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[1懃月杷国『固本回税制::笙活肴r女性面観点が名どう変えるかで』と膨Ъう予暉マで、
⑩素颯輿理さ暴]蜀詢師をお願轟Ъ晦亀北嘉卿畦囃抑戯瞳白を開催じ妻

はた。Ⅷ名Iまざ⑩参緬著Q中から騰二人に報告僻い・8P〕
:白

山顧LЪし蓄bたD剖
センターで午後T時中9時]

膳想に絡めて、神剤 ]|ネ ットの合僅め方向性等について畑苦してく
｀
ださいました□

□ 大諷真理さん       1配 耐秒醜朧を申θじに

「日本          を考え局彎J 9
税理士というお立場から、口嗣者控除の庭止等について関♂さを持ちて,mされたぁ橋冬美
さんに、どは理や大沢さん⑪お謡爛仄イ

Lツ
トなど澗書きいただきました。

□『固本田農業女性⑪現状引猛署⑪冥、■農婦⑩霧印しJ―二 皐
薦野押農業女性に寄柳添つて、凩材や講演という仕事をなきつてこbれセ、農業ジャマナリ

ストの画訳江美子さんに日本⑮農業口現状%と りおけ女性たちの状況をど靱苦いただきまし
た。『家藤経営協定Jと は集際口 瑕羹堤山れ、口数は等々、私たちが、温靱⑩中で知つてお
かなけね鎌繁ならないこと』鼠示されていま九 J凸に響く館 で可札 :

コ隋わりのなし朧  自樵t畳縮iO m
19月 lS日 から躙 日まで第 型⑩          会議 はPl動 漁端 古量で闘艦されも
そ口期間中に、コロから21日 までプロマンヘ赫ジェンデ■フォーテムカ£曰偕されました。そ
の中心となって活躍された、岬 市回ネ多卜峨ジェングニ0マイプリティ作業部会長麒僕静
子さんにフォーラム⑩報告を満瑕いしましL羽後さんは北京JAC中れぬ事務局長をなさⅢ
ていま九

:□ 『男女共同参画基本讚画肥町り込むべき
:          こ関ナ‐る司ヒ京 ∬A嘔印褥  自

□ 会長コーナー 13
今号では、米国鶉示さん浦SF特定非営利活靱法人露貯 プみこ珈 ⑮脩動等に嘔しヽて、

青木千負子さん|ま 「ネパ千撻での幡靱』についてお書きくださいました。

国 会量間で情報共有な回り
・
、穏靱□鶉睦を 1      1

-奎員メ彗∪ンプリス懃 入のおますめ二     ¶4
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日『大拠藁理さん講演会』
;参加細替|■柿蕪側ネツキの需動量需ぬTC「

心講も涸雹自分もしく画曽‐1馨価ナために～  ,1 1,
神奈脚]皐 ットワ中ク運動

「日本の税tlj;生活者・女性の提点力ヽらど

う変・え雹わ ?』
.な

テ‐マと鶴.た大択真理.さ 1ん

⑩講績会で1ま、日本田相対的笏国櫛Stum鰤‐

諸国の中でも最悪となつているなど、
=現

状な |

表ナ様々なデユタ漁彗示されよ膨た占⑩団CD事
務鶉長は「日本の成長戦略には女性あ就業率

アップが鍵』と指摘したと峨逼とです。

神奈ノ||ネ ットワーク運動で時、3国にねた
る J生活時間調査』で、生活と仕事の両窯費 ‐
すナめるワークテイフパランス哄mlを提案|

してきました力S、 今年、3働き⑪翻戦を提え政

策につなぐ「女性と若者⑮働き方調査Jを実

施し、活動を進めています。     1 ■

1■ 中刹靖記脚Iネ ット回動き方詞套

高度経済成長時代、男性口長時間労働者支

えらために、配偶者樫除や1第二号被保険者封

度により、専業主婦の固定イヒや女性縫ち漁E短 |

時間労働者しなか嘔が事 ?育児P介護者埠働

性閻役割分業が進められま醸た。その結果、

これらの制度が量封生⑮働.さ 力の選択`を 機的

てきたと言えます。構造改革に伴う規制緩和

の中で、これまで女性たち鍮貫担つてき|た鋼時

闘労働や非正翅労働が、今、若者たちにまで

■んでいます。3人に 1人油罵非正規雇用とい

ねれ、仕事に就けない・仕事しても生活寺き

ないなど、働き方④格差が広かりt'社会保障 ‐

もままならない状況に、本人や親世代にも不
‐

安鵬拡かってぃます。今回口調査寺は、回麺怖
‐

人からの国答や551件⑪意見を得られましたし

圏鶴4調査⑮中で見えてきた連と      |
調套⑮申で1見えたことは、「い)つ契約が切|り |:

られるか』「峙給も上がらず者やリアアツプ

もできない』という不安を抱え毅力もらゝ 日薄

働いてい)る非正湿辟用者の見状Fbた9〒方Ъ

正都社員も、「仕事量はそいままで人員削減

され、仕事量洒]格段に増加』「過重をサ∵ピ|

ス残業」など重い責任と長時間労働を強いし

れています。正規も非正規も共に苦し募も疲

弊しています。     1       :

賃金にもしヽでも、正湿社品⑩賃屹⑪ピ守ク
=が 吻亀囲暮万円に対しギ:非正靡 は■04乱Б

・ 万円輌已ξ・発個 6鰊 1亀
5万円戯Tとおりてい

ます3・ またこ:     用保険‐0年hなン

1職   |
す。賃金格差 心労働格差働雪拡鰤雹動なが1セ■

プテ球皐ツート鑽1阜暮llプれて,ド lぐり体ギ繹き
艤噛になり事ビた。     1   1
‐
ヨ¬1女性縫Ъ中財嗜方は      、

|

女性た.ち■働きにっぃてはゝ 茸性甲融載酵
想を年代別に募ふと、繭靴寺憾鬱割で畠も韓

‐m愧摯荼『隕|:霞МO藉譜:

介謹をど、米だ性別役割分簾力霞根尤い状況が
表れました。

また、「l①3万円 P ll鰤 万円爾壁J'について

tも、『l⑩晏万円學中に電率輌与ら
1恥押え聾鄭駒

=

1嘩郷賃彙で開肇』『革性が働く
:こ 準甲障害好:

.なつてレЪ骨卜など亀配偶者控除や第三号櫨爆
■験者制度ぬ撃⑩前にЪI労働時間者調撃:,抑靱

している実漑鮮お咀、女性たち⑩働者を大蓄

く阻害している要因となつていること』争示

されています。           ■

9
②身近な地域にアィストップロ焦活「就労鞠

議回しく率をやくるも③学校教育中中ぜ労働
者甲釉卿懃費者準める専‐

・
④「同■個惇翔 P

同■賃金を可能にする法整備』をすすめる、

3  冨WT俳蝙 ‐.

シ曳社会とするためぬ『仕事と手育ての画華

を進める条例』をもくり慟き方改革をすすや

慟ξもなどわ政策峰言1をま世めま眸|た◎ Ⅲl

1女性も男性も¬生活スタイルに合ゎせて慟
き方を圧桑麺社会とするため⑪制度提案を、
4優砥蒙ξあ請良底

.基

もに推鶴モぼく讐奎手。
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0大沢真理さん講演会参加価昔 冨配偶蕎麹際を中∂]にO

『目木圏税制デ怖幅醐偶曽控朧を考える中』

去る10月 12日 文京国民センターにおいて、

司ヒ京 脚LG主偕講演会『日本の織制 :『生活者・

女性の視慮からどう変えるか?』」がM催され

た。講師は大沢真理さん、東京大学社会科学

研究所教授で、税制調査会専門家委員
t会

委員

長代理である。

私が所鳳している全爬女性税理士連盟(任

意団闊 では、所得税法 50条の廃止や、『選択

的夫婦刷氏ylJ度J⑪民法改正運動をしている。

人的控降は、基礎控除、配偶者搬除、扶養控

〇 除からなるが、これらは、憲法25業の「最
低限度ω生活を保障』するものでありゝ 配偶

者樫除⑮廃止は税負担を口や して生存権を

侵すものであるからという廃止反対⑪強力

な意見もある.

世の申口人々は配偶者控除廃止について、

どう思つているのか、騰およそのことlま分か

るかも知れないという期待を抱き、こ⑪講演

会に●カロした。

大択さんlまパワーポイントを使用して沢

山の有覺な資料に基づいて説明してくださ

つた。説明⑪後、費闘時間を多く設けてくだ

さり、次かし次へ手が_Lが ゆt参加者の税制

に対する関心⑮探さが窺えた。

特に即象に残つた点をピッアジプすると

① 税は国家財線の調達、所得再分配機能、

長れの自動安定イL機能がある。税会を

累濃的にすることは景気の過熱を鎮め

再分配的な財政支出がよ気後退を緩釧

する。

② 再分配機能口効県は、所得控除より税

額控除⑪方が大きく、給付つき税欄控

除が最も大きい。

③ 1998平以降構造改革⑪T環 として、法

人 0%所得者 0資産みに対 bで続が軽

減された結果、果進性が低下した。一

方社会緻陣料負担は下貫して上昇して

いる。情に社会保陵料負担は逆進性あ

り。国民年登第 1号と国民健康保険⑪

負担が低躙 に重い。第 1サ峨過半

税理士 高橋冬美

は 40歳未満⑮雇用者。=鵠会健保⑮_LR
は給与収入 醜 万円、厚生年金保険料

121万円。それ以上もらっていても保険

料は増えない。そ⑮理由は、保険料に

見合 う年金を支払えないという連と。

大混さんは北殴諸国のように所得ylJ限

なしに綸付し、そ峨上で総合課税すれ

ぱ良いとおつしゃった。

④ 金持ち・法人ムの減満の理屈は、景気

が F上げ潮』になり、思恵が低所得層

にも滴ゆ落Ъ鶴《『トリックル Dダウン」

効果)。 そこから馳収も増えて、福祉を

目己責任とすれば財政再にも可龍志し

かし主画国⑪なかで唯一日本印みと業

収益が家計に波及しない構造になもて

しヽ8。

⑤ 相対的貧囲事によると、わが国の貧国

率は 810年代半ばから帥05年代にかけ

て上昇傾向にあり、目O⑩4年調査で貧閂
、事が高い方から、メキシコ、トルま、

アメリカに改いで日本となもている。

⑤ OECD鰊 長峨コメント:日 本の成

長錢略にとつて女性ぬ就叢率アシプが

鍵、障害として、ワークライプバラン

スロ困難、業正規イL、 年勁賃金、税・

社会爆障制度の特徴《女性の虚業を阻書

する面)。

民法は憲法24条 2頭を受け、「個人の尊厳

と同性⑪本質的平等」に立脚 b、 夫婦関係の

本質的義務として協力扶助義務(75囲 条)をL
めている。画く、働かないは個人の選択であ

り夫婦は協力して家庭生活を営級ことは当

然である。
『日本の成長戦略にとって女性の識業率ア

ッちプが倒童」と口 ⑬目CD弯睾最磐朕鶉袢議のコメント

ロように、個直職場が広がって、より多く⑮

女性が自分⑩能力を発揮できるようになれ

ぱЪ日本田社会も経済も括力に満ちたもめに

なる。そ⑮ときはM偶者檀除も過去の道物と

なるであろう。
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□農村□に業女性の規状報告○

「日本ぬ農業女性口現織
～
熾無口夏%/■農場圏死からJ

ギマ尋コミ報道の影で

日D10年⑮夏はゝ坐命わるも口にとつて厳

しい時間でした。

とりねけ野菜、果物ゝ畜産牛々生命を叢と

している農民は、踏んだり蹴ったゆ⑮夏でし

た。そんな中で、何人もの高齢農民か倒れЪ

ひつそりと亡くなつていきましだ。

■スコミは、猛署の委天下で⑪草取鵠が無

防備、熱知識であろたように:そのにな熱中

症Lと伝えていまbた .

炎天下で草をともなければな幅ないも農

たちぬ顆いが分かるだけに、こうした報道は

私をいら立たした。車に負けそうな農作鋏を

越れという口でしよう力、 ただでさえ雨も降

幅ない温0で、稲も野菜も弱り黒て、経草だ

lす力言繁蔵していた。7⑩,帥 歳代の女性たち

は、私の総りを想い、誰もいない村で雑mと

Mつていた口です。

私の知人や友人も『熱中症』と報道され亡

くなりましt.その多くは者農婦ではた。
F現在⑪農業女性のことを』と原稿依頼者シ

けた時、どうしてもこ⑮亘の二人の農婦嘔死

を書きたいと思いました。彼女の鼻前は仲山

尚江さん。わずか 19日 ほど⑮入院で1今年

⑪ 7月 、7□ 歳⑮生涯を闘じてしまいました6

突然の知幅せに、初めて掘つた自宅志軒下に

は雑草計や土のシミが洗つても落ちないで

しっかりついた作業清が干されたまま。
:納

屋

の中には、日んばから上がつてきたばか明と

思えるほど泥だらけの国櫨機。そぱにきちん

と揃えられた泥ゅついた長ぐつ■足。しかも、

長ぐうにIまЪがつちょり濡れていたであるう

くつ下浦宣ヨ|つかlナであり窯した。

一人で日植えをやつと繕え、据のついえ体

だけきれいにして、その星でかかゆもけの備

院へ行つたとのこと。手遅れでした.胸に水

諏言溜まるまでになつていたとか。病名は肺ガ

ンでした。

几帳画だつた彼女が、大切な農機長の機片

農業ジャこナり́累卜  画沢江美子

付けをしないで病院えかけ込おどには、どん

な.I「苦:しかつたことでしよう:そ して、配Q
むもし噛もぃた国遣機に彼女は何暮なした
のでしようか。

舎,「働く女性』=と して謡卸されるため⑪闘い
農村1農禁女性によりそい、取材や論演とt

ぃう仕事を重ね通譲ら、私は彼女たちが『働

く女性』として記鰤されるため1違%共に聞■

五:忌貪讐陶亀[電F赳曇訊恣聾餃雹雖、平警‐O
⑮こと。その地域では規模の大きい方⑪農家
⑮雀継ぎ。国4歳ず夫を病気で選りt一人は子

に祖父置と号を饂える一家⑮大黒柱でbた

《父|ま戦死).後繊2のため進字もあきらぬξ

震時制高校へ彎唯二¬彼女が1かな郡つけてい

たQは識を書くことでした◎

家族と識が薄かるた⑮か、担父母、母を 1

骰々に送り、一人息子を却会へと」埼玉県で

は最も手坦部⑪地で同酬を排移続けていま

した。家Q申ではマ人になるた力電、:地%では
農脇甲役員、農業な鼻Ъ農業共済委員レそし :
て教育委員力Ъら町内の後職までt生き生きと

働いでしヽました。女性として「家』を搬ぎ、

|

生活⑩中から集ま拠ている課覇費柴寿l■ゃ
それぜれ□場で問いЪ解決策を求める役女ω

行酪力は、地域彎男性たちも輩えていました。
『農業写女性が住きるとは』F咄域で女性

繭言自立す面とはJ『農村女性⑪地位向上とは』

こうした言葉が巻で氾濫醸ている時、僕女は
こぬような言葉を回にしたことはない.多分、

自分か農婦として隼きていくために、障害に |

なるも口を取柳除くことで、碑茸は》そ⑪時

その時にいま⑩制度や法律の中に身を置き、

現境壺ゃく|り 変えてきたのであるう。だか亀

こそ、全国●多くぬ普通に監きている農場だ
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ちの鏡になつていました。

◆消された無債労働解鞘運動

)  主のいなくなつた彼女⑮稲はどうなつた

のだろう力も 私は彼女の死から抜け出世ない

ままな日で、招⑮行方を知ることが認ろしい。

そして、Lロニヶ月ほど前印電話を忘れる通

とが出来ない感長い電話でした。
Fも ぅ今年で米⑮ことを考えなくうちゃ。

年々米価は下がるばかりで。私の労働賃金は

時間給百ノゝ十日ほど。年金だつて百姓|よ、国

民軸 だもの。月額にす机ぱ六万円くしい。

あなたと同じ鐸齢。同じ女性:ど うして格差

がひどいの。私たちやつてきたよね。農業女

⊂)性にも労働墨準法を労躙 と同じ賃余をと。

もう 79歳になつて、無理かも。通⑪考え闘

違つてないよね。でもなぜ、その流れは消さ

れてしまつた⑮。でも、私は働く農華女性で

あり続けるよJ

198⑫ 畢代、若い膳酬珀静たちは、町畿民にも

労働庭準法を !」 と声を上げ始めたも農協青

年部、農協婦人部 (蒟時)力 らヽ生産れた動き

です:「農家の息子と嫁ぬタデ働者解潤運動』・

と名付けられた農民運動でした。

良く考えて準るとこ農叢は世端整建義口中に

位置ギ lす られているため、思予や「嫁』《嫁

や姉》たち⑪労働は無償労働になつていますも

税llは■からみて 晴 色申告はMl」卜も農家が

続金を申告する時、世帯主かして、そ⑪農業

を下緒にやつている息子や F嫁」セちは『賃

金」を貰つていなb｀口で申告していない。

とても不思議な立場にいるのが、畷麺舞怪

営農叢Jと 呼ぽれている圧倒的多数⑪農家の

世帯主以外⑮農業で働いている人たち。経営

者でも労働者でもない働く人な印です。今で

こそ、コ動可⑩綱デ計に農業贄昔として曇剌壁満記入つ

ているつ鼠、「ング働き解消朋 が盛んだつ

た頭に|ま、と口続計の申にも農饂女性は隠れ

ていました。農家人口⑮中に0み生きていた

のです。

こんな昔⑮論をしたらバカにされるでし

ょう。今や農業女性たtは、『直売所』や『酵

ストラン』F力回]E理訃』などデ守』亀燿量が電と糀攣オフオЪ

るところや「女性起叢」岐 性認起農業者』

などなど農業自書⑩申で順いています。

そして、「タデ働き躙 動』に対抗する

ように軸 が出してきた 輻 協定」や『親

子協定』は女性や若者の経膏参画を前価とし

た 壕 族経営協寇」へと発展しています。国

を学げての「家族経営協起』推進は、なかな

か広涸Sり にくいが、そんな中で、かつて F撻翡

叢労働者』とbで⑪国覚めともとれる青午や

「嫁』たちの「タプ働者解消運動』はMiえて
‐

しまつた⑮か、歴史のかなたに散られて高れ

去られてしまつたようです。

◇『家族経営協定』趣認定農家

この『家族経営協定』は家族闘口民主イヒの

一もとしてはもその役割は大きいが、これに

よづて無償労働でわつたI子や嫁たちの労

働が賃金イヒすることはとでも難しい。そ⑮証

拠に前に書いた税れを変え感動きは出てい

ない意

政府ぬ農業政簾⑮申に F家族経営』という

文字がやたちに出て混説してしましヽます。通

れからは、『家族経営⑪育成・確保」を並慮

政策にしているようです。始め内容は、市町

村が認定した認定農象を進に農業⑮担い手

を定着させていくというち口。こ⑮認定農家

が割窪菫農家囲 14。9鴨 (N90錦 3月 )。 圧倒

的多く⑪農家は、著農家族農業で政策か嘔切

り落とされる方向。日本農叢を支えできた者

農tと りおけ老女性農民たちめ、無償弊働⑮

行き光が切 り捨てということになってしま

いかれない。

◇目率の農業問題は高齢女性闘題

現在の日本田農業問題は、_地域問題であり、

薗齢者、特に高齢女性問題であ愚ラ。

「家族経営協虚』を家族⑩民主イヒか嘔法的

効力を持つた福祉幽簾や高齢著政策:税制改

正から農業労働者としての位置づけにして

い力まなくてはならない。

-5-
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□生物多様性条約締絢国会おGttDlQ

ダローバルビジェング連・フォ畠ラム1開催報告□

F終わ1靱 のなし鰺 民地一自̀聰 ○生命 こ女性JI

脚 市民ネットOジェンダ基・6ヤイノFIテ イ作業鋼●鸞
盪京側畷‐中部 1羽僅静千 ―

手であつ・た女性たちは、
[改

第に仕事を追われ:

.周辺化した。ポがショ:ン・ペードごではt'生

存経済口回復と地域で循環する.市場経済□

共生を提言している。そこでフォーテムでは1

2日 間に和たり、金存纏済む市場経済の妻斃|

⑪可能性にもいで誰識しな。以下で1よ 報ヽ告

要冒警紹介する。

2.フォ〒ラ轟報告要旨

報告着⑪ マンtア 1闊ウラノ (フ 釘り,ピン、

国際彙融とlジエング∵)

昨年⑩瞼顆危欄輿鱚Ъ経済回復状況は遅い
.

先進国ぬ予算か飢適しているため、生物多様 :

性:力電画している1間関に援助資量を制:卿 :当 て

るiこ とが難しくなつている.ジェング‐?算
.

境開甲⑪援助.は、殆どが1生物多様性開導:では
な

,く 鶴氣候翠動関係に売ていれてい骨高先進
.

国は『グリーン0平 軍ノミマ』を拡大しよう

と試みでしヽるが、こ.の様な狭い考えに基づく

纏請骰芋に中いてlム 女性⑮地位晦霧)最低
さめ:ま までわる。各国が解決策として科学技」

術に頼る限り1、 こぬ傾向は31き続き蔓延‐し続
けるき               :
報告書⑭ ゾ中むランドリアマ画 ‐{マダガス

カル、アプリカにおけ番1闘罪とジエング…》
,|

サプサハラァ。プリカでは4億 7卿Q万人が

非都市部に住姦、貧国0中にいも。彼ら申多
くll■生存経済に頼る生活をしている恵アアリ・

中で雪改芋が市場峰済に基づ:懸 言`いうかぎ
駿、仕れは学なぅ:靱隷肉度と1植昴抑制度Q孤
母に胆ぎ春b卜 Ⅷ卿⑩体制‐が輸出用嘲攘畿作
物栽椿驚権濃‐卜、.量Ⅲが早下裁培を口[ぎ理こ|

しlている。・       ‐

報告蕎囲 タムディ異・サミュエル (ス リテ

ンカ:紛争ξ生物多様性ぬ醜壊》. |
近年口織争⑪母割は生物多様性理

'量

む:な地
域で製子つている・ テP側はっギトすムヽ リ
ポリア、コンピ、シエテレオネで見受けられ

10月 18日 から20日 まで名古屋□国際会
議場において、第 19国盤物多様性条約締絢i

国会議 |(GOr叩》諄開催されたが、1期吻中⑮

lQ`月 蝸 固力ヽら霧1目 まで回田日間嘔口 i市民

ネット市民ネダトワ中クジェングー守イメ
リテ才部会はグロ写パルジェンダーフォー

本会議贔褥出し嘔∫
γ『 イび・

パT言ず申
し

1,テーマ :『生物⑪多様性損失印『 根本厚

国』⑪解機に向けてti社会変革⑩遭艦睦提言

できるか ?』

些蜘多様性市民ネットワーク (蠅町市民ネ

養卜》は、地球規模⑮課題に提言する市鰺暉

全国的ネットワァクとして 20鯛 年に発足し、

条絢締絢国も国内省庫に政策提言をするため

のがゴションピパーパ守を作成した6申部地

域に広く呼がかけ発展したジェンダ曇 0マイ

ノリティ部会ペーパ守の過言は、以下口通り

でめる。.生物の多様性の損素が止ま幅ない

1『楓率凛国』は、グ甲Tパルな市場経済にあ

ると考える。市場経済のプローバルギしは、、す ´

でに 15～ 16世紀ぬ大航海時代か喝ラテン・ア

メリカ 0アフリカ ○アジアロ自然資温を嘔奪 |

し、植民地イヒする足とかし始まつた6基在、
.

市場経済印ダローパルイしによつて、趣しろ経

済的な資富の格差は広がり、主蒻葉も破壊さ

れ続 lすている自こめようにグ甲∵パルな:市場 l

経済|まも:常に収奪すべき資線と「植民地』を

採し求めており、・自然t生命、女性の『植民

地ぜヒ』は経れることカミない。なぜならそうし

た値民他的支配をしには、配代のグロ守バル

な市場経綺は成立しないからである。 bか b、

歴史を振り返ると、地域コミ晏ニティ⑮担い

手に女性であり、市場経済が始まる前から、

生物やと論の多様性を守り、珂ヽ規模農卵や伝

続的農叢を営んできた。市場経済が始まるに

つれて、司ヒ⑪先進国による生産申Jじの世界力琶

確立し、途上国においてはЪ生存経済の担い

〇

◎

-6-



る。強tlJ移性を生活手段⑮破壊は女性を生物

多様性にダメージを与えている◎また、給争

後□復興が新自由主義経済に基づいて女性

を排除している。

報告者③ アニタ 0ネーヤー (イ ン脚 アメ

リカ、環境政策とジェンダー》

生物多様性と気候変動に馴 柳離せない関

係にあり、両者において環境□状況はまさに

転換点にわるg環境正義とは、準境⑪負⑮影

響の不公正を是正するということでめる。気

候麦動⑩正義と|ま、公手な開発、公平な分囮

のこと。すなわち、豊かなも⑪滴S貧 しいも⑮

に対して責任を持嘔ということ。生獨多様性

の正義とは、すべての生物に平等な権ll」 を調

⊂⊃めるということ。そしてそ⑪守り手は、女性
であり、先住民族である。

報告者⑤ 導夕・セン (イ ンド 開発政策と
'ジェンダー》

資本主義⑭本源的様相 |ま、変fLしている。

米国の衰還、中肉の人種差漏嘔的簡度とナショ

ナリズム。世界銀行は、持続可能な開発と置

叢振興に設賢し、きわめてhな 怒しき開発

⑮モデルを提供している。現在、さらな蜀環

境正義が求められている。濶費パターンが聞

題な口ではなく、問題は鼈 不可能な生産に

あるL成長といつた時にはどのような成長を

すればいいぬ力ゝが問題なのである。通わ瀞ら

未来を考えた時、生存経済だけでは、問題解

決になふない。世界は急速に変ギにし「ている。

大手の世昴|まゝすでに市儡 済に変わつてし

まった。HD(人間開発》Qモデル自体鍮留変

わる必要がある。経済をケア④経済に愛える

ことが重要で、モノをつくる口ではなく、我

∵ビスの提供で雇用を創る。

日本側報告著① 堂本酷子 (元参議院職員 t

前千葉県知事》

国会議員時代、国際N帥 ⑮G吻由国 とし

て、フェミニストめ立場か嘔生物多馘 条約

制定に関わつてきた。その機千葉
1県

知事を経

験し、それだ諦uЭ立埋論いら幼 讐曜瓢畦とジェ

ンダー問題に取り組んできた。過去の日本の

公害問題を止めるために立ち上がつた⑮は

女性であり、これは粽 の申で鶉 ・生躙

様性を守る上で女性の役割が大切であるこ

とを示 している。アジェング 囲1に饉初には:

含まれていなかつた女性ぬ役割に関するhl
述を、NGO、 ユァスt世界の女性とに帯 b事

務月に強く働きかけ、最終的にはアジェング

21へ組み込むととに成功 bた。今回、ジェン

ダー問題は女性対男性の対立構国ではなく、

ともに繊争等諸闘層に取鵠細む欄Mに シフ

トしている□紛争問題口解決なしには、登物

多様性、地球は存続できない臨昴点に我々は

今立っている。
・
日本側報告者②大脇雅子 {前参議腕議員、弁

謹士》

インフォーマルセクターで慟く 人々は婆

当な対価をもらつておらず、パー トタイムゝ

契約社員、その他非正規労働者などは女性が

多く、不当な機いを受けている。奥行ピザで

来日したプィリドレ移住労働者0多くがこ性

産叢に従事している。また外隕人研修生制度

に大きな問題が生じている.彼らは 1鰯9種以

上⑪単純労働に従事 bており、安い賃金で最

時間働き、日本ぬ労働法に違反している。被

害者は外部とのつながりが薄く、行動を起こ

しにくい.ゆえに、それら⑮人茸を樵 運動

に招き入れていくべきであるきまたЪ移住労

働者に関する国際鍼な基準を作り、暑れを遵

守していくべきである。働き方節雹持続可能で

なければ:社会も侍続可能には最啓ない.

同本側報告書国 三隅儀子 《北九州 幽 協

議会副代表》

篭球における女性⑪平ンパワ∵メン トに

ついて報告する。4L九州市に縮いては女性が

職場に鶉いて決定権をもつケースが少ない。

戦後Ъ女は家事ゝ界は生産という分業節母これ

をもたら膨た。こ紀ぷЪ女性⑪貧国にもなが

つている。JL九州は警営八幡製戯画を通して、

日本の近代イヒを支えたもこれによ嚇、奮害も

発生し、朧康や上鋏多職性に悪影響を与えた。

工業産業に従事する夫を持つ萎たちがやが

で回結 し、批半Jに も耐え反公薯運動を展開し

た。女性だけiめ農業細舎法人、野菜直売所を

作り、女性が主体的に地域市場‐を活性イヒさせ

ようとしている。到L九州 Ⅲ]⊃ 撻Iは合害間

題運動⑩:田mを 受 |ナ継ぃでぃる。

一
『

―



0基奉計画口具体的施策に関するlmm了皐にっぃて

『易事典同蕪画書ホ討回ヒ駄即‐塾彎■き暴鉾岬皓鎌疇印申蜀串嘉』几甲鍵鐸等4ギ  :

男女非同奉画会議基本聞題 :計画専叩調輩合では、10月 25日 (月 》暴杏計画⑪鐸定鳴向け与
計画案ぬ戯終審議が行われ、12月 には第轟疫男女共同参画基本計画が閣議決窯事れ :策定さわる

予定です◎                                   i
男:女共同参画会議とえ本問題・計画専門調査会は、4月 18副に基本計画に感岬込むべき鯰題⑮

f害嘩屹奪鳳靖舞鶉鏃Л糧軋馘亨星餘htil看壼[塾
ら、3月 11日 小富山洋子さん鰤魃蓼屋を務ぬ遍駐 党暑女轟編覺餡趙鍵踪靱笏議暉よっ嘲L寡 炉峯起ll村

bモぬ麓テリシ歩譲実施きれました (寺 ジネリ畠14g峨参圏 意     
一
 |  ・ |  

‐ ‐

髯量8瘍L鰺靱賣霰瑾炒餡:看皇⑮鯰耳鯰誓f語顆鯰饉趙累鸞
がありました。・副LttJ ACでは(15の重要分野金でに提案を選駒ましセ。今号では、仕峨中か喝ギ中間整理に
驚は電lマ冨1鰊凩冬翼拳l邊贔氣髯鼈盈貪之鼈魯電霊PIF冤
鱚屹鱚呵卍予Fu畠:壼軋RI喜嵐耳∴冒畠鰤冬不曇塁卜熙た営庭繁量雪賞上塀謄學1議賞当富猾れ
たしましたのでご参照ください。           t           

《蝠元周子》

葬
…
竃予 剛 自

ey……
T…T…TTT…

T…TT…下TT…
…… …°

F…丁
TT躍 ・

::第 1部 基本的:な考え方                        ‐  |

l 第刊節野 政策は方針決定岬経へ⑩女性暉
l ・第

‐電分野 目案柴同参画卿幌点J串率|つた鋼

: 第3分野‐ 男性:子どもにと量で回男索プ

: 甲導分甲 
‐
轟副等□分野唱ぉけ番猾奏面均等鵡機会と特遇⑪確保F i       :

量

第5分野 男女印仕事と―室満⑪田和

〇

:曇

]曇髯1冒畠暑鰹鯰粍絣載財噸 ‐
第ご分野i 厨赳繭舅障害者よ外国ム器が出炒して暮らせる部境卿整備ヽ

第9分罫 女性に対するあ:らゆl昴暴駒面樋絶

○

第12分野:科学技鰤:0学翻券野に'甜J赫男女轟闘書画
第13分野 メデギアにおlする1畠薫裁伺参画口饉曇|:‐

1.第 ¶學1分昴 地補もぅ防箋:環境ぞ呻伸Q分覇:におけ51目.女鶉国参画⑩推進   |
第15分師 国際規範⑩尊重菅国騰機自卿『平響 11開発1平和』へ⑩重献

第31部 推銹  ノ
≪島安幾i向参画局赤高ムペ中ジ (書申トン 瞳tP,亀雌栃 。邸薗け中酌:』p〆 lを開け、カテ
ゴリーぬ申か島法律も計画ロゴロ山紫同寺画基本計画』善ケリリタしてくださ臨Ъ。  ・

節10分野 生糧豊通嘔と1糞性の健疇車侵  :.I
第11分野:男女共同参画書牲磐じ鰤線な選択を可能にオる散青日学習⑩充実

-8-



第 7分野『費国など生活上回困難に画面する男女亀の支援」

ロペ畠ジ番号 : p.33

項目番号 : ・Ⅲl(2)①
提案内容 : 非正規Mで あってもフルタ

イム画 lナ ぱ生活できる賃金が得られるよう、

先進諸国のなかで圧倒的に低い晟低賃覺 (フ

ルタイム労働者平均賃金比率 28%)を之|き 上

|ず る.2面も鵬⑩ 平均 (同 30%)に置する

まで、段階的な数値園標を設定する.

ロページ番号 : p`33

項目番号 : Ⅷ2(2)①
提案内容 : 昴女間・雇用雁態吻⑮賃金格差

を足正し、賃盆支払いの公正性や納薇 を担

保するために、職務評価制度の確立に向けた

研究会を旱期に立ち上lずる。性差ulll賃畠の解

消をめぎして幡動してきた労働者、研究者、

実務家を研兜会④メンバーとし、具体的な職

務評価プログラムを作成・普及する。

ロページ番号 : p.33

項目番号 : 画2(2)③
提案内社  時間外労働を含めた一日あたり

労働時間③絶対上限を事実上設定するため、

ぼ趙 仄]軋に夢切
鳳時闊

子育ても生活 も日々行わなければならな

いものであり、仕事と生活の調利は、一 日あ

たりの労働時間鵡tllが不可欠であるL EUの
労働時間指令では、時間外労働者含めて週平

均 48時間を超えないこと、一 日の体息時間

(Fest)|ま連続 11時間とすることで、事実

上、一 日の最長拘束時間を設定してお 蜘、は

眠時間や家事・育兄のため□生括時間が確保

されている。これじ⑮労働時闘規礼が行われ

ているヨーロッパ諸国は、女性就業率鰤菫高い

だけでなく、労個□誕劃陛も日本よ物も高いの

であ嚇、仕事と生活ON和口ためには、斎償

労働時間⑮絶対上限が必要でわる。この具体

的施節は1無償弊働⑪経済的 L社会的蟄価 (第
:

2分印、p.lS、 剛纏 (2)①)にも関連す乙

施策であ明、『男性を含めた働き方⑪見直し

を含む仕事と生幡⑪調和』とは、有償労働と

無償労働⑪社会的な再分配である。

ロページ番号 :・ p.34

項目番号 : 画3(2)①
提案内容 : 第〒に、就叢支援と|ま何敬⑮か、1

その定曇を行うこと。第二に、就業支援政策

の政策目標を明らかにしたうえで、政策目標

に照幅した儡 国幅なたてで、瞳濁諄記%を機い

証すること。第二に、『ひとい親世帯の子ど,

も暉贅囲率」⑪削減を政策日援に掲ば、段階

的な削減口数値目標を設定して、母子家庭政

策を推進する追と。

2009年 11月 の厚生労働省発表によると、

日本のひ と蜘親世帯⑪子 どもの貧□率

58。 7%は、配卿 平均 (30。 8°/。)を |ま る力ヽに超

え 蠅ゝ曲3Qか国中 1位 という異:常な高さであ ・

る.『一属の取組を推進する』とあるが、果

たしてこれまで⑪母子家庭施策の延長
‐
でま

いのかどうか、政策ポ価を行 うべきである。

たとえぱ「識叢支援を提供する」とあるが、

母子家庭⑪置の識業率が 80%以上である現

状においてこ就業支援は伺⑮ために行われ、

何を固標としたものなぬか、政策目的が明確

ではない。母子家庭等就瘍 薗立支援センタ

ーの事叢実績も、相談や講習会の「件数』と

F就業実績 (常m/非常勤 0パー ト/自 営

業・そ⑮個)』 しか把握されてお幅ず、どの

ような仕事に続業できためか、仕⑪雇用形

憔□賃金求準ф労働時間は調査されていない。

満叢支援策などなかつた時代から、母子家庭
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の母は常に 80%以上就禁 bできた口でおり、

母子家庭等就業・目立支援センターで調業主

援を行うのであれぱゝそのことで『より良い

個ピ事馴 に就くととができた⑩かとつか、横証

すべきである。姜青費相談支援センタ〒も、

単なる相識や研修の提供にとざまり、現実の

母子家庭⑭塾種に結ぴつしヽていない。問題な

印は竜就業支援、1子育て支援、姜背費取得支

援など鶴「総合的な支援費展開する』という

理由で、兄董捜姜手0か間』滅され、個竜挨姜

手当の予Tが他の支援策の予算に振 卿分け

しれている点である。にもか力ヽわらず、「総・

合的な支援」④政策効果は平明瞭でありt世

子家庭等就業 二自立炒 センター、養背費相

談支援センターなどに貴重な予算が同され、

書話を受けた団体⑪運営4になつている。こ

れまで囲母手家庭政策を≧層推進する面で

はなく、ミ
酬
政策曰標を明らかにしたうえで、こ

れまでの政策の機証を行い、Fひ とり親世帯

の子ども④貧団率』m・肖嘔減に向けで抜本的な

見直しを図つていただきたい.

ロページ番号 : p.34

項目番号 : Ш3(2)③
提案内容 : 第一に、.就学前教背 膿 育MO
幼稚園)を無償イヒb、 どのような家庭蹴境で

育てられようとも就学前教育洒3受 けられる

機会を提供するЪ第二に、各臼治体に縮いて

は、提育国にも幼稚Nにも通つていない子ど
:

も全数を把握し、そ印家庭すべてな個ulJ訪闘

し、子どもが育つている家庭環境を把握しつ

つ、感要であれば各種の支援策争結がつける。1

『子どもの貧□」対策は、就学前から⑮支

援瀬留大切であり、そl⑩政策動鼎⑪高さは電英

業でも確認されている。またも儡青閻lこ ち幼

稚国にも通っていない子ども⑪家庭は、地域

で孤立している可能性が高く、育児不安など

から児童虐待⑮リスクも高いb小学校入学後

も、子ども⑮成長 0発達に影響を与えるLれ

があ⑬、就学前から⑮支援は、『子どもの勧

国』および「費国●世代的再生産』を防止す

るために極めて重要でおら。第二⑩施策⑮実

行を連して就学前教育 《保背園 e動機園≫の声|

必要性を把握 bた うえでЪ第一の地策に結び

付けていただきたい。

ロパ¨ジ番号 : L34
肉曰番号 : 皿4(2)①  l.

提案内● : 生活保護受給者、個董擁義乎当

受趙者、母子生活支援施設 :・ 婦人塀謹施塁 0

BVシエルタこの利用者などで、高校事業資

躊 敗 靡 詢 憬 鑢 忙 ‖ [験 1了 o・

卒学屋が得られ魯ような学に取得支援tを行

う。                             |

)率・高校申退など、
‐
高校事業資格を得で

いない揚合はЪそもそも雇鯛盤会カミ限嘔れ、`

社会人ぃ1職業人として自立できる就労機会が

211約 されている。また、間校事業璧格を得て

いない人々はこ子ども期において恵まれなか

った家庭環境から高等教育を受ける機会をF

奪われ、中卒 心高校申糧で社会に出ることな

余儀なくされたケ守スも多い。 bたびつて、

N去ぬ不利益を歩 bでも蜃復しЪ『貧国の再

庫写掟賣砥幽 厖量:「瞥ポ 画判 :鰈 〇

ワーバントにつなかる波及効果も期待され

る。                .

ロページ番丹 : D。 34

項目番号 : 皿趾 (2》 ②    。1・ 1

提案内容 : 配偶者からの係カロ被害者に対

する「巫業によう薗立支援』については%職

叢司練中0生活費総村を押 うこと占.また、りI

練内容を充実させることも   |

DV被害者はも子どもを伴つて追Mてい

る場合等、すぐに訛実しなけ編はならない起
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とが多いが、今までの職場には戻れないな新

しい職場を見つ |す るため⑮喘業副1鰊が必要

コ項目: p.18 皿2(2)①
・提案内容 :企業にね|す る男性管理機等の

意識啓発のmと して、趙 調査、実燿調査Ъ

研修を推進する。提案理由は、具蝙的に意識

啓発い方法を提示する。足とカミ必要である。

日項目 : pe 19  Ⅲ3(2)①

O ・提案内容 :子 どものRから男女共同参画

の視点に立ち、生涯を見通して、自立をめぎ

して慟き続ける意識を育てるためのカリキ

ュラムC¶翫墾・研究 O実艤を押裂黎ナ面◎提案

理由|ま 、「キャリア教育』という明るいイメ

ージの言葉が先行しているようであるが、具

体的に、自立、自己実現⑮経済括動を書き込

むべきである。

□項目:p.19 皿 (2)④
・提案内容 :子 どもの貧国の連mを断ち切

るため、若い人たちの安定した経済蒻 □た

第 3分野『男性、子どもにとつでのR女共同参画』

であるも鐘活費綸付を伴う峨業が締が必要造

考える。        (担 当 :藤原 千秒)

め⑪法整備を含め、雇用環境整備を推進する。

提案埋自は、雇用彙境中暮イには、1990年 ・

代の労働者派遣法をは醸め、日本⑩労働政策

の間違いである。子どもたちの賃国の解消は、

その親たち⑪雇用環境、労働彙境の政書をお

いて他にない。 39代、建0代印雇用氷同期

の人たち■の対策を立ておければならない。

昨年来⑮ F生活困難な…Jと いう報告の主旨

を生かすべきでわる。

■項目:p619  Щ4(2)①      ・

・提案内容 :子 ども回男女共同参画の意識

づくりに関わる NPO O劇□ ぬ取組に対する支

援を獲進すも◎提案理由lま、明⑩・NGOな ら何

でもいいというわけではなく、活動⑪趨冒⑩

中に男女共同参回、男女平等顧理念を持って

いる団悴への支援であること書き込募たい。

(担当 :黒見節子)

Q項目抑赳8 Ⅲl輌).
・提案内容 :女性の人生の各ステージにおい

て、女性の人権確立に基ぞく健康評 医瞭 ,福

祉を包括 bた、女性のJltと からだ、健康に関

する法整備を検討する。提案理由は、現在、

女性の性とか聰だ・健康に開する法律は、母

子保健法、母体保護法t刑法堕胎暴など⑮個

uljの狭ぃ枠組みでしかとらえられていない。

包括的な観%か らの新たな法整備が必要で

ある。

□項目 :p。 48  Ⅲ2(2)

第 1□ 分野『生遇を通Eた女性口健康支援』

0提案内容 :周産期は瞭小児科医療に提かる

女性医師の増員をはかるため⑮嘔境整備を

促進する。

□項目 :p。 49 Ⅲ 2(2)
0提案内容 :⑤の代かりに、発達段階に応じ

た、リプログクティク 0ヘルス/ライツに対

応した性教育⑮実は。樋案理由は、答申の「発

達吻階に応じた適切な性教育』の F適切な」

は曖味である。人権⑩尊重Ъ鰐女平等、自己

決定などの方向性を飼確にしたリプロダク
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ティプ・ヘルス/ラインに基づくことが墨ま

ししヽ。

□項目 :p.49 皿2(2)
・提案内容 :⑤⑮代わiり に 刑法踵胎罪 (2

12条～214条)の廃止警視%にいれた検

討会を設置するも提案理由は:女性⑩人権⑮

諄重と朧立⑪視点から、女性め自己投定を調

めない堕舶グは廃止すべきである。妊娠には

罪女双方の責任が伴うに抱かかねらず、女性

口みに国ぬ同法は女性差層1的である□女性差

局U撤靡条約第 2条 (3)ではt締絢国田義務

として「女子に対する差別となる目国⑮すべ

ての刑罰規定を廃正すうこと』を飼立してい

るL嘔:EDATめ 2800年 日本政府は対す

る織括所見パラ5⑩ においでも、女性罰訓規

定の期鋏と人工妊娠中絶を創罪とする法⑮

改正を鰤告されてい3。

日項目 :p.49  Ⅲ2(2)
0顆案内容 :女性⑮健康・ Jい理的状況 □化活

を考慮 bた薬鰤 0タバコ・アルコール依存者

の輸療とWハ 曹リテーシ当ンの推泄をは面告

る。特に女性依存者を対象にしている民間支

援団体⑪支援を行う。

|  (搬 当 :申のまえ知子》

第 1露 船野『科学技術 心学獅分野に澗ける
i昇

女共同参画』

口項目:p.57  Ⅲ摯 (2)0 5行日

嗜提秦内容
::女

性研兜者□採用 0■用スぴ晏

遇をほ賤するよう。提案理由は、原女は、女

性研兜者の採用 O登用及びそ⑮謄屋を促進す

るようであるが、活理は具体的な内容に入け

る。ま鯉、大学中研究機Mに精いて、上位⑪

ポストヘの具進が、画部研究者よ柳外部から

採用が多いケースは、内部で女性が記力を発

揮できる環境になかったことを示すバロメ

ータこにもなる。

□項目:p57  Ⅲl(電 )③
O椒案内容 :参画⑮拡大を固嚇Ъ,両率を強

表する。提案理由は、参円を拡大するととも

に、結果である参画案の公表により女性比率

を肉めることができるため。

日項目 :が57  Ⅲ'1(2)③
6促案内容 :2(1)施策⑮基本的方向であ

るが、3行 日に F女性研究者鰤毬出産・育児等

との画立』及び 5行日に『出産 0育児等⑩負

担」とあるが起れらを出産・育児ゝ企直等と

し、介護を加える。促案理由は、女性研究者

の中には、年備に曰わらず介護で研究者中断

したゆ退職、非正湿職へ就くも⑪が多いため。

□項目:pS8(2)⑤
・樋案内容 :仕事と出産Ъ介護等●面立支援d

提案理由はt上記項目と同様な理由により介

護者向固えること。

□項目:D58 (2)◎として以下を追加6

0提案扁容 :育にや介護に従事している有期

運用
'の
研究者には、雇用飩闘⑮延長及び業続

が側に配慮す濁よう研先膿関に働きかける。

提案理由は、者手研箋者に1連却制寺ぬ採用 ◎
が多く、短期に業績を上l■

・ることが求められ
:

でいるが、育児中弁護に従事している研究者

は不れな立場にお繭bれているため. i :
(担凸 :国 中:和子》

※ 提案文中の頭国回は警申申口「施簾口基本的方

向と具体的な取組」の項目番号です。
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鳳:閻    !
二已曼メ■り‐シゲリスト加戯回Nずず山‐  j

北京郎 世 話 大 会

現蘊、司ヒ京瑯 個姶 員の方で、■員メーリングリスト (以下t:4員辟 と1囃 1遭覺録してい
.

5方は半数⑮約
・
釉名でサLi貝 :鵬 は鯛囮年 12月 1亡轟鼈し感年になるぅ1と しそいまサ:  :・

1 最近:当会④活動に精しヽ守会員肌における情報菫要度がより高まっで讐ヽ高ことを精伝えしご

な鶉多くの方⑩ご加入をお願いいたしまれ  (平続きは下諷 ilII:I::[内 期 '。       11_
高まつた金員肥:⑮重画性

|          :

今年は、第3次男女晏同蓼画韮本讀画口鑑定作眈□年にあたも起ため■通れに向iサての女性
‐

固倅⑭それぞれの■員嘔葬嗜の他ジエング違閲係峨幅
1警駆胸膨た蝠 諏雪非滞t鼈 てしたξl'

集 め4月にti屹軒礫之 珈 曰軋藝夕鵞楼Fされたこ:R銅計画lR場卜漑べき颯 ::『中
・
聞贔型』の公表:それに対する意見募kt Si地域で囲錢聴会実施、7月ぬ下旬に男糞共同動蜃■■‐

議より内閣総理大臣黎響申、8月末縮切で書事を踏まえた『具体的施策ぬ鸞案』募鼈ギおりま

.した。        1  1    .l・                        ・

L会⑮会員メニルにはそ⑩都度亀これら⑩指靱魯掲載‐1しも輻屁1鵬 より早く縞知らせはできた

ち口もありますj特に8月末に締め切られた『        lこ Mbでは1・ 重点分野Ⅲl目 i

=鯰
鯰全でに提案を価すことにbご 初めて圏試みとして 担舅者は謳案:軋懃

‐
覆縮飩前に合員が1

・―ルに掲載し、
‐
意見巻数伴いただし町た■で提出bま bた 爛袢間的余櫓□おきなどで反映できたil

ものと出来なかつたものがおりま制 t今後もこ⑩ようお意見厘映口方法をとることは世話大会
でも確認していま:九 パプリック,コメ,ン 移mを 基るをどξ.何衿瀞口靡酬麒吻定胴 書`

・

る場合や、ジ塁ンデ守政策         をリアルタイ挙に近いかたちで伝えも知嚇ゝ

意見鋳提案を椒倒して懸,電くには速報性ぬわるシー鱚 有効時 も
半数回力と情報が共有できていな嗜隧

覗 蠍  脚    訊
,会員⑩方力ヽらの情報爬供もあり「:蒙騒

廂環境にある蔵%去員MLl[笏入社 ! 塚辱λ雪閻膨蛛饉辮鰹|

だきたいと思いまえ

屏替施Li           占

麟蒟う∫

用』i画ぽ財血 :咄1  刊哄 講
起は           '⊂ 硼蒟融腫

噸 陛 鋼口踊 勘
イ
唾 感 l酬財 つ

I・事冒ルアトレ翼替配入して×目瞭てくださ喝Ъ

t  ‐  ビ1画5     11f琶厘□可琶置bⅥ×遇

“

場: :

れるので、その涸0底 緊鰤性画面面議会活動 :
に  す鍵瞼肉硼熟って騨 列 能し

:

■凸■.………点■.……二。鳳。F

◎
『守ンスリ‐北京諷ド

第 151号   ‐

l ml⑩拝 11月 1日 :翻鍮  :
o編集ぎ発貯  丈渋:血竜鰺碕囃盟I

心担当懇話人    絣'元
1筒:学

:

○〒11帥蜃麹   ・・

銹 琲 13

本部コーガレイシヨン,獅

◇胚 :(M翻肉剃囲彊,     `二
◇ht蝙プゐ山i醸,」 蜻ltザ

蜃 鞭 蛛 鯰 蜀 :剛核 蝠

軋京臆 鼈 局
‐

-14-



幽疎雌襲脚駒蜃聯酪壼ぜ

靱 連洒鰊隷脚σ  寧152号
山 囲 蝕 測 飩 胸 晦 価 雌 町 詭     囲 ¶0年 12月 1同発 行

ロセミナー F知と文明フォーテム』親音 ……………………二……………….9.g・・……鳥…… 2

～ シン

『

ジウム F生脩革命と共闘ぬ餞霙」諷昔 ～ ,

.昨年 10月 に開催されたセミナーと同じテこマ、報告者ゝ同会でシンポジウム油電開われ求し
た。セミナTでは鶴江鱚由美子さん、中嶋公子さん、長沖鶉子さんざ報告され電活藷赴議論癒琶

行われたということですと性、鋤 に関ねる自己隕 |こついて考えさせいれま九 石田蛛
子さんからの興味深いレポート覗

日『轟詩ノ被客と子どもの賛国』シンポジウム報告  …鳳 O鳳………………T…………Ψ…4
「ぷルノ被書と子ども回鯰囲J～ 鶉ぴ呻かさ編る子どもの性 ～

司LttJ ACも緩援□件とbてみれしている「ポルノ被春と性暴力を考える会』主催のシンポ
ジウムが開催され、R調講演もパネルディスカッシ当ンが行われましたな青少年健曇青成とい
う名の下で条例づく柳が進められている地域もあり、女性やテども⑩権利としてピう考える力
が聞われていますL船蜻邦子さん⑮愧音で九

□        躙Ю "… "“∵………………Ⅲ05

～ 1%鶉赳到鳳     コ嚇⑩醍騰築 ～
11月 邸 日t測隕譜蜘嘔八酪蜀われました。米軍讐天闘魃地闘題力秘争慮にされた知事選でb

た漁ま、観ぬではどのような選挙聰力事行われていた⑪力鴨 F沖縄と同 『基ぬとにJを考えさせ幅
れまち 沖縄からホットな輛音を書いま ださつた⑮はプリーラ〒ター⑮普天間腕さんで現

日 瞳膨山男女共同参画基率計画 麿勤J⑩そ⑮後
10月 胚 日 (月 》、最終⑮基本MMO計画予F目調濾会で鱚示された基本計画 《案かと、そぬ僅

開催き机た鍔女共同参画会議□畿表資料囲内容変fLを亀嘔圃鱚 力蜀b求められているフォロ墓プ

ップ項目 岬暫定的特閻措置、R淮改正)を申山に、中のまえ知子さん吻親告しま丸

□ F要望書」 8
嘲LRJ真爆は、9月 15日、菅総鐸大臣めてに

男女共同参両担当大臣任命にっいて⑩要塑書J

一つ峨運動です。

「組閾にあえ柳、女性聞僚口登則と両闊臓特命
を提出しました。私たち口願いな伝えていく

自 会員コーナー  ・…………………・・・・tu・・・…………………………………………………………………… 9:

今号では、米幽員梨子さん、キ山満智子さんが書むヽでくださいました。納得⑩いく生き方を
したいと元氣に幡翔されているわ二人の生き方を紹介bて くださいましに

□ 定例会・来年度ロセミ責…□おれらせ二暑田他

7=

1田



□
ニセミナ≧L[知

と文関フオーテムJ轍⑮l

膊午 lm月 に亡くな幅れた工童ロジカル0フェミ

ニストの青木やよ移さんは、休郎咆精と1腫膀瞳で

始ま|つた壁鯰草論に対しugm葡夕肺=けナでl郵蔵
'

機鱚魯持竜れていた]こ   雹Ъそれまで計の

手Ъ居か鍮む噴酬揮樹怖の内部マ行帥 ダていたと

ド軋人期的操作を評すことになつた力Lらでわる。

青木さんは人類がはじめて褥験する起め現象を、

肌闘盈自然と申    口   口おり`声

を聞ラ根本的な問題』であるとしてゝ 崖瞳朧理と

いジ新しし嘲臓:を打ち立てる必要な主張されてい

れ          |

眸平 10月 t脊ホさん⑪尋印問題提起警もとにも

青木さ脇と言闘劃麟り ぼ`鰤製鰤蝙轄清欄卸

さん繭武主察する F知と文明めフォ宇ラムJぷ『生

に革命と人間の未鼈」と題する2日間にわたるセ

ミリ‐   嘲浙彗レ≧1卿諄誂套Ⅲ翡轡■
書きになるlまずだつたご蓉書⑩ためロフラン累語

口    懇織介していた固麒で、同会も=と bて

このセミナ皇に参れさせていただいた力言I発れば

とでもれ翻1を 2日間だも亀     |
書ぬ成果をより争く彎方力と共有し、議論瞥よ

咽慄噸るために119月 帥 日ゝ 東靡目自で知と文

明のプォーラム、日本女手大学女性キャリア靱魏

所:欄     囮性鐸蓼靴螂鯰 ⊂嶼催で電

1鐸前と同一ロテぃマ、饒告者、劃会でシンポジ

ウムが開か憫た。   i         :

菱濾団陣む此磋して杉山直子日

⑮ご挨りで始まつたシンポジウふ□第‐部⑪最初

め輔昔はア・ェミニズ嘉研究の第〒

由美子さんによる「プェミユプL

|

～ シンポジウエ
・
曇貪薩隼命と     朝`蕎

嚇

身体⑭自由ぬま儡障されないは炒対鉢吻動は抑制l

されるという1罰%でも自由権 靡 の自由》‐
は人

:橿ぬ基本軸 るもし渤琶   隋 慮繭

の Fメ畑 とは身で%糞は含ま直 、いな歌つた辞ら、

フ黒ミ手ズムの間いは F女性繭人権』画獲得囀匝

史であるたる女は珀膠権鐘得褥ロフエ亀昌ゴムロ

礫題として電性呻凸Lといつた縣悴⑮自由に関わ

る自    雹幾づていたD第霊波プェミ尋ズム

閻 騨 儡 颯 躙 ]こそ赫
■翻 Lさ

Ⅲ
b亀

◎
プ平ミ尋尋f十 .

