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躙分警14時 80分

:  R躙°
)

'L:蘊
:趙      ゴ議 :

3.盪 準慶会諫瑕費襴告          会計監査
4.硼 準慶拳彙詳嵩案           憫 局長
5。

'第
9薗全国シン爛ジゥム量画案       開催地実行委員会

6.露脚4                会
7.規絢数型腿つしヽて            ―

担当瑕 人

8.lM引 翻鵬 鐸慶世話人 O監査選出

9.・ そ醸他

瑚 Ⅲ静- 15時 錮 分～19時
e :国会報告会   L臨 会見国会譜員

・ 地域コ峰力
・
ス橋動搬書

・

0懇 談      1

‐
O第Ⅲ部ではお弁当虚冊白いたし董すじ彗希望呻方は、1回針の出欠表にて

お申し込みくださ聯%鰈藤とお弁当』団D円》 I
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性会議は開催されないなその主な理由は、牝  参力国し亀量国回は特に低調であるたeその申

―平響躁糞浚眈ダ纂凸 卜‐〃静饒鶉       選
を作つても意味がれ娑り慟聾 置費鰊 レi

かし最も重要な理由は、アメリカやバチカン

動計画が策定される機杷があるということで

ある。もちろん世界会議を開催すれはっ
=暮

国

は世界会議に向けで努力をするぬでやるべき

だという意見や、女性たちが軍いに学びわ皐 :

る重要な機会であるとか鶴世界会議をするメ。

リットがあることは鰊講ラま¬Fもなレ`自 `L:   日珂陣瑾贈厨雪がM雷ドるアジアメ妃]酵繹澤纏量感等機

今回、目0鵬 鐸 3月 5日 から12目 ま寺I第  萎量会 でEscJ「)では、間醜 年 3月 滲に専

今年の CSWの特徴としては、ジエンダー  地域ではアがア太平洋N馳 ワーキン事グル

担当大臣などハイレベルの政府代表●参加が

多かつたこと、N∞ も国ロワ⑩人が登録し、サ

イドイベントも 17露 あり、情にアフ愛齢1と
―凱・

―ロッパのN馳 ⑪活発な活動が見しれたこ

。とである.2醐5年⑪司ヒ戚+l⑫ に向けて口準備

④ため峨情報収集に加え、アプリカは縦争漁電

多く、給争解澱に活動しているNG⑬ が発峨

活動報告をす鶴意味もあつたと思れれる.

Nふ  1騨龍言電I辟ぷ:::IR胚鰊隧
: 

降
.J轟■プ1蔦轟用雌‡鰤i鞣檄 轟晦 嘉襲鯰峰.jザ 嶋螺 f彙裁藁鑢写‐嚇 難鰹義おン《醐 集ま
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つた創Ю人が、青色⑮アプ呵率器洋地蝉渕 =‐

レポートを作成した。こ⑩貯ポートの内書は

グローパルなNGOレポ壷卜に反映された。

な膨辮
+loと 詰

:高

国世界女性会議岬ためのプレイン
ストニミングとしヽうタイトルで3月 7日 の上

曜日にS時間学も3月 11目 のボ薩甲に 21時間、

2回鵡論した。

'会議のためぬ画内委員会を設置していなアィ

〇菫夭又質訃贔炉製撓鰺舅塵b《う余:妻:ジを悩融嗣したプラジル麟女性団体
逼轟墨卜熙亀繁曇逸文≧ζ∬皐脂極晶邁
京
ε         奮〕 響亀界女性讐話の件は評.しい議論がなからた。

聯 鯖 亀
‐ l冨 撃

'軍

―卜を各国ご地域tグ自すバとに1作成すると
いうことである」2回副iこはN馴動レポート

を血Deぬ評価
|も

書めて作成する
i二

:ど驀ジェ
ンダーぬ主流化につながるというメ1壼 ント油琶

瞳翌抒称警Ъ讐お標軋冬奄1軍矮貯ヂ糧屏蜃曹
知られていない。しかし、な に違いがある

あり方にもいてもチニッケす喬饉璽闘雹ある。

NGOが傍聴を調められないインフオーマル

セッションを晰 した。国際女性⑮地位協舎

はECOS⑬ Cの N∞ S蜘蝕目があり通年パ

1'デ輔警もらえ蜀神私 尋拠囀轟埋すと政府と同じ

.形な躍で区局嘔がつかない。田□⑩年までインフ

ォーマルセッションに回酬Эは傍聴できた。

認していると曝くう
・
理由で`蜻 轟

:す
うとい

Ⅲ
う表夕 lご ことごとく反対P'事 た1皐面鰤

覇d赫嚢Pと いう言葉もクノテンクやざ院での。

.義が明確でない:交銅、母親もジェング≧だ
| 

とぃ豪
:轄ぇ鋳脇る』と発言しゃ島場産体瀞ら

テ■イング産轡でた17メ リカだけが
'1鯰

行

1  量鐵饂鰤腋F詈褪等ヒ
後ろ向きという状況で、パラグプラびとぅに

なつた囀
・

ポT卜にイ:ン
写ボットさオl尋 ,

ごめ緒棠碁持ちて、来年3月 ニューヨニク
で8週間開催される拡大女性の地位委曼会で

さらにロピイングをすることになる。
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DV法改正をめぐつて 莉経過と内容鮨

戒能民江審島書迎えて

DV法の改正をめぐるNGOを始めとする

動きについては、マンスリーで運獣ピ報告し

てきなが、3月 20日
'ぬ

J典に走例会には戚

能民江さんなお招著して部話を飼つた。戒龍

さんはも法制定後に発庭bた D〒 連絡会:.法

改正に向けたDV簿を強ェしよう全国ネット
ワニクなどで申心的役割をつとめ、男女共同

参画会議の専P咽調査会委員でもあつた。

今回事とまつた改正案骨予ゆ要慮は、ヤン

スリァ帥 号lこ掲載したが、例会では、参議院

のDV法改正プロジ手クト○チーみ峨動きを

はじめとするDV法改薫Q囲 について説

明,があつた。骨子案から法素に重るプロセス、

法改正で実現できたち口できなかつたものの

分析など、非常に興味深いお話だった。会員

外の参加もあり、関心③深さが寝われた:

続いて、改正内容のポイントについての解

説。『配偶者か蠣の係力』の定義中拡大は、
・
結

制定時なら指摘されてきた尋とだ|す に、今回、
F身体的暴力に準ずるJひ々に有害な膠彎警鳳

ぱす言動』に拡大されたことはヽなわ『弔lき

続き暴力を受けるという条件つきではあるが

一歩前飩 前文の理念の鍮異的行為』部分
が改正される可能性がおるがЪ魏ア前でなく
ても『重大な人権侵書』寺ぁるこ塵直事実だG

。
また、『保濾 令の拡売』に0いでは6意の

改正点がわる.保護命令の対象者に 暁 國偶

煮』ぷ含まれることに畿り、議婚iしたらDV
法が使えない問題は解哨するが、いつまで力電

『離婚機』なのか限定的になるおそれがある.

被害者申同伴する子どもへの接近も禁止対象
・

になり、過去命令期間が鳳適閥がし理ヵ月に拡

大、再度⑮過去命令働申し立てが可能になり、

保護命令⑩再申し立ての手続き力雹改善され、

退去住縁付近⑪徘徊も禁止される。
・さらに、国・地方公典団体には自立を支援

する責務励t明確にされも轟力防止と被害者爆

諄甲亀めの基木方針や基本計画の策定鰤書都道
府県にまあられる。計画め飾定|とはt簾定過
程で■事者零N馳 ぬ参画繭毬轟務づlナ られ、
平興①=と

の連携0支母もま申られているも
DVセンターと福祉センターlまt調諧機能

)と 共に曲適藁起援を明確イLすることとなり、1民

間由縁塵⑩連携も規定きれる[基ぬ値:,関係
機関口連携・協力、警察⑪援助努力義務、奮

情の適切かつ迅速な処置t外国籍や障害⑪あ

る人の人権尊重が定ぬ幅れ、3年後の見直し

綿定が電かれた。

法改正に以上⑮ような虜果油雫見られたのは、
NttЭ 主導⑮議員や閲係省庁との意見交換⑮

積み重ねがわったこと、当事者が参加した亀

と、CEL熙峨働告漁1むったことなどが挙lず

られる。しかし成果はわるも⑮め、積皐残し
たもめも多bヽ。①結ぬ対象範囲に、交朦相手

デ恋基なじ彎貪むことO ②爆護命令の対象

範囲に、親族も援助者、援助機関などの第二

声基普静こと: ③保護編帯⑮申し上を糞件
に脅迫などの精神的暴力を含静こと ④保護
命令で禁止する行為の範囲に電話やメ■ルな

」暑隆熙筵血諦令3瘍薫竃拿宮響已門§蓮喬
轟ンP麓鷹蟷繁肇塁馨璽菖臓雷汐臆讐撃[nO場
0[RE雷雪雷」「S量鱚唇曇稽胞警雉護

‐
楔轟P閻蜃ヅ鰤翼

偶
梵伝慧

諄讐需瞥懲貶辟隕抒
先
息獣√讐量属皇、事暑暮

響儒盪ン警れ詈戸喜瑾臓童闊腫響覺薬彗昌奪
自
顔重1曇茎警冒讐賤鼻Uttc

(永井よし尋つ
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罐爾頸爾藁藁日本量性学曲端串ヽ国鋼女懃同霧画をめぐる論Ⅲ研究由報告釉ε圃爾戸

言           橋本ヒ画子
、ょ、   t  レヤ           ′                             ・

、事義務i挙
・レ再霧呻靖寧勒1彙‐黍響キ幣Fて

いる・

|

今回は、つくば市、北夕ll崖 松ゝ山市¬辞昴

曇|モ露£曇炉写ン言嫁轟量1霞尋⑮冒僣墨鷺
候ポんうた。

.Qご
は市では、ユ中4年 J月 鶏暉口にもヽ ば

,豊暴闘参画推進員め任命 1昴華幸同琴コプセ

条件整備措口、IttTぬ学響機会議提供な
｀
ど努

一 儡―



′

崎ム|ンバイ

3月 30日 、東京ウイメンズ・プラザ・ホー

ルで開かれ縫上記の集まりは ‐ゝ特1笏l轟ま

が目‐立つ駐況だつitbオルタナデイlイ畿縫済

の枠れを押咽、WTDや IIMFの支配す登1世

界経済をどのように規嗣するか彙蒔齢螺てき
'

たアジア太平洋資料センタ讐嘔曇罹l尋 皐る。

尋ピ雫力~は国際問題評論家押北沢洋テさ

ん趣、タイを瓢点とする1璽喉oi暉フオつ尋F・窺4°
ヴ『ψ゙ローFtiル 導榊民代表⑪ウオルデン・が甲、ァ

9,5%蜃駕飩琵鬱輩秦Iな
ションを間嗜罐 けてきた北混さ・んそれぞ拠の

蒲話趣お二人峨対話という構成で「出ったが、

時間的に対話には至ら亀、隣拳だつ鵡
第1回嚇・ルトアレグレ(警:請む》鵡勲参力恥して

きた琳ヒ沢さんlまゝダポスで開われら世轟のエ

リートた堪⑬会議層対抗じ砥集まった塾岬醐

人.の市民や農民たち喩纂ネルギ〒油琶、:年 増々

えて、アデアで初めて開力Lれた今年1月 の押ぽ

イ硬雌襲、衰退
'と

し`う危惧揮夢越虜詮¬「 12フ丁J唯力電

集まつたことゝ 経綺システ皐熟前に生岬や京

を持:たない山岳民族や―ダリ^ッ トゝ1零細期、作農
民暉参加漁3突きつけな新たな闘題と、言業め

表興が届かない彼ら1晏肉伸表現で伝えるアピ

⊂):4種璽意なR3m重葛∫写寃i渥脅馘看和き
経済の枠組という.深い'論 レ合いより、「上

1地・1求‐0食べ物』であり、暴力そのも口の「戦

争』でありゝ 『女性争の年力』ギ¬た。牛存の

権rllと 暴ヵが下体になって論じいれ毎彎世界

は他の庭辞ら雛 ている』・こ襄盛したと韓`うo

こ峨ダ脚邦・ルに考えダP中ピルに行動すづき今、

では日本はどうか母日本には行勲鮮ない二`liSか

りか怒りもなく議論もない―`。闘順は山積、不

安は一杯な印に鶴:≧れはどfう し|ただらう。

ベロー學ん嘩、資辱い基、弱者ξ‐拿業のパ
ロ朝

゛
りざ→クの犠牲者発ちがムンパイを埋め

,:キ・lt.Mο

み側暉 mil厠聯彗った回か耐

たことで記念すべきWSFに なつたと語つた。

や葬調叩W幹町)プ1乃即丸子1亀世界⑩♂題瞥:口
だ

ず輩感蝉準0 1年前のァメギ丸はN呻中:写壽カ
経蒜力:噂世界岬君町時:準がち‐學,プツシ畢は
5月 1〆押l曇鰤曖|1降り準P巧讐争集結畿零申
し準≧轟奪眸惨:喚ている申碍感ないだろうかQ

あ撫鍮摯駐皓暴挑鍮時本きく変わつた0兜顆,プ

ンル゙、イ|卜il亭米盛iFVやデメ馳準華》白碧:撃
｀ヽ

力藁クiン会議が失敗した。闘戦まで戦争の根

れだ彎たち⑮が成立しなく、なつた。17メリカQヵ
は息連1こ弱キ?て、|キ

る。手:Q即 アゝメリカ|ま出回

警模索′b霧巻典槽ttfラタの現状漁キら嘩曲嘩計さ
れヽず、/縄網ギじしていや1,器暴甲雫場者144すで

'が
こ駆暉1人 考ヽ銀目l≧入っ亀直甲碑醒曜いでベ

トナ、■時⑮与う警言卜喪動がわかうな―、時間
の問題だ。アメリカ帝国が手を広げすぎたことは、
①7フ

ガ搬 1に養厠寄り嘔鋳定政権は実尋して
しl鍮いl②ぽ暉畔 は一辱不宕窯になつた ③

アメ皿力嘩
=ヤ

ロイ彎螂街琲鎌の人質になってい

曇「③イ風
7井Q岬激摯率が広がつていうl⑤

l蝠哩Qが :分製1鰐Pつねる:③喫南米″
)申対

儡麟晦魯になり駆員政携が誕隼bた 10国境
轡機,え準市民運動があら ③有志導合が分裂

しつつ■る などに見て.生 机る。こ紀はプッ
シユ政湘零平郵聯とl｀鸞よ雪『

メリカ甲飩勒 共
和党から民主党になってもアがリカの政策はそれ

暉ど変やし奪いだ帰つG予枠:営変え罰のlilア

.メ崚回覇酪 :当
.嘩準ラ外売を水中る脅鶴世界が

1アメ撃≒藝えるかヽ イ貢ク甲挿航準拳鯰嬰厠⑪

翠化次第だ0、 イ量彎癌候群は極深b卜喫t tt Q年

,機¬アメ躙支Tは弱専る。押停的魯連合l'1準上
、国の導合体尋力をつけも宰ンタン現象油3日 本

.や印叫に向かう0発展途上国と市辱の力がアメ

Rリカ真配蕉抑劇す蜃ポ■早i杏時、せ年¶ アク

導撃の判叩那らに申率中欄醤論を閂県集した|、日本
政府の順が3‖ けたのは蟻念だっ走Ъとi語つた。

1(器年申W闘はふ
゜
ルトTレタl腹で開催さみる)。

(永井よし子)
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3月 1』 自ご新しく昇格じたデ均乖き`の人看
・選増剌普持ちた元・原讐二人塵、ま燿藤事中

の住友ィ直学裁Yj・J原告二大量産疫佳臓鰺輛赫

原告二人、それに応lin団でお葛
‐輛蜘膏

‐
赫'夕し

パ遣~人
:證甕善七人で、・奢貯安癬書行っれ

今箇あ主な自‐歯亀、白量魃 赫渤瞥纂|よつ住
.潰
竜ェ緬癖勧書の内態をい簿J龍具体苛脇する

かざしtぅ こど与ぁるcアたヽまF楚餞井喧敏墨と
'し

う`人権感覚を持ち合わせた:ジ三・シガ畠バ
イアスのなt亀裁判官櫛Cttf当 に違塔|た噛守こあ
んな和解が成量した日選ご1特嫌最

・
緋畠員だ』

と含われ藤いために、時■長であ女性が時の

成果を撃窒する権利』
‐  責ごり)卜堪 省ゝ

庁に確認するために、上京したぬでЪttζ

◎I二過で開いた財・日本璽Ю協会わごと

大阪を早朝に出でも掏 時半には LDF駐曰

彗縮所を調間ξ慮対しをいただぃため.は等本
隆信次長。このときヽ初麟ゼ財団法入む国F本証Ю

協会と霊Ю駐固事務所10i関部を知暴饉¥魃
中はMし ていた自跡畿が瓦慮〕復偏巻償指し

そ、19理9準に基 (政府0'農益》つ
1錯 て分画面

体)な 償 帽蟄躾礼了輔
り
で設立に、LD31年の

I二6:復婦後もttI乃0協力蔦蘭自体として、各
都道府県にも輔 所がある選画題織gt重五趣薩
固事務所と協力して、二⑩:絲峨普量

iと

健壁
懸労使関係の発展こ悔糾響卜嘩情鰤縛介警ど
停各種事業薯蕎心。てい心とぃデξl‐機曲曲

iⅢ

世
・罪あ労働』という

.あは見通こと講通る鯖[tそ

繭活動にっぃせはょく発きなが碁だ:1でもこ
1め

たが発行された「11週 :労働組合と参皇ン
ダー平幸J(編集・発行 ロホ血通.機会:定
価地面白)を二年内ぎ1馬か葛繭介きれごタ
芳調間膨た『連合JI`守買嘉こと齢でき%・ぼん
だか得bた気分lこ

・なつたと  1
堪ょっと前置きが長くなわた湯Ё、正通では

ディーセントワークとジェンダー平等諏雹主
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◎ 省庁交渉でガイドライン論争
1時から3時までが響庁交渉Q出席をお願

いt聯譴慟憶蘭欄爾〈を     と法務讐|と

'1

mi。
私たちの閻典聟5秒ぜ岬≒

道がwa皇隧言騎写木
射「早用軍琴

区分ごと

*回答 20⑩量罪の 10月 から間接劃 層につい

での研究会を発足させ、諸外国の事例など研
.売してぃき』ァ繰聾Jでは多く―撃と正社員の

1目輩霊,PLR蓬厖電鯰仄董よ竃贔了渕漫警
つていない。他差別禁止法を作るかもしれな
い。今 郵醜0年までは、指導的地位にある女
性

常卸螂いすろ長拝輩掲轟柳鐸みでぃぅ。

1警曜間囲 ,選都議事書ぬ雌権はいもか。

信摯膨口言黒雰翁「 湖0

`F申曽暮寺頭』に虚する高li』懸Jヽ応、:2oo2‐遷塁看糟繁『誓讐量警辟顧』Мl°
指〒をお

い縛ン学ィプァクシ塾ンにっいて1ま時間切れ

1珀 ダ嚢窯請輩沌1は菖i指
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,「男 F女』・の表謳■の統ずによ局、鱈難仄争印厠籍続柄咆割譴載回撤産をギ

∵ :

圏甲鎮轟子

罪近機的な発面であな婿外子人あ窪帥
|  :

選雹杯星量蠍瞥百警卜撃警邊晟『i鰹署慮鳳鱈

:

|・ 24ξ‰髯翼盤蹴蠍
:

1姪燒判鯰内鷺涎躍調孟 油施ら維持された。しかb今回差別記識が撤廃
｀

表認はプライバン蠅 害』と認定
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面
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雹

〇

ています二             |   ‐ :‐
・ 11   1

県内庭は農村地域壁謄デドパイザに轟,自 尋6人翻定され、,番曲うち庁7讐ムで組織害れ
iたアレくイテ剌羅陰鯛ありご覧酢繭論 を
｀
そこ気 事鰤 と毒幅てい場    剖

卜むね国いし、=側に立颯てく1證ぎ嫡:こ と輸機

会に圏もてく
・
摺き却、T憲 .されれは私曜獅¬

:

::して寄螂(て 嫌湛自磐占む鰤〕奎固協調の粘糠事もいただ審議し縫。   1
∫: T`嗣ケ甲心曜血密朧黙鶴趣饗協定に畿装ヽて、農麹機営]こついて、農難睡スの細酬にうい

Jtt A手嬢■ビ爵剛鱚:

目醐睡 」帥帥 l囲鰊
パ   :

:鰤握轟謄農斃鼎でなやの農弾を変えでいるのは多く醸女性なら噂かり。な1蠅峨でがんばも
:|てい曇とい畳:こ 1と 疇誰:恥椰コ離鐸薄い祟輩Lしかし、昇女平等□視点で回女性たち口斐続
:撻曲勲ヽ靱i鍮く嗜i書饉印ぼリン観彙側錆麗L農業女性口声鮮生が春轟譴轟轟灘庭繭赫捧も繭

て、「量惟晒絲轟裁画降つЪ聯看
`嘔

農業務員]島業      %経 済謄動にもルヽて
―
攀、と

むっていま九 .聾螺 奪嘩騨聾肉 習も器れてし'嗜轍キbじ殴固瞳鞄盪むなる

今像m予定としては、8月 19団□役員会に譜つてT示されれば印刷し、理事をとおし
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につい

膏闘曜鏑|:20ξ懸摯申が①昂駿同響t土ドi義珈ぽ脚11制藝)11■干轟::り 計 :∫ |「

☆開催地 :大颯府女性総合センタ中 (ドープセンター)

i庭  ■ .こヅ.ざ it、 出 」ift年 十1 lF:iず 。マ ∴Л Fl鐵ちミ :職t II宇1:1・ :f・重 キ牌 壇i撃・ 柑 _'γ i■∬… .ザ響■=1‐ 洛 驚 1]蹴 |

★今号1蓮裁判関連⑪記事鍮電並ざました。こ口

:・属髯茫獣        O
上に阿ぃること釧斃じまれ    、支

:iぃ 部≒華し掃 .舅下予螂なつ〕熱膳¬

i脚      貯写7儡刈議`だ仙翁黎警会～

t[メ鯰坤尋ら嗜 曇ltで富』騨鋼卿鶉知らせで九

塩・嶼匹脚躍曇曼Qシ部學シア鵡由囀抑台で囲報

-12-
瑚L京 ふ蝿 事務局



世界女性会
'議ロピイングネットワーク

7ンスリー北京IC
Japan /r,crnoitabitr;ity Corrlus, Deil&q

第82号
5月号 2004年 5月 1日発行

2004年度の総会が、4月 24日 土曜日、

文京区の男女平等センターで開かれました。

出席者は34名、委任状は51名 で定足数を

十分に満たして総会が成立しました。

プログラムに添つた進行は松本惟子総合司

会のもと、第 1部の総会議長に 21ネット津山の

黒見さん、書記に新潟 JACの降旗さんを選

出して、盛りだくさんの議事がなごやかに進

められました。

永井事務局長から報告・提案のあつた2003

年の事業報告、2004年の事業計画、同様に小

林会計担当世話人による会計報告と2004年

度予算案が承認されました

2∞3年度の事業のうち、2004年度予算概

算要求に関する省庁交渉を省庁別に2回に分

けて8時間をかけて行つたこと、それでもな

おかつ年間予算を話し合うには時間におわれ

てしまうことなどの限界があることに触れま

した。また、「意見表明やアピーノИ が昨年よ

りさらに回数が増え、女性や市民の人権の確

立に逆行する動きが強まっていることが窺わ

れました (以上の4書類は後掲)

昨年はCEDAW委 員会で日本政府の報告

書が審議されたため、それに伴う活動も活発

に行われました。来日した委員の講演会に地

域コーカスが積極的に関わり、その他、各地

の報告会にJAC関係者が協力しました。事

業報告に記載はされませんが、地域コーカス

2004年度北京JAC盤会開催

の活動はJACの財産でもあります。

さらに、北京 JAC九州・山口・沖縄を中

心に行われた2年間の事業『 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』報告書はわずか数部を残して完売し

ました。ご協力ありがとうございました。

会計は、事務局運営とマンスリー編集・印

刷・発送による経費節減の効果が蓄積し、次

年度繰り越し金は前年度の倍になり小規模会

計ながら安定してきました。新年度からは事

務局体制が変わり、印刷などを外注すること

になります。

規約改正議題は、残る時間を一杯に使つて

話し合われ、事前に会員にお送りした世話人

会提案の改正点はおおむね了承されました。

その他、文言や表現について、会員から寄せ

られた諸点のうち、積み残したものについて

のみ世話人会に―任の決議がされ、5月 の世

話人会で検討することになりました。

また、今期は世話人の改選期なので新しい

世話人が推薦され、承認されました。

地域コーカスとして、北京 ふ£ 九州・山

口・沖縄、世界女性会議わトワーク関西、北京 JAC
新潟、北京脚C長野、北京 JAC仙台、北京

JACふくおかt21ネ ットつやま、2005JAC,

世界女性会議ネットワツ静岡、北京 脚C多摩が
°
出席、活発な活動の報告をいただきました。

」   (永 井よし子)
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躊会報J第 2部 ～甲彙報告彙～

参議院議員改選選挙を7月 に控えたこの

時期、しかも会期中とあつて、どの国会議員

もスケジュールが超過密である。それにもか

かわらず、時間を差し繰つて、選挙区から講

演先から駆けつけてくださつた JA_C会員の

国会議員には感謝する。

第 2部は進行役の前参議院議員で共同代

表の清水澄子さんの「女性議員が減つた現状

を憂う。イラク人質事件から自己責任という

言葉が横行しているが、そのもとは政府の自

衛隊海外派兵だ。同時に憲法改正論議が進行

し、それに伴いジエンダー攻撃が行われてい

る。私たちのような当たり前の感覚から離れ

ていく心配な状況にある」という言葉で始ま ヽ

った。

●大脇雅子参議院議員のお話●

去年の暮れに社民党をぬけた。比例区の無

所属として社民党 :護憲共同で活動してきた

が、社会党が民主と社民に分かれた時、社民

党組織に加わつた。政審会長も勤めた。先の

参院選と衆院選で惨敗 して社民が法案提案

権を持たない政党になり、政策実現を議員の

本務と考える私は他会派と組むことを主張

したが少数派だつた。討議にも参加できない。

私は均等法の努力規程を変え、パー トタイ

ム労働者の均等待遇の実現を目指 していた

ので、新体制になつて他会派との連携は考え

ないとの不信で党規約が改正されたときに

離党した。ライフワークの実現のためだ。現

在、会派としてや民主党で無所属で新緑風会

に所属。党活動はしない。厚生労働委員。

パー トタイム労働立法は、均等処遇を実現

する議員連盟で法案を発表したが、これは灯

台の灯。パー トを理由とした差別を禁止し均

等待遇を進める法改正の骨子案を民主党の

ワーキングチームで作り、要綱案を法制局と

詰める作業が、年金問題で頓挫ななんとか今

国会中の趣旨説明を目指している.

イラク派兵に伴 う人質問題では行政監視

委員会で質問をする予定。自己責任の発言が

政府高官から出ているのが問題だ.自衛隊宿

営地にはマスコミだけ入れ、その 2日 後に民

間人を救出した。官民格差、そ して民民格差

が起きている。けしからんことだ。以前、紛

争中のポスニアを訪問した際も、大使館は国

会議員用に防弾チ ョッキを二人分だけもつ

てきた。一行は 5人だつたのに…。

憲法改正については、憲法調査会の参考人

に見る若い憲法学者の右傾化ぶりはひど
オ~

安部自民党幹事長は集団的自衛権も行け行

けどんどんだ。民主党もさまざまだが、護憲

勢力とはいえない。人質や尖閣列島問題など

では超タカ派もいる。小沢一郎の憲法論は国

連決議にのれば何でもできる論。若い民主党

員は「軍隊を明記」「シビリアンコントロー

ルを入れよ」との意見がある.社共は護憲だ

が、「護憲Jと いうだけでは切り捨てられる。

議論にもならない。

年金問題では「女性と年金Jが どこかへ消

えてしまうた.DVと児童虐待の法改正はさ

れたが、「従軍慰安婦J問題は逆戻りだ。

日本には立法リテラシィが欠けている。今後は

早大大学院で立法イニ汀ティプを教える予定。

*質問 :中 山、西村議員の反動的発言の Lう

に、自民も右、民主も右、つまり国会は私と

いうことなのか。日本人が右ということか。

*大脇 :彼 らはきちんと認識していないので

はないか。日本の国益をそうとらえている。

民主のうち

“

人は核武装派だ。

*質問 :国益につぃて議論があるが、国際的

な世論とは明らかにずれている。 (以下略)

●円より子参議院議員のお話●

今の状況は 9011に始まうた。問題は個人

というより党の方針だ。私はテロ特措法にも

反対したが、党の方針に反対するというのは

とても覚悟のいること。最終的に党は反対し
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たが、なぜ民主にいるのかtと 言われる。社

民が小さくなつて切ないが、国会の仕組みや

決定プロセスがわからてくると、大きなもの

で頑張る意味を考えて残つている。

人質事件の3人のことは誇りに思う。3人
へのパッシングは、夜道のレイプ被害者を非

難するのと同じ論法で、政治家とマスコミの

責任は大きいと同時に1メ ールやインターネ

ットで簡単に判断 して同調する社会のこわ

さを感じている。他人の意見を聞いて、反場

し、考えることをしなくなつた。この風潮が

自己規制につながつていくおそれがある。あ

のバーバラ 0リ ーもアメリカ中から非難され

た時、一人でも一人ではなかったから頑張れ

た。スタッフや支持者が支えたという。

ジェンダーフリー攻撃も、「女の時代」と

言われた時代は真の力がなかつたからだ。女

性の力が本物になつた今、相手側の恐怖を示

している。行政が旗振りすると市民は無関心

になる傾向があるが、壁があるとしつかりす

る。封建草の根オヤジたちはよく判つていて

攻撃する場合がある。

母子家庭支援の実態から見ると、厚生年金

が適用になれば仕事はますます細分化 して

いく。クビにつながる現実を官僚は見ていな

い。時給は ドンドン下がる。下がる時は 100

円刻み、上がる時は 5円刻みだ。女性のため

に金融や経済の委員会に入るが、そこに女性

はいない。経済的基盤の前提を欠くジェンダ

ーフリーの実現は遠い話だ。中山議員の問題

発言も、党で「違反」と認識されない限り処

分の対象にはならないのだ。

*質問 :人質バッシングの中に女性差別的言説

がある。注意してチェック刷る必要がある。

同時にNGO活動へのバッシングで、政府の下

請け的NGOを 例外としてその他のNGO
への見せしめが広がっている。バッシンク

゛
する

側は権力の総動員体制だ。される側とは圧倒

的な力の差がある。国民保護は国の重要な役

目。 3人の功績を国会で票かしてほしい。

*質問 :大脇さんや円さんを支えることが他

の反動勢力を支えてしまう矛盾。私たちの投

票が変な議員の進出を助けるのが辛い。

覇 葛轟豪
る人質だ。彼女たちの行動とは別だ。外務省

は迷惑千万という姿勢で、それが報道される。

これが民主国家かと思う。

*質問 :民主党は基本法に積極的に取り組む

方針のはずなのに、西村発言も問題にせあう、

中山質問もゆゆしきことだと思うが。

*円 :国会質問はチェックされない。渡しは

やニフェストで当選した議員なのに、と幹事

長から注意してもらつたが、それ以上は無理.

公約違反は山ほどあるが、はつきり対応する

よう求める.

●福島みずほ参議院議員のお話●

人質事件ではアルジャジーラにメッセー

ジを送った。政府はイラクに何のネットワー

クもなかった。NGOや市民の情報提供がな

ければ、イラク情報は間の中だ。市民の発信

で彼らは助かつたのだ。

戦争と差別、排斥主義が手を携えてやつて

くる。7月 の参議院選挙後、公務員法や教育

基本法の改正、そして改憲tさ らに自衛隊の

恒久派遣法が出れば歩みは速まるだろう。

NGOは選別され、楽しい市民活動ができ

なくなる。「備えあれば憂いなし」「構造改

革」「民営化Jの小泉の掛け声とともに、女

性は生きにくくなる。国民は選別され,公共

サービスは削られ、女性は男性の手で 1号、

2・号、 3号に分けられる。

国防法制定、武器輸出三原則の見なおしと、

戦争ができる国へと突き進む中で、女性や市

民は息苦しくなる。私たちは何の鶯に税金を

払つているのだろうかと思つてしまう。

(福 島さんは国会報告会に間に合いません

でしたが、交流会での発言をご紹介 しましたc

したがつて質疑応答はありませんでしたc

7月 の参議院議員選挙で改選期にあたる

JAC会員議員は、浜四津敏子さん、福島み

ずほさん、円より子さんです。大脇雅子さん

は今期で引退なさいます。それぞれのご判断

で女性のために活動する議員を応援してく

ださい)

-3-
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2003年度 J断苺JAC
1           00001年 4月 1日 00041年 3月 31日 )

1。 1ヒ京JAC総会
2003年 5月 10日 文京区男    ンターlこて開催

2.北京JAC第 8回全国シンポジウム開催 (沖縄県総合女性センターているる)

11月 21日～23日 ～時代を切り開く女性のエンパワーメントγ

全体シンポジウム、9分科会、交流会、エクスカーション  参加者 200名余

3.ロ ピイング

・,HM年療野鴫瑠應毒副ににi難わる省庁警聾襲    10月 16日

02HM年度予算概算要求に関わる省庁要望Ⅱ    10月 器 日
OJNNCのT員としてCED      要望行動  10月～7月

NGOの要望事項作成t委員会からの政府園問へのNGO回答作成

NY“慶 報 辣

・ЛⅧ C農数 悩 様 掘 誨 導 功口      5月 12日

・ DV法改正のロビイングに動 口          酢

・巨肇会づd駐覇詢員顔醸訓
=針

に蓄親〕ロ

・ЛいC省庁交渉               2004年 2月 13日

4。 意見表明およびアピ■ル等                   ′

θ 00DA   しに課け
い
るNGO・    冠魁鶴ざ出席  4月 28日

0少子化社会斌策基本法に関する意見            6月 5日

硼 脚 卿 難 しに1錦 -          8月 8日
0夕愕羅‡。NGOのヒアリングをめぐる要運彙に基功口     9月

・北京」AC第 8回全国シンポジウム宣言          11月 2日
0     防止

―
についての要望         12月 2日

・∝ W iJ嗣「る議                1月
"日・ジェンダニフリーをめぐる内閣府発言について      2月 二 日

・男女共同参画社会の将来像について           2月 16日

5。 第2
2003年 5月『第2回 全国の行政     ・       lJおける男女共同参画

社会実現のための取り組み』調査報告書発行および販売

(北京JC九川・山口・沖縄 調査・編鶉

6。  ,超夕墜金劇略針

C海月 10日

C澪月27日  雛 と牲

:  ③10月 12日 04年度予算概算要求を見る

④ l月 12日  北京JACの活動について

α 月20日  DV法改正をめぐつて

‐7.世話大会
馴4、 6肛 7、 27、

"、
10r12、 1■21、 ■劃咀8、 lr12、 塑 、捌      姓 10回

8.『マンスリー 北京JACJ発行

70‐

「

80号まで11回

9。 地域
==カ

スとの連携・協力  地域コーカスの徹       詞輌剛鑓鋳参カロ

ー4-



・北京JAC2003年度決算書
2003.4。 1～ 2004。 3.31

おじヽ 雀「居+   307660009

預金残高      1,453● 402
郵便振替残高    45,040

量 萱 塾

===童   査 報  告

会緊χ覇科薫進       
関係帳票を監査した結果

平査  髭わ可蒸卜 」譲:

監査″ロ ノ滅参ケ

の

項  目 予 算 額 決 算 額 増  減 備 __圭
〈
〓 費 1.500,000 1399。930 499。930 193A
カ  ン  パ 20r000 19。 108 -892 有馬真喜子他

事 業 収 入 300。000 809.510 509.510 全■シンポ・饉告書代色

地域コーカス分担金 210。000 228。000 18。000

雑  収  入 100 610 510 預金利息他

前期繰越金 708.851 708.851 0

収 入 合 計 2.738.951 3.766。009 1,027.058

の

項   目 予 算 額 豊 __算_額 壇_滅 備  考

事務所家賃 _ 793。800 767.650 -26.150 市民の金融去につき

光熱・水料 00。000 36.123 -23.877

切手・送料 350。000 337.170 -12.830 マンスリ‐他送料

印刷・コピー 3.000 8。060 5,060

電話・F麒 90。000 122。966 32。966

紙・文具費 70.000 107。 180 37。180

会  場  費 25。000 12.700 -12.300

事 業__費 400。000 356.260 -43。740 全国シンポ他

事務局費 100。000 73.500 -26.500 交通費・諸費

印刷機リース料 126.000 126,000 0

旅  _費 150。000 150。000 0 世話人旅費補助

笠 _費 200000 916 ~193084

予 備  費 5511151 135口050 -416.101 市民の会撤去につき

支 ■ _合 計 2。738.951 2.233.575 -505。376
目
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2004雑 線 dAC  四 年4月 1日螂 年3月 aD
2004銅 難 笏 籠 賊 訓

・           :‐ ‐ :｀

lf Ц鰯訴預麟読■に基づくジェング上の主流化を進める

2.女性0以劇解潮鶴静ヽら、平和・犠説止・ヴ嚇動0葺越蔵・教育の分野の学習とり鶴目晟篇認H〒 う

1.20041報齢自硼維 伽肛年4月 2日 力趣朝ガ関センターl

2.定例全体会の開催 :罰臥 隔月に開膿:その他、必要陶応資 開騰する

3。 ニュースレター「7ンスリー北京脚側の発行傍爾lと して年11回発D
4。 第 9同隆ロシンポジウムの開催  劉腱年 10月 9日 0～ 10日 (日 )

5。 口r―  ・習M晴鋼響暇鮮要求について

・魏 燿 行 ― 航 噺 う

6。 国およ硝 治体彎に対する意見表明・アピ¬ル等
7.地域コ

=カスとの連携と勧 、テ中マコーカスの活陶
8。 他団体との肋

9・          原則として毎月開催する

10。 その他、調査・研究等、必要と判断したことを行う

JLHueczoo +{.fr,?f,06

項   目 本年度予算額 前年度予算額 増  減 僣  者

▲

=
費 1。800。000 1。500.000 300。000 189A

カ  ン  ノく 10。000 20。000 -10。000

事 業 収 入 50。000 300。000 -250。 000

地域コーカス分担金 258。000 210。000 48。000

雑 収 入 100 100 0 預金利息

前期繰越金 1。532,434 708.851 823.583

収 入 合 計 3.650。 534 2.738.951 911.583
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★ 2年ぶりに総会に出席 した。国会議員をは

じめ出席者から、現在の危険な政治状況の中

で1北京会議以来ようやくの思いでかちとつ

てきた女性運動の成果が、重大な危機にある

現状を聞いた。状況は厳しい. しかし隆対に

後退はしたくない。いま必要なのは、新しい

攻撃に対抗する戦略だ。新しい戦略をつくつ

ていくのはそれ自体が挑戦であり、その実践

の過程には試行錯誤とリスクが伴う。

T方で、どんな組織も時間を経ると守りに

入 り、草創期の生き生きとしたダイナミズム

が涸れてくる。 しかし、それでは組織はその

磁力を失う。「新しい戦略への発想」と、「運

動体としてのさらなる活性化」が、北京 〃C
の今年度のテーマではないかと私には思われ

る。

この意味から今年の全国シンポに非常に期

待する。いわゆる「平成の市町村大合併」に

ついて、ジェンダーの視点からしつかり分析

し、これに対抗する私たちの運動の方向性を

考える分科会を、いくつかの地域コーカスと

共同して開催できればと思う。

佐藤和F・ 世話人

(世界女性会議ネッタトワーク静岡)

★今年度の総会は受付担当だつたので、資料

の受け渡し等で出席された方々全員とふれあ

う機会を持つた。その中には、意欲を持つて

入会した方やこれまでの活動に加え新たなス

テップを踏み出す方、地域コーカスとして今

年、北京 脚C多 摩を設立した方々などの参

カロがあり、昨年よりさらに活動の広がりを感

じた。

第 1部、第 2部共通の課題は、今後、バッ

クラッシュの波にどう対応していくかだと思

われる。今年はそのために「情報を集め、対

策を立て、実践したことを共有し、次の 1歩

につなげる議論そして、また実践J「したた

かに、粘り強く、北京+10に向けてジェンダ
ニの主流化に繋がる活動をしていくこと」と

いう思いを強くした。

これまで要となっていた事務局長が不在の

今年、北京 JACの活動方針を実践していく

ため、世話人 1人 1人が自分の役割を確実に

果たしていくことが求められる。

また、地域コーカスのメンバーとして、市

町村合併に伴う女性議員の比率に注目してい

く必要を感じた。   稲元周子・世話人

(北京JAC仙台)

★総会は、1部 02部合わせて約4時間と長

丁場になったが、それでも時間が足りないく

らいであつた。

まず、北京JACの省庁等へのロビイング

がいかに適切かつ精力的に行われたか、会員

にわかつたものと思う。地方に住み、参加で

きなかった者としては、代表や事務局長、東

京近辺で参加してくださつた方々のご努力に

ただ感謝、感謝。今後は地方自治体へのロビ

イングをいかに効果的に行うかを研究し実践

するかである。

規約改正については、事前にメールで何度

となくやりとりをしていたにもかかわらず、

会員から文言の修正案が提出され、世話人会
・

一任となった。これも熱意と関心のあらわれ

だろう。

全国シンポジウムも関西から説明があり、

分化かいには地域コーカスの提案も可というc

ぜひ企画を出しましょう。

それにしても10の地域コーカスから参加

があり、活動報告やバッシングの状況等、意

見交換ができたのは総会ならではのことだと

―隅佳子・共同代表

(北京JAC九州10山口・沖織

-7-
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手

大阪府が全国で始めての女性知事になり、

男女共同参画社会を形成していく牽引となる

であろうとの期待は、この問題が起こった

2000年に既に裏切られていた

大相撲春場所の千秋楽でその場所の優勝力

士に大阪府知事賞を授与するのが恒例になつ

ていることは周知のとおりです。あの時、「女

性の大きな力でセクハラ知事はいらないとス

クラムを組み、女性知事を誕生させた大阪の

元気な女性たち」といった他府県の女性たち

からのメッセージは、大阪の草の根活動グル

ープの私たちははつきりと「ちがう !」 と感

じていた。

話を土俵に戻そう。当時、太田知事は相撲

協会に対して府知事賞を土俵上で手渡すとい

う申し入れをしたが、「伝統文化を守るJと い

う理由であっさり退けられた。しかし、それ

に対して知事の態度は、むしろ伝統文化を重

んじ「じっくり考えてもらつてJと いうもの

でしかなかった。男女共同参画社会基本法が

成立して、大阪が取組むべき大きな問題であ

ることの認識が薄かつたのではないだろう力、

これぐらいのことで・ 0と うっちゃっておい

た結果、男社会の相撲協会から甘く見られて

しまった。本気でやる気があるかないかが問

われるところ札

女性であるから土俵に上がれないという理

由は、単に女人禁制の伝統文化を守るためだ

けでなく、何故女人禁制などという風習があ

るのかということを考えなければならない。

それは、女性を「機れた存在ヨ と位置付けら

太■知事と土俵の関係

亀井  明子 (世界女性会議ネットワニク関西)

れていたこと。聯 た存在は、清く尊いとこ

ろには出入りを禁じるJと いう天皇制にも結

びついている。私のような団塊の世代の女性

たちは「生理の時はお宮さんに行ってはい

ません。鳥居をくぐってはいけません」と聞

かされていた。それは「械れ」を意味し、職

れ」という言葉の裏には必ず差別が存在して

いるという事実。
'つまりこれが女性差別であ

ると太田知事が怒りをもち 膨趣鶴訪:解消の

ために』きちんと対応していれば、4回目の

今年「従来どおりでお願いJされても「残念

だが、相撲ファンの皆様に意見を聞くという

のは大きな前進」などと子どもだましのよう

な言葉を出すこともなかっただろう。
「伝統のある大相撲では一気に進まない。自

分の手で賞を手渡したいという素直な気持ち

を理解してもらうJ程度にしかこの問題を考

えていないのだと痛感した。私は、太田知事

をただ土俵に上げたいのではなく、このよ
´`

な女性差別の上に成り立ってきた伝統文化を

変えなくてはならないと考えてきたから札

そして何よりも男女共同参画社会の実現に向

けて積極的に取組む首長の責務であると考え

ている。

全国的アンケートは、みなさまから意見を

聞きましたというアリバイのためだけに

あると感じている。それを大きな進歩などと

上ッすべりな言葉で終わらせないために、こ

の問題をかわきりに、もつと太田知事に突き

つけていくアクションを起こして行かねばな

らないだろう。

～女性の知事は土機に上がるべからず !と。また言われた～
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北京脚C・ 鵬 は3月 28日 (日 )県難

センターにて公開講演会を開催した.講師は

社会保障審議会年金部会委員を務める東京大

学社会科学研究所教授の大沢真理さん。2004

年の年金改革に向け、改正論議が進む中、改

革の諭点を中心に、現行制度の矛盾点や改正

論議の問題点を明快に指摘した。以下に要旨

を報告する。

平成 14年 1月 に設置された厚生労働省社

会保障審議会年全部会では、年金制度の体系

の在り方、年金制度における給付と負担の在

り方、多様な働き方への対応、女性と年金の

問題む軸に検討を重ねてきた。その中で、少

子高齢化、国民年金の未納者の増加、女性と

年金の問題など、「広くは男女を問わず個人

の生き方、働き方の選択のX4Lに現在の年

金制節 十`分に対応できていないJと いう問

題を中げ、将来にわたり持続可能な年金制度

とするlin革が急務であると大沢さんは語つた。

「女性と年金」に関わる問題で、最も大き

な論議|と なつてきたのは第二号被保険者制度

や遺族年金などによつて、働き方や既婚・未

婚などt立場の違いにより生じる不公平や矛

盾である。サラリーマンの妻らには、保険料

を負担せず、基礎年金が支給「されることから、

高所得者の専業主婦世帯さえも共働きや独身

世帯が支える逆進性を生んでいる.

また、既婚女性が制度の適用を受けるため、

パートなどの就労時間や年収を非課税及び社

会保腕料の免除の基準内に収める方向に働き

方を誘導され、結果的に女性全体の労働条件

を引き下げているなどの問題も指摘されてい

る。こりのような中、今回の政府年金制度改革

案で|ま、パー トなど短時間労働者への厚生年

金の画用拡大が先送りされるなど、「開いた

はずの風穴がふさがれたJと 大沢さんは述ベ

ブtl.                                            1

,111■__:霊輩__■輩

'11 

茸
年金部会では昨年 9月 にまとめた「制度改正

に関する意見Jの中で、女性と年金問題を検

討する際の共通の視点として、「男女が格差

なく働ける社会の実現を前提に、できるだけ

一人二人が能力に応じて保険料を納め、拠出

に応じた給付を受け取る仕組みとなることが

望ましい」と年金の個人化の必要性を指摘。

そして、第二号制度について個人年金化実現

まで、夫婦間で保険料納付記録を分割し、2

人の年金権を足して2で割る「年金権分割J

を大沢さんは提唱している。

ただし、年金部会では意見が割れ、最終的

には「意見Jの中では①「夫婦間の年金権分

割」②「第二号も保険料を負担」③「第二号

の基礎年金給付を減額しの3案が付記された

これを受けt厚労省案では第二号見直し案が

年金権分割に絞られたが、政府案の段階で分

割が離婚時に限定された。・

遺族年金については、男女の格差のある現

状を踏まえ、基本的には現行制度が維持され

るが、「子のいなぃ若年期の妻には就労支援

に重点を置く」という部会の意見を受け、法

案では子どものいない30歳未満の妻の場合、

遺族年金が5年で打ち切られることになつた。,

年金制度においても次世代育成支援に向け

た対応が大きな課題となつているが、保育サ

ービスの拡充や女性の再就職の保障といつた

施策の充実、また直接現金給付である定額の

児童手当の拡充を大沢さんは訴えた。累進所

得税のもとでの扶養控除は、所得の高いもの

により多くの租税支出を与える逆進的な措置

であるため、児童の生活保障のためには直接

の現金保障である児童手当を拡充すべきであ

る。大沢さんは今後の年金制度の体系につい

て、一階建ての所得比例年金と最低所得を保

障する補足的給付を組み合わせた「スウェー
・

デン油 とし、全国民が同じ条件で加入す

る一元的な制度を提案している。

(文責 佐藤)
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御凛慰慰嶽り AWW(日率唆憤鵬閣膳幡)第48口CSW報告会からα颯四額鶴∝

本年3月 1日 から12日 にわたってニューョ

ークで開催された国連女性の地位委員会の報告

会が、4月‐17:日 、JAWWの主催で開かれた。

政府間会合について、房野圭さんから詳細な

資料に基づいて説明が行われた。「日程と議題J

「紛争防止、管理、         の平和

構築への女性の平等な参画―事務総長報告J

「合意結論」「男女平等における男性と少年の

役割―事務総長報告J「:女性に対する暴力に関

するユニフェム報告書二事務総長メモ」「2∞5

年CSWにおける剛鯨 行動綱側 の見直し(北

京+10)に関するNGO肩覇鞠 など6点の資料

.が邦訳されて提供された。 (上記ほか当日配布
・資料は「測WWJ 郵便振替口座 00130・ 60

58386にて送料共 1160円の振り込みで入手可

能。通信欄に 417資料希望と記入。メール

可.L週脳強コ」hmttLm)
続いて、織田由紀子さんから、聯担週のプリ

ーフィンカ について報告があった。プリーフ

ィングは3月 2.3.4日 の毎朝9時から

“

分間、

ポランティアによるbttЮノCSFの手で開かれ、

ァロンビア大学の学生が通訳ボランティアをし

た。①情報の伝達・連絡 ②政府間会議の進捗

状況 ③テーマ別コーカスのロピー活動の進展

状況 ④地域コーカスの報告 ⑤その他の注意

事項などの連絡が行われた。当日のイベント情

報は時間不足だつた。政府代表や NGOからゲ

ストが招かれ、イラクの女性は新しく女性NGO
が生まれたこと、議会に女性割合を入れたなど

の成果もあるが、未亡人間題や、自血病や乳が
´
ん患者が多く、国際支援の必要を訴えたという。

日本政府代表の目黒依子さんからのお話はつ

ぎのとおり。「会議の持ち方は従来通りだが、夜

間会議がなくなリフォーマル・セッションは 1

回のみだつた。日本政府代表団は、内閣府、外
‐
i務省、農水省、厚労省、文科省、″

゛
サづ゙ ―゙とし

て ЛCA、 それに国連代表部だ。代表団の作業

はスムーズにいつたが、つねに最前線の当事者

と意識する私としては、代表団の人数が少なす

ぎると感じる。各ミーティングに員占りつく役、

全期間参加する人などが必要で、全体が把握で

きる人がいないと苦労する。
「紛争、男性の役割、北京と 2000年会議の

フォ泣―ァップ」の議題が、一般討議、パネル

ディスカッションと進み、それまでの討論や研

究をベースに事務局がまとめたものを合意にも
つていく。平和構築に女性が取り上げられ、国

連にジェンダーの視点が広がり、以来、酬 で

事務総長力潮謝場葡め。今回はECOSOC初の

女性理事長が力強く連帯の挨拶を行った。
また、去年に引き続き、2回 目の円卓会議が

開かれた。原則女性大臣が出席する。今年は|⌒

2日 から開催の国連続計会議と共催、ジェンダ
ー統計の重要性を指摘し続けてきた CSWと し
ては、その声が大臣クラスに届き、統計の専門

家も興味濤ン、あらためてジェンダー統計の認

識が深まって大動 だった.

