リー46号に傍聴記掲載 、反動も激しい。

この日も会場の外で怒号をあげて主催者

や参加者を威嚇する一群の人々がいた。民

間法廷の意義を暴力で押さえ込もうとす

る流れは、昨年の「法廷」時も激しかつた

が、本年 1月 に放映された 硼ヽKの ETV
シリーズ「戦争をどう裁くか」の番組改変

問題も一例だ。これに触れる紙幅はないが、

当日の資料や『週刊金曜日』などで知るこ

とができる。

冒頭、挨拶に立った松井やよりさんは、

「3月 、国連女性の地位委員会のためニュ

ーヨークに滞在中、5回も『法廷』につい

て語ることを求められた。8日 の国際女性

デーには『法廷』を祝う会が開かれて2∞

人が集まつた。Jと語つた。

集会の前半は、約 1時間に編集された

「法廷」記録ビデオしあらためて、性奴隷

制、強姦を入道に対する罪として裁く「法

廷」の意義と主催者の2年間の準備、膨大

かつ綿密な調査や資料、多くの協力者・専

門家、最終日の一部判決の意味、サバイバ

ーの怒りと苦しみが日本政府への有罪判

決で回復する道を辿ることができた。

後半は、<民衆法廷としての「法廷J>
と題して日本側検事を務めた川口和子弁

護士と、<被害回復からみた「法延」>に

ついて調査チームとして資料提供や起訴

状作成に関わつた西野瑠美子さんが基調

報告を行つた。川口弁護士は、東京裁判で

裁かれなかつた戦時性暴力を国家や政府

の政治的戦略を超えた民衆法廷で裁いた

こと、法的有効性が「法廷」にはないと

する言辞に対しては「民衆の支持」を対峙

させたいこと、公開宣告された有罪判決が

国際的認知につながることを評価した。ま

た、西野さんは、死者を裁くのは復讐のた

めでなく正義の回復のためであること、社

会秩序に組み込まれたジェンダー秩序が

性暴力被害者のPTSDを増幅させること、

国際法に内在するジェンダー偏向を顕在

化したこと、有罪判決が日本国の罪を法的

に証明したことなどが,被害者をエンパワ

ーすると語つた。

続いて、「法廷Jにさまざまな協力をし

てきた 5人の専門家から次の領域について

の発言があつた。

内海愛子さんは、<東京裁判の見直しの

視点から>において、女性国際法廷は東京

裁判の継続であると語り、高橋哲哉さんは

<裁いたことの意義>において、先の戦争

を侵略戦争だと認める人々の中にも正義

を求めて責任を追求する人々を「審問主義

者」として糾弾する新たな言説が生まれて

いることを指摘 した。大越愛子さんは、<
性暴力を裁いた意義>の中で、ジェンダー

主義の政治がサバイバーの手で裁かれた

のだということを明示した。また、阿部浩

己さんは<国際法の市民化>について、国

際法はもともと法的拘束力の概念がない

ので法的根拠がないという批判はあたら

ないと説明した。最後に、東澤靖さんから

<ICCと 「法廷」の相互作用>について、

1998年に国連で採択された ICC(国際刑

事裁判所)を支える人々とその規程が「法

廷」の支えとなつたことが語られた (日 本

は未署名)。

時間不足が惜しまれる濃密な集会だつ

た。

なお、本判決は 5月 に行われる予亀

（了し
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マレーシアの環境を考える
スタディツアー 三離 子

福岡空港から約 5時間 30分でマレーシ

アの首都クアラルンプールに着く。今回の

ツアーは的 アジア女性交流・研究フォー

ラム主催で、マレーシアの環境政策や自然

環境について学ぶものであつた。私は、サ

バ州に興味を持つて豹 口した。ボルネオ島

は赤道直下にあり、世界 3番目に大きい島

で面積は日本の2倍もある。サバ州はその

上部。西は南シナ海に面している。熱帯の

高温多湿で70mの大本を含むジャングル、

マングロープの林、珊瑚礁の海と多彩な自

然に恵まれ、動物の種類も数知れない。し

かし、近年、熱帯雨林は急速な勢いで減少

しつつあり、マレーシアだけでも 1990年

から1995年の間で、日本の国上の約 2割

に当る森林が失われているという。

私たちは先ずマレーシア科学技術環境

省を訪間。政策について説明を受けた。印

象に残つたのは、GOと NGOが統合した

形で政策に関わる、経済開発を考える際に

は全てについて環境への配慮を行う、そし

て 2020年には完全な先進国になることを

目標にしているということである。

自然環境体験として訪れたキナバル公

園は、低地熱帯雨林帯、中部湿帯、高部針

葉樹林等、地球の生態の全てが納まってい

るようであつた。その中のキナノウレ山は東

南アジアで最高峰を誇る

“

95mの荘厳な

山である。この一帯は世界遺産に指定きれ

ている。また、サンダカン近くのセビロッ

クオランウータン保護区では「森の人」オ

ランウータンに出会い、島の気持になれる

と言われて渡つたジヤングルのつり橋は

恐怖で顔や足が引きつりそうであつた。が、

慣れて来るとゆとりで周囲を見られるか

ら不思議である。島は、透明な海水に熱帯

魚の泳ぐ姿が見られ、白い砂浜に椰子の木

陰…。この美しい自然環境を壊してはなら

ないと強く思つた旅であつた。

ネパールにおける少女の教育

山下泰子

ネパールでは、いまだに初等教育すら義

務教育にはなつていない。だから、小学校

の登録率も、平均で 49。0%、 少女のそれは

30。0%に過ぎない (1998年 )。

ヒンズー教を国教とするこの国では、と

くに男の子が大切にされている。他方、女

の子は、神様の預かり者といわれ、生家は、

仮の宿りだと考えられている6そこで、女

の子は、10代の半ぱに嫁にやるまで、水く

み、薪き取り、草刈り、畑仕事、牛の世話

から弟妹の世話にいたるまで、一切を手伝

う重宝な働き手として遇されるのである。

貧しい山村の暮らしの中で、両親は、男

の子には学校教育を受けさせても、女の子

を学校にやろうとは考えもしない。しかし、

「学校に行つたことがない。だから、膨割

などもてない.Jと いつたランタンリルン

の麓の村の少女の訴えを、私は聞き過ごす

ことができない。21世紀に、こんなことが

許されていい筈はない。

「男女共同参画基本計画」でも、「2005

年までに、開発途上国における6歳から 11

歳までの男女格差をなくし、2010年まで

に女子のほぼ全員が男子と同様学校教育

を受けられることを目指す努力を支援す

る」と述べている。

私は、1999年 4月 から 10月 にかけて、

ネパ‐ル全土で「女性と教育」に関する調

査を行い、この 3月 はじめにカトマンドゥ

ヘ出かけて、先年の調査の結果をもとに

「遠隔地域の小学校の女性教員を養成す

るためのセンター」を日本の援助でづくる

ことができないか意見交換をして帰つた

ところである。日本の女子師範学校をモデ

ルにしたセンターをつくるのが、私の夢で

ある。是非、心ある皆さんの協力を仰ぎた

い。

①
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存続がピンチ!東京女性財団

～今な切朧圏影滲 7ん  伊藤 瀧子

石原都政は昨年 11月 、財政難を理由に、

都の外郭団体の見直しを決めた。現行の

62団体を2003年度までに47に統廃合す

るという。その矢面に立たされたのが東京

女性財団である。年度内廃止、4月 からの

都直営化を前提に、来年度予算はゼロ計ム

曰く、「財団はおんば日傘、女性の主体性

を謳いながら、自らの運営には主体性がな

い」「4年前から財団の経営評価を行つて

きたが、都の直営でなく、財団でやるメリ

ットや事業成果に乏しい」

これには財団関係者や女性団体が黙つ

ていなかつた。女性政策の後退を恐れ、廃

止撤回の請願を行 う一方、渦中のウィメン

ズプラザで 2月 中旬、緊急集会を開くなど

して世論喚起や断固反対の意思表示を行

った。参カロ総数 180名余、都議会各会派

からも応援に駆けつけ、「知事に再考を促

す」「6月 の補正予算で存続を図る」など

の具体策が出された。

一方、都の生活文化局男女平等参画課・

課長は財政難の他、社会情勢の変化 (女性

の能力はもう十分開発された)等を持ち出

し、新政策を固持する構えを崩さなかつた。

市民側は 「財団は利益追及の団体ではな

いJ「巨額赤字を抱える臨海開発こそ見直

すべき」「財団基金 (100億)の充当を」と、

食い下がるが、話し合いは平行線をたどる。

市民側 (筆者も)は後日、集会で合意を

得た撤回要請を都に提出、2月 27日 の都議

会本会議を傍聴するも、財団を無用の長物

視する知事の施政方針は変わらなかつた。4

月からの直営化は決定的となる。ただ年度

内廃止を一年延期、財団fAllに答えを出させ

るという微妙なニュアンスに変えてきた。

しかし、これに気を許している場合では

ない。財団としては職員を引き上げられ、

予算もつかず、果たしてどういう活動が出

来るのか、全く予測が立たない情況である。

今回の件に対し、都立大の浅倉むつ子教

授は、昨年4月 施行の都の条例にウィメン

ズプラザの一項を盛り込まなかつたことを

悔い、市川房枝記念会の山口みつ子氏は、

財団発行のジェンダーフリこの冊子を原因

の一つに挙げている。筆者はかねてより、

財団が慰安婦問題に理解を示し、活動団体
・

に多額の助成を行つたとして、98年 5月 、

都議会で追求され、新聞種になつた件がか

なり影響しているのではないかと推測して

いたが、今回のロビィングや取材を通して、

確かなものになつたと実感している。

大角 隆子

北京JAC関東は、関東圏のJAC会員

が個々の活動を発信し、受信するためのア

ンテナでありたい。身近な情報を持ち寄つ

て討議し、問題解決の糸口にし、社会に還

元していきたい。そんな思いで設立する

「北京 JAC関東」の事業計画を以下の設

立総会で皆様方にお伝えすることになり

ました。どうぞ奮つてご参カロ下さい。

定例会   第 2木曜日 (平成 13年度)