唖輌鬱載 .してご・童挫   自己蛛膚の自嘲費

広げ愚としても椰泡釉成だつ鰤 し愈L瞳 コ鴨屏呻

体鉾受縮蝿誕壁醤%にも斃餘技怖とシェ亀・ニゴム

とのM漁寵郵暉
‐
5。 新醸い判闘辟嗣I、 口蜃珈

管蘭     不妊潟療という■枷⑪目的な濶

えて、個人lこも社会にち多く印同痣■|もたい|した

からぶ甘・成勤予酬囲∫叫こも諏つ礁〕聰ず、子どもな

もてることかの期待ぱ課ゆ節到闊らな、不に結瞭鍮

受ける糞性は:洒閂さんが『生殖峯ml≧ 呼

副鰤己lビ薩もた こ耐吻はまたよ
´
髄聰詰鉤鰤

口生躊機綸を部雉f惚する:機会潮識を輸fヒする危険

もある。          iI打 :ヽ 111 111‐

恒鶉國人権顆想か幽れ出した自    、lh
を手⑮f画チるLぬ「「『壁斃拳縮J警前によ

再考れ られ雹。曇噛酬渕郵彗 蜘 て、高載し

たN々ムを前提とするソぷ零盟ズム

暮噛出すb億こでは自己であ柳他者でも趾る船児

ぬ薇趨用 してしれ面⑬産け ,直まなしЪは M

還]舞]輩種霞曇講友祓問盟
・

としてあ f百己晰鮨罐めれ に■適かなければ

覇田ヽ
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ならない、と江原さんは続んt

続いて、翻嗣みで日化       ⑪中嶋

公子さんが I女隕口身体⑮自己決定権と人工生殖

技術嘉フランスの代理懐胎をめぐる論争を中′かに

一』について褥 今、フランスでは整詢倫饉法

改正が準備されている。その最大の幸剰ローつ、

代理懐胎印合法イ脇をめぐる議論□紹介を通して、

法と倫理⑪関援、女性の自己趙定権と人工集饉鐘|

怖の関係曲E考察され、「生腫鼈理をどうつくる力」

という青木さん⑮閲隧提起へと同師 報蕎でわつ

れ

法改正を前に、一昨年から、主な決塵機関が相

次いで人の身体の不可処分性と人ぬ嘉分口不可処

趙 鰹鰺鱚藉硼 l通鞠錮蟄洟鑢炒釧理解

を出しなじ論理と濃⑪関儡て注目すべきはゝ怯案

へ⑮最も影馨力ぬわる       会が示し

た、代舅懐胎を淮制ぽLしても残る鶉埋巫問題亀⑪

視庶である。他方市民社会では賛唇がほl郵勒範

賛成源は子どもなも嘔権利を主張する人々ゝ合性

イ直による化理母ぬ身体的リスク削減や代理懐胎が

計された外国で代理鳳からすでに生まれた子ども

口   を訴える人寿亀 塵対脈]  立場

か幅女性⑩黎膵銹 L・ 商品fL O搾巫i鋤田え、

子ども⑪製雉化を問邊にする。

今プランスマ]ム 19馳 年代硼糞性たちの「識し

いと望んだときに、欲しいと凰つた子ゴもなもち

たいJの主張が、優壁学と結がわく生倫口制御可
・

能性⑮言識を生み、人     口笏腱む腱した

としヽう厘響力琶わる□国家0個人 01都鯰口園生学者

前にして、自体 (母性)⑮自己決定権は聞い直し

概直られる。そ⑮屹、他者性
・
鰈 ボ荏のこの

甑轍冬颯珊     劃藤篭部む『主陶

の概念に基づくもめにできないも●力亀董随倫理

はこα媚需きな『主錮陶棚醍轟景隠してし力莉ち顔

られないので|まない力ヽ とW嶋さん|ま闘う。

最後の新告書|よ慶応大学辟蜆援⑩長沖醸予さ亀

今年|ま体外受精Dパイオニア、RQエ ドワード峨

ノー葡は 制睾謬 [(‐ m歳画飩暉暖巫口輻

%に よ盈睡賑等、まさに今回のシンポジウム

のテーマを考えさせる剛隕率が起きたという言葉

で始まつた『些殖捜繭とは何力ヽ・・・当事者⑪編

点浦琶与えるもの』と返する報告l本発生字を中Plと

する生物学者とプェミ三ズム連靱巫D二つ口視慮

が交差する場からのもので、キーワード1寵予乳

19ド 年代かし、.進朧汗蝉 0生命鮮 0生鑓撞i

価はセットになつて発晨し、生命争⑩操輻が行わ|

れてきに 体郎覺情 e胚穆植    間の強命

⑮銅:験 方にあ明とあらゆる可能性を捕いた菌発⑪

背■に]ム 生魏魯艤械と同様に碕雉力Lら構成され

悪い部分は交換すればよbtという機械論的粽 |

観 0〔郎罐肺‰ る。それを提本から問い面bた日

が1懇曲隼赫アィンレー   、新しむ畦癸職術

には1)野伸の部誦化〇商聰f脇を進める、2)女

鍮自己決定権を導う、自》不妊問題を解決しなし`

好⑪問迷DSあるとし、変わるべきは社会だと圭脹

したきこ⑪麒断はまわたく正しかつたが、現駄は

さらl仄写覗Lしている。

これまで日生蝙魂を変えるには蘭事者Q語聯か

ら考えるしかはし鼈生殖医療に不妊の男女、配籾

子け 、鋼 、子ども、予孫へと当請 祓

大する。撤 れてくる子ども価 者向けるとき、

生殖医療にねlするインフォ7ム ド0コンセントや

自己謳定回閂界は明ら力為になる。子どもも含めた

すべての0事考日譴崚醸鰊なつくり魃験を言語ギL

すればt皆で共有菅きる経験 0知識となる。発れ

を基に他者との関蒻□中可決虚糟E行れれる他会を

つくることが璽要で、こ酬鵬TD厘馴帥

組みを変える⑭だ、と長沖さん憶主張し亀

第2部は『青木ざ起⑪親にいたら示したでおら

う反応」をコメントされた瑚LI方Tさんに続き、

もう一人ロコメンテーターロ和泉鰤恵日本女予大

学    漁L亀
lま不妊治瞭咎mにおける男性不

在葬選択的申紬とで鍛中絶硼線唇‖きに増いて⑮闘

虔提起鐵電あ柳、会場繭Ъらも沢幽⑪意   力電出

されも鋼告者と口闘     醐晨開され亀 :
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Olli鵡
～
麟に踏 と子ども孵卸瓢 やンポジウ鶉

・
.i遮館メ1機М曇子ども峨劃m.

～ 鯛びやかされる予|どもの性 ‐

ジ ξ
た 制躙 」ACも僅援胴体として涎 ◎

:

lfi》 基調講耐⑮墓も|よ、日本ユニセフ協会の方

か喝口1‐「児童ポルメ1口
被讐と実顆■赳際的取:蜘

組

みか嘔』と題ける醜 も

によ局と鰈 の M踵訃ルノ電錮判‐⑮

劉唇人¶核錆恙譴蠍字・に選鉤 甲
ず角》も1年齢靱℃は高校生躙%、 :中学生田%t増}

掌集15鴨可国際的|こ雛て'も     口と低鑢齢
イ呻麒 郡¬0甲本¬鰻剰    イロ
違 鯰囁蜀が 岬鋒 (19叩 ♂ 口 :等計さⅢ
ているが、購入や晰鰤調毒l卜されてレ)ない≧‐
と越:ちなみに単純浙持を法律雪業上していなし)

⑮はC8で日本塵ロシアだ晩

の危険性を常に主張してきた。またインタ■ネッ

トサィト測彗らの児童ガルノ画像めダウンロニドは

欧米マ1靱 な馴   となる力雹日本では

「

放し

てある。対策の遅れとして問題が見えにくいこと

て洸卸浦E不十分であること力言わげられ亀・

(露 )も 勧一つ□鱚調講向では、陽澤直実
｀
く立教

爛 さん口『子どもの質自ど1%上 にもしヽて。
‐費国lこ晒されると性暴mの野スタが大きくな場、

世暴力国晒されることによ.6鏡困器L⑩ リスクが大

となる相関関係、費回は賓団濯けで1ま終わらt
奪馘れていくも口がしつ卜に大言bつれ事舞彗国と

性暴カロ3つの共通点として第 11に見えなし亀見

えにくいこと。第2に見えていても、その本質Ю冒

見激 し`
申
しゝ そ⑪背曼ぃは攘み分l鵬 ⑩せい

生申リアリテ輪甲封 L例えば学靡尋

択制呼よる予ど` 世T■変寡などがあげられた。

MM瑯蝙屹贈  鼈又
レ`うことはで不利議ξ恭利な時懃ヅ遭雹董式虔戌き
辱最感黎盗裔きゎ逮 踪錮hi蓬l爛戌制   ‐

R合で学虚漁賢遠く通り遍学国難でR挙しモ11しま
'つ

鰤 :::紳

な鳳 これらぬ盆輔 ⑪ヴォイス町ネ鯖「をき鰤

面構造を変えていくには問題解換をしてしてため

鼈 をひと咽墨踊 鵠詭側昴lこなしヽと強調され

れ             
―・

ロパネルディスカ拶ション

第量部口ぷネルディ・黒カップ,ョ ンは『子ども書

・取lり :善く
L{尚

醐ML雖考える』。i   :
mに 1日 歳か瞳即議ま∵駆好ども海堪力蠍き

なポl馨自立に向けで生活する鋼●掴越施設■向窯

擢勁ホ中導鉤職Rc)詢lい1鯰酬ml覇野暴レ尋印

怖菱,こ しての高挙[笏農絨峰疵鯰幹ら―魯暴轟鍮レ〉

虐待ゝ み墓:う としな町l蜻特についてご:また自:立支

畢ホ■+理Ⅲ藁鰊甲あ躙等:ラ 眸r),IF予腎1押酵9

『ウイMl     仄当

害|こ鶉 し¬
・
『メ懃肉な饉嘲塾」

―
懸壼
｀
峠ξ也ぬ函め‐

盪 1磐生み自己モむヽ通也遷6「具体的には呵識人
ぶ赫夕|]鋤S MI島試ルプ』Ъ性槃攀きが

‐膵子ど名謄鼈愈‐

基生みだしてiヽる三と高 防止簾:と しての児童ぷ
ルメ禁上法は消費を肉視していないことを閻 く

メlぬ 据鰤郵×躙 ど 日馴判幽巫麟肺蝠菫

躍理m・とゝ ら繭蹴亀        ・

糊ま¬1叩0」甲はじめに Fポルメガラフイ輻

¬IPな申電ゃ惰列mとして⑩尋颯ノ挙予彎
程中写予勢申申輩劃l帰 岬卿紆時 デヽジC
了ネツト甲讐辱F卜 零年辟口   どち卿褥利|

警
いることI瑯けして」ど口ょうな規蜃鵬可能藤めか
について、現臓 ζA起鰤飩会《19月112月 )でど

0
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● 鋼蝠 臓 騨 財

壇剋閻舅瓢Ъらlm脚護鷺～

□『環罪秋笏 期 減 リオ

11月 躙 日、第 11連劇帳鉤蝠嘩選で米軍普天闘

墨地口「県内麟劉郵枷 を撮げず「景翡麟量』口

言葉を用いセ卿聯の1囀艇炒睡動ま再は証難 した

場駿曜殻反対』=「鳳箱麟識Jと解されるかも

しれないがニュアンスは微妙に異なる。県内穣設

とは普天閥基地な沖縄踪司ヒダ⑩キャンプシュワプ、

迦野古崎へ移なすることを指すが、景外櫻設はそ

れには言及していなし、りまり県内穆設を明確に

反対していない〒県内穆財選択の数∞も含なとい

うことになる。

説明が無幽 一見 「ゝいよいま仲非巫も辺町

古移設案を反対する⑮カコ?』 と期結し力)けるとこ

ろだがゝ普天間のT期闘鎖、県内移設直力で四野

古の問題を結縮させたいという紳憮画民意を無視

して1     申購利蝠 、ヽと考えたからに

過ぎなしゝ 「経済ぬ仲井動 曹謳書ヽコマルセンター

や IT関連企業□誘歎策を大々的に富信し、自身

の実極を強力に主張しつつも、いわゆる『沖縄闘

題Lのキーとなる基鋤問題に対しても 鼈幅 し

た瀧轍駒ピつた。しかし、併琲噸調民lま 同米安保客認

⑪立場から現職当時も、辺野吉T
を瞳農し、わり吻婦地鮮ベストと主張しな涸覧らも、

購竜ター制國向 としてlh澁隷曜罰 Lヽ続く辺野

古機設を手散きな赫獅亀 「曝端麟軸 %を 掲

lプたもの⑮陶薩な礫内諄設反れを唱えないところ

にキナ長さ力量慄う。今回口県知事選で『争点ばか

し」が動を奏したと言えるカタチになった。自民

党県運関標者にとつては光の躊馴院選挙で自民党

籠 趙 灯
「   蛉

挙だつた蛉 れなし、民主党鍼権識剖田県民のは
Jllを巧みに利靱した邊攀職だつたといえる。

しかし、撮り返ると仲井興氏lき学早4月 25固 に

9万人も⑪人々躙 「ヽ業軍讐更間譴街場口早期

:    鉤 続 け リーライタ1鋤

用鎖・返理と、県内蔵設に反対し、国外・最晶移

識を求める鳴民大会』蘭電闘艦されたが、日本政府

へ F懇 咽』ロイエローカードを実きコ|する意味で

黄置がテーマカラーであつなにも力揃わ らず、仲

井憂氏はR壇⑮颯t%を力勁たヽからJと口理由で

熙 シヽャン亀昔替えている。常に見置を蔑|らに移:

選挙口時だけ糀ぴ鰤う暑⑩憔度を批期しないわけ

にはいかな聯ゝ 全ではこp県知事ほ挙に向けて回

プロロ…グで、最終的1    置前に『県饒移

鰤Jを打ち出すというシナ リオだった●ではない

かと時るた見方さえしてしまう。

□『眸新⑩エース』伊波洋‐

靱 勒 了 も減 磐緬 む、醐亀
‐
鱚 認

国に低く、伊脚攀集まつた297,Q田 票辣蛛可の

糸数慶子氏と比べて一万票余卿も下国もていぶ:.

伊渡陣置は19月ぬ重式な出鶉表明に先立ち、8月

睦肝波氏自身ちツイッターを開始し第一声は県卸

事選島⑪Ш局熙明だった志仲非県障ちの一歩発を

申く靱法はF勝つため口%を 前面に打ち鯛し、

民主党県運⑪自立投票農になものともしない確固

たる姿勢はれ慢だつ亀。前国⑪県知事捩て革新側

の機嵩力量釉迷し、候補恣雄立に大きな遅れをとつ

て低まもた」結果的に三万票量で伸非彙氏厖破れ

た閂験を円駄にしないという思pは聞馬骰明口旱

さやプログやツイッターというシ〒ルを鋏 して

都 礫鵡冷猿荷を屈けようとする鯰夕にも表れて

い亀。K摯鏃中盤力:'L後半にかけてはげ波に口詢

塙囲 S弱聯m、 灘躊各地な腑 的l囲つたとい

う。基鰺間邊が選ずLも身近でない捕縄島南部で

lま伊渡氏ぬ基地問題に対する主張|まねか柳にく昨路

伊波隕官は Ftthだけぬ伊渡』ではなく、宣野湾

市で礫内初⑮申単菫までね入院費無料f色の実施宇

IT投資による衝財政における経費削減などあ実

績を訴えた。
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しかしこ、声が居かなかつたN国⑮ひとりにもい

まだ 鰈時対蜀れ といつた瑚麹叫骰同事ある沖

縄         、    麺1こつてい

ることも薔めなb■ 雑は未軍基地を持たない沖縄

が 聰 鮨 吻 ¶瓢聯叩l弓鰤 型鯰
商江口闘題力]焦点

lこな叩にくく、同時l口離饉抑]抱

え6問題を金異的に美有できていな贈)黒など沖縄

耳軸鯰    も蔽 る。        囀 瑯

民竜兆壺⑪双方ぬ政策の不一致によつて曇絢ロト

とンが下がつてしまうことなども学点ほかb□誘

国となつてしまつたのではない力ヽとj危醍する。

R識に蠅市長口と隷波氏は羽敗魯続けてき起

と語らスマートな非舌、著きと剛 Ъ

ぶ輻ない姿勢は多く⑮人があめるところだЮ霧、支

持書を政党関頼者や運動鯰醸錦に拡散できなか嗜

たこ
‐
とコ膳やまれてならな職Ъ

口下ぷる投甲率、高め輸嗜 広コ早ラ嘩消苧震
i

、蹴 閻 呂 帥瑯 麟 噸 馨 匈 MM
Iと、順導薩L躙 そbて 9ゝ

月iに起こ?事等閻列        ;F熙に前

晴起こった1鷺朝艤鴨よる韓国口延勒島桑□砲準と

ぃった、東アジアを取り着く環境國中■ 目米国

盟力琶軍要という幻貶口)で、種沖珊仄趙剛調卿L

中挙いうプレTズが仲井員果の追bLM準な?程で
あろうことlま冒めなし鶴颯拳後半は盛り上ぶりに

ぶけらと断つ声も聞中釉準O   mlすょ響鱚
票だけで⑩情勢硼断』言つきず翔略を立てRさなけ
ればな幅ないが、    理師ヽ中けれ
生からT畑翻蜘電つき」瞥Ⅲゝ

かつて帥?9⑩%を維櫻bてルゝた沖縄画選挙で、

今回はI定する普天間魃勒躇       対

⑮肉 によつ4    回

を担ぃた結果、6制という投票率となつ,た。仲井

贔』肉≒由
電単なるは閻笏洒1判罰ら口で鱚 凰 県

政⑪長として     な敵棄薪嘔ことになる◎

甲鋤繹爾将来 貧国鵞烙羮%を 断つ酬晉
ために

勝 はなン`マト 罐財國熙諄雇圃起による雌

交代と《日柔と枷G騨飾蠅鑢漸蝠 鴨bi剛L‐ bかし

野ボ        に対しては何⑮圏新しき、:

変革も冬賤られをし、τ方で日米闘口政治も日米

顆 という銹縛に馴味ζされ、ヨもの『%に 開す

らlm起権誉行度でき下}ヽ
ない蓄立ち

1ヽ

1鞘蜀購慟l頌1聡尋意で示●料て言亀 例え

曙 呻躙恣蒻辟霞曝鰤 lて 強中くてもり
踏いう鯰 孵声を釧 ギ≪Ъ今蓼■周輻 護
市民選靱に満ぃて嘩鐸愧建軋暉対賑口稲鰊準市長

期 書せ、.2月⑩躙 で1判ラト0藝醐曜ポ窯
まぬ轟灘讚鮨駅されぬ 続くp月甲徊刈蝙睦
で普天間晟光楊洒痣鵞脚]と:なもていぅ蜀 .、

では

机雉尤量を支えゃ事党が 16議場な獲得‐L電鰤

数飩 醸ている国

□わとそ7瓢    饉 書都て町}う年珈くP

胴験l華郵瑯詐翡噌脚導摯蜆則予申蕎剛すt,7

ら  口 祠 訃切lW剋 籠 :

口ならなし
lと
レ
lラ予美が中る口i言う率でも欺鷺l

匈 あ面が申えに本来、蟄 蜆 け口 な:5‐

な
}囃晴鄭蟄亀1        炸 |

l.lマ準鐸瀬砂岬瑕嗣覇鞠出してい姜bゝiコある

珈 鶉 尚 繹 ◎

¬卵 眸 珈珈話黎 珈群倅鱚椰
魃 枡 してむヽくという飩畠らぬろ。

甲用醐味に鞣屹叩簿bl蟄躊冬 警レlシ 町ツ
テルを覆すことは躇鉤ではないし、そもそ:も:G根

椅権ない酬絆國中で、従窯飩図剛閣議i鑢己Ⅲ骨
政胎情造では自治体として回鱚弊傲 く。鉤存す

る費国蛉 といコた軋 ⑩瓢調l群晏購覇翡申

景職踏またゝ    、恐猾歯閻閻靭翫

G⑮根本的     〕動     中ら押て
しヽ6。
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0/鱚 圏 に関して 癬

10月 25日 鯛》層鳳 甚率饉耀雪・言糎覇熙鱚鰤査

会l鰊軋靱日し亀ヒの目がゝ 第3秒嶼

画冬本計画口答申後、R初にして:第 3次辱寿計

画節定に蘭してはR経の調査会であつた□基本計

両 醸紳 力軋野きされ、それlこれする姿員⑪意見を

聞いて試 という会であることが備聴してれか咽

亀

塞邸韓劃輝予嵯電〉碩珂潜成は 『国鴫剤躙 国鵡瘤励極

策の愛率的幽向』 F」霙舞軸輝籍』⑮4項目て、戦

果目1瓢 《絋値日1動 浦E掲げられていることは、こ

れまで0基本計画と異なる。

,燒曰標軸に関して!ム 委員が‰は、

・質量のばらつきがみりすぎる

・ジェンダー・エンパワァメント縞数 鰯蟄帥 に

関れるも⑮はできるだけねげるように

・ひと口親康庭ぬ相対的笥困皐などこおき幅かに

問題になつてい6数値はあげるべきだ

0旧皿A⑪中のジェングニ予算□割合をおぼるべき

な聯 させ働ようにと〔研鎌琥勒 い亀

また、本文では、       金

より栽められているフォローアップ項目 囲辟評

司法・行政 0雇用の暫自椰剛搬櫛塾 民鰤鶉轍

に関する分野口認述写無いため、会負たちから|ま、

「答申』よ卿磐製貯炉ることが梨幹 よヽう|こ、としヽラ

強い意見が出されれ 計祠 嵯懃 カミ農表されると、

これら口諷 空向になつていうLと について、

幽 力Lら不安口声があ繭言つた6   ∫

そ鰊 、11月 囲 曰 鯛 )に調餓

嚇酬島?増栃木鶉菌、顧鵬閣睫1重、情鱚朧罰)力誦剛隆さ

第3次邦女業用錮陶聾輌蒻判嵯隷 □発□後

～ 1撃芙蛉定に向けて ～

_ゆ⑮まえ 知子

れ、そ⑩     女共同参胴局印ホームペー

ジに掲載されている。

それによると、嚇鰤硼標軸に関しては、衆議院 0

'謬
院における女性議れぬ数値割合を 硼 年後に

そればれ 鋤鴨にアップさせることなど浦鋤回えら

れた。しかし、ひと駒親蒙庭□貧国率や子どもの

賛□率を下げら、勇ま⑮賃褥皓差を縮小する&い

う、登活に直結するような、調責会に1襲いて

'mたち鐵事業呻m、 日標1鐸げら編ていなしゝ

: 率立に精いては警:dlJ皐ば閻鰤馘場に関しては、

e政党に夕好―夕封噂入口検討を要請する

・銹 の男酬        を調鰤する

など力蛉螂:されたこと|   きる」

民鍼改正につぃては、

・弓|き続きも検討を通める

0家醸は制口なり方等について広く頸題印横力な

行う

とおり、これまで⑮   と変ねらず、
1喀

申』

より1%通している。              ‐

まえ、運殷議定書についでは m幅 検討をL
める』とある.警摯』に』がコいていない風綸改正

はどうなるのだろ曇力、その地、噛 』という
.型

詢岬 さげ 鼈唯 1晏目み る欲 麹陶 _ξ 書

りも:響申にわった『ソプログクティプ○ちルス/
ライツ』印用語は梢えている。

12月 申旬に,国珍謡においても第3次基本計画

隠 され 蛛 l瞳鞠肛記虚層ある:ど面よう歴

計画になるが見守るとともにtim濃改正と:圏嗣議

虚書揃薩については、さらなる運靱□推にが必嬰

である。

―
『

―



□ 内珈 獣 酢 徊 鱚

2010年 19月 15日

1     
臣

菅・IA職
:輝

硼Si:串m    ‐
岬鯰換性翁議甲ぜイン鉾 ットフーク》
.菫

脂 lJ「 言 ]lH颯 語 言 轡 i               :  :

~11濤
褥璽許一 :

1,蘊也日手        :
:1躍曝話蕃訴

〒凍雖描薗奉識[炉輯卸璧瞥1跡Ⅷ閲

画蛸」璽亜ン58や日1日6  %』 瞳諭翻勧臨働館撮耐

綱MIこあたり、1理猾鱚翔判螂胞用と
: 繭魃巫玲傲瞼魏期眩翔靱文蓼鼈曼'任趙睦つい

まずはゝ こ口たび⑪¬置を却いより薬価脚申し上げ、今後⑮ご鮨Rを大いに期特いたしま立 ま

た、男女共同参面に対す輸ご理解及び』鯰力l輸醸て:改中毒鞣+lMか申はよばよ九|  ・

つきまして|ま、か内閣疇 足に際し、日本|の女性たち口政治的、経済的、仕翁的麺位油ミあま蜘
に低b爛愈卜

「
腫盪鱚討画駆昴面勁iいず皇ングと○エテ藤アニタ|シ ト縞数は1田ヵ国中1鯖低

フオーテムロジエア」癬―・ギャップ緑列ま1讀力国中帥1位 鰤ゞ 珈:ち 珈叩鵠 ■讐
%に 褥 し、国際的な女性o人権水準lこ近づくMに亀虔須趾饉畦轟蒙暇閻鑢藝鑽鯰≒i囃鯰暉饉m

定にあたって、
i■

iDい内容を磐申上.l

M●画政策瀬推進を重視bている●りを内外に幽確に示まために、以下口項目を麒く1要望いたし
ま九 :                            `         1.=

嵩背
せ、口噸 ン     蓬病れもでき包Mで九

①

イ
ー

認

盪闇1醸糞りも         ヽ又暉m lm晰硼藪鉤鶉懃晰
鋼判闘凰 菫詢融螂醜襲蠅耶鐘鯰馘趙輿判胚当轟ことロ

これまで以上にも闊懐に女性を薫用すること。巳、

二8-



♂ ちヽキ毎ちヽちヽもヽヽЪもヽ毎もヽキヽもヽももちヽもちヽもヽヽちヽもちもちもち ちもち等も%

手
子
θ
手

t      tt      ξl

th黒営             :     1
:雷警ヾ魃稚腱 及ぼ濾甜ぽ愧辣澁根樫I 事
争‐タイムで働きながら、ひたすらストイックに勉強する生幡醜 結局択■試験には 3国合格しま協鱚R 嗜

難   雉灯hi藁己ォ側Ъ甲礼ぱ創鵠重QG鶉 鰤 蠍く、     でしれ
子

神       蜃又
毎 な徊動にも画を出し、多く⑮方と出会つて刺激を受けられた輸いいな、と思つていますじ皆様、どうばよ 計

tぅしく満願いはま九 《薗輔鰈磐國 ボ

すること1よいう馘ヽ ≫

制 蒻

=i

:な宙    八     鶯鶉婁隕明軋1

tTI議ポ[黎ピ慶閂仁Υ懃贔 曰雉只濾炒ξ趾1

,「P 由戴黒躙巫●1

に鶉炉肝 騒濫踪呻頌1

t闊判膠蠍不麒鉤プ鍼焉蘊兌歩靡颯浙hi
t‐蠣

“

蝙ta釉鑽暦蝙麒         躙督雪凩財饒ま
ず 頷 l 輔 l鳳まb鰤 眩 釉 軸 薮 る面 ふ を墨¬軌 善 謗 蝙 1

t  澁隕鰈蟄瑯黎鰤捩鋏   蠍珈蒻慇茅lこ了I

t Wttl彎 雲 ド

とは儡 酎 廟 卵 シゴ ジー ムれ とマンスリー操 嗜

眩 趙 鰺 夢 ま
鶴静絆子子子子や子手手手手紗≠♂絆や静静浄ひ子紗子♂勝手≠手計や計#静静子紗絆絆ご♂子手子ややや子手や絆

d
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睡 幽 饉 J悔 した蝙 亀Ⅷ 搬 し瑚

甲ユ璽≧幽鯉皇:洒嗅陶肺♂鼈 、口曲タングE酬1彎i   知雉瓢l鐸♂卿こ向

|すて財務0・ 鯛均諭螂鰤颯祟ざ蟄茫鍮これ て、N崎大臣争申嘉畢詳颯岬と意見交換年ついて、中囮織

理犬巨争の要羮書提出⑩苧性D:卿藁騨瓢来年7月 ⑩報告:は離れ聯勒躍褥iと     にきけて甲』L

東側鰹と怪て回個m、 議鉤と口懇麒 ]

0■ ■月珈 ∫1鴨」:    、口用 プ 閻 鶉 こ

T      O日    と意見慶挽猾吻礼懺 ]脚lSの    内審]亀

‐いて                    1
■魏鐙⑩池 :定醐会∵マンスリー関連も地域甲∵力累:カロ四%

対外闘慄t入毯不職醜などにつしヽで請し台つていま矢

激数Mにも 1量月 11く 日 嚇謝口予寇でた

|1       

言
                  曾 I:]  [ill] l :こ i [」営』些首:J  I 」

現睦議地面山方たちと、i『:劃躁郵断郵鞄『セミナ昌口鼈

などli封整中乱 上記⑮自囲識 ぬています呻亀
:i皆

檬.

ぬ予定表に入れて漏いてくださしЪ決まり
‐
まし     1

順朧Lマンスリ出でお知bせしますじセミナーで鶉会いで

きるのが楽しみですね」静岡⑮鶉 鰯世謡になりま九

躙 ン累り渕 1歴言:剛鉤

第 1駿 号

働囲10年11露 月 1日鰈    :

軸 雉 :針テ 瑚鯨 珈

-19-



蛸 野 拳

二茫赫¥Jttσ
曇囲蝕 却 饉 胸 輔 貯鏑 聰拷

第 ¶59曇
鰤]0年量月1固雉

動滓申⑩聾農拶L橋ホ共囮綺赳辞任のご挨拶
共同代嚢⑪清蠍冬子さんと結橋邦子さんの新年⑮ご挨りと、国連女性ぬ靱戯委員会日本代表・

になられた蜻本ヒロ子さん⑮北蔦型膠共同代表壽任めど鶴場で九
日ロピイングー報告と・靱後 …………島……… 3～ 4
一第3次昇女萎圃参両基本猷円を

R趙性ある亀中にする運動⑩全国的晨閲を進めないゃ
ml⑬ 年 1写 月 13日の|ピインゲと背再巫遭内閣象のロピイング⑮今後について、順橋匁子さ

んの問題提起ですじ第3重墨薬計画口実現量が炒封改革ぺめ嬰望書⑪実割に向け、わ論を深ぬ
ていきましょう。

～ロピイング (銅1□ 年 12月 19目》笏趙□同鱚～
鱚崎卜電子男女共同参画担0大臣と同悴嬰請対応副本部長 0

ゼ介議員へのロピイングに増いて、初めて参赳 bた薄茶⑩求女子大大学院生の人本直子さんと
上野瑞穂さん⑮感想です。

日 「 要 に 書 』
… 鳳 ・…… …… … 話 … … … … ………… 品 … … … … … … …ΨT… TT…… … …  5～ 固

北京J AEIま帥19年 12月 13日 、国崎男女共同参画担当大臣 (当時)宛に『CEDATプ 鮮
ローアップロロと第 3次用女共同参画口実施に巫するR望書」を、野田財務大臣・職飾』調宣会

会長列lこ 1愧改革に関する要望に嘔いて』を椒出しました。

国士憧国際職犯濃にかし11周蓼・国際シンポジウム親善 …TT……………"7嘲
F怯廷』は何を説き賢何円愛おったが

到 趙 勤 0層馘 劃 闘□緞 瑯 嘴 義 管

蜀時性暴力という不正夕を裁くLとをテーマとbた 帥圏年女性閂際戦釉淮にから19周年産

謳念慇て、'nl⑩ 年 12月 日日、国際シンポジウム脚懺5脚 人の参加を得て開催されました。細告

l    さん亀

日 1目 月虔制

～藁東都青少年健餃背成条例改軍案などう見るか■ノ諄 卜Ⅲ警
11月 ぬ鷹例会では世靱的捏慮をももつつね成田立場漁Lら峨意見をお麒きました薄電、今回

対⑮車場をとる長岡癸幸さん⑮意見をお聞き喝緻論醸ました」伶風カバナさん⑮意見て九
lEシンがプウム報告 11■ 12
円の機害を経験した女性支援施策に関するシンがジウムではも行政、民間シェルター、

人被害者支援についで:現状と認回の価書、簡論漁ヨありまbた。J湖 ]膜蝠野三さん繭鼠報告bま

日会員コーナ‐

今子では、三浦ま明さん力E女予先生産就職輻動にづいて、石原凩子さんが生肉⑪

会員とロネットワークと「珊ヒ嵐脚路くお力訓 □幡mに揃ぃてグ でヽくださいよbた。

國鮨盪●・熊本シンポ黎蕎書⑩お知Lせ、仕,田他 14

・9-1嘔

一Ｎ
一一ｍ
・腋



0新年⑪ご挨拶口     |

2011年にあたつて:1カ月遅れぬゴmで す.

纂同瞳  満蟷爾許L夢朧帥手

昨年は第3改昇女共同参M社会基本法にわけて⑪意晟卒準なけ曝め》民主蒻□方向性の見ネな

い提乱口なかで慌ただしく落ち着諏Lない、不安印払しょくできない多忙献1年‖した。

私た:堪⑩仲間 (議員コニカ|ス)で鯰轟福財鱚朧lさ ん口昇女共同参画等担0大臣満任電湖ヽ自由洋

子さん⑩民主党黎女共同参画会藤鍼祗|」・民主党財務委員長、口凸労働馴先腫就任もご晰仲申美命やさ脚鯰麟ども・男嬢靡用鹸閂麟
ぎ燻峨巫饉忙贖眩厖鱚内にな蜘、ロドイング⑮機会も以前より|よ増えましプ

ように選んでいません。議員コ中カスの皆きま口藷力を得書が
)ら

政鋪提言を固的挙して設華され

巫 京 JAC ⑮∩蹄蟄讚龍踊鑢きまと、より■層進めていきたい趣思は す.  :    ■

また眸年⑮藤本のみなきま方、九州m会員のみを事事のご華)で巽真を全国シイ鋳ジウぶ頑開

峠
曇尋【磋凛 鞣   陵 藝筵魯璽肛濾 羹贔薇言贔鰊 覗詈轟 ⑬趙 種蒟 o

金爬⑩準なさまと力を合わせて選んでいきたいと忠応ヽます。そぬ縫‐めに19月 8ξ ョ1国 には、諸岡
≒

県勇女共同参画センターで全国研修セ電ナ〒ぬ闘偕も予だして懸`ます6ロ ピイングは日程油琶置に

投まることが多いために、■員⑪皆様にご参加いただく逗とが難:しいのが実情ですがキ年は同鐸
をできるだけ早くご連絡し、ひといでも多く口馨をきまにご●力回いただけるよ:ラ 響力する所春青

す。,ど うかよろしく精願い申b上げ菫す。な精、共同機表のお一人の橋本ヒロ子さんは竜ご事情
‐

浦E轟 り12月 で共同代表を辞価されることになりました6し |ザしく二人体制■やもてぃきますね議

ご了炒くださいますようお願い申し_Lげます。

～ 共同鶉嚢辞任日ごおいきつ ～

嬌率 f筵 甲
・明けましておめでとうございます。本年もどう漁彗よう眸く椰顕L)します。     : :
X*aiW& U \, r, & tifi.tunf, t *d 6ir6 orqtr, rtr. g ,$u'*f" A H trtfirff b*m

ft*A v<v\6o L,. ffi+rr6#* . ,^tt . ftffi*H+Ersfi Lal, 6lr. 
^*/A#r,llt 

L<
なりまし

‐
たので、学郎ぬ活動を少し整却しないとは思つていました

楽ょ證≧魃暫恣霧
:言

輩尋礫)5代表④ぬいきつにもあゆまはたよう|こ北慮皿 とはては、翻雌 で|
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重ピイングー報告と今後 ロ

守 第 3次男女共同参画基準計画を

橋本ぃ口子さんは国連女性④地位委員会

日本政府俺羨に就任されました。こ⑮嬉しい

ニュースや昨年の 12月 13日 t内閣府特命大

臣男女共同参画担当●同崎 トミ子さんと瑚L

京 JACと の話し合い (要望書を提出、別紙

参照)で勇気づけられ新たな畿意をしていた

にD賣又熙軍冬思

°

卜ξ.皐曾ガlよ縣掌ふ bヾン『 鰤 |

任ゝ男女共同は与謝野馨経済財政大臣の担当

と発表されました。女悩銅刷歳は唯 1人 (あ⑮

小泉首相でさえも男女共同参画を国にし:女
鶉 備靴剥贔多時 5名でした》:失望というよ

り呆れて全身かられ力が書えていくようで

した志菅さんをはじめ政権中枢にいる男性の

脳細胞には『ジェンダー平午後進国Jに対す

る国連女性差眉輻 廃委員会から⑮厳しい勧

告など全く劃印されていなぃようです。同崎

トミ子さんが 1量 月にお金いした際言旦され

ていた男性国会議員の「国際的動向や国際的

基準になぜ従わなければならないのか。日本

は日本だJと いう認識にも最れますが、それ

がR状だと認めざるを得ません。

%亀罐鷺誡ポ詔彗靡澁
男女共同

'両
に対する認識が低ければ低い

ほど第 3次男女共同参画基本計画⑮実現に向

けて声をあげていくことが求められます。ま

た菅岐権が進めようとしている政策を厳し

くチェックは、その方向性を見極めていくこ

とが重要です。そのひとつは『税れと社会保

0

実靱性あるものにす6運動個全国的に関をはめたい T
I船

橋 邦子

障の一体改革Jです志法人税率ヨ|き 下げは昔

政権⑩軸孟のありかな象徴しています。消費

税率面ヨ|き 上げは社会保鱚制度充実⑪ため

⑮財線として予測されていますが、ね費税日

逆進性については十分な検討と議論が必要

でヒょう。

節露は平和に関する問題です。

菅首相は『対等な日米関係』や『東アジア

共同体構想」を掲げた前鳩山首相の外杢略線

と決釧 bt日 米国盤を強ぜヒし、町武需鵬痺諭出二
・

閂則』⑪見直しや朝鮮半嘉有事を予測し日本

④防衛力を強イLbよ うとしています。男女共

同参函政策口推進は平和□問題と一体ギにき

せて進めていくことが重要です。性暴力め闘

題と戦争システムは切 り粽すこと|ま できま

せん。私たちは、だからこそ、これらの問題

に敏感でおうことが求めら机ます。また、綾

不拡散条約に加盟 していないィンドと原子

力脇定を結が原子力発幽を輸問しようとし

ています。被爆国として世昴から核を廃絶す
｀
るという国民の議願と、この条約のもとで核

軍椰諄綾不拡散を主張してきた起れまで回吹

府の祭動を否定するものです。

男女共同参画政策には平¬や辣鑢閾駆
へ⑪視Xが不可欠 ということを急頭におい

て菅政権者チェックする、と同時に昨年提出

した第 3次基本計画の実現に向けて及び税制

改革ぅの要望 (5～ 6ぺこジ参照)の実現に

向けて私たち⑮間でも簡論を深めたいと思

います。

～ ロビイング (2ml口 年 12月 19周 》馨動固⑩躇蘊  ～

大木 直子

今日|ま初めてロピー活動につ加した。まず、  の鵬橋愧子蒔んとは画識があつたけれど、他

衆議院・参識院⑩画全所というところへ行っ   岬参加者にもいては全く⑪初対面。正直なと

て、参加者の管さんにご挨拶した。共同代表   ころ、FttLtt J鰹 |ま文献や資料の中でよく見
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かlす るけれど、実際、どんな人たちなんだろ

う?」 と少し緊張していた。しかし、メンバ

ーロ皆さんlま とでもれ軽に話しかけてくだ

さりて、一れに不安な気持ちはなくな嘔た。

しぱらくしせ、国磐議量瓢書□突孝平さんが

雨や所1のス柳国にいもして、固会場所に歩い

て向かつた。体会申ということもわつて、議

事室内はひっそりとしていた。『こ紀があの

赤いじゅうたんかJと 思いながら、ゆつくり

と歩くことができた。民主党ml津樹借介議員

が部屋にいらして、いよいよ、陳情と意鳳壼

換□時間になつた。最初に、船橋さんが¬こ

ちら口要望書⑮内容を改めて読み上げて、津

村議員がそれに答えていく形ではしまつた。
´

数に、曜 書に補足するよ,う な形鱚 釧ロテ

ーマで各メンバーが意見を述べたり、津俯譲

員からの質問に響えたゆした。こ0時、鯰象

能だつたのは、津樹議員が『ど口頂目が予算

に関ねります力L?』 。という質問をしたことで

ある:ち ょうだ平成 23年度の予算編成をb
ている時期だつた口で、与党⑪中では『予算

がつく、つかない』鰤雹大きな焦点となつてい

国会議量た場へのロピイング幡動を主と

する珂ヒ京 JACの存在は知つで|まいたが、R悴
的な活動向客はれしなかつたため、どωよう

な方たちが、どのような仕方で自ビイングを

行つているのかをれる大変よい機会を与え

て下さつたことを、はCめに鱚 申し魃げた

しヽ9

党として国民からの原情を一括して受け

付 |ナ る担当者の一人でいしした津村議員と

興同会機t本日の同玉である、特命担当大臣

《消費者二び食品安全担当、少子イL対策、男

女共同参画》岡崎 トミ子議員に両金するため

にt一同は合同庁舎へと移動した。そこで瑚L

京JAC共同代表である精水澄子さんと合続し

た。メンバーが揃い、所定⑮⑮間密迎えて曲L

ら、儒o人口案内により大臣室へ向かった。

同崎大臣は分刻みで多・ltな尋ケジュールを

こなしている。大臣と画金する時間力1来蜀事|

で、我々は大臣菫隣⑮l応接間で時機していた.

るようだったぃしかしЪ実1よ、今回⑩要望書 |

O頃日⑪申には、公共事業暇ような莫大を予

算讐悪妻とすな七品ははとんだなかつた。む
しろ、『こ⑮辟望書□頃目を実現することで、

=民
主党は、女性ぬ地憧向上に非常に積極的な

姿勢層あることを国内外に示すことが層き

る0ではないか ?国 民党政権の時とは大き

く愛イ画したとアピ‐ルすることができる⑮

ではなしヽか ?」 と瑚L京 ∬鵬 ⑪メンパーは訴え

た口であ面。非常に主張鮮明慢だ1と 瓢自身は

思つたけれど、果たして津村識員はどん職懸

うに受 lナ止め|てくれた回力、 女性⑩地位向上

に前向きな姿勢を取る・こと蘭鼠ゝ 民主党の政権 |:

Sttξi嘔履嵩又還I緻笛鱚 6
でも幅いたいと思つな。

最後になるかЪ国会でのロピT活動」と
｀
いう

貴重な襴合は参貪することができてt・本当に

よ辮つたと思う□赫声を力町けてしヽただい亀嘲ヒ

東 JAC ⑩皆きまに改ぬで御札を中醸上ばたい⑬

《お茶⑮求量子大学大単院典闘文化blj成科

学研魏科博士薇期頸程院生)

.      [Jl重
僣]量F:  1椰

その間も短い時間中中で大臣とどのよ働なか
たちで意見事換す罰中ρコlこついてЪ自ら剛本
巨経1験を持も清成さんな動に簡単な打場合 ,

わせが街澱れた5短時同で大臣に対して我寿
f

⑪存在を鯰象付けt靱鼎的なロピイングを行

Q
臣に熊渡瞳bていることから、饉望事項につ
い責それぞれ固答をもらうこ1準 、各事菫事項

t‐

についてよい具伸的に意見を導餐舞1‐》費は‐
そぬ時に述入る、等口確認作業者行も

'た

る
:

いよぃょ大亀とめ画会わ時か来た』男女共
同参画に関す場政策決定⑩ トシプにいる同

時大臣を。日の前にして
=緊

ほしてしまつた.