2005年はCSWの上級レベル会議と途上国の

提案によリー部総会ということになつた。

政府のNGOプリーフィングは2回。在 NY
の新聞7社に説明したが、記事にはならず、ま

た、男性の役割についての質問はゼロだった。
紛争に関心があったのだろう力、」

前男女共同参画局局長の坂東真里子さんは、
銀00コンサルテーションについてJ報告。
「8∞ 人以上のNGOが鉛筆と紙と手を持ちよ

つて作業していた。官僚が2年ごとに異動すた｀

のに比べ、NGOはrruゃ情報、人脈を蓄積し

ている。非公式な人的ネットワークが CSWの
周辺のエネルギーとなっていた。NGOが用意
した沢山のサイドイベントをどうフォーローす

るかが課題だ。NGOの自由な討論に打たれ、

長く公式発言の場にいた自分としては、自分の

言葉て話さねば、と痛感した。」

さらに、橋本ヒロ子さんからは、「国際女性デ

ー記念行事と
― 決議 1325関係イベントに

ついてJ、 原ひろ子さんからは「アジア太平洋コ

ーカスとJF mtemeⅡ」dbpについて」、
ユースから丹野絵里子さんの報告があった。

(永井よし子)

～～～関連チラシを同封しました。～～～
-10-



集自報告 :口Vは犯罪です～東京都の取田と課題に向けて

『なくそうDV!市琳 ットワーク」が主催

したこの集会は、4月 20日 午後、     会

議室で開かれた。超党派都議による「市民と行

政の協議会」の第 11回会合という位置づけで

ある。会は、総合司会の議員を始め出席の各党

議員がそれぞれ挨拶して始まつた。

協議はNGOシェルターの土方さんの司会で、

準備された発言者が、分担して行つた。

*「一-0シ エルター運営についてJは
ELPの高木さんから。高木さんは、今回の法改

正に伴う自治体の基本計画義務を歓迎しつつ、

民間のシェルターヘ哺 助を要望した。都は従

来も単独事業で行つてきた要保護女性自立支援

事業と外国人女性への緊急保護事業を挙げ、新

規の民間補助は考えないとにべもない返事。ま

た、外国人被害女性のための言語と    応

の要求に対して、都は、女性相談センタァで必

要に応じて配置している。予算化しているので

柔軟に対応する、と同時に一時保護所には配置

の必要を考えている、と回答。外国人女性への
・文化・習慣・生活様式の尊重をとぃう要望に対

し、治療食、乳児食、アレルギー食などを挙げ

たが宗教的配慮は個別対応とするという回観

配偶者ピザや外国人登録と生活保護との関連で

犯罪者扱いされる実態と夫の悪意による操作の

指摘に対し、都は外国人への生活保護の別表条

件を前提とすることをあげ、登録地の福祉事務

所など実施機関間で柔軟な対応をすることにな

つていると回答したご

*「自立支援について」l討イメ琢
゛
ラクセンターの野原

さんから。家を出た女性の生活再建は非常に困

難:単身女性だと公的な行き先がなし、 支援サ

ービスも一貫しない。条件なしの公的住宅提供

は?と国土交通省の被害者への優先提供通達を

挙げて要望:これに対し都は、
・
優先入居は 50

歳未満の単身はない。通達はあつたが:‐ 支障の

なこ懇 で目的外使用を適用するつもりだが、

共同住宅は協力とプライバシーが問題だと回答。

資格があっても就職できなし、就業支援を、に

対し、飯田橋の仕津センターはすべての都民が

対象だ。労働情報センターにご相談ください、

とのこと。たまり場的機能が欲しいに対し、DV

被害が精神的タメージと診断されれば生活支援

センタマに行ける。市町村や民間の地域センタ

ーにご相談を、との答え。相談件数が急増して

担証員が不L研 修量 けたサバイバーやシェ

ルター
ー を活用してはどうかに対し、そえ

ぞれの立場で相談事業がおこなわれているので、

さらに連携を促進する、というずれた回答が。

*「相談・カウンセリングについて」はセラピ

ーエ房の青野さん。公的機関の相談を24晴欄対

応二との求めに対し、都は専用電話は24時間対

応している、と答えた 2_次被害対策の研修を

については、関係者や相談員などへの研修、ビ

デオ作成を挙げたが、相談員の認定制度には否

定的だった。また、警察からは相談員を専任。

生活相談員全員研修、女性警察官研修実施との

答え。警察の一時保護は宿泊設備をに対し、24

時間をこえてはできないので応接室や空き室を

使つている。民間の相談員へのケアをについて、

民間との連携はこれからの課題という回答。

*助口害者対策についてJは男のあり方を問う

会の辻さんから。都生活文化局作成のDVのパン

フレットの問題点が指摘され、。また、男性用の

小さなカードを男性 トイレなどにおくことが提

唱された。

*「DV防止教育について」はawareの山口さん

から、デートDVへの啓発、学校関係者の認識不

足、加害者教育は専門家だけではできないこと

が指摘された。

上 _工啓発および総合的な対策について」東京

YWCAの大野さんから、DV法などの周知度が低い

こと、施策が進んでも当事者に届かないから相

談につながらないこと、情報を家庭に届けるた

めに車内広告やキャンペーンの必要があること、

スニパー等にチラシを置くことなどが指摘提案
′

された。現湯の苛酷さとずれる行政対応にもど

かしさを感じる会合だつた。  詠 井よし子)

-11-



第 9回全国シンポジウムに関するお知 らせ

総会で主催地大阪の世界女性会議ネットワーク関西の中西さんから、日程のあらましと

開催会場についてご報告がありました。前号でお知らせしたとおりです。

★開催日:2004年 10月 9日 (土)～ 10日 (日 )

★開催地 :大阪府女性総合センター (ドーンセンター)

なお、今年は 1日 目に基調講演とパネルディスカッション、交流会を、2日 目に午前・

午後に分けた分科会を計画しています。分科会は通しですることも可能です.地域コーカ

スの積極的なご提案をお待ちしています。分科会に関する問い合わせは、森屋裕子さん

卿 ax"2‐ 631・70n メ‐ル :

北京脚Cカ レンダー

●2004年 5月 15日 (土)定例会
13時 30分～15時 30分 (予0
文京区男女平等センター

ァ ー マ

「パックラッシュ～その傾向と対策～」

橋本ヒロ子

船橋 邦子

他、自l騨暉務者

*定例会終了後、世話人会を開きます。

● 6月 の世話人会は6月 7日  18時半から

北京JAC事務所で開きます。

世話人は予定をお入れください。

◆2004年度の総会力寵溌な議論をかわして

終了しました。ありがとうございました。

2004～2006年度の新世話人は以下の方々

です。お名前のみご紹介いたします。

共同ftt:清水澄子、橋本ヒロ子、三隅佳子

世話人 :石田久仁子、稲元周子、小林佳子、

斉藤誠、佐藤和子、出納いずみ、永井よし子、

船橋邦子、松本惟子、ゆのまえ知子の 13名

です。

◆2000年から事務局長をつとめた永井は今

総会をもつて退任します。ロピイング、全国

シンポ、マンスリーヘのご寄稿等、沢山の方

々のご協力を頂きました.ありがとうござい

ました。とくに、事務局長として担当したマ

ンスリー編集は41号からですが、秘といつ

しょに、毎月、マンスリーの印刷・発送を担

ってくださつた事務局の方々に心から感謝も

うしあげます。 (永井よし子)

『マンスリー 北京JACJ 第82号

2∝4年 5月 1日 発行

編集・発行 北京 JAC事務局

編集担当世話人  永井よし子

凍労轄院虻京区ント擁耶1033・ 9
コージュ後楽園廣本ビル 802

電 L』nttX o3‐ 5689‐6828

メー■7ド レス

郵   号 00250・ 7‐66426

北京JAC事務局
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審1 都道府県・市匡崎術における彙優制定⑪櫨湿
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●嗣睫種型p哺リタラJシュ

条例制定機にも桑倒の強悪彙瓢霧鳥喩儡議会
,に提案されが決された。懇山市では集脚口施
i行と同時に改悪案涸電機会に提案きわた力電:最
』ヽ限⑮改悪!こ ととまもた志今年 l⑩ 月に日本

女性会釧 幡という金国的な行事部鰤 歯
;偶めになヽも

°
たよつである[¨市民主導電分顧り

'やすく先進的な条例をN定した漿名帝議は1・

｀
今年 1畳 .月 までに改正案を策定し議会lこ襴案
lす葛ということが職きて撫定きれ、1希躙局は

朧 、連日、,鰯頸脈から巫語
'血

が訛 らね
.る

いでも1改正案を作成して時`るという厳bい

状況にある。   :・  ・'   t

O『蜘胸中年男性.層』にまで広が働風昴童曇
ら
■ li l‐   lム

バックラッシュの主体は、鵬橋報告にもお

|る よ動な原動的な「新しいに生教科書を作る

な』、F口 藝 最詢:Iな どで場る暮しかし
f・

日本

女儘学会誌簾 111了⑮伊藤識文で言及憾てい

島ように、車業主婦である勢口癖睾諏調羅祠謄

りを続けできたマスメデイアロ中捜を組づて
いる『知的中弊男性層上のジェンデープリー

l嶋対する慮覚的嫌馨醸ならボlこ昴女共同参画

に対する否定的な対応は無視できない。中道
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れもがバックラッシュが登場した社会的背に

について分析し、時化般況亀峨翻識睦深ある

ことの重要性を聞幅諏Ъにbている.当 日は融

れなつた伊藤公雄さん口論文『ギックラ・ジlttfa

ュ⑩備図』けtギッィラツシモ
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餓 鋤 もぬ割国融側艶亜曇鏡鮭::  :,

また亀□温子さんは、
|れ

』山
:準

銀ゥ熱事件

会轟象を社会からでは1墨、個典⑩ ア畳P七
・

ちよう』ち結果的には個人ぬ輩犠に向鶏lうよ

うホ路報ける「社会的なら⑩』を見え畿くす

る心理室羹イしであり、ジェンダー |プリー角
のパッシングは社会争⑮視庶を制ぎ懇とすこ

とを目的とbていると 長教育装置口つくりが,

え■社会を見通眼を輌 卜心理亀轟f降豊すナ‐

ぬ尋教育載草とl調 口な力Ъで明ら懸争に膨て,1

る。 1画 68年申教審ぬ
―
i『新しレ]時代轡描く|

Sを育てるために―よ泄代を青せる感を裏う|

危機』答中は、.心の毅音にみ庭教育⑩鋼割■‐

軍撮1999年  『家庭栽育ノ中卜』『家庭

1輌  H恣蠍翼
|

1に、千葉羮条例を直辱亀てい『幽酷Jiなら見 .

|えて警絶七品は面き出.したま
i筆
ず第iにノ電ッ

・ク・ラリシ昌魃口運動は    鋭 もとで..

家父長的国家糞翡的鼈歴史的転換を目的とし

ている点では一貫bていること⑬櫨幅は夫婦

馴雄選凱N導入に反対しゝ 扶桑社甲申学校ロ

歴史L攀暉難り書申鐸輛四酵崚疇講躙予鼻竜・
に対して全国いつ世いに動いた人たちでおる」

趙蜃

亜腟進委員会剛委貝長中委量会で回教育動語

のような発書をめずっても議論し、
1民

主党に

対して回ロピ‐活動を行うことが投まつた。
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ずi          印北敷閻          椰奪

.理詢彗3月七糠 脚σ轟攀轟嘩ξ襴 こ¥1人
｀
■癬薩麺ギ   鼈 燕轟輩これi延裁鵬σ

轟磨融機靡歯子さんから口報告で九

蠍 岬 錦 =癬鯰 野 .

: まず北誕洋子さんに『ゲ回¬J電叩・ゼ■ショ
ンと戦讐』にコいて話していただいた。現在

世昇では80カ国以上鍮鶏綸争批配にある。.そ

ぬ多くに関与する「M主 義者たち』ぬ日常

活動を調踏す・ぅと、井炉輛]駒
○猾惰瑯:と も脚

の満mと変ゎ靭なし、し渉しそ峨目的が、性
民を数の原理主義者として再生直してしてくと
いう点が異なつているふ政府が無龍曰贅国層

:鰤竃放置されているのは、国家宇弊面半分近く
動珊盟嗣趾蒟劣%に i国渤れている諏為幅起

金世界Ⅷ乱網対的鈎国国に属する人とが、
2Q年前圏5億人から19億人に増れしち地

球顧曙糞地歴動輔贋割剛犠たしてい易◎

卿 年代諏争らレーガン9サ.ツチャマが膳め

た新自由蜘 下、財 叩捨てが働騰と行
ねれてきた。民営イと・礎轍躙は 国藁はなぃ

. も同然で¬世界親槙融競争で回に大喩勝者は

象国籍大嚢業巌実際ビル甲ディツなどピッグ・
、スリ〒日経営者⑪資蝠 は、途上国山 カ

国の国民給生麓織蕎論を上回る。そ峨上幡

|ま、多く□途上国最府を借瞼漬けに膨て、予

算甑減̀民営椎等磐強要ヒマitるぬ寺ぁ葛。
私た場はこロプロニパソゼーションと戦争

‐に反対し、N個より入間を大切にする国際規

制と連場経済を通載していきたいもと瑚L諏さ

ん|ま結んに

次いで『アジア轟アメ叩力童学屁お1ナ為職

争と菫世劃についての』ヽ赫富久子さん⑩閻
臓脚～・7p.年代Ъアメリカで興った平累ニッ

ク運動ぷ契機となり、「アジア系アメリカ人』

という呼ば方が定着じ彼L⑪申にはレ館を越

おた鮮最も多く、彼争の真学には戦争鐵雹色濃

く影を落としてぃる。「慰安婦』を主題とす

る韓国案鏃争大学に結ける女性とジ皇ンダー
の描かれ方を、次の二つぬ作鳳をもとに考え

て暴よう,チヤンネ:「 T甲 暉螂印Ⅷ鰤脚列
とど画いオクジt,ケテ~の『コンシ緋戸卜F

ウTマン乱 どちし:も 日本写申嘩虜街諭:と 母
岬被害者彗呻人生でどう曇けとめていく力輔豊

轟葛ご瑚轟さんによねば、F=乱己薩参皇
♀
多ル

や
i二

によるもぬと増ぇられる、と研tうL ii
f 最鬱臆福島揚 しんぼ『国朧蒲饉n」 イ`ラ
クで超≧るたI      でも彼ら口釈戯
はこ

0平
嗣曲謄アで'酬融や仕民党など多くj醸 :

人々が協力し鰈 越iとt福島さんは強調鶴

亀。「□D::口脩動彎責援膿なプランスは出額で

済ん亀 :=疇大な予算を慟ぎ込んだ自衛隊眠導:

l鐵軋鶯 /尋
イ新 型 ようなず飩脚陶 罰望事

れ荀。.    :         。1  、

この働年間       Lは ずきま臓ル、

1

:湯
E豊か哺通靭ゝ赫 になに日lm註上名そばヽ忠ょ
9条 i前文書闘熙しtiヽもでも世界申どこ式
守も自衛隊む鏃遣守:き

'為1観郵こし、武濡輸耐
禁止三階刷を見直して国本を筆事国家にしご

1起することがねじb亀 ‐

それと同時に、福祉口切炒捨て、民営f置が

撻進され、日,本は難馴隧横行する国になろう

としているbさら蝠    甲自由も力で押

し亀がそうとЪ警察など鐵肉りき始めてblる.・

しかし〒檸學軌飼配ではな≪、多爺的な価

惇瞥郵中やヽう・ つ。:日本をつゞるこなも可
能なはず鶴 「指輪物語』でゝ 多く彎力を合
i中で彎螂 .動呻警るこ|が奮
言事よ彎

iに
,ヽ 最後雪了時率でやきら彎ず:1閾

ろていきたい、と福鵞さんは力強く宣言しれ

一.5-
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囲府直5月 鋪泊1'『第:聴I鱚国連疇入の

地位委曼会 (酬IW》 等について闘く会』を

N擢し、日黒依子国連婦入⑮地位委員会日本

代表か報告を行名た。辱年ぬ Ettwでは T昴

量平等を経成手葛通ぬぬ勇性と轟児呻役割J

と『織争予防・管摯
・G綺争解決虚都総争機口

平和轟築亀あ蓋性ぬ率¥暴面1.にも心ヽてぬ合
意縮識が採択された。『轡争』曝■いては画

欧諸国涸露選挙Q仕組みに関する多く中ノ1〒 グ

ラフを主張したがご麹上,国 ギル¬プの‐咽踊

嚇合意の鼻飾.と :卜て:資発援助①ノiラ ギテプを

主張.したが、結月七罐線櫂合意。今年は ①爾

代表爛カタールロため,ア テプ諸国蔵積極的に

魏言した。ヽアメ|リ カ。はリプι口|ダクテ締プfヘ

ル島:サ‐ビス露中絶とい瀬欝勲繭ためt■ 唱蒔猾賭

論序責守北京行動嗣領庭普及す蜀ことに反対

じよ桑らかい表現で決着:量位差帥撒廃桑絢

(C剛班W、 アメリカは未批准》への言及に

総長特別顧間 t(ジ■ンダ〒平等・女性個地位

国導導当)が後任⑩任命を1嘩価す罰肇言を行

つた6鋤晦専プラ尋 .10(別卿 年》嘩¬事:響 回
=

鰹SWをハイレベル婦ムの地位委員会として

開催する.これまでは概念 (、リプロ,ダクティ

プ・ヘルスサニビスを1ど》の議論口繰り返し

が多く、相互に学び台える建設的対話が必要

とニュニジこランドやオ曇'ス トラリアが聾割畷。

そ
|ぬム方竜合意文書も必要鰹⑪声もある。

続lilhで男女共同参画間が、男女共同参画を

L葛圭遷動
・
きについセ説1萌 を行ぅだ」奎ず、

瑚L京プテ暴lo□た中甲政府の回響書は国連
直提出済み驀ある三座を執昔。窯た1轟場の

分析からご充分を両並安援簾醐われば安悩⑮

就羮率と固生率は二の相関関係にお夢『男女

非同鬱国とが子化』iぬ取り組手は両虚すもと

は見癖|む宗し走ξ
・
続いてt男女菱厠参画会議

品暮筆門調豊会等□軸書書《提音j・ぬ訛現が
麓った1女性lこ寿チ急:墓力に曲チる

1葦
蘭識査

含中ア事樫1こ対す1轟力にるいてヵ畢P組む
真警繰題と1暑峨対策』は、輸轟黒い3年畢上

露忘奮必  零
ャレンデ真援尋ットワT輩検討会甲]ィ『 チヤ:レ

ンデ支援ネットフ:―夕検討会靱告書』tは哺女

性センタ■と機曲関口連鑢強fb(個ムがマス
`力

岨ゝ組織的皐yト ワ守タヘ〕を提言
・
した。さ

いたま・京都a崇島○熊中では今年1チャレ

ツジ支援薯デル事業を行うむ影響闘義専円調

査`会わ炉『デイナ三タィルぬ麹択と自用
iO就

業!こ薗子石荊度6・慣行』l色もぃでの識点攀理』

壌∬饉切艦マ:は[切
:いて:(案〕』提貫した。・昨年は政府闘艶援助
′大綱が改正き,れたが、今回の提言警略ま|え政

府はヽWD担 彗官制度活‐性ぞしにm・けでジェ
・
ング岬視点洒島も見直しを行,も て与・る志国際規

範に●いては、菫L⑩ 条約tまた、女性錘剛撤

廃委lal会の働唇庭関しては机めてつ爺l口 こア

多デこ提音を行ちた.   ‐
:

°
●飾暑面ξ葛『薩抱酬計価砦金鮨磐継続面に
テ寿|■手葛寺商論査会をJ、|『枷薦1産体を
とぶ女性め姜□顎督退職骨̀嘩

場で雪価値観が

問題』,な どの意見が出た。

-6-
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ユニセプ国臓シンポジウム

『□み懃害机意子ども危ち

―EU・拡大田陰で、課劇化する日…ロジメロ費国と人身壺買』
l 巾⑩まえ知手

▲AΔ△亀ムム△出△△ム贔△△△△1△△△△Δ△Δ△Δ△ムム△ム△△ΔΔ凸島

5月 21日夜、東京国際フォ申ラムで竜(財)

日本ユニセフ協会主催⑮表記的会が開催され

た。読売新聞社後援⑪動員力のせいか約 lm圃 ｀

穏     鞣 |

副 lごは5月‐1日 に新たに 10カ国力電力田盟 b、

東欧諸国から画欧諸国亀の人の移動がますま

す活発化すると予想される。モル ドバは11卿 1

年に旧ソ連傭から融立ヒもウタライナ共和国 .

とルーマニアにはさまれた人日 鋼旺万人峨

脚 井⑩国である。国民の4分⑪ lか蟻 3分
の 1か国罪 lこ働きに出tl毎年約 1圃囲人の女
:性や手ども

・
が人身売賢i⑩被書にあloでいる。

副会甲アプネ轟 0チャンさんは日本昌轟セフ

協会大使として今年観察に調鵜た。

エコノミス トの濃輝子 (,印 りこ)さん (同

志社大教員)によればt画 .拡大は陵州□安

全保障ぬ空j自地帯を埋めるという1政治的目的

⑮ためであり、経済の論理とのミスマッチが

入身売買⑮ような瞳ズミを生むとのことであ i

るL国際社会学⑩根田孝道さん (〒ツ橋大太

学院教員)は、各国の外国人政策は各国法律

による口であつて日醐怯によるわけ,ではないな

むしろ各国□難晟政策がな幅されてより厳し

くなつているょこ⑪ためスでグリンデ 鮨 続

ピジネス)と人身売買ボ増yしているЪ遣い

う志彼は『自分で進んで売春に入る人節電いる

ことがこの間間を握維にしている』と言うが、

私はこの金で人身売買の定義が聞確にされな

‐かつた回は問題だと思う。人身売買とは『戚

嚇、力の行使、支配的地位の利用、評欺を手

段として他入者性画・経済的搾取む目的出b

国駒内または国境を越えで人を募集したゆ、

魯送 bた 馴応受け取つたりすること](京都

AI「『 人峙売闘大国日本』明覇書店)であり、

|ず
萱鰺     :夕 多プ 。蘇プ|

イエンさんは人身売買への取りくみ紹介と同
'

本に対しても子ども回権利条絢議定書⑩批准
・を求ぬた。モル ドバ⑪轄神科匡アナ・ティル

サノアさんは、卿 1年に発足した人i身売買

被害者のた。ぬのリハピリセンターのスタシフ

である。mD3を年にユニセフ支援で乗成拝者

用のセンタ管蘭彗闘識されこれまで 11田 人が制

用した。少女たちは、ルーマニア・ トルコ・

ポァランドなどに売.懸 れもマンションロ 1室

に開じ込められ、毎日 5人浦町贖 鋤 人口馨を

取しされ電コンドームも使われなしヽため妊賑

し、中絶には麻酪も使われず浩療ら受けいれ

ず、報酬もなく奴隷職憾でそ口精神胸櫨害は

大きい底抵抗 bた 駿潮び降験で逃げよ機とし

たた出身体に障がいを負うたま女たちもいる.

大型スクリ‐ンに写しだされるまだ着いテ

ィルチメプさんの日は、^絶望を見でしまつた

人の目峨よ.う でおり、表情に全く微集雛がな

かつたQはこそ⑪仕事婢厳しきと出国のない

救援口苦悩から来る申ではと思われてな輸な

力ヽつたが、同時に自分の。国な贔費国とレッテ

ルぱりされる中でのプライ ドロ表れとも募え

た。日本との関係を見ることが出来ず、貧し

い口⑮かわいそうな少女たちのために、日本

は豊カコな⑪だから皆さんもつとお金を出しま

しょうという雰囲気にゝ居心地の悪さがあつ

.ヽた。オプライエンさんは、日本への要望とし

○

―
『

―



て人ひ売買の明 定を設Iす ること、「
jセ

チタ彙:L東欧
:|・

早シアから口人々売貿廠受躊 国で

R藁夏鱚磋澁腱贔「賽鰊蟄亀颯赳薇詈白謳癸麓塁礼
にどれだけ響いたがはわからない.たとえば、  はない平晏曼嚇 :li :・ 一ご:l il

シンポジス トのうち2人を、アジア〇中南沫沖        :     I  
°

・FT可霧▽▽77∇▽ムムム▲墓ム▲△ム▲△▽▽▽▽▽▽TT▽▽△贔△凸△△△ΔムΔΔ山▽▽▽▽777777
゛i    な  。 |   ' ′      。 .、   i  ム   ・    .    .  「

ゆ⑮まえさんも指憶するように、ユニセフ主催ロジンポジウム・ではち人分売買大国として回固申□ull面

はほとんど触れられま管んで.した融S、
1日

本では¬人射売買む黎止す輸法律ぬ制定む求め葛市民た
'ち
が『人

1身売買禁止ネシトワータ』
・を立ち上げt・僑動bていますじ喬藤識さんの報告です.  …

11':  ポ   |。
'・

.   |=: .-1 ず 壽 1'藤― l誠
|

■∴151月 25日 、お薬の米量子大学においで、人々売園禁止ネットワーク「硼会合が開調れ題riし龍。

、酬L意 凪Cか幅は代表□清水さんと書藤が参加しご・申し合ね|せ案と:共同代表と運営委員
'ど
事鑢局

|・ 11体制が確認されまヒた薔:鐙 して現在□駄況などiう 理解するかにOいで竜:活猪筆識議醐行われま

し薙も 、 
‐              ギ・: i         ‐ _・    :  :        :

・ l ・ム身売買議定書口批腱の状況につLヽでは、5月117日に議員会飾で行われた管庁交渉の結果ゝ
‐t来年口通常国会においでも|:ほ とんと法珈上の手直・bな bにも議定書を颯礎ナ燭よ

:ラトな動嗜
=に

縮
i(曝られること潤も参銅者力¬も幽されまいた。関係省庁連諸会議渕訓置害れて牌ます騨べ‐1警察の

|「 主導によ勘加害者□処鋼峨みぷ優先され4厚労省臆婦人相誂所におけ描外国人:の■時保護liO状

デ湿―ない.つ ばか聯で、横害者口保書についてゝ真側に検討すると瞭ヽラ状況ではなさ番う:管枷|り 、

・
ままた被害者⑩証言を確保す轟ためのな留安格につ

゛
しヽ:て も¬入官法⑮峙副在留諦可峨遍麹磐羹更

:卜 する程度ですませようと:bている:よ うです。N馳
:の

意見‰橿樫iルF開く予定がないとし℃う:状鋼‐

「 1です恵;一端議定書暑織准すれぼtl拠とは.も ら二度とこ中議定書⑩被害者爆謹鍮ど画内癬をコ本

において実施するという機運は壁まれなくなるとしゝう認識で■警叫ました6

tそこでいま緊急に、創馳 な典身繭買禁止強を制定す慟趣ぬ⑩肉 を起こすことがt彫伽著
‐国で黎 されました。日率は、アメリカのテ回防止に協力ず勧中で竜i口醸組織錮罪防贔:暴絢

1を搬離しt日本は世界最大の人身売賢国という婿喝ぬ中でt」A身売買議定書□批准:ど|い:ラ動き
もになこ1たねけです油E町 政府は E即 1防止法の轍は踏まデ1こ、:議員立法⑮動きにな・■l前に政府主導

で議定書峨批准をしようとしています。     憚  t・    i   ;
日本に人身売買によもてつれてこられた外厖人女性ぬ儡謹□た'め にも今こ億 闊帥

的な人

'売
貿禁止法を作るうという声をあげていくン要性がt・確認されましたのでこ

■繕に賛同の声を上げることを呼がかけるも日でt       l    ll

:カゴら塑播

普様にも

連絡先 il人野寵側ネ懃トワこク
・

             :      
、        :建

諄
由
壇回□li日J]]営

.                                                                         

蠅
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5月 19日 ぬ朝日新聞朝荊によれ献ご業マ
|

サ手上二讐
・
夢夢抽鵬1亭 自怒ζ巳:。 同纏結を調:

雪軍雪堰bF髯厖雷巫乳巡撃∽警轟凩足しこ|

同性愛者の結婚権を最ぬる動き鵬藩発岬Lして
。

しヽる。         `
7『権利回平等□ため⑪マ皇'フ エ嵐卜』

こ塵⑪麹嬬鰹今年1月 にさかぬぼる◎同性
カップルにも二定の権利を保障するパック嵐:

淮力菫施行 されて 5年を経過
｀
しt‐浙 愛者へぬ:

差周幡識遮後退はっも語ると思われてぃたデ

ラシス社会に、今でも「向性量恐廠症』が樹
強く存在していること磐証田手葛鰈 的な事
件が起きた⑮だ。

・
フラン糞滸画部ぬぁる町で、キ

ホモであるというそれだけの辺自でひと柳⑪

青年麟曇もれこ夫尋壁F亀けられ::錆 [菫]』曇目星暉火爛
を負つたのである。

8月 18日 、ホモセクシ昌アルぬ権釧ゅたI

ぬ呼甲ちTき手1権学者|イテ予
～
°
|ギ
リーマ|

をはEめ とする'39人 口鏃識人選暑案する

「権利の平等の
1た

めのマニフ三曳ド』力電、プ

ラシス論肴九面剰経ルモ多卜に掲載された。l

マニフェ換 卜は、・性的指向]ご よる差別を毅ぐ

すためには、現在政府薄雹準備している国性愛

暑入お金前画讐mを制子轟経遭けでは平十舟
なことゝ 手武てお嘉ぴデルに直性的指向⑮飾
国がヵL轟ちザ

・
同二品纏莉鰤J模な答

l紀
懇けれ薩

なら
'な
いこ遷t樋つて

:デ
ィやレス直ァンにも,

結婚や会子縁組への道を開く翼きピ1・と主張

ノいた9昨bilT耳量7.千尋F職 崚lコ 疏毅目P妻悧
を参照して、裁判官には『米国⑪オンタリオ

:州やマサチューセッジ側にならい』同性婚⑪

禁■は憲浩渕儡証す局権れの平等厚則口違反

である
。とする制断を示すようにご国会議員に

は F衣ランタやベルギーに続きJ向催婚を合
法ィとす底ょぅた:論は耐籍長1き越:F』彙テ

.テ

ンシ累甲:市長蝠.鍮 bbl』 申モセクシユアルの

結婚をとり行うように呼び鞍けていたl.

マ1同樺婚翁講化口盤中⑩妻駒街痙1   _
これにbヽち早く厚応じ程●響、撮⑮党党首

で、仏画部のジ歯ンド県ギ宇デル市ロマメデ

タ市長だし尋人ロデイト喝口要望油言あつた、ぬ

でも団月日日に市役所で憧bのためl≧結婚北

賀とり卸ら
,、 準宣言した岬TあるP子Ⅲ暉は

ジ由ン肘教匡中司教珈‐帥反対表現善出しなが、
市長時この戦斬驚鵡 鰐反対し権利峨平等を

睾罰ず勁梅申□闘いの言環と性置づけ蜀oこ

rれ臀轡に、自懺婚のi間申嘩■気ll量治商中に
発展した。      ,

3年後⑩太統領選出馬亀⑪野』しをもつマメ

ール市長のこの強ヨ|なやり方は、メデ封ア的J

効果をおもつたパフォーマンスとも考えられ

る。だ鐵]市長甲:1甲聾断P輩量として彎L最近

19雫mの 理・
製題雫甲辱i観け骨圃性カツプ

ル甲榛利叩螂張《弊ペープ0表拳卿》̀や
子:国

。内でも前令のデッタ晏法甲押聟以奉PR件カ
ップル回社●的な認印が導

～
だこ年をli霞ず

指摘賜でお:か撃ければならない。ルモ事ド紙
や女性週剤講『エル 回祠 J.li⑩ 世論調査 l二 ょ

ればt,市長が窯張すや構型甲平等を保製嶋し
,た固性愛考l⑮結婚権口保障という基本的な書
え方に賛同する人は多い。

△ △ △ △ △ △

しカコじ同性嬌どころが同性愛者に対しても

,自馴意識を
:も

ち続け。
電掴航勢力を抱尋・ラ保守

政権瞳tマ メール市長ロイニシアティプが違

法であ愚ことを強調 しt予定されていら同性

婚を締勤にす勁等う鳴劃法に働きつ踊け曇下方

li・
    :

1プ ランスに精ける:法律上ぬ結婚は、層け出

れてはなく電基礎自治悴ぬ首轟塚枷り,行 う結
‐婚式警纏ft成立チる葛

: せ・・ 'I

〇
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がそれ學キ嘔・i国件p.T親と興縁関係職しの・.

:親子関係で結ばおた子ギもな転畿る新し町、ヽ家 .:

族が、異性がッフリレと血縁腰醐系て¶蘭閲印
～
誰輔翻

1子関係からなる家族制度を握本から突き崩す

こと、そしてそれが私たち人間⑪存在や社会

のあり方にもたらす予測しえない影響を炒れ
:た

のではないだろう力、   :    :
7同性両親はすでに存在底てし`る:      」

し力bし現実は法よりもずつと発を行く。今

日では、パックス契約を変ねしたカップルの

一方が恥融身者ぬ身分で姜子縁組をしも法律

上の親になり、もう一方は親権をもたずに事

〇零毒露看塀重ムヒ抒鮪①言量縫∫貪仏≧勇冨_・

ていないが、現実には同性両親は存在してい

る。いずれ同性カップルにも姜予縁組権は年

えられるだろう。晟近では世論⑪半数近くが

それにわ成している。        l´
・
7手どもを持つ権利1趣 子ども回人権

1 生殖医療⑮発達は、親手や家族⑮関係をさ:′

らに根雑なも口にする。平等原囲を押し進め

て、夫婦闘にだけず定曰条件で認められてい

る人工生殖[を、オランプのように、国性カッ

プルにも広げるがきだという主にもすでにあ
.

る。そ⑮場合、根拠となるのは「子どもをも

つ権利』の平等ということになるのだろうが、

通⑪権lllを 、幸福を追或する権利に含めると

しても、登まれてくる子ども回人纏という視

点からは、別のに問も生じる。子どもにとつ

て畷生物学的な親を知る権利はどうなる⑪だ

ろうか、という疑間である。もちろんそれは

同性カシプルに限らずЪぬ身者にも、異性カ

多プルにも係ゎる間慮だ。私臼身勘電血縁神話

に国われていると言われれぼそれまでだが、

ひとは自らの超線を聞うことを中ぬらときが

来るのだろうか七

しかしI養午簾素調aではなく、国、しか闊写し

た生値にこだね
・
るこ'と 自体が、血縁関係に基

づく伝統的な親手関係を強イLすることにもな

る。私は同性力lタ プルぬ義子縁組にはな成す

`る けれども独身、.同性J具性カップルを含め

て、生殖医療に頼る子どもの誕生にもいては、

,ダ甲;キ ]警鶉仕Tl.ざ早洋ユ:瞥暉療技術まで

‐脅調申濁がきな脅tttl晏議論し舞上でなけ和に

ば、膨えは自せないと日うL盤殖醒瞭が個進

月渉す動中で、議論はそれたにい嘔いていな

いよう1に見えるも:

7結婚とから養器縁綱奮切り離す社会党

。政治家⑩中でも母邸:旱
・だから自皓が同性愛

者であることな普向じ亀社会党ぬドラノエj・

パリ市長は、国性カップルにも結婚、姜子縁

組権、入工生殖権者認め:る
べきだと主張して

いる。次期太統領選出編に意歌を示すRIJの悪

たりの社会覚指導者もゝ 縁⑮党⑪覚首に遅れ

をとることな縁れで、すでにメディアを通iし

ても同性愛者たちのこうした権利を癬謹する

発目をしている。だ鮮ぷッ:ク ス法を成立させ

たジョスパレ前首相はtl向性赫磐識搬愚‐くと

もゝ 同性嗚考へ印達副.と 闘うことはできたると

し、精蜻を昴女PT絢に限愚べきだ斃主張す

る。今動とこ濁社会覚どbて―瞳ぱ与党□腰□

ヨ1峨縫対応とも、かつて共に運立を組んだ緑

の見鰹ゲ理露的鶴路とも一線を固膿、辟党第

一党芹:してP責任お:畳車場驚≒る尋草亀神調
し、国性婚口合法化を求める方針□よ.ラ だQ

ただし今回亀ボ党内にさまぎま:を意見通まある

「尋と力〕ら1姜子緑組権嘩切騨離bt結婚だけ
.

瞥認め骨渉案⑮衛盛作苧費始彎た。こ申骰に
上程するととを目指すという。
現在同機婚には反対bそぃる尊館が上院、

下院で過皐数議席警占高そいるめ寺:サぐに
,周性婚洒雹舎法化心精ることはないだろjう が、

わずか数年前まで公⑮場で話題にすることき

えタプーだった固性婚をフラン尋も認める方

向へ歩み出した。         1
△  △  △

｀
山  △  △

プランスでも欧州全体でも、.異性愛者の間‐

では、国棲と結婚の現昴動電あいまいになりt

聯婚も増えて、結婚はちはや相対的警価値し

かもたない。緒嬌は家族を構成す:る絶対条件

でもなく奪つた0,幽子と非姉幽千甲法的な

差別も癖箔し¶らぬる.同性鱈が二般lLする
とき、それは結婚の意味や内案をさらにどう

のように費等させていく⑮だろうか□

上」』|…
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世界女性会議回ピイングネ トワーク

国会開金、参議院議員選挙を日前に控えた

6月 19日 、清水量子さん、工非まし子さん

と利ぬ3人口枇識人働葛民主謳囲握軋議徊によ.

る男女羹同参面に対する公的など竜ッシング膊

言に関してt4壇幽洋子議民⑩仲立場で役員

会会長瑚L魃健満議にと画合し、国囲牝菱幅宛

てた以下□要望書調朧した。

申m、         ゃ上国たか

ゆき都議口常軌|を通し腱、国党ロマ昌フェス

トと矛盾する冒動にたいして抗議じ、政党鶴

と叩わけ民主党のリーダ守□考えを直圏囮き、

翻謝同σ挙に向けて、男女共同参画円 を

優先詢政策頸題として喜確認さ働|こ と嗣目的

だった。

マニフェストと縮 する、こ口種抑疇腫闘き
｀

許されるな輸、マニフェストとはなに曲詈、と

疑い、政党への不信感口みが増幅ナ尋ばか凱
‐

である、出いう意見を瑕 とこれに識しても
¨

北橋議員力ヽらは、マ昌フェストには同党⑩議

員はすべて磐名 O捺印していること、にも鮮
.

かわ嘔ず他的な場での発]に襦ずは謝昇した
し

い、今後躊 勁金などで、男女共同参画へ⑪

理解を課めていきたい亀という国答を得た。

さらに『守ユプェ累卜に耐 るような鰤

者を覚節富公認bている問題、また有権者であ

る私たちは竜:覚に合認させなしЪた廠にはこと

のような働きかけが有効か』を率直に質問し

第1瞬号

T月 錮鵬 年 7月 1日発行

た。J縄』畔需言信墨魯』雲亀『層ヒ『理壽F凛魯乱3い¬タアるほどこゝ厳しLF》

質間です制 ということでも蹴念驚が
・
5回答

はえられなかつた.息

会見後もこ□要璽書を仙石曲人唆調会長ほ

か¬l⑩ 人近い議員 |11:::「鐘 blili:[力電七
二
騨 鶴たこ

:

とに申山義鰺議員l⑪馳言についてЪ記た場の

要璽書で枷めて趙 :したと呼》:う導軋訃や尚書が

り つたことi臨     ‐ ■.

今性もパックラッシュ対策にlま、同馴]呂議

員との曇女共同参面にもレヽて話
夕
し合いな重抱t

政党には女性型馴■ぬ渕識を瘍⑮る.た鰤繭嚇

修⑪呼ばかけなど動きなけていき′鰤 ゝ |

またわ権者として政党に対鶴ゞ 1韓肉回女性 i

団体のよう伽蟄督贈樹欅埒和度レリ
1クルマ ト週程畷透明

性を図我′し、候補者の菊簿リストロ錯幽など
′
積極的にコミットしていくこと。力雹重要だと喜

獨識醸た。               」ヽ

[7日 ¶口
|   コ       i

ザ16留言ッシュ等嘲鯰峰冒嘩 ,_i□ :

輔 購I轟暉胸1印        ,回 _

: 署 ■日
|

f爆
レステイナ躊 たち

・
     □ :

□騰請ンポ:ジエ蟄ダニと     画回 ‐
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以下に民主党に提出した『要望書』を掲載しま九

7月回参醸院強量選拳も迫つてまい叩ました。私艇ちIま、1995t鐸北京で開催された第

:導ノロ世界m性童躍にお脹Ъて目率政府に対する国ピー滴勁む製機悔も'あ(6:中りる差馴を導≪i低、

真田勇女平辱回実現書求めて政策握首を中心と低歯購動輸曇回榔鋤轟義ず歯鵡書き:|したす「:そ

朧 施   ξ曇輛 潔 鸞 翻 露爵i轟 文予
干肇キテ珀

しかbなが曜謁憾
°
鋼叫 年́ 鍵月鋤 ,日こ―議凸通田|            』L唖旧畷襲由壼

'中
山曇濁鵬員m彙倒珈肉□委員会に騰け雹以下面ような鵠雷伸車瀬都餞に路られ亀舅女糞圃舎

画政策面推進書田害すると・うと言勁臓亀民主党田曇髄は明亀かに嘉も同郡輸諦立七攀盾する
「も0であ噛も農約違厘腱と考えます。

こ0よ うな男女共同嚇回幽備とは柵榔れなもЪ発言が亀毯曲は場でもbかも幽珈lと なき机雹

、こと書党とし
=晴

鵬回うちI昌翻めも量党が重大毅問題‐と‐受け上ぬでし亀ならЪな輸lまこ枷世1膨な

ち有権者は岱絢春僣頼で書なくなUます.またも.易量動同攀画政簾■岬欧攀を置法J教1蘭轟

本農塾悪口■体』L瞳たこ⑩:よ う自動きに対ヒでも大きな趣倶書泡しЪて1町
亀ますも

男女共同参画面機朧害覺絢としで掲ける童地としても:邑①よつな発圏1書轟過すること

なくも党を構成する一人諄と印⑩圏員がマニフ_工 風ず卜⑩向暮懇延確に理解牝ti確魏密轟

術bて しヽくためにもマニフェスレ書瞳画全員に傲慮きせること』ま欧党繭代表書は瞳綸政

1党⑩趣邑□安慢ですもや後も邑⑩ような闘皿が鮨辱邸起選|るな.らはな連れは織轟自酵□

‐醜治量任都闘われる:闘題冒あるだけでなくら貴艶縄指脚する有権者面僣編懇:舗‐しく楓

ね描もmとなりますe

l窯も参講膿醸働選挙]国際bて逼早急に優補者1懇枷曲由艶鳳1こ農絢⑩向春を犠臓するよ1うに

取叩‖まかられ輸こと管靱l轟霧望するも回憲ず。

中者までに 同置画⑪鍵藩回守都睦縄醸騰`たします。

『鯛らしさも童らしき、これがなく:な勧てくるもこれはお国回なめにも大窒闘□がある6』

『当し日本人部男らしくなくてもらなへなしていたらも進回国謄守れま世品よ。』『騎|も しさ:こ

量らしさがあんまり鏑揮で書なくなつてきた⑩ilま ここうし`ラ教育:が最疑してきた紬暴

ではあ叩ませんか』『園本人がもっと勇らヒさ%量±遭も,違 ういうものを表に出ヒて二1同昨田

デ
:イ

T~イ ンティーb腿曳観句回申観高.自分の地域は1自船で守る鮨特l晟臨態は自分鱚守つて。肺

くよそしてまたも表端1き相和しらなん珈教育軸語辞稔LЪにな叩ますが、こう膳ヽうアイディン

デ身―がなくなもことl=私はね瞑をもつわけです。』

趣幽 年6月 10回

北嘉副鴨世諸典■同
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パックラツ静ユ:東京日茄ili匡廠 男女共同参画的彙側黎撤固

橋本瞳回予

東東郡朧J[1区では、眸暴 12月 、嚇國li匡男

女共同参両社会懇議会Jを立し上ぱt『フエ
i

ミニズムぬ害轟』の著者として知られる様道

義氏洒豊会長1こ就任した.林道義氏は「正論』

鯛鵬 年 11月号で、次⑪ような反霊曇期融界

画的艶言をしていた。m鰤餞襲嘲腱営者、各

種審議会の委員、大学⑮教師などに女性を増

やすことが果た嘔てよいと言いきれ通んでし

ょう力、 (中略)専業主婦は子青でや家事が

あるか幅政治の場には囲ていけません。事業

主婦め立場や利害を代弁する勇牲繹政謄家に

なればいいんです。政治家な駿実業家鍮りに

女性回数を増やせば、それ陸働く女性ですか

ら必ず性別役割分担を膏定.b、 家庭を壊すカ

向に行く。フェミニストの日う壺です。JL藷

的な言い方をすれぽ、女性の政治家を地やす

必要はあ柳ませんЪ』民間教育臨嗣事務同長

⑪高橋史朗氏と人木秀次氏もそ机ぞ机副会長t

委員に就任した。こD3人は『輻 Ъ『産経

新聞』の論客でジェンダーむフリーを融視 b、

男女共同参両社会基本法や昇女典国参画推進

条例の改正 (言い換えれば改悪)の必要を主

張目実際 3・氏が属する国倅⑪影響で.男女共

同参画条例力電改悪された靱、ジェンダ〒・プ

リー教育申止をまぬ輸識願曲5議会で可決され

たケースもある。

この 3人を撮議会に入私た背長には、国長

が匡の行靱計画にジェンダー・プリー教育の

項目が入つているのを見て、「この頭国竜し

⑮条例 0基本計画を策定しなけれはいlナな

いJと思つたからのよう起

5月 24国 ゝ林道義会長は「家庭に鵜lする

書兄の量mi母 子⑪監論と健康⑮呻重』、

『文イに走伝統⑮噂重』だけでなくもF区、医

民及び事業者は、男女非同参画を推進するに

あたり、以下の条項に留意しなければならな

い』,と す蜀「乱用峨防止ど是正』轟導を加|え

えるべきだとする報告書を区長に提出。産経

新問がこれを大蔚的に報道すると、金国から

F素晴らしい報告書が出た、́涎非それに添っ

て条例を作るように』という激励峨メールや

亀菫漉脚 ]l匡 l劇弱いたという.、   F
翻議会委員の1中には会長の会議⑩進め方に

反対する人もいた。最も強く反対していな口
l

は、東京弁護士会両性口平等委員会から推繭

さ鍋委員になっ亀張弁護せで嗜4月,38,日付 、

けで委員を辞任‐醸た。林会長Q会暉憔の方は

I善前か□懃31で、反対発言を無視′し、反ジ

ェンダー 0フ リー、風男糞共同参画脈⑮意見

だけを取り上げ、少数脈意見は無視して報告

書を綴ぬていたらしいぃ萬靭⑮粂側案は異甲

報告書を固映したも男量拠同な画書後退させ

る内容だつた。そのため、5月 割 国、『乱用:

m防止とJ暫翼』桑噸削朧%を :面 1人靱

会委員油電通業で出し亀。だ漁彗それを報道b準

のは毎日と東煎新聞だけだつた1。
_

改善された祓   《8月 22:日 付)が、6f

月10日、事務局により簾定され、議員に選

られた。こ口案も次のような重大な闘題を麟

していた。             ―

1.動量典国参画牡畿畢率濃⑩理由に腫する。

前車と第 13条に『男女力尋互いにそ⑮特性を

調ぬっっ』が出る志いままで:F昴女働特性』
を入れたのは等割市、高山市だ|九

2.男女斐国参M社●印構築に歯止ぬをかけ

るょぅな Fそ⑬ (昇女中》備性書踏まえた正

1 lill」
il量
電卓言昌F、 蜀 C]E》 ]L]I『:]LJ I焉 ]L:
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しい理解の下に、こ醸桑儲回趣日か輸避朧す

ることのないよう努めるも|の とする心Jとい

う丈言繭 囲条に残つた。

3。 乳動児期における母親役割硼重要性が強
.

開されている。男性の育児株業轍待を推遭す

る政府の政策.と 画節をきた九

4.         されて聰Ъな幅亀 廃 |

案になつた千葉県自民党案でも明諏されな満L

もた。日本会議などアンチ・ジェンダーフリ

ー⑮団体は、積極的改善措置に適差別だ
°
とし

て笏

日.謄児口生齢⑪尊重占男女共同会画条例に

なぜЪ胎兄の生命の尊重が入つたゆ鰤L卒明L

国連の会議では、胸児の生命の導重⑮ために

嘲腹を禁止すべきと、アメリカなどキリ累ト

教隠理主義の国ぬ代表が発言している。曰本

口銅街母悴保護浩は、母体の階敵にもいては

定めているが、胸児の生命について何も定め
i

ていとし亀

G。 文ギLと伝輸L文化や憶統での女性差刷に
'

ついて解刷が人によ.り 異なる可能性があるた

め、    導条と〈刺皿醐菫起こる
・
研郡蜘雹

ある。

7:流計11匡⑪条例どして⑩特徴がなЪ電 覇制][

区で用女共同0画を進め、地域詰こしをする

ため⑪特徴力尋なbbi瓢 Il区で条例を作尋理由、

流メll区⑮男士共同な画ぬ実脩等はほとんど議

論され敷かつ九ようであるこ

6月 16日 も荒∫l‖国民が集会を開き、条例

案に反対する機械をした。

6月 鯉 回、認 ll匡議会が聞会され、翌日

には善藤ゆう子議量繭電基本法との関係二人権

推進□視点、医顧金鍛的な施策選行との調整

の3点について固間をしたがt区当局印国答

は、業副案の可決を順うの‐点ぱゆだつ起

嘔月鰤 日 1轟 囁  『回長は ]7時ごろ提出強

案脅取り下げること
'を
決断した。手続き的に

は、電 固 (月 )9J閲 力Ъ喝の口靖難砦幹事啜譲妻 .

で了承を得、総務匡民委員会で区長が報告、

政炒下げをする』というメールが関係者諸ヨら

履いた。
F霞 国に就で予断臓計されない彎しかし、

ここまで辿り若いた主な最割国は、翻 ll匡内の

議員ご団体など印連携活動とそれを支えた医

外ロネットワータ
.支
援であろうL家庭育児を

重視する彙側が制定書れると、働きながЪ子

育てをしている剛 ll匡⑮女性たち涸昌匡を出る

ことにな駿そうだとしヽラ危機Mもあ1炒 竜国内

部脳は子青奮F‐ プや共同操脊所、1教員グ

ルムプ戦ど力露も国郎からは 鋼 を越える全国

女性団体のネットワーク雪ある『国際婦Å年|

連絡●Jなどが、翻駄の条例案撤固の要望書

を提出した。∬ ネシトなどで荒』]1匡長に要

望書を送るよ働呼がかけЪ行わ輛た力S、 それ :

漁言林民の国に固まつこれ闘鷲閥状が開され、

厠ネット事務岡が公Mで回答した口林織臆熙

で暑れに反論を加えている。

。二論 卸叫 年 6月号『フェ
｀
ミニゴム彙側を

‐

瑞 しよう』
1寺

Ъ舶本   』鰈 幽

画敏昭氏は、fブ ェミニストの政節集国とも

言える嘲ヒ京JA畷』と瑚L京 鵬遅
.を

祠 して

いる底‐林氏口壬酔:などでは日本女性学会ゝ 脚

ネ接いも同様に織制されてし`6。 私は4‐ 個人

的に『戦い』という言葉は好きではないか毛

正当でない`世洒や昇黄平等を機扇りさせる動

きには理路整無と.かつ敢騰と対決すれさだ

と凰●.ている。

△  △  △  △  △

希塑⑮売しもあるg毎日新聞般東京新開せ

は、勇気あ葛若い女性記者繭鼠、右翼⑪脅しと

もとお尋苦情に融げず、署名入りで熙 []匡Q
記事を書きつづけている。6月 飾 日日画回

本新間によるとЪ:筑雀:市でも審議会案に市議

会の委員会で簡L贔防止を入れた条嗣業が提団
j

された師電、市が激回したようであ融[1男女共

同参画条例に配用防止条項を入れることは、

反対腑ぬ由国的な噛略になもできてぃる。さ

まぎ奎最ネ多トワータで全国的に情報変換を
:

密にして、
′
対応していか喩bbと も厘男黄共同

0画的な条例が発国暉成立することになる心

〇 ・
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有名えいこ

6月 5口 、参議院で0質問者を職しての強

行採識により、政府提出⑮年瞼浩鵡成立した

が、ロカ罰経つにつれて懇蜘滑彗増す口を禁醸得

ない。強行採決□ 5日後¬割鵬 年⑮合計特

殊幽生率が 1理 であることが公表:されたロ

合計特殊幽菫率は珊囲2年中 1。鯉 力ゝちや辟て

|ま 1。調 にまで回復するという⑪が、今回の

年企の制度設計に関するh褥であつたはずだD

それが聰 には 1理)にまで落ち几み、しか

も強行採搬の 12日前にはこ嘔結熟繭琶ねかつ

ていたというの亀

これでは、.政府は基瞳テ〒夕費旧オ題とに

,よ つて国自で回調通書撃唐亀国轟に向』ナては

偽つてしヽたとし力ヽ 言いよう油]をし聰

今回⑩吐府□拝瞼法に対する生悴的なか価

はひとますねくとして、政府⑩鐸贔鮨案中最

大の前 ントlよ マクロ縫欝スライドという二

いわば自動□菫装置善組壽迅施耀点にある。

平佳給付額⑩計算は、新炒受結者にはT取り

賃象の上昇率に調魃率を掛ける、R翼齢者に

申|こ調繋率を掛けで決める。調整

率とlま、樫軍噛弯発鐘巾齢暴朦覇誓労飾励績瞳蒙中に零郵銅

余命の伸び率を動案′した■定率 (M)を
条じた数値である。出生率が下がわば、儒朧

料を負酎 る掘蝶鎮廊報釧珈封釉切歎も減じる崚

それゆえ連のままマクロ感済ステイド鐵轟働

いていけばも鰤 が公表bたモデルな帯⑩年

盤受給ホ聯が硯役就労者⑮所得に対して、

働醜3年度で獅 唯醐腑年度は肥 3)と しヽう.

