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は じめ に

近年、「男女平等」という言葉を古臭いと言

う風潮があります。若い世代はもちろんのこ

と、そうでない世代でも、女であることの不利、

不平等、生きにくさを感 じていないと断言する

人が少な くありません。

女性が参政権を持つていなかつた頃は、女

性への差別は、はつきりと目に見えて明らかで

した。今、男女雇用均等法が制定され、男性の

仕事とされてきた部門にも、女性が進出してい

ます。「女性だから」と明 らかに差別される事

うに、近年、ス トーカーによる事件が多発 し、

女性たちが被害にあつています。また、子育て

に孤立 した親による幼児虐待や、ドメスティッ

クバイオレンスによる女性と子どもたちの暴力

被害も増えています。国会では、「夫婦別姓制

度」が、家制度を揺るがすというわけのわから

ない理由で、毎回先送 りされています。

根深い差別が依然として残つているにもか

かわ らず、女性たちが自由と平等を得たかのよ

うに見える社会の中で、差別がますます見えに

くくなつていると言えるで しよう。

労働の現場においても同 じことが言えま

す。「男は仕事、女は家庭」といつた役割分業

意識は依然根強 く、女性が家事、育児、介護な

どのアンペイ ドワークを担つてきたことによる

賃金格差も広がつたままになつています。特に

「パー ト労働」は、日本の産業の下請けとして、

多くの女性たちを不利な身分におとしいれてい

ます。

すでに欧米諸国では、働 き方の選択肢として

の「ワークシェア」が拡がっています。日本に

おいて、これまでの「パー ト労働」から「 ワー

クシェア」に変えていくためには、どのような
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一 研究会再開にあたつて ―

石上 恵子 研究会新座長

しくみを作つたら良いので しようか。

神奈川ネッ トワーク運動は、自主的、自立的

な事業体としてのワーカーズコレクティプを生

み出 し、市民セクターを拡げて きましたが、

ワーカーズコレクティプを位置付ける法律もな

ければ、そこで働 く女性たちの働 き方を保障す

る制度もありません。

新 しい公・共圏をつ くる政策・制度研究会が

めざすものとして、当初、当研究会の又木座長

は、「働 き方をジェンダーからではなく、ライ

フスタイルから選択できるような社会を可能に

する法制度の研究をすすめる」と書いていま

す。当研究会は、アンペイ ドワークの測定と評

価をするための生活時間調査など、貴重な研究

をしてきましたが、積み残されている課題もあ

ります。

第 2期の研究会では、引き続 きの課題に取 り

組むと共に、女性も男性も、家事や子育て、仕

事など、全ての分野でお互い担い合い、選択で

きる社会のあり方の提案をすすめていきます。

い しがみ  けいこ

神奈川ネッ トワーク運動 横浜市議
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「女性のライフスタイルの今後」
前田 正子 ライフデザイン研究所研究員

4月 6日 、ライフデザイン研究所の副主任研究員前田正子さんを招いての勉強会が神奈川

ネットワーク運動にて開催されました。前田さんより「女性のライフスタイルの今後」と題

した報告をしていただきましたので、以下要約してご紹介します。

∞  ∞  ∞   ∞  ∞  ∞

高等教育を受け第一線で活躍するアジア諸国

のエリー ト女性は、もともと裕福な家庭である

がゆえに結婚・出産 しても住み込みのメイ ド等

を雇つて、家事や育児を任せるため難な く働 き

続けることが出来る。

一方、公的な保育や育児休業制度のないアメ

リカでは、能力いかんによつてライフスタイル

が変わつて くる。すなわち、企業にとつて必要

な人材であれば育児休業や短時間労働など家庭

と仕事を両立させやすい条件を引き出せ、他

方、代替可能な人材は悪条件の中低賃金で働か

なければならないのである。

経済・社会と専業主婦

日本では、戦後から1975年 にかけて専業主

婦人□が増加 していつた。その背景として、当

時若年男性労働者が十三分にいたため、女性が

外で働 く必要性が労働量の面からなかつたこ

と、男性労働者に世帯を維持できる程度の世帯

主賃金を年功序列的に給与することが可能な経

済成長期にあつたこと、そして、女性を専業主

婦として家庭内におき育児や介護を無償で担わ

せること力淋冨祉や社会保障のコス ト面からも効

率的であつたこと、があげられる。性別役割分

業が日本の高度経済成長期に適 した効率化体系

であつたことは確かといえよう。

ところが、この 25年の間に人□構造、経済

状況といつた社会状況は大きく変わ り、それ

と同時に効率化体系も変化 した。そもそも、

専業主婦という存在は、雇用が保障され、家

計を一人で賄える経済力のある夫がいて成 り

立つ存在である (専業主婦は、所得の高いサ

ラリーマンの多い大都市圏で多い。神奈川県

が専業主婦の最多都道府県であることと神奈

川ネッ トワーク運動の誕生には関係性がある

かもしれない。他方、男性の所得が低い地方

では専業主婦は少ない)。

雇用保障の揺 らぐ不況期の現代においては、

夫一人の収入に頼つた生活はリスクが高 く、

女性も働 く必要がでて くる。価値観の問題で

はな く、経済問題 として、専業主婦は存在 し

得な くなりつつあるのである。

また、わが国は世界に類を見ない速度で高

齢化率が上昇 しており、2015年 には高齢者 1

人に対 し、16～ 64歳の生産年齢人□ 2.5人、

年少人□ 0.5人という人□構造になるといわ

れている。高齢社会にあつては、社会保障を

支える上でも男性労働者のみに頼ることは不

可能であり、女性も労働 して税や社会保障費

を拠出していくことが必要となる。このよう

に、女性の労働力が個々の家計にとつても、

また、社会にとつても必要となつているので

ある。

女性の就業と出生率

一方、女性の就業率が上昇すると出生率が低

下するのではとの懸念も聞かれる。しかし、こ

のような懸念は的を得ているのであろうか。

一家族政策 4類型―

家族政策は次のような 4類型に分類される。

①フランスのように人□政策を国家政策とす

る「出産促進モデル」、② ドイツや日本のよう

に性別役割分業政策をとる「伝統主義的モデ
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ル」、③北欧のように出産。子育てといつた女性

のハンディを補 う政策をとる「平等主義モデ

ル」、④英米国のような「不介入モデル」である。

一社会保障政策一

そして、社会保障政策については、②と対応

し世帯主保障政策をとる “Breadwinner Model"、

③と対応して育児休業制度の整備など男女の実質

的平等政策をとる “Gender Equity Model"、 ④

と対応 し男女の機械的平等政策をとる “Gender

Neutral Model"に分類される。

この家族政策4類型における出生率を女性の労

働力率との相関関係で高い順番に並べると、

③>④ >① >②となる。わが国が属する②の

「伝統主義的モデル」が最下位となつているので

ある。その理由は、実状として共働きでないと安

定した家計を維持できなくなつているにもかかわ

らず、女性が家庭で子育てをするという性別役割

分担的な社会制度 しかないとなると、女性は経済

力をつけるなどしてそれを個人的に解決できる力

がつくまで、結婚や出産を延期するためと考えら

れる。

他方、③「平等主義モデル」では、女性の労働

力を不可欠のものとした上で、育児や介護を社会

全体で支援するという体制が整備されている。そ

して、共働きは子どもを安定 した経済状況で育成

するために奨励され、また、保育園を核家族社会

における子どもの発達提供の場と積極的に捉えら

れているという点も注目される。

以上の類型比較より、先にあげた「女性就業率

の上昇=出生率の低下」といつた懸念は適当では

ないことがわかる。そして、条件さえ整えば女性

の就業率の向上と出生率の上昇は両立しうること

が示されている。

新 しい価値観 をめざして

1997年の日本の人□問題審議会では、働き方、

社会的条件、家庭内での男女平等という観点から

従来の子育てと労働の価値観を問い直しており、

価値観の変革がうかがえる。

ところで、家庭や地域社会等の生活とのバラン

スのとれた企業をめざすフアミリーフレン ドリー

企業が諸外国において増えつつあるという。フア

ミリーフレンドリー企業は、①育児をしている女

性のみに配慮→②男女関わらず多くの人がライフ

ステージに合わせて様々な二―ズ(育児や介護等 )

を持つことに配慮｀③多様な二一ズをもつ従業員

を組み合わせて働いてもらおうという企業文化そ

のものの変革、という段階を踏んで発達 してい

く。

残念ながら日本の企業のなかにこのような目標

を達成 している企業は今のところほとんどない。

フアミリーフレンドリー企業は、男女のワークス

タイルの選択肢という観点から今後注目すべきも

のといえよう。

(文責 所 )

