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o億載り当輔皓

lQ月 8目 、9日 に静岡県男蜘 同参ロセンタマ

Fぁぎれぬ」で開催された全国硼はセミナーにlム

県向か幅は、述べ (主催春を含めて)開7名、県

外から鋼名のれ 日のもとで、疇罫3懺昴鰤 参

画醒針編撫礫整軋蜘あ描も口にするために 一昴女

共同参痙珊能饒Ⅷ鰯糊階書の力をつけるJというテ

ーマにふさねしい端    ]なされた□

:終了して、私は、このセミナ■が東京ではなく、

静同で開催された直義を強めで痛感bている。最

大峨意義縛ま男女共同参両政策について、地鼠⑩皆

さんと一緒に、地贖⑪文脈雪議論ができたことだ ,

と考えている。これもひとえに周れな儡 プロ

グラム葬資料の作成、カロ、会場口設営、運営を

おヨ|き受け下さつた部岡実行委員会o皆さまのお

かばであり心から感謝したし、また厚発掌故で、

%の ホツトスポツトといわ机る機戸市電電歳

と鯉月に生ま肛 くる孫始 め、次泄代の子ども

たちの通とを考え電固蔚不麦な固々 を過ごすな力L

で、'静同で企国⑪皆きま、諸国⑮懐かしい多くの

管きまとW4湯言できたことや新しい国会いで、た

くきんの流 ないた抑 速ヽ 国氣ムモ鮨れを中し上■

lたいゝ   :

第1日 目の力科会■デーマlま、1第 3次墨蛹計鱚

の中でも、とりかけ躊域⑪女性たちにともで製

な、経済的エンパワ守メント、税と年■制度、政

治、両立支援策としての子育て支援、あ場者閾u、

男女共同参画を推進するための条侍整備、災害・

防製の7分野に限られ亀 し      も政府、

自治体0事叢讚への提言隋 によつては政党、

労働魃舎》
=ま

た自分たち口削間をまとある作業に

馴雌議轟醐全国財憔セミナ■|ュ脱諸国"臼絡えて

司贋誓J ACi期剛馘凝: 口鰺 1邦子

まで■つたことは一つの成果だつたと思うG逼⑪

馘 量 2回 目嘔年後口    なされた。

2日 :日 午前中口萩鱚久美子さんによう墨調絋言

Fなぜ日本ではジェンダーギャップがはま
′
畿レЪ中

か〒墨本計画にみる仕事と家に」は、今回□研修

セミナーにふされしい内容だつ起

まざ国際的にみ九日本印女性詢階‖靱鯰転 政 ○

帥 隋  (と もに 1蹄 力国中蠅1位、囲191銅 、

ジェンダニギャップにもいての現状猾識から婚虐

つた。発淑譴鋪耐顆とし礼 さんは、ジェンキ

ギャップの鱗Mに、なず、わえて墨奉計画□第:理

分弔ゝ第 3分5に着目するの力ヽ に描いて釉論を

は開されれ

数にぶされ洒 表は七阪神大震襲口際の犠牲著

⑩昴女格董
′
け渕罰El圃旧人多い)峨問題だつ光g

3.11東口栽鰤判電が再硼剛町Lし測鰈瓢盟膿溺

者として雉 魯直画する問題 は瀾iの資国ゝ不安

定靡用、月女の        叫t硼鰐封蠍

社会的サービス (躾責》人のアクセスなど》を指

摘し、そのうえてR本計岡第4分野、第5分%の

成羅曰標、そ④玲性にある塚題警考えようと嚇`ラ
・
提起がなされた。そこで示されたのは竜ジ三ング

・準ギャップロ再生産と深く関係している第 1子幽

:なれは⑮妻     有職率滴S過去絢 露D鐸間

全く:mfヒがなぃ25%という鐵 つたな:執原さん

は、これを考えるために第1に、陶等法口mfbと

均等法に組み込まれた形骸イL⑮ bか |す と
。
して岬

「間接画蒻 饒硼管理殴鈍 第2に

の限刷雌 第3に利閻L灌蟄噸同諄

サ畠´
ビスカ琶おぱられた息第1.D均等法の購骸fしは

〇
・
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瀑用指針でプはけ、総合職など採用や雇用のあり

方カミ違えば女性口待遇が不利になつても鼎大差別

で|まない、としていることの問題tこのり理鶉 ヽ

また非工湿ぬ 7]嶋が剣陛で :ゝ結炒明D5。 1°/oしか

女性がいない実鍼自体が聞攘差剛』であること。そ

のうえで劃 11を聞えるのはだれか、という問いが

なされた。同じように第 2の育に体業制度に関し

てもゝ誰癬準亦静颯枡劃れれるのか性いう。女性の

議Fl巳       躙.6°/oと いう聾ぽ押lこ|ま

に基弓く制度を利用できない女性たちは含まれて

いなし、具体的には1日の労働時間が6%以 下

く)の労働者は対象にならなし、つまリコマギレパー
トロ複合就労者は外されてしまう。このような問

題意識をもつない、第 3次計画の男性の育児体叢

取輻畢租0°/Dと いう日標値も、議がそれが取れるの

かと問わなくではな聰なしゝ

ワーク・ライア・バランスにせよ、議がそれを

享受できるめか1と いう問題も荷は極めて重要で

ある.    1

最後に①言児怖叢など

企業④制度に乗りにく

亀ヽ窯 ちの噌加の問題

には雇用上のジェンダ

ー・ギャップの解消、セ

ーフティネットとして

の会的爆育岬惧鰤・充実

鐵 目標よ蜘も、鰈

日標値を意味づけなお

すとしてワークを 昭跛試埴Ⅸ』、嚇「とともに育

むJ『地域をつくる」「人をつなぐJなど多義なワ

ークロ観点から「ワークJ『デイフ』レミランス』

を考えるべき

③中央峨府の政策の 略鰊れで表現するのか、地

方⑩体験二女性⑮体験にRづいた自分の「訥

で表鉤する口か日間はM箋輔留なされ亀 萩鷹さん

鶉 侍ヽ析は、たとえ濃繹洒定などれ闘 帥営饂ん

だとしても、そこ鵬ら排朧連れる人たちを射程に

入れなけれlザ差囲の僻軋にはつながらない、とい

う極めて劇檄mで重要な問炒提起だつた。

萩原さんの封度⑩もつ陥鱚⑪指摘と、それを

伝えたい鱚 ノくッションに●カロ着全員がヨ|き込

まれる1時間半だつた。

得分科会から出された政附への政策提言に関b

ては内容を検討∪屹理したらえで内閣府男女共同

参画月に提出する予定である。自1治体に対してもt

今後、地域雷掌習会を開催し、内容を構討し政策

提書をbていく活動を積み重ねていきたしゝ

4言回⊂瓶踊朧調ゴミ‐ |ま、創ら1鴨瀾闘銅、例賦戦|こ続く日

本にとつての第 3の      となる東日本人

震災後に開催された。そ⑪ととの重要性を改めて

備はす
Ⅲ
る機会となった。

男性申心社会を力画己してきた競争・市儡顆埋 0

カロ論理では講間回の颯謗ができないことは今や

明し漁に  世界的颯徊済録慌は、新自由主義⑪

ダローバリズムが、もは申膿能を失つていること

め証明にほかならな聯ゝ にもかかわらず、新たに

IとしたW国政権は 翻響 へ⑮参加や原発④再朦

Qに向けで動き始めている。人類史上初めでの原

発事故で日本中か敵射龍列島とない、人口住めな

い品になろうとbているときに、洩

このL膿的状況をのりこえていくため⑮キマワ

‐ドが、真の意味⑮男女平等を達成するため⑮ジ

ェンデーに敏はな視慮、F昴女萎同参画削だという

ことを、今回醗 ミナーで暮薩記した。冷回鰤靡

修セミナー魯綸続し、こ⑮思いをさら1蠅 して

いきたしゝ
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0分科会報告 0

第 1鶯科会 女性口経済的エンパフ甲メントと経済分⑮^⑩参面機会⑪拡大
・ T働く珈ぼくりと就業継続再就職支援～

世界女性会議津ットワリ静岡 憧藤成子

―ヤンの仲間と共にきまぎまな国mを展開

していることが紹介された◎

その後、女性労働闘題研究所の前代表 0日

城罪子さんからコメントを頂いた。金雇用者

申3人に1人、女性は2人に 1人が非正規労

働者であると紹介。同一価値労働圃ず賃先に

触れ、通れは、『一見異なる労働に見えるも

トラック0運輸とお謹師も、物差し (職務評

価》によつて、それらな測 u、 国醸価値なら

大半め人はt学生生活を経え、何らか⑪形

で、仕事をし、経済幡動に関わる。それは男

性も女性も同膨事。ここで問題なのは、これ

までの日本社会に於いては、女性が、働き続

ける事に、社会慣習をはじめとにて、さまぎ

まな事情で、仕事を辞めぎるを得ない状況が

あつた。それは、M字カープ④データが愧語
つていた。が、正規職員の採用は、一度辞め

れぱ不可能に近い事を悟つた女性たちはゝ仕

事をやめないで働き続ける人たちの増れやゝ

いつたん辞めてもゝ再が働き始める女性も増

えている、というか、潜在的労働意歌のある

女性の数字が、かなりのものになる。また、

国分顧持つ能力を社会に還元すぺく、起叢す

る人たち、特にこれまでも無償労働⑮領域で

あつた福祉分野などでのソーシャルピジネ

スが注目されてきてしヽる。いずれにしても、

1人口人間として此まれれば、男性も女性も

労働権を得るが、経済状汎にともて、その意

徴が左右されてはなしない。「不景れだから、

非正規で雇える女性を」とか「少子イL社会で

は、女性⑮労働力が必要」等の観点からでは

なく、働きたい人たちが、働きたいように働

ける社会の構築が急務だ。工⑮分科会では、

働き続けてきた人、高度働き出したい人たち
への支援⑭仕方、必要に適幅れて見つ |ナ た居

場所が、経済効果をもたらした起業女性口話

を受lナながら、それぞれ④問題点を浮き彫り

にして、コメンテーター⑮ア ドバイスを飼う

方法で進めた。それぞれの “働き方で、かみ

合わない"と いうことではなく、“働く女性

としての共通項"を見出し政策提言に繋げて

同じ賃金を適用すべき』という考え方だ避説
‐
○

明。また、美働き世常は夫姉働き漑帯を上国

つている一方で、第一子出産で62パ〒セン

トが退職し、シ事育児の88パーセントを女

性が担つていると指摘。希望と現実のもまた

意識と実は⑪狭間で多く⑪女性が相愛れら

ず悩んでいる口がわかる.

次に、誤織昇黄共同参画推進協会理事長⑭

井幽わゆみさんか啓tず旦仕事を辞めたが、

再ぴ仕事に越帰したい人への支援の事VIIか

紹介され、このような支援を北めている人た

ちがいると報告された。

号 曇』
印報告。体験議は実ながこもり、会場J⑩参加

曹熙Flir蓼千稚裔忌T≧韮百れ謳窪くヽ1
さんから、人と人を繋lザる、パー4ンプ』iン

,X卜8珈響曇TPは瀕巫写里lt山凡辟⑮嘲
た。残念だつたことは、会場と口やり取りの

時間がもう少しばbかつた。      '
いつた。

始めに公務員として働き続 lす できた臭固

措子さんか皓『同一柵値労働同一賃金の法制

イヒ」の朝音を項いた。働き続 |ナ てきて理不尽

な事が多々あった魏実.女性がお茶く皐、紺

色の事務服の公務員⑮姿ふ法lllギL前の雇用の

男女差昴噸。女性であるが故⑩低賃盆。性に中

立な職務評価の必要性など、ワーキングもウ

状況を変革し、可能性を切り開いていくと

とでξ女性の経済的エンパワーメントを図ら

なければないなしヽ。そのために、以下4項 目

を私たち口政策‐提言とする。「①同一価値労

働 e同一賃金印労働基準法■⑮明那②最低賃

盤を上げる③男性の背に体業取得の鱚進④

協同組合等での超業促進。(参加者量7高 )
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第2オ科会 私帥デイナコ墨スと親と年盗
ん『種と年盤ツチ安シー」の力をつけるために～

鎌錢会社レ・サンタ代設 田鴫繕子

第自分科会では、男女共同参画社会⑪実

現に不可欠である性差屁叩⑪解消が選々とし

て進まない最大の原因は、「男性が稼ぎ主、

妻|ま家事育児を担うという片働き所格を標

準モデルとして組み立てられている税・年

金制度にある』として、これを取り上げた。

先ず、コーディネーターの船橋ヽ子北京

JAC共同代表より、戦後の日本ぬ女性政策

の中での年金 0所得税制⑮変遷⑩解説と性

lll分叢体制 0性別役割分担意識について、

女性のライアスタイルの多様性に減 でき

る社会システムについて、泄帯主制度かも

たらすジェンダー不公平について⑩間順撮

起がなされた。

次に、田嶋が、曲分のライフコースの変

遷を主軸に、それに対応する部瞼制度量所

傲 れを横に記載した表を提示し、生き方

の質化に呼慮し、年金・織制度⑪適はも紆

余曲断をたどることを

'力

剛計と硼欝屁した。

次に、嘲 険労務士であり、明日法人

しんぐるまぎあず・ふぉ―らな理事⑩大矢

さよ子さんがもう一人⑮参考事肉を前明し、

参加者は、事IIJを参考に自分自身口表をll■

成した。

続いて年生・税制⑮申で⑪女性⑪位置に

ついて (特に配偶者控除t第 3号被保険者

の問題)、 身議論されている調題一短時閻労

鉤者の社会保険加入、第 3冊被儡餃者呻2

分割案丁及ぴ今後の審議会口論%につli lて

も解説、問題搬超がさ机た。

上記の問題提起に対 bて参加者と意見交

換しЪ誰もが自分らしく生き生きと人生を

進るには、どのような制度力=望ましいのか

を鶉 し、政策提案にまとめと。

【政府蠣⑪提言]:女性⑮働く意織を高め、

権れを隋 るために、130万円の睡の廃

止、口偶者控除⑮廃止。社会保険め適応拡
l

大田実地。ただし、量デ瓢副藁 職 黎髪蠍歎、

N蝙等)を考慮し政府により支援を行ラ事:

第 3号見直し案について、政府から提案さ

れている隼金分割案に対しては、多方面か

らの意見及が、パプリックコメントを集め、

慎重に議論する事 (遣族年金のから準など

を考慮)。

肛自治体 0事業所亀の提言I(労働組合ヘロ
｀

撮言)ム 労働馘 に対して、非正規の 7割を

占ある働く女性の健利を保障するために、

社会保険□遭応拡大を実施するよう積極的

に政府に働きか|す る事。

日政党へ⑩提言]:政府への働きかけと同時

に、各政党に提言 bていく。

E私たち口課閥引:私たちの生き方に影響を

■ビす瀧や社会保障制度に関してt情価を

迅速かり曲確に把握し、情報発信するとロ

時に情搬共有する事。税や社会保障に対し

てさまざまな立場④人力L嘔 ヒアリングを実

施し、実態を把握する。そめため印ネット

ワ畠クロ拡大量が強化をiまかる。治的なリ

テラシーをつけるための制度に0いて学習

会を開く。

な鶉、分科会の,力囮者は 23名であった。
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第3分科0「日常 《くら時》力翫らl政治を問う』

静岡1鳴昴女暴同参画センター交流会議 高都宗夫

第 3分科会|まЪ参加者囲1名。,『 日常を超点

にして、私たち女性は何ができ、何をすべき

かを間い、よりよい政治を実現するための行

動につなげることがねらい。しかし私た場の

思いな現実の政策に反映させるにはゝ女玲

員があまりに少ない。男女平等⑮政治0画を

拒趣ものは何か、仕れを乗り越える権ぬ⑪方

策を考えたい』というコーディネーターロ趣

旨調間の後、報告者 4名 とコメンテーターが

次のように発言した。

犬塚協太 瀞 岡県立大学教授》さんは日本

⑪女性⑩政治参画⑪遅れを強調した■で、日

本に固有の問題点として、女囃 会議員の予

備軍として⑪地方議員の少なさを指摘 bた。

そ⑬主な画国は土着的な慣習 9慣行ξジエン

ダー意識の大如、選 議員圃士⑮連携不腱に1

あるとし、対策としてlま、女性有権者⑮意識

改革、クォータ制度⑪辱入、地方議会での女

性議員の超党派的連携の強fヒ 日必要が主張 .

