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橋 本 6大 改 革 の 最 優 先 課 題 |ま男 女 共 同 参 画

6月 16日、総理大臣官邸で新しい男女共同

参画審議会の第1国会合が開催され、―
相からは挨拶につづいて2つの高間がおこな

われた.首相0挨拶は、橋本政権か徹童とり

くんでいる「 6大醐 との関連で男女共同

参画を位置づけるものだった

首相によtlf、 橋本6大改革がめざす「社

会の姿を男女という観点からとらえたものこ

そ、男女共同参画社会に他なりません.この

ような社会の実現は、……まさに時代の要請

であり、我が国の将来を決定する大きな腱と

なるものでございます。その意味で、男女共

同参画の形成は、いわば社会改革とでもいう

べきものであり、社会のあらゆる分野におけ

る「 変革と創造Jの大きな柱となるものと私

は信じておりますJ。 つづいて、男女共同参

画社会の実現を促進するための基本的事項

(第 1号)と、売買春その他の女性にたいす

る暴力への

―

    (第 2号)とが、議闘

されれ

たしかに 6大改革にかかわる
―

には、

ジェンダーに強くかかわる点が多く含まれる.

たとえば、所得税のE― の見直し (経

済審議会の構造改革報告)、 年金では、少子

帥 として育児距 -01闘 亀 専業

主婦からの保験潤徴叡1厚生年金の民営化等

の検討 (年金当局の方針であり、5月 27日 か

らの年金審議会でも議論)、 なれ ただし、

男女共同参画を促進する提案が多いとはいえ、

逆行しかねないものも見られる。さらに行革

大沢真理 (東京大学 )

会議では、首相のリーダーシップの発揮およ

びその補佐体制の強化が柱の一つとされ、内

閣の
― fLや総理府の総合調整機能・ 管理

機能p見直しなどが急激なビッチで論議され

ている (8月中に素案を作る予D。
ところで、本部長・ 首相、副本部長・ 官房

長官、本部員・ 全閣僚により男女共同参画推

進本部を組織し、総理大臣官房に男女共同参

画室を設置した日本の体制 くいわゆる「国内

本印 )は、アジア・ 太平洋諸国の男女

平等政策のなかで最も包話的で統合された組

織構造をもつと、国連機関から高く評価され

ている。私も昨年総理府の委託調査に参加し

て、日本の本部機溝の形と位置は理想的だが、

諸外国にくらべて弱体であり、とくに政府内

の中心的な担当機関 (現状では男女共同参画

室)の予算 0要員・権限が決定的に足りない

と痛感した。

首相の補佐体制の強化を一つの柱とする今

回の行革で、男女共同参画を推進する国内本

― も=段と拡充されることが期待される。

男女共同参画が6大改革の「鍵」であるとい

う橋本首相の言葉が「挨拶」に終わってはな

るまい.諸分野の改革を男女共同参画の観点

から効果的に総合調整できるよう、男女共同

参画室を発展させた組織を首相直属の機関と

して設置し、各省庁の担当部署を充実して緊

密にネットワークさせること力く、なんとして

も必要である.それは行革だけの課題ではな

く、6大改革すべての成否を握るのだから。
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男女共同参画審議会が公開に 1:
往復はがきで謗聴の申し込みをは う

糧京 ″σの共通テーマ0「国内本轟 構″ 御 列醐閣 編=着議会のオ

分な情報公″が実男 `

北京 JACは、95年 9月 の発足以来、北京 JAC共通テーマ①「目内本部機構の強化Jを

掲げています.その短期目標として、総理府男女共同参■審議会の■事録の公開と傍聴

を要求してきまりL
旧審菫会では、臓事録は公目になったものの、傍聴については、「審籠会委員のコンセン

サスが得られないJ「椰■が狭いJという理由で、断られてきました.それでもめげず、北京

JACとしては、総理府講堂における NGOとの会合があるたびに、繰り返し発言し、傍聴を

要求してきましJL
新春饉会設置が決まつてからは、すぐに文書でも傍聴の要請をしました。今回の公開は、

こうした北京 JACの粘り強い、経続的なロピイングの成果で協 ります.以下のような方法

で、傍聴の中し込みができます。50人を超えた場合は、拍遇となりますが、第2回会合(7

月18日 )にご都合のつく方は、ふるつて申し込みをしま1囲0.(羽後)

第 2回勇女共同参画審議会の固性について (お知らせ)

《お問い合わせ先》

標記会合が下記のとおり開催されます. 総理府男女共同参西室

企画担当 野村・度瀬

H 3581‐ 1812(直通 )

日時 :平成 9年 7月 18日 (金)13時～15時

場所 :総理府講堂 (千代田区永田町 1-6-1)
議題 (予定):

(1)「男女共同参画ビジヨンJ、 「男女共同参画 2000年 プラン」、「売春

対策の現況J等について (事務局説明)

(21諸外国のナショナルマシーナリーについて く大澤委員からヒアリンの

(31そ の他

会合は公開で行われます.傍聴を御希望の方は、往復葉書に「第2回男女共

同参画審議会の傍聴希望Jと 記入し、住所.氏名 (団体等に所属している場合

は団体名を併記)、 連絡先電話番号を明記の上、7月 8日 {火 )必着により、

〒 100 千代田区永田町 1-6-1
総理府男女共同参西室 企画担当

までお申し込みください.

申し込みの性復葉書は返信業書を倍聴券といたしますので、返営業書の宛先
に傍臨通知の返送希望先を必ず御記入ください。応募は傍聴希望者 1人につき
1通 といたします (同一人による複数の応募は 1通のみ有効).傍聴希望者が

傍聰可能人員 (50人程度を予定)を .L回 つた場合には、拍遇とさせていただ

きますので御了承ください。

なお、傍聴の可否を記した返信葉書は、7月 10日 (本 )ま でに投函する予

定となつております.
…  2～  一――‐――,一―――



均 等 法
`ま

、 こ れ か ら の 2年 が 二大:切
高木澄子 (変えよう均等法ネットワーク)

6月 H日改正均等法は、国会で成立した。

5月の連体明けから衆議院で審議が始まり、

成立まで 1カ月。衆議院と参議院の本会議と

労働委員会の傍聴席は、全国からの女性たち

で埋まった.席の数をはるかに上回る傍聴者

のため、脚分、 1時間と交代でしか傍聴する

ことは出来なかった.

傍聴席から下の本会議場を見ていると、質

疑をそちのけで私語をしている議員たちがよ

く見え、真面目にやってよねと言いたくなっ

た。委員会では満員の傍聴席に対し、空席の
ノlあ

る労働委員の席に、大切な時に何してる
の? と思った。

一方、私たちの仲間といえる女性議員の人

たちは、懸命に頑張って下さっていた。そし

て成立当日超党派の衆参の女性議員42名 から、

緊急アピールが出たと知った時はうれしかっ

た。アピールの内容は「性差別の解消及び労

基法の女子保護規定の解踊に伴い、より質の

高い男女共通の基準の確立が必要Jと いう趣

旨である。

* * *

成立した均等法は、努力規定が禁止規定に

なり、是正命令に応じない企業名の公表、セ

クシャルハラスメントの防止義務、調停は一

ずン方の申し出で開始、ポジティプアクションの

導入など、一定程度改正された。しかし、実

質的な差別を生じさせている間厳差別にはふ
れられないなど、不十分な点も多い。

°

大きな問題は、          の解

消である。女性のみでなく男女共通に労働条

件を向上させるという方針は、世界の基本的

な流れではある。しかし先進諸外国に比し、

年間総労働時間がはるかに長い日本。より質
の高い男女共通の労働条件のため、労基法を

どう改正させていくのか、今後の課題は大き
い 。

均等法には衆議院で12項目、参議院で14項

目の附帯決議が付された。そこには「性差別

禁止法を目指す。年間総実労働18∞時関の早

期連成崚女性労働者に新たに深夜業をさせる

場合の労使間で十分な協議。ポジティプ・ァ

クションの促進のための対策強化」などが盛

られている。

法律の施行は、母性保護部分を除きЮ

"年4月。それまでにガイドラインが見直され、

セクシュアルハラスメントのガイドラインの

指針も作成される。また労働基準中央審議会

(中基審)で、労基法の労働時間規制などの

見直しが検討されており、7月 中には中間報

告が出される予定だ。      ‐

* * *

2年後の施行に向け、ガイドラインや労基

法改正とセットの男女共通の質の高い規定な

ど、より絲 容を開い取っていかなければな

らない。それは附帯決議を、実行させていく

ことでもある。

さらにパート法の改正案は、秋の臨時国会

か、次期の通常国会に上程されるという。均

等法のもとで、パートなど非
―

の女性

労働者は増え続けている。パート法は均等法

のガイ ドラインの内容や労基法と運動してお

り、この法案への取り組みも大切だ。

均等法は成立したが、実質的な内容をより

よいものにしていく運動を、この2年弱の間

にしっかり展開しなければならない。今後も

組織を継統させることになった「変えよう均

等法ネットワーク」では、さっそく中基審に

より質の高い男女共通の労働条件を求める要

請文を送る。また男女共同参画室や、均等法

改正の時のように、労基法改正についても広

く労働者、国民から意見を聞くようファック

スの開設を求めていく。これからもぜひ全国

的に、共に取り組んでいきたいですね。  ・

-3-



フ ラ ン ス 女 体 と ,日法

今回は、上野芳久さん (湘南工大)を講師
に、フランスにおける対女性暴力犯罪――r7
ランス刑法はどのように改正されたか」を
学んだ。
刑法がどのように改正されたのか、まずフ

ランス史に沿って、フランス女性の地位がい
かに変化してきたかを知る。
1946年、憲法前文に「あらゆる領域に

撻  陶謹踏群
)し、具体的に女性が権

利を得ていくのは、70年代以降となる。
1804年、いわゆるナポレオン法典では

―
を全面的に法的無能力者と紀 1

810年には姦通罪ができている (女性は懲
役刑、男性は罰金).しかし、その後183
2年には、制約的だが、強かんを犯罪として

漂察正ビ鳥L∫塁畿晨慧穏L畜惜?管警菅軍

;『麗鶏泉轟慧彗L宅 
通7奮裳嵐亮]｀LL

いる。
1968年、 5月革命以後、女性の保護、

権利を保障する法がつ
75年に中絶を認め

81年に、女性の権利
別を理由に採用拒否、1

となったのは19851
改正された刑法は、1992年に成立され

た。その大きな特徴は、子どもや高齢者など

暮習嘉t定嬌著}翼は豊:忘ЪFど
も
―・高齢

セクシュアノレ ラヽスメントが刑法に入って
いるのはフランス以外に、アメリカの幾つか
の州法にしかない.

アメリカの影響が強く、細分化して規定さ
れている.

牧Ш員山美

1980年 に、性犯罪に関する改正が行わ
れ、強かんとは「暴力、強制、不意打ちに
より姦淫する行為」と、強かんの定義が広げ
ら払 かつ明確化した。
新刑法は、一章から七章まで。三章の「人

の身体的 0精神的完全性に対する侵害」の第
ヨ珈こ躍田撼暉[Jが設けられ、強かん、そ
の他の性的攻撃、性的嫌がらせなどの項目に
分けられている。性犯罪は段階的に、妊r ｀

少年に対する犯罪は重くなる。

に   g嚢 楚憲習盲f侵竜
ルギーで少女二人の死

体が発見されたという、連続少女殺人事件を
きっかけに、幼女虐待への対策強化の声が高
まった。今年、新しい刑法の政府案、「少年
に対する性犯罪および人の尊厳の侵害犯罪の
防止と処罰の強化をする法律Jが国民議会に
提出された (審議中)。
立法化の趣旨は、特に未成年者に対する性

犯罪の増加、新刑法は、旧法より厳罰化され
たが、再犯の防止には不十分であること、再
犯の多くは、刑執行後も再犯を重ねるため、
長期間拘束し、治療できる刑罰になど。
インターネット等を使った売春斡旋等の禁

止、ポルノの作成・販売禁止などが盛られて
いる.ま た、医学社会的調査の刑を新設。′
医学鑑定人により、治療対象の疑いがある

とされた場合のみと限定しているが、上野さ
んは、「こういう形で決めつけていぃのか」
と。

-4-



男女共同参画2000年プラン

Ⅲ-7 E女 °P_tlこ 対 す る あ ら ‐ る 暴 力 くわ 根 絶 コ

を 読 ん で

ゆのまえ知子

男女共同参画2000年 プラン中、表記項目は 12ページと最も多くページがさかれて

おり、力の入ったものであることが文面からもうかがわれる。これまで国内行動計画に全

くといっていいほど取り上げられてこなかった問題について、国際的動向におされてとは

いえ、このように漁市した項目で国の取り組むべき課題になったことは、歓迎すべきこと

である。プランを読んでの感想、意見の主な点について記しておきたい。

まず前文において、「女性に対する暴力撤廃宣言」や「行動綱領」にあるように、女性

に対する暴力が、公私を問わず、性別にもとづくものであり、女性や社会に深刻な影響を

及ぼすものであること、「予防活動から事後的救済まで現行の関連制度を総合的に検討しJ

と述べていること、「児童Jに対する暴力への積極的取組、NGO活動の役割を認め、連

携をはかること、などに言及していることは評価できる。また本文において、暴力を受け

た女性への援助について、かなりな点まで
`、

れられていること、調査研究を行うこと、関

連諸機関の連携強化と、「総合的に検討するための体制の整備を図る」と述べていること

も評価したい。

「宣言」や「行動綱領」は、女性に対する暴力についてもう一つ重要なことを言ってい

る。それは「男女間の歴史的に不平等な力関係の現れであり、女性を男性に比べ従属的な

地位に追い込んでいる重大な社会的仕組みの一つであるJということであり、ジェンダー

視点からの社会の仕組み自体を変える根本的対策を提唱している。

プランはこの点について全く触れていない。この事は、その対策が、法の厳正な運用、

相談体制の充実強化、関係職員の研修・訓練、広報・啓発、調査・研究と個々には言及さ

れていても、司法、警察、医療、教育、メディアなどがどう連携 しながら女性に対する暴

力を防止し、被害にあった女性をどのように支援するのか、という「社会の仕組み」に触

れた総合的な視点がプラン自体に見受けられないということに影響を及ぼしている。

たとえば広報・啓発は従来の “防犯対策"の域を出ていない。法の厳正な運用をいって

も、法自体の問題 (強姦罪の下限規定が強盗罪のそれより低ぃ、親告罪規定や告訴期間 6

カ月限定など)については触れられていない。また暴力が「女性に甚大な精神的打撃を与

え・・・公的機関に相談したり、捜査機関に申告することについて大きな抵抗感をもつこ

とが多い。このことが事案の潜在化を招き・ OJと潜在化が女性に原因があるかのように

書かれている。女性に非を求める強姦神話が深く社会に根を張り (警察や司法も例外では

なく)、 それが「社会の仕組み」そのものであり、潜在化の原因であることは、ひとこと

もない。セクシュアル・ ハラスメントも企業しか問題にされていないは、なぜであろうか。

売春する女性への差別的な言葉づかいも気になる。

疑問点は他にもあり、書ききれないが、今後の方針、施策を注視していきたい。
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北東3ACtた‖〕)ボ諄囃C8協力をお願いします●

■0督■が日本を
=え

る

うなた●督EJ世
"t=え

る

シ ン ポ 記 織 グ ッ ズ を 買 つ て

口 粛 ・
薔

書 を 褻 え よ う

デザイン●Tシヤツ・テレホンカードー ヤンペーン中1:

Tシャツ→1000H テレカ→1000H

申込 み ご希望 の方 は、 FAXで 事務局 まで。

品物 および郵便振替用紙を送付 いた しますので、

折 り返 しお振 り込み くだ さい。

FAX03-3407-7922

品名 と枚数、住所氏名を

おわすれな く。

藁礎
=

こうよ、な性o権利は人権よ 』

・・・ こころで、もう日った?
憤む″リー)が2子キよね .

世韓t変党むくちゃ・・・
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全国フェミニスト
ー

5周年記念シンポジウム

なくせ ! ゼロ議会  どう生かす「男女編 参画2000年 プラ4

女性が参政権を得て51年目、それでもま

だ地方議会の 6割近くに女性がゼロなので

ある。民主主義の光のさしていないこの暗黒

部分の実態を明らかにし、一日も早くどの議

会も人口比に見合うような男女の構成にし

ようと6月 15日 、東京ウイメンズプラザで

シンポジウムが開かれた

地方自治体3304の中で女性がいない ,

県議会が10皓 手、秋田、新潟、富山、鳥
・取、島根、徳島、愛媛、彙崎、大分)市議会

が1329    が1738,町楕議会に

至っては全体の 7割近くに女性がいない等

の現状を渡辺光子が報告。
パネリス トの中西珠子氏からは今年3月

国連で開かれた第41回女性の地位委員会

の中の「権力及び意志決定における女性Jに
関する合意結論の報告がなされた
20の合意の中には「政党は差別的慣行を

排除し、政党の綱領の中に爾性の平等と公正

な取り扱いを明記し、男性と平等な立場で女

性が党の執行部やリーダー格のポストや役

職につく事ができるようにせねばならなし、

選挙における候補者の指名においても平等

な取り扱いをしなければならないJ「政府や

政党は意志決定における女性の比率を少な

くとも30%という、量的にも質的にも政策

決定に影響を与える比率を達成する事を積

極的に奨励しなくてはならない』等がふくま

れている。

私は今年2月 ニューデリーで開かれた列

国議会同盟主催の特別会議「政党における男

女間のパートナーシップに向けてJが各国男

女同数議員の参加要請をして関力れ たこと、

最終日の記者発表の主なものを報告した。議

長は『政治における男女のパートナーシップ

確立には政党における女性候補者のクオー

タ制、女性    の選挙キャンペーン基金、

女性候補者へのメディア戦術を通して行う

ことJと述べた

中嶋里美

国会議員からはパネリス トとして清水澄
子氏と松本推子氏が参加してくださり、清水
氏からは男女共同参画ビジョンからトーン

ダウンしてプランが作られていること、国会
でこうした質問に対する官房長官をはじめ

男性大臣の全くの不勉強ぶりを披露してく
れた

男女共同参面本部長の橋本首相が自民党
の中を全く男女平等に言ず「女性議員の層が

薄いJ等と述べているのだから十分想像はつ

く。松本惟子氏は衆院500名中23名の女
性では全く影が薄し、何とか増やさなくてと

述べた

女性県会議員ゼロの県の富山女性政策研

究会の山下清子氏からは、前日の統一地方選

で県議をかつぎだしたが次点であったこと。

県の女性プランにかかわつていく中から次

第にネットワークが出来、今年からは県立の

女性センターを使つて「市民政治セ ミナーJ

を男性も交えて主催していること等がはな

された

山梨で農業を営む仁ノ平尚子氏からはこ

れまでの選挙では女の人達は台所にいるば

かりで話し合いの席には来なかつた。仁ノ平

さん力   で「女も男も,緒に会議をしよ

うJと主張すると最初「あんたは帰れJと言

われた。そういう中で男や女の意識を粘り強

く変え、男もお茶を入れたり、女もピラまき

や戸別訪間を担当、ついにその町長選l聯 1

し、女も選挙の中心をやつていいんだという

意識が生まれてきたと報告。

最後に女性議員が30%を越えている東

京田無市、京都向日市、東京羽村市等を表彰

、      庁長官、各政党党
ゼロ自治体の首長宛の「クオータ

制を求める特別映饉Jを採択して会を終えた。

女性せ口議会をなくし、1999年の統一地

方選挙では最低10%の女性議員を !
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女 性 の キ ャ リ ア 教 育 推 進 ⌒ 提 書 し よ う :

戦後
"年

の経済・産業構造の変容を背景に、
1989年から女性の大学(学部)短大の進学率が

男性を上回り、1995年には女性47.6%、 男性

42.9%と なりました。大学院については女性
5。 5%、 男性10.6%で、女性が大学院生総数の

21。 5%を 占めるという状況です。

この上昇傾向は男女雇用機会均等法 (1985)

の施行や、バブル景気崩壊後の就職難に対応

するため高度な技術や専門的な知識を得よう

とするもので、この状況はさらにつづくもの

と思われます。

しかし学校教育終了後、社会にでた女性に

対する進路指導やキャリア教育については、

日本ではないがしろにされてきました。女性

たちは、職場などで差別された分を公共や民

間施設などに機会を求め、結果的に社会教育

に寄与してきたという現実があります。

もつとも、日本では「キャリア」という言葉

が狭い意味で解釈されて、専円職の経歴を表

す場合が多かつたのですが、私は、K.B.ホ
ィット(1973、 当時米連邦教育局キャリア教育

担当次官補)が提唱するように「キャリアは、

人が生涯を通じて得る仕事の全体」と考える
べきだと思います。ここでいう仕事は、有給

ばかりでなく無償労働も含まれ、ポランティ

ア活動や学習活動もキャリア開発に貢献する

ものと考えます。

労働省「女子雇用管理基本調査J(1"2)によ

ると、1年間に実施した企業内教育で男女両方

に実施した企業は「新入社員研修Jでは86%で
すが、「管理職研修Jでは63.5%が男女両方に

と答え、男性のみとする企業が35.4%で した。
こうした男女差別を前提にしながら、企業

側は女性労働者活用についての問題点として
「女性の勤続年数が平均的に短い(“.4%)J
「家庭責任を考慮する必要がある(".5%)J
「一般的に女性は職業意識が低い(33.1%)」

文教大学教育研究所 宮崎冴子

(199t4)と 答えており、女性の意識との間に大

きなずれがあることが分かります。

1995年に私が東京都 S区団体登録の女性継

続学習者7“人に、アンケー ト調査を実施 した

結果によると、就職準備のためにキャリア教

育を受けた人は全体の39%で した。

キャリア教育を受けた結果は「自分の進む
べき道が明確になつたJが 1位を占め、つぎに

「自分の能力に自信が持てた」「未知の情報が

得られ職種の選定に役立った」と答えていま

す。そして、就業中のキャリア・アップに対T
る障害はないとする人は45%で したが、障害
があると答えた人は「子どもなど家族の世話」

を一番に挙げ、つぎに「自分のために使える

経済的余裕がない」と答えています。

今後受けたいと思う社外キャリア教育では、

民間団体・企業・自治体主催の講座、大学 (院 )

聴講生・研究生・編入学などを挙げて、より専

門的な知識を得られる機会を望んでいること

が分かり。ました。

これらの結果から考えても、家庭や学校教

育において男女平等 0人権教育を徹底させて

ジェンダーバイヤスを取り除く努力をしなけ

ればなりません。それには、教師側の意識改

革も重要です。また、子育て・介護支援制度

の充実により十分なキャリア教育が受けられ

る工夫も重要です。さらに、再雇用制度の発

実により高齢者にも能力発揮の機会を提供で

きるような労働形態の多様化を進めたいもの

です。企業内教育も企業主導型から脱却すべ

き時期にきています。

それには、日本においてもキャリア教育の

定義づけを行い、女性が自分の生き方や職業

を自ら選択できる能力の開発と環境整備が急

務です。女性のエンパワーメン トに資するた

めに、今後も女性施策に提言 していきたいと

強く感じています。
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1997.6. 17
《Jヒ病言 JAC調 醸鋼障会議》

司会・議事録/小宮山
出席者 :村松 柴崎 斉藤 羽後 中嶋 4筐山 関口 若林 i荒井 鈴木 1諸方 津和 机瀬
ゆのまえ 及位 (敬称略・順不同)

1.シンポジウム関係
・ Tシ ヤツ販売/若林、申し込み者はサイズ

を鴨 のこと(M・ L・ LL)テレフォンカ
ード販売/大角担当、各1000円。
・ムープからの報告/チケット

布(内、申し込みは206名十東京分)

・大沢真理さんからの提案/行政改革をにら

み、
―

に
―

をアピールする。

6月 16日 (月)― 会報告/小宮山

1。 シンポジウム関連/・ Tシ ャツ、テレフォ

ンカード各1000枚作成しシンポジウムの

翌日払い、販売に努力。・参画室に対する要

望書のフォーム作成中

2.事務所開設に関する会計中間報告/コ ピ

ー機、パソコンなど世話人中心に寄付とカン

パで備えた。が敷金礼金など支出も有り、会

員に寄付カンパをさらに呼びかける。

3.財務中間報告/        多、ニュ

ーズレターに振替用紙を同封、納入

4.報告書進行状況/シ ンポ前に抑田部印刷

定価1000円。タイト肩 ポスト北京=理論から

行動へ」Jヒ京JACレポートh日 とする。

5。 規約案検討/目的に政策提言を明記。総

会、    人会、     な測踏晩 役

員任期、役割などさらに検討。

6。 北京JACロゴ。カラーは

7.次回世話人会:ま7月器日(月 )、全体会は困

日(火)に飢 規約承認の臨時総会を東京報

機 月28日 (日 )終了後に開催する。

口次回

7月田日(火鴻:mlp

東京ウイメンズプラザ第   A
l.シ ンポジウムの反省

2.東京報告会について

3. ガ調1嘲

・ シンポジウム報告書は北九州で担当。9月

に発行予定L費用は全体の会計の中で。

2.男女共

・
―

Aと女性に対する     2粒 。

・総会は7月開催で公開。

・審議委員は女性15名、男性10名。 (初めて

クオーター制)。 会長は岩尾詩美子さん。

3.7月全体定倒会は29日 (火)に変更

女性に対する暴力防止法研究会

日 時  7月2日 (火 )6:30「

場  渋谷女性センター・アイリス

テーマ 「暴力防蟻 の現行法から学ぶJ

(1研い)と いう内容のパンフレッ

トを作成、ぜひ参加してください

●シンポジウム参加者宿泊先デ覧●

*北京JACと言ってチェックインのこと

12日贈 当/申購 はロビーで受け取る。

12日交流会/申込者はロビーでチケットを受

け取る。

■厚生年金会館
=093-592-"01/7.HJヽ

宮山、

中西、羽後 .伊藤るり

■ガーデンホテ用 :18093-531-5531/7.12→

肌 成田、十鳥、妹 田山

■′l喰ホテル奮

"3-531-H51/7.11→
永井、関

7.1卜結方、関日、船橋、小宮山、根岸、大角、柳

瀬、林 伊藤淳子、渡辺和子、森、羽後、永井、

、L/1路、林 講 加藤、堀日、杉

内、中村、瓢 下川智、松本ゆい子、円、大沢、

原、時賓、森屋、
―

、佐藤サカエ、市りlk山崎、

清水、弥重、4り ::、    村松、鈴木、中嶋、

熱 向後、石川、田中、ゆのまえ、西澤、松本玲

子、紫崎、日中篤子、大場、伊藤るり、丸岡、片岡、

関、久保、大西、塩沢、鬼頭、親 下川かずえ、

11鍵 揃 z討
蹴 ぷ l.

■リーガロイヤル/7。 12→ガートルード・モン

ゲラ、荒井

時

場

題

日

会

議
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ノ 電 覇 割 局 ニ ュ ー ー ス ′

19974隠陰掛詢建子リスト

赤口隊子 、同期躾野、ゴ遷棠針ヽく、

躍 り、対曜野、ラU讚理     1離 膵颯

ヽ 概

萄 1関転   市脚 姜 RJЩ 蠍

九絆
―

ぉ ラ対 、鳳

ヨヒロ学 自膠晰計尋鼠 J選導譲要LJ哺離ER

紳 蹂 繊 鋭
―

餌 ほ 納 載

、関劇路孔    瞬 卜i
慮 教 L田輔 歓     津稲 臥

永井よ責 ヽ中館蘭■ 中

西引|:力 孔ゞ     橋本ヒロ承

静 ツ子、柳剛象 抑団颯 松山タツ千、

円よりiコ 略 負 1動臓 富坤調胃tFり欄磁二

鰍

翻 脚 澪、岬 織 調 颯

胡 1際    、

米本ジェンコ、    、    、野口真理子

*6/25現に 行き道野τ櫛はご略厳妬下さし、

会 費 未 納 の 方 ヘ

1997年度会費未納の方は、大至急、お振

りi込みくださし`。●郵便口座番号/00250
-7-66426(北 京JAC事務局)●銀行

日座/東京三菱銀行    ・普通預金・ 06
44852(北 京 JAC事務局・羽窃需闘酔)

日 北京JACカ レンダー 日

■ 7月■

3日 (木)4:OQ翔 渋谷女性センター・アイリ

ス/ニ ューズレターH号印刷発し

北京 JAC報告書発行

12日 (土 )～ 13日 (日 )北九州市女性センタ

「ムープ」/北京JAC第2回シンポ

ジウム

22日 (火 )6:30pB 渋谷女性センター・アイ

リス/暴力防止法研究会―パンフレッ

ト「暴力防止法の現行法から学ぶ」

(仮称)作丸

*協力してくれるはぜひ参加してください

28日 (月 )6:30pH層朝獅斤/

困日(火】:田囃 東京ウイメンズ・プラ

%辱義室A
*変更になりましたのでご注意ください。

■9月■

4日 (木)4:00pm 渋谷女性センター・アイリ

ス/ニ ューズレター12号鯛 難

16日 (火 )6:30pa 渋谷女性センター・アイリ

スだ日村赳同会

8月の全体定例会・ ニューズレターはお休

みです。そのほかの会合に目しては、決まり次

第購 にH― します.