しかし、大臣はどでもれきくな方で、我力を

歓釧してくれた。事前に要望書に目を通 bて

下さつていた大臣かしЪ各要望頃園すについて

(圏 p後運動lこ覇売く)  |
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0男女共同参画担当大臣へ⑩嬰嘔書1日

到女羹向参画担勒大臣
固靱 早樵

鋤10年 12月 3日

北鼎凛畷鰹鰺誠硼量轟胸ピイングネットワーク》

鰍 締

鰍 回予

朧 辮

違眈郎個:〒 11涯HD33

藤輔房縫丈恵謳動同即量4秒18螂コ‐ポレイション施

CEDIWフ ォロ∵アップ項目と             |
第 91mm鼎鑽輻肉画錮脚こ鰤 る

機が国⑮男糞共同参画政策雄進に関し、ど承知⑩ように固              を審査bた閂

連        会 (EEDA硼 漁葛ら巡釧撤開に向けた政府□取駒細手を不十分とし勧鶉働鼠なされま

した。

今年12月に篇定予定回第3数昴女槃国参画魃本計Mは、プロセスにおけ輸出事茫呻糞は団体からロパプ

リックコメント時曇聴会で意見や上謳口働肯桑⑪爾直によりЪクオータ制やジェンダ‐予算、ジェンダ■続

計など新たなことは画導入がなされたこと、また具鱚的隧策に関しても画期笏内容であるとW越しますЪし

力ヽbながら、実枷爾ための具体的累ケジュリⅦ成明示されて哺亀 いことに大きな不費者抱いていまち とく

にCttDAWへの東単 7月 を目途遣するプォロ∵アップ項国燿盪り時錮蝙 と民薇像文摯口裏施柳音に向

けて、ま亀墓本荀画を実効朧⑮ねるも口にし、性魃剛麟%を迅速にはめていくために利たちは以下⑪ことな

婢 しま丸

記

011壼
沐 筵 鰤 腋 覺

彎
冬躊夢勢 騨甲 夢 麒 珈 な

畢ち       こ向け亀タイムデー

えるま     鑽 :御醜、1●議会な出預駿ごとロタイムテーず殿と同

標値h号⑪ため口 陪瓢ン野覇喘輛力l,m

呵 ノリティ:動艶堰醐震画贖朧謳隋固灘夕切馨酬 鵬

5ゝ                   通揃国翁l己獅ける蝙

6、 基本計画実規口ために女性団体ξパループなどヽ N8□b NPOと

3、

4、

-5-



□「闘酬蜃 ?魔鵬熙饗攀暴蜘嘔彎誹―□

囲 1回無コ i月18欄

・

[l]1槽 ilブ
L][日 ]

様

珊ヒ京」AC鯉用噛避釜●lロ ピイングネットワーク》

i:lll:::lliii:11111」
lili::ili:::                      眈      :ち

蒻 ヒロ子

朧 辮

躙 :〒11讚帥田

東趙蜆辣夢葬椰ざ 13本鰯コ刈 晰 シ当ン爾 i t

硼 疵 鉤 判計 蜀   て

‐ 識が国⑮男女祠同贔用動詞欄国連閥b¬ 鋼胆年度にご封知⑩ようl         日本電の実施代.:

況を審査bた団連岬女性差別撒廃委曼会はなy撤%に熾けた改鮨口取聯綱みを下十命とし勧音を国しまし

れ 饒      Q圧 倒用摩傲鑢涵洲畿錮輻蜜占めξ:それが         きくし、

剣 ヒしていまへ                       ゜
i

剖 き     1岬 万円⑩mといわれろ     どをぶくめ   と大きく関慄bでいま襄
:

また鼎性は縁ぎ童    妻朧糠挟櫻書といつた世端をモデルに膨     女性⑮由きあ畷選択魯醗
|める面準ならず、それ以外⑮選択産bた女性にとつ:て下独平に躇翔嘔ていることは晉めませたbu魏砦繭工

靱等⑩白           臓 る    1幽 :条購妻を                  しな

いシステムで、仕0結果ゝ 女性⑩経隧方は極鰤て国勁 もヽめなつていますbさらに母]家逹を含め、大性口質
し
11

m間冬自解又するためにはは法鰤外の生存権を円障する連とを目的とし          弓|き上趾

も
猷刀二≧仄賣 魃鼻』遭底よ藉lム   |〇

望bま丸

封

1ゝ 妻噌あ副到理%赳瑚謄      によ
‐
』鞍覇曰翼制輔蓬なくすことL

2、          自悩課藝帽勲副謡国睦源鼈訓箇匡麗聾醗慕画面掘雹醗       罐麹鼻鐘×回匡ト

する起と。

3、 観陰鰤条錮囃削圏郵蘭討嘔た吻          圏万円部職1蠅 万円[鋼iきあ

-6-



0女性国際戦犯法廷から10周集・国際シンポジウム報告 O
「法廷』は何を裁きも何が変わつたか

T性暴肉 高民藤魃層ぜ・植民地主義～

上記テーマ⑮国際シンポジウムが 2010年

12月 5日 、600堀 ⑮参痢瘍昔⑩もとで凍場調器国

語大学において開催された。海外からは 2000

年女性国際戦肥法延□国際実行蓼量琲 共同

代表のユン・ジョンオクさん、インデイ・サ

ホールさんや首席横事⑮パ トリシア 0ピザ

ー・セラーズさん⑮ほか各国⑮検事回、フィ

リピン、中国、デ卦靭事鍮為鴎蔚正居許口たぬに咆雌提蒙贔

事者め方⑮参れがあつた。第 1部は闘会⑮ぬ

いさ9、 「女性国は戦犯法延とに伺だつた⑪

か」についてインダイさんやノヾ トリシアさん

が語られた。戦時性暴力という不正義者裁く

ことなテーマとした怯延の判搬では戦争当

時最閂責任者であつた昭釉天晟が識諏Lれ、成

虐で組織的な性暴力油8行ねれたととが認定

され、日本軍の責任者、日本政府⑮責任力葛悶

われた:さ らに日本餡府は法的責任をとり、

翻昇し、補償を行うことなど嘔噛削音がなされ

た。しかしながら、これ幅を報道しなQは排

国のメディアで日本ぬメディアで輛遣 した

のは 2級⑩み。NMKも :ま た肱治的圧力に属

し、番組口改どんがなされた。こω l⑩ 年間Ъ
F謝罪と補償』「教科書記述』を求めて8島、

国会幡m、 国際機関条の働きカコけや企厖各地

の市民運動亀韓国の日本大使館mで⑩ホ曜抗

議デ晉などが続けられた。そ⑪結果、アメリ

カ、カナダ、EU、 オランダ議会で回投議Ъ

日本国内 3懸 力L所に二馨盪議会で⑮意見書採

択と店がつた。しかし蠅をに至るまで日本政

府|ま闘題に向がおうともせず、未僻縦をまま、

当事者女性は高耐イLし毎年亡くなる方が増

えていること勘S報告された。

第 2部 |まアジア峨日本軍性暴力被害者⑮証

言だつた。「慰安婦」だつた金学隠さんがな

界で初めて名秦りをあげられ.た 1991年、縦

はソウルで企学順さんの証目を聴いた。名乗

船橋 邦手

崚をおげられた勇氣には動しなが態も封印

bていたおぞま bい温害を思い蘭すことの

苦しさのながで語られる内容に私は胸が製

かれ、そ⑪場がら逃げだ醸たい思いにかられ

走ごそ⑪後も北京会議をはじぬ証意を聴くと

いう行為は私にとつて常に厳しく、幸く、重

いも⑪だつたもしかし合国はど紙を打ち⑮め

した証書はない。中国桂林か鍋証冒⑩ために

来られた峨は 8⑩ 歳を超えた女性と6畠 歳のほ

子さんだった。
ヽ
桂林は敗靱末期、は軍で⑪最

大田『大陸打通作職」を展開し、敗戦直前ま

で住民虐殺と略奪、女性の位ま 0眩禁繭部機行

しだ。融書⑮女性は 1つ44年 11月 、日本軍が

来6と知らされ、夫と山の胴箇に隠れたが日

本長によつて 6～7人の女性と違行され部屋

に開じ込められ強姦され、村に逃げ涸嘔たも

ののI身どもつて翌早Ш産。「日本鬼子の子

だ』と父親をlま じめ家族や村人に美局Uさ れ、

学校にも行く二とができず牛0世話を :し て

生き延びてきたのが 儡Б歳⑩男性だ塩たd目
本軍によるレイプマ生ま紀た子ともととも

に 儡3年間生きできた女性、出向を知つЪ扁|

られ差別され、苦し酢口なかでもサバイプし

てきた男性。彼は母親⑮謡りを犠らで聴きな|

がらも積年の痛み、音b率でこらえきれなく

なった⑩‐か¬持子から朧れ舞音に謄角が著し

ばらく号泣し、通調者に励まされ、漸く立場

直られた。会場□眼:り
'0めた空氣◎証言⑪お

まり⑪重さに、ただ私は種N案 とともにここと

ぱを失しЪ、bばらく呆然趣立場尽す日いだっ

た。しか bゝ と同時lこ証言を聞くとll■ 亀|ど う

いうことか、それにレスぷp.スするとはピ
:ラ

いうことかを考えさせ Lれたしいま男性⑩姿

に許 瞳離い支配 と'差 Eljを構造イLする他暴カ

⑩組織的翻罪性を見て、飲めて戦争、他條カ

のない社会に向けてできること|ま倒わを考

え、行動することだと改ぬで考えている。

―
『

―



これ皓⑮証言を受けて第 3部 |ま 『法廷⑮判

決 ,勧告/証言をどう弓‖き継ぐ力ヽJでは米山

リサさんがアメリカからピデオ円 で問題

褥温をされた。米向さんは、まずЪ NHK番 ‐

組『EWED01』 囮夜連続シリ宇ズ『戦争など

う裁く力翫』で第 2在、第 3夜でスタジオ⑪コ

メンテーターを務められたとき⑮お語をさ

れた。強ぎんによつて消去された回は、業存

者□女性の調言¬法甦⑮根幹だつた責任者攀

れなど法延の詳細、主催団体力E掲げる F責任

ぬ朋確ギになくして『和僻』|は成立しない」と‐

いう理念⑮持つ意味に対する論がこ昭軋天皇

口有罪硼決が下つたことの意味t法逢かもた

蝠す社会変革⑭可鵠性などだつたと搬昔|さ

れた6これらの発書を封除し亀つぎは2だら

けにして意味不明にしてしまつたことは、怯
,遺発

‐
⑩も⑪⑪本質_を曖際にしたこと、「y窒

婦問題』に日本政扁励電国家⑩絣罪と綸慣をb
でレ:｀ ないことに対して世界が下 した裁きな

|

伝えなかつたことに値献幅ないと指摘され
'

たきまた女性国は戦犯法廷は、20世紀後半に
'

なって大きな流れとなつたフェ亀ニズムロ
ニつ⑪重要な取 聯組みとbて位置づけられ

もと′を、それな米向さんは 1‐

「鋤判的:プ ユミ彗 r

イムJと 呼んで―いることゝ 戦争加冑⑮章儀を

負ぅ量唾:女性同士⑮間に蕗る■異1時機や

憧値ともいつたも口を考慮している%で リポ

テルナ上竜塁ズム⑮澁れで|きない『批期的プ

ェミ尋ズム』⑩流れにあることを指摘された

ことはとでも曇礫憚鵬つた。

この米山リサさんぬ発論につなかるのが

パネルディスカップョンで囲鄭瑛意 (チ ヨ

ン心ヨンヘ)さん口提起だもた。ヨン■さ馬

|ま fy安×問題』1解快を意つ:た蘊果と
「
して⑪・

日常ぬ性暑力を混存ξ勁長している。寵た戦 :

時性暴力を二度と金まないえめに住暴力を1

根絶する1必
要力Sあ ること、つまゆ性暴力と植 '

民‐h支:配笏憮体制と口密接なつな力昌りを吻

ら力動にされた。 |          :|

以上、女性国際漑卜淮に 10周年国際ヤン

仄ジ嚇ムは政ぬで性差別社会
'ど

職争システ

ムにういて再考し、沖縄問題を含めた値母地

支配べ⑩問題意識なくしてジエツプ■=平等
|

など語:慟 資格があるの瀞と問いな縮す機会:

となった。

〇

(4p上野さんの原稿□続き》

大臣面認識および取り組むべき課題につい

て⑪考えな拝職した.大臣からは、法制幽改

革についで回鮮とものは正面騰 F難 しいJと
め返答もあうたか、山会答弁を『使つて』当

該闘囲に対して泄論イLを国もで‐bヽ きたいな

どtM叫くジエンピー曰題に取柳組餘 同上、

率Iな意見を我々に述べて下さつたように

属う七またち議員や嘗備に対する滞日頃⑮思

いなども時折大臣は我鰭:にREたこと骰ら、

ジェンダ旨問題をめぐる国会や役所の申峨

実儀を垣間見ること力雹書きた613分程度の制

い面会を経えてЪ最後に同時大臣を問んでゾ

念撮影を行い、大臣菫を機にした。

1珊L京 J配 と同時大臣との駆離は近いとはい

え、大臣油ミどこま〒本氣で取駅
i組

んでくれる

力ヽはここち幅■ll囲情報力と大臣を説掃する1曇

キルに解かっている。今珈回ピイングに

'力

回

させて頂いたことで:そ⑪重要性を学郡こと

ができた。また、もつ青つ学ぬだこと闊あるL｀

大臣鮭⑩l意見爽艇□場に 「ヽ内呂府□高級官僚

幅も同席していたg従っても当然をから識々

れなホ ポポ リ 硫 iシ踪 誦 〇

する陳惰だけてなく蜀周囲にb篭働者骨理:も 尋・問 (

置に対する
「
認識」を高める効%を持:も |でい尋:

ぬ雷lきないだなうかЪ,と感したもそ:う 考える

とЪ極端か幅しれな懸tttt・議事重な1柳 奇圃庁

書を硼もデ度を⑮場に足密踏雛入れたならt

口:ビイングは■′瞬た炒とも気を抜けない活

動で趾るЪとも日つたも  -   1
今回ぬ甲ピイングによもて,、 N崎大臣や閥

係官僚たち漁電よ柳墓層ジェンダー闘題に取

咽組んで下さる:こ とを期待 Lたい。1(お蕪:⑮

′ホ女手大学裁学院Å闘文化遭叫成科学研究科{:

博士僅期課程院盤》          :

―S―



● 12月 定例会報告 0
東京都青少年健餃脊戚条側改正案などう見るか―パ… 卜Ⅲ

鞠長岡義いさん1咽「規制反対』諭に識時で～

ポルノ・買轟闘固研兜会 鰤貯研》 佳尻ルズナ

講師⑪長岡義幸さんは、薯書『 マンプはな

ぜ規制されるのか―「高害』をめぐる手世紀

⑮攻同』(2910年 平凡社新春》⑩主な向客⑪

概路を話された。前提としてЪマンガ文イLは

常に宗教や警察や行政や国家など⑩会権力

の介人に悩まされてきたと言われたがЪそ⑮

反画、女性・子どもの人権論に囮してはおま

り関」かをもつておられないようでおつた志そ

のや 場とり中ぬで、私口感想と主張奢書いて

おきたい。

ロヘイ トスピーチ (個轟曲盾 コ:表現》と

彙国的人権

長岡さん口主張ll■、Fどんな表現であつて

も権力は介入してはならないJと いう点で一・

貫性があつ、国籍、人種、民旋、性閻竜年齢 t

障害の有無 lゝyi会的地位を理由に特定⑩集団

に対 し暴力を正当化 しそれを費美する麦現

(以下、ヘイ トスピーチと言う)は法律で規 |

制してはならないという考え方でわる。その

理由として、戦前に『不敬罪」
・
ヤ『治安維持

〇 諄1脈虞遅曹熙孟了盪曇置躁貨さ辱居は言糧

いとの事である。

戦前⑪表現⑩薗曲|ま 『権力者の特権』であ

つた。戦後の表現の自由とは、1横抑圧着が政

治的な意見を述べるための手段として保障

された。 しかし、現.在ではメディアや企機、

強姦賛美マンガ家たちは基本的には何を描

いても良い権flj(特権)を持つている。そし

て企業が製造 bた商ylま、PL法 隕 造物責任

法)で聞われるが、他を繭屁とした強姦賛美

マンガには PL法が適用されない。したがつ

て、そ④特権者駆遍するも印は『良い表馳

では無くて F良 い法制  (例 えば、ヘイ トス

ピーチ法、表現に赫けるPL法)でみる。《こ

ういう話をすると、必ず F権力」と:F性暴胸 :』

を同T視するのはいか浦菫なものか ?と いう

指摘なされるか¬性暴力とは、「権力 □豊剛 日

抑圧』発のも口である。》        i

□良密邸懇轡審曜通する1と しヽラ
量
曇想.雪

長鱚さん|よ ゝF良書はF書を駆遍するJと

闊べられた 《位口論によ都ば、児童ゴルプと

は「児童買春 0児童ポルノ禁止淮』で規封 さ

れているゝ実在の子 どもな膿lし た実写ガルメ

でお駿:それ以外孵マンガ電アニメ・ プ…島

に児童ポルノというも④は存在しない。した

がつて強豪贅美マ .ン ガは児萱ポルノではな

く熙書ということにな石》□子どもた場はt

良い児章書滴寧増えれば、お⑩ずと強姦賛美7.
ンプを見なくなるという論理でお6.つまりt

争イ トスピーチによつて持寇⑮集陶⑩人縫

浦Ё脅かされた場合、そぬ書かされた人権者擁

護するためには『良野.ヽ表現』しか無いといと

めことだが 《規制ではなく対抗言論を示せ慟

と長岡さんは言われた》t憮責任な論理であ

るも「良い表現』では理く「良い法律』力鼠必

要なこと|ま前述ibたふ

わたしは、これら『良い法律』|を否定する

事は『環境型のセウハラJを否定するぬと同

じだと考える。例えは、会社や雹車⑪吊革に

F強姦賛美マンデJが ,・ “どど―んTと M匈 さ

れていても、誰の人権も侵害 :し ないのだから

特に問題は無いという逗と?わる。さらに言

えば、産まれなが幅の性別によつて潜在的に

痴漢被害を受けるり1ス クをお負わされた人

たち⑪人権者癬護する女性専用車両も膏定

することになる。

規在ゝ書籍販売が低迷している状況下で、
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子 ども向けの良書を俳衝事は どれだ |す 大愛

でおり¬安易に世霧翡描写ヂ1富専れキ∫斃P'
の言うところの)F書をtlj作せぎる終えない

状況について長岡氏を含めた多ぐ品漫燿
i'

た|は理解 している好:も 関わmず、平鋳と:鼻

書が悪書を駆逐するという論理を言 う。ポル

プ業界とは常にねいせも牲や暴力性⑩―線

を越え歳が幅、こ追までであれば遣捕されな

いとい う境界線を請に拡張させる事を考え

てい|る ものである。そこl置 は人権などという

概念は存在せず、ある囲は『捕よりたくない」

lす れ ど「売れるために胆激な緻漏を作 ゆた

い』そ紀だけな印でれるょ1■ 1三 ‐  |ず .:

日葬塞写ボルノ牌被密着はいない⑮血?
:長鱚さんはt実写の児童仄ルノは性翻罪⑪

魏録なぬで温れされているが 《『児童買春 e

児竜ガルノ禁止法』)、 排実写呻弛姦贅美ヤン

プには被讐者はいないと言 う。本当にヤング

やアニメ・ゲームを含むポルノに被書者はい

ない口か ?

これらは、一鍛的に『ポルノグラフィ無害

論』と呼ばれるも口で¬bljえ ば「強豪贅美ポ

カメ愛好家口ほとんどは仕劉罪者おかきな

い。ごく端に性渕アをおかす人がいる力ヽもし

れないgしたがつて性勿罪者⑮白%に強姦賛
・
美ガル ノ鮮置かねておつlた とbで も当然

だ !』:というも口である□
‐し浦Ъb、 実際にはガルノを見て学習ibた行

為 .と しか匿えない他行為を強要された話は

■
.く

聞く。また、ロロ最初⑩暴力に関する調

査によね |ず、2o人に‐人強は「見たくなlul・ ぬ

にぷルプピデオやガルノ維論を見せ BれるJ

:ば男女間におけ勁暴力に関する調査』躙O⑫

部)と 同管している。これはぷルノ被春青お

る。こ⑪よ働な状況から 鼈牌実写ポルメ:に投

讐者はいないJと いう⑮は間違いであり、実

際にはれ害者ull⑩性的なァィデンティラ イ

を大いに至める影響力をもつていると考え

幅れもニポルノと同じ街為の強要とは、それ

|

口さいどに

改正条例は :1『 愛い法律]と 脚えないにして

もtレイプやリンチを賛美し正当イLし :::そぬ

行軋1を維奨するようiなl漫utァニメに対し1.

陳硼場所闊Φ‐るく規制 :《 ゾ∵尋ング》、される

だけてお靭、11日:禁 .(1献 歳以下には販売禁止柳.

として成共甲〒ナンに区分煉列」こ:れ るだけ

でお面。今回⑮条囲では、強豪画作を不2に

言讚炉踪凩]早讐雹君箇:∫え写源屁抒

:緊

片Q

れlこ該当することはなしヽ。現在亀不健全国書

とbで指定されているのは月に3～ 4鰊で

(いずれも最柳繭議ちボルノ
'と

しで借かれで

いるも⑪)、 今回⑪改正案励葛通もてき掛鰹数

鵬不健全国:書指定が増えるだけであるう計場

ばで口や、ホ井豪も
:里

中満智子さんなど反対

脈画記者翁見に1登場.し て恥
.■

i‐m慢画案たちの

作愧はどれずつ該当醸ない。   1  11
‐今回、「妻罰⑩自由』脈⑮講師通話をする

機■を得て、上有権、人格権、平拿権者含む
―
『人権論』‐とざ麦現や言論を含む『自由論J:

にもしヽで議論して‰、そもそら金昔や次元絋

又 ポ邊 了 名 刀 軋 不 鼈 ぽ言6
た□ただ、自由論は分かりやすい反面、‐1人権

論は複雑で約涸L明 iづ らく蒻明tlこ 時間渕iがか :

る1こ とを再認識さ世られた.

長岡に⑩冒頭噸薯春には=こ囲 10.年聞魏

リロ:|『女性と子ども⑪人権』と『マンだ致防

□圃史』につしヽでは 1ま とんど書かれでいない

ので:今後:ど う書かれるのカコ氣になるところ

でおる。
|・

・ (東煎都礎全脊繊条例口据え方は¬APP
研MLに精け遇i論議t ttP'WT樹資料集』

10(号を参考に
'し
ている□》

¬ llD―



0シ ンポジウム報告 0

昨年 12月 10日 、お茶⑪氷女子大学で開催

されたDV対策など女性支援政策に関するシ

ンポジウムでは、コV防止怯 (m01)施行後、

9年を経て、それぞれの地域でどのようにDV
への取り組募が行われているの部について、

先進自治作、民間団体、研究者などが幅興味

深い報告油言あつた。 (主催 :甲成
‐m午虚厚

生労働科学研究費、政策科学総台研究事業

O『 胴 対策など、女性支援施策のり果的辱闘

に関す通調査研究」代表 戒能民江)

□調豊研究轟か幅の中闘報告

調査研雖駅からは、自治体のコT施策も民

闊団体のR嚇 組み、生清再建事業、保護聯令

利用調置、外国籍被害者へぬ支援などについ

て報告が行移れた。

調査研究班漁E行つた調査によると、複数の

先鰺市ではこ金国の市町村のモデルケースと

なりうるような取り細率が見られた。例えば、

先進市で|ま、⊃V基本計画策定とともに コV
センターを設置 bでいること、民間団体が積

極的な活動を行い行政と民闘⑪連携がスム

ーズに国られているなどの特蝠 毒見られた。

R璽 i』躍 ポ Ψ 濫 謂 l恣
建プログラムが有効に機能していないこと

が問題点として指摘された。

DV被害者ぬ生活再建⑮場面では、母手家

庭など自立に 計画においても国V鰤 支

援の視点を反映させ、就労促kの準ならず、

被害からの回復を軸とした切れ日⑮ない援

助のあり方を検討することが誤順 と4な つて

いた。

また、保護命令を副用しキDT糠木者に対

するアンケー ト調査結果からは、穏護命令制|

度が女J陛のエンパワ∵メントに有効である

こと、特に、離婚手続きの円滑な齢 へのあ

る程度の担保になることなどが示された。し

～ 女性支援施策口現状とM固―DT対策を中J醸に ～

DT帖止法施行機9年⑮取崚≪み
瑚¶:1 真理子

かし、相手■ll⑮抗告や裁判所、弁護士などに

よる申し立て取り下げぬ勧動や裁判断によ

る申膨立ての創下がξ少数ではあるか確認さ

れるなど運用上⑮問題点が浮かが上がつた。

またЪ複合的な困難を抱えていうDT被害

者や子ども■の支援を総合的に検討すると

との重要性も指摘さ杞た。外国籍コW被屏者
へ⑪蠅庭はゝ相談窓回⑮t周知や言語対応⑮こ

となど支援体制 Iま十分整備 されていると|ま

‐
言い軸hヽ横況で'おつた。これらについてlま今

後改善遇瑚求められる。

1 民間団辣は、それぞれの地域における EW
へのMり 組準に大きく貢献していらにもか

かわらず、行政からの財政援助は不十分であ

り、民間シ'ェルタこは運営上⑩困難を抱えな

がら⊃V被害者支援を行ってい輸現状渤彗明ら

かにさ紀たも

□先進国治体かしのコT櫨響昔支援施策

⑮報告

本シンポジウムでは、ことくに、金固的に

DV争積極的な取柳組みを展開している円山

市、盛岡市蹄ヽ取県 埼ゞ玉県の理つ印先進自iド

・

治体力ヽらの報告があつた.これら4つの自治

体は、独自⑪ DV施策を進めている。WT基
本計画⑩策定や コ剛センタ峰の設置、開 被

害者らきまざまな形での支援を行つている。

MIJえば、鳥取県では Dゝv櫨害者がシェル

ターなどへ入所する置前に受識した場合め

医療費を動成いたり、ン平ルタ〒費遁所後に

FV被費者浦澤肇満するアがT,卜 の家鯰補助な

ど驚行つ下いる・まら》辱⑮ン干ルタ〒に対‐

基趙it瓢電l冒恵霞嘲蜀言露需露尋葦望3
ェルターかしの粘り強い要望で実現したと `

しヽう。

埼玉県では、婦人相識所⑮機能を鷲覇ヒし、

DT被害者の相談から一時保護までワンスト

-ll―



ップサーピスを行つている。また、デマ ト

DV防止⑬し発事業としてゝ県内中拿同構叫.:プ、

デマ トDVの資料を配布したりぎ教員に対し
た

て、デー トDVに膨する研修を実施するなど i

先進的な取り組みを行つていることが報告

された。

口民扁団体か ら口報告        :
民間ジェルター 《全国女性シェルタマネッ

ト 近藤息子さん)諏 聰ゝは、2⑩911年以降□

即V■的取り紙率を振り返り七自胎雌囮⑩支

援⑮格差、官民⑮支援の格差が広がつたこと
'

なlビが指摘された。WT被害者へ⑮支援にや

いてltt相談体れぬ拡充は進んだけれども、
一時保護及が自立支援政策⑪遭晨が遅いこ

とや臼治体間にようて取り組みに差力S泌 覆|

こと、また、官民⑮連携では、一時燒護蕃託

契絢に問して、宮鰤言措置権をもってお柳¬民

はそれに従 う形になつているなど□問題
i点

が指摘された.

DT M止法以前力塾らコ町被書き支援にわい

て先駆的鍮取ゆ組準をしてきた民間ジェル

ターは、それぞれの地域においてDTh策⑪

改善を求めてきた。民間シェルターの結靱墨

盤が強いところほど嘗民⑪連携力露充実して

いることなど、民間411か 聰みたコV被害者支

援口現状が報告されたっ      ‐

日:蒙
真ギL共生趣外国籍女性支援

*

盪羮 麒 茫 麒 蜃 靱
ざあるた。

外国籍⑪lDT櫨書者はゝ言葉口障壁や日本

社会ぬ仕組みや法洒度峨知識不足、在留資格

の問題ミ国際結鐵⑩榎雛きなどがおり、助け

を北めたくてfも で|き ないような状況がわる.

現状では七日本語教育面支援者雫盗国人支援 1・

ボランティア:通訳などがソ饉シャルフ■夕 i

的な支援を行つている。これらの人力はこ肉

えばξ日本語講師が外国籍のき酬 被嘗ちに日

本語を1教える中で、|‐DTを受 lす でいることを

嚢  覇ざ罹磐魔6
D7被害ちに赫応チるシステムは膠成・されて
しヽコ亀蔵しヽ。

石河氏は、外国人の言語や文化的背景意iどギ

を踏まえ亀日本語にも精通し、ノごシャルフ

ータ‐の専門性魯漕蘭¬bた文援を行 :う も多量化

ソこシャルターカー⑮姜成ポ1必要でれると

いう。また、都道府県初0多文fLソニジヤ:ル

ワーカー養成講座を行つた愛知礫回事例 iを

紹介し、今後もこ⑩よう趣講仄鶉各地域:で行

ねれることこまたこ行政咄員申福祉専P5職者 ・

瀞電子外国人もクライアントでお石という認識

を持つような意識し発や知識提供をするこ

と口曇要性を訪えた。 (お帯の水女子大学大

学院博士後期謙程》

*    *    * 〇

:◇
シ :Ⅲ鯰蹂鱚麗悸岬秒愕日費PT:

1冊 目00円 《選料込6⑩ ①円》   ‐

|

モぬ4っあ籠山蔵橋櫛白匡閻螺Ⅳ⑩国豊颯け声
≫了纂咆梁酉占裔屹又戸言

尋甲雫零澪ギ「選択議寇書⑩批准とフ岩血ニアJプ頃国と靱債

申込流 :北蔵JAD事務尼 贈饉 」Q姜副嚢旧―自1%猾

E―面ailo b醐 i向1画駆邊唾菫h60ぶ(Dj口
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< 打倒シューカツ :世軋を超えた連語を !

鸞 より

:鯰漱電嵐マ奮言驚鏃]茸  塩‐臨懲呻甦鯰鰊沐『轟∫
t馨足冬

=盤
亀L  T難 夕饉雛蹴薫歴 1

t冬 脩 に
たとも減 卜 乾 厠 つたは蝶 事ず 浙ヽ 鰤 されていた絣 セミナー鵡 がよほ

1

tも つ馳 集まつた戦 た馳 貶 臨 げ ス

l靱 判

やり取

ε 問 け
?驚し

N噂 ≧呟 1
]するのはおかしいのでは?」 とlil kう反応が一度なら∫
i蔵罐平躙影も不ヒ讐書軍『 馨じ辱ξ炉繹瞥胸置嘗ぬ ま

と 言諦断論、だとしたら都蔚到陀な力亀                                ∫
ち 大学の責任は重いとRにした。彼女たちにはもつと確かな鎧鮮必要だ。女子人生鰤詳知っておくべき現 ♂

駐 躾や法律 (の写備)、 女性運動の口蝉 ネットワーキングの手法に関して当ンパクトにまとまつな本もい 葬

‡ 馘 抒   Ю『 心ゴ了霜慰]で

きた通と

夕

鴨継ぐ

抒

も

あ

け
琴

くでR協
¬鰺 鰺 蝙 ピ F∫

竜  d恥 拙 卜 翻 脚 通 だ 幽 醜 檄 ゴ 露 鼈 dⅨコ買 購 駆 癬 聯 。 葬

≪ 金Mに仲間が ! ≫

t Fゴ師京JAcふくお力測 は4MttJ A慮九』側に囮 靡し御 、1099年か輸1封立した吻 昌昌
ヵスと ま

臓灯鳳量貨警た涯判礫冒1層L薯 1に参柳手る射4国嗣こ   会4神をま
ピ祗鞣仄凩鱚讐贖仁蟻凛轟鷺懲車累魃判

『
腫舅曹昌:[R影装『ふま

t仄襴肉MP爾瘍篤蟄轟設麗轟閂巫ポ‖灯厖盪ま

|

lザ ざ 趣硫
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岬
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1軸なした内碁ヵ亀車部封藉し墨孔》
0躙凹:年_盟_月_lm_J_理h:12月慶胚霙懃霜儲同    輻こ童m、 口財 ング (1ガiS■顆

男女閲同参画児日との削蒻机 今後⑪鰤側■、2011年 1□ 月□静岡セミナ〒、マンスリ嘲 月

珈陶団怖Л螂間 (国市我冬冬肉廠鼈条胸用 ネシトワーク》□嘔内集宦胸01Qll。日帥などにもいて。
10ml年 1月,血∫1噛 :橋率共同代颯楊種にともな勤M12月 虚例悛⑩慶省Ъ2月定例会の準備鮨

.3月に劉会峨横詞tマンスリ‐超月丹囲購あなどについてき世裔A4■後、今年度⑩鰤同でロセミナ準

にっいて、静岡峨性藤和子.さんと内5などについて意謳剣範    |
‐・

:::ll:::!!ili:I::lllil::.1111!!!!!!!!l:]!|:」 :!:][::111!lllll[::.1::1::!!:ll::::」 ::::::::!l::[::::::[口□            l                                     
・

り、   串 園l時 :、鍮1[]l:¶ ⅡJl:]::i五麺塵証劃凱itil:J]:Jlを _剖
*渕 凹 幽 閻   ′

灘れ      は 2月 ,19日 (国 》嘔呼定で九

申し込みは「アタテイプくまも世』ま亀

饂話 :09嘔 -864-13384
FAX:⑩ 96-388-7114

〇
障 ンスコー北祓脚涎

第 153恙

躙11坪 2月 1日(縮

鏑 築・ 獅 テ 司鱚 鵬

鎚 0同  :ド範靱賠予: :

|◇ 711群卿65         '
m衿 18

-率
椰コーボレイ.シ ョン:瓢

勒  : 日)日躊 圏日     、 1

0ht坤ザ心山i唖由.吋etず

傾 珈 辣 謡 影:卿核 7刊鍮`葛
鹸血軌鶉

‐
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第 1醜号
pllユ 坪3周 1回発行

回ピΥング準タルワータ

守威 :メニ

鋤 醒 」蜘 輌 圃 町 蜘 曲 腱 雌 Щ 陥

「日続■地方選言私口やもてきたことゝ 私□やいたいこと -2
統一地方選がなづいています。上燒綸を予定していう副LM蟄囮個膿 覺個人にI挙に向

けで回抱負をね寄せいただきまbた。
1狗

藤の政鶉申暮らしな臭くしたぃとぃうれい思い油葛

伝赫もできますじ肱治を変えるには、女性⑪政治参画促進カミ必弩なことを実は低ます。

□ 鱚雉記日本のア塁竃昌バム』全12.濶瓢鰤醍戯瀾シンガジウム
ー

4

屁爾訃 日本⑮フェミニズム』金12巻 《齊波書店》⑩倒行を調なして 1月。東点でシンが
ジウムが開催されました。編反責任蓼⑮騰一人、井上輝子さんにご報告をね願いしましに
アンソロジ〒 鰹V動、口篇昴蟄ヨきまざまな角度から論醸しれた大型抒醜褥鼎いぜ瘍嗜薄勲蝙轟
それと同時にЪ若い世代へぬ期待涸電伝わって来ま丸

□節肉悛∩繭酪熱興画中争こ議論轡机てし聰ること～

すでに審議入りbていな漁雹幅、なむなが実現しない労働着脈造改正薇。派遣繹改正|

4は何部、審議状況は? 彰工法棄甲韮な1内卜、問題点は師 、胸礫待逼アクシュ|ン 2‐ li

事務局⑩酒井和手さんl=整理していただきました。

□:園1枷 と!謡反盆圏周    島         81
日本⑪農村⑮女性に寄鵠鵜ぃなが幅彼女たち口自。重ね遭をさぐり続けてこられたプリ…

進巫錮判ξ鱚鰊靱炉囁雉骰 理繹磋腋
黒見節子さんが細告しま丸

□ Fテ‐ども.子育て新システム』‐を善える lB
四月9日 、これまでの保青制度を埋歳胸にも制度的にも根本かし変える「子ども□

子育てシステム』を考えるシンがジウム鍮電日本弁赳圭連合会主催により開催されましたg

ゆのまえ知子さん口報告です。
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0大き|な職むはかせたしかy・ 1閻珈渕厄涎廠趙封鶉¶願愧簿珈饂島

1大きく育でてくれたと今は盛識しています。

! 男女ぬは人口論呻相羮わらずですが尋:世界の1翻嗣こあな岬され、日本もましずつ醒
わつてきました。お蔭様でき期1囲

]年
珈たち:そ0問がかさ引続けできた■般質闘瞥

どで着実に力がわしЪた塵:戯 じモ宙tます。しゎか駒住民□芦に耳を仮け、隠肱ぬ課義貯

探柳、自分なつの提案を導さ幽ナ魃程は充実Mもあ
‐
蜘楽bいものです。     .

暑ぅは言うで≪1'議会1前は逮場lき脇融資糾警読み込む1纏
,めにさり轡iり していヽます

が 000。 これまでに時つた住民と口信頼⑪絆、咄削と口場をフルに猶力ヽbで 4.鏃由

に大きな種を暖かせたいと思もで‐懸ヽます。

『

由日 01冒・・
‐ °°‐ し□̈ ●●― ●o000‐ ●●コ ■i―"7●

●コ
7・

~嗜6~°・ 腱・ ●‐ 00日●□000‐ ●●中
"‐

D?― D薔 壼 0° ~0日 日 00日□●‐ 口●-00コ ●●̈ ●●中 ¨ 嘔 ●●喧
“

暉 噂口呻 ●]―●‐7,CP‐ I・ 甲 □□
一

嗜中 ●・・・…・・・・… … …・・・・r… …・・・・…
‐…― … … ―

I         I=

i ■期日は、議員t議会、政治い いて考えた可

i錘齢での体験、家族をもち塾きできた朧験すが電

1足らず④市です力ま、超きる問題はプヮードルな刷

1中で鶉声.吟峠響歩学瞥TT貴卓

kl●墨藁蜃墨li筵纏罠硼h亘』謳運馴5[丑鰤]::‐

1癬
1

…2-



i zfrslFmo>ilEiF3oreirt, E4tp,f,tr@dhm6.dilEf;\ fi6g16vx7aailD(*
! br, l ffirR st6tt*^ o&**fi*}.*D( a * vk *,baliflt{EErtEH+EJ*@iE
I rrr^r l -r-r r t.

2期 8年間④議員活動のながでむ
。
医民なMD蠍組み出改善、行政秤価シ曳テムを強めてき |

1ぜl,fヒも大切です滅iS、 国民油霞11]葡詈』ご|こ1対し薗自1運1も百距》洒言言,電二ることも回産Jl日露]醜 1毎年『琶]嘔二』E「F詈計で

締めくくちれる事務事業が価など区政□体質改善はまだまだ判7です。
地域主権改革推進濃案が成立b、 建礎自浩体

…
⑮権限委譲励琶行われるようになれば、自満

弾峨舞条嗣∬臨を行うことにな場、議会□啓雛園まますます重くな場ます。恣貶風柳議員、何でも賛
成議員は翻 て可咤 これからも翼椰吐亮瞬瓢ことした蜻uな聯ヽ躊 属臓麺■とbて、議会白痘譴羹こ議
員の慣れおいを正すとともに、人にや。さしい哄治をコくるため前達します

◎子育てもJ誦璽嵩珈備を「部副lも 情報到開越市熙靱画嘲用鰤瑚鱗肛襲 りな :

蜘就職部]]町涙珈温 斌Q喜戦きん

3期 12年、鰤 ]‖国際平和晨実行姜員会、介護サこピスを良くする金 (介護施設で飲声サ
ロン、朧 マ守ジャン教室など》、夢サロンL域ケア研兜金、謡卸症サポ守夕中劇圃お騒

笑座、」(都立公⑮口:向 1騰観察 r保護者めざす)に入0原愛好会:NP⑪法人プリージア 《移

動パンニ房等障がい者⑪就労事業》、冒険遊び場□会、地域・動愧共生ネット、(昇女平等

をめぎす)ゆきやなぎ⑮会など、市民団体警立ち上げなが嘔、鰤 11区濶会で発言 bてき、ま
した。に近、子ども曜唯割蜃隧肉鶉いろ翔鱚筵由な衝散わる中でもこどもに寄り添つ,光媚調力⊂鱚蟄輩
と支援⑪必要性をゝ認卸症⑮置と暮らす中で漑麺症予躙と支援封策⑩不十分を病隕し求し

た。暮らしの中に匹改と直結する認題漁S山積層す。.議量の仕事はいるんな人と出会う
―
発し

[:ジl壺 .里 .主主_c聟』聾塾χ枷吻 k聾笙型l

t.そ して      ために:桐岡       負 清審洒之;さん

| 四年前に市民の管さんに納真をした、い電 でも住準っづけたい安J訃⑮まちをつくり
のために、手育て支援、少人数学級、商齢者支援、環境政策などにはり組んできた菖そ⑪

う場⑪いくつ:かは実現したが、環題は山積抵特に、地方分権と置われなが皓地方と政府が

鍔 になつていない通とは問題薇 行画走市民か対等でなぃことに運動する。

今回の選挙がし議属定数力琶22から2o名肖』激と議会畦革⑪まず〒歩である。誘貝は

何をやつているのか見えない、と力踵 不要論まで言瀞れてしヽるか¬,見え局識会にするた

めには、市民⑪皆さんと一緒に改革を進めたい。

今春は25名 ⑮立候補中t女性はTttj全員笥遷な幅鋤名中7名亀 司    領ロキ

i―ファドの一つ 破 策決疼機関桑⑪女性参画Jは数では着実に前進bてきたが、今、市民

|が聞うのは性別ではなく、何をしたが、何をする口かに 馘会銹革を‐はじめ.と した話政策
i繭室割l『 曲時ず 酢 1_lr、懃轟鼈l声津善錦■λF十縫船]曇+lの実現に向けて、厳しい遇挙戦に搬意新たに立候補し奪す。

☆洗★☆他に魯立朧襴予定書はいらも鴎ゃると思ぃます。す瑶曜回嘘候輔予定着囮思
いを掲載できなかつ|た尋色憶幽念ですがこ皆さんの国圃間をお断嚇します◎★☆☆★
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日本のフエ.ミ 尾武≧を手渡すために

岩波書店から旧版『 日本ロフ圧電農ズム』

金7柵+則鰊 1‐ 櫻融H動 が出版されたが、‐15

年後口鋼帥`早からi『編魃 日本印フェミニズ

ム』奎 12番が需』行されξこのは1ビ完結bた嵩

こ札を減 して、1月 鋤日に、東京

電蔦鰺羅鑑量口 l
の企画ぶつたがゃ絢劃⊇名が参加しt祗氣に
あふれた報告と討論がなされな i

第 1部『5か嵩にあたつで :『 日本ロフエ電事

ズムJ・ を手渡すために』では、井上繭琶、119鯰

1年代以後卿甲間に、日本ロフエミニゴム?女
:他

学通琶多く⑮実績を重れてきたことな喜導と

ともに、このシリーズが、フェミニゴム⑪通

動とMれを曇劇的幅捉えたことなど、刊行⑩

l趣旨を述べ、調帥l年代後半吻際の運動量研究
‐

の新たな晨闘を新編に咆録:したととな説明し‐・

た.そ bて、山積する譜問題を解快し、「閂

の■ンパファメントを図るために、ア轟亀手 .

黄ム⑪運動と研究が::辱機漁婦g量讐轟嚇:高

ヾ

若い泄ねに期待する冒を呼びかけた。

次に■肝チ端子さんがこ『アンソロジ轟ぬ政 1

治Jと 1置して、アンプロジ‐ (m口 漑集

は、・既出文献の何を採用し何を採用しない口 ‐

力ヽ、すなわち何を『フェミニズム」と認寇ナ

るかという『定義画骰治』でわる,遺 とな指摘|

bた上で、フェミニズムにかかれる複数回ア

ンソロジ張、『フェミニゴム・コレクション』 :

『資料国ホウ〒ヤンJリ プ史』『 日本婦人問題

と『 日本めプ土亀聾ズム』を1蠅較

し、暑起電れの特徴を述べれ そして、L杞

かL15年後に改訂版をつくることが可能かЪ

lつぐる場合の考慮珈国にもいでぬ扁艘饉運が

1わった。Li    ‐:ノ :   L  ■■・li、

『趙漏‐個率⑩フ:ェ ユニズム』
・
全‐曇        ポ:ジウ山1言轍書

〒ァシソロジ〒卿譴抒瘤1絲尋鰤侵降囲期待■
綺    ::|]11:[:『

彗L

第辺部『『日本のフェミニズム』を着し`世ね
°

|が趙 ゝでは、翻代⑩岡野ノ鼈牝さん珈『プ土

ミユ |ズム理論とわたし割師年⑪自分史を振

柳返って』、錮化◎偏国敬子さんか『鋤代読・
i者

・個人生と重ねで』ξ帥化⑪草野曲:費さ1閾繹 :

・
『勿牝が減懃」と置して、セれるNA室 と'|

_事押合指すな削じ、口1カと7平尋テゴムとの
'幽

会いをおもた。

15年憧のアンソ甲―ジT回編集方針時?

第3部『鰤坪後にアシノロデ■麒訂腿をつ

|く 尋と曝だ幅73つ⑪編集方針をめぐつて』

ではこまずご
―
北村文さんか『日本漱口を超え

で―言語ナショ|ナ リ
|ズ
蓄批判』と口してЪ改

訂版なつくるとしたら、英語圏め『日1水⑮J

ジェンデ‐鱚又、さらには英語圏を超えて参

言語リソニスをとりいれ|る必要当説blた志

よに斎藤圭介さんは《『贔事者性と性刷二轟 ||

1制 |卜《ペナ面セクシズム)』 と題して、'15年後

蜃裔裔舞警甦墓 踪|
1か、脅れともフエミ昌ゴム⑪晃置を広ぱ、i男・

:性学やセグシユアル1マイプリテ苛
｀
を含級ア・

ンプロジーを締濶画かとしヽ勤鼈邊提趨を低たb

続いで妙本筵さんは、『メデイアの多様化 '

(印刷メディア至上主義批判》』と固しても。15

年後にはデ
'キストコニパス .伽歯t面岬ug i言

需辣聰嘲軸mを動昴』メディァに鱚 るこ

とは下可能ではなしヽかと
'適ぺ亀電子メデイア

を含⑮るとした巳著
1‐

ど山よう強制躙lと口難が1

伴らわかという問題提起をした。  ・

.・・
手固有縮さ1ん口渕会で開かれた第

1理

りは七`.

前半鰤昌Ъ8人口編集N員 鵬爾馨鎌評いさんは、

インプルエン

'ぬ
誰癒量鷹》による、各巻帥'

絆
tt麟硼婢趣曽ど著i口:飾ントベ⑮リプテイで、僕
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鮮ゝ 貯囃最吻飩害眈
‐
炉言D‐

N罠蠍翼鰤鞣鷲文 I

量λ置し罫麗瀑言暑厭層餃腫震量竃勇植][蒼

:讐鸞鰺沐置だ巫T125m祠

Ё粧趙雪冒黛]はオ荼了懺繁
網

警箪鰺Ъ部で出された鵞点のうち毛『日本峨』

息⑮飩鷺鰹隧胚抒Ⅱ璽L鵞謳
蛉褪     饒馘睾
巡累

鵜
だ
があるはM暖嗣ぽ

邊腫I雪重醜貫必馳」「冬曇
賞ぜⅧ凱〕翼巫聯
晰贈  秒臓饒Юi量は
二
T蠅辟り瞥蓼熙ン彗鶉]警名Ъゝ
聯
進「熙厄颯拶咆雛『驀舅

饒孟∫飩畠孟贔ξ
市原司翼彊貯慧[鳳⑮⑮踊賦熙真亘髯「詈た
Ri薇理褥類Vi:設巡鶉
奪『通[鶯宦薔[晟ざ贔鳳烈届T卜」可馨軍
顧ξ贔颯がこヲ諫鍵※趙讐
のの電子イしに関J醸油雹多く寄せられた。

ぽ 蓼嘱  魯臨 Γ聾≡彗l
ゴムとナショナリズム⑩闘援、経済学や中国

朧 立など、いまだにテェミニズムが入しな

い学問分野がわる起となど力電話題となつた。

フェミニズムがt届くべき人に履いでいな
::

ぃぬではなぃヵLと ぬ声に対して、会場かいt

W由 や女性センターを通して、膨っか蜘芦は

居いている (中村さん)、 主催著⑪上下さん瀑

し、種をまかない限蜘何も生まれないので1

私たち口仕事はまず種をよくことだ等面発言

が取り交わされた志

同会の千田さん浦S、 コプかしプェミ尋ズム

ヘ、そしてさらに新しいフェ亀ニズムゃと変

fにはしてきているが、吉いも口を維承しもつ、

新bいも面をつくって時ヽこうと締ぬくくり、

最後に、江原さんが、こ⑮会は駆諏人も集圭

つたともいえる沖事、9鋤 入しか集まらなかも

たともいえる。フェミニズムはい価もな数脈

だつtのだ力)し、電れ費自屹しつも前選をし

ようとアピールし、開合し起:

世代を超えて語.り あうも需圏憾幽讚
上謳⑮ような頴米で¬世代を超えは刷を超

えで多くの人が語りЪ多く□鵞層が飛び交も

た歴典的なイベントであったと思つ。そ⑮厘

面%全体%に研笏著脊iり の集まりであり、通

のサを通賤てЪ社会費革に向lナでどれだけ個

力と元れがR超された⑪かというと少寿Jかも

とないれもする。初め⑮風ピ中チで私は、費

困⑪女性ゴL、 雇蝠⑪場に鵜ける性差副、アン
ペイドリーク、女性lこ対する暴力等々ξジェ

ンダーに力哺わヽる未解決の熾題が山積してい

ることを指摘したが、こう.した話屁爬につい

て、席上でほとんど議爬fLiされなかつた。も

つとも、今回完縮した『新編日本田プュミニ・

ズム』には、剋実に起きている譜間厖⑮具体

的分櫛や、岬換す馨き方向¬解挽⑮糸口など

に言及した論文も多い⑮《13買慮下段幅続く榊 :
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派遣横改正の意義ど審議回戦湿   ‐
1 今回印改正法案は、1慟閲年に野働者脈遣法、

《以下、派遣法)が成立してからず貫して規

制緩鰤甲改
"が

重ねられてきた流れを重た、|.
『派遣事業⑪適正な運嵩』から [麒遣労働者|
の保護』申ためぬ規蜃強化に踏雛込ルギと町`・

5%に本きな意義励言わる。また官藻騰派遣暉
場合亀派遣先が違法でみることな知咽なが.ら

派遣労働者を受け入れていろ場合には、版這
先岬ン遣労働者lこ村レ下労働契約を中し込ん

:

だも口と等なす Fみなし制度Jの制ンを重ワ
i

なんだことも注目すべきでわる。

Mは 、1動卵年、21畔 特に相数いで購
業務を大幅に解禁ナ番輌制緩繭が行ゎれた.:

糞 躙蹴浚褥鸞
道など油童横行した。20鮨 年秋めり■マン・シ

浣財に心覺絣鯰
正案が威o曲年11月 に頼 定:国会臨
入助したもの口、21691皐赫衆隧解散守廃案遷

'

なわた言

霧U09年口政権交代後Ъあしためて審識会で

派遣法改正にもいて議論がされ、国懸面
｀
年 1画

臆⑪審議会答申暮黒まえて坦dio年 3月
・
]と新

たな改正弦索が通常国会に経出された。し力葛

し亀レ衆議院で⑪審議は進ます、時間切紀鵡織

続審議星なった61臨時国会≒も審議され手:

2⑩ll年口今通常国会守審議されると|と にな

っているが1鏃遣法改正麒予算間達錢案Tは

ないため、予算成立後面響議とな叩、感・まヽだ

審議入ゆi面メドは主うていない。、国民党ti3
⑪覇党は、円高繭ヨ続く状況下で⑩規制強イL

こ|と

～
ンシ義ン零ユi尋IE直早環誦胴

一
は¬糀簾卿海外緬出に拍車をかける彙華張
降、L翁明学は中ダヽ企業ゃ甲配慮繭》611聾造

叢際彗⑩巡則鎌典』,「
l浮囃角を5眸下郭彎、

政軍法成立つ甲■∵ドルは同宅厳鳩8渕
にわ8。

改平瞥寒興非申内容iど 鯰甲藁「   |

4M鱚 鸞 は F碧蝙 夢 辣 魏
費中保護P雇用の幸宰‐を同的規定

lこ明記
.し程L

改正甲柱嘩ヒ l       i‐ .

(1)常峙雇用さ澁昴労働者以外⑪:F撃録製
派遣』ぬ源厠保止t         .|

ず又雉鱚冨扮「螂

衡磐寿憶サ理こと、‐馘睦料逹塵祓量鼈 ぬ
|

賃とめ差額切繍遭料盤]L薔鵡葛割答
`i亭

二参
多率11違どあ膳釧怒鮨□義務化計'危入れ等の
際に派遣労働者に対して二人当た場あ派遣料

hm額を明憲することなど、派遣鼈 の特
遇改讐を'目 的とする湿造を超ぬで1ヽ暮⑩
もしかし竜改正濃案にはt①嶼令指定自嘔業

1務を      施例外出議モb,電 るこ
゛
こt

②l†特腑型繍t■ 11車春麹藤遣   亀許瘍
してし`るこくこ:③違      凛なし規

えによ蜘成立ナる搬慟契純ぬ期間等癒晰働条

件が飛めまま口]き継がおろこと、①脈遣先⑮

〇
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団体交渉応諾義務など派遣先責任融ギL規定が

聴叩込まれていない起と、⑤登録型珈遣 0製

造羮務閂財禁豊規定⑩施行時期が極めて爆い

遺となど、平十分な問題慮油電数多くある。

「常時雇用』 とは何か

厚労増で1ま、「常時雇用される輌働者』を「常

用労働者」とbているが、端 時雇用』や F常

用雇用」⑮定贔lまバラバラで力部りにくい6

厚労省⑪『年長プリニター滸用雇用fヒプラン」

では、営用雇用は期間の定め的ない雇用を指

している。しかし、各月勤場統計調■では、

直近2カ月でそれぞれ 18日以上勤めれば

「常用労働者』と定義されている6労働者振

遣法では、「常用雇用労働者」を、①期間□定

めなく雇用されているも⑪、②過去 1年を超

える期間についてヨ|き続き雇用されているも

の、③採用時諏ゝら1年を超えてワIき続き雇用

されると見込まれるもの、とbていも 《厚労

省職靱安定周「労働者派遣事業闇儡義務巫極

要靱』》。これでは、2カ月とか3カ月という

短期⑮雇厠契約が更新されЪ結果的に1年を

超えて雇用されると『常時雇用」にな輸。日々

雇いでも 1年を越えれば Fゝ常用』、『常時雇

用」
1と

なる。

改正案で規諷対象となるつは、専門26業

務を除く常時雇用労働者以外爾労働者である。

厚労省⑮吻口9年度労働者諫遣事業報告によ

ると、157万人の派遣労働者 《港用換算》

のうち、規闊対象となる曲は製壇業務 0万人、

専門2日 業務 e製遭業務以外爾業務 《一般事

務や営業など》 21万人を合ねせたねずか由

0万人でわる。こ⑮事業搬音では性囲を明ら

かにしていないので、どれだけ口女性が規制

対象とを懸⑮かわかいない鰤菖、女性が大半を

占める専門26義務瀞彗規制絣象外であること

をみても、穏遺で働く女性□労働条件改善や

雇用⑮安定にはほど遠い改正案であるといわ

ぎるを得献い。

専P5職 とは暑ばかりの専P526業務

最重案では1%鶉 28′業務を登録型派遣禁

止口例外としている◎同叢務田大半|ま女性

労働者な口で、縮遣法⑪改正は多く商女性

脈遣労働者を素通ゆする起とになる。専『]

20業務にはЪ専P5職とは名ばか蜘の事務

用機器操作、ファイリング、受付・案内、

建築物滴端、テレマーケティングなど低賃

金ぬ業務沖目多数含窯れている.2□叢務⑪

派遣労働巻数は約00万人、そ⑮うち事務

用機器操作は40万人、平均時論は132
5用である。員も賃生の置い建築物清掃は

976円 と1□ 00日を割つている.こん

な低賃迪:を専門職といえるだろう力%'
1田5年ぬ男女雇用機鼈均等法lll定後、大

手住業]よ一般事務⑩女性正社員口採用|を控

え、子会社や系列会社に人材脈遣会社を作

柳、そこから派遣される女性派遣労働者争

仰置書換えを進出できたb企業は派遣法を

利用bて、女憧労働者を派遣社員と怪て間 :

接雇用し、低賃ぬで不安定な雇用に追いや

つてきた。

専門2日 業務について|よ、専門性力電高い

日であれば常用製にして登録型綱遣は繁上

し、救青珈績をお通なうとともに、専門性 _

の見直し洒雹懸要である◎

派遣で働きたlirLと ぃう労働者のニーズは

本mにぁる⑮か

企業倒は、派遣労働亀□規制を『失業が

成がる」『派遣労働者自身が反対だ」などと

批判し、法改正に反対際、巻き適しを強め

ている。こうした中で鶴顛 大褥 科学

研究所は、「工場で慟ぐ脈遣 ○請負労働者□

半数以上油St製造業務派遣⑩閂剛禁上につい

で反対Jと 懸ヽラアンター ト調査結果を発表

しえ (2囲10掏爵・詞圃墓里ラボロジェクト#堵壕塾0催難

藤博樹教授)5始口理由は、「派遣を禁上し

て 工ヽ社員など印雇用.が増えないから」、:

「自。分節琴派遣で慟は証くとるから』という

ものでめる。法改正甲議論をしようという
時期に、失業不安をお(13責右下Mに続く)

―
『

一



i鱚
師嚇蔽睡襲子さん』は団年隋農卵問題は

取り
「
組んでこられたプリージャ曇ナリスト◎マ

シス,■11月号埼稿「日本
にs■豆、す農端暉にから』も]浙嘔閻馳く|ださ嚇竜

こ匁
がな時、鋼 ⑩諜     ことな書いていこ、

うと『凰」糀琳玲釉鰊 lこ『女甲mと いう投

詢襴を作つた。

農村の女性た幅には、明らく.MD我慢強懸颯

動節雹わづ幅 戦緩、農村田M   に壁幡

があった。濃彊艤渕ド爾電した回巫糧済

摺動でも世帯主がいて靱 まわ餃がなく、家計

を始めたぶ文字輻 ナない人が家計

簿   るほ動口中で文字を覚えていき、仕

の運動⑩申から 引質熙螺 よヽこ期 が起こ

り、「どうしてお瞼かない力刊と経済にぬぎめた急

農雉誦人部   、山代目さんが取材をして

書しヽた R獣車わ歌Jは、「ホ■握鱚mに 即Q

再膠 参カロしゝ その調全¶映国がで育、出喚運

動か起きiれ

都市部では鞘費蕎運動、    潤起こ駒、

麗冒湖⑪ 磋蝶輯憧わない 鰤ゝ鹸   舜導

m、 識 で 瑞鏡晴不買1嘩m.でソ:ン
ビジ暴

―累を完駆込蟄運動も起こつた.生産看 Qi消費

者彎     を持つた女性として、1農協女性

と女性国律の人とこ刊割こなつて運動が筵≧つに
:

運動が軋聞いた時だD噸応するように F■幡改

善力陣 功 油彗出てき亀|      |
唯愧顆嘲れは間年戦に陶瑯陣 1就mt・

加8雨入で 綱ゝ領1とは 暗蝶:をやるよ

性』をされ、       もおもたが、薗m
準には    極なる起 苺は中同馳齢

でお葛。    面は面、
姉代で、印:たも越ど卸色ゼLれ軸見己れな
かつ毎申ヽ これ導最優ぬ聞い鰤‐」と

・
『厘TPi

=      |                                                                                           =              1::|:i:l!』

::言 :lli      鰈

P首姓⑮女たちの合』埴鋳当る逼とになら鬱れЪ8:

に近⑬入の力性を見送■た薔よく働きく|よ く

旱が、まく聞い、よく技術を学んだ人た場で枷

]、     |

酪蓼 暉鶉國文
好きなエラl硼 F55`母吻 ょ鰹―l駁 疇閥は外

に)_『漁1つしゃ9畷隧酌」:鱈 時になつたい纂瑠〕

置で》ξ誰言うとなく暉 ‐鉱 かつにlh域だけ

の軋 なく、社会に出面閻 む喝ない時蠅に

なるたが、いくら価 てもたNき気 濃業姉 る.

