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船橋邦子代表⑮年頃にあたつての機機と所はですg昨年|ま、森友・加計問題

などから民主主義とは何か、主権者として何をなすべきかが聞われる出来事の

多い平でした。今年も『ジェンダー平等と女性のエンパワーメント」を念頭に

置しヽて活動していきましょう。

由:世昴人権デLIヒューマンライツ ]ナウ帽Ⅷ
.⑪

イベン トから ………Ⅲ 5
,国連人権委員会へ提出されただ国達表現の自由に関する特別報告書'の日本

に開する調査報告、発して、現端のジャーナリストたちの報告から、記者クラ
:プ制度、放送接などへの指摘、間腫提赳がありました志Q皿凸幽釧町録画から、
脚 のイベントを黒見節子さんが報告します。

□絋六版 ∫爆リテ曰カフJ報告………………

昨年、各地でパリテ・カフェが開催されまはた。昨年末に|ま拡大阪パリテ・

カフェも開催されました。パソテ・カプェの意味と活動につしヽて、事務局の安
囲有美子さんざ報告します。会員の皆さんの地域でもいかがでしょう力ゝ

国馳昴移韮区か転 彎    書無じ輸机で想うこと
ジェンダこと平和⑪視点から、知られぎる女性作幽案を紹介してきた固立音

楽大学嬌誉教授⑮小林録さんは昨年、東京都彬並区からコンサートの企画を依
頼され(1繹朧 しかし杉並区は、なんとコンサート・プログラムに記載された
「平荊涎隷地 の削除を刻ヽ林さんに求めました !小林録さんご自身による問題提
起で現

:□1地域からの発信―昴女平等参画顧躙えてしヽく
東京都到L区では、組織改正によ慟、昇女平等を所管する歌が医長部局から教

育委員会へ移り、謡鍋も変更されました。男女共同参画センターくスペースゆ
う≫も涸 産瑠敵かと彙利颯駆茫がありました。量襄霙Э自治体で今後起こりうるこ
とで七 東京男女平等条例ネットワークの我妻憧河さんに報告をお願いしまし
た。
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0新年おいきつ0
馳 1日 午を迎:えて一これ力ヽも曲鱚題を考える

船橋 邦子

lヶ 月遅れの新年のご挨拶を申し上げます。

通常国会麺電始ま蜘
‐t要惜首相は、今集申に国会発計と国民投票に向けで政憲の動きを加速

化しようとしそいます訂施め歯人::ト ラシプ大統靱口言いなりに新型迎撃ミサイル (イージ

ス 0アショア)を含め巫器躊入など軍事賛を膨帳させ、神網で回新基地建設⑪強行tオリン

ピックを前にした福品で囲強制的帰村政策、生活保護費⑪切り捨てなど、生存権と平和主義

那背かされる不安と共に新年を迎えよ膨た。

かlklし腫貶繁筵灯で恣裡諄盟Xン軋褻凩ni[[』①
し。た。また1帥 年以上手つか式だちた刑法の強轟劣改正顆なされました:暮れには文部科学

省から男女共同参画学ё械が消える動資を全国⑮女性の力で理止する起とができまし起こ

とは一歩前進亀

馳覗Sの発達Dなかで暮観的な事実とウソロ違いがわからなくなつている現代、事実をしつ

かりと見極めt沈黙せずに声を上げて行動していき亀いと思囀 す。

今年もようしくお願しヽ膨ます。

「北薦行動網領J⑪女性のエンPRF■メントと窒僣政権下口「黄性層囲

北京脚鰹 は瑚L京行動制ほの実現に向けて鋤 年以上、   明撤庭に向けた活動をしてき

ました。しかし安惜政権下で は帥翔罰躍』写男女平等や昇女共同参面に取つて代わつたこと

によ嘲構遭的女性差別が見えなくなること力S危惧されます。それに響鐘を通らすためにも学(D
習会の開催ほかさま|ざまな橋動に取り組んできました。

今年も安倍政権下⑩ Fまやかし』・を鋭く見分けるために、改めてジェンダー平等が国際的

にどのように認識されているかを再確認して動きたいと思いま丸

『瑚L京行動綱頼』には、平和で、1毯正で、公平な世界⑪鑽 にはジェンダー平等、安陛④

人権の確立辟前椒性あります《第 1章 1)。 また女性が完全に人権を享受するためには、平和、

書匿的人権の保障、民主主義り前提条件であつ、また平和なしには平等も持続可能な開発は

ないことが明記されていまする(E⑬ 18露)さ らに 封|ヒ京行動綱」を経承膨発展させた吻 聯目

(「我々⑪世界を変革する‐持続が鶉な開発
.⑩

ためロプジェン殉 )的前文では、まり鮮明

lこ 『ジェンダー平等と女性のエンパワーメントJが次のように明記されています。
・
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「人々の借在能力の開花と持続可能な開発④達成|ま、人類口半数に上る女性の権利と機会

が唇定されている間は達成できない』とあり、さらに現状は「機会、宮及び権カロジェンダ

ー間⑮不平等は甚だbいJと認識し、アジェンダの実現にはジェンダーの視点が個bll課題領

域をクロスカットする視点、すなわちジェンダこの主流化油言不可欠だとしています。

これは1鋤鰤年国連で1蠅 力国により採択された 2口30年まで囲持続可能な地球社会づく

りに向けた取柳組み口国際基準です。

日本政府も鰤10年に馳 G急 推進本部を設置し実施指針も策定しました。優先課題 1には

「女性の活躍推進J、・優光課題 7には F平和と安全 0安心な社会⑪実現」、優先課題 8『実施

推進口体制と手段』に|ま地方におけるS剛mの主流化が掲げられています。唯罰Jや格差、

暴カロない平和な時続可能な社会Jのコ造を固標とする北京ふ鰤 |まb目標 5『ジェンダー平

○ 撃と女性⑮ェンパヮーメントJを念頭において本年度も活動していこうと思いま九

なかでも世界中で広がつてレヽる 儡縫心駐運動に呼応して性暴力をなくしていくために、

性暴力禁止法制定に向けた運動とは携し、伊藤詩織iさ んのように性暴力被害を告発した女性

⑩孤立化及び加害者の野放しな許さない社会づくワをあぎしたいと思しヽます。

なお昨年 12月 蝸 固も立憲民主党はジェンダ∵平蓼推進本部を発足させ (本部長西村ちな

みさん、事務同長測 |‖原雅子さん》モ第 1回総会で、性犯罪⑮刑法改正 3年後の見直しに向

|すた力識が櫨害当事音を含めて行われました。

公訴時動⑮廃止または停止、配偶者間強姦罪口明文化、性交類似行為⑮範囲の拡大、性交

同意特 の31上げ、地戯勢関係性に乗じた性的行為の範囲の拡大、最大の課題として暑行・

脅追要作の緩和またIよ撤廃などが大阪大学⑪島岡まなさんにより提起されました。

森友 □加計問題、さらにスパコン問題は、民主主義のあ蜘かたを提底から聞う問題として

個)日
をそらさずに関わもでいきたいと考えていま九

安倍 6条改痣INO!一 鶉 なくして釉 なし

安惜首相の強憲の発議、国民投票の如速イL⑩背景に|ま 2019年に天畠が遅位し、元号が変

わる前に実施したい安惜首相の悪感があります。

この動きに対して、地域コーカス、会員の皆さまと知恵を出し合い、あら崚る手段を用い

て平和憲法を中慟ぬく袂意をお互いに確認したいと思います。

具体的にlま動向を正確に掴雛周囲の人に伝え反対の声を大きくしていくこと、地元選出の

国会議員へ⑪働き力葛け、また議量会館を回り、個鳳籟 議量に動きか|することをしていきます。

ちな単に 国民党から提案されているR新情報では、9条に新たに3項として自衛障を明
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話する通と、革急事想条項ご二教育③無償ギLt合区解消 。地方自治団体口4点です志緊急事態

条頃は、地震時など災害時に国家⑩緊ろ権として必要と説明されてきましたが、災害対策基

坤鍛齢な|ど鰊 曜喘覇盟て誠都芯躙 ます6何よつも棚醐理囃曜曜鵞かとして|ま、同割購bていないこ

とはできない」ことで九 .緊亦事は条頃⑩問題は権力を縛輸立憲主義者破壊する危険性をも

っていることですg現9余ない隈らずЪ自衛朦■3頭胴れは9条改憲反対の世論を考慮して

出したまやかしで九 自民党内でも9条 2項と口矛盾力S指摘されていますが3項を調める起

とは量頭を死文化する危険性があります志しヽずれにせよ、安惰首相⑮いうとこうのアメリカ

か幅押しつけfいれた屈辱的平和憲法を変えた首相として⑮名前者歴史に残したいず念口み

としヽラ氣闊します。署の意味で礫鏑輻鑢教育⑩無償化など法律で対応開来るも⑩まで人おる

ととで1反対の声を小さくしていく、こ⑮動きをみ戒 b、 安惜首相には 1宇も手を入れさ世

ないと時ヽラ思いを共有したいと口います。

もう■つれになることは机朝鮮脅成を煽りず畢備増論をすすめている二とでち これに近

代⑪家父長趾J、 男性中心社会Q特色ですgiフェ亀尋ズムは F聞い、相手を征服b自 己の目的

達成を価値とする近代:自l体を問いなおす作業をビてきたのです。

北朝鮮と口緊張関係・を解決する「ために費やるべきことは、武力による脅しや庄力で|まなく、

1開3:錦に終わらた朝鮮戦争の怖鶉脇定を平和怖症 (条約)に変えるため口米朝対話とt目

朝国主正常イヒ⑩ため⑪同朝交渉などを前提とした対話や非核化へ峨努力です。また瑚L朝鮮な

悪⑩国として煽る日:米国服のあ
お
り方墨そ問ねれるべきではと考えていま九 二

曼後に『安惜□条改憲螂窯:!:■鼈 社豊かす童国統欄 』N80万署名を集め、意識⑩声

で、政憲鰺ね、国民投票を脚止 bてし亀きたいと,思います。また島月8日 国際女性デーにはア

メリカ⑪女性による反 トランプロ的に叩応 bた運動を制るため、東京では実行委員会が発見

bま した。ゴヒ京 抵に も替同団体として参鰤したfヽ と思ぃます。'全国各地でさまざまな取り

組みが展開されることを願っていまち

歴史をblJる ことにコ武ツトできることには謝し、F盤き番,こ とは行動する,こ とJを塵者の

銘に了して今年嘔実践していき起btと もに楽しくL張りましょう。

ユ饉 相に近い元劉錮請 によるドラッグレイプを翻 し、趙 直爾豫叫翔訥停止にならた。伊藤詩

続き島は5月 『検察審査会」:鱈専審ちの中b立でをして記者会見を行をtt'事件を音発したが『不起諦

相当Jと なり国会議量内に『準強姦罪珀件逮捕状執紆停曇問題』を構証する超党源の金が発展。瑚L戚

LRマン尋り∵瓢 号で石国久憧子さん『伊藤詩識さん峨 Fプラック・ボックス」との問い―モリ0

カヶ問題との驚くべき類皿と私危ちに向げ己乳た問いJを参照。
通マンスリー219矧鴫巣美知子さんぬシンポジウム「東牝アジア⑩平和と日本』を夕熙。
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0世界人権デー ヒューマンライツ・ナウ佃囲輔ぬイベントから
二権力に屈しないメディアのネットワーク・市民の応援を一

12月 14日 、世界人権デーに、脚 主催
の “『問われるメデ貯アの独立と報道つ自由J

国連動費者巽けて"力革開催された底後自
0     に掲載された録画の規聴を

もとに報告する。
イベントロmに 、“国吻 ⑮自由に関

する特別1親告者"デビッド・ケイさんが、

2017年 6月 、国連人権委員会に提出した調
査報告 ⑫016年 4月訪日:闘き取柳)について、
小メlI隆太郎事務局次長⑩説明がおもた。

(1)デピッドOケイさんの調鐘報告
「メディアの独立性及び権力監視⑪役割』

に関しt[メ ディアが政府から受ける圧力/
メディア的連帯/記者クラプ 曲職的な雌
のアクセス)]α嘲猷標て誠詞断し、Fメ ディアの融
立に関す局働者J4点を指摘b亀
勧告 1:放送メディアを司る現在⑩治的枠組

み印見直し。特に政府④趙入者司能 とする法
的墨盤を肖』除する。議選メディアの独立規諦』

機%を設立す鶴ための枠組募を作るよう求・

めるQ

佃茫塑 :報道関係者及び調看報通に排わら仕
田他専門家に対する、いかなる脅迫や圧力も
否定すると正式に発表するよう求める。
勧告8:議論を呼ボ話題を調査bた り、仕れ

についてコメントしたりするジャーナリス

トを絶対的に支持し、必ず保護するべき。政

治的に非常に競細な問題を調査するジャー

ナリストはt特に支援が必要であ叩。注意が支

払ねれるべきである。     |
種脳霰4:判蹴宣⑪自由鳳狽リメディアロ測睫虹彊邸ま、
ジャーナリスト間中魏ぃ運帯なしにはあり
えない葛現行の記者クラプ制度漁S及ぽす影響
を議論。ジャーナリストには、多様なメディ
アに携わる関係者間がよつ強く広く連帯す

ることによゆ電砿立した輔道をどれだけ促進

すること力3できるかを考えてほu亀
(2)メディア⑪現場諏亀らぬ報告

o南彰さん (みなみぁきら)(朝 日新聞記者):就
任会見をしない国範庁長官t閣議緩大臣会見
の形骸化、首相のがら下が叩会見廃止、首相

黒見 節子

記者会見の減少など、公式の取材機会が狭ま
つている。官房長官記者会見は官邸記者クラ

プ主催で、質閥浦脚 れるまで時間tll限なし

だった力ま、8月 31日 、望月記者浦選挙手して

いたのに会見が終了し、何かおかしなことが

起きてしヽるなと感じた。お盆体み印間にルー

ロ 更があったようで、「ここlま質問に答え

る場ではない」「公務がある口で」と終了す

る。このままでは、官邸に問いただそうとす

るような第二⑮望月記者は現れない。今は番

記者面にIま このルール |ま適用されないがい

ずれ適用される可能性がある。各記者が自分

自射の問題として提え、ルール見直しの必要

がわる。             |
・0望月衣塑子さん (もちづきぃそこ)記者 (東京新

聞祀者):私闊何故、菅官房長官⑭会見に臨

むの力鴨行政が安倍一強の中で歪められてい

るのでlまない力ゝ 武器輸出の方向転換への疑

間、モリ0カ ケでの官僚④』蹴度、伊藤詩識さ

んの幸強姦事件。可法の世界でも情度が行わ

れ歪められているので|まないか、なぜ追及で

きないロカ%記者クラプ制度の準害力ゝ 権力
に利用されつもあると思う。私たち記者は権

力をQ視チェックするためにある。彼らが言
いたくないことを詳細に追及 して社会に伝

えていくことが必要地 ジャーナリス トとし

てどういう立ち位置に立ち、何を報道すべき

かも政めて間われ始めている。

o青木理さん (ぁぉきぉさ載 (プ リージャーナリ
ス ト):官邸⑪記者会、番記者について。“官

房長官番"の記者 |ま官房長官かし情報を耽る

⑪力聯 で1情報をもっている権力者からど

う情報を取るかである。午前年後 勉回「懇
談Jと称するプリーフィングがあるが、何か

あつた時は問題点を指摘し彼 らと対峙すベ

きだがそうならない。日本では、市民社会、

政権に、ジャーナリズムと|ま何か、という認

識が少ないぬで|まない力、

O藤囲早苗さん (ふじたさなえ)(英国エセック

ス大学人権センターフェロー):2013年、特

定秘騎保護法を知り、デビッド・ケイさんの
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灯糀司舷 杢為 選蜃
鱚飩/百F膨申薯 雉
曇詈乳     掌TII買議入曇貫ず拶
卜が繰れである志5月 3日は1『

軋 繭自由デ
こJで国連|よジキ■ナリスト審等しなければ
いけないと連動していね。旦藁での■番のリ

曇伊腑讀朧さんいと,ぃお

'11瑯

話しいと思
つた時、なかなかメデオ.ァに属がず:強され
た選択肢はF自分で話すしかない1と思もたも

7:趾ξ耗鯖鋭纂1部ξ鱚
瞳SF摯督磋颯覺嘉錮晃忘ξ
匙鷺躍熙絣盗蛉覧纂膚轟
鑑雉ヾさ鳶曽嘉馨鵠了:光

新聞栽連季彙卿
得られ|ま くなる口ではなLth焉鰈れい
てし`る記者が真も当な考え方審もぅて動い

て時ヽないとどんどん悪くなる:メ ディア⑮横
のうなが場を作もで見場にしていければと

思う。

』

けない。

揚 晶いな御点とするプ
本で理中下⑪訃雫

'
血帥Dl、年に設立した非営利⑪寿蕩タナテイプメディ

日永囲浩三さん (ながたこぅぞぅ)幅剛K元職

員》:16年前の番組改ぎあ④時《耐えて黙っ

で駈麗 を出せなかつた。この会では、現役
の記者として出てきて共有しようとしてしヽ。

る:サ すざい逗と。希望をはじるもの日事選は
珈 鳳            亀
(4)南、早月t青木さん端 見斐提
番記者lま相手口概嫌を損なわないよ)に

珂累実を聞きtil鍔ドが管理⊇力ま購識しくなってきて

嫌 の管理と同時並御 で|まないか、記溝タ
ラプが求めないから検察庁と警視庁ではカ
メラボ固もたことがない、など、実情が出さ
れた葛今は政治家が・目N5などで発信でき、
力関係が変わつてきているのではないか、お

1票緻蝙別Y卜歩※鶉硬八ζ息①
モデルを変えていくことを後押ししてもい
えるとうれしい。市民かれ『この記事良かつ

た』,こ メールや SNSで書いたりしてもらえ

ると力になる、多くの人と共有してやれたら、

どの意見力弩出された。
'最

後に、:H醐鰤戯藤和手事務局長yt「政権
の圧力に弱いメディプ、出る杭は打たれ働国

本であつて|まい|すない。望月さん、詩識さん

だけの問題にして|まい|ナない。市民かメディ
アを育て応援する立場になつていく、メディ
アも横断的に立場向かっていくネットワ〒

クを作もていこう」と呼ぴかlすた。

日醐 はデビツド0ケイさんの動告に、

①

》

デ.イ ンターネットをFlj用 して、ジェンダーや子ど
も、環境や人権などのテーマを申心に独自にtlj作 した

ドキュメンタリ守播翻峙暉ンタピュー番組を画己僑。
讐 特定中取材対象者に密着して取材を行うm、
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0パリテ・カフェ

.封財鯰癸  ♭!

,パ リテ・カフエ事務局メだ 二 安田有美子

(_L智大学大学院院生)

m17年 12月 17日 に上智大学で拡蝠 ミリ  まです よぜひチェックbでみてください。

テ 0カプェを開催しましな

謳暑露鼈浙饉鶏⑮膨
た餐オ鯰⑩右》119年ぶ叩大幅藁軍:された刑法、

あ
参加暑同士顧竃グルこプで話嚇合静ヽ、それを机
⑩想lilinな 共有ヒました.       :
また第目部でlま、防年、衆議院と部磁会のは

挙が実施されたことを受lナ、三浦より教授葡Ё

衆識院選挙lζ出馬された、他内さお咽氏、やし

て非戸まさえ鳳と卜冒クセッシヨ:ンを最闘b
ました。̀ジ犀ンダ∵ギャップ指数で過去贔低
を鰤録ヒた再杏却先進輻 国費

Lら昴女平等,
点で大きくヨI:き離されている大きな要因⑪ l

①パリテ F・
:ル フェと'は :オいナ旨募集 !0

女性甲醸補者が新準共闘費行?ていなll事実
と仕れを実行する童零性が提彙され、会場⑮

参加者急ゃ麟も書圃あ大
‐
き違描手譲起三

.る

場面:

もあつま:した。第3部では第 i、
1咆 部で話され

た鯛17年   成果魃軋を踏またてm10
年の活動への意気込み陛来年への価置を導わ

けま|しな。

‐今回的カフ手は拡晰 実際に,ロ ピ■イン

グなされている隕 曙ギタイン管した感民、パ

ソテOカフェはその堀の通り̀、
『カプェ』で気

軽に話し合う機会⑩提供を目的l通J〕親模1闘腱
もしておりますD トピックも開催地も:きま―ざ

パリテ 1カ フェは女性

たちが抱えらモヤモヤ

を話し合らくカプ等軒を |

開くこと、仕曰くりな力電 i

る場 所産
'な

るオフェを

提供するオ■ナーを募

ること電そしてヵラェで出され減製要望美涎翡如
者の声を直接淋長にくりたえる>こ とを活動⑮

柱としていますL

パリテ・カウェはわ金がパソテ (男女圃蜘 :

にな衝ことに賛同するんならЪどなたで:も闘

催する起と力まできま九 今回は「女性参政権獲 ,

得浚 |と :して開催鶴たパリテ Oカ フェですが、

1%0年1   躙 励鶴導入されて約 78年余

り、特に国会
'レ
ベル回女性議員の比率は変イヒ

闊ぬ聯ません。日本は世界:レベルにおいても

女性議員が少ない国な中です』世界では女性

識量を噌ですために 1回Qを超ネる国と地域で

クオータ制ハパソテ法という女性議員め過少

、代表性著にェするため⑪欧諸中は 節竃政党、
'法

、.

、ほ拳制度レベルで導入されて感`ます。国本で

も多様性の.おろ社会、
｀
女性とちの抱える問題

が放置されない社会にするには女性議員を増

やす逗とが重要です。

規在、「各地からパリテ0カフエを開催したい

とオ〒ナマ登緑や問い音おせいただいており

まlす。M力 らゝ4‐―ナ■確録濾Sできます、ぜひ

全国でパソテ 0カプェを開催してくださしゝ

´
B早璽嘔曇i p剛曲罐£      鰤

葺P
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●平和を話つてなぜ悪い !

昨年11月 23日 、杉地区男女共同参画都市

宣言躙周年記意事業としで『女性作曲家を

知る楽しみ―ピアノ独奏と連弾作%を集め

て』が軋 された。ところ力舅餘権次員として

長年女性作曲家紹介をライアワークとして

きた私ガプログラムに鶉 た金画趣旨⑩修
正ι筒」除を要求どれるという事態力S発生.印
dll予定前日のこととて、止静無く応したが、

いまなMで きず、区長から

"グ
を目|き 出

したい…と鱚 申洩 通の件につしヽて、詳細

lま以下の二つの記事をご覧いただきたい

(碗罰軋釦曜日Jアンテナ櫨Ъ201‐郡ゴ12号 :

N]脚通信 0小林緑の連載 Fク ラ、シック音業界

にJ翌乙d陸社会 :第嘔2回 F平和J「憲法』は禁

価 晦 :∫嚇 :m幅づ。n娼範蜘硼馳3田)。

要は問題⑩価所「・・・彼女たちは抽家的なソ

ナタより標題付きのわかりやすい小品を、一

人力葛目立つ口でなくも達弾など0・・バランスを

肇晏作品を多く嘩しました。平和憲法きiも
危機:にある世界印蜆状を:こ うした女性なち
の音韮から見直すためにも・・増⑪犠点を強め

てはしい、と実務担当係長(女性闘雹伝えてき

たこと亀 しかし尋れは電話でのやり取りで、

メモも録昔も残せていない級がなんとも悔

やまれ輸。東京新聞女性記者からも、それが

ネックで記事イヒを見送ったと連絡いただい

たから聰 だがともかく、この強変を指示し

た⑪が誰か、具俸的にどの言葉が不可なぬか、

突き止あるなく、実貰責任者である勇女共同

参画センター課長(男餞 に優固 (1『10)ゝ 問
い質したところ、 輸 憲法』と『鼎女共同

参画|ま関係がないか啓』という。この玲 |ま

平和と|ままっとうな生活とそれを営む男女

平等が前提であ慟tひとたが職時になれば被

地元杉並区力ヽら “平和憲法翠|を禁しられて想う逼と

J沖酪識(国董[く にたち]音楽大学・名誉教授)

害lま安性に及ぶ、という簡明な事実もご存知

ないらしい。

をもそもこの企画|ま、私も一員である杉並

の女性団体連合彬 女連)「発案したものだ

った。 F硼1漁畿が6ba戦,aCt10cally」 を標榜

する私は大喜び、区在住の女性ピアニス ト4

人に出演を依頼して3手、4手、8手④連弾曲

に、鳥⑮声や秋の情景、踊りを模した独奏曲

で構成した。瞭ヽずれも平和な自然があってこ〇
倍の音楽亀 だが企両を横取り?した形の上

記切長や来賓の区議長な鰤まその本義も理

解できず、コンサー ト自体にも全く無関心な

様子だつた。

当件から改めて学んだ点は実に多い。実働

lま女性、綸 は男性という日態依黙の円 役

割。メモや録音などの記録を残す迅との重要

さ。音楽は政治・社会と|ま無関係と⑮思い込

みを利ぎとることの難しさ。非核郡市宣言と

原水爆禁止運動□先駆者であり、文化意識も

高いと噂⑪ξそめ杉並区が今や真逆の路線の

ただなかにある現状…

長いものに巻力瓶 ろ、寄らば大樹の陰とば

かいの無自覚・無批判の極み|ま、女性差別のO
根源たる天皇制への異様なあこがれにつな

漁まる。2018年、現下ぬ代替わりの好膿をなぜ

『 もうやめようよ、天皇nlj』 に置き換ぇない

の力亀コンサー ト会場に皇族が来るたび、立

ち上がって拍手やお辞儀を強要され通場面

は滑稽かつ耐え難時ヽ。私lまはつきり、男でも

女でも、軍皇|ま要らない、という立場亀 い

まどき男だ|ナの君主制を黙過しようという

態度|ま、いかに優れた研究者 0フ ェミニスト

であつても、決して許されることで|まあるま

い。
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①地域鮎場の描僑

_私油罵所属する 国L区男量熱同    ,|
トワτクJ(愛称:ねつとわ■く)li41:束嘉都

捩颯ヵ熙   f
:区と口共催甲自主事業者地遭1準行わている市

'

M団靡 ある。団体帥■‐個人悔 ほど幡

員懸竃脚りt鼎女 14人の区議会議員もス会し

ている底

Lこ数年七瑚L区ではこ卿躊施秋⑩縮跡鋳饂

鎌響必磐鯰留E兆・3鑓]八喜疵‐
ず意味で:‐倒置区で岬鱚末を涎b守みるこ
◇男量曇闊膠糎朧ポ蹂瑞劃ヽ

かもて、ゴヒ匡男女笏同参画センタ∵<スペ
送ス崚う>は、・『ヨLと,ぴhi11顆・南譴綜 F王

子駅回逝:1く つ画5ぽ 61階部分を占ぬてし:ヽた底

躙14年 3月 、区は理票4月 からの 馴Lと

があ』
:の

指    度導入と運動させで、
<スペ出民ゆ動》み国がおう嘔1膳部齢をくス
ペースゆう≫むい切慟麟すという■「誠Liと があ
へ⑩移管』を決定し【■鍾測亀 6mにあら

川ゃホTル (定員酔螂間 、と会議贔利用画厳し

て⑩登録国伸減先の廃典、rttbてもホ〒ル壁

面魁利用:し準市民国は無饒⑩:デャラフー晨

驚i益か暮贅予藉%で‐
れを持に小ホ畠ル⑪ 靱 率を上げるためJ

とした。

私たち『ねつとわ宇く」は、会員と罐スペ

ースゆラメ登録団鉢|ま呼ジ軋けす|ず 1眸囲で区

敵 璧罐霙みを出したが、決逹撫覇憂らず、5階
にプリースペースを作る、指定管理者と話し

合しヽ口場産設け慟警壇靱鱚颯■の説明涎開催

を実施す働など⑮揚 を得るに留まつ起。逼

の間、男女共同参画鞣識会で輪曽すら無かつ

たことにも連 膨た。結果Jと してt遍 躙
に市民が集うことも無くなり、様慟率ち上が
しず、開蒻と膨ている。

it 4翁鯰辟醸雲6両管⑩改編

,知i51年 11月、勇女共同参面推進課が、所

属瞳てぃる「子ども家庭部」ごと教育委員会
へ

に所管を移しゝ が畠警『男女しヽきいき推進獨

に重更するという案滴S区議会に提出される
,こ とを合曼画誰から知らされた。

部課長に固談しξ ttL匡男女共同参画条例』

を勒  [こ 畷 部局から外してはしくない」

囁鯰名から男蝶 躙曜剋画を潤さないで1ま し

■いJとするも聴り合つてもらえず、男女共同
1瘍

舅餘覇袢lt報告口場とされた。

◇セン豪■亀:lm
鋤16年 2月 の男女共同参画審議会で、都

長が『センターロ認知度を上lずらために、細

膨』甲輌拠端称にしたいJと発● 名材を公

募しヾ「選定委員会」も設lナ られたが、公募案

に|ま無港、った『スペースゆうJを正式鑑称と

すること辟決定され mゝ17年 4‐月ょりF東京

都北区スペースゆうJ幌無 同

とをも遠。団体としては経始―貫して『目的

ぷ不明確になるJと反対を表明したが、押し

切られた。実際の表示は、()が小さくて論

みと強にくい状況となつている。
鋤15錦 4月 、種 を頼 しヽ率imコン期、

翌4月 にはか名誉仄画した調長渇S異動tそ⑭
:型 4月 にはセンタニ名を変更したポ長力雹異動

した。市民の不満を需せ付け悲1等隷でに頭鄭ハ

かとはじでいる。     :
●學後め方策は?
拠慮施設口縮小以来、国め動きを早めに察

知するためにЪ全員匡識に「何か異変節竃あつ

たら連絡してはしい」と調願いし、国議会資

料をチ土ックbてメンバーで共有する習慣

も夕に付しヽたが、要望書⑩提出伸抗議が受け

入れられない事実に直面bてしヽ|るgこれを
置ププトなバックラッシユではなしれぬ可とい

:う ね鏑亀あるg
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男女叢

卵導1まに鉾Lした.か

←般財団法人女性労働協金鋼

:即18年 2月 8‐国 (本 )

¶13:'3□ 1轟量□:310

場所::1文京匡‐民センタ島錦鮭3c
資料代 :駈旧円  申む 朋 繭 繭i.田m

剛 ―脚 -6828
月女曲同甲画社翁予理に不可欠な推鐘悴制をどう強化していくのか。

基本計画I理長鐸蘭れつてこられた藤嶋敬さんと考えます。馴臨諏
軋汗絋率γ弄塔圏!睫勒鯰了顧参

含め
孔

国時

点から

*都営三団線 ,大江

戸線『春日駅鯉出固』
*東京メトロ丸ノ内

線曙鎌園 駅仏出口』
*競 メトロ南北線
F後楽園駅 6番出日J

(Ξ)

t型重童忙曖重義純の方は、撮込用紙
を固割しま如 で、納入|を指願いしま
す。              :

口 0□ 0□ □
?『

〇日
・

°°嘔
・

■ 000□ ●●●●●,Fo□ ,C・
0デ

凛盟風・
°°°°

・
□じ□00日 ●G● 口●●●¨

を同封していますL署名後、個の下に

ある、形びかけ団体の送り先に進付し
てくだきるよう措願いします。趣颯鰤
体的綱に「ゴヒ京淵向 と記入してくだ

□ 1露 月憫瓢議会,

1四 月媚 目鯛 )11時れ13時猥ペースきんと円 催。

・マ別 -2月号(1月 号体刊》印内容鰊

・文京区地域福祉保健計両⑩パプコメについ亀

編集担当稲元0黒見世話丸
02月 8日の同熙⑮直ん講演会について

・1月颯 漁 .1月.媚 日鯛 )鰤輻 も舒 亀

□ 1月 軸 璽鋼 泄話人会

1月 15日明 )16時から、ス襲〒スきんとうで開他

12月 8国の曲嶋散さん講演会準備

・総会準備につしヽえ 5月末蠅 月初め予亀

・マンスリぷ2月号の記事・連蜀状況再蟷乳

□ ]口回     2月 8日 酵‖ 141時警16時

スペースきんとう

さい。郵送料はカャパでお願いします。
(D

『マンスリー北京飩

第四1号

烈班8J零 2月 1目綸

◇編集・発行 Jヒ京判鰯世話人会

◆担当世話人    稲元 周子

黒見 節子
◇〒11300o33

m文 調誠匠甦嘩瑚劉F2・量7・2

東興ビル 3F
◆F胤x:□3・5穆G呂圏8

◇嚇 鞠血コ臨皿制

◇郵理振替番号 :∽鰤OF7‐幽

司ヒ京轟遅輔 馬

追1障 故高ittЛ質手さん

会員の高品隠 さんはす嗜蠅 がんの治療を続けて

おられましたが、昨年理2月 蠅日逝去されまbた。連

合 (日 本労働組舗臨当艶琲 □副事務局長、力此局長

として、また政府蕃議会等において女性労働者の地位
向上に尽力されました.躊 は、司ヒ京蟄鰹会員と

して綸会や学習会にも,加され、一市民として発言さ

れていました。今後も遠くかし私たちな叱咤激開して

くださるようお願いし、J醸からのご冥福をお析つしま

す。           到L京
'諏

曜臨 入会
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「

どイノグネノハノータ

二姦鷹   副 σ i第塑号

枷 如 団 画 鋼 職「G翻鵬 腕 雌 )日判 唱 伽 山 田 鵬  帥 18年 3月 1日発行

○

E現聴 Ⅲ祀第 6固第 4次男女共同参画墨本計画学習会報告―‐2

第 1次から第 4次までの男女共同参画基本計画に関わり、O15年から17議ヽ まで

|ま男女共同参画会議議員として男女共同参画行政に関わって来られた鹿嶋敬さんを

講師にお迎えして、F男女平等 lま進化したか一男女共同参画基本推進体制の視点か

らJをテーマにお話いただきましたな女脚 談ネット埼玉の賀谷恵美子さんによる

報告です。

□女性候補者擁立推進施策に関するヒアリング報告

立憲民主党ジェンダこ平等推進本部|ま、国政、地方自治体選挙におけるパリテ

実現に向けて、コ劇 鴎を含む関係団体に対するヒアリングを2月 27日 に開催しま

した。これに参加した船橋代表と石田による報告で現

日立憲民主党におけるパリテの実現に向けての北京JAC答申-5

立憲民主党は、ヒアリングに先立ち、9関係団体に「立憲民主党におけるパリテの実現

に向けて並びに 安陸臓補者簾立を妨げる要因・障壁 について」諮問しました。そ

れに対する北京 JACの答申を掲載しま丸

日性犯界の改正刑法3年後の見直しにむlナて

立憲民主党は、昨年末に党のジェンダー推進平等推進本部によらて実施されたJl■

犯罪の改正刑法の 3年後の見直しに向けた当事者と女性団体との討議をまとめて、
2月 15日 、葉梨康弘法務副大臣に申し入れを行い_UII陽子法務大臣への要望書を

提出しました。これに参加した鴻巣美知子さんの報告です。

口学習畿 綸会のお知らせ他
北京JAC総会の日程が5月 27曰 (目 )に決定しました。ご予定に入れておいてく

ださい。



●Jttt」AC第 6国第4次男女共同

男女平等は進化したか

乍男           体制の視点から～

賀礎濡顆課護許砲賭憫国掴劃む肇ット端疑正)