北京JAC第 11号  1997年 7月 1日発行
代表世話人 :荒丼佐企子 大角隆子 小宮山洋子 関口悦子 篠崎正美 羽後静子

船橋邦子 三隅佳子 武者小路公秀 柳瀬満利子 山下泰子 若林冴子(50音順)

=集
・発行 北京JAC事務局 発行責任者 :荒井佐4矛 編集責任者 :羽後静子

額集委員 :高橋克子 緒方由美子 典山妙子 大角隆子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子
西澤浩美 柳瀬満利子 (50音順)

〒150 東京都渋谷区渋谷1‐ 3‐18 ビラ・モデルナB207 1ヒ京JAC TEL8tFAX03‐ 3407‐7922
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世界女性会議ロビイングネットヮーク

マンズグー北京IC 1//号
' tutltng {ofoo Aceotmt ahitiqy Caucus 9月号 1997年 9月 1日発行

J廊貢』1生釜轟驚2購
第2回 シンポジゥムについて

熟自餞癌計ブヒ枷難如陸会謝
"ゝ

ら2氣 町ヒ

京J ACJI眠 探択された 晴働鰯踊 の実

現を目指して、        ットヮーク

と暉 と
―

貫 きました

今年7月 12-13日:雛 した第2ロシン

ポジウム「4-1日 本を変える一あなた

の障助嶽期睦鍛ЙゅるJもそ     昨

年の第 1回シンポジウムが東京で行われた

ことから、第2-と いぅことになり、

地域コーカスとして一番早く発足した 鋼瞭

鵬 九州・山口・夢嚇馳 力号|き受けることに

なりました.これまで北九競が事務局を担当

してきた経緯から、会場は北九州市立女性セ
ンター「ムーヵ 劉覇ぃ、約9100人が参加し、

真剣な討議が繰り広げrrmま した

難 inて lよ 東京と     り、北

京JACと し¬暉議討
‐
ることをぶ郵ミ 東京

、層← 山口◆沖電魂期略

団曲陀橘駒咽墜層員会続 しまりL全
体会第1部 駆踵ぃのロビイン久 アカ と
のネットヮークJぉょび第2部 r201010年プ

ラン        1圏 購弧賞蟻、第
3部の 14のワークショップを九州・山口・

沖縄で担難 しま助L        、

らも来賓として参加していただき,GO、

NGOの連携|も出来たと思いま丸

さらに北九州市から北京世界会議 〕

“

Ю
フオーラムに参加した人を中心に「地元の

会Jを作り、準備を整える役を務めましL
運営劉肇針出ロレ、印ロミ 地力の剣臼飼こ

開き大変でしたへ この活動を通してネット
ワークと活動の輪が広がった成果は大きい

ものがと)り ますL今後の発展が期待されるこ

繋 併
と六訳陶几

今回のシンポジゥムの特徴は東京との役

、先ず、
―       を東

京がおさえ、地域が中心となつて行動鯛願の
12の重人間題領域に添って 14の ワーク
シヨップを行いました それぞれにェ夫され
た参加型ワークショップt寸劇、Ⅷ の上

奥 パネル討議など内容の濃いものが多く、

成功と言えまt
湘ヒ 地域コ∵カス陽誡崎いたことも特

徴で九 第1回シガ ジゥムでな 7つの地

域コ
=カ

ス中 をとりまと
―

こし、

でしプコミ旬回抑炉〔1レ らヽ南
まで9つの地域コーカスの代表が顔を合わ
せ、報告慇 を語り、また会場と活発な意
見交換をすることが出来まし,L地域コーカ
スは今後更に広がを気配があり、嬉Uいこと

t
3番目         8月 の集

申審謝日報贅 、ナショナ臓 ″ リーの

資り鬱ヒ       とし   るこ

とを求める     し、議 簿を添
えて、内閣総理大臣、官房長官宛に要望書を

出 したことt
へ 日     程蜘的腱熙藁lられ

ている中、男女共同調爾窮却熟 地球規模の

調問題弓鞭知碗 けて、少しづり力を引ナて

きた北京脚Cも、      と発展を考え
たいと思いま口

九 難 l噺製哺助喘めった点

―
Ц 遠路義加して下さった多くの方

にこめ髪預劇脚申し上弱円

"L北京JAC九州・山口・油籠

雛  珊 併

一
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シ ン ポ ジ ウ ム と そ の 後 の JLttJ A Cの 活 動

′1嗜山洋子

7月 12日 (上)13日 (E)の両日、北

九州市の女性センター「 ムープJで、第 2回

の北京 JACの シンボジウムを行い、皆様の

努力のおかげて、全国から、約 900人が集

まり、それだけでも、すばらしいことだと、

実行委員長として、心から感謝している。特

に大雨続きという悪条件の中、かけつけてく

れた九州の実行委員の方々、参加者の皆さん

には、頭がきがる思いがした。

今回は、実行委員会形式で、東京と北九州

で連絡をとりあいながら進めた。ムープ月閾l

で、会場費がかからなかったことや、ポスタ

ーをデザインしてくださった、山下勇三さん

のご好意で、そのデザインをいかしたTシ ャ

ツとテレフォンカードを作り、資金面でも、

皆のアイディアで、やりくりできた。

シンポジウムは、行動綱領・ ビジョン・ 2

000年プラン実現のために何をすべきかと

いうパネルディスカッションの第一部から、

14の テーマごとの分科会の問題提起、交流

会をはさんで、各部屋に別れての分科会と盛

りだくさんな 1日 目。時間配分などを、だい

ぶ心配したが時間になると最前列の係から、
パ トカーの点減ランプのような赤いランプの

合目があり、それに従って、とどこおりなく

進み、やればできるという感じだった。分科

会の部屋割も、事前の予想どおり、びったり

だった。

分科会でまとまったことを、何とか、用意

した宣言の他にまとめようということになり、

政府そして自治体が行う雄策、私たちの活動

目標を、それぞれ 1行ずつにまとめて出して

もらい「私たちがつくる2000年 プラン」

として、夜中に、とりあえずまとめた。これ

は、この後、徐々に、ねりあげていきたい。

2日 日は、せっかく討議した分科会の内容

を皆で共有するための14の分科会の報告が

あり、その後、各地の地方コーカスの代表に

よる地域のネットワークをより強めるための

話し合いが行われた.現在の 9つの地域に加

え、会場から長野や群馬でも立ちあげたいと

いう声があり、うれしかった。

シンポジウムが、ちょうど行革論機の最中

ということもあり、第一部のパネリストでも

あった大沢真理さんが、「 男女共同参画推進

体制の強化にかんする要望書Jを作ってくれ

て、それへの署名を集めた。内容は、◆男女

共同参画案を発展させた組織を、内閣総理大

臣直属の機関として置き、男女共同参百に関

連する施策の総合調整を行わせること。◆各

省の男女共同参画を担当する部署の充実を図

り、上記機関とのネットヮークを構築するこ

とにより、男女共同参画社会の実現を加速す

ること。の 2点。

1日 目にしか呼びかけなかったことや運営

に追われたことなどから、署名は265人分

であったことに反省はあるが、各地・ 各団体

からの厚みはあり、その署名を有効にいかす

ためにシンポジウムの直後から走りまわるこ

とになった。総理大臣には、7月 29日 に参

百室の名取室長に面会し、渡してもらった。

また、女性問題担当大臣であり、行革の責任

大臣でもある武藤総務庁長官には、 8月 8日

に数人のメンパーとともしに直接面会して手渡

した。その他、行革会議のメンパー全員と各

政党の女性問題担当の責任者に要望書とその

趣旨、署名のリストを送った。

この活動は、新間の行革の記事にもNG0
の動きとして北京 JACの名前があがること

にも結びついている。今回の実感と今後への

糧としては、北京 JACは体制作りをしなが

ら、必要な政策提言をしてきたが、全国にこ

れだけ広がり、対外的にも活動を強めるには

責任体制の明碓化が不可欠である。規綺作り

を急ぎ、NPO法 の成立もにらみながら組織

を整えることが、更なる飛躍のために必要だ。
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北 京 JACの 全 国 的 ネ シ ト ヮ ー ク で

■0薇3地元露員・露会へ民法董
=0請

顧む r

廃について、 具体的に論議され、

松崎百合子 僧騰調をなくげ‖睡考え6EA=ここo会 )

Cの全国ネットワークの強みを活かして ,

各地域コーカスも参加団体、個人でも0増
元選出国会議員

=賢
へ0薔きかけ fAガキ.

FAX.酷 割 ,0県.市町村議会への

議願.をぜひ行ないましょう.

■個人の尊重と両性の平等を

なぜ民法改正が必要かというと、私はま

ず女性を無能力者と規定してきた『家父長

割」をゆるがすためと思います.

「家破れて氏と戸籍ありJと言われたよ

うにっ戦後改革において家覇度の解体は不

十分でした.夫婦同姓制は,法律婚の98
%が夫の姓を選ぶ結果となり「嫁 して夫の

家に入るJと 同様の女性の従属をもたらし

ていないでしょうか.結婚における平等や

個人の尊重を阻み、家事労働負担のアンパ

ランス.雇用の不平等や、世帯主や子ども

の保護者名は男性というように、社会のあ

らゆる場における男性優位の要因になって

いないでしょうか.

また婚外子差別の撤廃は、「子どの権利

条約Jや 93年の国連勧告のように、子ど

もの人権問題として緊急です.同時に婚外

子差別も、家父長制の産物です.男性との

法的関係によって女性が産んだ子を差別す

るもので、男性中心の制度.女性から見た

ら結婚届けを出していようといまいと子ど

もはどの子も大切です.女性の性と生殖の

権利からももう待てません.

北京 JACの 全国津々清々の/rワ ーで.

議員っ議会ヘロピー活動数 しましょう !

■民主党案.6月 国会審議

5年の審議を経て内閣法制審議会は.昨

年 2月 民法改正の答申を出しましたがっ昨

年は国会上程さえできませんでした。本年

の通常国会では、 3月 に民主党案、 6月 に

社民党とさきがけ案ゝ平成会有志案が議員

立法として上程.会期末で 3案とも廃案に

なったもののb6月 11日 に民主党案が衆

議院で審議入りしました.13日 にはゝ賛

成派として福島瑞穂さん (弁護士)と熊崎

清子さん (連合)、 反対派として長谷川三

千子氏 (埼玉大教授)と篠木利津子氏 (会

社社長)を参考人として、公聴会が開かれ

ました.選択的夫婦別姓と婚外子差別の数

成立へ弾みがつきました.

■三度目の正直 !次は超党派で改正を !

ホップ・ ステップ・ ジャンプで,次の通

常国会では必ず実現したいものです。

民法改正は、昨年 7月 に発表された「男

女共同参画ビジョンJの 「性別による偏り

のない社会システムの構築Jと して「取絶

の第 1に上げられています.北京 JACの
「2000年 プランJで も「選択的夫婦別

姓と婚外子差別撤廃の実現Jが詠われまし

た.男女平等への最初のハー ドルとも言え

ます.

あと一歩の国会成立のためには、第 2回

シンポジウムでも盛り上がったようにゝ党

派を超えて一人でも多くの議員を、賛成に

説得することが大切と思います.北京 JA
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ご参加ください 11
9月 2日 (日)12時会場 12時 コ 分■演

東京ウイメンズプラザホール

北京世界女性会議 2周年記念シンポジウム・報告会

「男女共同参画は、変革と目造の『‖ J

おかげさまで、北九州市でのシンポジウムは、900名を超える参加者ととも

に活気ある討論を行うことができました.

さて、そのシンポジウムの報告と「行政と女性政策J″―マにしたパネル

デスかガ′ョンが、今度の集会の2大テーマです。(別紙チラシを参照)

第1部は、第2回北京 JACシンポジウム報告―私たちがつくる2000年

プランーまずは、ビデオによる報告から始まります。

北九州市女性センター「ムーブJでの活気ある参加者の様子やも第1部の

パネルデスかガ′ョンや全体会議などのダイジエスト版をお楽しみください。

続いて、14のテーマの分科会報告と地域コーカス活動報告、地域コーカ

スの方々は、北九州に続いてまた遠方から一堂にお集まりいただけること

になりました。14の分科会報告は、それぞれのテーマでどのような議識が

でたかを踏まえ、最新の情報や動きが簡潔にわかり、多岐にわたる行動綱

領を網羅的にカバーする内容です。

行動綱領の日本における状況や課題また各地域での活動内容が1度に

わかるという、これが北京 JACのネットワークの強みです.

第2部は、新しい企画で「行革と女性政策」。コーディネーターは、男女共

同参画審議会委員でもある大沢真理(東京大学)さん、パネリスHま、前審

議会で「ビカ ンJをまとめられ、ヨーロッパのナシヨナルマシナリーのしくみ

などにも鮮しい利谷信義(お茶の水女子大学)さんも労働問題を中心に幅

広く女性目題に取り組んでいる弁護士の中野麻美さん、アジアのナショナ

ルマシナリーに詳しく、行政出身の橋本ヒロ子(十文字女子大学)さんです.

橋本6大行政改革のなかで、女性政策は、どうなるわか、また男女共同

参画室の行方は?などなど今後戦略を考える上で重要なポイントを話し

合つていただき、今後の活動の参考にしたいと思います。

資料は、この日のために北京JAC九州・山口・沖縄が大急ぎで編集した

北九州市でのシンポジウム報告書が完成予定です.(7月 シンポ当日のプ

ログラムや報告レジュメなど憶 っています。)14の各分科会が最後にまと

めた提言「わたしたちのつくる2000年プランJや緊急決議、集会宣言など

攪 布予定.北京JAC第 1次レポートも、好評発売中です.お早めに !
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沖 縄 で も 倉晴ろ う : そ ぅ し よ う :

基地・軍隊を許さない行動する女たちの会    桑江テル子

「北京ジャックって何」という会議も交じ

る、とても不十分な準備期間の取り組みでし

たが、メインテーマ「 私の行動が日本を変え

る一あなたの行動が世界を変える」がひとり

ひとりの心を突き動かしたのか、主要なメン
パー:ま       日で、身動き取れな

い状態だったのに、
― ら9名が自主参加

することが出来ました.う ち7名は5年のlL

京会議参加者でした。

沖縄うない (方言で姉妹のこと)にとって

北京会議は、①少女事件後の間髪を入れない

立ち上がりを可能にし、その連帯と力を培っ

たこと。C寝釧L・ 軍隊の櫛 暴力を跡

ら問う運動を生み出した。③人権の視点から

世界の女性たちとナットヮークを実現した…

など、歴剣蹴こ大きな意義を持ちます。

だから、全国のうないたちが、それぞれの

地で同じ思いで取り組んでいることを、交流

交換しあう喜びは、たまらないくらいわくわ

くするものでした。
パワーにあふれたパネリストたちの言葉に

「そうなんだよ、それだよね」と共感したし、

報告や問題掲起には、いまぃち歯が
ゆさを覚えました。

陶煽注と勘 3理聾駐と女溜口 」分が拷ゃは
沖耀の「基地・軍隊を許さなもヽ行動する女た
ちの会」の― と、大分日生台・ふくろうの

会の報告を中心に、23名が約
"分

の討論をし
ました。    占領下―     一日本復
帰後の、軍隊による打ち続く人権侵害を十分
把握し、今後の対応を確認するには余りにも
短い2時間 !でも女性たちはその知恵と団結
で、「政府・自治体への要望J「女性たち自
らの運動の課題」をまとめました。

沖縄でも北京JACを創ろういやもっと良
い名前を…行動綱領の精神を足下で活かすた
めに、動き始めています。

第3回男女共同参画室審議会の開催について (お知らせ)

平成9年 8月25日   紳馴醐ヨ女洪
日時:平成9年 9月2日 (月 )3～ 5ロ

銭 :lHEJ壁 1リモヨ罵言11lil

(千代田区永田町1-6-1)

誕 (預 ):

(1)各部会の    について

(2)平成鸞年度男女共同参

係予算概算要求について

(3)その他

会合は公開で行われます。

望申し込み方法/
往復はがきに「第3回男女共同参画審

議会の傍聴希望」と明記し、住所、氏名、

(    )、        を明記、

通信はがきにあて先を明記

◇締め切り/9月 10日 (水)必着

◆申し込み先/〒100千代田区永田町

1-6-li総理府男女共同参画室企画担当

◇一人=通。多数の場合は抽選。9月 12

日までに投函予定。
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盤菫二重(3/24現在)

収入(予定) 5279」囲

収支

_支出の部

出 ( )            1 4552153

引残高(予定) 7

注 :

以上は北京JAC九州・山口・沖縄での投い分です.

招待者旅費など東京の支出分は含まれていません.

東京も合わせた最終的な会計は9月

“

日のシンポジウム報告会終了後になります.
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費 目 入金額

豊如券売上 955。000

交流会売上 1脚
`口

ニレカ売上 1233]開

レ ャツ売上 721鰤

送料金__ 1■m

″ 補助金 150鯛

レトロ協資金 lm:口
未回収分テレ油 入 55鰤

二込二重料 430

fit$f$r:n1-fflr 23:口

入金計 4519:Ш

圭回収金

参加券売上 0

交流会売上 0

テレカ売上 ∞ 」圃

Tシャツ売上 0

未回収金計 00」囲

未計上金(東京分(テレカ
5m、 Tシャッ猟Ю)) 700」囲

費目

テレカ

"作
費 1西1脚

Tシャツ

“

作費 510m

ポスター印■費 187.060

プログラム制作費 127脚

ビデオ

“

作鋼集費 1211厠Ю

交流会費、12日夜も館夜祭 1.170m9

反省会(地元の金、運営委員会) 呻

花、場所代 太ヽ鼓等

“

β田

看板 100脚

写真、ビデオテープなど 83■57

人件費(東京分含む) 329づ4田‖

文具、経代など 47■2

豊料 m`佃

撮込代金、補助事彗員買綸交轟J 5■75

返却(台風による交議会欠席半額〕 2脚

計 4ガ2153



1997.7.29

《Jヒ貫置 J‐AC護 餞調匡金摯》

司会/小宮山  ― /羽後

出席者 :石りl:杉浦 伊藤 鈴木 緒方 柳順 坂井 嶋 大メ|1伊藤 関口 赤石 柴崎

津和 ゆのまえ 大角 斉藤 :羽後 4嗜山

1.第 2回シンポジウム報告/′l塩山

シンポジウムは悪天候にもかかわらず、9

00名以上の参加があり、大盛況であった。

秋の行革に向けて、男女共   の強化な

どの    、集会宣言を採択。また、14
の分科会のまとめとして「私たちの2000
年プラン」を作成した。本日、緊急決議の要

イ
～t豪更引畦言舌 A姿 琴幸長4彗

1997。 7.28
1.第 2回シンポジウム報告

◇全体としての報告/′1ヽ宮」1・ 三隅

◇行革への
―

名について

総理には7月 29日 に男女共同参画室の名

取室長に会い、参覆室を通して渡してもらう。

総務庁長官には8月 8日 11時に直接手渡す。

2。 9月 28日の報告会について

北九州でのシンポジウム実行委員が、引き

続き任に当たる。世話人へはFAXで連絡。

3. 対諄解案寄篤討 (薗疏コに3:き続き)

◇役員について/代表、副代表各 1名をおく。

◇代表世話人会は世話人会とする。

◇財務については、世話人会に財務担当をお

き、予算・決算・基金への応募など財務基盤

確保を役日とする。日常の出納は、事務局に

庶務とならんで会計をおく。

日 次腱 腱 騰 議 ロ

9月 16日 (火)6:30pE～

センター・アイリス

1,9月器日シンポジウムについて

ピ,室 1ス トは必ずご出席下さい。

2。 そのほか

望書と署名コピーを総理大臣あてに、名取は

にわ男女共同参画室長に手渡した.8月 8日

に、総務庁長官へも面会の予定である。

2,シ ンポジウム参加者の感想やコメント。

ネットワークの強化、「私たちがつくる20004

プランJの今後の計画などが話し合われた。

◇施行は1998年 1月 1日

4.規約の承認

10月 21日の構 で理 をうける。

5.JACの ロゴについて

鳥をデザインしたロゴは原則黒で、必要に

応じて色をつける。翻EICIM「 は後に移動、

お礼をして自由に使用できるようにする。

6.Jm~JAC案内書「活動目標の①、女性

省の設置 (女性の担当大臣任命、男女共同参

画審議会の完全情報公開などを含む)につい

て/今回の行革についての要望でも「国内本

部機構の強化」としているので、表現の改正

を検討していく。      文責・ノ
lヽ宮山

****

島 シ ン ポ ジ ウ ム 島

キャンパス・ セクシャアル・ハラスメント・

ネットワーク主催公開シンポジウム

日 時  9月 14日 (日 )1:00～ 5:00"

会 場  ウィングス京都

参加費  1000円

プログラム ◇裁判から/小野裁判・′
l

e乾コ曜5霧13:量か             ・
渡辺和子、石本清英ほか◇対策Jttν高知大

の例・菊地るみ子、名古屋大の例・J   、

高島智世ほか◇セクシュアル・ハラスメン

ト・ネットワーク海鋪置尊工ほか

時

場

題

日

会

議
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′ 事 務 局
ヽ三

ュ
ー

ス ′

1997     精   (首号簿創囲り

犠 ‐子      目紺

饉 書 子 憾 好
―

村晴

深見玲子 矢澤乃里子 戒能民江 富岡藤

子
― F嚇 御 輛 中鯉

美 奥村和子 松本めぐみ 高嶋紀子 米田

難
―

錯 肝 田軸 子 黒田

かをり 高原とみ子 新井場貞子

一 グループNO.SH(北 村)弥 重節子

武井良子 牛山真智子 田中義子 中田美子

山下威二 森屋裕子 福島稔子 土山ちよ子

山崎捷子 斉藤ひとみ 保坂恵美子 佐久間

粁 8月 25日現在

(行き違いの節はご容赦ください)

練 JAC第 12鳳路書

「北京JACレポートLlポ スト北京景
から衛ヨトJ

遅くなりましたが7月初旬に100mを刊行
しました。    をはじめ、沢山の方々の
ご協力に深く感謝いたします。第2回シンポ
ジウムでは約剛 冊をお求めいただき。ました。
その後も、おかげさまで好評な売れ行きを示
しています。まだ、お求めてない方は、ぜひ、
お早めにお申し込みください。

一部1000円  送潤一部田0円

お申し込みいただきますと、折り返し郵便
振替用紙を同封の上、郵送いたします。

また、東京三省堂など有名書店、大学生協
などでも販売しています。

会 費 未 納 の 方 へ

大至急お振り込み下さい。

郵便振替番号/00250-7-66426
Jh~JAC事務局

銀行日座/東京三菱銀行.・ 普通預金

0644852
1諫 JAC事 務局・ 羽後静子

北京JAC第 12号  1997年 9月 1日発行
代表世話人:荒井佐亀子 大角隆子 小宮山洋子 田口悦子 機崎正美 羽後静子

掛幡邦子 三隅佳子 武者小路公秀 柳瀬満利子 山下泰子 若林冴子(50音順)

績集・発行 北京JC事務局 発行責任者 :荒井佐奪子 饉集責任者 :羽後静子

=集
委員 :高橋克子 縮方由美子 奥山妙子 大角隆子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子

西澤浩美 梯瀬満利子 (50音順)

〒150 東京都渋谷区渋谷 1‐3-18 ビラ・モデルナB207 北京JAC TEL」EFH03‐3407‐7922

目 北京JACカレンダー 日

■9月■

4日 (木)4:00「     センター・アイリ

ス/ニューズレター1鮮妻覇譲発送

12日 (金鴻:‖ぃ ―
/シ ンポ実行委

15日 (月 )6:30「 事務所

16日 (火)6:30/「     センター・アイリ

ス/

24日 (水X130「 ―
/シ ンポ実行委

23日 (日 鴻:30「 東京ウィメンズプラザホ

ール/J覇調り膨雄ピ覇鯰周年記念

シンポジウム・報告会/懇親会

■10月■

9日 (木)4:00pE I渋谷女性センター・アイリ

ス/ニ ューズレターlJ妻覇司発行

※シンポの日程 L、 第2週木曜日

に発行の予定

21日 (火鴻:30「 渋谷女性センター・アイリ

ス月日喘陰会

-8-



世界女性会議ロビイングネットワーク

マンスリー#京IC
'6atgn4 .fapan Accot nubtttty Caucus 10月号 1"7鋼 0月 1日発行

口丁

【報 告】

北京世界女性会議 2周年記念シンポジウム・報告会

橋本六大改革 とジェンダー

大沢 真理 (東京大学)

1 橋本籠太郎内閣の行革
。1996年 6月 ―推進本部が橋本行革の基本方

針とりまとめ。96年 10月 ―自民党が単独内閣

の誕生。「単なる行革ではなく五大改革」。教育

改革を加えて、六大 (行政、金融、経済構造、

社会保障、財政構造)改革に.

・97年一財政構造改革会議の提言とりまとめ。

行革会議がただいまフル回転中。

・社会保障・経済構造改革の面で、ジェンダー

に関する影響が多大 (1ヒ九州シンポジウムの資

焼欧共同参画は、変革と創造の 、黙 ゝ

9月 28日、東京ウィメンズ・プラザで開催された北京女性会議 2周年記念シンポジウム・報告

会は、おかげさまで、満員御礼。朝日、毎日、読売、日経、共同通信を始め、女性ニュースや、ふえ

みんなど各マスコミにお知らせが掲載されたので、事務局への事前の問いあわせや申し込みも多

かつた。参加者は、九州から、北海道まで、KЮのみならず、地方行政担当者や、地方議会議員

など女性行政専門家も多く、参加者は、熱心に北九州シンポの討議報告や、「行政改革と女性政策」

の議論を聞き入っていた。

第 1部北九州シンポジウムの報告については、北京 JAC九州・山口・沖縄が制作 した 15分 ビ

テ計が、臨場感あふれる当日の熱気を再現、簡潔に討議内容をまとめていて好評だつた.(その後、

貸し出し希望者が何件かあったので、教材用に貸し出すことになりました.希望者は、事務局まで

にご連絡ください。)さ らに、北九州とほぼ同じ、テーマコーカス、地域コーカス責任者がずらリ

と勢揃いして報告、参加者から、贅沢な顔ぶれて充実した内容のシンポであつたいう感想が多かつ

た (第 1部については、北京JAC九州 0山 口・沖縄事務局が報告会に間に合わせて緊急出版した

報告書を参照してくださι現 (羽後)

第 2部 バネルデスカッション 桁 革と女性
橋本内閣の掲げた六大改革 (行政 0金融システム・経済構造 。社会構造・社会保障・財政構造・

教育)。 構造改革 :規制緩和による変化は、ナショナル・マシーナリーや女性政策、女性の働き方

にも大きな影響を与えます。このシンポジウムでは、「行革」と女性政策との関連を、ジェンダー

の視点から検討してどのような影響があるのか、ジェンダーフリーな社会を目指すには、どのよう

な社会保障・経済構造改革が望ましいのかについて、4人のパネリストから、今後への展望も含め

てお話を伺いました.状況は楽観できないものの、好機とする契機は十分にあるという力強い方向

性も示されました (当 日配布のプログラムに、各パネリストのレジメが収録されています)。



料p15参照).

2 六大構造改革と男女共同参画との関係
・首相は、男女共同参画審議会の第一回会合な

どで、「日本社会の変革と創造にとって、「男女

共同参画は大きな鍵、柱になるJと明言。
09月 3日 .行革会議の中間報告提出.総合調

整の主なものとして男女共同参画を挙げる。

3 行革の背景と方向
093年夏の細川内閣以降.財界からの行革推

進圧力が強くなる.96年選挙以降、圧力は具

体的な指示となる◆背景には、「大競争 (mega―

oompetition】 の時代 (ソ連、中国が資本主義

社会に参加→資本主義社会人日の飛躍的な増大

=経済のグローバル化)との認識がある。
・経営者側は、日本企業の高コスト体質に危機

感・切迫感をもっている.

行政改革 と女性政策―『男女共同参画

ビジ ョン』の立場か ら

利谷 信義 (お茶の水女子大学)

1 目題の所在
。女性政策は全政策に通底していると痛感.

0システムとしての男女共同参画社会をつくる

ためには、政策間の整合性が重要。各政策間の

矛盾が見えてきたし、逆流もある.それが女性

政策進展の産物とも言える.

・理念・問題意識の確認が必要。何のために女

性政策があるのか.それを進めるには、行政の

在り方はどのようであらねばならないか。縦割
り行政の問題点が浮き彫りになってくる.

2 女性の人権の新たな段階に

・ ビジョンでは女性の「人権Jを確認した.

01975年 「国際女性年J一大きな転換点ρ性

別役割分業の否定と、ゴール・アン ド・タイム

テープル (ゴールを設定し.タイムテープルを

つくり、進捗状況を報告する手法)の採用.

・三木内閣で行動計画を素定.その延長上に

「ビジョンJや「2000年プラン」がある.これ
、を橋頭堡とし、後退しないように歯止めが必

要。

3 新たな推進体制を求めて

・基本法の制定を目指す―基本法:憲法と一般

の法律の間に位置し、憲法をバラフレイズし、

既存の法律をその理念に方向づけるもの.男女

共同参画社会の理念を確立するためにも必要.

4 国内行動計画 (=行政の計画)

0行政のみならず、立法・司法に対する拘束と

し、国民一般に広めよう。

国連及 びアジアの一部の国 における行

革 と女性政策

橋本 ヒロ子 (十文字学園女子大学)

1 女性政策とは、エンジェンダー (ジ ェン

ダーの観点を取り入れること).

・六大改革全体にジェンダーの視点を取り入れ

ることが必要。関係部局の事業を監視0モニタ

リングすることが重要となる.

2 国連0●●改革

・財政難による人員削洩 ユニフェムと女性調

査訓練所 (I   W)の統合計画がある―反

対が大きい。ES W(婦人の地位委員会.剰土

差別撤廃委員会、世界女性会議の事務局を担

当)に INSTRAWの フォーカルポイントを統

合.

・ フォーカルポイント 専門職 :35%、 管理

職 :25%.現状 (96年 6月 現在):専 |■職全体

で35.2%、 管理職 17.9%.前事務総長の約

束で2000年 までに50%.実現はかなり困難。

いろんな数合わせをやっている。

3 アジアのナショナル・マシーナリーの例

・経済状況は厳しい (IMFからの借入れ返済

のため構造調整を行っているので)。 だが、北
京会議に向けて充実強化してきた。人員配置は

麟

ム

一

　

　

“

″

孵 J
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日本は十数人.他の国 :50～ 10o人.

0フ ィリピン:女性の役割委員会NttFw=3
部を5部に拡大.職員数97名.事業内容は (日

本のような)女性向けの政策事業ではなく、政
府の施策をエンジェンダーすること.