人間とb絋 て1載・腕 造ヽ用雨用鮭戯丹i躙
主制》胴 』1%わした言纏晰欲帥れ ま|う と、

店づく駒、直売Mb蘭品開発をしな

ぬ鵞ろ憲ζ皇二誰11轟盪こi名』
1電鼈⑮譜警毅  鮨‐
画 を開けてくれて、受泡又 る職況ほ出てき:

ていると思う。

高齢者⑩女性たち陶国図雫位で平均4[鱚呻甲
亀 騨可辟費自∫笏列ナ雛姻に1下賜 ,Pギ

という運動で、空
'大

ティトーから始まつ亀今
1型蜻艦翼琲雲るご現入1側鯰万   ある女性

⑩担懸Ъ手は 覺L内電作乳¬レストワシ経嵩等

だが、経僣着竜鵞働者として⑩経験がなく園つ

でいる。.費ま.つれ辟財靱嚇擁台され、鰈

潤農業法人を作もてモデルケースになわたNも

定学な判
『

られ解雇きれた。中ρ鱚 身で1

m笥 凡理渕筆纏れ る連蝿Jしに

置売所が大きくなると勇馘や野電名んな連とか寺

冒i
『ねばぬ禰15聟り|イ

≪[褥即ギlい了甲鏃 .

〇
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め、地産地消で作つたもめ、個続的な精やきを並べら

れ敵くなつている逼とに気がぃていなし、

私Iまξ鰈 をするt耕躇する、‐蒙濃:と生悟を

共にしている者な Fl%軋鋤蜘 と́言いたしゝ Jヽ

さい土地を持軸亀圧倒的に多:く噸洟趙濾ちはM
業しなlすればならな賑Li醜闇では、コン暴ャク、

林業、きめこ、妻詈、和紙、羊等、工業製品口

材料を作つて家腹をねつてきた節富¬今残つてい `

るの1まコンニャクだけで、工業周作愧・
l■ 1970

年台印薗由化⑪中でなくなつた。ホロ源もそ⑮

幽め中を注慶や三井が同う6求を固楷れたとい

うこと。田善に大きなスーパーや道路ができ、

そい育後に農村がある。●国帷

村に 防軋  (am力琶入靭:東赫曜罰状隻

が入つてきて新しい女性のうなカヨ叩ができ始め

ている。上野けでは、      で、1人 5

万円払えるような性掌 0住宅を与える飢度を作

り、農熙扁壁課作槃理が回している。構の中で

潟盆、労働力は国瞳竜いう起と。申」心になつて

lir hる のはねばあ堪鑢んで、国分⑮好‐きな価に直

%に 特も節 つて売り、絶雌 宅、救 アパ

ートに住麟b蝙 てヽな嗜ヽ臨 いなレゝ デム見学

も観詭答を寄せ、巧又 地域℃どう生きていく

癒ヽ ここで生きるのだ、ここで幸せを勝ち胚る

ことをどれだ1す女⑩人に値え村けていくの曲ゝ

◎嘱踵贔言53T   h轟
ツサス (※硼 ⑩委員にな蜘Ъ続計⑪項目を

議論したが、私l劃鶉藉l颯り、日期陣づ亀

通れから、地域菫活とかに業特有のも口をつ

けなければ今の農村の圧倒的女性たちは生きで

いけない口ではない力ヽ 病院・弁護め問題、幕

も来ない、靱 滑琶なくなる、年並も:動∫ゝ 遠く

なもた物は作機ぱいしゝ それが聞いな 向分た

ちで必要なものを作つて回していくことが墨れ

から口繹にではない力ゝ 1離という展塵動で提

え、人権として25業を歳めていくb大規模な画

は天非を却えれはいb、 ィヽib趙職襲療家のよ

にお金力武きちんと渡せ為制度を高米価ほ生活保

障噸轟準になるも嘴           :
踵
・感脇緩合量は?→ 農業ちと、価を買い院 を

する         ではなくなっている□
e農叢糞性口愈薗鍮酬蜃闘冬にされずにきた⑪

は?→たNさ    をして鋼吼 割扁蘊勢こ

反発する吻蜀動:こなくな醜 都市部

者、商躊 幼 由用囃酬がなくなる口と同凸
0   '閲条巫鉤璽?■当型摯膨叫電 う人

がなしゝ :軋法は国の申J麟なので触る⑮は怖しヽ力、
L      魯結ぶ連とは個人口努力め問題でシ曳

テムを変えることではない口か?→

超 ⑮貪蟄 諷 跛 曲氣 温はゼ鰤 て讐ォ配鰤電

申告始亀き歳動ま、そう1れ眠 鼈鶉菫醐新両 しま

う。国家が伸るがきことをしてか皓言うべき.

0眈 個人口数力l聰される?→ 農業勲策も大き

く動時ヽでいる。そ⑮上にTPP。平場朧何とか敵るがЪ

蜘悶割碑申国闘部はダメ◎たば反対だけで|ま済まなく

なっている。

・消費者法とも結がわ≪?→ TPPヽl嘲謝乱

贅成が多嚇ゝ 地噛⑮ノゝ両国珈肉量を入れて作るがさG

・ジ三ンプニ続計等、細躙転ゝ続訃は?→農ホ省 :

銹続論に出たのは鋤鑽 濃封女性の自れが多 ‐

b亀 鑽覺鱚物を作つていた人が値が下』露ると女

性が自」枷曝鉤]と鳳時ヽ胚鰈に動Lつ i聰 冷く高

齢女性の相談は「対の中でこ⑮後どうなつてい

くかと考えると鰤 なしゝ 』『どうして噸 力わ

からなbヽ 1轡手して。』という電認灘卿枷電詳しゝ

や躊鱚さん底 今ま   な爾 躙 の開闊に

まとめ亀が泄に聞せてない、租印賣務だと言われてい

る◎着bl人に伝えてiく たゆに、そ口本蒻 中に出
したしゝ またお写ばかけしたいと思 3。 』と司会者が

まとめて会を経

『

した。参加者は四人であつれ

※ 隋 封 ス:蹄 ンサ嵐用

欄瞳転就業騰鑽を明ら鰤¶こするとともにも農辿村ぬ実態魯朧

剖剖融颯L:撻琳緬動唾勒き並彙 =3直
鰊朧ぬ〔蠅釧野

料む靭載しb提礫することを固動に 5ゝ年ごとに行働願鰤雷‐

九 1断欄 帥
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0日奉弁護±連昔舎シンポジウムロ

すぶて回子ども亀口噸 轟満

2月 勧曰夜、弁護士会館において表記のシ

ンポ調開催され:S「09人以上識雹参加して盛

会であもたも現在t瞳臓力留提唱りでしヽ輸毛晰

システム』はこれまで囲保育制度を抜率的1[こ

愛えるも口であらにも開和らずもそ口嗣慶 F

、内容がど⑩ようなも⑮いなるか不透明な機鵬
でおり、「新システム』について声をあげてい

くきつかけにしたいとい慟趣置であ鸞た。

基調講績煮孵集国儡冑団作運織会事務同長
画実力 (じつ力lた》仲子さん⑩講演要:冒は以

下⑪ようなも口であつた。

『新システム』回闘固
:F新姜ステム』とは街か造しヽぅとt理歳は1

すべて⑮子どもうの良資な成育環境警保障し、

子ども・子育でな社会壁体で支援する.1という

も口である。そのなめに :

①
・
市町村 《基礎白治体》が制度を実蛉

②l《国が)子ども・′予育て支援に洒ねるN
度 b財臓 ]給付着翅括化 。■元ぜ脇く動機

|・ 日と保育所蔽垣根を取り払bl.『こざ'も園』

lこ )。

③ ‐1国意t)子ども0子育て開準甲財線を〒
1 本ギLし、市町村に一括杢付 (子ども0子

育て包括斐付金)      ,‐ r

i④  (市町村が》すぶTP子 じヽ と子育て実
・
庭の手―ダに応EでR7.ま鶉愉を保障ご:

画帥11年ぬ通需菌会には軽零通鴻桑き鍵:

出し、四⑩18年度から実施するЪ

とぃぅもmでぁる。

これに伴い¬

1っ 、  市囲構が保脊‐を直接提淮す:る 責:

任が献くなる。すむねち ○中町材は・ (客翻

冬環辣巖辣鳳晦デ|ども1を大馴陸瞭雹社奎i⑩i山慟舵

的基準≦保護者の労働時間申綸料)にR書き

麟 の必要徒を制定するパ要保育虚認定)6・ T

爆識齊騨:自
:蟻施Iを選楓し爆護者が施設と襲

絢 ≪機的勁児教育 R儡青製絢という名:⑩直接

契約》することになり施設が入所肴を設めて

とい。□入園硬きな脚語つた子どもにっいてはも

市町村⑮調整責覇 (ねつ賞ゃ,中黎畢岬翁レ
漁5ある財紹介する●み亀釉制力はなし。 ‐

零、  給付《捕脚彙専貯》甲しくみ饗:等

鰤  ]  譜

彎「子ども?予育て新シ異:千島Jを考え1るP'靱醗も1菫□胸馘諭岬曇藝

ゆ⑪まえ蜘予 `

i◎

鸞&璽置墨為鼈厨量検下に重量巡墨鱈』ρ巡
された時間両利用に限る。調鰤経超えたh用

・

直完金自己負担:星薩設造にょ
:葛

莉廟蜘岨』菖

ねる。

3t｀  見低基準かなくなるL渕財瑾場を

廃止しt・地方窯例で決めるよ事業響指定制度

⑪導入で盆睾参入促進。運鯰費⑩使途封限撤

廃は縁青以外暴⑩投資も可となリニ綸駒畿力雹

子ともに使ねれなくなるお砦れかわ慟8・ ■■

4ゝ  保ヽ:育料負担のしくみ嗣曇鞍曇biこ

れまで回所得に応Eた負担 |《応能負担}典)ら

利用に感腎簿鼎輝 (臓益負担lへOO公定価幡

を基本岬す骨がW申価格 《堡背機、入学金、

:

醸る」

こうしたことから、保育所礫しは縁護者⑪

自越責任とな明、
.利

用すれ
iぱ

ナ雹tまど負饉鵬

増え保脊離島適昌覺此する。施吻経菅幅率安虚
fL廿幽難鼎L《繭浦iこ臆した収入■たぬ〕1・ 保青

― Ш 7



内容・水準⑮低下、公立保育所悩続廃合、:島・

営イL促進、などの問題油もある8

「新システム』へ回意見と要望
パネリストからは、次⑪ような意見懸葛表明

された。                |
「新システム』分選鏑×師L(重い負担%増え

なしヽ施設、熙イLする職員雇用)だという意見

に対しては、介謹保険にlよ向いKもある。介

護保険は直接契約だが、間にケア・マネージ

ャー、地域支援センターを入れている:わ し

ろ介護保隣並みにしろと言いえ市ヽ 《獄野純一

◎ 量誨覆蛯言昴讐顧豚言戸不鯉鱚巫蕊ξ菫層賛

まつていない、どこを修正していくべきか鉤

場にロロして議論すべき(申島量子 連合総合政

策局長)。 保育施設での死亡事故問題を手ポ|す

ている寺町東子弁護士は、儒青所における赤

ちやん用亡事故別⑫例0う ち認可外鰤琶呂Б%を

占め、そ図典型円の地袋⑮ Fちがっこ園Jは
29年間で 210「J⑮死亡事故が起き、当惑験労

働条件で保育士がやめ、応募もなく、しかも

詰めこみ保育が行われていたこと、一方で調

可園でのM世事故が増加して藤ることなどを

あげた。直接熙絢tlJでは行政⑩憎導釉督嘔実

効性が低下する。運営費⑮使途制限を設lナ不

良園鼈 の眩督コストが躍 という。

◎祗盗飩髯几鷺にポξ
“
¥ン載

と議論されていないのでは、という質問に対

し、政府 由蝙は一体だが、応益負肺 弁護保

険イLと いうことはいつていない。鶴 儡帷政

策としてP■省の政策があり省と政治力ま一致

していない状態であり、自分としても必ずし

も納得していないし、調査会としてもすべて

了承しているわけでない、と述べた。

コ要な国民的議論

主催者⑮同寺連はその意見書(本年1.月 81
日付)おいて、F新システム』が『すべてめ子

とも緊⑩良質な感育環境を保障するJといい

な浦電し、費国状湿にお‐る予,ど も、障がい口あ

輸子ども、虐待を受けている子ども、ひとり

親家庭田子どもなど□軸を抱えた子ともへ口

施素に大けているため、それを■り込むことЪ

そのためぬ財濾確儡審蜀調している。また「幼

稚園ご保青所はそれぞれ長い歴史をもも、独

自の制度として発展膨てきたのであ駿、それ

らな性急にて体イヒしようとすれば、大きな鮨

乱を招く鵜それがある。仮に動保一体砲を進

めるとbでも、蟄場へ⑩影響や菫事者の意見

を吟味しつつ、慎重に議論を鳳くすべきであ

り、搬速導入同 けるがきであるJと してい

る。

日本は子どもに関する国の予算のかけ方は

先進国中熙低レベルでめる。

保育政策は両立支援、ワ‐クライラバラン

滅義どに直接関係する課題であり、1女性団体

ももつと声をおげるギきであるb魏在、法律

案⑮骨子は固まつていないがな制にと実施⑮

時期が決まつているという状憩であり、今後

も底く国民的議論遇菫必要でめることは、シン

ポでも二ました意見であるた。     :

なお、ぬ京 』mc世話大会ではこ緊急な事

として、昨年 4月 5日 村で、第 3■昴女共同

萎両基本計,M皐鸞検討申⑮基本問題 e政策専

門調査会に対して『保育政策に関する嬰望』

を提出、縦iliFbて 同14自持寺t.島韮党に F『子

ども亀手育てピジョン』⑪保育関係の法制イヒ

に関する要望書』(1回 1頁掲載》を提出した。

いずれも0時ぬ鳩山。内閣で開議搬定さ紀た
「緊ゾ経済対策』に精いて、子どち印たちロ

育.もに関わる重要政節か経済政策として打ち

出されていることに勉慣を持
て
もЪ

｀
費・ひして保

育を受け覆権甲Jの平等老保障t子ども⑪権利
の最優先、安J]して子ともな預け幅れる保育

環境□爆障のための具体的項目をおげている。

声た、怯釧化に向1すて博》現場や専門家の声

を開き時間をかけて検討することを求めた。

-11-



: 北m‐ J鰯 .⑩操南政策I尋聞する零聖姜
l:     :

(2010年には基本的赤両を箇
1ぬ
葛基ぬととで、biずれも世話入会で素魚に提出

iした.)|

I.2010午 4月 5甲  基卒聞甲
°計呂専闘調輩会委曇ノ螂て、     1

第3次男女共同檜画懸跡誹画輝闘叢る国塑 :爆育政備に関して (前丈略》 |
1、 働く女性ぬ権利と子どもの権利を尊重した爆曹政策をR備すること      l l
量、児童福祉法 24業にRつく現行⑩肉度をR持 き拡充す憑こと

3、 1保青申質彎低下を押く暴燿基準彎J辱
止や副冑下ド

ではキ‐く,ヽ

準を、なしろ現化の轟中ダに対応したち口に改善すること

19晏B年 11シ宰奏枠聾尋.

4、 家庭的保育 (保育ママ》制度に曰低では、儒育を担う女性⑪自分儡障と、安仝で安

心できる保脊醸境を確備する起と

5、 家庭的地域田子育てセンタァとして偶育所中設備:な 機瀧を充実藁せるLと |::

皿 2Q10年 毬月 14国 民主党 宛て (同 日、今野東 副韓事長と画識し要望した》 ■
―

F子ども甲子育てピジョ「ン』トロ爆青関係⑩法制瑚LIこ関す亀轟望書 |..(前文略》

'1、
撮童福祉法に基づく現行⑮制度をR持・拡充醸も保青所制度に対す輸国と自治作ぬ

:,会的責任をあいまいにしないこと

2、 儒育環境彎地域椿差、と叩わけ都繭部における特機児竜■問題解仇⑩ためには保育

所の増設を推進すること

3、 地方分権を名日にした最低基準⑩廃止を中止時、保育予算の電般財濾イ瞳に関して:は電

すべて田子どもに等しい保青鎌境を保障す濁だめll遭使途、目的な明確にして羹付する
1 こと                       '  '

｀
41と ぐにチどもP爆育環境を向上させるため呼嘩最低基準Q庫些や所‖き下げモはなくヽ

1948部に設定された基準を、懃し暴規代ロニープに対応したも④に改魃すること

5、 幼藤中体イ脇に関しては教育機価と福祉機能⑩違b〕電また公立と私立⑮関係など管理

権、財塵権などぬ□鮮な問題をひ電部に蒐眼する⑩かな興悴的に提ポしЪ柵逸主義で

温乱を起こきないよう注意する追と

心、公立保育所の設備と機能を支襄
:叫

tn域田子青てセンターとしてぬ設備に位置づlす も

噛能を強化す愚こと

1 7、 家庭的爆育 (保育ママト制度に関しては、繰育を担う女性の自分保障と、、安全で安
・
Jいできる保育環境を整備する直:と

4月 2G固 、 R健太 内閣府瞳務曽(当時)と こ■問庸lこつ時`で回鰈志。今後も意贔を情えて

いただきたいと口ことであつた.

-12‐



テー寺 :第 3 齢 尋も面にす喜ために
聴男女

開催期国:囲 1¬ 年 ¬□伺自国 回 、日国 .圃
Ⅲ却をつける中

闘雌会場 :鋏岡県晶女羹国会画センタニ|~・

◎ 齢跛 鰤

第 1オ褥

第雹鵬

第3分科会

第4雛
: 1笥員『5珈 電菫警事

二□閻ロプログラム 脚

女性と経済的エンパワーメント

女性
1と 『政治参画』

生活と仕事の両立支援

子ど亀:高齢考節昌安l蟄 してくらせろまちづくりをめざして

昇女共同参画推進口‐ためぬ条件唾備にもぃモ:

★以上は目月末期瀧嘔予定]今鐘多少愛更され鶴可能性もありま九

(5頁からの続き)で、:それらを調ルでいた

だくことで、多少挙も型動勤Э力涸梨担まれる逼

と,を満じたい。身年1壽補島けて、金厖各地で、

量量‐12(荼⑮プックトークが予定さオしていヽるの

で亀:劇時 bてほい 、      '
若い世趙口発言者から、女性⑮(別守性き

がたさに懇りや落ち着かなさを魃じつつも、

上の世代口運mにはカロれる逗とへめためらい

黎違和魃を調る人が盪Xかいた。画分の言葉

を採しつつ、自分たち蟷 嘱叶雌意を防 し

ている彼女たちに、私はれな瘍を排つた。言

うまでもなくtプ ェミニズムは一つではなく、

それぞれが抱える問題と解快方法は、それぞ

れに異なる⑩は当然に :若い世性には諫い世

代のフェミニズみがあるはず越。彼女た場日

今後に期待したし聰

(7頁から口続き)おる調費をおこなうこと:

にはおおいに提闘油Sある。       ‐:

リーマン0ショック時lこ製造業務ぬ脈置

切りをした大手メーカー|よ、雇用者は 前ヽ

ら直接雇用⑮期間エヘ切顎換えている◎m

録型派遣を壊止しても雇珈
'膵
なくなるわ

けではな》ヽ なく蓄る回は、国用責任を導
紀で個甲ストで労働者な罐瀑曝ようとい :

う無責任な企業とも     からピンィト

表する掘遣会社で静う。     (
また、■録型派遣輝働き馘 ‐)と kヽ シ労働

者のニーズは本当にわる⑪醒 う力、 子育

てや力謹なぜ轟螂中事情鋳寺ヵJtアアツL・

プロ亀ぬ⑮勉学などでξl'拘棄性口強bp正社

員ではなく‐‐時的 ?臨疇的雇用な望鰤労働 !

者が■部いるとしても、
1:趙

慟幡脈置という

不安定な問機雇用を望んでいる澱けでは
゜

なし、 大多数⑪派遣労働者は、正社員を希

望|してし乳権が募集油覧なかつた性かt=社員
への転換ができずやむを得ず派遣を選択

せぎらを得ない状況にお明、派遣労働者の

多く力菫正社員雇用者希望bていう回は、厚

労省口続計資料なとかiも ち明巳かである。

国会は、先備きが不透明な状況にあるが、

不十分とはいえよ・うやく『脈遣

護』に艦を切もた派遣怯改正案は、な海と

しても成立させ避けれはなら:ないし

…13-



≪2月世話人会≫

2月 1由 日午後5時から瑚し東脚 事務所で

開催』
.総

会、■o月 ぬ研修セミナ〒口日程⑮

確認Ъプログラム
」
についぜの意見交換後、マ

ンスリー3月 予め内容を投庭t,4月号ぬ:内容

も話し合いましたり3月泄話人4は 15日午

後戦時から事務面で開きまナξ´

くマンスリT前瘍誤植口お詫ひとが正≫

会員htではずでに認正田お願いなしま醸た

が、i『守ン累りLT瑚ヒ京脚ml:53子では毛数

力Mが わ駿ま:した。指詫ぴbて以下のよ

うに認正します。(1目3号編集拠盆 ]加囮

◇ ◇ ◇

① (表級)タイトルゴ麓Dlo年』《誤》デ『2011

年』《正)

◎ (表級)「 12:月 定倒会報告』:『ll月 申定倒

会では〈誤)』
→『3月 □庭側会では』(正》

③ (p勘 上野:さ ん0報告⑩右段2行日 :F副

本早経験費もつ清求され』(M》 デ :『虞務i

よ嘗経験1を
iわつ清求さん』(正 )

④ (p2》 『新年⑮:ご挨拶』本菜2行日彙ぴ 1學

行日 :「第 3_数男女共同参両社●碁枡

(誤》→『第3次男女共同参画基本計画』《正〕

く2□11年度巫東JA自織舎口お知邑越≫
2面 li準量輌Kは自月ig面 (自 )基予

定していまサな幸箭中は議事でね親会もかね
たテンチをはさみ毛午徒は国会報告、:講績会

辱寿ご贔場だくさんロデ白グラムを用意し
｀
て

います。今後⑪私たちの運動面憔ぬ芳亀議論
したいと凰いま'す。          :
詳細は数丹に掲載・します。一人でも多くの

会貝⑩皆様口ご参鰤をお持もしてい董:ナ』

『マレ'曳 J冒ゴ屹京副G』

第 1%号

鰤11器 3月 |ユ 圏齢 ‐  l
鶉 際 F獅テ : 司臨 鵬 鶉 大会 |

轡担鰤泄話人    石厠墨に子

◇Tll〔卜菫調〕嘔‖目晴〕東京炒皮京 [量亘」4卜到働賢『層レ・ず墨F・ 1週〕・

本郷由中ポレイション▽鰤

や聯 ::口踊   ‐   l  :ン
◇挽姉ザ/Dni璽 _f蟹:ぱょtf  i  ‐  ′ |

サ::. 卿85貯7飢Б    I
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第司55母
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『索瞥'有醸菱堂と口醗謙職障もつ1れム曇I尋確画峯て,   : | ■l i

中
  :

・             
′

l  
ヽ       :|     |lll悧

幡 嚇 轟
_:

11「 地震:と 巨大津瞳ぬ笹大な機書にみまi詢れt・亡ぐセG鰐た多くの方粽たに裏悼抑意咤表‐レ

ますと共に、かけがえ口なぃ曝熊をなきされ遣響き_曇健感iょち1務悔論を中b上げます。 1
1また、厳しい生活を■儀なくされている機製地‐ぬ讐iき 讐ti箇 ご塵1と広憩sる原発⑩緩馨lき

恐怖と不安な国々 を進うでしヽあ皆さ・よに鶉見舞朧申し上げます嵩  ■  li:    「

1櫨聾地と電話が担色るょぅにな若モ::墜 ちゃ s」
ti冑界中曽声キ

:中‐g無事を確認でJき安≒fiで                                                、 :J

l｀
たし事した這た

平l岬費ギキ育崚]マキ呻青ずⅢ尋薫幸回壽蘭坤譴モイォ
⊥ 《エタ

0ギ
十

オ伽台、平夕
0メーラ仙部 i:::曜炒屁曖躊Qに 1ゆ朧館銑 11そ

1轟
`警興藁としていた4ヒ点辟塾□嘩

台は、ライプライン滴民復活してぃ:ない地域も:

す。1日 最ヽレ}清動再開ll聾魯ちi坦鶴ガしモl

l世話になつたもい織か女性セング〒誉棚‐ぬ閲〈

動ら輸晒ら都で―いる13様予健篭逆に動まされ望lb纏春15曇には相●の時吻置辱すること賞
しょう、皆さまくれぐれもご薗愛ください。
i「            ｀

11■ |:1計
。:i::.i: 、

'liル

   
・ |■ 1

‐  雖 』
のようです心とuわけ園発興書は日々 絋大し.未だに予断む許どな嘩鑽 的批況は翻りt樹

伯本社会ヵ琶崩壊しでし`武姿を見る種なi響す。        ~      :   毛

l しかし2週間を経で、絶璽口饉曲摯ら―懸命に集き等うとする機災者の方々ぬ勇氣ある馳■ ‐

1こ附まされ:今後t私たちは壺⑪ような繹題臆職IJ嚇組凛絶癖,こ 者亀そぃま:テよ■・:if lj:

進m13畠轡[凩亦 IttT言洸「文  を i墨

‐

ぃち創靭木えてむ`く纏
1ぬぬチャシス塵塵らえ、そ品経あわ写親慮で新たな日本社会を搬底ぱ

栃
:ぎんと:ま

[:::に、営曽と:力
T曲鬱轡‐珈遇絣聯にた等ヽど恵び尚

=―

卜 ・■γ ttr■社ぶ

/

○
′

…2-



◇極醜地か1島面声一硼地⑫樵翻と支援幡勘□靡自◇ ・

3月 11日 の東瑚L関東大震災で、被災はた地域に住む会員⑮方や関係者⑪方に電話で安否

を飼い、地域⑪状況やそつ後の支援括動について精論をつかかいました。以下 坦地域につ

いて紹介 します.

☆岩手県平泉町 寺崎敏子さⅢ:(町饉白暉戯》

平泉町は、砦手県⑪内陸部に位置するため、地震による直接的な被量はあま蜘大きくなか

ったのですが、震災後の 1週間にライプラインカE闘 ぎされてしまいました。同隈県内にいて

も.被災地の情報が届かない逼とと、最も厳しいのは暖房用の灯油、ガソリン⑪不足ですL3
時間特ち⑪状況です。原国の一うには、各%で道路力鼠陥椴しているためタンクローリーを満

タンにできないととといれれています◎震災後、まずは地元④高齢者や知的圃 言い者献どの

にD′ 警幽泄之写ii警筵糧]響[[『鼈7]]R炉]|[』層   『 写ζ鸞]][][髯 旱撃

る方法が見いだせないのが現状口ようで、私自身も、戸書いもつ。平泉町口婦大会⑮皆さん

と子どもたちめために絵本や血いぐる幕を集めはじめました。(船橋麺子調駅鰤》

★福島県郡山市 J覧墨櫻硼L代子磨ん 《爺臓山髄雌 嘔田月窯現在》》

S.11当 日lよ、郡山市も震度 6M□地震でした。生壊や半襲Ъマンシコンなど外枠や内部

がメチャメチャにな靭臼宅に住ぬなくなつたため3月 30日現在 6ゝ製9人会が期 など⑪

企業施設量4か所で理難所暮らしなbています。融居満飾者⑩方たちはそ⑮後の金震もあり

け怖♂ひ印ために避難bている人もいます。市役所本庁舎も崩れ機能を分散させている状態で

す。高齢者⑪方たちをはじめ町内会を、「回ったことはおりませぬかJと 固鵠ました。蜆在も

子どもたちのメンタルケアや隧学路□安全確保などが課題になつています。市は家屋⑪耐震

性⑮チェッタをしています.赤織 (危険⑮しるし)を賠しれた人たちはそこに住めません洒雹、

その機⑮フォローがありません。今後、陪償問題や支援等が必要になつてくるでしょう。

別えて閂発が最悪です。福島厚発鼠 のメll内村、富胴町から胞 圏昌□0人が市内にわるR口

施設ピッグパレット (コ ンドンションセンター)や曝立高校に避難されています。まとまも

てで|まなく、ぱらばらに来られています。私も行つてみま|したが、■布 1枚の難魚寝で食

事も充分ではありません。市民は、F部山も避難しなければならないんじゃないか』『放射能

がもつと来るんじゃないか』「避難匡域が 50キ ロ lゝ⑩Dキロと拡大きれるのではJと 不安が

大きく、だれも政府や東電など⑮言うことな信醸ていません。今は、一刻ち早く閂発事故を

収東 《絡筵)してほしいと思いますし、原子方から水力 0風力 む太陽光等の自然エネルギー

に転換していくべきです。併せて、今後⑮雇用、生鰤 障、子ども⑮就学支援Ъ MF農叢⑪

支援等々力E不可欠と考えます。 (中ぬまえ知子記 馴m)

★盛岡市 甲懇曇子蓄曲 嘔もり1撥鰤妻性センタ雫面轟》

3月 25日 、平賀圭子きんにお鑽語をしたところ、『いま、ジヨイセフ (NGO》 諏塾らすよ

-3-



ツが4ト ントラックで届しヽセ。どう底まi醸 ょう瀞こと
Lス

タッiプ榊ヽ
1じ
電話機の」というお返事

⑪縞忙しい中を支援活動⑩状況について語つていただきました◎.:女性ヤンター印括動は 21

日かし開始bたとのことでした。以下、ま鶉枷の内容です。

『ここ数日、全国から救援鋏費ガ続造とセンターにも層き始めえも鳥咆県□⊇V被害者支

援口に闘団偉みちぎの金がらはグンゼの下着、まセユニクロからも大量□衣料Ъ産婦人科匡

□佐々木静子さんからはピルも届けしれる予定暮お葛よ雉由纏:誓三絶きの11ち

―
iL逼静甚粽Ъ

亀 被災地に行もでき通スタップゃ県職晨‐はこあまりにも笹太鍮被告に籍然として帰名モき

た。震災後、直ちに、政府ロポランテ身ア対策本部、湯浅誠さん口指揮で販神大震臭のぼに

ポランテキア経験⑩ある石井ふきこさんざ3o人とともに来県し、いま電ネットワァクぜL曲S

始まつたところである。しかヒ被鍵地面ヽ自ヽ浩体職員向膵脚S犠性にな葛れたため、県⑪対策ホ

部も十分に機能していない。しかも靱こうとしても碧手鰊は商績洒雷はくt内陸鯰濾ら海岸地

域口被災地t例えば盛岡力ヽも宮古まで普殷でも急幡商かか葛。ププリン不足のたあ::曖房鵬

ないところで支援活動⑪女性センタエスタジプが体詞を壊.している:』 |

このような困難な状況のな瀞でも図書館協会⑪協力を得てF織本プロジェクト』が発足は、

子どもたちに読み闘かせ日悟動も始まつたとのことでしたL(船橋笏子記邸圏6)

★仙台市                    i f        
∵  ・:|

仙台を活動⑮拠点とbて きまbたが1%在は秋田市在住⑮ためt司ヒ京」AE勒台赫事務局亀

NFO中事務局、友人・知人がらゎ聞著した震異後ぬ状況を続‐単にお知ら世します。

0市内⑪公共施設は、ほとんだが体館 :(建物も設備に何しか印被害があるたり、選轍所とな

つているため)で、他台市⑪男女共同参画推進センタ■ll■施設 ?設備中損傷でエル・パータ

瓢台は4月 まで休館とをつていう節日、3月 に使え働ようになるかどうかは囁問。エル・メー

ラ価合はエル・パークほど被害はひごくないがtも ともと強修が入る予えだうたことから、

体館期間ははっきつしていない 《圏話相談は縦続)◎ そ口ため、グル中プぬ集ま蜘かもで職

いと口ことき

。生活インプラでは、電気ほ復画したち⑪□《津疲被害⑮あつた地区は1部復順》、都市プ

スは徐夕にだが電ようやく偶給ざ始まりもま通も1部地域を玲いて碑口甲嶋峰復旧とのことL

・交通機関は、パスは、L路や橋など⑮籟壊櫛Mが多lく 、正常運行1置は程撞い。ボタコン不

足のため、移動かしにくい。地下銭は途中までしか動いてい献い.ためЪジャト結ぶヽスカま出て

いるが、景るまでにならんで、降柳でからも地下鉄に乗るまでまた副日
・
地下戯は 自月末金

線闘通予定と印こと。

司L京 JAC仙合では七エル eパーク側昔か偉皐なぃこ準力摯ら,翁2個 ⑪総合は延期彎集ま肇

場所油Sないし、勤けないことからЪ現在は世話人数人で、
'電

話で連絡書取り合もでしヽるこ⑩

こと。・市職量は疲労国億t昴女共同曇飽繰も同様をのこと。      1
気持ちが書えで、何もする気がしな°し電そんな共たちが隧え嗜いる:と問ぎ警サ。‐塙1守雹

旱く普通の生活が出来る工とな祈らずにはいられませ品6噂稲元園子記醐≧1)    .

〇
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0□SW閲報告 0

2011年 1月 1日 付で、前レ前凛外務大臣か

ら国連端人の地位委員会 (CS¬硼 日本牝表に

季嘱されゝ置011年 2月 22日 警3月 4固 百ば

国連本部で開催された軍 55'国 珈 =に参加し

た。NC⑩ は国連女性圏地縫委員会と噸んで

いるが、外務省は、撮人を使つている。

国連ピルに年 1回、世昴各地油れら多く⑮女

性が集まる図が、0自Wでみる。日運舎憔場

は、2年前からアスベスト除去口ため改修申

で、臨時のプレレヽプに総会会議場以外⑩会議

場師民財置されている。始めため、NG⑩ は 1

団体一人しか会議場に入ることざできなか

ったためか、今年⑮ 鰤帥 参加者は激減した。

N00,加者がさらに減もた 日週‐国は%i肛録

N001ま金員入れた。70カ国な輝える政府代

表団代麦は大臣紙で、私のように副躊 は極

めて限しれた固だつた。

今回の優先テーマは、囁 雇用とデイセ

ントフエクヘ●女性の平等なアクセス⑮推

進を含む教育0コ練 G科学 D技術桑口女性と

女月のアクセスと

'両
:主要政策イニシアデ

イプとジェンデー上流化の能力構築 《科学技

術》』で、事PS家パネルがM催された.

墨般猾論では北京行動綱領と 23圃特別織

会成果文書⑮実施レビューも行ね都た。これ

まで⑮合意結論口実施評価として『女mに対

するん亀ゆる形簡⑮差鳳ばと暴力撤座に関す

る合意結論⑮実施評価』のパネルカ鼠開催され、

被害者めために活動してしヽる15-18歳ぬ9人

ぬ少女が報告しえ◎お昼休りを利用して、来

年度⑪テーマである農山艦村女性 m&』
womem)に関するがネル及び同時期に開催さ

れていた統計委員会とめ共同パネルも開催

された。

今回甲ハイライト|ま、4葡中国連ぬ女性関

係組織を統合した 面鱚隋幽帥 ⑮闘所でおも

た。開所弐が 2月 24固 18:80から機会会議 .

場で開催された。時年 9月 に事務図長に任命

されたI測躙1聰 Bttbl就 は1チ リ⑩前大統

第固罰値藁亜酵囃勁輻 駆 曇r≪□帥 輛費

闊釉 濶 燒 狡 儡 尋Pに あ 乙 尋

クで、リーダーシップのめる魅鰤的な輩性で

あ面。

合意結疱lま、最終日の 3月 4日 1彗 時まで

非曇屹協議で合意できず、金期中には採択で

きなかった。4日 の 1む 時半まで非曇式協議:を ,

しで、3月 14日 に採択さ腸た◎人権委員会の

役割励艶強調さ机ている。

採択された機議は3本で、これまでと同様i
な向容は①『女性と女児t副Ⅳ と手イ責』お

よび⑪『パレスティナ女性の状況と支援』ぬ

は力、プィリピン政府』3中5になって、⑩『れ
,

候変動政策及び戦略におけるジェンダーメ

等の主流ずヒ及び女性甲干ンダ7Tメ ど、卜q,

推進』が⑪と◎は合意採択された。エイズと

氣候変靱□決減については、日本は共同提案

国になもえ。%W委員Mで投票になつたパ貯

ステイナ女性についではξアメリカとイスラ
エルが反対しЪ先進国は暴権。開発途上国⑪

贅成善可決された機lLЪ 棄権の理由について

発言した 《日本政府はパレスティす女性峨厳 ,

しい状況について気にして議り、パレステゴ

ナ女性国際的支援曜測わりてい面。しかし、

こぬ搬議は掘つているため棗権する。》

日本政府が国会に提出しているテ算で

吻 Ⅷ範銹直へ□拠出位は、4嘔 万ドルと極⑩

て少ない。CN〕 に応曝お国連分担盤■額で

は、日本は世界で日位でお昼が、国連ぬ様々

な機関其:ぬ拠出量は毎年削減 bてお明、

U]胴胸施面
｀
口 1機関となつた固違女性開発

基金へ⑮日本⑮拠陶性は酢年トップ ロロ値に

入らず、49万 ドルは畔祭以下。韓回は日鰤万

ドルを約束 b、 他中国もこれまでの2倍は約

束bている。女性議員などに回ピイングして

増嶺要求をすると年もにЪ耳靱嗜men甲本印
内委員会を通してR蘭から0寄付の働きわ

けをしまうと考えていたが、今回田大臭害で

難しくなつた。
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2月 印 日か聰3月 4同 まで干曇―コTクの国

¨躙下薇了巳亦隆茸
は「教育、コ練:椰等、技術争甲女性1女児□

アクセス及び参画 (完金属m、とディセントワ■

タベロ女性の平等なアクセ累促進を含撥)Jであ
るP隼た会期に先華って回i目 に,Ntt Gtt NT・
にようで回閲 コンテルテーションが聞力ヽお尋

会期中には国連囲内外で 聞D― 硼③岬パテレ

ノレFイデ罐ントが晴テ赫オЪた。呻 メンィヾ「戸中抒摯

加艶録巻数はゝ泄暴1□田空印‐印即叩口ない11甲7

集 《蟄跳 M剛呻哩D鐙繭唱で中発表曜■番枷。
これほ町瑕嵩+16』 にあたるた昨年の参加者■2

制にも満聾ないがヽテユ∵ヨ|夕|は蛛気峰晴争
でしヽた:

奉隼
‐
1月 1日 に発足した硼 画期範とそ中:

務局長に就任したミチ墨ル・が予平レ氏費歓理

露旱l蓼ンテ鯰穏賽贔鶉γ露荼ヽ ど畠晶×票曹
尋タンデインダなへ畠シ当ンが起こ|た彎岬
櫛量画車の優先テTマを迎ギたその議腕尋りL
堂寿と期待にたが簡ないものでわつたも二つあ

つ魯鷺間のうち■甲Fは

'第

5日世予索性会議J

につ:し )てでわつた力S、 開催のためにIFDo回戦
b哩就」と備楔に答えて詣皓れた。  i
F岬 鰤 飩ロホ■ムがすずに直⊂卿Ⅳ:1中

椿1酔場南ぬ録画が掲裁されていうが、た手日鳴

‖鑽舅    趾
伝えモ鷲れる。手なP逗

11Ⅲ
岬郡剛藁凸 :|

様 等 は N剛 匡 二 尋 ■ 尋 に ょ も て 報 道 ま れ た と

問,ギそし`る.             ■
珈     ⑮優先テーマとしては¬
心女性⑪声、リニデ‐妻夢プゝ参画の拡本

・

L妻曇に舞する案内Q様滅 ι平和饉装金′ム女性日経済的なエンパワ〒メント  ■
など識あげられた洒Jtき らに強調され舞のは尋
れ を T騨 翻 ‐日

中
艶 山

距
《草 □ 根 》 面 幡 動 こ と も に

11111
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R田 lよ%に写真付きで用意されてお顎、今年初

めての参加者亀⑮発行も非常にスムースで信じ

られないほど短時間に終かつた。
一方t昨年から始まつていれ石国連iビルの強修

工事のため、開会業や “
m‐   、N鼈醜l

h国鳳ば などロセレ番ニー以外⑮□日可同日本会

議は団連ピル⑩同じ数饂内に建て鳴れ
'た

ノ■

ス 0口■ン%ピルディング縣町Mで行われ、本

会議へ⑮入場は各 鰤閲 1名に制限されセと半

曰串位の入場パス(S醐鰤d国即 連唖田緑⊇口 )が

ロピーで発行され、入場に隆撃已持きぬ
ml日、入場パスに加えt晰長」0体重・

日の色 0髪⑩亀等が記載されたレジストレーシ

66種
°
鸞ド鶉巫鰤辟憑

援イベントも同檬であった。面倒を入場手続き

な嫌つて、本会場峨傍聴庸や 顔踵」で行おれた

イベントでは空席融書固立ったという。

実際には Ⅲ嘔Bへのス頷は入場パ尋を見せれ

ば十分であつた。一旦建物に入れば中で回移動

は自由で、本会誘場を面ぜくことも5きた:こ

のようなことでt国連本部の改築完了後に幽 □

とGSW本会議と口分離が進んでしようとと力S

危侵される。

O回奉回 □圃 窒催も|       ♂爆テレ
』レ山イベント
最後に、縦自身が運営に続わつたパテレ

ル・イベントを報告したい.20酢割mに 3Ⅳ曲⑫

(国連N彬0国内婦人委員会、国際婦人錦連絡

金、側醐鯰F《 日本女性監視機構》):量曜、固
°
本

政府国連代表部機援により
こ
輻 卿鱚幽曲耐ぽ

饂檄囃副J中山 (日本ぬ農幽楡樹にお

ける女性⑮平ンパワーメント)習 というウ守

クシ童ップを醜 で行もた。

日本のN帥 主催、国連代表部鋏 イベン

トは2⑩⑩9編所に始まったが、目珂庫メ電以タトロ多数の

参加者を迎え成動しているため今年で3回 国の

開催にな名た。国連代表部の性畿齢赫ぎ推あ国
連内④立派な卜繭望を越調できるが、そ面ため

に今年は厳しい入場制限漁ヽネジタとなi憾 ない力
=

J]配された。日本部らの参加者による広報活靱

やイベント●同⑪朝ロプリ■プ。ィングで入場パ

ス碁手渡すとぃう勢ヵが実ってЪ結果憶7王 名度

量口会議菫は満椰だつたご参加者面はほ鞣数は

邁鰺Mb鬱鷲晰荼ξ響八珈ざ
卜 (全 鋤名)⑮集計では 10稿を数えた。フー

:夕
妻白もジ渕挙■等寺脇雹 “璽重叩l   ntぽ

遍 璽幽』J鍮 "は来年中 C副帖ほ口

優先テー寺を発取聯bたちぬであり、パネリス

トそ⑩他|口参加者は以下口と襲崚である。

◇副会:坂東虞理子 《昭和女手大学学長、‐農
山瀧村女性:壁幡活靱支援協会会長).・

0開会ぬ辞:江鶉美櫨手
｀
1%連皿Ю国内婦人

委員会委貝長)    :
<>ノくネリスト

(1)鑢崎正美 (国 :諄赤十字九州国際看趙光学・
特儘毅援》『日本ぬ農業と女性あ欲題』 :

(麓》障矢セツ子 (かる中農園取締役)

M農家の嫁』iがら曰繭楷れに‐女性農業
i音

でおも私口48年   』

(3》 申道仁美 《愛媛光学縫教緩》
:

F日本回儡業と女性の課題J

(勁 櫨本格子
.(虚

面
ら
・岳:専

嶋 h品謳L傾

団到p礎蒙t》  “J帥巫犠I羮       1日腕噛山農鵡詭直

⊇山 国 協  0昌 躊 動 馘 繭 鰤 血獅 皿

□③皿皿umマ         (

●コメンテーター:            `
農業女性はMbて : 岡部佳世 〈大学女性協

会会員、怯政光学講鶉

林叢日蘊業女性に関し守: 原ひろ手 《飩

城両国際大学客員教授》‐       ‐

報告おょか由メント:の性iこ 20分ほど霊に応

答の時間1ボおり、土饂所有t農業後継者、日本

守ほどぬょうなタケニb欝ぁるめヵ旨鍮ど幡発で具
体的お応答かなされた。『讐赫よぅな点に動酢警

i持たれましたが」とぃぅアシヶこ卜項目でilt、

降矢セッ手さん⑮農場磋宇者としてめ経験を挙
げるものが多か嘔た.:

嘔闘騰峨⊃り]写

真 日本大量 災後 、 N{詢 CSⅧ ⊇町 や

Ar脚¬蠅鍮塾乳LD畿超詭 i         泌Lら

曰
‐
ぬでは話に解いゃ支援□申し出・議S届い

ている。たいへんね叩油電たく思うことLに、世

界□女性0ネットワークロ強さ`ど拡浦S駿 を実感

している。             l
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'O11回
聯霙撫デ■印毒シンポジウ曇椰■1由   :

i:‐ : _ :『タア、国際瀞民もジエンダ甲甲鐵儡赫話』

鰤11年・31月 5固 《:卸 1遅鎌疏IT:i鰤Q曰峠

館ホ〒.瞬
 『口際黄性ゴ≧封■シンガジウムデタ

ア、.国際移民、ジ纂ンダ■可Jが開催され :i目仏

聯 力)黙 ,9基    ]IW藝趾
闘爬閲燿から靱音を結こなつた□    :

事業爛孵華螂愧   詢力争、日杏人`

と口際馘婚をし程7岬 イドン共董性が4サ聯0口 |

択す面ことについて、争≪ロフイリピイ典糞洟蜃

鈎〕つて干ンタ■テ†T置 して碑厚bた尋lと
力Ъいく

るステずダ守から      魯得亀れ鰺
として肉 をと|られてい石曇と自粒輯b主。

」でし)で¬夕叩ステ鵬
i口 7ヴ脚諏麗・財爆りlつ プー

隕 岬岬 は、7.デイスロ瀧宅ケプ⑩特Qと 1量

1呻碧ら枠尋千尋千ヤ言ギ (自人/アテゴ入1暴
人)による差圃U□実態を掏告した。

.ぜ竃螂)り轟←橋恭詢 .はЪ趙眸貪蜃鯰l燃歳
さ机雹タアがどのよiラ 島馴鶏隋iされている諏)と しヽラ

劇庫岬趙睾倒又 :勒 判瓢雌ダタT11%
―10日化比較をおこなコ鰤 [直率画羹呂奔男性稼

ぎ華〆主婦モデル、世訥主義に対叫でアフィ晏マ

は相対的にこ彎モデルlキ闘町ゝ 日続 嘩出盗率ギ

尚 が`、―プランスコ鰤冥県晰 |こ
まり障畦笏動言

市レЪl‐タアをめぐろシステムにっいては鶴国1本の

オ護爆院制度をフランス⑮灘凛 (

雛難晒卿猾巫轟ぽ勢呻型叩彙割,など⑩制慶的鞠較

警心まえた上で1日仏両国峰おいても高場者がア

が国際女性移民によつて麺れれている割状を明ら
諏叩通した。             し |:■

コ7回言.諄累日攣ャ旱Pi力 i雌り暴雖:《聟¬碑郭|ユ

大学)嘩、プライ尋におげ尋ケアロ‐躙譜勒り,lこ

関しても帥05年プランスに精いて導入された F対

典サ∵ビス 燿辟屯贈・邑聰_p鋼飩呻囃 に等響恥俸

襴調に非営利主体によつてねわれてきたタア晰慟

口『趙 蜘 力鼈み、ケア愈動を担う絋 労働
‐

軸 鶉  院1 1 1
m♂ 費fヽ■もし:ていう尋.と 笏 i時毎.憐

叩わけ、:毎T増黎嶋讐亨す濁女性⑩労働者として
⑩権利祠確立bで

v〕畿b:)尋 :占醸大‐議剣闘理で山る。

、   lf聯 口本好 又礼:は¬国判弓

甲胃中:菱
1零
とを鉤 ,1時

l幅
1置⑪キ¬1尋中裔鵞憮

×
としl冒蟄が理型厖辱祓凧il鍮難辟罫
岬i輝論されて勒》饉鱚胴贔輩饂 :IFザ :

∫勢
‐
申ル腎毒叩轟醜1鬱亥fどr守ル及砂卿

は、‐字デ:ン尋l枷 l「
「「1剰理解鞠躙判同≒

「
シ園向I弔む柳1.翁亥聯吻下勒脚場 と鱚

ポ けしれてし`ると魏隕に はかしЪ:テ中fmttQ・

′ポ    又憫
と指摘し¬‐       ‐1%峠曇ケ可欝圃費
口
や闘縣膵ノf■ 卜すマシツプ挙いう.与 柳『瓢 りξ
帽剌淘 遣い彙個陶辟‐りや愧1挙珈覇¨な

事融=¨呻晰:り
言晏キ?毎 」 1・ ・

デザ嘩蜘|:iプ手尋撃晏辱:‐     7釘戸ユ i
は |:「讐苧PJ:欝靱輻櫨鞣ング珈曝

|:シ

郎
囀 了楊と鏃 壽想をとりま涯繹睡曽多く―彎
場合ギ穆曇財螂寿鋼糞嘩に与甲下鐸鞠都てヽ)鰤零
となメbた。         二 : Ⅲ l.