2月 8日夜、上記タイ トルの学習会が

鹿嶋敬さんを講師にお迎えして開催され

た。鹿嶋さん|ま新闇記者時代から男女共

同参画に取り組んで半世紀Jと 自己紹介。

第 1次から第 4次迄の男女共同参画基本

計画策定 (99年から2015年末)すべて

に関わり、05年から 17年 3月 迄の 12

年間、男女共同参画会議議員として日本

の男女共同参画行政に関わつてこられた

方である。こうした長年の経験を踏まえ

て、日本の男女共同参画施策の現状の妻J

達Jほ と今後の課題をまとめた著書『男女

平等lま進化したか』(新曜社)を昨夏、出

版されたばかりでもある。またとない講

師を迎えて当日の会場 |ま満席であった。

現政権下の男女共同参画施策が F女性活

躍推進」の駆 |す声の中で存在感が薄れる

一方、「男女共同参画」という用語自体が

行政組織から消える可能性を危J瞑する参

加者も多かつたと思われる。鹿嶋さん|ま

以下の様に4つのFpaぃに答える形で基本

計画策定過程と当時④政治状況を振り返

りながら、男女平等 |ま どう進化したのか

を論じられた。字数のtll限 もあり、筆者

の印象に残つた′点を申心に報告をまとめ

させていただくこと事をお許しいただき

たい。

I 男女共同参画基本計画の策定～第 1

次計画から第 4次計画までどのよう

な議論をしてきたか

男女共同参画社会基本法 (99年)|ま「企

業中心型社会から男女共同参画社会への

転換」を実現する施策を要請するもので

あり、その最重要課題 |ま 「固定的性別役

割分担意識の変革Jである。特に男性の

「働き方改革」が必要であつたが、第 1

次答中ではそこまで手が届かなかつた事

が F今だから言える問題点」。リプロダク

ティプ・ヽルスノライツも書き込んだもの

の、「少子化の一因Jと いう批判を受け、

その後のバックラッシュによる男女共同

参画批判の拡大へと繋がった。

第 2次計画では「ジェンダー・フリー」

の用語をめぐって自民党プロジェクト・

チームやメディアから批判が集中、ジェ

ンダー論によらない基本計画を作るよう

にという指摘もあつた。結局、「ジェンダ

ー・フリーという用語による性差や男ら

しさ。女 Lし さ、伝統文化の否定は男女

共同参画と|ま異なるJと いう趣旨の異FIJ

のコメントが入つたが、委員の議論による

ものではなかった。

政権交代後の第 3次計画策定にあたつ

ては「エッジを利かせろ」との閣僚発言

を受け、初めて「クォータ制導入の検討」

が記されたが、何の実効性もなかつたと

いう反省がある。同一価値労働同一賃金、

ジェンダー予算、ジェンダー統計、選択

的夫婦llJtttljを 含む民法改正の必要性、

①
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「男性、子どもにとつての男女共同参画」

等、初めて書き込まれた事も多かったが、

難しい課題ではあつた。

第 4次計画では「男女共同参画推進と

男J性中心型労働慣行等の変革」を全ての

分野を貫く視点とした。「長時間労働の見

直し」がない限り、男女の対等な関係構

築は困職 ポジティプ・アクションによ

るジェンダー格差是正を重視 しているが、

いわゆる F2o2030」 の目標達成は、現状

で|ま難 しいだろう。第 2次計画時のバッ

クラッシュの厳 しさを教訓に、第 4次で

|ま F目 指す社会」として男女が『自らの

意思に基づくJ参画を強調、「性SIJに よつ

て生き方を規定することの否定」を明確

化した。

Ⅲ 第 1次から第 4次まで共通する課

題、改めて浮上した課題は何か、男

女平等は進化したか、

進化 した点として、第 4次男女共同

参画基本計画と他の施策、FttJ陛活躍推進

法」や「まち・ひと・しごとEIJ生戦略 2015」

との整合J性が高まったことがある。具体

的な「働き方改革」等により「固定的性

別役割分担意識の解消Jに もつながりや

すくなった。半面、男女共同参画理念が

若い世代に共有されず、アンチ男女共同

参画イデオロギーヘの転嫁も懸念される。

職場の男女平等推進 |ま 「結果の平等」を

志向するもので|まなく、 F女性活躍推進」

があつても多くの女性が家計補助として

非正規労働を担 う構図lま根本的に変わら

ず、「固定的な性別役割分担意識の解消」

が「古くて今なお新 しい課題Jと して残

る。

Ⅲ 女性活躍推進 と男女共同参画はど

のような関係なのか

「女性活躍推進」は経済政策であり、

「男女共同参画社会の形成」という「ゴ

ァル」を達成するための「手段」にすぎ

ない。他方、「男女共同参画」と|ま「人権

尊重の理念を社会に深く根付かせ、真の

男女平等の達成を目指す」人権・社会政

策である (96年男女共同参画ビジョン)。

F性別役割分業の変革・男性標準型社会

の変革」無くして、経済分野における F女

Jl■活躍Jだけで「男女共同参画社会の形

成」を目指すことは可能なのか、「手段J

と Fゴール」の違いを見極め、議論を深

める必要がある。

Ⅳ 男女共同参画・推進体系はどうなっ

ているか

最後に、国内本部機構の強化という重

要な問題がある。男女共同参画会議は、

施策の監視や影響調査を行い、結果を公

表する機能も併せもつ。2001年～2015

年まで監視専門調査会に所属してきたが、

15年 1月 で開幕となつた。その後は、案

件ごとの専門調査会を立ち上げ審議を行

う方針という。参画会議内での監視専門

調査会の復活を訴えたが、かなわなかっ

た。今後の新たな課題として、ダイバー

シティの確保とマイノリティの人権尊重

をあげたい。LGBTを初め、多様な背景

をもつたマイノリティの人々が生きやす

い社会の実現を目指して、男女共同参画

基本計画の中に組み入れる試みも地方自

治体では始まつている。

その後、短時間で|まあつたが、活発な質

疑応答が行われた。その一部を紹介する

と、手段の「女 (7ページ右段下へ続く)
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●民主党プェンダー平等推進本部ヒアリング

立憲民主党ジェンダー平等推進本部から、

2月初旬、北京JACを含む9団体に対して

「国政t地方自治体選挙におけるパリテの

実現に向けて、立憲民主党に必要とされる

政党内部の仕組み、方針、その他女性候補

者擁立を妨げる要因、障壁を取り除くため

の方策にっいてJの諮問があった。これに

対するヒアリングが、2月 27日、衆議院

第2議員会館で実施された。ヒアリングに

|ま、8団体 けり稀 ットは
`矧

輸 力S、 国会

議員は本部長画村ちなみさん、日U床部長近

藤昭一さん、大河原雅子さん (司会)、 福

山哲朗幹事長他 11名力勁 口した。

以下t各団体の発言内容をごく簡単に発言

順に紹介し、北京JACからの発言について

は、最後に少し詳しく報告したい。

最初の発言は レ リヾテ50・ 50」 の三浦ま

りさん。パリテとクオータの違い 儲 力:

ジェンダー平等達成の手段であるのに対

し、前者は民主主義の原則」)を確認した

上で、立憲民主党が政権をとる鍵は女は

を味方につけること、それなくしては党の

発展の可能性は限られていることを強調。

党内の見える場所に女性を配置すること、

しかも女性が連帯できるように一人や二人

ではなく二人の登用が必要だと指摘。

ついで「フェミ冨隷動 からは、東京載

日区議の/Jtすみ子さんが女性差月陸解消

するための機関としてシンクタンクをellる

よう要望。続く離哨斐ノ嘲置ネット」の近

藤恵子さんは、候補者選択における女性フ

ァースト、政治的マイノリティの政治参

画、ジェンダー平等政党実現のための研

修・党内チェッタシステム作りが必要だと

主張した。 Fク ォータ制を推進する会Jの

平機昌子さんは、今国会での F政治分野に

於ける男女共同劃國懺自鋼 の成立を最優

先に、全党■致で取り組んで欲しいと要

乳 5番目の 隔蹟調AC」 は後述の通り。

「国際女性の地性協会」の山下泰子さん

は、       員会から日本政府のジ

ェンダー平等への取り組みへの懸念や要望

が重ねて出されていることから、立憲民主

党には、国躙 ・基準に沿った

を確立し、日本のジェンダT
の先導役を担って欲しいと要望。最後に

F生活者ネッ.ト ワーク」の岩永康代さん

は、政党の枠を超えた市民団体との連携 :

意見交換の重要性を特に指摘した。

北京」ACは、予め提出していた「答申J

軟 ページ掲動 は読んでいただくことを

前提に、必ずしも答申に沿った発言ではな

かったが、石田は、党内にパリテ原則を張

り巡らせ (地方組織を含む党内のあらゆる

意思決定機関における男女同数代表、各種

委員会の委員輔 J委員長の男女ペア制度

導澤勤 、ジェンダー平等に根ざした新た

な政党文化のモデルを立憲民主党が構築し

て欲しいとヨ難肇 船橋は、    の女性

の問題点を指摘し、それとは

ず線を画した政策を出してほしいこと、介

護関連では、当事者重視の立場から、アメ

リカのシルバーパンサーのような高齢者の

代表を選出し、介護者側の政策ではなく介

護される償]にたった政策の必要性を強く主

張した。発言時間が限られていたために、

選挙制度見直し、そのためのプロジェクト

づくりなどへの言及はできなかったのは、

極めて残念だった。

O曝蒙 石田久仁子、船橋邦子)

女性候補者擁立推進施策に関するヒアリング報告

①
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立憲民主党におけるパリテの実現に向けて

並びに J硼晰舗晴擁立を妨げる要国・障壁 について

、北京JACは蛎議赳釜蔵詢ピイングネットワーク)答申
2018年 2月 27日

立憲民主党におけるパリテの実現に向けて

1熙明醐

あらゆるレベル意思決定機関 (申央二地方、各種委員会等)へのパリテ (男女同物 Dは代表

制民主主義の構成要素である。

2党組織・―
(1)1の原則に基づき、党の意思決定機関への男女   腰 実現をはかる。

(2)党首が男性 即 なら冨』党首は女性 (男憐 にし、副党首が複数なら男女同数にする。

ある委員会の委員長が男性 酬 なら、纏 員長|ま女性 修割う というように、男女のペア制

度を導入する。

(3)党     の男女回数を実施する。

覇踵鸞制度の見直:し (こ れ麟 民主党がイニシアティプをとって実現に努力して欲しい)

参議院 :拘束名簿式比例代表制を復活させる。

衆議院 :比例代表制の比重を増やす。

地方議会 :申・大選挙区制において複数投票制を導入する。

4。 立候補の自由を保障するための世界■高い儀託金の見直しをiまかる.

立候補を妨げる要因、解決するための方法

1織 い             鵬

(lX31114位と下げとどまらない理由|ま、Jul睦解消しょぅという政治的意志の知 国である。

党内の男睦議員向けジェンダー研修を実施しモデルを示す。

(2)ジェンダー礁 人権意識を高めるための教育・研修機会の充実をはかる。

○   (3)男性の   のための研修を同国的に行う。

2女性候補者を増やすために

(1)地域の女性リーダーの質の制ヒと数の割 国とそのネットワーク化をはかる。

(2)   のためのトレニニィグを強化する。

そのために全国各地に女性の政治スクールを開催費そのための基金などを募ること。 ｀

(3)立憲民主党の政党支部|こ女性の役員を増やすこと。

経)国政にとどまらず地方議会においても、立候補にあたっては選挙資金のサポートを行うこと。

(5)地域の安胴 体こ団体安m (労働組合も含む)と の連携を強化すること。

(6)高齢社会のなかで要介護者な蛹声をあげにくい、しかしその問題から立ち去れない当時者性

のある候補者として高齢者の代表も必要である。そのため口候補者の年令制限を撤廃をする。

(7)女性の政治への関心を高めるための仕組みづくりを行う。例 え|よ パリテカフェのような集

いの場を全国各地|こ創りだガ

北京」AC      ロピイングネットワーク)代表 船橋 邦子
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●性犯罪改正法見直しに向Iすて

性犯罪の改正刑法3年後の見直しにむけて―立憲民主党が申し入れ

立憲民主党は昨年 12月 26日 「ジェ

ンダー対策推進本部」(本部長・1西村ち

なみさん)を立ち上げ、第一会総会を

開催抵この中で、性犯罪の改正刑法

(2017年 7月施輌つ付則で雛 され

た3年後の見直しに向けた討議が被害

当事者と女胴 体を集めて行われ、北

京」ACからl潮鼈識歳 と鴻巣が参加

した。ここでの議論をまとめて、2月

15日 に葉梨康弘法務副大臣に申し入

れを行い、_Ljll陽子法務大臣への要望

書を提出。大河原雅子事務局長、逢坂

誠二さん、山花郁夫さん、尾辻かな子

さん、池田真起さんの5人の衆議院議

員と支援団体、安胴 体のメンバーが

劾 口した。

1。 昨年の改正内容

刑法が交付されたの1ま 1907年。家

父長制下の考えを引きずつたまま、よ

うやく2014年 10月 から唱釧麟切罰

則に関する検討会Jが開かれ、そこで

まとめられた論点が「法制審議会刑事

法 〔囲瞬 諷際)部会」で議論され改

正された。

改正点融①強姦罪、準強姦罪の罪名

を 剛睛ψ性交等駒 騨動論J性交等罪」

に変更。腟離 交だけでなく肛門や口

腔への挿入も処罰し、加害者も被害者

もJluljを撤廃 ②法定刑の下限を強制

性交等罪及び準強制性交等罪|ま 5年、

同致傷罪を無期または6年に引き上げ

る ③非親告罪化 (告訴がなくても起

訴硼  ④18歳未満の者に対する親

など影響力があることに乗じての強制

性交等罪、強制わいせつ罪の創設 ⑤

集団岬 の融 なa検 討会で議論

されながら改正が見送られた論黒など

が再改正の課題亀

2。 申し入れ内容

今回は「法制審議会に再度の見直し

を諮問し、刑事法 (陛犯罪関係)部会

で議論して、改正案を国会に提出する

こと」「委員会の構成はジェンダーバラ

ンスを考慮し、被害者・支援者のヒア

リングを行うこと」などを要望。具体

的な中身!ま①暴行・脅迫要件の見直し

②刑法における性犯罪に関する条文の

位置を第 22章から個人的法益に対す

る罪 (第 26章以下)へ移動③睦交同

意年齢の引き上i     の撤廃⑤

①
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○

醒偶者間における強制性交等罪が成立

することの明文化⑥勉位・関係性に乗

じた性的行為の処罰範囲の拡大①強制
J堕交等罪における「性交等」の範囲の

拡大、であっれ

唱爆鈎救援センター・東京」の田

辺久子さん|ま F被害者の相談にのり医

療機関への連絡や警察への同行などを

するが、暴行・脅迫要件カミ壁で訴えが

なかなか認められなし、     を

検討会メンバーに入れるかヒアリング

をJと、「ポルノ被害と性暴力を考える

会」の田口道子さんは「AV被害がネ

ットに流れたむ情報が取り消せないJ

と、「デジタル性暴力Jの深刻さに対し

ても対応をと訴え、I女性会議の中村

ひろ子さんはt成人後に告訴できるよ

うに    のlll限撒廃を、北京JAC
事務局長のゆ鍼 え知子さんlま、刑法

第躍 章 (風俗ない蜘 的秩序に対

する罪)の中に入れられている卿

関連条文を「個人的法益」の項に移す

こと、性交同意錦齢を国際社会並みに

16歳などに引き上げることを、鴻巣|ま

付帯決議魯庭細こ実施し実効性を高め

るよう要望した。

3。 葉梨副大臣との話し合い

昨年の国会での刑法改正の審議時間

lまわずか 10時間余。葉梨副大臣は「元

は警察庁で勤務し、風営法や児童ポル

ノの審議の際に清水澄子さんや堂本暁

子さん、辻元清美さん等と議論した。

改正法の施行状況を良く見ていきた

い」と話した。2年半後となつた再改

正に向け、とりくみが急がれる。

(

傷ページからの続き)1開割動 とゴー

ルの 順 の男女共同参画社会の胸鋤

の    、性別二録 の歴 による

性差男1側の曖味化、蜘 llの法的定

義、問題意識の世代間共有の欠如、
・
世

界と比較して関心の広がらないセクハ

ラや鵬 をどう社会構造の如 □こ結

び付けていける力、「他政策との整合

性」というより「ジェンダーの主流化J

が色々な領域に浸透していくことこそ

「週 日 ではないのか、など実に多岐

に渡った。最後の発言は、計画の実効

性をどう担保するかを問うものであっ

た。疇鵠膠早F電調査会の廃止もあり、5

年間でlま計画策定時の議論の濃厚さが

薄れ、効果の把握力S難しくなる、審議

会だけに任せるのではなく、私たち自

身が関心を持ちチェックすべきJとい

う意見が、まさにこの学習会の結論と

なつたように感じられた。
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▼△北京脚E学習会のご案内▼△

「非戦」のための国際政治、国際関係を学ぶ

～日本が喧回する「戦争」の危機の前で…

人はなぜ戦争をするのか、北朝鮮核問題をどう解決するのか、領土を守ると

はどういうことか、対テロ戦争にどう関わるのか、国民はどんな自衛隊を支持

するのか。今まさに私たちが考えるべきこうした重要な問題を提起されてきた

元内閣宮房副長官補の柳澤協二さんを講師にお迎えして、日本が直面する戦争

の危機産含めた国際情勢についてお話いただきます。

違憲の安保法、共謀罪法権力の私物化である森友・加計・スパコン疑惑が続

き、民主主義が崩壊し、改憲、戦争への危機を前に何をすべきか議論したいと

思います。

みなさまのご劃 口をお待ちしています。よろしくお願いします。

******

日時 :月 17日 Uけ 18溜卜210:30

錫 :文京区民センターC会や趣:(椰瞳地下鉄三田線 F春曰」下車徒歩1分)

蜀 :遇孵到臨二さん (元陶 官房副長官補0賦面蒔還用局長、NPO法人、国際地政学研究所

啜    「自衛隊を活かす剣 餞

雛    :J臓 腫 瞬 陸会議ロビイングネットワーク)silゃc懸両ac。 Oretv/

申髄L・ 連絡先  pekiniacosmailecOm ttX03‐ 5689□6828 C当日受付鴫

○

● 2月世話人会              改竃の疑惑が発覚。事実であれ|よ 内閣は

2月 14日午後 3時より事務所で開催。  監督責任をとって総辞職すべきです。

学習会の配布資料・手順・役割分担の確認  北京JACは、モリ・カケ・スパコン疑惑

後、今後の学習会企画やマンスリー3月号  をしっかリウォッチングしていきます。

の内容について意見交風

側は卸D渫銃1らせ

5月 27日に開催します。開始・終了時

間は 11:00‐ 1駐30を予定しています。

く編集後記>
今号では森友問題は扱えませんでした

が、籠池夫妻が8ヶ月も不当に勾留されて

いる二方で、安倍政権lま野党が求める佐川

国税庁長官や昭恵夫人の国会証人喚間に

は応じようとしません。そんな中で森友学

園への国有地売却関連の決済済み文書の

ハ∪
(石田久仁子)

F7ンスリ冒北京」ACJ第 222号

2018年 3月 1日発行

●編集・発行   J瞭 脚嘔世話人会

◆担当世話人   面囲久仁子

◆〒113o0033康陳炒文京日本郷2‐27o2

時調/ヒリレ 3F

併 鋼 O13o5689M828

く卜h搬://pekiniac.o「職■

く臣配嘩憂謳鰺芽毒野弔:   0012椰蘭 6426

』鯨 JAC羹鯛
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Fざイングネットノータ

事″ダ_  副 σ 第223号

¨ 鰤 m― 伽伽D]噸崚碗澁脚鵬   蹄18年 4月 10日 発行

曰     ぎん疑躇問題

戦後最悪の安惜首相の一れも早い退障を求める
ジェンダー平等どころか民主主義、法治国家の崩壊すら危ぶまれる森友問題に

向かいあい、怒りを共有し、主権者として次の行動を考えるための問題提起です。

□

海外メディアはどう伝えたか～映し幽される被害者に冷淡な日本社会

伊籐詩識さんがレイプ被害者として、真理を追求するジャこナリストとして外

国人特派員協会で記者会見してから半年bこの間、海外メディアの方が事件を積

極的に事件を報道してきたように見えますЪそこから浮かび上がる日本社会と|ま ?

石田久仁子さんの報告です。

■ 国 際 女 性 デ
ー

‐
― 一 ― 一 ― 下

~~~~~一
― 一 下 ―

~~~~可 ~~~ 6

3月 8日国際女性デー、世界各地で繰り広げられたウイメンズ・マーチ。東京

で開催された記念シンポジウムとウイメンズ・マーチの写真を掲載しました。

□ 帥 つまで時たせる民法改正 !選択的夫婦則性を求める院内集会J―-7
3月 色日の院内集会に|ま国会議員 四人もれ L二宮周平立倫館大学教授は講

演で、内閣府調査で珊 11姓選択詞の賛成が上回つた二とを指摘し、早急な民

法改正を求めました。3月 14日 にlま第二次夫婦別姓訴訟も提訴されています。

血ネット・民法改正情報ネットワークの坂本洋子さんの報告です

□童週轟罰嚇艶怒蝸絢

選択議定書⑪批淮求める請願署名活動を !

融冊間は選択議定書批准の重要性をアピールするために、批准を求める署名活

動を行います。C]Ш画Ⅳ委員の林陽子さんの講演録も刊行しました。選択議定書

についての素晴らしし%で す。署名用紙を同封しますので鋼 お願いしま丸

□三重力ヽらの発信
二重県で男女共同参画推進を担つてきた男女共同参画みえネットからの発信で

す。県内の各市町村の連携、大学、地元企業とネットワーク化や行政との意見交

換な闇 の様子が伝わつてきま九

2

9

回学習会、絶会⑮お知らせ他

北京ふ饉 縫轟蒙ま5月 27曰 (日 ) です。皆様、ぜひご参加ください。
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0森友文書改ぎん疑惑問題

・疑惑が深まった証人喚間

3月 27日 、佐メ|1前国税局長の証人喚蘭

|ま 、はじめからシナリオありきの茶番劇

そのものだった。安倍夫妻、政治家の関

与、総理官邸からの指示がなかったこと

だ|す を明言した。これだけを言わせれば

良かったのだ。安倍首相は証人喚間の翌

日、「あとlま国民の判断に委ねる」と語っ

た。その場しのぎの筋書き通 りの証人喚

間を乗 りこえれば、いずれメディアも市

民も忘れると過去の教ジ|か ら確信 してい

るかのようだ。「森友も加計も済んだと四
彎月馬鹿」 (朝 日新聞 3・ 31)。

改ざんの経緯・ 目的|ま何も解明されず

疑惑 |ま より深まった。また改ぎん以外の

国有地払い下げの問題など何戸つ解決し

ていなぃ。今度こそ私たち|ま 、安倍同様

に親友に便宜をはかった大統領を記免し

た韓国の市民力から学び、声を上げ続け

ていきたい。
0問われる説明責任の重要性

また証人喚間では皆無だった国有地値

下げに関してもいまだ説明責任が全く果

されていない。

3月 20日 「森友・加計問題の幕]|き を

許さない市民の会J主催の緊急院内集会
で、森友学園問題で国を相手取つて訴訟

申の神戸学院大学の上脇博之さんに以下

の重要な法律について伺つた。

財政法第 9条第 1項では国民の財産で

ある国有地は「適正な対価」なしに譲渡

も貸 し付けもして|ま ないない。F適正な対

価Jについては、国 鮒 務省)が国民、

国会、会計検査院に対 し説明する責任が

船橋邦子 劇Ltt JAC代表 )

ある。会計検査院は 2017年 11月 、財務

省に対して、8億 1900万円値弓|き したこ

とは「適切とは認められない」、値引きの

『根拠が不十分」とした報告。会計検査

院法で|ま 、関係者に質問・出頭を求め関

係者はこれに応 じなければならない。応

じない場合、会計検査院 |ま懲戒免職を要

求できる。
0公文書の作成・保存は民主主義の根幹

公文書管理法第 1条 目的には「公文書

等が、健全な民主主義の根幹を支える国

民共有知的財産として、主権者である国

民が主体的に利用しうるものであること

にかんがみ、国民主権の理念にのっとり、

公文書の管理に関する基本的事項を定め

る等」と民主主義を前提としていること

がわかる。これらの法律に照らせば安倍

政権の法律違厠 ま明白である。

・今後の取り組み

森友・加計問題を政治権力の私物化、

議会ll」 民主主義、法治国家の危機として

捉え、北京 J ACIま昨年 6月 1日 、国会 (D
での真相解明を要求する院内集会を開催。

それ以降、森友・加計告発プロジェク ト

と連続 しつつ活動を続けてきた。

運動 としての新たな局面が訪れたのは、

3月 2日 朝 日新聞の公文書改ざん疑惑の

報通である。安倍政権の支持率は急速に

下が り、国会抗議前行動 lま 日々参加者が

増えてきた。しかし恐ろしいことに警察、

機動隊が国会議事堂前の般の改札から歩

道に至るまで制圧 していた。このような

市民の声を徹底的に弾圧する安倍政権を

一刻も早く退陣させたい。

戦後最悪の安倍首相の一刻も早い退陣を求める
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いま 私たちにできる緊急の課題 |ま 、地

域コーカスの皆さんとともに真相解明を

求める声を全国各地で、より大きな集団

の声としてあげていくこと、以前からも

提案してきたように地元選出の自民党、

公明党議員に働きかけ、安倍の退陣をさ

せること、少なくとも三選を阻止するこ

とで|ま ないかと考えている。

*****************      ‐

森友問題一私からの一言

★政治家の質がひどく落ちたなそのトップが安倍首相。妻が固有財産の売買にかかわ

ったと報道 (知つたと|ま言わない)さ れた時点で、すぐ責任を取るべきだつた。少なく

とも歴代の首相ならやめただろう。平気でウソをつき居座る姿|ま醜い。権力にしがみ

つく様を日々 国民が見ていたら、政治にウソは当たり前と、マヒしてしまう。わが市

個)で も文書どころか、決事を残さない予算割 り振 りがある。私もマヒー歩手前かも。で

北村文子 (会員)も絶対に許さない !

★政治権力と結託 したエ リー ト中のエ リー トがウソを「真実』に塗 り替えるために公

文書を改ざんした。ファシズムそのものだ。自殺者も出亀のに、部下に責任押 し付け

て平然 としている、証人喚間での上目遣いの佐川前理財局長。お前の責任はどうなん

だ !国税庁長官をやめただけで|ま終わりにlまならないも怒 りを込めて私たち|ま叫ぶ。 !

検察ガンバ レ、政治のプレッシャー跳ね返せ !財務省 |ま反乱起 Lせ !ア ソウはヤメロ、

アベもヤーメーロー !! 石田久仁子 (世話人)

★佐り|1前国税局長の証人喚問 |ま 、文書改富に重点が置かれた。

大阪地検の取 り調べ中として、森友学国の土地の貸付料や売却価格の大幅IEL馨 |き の

理由lま明らかにならなかつた。固有財産を破搭のftL段で売却 したことこそ大問題。安

倍首相は「昭恵氏が 50以上の名誉職を弓|き 受けていたが、問題があつた。今 iま辞めた」

個)と答弁したけど、それで|ま済まない。
前川喜平氏が名古屋の学校で行つた講演の内容について、自民党文教部会からの圧

力を受けて、文科省が申学校に問い合わせをした。教育基本法が禁じる「教育への不

蘭な支配」だ。

安倍政権のもとであらゆる権力が官邸に集まるようになり、自民党の横暴極まれり。

そのことこそが問題だ。                鴻巣美知子 (世話人)
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0伊藤詩織さんレイプ事件

海外メディアはどぅ伝えたか

映し出される被害者に冷淡な日本社会

昨年 10月 24日 、『プラック・ボックス』
の上梓を機に、伊藤詩識さんが、それまで
のファースト・ネームだけからフルネーム

を公表して海外特派員協会で記者会見した。
レイプ被害者として、真実を過求するジギ
ーナリストとして、日本の警察の対応、支

援blj度のあり方、プラック・ボックスのよ

うな司法へめ疑問や政INI法に残る問題点

等を提起したこの会見から半年が経過した
1。 この間、日本よりも海外メディアの方が
この事件を積極的に報道して来たように思
えるが、そうした報道から見えてくるの|ま、
加害者に寛容な、被害者に冷淡な日本社会
の姿である。

●海外メF~ィ アの髄

記者会見直後の 10月 8o日 、フランスの

左派系曰刊紙『ルモンド』が「J性暴力に無

関′いな日本での、被害者、伊藤詩織さんの

闘い」と題する記事を掲載し、詩識さんの

会見での主張を忠実に紹介した。レイプ容

疑者の山口敬之元TBSワ シントン支局長が

『総理』の著者であり、彼の逮捕状がかつ

て菅官房長官の秘書官だつた申村格警視庁

刑事部長の指示にようて執行停止されたと
の記述もあり、政治権力の介入を示唆して
いた。ちなみに会見当日の朝日新聞デジタ
ル版の記事でlま逮捕状の執行停止へめ言及

はない。

12月 に入 り、英国 BBCの Buttiness

1事件の概略については拙稿 F伊藤詩織さん

の Fプラック・ポックス』と印戦い～モリ 0

カケ問題との驚くべき類似と私たちに向けら

れた聞いJ(マ ンスリー220号)参照。

石 田久仁子
鵬ttersと いうラジオ番組が詩織さんへの

短いインタビューを放送した。その影響か

らか、あるいは日本でも「超党派で準強姦

事件逮捕執行停止問題を検証する会」が設
立され国会議員の動きが活発化したためか、
12月 28日 にはフランスの保守系日刊紙『 フ

ィガロ』が詩織さんに直接取材した長い記

言I晟薫:璽鼻督員廷二了責掌了贅〒繰ド(D
事実を認めさせ、社会のタブーを告発する

ために闘う～Jを掲載。強権的な安倍政権

下での司法の歪みが痛烈に指摘され、それ

と同時に、「被害者への日本の警察のヽ藤は

30年前のフランスの警察のようだ」とい

う日本在住フランス人の性暴力被害者の支

援者の証言も弓1用 されている。

翌 29日 には、『 ニューヨーク・タイムズ』

が詩織さんと山口氏に直接取材 し、二人の

写真入 りの長い記事 「彼女|ま レイプヘの日

本社会の沈黙を破った」を掲載。読まれた

方もいらっしゃると思うが、詩織さんの証

言に|ま一貫性がある一方で、山口氏に関し

て|ま取材での証言と氏の詩織さん宛てメー

ルに書かれたことの間に食い違いのあるこ

とが指摘されている。記事では日本でのこ

の事件への社会的反響が小さく、また性暴

力の被害届けの少なさ、千葉大集団レイプ

判決に見られるように、加害者の量刑の低

さ、ポルノやレイプを描いたマンガの氾濫、
レイプが同意の有無で|まなく暴行・脅迫を

基準に判断される傾向、性暴力被害を積極

的に報道 したがらないメディアの姿勢等が

問題にされている。

さらに今年に入つて、スウェーデンとノ

ルウェーで放送されているSkavianと いう
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トークショーが詩織さんをゲス トに招いた
2。

現在、人権団体の支援を受 |す てロンドン

で生活している詩織さんは、日本で被害者

がJ性暴力を告発するととの困難さを語つた

後、「今はロンドンにいて何でも話せる自由

がある」と述べていたのが印象的だつた。

日本の女性が奪われているのIままさにこの

自由である。

0性暴力を許容す る 日本社会 と低調な

鵬 Too運動

統計的にIま 日本のレイプの被害届件数|ま

欧米諸国に比べてかなり少ない。文化的、

制度的にレイプ告発を抑圧する力が強く画

いているからである。被害者自身に落ち度

があると疑われ (プラウスの上のボタンを

外していたり、飲酒 していたりすればなお

の追と)、 未だに家族にとつても恥と捉えら

れがちで、被害者が勇気を奮つて告発して

も逆に激 しい非難と攻撃の的となる。被害

届けを出しても、多くが不起訴、裁判にな

つても実刑判決は限られる。欧米メディア

の報道から浮かび上がるのは、このように

性暴力を許容する日本社会である。

欧米諸国では、10月 の詩織さんの記者会

見lま、ハ リウッドのセクハラ事件をきつか

けに世界申に広がった #MёToo運動の一貫

として報じられていたが、日本でこの運動

が明らかに低調なのは、ロンドンに生活拠

点を移 した詩織さんのケースが示すように、

男の身勝手な欲望の餌食にされた女性が自

由に発言することの代償があまりに高いか

らである。今日の世界を見渡すと、未だに

婚外性交した女性やレイプ被害者を組族の

汚れ、恥であるとして、父や夫や兄弟が自

分たちの名誉挽回のためにこうした女性を

殺害する 「名誉殺人」が存在する。相手

の男や強姦男 |ま咎められず、殺害者である

親族の男たちが罪に問われこともない。加

害者がコメンテーターとしてテレビに出演

し続 lす られる日本社会は、メンタル構造に

おいて|ま、「名誉殺人」がまかり通る「野蛮

な社会Jと変わらないとさえ思えてくる。

0沈黙する日本のテレピ

昨年 5月 の詩織さんの最初の記者会見以

来、朝日、毎日、そしていくつかの地方紙

を除けば、この事件はほとんど報道されな

かつたが、特にテレビ|ま沈黙を決め込んで

いだb被疑者が同じ業界 TBSの、しかも安

倍総理に近いジャーナリス トだつたためか。

報道の T間 と呼ばれるこの局の対応も不可

解で、真実の解明に動いたようにlま見えな

しヽ。

0日本からの#TeToo i運動

一人で「私も被害者」という声は日本で

は上げにくい。そこで今、詩織さんは性暴

力撲減のために「私たちも行動する」とい

う意味の#WeT6o運動を提幅している
3。

詩織さんの事件は、刑事事件としては不

起訴が確定しているが、現在民事訴訟中。

賠償を求められている山口氏lま争 う姿勢を

見せ、ネットテレビでは詩織さんの誹謗中

傷を繰 り返している。普通に判断力のある

人が『ブラック・ボックス』を読めば、こ

れが政治事件であることは分かる。モリ・

カケと同様に安倍が退陣すれば、真相究明

が一気に進む事件である。政権の申枢が何

らかの形で関与したのであれば、その責任

が問われる。犯罪を犯した者は誰であれ罰

せられなければならない。

(北京 JAC世話人)

2

https://―.youtubeocom/watch?v=zcOTP

陶二iCqe8&d=ia

33月 17日 の毎日新聞デジタル版「セクハラ

撲滅 :国連で伊藤さん会見「WeT00」 運動提

唱」
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O国際女性デー

3月 8日  国際女性デー報告

ミモザの花で飾られる 3月 8日 、国際女性デー。今年も世界各地でさまざまなイベ

ントやマーチが行われました。東京では “Qの会"主催 「さあ推進法成立へ」の院内

集会が開催され、「今国会でこそ、 【政治分野にお lす る男女共同参画推進法案]成立

を」の決議文が採択されました。北京 JACも賛同団体としてエールを送りました。

の院内集会

夜は F国際女性デー」の「ウイメンズ・マーチ東京Jカミ

ター トして表参道、原宿、渋谷のコースで行われ、雨の中、

外国の女性や若い女性の参カロが目立ちました。

0隔allenge Sexittm."