された。

須田和 (尾崎市議)さ ん|ま、リーダーシッ

プを発揮する女性市長に触発され、5年間の

女性センター所長としての経験を満かし、

2009年に市議に立候補し当選。個人⑮間Nは
′

社会の問題だと認識し、女性⑮力をもつと市

政に活かすために活動 bている。ジェンダー

意識に失ける政治を変えるためt審議会にお

ける女性委量比 40%⑮実割、女性議員から女

性議員へのバ トンパス、シチメンシップ教育

Φ‐推進等を提案した。

横井美由紀 (富士市議)さんは 431で初

当選以来4期 16年、女性政策や昇女平勒⑮

推進、男申Jじの議会の改革に取り組んできた:

議会の民主化のために、議会基本条例を根拠

に決定冬程の透明イ脇にも力を注いでいる。横

井さんは今後の課題として、若い世代への感

発・教育、クオータれの導入t議会輛昔会⑪

義務ギ騰、事業が価を実施しそれを予算に反映

させる必要等を指摘した。

鈴木恵 (前浜松市議》さんは 12年⑮議員

実績を持つか今年落選。政令指定都市にな炒、

7つの区割り選挙ぬ導入と虚貝yll減で、地元

の強い魃 かないと勝てなくなうたのだ。大

型合併で市成が遠くなつたのも問題だ。真⑮

醍主主義社会をQく るにはt議員に市政者お

任せす鶴のではなく、市民自身油F力 をつは、

議員 こともに課題を発見 b解決田道を考え

ていかなければならないと主はした。

コメンテニターの石曰久仁子 (瑚ヒ点 JAE》

さんは(亀 人の報告の共通点としで:民主主

義⑪確立の必要と女性議員のR⑩問題‐⑩提

起□圏点を学げた。男女同数候補制を規にし

たプランスのパリテ性に詳 bい石囲さんは、

こぬ法律力電比例代表口選挙には有効だ油St小

選挙区蜃Tは効果力菖限に的なことを指摘。ま

た均等待遇や昇女が家事や育児を均等に分

担するための条件が整ねない限り、政治にお

ける真口男女平等は実硯しないと指摘し、フ
ニクテイアバランスの推進⑮必要な鶉調 b
た。

参加者造の活発な質疑応答・意見変換●後

に¬第 3分科合は以下の提雪をまとめたと
0政府への提言

1)ジェンダー視点か幅⑮選挙制度⑩見直

し、地方選挙ヘロ連記制⑪導入

2)ク ォータれを始めとするデジティプア

クション⑮実施

3)ワークライプバランス⑮推筵

4》 シチノンシップ 0政治教育⑮権選

・ 自満俸へ⑮提言          :・
塾》シチズンシップ・政治教昔とワークラ

イフバランスの推進
0事業所への椒言

1)選挙に出やすい環境④整備

・政党亀⑮提言

1)党内⑮役員ゃ女性の積極的豊用

2)ク オータ制爾自主的導入
0議会桑⑮提言

1》議会報告会の開催

2)議会基本条blJ⑮制走

〇
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第4分科会 働く起とと生活□両真をはかるために～地域印子育て政策～

静岡県男女共同参画センタ連質満会議 大国 団鶴子

子どもた場が健やかに成長する権矛Jと 動   に変イLが出た。仕事より家庭を優先させる働
く親のために、どのような政爛卜 自治嫁の支   き方。結婚⑮増で出生率アップ。節電で上国
援政策がい要とされているのか。その問題点  操業となり休日偲菅⑮需要増tな ど◎問題点
は何力泥 3人の問題提起者から、静岡⑮保費   もある。人回が減 り将来⑩労働力人口ぬ減。

現状を聞き、会場からの発言もふまえて、参  年収減志保育所不足などを説明し、児童館趣
加者 (21名 )で政策提言を考えた。       ワンがィント託児の充実を訴えた。

始めにコメンテーターの情求澄子さん (北    福岡県からの0カ固者からは、F新システムJ

京 JA⊂ 共同代表)から子どもの権利とジェ  爾地域にもたらす影響に嘔いて、新潟県④参
ンダー平等の視点から聞題提起があった.①   加者からは新潟市での F子 どもの権利条個II』

子どもの人格権や子どもを育てる家族の支  策定らのと嚇くみや、F子 ども⑪権tlj』 につ

援政策の立ち後れ、保育所不足=鼈 児童聞  いての理解不足の規状報告があゆ、国の動保

題が、働く女性の就労阻害要因。②女性劃 lj  一雉fL政策について質問があつた。これに対
撤廃条約ゝ子どもの権利条約、育児体業法の  し清水さんから、F新システム」は、観⑪都
基本理念が、子ども子育て政策の基本浬念と  合と仕義の労働力確保の提慮に立っている

なつていない。③保育士や幼稚園教諭、学童   こと。さらに市町村の 聰 育の公的責任』を

保育指導員の社会的評価鍮琶低い。        なくし、「保育の市場イヒJへの道を開くも⑮

続いて、静靱市保育諏聯員⑮橋本に夫さん  であることから、市民やrll用者のチェック龍
|

|ま、減国市では、儒育園を2ヶ所新識したが、   力を高めることが大切であり、国の財政措置 ,

幼保一体ぜヒを想定して、記画保育所ではなく、  を要求することが緊急⑮課題と⑪助言力言あ

育児体葉明けなど顧年度途申に増加する⑩歳   つた。
から2歳児に入所対象者を限定し、設置期限   政節提言としては

を 5年から 10年⑪認可外保育施設としたこ   1,子 ども、子育て政策は、子どもの権利視
と。0歳児の希望が多く儡育士⑮確保と予算    点とジェンダー平等に実効性のあるも
上の問題がある。と報告。             内容を墨本に据えること。   :
静岡大学副学長の船僑暮子さんは、大学と   2,保 育政策や幼児教背について、自治作はЪ

して教職量の幅ll厚生、ワーク・ライフ・バ    子どもの背ちの将来ピジョンや量低庭
ランスを図り、男女共同

'両
を漑 すること     準を示し、蜃 そ⑮砲⑩ 噛 的費任」を

を目的として、静岡キヤンパスで一時頭かり、    明確にすること。

浜松キャンパスで春夏体み⑪学童保育を今   3,地 域主権とD関係から地域峨裁量権に

年から始めた。料金を下げたい口で、補助金    ついて、その限度を明確にすること。
がほしい。他大学とも手を組み、地域に広げ  4,男 女とも育児伸業法⑮利用促進のため、
たい。                     ①作業申の所得保障を80°/。 に弓|き 上

下位桂子さんは浜松市放諷緩児童会補助    げる通と。②俸業間け⑮元職復帰⑮保証、
指導員。「慟く親への支援、子ども回心の支    あるいは休業前の職務より下lll強にな

援、生活習慣を単暮場。親⑮親代りと思い指    らない対応を明朧にすること.

導ヒ、学校生括で態度がよくなったと聞いて   議]地方自治備には『子どもの権Fll条例」⑪
いる。保育園からの預けられ慣れによう、心    llj定を促すことな
が不安定な子が多い④が1酪配◎指魏員へm研   6,私 たち自."が 『子ども子育て新システ

修など支援がほしいJ               ムJにもぃて学Sを深め、回、自治体に
由―ディネーターの鈴木蒐表さん|ま 常葉    要望行動量が政策提言を行っていくこと。

学園短大保育科教授。「3.11後、子育て事情
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第5J剛陰

私はゝ今回のセミナーに先立ち、事叢所近く⑮

住民巫ぴ雹祉推證長に対し、今回⑪テーマである

『鵞楊者が安心して暮巳せるまち弓くりをめざし

て』と固して楔 を結つた。地鐵治の曰頼関係は

徐々に構築されつつあり、月輛症伸高齢者が抱え

る%に 対して関J隕高まり、いま、共幽 し

ている.匈晴 は24名。

第 11扉諸 :Ⅲ翻]椰鋤 鶉

ゆ馴子さん 自分らしい生き方をしようと、早期

に職して働く女性を助lナたいとのMヽか幅、花圃

してくれた人たちと、助lすあい幡動団体を設凩

靱前で国んぽの中にいつでも気軽に立ち寄れる鰈

づくゆをしている。自分⑩瑯間をどこ亀使う力ヽ

必要なは は な時間に手    をしている。

こめような活動が大りの人に伝ねつた臨地域の

中で暮らbやすくなるのではない力ゝ

第四振嘱瀧計:鱚 識 さ権端勁帳

鋤赤靭与さん 平成7嚇 、     を設立

しゝ F新しぃ動 性 をよ立bよ う」を理念に

掲lム 支え合い□助|す合いの有償ボランティア団

体として活動している一方、平成 13年弁護繹険事

業として、情求さかやかデイサービスを立ち上げ

起

市民直助も介護保険も限度があるも地域で支え

おう
°
ために、地域⑪申でいろいろな人が●面鮨管

るシステムを椿集していきたしゝ 会的鱚Mで⑮地

域リーダ早養成を4、

第 3顎屁晴 :珊館 凪卜 綿隧蠅嗣抽』群槌穿

さん  高齢者   画の促Lと如護システム

⑮充実を固標にあげて間齢者などの地域涸動を支

が安瀾bb宅暮しせるよちづくりをめぎして』

勁醐醸期トーl勢軋翻融2人 3脚  石団虚子

援すると共に、高齢者が安Jいして暮らせる支援体

制を屹備している、新潟市申市民活動中事例を飼

つた。

コメンテータ学 :珊Ltt J鵬 世渕ム璽嗣佳子さん

パワーポイントを用いて『日本における間齢考⑮

笏状について』説明⑤

これら⑮闘爬緻きを踏まえて、デ貯 プワーク

を行つた』和気おい場い⑪雰囲気⑮中¬言鉾 プ

全負郡発言し、楽しく進行でき、その結果以下⑪

意見が出さ机た。

1.高蜃国療費口自己負担⑮弓‖き下げ

2。 法律⑩改国0騎舅Ⅷ質l醐 もしく暮らせ濁最

低金額を個人単位で鋼い④介木従事書のあ働彙境

瑕   《弼慟⑮齊・ノロヒ"賃盤など⑩珈鱚 鶉

釉魃蜃度印見直し④医療制度の改正 幅ヶ月ごとの

。輸院やリハピリ期闘

3。 規制緩和 酬錮iluを、やりたし勁罐穀‐ピ

スができるように)等

[自治体 G嘩騨覇詩型瑚讀猾 :

1.地域リープ官養は0ガランティアロ育成

2。 エイジング0ハテスメント傷熙鵞尤懃匈防止、

記知症ケアωネットワークづくい 等

1日 %に おlすくぽ llこ !ヨキ越て口艦熙財雹

高齢蕎闘題に対して関心をもつこと!等

、隠 ち暉

1.生きがいをつくろう

2.自立

3。 揚、口選美 駒口鑽戦を築逼う等

〇
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第6分科会 見糞斐同0画推進田ための条件壁備

松下光恵柵咽法人男女共同0画フォーラム理事

がコーディネーター、問題提起者はゝ国端ノに量子

もりおか歳性センター長、氏が■昴クレオ大阪元

盆画捩長、赦原綾予静岡県男女共同参画認長⑮ 3

名で、コメンテーター団臓軋 参加者は聞名。ま

ず簡単な自己細分と,加理由な順番に■凩 参加

者の顔ぶれはゝ男女共同●四センターの館長、理

事、硼ut男女共同参    、自指悴議にな

どで、専門的で貴重な意見力3出された。

松下コーディネータ∵による本分科会の種署の

説明に目|き続き、以下のような4つ⑪柱で、情発

〇
%蝙 巫 憮   不

員が議論して自暮のある提言をまとめる0であれ

|ム もう1時間は必要であると思われる◎

①       こ腱珂同噛踊?

第3次刃女共同蟄画墨本計画では、『男女共

同参両社会実現に向けた稽国幽嚇嗣郡樵範 力S

挙げられているが、都遭臓m、 市区町村で異

なるセンター⑮役割については言及していな

し、

『事業鮭分けによ駒、搬は証瑚鶉雪ヒ沖球 め

られている。拠点施秋が、住民にとつて必要

不可欠な施設となつている力ゝ 女朧センター

で活翔してきた人が地域口活動にかかわって

いない珈台もある。」な画諭論が続出した。男

女共同グ画センターは、条例などで位置づけ

られているようにMが 同女嶼師鰺了雖割鷹進

する拠点であるだけでなく、市駒 よりどこ

ろとしての拠慮施設であることの円 も強

調され九。

⑭ 』鞄顔醜販嚢趣     こ向町 靱 り副鼈弊

地域籟題帽珊胚獣をしても竜爛なヽ力ゝ出てこな

しヽ 調べるだ|ナでなく、様力な団体・機関と

のネットワーク、他団体との協働、自分たち

の強ら、弱挙を認識し、できることから取り

細ら、弱みにつ聯ヽでは、他団体・機Nとネッ

トワーク,協働など   る。

住民は、為おざつぱに分けると、2(ジェン

ダーに     -6(申 瑚 二2(ジェンダ

ー平等推週 |こ分けられる。センタァの事業

眈 ヒロ子

対象を中立の6にすることで、地域を愛える

としヽラ同蛹量が 御ヽ裁¨ 屯

女性⑪経済的目立勘E男女共同参薗ぬ推進に

関運しているた鰤こ女性⑩超業家の育成、人

材⑩育成をセンタ中の事羮として実施 噛渕幽》6

③      懃 こで動警τ⊂瑚庶り測霧恥

職邑∽力量を上げるためい研瘍 なかなか

上愈言らなb■ 暇量⑮能力を最も生かす働き方

をさせるには、    力量が利 気である。

仕事を通した研修浦宣分に付きやすb■ 監督が

チームの力を上げるために努力しでいるよう

に惜誕馴戦が残謬テクることカミ趣乳

⑩ 轟醜 地馴蠅刷鑢津ットワ出タ

柳週醸藤

静岡県では企業とのに持として F男女共同

叡両社会づくり宣言事業讚J制度を作柳Ъ広

げている。また、期団体との勉強会を開膿は、

地域⑪中で理想とする.靱
俸幡動について学黙

機宦を持った。

行政は指    を監視し、か価している。

これまではお互いに憾力 0"携する関係であ:

つた。

0言副耐こついて回取り組み

男女共同参画を推進するため⑪評価となつ

てい鶴か?量的評個だけではなく、質的な訂

個開勒匹要型Ы寓捻るがt涸蝠勤ヨ難ししゝ 婆凝酔砲

な量的評価をえれること〒暉的な繹価につな

麹電る。

指    度になつてから、他圃作・機

関と口協働が評価⑮対象にな駒、協働団体数

だけ増えたという傾向節電見られる場合もわる。

男女共同罰画行政がセンタ墨を指定管理も制度

にすることで、男女斐同罰画峨推進を丸投ぼす
べきではないという発言もあつた。それ以外に

も指庭管隕者制度についてlム「委記費⑪毎年減

瓶 3～5年契約であるため、優秀な人村、時に:

男性を採用、あ成・つなぎといること』腎難しb■

評価・輛告口なめの資料酢つに迫われる。』など、

きまざまな問題が出された

〇
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第7分科会 F韮書 き:復墓ど紗ェンダーJ

分科会では、まず亀二講演として、宗脂恵

美子さん 《NPO簿人イコールネット仙台俺

表理事)が F防翼 □災害復‐興に女性の規点を

〒東日本人震災に伴う女性支援Jと して震災

甫むロゴ彗促室の■・・ ズが聞盪旱ギン『慧橿翡弐ネット』⑬満野

動を紹介された。洗燿他行ポランティアとい

う、洗濯が出来なかつた趣難所⑮女性甲ニー

ズを反はし提言にりをばた画期的な括mに、

日からウロコQ鳳いで聞き入つてしまつた。

数に、慮蛎誨経子さん 陽鰤制露典を防ぐ全国

署名連絡会)に よる“脱凛発甲活動⑩報告は、

こと前Mに も浜舅隠

"が
お靭、改めてエネル

:

ギー政策⑪見直しか迫られている時期と実

はした。満野幸子さん (早稲田大学非常勤講

師》か幅は災害・復興の時間軸による対応口

変イとや、某 2都市⑪防典計両0ジェングー開

係用語⑪記載数⑪比較など⑮問題提起があ

った。

通れらを受けて⑩池田恵子さん (静国大学

教授》⑪コメントで
lま
、訪災計郭を強山で見

直すことの大切さを痛感した。災害時には性

ulJ役割分葉が強ギLさ れ女性に精神的にiも 向

偉的にも負担が重く印しかかる起と力鼠多く

なりがちであるLそ うした事や、女躙 有□

昌■ズ|ま、女性⑮尊厳であり人権の問題であ

ること、支援⑮性組みに組皐込むために防災

マニュアルや避難断マニュアルに書き込ん

でねくことが重要であることを学んだ◎閂発

被災 □避離とジェンダすの関係 (女性と男性

日経験⑪違いなど》も見ていくだ要はないか

という指摘もあつた。

この品と、露グルこプに分かれ、濃野幸子

さん⑩り守 ドでワ宇クショップを行なった。

議題とはで、避離皇活グループ24と 防‐藁計

画グループ 2班、合計4班力琶あらかしめ設定

された条件のもと、フェこズ (段階》ごと:の

課題を浮き彫りに膨で協議をしたが、時圃不

足で予に時間オーパーとなつた。Mグループ

⑮共通⑮課題として、女性⑮視点を必ず入れ

る通との重要性を確認し合つた。グループ発

静岡県掛メ][市   曽根順子

羨口後は論岡県地震:防災センタ∵アドバイ

デーの河ヽ澤邦雄さんより、選離面に暮らず住

民越けでなく在■避難鴎ている住民のこと

亀忘れてlまならない恒と、自治金などで会計

ぬ役を担つてしヽる女性が多い漁電発言権が舞
いなどt自 諭会に発言権ある女性の役にギ少

ないことが災害時に精け石女性の声をあず
ざらくしていることめ要因でお6等岬指摘

がわわた。
0最

後に抱固さんより、スフィア 0プロジェ

クト (人道支援⑪質の向上を目mと した

NG⑩ ,と 国際赤十字などのプロジ平クト》⑮

チェテクリストロ抜粋⑩紹介があつた。日本

⑮援助団体が海外に行くときには、災害援助
⑮国際塵準を守らないとしゝけない0:に、今回

⑮大震災では国%であられたかどうかはN
間であると口指摘も開象探かつた。

以上のようなお科会内容をふまえ、災害援

助・復興に関する国際墨事を日本においても

適用でき魯よう防災 甲復興計画に入れ込む

《スフィア・プロジエクトのチェックリスト

ロ活用など》・防藁担当部闘に女性職員を配

置し意凰洸定に関与するように膨ゝ市民にも

防災に精け働男女共同参画ロモデル内役割

を具たす む防災教育 0研修にブ尋ングこ視点

を入れ乙など⑪政節脩目をまとめた。

税自身Ъ平成 17年より3年間自謄会役員

を翔め、白主鱚羹委員とbで 7年目にな明、

白治会へ⑮女性⑩視Xが臨 り込ま杷るよう

活動曝ているご 3年前醸地域防災|ポ]練は罪女

□役割分担を変更しゝ男性が炊き出しЪ女性

油量梢火・救駒訓線を行なった。また量民館力S

避難面になる:こ とを棉寇し、一人用テントを

着替えや綬乳にも転円できるよう購入して

躊災倉庫は冬備してし)36防災と女性ゝ7年

間通の合椰口紆案を願もてきたガ、この霊災

なさらなるきつかけとして実現イしされるこ

とを期待したい。

なお、分科会⑪参加者は 34%であつた◎
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0実行委員会0

嘲LttJ A Cの 方から静岡県男女共同参薗

センターで④全国研修セミナー開催のお話

があり、平成 晟2祭 11月 印理事会で開催が識

定されました。全国セミナーの重さをは賤な

がらも、男女共同参面に膜る様々な分%の課

題を司LttJ A Cや全国で活動 している方々

と共に学べる機会に期待が膨しみました。

静岡県側の受け皿として、静岡県男女共同参

画センター交流会議が中心となる起と。そし

て、F静岡県の状況を的確に反映し、実りの

多いセミナーとするためには、より多くの人

に呼び掛けて知恵や経験を出し合いましょ

うJと いうことで、プロジェクトチーム (実

行委員会)立ち上げへと動き出しました。

静岡県の地域コーカスである世昇女性会議

ネ ットワーク静国の方々⑮参れはもちろん

のこと、静岡市、浜松市の男女共同参画施設

の代表の方にも呼ぴかけを行い快諾を得ま

した。

静岡県に|ま、男女共同参画関連施設が 7施設

あり、県や交流会議の主催によ蜘研修会兼連

絡会議を開催し、情搬変換に勤めて鶉ります。

今回⑮実行委員会メンバこの選考 (お願い)

にもこのネットワークがとでも機に立ちま

した。

・交流会議を中心に実行委員会を立ち上げ局

平成 23年 4月 に第 1回実行委員会を開催し

趣旨説明、1介後の運営等が話し合ねれまはたι

第 2回⑭実行黍員会には共同1代表ゆ船橋邦

子さんと事務局長のゆのまえ知子さんをお

迎えしました。船橋さんから概要の説明があ

り、「全国から来るリーダーに問題意識を持

ってもらつて、単なる勉強で|まなく、どう主

体性を持つて地域を変えていく力にしてい

くか、政策提言をしていく活動をいかに活発

にしていくかがセミナーの 1番⑮目的と位

置付 |ナ てもらいたい。」とのお話があり、な

るほどと思いつつ不安もよぎりました。

「実行委員会⑩立ち上げ』

静岡嘱昇女共同参画センタ宇菫流会議 事務局長 太角 充良

〇

しかし、日頃から男女共同参画推進めに前線

で活動されている実行委員の方寿です。抱え

ている調題は山ほどあ岬ます。会科会のテー

マも次から次に出てきて、なんと7つの力科

会を実施ということにないました。艦国市で

開催のセミナーでは3つめ分科会でした。い

くら共催になつたとはいえ頑張 ゆすぎで

は?予算、累タッフ?事務職員 ?事務間の心

配をよそに、スムースに7分科会の実施が決

定されました。

・ 7つの分科会案撫まる.

静岡県は 吐 性の経済的エンパワーメントと

経済分覇へ⑪参画協会の拡大Jなど5分科会

を担当です。このためゝ実行委員の拡充が必

要と口声が上がり、オ科会⑪テ∵マの 1つで

ある「介護」の最前線で借躍されている2人 ,

を新たに書員として迎えました。ここから、

各実行委員の整間が始まりました。ただでさ

え難しいテーマ、参加者に「よかつたね」と

いつてもらえる分科会を目指して、各実行委

員が、個尋つつ分科会のメンバーと話し合い

を続けました。プェースツ昌フェースでも国

hな話し合いを、電話やメールでするのです

から、頭励雹下がります。1度もメンバーに合

うこと鍮く、開催当日を迎えた分科会も多い

と思います志こんな努力をしながら分科合に

臨み、参加者の意見をまとめ上|ずで提言に結

が付lすました。各実行委員共この間⑮経験は

大きな財産とな蜘ました。また、珊LttJ A⊂

の皆さんを始め、関係者とのネットワークも

こ胸面からの大き融資産です。
Fセ ミナー」はいろな方々に支えしれ、政策

提言を成果とし、一応終了する通とができま

した。今後|ま こ⑩政策提書ないかに活動に結

が付 |ナ ていくか、嘲LttJ ACを始めЪ多くの

皆さん⑮ご指導をいただきなが幅活動を続

けます。
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O参加された方口感想□

初めての参れで勇れを頂きました !

枷めての全国大会でしたがt:移 さん殷題解

決に向けてフロンティア精神と牽馨l彼 とし

ての使命はに燃えた方々だなとはじ,勇気を

頂きました。

萩原さんの星調提言|まt豊富な資料をもと

に、シャープな切り口でとても印象深ぐ、お

話の画審は分科会場 に通じるものでした。

私は第 2分科会④税 0年金に参加した口です .

が、女性は男性⑮添え物といつたはじで生き

方によつて年金など⑩ありようがくるくる

空わ咽、まさに笏 さんの内容に直結したも

のでした。

私が時に関心があつtの lま第uと 、
・
第 3⑪

分科会で、それらは長調提言を受け、ではど

うした臨問題が解浚できる⑩か、そして捨⑪

や 咽方は ?と 聞うものであつたといつてい

いでしょう。第 1カ科会⑪促言書にあります

同―in値労働同一賃金⑮実規は、平等社会実

1      1大 浙  田中百舒

規へ⑪キァワー ドではないでしょうか。多く

の差局咄的法律・制度 0慣3.は男性の労働安定、

女性o安い●慟力雛持にfll用 されてきた的

ですから、こ⑪厚lllが実現すれば F蟻の一穴」

の如く、なし崩 b的に詰々⑩差矧嘲が解濶する

でしょう。しかしこ⑪原則の実現となわば毛

意思澱定の揚 《金鰺も含め)に女性が多くな

lすれば不可能です。となれは第 3分科会⑪出

番です.と いうわけで回つ⑪分科会には注目

していて、詳しい内容が蝠りたいです鳳個人

的には経済成長を聞わない定常型社会とい

つた学習にも興味があ顎ます。おらたな星

璽 0ピジョ・ンが見えてくるかもしれません。

皆さんの発言に説得力葡言わつたのは、 1つ

にはいねば現場 02事者⑪観点鰤ヨ活かされて

いたかしでしょう。素敵な方々との出会いゝ

有意れな2日 間をあ蜘ざとうピぎ聯`ました。

(会員》

Oi

刺激的な 2目 闘 !

静岡 ?違いし 000。 畔年、な本の全国シ

ンポジウムで 15年振抑に再金し船僑鶉子さ

んから、ぜひに、とお

"が
あり恩い切つて

,力屁ナることにしました。

私が参加した第 2分科会「私のライフコー

スと税と年金』は、とき方⑩選択と税備』0年

金⑩曰編にOいで具体的な事例を参考にし

なが皓ライアスタイルによう違いぬ検討が

なされました。 また

'加
者自身のテイプコ

ー尋から年金 0税金をみるワマクを行い、い

かに女性の人生|ま男性趣⑩関係で決まるか、

女性浦E経済的自立をしていることが重要か

を再認識さ世幅れました:生活に密着 bた私

とか年金などの話に、会場からも活発な意見

が交わされ鋳間が足崚ない位でした。

在の交流会では、昨年お金いした方た堪に

司L京 』
'藁己九州 (アクテギプくまもと》 志垣 澁

声をか|すていただき、とでも感しく・懐か

しくはじました。もちろん、今年もまた、新

たな方たちと交流ができまbた。アトラクレ

ョンで大道書のパフォニマンスがあり会場

を飾わせていました。静Mで大道姜のワール

ドカップがありしかも今鐸力琶20周年だ発う

でξ
・
何も知ら毅かつた私には驚きでした:

萩原欠美子さんの基調促言わ中で、世界

134か国中ロジエンダこギャップ鼈数油S示さ

れてねりましたカヨ毛日本口数値は驚くはど低

くなかなか改善されないそうです。

毎日⑩生幡⑩中ではЪ手々凡々と暮らして

いる私ですかもこ⑪度⑮研修に

'力

固し伸びき

つた脳に飢激を与えていただきましたL周 り

⑪人たちに伝えることでゝセミナこに

'知
し

た成果としたいと思います.
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0日 本女性会議0

今年で28回目となる日本女性会議は、松

江で開催 されまにた。大会テーマは『語ろ

う・紡ごう、Tんだん"④縁 (え にし)を世

界へ」で、歩力国人数は2140名 でした。東

日本大震災後ということで、いつも⑪女性会

議と少し違うなと感じました。

一日目(1側lθの分科会後、友人た場と得分

科会⑪報告をしあつたとき、共通慮融量見えて

きました。それは、多様な人のそれぞれぬ場

所からの発言です。例えばシンポジス トとし

て登場した男性について、「何で彼が登場し

たのだろう?』 という話になりました。今ま

でだと愛わつた人というともえ方をしたか

もしれないのですが、彼の立場論幹幅のM鱚が郵

決、今までの男性像を考え直して男女共同参

画を考えよう、共感じ認め合つて暮嘔してい

こう、多様な視点から暮幅しやすい社会にし

ていこうというメッセージではないかなと

受け取りました。蝙境、経済、政治、子育て、

間齢イしなどについて、多様な意見、特に女性

⑮意見がもつと取り入れわれることで、これ

までとlま違う動きになると思っています。そ

れが課題解決につながること、単なる基は、

共生ではなく、多曜撮なノ唯寿力艶華桑らし嘱P鍔ドいよ

う世の申が変わつていく事が、特に今、日本

に必妻とされていることを強めて実感、いつ

もと違 うのはこういう点だつたのかもしれ

ません。

また、各分か■ lmと も様寿な立場の実艤

者から、かなり具体的な実はJl峙意見が出さ

れましたが、女性たちが必死に活動と取り細

んでいる様子や、彼女たち鮮地域口暮幅しを、

世の中を進めていること、董た、昴性⑪中に

も視点を持つて活動している人が:婚 えてい

ることなどから、ほ々として選まない日本め

男女共同参画⑮状況⑮中で、地域では確実に

進んでいることを知 り元気と勇れをも皓い

ました。      「

私が参カロした第 5分科金、「女性へぬ暴力、

支援現場から見える新たな問題』でもDTと

福岡県筑葬野市 松尾昌世

は何か、それにつな鍮言魯貧口、DT法につい

て状況説明を受けた後、実蹴か幅の具体的な

報告書開くことができました。特に被害者、

子どもへの長期的な自立支援について、鳥取
の団体で取・り細まれている様子に感動しま

した。被害者との人間関係を大切に信頼しわ

つで、地域を巻き込んでE場所づく岬や農実
｀

体験ゝ絵画等のアクティピティを含めた、経

済的支援、銹神鍼支援、子ども支援涸S行われ

ていました志会的支援が不十分な中、まさに

先駆者としての活動だと思います。

DV法にはまだ足鵠なしヽRかたくさんあ
・
柳、

①職業が麟や航鯰支援、②民間シェルターの

長期的支援へ⑪財政的支援、③加害者処罰と

加害者更生、④被害者⑮婚費 (生活費用)、

子ども印看護費の指定など仮処分的な命令

も含むこと、⑤⊃Vに付随する子どもへ⑮暴

力、性的虐待を広義の DVと して提え、枷害

者に対し厳しくコすること、⑥殖謳勁旧手覇訓盤

的少数者にも適用すること、①デー ト]師 防

止教育田義務ギヒ、⑬偲護命令の対象を子ども

や支援者にも拡大適用すること等、DT法⑪

第 3次改正をめざして藝劫臓著晋測式で決議をし

ました。

二同国(1『15)⑪全体会墨調報急 岡島内閣

府男女共同参円周長による「第 3次男女共同

参画基本計画』峨説明ではゴールアンドタイ

ムテープル方式で日標と期限が洗められた

具体的な計画である起と等を飼い、午後から

のシンポジウム|ま女性護刷撤廃条約による

女性差風U⑮撤廃に黒くしてこられた出下泰

子さん、橋本ヒロ子さんの融い言葉や労働⑮

分%で⑮岩国喜美枝さんの実際に関減られ

た仕事と女性そして震災での女性支援⑮取

組みの話、経験を生かし地域と開ねつている

福間正入さんの男性□生き方の樋業など充

実した蛉間でした。

田部非淳子さんの講減にも元気をもらい、

地域に根差した私⑪活動を頑はって続けて

いこう。松江に来てよかつたと思いまbたよ

日本女性会識鋤11松紅に基加して

〇
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: 国土女性教育会館 鰤爾赳□》力甲驀≧行政鰯J新会議硼