I1    1岬井鱚静l嘔 :質
『

靱憮榊

霞      :
外部f醜歳れて:「毎万‐晰働』準撃蜀1時軋眸ゞ 曇口

労働疇低鯰■であ舜亀め、ゴ下家口穣ぎ義l,冒は

い濤静晰判鐵耶革時下り 晏卿当奮腎枠
ていると瑯 れlドまたゝ1    1瑯囃鮮鯰
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の成立により、諸観燿識S鎖曜訓蜃融0育児佛眼を取

得することが可能になつたが、現実には、R得す

るのは圧倒的に女性の例であると鰊摘bた會国内
のケア労働□担い手が減少幅てくるとこ血 躙 ‐

連携協定)により、日本はアィリピンや呻ンドネ

シアか幅介讚福祉±候補者の受入れをはじめたが、

靱蒙訓験に3年以内に合格することやt

外に就労できないなどの封痣を認されていること

も示された。

小ヶ    朧糠肉立耀笏 は、日率■輻

住鑽働昔嘔選り出し国で力雹フィリピンにとつて

⑪『ケアJ口意味について報玲bたGディリピン

5暉 鷺 鑽 鰤 が 夕 軍

住労働の F女性fヒJ ttSu著でぁった。そこでは、

雇用量による剛やセクシャル′ヽラスメントなど、

女性繭被傷性がしぱしば問題となったご一方、.『ケ

ア 0ギノミい』はスキルをもつ労働としてとらえら

れも近年、海都の高齢若施設守働くため田義成学

校設立がプーム&なっていることが紹介された。

しかし、実路にはゝ雇用市場ぬ拡大にはつなかっ

ておらずゝこれら⑮ケースは嘴存      ッ

トワークがある人に限しれている。また、『ケア

は女性の画性J「大家醸⑩プィリピン人女性はケ

アに向いてい観 というデキス由―スが、『ケア・

ギパーJを量も選い出しやサい鵞国として準なす

傾向を生學同していると指摘した。一方で、送慟

出し社会⑩ケアは、細族内⑩移住労働Mできない

萌腋笏は百涎影舅骰饉
6

きたのは、日仏両国とも猾齢著中心に対する「介

護 hJと いう限られた概念では、カバーで

きない状況が手幅れ、もとは英Tの周譜ンいまや、
Fケア鶴囮義』というより幅⑩広哺褥 をもつ『共

通曰動 で語られていることである:そして、軋

纂置、フォ‐マルノインフォーマル、住宅〆施設

といつた違い同 哺 わゝらず、日仏両国ともケア労・

働は、『[剣邸陶 されており、さらにい皐ば、移

民自身呻女は中国際穆僅女性によつて担われも傾

屏 縫

族によつて割柳0て られる。ケア趙画書めぐる関

係は、ケア労慟ヴ/雇用主、タプする人/ケアさ

れる人を回間だけではなく:そこになアをされぬ

人口家麟⑮存在も押ね理
:ン は囃攀華勒闘幅が生じ

やすじ亀 Fケア」は、子どもの世話であれ、間齢

者in弁護で赫議
1噛

誰薩弛薩轟t、て

をともなう。「ケア」をされる人|ま、 Fヶァ』す

る人に F依存Jせぎるを得なbゝ 『ケア』という

サービス回脩鵬はЪ受け手に満晟けを与えなけれ

ばならなし亀ケア労働ほ蘊 鶉

1曲弄魏側)ぁるぃは F墨ぬ労働」 鰹鍮訴i曲蜂

mlo)とぃゎれるゅたんでおる。ひともかとっあ

貶表は暉鯰願いものであるたが、一方で 弁ゝ護保

はれ慶魯陵にして弁護土による施設弁護申心⑮圏

本と、正式騒国家贄格によう弁護毒碕成を本格的
におこな渕 ち闊瞭醐鯰I)によ     中j醸⑮

プランス●制度的逮いがつきぱ炒になもた。この

えで、議論ぬ前提として日低両国⑪ケアをめぐら

馘骰策上回鼈較力量はじめになされ
てこ趙 さゝらに議論は深まらだであろうg番れ
か聰こすでに三祓ち四世以上の絵代が主%となも
ているプランスのマグレプ編移民国電三ニティ(

日本回在日期鮮Aコ 電ュニティ向における高齢者

介謹やケア晰働に関して印発表滴琶な漁〕ったことは

残念である。いずれにしても、日仏両国のや固め

ケアをゆぐる背景には.新自由主義政策⑩下で、

国家が社会颯障鍼策⑮分%か皓撤颯し、L方では

高酬 躙 ¬玲 は雇用遭唖国といっ珈 とし

て纏濃されるつも、ケアは市場で『商鶉 され、

ケア鵞働⑩担い手は安価お賃黎口女性、とDかけ

移住女性に割り笥てしれるこ時ヽラプローィジン罐

鎖がおる逼とが明らかになった。通⑮ような観虎

から口議論が學後もいつそう求められる。

[参軸盪]隋 っ鰊 ,mm,lm,L鵬醤

勲蒻 心 繊 繭 剛赫醜 笏回隋 歯ピ :
職耐蘊亀直だ1日01Q・ i印鯰短代0串田

和恵霊藪瑕 1銹働ぬるいは鮫様とがデの

自繹舅邑亜面陸懇』此動Ⅷ直LA錮L18BS,

m
唖面向嘲野ぽ瑣岬晦動攣饂鵬 《=甲D&

判 i騨10     Mさ れ6J   漕尋商鶉

になるとき過

☆  ★  ☆
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0‐ ウ赤当タロシンポジウ出報告l□∫

l口凛験機が摯醜鰤シ妙ポジウム

珂襲辞1181幽爾製羹:クオ守参

2911年 3月 8日 、国    中撃O③ 年目に■

準骨ギ甲ヮ
l「女性議員□増加を固増す?オ

〒
デ

れに関する記念すギきシンがジウムカSW雌書れ

≧ 皇辟者としてピ⑮よう魃 からシンポジウ

ムを企画bt得幅れたは果は何でわつたかな報告

する。シンポジウム⑮記録自.体はいずれ肉行予定

な口で、詳細は指ちらに譲覆趣となお詳ししLただ

書、米稿では『マンスリ起ゴLtt m渕 でしヵ軋ぬ

ない内容をお伝えする。

副臨 岬 岬 錮 唱   1'
シンポジウムを注画す働きつ力ゝけはЪ琳ヒ京麒

⑮メ噺リングリストだつた意ポーランドで参オ̈

夕制か導入さ1に 多数⑮女性議凩が選出されたニ

ュースを橋本ヒロ子さん蘭3m信し:｀ それに対して

衛藤幹子喜ん漁言¬本でもζオ守夕を求ゆる[封

を広ばなければいけないという鶉冒のメジヤー

ジを配備され亀 今度はれが反応し、まずはシン

ポジウムがあろといいですれと応じたち電衛藤さ

んか甍非や卿ましまつまと撤励メマシを出:し、そ

⑪後は3人印間守数えきわをいほど⑩メ■ルの申

伽取りをし、ぬMが固まっているた。

衛藤さんは現在尋工≧デン滞在中のため、止ロ

の奥行は私が担0することとしЪ馘属⑩上智大学

プロニ隣耗 0コ
ンサTン研究所 《平岬 iに碑)はあ

いぃそこ瀞選主催することにねまわた。尋甲時点で

露月蜘 蜀国際女性デーに量画す蜀⑪油]〒番イン

パクトがあると思聯ヽネッートーE今年ロイベンいを

横索したところ《どう黎〕bイベント適倅少ない、

ましてやクオ‐夕に関するh画は見つから|ない電

とbЪ うことが判明した感そこ〒 lヶ月しか準備期

間力Eないにもか力`お亀ず、3月 8日に蒻 ナ局逼

とを決め、まずは逮村準よ子さんに連絡し基財講

演をお願いbた:そ⑮後もよ々と登連者が決まつ

i   朝 害:り :l

層鏑了    l
《衆議院議鰺)、 口よ柳子さル (前参識院議嘔)、

簡信三恵子さん 《朝日新扁編集委員)ξ 本格筵さ

ん 嘲翻鼈耀判醐勁竜邊飩瀞子さん11輻ヤキンがつ

ウィメンパるネットワ蜂ク代表)、 三国資手:さん

(プレイン・山ミi三ケ■シヨンバ社員》ξ竹生

隕忙  ll動
副舞

11Ⅲ
Ⅲ
 l

さらには当鳳参加できなか■た方か嘔プッセ

Tプを頂戴碑だ。電シ平ル 0バチ平貯書:品 t,《岬

躊画蒔瞳猾長λ樹国吻 さん|《

締側ポ幽畠)tu価五月き
'ん

:《:鵬藤赳藝》尋1衛藤幹

子さんち三井マリ子さん〈全国フエ霧テスト議員

連闘》であるこ          ■
。
これ舞静1捨品言協力緩短期間で機ま

.卿 |:1開雌

雪剪呼レT千暉皐|を感鴨ていた:之邊醒廠数を増

やすなどれ感をしЪ実際には19⑩ 名む超える方が

含場に足驚運静で下蓄つた。 l       i
また1週間前には笹倉尚子さんま堕。ユ‐曇,卜

`り
ヽ

占ムで窮織をしを貯%動とい|ラ ]に睾も:蜃戴鴨た。1幸

写ゝ 膠浙写不蜃八鰤飩眩』〇
ずt同時間帯守暉言タセスは鯰柵tiらに回同後

Ⅲき雫幕|:|1翼数ξ轟→毒?    守
昌マストリ■ 中織を投ぬ科カミ、1テmiを強め

て噌碁る結果となつた。1窯だご舅Mでな財Ъ方嘩ゝ

以下⑩着上贔野テイトから期間隈虐舅視聴可能
・・

である            1・
m靴 面赫.鮨帥醒    副圏宣T躙醐馳

シレポ幸が.I警量画チ尋lこあたっそ』薔鵬けt
ことは、い師和に     也広げる力ヽとい.う こと

… l⑩ …



だった⑤イベントに参加する日はもプニング畠平

等に対する強しヽね成脈か弛い反対蘊力季主で、あと

は学生などが多少峨関U酷産揃喝¶羹如申る場台 |

があると予想をした□賛成振はすでに強い闘』いと

理解を持っているしtJ巫対源を今回硼得するのは

ほとんど徒%に終わる。日本電本●:にクオータが

実飩するとしたし、ジ上ング墨平等に特憑コ亀:プ

トしてこな力色った人たち口賦解郡欠かせをし路

裾野を直げるためにIまも21%階で⑮取蜘組みを

意識する必要があると考えた。第11%階は強咸脈

靱 距唾国麹諷 ること。女性    を解消

することは、ジェンダー平等にコミットする全て

%忘稀凛瑯嚢邊鰊鯰
いのが臨 ならばk壺業に勝ける女性鱈用や

ポジティプ・アクションに取叩組んでい面方寿と

の連続を深めることによぅ|で.政治分野とim費ォ

野におけるジェングー平等⑩進展漆奸循県を築 1

くことを目指そうとデ妻えた。

第 2般階は、
・『普饂口カ ヘ⑮アウトリーチ亀

『普通の人』という⑪は適義が難瞳い動曇ξ図題意

識はあるもO①冷まで運mに関おって退な齢も

た人たち峨ことである。女晰議員が国際的嗜こみて

あま甲に少ない日本田現駄lまおか醸b)と思う人、

あるいは全崇に挙ける晰 用が進まないこと

に祟問警持ってい
'も

人は潜在的にlよ多くしヽ8il■

拶 滝 こ⑮5に対レで働きかける起と沖艶尋螺 封

であると同時に不可欠だと考えた。

今回⑮シン

『

ジウムはクオこ夕に特ギヒした2
らく日本で初めてのイベントな,今回⑮シンポジ

ウムは 第ゝ1舅階である横⑩塁携を深あるため峨

キックオブ集会として債眉づけら聰 だろう。そ

して、1こ こ¶あられたことはこ
lJ午

後第2則階にお

いて人がとを調器する鋏鮨注意b謹ければな白
ない主躙論慮であぅた。

夕lu―夕回麹輸出勤幅

マシスリーロ読者に、女性議茫をに応iきせる三

と口意義やクオ昌夕の効月についで説明する⑮

|まt載さに釈れに説鮭なシンがプウム⑩晏加者の

:本半弊関:時てもそrう だと:言える。謙題は、F普通
'⑩l翔1にどうbたち納得してもらえる⑪かにつき

る。

まず、女性蘊れが―ある―に以上増えることがな

ぜ必画なのかに関する限論巫装繭亀必画だ缶:4醸議

員力Eジ尋ンダー平等に熱Jじであるとは限幅なしL

醸¬・』撻議邑嘔申にも回解融わる人はいる嵩それ

でもなお女性の議にが少鼈くとも 80輪を超える

ことが望まし麟理 由とl劃鰤》、多く⑮発言者郡強

調:すじていた⑪lま、政策⑩優光順位が変ねるという

逼とにった。ま柳生活t雖着した提鯰』彗政策に反

映さ紀、F標準的男性』以外⑩人たちにとつて今

よ蜘も暮幅しやすい社会浦5実現す面だろうとい

うえ凡             ‐

さらに厄介督□嘩::変オマ質は逆礼 りではな椰

漁)と 野lつ織制Щこ応えて恥:〕くR画力Eある慮起 日本

1l⑩ よう悔躙鐵的な平等を並視しЪ『蘊力主義』が

重にオる社%において、クオータやポジティプ・

アクレョンを正当化する⑩はかなり⑩囲雛を伴

う卍趾悟しなくではいけないb女性議員⑮クオ〒

|・夕に関して言えは 実質的平等 鱚 ぬ饉
lが

重回な価値でわることな根れよく蒻くし力ゝない

だろう。篭して、政治代麦にy:しては能力だけで

博なくЪ萎様嘩も重要な要性でめることを強調ナ

る必零ギおう腎女性と昴性層呻熾慮    鋤留

異密ることt参儀睦意見が%に属嘩されるこ走

が民主主れには大かせないという理解を広げて

行く必要惑卦ねる。
1民主主義画閂Kは平等な政治参置であるg女性 _

口みお
・
しず藝様な人がと隋 点涸載籍に虚映さ

れることこそ鮮民主詢む営みといえようも政治代

表善逮濃鑽 日曲剛譲|こジェラ蒔 げ電鎌テスヵ電

あるR上、グォ越夕は突破向になゅぅる。大震災

後嘔日本は新しい社会ぬ創設に向けて大腿な制

辻賣更漁事必要だgi飽興⑩た高にも教藉機表輸ゅ写

‐   薯t.亦隋 甲I繭」驚 邁

照下さ聯ゝ )
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・
f□お酪醇園弼瞑10,d前号g頁・鰹鼎睫脚会旬青》荷mli

■面行日岬畷膿鱚端瓢陶猾植で砕準91再しくは日職認'|

.■ 瘍職』守れ,m卜「銹呼ンl聾 畢 竜l  i
■申‐頭瓢勢¬ず1日

i甲テ♂厠 瘍ヅタ輯囀睫
愧 中哺 も,     :   i lll
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嚇髪ぜ

―凩沐孔劇ご
蒔団蝕割麒胸 嚇 騰鵬 理陀

第 15固号

鋼電11年 5月 1回罷漏

《5月 ¶5回 《固》F20¶ 1年塵撻由』□こ増即聯
総会⑮開催鍮S近ついてきました。地域コーカスぬ皆さんと画を合わせるよbヽ機会

すg多く口方日ご出席をお持ちしていますL会場・日程など詳細は、総会⑫料で判
認下さし聰

☆     圃齢して曝bます働必ずれ凰之絲書下蓄L%

事が六ケ    イタル施設□受|す入れを表明した 腑 年前から続いている反厚
発颯動⑩市民彙会が、4月 1懸 日に開催され、原子力施設の回転 Oih設⑮中止を求めるアピール
勤E採択されました.六ヶ所核燃料サイクル施設⑮危鰺性に関し、F~」 ll雅子さん力言靱告賊計九

と園申回僅興回晨□
理フランス面メデイアはどう伝えたか諄

震災・原発事故 6日後にル 彎モンド線が掲載した『脆%の大国』

興C轟鰤恒を飾 したフィリップ%ポンス同綱卸国磋財者による謳事

事鯛眩弁ω蠅鑢潮 を、石国崎 さん繍輔此鯖しま丸

3

と返す石特集と、日本⑮狸
F危職が明らかにする国と

1幅 4～□
鐸御細□鳳から鰹疇固蜃職邑へ蒔

豊申市Qと よなか昴女共同参画斃巡財団は、飢10年 4月⑩制度改革で短峙闘耳臓貶制度
識し、一年ごとに契約更新していた嘱証職員金量を短時間正職mに しまbた:その目的と創設
まで⑪謳通など、神誡子     。

参画●鰤に設けた3つの中P5調査会の1つ、基本MLO影響調査専門調査会⑩錆1回・第2回
会合が顧凋 蒟 固

'と
4月 15日 に開催されまbた。噛湘三と経済』と『ポジティプ・アクション」

のワーキング・グループがありま九 瑯藤登紀子□膳聴謳覗

□索国本武醒霙における女性糞攘
饉鼎女暴同参画局と民間面主な動きl―

東日本大震災後に内鰤 男女暉 参画向に、現地支援対策室を含枷関瘍機Mに「女性葬子ど
も⑮ニーズを踏まえた災害対応につbヽて」依頼しました。m間では F東日本大に臭・女性立援
ネットワーク』⑮発展も準備されていま九 ゆ⑪まえれ子さん力琶報告しま九       |
国 劃聯率E昴糞蜘調藁鮨:     て回昌≧ズ密踏まえた堂響対応につ聰ヽて

儡 ]目回ける鋼画囀枷 』
内鰤 男女共同期 扁ば卓日本梵震災後⑩ 3月 10,日 飢ヽ鰤支援趙策室を含鰤関柳機Nに

して、選囃所等での主満に関するh応の依頼書行つていますじ画望書⑮金文で九



◆ 「4。 9厘脩朧印月』

去る4月 10.固 《日)、    鉤 鏑 てヽ

F4。 9     剛 壁握覇豚茫熙牢 麒下 49集

会)を開催しまし亀 通の C9‐J乙蜆    ク・:

実行委員会、N氷攀青蒜鍮鰤 玲鷺踊釉Xどなも |

て開朧したもので、        つていま洸 :

聰刷 というの|よ 謳閲
.鰈

剛 帥 年 4月 9

日|こ当瑕 ゴ1晰繹翡祠‖群蒙鰊籾轟攀轟饒贔甲蒜鶴会|:

で綾輻料サイクル施顆D受lナ趙 む鰤明はた日で

可ちそ匡鷹皿鋼副に言まザ≒ニノレノプ覇り事故が起きて■)

ますLこぬ間Mの目をともえt毎等の反対国魏も

等 で鋼年同赴なりましれ

全国集合といもても拒品の製状ガあり、今年に

用 甲市民申Jい囃 となりまし亀 集会ih
ち、1青し%を 出発回N綸力ヽしiはげる繁華鋼を、

約 1時間に波り F再処肉止めよう、原発止めよ

う』と絢 駒 人争 くレポ 縮 い、圃 人判 鱚

力     国代表   さ

酬こずれ 理ヽ鷺購i鯰き、大ヶ『押酬蝠硼餃識億見

ヽ凛子力施設口邁転 0欲 中止を求

める集会アピーノレを採択しました。そ④後 4月

瑠 日t詳動き這胸、日本M騰¬価 など肉

鷺闘Ъ要請など行うできまbた力塁、反応ほとでも

がもかりするも口でし亀

六ヶi刑饉鮮脚イクル鶉熙亀 振が翻躙Dクラ

%と 、低降彎       亀高ゴタ

放劇性廃粂物二次同蔵遭ず職トユウムを敗り幽す

再処理などの盪調で 今ゝはM⑪硼 町 まで行

うことになっていま亀 再処理工勒はアクティプ

れ を知回踵くも勒 し¬本闘嚢颯熙翔麺2‐

瀧輌副ハま九 ここでは、観幕髯をし篭奮ヽま竜鰤 、

翻困嘲雖鐵猾駆導敵雷多く{鴎鐵靱 られもと運・

|ラ豊電lil  聰    i

るとなったt使用済磐綾鶉瘍はずつと1冷やし続け

なければなら懸 もヽ回、そしてまきに六ヶ所曜施

設は論ヤナ連とができなけれはたいへんなことな
:直

懇る塵瀞狩軸満Iラ趙■あとき直 そ高晰

檀鰺鱚%の比で|まわりまぬ

輌輻サイクルとしヽつてリサイクル⑮ように言つ

ているQです力留ちそに よ嚇鐘醸慮醸飩稟咆吻

餃雛幽きれこ轟ぬ讐恣臆何十年ti個百年となつ、1

ずっと     して牌 場ぬけなばれlずなもりま

せ&端麟R踪錨決まけ畿 圃躙瑯晴動して

も、デ婦トニウムは       師卿判輌朧も

なくゃ力暉粁霧プ呻アル蝋⑪区で騨
「

1こ使珈し

慶豪産しも替九軋嘔鰊祠閻笏轟鍼iLも

使用されているため、Rえでよ∪

種がMたと考えしれま
り
九 :        i

六ヶ扇
な
も、東隧も、フルMOXの人間tt他辟

全爬mと 同
iじょ

♀
ぅに鑽鰤戦i割起獣

二
向常的軸暉Ⅷ鰺画判嚇瑞鱚許銅戯幽などたくさ :

ル⑩問題がお柳ます音利たちはこれまで、数え飢

れ枷 ほヽ靱 返聯籍嶽劣叩瑯気儘鯛⑩チラシ

まきtl l薗碕疹鏑熙h」鸞抒0続歿鑽鵡てきま

した力雹、「女金に管理にている、電笏画だぬに凩

.造繰り蹴 回鋤葛崚π蒔亀  `:

今年o開催同lム 晰議会は螂卿撰票国でし譴び、

口問題麗由けてちに奉躙争点には睦ませんでしれ

こ口図鰤嘲瑯九
｀

噌銑主義と高im油却咤:ちに

あるのが■突きつけていますЪ        :

:鴨ちい:向蝙諄レ1苧rや毎中lQ:厨覇画

鮨 ら    させ、持漏鰤硼霙酢醸詢酵千■:蠍趙

l轍 させなくて]飾りま巫 鶴      |
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◇福高原発事故と日本回観輿中麒順舎

ニフランス⑮メディアはどう伝えたか―

震災・原発事故発生⑩わずか儡固後暉 3

月 17日 、ル・モンド紙は、19製6年の敗戦

以来最大⑪危機にある日本を『脆盪な太爬』

と名付けてЪそ⑪特集を組んだ。冒頭『日

本は、驚異的な人力の続車や優れた産美抜

術の中に、再スター トを切るため⑮隧動力

を見出せるだろうか。(中略》ル 0モ ンド紙

は戦後の日本が歩ん濯道をたどりながら、

再生のカギを帰つた。そ⑪カギはしく つも

○
あるJと 述べた後、今 日の日杏費歴史 0経

済・政治 0社会・丈イL中 飩政学的アプロー

チからとらえた 9つ印謳事を掲載。 日本の

財政危機、岐治の運還、外交⑩鉤さを指摘

しつ嘔、技術力や断蓄力ゝマンプやファッ

ション等⑮若者文イヒに期待する記事に加え

て、復興⑪切 り申Lに Fあ まり活用さllbて こ

なかつた女性」を学げる記事もあつたc最
後に、在 日数十年の知 曰派識者守わるフィ

リップ・ポンス記者による大江健三郎‐の

インタビユー記事力雹掲載されていた 《『 世

界』 5月 号掲識の大江 0身が加筆 した記事
F私 らは蟻牲者 に見つめ しれている一

ル ,モ ン ド紙アィリップ 0ポ ンス記者⑮闘

いに』参照》6

0モ聰瘍饒袋軋絋濯痒焉饂
P国 家の破綻』・と通する記事を発表 し、日本

の優興⑮諷題を分析 している.以下はその

要絢.

日本は、その経済力と人薄⑩論理的カポ

あれば、予想より早く通の昔難から出られ

るだろう。だが複興はいかなる規倅⑩もと

で行なわれるのか。国と電力会社ぬ責任問

題、加えてこれほど危険なエネルギーの管

理における透明性を要求できなかつた政治

家⑮怠侵さ峨闘題が聞ねれるべきだ。だが

より本鷲的には、日本は、今 回⑮経済基盤

であるエネルギ…政策を、専P鉤家だけに任

層固久仁子

せることはやめ、再考することな迫られて
°
いる。それに|ま 、自己ぬ手段と話拠下凛発

闘違⑪専門家もの高慢な婆勢を前にそれは:

無力に近かつた一中を用いて厘原発運動を

最開してきた釉元⑩■握 りの農民や椰民た

ちを権肉な様子では級わないことが力提出

なる。

19□8年代以降固本は国民に膨大な危険

を負わせて、経済成長囲道を実進 bて きた。|

そ⑮結果、数予⑮殖者を出し障害をもつ子

どもを生んだよ俣病⑮ような会害%を発生

させた。今 回では歴史経済状拠も蒙る危険

も銹時とは異なる。選鰤貫住民日健康鑢予防

策的軽視口点では、かつて⑮チッソと今日

の口発確饂者⑪姿勢はそれはど変わらない。

どちらも短期的効率が長期⑪安全よりも優

先された。東電に限らず、日本の電力会社

はどこも同様だ⑬

し力ヽし、橿島厚発事なを日本だけね問題

とするのは譲 りだ。 日本⑮場合確力ヽに、政

治的怠慢や行政・私盆羹のなれおいが日立

つが、経済効率層靱く祗金確に原発運営む

任せるべきかの問いはどこの国でも有効で

あり続ける。任せる口なら、国民の利益な

掘護すべき回は、企業に『社会的責任』
:を

とも誉るために、いかなiる 手mをもつべ:き
'

か .                 ・

BIJ⑮ 聞いもある.立教大学のアン ドリュ

ー・デイビット教授は『固本人は現実とな

つた危険を前に、盲目的に権力ぬ産にお
=る

エリー トに従い続ける⑪かもそれとも侍続

可能な発展を選黙のか。二つは両立しない」

(『アジア・パシプ打ック 0ジ ャーナル』》

と強調ナ5。 こ⑮惨事で日本はあらたな時
｀

化に入つた。今、人た力菫竜歴史的転換潮に

あることを自党し、これまでの国ロエリー

トに運命を,れることはやめ、自分峨考え

を主愈許詢ることからでなければ、こ⑩国⑮

未案は始まらない。

-3-



● 昇女

全国の女性センターや昇女共同0画セ,ング

ーで働く人た場⑮雇用購態が、な窯当初翡〕ら

多く印セング言で非正規雇用の不安定なもの

でおることに多く⑪人が問題を懸慇ていたし

b力二し、財政難⑮自治俸が多くЪプ題を抱

えた1ま ま推移しているところ力琶多いと聞く。

羹申市⑪男女共同参画推進センターの指定管

理者でわる財国も正職旦、有渕雇用中咽託ml.

量・パート職れ、豊中市繭L.L⑩麒曙職員など

多様:で あ慟、そ□改革は財固設窯当初からロ

課題であつた:これについて昨集設立■□周

年を前に2010年 4月 1日 わられ庫改革に

よ蜘ゝ 二年ごとに製絢更新して藤た嘱託職員

9塙全員を安定雇用⑮短時間正職れにするこ

.と ができた。一歩前進したことを報告し、地

⑮センターでもさらによい制度が主ま机ると

とな願う。

¶よ翻稔趣副嘩甲号コ制時闘    《脚 晴
‐   m融 〕□酬数時駆

この制度は、それまでの成靱規nljを改正し、

レ)わゆるプロパー職員⑮戯叢鰺鵠甲■もと‐し

て短時囮正職員諷度を藝入する起ととしたち

のである。              l
①雇用製間⑪定め励電あ尋嘱託職量を屈用期間

の定めがない 《庭年制》短峙闘正職負 (週

島動時扁勤務正職員)に移行する。  .・

②短時齊勤務口雇用形階で主任、認長捕偉等

に昇格できるも口とす雹◎

③館長兼事務局長ゝ課長等|ま、プルタイム正

有期雇用から口時間正職員峯●

とまなか昇女共同参画財岡評議渕 林 議子

職具 (昌 7。 5時間勤務定職員〕iと する[i

①頼時間軍職員甲勤務条件はだアルギダキ平

職員と⑮均備を (M蟄とbで、アルタイム

正躙長とめ・1週 1間闊なりQ勤務時間□比率

躍 省ドものとする》。        _
⑤職具 (通峙財証職具iおよびアルタイ■平卿

筐ζ
‐
5颯][[冒曇曇露:営ζ『冒|:胚嵩o

する。た:だ し電.館景1彎定年は証鰤曰尋)と
する。         |:

⑩再雇用制度は別途設けるL

⑩碑員卿給与制庫を前職員眸讐じ程鱚専か腎¬

財団独自印職務結型礼度に改ぬ描◎

⑩鎧喘胚正職員の結料は正職員の6分⑮4と

する。(鱚 4日 勤務》

⑩通‐勤手憑釉時間外勤務手之、期末f勤勉手

当等をなけるよ        i
⑩退職乎竃は文結しない。ただし聯旱はl財

FE[『」「冒呻写言非琴倒デl「賀
入す]o

量.□ 曇融 懃瓢

1》新なな雇用勤慟のモデルを願もて

各センター節3正識員採用:1起踏み切らない理

由ぬ一つぎゃ動嘩年数瀞霧繹連す るご鰤辱賃壼

力ふ上鐵Sる公務鼻晴準醸たN庫ではっ,そ QI手と

んどを市から口補朋hや委託料で腑う財国で

は雇用の経狩は困難というものだつな』

昴1革非同参画推進センダーロ F情想検討委

員会』⑩艘階か幅、働:く 女性の一人 い豊中市
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・
民の一人として関わり、工立後も評議員の一

人として地域に答着したセンタ〒とない、勇

女共同参両社会という新たな社会像の妻魂を

Jいから順つてきた。『男女が社会口対等な構成

員である社会」を築くことを多く④市民に理 ・

解し共感 してもらい、女性が特てる力を発揮

できるようにする拠点を運営していくには、

そこで働く女性たちの働き方が、非正規庭用

や公務員に準じた旧来型片働き賃金ではなくt

オランダや』Lは等のように、1時間比JII O均等

凩51言硬]]曾]響暫[熙寛[響量∫量[
規雇用に♂いを痛め、改善を求めてきたのIま構

想検討委員会からわかわ り続けできた評議

員 0理事などの複数のメンバ嘉であり、市か

らの派遣職員、当事者である■働組合亀正職

員イLを求めていた。

2)とよなか男女典闊参画推進財国あり方検討

部会

財固発見以来隕案であつた正職辟 ヒを実現

させる大きなきっかlす は、市⑮財政悪イLに よ

り硼 峨褥 改革の取り絶ネ⑪中で、耐団に

q量
[li需畠髯番|』蜃笏瘍醤『蜃饉当響

れ、その検討結果報告の中で雇用システムの

検討を挙げた通とゝ指定管理者制度が導入さ

れることとなり、財国の役諷に見合 う中 0長

期展望の人材育成などが求められたことなど

があるといえる.

2005年 4月 、市の人権文 Lゞ部所管の財

囲法人「とよなか男女共同参胴推進財固」を

対象に蠅状と課題を整理し今後畷財国のあり

方を探ることを目的に、「あゆ方隕 会』が

設置された。メンパー構成は、財団理事 3名、

町回事務局 g暑 、市人権丈イL部長・男女共同

参画推進課長等市側 6名の。12名 により構成

された。

2年間⑪検討に基づき圏③07集 思月結果

が軽肯された。この申で基本的方向として、

財国が有するノウハウ、人的資源を生か bて

市民や市民団体を支援する「中間支援騰能』

としての役割を鮮%にする必要があるとした。

その上で、大きく三項目□重点検討課題を学

げている。

(一つ国の事卵運営 6施設管理⑪再構築と三

つ同口適Iな財務管理と財源確保については

ここで|ま省略》二つ日として機動性のある人

事 0鰤 体れを単ば、具体的には

①理事会の機能強イL◎中長期的視野での職員

数暉適エイL計画●市脈遣職量の見直し○職曼

め資質向上と研修⑬独自の雇用システム運営

体れの研究 (同一価値労働、同一賃金に金づ

く雇用システム創設⑪検討)が挙げられたし

通峨検軸 を根拠に、市から派遣されて

いた総務課長の積極的な行mで31j度設計案と

なり、市関係者の商得、ガ慟組合との協議な

どが著々と進められ、理事会・評議員会で峨

承認に基づき具緋陶階されることとなった。私

はこの総務課長⑮重々ならぬ意欲と実務者と

してD具体的な仕事なくし,で 畿して正職員イL

は実現しなか咽たと思つ―ている。

3)制度実施前後⑩嗽員構成

新たな闊度⑮予入 (2Dl吼4)趣 市職員口派

遣ヨ1上げ (2⑩ ll。 4)|こ よつて職員の構成は次

のようになつている.
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職員

年度

A.正職員 ].非正規職員

アルタイム職

員

短時間勤務職

員

市か囁⑮派遣

満員

畷託職に 、 パT卜職員

(1週間0た
り 5 日、 37.5
時囮勤務》

《週間笥た ゆ
4日 、帥 峙蘭
置罰伽遍質夢》

《1個憫 ●た
り 3 日t 昌圏:日

時間勤務≫_
餞 4娼 2名 10名 2名

5塙 9名 2名 2名

,餞
・5名 11塙 2娼

詞.期待と課題

5年前の指定管理者制度⑮導入 ι公募切に

よ蜘、男女共同参画推選セング〒の運営む暮

ずしも『とよなか男女共同参画推憔財団』が

ワ|き 受 lす しれるという保証はなくなつたぬで

あり、財回は民間と業やMP⑪ と口競争にさ

らされることとなつた。随脚菫⑪彊肇鐘イLと とも

に男女共同参画推進という壮大な課題を市と

市民⑪間に位置し効果的に市民へ申支援を実

施するとともに、市民のユーズを的膿に提え、

市⑮政策に反映させる任務も財口lま晶たさな

けれはならない。

雇用の不安定状況にさらされることがなく

なつた今、男女共同参両社会基本法に基づき、

男女共同参両社会を楽現させるという高b丸志

と展墨、強い使命感を持つて仕事に臨んでも

しいたいと思う。市民とめ協働というのは1

市民 0女性団体を使tlj使いする起とでは左い。

職員は磨き上げた力を提供し、サポニ トb、

市民の力を何倍にもして∋1出 btと もに喜ぴ

あえるN係を作ることで男女共同0画は市民

路も口になつていく。

少ない予算⑪申で十分な研修もまだできな

い状況であるが、市民⑮ニーズに膳える事卵

の金面で、地域・企業に入り込んだ柳、値財

ン亀「]『鶉凩γttT竃[3‐i:曇暑菖量レ
ていく。               1
新たな職n‐祗虚口導入油魯‐『とまな漁葛男女共

同参画推進財閂』⑩目に見える活性ギLと・おり,

市内田他⑪財国亀波及し、また冬府贔 島他市

峨女性センタアなどへさしに良い形に修正さ

れ、広滴言範とDれ醸レヽ̀ぃ

『正職員ギEと いえば、プルタイム・公務員

に準ずるも④』という思い込みから自由にな

り、『安慮的雇用』「職覇鑢殺職に見合う質彙』

F均等侍遇』『時間比例』などの考え方で指続

可能な社会システムに寄与できら働き方を拡

大してi、 き|ぃ 基辱う。F向一価値労働t10
賃金J・ ぬ具体化には職務が価手法漁]共有嗜き

なけれは難しい。身あち起ち〒鳴務亦個の手

法口癖hや試みが始まもてし七る。それには経

合⑮協カカ雹大部せないし:理事者側口学び⑪

場亀必要であ面。

皆さん⑮鶉慮をいただきながら、より負い
・
壮組みにb、 ′全職員ぬ力を存分に発揮膨市と

ホ民から頼砂にされも財国にしていきたい挙

懸う。
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◇墨本問題・影場調董予問調査会を儘聰「:醸'て―
◇

も

2011年 3月 28日 と 4月 15日 に開催 した

基本問題・影響調査専P5調査会□第 lM拓 第

2国会合を撻聴 したご第 3数男女共同参画基

本計画を「実効性をもつて旱急に具体詢取組

を進めていくため』に内
:閣

府男女共同参|口会

議に設置され、他に |ま女性に対する羅力 lこ固

する

「

Fヨ調査会と鰤視専門調査会があ1面b

基本問題・影響調査専門調査会⑮『女性 と

経済 ワーキング 0グループ ぐ帆 G》 』(塵長 :

仁冒曼隷箕不声露晰
》
i盆炒頌重亀すに

闘題研究所》荼負lま、団 歳以上女性が貧国者

に占める割合は 23.9%で、女性高場者⑩会的

午金を始めとする所得保障の議論洒電避けら

れないことなどを指摘した。画部由紀子』L海

道大学大学院教授は日本海側地域で女性⑪

正規雇用漁電多いと輛告。石井タンプ饉子お茶

ノ水大学大学院教授 |ま :、 夫⑮長時間労働力雹妻

の就業に負⑩影響を与えることや、1晶 歳未満

の子の父親⑪約 5割浦ζ男性も背体を取得すべ

きと答えていること等を報告した。そ⑮一方

で、男性も家事・育児を共に担うぶきとめ視

点ぶある⑮か疑間に感じる委曼:の
―
意見もあ

った。

蝙2笏心|(萬鱚饉5'T撃?霧炒櫃響2『
を求めている。同専門調査会の「ポジテイ

プ・アクション W遇」鰹 晏 :今黎 ―慮『学

習院大学教授)の第 1国会合では、に美由喜

東レ経済研究所ダイパーシティ&ワークテ

イフバランス研究部長がノルウェー⑪企叢

幹部 40°/oを女性にするクオータれに言及し、

F日 本でも厳格なポジティプ Tア クションを

入れたほうがいい』と述べた。第露国会合で

は

'員
4人が郵告。ポジディプ・アクシヨン

導入のための結論を報告した辻村みよ子東

到と大学大学陽教授は、政治分野のポジティ

プ 0アクションにもいて、公職選挙怯等を飲

正する場合は衆参⑮比Jl隋表選挙桑□候補

加藤 登紀子

者クオータ制導入が最も有効 (ただし、合憲
Jltの慎重審議と社会的コンセン状累が必要》li

で卵女交互亀簿方式や候補者割当制力Sあ り、

法改正 bない場合にも政党綱領での向主的

な明記や政党助成礎によるインセンティプ

な:だがめると述ぷたしまた、プランスがパソ

テ法釧憑のために憲法改重した逗とや、国に

は女性差吻撤廃条絢口 F割定的特別措置Jと
いう文言を提唱していること、雇用④クオー・

夕制に咽いて特に医師や人等彎鑓彙等の場合

に籠力などとめ関連でわつ部 bき がお:る こ

とも指摘した。東村博子名古屋大学男女共同

参画室長は、女性研究者採用赳速 0お成プロ

グラムを推進する閂大学力艶「総長枠』で薪手

女性研究者の採用枠を設けていることな網

介。L⑪蓼員からlま公共契約 0補助金を通じ

たポジテイプ 0アクションなどの価音があつ

た。 Fク オータ側は 畷月までには無理と思ね

拠5。 縦続的旋話がは

「

Jと 口意見もあつた

が、6月 には見状 ○課題レ推進方策を取りま

とある予立である。

同じ4月 15曰 に第 1圃骰視蒔門調査会 (会

長 :麗嶋敬実践量子大学教授》も開催された

口で歩 b触れたいき今年前半の会合では女性

差司撤廃委員会 (G]Щ鵬脚)最終見解のプォ

ローアップ 《8月 に国にに報告予定m2.項目

①民法改正⑩む定的特別措置力琶中心)をゝ後

半には第 3次男女共同参両基本諦画⑪進渉を

みる予定である。大将翡紀子委員 (弁護土〉

は民法改正について『積極的な進め方力琶でき

ない力Jと 、またt岡本直実 《連合》委員はち

暫虐的特潟咽措置につしヽで『スケジユール (第

3骰基本計画で口数値冒標》に入つているだ

lすで大文夫か ?どれだけ実行されるかぶ闘‐

題』と述べた占第 2:国に闘標府省⑮ヒアリン

グを行い、その機ご政府は国コ陶 への報告

を件成すると申こと:である.

亭PG調査会には、1ジェンデー平等⑪視点に

立つた大服な提言な望馨鮭い。

一
『

―



◆藁周率典醒嘔慎裁1朧鍮曲淮幽援

一晏童羹購 画口「と選澗圃きな動き■◇

男ャ壽轟国参画局薗馳瘍

東日本武震災に際し、図閣府男女共同参画J

局がとつた姿勢|よ割合にすばやかった。

☆ 1週間緩⑪3月 1● 国には、『女性や手育

での二宇ズを踏またた災客対応について (避
・
難所等での生活に関す轟:対応⑩依頼y.』 :(p』

参照)を、温地支援対策望を含む関係機関に

依頼した。

★m24日 には「女性櫨典者に対する相談窓

同0設置及び周知迪ずに儡念 される:女性に

対す贔暴カヘ⑩対応についでJをだしている。

u難ぁ以外⑪親戚 0知人等⑪家庭や会営住

宅 0仮蒻住宅等で囲避雖生織をされている方
へ印周知⑪配慮を求めている。

ヽ
横客に悩趣女 ,

性■の支援も必要としてЪ′肉えば FD T相域

ナピ 057⑩―⑩一国轟210」 をあげている。《現
:

在亀民間では全国シェルターネットロパープ

ルホテトラィン o120二馳 1‐翻6 嗣躙時

間麹憔 g》

★4月 4日 には、各都遭府県 0政令指定都市

の昴女共同参画主管誤に『女性や子育てロニ

ーズを踏まえた被臭著支援等:]こついて』
:を

事

務連絡した。そ⑮中で、ガランティアの安全

(ポランティアに従事する人が、性犯罪等に・

巻き込まれることのなぃ■
1う

注意喚起》にぶ

れているのが新しい吾また、選難所等におけ

る好事飩として、① 女性 0子 どもに対す雹

防犯デザTやホイッスルの配布 ① 屋外 ト

イレ周辺□菰間照明 ◎ 自善Mによ愚避難

所及び住宅周1辺の見回り ③ 外かしに見献

いま性下着等⑮洗濯物干し場、:な どをおげて

しヽ6。

☆4月 2儡 日には『東日本大震臭回復興にお

たつて曽複興に昴童斐国参画面観点を■ 《提

言》』を、昴女非同参画会議議員口鹿嶋敬、

仕村酪よ子、隠田凰弘Ъ財本直実践ら力事選し

た6第 3数爵黄共同参画基本計画に『地域・

防災 0環境そ⑮他⑩分野に鯛ける男女共同参

聯印また知子

画口:推進』.があ:る 起となあげ亀男女典舅参画:

ぬ視点が脳□取柳組みをまrめてい8。 1ま た、

彼韮白治俸力貫地域印復興計画をまとめてしi

く上でこ女性や此梧者⑩参儀なニープが十分 '

に反映される:こ とゝ骰興会議峯印積極的|を女

性⑪登用鼈どを期待している。

以上は男女非同参両周峨刷ロウェプサイ

ト『東日本太震災■⑩男女共同参画⑩視慮を  :

野沐鯰貯飩痺鮨厭κ柩力.9
であった⑤ヒかしくR際に実飽.さ れてい0カヽ

についてロフオ回アはしないと口こと 《男女

撫国参画間に確認》:ボ洒菫tM費等をするボ音。

ではなおゝころう動鴨

民間    書 :

1看濃師や動産師Ъ
｀
保健師路美容師、コb理閲

係□女性グループなど、すでは被災地に入■

ていたり、こ|れ力L幅入る.う としている専門職

⑮女性グループもわる[

東京では、量本醸子さん%凛ひろ子さんじ

を中心に3月 flヽ 1同 ビ「太震奥と男董曇嗣参

画』の集会爵葛電機災地からぬ柵告などまじた

層鑢鸞邑覺蒻盪膨躙tttiS写〇
また、F東 日本大震典 甲女性支援シネットワl

畠ク』⑪発足も準備.されている□このネット

ワークは直接支援ではなくこ被災地⑪女性の

人権確保を目的|と す面中財支援:皐 ットワ守

クヽマある。調査 甲提言チームもコミュニケー

ション・チーム亀ジェングニトレTニング |

チ〒ム、十ポート・チームなど漁電準備中でお

る
.。

たとえば竜コミュニケーションロ|デ■ム

は鼻流メデイアヘロジ皇とプT視庶での働
きかけはもとと場Ъ被災地⑩女性たち薗身に

よるプロ.グなど皐ナトによる異尋■風発信 :

⑩支援密計画申である。発口ヽ、各地域に結
いで結発を女性た亀口支援のi動き鰤露:ある.
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資料◇女性や子育てロニーズを1暗菫えた隻`書対応にもいて◆l

(選蛙画等で囲曇活に関する対応口依頼〉

平成 23年東JL地方式平洋沖篭震に関し、

女靡 子育て家庭にとつて、横災地で⑪颯

生活を少しでも安全・安Jかなものとし、彼災

者の画体的・精神的負担を緩和するため、当

面、以下のような措置を適制に講じるよう、

関係機関 (現地支援対策事を含む◎)に結い

て配きいただきたい。また、これらに加え、

現地⑮女性や子育ての尋―ズを把握ヒながら¬

ぼTPに麒轟鑢鰤るもの
Rに要論を行つているが、強めて早0な対応

をお願いする.

(1)生理用吊

(2)おかつ (お しい拭きもあるとよい。)

(3)粉ミルタ (個包装タイプが衛斐能で個

利.プロックタイプもある。》 (総 ミルクを

溶かすためのきれいな場・よにも配慮がは

要。 )

(4)哺乳ピン (哺乳ピン用の乳首も必要。

梢毒器具もあるとよい。)

(5)離諄L食 (食ぺさせるためめ小ロスプ占

ンも必要)

※ との他、女性など現場③要堅に町を仮けな

がじ、物資の選定をお願いしたい。

[2]女性鑢予育でに配慮した避難所の設計

⊂鰤 み下百予鶯⑬鵞雷零版竃聾警lyl可
能な

(1)プライバシーを確保できる仕切りの二

夫

(2)男性の目線が気にならない更衣室 0授

子匡重、入浴設備

(3)安全な男女釧 トイレ

(4)乳幼児への対応

※乳動児が泣き続けたり赴靭回つたりすれば、

親にも大きなス トレス。
・平L動児が安全に遊べる空間の確保。
0乳幼児のいる家庭用エリア峨設定

(夜泣きなどに鶉互い様で見容。悩路も話し

合えて、助け合える。)

[3]女性のニーズ等を反映 bた避難所の運

曽鉢制導

羽成。趣3年 3月 1∴曰同

内閣府男女共同参画局

(3月 24回 ず部修正》

避難所⑮体制や支援体制を基える申でこ可能

をも面か嘔赫応を通めていただきたい。

(1》 現地支援体制による女性ぬニーズの担
握 《回や景による女性職に口現篭脈置と女性

等峨ニーズロ汲み取り)

※ 要すれば、内閣府男女共同参画周か輸⑪要

員派遣も可能6

(2)各避難所⑩運営体封への女性の妻画

(女性の視点や芦 0悩みを反映)

(3)避難所に意見箱を設置

(4)地域⑪医療機関、助崖機関、保健セン

タニ、保育 0教育機闇、男女共同参画センタ

ー等とめ連携

(5)女性医師・保健Mや女性相談員による

悩み相鐵サービスの提供とその周知 《子育て

に関す面悩み、女性に対する捩力に関する悩

み勒)

[4]女性に対する轟力を防ぐたあの措置

鍵害現場や避難所生活等において、性狙罪や

配偶者間暴力拿鰤EMLさ れており、N係織関

においでは、そうしたことを持に農爾戦した上

で、予防と被害者支援ぬ取紙を進めていただ

きだい。

(1》 警察など関係機関に部lす る書備強イに

(2)性狙罪や配偶者闘暴力牛についての相

談サービス⑪提供とそ④周知

(3)賞全な最境の整備

・男童漏ばトイレ、安全に行ける場所への トイ

レ⑪設置、防犯プデーロ貸し出し

(4)女性えの注意喚起
・人園⑮ないと通ろを一人でなかない、明る

い時間に移動するゝ移靱するときには声を掛

け合 う

[5]妊婦等への配慮

〇 妊婦について|ま 備ゝ院 0産随への迅速な柵

送や負担田大きな業務に従事させないことな

ど、特殷ぬ配慮を行 う感要がある.

O肉齢宕ち障炉者、外趙入等についても、そ

れぞれに困難に直画することがあり、知見を

有する機関からめ適期な鋤言を踏まえ、対応

をお願いしたい.

-9-
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02日 司周年度

回ビー活動、申薇 剰司尋勉:LЪて議祓 換 ■

式は 翻{期醸1l J珊自躊金が日月15日 (日 )

1乳 時より、東繭霧砺巡襲   ンタ〒に

ぁス寡渕  l]i
グラムを二部変更曝、開会撓り前田.鰤 分間t。

|こ陶雛損搬薇野 れ れ 制時内愧 、東・

国    醐 し七ロポは副麹⑪載備晰鋼謗ぎ
｀

蠅 ロエネルギ■政策、鋼 電鱚義・均瘍待匿 |

献ど女性政策に関する進む等涸曇報わされたg

iまた、鐵緩初めて   という判断を行つ

‐た現政府藁言定繭評価を示された

そ□緩、躊 会犠夢:と して     同

代疵が、原発事故を通りで見えら政臓側□『細

道ロコントロールゝに対するh膿鯰と、珈費 i

珊蝉子ども手0でなど、震楔後□税や予算ω

注視峨必要な述べ啓れれ  よい
°

で出席者23銅、聾犠澁脳瑯錮名で、湿駒節
0条口定数を満たし、給鰺⑪成立力渇掏告さ紀

た。議長にJ縮 さん ‖鯨 JttEM、
「講扁靱こ冒書櫛邸権釜員ノ観夕熙薄蜃辟封さ愈嚇乳 i

‐
議事に移叩ごゆ⑮また   ま咽・四硼 |

評慶盪動靱修があ靭、ロピ‐涸向に滲間を多

く|で書`た燿 定制時睫鶴礼鰺 よ卿闘鋏 藍

少なかつた追と、熊本T口企画シンポジウム

ロ趙乳『日本面鶉制』をテーマとし

鰤 :ヲ赫膜蜃:さん)θ鱒鯰タダ電なされた。

選隻警受けて発展した「女性と手どもに対す
.ち,mが

強 は 団 方円に達しかとまぬ 翔

り1をつけt倍の庭い方は訊藤検討中でわる膏

も靱告されれ 匈 隕瓢コLI乱 醸胞剣躊こと

:輸画ピ‐活動⑮あ聯方について、餡mと NG
⑩なつなぐ議員コ‐カスロ螂 誡 すべて政

:党に対して平等にロピ‐脩mずづきなど、今|

後のN題について幡発な意見節罵出きれ、信靱 i

報むは拍手をもつて承認さj袖L次 l鯰 口
｀

甲中肝 さんより躙蜘      %1争
計心査の幅巣美知子港

・
んわ刷監費報書が行裔

れ、そればれ飩認され亀

.同
i芦I即 柴

|

擢臨予辟予萎師貶鰺れ、       尋     辱
ついては非朧の駆      ンタ7交

|・

藤熙薫援で昨ゃ男女蓑国参MD視庶油亀入つ :
‐ でしだない    難く られてひ暮:政権変 |

代緩も]女羹国参   蘭軋 している罰 |

状もお駿、安晰議mと コンタクトをRつ な力鼠|

‐ ミ               (
にもいては、ね域主権が更に雖む中、身女夕

=

猶:  》疱魃眩冨讀饒|

釉輔コ〒力累と連携し、塗国證ミナーまでに
|

勉強会をするな。だ力をつけていき集し亀 自治 1

1憮 銹 俸:個則辱■な鰤、金襦乳 彗珊誨 |

`主悴⑩夭珈向を目的として交渉しそいる.雖mll
参画鱚長と男糞羹同な画政策についで■談を 1‐

Y設はな脚¬:磐浴域口昇女共   シ少∵ロ ト
セング∵長にも:瓢鱚餡力l喚つてし亀ただくな #

ど、N迦を巻き込んで進めてしヽるЪと口こと f

でわつれ             :^
東凹都印地域コーカスの

“

裏性や政櫂交代

蹴 饂
: 
壇恣辣荊判購猾1腱轟         き文
.最

檻直ξ幽理
:年
瞳野牢案臆会計画圃中さん

より愕案され竜会費素納裔へぬ督促について

|よ鼈話大会て検討すら旨和鱚 され%源案通り

1斎儡認さ:嗣顆魂
1 1。     ¬I       I.

:太震災な大規辣謳鱚驀横異によ嬰国国政策
,回大き諷転換期を迎える中t後にすること献

く、第3劉曜尋

申岬寒尋に向けて炒動鴎てしヽく尋,こ 醐嘩かさ

れた結0となつた多

願重65月号マンスリーに同封bな 同皿1年

.躙プ里グ言辟舅隕繹 |

年度の 旧癬動鰤Mb『予算』となったЪ》

一日―



O総会 ]参加の感想

得ること膳 い 糀豊奎れ、マンスリ〒も情顆のがて

く二)。 と読  山  漿』魏需‖5
皆様のお話がうかがえるし、東瑚Lや九少‖と

いった遠 くからもおいでになつている

方々がおられるのでスゴイナーと思う。そ

してそこでは「J腋行動綱領」を実現させ

るためのエネルギッシュな活動め報告が

されるので、これまたとでも慮しい追とで

ある。

会活動では「第 3次男女共同参画農本計

画』策定に向けで影響を与えた活靱報告を

聞き、今後lま、「第 3次男女共同参画基本

計画及ぴ、国連安mu撒 廃警員会の動告

の実現に向lすて、隕 および自治体の男女

共同参画政策の推進⑪ためのロピー活動

の強化を行つていくJこ とが話し合われた

が、たえず実効性のある計画の具体化に向

けでの活動を考えていくという事はゝとて

も大変だがJきが喜ぴドキドキする。地方に

住んでいる私には、報告を聞いているだけ

ですが嬉しいものである6

議員コーカスメンバーとして挨機され

た福高みずほさんのお話亀、具体的な日本

の今を多岐に渡りお聞かせいただき、政府

の動きが良く分からた。

そしてどうしても知りたかった原発の

話を『原発と女性T原発展災と健康問題』

と通して崎画比早子 (元放射線医苧踪●研

究所主任研究員 医学博士 高木訛 さ

んからご講演いただいた。お語はとでも分

かりやすれ た。

毎月『キンスリー」が届くのを私|ま楽し

みにしている。地元ではなかなかここに書

かれているような記事は手に入らない・世

界の動きや、日本の動き、そして生国での

活動の様子、本当に様々なことを知ること

ができる.私はそれを読むのを楽しみにし

ており、また、日頃のMの ヒントにして

いるので、これからも「マンスリー」を頼

りにしている。

大 幅 美 知

福島第一原子力発電所m号 基から4号

基⑮中にある綾燃料|よ、広島に落とされた

原爆 (暖趾Jの約18000倍のB51ト ンだ
という事を、初めて知つた。福島の現場で

は2ヶ月半が過ぎてもまだどうしていいか

分からずゴタゴタし、順東できないでいる

現状を考えると、地震大国の日本で、日本

の国にあるすべての原発を本笥に響理し

ていける⑮だろうかと考えた時に 熙 理

だ !」 と私の中で貝階 である。また、放射

線は国Nと を損傷させるととや、翻掴回BI

爆 急時迅速旗射能影響予測ネットワー

クシステム)での予測の公表を意つていた

事などたくさんの事を学ボことができま

した。とに力ヽく総会に参カロすると得ること

がたくさ島あるので、これからも参加して

いこうと思う。

関連して、私が地元で行つている「男女

共同参両社会の実現」のための円 につい

で少しふれたい。帥 年間、県が行つてきた

女性⑮海外研修事業が軽 で終了した。と

でも残念に思い、今度はそ⑩海外研修修了

生の私たちが企画提案し、見女共同参M社
会の実観という目的めために研さんを読

けてい追うと、そしてまた新会員獲得⑪亀

めに蟻 し、増やしていこうと考えた。

第1回 目の今年は研修λをノルウェーに

はん亀 男女典国参画社会p先進地で、ク

ォータを当たい前に生活している国であ

る。三井マリ子さんに私たちの思いを伝え

たと逸ろ快く i臨 を頂き、この秋に研修

に出かける。プログラムは国会では教育大

臣と、オスロ市庁舎でlま男女平等担当官と、

男女平等・反yl」ォンプット事務所ではオ

ンプットと、国主女性博鋏館では館長と懇

鰤 である。男軸 卑の円がこんなにも変

革したのだから、日本も適同礎変臨 るはず

と考え、努力を謄しまず続 lすでいきたい。

-3-



OM鵬量唾      き
‐mと 女陛言原発属難Jと

放 射 線
′m生 匈 影 響

黒 見 節 乎

1年に1回の聰会である。今回の議曲は東日本人震災に扁巡ヒた内審で、安機黎子ども的視点でお

願いしたいと、況 は M綱仁鯰邊さ淘 剛封 )、しまbた。崎白さ嗣乱 元嶽鯰釉稟鰊靱闘ポ

主任研究官、日引摩士なれ 3月 11日印大地震とも5写薇欺 そして、舅発ぬ機龍不Dm銹門財拗乱

日本にい機 の価耐観詩火幽観を変えてしまいました。理心、        をしてい起時、国

策に反する行動だと批判を受|ナましたが、危おいも⑮はhなし馳今回、起こ嘔たことが何を,味し、

私たちはどテ轟躙郵 いヽのでしよう力ゝ 謝鰤読⑮日野囃ま 晴肺学校出     を考える会 崎山

比早手Jと されに満口lま 曝誕問鼎斑捌饒齢mでした。詳細な尚料とお話かし主な意を報告しま九

⑩罰箋位             制誕騰書劇茫 lし、側瞳掘つI九 洒 騨邸

臨      電1剛 黎 丸 彼は 権  測亦離ξし選頸艶E蟻概霧枷‰囲覗脚齢貿あ

イヒ障を専門としこ生涯を市民科学書として生き  る。議射線には、ガンで1騒 べ‐夕線誡了海

亀 原発、ずルトニウムの角険性を置に却けせ  ァ楓 X線 中性子線が副 、減鰊が伸外にあ

た軋続により、ライト・ライプリアット賞む受  る外部綾ぱくと、線頼が倅向にある自下被ぼく

賞しi亀 崎山さん1涯味判疇趾師属である。   がある。胴 Mは 開催澁甚鋤で 遣ゝ儘子

①幅    口筵状             は蛯円 の 1。 瓢で約囲,000個である。

〇

・1-4号基があり、3・■%は 駆Ⅸ朧料期 、

4号kはプ■ルの幸に口 1麟料曲1入つて獅り、

稼動していなくても機燃料の管理をする動要

があり大変である。

・ゴ箇⑮劃蔽石智国す動繭として、曲 坤 レ

ギーでlよ         む旋う。ウラン

2351ま申陸子を当てると綾分妻し、また申性子

がMが出し妬の医ができる。綾分裂をゆつくり

すれば隠発で、速ぐまれlよ鱚爆になる。囲醐菫幽

ないのでクリーンなエネルギーと言われてい

るが、問題点は毎厠回熙と放射龍雷める。
0福肝 原予力発置Ml組仄ざ瑚矧基にある

機燃料|よ 鰤かに 257t、 鈴却まァ痰 こ□蛾、

合計鰤1亀 広悧口幽蟄ま03贈 だったので、実

1賦    13,卿 惜である。

e廠烈郵珈こよる地射樫酬画剣闘鞠}ム 農作物

為ら⑪被ぼく、     による

融 欲 して    による晰 母

ある。福島⑮場合臥 コントロリ mと ぃぅ

ことである3

0敵劇能喪赦劇鵠物質は、故射線を剛すし族射

こよる珊 諷 霧とそ柩 凸 型 ⑮ 囃

生  :
O放劇線口量を知るための単位1蠍 『IST(ミ リ

シーベルト》被ぼくする冒各細蜻□檎1こ平均し

て1瓜朝閂圃躊樋るJというLとである.