値は魃待されるはずもなむ聰 マ壼回縫請スラ

イドに盛瑯趣謀れた予測値     が違

.つている率鵬を十舟協議論しつくすことなく

可決された、政府の年瞼法を認めることには

到底ならないのである。

=さ らにもう少し視座を広ばれ咸 .保険主義

に固執していては飩 度が立ち中か鍮‐く‐な

つている、という問題が大きし%国民年金曲

21脚 万人、そのう場の関%、

翻皿万人近くの躍大な人数力蜀年佳保険黎未納

であlる。i厚生鮮屹     ・横献義醒偶蕎

は
′
ピーク⑮ 19卿 年で螂 雨入強、そ④人数

は割融1年には枷脚万人と,卸 施蠅 も減Q
ている③雇用形隧□多様ギLO柔軟fヒともい赫

れる状況で、原崖     糟電ますみゝ国

民蒔義諷壇鰤珈酬簡自けしている。

提出者力¬滅番げ力ηり甲寒情でも

負担と輸付ぬ鶉衡密は 6声向に主張しても、

このままの制度⑮存編に納格をえられるも暉

ではなbゝ 税鮭式にtとづく彙憮燒障年との

導入力電主張されるゆたんでありゝ またず元イL

を含む榮酬Ⅷ難輔静陶鯖動球められている。

玲国成立した牛雉濃時、博港剥嘲瀞さⅢて
,

いう年曇問題圏解決侶費するも口で七なかつ

色1。 保険粁を負担しない日    、いれ、

ゆるサラリーマン      ロ立場は、

儡腕糾を負担している 1・丹粒黎瞳者彎国営業

、鰤 〕て隋 に詢肌 曝てい

通25桂鼎醜者とくらべて¬_不平等である.

3     闘国は長年1尋わたって課間とき

椰てきたにも開わ齢ず、N慶改正は見送喝れ

起。ギートなど短時間労働者の

「

袋午住口適

用も、日午後を固途卿検討きされ、女性の年

金に関して導る馨き改正は離婚時國集釜齢割:

でしかな瀞つた。 ‐「
:.・ O O O O O

i籍年屹障密蕎呻闘顧Ъ拠側財闘不足口梅ぬ

の強結権岬喪失ギ‐特権的議量鐸屹も年■積北|

全の下距使用等々、!年金に関れるわらゆる間

固力罵翻国の       で噴出したし誰も

が納得できる年屹所得⑪実現のために、明ら

かにされた問題ぬ二Qひとっな丁摯に綱軸颯

作業繭蓄改めて開始されるべきでおる。

一 懸一



ロロi韓女性人権シンポジウム
ー

ニ閂弄繭絋

上記テニマで、6月 5日 、6日に東京、大

阪で、お業のよ女手大ジェンダ棚 センタ

ー主催中シンガジウムがM朧書れた:以下の

穀昔は私が参加した東宜大会における韓国に

ついて暉ものが申心になつている。

'◇保護趣分中心諏拠嗣中心か?

轟

“

IIM瀧臨最贔芦
第1部では電まずソウル女性ホテトライン

副会長⑮鄭春淑さんから家庭尋力関連法の倒・

定過程■の争点と実施状況齢報告きれな。保

識処力を中心に子がきかЪ処副lit心にすべき

かの争点ではt韓国口場合:櫨害黄性口
jⅧ
嚇

が夫の改善な希望し酬 を営んでないので1

処割申続 回瑠期申帽鐸硼用されないとのこと力島

感i羹赫性請重視
Fさ

れたこと、
:『

家庭轟ん戯上
度春程響暑藻なだ蘭手る法律』塵|『家庭暴蒟
犯mに 関する特例法』の二本立てである

ことtl『処罰特EIJ法』□運用では、検察段階

に鵜いて家庭繹議事件と刑事処分ぬ二らぬ選

択応まぬ葛がtゴ 7を犯罪として強う刑事処分

とされることはほとんどなく、保護処分一辺

囲である通とは、回FMを 経べ扱もている

証拠であり、悪質かつ持続的な暴力lこ関して

は強力な刑事処分は心類であるなどが語られ

た。またDlvぬ予防と陶上に関して自家の費

務も開文イLさ・れているものの、国家の取り,組

みが不十分なことも指摘された。

また弁護士のぬ憧淑さんからは、結婚斡旋

業によつて国際結婚をした警住女性⑩ E∬ 闘

題が韓国でlま深渕であ駿t農村、憔尉⑪男性

の楷蝦院に乗じたプロ畠力〒による搾取が入

権侵書を馨|き起こしている、という報告湖彗ぬ

嘔た。

◇ぷラダイム回樹農

第 2部では性売買運動⑪歴史と展望、́及び

劉酬 年に剰定されな性売買防止法⑮制定運

動について語られた。この法律力彗制定された

ことで、日本田『売春防止法』にあたる『綸

蒋行為等防止脚 漁S、 韓国では廃趾されたユ

とになる囃こ嘔ことは、性道徳寿牡会ぬ善良

な隆風俗の維持という認識が大きく輛換した

ことを意味している:

同法ではこ売春それ自体を聞題視する口で

はなく、性売買という表現に示されているよ

うに、性売貿に従事する女佳への社会的備見

や差別をなくすことの心聾性鵬謡識され、ま

た性宛由喜11女性高纏藉的鋤位⑪価きなど、

それを生學出す社会構造の問題と直せ認識き、

れるようになるた.:催鯰藝瑠齢鋼為を処副tt‐

女性は処飼薗対象tき直な
:巳

通」亀
‐
性宛蘭被害

女性ぬ人権保護めため、回、二ぴ自治体
・
も儡

謹と目立支援あたふぬ瑳的・制山歯装置をと
ることを明黄イLしているL  ll   

～

励繭
‐l l    ・

:

興味深いのは、こ口法律制造雹女性撞動ぬ

成果であることだ恩運動⑮契機とな名たのは

鋼脚 年に発生 bた機宛買所口火災で雪0代 |

の女性添5名宛世した事件である.そぬ後に

発見された値女たち峨ノートカヽも、|メ冤量鋤驚い

かl通侵害されていた漁Ъが聞b講Lと なるた志女

性団体はこ⑮事件を社会ぬ構造曲暴胸中問題

と据え、1剛圃1年には、結集して性売買防止

法を国会に請順する 運動を開始した。そ⑩

過程で、売利ξ社会口必要闇という副淮峨認

識を重えて   庭l題繭 膿セIL  1 11

:◇ ◇ ◇ ◇
i◇  |

・
今後は、被害女性⑩隕謹||と 性廃固渕罪の蝶

体中行為に徹底した法執行をするために言警

察と性鬼買車業者⑩癒譜を断ち切る警察改革

などが、優兆きれるべき藤題であるとめ指摘

がわつた。
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DV置謙読酬卜O麓疇酬駆降画嘔嘔腱□置]:

嘲藁暗踵醒:と男     車のM
瞼⑪まえ知季

5月 27日 、改正□V防止法が成立したQ

当初から口要里であった、保離命令の拡大、

市町村の役れの円確イヒ、外国人・障がいをも

つた人への平等な対応、などが出駆込まれた。

当事者中心の運動が実を結んだ成果であり、

その声を受け止めた議員の幡動も評価できる。

□□V織含欧鏡として□轟本方針 □基本酬画

NGOは、また、自場 による支援体制□

格農解鞘のために支援怖制の基準づくりを要

求してい師 琶、それは、国のDV施策に関す

定》錮動 は健 壁璽 錮熾 壁

婁連豊画策定の義務イヒという形になつた。

このDV基本方針とBV理割蒔汁顧靴勢争勒

日本⑪DT政策を方向づける重要なものにな

るため、両書をDVの輸台政策として位置づ

け、今後NGOは提言藩動が必要である。

国と自治体⑪DV総合政策がM嬰を理由は、

①pVが社会構造的殷囲であるという基本諷

識を明確に示すζ②鰺域社会におlするDV根
絶と被害者支援ぬ理念を明確にし共有する。

③闘儡職削や民間支援者による二践被害を防

止し、一定回識懲レベルを保つために、関係

職目や民間支援者が常に立ち返るべき巡点を

示九 ①改正DV防止法に灘いても被害者F保

護』に重点郡わかれ、『予防』の制なに大け

る、などにある。

日渕事者本仕⑮宝燿爾必要

そ□幅に、当事者本位ぬ支援、当事者の土

ンパワメントを目指す、としヽう視慮も重要で

あり、これらは、現在の画V防止法に入に

いる点である。また、DV防止法にとらわれ

ない地域粒国の時色ある支援爵雹あつでも良いゝ

DVか聰遡壁uな後の成載欝議騨肉国こして1ヽ6鳥

晦鼎や、政策立案 1評価システムに国わる専

P5蒙委員会を設置している千葉県などは参考

になるIもある。公と民□機胴⑮連携という

ことでは、幡 ∫]l果も参考になる。

□童犠飾量く撃働自沿倖鴨量

5月 鯉 固Ъ自治労DT作業●貝舎主催で、
『改正V防止腹を使いこなそう!』 と―b`ヽ ラ集

会曲琶港区立麻布公民館であ懺、全国女性シ平

ルタTネット⑮近藤恵子さん 嚇蠅鬱
・
直講演

で、自治体口役割鮮明翻こなつたことにより、

自治悴職馴⑩役制油言これまで以上に重くなる

ことを輔 していた。

現し東J ttE総合で、福働瑞穂議貝は、改正

児童虐待胸典濃中改正DV防止機など「被害

者Jがいる場台は法律が通りやすいと言われ

ていたが、これらと男女共同参画Ⅲのギッジ

ング、L晨しない風法改正や、イラタ脈異な

。 ど⑮軍苧イヒ、東点都⑪教育 F改悪Jなどとの
ギャップは大きb鴫

□ぷラレルな関係にある町Υ欧簾と易女平時

甦策

しかし、提本的なDV樋織を目指tDV政
策は、馬女平等政策の選口とィfテ レルな関係
にある。喫力をきるう意識⑩根庭には、勇尊
女車、固定的強制役飢意識ギあぅことが聞ら
か|こされている⑮牲別役れを強調する男女共

同参画ノ式ッシングは、力ヽえってDVを発生さ

せ.隠蔽する通とになる。強害者支援と加害

者対策は車の画輸とよくいわれるかЪ対処瞭

法を重れても根本的解識にならなし%『横害

者支援と昴女平等政策が車峨両輪』である。
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蒲索塾秒1蓄品回需滸齢ら■

デ       ‐ ‐‐ ■ 11橋鵞せ画子
Δ△△Δム△ム凸A凸ムA△ム△△Aムムムム△Δム△ム▲出ム贔ム△凸△墓△占山Δム出Δ出山ムΔ也轟出△贔Δ

□詢'8日ご東京ウ鎌麟シ貯 テずで開催さ  参如すること1こなった。

れた剛膊 《日本女性艦視機構)□総会で、先   翻鱚‐年春ぬ失規模軍事作戦 F寺 りの居作

ほどパレステ身ナから帰国された情木愛機さ  戦』ではい輸 名口》ξレ曳テォナ人が殺され
.

ん (大阪大学大学院 非暴力運動『国騰連帯  たっ、艶脚 年 臼調に始まった第二改インテ計

運靱 日血躙爛面』ョ曲山町 融由Ⅲ由』⑪ナ  ファープ以降、奈午⑮ □月末までに 鑢脚 名

プ詣累地区コーディネータこ)が誰演された。   ロパレスティナム薄5れされてい覆。

以下はそ⑩概要である。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
I◇

◇ ◇ ◇

国際連帯運動とは、パレスティナ人が率い

て外国人とT結になつてゃゃてい尋非髪力に

よる極抗運動。.嘔
g師 拝囲第重次中東戦争の

結果、イステエルの占領地となったゴルダン

メ]l画饉地区とガザ端 動を行うでい懸。この

運動が始まっためは脚則年8調である。

□不平等なオ嵐回合意

パレスティナ自治匡はオ嵐口合意によつて

誕生した。だかしこ海を前向きに評価する人

たちもいるけれども、現実的には公平な和平

合意ではなく、パレスティナ人にとつて、き

わめて不平等なも④だった底例えば、パレス

ティナの和平の真髄であるはず⑮パレスティ

ナ人難民の帰還権は全く保証されておらず、

いまだに値らは帰通権を調められていな聯Ъま

ま、難晟生活を強いられている。

画   蒻

清求さんは 翻m年 罐 月にィギリスがら

パレスティナに初めて行われた。そこで日に

した状況は祭りにもひどいも峨だつたL3日
間寝で忘れようとしたがt忘れ幅れしれず、

パレスティナ⑮問題にかカコねるしかないとロ

ったという。イステエルによるパレ轟ディナ

_人に対する攻撃繭軍激化する申で、パ貯ステ身

ナ面J嘔外国人に向けで平和構築ぬ活動ぬ呼ぴ

かけがあり、清求さんもこれに答え、清動に

イ轟ラエル軍はヨルダンメ][両岸地区で、ぷ

レスティナムぷ植えてい局オy.Tプロ本なプ

ルドーザーで切り取って、どんどん壁驚作ろ

日でt村が消えて昨て ,。 .平和運動甲要時 プ
l

はプルドTザT甲前に厚つて躙 ノf貯尋テ

蜻ナ入lませべてテ事を使うわけで1まな賑亀 子

どもたちは、外出禁止令洒彗園ていて亀学校に

行こうとする。パレスティナ人口人口:数から

考えると、国爆者数は少なし亀 薗爆攻撃者ぬ

母 飾ゝなどがテロリストサポーター濯塵いう

情報をイステエルやアメリカが続している6

□厳膨書審増サイ尋ラi平學雫甲黎ロー  ‐ |
邑膚1事咋坤ず尋零干夕畢岬撃闘ず厳≒く

な靭、2時間早く出寮いと職場曙宥申Lなドな:
つた。ポツグに書求を持っていかないといは
なbゝ 膿涙騨を続書れると思苦しくなるので

香求をガ…ぎにし雛こませて鼻に0でるのだり
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また、輸閥所で長時間特たされるので、登校

する子どもたちにも帽子¬よ、香求を含ませ

たガーゼを締たせなlナれ雌 らない。

□激怪い喫撃書受けるガザ地区

ガずにおける致撃はすきまじレ亀 朝電子ど

もを学校に送り出しても、無事婦宅する子ど

もとと再会できるかさえ分力ヽ嘔趣b鶴 子ども

の手にマジックで名前を書いて選り出す親も

しヽる。

□∫電レスティナ典女性たち

パレスティナ人女性といつてもきまぎま滝

占れ に健糞理瓢塵もい繭蹴嚢 ヨルノンロ難民 .

キャンプ睡能む女性もいる。アメリカや冒―

ロッパで盤満する女性もいる。自爆攻撃の道

を遷んだ女性もいればち自尿攻撃者な家態に

もつ女性もいる。瑞業も、教員や政謄家、農

家の女性や看謹嬬などきまざまだしだ麺S、 彼

女たちの誰もが、パレスティナ人雛 として、

L酷な館 の申で生きている。.殺された人、

怪我を負つた人は、各々、自しか歩んできた

固有の人生の物語を持つている.自爆攻撃者

を出した家師 暴テエルは見せ bめ⑩ためにち

ダイナマイト電櫃敵する。

帽田 年 幅 月、イスラエル師 下⑮ガザ地

区とヨルダンリ|1画岸地区で、.パ レスティナ住

民が一斉に続 動を開始bた第一獣インテ

{)ィファー魂 パレスティナ人すべてかイス
テム教縫ではなし、 したがってこめ民衆ほう

起は宗教鍼争ではなし亀 イスラ尋ル⑮植民地

主益にパレスティナ人が抵抗しているのL
第一致インティファーダ下では、占領者で

あうイスラエルに対して税瞼不払総晰 が起
きた。価 貯罐塵動に曇迎藉たちも曜鞠副駒に通銅卵
した。

ロマッチ司化するインテイフアーダ

けれども10年後の第二次 インティファ

ーダでは、握航運動がマッチョになり、女性

たちが参加しにくくなっているのではないか、

と清木さんは言う:′ とはいえもことのとき継

織された大彙委員会⑮申には、女性委員会も

あつた:   :
パレスティナ人難民は 博錮 年にイスラエ

ルぬ攻撃で失つた家の駐を持もてぃる.パレ

ステイナ人が自分m畑でォリープを摘んでい

るだけで、イステ尋ル軍が拘束することがあ

る。オリァプロ穫期には、人植者たちによる

パレスティす農民の襲撃事件ボ頻発する。最

急車さえ検闘面で贔止めされ、病院
～
檄送し

なけれはならない癒人や食場者が長時間待た

される。第二次インティファーダ下でlム イ

ステエル軍ぬ横闘面で%妊婦部長時間待たさ

れたために、死産になつた事例力言31件あつ

た。

バテータ難民キャiンプでは、思子が自爆致

撃をしたことを知つた糧親が、減きながら、.

「自分暉息子は人殺しではないJと 呻んだか

と思量.と 、今度は『自分④鮨 lシくレ暴ティ・

ナのために向爆したんだ』と自らを慰めてい

た。彼女峨家はイステ巫ル年によつてダイナ

マイトF融壊された。

9月 だ凱鰤Gペレスティナで:哩野瑞納琶殺され

た。ガザ南部のテファではゎずか 輝 ,日 間で

家屋破壊によつて、JE即 人がホームシスと

な]た。イスラエル軍⑮ブルドーザーは、ま

だ家峨申に人がいるにも繭コかねらず、破壊を

始めたとぃうケースも報告されている.イ ス

テエル軍は、家屋破壊はこれからも続けると

公言bている.

◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇

□典闘が作馴出す♂電レステ暉ナ⑩盪劇i

私たちは何をきべきだろう漁、清求さんは

パレスティす人ではないので、イスラ平ル雫
⑮第一ロタTゲットとはならなし亀「同じ人

間、同じ女性』というような考えが通じる場

所ではなし、全く立場力哉異なる。今⑪パレス

テイナロ状況を作つているのは人間。イステ

エル軍が使つている流器はアメリカ型堕イス

テ平鼻堪錮瑚争ナ鶴アメリカ、アメリカを無条

件で支結する国札 日本人はパレ風ティナ人

を殺ナ側に車つている。
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鬱塾ング■1と

ドイツニ日本研究所と広島市立大学が量 1

朧すぷ国際ジンポジゥム「ジ土ンダ藁と口
〆

同国家鳳固未虐もぃせ回1国史的考癬障』が

J月 lo嵐 19固 t東京鯰 催された。抽

象的なテーマに見えるかもしれない。
'だ

が
｀

私は、ぃく¶かのセッションに匈 bて、
.

現実にジェンダよに係わるきまぎまな問固

を考え解換しようとするときのt基本的な

枠組みやヒント覆岬郭ら力面ヒよぅ暗雌記静≒針る。
'

内外からの30鋼近く亀⑮歴史学、社会学、

ジ墨ンダー学岬研究者を集めたこぬシンポ

ジウムは、基調報告も含めて8つロセツシ

ヨン働Lらなる大規模なもので、そめ金観を

伝える力は私にはない。以下では、印象に

残ったいくつかぬ報告を違ぴごそ通で提起

された問題点ぬ整理を試みたい。

大部林は国民国家を『封建制出身分的枠

組藻な職り回島的趣卓二性をL礎として成

立した近代的中央集権国家』と定封 る。

民主れは国民国家の構成要素ではないよ戦

前の日本も、戦後の日本も、国民国家でお

るLでは戦前と戦緩口国最、職前と戦後の

国民閂家はどうつながうているの力、 ジェ い

ンダTの観点で国民と国家を提え置すと、

私たちには何が見えてくるだろう漁鶴

歴史研究憲も硼ヽ自瀞子さんは鶴『家庭胸

役割と女性口1国民珊L』 塵題する報告でこ
1戦 ‐

前⑮女子申等教育を支える教育理念だづた

建姜□母思想⑮分析審通して、男些|ま異な

る、女の国民へめ統合のきれ方を描き出す:

夫を支えt次代の国民を育てるという家庭

内役書Jを担うことで、女は国家に貢献する

存在としそ認知され国民化きれ通ぬ逮 第

一数大戦後の社会の動ヒにともなし`、■方

で女⑪社会に国洒]要請され:他方家庭内役

割も再定義されこ女ぬ国民としてめありよ

‐国本につ聰ヽセロ塵史的考察ニ

うち変イ瞳していく。     1       :
女性史 0並代家族回研究家、画∫ll描子さ

ん脇報善薩
:PF薗

蒙建設とし
|で
□窯艤建置轟

住宅硼聯餞奥邸t‐二J:蒙族の人紀覇塵し 
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ロホ近罰欄史研究自ら・藤郵朧書さんは1

lo56年制定⑮売春防止法を回雖睾藝同
|

盟■士脈に位置弓けて批判的に検腋6魔止|.

齢 ぬ藤日きんは、業上ほ売春⑮警認に
もなかる国家■織制ほ一癬憩であるとヒ、

先春磐禁ず蜀こ⑪法律か、染軍による女性
へ⑩暴力を隠蔽するため⑮装置とbで機蜻

Lたことを強調した6基地周辺□女性■口

暴力は今も続いている.

女性山研醐憲でゝ 菫殖をめぐ尋ジi渉ダ
ニと権力□闘曲1こ詳しい祟嘔義穂さんによ

る『戦錘遺1素品な機計画聾撞夢
:夢皇ナリ宇

イ』の報告からはこ入回調盤政策lま、当事 t

者閥⑮利書が基躾bない限い、勤皐inない|

ことが分かる。辱同t出墨率旗
―
isか り続け

葛⑮は、八府が延める!手化政策価Sh輸ぬ

利職に中もで曝竜ないことを女性自身が割?
ている部しなのだ。(ま とめ :石田興仁子》
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『均癬待遇アタション量.嗜 』瀞発足聰曲毎指

二__二吾____中 倒璽Ⅲ朧駆孤暉薗疇特ロアタシヨン量司

均等待遇アクション21はЪ曰月11日、

文京国シピックホールでR星集会1を開催。しま

した。大阪鶴薦都から⑪,加者を含め絢:圏 ③

人が参加し、雇用における       に

向けて新たな一歩を踏み出しましぬ 集会は、

今年3月 に完成した、:均贈綿圏アタ摯ョン

剛 回オリ詩 詳鋸 無 畷恭窯を動輸く女

たち申パートO派遣□璽場か懸』⑪上膿に

はじまり、慟くI剛猾判嚇堪劃順 実想につい
.

ていくつかめ靱音を聞いた後、今後の取り細

挙について意見交換をしました。

0「均等侍週=000年キャン縄〒ン』から

曜輌嚇週アクション21』 ヘ

均等待過⑩実現をめざすR目的な輌模で⑮

運動は、.20□ 0年ゝ超党派⑪国会離員ヽ弁

護士、研究者、女性団体代表など計圏□人口

呼びかlナ人により、騒端謡龍躍 □90年キ

ヤンペーン』としてはじめられまし烙 福岡、

大阪も東悔Ъ千葉、東京に実行委員会 (事務‐

局)漁霞ありも渕ヒ侮道かし沖縄まで全国に賛同

者がいるという幅広さを特徴としていまち

事務局に1まユニォンや女性グループ、大性差

別栽価などきまざまな形で女性労働閾題に取

り組んでいる女性たち過琶集まつていま九

□強賄据曹0肇塑書□轟幽

ヨ|き続き2801年からは、期限を定めて

蜘讐待遇⑮法制ぜしをめぎすという思いな込ぬ

て 熙騨劉蹴園アクション2日 03』 と名称を

重えて再出発しました.。 起れまでもシンポジ

ウムC珊馴選彎詈旨籍、自儘満動など個帽補亀厚

労省牛肉会議員などに対して政策提言、要塑

書の提出などロピ‐活動を満発に行なつてき

ました。また、満融蜘Dゲストを紹き、先釧罫鞠

な経験割囮設にり も]鵬 条飩|

別撤廃条約など国際的なンポルに少しで亀迫

いつけるようにと遅動bてきました。

日欧業ワンケートロ羹施

今、      真っ只申にあゆます鰤ま、

選挙□亀びに政党アンタートに取馴組みも公 |

表してきました (ホームペ畠ジを参照して下

さしつ。こl⑩間、パ守卜法に均等特遇を明記

するよう改正を鱚えてきました薄S、 厚労

"は指針囲改正でお薬を濁し、野党からは国会絡

了置前によう葬くまい 卜法改正案が生程され

まbた.

□均等睦改正書目指して

一方も原労省は200量年 11月 から「昴,

安雇用機会雉等政節研究会Jを開催しゝ 闘接

魏 ぷジティプ 0アタションなどについて

議論を進めてきました。私たち圃靡究会の傍

聴をしな鍮E5厚労省が何を目指bている鍛か%

注意ぶく見守り、意見を送ってきましたが、

6月 2日 固|こ 『研究菱報浩書]』 .が出されまし

たので、これを均等法改正にうなばよ―うと当

面の行動計画を練つているところで気 固月

は、勇女雇用   月間囀 鶴アクション

21と して、『均等法を男女雇用平器濃へ li』

『どんな働き方でも均等待置を !』 『有劃雇

用にも均等待遇を !J「同一価値労働に同一

ざ住者 !』 「闘栃 %を 隕 こ!Jの 日

つめテーマを掲げξ宣伝濶動]こも力:を入れて

しヽま九

善 ! ‐

なお.アクション囲1は 4月鰤勤嘔、北蔵躙

呻事務所に同居させていただく通とになりま

したり自分たちの風ペースがあるということ

はとでもうれしいことで現 こユをベースに、

さまざまな女性運動か連携しあいちより広く

深い運動ができるよう悟動を進めたいと思い

ま丸
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6月 10～ 19曰 にかけてtn量 25ヶ

国に拡大した|は側連合 (脚》で、初の 側

議会選挙洒言行和れた.すでに日本でも投票
.

率の低さ¬英、触ち仏等口主要枷田囲で⑮

政権党⑩後退t申道右脈による過半数議席

獲得場が報遭されている。以下では日本印

メディプが取り上げていない蠅 と 囲 議%

会□関係に注目して、通峨選挙を考えてみ

たい。

剛剥⑪組織

|

側面平和と民主主義m発展を目指しこ10
58年、独仏伊とベネルクス3mで発展し

て以来、今日に至るまで、拡大と統合⑮蒲

ぜヒが醜∫mを特轍づけてぃる。重法的な権

Mは首脳会議と加盟鰭国の国僚から構成蓄

れた閻僚理事会にあり毛議会は発展当枷か

ら諮問機関的性格が強かるたLしかし19
70年□第一回直接選攣以降、少しずつそ

⑮権限を強イ出しゝ 1現在では 側 予算承認権
:

や執行機関である欧州委員会 口甕員ロー括

丞認権をもち、環境ti操撻衛壁〔
.教

育等の

35領域では、伺委員会が提案した機案に

ついて、関僚理事会1と 対勒な立場で審議す

る『共同搬定手続き』繭制度も導入されて

いる。最近採択された新しい剛憲法は『共

同搬定手続き』⑮領域をさ
―
ら1=拡大したι

口剛謹歯□選挙

議席は総数738でЪ人回l=はぽ比例す
'

るように即盟各国に配分されている (表 1

参照)。 議員の任期
'は 5年。1統合麹まさらに

進出ぱ 剛 レベルで続一された理学ぶ行ね

れるようになるだろうが、今⑪ところご選

福田:久

拳は自側に組織・さ鍋も選挙肉度 (加盟圏5

ヶ回すべてが比硼1代表制:を
採用)'中選挙

権 嘔機選挙権を得範tため暉条件等も国別に

定められているょ帥 議会ぬ選挙なのに、 1

内政が争慮にな場やす幅Ъ⑪・
l■そのためもあ =

るg症が選ばれた議員は国民ではなく1欧州|

市民を代表|し
:ilm酬‖杜舎党、中遭右編の政 i

州1島
鎌覚電成硼線のhiといった設党1蓬爵・

属して橋動する。         ・
・ :

口載遇繭iきまで虐曇性識曼ギ12日鴨

自□嗽 枷閻力普嘔圃顆側 は軸 の政治や

その他意鳳畿塵機関亀⑪参画書促進するた

めin施策む積極的に進赫せきた。と|り お1デ
°1994年ぬ欧州議会選挙ではti戯瑚委員

会の男黄機会均等嵐節藍中心とな炒:域内奎

域で大々的なキャ
・
ンパーン満mを最開し、

F男女がバランスよく代表された議会を置

出しよう』と訴え起L当時まだ男女同数候・

補者濃諏詈なかつたフランスでも、社会党は

昴女的候補考を斐亙に確載bた男女圃勤名 :

毒曽選挙に耐んでいた。女性が整正直牝轟 |

されていない議会憶民1董的ではないという:

考え方が様々に欧州市民に共有されるよう

になり、欧州レベル守ぬ共通口夢ォ畠夕量

策はないが、スウェ‐デンをはじめ多く峨

国では、政党が自主的にダォータ制を導入

している起ともあり¬改選前⑮欧州議会ぬ

女性議員はす奮lビ ロ8幅に達していた [表

1参照》。ほとんど⑩国で、女性国金誘員

率よりЪ女性欧州議会識貝率⑩方部商VL。

ただその理由として毛‐般に欧州議藷より

も賤金が重視されていることな学げる
.ひ

と

顆   践呂鍵
学会勒|を掲ばで闊挙に臨んt ・

l j
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幽 改選前 (190曲 畳♂2804) 曲動塾(趣 ③Oど■2⑩ ⑩9)

調鄭繭理難中申 躙 申申*》 題劇藤謹陶*申 鰤 締**

ドイツ 99 37・  (87噛 99 31   (31臓

プランス 87 30   (43m 78 34   .(44愉

イギリス 87 21   (24愉 7日 10 . (24卿

イタリア 87 10  (11轍
『

目

スベイン 65 21   (339帥 54 17 .(31卿
ポーランド* 54 9 (17鴨 54 7    (1396)
オランダ 31 0   (29剛帥 27 12    (44鴨
勒 キ 25 10  (40N 8‐4

チェコ* 24 4  (17卿 24 5    (2ユ 懺

ギリシャ 24 S   (20輸 24 7    (29剛帥

ハンガリァ摯 24 3   (18臓 24

オ脚レトか 25 T   (2目 柳り 24 □    (25剛帥

スウエーデン 2露 D  (41卿 19 11    (轟 自愉

わ ストリア 21 機   (3ロワ帥 1日 7    (39剛帥

デン ーク 16 日   (38卿 14 5    (3 1FD鴨

スロノくキア* 14 2  (14卿 14 騒    (36鶉
フィンテンド 18 7   (44蜘 14 5  ' (3爆 〕帥

アイルランド 15 5   (33馴帥 13 5    (38勁も》

リトアニア* 13 1 (8Ⅷ 18 儡   (4□ 卿

レトニア* 9 3   (33剛帥 9

ス回ベニア* 7 1  (14鴨 7 3    (4:3爛
エスト尋ア* □ 0 (0懺 6 2   :(339帥

キプロス* 6 (179帥 G 0 (0"
ルクセンプルグ 儡 2   (389帥 6

マルタ* 5 0   ( 0卿 5 0    ( 10輸

計 78懸 22□   (2日% 732

○

新規回剛巫      4月 3□ 固ま層瑕 !麟趣鵡トギ電…よしず嗜

申*        字88カコらTS雹書嘲典鰺 各国の人回をほ‖剛 るよ慟l日配分され直され亀

*申* 瑚鑽 は四捨五入      :
**申 *彙尉鰹時間が力輌酬 噛ヽ 嘔月2日 固埋應転まだいくつ瀞翻加囲国回数値は賠表されていなし%従って金伸画女性議

員率も回 議はHP上では未発表だが、刷回関係鰤 1躙薗諏ヽ戯ス手聰だ情報によれは130鴨 1こ連しね膜様である。

もいる。                   が、数字が未発表の国まだもある (表 1)b

□守圃③量拳縮暴

投軍率は駆 ⑮鯛鰯%か聰撃鴨へ下が蜘、

ほとんどの国で政権政党は後退した。第一覧

は中道右派の欧州民衆党 0醜側民主党グルム

柳 議席)、 第2寃鮮欧州社会党脚 1)。 欧

州自由民主改革党グルT熙 濾 こ縁峨党

鰯2層鰤詢滴湧それに続く◎ヽ

加盟25ヶ 回すべて⑮男女層JO選者の集計

には時間涸電かかるらしく、6月 23日 、よう

やく剛 議会的 皿.P上で公式嘔発表』まあつた

全体⑩女性議量率は駆囃に達した嘆朧亀

スウェーデン、オ'ラ ンダ、母してパリテ (男

女同    法が適用されたフラン風¬でも

女性議員ギ曙ぱ半数を占める。発の一方で、

新規加田国のマルタやキプロ風菅は女性議員

がゼロ、ポーランドも 1%に止まる。次回選

挙では改善が割待される。

選挙の度に着実に女性議員嗣増加する 剛

議会だがくそれが 脚 ⑮政策をど慟醐 Lさせ

るだろう力、 .
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◎

鯉 舅鯉 量量翠埋地由轟二□
…
由蜀

日                   i
政府が推憔す6市町村合併は伺を目指

ンダT⑪爆点飾Ьも考えたいと日し`九  :
目

1亭:僚蠍壼OI端 ,晰直【錢 纂向:な向桑碗桑覇趣
柳下げられたと書ヽう三ニース (直覇、書熙〕:

は鶴仙断は無物でt今後⑩荒∫[l区での晨
悶や篭⑮他自治体へ及ぼす影響などは十

分鰹意を他ねなければならないとは懇`九Ъ

市廃の■人かと靭が芦む挙げることや民

主的な価値欄脅共有する市民が速時す.る

｀
ことの重要さを教えてくれまbたよ1各地

に直瀞彗る組織的経慶島女非薗萎画面,巻動
‐

きに続してゝ昴女涸菫性別にとらわれるこ

となくも自由に発言 .し、行動できる社会

.□実現を目指・してt∵ さらなる連帯の動が

度が高ことな麹梼:しま九   | |
● 8月 ⑩欧州議会選挙ではЪ多く鍛敗州市

民か政権党へ⑮批飩甲を投醸,ま い.た甘 7

月1'1日直参議院選挙□設薫日ま裁皓鹿

書に直結する選挙で1まむりますれが、卜:秘

た場も下票□権利を鍮駄峰す蜀ことなく:11

現政権■ぬれたもあ意邊をはもきい|こ 表

|,  __=:_

はシ嵐壼¬麟_轟悧1 第凩げ 盪 単帝Hi鶴勒
□獅

臼眈 些

□住所〒113

:ゴL京血c・

=世
話人会

:石国興仁子        (

.□電話ぎフナックス

―■4-



世界女性会議ロビイングネットワニク

マンスニ北ポ C ■85号
亀c Jagar 8;crlvrta&li[tty Carfirs, Ieiitql 81月 ■1 2004年81月 1目発行

■1参議院選挙を検置する日

‐ ‐ 石囲彙仁子

去る7月 11日 の参院選は、政権交代に直

結するものではないにしても、内政では年金

問題で不識実な対応を繰り返し、外政ではア

メリカ追随・筆事化路線を推進する小泉政権

の信任を問う選挙だつた.結果は自民が改選

議席を減らし、敗北。反自民の受け皿となっ

た民主党が躍進し、自民を上回る改選議席を

獲得した。近い将来政権交代が実現する可能

性も出てきた。その一方でt社民t共産の護

着勢力が後退し、1女性議員が減少し、ミニ政

党は消滅した。加速する二大政党化の流れと

密接な関係をもつ選挙制度に注目しながら、

今回の選挙の意味を考えたい。

・無党瀬層市民の多様化する政治多加

ここ数年、国 ,・ 地方を聞わず、選挙のたび

に、無党派層の市民たち
―
の政治参加―の多様化

が目立つ。1全国は、すで:こ無党派層に浸透し

ている候補者を応援する勝手連に加え、既成

の左翼勢力とは一線を画す反戦活動団体ワー

ル ド・ ピース・ナウが、ベ トナム戦争に抗議

したジョン0レノンとオノ・ ヨ∵コの「平和

のためのベッド・インJを思い起こさせる「平

和のための投票Jキャンペーンを展開した。

また主にネット上でDV問題の啓発のために

選挙を利用した女性団体のホフイ トリボン・

キャンペーン、女性が争点を作り出し選挙を

市民の手にとりもどそ うとする「女性が変え

る !選‐挙キャンペーンJな どが展開された。

後者は、 6月 に発表された自民党の結婚にお

ける男女平等原則を規定した憲法第 24条改

悪案 (関連42)の争点化を試みた。時間も

■

限られ市民の間二十分浸透させることはでき

なかつたが、今後の運動の新しい地平を開く

可能性を秘めていることを、選挙権のない子

どものために NPOが企画 した模擬選挙と合

わせて、指摘 しておきたい。
0遇幸鋼産の諷題点

市民に比べ、政党レベルではむしろ二元化

の傾向が目立つ.その陰で、ミニ政党が姿を

消し、政治の世界でつねにマイノリティーだ

つた女性がさらに議席を減 らした。このふた

つの現象は選挙職度と:密接に関係 している。

参議院選の比例区では、前回の選挙から、

有権者が名簿上の候補者の当選順位を投票で

決められる非拘束名簿式が導入された。この

制度は比例代表の欠点といわれる候補者と有

権者の距離を縮める方法として諸外国でも用

いられているが、参議院選の問題点は、非拘

束名簿式とともに、比例区の規模がそれまで

の地域プロック制から、日本全体をひとつと

する比例区=全国区に変更されたことにある。

定員数名の小規模な比例区と違い、全国区の

候補者は 100人を越える.有権者が、すべ

ての候補者の主張に耳を傾け、誰に投票する

かを公正に判断するためには、霧しい時間と

エネルギーが必要だ。このように有権者が払

う「情報コス トJがあまりに高いと、知名度

や知人からの依頼で候補者の選択が行われる。

候補者にとつても限られた期間に全国をまわ

り、自らの政策を有権者に訴えることは不可

能に近い (実際には全国をプロッタにわけ、

それぞれの候補者が宛われた地域で選挙運動

を展開するのだが)。
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それにしても得票数で名簿上の順位が決ま

る非拘束名簿式は、他党とだけでなく同じ党

の候補者闘にも熾烈な競争を起こし、候補者

がはらう′「運動コス ト」もきわめて高い。現

実には個々の候補者を競わせることになるこ

の制度は、今日の選挙では多くの有権者が政

党名を記入 したのだから、比例代表制と呼ベ

るかもしれないが、政党の政策を競うという

比例代表の理念が歪められていることは確か

である。候補者の「運動コス トJと 有権者の

「情報コス ト」力`高ければ、知名度と組織票

が選挙を支配する。
´

一般に女性候補者はこのふたつを欠く。そ

れまでの拘束式比例代表では不利 と判断 した

自民党の身勝手な都合で導入されたばかりで

新制度の機能がはうきりとは分からなかつた

3年前の選挙では、まだ女性立候補の減少に

直結しなかつたが、今回はこの制度が抑止力

となり女性候補者は前日の 27%か ら21%
へと減少した。 3年前の 2名から10名 に女

性候補を増や した出自不明の「女性党」を除

けば、比例区の女性候補者は 14%に半減す

る.女性当選者はこの数値に近い約 15%の

7名。選挙区と合わせても15人で 12%に

過ぎず、前回の 16%か ら後退 している。

女性と同様にこの制度の犠牲になつたのが

ミニ政党だ。比例区の供託金がひとり当たり

60tO万円に上がつたことも重なり、かつて比

例代表制の下で生まれたミニ政党は選挙前に

姿を消し、日本初のエコロジス ト政党
―
を目指

して結成されたみどりの会議も当選者を出せ

ず、解散した。本来比例代表制は多様な意見

を議会に反映させるための制度であることを

考えれば、少数政党を消滅させる全国区非拘

束名簿式比例代表制に私は疑間を感 じる。比

例代表の名の下に候補者間の競争を爛るだけ

のこの制度は、クオータ制のようなポジテイ

プアクションの導入も不可能にしている。よ

り公正な制度に変える必要がある。

0「選挙区Jが加速する二大政党化への流れ

47選挙区は、都道府県を単位 としている。

うち半数以上の 27が定員ひとりの小選挙区。

つまり衆院の小選挙区制と同様に、二大政党

制を促進する制度なのである。定員 2名が 15

選挙区。得票数順に一位、二位が当還する以

上、二人区も二大政党制を促す。 1人区、 2

人区だけで選挙区選出議席の78%に 達する。

多数政党制をつくりやすい定員 3名以上の中

選挙区は4選挙区、 12議席に限られる。

「情報コス ト」「運動コス トJの高さゆえ

に小政党を消滅させた比例区の影響もあり、

昨年秋の衆院選での二大政党化への流れは、

今回の参院選で加速し、それまで反自民の受

け皿だつた護憲勢力の後退につながつた。

・ 二大政党

"は
フイクシヨンか?

宗教的ネットワークという強日で圧倒的な

組織力を誇り、自民の選挙のお手伝いもする

公明党がキヤステイング・ボー トを握るから、

厳密には 2プラス 1システムと呼ぶべきかも

しれないが、自民、民主が中心になつている

限りで、今生まれつつあるのは二大政党制だ。

しかし政策的対立軸の不在を挙げて、二大政

党制はフイクシヨンだと主張する説もある。

どちらも似たり寄つたりで、両者の対立は改

憲勢力というコツプの中の小さな風にすぎな

いとする立場である。

だが政権交代の政治的力学の視点からは別

の側面も見えてくる。民主主義が健全に機能

するには政権交代が必要だが、その実現には、

政権を担える勢力が野党側に存在 していなけ

ればならない。必ずしもそれが二大政党であ

る必要はなく、複数の党が連立して政権を担

ってもよい。はつきりしていることは、つね

に政権交代があり得る状況の中で、はじめて

私たち市民は政権党にお灸をすえるだけでな

く、政権から引きずり落とし、新しい政権を

誕生させることができるのだ。野党に対して

も私たちはプレッシャーをかけ、ロピー活動

や投票を通して、政策の変更を追ることもで

きる。だから例えば民主党がよく言われるよ

うに寄り合い所帯だからこそ、平和や人権を

守ろうとするグループヘの私たちの働きかけ

が、党内における力関係を逆転させ、女性差

別主義者を少数派に追い込むために、重要に
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なつてくるのだと思う。

政権交代が視野に入つてきたとはいえ、総

選挙はまだ2年以上先。「白いは黒い、黒い

は白いJのロジックを天才的に駆使する小泉

首相は、自民の敗北を、「逆風の中でよくや

ったJとあたかも購利したかのごとくコメン

トして、反省の色もみせない.自民党の選挙

ポスター「この国を想い、この国を創る」を

もじつたマッド・ アマノのパロディのように

「あの米国を想い、この属国を創る」道をま

っしぐらに進もうとしているように見える.

■

永井よ し手

小泉政権になつて、これまで、あたりを窺

い、国民の表情を読んだり他党の出方を探つ

たりしながら、出そうで出なかつた危ない政

策が、憚ることなく大手を振つて闘歩 し始め

た。 しかもそれは1敗北を「安定多数を国民

が与えてくれた1と ケロリと言い換えてしま

うす り替え話法と、目の前に組閣という人参

をぶら下げる露骨な取引の前に批判すべき批

判を失つた政党人の変質によつて支えられて

いる。年金法案の強行採決や、イラクだけが

問題なのではなく、日本縛軍日化路機がすで

に仕上げ離 |こきていることが争点にな―らな

いことが問題なのではない力、 このまま進め

ば、平和憲法の下の平和な国日本が決定的に

変質 してしまう.選挙のあとに露骨に牙をむ

き出してきたものを挙げてみれば、日本の危

うさは杞憂でないことが見えてくる。

7月 21日 、アーミテージ米国務副長官は、

憲法 9条は「日米同盟関係の妨げの一つにな

つているJと語 り、同条を持つ 日本が「国連

安保常任理事国になることは難 しいJと語つ

た。これと陽動作戦をなすかのように、参院

選挙が終わるまではと伏せ られていた在日米

=再
編案が国民の目に明らかになつた。グア

ムの米空軍司令部やワシントン州にある米陸

軍司令部が横田基地や座間に統合または移さ

れる。国民に見えないままアメリカのベース

で進む米軍基地の中核拠点化、日本の基地拡

大を唯々諾々と認める政権でよいのだろうか。

現憲法に欠けている視点があるのは事実に

せよ、基本的人権や平和主義、主権在民と引

き換えにはできない.このような米国の都合

や、戦争を知らない大人たちの菫延の中での

改憲や論憲論議の危 うさは明白だ。現に、自

民党憲法調査会 Hlによる6月 10日 付けの

「識点整理案Jに、挙目―数時代への回婦が

見て取れる.愛国心、我が国固有の価値.(国

柄)の明記、公共の基本としての家族や共同

体、婚姻や家族の面性の平等の上位に家族や

共同体の価値を置くなど、本来、憲法が権力

の暴走を戒め、国民の権利を保伸するための

ものであるという本質を忘れ、国民の義務を

盛りこもうとするための改憲論に堕している。

少子化は軍事化だけでなく経済対策や
―

や社会保障もからむが、産めよ殖やせよ政策

は憲法に価値を書ぐだけでなく、具体的にヒ

ト胚研究の規制緩和‐に|なってきた.生まれく

る者の運別t生存の権利を侵す問題も、異論

を抑えて進められてしまう。

さらに露骨な言餞封載が進んだ:意見表明

の自由が侵されつつある。 ピラ投菫に対する

長期の拘束、デモヘの挑発 と逮捕に続いて,

とうとうメディア規制が始まりそうだ。敗1ヒ

の理由をメディアの偏向にあるとみた自民党

政権は、放送法改正を検討 し始めた。わが身

がよければ見逃 し、不都合になればとたんに

身勝手な検討を始める。言論封殺の後には全

体主義国家が続くことになるだろう。

国民の思想統一を図り、特定の価値観を浸

透させるための教育基本法の改悪、日の九・

君が代をめぐる理不尽な思想信条の自由への

侵害、アメとムチを交互に使い分けながらの

強引な市町村合併、社会保障の公的責任の後

退、自助・共助の大合唱、これらもすべて国

家に従順な国民づくりを目指 している。私た

ちは、この文脈の1中でジェンダーバッシング

をとらえ、女性の人権の確立のために違帯で

きる饉員を崚別していかなくてはならない。
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議 融 壼 期 鹸 餞 鯛 麟 構

自由民主党■法改正プロジエクトチ=ム 昭M画日暉職』に対す6E

練 出 い

―

―
D"

m林 辞

`                                                    群 ヒ時

覇 掛

私たちは、         反省に立ち、 1947叫 平和誡      基本的人権の

=つの柱を基本とする日本国憲法の下で日本社会を形成し、生活してまいりました。この憲法を最

高法規として、      人権が公平に尊重される社会の実現をめざしている日本を誇りに思つ

ておりま丸
もとより、憲法の精神はこそれがどれほど尊く、実現の望まれるものであつても、簡単にB4L

できるものではありません。でも、私たち:ム 今日に至る57年間、デ歩ずつその実現に向けて、

不断の努力を怠らずに日本社会のは 参加してまいりました

とりわけ、法のT― をうたつた憲法 14条、結婚の自由を保障した24条は、戦前の家父長

制のもこで自由な意志による自己決定権を保障されず、無権利の状況に苦しんでいた私たち女性に

とって、女性の人権宣言とも言うべき待望の条項ですこ新しい時代の到来を示すものとして、参攻

権とともに私たち:ま書びをもつて迎えました
とはいえ、施籠犠:57年を経た現在も、日本社会の男女差別はなかなか解消されず、国際的にも

遅れをとつていますコ
"9J科

こ

―

さ         を日本政府が批准したのは 19A85

年になつてからでした。そして、男女共同参画社会   成立したのはようやく E"年のこと

でした。基本法は、その前文で、日本国憲法の個人の尊重、法の下の平等、男女平等の実現に向け

て下層の努力が必要と明記していま丸

その後も         は遅々としており、そのために、日本政府が提出した第4次及び第

5次欄韻謝 し、国山鋤畳議喘触聾員会lム 申颯    留m｀、厳しし¶嗜を発しました

― にも―
にも、一刻も早い女性への差即j解精が望まれている現状にも力功わヽらず、去る

6月 10日 、貴党の憲法改正プロジェクトチームがまとめられた「識点整理 優鞠 では、重大な

懸念をもたぎるをえない見解が示されていま丸

冒頭 明機ボ潔島遂わししヽ と課 な`がら、綿体的に 時詢撼鵬駒 に:    目立ちま丸  咽

藤社会か― される品格ある醜 というのは、憲法を改正するまでもなく、現在の日本国憲法

が前威K賞勁 らゝ力1嘲蟄 、ヽ世瀕哺 らヽ:導政を受けていま丸

また、日本の歴史、伝統、文化というのは、今現に生き、日本を撤 している私たち国民がつく

りあげるものですとすでに私たちlよ 60年になんなんとする日月、「法の下の平等Jという基本

Faljの上に、両性の合意による結婚の歴史を重ね、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して家庭

を形成してきました。これを「家族や共同体の価値を重視する観点から見なおすべき」とは、結婚

にとつて両性の合意や本質的平等よりも大切な価値があるとでもい.う のでしょう力、両性の平等に

基づく結婚であつてこそ、また個人の自由な意志で選択した結婚こそ、個人の責任にもとづく家庭

の基本となるのt
24条を改正するなど、女性の人権を抑圧する方向での「論点整理 園 Jに強く抗議いたしま

九
2004年 :7月 26日

*上

“

0園臓文書署議したいので、と面会をお■いしましたが二それには及ばないというお適事により日甦する

ことにいたしました.薔薇して私たちの考えをお購じしたくて」叶いませんでした.臨 日次6-7ス
コミな目磁 ります.