:鰊翼と書つているLと漁硼凸 脚圃Cぬ趙 幽 L
:.ないしlま、施設管理に着日して、日本ス判マツ滲興セン

:夕∵、国立青少年教育振興機構と0組織統合といつた内

:審lこlメ蒙き、怒堕力琶通鋼遣 巾〔きた 醐固□麺琶壽師動

:け中行革⑩対象になる囲は、こ⑪国⑩権力をもつ男性口

性差別に対する意識⑪低さ口あ喝油れて瞳同鋼ゝ

早速、    さん、原ひろ子さあとともに競 に、

ま     局長、森ゆう子副大M、     政務

官他に画会し、要望書を手渡しれ

さしに19月 21ロカL喝 圏3日まで   で闘催された

フ芽―ラムで呼ば力ヽけ、豊本暁子さんな代表にして問題

解決までの期限付き〒『男糞鋼 参面についての緊懃対

譴 ないう名前⑪翡眸プを立場共lム 琴瓢下判副いて、

いく連とになつ先よ全国力基らl劃仁魃眈員ム|:騨蝉T声を届

け面と同時にも日製ロカ`L要鰺書をもつて議員会館を財け

遇る行動を続けている書どうカヨ皆さんも向閥蔚特飾担当

大臣、行政刷新、「新し崚罐 』、鋼 鰤 ち男女貪同

参四担当 蓮肺さんにロ イL、 ち少年、嵐ぷ―ツ施飩

と口統合を申止す轟要璽       国主女性教わ
|

会館 態躙□C)についての要璽書と越して選もていただ

きたし、また選うていと運いた方lよ名簿作成のため数の

面に囲直・4043-2調下7馳1)してb)ただきたいヽ 閻 □

問題を実薩国に男女共同参画改節推進田大き鍮うね咽を

自」つていければこJttLら合している鼈 。

□蜘月世話漁会 0̈10月 11日 慇帥

寺確艶懸鴫劃瑯》Lら尋画戴胸鑢⊃事写雛弼

で開他 &9国⑩静岡逮 ナこの評

価鴎財買《陶迷譴りま2・ 12っ 》、i2

月寺ンスリー囲内容確認、今後⑩
‐

iロ ピーインプの予冬

日11月
1世
麗醜4 PC0 11月 8日脚

鋼 量6時帥分かい嘲雖財蠅 事 |

れ で開催しま九 1回 月

は、1露 月 13日脚 蠅 覺6時)帥分

から[攣巫所で囮朧      :
□     』踊画い

mll」利肇毀鉤納入鍮電調済みでな

し坊 は、宣bく lyMヽし`たしま襄

躙 ンスリ引 臓 剰

第 161号

躙11年 11月 1日綸

i軋鑢・数 テ ゴ朧 ド 0憫扁 疇

鋼 哨 釉 訊  稲 元 周 予

◇〒皿日呵閲33

東凍閥囃my診脚耶理・ξ19

 ́  本郷コ〒判レインヨン¶聞.

○%:□珍閲    |
鋤 1勒山可臨J醐嗣

:旧剛関□Ⅲ千閻 6

J臨珈 軋
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麟繁拳

第 1□ 2号

鋼11年 1置 月司固発備

‐国 内閣臓男女美厠参画局桑口要望

'提
囲を経えて

昴女共同参画政策に関ナるR熙書
船橘邦子さんによる、提日に鱚するロピイング報告とゝ男女共同参画局臓提出した嬰霊書

3ページです。全国研鰺セミナーの成果と確認できた絣圏油雪閻らかにされていま九

日 『女たちの    、,そ して今:福島では「0中

I

10月 野 日、器 日、四固の3日間、個島印女性たち1醐 人と贅回する女性たちぷ纏産さmで

理湖込準をしまbた。あ潟⑪貶に、笠閂美紹子さんが、集合に則 固されたは親と、そしてゝ

新%に避離して来られている女性たちの交流会に

'理
した搬音を寄せてくださいました。

たち一人一人にできることをしていきたいもの執

副 “りやぎジョネット"支援鮨動屹鯰報告
“被災地⑮女性に全国から託された支援⑩憂を屈けたいPという鳳い囃 足した “みやぎ

ジョネッド。被災地に鋏管を届|ナ、【業所などに “ジョネットサ白ン"を開催し%隕設住

宅に精動を広げてねらねますLそ鰻惜mに
'都

したゝゅ⑭まえ知子さんから⑮報告です。

口 NWEC問 題口鱚縫とそ口後
NWEC⑮輸 については、事叢仕分けで取咽上げられた経過がありますがゝまた、独立行

政法人改革⑮対象とされました。行政刷新会議のワ墓キンググル■プロ動き、全国プォーラ

ムでNWECに集まつたmに ょる緊急集合口檬手など、鵬蝙蝠子さん⑮朝籟認識聰

日  Fリ レー トこク 市訓1酬をか 蜘たい」 …∵……………∵……………………  9
それ電れ⑩lbm申にあるNl‖房絞され 劇 l‖房枝生邁1%年1継後財年という連とでt財団

設螂 年を調念してリレートーク浦E行われ、防 がおおりだつた方た枷 ら、様力樹制 ]|

房横さんが語られていま九 橋本ヒロ子さんの価告で現

日 知ろう 語ろう 津山口女たち 11

岡山県津山市□津山昇女共同参画センター “さん・さん"で行ねれる“さん。さわ祭り知11"⑬

第1囲画を迎える今回は、地域口女性たちがときてきた歴史を辿りたい、と企画運営されまし

た。当日峨靱 ⑪あらましを黒見節子が緻告しま九

□ 筵例会峨お知らせ・慶羮立脩蛯無口お申Lななど
X l月 はマンスリーは瀾体みでた 次は2凋 号亀 皆様よいお年を !

２

３

12

○



● 要望書を椒出

11月 17日 、内閣府男女共同参画間を調闘

し、諸国で⑮全国研修セミナーで幽された提

言をまとめた要望者を提出し、1時間にれた ,

つて意見交換をした。

男女共同参両局から次の7名 が同席された。

岡島敷子局長

岡中駒子総務頸総括担当補佐

村側証希子総務渕弩F5職

江原幸紀調査課企両調整担之楠性
松崎和之推進誤推進担当補憧

井上惰子推淮諷積極措置担当補
土井真蜘調査場調費係長

松限大輔総務諷調整係長

瑚Ltt mcか らは世話人の石田久仁子、知藤
登紀子路ゆのまえれ子と総橋、需岡力Lら は交

流会議扇』理事長囲嶋清子さんが出席した。

冒頭、前もつて選付していた要望書に増い

て、船橋の方から男女共同参画局がど⑩よう
に受け止めていただしヽたか、について問いか

けた。

日嘉同長から、『3・ 11震災後直ちに男女共

同参画馬は被災地に対してきまざまな靱戦

を試みてきた.そロプロセスで男女共同参画

政策が抑何に地域に根付いていないかを実

隠しぬ。そ⑮意味で地域で政策を推進してい

くことの重要性を痛はし、諸両という地域で

“第 3次男女共同参画基本計四を実効あるも
口にするために"というテーマでセミナーを

開催した成果として、地蜃補 巳ゝ□政策提言は、
とでも有り雛い.」 と感謝の弁が語られた。

続いて、局長から次⑮説明がなされた。『基

本問題 0影響専P5調査会ではポジティプ eァ

クション、女性と経済に焦点をあてワーキン

ググループを立ち上げ検討してぃる。前者に

関してはキ年度の男女共同参面白書④特集
でも紹介されているように外国⑪事例研刀

を重れてきた6後者に関しては女性⑭活曜は

社会の活性イLに口ながるという認識を省庁
内で深めることを目的としている。また女性
⑪は力に関する専門調萱会ではパープルダ
イヤルの結果をふまたた対応を考えていく◎

内閣府男女共同参画同ぺ口咆望,提出を維えて
船橋■邦子

さらに性暴力問題へ口対応策について検討
している。またЪ監視調査会暗は国連ぬ女性

羞闊撤廃委員力 :|(CttAW卜中勁告⑪皐趣状態
⑪把握をしている⑬』が語られた。

これら口説明後、私たちの方が15質問を含
め、意見交換を行つた。
まず、ポジティプ 0アクション、と靭かけ

クオータれについて⑪議論の選捗状況を1闘

いたが 「ゝ12月 に議論をまとめ (行政として

は階み越えた行為だが)、 各唾党に働きかけ
でいく。女性と経済に関してlま、女性ぬ悟用
が社会⑩活性ぱLに役立つ事blJを紹介し、量業
ロ トナプ⑮頭を変えていくことに挑戦 b嗜
ぃら』と担蘭者浦Ъ贖語亀れた.

静Nの国嶋清子さんからは、「9●%が中瑚ヽ
仕業という地域でフークライフバラン累

(鵬B》 ⑪実現に響力しているが、T田 ⑮成果
鰤ま見える体洒、企業がそれを実匿でき面政策
を出してほしいJと いう要望鰤雹出された。こ

れに対し、F政府は総理を筆頭に、雇用者竜
自治体首長で構成した評価部会を組織し淮

捗状況をチエックし、各盆業o事例紹介をb
ているJな ど⑪説明があつた。M災に関bて
は、『臓災基本計画が今年度末には強正され
る予定でわる。それを実効わるも口にす面た

雪脩鰊トド氏l儡鯨屏辺層蓼○
くうもりである』と口鱚答力まあつた。こぬ他、
税・は 保障制度⑮一体イヒに関しでは配艦
控除⑮廃上について審議会で検討申と0.こ

とだった。

今回⑩要望書提出に伴う意見交換ではこ男
女共同参画局局長をはじめ、テーマごとに各
担当者■方々の議案を対応があり、第‐3次基

本計両⑮実行に向けた真撃な態度が信ねも 、
できた。今後も、身女典同参画を推進してい

くなめに基画間と協慟体制を強申でいきた
しヽ。

(世話人 )
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O 要望書「第 3次男女共同参両基本計画にそつて』 司

内閣府男輿典.国参画同
局長 岡島敦子様

平成 圏3年 11月 14日

北京JAC職 界女性金話回ビイングネットワーク)

非同代表  清水 激子

船橋 邦子

連絡先 :〒 116日帥33 東京都文京区本郷 2‐鋼‐13本郷コーポレイ汐ョン馳5

b可加』馳囀 轟詭①.∞jp

FAX。 03-5370-8136
′                                    ・http://pekinjac.or.tv/

男女共同参両政策に関する要望書

3・ 11東 日本犬震災、それに伴う幅島厚発事故といつた未曾有の困難な問題が発生以来、7ヶ 月

間、男女共同参画の視点に立つた被災地支援、間用 、さらには異女共同政策⑪祠 に向けたt

ご尽力に対して故意を表します。

私たち、北京可 ACは 10月 8日 、9日 、静岡県男女共同参画センタニ『あざれあ』において 同ヒ

京 JAC全国研修セミナーin静閂実行委員釦 な幅]に 『MD法人静岡県男女共同参画センタ∵交

流会議Jと 共に、「第 3次男女共同,両墨本計画を実効あるものにするために～男女共同●四推進

の政策提言の力をつlす る亀Jをテ〒マにして全国研修セミナーを開催しました。

2日 間、全国からの睡べ227名 ぬ●力固者とともに男女共同参画政策について議論できたことは

大きな成果でした。

分科会で|ま基本計画の 15分野のうち、7分野及び推憔体制をと柳あげました。議論⑮焦Kはか

ない限定したもので、分科会ごとに

'飢
者口声を集絢したも口です。  .

どうか私たちの声を真摯に受け止められ、実現に向けで買なるお力を発揮していただきますよ

うお願い申し上げます.          も

以下のように藁望します。

第 3次昇女共同参画基本計画にそつて

第 1分野 政策 曼方針設定過程への女性□参画□拡大

日本の女性の政治的地位⑩低さ (世昴 101位》を前提に議論し、政策としては男女共同参画

の視点をもった女性議員を増やすために議論しゝ以下の優言をします。

1も 衆馘 員定鞘 ll減録問題になつているがも女性伸マイノ唄ティ等⑪多様な政治代表
・
を保

障している比例選挙区⑪定数削減fま濃b雪得なねないこと。

2、 今後はもよU多様な政治代表を実円するために出側匡拡大に向けた衆議院遷拳mll廣の改正。

3、 クオータ制の導入。         |
4、 中選嘩恒 雹大選挙屋制で実施され通すべで回遷拳亀の連記制の導入。

第四分野 社会制度・慣行⑪見直 b、 意識岬改革

日本の性差風J解消が遅々とbて選まない要1国の一つに、男性稼ぎ主をモデルとした税 0部金制

度がある。「私のライフコースと税と年盤』というテーマで議論し、世子家庭や図齢女性にはらず、

女性力Sお しなべて貧国であるという認識を前提として、以下の政策を提言します。

¬、コド正規雇用者含め、ずべてm慟 ≪人に社会保険⑩適用をすること。とりわけ今回、提起さ

れている週 帥 時間以上の労働者硼轍会保瞳を保障することeなだし、出禁規模を考慮幅た

うえで、税制での同らか⑪措置をとること。
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2、 被雇用者の妻⑪みが対象とされる年金田第 35被保険者制度1ま年金制度に指いてあbく 会

平性を覚くものであるため廃止すること。

日、女性の働く意欲、働く権利害抑制し、櫨撓養者としての立場書固定する 1岬万円、¶gD万 1

円の壁を廃止すること。

第 3分野 男性、子どもにとつての男女共同参画/第 5分野 男女の仕事と生活⑮調和

『子ども・子もて新システムJは、必ずbも子ど鶴⑮発達権ならずにジェンダー平等に配慮し

た政策とはいえない。むしろ偶護者の自己責任と自己負担が重くなり、他方、儒育⑩質⑮低下

が危惧されるという認識のもとで『働くことと生閻 両立をはかるために一地域⑮予育¬嘴和

のテーマで検討し、以下の提書をします。
‐1、 子ども口子青で政策は、子ども回権利視点とジェンダー平等に実効性回あるも内容書基本

に据えること。       i
2も 爆育政策や鋤児教育について、国や自治体I事、子ども回育ち興将来ビジヨンや最低基準善

示し、財政そ⑩他口 F曇的費僅』書明朧I=す島こと◎

日も地域主権との関係から地域□裁量糖につ藤ぜ、そぬ限度を明確峰すること⑬

4毎 男女とも育児休轟議⑪利用:促進田なぬ、

(1)休業中の所得保障.書 剛%に居|き上げること。

(2)休業明け⑪元職狸鵬⑪保証:あ通い]ま休業前田職務より不利益にならない対応を明確

にすることc  t
5も 国は子ども回権利条約にそつた予どもm権利基ホ法を制定すること。

第 4分野 雇用等の分野に精ける勇女⑩均等な機会と特過の確保

働く女性の大きな課題である非正温労趙・均等待遇⑮問題、またЪ NPOな どによるプーシャル O

.  ビジネスの信』出、新しい働き方や働く場づく慟について検討し、以下を提言します。

¶、基本的権利としての労働権 《働く権利)を与すべでの女性に保障すること。

そのための女性の就労を抑制す輸機 □社会保障制度 (103面厠・1錮 万円⑩壁などをなく

すこと。

量も間接差Ellをなくすこと (m等特置》。

課正規労働働 70%を女性が山ぬ品こと他雇日管理属齢は間機轟馴1と し:s雇嗣管理恒分審議

くすと共に、非正規雇用者規制膨s・ 有期雇用i暉 胴遺労働問題に取り紙む置と (派遣法廊止

など)。

3、 正規 日
Jに正規を聞わず働く典回権利回平等と公正を進める政策を強』ヒする。

(1)同∵価値労働同一賃金を実施すること.                ・

労基法導業に同墓価値労働珈雫賃曇奮‐明記すること。          ‐

《2)最低賃金を一律 1:□脚 円によIザること

4も 長時間螢働者是正し時間短縮者促進す■llこ と。

男女の固定的役割分担働繹洵書Iまかり、家事 ]育児書轟女とも副機l喜すもために労働時蜃

短縮を実現し、ワーク・ライプバランスの異動機脅高山ここと・
5、 易童典、新しい働き方や働≪場を支援すもだ戯亀 脚Poへぬ浙成を拡充すること6

第日分野 直請謄音が唱罰いして暮らせる環境⑮整備

鴨 齢者が安Jけ して暮蟻せるまちづく蜘をめぎして』をテーマに静岡・新潟峨満靱事例をも

とに議論し、以下のように提言します。

1轟 癬年壼者を含めとすべて⑪高齢者団肇存梱    蜀‐ため轟低隼含制度善確立する邑と。

2、 年金制度を世帯単位から個人単位へ移行すること。
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3、 力護従事者の労働時間、賃金、人員などに関ヒ勤働暉境を改善す面こと。

4も 来年度から始まる 2繰 時間体制⑪地域医療包播センタ昌の実施にあたつては1礼用者⑪個人

負担や地域格差⑩問題ご塵節を含めたIA村朧爆回閻週口解決をはかうこと。な指0事者に

とつて必要な介護サ〒ピ風書充実させる認定制度に変えるため見直しをはかること.