0織ぼく回嚇スクに[よ 縫慶的痺塀をi膿零的影

銹 ‰ る。判 諧 脚 Ы饂 軸 嬰 赫 瓢 蠍

酎線 1■ 9帥貪 、圃雖駒で¬瓢 鐵 ずたに

切つてしまう急鵬 を起こした。田醐～

%で 国嚇b漁雹Л詰寸るg疇銹隋劃鍵

がんDリスタを負聰ヽ 血讐障害が起ころ可鑽腔

を持ちながら生きていくことになる。低線量は

Ⅷ随計以稜 、口けることができない自然な財

線は 1年Mで 2.蒻%である。情報で伝え魯れ

るが 絋 的で、大革営発腋廻よう珈 ゝ
eがんは多数の遺伝子の変f脇で起きる。レント

ゲ沖 酬 スキャ扉斡堰蒙軸ぼくを目絣

能と共に受けていくことになる。

を知懸ために昨柩趾mずくれ を作わている6

「がんの多段階説』があり、製礫骰癸鳥遺伝的

彗、翻洟籍lこっ用 睦̂報コ]曙燿畿鯖

の段階的変此をしていくことである。
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〇

鍼 ぱく機進,と量塾理

・発があリスク、発鵬蔽脚嵐 徹Iよく1脚邑I砒

耐 るも躊 礎動赴靱はなし、順縣珈凶翻園防

鍮 1蛛 を出している。

・撫射鉤融劉陶よ 受精後8週令>燿賑3カ月

>5～10ヵ月≡脚 ・乳児>子ども>青年>
成人>老婚 、ヤ齢的にIま著いほど、臓器曜は

なI護      ゝ覺縮後 3

-8過伽爾婦剛褥調lム が鮮離生にもつとも

は受性口高い時期で編 志

⑥巫発事故とヨウ素剤

・ヨウ疇庸郡肝まもう蘇義貢にゴ震Vゝ

・放射性ヨウ素は、姉げ闘麟夕から取嚇込まれ

10ごく調呪繭岬職翡酔唱闘彎ナる。

・ヨウ轟鐸融囲職輻襲lム 放射性ヨウ麺 轍 り込ま

れる艶時間前から同時だと蠅%阻止、2時間

後でlま 810°/。M止、8時間後で|ま 欄%阻止、跳

時間後では7%阻止できる。配布靡準は等嗣線

量が 1000vになると予測されだ時で、現在D
である。

・ベラルー抑 15    子どもの印欲腺が

よ 19日6年 2手繹曝鍵椰呂

加し、1優過」輌鏑 90側諏動猫緩鯛顧闘覇 じ、四11

鋼調町15件である。]5才以上の大入⑩印柵腺

力‰は、1蠅6月M1710件嘲 巨ごと1型匈 し、

2001年帽群凱000件になつている。

・チェJレノブイリ     は、    の金

貌はつかめていないが、聟艤障害による死亡者

lま 31人かし帥,090人になつている」増裾劃鶉該

翔載 きく、    翻頸鮨嵯蒙lhし 、第

一次産業つ農業O牧畜・ホ塵準に与える躙

第二蜘躊芍こ与える被軋樋S大きく、あいゆる直

業l瞳癬輌鼠ある。

・放帥性ヨウ轟囲櫨1まくによ麺甲横腺蜃品発症

囲 は、1雨入に7.5♂鳳じ子どものリスクはこ

の情で、甲状源かんのユ死率lま 10分の 1。

・司ウ素剤剣圃剰訓影硼帯忙郡縫夕 、ヽ例えは

ヨウ;祠舅よ 新生児 12。 m、 生後 lヵ月～3歳

未満鼈嘔t3馘 13歳輛綺8m、 13歳麺 歳

鵞 1%
03国⑩塾中     と備蓄についても原

子力政策を進めているロピギリス 0フランスは

全翔齢 1馳醐

「

10馳計と、服用対鰊[0指標を高

く設定している。ドイツは 0-45才 05m肺、

オーストラリアはOl-10才・目階 、ベルギニ

lま 0-19才・畑鶉・機懃陶ま馳mで 2o-4o

オ|ま 19馳師、アメリカは0～18才 05鏑館で18

-40才 01010亜数であるb    よ ―
布、学校bサ膨鬼 幼踪囲である。日本で]説 趣

難断に遣いてあるので、避難厠縫菊讀議でIE放

鵡 善離 しまうことになる。各割自鰤lい

てほしいと言っている。
0贋評力事寡軸暖|される擁

滅期lま典帥ようであ輸。ヨウ表131は 嚇日/7。 5

日)、 セシウム 137]ま 蜘0.2年プ1硼 口)、 プル

トニウム2田 は (製100年丼ゼリ、ストロンチ

ウム90は 《田。9年/18年)である。[カ ッコ内

閻 まも鰤囲期師醐 〆伽珈予憾陶 ]

□
討 靭 錮 副 犠 厭 直

釧 綾⑮ゴミ浦れ っヽはいあるも地球に住め

なくなつてしまう意

閻 瑕 mを 予知してぃるめに、対策

が立てられていなかつ亀

蜃 ヨードlt―固飲め出 恥口ヽかというと、

胸 としても3剌 日に 1回位で、妊瞳蝙|さん

は甲     Shま ら⑮であまりよくなし亀
0千葉県中小学校口颯動瑕0表±は、穴を掘瞼、

コンクリートでしつ力Lり 埋めてほししゝ

・下氷口汚泥力ゝらり      電出亀 蒙にか

ら      人院を通して出ているので|ま

ない力ゝ

<講演自開いで> 3月 11日m福 島第■原発関係⑮墓ュースがい 国ヽに融b■ 1図■油ら敵出されている円

躊 魂 えないく力で生きることを青かし塾 るヽ.封 ム 」捌断や自1職彙鱚⑩腹害をデ≧夕で具節的膳伝えてく

ださつi亀 ③嘲□踊鵬卜欄大きな場獣 ⑥ではチェルノ粛 り以後⑪甲状聰減趣釉判脚瑚割 たヽ,[懃諏賀嚇酎

線が機ぱくとし囃 されることも強め噸盛噛Lメディア、情報も操作さ1貯ている.さまざ郭帥熙睡翡臨、暮

ら四 たり前を則は気 蜀 中で生活嚇 人たちと手をつなぎ合い発言していく運動浮要る。
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饉饒亀業鉤   甲倒E調】

-6-



0珈 フォ回中アップ項目o
第2履陶餡 置祠巫轟:霊緻笏∃瘍 鼈

民法敵正1惑麺と■厠b/渕庭的鶉吻財 融節く凩請

第2回男女共同参両己痰覺惧専FT調査会が

5月 23日 (月 )に開催され、1帥四年の日本

レポー トに対する女性差nlJ撤廃委員会

(C画薗師動の F最終%     のァ

ォローアップについて、関係府省からヒアリ

ングを行つた。特に民法改正ケヾ ラグラフ1鋤

と暫疑野鰈霧嘔 ケくラグラフ躍動の2項目

は、フォローアップ手続により2年以内の

CIШttWへの報告が政府に求められており、

今年 8月初めまでの報告に向け、Lア リング

はこの2項目に絞つて行ねれた。

1.(パラグラフ 18)民法改正′蜘浙 と
濯覇幾離罫力華聞時年)

内腑 l規齢報・囃 を中心蹴 した。法

務省は、平成 22年に適制白割鐙 出すぺく

民法の帖 を準備した力珊llRめ問題などさ

まざまな議論があり朧 つたとが た。委員

からの、F%で はなしつ事実上の差別廃

止の措置は可能力」との質問に、「是本的に接

改正の問題であり、民齊局としては、平成 8

年の 帷鋼暗議会による      ④)

答申にのつとり民経改正したい」と答えた。

またt瘍輔き8囀 申をt(たとえ躊 ば

姓とl鵬 の問題に》分lすて改正することは

司苗講」と(劇¬間には %で あると答え、

Fに近の法窯提出ではマスコミ上であまり圧

対がなかつたが、以前に法案を提出した際に

鰊 出子」の問題でかなり意見の対立があつ

亀。局lJtの方が対立度謳 とヽ思うが、細か

くはいろいろと議論Ⅲある」と述べた。大谷

購 )からの    の具体

的障害についての質問には、院 を通すには

議員の理解が得られないと無理でこ濃務省と

しては、    理解を得られるよう努力を

続けていく」と答えた

鹿噛    周調査会艶民は、嘱纂識正は

進んでいなしЪ瀧務省の意見としては煮請ま

加 藤 量 紀 モ

つているように感じた.政治が今必要』と、

また、大繹委員|ま 「濃務省も内闘府ちがんぱ

つてしヽる。長期的悟動が必要と思うが、フォ

ローアップ (の今)を越えると、モメンタム

櫻聖むつ が珂あぶることを運陶臨る6蝶 が判印陽

ぱまた国会でも議論できる」と述ぺ亀 専門

調憑金としては F幅灘判旺け沢を と)あと一

押しする』こととなつた罐製■から予轟鼻なし)。

はつきりとした%を 出した起とを評価した

しゝ

蒻隧鶉麒⑤葛蒻癸涸埋
躙 涸欄

暫定的特靱措置について|ま、数値旧標とタ

イムスケジュ〒ルの戦にとどまり、強礼的な

クオータ制推達に固皓み込まなかった。内閣

府は、F鋤2o年 鋤°
/o」 を確実に実施したいと

述べ:第 3次男女共        限と

価 を定めた 朧 の成果銅標⑪うち、政治、

司法、行政、雇用などに関する電理の国標を

抜押した。各府3か‰、    では政党 0

罐辱覇青と憫 ・蟻 、衛越畷γ野

では人事朧⑮新たな「女性国家公務に口採

用0登用⑮拡大讐蒙夕調曜矧閻向の策定勉囲1

年 1月 14曰 )、 雇用分野では企業暉ポジティ

プ・アクション支援と公共調暦で⑪総台評価

薄本L方式 帳議は鮮貪餡りこ積輌的に取聯細赳

企業者:剰聰ぬ採用(鞣として内閣府聾件、

金府省で10件と報告》、学鶉分%では大学 0

短大で鍼 同標設定のさらなる要hなどが

縮 さ酌蹴乳 J轟ホ鮨)が Fゼロ纏端飾輛澤梢」と

して、良業委員会・農協    のな鼈

織を円昨裁25辱暮〕こゼロとする成果目標をあ

1測ヒ (さ 巳に即減 翌 年3月 8日付1櫻盗 局

%に よ蜘t羽成囲7年 3月までに固名以

上    登用)のは興味膜かつたが、こ

れも減 判請にとどまるむ

大容委員は報値日標について、き属識定に

雫
『

―



おlするコ螂型 ]率がないもの 引は難 FなDも
あるが、全体における女性比率と意思決定に

おける女潤劃酬諮鰤甜方④鰤 係が必要では

ない力地発言した。内閣府は、墨本問題 0影

魃 専P財査会のポジティプ eァクショ

ン・ワーキングぶ汗 言ミ、勇ま共同参画推

ポカ ィプ・アクション珂層員

会 鰹劣義 団体への広報 0'm籍)にも言及し

た に鍮鰤琲愧僻判れ について、専門調査会

としては、「もう一響期却ハ要諫襄ンナる』二とと

なつた。

漏護麦|こ、曇岬裳議据明融露睾穐縛](G国囲饉躙酌 |こ

関して           会会員かしヒ

アリングを行つれ 林錮あま、   1馘
姜曼会へ⑪報告について、前固レデート⑮後

口制をしたかのピンポイント研設きが嬉 と、

政府にアドバイスした。    lJ撤廃委員会

の「     については、怯的拘束方はな

く、       人通報と違つて選反口決

定lませずいしろ隕鰤D表明であり、判断は政

府⑩側にある力]国際機関と各国⑮に認を得ら

れるだけのものでないといけないと述べれ

林委員はまた、    lj撒廃条約の解釈⑮ガ

イドラインであるず般勧蕎Q第 28号 (第 2

条における結絢固⑮申     l靖 及し、′

条約は、政府だけできく私人 ≪企靱葬個脚 :‐ |

による差別や囮攘護Mも赫象とし、実岬的平
′
等を求めЪ即時に (政策を》実行することを

求めていること、日本国眈 圏 条lmを
は 1鯰瘍対 することを求めており条約は

国内性としてのぬ性を有しでいることなどを

指摘普晦鱚識又懃盪珈関力ヽらの胸言t思つてよ

り向いところをめざして、フォローアップ手

続きな役立ててほu利 とぇぺた。フォロー

アシプ項目にもいですでは細告を行つた国の

場合、輛告に対する委員会のが嗣はほとんど

がCであるが⊃蟄価が出た国もあり、日本が

D評価をともないことを堅きとも述べ亀

な騰、¬般勘告⑮第四6号 《瞳憫機艦弱慟

者」ゝ 醐鵬 銅 、第露T号 (噛濶備耐者とそ

⑮力繭渕抱、帥蜘 鋪 、第 28号 (F購
ulj絡廃条約第 囲条に整硼く縮絢国の主要義

務』、巫l10銅)にやいても、動離沢浦電界餓

同参画Nのホームページにアップされている

とのことであつれ

8月初めの        限に合わせ、

晶融□ (日本劃嘔翔囀醸蓼鋤用 ネット

ワーク)・ も用 レポートの作成を進めてい

るよ内祠府はNttDの要請を受けて、囃

別撤廃委員会最終見解フオローアップ勒につ

いて聞く会』鰯月 17日 )を予定している息

※引堕轄齢 霞号 瞳晰劃嚇疇猾騒誕 剰こ調け覇編固酬純馳醸珈 剰騎躙騒
9。 『臓 拇群みは、靱 徊に、通切端 には、条鱚嘗4条1曜器 よ電卜鋼憮鵡 鰤号に従つ
.鷹

暫定的特馴措置ぬ採用を含め、女性と男性⑮犠的およJ事築上爾平等凸権諷』口掌受魯確保するた

めに、多はな諸画をとることを要請する。これに|ム 乎蠍島るb峨鯖了涎囲己睡錮画義務精よ団結果

靖「まれる。鯉抑」

13。 「卓聯 第囲条は、また、締絢国に対しても司鯰睡ポ輛こよる差%を防止するための相●⑮注意義

務者課すものである。鯉勢」

跳 『峨略〉とれば、縮胸国洒S、 則訓齢 女性とmと        な実現するとぃう目幅に、でき

るだけ%に 焦点を出て醐 を策定し、実憶するため⑩具膵的な手般をとじな臨 ぱいけないこ

とを意厳 る。孵勁』

29。 P遅滞をく
脚

という用舞はもあらゆる適切な手段によつて政策を追求すら綸絢国田義務カミ鯰時

的な朧格を有するものでわるということを明示している。鰈潮』

31□ 『岨 国内レドルにおける条約規定の直接適用性口熾温は、憲法⑮問題であり、国内浩秩序に

おける条約□閂随に依れす6。 酬黎』、(耐詳闇酔・難剌導よ子・穫鞣地噸子も硼 平0:Л珊翔舅編 :『ジェ

ン寿 瑚』帽聘 鰤11剌 より心    、鼈 鯰
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0東日本人震災 と女性□
5。 19 院

1鶴 ,裡興J自由ぐ熙財宦内外の靱きについて

〇

被災地で|ま、ホだに十万会の人々潤明難場

所で0生活を贄儀なくされ、ガレキ飩 も

ママならない、生活資瞼口交付も進まない、
'失業人口 10万人という状況に胸を病める

日々 調続いている。幅島原発問題は、未だに

隋 日糸口が見えなしゝ M、 3カ靭近く

なつて、ほされていた事実が次々と明るみに

出さMが い力ゝに深刻である力効剌 され

れ

復興に関する政府の動きを準ても極めて間

護帥彎勲、まず、4月 11日 に関識蝙定した東

日榔 復卿鞣輔慇銅識|こはま潤躍讀

"は

1人、

国検猾輪会は2人、5月 10日公表された 喧

興梅想7厚則」にも人間の導厳が最されるこ

とのない基率的人権を保障する姉 □視点、

言い換えれば男女共同参画日襴点は皆無であ

る。

このようMの 動きに対し、このままで

はいけないと並本疇子さん、原ひろ子さんた

ちと3月 に始めた第溜次昴女共同参淵墨本計

画を横証する会で Fi鶴・復mと男女共同参

隋 6・ 11シンポ」開催を決めれ  嘲ヒ京J

ACも鯰 から実行黍員会の情成閂体として

,加し、私も作業チームのメンパーとして準

跛 にコミツトしてき亀 Б月帥 、1帥

に近Tづ岬鰺聯軸筵鏃加し、参如費熾カミ始まる

殖 ちに定員に達覇闘員珈 ち切いの状けと

なった。このこと
・
は、現在t麟 を含め、災

害に対する全国の女性た馳 闇心の高さを示

している。

このシンポに先駆け5月 19日 に「1鶴・

復興陛男女共同期 6・ 11シンポ」実行姜

員会が「鼎女共同参圃⑮視点が鴎間う異害⑪

現雉:と今後        とともに考えるJ

という院内集会を開催した。この目的は、横

災地曽城県を趨挙区とする>靡院議員、同崎

トミ子さん、囁覗平挙饉了罐判咎瓢員、都蝙子さ

ん、橿島鞣鰤挙区     、受子恵表さ

船 橋 郭 子

路を中Jけに民主党女性議員と緊釉支援、彼興

に向けて意見羹典し、    とともにЪ男

性申心    を、男女共顆 嚇 で

問い、女性鋼 の声をim鵬l判雷け、政策の

Tを 求めていく契機控することだつれ

堂本暁子実綺委曼長、元内閣廠特命大臣男

女共同参祠担当のM崎 トミ子さん⑪撓りかし

始まつた、こC頓譲告にlま、1回 増⑮   が ・

委員会の合間に出席し、露災後⑩漕動報告や

決意が語られれ 実符旱員の大沢真理さんか

らl酎飩饉躊握71%則に刈寸竜遅韮肇蒙研傲則が

なされ、F東回拳薇謝計蠅郵瑚ばにねける男鹸

国参画口徹底に0いてのR力 は され、

会約論いち%を オ調災 それらな融 した要

聘 識剰限され戯乳 躙 まい 1ジ審蟄勁

私は躊緑又謳謝膨にある 嚇馴動|な鋤域⑮

llj出Jや「新しい時代鑓儡モデルhなどとい

う言葉に1調藝胸感をは どのような晒

にする力欄嚇酸当専者5訣めろことであり、

そのために|ま被災0事者の方々DE真の人間

讐蓼動 のための生活復興こそがえ要である。|

さもないと は藝軸 という名のファシズム

になつてbま う。M神大震腱の際、神戸市で

|ま 「ポ調嬉犠聾製屏蘊碕曜薪眸条鰐叩』浦躙 され、箱

も〈騨輔劃麒嘲Ψ帥嘔浙]さ楓たことこ復興住

宅で自殺者回数回多さや閻咆死などが問題と

なつなことを私は吻臆している。人口論、尊

闘購劇曼されることのなし幽 ピ噛到こ遺薮けて

いく力、そのためには男女共厠参画□拠点が

不可欠で:あるととを強めて馴識した。また緊

れ をうまく禾Щ蝠し%で は不可能なこと

をやつてしまおうとする飢 ⑮動きを警戒

b、 こちら蒻 曰琳蹄燿舎匡鰤削識を、景榊却押』き

援 を変えていく%に していかむ蜘 ぱと

思う。 まデl    は自薩巫鰊mSスタ

ートとする怯業が可決し、動き始めたこと記

し、今性も試臓 JACと して女性闊会議mと

の遼躊を強めていきたいと考えている。
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錬 国     と地

(F災害・復興と男女珈封 Qllシンポ 実櫻沐貫会⑩饉  :

剪日本六震壁偽個麺聴に調ける鋼董彙圃0画編渕囮働庭庭つ由電の要璽
東曰         、鍼 に向けてめ政府ならびに関慄者⑩ご尽力lむ故意を表しま丸

東日本人鰤襲復眈繭緑礼議に対する商閥総選大臣口譜間書 僻月114同》が「いか鍮る立場呻本で

も安±で安lかに暮らして行ける強圃な危域づくりを進める起と曲れ よいも重mでねる」と指摘して

いることlξ 強く共慮するものですLそれは、
.i鵡

C唾彙珈熙傲 口観点に立つた地域つく明に他な

らず、そのためには、T女共同グ画をきまえた政策ならがに計画⑩立築が必画不可欠であると考え

ま丸

阪神淡路夫震災・申越地鯰口積害を受けた女性たちの儡験からも復興に向けても鼎女共同参画⑮

視点鰤琶重要であることざ指摘されてきましれ こ口指摘膨踏まえ、聞Q3年に防災八本論画田修正が

行ねれ「uJ性の参画〇男女双方繭枷蜘 油£明記されましt.また、讀年 12月 に   された第三

次男女共同参薗墓本計画ではゝ第 14」麒酬通、「地域と臨災・凛鏡議の地い分野における勇女共同参

両靱 浦れ されていますじ国際的にも、「災害と蒻 ぬ議論が解まつており、哄府は、国際

協力に為いては i鶴とれ は横極的む姿勢を示していま丸

これから仰復鶉骰策において将来の日本魯構想する距回簾臨れ違軋 礁菫瑯稽滲縫沐轟距堆予熙7M覇鵬置あ

る『地域社会⑮強b¬絆を守る」と同時に、製書後峨新しいノーシャル・キャピタル¬つま強地域に

わける高機的な人間関係を構築することが求められていま七 そして、そ⑮中で女性が果たす役割

はかぎいなく大きいと考えま九

災害⑩復興に0たつては、経粽復興と同時に生幡復興が聾躙不可欠であり、そのために F男女共

同参画]の観点カミ重嬰な⑮醜

しかし、値興構想0議では、依撚造して男性中J醸1曜翻論癒菫行われ、計両繭電作嘔れていますЪに重な

る被幾経験をふまえた瑕災諦Mが策定されながし、そ⑮中に発女妻伺参画□視慮カミ組み込まれない

まま淮んでいることに、ぬ麟鯰を抱か拠 を得遠卜 、  こ
・
⑩ような駄況を醍く歴慮し、以下⑮提

言を行うもの観

1。 防築、羮害対廊も箋書か16□優明に調け描勢董共祠参画視点⑩徹底となL曲こぅ痙興凸議□防霙

犠講はどの意凰趙迦働銅]』欄蜃的に糞惟爾参画を確罐する退と.

2。 現在m東日本未贅隋鰹颯繭最鍮撥菅Iまも講暴及び曇員用5鋼のうち女性あ員Fl名のみである醜

国釜l諷 されな車国           郡組織I鯖 蜆謳醍撃嘲ム 第12彙 3]螂
=赫

いて、

報 、車国遍栂嘱藝靱則醜詮繭瞳 疇割劃LU睡員鰤鋼%を もプ硼躙貯描』こととなつて聰ヽ輸。

そこで同量繭囲増員にあ走つて1よ、勇輿鼈固書画口視財当時つ艇委員ばとりお]サ黄性菱員を増員するこ

と。

鰯Li第 量次男童槃同参画轟率馘画 伽□帥 でlよ、鰤 あらゆ易分野に騰いて、回四 年までにも指

摯的m位に女性が占ぬる割合邸::少なくとも駆蝸になるよう鋼持するJとされて賑Ъる。》

3。         言う戦 が口をり〒ドする靱廻胸刺徊郵画趙出ま『新L態1時儡鐵珈聯署ず詢阿 '

とは毎女性衝割賄乱 障密,なども様々な尋■ズ       白   となつ1冒構築されるべき

ものである。そ回ため⑪仕組みをつくり、そ⑩雹動書董耀申ること。

嘔誠酬ヒ用    ら蘭う    と
ん圭性議員ととも幅考え面‐申』参加翡峰同

主催『羮詈口僅興と酬女典同参画』翻高刊1 lLタンポコ実行委員会  委員長口堂申暁矛
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用 町 が 判 猾 椰 剰 鶉
0日 崎 :≦Ю哺刊年哺□周囲目唯却 18:⊂D州 □月日日

|つけれ

¶5:⊂D
・金 場 :          ング■「議越楓鵡 : :

・
=左

]鉤ム :10個  鼈   鼈

¶叩      0    愧     '
0   :         |

は落日誹理繋羹彙筵冬笏璽憂葬雹勒魏ぬ痣教鹸塾轟駆●
´
(施動

・劃巡1: 日匡D日 曜¶暉勒固¶唖Юに      ,壼 儡軋 蜘 円・真隆鰤奉億冬雉甦蒟乙
‐
中軸鍵i:

《案)

第lJ鶉陰
ンパフ畠メント

と
期 く靱 くりと園蹟瑯幽鵞・犠繭脚腱起腰■

女性口賓国費解識し1燿済的匡ンパフ甲タントを高める
ためにも国P画書を通して⑩董僕口雇蝠を考える嵩またt

起業⑮スタよ卜支援希籾続長の支援につ静)でも珈順蓼を
採駒t今後⑪鋤 あ柳方を考える。

第露鵬
硼 と餓

プぶヘフマメントをMLfでbヽ瓢 社
曇瘍は制度吻 てヽ学5t例をどめように変えていく諏ヽ

:変ねることによるメリット、           こ九

第3う‖陰
日常 (く し助 力bb

政鵞を聞う

嚇 lこねたつても笏 罐、動 あろ暮らし郡腑帥封
るためにlム めらゆる      帥口 と言粕紀で
久しいにも繭哺維]らずt遅々としでRまなし、鋼猾
の口れが日]酵冬 これま   を見直しご
.と して瓢列    き碑＼鰤 事できる甲霞唯考えた晦

第4鵬
散 輯

駿時と自諭倅印町働くことと子あての両重藁援瞼節口闘
祓 黎こ       を予ども曜嚇卍用 と、開
の動く権利を支える観点轟Lら1%討する。

第 5う饉陰
崚熟かして喜聰せる

ま亀づくいをめぎして

鼈 勁 心して喜!嘔篭藝
る      障害警鋳っ人々

を始曲ナ武て⑩鵡起とっで参心しでくらせるh噛社会で
ある。。そ日まちづくりを可能にするために:J市民として
自精紳:造協働しつつ鶴幽来るととI掴鯰帥錢 え輸◎

第6鵬
男女共同参画推睦暖ための

M用 3夢翻坪暉鐵疸趙釧骰鰐bft
酬回嶋げG績てし幅6画期壁ング¶晰蝶趙瑕蜃鐵
:版題に鱚応b畷糞萎同黎画磋会⑩霙飩に向けた輻動拠
向 として、そのほ割をはたしてい理力埴銅融堀霙冬

第7j瓢陰
災害とジエングユ

讐地域口防災計閻l痙硼実に壁かがとを力菫できるも⑩かを
問胞軋走東日率太震韮DI聾春とジ纂ング≧⑩関係勘満討
しジェンデ■視点によ面肪災 ei靱銹汁画を考える。吼陶
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0日 峙 :G月 9□ %

Oテ■マ
喫 眈 地 I副

□盪師 :太矢さよ子さん

亀 脚 D■ ワlこi調臨嘲愕林懸叱し眈 .1 1  ‐.礁ナル歩身退職廼自勇1日皇i

唖‐剛隧剛蜃護:‐
5月 ,0回 鯛:》

i襦
ぽ時幽̀分赫iら層蜀鐵はで図は        ,I

〇
″

話瞳御 まヽ曝亀

i 汐 曇 距
て検討してし`動と尋らで鵡 皆さ,ま繭用 ψ)お志 :

l副饒謝申
:し
蠅 又

H     亀ナ囁昌1膠押聯 ぱ画洸隆ir

謳Ю饒潮器ル |
どうでご裔定くださしヽ

□『会員メ熱 LIEJ臼嗣ください6‐    |
会員ぬ芳痴雹たがしゝ震醜謄靱着ほ瞳時会曼メ■i

爛 賤 l赴もち 幅 とは 鏃 趾 寵辟 も慟 峨

すままだ強録されてない方は

墜璽璽聰嘔覺重璽血⊇1「能粽≪1と邁続くださし聰

躙 諄 り引躙 蝠

第157号

ml‐1年 6月 ュ同 鵞瞬■

.玲臨 0"顧 瑚臓 脚
IO担当進話人   ゆ⑮ま聰知子‐

◇〒11群蠅03      1
陶 謄 ム3

本郷コーガレイシ自ン7m
ittx : 口3・5                  .|

lont鉤 :/ぬ醜i馬鑢中前 tゝザ  1  1
‐爆 駆 覇 胚 賑 睾 灌 ヴ 号 :1班 饉 識 罰 Ч 蒟 霞 蟄61

呵巫 厖 覇 蝠
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酪 警 苧

マ蜘ょ刷鵞寺測σ
蒔駒蝕測慟胸 晦 騰鵬 団陀

第 15日号

即¶1年 7月 岬 1銅

01鋤

□副暁必鱚識
男女 5人の方が、N嘔 姓濃礼ギ遮を求めて、東京地方裁判所に訴認を提起されましたご

性と条約冬反柵 ラ訴訟で、支えるために 明   を支える会」を設立されたお一人G

春子さんの報告で九 訴
"は

最丁場になる予組で、支援も含め、今後⑭行方を見守りまbょ う意

ロジェンダー・エンパヮーメント爺絋からジェングユ不

さらに
W開が発表していた ば上ンダー・エンパワこメント措数鰹動」が終了し、『ジェンダーT
鵞蝙鰤動が強されたこせ、れて円からMに

階1鐵猷琲裔饒輻鰊れたことと暑の国観 そして、F経済機会指数酬MI》 』へ、とい

告くださいました。

匡子ども手当て⑮存減に関する要望
F子ども手当』の見直しか報じはれています。北京 JAC力 Lら 、「チル ドレン・ファース ト』

の理なでの子ども手当⑮存続をめぎして
'、

怯楚備を想いでほしいという憂鱚書種民主党政調会
長に提山しました。

日   レポー ト
今回は、船橋邦子さんと睦佐実由価さんの報告です。さまざまな団体ゝ個人の方たち遇S、

災地椒旧活動に参加しておられま九 ニュースも毎日、伝えられていま現 でも、横災された
お一人おひとりに思いや戻しみ漁ミあゆ、翻鰈でなlナれば見えでこない闘理がありますL私たち
一人ひとりができることをしていきまヒょう。

厨議員童―カスメンバ≧ 震ヽ災対応
3。 11以後、国酬針がなすべきことは何力」i「i蚊治が何をビていく力可 力S闘われ、魯日、櫨糞嘔

館 のニュースが靱道されていま丸 北京趾慮議員コーカスのメンバーのお二人、橋島輔 _

ほさんと金子恵実さん力ちら0震災対は⑪報告ですじ            F

目ほ。11シンポ⑮輛告
職 書・復興陛男女共同参画 Q llシンポ』実行委に合により、シンポジウムが行われまし

た。安田寿子さんの報告と:当日の F震災へ⑮対応に鶉|す る男女共同参画視点の徹底に●いて
の国襲」ですじ被実の優曇支援口意鰤 定の場や、復曇構想会議⑮場に女性の参円を要望bで
いますふ一日も早く安さして暮らせる固がきますよう¬一緒に漕動いたbま しょう。

□ “司麟讚鵬全国靡修セミナ∵
12

２
褥

0

ち:してい求す。



● =鼎   l

印    で、剣 夫

婦鳳J雌制度魯導入噸婚外子連馴撤廃など⑩民法

改正を動告されてからまる2年が亀ち、フオロ
ーアップ期限が8月 7日に迫る。厳しい枷告と、
プォローアップボ政府にとをて大きけ画撃とな
場亀改正につながると期待したが、書年1蠅 Ъ
今年の通篇国会でも、結局t偏断義鰤議蟄置すら
上らなし鶴国会|ま延長・していう浦日、東日本人地
震と     申J際であること電毯陣肉
した首相□下であること亀 改正は国輯鍮状況
にある。こうなってみると、やIまり訴識¶改正
を主張するしかはかつな印だと目ねれる。本稿
では、講訟提起まで回罹緯義凛告側⑪主張を組
介し、訴識の意義を考えたしゝ

藩塾ξ5人が2月 14

同、東京地方裁判所に認識を膳起b】臨 訴えば¬
「離 7脚条の   の馳ぎ|ま、個人口尊重
を進めた憲法 13条やも     を定めた脚

条ゝ女性に対する劃    改廃義務を定めた

裁個轟舅囃迦怒条鑽〕l    る」とmと 獨
違度を聞うもので、国などを相手に、合計 囲□

万円口国家賠臓自請求している。夫婦同姓規定
面自議だと主張する初峨訴訟である。
W告は富山児の塚本協子さん、東京都の如山

恵美さん彎渡辺二夫さん夫婦と小国唇識さん、
さん■ 加出さ♂購判馘電事

熙 tほか日3爛琶    旧性を    し
ている。弁護士口舗閂富士子さんな国長として、

家族法硝    、行政訴識に詳ししヽ弁護士

13鰭が動    咆 しれ 齢 ット0民

ットワこクをともに運営し、民法

改正運動をしてきた阪本洋子さんと私力り を
支援する 喝   を支える会Jを設立し亀
幸いt関心と支援を寄せてくだきる方々が増実
は増えている。

Lら成る。―一つ|

による国に対する1慰謝料請求 囃判蟄贈騰法に基
づく    、もう一つが、加山さん大端を原

告とする、嬌姻屈⑩     取叩鞘lし講歳
で、二つむ酢合して提訴場亀 し

力ゝし、
:詳
転が鰤裁艇曙蒻訴力葛らた新陶聯ヽ19'日寵劉ワ

:ロ

民隧口         を闘慟諦識

:m。 容辱¬副蜻訴識を支える会 爛

月凰 日、2つを鼈 し、篠者醐 下しit h
はただちに東京高裁幅控話し、7月 7日に最初
⑩固顧鍼識が聞力劉れる9

については、5月 25日 l鶉 ⑮固頭

新穆鱚諏楓 園帥鰈飩動鐵漑をしれ ι本
惟誕動難却れされ虚帥贄¬職 力ヽも跡 も婆罐鄭こ
上ヮiに 観 電10月 5日、12月 聾日に開力れ.5が

、・また多くわ方膳艤慮をお顧いしたしゝ

儡 魃 り底澁中
子きわ 鰤 絣 浦1躙iO輌D夏、   連

なつて初めて回通常国会ボ匡法改正をビないま

ま闘会しЪ鍮 囃僅い申で 鶉 力菫だの輔 裁
判bカコ喩b」 と決もした逼とにある。最鮭改正
運動で長く_交流してきた坂本洋子さん調嫁本書
ん口思し`な聞き、櫛饉富士子さんに相談し、櫛

閂さん⑪声鰤菫けで弁護士癒桑集ま明、約半年かけ
マ提諦⑪準備を進めてきた
塚本さんが夫婦馴姓を望ん側 は半世紀費

馨量量労下嘔盆内ンポ又懃m以屏鰤尽鯰罐孟
す働などを経で、硯産油律婚をしご通称で個姓
な名乗る。こ⑪間、塚本さん|ム 民法を改正膿
ようと、地流富幽で「ななの金 腿蓼判郡亦調瑚

冒嚇]鶉膨霞書、
跛 l頭嘩動してきた

珈 M、 / 糀ふ :

鰊濾仁IPはN簗琉⑮不疱に紹介したし、
カロ山さん価 は、ず度t諷 を賠疇と低て'

Mを し、妻油葛個娃を通繭:と して使用したが、
ライターロ仕事のうえで不都合輛電あり、デ‐ダ
礼 しれ 螂 発m、 認 ]1区に、開
婚蝸届魯鳳幽膨た源受受理さな ・ヽ現在事実婚に
して訃`る。カロ山さんは「どちらも名前を変える
Lと なく婚姻層が受理されるととな璽んぜぃ
る』とは 起               1
夫婦な原昔とす蜀行政訴識が地裁で却下さ

れた理由は     戸箱について回処由に
ついては、1厠瑕翻鱚爾暉 申立することとし、
審判      ざとき机でいる』でおる。

-2-
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①

これに対して肉 は、「痣法 躍条 肉 を受
ける蕎 巾・罰出朧 条 鰯割嗜 闘)により、
公開の裁判 (訴訟)で審理されるべきもので、

開 裁判 緋浚闘ぬ鞣靱 以外に鋪
の法延での駆 を認めないことは憲法にな
するJと控認した
小国さんは行政書士の資格を小     し、

結婚明鳴澱lよ‖日姓    して、事務所を経
営している。時の 酢軒郡爆調凱講＼どちらか
幸抱して自分個轄字を変えて法律婚するしか選
択肢がなし聰政油写動かないので裁判に訴える」
と話しれ
吉井さんは、短大の講師をしている。「通称使

用にはMが ある。民纏5面識麟壁鞣蝸諷めてい
るのに法律が認めていなし亀姓力罰違うからとい
って家族瀞彗ぱしばらになるという考え方は根本
的に違う。この3点を考え、撮諦□踏み切もたJ

と遍レベ凌為

ここで、あ諭時いら抜粋 03‖用し嚇 ∝層罰長
の主な内容敵 とめたし、
□[尤盤7馳 鋼き、鍮麦¶8瓢 び齢彙、購
別撤廃条約に違反する。
0燎帳 13鰤
闘幾7馳 条|ま、氏名i郡醸する1籍J割踪議

るものであu、 個人口鎌重D基礎でわら氏名保
雛    る憲法13条lな黎載

む
る。

③ 庸淮 舅簸
闘警750条|ま、麟洒 %を 財 閻 l勘瞳

し、隠 蛛 み罐理副昨とする融酎国の自由』
む浸害している。また、民法霜0条⑪もとでは、
婚姻する男女のこ凱 か■方は、婚姻して氏語
躙 を放乗するか、夫婦双方がRを保持して
舞薮国の自由を融案するm三軒蒙籐レ刊霧曜劉択力覇咀
制される。2つの基本的人権□択下を追る民法
7馳 条|ま、い青 醐 翡 躙 齢 時 も鷹請 してい

る。見法7510条は 9餞。3%の力端において笏 菫改
姓するという実質的不平等を圏慶fに し、F夫婦⑭

同曙調叫轡岡』を褥萎妻炉る。
O

嚇贈驀約 囲条は、女性に耐 る31J
法規口改廃義務者定める。同襴 16条 11%ま、
縮約国に         に係るすべて⑪事
項についで女性に対する羞刷』を撤廃するた帥
すべての適当な措置をとるJべき逼とを定め、
特に、「自由か■完全な合意のみにより婚姻をす
る同一口纏利』、F夫及び妻の同一の個人的権利
隕 ぴ珊瞬羹痰劃婿ナる欄旱咄曜姜黎b)』

ることを続絢国に貪 けている。民法7囲 条:

lム    朧睡鋒約 16条 1項l唖肋赫
‐
る。

□嬌鋼届不受理処力と園の立法不作釉爾違按性
omm
蒻 13条と同 24芙    囃瑕 鱚 曲16

条 1項l碕薮辟
ら
る鰺 ?醐 条|こ 膨た力言つて、東

京鐵瓢II国ヴカ武、印11年 1月 4日、遍眠 軸
姻閂出を受麹ヒなかつた処力iま通法ており、取
消されるギきであろ。
0国会0立法不作為の運維性
夫婦双方が民名保摘権及び婚姻の自由を保障

されるためには、同法 7曲条を改正して、夫帰
別姓としヽう選択肢を新たに新識することかL要
不可欠である。bかし、怯務省漁S法律案藝綱を
作成し、女性差別撤廃委員会力ヽら勧音を受けて
きたにも力効お らず、国会は法改正をしをレ為
女       力Lら 鰤年、怯餞鱚辟躙
表かし15年割Lin陰が正当な理由なくim期に
わたって立法措置を怠つてきたユとは明らかで
あ明、国家賠償法1条 1項の連法「院 に該当
する。           j

民主党の井戸まさえ衆議院議員漁S、 4月 鯛
日、法務委員会で、理鵞雌轟必輔〉L法律案要綱
として書申され、たなどGしとなっているも回
がほ力¶こんる力Jと質問し、法務省⑪
局長が「ほかにIまないと思う』と書弁しセ。法
制響答申    雹求められながらも敵置占れ
ているのは¬ほかにVllかない、立法時の本作為
が認識で問われるのは当然でめる。

0濾 隧 錢
夫婦同姓規定が憲法や条約に照らして選法だ

と問う語議は初めてであり、民法改正を追る方
法として大きな嵩味を持つている。塚本さんは
じめ 3人口原告⑪勢気と、制嘔さんはじめ 18

人   力詳耕L自でも      魏 法
理論口緻嚇鞭構築l驀寿ぬで弁護に当たることに
敬意をみしたし、母して、支えてくださる方寿

にJふよ叩感謝申bぬげる。シ識はまだ、端産つ
たばか明。すぐに展法改正になれlNllだ写、国
会油蜀停滞し続けるならばt訴議は決して短期間
で終わらない、費用もかさむことが見込まれる。
多く⑪方こともに聞っプ勝れに結写わけたく、
どう力、 さ幅に関心を嘴 支援を広げていた
だきたくお願いしたレゝ
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● 1颯国から駈Iに

帥l⑫年11月 4固ご匡痣卜隕計両 囲 動が

発行はたは 間開発報告書鍋inにぉぃて:ジェ

ンタ■不攀割嘔監甑軋醐鯉    瑕
GⅢ )浦珊職iされれ 創匝は、国 人間開発ぬ

達成辟昴童の不平等によつてど□程虚妨げられて
いるのかを明輪力導起する.も口でも保健鈴野 唯羅産

婦死亡乳 15い19歳    聞醇軸、エンパワ宇

メント (国会における女性議員釧合、女性の申等

教葡隷等軸亀絋 率口指標を用いて算出される。

駆 では、日本の順位は188カ〕国中 1回 位であロ

亀 側回の軸 と同嘲こ、第銀蜃幽祀魂鰺霜鱚

開催された1鰤年以降UMttD力麒 していたデ

ェンダヒ・三ンパワーメント指数 幅囲回 爾

することになった G剛 から%に 変澱つた理

由は、Cu肛ヵ     のェンパワーメント指・

媒で剛 、いくつかぬ摘標は先進国により山国で

あると言剛目がある。確力叫こ、印鵬年⑩G%で は

デ≧夕が入手できたmSl蠅 でぁ明、創幽皿□

拝m138ヵ国とlま大きく違う。
1しかし竜剛脚9年lご GMが 109カЪ国中田位、
ジェンダーギャップ指数で 1艶 か肉中101位

脚躙 銅 、製位 憩D10度%のあ掏 琶師 で 12

雌 あるというのはあま駿にも実雹に合つていな

し聴そ囲理由に|ま、次の霧点浦言ある。    t
①l慇19議の女性の出産率は、仕荀的規制が強く、

中絶蜃比較的磨昴な日本や韓国⑮ような国では低
くなるL

①饒性の経済的平ンパワーメント⑪主囲 であ

るは人い男女格警が入うでいない亀

発のため、利が当時代表をしていた膨邸蘭「(日

本黄嶼器厠鰤榊 で1ム Ⅷ蠅贈     関袂

者を担いて鋼蜘年12月 躙 固鵬 を防 し亀
連れを受けて、圃睡r爆輔嘩褻鋪鐸め輌ほ 岬

清標階つい     ま多鰹墓蝠妻

を1月 器等咽に饉出♭た。以下はそロポイントであ

る。

翻
「

罰臨 晟右強 きな島     占勝つ

硼 Ъ5●霙ギ崚スに蔚が極蝦勒囮臨勿壇忙鞣など

の鬱判圃鱈満げ51カ皓錮酌木
ルリ瑾隣によタスつで移Ъませ亀 t友 翻

『
1晏予

麟 霞ある■詐■0         配≠のよ
j鷹郡詢唇ゴθ歳首鷺馨卸媛た場麦寿5     面囲囲ぽ

爆鰺 レ:嘘●・凛ム 画ヾ睡椰舗瀬 覗 憑顆暉

よjに日本t申しヽで餞 調強帰蜘鶴輔霧鰤拶力ら

ジェンダL・ エンパワーメント季醐鰤コらジェングギ蓼鰈割厖墨

さらに           1
橋琳ヒロ子

壁          』響%と    自麟
電機 慟けで売 これ白争恐猾鋼財ダ糞獨『みず

ルば九
』屋I配藁馘鋳聰ヽ 静慟らゝ 』ヽ 諸参翻

『
はヽ .ジエプ

劃 b疎鰺 幽 趙 胚 幽 璽り¬

国 饉璽葵蟄蝿文所の轟 凝ダ電岬噂轟邊讚

に蜃累ιづいまぬ

即塑輌霧颯鰈膠裁眈難蒟げ砥
・
G認鉤

異部蟄園麒赳 力用 書畠ル タ鼈 璽 赫 聯 〕

5       腱鍼諄蠅 :

薇闊蜃罹摯顆炒肉餃炒〇
レl走 ιま尭
知11年 2月 15国髄 、口 担当者盪  ‐

氏力ゝら、その画客のメニルがきな

掴隕りま n画ⅧPと しては、目皿薩熙鯰地方謳藝羹変

更する計Mはなしゝ 収入ぬ不平等を計うにはtデ
ータが特に開発途上国で十分にない、脇4の回は

弁農儡輻     夕がなしゝ 多くの開発途上
′

f国
にとつては重要鱈幽 睾切れ颯調げし夕が不十

分Ъ曝瞑賽亀飩 寿 夕はR瞑/mmし てぃな
い国にlま意味がなし亀」という逼とであも起
C副曖懇期間中Ъ日本戦疵都武使毯邸で、団

Ⅷ山画lC瑠錮lと語喘 働櫻金がおも鰤 その際、

翻Шは食性の三ンパワーメントとし`う視点からは
不十分で鵡 ため竜210ユ 年度からЪ    と違

携して‖國鯰畔蒲醜 申酌囃ゴ 昌繭Ⅷ厠繭

あっ吻 協輌 繭 魏 日瀾ま凛3ヵ
⑮
O

纏済機会である口で実燿l鉤瑯ゝ算幽指標ほ頒域
で参時 プfヒされてお鵠、各領鶉回順国は、あ慟

醸 と場笏剰鋤:蒟騰、ぬァタセス 帥、細調硼

蒻 、力         、    ビジ

ネス環は翻醐であら。こ⑩順瞳算出には .合計聞
言基になつておいこ最もはいЪQは i「鮭事に

おける●■L軸議鰺締滲蟄咆
:ぜ

翻位為]蝠葛

「女性に耐 る暴力に呂する        F
腿位となつている。

%   では、経鵞的エンパワーメントは

重要な屁鉤證域となるており、今後輛爾孤溝電まり

精度の向い描標となる可能鰤蓼わら口ではないか

とMる 。
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● 子ども手当

北京JACでは6月 20日、特例公債法案の成立

とBIき i艇えに野党が提案していヽる子ども手当の見

直bに対して、以下の『子ども手当て有続口要望

書」を      に提詢した。 また6月 23

日にlま民主党子ども0晃女洪祠彎封饉鶉黙会会長か

つヨヒ京JAC議罠コニカスの伸本六薗子さんと共

同代表満求澄子、鵬橋邦子も事務局長ゆ⑮まえ知

子ども手れて口存減に関するRRを展藝節菫輌釧塾に提出

子の3名で子ども手当てについての話し合いをも

ち、T党にようでノラ マキと批判されている子ど

も手当てが、子ども⑮軋利条約の理念の具体疑Lで

あり、国民に政権時代と異な,るI念峨もmでぁる

ことについて、また存続回重易性とそれを歳める

運動を慮めていくこと書随謳しあつれ

帥1乱 年6月 馳 固

:庭琲鱚腱爆 童輸 …郎 様

帥 1乱 年 6月 馳 固 :

北京J ttG帷覇噸潮幾議同ビイングネットワーク》 :

銅雌‐
颯・仄 :

鼈 :〒 11詐0033                  :
誨難・13本郷コーポレイションロ閲  :

用 ιO肝537酢遇1調 賦卸 :瀧山 imj譴.吐 如〆
.:

顔ぼ量剥ぱ部占直口当 警 居冒 P程錮                      :
子ども手当て回稀続回囲すら要輿

東日本大震災、それに伴う個    といったホ曾有⑪困難き閾画の累積状況口なかで、
副夜、問題鰈澱に向けで⑮ご思力に対して敬置を表しま丸
20819年の政権交代以降、私た畑まt『コンクリートから人刊 ⑮    歴史的意義を確

認してきました。とりわlナ、子ども⑩権利条約に基づく、権利の主体として子どもを扱い、そ
の整本的人権を駆障するた帥 子ども手うての創設、暑⑮実現かしから歓迎しましと。すべて
の子どもに 1律 1万 3千円⑮支給といつた制度は、子ども力言主人公 (参ルドレン・ファース

ト)、 子どもの育ちを社会全体で支えらなど、不十分な闊らも子ども観を変える第 1歩として、
私た馴ま高く評価いたしまにた。また、すべでの手どもが安」]して育犠環境を社会が保障して
いくことは次世代を育成し、持続可能な社会の形成のためにも不可欠であること|まいうまでも
ありま臨 、
しかしながらt子ども手当沖ミhなぎ法」の期限切れとなる9月末以降 子ゝども手当に書な

て児童手当の拡充など印案が議論されていますが、すでに F子ども手当て』を支給さj臨 子育
ての計円を立てていた家庭は大きな不安を他いてい誡 もし翻状より後退することになれば
祖量デ勁績騒趣が起きることでビょう6私たち|ま、このよう考姉闇兄闘 し、以下口理由から子ども
手当て日稲織を強く要墨いたしま九

記

:1、 「子ども辟贖職蝸陶 lこ基づき、子どもの墨本的人権、生活権む保障するための子ども手 :

:当α理貯みを理黙寺し、存続させること。                         :

:2、 そ⑪ために子ども手当でを恒異的なものとするための法整備を急ぐこと。       :
:                                                        :

:3、 すべての子どもの権利を平等腟扱うために、所得制限はせず、間額所得者に囮しては吻制
:

:度を新たに設けること。                             :
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0鉤 レ酢 ト

を珈 :して

6月 4日 、5日 、仙台市蒻林区、選手颯旦理

郡山祠町、陸馘高国市といつた被災涎避雛画を

調問はた 自城儡選出□参議院議員で民主地副

代表口蝠崎トミ子さんの制書と調緒l

を屈け、避難所軸 されている方が巫 して

いる問題をヒアリングすることが目的だつた

0仙台市肴林匡 汽卿中学横体商鏑□避難所

最初に訪問し封 潰耐調野棒膵飛動雌台時蘭灘碕も

被害⑪大きかつた地域で理難所とをつている六

郷中学綾貯劃戦でl夏諄麟哭≒羹 ∃町会で 15田

名、1田世帯が生活して昨ヽ亀 更衣室が両路に、

横壇には子どもたちの学習0ための空間が設け

られてはいるが、世帯ごとの仕切つは全くなし亀

3旧膿塾の農業を営むリーダーの男性Aさん剛町

内会匈 蜘がないのは「プラバンー優先瑠ヽ
それともコミュニティ優先力可

‐
m問題で、醸鐵

顧敵刷ま町内会で運営している口で顔⑮見える関

係を重視し、仕畑明のない方を選ん醍 いうこ

とだつたぃ避難所の方のデ番口関心は、元⑪居

住廻裁l蜆猾じ通力霜漁、またこの口饒鋤 戸ぬ

輻 痣 を開始するには海水で荒れた塩書⑪l

農地にJ用 など密愉 し【」が厄翼良をbなけ

れは翻贈ドできなしヽ しかし、竜で曰辣齊踵 く見

えなし、ヽこあられた。
□山屍町の市役所

山元町で|ま市役所を訪問助L迫通では被災

された方々の雇用の場を確保するため毛臨時職

員鋏 し、縦 ちが訪開したときには「被災

、もまり避躊所で靱 □・

時にT名』劇雙拭慶厨影判さ融 鹿亀呂月11日 以圏餞

炊き出しを担つていた自衛朦が過去した後、避

難所の食事|ま最大の調順でめる。役場口職員で

もある栄養士支援の女性が    な曽理しな

からメニューを考え、このメノまい で囲Ю人分

を目か面でつくつてい亀 山屍町では、こ1刺L
F豊かなふるさと4園灯驀軋 F思時ヽ国回収饒

に政府口緊急雇用基金む旋って被災住民醐

縫力月76カ月、日給閲閲 円～灌錮⑩円》し

ていヽる志

靡 新

山灘町での欝靭よ 市口踵時職員として炒計

された女性口手で運営されだいるせいか発に読

蘭し亀蔵郷中学校や、そ口後に訪問し亀は前高

国市⑩商台⑩高田中学校と比較すると、組織的

|こ進めら机ているようにえたれ

国市⑩中学校

量太lα閲人、儡月4日□躙 で4馳 名油疵

難しているに前高国市の中学校では1:自備麟が

いなくなつてから1調幽鍵音で定食屋懇捩営して

瑶Ⅷ撃  諾写曇麗〇
資格をもつ保曹士さん、ぬ耐⑪ホテル⑮従業員

8名、テーメン屋さん 7人で製調食を担つてい

る.訪問 bた固は曰曜国だつた口で朝Iまパン、

民はオップラ∵メンなどで食事印準備も臨

家も量親も減熱 、赫葬式もすませていないと

いう鋼 財 罐囃即雉>と してⅧ岬鬱院と同じ体

験をした人 へ々の航身ぷ柳に、下日も早く生幡

再達され輸ロカミ来ること書祈るような気持ちで

彼D語に耳を国けれ

いず机のL離所でも仮設住宅が建設申で6月

末もしくは7月末には、Nで きるということ。

仮設住宅で初めてプライパシー油軍確保でき面、
かつつ⑪生活に同れることベロ期待|よ大きレゝ

謂鱚款糟kl   ◎
たために高台で駐車場が少ない、足ぬ驚選軸
⑪日常舅口調達口鰤 、コ亀二手ティ単位ぬヨ|

も越b弔同軸の申〒⑮鱚 閲圏など力螂瑚i筆

れていれ また      と民間アパトト

電楢 柳る場合の政府による生活支援にもきまざ

ま「鰤
＼があるなど、現場でなけれぱ盪えてこ

なしヽ躙
'熙

≧力¶趾罰言つた 車鋼 申Ъ腕

めぃなぃ瓦凛⑩間田道をんでどない表情で歩く

710代とおばしき鋤 動 と出餃つi亀 異常な

ほど画部なきのながだつた。■刻も早い、生活

再建醸進おように祈る思ルヽだもれ

-6-



● 被羹地レポート

3。 11東ロフ國颯醜から、順 力月葛側 の4

月6日 1%量 震災の用者は、自嘘など12都道府県

で、1万 2468人、行方不脚者は 1万 馳馳九 :正

者、行方不明者は、合わせると2万 75国人である。

被災地では、今もなお 18都遭府%に設置されな約

2帥 置所のに難所に約 16扇人が身を容せている。

富城県向には約欄0篭所6万 3千人醐躊難してい .