ウイメンズ・マーチ東京のスター ト

「つぎはぎを生きる
一健康で文化的生活を』

つぎIま ざが周囲に貼られている。

F福島の女性と子どもへの

健康支援を」

、国連大学前広場からス

500名 が参加 しました。

多くの若い女性参加者

-6-
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O選択的夫婦Ell姓 を求める院内集会

「いつまで待たせる民法改郵 選択的夫婦Elj性を求める院内集会」
坂本洋子 (mネ ット・民法改正情報ネットワーク)

mネ ットは、衆議院第二議員会館で 3

月 8日 、「いつまで待たせる民法改正 !選

択的夫婦llj姓 を求める院内集会Jを開催

し、民法改正を求める市民や弁護士、国

会議員、メディア関係者など 148人が参

加 したき

院内集会を共催 した日本弁護士連合会

の横山幸子弁護士 (両性の平等に関する

○ 委員会委員長)が開会挨拶密行い、「氏は

単なる記号ではなく、個人の人格に関わ

るもの。これを一方的に奪う亀と|ま 、憲

法に違反する。法制審答申から22年が経

過し、内閣府の世論調査でも賛成の割合

が過去最大の 42.5%に達し、改正の機 lま

熟している」と話した。

各党・各会派からはゞ立憲民主党 (枝

野幸男代表)、 民進党 (徳永エリ男女共同

参画推進本部長)、 希望の党 (井出庸生政

策調査会長代理)、 公明党 (佐々木さやか

女性委員会副委員長)、 共産党 (志位和夫

仄   理 し
挨拶した。

講演 した立命館大学の二宮周平教授 |ま 、

「本人の意思によらず改姓を強制する現

行市1度 lま人格権を侵害 している。最高裁

がここまで踏み込まなかったことを大変

残念に思 う。人格権を侵害してまで、守

るべき国の利益は何なのか。それ |ま最高

裁判決の中では主観的な家族の一体J陛、

夫婦や親子の一体性でしかない。夫婦め

どちらか一方の氏 |ま維持するが、一方 |ま

改姓 しなければならず、平等原員りに違反

する。回氏を希望す る場合は婚姻 をす る

ことができるが、31」氏を希望するカ ップ

ル |ま婚姻ができず、法的な不利益を被 る。

安倍総理1ま導入 しない理由として、世論

が賛否措抗 とい う言い方をしたが、賛否

|ま拮抗 していない。賛成が多い。民法改

正は早急に実現されるがきではないか。」

と、法改正を求めた。

第二次の夫婦Sl雌訴訟で弁護団長を務

める榊原富士子弁護士 lま、F局曜姓婚 と同姓

婚をする人とで、一方 |ま結婚できるのに、

一方 |ま できないとい う差別がある。こ這

を主眼において頑張 りたい」と、提訴ヘ

の意気込みを語つた。

最後に、mネ ットまちだの申西佳代子

代表がアピールを読み上げ、満場一致で

採択 し、終了した。

◇参加 した国会議員は以下のとお り。

[議員124人 (敬称略)

自民党 (衆)木村やよい

立憲民主党 (衆)枝野幸男、尾辻かな子、

辻元清美、本多平直、山花郁夫、山本

和嘉子

民進党 (参)神本美恵子、徳永エ リ、牧

山ひろえ、真山勇一、宮沢由佳、矢田

わか子

希望の党 (衆)井出庸生 (参)行日邦子

公明党 (参)佐々木さやか

共産党 (衆)志位和夫、畑野君枝、藤野

保史  (参)吉良よし子、仁比聡平

社民党 (参)福島みずほ

沖縄の風 (参)糸数慶子、伊波洋一

この |まか、秘書 42人が参加。

―
『

―



●女性差局』撤廃条約

選択議定書の批准求める請願署名活動を !

ゆのまえ知子

選択議定書とIま

IIlえ ば女J陛差別撤廃条約における権利

を侵害された個人が、条約による救済を

求めることができる個人通報制度を定め

たものである。

具体的なJIJを 挙げると、夫婦同氏制度

を定めた民法第 750条は、2015年 12月

16日 に、最高裁判決によつて合憲とされ

た。もし、日本が本条約の選択議定〕を

批准していれば、この判決に納得できな

い原告 |ま 、これを CEDIAW崚性差BIJ撤

廃委員会)に申し立て救済を求めること

ができる。委員会の通報受理の条件 lま 、

すべての国内救済の手段を尽くしている

Lと である。夫婦別氏の場合は最高裁判

所という最高レベルまで解決手段を求め

ていても救済されなかつたので該当する。

個人通報作業部会で受理された場合、そ

の国の政府に対して CED副 は見解(勧

告)を だす。この勧告に政府 |ま 6ヵ 月以内

に対応する措置を回答しなければならな

い 。

申じ立ての先例

カナダの先住民のある女J陸はこ先住民

として州政府からもらつていた住宅を、

夫の暴力のためシ平ルターに逃げている

間に、夫が妻からの譲渡として勝手に登

記名簿を偽造し名義を変えたというケー

スがある。委員会|ま け 性差別」と認定

した。政府 iま 、大がその家を第二者に売

ったので原状回復は出来ないと回答。勧

告の内容は、その家と同じ程度の家を申

立人に与えなさいというものだつた。カ

ナダ政府 |ま勧告をまだ履行していないの

で、フォローアップが続いているも

批進に向けての課題

選択議定書の批准国は 2017年 末に

109か国となつてお り、個人通報の受理

件数 |ま 、現在 111件、 うち結果がだされ

たもの lま 60件以上である。

日本政府 |ま 、「条約実施の担保を図ると

趣旨から注 目している。引き続き真倹1に

検討を進める」とい う趣旨の回答を続け

[レ |『 準復電製家軍緻言雪言鮭扇1辱よ〇

るも

JNNC(女性差Blj撤廃条約 日本 NGOネ
ットワーク)は、林陽子 CttmW委 員の

任期が今年末までであり、それまでに選

択議定書批准を求める機運盛り 上げのた

めに、批准要望の署名活動に取 り組むこ

とになり、3月 23日 にキックオフ集会「日

本をジェンダー平等社会に～カギ|ま女性

差別撒廃条約選択議定書の批准～」を開

催 した(共催 嘲ヒ京 脚J)。 講師の山下泰子

さん lま 、クォータ制における議員連盟の

ように、選択批准書批准促進議員連盟が

必要だと強調された。

林陽子委員講演録を発刊

JNNCIま昨夏ヌエックでの林陽子委員

の講演をまとめた『 日本をジェンダー平

等社会に (講演録今こそ、女性差別撤廃

条約選択議定書の批准を !)』 (条約・選

択議定書付き@200円 )を、3月 8日 国 .

際女性デーに発刊  (この報告は講演録を

参考にした)。 大変わかりやす く説得力あ

る内容で学習会のテキス トとして最適で

ある。 (15冊以上まとめて購入@150円 。

申 込 み は JNNC ねx:03‐ 5905・ 0365

Email:nttrepor領 勤aiwLnet)

(北京 JAC世話人 )
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ら囃

二重県男女共同参画センター「フレンテみ

え」が県民走の%の 場として、 20o3年に

“フレンテみえ企画・1適営サポニター"魯設

置し、県内各地から集まったサポーターと

「フレンテみえJが情報交換や共有をして、
それぞれ%に 活かしてきました。活動中、

○ぽ飩楔賽爾文鯰篇賛
り、行政施策に左右されない民間の立場で、

個人や団体で活動している人たちをつなぐ

ネットワークの必要性を強くはじ、2007年に

サポーター自†金画事業『どうなっています

か?あなたの市町(ま ち)の男女共同参画～

ネットワークづくりに向けて～」を開催し、
F二重県の男女共同参画ネットワークづく

りに向けて立上1弾¶藤艶 を経て、2008年に
『男女共同参画みえネット (通称 :男女みえ

ネット)」 ぶ発足しましれ

∞警
01議

:翼?fl:』:∬鰺
の柱に据えました。

2011年には、二重県「平成 23年度等から

の    に    の場への安陛の参

醜 促進応援プラン～寄ってたかって男女共

同参画を活かしたまちづくり～を提案し、採

択されましれ この勧 ま、趣旨に賛同した

o市 (四 国市市、亀山市、伊賀市、伊勢市、

志摩機 と連携して各市の異なる課題に取り

組んだ内容で、二重県・フレンテみえ・=重
大学男女共同参画推進室・県    され

た地域の人財・地元企業をネットワークし、

雪重からぬ発信

永戸千草・     鯛女共同参画みえネット)

まさに寄ってたかって実施されました

連携した5市囃 した活動のず環として、

2013年 9月 から躙 法人四国市男女共同参画

研究所と円国市市が受託した、内閣府「平成

25年度地域における男女共同参画連携支援

事業Jの「防災とまちづくり、そして男女共

同参画同こ参画しました。この事業を全国に

発信するため、三者によるワークショップを

ヌエック平成 26年度「男女共同参画フォー

ラムJで開催しました。

2015年は国の基蒲諏歎 2016年|ま伊勢志

摩サミットで出された行動帽針などを、「三

重県でどう活かす力」に主眼を置いて学習し

ました。

2017年 3月 、県の新年度組織改編で主管課

である F男女共同参画 ON闊 詔詢 力菫多文化共

生課と統合され 贈稀バーシティ

になり、“男女共同膨 力玉蜘 から「I」

へ降格することに伴う行政の遂行脆弱化を

危惧し、「馳   「県の基本理念J F男女セ

ンタ‐」などについて、
:男

女共同参画・N閾

課長から説明慰聴く会を開催しました また、

国年 9月 には、 陸渥灯霧町バーシティ推進

方針Jの基本的な考え方について、ダイバー

シテイ     から説朋翻聴き、 `堺女

共同判 力ヽら “ダイバーシティ"へのすり

替えの憂虞を含め、意見交換をしました。

男女共同参画施策を埋没させないため、男

女共同参画先進県である鳥取県を視察訪問

し、学んだことの報告会も開催しました。今

後も、ネットワークを活かし、二重の男女共

同参画推進のため活動を続けていきま九
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鵬 即 頼 鮭

壁鱚り蟻貞硼皆さん、膚非ご委加イださιlノ ∫

0同時 :5月 27日 (日 )1][O10～ ¬6:00

0場所 :真京国男童平等センター 研修室 B

●プログラム (予定)

【午前]11:00～ 12:鶉

¬.記念講演
『国自議員に聞く―日本のジエンダ■平等政策の編状と予閥』

大剛慮雅子さん

2.第 肥回国   の地位委員会 輯鋤 報告
F農山漁村女性止女兄のジエンダー平等及びエンパワーメント

達成田縫ぬm吻題と機会』
田中由卦 さん (硼 日本代表、城西国際大学招聘教授)

◆ 12:410島 」3:410昼食 E地域コーカス紹介 ◆

【午後】・14:O10ん 1饉 :O10 北京謝鴨総金
占翻 のデ虎薪 ま覗

鄭

協

駆

露

軍

〓

Ｘ

７

Ｐ

７

７

蹄

乃

踊

■

綺

冨

冗

冗

Ｉ

Ｉ

ズ

ご

〆

ノ

〆

′

′

′

Ｐ

′

‐

♯拳#刷漏F』mJ   絆拳講

「ヨ闇賄 のための国際政治%国際関係を学ぶ
婦固本部直面する F戦争」の危機口前で～

03月世話大会報告
13曰 脚 14時 ～蝿時 スペースきんとう

<報告>国際安陛デー (3月 8日 )集会、森友

問題に関する緊急行動など。<協議>北京JAC

総会の相談、マンスリァ4月 号企画等。

0加盟団体・

Qの会 :政治分野における男女共同参画推進法

案に関する院内集会 (3月 8日 、    一議員

会館)を開亀 北京融臨 癬絹織表)も発言。

Л縣隠 :選択議定]批准をめど鵡 会 (3月 23

日、文京胴 女平等センター)を開他 署名用紙

を北京脚鰹マンスリーに同封しました。林陽子

CMAW委 員の競   (帥17年、N剛弼 での

ANCワークショップ)を発売中 (2100円 )。

『マンスリー1諫 JAC」

第 223号

2018年 4月 l10日 発行

◆編集・発行 北京ふ甦 世話人会

◆担当世話人   加藤 登紀子

◆〒11計0033

東京都文京区本郷 202予2

東員ビル3F
◆Fhx:03‐5689・6828

0hn税却血幸酬醜側

◆郵便振替番号 :00B爾‐
7‐66426

北京癬鰹事務局
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調 σ 第2鈍号
鵜 最囮せ鵬 磯 輌 昭 OoMILge   'Ю 18イ年 5月 15日 綸

□学習会搬告「非戦のための安全保障論』 …………………"「………………
I…

∵……∵…… 2

昨年、安倍首相が9条に自衛障を明記する憲法改定案を発表し、改憲発議が

近いので|まないかとの危機感が高まるなかで、元防衛庁官僚の柳澤協二さんを

講師に安全保障や憲法について学習会を開催しました。鴻巣美知子さんによる

報告です。

日足立区の性載育 への都の知kに抗議する …………ふ。………………… 4
東京都足立区が3年生に 吐 交』「i壁妊Jなど具体的なことばを使つて性教

育を行つたことに対し、東京都教育委員会が「申学の学習指導要領の範囲を超

えている」として足立区教委を指乳 北京JACは都知事と都教委に抗議の要望

書を送り、足立区にも報告しました。

□「災害母子支援センターきずな」でのポランティ活動を経えて ………… 5

九州司L部豪雨の被災地朝倉市に開設された「きずな』|ま 3月 30日 に開所され

ました。「1脈 L蝿久留米」からボランティアとして支援に携わつた縄崎順子

さんによる8ヶ 月間の活動の詳細な心温まる報告|ま、新たな芽が地域の活動に

活かされることと希望を与えてくれます。

報告∫6月 回 総会に注目を !  ………Ⅲ……………………… 6

財務省次官セクハラに関して大臣や閣僚、冒 やネットによる被害者バッシン

グが続きました。そこで「セクハラ被害者バッシングを許さない423緊急院内

集会Jが開催されました。関連して注目したい国際的動向|ま、6月 開催のⅡD
総会議 報告は湯前知子さんです。

□晒 からの排  「 沖縄-2つの市長選を終えて 」 …………………………… 7
2月 、4月 に行われた名護市、沖縄市長選|ま辺野古基地推進派が当選も新基

地実現のために手段を選ばず多額の「選挙資金Jをつぎこむ国家権力の真の姿

を伝える、県議で聞いの中心メンバーでもある狩俣信子さんの沖縄からの発信

|ま、考えるべき今後の課題についての示唆に富む内容です。

■総会のお知らせ他 ………………
I…
…∵……………………………………………… 8

北京JAC総会|ま 5月 27日 (日 )です。皆様、ぜひご参加ください。



曜日批のため0安全保障論」～日本力奪直面する『戦争」の危機の前で

元内閣官房副長官補・防衛庁運用局長の柳澤協二さんに聞く

安倍政権による9条改憲阻止のためめ議

論を深めようと、コL京 醜唖獅ま4月 17日 、

NFO法人国際地政学

研究所理事長、「自衛

隊を活かす会」代表の

柳澤協二さんを迎え

て、学習会を開催した。

柳澤さん|ま元防衛

庁運用局長や内閣官

房副長官補などを務

め、小泉政権下で自衛隊のイラク派遣など

に関わったご自身の経験を踏まえ、何より

大事なのIま 自衛隊員を含む人の命だとして、

安全保障や憲法についての考えを話された。

安爆法制では日本を守れない

専守防衛を逸脱し集団的自衛権を認めた

安保法制で、自衛隊が米軍の戦問を支える

後方支援や、米軍の武器を守る「武器等防

護」を行 うことなどができるようになった

が、海外での武器使用が拡大し、武装勢力

とめ交戦も起こりうる。安倍首相lま施政方

針演説などで「日米一体化」F日 米同盟基軸

は不変の原則」と言つたが、アメリカが日

本を守ると|ま限らない。アメリカに見捨て

られないようにすることでかえって戦争に

巻き込まれる危険が大きくなった。安倍首

相の主張する「積極的平和主義』も誤りで、

本来の積極的平和主義と|ま紛争仲介や難民

救援などを含む「人間の安全保障Jのこと。

冷戦が終結して湾岸戦争が起き世界の構造

が変化し、「世界の警察官」の役割を担って

鴻巣 美知子

きたアメリカが紛争を解決できなくなった

今日、アメリカとの一体化|まむしろ危険だ。

戦争を止めるのは国民の自覚

日本が感 じる戦争不安は ①北朝鮮の

核・ミサイルヘの不安 劇ヒ朝鮮脅威論)②
尖閣の主権をめぐる日中の対立と、海洋・

宇宙をめぐる米中の対立 (中国の支配欲)

③米国文明の否定と宗教・部族の対立によ

つて起こるテロヘの不安 (アイデンティテ

ィーの対立)の 3つあるが、これらは「日

米一体化」だけで|ま対処できない。

戦争は国家が暴力で意志を強tllす る行為

であり、平和と|ま戦争のない状態か戦争の

恐隋からの解放だ。抑止で平和を達成しよ

うとすれば相手より強い力 (抑止力)で抑

圧することでさらに大きな対立が生まれ、

恐怖|ま永遠に続く。他方で、和解と|ま戦争

のもとになる対立をなくすことだが、fll益

や名誉や国の威信を失うこともある。本当

に守りたいのは何なのかを考えるべき亀

今日の戦争要因は格差・疎外などによる

分断と排除。ナショナリズムの台頭や暴力

によって戦争が起きている.経済の暴走や

政治の無能が原因だ。トランプ大統領は「ア

メリカ第一主義』を唱えて冨と名誉の独占

を狙い、武力で恐怖を煽つている。だから、

アメリカとの一体化で|ま 日本が平和や安全

にはならない。戦争を止めるのは政治を決

める国民の自覚以外にない。軍事力を使わ

ずに国を守る方法を考えるべき規

国家のために自分が死ぬことを受け入れ

〇
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るのが戦亀 アフガン、イラク勒 のよう

に敵が分からない戦争で|ま兵士が トラウマ

になり鵬解瑚鰤了や劃畷Dが起通る。イラク

戦争でlま兵士|ま一人も死なずに帰ったが、

副田Dによる自殺者が 29人も出た。(現地

で 2人の外交官が亡くなつた)。

北朝鮮や中国とどう向き合 うか

安倍首相lま国会で「(北朝鮮の)ミ サイル

を撃ち洩らせばアメリカが報復する」と答

弁したが、アメリカが自国の犠牲を顧みず

に報復することはありえず、米軍基地があ

る日本が戦場になるc抑止と安心・安全は

両立しない。安倍政権の圧力外交lま手詰ま

りで、衝突のリスクが大きい。lL朝鮮 |まア

メリカを抑止するために核を持とうとして

いるめだから、敵対関係を緩和し北朝鮮の

体制を保証することだ。日本は唯下の被爆

国として、lL朝鮮に核を使わせないように

する責任がある。

尖閣諸島の問題 |ま、野田政権による尖閲

国亀にで中国との対立が激しくなった。Fァ

メリカに守つてもらうJと なれば米軍基地

にミサイノンが刑んでくることになり戦場|ま

日本だ。得しない戦争・終わらない戦争を

しないことが政治の責任だ。日中国交正常

化から 40年。中国が発展して日中の力関

係が逆転した。中国の自己主張と日本のコ

ンプレックスが強まり中国脅威識が生まれ

た。だが、アメリカに頼ろうとしても米中

|ま闘わない。大国となつた中国を受け入れ

るしかない。

国を守るとは、憲法の国家像 を守るこ

と

テロ戦争にかかわるの|ま難しい。テロリ

ス トを殺害すれば新たなテロリス トを産み、

武器を使えば暴力の連鎖になる。イラクで

|ま 自衛隊が一発も打たなかつたことが安全

につながつた。自衛味が歓迎されたのは「戦

争をしない」という日本のブランドがある

からだ。多くの日本人が自衛隊を支持する

のも自衛隊がず人も殺さないし戦死しない

からだが、安保法制で自衛隊|ま変わってし

まつた。安倍首相は憲法 9条への自衛隊明

記を主張しているが、安保法制を実行すれ

ば交戦になる。

自衛隊員の服務規定には「事に臨んでは

危険を顧みず、身を持つて責務を完遂し、

もつて国民のれ にこたえるJと あり、国

民が受け入れないことは自衛隊もできない。

だから、国民が自衛隊に何をさせたいのか

が問われている。日本国憲法が示す国家像

|ま『国民主権 0基本的人権・平和主義」。意

見の違いを力で解決しない国・大国顔しな

い国が日本国憲法の求める日本の姿だ。相

手に恐怖を与えて戦争の誘因を作らない、

他国の戦争に関与しない「専守防衛」|ま平

和のための戦略だ。「非戦」は日本の名誉、

理念、アイデンティティー洩

柳澤さん|ま元防衛庁の トップ官領として、

国の安全や日本国憲法の役割、自衛隊の果

たすべき役割や、どう自衛隊員の命を守る

かを深く考え続けてこられたに違いない。

その真摯な姿勢と試実なお人柄が伝わり、

説得力のある講演だつた。  (世 話人)



0北京 脚鰹 が東京都知事 と教育長に要望書を提出。
足立区|ま卒業を控えた区立中学の 3年生に F自 分の性行動を考えるJと いう授業を保

護者公開で実施。内容は事前に教員・校長・区教委で検討された。 ところが、東京都議

会文教委員会で国民党・古賀俊明都議が足立区を批判 し、東京都教育委員会が足立区の

性教育を「不適切」だとして区教委に指導を行 うとの報道があった。そこで、北京 JAC
は都知事と郡教育長に下記の要望書を提出した。古賀都議は 2003年に元都立七生養護

学校の性教育に介入。最高裁 |ま古賀都議の行為を、教育基本法が禁 じる「不当な支配」
だとの判決を出した。

東京都知事小池 百合子 様
同 教育長 申井 敬三 様

2018書二4夫123日

北京 JAC(世界女性会議ロビイングネットワーク)

代表  船橋 邦子

足立区の性教育を支持 し、東京都の性教育の充実を求める要望書
北京 」AC(世界女性会議F言イングネットワーク)は第 4回国連世界女性会議(瑚ヒ京会議)

をきつかけに設立された、女性の地位向上と人権確立のための政策提言とロビイングを
主な活動としている団体です。

東京都教育委員会 lま足立区立中学校が 3月 に行つた性教育が 「学習指導要領に照らし

て不適切』だとして、区教委に対して指導を行 う予定であると報道されました。足立区
の授業内容を調査 して『不適切な授業Jを行わないように指導 し、中学校長会でも注意

喚起するとのことですが、足立区の担当者 |ま 「地域の実態やニーズに即して実施 してい

る」としてお り、足立区のとりくみ |まむしろ評価すべきものだと考えます。

都議会文教委員会で自民党都議の指摘を受け、足立区の中学校が「性交J「避妊」「人
工妊娠中絶」とい うととばをつかった点を「不適切」だとしているようですが、生徒に
J陛に関することを正しく理解 させるために|ま、具体的なことばで説明することが必要で

す。都教育委員会による足立区のJl■教育への不当な介入に強く抗議 し、今 日の若者を取
り巻く社会状況を考慮 し、東京都の性教育をさらに充実、強化するよう求めます。
1995年開催の第 4回世界女性会議 (北京で開催)で採択された北京行動綱領は Fリ プ

ロダクティプ 0争ルス/ライツ」(J性 と生殖に関する健康と権lll)を基本的人権として明

記しました。そして、「若年出産 |ま、女性の教育的、経済的、社会的地位の向上を阻む要

因になっているJと して、早すぎる妊娠やJ陛感染症、危険な妊娠中絶を防ぐために、女
性だ |す でなく若い男性にもJ謄報サービスや教育を行 うよう求めています。また、我が国
の第 4次男女共同参画基本計画も「性感染症の予防方法や避妊方法等を含めたJ性に関す
る正しい知識に基づいた教育を推進する」「望まない妊娠や性感染症に対する適切な予防

行動については、現状を踏まえた具体的かつ実践的な啓発をおこなう」としています。
こうしたことを賠まえ、私たち|ま東京都教育委員会に対して、以下のことを求めます。

記
1.東京都教育委員会lま足立区の性教育に対して不当な介入を行わないこと。
1。 東京都教育委員会|ま、義務教育や高等学校段階でのJl■教育を、人権として、及び医学的・

科学的な知識に基づき、かつ児童生徒に理解しやすいように、充実・強化すること。
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●母子支援センターのその後

九州北都豪雨

2017年 7月 5日 に起きた九J劇北部豪雨
から8カ月が過ぎた今年 3月 38日 t朝倉
市の「災害母子支援センターきずなJIま開
所し、その役目を終えた。

大量の流木!ま 20万 トン超と言われ福岡
県|ま 2019年 3月 までに処理を終える計画
をたてているが、自間部はまだ上砂に埋も
れたままの道路や家屋がある。

「災害母子支援センタTきずな」|ま 1国産
婦人科医院から施設提供を受 |す、県下の I

安墜会議の会員を中心メンバーとして、災
害後 1カ月の昨年 8月 1ロ オープンした。
「母子または女Jl■の避難所』「女性ボラン
ティアの宿泊拠点J F母子、女性と子ども
の相談・支援」の 3つの柱で活動していた。
F北京 脚鰹 久留米」からは、事務局に 1

名、ボランティアとして 2名力S関わつた。
ボランティアとして、Aさん|ま週 2回、タ
方の時間帯に、私|ま週 1回昼間の時間に入
つた。10月 までは|まぱ毎日避難の女性やボ

ランティアの女性のfll用があった。そんな
時の夜間の当直は県本部の役員さんを中心
に、I女性会議鐸 ンパーが担当さ.れてい

た。災害を受けた女性 lま Ftt alijも が泣くの

で避難所で気がねするJ「母乳をあげる場
所がないJ「避難所の生活に耐えられないJ

などの理由で利用された。また、被災地|ま

その後の天候不順や台風被害などの災害に
遭いやすく、一度自宅に戻っても再ぴ利用
する被災母子もみられた。遠方からの女性
lま、車中泊や避難所での泊まりより|ま Fき

ずなJでの宿泊を望まれた。ネットで調ベ

て予約される人も多かった。10月 くらいに
なると被災地全体のボランティアが少なく
なってきて、朝倉市がボランティアの受付
けを終了してから|ま、 Fきずな」を拠点に
してボランティア活動をする女性もだんだ
んと少なくなり、宿泊体制も終了した。
昼間|ま曜日を決めて助産師・養護教諭・

人権靱護委員・弁護士の相談ガ組まれてい

た。助産師への相談がず番多く、「母乳の

―「災害母子支援センタ轟きずなJでのボランティア活動を終えて

縄崎 順子 (』ヒ京 JAC久留米代表)

出が悪くなった」 F赤ちゃんへの声か|すが
少なくなうた」などの相談が続いた。人権
擁護委員や弁護士相談などのlll用は少なか
つた。月 1回の日曜日|ま子どもたちの遊び
の広場づくりがされ、地域の公園などで沢
山のおもちゃで遊ぶ企画がなされた。当初
|ま車いっぱいにおもちゃを積んだボランテ

ィアのプレイ・カーが来た。地域の子ども
たちにも呼び掛けたので100名以上の子ど
もたちが集まっ。た。この企画は閉所時まで
続いた。子どもたちにlま必要な支援だった
と思う。全国から届けられた寄付物見を避
難所や災害住宅にいる人に届け、今年の寒
い冬を越す準備がなかった人々にとても喜
ばれた。また、月 1回ほど「きずな」のロ
ビーで、講演会や音楽会が催され、参加の

人々にlま癒しの時間となった。 以上のよ
うな取り組みlま今後の被災地女性支援のモ

デルになるので、県から防災賞が授与され
たり、全国各地から多くの方々が視察に来
られた。北京理露 からも東京から被災直後
に来館していただいた。

「災害母子支援センターきずな』の開所
後|ま N閲 として、母子支援や子どもの遊
び場つくりを模索する方針だと問いている。
今回の被災は朝倉市の申でも被災地域が限
定され、被災したところと被災しなかった
ところに分かれたが、被災しなかった人々

がボランティアとして活動できたこと|ま よ
かつたことだろう。特に「きずなJlま安陛
たちが企画し、活動し、被災女性とボラン
ティア女性を支えた。ここで活動したこと
を中心メンバーだうた人たちがいろんなと
ころで報告し広めている。この芽が今後に
活かされていくだろう。
最後に「JL京 鰐鰹ふくおか」の呼びかけ

で全国の会員の皆様からカンパが集まり、
いち早く被災女性に届けられたことは、被
災地を元気づけ、復興のための励みになっ
た。女性同士のネットワークが被災地支援
に|ま必要なことを実感した。  (会 員)
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0馳 You集会報告とILO総会0

#1噛血恥阻
・
集会騰 16月 のInO総会

テニマ「仕事の世界におlす る暴力とハラスメントJに注目を :

財務省事務次官セクハラについて、テレ

ビ朝日|ま被害者|ま 自局の記者であり、被害

者はこの問題を自局で取り上げてもらえな

かつたため週fll誌に録音を提供したと公表

したところ、テレビやネットで被害者バッ

シングが起きた。これに心を痛めた女性た

ちが勇気ある告発をした女性記者への連帯

を表現し、セクハラをもう我慢しない、許

さないとして、4月 23日 「セクハラ被害者

バッシングを許さない 4.23緊急院内集会J

が開催された。連帯を表すため黒い服を着

た女性たちが続資 と集まり報道陣も多数集

結した (約 200名 )。 この日の主役は何と

いつてもメディア (元メディアにいた人も

含め)の女性たちだつた。いつも|ま取材す

るIallの メディアの女Jl■たちが、意見表明す

るullになつた。ネット上での記者のセクハ

ラ被害経験調査の結果、公式の記者会見で

は詳しいLとや本音が聞けず、一人でも夜

中にでも会いに行かざるを得ないという取

材の現場や、被害を訴えることで、記者と

して、社として取材範囲ガ狭まるので|ま と

いう気がかりなど、通常思われていた以上

に、女性記者にとつての取材の現場の大変

さが明らかにされた。

林美子 (ジャーナリス ト、元新聞社 30

年勤務)さん|まt記者 |ま女Jl■ ということで

尊厳を傷つけられ、そとに政治的権力関係

が生じている二とをわれ てほしい、女性

記者がのびのびと能力を発揮できることが、

この国の報道を良くしていくことにつなが

る、今がその分水嶺だ、という力と思いの

ゆのまえ知子

こもつた意見表明をした。ヤクハラの法的

問題を研究している内藤忍さん (労働政策

研究・研修機構)iま 日本の法的不備を指摘

し、被害者救済を含めた実効性ある法整備

の必要性を訴えた。中野麻美弁護士lま、バ

ッシング|ま記者の取材に脅しをかけ、人権

[冒
「

菅県Z曇壇鷲看こ[L重菫皇暴冨:o
れていると強調した。最後に参加者全員で、

「#1噺曲tYou」 を掲げ、現状への怒りと被

害を公表した記者への連帯を共有した。

ところで、国際的な#Me Lo運動の広

がり以外に注目したいこととして、この 6

月に設立 100周年の IЮ (国際労働機関)

総会が1ジェネープで開催される。今年の

議はiま 「仕事の世界における男女に対する

暴力とハラスメント」である。まさに時宜

をえた議題である。ILOと してもセクハラ、

パワハラ|ま深刻なullの形態であり人権問

題とともに、労働者の参画(健康に影響を (D
及ぼすとして、すでにILOの暴力の専F弓家

会議も開催されている。SDG sの目標 5の

暴力の根絶にも関連している。議題の内容

|ま、暴力とハラスメントの定義、行為者や

労働者の範囲、防止措置などである6これ

らの課題を、拘束力のある「条約」にする

か、拘束力のない F勧告」にするかを総会

で決定する。日本政府 |ま勧告でよいという

立場である。条約としたほうが良いのはい

うまでもない。議論の推移や結果を報道等

で注視していきたい。 (会員)
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●地域からの発信「沖縄-2つの市長選を終えてJ●

国家権力に押さえつけられた『名護市長選・沖縄市長選』

〇

2018年 2月 4日 、沖縄県名護市の市長

選挙が行われた。これまでの選挙と|ま様相

が違つていた。国対名護の闘いと言う状況

を呈していた。国家権力のすさまじさを肌

で感じた。

安倍政権の自民党・公明党・維新の会が総

力を挙げて稲嶺進選対に襲いかかってきた

のだ。辺野古新基地建設を争点から外した

相手候補の渡具知武豊氏を応援した安倍政

権|ま次から次と国会議員を沖縄に投入した。

辺野古移設を何としても実現したいと言う

政権与党|ま 100名以上の国会議員を水面下

怖 護入りさせ「ステルス戦法」で経済界

や様々な団体に入り込んできたのだ。街頭

で演説することなく密かに企業巡りをした。

それも名護市内だけでなく全県的に企業に

足を運んでいる。ある業者から「うちのよ

うな小さい会社にも声をか|すてくること|ま

今までなかったこと。国は何としても辺野

古基地を作りたいのだろうJと 話してくれ

た。ある会社の役員にIま選挙の3日 前:菅

官房長官から直接電話がかかつてきた。

4年前の選挙では公明党は自主投票であ

つたが申央からのテコ入れで自民党支持ヘ

と立場を変えた。県内だけでなく全国から

も応援が来た。公明党|ま県議会では「辺野

古新基地反対Jと言つていながら辺野古推

進派を推したこと|ま 自己矛盾で|まないの力、

私はこの公明党の変節を忘れない。私たち

|ま名護に応援に行くたび|こ危機感を持って

いた。これ|ま翁長知事も同じで暮れの追つ

狩俣 信子 (北京脚鰹 沖締

た12月 29日 には緊急な議員団会議を持っ

た。選挙の出回調査で|ま 660/Oが普天間飛行

場の辺野古移設に反対であつたが選挙結果

には繋がっていない。これまで翁長知事を

支えてきた「オール沖縄」も国家挙げての

攻勢を防ぐことが出来なかった。金も人も

つぎ込んできたF■倒的な力は大きかった。

その上 F期 日前投票」で企業動員が多くこ

れも問題の一つだと思った.名護市長選の

投票率は 76.92%。 稲嶺進氏の得票は

16,931票、相手候補は 20,389票その差は

3,458票であつた。

2018年 4月 22日 |ま沖縄市長選であらた。

ここlま私たちの人選が大幅に遅れたことも

ひとつの敗因である。沖縄市議の諸見里宏

美さんを担制 すまでに時間がかかつた。

現職の条江朝千夫氏支持の自民党 0公明

党・維新の会が名護市長選同様、活発な選

挙運動を展開していた。この秋 11月 に行

われる県知事選もあることから必死に取り

組んだが企業の多くが相手候補に流れた。

投票率は 47.27%。 諸見里宏美さんの得票

|ま 17,609票、相手候補は 32,761票その差

|ま 15,152票であった。ここでも企業を動

員した期日前投票|ま大きかった。

この二つの選挙から言えるの|ま、国がど

んな事をしても勝ちたいと思う選挙は国家

権力が全面に出て取り組んでくることと莫

大な選挙資金をつぎ込んでくること。選挙

資金がどこから出ているの力疑 間であるが。

(会員)
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調r』躙 嘩 度 鮭 蹴 訓 》

虫詢曜頴り皆さん、温轟糞靭κださιリ ノ

●目晴論 5月 27日 (国)11:00～16:00

0場所 :文京区男女平等センタニ 研修室B
Oプログラム (予定)    、

【午前]11:00γ 12:40
1。 国会報告
「国会議民に聞く一日本のジェンダー平等政策の現状と課題」

大河隠雅子さん

2。 第 62回 国連女性の地位委員会 (C馴碗 報告

唯 山漁村女性と女児のジェンダー平等

及ぴエンパワーメント逮成の走めの課題と機会」

副中由美子さん (酬 日本代表、城両国際大学招聘教授)

◆ 12:50～ 13:馳 昼食コ地域コーカス紹介 ◆

【午後】14:00～ 16:00 総会議事

※鼻            脚審だ働宙膳ち

出畢戯幅 F饉∫メー『Lをも向願‖じ審す。

難出席働繭勝勢島       ご持参く憾蓮‖志

4月世話人会報告
17日 紗1)14時 ～16時 30分
スペースきんとうで開催
・柳澤協二さん講演会の役割分担等。

・総会準備等確認 0マンスリー5月 号企画等。

5月 世話人会報告 (第 1回)

1日 秋 :)14時～16時 30分

スペースきんとうで開催

・足立区の性教育について協議、要望書提出、

詳細は今号参照。

・総会のタイムスケジュール、役割分担、

議事等について、協識

・マンスリー6月 号の企画について

5月 世話人会予定 (第 2回 )

23日 (水)10時錮 分

-8-
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鬱 議 灘 鋼 詢 駒 繁 琳 メ 警 ψ
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第諄5号
罰欄年 6月 15日発行

ト

午前申は国会報告とC獅報告、昼食時の交流タイムの後、年後は総会を

開催しました。報告|ま総会書記の稲元周子さんです。
卜 囲18年度総農を終えて一奪嘱卸晰剛距

総会硼 された括動方針の説明、資疑に対して議論された内容を踏まえ

た船橋邦子代表による今後の課題への提起です。
レ 国会議員からのメッセージ …………………………………■………………………

式諫 JAC議員コーカスのメンバー4人の議員の方からの激励のメッセージ

で九 国会の状況、課題、その中での彼女たちの活動が伝わつてきま丸

口 鮭 結                
｀

① 回師 階 :

『国会議員に固く― 日本のジェンダー平等政策の規状と課嗣』…二…

衆議院議員大測原雅子さんから立憲民主党ジェンダー推進本部事務局長の

立場で上記のテこマで率直にお話しいただいた内容について1臓 L甦・新潟

の阿椰和子さんの報告です。

② 第曜画 儀SW国 連女性の劇鯰 委員釦 申階 :

農山漁樹①女性 日礼 働ジェンダニ平等と
エンパワーメン ト達成田ためのチャレンジと機由 ………………

今年の側 のテーマについて、日本政府代表である日申由美子さんの報

告|ま、詳細でわかりやすい報告でした。力国藤登紀子さんのまとめです。

日 』胚歯菱 (自己紹介 日地域コーカス報告)………………………………………

1臓L鴎総会恒側の昼食交流タイム。次への活動の力をもらしヽました。
■ 鴨 ①文fLを創る』⑮綱 Lを国指 して        `

今逗そ 次   繁ぐ!!
今回の F地域からの発信Jは、制諫 ふ甦 ふくお力♂ の新代表に就任され

た石原豊子さんからの報告です。
□ 候補蕎男童均等法成立 毎動かす働は女性のカ

□“』瞭 鵬 馴圏年開 写 覇謀已綿月断 日文京区男女平等センターにおいて開催)

10

¬ 2

3

9

5月 16日 、私たちが待ちに待つた議員立法の法律が成立。背景のロビイン

グ、粘り強い運動、課題の報告は、オピニオンリーダーである三浦まりさん

からです。報告の最後の言葉、Fこの法を使しヽ倒して」いきましょう !