内容    情報交換または研究会

年会費   3000円 (但 し、JAC会員は

重複して納める必要はありません)

関東圏で共に活動できる方ぜひご参加を。

設立総会のご案内

記

日時 :平成 13年 4月 14日 [土IPM000～
場所 :渋谷区女性センターアイリス7F
内容 :設立総会

北京 JAC関東の活動計画 0規約

レセプション :PM7:00-
場所 :ライオン  会費 :2000円

事務局 :大角 隆子

TEL/′ FAX 03‐ 3402‐ 33“
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○

◆北京JACカレンダー◆

2001年

4電
laK羮沐饉葬

10:30～ 12:30総会
13:30～ 15:30国会報告会

15:45～ 17:30交流会
18:30～ 20:00定例世話人会
・会場…文京区女性センター

5月 1日の マンスリー49号発行予定

22日υゆ
18:30～ 定例全体会
・内容 CSW報告会・その他
・会場…文京区女性センター

21:00～ 定例世話人会
・会場…北京脚C事務所

★2001年度の会費をお納め頂<時期と

なりました.振替用紙を同封いたしましたの

で、ご脇力のほど、お願いいたします.家賃

の半減と諸経費きりつめの効熙もあり、L~心

配いただいていた財政危機はどうにか切り抜

けましたが、今後ともよろし<お願いいたし

ます。なお、滞細分については、2年間に限

つてご請求しております。年会費は1万円で

す。

★2001年度の綸会が近づいています。返

信用はがきのご投函をどうぞよろし<。

★JAC会 員の堂本暁子さんが千葉県

矢□事に当選なさいました。おめでとうご

ざいま硯

①

『マンスリー 北京JAC第 48別
20011■ 4夕12日獅

編集 0発行   北京ゝヽ 事務局
48号担当世話人

時費達枝 永井よし子

車Iふ二
……′

コージュ後楽園廣本ビル 802
縫Vfax 03‐ 5689‐6828

メーP7ド 以

嚇 率事   00250o7‐ 66426
名称  北京JAC事務局

-12-



マンスリー北京 C 一弟 口万

世界女性会議ロピイングネットワーク
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4月 22日 (日 )全国からの参加者を集めて,

北京JAC 2∞1年度総会が文京区女性センター

で開催されました (出席者47名,委任状71週。

したばかりの1断てJAC   間も顔

を揃えました

ここは,1995年 9月 23日 に,1諫 JAC力判瓜々

の声をあげたまさにその場所てサЪあの時に集

まつたのは りり日`から駆けつけた三隅さんを除

ぃて,ほとんど東京圏の人々でした それから

6年b全国展開のネットワークに成長したこと

l                uて 1卜|)::

鰊 ム 大島くみ子議長,中囀 藤 の

絵 で進められました (書記 :黒則事0。 0

昨年からの懸案だつた規約改正が承認されま

した ②地域コーカスの分担金 6∞ 円X地域

コーカス人数tまたは3万円)が決まりました

これによつて今後iム ますます地域コーカスと

の連携が強イヒされることでしよう。情報を共有

し,と もに力を合わせて政策提言をしていきた

いと思いま・九 ③床年度の事業として,第 2回

「全国の行政における男女共同参画社会実現

のための取り組み」調査と資料集 1男女川同参

枷 」(所怖婦決 まりました ご

励 を鋼 し`ま丸

第6回北

京JAC全国シンポジウム ●月 14・ 15日 )のた

めに仙台から,樋口仙台    ,稲 元事務

康 ,本桂翅鷺時議壮癬;され,叩』都 :仙

台へどうダ観 というJ瞬熟哺ミありましL次号

のマンスリィ発送硼院 申し込み用紙を入れま

すので:みなさん是非ご参加くださしヽ

,    され 大脇雅子さん,川

橋幸子さん,小宮山洋子さんから国   ミあ

りました コロぼ糞   稀 られるのも,北

京JACな ら0対 儲卸旧次頁以降に)。

レセプションでiム 文京区のみなさんの手料

理が並りました おいしい岬 とともに臨

の皆さんそれぞれのエンパワーメントの様子

が語られ,「元気Jを分け合うことができまし

た

中でも,赤松良子さんから唸005年に世界女

性会議をニュージニランドでJという,すばら

しいメッセイジが語られら一同如 1」盛り上が

りました。北京JACは,女性の進出世界=のニ

ュージ‐フンドでの Ц鯨汁10Jを実現させる

ために全力を尽くしたいと思いますL今度こそ,

みんなでウェリントンベ行きましょう !

常   ぇて
儀  山

~FM
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国会報告

憲法調査 会のこと

参議院議員 大脇雅子

憲法調査会は、国会法を一部改正する

かたちで1999年 7月 に衆参両院に設置さ

れた。
周辺事態法成立を強行させるなど議会制
民主主義が崩壊していく状況の中である。
調査会は「憲法を広範かつ総合的に調

査する」ことを目的に設置され、法案提

案権をもたず、調査期間を5年 とし、会

長代理は野党第 1党とすることが議運で

申し合わされた。調査会は衆院 50名 、参

院 45名で構成されている。
●これまでの調査
衆院調査会はハイペースで進み、「憲

法の制定過程Jの調査を終え、現在は「21

世紀の日本のあるべき姿」をめぐって参
考人の意見陳述が行われている。参考人
の推薦は ドント方式なので与党推薦人が

多くなる。さらに会長枠があり、これま

での会長指名の参考人は、石原都知事で

ある。

参議院は「国民各界各層と語る」と「こ
の国のかたち」の二つの柱を同時進行さ
せてきた。昨年は学生やGHQ当時の生

存者の証言を聞き、現在は「国民主権と

国の機構」、今後は「総論」「基本的人権J

「平和主義と安全保障」と続ける予定。
衆参それぞれ海外へ憲法視察団を派遣

した。また両院ともホームページを開設、
開かれた調査会を目指しているが、パブ

リック 0コ メントの求めに対し、3月 現
在、衆院 105件、参院 372件のアクセス

で活発とはいえない。
●調査会から見えてきたもの

① 改憲の国民運動化
5月 3日 の憲法記念日を機に大々的な

国民運動を目指す動きがあり、昨年はい

ろいろな経緯を経て国会内での質疑に収
まった.その過程で「憲法の誕生を祝う
日なのでしょうねJと いう言葉に「いや
あ、法事かも・ 0」 という与党の言葉が

返つてきて、私の頬は緊張で硬くなった。
今年は委員間の意見交換や ITでの意見
募集を行う.

② 改正手続きの改正論
改正のための手続きが厳 しすぎるから

まずその手続き規定を改正しようという
脱法行為ともいうべき意見が出た。石原

都知事は「現行憲法を歴史的に否定する
ことから始めよ。過半数があれば通る。
手続きにのることはない」とまで言つて
いる。
③草の根保守主義の組織化

「新しい歴史教科書をつくる会」の動
きがまさにそうで、参考人の西尾同会会
長は「現憲法は日本人の体質に合ってい

ない」「フェミニズムが跛属 し人権の声
が盛んで政界にも汚染が進んでいる」と

発言した。

④改憲の流れの加速化
中曽根康弘氏は「5年という長い期間

は国民に切迫感や強迫感を与えないため
のもので、もつと切り上げて国会で議論
するほうがよい」「提案権はなくとも法

案作成権はある」と言い出した。さらに

参議院も衆議院と歩調を合わせよという
動きもある。論外だ。
●これから

これま
｀
での議論に欠けているのは「近

代憲法とは何か」の共通認識だ。いまは
「17条憲法」や「5か条のご誓文Jを論
じているのではない。憲法は私たち市民
の生存の根拠である自由と平等を基礎と
する基本的人権を保障し、それは国家が