まえだ まさこ

ライフデザイン研究所副主任研究員 研究テー

マは保育問題 著書『保育園はいま』『少子化

時代の保育園』(い ずれも岩波書店 )

(株 )ラ イフデザイン研究所 :ラ イフデザインに

関する様々な調査研究―子育て・教育・就労・

結婚、家族、経済・金融・社会・文化、高齢社

会等―を行 う他、シンポジウム・セミナー開催

等の事業を行 う。



『 アンペイ ド・ワーク政策評価の

枠組みづくりにむけて』

この小冊子は、1995年 10月 にカナダ女性の地位庁がOECD(経 済協力開発機構)の専門家会議のために

用意 した報告書を「新 しい公・共圏をつくる政策・制度研究会」のア ドバイザー矢澤澄子 さんが、97年にカナ

ダ女性の地位庁を女性政策調査のために訪れた際に入手したものを、翻訳 したものです。

内容はアンペイ ド・ワーク政策評価の枠組みをつくる際の指針 となるもので、○アンペイ ド・ワークの重

要性 ○アンペイ ド・ワーク政策対応のための基本的アプローチ ○政策上の疑問点 ○政策枠組みづく

りにむけての評価基準が、簡便に述べられています。

付録 I(カ ナダの経験銀J定 と評価)には、カナダ統計庁による時間利用調査や、1996年の国勢調査にアン

ペイ ド・ワークに関する設間を盛 り込むまでのNGOと 行政による取 り組みが紹介されています。付録Ⅱ「ア

ンペイ ド・ワーク年表」では、1974年 から95年 H月 までのカナダ及び国際的な動向がまとめられています。

アンペイ ド・ワークの測定と評価、そして政策評価のために生かされることを期待 して、本文の要約をご

紹介します。

∞  ∞  ∞   ∞  ∞  ∞

この報告は、その大部分を女性が担つているア

ンペイ ド・ワークを、社会・経済政策のなかに体系

的に取 り入れるべきであるという考え方から出発

している。

ここで、これまで指摘されてきた政策上の疑問

点をあげ、さらに、アンペイ ド・ワーク政策を評価

する際の基準を提起する。

この数十年、アンペイ ド・ワークの定義づけや測

定、評価の問題は、国内的にも国際的にも注目を集

めてきた。 カナダでは統計庁が、1970年代初めか

らアンペイ ドの世帯内労働の測定と評価の推計方

法について開発を進めており、現在も測定方,去、推

計評価、国民経済計算や他の経済。社会要因との関

連づけ等について、重要な研究が続けられている。

1993年 4月 、カナダの統計庁と女性の地位庁の

共催で開催された「アンペイ ド・ワークの測定と評

価に関する国際会議」では、測定や評価に関する

理論と実践、新たな挑戦をめ ぐつて情報交換が行

われている。

カナダ他各国で行われたアンペイ ドの世帯内労

働についての推計結果は、―様にジェンダー特性、

つまり、女性が無報酬の世帯内労働の大部分を

担つている事実を示 している。

アンペー ド・ワークの推計換算データは、女性が

国民経済に十分貢献 していることを目に見えるよ

うにするための第―歩となる。また、国民経済や市

場経済とのつながりについて理解を深め、 さら

に、アンペイ ド・ワークがどんな仕事で、誰がして

いるかといつた情報は、国の様々な資源配分のた

めの基礎データになり、GDPに アンペイ ド・ワー

クを入れることでより正確な国際比較ができよ

う。

世界的にも、アンペイ ド・ワークを社会。経済政

策に組み込むべきだとルヽ う認識は高まつている

が、1990年 に開催された英連邦女性問題担当大臣

会議、1995年 開催の社会開発サミット(コ ペンハー

ゲン)、 1995年 9月 開催の世界女性会議(北京 )に お

いては、女性たちの長年の要請に応えた宣言が発

表されている。

アンペイ ド・ワークヘの政策対応としては、次

の二つの基本的アプローチがある。

(1)ア ンペイ ド・ワークは社会の全てのメンバー

が平等に分担する責任があることを政策上の

前提とすること。

(2)ア ンペイ ド・ワークが社会全体の福祉に貢献

することを明確にすること。

政策上の疑問点 として、

・ 政策が、男女の性別役割分業を永続させないか

。 課税単位をめ ぐる問題(個人か家族か )

。 有償労働をしている女性のアンペイ ド・ワーク

言平イ面

・ アンペイ ド・ワーク分担を促す「仕事と家庭の

両立政策」に対 して不利に働かないか。 男女

の賃金格差を広げないか。

といつた点があげられる。
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政策の枠組みづくりにむけて可能な評価基準

として、

・ 普遍性 。 男女の経済的自立と「選択」を促す

べきものであること 。 ジェンダー(男女 )平等

・ 適正な換算評価 。 公正さ 。 他の経済。社

会政策上の目標との適合性  があげられる。

カナダ女性の地位庁は、統計庁と連携 し、測定と

評価の問題に取 り組み、 1996年 の国勢調査にア

ンペイ ド・ワークに関する設間を入れるよう検討

を重ねてきた。 これが実現すれば、アンペイ ド・

ワークが公的にもより広 く認知されるはずであ

る。 (文責 亀田 )
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|『
アンペイド・ワーク政策評価の枠組みづくりにむけて』

|

|           (B6判 23頁 頒価400円 )|

1 
彙暑町奪ぼい:言共
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墾L___… …………………………―

日本こ力十ゲo回勢調査票 べτみるこ
上記で紹介しました 『アンペイド・ ワークの政策評価の枠組みづくりにむけて』 の中に、カナダ

で最も大きな女性ロビー活動グループである「女性の地位全国活動委員会(NAC)」 が、1996年の国勢

調査にアンペイドワークの設間を入れなければ、国勢調査をボイコットすると迫つたとあります。カナダ

では、70年代から国勢調査の設間に入れることを検討していました爪 これを一つの契機に統計庁ほか

省庁間協力のもと、同年の国勢調査票に3つのアンペイドワークの設間が入ることになつたと書いてあ

ります。(同冊子P13)
そこで、カナダの国勢調査票と日本の国勢調査票を比較してみることにしました。日本の場合、家事は

「少しも仕事をしなかつた」 ものとみなされ、家事をした人は非労働人□として扱われています。それ

に対しカナダでは、アンペイド・ワークの社会。経済的重要性を認め、国勢調査という大規模な調査に取り

入れ、実態を測ろうとしています。今年 10月 には日本の国勢調査が行われます。今後、ますは見えない労

働の実態を測るために、国勢調査にアンペイド・ワークの設Fo3を入れることを検討していきたtハ と考えま

す。

先週1週目 (1996/5/5(日 )から、5/11(■)まで)について

(質問30において、同じ場所で活動が重複した場合は、
1つ以上の設間に、同じ時間を報告してください。)

質問30先週、何時間を以下の項目を行うことに費やしましたか?
(a)家族または他人のために、アンベイドの家事、庭仕事、家の掃除を行

う。次の例を含む :食事の支度、洗濯、家族計画、買い物、草刈

(7～ 10欄にも記入) 01なし
05 30h～ 59h

02 ～ 5h          03 5h-14h      04 15h～ 29h

0660h～

勒
¨

に
事

主

仕
・仕事とは 収入を伴う仕事

をいt,自 家営業(農 業や

店の仕事など)の 手伝いや

内職・パートタイム・アル
バイトも含めます

。通学には 予備校・洋裁学校

などに通っている場合も

含めます

鷹:議3:家夢通学
い た い た

ぽ 晃f7=
催駅 )あ

わりはu」0動

(b)報酬を得ないで、家族または他人の1人以上の子どもの世話をする。
次の例を含む :小さい子どもをお風呂に入れたり、遊ぶ。子どもをスポーツ
活動に車で送つたり、宿題を手伝う。10代の子どもの悩み相談にのる。

07なし   08～ 5h   095h～ 14h  1015h～ 29h

l1 30h～ 59h   12 60h～

〔1995年度国勢調査票より抜粋〕

〔1996年 カナダ国勢調査票

URL :http://WWWoStatCan.CA/  〕

(c)1人以上の高齢者に、アンペイドのケアや介助を提供する。
次の例を含む :高齢者の家族に対する個人的ケア。高齢者を訪間する。
電話で高齢者と会議をする。買い物や銀行、医者に行くことにつきそう。