・マレーシア :女性問題畿 他省庁のモニター
機能あり。定員は増員されている.

・韓国 :女性発展法を制定.グローパリゼイ
ション特別委員会:特別報告書提出 (女性のた
めの中長期勧告を添付)

労働分野 における規制緩和

中野麻美 (弁薔士)

1 経済の規制犠和
・労働条件の破壊につながる契機をはらむ。典
型例が契約スチュヮーデス制.当初 100名が
現在2500名 に。日本航空―半分が契約社員
に.仕事への対価を下げることでコスト減はか
る.競争関係の激化―個人の責任で処理.性
別、障害、家庭責任 (子育て、介護)ハンデの

矛盾を引き取らされる.その先端に女性がい

る.職場のいじめ―自己犠牲のつらさを他に転
颯 女性へのセクハラ 男ゝ性へのいじめが起き
ている.新 しい経済のフレームの用意されてい
る時代には、新しい働き方を用意せねばならな
い 。

2 経営者編の対応…「多様化Jをはかる
・女性には・・1虐用柔軟型 (家庭との両立をはか
る.時間給勤務で).男性には…基幹業務と専
門業務.契約労働制 。年俸制.

・法律の構造を変えようと議論 97年 11月
アウトラインを審議会を通じて公表。来年の

国会に上程される。

3 規制緩和の枠組み/フ レーム
・労働時間一時間外勤務の割り増し賃金を減ら
す裁量労働制を拡大―労使のつばぜりあい.

・男女共通規制一人間的な労働を求めて、時間
外労働時間の上限を設定―経営者側の反対.

・雇用のフレキシビリティ (労働契約を通じ
て)の進展。日本の労働法制には、障害、年齢
のハンデなど、雇用形態を超えて適用される体
系的な雇用平等立法がない。

・契約期間の変更―現行 1年→3か ら5年に.

技能が陳腐化すれば契約を終了できるとする。
0流動化 :職業安定法、労働者派遣法の枠組み
を変えよう (職種の制限を解く)と してぃる。
女性労働は,どうなるのだろうか ?

大沢 徹底 したコス トの削減

教育改革―従来の画一的、平等の教育制度は
高コス ト→「個性の尊重Jを.一部のエリー ト
のみ養成すれlゴよい.

利谷 各政策の問題点を創造的に市民の生活の
場で検証することが必要.縦割行政のもとでは
なおざりにされがち.それをただすのが男女共
同参画社会.

橋本 日本の教育水準は高等教育の先進国では
低い方 (女性は大学とはいっても短大が多いの
で)。 地方自治体に希望がある.地方が変われ
ば、日本も変わる.首長は直接選挙―住民の声
が反映されうる.

フィリピンーアキノ大統領は委員会メンパー
をすべてNGOに変えた (会場ため息)。 現ラモ
ス大統領はメンパーの半分を各省庁の事務次官
に変えた.行政のエンジェンダーに役立つ。
中野 ニュージーランドー人権法を規制緩和と
平行して作り、差別を徹底的に排除している。
男が基準から、女を中心に。実権を握ろう.

大沢 女性に競寄せがいく改革には整合性な
し。21世紀にむけて豊かでゆとりある社会を
目指す点は共通認記 だが,現在の改革の方法
は、弱いところから手をつけていく.児童扶養
手当の削減などは女性の多様なライフスタィ
ル、自己決定に対する攻撃である.

利谷 「ビジョン」素定への関心の高さに力づ
けられた.提案のためにも、法識字の向上が必
要.韓国では、女性の地位向上を公約にしない
と大統領は当選しない.

大沢

人権・正義の観点から改革を考えること、それ
は資源や環境を大切にした持続可能な社会をつ
くることであり、もっとも経済効率にかなう社
会の在りかたである。(了 )

まとめ担当:奥山 妙子
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()I:DA改 :革 じこ 向 ιjて

北沢 洋 子 (OI)A改 革 NGO連 絡 会 )

これ まで途上国への開発援助 (ODA)は
国際貢献 とい う建前論、その実は貿易黒字ヘ

の非難 を螺すため、 「聖域」とされて きた。

しか し国内の圧力団体がないので。 1998年 度

予算では一率 10%削 減 とい うことになった。

OI〕 A改革論議が出揃 う

そこで、各官庁 と財界は、一斉 に 「ODA
改革」 に向けた提 言書や答申書 を出 したので

あったが、その内実はそれぞれの権益 と縄張

りを守ることにあった。

例えば経団連はODAを 民活すべ きである

としている。また日本 には、他の先進 国 と違

ってO D A ttFlの 機関が 1本 化されてお らず

12省 庁と 2機 関にまたがってているが、その

中の主要な外務、通産、経企庁が、にわかづ

くりの審議会を設けて、答申書を発表 した。

当然のことながら、それらの内容は矛盾 し

ている。例えば、外務省は、円借款を減 らし

て無償援助を増やすべきだと言い、経企庁は

FI借 款を増やすべきだと言う。

しかしすべてに共通 しているものもある。

その第 1は 、ODAを 国益に奉仕するものと

する主張である。これはODA七 日本の経済

権益を守るという外交の武器としてとらえて

いる。第 2は 、依然として、受取国の経済成

長ためににODAを 使 う、つまリインフラ建

設プロジェク トに充てるという考え方である

NGOと の対話

「ODAを 改革するためのNGO連 絡会 J

は、さる 9月 9日 、外務省の「ODA改 革懇

談会Jの 河合三良座長との対話を行なった。

この懇話会だけが、中間報告の段階にあり

来年 1月 に報告書が発表されることになって

いる。NGOの 提言は、援助の政策と実施機

関の一元化、住民参加と情報の公開などであ

るが,外務省及びその懇談会側とNGOと の

間に最も意見の分かれたところは、国益論と

開発の理念 をめ ぐる問題 であつた。

政府や 財界の国益論 にたい して、 NGOの

立場 は Fll快 である。 それ は F地 球益」である

経済成 長が貧国の根絶 か

この問題 ;よ 第 2の 「開発の理念Jに 関連し

ている。長い間、ODAは 途上国を工業化す

るために、港湾、道路、ダムなど産業インフ

ラの建設に充てられるべきだとされてきた。

しかしこの■1業 化政策は、(lNPな どマクロ

経済では成長 したが、一方に南北間及び国内

に貧富の格差と、 13億 人にのぼる絶対的貧困

層を生みだ した。

冷戦後国連は、環境や社会開発などグロー

バルなテ ーマについてのサ ミットを開き、21

世紀に向けて貧国の根絶 を最優先課題とする

ことに合意 した。 EI本 政府もこれ ら行動計画

に合意にている。そこでNGO側 は、貧国の

根絶、WID、 環境の保全など社会開発に、

少な くともODAの 50%を 振 り向けるべきだ

と主張 した。ちなみにこの50%は、国連社会

開発サ ミッ トの決議を受けて、世銀やアジア

開発銀行がすでに打ちだ している数字である

予算削減は女性と子どもにしわよせ

このよ うに日本企業の利益につながるイン

フラ建設が重視されてい ることは、 2国 間援

助が優先されることになる。

そこでODA予 算が10%削 減されると、結

果としてUNICEF、 UNHCR、 UNI

F II M、 UNDP、 人口基金など国連機関ヘ

の拠出金が40%あ るいはそれに近 く削られる

ことになった.ま た最貧国にたい して無利子

のローンを出している世銀の IDAへ の第12

次増資も削 られるだろう。

これは途 上国の貧 しい女性や子ども、難民

などへの しわよせに他な らない。この連絡会

には女性の NGOの 参加が少ない。連絡先は

PARC TCl:03-3291-5901越 田まで

4



地域 コーカス報告車∴土農未山ムふ由ム幾ホ

ホ                  ム

島 北 東 JヽA(じ       ホ

ホ       f菱 璽予σ)多脅天己 ホ

本          市 川 律 子 由

ホ歳ふ由由義ふふムふホムきまふ由ホt由 土

北京で開催された、第4回世界女性会議の
「北京電言と行動綱領Jを実現するため行動1

する北京JACの趣旨に賛同して、地域コー

カスとして「北京JAC長野 JIよ 、現在、設

立総会に|¬けて準備を進めてぃます。

8月に開かオ1´た第 1回世話人会では、今後
｀
活動 。会員募集・申し合わせ事項・事務局

一`セ当者等について話し合いまヒ_た 。
4)― .揮疑θbれ養頭カ

01ヒ京」ACの活動に関する情報の伝達 。事

業に積極的に参加 .

0研究会・シンポジウI、 の開催。

○国・県・地方目油体への政策提言 .

〇ニュースレターの発行 .

0会員相互のネットワーク

○その他

JL贅
=J・言貴i52お蜜‐≦≒

AC長 野
と 言己念 講 演

☆日 時 平成 9年 11月 30日 (日 )

1:0 0 p nl-4:30F)In
☆会 場 長野県女性総合センター

☆記念講演
「 21世紀に向けて

lLttJ A Cの 目指すもの。1

講師 羽後 静子1:1京 」AC事務局長
☆資料代 500円
☆問い合わせ先/北東 」AC長野事務局

TEL′ 0267-62-2628

事務局は下言このように決まりました.よ ろ
しくお願いヒ′ます。
「北京 JAC長野 J事務局 市 り|1 律 子
〒384長野県佐久市野沢282-1
TEL・ FAX0267-62‐ …2628

∴ホ∴由ホ轟ホ山ム輩ふム彙とと漁汁七よ童

北京世界女性会議 2周年記念シンポジウム・報告会



2周年シンポジウム会計収支

A.収入の部

収入         :  53田 7,囲

B。 支出の部

支出       .:   53“ 1,505

差引残高       i   335,575

注 :

東京分Tシャツ在庫66枚 (運営ポランティアヘ贈呈8枚分除く)は、今後売上の度北京JAC
会計へ算入する.

10月 2日 以降の収支については北京JAC会計に移行.

費目 入金額   n
北京JACよ り 200,000

ヒ
=ヽ

報告済分費目省略 485190080

東京分報告シンポジウム
参加券売上 1740000

交流会売上 1610000

テレカ売上 500,000

Tシ ャツ売上 126,000

カンパ 5,000

本の売上 12,000

費目 たム短 月
8/24付報告済分費目省略 4,252,153

報告書 3003000

東京分チラシ・プログラ
ム紙、印刷費 30,337

発送費 49,745

文書コピー 2,280

招待者旅費 1319675

会場費 143,400

会場設営費、文具
その他 39,919

交流会 210,000

人件費 980400

備品 163000

反省・打上 473596

事務局通信費 400000

-6-



《Jヒ璃黄 JAc書 要準幸町鏡費》

1997.9。 16     司会・議事録/小宮山
出席者 :T椰:: 村松 小宮山 羽後 柳順 北沢 緒方 高橋 柴崎 関日 対 ::伊藤刷 卜 I抽 鋼 し I轍 競

関連してさまざまな意見が出された。(以下   2.― 秘書、小高根さんからのコメン
抜粋 :行革や規制緩和に対して、男女共同参   卜。各省から予算が出てくる。直接官庁また
画室からは、何のコメントも出ていない―JL  は

― 由で入手できる。女性関連の予算を
京JACから要求したらどうか。女性政策は   あぶり出し、チェックする必要がある。→各コ
各省がばらばらにやってぃる

― ら脱皮す   ―ヵス今後の課題。
るために、    の力を求めたい。鋤側年   3.ODA改 革に向けての提言/北沢洋子さ
プランは    が強調されている。労働力   んの報告。

1.シ ンポジウムづ陶蔚報機

`×

9月器日渾鼎際
・スケジュール/実行委員は10:m蹟第1会議

。報告者は11爛h集合。
・分科会報告者/前列に着席。報告の時は全
員舞台に着席.報告時間は5分.

・当日プログラム/開会12130、 閉会あいさ
つ16:詢。その間の       パネル・
ディスヵッション発表者持ち時間は10分。参
加者には事前に質問表を配布し、回収して司
会の大沢真理さんに渡す。
・集会宣言について。要旨/①行革の中での
男女共同参画の推進、②基本法作成、③「私
たちの200o年プランJ。

日 時  10月21日 (火鴻:劉距
会 場  渋御刷 Lセ ンター・アィリス

議 題  1.東京シンポジウムの報告お
よび反省

2.規約について

&そのほか

政策と女性政策の関糠をはっきりさせたい。
ビジョン、行動計画など女性政策をやるといっ
ても、何もされていないJH関ヒ・高齢化にお
いて民営化の方向にして、     に期待
するといった矛盾した政策であると指摘しな
けれ:乱 今回の超間に対する意見を出したい
など)

・Jh~JACシ ンポ全体に対する意見/発表
テーマが多肢にわたるため、散漫にならない
工夫が必要も今回は第2部「行革と
を強調する。今後は国連のテーマ (1年 4～
5に絞っている)にあわせてはどぅかとの意
見もあり。

シ ン ポ 記 念 グ ッ ズ

テ レ カ 完 売 :

Tシ ヤ ツ 販 売 中 :

∞        ∞
会員   のご協力で、シンポ記念グッ

ズは好調な売れ行きでした。ぉかげさまで、
テレホンカードは東京報告会後に完売しまし
た。Tシ ャッはまだ、60枚ほど残っていま
す。事務所に保管しておりますので、各地で
北京JAC関連の会合を開催する時などに、
ご利用ください。ご―報くだされば、事務局
よりお送りします。 《1枚 100o円》

-7-



′ 事 務 局 ニ ュ ー ス ′

1997鋼庭籍剥臥渚 リスト

横浜女性協会(フ ォーラムよこはま)―
子 斉藤誠 木村久子 ′1督良子 山本ふさ

都丸千恵子 上田外茂子 伊藤瀧子 市川律

子 北沢洋子 唐澤重子   9月末現在

行き違いの節はご容赦ください。

*釜
=Jtt 

α》t彗相良―

「  ―理露礎鯛秘目生会議12日年一  。

全国NGOネットワーク

北京JAC第 2回シンポジウム

(北九州)報告書J(500円 )

北京 JAC九州・山口・沖縄事務局のご尽

力で充実した報告書が完成しました。9月 2

8日 の東京報告会で配布いたしましたので、

会員の皆様にも同封いたします。また、東京

報告会のプログラムも同封いたします。ご高

覧ください。 (参加店・会   は除く)

*ヨ ヒカ リ ‖ シ ン ポ

報 告 書 の 販 売

残部がありますので販売にも応じます。会

員以外の方々に、ぜひご紹介ください。ご希

望の方は、冊数、送り先住所氏洛、TEL・

FAX番号を明記の _L、 事務局までFAXで
お申し込みください。折り返し郵便振替用紙

を同封の上、送付します。 (郵送料もご負担

願います)

目 Jtt」 ACカ レンダー 目

■10月■

9日 (本)4:00「 渋谷女性センター・

アイリス/ニューズレター13‐号

20日 (月 )6:"「 琴観新斤/代表世話人会

21日 (火X:関

「

渋谷女性センター・ア

イリス/

※先号で臨時総会としましたが

通常の定例会として開催します。

■11月■

6日 (木)4:00「 浴 姓 センター・ア

イリス/ニ ューズレター14号印

麟

18日 (火鴻:30p渋谷女性センター・ア

イリス/`釧臨定除

会 費 未 納 の 方 ヘ

大至急下記へお振り込みください。

●郵便振替番号/
00250-7-66426
(北京 JAC事務局)

●銀行日座/
棘       戸可家ぢコ睦F・ i普顎重難

0644852
(北京 JAC事務局)

業嚢選涯ガ:壌昇二石野鷺棋阜
1黒

書霊洋子口噌子篠崎正美羽後静子
船橋邦子 三隅佳子 武者小路公秀 柳瀬満利子 山下泰子 若林冴子(50音願)

議ぶT濡
「

麟L撃
詩
賢置慧阜撃諄 塀舞:諄

:繁
舞耐lllltf

西澤浩美 柳瀬満利子 (50音順)

〒150 東京都渋谷区渋谷103‐18 ビラ・モデルナ8207 1ヒ京JAC TELaFAX03‐ 3407‐7922

-8-



世界女性会議ロピィングネットワーク

亀 ' 6ctgin4 .Info, Acountahiltqy Cal,laras

発」4号
月号 1"7鋼 1月 1日発行

ヽ
へ
ｆ
′

Ｌ
ｒ
▲
い

‐
‥
Ｈ
Ｖ

加参に舗都占
凧

一気候変動に関する国際連合枠組条約 第3回締約国会議=COP3-

若 林 冴 子

12月 1日 から10日 京都国際会議場におい

て開催される COP3は 日本で開催される国際
会議としては,最大級のものと言えます.

特に会期中並行して ‖GOフ ォーラムを開催す
ることと,政府間会議にオブザーバーとして
NGOが参加するという2つの事柄は,日本の
NGOの力量が世界の注目を浴び,試される場
となるわけです.

環境問題にとり組んでいる団体も,そ うで
ない団体・個人も 00P3を成功させるために

京都へ参加し,積極的な提言・意見を政府に
届ける努力を惜しんではなりません.

COP3=地球温暖化防止京都会議 (通称)

1992年 6月 に開催されたリオの地球サミッ
トにおいて日本を含む 155ヶ 国が気候変動枠
組条約に署名しました。しかし その内害は′
「途上国Jと「先進工業国Jの利害の対立に

より議論がまとまらず,削減目標の決定は具

体化されず,「20004ま でに排出量を19904
レベルに戻すJこ ととされました.

19%年 3月 にベルリンにおける第 1回締約
国会議では具体的削減目標を定める議定書の

締約を1997年の COP3へ先送 りする形となり

議定書づくりのための筋道を定めた確詢事項
(ベルリンマンデート)が採決されました.

このような経緯を経て開催される京都会議
への期待や意義深さを考える時,議長国とし
ての日本の責任の大きさは測り知れません。

しかし10月 6日発表された日本提案は5%
削減であり,実質的には 2.5%の削減にすぎ

ない内容と言われています.日 本の95年実績
は,90年比 8%増とされる中で,2.5%削減
案でよいものでしょうか.

なぜ 地球温暖化が問題か
18世紀末から急激に増えはじめた温室効果

ガスの排出量が,このまま増え続けると,地
球の平均気温は lm年後には確実に 2° C以
上上昇すると計算されています.「たかが
2・ C, しかも 1004先のことJと 考えがち

ですが,一万年前の氷河期の平均気温が,現
在より5° C低かつただけであることを考え

ると,大変な異常現象なのです。
その影響は,海面上昇による国土の消失,

台風や洪水の機害9降雪減少による水不足や

渇水,地域的な集中豪雨會動植物の種の絶滅
や穀物収量の激減。そしてマラリア等の伝染

病や光化学スモッグの増加による健康障害等
々,広範囲に及びます.・

NGOフ ォーラム

11月 29日 のポスターセッション,11月 30日

のエコーリレー自転車隊の到着を迎えてのイ
ベントで始まり,12月 1日 から5会場に分散

してシンポジウム,交流会,コ ンサート,ワ
ークショップ等々の開催が予定されています。

私の団体では,12月 5・ 6日 ワークショップ

を開き,5日の夜には「女性と環境Jのテー

マを予定しています.ぜひ御参加.ご発言く

ださい。NGOフ ォーラムの情報が必要な方
は FAX 045‥782-3855 若林 ヘ
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‐
キ ャ ン パ ス ‐セ ク シ

咸能民,E

9月 14日、京都で初のキャンパス・ セク

シュアル・ ハラスメント全国集会が開かれた。

各地から140名余が参加 し、大学など教育

機関における現状とrl題点をりlら かにすると

ともに、|:::題解決のための方策について話 し

合った.同時に、「 全l可 ネット」が設立され、

‖1題解決をめざして大学を超えたネットヮー

クがスタートすることになった。「 金田ネッ

トJは も昨年暮の JAICOWSと 愛知:女性

研究者の会共催のシンポで提起されたもので

ある。シンポでは、裁判支援、実態調査およ

び大学での取り‖lみについて報告が行われた。

大学におけるセクシュアル・ ハラスメント

(以 下SH)問 題が表面化 したのは93年の

京大矢野事件以来だが、矢野事件では加害者

側から被害者、支援者、弁護 Jrを 1:手 に名誉

毀薇l訴訟が起こされ、被害者鶴が被告席に座

らせられるという逆転現象が生じた。その後

の鳴:11教 育人事件、秋肛:農業短人事件でも同

様に加害者が名誉毀損訴訟を起こしており、

被1:′ 者の提訴に対する威嚇効果を獅lら たもの

と考えられる。

今年出された矢野裁判の京都地裁一審判決

は、いずれも被害者偶の主張をほぼ認めてお

り、レイプとS‖ の真実性を承認した画期的

なものである.一定期間継続 して性被害にあ

っていた場合、なぜ逃げなかったのか、自分

の意思ではないかと、被害者が一方的に責め

られる構造がある.だが、京都地裁判決は、

加害者の支配下で盤続せぎるを得なからたの

であり、加害者の権力を利用した性的強制で

あるというS‖ の構図を明らかにした.他方、

被害者のプライバシー保護とセカンドレイプ

防』1の課題、カウンセラーなど専門家のサポ

ートや支援グループの重要性が指摘された。

95年「 女性学教育ネットワークJが実施

した全国実態調査からも、あらゆる層の女性

ャ ル ‐ハ 7ス メ ン ト

シ ン ポ 報 告

(キ ャンバスS‖ 金田ネット1`務 11)

が大学で SI・Iを受けていることがわかる。 し

か し、被害の多くは隠されたままであり、被

1'r者が声をあげるのは想像以 ilに 難 l′ い。こ

のような状況を打開するために、いくつかの

大学では具体的な対応策が始まっている.高
知大学では■1合女‖i部の活動を全学的な取り

綱lみ に発展させ、相談窓日、調査委 ll会、女

性の人権委員会を発足させた.ま た、名古犀

大学では院生を中心とした学内ネットワーク

活動で大学を動かし、学生便覧にSHの r〔 を

設けさせた。名古屋大学 S‖ ネットのホーノ

ページには l万件以上のアクセスがあり、1ヒ

子メールでの相談が各地から寄せられている。

高知:大学の窓日も同様であり、このような動

きが全:劇 ネット設立のきっかけとなった。

討詮は、キャンパスでの S‖ 被1:′ 者が沈黙

を強いられ、解決を聞1む大学独自の構造的問

題をり:ら かにすることと、それをどう打開 し

ていくかをめぐって活尭に展開 した。

研究者への道を絶たれた元院4iが指導教授

を訴えた鳴円教育大学・:`件 でも、日 立大学教

員の身分保障の壁に■1ま れて加:llF者 の処分は

停職 12か月に止まった.実際は形骸化 して

いるにもかかわらず大学の「l治が加1lf者責任

追及Ll避の理由として使われ、学部自治の壁

は全学的な対応を困難にしている。大学とし

て責任ある対応を行い、被tlF者が辞めずに加

害者に責任をとらせるシステムをどう作るか、

両者の言い分の違いにどう対応するか、訴え

::1な い被:ギ者をどう守るか、被1:F者のケア、

学界の問題など、課題は山積 している。「 全

国ネットJは、地域単位のネットを通 じて、

被害者を主体とした支援活動やガイ ドライン

・ 窓口偽:り 、情報提Jt、 意識改革、l司や自治

体への働きかけなど、諸機関とも連携 して間

題解決のための活動を行う。98年 1月 25‖

(日 )名古屋で第 2回全国4At会 を開僻予定。
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<シ ンポジウム・報告>                 "年 度東京女性財団助成事業

「現代の性奴隷0子ども買春J根絶に向けて・・・
伊藤湾子 (タ イ国・児童買春被害者の更生と買春予防を促進する会・代表)

皆さまはこのような話が信じられますか ?
わずか 5～ 6歳の幼児や11～ 2歳の少女・少
年を、大人の男たちが札ビラを切って買いあ
さり、セックスの対象にして弄ぶ.売買され
た子どもたちは心身共に傷つけられ、やがて
エイズに侵されて死亡する.およそ私たちの

常識では考えられない事態がいま、世界規模
で広がっています.しかもその上客がODA
世界一を誇る日本の男性です.なのに、多 く
の人々には、この事実がほとんど伝わってこ

_ノメない.マスメディアが問題視しないからです.

その背景には、男性中心社会に立脚する、買
春容認の社会風土があるからです.

私たちは、こうした社会に一石を投じ、買
春反対の機運を高めるため、

C97年
10月 4日

東京ウィメンズプラザ (東京・渋谷)におい

て、「『現代の性奴隷 。子ども買春』根絶に

向けてJの シンポジウムを行いました.

胃頭、筆者が本会設立の趣旨ときっかけ、
本年度の目標とする法整備に向けた陳情活動
などを報告し、順次、パネリス トの問題提起
に入りました.エ クパット関西所属の森実 (

大阪教育大助教授)氏は、子ども買春の問題
は女性差別と無関係ではない.しかし、予想
に反し、フェミニズムや女性問題に取り組ん
でいる人々の間で広がらなかった.「性Jが

十

`)各

んでいるからなのか、あるいは、かわいそ

うな子どもたちという観点でしか、提えられ
なかったからなのか、など、これまでの経緯
に触れながら、外国と日本の施策的取り組み
の違いなどを指摘された.弁護士の坪井節子
(フ ィリピン少女性的搾取告訴代理人)さん

は、日本人が海外で冒す子どもへの性虐持・

性搾取をなんとか現行法で裁けないかという
観点から行動を起こし、現地調査の上、被害
者本人の依頼を受けて該当地区の県警(神奈
川 ◆千葉・愛知)に告訴状を提出したいきさ

つなど、法律部門を中心に述べられた.

昨年、ス トッタホルムで開催された「子ど
もの商業的性的搾取に反対する世界会議コに
日本政府代表として出席された清水澄子参議
院議員は、会議に参加 して、日本の法律が先
進諸国と比ベコ年立ち遅れていることを痛感
した.帰国後、政府を動かして法改正を行い
たいと精力的に働き掛けたが、壁は厚 く、成
果に結びつかない.な らば、特別議員立法で
と超党派でプロジェク トを結成、討議を重ね
てきたが、子どもの年令の設定や、どこまで
をボルノというか、単純所持まで取り締まる
必要があるのか.情報としてのインターネッ
トが果たして規覇の対象になるかなど、議論
の分かれるところで、なかなか結論には至ら
ない.なんとか早 く立法化に結び付けたいの
だがと、日本の現状を憂いられた.

アジア女性資料センター代表の松井やより
さんからは、今夏実施したタイスタディッァ
ー (筆者も同行)の具体的事例としてエイズ
の蔓延が紹介され、罹病者はすでに130万人
前後.性産業で働く子どもたちは一年以内に

7～ 8割がエイズを発症する.特にタイ北部
の場合、 1日 1人の少女が死亡しているなど、

買春がもたらす悲惨な状況が語られた.

問題提起ののち、今後の課題に焦点が絞ら
れたが、早急な対策が迫られるのは法改正.

更に様々な部門における権力者、抑圧者 (警

察・司法・教育・公務・入管など)の人権教
育.メ ディアを動かすための方法論.被害児
童のリハビリ・ケアなどの充実.性教育の推
進などが挙げられた.本会は今後もこうした

問題を視野に入れ、地道な活動を続けていく.

地方自治体向けの陳情活動は全国ネットを目・

指しているので、ぜひ、連帯してはしい。参
考資料 (陳情書の写し・ニューズレターなど

)あり.乞う、連絡.蜂 1/fa■ 03-3‐■研8
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ネ パ ー ル に お け る 女 性 と 開 発 ―一 JIcAの プ ロ ジ ェ ク トを 訪 ね て
一

世界一を誇る急峻な山々を持つネパールは、

一方で女性の平均寿命が、男性のそれより短

い国でもある。 (女 53魚 男54鋤 ネパー

ルの中部山間地を訪れ、垂直に立ちはだかる

山道、峡谷を歩くこと6時間にЛQ生 のプロ

ジェクト現地にたどり着く.その高低差、交

通手段の無さが、ネパールの開発をはIル気

女性の過重独 貧困を招いていると思った.

1997年 9月、文京女子大学の国際女性学ゼ

ミナール (山下泰子教授引率)に参加して、

Л鉱 「村落振興・森林保全計画」のプロジェ

クト現地・タバタナの村落 (人口欄順)ノ0
で見聞してきたことを報告する。

∞ 度を超す暑さに耐えながら、登る山道の

両脇には、どこまでも段 畑々が広がっている。

日本でいう猫の額より狭いと思われるような

所まで開墾され ネパール米、シヨク1臥 ト

ウモロコシが植えられている。高低差を考え

ると農作業がいかに大変か、ネパールでは全

労働の 8割を女性が担っているという.農村

の生活は、農業と家畜を飼って収入を得、た

だで手に入る森林を切って燃料にする.