直 多様な人費と①幽曇いと多く①単ぴを得た 8年FFE ………………………… 司1

事務局長の退任にあたつて、ゆのまえ卸子さんから会員の皆さまへのご挨

拶と、8年間の活動を振り返り、今後の式腋 通 Cに向けてのメッセージです。

□ 皿國 7-クシ∃ップのご案内も世話典菫靭善、せ⑪他

○

「2018年度会費納入用価 を機み込みました患よるしくお願いいたします。



総 会 議 事 報 告

総会開会にあたり、船橋代表の挨拶、続い

て、議員コーカスの国会議員 4人の方のメ

ッセージ紹介があった。事務局長から、出席

者 21名、委任状提出者 19名、合計 40名
で、会員』に員』り、総会成立の告知があった。
議長に、橋本ヒロ子さん、書記に稲嗣 子を
選出し、議事に入つた。

鋤17年度は藝羅裂珈 O瀧鐸醸鋲   告 :

ゆのまえ事務局長より「2117年度活動報告』、
日申和子さんから会計報告、舘かおるさんか
ら監査報告があつた。(同封の F活動報告」・
「決算・監査報告』・配布資料参照。)

<質疑意見交換>
・会員|ま文＼か?⇒「107人だが未納があり、
納入者lま 88人であつた。納入者|ま複数年分
を支払う人もいる」とのことであった。会員
名簿を入れて|ま どうか、個人情報だから出す
としたら確認が必要だ等、意見が出された。
設立以来今まで名簿|ま公表していないこと、
未納の方に|ま会計から丁寧に対応している
ということから、今後、世話人会で検討する
こととした。
・ロビイングなどの報告を活動報告に載せ

て|ま という質問あったが、そ峨都度、マンス

リこで経過や結果を報告しているとの説明
があった。

【揃手で承認】

帥18年度活動計画輔 ・予算卸 :船橋代表
が、総会資料に墨づき、活動方針・活動計画
を詳しく補足説明をしながら提案、続いて予
算案の提案。
<質疑・意見交換>
・地域コーカスの予算が2017年度決算を下

回るのは?→地域コーカスの人数が減少し
ており、減収をみている。
0森友、加計問題だが、地域コーカスの会員

|ま政党も多様で慎重にしている。1諫 JAC
のスタンス|ま ?時代表から「党で|まない。ジ
ェンダー平等が進められるかどう力、北京行
動綱領や女性ulj撒廃条約の精神に沿つた

総会書記 稲元周子

ものかどうかということで判断している。森
友加計問題では、北京JAC主催でなく他団
体とのメンバーとして活動し、マンスリーに

情報として発信。選挙では、司ヒ京JAC関係
者であればどなたにも激励ポスターを送つ

ている」と報告があつた。
・

・計画 4「アドポカシー活動JIま森友加計間
題か?い代表から「活動方針の 1)～0が方針
である。政治、政党にとらわれない」との説

明があり、参加者から Fl)～oの課題解決の

前提である民主主義が崩れていくのが森友
力
Ь闘濶言躍為艦輌憑鶉∞申鼈〇

お金を出す。男性中心の価値観を変えようと

してきたがなかなか変わらない。」「経済が疲

弊しても公共事業で、借金付け回しで地方政

治も逆戻りしている。この国の在 り方をどう
していく力、J「共生社会と言い、高齢者と障

がい者が一緒の施設に。難しい。」F慢性保護

法の実態の把握について」「励は難しい。福

祉…女性の人権を阻害する課題に取り組む、
ともう少 し大きく括つた方がいいので|まな
いか」『環境の間Jniも ある。その時々時代状

況で問題や課題が違 う。他のグループと一緒

にやる課題がほとんどであるJ「世話人が全

国に分散している申でど追までやれるかが

心配Jなど、活発に多くの意見が出た。

【呻手で帯認】          。
会則『第 5条 2」 改正鮮動  F3年闘会費を

滞納したものlま、会員の資格を失う」を F2

年間会員を滞納したものは会員の資格を失
うJに改めることが提案された。現在対象の

会員には再度会費の払い込みを依頼する。

【拍手爛 】

2018年度～20B年度 世話人案

【拍手で承認]輛3参照)

今年度の総会はまれにみる多くの意見、質
問、提案等がありt発言者用のマイクが忙し

く動いていた。
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2018年度総会を終えて 一 今後の課題

腑 喬 非肝

多くの皆さまのご協力で2018年度総会を無事終えることが出来ました。
国会報告、CSW報告をいただいた大河原雅子さん、日中山美子さん (報告p6、 p7参照)、 議

員コーカスの皆さまのメッセージ、また鹿児品、福岡、新潟、栃木や埼玉秩父など遠方の方々を

|ま じめ、ご協力いただいた惜檬方に心から同計、次ωl年に向けてのスタートの場です:今年も

皆さまにお会いし、力を得ることが出来ました。
しかし今年度iま

‐抹の不安を抱えた嚇発でもありますL事務局長のゆのまえ知子さん、世話人
の石田久仁子さん、鴻巣美知子さんが追任され、地域コニカス 21配蛇つやまの黒見節子さんが

事務局長、新たに北村文子さんを世話人としてお迎えして進むこととなりました。退価される皆
さまは北京酔鰹 の活動には欠かすこと口出来な唾境 ばかりでした。感謝陛ともに、今後も活動

〇
以 蓼 ト ピな量]R難 予 茫 撻    嘗 苫 熙 贔

｀

輩 鍵 雲 7彗
後ともよろしくお願いしまち

★2018年度の活動について

総会当日の活動方針についての提案及び議論を踏まえて、いくつかの問題提起をしますЪ2018

年度活動方針として6つの優先課題をあげました。
D 平和、生存権を含む基本的人権を背かす「改憲」阻止

動 男性申心の政治を変えるため女性の政治参画の推進

鋤 女性活躍・多文化共生のことばの多月によるジェンダー平等の後退を阻止

』 女性轟鶉l     F選択議定書」の世離のための活動
0性 蠅罪規定に関する刑法の2年後の見直回葛制すセ運動

0 防災0災害復興政策へのジェンダーの導入

いずれも式瞭 脚鰹 か過去数年に、独自に、あるいは他団体と連携しながら、取り組んできた

課題覗 北京 通氏 の力量からいって課題が多すぎるという指摘ばありました。しかし北京行

動綱領の実現に向けて臨機応変に他団体と連携・協力して取り組み、マンネリーを通して情報発

信、情報共有していくLと が重要だと考えていま丸

★ジェンダー主流化に向けた国際的・国内の動きと課題

さらに北京行動綱領の実現に向けて大切なの|ま国際的な動き、これに対応した日本政府の動向

に注目し、学習するは 鋳 』りだすことで九

2018年度の動向として今回の日申由美子さんによるC馴薦他、ⅢO総会が5月 28日 ～6月 8
日に開催され、テーマがセクハラも含む「仕事の世界における男女に対する暴力とハラスメント」
だつたこと覗 来年の総会で、これらの禁止の価 ヒと勧告剖 定することになつていますが、
日本政府は保留の態度をとつていますЪまた今月カナダで開催された G7は、初めてのフェミニ

ストG7と いわれ、1年前にトル ドー大統領のリーダーシップで「ジェンダー平等諮問委員会」
が設置され、すべての議腹をジェンダーレンズで見ることが試みられたようで九 i

SDG sの推進|ま北京行動綱領の実現に不可欠の問題であり、6つの優先課題とうながつていま

丸 帥15年国連でアジェンダが採択されて以降、式臓 JACで |ま学習会を開催するなど取り組ん



できました。今年も重要鍋課題の一つ覗

★ジェンダー平等と民主主義、法治国家の危機

総会で|ま 哺議卜加計跛 』lま重要な問題としての認識|ま共有するものの北京脚鰹 の課題で

|まないので|ま、という貴重なご意見が出されました。北京」ACの活動基準は   1』撒廃条約

及び司ヒ京行動綱領の精神に沿つたものか否かで決めると私は考えていま九 嘲     の実現、

ジェンダー平等にlま民主主義|まなくて|まないないもので最低の前提で九

その意味では 民主主義、法治国家崩壊寸前の政治を認めるわけにはいかないのではないでし

ょう力ゝ ウソがまかり通る社会、真実が知らされない社会融戦争前夜といえま丸

市メ‖1房枝さんが、女性の社会進酬∩機会と考え国防婦人会に協力したことを戦後後悔された、

その同じ過ちを犯さないために、通れからも議論の場を広め、深めて行きたいと思いま九

15月 22日 、SDtts市民ネットワーク・ジェンダーユニット

主催咽
『

直前企画 F本当の 障醐脱轟難 lま ?』Jで鵜

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

らのメッセージ

2018年度北京脚蠅 総会のご盛会を′国民鴨 慶帥 し上げますとともに、開催までご尽力された船

橋代表及び関係者の皆様に成謝申し上|ずます。また、北京で開催された国連第 4回世界女性会議か

ら今日に発 まで、1諫 L濾力現 女平等及び郵様瞑 尊重する社会の実現のために重要な役割を

果たしてこられたことに無 敬意を表します。 安倍政権の下で、民主主義の上台

である議会制民主主義と国民の声を無視した政治が進められています。セクハラ

を容認する発認 後を絶たず、その政治姿勢に強い危機は撼 じずにlまいられ

ません。

そんな政治情勢の申、うれしいニュマスとしまし郡よ「政治分野における男女

共同参画推進法案」が、皆様のご尽力もあり、成立いたしました。この法律によつて、国際的鴎 遅れ

ている:女性の政治参画が進むことを郡も期待してい封 。また、私は昨年 12月 、     再編に

伴い男女共同参画学習課がなくなる動きに対して、皆様と文科省との意見交換に同席をしました。今

後輔勤則解廟調ll姓や女Mllyに っぃ鶴 皆様とともに取り組んで参ります。

本国の本年度総会機 に、更にべきん JACの活動の輪が広がり、ロビイングと政策提言樋 し、真

の男女平鶴蒲雲きC輝覇勤窓 前進すること翻囲つております。

結びに、北京 理鰹 の益々爾ご躙 会員の皆様のご健勝、ご雛 お祈り申し上げ、お祝いのメ

平成30年 5月吉日        金子恵美ッセージとさせていただきます。
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北京脚鰹総会の開催、おめでとうございます。

皆さんの日ごろからの活動に心か%を 表bます。呼びかけ文にありまし
たように安倍政権下で混迷している国会を打開で発 のは、まさに女性たち
の力で|まないかと思います。そうしう意味でlま、女性の政治参画推進法が成
立し、政治を大きく変えるチャンスにしていかなければなりません。まず|ま、
私墨 政党がそのァ歩をしもかりと略準出してまいります。
ともに励まされ、励まし合いながら変わらなかった政指を動かしてまいりま

しょう。
2018年 5月 27日  立憲民主党 参議院議員 神本みえ子

2018年度総会の開催を運ヒリお慶ぴ申し上|なす。

会員の皆様から|ま、長年にわたり、男女平等社会の実現、配偶者からの暴力防止などの、さまざま
な取鵬 に鋤 をいただいております通とに、深鋼蝙木測馴睦申し上lずます。

今、私の地元、新潟県でlま県知事選挙が行われています。北京・JAC会員の
「池田ちかこ」さんが立浙 て、躙 ています。梅 全力で新潟県初の力脚 事

れ生のため、全力で応援をしております。6月 10国 が投票日ですので、全国の

会員の皆様からも是非、蒻 1に向力埼て選 のね 拡げていただけれ醍 思いま

丸

今後とも皆様から|ま引き続き、ともに支え舗 社会の実現のためにご活躍いただ

け討 よう、よ馴ズお願い申し上lずます。機 、会員の一員として、お手伝いさせていただき対 。
結びに、皆様0ご獄 活躍をお祈りし、私のお祝いのメッセージとさせていただきます。

2018年巧月27日  衆議院議員鞠藤許1[動 画村
｀
ちなみ

Fヨ諫 JAC総会Jに裁加の盤 ん、こんにちlま !福島みずほです !

雌 んの日ごろのご奮間に対して、心よ獨雉謎嚇もます。

安部内閣|まもはや、行政府としての正当陸 完全に知 てい討 。森友問題、
加計闇 、イラクロ報のM、 そして財務省事務次官のセクシュアノレ ラヽスメント
とその擁護など、レッドカードのォンパレードです。 権力にす嚇 者に対して
:ま法律やルール蠅 えた制 l』扱いをする一方で、異を唱える者を容赦なく弾圧

oゝ祟顆蹴l力焉茫廉
ねつ造・炉蔽する。こんT政

権には、一
女性の政治参国が進む逼とによつて、政治全体醐 順位が変わる、と私は常日頃考えています。

多様性の中で一人ひとりの尊厳が保前され、議 」謡諄れない社会、戦争や核の恐怖におびやかさ
れることなく、すべての人が安J醸しで働き、動 し、望めば子脳腱畔譴にとができる社会。私たち女性
の頑張りによって、そのような社会は必ず実現輝きます。
来年は、4月 に統一自治体選挙が、7月 に参議院議員選挙があります。女性議員を飛躍的に増や

し、この国の政織を建 く変えていきましょう! その勧 に私iまこれか蝿 、北京 脚鴎 の仲間たちと
がつちリスクラム魯組み、国会の内外で全力狂Kします !

本日の総会のご成功虚′は り祈念し、連帯のメッセージとさせていただきます。
こ胸励 らヽも、いつしょに蔵 liコ鳳振りましょう!

2018年 5月 27園  社民党副党首 参議院議員 福島みずほ
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国会議員に闘く中日本のジェンダー平等政策の覗状と課題

T     5坤 瑕訓時適んから   ～

はじめに毎政治家になつ指絡緯と自己細介
大河原さん|ま、1鶉3年

'生
活者ネットワ∵

ク"という由―カノレ ―ヾテイから立候補して

知05年まで 12年間、        とし

て市民政治にかかわつてきた。そ⑩後、2007

年に東京選挙区から民主党公認参議跛議員と

なり、6年間務蹴 。2013年の2期国の参議

院選挙では民主党公認を外され、議席をとれ

なかつた。しかし諦めず、市民の要求を国政に

反映させるために、今までの括動を生かし、復

帰したく、21016年にも挑戦した。多くの応援
|まあったが全国比rljの

ため議席をとれなかつ

た。そして、2017年秋
印衆議院選挙で立憲民

主党ぶ立ち上がり、北

関東プロックの比例で
立候補して当選し、衆

となつた。衆

議院議員⑮活動として、これまでの想いを込

めた原発ゼロと今までやつてきた安躙 を

増やすローカノレく―ティでの活動を続けたい

と決J醜 党ボ掲げているジェンダー平等を今
まで以上に、希望と期待と自分たちの努力で

実現していきたしヽ

最近のジエン

立憲民主党|ま綱領を決亀 原発ゼロとジェ

ンダー平等を掲げている。あらゆる差別撤廃
のため男女平等でなく性的マイプリティのこ

とも考え、ジェンダー平等と嚇L
面村ちなみさんが本部長で私(大河回 が事

務局長である。昨年 12月 に第 1回国の総会を

開いた。昨年肉 法改正があったが残された

課題も多く、次の改正に向けで「10年の遅れ

を取り戻す』ことになつた ジェンダー平等が

党の基本⑪柱となつているので、他の党への

働きかけもしなければならないが、発足して

間もないため、まだ十分でlまなし■党内で次の
pll法改正のためのワーキングチームを立ち上

げた。また女性議員の数が少ない口で女性議

員を増やすことが必要、そのためにこれから

阿部 和子 (1諫認£・新爾

の選挙において、安願 の数を増やすため
に選挙対策委員会のなかでも候補者の数が同

数となるように柱を立てた。また多くの女性

団体の皆様からジェンダー平等についての考

えを聞いたり、地域に候補者選定の声掛けを

したり、日配画 の差別解消、セクハラ、パワ
ハラ、性暴力被害者への支援について法案の

聯 をしたりしている。5月 16日 「嚇

野における男女共同参画闇国蜘 が成亀 少な

臓鐘 霧 仄 轟 虐こ螂

"轟

踊 〇

た。どれだけジェンダーギャップを小さくす

る力、 各党のうけとめ方と実現への努力にか

かつている。この法案に対し各党がどのよう

な方針を持つているか確認していく必要があ

る。内閣は久しぶりに「男女共同参   を

立ち上げ、セクハラ問題を取り上げた。政府、

官僚の上層部のハラスメントに対する意識が

低く、ジェンダー平等政策が立ち遅れ越 ま

で、今やっと、とば国に立った状態鳳 今後、
・各地でのタウンミーティングや様々な意見を

聞く会を開く予定であるし説明会などの要望

があれば出かけていくので、ぜひ声掛けをし

て欲 bし 、

」舅隆鶉呟灘凡航麟義瀑菱∵〇
・原発ゼロと自然エネルギーの性nについて

メガソーラとが盛んになつてきた。しかし、環

境破壊の再生エネルギー|ま規制をかけること

も考えなければならなし■
0環境庁が事業計画策定ガイ ドラインの「太陽

光発電」の項カミ今年 4月 に改正され、廃棄処

分まで書き込まれた。
・女性の候補者選定のために候補者選定委員

会のクオータが必要。

今、新潟で県知事選挙に初の女性が立候補
したことで 麟 問題、安出議員増)意見交換

も盛り上がった。
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端 会 第62回鱚出鋤卸瑚邸亜員会 (CS呻 報部摯――一――一―一―――一――一一一一‐

「農山撫村の女性・女児のジェンダニ平等と
エンパワーメント達成のためのチヤレンジと機会」

3月 12日からlo日 間、第 腿 回国製

の地位委員会がニューヨーク国連本部で開

催された。日本代表lま、昨年まで印橋本ヒロ

子さんから田申曲美子さん 観馳 シェア・ア

ドバイザー)に弓|き継が

れ亀 北京」AC総会で

の日申さんの CSW報
告の概要をお伝えする。

今年の C翻 優先テ

―マは 鴨 山漁村の女性・女児のジ土ンダー

平等とエンパワーメント達成のためのチャ

レンジと機会」、レビューテーマ|ま「メディア、

情報、コミュニケーション技術への女性の参

加とアクセスおよび女性の地位の向上とエ

ンパワーメントのための活用とインパクト」

(C脚聰7合議は講 で、600以上のNm、 日

本からは 100人以上が礼 固した。日本政府か

らは山下雄平内閣府大臣政務官の値、厚労省、

文科省、農水省等から20数名古ユース代表 2

人も初参加した。

① 開会式でけ、グテーレス国連事務総長が自

分は 嘩勢 あるフェミニスト」であると述ベ

たほか、女性に対する暴力に関する鎖調:職告

者シモノヴィッチさん (元 ctthⅣ 委員)lま

曜MЛ誦」運動に言聰 NGO力 らゝiまマサイ

の少女が『6歳で 70歳の男性と結婚させられ

そうになったが保護され大学を卒業した」と

スピニチした。

日本のステー トメントlま 田中さんが農村

女子プロジェクトや家族経営協定、女性起業

家支援の海外プロジェクトなどを謡気 デン

マータ|ま途上国の「処女検査J⑪悪習への注

加藤 登紀子

目を促した。移民問題をかかえるドイツ|ま女

性に対する暴力に関し 18言語のサービスを

行つているとめ国中さんの報告に、アロアー

から「日本に|ま 6分野 8言語のよりそいホッ

トラインがあるが女性に対する暴力 |ま 日本

語のみ」との発言があつた。

の議論では、ロシアやアラブ諸国

がリプロダクティプ・ライツに反規 EUが
主張する「多様幽 |ま、MBTを 含むとバチ

カンやアラブ、イスラムが反対した。採択さ

れた含鬱は論は、貧国な人の制恥力機 国層

で農村地域に住静として、経済的及ぴ生産資

源 (I齢瞭椰覗讚源、資産、神i醐隆)■の平等な

アクセス、申等 7高等教育のジ土ンダー格差

解消のための環境整備、無償のケア・家事労

働の不均衡な負担を減らす社会サービス、同

一価値労働同一賃金、インターネットを含む

社会基盤整備、金融サービス人のアクセス、

質の高い保健・医療のユ暴ンー サノレ・サービ

ス等を求めた。フロアーから「日本の家族経

営協定は少ししか増えず罰aljな し。土地所有

|ま家を維ぐ女性以外には厳しい」と発言があ

った。

田中さん|ま課題として①合意結論の実施

②優良事例の国内外での共有をあげた。今回

初めて合意結論事務局案へ印意見を日本の 3

団体から募ったが期間が短かつたため、来年

の CSW(テーマは社萄園囀 に向|す早めの意

見準備をとのことであった。日立女性教育会

館の『第 62回 CSW早わかり』も紹介され
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□ 帥 年も経いたのに

福岡でのセクシュアノレ ラヽスメン鵬寿馳縁

訴から30年が経とうとしていま九 世界、特
にハリウッドでiま勇気を出した女性たちの

臨 LO」 の動きが次々と相手に打撃を与え

ました。日本では財務省の事務次官をセクハ

ラ告発したのにかかわらず、問題印植 カミ理

解されず、それは残念ながら麻生財務大臣を

鰤瓢翠写:鍵驚躍げ謝
被害者が孤立しないようにと特にマスコミ界
におぼ  「#¬は最刺 や「柳剛面恥喝 など

といつた後l鍮く動慮となってきました。

ロ ジェンダニ平等を進めるために

第 1回のメキシコから、式諫 で開催された
1995年の「第4ロ      ニューヨー

クの国り親l鵬瀧ゴ剣陛Z000年会論 と、世

界の女性たち|ま時として南と嘲Lで反日しなが

らも連帯し、「平等・開発・平和」をスローガ
ンに力を尽くしてきました。し力、しその顧い

とは反対に、現在の世界情勢|まナショナリズ

ムの台頭、自国ファーストの広がりなど、厳し

さを増しています.世界女性会議翻 くこと

もままなりませれ

Q百蒻魏呻匡言r堂

'3駆

堆
あつても進んでいるのですが、世界の歩みの

方が早く、相対的にジェンダーギャップ指数
が低下しているLと |ま皆さんご机 のとおり

で七 とりわけ経済分野とともに顕暑なの|ま

覗

□ 今年の 同L京測鰹ふくお力Jは
そこでなんとか打開の方策はないかと、ジ

ェンダこの主流化が進み初め女性総統を誕生

させた「台湾のクオータ制」スタデイツアーに、

今年3月 、北京転誡 ふくおかの世話人から3

● 鰊
ヽ

ら
1鋼

制 訓 ト
ー ー ー ー

ニ

ー

_____―
― 一 一 ― ― ― 一 ― ― 一 ― 一

一
一 一 ― 一 ― 一 一 一

す
―

『平等の文イLを創る」の浮ギLを目指して
今こそ 次世代へ 繋ぐ!!

石原 豊子 劇鋳朝ACふくおか 代表)

人が礼 日しました。その報告会を、7月 14曰

(Dに開催しま丸 今回コーディネートしてく

れた福岡在住⑮王貞月さん(大学非常勤講師
の輝識と共に自分たち自身で出会い、学び、日
からうろこの思いをした参加者が報告します。
いったいどんな動きが今につながったのか、
醐 待くださレ＼

また F若い人たちへ繋ぐ」という課題を、今

年は福岡女子大学の「銚 リーダー識 とい

う授業のひとコマをいただくことになりまし

た。受講希望者に対してどんな働きかけをす

るのか、現左企画、打ち合わせ申乱 7月上

旬に|ま実現できる運がで九

□ 他団体と共に

福岡市男女共同参画推進センター「アミカ
ス」硼 団体の有志で結成した「地域で男女
共同参画劉 拡げようネットワーク」御翻射
「参画ネット」においても、政治分野における

男女共同参画推進に向ナての企画を検討して
いま丸 5月 16日 に成立した 闊政治における

男女共同参画推進法」ぬ意義ど中身を少しで

もわかりやすく地域に拡げ、.この法律の実質
的後押しができるようにしたいと考えていま

丸

帥10年から m臓脚鰹 ふくお力可の代表
を務められた野口郁子さんが、晰 量の理由

憔 を引力れ 私と交替しました。
いろんなグループが高爾 胸 危機を言われ

ますが、いまさらしがらみも関係なく、次世代
のために恐れることなく進めるという力強い

一面もありま九 微力で|まあ
・
りますが、世話人

一同、最善の力を尽くしたいと思つていま九
今後とも変わらずよろしくお願いしま九

二“北京JACふくおが'

ニュースレター第52号より転載 ]

-9-



●政治分野の男女共同参画

待ちに待つた候補者男女均等法が5月 16

日に成立、 23剛こ公布・粛雹オ予された。 2015

年にF政治分野における安性の家画と活躍を

推進する議員連盟」(申メ|1正春会長)が結成

されてから 3年。議員立法の成立としてlま

lL較的早いとも言われるが、期待と落胆を交

亙に味わいながらの 3年間だつ亀。

この法律の正式名称|ま「政治分野における

男女共同参画推進法』である。これを候補者

男女均等法と呼ぶことができるのは、2条の

基本原則にく政党|ま F男女の候補者の数がで

きる限り均等Jと なることを目指すことが盛

り込まれたからである。強制力のない努力義

務である逸とから、実効性を危ぶむ声もある

が、基本的な背景を押さえておく必要がある。

候補者男女均等法③制定|ま、クオ∵夕lllを

推進する会 (Qの会)が女性たちの声をまと

め上げ、議連結成を促し、議連を動かし法律

を作らせたもの洩 突然に天から降つてきた

ものではなく、女性たちの運動の成果として

勝ち得たものなのだ。だからこそ、運動の力

をさらに発展させ、法律を使い倒していく必

要がある。法律に法的効力があるかどうかの

問題で|まなく、効力を持たせるような運動を

展開できるかが勝負なの起

どの政党も意思決定lま男Jl■が握つており、

そもそも女性議員を増やすことに|ま本気で

はない。ただ、世論がそれを求めたり、ある

い|ま選挙で女性を擁立した方が勝てると思

三浦ま り (上智大学教員)

えば、女性を増やすことに多少 |ま意識を傾け

るだろう。実際、法律成立後の政党幹部や県

連幹部のコメントをみれば、まつたくやる気

lま窺えない。こうした状況を前提に私たちに

何ができるかと言えば、法律の存在を盾に政

党にプレッシャーをかけ続けること、世論を

言言Fる

こと、女性候補者を

ず

することと
〇

候補者男女均等法を国会lま衆議院、参議院

共に全会一致で成立させた。全での国会議員

が理念に賛同したことを踏まえ、女性を積極

的に登用しようとしない政党に説明責任を

求めなくてはいけない。

政党lま 自分たちの努力不足を棚にあげ、

手をあげる女性がいないからだと、女性側に

責任を転嫁させてくるだろう。女性団体が候

補者を発樋し、支えていくことも不可欠だ。

候補者男女均等法にiま国・地方公共団体によ

る人材育成も盛り込まれており、男女共同参

霙 真 嘉 賃 殿 鷺 糞 肩[浣 募

を生み出してきた豊富な経験があるので、ぜ

ひともそれを活かし、地域のネットワークの

中から候補者を発掘し、時に|ま養成講座と連

携し、選挙ノウノ、ウや議会活動ノウハウを共

有する役割を担つてもらしヽたい。ジェンダー

視点を持つた女J性をひとりでも多く議会に

送り込むために、女性団体ができることはた

くさんある。

候補者男女均等法を使い倒していこう。

候補者男女均等法成立 デ動かすのは女性の力

-10-



●退任にあたって

いつたい何年間事務局長を務めたのか、
マンスリァを調べてみると、2010年度か
らの 8年間だつた。10年余のような感覚
がするのは、在任が 2011年の原発事故を
伴 う東日本大震災とともにあったことが
影響しているかと思う。それに 20周年と
いう大きな節日のイベン トの経験や、現
役の共同代表の清水澄子さんが亡くなら

輻メ

し

番厖ポ不諦漕髯撃風重歯研修モミナー

開催 lま、北京 JACが原発事故にどう向き
合 うかという問題意識を持ってのことで
あったし、司ヒ京 脚配 にとって必然だった
と思 う。しかしtカ ウンターパー トナー
がいない状態でのセミナー開催 lま 、準備
段階からいろんな意味で大変で、私自身
かなり消耗 した。事務局長の仕事 |ま あら
ゆる意味での「調整』が主である.

その中でも、団体の方向Jlkを裏方から
見定めながら、代表や世話人と協力しつ
つ、時にリニダこシジプも必要である。
そういう多面的、多様な仕事に体力・気
力が伴わなくなったことを、この数年 |ま

特に意識せぎるを得なかった。この面で
ご迷惑もおかけしている。

①露電『。
・
鷺雷?1製電雲黛臭嵩∴曇馨

務められた永井よし子さんが 2005年度
をもつて退任 された後、2006年度～2007
年度 |ま稲元周子 さん、石田久仁子 さん、
ゆのまえの 3人体rllで石田さんが事務局

長だつた。 2008年度～2009年度 |ま石田
さんの一人体制で、引き続き事務局長を

務められた。石田さん |ま 2004年 6月 号
から 2008年 4月 号まで 4年間、マンス

リーの編集を一人で担われた。深 く感謝
申し上げたい。
2008年 5月 号からlま今に続 く世話人

の交代綱集になっている。一方、代表は、

ゆのまえ 知子

橋本ヒロ子さん、清水澄子さんが就任さ
れていたが、2008年度から船橋邦子さん
が加わり二人体制となった。橋本さんが
2011年からCSW日 本代表になられ共同

代表を降 りられ、清水さんが 2013年 1月
の永眠後は、船橋 さんお二人が代表を担
われている。

状況 として|ま 、ジェンダこに対するバ

ックラッシュの うね りがあり、第二次男

女共同参画で持ち直 したと|まいえ、その

後の安倍内閣口続投で、政策 としての男

女共同参画 |ま後退を余儀なくさせ られて
いる。部分的に|ま rll法改正が不十分なが

ら実現 し、「政治分野における男女共同参

画推進法』が成立したが、これ らの行方

|ま多くの課題がある。民主主義が危機に

ある申で、女性の政治分野への進出は特
に喫緊の課題であるb

ワン 0イ シューの団体が多い中で、ジ
ェンダー政策やジェンダー全般に取 り組
む団体は貴重 とlま いえ、最近のこの面で
の活動 |ま、北京行動綱額の世代闘対話や

男女共同参画基本計画の学習会など、王

道でありながらもどこも取 り上げないテ
ーマを取 り上げる、すきま産業的なあり

方だったと思 う。他団体 との協慟が多く
なったが、それだけでは独 自性 iま発揮で

きない。世話人会が縮 /」Lしつつあり、か
つ高齢化のなかで、すきま産業的であっ

てもどれだけ独 自性を発揮できるか|ま今

後の世話人会に託 したい。

私自身は今後、マンスリーの電子アー

カイブ化に WAN(ウ ィメンズ アクショ
ン ネ ットワーク)の協力を頂きながら、
取 り組んでいきたい。最後に会員の方が

たとの出会いは私の人生を豊かにし、世

話人会等でジェンダー問題について多く
の学ぴを得た 8年間でもあつたことに感

謝申し上げたい。

多様な人々との出会いと多くの学びを得た 8年間
事務局長退任にあたって
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脚Ⅳ官C爾″ワークシJップ ′ご案 府
'

今夏、8月 30日 (木)～9月 1日 (土)

剛 C(国立女性教育会館)で
“平成 30年度 男女共同参画推進フォーラム"が開催されます。

今年のテママは
「つなぐ、あらたな明ロヘ ～女性も男性もともに暮らしやすい社会をellる ～」

◆ 北虚 J鴨のワータショップ

タイトル「進め縫い :地域I尋おIナる男童共同参画

=市民日議員 1_自治体の『筵曲」を考えるJ

日 時 日月81日 (金)10:αレリ121010

ぜひ皆さま』曇加いただきますようゝ お願い申し上げま九
("18年 6月 15国 現在。詳細 |ま 7月 号でご案内しま丸 )

● 5月 麗 日(濶
14:00～16:30スペースきんとうで開亀

(D総会準備1・・総会資料、出席者の確認

働 岬 C夏のフォーラムに参加申し込み

【※その後の情報|ま、上記の枠内参照]

③糀 知鶉  [※ 下記l尚礼譴蜆】
④謝縣祀 (5月 21日 )全体会報告
CⅢ』Ⅳ報告、林陽子さん講演録、次期CⅢ聾Ⅳ
委員選挙、議定書靴准に向けた請願書署名活動、
院内集会、批准mけ での動き (費用分担等)

(Dマンスリー5月 号、6月 号・7月 号企画

紳 総会準備…タイムスケジュールな出確認

③ その他…HP、 事務弓1継ぎなど
・次回世話人会 6月 12日 (火)18:30～

06月 12日鄭0
18:帥 ～210:帥 スペースきんとうで開儡

(DttC申 し込みについては6月 中旬に齢

予定D 紳新潟知事選挙  帥Л恥祀

踵
(D総会を終えて
②マンスリー6月 号、7月 号
③新1日弓1継ぎ 輸その他
・次回世話人会 6月 28曰 休 )

14:O10～、スペースきんとうで。

<編集後記>
*6月 310日 、「政治分野におlす る男

女共同画推進法成立お祝い会」が、

衆議院議員会館で開催され、有田、

湯前、船橋が参加。魏 者 塑1名。
シエア女性の喜びとパワーにあふれ

た時間と空間で盛会でした。

*北京 JAC新潟会員・県議の池田千

香子さん蹴 再稼働反対を認めな

い立場        に鰊 さ

れ北京ふ翼 も激励ポスターを送り

応援しましたが、得票率 46%と いう

:珀顧足蠅遭舞卜臆雉雪9
ふ掲載予定です。

『マンスリーゴ朧 JACD

第 225号

21018盛F6「115日獅

◆編集・発行 北京JAC世話人会

◆担当世話人    黒見 節子

◆〒11300033

東京都文京区本郷 2・2摯2

東員ビル 3F
● IF箋x:03‐ 5689「6828

◆楓い:珈山珂臨飢側

◆郵便振替番号 :O102冊 7‐

“

盤6

北京測虜事務局
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「
ごイ/グネットダータ

マ澪ル   開 σ 第馴 号

2018年 7月 25日 発行胸脚触J睡馴ntttility GЩ班;for憮 騰ijttg l輸濃殴馳e

目第鵬同国  の地騰氣義導について聞く会
ジェンダー主流化に向けた国際的動向と今後の課題 二…………2
7月 10日 、内閣府男女共同参画局⑭主催でC師、G7、 凪0の国際会議での