第 14分野 防災における男女共同参画□推進

防災におけるジェンダニ視慮口問題ぬ専用家口問題提起と、避難所翼ぴ防災計画ワータシ由

ップからの議論から、以下を提言します。

1、 第 3真基本計画⑩躙愛分野に製害僅旧口趣具を追認し%握興のあらゆる幅 ]組織に女性⑮

参圃脅促進すもため 第 3次男女共同参画基本計画面数値国偲 38噺覺用書明記すること。

理、菫書⑪嚇嵐クの減少にIま国騰的典通劇議であ迅与男女も地域も年齢、階日、宗派など社金

のに製も格差、豊鳳』、排除など回解消:が、奨署に強い社曇:を作るという認識を、第 3次基

本計画に明記す通こと。

⊂)  
も

ヅ筵冠乱Л量乱|『

閂す
骨
次のよ

「
な国際基準脅国本に指嘔

lて
も
下用で育るよう防霙 コ償興

,「TttQ Sphtte proJect A道憲章と菫害援助に関する最低基準』
口「自然災害時におIナる人占⑪保護に関する ]鰯醒活動ガイドライン』
口「量書 □綸攀時における精神保健 日心理性金的寛橿に関寸る IttGガイドラインJ

特に与硯在見直L中の防羮基本計画に考慮していなだきたい。

(可 )避難所運営□仮設住宅自治壁に女性のリーダーを豊円すること。女性申高齢者も手ども、

妊産婦、降書⑩ある人陶、セク≫ュアルロマイノリティの人向のユープを把握し、それる

に対応することは人権の問題であ通ことを明記すること。

(8)あらゆる立場の人鞭①防霙教育 □研修に際しては、必ずジェンダー視点を盛り込むこと

を明記する。

(3)防幽 選覇型に指いても舗 と讚塵□Fい吻 講酬歌が幌靡可欠である通とを明記すること。ま

た、心理的支援にもジェングー観点が不可覚であ品ことを副認すること。

4、 値興過程におIする雇用政策に女性の国用も明確にL、 明らかな形で予算措置を付けること。

5、 災害 目樫興時に赫Iするあらゆ鱚統計は異女別統計害出すこと。

(D第
31』

凩暫贔緻畿進⑪起め囲条件墨備Jをテーマに、男女共同参画センターЪ女性センターの

役割を検討し、以下のように提言します。

1、 日ま共同参M社士□実現iよ二十一世紀田義が国社費を決定する最匡畢課題と位置付けて基

本法前真に⑪つとり、日童兆国参画⑪視点を標密な政策に入れ込む。

2、 男女共同参画□推進出国□経済発展との関係を自―ドマップイLする。そのことにより、大

多数の人たちが易女共同参画推進の国理性を認識で書る葛

3 基本計画に拠虚施設として回男糞共同参画センターの役割を、都道府嘱も市匡町村mに明

示する。

4、 国民の意識をかえるたぬに、教育内容 日意識改革などを工夫する。

5、 女性センターのナショナ』レセンターである国主女性教育曇鯖嗣も同P□による運営になっ

たり、青少年 ロスポ書りなど⑩施設と織舎されると、地鐵⑩女性センター讚日女釜同参画

を推進する拠点儡 として回役割も果たせなくな輸結果につなが迅。ジェシダーギャップ

指数で囲11集 lま :¶ 35か国中軸‐他に落ちな日本書変え、女性たちが力をつけ政治経済社会

に両献するためにも、国主女性教育会館⑩存続は不可欠であ面6

-5-
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噛たち

瞳 たち峨脱原発 座り:醒了愧動』へ⑪参加

lQ月 師 日～29日、経済産業智0前に福島県⑮

女性たち約 100人がくまつて『女たちのM源発

座柳込導行動』がおり、私lま今までの女性た場と

のつながりで参加した

経産省口前には、テントが振られ F総 福巫

鋳彙境団体等④鶉 ま掲ぱ嘔れt全国かし集まヮた

人たちで満れていた.『鱚 いし毅い福島申女た

ち』          さんは、「子どもたち

をT力月以上も敵射龍⑩縣の申に放置したまま。

税たちはこの悪りを3日間にこめて座り逃みたい

と思いま丸 』とおいさ●し亀 憧藤さんは3兄の

母で、穏島銹 l‖ 1脚吋趾婢亀 すぐl   きない

申 0高性目人を感して出形果に睡難した。農策を

営趣夫は、安全な農地を北めて同山県■行つて聯ヽ

る6原驀事故で■蒙離敬を強いられている 1人で

ある。あいさつを聞いてゝ私口脳裏に浮かんだ⑪

lま、ノーベル賞作家の人江健三良『さん等が呼がか

け、10月 19日明治嘘Mで開催され起集会には、

金国から6万人も集まり、はり上がつた集会印最

後に福品の女性の代麦浦St Mぼる は 、ない 食
べる 食べない 毎日が苦戦の選択を通られてい

る。轟たち蛸 は、鰤 に期迎をMやす束ヨLの見

となりま九 」とメーセージを述べた光景がありゝ

熱b渤手を送もれ

圏 日ゝ 参加者の代表たちは、原発行政をL轄す

る経崖省⑪担当者にり粽書を手渡したD内器は、

①嘘原発の即時停止と虚炉

%を 陶 bないこと

③子どもたちの風口時睡難0疎闘と完金顆障

①鍼屍     けにして自立を妨げる壇輻

3法⑪瓢

の4項目で、11日 まで回文書回讐を求めたもしか

し、担当者は、榜酪靭職蒋度を中鳳脚鞠に可能を

限駒]‖き下げていく。敵鯰線量口高いところ印は

%に発めたしⅧ と繰柳返すのみでゝ納得⑪いく回

讐は得られなかつた。労日、官邸に鰈裔を機:しも

首相:柵囲訂に F子どもたちを早く疎開させてJと

嶺そし電今、橋%では00C

聯ヽラ画請書を手渡したということ起 3日｀
間ぬ参

力靡鐘吻魏亀2,699人外であつ亀D し涸まら

"呵
残る

地魃かL出てきで声を上げることは七女性にとつ

てい力導こ大変力亀こ%を 金顆3実行した 簾幅島

の女たち』lム カ強く應褻Ⅷ鰤翻悧 ちていた。

%の女性たちと印交流

福館 lM酪銹 な妙 島ら8カ月葡訥 ぎ亀

私⑮住んでいる新顆論にも亀馳□人櫻印、鋼載

性。子どもたちが避難してきてい|る。れはξ新潟市

l顧塵離してきている女性たちと口交流会に伺固力ヽ

剣 した。

そ口鰺 脩握した蒻題についてモ噛酬彗と子ど亀
1を支援する会』めⅢDの管さ|んと市の担当Mの管
さをと意J亦尚ζしな 討鵡詞柔岬岬義を受け入
れた当初か幅市    運営支援印糞め女性を
R置 b、 子どもたもの糧話や劃陛峨馳気で、(鉤域
上|プて、さまざまな支援を行もてきな。郵在も、

LT者 3人《内女性2カ をに守り相談mと して臨

時雇用:している。県と協Mで L醸ロホットライ幻

も設置している。市内1   口皆さんQ集蓮る

場を設定している等⑮取紙をしていることが劣漁ゝ

つた。選難されている皆さんはとでも慮識してい

たが、いくつか口躁題も浮かが上がつてきな

C産にかく子どもたbを用 から守りたし聰

そ⑩ためlま美と別居中で、21■軋賠で生幡費に

国つている

②借り上げ住宅に入つていでも飩在硼法律で|まЪ

2    繭魃 も
｀

①就業bたいとはつでも働く場がない
.

①動聰園ι繹膚国に子どもを入れたくても住酬を

移きないと飾 ない

等、例実験悩率を胞えている底

私は市民として、こ口ような人たち澄意見贔換

回躙魯器後も持ち、できること|まやつて行きたい

と思つている。

(全員)

聰 麒

…6-
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10月 量圏曰 綱い、醐麒歌口圏内謄獅翼な手県、岩

手県男女洪同参画センターの共催「東日本大震災

復興シンポジウム 並 歯手驚震災復典をめ野 晃

女共    ～Jlこ参豹回し砕剛〕等孟劃卵)、 理固

躍日は仙台に赴き、1繰ぎジョネットJ④仮設儘

宅劃陛赳髪l哩鋤固させでもらつた。

繰 ぎジョネットは被醐酬蛹釧凩捌闘mの人にも

則 てほしいという逸ともあり、金肉各地|力 もヽ

〇
邸 隕 稀 fu儡 鰹 濾 ざ 鐙

y讐

いう意味である。

今回は F東日本大震災     ットワークJ

のメノンい の一人として参加したが、北京蟄鰹の

姿熙叩到当さん証瑾謝爵ひ媚J割臓ししたところ銹

に    したいという通ともあわた。

市内中J画部⑩ビル (メ プP―がほ蟄紳 に事務所

謙支援物資の倉庫があり、そこに朝日幽 颯 も

集まつた固々は、支援ネットワークの事務局力琶私

も含め4人、仕のネットワーク⑮HP⑪蒔 ンテ

ィア会募に応じた岐阜からのメークアーティスト

2人とカラーコーディネタァ1人+社会福祉士⑪

方 1人+マ ッサージ師の女性2人。独自層横瀑か

ら,加の拠功師カップル 2人に、ジョネットから

5人という総417人である。リーデーロ八幡悦

子さんが「ワザ (横)のある人 !」 という問いか

○
雹鏑 訛 ξヅ 吻 鬱 颯 t曖 蛉 氣

端 をふるまうという通とがわかつて 穏ゝは「お

茶ならたて嘔れま力 と顆 3台の車に分乗し、

支援物資輔 んで9時前に調発bた。行発は仙台

市に一番近いとぃう名饉市    で1時間後

に靱着b優蟄躙菱請蜃鶉鋤所珊 どをレイアウト

し自巫間の予定でプログラムを開始した。R欄国

を扱 でヽ全身マッサージ、メークロ専門家は [ま

つか調 という小さな看板をたてる。カラーコー

ディネーター|まぬbかじめ選つていた姿見を立て、

種々の色の布を広げる、手書は軍手を随つた力嚇

いい脚 柳、ハンドやッサージ喘 ぽ マト

にお茶、と今回は特にメニューがR富だつだも罪∪

用者油ミ選択できるのがジョネットの支援プログラ

ムの特徴である。,凍涼胴[も準備葬後片付|す、復調

みやビジョネットのほ塚住宅黄性支援l己笏加して

多様な支援メニュァと被災地舎⑩案内
ゆゅまえ 知子

住宅⑮申をお知らせに開ぴよねつたり、子どもた

ち峨遊之相手や差し上げるアクセサリーを動めた

り醸Lハ ンドマッサージを受け手写温まつ厨く

ると氣持ちもほぐれるの力ヽ 皆さんなな住宅で⑮

くしし 傲却ハことや弊さへの」き配口ことなど)や
鰤難所で⑮こと、3.11当 日⑪ことなど柵 される。
ふだぬ⑪生活に関標な哺ゝ民にはわえつで話し奪す
いということもあるよう起

それ嘔ぬプログラムに一思ついた女性たちにお

菓子とお茶を脹るようのを手伝りた。が、ポット

から直接、慌茶茶わんに精場を注ぐのに慣れてい

なくて、ドポドポと多くれ でヽしまった時邸あ蜘:

それからはね業をたてる⑮は鶉払レンくコになり、

お帯面を洗つたりお菓子⑩勧め後になつた。層を

グ でヽもらいtう つすもとおギヒ粧し見通えるよう

になつた高齢峨れ に、おいくつですか造尋ねる

と帥 と答えられれ ノヽンレ ッサージと共に、:プ

イクは大町鰤だつれ 制 ヒ鐵すると女性はれ分糟S

変わるのか盤き生きとする。子どもをおんざしな

がら下生蜃齢成鵬榊判をbていた蒜い主婦lま中国
の女性だつた口ご自分が言われるまでわからない

くらい曰ホ漱炉上手な方だっな。

発着 即 名⑪参加寺にl警赳動 幅ゝの   の

続剤中 ヒゞ粧凸、種茶 0コーヒー、小物類の入つた

袋を差は上げ輸。人幡さんご自身|まいとこ夫妻が

行方不珊。シンテ総 娘さんは、草に乗つていた

ところ:笹鐸琲纏割こと力、ヽ僕譲諸卦きつ走Jが、水浦諏舞ぐ弓|

いたらしく、気節3付いたところを動|す られ日か所

の理難所を転々としゝ 3週間国に入幡さんはめぐ

り会うこと涸母出来亀

帰途|ム ー面に家の土台が残つている七ヶ浜を

まわつていただいた。驚いたことにR防のほんの

際まで大きな家いえが建てられていた。まさ力攀

波力ま闊防を越えるなど考え喝れなかつたのだろう。
かたかいた立脈なP]機が地面に半分く喝いめり込

んでいれ 名も鮮時か閻 鶉 口性などがこ

こに日常の暮皓し洒Eあつたことを示していた.砂
浜が求楼b、 R防のきわまで波が寄せていた。冬

が実ると遭路苧情が悪くならが、瑚ヒ京刷鰹鯖 志

でず直、みやぎジョネット⑪支援に嚢加できない

力鉤 したけと思つた。       円 周)