ホ24彙については僣燿嗜郷繰の概念でとらえているなどという「詢 表現:=口わる日臓があるこ―と― し

つつ、狐 これ以上の餞遭書招かな
…

― ― しないことを求めること:ヨ餃りました
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北京+10アジア六平洋 H00フォーラムの報告

橋本ヒロ子

・世勢的な鵬り戻しOnき
来年 t2010/5年 )は り野 年に北京で第四回

世界女性会議が開催されて 10年目にあたる。

世界的に女性の地位向上に対する揺 り戻しが

激しいので、第 5回世界女性錯日ま開催しな

いことを国連 :ま決定した。その代わり、北京

行動綱領や molo年国連特別総会で採択され

た成果文書の実施状況についての評価を予定

調菫としている2005年 3月の第り 回国連女

性の地位委員会 (∝W)を拡大することに

なつた 拡大としては、GWの 委員は 45人

と限られているので、参加者を国連加盟国全

体とするために、一部国連特別総会とするこ

と、通常 2週間の 研 の開催期間を延長す

ることなどが検討されている。

世界会議が開催されないので、NGOフ ォ

ーラムが開催されない。そのため、NGOと
しては、NGO Al協口

"eL"咸
を国、地

域、世界と異なったレベルで作成することに

なった。つまり、各国で N60レポー トを作

成 し、その内容を踏まえ、各地域のレポー ト

を作成、さらにグローバルなレポー トを作成

するという手順である。加えて、このレポー

トの内容をもとに、政府間会議でロピイング

することになるのである。

・パニブルブックのための‐

6月 30/-7月 3日 、バンコクの郊外、マヒ

ドン大学サラヤキャンパスで、北京+10ア
ジア太平洋 NGOフォーラムが開催された

35カ国から 7田 人(かかわった女性団体/ポ

ランテイア等の数を入れると 800人以上)が

参加し、卸

“

年 9月 7～ 10日 に国連アジア

太平洋経済社会委員会が開催する「北京行動

綱領の実施に関する地域ハイレベル会議」に

おいて各国政府に対してロビイングするため

の資料くパープルプック)作成のための議論を

した。 (ア ジア太平洋の NGOは、19%年に

向けて表紙が黄色のレポー ト、イエロープッ

クを、2000年に向けてはプループックを作

成 した。20105年に向けては、パープルプッ

クの作成となつたのである。)

6月 ■ 日の開会式から 7月 3日の開会式

まで、4つのテーマによる全体会と
"の

ワ

ークショップ、5つのスキル・ トレーニング、

5時から6時まで合計 6つの証言 (… に

感染 した女性、東チモールの女性など)、 タ

方はフィルム・ フェスティパルが開催され、

期間中活発な交流が行なわれた。全体会のテ

ーマは、1)女性たち
―

したものを視い、

女性固日に対決する、2)イスラム世界のア

ジア女性 :見通しともがき、3)目境を越え

た女性の運動 :グローパリゼーション時代に

おける鶴職と将来の政治、4)女性0権利、

民主主義および持機的開発のための挑戦 .

3)にアジア女性資料センター運営委員の本

山さんがパネリス トとして出席した

・日本から50人以上     加

日本からは JAWc日本女性監視機構)が呼

びかけ、50余名が参加 し、ワークショップ

の開催などした

◇ ◇ ◇ ◇

表紙をパープルプックにあわせて藤色にし

た JAWの 「‖K)レポー ト2側4Jは、北

京行動綱領の 12重大問題領域だけでなく、

ユース、高齢女性など 5領域を追加して 17

領域となつている。グローバリゼーションは

経済と合体させた。各領壌も 2P増ページし

たため、日本語の総ページ数は Hη と、2000

年用の日本 NαDレポー トの Gゎ より 16倍

の厚 さとなつた。 レポー トの価格は日本語

1000円、英文 15m円、問合せ先は 亀K03‐

3963-3825
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H00と して、いま、なにをなすべきか
子

今回めアジア・太平洋 NGOフォーラム、

北京+10に参加して考えたことを記してお

きたし、

初日の6月 30日に行われた「ロピー活動

と北京+10のプロセス」と題する特別ワー

クショップは、このフォーラムの目的を再確

認する上で私にはとても貴重だつた。これは

オーストラリアでアポリジニーの権利のため

の N∞・活動を続け、このフォーラムの

―
■出納告文策定の実質的責任者であ

るアイリーン・ペタウイを中心に、この地域

のリーダー的な女性が参加 してラウン ドテー

プル形式で行われた 最初に、アイリーンは、

1"5年以降、女性運動が獲得 したもの、目

標とのギャップ、今後の挑戦すべき女性が直

面する課題について明快に図式化、整理 した

ものを私たちに提示した

・離のためのロビァ活職か?

このなかで彼女が強調した誰が、誰のため

に、なにを目的に私たちはロピー活動をして

いるのかを自間することということは基本的

で当然のことではあるものの、NGO活動に

とつて最重要なことであり、私に、今回の参

加を無駄にしてはならない、という思いを強

めさせてくれた。また、アイリーンから今回

のフォーラムの H瀾田ロコ山山鵬 勧告は、本

会議た分科会で出された内容をもとにまとめ

るという説明に対 して次の疑間がわいた。

第 1に、JAWWでまとめた NGOレポー ト、

つまり国ごとのレポー トは、どのように扱わ

れ、勧告文にいかに反映されるのか、第 2に

日本のレポートは領域ごとに勧告という形に

はなつていないので、新たに勧告が必要なの

ではないか、第 3には、分科会の意見を反映

するといつても、日本の参加者が分担できる

体制にはなつていなし、

さいわい、となりに座っていたのがアイリ

ーンの秘書役の女性だつたので、この疑間を

ぶつけてみた。その声が届いたのか、翌日、

本会議でアイリーンから勧告文の策定に対し

て参加者から意見を寄せてほしいというアナ

ウンスがあった

早速、数名で日本からの参加者に、勧告文

に私たちの意見を反映させるこ―との重要性を

考えて、できるだけ各分野に分かれてそれぞ

れが責任をもつて参加し、日本の NGOレポ

ー トだけでなく、参加者で勧告を作成しよう

と呼びかけた.結果的には、
―

Aの
情報

を交換する時間はなかつたが、6名で議論し、

勧告文の案を作成し、日本からの参加者に議

場で回し、賛同者名を入れて策定委員会に提

出した

ちなみに韓国の N00レポー トをみると、

領域ごとに勧告が実に整理された形で出され

ていた。 レポー トを作成 した団体は、19807

年に 露 の女性団体が集まつて設立された韓

国女性団体連合である。

0フォーラムの位置づけ、目的の再定
=を

,

9"年 に開催された N□0フォーラムでは

レポー ト策定にかかわつたことが会議に参加

する条件だつたので、ある程度、 各領域の

分担責任体制が取られたが、今回参加 して、

フォーラムの位置づけ、目的を再確認する必

要性があるのではないかと痛感した

さらに 2005年の NY会議までに、日本政

府、各自治体に対 して人身売買禁止法の制定

や DV政策の自治体への働き力おけを初めとし

て、具体的にロビー活動を展開する横断的ネ

ットワークを強化する方策を見出すことが、

北京 JACの課題ではと考えている。
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松井やよりさんの迫伸の会に参加して

上記NGOフォーラムに、LIt 7月 1日か

ら最終■の 3日ま動 してきました なか

でも融銘を受けた企画の一つが、一昨年の 12

月に亡くなられたアジア女性資料センターの

設立者で、ジャーナリストの松井やよりさん、

― 舗油田 サルマ・ ソパーン (バ ングラ

デイシュ)さん、叩 ぃ  ラケル・テ

ィグラオ (フ ィリピン)さんの3人の女性活

動家を追悼するための会でした。以下に松井

さんの迫悼の部分を簡単に紹介しま丸

遣悼会は、7月 2日の夕方 5時から6時に

開催された 4つの'証攀 の中の一つで、
「女性、法律と開発のためのアジア太平洋フ

ォーラムJ(A― )が行つているキャン
ペーン「人権

"護
者を

―
よJの一環とし

て企画された催しで、テーマは「女性と人権
のための女性人権擁護者たちJでした

追悼は、アジア女性資料セ
ー
ンタニの運営委

員の青木玲子さんと事務局の松本真紀子さん

のリー ドで行なわれ、松井さんの写真を参加

者に国しながらt彼女が朝日新側の記者であ

つたこと、女性記者として初めてアジァ特派

員を経験したこと、20Aoo年 12月世界の女性

たちと、日本軍性奴隷制を裁く民衆法廷「女

性国際戦犯法廷Jの東京開催に力を尽くされ

たこと等々の簡単な経歴の紹介がありました

会場を埋めた女性たちの中から、松井さん

と共に女性人権活動家として闘つていた「イ

スラム法下における女性ネットワークJのフ

ァリダ・シャヒードさん (パキスタン)と、
この会のコーディネーターでマレーシアの著

名な人
―

であるアイリーン・フェルナ

ンデスさんが、松井さんの思い出を語り、追

悼の言葉を述べられました。アィリーンさん

は、ご自身も投獄された経験があり、松井さ

ワヽー

稲屍周子

んが「人権に妥協はありませんJと きっばり

と語つてくれた言葉がどれほど心強かったか

を、声をふるわせながら話していました。こ

の時は、私も自然に涙が額をつたわったのを

億えていますしまた、ファリダさんは前回の

アジア太平洋順 フォーラムの全体会議で、

松井さんが舞台にかかってぃた日本の国旗を
「こんな帝国主義と軍事主義のシンボルをな

ぜ飾るの力Jと言って、ワlき摺り下ろしたエ

ピソー ドを紹介し、「他の人は違和感があり

ながらも行動を起こさなかったが、やょりは

絶対に妥協しなかったJと話してし`ました

そのファリダさんは、前日 (7月 1日 )の
全体会 2「イスラム社会のアジア女性 :見通

じともがきJというテーマの基調講演者で、
スピーチの始めに “イスラム社会のアジア女

性"と いうテーマそのものに苦言を呈しまし

た。「イスラムJか「それ以外Jと いう2者

択―をせまる考え方は原理主義者や帝国主差

者の作り出したものであり、 2者択―ではな

く「私たちの世界Jの実現に向かって違帯し

たいと結びました。会場の拍手がなかなか鳴

り止まなかったことが印象に残つています。

最後に、センターの運営委員の渡辺美奈さ

んが、松井さんの遺志を継ぎ、女性たちが過

去の戦争む詢燎・記憶 し、未来の平和をつく

るために「女たちの戦争と平和資料館」の開

設をすすめていることを紹介し、ネットワー

ク構築と
―

o呼びかけを行いました

この集会も含め、MЮ フォーラム全体 と

して若い人たちが、世界的なパックラッシュ

の嵐をものともせず、課題の解決に向けて、

果敢にチャレンジしていこぅとする姿に勇気

づけられたのは、私だけではなかったことで

しょう。



人権侵書を許さない包括的人身売買―
を 1

‐                        111111111111i111111111111111111口
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日本は世界から『人身売賢の受け入れ大  せJと密着監視のもとで、ホテルに送迎され

国」といわれて久ししヽ 去る6月 14日 、米  売春を強制される。.5ヶ 月後「暴力団に転売

国務省が 2000年 度の世界の人身売買実態   するJと 言われ、逃げようとして監視役のタ

調査を発表した 日本の評価は 3段階の分類   イ女性と争いになり、死亡させてしまつた。

の中の 2である。人身売買を防ぐための法的   同被告が殺人の罪を問われるのはやむを得な

整備や被害者の保護について「最低限の基準   いとしても、なぜ争いになつたのか、その背

を満たしていないJと 、南米などの途上国と  景を考えるとき、あまりに被告に対して残酷

同様に2番目に悪いリス トであり、「監視対  である。

象国Jと きれた。丁度その折、東京 ILO東   日本には彼女のような犠牲者を犠牲者と1・

劇駐日事務所と米国の NGO力ま開いた「人身  て保護し救済し、安全に希望するところに送

売費アジア戦議会議」であいさつした森山前  ‐り届ける法律も政策もつくられていなしヽ

法相は「日本は担当機関が連携して対策を立

てており、米国務省の評価は適切ではないJ

と不満をあらわにした

しかし日本には、アジア、中南米、東欧か

ら何万人という女性や子どもが送り込まれて

いる.彼女たちは根拠のない莫大な「借金J

を負わされた上に、パスポー トを取り上げら

れて性風俗産業に売り飛ばされ、奴隷的な売

春を強制されているのだLしかも日本に入国

した段階でこ彼女たちは「不法入国者」とな

り、長期間となれば「不法滞在者」として入

国管理法によつて描発される。このように国

際的な人身売買組織によつてだまされ、あら

ゆる自由と権利を奪われた被害者が、つねに

犯罪者として撤われ強制退去に追い込まれて

いる三二重、二重の人権侵害が見過ごされて

い 6。

7月 8日 に名古屋高裁で強盗致死の罪で懲

役 7年の判決を言ヒ雛 された被告タイ人女性

の事件がそれである。この被告は障害者と夫

と3人の子を抱えて生活に国増 していた。知

人から「日本のレストランで働けば、月 1～

2万円は稼げると勧められて来日した。二重

県内のアパー トに連れて行かれ「渡航費その

他で 500万 円の借金がある。売春 して返

`鮒
、

進行する経済のグローパル化は、水や武器

などあらゆるものを商品化している。なかで

も、グローパル性産業は人間を商品として国

際市場を形成し、性的搾取による真大な利益

を追求している.そのシステムは性差別と人

種差別を手段として構造化したものだL日本

でもこうした人身売買の根絶にむけて、順

は早くから取り組んでいた。国連絡会で採択

され、日本も批准した (1985年 )女性差

別撤廃条約の第 6条には、「あらゆる形修の

女性の売買および売春からの搾取を41Lす る

ためのすべての適当な措置をとる (立法を含

む)Jと規定している。 1998年 の国連総

会における「女性に対する暴力撤廃宣言J、

1995年の北京女性会議での行動綱領の採

択等の流れの中で、人身売買は人権侵害の重

大な犯罪であると認識されてきた

最近では国際的な犯罪組織や、「テロリス

トJ集団の資金源につながつていると位置づ

けられ、2000年の国連総会で T国際組織

犯罪防止条約Jが採択された。この条約には

付属する3つの議定書がある。「女性・子ど

もを中心とした人身取引の防止」「移住労働

-8-



者の密輸防止J「銃器と弾薬の製造と輸送J

に関する議定書である。日本は、2002年
に署名、批准はしてし―ヽない。現在署名国数 1

17ヶ 国、締約国61ヶ国で03年に 12月

25日 に発効した

◆アメリカ0取り鍋み・世界の識

"化米国では1998年、クリントン時代から

人身売買を優先課題として位置づけてきた

防止、訴追、被害者の保護―を3本柱とする戦

力指令を公布、2000年には「人身売買お

よび暴力被害法」を制定した.さ らに03年
には3年関の施行状況をふまえて大幅な改正

が加えられている。国内の人身売買を含め、

司法省、―
で、搾取対策タスクフォ‐ス

が捜査及び訴追を執行し、既存の刑事法の改

正を進めている。女性問題省庁闘会議では、

上級職員によるワーキンググルァプをつくり、

被害者の出身国、通過国、目的地国の政府機

関や 町 による会議虚開いている。国務省

は人身売買に関する国内外の法律や政策につ

いて議 し、      を発表している。

とくに「女性及び子どもの人身売買を防止

し、抑止し、処嗣するJための議定書の草案

を国連に提出したのは米国である。ちなみに

米国の法律はt加害者の訴追については強制

売春に加え、移住農業労働者の雇用から、保

護まで多様な状況:こ適用されている.被害者

の保護についても、強制退去を受けないよう

な措置や、一時的滞在への支援、拘留中にお

ける救済及び安全保障として、シェルター、

医療保障、法的権利について情報、通訳サー

ビスの提供、復帰支援で渡航運賃の支綸や、

本国に戻り、生活を立て直すための支援など

新たな救済措置が考慮されている。加害者罰

則としては有罪判決が下された人身売買人は

20年以上の刑に服さなければならず、被害

者の強制的賠償の支払い、資産の没収など、

より重い罪を課すものとなつている。このよ

うな法律は、カナダ、欧州連合、英国、フラ

ンス、 ドイツ、ロシア、1韓目、中国、タイ、

フィリピン、オース トラリア、三ニージエラ

ンド等ですでに制定されている。

◆日本政府の動き・脚 との取り組み

諸外国より遅れをとつている日本政府は、

次の通常国会に国際組織犯罪防止条約と議定

書を批准するため、国内法の改正あるいは制

定の検討に入つた 04年 4月 5日 に内閣官

房Frl長官を議長とする「人身取引対策関連省

庁連絡会議 (警察庁、法務省、外務省、厚生

労働省)を設置、第2回目の 7月 6日 には、

人身取引対策に関する行動計画の作成を合意

している。現時点での政府の考え方は、加害

者や組織犯罪、摘発捜査t処罰並びに入管法

の整備等、刑事罰の法改正は必要とするが、

被害者
―

については「現行法でカバーで

きる」との認識である。

◆-OAm・ 載済を中心に :

果たして現行法の運用で被害者の人権保護

や救済が可能であろう力、 ちなみに
―

に

は人身売買の定義をこう記してしヽる。「人身

売買は搾取を目的として不法な手段で人を採

用、運搬移送することである。被害者が同意

していても、被害者が 18歳未満の場合は、

これら不法行為を用いなくても犯罪であるJ

「搾取とは、他人んを売春させて性的搾取、

強制労働、奴隷状態にすること。
―

出も

同黒 不法な行為とは、暴力、脅迫、誘拐、

詐欺等、弱い立場につけこんだ金銭、利益の

授受である.J北京 JACも参加する面 団

体である人身売買禁止ネットワークは、政府

が「テロ」対策を意識した刑事罰に重点をお

き、被害者の人権保護がおざなりになること

を恐れ、被害者重視の「包括的な人身売買禁

止法」をつくるよう政府と各政党に働きかけ

ている。次号で進排状況を報告したし、 地域

の会員やデーヵスは地域の実態と調査し報告

して頂ければ幸いである。

(14ページに関連記事掲載)
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+●― 「市町村合併を考えるJ報告 一●+

現在、‐全国各地で市町村合併李急速に進められている。自治創造研究会代表の横田昌三さん、

桶川市議の北村文子さんを講師に拍ぃて、十分な情報公開もないまま住民から遠いところで進め

られている合併協議、市や議会の実情、そしてその背景にあるものが何なのかについて、聞いた

お二人のお話の後は、宮城、静間などの地域からの報告も交え活発な意見交換が行われた:現在

の政治状況におけるこの問題の重大さを、私たちはあらためて認識し、今後さまざまなかたちで

これと取り組んでいくことを確認した。以下に、横田さんと北村さんの報告を紹介する。

一

●平成大合併の中 |らい         織体の事瞑隠り標i馴ヒとI郵レ{硼敷、都

～横田昌三 さんの お話か ら     市再開発ラッシユなどの「合併樹譜」は、住

現在、国の主導で、全国に約3200ある  民ではなく企業に奉仕する自治体づくりにほ

市町村を1000程度に統合 しようとする  かならなし、 得をするのは国や企業で、住民

「平成の大合併Jが急ビッチで進んでいる。   ではない「平成の大合併Jの真の政治的ねら

総務省は、この合併の目的を「地方分権の担  いは、大競争時代め市場のグローパル化に勝

い手にふさわしい行財政基盤を有することが  ち残るために、「小さくて強い国」づくりを

できる基礎的自治体を形成するために、自治  目指して、中央集権的な行政運営による効率

体を再編成し」地方分権の担い手、受け皿を  化、国家機能の強化を図りつつ、国にとつて

つくることだとし、その効果として、「自治  より安上がりで効率的な地方行政・国家体制

能力Jの向上、受益と負担の一致、壼 革命  の維持を可能にしようとするものである。

への対応、新しいまちづくり、「負担を挙げ   しかも市町村合併についで、都道府県合併

ず、サービスを落とさないJ画期的な行財政  や道州制の動きもある。もはや地方の問題に

改革、人口拡大、市的産― 、新たな雇用、   とどまらず、日本の軍事化をも展望しての動

新しい産業基盤の形成などによる― 済の  きである。もともと平和憲法と地方自治はセ

n4Lなどを挙げている。だが本当にそうな  ツトになつており、地方自治の危機は日本の

のか。これまで国は相次ぐ約束違反をしてき  平和の危機でもある。

た。うまい話は要注意である。たとえば、少   ・地城からの翼議申し立てと今後の展望

子高齢化が進むなかで、合併がセーフテイネ   国のごり押しに対抗して、「合併しない宣

ットになるのか、「住民負担は低く、行政サ  言1(福島県矢祭町)な どの地域からの異議

―ビスは高くJが可能なの力、 合併なしで分  申し立てが相次いでいる。「小さくても輝く

権は進まないのか、広域行政はできないのか、   自治体フォーラムJのアピールは、「小規模

など数多くの疑間がある。           自治体に対する強制的合併の政策をやめ、そ

交付税を削減し、「非効率Jな小規模自治  の自治的発展を保障することを強く求め」、

体を都市型自治体へ再編していくことは、競  自治体の連合や府県のサポートのもとに小規

争 0市場原理導入による自治体経営のリスト  模町村が自治体として存続でき、自治体の選

ラであり、財政難の中で国の負担を自治体、   択で多様な自治のすがたを選択できるような

住民へ転嫁するものだLまた、合併に伴う自  制度の設計こそが求められる」と―
る。
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一方、合併犠議会からの離脱など、いつた

ん決まった合併の ruJも 相次亀 いま、

住民自身が各地で「合併は住民にとつて何

かJを問い始めた.独自の個性ある地域づく

り、行政と住民の連携で活路を見いだす合併

しない自治体にも関心が高まつている。合併

はあくまでも「まちづくりの手段」であらて、

憚‖騒〈公J目に轟ンづく正輩菫な嗜熙置と
―

と将

来を見据えた幅広い住
―

こそが先行すべ

きだ。合併するにせよしないにせよ、大事な

のは、自分たちの町をどうするのかという「ま

ちづくリビジョンJであり、住民が主人公だ

ということ洩

●北村文子 さんの お話か ら

現在4期日で、合併問題にずつと取り組ん

でいる.合併は、財政運営の評価や考え方如

何で是非が決まる。また合併特例崚を当てに

した利権が絡んだり、首長の考えひとつで状

況が変わることが多くt必死の戦いを繰り返

している。相V:I市酬 を報告する。

今回の合併は行政のリストラが目的だから、

地域と住民には以下のような多大なデメリッ

トになる。 1.民意の反映や議会のチェック

が不十分になり、民主主義が自亀  「地域審

議会、行政区、パプリックコメントの充実で

克霞Jと しているが、議会の機能とは異なる。

新
‐し嗜鼈 民自治の構築には相当の時間がかか

り、その間に行政の官僚主義をはびこらせる。

2.市役所の統廃合でまちの活性化に餞を落

とす。市役所がなくなることで、事業所がな

くなり、まちの販わいが失われる。脚 市

構想』でバランスの取れたまちづくりだと言

うが、実際にはそうなつていなし、 東口駅前

の再開発と中山道のまちづくりが振興計画に

あり、中心市街地活性化計画を策定したが、

整備をしても、他地域の大規模開発でひとの

流れをつかみきれないことは明白。 3.まち

づくりの現はなビジョンがなしヽ 自治体の創

意工夫がなくなつてきている。合併の動機が

不純で、マイナス思考からきているので、将

来ビジョンがなく、     てを解消しよ

うとする風潮があり、職員の質が低下し続け

ている.4.人闘中心の姿勢がなく、地域に

固有の文化の喪失と、喪失することに鈍感に

なつており、地城共同体の崩壊をもたらす。

5.負担を拡大する。財政難からの合併なの

で、交付税の減少は住民負増を確実にもたら

す。また、特例債による返済額も増大し、財

政の柔軟性が失われる。 6.桶川の場合は、

交通の拠点機能が重視され、良好な住環境、

自         しが加速する。合併が

市町村にバブル財政を呼び込むことも重大な

問題である。たとえば、 1。 合併特例債によ

るゼネコン景気が再燃しt談合・公共工事価

格の是正が不能となリモラルが餞 2.合

併市町村補勁金は、合併 しなければ不要なも

ので、国の財政赤字を拡大させる。 3.コン

ピューターや条例の統一など、多額の経費が

かかり、無駄遣し―ヽが暇ロヒする。 4.特例債力`

可能なことでの財政工夫が不要となり、財政

運営のモラルが崩壊する。 5。 自治体はめい

っぱいの予算編成をしてしまうので、突然の

財政緊縮は不可能だが、交付税の激減緩和措

置以降、急激な財政難が押し掛け、行政サー

ビスの突然の低下が予想される。このよな問

題山積みの合併だが、市や市議会で話し合わ

れ、審議される過程も、秘密会談や談合的取

引、市長の突然の発言など、極めて不透明で

ある。私は議員として情報を公開させ、具体

的な数字を挙げて議会質問を続け、合併がも

たらすであろう実績を根気よく市民に知らせ

ている。何より問題なのは、これまで一つひ

とつ積み上げてきた地方自治での民主主義、

市
―

、平和や人権擁護のための活動など

が、合併で働きかける相手=行政が変わるこ

とで、根こそぎにされてしまうことだ:再び

新たな運動や活動を組み立てなければならに

という危機感を多くの人たちと共有し、さら

にがんばつていきたい。
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『ルモンド・ディプロマッテイッタ』から

■■■男の暴力■■■ ～日憲裁判所の創設を求める !～

イニャーシオ・ラモネ

フランスの月刊目躙露含オピ=オ
ン量

"層
ンド・ デイブηマティックJ7月号に、欧娼で

濠富さを増す Ⅳ 置
=こ

警告鶴 する。イ三ャーシオ・ ラモネの署名認事が掲薔された。ラモ

ネは fルモンド・デイプロ
・
マテイックJの主幹だ力亀′fり 書拠点にも反グロー′

=リ
ズム

=■
を

エネルギツシユに晨躙け
レ
る。日日1劇

"r4i織
ュ    でもある。以Trr

男性パー トナーによる女性への暴力は欧州

で深刻化ルている。家庭内暴力は、交通事故

やガンを抜き、 16～ 44歳までのコーロッ

パ女性の廃疾と死亡の原因の第一位になつた

国によつて差はあるが、女性全体の半数か

ら4分の 1がパー トナーによる虐待の犠牲者

である。ポル トガルでは、525%も の女性が、

夫や同棲相手から定期的に暴力をふるわれた、

と証言している。 ドイツでは、4日 に 3人の

割合で同居の男性の暴カ
ー

が死亡する。

年間 300人近くの女性がこうした暴力の犠

牲者になる。英国では、 3日毎に女性ひとり

がパー トナーの暴力で死亡する。スペインで

は、4日 にひとり、年間 100人近くの女性

が犠牲者となる。フランスでは、毎月 6人の

女性が、DVが原因で死亡する.そのうちの

分の 1が刃物による刺殺、もう3分の 1が射

殺、20%が首を絞められ、残り10%が殴

り殺されるヽ (25ヶ国に拡大する前の)欧

州連合 (EU)加盟 15ヶ 国全体では、毎年

600人以上の女性―毎日約ふたリーが家庭

内暴力で死亡しているL

:「アンリオン報告駒即餞融面血 J、 フラ

ンス厚生省、パリ、2001年 2月。『ルモ

ンド0デイプロマティック』2002年 7月

.号に掲載されたエリザベート・クラコウスカ

の「家族の開ざされた空間での女性差別的暴

力行為Jも参風
22004年 のアムネスティ 0イ ンターナシ

暴力をふるう男性について、私たちは 一

般に、学歴が低く、恵まれない階層出身者を

思い描く傾向があるが、それは間違いだL同

棲相手の著名なアーティス トに殴られ意識不

明になり、2003年 8月 6日 に死亡した女

優のマリー・ トランティニアンの事件がそれ

を証明している (訳注).欧州評議会の報告

書によれば「DVは収入、学歴に比例して増

加しているようにさえ見えるJという。また

この報告書は、オランダでは「女性に暴力を

ふるう男たちの半数近くが大卒だ 」と指摘

している.フランスでも、統計調査から、暴

力をふるう男の半数以上が、管
―

医療関

係者、刑事、士官といつた、社会的にある一

定の権力をもつ人々であることが分かる亀

男の暴力は北欧諸国よりもマッチョな南欧

諸国に多いという、もうひとつ別の先入観が

あるが、必ずしも現実はそうではなし、

確かに南ヨーロッパに位置するルーマニア

は女性への暴力が最も深刻な国である.毎年、

ョナルの報告書、フランスで実施された『女

性への暴力に関する全国調臆よ ドキュマン

タシヨン・フランセーズ、ノくり、2002年
6月 、および世     の2002年の報

告書『 暴力と保健についての    参鷹
3ォルガ・ケルトソーヴァ著「DVに関する

欧州評議会議会への報告書J、 欧州評議会、

ス トラスプール、2002年 7月
4前

掲「アンリオン報告J
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この国では、平均 して、 100万人の女性の

うち、唸虚 人の女性がパー トナーの暴力で

死亡している.しかし、不吉な女性殺し国の

ランキングの上位には、皮肉なことに、最も

女性の諸権利を尊重 している国々が名を連ね

ている。一位のルーマニアに次ぎ二位がフィ

ンランドで、毎年、100万人の女性の中で、

86人がDVで死亡、三位がノルウェー に■

人).ルクセンプルグ、デンマーク、スエー

デンがそれに続く.南部のイタリアやスバイ

ンはむしろランキングの下位を占めている。

以上のことから、男の曇力は、どこの国で

も、5大陸のどこでも、どんな社会・経済・

宗教・文化的階層にも存在することが分かる。

確かに、女性自身が男性:こ対し暴力的:こ振る

舞 うこともある。イラクのアプグレイプ刑務

所で女性兵士が男性国人に行うた拷間の映像

を待つまでもなく、私たちは拷問する人の中

に女性がいることも知つているt同性費者

の間でも暴力は存在することも、付け加えて

おかなければならないだろう。しかし多くの

場合、暴力の犠牲者は女性である。

この種の暴力に対し、フエミニス ト団体は、

長年、政府関係者の注意を喚起してきた力や、

それにもかかわらず世界的な規模でこれほど

の猛威をふるうまでになつたからには、今後

はこの暴力を、重要な保健行政の問題にも係

わる深刻な人権侵害であると考えなければな

らない。というのも、身体への暴力だけが問

題なのではない。それ以外にも、脅しや威嚇

のような心理的な暴力や性的虐待が存在する。

52004年 6月 18日付けリベラシヨン紙

に掲載されたジゼル・アリミの 嘲 する人、

その名は女J参胤
62002年 1月 、ポル トアレグレで開催さ

れた世界社会フォーラムで「女性の世界行

進Jが紹介した「女性への暴力 :そこにもう

_ひ とつの世界が働きかけるべきことがある」

参照。テキス ト全文は

■硼困吼ロロEね劇m側Ⅸ勤饉ao唱ノに 織

それに多くの場合、身体への暴力の犠牲者は、

でもある。

こうした諸々の暴力が家庭内で行われてい

るという事実は、常に、関係当局がそこから

手を引き、「私領域に属する事柄Jであると

して立ち入らないための日実になつてきた

このような態度が危険に源する人々へ手をさ

しのべることを集団で拒否することにつなが

る。私的なものもまた政治的であること、そ

してこの種の暴力は男女間で歴史的に作られ

てきた不平等な力関係を反映していることは、

誰でも知つている。この力関係R女 性の「生

まれながらの劣伽 と男性の「出腺刊観麟蜘

という考え方に根ざした家父長制に因つてい

る。このシステムこそが暴力を生むのだから、

適切な法律を制定して、暴力の‐掃にうとめ

なければならなし、 フェミニスト団体が要求

しているように、すぐにも、女性合の暴力を

裁く常設の国際裁判所を創設することから始

めようではない力、

訳注 :マ リー・ トランティンヤンはフェミニ

ス ト、演技派女優、4人の子どもの母.ルル

ーシュ監督の F男 と女Jの    、ジャン◆

ルイ 0ト ランティニャンの丸 パー トナーの

ベル トラン・ コンタは、ロック・バン ド、ノ

ワァル・デジール (黒い欲理)のポーカルで、

若者の間でカリスマ的存在L政治的には極左

のアナーキズムに近し、 ■イノリティの人権

やパレスティナ問題にも積極的に発言してき

た。地球規模の    を行動指針のひとつ

としている反グローバ リズム運動を推進する

― とも近しヽ

ふたりのプロフィルが、DVが一般に予想

させるものと力鶴す離れていることもあり、私

自身も昨年この事件を知り、大きな衝撃を受

けた。フランスでも DVがも―
な側面を

あらたて考え直すきつ力bltと なつた事件。
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◆開催 日   :2004日 10月 9日 (J、 10日 (日 )

◆開催地   :大 阪府女性総合センター (ドーンセンター)

◆テーマ   :『北京+10に向けて～進捗と課題～」

◆プログラム :

第 1日 目 
―

   
「北京+10に 向けて～私たちはどこめできたかJ大沢真理さん

パネルデイスカツシヨン 大沢真理さん、竹信美恵子さんl足立真理子さん、

橋本ヒロ子さん (コーディネーター)

交滝会

第 2日 日 午前、午後に分けて24の分科会を開催 (同封のちらしをご覧下さい).

◆参加募集開始 18月 1日

◆参加費   :1日 2000円 、 2日 間通し3000円 、交流会 3000円

◆問い合わせ :森屋裕子さん (電話 O Fax "い

“

1=7011 ←剛山口り@Sttu“。中 jp)

|

:

|

0

0

0

■■北京JACアジエンダ

“

■

: 「人身発買難止法OH定に向けてJ

日時 :9月 19日 午犠:1:30～ 3:30
場所 :東京都文京区男女平等センター

D確
:清水澄子 さん

ゆのまえともこさん

◆本号の清水澄子さんの原稿にある人身売買

禁止法制定に向けて7月 η 日、人身売買禁

止ネットワークで公明党の女性委員会との話

し合いが行われ、参加したこ与党である公明

党の動きが鍵であり、公明党は女性国会議員

他、多くの地方議員が参加した.政府は、テ

ロ対策の一環として加害櫛 中心にした法

整備の改訂を急ピッチで進めようとしている。

「人権後進国」日本というレッテルをアメ

リカに貼られるのも納得いかないが、被害者

の人権保護と支援    した法律の制定は

緊急の課題であることを再認識した

9月 には定例会で学習することになつては

いるが全目的運動を展開していくために、

夏休み中に学習会などを開催していただけれ

ば、と思う。この問題は自治体の人権施策の

問題でもある。資料のほ しい方は e皿副:

まで。

船橋邦子

1報告

1

|

1

|

:  人身売買対策でおくれをとる日本です

: が、ょぅゃく関連の条約や議定書の批准

| 
に向けて、国内法の改正・制定の検討を

:始めました (p.7β 参照)。

: 被害者の人権を保護し、救済する視点

: をどう法律に反映させるかを考えます。

: 定例会終了後、同会場で、世話人会を

:開催します。
1_里翌lヒ

==壼
L_____―――――“―――‐――」

『マンスリー北京JA倒  第84号  2004年 8月 1日発行

■発行       :北 京 JAC 世話人会

■編集担当     :石 田久仁子

■住所〒113    :東京都文京-1-33-9 
コージュ後楽園魔本ビル 観 号

■葡 活・フアックス :“

■メール・アドレス ト @P脚緻油回輔p

■     号   双慶じ7■

“

お  北京 JAC事務局
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世界女性会議ロピイ トワーク

C 第%号
Japn #'crlulrfabitri|y Ccrrcus, Deiiing 9月 号  2004年 9月 1日 発行

■

中島 通子

「家族生活における個人の尊厳 と両性の平

等を定めた憲法 24条を見直すべきだ」という

自民党の憲法改正プロジェクトチームによる

「論点整致 案)」 が、去る6月 に公表された。

自民党は、来年 11月 までに改憲案をまとめ

ると公言している。

・ 9条とセットになる24条改悪の試み

1947年 5月 3日 に施行された日本国憲法

に対しては、何度も改憲の動きがあつたが、

その標的である戦争法規の 9条とセットにな

つて24条改悪がいつも主張されてきた

最初の大きな動きは、崚

“

年から 55年に

かけて。
―

争勃発を契機に警察予備隊が

でき、19“ 年には自衛隊が創設されて、鳩

山一郎が憲法 9条改憲を総選挙の争点にした

が 3分の 2を獲得できず、明文改憲から解釈

改憲の道を歩むことになる。この時のもう一

つの争点が憲法 24条だつた。これに対して

は、戦前のイエ制度の苦労を体験していた女

性たちが、政治的僣彙を超えて「家族綱度反

対Jのデモを行い、文字通り粉砕 した。再軍

備と家族制度復活が結びついていることを、

女性たちは身にしみて感じていたのである。

次ぎの大きな動きは、19田 年に入つてか

ら。衆参同時選挙で自民党が大勝し、 9条改

憲論 とあわせて、274条に家庭・家族の尊重

を加えるべきだと声高に叫ばれた。この時は

高齢化社会を目前にして、日本型福社のため

の家族の強化が強調された。日本には、ヨー

ロッパと違い、家族という福祉の含み資産が

ある、つまり老人介護は家庭の中で女性が担

うから公的介護は不要と言われたのだった。

これに対しても女性たちが反対し、政府も家

族で担いきれない高齢化を認め、介護保険を

スター トさせた。

さて、今回の改憲の動きは、1"二 年代か

ら強まる。日米安保条約に基づく湾岸戦争へ

の 90億 ルレ支出から今年のイラク自衛隊派

兵に至る既成事実の積み重ねの上に、 9条の

明文改憲が公然と語られるようになつた。同

時に打ち出された 24条改憲である。この二

つはどのようにつながつているのか。「論点

数 案)Jを見てみよう。ここでは冒頭で、「家

族や共同体が『公共』の基本をなすものとし

て重要な位置を占めなければならないJと し、

憲法とは、国家権力を制限する規範にとどま

るものではなく、「国民の利益ひいては国益

を守り、増進させる」ための「国民の行為胸

としている。その他「行き過ぎた利己主義的
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風潮を戒めるJと か、「わが国の歴史、伝統、

文化等を踏まえた『 国柄』(国体のこと?)」

などの言葉が並ぶ。その上で、見直すべき規

定として、個人の尊重を定めた 13条の「公共

の福祉」を「公益」とし、「婚姻 0家族における

両性平等のLc24条 )は、家族や共同体の価

値を重視する観点からみなおすべきであるJ

と明記しているのである。

・個人より家族、共同体、国家を重視

全体を読めば、個人より家族、共同体、そ

して国家を重視すべきだという考え方が明ら

かになる。その観点から両性の平等を見直す

というのだから、女性は家庭を守り、子ども

を産み育て、男性は外で働いて家族を養 う性

別役割分業によつて、家族という共同体を守

り、国益に資することが国民の規範となる。

しかし労働市場は女性を必要としているから、

子育て後パー トで働けというのだろう。これ

は女性が個人として生きることを否定するも

のである。

◇   ◇   ◇

選択的夫婦別姓に反対し、子どもの非行は

女性が外に出るからだと非難する、最近のジ

ェンダーフリーバッシング派の動きと軌を一

にしていることは明らかである。かつての女

性たちのように、私たちも力を集めて 9条と

24条の改憲案を粉僻しなくては ,

「平和」「男女平等の危機J～   法調査会を麟 する～

永井よし子

酷暑の 8月 5日 、休会中の衆議院で憲法調

査会が開かれた。

2000年 1月 、広範かつ総合的な調査を行

うために設置された衆議院憲法調査会は、議

案提案権はもたない。検討の前提を、「個人

の人権尊重、主権在民、侵略国家とはならな

いとの理念を堅持 しつつJ「新しい日本の国

家像について全国民的見地に立ち調査検討を

行 う」としている。約 5年を目途とする調査

会は、
"年

H月 に 7Ю 頁余の「中間報告J

を発表した。今回取り上げられたのは、自民

党、民主党、公明党それぞれの日本国憲法に

関する「論点拗   「提言」である。

□   □   □

。自民党の議点整理

来年 11月 までに「新しい憲法草案」を発表

すると公約 している自民党からは、党憲法調

査会会長の保岡興治議員が憲法改正プロジェ

ク トチームによる「論点整理 (案 )」 に基い

て、新憲法制定にあたつての基本的考え方、

現行憲法についての党内の共通認識について

語つた。特に、改正憲法は、「国民誰もが自

ら誇りにし、国際社会から尊敬される品格あ

る国家Jをめざすことを基本に、「歴史、伝

統、文化に根ざした我が国固有の価値=国柄

や道徳心にもとづくもの」でなければならず、

21世紀にふさわしいものであると同時に新

しい課題に対応 し、人間の本質である社会性

が個人の尊厳を支えることを踏まえ、家族や

共同体が公共の基本をなすがゆえに重要な位

置を占めなければならない、としている。そ

して、党内の共通認識として、前文の全面書

き換え、自衛戦力保持の明記、時代の変化に

対応する新たな権利と義務の規定、国民の健

全な常識から乖離した規定を見直し、二院制

の改編や憲法裁判所制度の検討、地方分権の

推進、憲法改正手続の緩和などを挙げた。最

後に、憲法論議には「国家像Jや「哲学Jが

必要であると語り、自民党の憲法構想の究極

の価値として「生命の尊重」を挙げた。
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・ 略M陶 を掲げる民主党

理事で会長代理の枝野幸男議員が発言.論

憲Jを掲げ、2006年までに憲法改正草案を

提出するとする民主党は、「創憲に向けて、

憲法提言 中間報告」を6月 に発表、憲法を

普遍的な原理としつつ、同時に新しい課題ヘ

の対応力・応用力をもつべきであるとして、

中間報告に基づく方向性を語つた。政府のそ

の場凌ぎの憲法解釈は憲法の空洞化・形骸化

を招き国民の信頼を失わせるものであると断

じ、現行憲法の 3原則の尊重と深化を図るベ

きとしている。また現行の国際主義をさらに

鮮明にし、国連中心を唱えた。さらに国民の

主権の反映を徹底し、政治主導の内閣、総理

主導の政府の確立、分権社会の形成

を挙げ、人権については国際的・国内的二つ

の視点で言及した。憲法を国民生活の中に活

かすことに無頓着であつたことを反省 し、そ

の点に立って、違憲審査機能の充実、お上意

識の克服、人権保障と憲法秩序の保護のもと

で法の支配を確立することを述べた

□  □  □

・ 「雄 J“ 職

公明党の「論点整理Uも本年6月 にまとめ

られた。発言は、党憲法調査会座長の太田昭

宏議員。基本は、憲法の三原則と憲法 9条の

堅持の上に、時代の変貌の中で提起された環

境権やプライバシー権等の新しい人権を加え

る「加憲 J。 党内の議論の紹介では、各論併

記。表現上の問題、日本人のアイデンティテ

ィ、女性天皇は基本的に認める方向だが天皇

のあり方、武力行使など、党内の意見は分れ

ている。二院制堅持、内閣機能の強化、合議

体としての内閣、基礎的自治体の強化などは

一致を見ていると思われる。なお、憲法改正

条項は現行のままが妥当で、国民の憲法尊重

擁護義務の定めについては否定的。 (その後

8月 25日 の党調査会で憲法 9条の堅持で一

共  「加憲」から消える可能性が出た )

・ そ   言

続いて、各党の補足発言があつたが、内容

的には重なるので省く。ただ、自民党の近藤

元彦議員が、念を押すかのように、改憲の発

議要件を超える議席を持つ会派間で共通認識

ができつつあることを歓迎する旨の発言をし

た。

最後に、共産党の山口富男議員は、論点整

理や提言を調査対象とすること自体が調査会

の目的を逸脱すると抗議、 9条の先駆的な到

達点、国家権力を制約するという立憲主義の

真髄を評価 し、多国籍軍への参加や武力行使

は認められず、世論調査でも9条改定を望む

声は少ない。 9条あつてこそ国際社会に名誉

ある地位を占められる、と述べた。

また、社民党の土井たか子議員も、調査会

設置の趣旨と各党申し合わせを挙げ、三党の

論点整理と提言をとりあげたことに異議を唱

えた

平和や基本的人権、主権在民の原則を尊重

すると言いつつ、国民義務の設定や国柄の強

調、実力行使の原理の導入、共同体や家族の

価値の強調など、全体に整合性がなく矛盾す

る復古的な改憲論議であることは明らかだが、

まず改憲ありきの与党勢力を押さえるのはた

だ国民世論である。今後、代表選を経る過程

で民主党の論憲がどのように変fLfる かはこ

の時点では不明でもある。

□  □  □

会終了後、田中真紀子議員が土井議員に抗

議の模様、傍聴者も思わず聞き耳を立てた。

どうやら「あんたの党も案を出せばいいじゃ

ないの」と聞き取れた。この日の調査会では

女性の人権に関する言辞は一切なかったが、

声高な改憲論の裏で、女性の人権上、重大な

事態が進行していることに胸塞がる思い規

平和主義は人権保障のための大前提だ。24

条の改悪を含め、FJt争のできる国への道は人

権抑圧への道であることを肝に銘じたい。
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□                            □

□                       □

■■「男女雇用機会均等政策研究会Jの報告から■■

黒岩容
―

本年 6月 22日 、厚労省上記研究会 (学識   を受けたこと」と不利益扱いの理由別に検討。

者 8名 )の報告が発表された。厚労省は、同   「出産体業後は原職 (原職相当職)への復帰J

報告を受 |ナ 、今秋から「労働政策審議会」で   としたのは当然として、問題は、能力低下・

均等法改正に向けた審議を開始、次々通常国  労働不能の場合だ。妊娠出産保護を加味し私

会への改正案上程を予定している。以下では  病による休業時を超える措置が必要か、報告

同報告の内容を紹介 し、問題点を指摘`したい。  は論点整理に止まった。今後の争点の一つと

◆基本的な姿勢と方向 なろう。

研究会では、男女双方に対するSIlの禁止、  ◆闘接差別の禁止

妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い、間   均等法改正の最大の争点である。報告は、

接差別の禁止、ポジティプ・アクションの効  CDA● の指摘にも触れ 「現行の規制では対応

果的推進方法の 4点が検討されてきた。 が困難になつている問題に対処していくため

報告は、上記 4点の意義や外国法制分析 0   には」と問接差別禁止規定が必要であること

留意点等々を今後の議論にむけて提示する形   を基本前提とした。検討上の留意点でも、諸

にまとめられ、政策提言にはなつていない。   外国では間接差別禁止規定があること、間接

しかし、「いずれも前向きな対応が望まれる」  差別法理は「不必要・ 不合理な障壁を取り除

「適切な対応、措置が講 じられることを願   き、実質的に機会の均等を確保するJ意義を

う。」等、3mal議に終始せず法改正へ具体的に  有していることを指摘 して、法理導入の必要

進むことへの期待が示されている。また、「4   を強調し、典型事例を示 した。例では、身長・

つの事項はそれぞれ重要な事項…相互に関連   体重要件、全国転勤を要件としたコース別、

し合つている」とし、間接差別禁止も含め4  世帯主要件、正社員とパー ト格差等が挙げら

項目全部への対応・措置を求めている。

◆男女双方に対する差別禁止

◆妊嬌出産理由の不利益取り搬い

報告は、不利益取扱禁止規定がないことの

れ、各々に使用者からの合理性・正当性抗弁

例が付されている。対象範囲や抗弁内容は今

□  □  □

均等法改正にむけ正念場を迎える。改正ヘ

報告は、男女双方に対する差別を禁止する  後も議論になろうが、最終的には法改正後の

意義を強調し、法改正を示唆 している。報告   判例の蓄積に委ねられる部分だろう。

が、双方禁止を、単に「男も差別 されている」  ◆ポジティブ・アクション

レベルでは捉えず、「現在においてもなお…   研究会の議論では 「(均等実現にむけ)間

より問題であるのは女性に対する差別」との  接差別禁止とポジティプ・ アクションが車の

認識に立った上で、「(法の)福祉的な色彩か   両輸」と重要性が強調されていたが、報告内

ら脱却 (を 明確化 )」 、「男女間の職域分離の  容では見るべき点はない。行動計画策定も義

是正」等と位置づけている点に留意したい。   務づけと奨励的方法と両論併記に止まる。

不備を強く指摘し、法的に許容される扱いか   の声を高め、平等を求める社会的なうねりを

の判断を「妊娠出産 したこと自体」「妊娠出  巻き起こしていけるかが問われている。

産に起因する症状 (※悪阻等)による能率低   (研究会報告書は以下に掲載されている :

下・労働不能J「出産体業、母性保護措置等   m鮒 w猟品臨2Q闘翻h囲Ⅲ剛踊η‐lm』
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●男女共同参画社会の将来像等について聞く会 【報告】
井よし―

8月 5日 、内閣府講堂において標記の会が

開かれた。当日配布の資料は「男女共同参画

基本計画の改定について」「男女共同参面白

書概要J「改正後の
"法

の概要」「ライフ

スタイルの選択と雇用・就業に関する制度・

慣行についての報告」「国際規範・基準の国

内への取り入れ・浸透についてJ、 そして「男

女共同参画社会の将来像検討会報告書Jであ

つた

m年 を目途とする男女共同参画社会の

具体像を描いた辟朝閣劇 について、巻間「バ

ラ色報告Jと批判的に言われているのを視野

に入れてか、報告した土肥原内閣府官房審議

官は、「あくまでも具体的な施策を実現 した

先にあるもの」と説明した。現状を①長期に

わたる経済活動の低迷とあらたな飛躍への兆

し ②グローバル化・情報化に伴う競争激化

③少子・高齢化と家族形態の変化 ④地域社

会の変化 と4点に分析、将来像への留意事

項 (障理〕 として以下の6点を挙げた。1.女

性が活躍する機会が不充分 2固定的性別役

割分担意識 3.仕事と子育ての両立困難 4.