ジェンダニ関連、及ぴ国内の最近の動きについて聞く会が開催されました。フ

ェミニストを自称するトル ドー大統領がリードするG7、 W (女性NGOグルー

プ)の内容及び今後の課題について、船橋邦子さんによる報告です。

日女瑠節鱚霧加速のための重点方針 鋤 18

銚 が直画している様々な困難が解消された
「フェアネスの高い社会」の傾 ………‐……4

今年 4月 に発表された「女陛活躍加速のための重点方針 2018」 について、内

閣府男女共同参画重点方針専門調査会委員小山内世喜子さんによる、今回、基

本的考え方に、女性活躍以前の調題解消が明記されたなど新たな視点について

の指摘と解説です。

■凪縣嘔は内集会

「今ュそ、女性差最U撤廃条約選択議定書の批准を !J…∵…… 5
日本女性差別撤廃条約瑕 ネットワーク 蜘ⅧЮ lま、6月 12日 、衆議院

第一議員会館で、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める院内集会を開仇

参加議員に署名4田3筆を手渡しました。加藤登紀子さんの報告です。

□ⅡO総会

明 女に対する暴力とハラスメントJの
禁止口条約イLの動きについて……………… 6

ハラスメントの根絶が世界共通の課題として高まる中で開催された第 107回

己0総会。来年のハラスメントに特化した条約tll定に向けた会議の様子及ぴ国

内での課題について、連合代表として出席された井上久美枝さんによる臨場感

あふれる報告です。

□地噸むから口
「

準許:編
新ヽ藩猾欲瀑穀必挙―女性知事の讚 ならず………二…………… 7
6月 10日 の新潟県知事選挙でlま市民と野党が共同で池田千賀子さんを推し、

残念が ら当選|ま果たせませんでしたが、「市民の思いをつなぐ会」で女性たち

は大奮闘しました。笠原美紀子さんの報告で現

ロ   ワークショップ、「西日本豪雨』櫨災者支援他 …… 8



0内閣耐 雖 聯 儡露回用 鄭 物 嚇 踏 員鐸 凱 ついて問く会」報告―

ジェンダー主流可ヒに向けた国際的動向と今後の課題

7月 10日 、乃木板の 日本学術会議

講 堂で上記 の会 が開催 され 、酷暑 の

なかを出かけた。2018年 になつて開

催 され た国際会議 の報告 が 申心 で、

国際的 な ジェンダー主流化 の動 向に

ついての興味深 い情報 が提供 され た。

具体的 に |ま 第 62回 国連女性 の地位

委員会、G7男 女共同参画大 臣 ミニテ

ィング及び W7、 ILO総会。 さらに政

府 の男女共 同参画 の動 きにつ い てで

ある。報告者 が政府 を含 め全員女性

とい うの も珍 しく、活 き活 き した話

しぶ りが心地 よ く内容 も充実 してい

た。

外務省 人権人道課 の女性 参 画推進

室長北郷恭子 さんが CSW及び G7に
ついて、国内の動 きについては参画

局総務課長 岡 田恵子 さん、ILO総会 に

ついては厚 労省雇用機 会均等課 長堀

井奈津子 さん、民間か らiま CSW62に
ついて CSW日 本代表 の田申由美子 さ

んが、G7に 向けて 4月 にオ タワで開

催 された W7(女 性 主要 グループ 7)

の報告 を UNウ ィメン ロ本協会 の三

輪敦子 さん、司会進行 lま男 女共 同参

両 推 進 会 議 議 員 で N嘔 0、 Gender
Action Platformの 大崎麻子 さんが務

めた。

残念 だ ったのは、参加者 の あま り

に も少 なか つた こ と。 バ ックラ ッシ

ュ派 と呼 ばれ る人 亀 ちが会場 に押 し

か け発言 し緊張感 が空気 を支配 した

時期 を思 い、 この少 な さの原 因 につ

いて も考 える必要性 を感 じた。 ここ

で |ま 、ジェンダー主流化 の トップ ラ

ンナーであるカナ ダで開催 された G7

船橋邦子

の動 き、及び提案 された今後の課題

について報告す ることとす る。 i

G7の成果文書 とW7(女性主要グル

ープ 7)の取 り組みについて

6月 にカナダのシャルルボワで開

催 された G7は初めてのフェミニス

トG7と 呼ばれる会議だつた。フェミ

桑襲駆l「l説二、FT暴等〇
の議題 で ジェンダー平等 を優 先課題

とす る」 とい う政策 を発表 し、それ

を実施す るた めの 「ジェンダー平等

諮 問 委 員 会 を 」 (Gender Equality

Advisory Council=GEAC)を 設置 iiし

た。 またカナ ダの 7つ の 女性 NG0
が組織 し 4月 にオタワで W7を 「G7
に向けての フェ ミニス トビジ ョン J

をテーマ に開催。 トル ドー首相 も参

加 し、公 開パネルデ ィスカ ッシ ョン

が行 われ た。7つ の分科会で議論 した

ものをま とめ GEAC及 び首相 に提言

島1奪し 二警 lttT警 絞し≦墨 桑邊o
極 的に使 用 され てい る こと、女性 |ま

1枚岩 で |ま な く人種・ 階級 な ど交差

性・ 複合 的 に視 点か ら、 さま ざまな

背 景 を有す る女性 た ちの課題解決 の

ビジ ョンが提示 され た ことである。

提言 の内容 lま 多 くの示唆 に富んで

い るので紹介 したい。

1)ジェンダー と交差性・複合性  す
べ ての課題 の関連性 、交差性・ 複合
JLを 理解 したデー タ収集 、意志決定
への参画

2)経済的エ ンパ ワー メン ト デ ィー
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セ ン トワー ク、ケア ワー クの評価 と

再配分、[LOの 職場 にお |す る最力 に関

す る条約 の批准

3)女性 と平和・ 安全保 障  ドナー と

しての G7の役割 、平和構築関連予算

の 500/0を 「女 Jl■ と平和・ 安全保障』

に、和平協議・ 会議 の代表 の半分 を

女性 に。

4)気候変動 気候変動枠組条約への

ジェンダー の視 点の確保 、成長経済

か らの脱却 、気候変動 の影響 に関す

るジェンダこ分析

5)セ クシュアル・ リプロダクティプ
ヘルスノライツ ジェンダーの視点
に立 った同権千Jへ のアプ ローチ、主

体性 を もつた知識卜 情報・ ア クセ ス

の保障

6)女性 に対す る暴力 嘔DPの一定割

合 を女性 に対す る暴力対策 に。適切

なデー タの収集

7)女性運動ノフェ ミニス ト運動 女

性団体への資金提供

これ らの提言 |ま 首相および G7首脳
への提言に反映 された。W71ま成果文

相 の評 価 シー ト (RepoFt Cttrd on
2018G7)と い う文書を作成 し、日標

⊂燿清嚢鼈已魃盪覧可竃竃lT[暑 F
る。

今後の課題

F市 民社会 の意識 の方 が政治家や

行政組織 よ り|ま るか に進 んでい るこ

とがあるJFだ か ら前進 させ るにはあ

なたた ちの情熱 が必要」 とい う トル

ドー首相 のメ ッセー ジだ と聞いた。

この よ うな国の リー ダー をもつて

い る人た ちが羨 ま しい。2年 前伊勢

志摩サ ミッ トの時、F市民社会 と政

府 との対話」 の会 に参加 したが、

首相 lま もちろんの 逼 と、影響 を持

つ よ うな政府 関係 者 の不在 、ジェ

ンダ∵ |ま テーマの二つ に過 ぎず 、

ジェンダー 関係者 の参加 も少 な く、

G7に ついて内閣府 主催 の報告 な ど

全 くなか ったも そ の意 味 では大 き

な前進 と言 える.問題 |ま 提言 にい

か に市民社会 、女 J陛 の声 を反映 さ

せ るかである。

この報告会 で、 日申由美子 さん

(CSW日 本政府代表 )|ま CSWで も、

合意 ゼ ロ ドラフ ト、それ 以前 か ら

市民 の声 をいか に反映 させ てい く

か、合意結論 を国 内でいか に的確

に伝 え実現 してい くかが今後 の課

題 と して指摘 され た。 日本 国内の

動 き として女性活躍重点方針 2018、

セ クシュアル・ ハ ラスメン ト対策

の強化 につ いて― メデ ィア・ 行政

間での事実発 生 を受 け手 の緊
.急

対

策 、政治分 野 にお け る男女 同数法

につ いての説 明が あうた。重点方

針 の基本 的考 え方 には女性活躍以

前 の課題 として根 強 く残 る男社会 、

貧 困や暴力 な どの課題 の解 消が掲

げ られ た。 これ |ま 確 かに野 田聖子

大臣の成果 とい える。

しか しこれ
・
らをス ローガ ンに終

わ らせ ないた めに必要 な こ と lま W
7の よ うな市 民社会 、女性 運動 の

力である。 (北京 IAc代 表 )

i 田申山美子 さんの CSW62報告 に関

す る記事 |ま マ ンス リー 225号、lLO報
告及び政府 の重点方針 に関 しては本誌
の、連合井上久美枝 さん (6ペー ジ )、

瑚ヽ 山内世喜子 さん (4ペー ジ)に よる

報告 を参照いただ きたい。
ii GE AC:世 界各地の専 F5家 21人が

メンバー、 日本か らは国連女子差 Bll撤

廃委員会委員 の林 陽子 さんが参加。
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●女性活躍カロ通のための重点方針 2Q18

重点方針 2018の FIま じめに』の一文。
「これまでの様々な取組の結果、我が

国⑪女J陛活躍 lま 一定の前進がみ られた

と言えよう。 しか し、社会経済生活の

様々な領域においては、いまだ 「男性

の方が優遇 されている」 と感 じている

男女が多 く、いわゆる “男社会"が根

強 く残つている。その結果、女性が抱

える様々な困難が、解決すべき課題 と

して認識 されていなかつた り、課題 と

して認識 されていてもその課題 を解消

するための取組が不十分であつた りす

る現状がある」 と明記 されています。

第 2次安倍内閣が発足以降、成長戦

略の中核に女性の活理を位置付けなが

らも、一部のエ リー ト女性だけが注 目

され るような施策が打ち出され、地方

自治体においても、男女共同参画の担

当課の名称が 「女性活躍推進課」等に

変わつてい くことに、北京 」ACを初め

関係団体の女性たちの多 くが危機意識

を抱いてお られたに違いあ りません。

私 自身 も 2016年か ら内閣府男女共

同参画重点方針専門調査会委員に就任

し、国の施策の方向性 を議論す る中で t

経済政策申心 と思われ る審議内容に危
J瞑する場面が多々あ りま した。しか し、

今年 4月 に出された、重点方針 2018

(案)を見た時、Fこ れ ら|ま 女J陛活躍“以

前の"課題であ り、女性活躍口場の拡

大を更に推進するために |ま 、 Lう した

残 された課題の解消に今まさに取 り組

むべきである」の一文に驚きと感動を

覚えました。

閣僚には F男 女共同参画担当大臣」

(現在は正式に |ま 女性活躍担当 内閣

『 貫宣輯庭奔電ミニ言理事飛T夏票曇菖o
に就任 当時 |ま加藤勝信大臣、次が松山

政司大臣、そ して昨年の 8月 か ら野田

聖子大臣に代わっています。まさしく、

女性である野田大臣が担当になつてか

ら、『安全・安心な暮らしの実現』とし

て、「生涯を通じた女性の健康支援」、
「困難を抱える女性への支援J、 「女J性

に対するあらゆる暴力の根絶」が重点

方針のトップに掲げられたのです。『残

された女J陸活躍“以前"の課題の解消』
と『女性が働きがいを持てる就業環境
の整備』を両輪で進め、『女性が直面し

ている様々な国難が解消された Fフ ェ

アネスの高い社会」の構築』を目指すo
としています。

■点方針の審議の真っただ中に財務

省のセクハラ問題等 もあ り、勢いづい

た部分 もあ りますが、当事者意識のあ

る野田大臣が担当大臣になったことに

よる影響は大だと思います。次は、2019

年度の予算案の申に、いかに具体的に

実効性の高い施策 として盛 り込まれて

いるかを注視 してい くととが重要だ と

感 じているところです。 (会員)

陵 性が直画 している様々な困難が解消された

「フェアネスの出い社会Jの構築』

小山内世喜子

(一般社団法人男女共同参画地域みらいねつと代表理事)
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●脚鵬 院内集会

「今こそも女性垂婿咀:撤廃彙絢選択議定書m批准を :」

日本女性差別欄暁 条約 NGOネ ットワー

ク (JNNC)lま 、6月 12日 、琳靖義麟議籍1議

員会館で緊急院内集会「今こそ、女J陛差別

撤廃条約選択議定書め批准を !」 を開催し

た。まず(鰺択議定書批准をめぐる逸れま

での動きJを、山下泰子さんのレジメに沿

つて矢澤澄子さんが説明。選択議定書にlま

『個人通報制度」と「調査tlj度」があり、

Q言 掌票堡冒享3曹鷲桑齊置≧性ξ堰全尋ξ

きるが、国内救済手続きを尽くした後でな

ければならない。 日本の場合 lま最高裁での

確定後になる。その事実が批准前に起きた

場合は通報 lま受理されないが、その事実が

批准後も継続 していれば受理される。なお、

選択議定書の批准 |ま、国会承認があればで

きる。

外務省 |ま 1999年から法務省と研究会を

もち、関係省庁にも広げて継続:2010年に

Iま人権条約履行室もつくり、讐輯ばに検討を

進めている」が進展はない。政府 |ま選択議

定書を批准 しない理由として「司法権の独

d」 観 袂 夭 i轟 鵞鯨量星ζ 早

ものでlまない」と述べている。

女性差EIJ撒廃委員会 (C]旺凛W)|ま 日本

に批准の検討を要請し続け、量016年の第

708次日本レポー ト審議後の総括所見 (最

終見解)でも、「選択議定書⑪批准を検討」

し、F委員会が決定した先rljについて、法律

専P咽家及び法執行官に研修」するよう勧告

した。JNNClま 2017年に請願署名を国会

に提出した他、林陽子 C   委員による

議定書に関する講演録 (2017年 NWECプ
ォーラム)も 3月 に発行した。

個人通報bll度が実現したら通報できる事

加藤登紀子

例として、均等待遇アクション 21のメン

バーで JNNC共同代表世話人の柚本康子

さん|ま、最高裁で棄却された 3件をあげた。

男女賃金差Eljを争つた中国電力事件 拐 女

の層としての明確な分離がみられないなどとし

て男女賃金差Ellでないとした)と東和工業事

件 (コ ースBlj雇用が導入され女性は一般職に。

職能給『0」 は企叢の裁量権とした)、 セクシ

ャルハラスメント事件 職場でのレイプ・セ

クハラで仕事とキャリアを失った)をあげた。

CEDJぽ からフォローアップ勧告を受け

ている民法改正|ま、選択的夫婦別姓が最高

裁で違憲判決が期待されたが合憲判決だつ

た。mネ ットの坂本洋子さん|ま、政府 |ま改

正しない理由に世論調査をあげるが12月
の内閣府調査では賛成 (42。5%)が反対

(29.3%)を 上回つたと指摘。2010年以降

lま未提出だつた選択的夫婦別姓導入のため

の民法改正案が、近目中に野党から共同提

出される予定 (6月 14日 に衆議院、20日 に参

議院に提出された)であると報告 し、「ぜひ

とも採択が必要」と強調した。「なくそう戸

籍と婚外子差別・交流会』|ま メッセージで、

戸籍と出生届の続柄差別記載の廃止を求め

た裁判が最高裁で敗訴になつていると訴え

た。

JNNClま、個人通報作業部会長パ トリシ

ア0シュルツさんを招く計画をたてている。

10月 2日 に院内集会とシンポジウム、4目

に北九州、6日 に大阪でシンポジウムを開

催する。「ぜひ参加を」と、JNNC共同代

表世話人の石崎節子さんlま呼びかけた。院

内集会にIま国会議員 8人が参加し、請願署

名 4988筆が手渡された。議定書批准国は 6

月現在 1●9ヵ 国。ぜひとも批准を実現し、

日本の遅れた状況の突破日としたい。(会員)
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●I■0総会

#MeToo運動が 日本にも広が りを見

せ、世界共通の課題 としてハラスメン

トの根絶を求める声が高まる中、2018

年 5月 28日 ～6月 8日 の間に開催 され

た第 107回 ILO総 会において、「仕事

の世界における暴力 とノトラスメン トJ

基準設定委員会の報告が採択 された。

委員会で |ま 、労働者側 を |ま じめ多 く

の政府が、 I L 0100周年の記念すべ

き 2019年総会で F仕事の世界における

暴力 とハ ラスメン ト」の根絶に向けた

条約が採択 され るよう、政労使におけ

る二定程度の妥協 もしつつ、非公式な

折衝 も含め、連 日深夜 におよボ粘 り強

い議論が行われた。

採択 された内容 |ま 、国際労働基準の

中でも一番強力な 「勧告で補完 された

条約』 とした上で、ジェンダーのflll面

を重視 しなが ら、「暴力 とハラスメン ト」

の定義を、「身体的、精神的、性的また

Iま 経済的危害を引|き 起 こす許容 しがた

い行為Jな どとし、対象 となる F労働

者Jに、契約上の地位 にかかわ らず働

く人々も含め、 Fヵ固害者および被害者』

には取引先や顧客な どの第二者が盛 り

込まれた。

また、「加盟国 lま仕事の世界における

暴力 とハラスメン トを禁止す るための

国内法令 を採択す るべきJな ど、 日本

の国内法整備⑪前進につながるもの と

して期待できる具体的な内容策 も明記

されている。

一方 で、 LGBTを 含 めたハ ラスメ

ン トの影響 を受けやすいグループの リ

「男女に対する暴力とハ覗 メント』m禁止m条約lLの動きについて

井上久美枝

(連合 総合男女・雇用平等局 総合局長 )

ス トを条約に入れることについて、議

論の牽引役だつたアフリカグループか

ら反対の意見が出され、「脆弱なグルー

プ」として表記することで条約案から

削除された。この取 り扱いを巡つては、

EUが勧告に盛 り込むべきとの動議を

5繁躾曇馨壇曇]墓量曇こ尋畠覇五百〇
な り、この課題 を含 め 「勧告」の半数

以上を来年討議す るとい う前提で報告

の採択を行い、来年に大きな課題 を残

した形で今年の総会は閉幕 となつた。

今後 |ま 、再度 二LO事務局が、カロ盟

国の政労使 に対 して意見聴取を行い、

修正 された事務局案が来年の ILO総
会で討議 され る6出席者の 3分の 2の

賛成で条約採択 となれば、ハラスメン

トに特化 した初めての国際労働基準が

制定されることとなる。

一方、国内においてはこの秋以降、

電量肇零貢琴宝冒雪言テ多7尊黛鷲言○
クハラ規定を含む男女雇用機会均等法

の改正議論が行われ る予定である。 日

本に 1ま職場における暴力 とハ ラスメン

ト全般 を規制す る法律はなく、国内法

と国際的な条約の議論が同時並行的に

行われ ること|ま 、 日本のハ ラスメン ト

法制 を大転換 させ る千載一遇のチャン

スである。

連合 |ま 、 三LO条約採択 と批准に向

けた国内法整備 を求めてい くとともに、

あらゆるハ ラスメン トの根絶に向けた

取 り組みを強化 してい く。
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●地域からの発信

6月 10日 投票の新潟県知事選挙で、

市民 と野党の共同で推 した池 田千賀子

さん |ま 、残念なが ら当選す ること|ま で

きなかったものの大健闘 し50万 を超

える票を獲得 した。前知事が女性問題

で突然辞職 し、県会議員の池 田千賀子

〇
曇鰹黙彗ξ摯重雷[h∫ li婁 窯豊F
全野党、連合が加わっての総力戦を展

開 した。

池田さんは、柏崎市で生まれ柏崎市

で歯科衛生士 として地域歯科保健等の

道で 22年間活躍 した。その間農家の

男Jltと 結婚 し2人の子 どもの母・妻 と

して生活 し、市会議員三期 12年間を

務めた。今回の出馬 |ま 県会議員 3年 曰

とい う中での勇階だつた。柏崎市議時

代、ケアマネージャーの資格を取得、

通信 tljで 早稲 田大学を卒業す るなど頑

張 り屋で、年に一度はアルマラソンに

⊂ン 場するなど、気力・体力・能力を持

ち合わせた素晴 らしい女性だ。

「市民の思いをつなぐ会」に参加 し

た人たちは、電話かけ、スタンディン

グ、法定 ビラの配布や集会への参加な

どできること|ま 全てや りきった。

最大の争点 lま 東京電力柏崎 Xlj羽 原発の

再稼働問題だった。池田さん |ま 、「福島

原発事故の検証結果が出ていない中、

再稼動 |ま 認め られない」F新潟のこと|ま

新潟で決める」 と公約 し、果敢に論戦

を リニ ドした。 これに対 し、 自公が支

持 し36年間中央官僚であった花角 (

新潟県知事選挙―女性知事の誕生ならず

笠原 美 紀子 (北京 JAC新 潟 )

はなずみ)英世氏 iま 、県民の 7割近 く

が再稼働 に反対 していると知 るや原発

政策の争点隠 しに終始 した。

今後の国政を左右する選挙 との観点

か ら、 6野党・ 会派代表や著名人が応

援に駆けつけ、激 しい選挙戦が展開 さ

れた。追い詰められた相手候補 |ま 、 「

県民党」 と党派を隠す手段や池 田さん

に対す るネガティブキャンペーンに明

け暮れた。 さらに、魚沼市の商工会議

所会長が、応援演説で 「新潟県に女性

知事はい らない」 との女 al■ 蔑視発言 さ

えあつた。今年 5月 、国政や地方選挙

で 「男女均等」になることを目指す法

律が国会で成立 した矢先の発言に対 し

て、ただちに 16人の新潟県女性地方

議員有志が抗議の記者会見を行なつた。

選対の本部長・幹事長を森ゆ うこさん、

菊 田真紀子 さん 2人の女性衆議院議員

が担い、市民の会 も女性たちが大きな

役割を果た し大奮闘 した。その意味で

は歴史に残 る画期的な選挙だつた とい

える。 しか し巨大な権力の前に勝つ こ

とができなかったのは本 当に悔 しい。

大勢の判明を受けて池田さん |ま 「県民

一人ひ とりが輝 く新潟を私たちがつ く

つてい くとい う大きな仲間の1輪が広が

つた」 と感謝を表明 した。

私たち |ま 、素晴 らしい女性候補を擁

立 して力いつぱいたたかったことを誇

りに思 う。北京 」ACの 皆 さんか ら大

きな協力をいただいたととに感謝致 し

ます。 (会員 )
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国立女性教育会館 哺硼明)平成帥年度 男女共同参画推進フォーラム

「つなぐ、あらたな明ロヘ ニ女性も男性亀ともに暮らしやすい社会を創る～』

く糠 馴βワークショッル       馨 ゑ ぜひゴ裁 猥をノノ

顧進めたιl.」 瞳 〔こ證
=十
る霊女共同麺

一康婿 層題賓 層嵐贈齢観 瞳翻紺 参考えるJ
o日時 :8月 31曰 嵯鐵¬0:圃～12:G10o場所 :国立女性教育会館酬旧助1所鵬練 コ田

●     :    (』嘘 鵬 代表)

J¶晰期国詈子 《―級社団法人男童典厠郵園地域みらいねつと代表理事)

ヨL村文子 頓涵』[]司置難題向)

”
晨

●6月・7月世話大会報告 (於 スペースきんとう): 2.男女共同参画と災害復興ネッ

<6月 28日 綱ド)>
事務局弓1継ぎ、マンスリー7月 号、N耐】Cフ

ォーラムのワークショップの企画検討など。

<7月 9日 (月 )>
剛 Cワークショップについて、瑚ヽ山内世

喜子さん、北村文子さんと共に打ち合わせ。

<7月 17日 (火)>
事務局の役割分担確認、岬 Cワークショッ

プの役割分担、マンスリー9月 号の検討なれ

0加盟団体

1.日」輌馴難劃鴫醸鞣約 蜘 ネットワーク

6月 12日 、院内集会『今こそ、女性差別撒

廃条約選択議定書の批准を !」 国会議員 8名 も

参加。C副nW個 人通報作業部会長パ トリシ

ア 0シュルツさんを招聘し10月 2日 軟 )に
院内集会 (凪剛]国際女性の地位協会ノ女性人

権機構共催)、 夜に日弁連主催シンポジウムを

予t4日 に瑚L九州、6日 に大阪でも。ONC
登録団体として分担金 2回 (1万円)を協力。

トワーク 蕉剛剛剛帥

6月 24日 、シンポジウム「ど

こまで進んだジェンダー視点か

らの防災・復興政策Jを開他

●次回

, 8月 31日 (金)

で開催予亀

●マンスリー6月 号訂正お願い

2頁右 12行日『捕提J→「補足」

『マンスリー北京JACJ

第226号

2018年 7丼125日発行

◆編集・発行  北京脚£世話人会

◆担当世話人   加藤 登紀子

◆〒113コ0033

東京都文京区本郷 2‐2争2
エスペランサV(旧東県じ→ 3F

◆Fa■ :03・568986舘8

◆恥 鞠直珂臨職耐

◆郵便振替番号 :0025007‐臨

北京鵬£輪 局
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置ごイングネッハタータ

碗 鰤 A瓢動嗣町 嚇 儘曝 踊胸ヨ0耐襴鵬

第 227号

帥 184甲 9月 10日 獅

□綺集 :鋤18年度   男童共同参画推進フォーラム

8月 30日 から9月 1日 、恒例の夏のフォ∵ラムが剛 Cで開催され、全国

から延べ 1馳0名を超す参力嗜 が集いました。

☆ 全体報告―シンポジウムと特別講痴を申」bと して ……………………… 2
初日のシンポジウム|ま 『新しい暮らしのカタチ』をテーマに

"代
、30代の

新鮮な語り、特別講演の講師は岨 “クロニズアップ現代"のキャスターだ

つた国谷格子さんの熱い語りに魅了されました。国谷さんのお話は、ご自身の

体験を踏まえた女性差別の現状と地球の危機的状況を救うSEIG sについてでし

た。船橋邦子さんの報告です。

☆ 北京出聾 主催ワークショッ如 細告 ………鳥…………………………… 3
テこマ「進めたい!地域における男女共同参画―市民 0議員・自治体の連携を

考えるJの問題提起の報告です。最初に「いまなぜ、このテーマかJを船橋邦

子さん、市民の立場からつなぐ架け橋としての役割について小山内世喜子さん、

長い議員経験からの「連携」の大切さを北村文子さんが語つています。

★ 参加若か らの声
二………………∵………………………………………………… 6

ワークショップに参加された会員の “NpO法人女性参四俳究会・さが"理事

長 山崎和子さん、お茶の水女子大学 2年生の石田恵理子さんと小林実世さんか

ら寄せられた感想です。

ロ シンポジウム F僅異 薔防菫と女性⑪活動』報告 …………………………… 7
6月 大阪北部地震、7月 西日本豪爾災害、9月 6日北海道胆振東部地震で被災

された方々にお見舞い申し上げます。7月 14日 、大阪でシンポジウムが開催さ

れました。実行委員のお一人で、阪神大震災の時、兵庫県立女性センターのス

タッフとして活動されてい九ガづ[1真知子さんが「性暴力への対応」について、

そして、中越大震災⑪記録を女性たちで F被災地責任」としてまとめた樋熊憲

子さんによる貴重な報告です。

□ 参加書からの声 艦き)、 世話人会報告など ………………………… lo
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さんのオルタナティブな視点で産業・教

育に押L戦する生き方には、地域に持続可

能な文化と価値を日常的に創造するもの

として勇気づけられた。一方、ホテルの

ビュッフェでの食事のように、好きな時

に好きなものを好きなだけ食べられるよ

うな動き方をしたいという 27歳の正能

さん|まエ リー トで格好良かつたが、若者
の半数を占める不安定な非正規の実態が

見えてこないことが気になつた。

躍政策が推進されているものの東京医科

大問題、性暴力被害を訴えた詩織さんは

バッシングを受け国外脱出、他にもジェ

ンダーギャップの大きさについて指摘、

いまだに性差別が根強い現状を率直に語

られた。

後半で|ま 「地球環境の限界Jに対する

強い危機意識から SDG sの重要性を訴

え、SDC sの伝道師の役割を演じられた。

世界的な気温の上昇、海面の上昇など気

候変動の結果がもたらす深刻な影響にも

触れ、日標 5には SDG sの担い手として

ジェンダー主流化と女性のエンパワーメ

ン トが掲げられていることが紹介された。

それは、午前中の北京 測鰹 のワークショ

ップで、私が地球規模の問題解決に不可

欠だと指摘 したこととつながった。

講演全体を通じて、性差SIJ解消のため

の原nllを踏まえた NWECフ ォーラムに

ふさわしい内容であり、熱 く訴えられる

姿が印象的だった。
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¶、全体報告―シンポジウムロ特all講演を中Jbに して

★シンポジウム「新しい暮らしのカタチ ～働き方X幸福度～」

隠岐諸島の下つの島の海士町 (人 口

2300人 )に移住 し持続可能な未来を拓く

活動をしている 39歳阿部裕志さんと、大

手企業に勤務 しつつ 自社経営を行い兼

業・高1業を通 して人生をエンジョイ して

いるという27歳の正能芙優さんが登壇。

地域で、地域とつながり、地域から発信

している若い二人の話は既成の価値観に

縛 られず、自由で独自U的で、自然体でき

わやかだった。 とりわけ島で暮 いす阿部

2日 国の午後、特51J講演の講師は NШK
クローズアップ現代のキャスターを務め

た固谷裕子さん (東京藝術大学理事、キ

ャスター)。 研修棟講堂|ま定員 600名の

ところに立ち見でいつぱいの超満員だつ

た。

国答さんの講演の内容は二部構成で、

前半|ま 23年間のキャスター時代の経験

を交えながら日本の性差Bljの 現状、後半

|ま硯在国谷さんが最大の関心を抱きジャ

ーナ リス トとして取 り組んでいる SB曙

s(持続可能な開発のための 2030アジ

ェンダ)についてだつた。

前半でlま キャスターになった当初 lま指

示された仕事を期待に応えようと孤独に

男性以上に獅烈に仕事をする、女性にと

っては悪いモデルの典型だったこと。こ

れに気づかせてくれたの|ま国際会議で出

会つた他の国の女性たちとの横のつなが

りであり、主体的に仕事を選択する姿勢

だったこと。現在、安倍政潅下で女性活

☆国谷格子さん特局J講演「全ての男女が活躍でき、働きやすく暮らしやすい社会を創る」

O



2、 北京 JACワークショップ報告

テーマ :『進めたい! 地域における男女共同参画

～市民・議員・自治体の「連携」を考える』

31日 に私たちのワークショップを開催 した。予想以上の 60名 を超す参カロ者があり、鹿児

島、佐賀からの参カロ者を始め、会場からも感想や意見が出された。ここでは、問題提起者 3

人から、「当日の問題提起の要点」、そして、「ワークショップを終えてテーマに関して訴えた

いこと」を報告する。

*趣旨説明・問題提起① O・0船橋邦子 (北京凪C代表)

真案を見極める力、行動力、共感力の大切さを

私の問題提起 |ま 、なぜ今、このテーマ

なのか、から始めた。いまだに根強い性

差pl」 の現状、それを解消するためには F連

携 J、 言い換えると協働、パー トナーシッ

プ が必要であり、その前提条件として市

民・議員・ 自治体が状況・問題への共通

認論 理解が大切であること。 ところが

日本の政策 と国際的なジェンダー主流化

にはギャップがあり、その違いを明らか

にするために時間を使つた。前者 |ま成長

戦略のための け 性の活用」のInll面 が強

いこと。これを男女共同参画社会基本法

から安倍政権の女性活躍政策の推移を紹

介 しながら説明 した。 これに対 し 1990

年代からの女J陸の人権確立運動・その成

果を包括 した「北京行動綱領』、さらに、

これを維承発展させた SDG s「我々の世

界を変革する―持続可能な開発のための

2o30ア ジェンダ』のなかで、地球の危機、

人類の危機を救 うのにジェンダー主流化

が不可欠だと明文イしされていることを紹

介 した。

宣言 20「 ジェンダー平等の実現 と女性

と女児のエンパワーメン ト』 |ま 「すべて

の日標 と項 目を進展させる鍵」であり、
「人々の潜在能力の開花 と持続可能な開

発の達成は、人類の半数に上る女性の権

利 と機会が否定されている間 |ま達成する

とと|ま できない。」ところが現状 |ま 「機

会、富及び権力のジェンダー間の不平等

lま甚だしい」との認識を前提 として、ア

ジェンダの実施において、ジェンダーの

視点這そが個El駅題領域をクロスカット

する視点、すなわちジェンダー視点の主

流化が不可欠である。

日本政府 も国際的 な動 きを受 けて

SDG s推進本部を立ち上げ、「SDG sア
クションプラン 2018」 を策定。これは成

長戦略に SDG sを ドッキングしたもの

であり、「女性活躍』は 3本柱の 1つで、

残 り 2つ lま 「SDG sと 連動する Society

5。OJ FSDG sを原動力 とした地方all生」

である。
「Socttty 5。 0」 は新たな造語で、ロポシ

卜や AI社
会 な ど駆

使 した ス

ー パ ー ス

マ ー ト社

会 で 産

業・社会の

パラダイムシフ トを狙 うものである。

AI社会への警告として、身体を用いたコ

ミュニケーションである共感力の欠如が

戦争を生み出したとい うゴリラ社会研究

の第 1人者である東大総長山極寿一さん

を紹介。最後に境界を超えた横断的つな

が り、スキルで iま なく、どこに視点をお

くか、何を大切にするかのスタンスであ

り、真実を見極める力、世の中を変える

のlま行動力、さらに相手の立場に立って

物事を進める共感力の大切 さを確認 した。
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*問題提起l② 000月 山ヽ内世喜子 (一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと代表理事)

市民の立場から 一うなぐ架け橋の役割

私 |ま市民の立場から「連携」 。つなぐ

架け橋の役割について、自分史を含め、

学び・気づき・行動から得た経験からお

話をさせていた
'だ

きました。

1。 自分史と男女共同参画

1995年に青森市の派遣団員として参

加 した「北京会議 NGOフ ォーラム」。世

界の女性と触れ合 うことで、日本にお |す

る男女格差の現状や DVについて知るこ

とが で きま した。「劃鸞 personal is

pdittalJを 知 り、「自分らしく生きられ

る女性を増や したい」とい う思いから私

の活動はスター トしました。

2.経験をどう活かしたか

日本女性会議 2002あおもりの分科会

部会長として、10の分科会と3つのワー

クショップを開催 しました。行政職員は

黒子に徹 し市民主体の実行委員会だつた

から通そ、そこに関わつた人々|ま培った

力を活かし、県や市のなかで男女共同参

画推進の核 とな慟男女共同参画センター

や DVシェルターの運営などに取 り組ん

でいきました。私自身も平成 18年から指

定管理者として青森県男女共同参画セン

ターの運営を 11年間行つてきました。

この間爾事業運営の中で培い、得たも
のは、①プロセスを大切にしたプログラ
ムこそが女性のエンパワーメントにつな

がる②共感を大切にしたコーディネータ
ーカ③人とのつながり (市民や団体、行

政など)④そして全国の想いを同じにす

る仲間たちです。

3。地域における男女共同参画の推進

地域におけるジェンダーギャップlまま

だまだ大きいのが現実です。女Jl■たち自

身もt「 自分たちがやつていること|ま大し

たことでlまないJ「 自信がない」、「ケア役

割を担 うのが女性の役割」だと思つてい

る人たちも、まだまだいます。草の根的

|ご地域住民の意識を変えていくことが大

切 と考え、実践的課題解決に向けた学び

の場を開催 してきました。

意識を変える一つのツールとして F防

災Jがあります。「防災に女性の視点を」

についてlま国を挙げて取 り組んでいるこ

となので、それを否定する人 |ま、今はい

ません。ただ危惧するのiま「女性の視点」

=「主婦 目線」と捉えている防災講師が

いたり、性EIJ役割分担意識の強イしにつな

がりかねない現状があるからです。
「女J陛の視点」『女性活躍推進」という

言葉が独 り歩きしつつあります。原点を
いつも確認する必要があります。

4。 ジェンダー主流化の相互理解、大事な

ことと課題

大事なこととして①横串 (市民・ 自治

体・議員など)を さすことでジェンダー

の主流化をはかる②互いを尊重する意識

の醸成による住民の主体性の尊重、と考

えます。一方、課題|ま決定権を持つ「人」

が、①本当にジェンダー視点があるか②
どこをめざしているか・見ているか、とし
kl址∫ガド(1      港魚百こ篭liミ (D

ジェンダー視点をもつ議員が増えること

が必要です。

市民と自治体がジェンダー主流化の相

互理解を進めるためには、互いがもつ「強

み」を理解 し活かし合い合意形成が図れ

ることが重要です。そのためにlま成果を

出すことで信頼関係が構築され、成 り立

つこともあります。「ギブ・アンド・テイ

ク (g市e&take)」 があつてこそ、相互

理解を進めることができるので|ま と思い

ます。 (会員)
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*問題提起③ “・北村文子 編り|1市市議会議員)