-7-



O NWE⊂ 問題爾その後の報告

すでに前号のマンスリーでSOSを進咽、皆さ

まに影が解けたNWEs問迩について、発の後の

経饉を靱告しておきたし、

繰り返ヒになるが、2鄭前に事靱仕分けの対象

とされたNWECの問題が 10月 に再ぴ浮上b鵡
。
今回lまt存続⑪危機で|まなくt独
⑪対象とされ、口0法人ギLも しくは日本属ポーツ

振動センター、国         と口鱚織

続舎⑪横あという話だつた。趙 悌燿蒲融直行
ヽ政治八改革に蜃する分科会ワーキング・デ陸 プ

から10月 14国 に中間掏昔とヒで出されたD男女

曲同参画政策lま国⑮政策として靡 け幅れ、N
WE Clま 鈍 鄭間にわたつて全国各地⑮女性リァ

メーを,出してきたし、外国から見ても男黄共肉

参両餡策⑮シン続 もある。そ繊 めに、また

力、 とのゝ にヽ、こ□国の端吻端置閣誕卸鯰靱靱画

政策に対する認識⑩低さを再度つきつけ嘔れたよ

うで、恐りよりも情けな亀院 になっれ

bかし靱 男女共同参胴担当大臣には、いち早

くアプローチして鵜くべきであるとめ判断かし、

宣拳暁子さん、原ひろ子さんらЪ直ちに対応でき

るメン ミーの名前者連れ、要G書を提R新 しも

節tのため積に延期されていたNWECで画全国

フォーテムが 10月 日1日 ～23固 まで開催されるこ

とになつていたので全国からの夕加者に呼びか|ナ

ることとなつれ

NWECでは二夜にねたつて革鰤集会が開われ

セ65m、 文科省ぬ担当課長からl⑫ 月 25日 にも

うて度瞳ヤリングがありゝ 11月 早詩に1蝙 が出

でbま う厖れがあるという状況鉤明がなされれ

会場鉤 時 からは、NWEC⑩男糞共同

'M口視慮に立つた人樹育成と国際交流⑮軋なとしての

意義|よ施設管理|こ着目した靱織統合にはなじまな

い、とNWEC⑪意義や発れぞれ雉 がヽあられ

た。そして、今後もMEEが Ⅷ虻立した運営爛離

持できるよう支援満mを展開すること力量決まり、

画斎Ё起問題⑩経粒とその性

鰤 孵

堂申嘲子さ    「男女共同参画[こ関する環涎

紆 、R叢 離 麟 職 口 財

が拗 しれ 週mと しモi

会戊員にNWECOL義 と今後も独立した連らか

維侍できるよう要望する冒ロファックスを進らな

ど:声を屈ける運動密始めうことになつ起

ぼ同口 飩 日にlま蜃箕書をもつで議懃会館を用

つた。すでに馳齊力二ら罰臨が選いていると議員自

身痺秘書かし伝えけれたg直接、議員に両会でき

た際には、NWECに嘔いて⑪今回口靱き、情報

謳雉などをした。正直いつてNWECに関す罰認

識はれbで滸いとはいえなし、

そ⑮後 10月 25日、力科会第 1ワーキングPグ

ループロ文科省⑮板東菫涯学習嶼策鶉長、輻銅鼎

女農国参開学習課長等に対するLア リングが行わ

れた力宝ゝ ワーキング言陸 プロ続台のR本姿勢は

変わらずt氣珈眸珈同□舎罠ギLЪ 効率ギ隆にもいて質

疑γ行われたということだつた。さらに 11月 18

日、鵬 力輸離れ,たが、マスコミ1   冒頭

5分ほど写真撮影が識されただけで壁俸弔非掴闘

でЪ結論は未だに不透明だした泥漏れ囮くところ

によると、11月畢々に出されもと言ねれていた結

鱚愧膨Im影営靡亀菫讐翠 Q
こ1肉間がヤマ場ともいわれている。しかしり回

の件で明ら力色になつたことは、運臓大臣漁]女は同
「

体⑮面会の要望者受け付けない逼と越廿女性団体

口声、当事春の声に耳を固けないで、ま盪 mと

協働瞳ないで、洵はいJ酵⑩現縫⑩政馘臓mを変ぇ

ていけるはずかをしゝ

蓮騎大臣⑮肇りを聞うていくためにも、企閾各

地⑪女性団怖、3活 プが要望書繹国とともに両

会を求めていヽ金運動を重れてしヽくことも求められ

る。今餘動きな性視しt鳳口、状況に対応した情靱

が何よ崚も重%である。

-3-



11月 12日 、制 ‖1房控珈匡1%年 0澤晰 帥年・

財団設立帥周年魏念 「リレこトーク 詞 ll融

を話りだしⅦ滑毬開催された。制 |1先壁と縁戯雹あつ

た方力がリレートークされ、2時囮続いて下 とヽ

感じたくらいであつた。そのうちから8人の方⑮

トークを   る。

この夏、フランスの政治家シモー尋・ヴェイユ

の回想録 師 曰久仁子北京脚曜]酔猾ド赳浙鞣輛

○ 宣衿 L顆 ポ 輻 甕 量ё燎 猾 蓮52
答えておられたD今回、制 |1扁枝の生きざま⑪一

部を固慄者の方々から伺い、7椰 lは験:口 ように高

い唯言と行動力婆理も、著者も惹きつけろ政治家を、

今こそ日本は必要としていると痛ばした。

(1)桑田まなみ (長野でホテノ嘲瘍銹

2③敵になつて初めての選挙で暮魃す時 プに入

つた。長鯰蟷信膿村⑮出身で、吻 鏃 1開拓

団を送っれ 父親はシベリアに抑目さ1凪 政治家

に1税厳しかつたが、同助農民出身慨畔調1先と (■

囃 瑞Mに 1割鉤解があつた 制 ll光生口演説を聞
いて雷に打たれたような円動で援が出たと言う。

行動薩発言が一致しているも腹に届く声、 日君J

という田中鋤りヽけ方がとでも合もていた。    1
年躊 錯 胸 卜   M断 し、NM刹こtバ
リアの価留地を父親と読問した.訪闘発で助けて

くださつたのは女性だつた。平和を望ん%の
過ちを振り返ることは必要でおる。先盤⑮生涯lま

はいを希塑に変えていく」もので、防 に流さ

れずにやるべき足とはやる。笑顔鵡最商だも亀

(2)中渕 日(仕立てや熾営t埋鰊醒購銅曜罰

長野口満間画の麓で貧しい日子家庭に育ちゝ中

学事業後t日 5襴蒻蜆蝠賑 国諏職〕   つて新

聞を調酪始め、音が貸しいのは政治が悪い印では、

と思bl始めな◎馳年のび罰げ瑾蝠郭誕瞑笏貿初めてで、

投票の時に暮ぴぬ余り失禁:青年⑮デ陸 プで市

メll先生を支持しようと葉書を差し上げた。 (そ⑪

薬書を制 |1研究会で見つlす、今回襴音を満鱚いし

た)錮     に1凱席したら亀戯磐舗3そこで挨

拶をしてねられ、盆噛縫國先性がプロデュー9-;
であっれ の帰人の香胚で取り上げられ亀。T制 II

0 平和主義の女性運動・日本回□敷卿脚明調iW枝

『リレートータ 制 11開横自語りたしЧ
橋本  ヒロ子

先生から 蜘 L人をなおて鵜いで』と言識 瑚ヽ

学校時此の用級生と先生を調闘。「カレーライス

密 ながら話しましょうJと語ね机た。カレー

ライスを作ってくだきっため油SNII亀サオされ

先生|よ若い人にお母さんのように接して蝙 など

おいしいものをどm走してくださった。発生に仲

人を駆 しヽ        なし、それ以来、

れ 管理に鰹諸羹ぼ露等期 している。「撻 l●陪

婚を考え鮎れたことがありま鵡 Jと質問したら

隅 にも好きな人がしヽましたが、奥さんがいたの

で可竜 とのことだもた。揃劃慰剛藤蜀呻ま、国朦胸到側

祉を屋発する、R想選挙を実靡するに学民となつ

てはしい、通鐸鍾動では●も支援し1転 先生は聴

呼はいけなしⅦ、時に住宅地や団地面前では子ど

もがほ寝をしているかもしれない④で「大きな声

でコ

「

をしないJと言われた。亡くなられた時に
基緒銹 していた妻lよ このような蝙 は幽

てこないのでは、と電庫D中で大声で泣いれ

(3)     鮮 田餡饒鐸楼ζ糀鏑嚇勲

%か ら詞 |1離と議があつれ 夫l財 ⑩

設計等、費識した。教職を選んだきつかけ|よ、先

生のご擁落でアメリカ留い口奨単量が得られたこ

と。大分馴府から上京して偉曰当に入勒時、精母

さん 鰯嗣本嬬人同盟 :有権蕎同盟ぬ前身)が市

メ|‖制 ヒ|こ蝠 醜 を駆 膨ヽな 母1飢順

がわると出て自分の意見を述べるくらい鱚枷的な

女性であつた。津田現在学中、小平の寮に入り、

週末は時々発生⑪おえにお判度をした。も時は落

選時ねでお幸かつたと口ねれるが、そのようなお

顔ではなかつた。融年に嗣 l‖先生励ま渡米された囁

ケロッ列財国で安子学生を進薦してほしいと言わ

れ、同   であつた私鼈 され、雪汎 奨学

会を鱚 もらうからには、日本に婦い、固末社会

にお返しするようにと言われた。1053年、貨客船

で構限な出にした。麟費lま自己負担であっに 固

本人は一人だけで、力∵ルトン大学の3隼l嘲胚聰

最初口1年融 。助事の仕事を懸ながら:赳判党に

達み、昨 で修士を収めて帰国し、津幽麺大げ⑩教
・
員として鐵 学生を散 ろことで詞 ‖1先生⑪ご

思鶉 亀ヽ 導坐相歌を担当b、 学生の精神的な

支えをしぬ 詞 |1先壁は学生に、社■に出で生き

ていくため峨 なつけていくのが襴育印逹制と言
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われ、その邸 小さくても社会に設立てほと褒醸

てくださち亀

(4)飩薫 印鵬叩織畔煉京都の剣慇珈鯰鰤罰.

鍛晴さんが会長でメ♂麟い は神囲さん、山口さ

饂 197鋪謳月、答:申 をも嘔い、19開年11月 に東

京都栃人行動計両む策定した。社会教育における

男女平等教育の推烙ζG嶼 (と うしょ)割におけ

るも発活動爾講座を開悔し、その〒醸として、1騨口:

年にノ%に 同行した。ノ唯丈島ぬ婦大会長m.
で、国遼黄性⑪十年⑪申間年について議演なされ

亀D197躙爾可贄陥閂輔Lち鈴膵都政に変わった力]、

実濃部都政の妻与であった創 |]先とな鈴調都政で

⑮講演はい力舗雹力、 という声も庁向におつた口課

長として匿庁乳 人式準割躍兌皮嘔邸鷹ストリップ劇場

を作ることを制 II先生が止めてくださったので婦

メ選令峨 々が支援された。メ死瑚鼈鳳顎輻仏硬襲1動
った。

(5)蕎氷淳子 (制 II房枝発生を始め婦人運翔蒙
の鮮饗諏蔓恥 てヽ鶉

幡動に嘉釉するために動きやすい洋供にした

者飾らないファッションを作期した制 |‖ 幅瞑銘し

た三宅浦Eデザインし、洋服を作つた。常に4戦で

あ晰らなし、 自然印夕膨さがあつれ

(鰯 )市メIにサオ

lQttρ時に富山から_L軋 大魃膳働きに行つて

いたが帰つていた コ 1眺洗:の ところで仕掌産す

るために、上懃。初めてお国に動哺場で男①よう

な太⑩人だと思った。1螂職迫故でノに王子 卿il回柚
に疎闘ゝ桑の本⑪根をヨ|きぬし`て側にした口売口

親l   ある富由に帰るように言つたが、先生

を置いて帰紀なかつ亀]:制劇[行とうと帰蜘縫か
つたが、追放醐解際になつてから聘ろうと思つ≧

解躙になつたら、先生力言帰らなくてもよいだろう

と言ねれた。」b⑮中で1渕島りたいと思つた力琶、運

事をしなれ た。制 lI』肥罰帽 由に舒つて力をし

た 父親力壁瞭て食べよう趣好きにしてほしb地

と言われたということで、先生が Fも らってきた

よ』と言れれ、ミサオさん|ま 「お嫁に行くまで預

かつてくださレⅦ と言つ睦 23歳⑪時l

た制 [1離の差量にな蜘、躙 間■緒に斬 した。

(7)式国   (I頓鴫替鉤圏

市∫[lさ んの懸濶的な根底はキリスト数と大エデ

モクラシー乱 若レゝ嘲れ を受けた   的

なキリスト教⑮教徒であつたD友愛会甲漏人部⑮

盪 :薯書に大正デモクテレーのが響を受けた

とある。日米知的費流委員会 (国際壼満会館》で

ルーズベルト夫人など日鴨した。男性ぱわり回委

員だつたのでアメリカOll洒瑠1玲□利を入れてくれ |

た      力賦剛銹駒 りヽだつた口で、私が

日率沖LL劃陸を理つた方がよいと提案し、祠 |1先

主力経 ばれた□そ⑮時に適漱がこアテ 0シロタ・
ゴードンされ 洒 ll光生は米国婦国緩□銹 じら

|こ出られな ぬれま:走胚財:⑪鶉

員を動婢する翻織胸が鰊異で、売春防止法、端人

少鄭鶉Q廃止を上ぬ〕る時電国    頸冬に女

性嘔 を送肇等⑮時年、目的絋 権ぬ暉女性

を結案させ輸褪力をお笏ちだっ亀     な
くすため口僑動をされた。例が今回時代lJ嘩励ヽ
そ⑪ために力を合わせる、見抜く力ちやり遊げる
ために左右岬力を結実させる足と悽 住論Ⅲがそ
れをさせ鰤 日本回歴史⑪申で調 [|さんは瞳釉縫
独由な貢献をした女性Lこ靱 為聰線 に向か噸て

ね勒 しなけれMヽけないか考えるとき●お手

続 ある。

(8》 躊鼈萱

昭鰈醒時〕罰蠅睾h用     した6:市びliさ

んは一貫し砥理胚魯掲ぱ胞飩実政治家で%硼巡的

な瑣間とよ々に取り組んで二られたD女噛解散に

ついては¬参政権竜売防騰、理生保護濃亀:政治と

瞼⑮蘭題ち    を自己製鴎醸】聰 界卜_ップロ

ザ O備職議員と、よ慟よい民主主義口ために観わ

てこられた。すぐに理想力雹夷喫しないでも理種を

麟 されに 動雖耀了動⑮リール として鶉

していな 新しレヽ1曰琶l轍駿嗣胚薪々しb瑯ポtを

お持場で、亡くなも直前まで取り組ん判 たヽ。私

刷に赴もなし¬剰癖き、は賑幅ない、若b)人に丁寧

に付き合 5。 包讚力のめるリープ¬Dすぐれた回

際性鰈 つておられ、・2[臓]で土京され起印は英語

趾勉強する事ぬで、田歳で艘業者して働き鳶岬い
どを学んに 鋏事を日本ピ[ナで寿えず

闊際的な観点で考えた。参議院議員、やグリピサ

イ賞 (197印 :徹底した非暴蒟覇 英雛□

週激な劃幽踵珈勒 つていた力電、平鰊主枷⑪鏃性

運靱はアジアに閻I染んな 馴 ll{蠅生のR想力電どれ

だけり しおかというと、婦典瓢嘴蟄眸乳欲
⑩投票率が男性上り高bⅧ留、     まま鰤邁れ
ている薔遅懃鯰黎襄 罐鰈笏割国ままIIで趾る。□祗
は■時よ蜘は貞くな場、     力効 もヽない選
挙密着嚇吻 ざ行つている◎碑治硼醐教l事超続
いているのマ鰤性を超えたメロでわる。1政治鰊冑
⑮大事さを獨識して実はしておられ ‐

築い等で多忙にも力欄瀞 わず馘をしておられと。
mで1却鼈 当時岬 ♀『1馳1年⑪婦達の話』がある。‐

m.

〇

①
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● 津山男女共同参画セン彙き Fさん・さん祭りmllJ

『知ろう 語ろう 痒山口女亀ち』

津山男女共同   赫二⑪“さん 0さん祭り'i

は、今年 l⑩ 囲を迎えれ 地元嘔闊山研究家口女性

2人にお願いして、江戸時代から調報平まで峨地

域の女性の生きてき鑓 を記場ていた直 ことに

した。地元の写真館が市に疸供した明治以降⑭導

真アーカイプから、鋤 写真割颯真 学習金と

同時に展示しれ

◇『知ろう 語ろう 津画の女たち』◇

講踵_I町∴爾糞性邸輸:江F時代書みる』應塾好

尚子さん)

江戸時代の女性|ま、自立した女性、名前が出て

(Dく る銚 は余ゆ居ない。C鮮蜀素暮郭醒喬

『
課進

(17010)した大庄屋堀内二郎蕎閥閂峨妻 “お任"

②薦い藩主に慕れれた光代蒔主康議の側窒 彎深信

躙  (18墓 濃りは自1分の意囲で錦出したり、寺詣で

をしたりした真絋瓢嚢鶏後

" (こ
うどたまた酪帥

～1905)は 15才から産科の画強をして大阪で開業

し、り副郡して出案して日師 珈 し輔翔 魯続ける.