働く場の男女間格差 5.進学率と有業率の男

女格差 Qライフスタイルに中立でない制嵐

● 施策を実現した後の 蹄覇閣‖

これらを踏まえて描かれる望ましい将来像

は、「あらゆる分野の政策・方針決定過程の

指導的地位に女性が少なくとも ■%を 占め

る」「働く場における男女の均等な機会と待

遇の確保、多様な就業形態の選択、働きに応

じた処遇、社会保障制度、税制等社会制度と

慣行の中立化により男女とも能力を最大限発

揮 し、日本経済が活性化、多様な働き方の選

択が実現するJ「仕事と家庭の両立支援、高

齢者の社会参加、‖ 対策などにより、男性

の参画で家庭が充実・活性化、子育て・教育

力が回復」「地域で男女共同参画の条件整備

と教育、女性のチャレンジ支援等、状況に応

じた多様な生き方の選択が可能、地域機能が

回復J「諸外国から男女共同参画の進展が評

価され活躍の場が拡がる」などである。

●歴史的に必要な男女共同参画

報告書については、学芸大の山田昌弘教授

からも説明があつた。男女共同参画は女性だ

けでなく男性の問題であり、社会の中で進め

ることで日本社会に希望が持てるようになる。

歴史的に男女共同参画は必要とされており、

家族・企業・地域において男女のあり方は変

化せぎるをえない。障壁 (上記参照)を超え

たら社会は活性化する。当時の社会・経済状

況から生まれた性別役割分担は税制などの支

えもあつたが、今、それでよいのか、多少の

摩擦はあるが、これまでの形がひずみを起こ

した以上、働く男 0子育てする女だけではだ

め。男女共同参画は家族を壊す、という言説

に対し、共同参画が進んでいないからこそ家

族をつくれないと考える。などと語つた。

●答弁に見える根拠のmさ
会場からの発言や質問も活発に出された。

「男性の育児休業所得率 1●%、 女性管理職

"%の
根拠は ?」 に対し、「現状 a3%を踏

まえたものでなく政府の少子化大綱の目標値

であるJと か「95年の国際目標値を用いた」

などの答弁にバラ色の根拠の脆溺 さが見えた。

また、「女性労働率と産める環境が整つてい

る国の出生率が高く、反面、働かない女性の

多い国でも高いということがある。女性の労

働と出生率、共同参画と出生率との関係につ

いて報告書の資料は一面的ではないかJなど

のやり取りがあった。多様な意見が出る中で、

最終的には『基本計画』の改定にどのように

反映されるか、注目が必要亀

その後、冒頭に述べた資料について、担当

者からの説明があつた。
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北京+10   ハイレベル会議について

来年 2005年は、1995年に北京で開催され

た第 4回世界女性会議 (北京会議)以来 10

年目にあたる。しかし、バックラッシユが厳

しく、第 5回世界女性会議は開催されない。

来年 3月にニューヨークの国連本部で開催予

定の第 49回国連女性の地位委員会 CCSW)

を拡大して (参加国を委員国の 45国から国

連加盟国全体に)、 北京行動綱領や moo年女

性国連特別総会で採択した成果文書の執行状

況を検討す ることになつている。9月 7‐ 10

日にバンコクにあるアジア太平洋経済社会委

員会 ∝XhP)の 会議場で開催されるハイ

レベル会議はそのためのアジア太平洋地域の

政府間準備会議である.― Pでは、ハイ

レベル会議の準備として、今年 3月 22-24日

に専門家会合を開催して議題等を検討した

ハイレベル会議は各国が 曲饉鵬mを読む

全体会と①グローバリゼーシヨン、女性に対

する暴力など課題別、②女性のエンパワーメ

ントのために必要な環境づくり、という二つ

のパネルフォーラム、平行セッシヨンが開催

される。第 1のパネルは、1995年以降、成

果と課題として大きなテーマを取り上げる。

ナショナルマシーナリーの充実と同時に DV

防止法など、女性に対する暴力防止法の成立

はアジア地域での成果の一つである。また、

女性の政治参加や HⅣ・エイズも大きな課

題である。専門家がパネリス トとして議論す

る。第 2のパネルでは、パー トナーシップと

地域の協力、ジェンダーの主流化、権利に基

づいたアプローチ、および男性と共に活動の

4つのアプローチについて議論される。いく

つかのサイ ドイベントが国際機関などにより

開催される。

NGOには 2010‐300人収容可能な部屋が割

り当てられ、ワークショップ、パネルなど開

jO . , , ,, I , r -,,,,fifiElrir_a
催可能である。また、アジア太平洋女性監視

機構はハイレベル会議の始まる1日前の9月

6日 ロビイングワークショップを MPで

開催する。 6月 30・ 7月 3日 に開催された

アジア太平洋 NGOフオーラムでの討議や各

国の NGOレポー トの成果を踏まえ作成中の

パープルプック (と くに冊子版のリトルパー

プルブック)を活用して、政府代表団にどの

ようにロビイングをするかを研修する。

ハイ レベルということなので、多くの国

から男女平等担当大臣の参加が予測されるが、

日本から官房長官の参加は期待できない。来

年の拡大 CSWも含め、バックラッシュの先

頭にたつている保守的な議員が参加 しないよ

う、Nα)と して情報収集 し必要に応 じて要

望書をだす必要がある。カリプラテンアメリ

カ経済社会委員会での会議同様、アメリカが、

北京行動綱領を認めないような発言をして、

援助と引き換えに、開発途上国に対して同意

するよう求める可能性がある。我々NGOは、

各国の NGOと連携 してアジア0太平洋地域

の先進的な政府代表国に対してロピイングを

する必要がある。

ハイレベル会議や来年の拡大 CSWに参加

できる NGOは、国連経済社会理事会の諮問

的地位を持つ NGOのほかに、北京会議や

2000年会議の時に参加を認められた NGOで

ある。北京 JACは 2∞0年会議の際参加を認

められているので、北京 出船 として参加可能

である。

csWの事務局である国連女性の地位向上

部では、各国に質問表を送りその回答を分析

して来年度の資料作りをしてンるヽ。日本政府

の回答は以下のアドレスで読める。

hはい ‐ヽ・m   ヒ 油 由 ′

“
相 川 Ⅲ 国 鶴LJ
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日DV政策のかなめ DV    の離 はどうなる 7

8月 2日 、「DV法を改正しよう全国ネッ

トワーク」 (被害者のためのDV法を求める

全国連絡会・全国シェルターネットなど)主
催の省庁意見交換会が参議院議員会館で開催

された。今回のテーマは改正DV防止法の中

に義務づけられた、政府の基本方針策定に関

してである。法改正後初の意見交換会であつ

たが、約

“

名の参加者と議員関係省庁の担

当者などで約

“

名のいつものように熱気に

あふれたものであった

ネットワークではあらかじめ
"項

目の質

問を各省庁に提出し、当日それに対する回答

をまとめたものが資料として配布され、その

中の重要なものや新たな質問を、メンバーが

手分けして改めて質問し意見交換するという

もので、北京JACの省庁ロビイングにも参

考になるやり方だつた

最初にの質問は生命にも関わることだが、

保護命令は家族や支援関係者の適用 されなか

つたのは、ス トーカー規制法が適用可能とい

う理由であったが、それがなかなか適用され

ず、警告がでるのに時間がかかる。ス トーカ

ー法の厳 しい条件など、法律自体に問題があ

るのではという指摘があった。警察庁の回答

は、通達の徹底と基本方針に何らかの形で盛

り込むというものであった

私が個人的に注目したのは、「加害者の委

託を受けて、被害者につきまとう興信所や探

偵を保護命令違反にできないか」ということ

である。というのも、暴力夫と別居していた

子ども連れの女性から聞いたのだが、1日 に

何度も同じ男女の若いカップルに会い、夫か

らは、あそこに行つただろうという電話が何

度もあるので尾行されているのに気がついた

という。金がかかるのになぜ、と疑間に思い

念のため探偵社にたずねたところ、探偵学校

の実習生を使 うと無料とのことであった。そ

のまえ知
一

の女性はサポー トグループ入会を希望したが、

他のメンバーの安全のため断らずを得なかっ

た。法務省の回答は、現行法では適用は難 し

いが、今後実情把握につとめるとのことで、

3年後の見直し課題となりそうである。

また、支援関係者が悩まされることの 1つ

に、暴力夫が警察官、医師、司注目係者、福

祉事務所職員などの場合がある。制 lな処罰

を指針とできないかという質問については、

裁判・検察・警察関係者の暴行、陵辱に対し

ては刑法 1"条 (特別公務員暴行陵辱)存
在 している、福祉機関職員等にも「適切な対

応を行つている。指針を設ける必要はないJ

とのことであったが、実際には対応 しにくい

ことが多し、 障がいをもつた女性に対する婦

人相談所などのパ リアフリー改修には国庫補

助が出るとのことである。その他、自立支援

や子どもへの支援をはじめ多岐にわたる質問

であつたが、「検討するJ「難しい」という回

答が多く、まだ本格的にとりかかっていない

ようであった。

参加 した鳥取県のNGOか らは、すでに県

が基本計画作りにとりかっており、1番乗り

をめざしているとの報告があったが、多くの

都道府県は基本方針の槙様ながめかと思われ

る。基本方針は今後のDV政策のかなめにな

り、自治体の D・V基本計画にも大きな影響を

与えるので、基本方針案が出た段階も注視し、

都道府県の基本計画作りにも意見を言つてい

こう。

当日、港区で 3月 に起きた、DV被害の

相談者の女性に対する、担当警官による強か

ん事件ついて要望書が提出された。 (最近来

た回答によれば、当然のことながら加害者は

懲戒免職し今まで警察の研修の内容を明らか

にしなかったが、質問に応え始めて研修テー

マや講師の所属を明らかにしている)。
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◆開催 日  :2004日 10月 9日 (土 )、 10日 (日 )

◆開催地  :大阪府女性総合センター (ドーンセンター)

◆テーマ  :「北京+10に 向けて～進捗 と課題～」

◆プログラム :

第 1日 目

・433演 「北京+10に向けて～私たちはどこめできた

か」大沢真理さん

・パネルディスカッション 大沢真理さん、竹信美恵子

さん、足立真理子さん(橋本ヒロ子さん (コーディネーター)