環境破壊の原因の一つは貧困だと言われ

ている。ЛO生 のプロジェクトは森林保全の

活動と合わせて、生活水準向上のために、住

 ́ 民自身が維持、管理できる小規模の村落開発

事募発Yテ1りれている。

所得向上のためのプロジェクトは、タパタナ

の女性たちからの聞き取り調査によると、ジ

ャガイモの種芋が配ら1ほ 栽培する。他に生

姜の栽培もするようになった。グループを作

って話し合い、毎月 5ルピーを出し合って、

2010ルピーを集め、種ヤギを買う。ヤギを飼
:育 して増中し、大きくなったら売る。

111年に約 20700ル ピーの収入になる。 (1ル ピ
.:l l:-2円

。小学校の先生の月給が 2000ル ピー)

道路整備のポランティアにも参加する。水汲

みが女性の仕事で大変、近くに水汲み場が欲

始 断

しい.電気 トイレが欲しい。覇されないよ

うに識字教育を受けたい等の要望があった

(15歳以上の女性識字率 17%、 男性 4°/。)

住民のニーズは、住民とプロジェクトで実施

計画を立て、住民の検討会を経て事業化され

る。その検討会は、半数以上を女性とするよ

う、女性を意思決定の過程に参加させる。ジ

ェンダーと開発の視点で、社会的に不利な立

場に置かれている女性や貧困層、職業カース

トの人 に々配慮しつつ、住民男女が自分たち

の問題を、自分たちで解決できるようになる

ことをめざしている。また事業の実施lム 住

民参加、住民による労働力の提供を原則とす

る。村落内事業の予算は、3年間で 20万ルピ

ー.必要な資材の購入や熟練労働者への支払

いに充てられる.現在、タバタナでは学校に

トイレを建設中だった

以上のプロジェクトを現地で実施していく

のは」OCV(青年海外協力隊)の隊員と、ネ

パール人のポランティア、政府職員、3人が 1

組になってチームを作り活動している。10ヶ

所のプロジェクト現地に派遣されている

」Om隊員は 10ん うち8人は女性である。

タバタナでも若い女性隊員の遠藤さんが、村

人と生活を共にし、信頼関係を築きながら、

協力期間終了の 3年後にも、女性たちが積極

的に生活の向上に取り組むようになるよう努

力しているのがよく分かった。女性たちも

ЛCAのプロジェクトが出来て、発言が多く

なったと回答している。話し合いの中から、

森林保護への理解がうまれているという。

日本の価値観を押し付けるのではなく、その

他の初等教育プロジェクト、公衆衛生や保健

医療供給システム (ヘルス・ポスト)の整備

なども含め、人権上必要な日本の援助が住民

にどれだけ期待され、喜ばれているか、現地

に滞在して、その活動を見聞きできたことは、

大変貴重な体験だったと思っている。
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会 員 の 皆 様 へ

ゴLttJ A(C規 約 案 |こ1-_ノ い て

ご 意 見 を お 寄 せ く だ さ い

競    山薔

北京JACも、設立から2年を過ぎミ地域コーカスも続 i々誕生するなどヽ 多くの人 の々

期待を受けて着々 実績を積んでまいりました。そうしたに 規約の必要性が生臥 この

春から規晦磐暉鵬麟瀬蔵由てきましJL去る10月

"日
(剣庵樹鰐″ピ訳翻錠t   、

Ю月21日の制曜帥躍資藩議Lつぎのような規約藤ンは:とまりました

現餞 ゴ扇≡JACに :よ 黎躍い遊,り ませた そこでこ(劇翻彫鵜よ つ

うことになります6どうぞよろしくご協力ください。

①Lュースレターを通じで会員の皆様に公表し、意見をうかがう。(11月 15日までに事務

所LX"・譴瞬■
"ン

、 )

②H月 18日 (火曜日)       会員からの意見督踏まえて、審議し、確定する。

(     る     ので、1割素 ふるって動 くださし、 )

0脚晦理月1日から、   る。

規約案は次ベージから掲載

日時 11月 18日 (火 )

会場 渋谷女性センター・アイリス

調

Partlo ①規約 (案)決定

②そのほか

Part2.研究会

「
京 都 5会議 |こ つ い て J

謝 :        ・

′l浴調錦子

北京 JAC代表世話人

気    み条約第3回締約国会議

(温暖化防止京都会議)が、12月 に京都

で開かれます。日本政府案は2010年での

二酸化炭素(C02)排 出を1990年比で

伸び率実績ゼロに抑えようとするもので、

欧州連姶ド(EU)の 15%削日:と は大きな

へだたりがあります。

環境と女性は、北京JACの重要なテ

ーマのひとつです。H月の定例会では、

このテーマに専門家を迎えてアプローチ

します。多くの会員の参加をお待ちして

います。
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ゴリ 菫 JAC   働

飾 よ

第1条 組 J嬌:JAC鰯 称 :J“田 輌 耐 甘 ― ヨ誡ji電 )とい

う.

2 相 よ 事謝歌試 東繭順斃亜魏髪湾 -3-28ビラモ7~r眈用 ―
"71引

曜肇く。

(目的

第2条 相 よ 題醒剛震窺54回瞳界刻陛要割諸 い― された「J回瞳層およ綱

綱願bを日本の国内政策に反映させ、その実現閣図るため、全国観漢のネットワークを形

成し、       自     榊 コ射利踏言するためのロピー活動等宅行うことを

目的とする。

働

第3条 相 ム 第2条に規定する目的を達成するため、次の活動を行う。
1)ロ ピー活動のための定例全体会議およびテーマ別会議ならびに地域別会議の開躍
2)ロ ビ       靖 うための情報交換およびニュースレターならびにその他p出

3)国および地方自治繊等の議員等との持腕的な政策立案のための協議ならびにロピー活

動のた

4)第 2条に規定する目的に添ったシンポジウムや講演会の開騰

5)そ叫L第 2`椰瑚護J・る目的のた

爾

第4条 組 織 韓 っ
― さ経・

1)イ囲暖響[第 2`称硝識する日1麟網同 し、第3`熱瑚議する1閣鄭瑳瀬する者

2)]謝匠¥l第 2多懲覇碇する目1椰等嶺Iし、第3`椰覇費する1圏珈釧助する者

2 会員:よ 下記金額の年会費層餞入しなければならなし、

1)個人会員 lQ 000円

2)賛助会員 詢
"00円

比L                 .

∞

第5条 相 a    を置く。

1)代表    1名
2)副代表   1名
3)-    1043奮謗虻

4)監査    2名
2 世議爆よ 総釦目い てヽ■4等揮より選出され乙

3 代表およ胡酬陽都よ 世話魚唖騒碧こより選出され 躊 おいて承認される。

4 胸 よ 週蛹J崚ユ灘妻により、椰 おい   れる。
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5       2年 とする.ただ伝 再選樹慇淵鑽、

第6条 1健贅よ JttE嗅脇自開活L      礼
2 幽 ょ 代表を捕腹L代表に事故あるとき、または代表の欠けたとき日よ その
硼圏貶けV子する。

3世 謬uL世論羅築構成伝 連帯し      た札
4 趨 よ 冽羅蒙凌鰯じ艦道にあたる。

⑬

第7条 ,梶曽こ 8蟹ミ 世興払会およ昴日躍野軽当轟K.

∞

第8条      よ      るた次 第4条 1項 11翼颯事により構成される
総螢象 年 11郵調鏡る。ただL世話た卸粥願賀より、必熟凛 じヽ■
することができる。

2臨       豫 想 鎮

 ヽ と鋤 る     し、紺 る。

3 1黎諄よ 代表によつて招集される。

4 縄詮誕病醸記よ 世瓢メこ勁糠 L鶴 dbいて承認は    たる.

5 鶴 よ 会員の5分の 1以上の出席により成立する.なおこ当議鶴会について、あら
かじめ璽動睫欄出した部劇田義性み[薄。

6総会研壽釧よ 篠 出席した部硼引雪をもっ
‐
硼Uいる.可翻剛陶嗜給には 否

盤 れたものとみな九

第9条 本会の活動および運営棚 請 うたな ほ 副代表および世話人により構成
される世話人会を置く。

2 代表は、世話人会の運営を担当し、その議摩において議長となる。
3 世話人:よ 互選により、それぞれ次の役割を担当する.

1)国際担当 国連ミ国際NGO等の情報を収集し、           を発進する。
2)小面鱈当 1自陛剣粍無 シンポジウム        を行う。

3)広報担当 マスコミ、本会の種勁:J舅腱 もつ個人・団跡等への広報活動を行う。
4)編集担当 ニュースレター、報告書等の幅熊および出版を行う.

5)財務旭墜i 4軽ン)     し、    よ        る。
6)テーマコーカス担当 テーマ別コーカスの連絡・ i調整を行う。

7)地矮コーカス担当  地矮別コーカスの速路・ 1調整を行う。

4 イヽ翻よ 必要に応じて、臨 世話人会を招集することができる.

5 1鯛詢賭鍼よ 世話人の過洋数の出席により成立する。なれ       こっぃて、

あらかじめ委鶴状を提出した者は出席者とみ[繁。
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6 世盟り賭無な議諄職彙 出職蜘蟻畔徹饉もっ‥ る.可翻覗搬聴給だは
するところによる。

7 世話人会の決定により、特定目的のため      Lそ の目的を遂行する実行委
くこと力で きる。

第■条 第2`豫釧販封`る目   L第 3′懲増淀する活動を行うたな
`饉

議■1り

構成される自段禅耀識置く。

2 ,超甦劉梶曽ム 原則として月 1回k代表によつて招集される.その議長に:ム 世話人
会で互選された世話人があたる。

よ

第n条 相 よ その活動および運営を円滑:ご行うため、事務局を置く。
2 期 ょ 苺    ょび事務局員により構成される。
3 事務局長:よ 世話人会において互選される。
4    は 世話尾誡襴佐L裏 際詔輝務鶴続する。

倣

第餞条 ヌ陽卸期慶如ょ 次の収入をもってあてる。
1)個人会員およ

2)    よ

3)事業収入

4)そ

2    禦 ょ    〃ぃ準成L起釧人釦明餞睦経Q総 熟明曜睦ぇな

`月
日滋 らなし、

3月曖つ沢熙よ 地協担劃臨″い驚戒L馬鶴睦経ξ 総鎌明餞1をえなけれな:frA‐

らなし、

第13条 本会の会計年度:よ 毎年4月 1日に鶴まり、翌年3月 31日に終わる.

爾

第14条 この調陶須如日ょ 選蟻りここ堪議睦経て、総会におい■ 出席者の3分の2以
土の同意をえなければならなし、

付則 こ嘲 ょ 1998年 1月 1日か   る。
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《JL藁言 JAC譲 醜鋼諄参議》
1997.10.21  司会/山下  議事録/イ 宮ヽ山

蹴 :山下 J増山 津和 柴崎 松本 君 ‖ 大角 柳瀬 鈴木 高橋 斉藤 ゆのまえ
紡 確

1。     /
人会の原案を検討。若干の訂正あ   をいつ、どのように優先的に取り上げるか、

り。ニューズレターに同封じ会員の意見を募   国会の中を歩きリサーチし、
―

なロビイ
る。                      ングすべき。             ヽ

2.シ ンポジウム・東京報告会の反省/      →世話       に
― 取り、必要

参加者数は期特以上ぉ第 1部はビデオと報   情報をすみやかに入手。定例会をコーカスの
告書で十分ではなかったか.第 2部の時間が   情報伝達やロビイングのために効果的な会議
もっと欲しかったなど。

3.今後 (規約に基づく
―

で)

ついての意見交換/
のもち方、ロビイングについて

松本ゆLl子議員より～現在臨時国会では民

法改正、医療、介護、年金、雇用と女性・子

供F関する重要法案が目白押しの現状Ь他団

体はロビイングに活発に動いている。JAC
は何をしているのか。各コーカスの課題の何

1997. 1
出席者 :荒井

ク可腱獨督::[≡コ田

1. ≦ 当 調 目 摩 罐 野

i)2周年シンポジウム会計報告 (柳瀬)

収入5,697,080円 、支出5,361,505円、差し

引き残高騒 ,575円について説鯛があり、審

議    された。

壼)1      の収支計算報告 (柳瀬)

1997年度本会計の収支計算表(自 1月 1日至9

月30日 )が、若林会計担当世話人より提出さ

れた。蜘 ,353,785円 、支出2,348,995円、

差引残離 ,790円について柳瀬氏より説明が

あり、審議の
―

された。

壼)19蜘年北京JAC報告書会計報告 (羽後)

,000円、支出620,157円、差弔:235,

843円(印刷部数 :神田部、未収金および残部

にするなどの方法を検討する。
の活動に   ②シンポジウムについて

地域でやるか、東京でするか。毎年実施す

べきかなど今後      シンポジウムを

名乗り上げる地域を、ニューズレターで呼び

かける。

③その他～長野県の会員・石川氏からの要望

で、地域コーカス会員用にニューズレターの

団粥口翻臨[を決める。

委任状 :関口

約4‖冊)について説明があり、審議の結果承
認された。

2.北京JAC規約案の承認 (山下)

19訳筆 月28日代表世話人会案を当日欠席
世話人の意見によって修正した案が提出され、

審議の結果承認された。

規約の承認は次の手順で行うことに決定し
た。Cポ議調婦し健無案は、10月21日 の雛

体会に提出し、承認を得る。

をニューズレターに掲載し、会員の意見を聴

取する。③その結果を踏まえて、H月の定例
全体会で北京JAC規約を決定する。 (現在
の体制では、定例全体会が、最高決議機関で

ある。)

国 国 国 離 京 JAC代 表 世 話 人 会 議 事 録 回 口 回

0.20   司会・議事録/山下

大角 ′1筐山 羽後 船橋 靖 ′l端 柳瀬 山下
(構)林

-9-



「
女 性 |こ 対 す `る

編熟ブコルケJLお長髪弄理彗黎護ホ斗」

日本の女性に対する暴力防止法をつくろう

好 評 発 売 中 :

日本の、女性に対する暴力に関する法律の

条文そのものや、解釈、運用が、現実の女性

の経験を軽んじ、遊離していることが、セク

シュアル・ ハラスメント裁判や夫からの暴力

のからむ裁判過程や判決を通 して、女性たち

によって指摘されています。

諸外国では近年、性的自己決定権にもとつ “

く性暴力防止法の制定や法改正の動きが活発

です。日本でも法改正や、暴力防止・ 加害者

処罰・ 被害者への援助システム確立などを含

む包括的な防止法が必要性が痛感されます。

女性に対する暴力防止法コーカスではこの

1年間の研究会のまとめとして、表記の参考

資料をまとめました。これをきっかけに、こ

の問題について関心をもっていただき、かつ

広めていただければ幸です。

領 優

1冊 ¥700(送 料別¥270)
10冊以上 送料無料

20冊以上 1割引、送料無料

申し込み

Jヒ京 JAC事務局まで

FAX03-3407-7922

目北京JACカ レンダー目

■ 11月■

6日 (木)4:00j「 酪 雄 センター・アイリ

ス/ニューズレター14号印刷発送

18日 (火)6:劉ロロ1費谷雄 センター・アイリ

スカ司臓釧議会

hrtl.①規約 (案)決定

②そのほか

Part2-A
「     議について」

謝
:                           ・

/1

北京 JAC   人

■ 12月■

4日 (本)4:鋤ロ    センター・アイリ

ス/ニ ューズレター15

15日 (月 )6:田pa事務所/代表世話人会

16日 (火)6:30F     センター・アイリ

スカ司隠釦議会

会 費 未 納 の 方 へ

大至急下記にお振り込みください。

郵便振替番号/00250-7-66426
北京JAC事務局

銀行日座/      ・普通預金

0644852
Jm~JAC事務局・羽後静子女性に対する暴力防止法コーカス

北京JAC第 1・ 号  1997年■月 1日発行
代表世話人:荒丼佐亀子 大角隆子 小宮山洋手 ■口悦子 籠崎正美 羽後静子

船嬌邦子 三鵬佳子 武者小路公秀 欄瀬満利子 山下泰子 若林冴子(50音順)

編集 0発行 北京JAC事務局 発行責任者 :荒丼佐亀テ =集責任者 :羽後静子
福集委員 :高橋克子 緒方由美子 奥山妙子 大角離子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子

西澤浩美 柳瀬満利子 (50音願)

〒150 東京都渋谷区渋谷卜3‐18 ビラ0モデルナB207′ 北京JAC TEttFAX103‐ 34b07‐7922
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世界女性会議ロピイングネツトワーク

7ンズリー北京 σ
'C,rrfind Jop*, Aceouncabtktg Cescus

発■5号
12月号

""奪
12月 1日発行

2000年 に向けて

アメリカ・カナダの女性たちの北東フォローアツプ

経済の「グローパリゼーシヨンJという名の曇力に対する●饉をどうするか

羽後 静子 (はのちせいこ)

北京JACの 2年目が終わろうとしている。今年7月 の北九州でのシンポジウムでは、

全国から参加した1000人近い女性たちの声を結集して、行政改革に対しての緊急

決議をまとめ、総理大臣、女性問題担当大臣ら政策担当責任者に手渡すことができた。

今年最後のグッドニュースとしては「北京JAC長野」が、発足したことである。

来年は、浜松や山口でも地域コーカス発足をめざして準備が始まつている。

さて、アメリカやカナダでもローカルなレベルで北京フオローアップのための新たな

ロビイングネットワーキングの動きがでてきた。例えば、アメリカの南部の女性たち

は、北部の女性たちに比べて、国連やアメリカ政府の情報入手が遅れるということか

ら、このたび、テキサス大学と国連が共催で、特にアメリカ南部の女性たちのネット

ワーキングのための、北涼フォローアップ国際女性会議を開催した。筆者は、この会

議に招待されたのをきつかけに 10月 の終わりから約 lヶ 月間、アメリカ・カナダの

フェミニス トグループや NGOの会議に参加し、北アメリカの北東フォローアップの

動きに触れる機会があつたので、報告したいと思う。

①アメリカ南部版 北京 JAC結成 !

今回の渡米の目的は、テキサス大学が

国連と共催で開いた、北京女性会議フ

ォローアップ国際会議の「女性に対す

る暴力J分科会で問題提起を頼まれた

のが始まりであつた。アメリカ北部の

女性たちが、地の利を活かして、ニュ

ヨークの国連本部や、ワシントンのホ

ワイ トハウスヘロピイング活動しやす
いのに対 して、南部の女性たちには情 .

薇軍金丁)三彗テ〕象盤む 、。 
性運動

今回の会議は、特に南部女性のネット

ワーキングを強化して、直接ロピイン

グをしようということで、アメリカに

も2年遅れで、北京」ψ九州・山口・

沖縄のようなネットワークができたと
いうことである。

約 300人 の団体代表や、研究者、学

生が参加 し、 2日 間 12のテーマの分

科会に分かれて討議、アメリカ国内の

問題 と国際的な問題について提言をま

とめ国連に提出した。  .

② 98年 3月 の優;Wへのロピイング

テキサスのあとは、ニューヨークとボ

ストンで、ロピイングN00の仲間と来

年3月 の国連婦人の地位委員会 (CSW)
へのロピイングをどうするか話 し合つ

た。来年は、世界人権宣言50周年とい

うこともあつて、∝ Wの北東行動綱領

実施のためのアジェンダも「女性に対す

る暴力J「紛争下の女性J「女性と人権J

「女児」など人権問題を集中して討議す

る予定で、ロピイングがかなり重要とな

つてくる。 問題をバラバラに扱 うので

はなく、全体的に「女性に対する暴力J

撤廃にむけての制度化への道筋を、合意
-1-



結論に盛り込むことが大切であるとの

認識で、アジア・太平洋地域では、来年
1月 に提言をまとめようとしている。北
京 ふミ としても、日本政府が「日本に

おける女性に対する暴力Jについてどの
ようなステイ トメントを発表するか、事
前に政府案を入手し、内容を検討する必
要がある。

③カナダ最大女性学センター設立

ポス トンからカナダに入り、首都に近
い東部の トロン トと太平洋側のバンク
ーパーで、2つの国際女性会議に参加し
た。カナダでは、2000年の女性会議と
NGOフォーラム開催に向けてカナダ政
府が誘致に乗り出したといううわさが
広まり、フェミニス トたちが活気づいて
いる。 (日 本では清水澄子議員が9月 28
日の懇親パーティーでカナダ情報を報告)

カナダもまた広い国なので、北京 JAC
のような全国的なフォローアップネ ッ
トワークは、まだできていない。首都オ

タフに近い トロン トが女性学研究や、ロ

ピイングネットワークの拠点となつて
いる。 トロントのヨーク大学で、カナダ
で最大規模の女性学研究センターが設
立され、社会科学のすべての専門学部を
ジェンダーの視点で、再構築しようとい

う理論研究と実際の活動が始まった。
政治学部が主催した冷戦後のポス ト共
産主義女性運動のフォーラムに参加 し
た。チェコ女性の事例報告があり、グロ
パルな資本主義による新しい「植民地
化Jと もいえる経済のグローバリゼーシ
ョンのなかで、かつては男女平等を誇り、
女性間の格差はなかつたチェコにおい

て現在は、男女の経済格差が広がり、女
性間の貧富の差も広がってきている。女
性問題がより多様化、複雑になつてきた
という報告があった。

O PECに反対する国際女性会議

最後の訪間地バンクーパーでは、
劇EC開 催直前に開かれた「第 2回
JEcに 反対する国際女性会議Jに参
加した。

この会議は、2000年 の国連女性会

議の行方を占う意味で、重要であつた。
カナダ全城からフェミニス トたちが、バ

ンクーパーに集合し、実行委員会形式で、
2日間の国際フォーラムを開催、APEC
域内の女性 NGOを招待 した。アメリカ、
カナダ以外に南米は、メキシヨやチリか

ら、アジアは、日本、中国、香港、フィ
リピン、ビルマ、マレーシアなどから、

報告があった。加速化する経済のグロー
パ リゼ ー シ ョンのエ ン ジン部分 を
APECが担っている。冷戦後世界の他の

地域が、軍事費を縮小・削減するなかで、
アジア太平洋地域だけは、依然として、

軍事費が拡大され、軍需産業が伸びてい

る。またアジアの通貨危機では、まず最
初に多くの低賃金女性労働者が失業、中

国やメキシヨなどでは農村女性の「貧困

化」が進み女性移住労働者に対する人身

売買の増大、国内の貧富の格差拡大によ

る、貧困女性や家庭内の「女性に対する

暴力Jの増大など、経済のグローパル化
は、女性に対する暴力を構造化 し、さま

ざまな形となつて、女性に打撃を与えて
いる。

今後女性運動は、経済の「グローバ リ
ゼーションJと いう名のグローバルな暴
力的装置のなかで、「平等、開発、平和J

を手に入れ るための新たな戦略を立て

直さなければならない。
これが、今回の一貫したテーマであっ

たと同時に、200hO年の国連の女性会議
でも大きなテーマとなるように思われ
た。
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民法改正今後のとりくみ

民法改正は、今年の通常国会で政府

提案としての民法改正案が国会に提出

されずに、議員立法が民主党、社民党
。さきがけ、平成会有志から提出され

たが、いずれも廃案となった。

さて、その後、どのように民法改正

が進んでいるのだろうか。

自民党の一部には、反対論も強いも
のの、ほかの党は、民法改正に前向き
な党もある.そこで、超党派でこの間

題に取り組んでもらおうとlo月 30
日、国際婦人年連絡会が民法改正に関
する各党懇談会を開いた。国際婦人年
連絡会が要請 したポィントは、夫婦別
姓選択制、子どもの氏は出生時に、非
嫡出子の差別の廃止.

民主党、社民党、さきがけ、日本共

家族法改正コーカス  赤石千衣子

産党、新社会党は積極的な返事だった。

新進党も一部反対があるものの、積極

的にとりくみたい、太陽党は、方針が

決まらず、公明は趣旨には賛成だが、

欠席、自民党は欠席だった。

しかし、今後各党の協議の場を設け

ることで、意見が大体一致 したので、

今後通常国会へ向けて議員立法の動き

が出てきそうだ。

すでに議員立法化へ向けて具体的な

動きが出てきそうなので、今後が期待
される.民法改正をまちくだびれてい

る人も多い.何とか、成立させたいも
のだ。

また、民法改正ネットヮークととも
に請願署名運動、地方議会への働きか

けも今後もお願いしたい.

児童扶養手当という母子家庭等に支
給される手当がある。月額41,390円 (年

収が約 200万円まで)か、26,790円 (年

収が約4010万円まで)支給される手当だ
が、これが、来年度削減されることが
必至だ。

離婚と不況で受給者は増加傾向にあ
るといぅのにすでに概算要求で伸びは
ゼロに押さえられ、今、中央児童福祉
審議会の児童扶養手当部会で審議中で、
12月 初旬には、報告が出る予定だ。
手当額の削減、支給期間の短縮、父

からの費用徴収、国の責任の後退など、

児童扶養ヂ当日度の月直ι

が考えられているらしい。
母子家庭の困難のほとんどは、経済

的な困難。生別母子家庭の平均年収・
202万円は、男女の賃金格差がもたらす
もの。

女性がどのようなライフスタィルを
選ぼうと、安心して暮らしてぃける社
会を創りたい。児童扶養手当の問題を
女性全体の問題として、考えたい。
この問題でしんぐるまざあずふぉ_

らむの要望書あります。 (北京JACも
賛同団体に)mfaxo3C3315)4518
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北海道
『
1驚ぢ0アクション11ン J

活 菫 績 現

細浴:洋子 (如スペーA・ 協)

職 ちのアクションプラン」:ム ひとり

ひとりの道晨女性が主体的    りつな

げていく参加菫公開壼ワークショップ形式に

よる活動としてこマスコミを通じで呼びかけ、

9月にスタートしました 11年間にわたる息

の長しヽ活動になりますがこ今年度は、緊急注

の高いもの、行政が手を出さないものを中心

に4項目にしばつてとりくむことになりまし

た 11童醍覇量壺室格 支万翌瀬暇目目関と瞳

いつつ進めていく予

現在
=0女

性の人権と自己決定権 (性暴力

・ リプロダクティプヘルス/ライツ)、 ②労

偏k                   と徹

システム、     の5つのプロジェクト

チーム創議奎響署翻目珈凛 り組脇でいます。

他自油中ゆ川場H肝認曝詳睦礫めて臓

と比較検討している:剛躍鶏無

へのアンケート調匿を実施し集計分析にAっ

ている行政システム部会等 、々それぞれ月 1

～2回の学習会をもって進めています。

1月に圏 :lで、NHKの小宮山洋子さん

をお招きして各チーム       と交

流二今後の方向についての第2回全道ミーテ

ィングJ開きま九 全国p状況やホットな情

報に触れ、エンパワーし合うミーティングに

したいと思っています。

:   月2ポ習電難111『

K):

1覇調A晴岡

来年 2月 に立ちあげ

世界女性会菫ネットワータ静岡準備会
佐菫和子

北京会YGOフ ォーラムに参加した人たち

が中心になって、静岡県でも北京JAC地域

コーカスをつくろうという計画が進んでい

ます.来年 2月 11日には、静田県内の女性

たちに呼びかけて、静岡市で発足の集いを開

きます.

『マンスリー北mAC』 で情報や.東京.

北九州でのシンポジウムでの各地域コーカス

の活動に触発されて、「静岡でもやれるJと
勇気と元気がでてきたのです.

静岡県は、これまでのところt県全体をカ

バーする市民的な女性活動のつながりが作る

ことができずtしたがって県の女性施策への

市民活動の立場からの発言や参画もとても弱

く、女性に対する政策立案、展開はまったく

行政主導型で行われているのが現状です.こ
の集まりを契機にネットワークを広げ、市民

が市民の情報と提案能力を持ち、行政の政策

決定やその実行への市民参画の道筋をつくっ

ていきたいと考えています.もっともそれに

はやや時間がかかりそうですが。

北rJACの ような本当の意味でのN∞が日

本にもでき、全国的にネットワーク活動を進

め情報と活動の共有をつくり出していること

は、ホント素晴らしいことです.地域で活動

を広げるのにたいへん強力な助っ人です.女
性たちが新しい力を持つことできたと思いま

す。

また北mACの事務局を通じて代表世話人
の小宮山洋子さんを当日お招きできること

になったのもゝ私たちを大いに励ましていま

す。N∞の連帯を実感しています.

:■旧川市民文化金館 第2会議室

:-1000円
:■問合せ 01“-24…偶鵜 (村田)

■_。 a.-.a.I.-.-.-rraalat;
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日本女性

男女共同参百社会づくりをめざす「 日本女

性会議'97お かやまJが lo月器口・24目の2

日間、岡山シンフォニーホールを主会場に開
かれた.「自分らしく生きられる社会に lJ
をテーマに中国地方で初めて開催された会議
には、全国から約3,3∞人が参加した.

1田は「女たちは今Jと題した田島陽子さん

佃賊軸Dの基
=講

演から始まった.田島さん

は、女たちは今強いようで鵜い.女性差別の

1つとして結婚制度がある.差別の制度化
~ノ

た.「自分らしく生きろJと 言われても、そ

の自分がない.自分を持たない女に自立した

子供は育てにくい.「主婦Jシステムは諸悪
の根源である.この主婦的状況をなくすこと.

ゼンダーの視点を入れて、チャンスの平等と

結果の公平を目標に、法律や制度のチェック

をする.世の中はすぐには変われない.理想

像を設定しながらも変
‐
化のための具体策を示

していく.一人ひとり『個Jと いう見方をす

る.テ ンポの早い話のなからューモアと幸ロ

の社会批判を交えた問題提起をした.

つづいて女たちの手作リミュージカル「 ウ

ィメンズ・ ギャザリングJが上演されも社会

ノ 動さすためのメッセージがあった.

午後は8つの分科会に分かれて、活発な討

論が繰り広げられた.

1,今を生きる少女たちへ哺||力確じて―

2,女性と健康-803だ、mll―
3,女性への暴カー3ttには轟詢ないことrrか?―

4,姑3tBしく腱t卜 :L01弱薇難島もて一

5,知と資性き狛磁難 !J卜菫・機露え|―

6.女たちのあしたづ|1生きtet網祀識ト

7,アジァに生きる女たち―つtrl思い、つな出か

8,女の自己表現―うごく・かたる。つく0-

夜はm醸ホ■において、交流会・アフター

バーテイが開かれ、参加者の交流があった.

97お かゃま
時責 逮枝 徹胸圏闘饉齢)

会議
9

2田は、「社会を動かす女のエンパワーメ

ントJと題したバネルディスカッション.上
野千鶴子さんC― )をコーディネーターに自分らし

く生きられる社会の実現をめざして女性がさ

らにエンパワーしてぃくために、船橋邦子さ

ん憫融漱籠餞)か らネヮ「9-ク、伊田広行さん(頬闘

博韻)か らルトf―
"ブ

、三井マリ子さん個

"ェ

ミニス

ト韻― )か ら薔領の視点でそれぞれの立場か

ら、問題提起でなく問題解決のための具体的

な提案があった.露さ‖「交流型から政策提言

型へJ9田さ籠「家族単位から個人単位へF熱植「

女性議員を3“に.出たい人も出したい人もJ

掛さ‖「市民平等構想、NPO法 案を成立させ、

いろいろな分野に女性の視点を持ち、女性の

地域活動を進めてエンパワーしようJと しめ

くくった.