Bなし  ‖ ～助  155h～ 飾  綺 働 ～

(仮訳 。文責 牧鳴 )
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フランス「週 35時間労働法」
所 彩子 法政大学大学院生

フランスにおける法定労働時間は、1982年の労働法改革以降 週39時間でしたが、「週35時間労

働法」の施行により2000年 2月 1日 から4時間短縮された週 35時間となりました。法定週労働時間

を短縮することで現在雇用されている労働者の労働の―部を失業者へ再分配 し (ワ ークシェアリン

グ)、 それによつて雇用の早期拡大を図ろうとするものであり、高失業解消策の一つと位置づけられ

ます。

本雇用・失業政策の特徴としては、国家の財政的援助があげられると思います。ワークシェアリン

グの実施には、従業員の社会保障負担などコス トが新たに必要となります。そのため、ただ単に雇用

の拡大・時間短縮の早期実施を奨励するだけでは雇用の早期拡大という政策目的は実現されません

(本法により企業に課されるのは時間短縮の実施のみで雇用の拡大は強制されていない)。 そこで、法

定期日前に時間短縮を実施 し、かつ、一定の雇用を維持・拡大 した企業に対 しては企業側社会保障負

担を軽減するといつた国家の財政的援助がなされています。しかし一方、このような奨励措置の適応

を放棄し、超過労働時間枠を拡大して実質的には労働時間に影響を及ぼさない、すなわち、雇用創出

効果のない協定も多いと言われています。従つて、いかに多くの企業が奨励措置を利用するかが、雇

用の早期拡大という政策目的の実現のカギとなると言えるでしよう。

賃金に関しては、時間短縮にともなつて比例的に減額されるのかが問題となりましたが、ほとんど

の協定において労働時間が35時間となつても従来の (39時間分の)賃金を受け取ることができる内

容となつています。

労働時間短縮による雇用拡大政策には上記のように国家財政支出、企業負担を必要とすることから、

財政悪化や企業競争力の低下による失業問題の悪化といつた逆の効果を招くというリスクも指摘され

ています。失業問題の深刻化は日本もフランス同様に抱える問題であります。今後のフランスの本政

策の効果に注 目する必要があると思われます。

ところ あやこ

法政大学大学院博士課程 法律学専攻 (憲法学 )

アンペイトワーク    14号 2000年 6月 15日発行
新 しい/AN・

共圏をつくる政策 ・ 市」度研究会情報誌

この研究会は、神奈川ネットワーク運動、ワーカーズコレクティブ連合会、生活クラフ生協、コミュ

ニティクラブ生協、その他学者、研究者、市民により構成されています。 また、研究会の費用は神奈

川ネットワーク運動県議団の調査研究費が活かされています。

原稿募集

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

お寄せください。 氏名、連絡先を明記の上、下記までお送りください。

投稿/問合せ/定期購読申 し込み

新しい/AN・ 共圏をつ<る政策・ 制度研究会

〒231-0006 横浜市中区南仲通4-40 小島ヒ
・
ル2階

丁el : 045-651-201l  Fax : 045-651-2081
E―ma1l kgnet@kgnet.gr.ip

発行者 石上恵子                 定価 200円
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◆話題の焦点/「オラングモデル」
―長坂寿久著『 オラングモデル』よリー

◆講演録/  「アンペイド・ワークの政策に関する

世界の動き」

加藤登紀子 アジア女性会議ネットワーク

◆論文紹介/ 古田睦美「アンペイド・ワーク論の

課題と可能性」

◆研究会のうごき/ ・国勢調査ホットライン

・自治体女性政策検証

・生活時間調査
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「 オランダ覆デ趙
― 長坂寿久著 『オラングモデル』 より …

神奈川ネットワーク運動が主催 して、去る8月 31日 から9月 11日 の間、ヨーロッパ視察 (「神

奈り|INETヨ ーロッパ オルタナティブシステム スタディツアー」)が行われました。新 し

い公・共圏をつくる政策 。制度研究会からも 2人のメンバーが参加 しましたが、この視察は

ヨーロッパにおける「新 しい社会システム」の試みに学ぶことを目的の一つとし、中でも優先

事項として、「オランダモデル」がありました。これは、男女がともにアンペイ ド・ワーク、ペ

イ ド・ワークを担い、ワークシェアリングする社会を構築する取 り組みとして注目を集めてい

るものです。

「オランダモデル」を中心にした視察報告は、「アンペイ ド・ワーク」次号にて報告の予定で

すが、いわゆる「オランダ病」を克服した国の事例を知る上でも話題の多い本『 オランダモデ

ル』(長坂寿久 日本経済新聞社 2000年 4月 )か ら、著者の了解を得てその一部をとりあげ

ます。

′

ｒ

ヽ
ゃ、

`ン智 奇ぃ◇オラング病からオラ

70年代後半から80年代にかけて、「オランダ

病」*と まで言われたオランダは、45年かけて、

「労働市場の改革に成功 した」とOECDに 認定

されるまでになつた。失業率は大きく低下 し、99

年には財政は黒字に転換 したのだ。今や「オラン

ダの奇跡」と賞賛され、メディアは「ポルダー (干

拓地 )モデル」と呼ぶようになつた。 ドイツの

ティー トマイヤー中銀総裁は「ダツチモデルに学

べ」と述べ(97年 )、 世界中の政府や調査団がオラ

ンダを訪れるようになつている。

◇ワッセナーの合意

オランダ病克服の第一歩は、82年 、政府、労働

組合、使用者側の三者間で雇用確保を最優先する

ため、自主的な賃金抑制に合意 したことに始ま

る。これが有名な「ワッセナーの合意」である。

それは、1.財政支出の抑制、2.賃金上昇の抑

制、3.労働時間の短縮、4.社会保障制度の改

革 について政府の仲介により、使用者側と労働

組合側が協定 したことをさす。

労働時間が短縮 し、賃金が抑制されれば、雇用

拡大が維持される。企業の雇用増 と投資の活発

化、政府による減税 と社会保障負担の軽減措置

は、労働者の実質賃金維持を可能にした。

そして、経済回復の兆しが見え始めた 92年に

は、三者は再合意を締結、さらなる改革をめざす

としている。

◇なぜオラングの労組がパー ト労働促進を

支持 したか

世界の労働組合の主たる方針はパー ト労働者

をフルタイム労働者にすることであるのに、なぜ

オラングの労働組合がパー ト労働の促進を支持す

ることになつたのか。それは、組合員が望んだか

らである。

90年 と93年の労働組合によるアンケー トにお

いて、労働者は、個人の自由な時間を増やし、自

分で時間の支配が可能になれば、「個人の福祉の

増加」につながり、「社会参加」の可能性を広げ

るものとなる、という見解を示 した。

それを受けて、労働組合はパー トタイム労働

の促進を方針化 し、労使の合意として、パー トタ

イム労働を、いかなる仕事、いかなるレベル、い

かなる部門でも促進すると同時に、フルタイムと

パー トタイムの取 り扱いを平等にするとした。



◇パー トタイマーは正規雇用者

オランダにおける働き方は、

(1)フ ルタイム労働 (週 36～ 38時間労働 /週

休 2日 )、

(2)大 パー トタイム労働 (週 30～ 35時間労

働 /週体 3日 )、

(3)ハ ーフタイム労働 (週 20時間労働 )

(4)フ レキシブル労働 (臨時的に働 く)に分

けられる。

96年、労働時間差差別を禁止する法律が導入

され、フルタイム労働とパー トタイム労働の差別

撤廃が法的に明示され、賃金格差が縮小 した。

実態として差別がなくなつてきた国は、世界

でもオランダが初めてであるが、何よりもパー ト

タイマーにとつて、積極的にパー トタイム雇用を

選択 しているという点で、パー トタイマーである

ことの言い訳が不要になり、精神的に解放される

ことになつたのである。

労働時間差差別のl散廃は人生の局面に合わせた

働き方を可能にした。現在、週休 3日 の働き方を

求める労働者は、公務員はじめ、しだいに増えて

いる。

そして、パー トタイム労働の普及により、二つ

の仕事を持てるようになつた。一方で収入を得

て、他方でチャレンジする働き方である。例えば、

博物館に勤めるパー トタイマーの学芸員は、自分

がやりたい展覧会を自分の博物館で出来ない場

合、世界の博物館に提案する。採用されれば、休

日の三日間を使つて共同作業するという具合であ

る。

◇オラングモデルの成功がもたらしたもの

オランダは保守的なブレッドウィナーコンセプ

ト(―人の稼ぎ手による家計維持をする概念 )が

残つている国であった。育児や家事、家族との時

間を非常に大切にする伝統から、アメリカ型の共

稼ぎと違う、オランダ型の新 しい共稼ぎ家族を生

み出 した。生活を優先 した、二人で「1.5」 の働

き方である。オランダ政府はこの「1.5型 」を「コ

ンビネーションシナリオ」と名付け、政策モデル

として推進 してきた。

こうしたオランダの政策は、失業の減少と共稼

ぎ化を進め、家族世帯所得の上昇、家計消費の増

加をもたらし、財政赤字解消とインフラや′情報技

術部門への公共投資を可能にしたのである。

オランダモデルが追求 した新 しい働き方は、今

後どうなるのか。オランダでは、さらに改革が進

め られようとしている。

*「オランダ病」

天然資源 (オ ランダの場合天然ガス)価格

の高騰によつて不労所得を得た国が、その

経済政策運営をあやまつたことによりもた

らされた経済危機を表す言葉。 経済学用

語として国際的に定着 した。

(要約 石上恵子 )