議員の立場から ～ともに手をつなき、育てて

○

1991年 に議員になりました。
市民運動から市議になって 27年、議員

としての活動 lま、途申 3回の市長選挙を
経験 しているので、20年ほどになります。

きつかけは、市内の大型開発計画、高
速道路 (圏央道と上尾道路)と ジャンク
ション計画が浮上したことです。

当選後の当初lま、23対 1。 無所属女Jl■

議員への恐れと捌卜除の凄まじいいじめと
の対決でした。議会情報を出さず、請願
の紹介議員なのに発言をさせないなど、
旧態然とした議論不在、障害者・弱者軽
視の議会でした。その中で議会報告「向
かい風」を発行、裏話を掲載し市民に本
当のことを知らせることを続 |す できまし
た。
活動のド をまとめました
イ
今回の発表を契機に議会質問を

'ま

じめ
27年間、議員として取り組んだことを整
理しました。8ページ以上になりました
が、そのうち主だつた 125項 目ほど資料
に載せました 91年障害児を普通学級に、
96年男女混合名簿の実現、94年分煙装
置の設置、95年司L京女性会議市民派遣団
実現、97年マンション紛争防止条ulJ提案
制定など保育料値上げ撒回、区画整哩事
業の見直しなど実現するまで何度でも質
問し予算のチェックもしてきました。ム

ダ遣い廃止のための財政チェックと談合
の廃止、情報公開の徹底と改善、解決不
能|ま訴訟に持ち込み裁判をしています。
スタンス|ま人権と環境です。
「連携』が制度を変えた事Jlj― クーラー

ク
議員になって 3年、1998年の 8月 末、

rlj年にないとても暑い夏。生活保護を受
けていた 79歳m女性が以前から所有し
ていたターラーを取り上|ず られ、熱中症
で倒れたと電話あり。40日 間の入院後の

翌日です。トタン屋根の借家⑭温度|ま 理0

度を超え、冷蔵庫を開けて涼んでいたの
です。
命にかかわることです。すぐ電気屋さ

んにターラーを貸していただき、設置。

市にターラーを返せ、と求めました。 し
かし、認められていないと、らちがあき
ません。県にも出向いた所、「そんなこと
|ま通常やらない」と言 うのですが。
5日 後、毎日新間に、翌日全紙に、テ

レビも連 日放映 し、タイム誌にも載炒 ま
した。
早速、その日、新聞を持つて国会に行

き、当時の岡崎 トミ子衆議院議員や女性

国会議員が大臣にかけあってくれました。
大臣は官僚の説得を 8時間も繰 り返 し、
ターラーの保有を認めさせました。実際
に|ま、地域の 30%が保有 していた場合認
められ、既に埼玉県|ま 84%に なっていた
ことが判明し、県 lま認めるという回答を

出してしヽました。
これ |ま、心ある記者 と地域の仲間、そ

して国会議員との「連携J力菫国を動かし

たケースです。
通の事件から20年以上経過 しました。

生活保護の捕捉率 (本来必要としている
人で生保をもらつている割合)は 5%と
いわれていますi。 来年から保護基準がも
つと下がり、温かい福祉への努力が、ま

すます必要です。

議員 との連携を大切に

会場から、自分亀ちが議員を送 り出し
ても、特定の候補者と近いと思われたく
なくて疎遠になりがち、という発言を伺
いました。私も何度もそんな寂しい思い

をしたことがあります。議員はいくつも
の条rljゃ議案など常に判断を求められる
孤独な仕事です。一番大事なの|ま、目的

は何かを見据え、毅然とした姿勢を持ち

続けることだと思います。基本 |ま人権、
たつた一人の弱い人でも守 り抜くこと。
議員を孤独にさせないで、共に手をつな

ぎ、育てていって下さい。
(世話人)

1こ
の数値は母集団や基準値により異なるため厚労省

発表 25%か ら5%と 定まっていない
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―クショッ

< NWEC男 女共同参画フォーラム、ワークショップに参加して >
1   山崎和子 咆Mり法人女鰺 用 会・さが理製講

昨年から剛 Cフォーラムヘの出席を私ども法人の事業とし、県立男女共同厠 ンター (ア

バンセ)の助成を受|す参加していま丸

昨年、明治大学堀日0脱子ゼミの学生が礼 口されていたのを見聞きし、今年|ま養護教諭と保育士

を目指す短期大学学生二人の参加が実現しました。彼女たち|ま、社会人入学で明確な目的をもつ

ているためワークショップを上手く選び、食事時間には感想を、またさまざまな質問をしてくれ

ました。今回の競 ま今後の彼女たちの生き方にきつと役に立つことでしょう。また、今年iまア

バンセの職員にも呼びかけ初めてこのフォーラムに参加した職員|ま、多くの刺激を受け、数 日し

て良かつたと言つてくれたことは嬉しいことでした。

濯  黒 務   上   警   ①

女共同参画センター館長として活躍されていた二十数年前と比較したら、予算も大幅に減少し、

また、指定管理者馴度の導入と県民協働の推進は、県職員にとつて受託団体との関係を意識し過

ぎ、事業運営に良し端 黒が出でいな時気 がしま丸 小山内世喜子さんの問題提起にあつた「気づ

く (学び)→つながる (出会い)→生かす 躾欄軸 の場であるセンターが本来の役割を果たせ

るよう市民の立場でできることをしていかなければと思つていま丸

< 司ヒ京 測鰹 の ワー クシ ョップに参加 して >
小赫躾硼E麒 の水女子大学社会学コース2囀

司鯨 脚Cの開催したワータショップでiま、地域社会をジェンダーの視点から読み解き、理解を

深めた。特に印象に残つたの|ま、Fジェンダーの鰤 日 という概念である。現在の政策のよう

に、新自由主義政策の申で、女性の社会進出を強]|に推し進めることは誤つている。日本はジェ

ンダー後進国であり、ジェンダーと安性のエンパワメントの視点を取り入れたジェンダユ主流化

を進めていく必難があると物規              ⊂⊃
また、私がこのワークショップに軋 日して驚嘆したのは、参加者の方の意欲の高さである。白

分の活動やジェンダーについてワークショップの最後に参加者の活動の近況報告をするように

投躙 ゴすられたとき、多くの方々が自分の活動や日常の申で感じたことにつしヽて、積極的に発言

していた。また、発言者の話を聞いている方々も、熱心に耳狂楓けていた。その状況から、主催

者側|まもちろん、参加者側も、ジェンダ上について高い関心を持って主体的に活動していること

が見て取れた。周りに活発な意見交換の場が存在しな颯ヽ から見て、このワークショップの雰囲

気は非常に魅力的だつた

ワークショップを通して、ジェンダーについての知識を深めるとともに、主催者や参加者の「社

会をより良く変えていきたい」という思い嗜触れることができた。貴重な経験をありがとうござ

いましれ

用 の続き |ま、最終ぺ‐ジに⇒)
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●防災・減災・復興

6月 の大阪珊L部地震、7月 の豪雨災害、

すべての災害にあわれた方々に謹んでお

見舞い申しあげます。

さて LEO‐NETと |ま、大阪で活動 して

いる自主グループで、代表の堀久美さん

が現在岩手大学に勤務 している関係で、

〇 災害 と女性に関するシンポジウムを開催

している。

一昨年 |ま 「災害と女性～経験を活かす

学びの検証～」と題 し、岩手 と熊本の三

つの団体が、災害の経験から得たジェン

ダー課題 と学びを女J性のエンパワーメン

トに数∫巨ま〔曇活かすか、について検証 した。

今年は F復興・防隻と女Jlkの活動」と

題 し、7月 14日 、ドーンセンターで開催

し、これまでの復興への取 り組みの報告

と通れからの防災・減災対策を考えた。

第 1部で|ま 、1995年の阪神淡路大震災で

の兵庫県立女性センターの活動 (小り|1真

知子)、 2004年の申越地震⑪その後の取

り組みと記念誌の発行 (樋熊憲子、鈴木

千榮子 )、 2011年の東 日本大震災での活

動 とその後の行政 との協働・施策提言・

リーダー育成 (宗片恵美子)、 流山子育て

プロジェク トから災害に備えるこれから

の防災・減災活動 (青木ノk重子)の報告。

第 2部で |ま報告を糸口に、自分たちが住

む地域に必要な防災・減災対策に「自分

ごと」として取 り組むためのワークショ

シプがあり、行政や支援者、自治会など

シンポジウム「復員 占防箋と女性①活動』報告

瑚ヽメ|1真知子 (LEOoNET「復興・防災と女J陛の活動』実行委員会)

さまざまな立場の人が、具体的にできる

ことを共有 した。

今回のシンポジウムで私が確認 したこ

と|ま 、阪神淡路大震災以降、災害時に女

性が直面する困難に対 しジェンダー視点

からの防災・復興の取 り組みが進んだこ

と、災害が起こるたびに防災 0復興にジ

ェンダー視点が不可欠であるとい う認識

が深まつていることである。女性たちの

置かれている状況 |ま地域によつて異なる

が、23年の間に内閣府に男女共同参画局

が、全国に男女共同参画センターが設置

され、ジェンダー視点を持つ人や団体の

活動 |ま地域に根付きつつある。

以下、私の報告の中から、性暴力への

対応についての一部を報告する。阪神淡

路大震災では表面イヒしにくかつた災害と

性被害の課題が、多くの人のジェンダー

視点を活かした取 り組みによつて変化 し

た好Fljで ある。当時私 |ま 、兵庫県立女J性

センター・イープンに非常勤嘱託として

勤務 していた。イープン|まセンターの機

能と事業ノウハウをフルに生かして震災

復興に取 り組んだ。それ らの記録・資料

は情報資料室に展示され、HPの「震災関

連資料 リス トJで検索できるので、興味

ある方 lま ご覧いただきたい。

震災後、早くから女JlkへのJ「L暴力は噂

として |ま あつた。5月 過ぎには神戸新聞

をはじめ各新聞が取 り上げている。1995
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年 |ま 8月 に北京女留1資 会議力Sあ り、 9月 に

沖縄の少女レイプ事件 l「 抗議する 85o00

人の県民大会があった年で、女Jl■への暴

力は大きなテーマだつた。翌年 3月 に

「神戸・沖縄 女たちの思いをつないで～

私たち|ま性暴力を許 さない !」 集会が開

催 され、240人の女性が参加 した。 しか

し主催者の一人、ウィメンズネ ット・ 這

うド正井礼子さんへのバ ッシングもあつ

た。『諸君 !』 (1996年 8月 )掲載の「作

られた伝説 ―神戸 レイプ多発報i3_の背景」

(那原恵著)が代表的で、自分が実際に

被害者・加害者に|ま会えなかつたことを

根拠に、民間の女性にあつた 37件の相談

の 「物語」をもとに「レイプ多発を運動

の契機 としてfll用 したことが妥当だとは

思わない」と非難 している。現在もイン

ターネット上に、この文章を引用 した「レ

イプ多発 |ま虚言Jと い う記事が多くみら

れる。正井さん |まその後も被災地の性暴

力、DVの 問題に取 り組み、発信、提言

し続けた。ルイジアナ側1反性暴力財団の

出版物を翻訳 し「被災地にお lす るJ陛暴力

～防止と対応のマニュアル～」 (NPO法
人女性 と子 ども支援センター発行)にま

とめ、阪神淡路大震災の話を各地で発言

し、震災時のJ陛暴力の問題 |ま 自明のこと

となつた。東 日本大震災で |ま調査に参画

し、『調査チーム報告書Ⅲ東日本大震災

「災害・復興時における女性と子どもヘ

の暴力」に関する調査報告書』 (東 日本

大震災女性支援ネットワーク)をまとめ

ている。

男女共同参画局|ま震災後「男女共同参

画の視点を踏まえた仮設住宅における災

害対応について」を発表、性暴力と表現

して|ま いないが、女性と子どもへの犯罪

防止、配偶者からの暴力・子どもへの虐

待への配慮をうながしている。2011年 12

月には気仙沼市の避難所でボランティア (D
女性への強姦事件に対 し実刑判決がでた。

熊本地震では熊本市男女共同参画セン

ターが 「女性への暴力に注意をよびかけ

る」チラシを配布 し、熊本のテレビでJ陛

暴力への注意をうながすテロップを見た

とい う人もいる。阪神淡路大震災では表

画化 しにくかつた災害と性暴力の問題が、

ジェンダー平等を実現 したいとい う多く

の人の取 り組みによつて課題 と認識 され、

解決に向けて取 り組みがなされている。

なおシンポジウムは WAN(ウ ィメンズ

[:I尋菖橿」婁I   t毎讐雷言零①
イ トでシンポジウムの全報告が視聴でき

る。ぜひ、ご覧ください。

『dti難地責任Jと はての女縫ちの記録

樋熊憲子 (新潟県中越大震災 F女たちの震災復興』を推進する会)

7月 14曰 (上)ドーンセンターでのシ  仙台から女性たちの活動報告、流山から

ンポジウム「復興・防災と女性の活動」 は災害に備える取組みが報告された。新

で事rll報告の機会があつた。兵庫、新潟、  潟県申越大震災 F女たちの震災復興」を
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推進する会 |ま 、『「被災地責任Jと しての

女たちの記録』を報告 した。以下要旨。

https://wan,OLipノ article/shOwノ 8036

2004年 10月 23日 午後 5時 56分、新

潟県中越大震災発災。避難生活の厳 しい

状況の中で女性たちに|ま嫁だから母親だ

からとい う役割が強いられた。その時に

感 じた心のゆらぎや苦悩を自分の気持ち

のありのままに飾ることなく書き留めた

「記録」が、冊子、ニューズレターや会

報 とぃ ぅ形で F長岡市男女平等推進セン

○ ター ウィルながおか』に集まっていた。

発災直後、 (公財)新潟県女Jl■財団に、

(財)ふ くい女性財団から、「女性のため

に使つてほしい」とい う思いの譜まった

義援金が届けられ、その後(財)新潟県中

越復興基金に預けられていた。(公財)新

潟県女J性財団から「記録を一つにまとめ

てlま どうか」と提案をいただき、発災か

ら 5年 目の 辺009年に女性 8人で会を立

ち上げ、長岡市が主催する新潟県中越大

震災 5周年復興祈念事業に参画 した。

これ らの F記録」を一つにまとめ、中

岬 菖γttlmlI[「 彙量T増麗な:皇

いとい う思いと、さらに|ま 、記憶を喚起

し防災意識を高めるために基調講演 とシ

ンポジウムを行つた。テーマ|ま『「忘れな

い。』=女たちの震災復興=』 とし、「忘

れない。』 |こ ピリオ ド「。Jをつけて強い

心を表した。

以来、「ウィルながおかフォーラムイベ

ン ト」などで多方面の機関と連携 して学

習会や講座を行つている。

長岡市 |ま 2011年 4月 に F長岡市男女

共同参画社会基本条例Jを施行 した。

第 12

条に「防

災 分 野

に ふ3 1す

る 施 策

の推進」

を 規 定

し、F第 2

次 な が

お か 男

女 共 同

参 画 基

本計画 (2017年改訂 )」 の主要施策に「防

災活動への女J畦の参画推進」がある。申

でも「平 日曰中の災害発生の備えるワー

クショップと防災訂‖練」は 2011年から

各地域で実施 されている。

また 2014年に (公財)新潟県申越大

震災復興基金助成事業として中越大震災

10周年事業を行つた。「災害への備えJ

講座、冊子 「災害時の健康マニュアル」

の作成。相川康子さん ((特活)NPO法人

政策研究所専務理事)か ら「次に何をつ

なぐのか ～女たちの試練と成長、連帯～」

の講演、報告集 『私たちが手にしたちか

ら、そして未来につなげる力」を発行 し

た。これからも男女共同参画の視点で防

災・減災の課題に取 り組んでいきたい。
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いp6の続き

'<北
京贔臨 のワークショップに参加して >

石団恵理子 鮭茶の水女子大学社会学コース2囀

「男女共同参画社会Jは非常に聞こえが良いです。お茶大でも、「女性リーダーシ

ップ研究所」など、女性が社会的地位の高い要職に就くことを推進する動きがありま

す。しかし男性社会に女性が参画すれば、それで男女平等が果たされるか、といえば

そうで|まないのだと気づかされました。

日本で|ま世帯ごとに産出される統計が多く、男女間の格差が存在するにもかかわら

ず、それが認識されづらくなつている現状があり

ます。ジェンダーの視点を敏感に持つた人でなけ

れば、安膠 要職に就いたところで本質的に|ま何

の解決にもならないのだと学びました。ワァクシ

ョップにおいて、船橋さんが他の方々に発言を促

していましたが、みんなが思いの丈を本音で話し

ている印象を受けました。こういつた、それぞれ

が、それぞれの言葉で話している光景から|ま、熱

意が伝わつてきました。本来、学問というのは、熱いものなのかもしれないな～、な

ど と思 い ま した。 達蠅 翻 醐 幽 脚 鐵 翻 螂 蠅 圏 蠅 翻 幽 麟 翻 鱗 輔 靭 躙 翻 鰤 翻 熙 蠅 轍

― C208号室 (ワ ークショップ終了  生、北海道地震 と次々と発生する災

●世話人会報告●

8月 31日  Q皇】)12:501-13:20

後)で昼食をとりながら開他
0ワークショップの良かった点t改善

点を話し合う。

<編集後記>
集中豪雨、土砂災害、台風の異常発

害。被災された方方に心からお見舞い

申し上げますЪ災害が起こる度に、避

難所運営に、復旧に女性の視点がある

『マンスリー魂諫 剰
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・事務局の引き継ぎについて、役割分   かと気になります。今号の被災経験を

継承し、活かす学びの検証を続けてい担等、

・マンスリァ… 9月 号の記事、編集進 る大阪の動きには励まされ、改めて日

行状況の確認の他、追加として参加   常の備えの大切さを感じています

者の感想を依頼する。10月 号の企画

について協諷
0治の他、加盟団体となもているNNC

(日 本女J陛差別撤廃条約 NGOネ ッ

トワーク)の全体会の報告～女Jl■差

鼎叫撤廃委員会委員パ トリシア・シュ

ルツさん招聘の詳しい日程等につい

て。

* 次回世話人会の予定

9月 27日 綱に)13:00～17:00
スペースきんとう
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「
どイ〆グネノハノァタ

事辱ダ∵  調 σ
蜘 皿     鍼 跡 鵬 剛 朧

第躙 号

蹄18年 10月 15日 発行

■ 日本書ジェンダー平等社会に J………………………………………… 2
唖臨題W委員パ トリシア ロシュルツさんを迎えて

女性差別解消辟遅々として進静椰嘔本での突破固にと国連女性差別撤廃委員会

個人通報制度作業部会長 波ガレツさんが来目され、国会議員を含めた院内集会をは

じめ各地でコ択議定書批准④重要性が語魏 ま助L日本政府の批准助 けて賛同

団体である1臨 JACも共同行動艤園固翔覇馴鷺謬鑢議漸たにさせて鋼城鋤□藤登

紀子さんによる報告です。

日 正城デニーさん 目万票避で圧勝
一沖縄吻靱事選挙害振嚇通つて― ザ品………………………■………

沖縄県民⑪圧倒的勝利でし
'電

日本の民主主義と沖縄の間いだった沖縄知靴
勝嘔機 には拙 選向 い自・公・維新の会の圧力鴎 屈せずの大勝に涙するほど

感副lは励L理対女性局長として闘蹴 沖縄県議の狩俣信子さんl載る、続く那
覇市長達のか ただ中での報告亀

□ 知蝿画日本議雨 F被箋して思うこと
気候変動等による災害多発吼 日本もrll外ではありませれ 災害が少ない、

と思めていた岡山県真備町1島 7月 の豪雨によ劉 |‖の法壊で多くの被害が出ましL
猾 値ヽ日の中で囲当事者の面本恵子さんによる報告です。避難所や支援口状況

が写真と為 t櫛 つて来奮九

回 士鶉颯からの発信 ……………………………………T…………■…………………………ッ…………………

『平等、鍵晨、平和』を撮げて 剥L京 醒鰹 仙台 錮 周年

19918年 5月設立の“北京癬鰯仙台"は、知 年目を迎えました。その間、   日

のパッグ節
´
ッず鵞 ニル、第 6回シポ カ ムL仙台の開儡 ありま勧L東日本大震

災を乗り越え、運動を繋いでこられた仙台会員の二橋芳子さんの報告です。

□ 三隅佳子さ轟を幅ぷ
9月 |ま じめ、元瑚鯨 翻鰯共同代表三階佳子さんのご逝去という悲しいお知ら

せが届きました。優れたリーダ‐、とりわけ地域コーカスの牽ワ1役だった三階

佳子さんを偲んでのメッセージです

日 1露皿学習会①案内 □世■人舎靭告

4
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● 安渕 唯馴廃条約選択議定書⑪批離を求める院内集会

日本をジェンダニ平等社会に∫

GⅢⅢ脚委員バトリシアロシュルツさんを迎えて
ぎ 力藤 齢 藤

費用    員会 鰯Ш酬問 委員、個人

通報作業部会長パ トリシア 0シュルツさんが

来日された。

10月 昌日、院囃   
「き量鋤悛蟄喘睡鋒絢

力地

日本で昇女不平等が次々と明らかになる申、

女性差鳳Ц撤廃条約選択議定書の日本批准を求

めて、調NNC(酢軽理裾夕!脚腱条約蜘 ネットワ
ータ)、 国躙 性の地位協会    、女性人

権膿構が共催で、防内集会を開催した。173人

も□多くの参加があった (う ち、議員14人、議

員秘書16人、マスコミ12月。
パ トリシア0シュタレッさんは弁護士で、女性

差燭1靡委員会 (CШ孤謂)の個人通報作業部

会長:スイス連邦ジェンダー平等局局長とし

て条約批准や最初の報告書作成にかかわり、
2011年からC   委員に選出されている。

シュルツさんの講演を、配布資料も参照し

ながら、以下に要約する。

条約とi聾臓議定書の批准|ま、力陛の権利向

上を加速するも⑮である。日本の条約批准|ま

1蠅5年と早かったが、選択議定書齢 も批准
しておらず、CEDAW嶺熙ヽ 会1鞭度も酷 を

出している。
スイスの条制脚懺ま1田7年で時間がかか

つたが、選択議定書の世准はスムーズだつた。

条約の批准lま条約の権利を実現する意思⑪表

明で、議庭書⑪批畦はその権利行使を可能に

するために不可欠だからである。

脚師〕のシャドーレポー トにより女性の状

況に目を開かせられ、敬意を表したし、

1990年代半ばからの選択議定書を求める

NGOの声の高まりが、1"9年の国連総会で

印採択につながり、2000年に発効した鰯臓、

国 1lЮ 力掴申109か国が鼈 。

選択議定書|ま、①個人通報爺J度 ②調整制度
からなる。

たIはMM欲簗咆珀腋糧①
(日本でl漏鑢戯判難師に委員会に申し立てがで

き、受理されれ鼈 国に勧告が出される。
②調査詞度lま、重大または組織的な権利の

侵害があった場合、NGOなど力菫J   でき、

委員会が鰤繭国の徹 の下に)調査を行4鏃
を出規

個人通報制度の事例で多いのがジェンダー

に基づく轟力で、シェノレターや構造的なllj度・

法律、個人が受けた損害への賠償に関する勧
告が出されている。どの問題にも共通するの

がジェンダーステレオタイプであり、他の事

IFllと ヒでは女性被拘禁者の処遇、子どもの監

離 、強市』的    、強墓の結果の鰤 の(医

師による)中絶拒否、防止できたはずの妊産婦死

亀        言脚晦③
勧告は新しいスタンダー ドとなる。職止で

きた|ボの)若い妊婦の死亡に関し縮約国の責

任を求めね創ま、国際的に初の事例である。
2018年 8月現在、個人通報制度の申請件数|ま

131件である。

調整制度|ま 5番目の公表事例があがってい

る。調査制度の事例lま、多くの議 女ヽ性の殺人

や強姦、行方不明 (メ キシヨ)、 マニラ市長によ

る剛欝醸義G研鹿用禁址1(フィリピン)、 先甜駆動た女

性へのallぃナ外 、認められない合法的中絶

劇LアイルランD(花嫁∩誘拐 (キ リギスタン)

である。
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日本にIま条約の21に関し回度も同じ勧告
鵬網所魔)を経り返しているが、防 ると

いう回答以外の前身はなL悪 しき法であれ
|よ いかによく実施してもよく|まならなし、
議定書の批離についても同度も勧告してい

る。日本lま 隋副郵Ⅷ蛙れ を懸念しているが、
議定書批准|ま、審査をしてもらうことを受け

入れ、外の日からみたらどうかの道釧 くも
のである。躙 定書⑭麟 により司法が読
明責任を負うことになり、司法の強化につな
がり、裁判官の認識も高まる。批准|ま、法の支

配を本笥に尊重しているか④一部を構成する。

o「        滋楔
約の選択議定書も批准 して縞らず、G7で
C         を鼈 していないの|まア

メリカと日本だl九 日本が批准した場合、個人

通報制度への申し立て可能な事rljと して、
鋼15年の最高裁で⑪敗話した鋼 ll姓や、再

婚禁上期間、戸籍や高生届に残る    嘔、

男女賃金差別、交通事故等での茫夫利益など

がある」と述べた。

続いて、各党を代表する発言があった。社民

党の福莉議員が F日本|ま、     を批離し

ない理由としてこれまで司法権の独立への感

念をあげてきたガ、今は裁判所も官庁もそれ

を懸念して|まいなしゝ それなのにいつまで批

利を報告して会場を沸かせた。

シュル諄割あま「皆さんの連携へのエネル

ギーを感じる。スイスに政党が 7党あるが、
うち 4党が与党で、法律を通すにlま協力が不

可欠である。法に問題があれば国民投票が必

要で、市民の日にさらされることにも慣れて
いる。議員同士、NGOを交えた連携が議定書
批准の範となる。日本政府|ま 2016年審査で、
批准への新たな懸念として、①立法政策への

影響 ②組織的枠細ふ 幡鋤醐端J)をあげた。し

かし、①lま条約2条が差別撤Mの縮約国の義
務をうたっており、日本ぶ条約批准の日から
それを受け入れているはずである。②は、きち
んとした躾馳麟制とはての)細験をつくるかつ

くらないか、国の自塾性にまかされている。日

本の次期 C   委員 (12月～)の秋月弘子

さん (国‖卿婿鋪ゆの駒 鋼 申に、日本|ま

議定書を批離することを期待する」と縮めく
くつた。

10月 3日、内関府「闘く会」
シュルツ委員は「議定書批准|ま人権と女性

の平等への強い意志、シダナルである」と述べ、
スピーチは簡潔で、より強く、日本政府に批准
を求めるものだつたと、御 口した女性たちlま

評した。

9月 の,NC女 性と経済フォーラム201劉

いフ7ニューギニア)の報告もあり、声明『デジ

タル時代に女性と少女が前進する機会をつか

むために」に記された、安鱚 デジタル経済ヘ

の参加促進など、4つの優先課題の説明などが

あった。

こ和蛹bら銹
シユルツ委員と皿縣祀 |ま、10月 1日 に野

田聖子内閣府特命担当大臣悩囀 と面識した。

講演会|ま、10月 2日夜は日琳琴需鶴鑓 舘
主催、4日 |ま凱馴 1回、6日 は大阪でも開催され
た。

院内難 で|ま、最後に、      に向lす

た共同行動への団体参加⑪呼ぴかけ」があっ

た。翠力経会は、11月 21日 制筵)18:30から、
スペースきんとう、で開催されるも

.

(1      ,m詭 参照)

式諫 JACも共同行動に靱 日していきたし■

(
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0抑 隕 報

玉城デニーさん 目万票差で圧勝

一 沖綱呉錮藝週拳を振り返つて ―

オナガ雄志前知事ぶ亡くなつたというニュ

ースを私が知つたのは、南米移住 110周年記

念行事に参加するため、プラ参ル 0アルゼンチ

ン・ポリビアを訪問していた時だつた.。 二か国

国のアルゼンチンにいた、8月 8日 、この知ら

せを聞き、残念で悔bく て、涙が止まらなれ

た。

その後、オナガ前知事の音声テープが残つ

ていて、後継者に玉城デニーさんが浮上した。

9月 30日に知事選挙が行われることになり、

超短期決戦となつた。最後まで「これ以上の基

地は許されなし亀 辺野古に新基地は作しせな

いJとぶれずに預張つてきたオナガ前知事の

思いを私たちはしっかり受け止め、名護市長

選の二の舞はするまいと立ち上がっれ

私は選対女性局長として選挙戦を闘う追と

になもれ

今回の沖縄腺知事選|ま、初めから今までに

ないような異様な状況であつた。

安倍政権|ま沖縄つぶしのため、あらゆる手

法を投入してきた。 その物量作戦たるや、ま

さに脅威的なものであった。ビラやチラシだ

|すでなく剛 まで作成し、地域の家庭に配

つていた。それだけでなく、自・公 T維新⑪会

の国会議員やその秘書たちが大挙して繰り返

し沖縄に投入された。

菅官房長官が三度、小泉進次郎氏も三度沖

縄入りをしたが、辺野古新基地について|ま一

言も話さなれ た。い師 るステノレス作戦の

徹底化であり、企業等にも圧力をかけてきた

私⑪事務面にガス独 れている小さなガス屋

にも「菅官房長官の代理の者ですが、知事選lま

サキマに入れてJと寵話がかかつてきた。Jヽさ

な福祉施設にも期日前の投票を催促する文書

狩俣 信子 (1嚇膊鱚魃亦員・瑚鯨 JAC滓働

や電話があ た。「連体に入る前に今日中l藁

簿を提出せよ」とのことだつli_。  1

さらに企業に対する圧力|ま大変なもので、

Fぃっ、どこで、何時に、期日前投票をしたの

力」 の報告まで求めてきた。

新聞|ま、選管も、投葉は個人の意思でやるも

ので、金業が圧力をかけるの|ま良くないと報

道したし

急ピッチで、さまざまなmで いろいろな

所で組織イヒが取り組まれ、各市町村、各瓢

Fォーノ岬岬騨鏑難、各議員の後援会、市民会

議、』ヽさな4～5名のダンレープなども必死に動

いた。私|ま安雌 ちに携帯電話での取り組み

を円 いした。

告示前の前日の9月 12日 、私たちは女性集

会を持つた。 Fこ⑮用 ま絶対負けられなし、

翁長知事の思いをしつかり受|す止めて頑張ろ

う」とチラシだけでの呼びか|すであつたが、

500人以上の女性たちが集まり、玉城デニー

さんを激動した       ①
9月 22日 の新都心公園での「うまんちゅ大

集会』に、雨の中を8000人が結集し、その申

に、意1価学会の三色旗がはためいていたのiま、

特筆に値する。倉1価学会の開°
/0がデニーさん

に投票したという。脚調前・出回調萱による)

逼⑪選挙lま 日本の民主主義・官邸との闘い

で幅あるた。 沖縄の民意は麟 きりと示さ

れたことは本当に選ししゝ

他府県の皆さんにも大変お世話になつた。

偏彙請け!
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● 画日本豪雨

「災害」が少ないと誰もが信じこんでいた

岡画を、未曽有ぬ豪雨が瑯 まヽした。
7月 5日 から降 ゆ始めた雨の降水量は

2鴨.鏑皿、浸水域は真備町面積の 270/0、

128曲鴫最大浸水は5。3皿で、被災家屋は理600

戸、41剛 |18角病 のに防力嘲頓乳救出された住
民は約 310●0人 51人の命が失われましれ

あれから 3カ明 、被災者の多くがみなし住
宅やな設住宅で生活を始めていますが、未だ

避離所生活を余儀なくされている人もいま九
この間、全国各地から多くの方がポランティ
アに来て下さり、酷わの中で、浸水した家財や
泥出しの作業等が進みました6災害ゴミの山
となった     も落ち着き、現在|ま、家
屋の解体があち追ちで進んでいま丸
生活が一変した町は、夜|ま ゴーストタウン

のごとき真っ暗となり、住民もほとんどが町 ・

外で生活していますL邸 だけの住民が帰つ

て来れるか、活気ある真備町|こ戻れるかは、小

田メ||の安全性にかからていま丸

甚大な被害の原因|ま、高卿 |1本流の水位が

高いために水が小ロメ||に回慟込む「バックウ

ォーター現象Jが生じて/Jh囮メ||の堤防が決壊
したことで、合流部に位置する町の大半が水

没しました。さらに小田川の 3つの支流でも

同様の現象が生じ、壊滅能な被害となりまし

た。

百本 恵子 (創謝諜輔鴫

私|ま、夫、息子 2人と、里帰りで離 10日
の娘と赤ちゃん⑪ 6人でしたが、避雛せずに

2階で待機することを決雌 しれ

雨が止まず、雨量が増え続けること|ま人生

¶経験した追とのなこ聡 臨でした

7曰朝、窓から見た風景は一面海で、屋根で

|ま多くの人が F助けて」と叫んでいました。

我が家lま、幸い

1    電

水が胎まり、8曰

昼前に自力で脱

出しましれ

それから 2か
月は、無我夢申で

片付け作業を続

け、現在、リフォ
ームに向け準備

をしているとこ

ろ覗

多くの友人知人が応援にきてくれ、また物
心両面で支えてもらい、どれだけ助けられた

かわかりませれ “さんかくナピ'の皆さんか

らも、たくさんの支援を頂き感謝tていま九

気になっていた避雛所での安陸や子どもヘ

の最力等lま、過去の避鄭所運営での価 IIが生
かされ、見守りや配慮がされていたと聞きま

した。ただ、恵Ⅲぽ など躊 少数音に対して
の配慮は十分で|まなかったそうで丸
その他にも避難所運営や精神的なケア、炊

き出し等にも様資な団体が連携し、ニーズに

合わせて経続的な支援がなされていま丸

災害|ま どこでも起通りうることを認識し、

今回の災害を鞠 ||と し今後に生かしていくと

とが大切と強く思いました。

魁D璽 画日本臓覇詳徹愛bて思うこと

○
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● 地域からの発信

1998年 5月 、様々な鋼 の安睡 ちが集結

して『司鯨 JAC仙台」を立ち上げて早くも

罰 周年 !