侵せない個人の尊厳だ。また憲法は国権
の発動のルールと制限を定めたもの。議
員は憲法遵守義務があることを忘れては
ならない。視察先のオークランド市長が

語つていた。「核の時代に一国ぐらい考
え抜かれた憲法を持つ国があつてよい」
と。

〇
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国 会 に お け る パ ッ ク ラ ッ シ ュ

漱 断

●は日ゆに

「男女共同参画社会基本法」の成立後、DV
法の制定や交通事故の賠償金の男女格差が解

消されるなど、一定の前進があつた

しかし、DV法も暴力を受けた女性の緊急

避期間置にすぎず、その女性の自立支援サポ

ートは今後の法制化が必要だし、交通事故の

格差解消も、これまで男女それぞれの「平均

賃釦 が基準であつたものを「男女合算の平

軸 にしたにすぎなし、女性の飾 ミ男

性の約 60%と いう基本的課題を放置したま

までは低きにつけるということになるので、

問題は解消していなし、

●脅かされる女性の
―

自立

世界女性会議の「性役割の撤廃Jの基本命

題は、「女性の経済的自蜘 と「政治への同数

参画」であつた。女性が経済的に自立するた

めには、仕事と育児0介護の両立を男女の協力

と社会政策でサポートし、雇用分野の男女平

等を確保して女性差別を撤廃することだ。今

国会で両立支援に関しては、一部法改正が行

われるが、基本的な「男女同一価値労働の同

⊂D デ贄釦 l調舞均に確立していなし、茜劃輔ミ放

置された中でグローバノイヒの波に女性はさら

されている。企業の裁詢 ミ拡大し、女性の

非正規社員化が進み賃金格差が広がっている。

今年の日経連の「労働問題研究委員会報告」

では、多様な選択肢をもつ経済社会の実現を、

とうたつているが、美辞麗句の背後にあるの

は戻鼎誕口尊の経事聯樹制を剰螢Lし、好 高詣Mヒ

を克服し、出生率を回復することが目的で、

多様な雇用形態といつても、経営効率の向上

と雇用コストの削脚 ミロ的だしまた、自民党

力判に助 すヽて今国会に提出されようとしてい

る 嘱 目仕総漱謝積基劃口去Jは、墜雌湖印劇曝

体保護法に目をつむつたまま少子化に歯止め

をかけようとしている。そこには女性の自己

決定権を尊重する発想はなく、中    の

「生命尊重」がうたわれ、不妊治療のみが突

出している。

●男女共同参画基本法の蔭で

J定と前後して、国旗国歌法、周辺

事態法が成立し、憲法調査会が設置された。

つまり確実に新国家主義が進行しているとい

うこと,じ 噺 しい歴史教科書をつくる会」の

歴史教科書が検定をめぐつて話題になつたが、

他社の教科書も慰安婦の記述は瀾隔に削られ

た。そして公民の教科書の記述もFnhだらけ

だ。家事や家族のネ蹟 が声高で、アンペイ ド

ワークなどの女性差別に目をつぶつたままで

ある。「家族の生活よりも個人の生活を優先

すべきだという考えや、家族に東縛されずに

個人が自由に生活できるほうがよいとする考

えも家族の絆を弱くさせる大きな要因といえ

る」など、検定をパスした教科書をチェック

する必要がある。さらに夫婦同姓が家族の一

体性を際つと言つて、りむ調叩掏を否定して

いる。

いま、日本の政治は経済のグロー
～

イヒの

下で、規制緩和や自己責任を前面に押し出し

た新保守主義の動きと、リストラや幅社の民

営化など市場原理中心の政策と重なり合いな

がら、伝統的家族主義や国家主義、さらには

ナショナリズムが台頭するという危険な状況

にある。こうした流れは、女性の人権と真つ

向から対立するものであることを厳しく受け

止めt反撃しなければならなし、

東京都の石原都知事の言動と東京女性財団

の廃止蹂 がそれを象徴している。
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国柵

両 立 支 援 に つ い て
川橋 幸子

市場経済のグロ‐バリゼーションがもたら

す「光と影」のうち、日本では女性の働き方

に大きな「影」が生じていま丸

すなわち、①女性は正規従業員が減少して

非正規従業員力響勤口していま丸 ②日本特有
の女性の労働力率のM字型カープについて、

そρMの谷の労働力率が、独身者は上がって

いても既婚者では下がつている。これらは日

本の女性が 曜日勤瘍覗動」の選択を迫られ

ており、膳 も家庭も」当たり前に両立する
ことが困難なことを示しますЪこのままでは

晩婚化や産み延ばしにより、さらに出生率は

低下し続けることでしょう。

今国会では政府から、育児体業法の改正が

提案されていますLしかしその内容は、労働

螂 の女子制 定の難 に伴う― Tn

措置を育児休業法に移畷 えて規定するにす

ぎません。

雇用失業脚 厳しくなる中で、長期の育

児休業をとる不安が大きくなってきています。

待機児童数が 2万人を超える中で、保育園の

入園時期を逃さないよう早く休業を切り上げ

る人が大勢いますLさ らに育児は 1歳で終わ

るものではなく、子どもの病気や保育園の送

り迎えの時間など、働く女性mt尽 きな

いことに対し、今回の育児休業法改正は何ら

解決策を提供するものではありません。

融 求を踏まえて、    唯 民主

党は、それぞれ政府案への対案をfF●ていま

すじ詳しくは連合の「子育てに優しい社会を

作ろう全国ネットワーク」が作成した、各党

案と政府案等との比較表をごらんくださし、

ここでは民主党案について、簡単にポイント

を説明しますH
第一に、育児休業や短時間勤務を請求でき

る子どもの年齢範囲を「J難 に上がるまでJ

と大幅に拡大するとともに、分割取得を認め

ることとしていま丸

第二に、育児体業の期間を「子ども単位か

ら両親の個人単位今」改め、父母双方が1人

7ヶ月ずつ取得できることとしていますЪま

たそのうち6ヶ月までは相手にゆずることが

でき、合計 13ヶ月の体業を認めること。ただ

し残るlヶ月は他にゆずることのできない本

人固有のものであり、行使しなければ放棄す

ることになること。これがいわゆる レシ クヾ

ォータJを含めた新制度の出組みかで九 な

お、シン乃レの場合は1人で 14ヶ月が認めら

れま`九

第二に、子どもの病気の時の看護体暇の請

求権化を図つています。先進国の中で看護休

暇制度がないのは日本のみ。両   の中

では最も切実な

保育施設の整備と異なり、育児休業は、ジ

ェンダーバイアスがかかりやすい制度です.