参考 :視察事前学習会「オランダモデル

とオランダの歴史 。社会」請師 長坂寿久

8月 4日 神奈川ネットワーク運動にて

長坂寿ス ながさか としひさ

『オランダモデル』著者
拓殖大学国際開発学部教授
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「アンペイド・ワークの政策に関する
り

の動き」

加藤 登紀子
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8月 11日 、当研究会においてアンペイ ド・ワークについての学習会が開催され、加藤

登紀子さんに「アンペイ ド・ワークの政策に関する世界の動き」と題する講演を行なつ

ていただきました。その内容を以下ご報告 します。

アンベイドワークに関するIE「策をもつ主要な国

として、カナダ、オランダ、オーストラリアなど

があげられます。

カナダでは、多様な家族形態が増力0し ており、

子育てのサポート、年金へのアクセス、雇用と家

族責任の調和が女ll■ にとっての重要課題でありま

す。そのような状況を背景として、1995年の北京

会議以降、①雇用保険法における両親休暇期間の

35週 FB5へ の延長 (2000年 12月 31日 )、 ②経済ブェ

ンダー平等指標がスタート (1997年 )、 ③ 3度目

の時Fo5利用調査の実施 (1998年 )、 ⑤ 1996年 に31

き続き国勢調査項目にアンベイドワークに関する

項目設置予定 (2001年 )、 などが政策として行わ

れてきました。また、子どもや要介護者を家族に

もつ場合に、「世帯」に対してではな<「ケアを

担っている人自身」に対して税額減免等のIEF策が

とられている点が注目されます。

オランダでは、世帯労働形態を「一家の担い手

モデル(the breadwinner model)」 。「1人半稼ぎ

手モデル(the one― and a― half earners
model)」 。「結合シナリオモデル(the comblnatlon

scenario model)」 の3つに分類し、「結合シナ

リオモデル」 (夫婦各々が生涯平均してベイド

ワークに参加する時間を、これまでの労働0寺間の

4分の3と し、残りをアンベイドワークにあてる)

への労働形態の移行を政策目標としています。そ

して、その政策は、社会問題・雇用省解放IE「策調

整局が打ち出した<1995年 -2000年の政策>と

<2000年 -2010年中期解放政策>の中でも主要

なものとして位置づけられています。前者IEX策中

の興味深い政策の一つとして、学校、店、保育施

設の「場所と時FoO」 を子育て等しやすいように調

整してい<、 ということがあげられます。後者政

策では、現状の税・保険制度が「1人半稼ぎ手モ

デル」の要素を有することから、この要素を減ら

す内容をもつ新しい税制度を2001年から実施す

る点が注目されます。

オーストラリアにおいても、2001年 7月から

は新しい税制度がスタートすることになっていま

す。これまでも、「ケアを担つている人自身」(通

常母親)への財IEX的 支援がされていましたが、子

どもをもつ低。中間所得層家族支援がより強化さ

れます。「ケアを担つている人自勢」が対象とい

う点は前述カナダの政策と類似しているといえま

す。

以上がアンベイドワー例こ関する政策をもつ主

な国ですが、時間利用調査については、ニユー

ブーランド、フイリピン、インド、韓国などでも

行なわれています。さらには、アンベイド・ワー

クの漫l定と評価に関する法律が、1996年、世界で

初めてトリニダード・ドバヨにおいて、また1998

年にはスベインで制定されています。

(要約 所彩子)

加藤登紀子 かとう ときこ

アジア女性会議ネットワーク

無報酬労働の数値化を考える会



古田 睦美

「 アンペイド0ワ ーク論の課題と可台ヨ

【世界システム0パースペクティブから見たアンペイド・ワーク】」

今回ご紹介する論文は、アンベイド・ワークの概念、及び、今後の課題を把握するのに大変

参考になる論文だと思います。しかしながら、原文は分量があるため要約しきれなかった部分

があります。興味をお持ちになられた方は、『アンベイド・ワークとは何か』(藤原書店 2000

年 2月 )|こ収録されている原文をお読み<ださい。

発展途上国=周辺部では、自分の家で作ったもの

を街頭で売ったり自家用作物を栽培するなど、先進

国的雇用労働領域からはずれる就労形態が無数にあ

り、それらは全就労に対する大きなウエイトを占め

ています。このような労働領域=イ ンフオーマル・

セクターは、音から存在していたにもなかわらず見

落とされ、1980年代になってようや<研究対象と

して認識されるようになりました (「インフオーマ

ル・セクターの発見」)。

―万、先進国においては、1960年代後半から1970

年代の第二波の女性解放運動によって、マイホーム

に押し込められている女性の家事労働が問題にな

り、女性の家事が社会09有用労働として位置づけら

れるようになりました。

このような、「インフオーマル・セクターの発見」、

および、フェミニズム運動が勢いを増す中で、アン

ベイド・ワークの議論が国際女性年 (1975年 )以降の

国際的議論に登場するようになったのです。総務庁

の測定にみられるように、アンベイド・ワークを家

事、介護、育児、ボランテイア労働のみと捉えるの

は先進国的バイアスのかかったアンベイド・ワーク

概念ということになります。

経済のグローバル化が進行し、国家の主権が相対

的に低下している現状のもとでは、アンペイド・

ワークの問題についてもグローバルな視点で分析す

ることが必要となります。その視点に立つと、「主

婦」概念は、女性の労働力の価値を切り下げてい<
近代的イデオロギーとして用いられているといえま

す。すなわち、主婦とは、状況の中で可能な限り低

い報酬、劣悪な労働条件、無権利の労働者を意味し

ます。

この観点から見ると、搾り取れるところではどこ

までも搾り取ろうとする、世界規模での資本主義の

利潤追求作用のもとで、たいへん多様性をもち、さ

まざまな形態をとる女性の働きは、先進国のキヤリ

アウーマンの疑似プロレタリア的状況から、フォー

マル、インフオーマル的状況を経て中心部と周辺部

のアンベイド・ワークにいたるまでの一続きの労働

のあり方の連続体になっているといえます。

また、先進国の主婦が巨大アグリビジネスの生産

した食料を買つて多国籍企業の電化製品で調理する

とき、そのアンベイド・ワークは多国籍企業の利潤

追求に寄与する「労働」として階級や国際関係や

ブエンダーの線に沿って現実化する国際分業の一部

と考えることも出来ます。いわば、生命の維持と再

生産に重大な影響を与える食品や道具をつかつて調

理することで主婦は、自分や家族の生命それ自体を

多国籍企業の禾聯閏追求によって搾取される役割を負

わされていることになります。

つまり、アンベイド・ワーク問題は、たんに家事

に支払え、とか、アンベイド・ワークを市場化して

支払われる労働にするとかいうPo5題 ではな<、 地球

規模で、男性も女性も生活と労働を担い生存しつづ

けていける社会を政策的に作り出していけるかどう

か、サブシステンスか滅亡かという岐路に立つ社会

を左右するような問題だといえます。

(要約 所彩子)

古田睦美 ふるた あつみ

長野大学産業社会学部助教授



口勢調査「
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報告 蟹沢道子 国勢調査市民提案ワーキングチーム座長