・交流会

第 2日 日 午前、午後に分けて24の分科会を開催

◆参加申し込み締め切り :9月 25日

◆参加費 :1日 2000円 、2日 間通し3000円 、

交流会 3000円
◆問い合わせ :世界女性会議ネットワーク関西事務局

日.邸 55-7190 転 .邸 5ゝ7191

―――――――

=置

屁正覇二属FラモデI=屁鋼|=「
~~~~~――-1

◆男女混合名簿が消える?
8月 13日 の産経新聞は “「ジェ

ンダーフリー」教育現場から全廃、

東京都、男女混合名簿も禁止"とい

う見出しで、東京都教育委員会が、

12日 、「ジェンダーフリー」の用

語を教育現場から
―

ることを決

めた、と報じています。都はさらに

「男女の性差を否定するような思想

に基づき男女混合名簿を作成しよう

とする動きが見られる」として、2

年前から男女混合名簿推進政策を進

めていたにもかかわらず、これを禁

止する方向で検討中のようです。

◆踏みにじられる子どもの人権、

枷 燎      ヘ

昨年基本方針から「教育基本法及

び子どもの権利条約の尊重Jを削除

した都教育委員会は、8月 26日 、

今度はあらたに設立された中高一貫

校の教科書として、南京虐殺や従軍

慰安婦を捏造だと主張する「新しい

歴史教科書をつくる会Jが作成した

歴史教科書を採択 しました。子ども

たちをターゲットに、平等を否定し

人権を踏みにじるファシス ト的な政

策が、東京から日本を変えるという

石原都政の下で着々″と進められてい

ることに憤りと恐怖を感じま丸

麟 後講

『マンスリー北京JAC」 第86号

2004年 9月 1日発行

発行 :北京 JAC世話大会

編集担当 :石田久仁子

住所 :東京都文京区本郷

1-33-9コージュ廣本ビル 802号

dttx:O13-… 28

メールアドレス:建≦準撃五逮L盤わ

:00250-7観6

『人身売買禁止法の制定に向けてJ

日時 :9月 19日 午後 1:30～ 3:30
場所 :東京都文京区男女平等センター

D研修室

報告 :清水澄子さん

新倉久乃さん

ゆのまえ知子さん

8

:
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1
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関連の条約や議定書の批准mけ て、国内法の改正・
|

制定の検討を始めました。 しかし加害者処罰に重点を
:

置いた政府の取り組みからは、被害者への配慮はほと :
んど見えません。                 :
被害者の人権を保護 し、救済する視点を法律に反映

|

させるにはどうしたらよいの力ゝ 女性の家サーラー・ :
タイ語相談員として、被害者の女性たちと身近に接し

:

てきた新倉さんからの報告も交え、多様な側面から、 :
この問題にどう取り組んでいくべきかを考えます   :

定例会終了後、同会場で
L.世

話人会を開
壁上

ま
1,__1
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世界女性会議ロビイングネットワーク

7ンスグー北京  σ 第 87号 」
Japcrt &ltol;tabiLisy C6rrrs, raifrrqf 10月 号  2004年 ■ 0月 1日 獅

*ホ 串申*● ●始まります・ 攀申中*ネ ホ
|::lI:::I::Il:!:l:::、

男女平等を憲法から消すな I STOP:憲法 24条改悪キャンペーン

6月 に自民党の憲法改正プロジェク トチーム

ボ「論点整理 (案)Jを公表 しました。また、『 読

売新聞』は、94年、2000年 に続いて「2004年

試案」を 5月 に発表 しました。既報のように、

その改憲案は全体的に復古調が目立ち、人権の

抑制、国民の義務の拡大をめざすもので、本来、

憲法がもつ「国家権力に歯止めをかけて、国民

一人ひとりを個人として尊重するための道具」

という役割が大きく変えられようとしています。

特に現憲法 24条に関連する案は、マンスリー

85号に掲載 した北京 JACの 抗議文にあると

お り、重大な改悪になるでしょう。憲法見直 し

の問題点については、86号にも掲載されてい

ますので、ご参照ください。

表題のキャンペーンは、両性の合意による婚

姻、夫婦同等の権利 、配偶者の選択、財産権、

1続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に

爛する法律における個人の尊厳 と両性の本質的

平等を定めた24条を、「家族や共同体の価値

を重視する観点から見直す」とする自民党の改

憲案に危機感をもつた女性たちの呼びかけによ

つて準備が進められてきました。女性の個人と

しての人格を軽んじた戦前のイエ制度の復活を

街彿とさせ、国家という共同体への奉仕を優先

させる考え方が篭められた改悪案を阻止するた

めの行動は、 24条の改悪を許さないという一

点だけを合意点とすることが前提 となつている

ネットワークです。

新憲法の下で暮らしてすでに 57年、私たち

永井 よ し子

の生活は、結婚も含めこの憲法の定めた平和主

義・国民主権・ 基本的人権の精神を根底に据え

て営まれてきました。ライフスタイルも多様に

なり、憲法に欠けている視点があるという指摘

も承知の上で、今は、絶対に譲 り渡すことので

きない女性の人権と引き換えにする改憲の流れ

に抗 していかねばならないという行動です。女

性が半人前として自分の意志をもつことを認め

られなかつた戦前には戻りたくない、平和が損

なわれる社会では基本的人権はないことを銘 じ

て、幅広い協力と行動を呼びかけています。

キ ャ ンペ ー ンの趣 旨に ご賛 同の 方 は、

ま た は 暫 定 FAX03-

3463-9752ま でご連絡ください。また、 11月
5日 、夕方から東京ウイメンズ・プラザ・ホー

ルにて発足記念集会を行 う予定です。北京 JAC

も団体賛同し、さらに個人賛同を募っています。

キャンペーン文案については、事務局まで FAX

にてお申し越しください。

Ｅ
Ｅ

麟

薗

国

□

目立女性教育会館がなくなる?
定例金 :人身発買難止法

“

定に向けて

国連 ESCAP北京+10ハイレベル会議

均等法ホットライン

地域コーカスより・tHJ腱 ■車
アラブ女性0人権 :モ ロッコ新家族法
世話人会からのお■い

一 l―



◇◆◇◆NWEC(日 立女性教育会館)統合計画?◇◆◇◇◆◇◇◆◇◆

～NWEC女 性学・ ジェンダー研究フォーラムの動向から～

船橋邦子

……◆◇◆◇―――一――一――――――――――――…………………………………◇◆◇

・参加者主体のワークショップ

女性センターをはじめ全国各地で男女共

同参画のパッシングが続くなか、今年の夏

もまた、国立女性教育会館 (NWEC)で
恒例の女性学 。ジェンダー研究フォーラム

が 8月 27日 、 28日 、29日 の3日 間に

わたつて開催され、 1863名 (参加受付

人数)力 全`国から集まつた。第 1日 日は、

基調講演に続き、女性農業者、途上国の支

援、女性技術者や地域で父親のネットワー

クづくりなどに係わる実践者たちのリレー

トークが行われ、次いでワークショップヘ

と移つていつた。 120近 くのワークショ

ップのうち、 16は企画委員が主体のもの

とNWECが 主催するものだった。それ以

外のワークショップは、フォーラム期間中、

NWECが 全国各地で男女共同参画社会の

形成をめざして研修・教育/学習・実践活

動を行っている個人 0団体・ グループに場

を提供 し、参加者の主体性に任せたもので

あつた。

△   △   △

・女性たちのネットワークづくりの促進

また今回は、昨年度までの「女性学・ ジ

ェンダー研究フォーラム」と秋に開催の「ヌ

エック全国交流フェスティバル」が合体 し、

名称も「男女共同参画のための女性学・ ジ

ェンダー研究・交流フォーラム」となり、

「交流」の語が新たに追加された。夜の交

流会、自由交流、また情報のひろば、交流

のひろばなどでは参加者同士の情報交換、

ネットワークづくりがさらに進んだことに

ちがいない。

△   △   △

・ 若い参加者の増加

私は 28日 のみの参加だったが、情報の

ひろばも研修棟 もプ レイク時は参加者でご

ったがえしていた。誰もが生き生きした表

情を見せ、パ ワーにあふれていたことが、

ここでの経験が女性たちの連帯を一層強め

ることに役立ったことを物語つている。参

加者の多くは、このNWECで 20年以上

も前に女性学 と出会い、地域で男女共同参

画を推進するための リーダー として活躍 し

ている人たちだつた。 しか し常連の一人で

ある私にとつて見慣れない方が多いな、 と

い う印象だつたが、今年の傾向 としては、

これ らの常連 さんのほかに、新 しい若い世

代の参加者が増えたと聞いたc

△   △   △

01996年 にフォーラム形式を導入

NWECが 夏期に女性学講座を開始 した

のは開館 3年 目の 1980年 のことである。

1983年 から1995年 までは、日本女

性学会、日本女性学研究会、女性学研究会、

国際女性学会との協力のもとで企画委員会

が組織され、全体会議と分科会形式の下で

開催 されてきた。 1995年 の北京会議を

契機に、 1996年 からワークショップを

募集するフォーラム形式に変わつた。

△   △   △

・ 女性のエンパワメン トに貢献

それまではどちらかといえば女性学の学

習の場だつたヌエ ックでの毎年の夏の女性

たちの集い も、北京会議 ONGOフ ォーラ

ムの経験が活か した新たなフォーラム形式

が導入 されてか らは、参加者による発表の

場、ネ ッ トワーク形成、情報交換の場へ と
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質的な転換を遂げた。 これは、 1977年
の創立以来NWECが 女性差Blj撤廃、女性

の人権確立のために行つてきた事業の成果

であることを私は強調 したい。現在各地で

活躍 している女性の多くはNWECの 提供

する事業、とりわけこのフォーラムで力を

つけてきた。私もまたその一人である。

NWECは 、学習の場 と機会を提供する

だけでなく、ワー クショップ開催団体 1名

分の旅費と日当を支払 うなどの、わずかだ

がお金のない女性 グループヘの財政的支援

も行ってきた。

要するに、NWECが 日本の女性のエン

パ ワメン トに果た している役割が極めて大

きいことを私は言いたいのである。

・ ヌエック統合計画

ところが今年度は、財政的支援はなくな

つたご理由は定かではないが、NWECヘ
のバ ッシングと無関係ではない、と推測す

るのは思いす ごしだろ うか。

男女共同参画の推進に抵抗する議員保守

派国会議員による 「ジェンダー・ フリーの

拠点 としてNWEC」 とい う国会での質問

を契機に、構造改革路線のもとで独立法人

の削減を目実にNWECを っぶそ うとい う

動 きがあるとい う情報も伝え聞いた。バ ッ

クラッシュの動向のなかで、。NWECも ま

たジェンダー・フリー・バッシングのター

ゲットとされている。 しか しこんな動きに

怖れることはない。私たちは女性の人権の

拡大という歴史的意義のある作業にコミッ

トしてきたのだから。

ここまで原稿を書いたところで、「構造

改革路線のもとで、最小の独立行政法人で

ある NWECは 、オリンピック青少年セン

ター、青年の家、少年自然の家に統合され

る計画が発表されたJ(資料 1)と いう情

報が入 り、伝え聞いていたことが現実であ

ることに直面し慌てた.状況は決 して甘 く

はない。早急に計画を廃案にするための行

動を起こさなければならない。全国各地か

ら独立法人を扱う省庁である総務省大臣、

小泉首相に計画鹿棄の要望書を送ることも

含め、私たちがすべきことは何なのかを早

急に議論していただきたい。

資料 1.朝日新聞、 2004年 9月 23日
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の
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■■保護をもとめた女性たちの現実■■

特定非営利活動法人 女性の家サーラー 漸醸「  久 乃

◆人身売買とは

「人身売買」問題は 1"0年代前半下館、

茂原事件などの管理売春スナックママさんの

殺人事件で関心が高まり、女性の家サーラー

もそのような歴史の中に設立した。しかし、

裁判の過程で「人身売買」のシステムは裁か

れることはなかつた。卸

“

年6月 になつて、

米国務省の年次報告がきっかけで関係省庁連

絡会議の設置や国内法の整備など取り組みが

始まり、10年余り民間の善意によつて引き

継がれた「人身売買」被害者支援の活動が再

び注目を集めている。これから人身売買禁止、

防止、被害者保護を立法化するために基礎と

なる国連人身取引議定書による規定は、この

問題を包括的にとらえる視点で重要な条文で

ある。

◆サーラーに身を寄せて帰つた機害者の現状

特定の手段として、詐欺や弱い立場の利用、

採用、運搬、移送、蔵匿又は収受する一連の

行為がある。今まで被害が多かったタイ女性

を見ると採用、日本行きを促 した者はプロー

カー t42%)と 友人、知人
"恥

が関係 してい

る。運搬は、旅行手続きを代行するもの (偽

造のパスポー ト、ビザ、偽装結婚書類作成)

と必ずほとんど同行者いる (被害者は名前を

詳細には明かさない、婚約者や友人を装つて

入国)。 移送は空港に迎えがいて長野、茨城、

千葉などの店まで届ける。蔵匿又は収受では

ボスやママさんの存在がある (現在は日本人

男性と婚姻し (ビザをもつと思われる)タイ

女性 との夫婦も目立つ)。 違法な形式の労働

は売春が88%、 スナックやス トリップなど

を含めば95%は性風俗で働く。労基法違反

行為である前借金は 350万から4田 万円が多

いが、現在では 5010万を超える場合もある。

転売 (も つと劣悪な別な店に借金を上乗せ し

て売られること)の恐怖から、転売前に逃げ

る数も多い。ノくスポー トを取られるのは当た

り前 (自 分で持つていたのは 1協 )で、こ

れは刑法や風営法にも禁じられる行為である。

弱みに付け込む具体的方法は、親兄弟を助け

る他母子家庭 となつた女性が、子どもの将来

を考えお金を稼ぎたいと思うことを利用 (か

つてのタイ女性の動機が今はコロンピア女性

の動機)する。現在多くなつているのは、経

済の発展したタイでは奨学金返済のための来

日という動機がある。逃げてくる人数が少な

いのは、緊急一時保護施設がない地方都市に

送られ土地勘や日本語が不自由でパスポー ト

もなく、借金返済優先で手元にお金がなく、

お客さんが助けてくれる位 しか逃げるルー ト

がない。警察に駆け込んでも店に戻されたと

いう被害者も少なくない。来日以前売春目的

であることを少 し知つていても客を選べない

こと、性感染症予防や避妊のためのコンドー

ム使用が許されない、借金が思うように減ら

ないシステムであることは了解していない。

◆多様な被害者支援の必要性

人身売買関連法案 0005年度の立法から)

で加害者処罰 と被害者保護の一環として、被

害者にビザをあたえられるがそれだけで問題

は解決しない。弱みに漬け込まれた「人生の

安全弁J力ま機能しない女性は「多少知ってい

ていて来日したかJと いう要素は「被害者」

の判断要素とはならない。日本社会の中で心

身をケアーされ保護に値する「社会的弱者」

であると考える。

◆コミュニティーのかかわりとしてでできる

こと

立法が成されても、国籍が変わつて同様
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なシステムが残ると考える。地方自治体に

広がる北京 Hの メンバーが被害女性の存

在する地域の調査をし、「人身売買の存在

と被害者保護Jの視点から取締 りの最先端

にいる警察生活安全課 と話 し合 うなど、今

後コミュニティーで女性たちを守っていく

活動が期待される。

■■NGO一人身売買被害者保護支援法の制定要求に切り替え■■

清水澄子

9月 19日  北京 JAC 9月 定例会は「人

身売買禁止法の制定に向けて」をテーマーに

して行った。女性の家サーラー・タイ語相談

員の新倉久乃さんから「支援の現場から見た

被害者の実態を伺い、共同代表の清水澄子が

「人身売買禁止法とは一その実現に向けて」

を話し、世話人のゆのまえ知子さんが「フェ

ミニス ト・ リサーチとしての人身売買に関す

る調査」の現状について説明した。この号で

は、マンスリーの九月一日号で掲載 した後の

動きについて報告したし、

◆人身売買の新しい「定蜘

まず押さえておかなければならないこと

は、現在の国際社会における「人身売買Jに
ついての「新たな定義」である。「国際組織

犯罪防止条約Jの数 20100年)と 同時に二つ

の付属議定書が採択された。とくに「女性と

子どもを中心とした人身売買の防止Jと 「移

住労働者の密輸禁止」並びに「銃器と弾薬の

製造と輸送の禁止」である。そこには人身売

買の「定義」を「搾取の目的で、暴力及び脅

迫その他の形態の強制、誘拐、詐欺、欺もう、

権力乱用、弱みに付け込むこと、他人を支配

下に置く者の同意を得るための、金銭や利益

の援受を手段として、人の募集、運搬、移送、

住居提供、受け取りを行 うこと」、また「他

人の売春からの搾取、その他の形態の性的搾

取を始め、強制労働や役務の提供、奴隷状態、

苦役、臓器摘出を含む」と規定している。こ

れらの状況におかれた場合は、例え「搾取さ

れることに本人が同意していも、人身売買の

犯罪に当たる。 18才未満の子どもはすべて

人身売買とみなす」と明快な定義が示めされ

た。その上で国際社会が協力して、人身売買

の被害者の人権を十分に尊重し、保護 し、支

援すると共に、人身売買廃絶のために戦うと

宣言している。つまり、人身売買を国際社会

全体の犯罪と規定し、女性や子どもを性的奴

隷として搾取することを許さず、被害者の人

権保障を国際的な規範に高めた。条約史上初

めての快挙といつてよい。

◆
―

mmに重点をおく政府

諸外国に遅れてスター トした日本政府は、

本年 4月 に「人身取引対策に関する関係省庁

連絡会議」を内閣に設置 し、来年2005年
の2月 、通常国会で国際組織犯罪防止条約の

「人身取引に関する議定書」を批准する準備

に入つた。法務省の刑事局は9月 8日 、人身

売買や監禁、誘拐など、人身の自由を侵害す

る犯罪に対するための罰則を強化した刑法改

正案の要綱を法制審議会に諮問 した。年内に

4回の審議を経て、「人身―売買罪」を新設し

国会に提出する。一方、法務省の入国管理局

などが正規の在留資格が得られない外国人の

在留を認める在留特別許可について人道的考

慮をすべき人に対しては、積極的に活用する

と発表 した。 しかし、公表された事例は、日

本人と婚姻関係にあるなど「典型的Jと され

るケースであり、むしろ法務省は治安対策の

一環として、5年間で不法滞在者を半減させ

ることに重点を置いている。また、8月 16
日には外務省に「国際組織犯罪室」が設置さ
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れた。同じように8月 16日 、警察庁生活安

全局生活環境課長は各県警に向けて、人身取

引被害を受けた女性を保護し、緊急一時保護

として婦人相談所に委託できることを通知し

た。厚生労働省も婦人相談所に対して、警察

署等からの協力要請を受け二週間の緊急一時

保護を受け入れる指示文書を出している。つ

まり、政府は人身売買被害者の支援対策は現

行法の枠内で処理しようとしている。とりわ

け、婦人相談所の運用は、現時点ですでにD
V被害者で手一杯であり、新たな人員を受け

入れる余裕が無いことは、誰しも承知のはず

である。予算もつけず、法律もつくらないで

事の処理に当たろうとしているcこれで果し

て被害者の保護や支援あるいは予防が可能で

あろう力、cあまりにも人権を軽視しており、

「新しい定義」への自覚に欠けているといわ

ざるを得ないc

◆MO―人身売買被害者の保護・支援・予防

法の制定に転換

「人身売買禁止ネットワーク」(JNATIDは、

昨年 10月 に発足したが、政府の動きに対応

して本格的な行動を開始したのは、本年 5月

からである。弁護士や研究者、サーラ・ヘル

プ、カパティラインを始め、北京 JAC、 ア

イ女性会議、アジア女性資料センター、

lMADHCな ど、人権問題に取り組むグルー

プや団体、個人で構成されている。これまで

の活動は、政府の法案作りが加害者の処罰法

申心になつていることに対して、被害者保護

を加えた包括的な「人身売買禁止法」の必要

性を働き力Jす てきたが、政府の方針に変化が

みられないことから、法案を審議する国会に

向けてロビー活動を展開してきた。自民、公

明、民主、社民、共産党等全ての政党に対し

て、日本における被害者の実態や、条約の精

神と目的、政策課題を説明してきた。国会議

員は初めて国際的な動きや日本の現状に関心

を示し、各政党の中で勉強会や、プロジェク

トチームをつくる動きが出てきた。 しかし、

政府は着実に 「刑法改正案」をつくるべく作

業に入り、人権保護は 「行動計画」で実施す

る立場に立っているため、人身売買禁止ネッ

トワークとしては、刑罰法とは別にアメリカ

の 「2000年 人身売買被害者保護法」のよ

うな「被害者の保護・支援・予防に関する法

律Jをつくるよう、政党と議会に向けて働き

かけることに方針を転換す ることに した。

(9/14)

その内容としては、まず、被害を受けた者

は在留資格の有無を問わず 30日 の緊急一時

保護を行い、被害者としての認定を受けた上

で、本人に必要な人権回復を行うための法的

権利と具体的施策の充実をかかげている。そ

のためにも、「人身売買被害回復支援センタ

ー」を出入国管理事務所の所在地に設置する

ことや、婦人相談所や民間シェルターの活用

に当たつては、人的、予算措置をはかること

を明記し、専門家や Nα〕を加えた「被害者

回復支援協力機関」の設知を求め、 トータル

な人権保障政策と予算については国が責任を

持つて当たることを要求 しているcま た、日

本の男性の買春率が世界の比率でダン トツで

あることをみても、日本が人身売買を受け入

れやすい意識と社会システムであることを直

視し、その改善に向けた予防政策の強化を提

起している。

◆地域コーカスの役割  .
10月 12日 から臨時国会が始まるため、私

たちは各政党の国会議員に呼び力率ナ実状を訴

えると共にt国際社会で通用する法律をつく

るよう要請するための 「院内集会」を開くな

ど、国会に向けたロビイング活動を展開して

いる。各県の地域コーカスでも、県出身の議

員に向けての働きかけや、女性グループに人

身売買についての認識を深めるような勉強会

の取り組みを初め地域に存在する人身売買の

実態や事実を調べて私たちに報告して頂けれ

ば幸いである。その後の進展については継続

して報告する予定である。
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・・

国連 ESW Jヒ京+10ハイレベル会議の成果

橋本ヒロ子

来年 3月 にニューヨークで開催される北京

行動綱領と女性 2000年国連特別総会で採択

された成果文書の実施状況と課題を議論する

ための拡大国連女性の地位委員会に向けて、

世界の 5地域で準備会合が開催されている。

国 連 ア ジ ア 太 平 洋 経 済 社 会 委 員 会

(UNttP)は 、 北京+10ハイレベル会議

を9月 7日 から 10日 、バンコクで開催した。

政府代表団は 47カ国・地域から参加した。

日本の政府代表団は国連女性の地位委員会日

本代表の目黒上智大学教授を代表として外務

省、内閣府、厚生労働省、文部科学省、農林

水産省などが参加、鵬0の代表として国際婦

人年連絡会 (連絡会)世話人のひとりである平

松昌子さんが参加された。今回 NGO力 i政府

代表団に入つたのは、2005年に向けて日本

の NGOレポー トをまとめた JAWWc日 本女

性監櫛 、連絡会、国際女性の地位協会、

国連 NOO婦人国内委員会が連名で外務省に

申し入れをした成果である。

議長団の選出に当たって、アフガニスタン

の女性省大臣が議長に、参加のすべての女性

省大臣および副大臣 16名が副議長に指名さ

れ了承された。 ミクロネシア代表が目黒代表

をラポルツールに提案し、オース トラリアが

同意を表明した時、突然、 トンガの代表が、

太平洋地域からの代表が指名されず太平洋地

域が無視されているとしてサモアのコミュニ

テイ省事務次官を推薦 したため、異例ではあ

つたが、ラポルツールは2人になった。聰 P

はアジア太平洋地域の機関であるのにアジア

主導で物事が決められるというのが、太平洋

地域の国々の長年の不満が噴出した一幕であ

つた。私は大学で会議があつたため、9日 の

夜、帰国の途についたが、JAWW代表の原

ひろ子氏によれば、日黒代表は、最終日のレ

ポー トとバンコク・ コミュニケの審議で非常

に手際よくとりまとめ、採択に持っていかれ

たということである。

今年 6月 に開催されたラテンアメリカ・カ

リブ経済社会委員会 的αAC)の会議では、

アメリカ政府が、申絶を容認する北京行動綱

領を再確認 しない (Mrm)と ぃぅスタン

スで、アメリカに合意 しなければ援助の削減

と、開発途上国を脅した。 しかし、いずれの

国もアメリカに与さなかったため、アメリカ

は孤立 したままで、会議は北京行動綱領を再

確認 して終わつた。この情報が 正期nCの
NG/0から事前に入ったため、H00は N00に

理解のある政府代表団にアプローチした。

JAWWの上位団体である A岬 が中心にな

つて、会議が始まる前の 6日 にロビイングの

仕方に関するワークショップを開催 しただけ

でなく、NGOのプリーフィングを朝晩各 30

分行った。scAP、 各国政府、NGOの連携

でアメリカ政府の発言は、いかにブッシュ政

権がアジア地域やイラクの女性たちのために

支援活動をしているかと言う宣伝だけに終わ

つた。また、反動的かと思われた N∞ は発

言の機会を失した

各国政府の 曲曲露ntに引き続いて 2つの

パネルフォーラムと並行セッションが開催さ

れた。政府と H60が対等に発言できる並行セ

ッションについて、一部政府から苦情が出さ

れたが、予定どおり行われ、最終日にはバン

コク・ コミュニケを採択 した。報告会は lo

月 1日 18:30よ り東京ウイメンズプラザで開

催予定。議事報告などの翻訳は JAWWで入

手可能である。

(有料 10010円 連絡先 ::臨
"“

‐繋b)
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“届けようあなたの声を !均等法ホットラインヘ"を実施して
均等待遇アクション21 事務局 市メ:1 若子

◎均等法改正へ向けて

今年 6月 の厚生労働省 男女雇用機会均

等政策研究会報告を受け、この 9月 14日 か

ら労働政策審議会雇用均等分科会で均等法改

正に向けた審議が始まつた。今後月 1回 く

らいのペースで 06年末まで続く予定。均等

待遇アクション 21では、この分科会そして

“

年の国会審議へ向け「女性たちの声を届

けよう」と取り組みを行なつている。
************

**************

◎ホットラインを全国 6ヶ所で実施

9月 10日 ～11日 に全国 6ヶ 所で「届けよ

うあなたの声を !均等法ホットラインヘ～こ

こが問題 !みんなでかえよう均等法～」を実

施した。均等待遇アクション 21が呼びかけ

て、札幌 (北海道ウィメンズユニオン)。 東

京 (働 く女性のための弁護団+均等待遇アク

ション21)0東海 (均等待遇東海)・ 大阪 (働

く女性の人権センターいこ☆る)・ 京都 (ミ

均等待遇アクション京都ミを創 りたい会)・

福岡 (日‖=ワーキング・ウィメンズ・ ヴォ

イス)という各地の団体の協力で行うことが

できた。
************

*************

◎寄せられた声

結果は件数としてはあまり多くはなかつた

が、均等法問題に限らない、現在の日本の状

況を反映した深刻な実態の報告や相談が寄せ

られた。雇用形態でみると正社員

“

%、 民

間パー ト・非常勤
"%、

公務非常勤 15%、

契約社員 6°/0と いう比率であつた。

内容の特徴的なものとして、民間パー ト・

公務非常勤からは正社員・正職員との大きな

賃金 (手当を含む)差別を訴える声が多くあ

った。例えば、民間パー トの「社員 と同じ組

合で賃金交渉をしているが

“

歳以下の人に

のみ賃上げするという回答で大部分のパー ト

は 40歳以上なので該当しない」や 「同じ業

務なのに正職員と全く賃金が違う。身分差別

がある。同一労働には同一賃金を」という公

務非常勤の声。も時間労働を4時間勤務に、

そして時給も下げる、応じなければ辞めても

らう、という提案がされ、やむなく応じたが

減収になり納得できない」というパー トから

の訴えも。

また正社員・契約社員からは妊娠・出産・

育児に関する不利益扱い 0困難な実態を訴え

るものが続いた。医療現場の正職員は「妊娠

4ヶ 月で深夜業務免除を申し出たが、前例が

ない、人がいないと受け入れてもらえないば

かりか年次有給休暇さえ取得できない状況」、

長期勤続の契約社員だつた人からは「第 2

子の出産後、ボーナスの全額カットを言われ、

抗議 し撤回させた。短縮勤務も要求し取得で

きた。 しかし、その後リス トラを理由に契約

更新されず辞めさせられた。妊娠している女

性と子どものいる女性のみが対象になつたJ。

民間正社員の 「現在育児体業中だが、復帰後

の短時間勤務を要求しているが拒否されてい

る」といつた声も。その他、年次有給休暇が

取れない、サービス残業が多い、いじめが蔓

延している、等々の声もあつた。
*************

***********

◎今後の取り組み

均等待遇アクション21では、毎日傍聴し、

報告をニュースや Pに 掲載することや、審

議会委員への働きかけ、「間接差別」をわか

りやすく理解するためのワークショップの開

催等を当面の活動として予定している。

今回の審議が社会的に注目される大きな運

動となつて私たちの求める「均等法改正」が

実現するように、全国各地から声があがるよ

うに、均等待遇アクション 21も努力してい

きたい。
************

************

(均 等 待 遇 ア ク シ ョ ン 21 m
mLrr"15.輛 .腱 .″～m減 1ノ )
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ジェンダー・フリーを歪曲する東京都知事と教育委員会

中嶋里美

去る6月 、東京都の公式ホーム・ページは

「男女の違いを無理やり無視 しようとするジ

ェンダー・フリー論が跛題している。男と女

という二つの性が存在することは、人間社会

の基本原理であり、これを無視することは自

然の摂理と人類の文化を否定することだ。全

国各地で反対の動きが始まっており、4都県

知事懇談会でも先月ジェンダー・フリーにつ

いての意見を交わし、全員一致で反対してい

くことを確認した」という石原都知事の言葉

を掲載した:。

・混合名簿見直しへの布石

6月 8日都議会の各党代表質問で自民党の

古賀俊昭議員は「ジェンダー・フリーの突破

日として男女混合名簿があるのではないか」

と質問した これに対し、知事は、5月 の定

例会見で男女混合名簿について「あいうえお

順でいいんじゃないJと 述べたことに対し「前

後の事情を深く認識しないままに、同じクラ

スの男と女の名簿をいちいち分けることはな

いと言つた」と答弁し、混合名簿の見直しの

可能性を示唆 した。

・都知事へ要望書提出

この動きに対 し、北京 JAC関東は、 6月

15日 、知事宛に要望書「ジェンダー・フリ

ーを歪曲しないで下さい」を送つた。「ジェ

ンダー・フリーは、男女が全く同一になるこ

とではなく、社会的、文化的につくられた『 男

らしさ』『 女らしさ』からの解放である。都

議会での吉賀議員の発言は東京都の男女平等

条例に違反しているので、条例の遵守を知事

1.4都
県のひとつ千葉県の堂本知事は市民団

体の質問に「ジェンダー・フリーに反対とは

言つていない」と答えている。

から求めて欲 しい。知事はジェンダー・ フリ

ーを歪曲する人たちにふりまわされることな

く世界に誇れる男女平等都市東京を目指して

欲しい」というのが要望書の趣旨だつた。

しかしこの要望書への何の反応もない中、

8月 末、東京都教育委員会は、都立学校長宛

に「ジェンダー・ フリーにかかわる配慮事項

について」という通知書を送りつけ、教科書

に記載された「ジェンダー・フリー」の言葉

への教育現場での配慮と、男女の性差を否定

するような思想に基づいた男女混合名簿の作

成の見直しを求めた。

・都教委へ質問状

これを問題視 した北京 JAC関東は、9月

4日 、今度は都教育委員長宛てに質問状提出

し、次の 3点について9月 20日 までに回答

して欲しいと求めた。 1。 内閣府が2004
年 4月 6日 付けで、地方自治体に送付 した

「『 ジェンダー・ フリー』の使用に関する考

え方」の中で、「この用語の使用は各地方自

治体が判断すべきことです」と言つています。

どのような調査や議論の上で、今回の通知を

出したのか説明して下さい。 2。 「近年『 男

らしさ』や『 女らしさ』をすべて否定するよ

うなジェンダー「 フリーの考え方がでてきて

いる」ということについて、具体的に説明し

てください。都のどこから出てきているのか

を、事実をもつて示してください。 3。 「そ

れにも基づき、男女混合名簿を導入する主張

がみられ、学校において混乱を招いていると

ころがあるJを述べていますが、都内のどこ

の学校を指すのかを具体的に示してください。

□   □   □   □

9月 27日 現在、東京都教育委員会からの

回答はない。
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モロッコの新家族法 :服従から平等ヘ

結婚における男女平等原則を見直そうとす

る動きさえある昨今の日本だが、イスラム法

の影響の強い家族法が長い間男女平等の実現

を妨げてきたモロッコ1で 、今年 1月 、男女

のほぼ対等な権利を規定した新 しい家族法が

成立した。

1956年 に独立したモロッコの憲法には、

旧宗主国のフランスの影響もあり、西欧的な

人権思想が反映され、男女平等が定められて

いる。 しかし伝統的な血縁集団の温存を国家

の建設と発展の基礎に置いたために、独立後

まもなく制定された家族法は、イスラム法の

影響だけでなく、家父長制的要素を強く残し

てぃた2。 だからモロッコの女性は、一方で

参政権をもちながら、性差別的な家族法のた

めに、ひとりの自立した個人としての人生を

生きることが困難だつたc娘時代には女性は

父や父に代わる兄や叔父といつた後見人の保

護下に置かれ、結婚するにも後見人の許可が

必要だつた。確力壌こ家族法は一夫多妻制を認

めていたが、経済的な理由から、複数の妻と

lイ スラム法だけが男女平等を妨げる要因と

見なすことには無理がある。周知のように、

モロッコの旧家族法と同様に、ナポレオン民

法典やその影響を受けた西欧諸国や日本の民

法も女性を法的な無能力者にしていたし、妻

には夫への服従が義務づけられていた。フラ

ンスと例にとれば、 1965年 から75年に

力■すての一連の民法改正によつてはじめて、

女性は結婚生活において夫とほぼ同等の権利

を得た。
2モ ロッコと同じ年にフランスから独立した

チュニジアは、ブルギバ大統領の下で、むじ

ろ伝統的な社会集団と対立するかたちで国の

近代化を進めた。したがつて独立直後に制定

された家族法は、こうした社会集団を解体さ

せる目的もあり、一夫多妻制を廃止し、男女

平等原則が貫かれている。

石田久仁子

暮らせる男性は少なかつたから、庶民のレベ

ルでは実質的には一夫一婦制だつたにしても、

夫婦の関係の基本は、妻の夫への服従であり、

夫による妻の保護・監督だつた。

モロッコは一応議会制民主主義の体裁を整

えてはいるが、独立以来国王ハッサム2世に

よる独裁体制が続いていた。 しかし冷戦が終

結した90年代に入ると、民主化への動きが

活性化する。それに歩調を合わせて、フェミ

ニス トたちによる家族法改正の要求も次第に

強まつていつたcモ ロッコが、女性差別撤廃

条約をはじめとした人権関連の国際条約を批

准 していたことも、この要求にはずみをかけ

た。 1993年 、社会の要請に応え、不十分

だが家族法は若千見直された。 1998年 の

選挙で社会党内閣が誕生すると、翌年、一夫

多妻制や女性の後見人制度を廃止する大胆な

改正案が出された。しかし西欧的な人権思想

に根ざしたこの改正案は、穏健を装つてはい

るがイスラム原理主義の流れを汲む、野党の

正義開発党の猛反発をかつた。経済発展の恩

恵から取り残された国民の大部分を占める貧

困層に浸透し、勢力を拡大していたこの党の

指導者たちは、彼らに従う大勢のイスラム教

徒を動員して、モスクでの抗議集会やデモな

どの大規模な反対運動を、ときには暴力的な

手段さえ用いながら、展開した。翌年、事態

を収拾しきれなくなつたユスフィ首相は、父

の死後、国王に即位 したばかりのモハメッド

6世に仲裁を求めた。即位後まもない演説で

「女性の人権が踏みにじられている社会で、

どうして繁栄と進歩が確保できるだろうかJ

と述べ、改革に前向きな姿勢を見せていた新

国王は改正案を再検討するための審議会を設

置した。しかし審議会はほとんどが保守派の
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委員で占められ、さらにイスラム勢力が拡大

し続けていた中で、多くの人々は改正案が葬

りられるだろうと予想していた3。

この状況に変化が訪れる。2003年 5月 、

カサブランカで45名 もの犠牲者を出したイ

スラム過激派による連続テロ事件が起き、世

論が一斉に過激派批判へと転じのである。前

年の選挙で野党第一党になっていた正義開発

党も、テロヘの関与を疑われ、それ以後目立

つた行動を控え、当面は穏健路線をとらぎる

を得なくなっていた。国王は、この期をのが

さず、王宮サイ ドで、少人数のグループで準

備されていた男女平等原則に基づく家族法改

正案を議会に上程させ、今年の 1月 新家族法

が成立した。

新家族法の要点を以下に整理しておく。1.

妻の夫への服従の義務はなくなり、家族的な

責任は夫と妻に属する。 2。 女性は自らの意

思で結婚相手を選ぶことができ、結婚するの

に後見人は必要ない。 3。 女性の法定結婚年

齢は 15歳から男性と同じ18歳に引き上げ

られた。 4。 一夫多妻制は容認されたが、あ

まりに厳 しい条件が付けられたため、現実に

は男性がこの制度の恩恵を受けることはほぼ

不可亀 5。 離縁は禁止されてはいないが、

今後は判事の許可が必要。 6。 妻の側からの

離婚が可能になった。 7.子 どもがいる夫婦

が離婚した場合、子どもの養育権はまず母に、

ついで父、さらに母方の祖母の順で与えられ

た。 8.離婚の場合、養育費および最低限の

住居が女性側に保障されなければならない。

9。 婚外子による認知を求める権利。 10。

結婚期間中に築かれた財産は夫婦の共通財産

3隣
国アルジェリアは 1962年にフランス

から独立して以来、家族法の制定に向けて、
イスラームの伝統主義的な考え方を中心にし
た案と西欧の人権思想に根ざしたものが対立

していた。最終的に84年に制定された家族
法は、80年代のイスラム原理主義の台頭の

影響で、性差別的・伝統主義的要素が強い。

となり、分配が可能になった。

国民のほとんどがイスラム教徒のモロッコ

で家族法の抜本的な見直しに成功した理由と

して、多くの人々が、国王モハメッド6世の

政治的手腕を挙げる。モロッコでは、国王は

政治的権威であると同時に宗教的権威でもあ

る。モハメッド6世は、イスラム信徒の最高

指導者の立場から、家族法の改正を、イスラ

ムの教えに背くものではなく、モロッコ社会

の伝統を尊重しながら近代化を進める上で避

けることができない改革として提示し、イス

ラム勢力の賛同を得ることに成功した 実際、

近年のムスリム女性たちによるイスラム思想

のフェミニズム的な視点からの研究によれば、

イスラムの根本教義には女性差別や女性虐待

に結びつく考え方は見られないという4。 そ

の一方で男女にほぼ等しい権利が認められた

この法案は、フェミニス トやその他の人権擁

護派からも支持された。即位 して5年以上た

つものの、近代化の日標を掲げながら、経済

社会政策で目に見えた成果をあげることがき

なかった国王にとって、家族法の改正はなん

としても成功させなければならないものだっ

たのかもしれない。また社会問題を担当する、

国王直属のただ一人の女性参事ズリカ・ナシ

ーリが果たした役割が大きかったことも指摘

されている。

新家族法が適応されるかどう力鶏ま、モロッ

コの民主化にかかっている。モハメッド6世

は、独裁者フランコ将軍の死後、スペイン民

主化を実現したホアン・カルロス国王に倣い、

イスラム過激派を抑えながら、モロッコの民

主化路線を進める意向だといわれている。今

日の国際状況からは楽観はできないが、モロ

ッコがアラブ・イスラム世界における平等と

民主主義のモデルとなることを祈りたい。

'塩
尻和子 「イスラーム世界の女性―コーラ

ンの理想と現実のはざまで」『世界』200
0年 9月 号参照
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0マンスリーのE30転載についての

世話人会からのお■い

最近、ある地域コーカスが発行するニュースレターに『北

京 JACマ ンスリー』の記事が「転載」の記載なしで掲載さ

れているのが目に入りました。転載に際しては世話人会の承

認が必要なわけではありませんし、一人でも多くの方々にマ

ンスリーの記事を読んでいただけるという意味で、世話大会

にとつても転載は大歓迎です。ただしその場合には、必ずそ

れがマンスリーX号に掲載されたものからの転載であること

を明記してください。

◎改正 DV盤 施 をEmに する国庫補助負担金改革案

8月 末に全国知事会をはじめとする地方 6団体は地方分権

推進のための国庫補助負担金改革案を国に提出しました。こ

の案が廃止を求めている国庫補助金の中には DV対策費も含

まれています。この案がそのまま受け入れられれば、DVを

受けた女性たちの自立支援を明確に定めて、全国統一の施策

の水準を確保するために都道府県に基本計画の策定を義務づ

けた改正 DV法の実施が困難になります。現時点ですでに問

題にしなければならない DV施策の地域格差が、今後は、さ

らに広がることが懸念されます。

北京 JACは、DV対策の後退を招くおそれがある現時点

での財源移譲には反対し、近日中に政府や他機関に要望書を

提出します。

●        ●●●●●●●●●

<お 知 ら せ >
● 11月 の定例会は憲法 24条改悪の動きについての

勉強会を予定しています。 日程等の詳細は次号マンス

リーでお知らせします。

● メールの整理のため、事務局のメールの使用は一時

休止 します。事務局へのご連絡は電話またはファック

スでお願いします。

● 次号は第 9回全国シンポの特集です。初 日の大沢真

理さんの基調講演や、足立真理子さん、竹信三恵子さ

ん、橋本 ヒロ子さんも加わつたパネルディスカッショ

ン、2日 目のそれぞれの分科会の様子をご報告します。

◎定例会質疑応答から

人身売買をテーマに開かれ

た9月 定例会では、 3人の報

告者によるそれぞれ異なる視

点からのお話や問題提起 (p4

()に続 く参加者との間での

意見交換では、人身売買は受

け入る国と送り出し国の問題

であり、解決には双方の連携、

国際協定がど、至なこと、また

日本での外国人女性被害者の

救済には地方自治体と支援グ

ループとの連帯や地域の交番

への働きかけがきわめて重要

なことが指摘されました。清

水さんの 「勉強するだけで満

足しないで、運動につなげて

欲 しい」という言葉が心に残

ります。私たちもまず身近な

ところから何ができるかを考

え、一つひとつ行動にうつし

ていきたいものです。

(石田)

●・o・ ●・◎・●

『北京JACマ ンスリー』87号

2004年 10月 1日 発行

■ 発行 :1諫 JAC世話人会

■ 編集担当 :石田久仁子

■ 住所 :東京都文京区本郷

l‐33-9

コージュ後楽園廣本ビル802号

■ 電風← ファックス :

0卜569モg猪

■ 郵便振替番号 :

O102‐7観 6

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
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韓  第 9口全国シンポジウム

北京+10にむけて ～進捗と課題～

■■■■■■■■■■■
―

m口 ■
・・

口
・・

ロロ■■■■■■■■■日■口■■■■■■■■■■■■■■■■

■■基調講演と′ヽネルディスカッションから■■・

10月 9-10日 、北京 JAC第 9回全国

シンポジウムが、大阪府 ドーンセンターで開

催された。金園‐から1000名 以上の参加が

|あつた。開会式の主催者挨拶では清水共同代

表が1ヒ京 JACの説明ならびに「平等なくし

て平和なし、平和なくして平等なし」という

市川房枝の言葉を引いて北京会議後 9年目の

今回のシンポジウムの重要性を強調 した。中

西世界女性会議ネットワーク関西全国シンポ

ジウム実行委員長も大型台風の接近をものと

もしない多くの参加者を歓迎 した。来費の内

閣府男女共同参画局新木総務課長は女性のチ

ャレンジ支援など参画局の事業について、大

阪府、大阪市の女性政策担当課長からも来賓

として
―

で事業の説明などがされた

◆大沢翼理さんの基調哺漬

それに続ぐ基調講演のテーマは「北京+1
0に向けて :私たちはどこまで来たか、これ

からどうすべきか」6講師の東京大学の大沢

真理さんは、この 10年間と.い う短いスパン

だけでジェンダーの問題を提えるのではなく、

20世紀全体を歴史的に振り返ることを通し

橋 本 ヒロ子

て、性別分業という意味でのジェンダーがま

さに20世紀レジーム (体制)であつたこと

を指摘した。言い換えれば、男性が主な稼ぎ

手、女性は専業主婦というジェンダー役割分

担は伝統的なものではなく、むしろ工業社会、

とくに後期工業社会を特徴づけているという。

この社会では、内部労働市場 (大企業を中

心にして企業内訓練がされ、昇進していく仕

組み)の発達により、働き手である男性一人

■
■
■
目
■
口
■
■
■
．■
■
■
ロ

籠鷹EE現|・ ‐ 1ヒと雄 ・

権力および菫思決定における女性

こんな町にすみたいなあ

北京+100今、世界の動向は?

教育を覆うバックラッシユ

HO DV基本方針と自治体DV獅

ポストグロ,パリゼ=シヨ和

市町村合併とジエンダー

条例をめぐつて

開発。ジェンダー

第9回全ロシンポ宣言

DV被害者支援施策関連要望書

BCAP給
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で家族賃金家族全体を養うことができる「家

族賃金Jを得ていたために、性別分業が可能

になつた。第二次大戦後先進国では、国内の

労使関係、先進国途上国間関係、ジェンダー

関係という二つの政治的経済的力関係の下で、

福祉国家が確立した。国によつて制度設計は

多様だつた。アングロ 0サクソン諸国は市場

志向型であり、北欧は両立支援型、大陸ヨー

ロッパは男性稼ぎ主型を選ん規 日本の場合、

短期間に圧縮 した工業化を経験 したために、

家族賃金が大衆的に成立した。つまり家族賃

金が一部の世帯にかぎられていたのではなく

大多数の世帯にまで普及していた そのため、

日本では、40年間働いた夫と専業主婦をモ

デルにした「男性稼ぎ主型」の、物価賃金ス

ライ ドのある年金制度を基礎にした福祉国家

がつくられた

その後 ドルショックや第一次石油危機以後、

国連国際婦人年、女性差別撤廃条約を経てマ

イノリティーの平等化が進む中で、政治・経

済的力関係の変化にともない、上記の二つの

類型が分岐してそれぞれの道をたどる。欧米

諸国の多くは「男性稼ぎ主モデノ町 から、オ

ランダ・モデルなどに象徴される「両立支援

型」に転換したが、日本は社会保障などで男

性稼ぎ主を強化した。 日本の製造業が国際市

場で競争力があつたことがそれを可能にして

いた。だがその一方で妻がパ■ 卜で働く共稼

ぎは増えていた 世帯間の
―

‐も拡大し、

職業上の地位も世襲化されるようになつた

80年代以降の経済のグロール イヒ、市民

社会、フェミニズムのグローバル化の中で、

アメリカとEUで以下のような 2つの道、 2

つの世界秩序のせめぎあいが起こつている。

アメリカは一国による支配を目指す傾向が

強く、規制撤廃・ 民営化を推進 し、刑務所さ

え民営化の対象となっている。

それに対し、超国家的方向へ向かう欧州連

合 (EU)は包摂する資本主義、国際協調の

道を選び、環境や男女平等の面で再規制化の

動きが目立つ。2000年 EUサミットでは、

女性、移民などマイノリティーヘの機会均等

は、経済活性化戦略として位置づけられた

第 3の選択肢、可能性として、東アジアや

日本に期待が寄せられている。 しかし日本は

男性稼ぎキ型を脱却できないでいる。年金制

度への不安など社会的セーフテイネットの不

備が逆機能に向かわせている。将来の不安が

消費の低迷をもたらし、日本は負のスパイラ

ルの中にいるのである。

大沢さんはまた、プッシュ政権の膨大な財

政1貿易赤字、日本政府による巨額のアメリ

カ国債購入、ネオコンが旧 トロツキィス トで

あること、プッシュ政権の統一教会やサウジ

アラビアとの関係等についても、ワシン トン

タイムズの記事などを引いて、言及した

◆パネルディスカッションでは 0・ ・

基調講演の後はパネルディスカッションヘ

と移つた。最初のパネリス トとして大沢さん

が基調講演を敷新 した。たしかにパックラッ

シュが起こつているが、日本社会全体の意識

の変革は止めようがない。固定的な性別役割

分業観を支持する層は、世論調査毎に着実に

減つており、特に40-50男 性で著しい。

保守派からの攻撃は、このような日本社会の

変化に対するあがきのようなものである。年

金制度について現在の方向は市場指向型であ

り、国民の多数が望んでいる両立支援型では

ないことを指摘 した

2番目のパネリス ト、大阪女子大学女性学

研究センターの足立員理子さんは、日本がジ

ェンダーエンパワーメント測定で2000年
には33位だつたのが、2003年 には44
位に下がつたと報告した。その原因を分析す

ると、男女間賃金格差の大きさに加えて、日

本の景気後退による女性の推定所得の下降が

影響していることが分かる、という。さらに

グローバリゼーシヨンのネガティブな面とし

て、規制緩和のための地方自治体の指定管理
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者制度の導入が ドーンセンターなど女性セン

タこに大きな影響を与えていること、介護労

働における外国人労働者の受け入れの問題な

ど挙げた。その一方で、グローバリゼーショ

ンのポジティプな面としては、国家を超越 し

て、グローパルと
'■

力:ルが連帯する可能性

があることも、1指摘された

3番目にこ橋本が特欧改革の中で目立女性

教育会館つ青少年施識への統合の問題、国際

的なパックラッシュヘの対抗状況を、200
5年の北京+10にむけての国連やNGOの
活動を通して紹介した。国内的な状況につい

ては、ジェンダーフリーパッシング、刺 ll区

のように男女共同参画推進条例の制定過程で

起こつた事例、鳥取県、二重県桑名市のよう

に制定後に改悪決議を議会がした事例をあげ

た。このような動きを加速している要因とし

てマスメデイアの右傾化をあげた

マスメデイアヘの問題提起を受けて、4番

目の′iネ リス トであったジャーナリス トの竹

僣三恵子さんは、「マスメデイアは体に毒に

ならないように殺菌され加工されて家庭に届

く水道水のようなものJであり、「マスメデ

イアで働く女性は1割 しかおらず、そこで流

通する情報の内容を変えるほど影響力を持た

ず」、新聞購読者数の減少によつて、ますま

す広告料に頼らぎるを得なくなつている新聞

社が、スポンサーを意識した紙面内容になり

がちになってきたこと等々といつたヤスメデ

イアの問題点を指摘した。その上でマスメ|デ

ィアにおけるジェンダーフリーバッシングの

背景として、竹信さんは、男性優位の構造や

軍隊鶴繊的な土壌があること、そして対抗メ

ディアが存在していないことを挙げ、女性団

体をはじめとする男女平等推進派の側にはメ

デイア対策が欠|すてぃる点も強調した.では

どうしたらよい0カ、竹信さんは欠陥記事に

は読者がノ■をつきつけるようなメディア向

けの消費者運動
―
を最開けべきではないか、と

提案した。

質問や意見が次々と出された 意見の中に、

シングルマザーに対する支援は 1998年 以

降悪化傾向であること、待機児童の改善はさ

れないまま、公立保育所の民営化傾向は止ま

らず、保育士の労働条件は悪化 していること

などあった。質問としては農村女性が自立し

て生きやすいような農村社会のジェンダーフ

リー化の方策、女子アナの35歳定年問題、

働く女性の問題を扱わない主婦向けワイ ドシ

ョーの問題などが挙げられた。憲法 24条お

よび教育基本法改悪の意味することについて

も質問があつた

詳しい報告の内容や質問に対する回答は、

今年末刊行予定の「北京 JAC第 9回全国シ

ンポジウム報告書」を参照されたい。 (送料

別で 1000円  注文先 :ウイメンズブック

ス トアー 優HD91)6115・ 8627)

◆◆◆◆◆◆◆◆―――一――――◆◆◆◆◆◆◆◆◆

・今年は200分科会を開催

今年の全国シンポは、北京 JAC会員や

コーカスだけでなく、開催地大阪やそ

郊で、男女共同参画推進のために活動

る地域の女性団体、市民団体に向けて

も、分科会への参加を広く呼びかけた。そ

ため、参加者は 1000人 にも達し、昨

までは毎年 10程度に限られていた分科

の数も、全部で 20と なり、二日目の午

、午後に分けて開催された。内容も、と

もパラエティに富むことは、9月 に配布

された案内のちらしをご覧になつた方には

りヽいただけたと思 う。

次ページ以降に掲載する分科会報告は、

20の分科会のうち、北京 JAC会員や地

コーカスが中心になって行つたものに限

られている。
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共同参画推進条例に対する反動派の主張は、

「男らしさ、女らしさの強調J「 日本の伝統や

文化の尊重J「社会制度や慣行の尊重J「家族や

家庭の重要性Jな どだが、「男は国を守るJと

いうことでこれは「憲法も教育基本法も同じ」

と主張する国会議員の言説に見るごとく、戦

争するための男らしさ、銃後を支え兵士を産

む女らしさづくりである。東京郷 :1区の条例

攻撃で、「健全な家庭と地域社会を築くJ条文

があがつていたことは阻止できたが、自民党

の 24条改憲案にも同じ考えがあり、問題で

ある。

0『彙青薔本法に見るアンチ・ フェミニ

XAの風担』

燿H‖夢子さん,(和雌大学教員)

02年の 3月 20日 、イラク攻撃開始の日に

中教審答申が出たことは象徴的規 「新しい

歴史教科書をつくる会Jと教育基本法の改悪

を唱える人夕は重な●ている。「人格の完成

をめざし、平和的な
1国
家ど社会を形作るJ市

民を育てる教育でなく、公民・たくましい日

本人をつくるために教育を国家の道具にしよ

うとしている。『心のノート』攻撃は、ジェ

ンダーフリーの中にある男女の権力関係の再

構築の危険に気づいたことを示している。

orrと 軍引陶

石田A●Iさん tmt)
軍事化が武力で問題を解決しようとするも

のなら、それに対立するのは言葉の力で問題

を解決する政治である。46年に最多の女性

議員が誕生したのは、大選挙区制限連記制の

ため.4ヽ選挙区制度は改憲構想と対になつて

いる6供託金の高さは市民候補や女性やマイ

ノリティの政治参加の壁となっている。その

反面、二世■三世候補が増え、政治の貧困化

と不信、低設票1率を招いている。言葉を中心

に据えた抜本的制度改革によって、選挙の民

主化を進める必要がある。

0『■臓 餞H唯淵陶

小林わかばさん 饉騰獅 る雄 ネット)

「少子化社会対策基本法」「少子化社会対策

大綱」によつて、家庭や生命の尊重が強調さ

れ、法が個人の内面、プライバシーに踏み込

み始めた。改憲派からは、つねに「あるべき

家庭、家族像」が強調され、憲法 24条の見直

しが提起されている。夫婦別姓の実現や非嫡

出子差別の解消は進まず、多様な生き方が認

められない日本.不妊治療は少子化対策の手

段とすべきでない。世界人口開発会議や北京

会議の提起を原点に、女性の自己決定権を確

立していきたしЪ

O=性 と1月艶

福島瑠薔さん (参臓 員・弁護士)

沖縄国際大学にヘリコプターが墜落した事

件は、普天間基地の返還を遅らせたツケであ

る。あのヘリはまさにイラク行き。沖縄の向

こうにイラクがあることを調査に行って痛感

した。辺野古の沖に 15兆円もの海上基地を

つくろうとすることは諭外亀

0    0社 と
― J

永井よじ子 (介雛 を考える市民{疇鋤

社会福祉基礎構造改革によつて、憲法の定

めた公的責任は後退し、自由契約の名の自己

負担が介護保険を先兵に導入され、いまや自

助―共助一公助の順に変質した。法は国民に

さまざまな努力や義務を課し、一方で保障は

目減りしていく。所得格差、弱肉強食のひず

みは福祉が消えていく今は顕著で、24条改

悪議論など女性の担う「日本型福社」の復活が

日論まれている。国民の共助が当てにされ、

地域共同体はただ働きあるいは相互監視にな

るおそれがある。軍事化は国民の高負担を招

く。

◇ ◇ ◇ ◇

午前、午後とも会場から活発かつ多様な発

言や質問が出た。また、補足発言では今後ヘ

の提案も出された。軍事化を通じてジェンダ

ーバッシングの背景が理解され、あらためて

「平和なくして人権なし、人権なくして平和

なし」を確認し合った。参加者は約 loo名。
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徹底討綸・軍事化と女性～平和という神話の中で～

永井よし子

冷戦構造が崩れ、世界平和の希望は空しく

潰え、紛争が絶えなし、 経済のグローバリゼ

ーションは貧困と弱肉強食化を進め、富の偏

りと貧富の格差は広がるばかりである。アメ

リカの一国支配が顕著な 2001年、アメリカ

はテロ攻撃を受けた。テロに対してブッシユ

政権が採つた方法は武力行使で、それは更な

る暴力の連鎖を生む結果となつた。暴力によ

る支配はなにも解決しないという事実の申で、

日本のだヽ泉政権は、アメ。リカの暴挙をたしな

めるどころか、武力攻撃を全面的に支援する

道を選んでしまつた。いまや日本は米軍に対

する後方支援ばかりか、ついに自衛隊を戦争

地域に送り出すという違憲状況下にある。

そこで、解釈改憲で凌いできた日本の軍事

化をさらに押し進めるために、いま日本政府

は何をしようとしているのか、アメリカの世

界戦略に組みこまれた日本がどのような役割

を務めようとしているのか、そのために私た

ちはどのような社会を生きているのか、着々

と進められる戦争体制を広く国民が危機感を

もつて共有できないのはなぜか、奪どを明ら

かにすることを目的に、この分料金を計画し

た。JACの世話人会が構成する実行委員会

が担当した 平和な日常に進行する軍事化を、

午前・午後を通じた4時間ではあらましを明

らかにしたにすぎなかつたが、現状の概路は

浮かび上がらせることができたと思う。

午前中に8分野から短い報告を行い、午後

は会場との意見交換と補足発言.時間の制約

を補うために資料集を充実したつもりだ。司

会進行は永井よし子。

◇   ◇   ◇   ◇

n― さん (     ・JAC共同代表)

現在の日本はイラクの戦争に参加してい

る、と認識すべきである.グローバリゼーシ

ョンによつて人間の幸福より利旧の追求に領

く世界は、貧困、格差、人身売買が増大、貧

困は国際テロと武力紛争の原因になつている。

日本・沖縄を米軍再編の拠点とするために、

憲法改悪が急がれている。利潤を追求する財

界は武器輸出三原則の廃上を唱えている。

今こそジェンダーの視点で、女性たちが平

和を創らねばならなし、男性中心、国家中心、

武力中心の「平和論Jから、人間中心の平和

論に変えて行かねばならなし、

0嘔 自 研 隅 ?―
中‥ さん tut)

昨年の有事3法の成立で戦争のできる国ヘ

と重大な一歩を踏み出した。「有事Jの判断

に、武力攻撃奎饉という曖昧な概念を導入し

たばかりか武力攻撃i盪という解釈次第で拡

大できるものを盛りこみ、自衛隊法改正によ

って戦争への非協力に罰則規定が設けられた。

雇用主も罰せられるので社員を監視するよう

になる。今年成立の有事 7法は、災害と戦争

を同視し、平時から有事に備えること、国民

の協力努力義務を明記、平時から自治体毎に

「国民保護協議会」を設ける上、国民は訓練

や啓発の対象になる。それらを順調に機能さ

せるため、すでに国民は監視されている。監

視は防犯とか犯罪防止などの名で行われ、国

民も安全のためならと受け入れてしまう。国

民保護法が保護の名で本土での戦争を想定し

ていることの恐ろしさそ知つて欲ししヽ

0「
―

l=ついて』

欄ホヒロ子さん (十文   子雄 員・J鵬

共同代表)
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権力および意思決定における女性

私たちはこう変えた !～市民の政治力・議員の市民力～ 名取み さこ

第 6分科会は、NPO法人フィフティ・ネ

ットの松永致和さんのコーディネー トで、女

性議員を増やす意味は何か、議会はどう変わ

るのか、どういう活動が必要なのかなど、4

人の報告者からの話題提供があつた

はじめに、ビデオで、パックアップスクー

ル出身の大橋涼子さんと大門晶子さんの選挙

の様子が流れた。お二人は見事当選。この分

科会でも報告者として熱い思いを語つた。

まずは大橋涼子さんから、NPO法人フィ

フティ・ネットの歩みと課題についての報告。

1996年「女性を議会ヘパ ックアップスクー

ルJをスター トさせ、2001年にNPO法人を

取得 し、女性の政治参画を進めるための学習

会や全国規模の運動を展開してきた.大阪府

は女性議員ゼロの自治体がなくなり、女性で

あることを強調するだけでは当選しにくくな

つている。また、議員を当選させたらお任せ

ではなく、市民も一緒に力を出して市政をつ

くつていく必要があるという。大橋さんは、

今まで女性を議会に送る側だつたが、今回立

候補を決意し、和泉市議に当選L今後の活躍

に期待したし、

次に宮城県岩沼市議会議員に昨年当選され

た布田えみさんからの報観 賠沼の未来 (あ

す)を考える女性の会Jを立ち上げ、女性の

政治参画をすすめ、エンパワーメントの支援

などをする中で立候補した。議会を身近に感

じてもらうために、議会ごとのレポー トと、

Pで「日刊えみレポー トJを発信している。

傍聴者も増え、議会や議員の様子を見ること

で市政に関心を持ち、市民のまちづくりに対

する意識も変わつてきているようだ。今は、

若い子育て世代の人たちに声をかけ、地域防

災ネットワークを立ち上げ、自主防災意識を

持つてもらうために活動している。

大門晶子さんからは、「大阪府河南町議会

議員 2期目の当選をはたせたことで、4年間

の活動が町民に理解されていたことが実感で

き、とても勇気をもらい心からうれ しかつ

た」と、お母さんの介護をしながらの大変さ

が思い出されたのか、涙ながらの報告だつた

たつた一人の女性議員として、議会で一番多

く質問してきたし、男性議員の野次や宴会政

治は無視 してきた。ひたすら女性施策を推進

させ、システム作りに専念 してきた。いわゆ

る「見せる仕事」はやつてこなかつた。ニュ

ースは 1度も出せなかつた。今後の課題とし

て、一方的に主張するだけでなく、問題意識

を掘り下げる努力をし、もつとみんなで考え

る機会を作つていきたい。たとえば、なぜ女

性センターが必要なのか、みんなで共通認識

を持たないと、人も育つていかなし、

最後に名取が報告。1997年 に女性議員を

ふやす会を立ち上げ活動を始め、翌年市議選

に初当選した。女性議員比率 2096と なり、政

策課題が豊かになり、議論が活発になつた。

女性市長を誕生させようと一期目の途中で立

候補 し、落選もその後女性議員をふやす会か

ら 2人
―

に挑戦したが、名取のみ当選し

た。女性議員をふやすため各地域に応援に入

り、女性と政治キャンペーンにも参加。 日野

市は男女平等基本条例も 2002年に策定し、

男女平等推進センターもできた。ジェンダー

フリーバッシングをする議員が当選したので、

女性政策を後退させないようにと女性議員の

連携が強まつた。市民の政治力・議員の市民

力とは、「俺に任せろ」という従来型の政策

実現でなく、市民が政治に関心を持ち、力を

つけ、市民も議員も一緒に運動し、そして議

員は市民の力が最大限発揮できるようにサポ

ー トしていくということではない力、

時間の関係で十分な討議はできなかつたが、

最後に男女平等社会実現のため、バックラッ

シュを跳ね返し、女性議員が 50Xになること

を目標に運動を続けることを確認し,L
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こんな町に住みたいなあ

黒見節子

最初に、私たちの集計途中の不十分な報告

に知足手、誠実に熱くご意見くださつた分科

会の参加者の方たちに、お礼を申し上げます。

方向に迷いながら問題提起をした私たちは、

勇気と元気を得ました。経過、質疑、意見交

換、今後の活動について報告いたします。

□□□□□□□□□

□□□□□□□□

(1)報告

1990年 代には、津山にも男女共同参画

をめざす市民運動があつた。しかし、 199