山あり谷ありの20年でしたが、ふつふつと

胸の底から永続した喜びを感じています…。

今や会員の皆さまが、日ごとに揺らぐ諸情

勢や国内外の高齢化問題にしかと眼翻 けて

いるではない力、

北京で開催された世界安陸会議で「平等、発

展 平ゝ和』め綱領をもとに、ほんの少しずわ前

進している事丸

日標|ま女性蒲盪肛癬瓢国であり、地域に根差

した市民の代表選出であることな端 を待た

ない聰

特筆ナベきは東北地方初めての、1諫 脚C
仙台0バックアシプスタール開催動 ろう。

週ごとに変ねる講師や内容等でバックアップ

スクール開催の運営を行い、予算額を描きな

がら講師鋤 言を胸に畳んだもので九

また生真面目な会員の皆様を先頭に、市民
のfallからの政治への参加な凄熟きに討論いた

しました

それ|ま 罰01年のサポートセンターのプー

スを借りあげての「第 6回全国シンポジウム

血仙台Jの運営へとつながるの議 交流会

など皆できいきとよさこい踊りに酔いしれた

ものでした…。

そうてPサL   2011。  3. 11。

千年に一度とぃう東日本大震災に遭遇いた

しました。

1臓理蠅仙台としての諸般の事情から、仮

設住宅住民の皆様に実際⑮渕 まできず、町

内会な錮 人的な部分のみでしかできなかつ

たのですが、毎年参加しているせんだい男女

共同参画財国の
Clせ

んだしヽフォーラム 2017"
への仮設住宅の取り組みへ、と続きます !

F平等:発展滝平和』|を掲Ifて

北京測鰹仙台 躙 周年
一橋 芳子 靴涼 酔鰹仙台)

2日後、私は被害を受けた空港の様子を見る

機会がありました。乗用車がドアを突き破っ

て民家に突つ込んだ有様、山となつた廃棄物

がそこここにあ帥 出ている様に唖然としま

した。どこもかしこも本当に廃墟そのもので

した.美 しかつた海|まヘ ドロであふれ出して

いました。

涙をとらえながら、これはまさに「声なき戦

贄 、     饉 胤 走 測 崚
③

援をいただきましたこと、遅ればせながら御

ネLを申し上|ずま丸

創立以来から、「平等、発展、平和J と、司ヒ

京脚鰹 らしさを掲げて 20年頑張つてきまし

た。

しかし、組織⑪岐路に立っているととも事

実ですL役員は年々高齢化する会員の実情を

真に考え理解していただろう力、 新会員の受

け入れなど対策を講じて通なかつたことを反

省しなかつた柵 Lまた事務局はじめ、活動

を担つてくれる人が少なかつたことも挙げら

れると思いお九

いなれにしそも、今後時間を力¶すて、皆々 様①
と相談しつつ、少しでも1脈 JAC仙台の良い

方向にと希望している昨今亀

◆ 電0周     ◆

・同時: 2018年 10月 10日 しЮ

・ 1、 お話 奥山恵美子さん
F市長を終えて この頃思うこと」

愴鱚 時から申

2、 北京臥蝿 仙台
:20周

年の活動

(20091-201鋤 印品lly配布

3、 会員懇親交流

-6-



●巨理性子さん蒻

1995年 9月 、ヨ        瑣 を持ち帰もた私たち|ま、鋼 のN創〕に呼鰤 導すて、刷諫
脚鰹』を立ち上げました』嘔艤言L翼・山口・九州・沖縄』を率いて、地域コーカスをまとめてくだ
さつたのが三隅さん、あなたでした.あなたの燃えるような情熱と周剰な調整力とパワフノンな実行カ
で、各地の男女共同参画推筵条例封瀞 勁腱 し、多くの仲間たちが手ューヨークヘロ    l』撤廃
委員会の傍聴に出かけました。あなたは、時代を切り拓いた人でした。ジェンダL平等への想いをご
一緒させていただいたことに心から感謝いたしますじ三隅さん、ありがとうございました。どうで安
らかに。 北京酔鰹初代代表 山下泰子

到肌 活動の後、北九州市初の最闘採用女性着理鼎:と して、初代婦人対策室長tコ期出敵廃隆避部長、
北九州市立女性センタ■所長、アジア女性交流研究フォーラム     理事長、国連ウイメンロ本
協会副理事長魏 北九∫11、 RJJl11、 日本の女性運動、持続可能な開発のための教育 個SD)を夢|っ

張る下方、細やかな気遣いをされた烈女三隅佳子さんぃふるさと創生基金に園鵬Wの設置で応募し

く)猷
l饂

房は理Ъ蟹纏 鰊 雉 鯵 蹂 鱚 颯 鸞 舗 匙臓Ь軍予]ξ
檄を離ばしt~Fさ らない

1諒酔鰹元共同代表 橋本ヒロ子

北京脚鰹創調に尽力され、活動を牽弓|してくださつた三隅佳子さんが 9月 7日 に他界された報に
接した時、私から力が抜|すていくのを感じました。北京世界女性会議合新潟県から劉 口したものが、
帰国後、北京行動綱領を国内政策、地域政策に実現させるための活動をしようと思つている時、北京
臨鸞 の制調を知い、有志で東京まで行き、地域でのネットワークを思い立ちました。そんな時、三階
佳子さんからのお教えでどんなに元気の出たこと力、 1開6年 12月 1日 に北京酔鰹・新潟が設立さ
れました。

その後、三隅さんからいただいたメッセージの一部を紹介させていただきますし町腕 黙ゝ の特徴
の一つは地域コーカスの存在でしょう。地域コーカスの活動がその地域全体の男女共同参画行政に及
ぼす影響は大きいと信じていますしIIllえ lよ 条例や基本計両策定に際しての提言やNGO案の提示、
調麿や啓発活動、施策に対する学習や提案、審議会への拠 口ですじ私たちの活動を見直し、21世紀が
男女共同参回の世紀になるよう、手を携えて活動を続けていきましょう。」動 をお祈りいたしま

珂btt」ACO謝秘弓 /J鵡

第2回の全国シンポジウムに勤 口した野口郁子さんを始めとした方たちが、福岡でも立ち上|ザた
いと三%さんに相談したと逼ろ、北九州から来て「どんどんおやんなさいJと惜しみなく支援してく
ださいました。そこで硫脈 酔鰹九」ヽ‖0沖縄p活動を阻害しないように、福岡市および近隣市町在住
者を対象に立ち上げたのが昨日のことのようで七
実行力と馬力のある方があの世に行くのも超スピードで行つてしまわれたのかと感無量で丸

1臓響蠅ふくおか

聡mで、判断力、決断力、さらに行動力があり、あらゆる意味でスケーノレの大きい方でした。
三隅さんに|ま、優れたリーダーとしてもつと、もつと長生きしていただきたかった。
19開 年 Fァジァ安陸当議』実行委員会に参加してくださったのが初めての出会いでした。北

京会議直後の「九州女性会護瓢も北京 JACの立ち上げも多 緒でした。困難に直面すると、い
つも、私は その大きな懐に飛び込み、動じない大きなからだと心で受けとぬ励ましていただき
ま勘L感謝の思いでいっ1機ざ季れ そちらの世界でもリーダーシップを発揮されている通とで
しょう。そちらに行つた際にlま、また雌 な胸で迎江 くださし、 北京 逃ゝ 代表 船橋邦子

-7-



司膳専JAC蜆 会

窯春m酬 のテーマは 昨隠頸削肺順ト ジエンダニ平等と女性女児のエンパワー

メントのための公共サービス及び摘続可能なインフラ」です。

世界F口高齢牡金で格差社会をねくねく生きる縫ぬm学習曇。ぜひご参加ください。

「シニアシングルズからみた社会保障制度
―低い集金%少ない貯金 でも、なんとかなる?J

講 師  六矢さよ子さん (わくわくシエアシングルヌ状表)

日 時  2o18年 12月 1日 (土〕 18:30～ 20:30
場 所  文京区区民センター 3C会議室

都営三田線・大江戸線「春曰駅越 出口」徒歩 2分

東京メトロ丸の内線『後楽園益4b出 口」徒歩 5分
東京メトロ南1朧 F後楽園駅 6番出口」徒歩 5分

資鵬   500円 (会員以外の対

●世話人会報告●

日時・…9芸127日  (本)13:00智17:00

“スペースきんとう"で開催

二、書当壼ギ菱計髯幸罪要雇罫
ONMC男 女共同参隕 フォーラム、

ワータショップ

・三隅佳子さん言卜報

Ⅲ、朧

・醐 Cワークショップまとめ

参加者数は約帥名、会計報告、問題

提起や意見交換についての反省など

・マンスリー10月 、11月 、12月 の企画

と担当決定

・事務局、事務所関係につしヽて意見交換

彎

・事務所片づ|ナ

* 次国世話人会の予定

10月 18日 (本)16:錮～18:帥
スペースきんとう

※ 今後は、インターネットを使つての世

話人の協議も試行する。

Iぽ

I盗:菖魯壌■
｀
常|∬又

車主主義lま数」で|まありません。少数者、

1ヨ   曹」ずI警貰
車表明してぃきましょう。1ガ 1、 社会保
*障の学習会、ご参加ください !

『マンスリーヨ諫 硼

第盤8号

2018年■0月 10日 縮

◇編集・発行  北京認鰹世話人会

◆担当世話人    黒見 節子

◆〒11計0033

東京都文京国本郷 2‐272
東員ビル 3F

◆IF勧x:03‐5鋤6828

◇胸   配凪耐

◆郵便振替番号 :00250B70m26

北京 JAC事務局
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Fごイングネ ノハノータ

■澪ノ_  劇 σ 第閣号
碗馳     黎 恥膿 珂 蝿 働山醜爵  帥18年 血月 10日 獅

口 第闘回日本   鋤18h金沢
10月 12同 、13日 金沢市で日本女性会議が開催されました。日本女性会議lま、

爛誕年 Ⅷ 際妾陛の 10年」を契機に名古屋市で開催されて以来、全国各地

で毎年開催されてきました。参加者が 2000名 を超す男女平等社会の実現を目

的とした会議として|ま国内最大級の会議とされています。14年がりに参加した

船橋邦子さんと富山県の出下清子さんによる報告です。

日 第 21回 全国シェルターシンポジウム報告

曹順調劇繁巷鯉覇誡地岨を超え%国踵を超えるこ女餞 の梅 トワ→

～    鯛隋 腕 網闊 鰈 Щ ～ …………………………… … 5

日本の女性運動のなかで最も成果あ げたと評価されるの|ま DIV関係。その

牽ヨ1役を担ってきた全国シェルターネット主催のシンポジウムが 11月 3～4日 、

札幌で開催されました。女性支援の核心、当事者主義とエンパワメント、官民

連携⑮国内外ロモデルの紹介などについて同ネットの発起人であり運動の申心

的存立である近藤恵子さんの報告です。

日 何がかわつた①?性暴力①法改正 ……………………………………… 6
性暴力に対する世界的関Jきの議 るなか、昨年のFll法改正について、全国各

地で学習会の開催など多くの方の製酷が深まることが求められています。DV
防止ネットちぱが主催した学習会の内容について同メンバーの利 |1優子さんに

よる千葉県からの発信です。

日 地域からの発信

文京匡讚凸 政策研究女性議員連盟⑪設立が :ら 4年間密振り返る ……… 7

女性議員の割合嗣 1.2°/。の区議会で、女匿制分による政策研究グループ「女

性議連』を立ち上げた、文京区議で世話人の田中和子さんによ衝、設立経緯や

実際の活動内容、変化と成果についての報告覗 女性議員が増えれば政治は

確実に変わるということばに励まされる内容亀

■
鵡
全国摯邸囃卜尋り障 ンポ"大金アr―Jb鶴 世話入金報膳奪ど ……………………… 8



0日 曜 巻 舗

10月 12日、13日の二日間、35回 曰となる

日本女性会議に参加のため、金沢に出かけた。

日本女性会議は全国各地からの壌覇鰤婦蒙20帥名

を超す、男女共同参画に関する国内最大級の

会議である。

私|ま、20104年に松山市で村瀬春樹さんと「男

性学・滅趣購執の分科会を担つたのが最後の参

力]で、14年ぶりの参加だつた。こ的聞不参加

だったのlま、2006年下関市での自衛隊のパレ

ー ドやサッチャー首相招聘のために莫大な自

治体予算を使うなどがあり参加⑪意欲を無く

していたためだ。今回参加したいと思つたの

|ま、第 1に |ま、以前からの課題である日本女

性会議と地域の男女共同参画の推進の関係の

検証を進めるため、第 21ま、分科会⑭一つ nlv

/ハラスメントのパネリス トが全員当事者と

いう貴重な内容だつたこと、第 31ま、女性能

楽師の農調講演に惹かれたからである。

第 1日 日は金沢ならではの歌舞伎噺子を原

とした、金沢素囃子の開会アトラクションに

続き、内閣府男女共同参画局長、池永肇恵子さ

んの基調報告と9つの分科会、第 2日 目は女

性能楽師の松□若子さんによる記念講演に分

科会報告、午後は記念シンポジウムだった。

【開会アトラクション輻  ][

ここでは分科会の内容を中心に報告したし、

船橋 邦子

士節科会 胸 恥Dから鯛鴨勁DⅢ わたし

たちはもう裁慢しなbЧ

第 7分科会 FNeToloからIWeTooへ わた

したち|ま もう我慢しない ～すべての暴力に

No! 意識レベルからの変革と行動、これから

つくろう～」のテーマは、おそらく、コーディ

ネーターの上野千鶴子さんの発案と思われる。

内容|ま期待した通り、パンチのきいたテーマ

にふさわしい内容であり、すべてのメディア

が同機 を髄 した。          ①
パネリストの一人、J性暴力についてのノン

フィクション『 Btt B麒 』の著者である伊

藤詩識さん|ま、J蜘 被害の届け出は4%に過

ぎない現状、その背景にある陛暴力に対する

無理解による沈黙させる圧力、告発後のバッ

シングのショックの方が大きかつたこと、い

まなおフラッシュバックで涙が止まらないこ

と、それでもジャーナリス トとして真実を伝

えること|ま義務と考え、執筆したことを淡々

と語られた。日本の性暴力に対する無理解は

沈黙させる力として作用し、現在はロンドン

に在住して海外メディアに向けて発信してい

る。韓国で出会つた女陛から「あの時のあなた

gi,点
輩 言ヲFttt筵 席 夕 [p

言葉を届|すたいという思いが伝わつてきた。

XPO法人マタハラN就 を立ち上げ妊娠・出

産¶職場を追われる女性を支援するF蠅部さ

やかさん|ま、製絢傾 時に 2回流産をi圏丸

上司の、二回も流産してもなお働きたいのか、

と依願退職を勧める態度に怒り、NPOを立ち

上げマタハラ防止の義務化に向けて闘曖燎 け

ている方である。被害女性とつながり、マタハ

ラ問題への社会的関心が高まり、そのことで

啓発など⑬仕事にもつながつていつたことを

話された

第35回 日本虫控勒議 2皿18 in金沢I=参加して

…2-



阪大教員の率田和恵さん|ま 日本で初めての

福岡セクハラ裁判④支援代表を努めて以来、

研究・実践の両面からセクハラ問題に対する

社会認刷造闘ってきた方といえる。最近で|ま

科研費による「慰安婦問題」調査に関して、杉

田水脈国会議員からSNSでのバッシングや勤

務先の阪大に抗議の間話があるなど、現在も

闘いの渦申にある。ひるまずに闘うことで得

た仲間の存在が大きい、とのキ囲さんの発言

は聞き手に勇気を与えてくれた。

上野さんは最後に、私は レヾ ッシングに打た
'れ

強い女と言われてきたが聞いで得たものは

〇
替

し
)ヽ

人生だJと揺ちれた 私も全く同感であ

との分科会で確認したこと|ま 「わたしたち

は我眠しないJと声を上げた人たちを孤立さ

せてlまならない、その機 には無関心、傍観者

であるととはやめるということである.

★日     に2日間は鋤田して

女Jl■能楽師松田若子さんによる記念講演

蝙 の道を進む～私の生きがい～」|ま、私にと

つてlま全く未知の世界だlすに興味深からた。

加賀落前国家が庶民にも広く推奨した逼とか

ら駒噴 籠媚艶 として独自錢 展を薩郵六 カつ

て|ま「空から語が降ってくる」と言われるほど

∝ 忙 雉 饒 鷹 鷹 詭 宅写星警

れ、祖父、父∩稽古を受けて女    の道を

歩み、2014年に重要無形文化財として認定さ

れている。男性主導の記業界でこしかも女性に

は肉体的にも無理があるといわれながら演じ

るのIま男のR、 これをいかに読み解くかは

難間である6松田若子さんは東京芸大で能楽

を学びt全国で活躍する女性能楽開による国

立龍楽堂で企画公演されたそう地 来年の3月

21日 にlま金沢能楽堂でも公演が予定されてい

る。

その後、9つの分科会 難纂鉾)の報告があつ

た。防災のまちづくりなどジェンダー視点が

ないものや、 Aniつ分科会も■lj度や構造に切り

込む内容ではなく、日本女性会議の目的であ

る「男女共同参画機 の実現に向けた課題の

解決を探る」という意味では残念ながら満足

のいくもので|まなし聰 それを如実に語つてい

るのが午後の記念シンポジウム「これからの

生き方 0働き方のカタチ～ 昭闘膚」の選択肢が

不人気なわけ」というテーマだもた。

これでlま分科会を受けた全体の議論にlまつ

ながらなし、その意味では大会のテーマ「たえ

ようこれまでの道 彩ろう未知なる明日」の

明日の方向性を議論する場|まなかった。
1し

力ヽし出下清子さんの報告にあるように、

KttT痢OH(ソジ、性的指向・仙的自謡勘を

理由とする差別峨問題に取り組む若手研究

者・実践家などによる今目的問題へのアプロ

ーチなど、過去の蓄積の上に新たな方向性も

見いだしているものもある。

まと現在、男女共同参画疇 前が担当部局

からも消され予算も縮増ヽされる動き⑮あるな

かで、何よりも 10年以上も欠かさず参加しt

ジェンダー平等の推進の地域劇 ―ダーとし

て年を重ねつつも今なお頑騰 ている旧友と

再会したことは嬉しく元気をもらったも参加

者相互の交流の促進や情報のネットワークイヒ

としヽう意味で|ま、日本で最大級の会議が市民

と行政の協働、いやたとえ行政主導であつて

も、全国各地¶継続して開催されていること

の意義があるのでlま と考えている。

来年は橋本県性野市で開催される。

(ゴ臓 配 爆 )

(◆)9分科会 第1:防災とまちづくり
第2:国際理解
第3:

第4:慟き方  |
第5:貧困と子どもの権利

第6:医療における性差

第7:圃

「

ハラスメント

。     第8:劃M鐘
第9:性の価
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0日本安陛舗轟 第9J淵陰

山下 清子

最初に、コーディネーターの谷回洋幸さん

より、「日本におけ盈陶的指向および性自認を

理由とする困難魯搬鞘する国等錮置制 につ

いて、レクチャーがあった。

S∝Ⅲ (ソ ジ)|ま 漁 面 0山調蜘血m6載画ぱ

軸減け 鯉慶癖植睦性i自議勘をさす新しbヽ言葉

である。

独帥1年から2018年まで、HttTについて法

務省・外務省・内閣府・総務省・防衛省 01厚生

労働省・文部科学省・人醐院の対応と東京オリ

ンピック競技大会組織委員会や日本学術会議

の取り鋳 などについて、コ亜町法連合会 中陛

的指向および陛自認などにより困難を抱えて

いる当― け る法整備⑪為の全国連合

会)で作成磨れた法律や政組み⑮年表などの

資料が配布され、とても参考になつた。

以下4名のパネリストの意見を要約する。

●申村 吉基さん鮮部蛯 ⅡBTネットワ‐ク

代表、日本キリスト教団卿

ネットワークは今年設立された。教団、数派、

宗教での研修サポートやIBT当事者の自主

活動団体設立・運営のサポートをされている。

金沢市生まれで男性同性費者であけZ008年

に同性のパートナーと結婚式を挙嚇 。自分

⑪経験と相談例などから、結婚離 ない同性

カップル⑮問題なalii多数⑮事例魯話された。

鍔 本 健良さん 燿割麒洋 人致畔翡甲鐵鱚鋤

剛   ⑮mと 題して、保守的な地方

(福井・石∫‖|・ 富山)の自治体の取り組みや

九日 田T∫ 詢 側 (ソ ジ》 いま親趨廟られ て い る こと

～ 島ムひとり私らしく生きられる社会を ～

爾 法人Nプロジェクトひと・みち・まち)

L創ヨT笥事者⑪困難について報告された。「レ

インボー富山』や「レインポ   と新潟の

4県ロデト プ団体が集つて「LGBT支援北陸

地方団体霙れ を開催されている。

0矢野 恵美さん (琉球大学法科大学院教授、

同

鯰 不 蛉 殷 貶 混 l    ①

学院が那覇市・浦添市と性の多様性の尊重に

特化した協定を締結しt yljづ くりに協力。男

女共同参画社会や性的マイノリティに関する

市       しセ。「性の多様性を尊重す

る都市 0な
|ま』宣言 (平成27鋪 がある。

O性藤 美和さん (お茶の水女子大学グローバ

ノレリーダーシッ     lJ研究星)

自治体によるパー トナーシップ証明制度の

現状を証嘱 通れまでにこの制度を導入した

自浩体|ま 9自治体である。東京都でlま 3自治

体、二重鱚 兵庫県、沖縄県、
`北

海道、福岡県、

大阪府に各 1自治体となつている。    ①
取り組み方法として|ま、条例によるものと

要綱によるものがある。

参加者の中から、新潟市と白山市にパTト

ナーシップをつくる運動をしているので、暑

名してくださいという呼びか|すがあるた。全

国各地でドンドン増えるといいと思う。参加

者は約90名。パネリストが4名 というのは多

いという声ぶあつたが、初めて聞く私にとつ

て|ま、それぞれが参考になる内容だった。
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● 第 21回 全国シェルターシンポジウム2018h札幌 ●

官民の境善超え、地域書超え:国境を超える:女たちのネットワーク
警 ♯ MMD⑩ #獅 噛 皿 #Ⅶ Ⅷ 叩 D旺 ～

近 藤 恵 子

(特嗣 嘩輯    全国安陸 ェルターネット田

第21回全国シェルターシンポジウムが、11

月計叫 日の両日、柚幌市で開催され、参加者

1誕ぺ 1,1010名 を数えました。

全国シェルターシンポジウ鋼ま、1"8年の

札幌大会を皮切りに、毎年開催地を変えて実

施されていま九 当事者|まもちろん、支援者、

関牒機関専門職晨、研究者、医療関係者、司法

関係者など、多傾域にわたる関係者が一堂に

会して、最力の根絶にかかわる最新印課題を

全国規模で論議しあう唯一の機会となつてい

ま九

第一回の札帆大会宜言で EⅣ 防止法の211定

をうたい、3年後に法律を況生させ、その後の

3度にわたる法改正を推し進め、回復支援制度

の運用改善楓まかつてきたの|ま、全国の当事

者の声を集めるシンポジウムの力によるもの

でしi亀

二回り目を終えた今年、シンポジウムのタ

イトル|ま 唯爾諄境渚超え、地域鑓 え、日寛

を超える、女たちのネットワーク～#嚇 #

肇 轟,島 %償 をR
するなど、絶幅鰤運動が世界を鵬 力彎 てい

るなかЪ当事者主義を貫いて運動をおしすす

めてきたシェルターシンポジウムを象徴する

キャッチコピー亀

女性支援の核心|ま、当事者主義とエンパワ

ーメントにありますLあなたの痛準|ま私⑮痛

み、私たちの困難|ま性差別⑪構造がもたらす

囲軌 当事者を真ん中にすえた女たちのネッ

トワークは、しなやかに、力強く、あただかく、

倍のつなぎ目を広げてきましれ

基調講演|ま、ヨーロッパシェノレターネット

ワータ硼畠肥理事長で、イスタンプァル条約

堕視委員会委員のローザ 0ローガーされ この

大会にシェノレターサポー ト国際ネットワーク

のお仲間を迎え、DIVを含む安性に対するわら

ゆる形態の暴力に適用される被害者支援の国

際条約を紹介できたの|ま、性暴力禁止法制の

整備と女性支援の転換をめざす日本社会にと

つて、画期的なことでした 性暴力被害者支援

の国際スタンダー ドlまここまで達成されてい

る、これ|ま 日本でも実現可幅なことだと曰標

が示されたことで、歩加者の多くが力づけら

れ、励まされました。

続いてのシンポジウムでは、官民連携のも

と、イスタンプール条約の基本理念を実践し

ているシンガポールのシェルター運営が紹介

され、開諷 ね嚇蒙鑓鰊モデルも報告され

ました。国や地域の違いはあっても、当事者が

広げてきた道幅を大きくしていくことはでき

る!ボ。論議用 上がり、さらに、事|き続い

ての議員フォーラムで|ま、大河原雅子さんt紙

智子さんt福島みずほさん、矢田わか子さんと

ともに、性暴力     、   法にか

わる女性自立支援法、71j法の見直し、回 防止

法の抜本的改正などについて、具体的な意見

交換かなされました。

翌日lま 15の分科会で、課題ごと口論議がす

すめられ、最後に “大会アピーノプ'篠)を採

択して開会しました。イスタンブール条約を

iま じめとする国際基準に酵 た女性支援⑩枠

組みを、一日も早く実現したいもの観

※ 最終ぺ‐ジに“大会アロ プ要墨項目を栃

していますЪ 鰤馘職轟翔齢

-5-



O刑 酬

千葉県で|ま 2001年 Ⅳ 法成立によって県運

営の女性サポー トセンター (以下サポセン)が

誕生し、サポセンの主導で DV被害者支援関

係連絡者会議が毎年開催されていますLこれ

に併行、また連携する意味で、民間の支援団体

が bV防止サポニ トネットち1動 を立ち上げ

て定例会をもち、相互の    女性県議会

議貞との交流崚協働した政策提言活動、県内⑮

意識啓発活動を 15年間続けていお九

IN雫響奎|ま 10月 24日 、2017年 7月 |こ[鰤垂さ

れ幽 罪に関するrl鵬改正について蜆 会

を行いました。講師|ま、千葉県弁護士会平等に

関する委員会委員・ 日本弁護士連合会の人権

雛護委員など柵 申の若手弁護護士の宮越

直子さん覗      ・

詳靖轟|ま、
1.l rlj融まで

2,Mに 関するFll離絋

3.改正|こ盤い込まれなかつたもの

という構成でした。以下、内容の要約覗

1。    まで

現在の刑法lま、1958年輪姦による強姦罪の

柵 養剥ヒ、動酬 年に強制啓0繋れわし電つ

罪の法定刑弓1上げ⑭改正ゅみで 110年間生き

続 |ナてきた強姦罪に関する■lj法改正への契機

になった鋼ま201019年、α棚脚Ⅳ:    llM
廃委員会)の、日本政府の報告に対する総括所

見、さらに2010年「第 3次男女共同参画基本

計画」のなかで「強姦罪の構成要件見直し」が

明記されたことがあげられる。
:そ

幡 罰14年から3年をかけて「性犯罪の

罰貝Jに関する検討会』 F法制審議会での価

を経て罰17年 6月     J公 布、国年 7

月 13日施行された。110年間改正されなから

たことも驚きだが、ここ数年で改正へのアク

セルカE踏まれた最大の要因として女性差別と

闘う活動をされてきた多くの方⑪努力|ま当然

石メ||‐ 優子 IDv防止サポー トネットち1鱒

のこととして、最大の力!ま勇気ある当事者の

声だつたことが指摘された。

2.改正された点

特筆すべき点|ま強姦罪 (177奔多の改正であ

る。一つ目lま強姦罪から強制性交等罪と名称

が変更したこと。二つ目は処罰行為が女性だ

けでlまなく女性以外、性的マイノリティのと

高躍 t乳講鷺鶉濯Ю
Iず 鰈 3坪→5」乳 致死傷罪の下限懲役 5年
罰 年)などである。また新たに監護者わいせ

つ乳 監護者性交等罪が設けられたが、監護者
の定義・範囲|ま重要である。また強盗強姦罪も

強轟強盗憧剰鴨ま同じ無期また|ま懲役 7年罪

刑と重くしたこと。また女性運動力`長年求め

てきた強姦罪等の非親告罪化が漸く実現した

ことの意義は大きし＼

3。 改正l□監り避 れなかつた点

今後の課題として以下の重要な点が指摘さ

れた。
0性犯罪に関する公訴時動の撒廃また剛
・配偶者間にお|す る強姦罪の成立

・強姦罪における暴行・脅迫要件の緩和
・性交同意年令の弓1上げ

・里躊善者の範囲暉 化

などが指摘された。

講義後、性交におlす る「同意」の解釈、具体

的には加害者にいう「同意」と被害者が恥 と

いえない構造に対する認識が今回の改正で|ま

全く欠如しているので|まないかという意見も

出されました。

またNoと いえる畦教育、司法の世界にジェ

ンダーの視点がある女性がより必要だと痛感

しまし亀

（∪
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● 地域からの発信

文章区議会 政策研究ま惟讚Π連盟口設立から 4年間を振り返る

◆ 謳 酬 臨

2015年 4月 の      において、議

員定数34名のうち 14名印   が誕生し、
・

な に占める害暖劉ま41.2%になりましセ6女性

議員の所属政党は共産党 4増、1国民党 2名、

公明党 2名、民主党 1名、無所属 5名覗

時同じくして国連の uN¬職剛画 が文京区シビ

ックセンター内に日本事務所を開識したこと、

2013年に文京区男女平等菱    油主制定

〇 されたことを受|す、「安路議員による
デー プ 砲鋤隆隷動 を立ち上げるチャンス|ま

今凡 無所属である私が動こう !」 との思いで、

数 出議員に「なぜ女躙 で政策を撮める

Lとが必要か」の周知と女性議連立ち上げ準

備会⑮お知らせを配布しました。趣旨に賛同

じ集まつた女性議員|ま 11名、参加しな力ゝった

3名(   の声は「女性だけで集まることヘ

の疑問J、
「会派にいるL唖町 議員の応援をし

たい」と間接的に伝満 てきました。学習会等
へ|ま観 を籍議し吋

‐
ることとし、2015年 6

月に『丈京国議会    噛諷懃鯰れ を設

立し、代表を弓|き受戯 した。文京区議会にお

いて安出議連が誕生したのは初めてであり、

ぼえfT鍵漫ξ
丸

最初⑮仕事|ま、当時の有村女4陛活躍担当大

臣から標準市議会会わ規則に出産に伴う議会
の欠席規定を設ける要請に対し、女陶議連か

ら、介護や看護も加えてほしいという要望を

議長に申し入れましLこれまで、議員の欠席

は全て昨報鑓で括られできましたが、「公務、
・

疾病、出産、家族の看護または介護、災害その

他の正当な理由」に、      嘔は改定さ

れました。男性議員も介護や看護を担うべき

という安%の 意思が活かされました。

第1回の研究会|ま「世界 0日本の女性とUN
の役割」と題し、橋本ヒロ子さんを講

田中 下日子 (文京    )
師にお願いし、酬名⑪議員が参加しました。

―
や師 、ジェンダーギャ爛 鑽 、

男性議員には初めて耳にする言葉でしたが、

未知⑪雌 のWが開かれたようでした。

これまでに、12回の研究会や視察を行つてき

ました。

研究会|ま外部の講師や区の職員を招き、児

童虐待や児童相談所について、区の出産後⑪

ケア事業について、国難を抱える女陸たちヘ

の区の支援について、男女平等参画推進計画

の改定にもいて、曲 と男女平等政策などを

テ守マに、講師のお話を伺つた後で、議員間で

意見交換を行うこともありました。視察とし

て、母子生活支援センター ベタニヤホーム訪

間、夜の街歩きスタディツアーと研修、東京都

児童相談所訪間を行いました

◆ 変イヒと」舞熙ま

男女平等参画推進計画に対する中間のまと

めについて、女性議連から提出する意見をま

とめる時、男女湿冶名簿 鰊 区|ま 2002年度

から実施)の必要性を感じていなかった紙入

議員に、なぜ必要かを他の政党の議員が丁寧

に説明し、理解を得たことなど、議員間議論に

より捨れぞれの議員に、新たな気づきが沢山

ありました。男女平等参画推進計画に|ま、安陛

議達の意見がいくつも取り入れられました。

また、児竜福祉法の改正により、特別区でも児

童相談所が設置できるようになり、文京区も

準備を進めていますふ児童相談所開設にあた

つての要望を議員闘で議論を重ね区に提出し

ました。もちろん楽しい懇親会も企画しまし

た。

女性差別や男女平等など、所属している政

党や会派では政策につなげにくい課題を見え

る化し、今後も政策・施策に反映したいと願つ

ていますじ女性議員が増えれば政治は確実に

変わ慟
iま

丸

-7-
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一、私指鋼よ、女性や子どもに対す為暴力⑪ない社会の実祠塵目指しも包括的な『性暴力禁上法』制

定を求めます。

一、私餞 はこDIV・性暴力被署者の回胸茜援と人権救済レ貯 ム確立の法的根拠となるF性暴ヵ被

害者支援法』⑪制定書求めます。
三、私指制まこ『DV自性暴力被書者回復支援センター」および『女性口子どものための申長期回復支援

セ鱒 ‐」を、都道府県に一か所以上設置することを求めますふ

一、私虚ちlま、国難翻 る者年女性に対応する支援システム⑪構築を求めます。

一、私たちは、爆 力、性虐待の実鮨に即脚 法改正がな編 ことを強く求め、知18年の改正作

業に静 て積み残された課題につ匡 、被害当事看由よび支援関係者の提案を尊重し、性暴カ

被害の実態に開趾 抜本的改正を求めます。

―:私満ちは、緊急保護命令⑪導入、加論 に対する不処罰を維焉させるための DV界の経 、交

躊 手等勘罰輔劉瓢蘭朦拡大、用圏隕罷琉躇鑓む回副剛遅江となど、DV防止法の抜本的

改正を求めます。

一、私餞 は、当事者支援の担い手である民間サポートグルニプおよび性暴力櫨害者救援センター

等に対して、国の責任による財政支援の確立を求めます。

一、私たちは、女性支援の根拠法動 きた売春防止法を見直し、あらゆる女性のニーズに対応で

きる総合的支援⑪枠組みとi諷鵬基準I絣た法的根拠の整備庵求めます。

鋤1念 年 11月 4回 第21回全国れ メ囃コ…シン輝 ウム鋤18血 札幌 参カロ者―同

町
囀

①

●世話人会報告 □

・・・10月 18日 (本)13:脚～17:OID

“スペースきんとう"で開催

I、 報告事項

・内閣府第 9次政府報告書への意見募集

(1鯨鵬C意見提出)

・J脚祀 (選択議定書批離に向|すた集会)

Ⅲ、協議
012月 1日学習会について

・事務所関係

・マンスリーについて
0今後の学習会の企画

・今後の予定

11虐 1「個人通報爺U度実現のための共同

行動」のための集い

* 次回世話人会の予定

12月 1日 (土)14:00～16:30

スペースきんとう

二 訂正のお詫び 一

第餓8号 p3、 糸数慶子議員が糸杉となって

いました。進んでお詫びいたしま九

-8-

<編集後記>

セクハラ・J墜暴力への関心が急

速に高まつ院内集会が続きます

アメリカ中間際 の結果、女性

や自人男性以外のマイノリティ

⑮議員が下院の多数を占めまし

た。     ・

運動、Nljや偏見に対

する集団の声0成果だと思うと

励まされます。      CF)

『マンスリー式諫 幽

第 229号

2018年 11月 10日獅

◆編集・発行 1諫脚C世話人会

◇担当世話人    黒見 節子

◇〒113000133

東京都文京区本郷 2-27-2

東員ビル3F
◆励x:鮨66副%敵8

◇呻 北融蜘繭

◇郵便振替番号 :00250L7c6酬踊

北京JAC事務局



置どイァゲネットワータ

胸 呻     輻 鰤詭 晒 ぽ

第'2鋤 号

鋤18年 12月 即 日獅

上記フォーラムが 11月 醜 日～1日 日まで国連続計局と総務省統計局の共催で
開催されました。ジェンダー統計lまゴヒ京行動綱蟄にも明祀されジェンダーギャ
ップ解消には不可欠靖 も今風 フォーテムロ限られた参加者であるお二人か
ら口貴重な報告です。