最後にも分科会討議をふまえた8項 目の「
097お

かやまアビールJを採択して閉会した.

また、本会議の他に週間行事として、展示

(鶴贅
"“

覇晨・融饉史をつく0難ち

“

卜■m欝饉)と

女性の視点で作られた映画1鉢の映画祭.そ し

て1瑚器1に はポスト会議「女たちはいかにエ

ンパワーしたかJが開かれた.

この「E村督F97お神まJは,公募による約120

人の実行委員 (嫌 餞)で
L9鉾

7月「E村督F97
静韓鏑報会Jが結成され、岡山市とバートナー

シップをとりながら4つの部 (翻錦・‐ ■‖・

m)に分かれも企画運営などみんなで討議を

重ね合意を得て決定していく手作りの方法で

進めた.この積み重ねが,詢―されるカセスであ

り、私たちが実感できることが岡山らしさで

あると思う.

日本女性会議は今年 14回めで喝融辟Jと「E

‖ 01鮮 Jを記念して、女性問題の取り組みを

進めるために各都市が連携して全国規模で開

かれている.098韓尼崎、・

"檀
浜松で開催さ

れる.
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国際女性の地位協会設立 10周年記念シンポジウム

i糧う !活かそう !-1刻鎧期畷賜峰約一」

一いかにして女性の政治参加を勧めるか一

ア タロシ ョ :ン
タを !女 性 の 連 帯 を !駆調I膠票拍勺奨鍾帯 を !

国際女性の地位協会 新井場 貞子

300の地方自治体のうち、女性議員のいな
い町村議会は66%もある。これをなくす取

り組みを始めている。介護保健実施年には、

女性議員のいない町村議会を0にするキャン

ペーンを始めようとしているとのこと。

娘と息子の教育を
4人のパネラーの中では格段に若いデュー

クスさんは、歯切れよく次のように語った.

娘には「選挙に行きなさい」、息子には「女

性のために票を入れなさいJと教育すること。

また、息子には母親として男女平等を教育す

ること。女性の重要な問題は女性が同盟を組

んで戦う。情報を共有し、自分の信じるとこ

ろへお金を使う。

プログラムは、基調講演、イヴァンカ・ コ

察Z/11了夢晋ヅ譲暴二7蓼啓ちゝ
ノ`  女性が政策の目的となってはダメ

コルティさんは、20世紀の終わりには、

(米テキサス州下院議員)、 イヴァンカ・ コ  貧困、暴力は激化していくだろう。しかし、

ルティ、樋日恵子 (東京家政大学教授)、 赤  女性は政策の一端を担っていかなければなら

松良子 (国際女性の地位協会会長)の 4人で  ない、政策の目的になってはいけない。と強

コーディネーターは山下泰子 (協会常務理事) く断言した。

で行なわれた.

今年、国際女性の地位協会は設立 10周年

を迎えた.その記念事業のひとつとしてゝ国

際シンポジウムを 11月 15日 0.東 京

ウィメンズプラザのホー
ー

した

協会の目的である「女性差麗壼廃条約Jの
研究と普及という趣旨に沿い「学ぼう !活か

そう !女       Jを メインテーマに

■ かヽにして女性の政治参加を進めるが"を

サプテーマとしたるこれは条約7・ 8条に関

連し、国連の女性差別壼廃委員会 CEDAmが
採択したもっとも新しい―

― 告23でも取

り上げているテーマでもある.

以下はパネルディスカッションで話し合わ

れた大要である。

■DIと GDIとGEM
赤松会長からまず問題提起されたのがこの

3つの略語である。HDlは国の豊かさの指標、

CDIは ジェンダーの視点からみた国の発展度。

G闘は管理職や公職、議員に占める女性の割

合をもとに計算された国の発展度を指す。こ

れで見ると日本はそれぞれ3位.12位、37
位 (― 男女共同参画の現状と施策による)

である。この指標はCm鰐での日本のナショ

ナルレポート審議後の一般的働告でも取り上

げられていた.つまり政策決定の場に女性が

少ないという現状を示している。本年9月の

改造内閣には一人も女性がいない。なんとか

せねばならないという危機感がある。

っモ番

“

者問題ま雄
の政治への参加の少なさから生じている。3

エミリーズリスト

デュークスさんによると、女性会員が一人

年間100ドルの献金をし、政治家を目指す
女性や当選させたい女性候補者に献金したり、

政治家になるノウハウを教えたりする団体。

今までに、上院に3人、会員に16人ほか州

議会等、合計53人を当選させ、8億 4千万

円の寄付を支出しているという。

若い女性に政治に関心を持たせるには

学生には学校外で行なわれている女性問題

等の会合に出るように勧めていると言う樋□

さん。また、赤松会長は関西で「くれない塾」
という政治参加を目指す女性のための勉強塾

を始めたと言う。
若い女性に発言の機会を与え、希望を持て

るような制度を作っていくことが大事。実際
に経験した人の話を開かせたりして、社会や

政治に関心を持つよう仕向けているというフ
ロアからの発言もあった。

-6-



《ゴL=貫 J
1997.11.18  司会/山下

躙 :山下 イ嗜山 関口 三隅 杉内

初 ‖ 刺 |1庵箱 散 離

Partl.

議題1.Jと京JAC規約について

ニューズレター14号に規約案を掲

載ふ会員の意見を募った結果、記載
の通りの規約案が承認された。

認 .地域コーカスを立ち上げる長野から

地域での加入の仕方ついて問題提起

があり。会員分ニューズレター送付

希望の場合など、団体での参加につ

いて、会費など今後世話人会で検討

する。

に対する暴カコーカス会

1月 13日 (火 )6:30pm～

センター・アイリス

国内法の問題点をあらいだし

立法化にむけての問題を観

*多くの方の参加をお願いします。

爾

絵

日 時 12月 15日 (月 )σ :301p～

会 場 輔 験 證

議 題 1。 規約施行後の新しい

体制について

2.地域コーカスの会費

のあり方、他

AC議 事 録 》

織 /′1嗜山

鉢 朧 林 新 紡 難 銀 頬

Part2.   京都会議についてJ

lo NGOの取り組み

講師 :若林冴子/横浜市生活学校連絡会主催の

ワークショップ「台所から考える ストップ !

臨 暖颯」 テーマ・どうつくる?く るま桧
" “ジェンダーと環境" ・どうする?ゴ ミ減量
"の説明。

2.地球温暖化 現状と対策

謝 :      ・

′l浴巧錦子

気候フォーラム (気候変動/地球温暖化を防
ぐ市民会議)参加の経緯。すでに始まっている

地球温暖化―これまでと予測についての科学的・

多面的胤 12月の京都会     は次号
で掲載の予定。

口 次回定例会議題 ロ

日時 12月 16日 (火 )6:30pm～

会場 渋谷女性センター・アイリス

誕  1。 厳 堀

2.アメリカ・北京会議フォロ

ーアッな 議参力臨浩 /
1

3。 北京JAC長野

4。 京

5.各コーカスからの報告

6。 そのほか

大麟 子議冨麟筆襲告

※終了後、忘年会を催します。多くの方
のご参加をお願いいたします。

時

場

マ一

日

会

テ

-7-



′ 事 務 局 ニ ュ ー ス ′

おめでとう 1-さ ん

市議会にトップ当選

北京 JAC第 2回北九洲シンポジウム・分

科会「女性と政治」参加メンパーの清水純子

さんが大野城市議会にトップ当選されました。

「 シンポジウムで沢山の元気とやる気をも

らって帰り、直ぐ実践Lおかげでトップ艶

女たちの熱い・おもい・ を大切にしっかりが

んばります」と清水さんは語っています。

次 Jヨ
=だ

秦Eづ奎ざnに 二‐ い ¬

「規約により会計年度を4月～3月の1年

間:こ移行するため、19980は変期的に1998

年1月～Ю辮年3月までの会費 1万2000
円をお願いいたします。2月のニューズレタ

ー発送の際に郵硬振替用紙を同封いたします

ので、よろしくお願い申しあげます。

北京JAC刊籠日書奏子冒¥園反夢極ロト

●Jh~JACレ ポートNo。 1ポスト1諫一理論

から行動へ/1000円

●Jm~JAC第 2回シンポジウム (1リリ‖)

報告書/瓢円

●女性に対する暴力防止法参考資料/700円

●クマラスワミ ドメスティック・パイオレ

ンス特別報告書/5側円 (1｀ずれも送料別)

事務局へFAXにてお申し込みください。

*1月はニューズンターはお休みさせていた

だきます.次号 2月 5日 (本)発行予定

■ 北京JACカ レングー ■

■12月■

4日 (ラホ)4:α町■

15日 (月 X:30「

16日 (火)6:30pE

渋谷女性センター・アイ

リス/ニ ューズレター15

鉄 堀

始

センター・アイ

リス慮ヨ建釧議会/終了

■1月■

13日 (火)6:30「 渋谷女性センター・アイ

リス/女性に対する暴力

―カス会議

20日 (火X:30「 渋谷女性センター・アイ

リス

1997年 度 会 費

未 納 の 方 ヘ

下記へ大至急お振り込みください。

会費 (1997年 1月～12月 )1万円

郵便口座番号 00250-7-66426
Jm~JAC事務局

飾 口震媚野計月も篭壺菱銀噺藤磯菊翅店

普通預金 0644852
北京JAC事務局 (羽後静子)

北京JAC第 15号  1997年 12月 1日発行

代表世話人:荒井佐よ子 大角隆子 小宮山洋子 ロロ悦子 篠崎正美 羽後静子

船橋邦子 三隅佳子 武者小路公秀 柳瀬満利子 山下泰子 若林冴子(50音順)

■集 0発行 北京」E事務局 発行責任者 :荒井佐よ子 日集責任者 :羽後静子

編集委員 :高橋克子 縮方由美子 奥山妙子 大角隆子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子

西澤浩羮 柳瀬満利子 (50音順)

〒150 東京都渋谷区渋谷卜3‐18 ビラ・モデルナ8207 1ヒ京JヽC TEL&FAX03‐ 3407‐ 7922
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世界女性会議ロビイングネットワーク

' Gnlfiry..fory *{rcrolllrrc"hiky &rlxar 鯛 号 19-1晰

北 露言 JACt臓 静議晴黎卜● J11こ ― い t
代表 山下 素子  ■代表 小富山 洋子

新しい年を、皆様、どのように迎えられたで

しょう力、 大雪て明けた19914を、北京JAC
の刑躍の年にしたいと思いま丸

さて、昨年末、懸案だつた「北京 JAC規約」

ができあがり、1998年1月 1日付けで発効い

たしました。これにともない、代表、副代表を

おく、新しい体制が出発することになりました

本来ですと、役員は、総会における選挙によつ

て選出されることになつているのですが、

4月 25日 (土)の総会までの間、臨時の体制

をつくる必要がありま丸

そこで、1月 20日 の定例全体会の承認によ

り、代表 :山下泰子t副代表 :小宮山洋子、

事務局長 :大角隆子、世話人10人による、当面

4月 までの臨時新体続が発足しました

皆さん、どうぞよろしくお願いいたしま丸

19954の設立から2年余り、北京JAC
l        :

は、代表世話人による合議制で運営してき

ました。しかし、例えば、

担当大臣への署名簿の提出やロピイングの際

など、責任者がはつきりしないと、ことが円滑

に進みません。また、NPO法案が成立すれば、

さまざまな場面で、    が必要になると予

想されますじそうした事情で、規約に、代表 1

名、副代表 1名、世話人10名程度を置く、とい

う規定を設けました。もちろん、これまでと同

様、世話大会での合議を大切にいていくことは、

いうまでもありま豪 、

つぎに役員の分担を締 しま
u九

代表 :山下泰子,副代表 :ノ」ヽ宮山洋子ち

事務局長 :大角隆子

世話人 :

国際担当 :船橋邦子,

企画担当 :― 津和慶子,

― A(― よリノ小宮山 山下 津和 三日 錯方 1鰤げ欄瀬 若林 斉菫 中鵬 目口 大角)
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広報担当 :関白悦子

編集担当 :結方由美子,

財務担当 :柳噸満利子 (舗 ,若林冴子

テーマコーカス担当 :中理肇丸

地域コーカス担当 :ヨ隅佳子,篠崎正美

新世話人は、斉藤誠さん、
―

さん、

結方由美子さん、中嶋塁美さんの4九

斉藤さんは、今年最大のテーマである男女

平等基本法の専門家:津和さんは、女性に

対する暴力防止法案作りの中心人物。緒方

さんは、昨年のシンポシウムの実行委員で、

かつ事務局の仕事に積極的に加わってこられ

た方:中嶋さんは、女性の政治参画問題に取り

組んできた方で、今年の    選挙で女性

候補を増やすことができるかについてのキー

パーソンで九

これまで代表世話人としてご活躍いただい

た    子さん、武者小路公秀さん、初代

事務局長を勤められた羽後静子さんは、交替さ

れました 北京 JAC設立以来の手さぐりの

状況の中でご努力いただき、ここまでJACを
育ててくださつたことに心からの感謝を申し

上げますじ荒井さん、武者小路さん、お二人の

国際感覚は、卓抜ですじ今後も北京 JACに
ア レyスをしてくださし、 羽後さんは、

9月から2年間カナダに留学され、向こうか

ら情報を送つてくださることになつていま丸

また、このニュースレターは、引き続き高橋

克子さんが、担当してくださり、世話人の結方

さんや印刷等を手伝つてくださる方たちと力

を合わせて、必要な情報を皆さんにお届けしま

すふどうぞ皆さんからも、高橋さん宛に情報を

お寄せください。 今年、北京 JACが、取り

組み、提言をしていくべきテーマの1つは、「男

女平等基利たド●九 男       の基

本問題部会でも、これまでの種々の基本法を参

考に、どのような内容を盛り込むかの審議が行

われていま丸

ここへJACの意見を届けるとともに、NGO
からの試案を各党の議員と協力して議員立法 .

として提出するなど、さまざまな方法で、

私たちがめざす基本法実現のために動く必要

がありますしまた、国レベルと並行して地方自

治体の基本条例作りにむけて、昨年暮れから、

鋼 の東軋 埼玉 被剣 :L千札 横民

川崎のメンパーが一堂に会して、情報交換の集

いをはじめました。JACの地域コーカスによ

つて、この動きが全国に広がるといいと思いま

丸

また、7月 の参議院議員選挙にむけて、1人

癬
・

1鎖剛軍1月罰日υり
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でも多くの女性が当選するよう、各政党に

比例区のクォータ制導入を働きかけたり、女性

が立候補しやすいようなサポー ト体制づくり

をするなど、様々な活動が必要になつてくると

考えられま・九

そ釧眠 民漱如政 ヴ冤理聾撃教正など労働

法制に関する問題餞児童扶養手当等の児童福祉、

女性に対する暴力防止法案の策定、年金改正間

題など、多くの取り組むべきテーマがありま丸

毎月の定鶴全体会を、有効なロピイングのため

のホットな情報が飛び交う場にしたいと思い

ます。定例全体会は、現在、第 3火曜日に行

われていますが、4月からは、原則|と して

第 3月曜日に開催することになりました

ニュースレターを    うえ、どうぞご参

加くださし、

地域コーカスも、昨年11月 の長野に続き、

2月 には静岡が発足します。さらに準備会を

開いているところもあり、JACの活動が、

全国に広がってきていますじ各テーマコーカ

ス、地域コーカスの皆さんと情報交換し、力を

合わせてロピイングをしていこうと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたしま九

を申し上げま丸

○鶏豫髪≒

期日:4月為日 (土)午前・午後,

場所 :東京ウィメンズプラザ Q陶欝

担当 :山下泰子,大角隆子

プログラム :役員選挙

'97     、決算報告蕎監

'98     、予算承認

といつた一連の総会議事以外にも国連婦人

の地位委員会報告や、緊急の課題について

のシンポシウムなどを行う予定です。

地方の方も是非お出力■ナくださしヽ 詳細は、

3月 のニュースレターでご案内します

○シ :ンポ ジ 弘 P―

期日:7月 4日 (:J・ 5日 (日 )

場所 :新潟市

実行委員長 :Jヽ宮山洋子,

実行委員会を東京と新潟に置き、協力して

シンポシウムの運営にあたりま丸

昨年の北九州に約 1,000人集まつた熱気

を、今年は新Eで再現しましょう :

時

場

題

日

会

議

次 回 定 例 全 体 会

2月 17日 (火)PM6:30～
渋谷女性センターアイリス

1。 労箋法など労働法制について

謝 :

2.テーマコーカスからの情報

3.そのほか
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女 性  『こ 関 j蠣 3基 本 法 gこ ―ノ い て

1 基本法の基本について

はじめに女性に関する基本法というときの

基本的Fr・Ilt、 国会で成立した法律により

女性の問題が規定されるということなので九

なぜこのことが重要かというと、行政は、

法律に基づくことが必要なのです。ところが

いま内閣に設置されている男女共同参画本剤∫

は、政令によるもので、法律には根拠があり

ません。現在女性の地位向上についての政策

を担当する権限を    されているのは

労働省設置法による労働省のみなのです.ま

た各地方自治体には女性政策課などの女性施

策を担当する部署がおかれ女性センターなど

がつくられていますが、これもUJ~自活出効I

行うべき政策を列挙した地方自治法には女性

の政策についての明確な規定がないのですc

女性政策を日本に根付かせ発展させるため

には、根拠法としての基本法が必要なのでt、

2 基本法の内容について

(1)基本法成立の為に

まず轟本法を国会で成立させるためには、

全く新しいところからつくり_Llずるよりは、

これまでの法律の規定や審議会の答中などを

べ‐スにすることが必、要だと思いまづL

このベースとして重要な釧胡 女期司参画

ビジョンだと思いま丸 法律では、男女共同

弁護上 齊籐 誠

参画審議会設置法、雇用機会均等法なども基

礎となりま
口
九 日本政府力謝躍:した条約、た

とえば女協 :爛暁条約など1)同様で九

(2)獲得目標

企画調整機能を発揮するために:ま本部機構

をどこに設置する力勁滞麹:ですι行革会議で

は、調整機能を有している内閣府へ、男女共

同参画の機構を設置することに最終合意され

ましたが、これが実施されることが必要ですじ

次に性理別禁止条項をどのような形で盛り

込む力功1樹題ですじ積極的是正措置について

は、雇用機会均等法にも規定されたので、是

非とも盛り込みたいところです.

基本政策も、男女共同参画ビジョンから具

体的に盛り込むことが必要と思いまi

国内行動計画についてはすでに男女共同参

画2000年プランがありますが、これをモ

ニターづ
~る

フォーカルポイントげ職 置と、報

告義務などの規定も必要があると思います,

そのほかNGOである女性団体への支援や、

情報機構、訓練実施機構、そのほ力の実質的

な瀬野推も標話争が必選[買お九

1〕 誦

現在男女川鰺    ではこの基利はに

ついて検討されており、ここにこれらのこと

を反映させていくことが必要と話されまし亀
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労 基 法    「 改 r卜 」 で 日日 し 入 れ

働く者の憲法、基本的権利法ともいうべき

法が労働基準法。その改正案が、まもなく国

会に上程される。

「女性差別撤廃条約J、 「 I L0 156号家

族的責任条約Jなど日本が批准している条約

は、男女平等社会の実現のため、女も男も家

事労働と賃労働が担えるような社会的条件の

必要をうたう。

そんな社会の実現に向け、女も男も人間ら

しく暮らせ、働けるような労働条件づくりの

絶好のチャンスが、今回の労働基準法改正で

あって欲しい : ところが現実は、働き、働

き続けるのが一段ときびしくなるような問題

がいっぱいある「法改正」なのだ。

法案はまだ上程されていないが、そのたた

き台の「中央労働基準審議会報告」から、あ

きらかになった主な点は次のようだ。

◎契約期間「3年」の上限設定は問題

今も恒常的業務でも、有期雇用契約をし、

解雇制限の法理を脱法する「労働者の使い捨

てJが今も横行している。 3つの場合とはい

え、上限 3年の有期契約を認めれば使い捨て

はいっそう進み、若年定年制の実質的な復活

となり、女性労働者への影響は大きい。

労働契約締結時の労働条1件明丞 1ま評価

これは、評価出来る点ではある。ところが

ここで雇入れ通知をするので、見直しの時期

がきている、パー ト法の改正を行わないとい

うのは問題だ。

◎時間外・休日労働は現在の女性基準に

均等法改正とセットで労基法の女子保護規

定が解消され、時間外・休日労働の規制がな

くなる。均等法改正をめぐる国会審議では

「年間18∞時間の達成をめざすJと政府答弁

が繰り返された。その達成のための時間外労

働は、147時間。少なくとも現在の女子保護

の 150時間を男女共通の規制にすべきだ。と

変えよう均等法ネットワーク 高本澄子

ころが「報告Jでは、労使協定の適正な締結

にふれられているだけ。何としても、よりよ

い男女共通の規制を設けて欲しい。

◎深夜労働の男女共通規制を

深夜労働は従事する労働者の心身に、また

社会生活にも大きな影響を与える。だが「報

告Jでは、割増率と健康面への影響の検討が

のべられているのみ。深夜業は生命にかかわ

る医療や、水・電気など生活に不可欠な業種

に、まず限定すべき。そして女子保護規定が

解消される1999T4月 までに、回数制限など

男女共通の規制をつくるべきだ。

◎裁量労働は拡大しないこと

裁量労働はサービス労働を合法化し、長時

間労働を見えなくさせるもの。すでに裁量労

働が取り入れられている職場では、過労死を

しても、その認定をとることは出来ないとい

われる。業務の拡大を認めてはいけない。

◎実態把握をして欲しい

高齢化、小子化が進む一方で、こんな法が

成立すれば、人権尊重の人間らしい生活はま

すます困難になっていく。不安定雇用は増え、

家族的責任は果たせず、健康も破壊される。

労働省は改めて労働者の実態を把握し、法に

反映して欲しい。

このような内容の要請書を、変えよう均等

法ネットワークでは、労働省と国会の労働・

社会政策委員会わメンバーに送った。

また 1月

"日
、均等法ネットなどの 4団体

主催で「土井たか子さんと語る女性のつど

い」が行われた。労基法改悪が先取りされて

いるような現場からの声々。それを聞いた社

民党党首の土井さんは、党で「『労基法110

番』を行うJと決意を。また大脇雅子参議院

議員は、弁護士としてパー ト裁判で勝利した

経験などを生かし、国会で「労基法改正Jに

取り組んでいくと話した。
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年金制度へ、女性の立場から意見を

1999年 年度の年金制度の見直 し

に向けて、年金審議会が開かれていま

す。

ご存知のように、85年の年金法改

正で、サラリーマンの配偶者は、それ

まで任意加入であったものが、強制加

入となり、第二号被保険者として保険

料の負担をせずにすむようになりまし

た。それまで、 7割 の妻たちが、任意

加入で保険料を払 っていたのです。ま

た、遺族年金の率が_Lが り、長年働 き

続けてきた女性の年金より、片働 きの

第二号被保険者の遺族年金のほうが高

いということも多 くなったのです。

このように現行の年金制度は、片働

き世帯を優遇 していることか ら、女性

がパー ト賃金以上ではたらくことを抑

制する結果ともなっています。

この年金制度の仕組みは、女性たちの

間でもよく知 られてお らず、サラリー

マンの妻でも夫が払 っていると思 って

いる人も多い現状です。

こういったことか ら、年金制度を世

帯単位か ら、個人を単位に し、サラリ

ーマンの配偶者も年金の保険料を負担

するように しなければならないという

声が上がっています。 しかし、保険料

を自分で払うのか、夫の給与から差 し

引くのか、基礎年金部分に組み込むの

か、などい〈つかの選択肢が考えられ

ます。

赤石千衣子

今回の見直 しのための年金審議会の

委員には、女性はたったの 3人。 (国

広陽 子さん、 日黒依子さん、都村敦子

さん)第 二号被保険者は入っていませ

ん。

昨年の 12月 には、年金審議会が論

点整理を発表 しました。 しか し、負担

と給付についての 5つ の選択が大きく

報道されて、年金が世帯単位である間

題点などは、隠れて しまいました。

そこで、年金審議会にもっともっと

多くの女性の声を届けねばなりません。

年金審議会は.9月 に意見書を取 りま

とめるということです。

厚生省は、ホームページに、ご意見

募集「次期年金制度改革を考える」と

して、掲載 しています。これが、なぜ '

新聞、そのほかのメデ ィアに載らない

のか、疑間がありますが、この際、多

くの意見を送 りましょう。

く意見の宛先>

郵便

〒 100-8045、 東京都千代田区霞 ヶ関 ▲丁

目2-2 厚生省年金局企画課

eメ ール

777-adttl■ Omhw.go.Jp

タイ トルを、「次期年金制度改革に

ついての意見Jと して送る。

(1)性 FJll.(2)年 齢.(3)職
業、 (4)家族構成 を明記する。
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≪ 珂ヒ病言 JAC謂 発理諄姜肇 ≫

1998。 1。 20
司会/議事録 大角

出席者 :羽後 時責 中嶋 赤石 松本 柳瀬 高橋 市り|1石り|1関口 三隅 伊藤 永井 鈴木

庄山 津和 Jヽ宮山 斉藤 山下 若林 加藤 緒方 牛山 大角

Part ■ . 研 究 会

基本法・基本条例について

弁護士・斉藤誠/男女共同参画基本法の必要

性・意義と内容、効力などを解説。現在、

男女平等に関する法律を根拠とする行政は

労働省のみ。現在、総理府男女共同参画室

は法律のしばりがないため、時に応 じて変

えられてしまう危険性がある。詳 しくは 4
ページ参照。

NHK解 説委員・ノjヽ宮山洋子/審議会は男女

共同参画基本法を審議する基本問題部会と、

女性に対する暴力禁止部会に分かれて審議。

現在の基本法 (科学技術基本法、高齢社会

基本法、環境基本法、障害者基本法など)

を整理検討。これらに準拠 した抵抗のない

内容に留めるか、具体的なもの (ク オータ

制・ オンブズバーサンなど)を盛 り込むか

など、これから具体的な内容に入る。

文京女子大学教授・山下泰子/基本法・条例

の根拠―女性差別撤廃条約 2条、女性に対

する暴力の撤廃に関する宣言 4条、北京行

動綱領、男女共同参画ビジョン、男女共同

参画 2000年 プラン、与党 3党合意、男

女共同参画審議会設置。地方の動き―埼玉

県 97年 10月 男女共同参画基本条例研究

会発足、東京都 97年 11月 「男女が平等

に参画するまち東京Jに条例制定を明示、

川崎市 98年度からオンプズパーソンが業

務開始、神戸市 98年 4月 「市長に望む J

の冒頭に条例制定を入れる予定。着実に大

きな動きになっている。

衆議院議員・松本惟子/国会では超党派の女

性議員で男性議員に対する勉強会から始め

ようといつている。基本法案の獲得 目標の

合意が必要。

フェミニス ト議員連盟・ 中嶋里美/5月 の

参議院選に向けて、候補者クオータ制と基

本法制定要求のため、各政党に 3月 までに

ロビングが必要。

北京JAC九州・ 山口・沖縄代表・三隅佳子/
当会は 2月 18日 に総会を実施するが、参

議院選全立候補者にアンケー トを予定Q

●北京 JACと しての具体的な取 り組みは

世話人会でさらに検討する。

Part2.北 京 JAC臨時体制について

/山下代表より説明Э l～ 3ページ参照。

北 京 JAC地 域 コーカス情 報

北京JAC長野 =昨 年 11月 発足、 1月 2

8日 世話人会開催。

北京JAC静日 =2月 11日 発足、小宮山・

柳瀬。大角参加予定。

北京JAC目山=4月 11日 総会、小宮山 ,

羽後参加予定。各自治体にアンケー ト予定、

県・ 市ともに明らかに女性行政後退の傾向

が見受けられる。

北京JAC山口=4月 29日 に立ち上げ予定、

40名。三隅、小宮山参加予定G

北京JAC仙台=準備会ができ、発足準備中。
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′ 事 務 局 ニ ュ ー Xメ′

98年度会費1万2000円納入のお願い

が発足しました。前号でお知

らせした通り、98年度は1月～99年 3月

までを会計年度として、会費 1万2000円
をお願いすることになりました。郵便振替用

紙を同封しましたので、お振り込みのほどお

願い申しあげます。

会費lm00円 (田年1月    )

郵便口座番号  00250-7-66426
口座名    北京JAC事務局

銀行日座番号 東京三菱銀行戸塚支店

普通預金  0644852
日座名    北京JAC事務局q鶴子)

地域コーカスニューズレター会員

1諫 JAC地域コーカスの会員の方々にも、

当ニューズレターをお読みいただきたく、今

回、地域コーカスニューズレター会員の取り

決めが世話人会で決まりました。

地域コーカスの会員の方々に限定して、ニュ

ーズレター1部60円で配布いたします。

ご希望の地域コーカスは、必要部数と書 、

先を事務局 (ま たは、大角事務局長)ま でF

AXく ださい。まとめて宅急便で送ります

(申 し訳ございませんが宅配料もご負担くだ

さい)。

艶 北京JACカ レンダー 國

■ 2月■

5日 (木)4:00pa渋谷女性センターアイリ

ス/ニ ューズレター16号

017詮臨

17日 (火 )6:30pm i渋谷女性センターアイリ

ス/

議題1.大脇雅子参議院議員ノ労基法など

労働法制について

2.テ ーマコーカスからの情報

&そのほか

17日 (火)9:00pm:義静驚辱舞V世話人会

■ 3月■

5日 (木)4:00脚 渋谷女性センターアイリ

ス/ニ ューズレター17号

印刷発送・B号企画会議

17日 (火)6:30pm渋谷女性センターアイリ

ス/

17日 (火 )9:00pm事務所会詢 世話人会

定倒全体会の変更と世話人会0お知らせ

4月の定例全体会は総会と兼ねます。

日時 :4月 25日 (土)