神奈川ネットワーク運動では東京・生活者ネットワーク、市民ネットワーク千葉県と協力

し、「国勢調査ホットライン」を全国的に開設 します。大勢の市民から国勢調査に関する相談

や意見を聞き、そのあり方について検証し、次の国勢調査に向けて市民提案につなげていこ

うというものです。

この運動は、当研究会ア ドバイザーの矢澤澄子さんが、97年にカナダ女性の地位庁を訪問

した際、入手した 「アンペイ ド・ワーク政策評価の枠組みづくりにむけて」 (=邦題。OECD

専門家会議のための報告書)を研究会にて翻訳、学習する中で、カナダが国勢調査にアンペ

イ ド・ワークの設間を組み入れた事実を知 り (「 アンペイ ド・ワーク」誌 14号・ 7頁参照)、

日本でもアンペイ ド・ワークを「国勢調査の設間に入れる運動」を展開することを研究会の

中で提案 したことがきつかけとなりました。

この9月 には、神奈川県内 9ヶ 所で「国勢調査ホットライン事前フォーラム」を開催、

ホットライン開設期間中、電話 5台に延べ HO人の受け手が対応できるように準備をすすめ

ました。 市民から寄せられた苦情や相談事項はホットライン開設をする下記の 3つのネッ

トワークで集計し、10月 21、 22日 に埼玉県で開かれる「全国代理人交流センター総会」で中

開発表することを予定しています (「 アンペイ ド・ワーク」16号に掲載予定)。

「ホットライン」 趣意書 一 国勢調査の市民提案へ向けて ― (一部抜粋)

本年は、国勢調査の大規模調査の実施年に

あたります。1950年から5年ごとに調査は行

われてきましたが、今回は調査項目も増え22

項目となっています。

国勢調査については「人口に関する全数調

査」とされながら、配偶者の有無・就業先の

名称・就業上の地位 。最終学歴 。国籍また家

計の収入の種類などの項目があり、調査され

る側のプライバシーの侵害にあたるような項

目も多く含まれています。また調査結果をど

のように生かしているかなどの報告もされて

おらず、多大な経費をかけるにも拘わらず、

政策への反映がみえにくい状況です。

今回は特に総務庁から「世帯のプライバ

シーを守るために」という個人保護マニュア

ルが出されていますが、調査用紙の封入、郵

神奈川ネットワーク運動 代表 又木京子

東京・生活者ネットワーク代表委員 藤田愛子

市民ネットワーク・千葉県 代表 岩橋百合

送、持参提出などプライバシー保護に関する

啓発がますます求められています。

上記のような課題を抱えている国勢調査で

すが、一方ではこの調査項目を有効に使 うこ

とも考えられます。

本年を含めこれまでの調査では 「仕事」に

関する設問項目に「支払いのある仕事」のみ

記述するようになっています。ペイ ドワーク

のみを「労働」とみる調査のあり方は、多く

の場合、一方的に女性が担わされてきたアン

ペイ ド・ワークを非労働 とする性別役割分業

意識に根ざし、ジェンダーに中立 。平等な社

会政策は展望できません。国勢調査にアンペ

イ ド・ワークに関する項目を入れることによ

り、「見えない労働」の実態を把握 し、アンペ



イ ド・ワークの社会・経済的重要性を幅広く

認知させ、社会 。経済政策の中に体系化させ

る一歩となります。

日本におけるアンペイ ド・ワークの認知度、

理解度、取り組み状況はまだまだであり、少

子高齢社会に向けてアンペイ ド・ワークを含

む労働政策、女も男もともに経済的・生活的

自立をはかるためのワークシェアリングや新

生活時間調査
石上 恵子 チーム座長

ワークには、今まで汲1定 されずにいたために、

社会経済にどれだけ貢献 しているかわからないア

ンペイ ド・ワークがありますが、ジェンダー格差

をなくすためにもその測定が必要なことが、世界

的に言われています。当研究会では、97年 に「生

活時間調査」に取 り組み、一定程度のアンペイ ド・

ワークの測定と評価をしました。この調査では、

特に、アンペイ ド・ワークには家事だけでなく、

社会活動や地域活動あるいは介護等、様々なワー

クがあることが顕著になりました。

日本においても 96年 におこなわれた総務庁に

たなワークルールづくりに向けた早急な取り組

みが必要です。

国勢調査大規模年である本年、調査時期に合

わせて「国勢調査ホットライン」を開設 し、広

く市民の声を聞き、次期の国勢調査についての

提案につなげます。多くの女性たちとの連携で

国勢調査のあり方に向けアピールを行います。

よる社会生活基本調査をもとに経済企画庁が試算

したアンペイ ド・ワークの測定は、「家事の値段」

としてマスコミに取 り上げられ、いつのまにか

「主婦の値段」にすり替わつてしまつた経過があ

ります。アンペイ ド・ワークの汲l定 と評価にはま

だまだ課題があるようです。

カナダやオランダ等諸外国の取 り組みが一層進

むなか、当研究会でも、新たな枠組みによる「生

活時間調査」をすることが必要だと考え、「生活

時間調査ワーキングチーム」を発足 しました。

総務庁の調査、海外における調査などを参考

に、枠組みを構想 し、来年度中に調査を実施する

予定です。最終的には政策・制度の提案につなげ

ることを目標にします。

華装華単緯■あ■■:学:峯:ン婆1曇:変変菫:黎:蓄

震難会墜1姿K三る|た1蔓101致1策葺翻:慶藩1提案:し

ドに:あ|た:=:て菫:==こ:れ

=義
:豪:て螂 :な:桂

護体的:な:葬:業を,お

=:泰
華:て華

=ま
魂 111■■■:

町套
===業

:舞割:度

===:::肇
:奎:J税 :制1の班:轟:

彗訪 証
=========「

|===十■■■■
==:

ホ17ト ライン
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(神奈川ネットワーク運動)

9/25～ 10/5  10:00～ 16:00

(東京生活者ネットワーク)

10/3,4,5  10:00～ 15:00

(市民ネットワーク ロ千葉県)

10/3,4,5  10:00～ 16:00
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自治体の女性政策検証
梅野 りんこ チーム座長

「新 しい公・共圏をつくる政策 。制度研究会」の

中に、ワーキングチームとして、 8月 に立ち上

がつた「自治体の女性政策検証チーム」です。メ

ンバーは現在のところ8人です。95年の北京女

性会議以後、世界的にも女性政策が進んでいく

中、日本では長引く不況の影響もあつてか、一時

期のような先進的な試みは後退 したように見えま

す。それでも重い腰をあげて総務庁がアンペイ

ド・ワークの測定と評価に乗 り出しましたが、結

局は「主婦の値段」という卑近なところで議論が

とまつてしまいました。

一方、流行のようになつてしまつた援助交際と

いう少女買春や、日本で規制されることなく大量

に作 られ、世界中に流れていく子どもポルノの現

状は、96年のスウエーデンにおける国際会議の

席上、世界各国から激 しく槍玉に挙げられ、その

外圧によりやつと99年に「児童買春、子どもポ

ルノ禁止法」が成立 しました。同じく99年には

「男女雇用機会均等法」が、間接差別には触れな

いまま、女子保護を撤廃 して改正が行われ、その

かげで「男女共同参画社会基本法」が、ほとんど

マスコミにものらず、人々の注目を集めることも

なくひつそりと成立 しました。

ここ数年、なんとかまがりなりにも世界の動き

に遅れないように、女性関連のいくつかの法が成

立 してきましたが、出□の見えない不況で人々の

心も後ろ向きになつていく今、女性政策の未来に

もあまり明るい未来が見えない気もします。しか

し、せつかくできた基本法をなんとか私たちのバ

ネにしていきたいと思つています。幸い、セクハ

ラ問題もス トーカーについても、また最近では ド

メステイック・バイオレンスについても女1生 たち

が声をあげるようになつてきました。当事者の女

性たちが恐れを克服 して次々と自分たちの体験を

話 し始めることで、社会の中で女性にまつわる

様々な問題が議論されることが普通になつてきま

した。

私たちのチームは、基本法成立以後、自治体の

女性政策がどのように変化 してきたのか、また変

化 していくのかを複数の自治体のヒアリングを通

して比較検討 し、すでに男女平等基本条例を策定

している他都市の自治体の例も見ながら、検証 し

ていきたいと思つています。できれば、 ドメス

テイツク・バイオレンス禁止条例の素案作 りにも

挑戦 したいと考えています。来年の 3月 まで、メ

ンバーのみんなと共に、楽 しく作業 していくつも

りです。

● ● ● 000000● 0

アンペイドワーク    15号 2000年 9月 25日発行

新しい公 ・ 共圏をつ<る政策 ・ 制度研究会情報誌

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

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

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

原稿募集

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

せください。 氏名、連絡先を明記の上、下記までお送りください。

投稿 /問合せ /定期購読 申 し込み

新しい公 。共圏をつくる政策 。制度研究会

〒231-0006 横浜市中区南仲通4-40 小島ヒ
‐
ル2階

丁el : 045-651-201l  Fa× : 045-651-2081
E―man kgnet@kgnet.grip

発行者 石上恵子                 定価 200円
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ヨーロッパ視察報告
は じめに