期間を長くして充実すると女性に育児責任が

重く力功 るゝおそれがありますじしかし以上の

ように柔軟に市ll■     、休みと職場との

調整をつけやすくすれ|よ 育児休業法は単に、

膳 を辞めなくて済如 現行制度から「両

親の仕事と家庭の両立支援のため」の制度ヘ

と脱皮することができま丸

州 麟 がぼ という大合唱がおきて

いますが、それを言うならジェンダ上の視点

から育児鉢業を見直すことが急務t内 閣

府男女共同参画会議で子育て支援の検討が進

み、また与党公明党から「子育て支援21」

力雅 さ:れていますが、これらが癬 目当

ての人気取りのためではないというのなら、

まず今国会に提出している政府案の修正をし

てほしいもので九

①
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国会報告

暴力防止法の成立と施行に向けて

参議院議員 Jヽ宮山洋子

∩
）

配偶者からの暴力防止及び被害者の保護

に関する1因判 (DV防止淘 が、4月 6日の

衆議院本会議で可決成立しました二3日に公

布さ,L躍 の 10月 13日 (奪をともな

うものは 14朝 に施行され′ま丸

この法律は、参議院の特色のひとつである

3年かけて超党派でひとつのテーマに取り組

む仕組みをいかして、3年かけて共生社会調

査会で作り上げてきたものtこ の 1年は

超党派の女性議員を中心としたプロジェクト

チームで 30回にわたるヒアリングや討議を

重ね、多くの市民の皆さんから (も ちろん北

京 JACの暴カコーカスからも)ご意見をいた

だきながら作りました。内容については、ニ

ュースレター第 47号にほぼ載せてありま丸

配偶者間でも暴力は犯罪である等の前文をつ

け、暴力相談支援センターでの相談、カウン

セリング、一時保護などがひとつ   。

民間シェルターにも一時保護の委託という形

で財政支援ができるようにしました。もうひ

とつの柱で、最も苦労しましたが、この法律

の核として盛り込めたのが 6ケ月の接近禁止

と2週間の住居からの退去を命じる保護命令

です。センターか警察で相談等の事実を書面

でもらうか、なこ験 は公証人の前での宣誓

供述書を添付して地方裁判所に申し立てると、

速やかに命令が出ることになっていますじ違

反には 1年以下の懲役または100万円以下の

罰金が科せられま丸 加害者の更生プログラ

ムも議論しましたが、アメリカなどでも効果

がはつきりせず、日本で、どのように、どこ

で行うか現状ではむずかしく、内閣府の男女

共同参画局・会議で調査研究することとしま

した。この法律は、3年後に見直しをするこ

とにしていま丸 鯉噺ミが必要な方は、小宮

山事務所 FAX 03-35∞ -4636までご連絡く

ださしつ

まだ不十分な点があるのは承知していま

すが、この国会で成立させないと、3年ごと

に議員が半数は選挙になり、テーマも変わつ

てしまうので、最初からやり直しになってし

まうため、急いだように見えたかもしれませ

ん。自民党の総裁口によつて、会期途中で再

び所信表明、代表質問、予算委員会を行うた

め、会期末まで 1ケ月余りしか審議時間がな

くなり、議員立法は通りにくくなるため、4

月初めに確認答弁をきつちりとるため、各党

に質問をプロジエクトチームから割り振つて、

最短の審議時間で成立させました 3年にわ

たつて省庁の担当者にも周囲で聞いてもらう

中で審議υ児在獲得できるものはせいいっぱ

い獲つたため、後|よ 皆さんと襴 こチェッ

クをして見直しを行いたいと考えていま丸

課題と認識しているのは、子どもが親と一緒

でないときは、保護命令の対象にならないこ

と。虐待防止       でカバーするこ

とになつていますが、それで大文夫かという

点Dまた、使いにくいと最後まで議論した公

証人を使う人がどれ位いて、スムーズにいく

のかどう力、外国人も対象になりますが、不

法滞在の人をこの法律だけで1測知 こヽくいこ

と。速やかというのは仮処分の 10日 より短い

ことを想定しているが実際はどう力、 などが

あります。4月 20日 に発足した男女共同参画

会議の 敗世:に対する暴力に関する専門調査

会」とも連携しながら、施行までの準備、施

行後の調査等、見直しへの取り組みをと話し

合つていま
｀
九 皆さんも勒 くださし、

√
｀
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市民の見た「配偶者暴力防止法」

戒能 民江

懸案であつた 面    防止淘 がこの

ほど成立した。ようやく日本でもDVが許さ

れな遣気 の人権侵害であるという社会的合

意の形成へ向けて、第一歩が踏み出されたこ

とになる.今回の立法は、参議院共生社会調

査会の女性の議員を中心とした    であ

る。議員たちの粘り強い努力と熱意に敬意を

表したし、

だが、DV防止と当事者の安全確保に実行
J陸のある法律にならなかったことは残念であ

る。その原因は、立法過程の不透明性に求め

られる。

立法にあたつた共生調査会女性に対する暴

力に関するプロジェクト・チーム 囲 は、

2000年以降被害を受けた当事者を含めて、援

助関係者などからヒアリングを行つてきた。

また、北京JACなど市民団体から意見書や法

案が出されたことも、NGOの積極的な立法

への力功壮
"と

して注目される。だが、最終

段階でNGOとの意見交換会は開かれたもの

の、もはや変更のきかない    説明会

に過ぎなかつた。

当事者の女性たちや援助関係者へのヒアリ

ングが立法にどう生かされたの力、諸外国の

経験から何を学んだの力、残念ながら答えは

返つてこないままである。

立法は結局密室で進行し、国会審議も衆院

法務委員会での2時間だけにとどまった。法

案の焦点となつた保護命令の内容について、

援助に当たる現場や実務家から実効性の欠如

が明確に指摘されていただけに、国会で十分

な審議が尽くされないままの施行に危惧と不

安を覚える。参院選前にどうしても成立にこ

ぎつけたいという不卜命令と流動的な国会情

勢を考えれ!よ ぎりぎりの選択であつたこと

は理解できる。

だが、今回の立法で明らかになつたことは、

女性の人権保障をめざした超党派議員による

画期的な立法であつただけに、行政・司法権

の抵抗が強かつたことである。どのような綱

引きがあつたのた そこでどのような力が働

いたの力、つぶさに検証する必要がある。

PTでの審議の大半は、保護命令に費やさ

れたと聞く。しかも、法務省と最高裁が次々

繰り出してくる「反対諭Jへの防戦に追われ

たというのが本当ではないだろうれ

民事制度である保護命令違反へ硼 謄切ロ

に対して、刑事と民事を嘲 :jする現行法体系

の考え方に反するというのが、国の反対論の

柱であるが、同時に、当初の「配偶者からの

女性に対する暴力防止J法案が、詢 男女

平等に違反するという理由で 日配偶者からの

暴力」防止法案1銘称変更されたことに注意

が必要である。DVが女性の人権侵害である

ことは国際人権法では常識である。ニューヨ

ーク会議成果文書を待つまでもなく、各国は

女性の人権の視点から、旧来の男性中心の思

考から脱却した新たな法制度で対応しょうと

している。日本の    は、      高

裁がここまでDV法案に反対し、その結果、

使いにくく、実効性に欠ける法案しか作れな

かつたことを深刻に受け止めるべきではない

だろうれ

施行まで半年から1年という短い準備期間

しかなし、女性の人権保障とDV防止という

本来の立法目的に立ち返り、責任ある取り組

みを国に求めたし、
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「基A計画を調む」 琳 証
橋本 ヒロ子

∩
）

2000年 12月 に発表された男女共同参画

基本計画は同年 9月 の男女共同参画審議会

答申と比較すると全体的に後退している。

女性に対する暴力関連施策は、1996年に策

定された男女共同参画 2000年プランより

も充実している.基本計画にはプランより

後退している領域も見られる.労働及び女

性に対する暴力以外の領域で特に日につ

いた問題点をあげる。
1。 政策・方針決定への動 ロ

基本法における国及び地方公共団体の

責務として積極的改善措置が入つたにも

かかわらず、積極的改善措置の具体的な適

用施策がほとんど入つていない。女性の政

策決定への参カロを進めるべき分野は、国・

地方の審議会、国家・地方公務員だけで、

政治について全く触れていない。北京 JAC
が 10月 31日 に提出した答申に対する意見

書にこの点を意見として入れたが、基本計

画にはこの意見は反映されていない。
さらに、日本では教員における女性の割

合が高いにもかかわらず、校長や教頭に女

性が少ない。男女平等教育の推進のため、

教育管理職への女性の増加は常識的な施

策である。しかし、この点の計画もない。

なお、政策決定・方針決定への透明性の確

保が入つたのはプランより前進といえる。
2.社会制度慣行の見なおし

〆
｀
) 家族に関する法制度の整備で「民法改正

ノ` を引き続:き 検討」とあるのは、女性 2000
1年国連特別総会の決定事項パラグラフ 68
-b(性差別的法律を 2∞5年までに改正)