会場 :東京ウィイメンズプラザ

5月以降定例全体会

第3月曜日午後6時 30分から9時

東京ウィメンズプラザ

世話人会は、98年度から定例全体会終了後、

事務所会議室で行うこと:こ

“
なりました。ご意見

ご要望など、どレどしお寄せください。

北京JAC第 16号  1998年 2月 1日発行

代表 1山下泰子 副代表 :小宮山洋子 世話人 :緒方由美子 大角隆子 斎藤誠 篠崎正美 関口悦子

津和慶子 中鶴屋美 船橋邦子 三隅佳子 
―

子 若林冴子

編集・ 発行 北京JAC事務局 発行責任者 :緒方由美子

編集委員 :新井場貞子 大角隆子 緒方由美子 奥山妙子 杉浦淑子 高橋克子 
―

子 若林冴子

〒150東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・ モデルナB田7 北京JAC事務所 IL・FM03-“07-792
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世界女性会議ロピイングネットワァク

マンスグー北京IC
'_ba iiing,fapan Accoun cabittty Caucus 3月号 199GH月 :日発行

労働基準法など労働法制について
参議院議員 大脇雅子

現在の労働法制改正の動きには 3つの流
れが絡んでいる。第 1は規制緩和。 これま
では経済的規制緩和で、労働関係はなかっ

たが、アメリカの外圧で労働法制、派遣労
働のネガティプリス ト化の原則自由などが

要求されている。

第 2は労動基準法―労働契約・時間の改
正。労働基準法は 50年前にできた法律で

製造業ブルーカラー向けの規定が主であっ

たのが ,高度専門職種などの出現で、労働
契約や労働時間の見直しが必要となつてき
た。この時期が規制緩和の時期 と一緒にな
つてしまつたっ

第 3は労基法女子保護規定の撤廃。この
3つが一遍に出てきたため、混然一体とな
つて、どの部分が良くてどこが不都合か、

議論が混乱している。

第 1の規制緩和のひとつが、派遣労働の

ネガティプリス ト化である。派遣労働は高

度な専門職の特例としての働き方で、業種
の限定があったものを、原則自由とするも
の。正規労働者の代替要員にならないよう
に、業種・期限でしばつておく必要がある。

もうひとつは、労基法の契約期間について。
有期雇用は 1年を越えて契約 してはいけな
かつたものを、 3年にしようとしている。
3年の契約期間 (新 商品・新技術開発、業
務の拡大などの労務管理などは、 1年では

出来ないためとしている)を認めると、更

新すれば 6年にもなり、不安定雇用の拡大
が懸念される。 3年の導入は危険である。

評価できるのは、契約文書での明示は賃
金のみで良かったが、就業時間・場所・退
職金など労働条件を明示することになった
点である。

労基法の改正では、裁量労働の拡大も間
題 となっている。もともと裁量労働は時間
管理困難な労働 としてあったが、企画・立

案・調査・分析の業務などホワイ トカラー

に対する裁量労働を、日経連は高度に処遇
するとして導入を要求、労働者側は労働時
間長期化になると反対している。

雇用機会均等法改正と同時に行われる労
基法の女子保護規定撤廃により、時間外労
働規制の撤廃がすでに決まつている。男女
ともの労働時間規制を求めているが、現在、
めやす時間として360時間があるのみ。。
育児介護など家族的責任のある労働者 (男

女ともに)への拒否する権利は、絶対に要
求 していかないといけない。 しかし、男性
の時間外規制運動は今まで例がない。強烈
に規制するなら使用者側はレイオフをちら
つかせている。

現在、与党プロジェク トによる修正を進

行中、 1999年 4月 までに、激変緩和措

置として、小学校入学前の子供がいるか、

介護をしている労働者 (男 女ともに)は拒

否できる基準―深夜業および時間外労働の

ネットを張る法案を作 りたい。労働相談が

激増 している現在、紛争システムの整備、
パー ト法改正はもちろん、法規制にいかに

女性の視点を入れるかが課題である。
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★3月 8日 (日 )12時帥分～14時30分 東京ウィメンズプラザ
【規制緩和と女性労働】

国際女性デーの 1日 、ウィメンズプラザを借り切って開かれる「'918女た
ちの祭り・結びあおう女たち!あなたも私も元気になる日」の中の分科会で
行なわれます。人間らしく仕事も労働も出来る新しい男女の労働基準をどう
つくっていくのか、そのため問題点の多い労基法「改正」案にどう取り組む
のか、積極的な討論が行なわれる予定です。

主重 六脇雅子参議院議員 坂本福子弁護士

★3月 12日 (本)調時

"分

～ 東京ウィメンズプラザ・第 1会議室B
【改正均等法のガイドラインについて】

今労基法「改正」案の取り組みに、813Jいも時間もとられていますが、T方
で均等法のガイドライン見直しも進んでいます。努力義務から禁止規定にな
る性差別の部分や、新しく出来るセクシュアルハラスメントのガイドライン
はきちんと見直されたり、作成されているのでしょうか。学習会が、変えよ
う均等法ネットワークで行なわれます。

主重 中島通子弁護士

※北京JACと しても積極的に参加、協力し、必要な提起をしていきたいと思い

ます。                   (均 等法コーカス 高本澄子)

U鎌 碇 催 キ次回議題 日

日時 3月 17日 (火)6:30pm～
会場 渋谷女性センターアイリス

機

192000年 の世界女性会議など

講師 北沢洋子

2.税制・年金の個人単位制について

講師 斉藤 誠

謝

1.総会について

2。 コーカス情報

3.その他

北京 JAC・ 女児コーカス刊行絶賛発売中

「女児 (少女)一女性0未来への鍵―」

L CiFi Chiid lkη ,to L's Future

「『J覇言な種蜻聰醐を念頭においた各国の女児

事情に言及し、具体的例に富んだ、総合的
‐フ

貴重な力作と言える。・また、来る3月 のCS
Wの開催にあわせ、時宜を得た出版である。」

(国連NG「0国内委員会会長中村道子氏の

「刊行によせてJよ り)

頒価  1冊  1000円 (送料込み)

申し込み

代金を郵便為替で下記にお送りください。

〒240-002畷騨韓瑠趾ケ谷区凛目U反1-21-17

房野 桂

「性と生殖に関する権利―

リプロダクティヴ・ライツの出

リード・ボーランド著・房野桂訳 (明石書店)

頒価   1冊  2000円 (送料込み)

申し込み 同上
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参議院女性率30%達成のために行動を

●選挙にかかわろう

選挙区の候補になった私の友人は、す
でに 1月 1日 から駅前での演説を皮切りに、
全県を一周した。比例区で出馬する候補を
励ます会が、あちこちで開かれている。

東京選挙区は定員 4名だが、すでに 4
名の女性候補予定者のポスターが貼られて
いる。井上美代さん (共産)、 浜田津敏子
さん (公明)、 4ヽ野清子さん (自 民)、 富山
栄子さん (新社会党)。

女性たちが女性候補を応援できるとい

う絶好の機会が、まず東京に訪れた。東京
以外でも、今回の参院選は女性候補者の数
が一番多い。国会でも地方議会でも女性議
員を増や していくためには、選挙運動にか
かわることがまず第一c男性中心の行き詰
まった社会を、どう変えるかを訴える絶好
のチャンスである。私たちの代表を送るた
めに:ま、支援のカンパや休暇を取つて演説
や事務所の手伝いをしよう。

●各党のクオータ制導入状況

1992年 の参院選から選挙の度に全
国フェミニス ト議員連盟では、各党の女性

議員が最低 30%になるよう党首に申し入
れてきた。っいに6年後の今年の参院選か

ら、クオータ制が導入されることになった。
実現の努力をしてくれた女性議員にも心よ
り感謝したい。

最も進んでいるのは民主党だ。今年の
1月 22日 に発表された「民主党男女共同
参画行動計画Jから、参院選についての部
分を引用したい。「比例代表候補者の指名
に、クオータ制を導入する。比例代表候補
者名簿には、原則として『女、男の交互制』
を採用するとともに、女子の割合50%を
確保するように努める。選挙区候補者につ
いてt女性30%を確保するように努める。
現職のいない選挙区では、新人女性候補を

中嶋里美

積極的に擁立する。J

社民党も「1998年運動方針Jで「党
公認の選挙区候補者を半数以上擁立するこ

とを最優先課題として取り組みます。その

際、半数が女性候補となることを目指しま
す。比例代表は男女交互名簿登載方式を採
用します」と決定した。また、土井委員長
も交互名簿の並べ方は「女性、男性の順に
したい」と述べている。

公明は昨年 10月 9日 に開かれた 「公
明全国女性議員大会Jで 「党自らクオータ

制を取り入れ、21世紀初頭にはあらゆる
レベルの議会と党の幹部に30%の女性を
送り、ぃ ジェンダーバランスのとれた “人
権大国"を 目指 しますcJと 宣言した。
●参院選に向けての私たちの行動

北京 JAC結成以来、数多くの議員に

要求実現のために働きかけてきた。女性議
員たちの理解と行動、男性議員の無理解と

反対行動をじかに知ってきた。そして女性

議員が少なすぎることへの悲しみもとこと
ん味わってきた。

各政党がクオータ制を採用 し始めたと
いつても、それが実現するまで私たちが議

員と一緒に行動しなければ、単なるお題目

書類で終わってしまう。北京 JACの会員
は次の行動に取り組もうc

l.私たちと共に国会で闘つてくれた

現職女性議員を一人も落選させな
いために比例代表名簿の順位につ

いて党に働きかける。

2.立候補希望者は今すく・政党に働 き
かけを、立候補要請があったら「0
KJを。

3.候補者を一同に集めて政策を聴 く

会の開催。

4.各地域で「参院選で女性議員30%
を目指そう」の集会を開催する。
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母体保護法その後…

厚生省母子供健課が所管してここ数年「心

身障害発生 TP防に関する総合的研究Jが行な

われている。昨年度には周産期の医療システ

ム、妊産褥婦の健康管理システム、不妊治療

のあり方、ハイリスク児の健全育成のシステ

ム化、出生前診断の実態、遺伝相談に関する

研究など、 19項目にわたる研究テーマが設

定され、それぞれに研究報告が出されている。

また来年度にも研究が継続されているものも

多い。研究テーマを見ると、リプロダクティ

プヘルスに関する研究も、総合タイ トルが示

すように、心身障害発生予防に関する総合研

究の一部として行なわれている.

厚生省では現在この他に厚生科学審議会先

端医療技術評価部会で生殖医療を巡る議論が

行なわれている。受精卵の提供、多胎妊娠、

減数技術など生殖技術、出生前診断技術、研

究利用のあり方などについて、日本医師会、

産婦人科学会、女性団体、障害者団体からの

ヒアリングを行なっているところである.

同審議会の議事録や各研究班の報告をみる

と、優生保護法改正後のリプロダクティプヘ

ルスをめぐる議論の危険性を指摘 しないわ

停サにいかない.

今日、生命技術が進んできたことで、男女

の生み分けや体外受締、人工受精が一般的に

可能になっている。また胎児の障害を調べる

出生前診断はすでに広く行なわれているが、

一部専門家の間には「多胎妊娠の減数手術は、

厳密にいえば、母体保護法違反となるJ「法

律のなかに胎児条項 (胎児に障害があるとわ

かつた場合に40絶 を認める・la定 )が必要だ」

という声もあがっている.

つまり。優生保護法の優生部分が浄1除 され

たあとの母体保護法に、生命技術などの進展

に対応した障害児排除の新たな規定をもりこ

む必要性が言われはじめているのだ。しかも、

津和 慶子

そオlが女性の生涯にわたる健康の保障という

文脈の中で、かつ『女性の自己決定Jと いう

言葉をつかって論議が行なわれているとに警

鐘をならしたい。

同審議会の議論では、出生前診断を受ける

かどうかについても、羊水チェックやじゅう

毛診断などによって、重篤な障害をもつこと

がわかった際、医師が十分な説明をした _Lで、

最終的には両親自身の自己決定が必要である

こと、医師自身は、具体的な病名と疾患名を

挙げることを急がない、客観的なガイ ドライ

ンt策定するなど、医師会側の自主規制や倫
理規定が必要だとされている。

しかし、医師による「十分な説明Jの中身

については明確にはなっていない。が、羊水

診断を受け、ダウン症とされた人全員が中絶

したとの調査結果もでている.

「健康Jと いう言葉が「障害のないJこ と

と同義的に使われ、障害をもつこと=不幸な

こと、社会にめいわく、などと直結する社会

的「常識Jがつくり出されてきてはいないか。

そして、その「常識Jが リプロダクティプハ、

ルスとして使われ、「女性の自己決定」とい

う言葉が一人歩きする.女性のからだの自ゐ

決定を基本にした母体保護法の改正を求めて、

「からだと性の法律をつくる女の会Jは、新

しい「避妊 。中絶・ 不妊手術Jに関する法律

づくりをすすめてきたが、私たちの求める

「女性の自己決定 lは、「障害をもっていても

もたなくても、差別を受けることなくそれを

個性として生きることができる社会Jを つく

り出すことを前提にしていることを明確にし

たい。同会は 2月 27日 、女性、障害者、医

師などが参加して「母体保護法と胎児条項を

考える」シンポジウムを開いた。真しな議論

を今後も続けていきたい。
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世界女性会議ネットワーク静岡 (北京JAC静岡)2月 11日発足

JttUACの地域コーカス世界女性会議ネッ

トワーク静岡が、2月 ll日 静岡市で開催さ

れた「世界女性会議ネットヮーク静岡設立の

集い」において発足しました。

当日は、県内各地からおよセ60名の女性

たちが参加c3人の世話人の呼びかけが、い

ろいうな人たちの間のロコミネットワークで

情報が伝わり、自分の思いと意欲で集まった

人たちでした。それだけに北京JAC副代表の

小富山洋子さんのお話によってN∞という

もの,特に女性問題について取り組んでいる

北京JACの活動や役割について理解が深ま

り、「なにかしたいと考えている私」が,な

にをしたらよいのか、これからの活動の大き

な方向性が見えてきたような気持ち.皆たい

へん勇気づけられました。

その後の話し合いでは事務局の大角さん,

柳瀬さんからの発言もあり、参加者の大部分

が初対面だったにもかかわらず、率直な感想

や意見が交わされました。とにかく自分の思

いや考えを、安心して発言できる場を女性た

ちが自分たちでつくるcまず自分たちを解放

することができる場を共有する.これは政策

提案といったレベルの活動からはややかけ離

れているようですが,女性が勇気を持って、

意識を変え、活動を前進させていくための大

切な条件だと思います。この発足の集いは、

まさにそのような楽しぐ元気な雰囲気に盛り

上がったと思います。

しげおかて、セたちo 鵬0やろうよ

世界女性会議ネットワーク静岡事務局 佐藤和子

現在の会員数は38名。女性の立場から環

境,介護、国際交流、教育などなど地域のい

ろいろな場で活動している人たちです。現在

地方議員として活躍している人、国政を目指

して政治活動に取り組んでいる人もいます.

また男性会員が3名、いづれも家族や福祉な

どの若手の研究者て、専門家として理論的な

パワーアップヘの貢献が期待されます。

こんな経過で、世界女性会議ネットワーク

静岡の設立により、静岡県にも県内全域をカ

バー喘する女性たちの市民的な組織が初めて誕

生しました。これはなにより静岡県の女性た

ちのエンパワーメントの証左です。全県的に

ネットワークすることで、これまで散発的に

なりがちで、それだけに無視されることが多

かった行政へのロビイングを、提案力、影響

力ともに強力なものにしていくことができる

ようになるでしょう。

北京会議で採択された「行動綱領」力S,一

人一人の女性の暮らしのレベルで実現される

ような政策の提案、女性たちへの働きかけ、

そしてなによ―り私たち自身のエンパワーメン

トと課題は山積ですが、さしあたり北mACか
ら発信される情報を、会員同±が共有するこ

とから歩き出していきます。

なおこの日の集いには長野JACの塩沢純子

さんが、わぎわぎ飯田市から参加して私たち

を励ましてくださいました。あらためてお礼

を申し上げます。
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JL万て JA(C'
代表 山 下

北京JAC規約によるはじめての総会を下

記により開催いたします。会員の皆様のご意

見により、今年度の北京JACの方針が決ま

ります。どうぞ奮ってご参加ください。

「総会Jは、規約_Lつ ぎのように規定されて

います。

〔目的〕本会の活動および運営を総括する。

〔構成〕個人会員によって構成される。

〔役員〕総会で会員により選出される。

〔審議〕事業計画,事業報告,予算,決算

その他世話人会が必要と認める事項

〔定足数〕会員の 5分の 1以上。委任状は、

出席とみなす。

〔議決〕出席者の過半数。

購I I再高戸1
〔総会〕10:脚-16:30

場所 :東京ウィメンズプラザ他

〔レセプション〕17:00-19:00

子どもの城8階パーティー会場

会費 3,500円
― 一 ― ― 一

|

84F農 菱摯念髪≧σDこゴ多鷺P電

子 :事務局長 大 角  隆 子

９

泰

・
抑 ‐-0

J暉 `mmm・ コ駆E… 1--32分
凛 翻日日日●・

―

・-81--7分
椰′Ckt榮8t手壊‐3鯉旧廉鐘):衰薔

"u韓
分r彎

…

バス停下●優攀場

*総会の出欠、委任状、世話人の立候補に

ついての葉書を追ってお送りします。

〔調晴題と瞑日星〕

10:30-12:00

・'97年度事業報告

羽後静子前事務局長
0'97年度シンポジウム報告

小宮山洋子実行委員長

・'97年度決算報告

若林冴子財務担当世話人
。'98年度事業計画

大角隆子事務局長

・'98年度シンポジウム企画

小宮山洋子実行委員長

・'98年度予算案

柳瀬満利子財務担当世話人

・地域コーカス報告

三隅佳子・篠崎正美担当世話人

・新世話人の選出

12:00-13:30(昼 休み)

・世話人の互選による役割分担の決定

13:30-16:30

・世話人の役割分担発表 新代表
。国連婦人の地位委員会傍聴報告

羽後静子氏

・男女平等基本法制定の動き

大沢真理氏

・参議院議員選挙に向けて

中嶋里美氏

・その他

・ フリー トーキング

17:00-19:00

・ レセプション

新役員から一言

会員から一言

会員の交流

翼覆鷺鷲翼
ザ
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《JLttJ A C議 事 録 》

1998。 2。  17
司会/斉藤  議事録/柳瀬

出席者 :三隅 柳瀬 津和 高橋 大角 関口 緒方 市川 若林 ′
1ヽ宮山 山下 大脇

驀

Fp a r t ■ _ C「Fダ
=髪

当

1.労饉基準法など労働法制について/
講師 :参議院議員 大脇雅子

労働法制改正の動きについて。詳しくは 1

ページ参照。

Par t2_
テ ー マ コ ー カ ス ゛

情 報

1.基本条例の地方の動きについて/
山下泰子

埼玉県では条例案作成がスタートした。

2.暴力防止法コーカス/津和慶子

3月 10日渋谷女性センターアイリスで、国

内の法制化に向けてセミナーを実施する。

Par t3_ Cそ ,CDイ也

1.男女共同参画審議会の状況/
報告 小宮山洋子

橋本首相の基本方針に男女共同参画基本法

を通常国会 (平成 11年 1～ )へ提出すると

ある。審議会で小委員会を設置し、平成 10
年6月 中旬に中間報告を提出する予定。北欧

型、欧米型を参考に、学者、NGOからヒア

リングする。審議会の論点整理に向けて、北

京JACも 7月 の新潟シンポジウムで意見を

集め、報告をまとめたい。

2。 メアリー・ ロピンソン国連人権高等弁

務官の来日/報告 山下泰子

メアリー・ロビンソン1璽連人権高窃 官

(元アイルランド大統領)が外務省の招きで

来日した。 1月 27日 028日 の両日「第3回ア

ジア太平洋地域人権シンポジウムー世界人権

宣言50周年を記念して一J(於国連大学)に
出席の後、1月 28日 午後には、日本弁護士会
と国際人権法学会の共催によるシンポジウム

「国脚 を期 するNGOの御 」 (鍛
士会館)において、つぎのような基調講演を

した。まず、人権分野で共通の目的を達成す

るために、回連人権高等弁務官とNCOが創

造的なパートナーシップを形成することの重

要性を説いた。つぎに、NGOの権利は、メ

ンパーfmAの権利と結合の自由に基礎づけら

れており、NGOが実効性をもつためには、

自信、責任、成熟が必要だと述べた。さたに、

人権NGOの役割として、政府の提出するレ

ポートに対するNGOからのカウンター・レ

ポートの提出が可能であること、人権条約委

員会は、少数の専門家にようて構成されてい

るので、NGOからのアプローチが可能なこ

と、条約の実効化のためのフォローアップに

NGOの役割が期待されることを強調した。

「NGOは、日出あり、耳であるJと いう言

葉を引用されたのが、印象的だった。

※なお、北京 JAC各コーカス提言書 (英訳 )

を羽後前事務局長から手渡した。

-7-



二 |‐|ス

漏自JAC覇ロレ   ム

らせ

北京JAC1998年 シンポジウムは,7月

4日 5日新潟市にて、北京JAC新潟と東京の

実行委員会が協力し可開催しま丸 新潟の実行

委員会は、責任者渡辺信子さん、事務ル Jヽ林佳

子さん枷 こスタートしていま九 全体 練

京)の実行委員長は北京JAC副代表Olヽ宮山

洋子さん。現在、東京の実行委員を募つていま

すな月■回からコ回程度の実行委員会を事務所

¶開きますt熱意のある方なら誰でも0亀 実

りあるシンポジウム硼開催へ、少しでもご協力

できる方は,3月 20日 (金)までに事務局ま

で、FAXにてお知らせくださし、

ヽ

12000円 (98年 1月 から99年 3月 )

郵便口座番号 00250-7-66426
口麟 北京JAC事務局

鰤 予日邁聾醇1号 棘 三菱劃財

口麟

0644852

北京 JAC事務局 (羽後静-7-l

北京JAC第 17号 1998年 3月 1日発行

代表 :山下素子 副代表 :小宮山洋子 世話人 :緒方由美子 大角隆子 斉藤議 篠崎正美 関口悦子

津和壼子 中嶋里美 船輌邦子 三隅縫子 
―

子 若林冴子

編集・ 発行 北京JAC事務局 発行責任者 :緒方由美子

編集委員 :新井堀貞子 大角隆子 緒方由美子 奥山妙子 彰浦瀬子 高機克子 
―

l子 若林冴子

〒lm東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・ モデルナB2107 北京JAC事務所 雁卜FЛ闘8-a07-■曖

■療IJ ACカレン」―

■3月 ■

5日 (木)400pm渋谷女性センター

アイリス/ニューズレター17

18

10日 υり 030pm書熊谷雄 センターアイリス

女劇に

'申

ケる枷 鵬

17日 Ott e3opm渋谷女性センター

アイリス/定例全体会

研究会 1.講師 北沢洋子/2000年
の世界女性会議など国際情報

研究会 2.講師 斉藤誠/税制 0年金の

個人単位制について

議題 1.総会について

議題2.コーカス情報

議題 3。 その他

17日 O縛     事務所/世話人会

■4月 ■

2日 鉢0 4010pm渋谷女性センター

アイジス/ニューズレター 18号

晰 瘍謄逆豊・ 19号Z圏画薩覇義

25日 (封Jh~JAC総会(東京ウィメンズプラザ)

-8-ヽ



世界女性会議ロビイングネットワーク

′ザ
'biitng Japan Accouncabttty Caucus 4月号 1田

“

‖月:日発行

2000■
=0匡

コ遣 勢 判 別 糸舎髪≧
「

Jヒ薔言
=ノ

ラ ス 5」  |こ 向
`ブ

°¬ビ

北沢 洋子 (国際問題評論家)

プラス5Jの特別総会に向けて、NGOが 一

致して、国際的なキャンペーンをしていく必

要があると訴えている。

アジアの通貨・ 金融危機

WEDOの 報告書では、フィリピン政府が

2025年 に向けて「ジェンダーと開発プラン」

を作成したが、その起草の過程ではNGOと
数多くの対話が行なわれたことや、韓国では

韓国女性連合の前会長が女性問題担当の政治

省の大臣に就任し、女性対策の予算も20%増

加したことなどが報告されている。また韓国

では、97年に女性開発基金が設立され、2000

年までに 1億 ドルの資金を集めることになっ

ている。

しかし、昨年 7月 以来アジアを襲った通貨

と金融危機は、これまでの政府の公約と、N
COが獲得した成果を反古にしてしまった。

アジアの政府は、事実上、 IMFの管理下

に置かれ、緊縮政策を強いられている。政府

の歳出は極端に押さえられ、増税と生活必需

品にたいする補助金の削減が行なわ才した。

その結果、企業の倒産が相次ギ、失業者が

急増しているが、その多くは女性である。イ

ンフレが進行し、貧しい人びとを直撃してい

る。インドネシアなどでは、乳児のミルクさ

え不足し/、 各地で暴動が続いている。

日本政府は今年度のODA予 算を10%も 削

減したが、このことにもNGOは 取り組んで

行かねばならないが、2000年 の北京プラス 5

にも準備をしなければならないだろう。

WEDOの 中間報告

ニューヨークのWEDO(環 境と開発のた

めの女性組織)は、 3月 の国連女性の地位委

員会に向けて、『Mapping Progress』 と題す

る報告書を発表した。

今年は、北京での各国政府の公約が達成さ

れるとした2000年 の中間の年に当たる。そこ

でWEDOは 各国政府とNCOに たいして、

詳細なアンケートを行い、行動綱領の実施に

ついて調査した。

報告書の内容は以下の3点に要約される。

(1)70%の政府が国内行動計画を作成、77ヵ

国の政府が女性の地位向 上のための国内機構

を設立し、そのうちの36ヵ 国では立法の権限

を保有する、64ヵ 国が女性の権利についての

法律を策定、北京参加国の 1/3が女性の予算

を増加させるなど、かなりの前進が見られた

(2)行動綱領の実施において、NGOが 大き

な役割をはたした。その結果、74%の国が暴

力を禁止する法律を制定した。また、リプロ

ダクティプ・ライツ、人身売買、政治参加、

財産権などの分野で改善された。

(3)し かし、 ″方では、経済のグローバル化

や IMF・ 世銀の構造調整政策が女性の貧困

化を拡大している。またこれは、政府の女性

政策の遅れの回実に使われている。これは、

(1)や (2)でいくらか見られた成果を相殺さ

せてしまう。

したがって(3)について、WEDOは 、20

00年の 6月 にニョ_― ヨークで開かれる「北京

… …
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女性 と税制 。社会保障制度

1 今の女性グ)現状

日本σ)女性的雇用率は、1960年 では 78
3万人、雇用者全体の 310196で あった

1)の が、1995年 には 2048万 人、 380
996と ,雇用者の 4割が女性 となっています「

女性の進学率も年々増加 してますが、一方

で家事専業者が増加 しています[1991年の

15歳以上の女性の総人口の うち、家事専

業者が 1512万 人、 24・ 0%であった

のが、 1:95鐸1に Iま 、 :家:事専業者力玉1 637
万人、 25・ 7%と 増えているのである i

日本の年齢 Bll女性の労働力率はM字型 と

なつていますが、最近M字の谷が高齢化ヘ

シフ トしてきてお ります」

短時FHZ雇用者も年 々増加の一途をたどつ

ていますf198う 年には、女性雇用者数 15
16万人の内 333万 人、 22%で したが、

1994年 に!ま 女性雇用者数 1989万 人の内

647万 人、 32・ 5%と 実数でもほぼ倍

加 しています :

し力婢)日 本の賃金格差は、先進国の中で

は飛び抜 |す
・
て大きく、バー とを含む事業規

模 3()入以上の現金給与額で比較す ると、

男子 100に 対 し女性は 50'9と 半分に

なつてしまいまづ
~

2 100万 円(D壁の意味

このような中で、日本では 「1()()万 円

の壁Jと い う言葉があります.短時間雇用

者が、一定収 入限度について就業調整を行

うとい う問題です .こ の問題は、いくつか

の要素が重なつていることからおこるモ)の

です=ま ず一つ |■ 1()3万円とい う配偶者

に認め聰れる非課税限度額です.こ の額が

企業からの温偶者手当の支給基準 となつて

います1次に給与所得者の配偶者控除、配

偶者特別控除制度です1実際には配偶者控

除を受けている者は同時に配偶者特別控除

弁護 士 齊籐  誠

を う:す てお り、この双方の控除和1益を全て

受ける限度額が 70万円となつています.

さらに年金の第 3号被保険者の免除を うけ

る限度額が 13(》 万円です.就業調整を行

うとい うことは、これ らの限度額を超える

たびに世帯全体からするとその部分の負担

が増えることにより、かえつて世帯全体の

IIX入が減少 して しまうので、女性が収入を

自ら調整 して しまう問題です=女性が働 く

ために1ま 、 100万 円あたりに集申 してい

るこれ ら(4)高 いハー ドルを越えなければな

らなしヽとい う問題があるのです.

3 配偶者控除・配偶者特別控除制度

配偶者控除、特別控除制l度 (″)問題点は、

税額の控除制度ですので、高額所得者が有

和1と なることです:次に人的控除制度であ

ることから、人的な要素 として経費がかか

るとい う理由で税額からの控除を認める 1)

のですが、専業主婦のみにこれを認める根

拠がなく、内助の功を評価 とい うことでも、

共働 き家庭の妻 との差を付ける理由 1)あ り

ませ人ノ|た。だこれを廃止す ると負担増 とな

りますが、これはこれ と引き替えに最低生

活費への課税回避 とい う意味を持つ基礎控

除を大幅に増額することが必要と思います .