新しい公。共圏をつくる政策。制度研究会座長  石上恵子

神奈り||ネ ットワーク運動では8月 31日 から12日 間、ヨーロッパの新しい社会システムを学ぶた

めの視察を実施しました。当研究会からも座長の石上含めて 2人が参加 しました。

視察では、女性たちが抱えている問題・課題は世界各国共通であること、その中でもヨーロッ

パでは、21世紀の重要課題の一つが女性政策であるとして、さまざまな取 り組みが進んでいるこ

とを実感 して帰つてきました。

たとえば、最初に訪れたイギリスのフェビアン協会 (労働党のシンクタンク)では、次の選挙

に向けて「Winning for Women(女性のための勝利)」 と題 した冊子を発行 し、女性政策の推進

や政党内で女性が躍進すること、女性有権者の関心を呼び起こすこと等をとりあげて発信 してい

ます。また、オランダの労働組合・FNVは 、女性の労働者を増やすために保育政策が重要だと

考えているという話を伺いました。フランスでは女性の政治参加をすすめるために、女性 と男性

の議員の数を同数にするという法律が制定され、2001年 3月 の選挙から実施になるそうです。

す『:号七iFヨ三菅し)亀籠曇ぶ4農言][F辱曇ど夕嘉菖篠ガ1ふ [毒髄ぷ聾
/、題に取 り組んでいるグループについて報告 します。
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家事労働の国際賃金キャンペーンを行つているIWCNを

訪問しました。そこでは、2000年 3月 8日 の国際女性の日

にグローバル・ウィメンズ・ストライキ2000を行つた情

報を得ました。

<全訪問先>
■フェビアン協会

鶴オックスフアムイギリス

■!WCN
斃スコットランド・ポランタリーセクターカウンシル

■スコットランド・シビツクフォーラム

難スコティッシュウィメンズエイド

■エンジェンダー

■ノンノ(イオレンス・スコットランドセンター

オランダ王国 勧′め″ο′めθ胎
"θ

″湖
オランダのワークシェアリングを進めた立役者の一つの

FNVを訪問しました。82年、当時の首相と使用者側の代

表、そして現首相である当時 FNV委 員長のウイル・コッ

ク氏が、ワッセナーで雇用確保を最優先 し、賃金抑制をす

ることに合意をしたのです。

<全訪問先>
■環境省        笏NCDO

鬱FVN            ■NOⅥB

■オランダ介護・福祉協会 議学重保育オクトパス

フランス共和■ rFrθ″οヵ′θρ″力/ノ 0ノ

フランスの女性達の政治参加、女性の地位向上への取り

組みについて最新情報を得ました。

<全訪問先>
■経済とヒューマニズム協会

維レジェ・デ・クォティェール・アームストロング

■べニシュー市コレクティブファーム

雛ローヌ県女性と家族情報資料センター
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ォうング電子ILO郵喧 嵐

ォうング        FNV剌
オランダのワークシェアリングを進めた立役者の一

つがFNVです。オランダ病と言われるほどの経済危機

に見舞われたオランダが、「オランダの奇跡」とまで称さ

れるくらいに立ち直 りました。その第一歩が「ワッセ

ナーの合意」でした。82年、ワッセナーの町で、当時の首

相と雇用者側の代表、そして現首相である当時FNV委
員長のウィル・コック氏が会談し、 雇用確保を最優先

し、賃金抑制をすることに合意をしたのです。

FNV事務局長ヴァン・ブッセルさんに伺いました。

◇「ワッセナーの合意」

構成団体は次のとお りです。

1.動

2.経 営者。経営者団体

VNO:大型企業、多国籍企業

MKB:中小企業者経営者団体

LTO:農民組合

3. 労働者団体

FNV:124万人

CNV:キ リス ト教系、34万人

MHP:中高級給与所得者、16万人

また、ワッセナーの合意では、レイバーファンデー

ション(Labour Foundation)の存在が大きな役割を果

たしました。1945年に設立されたレイバーファンデー

ションは、雇 う側と雇われる側の代表で組織され、1.賃

金交渉、外国人労働者の受入問題 2.解決つかないこ

との解決の道を探るなどしています。年 2回、政府と話

し合いの場を持つて、新たな課題の検討ができるように

しています。

◇労働時間差差別撤廃

労働組合は賃金抑制に協力し、企業は雇用確保に努

め、労働時間を短縮する。 政府は財政支出の抑制に努

め、減税をする、という約束をしました。オランダが干拓

を行 う時のように、様々な立場の人が力を合わせて実現

したことから「ポルダー (干拓)モデル」とも呼ばれてい

ます。

オランダの労組が世界の流れと反して、パー トタイム

労働を促進することになつたのは、労働者自身がそれを

選んだからだと言われています。オランダは家庭を大事

にする風土が根づいているそうで、個人の自由な時間を

増やすことは「個人の福社の増加」につながり、「社会参

カロ」の可能性も広げると考えたのです。

そして、政府もパー トタイム労働を確立するため、新

たな法律を導入しました。労働時間差差別を禁上 したの

です。パー トタイム労働も正規の労働者となりました。

その結果、パー トタイム労働者の精神的な解放も促しま

した。

◇オランダモデル成功の秘密

話をしてくれたヴァン。ブッセルさんは、オランダモ

デル成功の秘密として、次の点をあげました。

1.意見の異なる人が相互の信頼を確立すること。

2.人が集まれば議論し相談する国民性。

3.すべてが商売に基盤をなしている。

4.互いの異なる理想は、細かい粒にし、まず互いの85%

を受け入れ、受け入れ難い15%はゆっくり解決する。

5.コ ンセンサス (合意)を求める国民性。

◇テーマは父親の子育て参加

70年代までは男性ばかりの労組でしたが、女性の労組

参加はヨーロッパで一番早く、現在女性の組合員は4分

の 1を 占めています。90年代は「父親の子育て参加」が

テーマになつていて、女性が職場に出られる基盤作りと

して保育の問題等を検討しています。

今、オランダは、失業の減少と共稼ぎ化が、家族世帯所

得の上昇、家計消費の増加、経済活性化の経済成長をも

たらして好景気だそうです。

話から伺えたオランダの民主制、合理性には脱帽で

す。成熟した市民社会を実感 しました。

(報告 :石上恵子)

惨考資料】 4ヶ 国労働力率とパー トタイム率比較

出典:日際労働経済統計年鑑1998年版

(財 )日本:Ю協会・Eurostat a OECD
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躍彗オランダモデル(ポルダーモデル)の今
友沢 ゆみ子 (NET事務局長 )

オランダでの3日間を通して、いろんな方たちに会い

ましたが、そのたびにできるだけ「ポルターモデル」はあ

なたたちの周辺で広がつていますか?と たずねること

にしました。

FNVの議長さんは、水曜日が子育て優先の日で午後

は早帰り。また、NCDO(持続可能な開発のための調整

機関:財団)のスタツフは35～40人ですが、これは27人分

の仕事をパー ト労働の人たちがワークシェアして担つ

ているとのこと。こちらのスタツフは半数以上が女性と

のことでした。また、NOVIB(オクスフアム。オラン

ダ)では32時間労働の人たちでスタッフを構成し、フル

タイム換算260人分の仕事を300人で担つているとのこ

と。こういう数字がすぐに出てくることに、やはリオラ

ングの社会で「ワークシェア」が実践と意識改革ともに

広がつていることが伺えました。

ちなみに、通訳の方の娘さんも現在妊娠中で、子ども

が生まれたらまずは週36時間労働(1日 9時間、週4日 )か

ら始めてみようかと言つている、そしてそのお連れあい

はフレキシブルな働き方のできる職場にさつさと転職

したそうです。

オランダ社会はもともと、家庭の中では性別役割分業

がきつちりしていて、夫は外で働き、家庭での役割は日

曜日に家族との食卓で「肉を切つて配る」人なのだそう

です。90年代に入つて、父親も子育てに関ろうという

「Hello!I am father」 とか「日曜日に肉を分けてい

る人は誰 ?」 というキャンペーンを社会問題・雇用省な

どが大々的に発信 したとか。

日本でも似たようなポスターが一時話題になりまし

た。若い人たちの意識は確実に変化 しているのに、国の

政策が追いつかないのは情けないことです。

鶴 経済と社会を
訓 ッ型鷲デル

奥津茂樹

(NET条例作成。制定研究会ア ドバイザー )