を反映していない。
3。 農山漁村における男女共同参画の確

立
・答申には、「農山漁村男女共同参画推進

指針」が入つていたが、基本計画では落と

されている。
・2000年プランには家族経営協定等によ

る適正な労働報酬の確保が挙げられてい

たが、基本計画では「女性の経営における

役割を適正に評価」という表現しか入つて
いない。
02000年プラン「農山漁村社会における家

庭や地域社会の固定的性別役割分担意識」
が基本計画では「農山漁村における家庭や

地域社会にややもすれば残存 している固
定的性別役割分担意識Jと変わつた。4年
間で農山漁村における固定的性別役割分
担意識がほとんどなくなり、現在は一部残

存しているとはとても思えない。農村女性
の経済的自立を図る家族経営協定の締結
はすすんでいないし、自分名義の貯金通帳
さえ持たない農村女性の割合が高いのが

現状である。「ややもすれば残存 してい

五上という修飾語を入れた理由も明らかで

ない。
毛_.血齢者等が安心 して暮 らせる条件の

動
「今後とも信頼できる年金制度の維持」

と書いてあるだけで、個人単位の公的年金

制度については全く触れていない。
5._地球社会の「平等・開発・平和」への貢

盤
答申では「女性差別撤廃条約の選択議定

書や ILO条約等の未締結条約…Jと なつて
いたが、計画では未締結条約には触れてお

らず、後退である。

以上は問題点の一部である。式諫 JAC等
NGOが出した論点整理に対する意見は、か

なり答申に取り入れられた。しかし、答申
に対してNGOが出した意見はほとんど計画
には反映されていない。基本計画が 2000

年プランと比べても後退気味になつたの

は、閣議了解事項に格上げされたからだと

聞かされた。
基本計画を今後改善するためには、国会

議員を巻き込んだKЮ のさらなるロビイン

グや地域に根ざした意識改革活動が必要
となる。
また、これから地域で策定する基本計画

もしくは行動計画は、国の基本計画をその

まま流用すべきではない。地域の女性や男

女共同参画の実態に即し、地域の女性たち
の声を反映し、基本計画で参考になる点を

取り入れ、さらに国際的な動向にも対応で

きるものにすべきである。
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シンポジウム

「オランダ型ワークシェアリングは男を変えるか」が目指したもの

ジャーナリスト 竹信三恵子

3月 24日 、シンポジウム「オランダ型ワ

ークシェアリングは男を変えるか?!」 力`東

京で開かれた。オランダは、財政赤字、高失

業率などの手詰まり状況を、賃金抑制とパー

ト労働の大幅な導入による雇用のnfLで解

決したと伝えられる。しかし、日本での論議

は 聰れソヾ―卜を増やして必要なときに必要

なだけの働き手を確保するJといつた面だけ

力溺覇iされ、女性のアンペイドワーク (無償

鋤        ットの整備などは見過

ごされがちだつた

竹信、共に現地視察した学芸大学教員の久

場嬉子さん、スウェーデン社会や日本のパー

ト労働に詳しい大阪経済大学教員の伊田広行

さんがパネリスト、コーディネーターは武蔵

大学教員の国広陽子さんだった

竹信は、オランダのパート化は、日本のよ

うな不安定雇用化ではなく正社員の労働時間

の柔軟化であること、時給や社会保険、有給

体暇などを労働時間に比例して均等に認める

労働時間差別の撤廃が法制化されていること、

経営に重大な支障があることを雇用者が立証

しない限り働く側が労働時間を選べる法律が

国会を通るなど、働く側の意欲を引き出す改

革でもあつたと述べ亀

久場さんは、オランダでは、賃金抑制によ

つて使用者1潮 を増やし、政府は雇用数の

増加で社会保険の払い手が増えて税収が上が

つた分を減税    どの実質的な増収策を

取つたこと、専業主婦が多い片働き社会で保

育所の整備が遅れていたため、とりあえず短

時間労働によつて家事や育児などのアンペイ

ドワークを保障しつつ保育所の増加も図つて

いること、女性の労働で家計の実質収入が上

がつたことなどをあl六 その結果、個人消費

が上向き景気も好転したと述べた 男性だけ

が働く社会から、男性もパートを選んで育児

を分担し、女性も働いて世帯賃金から来る高

人件費化を緩和し、         の担い

手の増加を図るという男女平等社会へのオラ

ンダ流移行措置でもあつたとの論点札

伊田さんは、「オランダは家庭重視のパー

トの国」「スウェーデンは男女が働くフルタ

イムの国」として日本はオランダが近いとす

る見方について、福祉から見るとオランダは

スウユーデンとの類似性が強いと主張した。

日本は企業と麹 坤ヨAC瑠副趾α)責任額 う

システムだが、オランダは、国が個人に責任

を負う高福祉国家で、失業の際の保障やシン

グルマザーの支援などもしつかりしている。

老後は最低食べられるだけの‐律の午金が保

障さ
'L日

本のように企業のフルタイマーや

その妻の座をはずれると、食べていけなくな

るほど生活水準が低下するシステムではなく、

だからこそ短時間労働を選べるとして、短時

間労働の増加の背景に、個人の人権に配慮し

た福祉システムがあることを強調した。

協賛団体には「女と男が平等に働くための

制度改革をすすめる会」「均等待遇2000
年キャンペーン実行委J「女性のワーキング

ライフを考えるパート研究会」「全国婦人新

的   「東京・生活者ネットワークJ「日本婦

人気詢、シンポ   を務め   画会

社「フェミックス」と、女性が男性:中心世帯

の枠に入ることを前提にした日本   の

改革を求める団体が名を連ねた。日本の女性

のパートの    の現状など囃 も相

次ぎ、ジェンダーを視野に入れた日本の構造

改革へ向けた   連携を確認した場でも

あった

〇
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ゴヒ京 JAC 2000年 度 決 算 書

(2000年 4月 1日ヽ2001年 3月 31日 )

収入合計

支出合計

306550343
2。 981.695

√¬

差引残富 673。 648 (次期操鶴金 )

財産目録

預金残高     360。 045
郵便振替残高  203。 170
現金残高 110.433
合  計   673.648

2000年 度について会計帳簿、支出受領書、預金通帳等の関係帳票を監査した結果、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。

2001年 4月 11日

監査′)′ ′τ皮
監査

〃zk口 /あケ

告

∩
）

収 入 の 部

勘定科目 予 算 額 決 算 額 差  額 僣 考

会 費 2。 000。 000 1.582。 000 △`418。 000
カ ン ′1 100。 000 6。 000 △ 94。 000 山下 伊藤 永井

事業収入 300。 000 596.457 296.457 全|シンポ495fH ‖00レポ■卜をつく金81口等

難 収 入 0 366.554 366.554 敷金戻 り366千 円

前期繰越金 1.104。 332 1。 104。 332 0

収入合計 3.504.332 3。 6550343 151。 011

支 出 の 部

勘定科目 予 算 額 決 算 額 差  額 備 考

事務所家貫 1.563.600 1.368。 850 △ 194.750 41ヽ 10月  1300300  1lЛ 6ヽ6.150

光熱・ホ料 60,000 38.141 △ 21。 859
切手・送料 240。 000 2320310 △ 7。 690 ニューズレター発送費用等

印刷・コピー 30。 000 2,780 △ 17.220
電話 OFAX 170。 000 86.538 △83。 462
経・文具費 60。 000 102。 022 42。 022
会 場 費 100。 000 0 △ 100。 000
事 業 費 350。 000 530.660 180.660 豊ロシンポ20万円 鵬シガ 30副

事薔局費 400。 000 229。 767 △170,233 送金手数料、人件費等 .

雑 費 100。 000 17.502 △82。 498
予 備 費 430。 732 363.125 △67.607 事露斎移転に伴 う札金・ 載金等

支出合計 30504。 332 2,9810695 △522。 637

2000年裏鶏轟雀ハ   絆
1。

2。

30

彗:回蜃瞥夢参ポ攀り雲1昌釜層人蒙馨会言|:
卓詳晉奢:自奎種番書「苓T〒摯案事に参加0傍聴

塁ア芝稼基手曇馨I嘗島篭鷲L:「鬱ウムに参加
世話人会の開催 (13回 )           、

6.ロ ピー活動

:チ1:魯厚只源習[7じ夢`(肇昌すラ集gウ貰慮套塾;

10/3計
曇ま墨意馨言警菅甲すり

"『

度予算概算要求に

:11まり言

'議

言星脅芋蓉争彗雲:¥争警曇≧

'7:に

きく.
４

５
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ヨヒ覇置 JAC   200 ■ 蠍

「

月電T3●

(2001年 4月 1日～2002年 3月 31日 )

収 入 の 部

t出 ― J部

〇

勘定科目 本年度予算額 前年度予算額 増  減 備 考

会 費 1。 500,000 200000000 △ 500。 000 10。 000円 X150人

―
カ ン パ 100。 000 100。 000 0

事業収入 300。 000 300。 000 0 資料集作成販売等

地饉コ‐カス骨E金 150。 000 0 1500000

雑 収 入 500 0 500

前期繰越金 673.648 1.104。 332 A430,684

ギ収入合計 2.724。 148 30504。 332 △780。 184

勘定科目 本年度予算額 前年度予算額 増  減 備 考

事務所家賃 793。 800 1。 563.600 △769。 800 66,150X12

光熱 。水料 60。 000 60,000 0 5。 000X12

切手・送料 240。 000 240,000 0 ニューズレタ…見送費用等

印刷・ コピー 20。 000 30。 000 △10。 000

電話・FAX 100。 000 170。 000 △700000

紙・文具費 100。 000 60。 000 40。 000

会 場 費 50,000 100。 000 △50。 000

事 業 費 400。 000 350,000 50。 000 劇|シンポ30FH 調整110F‖

事務局費 250。 000 400。 000 △ 150。 000 送金手数料、人件費等

雑 費 20。 000 100。 000 △80。 000

予 備 費 690.348 430。 732 259.616

支出合計 2.724。 148 3.504。 332 △780.184

2001年 度北京 JAC事業計画 砂)

(200J甲 4月 1日 -2002J手 3月 31日 )

1。 2001年度総会の開催 (4月 22日 )

2。 定例全体会の開催   年 10回開催予定
3.世話人会及び役員会の開催
4。 『マンスリー 北京 JACJの 発行。年 10回予定。
50第 6回全国シンポジウム開催 (エル 0パーク仙台)

「 21世紀の女性 さらなるエンパワーメント」
6。 ロピー活動
全国シンポジウムの結果をロピイングにつなげる。
2002年度予算概算要求に関するヒアリング。
その他、必要な課題に随時、対応する。

::撃禦
改正 (2001年度総会で■択 )

会

　

・

社
　
行

ｏ

画
　
発
る
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す
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動
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― 北嘉風C崩駒勧翅彊r=ル lτ ―

この総会では、ヨ鯨 JAC規約の改正案がはかられ 噺しい規約が職場
=警

質輝薇修れましにこの経過

などについてはおよそ下記のようです。

①膚J立5   、北京 JACの活動、縦 もに発展し、特に地域コーカスの進展が樹レtとから、規

経 の現状に肺 たものとするロ ミ、昨年度の総会   れ、1年間勧 けゝで魔諏勁露通とと

なつた

②この規約め改正について、広《等議 醐ヽ罰著輌影痰靖議、しくつかの具体的な提案が寄せられL
③これらの提案を含めて、騰 入会で横誌 その結財 規約案にまとめて、昨年7月 の臨時総会に提

/Tb

☆ 時間をかけた議論のうえ、基本的な合意を得た。

☆ その後、北京
"Cに

対する順 ―カスの   ミッHこついて、笙 のアンケーHこより、各

r｀  ヽ 地域コ劫 スの意見を集約。分担金の拠出を細則に明記し、この総会!ヨ影執一部保留意見があ
~`イ

 ったものの、― に園 蹴 。

北京JACは、非常にいきしきとしたダをバンクな    あり、ネットワークとしう新しし      目指し

てしることから、規約において一般化、定型化するのが難 しヽ のがあります。これからも、つねに間巴点

を提起し、縦 重ね、馳 運営上、とりあえず最低必要なルール劇翻制ヒしていくことが必要であると

肺 れまりL 儀贈釧阻当師      )

ヽ
、

ノ

／
イ
電

====|
・::: il: 1.  ||:・ :ピ

 

ザ
:  ::: 1:: ::: ::: :: 1. `|.1 1.‐  ::i ::: 1  ・: ‐ l.  :.  :.  :::: :::・

|::ず
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世話人lJスト
0000年 4月～2002年 3月 )

名前

稲元 周子

劇 ‖ 律子 (舗
麟 瀧子 (口 幽「ンカ
/JЧ床 僣

「
子  (髪覇つ

斉藤  誠 偏嗽詞

鶴 軒  鋼
・

齢
0嗣

曜 離  願

永井よし子  (事翻講許 ロセツ ング。

胸

橋本ヒロ子 権際濡常
三隅 佳子  幅llft O貴関連D
継 行  願

山下 泰子  lfa
ゆのまえ知子 (国欝

★事務局から★

02001年度の範会が終わりました 規約

改正案が承認され、持ち越されたテーマは

今後の検討課題とされながらも、新しい年

度がスタートしま眈 4月 1日発行のマ

ンスリーに同封した会費納入の枷 Wa
会員の皆様がぞ<ぞくとお応え下さつてい

ます:ありがとう出 まヽす.