る。

5受鍵兌舅覇判趙盪躙貪珀笏
では約300人ぶ颯靭生盾を行つていた 鮨月末現

御

そこでうつろな目で呆然としている、一人の若

い子育て中の母親にお話を伺つた.

この意 幼祓回、小学4年t申学1察の 3人の

男の子を青てているE子家庭で、4月 から正社貝

としで働き始め、沿岸の一構 を借り、新しい生

活をスタートしたぱかりの震災だっLD地震から

着0身着のままで走つて高台l載数量 母親、こど

もも知事だつた、と嗜懸やくように話してくれた

『いま、必要なものは?Jと同うと蟷 ですれ

盪場者、用 勤晴 などはいろいろ画理慮があるlすれ

ど、母子家庭への仕事などの制用 ま鍮いんです

(Dれ』呼 どもがこの地域で中学校に通いたし、み

んなバラバラになるのでないかと衝配bているの

て弓亀J「こども勿 もほしいて刺嘔 こ⑮靴 1足し

かないの執 』と話してくれた。家がなくな叩t

仕事、子

どもの教

育がどう

な る の

か・ 0と

不 安 な

日々 を選

つていた。

夜、本脈

「共に支えおうことき荀。J 機典地からのリポヒト

遊陛 勤 紀

ているⅧ皿のみなさんが来仙しt必要な支援につ

いて情鱚売換を行つた。富城県lま、現在、酬0国

体によるだ観狸鍾胸輔韻褥燿腱ととれかい水められ

る幡動董援について協議を行つている。

19蠅年に下度と言われる木普有の東固

として、国±予憫珂をはじめとする地域

復異など申長期計画の策定か始まつている。

な施策は、
0計画策鬼幽階からJ輻動■1塾 N囲 のけ画す

るしくみ輔レつくること

・震災電観を亡くした子⑮支援、

就螂 など、女性 0子どもを支援するた

めに、NQO、 側間 のネットワータイしを図る

こと

・『女性とこども支援プロジェクトJを立ち上

|ずること

・ F女性とこども長壼Jの設立をすること

な   な支援を行うことが必要艦

私は、自らできることから醐 ようと、4月 4

ロカも『共に支え合おう!京日本人選災優興プロ

ジェクト地域渉ポニトセンター』茜設置して選災

に対する相談窓回を開識し、必要な支援鋏資 (生

活用品)な円地に属ける支援、住宅支援、在宅支

援などを行つている。

地震当初か幅、全国各地越世界各国からぬ温か

い%に Jしから感謝している。優奥の置を渉み始

めるために、「今できることを結‐杯やりぬく逗

と』。東ゴヒに培われた人と人を結ぶ ～ゆい～ のカ

で『翔 こ支え合い、生きるためJさ らにみなさん

の力を東牝にいただきたし、

この後、6月末ま乱 曇魂Lこどものネットワ

ークロ情築、こども量金について、宮城県で創設

の方向で動いていること、7月 24日 に女たちの話

り場、mと スヵィプ等でつなぎ語湖の中から

提言をしていくことなど、動きが出ていることを

翻 したしヽ ・ 韻 )
神戸確覇肇甦を朧 しま襲懃寵動価 す
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● 謝鯰コーカスメンバ‐ 晨災赫応

原発再稼動を許きず、:画燃評ネルギ■艇進で今までとは違う社会を

福島 みずlま

0人間躙醇印輔轟饉鯉 を

積災なされた皆さんのあまりの苦労と地域⑪惨

状はすさまじく、声を失う。個人暉内でどうにか

なるというレベルでは全くなく、まさに政治⑮幽

番である。一分■秒を惜しんで、果敵に関斃復興

をしなければならなし、 そ⑮時に、人間復曇でな

ければならないと思う。地域の再生、まちづくり

も、女性ミ子ども、障が曜嗜 、高齢者などが受き

やすい美生社会をめざさなければならなしゝ しか

し、選災復興が遅れている申でこみんないわゆる

搬 を強いられており、女彊餌靖趾が割誂鮭共同参

画が臓 きり打ち出されている投配嘲測罰ゝ

第3次男女共同参画筵本計画では、第14分疇

において、「4 防災における男女共同参画⑭推

進」を掲成      としても防災分椰におけ

る女性の参画⑪拡大、防難⑮蜆瞑における男女共

同参両などを言つているのであるから、もつと復

興住宅⑮運営や被災者支援のためのは用ulj出、

女性の意見の集絢と反映がなされるよう、私自身

も努力をしていきたし、     ,
P脱原論と自然黒ネルギニ涸造に

そして、肌珈発と自然平ネルギ引国塵l鶉 ぬ

舵を切るべく、今、多く⑮人たちと力を合わせて

奮闘をしている。もつとも危険甦言われる纏鱚源

発を停止するよう国会で何国も賣問しゝ 綸理など

に国きかけ、多く田市民運動の力で、停上にこぎ

つけたしそして、社民党は、隋 アクシヨンプ

ログラム」を策定しゝ 2020坪までにЪ原発ゼ

ロ、2050年までに出然平ネルギー100°/0を

撮仁 そして、様々な資料から、今年⑪更も来 `

年⑪憂も、原発がなくてもやつていけるというこ

とを示した。Mが なくても大文夫だし、自然平

ネルギーで産業鋳雇用を作つていくべきな口であ

る。

上関原発をはじめ、新規の原発を作しせない、

鋼 にしたものl     にしていくことがR
である。そして今の溜 ントは、虚鉤点検中で停

立していた鱚発⑩財 を許きないということで

ある。

0回発書再稼働きせな聰亀た歯に

国会寿質問をしているが、口子力安寵琲曼会0
も隕 ⑪      も、全く役

に立たなかつためである。日口安全チェックは幅

島原発事故を防ぐことはできなかつたき億も措も

指針は、全電源繭失画』屁 る必要はないとして

いたのであるから全くひどい話である。国皿虹へ

は、日本は2日のれ を結 している。

歎 な室ストが力哺ニリ、しかも実行できる⑪か、

そしてゝ措針や基準を作り直さなくて、なぜ閂発

を―
できるの力ヽ `纏産大臣|ま、再稼働めため

に全国ぼ説明に赴くとしている。こちらは、再稼

働をさせないために、全賤行脚をしようと思つて

いる。魏地と市民運動と国会と三つが手を締が、

%を させない、躙 と自絆 榊 藤暴司腱進

をしつかりでつていきましょう !

C今までとfま違う・社会を

襴強に、      と砲薗ポTD購張吻醜 洒要苧嘲ムメll、

地 価 、いたると。ころに散鯛旧笏盪諦線 を

され、生き物力剛躙噸曰鎧内部機院の両方にさら

されている起とに怒りと著し挙を感している◎橿

島峨子どもたちな敵射龍か亀苛贔うと多く⑪人た

ちと20ミ リ:シーベルトロ撤図1機%をできるだ

けなくしていくため●歌叩組雛をしている。文科

大臣から1ミ リシーベルト以下をめざず、除儡な

どについて財政的支援をするというれたな通れを

出させた回は融係である。ビかし、20ミ リシー

褥 _卜 ⑩徹圃t‐子どちた.ち咽疎闘喜サマーキャン
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◆ 議員コーカスメンパー 震災対応

□醒霙当日高橿島    蒔国会
3。 11当 日、これまでに樅験したことDない揺れ

を譲画会館内ではじ、その後、私⑮地元桓品でも

甚大な被害が店がったことをテレピを通してれつ

た.数日間は電話もつながりにくく地置からの情

報が大壷通しい編陥扁財 たヽ。発災後す銀 民主

党⑪災害対策本部も立ち上がり、我々国饒議員は

に葬定していたが、通信機能が回越して

からは、横災地から⑮    も電語や脚度で

入るようになつた。道路も¶断され女企薩れがで

きないことと、ぬ内で任された世事 □玲 》

もあり、私が福品に属れた銀はN行鵜□同時頼が

飛んだ15日だつ九。ガソリンも入手が困難で、

近くに住む親識が空港に迎えに来てくれて、聖謄

から憮軸所雄 わりながら北上し3曰 国に実家の

ある伊達市t絣 したが、私の日に映つたのIま、

ライフラインが寝旧していない中ではあるが、そ

れぞれぬ自醐 必凝連鎚醸屏製劃が上たれてい輸

現状だつち

識が敵螂橿身では、地震、津渡、原発亭故、風

評被害、余震と苦が重なり多く口方鮮貪難堕活を

条儀なくされた。原発立地地域では、いざという

時{周I朧はしていたとMヽていたが、このような

事藉|ま規定しておらず、これだけ多くのI難者を

受lす入れ品という膀割は地自治悴にも確立されて

いなかっただめ、Mが 生じていた

○短糖灯鰊鰺緑絣饒b絆Fポ
さいお子さんをお持ちの方はミルタ、おむう着替

えがないとかえ、聯 鵜風呂に入つていない、

下着がほししЧ と小声であえた女性は、私口軸を

目|つ張るようにして、吟まで言えなれ た、やつ

と女性回話翻 いてもらえた』とつ懸やいれ 着

替えるhが ないという要璽□骰は、着替える場

所がないということだつた。物資は少しずつ入つ

てくるが女性嘔声があまり聞触れていないと感じ

t。 また、蛾 申に波災した財 は、葉がなくな

ることをおそれ、轍 ま顆 えていたことを

私に話にてくれた。そのことをじつくり聞いてく

れる人がいなかつた、と言われた。女性特有の病

気についても参卜にくかつたのかもしれなし、女

3。 11は男女羹硼参画回新たなスタート
ん 女性写声をあげにく晦職 を変えるために ～

孵 藤

性⑩立場で話を開く人が必要だと思つた。

遜難所でlまそればれ⑮方から聞いたニーズを保

健師さん伸行政□担当者に伝えたが、手が見りな
い状況の中、避離書剛圃孵ヴ瑯こ力を思くしてい

撤鍬餘師さんたちのサポ守卜が必冨であることか

ら、地⑮災害対節本部を通して帳 も伝え、現

地争⑪医療サポートチ…ム⑩脈遣も訴えた。議員
の仕津仕して|ま直接官邸に伝えることと、翫 ‐

具体的改善を求めて持ちて衛くこととの性分けも

あるが、スピーディぼ動くことが求めら和戯亀

国会で日満動は、まず、現地吻情輛を子ども・

男女共同参画調鼈会や障害者政策プロジェクトチ
ームなどで艤えることであり、子どもや女性の費

全確保や障書日ある方がた回安膏確認などを行う

ことを求めた意また、第‐致補正予算案⑩策定ち

農求委員会では、津渡峨被書のため躙mを必要と

する農mを新たに対象とする改正を含めた改正上

M    に力補わつ亀

現在、L瞼者は極設住宅に移り住んでいるが、
一人暮らしの方職めニーズ把握が重要である。相

馬市    では 1固 1貴はね弁笥が配られ、

朧 の方々への知配
"か

ら集金所でコミュニケ〒

ションをとりながら食事をしている。サポートセ

ンター輌写ドギリによ柳、よりけ覗馴聖塞江那瑚バ幅し

を支える鮭組みが必

「

となつている。

最も重要なことの一つとして、雇用tlj出が挙げ

られる。時に、被災地での女性の雇用支援にコい

て、働く場として峨中小住業■D   のメ三

ューを随うの力、あるいは、女性の雇用創幽めた

めの届UαI黄載詈書声をつくり上げることができないか

検討をしている。

O羮宕・復興に指ける日童美同参画
3。 11によつて、日本雌 力鱚女平等に椰 て

いないことが明らかになった。災害対策⑪あり方

とビではN女共同参顆⑪樋点1ま%かつたと言える.

これをきつかけに日常⑪中で男女共同参函を語つ

ていかなければな幅ないし、ここ力ヽらが新たなス
°
タートだと思う。女性抜き腟腹興曹語ることはね

りえなし、mの ことぱ縮 ぇることが蟷 であ

る。  1
材ンタピュ■要胃厖襦筆していただいた訂

ゆぬま醐
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O Q。 11シンポ報告

宮城財三瞳晦いが変⑮出身ぬで飾 た私には、

東日本震鍵は故郷、NN縁者を実つた大きな鍵害

でもあつit              ‐

E災から100日 を過ぎた今、従蛛から順訊住

宅Ⅲ圏抽Mに当たつたこの知らせを受けた時口言

葉 Fやつと、銀④力勁蛹    いして躙 る。」

中学校樺青餡l        聯 にいる男性

には姿を見られる⑮鰤3怖い力塾られ眠できなし」 と

訴えていた避難当初の言葉を思いは 東理Lの女

性た場は我慢強く、自分⑮国力ヽらlま多くを語.もな

い口が特徴できもあるが、70代に馴 嚇 あつ

ても、プライバシー④ない理離所暮らしめ3諏珊

は過酷な口々 であつたろうと推測はしていた

6.11シンポジウムに実精委員として奉圃拙

来たことで、東日本祗聾燿夢帥S、 阪神大地震の教

甜1を潜かしてない実態が明らかになり、身肉であ

る、呂 の     不満ぬ熙 ま [男女共同

0画口樋点」のない隧災現揚支援そ⑮ものである

翼勲 Mで きた

展⑪八枷⑮言葉『回は経済腫軸足

をおいた値興計画ぶ勇性を中心に推んでいる。M
閥鰹嚢劃鱚錮α靖起彗譲を目灘蒙声い篭彗」と言北朝%士Ъ

まさにその適慟綾災地の女性、薗齢者t障害者の

方々⑮言業を代弁してくれたものであつれ

種は、午前中にR調講直された部岡夫口池田恵

子さん③「災害と男女萎国参画をめぐら国際的潮

澁』口滓話|こ暉味を持つた、世Tの鍵各事側⑪共
°

通馘造して

① 人   ⑮も蜻|こ男女差があ口、女性がよ

柳多く犠牲になっている。

鰐書・僣嶼岨肉麒蝠釧醐靖臆を

安囲 詳

② %に は、ジェンデ■に基揮K牲曲殴割m‐

鞠 雹制 はされ 渉斃口』駆聘担力媚 える.

① 災害時には女性奮⑪メカ滑餞晒加し、人権がわ

はれにくくなる。

④ i刻翁堪 害リスクを軽減するために多く□役

割をlMヽ、‐嚇 齢 つている.

こめような世界贔通の製害事例のな力、磋界一貧

ぃ値と言枷ろノヾプがれ呂 たち呻〇
%熙 聴き、どうして、饉 国とい願 いる

日本で出来なかつた⑪だろうと赳闘魯峙ちなが輸

聴き入つた

☆防災螂 曰浩組織に女性り∵ダユЪそして、

R礫晰は常識す番志昔妾性防災関係者□青成ふ★

ジェンダ≧視点による餘調にと回復力の鱚

☆支援組織浄⑮ジェンダ蠣視点の準入等々な実践

し、女性たちが確実に災害り累ク図軽減とジェン

ダー平等を涎 目させていける口ではない力ヽと印

親浩告暑して、最麒に越鋼の際に語られるキーフ

ードとして 強は茉×敵崚輝崚超毛惑即も、良い

鸞%褻亀i  10
た。

短期間で連れほ充実した内春を解備顆鱗された、

実行委員長は嘔ぬ実行スタップとしてまとめられ

彰 れに、驚きと敬意を渕すら実のあ面大会であ

つたととはいうまでもなし%スタッフのみなさま

⑪ご労替亀⑩颯謝と、彼災されたす畢て⑩方々の

鍵Mが‐日も早く房ることを振りま九

嘲 鸞 調 ド 予 [0鋼 )
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● 6。 11シンポ報告

内   菅 敵 様
躙11年 6月 1量 曰

『鼈,こ 観 と量魏師【鞭融 Q互 シ黙 L書が零襲咆
動

0      0

東日本大震災の救済支援竜復鼻に向けて⑩政府ならポ|こ関係者のビ尽力に散意を表しますじi

東日          に対する内閣総理大臣口諮闘書 膿月 14日 〕力武「し噛鑢 る立場⑪人でも安量

で安心に暮らして行lす る強国なれ吻群
'く

りを進めること力詢 よりも重要でめる」と指摘していることに、

強く共はするもの観 それは、「人間の安全薇障』③視点に立つた地域つくりに抱ならずЪそ⑮ために

は、男女共同笏画をふまえた政策ならがに計顆⑮立築が必要不可欠であると考えま九

阪神淡路夫震災 0新潟県申越大邊災ぬ被害を受けた女性たち、やの女性たちを支援し発信してきた女性

たち蠅 から、麒 に向けても見女洪編灌趙判呻融昴職翼要であることが指摘蔭れてき華bた。こ口指摘

l       搬 隕
の他の分%における勇量鍮 参画輻 油留〃嘲きされていますL国際的にも、「災害と期山 口識論節驚傑

まつており、政府は、国は協力においては「災書と傲 腟積憧的な姿勢を示してい菫九

復興政策においてlま 日    将来⑮みる手き姿   る必駆がおりも東固F軋鰺鯰%銹動舗稟又釧E5

月29日 ご最 した「これまでの審議過捩において出された主な意見～ 臓鰻眈構想7MM』 と 貼つ儡

～」では、「生纏現緞社会J、       』Ъ FIJ晰彙鋼魃砦』などがあげられていますЪとくに地域づく

りにおいてlま、「女性や熾齢者、障害者など蒙様な人者が音意形成プロセスは積極的に

'Mす
る』喰口参

画梨社会』をめ騨 きとする、      口 されていまち

東日本駄夕醐寵珀聯羮凩押副⑮

"案

(いれゆる理興八本法案)では、6月 l⑬ 日に衆議院雷可決された際

が、     の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害著牛を含めた多様な国民の意見が反

暁されるべき逸と』を、       としており 癬餞条⑪]、 始⑪裏鋤性渕強く期待されまち

災警から⑮諷 に当たつては、顆満復興堕生満復興』童車⑮飩輪であり、そ0嗅ヾ 鷺 にとつても『男女共

同靱 □拠点を徹底することが不可欠魂 こうした問題意識力ヽらЪ以下口提書を行うもの執

1.防具も!鐵部聯農 襲害から口復興における男女装肉参画視薦瑕 ならびに、復興ヽ書〇防簗笏議な

ど       闘劃聾馴     警惟鰤することよ

東跡帽嘘封魏鯰醐馨繕幽熙弄筵置し、        鐘轟F■噸 、とり和けJ銅矮れを

起用すること。

鯉堕:復異欄麹会議画メンノわ 購現在 1日 塙で≒女性は1.鋼。復興纂業法素霧こよねばL今犠慎興

躙名囲内¬硼輔許ることとき精れ 6ヽ雌 媚彙3項》底錦圏響帳瞳醐祠鄭瑾率

計画 は鋤 では  嗜 あ塾ゆ輸1制馴こ』翻路て、四幽年犠咄軋         占め

る割旨が、少なくとも錮肺 :になるよう期特する』とされ層いる。》

復興基刺農欄こよれ底  瞳iき るだ朧饉枷硼 内閣に 日興聯詢:hし 、京国

部・]判撻輝眸珈・竜雲珊鮨盗響蟄轍朧睦弓Iき継ぐときJぽぽいる 理 勲 。制鸞礼国Rこ測同吻 b

れるi国調こ』鋤 でヽも、     あるIR覇楓 子どもち       た        固映』

されるよう、最襲颯は画凱拠覇もこと。

鮭 :車日駄圃瑕醜鰯跡錮こ底 囀 尋きl辱、噛敵期睡噛翻噂枷こよろ事時を
受けi凰脚動蠅諄靴理け已る合議嗣剣脚れ を置くこ造ができるとさ瓶 おu、 そ□脚劇ル]亀

哩薪笏防懇珈浙購嘲晟 および原孟力lW劇邸樋    慇燿欄itn蟻
回麗瀞瓢湧割咽 |

剛□輔端賑L建清する者」とさ机ている 融9≦懃 。》      ‐
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』臨 脚 ミ十― 肺

*―

申

、蒔月善Iこチワシこ=L申‐じ齊剛呑は同埒但て歯卿哉ず①
燿≪さん囲芳四参加磨橙特も脹て曇ます高

・

第 1鵜 女性の経済的エンiパワずメントl置経済分野乳岬参白朧合の拡え ,

～ 働 《場づ《ンリじ就贔継続 0藉疵靴農縫 ～  |.

第2鵜 鷲
⑪
子
イフ

電
『

      事多二i⑪ヵ警っけるために進

第3鵜 日常 (《 亀し》静ヽら政』台警闘:う

、第4分科姿
慟

'《 ことと鏑 卿両主警は神Pる ために
～ 地域硼子育て政策 ニ

第 5雛 嵩麟者鋤讐 鼈ヒて暮:嘔 せるま:ち づ くり書めざ
・
して

簾 6骨辞舎 昴我洪国参画攀違ゆ∴駒面争伴整備

第 7搬 典害 □:颯とジェング■

ム ロ月        轟

6月 9日 (ホ)16時お18時まで、以下⑪ような

内容について話轟 まヽした  i  :
・セミナーの準備    05崎罠鯉祟錮繭慶途

‐11鐸恣暉L争⑮』隋随コTカス聰 vけ予岬がいう卿 |

の登録について    ・マンスリー7_当と内客
■ロピギング (子ども手当:理 4硼  =

《 :7月     誰 》

7月 12日 脚  15:00～  |

事務局で行し`ますじ :
| ‐10月ぬ `Ⅷ朧 ≧贔
.ミ ナ宇血静岡

動
まであと思力月に

な観ましに静蝠甲実行委員会⑩皆
ir様と協力はて、実柳聰 ="轟して

・、いこうと:贈廠薇 ていま九

躙 ンスリ引 躙 皿 』 i‐ 1

‐
第菫6暮 号 ・・

卜  mll年庁月 1日:齢

1鏑醸t綸 颯 血
學担0世話人

:  1黒
見 lm手

|■〒11許曲電虜D3    ず
:i 廉趙葡強輔灯動臨尋im麹
:|‐ li 赤郷当≧之巖イショ・シ満
搬軸‐:楊鶉蠅縣
|◇鑽癒f鰤山血鵬≧轟:モデ
‐鏡蠅鮨醜鋸 電隋□白謁旧蠅
‐ ilザ i:』齢 脚 瑯趙

:洗6月ら23日 :薗      参画間は′‖理熙羹醐曰ン画働

■‐罐見惜副豊最翁ぎ議孔     こ撼訓国薦憂劃壽蓋議』施識こ封 TⅧ]占
ibl鯉    I   に 1   ,  1
劇読懃魏 覗醜鱚睡 口蜘蜃難躙    ‖h
轟童其閂参国□観点にたつたまぬ細轡な重握遷鞭ぬ龍:

・もので言]・       .   :   | ‐  ‐11

★轟ロギ21°●懃炒貪鶉又冥11遍墨図ぬ覗‐
.

|

①呂周冒口窯濶輻鱚 JですL Sb¬憂厖飩元れて
'I:
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● 原発事故●

チェルノブイ リ原発事故は 1986年 4
月 26日 、旧ソ連のウクライナ共和国で発生

した。私たちは 199o年 に「チェルノブイ

リ女性ネ ットワーク (略称 )」 を設立 し、子

どもたちへの緊急支援を行 うと共に、放射能

による生態系汚染が次世代に及ぼす影響調

査を開始した。以来、20年余の調査研究を

続けている。

チェルノブイ リ25周年を目前に発生 し

たフクシマ原発事故は未だ継続中で、避難や

食品汚染の問題は広がり続けている。フクシ

マ後、「チェルノブイ リでは子 どもの甲状腺

ガン以外の住民への健康被害はない」、「今の

レベルでは健康に問題ないJと 「専門家」は

述べている。 しかしそれは実態を反映 してい

ない。

私たちは、事故後も汚染地域に住んでいる

人々 とそこで誕生 した子 どもたちの健康に

重点をあてて調査 してきた。その結果浮かび

上がってきたのが、「普通の病気」の増加お

よび「不健康な子ども」の増加 とい う事態で

あつた。放射線影響の指標 とされてきたガン

や先天異常 といった重篤な病以外の問題が

あつたのである。

特徴的には、①ガン以外の病気の増加、②

女性の生殖健康の悪化 (妊娠女性では胎盤や

羊水から放射性物質を検出)、 ③被曝 した人

の子どもの健康悪化が持続的に増加、④特に

思春期に事故によって被曝 した人の生殖健

康の悪化が顕著、といったことが挙げられる。

汚染地域の女性では、甲状腺機能障害や自

己免疫疾患、生殖器系の病気の増加、免疫能

の低下がある。月経やホルモンバランスなど

生殖系の乱れの頻度や程度は体内セシウム

量に比例 しているという。妊娠時には合併症

が増加 し、死産率や周生期死亡率も増加 して

いる。その中でも、事故の時に思春期であつ

放射能汚染が未来の世代に及ぼす影響を考える

「チエルノブイリ被害調査・救援J女性ネットワーク

綿貫礼子・吉田由布子

た女性は妊娠経過が病的で、生まれた子ども

も仮死状態や先天的発育不全の率が高く、そ

の頻度や程度は成人期に被曝 した女性 より

大きいとい う。思春期女性に対する放射線の

影響は、生殖機能形成に大きな影響を与え、

その後の妊娠・出産における病的な経過を導

いていると考えられている。

今年のウクライナ政府の報告書は、被曝 し

た人の子 どもの中で健康な子 どもの割合は

1992年 の 240/0か ら2008年 には約

6%に減少 し、慢性疾患のある子どもは 19
92年の 21%か ら2008年 の 78%に
増加 したと述べている。 1992年 と比べ 2

009年 には、内分泌系 11倍、筋骨系や消

化器系は 5倍、精神・行動の異常、循環器系、

泌尿器系はいずれ も3倍以上とい うように、

特定の病気の登録が大きく増加 している。事

故後生まれの世代の健康悪化は驚 くべき状

況である。

チェルノブイ リのような原発事故による

長期低線量被曝の健康影響は、従来のように

ガンなど重篤な特定の疾患だけを指標 とす

れば、汚染地域に生じている多様な健康影響

を提えることができない。

生態系が汚染 された中で生まれてきた事

故後世代の子 どもたちに健康被害が多発 し

ているという、チェルノブイ リ25年の体験

が示 している事実は、大きな衝撃である。こ

の事実こそが「脱原発の思想」の根底をなす
べきであろうと私たちは捉えている。

いまフクシマ震災の只中にあり、事実上

“原発を容認 してきた私たち世代"は、まさ

に次世代との「共生」を危 うくしてお り、世

代間の倫理に照らして「原発」をどう捉える

のか、改めて問われている。
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●脱原発●

吉村美栄子・山形県知事が6月 、「脱原発Jを明

言した

これに対し、その決断を支持し、さまざまな圧

力に屈せず脱原発政策が進められるよう後押しす

る目的で、県内在住の有志39人が「脱原発、自然

エネルギー基本計画策定への要請書」を知事に提

出した

吉村知事は、朝日;新聞 0/16)が報じた47都道

府県知事に対する「原発のあり方や今後のエネル

ギー施策についてのアンケート」調査で、今後の

原発のあり方について「やめる」と略   (「やめ

る」2人、破 らす」9人、     」4人、「ど

れでもない」26人、無回答 5人)

6月 20日 の定例会見でも、計 寸矢曜年は「これま

で原発は効率陛や地球温暖化対策に有効とされ推

進が図られてきた。しかし、東日本大震災発生か

ら100日 が経過しても福島第1原発はいつ収束す

るのか分からなくなっている」「安全性、効率性か

ら考えても有効なエネルギーではない」と蹴

「国として再生可能エネルギーヘの転換を図り、

将来的には脱原発の方向に向かうべきだと思う」

との見解を示した。現在止まっている原発の再稼

働については「(― を)しない方がいい」と述

べた上で、「これだけでは絵に描いた餅になるので、

しつかりと再生可能なエネルギーに転換す
い
ること

を国として示していくことが必要」と強調した

(山形用罹轟

有志による要請書の提出は、こうした「知事の

勇気ある意志表明」を後押しするために、農民や

詩人、旅館経営者などが、個人名を連ねて行なっ

たもの。要請の内容は次の 3′に 1)山形県のエ

ネルギー需給の実態を踏まえ「山形県脱原発・自

山形県知事「脱原発J表明

然エネルギー推進基本計画修渤鈍 及び具体方策

を盛り込んだ「同実施計画修商加 の策定、2)

上記基本計画及び実施計画の策定のため高い見識

を持つ県内外の有識者による策定委員会 (り所③の

創設、3)脱原発を全県的な運動とするため県民

の学着謗髪準筆θ噺衡乳

7月 6日の 35分間の面談では、「山形県がエネ

ルギーの自給自立のモデル地域になるような推進

計画がほしい」という意見に、「県ではすでに県内

のエネルギー資源の調査を行なつたことがある。

皆さんがおっしゃる方向に進みたいが、ただt企

業の問題、雇用のことなどさまざまな課題があり、

ただちに脱原発へと変えることはできなし、まず

は国がしつかりした方向転換を示すことが重要」

と歯切れの悪さも感じさせたが、それでも「経済

的観点からすれば、源発)廃止が簡単でないこと

1解るが、やっぱり将来1激 すべきという考え

には変わりない」と述べた

そして、8月 9日 、吉村知事は「エネルギー政

策に力功 るゝ新たな戦略」俄潮けを今度内に策定す

る方針を明ら力ヽ こした これは山形県の地域特性

を生かし、再生可能ェネルギーを    するこ

とに向けた指針となるもので、外部の有識者らで

構成する戦略策定委員会を9月 にも設置し検討を

開始するという。

太陽光は冬期に発電効率の問題を抱える北国・

山形だが、日本海側の風力や波力、全県的に豊富

な地熱、そしてすで1研 J用が進んでいる森淋資源

を活用した本質ペレット、さらにはバイオマスな

ど農業分野での循環と自給など、未来に向けたさ

まざまな道が探せるはずだと信じている。
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●被災地からの声●

被災地の女性の課題 を思 う存分語 り合 う

場 「女たちの語り場」が 7月 24日 に仙台市

(ホテルメ トロポリタン仙台)で行われた。

東 日本大震災から約 100日 たち、被災地では

復興計画づくりが進められている。 しかし、

女性たちは、今もなお避難所生活を余儀なく

され、避難生活における女性にとつて未解決

な課題は多い。こうした中、宮城県では被災

地の女性の支援のネ ッ トワークによる女た

ちの語 り場実行委員会を立ちあげた。被災地

から仙台市、南三陸町、女川町、岩手県、福

島県とインターネットで結び「～女性による

新たな復興 人 0資源・ネ ッ トワークを活か

す～ !」 をテーマに、女性の課題を思 う存分

語 り合 う場 「女たちの語 り場」を設け、女性

たちの課題を語り合い、今必要な支援、これ

から必要な施策を検証 し、被災地の女たちが

仕事づ くりなど女たちを支援するネ ットワ

ークを広げることにより、女性の復興につな

がることをめざし実施 した。

当日、県内はもとより全国から 150名 が

参加 し、被災地の岩手、福島、宮城から地域

の現状と課題、支援について衛星通信 (ス カ

イプ)で被災地の課題、要望など会場との意

見交換を行つた。衛星通信 (ス カイプ)被災

地からは、宮城県南三陸町の下山うめよさん

(57歳・主婦)は、仮設にいる人たちの問

題を少 しでも解決 しようとボランティアと

して訪問活動を始めている。女川町石田志寿

恵さん (65歳)は、避難所にはお年寄りも

いて、元気になってもらうために仕事をして

もらうために、きれいなノjヽ さな布、アイロン、

ミシンの寄付の呼びかけ。岩手県陸前高田市

(一関市の分店から)の鳥羽せつさん (陸前

高田市の人木澤商店従業員)は津波の被害を

宮城県議会議員 ゆさみゆき

受けたので、いま一関にアパー トを借 りて会

社に通つている。もろみや大豆から放射能が

でるか不安で、風評被害も含めてこれからの

対策を考えて欲 しい。福島県郡山市遠野馨さ

ん (シングルマザー)は島の内陸部で、津波

による影響はなかったが地震が収まった後、

東京電力の福島原発問題が発生したが、自分

に影響する問題とは考えられなかった。でも

水素爆発が発生したときには皆、水や食料を

も携えて外にでていた。それから内部被爆が

問題となって、調査が行われる前に自分は死

ぬかと思つた。子どもたちを北に向けて避難

させるお母さんは多い。しかし避難の金も乏

しいし、避難先で福島に帰れとのイジメもお

きている。現状と課題を語つて頂いた。その

後、会場との意見交換を行つた。

今回の女の語 り場での被災地、現地からの

発言を受けて、 7月 27日 に女たちの語 り場

実行委員長の人幡悦子 さんはじめ超党派の

女性議員は、宮城県震災復興計画の基本理念

に男女共同参画の視点を盛 り込むこと等に

ついて村井知事に要望書を提出した。

その結果、宮城県の復興計画の基本理念に

「復興の推進に当たっては、国、他都道府県、

市町村、企業、団体、NPOと の連携を図る

ほか、男女共同参画の観点から、女性の参画

を促進 します。」が盛 り込まれた。

今後、第二弾のおんなの語 り場を 12月 1

8日 に仙台市のエルパーク仙台で継続 して

行 う予定で、東北の被災地の女性の仕事づく

り等これか ら必要な支援について具体的に

語 り合 う場にしたいと思 う。

被災地から「女たちの語り場」報告
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2011`午 7月 27日

要望書

宮城県知事

村井 嘉浩 様

女たちの語 り場実行委員会代表 人幡 悦子

仙台市青葉区台原 13-23レジデンス台原 lF

TEL/FAX 022-233-2434

[URL]http://miyagi― jonete blogspoto cOm

宮城県復興ビジョン策定に向けて、多様な市民の視点を盛り込むことを求める要望書 東日本

大震災復興に向けての皆様のご努力に敬意を表します。

私たち女たちの語り場実行委員会は、大震災からの復興に向けて、女性をはじめとする多様な

立場の人々の意見が反映されることを求めて本年 5月 に立ちあがったNGOです。

6月 末、復興基本法が制定され、国の復興構想会議の提言が提出され、宮城県でも独自に宮城

県震災復興計画 (第 2次案)が策定され、パブリックコメントの募集を開始されたと伺っており

ます。

災害からの復興は国の提言の「復興事業の担い手や合意形成プロセス」において明記された通

り、「住民意見の集約にあたっては、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人等の意見についても、

これを適切に反映させ、また将来世代にも十分配慮しなければならない」ことは論を待ちません。

しかしながら、復興に向けた計画等策定の意思決定の場には、国のみならず地方自治体において

も女性をはじめ障害者・外国籍市民 Ol′GBT等の性的少数者等の多様な市民の参画が保障されてい

ない現状にあります。 復興の目的の一つは、震災前よりも「災害に強い社会」をつくることで

あり、そのためには、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等、多様な立場の人々が復興・

防災の計画の段階から参画し、実施に中心的役割を担うことが不可欠です。

宮城県におかれましては、復興提言の趣旨を踏まえ、他の国際的な基準に沿つて、更に内容を

豊富拡充した基本計画の作成に向けて、災害時において社会的脆弱性を持つことを強いられてい

る人々の健康と人権を守り、多様な当事者の意見反映を確保し、復興後の市民に生活困窮や所得

格差の拡大が生 じることのないよう「参加型」の長所を発揮され取 り組まれますよう、以下の通

り要望します。具体的な取り組みについての要望は別紙を参照お願いします。

1 宮城県震災復興計画の基本理念において、男女共同参画の視点を盛 り込むこと

2 復興に係る計画の策定、計画の実施に当たる組織構成や意思決定機関に女性を最低 30%参画

させること

3 被災の状況を詳細に調査 し、その実態を正確に把握すること。その一環として被害と復興の

状況に関する情報を性別で収集 し、ジェンダー別統計として示すこと。性別Jに よる男女の被災状

況の共通点、相違点の要因を分析すること。これらの分析に基づいて復興支援や防災計画を策定、

実施 し、 (被災前よりも)災害に強い社会を築くこと。

4 復興計画において男女共同参画の充実を図るため、数値 目標 と達成期限を設定すること。
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※数値目標の例
0住民からなる合意形成の機関において、構成員の最低 30%を女性 とすること

・地域防災リーダー等は、男女 50%ずつとすること
。復興事業において創出される雇用機会の 50%を女性向けとすることを、事業実施企業に義

務づけること
03年後に、法定労働時間で就労した場合、生活保護受給金額以上の収入を確保できる働き方と

なる女性の割合を、男性フルタイム労働者の全国平均である80%と すること

5 復興計画に労働者の保護についての項目を盛 り込み、特に被災 した女性等就労困難者の雇用

確保を最優先とすること。よりよい雇用機会 と労働環境を確保するための制度を導入すること。

また、男女別失業率、就職率等を逐次公表すること。

※想定される制度の例

・最低賃金を引き上げる
。社会的企業を制度化 し就労困難者の雇用を創出する

6 復興計画の策定決定にあたっては、さまざまな立場にある女性、外国籍市民、LGBTなその性

的少数者、障がい者等との協議、聴き取 りの場を設け反映させること。これらの人々が意見を言
いやすいように配慮 した場の設定を行なうこと。

※取 り組みの例
0あ らゆる年代の女性住民、多様な団体 (NGO、 NPO等)の当事者、地方公共団体の男女共同参画

関連部署の担当者等との協議 。聞き取 りの場を設けること

・ ヒアリングの実施

7 復興計画では、個々の人の生活再建の拠点となる居住の場について、ハー ドとソフ トを組み

合わせた安心・安全な居所についての明快な方針をたてること。
・避難所、その他全国各地に避難 している人々の居住の場、仮設住宅、借上げ住宅、復興住宅の

計画・設計・管理運営について、多様な被災者の参画と人権を確保 し、かつ個々の人のニーズに応

じた相談と支援を可能にし、それらを効果的に運営する共同の場を確保すること。
・被災者の居住の場の計画・設計 0管理運営には、女性、障がい者、高齢者等のニーズに応えられ

る人や専門家等が参画して決定すること。
0被災者の居住の場において、プライバシーと安全が確保できるよう配慮されていること。
・これらを確保する上でも、居住の場に多様な形態の共同の場 (コ ミュニティスペース、共同リ

ビング、共同キッチン、サロン等)を必ず設け、被災者の交流、支援者 との交流、様々な文化活

動、情報拠点として機能できるようにすること。
0仮設住宅、復興住宅においてはグループホームの機能と形態を持つものも設置し、被災者がど

のような場にいても
し
、ワーカーの配置等、相談と支援を可能にする体制をつくることする。

8 復興計画に、暴力のないコミュニティの創造という趣旨の項目を盛 り込み、女性に対する暴

力や子どもへの虐待の実態を把握 し、具体的な対処法と今後の防止策を講 じること。

※盛 り込むべき項目の例

・教育機関における予防教育

・継続的な啓発活動

・仮設住宅のコミュニティスペースにおける民間支援団体による啓発 0相談事業

9 外国籍市民、LGBT等 の性的少数者、障害者等の人権への配慮等を盛 り込み、啓発活動・相談

-6-



事業に取り組むこと。

※具体的な項目の例
。バリアフリーや安全な地域作り (例 えば街路灯の増設等)の推進

・多言語の広報
。学習指導要領への位置づけ
。ニーズに合つた医療ケア

・ボランティア、NP0 0 NGO等 に対する啓発 0人権教育の実施

10 復興ビジョンに、被災地での生活保護基準の実態に即 した緩和・特例措置を盛 り込むこと。

※項目の例

・車所持でも生活保護受給可能とすること。

11 交付金の創設等にあたり、緊急雇用創出事業によるものも含めて、男女共同参画推進関連事

業の配分枠を設け、女性の就労促進に向けて民間支援団体と協力・連携を行 うこと

※事業の例

・仮設住宅訪間による女性の雇用促進
。子どもの給食事業、子どもの学習支援、子どもの保育等といった部門に女性の就労枠を確保す

ること

12 原発事故が東北の主力産業である食糧生産等を大きく阻害し、復興を大きく妨げているうえ、

劣悪雇用の温床になつていることから、これ らの問題解決のため、原発エネルギーヘの依存ゼロ

を目標に掲げた中長期的工程表をつくること。

13 復興事業の推進にあたつては、企業の活用は企業利益優先ではなく地元の再生のための社会

貢献的なものとすること。企業のみならず、「新 しい公共」 といわれる NPO・ NGO等社会貢献的な

事業を行 う民間団体の育成・連携を積極的に行 うこと。
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●子ども手当●

DV民間シェルターを運営するなかで、6月

の子ども手当の支給前後から、暴力から逃れた

子どもさんを抱えて離婚を決意された方たちか

ら、 「子ども手当は今後どうなるんですか ?」

「なくなるのですか ?」 「私たちの生活はどう

なるのでしょうか」と不安の相談電話が相次い

でいた。

そんななか、北京 JACマンスリーが届き、北

京 JACか ら民主党に出された 「子ども手当存

続に関する要望書」を見て、そ うだ、この要望

を、さらに広く、強くアピールするためにひと

り親家庭の人たちから直接現場の声を出しても

らお うと思いついた。

そこに掲載された北京 JACの要望書は、お

母さんたちへの説明への良い資料にもなった。

そこでスタッフ間で思いついたのが「ハガキ作

戦」であった。

宛先は民主党企業団体委員会と政調会長とし、

裏面には「子ども手当の存続を !私たち子ども

を育てる親の現状、生の声を聞いてください」

と書き、下欄に罫線を引き、それぞれ自分の意

見や要望を自由に書き込んで投函するようにと、

印刷 したハガキと要望書をセットにして、シェ

ルター卒業生や近隣の親子、地域の子育てサー

クルの方たちにも配 り、子どもの基本的人権、

生活権の保障、子ども手当を恒久的なものとす

るために子育て現場の生の声を届けてはしいと

安田寿子 (鳥取 口みもざの会代表)

依頼をした。玄葉政調会長のもとにはたくさん

の当事者の声が届いたはずだ。結果的には自公

との妥協で、政権交代の目玉だった民主党の趣

旨は所得制限付きで後退 したようだが、ハガキ

を出した私の周囲のお母さん方は、ひとまず安

′い。

2010年度、「相対的貧困率」は悪化 し、貧困

とされるのは年間所得が H2万円未満の人たち、

国民の 6～ 7人が貧困状態であるという数字も

しめされている。DVから逃れ新たに安全な生

活を再建しつつある親子の生活はまさに貧困状

態であることは、長期的支援を続ける中で日々

実感 している。ひとり親家庭の子どもたちと母

親にとつて子ども手当は、「生活の命綱」であ

るといっても過言ではない。子ども手当の支給

によって子育ての計画を立てている、DV被害

当事者の親子の厳 しい現状に、日々直面してい

る。

流動的な政府の態度に困惑 しながら、今の政治

状況にイライラするのは、子ども手当を受給す

る人たちばかりではなく、一人の国民として良

い子育て環境を作 り、すべての子どもたちの安

全、安心の生存権を守るために私たち子育てを

終え準大人たちも大いに関心を持つべきと思い、

日々のニュースを気にしているところです。

「子ども手当存続の要望」ハガキ作戦を行つて

**
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●女性と税制・年金●

この原稿は、本年 6月 10日 北京 JACの
定例会で現行の「女性と税制 0年金」につい

て私見を述べる機会を頂いた際の話の一部

をまとめ、追加 したものである。

昨年 12月 に策定された第 3次男女共同参

画基本計画では、重点分野の一つとして「男

女共同参画の視点に立った社会制度 0慣行の

見直し」を掲げられている。そこでは大きな

考え方の転換 として、従来の片働き世帯を標

準世帯 とした世帯単位から個人単位 を中心

とした考えを重視 したこと。具体的な施策と

して税制では、国民生活に与える影響を配慮

しつつ配偶者控除の縮小・廃止を含めた税制

の見直しの検討をあげ、社会保障制度につい

ても生きかたの選択に中立的な仕組みに し

ていくことが記載 された。

年金制度についても、第 3号被保険者制度

を今後 どのように していくかとい う問題は

年金制度の基本的な体系に関わるものであ

り、新たな年金制度に関する議論の中で幅広

い観点から検討 していくと述べている。

★年金・税制度がつくつた 103万 130万の壁
「配偶者控除、第 3号被保険者制度」は、性

的役割分担の考え方に基づ くものであり女

性の社会進出に大きな弊害になっている。ま

た女性は働 きに出ても家計の補助的働き方

から脱却できないことで女性の貧困を生み

だす要因になっている。また税金の配偶者控

除と年金の第 3号被保険者制度は、制度 とし

ては別個のものの、双方密接な関係をもちな

がら女性の働き方、家庭生活の在 り方に影響

を及ぼしてきた。時系列的に見てみよう。

1960年、国民年金法が成立。日本の年金制

度は厚生年金や共済年金の被用者年金では

主たる稼ぎ手 (大半は夫)が妻や子どもを扶

養する標準世帯 とい うモデル世帯を想定 し

世帯単位で作られた。86年の基礎年金導入の

改正までは、被扶養配偶者 (大方は妻)は任

意加入であり、独自の年金権が保障されてい

なかつた。あくまでも夫の庇護の下で生きる

ことが前提とされていたが 86年現行法に改

正される段階で妻も国民年金の強制加入者、

つまり第 3号被保険者に位置づけられた。し

かしながら当時「収入がない人からは保険料

はとれない」という意見が大半を占め国民年

金の強制加入者であ りなが ら保険料の負担

はなしとなった。その意味では、自営業の夫

をもつ妻は、所得がなくても保険料を負担す

る義務があり、制度 として公平性や整合性に

欠ける改正となった。 しかし、それ以上にこ

の年金制度が将来に禍根を残 したのは「第 3

号被保険者」としての 「ご褒美Jに保険料を

支払わず、年金が満額もらえる制度が、妻が

働いても正社員の 3/4未満の労働時間、日数

に抑え、年収も 130万未満に抑えるという、

いわゆる就業調整のライン 130万の壁をつく

つてしまったことだ。この制度で夫が働き妻

が家事育児を担 う性別役割分担、性別分業が

再編強化 された。

それでは税制はどうか ?日 本の税制の基

本は個人課税であるが、所得税、住民税に関

しては納税者に所得が 38万以下の配偶者が

いれば納税者 (大半は夫)は一定の金額の所

得控除をうけられる。これが配偶者控除であ

り控除できる額は 38万である。また配偶者

特別控除制度もあり、配偶者控除の対象にな

らない配偶者でも所得が 38万を超え 76万未

満であれば一定額の控除をうけられる。その

結果、夫の配偶者控除の対象になるためにパ

ー ト収入を 103万以下にし、妻は家計の補助

的働 き方を しなが ら夫が外で働 くことを支

えるとい う性別分業が維持されてきた。

以上のように「男性片働き」型の年金制度

掲
　・社会

に

事
“
理

る

一

錮

脚

同共女男次第
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や配偶者控除の税制度が 103万 130万の壁を

つ くり女性の就労意欲を損なわせ非正規雇

用を増加 させ低賃金化をもたらしてきた。言

い換えればこのような制度が性別分業、性別

役割分担意識を再生産 し、今もなお女性の貧

困を最大要因となつている。

その意味では、第 3次男女共同参画基本計

画にある男女の社会における活動の選択に

対 して中立的に働 くような制度構築が必要

であり、第 3号被保険者制度の見直し、配偶

者控除の廃止は重要な課題であると思 う。

★第 3次男女共同参画基本計画を実効性あ

るものにするために

昨年 H月 、子ども手当の財源に関連 して、

配偶者控除の見直しの議論が行われた。子ど

も手当の上積分の財源を配偶者控除に所得

制限を設けるなどが捻出する案が政治か ら

も発信された。この機を逃さず様々な女性団

体か ら配偶者控除についての意見表明がな

され るか と期待 していたが女性団体の動き

は鈍く、結局配偶者控除の見直しには至らな

かった。

本年 6月 30日 、政府・与党社会保障改革

検討本部は消費税増を盛 り込んだ「税と社会

保障の一体改革案」を決定した。社会保障の

基本的枠組みができた 1960年代から今 日ま

での社会経済諸情勢の大きな変化を踏まえ

安心 して生活できる社会基盤を整備するこ

とを目的とし、制度が出産・子育てを含めた

生き方や働き方に中立的で選択できる社会、

雇用などを通 じて参カロが保障される社会、子

どもが家族や社会 と関わ り良質な環境の中

で しつか りと育つ社会を目指す と謳 つてい

る。「子育て支援」「医療・介護、年金」「就

労支援」「税制改正Jと 項 目ごとに重点化が

示されている。

年金制度では「所得比例年金」と「最低保

障年金」の組み合わせから成る公的年金制度

にすべての人が加入することを目指すが当

面は厚生年金 と共済年金の一元化をは じめ

とした現行制度の改善を行う。注目す⌒き1ま

「短時FH5労働者に1対,する1厚1年年1全 |の適用拡
大|■と第,号被保‐険者制度0肛|●が入●て
いる'こ

―とである:‐

現行の短時間労働者の厚生年金加入条件

は年収が 130万を超えた場合、労働時間、日

数が正社員の 3/4を超えた場合であるが、こ

れを雇用保険加入条件 と同 じにするとい う

案である。ちなみに雇用保険は一週の労働時

間が 20時間を超え31日 以上の勤務が見込ま

れる場合は加入 しなければならないので、雇

用保険に現在入つている人は全て厚生年金

の加入対象者になるということである。試算

では該当者はほぼ 400万人。主婦パー ト800

万と言われているがほぼその半数である。厚

生年金の加入者が増えることは壁を意識 し

ないで働 く女性の層が増えていくことでも

あり、将来において就労調整の壁が小さくな

つていくことでもあると思 う。さらに第 3号

被保険者制度は新 しい年金制度の方向性 (2

分 2乗)方式を踏まえ不公平感を解消する方

策について検討するとしている。従来から民

主党は現行制度の問題点を女性の立場か ら

提起 し2分 2乗方式、つまり夫婦の収入を合

算 し、その 2分の 1を各人の収入として算出

するという方法を言つてきた。年金で 2分 2

乗方式を適用す るや り方は年金記録 を夫婦

で合算して分ける方法 (現在の離婚時の年金

分割を夫婦でいる間も適用する方法)も ある

だろうが、現行の第 3号被保険者の制度にな

んらかのメスが入るのならば歓迎である。

しか しなが ら厚生年金の適用拡大は過去

にも浮上した案であり、その当時スーパーな

ど非正規雇用者が多い産業からの猛反発を

受けお蔵入 りした経緯もあるので、今後の推

移を注視 したい。税制改革では消費税の引き

上げが 2010年代半ばまでと明記され、個人

所得税では格差の是正や所得再分配機能等

の回復のために各種の控除の見直 しや税率

構造の改革を行 うとなっている。新聞報道で

は「配偶者控除」の廃止・縮小などが検討課

題になると報 じられているがそこは不明で

ある。消費税に対 しては逆進性対策をこうじ

ていないのは問題だと思 う。ともあれ第 3次

男女共同参画基本計画を実効性のあるもの

にできるのは「税 と社会保障の一体改革」の

施策の中身がどうなるかである。各女性団体

が外からでも「税 と社会保障の一体改革」の

議論に入つていくことが必要だと考える。
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●ジェンダー平等政策づ くり●市川房枝記念会女性と政治センター ワークショップ