ポルダー。モデルをあえて一言で表現するならば、

「ワークシェアリングを通じた経済と社会の活性化」と

いうことになろう。

ワークシュアリングには時短(労働時間の短縮 )が当

然含まれる。オランダではかつて週400寺間だつたフルタ

イムの労働時間を、現在は週36時間まで短縮したとい

う。一人あたり週 4時間短縮されたわけだが、こうして

生まれた町競当をさまざまに活用していく。もちろんこ

のR機会」は新しい雇用を生み出すことになる。たとえば

9人の労働者が働いていた会社では、時短により4時間

×9人 =36時間の「機会」つまリー人分の雇用が生み出

される。

この新しい雇用をいかに活用するかは自由である。営

業が弱い企業は、新規雇用者すべてを営業にあてて態勢

強化を図ることもできる。設備投資や研究開発に回して

もよい。このように自由に使える「機会」という貨幣を得

たことが、オランダ経済を活性化させた一因である。

しかし、言うまでもなく時短は労働時間だけでなくそ

れにともない生じる賃金をも減少させる。フランスでは

この難題を解決するために「時短はすれども賃金を据え

置く」という経営者にとつて厳しい選択をした。これに

対してオランダでは、パー トタイム労働を適正に評価し

位置づけることでこの難題にのぞんだ。

日本でパー トタイム労働というと、きわめて安い賃金

で保険や年金が不十分な労働という印象力淘虫い。これに

対してオランダのパー トタイム労働は大きく異なり、

「同一労働・同―賃金」を原則としている。これにより収

入の減少を補うばかりか、世帯単位では収入の増加にな

り得る状況を作り出した。世帯単位の増収は人々の購買

意欲を喚起して、消費の側面からも経済の活性化がもた

らされることになる。

FNVの事務局長が、現在のオランダの状況をホワイ

トボードに「win― win― situation」 と

表現した。日本語ならば、さしずめ勝ちまくり状態とか

イケイケ状態といつたところだろうか。そのきつかけに

は、収入減を伴う時短という短期的には労働者にとつて

マイナスの選択を、労働組合としてあえて受け容れてき

たことへの安堵と自負があるにちがいない。

もちろんポルダーモデルには課題もある。パー トタイ

ム労働を担うのは女性が多いが、彼女たちは働くように

なつても依然として家事、育児、介護を押しつけられて

いる。この意味でポルダーモデルは、女性にとつて労働

強化の主犯であり憎むべく存在であるかもしれない。そ

うした状況を変えていくには、家庭における男女の役割

分担の見直しとともに育児、介護などの社会化が急務で

ある。
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IWCNにてディスカッションするメンバー



役割分担の見直しはとりわけ男性の意識改革が必要

であるから、一定の時間がかかるかもしれない。オラン

勁闘府もそのためのキヤンペーンをしているそうだ。

一方、社会化についてはまだ不十分な点も多いよう

だが、これを進めるための基盤はすでにある。それは時

短により生み出された自由時間の存在である。週 36時
間労働の場合、一日あたりの労働時間を9時間にすれば

週4日で足 りる。つまり週休 3日 である。こうした自由

時間の一部を各自が提供 し、子育てや介護を地域社会の

中で分担することは決 して不可能ではない。

ポルダーモデルは経済の活性化を生み出した。景気が

ぱつとしない日本からの視察力ヽ 日次いでいるのも、その

側面に注目しているからである。しかし、私たちが注目

すべきは経済だけでなく社会の活性化という側面でも

なければならない。好景気の中でもあえて税金を使わ
ず、むしろ時短の副産物である人々の時間を有効活用し
て育児や介護の社会化に成功したとき初めて、ポルダー

モデルは完成したといえるのだろう。

晰●尋薔導尊彗尊奪奪喘I Engender 働 ●嚇帯摯中義●●機

セ性の地位や生活の向上を目指す

ンジェンダニ辮

エンジェンダーは、議会に女性議員を半分入れる
ように働きかけを行っています。スコットランド議会
の女性議員は、現在36%になりました。メンバーの中
にも、15人の女性議員がいるそうです。しかし、小選挙
区比例代表制のため、少数政党が出にくい状況があ
り、エンジェンダーは直接、議員を出す団体にはなら
ないとのことです。北アイルランドには女性の政治団

体がありますが、スコットランドにはありません。

南アメリカの女性たちの運動をもとに、スコットラン

ド政府の予算編成段階で、雇用分野における男女の割合

を明ら力■こすべきと求めたところ、スコットランド議会

が了承したという成果を得たそうです。地域のみではな

く、国際的にも活動を広げ、南アフリカ、アイルランド、
スウェーデンなどと交流していくことも役割だと考え

ているとのことでした。 その他、社会福祉にかかわる

男性の割合、移民における男女差別、DVな どの調査報

告書を出しています。

政治やコミュニティの場で活動するための女性た

ちを養成する学校が必要だと考え、小規模ながら実践

しているとのことです。神奈川NETの政治スクール

にも関心を持ったということです。国の枠を超えて手

をつなぎ合えるのは、やはり女性たちです。

(報告 :石上)

静毒練攀攀練尋攀締  cIF′
`Rル

ο″′ 1籠 鎌鬱縛彗奪像曇導

靱

フランス リ∃ン市にあるセンターを訪問しま

した。CIFは 25年前に発足し、130ヶ 所のセン

ターと500ヶ 所のオフィスを持ち、センターはそれ

ぞれ独立して活動しています。活動の主な目的は、

女性の社会的自立であり、男女同等や女性の自立

の為に必要な情報を提供 し、また、家族・雇用・

社会問題等の課題解決のために専門家がア ドバイ

スをしています。全国のセンターには年間約 1万 5

千人の女性が情報を求めて訪ねます。センターは、

地域の女性と行政の積極的なパー トナーシップに

よつて組織され、運営資金は税金。予算内に収ま

らない時には議会に申請します。

家庭内の問題や雇用問題等について若い世代を集め

てのセミナーを開催し、国からの要請で、従来男性の仕

事であつたものを女性にもできるようにトレーニング

するプロジェクトも設置しています。

フランスの女性の歴史を見ると、1789年のフランス

の人権宣言は男性の権利の宣言でした。1945年、よう

やく女性の選挙権が認められましたが、60年まで、既婚

女性は家庭内の主婦としてしか認められず、65年まで

世帯主である男性の許可なく就業することは法律的に

認められていませんでした。65年から70年の間に、法

律で女性の人権が認められ、74年には女性の権利省が

設置されました。しかし、なかなか実現されてはいませ

ん。女性の80%が就業し、その65%がフルタイム、35%

がパー トタイムで働いています。パートタイム労働の

80%は女性が担っていますが、それは女性自らが望ん

だ働き方ではありません。

(報告 :牧嶋祐子)

今号の視察報告は冊子「ヨーロッパオルタナティブ

システムスタディツアー 報告書」から抜粋・編集し

ています。

_ヽ_壼型喰望型哩墜里■型T奮 __ノ
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雑繊議率 htematiollal Women Count Ne● vorkなな黎

“
`

螂爆鷲瘍漁機蓄葎I  Fabian Socicty :奉
“

雑嚇

“

蜂

“

機構

97年以降、労働党が政権党になつて状況が変化しまし

たが、もともとは、自由な政策提言・議論の場でした。会

員は75%が男性で女性の参加が少ないので、女性政策を

バンフレットとして発行し、女性の政治参加を進めるこ

と、政治教育の機会をどうつくるかということも活動の

テーマです。

【参考資料】

セ性のための勝利
。
Winnlngギor Women"

フェビアン協会バンフレット596(20006)