●「男女共同参画基本法」晒副脚 らの暴

力防止法及び被害者の保護に関する網

OV既盪翌0など、万全と1謁り覗熟 まヽで

も費性の人権を尊重する方向に道がつきま

した.反自、その流れを阻む動きも強まつ

てい誡 今卸度もか畑ざりましょう。

●    1確雷さ    4月 の選挙

で佐久市議会議員に当選なさいました.お
めでとうござい誡

義 編 メン7｀一

伊古田憲子 石田ブ噂コL上田 公子

上日外茂子 大塚希見子 田中 和子

中目 裕子 永井よし子

陪 ンスリー 北京JAC」 第49号
。2001年 5月 1日発行

願 ・新 F l陳 JAC朝鯛

49号担当世話人

時費達枝・永井よし子

l13-0033月覇硼は諒区本郷 1-33-9
コージュ    ビル802

T/F 03-5689-6828

メーP7ド 啄 JacOpop“。o山.ne.Jp

覇晴助園旨  00250-7-優遮謁

名称 北京JAC事務局
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世界女性会議ロピイングネットワニク

マンスリー北京 C
」apLcaん

"m滋
‖滉ty cm―′¨

50壕計

iC 6月号 2001年 6月 1日発行

÷ ■0。■■00卜■00卜■・・ 静→。・ 卜→。・ 卜■00卜■00卜■・・ 静4・・ 8・■00卜■00卜■・ C警÷ 十 争 ■00静尋。・ 卜■DO卜+

③

:①

「21世紀の女性～さらなるエンパワーメントJ

きたる7月 14～ 15日 、宮城県仙台市のエル・パーク仙台において、 北京脚Cの

第6回全国シンポジウムを開催いたします.プログラムは下記のとおりです。ふるつて

ご参加ください。分科会については2～ 3ページに記載されています。昨年同様、この

全国シンポジウムでの話し合いを政府・国会を始めとする関係機関へのロピイングにつ

なげていきたいと思います。

●第 1日 目  7月 14日 (土)   l● 第2日 目  7月 15日 (日 )

oo      受け付け開始   1 9:00～11:00  分科会第 2部

oo      開会 11:30～ 13:00   全体会

30～15:40  全体シンポジウム 113:00      閉会

00～18:00  分科会第 1部

30～20:30   交流会 (交流会のみ三井アーバンホテル)

12

13

13

16

18

全体シンポジウム 「21世紀 仕事・家庭・わたしJ

発言者紹介 岩田喜美枝さん :厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

遠藤恵子さん :東北学院大学教授、せんだい男女共同参画財団理事長

中島通子さん :弁護士

コーディネーター:山下泰子 (北京 JAC代表、文京女子大学教授)

全体シンポジウムでは、省庁再編後の担当責任者である岩田局長から「政府の仕事と家庭

の両立支援施策や育児休業法」を中心に、女性労働分野で多くの裁判に関わつた中島弁護士

から「女性が働く場で直面している諸問題や、男女共同参画基本計画における問題点Jを、

また、家族社会学を専門とする遠藤教授からは「現在の家族の変化や家庭における女性の人

権について」提起していただきます。どうぞご参加ください。
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分群11無 (2001。 5.27覇調饂)

テーマノ問題提起者他 内 容 担当

「男女共同参画社会基本法」を真に実効あるものにする
ために、各地で条例制定がなされている。条例に関わる
全国情勢と問題点の基調講演を受けたあと、新潟県、宮
城県における条例づくりへの活動経過を提起しながら、
それぞれの地域の問題点を浮き彫りにしていく。
更に、早期に各市町村等の条例づくりへの具体的諸行動
を提起できるよう、討論を深めていくこととする。

北

京

Ｊ

Ａ

Ｃ

新

潟

北

京

Ｊ

Ａ

Ｃ

仙

台

「 男女平等推進条例の制定を !J
◎問題提起者ノ斉露麟 (北HJAC翻代表 :弁

護士)

◎報告者/上石喜代子 ('01年度新潟県女性

問題協蹟会委員)避佐美由紀 (宮城県讚)

◎司会ノ佐藤素子 (北京JAC新潟)

女性の政治的なエンパワーメントとともに経済的なエン
パワーメントも、女性運動の大きな課題です。自ら業を
起こして新しい仕事づくりに挑戦している女性たちの現
状をN鱒 業も含めて報告。女性が起業する際の障害を
どう解決するか、またどのような社会的支援策が必要と

|れているかなどを、ワ
=ク

シヨップ形式で話し合いま
す。  '       ・

世

界

女

性

会

菫

ネ

ッ
ト

ワ

ー

タ

静

岡

~電
灘曖景鵬語研労預死闘群顎

…‐
西百

~

からの課題」
◎問題提起者ノ中村祥子 (NЮ法人“グルー

プゆう"代表)伊藤仔佐子 (ミニコミ誌"子連
れママの気嗜らしマップ"代表)他 1～2名

◎コーディネーターノ佐藤和子 (世界女性会
鵬ネットワーク静岡)

DV防止法の施行により、暴力根絶施策はどのように変化
するのか。サポートの現場はどう変わるのか。3年後の
見直しに向けて、何を準備していかなければならないの
か。・・ 。・成立はしたものの、あまりにも問題が多く
使いにくいこの法律を検証します。

代・ 女

表 お の

近 ん ス

藤 世 ペ

恵 話 :

子 人 ス

「 DV防止法の成立と今後の課題J

◎問題提起者ノサポートシェルターの現場か
らく未定)弁護士 (未定)

◎司会者ノゆのまえ知子 (曇カコーカス)

男女は選挙権と被選挙権からなる平等な参政権をもつ。
だが今日まで女性は、被選挙権を男性にはほ独占させた
まま、ほとんどの場合、選挙権の行使を通してしか、政
治に参加してこなかった。政治の実質的な男女平等を実
現するために、今、私たちは何をすべきか、何が必要な
のか、何をどう変えるべきだろうか。

文

京

区

＆

北

京

Ｊ

Ａ

Ｃ

仙

台

（
郡

山

市

会

員

）

~「

画藩あ勇女平等雇裏現ず石薦百
……

に」
◎司会者ノ中山慶息子 (宇都富市義)

◎報告者ノ橋本ヒロ子 (十文字女子大教授)

八重樫小代子 (郡山市■)森本由美 (北九州

市議)永井よし子 (前文京区議、北京JAC事

務局長)

◎コーディネーター&報告者ノ石田久仁子

(女性の政治参面をすすめる市民ネットワー

タ代表)

地方メディアで働く女性の数はまだまだ少ない。女性が
定期的に採用され始めたのは男女雇用機会均等法以降。
したがつて層も薄い。メデイアのジェンダーフリーは道
まだ遠 l´ 。だが、ここ数年、少しずつではあるが変わつ
てきた部分もある。メデイアの中で、女性たちがどんな
働き方をしているのか、どんな課題を感じているのか。
また、地域に根ざすメデイアとしての特性を生かしなが
ら、地域の女性たちとどう連携していけるのか。等身大
の卜…クを素材に、参加者とともに語り合いたい。

北

京

Ｊ

Ａ

Ｃ

仙

台

「 (仮)メデ ィアの内か ら外か ら』

◎問題提起者ノ興野珠美 (河北新報労働組合

委員長)他東北放送から1名

◎コーディネーター/未定 (読者視聴者の立

場から)
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北京行動綱領T女性の教育とヨ1制 について、「女性2

000年会議」の成果を踏まえ、日本政府の「戦略目標

別成績表Jの課題の解決に向け、国・地域の取り組みを

調査し、今後の取り組みを考えます。

世

界

女

性

会

議

岡

山

連

絡

会
る一」
◎問題提起者・司会者ノ黒見節子 (世界女性

会■岡山連絡会)

選択的夫婦別姓等、飛 改正にういては国会でも日一日

と動いていつています。政府は本年9月 には5年ぶりに

「家族法に関する世論調査」を行うことを明言していま

す。私たちは民法改正に向けてどのように行動を起こせ

ばいい0°でしよっか?