4 年金制度

第 3号被保険者の保険料免除 とい う制度

は 1985年 にできた 1)′)です それまで

:ま 無業の主婦の 7割が任意加入していま し

た1第 3号被保険者の保険料は共働きの妻

を含む他が負担 となるとい うこの申1度σ)不

公平さ1)大いに問題 と思います」

5今後 Cり 方向

今、年金審議会がもたれてお ります 第

3号被保険者C)保険料免除の問題が審議 さ

れてお り、北京 JACと しても早急に意見

表明をしていくZ、要があると思いまづli
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APW か ら CSW ヘ

関口 悦子

第 42回国連女性σ)地位委員会 (C

SW)は、3月 2日 から 13日 まで、

ニューヨークの国連本部において開

催 された。会議は、北京行動綱領の

関係領域の履行結果を監視調整する

ことにあるc今年のテーマは、女性

の人権、少女、女性 と紛争、女性に

対する暴力の 4つであるし

今回の会議で一番の関心事項は、オ

ブショナルプロ トコール、すなわち

女子潮 ll撤廃条約申の個人通報制の

採択がなされるかどうかであつたし

概ねの国が賛成 していたので、わた

したちNGOは 、今年 二そは採択が

百J能ではないかと考えていたが、結

果的には次Flに持ち越 されて tノ よつ

た.何 しろ第 2条のOn behalf ofの

議論だけで 1)各国の意見調整に丸 1

日かかつて しまうのであるから遅々

として進まないt

決議事項は、差別におけるノ、権と±1

地の権利、アフガニスタンにおける

女性 と少女の立場、パ レスチアの女

性、2000年のFWCWの フォーロ

アップ、以上 4つであつた.

このCSWの 会議 と平行 してNGO
や国連機関関連のイベン トが、毎日

おこなわれて、毎朝 8時からNC)○

アジアコーカスが始まり、次に 9時

からCSWと NGOと のプ リーフィ

ング、 10時からのCSWの 会議を

傍聴するという毎日で、会場があち

こちなので移動に時間がかかつてし

まつたり、テーマがよいので参加 し

てみると、興味の 1)て ないものだっ

たりする。また、暴力、人権問題に

ユニフェムが大変関わつて支援活動

して毎日のように報告がなされた。

宗教の違いから犠牲になつた女性を

守る シェルターの報告は、私の観

念の中にないものであったぃ

ロビーイングとして私たちは、今年

1月 にインドで行われたAPW(ア ジ

ア太平洋監視機構)の会議の参加者

たちと一緒にイン ドで作成 した決議

文を手直ししてCSWに提出したЭ

こσ)APWは第 4回世界女性会議の

前に活躍 Lた アジア太平洋の NG0
グループKAPWG)が世界のジェンダ

ー格差をなくすよう、2000年 に

向けて国連や各国政府に提言してい

こうと再編成 した団体であるc

想 WGに ついては、北京会議の前

にマニラで、初めてアジア地域各国

の NGOが集結した会議を開催 した

といえばおう)か りになり、参カロした

人も多いことと思われ′る。

次の国連女性会議は、2000年 6

月 5日 から9日 迄、国連本部で開催

予定であるcそ こへ NGOがどう関

わつていくかが、これからの課題で

ある。.
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全国で始めましよう !
「女性の生き方 67p選択 とビル」の学習会

10ftの夕11娠中絶|ま過去
"年

間におよそ釘音に

なつていまづ■ 強姦も全く跡を絶たず、夫婦

間であつても望まなしま隣員がコンドーム ー辺

倒の避妊方法の悪しき結果として、女性の/L

き方の選択を妨げています。「女性と健康ネ

ットヮーク (代表 樋 Lム怒 0」 で|ま、ピル

を蝉 の身体、性と蝉 の自己管理・自己決

定のための選択肢を拡|ずる手段として認め、

解禁を歴代厚″欧 臣にも要請する、という活

動をしてきました

ところが、3月 2日 、中央薬事審議会常任

部会で避競躙囲司量ビルの解禁問題が審議さ

れ、結果として今年中と見られていたビルの

解禁決定が来年に持ち越されそうだとのこ.と

です (時事通信ニュース、JJネット%号

掲載)。 持ち越しは瑠曲ま、ウ醐 のため

の医師の処方基準作り、発がん性などの危賓

性の調査準備のためとのこと 念には念を入

れ、ということかもしれませスノが、これだと

治療のため現在高・中用1量 ピルを使用してい

る女性たちへの配慮が全くないことにも驚き

あきれますt実際、2月 露日に福岡市女性セ

ンター・アミカスで行われた「女性の生き方

とビル」という学習会で|ま (と ても活発な質

疑が原ひろ子さんと革野いずみさんθ)情報提

供に対して行われていました )、 観 の

ため高用量ピルを使っているし自分としては

全く轟1辮棚を感じないが、やはりJと配:なので

幅広く情報を集めたい"から参加した女性が

いらつしやし`ま lノた

ビノン解禁に慎重な政策の陰に|ま、女性に

多く子供を産んでもらいたいという男性リー

外 ‐の1詢詢が見刻隠れしていますL今回の見

送りに は、さらにエコロジー運動の方から

「ビルが月横用者の体内から (糞尿として)排

女性 と健康ネットワーク

泄されて、動物や人間など広く内
'選

を撹乱

するホルモシが生態系に影響を与え_る 」とす

る根拠不充分な反対意見が影響力を持つたよ

う薫Fケι

しかし、高・中用量ピルと低用量ピノ′Oゝ

用目的の違いを認め、前者を是認する人々が

ダイオキシンのような激烈な環境破襲機能が

確認されている物質と低用量ピルを、「人工

イヒ
′
準物質」ということで1司タイヒして論じ、ビ

ルを敵視すること|ゴfき 過ぎ・論理の飛躍と

いうものではないでしようか?「人工化学

物質」をなる′くく使わないようにする、とい

うことを全く禁lL→
~る

ということ|ま表と裏ほ

どの違いがあります「 風邪霧 こヽとを考えて

みるとすぐわかることで九

ただ、女性と健康ネットワークでは、今

レ1げ)難を冷潤励つ前角きにとらえ、あらp
る論点を含めて、「女性の生き方の選択とビ

ル]に。ついてら溜 °言ξ掃針が全国的に行ヤオt

るきつかすにしよう、と決めましたcビルと

いう薬
`荘

質、低用量ビノ励滝だ翌妊作用を

持つのか、考えられる副作用、料金、服用の

f訪、他の避妊方法と比べての長短、環境と

の解 など.

薬事審議会でも、「国民の意見聴取を行

って、最終的に解禁の可否を判断するJと の

こと 6́月 の定例常任部会の前に、ビルに関

してのみ話し合う臨時部会を開く予定:(堂

本事務所が厚生省薬務局審査管理係森氏一ヒ

ル担当一に1購神 だそうです_ぜひ4-6月

にかけて各地で表認り学習・検討会樹開いて

ください : 当ネットワークではそのための

リソース・ノ■一ソンを」紹介しまづ1‐

離 l嶽 :(B4用報嬌 局t

u鮮計篠崎正美)
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Women L eaders'Network from A P E C E conomies
‐― ‐… APECに 女性 の声 を 一 ‐― ‐

粕谷 初江 (在カナダ)

APEC加盟国女性リーダー連絡会 Oo腱n Lmders'Network fЮtt APX bmmies,以 下WL
Nと略)は、APEC加盟国における民間、学会、市民団体のさまざまな領域に属する女性によっ

て設立された会合です。この会は、平等で持続可能な成長を目指すというAPECの方向性に寄

与することを目的として平成8年に設立され、以来、APECの あらゆる側面に、男女共同参画

の配慮が組み込じまれるよう、活発に働きかけてきました。

WLNは活発・臨機応変をモットーに、次のような形で、APECに寄与することを目指して

います。

*さ まざまな分野における経験豊富な専門家集団による、男女共同参画状況の調査分析

*APECの 諸機構・諸活動への参加ないし連携

*男女共同参画の促進を考える専門組織として、共同参画状況の推移の確認把握、および男女

平等の規範の提示

*APECに 対する強調の場、あるいは諮問機関としての役割

*女性経営者・起業家の支援

たとえば、1997年カナダで開催されたWLN会合では、APECに ジェンダーの視点を盛り込

むため、「域内における女性の経済貢献」のテーマを中心に議論し、結果を政策提言の形にまと

め、同年のAPEC中ノ
1ヽ企業担当閣僚会議議長に提出しました。これにより、APEC中ノ

1ヽ企業

担当閣僚は、「技術・経営・起業の各分野における女性の活躍を促進するため、男女平等に留意

した中小企業開発関連政策・施策を推進することに合意Jし ました。また今後とも、Wl′ Nは、

会の強化およびAPECと の関係の確立を図り、人材養成、環境に配慮した持続可能な開発、女

性が経営する中小企業、科学技術、学会の使命、ビジネスの倫理 0社会貢献と責任など、広範な

観点から、APECに男女共同参画の視点を盛り込むべく、努力を続けることにしています。

このようにWi′ Nは、多くのAPEC加盟国の政府・民間・学会等からの女性たちが出席し、

APECのあらゆる側面で、男女共同参画の促進の配慮を意識して取り組むことを訴え、APE
Cの意志決定のあり方に建設的な影響を及ぼしているにもかかわらず、残念ながら、APECで
の日1本の存在が大きい割には、日本からの女性の声がいまひとつ聞こえてきません。

次回の会合は、平成 10年 9月 にマレーシアで開催されますので、ぜひ日本の女性リーダーの

方々の参加をお待ちしています。

-5-



昨年7月 に行われた北九州市でのシンポジ

ウムで私たちはたくさんの元気をもらってき

まし】L)「ムープ」のようなすばらしい施設

もないし、県内に広く多くの元気印の女性が

散らばっているわけでもありません。でも、

私たちなりに「私の行動が日本を変える…」

の思いで活動を続けてきましれ

「1998年のシンポは新潟で」のお声がけに私

たちは多少戸惑いながらも「私たちの行動が

日本を変えられるかもしれない」の思いでお

引き受 |ナ しまし亀

1月 17日の総会で新潟シンポの開催が承

認され、会員99名全員がシンポのスタッフ

となりました。その中で、主に東京と連絡を

とりながら準備をすすめていく実行委員を募

り、21名の実行委員で 2月 20日スタート

しました。日程等は次のようになりました。

:*日 7月 4日 GD ・ 5日 (日 )

新潟ユニゾンプラザ (4朝離D
▼ 7月 4日 ω

・ 開会セレモニー 12:30‐

・ 地域コーカス  13:00‐

・ 分科会    14:1併
移動

*会

*日

・ 交流会 (フェイ0 18:0併
▼ 7月 5日 (日 )

・ シンポジウム  9:30m

・ 閉会セレモニー 12100

アピール等

*実行委員長 斉藤 誠実行委員長

新    渡辺 信子

rl可ホ 僣
「

予

*練肌C新潟は企画と当日の運営を持つ

5Bのシンポジウム:測諫 JACG囀に一任

上石 喜代子

第 2回実行委員会は3月 6日 (ω に開催

し、係と役割分担等をきめました

:*全体運営  ◎斉藤良子 外石栄子(針)

:*分科会   ◎金井芳子

: ・ 抑 関腹軟%引時会は8雅
:*地域コーカス  ◎止石喜代子

:*シ ンポジウム  北京 JAC ◎小林佳子

:*交流会

:*広報PR

3月 20日の第3回実行委員会では、主に

シンポに向けての全体スケジュールの話し合

いでした。

:*予告チラシ作成 : 4月 20日～24日

: ・ 4月 25日北京 JAC総会にチラシ持参

三*本チラシ : 5月 申旬完成、下旬発送

こ*テーマ 大会テーマ、分科会テーマ等次回

:    までに原案作り

:*参加申込等 : 5月 6日申込書等発送

: ・ 申し込み締切り 6月 13日

: ・ 名簿完成    6月 下旬

:*当日資料 ;原稿提出6月 15日 まで

三*ポスター ;脚К 崚齢担当 5月下旬発送

:*Tシ ャツ、テレカ ;北京 JACO瞭)担当

:*広報PR:県内行政、マスコミヘ

:     縣 帥 鵬

新潟大会は国政選挙のまっただなかの意気

の上がるものになると思います。

ぜひ、新潟へお出かけください。

◎村上恵子

OM瞑 青

時

場

程
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《JLア貫 」 A (じ 竃醍異匡金摯》

1998.3. 17
司会・議事録/津和

出席者 :小宮山 斉藤 柳瀬 大角 厳梅 市川 高橋 鈴木 粕谷 高嶋 津和 関口 篠崎
房野 永井 渡辺 _LI日 中嶋 伊古田 木村

PARTl。 研究会 PART2.議 題
1.税制・年金のIEA単位制について′/      1。 7月 4・ 5日 シンポジウムについて

細
:撤 ・

欄 東京実行委員募集。4日地域コーカスと分
配偶者控除、年金制度についての問題点を    科会、5ロ シンポジウム、テーマは「基本法J

臨  2ページ参照。 JACの案を提言する。6ページ参照。

年金審議会について/審議会委員は男の既   2.コ ーカス情報

得権をもつ人が多い。給付と負担どっちをと   女性と健康ネットワーク/b■I美
るか二l者択一的な議論になっている。全体の    薬事審議会は3月中旬ピル認由Fをストップ

.ノ 琺本改正は8月に中間まとめ、来年国会に提   させたて〕女性の生き方の選択を広げるために、

出するスケジュール。 女性の体への情報を把握することは大切、そ
JACと しての申し入れが必要。斉藤、津   のための勉強会を開く。4ページ参照。

不日、中嶋担当。総会で決議する. 3.そのほか

2。 2000年の世界女性会議と国際情報/      ヵナダAPECか らの意見/柏谷初江

報告 :小宮山 カナダではAPECに 女性の視点を盛り込

1ページ北沢洋子執筆記事参照        む動きが盛んだが、日本女性の意見が届かな

3.国連女性の地位委11会/
報告 :関日 3ページ参照

《世 話 パこ無 議 事 ゴ轟や

1998.3.17  議事録/大角

1.総会/午前に予算案検討 (資料印刷物は

4月 101]提出締め切り、16日検討・印刷)

午後の報告は羽後30分、大沢60分、中嶋30分。
~年

金制度の見直しについて案文を採択し、年

金制度委員会に提出。労働法制について意見

書をまとめロビー活動につなげる。

2,シ ンポジウム/東京実行委員は広く募集、

世話人はメンバーになる。第1回実行委員会

4月 16日 開催.

3.参議院選に向けて′/各政党の

査、意見́交換をするf)(担ド1:中嶋)

4。 入会案内改定/H標①男女平等基本法の

制定、男女共同参画を総合調整する総理直属

の機関の設置②「女性に対する暴力 1撤廃実

現のための法制イLその他。

′ シンポジウムのお知らせ θ

エコ・パー トナーシップ東京会議

「環境とジェンダーJ NGO交流国朧

日 時 1998年 5月 27日 17:00～20:00

会 場 東京国際フォーラム

テーマ くらしの中から考える東京の環境

参加者 海外 約10名 国内 100名

参加費 2000円前売り制(軽食付き)

問い合わせ先 JL田 雷 0337765738
FAX03-3774-8858

関口 ■ 0423-71-8337

FAX 0423-39-7666

主 催 東京都女性海外視察側の会、

エコ・ パートナーシップ

東京会議グループ

助 成 東京都助成財団
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1998年度会費納入者リスト

浅倉むつ子 荒井佐よ子 荒堀憲二 安楽い

く石り|1敬子 石り|1美和子 市り|1律子 市場留

美 伊藤淳子 伊藤瀧子 上田記代子 牛山

満智子 内山良子 浦島恭子 大阪府男女協

働社会づくり財団 大沢真理 大角隆子 緒

方由美子 尾崎薫 小野良子 梶本玲子 JL

村邦夫 北谷勝英 向後紀代美 ノ1藤意子

五島陽子 ノlЧ劇卦チ ノl颯満貴子 ノ
1ヽ宮山洋

子 斉藤誠 ― f佐 伯律子 坂井隆之

佐藤文子 佐藤和子 沢田鈴代 篠崎正美

清水純子 清水澄子 庄山則子 杉内下成

鈴木廣子 高嶋紀子 高橋克子 高橋ますみ

高原とみ子 竹内百重 竹森絹子 建石教子

田中成子 工津菊子 佃未音 堂本暁子 永

井よし子 中嶋里美 中村碩子 中村道子

中山慶恵子 根岸鋭 橋本ヒロ子 林弘子

林幸子 平田洋子 深見玲子 福島瑞穂 房

野桂 藤田美恵子 藤原千賀 古橋エツ子

堀口悦子 本田明子 松本めぐみ 松本惟子

松山タツ子 宮坂洋子 武者小路公秀 村岡

洋子 村上里和 村松泰子 森屋裕子 森玲

子 矢沢澄子 矢澤乃里子 谷田沢典子 柳

堀朗子 柳堀素雅子 朧 嗣 子 山崎紫生

山下威士 山下英子 山下泰子 米田麗子

和気文子 渡辺光子 1998.蹴

行き違いの節はご容赦ください
[1座名 北京 JAC事 務 局

(※ ご注意/銀行日座は取りやめました)

北京JAC第 18号  1998年 4月 1日発行

代表 :山下泰子 副代表 :小宮山洋子 世話人 :緒方由美子 大角隆子 斉藤誠 篠崎正美 関口悦子

津和慶子 中鶴里美 船橋邦子 三隅佳子 柳瀬満利子 若林冴子

燿集・発行 北京JAC事務局 発行責任者 :緒方由美子

編集委員 :新井場貞子 大角隆子 緒方由美子 奥山妙子 杉浦淑子 高橋克子 ●―
j子 若林冴子

〒150東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・ モデルナB劉7 北京JAC事務所 ‐・F想o3-3綱7-792

会費納入のお願い

12000円 (98年 1月 から99年場月)

郵便口座番号 0025017-66426

目 北京 JACカ レンダー 自

■4月■

2日 (木 )4:00pm 渋谷女性センターアイリ

ス/ニューズレター18号

印刷発送、同19号企画会

10日 (金)   総会資料締め切り

16日 (本)6:30pm 事務所/世話人会、新潟シ

ンポ東京実行委員会

25日 (土)10:30a田～4:30pAm 東京ウィメン

プラザ第1会議室/北京 J

AC'98年度総会

5:00pm～ 7:00pu こどもの城アミ

ティーエ8F(パーティー

場)/レ セプション

会費 :3500円

■5月■

14日 (木)4:∞脚 渋谷女性センターアイリ

ス/ニ ューズレター19号

印刷発送、同20号企画

18日 (月 )6:30脚 東京ウィメンズプラザ/

例全体会
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世界女性会議ロピイングネットヮーク

ザ

北 藍貢 J.AL{C'  9 8年 月質:糸念姿≧ を 準冬 え て

理

19鵠年4月 25日 、東京ウィメンズプラザで

各地域からの会員を迎えて、大変な熱気の中、
キ
専JAC初の総会が開催されました。今年

T``月 1日付けで、規約が発効したのに伴う措
置で、いょいよJACも、名実ともにしっか

りした組織の形態をもつことになったわけで

す。

初の総会選出による役員が、つぎのように

決まりました。どうぞよろしくお願いします。

原則として、今後2年間の任期です。大変

申し訳ないことに、山下は、押

"年
度在外研

究のため、1年間ネパールに滞在の予定です。

そこで、
"年

度については再検討 していただ

くという条件付きの代表就任です。

また、規約第 5条2)では、「副代表 1名 J

となっていましたが、これを改正 し、「副代

、表 若干名」とすることになりました。

代 表   1_lJ    ~T       泰    子

1"昨の北京における第 4回世界女性会議
以降、世界女性の合言葉は「エンパワーメン
ト」です。日本におけるエンパワーメントは
何といっても、政策決定の場にどれだけ女性
たちが、進出できるかにかかっています。
北京JACが、2年半前、日本初のロビイ

ングネットヮークとして発足したのも、政策
方針決定に女性の声をもっと反映させようと
いうことからでした。いま、13の地域コーカ
スを加えて、全国展開の一大勢力になった北
京JACは、この原点をもう一度再確認した
いと思います。

そこで、総会では、現在緊急課題になって
いる「男女労働者への新たな労働規制を求め

るアピールJと 「年金制度の個人単位化を求
めるアピールJを採択し、ロビー活動をする
ことに決めました。各地域でも、これらのア
ピールを、有効に活用してください。
また、7月 に追った参議院議員選挙に、北

京JACか ら6人の女性メンバーが立候補を
決めています。そこで、5月 27日 (水)18:00
より東京ウィメンズプラザにおいて、立候補
予定の大脇雅子さん、小宮山洋子さん、福島
瑞穂さん、円より子さん、山崎紫生さん、浜
四津敏子さんに、「永田町を男女共同参画の

場にするために」大いに語っていただきます。
皆さん、奮ってご参加ください。

7月 4日 05日の北京JAC新潟シンポジ
ウムは、男女共同参画基本法がメインテーマ

です。新潟でお会いしましょう。

' beijing Japan n{ccounubtlttg Caucus 5月号19945月 1日発行

代表 :山下泰子

副代表 :斉藤誠 中嶋里美

事務局長 :大角隆子

世話人 :
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・98ゴ鯨 JAC総 会 報 告 4月 25日 (1030-1200b

東京ウイメンズプラザ

北京JAC設立後、初めての総会が会員数

1"名、うち出席者45名、委任状 78、 北京J

AC規約第 8条 5により、会員の5分の 1以

上の出席により成立

山下泰子議長を選出し、議題を審議したがそ

の中で、決定したことをお知らせします.

1。 `97年度、事業報告、シンポジウム報

告、決算報告:力薔乳

2。 `98年度事業について

。北京JACの政策提言型ロビー活動を、

各テーマコーカス・地域コーカスの情報、

報告を通じ随時に行う.

・ マンスリー「北京J ACJは、北京JAC
と地域コーカスの情報発信・連携の生命

線。発行時の協力要請。毎月第 1木曜日

4時より渋谷アイリスで印肌

・ 今年度はシンポジウム報告書を発行.

・ 定例全体会は今年度より毎月第3月 曜

日6:30分より東京ウイメンズプラザ

で開催する。定例全体会では各テーマコ

ーカスの   を充実する。

3。 '98年度シンポジウム企画

・ 斉藤全体実行委員長から説明後、新潟か

ら駆けつけて下さった渡辺― 行委員

長、小林さん他2名の実行委員の紹介、

会場からエールが送られた

会場からはピンパッチなど作ったらどう

か。保育を充実して若い人の参加を促す

よう要望があった。

4.'98年度予算案

・ニュースレター会員の会費師 600円)に

ついて会計にないがどのような扱いにする

事務局長  大角隆子

のか質問があった 会計よリニュースレター

は実費であること.ニ ュースレター会員につ

いては地域コーカスからの要望も多様であり、

検討中である。今年度は欄外の報告と別会計

とする。
0人件費について

現在無償のニュースレター印刷、事務所

人件費を計上するよう要望があった。費用

捻出のため会員を増やす等今後努力する。

ユ地域コーカス報告

・地域コーカス(参加者効 のパワーを感じ

る自己紹介。
0仙台の向後さんから近く立ち上げるとの

報 告 。

6役員選出

・n名の世話人立候補者を承認詞瞭 JAC
は超党派の女性の緩やかなネットワーク。議

員は政治活動に専心していただくために世話

人は無理ということになった



ゴ掠 JAC'98午 後 報 告 会 13130～ 16:30

=般にも呼びかけ、約 60名の参加を得た。

● 国連婦人の地位委員会傍聴報告

報告者 羽後静子

女性の地位委員会が Ю田 年3月 2週間にわ

たり、■―ヨウ国連本部で開かれた。

2000年に向けて北京行動綱領実現のための

フォローアップとして 7つの領域、特に人権・

女性の暴力関係が中心に話し合われた。

また女子差別撤廃条約選択議定書に関して個

人通報制度ができるのか、政府レベルでも、

NGOからも関心が多かった

2000年の女性会議は6月 5-9日、国連総会

の中でレビュー(見直し)と して開催される。

NGOフ ォーラムに関しては、翻 年の準

備をどうするか、社会発展サミットが同年 5

月開催されるので、ネットワークの案がある。

日本のNGOは 201010年に向け、政府代表を

決める前にNGOとの協議を政府に要望する。

● 参議院選挙に向けて

報告者 中嶋里美

今年の参院選ではクオータ制が民主党、社民

党、公明党で導入される。民主党では 2010

年には女性議員欄%を 目指すと言っている。

実現するまで北京JACと してより具体的な

働き力叫ナをしていこう。

・比例の名簿をみせてもらう
。総論賛成、具体的な行動は難しい、具体的

なプログラムを作る
。女性達が風をつくる

北京JACの会員から6名が参院選に立臨

北京JACと してどのような応援をしていく

力、候補者と語る会の開催。(同封チラシ参Ю

● 労基法改正に関するアピール 0年金制度

の個人単位化を求めるアピールを職

● 「男女共同参画基本法」

“

反1りの検討経
過と考え方 報告者 大沢真理

なぜ今、基本法なのか、法律の目的、論点、

条文の骨子を作る●委員   中。6月 に基

本問題部会として論点整理を公表する。

男女の参画の格差解消のため、たとえば現状

度では負担の不利、男性の性別役割

分業を固定化している。

ポジティプアクションの条文を検討中、能力

や経験において平等であれば女性を採用する

機会均等を求める。実質的な平等には企業の

反対が多い。チェック組織の中にジェンダー

のわかる人を入れる、政府と自治体へはオン

プド・パーソン機構を義務とする等総合的、

計画的に行う。法律でジェンダー・バイヤスを

課題にしている国は無い。日本に出来れば画

期的なことであるが、マシーナリーを充実し

なければ実現しない。

レセプション (17:00-1900)

こどもの城8階のパーティ会場で引き続き

開催、各地域コーカス。テーマコーカスの親

睦・交流が賑やかに行われた。

参加者一人ひとりが自己紹介、話べたと言い

ながら、5分も話す人など和やかな雰囲気だ

った。
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女性議員50%をめざして

永田町を男女共同参画の場に

Jヒ涼H ACi総会で決議|し た「

悪に反対し、男女労働者への新たな労働規制

を求めるアピール_|を、5月 7日 (木)ロ ピ

イングした。

大角隆子事務局長、梶本玲子、高橋売子の

3名が、議員会館を訪間。参    ・社会

政策委員会21名 (自民10、 民主 3、 公明

2、 社民 2、 共産 2、 自由 1、 さきがけ1)、

衆議院労働委員会30名 (自民 15、 民主 6、

自由2、 社民 1、 共産 2、 無所属 2、 平和2)

の各事務所を訪れた。あいにく国会期間中で

議員本人には面会できなかったが、各秘書に

私たちの趣旨を説明。おおむね丁重に受け止

められ、議員のアピール文検討を確約してく

れた。

(おまけ/田中真紀子議員にも新潟シンポの

アピールをした。)

「年金制度の個人単位を求めるアピール」

は、津和慶子世話人から、年金審議会に提出

した。

アピール文は同封資料参照

北京JAC主催

5月 27日 (水)午後6時から

東京ウィメンズプラザホール

女性の政治参画を推進しているJLttJ A Cは、同封のちらしのとおリシンポジウムを開催しま

す。先進国で女性の政治参画はワーストNO。 ONEの不名誉な日本の状況を少しても改革する

ために、ぜひ参加して■緒に考えましょう。参加は当日受付。学生の方は半額の参加費ですので、

若い方にも呼びかけてください。。

参加会員/    小宮山洋子 福―  円より子     浜四津敏子

いってきました !

労基法・年金法
ロビイング報告 研究会のお知らせ

日本弁護土連合会

第7回「国際人権に関する研究会」

日 時 5月 20日 (水)第 2部18:00～ 19:40

会 場 日弁連1702会議室(≠曜賦会館17階)

jP代
田区霞ヶ関1-1-3

地下鉄丸の内・日比谷線霞ヶ関Blb出 日

テーマ 「第42回国連女性の地位委員会と女

性差別撤廃条約の通報制度

女性に対する暴力、武力紛争下の女性、少

女の権利、女性の人権などの    のもと、

日弁連 (代表団3名)は慰安婦と女性に対す

る暴力についての報告、女性差別撤廃条約の

通報制度をより効果的ものとして採択させる

ための意見書の提出など、積極的な行動を展

開。今回は政府代表の一員として、主に同通

報制度の起草過程にかかわってきた市原美香

氏を招いて、同委員会の内容を検討します。

参加申し込み FAX:03-3580-9840
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想いを行動に ひろげよう地域から世界ヘ

北京 JAC第 3ロシンポジウム 受付開始

1998年 17月 4日 (土)5日 (日 )

新 潟 ユ ニ ゾ ン プ ラ ザ (新 潟 市 )

時

場

日

△
〓

北京 JAC第 3回 シンポジウムの受付が

開始されましたし今年は北京女性会議 5周

年が 2000年 にニューヨークで開催する

事が決まり、これに向|サ ての準備の開始と、

男女平等基本法についての審議会の中間ま

とめが6月 に発表されたのを受けての開催

となります j

シンポジウムの内容もこの状況にん、さわ

しく以下のようになっていますし
<4目 >
12:30 開会行事

13:00 地域コーカス

ハネルディスカッシ ョン

北京行動綱領を地域政策で実現するために

地域コーカスのパネラーによる討論

14:00 分科会

①環境と女性

②暴力と女性

③政策方針決定

政治参画・審議会への女性の参画率アップ

①男女平等基本法・基本条例

⑤労働  均等法・労基法

⑥教育と女性

⑦メディアと女性

③農業と女性

⑨リプロダティブ・ヘルス//ラ イツ

18:00 交流会 (会場 フェイズ)

<5日 >

9:30 シンボジウム

「男女平等基本法を私たちの手で」

大沢真理、斉藤誠、山下泰子

11:30 閉会行事

第 3回のシンポジウムは、北京 JAC・
新潟の方たちが準備を弓|き 受けていただき

ましたt.第 2回の北九ブ11の内容を、ほぼ引

き続き継承 して準備を進めていますら現地

の新潟の実行委員会も何回も開催 され′、準

備 も順調に進んでいますこ

これを受けて全国・東京の事務局でも、

準備会議を開催 し、各コーカスの方たちに、

分科会の責任者 となっていただきました .