☆第Tロジェンデー統計グローパルフォーラムに参加して
酬 前日購 で釧 会員⑪橋本ヒロ子さんによるフォーラム全体について

⑩報告醜 Fジ尋ンダー平等達成のため⑪よりよいデータの活用』、「ジェン
ダー政策とデータの統合Jなどデータに対する基本的考え方など重要な視点が
指摘さ机ていまち

ゴ〒ル璽 噛應簑蜃酬策』におけるジェンダー統計 …………… 3
‐氣候吻動薩ジェンダ∵口闘慄、ジ干ンダー続計につliF Lて男女共同参画と災害
復興ネットワークロ野々向敦子さんの報告で九

□動き出した:画囲

瓢 9J甲⑮動サミットにわけて鶉 ⑮動き
離 隔で開催される鑑帥に抑lずてジェンダーギャップ解泊のための共同コ

亀ュニケと女性のエコパワーメントめため研 ベント開催にむけて女性や市民
社会ぬエンゲージメントす騰 プが動き始めました。鵬橋邦子さ為による報告
です。

□北京」AE学晉会報告

シ轟アシングルメカLらみた社会保障渤度

価い軸 、少ない年壼、高齢単身女性辟暉面する筒国。わくわくシニアシン

グルメ代表田大長さよ子さんに、制度口問口、■ぴアンケー ト調査の Fゎくゎく
できない』結果について語つていただきました。黒見節子さんの報告覗

鱚叩欄 年度趙制改重に開するヒアリング報告 ………………………………………"T… Ⅲ8
1立憲民主党た ンダ■推濃本部に対して、北京脚Jが 2019年度税制改正に
関して憑 したコメントで七

恒訓邸轍から囀 "…………… 9
「向祠市民●歌 Lきる書と馘岡」の庭止を求めて
男らしさを賛美する市民⑮歌について議論し、市の昔情処理機Nを訴え、議

会でも問題にし、地域でジェンダー平等をまぬで構動す輸シャキジト富山85の
世話人代表、山本夕起子さんの報告で七

・□ 鰤 ら世i〈鰐女共同参画局長と口面談)      による能楽⑪公演への

Mbヽ)、 世謡人●輛告、力削 団体報告  温…"・彎“…"T"幡……………°・“"… lo

§



● 第 7ロ ジ ェ ン ダ ー 続 計 グ ロ
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テ ム ① ●

二 十
一 ― 一 ― 一 ―

一
―

第7回ジェンダ7統計ダロ∵パルフォーラムに参加して

標記プォーラムが国連続計局及が日本⑪

爵需讐:憂菖言薄亀菫11楓ti肩計}Ъ帰貢〕ぬ共llelこ1■ |り 、11月
:14二

16日

に浅草ピューホテルで開催された。

誰一人取り残されないため⑪持続飾開発

日標 (憂涸Gs》 を達成するため中政策作りに、
ジ土ンダー統計iま不可欠である。目D働昌で

は、各国が 17日標⑬合計 電8蟄 印指標など

う到達するかが課題となっている623量 の

指標は、本フオーラムの規委員会となる国

連続計委員会を輛いに作られた⑮本フォニ

ラムは 2000年から2年に 1回各国の持ち

回りで開催されており、第 G回はジェンダ
ーギ千ップ指数で長年 1位⑪アイステンド

で開催された。
・
統計局以外爾日本の報告|ま、内閣府男女

共同参画局(女性に対する暴力調査職 ぴ防

災担当、厚生労働省犠縦凛鱚野輯馘辟用り、

良林水産管、国立女性教育会館などであつ

たξ
ジォーラムlま、国連女性ぬ麒 委員会田

申日本代表ぬ基調講演で始まつた。日申代

表 l・Aジェン獅 討観燿炉藝さを東闘謙卸噸議

災印Jl■局り年代bll被害者数などを使つて紹介
した。
夕ヽイレベルセッションでiま、『ジェンダー

平等達成のため⑮より良いデ■夕活用とし

てξデータと政策をどう結び付けるか、オ
ープンで、相互運用可能な、信頼できるデ
ータの作成、ジェンダーの政策とデータの

統合」など先進的な状況が報告された。そ

峨後、次の 1-8のセッションで国連及ぴ

各国・専門家報告と議論力罵あった。
1-2.女性⑪経済的エンパワーメント :

労働市場⑮ジェンダ■平等及び資産保有及

び起業

3.女性の二重労働負担高無償労働及ぴ

生括時間にお|ナ輸ジェンダー平等の測定

理.ジェンダーと気候麦動 O環境

橋本 ヒロ子

5。 ジェンダ守平等及び人権 唯 的指向と

性泊認⑮測定、男女間に精lす る暴力に関する調

査t障害統計とジェンダー)

6.国際移民とジェンダー

7.よ 柳良い証拠を集め、「誰一人残さな

いJため⑪伝続的でないソース及ぴ革新的

な方法論⑮活用 このセッションで、地方

でつくるジェンダー統計 :水戸市の事例が

1馨童贔盟看し導暑抒トニ蕪|:き壌魯菫頷喜o
漁Sあった。
3.ジェンダT統計に関するに近の国際的

取組～ジ三ンダーデータギャップロ解消
～

UN ttmttn、 5もの国連地域委員会の取り

組みの報告

今回、日本におlする父親の家事 e育児時
l聞⑮少ないととが話題になつた。1995年の

第 4回世界女性会議に参加された清水澄子

元ゴヒ京 了肥 共同代表で当時の経済企画庁

政務次官が、同会議で無償労働の評価が議

論となっていることに触発され、帰国後経

済企画庁に研究会を立ち上げ、日本⑮生活

時間調査にジェンダァ視点を入れることに

繋がつた。今回、生活時間調査が約 100カ

冒軍露雪轟警碁は「∽』寿璽馨雁富≫機≦⊃
卜を波して回答させていること、生活時間

調査め結果を分かりやすい図形で表現する

ことなど興味深い報告がされた。

15日 朝のサイ ドイベントとして、公的に

集められていない男女El腹瑚巫輌山皓ヘロ参

加状況般 軍者、立候補者4当理者の男女鳳U

内調 続計ロフォーラムを、UN W価隧nが
開催 した。残念ながらt学校経由で会場に

駆けつけていた私 lま不参加。

このフォーラムを契機に、日本における

ジェンダー統計⑮収集 0分析が進むことを

履つている。 (会員)

-2-



●第7回ジェンダー統計ダローバルフォ宇テム②

田Gロ ゴール 13『気候愛動封策」におけるジェンダー統計

『第 7回ジェンダー統計グローパルフォ
ーラム』(2018年 11月 14目 ～16日 )におい

て、
｀
ジェンダー平等③実現に向けて、ジェ

ンダー統計画整備ざ不可欠を分野として
「気候空動対策」も取り上げられた。Fだれ
一人取り残さない」とのスローガンを撮げ

6涎 鯰 閂 鞣 嘲 曇 」響 了『霙 洵

対策Jで、そのはか関連するゴーノレとして、
ゴール 2 Fl資料安全保障J、 ゴール 6「水と

衝生」、ゴール 7Fェネルギー」、ゴール 15

性 態系の褥 」等がある。これらすがて
,が、ジェンダ〒と強く関連する。
‐脚年ft罰憚金≒ド割蟻ム降、気候曇電重⑮む瑚財震イヒや異

常気象に対して、女性、特に開発途上国の

農村部の貧しい女性なち|ま、新やれい葉等

岬自然資源、また天水による農業に生計を

依存し、変動する凱候 ,環境に合わせて適

応策をとるための情報、テクノロジー、金

融サ∵ビス等へのアクセスや意思決定権が

限られていることから、より脆調であると

議論・されてきた。一方で、借うbた女J陛た

q瘍   予舅3Sご盪
識や経験を達にリスクを軽減し、災害に対

応する能力を持つていることから、■躙劃司

様に適応や防災活動⑪意思決定に家画する
ぺきだと強く叫ぱれるようになつてきた。

したがって、Sttsゴール 13にお lする重要
°
なジェンダー視点は、1女性⑮朧閻性を減ら

し適応力を上げる、また気候変動対策⑪意

思扶定段階に女性も参隠し、緩和策 et鰤応

策に主導的役割を果たすということである。
しかし、こうし亀ジ土ンダー視点から

SDG旨 印ゴール達成を測定するため⑪各タ
ーゲットにかかる指標0設定、モニタリン

グ方法等が大きな課題陛 しておがられてい

男女共同参画 と災害復興ネ ッ トワーク

野々口敦子

る。同フォーラムの 2日 日、アジア開発銀

行 鰤脚 と鵬 Wtomenが 、アジア
・0太聯

地域の日7ヶ国を対象に、SDGsゴールにお

けるジェンダー平等の進捗状況をモニタリ
ング調査した結果を発表した。同調査報告

書によると、ゴール 13m候変動対策Jに
関連するジェンダー統計|ま、災害による死

者、行方不明者、彼災者に関するデータ|ま

ほとんど⑮国で唾幹 整備されているもの

のゝ特に後発開発途上国や小さな島嶼 (し

ょ)国における災害復興 0防災支援におけ

る受益者および計画策定等への参加者に関

するデータは整備されていない。同調査結

果として、気候変動が女性に与える負の影

響地 して F健康問題・GBV(ジェンダーに基
づく暴力)」 「無償労働負担」「経済的困靭』
があげられ、正の影響として Fグ リーン G

ジョプ等による起業の機会」があげられて
いる。さらに、気候変動枠組条約 枷匡肥)

の続絢国会議 (COP)力 S毎年開催されている

がゝその代表団に占める女性の割合は、
mml(2015年パリ開催)で 380/O、 代表団の

トップが女性の割合|ま 24°/Oに とどまつて
しヽるといラ:

気候変動に対する女性の肺弱性が、災害

による死巻数に占ある女性の割合のみで測

定されるのは問題であるが、そのほかの航

弱性の側面を強調しすぎることは、女性の

能力の軽視、女性の意思決定段階への参画

やリーダーシップロ醸成促進の妨げにつな

かるため注意が必要である。グリーン・ジ

ョプ等の就襄 ⑬起業機会が女性の経済的エ

ンパワメント、
・
童理抑つ離鋼馴生、通謝責力・レ

ジリエンス:(強靭性)に与える影響等を分析
していくことぶ重要である。なにより、女

性口に礼誌排やレジフエンスを示す指標⑪開

発が急護といえる。

-3-



●副醐サミット

動き出膨たW露①―昌囲lgtt G鰤 サミットにむけて女性mmき

2019年 6月 に大阪で開催される G20に
向|すて、日劉酔sO目標 5,ジェンダー平等
の実現を締めた動きが活発イL{武田町近辺)

してしヽ輸◎

今畢ロプエノスアイレスでの S20mコ
ミュニケが 10月 3日 に発表された。日本

で|ま、 l⑩ 月 29日 |こ |ま 爾 ■0』 (銚 )、 11
月 19日 には「巴目0」 (市罵社会》主催で市

民対話集会、12月 6日 には F刷帥 サミッ

ト市陶 会プラットフォームJ、 「SDOS市
聯 ネシトワークロジェンダーユニット」、
「UN雨軸 馳 日本事務画J、

「団連ウィメン

日本協会」、「女性活選を国際的に推進する

議員連盟』の共催め集会が、いずれ も議員

会館で開催された。こ⑮一連の動きについ

で報告したい。

油延]2口‐と鴫胞動とlまなに諏コ

02口 |ま 酬7(アメリカ、イギ
°
リス、ドイツ、

プランス、イタリア、カナダ、倒本)にロシア、
EU、 申国、インド、プラジル、メキシコ、

・

南アプリカ、オース トラフア、.韓国、イン

ドネシア、サウジアテピア、 トルコ、アル

ゼンチンであら。lo帥 集、G7で設置が決
ま嘲、りこマンショックを経て:置界的な
ぬ融危機会⑪対処と特続的成長⑩なぬ⑩国

際的蘊 みとして、2□鵬 年生駿臨馳 サミ

ットとして開催。G20(EU加盟国も心くむ).
.中

国内総生産 (GDP》 □合計は、世界の 8Б
°
/0、

世界口貿易額□ 8●%、 人口⑪ 鯛%を占め
ている。
W201ム 02⑩ のステークホールダーに

よる7つ個エンゲージメントダル■メロず

つであ岬t目 的lま G20に向けて女性に関す
るコミュニケを生会一致で採択し、̀α調の
コミ暴ニケに反映することである。もうひ

とつ⑪目的は女性ロエンパワーメントロた

めロパプリ ック 0イ ベントの開催であつ、

来年⑪3月 23、 国4国 にW20⑪会議は外務

省が過去 4回行つてきた弧呂  《呂
山鵬血b販 動F西mm帥)と 同時開催が予定さ

船橋 邦子

れている。
W躙 |ま各国 1名から数名で構成され、運

営|ま議長国が運営委員会を組織する。その

ため来年に向けて、外務省からの要請で 7

月に燿判菫W20J岬量塁逼罫彗誓斑ン会が舞輔哉さ

れた。いかにも日本的で形式的な感がぬぐ

えない辟 圏□15年 G7伊勢志摩サミットで

は市民ほ と口対話lまあつたものm、 ジェ

ンダー関係では昨年のカナダのような動き
が響無だもたことを考えると一歩前進?と

睡盪閻忽嘲『、趙甥ン削〇
タンプール、第 昌国日は画安、第 3国ベル

リン、第 4回プエノスアイレス、大阪で 5

年目を迎える。
W目0運営委員会メンバーをみると共同

代表が日黒債子さんと経団連初女性役員で

ある吉田晴乃さん。特別顧闘には堂本暁子

さんとポビンズ代表取締役会長、日本女性
エグゼクティプ協会代表中村紀子さんが就

任、12名の運営委員のうち半数が企業関係

者である。五

暑れでlま G20の 日本開催にむ|ナて W目0,

市民社会は何をあぎすのか

印順國腱9のフォーカスと基本柱

スポ Γ蜀 呵 絆 謂 魯離 蜀べ抄

年までに就労率⑮男女差を 25°/。縮小する

という F25町 25』 宣言」を確実に履行する

こととされている。しかし、女性の航業率
′

だけでは女性⑮経済的エンパワーメントに

つながらない。

W2□ 運営委員会作成⑮資料によれば
F2019年では、これまでけ議論成果と行動

を結果に求め、「新しい世界経済」と「仕事

o未来」が女性ロエンパワーメントにつな

がる道 を採 る」 とある。 フォーカスは
FCh日量g七膿 畔畢繭  G則繁 鰤  New

n陶    職 しぃ豊かさのためにジェンダー

格塵を終わいせる)」 と興ましい.W目0の 4
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つのテーマは L山町 Eq面崚 (労働に鵜ける

平等)、 n    剛卿軌「 (念融面での平等)、

Dttdコquiサ (デジタル面での平等)、
°4番

目|こ Gttq触輌  (ガバナンス)「明記され
た。透明性や説明責任などガバナンス|ま重
要である。

F4つ⑭テーマを柱にジェンダーギキッ
プの解消を通じて、謡一人取り残されない

経済成を「新しい成長のカタチ」として、
世界とともに Ol・20の リーダーたちへ提案
していく、また臨 wm画零e重崚 (新たな豊
かさ)を議論 b定義したい」ど11月 29日
には目黒さんも話された。しかし参加者か

〇拿三二定ζ釈冨IF糧言覧警盪輻縫蓬冒貫
・

ていない。金融面口問題で|ま、女性|ま銀行
から融資を受ける連とlま極めて国mと いう
反面、最近日本で|よ、金融危機を招いたア
メリカの賛国層対象の住宅甲―ンの融鴛同
様、(働くシングル女性対象の長期ローンに
よるマンション購入⑮婚加⑮問題など、現
状を見極勘た議論が今後期待される。

しかし、 日珂にの、W20C亜動き|こ 1ま、もう
一人の共同代表である吉圏睛乃さんの「女
Ч性活口|ま儲かります」とD強調に見られる
危うさが同居してけることを指摘しておき
たい。

★ 曲 m申政策提言書三ジ聾ンダー部分か

♂今回の鵬□謳委祓%の条げは、
他のエンゲージメントグループであるE帥、
C20、 T201Y20の代表がジェンダー問題
の取組みについて話された.この通とlま、
ジェンダーがクロスカッティングの問題で
あり、ジェンダー主流化の九めには不可欠
という誰翻埒触もと輸 れ靖扇たとして

「
瑯画し

たい薔しかb残益ながらジェンダー関連の
報告は決して満足の町て ものではない。IIJ

罪な印は,0躙 中動きである。
ここで|ま G目0が今年Dアルゼンチン

G目0に向けで提出された提言書のジェン
ダーの部分を紹介したい:

¬労働市場人の参力側におけるジ土ンダー格
差を無くすため日行動計画の簾亀 そ⑮は、

市民社会、金業など多様な団体と個人と連

携して策定すること。
0行動計画囲内容

女嘔狐理嘲ン■国、ケア労働を渤 し、削
減し、再分配するために質の高いケアサー
ビスヘの投管の増加と十分な社会保障⑪提

仇

女Jl■の健康や教育・ディーセントワーク
(収入、労働市場における保障、労働条件)の

包括的改善。

女性 攀ヽ女のあらゆる段階における
日別剛[(科学・技術・工学・数学)教育への

参加の麟 。
インターネット上と現実世界における女

性の暴力の撤廃。

女性の企業と金融リテラシーの向上。
女性と酬MFのセクシュアル・リプロダ

クティプロヘルスメライツに関する情報の入
手。

賃金のジェンダー格差の漑 、腐懸 汚

職による女性の不rlJ益をなくすための反腐

敗の取組み。

国際的動向に大きく影響されてきた日本
のジェンダー平等政策、これを機会に少し

でも前進させたいと願っている。

日本でも鮮20に向けて C201ま 略20サ
ミット市民社会プラットフォーム」を組織
し、共同代表 2名 にlま女性が就任、ジェン

ダーヘの配慮が見られる。並

(北京蠅LC代表)

il配蟄⑫の他にB20(ピジネス)、 C2⑩ (市民

を降金識、L殴0(労働)、 S20(科学)、 T20(シン

クタンク)Y20(若者)

泣三浦まりさん、東北で支援活動を続 lすている

ウイメンズ・アイの石本めぐみさん、C嗣鯉

血蛹m臨 血 回 の大崎麻子さん。

画岩附曲香さん 鯉C回 代表)、 三輪敦子さん

(アジア太子洋人権情報センター)。
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0鯛 月 1日 氣‖ 鐸 階

来年の 目酬
°
(国連女

J陛の地位委員会)のテー

マカミ`1社礼刷辟'という

Lとで 』ゝヒ京轟霧 硼

会を企画ヒた。講師⑪“わ

くわくシエアシンデルズ

響犠悲10准量会罪呆繊駿茜‖碧』「
'

の大矢さよ子さんから、社会保障制度⑮仕組

みと現状、そしてアンケート調査から見える
.シニアシングルズの課題が明らかにされ、通

れ力ヽらの運動への提起となつた。  i
◆ 目

社会保障の目的|ま、
°
F憲法昌5条⑪

であり、国民の生活の安定が損なわれた場合

は 1醸でき輸菫活の鍮障を『国の公的れ で

行うことである。

社会保障縮1度の分野lま、     0機 的扶

助・尋機蟄鉤山0    で、日本では国民皆

保険、管年生が申核である。。厚壁駆鮨書より)

社会保障制度の21J度設計は、FttEIJ役割分
業 0伝統的家族制度 0世帯単位」を基に、
雹雇用…蒙新欄b離働者丸満鹸鋼膳制雖鑽/男女
・            クノヽラ委レヾワノヽラ
0職亀・・・黒躍け封動き世瑞詢麺重き/栖

鳳‖踏塞羅乳/鶴士髪覇纏難山鬱観闘](魯纂蛎謝製器鋼)l珊Щ堕翼邑
0社量轟脚典…世帯単位棚 /第三号被保険者制度

が一部村硬動いているこ

単身女性の生き難さは、ほ贋発電    老

後は祗年金で、どう年金調度』琶サポー トでき

るかが課題である。

年寵制度lま世帯単位で設計されておゆ、妻

が 410年噂業    升 嘲礫昇l%で 22万

円 悽は翻輔 顧蟻諭うである。年金⑮平均月

額|ま、厚生鮮金:男性 証魏1目0円・曇網目1駆9181

円、国購 :男性:5鶴7経団円・[剣性15回:389円
である。女性⑪国民年金加入者は、第 1号 (自

営0アル イヾト0型露識t第 2号燿義麒躁鑢 り、

第 8号 (3貶勲・公灘癸σ時収 1錮 万円湘澁鰊聯養

醐 がほぱ同じlo90万人であつ、第 2号
保険者で第 3暑被鱚険書を支えている。高齢

シエアシングルズからみた 仕黎保障制度

―低い年盤≧少ない隕壁 でも、なんとかなる?―

黒見 節子

単身者が増加して“おひとりさま"が増えt生
涯未婚率も高くなつている。立命館大学唐鎌

直義教授の試算では、世帯年収ひとり160万

円とすると、知16年、曲歳以_Lm靱 性の

貧国率 聞.%に対し、高齢女性口貧困率|ま

56。20/0と なつてしヽる。
● 圃 歳以上のシングル¶暮らす女性のアン

ケートから見濁 こと

2016年 9月 15曰 ～11月 15日 、インター

ネ
堪ξ誤澱ざ謳贅馴i亀亀○

蜘 措酵舞ヽ 16.雖 囁懃量・有価証類llまなし

を含む帥0万円未満が 41.L。 町離覗動いてい

る』人は鉢 の秘.鰤嘲 峨 諄 |ま高しヽ 「M
形態」は 510代では正規雇用 35.露

°/0非正規

45.盪Ъ帥 代硼頷己現 1015°/o排珊槻曜用プリ

ーランス電調 である。哺蒔疲就知帆為 は

雇用形態ほ依るが、帥0万円以上的人|ま 34.70/0

と低しゝ 嘴 ける限りはいつまでも働く』と答

えた人|ま 鍵.mと高く、収入や資産⑩格差が

みられる力言、ずつと働き続けるのはストレス

であり、噛 が立ち行かなくなつた時lま生活

颯 蓬ぜ設け覆赳硼.「/oと Ъ社違鉛ポ章l画霞ろうと

している。大矢さん|ま |なの力を借 つても生

蜀 ノ墟 躙 必 ざ 祗 抒 恵脩 も
日米満 帥.Mで、預金と年金のバランスを見  0
なから暮じす状況で、これほど働いてきたの

に暮らせ鰤 日本、である。

調査結果から
「高い麓労率だ

が不安定雇用が

多く生活国調/ 1
健康や嫡気や岨

入や弁護の不安

を抱えて⑪生活

/低年金力菫もたらす竜後へ⑪不安Jがみえる。
・今後、iシエアシンデルズが      と

して、「世帯単位になつている年生・医療剰険

を個人革粒糞ン罐之評手釜|ま金額税にし、不公
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平をなくす/最低保障集瞼を創設』と提起さ
れた。そ⑮後、妻カロ者:≧質m、 意見交換をした。

葛者後□暮いしを保障していなひゝ
1人でも生きられるよう場J度設討することが
必要である□世帯主義、性酬役割分業に手をつ
けないできた剖度の中で女性も男性も癒菫んじ

がらぬになっている』という大矢さん⑪発言

があ●た。あ鋤ヒ課題を共有し、制應覇謳直しの

運動を続けなければならなし■

※著苦紹介:「シエアシンP懇 女たちの知恵と帯巫
さよ子 0逆諾嘲襲 喘鱚

わくわくシェアシングルズ 鵬動 (大月鼈

日シンダ殴劃曲醜勢際して暮らす龍めに∫必要なこと

虜数 「囁地 ント

雇用

シ昌ア山惟鏡哺脳謁麒 濾 泄駈 5晟 ]

蒻

駄IR琥鰤酬曹珈f 収む1

候証人0住宅
帆 4

剛 38口超

睦藉      嶋面濡俯促進 艇中1

制度

即嘔

国量年金 312

鍮鰤 馘 帥J

介護 鰤.編

MLl層幅首[::| ]馴

く日□聟_2のグ霊フlま、
当貝配布資料よリヨI用画

*** 迫記  ***

囲19年税嗣改正⑩焦点の一つである倅鱚緻瘍判に関して、自旦配布された毎日新聞20190  蝙          颯響
民堂と公明党鵬織糾しているこ報道された。    とは無関係にれ と聯ヽう公明党と昧
婚嘔出産を助長する」としヽう自餡
結果的には婚颯歴口ないひと慟親ヘロ支援lま住民税が非課税になる条件緩和、低所得⑩

ひとり親謄年1万 7幽 円の結村である。1            -
これではベースにある差別l珈されなしゝ わくわくシエアシ瑯

,悽れる会J口竹内三輪さんは以下のように調朋している。mの 「寡婦 (夫)控除iま、
子どもがいるひと柳組では 降祠蟻』浦S鯖饉罐除から蛛除されて脚り、子力彗扶養から外れると
珊鵬硼の単身世帯主ll麒 力ゝら外れるか F死剛J⑮単身世帯釦 l甑ぬまで適用される。こ

⑮歿うに      ま lh咄 硼圏咆 明誠腎』を1釧ヒし、鶉 ⑮もの力琶劃 げを賑 し
ている。ひとりであることで生匡る生活上の価 ま死別、部副Ъ未婚、子ども⑩有無に力締ヽ

らず多々ある占そのため1こ
『寡嬬 :脚 蛛 は、呻 とり   ,こ _1「ぃと堕

⑪二つに設計し直し、中立 11会事な税愧除と訴えで赫られる。

紋責 :大夫さよ子/鵬橋邦子)
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□立憲民主党ジェンダー推進本部⑪Lア リンダ
|

2019年度税制改正に関するヒアリング報告

立憲民主党ジェンダ‐推進本部 紳本美恵

子本部長、     事務局長)による女性団

体への alo19侍珊胴改正l通関するコメントの

要請に対bて瑚ヒ京≧翼 では金員劃皿 にも部

知巳せし、以下めコメント(1ペープは掲載峨

ため文詢痣動 を提出しました。

なお 12月 2日、ねくわくシエア 0シング

ルズ代表の大矢さよこさんな講師に「シユ

ア・シングルズからみた社会保障制度Jをテ
∵マに学S会を開催しました 鰯頁参脚 。今

国会では「寡婦 (夫)控除」が議論され‐部

改正されました部単身世帯が増え続ける現

状を考慮し「ひとり世帯主控除J、 婚姻歴で

差別しな懸号 育て畑印「ひとり親控除」など

中立・公平な税控際につぃては今後も議論を

深めたいと思いま丸 (文責 :鵬橋》

剛ユ9年度税馴改正に調するコメント

★ 男性=主たる様ぎ主、女性=従とし、妻

を被扶養とする世帯単位0税制度を以下の

理由で個人単位とすること

・世帯単位⑪把握は、同一朧 世帯員|ま同

じ所得 (生活)水準である起とを仮定して

いる。そのため世帯内での貨幣配分不平等
のため経済的圧迫という暴力口被害者は

多し聰 また世帯内での費陛⑪貧日はみえに

くし、
・ F画[瑚義者躍璽除J「      1∬空除J lま 2018

年度税制改正で著干の改正がなされが
「1面昌万円」「130万円JG晒雖はなくならず、

女性力言真つ当に働く権利を奪つている。女
J陛⑮半蟄弾けコ,    用で働き、正藩l・

非正規め格差は殷然として縮小していなbゝ

・ F女性活躍」社会の実現のためにlま妻=被
扶養者の考えな撤廃する。

①世帯申位の制度は単身世帯⑮割合が増力け

る現機との肺離力軸就たしている。
・単身女陛、

'と
りわけ高齢単身女性の質国|ま

世帯単位のtlJ度 と深くつながつている。

☆ 所得税法DI蝙 ゝを廃止し、ull、 世

代、生き方による差別的ない「ひとり親控除」

tlJ度を創ること

寡婦控除|ま男性にも適用が拡大されてき

たが、扁題lま増えている未 喉昨)癬衆D欧卜と

り親』は排除されている。錯のためには翻行

の『寡婦 (寡典》」の制度を廃止し、生き方

に申立的な「ひとり親控除Jと して定義し、

子育で期にある未婚 (非婚)の世帯も対象に

いれ、子どもたちの育咄環境に経済的nljy
ないように蠅 。

☆『単身控除Jを制識すること

高齢単身者とくに高齢女性が直面する貧

困などを考慮して『単虜控除」の311度を設計

する。
★ 所得税法第 56条を廃止すること

戦後、所得税は「個人単位課税」を原則と

するようになつたが、第 56条は例外で戦前

の数 長的な 蠅眸誰躙論曲 が残る。第騎

条で|ま、家族従業者 按 性が多い)の労働の

対価を事業主の所得に合算し、必要経費 (家

族従業者向弼%と認めない。そのため所得

証明が得られず、さま.ざまな不甲l碇 駆動酪褻

故での補償類が低い、融資が受けられないなD
を被る。家族経営における女性の労働を評価
し、    団 条を見酎 .

享る班唇露L世琴亀ξどlllま
不浙Lふ弯彗[コ化力菫

lЮ
消費税 10°/o増税は全国各地の災害被鯉地

の復旧 0復興に大きな打撃を与え、格差と貧

国が増大する。

★ 所得税の累進課税の強化と法人税率の

弓|き上げ

平成 27年度力ゝらの法人税減税 饂27年度

25.蘭べ、H帥年度:23。20/0村 財 の利益

剰余金lま 446」 L間 とも言臨 る。また、中月ヽ

企業には H帥 年度から3年間、設備投資に

かから固定資産税の特例も実施される。税負

担の公平性を驚レ ベきである。

〇

-8-



●地域からの発僑

全国⑪自治体口中には F市民口歌Jと言
われるもQがあり、イベント等で歌ってい

ることでしょう。学校、商靱 などでは定
期的に向を続 bている所もあるようです。
富山県高国市で|ま 昌⑩15年、合併 lD周年記
念として『高岡市民の設・ふるさと高岡』(作

詞林真理子・作曲載 成彰脚雹作られ、発表さ

♂ 康≧羹鰤した今年の抒、メンノヾ―の下人
から歌詞について「市民⑩識には父 0見が

出てくるがゝ母 D姉が出てこない。通れは

男性だ|ナを強浙 :贅美している口でlまない

か」と撮起があ岬ました。メンバーで話し

合いをかきね、会から F高国市男女平等問
題拠理書員会』べ申し出ることにしました。
申出の趣旨(8月 量1日 _に提出した申出書より■

部抜榊

1.“男たち口りりしさ あなたの父も兄も
いる1と あり、女のことは全く謳われてい

。ません。市が推進している1高国市男女平等
推進鰤 IJや、プラン並びに『男女平等宣言
都市・高岡」とめ整合性が取れていません。
2.多様Jlkを重視する現今の時代にあつて、

⊂舞∴恣憲随髯量管写需,ど警慧讐薇七稚裏
現が多い。男性だけを強詞・賛美するよう
な曲を収う影響は、発達途上の子どもたち
にとつて非常に大きいな
3。 男女平等意識が自然に身につ力hない歌
lな 廃止してください。

調査結果通知書Iま 10月 29日 に届きまし

た.(抜納
F廃止Jの必要は認あられません。歌れに

1ま 畷旅する人』曙瀧もがきっと帰るところ―」
「愛する人」といもた男女を聞わない表興
がある。そもそも、飲詞は、歌い書、聞き
手の立場などに応じで多様な解釈が可能な
ものであり、その多様性を互♭ヽに認め合う

「高岡市民甲歌 0ふるさと高回J中瓢 を求めて

シやキット富山35世話人代表

山本夕起子

こと逼そ男女平等であり、人間平等である

と考えられます。したがって、市民の歌が、
市o実施する男女平等・共同参画の推進に

関する地策叉|まその推進に影響を及ぽすと
lま認められません。

こめような調査結果に|ま納得できなしヽた

め、11%14固 、F問題処理委員会』に再輌
査をまめ、担当課長と話し合いまし亀が、
推進条例 20条 「同じ案件の再審議|ま行わ
ない」を盾に委員会⑪闘個 まできないに終
始しました。

また、11月 22日 には情報公開制度をlll

用して委員会会議銀の間質をしました。こ
逼でも驚きで九 委員会|ま 40分間。部長
挨拶、内容説明、市民の歌にっいて、今後
の武憔について、委員からの主な意見とな
つていました。委員lま 3人。発言の■つひ
とつにもジェンダー平等視点のかけらも持
ち合わせていない発言内容でした。通⑪間、
高岡市議会議員から9月 議会で質問しても
らうなど、議員との連続を取りつつ進めて

来ました◎

今回の取り組みで分かつたことは「問題
処理委員会」のあり方です。ジェンダー平
等の視点を持つ専門性ある委員やアドバイ
ザーの配置が何より重要であり、市民から
の要望に対して的確に審議できる委員会に
していくことです。併せて、市当扁自体が
F男女平等都市宣言」|ま しても、推進力が

弱い這とが挙げられます。   1
今後、このような体制⑪改善の必要性を

高橋高国市長に「要望Jしていこうと話し

合つてい畜九 私たちは、市民の歌が、子

どもの頃より「男女平等」意識を培う媒体
として活かせるよう、これからも取り組ん
でいきたいと思もています。皆さんも、そ

れぞれの市民⑮絋を二
度見直してみて|まい

か力Sで しょう。
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≪お知らせ≫★池氷肇恵内爾府男女共同参画局長との面談

囲19年 1月 23日 囲 11時 内鵬 男女共同参画局

昨年 T月 就任された池永肇恵内鰤 蜀女共同参両局長と、「地域⑮男女共同参画

の推進⑪現状とMM』 について、意見交換⑮場をもちます。私たちの声、地域コ

ーカスロ声を屈けるいい鰈会です。ど参加いただlナ 描方は 1月 10日 までに

nikonil鯉馳lic.hittЮ。鴨..ip lこ 珊 くプぎさし亀

己よる龍鼈口曇演らぬ澗誘い

喘 lこおける姉句と種々」 3月 21同 司 Il県

眸年、金沢での日本女性会議で基調講演された松田若子さんによる、女性能楽師を主

体とする新しい企画覗 演能に先立ちゝ事前講座「能の背景を読み解く』癖覇醜 民

俗情報工学研究家 井戸囲評動 がありますЪ龍にみられる、日本⑮風習 “節供賀や、

季節ぬ 鯰Fを題材としたシリーズ企画で、第 1回となる本年度はN瓦物語 F夕飯の巻』

に中か蜘□能殿断鞭(litし と準)」 で九 詳しく|ま、沢麗需軍鐸屯サイト枷的由://加蔽雌嗣脳i.j

瑚ヒ京封 ⑮会量の管さまとの交流を含ぬでツアーを企両中です。ご関心のある方lま以

下に鐵勒べだ挙し亀nttmibmitthJ臨 蝦血

01霊 月
11日 (火)1調鰤

～
1客閲 スペースきんとう

<酷 >               :|
立憲民主党税制改正Lア リング (1醜 1、 W帥

第 1同国内対話集会伽醐列tジェンダー続計ダ、

口宇ノジレフォーラム(lW14～lθ

<:鼈 >

12月 1日 学習会 翻師融大夫さよ子さん・わ

くわくシニアシンデルズ代表)⑮準備、マンス

リ‐12月 号と (釦ij莉 2月号唾 画、事務所

関係の相談、今後の学習会の階
'.

1月 別 日鰤013醐ト スペースきんとう

体

(日本靱蟹鋼閻麟鏑胸蝋尋ネット
|

プーク):11月 霊7日 、1量 月 10日 抑縣陽全体

会。

②個人通   アクションネットワーク :11

月 DD口    同慟 準備会、12月 17曰 鎌

会。

○

記]

知事選で明確に示された「辺野古

プー』の民意を踏みにじり星地建設
°

を強行し反対の行動をする人を逮

捕 C拘束する。最重璽讐義錮藁載lま どこ

へ行つたと叫ぴ権b聰 (F)
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