みなさんとともに考えたいと思います。

北

京

Ｊ

Ａ

Ｃ

仙

台

5月 19日 の報道で日本でもT代理母」が行われている現

状がわかつたように、生殖補助医療の進歩はめざましい

が、さまざまな問題がある。「不妊Jの問題から、産婦

人科医、当事者の女性、研究者が問題提起し、参加者全

員で話し合おう。

女

性

と

健

康

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

堀

口
悦

子
　
　
　
　
　
　
‐‐
‐
‐

め喘体
と健康」
◎問題提起者ノ村口書代 (産婦人科医)堀ロ

悦子 (研究者)他
◎コーディネーターノ未定

縄 州 北

・ 京

山 J

● C
沖 九

Aロ◎問題提起者ノ未定

◎コーディネーターノ未定

lllめ辱告敗訴に続

き、この3月 の住友化学裁判の判決ではさらに後退して

[男女FIJ採用は憲法違反ではあるが]という言葉すら消

えてしまった。しかも自分の親の忌引き休暇の方が夫の

親の忌引き休暇より少ないのを問題にすると [それは家

制度の名残で男女差別とは別]と の判断。裁判官のジェ

ンダーバイアスをいかにしてなくすか、みんなで考えた

い 。

世

界

女

性

会

議

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

関

西

日本の環境政策は公害を防止しながら自然環境を保全す

ることになつている。しかし、干潟を埋め立てたり、ダ

ムを作つたり、自然の保全に規制は甘く、様々な問題を

呈している。また、新たにダイオキシンの問題や新しい

エネルギーの問題も起きている。

今、人類が存続できる地球環境を保つため資源循環型社

会への転換が必要とされている。これは私たちの暮らし

と密接に関係することであり、政治と切り離せない問題

である。

浄i難景ほ:F翼   ど      こξ討

女

性

と

環

境

Tぞらじ戸
"麟

∬ 丁   性I~~
◎問題提起者ノ永尾佳代 (川辺川を守る女た

ちの会)河北洋子 (柳井市■)他 1名

◎コーディネーターノ未定
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フランス地方選挙 :政治の男女平等はどこまで進んだか   石田購

▼       畑 離

パリテ法は執行機関については何の規定

もなし、コミューヌは、    をとる日本

の自治体とは異なりt議院内閣制である。一

般に最多得票の名簿のトップ登裁者が首長

になる。1週間後に開かれた初議会が首長を

選出した。結果は予想通りで、女性首長は

6.9‰ 改選前とl甜銅 率である。

だが首長を補佐し、首長とともに執行部を

構成する、議員総数の3曜 下と定められた

助役陣の選出ではパリテの力学が働いた 男

女同数執行部は実現しなかつたものの、執行

機関は最終的には男性が独占するのではな

いかという選挙前の懸念は払拭された 内務

省の公式発表はないが、85の大中規模のコミ

ューヌを対象にしたリベラシオン紙の調査

(3月 31日、4月 1日付に鶴 によれよ

は30%を越えたぉ4月 22,23日
付ルモンド紙もほぼ同様の調査結果を発表

し、さらにレンヌ、パリ、ストラスプーノk
ベルピニョンの4うの大規模コミューヌで

は、女性助役が 5P/0を越えたと伝えている。

▼     の首長は男性が独占

しかしパリテの波及効果には限界も見え

た。フランスには基礎自治体としての独立性

を維持したままのコミューヌが複数集まつ

てつくる     髭劉地に存在する。独自

の財源をもつ公共機関で、コミューヌ間の相

互協力、格差是正、地域の共同開発促進が目

的た      の議会は、コミューヌ議会

代表者が聞成し、首長はその議会で選出され

る。今回のコミューヌ選挙後に開かれた地域

請難会
Uで
峰蒙拝論雲数ロカ精 オカhノヒが、コ女寵生

の首長はゼロである。

去る3月 フランスで、コミューヌoo― c

議会選挙が行われた コミューヌは一七人九

年の革命時に、中世    lヽ教区を継承し、

設置されたフランスで最も古い行政区画で

ある。人口数十人の集落からパリ市をはじめ

とする大都市まで大小さまざまで、全国に3

6000以上も存在する。日本でいえば市区

畔 ‖申 当する基礎自治体である。私たちが

この選挙に注目するの|よ ホモセクシュアル

の市聯 ミ問われた選挙であり、外国人が初

めて参政権を行使したど であるからだけ

ではなし、なによりもまず男女同数候補者が

制定されて初の選挙だつたからであるl

▼女性議員は475%に !

パリテ法が適用されるのは人口35∞ 人以

上の 2700余 りのコミューヌ。フランスの人

口のほぼ半数がこれらのコミューヌの住民

亀 J劇議員|力劇自前の郎。7%から響.5%に

なった。男女比が 5(獅0でないの|よ 候補者

名簿の順位が厳密に男女交互ではなく、6人

単位で男女同数とされているからだヒ内務省

のシミュレーションでは、すべての名簿で、

6人単位の上位3名 を男性にすると、鵜

員は43%になる。つまり現実に政党は法が定

める以上をしたことになる。

男性議員と比較して女性議員の特長はま

ず若いこと。女脇議員の場合 40歳未満が

200/Q60歳以上が 10%なのに、    で

は401栽未満は15%で、60緩 が200/0も

占める.第 2の樹敗は無職層 G賃睦欄

が多いこと.― では 2。70/0どまりだが、

女性議員の15%がこの層に属丸

これらの特徴が今後

治にどう反映するかを注意深く見守りたし、
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《緊急女性集会から》

女性蔑視の
・
「つくる会」教科書の不採択を各地で

中嶋里美

ば

）ヽ

妨害者であふれる会場入 リロ

世界の女たちが 4半世紀以上かけて築い

てきた「平等・開発・平和」に真つ向から

対立する教科書が検定を通つてしまつた。

一体そこにはどのような政治的動きがあつ

たのか、教科書不採択のためにどんな運動

をしたらよいのか等を知 りたくて、5月 1

日、渋谷の勤労福社会館へ向かつた。

入 リロはすでに多くの集会妨害者たちで

埋まり、マイクの怒声が飛び交 う中会場ヘ

と進む。定員 200名 の部屋に 350名 が入 り、

黒板には「集会妨害者はただちに出てもら

う」の警告文が貼られていた。主催者は、

昨年女性国際戦犯法廷を開催 した「戦争と

女性への暴力J日 本ネットワーク。

松井やよりさんの「なぜ取 り組むのか」、

西野瑠美子 さんの「基調報告 J、 韓国や ドイ

ツからの参加者の怒 りの声、教育現場や地

域 。国会からの報告等、すばらしい集会で

あつた。

女性蔑視の教科書内容

「新 しい歴史教科書をつくる会」が産経

新聞社 と扶桑社の協力を得て出版 した中学

社会科教科書「歴史J「公民」は歴史を歪曲

し、女性差別にみちみちている。(今年の 7

月 1日 から各自治体の教科書センターに展

示されるので是非見てください)

西野瑠美子さんから2冊の教科書につい

て「女性の視点から問題をあらうJの報告

があった。2冊の教科書の執筆者は全員男。

歴史教科書の問題点

① 慰安婦の記述がない。代表執筆者の本

多加雄氏は「そもそも戦地の慰安婦制度と

いった特殊な状況における性処理に関する

事項をとりわけ中学段階の歴史教科書に記

載することへの疑念がある」と公言.

また、他の 7社の教科書も従軍慰安婦

の記述を削つたり、取 り扱いを後退させた。

理由は 1999年 12月 、内閣官邸筋から教科

書会社社長たちに「中学校教科書の<従軍

慰安婦 >記述を<慎重に扱 うように>(削

除せよ)と 要請 (事実上の命令 )」 があつた。

(和仁康夫著『 歴史教科書とナショナ リズ

ム』)