なお今年 1)すてきなデザインのTシ ャツ

とテ レホンカー ドを制作 し販売 しますので

よろしくお願い します

このシンホジウムヘの参加費は、次の通

りです

シンホジウム参加費 2000円
交流費参カロ費 5000円

受付は、申込用紙を手に入れて、下記の

JTB新潟へ申し込む形式となっています

のでご協力をお願いします〔

申込用紙は、以下のところで手に入れる

ことができますし

*北京 JAC事 務局

FAX 03‐ 3407-7922

*北京 JAC新 潟 事務局

小林佳子 TELttAX 025-245‐ 3063

*J T 13新潟支店

北京 JAC第 3回シンポジウム係

〒 951‐8063 新潟市古市通 6‐959

‐ L025‐ 223‐4822 FAX 025‐ 229‐ 5775
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フランスの女性の政治参画
-199年国民議会選挙と博田年地方議会選挙―

梶本玲子

☆☆「パリテJと 「クォータ」論争 ☆☆

パ リテとは、フランスで使われている概念

で、1992年 頃からフェミニス ト・女性団体が中

心になって「パ リテ・ポリテイック :政治の場

に、女性50%、 男性50%」 という運動に用いられ

たが、そのうち、社会のすべての領域に当ては

まる概念・方法として使われてきている。
一方、クオータ制については、フランスで

は、1982年 に社会党のイベット・ルディーが提

出した贅%の クオータ制を憲法評議会が違憲とし

た経緯がある。

現在、フランスでは「パ リテ賛成・反対」、

「クォータ制賛成 e反対」の論争がある。

☆☆ 国民議会選挙 ☆☆

1"7年 5月 25日 と6月 1日 の2回 の投票の結果、

左派が勝利し、6月 4日 、ジョスバン左派連立内

閣が発足 した。この選挙では、女性候補擁立

に、社会党と共産党はN%の クォータ制を採用し

た。その結果、女性議員の割合は、それまでの

5.5%か ら10.9%に 飛躍的に躍進 した。さらに、女

性の入閣者が8人 、約3割 に達 し、重要なポス ト

についた。

ジョスバン新内閣では、施政方針の45の政策
の一つに「男女が平等に政治に参画できるよう

に憲法で保証する」を掲げた。それに対 して、

女性たちは、1981年のミッテラン社会党左翼政

権成立後、女性運動が衰退した経験を踏まえ
て、新内閣にパリテ推進を訴えた。

☆☆ 地方議会選挙 ☆☆

1998年 3月 15日 には地方圏議会選挙が、また、
3月 15日 と3月 22日 には県会議会選挙が行われ

たの地方目議会選挙は比例投票制で、県会議会

選挙は多数決投票 (2回 )で行われた。
その結果、地方圏議会では女性議員の割合が

それまでの12.3%か ら26%へ と増加した。特にバ

リを含むイル・ ド・フランス圏では、左派連合
は、パリテを実践 して、比例代表制のリス ト
に、女性‐男性順の交互名簿を採用したGその結

果、左派連合の当選者の半数は女性になった。

ただし、地方圏議会議長については、カルバ ド

ス地方日のアンヌ・オラノのたった一人であ

る。

また、県会議会選挙の結果、県会議会の女性

議員の割合は5。 4%か ら8%へ と増加したが、器の

県では、女性議員がゼロである。

今回の2つ の選挙の結果、女性の政治参画はあ

る程度の成果をみたものの、
一地方では、依然として女性議員がゼロという

地域力f残 されたこと、
一比例区交互名簿で女性の進出の道が開かれる

が、比例投票制で、国民戦線のような極右政

党の進出にも道を開いてしまうこと

一女性の進出を阻む要因の一つである公職兼務

を制限して、女性の進出の機会を開く必要が

あること

など、まだまだ解決すべき課題があるc

☆☆ まとめ ☆☆

現在、フランスの女性の政治参画に対 して

は、女性たちは、クォータ制の導入ではなく、
パリテの概念・方法にそって運動 を進めてい

る。フランスのパリテ論争は、単なる女性の政

治進出の問題にとどまるのではなく、すべての

領域の女性 と男性の平等の問題に拡大 してお

り、さらに、これまでの民主主義そのものを問

い直すキーワードとなっている。

日1.フ ランスの地方口 ■陰 ■摩 及 び甕 会日会■事の轄 暴

●奪 :フ ランス内mの データ (海外日●餘く)から作成 (■摩)



ぐんま女性会議が地域コーカスに加わる

ぐんま女性会議 代表 山崎 紫生

ぐんま女性会議がこの4月より、北京 JA
Cの地域コーカスに加わることになりました

同会は第4回世界女性鋼 NGOフ ォー

ラム 1周年を記念し、民潤の女性たちが企画

・運営した「 ぐんま    96J(鶴 年9月

1日 )の成果を土台に、結成されました。

同会議の反省会で、県内の女性たちのネッ

トワークを作り、ジェンダー問題解決に向け

て具体的な行動を起こそうということになり

男性も交え、髄名の会員で、同年■月10日 に

しく団体を設立しました。女性と男性とが
=共

に活動する全県レベルの女性団体が生まれ

たことは、「保守王国」 といわれるこの群

馬にも、カラッ風に変わる、北京からの新し

い変革の
―

き始めたことの表れではない

でしょうか。

発足以来、北京女性会議の成果を踏まえ、

男女共同参画社会の実現に向けて、ぐんま女

性会議、研修会・ シンポジウム等の開催、女

性団体・ グループとの情報交換とネットワー

クづくり、ニユースレターの発行、関係行政

機関への提言等を行ってきました。

会員は教育、マスメディア、政治参画、く

らし、しごと、性と人権の各部会、街づくり

・ 男女共同参画センター (仮称)プロジェク

・ チームのいずれかに所属し、活動してい

ます。初年度は各部会の持ち回りで、2カ月

に1回、研修会を開き、_般公開しました。

今年度はそのような方式を止め、各部会がそ

れぞれ独自に研修会やシンポジウム等を企画

・実施することになりました。たかさき女性

懇話会等の女性団体と連携し、政治参画をす

すめるシンポジウムを開催しましたが、企画

・運営、集客力、運営資金等の面で「連携は

力なり」 を実感しました。

ぐんま女週躍委欝 970月 24日 )は「1諫
から2000年にむけて一一群馬の女性にエンパ

ワーメントを !」 のテーマでワークショップ

を公募しました。既 に上る男女や学生が参

加し、前回を L回る成果をあげることができ

ました。今夏のぐんま女性銭 田では午前中

のシンポジウムで、ジェンダーの視点から群

馬の教育を見直し、問題解決について話し合

うことになっています。

そして、一人ひとりの教督と市民、教師間、

市民間のネットヮークの輸を拡げ、男女混合

名簿の実現の推進や、固定的役割分業を改め

ること等を、自治体にEき かけていきたいと

思います。

また、200昨プランを踏まえて、地方自治

体の女性政策への要望・ 提言活動を行ってい

きます。特に、女性問題を専従に扱う部署の

設置や、審議会等への女性の登用の推進につ

いては他の女性団体やグループと連携し、首

長や関係部局に対し、積極的に働きかけてい

きます。

さらに、まちづくりに関しても提言活動を

行っています。この3AIこは県庁舎・ 市役所周

辺整備計画の一環として男女共同参画センタ

ーの建設を盛り込むよう、県知事に要望書を

提出しました。今後は、市民各グループ対象

のヮークショップを、行政とタイアップして

運営するなど、市民参画型のまちづくりを目

指して活動を展開 していきます。
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挙 鬱 彩 議

一

二

―

ズ

1998     者リスト

(前号のつづき)

上石喜代子 阿部貴美子 :理野溝Ir天野淑

f 池田芳江 石ノ!l文子 伊藤恭子 丼上輝

f上 田外茂‐チ 大島く美子 JL口学 鬼頭

正子 黒_Fr子 ノj瀬 千子 1駒野陽子 杉

浦淑三r 闘口悦子 筒井美保子 1串翻舞F
時賓達枝 徳茂万知子 中島かほる 羽後静

チ 浜四津敏・チ 原ひろ子 東野陽子 藤本

潤子 保坂恵美子 真田富美子 松本玲子

円より■    ― r殖 肝

横浜市女性協会 吉田俊吾 和田清子 渡辺

信子 5.9現在

(行き違いの節はご容赦ください)

◆カンパをいただきました。ありがとうござ

いました。 原 ひろ子  1万3000円

阿部貴美子   5000円

U次回定例全体会議彊に|

留 北京JACカレンダー 魯

■ 5月■

12日 (火)6:30pm渋谷女性センターアイリ

ス/女性に対する暴力禁止法コー

カス研究会

議罪師:釜謝目町子(ヂ商彗士)

14日 (木)4:側脚 渋谷女性センターアイリ

ス/ニューズレター19号印刷発送

離 鮮

18日 (月 )4:00m渋谷女性センターアイリ

ス/シ ンポ用資料印刷袋詰め

6:30脚 東京ウィメンズプラザ/

例全体会

9:00pm事珈舜籍数ν世話人会

新潟シンポ東京実行委員会

27日 (水)6:00脚 東京ウィメンズプラザ

ホール/J覇てJACシ ンポジウム

「永田町を男女共同参画の場に」

会費:1000円 (学生:500円 )

■6月■

411(本)4:00脚 渋谷女性センターアイリ

ス/ニ ューズレター2〔濃訴願醜発送

同21号企画会議

9日 (火 )6:30pm 渋谷女性センターアイリ

ス/女性に対する暴力防止法研究

会予定

15日 (月 )6:30p 東京ウィメンズプラザ/

定例全体会   ・

9:00脚 1      世話人会、

新潟シンポ東京実行委員会

時

場

題

日

会

議

北京JAC第 19号 1998年 5月 1日発行

代表 :山下泰子 副代表 :斎藤誠 
―

 世話人 :緒方由美子 大角隆子 篠崎正美 闘口悦子 船橋邦子

三隅縫子 柳瀬繭劇子

編集・発行 北京JAC事務局 発行責任者 :結方由美子

編集委員 :新井場貞子 大角隆子 緒方由美子 奥山妙子 杉浦淑子 高橋克子 
―

j子

〒150東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナB207 北京JAC事務局 ‐・FAX 03-3407-7922



世界女性会議ロビイングネットワーク

7ニズグー」″序
=AC'G*iryqlqo Aaamlotrddit{;yfu 明号 -31晰

疇 翅 睦 議 A5096‐ ‐ ざ L¬ビ …―

永 菫 町 を 男 女 共 同 参 画 の 場 に 」 を 開 催 し て (■ )
中餞 里美

◆北京JACに不可能になし

麟 と共網訳瓢買財□0女J哺朧齢司園議を

開く会を開催しよう、いや東京選挙区●女性

候補」呼んだらどうか等、あれこれ考え話を

持ち込んでみたが、短期間の準備には実行不

可能だった。

そんな時北京JACのの伸日たちが次から

次へと立撥辮を表明してくれたもそれな引眸
間の      まし、私たちも共に通戦ん
ようと会を開くことになった。

決定したのが4月 16日 の世話人会で、あ日

― までに会場を決め、候補者に働きかけ、
ビラ誹 り終えヽ 参静都曜鏑韓瀬んだ.会
獅 壌韓せ、出闘飼い0アンケート作り、
各候補者からの資料集め、ビラ独 メディ
アヘ0爵きかけ等々 と大はじであった。
綱会0     さん磁覇貯UDIが

'AC会員になり      まり、ビテIⅢ勝‐

正、また福岡選挙区    さん O機静|
に上京できるか等り嘔嘱にメディア■民表き
れた日櫻覇開購珂静 らヽ議めての機 ‐‐ちtl
そのうえたった1彎卜眠留F撃臓をし■会を始
めな―ければならない設定に|してしま―らた私の
大き

―
せっかく    まってくれ

るのに、会場に人がまば―らだったら目ると思
い、器日は4圏印嘔噌部轟:政麹闘豪議陶
合いの議員にどんどんブ,,タスを送った.

しかし、Jm~JAC― チームヮータ
は抜群だ。当日は1噺澤馘理覇輝晴睦贅τし、

時目通りに会を進められた。北京JACに不

可鶴障なしと実感した。

●6人       を聞く

6人
―

は大購継子さん (社民)、 小
宮山洋子さん (民主)、

・
浜四津敏子さん (公

明)、 福島端鶴籠ん (樹聡 、円より子さん

(職 、    く    、続 )

の順に座っていただいき、次の6つの質問に

それぞれ答えていただいた。

1.立鑽籠p勤顔|と― るまでにどんな目

郭 あらた沢 卿 方に      る理

由を述べて欧しい。

2。 男性質餞●議会にはどんな問題点がある

か、所躍数第鉾今女協議員を増やすためにど
ん   している九

3.当選した.     あらゆる政策に生
かして欧しいが、その時NGOと どのように

織力していくつもりか。

4.立法遇醒を見ていても、国険議員|は |ヽむ

0にもっと
―

し哺措   でいく必
要がある。そこがすべての党に欠かけで|ヽる二
その理由はなにか。          |
5.5月 9、 10日に沖縄p女性たち

^1基
地

はいらないと
―

で訴えていたこ今平和が

なしくずし年な,ている。平和議持めために
どんな取り1餞み|をするが二
6.景気回儀■彎割田税等が言われているが
ビンとこない

=墓
た|ち■人ひとリー にな

耐麗溝政策韓■いては|どう考えるれ
この後tl鍛 ら     け、

らのメッセージ、敏 囃 を行った。
(3.3に対する各候補者の回答は次号へ)
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女性議員501を めざして
一永田町を男女共n-3に 一

私たちは、コロ庫までに、目や■方
の■白で、女性・ 男性r目等に政治争百

できる基盤を作りたい。そのために以下

のことを本日のシンポジウムの参如者は

法■します。

嗅拍0年6月″日、韓ウイメンズプラザ・ホール

決議文

f・

鶏:三度し『雰菫し護葛裏
:塀

  轟  賓題

'::二

墓ニニ
登用することを求め言‐|す.こ

:  ■■■

2女性の政治参画を構指す■tt■う穫お多●思いと国会とをつ

なぐ女性の露葺犠機響書
=戦

●ォす.:~|

a私たちは、女性の政治秦蘇今の鱗 ぜ藩めるように、メディ

アに饉きかけtぼ押)のネ「夕:ト ワァタを通じて実環します。

北京JE主催シンポジウム「tu■ 50bをめざして二永田町を男女共露参画の場にJ

参畑者■闘

ロ ビ イ ン グ

予 定

にロビイングします。

日時/6月 9日 (火 )

1:00PM
蛤 /

1階ロビー

都合につく方は鋤

ください。
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社 会 開 発 サ ミ ッ ト 2000年 開 催 に む け て

国連は、 1995年 3月、北京会議に先立

って、コベンハーゲンで社会開発サミットを

開いた.これには 118人の国家首脳が集ま

り、経済開発よりも、社会開発を最優先事項

とすることを宣言した.社会開発とは、貧困

失業t社会的な疎外から人びとを解放するこ

とであり、そのために、 10項目の公約が決

議され.たこ同時に96年から「1貧田根絶の十

平」を発足させたのであつた。 |‐

毎年2月 、国連本部で、社会開発委員会が
開かれ、サミットのテーマに沿って,レビユ
ーが行なわれている.貧困、失業に続いてこ

今年は社会的疎外について審議.された,‐ .
NGO日も、国際社会福祉評議会 (ICS

W)や SoCial Watchな どの国際ネットワニ

クを通じて決議の実施をモニターしている.

第1日準日会議
北京会議と同様に、社会闘発サミットも、

5年後の2000年に、10項目の公約 (女

性を含む)の実施について審議する特別総会
を開くことになっていた.

そこで、さる5月 19～ 22日、ニューヨ

ークの国連本部において、2000年 会議の

第 1回準備会議が開かれた.これは、臨時の

国連総会であったのでbニューヨーク駐在の
代表が1出席しただけであつた.また国連のP
―Rが行き届いていなかつたせいか、NGOの
参加も非常に少なかった.ア ジアのNGOは
インドと私だけだつた.

準備会議では2000年 (6月 26～ 30
日の予定)の開催地をめぐって紛料した.ス
イス政府がジュネープの国連本部を提案した

が、ここにある人権委員会が気に入らないス

ーダンなどが反対した.結局、来年5月 17
～28日、ニューヨークで開かれる第2回準

備会議に先送りされた.この準備会議はゝあ

らゆる意味で2000年よりも重要である.

北沢 洋子

2000年 の議題について

途上国は 10項目のrAIの実施を審議する
ことを主張した.これにEUも米国も賛成し
た.公約には、ODAや債務削減など社会開
発政策を可能にする環境作りが入っている.

しかし日本がサミットのテーマの貧日、失業
、社会的疎外の 3つに限ることを要求した.

これは「3テーマを含む 10の公約Jという
こと妥協が1成立した.

問題は、2000年 の会議を単なる実施の

報告会議に終わらせないことである。という
のは95年以後、アジア金融危機、内戦など

社会開発政策を著しく後退させる状況がうま
れているからである.またODAの 削減、債
務削減の遅滞など国際協力も後退している。

韓国代表などがこのことについて触れては
いたが、 IMFの条件を受け入れているとこ

ろからゝ演説も迫力を欠く.そこでNGOは
2000年 特別総会において、国際社会が新
しいイニシァティプを打ち出すようにロピイ
ングして行こうということになった.

NG00参 加について

96年 7月の経済社会理事会 (ECOSO
C)で、リオ以来の国連会議に承認された国

内NGOに もゝ議問資格を認めることになっ

た.ただしその手続きには丸 2年かかる。
NGOの ロピイングが成功して、社会開発

サミットについてはゝ第 2.3日準備会議、

2000年 会議ともにもコベンハーゲンで承

認されたNGOに も申請すればゝ参加できる
ことになった.

アジア    にたいして
昨年の国連総会では、グローバルな通貨投

機や巨額の短期ボートフォリオ投資資金が引
き起こしている「21世紀型」危機に対処す
べく、2001年に「金融と開発ついて世界
会議」の開催が決議された.

-3-



去る5月 露 日、ウイメンズプラザホー

ノイこて、    女市民ネットワーク (仮

網D萌 4    弩予b中滅L
局測関浜市教劇躍議著導州阻当.し、ゲストに

帰 鎮 瑯 駄 樹 繭 翅 眠 神 な 郁 鎮

喜門日民、夕癖覇霞胃弩亀、奪霞口離覆剛氏講電自卜に

Dまった 特に男女洪炉撼輝理圏酵饉聾織法

検討小委員会会長である古橋蹂呻 田ま、

まさに爛 ネットワークと政府の申

意見交換を実現し、今回の法案の詳細を直

:釧けるJ膊「:     豪 ザL
会評踏脳顧鰺絵引印嚇澤勲 も

男               明で

あり、
-6月

16日

出するというまさに「   ホヤホヤJ

の案を持ち込んで酬割こ挑んでくれL基
ょ 磨麟嚇それ自イ和城腰性を

理解しない人をも対象に切々とその必要性

を訴えるところか搬 り、そ   憲

法第13条<個人囃 >と第 14条≦男

絆 >:研置き、男臓J辱覗箇函と毒議哺轟嘉

を図るべく         弯蒲語表

現の工夫が見受けしれた。また

会場から
`場

調曜割融敷こ』球二りもうと具

体的な言及を盛り込んで欲しいとの要望に

対し、基覇自劇謝槽燎劇い略こと1最「の

解釈・応用の可能性を決めることになるた

め、なるべく胸 端雷R現堺:を麒 趾

めておくべくだとしながらも、女性かの

権 却 臓 劃 に
'て

は 刻 嵯 酬 饒

条約に出准という形で対応することで、同

時棋増撼闘歯倒則霞◆効力の喘腱鮒目目Ы団進

する可能性を報象 欄 らヽも力叫瑚

基 本 法 論 点 整 理 案 報 告 会 報 告

佃 未 音

待・励ましの声が上がった。また、「ジェ

ンダ■Jという1訓臓

『
"ヽ

て、基本法に盛

り込むか否かという点について、私たち女

性運動を行つている1副颯こはなじ

“

瞬職ヽ

のもであるが、¬般にはまだ浸透性の低い

言葉であることや、        り込

むことの潤題性などが相まつて、審議会で

も意見が分かれている旨が報告さ洩

さらに、私たちNGO団体をはじめと

する市民の声を直に園映できる立場として

最も重要であるオ   ‐ ソンー lこ

関して:ム 会場からも1魏関爾騨呼零び

ったが、これにづいて        る

としながらも、tttり

政馨暉喜翔甥瑠肇研圏臓の哺溺理朋限勁題韓し

た。ある程度基盤つある上に乗り、その上

で顎賄認理田賜己無藩し‐ る`欄轟費露れ 、ヽ

拡大すること力響賓膊ゼロから作り上出

より索早くオンプスタ‐ ソカ 翌画を開始

できる手虹 なのではなし哺、 という意見

であつた。しかし会場から:誕臨講翻覇搬こ

乗ること:ム またその枠をはみ出ることが

難しくなる危険性も手ん■力 なヽし,ヽとの

1意見:も上がり、まだ検討の余地がありそう

規

難 に       自     と

効澤牲の藤保に止まる力S、 しかしこれをし

っかりと固めること嘲 曜姜・

条例め解釈・立案の基準となり、また各条

例における    の囲働螺慶封け
い
る

立場に成り得ること、そのことで基本法が

そ硼日風日劉ヒL凋ない羽凛閣賊翻

"ことを目指し、     閉DL
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劇

「

(■騨n WmmesFmm)シ ンポジウム報告

1998/5/23 Ct)於 :JLI鵬区EPOC1 0

主催 :日本婦人間園懇話会

「ドメスティック・バイオレンス 親 しい男性からの暴カ

なぜ彼女たちは逃げないのか/選げられないのか

その社会的要日と心理的要日』

●「 ドメスティック・バイオレンスJという “目題"

内藤 和美 (群馬パース

'厨

V畔教員、「夫 (1膨じ からの暴力」調査研究会 0:V。 研)会動

参考 :『ドメステイック・バイオレンス』DV.研・著 有斐閣刊

●東京都「女性に対する曇力に目する日査』からの報告

波田 あい子 (家族機能研究所研究員、東京都精神医学

「夫やバー トナーからの暴力Jに焦点をあて

た部の本格的な調査報告書が完成.し ました.

報告書の概要がテレビや新聞で報道され

たこともあっても問い合わせもたくさん

あつてb参加者の多い集まりとなりました。

波田あい子さんは、当初のテーマ「バ

タード・ ウーマンヘの支援Jを変更し、自

身の関わつた調査報告書の概要をスライ ド

を使用して説明.これは、アンケー ト「日

常生活における女性の人権に関する調査」、

「夫やパー トナ‐か らの暴力」被書体験者面

接調査などからなるものです。Cm● :頒

優270円.目い合わせ先 :生活文化臓女性青少

年●女性計醜 tE 03-5388‐ 3189)

そこではゝ被害者の女性の多さ (都では

10万人近い女性が精神的/身体的暴力を経

験していると予想される)や、暴力を女性

の側も人権問題と.までは受け止めていない

様子や、性暴力を場合によっては仕方がな

いものと考えているふしなどが伺え,この

問題の深刻さを示しています.

DV.研の内藤和美さんは.92年に実施し

た「夫 (恋人)か らの暴力J調査のメンパー.

女性への暴力は、個人の問題というより

は、社会構造に組み込まれた問題であると

指摘.その要因を 性ゝ別分業 (性別秩序)の

慣行または規範にもとづく、雇用制度や不

払い労働、税・社会保障の仕組みなどに現

われる経済構造.『法は家庭に入らずJと
いった、強姦罪の婚姻例外など、法律の不

整備や女性への支援体制の不備.「家J制度

の土壊に根差した夫による妻の所有物扱い

などに求めています。

体験者からの会場発言では、いかにして

今の安全な生活へ移ることができたかの具

体的な話がありました。そして、今回のタ

イトルにもある「なぜ逃げないのかJと い

う投げかけがゝ女性の側に「責任Jを問う

ものであってゝいかに女性を動けなくさせ

/無力化させるかとの指摘を受けました。

そういった枠組みには陥らないように配

慮したつもりでも、ついこういうたて方を

してしまったことに、認識の甘さを恥じ入

ると共に、「女性への暴力」は、まだまだこ

れからゝ 広く顕在化させていかなければな

らないテーマであることを確認しました.
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北京 JACオ リジナルTシ ャツと
テレフォンカードで

想いを行動に ひろげよう地域から世界ヘ

北京JACオ リジナル

丁シャツ  1000円
テレホンカ■ド  1000円

申し込み/北京 JAC・ 新潟
・
事務局 電  子

‖ 025-245-3063

新潟シンポに参加されない方々0ご協力‐‐もお願いします。

デザイン●TeFt9 1テ    ーr― ャン■―ン中‖

こうよヽ ‐t撃0書利は人書観

鷲こ″::::L重二1二F'
戯e●寝セむctゃ ...

-6-



《JL璃言 JAC竃 詭≡諄姿摯》

1998。 5.18  験 /機
出席者 :大角 中嶋 緒方 鈴木 斉藤:房野 津和 高編1市川 籠 梶本 小宮山 Jヒロ

鉢

h責1.研究会 フランスに見る女性0-
獅 :

特に政治参画について、パリテ、クオータ

論争、1997年フランス回眠目詮直騨ヽ 1

998年フランス地方議会選挙について、パ

リ    の見聞と豊富な資料から

同 .譲

1.5月π日のシンポジウム「女性議員
"%をめざして一永田町を男女共同参画の場に」

について/中嶋塁美、結方由美子

当日のプログラムおよび運営方法の説開、

を離 。

2.7月 4～ 5日新潟
―
シンポジウム

①テーマについて/斉藤議

2000年特別腱会に向けてのロビイング、

シンポ「基本法Jのアピール文について6

月2日の実鋼認議著導司磨討。

世話大会報告

1.5月 27日 のシンポジウムについて

・マスコミ等問い合わせが事務局にある

のでt日 時を決めて対応する人が必要。

・5月 25日 、シンポの印刷、袋詰め等準

備する。

2.新潟シンポジウムについて

・問い合わせ等対応するために、6月 中

は曜日・時間を決め、担当者を募集し

て事務局につめる。

・開会スケジュールの見直し0来賓の招

待状と来賓出席者の確認。

・分科会担当者の資料について、6月 10

日までにA4、 1枚を中嶋さんに提出。

・ポスターは5月 末に出来上がり.

・7月 4日 、出発は東京駅上越新幹線

8時 12分発に決定。

―
について/緒方由美子

東京方面からの参加者のために、
―のチケットの取りまとめについて説明 (詳

しくは ベージ参照)

③グッズ/パッジは世話人会て検討

3。 コーカス情報

①GHコーカス/
5月解日のシンポPRの依頼

②女性に対する暴力防止法コーカス/

これまでの報告および今後の方針

4.ロ ビング報告/津和慶子、高橋克子

前号二咀―ズレター舞

5.北京JAC仙台たちあげ/小宮山洋子

設立に向けて交流会を5月31日実施L講師

として雅 ′
Iヽ饉は雇議L麟 員も麹

疇 あり。

・6月 2日 (午後 6:30)アイリス

新潟シンポの分科会担当者の打ち合わ

せをします。ご出席ください。

3.北京 JAC仙台の立ち上げについて

・5月 31日 、世話人、事務局の出席要請

が仙台の向後さんよりあり、小宮山さ

んと羽後さんが出席予定。

4.ロ ピーイングについて

・ ロピーイングの効果的な方法について

ニュースレター等に特集 したらどうか。

・ ロピーイングをするときはタイミング

が必要 (国会、委員会が開催中等)。

急を要するときのために、参加できる

会員リス トを作り、連絡してできるだ

け多くの人数で分担して参議院、衆議

院の 3議員会館を回る。
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6月 定例全体会

6月 盤 日 (6:30よ り)

東京ウイメンズプラザ

1。 研究会

・新潟シンポ各
―

A担当者の報告

2.  調

・7月 4,5日の新潟シンポについて

・北京 JAC仙台の報告

・ロピーイング活動の会員 リス トにつ

い ¬〔

1998年度会費納入者リスト

伊東千鶴子 篠崎正美 土山ちよ子

都丸千恵子 西澤浩美 藤原千沙

本‐間まり子  こ議1'7ブ
｀
こも夕a御秘り

■ 北京JACカレンダー ■

■6月■

2日 (月)|:詢ロ      シン

会

4日 CD 4:Om渋谷女性センターアイ

リス/ニューズレター劉号印■

磁 認 1

9日 (火)6瑠聰■1渋谷女性センターアイ

リスん目駐
`司

貯する遍け婦譴戯去

確

15日 (月)|:卸ぃ 東京ウィメンズプラザ

9:‐田
"―

/

■7月■

4日 (土)正午 新潤ユニゾンプラザ月ヒ

京JAC第 3回シンポジウム

「想いを行動に ひろげよう地

域から世界可 ‐地崚コ
=カ

ス

・ 籍 ・ 摯

5日 (日 )9:m田 新潟ユニゾンプラザ/

同上シンポジウム「男女平等基

本法を私たち,手で」

16日 (木)4:OAL渋谷女性t‐ンターア

イリス/ニュ=ズレター21号
●

21日 (火)6認瞳■渋谷女性センターアイ

リス

9:00口■ヨ闘胴″世議人会

細 AC- 1998年 6月 1-

騰   ‐籠 |:‥   鳳 ニ

‐ P発行 北京J^C―
―

:―

― 員:翻陶 辟
― ―

J山好
― ・

朧 勝

―
―

〒m車 凛書湊害E演各1-3-38 ビラ・ モデルナB富 北康JAC― 爾Ldm口引

“"…

■に
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