9年にできた男女共同参画センタ‐は、活動

の拠点にはなりていない。市民運動も低迷し

ている。センターの利用者を中心に、手渡 し

も含めて、376人の市民から、「津山の安

全・快適度についてどう感じているのかJと

いうアンケー トをとつた。今後、いろいろな

場での意見交換で内容を深め、安全、安心な

町を作れるよう、市へ提言をしたい。 (集計

結果の配布)

集計から :情報が行き渡つていると言えない

/問題意識があまリ
ー
ないのではないか/年代

によつて心配事に特徴がある。

(2)質疑 (→は返答)

・ 設間が偏つているのでは?(→行

政で行 う調査項目は省いた。答えて

くれた人が日頃の暮らしを振 り返つ

たところもある。)

・ 若い人の就職は ?(→ないと言え

る。大学私学以降、津山を出て行つ

て帰つてこない状況である。)

・ 今後のアクションは ?(→いろん

な場で意見をもらつて、市へ提言を

出したい。)

・ 高齢化率は ?グループホームは ?

特養 は ?学童保 育は ?町内会組織

は?Pm役 員は ?

(3)意見交換

・ どんなアンケー トにもマイノリテ

ィの視点をいれてほしい。

・ 年金の加入率、未加入者、男女比

などの把握が必要。

・ 子育て支援が必要。

・ ソフ ト面のアンケー トのようだ。

ハー ド面でのアンケー トを出すこと

も必要。

0新 しいニーズ調査 (例 :病後児保

育など)も必要。

・ 提言を出す時は、具体的な結果を

基にするとよい。

0 17の公民館でワークショップを

開くなど、小地域で意見を聞くこと。

・ ビデオ、使い捨てカメラなどで撮

つて視覚で訴えることも必要。

・ よく利用 している施設、 していな

い施設、欲 しい施設など調べて福祉

マップ作成を。

・ 報告を出すため、見せ方 (例 :地

図、ビデオ、写真んど)を工夫する

ことが大切。

・ 戸別に開いた りして、深かめてい

くことが大切。

・ 自分たちでできること、行政にお

願いしたいことを分けて、手作りで

町づくりを。

(4)私達問題提起者の気づきと今後 :地域

ごと、グループごとでの意見の会を積み重ね

ること、実態調査や写真など裏付けの資料収

集をする、多くの意見をまとめて市に提言す

る。
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「北京+10」今、世界の動向は?～ローカルから新たな連帯をめざして～

河村潤子

21世紀にはいつて、ローカルで起こるあ

らゆるジェンダーの問題は、グローバルに世

界の問題と繋がつていることの認識がより深

まつている。

世界女性会議ネットワーク関西は、各 NG0

が今後の戦略を共有するために、グローバリ

ズムの認識を前提として、ローカルからの問

題提起をすすめていくことの重要性を再確認

する場として分科会 12を企画した。

発言者として JAIPI(日 本女性監視機構 )

メンバーである織田由紀子さんに、日本の

NGOがグローバルに世界の NGOと連携を取る

に至つた具体的な経緯や、今後の活動に関す

るア ドバイスをお願いした。

その後、全体討議に入り、会場からの活発

な意見交換を経て、アピール文の確認をした。

田さんの発書要詢

・ 北京+10に向けて「NGOレ ポー トJ

が残した課題

2000年国連女性会議 (ニ ュ‐ヨァク)後、

北京+10に向けての「NGOレポ早 卜/パープ

ル・ブックJ作成に取り組む (2002年 )。 04

年 6月 に開催されたアジア太平洋 NGOフォー

ラム (バンコク)で発表。しかし、会場での

ロビー活動には原稿量が膨大であつたこと、

成果、課題が特定できていない領域があり、

十分に活用されるには至らなかつた。

◆課題→ 会議開催中のロビー活動には、

瞬時のタイミングを利用して、あらゆる関係

者に問題領域の課題を敏速に、簡潔に伝える

ためのポイントを絞つた説得力が求められる。

そのためのロビー活動用文書の必要也

0 国連 アジア太平洋経済社会委員会

(ESCAP)で の北京行動綱領及び成果

文書実施の検証のための政府高官会

議 (ESCAPHLM)に おいて

各国政府代表演説やパネルの議題にのぼら

ないものは成果にはいらない。

◆課題→政府 レポー トの検証の後、その範

疇にない課題をいかに発言項目として採りあ

げられるように、ロビー活動を展開していく

か。例えば、自国の政府演説内容に採りいれ

られることが無理と判断するタイミング、そ

の後、その課題を他国の政府演説の中に盛り

込んでもらうための他国の NGOと の連携、政

府代表への説得、折衝活動の必要也

・ ジェンダー問題を取 り巻 く世界の情

勢

アメリカのプッシュ政権が採る新保守主義

政策の影響は、ジェンダー問題の解決に向か

う各国の政策、NGOの取り組みに大きな影を

落としている。世界的なパックラッシュに対

抗できるNGOの連携が求められている。

・ グローバルな視点と世界の NGOと の

ネットワークがローカルの問題解決

に不可欠

ロビー活動は、世界会議の場も、各地方自

治体の場でも戦略、戦術は共通している。ジ

ェンダーの問題や課題は決して個別にあるの

ではなく、世界や社会経済の問題と直接、間

接に深く関連 していることの認識、学習を怠

らない。

例えば、今回のシンポで話題になつた保育

所の民営化の問題は、世界各地で起きている

公営施設 (病院、学校など)の民営化問題と

同質であり、その意味で世界の NGOと のネッ

トワークで地域の問題解決のために連携が組

める現実がある。世界/地域が変れば、地域

/世界が変るという視点をもつて、あらゆる

政策に関わつていくこと。

-8-



教育を覆うパックラッシュをどう乗り越えるか 藤岡和美

13分科会|よ 教育とその周辺で、男女平等、

女性差別撤廃の流れにはなはだしく逆行する動

きが進んでいることに曲 をもち、これらの

逆行をどのように止めればよいか、また、権利

としての教育を守り、鰯 :j撤廃を実現できる

A― 、平等教育をどのようにして創つてい

けlザよし功を話し合つた

東京都の教育委員会は「ジェンダーフリー

という用語を使用しない」「ジェンダーフリー

にもとづく男女混合名簿を作成してはならな

いJと の強権的な通知を出し、日の丸・君が代

をめぐって、大量の処分者を出すなど、行政に

よる教育の支配が強まつている。また、戦争肯

定と女性蔑視に裏打ちされた「つくる会」の歴

史教科書も採択された。教育基本法改正の動き

では、個人の尊重t平和的な国家および社会の

形成者という観点を削り、教育を不当な支配か

ら守つてきた条文に手を加えて、教育への国家

介入を許すと同時に市民や教職員に一切、日出

しさせない方向へ進んでいる。「心のノー ト」

による内面支配、教育を通じた国家の家族観合

の介入の動きも強まり、教育が子どもたちを差

別と戦争へ向力章だ「る役割を果たし始めている。

まず、和光大学教員船橋邦子さんから、こ

うした東京都に顕著なパックラッシュの状況を

「戦争のできる国」へ向かう国政の動きにから

めて発言いただいた

ついで高槻ジェンダー研究ネットワーク代

表で教員でもある冨田幸子さんが、教員が日の

丸・君が代の強制など管理強化により沈黙させ

られ、ジェンダーフリ‐教育をはじめとする人

― などの教員の自発的な取り組みが封じ込

められている現状を語つた

ジェンダーフリー教育プログラムを独自で

開発し学校に持ち込んでいる NPO法人 S日劇

代表遠矢家永子さんは、企業から―
でプロ

グラムの開発と提供が可能となつたことを拳大

行政や企業と協力し息の長い啓発活動を続けた

いと述べた

3人の現状報告を受けて、後半は「バック

ラッシュをどう乗り越える力Jをテーマに参加

者を交えて討論した。主催グループ高槻ジェン

ダニ研究ネットワークでは、条例私案づくりや

ロピー活動、「つくる会J教科書採択阻止、教

科書ジェンダーチェック、「心のノー トJへの

取り組みなどバックラッシュに対するアクショ

ンを続けてきた。以上の活動を議論へ向けた発

題として、コーディネーターの藤岡が報告した

また、活動報告と同時に、教育の中でジェ

ンダー視点の主流化を図るには、その前提とな

る、民

―

のあり方を根本から見直し、

いス離憩育、    を創り上げるた

めの研究、政策提言、ロピイング活動が必要で

あることを提言.特に、啓発活動や教育の中で

「男らしさ、女らしさからの解放Jばかりが強

調されることで、支配、―
の関係を含んだ

ジェンダー構造に目が向きにくくなつてはいな

い力、それによつて性差別の実態をあいまいな

形でしか自覚できなければ、差別撤廃卜の道筋

をつけることは難しいとの視座から、「らしさ

論Jにとどまらない、ジェンダー構造に踏み込

んだ教育、啓発活動の重要性を訴えた。これに

は、ジェンダーフリー攻撃が、「中性化Jと い

う歪曲を使つて行われてきたのも、啓発 0教育

が「らしさ論」に終始することで、「Dll」 や

「人権Jを置き去りにしてきた結果ではないか

との反省がある。

∞   ∞   ∞

分科会では、国家による女性、子どもの人

権を含めた人権抑圧に対して、それらを跳ね返

す政治をつくり出していかなければならないこ

と、今後は、ジェンダ‐構造に目を向けた教育、

啓発、またそれが可能な教育制度、政治を創り

出すための働き力■すを、横断的ネットワークを

通じて行つていくことなどを方針として確認し

あった
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国のDV基本方針と自治体のDV基本計画づくり

～改正で私たちのめざすものは実現するのか～

ゆのまえ知子

第 16分科会は、ネットワーク関西の運営

委員で、「COSMO一 DV被害者のサポー

トグループJ共同代表の亀井明子さんと共同

で企画、運営にあたつた。全体の参加者の多

さもあつて、当事者の方、民間支援関係者、

行政機関関係者、司法関係者など約 50人の

参加があつた。              |
最初に助言者の養父知美弁護士から改正D

V防止法についての解説があり、続いて亀井

さんから、改正DV防止法が施行されても課

題になる点について、支援の現場からの問題

提起があつた。法律が対象を配偶者、元配偶

者に限定しているため、恋人関係、101代の

デー トレイプに伴う身体的暴力、妊娠・出産

などをケアするのが難しい。大阪府では母子

家庭枠での府営住宅優先入居が可能というこ

とになつているが、実際には申し込み手続き

が被害をうけた女性たちには負担になつてい

る。シェルターやステップハウスだけでなく、

将来的な生活の場としての住宅の提供が望ま

しい。就労支援については、自立支援センタ

ーの有効活用、企業との提携。母子力ま暴力か

ら逃れた場合の子どもの就学環境の保障、教

師0教育委員会などのDV研修とその予算イL
法律による委託費がつくことによつて、民間

シェルターでも福祉を通さなければ入所でき

なかつたり、暴力が多発する深夜の対応が出

来ていない。シェルターだけでなく、アドボ

カシーグループ・サポートグループヘの行政

の支援の必要性などである。ゆのまえからは

DV基本計画を抜本的なDV政策とするため

の考え方、「予防」も視野にいれた盛り込み

たい内容、市民の提言活動の必要性などにつ

いて提起。会場からは、司法関係者や警察ヘ

の対応不満のほか、司法書士会の取り組みや

兵庫県のDV基本計画に対する要望活動など

の取り組みが紹介されるなど、1活発な発言が

相次い規 DV基本方針やDV基本計画には、

改正DV防止法を補う内容が望ましいのでは

と考えさせられた。

養父弁護士からは、弁護士会でも研修を行

つているが、問題のありそうな弁護士に限つ

て参加しないこと、電話相談を警察とともに

行なつたら、相談の合間の雑談から、この警

察官は実際はうちでは暴力をふるつているの

ではと思える人が相談にあたつている、とい

う笑うに笑えない話もでた。養父さんは最後

に、DV防止法は発展途上の法律、3年後の

見直しもあるので、さらにこの 3年間、次の

改正にむけて精一杯努力していこうという激

励があつた。最後に緊急の課題として、DV

予算国庫負担金の地方財源移議を全国知事会

など地方 6団体などが決定した問題につき、

せっかく各地から集まつたので分科会参加者

一同で、再考を求める要望書を提出すること

になつた。北京 JACでも提出することにな

っていたので、連名でだすことを世話人に連

絡し、地方 6団体に提出した (p.16)。 また

内閣府、厚労省、DV防止法成立に尽力され

た福島瑞穂・4ヽ宮山洋子議員らにも送付した。

開催にあたりご協力いただいた養父弁護士に

お礼申し上げます。資料作成には「COSMOJ

メンバーの方たちに大変お世話になりました。

亀井さんは、シンポの大役もあり過労のため

準備途中で倒れられたが何とか乗り切られた。

このパワーに敬意を表するとともに、分科会

に関する誠実なご対応と、協力して準備・運

営ができたことに感謝申し上げます。
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ポスト・グローバリゼーションの時代の

「人間の安全保障Jと ジェンダーネットワーク

～グローバル経済から地域・連帯経済への転換とアジアのネットワークに向けて

羽後静子

この分科会は、来年 2005年の 7月 8-10

日に愛知県の中部大学で開催される「北京+

100人間の安全保障とジェンダーフォーラ

ム (仮 )」 の準備分科会を兼ねてお り、地域

の女性たちの活動と地域間の女性たちの国際

連帯・協力について「人間の安全保障とジェ

ンダー」「地域・連帯経済Jの観点から、こ

れからの地域を出発点にした女性のローカ

ル・グローバルなフェミニズム運動について

話し合つた

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

まず、事例報告として高橋ますみさんか

ら 1980年代後半、ベ トナム戦争後地域の復

興に立ち上がったホーチミン市の女性たちと

その思いを受けとめ、ベ トナムに 800台のミ

シンを送つた名古屋市の女性たちの活動につ

いて、それからベ トナム出身の元国連地域・

開発センターの研究員のグエン・ トリ ァ■ン

さんから今日に至るまでのホーチミン■名古

屋の市民による地域間協力、国際交1流の話が

あった。その後、森玲子さん、野崎孝弘さん

から、ネットワーキングの重要性、人間の安

全保障の視点についてのコメン トがあり、そ

れらの報告を受けて、グローバル化時代の新

しい「地域社会」と地域間違帯・協力につい

て、活発な意見交換が行われた。

羽後は、最初に問題提起をしたが、「人間

の安全保障Jは、日本外交の 1つの柱として

ODAな どの国際協力のガイ ドラインとなつ

ている。 しかし、本来、「人間の安全保障 J

は、対外的な外交政策のみならず、国内外に

住むすべての人々の人権を尊重し、安全で平

和に生きる生活を保障するものでなければな

らない。国内の地域に住む市民生活のあらゆ

る問題や 日本に住む外国人、移住労働者の抱

える問題も視野に入れて考えられるべき政策

目標である.

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

分科会では、だいたい以下の 3つのレベル

で、「人間の安全保障とジェンダー」の観点

から国連、政府、地方自治体、NGOに 向け

て政策提言できるよう、話し合いを今後も続

けていくことになつた。

① 地域の市民生活における政治参画、保

健・健康、治安、教育、地域経済、環

境問題などを「人間の安全保障とジェ

ンダー」の観点から再確認 し、施策を

考える。

② 地域に住む在日外国人・移住労働者に

ついて、多民族共生、文化の多様性を

「人間の安全保障とジェンダー」の観

点から再確認し、施策を考える。

③ 国内外の地域間の女性たちが互いに、

社会経済的にエンフパメントできるよ

うな地域間連帯のありかたを「人間の

安全保障とジェンダー」の観点から再

確認し、ネットワークする。

―
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二つの地域コーカス (北京 JAC長野 O NPO 数決という方法で、無視されてしまう。まちが

法人世界女性会議ネットワーク静岡)が共同じ 大きく拡大することによつて、さらに少数派の

て開催 し、中部、東海、関西、山口、九州など 参加が後退したり、少数の意見が無視されるこ

全国各地から35名が参加した。        とがないようにしなくてはならない。

はじめに地方自治がご専門の奈良県立大学の

吉田智弥さんが「合併しても地獄、合併 しなく

ても地獄Jと 言われる今回の「平成の合併」め

ぐる問題点を提起、ついで長野県飯田市議の牛

山満智子さんと静岡県浜松市議の鈴木恵さんが

合併に関わる意思決定の現場から報告。それを

受け現実に合併が進む市町村で何が起きている

のか、住民の意思は十分にくみあげられている

のか等を、ジェンダーの視点から徹底的に分析

し、草の根レベルでの女性の意志決定への参画、

ジェンダー平等を引き続いて前進させるために、

状況の変化に対応した新しい戦略を考えた。

現在、国主導
‐
で1‐全国に約 3200あ る市町

村を1000程 度に統合しようとする「平成の

大合併」が、全国各地で急ピッチに進んでいる。

市町村合併は、住民主権による自治権の回復が

得られる可能性など期待すべきことがあり、決

してマイナスの面だけではない。し力|し 1ヽ新た

な中央集権制による地域閲権羞の拡大や1市長、

職員、市民の能力ややる気によらてtl■ 1綸体の

格差が生じる危険性も手んでおり、これか―らの

地方自治のありように深刻な影響を及ぼす。

にもかかわらず、合併を進めるプロセスヘの

市民参加が不十分なままに、合併とそれに関わ

るさまざまな政策が決定されている状況が多く

あり、大きな不安がある。とくに合併の意思決

定 (合併協議会、議会の場)には、女性、障害

のある人たち、外国籍の人たちなどの少数派が

参加できていない。また、・意思決定の場に参画

している女性たちが勉強をし、市民の視点で意

見を言つても、少数であるために、最後には多

一方で、合併により自治体の自治能カアップ

が図られ、地域に見合つた政策立案・実行がで

きること、特に男女共同参画条例や計画の制定

や推進政策についての市町村間格差をなくして

いくことが期待される。 しかし、合併によつて

大きくなつた市町村では、各地域が抱える具体

的な政策課題やその効果的な解決方法も異なつ

ている。政策立案 0実行の際には、今まで以上

にジェンダーの視点からのきめ細かな地域課題

の発掘と柔軟な解決方法の提示が必要である。

上記の話し合いから今後の活動方向が提起さ

れた。

1。 今後の地方分権社会では、市町村の自治能

カアップとともに、市民の自治能カアップが必

要不可欠である.市民が自分たちのまちの将来

を考えるためには、まずは情報が必要だ。自治

体に情報を徹底的に公開させるばかりでなく、

市民が参加しやすい情報公開の場を、積極的に

つくらせていくことが重要だ。

2.結果的に一部の人たちのものにしかなり得

ていない既存の 、「多数決」の仕組みだけに頼ら

ない広い議論の場を確保し、これからの自分た

ちのまちをどうつくつていくかについて、市民

が自由に参加できる議論の場をつくるべきだ。

3.議会、合併協議会、地域審議会などに女性

を一定数確保する「クォーター制」を導入する。

4.合併にようてジエンダー平等政策が後退す

ることのないよう、また地域の女性が抱える課

題を、政策課題にあげていく仕組みづくりとノ

ウハウを共有していくため、市町村を越えた女

性のネットワークづくりを推進する。
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条例をめぐつて

刺 凛 険 子

この分科会では、地方自治体における「男

女共同参画推進条例Jの制定過程に起きてい

る諸問題について、千葉県のことを出納いず

みさん、豊中市を蔵楽恭子さん、福岡市を石

原豊子さんの 3人のパネリス トから報告、橋

本ヒロ子さんより東京都荒川区の事例や問題

の背景などについて助言を頂き、参加者との

意見交換を行い、問題を明らかにすることが

できた。分科会参加者は57名であつた。

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■

【千葉県の場合】

千葉県では、堂本知事が上程した条例案が、

千葉自民党県連の反対により、事実上の廃案

となつている。 しかし千葉県では、2003年

度より男女共同参画の施策として、県内の主

要な地域に女性専用外来の開設や女性の健康

相談事業、農漁村女性団体ネットワーク活動

などが取り組まれている。

【豊中市の場合】

豊中市は、市長が議会で男女共同参画推進

条例の制定を表明したところ、「良識ある男

女共同参画社会をめざすJ人たち (バ ックラ

ッシュ)の団体と、「男女共同参画社会
―
をつ

くる豊中連絡会」が、真向から対決する状況

が生まれた。しかし最終的には答申に近い条

例ができた

【福岡市の場合】

福岡市でもパックラッシュの動きは豊中市

と同様で、「中間報告」に対するパプリック

コメントによる意見募集には、バックラッシ

ュの意見が最後の 3日 間に集中し、400件
の意見の8割―を占めた。結果的に中間答申よ

りはかなり後退したものとなつたものの、保

守系が固執した基本法の根幹に関わる「男女

の特性諭」はかろうじて回避できた。

【荒川区の場合】

荒川区では、2003年 12月 に「詢 il区男女

共同参画社会懇話会」を設置し、会長に林道

義氏、副会長に高橋史朗氏、委員の中に人木

秀次氏の3人が就任した。この3人は「正論」

や「産経新聞」の論客でジェンダーフリーを

敵視し、男女共同参画社会基本法の改悪を主

張している人たちである。答申には、数値目

標、性教育などについて否定的な「乱用の防

止と是正Jが入つていた。条例案は市民グル

ープの懸命な活動と、与党の足並みの乱れに

より取り下げとなったが、福岡県の筑後市で

は今年 6月 議会で条例案に議員から荒川区と

全く同じ乱用の防止条項を修正案としてもち

だされ、条例案が取り下げられている。

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■

【今後の課題】

最近は、ジェンダーフリーを曲解 し、男女

共同参画社会基本法を否定するような動きが

全国的に展開されつつある。会場参加者から

も実情が訴えられた。「リプロダクティプラ

イツJ性別にかかわりなく (男女の特性論)」

「入札に関すること」家族経営協定」教育J

などが大きな争点である。バックラッシュの

手法と同様、全国ほぼ共通している。そうい

つた組織的な動きに対し、私たちも全国的な

ネットワークで情報交換し、さらにはマスメ

ディアと連携して市民や、行政、議員のジェ

ンダーに対する理解を深めることが肝要であ

ることを認識しあつた。男女共同参画社会は

日本の社会に必要なことである。ひるまず、

実現に向けてやつていく勇気が必要である。
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環境・開‐発・ ジェンダー～環境・樹河能な開発におけるジェンダーの視点の主流化～

三隅佳子

目的 :今年のバンコクで開催された、APNG0
フォーラムや 鵬CAPハイレベル会議の成果

をふまえ、地球温暖化、水などの諸課題を国

や地域の環境政策、計画、実施、評価に反映

さえ、ロビー活動への戦略を聞技し、環境ヘ

の関心を高め、環境運動におけるジェンダー

の主流化を提案することにあつた。

担当 :北京 JAC九州 0山 口・沖縄.参加者

は26名。用意された席は満席だつた。   |
問題提起 :MЮ 法人気候ネットワータ代表

の浅岡恵美さん、滋賀県環境生活協同組合理

事長の藤井絢子
。
さん、<財 >ア ジア女性交

流0研究フォーラムの小田由紀子さんの3九
コーディネーターは北京 JACの三風

□□□□ロロロロロ

小田由紀子さんは「ジェンダーと環境」に

ついて。まず環境と女性との関係について、

女性を自然資源の管理者として位置付けるこ

とから、環境・開発政策を性別の視点で分析

するように変化したこと、特に女性の決定参

画が持続可能な社会の進展に重要と見られる

ようになつたと述べた。最後に、女性 N00、

政府とも環境・開発にかんする関,いが弱いこ

とについて言及し、今後各国政府への働きか

けを教科しようと述べた。

浅岡美恵さんは「地球温暖化とジエンダ

ーJについて、過去 100年余りの温暖化と

気候変動は人間活動がもたらしたものであり、

脱温暖化への取り組みは待つたなしであるこ

と、昨年 12月 に出た「ペンダゴンリポー ト」

でも、このまま進めば途上国への影響も大き

く、安全保障問題にもつながることが指摘さ

れた。 日本の CO12排出量は飛躍的に増大し

ており、先進国は2050年 に現在の60%
以上 n排出削減が不可欠であるが、これらを

議論する場にける女性の参画は、EUや北欧

諸国に比べ日本は非常に弱いこと、また少数

の大規模 C02排出事業者が政治的意思決定

へ多大な影響力を持つことも指摘された。

藤井絢子さんは「水および持続可能な社会

形成とジェンダー」について、 1977年 、

1700万 人の水源地である琵琶湖に赤潮が

発生し、湖が死ぬという危機的状態から、女

性たちは自分たちも加害者だと自覚して石鹸

運動を始めたこと、その後、廃食油を回収し

ての石鹸作りやディーゼル燃料化を行い、現

在では ドイツに学んだ 「菜の花プロジェク

ト」に発展したことを話した。体耕田で菜の

花を栽浩 し、収穫後、菜種油として家庭や学

校給食に使い、油かすは肥料、飼料に、廃食

油は石鹸や燃料にという資源環境モデルを作

り、地産地消費運動を展開していることを話

された。これはア
ー
ジア|‐ |‐も広がつている。

□□ロロロロロロロ■|

ロロロロロロロ□□

各発言後、質疑応答tア ピールをまとめた。

アピール要約

持続可能な環境と循環型社会の形成は、地

球市民にとつて緊急課題である。男女平等の

実現が持続可能な社会の要である。今こそ環

境問題の取り組みにおけるジェンダー主流化

と女性運動における環境の主流化が必要であ

る。

1。 女性がビジヨンを出し、政策立案、実行

に参加する。

2.社会的公正、人権を基礎とした社会へ。

3.都市と農村、地域間の連携を図る。

4.消費行動で経1済の仕組みを変える。

5.多分野の運動とのネットワークを広げる。

6.固定的性別分業によらない取り組みを行

う。

7.専門家の要請と専門家のジェンダー訂1純

8.国際的ネットワークの構亀

男女平等なくして持無可能な開発なし :

―-14-



北京‖ 第9回全ロシンポジウム宣言

1995年 に、北京で開催された第4回世界女性会議から9年、来年は「北京行動綱領Jを手

にした世界中の女性が、女性の人権の確立に向けて更なる歩みを始めて10年目にあたりま九

私たち北京 Hは 、 1995年の設立以来、北京会議とその後の女性の人権に関する国際的合

意を日本の政策と社会に定着させることを目標に活動し、着実な成果をあげて来ました。例えば、

男女共同参画社会基本法や配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律の制定に貢献し、

地域における女性の政治参加や男女平等条例の制定に重要な役割を果たしてきました。

また、今回参加 した全国的規模で活動 している諸団体・個人も、同じように、女性の政治参

加、人権、ジェンダーに敏感な意識の高揚を推進し、女性の人権の浸透に熱心に取り組み寄与し

てきました。この点でのマイノリティ女性の運動も活発化していま九

しかし、残念ながら、この数年、国の内外を問わず、女性の人権の拡大と充実を拒み、あらゆ

る人々が共にのびやかに生きる権利を―阻もうとする動きが目立ってきました

特に、2001年 の同時多発テロに対する報復を名目とするアフガニスタンヘの武力行使、

それに続くイラクヘの軍事行動は、多くの人々の生命の安全、心の平穏を脅かし、悲しみと恐怖

のもとに生きることを強いています.こ うした一連の武力攻撃は、女性の問題に対するパックラ

ッシュにいoそ う拍車をかけ、女性の人権や安全に生きる保障をさらに大きく損なつた上に、女

性への性的搾取など深刻な人権侵害をもたらしています。

国内では、女性の人権を抑圧する改憲案が声高に語られ、政府は挙げて戦争のできる国家づく

りの体制を整えつつありま九

ところが、このような状況下で迎える2005年 、国連は第 5回世界女性会議を開催せず、

第49回国連女性の地位委員会の拡大会議をニュニヨークで開催するのみとしていま九 これは、

「北京行動綱領」ならびに女性 2000年 会議「成果文書」の達成に影を落とすものと言わざる

を得ませれ

本日、私たちは、「北京+10に向けてJ第 9回全国シンポジウムを大阪で開催し、進捗と課

題について話し合いました。そして、全国力
=ら集まつた参加者は、あらためて確認し合いました

どれほど激しい揺り戻しの中にあつても、マイノリティ女性の人権確立と併せて、男女平等社会

の実現を進めるための歩みをたゆまず重ね、本日の成果と新たな連帯を国や地方自治体へのロビ

イングに活かし、さらなる進展に向けて力強く活動していくことを、私たちはあらためて決意し、

ここに宣言いたします.

m年 1● 月 1● 日

北京H第 9回全国シンポジウム参加者一同
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DV被 害者支援施策 税源移議案に対す る要望書

日ごろのDV施策立案・実施のお取りくみに感謝申し上げます。

私たちは、1995年、北京で開催されました第 ■回世界女性会議を契機に、女性の人権と地

位向上を目的として活動している政策提書団体です。DV防止法成立とその改正法成立には、被

害を受けた当事者の方や支援者の方など多くの仲間と活動を共にしてきました。

このたびの貴団体が示されている「国庫補助負担金改革案」によりますと、負担金を廃止して

地方に税源移譲すべき対象にDVe児童虐待対策費が含まれています。DV関連では、婦人相談

所運営費、婦人相談所人件費、外国人被害者のための通訳代、移送費、母子生活支援施設の運営

費など入つていることに、私たちは強い危ぐの念をもつています。

現在、DV被害者支援対策は都道府県によつて大きな格差が存在し、ことに加害者による母子

の探索 0追及から逃れ、生命の安全確保と生活再建のため広域支援が必要
‐
です。そのため、全国

的に施策水準をならすことを目的に、改正DV防止法において、都道府県の

'V基
本計画策定が

義務づけられました。この削減が実施されますと、都道府県でかえ■て大きな格差が生じてしま

います。

DV施策は、事業実施が開始されたところであり、相談件数や保護命令発令件数は年々増加し、

対策の一層の充実が求められています。DV施策は児童虐待施策と同様、人命の安全確保が最も

優先されなければならない施策であり、国が支える事業であると考えます。

私たちは、 10月 9日 010日大阪において延べ1000人以上の参加者により北京JAC第
9回全国シンポジウムを開催し、分科会においてはDV基本計画をめぐつて熱心な討議も行いま

した。改正DV防止法の趣旨が生かされるよう、移譲措置からはずじていただくことを強く要望

する次第です。

北京 JAC〔 JAPAN ACCOUTABILITY
CAUCUS BEIJING〕

北京JAC第 9回全国シンポジウム

分科会「国のDV基本方針と自治体のDV基本計画りくり」参加者―同

連絡先 :北京 JAC 東京都文京区本郷 1-33-9コ ージュ後楽園廣 802
閣  03-5689-6828

一 Jδ 一
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「アジア太平洋地域経済社会委員会 (ESCAP)/北京行動綱領の実施に係るハ

イレベル政府間会合、スウェーデン家庭生活調査等について聞く会」から

10月 19日 、内閣府で標記の会が開催され

た。当日の説明資料として①アジア太平洋地

域経済社会委員会 (SCAP)/北京行動綱

領の実施に係るハイレベル政府間会合関係資

料②スウェーデン家庭生活調査関係資料③平

成 17年度男女共同参画推進関係予算概算要

求について④男女共同参画会議・専門調査会

の再編について⑤地方公共団体における男女

共同参画社会の形成又は女性に関する施策の

推進状況⑥女性の政策・方針決定参画状況調

べ、配布資料として①女性に対する暴力に関

するシンポジウム (チラシ)②女性に対する

暴力をなくす運動 (リ ーフレット)が渡され

た。会の内容は盛り沢山だつたが、私の報告

では、政府を代表して 時 P会議に参加さ

れた上智大学の目黒依子さんの報告だけを扱

う。

まず「アジア太平洋地域経済社会委員会

∝XhP)/北京行動綱領の実施に係るハ

イレベル政府間会合Jについて政府代表団代

表の国連婦人の地位委員会日本代表の目黒依

子さんから資料(ステートメント、バンコク・

コミュニケ、議事日程)をもとに次のような

報告があつた。

日程は2004年 9月 7～ 10日 までで、SCAP
本部 (バンコク)にて開催。会議の目的は、

アジア太平洋地域における「北京行動綱領」

「国連特別総会 :女性 20010年会議成果文書J

等の実施状況とジェンダー平等達成のための

アプローチについて議論をし、その報告書を

来年2月 露 日～3月 11日 にNY国連本部で

開催する第 49回婦人の地位委員会 (第 4回

世界女性会議 “於北京"10周年記念)に提

出することにある。

参加したのは″ 国・地域、18国際機関・

組織、N(Ю (参加数不明)で、日本代表団

元 周子■■

は NGO代表を含む 14名 で構成され、日本

はサモアと共同でラポル トゥールに推薦され

た。開会式で目黒代表の演説は①国内本部機

構、日本政府の姿勢②法的、行政的措置 (基

本法′雇用均等・仕事と家庭の両立 0次世代

育成支援ノ配偶者の暴力′人身取引)③国際協

力 (途上国の国際支援関連)の 3点に絞つて

の報告となつた。アメリカは、鵬CAP地域

への援助実績について述べ、北京行動綱領に

は触れなかつた。

「北京からの更なる前進Jと いうテーマで

7日 と9日 はパネtル討議が、 8日 と9日 には

パラレル会合が開かれた。内容は「ギャップ

とチャレンジ」～女性の政治的エンパワーメ

ント、暴力とトラッフィキング、情報社会、

政治参加、HWrADSの専門家との対話、環

境整備のための戦略とアプローチ」～ジェン

ダー主流化,権利アプローチ,パー トナーシ

ップと地域協力、男性との協力の専門家との

対話であつた。パラレル会合では、パネリス

ト等をリソースパーソンとして、各テーマに

関し、NGO・ GOが参加して議論を行つた。

報告書は、起草委員会 0日・ 10日 )が、

政府側の意見が反映されているとはいえない

等々の意見百出で長時間にわたつた。結果的

にはパネル討議の内容は本文とは別に添付す

ることとなつた。“ジェンダー平等達成のた

めの更なる前進に向けた環境整備のための戦

略 0アプローチ"に関しては「バンコク 0コ

ミュニケ」として採択。最終日の午後、ラポ

ル トゥールとして日本が議長 (目 黒代表)を

務め、報告書がまとめられた。それを、全体

会合議長に提出し、合意採択となった。修正

分はまだ公表されていない。 (なお HCAP
については、マンスリー86号 087号の橋

本ヒロ子さんの関連記事もご参照ください。)

―-17-



■■■ESmOP I憲法24条改悪キヤンペーン、がスタート:■■■■

婚姻における男女平等を定めた憲法24条見直しの動きが自民党やその他の右派勢力の間

で広まつています。これに対し、北京 JACはすでに7月 に抗議文書を自民党に提出しました

(第 85号 4ページ参照)。 マンスリーでは、この一連の反動の背景には何があるのか、それ

に対し私たちはどう対応すべきかについても、考えてきました (第 86号掲載の中島通子さ

んの「なぜ憲法24条、見直しなのか」参照)。

人権を尊重し、平等を実現するためになくてはならない憲法 24条を守るために、清水澄

子さん、戒能民江さん、中島通子さんらが呼びかけ人になり、田DP!憲法 24条改悪キャンペ

ーンがスター トしました。キャンペーン運営委員には、清水さんのほかに、橋本ヒロ子さん

や永井よし子さんも名を連ねています。今何よりも必要なこと、それは、私たちの身近‐なと

ころからキヤンペーンの輪をひろげ、改悪を阻止するための全国的な大きな反対運動のうね

りをつくり出すことです。

「男女平等を憲法から消すな !憲法 24条の改悪を許さない共同アピール」に賛同してく

ださい。 11月 5日 にはキックオフ集会が東京ウイメンズプラザで開かれます。東京近郊に

お住まいの方は是非ご参加ください。詳細は同封の STOP!憲法 24条改悪キヤンペーンのち

らしをご覧ください。

【北京JACアジェンダ】

「介護労働者の国際的移動」

日時 :11月 14日 1:30～ 3:30

場所 :文京区男女平等センターD研修室

講師 :龍谷大― 、螂 子さん

急速に高齢化が進む日本にとつて、今後

の介護労働者の不足にどう対処するのかは

大きな課題です。日本は専門職に限つてい

た外国人労働者の受け入れ枠を、介護労働

者にも広げることを検討中。フィリピンで

は、海外市場向け介護労働者が育成され始

めたようです。しかし介護労働者の国際移

動はこれまでも低かつた国内の介護労働者

賃金をさらに低下させる恐れがあります。

また日本社会は外国人労働者との共生をど

う実現しようとしているのでしょう力、

30年後をみすえたスウェーデンの取組

みを調査してこられた久場さんに、この国

の介護の実態や労働者の国際移動がもたら

す諸問題についてお話し頂きます。

(前号で、H月 の定例会は憲法 24条改悪をテー

マに開催予定と予告 しましたが、上記キャンペー

ンで、より広範な反対運動につなげることになり

ましたので、定例会のテーマを変更しました。)

定例会終了後

2005年 度男女共同参画予算概算要求に

関するロビイングを以下の日程で行います。

日時 :11月 10日 13:00～ 16:45

11月 12日 13:00～ 16:45
場所 :参議院議員会館   .
閣い合わせル出産疸

“

牛 :

永井よし子 d:03-3944-04fax3'件 鼎

メールアドレス :naFyosi@m‐ mtv.nejp

『マンスリー北京JAC』

第 848号 2004年 H月 1日発行

◆ 発行 :北京 JAC世話人会

◆ 編集担当 :石田久仁子

◆ 住所 :東京都文京区本郷 1-33-9

コージュ後楽固廣本ビル 802号

◆ 回.彙υι:03‐5

◆ 郵便振替番号 :隔07‐6026北京JAC事務局
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世界女性合言繊回ピイングネツトワデク

マン属リー

鼈 回|ぽイン

節80醤

毎年秋の恒例行事となつている翌年度予算

に関する概纂要求のうち⑮尋女非同参画関連

予算に0いての写ピイングが行われた◎學年

度は9紆向に出席を求めた底

00000

欝¶圏目 :¶¶月lQ□ ¶3時由17時

5名

定刻に開始」冒頭、今年度⑮議員コーカス

連絡をお弔1昔受けく定さもた自ょ嚇字議員口

簡単な機拶。日議員と共に認国をして下きる

神本美息子護に事務所には実務面でたいそう

綿世語になるた.そ⑩機ただらに本艘に入る。

申祭⑮ロピイングは、金概算予算この関連

嘔中から男女共同参画予算善見る試募
.を

bた

が、今年は従廉通り、身糞共同参画に関ね:る

概算瓢求を対象とした。また、酢年は暉製田

⑪日本政腑への価告書について生省庁に聞い

かけたが、働告後⑮日か濃く、管庁のお考え

は金りつかかたなわったので、1年鼈を経た

今年、再慶、質問に掲ぱ起◎限うれた資料と

時間と龍力、心翡|り は多胸あるとはいた、縦

線のは異を意義をあらためて実鱚した□

撃下、
`疇

潤、一M、  幸幽 斃言』め

llkで概要ぎご報告する。

嗅遺ギン鉤D
F骰

非まし子

≫

×   謬 鷹
提出を目絣しているLパソ巡側にも応え

層k‐巫鐵冬濱賦な量孟拇
・
蒻 してしヽく由         |

マ臨纂壇轟露蟄
詭 鰤 られ純 瓢 憫 離 鶴

*社骰的合意をもくる責任は政府はあるLぜ

諄、ぉしto uttQ弛姦罪l曇やいて俳犯罪被

害者に配慮する法整備を行うた力1も 鯰害

者⑩馴硼強イLは他⑩凶悪狐罪対処と謄世

:邸顧雲韓F電ツタラツ争昌:_

欄眸動嚇靡 迅由たち』

圏ロロ4等皇11目月1日
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近親姦|ま刑淮の強蒙憮、輸制わいぜつ罪、

児童Mで 躊 る。酬法は改正濃び
健月に前府 、側の臨 ぼ勿 ]先とlmm玲
柿』慶曲拡充を行った6f戸籍濃は施行親剛日

改正に関する1省令を嘔f月 に発翁した。|

*戸籍の統欄繍‐真ぬ
―
■畿口設置はホ質的な。

差ulJ解消ではなぃ。多様化する結婚職麒:

の下、同一戸籍曜長舅薄ど彎燦数存在も
生じうる。そもそも字ども1こ順序をも|す

ることが予洒乳i

*堕胎罪の対象は女性に限定されること力琶

問題嵩関与によ堕飢せられる男性はれず

かiたれ

⑪選駅盟随唾⑩批朧予T例年通り⑩画磐

⑪ 案鉾
□童児甲トラフイッキング丁丁現行

法の運用であたる。兄置については国際

組織涎 罪条約人々取晉l捕足議定0や児

童の権利条約燿択認定書の締結に向け、

児童福祉法中改正を協議中。関係省庁と

|けれ軍屏晰島鞣躙鶉
に滞在を諷ぬ¬帰国希望者にlま手続き⑮

迅速ぜヒ、費用捕動などを行う。

幸規行法峨弾力的運用だlすでは被讐女性の

人権保護が不充分b立法イ首を求める。

Q嚇国 人女性雫 町「機冑者甲 いて一一 日本

人男性の非協力を勘案b滞在資格峨変夏

費柔軟に検討する。通報義務を負う攀務

員の相談圃避lこついては個刷判断が可能

と通知した。        |

罐|     ≫

①鋤児錮 □小児柵面『人胸ヵ』向上総合プラ

J手つ いて一一 育 つの
導 体 茸囁境 甲変イ脇

をふまえで動児教育■機能を強イLナ:も .

助少連携校や動機園教諭免許と保背士資

格⑮鮮有、勤釉園ぬ讀洒嵐り保育な魂  :
*幼保¬元イヒかと問えば3定。とはい:え 、

政策は一元イL指向。さらにいずれ蜘少す

貫校も?人間力向上にジェンダ十ぬ観点
力電なしゝ

に関する調査研究会を発展、こぬ3月 に

第‐致取町まとめを発表b        i
⑩国立女性教育会館口仙立礎闘1と |して1卿存

続―丁文科増は、学び⑪拠点と曝で製緊

・ mmi層覇筵冬 EttЪ濃
l l合するメリット以上に女性教青ナショナ

管ヽ躙胤灘 穂懃八
i ib藝

織く競 魯き
II・'  I

申独立機囮としてD存続のために、中身の

結費および単個法人口1特徴を考
:え

るべき

鰤軍壁LIこフ懸7教舎硼真体植ti尋 っぃて 〇

襴     ‐とi調識している。

①暴力機他者攻撃J尋聞する数清はT―丁学校
全体を通して    :倫理観をな高葛」

*道徳教育にしてしようことが問題だとロ

ワ。

q酬磁審堀幽 唯畔鰺憂]帥と酬・らぬ
教員研犠臆■轟:欠員癒軋 il已限葛ず支障

1雪Ψ霧饒鱚燒が言
≪翻 ≫

①女性のチヤ崚ンジ支懸彙囲晶伸的プログ
ラムIま で了二政府が率光して取り組むベ

盪墓靡鼈ζ藉横倉馨肛鵞不量
1鱚

1蒻雷lt歩 〇
ねせにより積極的な募集奪行う彎::基事院
にも藁請した。公務員試験の合格者増Ъ
平勒な触り級い、超過勤務⑪縮』ヽこ年 1

回⑮フォローアップを行う志

.⑩事悴T体に固する:地方固暉怖睾写j¬喝lて
I面見解Iま ?一―提案はM期的ならのと受

|す とめる◎地方の意見力雹進展するよう金

力を思九

*財臓⑩移議が見えない申で囲地方への一

■鍛財謳化は、国口責任で行う女性施策力]

財政難を理由に期
・
駒詰められる傾向があ

る現在、どうなろのか◎地方から帥提言

は、子ども、女性、高齢者に関ゎる
Iも の
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が多く、地策の後退を招かないようど峨

ように担保できる力、

⑬女性淋防国⑩活動轟鑢塾備と言脚 守■民間

人による男性鞘防団団員は、彼雇用者割

合が璃たも綸数も減少傾向。地域を守る

力を女性に話すべく女性珈防圃量の募集

を進めている。

*消艤ぼ賑デJ〕』岩催墜団饉六彗襄爵尾ぬノくンフレット、

野料に例示さ絶た満動報告等、デェンダ

ー⑮観点⑩欠藩に 出嘱国惑g具体例を学げ

て改善栽ぬ¬F作靭置す』との国響なえな

に理蝿書軍蒻けとして回女性 ■脚齢尋対簾|は ?
お災害弱者とはと_うえて聯ヽないG

災害吻者は、移動できない、書業力S通 じ

ない、障害者等である嘔中越地震では授

乳 e着替え 0入浴など女性に配慮 した。

高齢者は希望者寵にが地財に入つた。

*女性を含ゆないのは間題b藁害時⑩レイ

プ事件は多く、女性は 巳重⑩被響1を受け  r
る逼とを知るべき亀

唖 琳 蠅 躇 ≫    _r i
①晨業 嘔:農轄男虞共同⑬画テャレンジ総合

推進出は?一一全農業者ぬ□割は大性Ъ

農葉を支える人材育成□観点がし女性施

策が重要。起業活動力雹活発舗L、 少額融資

利用は多レ、経営参画□動織づけとして、

共同経常者として認定農業者に女性を調

定ζ家族経営協定もJ卿蝿   ‐

②他⑩融資利用lま ?―す農業改良資金ll■女

性‐印蘭額資金融資iだが電枠なかな崚残

す実燿。沿岸蘊業改書資凸⑩女性利用は

難 浦琶なし亀

⑬胴顧/ジェンダー⑪推進についで一T女性

農義者⑮国際的視野育成について、リー

プー交流を卿 年と酬 年、米・地も独・

申で8日 間各2鍋 が訪閥光の農業関係女

性と交流鶴営農 7生活改響研修は東南ア

ジアの暴力肉に晟亀ずつ、計』ロムを派遣

lノた。            ||
⑩晨輔馳域回女性施彙謄曇業尋中山鑓俳農

業者熔聴鑽熙をもつてしヽるが〒〒礁かに

農業者対象融琶甚申だ力曇こ下般施策もおり¬

lこは    も匈 厠bてい鶴。

申'農恭省J□女性施策は積極的だが、日透じ

ていなbゝ 行政¬蝸%女性にれらせて積し

し、

*家醸経営協定を積極的に進めて無しbゝ

*1櫻雅・画0にOいで憶外務省とも連撒:し Ъ

シャプラニールやⅢ などを活見すべき。

≫

Q由憔向け創業彎⑩出施継罰および新鋼事

セ墨ナーや國1轡申具プラ‐シ伸威

童儡黎業曲女性向け自唇は一言創藁幽lよ

錮疇闘ロプ歯グラムによる支援、硼 鶴

実際に関業に成功:した制もある。創業セ

電ナニは平日のセミナニを 目帥 ヵ所で開

く。ビジネ尋プラかはれ菫塾率撃者はマ

ーヶティンm  ‐        |
⑩魯國融塾につしЪて墓―中期、量業産融畿庫
⑩   17件 中鬱僻ボ女性で日億 輌

趙 国嘔臨浴盪 階
`珈

件中ゴ冬 幽

作、額に膨て咽酔「億輌脚 万円。

資も晒楓

⑬欄瞳肇暇梅封螂ヒ亀‐曇漏き暴テム硼割瞳

研劇l⑩備暴憾ワー〒糞性対象ではない日
副卜時到同睦飾薩子ゴしについて哩D社かアンケニト、

今年は女性高齢背について ¶駐饉造業者ヒ

アリンえ

①手宵:で重握繁⑪うち地彗施設活鰤慶験申

業で自饉闘塞回:押口羮耀は?■轟酢年度

は帥伴t満糀躙 青Ъ    ンター、

空き店舗⑪デ峙儡育鷺地域鍾費咽実験と

子育てな魂        151
≪鰤 ≫

①暴動被害女性や少女が善的機関擦アクセ

風する壁につじЪて一―人権課囲の性とし

て研鱚 bて しヽ:蜀6二挽被客について,も 安

性警察官m配置と印場研修で対応してい

る。

②トラフィッキング固連予算と案曲把握

I蓮 ?〒T昨諄賽:女性へQ遍訳醐金な:どに
留まる。暴力Mがかしんでいるので、金
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国口讐集を通して実鶴をね握申。

◎女性ヘロ暴力根弛醸体制整備予算□相

談 Dカウンセ
・
リングおよび人揃確保硼昴

童比と推移につは 二一正規警察官対応

は想定していな聯ヽ。男女比は不明□現行

スタッフを 書帥 塙増貝する。外国人女性

には適調を確保して不窒や日本警察への

不信者解消したしゝ

④新規事彙回犯罪被害者等早期援助団体委

謡費――女性被害者に限定:bた 毬1識‐では
i戦聯亀

⑬サイバー犯罪対策臆?― 報技術馳罪

対鏑課を調置し、取り組んでいる:・

O□0日自

臨鍵曰̀同 :1:1月 確固 13時■17時半・
義麺導通曲盈軸 4攀
幽浚 :3

1       テ|』彗 ]号:・

縁磐
司舎 甲1濃行 ::臨 ]国と同i喝

≪向□府≫
・③発:女農同善画推進予翠謙増えたがザニ墓

他響庁を含めt頓酬曽勧告塵予算□関連を
討 日は国又

.

◎蛍性に関するデータ収彙は?―― トラフ

ィッキング等、出先機関かない口で把握
‐
は無理。性則デニタにもいでは各省に周・
知。やイプ

.リ ティ情報lit妾性金鍛ぬ情軋
収集の過程増掴めるだろ15苦

と両じ。

①国由善摯頭にジェンダー致畢があるか―

一誤解に基く続布油彗見られる。本年亀月、
・´

都道府県担当諜に適知:±鮨な理解と丁

寧な個別対応を求めた。

①男女農圃参‐画塞申計画面具体的飽築□改

定]と島たもて選面蜘:勧砦讐虚鹸 式舎―
一各省から説明聴歌を行い報告警を改と

'｀
・
めた。

①参画締専門調豊会囲報幅について
.1-調

査が一巡したのな機会に、7月 会議で再

編した。苦惰処理・ Ltt」Wi門調査会と影
‐
響調査専門調査会は魔止こ艦視Ⅲ顧塀調

直専門調査会として再編、『墨本計画Jと

『少子ゴLと 男女非同参画」に関する日調査

会を続設bた8昔情処理』S濶えたガ
・
、
・
人

権鵬謹委員、行政相
ヽ
設、女性センタこな

慶 力
『

整 する。          '
①∴身取ヨl関係省庁由議に加わり

1ジ エンダ
名回視面書識鍮ば反映すべ普健が二―機

ラ事務がなしヽぬで:基薫舗画は
1内‐

蘭冒房

力魯中J醜
‐1      1

①枷響響躙謹と剛 予防⑩基本方針は?―ニ

パプリックコメントを求め改正法の地行

機速や力到こ成案とすべく関係省:庁 と詰め

ている。
*基本方針憶社会経済的、コスト∽上力=ら も

被害後よ柳学校教育、医学部などでの予
imS鐵 ・

≪蹴 ≫

□昌褥 筵書⑪枇朧佗ついてこ一昨母帰国
|したテ|ルデユルX権委員はこ個人適軸制
度批准と人権擁購ぬ独立した警員会善要
塑l官邸tM係省庁が認識した。・真lllに

受けとめている。

②トラフイツキ
.ン
グと輸う:意志巻ど冒示す

か二―峰1月 までに行動
シ

面賞与
ドる?内 〇

閣官房鱗中」酪だ鍮琶Ъ国罪事例⑪研究予算

を要求した。      
｀ヽ

⑪女性面人権画国鵬的合意と蜘発とω関連
二一社会的胴著□支援⑮ためにチプ

ー
諦ン

の女性コミュニティセンターやエリトリ

アロリプ白ダクティプヘルス∫デイジに拠

出。                :
囲紛争下回女性と子どもへl獣 ?守―これま

で政治に鳴らせ懸ヽた女保理:を もうと入鼈
的に。スープンペぬ人遭基金な墨

だ     ≫
i④

企業口韻
:ザ

苧ギプアタテ自レ進特はや‐

刊 脚 入以上産業で詢吼:価面」入以下
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化を検討申.均等待過は経営者団膵と協

力して進め、都道府県申位で行う。来年

予算にIまベンチマーク事叢を計上t採用

選考ルールプックや女子学生へ⑮訛職ガ

イドプックなどを横調中L

②両堂支援Iま――育体鶴介体の対象拡大の

ため⑮改正態を提出申。次泄代育成立緩

法の『行動計画』を兼庭ξ周知推進する。

少子イヒ社会大綱で男女刷青体躊得率を高

める。

③女性⑩婚振出産跡□不利鏃握Ъ¶こついて

判 基準は3分m‐ 2電 日本は日割饒

健儡要伴とめ関連で仲は広げられないき

痰備手当曲⑮拡大は無Mパ ‐ 卜や派:遣

の適用:要件は常則的雇用。正社員⑪4分

の 3以上。年金と医療はセットになつて

いる。

①バー トや非正規羅細⑪均等待面について

一一指針を改正した。現在、同知中心来

年は新規に均等特週車業主奨%をまЦ .

⑤:回 彙絢⑩批昨について下T現行法で基本

的にはカパよしてぃる。t‖ .号は慎重に検
討じヨ75子は批淮国贔 ]田 号は関連鮭⑪

不利益褪bЪ が整備されたので今後の検討
.と

する。
や

⑥脚 家庭□子どものメンタJ膿ケア‐ ―児相

と口連機によリー峙保護前に入所するな

ど謙i戦に討応している。必埋療法担弩官

も配眩

♯実榔は1～ 2回の母親面接しかできないζ

連携しているとも鱚偽:ない。人員を配置

し子どもメンタルタT研修を要望する◎

⑩婦Å裾謹1所口典身嘉彙饉審者馳lナ入れ l・A

予勲借量闊なbЪ‐と輛理一下現行体制で行

う。
『
民間シェルター支援が必要おのマ拡

大するも婦人保痙費は現在実績が少なし、

⑩三痙T体地方案⌒口墨解〒基本的には厘

飽

⑨改正血饉囲酌劇副伽酬醗帆 ―一響略 :メ

回糞性の人権I昌配慮した曝療]まT了匡療現 、

場のセタハデ防止準は人格印涵費をはか

き。また専F日外来は必要。国立も回ヶ所

になつた。

*テ ゴ&ボディ攻撃以来Ъ泊治体ぬ性教育

教材戯∬おlhi入 卿:実能を把握 bて改善せ

よ。

寺オカI嚇
苧野響翻藩,ァィ翼□窪圏コ叩アンロ沖縄謝女性『口V個噛では

ロマイプリティ 帖隠トアイ風□在ロコ

リアン)自性l=□ 1脇て    :
⑩GEDAW(囀      員会》が

働告してい品データ墓を含む包措的磐備報収

皐について予算措置押調塞課題になつていな

い醸はなぜ部彗           ‐

口磐 内廻騰 E昔情処理 Ⅲ之視専門調査会

においでゝ男女共同参面に動蝸動かる:続計にお

ける性綱把握が重要としヽ15こ とになり4今後

・ ゆ睫 た鋼子

各響けで性鳳J把握繭雹進むだろう。そ□過程で

マイプリティ女性⑪ことも世んでしく だろう。

{性別続計を進めるだけではマイプリディ女

性⑩奥情は明らかにならない中で1まなし哺Tと

いう質問にはM欄⑩颯磐」:験国政府藤ガ■ト

にはも情報提供が我ぬ6れてしヽ6ので調逹⑮

予算措置鍮駒躙要ではおい葡ЪЪその見通ゼに

預いてはことき嚇に買問した顧琶‐、1同様め国

視 }  、  ‐°
 ,・ lЪ・ 。 1‐ :l・  i il
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③マイノリティ女性に男奏異鱚距劉コ伸DV
防止濃m情報が掴いてbЪ ttbゃかもこれ幅の政

策⑪浸置について。

内 E・一般への同卸を進ぬ3こ とで追機と凰

われる。

曲怒 :マイプリティ女性に関して1ま、国専

門調査会の検討胸導に寄いかかつている.よ う

でも行政府として独自口やる気鰤Eないように

見受けられた。同事門調査会が F月 に出し

た『国際規範 中韮準⑮取り入れ 申侵達につい

て』輛告書にはマイプリティ女性に関しては

何ものもていなし、 そこで内閣府ホームペー

ジロ議亭録を見るとも場午 嘔1月 腑 日委員

会の F女子差別撤廃委員会力謁ら口最終当メン

トに対する融組⑪方Mに ついてJという機

題においてゝ高安推進官は『内闊府は1各関

係省庁と十分協議はで、浜回椰借でね轍り扱

いについて検討を通めていきたいとしてお柳

ます:』 と報告している。そぬ折、:マイタy,

テイの範囲について質問が国な程度で
'論

は
されてぃず嘔曜コ典Wに増ける議論と印温度

差が大きbち それば委員浦雹等才ノリティ女性

に関する情制をLもていないかいではな嚇%か

と凰われる。他のテーマについてもそうだが、

NG□からぬ委員 《現在「絆 Q:趙晏F写調
・

査会』)への情報提鱗力雹必要である。

ODTに□梅て
①Dv回温局豪藤嗜育も推子麿亀へぬ曇多こ

タルツ伸,ルをア対策

回磐 内閣府 :改正児竃虐特防止法で、配

偶者暴力を子どもに見せ曇ことも虐待となつ

たQで、児童相滸所や学校が取蜘細むべきこ

とである。厚労省 :配偶者暴力相域支援ヤン

ターにコむ理療法量を円置した。1峙躾證中は

大廠担い.改正児童虐特防止法て取り入れら

れた申で (対策は》進かのではない力電

厚生労働科学研究費による子ども争⑩影晏口

調蓋研究結果を平成錮年度に量表予亀

⑩□T『基靱 』彙寇山進酢脚囲につしヽて

回響 内 :闘係費庁準螂議中ごI口 V防地⑮

ためには、事崚|こ精ける教育が重要でも社会

経済的コストからも予防に力を入れるがき℃

お明、予防罐瑚硼幅をり嘲臨ることを要曇}6厚

雪 :｀糖 月2固の官報‐に掲載。腿 凋申に向闊

府と共催で周蝠口ため⑩全国会議を開雖

1    
讐

山業に社白摺動とィして卿参加呼鮨 け警一

回磐 内 8■事着幡用は重要と考えている。

企業へ⑩動きかけは今後も行LI  :
④東京都回堀脅:H目 LPには駒融山善幽

してL亀る面でも保護回露醗費は幽きな鵬Ъ醐占□

回磐 厚労 ::厚労省ではそ0よ う
1鼈
見解は

とつていなbゝ (JI:月 醜
｀
国ぬ人野売貿禁止

ネットと内閣府冒房と⑮協議で、国儀な資間

力電幽たが、そのような場合、地方変付税⑩悟

用が出来
|る

という見部が厚労省より出され

な)息

S言精貫瞥畠
:画磐 1,外務省∫ァプリカにおけろ載判官

0

行政官に対するトレーニング、デオ界で回カ

ウンセリングとシェルターの提供など。{第
・

日者ほよ翻評価lム という質問に対bこ ・尋ニ

フェムを通ヒで回基金な嘩 ミ111紆饂劣嶋闘知
:しないこのこと,であろ'}ご‐`他に、三位‐体改

1謙  鯰‖兆ぽ鑢どで
も明らかであ蜘、長期的晨菫にた9たプログ

ラム研究と力策を早急にとつてほしい。子ど

tをもつ当事者女性たち口切実凸願いであ儘3

m人開発基hな どぺ⑩硼剰金呻行力1と
結果な

ど、メディ7.も間鱚をもをで現地鳳村で知脇

せでほしい日でそそ⑩ような要望もメデゴア

に出bた時Ъ     _ ■ヽ ‐

ロピイングはもNGO例も提案を.していく

ことが重要だと考えるgそれには曇:ち い脳:日

頃から口、あるテ‐マに対す勘市民なけでは

⑩囮心、1探求電調睦財究がR要であるJ

〇

―G二



』鰯 m由風なら誰でも知つている国ピイング。でも国ピイングつて価学と闘いれると,替えl=輌してヒ
ましヽそうです.そこで運m懃鐸閻 J鶴 が行うむ庁由ビ苛褒ぽ□申j勘曲は側翻書桑聰て起島れ進無罪弯島
■そm個稿握胸はこm幡励帽嗣枷もき祟もれ纏力晦1昌語簡曽しましたQ

☆青★

◎

6-般に回ビイングもとくに役庁ロピイング睦何Dためにす蜀mですか。               ‐

島省庁ロピイングの目的は大きくねけて二鶴 まずmと 省府間で回情靱交換で、二つ日は融

の意見申考え方を省庁⑮個31jO政策の担当者に説明し、交渉を通して、それを固⑪政策に反映さ

せる連とです暮国の強簾はR本となるので、管庁回ドイングほとでも重蜃でね     | :
溝☆★       ｀

嘔鵬幡と回ビイング回関係書教晃てく健さいe

ム 95年のヨヒ京会議には日本からも大勢の女性郎参加しましたが、その臨私たちは他国に比べ

て実腑⑩骰策について0庁に読閥を求鯰起理ふ1暉D側呻意見を反映させるたゆQ羹渉中情報杢換

が大けていることを国齢しました。m車:卿 Iきも,回 ビイング書需動卿性としsl書 島にそれ白通饉

て世界由性白醸やモ画慟⑪国酪詢台義者風尋野画醸職副こ融 瑳蠅婆るた算制昌朧 さ机ました。鋤L京

JAFの共通ゆ価値観であろ鋤噛 行動嗣鎮檸⑩観なから、省庁や地方自治休も1:議員特に要望行動

や爽渉をもウことは、設立の起置をもうとも直接に反躁できる場として重要だと位置づけでblま

すg政策をジェンダー⑮視点で考えることを伝えるチキンスでもあ鵠ますЪ         ・
昔昔★            :

懲省庁⑪側強ヽ輸見ると時回ビイングIまどんな自味があ働回です部e

ム省庁は必要に応じて、国会議曼奪官僚以外⑪意見を政策に反鵬さする程中蝠諮闊会議中珊舅機

関を設け改.すが、そこで帥議論憾政党や大きな職嗣ギ:鋼織曹壼業の意見幅偏面傾向がおり'ます.

個人やグループの女性の意見を政策撫定に反識させ罰准め'm爛帥‐活動郡必要な画以ですζ北猷

肌Cと省庁峨関係でいえばb憩に は個人の申るや力〕なネットワータですがずl基本的曜臆蝙嘉行

動綱領曲理念を実現することで一致bていますので、そ慟したグル中プとの意見変換は、昇女平

等の実期を固⑪曼重瓢靱題に帰げている政府にとつても、F画むはずで丸

☆☆☆

塾画ビイングをする上でも日灘的に気書つける尋と憾?                   ギ ピ・
島は要漁魯わればいつても関係響庁や行政や議会に甲ドイングをするかけですから嘔・つねにあらゆ

枷闘⑩季理にコいて⑩構鞣掴握につとめ慟i』鵬 .⑩轟解を1まつ昔:り さ,管て揃くことが重要です。そ

うでないと、一方的に相乎画説明を押聴ナるだけになります。画ピイ|ンが申準備嘩日常的に行わ

れているねlすで、定倒会や自国シン
『

ジウムt鵬 で回話し合しヽなど悩満かされま九

★☆★

醒省貯甲ビイング書すろた        教員平くださじ
lむ

。   ヽ

島侮年税に行う翌年度予算口概算専%に関す骨早ビイングな例|こ神話しず都ぱ嗜①嚇磐⑪概算要

求ざ出揃つで開議了承が行わ机た項を見計らつて、1議員コマカ尋⑮奪鳳悔なつてくださ勁議員事

務面に開係資料峨入手撤依頼 :鍼つた資料を甲ピ守じボ甲ドイング担‐当⑩餘話人に蛛 ぎ、1番領

域担当者が資料をもと|こ質問や要嘔事項案を作成j専門領壌を持つ会員⑩協力を駆ぐこともあり

ます。併行してロピイング甲日時搬定、訪に事務円を通嘔でロピイング会場を手MD′会員■の同

知⑮ため⑩広輛開始。③ロピイング責任者郡こ・担翔抒世話人が傭由した質問曰要望事項案を正式

な書式に整える.こ⑪作業には、書庁馴質問の駆 分け、同醸テーマぬ蜃間を善省庁向けにアレ

-7-



暮ξ邊ン饒澁趙儡躙冨鰤文m15仄趾滸黎蝙鱚舅鰤熙lξ

に、整理された藤 を世論人会馳 |こ糀乳 瞼 理された[ポ願は、ロピイング当日D19日 はど

骰 暮  切 :鷲    壼   i蜃 六 辟 管    抵

参加者集めと確認・則席名簿作成、参加着用Q資料⑩作成さ印刷Ъ質問の内容Q検討などに費や
されます.議員事務所ではゝ 四 会員□両院国会議員へぬ画ピインデ詭 ⑮要請、不足資料●コ

1喜 1 製賭燕¶しj`哺巣、1

亀本番電気をつけること]ま ?

島事前提出の質問にしたがもて、省庁からは項目毎の担当者が出席 bます。光方は強事場を離れ

で出向いてこられる口でЪ定れに始めること』1田居側⑩出席者力琶発うわず気を採むことが慶薄で

爛 鼈 また省庁力ヽL麟 勢⑮方が臨 されま赫 ら、バラ懇 設
?だり 讐 厠

も幽 靱

〇外にもある程度の参加者動まほしいですね自
・

:

質問善亀発言者にお願いしたい口は、国|ピイレジは纏睡囲喘か亀‐底か動吻撻瓢特嗜巷毒Ъ¬面で、

それまで⑪回ばィング曲経緯綸女性嗅彙につしヽ電自分峨中でしもんと唾理して精いて嚇ヽただきた

いということ6・ それ励S繭提で話が進むね職警子節¬も普デ算を重せた側ヒ譲知らな嚇ヽあ遍字業につ

いてこちらが不案内なのは0然ですけ仁 借れから
i調
帷む問題意識を持噛こと。あとはれ会者ぬ

指示に鐵判ハ、言うべきこと理趙醐緊lこ表現b竜 藍非麟駒力覆爾獣志齢詢副撼ると減 に響覗好麟蜘劇臨武順聯な

姿勢で臨んでほしいですね。それを実行する回はむずかしい口ですが、考えてみれば常識的なこ

とばかり。敵意や厘鱚をむき出しにする逗とざけ憶やめてはしいし、国己順示なども逆効果で光  t
舎★☆ ::・

            ‐ ・

嘔回ピダング書感動蓄せる翻醜]ま?

島女性政節は1‐ 意識変草やこれまでね憤習葬仕綱み峨変換を求めるも口ですからな環境や蘭景こ

これまで働朧 、先芳噸出方などを毬働くりと島るい融蜘嵯朧見山いて遍・
:経

量饂在に抑鴨時ご―退

昔時を見極駒蜀センスでしょう繭ゝ 彎も暑れは日と口嘱掏や経験⑪積み重れによるては陽めて身

にもくもめですЪ:これ悔自治釉向け⑮ロピイングにも適醸ることで九    |  |

聾ロピゼングに私たち]き何を求めたらLヽしヽ口でしょうが.

山田閲 は直接の政策決定着ではおゆませんj政治力学部らいるで|も可 慶や逸度□藤ビイングで

威暴を得られる和けはなし)でしょうから1:廠D‐ としでロスタンスを有効に発揮しこ価濶|□考え方

や瓢里を少しでも政備に反暁させることで九
li性

懃撃威果を藻歯で発aF・

―
bた 叩1酷

罰鍵』:懸‐ぜサぐ
・にやぬて膨吉:うml個叩ます.

☆★★ 1

Q今まで卿ロピイング活動回感果と今後回凛囲麟?

ふ北京JAGが発展麒粂求lltできた逗とi⑩■都膿毛|::鼎典鞠同響画儲圏量置や囲奏曇同参画撻畿藝|

本繊回制定こ轟力防止法や昴歳睡爛織轟鞠器法識定などに実り畿L走:でも男女差肉は樋強く―t
l,労

働い場口女性□均等特遇や笹タシユプル′ヽラスメシト慟昆法ょ⑩錘馴√選挙制艤國暫皇・シグL
ぷィヤ風や社会曝陣繭易性中山主義や世帯制もマイルリテ貯童惟鰯憫戚曲占i況画面暉麹辞漁り
ます。更に、女性⑩人権者保障する大前提と低てめ平和:[こ壁活ナる権利者のも蔽韻長されょぅと
しているという緊急な課題があ駒ますぎ

・
でき輸だけ多く画会員め参加を得なか嘔、テぷマ研究や

定例々 など⑪学5を通して情報を書請
I膿て豊かを実りにつなばたいと思いま九

下
IS―

ピーまでお世譜になりま九

〇



□風エッタ 《回       ‐
春粧囲縫曲判郵聾轡警提出 ]

政府ロヌエック統合計画についてはすでにマン曳』墨1□月器でお知麟適しました (『国立教育女性会館
がなくなる?J恥2‐p).11月 17日、瑚L威 匹 を備表して、情氷共同代表、橋本共同代表、永井世識人口 e

3名力富自民党本部に出向きち以下の要望書を続藤行革罐踵本部長に提出ヒまし亀

勁 蘭塾□年 11月 15日

醜 党柵 行峨 靴 蜀 醸 朧 征J厖 殿

油並行幽曲∴国典女性識宥会館蝙続f昌関する藝型書

ゴ職誼』蠅朧騨□山画曲劇1鞠 鞠尊動は、¶9開 年に北京で開催されな第咽国世界女性会議を製機に設立され

た政策提言日田で、議品、研寵者、厳D活動家など⑮個人会員と将 ⑮地域コーカスで順成されていまち

瑚囁竃[幽 余員は、国立女性教育会館ぽ以下『笏 ]ぬ事業は嚢加しも鰤 、育てられЪ力を与えら梅ました。

会館で全国⑮リーダヒたちと出会つてネットワークを作り、地話では、地域のリーダーとして、力機⑩政策

決定への参加推進や地域づくりゝ 女性の人権闘題癒解決など□措動をしてき。ましれ
0月 聞 日付けの新聞各級の報道によ惨亀独立行政治人に関する者護者会議において、会館を、国立オリ

ンピック記念青少早織含センタと、医棗茜誓鐸細饒婁%国載璽涎鶉自瓢輌嘩4と細巫請がる案力稀載されたことを知叩ま

した。こ⑪案は、私亀ちにとつて大変、個撃的はも口であり、ぜつこ個統合案を自紙に戻していただくよう

蝋 しま丸
会館は、宿泊施設を有してお慟.また研修膳動を機曲□一つとしてい輸点で、一部、上記の背少年関係施

設と類皿⑪性格をもつていますLしかし、その社会的な値日付けや嵯本的機能は全く異なるも口で現

会館は¬議が国の量重要課題⑮一つである勇女共同参同社会□形成に向けて、ナショナル・センターと