IWCN髪″

IWCNは 、世界各国で「家事のための国際賃金」

の運動をしているグループを連携 しネットワークする

匡]クトズ,司「。「The Milk of Kindness」 (f摯平L力 た`聖らキ白勺に

貢献していること)を訴える運動もまとめています。

2000年 3月 8日 (国際女性の日)に、世界 65ヶ 国で

のグローバル・ウィメンズ・ス トライキをネットワー

クしました。全ての女性の労働と生活に価値をおく世

界を目指 し、無報酬・低賃金 。長時間労働を終わりに

しようというものでした。

2001年の同じ日に第2回 日のス トライキを予定して

います。日本からも神奈り|IETに参加 してほしいと依

頼されました。

主なス トライ

◆女性蔑視、人種差別、年齢差別などのあらゆる差別

のない社会を目指す。

◆全てのケアワークに報酬が支払われること。

◆男女平等な賃金を。

◆産体、授乳休暇の有償化とその他手当を。

◆女性を過酷に貶める「第 3世界負債」の廃止を。

◆きれいな水や、汚染されないエネルギーやテクノロ

ジーにアクセス可能なこと。

◆家族などからの暴力・迫害からの避難施設設置。

(報告 :牧嶋 )

率奪率

““

蓼蓄

“

なな

`基
などを scOttish Wolnenis Aid なる率黎

“

率葎奪輩輩者率毒

暴力から女性たちち協彦濃
ス コテ ィッシ ュ .ゥ ィメ ンズエイ ド諷

DV、 セクシャルハラスメン ト、別れた夫の暴力から女性たちを救済す ることを目的に25年前、ス

コッ トラン ド女性たちによつて設立 されました。有償 とボランテイア各半数位で組織 され、暴力をうけ

た女性たちのための避難住宅の建設 と運営、サポー トをしています。特に、逃げ場のない過疎地での建

設に力を入れ、39の過疎地に建て られています。

長い間DVを うけて自信喪失した女性が、社会復帰に向けて、自分で解決する力をつけるため、ヘルプライン

設置や討論 トレーニングを行っています。家庭から切 り離す働きかけは何年かけても行なうとのことでした。

これまでに、延べ1800人 の子ども(0～ 16才)と延べ6000人の女性が避難住宅を利用してお り、現在は、所定350

人の避難住宅の2/3が 4才からの子どもという状況だそうです。昨年は58000件 の相談がありました。

3年前から政府機関として病院、警察、学校が連携し、情報交換を行 う一方、NGOは エジンバラフォーラムを

作り連携しています。スコットランド政府は市民のDVへの理解を高めるため、キャンペーンを行い、政策を掲

げています。DV法はまだ制定されていませんが、被害者保護や、加害者を罰する法律を検討しているというこ

(報告 :牧嶋 )

とです。
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口臼ワーキング手―ム報告

「年金・税制」

―自立のすすめ―

丼 上 亮 子 チ ーム座 長

「男が仕事で女は家庭」といつた固定的な性別役割分

業を前提とした専業主婦世帯に対する税金と年金の優

遇制度は、高度経済成長を誘導する政策の一環であつ

たことを知りました。

21世紀にますます進む高齢化 と少子化、そして経

済のグローバル化に対 して、特に女性に対して、どん

な政策が準備されているのか早く探 りたい。早くしな

ければ「間に合わない」のです。すでにここ数年、男

女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働者派遣法、

医療制度、介護保険制度などが策定され、年金改革が

話題になるなど、女性の働き方と生活に大きくかかわ

る国の政策が変わりつつあります。

時代は男女共同参画社会 (Gender Equal

Society)へ と動き始めています。性別役割分業モデ

ルの変革は、男女があらゆる分野において分かち合

うこと、あるいは共に働 くこと。この視点で、税制

と年金をとらえ直すのがこのチームの課題です。ど

うしたら男性の所得に依存しない生き方へ自己変革

できるのかを自問しながら作業を進めています。

生活時間調査

石上恵子 チーム座長

1回 目の会合を開き、前回の生活時間調査 (97年実

施)の評価と反省を踏まえた上で、新たな枠組みでの生

活時間調査をどう組み立てていくか、話し合いました。

97年 に実施 した調査は、生活クラブ運動にかかわる

女性たちを対象とし、とりわけコミュニティワークに

おける女性のアンペイ ドワークの実態を明らかにし

ました。平日における女性の総労働時間は「働き過ぎ」

の男性総労働時間とほぼ匹敵する長さとなり、土日曜

を入れると女性の方がはるかに長時間労働 している

こと、しかし有償。無償の時間構造には男女間に顕著

な相違があることがわかりました。女性たちは運動体

での活動以外にもPTA活動、自治会活動、子どもに関

わる活動、個別のテーマ活動など多種多様なワークが

あること、アンペイ ドワークだけでなく、様々なペイ ド

ワークに参カロするペイ ドワーカーでもあることの実

態も明らかになりました。

新たな調査では、前回から4年経過してどう変わつ

てきたか、また、フルタイムで働く女性たちのアンペイ

ドワークはどうなのか、調べたいと考えています。

自治体の女性政策検証

梅野りんこ チーム座長

私たちのチームでは、東京都、神奈川県、横浜市、川崎

市、藤沢市、茅ヶ崎市の女性政策について、各地域ネット

の議員の参加も得て、女性プランと実際の女性政策との

比較などをしながら、検証を行っています。

横浜市では、政令指定都市初の男女共同参画条例の制

定を来年に予定しており、市民意見を募集しましたが、

lヶ 月の期間限定で、300数通しか集まらず、それで

市民から意見をもらったとしていることに対し、12月
の一般質問で疑間を呈するなど、議会での活動につなげ

ました。

おりしも東京都では、石原都知事が、8年間にわたり

日本の女性問題に対しリーダーの役割りを果たしてき

た東京女性財団を廃上し、東京都直営にするという
ニュースも飛び込んで、いよいよ反動的な動きが始まつ

たと苦い思いも感じています。

しなくてはならないことがまだたくさんですが、チーム

の中では大変活発な意見交換が行われています。その中

から新しい考え方ややり方の提示なども行われ、チーム

としては方針もその時々で、少しづつ変わったりもしま

すが、新しい提案はそうした中から生まれるものと、み

んなで話しています。
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アレベイト・ ■―クの測定書 :

餞 口書調査ホットライン (925～ :05)

〔全体集約〕

1 □勢調査制度そのものに関すること

2 調査方法に関すること

3 設間内容に関すること

4 アンベイ ドワークに関すること

5 調査員に関すること

6 その他

93

232

131

26

182

24

アンペイ ドワークに関して答えてくださつた方のほとんどが、家事や育児、介護等はとても重要な仕事

であるから、評価すべきというご意見でした。プライバシーに関して怒 りの意見を言 う方も、アンペイ ド

ワークについては、ほとんどの方が「そ うい う調査こそすべき」と答えました。近県のみならず、沖縄や

福岡、長野、高知など遠くの方からもアンペイ ドワークに関する意見をいただきました。特に農家や自営

業の女性からの、「仕事 (農作業、家事、育児)が多いのに、家族に理解 されない。外で働 く人が偉いと思

われている」という嘆きは、胸にせまるものがありました。

その他、地域でボランティアをしている男性や自宅で仕事をしている女性から「仕事欄に記入できない」

などの意見がありました。「関心がない」と答えた人はフルタイムで働いている女性が多く、まだまだ「ア

ンペイ ド。ワーク」への社会の共通認識はないことがわかりました。

当研究会では家庭 と社会で「アンペイ ド・ワーク」を女性 と男性が担いあえる政策・制度の充実に向け

て、国勢調査にアンペイ ドワーク測定の項目を入れるため、以下の提案をしていきます。

提案項目 1 アンペイ ドワークの実態を調査するための生活時間調査を行 うこと。

2 国勢調査にアンペイ ドワークに関する項目を入れること。

3 調査結果を、あらゆる政策に生かすこと。

4 国勢調査の結果を市民に知らせること。

5 調査方法、調査項目に関しては、人権侵害とならないよう充分配慮すること。

アンペイ トワーク    16号 2000年 12月 20日発行
新しい公・共圏をつくる政策・制度研究会情報誌

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

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

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

原 稿 募 集

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

せください。 氏名、連絡先を明記の上、下記までお送りください。

投 稿 /問合 せ /定期購 読 申 し込み

新しい公・ 共圏をつくる政策 。制度研究会

〒231-0006 横浜市中区南仲通4-40 Jヽ島ヒ
・
ル2階

丁el : 045-651-201l  Fax : 045-651-2081
E―mall kgnetOkgnetgnip

発行者 石上恵子                 定価200円

〔アンペイ ドワークに関して〕

アンペイ ドワークに関して意見を寄せた方

″ こちらからの問いかけに答えた方

26

132

アンペイ ドワークを評価 し測定すべき

全く関心がない

青児は女性の仕事、特に評価の必要はない

初めてアンペイ ドワークの意味がわかった

124

11

7

7
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