石原都知事も「つくる会」の賛同者で『父

なくして国立たず』(光文社)の中で「慰安

婦に関しては単に日本を貶める狙いがある

ので、日下の状態で教科書べの記述はまつ

たく不要だ しあくまで反対」と主張。

2。 人物コラムには津田梅子と与謝野晶子

が取 り上げられているが、梅子の行き方を

隠蔽したり、晶子の主張をね じまげている。

「梅子は自分の女子教育が世間からつまら

ない誤解や反対をされないように、生徒達

の日常の行儀作法や言葉づかいに注意 しJ

と書かれているが、梅子が女性の自立を模

索 したことは一行も書いていない。晶子に

ついても「…晶子は戦争そのものに反対 し

たというより、弟が製菓業をいとなむ自分

の実家の跡取りであることからその身を案

じていたのであつた。…晶子は家の存続を

重く心に留めている女性であつたJと 記述

され、怒 り心頭に達する。

公民教科書の問題点

1。 家制度、夫婦同姓を強調。

2。 性別役割分担を強調。

今後の運動について

0「つくる会」の教科書のひどさを広く知ら

せる。

・教育委員会に、教師の声を尊重 した採択

を行い、「つくる会Jの 教科書を採択 しない

ことを求める請願を出す。

（∫‐ヽ）
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「墓ホ計画を読む」

継界女性会議岡山

教育に関する分野は、「男女共同参画を

推進し、多様な選択を可能にする教育・学

習の充実」として、「(1)男女平等を推進す

る教育・学習②多様な選択を可能にする教

育・学習機会の充実」の 2部に分けて書か

れている。基本的考え方として(1)を進め、

多様な生き方の保障として② の推進を図

ると言えるだろう。「男女共同参画ビジョ

ン」以来、施策としての男女共同参画が、

地域や教育機関にどのような形で表れつ

つあるか、また、今後の課題などについて、

小学校の教職員という立場からの意見と

したい。

・ (3ア 初等中等教育 … ビジョンで

は「指導者用資料の作成・教材の開発 0教科

書や教材の内容の充実。学校において必要

以上に女子 と男子を分ける各種の慣習慣

行の積極的な見直し」と具体的に書かれて

いたが、「個性・能力・主体的に学び考え行

動する姿勢」という曖味なばんやりした記

述になつている。
0ウ 社会教育の推進 … 「親や親にな

る前の者等を対象とした家庭教育につい

て学習機会の二層の充実Jでは、家庭でジ

ェンダーの再生産をしないために保護者

対象の学習会をどう設定していくの力、 文

部省が提起している「0歳から
・
のジェンダ

ー・フリー教育」への具体的支援も必要で

ある。また、「女性問題の解決に資する学

級。講座等の開設…特に高齢期の男女につ

いて配慮する」とあるが、各市町村での推

進担当部署の人的配置・庁内での位置づ

け・財政的措置への援助が不可欠である。
「男女共同参画」ということばはかなり広

範囲に認識できているが、学習プログラム

などの具体的内容がほとんど実施されて

いない状況で、唱えるだけになりかねない。

,工 教育関係者の意識啓発 … 実施

主体とされている教育委員会の中で、社会

教育としてヌエックを中心として推進 さ

れてきている実態はあるが、学校教育では

同和教育の研修にさえ「男女平等」はなく、

今までの実績も推進スタッフも全く不十

分であると言わざるをえない。また、社会

教育での意識啓発も、行われている実態が

明確でない。まず、社会教育・学校教育に

おける実態把握の上で、人的・財政的支援

も含めて進められる必要がある。
ooア    の樅 … 「リカレン

ト教育・高等学校等の開放講座・放送大学・

単位制高等学校など、様々な学習機会の整

備促進」は進みつつある。 しかし、「地域
コミュニティめ拠点としての学校施設の

整備促進」は、地域住民への IT講習会等

をきつかけにできつつあるが、学校施設の

開放に関わる管理上の人的配置や施設構

造上の課題解決の他に、学習内容の検討が

必要である。公民館利用の学習さえ十分で

ない地域もある。また、「民間教育。事業者

との連携Jはどのような事業者を対象とし

て書かれているのかはつきりしない。「高

度情報通信ネットワーク…」については、

財政的措置も含め進められているのが実

態であるが、インターネットの利用の仕方

が中心であり、国政全般に関わつてこの IT

政策のねらいが明確でない。
・ イ エンパワーメントのための女性教

育・学習活動の充実 …  「女性の学習グ

ループの支援Jは自治体の財政難等を理由

に削減される傾向にあり、市町村にいくほ

ど「支援、リーダー養成」は不十分である。

また、なぜ「女性教育」なの力、

・ ウ 進路・就職指導の充実 … 職場体

験インターンシップの推進等が出されて

いる。学校で、労働者の権利を知らせ、社

会的経済的自立と働き続けることの意義

の重要さを伝え、進路決定・変更もライフ

プランに応 じた主体的な自分 さがしの行

為としてプラスイメージでとらえていく

ことが必要ではない力、
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「男女共同参画社会基本条例」制定をめぐって二静岡県の場合

佐藤和子

ハ

ン

国の男女参画社会基本法制定を受けて、各

地方自治体でも基本条例制定が進んでいる。

ネットワーク静岡も、昨年度「基本条例研究

会Jを立ち上げ、市民の側からの条例試案づ

くりに取り組み、一方、県に対して条例をで

きるだけ早く制定するよう働きかけた.当初

条例づくりにそれほど積極的には見受けら

れなかつた県が、昨年 12月 になつて、これ

といつた具体的な検討過程もないままに2

月議会へ静岡県男女共同参画社会基本条例

案を提案することを唐突に表明した わずか

2ヶ 月足らずの間に、条例案を準備し議会に

提出するという話で、こういうやり方には、

市民が参画する機会を設け、なぜ条例が必要

なのか、また静岡県の女性の現状を分析しな

がら、どのようななかみがもり込まれるべき

なの力、についての広い市田的議論を起こ丸

その過程もまた条例制定の 1部なのだとい

う発想がまったくみら縛い 、

このような行政中心というほかな`警り

方に、相当の抵抗感はあったものの、とも

かくこの県側の動きを条例の制定を実現す

る機会にしようと、私たちは、研究会での

議論を基に「静岡県男女共同参画社会基本

条例市民試案」を提案し、あわせて女性団

体と共同して、知事との対話集会の開催を

申し入れた。これに対して県側は、県の条

例づくりに「試案Jを最大限取り込む.ま

た盛り込まれなかつたものについては、な

ぜそうなつたのかを説明するとした.対話

集会も開かれ、その場で知事は早い時期で

の条例制定を約束した

このように静岡県での基本条例制定は一

気に進むかと思われたが、その後状況が七

県議会側との繍鰤の過程で、主に自民党を中

心とする議員たちが反対したことで、県側は、

あつさリ
ー

をひっこめてしまった 私

たちは、直ちにどうしてこのような結果にな

つたの力、きちんと説明する場をつくるよう

県の担当課に申し入れたが、現在にいたるま

でその場がもたれておらず、条例制定は宙に

浮いた形になつている。

率直に言つて、女性団体制が行政に振りま

わされた感もあるが、私たちはこの経過のな

かでいくつかの政治的学習をした̀
〕

まず、もともとこの条例制定の話は、今年

7月 に行われる知事選を目のうちに入れた

きわめて政治的な意図 (知事の人気取り?)

から発想されたもので、男女平等の実現とい

う条例本来の目的を真剣に考えたものであ

る力功t疑わしい、ということがよく分かつ1亀

次に、現在の県議会では、女性たちの活動や

女性施策の進展にも、またそのな力く誕生し

た基本法についても、その認識と理解がまつ

たく欠けていると思われる議員が多数を占

めており、これらの議員と条例制定を積極的

に進めている女倒団体との間には、対話がほ

とんど成り立たないほどの意識の懸隔があ

るという現実にも直面し,Lこのような状況

を変えていくためには、女性たちが地域選出

の議員に直接に働きかけること、麟 傷

性が圧倒的多数、    は2名のみ)に女

― を増やしていくことが必要で、女性た

ちが地域レベルで力を持ち、連帯を強めてい

く草の根での政治的エンパーワメントの必

要性をあらためて痛感している。
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～マンスリー49号以降の進捗状況～

●全体シンポジウムにご出席の 3人のパネ

リス トとコーディネーター,実行委員長 と

の打ち合わせを,去 る2.4日 、東京で行いま

した。「21世紀 仕事 :家庭 0わたし」の

テーマの下、各分野での最適任者を得て、

実り多いシンポジウムが楽 しみです.

● 11分科会のコーディネーターをお引き

受け下さつた方々に、現在の進捗状況をア

ンケー トいたしました。参加申し込みのご

参考までに、要点を今号の 2～ 3ページに

掲載 しました。

●今号に全国シンポジウムの参加申し込み

用紙、全国シンポジウムのチラシを同封す

べく、仙台実行委員会は大忙 しでした。ポ

スターは各地の女性団体等にお送 りしまし

た。地域コーカスヘは事務局から送ります。

●ポスター等の必要な方は下記にご連絡を。

●次回合同実行委員会は 6月 17日 (日 l

の定例全体会にて行います。

●連絡先

北京 JAC事務局 T/F
永井よし子    Tノ

Fノ

稲元 周子   Tノ F

03‐568906828

03‐ 3944‐ 6974

03・ 3944‐ 9647

0220378・ 9320

★ Jヒ京 JAC会員の国会議員連絡員のパ ト

ンが、清水澄子さんから小宮山洋子さん

の手にわたされました。清水 さんのこれ

までのご協力に感謝するとともに,小宮

山さんtよ ろしくお願いいたします。

★ 訂正 :「 北京 JACの設立会議に、九州

から篠崎正美さんもご参加でした.第
49号 1頁 目の文章をお詫び して訂正 し

ます」 (山 下泰子)

★ 全国シンポジウムの準備が着々と進ん

でいます.ご参加お待ちいた します.

★
31    誌み

rくぃ書拗り春す。

北京 JACカ レンダー

2001年

★ 6月 17日 (日 )

場所 :文京 区女性 セ ンター

C)13:00～ 15:00

定例全体会 :「男女平等条例のつくり方J

講師 :山 下泰子、斎藤 誠さん

② 15:00～ 17:00

全国シンポ合同実行委員会

議題 :経過報告

役割分担

その他

世話人は必ずご出席ください。

③ 17:30～  世話人会の場合あり

★ 7月 14日 (土)～ 15日 (日 )

第 6回全国シンポジウム

エル・ パーク仙台

本紙 1～ 3ページが全国シンポジウム関連で

す。 また、チラシ、参加 申し込み書などを同

封いた しま した。

今回は分科会を 2日 にわたつて開催、4時間の

予定を組んで じっくり話 し合えるよう計画い

た しま した。昨年同様、全体 シンポ、分科会

の話 し合いを政府・省庁への要望書などにま

とめ、今後のロピー活動につなげます。2日 目

の全体会にご報告いただいて、参加者のご意

見を広 く反映できるものに したいと考えてお

ります。ご協力、よろ しくお願いいた します。

。『 北京JACマ ンスリー 第50号』

2001年 6月 1日 発行

編集 。発行   北京 JAC事務局

50号の担当世話人 佐藤和子 永井よし子

113 東京都文京区本郷 1‐ 33‐9

コージュ後楽園廣本 ピル 802

TrF 03‐ 5689‐ 6828
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