して先鶉 な囲 を暴た軸 を負つていま九 これまで 聞 年にわたつて、鋼 にも尋糞岬顆魃璽罫曝会口

形成をめざす『歳鋤 ⑪中』動 としてゝ全国各地で晨開されている漕動をt F人』や『mと ぃぅッール

をつうじて結びわは、それら回拡充を提すナショナル 0センタごとしてめ鎧制を具たしてきました.

このような会館翻機能はも暑れが独自の理懃と目的をもつた、動車峨可儡的鍮社会的存在とbてはじめて

可能でありゝ 部俳的な業通朧や顆櫻性を理由に、値⑭法人等と統合移たり民afしされればt発⑪幽自性は失
われ、本来⑪目的自達成することは国難になりまち

男女     亀⑮明確老患向をもつとはいえ、男安         など|き関して¬囃際社会か

ら厳しい国で見ら机ているの醐日本社●の現状宅す暉こ面ような状況⑪もとで、轟女共同曇同社会需就ロシ

ンボルともいうべき会館⑩軌車性を導う通とは、こ⑪問題に力噛や る目率政府口斃力に水をさし、国際的な

評価の低下警招くことは蕗菫で九 縫済大国日本の女性ロジェンダーエンパワーメント指数は今畢も調 位

と先進国はもとよ炒、一部開発途上国と比べても低くなつていまち

会館は、これまでも地域口黄他センターや昇女哄国参画行政ロモデ鮨となつた国際壼澁事業などを通して、

闘館以来、¶ロ カ国以上の国力Ъも、・延が固万人近い外国人も利用しています。韓国女性闘珊院嘔フイリピン

の¬日艶 女性センターなどは日率口国主女性教育会館をモデ脂として建設されまb亀□現在カンポジア、ア

フガ覇 タンなどでもこの国主女性教育会館歿 デ撻とした鍛 ンタこが設置○計画されてい誡 毎年

]面 人近い開発途上国⑮女性り‐ダーロ研修を行うだけでなく、梨花女手大駐 ウイスコンシン大学などこ

口共同研究⑪実施や世界口女性研寵カンター鶴女性情搬アーカイプЪナシヨナルマシーナリーなどと口情報

ネットワークも形成し、国際的な審口であるナシヨナル・センターとしての活動も年 嘉々実ヒ、海糾の国造

においてもゝ 高いが価を受けてい誡 来祭産に向lナで女性や子どもの人々売国に関する調査研究:も検討し

てし電器L
宿泊率口向上などЪ会館口運営に関bてはさらなる改善を要す働点鰤まぬうことは薔定しません◎ヒ酢しち

今こそ各界各層□女性たち口凱響を集め、あらたな運営聯臨砦改書費探る尋となどにより、そ囲機能を言層
充実することこ錯が為国際的な舎意事項でもある「女性口地繊向上』や『男女蓑同参両社会口躍咸Jを実現
する近置だという口鮮、私ど鶴⑪二致した認識覗

日本女性□藩力⑩麒,と なつてき:た会館を他口法人と統合した柳民置fヒすることは七:轟呻改革諏菫目指す『自

由で活力□ある社会』に反しま九 回本の活力は、会館が発⑩本来呻力を発揮bこ 昴糞轟国参両社会□形成
に向lすて、一歩でも二歩でも前進するこ置か嘔生まれてくるものであると、私どちは確備していま九

以上岬事情をご賢察峨上、山並行政治人国立女性教育会館を他口独立行政法人と統合した場民営化せず

にЪ独立した法人として発⑩存続を調めて下さるようtご熾配を調願いする数第魏
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今日⑪家事 0弁護などタア労働着⑩国際的

:な機靱は、古くからぬ輸家事0弁護萎伝いに

対する需要によるものとは根本的に異な嘔て

しいる。                 ■

― まず、今日、国境を越える家事 ⑬介謹労
i 鯖 ⑪移動蜃ぃかlこ広範囲をもの力島は、アメ、

リカの社禽学者、通.ホックシ■ルド他編画

『プローパル・ウ畠マン』 囲皿:4ダ
|の普

末⑪
~「

を卜ぬ磯動キ地因とす〒T卜』]1芋つ

て趨配できる。― に1:』駆郵i年代か00D年
'代にごインドネ1シア:ス:リ ランカЪフィリピ

シごオシ青::タオ機楊 ジァ属蝙珈ヵ嵐し、膨

i 本笏 劃⑮付覇了卿南、:すを 、デイド
.と bて湾澤諸国餞曰曇ロジノ     して
tい

る。|二つにも
:ア

ル麟R≦アや嗜ロッ早、プマ

リア、エチオピア、ナイジェリアなど、東ヨ

冒ロッパ時アプリカ諸国から画雪〒ロッどf譜
1国亀⑩移動吻雛られもそ通には家事労働者ぬ:

: 等でなく、電ツクス労働者も含まれて嚇‐争働g i
3-うに、メキシロや中央アプリカ顧輸⑮竜:ゴL
‐
アメリカやカナダ嘉m     大きな潮・

■満がみられる。国りに、ラテンアプリカ酔ら .

:‐ ヨーロッドゝ Ъそしてアジア諸国間やコー由

y,罐国内で 蒙ゝ事労働者が大量脚移動して

すb.l卍 舌ヤ∵bllキ岬 「ヽ螂]を超え判
する女性は、プ静―寺ルを労働移底としてだ

lすでなくこ」な議址彗賽弓卜面エンターテインメント

なぜひタス労働者な口

である。

こ⑮ように大量幽蒙事‐
・ :錆護などがア労

働着ロトランスナショナル凸移動口脊■には、
‐
撥暉よりも、慟9帥 年代以降顧受け入測国に

■語げる大き珈腱笏砲tt    出轟會1蕎

慶工業国で囲昌基ズぬ噌大lム
墨ねにЪ腫帥:

:年代酬隣爾女性⑮賃労働著化画進展1こまもむ

菫 戦 膨 判 菫 文 覺 捩 又

ず、ア中キングごウ轟寺ン中ワ宇希|ングO寺

ザマロ2重負担|:峠jカンド|シ字卜l印隕搬
には1会的性会デ■ビ猟ぬ利用やや―ピ尋商

欠と館 できi≧ 亘掏畔ここ由

:
ス‐口依存鵬高まつてしЪぅた志l蜘 年代回ア

メツ押ではも1菱働き1蒙庭
とともに1・ 「すテ■志パカレ」,m≧哄::警

民家事労働潜犠⑩朧存ヴ懃速に増大して財Ъ3。
| 三もに、鰤 年代に入蜘高度工業国において

■頭い1こ理も進1回i構造の変肥:鵬財盪夕:が出

げられ迅。M脇は電逼護要
=弁

護 :if蒟鯰野カ
lるたケア葬医療サ‐ピ嵐への三中ズを増大き
せてぃく識罫b現在多く口国で十こピヌ山供給
は市場fLにょり、そこ   な労働ヵ‐とb
て      円吻収さ紀でい易占1他方、

書推記ヤンデ時 騨ヽ台湾な'ど言ジアの諸国

に精聯ヽてもち幕くiま盲b年代力動ら、1発展途上

国齢嘔⑩蒙事範働者を震規励織曲とibて受け

入駒直ゴ憲Ъる。        ‐  ピー
ここで注目したしヽ口はこ多くぬ高度工業

国でケア労働者⑩不足涸罫問題と:なり1・ 外国人

-10-



〇

家事・介護勤酢割趾鍮乳 お麟ためて大きな

労働 0社会・経    となり¶りあう建|

とで満 。家事・介護労働であれ,議労働で

あれ、多くな移民労働に満れしているアメリ

カ 鰤崚網油サンゼルス)で lま、例えIム 有

償の在宅ケアワーカー⑮8鋼D割は女性であ

り、さらにそ印多く|まラテン研肇痔t戸 フリカ系

の有色女性である。そして、ベピー・プニマ

ー世代⑪高齢化がすすむセカヽ 在宅、病院、

施設に関からず、低賃金で労働条件口悪いこ

回職鍮醸職率は非常に高くЪその結果Fケア・

ギヤッカ が発生し七今後 帥 年中間はず層

の

「

fLカミ進むだろうと気遣われている:下方Ъ

アメリカとは対照的な福祉レジ宇ム⑩国であ

るスウェーデンでも、ケアファカー⑮不足が

問題となり、社会庁は 回幡 年に コ 瓦人と

発の数を推測している。理由の一つは、高騰

化⑮進展によるケア需要量⑮増大と、いま一

つは、いわゆるな慟手口不足でわる。早くか

ら本格的なケア峨社会fしを進踊る融力、安定

的な会的ケアワーク職なつくりζできたにも開

ねらず、熱 世ヽ代には魅蒻的懸仕事生して受

け止められていなしゝ もちるん、嵐ウェーデ

ンで1ま、女易に外国⑪未熟練嚇慟繭口受け入

れを図る印ではなく、多く口関係者庁画連続

のもと、福祉 0介謹九材暉はカアップトため

⑪投資を増やす「アタレョン・プランJを作

成し、そ⑩実施に取り組んでいる。bかし、

新l蜘瞬鏃赳腫歯蟷 も    つとし

て、議論⑩的とな嘔ている志

さて、日本でも 11月、プイリピンとの自

由貿易協庭を核とする       口な

かで、特例ピザを訥給し、日本語研修密義務

づけ、日本の国家資格⑮取場を条件に発の看

蛛 、介證士の受 %ヽを 搬ぬた と鼈ふれ、

こ罐嘲嚇超|ま、もつぱら経済産業省ど顧龍聾D産

業界主導で進められ、また、目的洒亀極鰤て曖

味なもmと なってぃる。すなわちゝ日本|ま、

田m年⑩介護保険制度⑪施行で、やつと介

護⑪社会化日踏姦lituした。したがってゝ今後

のI速最高齢ギヒロもと、予測される深刻な介

1護痺肴護労働力④不展について、しかるべき

推計の作業を行つた上での決定かといえば、

まつたくそうでlまとし亀最初は『弁護○看護

労働者は不足していないJと反対bていた厚

労省諏S、 そ⑮立場を変更bた根拠も不明⑮ま

まである。二方( F労働闘国に一歩贈肇込ん

だJと尉囮mS書くほどに、政府lよ

闘戯について、真面目に考えているねけでは

全くなしゝ 看護師、分謹士⑮受け入れについ

て、ともIR強く日申⑮浙菫0%尚馳鑽卸1声

力S蘭閻 ヽ積腫的に議論カミ変わされたという

逼ともほとんどなし、 レ》ずれにしても、移民

労働者曲安定的な受け入れに|よЪ受け入れる

例で⑪(幅広し      ぬ備脚琶不可欠で

わる力雹、政府レベルでもまた市巫レベルでL、

こ⑮十分を考察や睡崚組み力S著しく立ち遅紀

ている□

最後に鶴ケア労働や再生産労働に注目す

るフエミ昌スト纏瑯学詳感襲罫躍れ素嚢 これしロ

労働口移動艦こつぃて、日下大きく二つ⑩問題

漁£存在する。一つは、女性口事事0弁護労働

者口    により、タアという有償あ働い

l醐爾胸印労働⑩     ⑪

成されているのではない力、始して、こ⑮影

成1ま、経済ログローパリポーションとざ⑮よ

うに結び舎口ているだろうカミニつは1をに

ゆ
.え
有偕⑮ケア労働もt概ね祗償豊⑩女性職

な画力、これは『藤 鐙師D.医噸鑑灘噌lm

という課題出固触し輸 とヽいう経間でお蜀。

□ □ □

参加者ねら、一もに、フェミニスト経済

学部ら⑪問題に対し、 F目立と供生』⑪形を

市場労働とIま別1に形成できない力ヽ 二うにゝ

ケアサ畠ピスの供給について、スウェーデン

峨ように F呻均 力i睡出していない日本副よ
『ケアワークの不足』|まそ鼈そも明確にbに

くい口では、という問題提起浦Sあつた。し町ず

れも1翻愧賦 t今僅口朧

“

麗羹;おろう。

―
ll―



中:タ

国民党憲法改正プロジェクトチ‐ム油亀靱酬

年目月10日 に公表bた論薦魃理には、「家族

や共同体の価値を重視する観点部G』 、婚蝠

における商性の平等を定めた感法画桑⑪見直

しか入つているd ll月 16国 に自民覚懸法調萱

会 (保岡興治会長》
:が

出した意法秋
=大

綱ぬ

厚業では、各鼎かしぬ意見を配慮した回が、

創条⑮見直しを明調していな藤竜しかしヽ 憲
法とは『国民の利鶉ひいては国抜警護り111増

進ゝさせるためl=      讐定ぬき'颯蒙
と趙域社会ご国巫とがそれぞれiと協mlι逓譲
ら共生する社会を作っていくためぬt透明性
⑪あるル¨ル⑮東』であるとし、「家醸や斐

団体が、 攘 ゝの基本をなすも申とbて使
「置づけられ雹もめ』、      [国 及び

地上胸治体は、R庭が社●菫馘において大剰
■趣諷 体であ柳、1子どもの健瞼育成ぬ轟皿で
比わることにかんか募、そ⑪社会的ご経済的星

〕怯的爆謹を保障するもめとデ轟とと書Jと

響いている。従つて石大節では自民鑽鰤考え

方に大きな違いは老いと考えられる。

11月 5日 、東京ウイメンパプラザ繭‐ルで

開催された発展薬会には、趙 削参卜され、

主も見ちでた」これに鉤立犠ても10月

"自

に

た諷都貶認に]ム :靱個:

´
東京七日経、温刊盤曜周、女性二暴■プξ連

合通信、社■新価などがR材に来てくだろっ

た。期日新間が11月 4ロロ住幡家庭欄⑮裔泄
,製桑麒悪について取騨上げた記%でも発是集

会遷爛欧おしてくれ蹴静つも効果油霧わったようで

ある。T度、大分守講演中⑩ぷアテさん力ヽ嘔

⑪メッセージが当日午前中]闘独で届き、資料
に入れ違趣ことができた。ペアテさん⑩メン

セージは F劉桑ができもまで、女性は社■で

も家庭でも抑厘されていましたむ女性だけで

なく子ども、障害者tttlこ対して⑩暴内が随

分おりました。そういう暴力は蒻争暴⑩道を

開きますじそして第罰業は逆にメ釉へ⑪遭を

ヒ 胸子

1闘くので九 』で祗わつている高

5固夕蒻 時苧敵亀始まった集

"は
Ъ請求置

子輻 葛は人あ闘会羅拶辱続》ヽて意謄拳者で
ある円 美子さん□基調続演ゝ 呼びかけ入
や賛同Å力亀ら⑮フレニト‐ク、1三ュ■スペー

ダTPマン:卜 をはり訳山でゎっ薬ギ:充実し
た内容青tあっξしヽラ間に結鞠もた1  1

1‐ メタ琴蟄討ず嘩1時警■時争なり守|‐驚|
判肉面根拠に亀使ねれるようになり光が●た '
ちせき通時に改厖ぬ芦が出そきた』
器鶉条ittt.L薗誡L白は当然、

:画
譲饒濃を保

祓寸嘔Lとは洗導離れるが、繹寺蹂浙 亀紀
ていないと主彊してぃる。回条血項も鯖嗣は

|

開性⑩合意笹定面でいらか、個人ぬ蠍職を重

視bてぶ轟ぬでも同性鯖をは:しめ姿檬趣婚幽

膠備を調心もと癬駅する億瀧學者tiヽる」1曇

たこ子ども面強青宇炉親介謹繭ご家族閥ぬ義・

鶴を明記予歳き
・
越と応ヾう爆寺縮め歯見がぁ轟

繭量電始れはち女性に押し付ける結果になる:

リレー
°
卜〒夕ほ呼び節コけ入以     雉

1能民津、1茜鰤輝子、運原由美手⑮8人t発し

てま饉選択酬茫のためぬ民法改正を求めて活

1鶉認財癸  朧 o
瀞ら買鵜沃寿孔 男性としで剣RI≧謝ナ轟轟・

力にR9組んで藤51囲卿犠
のために籾動している紬木康字⑩畠人諏愛鈍衆|

m輻にょぅ影りもこっいで2     彙袢

:の概要               参

照      i
今修の活動‐として浩渡プックレジト□発行、

.学之戌⑩閲騰∫。《鯉1月 i口 囲 18:帥―文虔匡民セ

・ ンタ守においで大脇雅器葬謹圭 ,

見》等によ濁憲法調査会の検討経過iと動向に
つおヽて)、 地域における学習翁⑩ため⑩褥報

|

寸樹長讐‖]営博[1』∃ど遅冒「ljゴ営:]中ダてい通。11[雪:同:Jトビを11(圃囲 Jノ ビヽ嘩
集ある予自であるが、現在個人 4錮、喬同国

体錮で遭]鑓b■

-12T



堪趣ち町を   と る翻0～7田 織女性善脅迫する[オ昌∫聯嘲本～

唖 DO田嘲 De甑剛 艶 創 剛 並 酬 酬 岬 脚 劇 巫 幽 鐵 ろ 曹⊂目 亜 劇 Ю ttЮ如 剛 亜 齢 鰊 廊 子

①

何もそんなにヘリクグラナクテいいのにな。

『負け犬の連吠え』 (酒井順子著 0講麒社)

に『プス⑮開き直り』 (嘲蝠 み⑮り著・翫ホ

社)。 女の書く本が世間に (商業的にも》受

け蜘 られるには、通んな 椰淘れさ"節S必要

なの力、 と思っていた聰『オニパバイヒする責

たち～女性⑮身体性を取り滸 』 《三砂ちぞ

る書・光文社新書)登場bなんで力強b■夕鋪

卜脚けなの成f!歴函ゴ寿編浄山鮨皆は警彗を力ずゴける、き

つとオニノシミも,・・。  :
著者は F百年女性を要気づけてきた

動輌醸曲響―
山腱 嘔    (と 名刺

に帰』り込まれている)津田幽大学爬際閲標学

科愧 前薯『昔④女性はできていた』 (宝

島)で、月経血のコントロールを紹介したリ

プロデクティずへ湯ス甲疫学ぬ専閣家は女性

の身体性をこんなふうにとしたている。
「女性という⑮は自分の油|いだを使つて、

セツクスしたり出産したゆということをbで

いないと、自分の中の、女性とbで⑪平ネル

ギーの行き場がなくな』りゝ 『世の申力琶オ尋
パバばかりになるJ。 だ滴ヽい、「音⑮人はオ

ニババを大量住産しないため⑩知恵というの

もおそしくわかつていで、あるほ度強闊的に

結婚させたり、性体験⑪臭地教育な,ど も進ん

でやつていたのでlまないか』。性体験□実地

教育とは『後家や中年女性が着い昴子』のセ

ックスの相手をすること睦

少子化にやいては 強 でいることがや皓い

なあゝなどと.思い始める⑮はも就聯して慟き

始めて、すごく忙しくなつてからだと思つ印

です。ですか喝そこまで思ラ前の、間、憎

で産むのがよい』 鴨 的な女として⑪蝸

串たいなものを感じる前に、ガンガン産んで

しまつたほうがよい」と粋 出産をね する書

そして『男性も誰とでも侍嘲たいと低つて

いるような時期は、人生でそう長く|よ続かな

いの観 だからそういうときに結婚喀せて、

相手をあてがつて、ふたりで仲良くしていた

だいて、というのがからだにとつて一番よい

のです。そ⑮勢しヽ力電なくなつてから、不妊治

康なしても違いのです』と言い切る③
『負け大」と自嘲する女たちを、『不備を

してし たヽり恋人がいたゆす雹わけですかじ、

やつばり女としては強者』と位置づけ、『自

分だけでは相手を見うける可能性がない人た

場J『ないした龍力⑮ない人たち』まで動詈電
『結婚だけじやなくていいんだと力ヽ 仕事さ

えしていればいいんだЪという風Nで』愈慟

に迫いやられ、誰もそ⑮人たちの結婚口心配

をしないことを非常に重大な問題とするL

酎 るに、「今⑮ 働 化、Ⅷ 化の日本鍼

わた場から、性と上殖、女性の身体性への経

損が始ま』り、『この世代⑩娘たち戯雹フェミ

ニズムを盤きた』が、『女性⑪身体他に櫻
iぎ

した知恵を大切をもmと して低承できをく蹴

ると』Ъ・飲求不満な女たちが『織オ昌ババイヒ

するJとしつ の亀

ところで、この細 銅篭脚抵リプ躙 卿叩斡⑮

フェミニスト (馳 薗押鉤∬下》離 なく、 砲恐

化、翻 代』を攻撃の対象にしているところ

にある。くわなたたちが伝晟を意ったかし、

危の下口世代が不幸になつたかというメッセ

ージ越自が、通れつてえ■ではないだろうか?
つまり≪おなたたちの価値観や住きちは間違

つていなかつた、もういちど、それを 建
娘た

ち≒に教えであげなさい、それが 鶴
娘たち亀

にとつても■せな⑪よンともこの世代に対b
麒 たち聴へ⑪抑匡を要求している。

とすれは、帥 機の秘漁E『バイプでいい瞳

ゃん』と返したとこるで4振りであつて、『娘

ぬ壁き方に醸嬌する世代J呼ばわりされてい

る卿鋤詢代がきちんと厚論することこそ人
事選ろう。私は、記としては、この本田企画
を「2年極Kあたため』

‐
『見事を鷹婆鮮蜘』

を具たした『若ぃ女性編集者』に聞い。ねえも
んなた、本由にこんな本なつくりたかつた
⑮ ?
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■■■―●口■一日■ロー●■■一日■■―■■       ■■―■■■―■口■一日■■

_IIttI言言 教育・子どもの人権

■■■―口■■一日■■一日■■―■■■―口■■一日■■一日■■―口■■一日■■一日■■

高橋史郎氏の埼玉県教育委員への任命をめぐつて

昨年 12月 6日 、埼玉県の上田清司知事が

「新しい歴史教科書をつくる会」の副会長で

あつた明星大学の高橋史朗氏に教育委員就任

を要請 し、20日 の県議会で承認する見込み

であるとのニュースは、県内外に瞬く間に広

がつた。女性だけでなく反戦・平和運動をし

ている人、教員や労働組合などさまざまな立

場の人たちが、デモや反対集会を行つた

高橋氏は、埼玉大学の長谷川三千子氏らと

『 ちょっと待つて!民法改正』を出版し、講

演などでも「夫婦別姓は個人主義に立脚 した

危険な考え」と強硬に反対し、さまざまな反

対集会に参加 している。また、純潔教育を推

進し、性教育に反対する勝共連合系のビデオ

に出演 し、性教育の副読本を焚書するという

常軌を逸した行動をとつている。

2002年 には、さいたま市男女共同参画

推進協議会の提言を無視し、「男らしさ、女

らしさ」を肯定する条例を作ろうと、長谷川

氏とともに集会に参加し、講師を務めている。

その集会直後に「さいたま市男女共同参画条

例に提言を生かす会」を発足し、それを阻止

した女性たちが今回も緊急に打ち合わせ、14

日には十文字学園女子大学の橋本ヒロ子さん

をゲス トに 「埼玉の教育が危ない!12。 14集

会」を開催した。集会では、男女共同参画社

会基本法や推進条例に否定的な言動をしてき

坂本洋子

た高橋史朗氏の経歴や、氏が教育委員となる

ことのさまざまな問題点が報告された。参加

者からは、ジェンダーフリーや性教育バッシ

ングを徹底的に行い、子どもの権利条約を歪

曲する高橋氏の教育委員としての資質を聞う

意見が多く寄せられた。特に問題とされたの

は、「つくる会」を脱会したとはいえ高橋氏

は、その教科書の監修を行つており、教科書

を作る側と採択過程を監督する側が一体とな

ることが、教科書採択過程の中立性や公平性

への信頼を損ね、それを禁じた地方教育行政

の組織および運営に関する法律や県教育長通

知に違反するのではないかということだつたc

■■ロロ■■ロロ■■ロロ■■

目     教ヽ育鉢法勒 動き

■  ジェンダTと教員評価制度

口 地域コーカス:ふくおかNGOレポニト

ロ 地域コーカス:静岡パックラッシュ対策

ロ ロビイング:串皓と提案

口 育児介   の改正

国  1月定例会の報告

■  馴КP124条改悪キヤンペーン、その後

■口1海外トピツクス :両親が選ぶ子どもの姓

■  判決が近づく石原織制

■■□□■■□□■■□□■■

-1-



16日 には、東京大学名誉教授の大田尭氏

をはじめ市民や団体 30名が上田知事の特別

秘書を務める野本能伸氏と面会 し、「教科書

の監修者である高橋氏を教育委員にして、選

定や採択に関与させれば違法行為となる」と

指摘した。すると野本秘書は、「高橋史朗氏

は、教科書の監修者である以上、教科書の裁

定に関与させるわけには行かない、というの

が知事の考えで、外すということです。Jと

発言したため、驚いた市民が記者会見を行つ

た。

ところが、それを開いた知事があわてて記

者を呼んで、「あれは、秘書がしゃべりすぎ

たもので、私の考えではない。秘書に注意し

た」と否定し、「(教科書採択に関する議論に)

高橋氏が外れるとか、外れないとかは教育委

員会が決めればいい」と欠陥人事を棚に挙げ、

判断を教育委員会に委ねる無責任な回答をし

ている。

19日 には、高橋氏の教育委員就任を阻止

しようと運動をしてきたさまざまな団体が合

同で「埼玉の教育と自治を考える緊急集会J

を開催 した。集会の最後に、埼玉県の担当者

が文部科学省の担当者から回答を得たとして

「教科書の編著作に関係 している場合、望ま

しくないが『行政指導』の域であり強制排除

できるものではない。過去における教科書の

編著作は教科書に関与しているとは考えな

い」という文書を野本特別秘書が、県議会の

各会派の代表に配布 していたことが明ら力■こ

された。

しかし、文科省がそのような見解を出すと

は考えられず、集会終了後に参議院の福島み

ずほ議員へ文科省に事実確認をしてほしいと

緊急に要請した。翌 20日 の県議会が行われ

る直前に文科省が同省の意見ではないと回答

してきたため、野本秘書が文書を回収する顛

末となり、議論が紛糾し本会議は大幅に遅れ

た。上田知事の出身政党の民主党の県議は、

捏造 した文書を配布してまで賛成を取り付け

ようとしたことに「このことは問題にする」

と怒 りをあらわにした。

結局、

“

人中過半数の

“

議席を持つ自民党

が賛成 したため、公明、民主、共産が全員反

対したものの人事案は可決され、 28日 には

高橋氏に辞令が交付された。教育委員就任の

インタビューで高橋氏は「現場からの教育改

革として、体験学習のモデルを埼玉から全国

に広げたい」と抱負を述べているが、全国に

悪影響 しないよう祈るばかり規

■

今年は教科書採択の年であり、この時期に

高橋氏が教育委員に就任したことで、「つく

る会Jの教科書を後押しするのではないかと

警戒する声も多い.ま た、3月 に任期が終わ

る埼玉大学枠の教育委員の後任に長谷川三千

子氏が就任するのではないかとの憶測もある。

教育現場からは、男女混合名簿の廃止、性教

育やジェンダーフリー教育の否定、日の九・

君が代の強制などさまざまな不安の声も上が

つている。

埼玉県は全国に先駆け男女共同参画推進条

例を制定している。条例では苦情処理委員制

度が位置づけられ、混合名簿の積極的導入の

意見表明や公立高校の男女共学を勧告するな

ど、少しずつではあるが着実に男女共同参画

は進められてきた。しかし、上田知事が誕生

してからその動きは鈍くなり、全国初となる

「つくる会」元幹部の教育委員就任でその流

れに逆行する恐れも出てきた。

■

しかし、「このままでは終わらせられない」

と任命阻上で闘つてきた市民が、2月 12日

に新組織を立ち上げることを決定した。教育

委員会や教科書採択過程の監視をはじめ、教

育基本法の改悪阻止行動、男女共同参画やジ

ェンダーフリー教育の推進、「日の丸J「君が

代」強制反対行動、上田県政の監視が当面の

課題だ。私も立ち上げに関わる一人として運

動が広がるよう力を尽くしたい。
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■■一●■■一●鵬●一日■■―●■■‐●■■一日■■―■■■

■教科書採択、教育基本法改悪の動き■

船橋邦子
■■■一日■ロー●■■一日●■一日■■―■■■一日■■■■■‐日■■―■■■7●■ロー●■■―●■■―●■■

平和主義や基本的人権の尊重といつた戦後  から出され採択された。この意見書が提出さ

“

年間、私たちの生活の一部だつた理念が、   れるということを聞きつけ、「松戸の教育を

コ
"年

、崩壊の危機に瀕 している。平和貢  考える市民フォーラム」の仲間と自民党議員

献の名のもとに、武力による支配が拡大し、   ひとリー人と話し合いの時間を持ったが、残

安全な地域社会の名のもとに監視カメラがは  念ながら採択されてしまった。それ以前に松

りめぐらされる。NHK改 ざん問題に対する  戸市では教育改革という名の下に市民との充

幹部や政治家たちのしらじらしい嘘に、怒り  分な討議も経ずに「学校選択制」や教育への

と来るべき時代への恐怖が一層強まりつつあ  市場原理の導入に踏み切つている。学校選択

る。 制の導入に関しては、いち早く実施 した東京

コ
"年

は、きわめて重要な年になりそう  の品川区、荒り|1区、江戸り|1区は在日や被差別

だ。ひとつは教科書採択の年で歴史・公民の  部落問題に直面している地域で、選択制によ

教科書採択をめぐって全国での攻防がヤマ場   る学校の期 期勁 進`行していると聞いた。

を迎えること。すでに昨年から「新しい歴史   このような歴史教科書や法律による教育改

教科書をつくる会J派の議員からの質問など  革の総仕上げが目的とするものは何力、 与党

地方議会では戦いが勢いを増 してきている。   教育基本法改正に関する検討会が出した中間

私は 12月 8日 、学生と一緒に大学の所在地  報告「教育基本法に盛り込むべき項目と内容

である町田市の議会傍聴に出かけた。当日、   について」の、以下の 6項目が明確に国の

質問第 1号議員の開ロー番のせ りふは「今  方向性を呈示 している。 1こ 皇室を中心とす

日は日本にとつて記念すべき大東亜戦争が始   る価統と愛目心の酒養。 2.家 庭教育の重

まつた日です」だつた。続いて教育長に「扶   視:こ こでの家庭は性別分業を土台に成立す

桑社の教科書をい力」こ評価するか」を質問し、   る家父長的家庭を前提としている。 3.宗教

自ら、それを讃える演説をした。埼玉県教育  的情操と道徳的教育。利己主義を排 し、個人

委員に「つくる会」副会長だった高橋史朗が  を超える大いなるものへの畏敬の念を持たせ

任命されたのも教科書採択と関係しているこ  る。皇紀 困
"年

の神の国の再建である。 4◆

とは明々白々である。もうひとつは、教育基   国家や地域社会への奉。 5。 国際協力。 6.

本法改悪の政治的意思が強まり通常国会に上  教育行政への不当な支配の禁止。教育基本法

程されようとしていることだ。 第 1● 条 教育は、不当な支配に服すること

この二つの動きの主体が重なり合つている  なく、国民全体に対し直接に責任をもつて行

ことは周知の事実凡 たとえば高橋史朗は「新   われるべきものである。「不当な支配」は言

しい教育基本法を求める会Jの事務局長を務   うまでもなく「国家」や「自治体」など権力

めていた。 による支配を意味する。それが「教育行政」

地方議会でも「教育基本法改正に向けた意  への不当な支配と変わっている。これは何を

見書」が 12月 議会に提出され採択されてい  意味しているのだろう力、 彼らが意図するの

る。私の居住地、松戸市では「教育基本法改   は日教組や市民運動だ。これでは市民が教育

正に向けて徹底議論をする意見書」が自民党  行政に意見を述べることも出来なくなる。ま
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さに言論への弾圧凡

教育基本法は憲法の平和主義、基本的人権

の尊重といつた憲法の精神を実現させる手立

てであり、憲法の一部といえる (高橋哲哉)。

基本法の教育の目的にある「平和的な国家、

及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、

個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、

自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の

育成を期して行わなければならない」の「平

和的な」が削除され、「個人の価値」を強調

したことが利己主義を生み、社会的病理や犯

罪につながつている、という見方が、以下に

引用する改悪論者の言い分である。

「大変残念な事件があつた。大切なのは教育だ:子ど

もたちに命の尊さを教え、この国、この郷土のすばらし

さを教えていくことが大切だ」と述べ、教育基本法改正

の必要性を強調 し、党として 7月 の参院選までに改正案

の中間報告をまとめて発表する考えを示した。 (安部晋

三、2004年 6月 2日 朝日翻

両親、国家、地域社会、家庭に対し責任を持つことを

教えない。そこで生まれ、育てられた子どもたちは、も

つと悪くなるのは当然ではないか。そういう意味で、教

育基本法改正をやれと言つてきた。 (森喜朗、2003

年 7月 20日朝日新聞)

日本会議が発行している『教育基本法改正

から始まつたイギリスの教育改靭 によると

教育基本法、「教育改革」という名の教育改

悪の現在の動向は、イギリスのサッチャー時

代の 1988年 教育改革法をモデルにしてい

ることがわかる。 1944年 労働党が主導で

作成した教育法の下では歴史教科書は「人種

差別はいかにしてイギリスにやってきたか」

というタイ トルで、植民地支配の歴史から、

差別とは、人権 とは何かを学ぶことにつなが

る内容だつた。 ところが自虐史観、偏向教育

とい う批判がなされ、 1988年 の教育改革

法で歴史教科書では、植民地支配は大英帝国

の繁栄史として描かれるようになつた。また

宗教教育の導入、大英帝国の誇 りを抱かせる

ことで少年犯罪は減少 し、学力も向上したと

紹介されている。

しか し、この保守化が人種差別、性差別を

強化 していることは記載されない。

最初に述べたように、今年は教科書採択を

めぐって夏休みごろまで全国各地で草の根フ

ァシズムの嵐が吹くことになりそうだc扶桑

社の教科書採択をさせないように教育委員会、

議会に働きかけるなど、嵐に負けない運動を

全国各地で展開 していくことが求められてい

る。

■■―■■ローロ■■一日■■一日■■一日■■=■■■一日■■一日

■ジェンダー、そして教育評価■

黒見節子
■■D一日■■一日■■一日■■一日■■―■■■―口■■―薔■■―■■■―●■■一日■■一日■

―
■■―
・ ・

学校評価、学校評議員制度、総合学習、英   ほぼス トレー トに政策となって学校に落ちて

語学習、情報教育、心のノー ト等々、この 1   くる。現場の教職員の声を聞こうとも、活か

0年、教育改革のかけ声の下で、学校は、ま  そうともしない。これでは国家の強権発動に

るで実験室の試験管のように、次から次へと  も等しい。

新しい教育政策に振り回されてきた。 198          □ ■ □

0年代の臨教審が教育現場の中で形を表して   小中学校の道徳の副読本として配布された

きた感がある。文部科学省の方針が、審議会   「Jいのノー ト」など、教科書検定制度など飛

や教育改革国民会議の答申が、大臣の発言が、   び越えて、まるで戦前の「国定教科書」が復
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活 したかのようである。もちろん検定制度に

も問題はある。だがもつと不思議なのは、こ

のテキス トが配布されて 1年目に、各校での

その使用状況に関する調査がきたことである。

家と学校を行き来するノー トとして、授業の

どんな場面でそれを使い、その結果を家庭に

どう知らせたのかを報告することが求められ

る。 しかし子どもも、秘密をもつ権利、プラ

イバシーをもつているはず札

調査は次々とやつてくる。パソコンの現況

保有数や教職員のパソコン利用能力、英語指

導の計画案や実施報告の調査も来る。英語は、

総合学習の中の国際理解のための英会話等と

位置づけられて、総合学習の一部にすぎない

のだから、それでは過大広報ではない力、 地

方分権の時代と言われながら、教育現場では

むしろ中央集権がより強まつているのを感 じ

る。

□ ■ □

数年前、中学 3年生用につくられた思春期

のための性教育の教材である「ラブ&ボディ

Book」 が、配布されることなく回収、廃刊

になつた。この件では、私は、男女共同参画

に対しての中央省庁間 (厚生労働省と文部科

学省)に温度差があることを痛感した。

それに教育行政機関による男女混合名簿の

実態調査も行われていない。調査すれば男女

混合名簿を認めているように受け止められる

から、 しないと言う。性別にかかわりなく個

人が自由に自分の生き方を選択できる社会を

日本が目指すのなら、「男女という性別」で

児童 0生徒を分けることは何の意味もないは

ずである。

教員に対しての成果主義的な「教職員評価

制度」が次年度施行、2006年 度本格実施

になるといわれている。「評価制度」は予め

目標を立て、それがどの程度実施されたかを、

自己、管理職、教育行政で評価する制度であ

る。だが教育の領域にこのような成果主義は

本来なじまない。また評価を賃金に運動させ

ないでほしいという要望もあるが、給与総額

が決まっている以上、評価の高い人の給与を

上げれば、給与の下がる人もいることは目に

見えている。

□ ■ □

この評価制度が、女性教員に与える影響を

考えてみよう。例えば、中学校での部活指導

は、学校が週 5日 制になつてから、過熱 して

いるという。土曜日は試合のための練習、日

曜日は本番の試合で、担当教員は土日も休め

ない。もちろん代休など取れる状況ではない。

その上平日は、学年会議が始まるのが午後 7

時という毎日だという。こんな状態で「子ど

もへの指導の評価」制度がもちこまれたら、

家事のほとんどを担つている女性教員は、家

庭の仕事を妻にまかせて教員の仕事を優先さ

せることができる男性教員に比べて、低い評

価にならぎるを得ない。

現状では育児休業もほとんど女性がとつて

いる。少子化対策で3年間 (1年間は40%
支給、その後無給)育児休業をとれるように

なつたが、実際にそれだけ休むと、教職員と

いう専門的な力量を養 う機会から遠ざかるこ

とになり、復帰が大変になる。家庭内の男女

平等の実現がないまま、制度だけ平等にして

も、差別は助長される。新しい評価制度の下

での個々の教員の評価が賃金に反映されれば、

女性教員の生涯賃金にも影響する。教員は男

女同一賃金という神話がある。 しかし育児体

業で昇級が遅れ、‐評価制度でさらに賃金に差

がつけば、生涯賃金における男女の格差は一

層広がる。

□ ■ □

この制度は教員の意欲を高めることにはつ

ながらない。本来、教員と保護者は、子ども

を慈しみ育てていく共同作業をする。手を取

り合える者同士のはずである。そこに一律の

成果を求める制度を持ち込むことで、教育現

場はより厳しい状況になってきている。

■■■一日■■一日■■―■■■一■■■一召■■

-5-



北京行動鋼領は『福岡で』どこまで実現できているか?!

「北京JACふくおかJ他がレポートを発行

野 口都子

かれるなら、このレポー トを持参してNG0
集会に参加し、世界の女性たちとエールの交

換をしたいと大きな夢を描いて…。

◆福置での検証

今回発行したレポー トの構成は、基本的に

は「北京行動綱領」の 12の重大問題領域に

沿つて項目を立てましたが、「 I・ 女性の人

権」の項目だけが残念ながら諸般の事情によ

り入れることができませんでした。

内容は、福岡市近郊で活動しているグルー

プの各「重大問題領域」での取り組みの状況、

活動を通して見えてくる課題、そして課題解

決への方向性の 3つについてまとめました

例えば、「D・ 女性に対する暴力JではD
V被害者支援の行政と民間の活動を踏まえ、

被害者の自立支援や外国人女性の支援の拡充

などの重要性を述べています。

「H・ 女性の地位向上のための制度的な仕

組み」では福岡県内に自治体の男女共同参画

に関する庁内の連絡会議の設置状況や、各地

で進められている男女共同参画を推進する条

例づくりと関してバックラッシュの動きなど

もまとめています。

◆「平等・開発・平和Jへの願いをこめて

レポー ト発行の過程で、多 くのグループと

連携でき、行政の担当者や議員とのパー トナ

ーシップを組めたことも大きな成果でした。

また多くの人々と「平等・開発・平和」への

熱い願いを共有し合い、学び合い、刺激 しあ

い、達成感と連帯感、さらに男女共同参画社

会の実現に向かつて活動を続けていこうとい

う勇気を与えてくれました。残念ながら「北

京+10」 の世界会議は開かれませんが、こ

のレポー トを次の活動につなげていきたいと

仲間たちと話し合つています。 (購入ご希望

の方は「北京 JACふ くおか」事務局 0石原

職 080(5252)1652ま でご連絡く

ださい。送料別一部 300円 )
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今年、2005年 は「国際婦人年」から3

0年、欧f妻勢     J批 准から20年、

「第4回世界女性会議 (北京)Jから10年。

そして、福岡の「北京 JACふくおか」につ

いていえlBJ立 5周年です。このような節目

の年に当たり、「北京 JACふ くおか」は、

福岡で男女共同参画社会の実現を目指して活

動するNGOの グループの人々に呼びかけて

「北京行動綱領は『福岡で』どこまで実現で

きているか?! 北京+10 ふくおかNG
Oレポー ト」(発行 :「 1ヒ京 JACふくおか」

「北京+10 ふくおかNGOレ ポー トをつ

くる会」、A4版、569~)を発行しました。

きぅかけは、2000年 にニューヨーク

で開催された国連特別総会「女性 20100年会

議」です。同会議では「北京行動綱領」の実

施状況の評価 と21世紀に向けての課題が

「成果文書Jと して出されました。「北京 J

ACふくおか」もメンバーの何人かが、「女

性 2000年会議」と同時期にニューヨークで

開かれたNGOの集会に参加 し大いに刺激を

受けて帰国。「成果文書Jの学習会などを重

ねるなかで「自分たちの住む福岡でも北京行

動綱領はどこまで実現できているか ?」 を検

証してまとめ、20105年の「北京+10」 に

むけて「ふくおか版NGOレ ポー ト」を作る

という目標を定めました。もし世界会議が開



て入札資格審査事項への男女共同参画取組状況

を加えること・国の基本法や男女共同参画条例

にあるジェンダーの視点の確認・詢町村合併に

よつて男女共同参画施策が後退しないための監

視等々である。現在、各政党・会派から選ば

れてきた答弁議員と質問項 目ごとの議論が

行われている。県の男女共同参画室は、議

員からの男女共同参画政策に関する資料や

説明のリクエス トで、大忙しだそうである。

ほんものの議会での質問に活用したいとい

う韻 もいる。

このようなやや大がか りな試みも、上述
した女性議員・女性団体・行政の女性職員
たちのネットワーク的な協働によって実現
したもので、今ここでジェンダー平等を逆

行させてなるものかという強い思いとその

結集がさまざまな方策を生みだし、バ ック

ラッシュに立ち向か うエネルギーとなって
いる。それをどう持続させていくかがこれ

からの課題である。

AAAAAAAA∧ ∧ AA AA∧ ∧AAA∧ A∧

前号で調噸田σ堵確沢誦口できな力つた、斉鷹誠さんからの省庁ロピイング囃 と提案で九

2005年概算要求ロビイング

苺 誠

昨年の 11月 、2005年度の各省の男女共同参画関連の予算概算要求についてのロビイン

グカ綸南れました

私の担当は、文部科学省、農林水産省、経済産業省でしたが、とくに農林水産省について報

告します。同省はいままでも省として男女共同参画の取り組みは熱心でまた資料も充実してい

ました。来年度へ向けての予算要求の内容の説明を聞いてこれが一段と画した感じがしました

それは事業の中で女性が主体として位置づけられてきたということです。とくにチャレンジ総

合推進として強い農業づくり交付金における女性枠が、家族経営協定の推進等とともに新規予

算として要求されています。バッシングの中で、農業に関しては女性の役割を拡大していく動

きはとまらないどころか、女性は強い農業の主体を担うものとしての位置づけになつてきてい

ま丸

ただこのような予算がついたとして、それをどう具体的に全国の女性に反映していくかが課

題だと思います。これは今回初めて参加した女性・就農課共同参画推進班長にも要望しました

が、折角女性のための予算が組まれてもそれが活用されないと意味がないと思うからで九

そこでこの予算のロビイングの課題ですが、一つにはこのロビイングをした後、女性のため

の予算が認められたらそれをどう活用するかのフォローについて具体的にどうするかを考えな

ければならないと思います。二つには文部科学省などにおいてはロビイングにおいて不十分な

問題が明らかになることがあります。しかしこれについてはそのままにしないであらためてき

ちんと文書で要望書として出しておくことが大事だと思います。三つにはこの予算要求ロビイ

ングと議員コーカスの議員との連携をどうすればいいのかということについても考えなければ

ならないことですЪこのロビイングも議員がその結果を活用しないと宝の持ち腐れになつてし

まうと思うからですと以上私からの報告と提案t
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▽▽▽▽▽▽V∨vvV▽▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▽vv∨v▽vvvvv▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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な政策提案・譲議でバックラッシユを押し返す

1999年 の男女共同参画社会基本法の

制定・施行と、それを受けた各地方自治体

での男女共同参画推進条例の制定 (静岡県

の場合は 2001年 )に より、性別役割分

担を解体 し、ジエンダー差別解消に向か う

政策がまがりなりにも進行 している。それ

につれ、「男は男らしく、女は女らしく」と

いう伝統的規範に固執する保守反動層の反

感が顕在化している。さらにこれまで特権

的に男の分野とされてきた経済や政治の分

野に、ジェンダーの主流化を目指 して、例

えば、クオータ制導入などを主張 して女性

が進出してくると、それに我慢ができない

人々の間では、バツクラッシュはほとんど

ヒステリー的な様相を呈している。

静岡県も例外ではない。県議会の保守的

な議員を中心に事あるごとに男女共同参画

を推進する施策にけちをつけ、阻害しよう

とする動きが目立つ。彼らは見直しと称 し

て現行の男女共同参画推進条例を家父長的

価値観で改悪することを目論んでいる。地

域に根強く残る保守的価値観を利用した執

拗なパ ックラッシュに立ち向かい、押 し返

していくためには状況に応 じたさまざまな

方策が必要となる。

静岡県内では、女性県議会議員の一部、

女性団体、行政の女性職員等のバックラッ

シュヘの強い危機感を共有する人たちが、

ゆるやかなネットワークをつくり、情報を

共有し、この動きに対抗しようとしている。

例えば県議会での議員質問で、バックラッ

シュ的な質問が出るとい う情報があれば議

会を傍聴 じプレッシャーをかける。男女共

同参画推進派議員の場合はさらに前向きで

適切な質問をするよう働きかけるロビイン

グを行 う。また議会での問題発言を素早く

キャッチしその都度反撃するなどのアクシ

ョンも可能になつている。

バックラッシュ派の主なや り日は、「ジエ

ンダーJ概念に対する人々の戸惑い、違和

感を利用、かつまた 「ジェンダー・ フリー」

とい うさらに分かりにくい概念を意図的に

曲解 し、男女共同参画に関する議論を入 り

日のところで混乱させ、具体的な政策 レベ

ルでの論議を妨害 し、後退させることであ

る。「その手にはのらないよ」と私たちが考

え出し実行 している方策は、男女共同参画

推進に関する具体的な政策提案や論議をす

るための議員との対話である。第一回目の

対話が、超党派による県議会議員側からの

提案で、昨年 12月 に実現した。「男女共同

参画言いたい放題」と題されたこの集まり

には県議総数 78名の うち35名、ほぼ同

数の女性を中心とした市民が出席。議論を

リー ドする力をもつ市民と推進派議員との

連携プレイで、なんとか友好裡 (!)に前

向きに議論は展開し、今後とも継続 して開

催することが合意された

この種の対話 として、 2月 に 「男女共同

参画をテーマにこれからの静岡県政を考え

る模擬議会」力`、交流会議 という県内の女

性団体やグループの連合体の主催で開催 さ

れる。要するに各地でみられる模擬議会な

のだが、県議が模擬知事として答弁にあた

るというのがみそである。模擬議員 (一般

公募に応 じた人たちのなかから 12名 =女

性 11男性 1で構成)が、質問という形で

政策提案をし、模擬知事団を構成 している

県議 12名 (男性議員8/女性議員 4)力｀

答弁する。そのやり取 りを300名 の傍聴

者が聞き、最後に参加者一同による宣言を

発表することになつている。全体で 12項

目にわたる質問のうち男女共同参画推進に関

する質問は、静岡県議会へのクオータ制の導

入・均等待遇実現のための取り組み・企業に

おける男女共同参画推進のインセンティブとし

-8-
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●○                                         ○

ノノ

育児、介護体業法の改正概要と残された課題

●                                 o松 本惟 子●o

昨年 11月 10、 12日 、1ヒ京 JACは、

各省庁に対して、2005年 度概算予算につ

いて質問ならびに要求を行つた。厚生労働省

への要望のな力Jこ現行法の改善があつたが、

昨年 12月 に育児、介護体業制度の改正が行

われたので、その概要を報告する。

労働政策部会雇用均等分科会報告に沿つて、

1。 これまで育児、介護体業の適用除外され

てきた有期契約労働者にも一定の要件の下で

適用する、 2。 育児体業の期間を、6ヶ 月を

上限として、延長する特例を設ける、 3。 介

護休業を同一の家族一人につき要介護状態ご

とに一回、通算三ヶ月取得できるようにする、

4.子 どもの看護休暇を請求権とする、の4

点が改正の柱である。

1。 有期雇用労働者については、引き続き

雇用された期間が 1年以上あれば原則として

請求できること、2.育児休業の延長期間を

子が 1歳を超えた年度末までとすること、3。

介護休業の期間を要介護ごとに3ヶ 月とし、

介護サービスを利用できない場合の延長制度

を設けること、4.短時間勤務制度を原則全

事業主に義務づけること、 5。 勤務期間が 1

年未満の
―

にも時間外労働、深夜業の制

限を適用すること、などは見送られた

実効ある育児、介護休業を保障するために

は、不利益扱いがあつてはならないし、休業

中の経済的保障がなければならない。前者は、

企業の努力義務にとどまり、後者については

雇用保険からの給付であり、制度自体の生い

立ちから当座の策であったので、財源問題も

含めて、今後根本的見なおしの検討が必要で

あろう。そもそもわがが国には有期契約労働

者に対する社会的公正ルールがないことに起

因していることが、ここでも明らかになつて

いる。有期契約労働者が期間の定めのない正

規雇用にくらべて過半数である。運用如何で

は、絵に描いた餅になるという不安を持つ。

今回の法改正で雇用を継続 しつつ育児、介護

休業を取得したいと考える人が、不利益扱い

を受けずに制度を生かすには、周知、徹底、

苦情処理など所轄官庁の責務は大きい。

国連女子差別撤廃条約は、あらためて母性

保護を男女平等の前提として差別を禁止し、

その他家族に対する責任は男女が共に負うと

して、性別役割分業のみなおしを明記 してい

る。それを解消するために、積極的措置もう

たつている。

第 1子出産後 70%の女性が退職、残りの

"%の
女性のうち 64%が育児休業を取得。

男性の取得者は 0。33%と 、偏つている。男性

が育児に係われるように、早くパパ 0ク ォー

タ制度を導入すべきである。

少子化対策は、これまで遅々として進まな

かった。合計特殊出生率では先進国中日本は

最下位。下がり続けて、昨年は 1。29になつ

た。東京は 0。

"で
ある。子どもを望む女性

やカップルに、「仕事と家庭、仕事と子育て

の両立ができるように総合的な支援策Jは急

務であろう。

日本の若い女性は、いくつかの調査から見

ても、子どもをもちたいと思つている人が多

い。女性が、安心して妊娠出産をし、子育て

をしながら働きつづけるためには、保育所を

拡充し、仕事中心の働き方を見なおし、同一

労働 (価値労働)同一賃金、雇用形態の違い

による不合理な差別のない均等■iE、 働き続

けられる環境、育てやすい社会をつくること

が不可欠だ:次世代育成支援対策支援法によ

る行動計画が、国、地方公共団体、事業主に

義務づけられている。地方公共団体や自業主

は、本年3月 31日 までに行動計画を作成し、

4月 1日 以降速や力■こ都道府県労働局に届け

出なけれなならない。

不充分ではあるが、改正育児、介護休業法

の概要とあわせての報告としたい。
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

第 10回北京 JAC全国シンポ開催に向けて

第一回実行委員会開催

橋本ヒロ子

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★                 ★

1月 10日 の連体中、 1月 の北京 JACの

定例会を、第 10回北京 JAC全国シンポジ

ウム実行委員会の第一国会合 として開催 し

ま した。一般参加者は京都から参加された

男性会員のほか、長野県などからも駆けつ

けてくださいましたが、参加者の大半は世

話人で した。次国から関東近辺の会員は特

に参加をお願いします。

今年 2005年 は、北京+10で あると

同時に、北京会議の直後に発足した北京JAC

の創立 10周年でもあります。そのため、

過去 10年間の北京 JACの活動を評価 しな

がら、これからの体制、活動内容などにつ

いて検討する必要があります。第 10回全

国シンポジウムはそのためのまたとない機

会なのです。

★☆★―一一一一★☆★

日時・場所

第 10回全国シンポジウムは、 11月 1

2日 午後～ 13日 午前に、国立女性教育会

館で開催を予定しています。

プログラム

現在予定 しているプログラム構成は以下

のとおりです。

11月 12日 午後に開始する第 1日 には、

開会式、基調講演、パネルフォーラム、懇

親会をおこないます。パネルフォーラムで

は、北京 JACの 10年間の活動も含めて、

これまでの女性運動一般を評価 し、今後を

展望 します。パネリス トとして、日黒依子

さん (上智大教授・国連女性の地位委員会

日本代表)、 北京 JAC、 草の根の NGO代表

などを検討 しています。名取男女共同参画

局長にもぜひ参加 していただきたかつたの

ですが、スケジュールのご都合がつきませ

んでした。

1月 10日 の実行委員会では、パネルフ

ォーラムのテーマについてかなり時間をか

けて検討 しました。その結果 「北京+10

女性運動を問い直す」を当面のテーマとす

ることにな りま した。「女性運動 J、
「問い

直す」という表現に対 して多様な意見が出

されました。北京 JAC事務局で 2月 15日

18:30か ら開催する第 2回実行委員会

でテーマの再検討をすることになりました。

実行委員会参加のお願い

国際的なバ ックラッシュだけでなく、日

本国内でも、ジェンダー・ フリーヘのパッ

シングや、憲法 24条を戦前の家父長的な

価値観にそつて改悪 しようとする動きが活

発になつていることからも分かるように、

人権や男女平等を見直そ うとす る勢力が

年々勢いを増 しています。第 10回全国シ

ンポジウムのため武蔵嵐山に集まつた全国

の女性たちが、このような動きを変えてい

く鍵にならなければなりません。

全国シンポジウムを成功させ、 2005

年を、男女平等の理想を掲げて集まつた女

性たち、男性たちの新たな連帯の年にする

ためにも、会員の幅広い実行委員会へのご

参加をお待ちしています。
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憲法改正～その後の流れ～

これまで、憲法 24条改正問題について、

マンスリー 86号、87号、 89号で取 り上

げてき1に 昨年 ■ 月 5日 に開かれた憲法 24

条改悪阻止キャンペーンの発足集会以降の

改憲の流れについて報告する。

自民党は昨年 11月 17日 、『自民党・憲法

改正草案大綱(たたき台)』 を発表した。そこ

では 24条改正については明言を避けたが、

ただ、「家族」を「家庭」と言い換えた点な

ど、『 要点整理(案 )』 発表後の世論を無視で

きなかつたことが見て取れる。 しかし、条項

としての改正意図は隠されたものの、草案の

随所に散りばめられた価値観や小さな公共と

しての家庭などの位置付けから見れば、当初

の家族について特定の価値観を置き、個人の

尊厳の上に新たな価値を置く考え方は消えて

もいなければ、変つてもいなし、

この草案は、二院制の見直し、参議院の軽

視などが同党国会議員の反発を招き、自民党

内での今後の改憲議論に際しての資料にする

という扱しヽ こなった。そして現在、改憲議論

は、自民党を挙げての段階に来ている。

自民党は、小泉首相を本部長とし全国会議

員と選挙区支部長を委員とする「新憲法制定

推進本部」を 12月 21日 に発足させ、その下

に新憲法起草委員会を置いて森喜朗前首相を

委員長に据えた。起草委員会のメンバーは総

勢約 100人、特別顧間に中曽根・宮沢両元首

相を加えて、H月 までに草案をまとめると

して、 1月 24日 に起草委員会を開催、4月

末の試案作成を期している。

この間、当キャンペーンは、問題点を明確

化する勉強会を重ね、また、各地からの講師

派遣要請などに積極的に応 じている。他の集

会にも参加し、とかく9条中心になりがちな

議論に、24条改悪が9条とセットになって、

井よしこ●

女性の人権の軽視、家族尊重の形で戦争体制

への移行が目諭まれていると訴えてきた。

12月 9日 には、弁護士で前参議院議員、

現早大大学院教授の大脇雅子さんを講師に、

国会での憲法改正議論について、特に 24条

を申心にお話 しいただいた。また、mネット民

法改正情報ネットワリの坂本洋子さんから、憲法

調査会での議員の発言をめぐって報告があつ

た。

キャンペーンは、毎月の運営委員会や折々

の拡大運営委員会を開催、運営や情報交換、

意見交換を行つている。

改憲議論が本格的になる正念場を迎え、状

況は予断を許さない。イラク問題と日米関係

―
を見据えながら、雪崩れを打つて戦争

体制へと進むおそれのある今、ジェンダーバ

ッシングと重なる 24条改悪の動きに強く抗

していかねばならない。

今後の予定は以下の通 りなので、ふるつて

ご参加いただきたい。(FAX:03-3463-9752)

●■■■■■■■■■■■■●

岡  -3と :婦か

●日時 :2月 17日 (本)1&:30～

●会場 :渋谷区女性センター・アイリス

●講演 :榊原富士子さん (弁護士)

●報告 :土橋博子さな続柄差別記載審判)

|ンンポジウAl 改懇0贅れを変えるために (m
●日時 :4月 10日 (J13:00～ 16:30

●会場 :女性と仕事の未来館ホール

(JR田町駅三田日、地下鉄三田線三田)

●シンポジスト:

角田由紀子さん (弁護士・明大法学場 教田

高橋 哲哉さん (東京大学教授)

江原由美子さん (東京都立大学教授)

●参加費 :若干

-11-



父母が選ぶ子どもの姓と婚肉子・婚外‐ 別の解消

～フランスの法改正から～

石田久仁子

フランスは、欧州のその他多くの国と同

じく、夫婦別姓制をとる。この国の既婚女

性は今でも夫の姓で呼ばれることが多いが、

結婚によつてそれまでの自分の姓を失つた

わけではない。だから日本のように、夫婦

は同姓であるべきか、それとも両性の平等

原則に従つて別姓にすべきか、あるいは各

人が同姓にするか、別姓にするかを選べる

選択制にすべきかといつた議論はそもそも

存在しない。ましてや夫婦別姓が家族の崩

壊につながるなどと主張する人はいない。

歴史的に夫の姓が優遇されてきたのは事実

だが、夫婦間だけに限れば、姓をめぐる男

女平等はすでに実現 している。女性が生ま

れた時に与えられた姓をもち続けるフラン

スでは、通称として夫の姓を用いるか否か

を女性自身が決める自由が制度的に保障さ

れているからである。

問題は子どもに与える姓である。中世に

は人々は個人を特定する洗ネL名 しかもたな

かったから、無諭それは親から子へと継承

される性質のものではなかつた。 12世紀

以降、女性を家督相続や王位継承から排除

した慣習法であるサ リカ法の下で、父の姓

が子に継承されるようになる。フランス革

命を経て、 1804年 のナポレオン民法典

が、父の姓の子への継承と個人が勝手に自

分の姓を変更してはならないとする姓の不

変性の原則を確立した。それ以後父の姓だ

けが子に伝えられ、母の姓は消滅する運命

にあつた。 したがつて子どもの姓に関して

は、今日まで男女は平等ではなかつた。

1949年 に設立されて以来、一貫して

民主主義や法の支配の促進、人権問題に取

り組んできた欧州評議会は、すでに 197
8年、男女平等原則の立場から、自動的に

父の姓が子へと継承される制度の見直しを

求める勧告を出していた。翌年国連で採択

された女性差解j撤廃条約も、氏名権が個人

的な権摯1と して男女平等に保護されるべき

ことを要求していたc

今ではヨーロッパの多くの国が父母の協

議による子どもの姓の選択制を導入してい

る。スウエーデン、フィンラン ド、ノルウ

ェー、デンマークでは~定期間に協議によ

る届けでがないときは、子は母の姓を取得

する。オランダやオース トリアでも母の姓

が優先されている。すでに 1976年 に法

改正をした ドイツでは、出生後一ヶ月以内

に決定がない場合、後見裁判所が父母の一

方に決定権を与えるとされた。

2002年 、フランスもようやくこれら

の国々に続き、子どもの姓の選択制を導入

するために、法律を改正した。今年 1月 1

日に施行開始となつたこの新しい法律は次

の4つの特徴をもつ。 1.両親の協議によ

る子どもの姓の選択、2.両性 (父 と母)

の平等、3.兄弟姉妹の姓の統一、4.婚

内子・婚外子間の差別の解消。今後は第一

子が生まれたときに両親の協議でどちらの

姓を子どもに与えるかが決められる。兄弟

姉妹間の統一をはかるために、第一子のた

めに選んだ姓をその後に生まれる子どもに

も与える (こ の点は、欧州でも国によつて

対応は異なる。例えばポル トガルでは同じ

両親から生まれた兄弟姉妹がそれぞれ父の

名や母の名を名乗ることができる)。 父母

のそれぞれの姓をハイフォンで結んだ結合
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姓を子どもに与えることもできる。その場

合例えばアラン・ ドロンが父で、プリジッ

ト・バル ドーが母なら、どちらの姓を先に

置くかも父母の協議に委ねられ、 ドロンー

バル ドーにすることも、バル ドーードロン

にすることもできる。結合姓をもつ子ども

が将来、父や母になつたときは、どうなる

のだろう力、 姓の複雑化を避けるために、

法律は二つの姓からなる結合姓だけしか認

めていない。父が ドロンーバル ドー、母が

シラクーミッテランで、子どもに父母の姓

を受け継がせたい場合、父は ドロンかバル

ドーの一方を、母はシラクかミッテランの

一方を選ばなければならない。

平等原則に触れる点がひとつある。それ

は父母の協議で合意が得られなかった場合

で、そのとき子どもは父の姓を受け継ぐ、

と法律は規定している。

4つ 目の特徴である婚外子・婚内子の差

別の解消について補足的な説明をすると、

今まで子が母の姓を名乗ることは、父の認

知や父子関係の不在を示 していた。 しかし

法律の改正によつて、母の姓は、それまで

の不在の印であることをやめ、選び取られ

た姓としての地位を獲得したのである。そ

れは結婚したカップルを基本単位とする合

法な家族という規範との決別なのであり、

その意味でこの改正は革命的とさえ言える

だろう。

それが実現 した背景としては、国際社会、

とりわけ欧州の人権擁護推進機関からのプ

レッシャーがあったことも無視できないが、

なによりも70年代以降のフランスにおけ

る家族のかたちが多様1ヒ してきたことが挙

げられる。婚外子の誕生が増えたただけで

なく、婚姻の有無をF.5わずカップル関係の

継続性がゆらぎ、離婚やカップル解消によ

る片親家族やステップ・ファミリーも増え、

さらに生殖補助医療や養子縁組による二人

の父や二人の母からなるホモセクシュア

ル・ ファミリーも出現 した。婚姻関係で結

ばれた男女のカップルが家族の基本的構成

要素ではなくなつた今日、子どもを中心に

据えた家族の再定義が不可欠だった。子ど

もに与える姓に関する法改正もその一環だ

つたのである。

法律制定から施行まで 3年近くかかつた

ことには理由がある。男女平等原則の体裁

をとりながら実質的には親子関係が母子中

心へと移行する危険が、精神分析学的視点

から指摘されていたからである。実際、法

律の改正をめぐっては、男女平等原則を標

榜するフェミニス トとこの原則の下での

「父の名」の消滅を危惧する精神分析学者

との間で大論争が繰 り広げられていた。し

ヶ月におよぶ妊娠は個別の母子関係を確立

するが、父であることは認知すること、つ

まり象徴的な行為の上に成り立つものだ。

子どもに父の姓を与えることは、親子関係

が生物学的出来事ではなく制度的な出来事

であることを裏付けているJと 精神分析学

者のベルナール・ラミゼは主張する。こう

した父と母のバランスを新しい法律が危 う

くすることを恐れたのである。別の精神学

者のパ トリック・ ギヨマールも「姓は親子

関係、継続性を象徴する。両親の協議で子

どもが受け継ぐ姓を決定するとしたら、そ

れは問題だ」と警告する。 .

ただし現実には法律施行後も父の姓を名

のる子どもが多いと予想されている。「母

が子に命を与え、父が子に名を与える」と

言われるように、父の姓の使用はフランス

社会に深く根付いているし、またある心理

学者が指摘するように、「カップルの関係

が長続きせず、不安定な社会では、父の姓

を子に継承させることは、父子関係に安定

感を与えることができる」からである。

フランスの法律改正により、欧州で未だ

に子どもが自動的に父の姓を受け継ぐ国は、

ベルギーとイタリアだけになった。
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覇日‖

とき:2005年 2月 4日 (金)午後6時半～9時
ところ:文京シビックホール 3階金餞室1&2

(地下餞丸の自・南北繊「後楽■』下車3分 )

判決を前に裁判で明らかになつたものは何か、いま急速に
暴力化している世の中にあつて裁判の意味は、などを皆さ
んと語りたいと思います.ぜひご参加ください !

プログラム
●原告籠遠書0朗読…竹森茂子さん他
●弁護団報告…中野麻美さん

「石原裁判でみえてきたもの勝ち取つたものJ

●みんなで語ろう。̈会場から

多加費:500円
●●●●●●●●●●●●●口●E● ■●●0● 00● ●00● ●●●■●●6● 0● ■●0● 口●●●

:111口出IE「                          :
:  131人 の女たちの告発   :
: 131人の女性たちが、石原都知事の発した「文明がもた :

三

=斑

票 彗 霧 覇 :襲 鰐 重滋 讐
箋 覧

!

:              定価 (本体 1000円 +税):

: 綱集・発行:石原彗鋼事の「パ′

"勢
言』に饉り、      :

三  」贈       ilillllllllllf-9-5       :
:   ミ 、1日麟■臨ロロ聞国臓‖b   :

J

EE『rrtFJ稿‖閣 寝鵬 r

=日
24日 午籠冒晴冒,勝

●27暑遭

違薔先 :石F    ′●CtrJに督り。調暉磨求め●会
東京彗豊島E駒込熙詢郵便局● TEL03-3040-3904

◆ 実行委員会/世話人会

日時 :2月 15日 18:30よ り

場所 :北京 JAC事務所

◆ 定例会

日時 :3月 21日 16:00よ り

場所 :文京区男女平等センター

C口脱贅菫

テーマ :災害と女性

今年は阪神大震災から 10年。昨

年は、大型台風や中越地震などの大

災害が日本列島を襲い、多くの犠移

者、被災者が出ました。暮れにはス

マ トラ沖で地震、津波が発生。日本

人も含め世界中の人々が犠牲になり

ましたが、とりわけ貧園地域での女

性や子どもの犠牲者の数の多さが目

立ちます。

3月 定例会では、こうした社会的

弱者に焦点をあて、災害・救援の間

題について考えたいと思います。ど

うぞご参加ください。

◆ 定例会終了後、実行委員会/世

|__姜 __ __       |

<籠 記>

誤つた診断をもとに誤つた治悽法が繰り選

し施されてきた日本の教育。それは学力だ庁

でなく子どもの学習意欲の低下ももたらしま

した。それに教育基本法改正という重大な医

療過誤が加われば、公教育の死にもつながり

かねないことを危惧します。    石田
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