「ジェンダー平等政策 をどうつ くるか

一第 3次男女共同参画基本計画をてがかりに」に参加 して

ゆ の ま え知子

7月 9日 ・ 10日 の 2日 間、表記 の よ うな

研 修 が婦選 会 館 で 開催 され た。 猛 暑 の 中、

全 国 か ら最 も多 く参 加 した の は 自治 体 議

員 、男 女共 同参 面 に関す る女性 グル ー プ の

メ ンバ ー 、大学職 員 、自治体職員 な どで あ

った。

私 が参加 した動機 は 、各セ ッシ ョンのテ

ー マ で あ る① 男 女 共 同参 画政 策 と ジ ェ ン

ダー統 計 、② 無償 労働 、③ ジェンダー 予算

な どにつ い て は 個 々 に学 んだ機 会 は あ っ

たが、これ らを リン ク させ て ジェ ンダー 平

等政策 を ど うつ くるか とい うこ とは 、ふ だ

んなか なか考 え られ な いので、この機 会 に

勉 強 して み よ うとテ ー マ と内容 設 定 に 関

心 を持 つたか らで あ る。

2日 間 は 、 上記 3セ ッシ ョン とま とめの

セ ッシ ョンの 4セ ッシ ョンか らな って いた。

各 セ ッシ ョン の 講 師 の方 が た一 日黒 依 子

市川記念 会新 理 事 長 に 、矢澤澄子 さん 、久

場嬉子 さん 、村 松 安 子 さん らのテー マ概 説

に加 え、リソー スパ ー ス ンの専門家 の方 が

たの解説 が あ った。た とえば総務省 統 計局

の統 計 専 門 官 に よ る生 活 時 間 調 査 の 実 際

の方法 な ど興 味深 か つた。

最大 の特徴 は 、② 以外 の各 セ ッシ ョンに

グルー プ ワー クの時 間 が あ り、参加 者 が主

体 的 に議 論 す る場 や 時 間 が設 け られ て い

た こ とであ る。設 定 され た複 数 の課 題 か ら

一つ を選 択 し、討議 の結果 を発表 しあ った。

ジ ェ ン ダ ー 統 計 の リソー スパ ー ス ンの

杉橋や よい さん は 、 日本 の場合 、意識 調 査

が多い のは疑 間 と言 われ たが、これ は 日ご

ろの私 の疑 間 で もあ つた。た とえば男 女 共

同参画調 査 は 、国 、自治体 とも意識 調 査 が

大部分 を 占め て い て、なぜ 実態調 査 で はな

いのか不思議 に思 つていたか らである。①

のグループ ワー クでは、男女共同参画政策

の必要性 について議論 したが、男女共同参

画を進 めるためには、実態調査 を実施 した

方が良い とい う声があがった。

③の グループ ワークでは、私 の入 ってい

たグループでは、某市の 「多様 な保育サー

ビス拡充」とい う予算項 目について 「この

予算は誰 に とって利益になるのか、男性・

女性 どちらに有利 なのか、それ はジェンダ

ー平等 に どの よ うな影響があるのか」な ど

のジェンダー視点での分析 を してみ た。私

たちが した ことは、ほんの とっかか りに過

ぎないが、実際に してみたのは初めてだっ

たので興味深 かった。グルー プ ワー クは 自

分 た ちの頭 でかんが えてみ る時 間 と して

貴重だつた と思 う。ジェンダー平等政策作

りのためには、これ までのジェンダー平等

政策の動 きを押 さえつつ、男女間格差 を明

らか に し無償 労働 の実態 を反 映 す るジェ

ンダー統計が必要である。また政策実現の

ためには、予算の裏付けが必須であ り、ジ

ェンナー統 計 に基 づ くジ ェンダー 予算分

析 を しなけれ ばな らない。ジェンダー予算

分析 には無 償 労働 の経 済 に 占め る位 置 づ

けな どの観 点 も重要である。こ うした①②

③の関係性 について、具体的 に学ぶ ことが

できた と思 う。 しか し、グループにお ける

議論の進 め方 とい う トレー ニ ン グ も必 要

ではないか と思 つた。今回のプ ログラム作

りに 1年 の準備期間があった との ことで、

諸先生 方 の研 究の蓄積 を市 民に還 元 しよ

うとす る姿勢 、奮闘ぶ りに感銘 を受 けた。

勝手なお願 いだが、こ うした研修は継続 し

ていただ きたい し、も少 しステ ップア ップ

したもの もあれば良い とも思 う。
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● 女性差別撤廃委員会総括所見フォローアップ項目●

民法改正・暫定的特別措置―政府報告とJNNC記者会見

政府は8月 7日 の回答期限ぎりぎりに、女

性差別撤廃委員会 (CEDAW)総括所見 (「最終

見解」)の フォローアップ項 目 (民法改正と

暫定的特別措置)について、報告書「女子差

別 撤 廃 委 員 会 の 最 終 見 解

CCEDAW/C/JPN/∞/6)に対する日本政府コメ

ント (仮訳)」 を CEDAWに提出した。フォロ

ーアップ項目は、女性差別撤廃条約に基づく

第16回 日本報告書審査 (2009年)後に出され

た総括所見のうち特に 2年以内の報告を要請

されたものである。8月 10日 、49の NGO(北

京 JACも 参加)で構成する日本女性差別撤廃

条約 NGOネ ットワーク (JNNC)は衆議院第二

議員会館で記者会見を開き、NGOレポー トの

紹介 と政府報告書へのコメン トを行った。

JNNCは CEDAWの 第 3回 日本政府報告書審査

(2003年 )前年に発足。2009年の第 4回審

査前年に再開し、NGOレ ポー ト提出とニュー

ヨークでのロビイングを行つた。2010年 には

ドゥブラヴカ・シモノヴィッチ CEDAW委員を

日本に招聘 し各地で講演会を企画。共通課題

として CEDAW条約選択議定書 (個人通報制度 )

批准、勧告のフォローアップ項目の実現、勧

告の進捗状況の注目をあげ、菅総理大臣や江

田法務大臣、与謝野男女共同参画担当大臣等

への要望書提出や、内閣府・外務省・法務省

との面会を精力的に行つた。

1。 民法改正 (総括所見パラグラフ 18)

政府報告書は、① 「嫡出でない子」の相続分

を「嫡出子」の半分と規定した民法 900条 4

号は違憲ではないとの 2009年の最高裁決定

(反対意見等の裁判官あり)②2010年の「民

法及び戸籍法の一部を改正する法律案 (仮

称)」 (閣議決定されず国会提出なし)③第 3

次男女共同参画基本計画での民法改正に関

連 した文言等について報告 している。

」NNC記者会見でmネ ット・民法改正情報ネ

加藤登紀子

ットワークの坂本洋子さんは、「政府報告は 3

つのみで、 (婚外子の出生届けの)改善につ

いても書かれてないのに驚いた。第 3次男女

共同参画基本計画は答申では「民法改正が必

要である」であつたが、民主党内で大きな議

論があり「引き続き検討する」に後退 した。

政治の問題 としてきちんと書かれていない

のが問題」とコメン トした。

8´月 3日 に衆議院第二議員会館で開催 され

たmネ ット・民法改正情報ネットワーク主催

の院内集会で民主党の神本美恵子参議院議

員は、第 3次基本計画策定の議論では民法改

正について 「引き続き (検討する)」 の文言

を入れるだけでも大変だつた」と報告 した。

1996年に民法改正に関する法制審議会の答

申が出て 15年。法律案要綱が実現 しないの

は民法改正だけである。政権交代後も選択的

夫婦別姓制度は実現せず、20H年 2月 、「長

く待つたが立法 しないのは違法」 と憲法や

CEDAW条約違反を問 う初めての国家賠償訴訟

が起こされている。mネ ットの院内集会では

「民法改正が実現 しないことや人権政策の

立ち遅れは、多くが政治の問題」と、民法改

正案を今国会で提出することを求めた。議員

立法案は議員個人でも提出できるため、坂本

洋子さんは 「(社民党・共産党に加え)公明

党も賛成なので、民主党に反対がいても法案

は通る。議員個人の不作為を問いたい」と述

べたち

婚外子の相続 (民法 900条 4号ただし書き。

「嫡出子」の半分)については、最高裁の特

別抗告審 (20H年)で合憲判断 (1995年 )

の見直 しを期待 されたが和解が成立 し合

憲・違憲を判断せずに終わった。また、婚外

子・養子間の訴訟は東京高裁が適用違憲と判

決 し、最高裁で審議中である。婚外子の差別

規定については自由権規約、社会権規約、

CEDAW、 子どもの権利条約の各委員会から改
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正を勧告されている。日弁連は 8月 に出した

会長声明で、選択的夫婦別姓制度は「憲法上

の要請といつても過言ではな」く、また、婚

外子の相続差別は「憲法 14条に反する不合

理なJ差別であるとして、立法府の決断を強

く求めた。

2。 暫定的特別措置 (総括所見パラグラフ 28)

政府報告書の内容は、「数値 目標 とスケジ

ュールを設定 したゴール・アン ド・タイムテ

ーブル方式のポジティブ・ アクションの導

入」、政治・公的分野での政党や自治体への

「要請」、公共調達での取り組み企業の加点、

ポジティブ・アクション取 り組み企業の「支

援」等、男女共同参画会議監視専門調査会で

の府省ヒアリング内容とほぼ同じ (『北京 JAC
マンスリー』157号参照)である。関連分野

の数値 目標は 19(ヒ アリングでは 24)で 目

標値は意欲的といえない印象を受ける。男女

共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会

ポジティブ・アクションワーキング・グルー

プや、男女共同参画推進連携会議ポジティ

ブ 0ア クション小委員会にも言及 した。

雇用分野の暫定的特別措置について均等

待遇アクション 21の柚木康子 (」NNC世話人)

さんは、「何 も変わっていない。数値 目標達

成を具体的にどうするのかが書かれていな

い。管理職以前の賃金差別の問題をどうする

のか。ポジティブ・アクションに多くの企業

が取 り組んでいるのに女性管理職が少ない

のは何故かの分析が必要。女性管理職 40%の
クオータ制をノルウェーは導入できた。日本

もきちんと取 り組んでもらいたい。条約には

拘束力があると政府も認めている」とコメン

トした。

現在、女性閣僚はゼロ、東 日本大震災に関

する復興構想会議は 15人中女性は 1人のみ

である。CEDAW総括所見と第 3次男女共同参

画基本計画のフォローアップを行 う男女共

同参画会議監視専門調査会でさえ、委員 13

人のうち女性は 5人で半数に満たない。政

治・公的分野の暫定的特別措置については

ЛК 世話人の永井よし子さんが、「政府はポ

ジティブ・アクションの研究を何年も行って

いるが実施せず、「研究」「反省」「目標」「要

請Jに とどまる。女性が 30%を超えているの

は審議会のみ。内閣府の「聞く会」もNGOと

の意見交換の場になりえていない。ナショナ

ル・マシナ リー (男 女共同参画局)は他府省
への影響力は弱く、政府は議論のみで政治的

意思をもたない」とコメン トした。

すベーすアライズの鈴木ふみさん (JNNC世

話人)は、「差別の温床である政党や企業に

対しては「要請」のみで、積極的改善の意思

が乏しい」「(民法改正についての)立法不作

為と司法判断の問題は、条約違反の放置であ

る」と批判 した。また、「男女共同参画社会

基本法では (男女共同参画の問題は)「最重

要課題」なのにいつも一番後回し。執行体制

については、男女共同参画局の権限と人的・

財政的資源が不十分で、専任大臣不在も間

題Jと 指摘 した。

記者会見で読売新聞記者からの「CEDAWは

フォローアップ項 目の 日本政府報告をどう

評価 (A～E)すると思 うか」との質問にJNNC

の各報告者は、「CEDAWは フォローアップ項目

として実現可能なものを選んでお り、民法改

正は手続きが終わつて通すだけなのに実現

できない」「政府の義務を狭めて企業任せに

している」等と述べ、「Dと 思 う」と答えた。

これまでほとんどの国が C評価で、D評価は

2カ国のみである。CEmWには JNNCの NGOレ

ポー トの他に、個別 NGOか らも 7つのレポー

トが提出された。

選択議定書 (個人通報制度)の批准につい

てもJNNCが共通課題 として取 り組んでいる。

政権交代後に外務省に批准のための条約履

行室ができ動き出すかと期待されたが、8月

18日 のサンケイ新聞によれば、民主党は個人

通報制度 (21年のマニフェス トに明記)につ

いての検討作業を中断 し先送 りを決めたと

い う。6月 の衆院での内閣不信任決議案採択

後、党内保守派が強く難色を示 し、「これ以

上続ければ新たな内紛の火種にな りかねな

い」と党執行部が判断したと報 じた。JNNCが
一番強調するのは「政治的意思」である。
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定例会のお知 らせ

「児童手当 日子 ども手当と所得制 限―ジェンダー公平の視点で検証す る」

日時 : 2011年 9月 12日 (月 )18:30～20:30

会場 : 文京鵬 女平等センター D研修室

講師 : 北明美さん (福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科、 社会政策)

政権交代の目玉だつた子ども手当は野党との妥協で所得制限が設けられ、当初の趣

旨はどこ力ヽ こ吹き飛んでしまいました。ジェンダー平等に不可欠な本来の児童手当と

はどうあるべき力ヽ こついて研究を重ねてこられた北明美さんから、自公政権時代の児

童手当、民主党の子ども手当、及び妥協の産物である子ども手当について検証してい

ただき、今後の課題を検討していきたいと思います。

●参加費 :会員無料。会員以外の方500円

●参加申込 (当 日受付有り)および問い合わせ

e¬mil:beijingヽjacの山∞。co.Jp(担当 :石田・加藤)

far 03-5689-6828 (北 京 JACi事務所)

【層諄認9疑謳箋蓼選釜コ
`EX任

ラリ躊己】

57万円のうち、30万円を、宮城県で避難所 0仮設住

宅におもむき、女性支援を続けている「みやぎジヨネ

ット」にお贈りすることになりました。
「みやぎジョネット」の活動については
http://miyagi一 jα憮)te blogspoじ .cαノ

をご覧ください。

■ 7月世話人会

7月 12日 (火)午後 3時から午後 8叱 文京区男女平

等センターで開催。総会反省 (旅費補助は来年度も実

施)、 マンスリー7月 号9月 号の検討、子ども手当について

の民主党へのロビイング報告、震災募金使途の検討、全

国研修セミナー、その他について、事務所の狭い部屋を

離れ、時間をかけて話し合いまし,L

■8月 世話人会

8月 10日 (水)午後 3時から午後 5時。北京 JAC

事務所で開催ぉマンスリー9月 号 010月 号の検討、9

月定例会の検討、震災募金の使途の検討、全国研修セ

ミナーなどについて話し合いました。*9月 世話人会

は 13日 (火 )

■加盟団体

脚N(日 本女性差別撤廃条約 N00ネ ットワーク)が女

性差別撤廃委員会 OWmに 7月 末にXЮ レポー トを

提出しました。

10月 8日

9日

土

日

『マンスリー北京 JAC」

第 159号

20H年 9月 1日 発行

◆編集 。発行  北京 JAC世話人会

◆担当世話人    加藤登紀子

◆〒113-0033

東京都文京区本郷 2-4-13

本郷コーポレイション 705

◆Fax : 03-5689-6828

◆http://pekinjaco oro tv/

◆郵便振替番号 :00250-7-66426

北京JAC事務局
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ロビイングネットワーク

“
ノー   ‖ σ

Japan Acmrmtability Caucus for the Be$ing Conference

第 160号
20H年 10月 1日発行

:■ 9月定例会報告 :児童手当・子ども手当と所得制限 ――-2

福井県立大学教授の北明美さんに、ジェンダー公平の視点から、本来の児童手当はどう
あるべきかをお話しいただきました。旧自公時代の児童手当や一見公平そうな「所得制限」
導入の問題点、民主党の当初案の長所等々が、データを駆使 した分析から明らかにされま
した。清水恵さんの報告です。

■ 日仏会館『青轄』百周年記念シンポジウム

シンポジウムを企画したボルドー大学のクリスティン・レヴィさんに当日のご自身のご
報告の要旨をご寄稿いただきました。レヴィさんは『青轄』のフランス語訳にも取り組ま
れています。『青轄』の今日性、第 2派フェミニズムの比較など、興味深いテーマが展開
されています。

■ あいつく
゛
性暴力事件判決からみてくるもの

ウィメンズカウンセリングの京都の周藤由美子さんに、この 7月 に出された京都教育大
学事件京都地裁半J決、千葉強かん事件最高裁判決が何を意味するのかについて、ご寄稿い

ただきました。周藤さんは “被害者を裁く"裁判を許している現行の法制度を変革する運
動の必要性を強く主張されています。

■ 東日本大震災後の障害者の動き
震災後、障害のある人たちが置かれた状況や支援活動について、東日本大震災女性支援

ネットワーク+α の瀬山紀子さんにご報告いただきました。そこから見えて来るのは震災
以前からの彼ら彼女らの「生活基盤の脆弱さや支援制度の不在」です。国連の障害者権利
条約批准に向けた制度改革が進む今こそ、課題に応える制度改定が求められています。

|■ 保守勢力の台頭で後退する欧州の女性の権利 10
最近欧州では、セクシャル・ライツの後退が目立ちます。ルモンドに掲載されたフラン

ス家族計画協会事務局長他による記事を石田が要約しました。

■震災支援金報告

|■ お知らせ・イベントのご案内

11
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9月定例会 :福井県立大学教授、北明美さんのお話から

児童手当・子ども手当と所得制限～ジェンダー

`姻

1の様 で蹴 する～

9月 12日 (月 )、 北京 JACで北明美さん

を講師にお招きして、定例会を行つた。世論

に誤解や混乱のあるなか、「『本来の児童手当

制度』はどうあるべきか」を中心テーマとし

て述べられたのが印象的だった。

まず、本来の「児童手当制度」とは、旧自

公時代の名ばかりの児童手当とは逆に、「所得

制限」がなく、「十分な額と支給期間」をもつ

ものであるといわれた。「所得制限」は、一見

所得の少ない家庭の子どもへの配慮と見える

ので、良いと誤解している人が多いが、これ

こそ、ジェンダーバランスから見ても多くの

問題があり、むしろ改悪前の「子ども手当」

のほうが「本来の児童手当制度」に近いと、

数表を挙げて説明された。 (3頁表 1～表3)

・旧自公時代の児童手当の矛盾

① 「年少扶養控除」を見ると、所得の高い人

ほど税の軽減効果が高く、上限がない。また

児童手当との差額で見ても、所得の低い人が

高く受け取れるわけではない。所得制限を設

けるよりも「年少扶養控除をなくす」ほうが

格差の是正になる。

②所得制限額はそのときどきの政府が手当総

額を抑えるため切り下げることが出来、民主

的ではないばかりか、低所得層であつても給

付を受けられなくなる可能性が生まれる。

③所得の認定は、前年度や前々年度の世帯主

の所得について行われるため、「いままさに困

窮している人が受けられない」という状況が

ある。失業、倒産という事態ですぐに受給で

きない。

④共働き家庭の場合、所得制限はより厳しい

基準になつており、ジェンダーバイアスがある。

・新政権下の子ども手当構想

一方民主党が当初打ち出した構想では、年

少扶養控除廃止による増税と子ども手当との

の差は累進性になつており、収入の少ない家

I女性会議 清水  恵

庭が差額において最も多く給付を受け取れる

形になっている。しかし、手当額が切り下げ

られれば給付がマイナスになる家庭が続出す

るだ|ろ う。

こんどの 3党合意は、「所得制限」の再導

入が含まれているばかりか、自民党は「年少

扶養控除」の復活さえ主張しており、このま

までは、旧自公時代の多くのジェンダーバイ

アスをそのまま引きずることになる。

・本来の児童・子ども手当とするために

① 「本来の児童手当制度」は、ひとり親家庭

にも、2人親家庭にも、片稼ぎ家庭にも共稼

ぎ家庭にも支給され、子育て家庭全体の連帯

の基盤とするものである。親の所得が高低だ

けで分けると、線引きでまた新たな不公平感

が生まれ、ほころびが出る。そして女性や子

どもが、ますます分断される。

②子ども手当を「本来の児童手当制度」とし

て育てていくことは、被災地および被災地出

身者の有子家庭にも有利になる。また、他の

自治体でも、今回の所得制限案 (960万円)

では、はじかれる 1割のために他の9割も含

めて洗い直しをするという膨大な事務を自治

体に背負わせる。子ども手当のこれまでのシ

ンプルで平等な形のほうが、子どもの育ちの

助けとなる。

③ 「本来の児童手当制度」は、労働市場から

独立の所得を有子家庭に保証することによつ

て、男女、あるいは子のあるなしにかかわら

ず、子どもの扶養を理由とする賃金格差が不

要とし、「同一価値労働同一賃金」原則の実現

に向かう基盤となる。

民主党は、子ども手当の産みの親であった

はずだが、「所得制限」の意味を理解していな

い議員が多くいる。産みの親がその子ども手

当を殺してしまわないよう、子ども手当を「本

来の児童手当」に近づけていかなければならない。

-2-



表 1 3歳以_上小学校卒業前の第 1子か第 2子の場合
世帯主年収 年少扶養控除による子ども一

人当たりの税の軽減額

子ども1人当たりの

児童手当 年額

計

非課税水準 6万円 6万円

300～ 400万円台 5万 4500円 6万円 11カ「4500円
500万円台 6万 2500円 6万円 12フア2500円
600万円台 7乃「1000円 6万円 14:万 1000円
700万円台 8万 3300円 6万円 14万 3300円

うち780万円以上の非被用者家庭 8フデ3300円 な し 8万 3300円

うち780万円以上1の非被用者家庭 8万 3300円 な し 8:万 3300円

800万円台 10:万 9000円 6万円 16万 9000円
うち860万円以上の被用者家庭 10万 9000円 な し 10万 9000円

900～1000万 円台 10乃
‐
9000円 な し 10万 9000円

1200～ 1300万円台 12万円 な し 12万円
1300～ 2220万円 15アテ8000「] な し 15万 8000円

表 2 3歳未満の子および第 3子以降の子の場合
世帯主年収 年少扶養控除による子ども

一人当たりの税の軽減額

子 ども 1人 当た りの

児童手当 年額

計

非課税水準 12万円 12万円
300～400万円台 5万 4500円 12万円 17万 4500円
500万円台 6;万 2500円 12万円 18万 2500円
600万 円台 7万 1000円 12万円 19ガ■000円
700万円台 8カ「3300円 12万円 20万 3300円

うち780万円以上の非被用者家庭 8万 3300円 な し 8万 3300円

800万 円台 10万 9000円 12万円 22万 9000円
うち860万円以上の被用者家庭 10:万 9000円 な し 10万 9000円

900～ 1000万円台 10:万 9000円 な し 10万 9000円
1200～ 1300万円台 12万円 な し 12万円
1300～ 2220万円台 15万■000円 な し 15 yJ-8000円

注 控除による税負担軽減額の計算は畠中雅子・中村健二『子ども手当』(主婦の友生活シリーズ、2010年 )

他による。年少扶養控除=16歳未満の子どもを扶養する世帯主に対する所属税・住民税についての所得控除の

制度。所得限度額は2009年度当時のもの。

表3  0歳から中学校卒業までのすべての子ども
世帯主年収 年少扶養控除撤廃によ

る子ども一人当たりの

税負担増

子ども1人当たりの子ども手当

月額 1万 3千円-2万 6千円

年額

差し引きの計 (年額)

非課税水準 15万 6千円-31万 2千円 15万 6千円-31万 2千円
300～ 400万 円台 5万 4500円 15万 6千円-31万 2千円 10万 1500円-25万 7500円
500万円台 6万 2500円 15万 6千円‐31万 2千円 9万 3500円一=24万 9500円
600万円台 7万 1千円 15万 6千円-31万 2千円 8万 5000円 ‐24万 1000円
700万円台 8万 3300円 15万 6千円-31万 2千円 7万 2700円 -22万 8700円

800～1000万 円台 10万 9千円 15万 6千円-31万 2千円 4万 7000円 -20万 3000円

1200～ 1300万円台 12万円 15カ
・
6千円‐31万 2千円 3フア60001■ J―-19~4‐ 2000円

1300～ 2220万円台 15万
・
8000円 15万 6千円-31万 2千円 (一)2000円 -15万 4000円
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『青轄』百周年、第一波から第三波までの日本のフェミニズムを考える

9月 8日 、東京日仏会館で、NPO「平塚らいて うの会」会長の米田佐代子さんら日仏の「青

轄」研究者による「青轄」百周年記念シンポジウムが開かれた。シンポジウム企画者で、『青轄』

仏訳も手がけるクリスティン・ レヴィさんに、当日、ご自身が行なった報告の要旨をご寄稿い

ただいた。レヴィさんは日本の近代史・フェミニズムがご専門。中江兆民の仏訳もされている。

ボルドー大学、日仏会館研究員 クリスティン・レヴィ
フランスでは、一般に日本のフェミニズム   ノ問題については、世代間の亀裂よりも政治

はあまり知られていない。『青轄』における論   上思想上の亀裂の方が大きいであろう。その

争や女陛解放論集の一部をフランス語に翻訳 うえ性に関する問題は道徳的そして宗教的価

することを通して、フランスにも日本のフェ   値観から女性自身がフェミニス トに違和感を

ミニズムを紹介していきたいと思っている。 感 じることが多いので、逆説的ではあるが、

青轄社を日本のフェミニズム史や世界規模で   女′性に特殊な問題こそ女`性同士の統一を得る

生まれた第一派から第二波までのフェミニズ   のが難 しいのではないかとも言える。

ムとの関連で位置づけることも大事であろう。   0自 我、新しい女、フェミニズム

フランスの読者はおそらく『青轄』の論争を

読んで、今日の問題に近いものがそこに多く

あることに驚かされるであろう。
0青轄の今日性

そこで「自我」という概念 と「新しい女」

という表現を通して、当時の青轄社の社員が

何を訴えたのかを見ながら、彼女たちがどの

程度自分たちがフェミニス トであることを意

『青轄』の誕生は近代日本の女性たちの自   識していたのかを考えてみたい。フェミニズ

我の叫びと位置づけられている。その自我の   ムとの出会いは女J陛たちの個人的に体験した

意味は哲学的には複雑であるが、青轄の女性   怒りがあつてこそ可能だつたことでもあろう。

たちは「新しい女」というレッテルを貼られ   だから、『新しい女』と従順に近代に従う女性

るようになり、ごうごうたる非難を受けたが、 とは根本的に違う要素が含まれていることを

それに真向から立ち向い、「新 しい女」宣言を   意味すると思う。もちろんどちらも、近代を

するにいたった。その展開で性 とかかわりの   背景にして生まれた女ではあるが、その近代

ある問題がその後さまざまに問われ、現代ま   が当時は良妻賢母を目指す教育に傾いたこと

で続いている課題 一 堕胎論争、小説「獄   に不満と怒りを持つた女性が 「新しい女」で

中の女より男へ」が提起したまさに 1960年代   あつたことに注目したい。そ ういう意味では

のフランスでもあり得る問題、廃娼運動を巡   1960年代から 70年代のフェミニス トたちが

る売買春問題、恋愛そして『青踏』時代では   当時の社会運動がとった形に大きな不満を覚

新しく見えた恋愛結婚の意味、(現在では事実   えたのと似ているのではないだろう力■時代

婚と法律婚に繋がると思うが)、 同′性愛など、   の産物でありながら、しかもその前衛を果た

現在においても反響を呼び続けている問題で   した学生運動やベ トナム戦争反対運動の中か

あることは興味深い。そして現代の様々なフ   ら生まれたウーマン・リブはその運動を男性

ェミニズム運動の中でもかなり亀裂り多い間   が支配していることに異議を申し立てて生ま

題点がそこに集中しているのではないだろう   れたと言える。そして抑圧されている者は自

かと思われる。例えば代理出産、売春,ポル   分たち自らを組織しなればならないという重
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要なメッセージが未だに青轄の経験から響い

ている。前衛といえば当時の女性は芸術や文

学の前衛的な世界に容易に入れなかった不満

からも青轄という雑誌を作ったことも研究に

よつて明らかにされている。

・ らいてうの理想主義

その事情の中、「青轄」は良妻賢母教育に

対する具体的な抵抗ではあったが、その課題

を政治的目標としてとりあげることは,当時

の政治弾圧の状況では不可能に近かつたと言

える。結局、当時では政治問題を避け、自分

自身の申にある力を追究するという方法から、

多くの女性たちを集め、新しい展望を与えた

のだろう。この姿勢は第二派のフェミニズム

と共通する′点がある。即ち他の力、政党、組

合など既成組織に頼らず、自らの努力によつ

て、らいてうの言葉を借りれば、「自ら天啓

たらんとする」ことを目的にし、「自己一人

に限られたる特性を尊重し、他人の犯すこと

のできない各自の天職を全うせんためにひた

すらにJ努力していくことに集中し、独自の

力と組織で進もうとするのは第二派フェミニ

ズムと類似した姿勢だと言える。確力ヽこ理想

主義的な傾向がらいてうの文章には濃いが、

運動の誕生に理想が第一の推進力になるのは

当然ではないだろう力ヽ 和J害がすべての事柄

の原動力である世界への青春の反逆精神その

ものであろう。その点でも60年代の運動と

はかなり共通し、この反逆精神はまた第一波、

第二派、さらには今日生まれつつある第二波

を貫く精神であろう。

0女性が連帯することの重要さ

通常、第一波のフェミニズムとは制度的に

投票権を通しての政治参政権、高等教育への

進学、そのほか就労の権利や財産権などの法

的な権利の獲得にかかわる闘争のことを指す。

しかし第一波の要求が世界規模で充足される

には一世紀以上もかかり、その要求が第一波

のものと位置づけられたのは女性自身による

組織化と運動が始まつた日寺期のことであり、

成果をあげる力を持つた活躍を示したからだ

といえるであろう。つまり第一波、第二波、

第二波、というのは女性 自身の自らの運動が

組織化された時期をさづLその内容や、要求

の特殊性よりも、その自己組織化が国際的 レ

ベルに達し、活躍の頂点が見られる時期のこ

とを指すのではないだろう力、 波のイメー

ジは「返し波」をも′思い浮かべさせる。フェ

ミニズムにはバックラッシュという返し波が

つきもののようである。第二波のフェミニズ

ムが生まれた頃、当事者の誰が第一波のフェ

ミニズムをおぼえていたであろうれ

様々な運動のうち私がここで強調したいこ

とはフェミニス トとして力がつくれ″ることに

繋がる重要な要素がおそらく女性間の連帯で

あることである。女性́としての連帯、統一の

問題はいまだに解決されていない。その連帯

は女性自身のアクティヴィティなしでは、空

7同化し、権利や社会解放を勝ち取る力は得 ら

れない。女性の貧困化がグローバル化のプロ

セスによって悪化 し、また貧困女性を国際市

場に巻き込むためにマイクロクレジットが道

具化されたりl,セ
ックスワーカーやケアーな

どが世界の労働市場を北と南の国々,そ して

その国々の申の女性たちを分極化している時

代にはまさに複雑ではあるが重要な課題にな

つている。

|バングラデッシュの女性の自立を支援するされ

たグラミン銀行のマイクロクレジットについて、

ファケは「金利が 20/0で、一般銀行より高く、伝統

的なインフォーマルな通貨流通を支配するゼロ金

利に比べて極めて高く設定されている。 (・ ・・ )

この種の融資は、女′性の力に依存している伝統的

な経済システムという巨大な「秘宝」を市場に呼

び込むことを主たる目的としているからだ」と言

う。Calqllet,2008:pe1 19

-5-



あいつく
゛
性暴力事件判決からみえてくるもの

～京教大事件京都地裁判決・千葉強かん事件最高裁判決～

ウィメンズカウンセリング京都  周藤由美子
この 7月 、性暴力の問題に関心のある誰

にとつても非常に衝撃的な判決が相次いで

出された。ひとつは、7月 15日 に京都地裁

が、2009年に『集団準強かん」事件に関連

して京都教育大学の男子学生たちが受けた

無期停学処分の無効と慰謝料の支払いを大

学に命 じた判決 (以下、京教大判決)。 京教

大はすでに控訴の手続きをとつている。そ

して、もうひとつ|ま 20106年 に千葉で起き

た強かん事件について、7月 25日 に最高裁

が、地裁・高裁での有罪判決を覆 して逆転

無罪の決定を下した判決 (以下、千葉強か

ん事件最高裁判決)である。ふたつの判決

の問題点とその影響について考えたい。(京

教大判決についてはやl決文は直接手に入ら

ないので、新聞報道や関連の記事に基づい

てまとめている)

・教育機関におけるハラスメント対策を後

退させる危険性

京教大の「集団準強かん」事件は、2009

年に卒業生追い出しコンパ終了後、居酒屋

の店内で一人の女子学生が酒に酔った状態

で集団で性暴力を受けたというもの。男子

学生たちは逮捕されたものの示談が成立し、

その後不起訴処分になっている。報道によ

ると、京教大半り決では、「当初から男子学生

を隔離 し、女子学生の修学を支援する立場

を固めていた」として、大学の対応を問題

視している。両者の言い分をきちんと確認

した上で、被害者が安心して修学できるよ

うな対応をするのは、被害者保護の基本原

則であると思われる。判決によつて、その

基本原則自体を否定されたように受け取ら

れることが心配され′る。

判決が報道されてすぐに、有志によつて

「京都教育大学集団準強姦容疑事件に関し

ての京都地裁判決に対する緊急声明Jが作

成された。この声明文は、WAN(ウ ィメ

ンズ・アクション・ネットワーク)サイ ト

上で公開され、賛同者は 20日 間で 1,064

人にのぼった。8月 7日 には、キャンパス・

セクシュアル・ハラスメント全国ネットワ

ーク関西ブロック主催による緊急学習会が

開催され、参加者一同によつて声明文が採

択された (全文がWANサ イ ト上で公開さ

れている)。 他にも様々な団体が判決に対し

て抗議の声明を発表している。

わずかな期間にこれだけの抗議の動きが

起こつたのは、京都地裁が、性的行為につ

いて女子学生の「明確な同意」があったと

いう踏み込んだ事実認定をしている′点があ

つたと思われる。本来、この裁判は大学に

よる処分をめぐって争われていたはずで、

裁判で改めて集団準強かんの事実認定が行

われる必要があつたのだろうか。そして、

それは後に述べる一連の性暴力事件に関わ

る最高裁無罪判決からつながる「被害者を

裁くJ性暴力裁判の流れと無縁ではないの

ではないかと私には思われてならない。

0最高裁痴漢無罪判決から千葉強かん事件

最高裁判決へ

2006年 の千葉強かん事件は、路上で加害

者から声をかけられた被害者が「ついてこ

ないと殺すぞ」と脅され被害にあつたとい

うものだ。最高裁は、周囲に通行人もいて、

交番も近くにあつたのだから、助けを求め

ればよかつたとか、被害の最中にわずかの

抵抗をすれば被害にあわずにすんだのでは

-6-



ないかなど、被害者の行動が 「経験則に照

らして不合理である」から被害者の供述を

全面的に信用することはできないとして無

罪判決を下している。

性暴力事件で最高裁が無罪判決を下した

のは、今回が初めてではない。最高裁は、

2009年 4月 14日 にも、満員電車で女子高

生が大学教員から痴漢を受けたと訴えた事

件に関 して同様に無罪判決を下しているの

だ。今回の判決文の中でもこの痴漢無罪判

決の判決文が2か所にわたって引用されて

お り、これらの判決は一連の流れの中で出

されたものといえる。痴漢無罪判決におい

ても、無罪の根拠 とされたのは、「被害者が

(痴漢に遭っているときに)積極的な回避

行動をとつていない」「そのことと ∽口害者

のネクタイをつかんで駅員に突き出した)

糾弾行為がそぐわない」「一旦下車したのに

車両を変えることなく被告人のそばに乗車

したのは不自然」などという被害者の行動

が 「経験貝J」 によつて不自然 と判断された

ことにある。満員電車で痴漢にあうという

体験について全く理解 していない裁判官が

想定する「経験則」によって被害者の証言

が信用できないとされて しまったのだ。

この痴漢無罪判決の lヶ 月後の 2009年

5月 には裁判員裁判が始まっている。この

半J決は、その前に、いわば “けん制"と し

て出された判決ではなかったのか、という

分析もされている。 ところが実際に裁判員

裁判が始まつてみると、性暴力犯罪に関し

ては重罰化の傾向が指摘 される結果になっ

た。「被害者の証言を聞いて被害の深刻さが

わかると、これまで性犯罪は刑が軽すぎた

のではないか」とい うのが大方の「市民感

情」だつたのである。

そんな中で出された今回の千葉強かん事

件最高裁判決は、そ ういつた 「市民感情に

よる判決」対して、一種の “警告"を発 し

ようとしているのではないか。実際、判決

では、「被害者の供述であるというだけで信

用できるとい う先入観を持つたり」するこ

とが、判断を誤るおそれにつながる、とい

う指摘も行われている。

0裁判官の「経験則」ではなく、被害者の

「経験則」を !

それでは、被害者の供述が信用できるか

どうかを判断する基準 とされる「経験則」

とは一体何なのだろ うか ? 性暴力裁半Jに

おいて、 「本当に嫌だったら声を挙げて助

けを求めるはず」 「被害者だつたら死ぬほ

ど抵抗するはず」 とい う「常識」に沿つた

「経験則」によつて長 く裁かれてきた歴史

があった。しかし、20年 くらい前の性暴力

裁半Jか ら、様々な被害者研究の成果や専門

家の意見書や証言などによって、 「突然攻

撃を受けた被害者は恐1布のあまリパニ ック

になつて抵抗できない場合が少なくない」

などの被害実態に即 した 「経験則」によつ

て判断された判決が出されるようになって

きたのである。 こうして多くの被害者や支

援者が一つ一つの判例を積み重ねて勝ち取

ってきた成果を、この千葉強かん事件最高

裁半J決は一瞬にして無に帰 してしまったと

もいえるのだ。

上級審である最高裁によつて、性暴力裁

判における事実認定のルールを被害者に厳

しく設定されて しまつた影響は計 り知れな

い。職業裁判官による刑事裁判の地裁・高

裁における審理だけではなく、裁判員裁判、

そして民事裁判においても、客観的な証拠

がなく被害者の証言だけでは、性暴力があ

ったと事実認定されなくなってしまうので

はないかとい う恐れがあるのだ。

2009年の最高裁痴漢無罪判決によって、

すでにその影響は表れていると思われる。

この 2～ 3月 に神戸、大 (lo頁右段上に続く)
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東日本人震災後の障害者の動き

東日本大震災女性支援ネットワーク+α 瀬山紀子

り1架化しながら続いているというのが実情だ。

それは例えば、避難所に避難しても、車いす

で使えるトイレや居場所も十分にはない状況

を出ざるを得ない、また、音声情報

が優先で文字情報がなく必要な情報を得るこ

とができない、ヘノ″ ―ヾの確保が困難になり

生活ができない、停電によつて人工呼吸器が

停まり命の危険が生じた、といつた様々な状

況としてあらわれた。また、なカゴこは、一人

暮らしをしている障害者で、ヘルパーがおら

ず、逃げられずに亡くなつた人や、施設や病

院で被害にあい援助の手が足りずに取り残さ

れた人なども数多く存在している。今回の災

害で新たに登場したともいえる福祉避難所に

ついても、それが既存の施設を利用した障害

者の施設への囲い込みにつながつているので

はないか、という疑問も提出されている。

被災障害者の実態の一部については、福島

県南相馬市の障害者を対象に、JDF被災地障

害者センターふくしまが行つた調査報告「障

害者が安心して暮らし0働ける南相馬市をめ

ざして～緊急避難時における要援護者調査か

ら～報告書」に詳しい。また、震災後の被災

障害者についての新聞記事もネット上に蓄積

されている              。

・ 日常的な生活困難

現在、国は、国連の障害者権利条約の批准

に向けた国内法整備を進めるため、内閣府に

障がい者制度改革推進室を設け、障害当事者

が過半数を占める会議での話し合いを進めて

いる。この会議体でも、5月 の段階で、被災

障害者の課題が議題になり、話し合いが行わ

れた。現在は、新設される (10頁右段下に続く)

東日本大震災後、災害時要援護者と言われ

る障害がある人たちはどのような状況に置か

れ、どのような支援活動が行われたのか、半

年を経た現在までに私が把握 したことの一部

をお伝えしたい。

0震災直後の障害者運動の動き

震災後、障害をもつ当事者による被災地ヘ

の支援活動の動きはとても速かつた。動きの

母体を作ったのは複数の障害者団体だつたが、

なかでも、阪神淡路大震災をきつかけに立ち

上がり、ふだんからの非常事態に備えようと

資金づくりの活動を続けていた「ゆめ風基金」

の存在は大きかったといえるだろう。障害者

団体は、震災後まもなくに東北関東大震災障

害者救援本部を立ち_Lげ、その後、被災地の

障害者自立生活センター (障害がある当事者

が運営する障害者の自立生活支援のための事

業所)な どを拠点に、被災地障害者センター

を岩手県・宮城県・福島県につくり、被災地

での緊急物資の提供や被災障害者の状況調査

等の支援を行つている。また、私自身も関わ

つている DPI女出障害者ネットワークは、3

月 14日 には障害女性の困難を踏まえた被災

障害者についての支援ガイ ドライン「贈 定

版]障害がある被災者について知っておいて

もらいたいことJを公開し、現在は「避難所

などでの障害がある人への基礎的な対応」と

いうリーフレットに作り替え普及を図つてい

る。

・被災障害者の困難

とはいえ、被災した障害者の人たちの状況

は困難を極め、現在もその状況が一部ではよ
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保守勢力の台頭で後退する欧州の女性の権利

(2011。 9。 20付けルモン ド電子版掲載記事より)

フランス家族計画協会事務局長 マリ=ピユール・マタレティネ

同執行委員会委員   クリスティーヌ・モジェ

この数ヶ月、欧り11のいくつかの国々で、セ

クシュアル・ライツ、とくに中絶権を見直そ

うとする動きが目立つ。世界的経済危機 と歳

出削減による財政緊縮の必要性が、欧州の超

保守勢力の主張を正当化 し、女性の権利を見

直すことを許すための口実となつている。

しかし経済的側面も含めた地球上の人々の

生活の改善は、女子の教育の保障、家族計画、

確実な避妊および中絶へのアクセスを通 して、

実現することは、すべての国際機関が認めて

いる。

◇ □ ◇

半年毎に代わるШ の議長国はこの 7月 ハン

ガリーからポーランドにバ トンタッチされた。

8月 31日 、Ш議長国をつとめるポーランド

の下院が中絶を完全に禁止する法案を審議 し

た。プロライフ派が_上程したこの法案は、超

保守派と政権党のリベラル右派の多くから支

持されていたが、僅差で否決された。

さらに中絶可能期間を12週までとし、社

会保障による払い戻しを規定した左派女性議

員から出された法案も否決された。ところが

ポーランドは、欧州人権裁半J所から今年5月

に、申絶法制に対し条件の厳しすぎることに

疑義を示す判決を受けたばかりだった。

またスイスは、8月 30日 、反中絶グルー

プによる発議を受理 しうると判断した。それ

によれば、妊娠中絶と受精卵の削減が、ごく

まれな例外を除いて、基礎健康保険の対象か

ら外される。スイスはおそらくこれを採択す

るだろう。

ロシア国会に、ロシア正教会の積極的な働

きかけで、歳出削減を回実に、2011年 9月 に

中絶手術を受ける女性によるその費用の負担、

及び胎児を人間と認めることに関する法案が

上程された。この法案はおそらく採決される

だろう。そこでは、中絶するにあた り、既婚

女性は夫の書面による許可が必要なこと、中

絶を問題視する資料を読むこと等のいくつも

の制約が規定されている。

ハンガリーは、Ш 議長国を務めていた今年

5月 に、欧州社会連帯計画基金の援助で、大々

的な反中絶キャンペーンを展開した。ハンガ

リーは4月 に新憲法を採択しているが、その

第 2条では、胎児の生命は受精した時点から

守ることが約束されている。

スペイン野党も、 11月 の選挙で政権に復

帰したら、この春に施行された中絶法を見直

す考えを示 した。

◇ □ ◇

こうした動勢は、アメリカでとりわけ支持

されている考え方が世界中に広まったことに

よる影響なのだろうか。実際アメリカでは中

絶権を攻撃 しようとする動きが多発している。

20H年の最初の半年間に、アメリカの州議会

で、中絶の条件を厳 しくする80を越える法律

が採択された。2010年 11月 のi_2挙結果 (訳注 :

与党民主党が歴史的大敗を喫した下院選挙)か ら

来るのか、共和党支持派や保守の Fテ ィーパ

ーティ」による来年の大統領選の先取 りなの

か。世界的な道徳的秩序の再帰なのか。

経済的制約を口実にした、この道徳的秩序
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の再帰のデマゴギー的な禾ll用 は、その最大の

被害者は人口の半分を占める女性たちであり、

私たちを杞憂させるだけである。こうして女

性たちの市民的、社会的、経済的諸権利の見

直しを政治的に正当化する道が敷かれるのだ。

この危険を市民が一団となって自覚するこ

とだけがが、今起きているこの「後退」を押

しとどめることができる。男女平等を獲得し

なければならない国が世界にはあまりにも多

く存在するというのに、21世紀に、男女平等

がこのように後退するなどということは、考

えられないことである。

◇ □ ◇

フランスが ELl議長国であつた2008年 9月 、

議長国の枠組みを利用して、フランス家族計

画協会が、「中絶権 欧州の女性たちにとつて

何が課題なのか」をテーマにシンポジウムを

開催 した。そしてシンポジウムでは、参加 17

カ国の満場一致で、「身体の自己決定権は女性

がより公正で民主的な平等社会で生きること

を可能にする基盤である」 ことをあらためて

確認した最終宣言を採択 した。この宣言は進

歩主義的な市民勢力に対し連帯と警戒をよび

かけ、さらに欧州の自由で平等な男女の連帯

を構築するために、私たちの違いを尊重しな

がら、意志を一つにしたネットワークの創設

を呼びかけていた。

この宣言を喫緊に実行に移すべきである。

というのも、女性の権利の後退が危ぶまれる

こうした国々で身体の自己決定権や中絶法制

改善のために闘う女性たち、男性たちを支援

し、擁護しなければならないからである。子

どもを望む女性がいつ産むかを決める権利を

女性の基本的権利lと して認めることは保健行

政の争点でもある。まさに欧州の民主主義が

問われている。

(要約 :石田久仁子)

(7頁からの続き)阪、浜松で相次いで強姦無罪

判決が出されたのがその実例である。そして、

京教大もそのひとつとして位置づけられるの

ではない力ヽ

抗議の動きとしては、アジア女性資料セン

ターの呼びかけで「千葉強かん事件最高裁判

決に抗議する:ジェンダー偏見に満ちた最高

裁の『経験則』こそ見直しを」という抗議文

に多くの団体が賛同して、最高裁長官、法務

省、内閣府男女共同参画局に送付されている。

性暴力禁止法をつくろうネットワークでも最

高裁に要望を行う予定になつている。

判決の衝撃は大きいが、私たちはあきらめ

ることなく、裁判所に対して、改めて裁判官

による「経験則」ではなく、被害者にとうて

の「経験則」によつて、事実認定するように

訴えていかなければならないだろう。そして、

こういった “被害者を裁く"裁判を許してい

る現行の性暴力をめぐる法制度を根本的に変

革していく運動を更に推し進めていく必要がある。

(8頁からの続き)予定の総合福祉法の骨子提言

がだされ、これからさらに法律制定に向けた

検討が進んでいく段階だ。

震災を経てあらためて明らかになったのは、

災害以前からの障害者の生活基盤の脆弱性や

支援制度の不在という課題だ。大きな制度改

革が進んでいる今だからこそ、障害女性の課

題 も含め、これまでの課題を乗り越えていく

制度改定が求められている。女性運動に関わ

る女性たちにも是非関心を寄せてもらいたい。

<参考資料>
「障害者が安心して暮らし。働ける南相馬市をめ

ざして～緊急避難時における要援護者調査から～

報 告 書 」 2011年 8月 29日

s重虹 皿

「リーフレット あなたの避難所にこんな方力れヽ

たら」L盤夏と璽望L∠登≦
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<震災支援金ご報告>

会員の皆さまよりお寄せいただきました暖支かいお気持ちの支援金は 57万円に達しました。被

災地におられる (あ るいは被災地近くの)会員の方を通して支援金のお送り先を検討していました

が、すでにお知らせしましたように、そのうち 30万円を、女性と子どもの支援活動に取りくんで

おられる「みやぎジョネット」(宮城県)にお送りしました。

また 13万円を大船渡市 (岩手県)の学童保育所で唯一津波で流された「にこにこ浜っ子クラブ」

にお送りしました。子どもたちの外遊びの遊具や、被災後来られなくなつた子どもたちを訪ねる際

の本などに使われることも含め、子ど1)お子さんたちに役立てていただきます。郡山への 13万円

の寄金も、具体的な行先はもうすぐ決まる予定です。残金は若干の事務費と、今後支援先の方たち

から報告をいただくこともあると思いますので、継続的支援をして行こうと思われる方のために口

座 (ゆ うちょ銀行)は閉鎖せずに置いておき、次につなげる資金にしたいと思います。これらの諸

連絡とご検討等には、北京脚Cイ山台(主 として樋口典子さんや事務局)、 稲元周子さん、寺崎敏子さ

ん、藤原千沙さんに大変ご尽力いただきました。ありがとうございました。

「みやぎジョネットJからは以下のようなお便り届いています。お許しを得て掲載します。

ゆのまえ知子 (北京JAC事務局長)

御   礼

このたびの場 心より御礼を申し__Lげます。ありがとうございました。

私どもにとりまして、大変貴重な支援金です。女性や子どものために有効に、且つ独自性を発揮して使わせて

いただきたいと考えておりま丸

いまこちらでは、殆どの方が仮設住宅へ移られています。しかし、自宅避難されていた方は仮設に移ること

なくそのままご自宅にいらっしゃいます。

幾つ力つ町を行き来しておりますと、町の違いなども感じられるようになりました。

同じ被害を受けても、心鬼にして―刊面 乱に前を見る方、手元を見る方、声高に発信する方、狭い共同体の申

で悶々とした日々を送られている方… 様々です。

先日、心配された保健師さんからご連絡が入り、南三陸町にお住まいの女性と話す機会がありました。

今まで井戸水を使ってきたお宅です。床下浸水でした。夫と痴果症の父親との 3人暮らしです。津波被害で

井戸水が使用禁止になってしまいました。大腸菌他が検出された為です。生活用水を運び込む過酷な毎日に、

彼女は声が出なくなってしまいました。それでも仮設住宅に入らないのは、父親の様態が進み更なる気兼ねが

あること、津波で家を流された近所の方々が仮設になかなか入れないことから入居を断念したそうです。

早速全国に、対策のご提案を呼び掛けました。幾つかの団体からお返事を頂き、少しずつ解決に向かうこと

ができるかと思っているところです。この女性は私に話したのがはじめてだと言い、まだ整理がつかずにいる

と言いました。

世に問いたい問題は、こういうところにあると思いました。

個人的な意見です力ヽ 「津波 0季節 0劇麟難Lの影響はとても大きいと思います。皆さんの想いを何いながら進

め、いつか「生きていてよかった」と思われる日が来ますように活動を続ける所存です。多くの皆様の温かい

まなざしでながく包んでいていただきたいと願っておりますLありがとうございました。

草野祐子 (みやぎジョネット事務局長)lwwπmva爺‐
lonetoblo緊珀otocom)
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<NWECフ ォーラム10月 21日 ～23日 >
北京JACコ ーカス・ジェンダー予算研究会のワマク・ショップのお知らせ

● 10月 22日 (土)15:00～ 17:00
●ワーク・ ショップ No。 26講座

●テーマ

「生活上の困難に直面する女性・男性への子育て支援策

―茅ヶ崎市の事例を手がかりにJ

●事例発表 中嶋公子 30分
「 茅ヶ崎市の子育て支援策を市民が点検 !

―ジェンダー平等、子どもの権利、ジェンダー予算の視点から―J

●コメント

久場嬉子「労働 と生活を関わらせて」

村松安子「市民のジェンダー予算アプローチ」
矢澤澄子「子育て支援策の現状と課題か ら」

清水澄子「保育制度の動きと問題点」

まだ申込を受けつています。ぜひ、ご参加下さい。

申込締め切 り :10月 10日 (日帰 りのみ受付)、 当日受付有 り
NWECの ホームベージ U R L http://wwonWecjp/
TEL:0493‐ 62‐6724,6725

<9月 世話人会 >
9月 13日 午後 6時半より北京JAC事務所で開

催。定例会についての感想を述べ合つた後、

マンスリー 10月 号の内容を検討。ついで間

近に迫つた全国研修セ ミナーin静岡の準備状

況を静岡に出張した船橋共同代表が報告。 9

月末にはゆのまえ事務局長が静岡での最終的

な打ち合わせの会合に参加することが報告さ

れた。

次号マンスリーは静岡セ ミナーを特集する。・.

また静岡セ ミナーの成果・提言を踏まえて、

10月 中に政府および民主党に向けてロビイン

グを予定。

<10月 世話人会 >
10月 11日 (火)午後 6時半より、北京 JAC

事務所で開催。

<編集後記>

今号がお手元に届 く頃は、ちょうど静岡セ ミナ

ーの開催中。混沌が地球全体を覆いつくしている

観がありますが、セ ミナーではとにかく男女平等

を進める力を身につけたいですね。 (石 田久仁子 )
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