江戸から明治の時代にわ|すて橋渡しをした人で、

%の 女性:と して、漠防導曇CM轡 使い、旧

暦 0新暦の両方をi譲鑽譴摯I準夕 てヽいる。析蜘な

が喝浩療をb、 祈咽とが学性を1自亀 津山洋学の

中でも重要な女性と考えている。今後も隋 を続

瓢 鰤
が行臨 合格して医者になつていく。津面では

布上先生が、明治21年、まだ曰面には[屹静になる

学校力]なく、大颯⑮吻蓼匡⑭家に見雹いわはmと
はて住み込み、ゾ皐で国師免許状をもらつたのIま

麺 已5亀     暉 κ 猾 鯰 口層鰤 錮

用され、まま 乳児死亡率の調査した。案をデ軒

ずつけし軸 に会い、ほ済状態、暮らし向きを、
金渕囮いて回った」犬匠に結桟療養Mが聾ると考
えたが作れず失望bて帰郷する。職の九たちと子
どもたものため孵学校を始めち再ヽ学校⑩横匡をや

柳、収入lまT樹したゆ、製学洒度を作明、貧しく
て匡単牲拒地節虞許弩 どもたちに設立てた。l④職

争編舗腫輝では、両南欲争口時できた日かで、一

番大きな鮭事は観場で回看調である.最初に従寧
しなのlす 日精戦争で、次は同圏靱中で、同山県日

赤で最蠍ぬ犠魅著

「

出た。日渕馘代|ま東東⑪固赤

中央鶉院に入学し、昭和13年にナイチンゲ■ル賞
を受賞。社会福祉 0億桑開壁雹護□仕事をしれ

日赤第‐号の自学生でベドフォー
「

濤 に留学し

れ 今度印大漑で岡山日赤力苺ら   は孔名で、

涸亥絣S38激、Mは 18歳と輸 i趾亀⑤
1911年 9月 七零塚bし て つ起ちが●轄鰤 し、
大正デモクラサーロ中でЪ      』3始まつ

た國180年経つてどれ越げκつている●力、口戦

争と出塵=鰊 なると[舅ポy謗嘔要で、安に

はまず、飛れで薫辣満にな子どもな産なこと暴報
国繭曙鵞と緩る。m15制餡黎颯nl夫鯰|:

5人口子とも動産めと増寺せよし,手宝熙隊〒 1ぼ入

以上ぬ子ともな産ん鰤親i±表)志 国民腫曲保護法

が医胸印饒鎌諏乳た甑濃渕原とし無 に堪劃bこ とを強制
し】L戦緩融棄きれると日コため泥が戦は 19娼 年
に優理笏闘藪膿と名前をLえた。□嘲饉罰囃製閻測

限 :‖巫愕鯰/錦 3条に 時典、若bく |

力     病質、      思著しく|き・・を

もつている者は輸列的に中絶まる。」そんなバカな
ことはなレ聴唾時、国が行もた迅とは、女が子供

を直なことは健康を優秀な予どもし滴鋤ヽ 幅ないこ

と
｀
電趙大田離 のMノ ンヽセν購口場合も強制

的に開種させている。これが咽本⑮人国政策であ
った。①直と男回これがら]今慢私たちがどう考
えたらいいの力ゝ 母性熾護論も含めて大も昇も考
えをはねばならなし亀女たち自身が、男と一緒に

子供を産蠍二と育てることを考える時になつてい

ける。

識座皿 噌曜邸睡自子書 膨酬顕甑』とb縫日本

田上国輻 幡幽加志さ闇

少子盪蜀屹と言われる鰤S、 国とビて国蟻回典回
・

政築をどうやぅてやつてきた回かという起とを考

えてみたしゝ ①硼題回刷曜駒埴画鶉 ∴回政

策は、隠胎攀止令とに婆の売るR齢靡蜃壼鰊上で

あつた。②       力自開始されら。明治

17年共立東貪陶完|      を設立、18螺に

は同意社魃鶉帰の学校、東京□櫻井女学校に着護

婦差成断を:趾吼 明治21年中国大学 噛軋増 に看

備婦養成科もできる。明治 22年、初め御 で

15人、    :配量|ナデ爾驀麒諭肉唾する。広瀬

ラめ醐 治29年の三踵沖④九南瑕瑯巫

で二陸に行つれ 昭和35年5生省浦罐耀恣鰤農成

制度史を薇めて出すが、巻頭の写真はあ謹婦趙彰

を第一号でも囁つた時のものであるよ帝犬のあ護

婦餡成所に41人入学し、そ⑮うち9人が異性の人

間である。巾財村ごとに少しずついうんなれ度を

作り、岡自で初めて産婆とお謹端⑩養成所を作つ

亀 罐藝ξ匡調艇襲は、間   、医師 る。
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*Fジェンダ■暴力と闘lラ 型③
曇
闘
苛
ャンパすン』

甲覇非
画 中

師

時

場

講

日
会

◆

◇

◇

◇

◇

剋 贖
申猷

.同

駅軍国線 0メ嘩晰趾tl旗東シビ≫タセジタ鱚 白)磋歩1カ

凪 織憑満lj蠅赳闘駅
‐
鰊画》徒歩与9分

脚0円 劇躊尋魏蟷    ]肉
朧 03-昌 曰89-8823
Eメ¬ル.be酌翁幽晰盪□卿舶    担聖 :石岡 0加は

峠『ジェン蜘 と厠ぅ16日間キヤノ轟 判 :           :
爛 輔 荀暴丈舅はかL(也 月:圏5日》と      (1四月硼 日)

をつなぐ媚 日間はこ女性に対する暴力は人権侵害ておることを広く訴える

ために世昴各地認キャンペー嶽闊動調展開され庵じヽま九    ノ
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≪ 喝躁 : ⑪いま >
囲11年 8月 鋤 日韓国憲法識判所は日本軍『慰安婦」i口賠償請求権について、

交渉疇 力をはない口|ま通憲行論と訣定を下した。連れを受けて韓国政府は9月

15日輔 贋撼司姜円 を目琳徊卿

"は
めたが、

・
固i本理馴割は幅 し印 る。

倦こで、通のような画師罰こ対して私たち剛 を
彗
黛 へきが特集を組み議論していく

ことにしました。

まずは、昨年ω 12月 7日、定例勉強会として、アクティプ・ ミュージアム F女

たち口戦争と平和資料館J晦瑚 印渡辺美奈さんに、F倒本軍    問題に

ついて私たち口課題■韓国口憲法裁判所の決定書受けで」というテーマでお話し

いただき、12月 14日囲 1000回日とな輸水曜デモに参加しました (今号2-6p参照)。

由“學こそ FM安蝠』閾題咽解れをメ
11月定倒会講師℃爾皿事務局長⑮渡連美奈さんが大ロデモを含めて、超例会⑮

蒻 をまとめてくださいました。
中年表 ゴ⑮安婦問題』を迎る世界口動き

□ F   モ』馨鋤鰤
外鵞行が人間の鎖でつな部るたとき⑩颯激Ъデモ参加者ぬ様子、N靡個状況

等について国主音業大学鋼巻蒻授 珂ヽ椰緑さんと石田久仁子さんの報告で気

□ 腱原発世罪会議 ～よくしま口女性に聞:く

冬原発世昴会議囲12で出■つな若いぶくしま⑮女性に、申めまえ貪子さんが

電謂澪ンピューをした内容をまとめました。

□ アンケこ卜調査に見る部落笏性⑩現状と円順 ………

飢 口勧告にもかかれらず、都落女性をはじめ、マイメリティ女性の実熊把握

(統計、%を Ъ童府がなかなか魃行しないことから、独自で行つたN萱結果輛告を

部瀧解散同盟中央女性運動部皐務局口南和江さんに願 いしました.

日 調吻 財 椰

□ おれl幅せそヽ田他

理
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目

口

璽

「
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0侍彙
i:『y安婦問題』口lilkま

節日だつた 2⑩ll年

21.11年は、「金学順さんか「融宏婦』被害者

とbゼ名乗り出てから 』懸器、また韓賤ノウ

ルの日本大使館前で毎週開かれてきた求曜|

デ十が :100□ 画を融えるという節目口年ども

たどさらに8月 30日 t輯国⑮憲法裁判所は、
『慰安婦J被害者⑩被書回復⑩趣めに韓国疏

府が外交努力を行わないのは憲法違Iでぉ

るとの決定をくだしもこれを受けて輯画政府

は0月 15日 、「懃安婦』被害者等⑪賠償請求

権に関する政府間協議を日本政府に正式に

申し入れた612月 18日 、シャトル外隻口二

最として行われ起同韓首躙会説でも、韓国⑪

拳明博大統領は『慰安婦‐J問題⑩優光的解綾
を求めた。しかし日本政府はこれ幅の申しス .

れに対して「日韓請求権協定で決着済み」と

して協議を握否し続|すてい鶴。

こ⑮ようななか、13月 14日 ⑮韓国瀧曜デ

モ ユロ00回⑮日には、日本と世界⑪各地で連

帯アク・シヨンが行われたも泄界では韓国鶴台

湾、・フィリピン、オーストラフア、米国、カ

ナダ、ポイツ、ベルギーD8カ国で、日本で

は北海道・富画D東京 0神奈メl10部m‐
―
愛知 ニ

大阪・京が 0広島 e岡山 0山 固・福岡 ∴沖縄
の 13都道府県で運帯行動が実施された。権

力⑪申枢ともいえる東京では 1300人が外務
i

省を F人間の鎖」で包囲した。l⑩⑩⑫固目ぬこ

の日t『慰安婦』櫨恣者たちが立ち続けた日

本本使館餡に「平和⑮碑』が設置され起暉プ
ロンズ⑪少女像に付された碑立に|ま :『 1992:

年 1月 8日 、 日車軍『鸞黄勿劃辱地闘題解鐵⑪

ための水曜デモが、ここ日脚 到轟血では嘔

まるた。2011年 12月 14国 、1900回を越え

るにわた1柳 、仕印崇高を精神と歴史を目|き継

ぐ起め、ここに平和□碑を建立する」と書か

れているa       :

日嘩纏卿育志国会 占雇嘩辟なこれま:で調弱叶随訂
・~

讐今通そ F懃安HJt問題⑪鼈識を
:!脚

渡 辺 美 奈 : |¬
(ア クティプ・ミュージアム「女たちぬ戦争と手続資饒鑢』《赫歯n》 》

1998年、国会で「慰安婦J｀N度⑪責任を聞

わ机たI政
府はよ:章 言i瞳

府敵炒写
:を
書定

:砥
てゝ

F民間業者が連れ歩いた11・こ瞥弁
:し

たが、

1・』藝   竃祗鍼櫃饉稟
‐
果をもとに 1動思年ゝ日本軍⑪薗尊塵強制紐
を調める歌論を発表bた (何野談話》。しか

1醗法的責任は伊ンフランシスコ平和条約論

事ず尋国蘭条胞理解鍛済みとし、道浴的費儘
を具だすとして 1995年に『女性⑪た高品デ
ジア平和国民基屹J(以下、獨 民基鰊』)を
設置t民間がら募金を集めで被害者はI『償懸ヽ
ぬ』を支縮する事業ЪI政府資発による医療掴

祉支援事業などを開始しと。bかし、『国民
菫量』は国甲藁任費剰理すうちのとして被曽
者⑮多くは受け取りを拒否した:

をに黒層な不肛乞鼈
計 19枠薄S画 本の識判所でお葛それれた息1動8

年、そ峨・ュコで話|る間釜裁割口下巫玲 判決

は、横害鮮明ちかになった後も国節邑措置をと

幅なかるた印は立綾不作施であるとしてξ■

,部損害賠償.を調めた。こ⑮判決をきるか1ナに、

国会でも補償立法がR柳 組まれるようにお

・袂隧財繹鰊雉燎‐
‐た闘チる法彙]を共同提案し:自 画面提出L
廃案を繰 り返した。一方、2010鐸 3月 に満繭

曇Fギ味マ憑鰤盪必‐謂饒寵
よる救済手段は尽きでしまった。 _
。国際社会脳解擁を侵押し        :

日本政府は、『慰輩場』t闊円に開す尋,法蜘
責任はすがで経了していLと調明した力書::場
の主には国際社会書は認められでい場い音

199⑩ 年には「女性に対する暴力、そ⑮凛肉|と

結果に聞す曇特卿骰守着』1中輩;ァ露尋軍尋が、
10醜 早にlま『武力競争下口組織的強カコん、性
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奴隷嗣および奴隷ylj類倒慣行に関する特刷

報告者』のマクトゥこプルが、口違人権委員

会で「慰安婦」問題をケース累タディでと鴨

あげて日本政府⑪法的責任を楷摘した。また

日本が 1932年に批准していた 1回29号条約

(強制対慟条約)に関して、I闘 条約勧告適

用専F¶家委員会は、lm6年ょ降、F慰安婦』

制度は条約違反だもたとして繰 り返 し両見

を発表 bている。

魃⑫17弊にはち外国識会写『慰安婦』問題⑮

解決を追る機議を数力と採択 した。米国下院

における「懃安婦』謝罪快議は、2001年以降、

繰柳返し提出されてきたち⑮だつたが、20□6

午⑮中間選挙で民主党が多数となるたこと七
『炒安婦』被書者が誘会回公聴会でな書した、

こと、安舗離雨濡艶璽大日の 町自制に行はなかつ

た」発書などが通い風となって 7月 3⑩ 国に

可決された。また同じ頃、国は人権剛鰤⑪国

際アムネスティなど⑮働者が |す をきつかけ

に、11月 かじ 12月 にかけてオランダ下は、

カナダ下院、印議会が同本政府に謝罪で補償

等の措置を求め慟洗議を数々と槻浙撻した。こ

れ亀窮尋国の議会決謡に呼慮して、回000年
lQ月 にば韓国議会ざ、11月 には台湾の上法

院もそれぞれ『融資婦』幾議を採択している。

日本融琶捌P性 した人権条約⑪暦笏〒状況を審

鰤する国連⑩委員会においても、踏み込んだ

最終見解が続いている⑬女性差鳳U撤廃委員会、

社会権規絢委員会、措闘禁上恣員会、自由権

規絢委員会など主要条約委員銅 菫『懃安婦J

問題 |を僻設しない日本⑪条絢履行は不十分

だとして最終所見を公表した。と咽わは 2⑩配

年⑪自由権規絢な量4⑪所見|ま、怯的責任⑩

受諾、尊厳を国復するような方法でぬ謝m、

加害者訴追、補償のための上法・行政上⑩措

置、教育、および否定発言⑩厘駁とN裁とい

つた、「慰安婦』被害者⑩尊厳回復に必要な

措置がにり込まれた具体的漁Lコ包括的なも

峨だった。

地方議会がし口|つきあげ

国際社会印声が高まるなが、まつたく応答

しない日本政府に対して、日本国内⑩市議会

が F意見書』としヽラ形で声を島ぱ始めだ。先

鞭なつけたのは主壌市識会で、2008年 3月
26自 、日本は府に対して『慰安婦』問題に調

実に対応するよう求める意見書を全会一致
で可快 した。それ以は、地方議会 |ごおける意

見書可決および決1議採択は、37を数える

(2⑩12集 1月 現在》6こ めような靱きを受け

で鶴28蜘 年
~3月

以降竜オ≧ストラフアや韓国

の地方議ちでも「M安婦」問題□解投を求心

る決議が採択された。韓国ではすでに %の
地1方議会決議がわが咽 (2012拝 1月 現在l、

。

富∫|1市 |ま、姉妹都市でめる国山市とり‖1崎市に
『慰安婦』意見書を採択するよう呼び瀞け、

国幽市|ま このような性押しもおもで洗議を

採択した。

縦争下⑪性暴力を提納するために
「M安婦』問題の支援運動油琶ゝ 戦機構償の

枠組挙を超えて大きく女性運動□諷題とし

て国内外に広がった背景にはゝ紛争下⑩性荼

力写依然として続いているという規臭がお

る。『戦争に強かんはつきも暉』として紛争

後もれ!者力電裁浦Lれず、責任⑮ある国家が被

害者べの階償責任をとつてこなかoた平処

匈と責任靱避□負⑩連鎖があることに女性

たtはれかついた⑪だ6こ 口負⑪連鎖を断ち

切るきつかけを嘔くつた⑪が、『懃女婦』と

呼ばれた日本軍性奴織制の被害者⑮勇氣ぬ

る告発だつた。

被害から 50年経嘔たとしても、事実を調

め、謝デ 6補償等⑪被害回復措置が可踪でお

るという前ulJをつくる、そ⑮ことが今、日本
の利たちに求められている。一方、実現でき

趣ければt被害者が 20年間つても正数は実i

渕されなかつたとい う蜃しき前rljを 世界史

に残すことになる。尊厳ぬ国復を求めて闘つ

てきた被害女性⑮多くはこの他を出明、残さ

れた時間は極めて少ない。2□11年ぬ鑢界が

ら口呼び油ゝけにこたえ、彼害脊醐1人でも多

くご存命□うちは、解撫||こ向けた一歩を日本

政府に踏準曰させる藉動1と、脇らためてピ参

れいただきたい。
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0惟集:  鱚 □いま智 雪氷曜デモ"参加報蕎

mll年二通の年には、あ⑮3月 11固 と固じ

ほど強く心にれま
:な
け机ばならない日付かもう

二つねる。12月 14固 、従畢鰤安mと された韓

国⑮女性達によるソウル・日本大使館前でのよ

躍デ活が、1曲2年口開始から数えて 1岬懸回目

を迎録した。同じ通の日、日本でもそれに噸応、1

酷務省な人間の鎖で包日しようというアクショ

ンが企画され、Nな ど主催者のぬ換をよ発に、

1開0人近くの参加音を得て、兄事 !太いな油言つ

ながつた⑪だと

相変わ巳ず為政者も、マス・メディアもほと

んど聰過したこの出来事、しかし、その能反氣

懸明も長旱限界と思われるまで、朝国側口、そ

しで世界の自liVし さを増眸てしヽ3。 4日緩⑪

血曰11時手頃、集合瑕胴⑮度比藉佳園霞P5に

到着すると、『人間⑩鎖日i諦画を阻上しようとす

る右翼油Sすでにそ⑩付近を、日の力を靡か辻で

占領 b、 ポリ三峰ムをおぼたマイクで暑力的に

「左翼』批判を展開していたO数日煎「人間の

舅』主催団悴の波辺美奈さん威]「首翼は私たち

よ聯ずっと性能の農bヽマイクをもつている』と

言つていた1正義⑮声を潤す)歴史の真予費雪す1

だっ亀

外轟覺瘍鎖で繋ざました !    ■ ■|‐  |
国茸青業大単名番魏援捌端

幽な:ど⑩浙 円、塵隋蝙%増制薇Lよ尤♂賠[

も増えるほか鵠な画亀 1身を押■で名乗鞍:幽鷲

l ばなしなかつたわら―ゅる人種澤刷¬Å鮨囃書の

,難問lこち絶ず骨卿輩婦闘田ぬ苛珈さは、女性霊
‐
アジア華性薗身体世しヽラt逼□勢に回轟重目に

,こそやすると私はID。    1  11
鋤0人以上を動にしたI特会系極右中えばつな
卜勒 罵饂飩拠ぬなか、私は回吻警顆 l蜃む

lし飾めて週ぎ去る著い女性Ъ嘴麟閾「なんでも働

解決済箪し串なぃ』とねし込んでくるアン亀や
ん鶴鎖に入けたそうなめに踏ん切れない中年女

:

性 P・
6い愚bbろな反応繭雹あつた。少なくとも利 国1‐

■底 ジランス曽学時代から親友となら湛韓画|

人ヴィジ尋アルeァ〒テイヌトにもこj回膠麹閻胚:

・ER麟×  脩鯰l

石国 彙鮭子

伸之続けt12時辺ぎには葉がつなヵまる亀 :発甲

蛉 虫  ¨  必
ゴ

い、|二人で鮭嚇萎報分⑭外務省へ向かつ亀 1耳 |

間を起点にbて外務省を固輸人間の鎖力鼠形成さ

れつつある。私たちはそ⑮鎖に沿って人口足り

なそうな外務省⑮建祓⑮裏肉までよいて、側口 ,p

仲間に入つた。外鵞省金怖を日級には団9人鍮Ё
i

必要でЪ事前田情報では十分参加者力嘆 まるか

どうかが危ぶまれていた。しかしその後も側は

骨甲頃ヽ 正F5付Iでは1県を薩製しよラ‐準す1

る右翼とそれを阻止|しようとする●M者との間
‐

|で朧しし¶翻趾絣脚席げられてい誕というよ軍
・ R鶉卍襦睾蝠鞣賦鶉炒 :

亀蹴纏 器汽  祓屹:

γtt Tlも苦
:

L.濾デ讐   薇 :
|プ

テル■ドを朧 して翔 伸 きだろに|::彿
=

: -6-
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0脱厚発世界会議 ～ふくbま⑩女性に開く

福島魯悠う若い女性ログループーM曲山は駆』鵜表 鎌固千瑛実さんに開く

瑕閂発鑢摯宦渕}囲01回 {r墨 91轟 於ガ《シプ舗コ欄醍)かい

脱原発世界会議⑮『ふくしま田部mと い

うプログラム画中で、鎌国千瑛実さんな国趣

グループがお、ゆЪ若い女性たちのグループを

発展させた創蜀鎌革などを調された。後日電話イ

ンタピューして話をうかがつた。鎌目さんは

震災後東京と福■を往案していたが、何かし

たいという気持ちもあ明、故聯 について無

知だつた自分に腹立たしさをはじたというも

1月 から福品に属柳、現在は復興関連⑪ 麒0

中間支援組織で働いている。

(ま とめ ゆめまえ知子 0事務周)

☆   ☆   歯

福島で若い女性はどう生きる中か

きっかけはネくしま会議 2011(昨年 11月

11日 開催・主膿 :福鱚⑮入ひと》峨中の若も

の会議の中で、若い女性たちログループがあ

り交流面機会曲置あつたことです。温は南相馬

市峨出身ですが、そのRは東京の円⑬細織⑮

申に居た口で、橋%に生きる国泄代の (鎌日

さん|ま 20代)女性に合う機会がなく、それ

ぞれがどう考えているのか、そ⑭女性たち⑪

リアルな声が聴きたかつたのです。選雛する

ことを決めたという人や、故射能が自分にど

ういう影響があるのか不安だという人申、私

は大丈夫、出配しない、という女性節電いまb
た。しかし実際は、これ幅を本音で立連とも

話せる機会がという状況です。青鵞鰤E違 う一

価値観の違いか表面イヒする口でしゃべられ

なくなつていますが、意見の違いをお互いに

認め合い、想い合うことかS必要ではないでし

ょっ力ゝ

身近なオープンに話せる場づくり

『熙aOtt h心齢t』 □集まり

かつうに集まればガールズトこクに花咲

くが、放射能のことはハードル洒E高い●で、

身近に話せろ場鰤琶ばしいという過とで、次国

は女子会をしようということになりました。

女子会に集ま,つ た4人を中Jいに

'近
な企両を

はました。ピラテイス (ボディフークの二種》

をしている中闘にリー ドしてもらい、わらだ

な単純に動かして楽しみながら考え方を搬

めて■)けた幅と思いました。そこで、『 peaGh

heaFt2と いう任意団体を立ち上げまし縫◎

放射能の問題はあるけれど、いずれにしても

自分なり⑪『自分らしい坐き方」を考えるき

つかけに膨たいと思つた口です。1月 21日 に

第 1回 胞Ⅷ瓢宝fttuポールメgafeJと いうイ
ベントを開艦しましたが、企画側も含め 11

人集まりま。した。参加者は、まきにこ机油為ら

の『自分ししい生き方Jを考えたい、大学盤

が中Jいでした。アンケマ トを取ゆましたが、

社会入⑮先輩に語を聞いて参考になつたと

か、就満申とか、これからどう生きる⑮か考

えるとか、橋mを出よぅと思ぅのか出て行か

ないロカコ、将来は出て行こうと思う人もいる

し、自分を岬に決めていこうという姿り まぬ

りました。

見えてこない事実を知つてほしい

私たちはLれから妊端になる冒能性⑮ぬ

る世代ですが、.覆閻太lまその世代を守る体制浦Ё

あ柳ません (18歳未満⑮内部被ぼくの検査は

最ぷ行 うが、19歳以上は被査義務鐵書なく有

攀陽。こうした見えて通ない事実があること

をもつと知つてもらいたい b、 そめ思いをプ・
ログやフェイスプックを通 bて発信 していヽ

く予定です。墨要,な情靱発信‐と共に、今後は

陽に乗幅れない全国⑩若卜ヽ女性た場とも交

流できる機会をつくつていきたいと思つて

います.

『脚邑飢 heart』 プログ

http://日皿ebloo jP/peaGnheaFtgirls/

―T―



O・      き課題

★は醸翻こ

国連女性差馴撒廃蓼員会油地帥鐸 に日本政向に

対してt部落女性をはこめ、マイノリティ女性口

実態掴握(統計、収集》を鶉こない軸告するよう

%を 固しました。し力葛し、日本硼嗣競ぶこ口勧

告も履行bないという状拠口なか、自分たちのカ

で調査をおこなし%を 明らかにするために、

聞鰤年口第5Q回全国黄性集盗隧封献了動でアンケ

ート調査を実施しましな その後、在ロコリアン

女性ニアイヌ無 ちもアンケ〒卜憮 を調こな

い、・酵昔口    をもとに、日[申幽時にマイプリ

ティ女性⑪実極を調え、鋼簾⑮売襄宇口をおげて

回調査を要望してきましたが、いまだに実施され

ていませ亀

☆各地でアンケ墓卜調査を

鳥取全量で霙施L力蝙5芦ンケニト調査を蜃 叩

に、     R知 楔巡Ъ奈良褻邁、    Ъ

大魃廂連ξ兵庫県避の女性部も自J意、二実したア

ンケート調査に取駒組み、        鰊

されました。

昨年12月 には、アンケート調置を襄施したこ口

6府県●アンケート調に帰告会を開催しtアンケ

ート調査か聰みる割落女性の実馘l匈 てヽ、日府

県⑩調査項目で共にする設囮炸 ―ターを集絢し

た抜鼈版を作成bま Lた。.

瑚 躙 曲

'鰤

隋 釉 帥 つして
'□
腑蟷⑩アンケ〒卜⑩裏褥期間と園揉者人数

は、増重〒[瓢麟暮1月/11鰤人、IR蜘]=』Ⅲポ響1月
・
二詳ヨン砲帥人、奈良きml駆予珊～10月 /19圏人、

東都=mlo需 11月 彎コ011蜘月/15押人、大阪=
2刷鱚靭

P月 式 n/131供、兵庫皇2□脚弔鯛刊珊

/5351人でた また、国響餡⑩」珊酬ま、朝蒻代か

ア‐ 卜調匿に見る      と認顕‐

―愧 04頷目0珈R01豊賭0封躊端レ

輔 蝠 囮 蝙 愧 財 鰤 絣 1繭 融

し1硼歳代が蠅醸艶醸卜くbヽますじ    :
設問l型00國爵1月 に島瞼窒まで実鮨|したアンケ

ート調査項目ぬうち、国〆冬域・:厠洒麒疵こ①〆

軋曙・爵熙瀧醐〇   、口痢鱚書0:撻臨 □

/教背・識饉ゝ⑤∠周置 囲〆職鰈繭睾ml男女

冒       必絣Fo
たい頃日など費取り臨 ヽ創意 O工夫iして取り組 |

まれまbた。           i
特に埼玉はこぢ蝙由にりいての設間を加え、まぉ、

高齢イヒナ衝地域⑩中で今麒⑪助け合い■盾動にけけ

て、剣 レく陶 精 炒 噸 どヽ 舅 如Q岬嘩 熙 鱚

場者口生漏⑩見守りtrfmはなどに協ヵできる人

.が出れだけいも⑮か魯趣屋するため口魏費もおわ

せて実施していますじ埼玉硼特徴⑩轟りとしてЪ

部纏幽⑮男性:と結婚した蜀 眼 Xと胸鑑砒 3

人ぶ翼人鋼雹地区外部らきている女性であることが

らヽれかりまし起    _
地位のコミュ皇テイ意識と軋域瞼幡□項目をN

えたR難では、現在住ん塾 るヽ蠅 lこ対する愛着ξ

閻

酉 苺顧凩簿 hO
国 割ヽ落隕住者嘔コ尋ユニテイ意汁畔高くゝ し部碁‐

居住蕎口T8:1%蔵澤F地域に帰つてくるとポンとす

るJと固磐していま丸        | =
奈良0人鱚・京都では、i子ども⑪性囲によ罰踪

目で、
:ど

黎 も 晴嚇強¶彪れ て

は女子⑩方繭:商 くゝ  F大学まm‐ にな感と、
:

男子峨力が巫くなつています意ま亀も世帯嘔入副

に準ると、男子□麒合は、どの収入層におしヽでも

「躙 誌 可 ⊂頸 鋏 軋 意iぬ轟 鰤S、 鋳 鍮 鮨

は帥師 円以下では「i裔陵薩でJ口割合円高く職つ

てい寵亀 経済的に激しくなる造、安手に進学期

…8-



待をかけな崚晰 がみ幅れました

大阪k京都では《就%におレヽて
‐
も昇女印差がみ

られまbi起 鋤 宰鴨輛醐恣囲氣

で男性と地域すると¬不費に続労⑩実鰊と低Ч坐

で動いている起とがわか抑ました。

鰤 bてぃる項目から見えてきた課題

実施された府礫tのか藩女性アンケ…卜調覺結

果が幅大きく4≪口課題がみえてきましに

1点目|&各種顆瞼洒度中黎暇怖』度など画職場

⑮労働礫境痺条件についてl襄 有結鼈暇⑮菫得な

況をみるとこMで きる』力趾蜃肇51。 7%、 奈艮

S2%、 東都胚。3%、 大阪団嘔7鴨、長庫饒.mと S'

割近くがとれますが「躙 ねるがほとんど睫えな

い」「もともと鰤 電ない』や 昨鰈靡暇⑮ことな

判働くときにtn円をされでぃなし可『もともとお

るカコどうかわ力Lらない』「無口答」と口等した人|ま、

4011近くいまた あ働者として自分がどんね権利

をもつているかを知るためは私たちは、働く確礼

や制度をもつと等習し、どんなあ』度鰤郡mできる

C聯畷禰ることて利嘔

2点目は、ど膠嚇『景においても、知識 、帥歳

代⑩高齢になつてむ働いている方がいま九 爾歳

以上で働ぃている人は、受知8人、奈良53人、京

都圏人、大阪鐸人、長庫 1曲 人口方詢到動いてい

ますし鐸量をも幅つている年化でも働いていもこ

とがわ力ゃりますLまた、公画鱚蛯に加入していな

し渕合1まも埼玉46°/。、愛知 11怖と満く。610歳戯

上で年姿を受け取つていな還鉤 も奈良で4:3鴨、

京都 3。 鋼 電大阪 3。 7鴨醜 =無口答口な力叫こは多

く     まいるのではないかと撻れこれ、今

後⑪塚口となつていま丸

3点国|ま、読み書きに不自i由 している人 いね

ゆる      魂 10歳踪でも「ひら力Eなカ

タカナならよある』は崇良で 1♂蝙 兵庫で|ままつ

たく読めない人薄S2人いますL躙智20減でも『ひ

らかなカタカチない詭める」は薦都・兵庫で1人

亀ヽヽ螂 ど曲嘲代にも Fま つた‐
く説めないと』

国答bている人がいますしまたちどの時mでも年

代がわかるにつれて『ひらがなカタカナなら読め

る』や『まったく調めなし電 と回答する人が多く

なつていまち    1
書くことについでも、10M性で Fひ幅がなカタ

カナな幅書|する」油塁、大阪1人、奈良で2人いま

九 「まわたく書はなbJが 00歳代で京都 1ノに

期讚代でR庫 3人、開薗即隆嶋帥コらはどの購%に

もしヽま九

日刺こおいて義務教わめ未馘了者は、量明夜囮

申笏薗瑕はFによると1瓢妍1融聯Ъるこ俳齢卜され

ていますか、日li襴勿馴痙日本田眈宰率は鑢:8%熾

性卿ご
・
吻電[渕199。 鋤 と言つてい対 。しかし、

鱚 こはたリル証鸞mで捗了壼尤●さ設 lナら用

み書きに率曹画をしている人が多くしヽますL非識

字⑪問題は、救脊奪社会⑪馴性であ通にも力哺わ

らず、有効な対策がと臨れていないのぶ硼状覗

4点目はЪ珊在も差別事件l嚇 していま・先 特

に、記■でl調撤鰈鋼     を3割以上の人

がしてい憾妾れ また、就醐差鼎Щ醸件や最近で1ま土

鋤叢馴調査事件、インタ■爺ット上での差飩警き

な    剛恥を他ちませ

れ

現実に、差別や人権侵ヅに苦しんでいる人たら'

都数多くい尋という襄靡があ尋な理)で、「人権侵
|

害救済法』制定回N口|よ重要な取咽組み亀

こ⑪ように電府県で実施された調査結果油乳喝見

えてきた特徴的な実胚や鍼題を固や臼浩体に謝え、

また、浙 ⑮男性に対しても慟き力到ナ、部落差

Eljをはじめぬしゆる差吻⑩撤座をめざま取り組み

をすすめていくことが改ぬも机ていますLすべて

回人詩嚇 いして暮けま 鶉互い費用 呻 り、R鱗

するヽ 持ちを実わず、男女平等社会画は立に撥け

で、す銀 ④女性たもとの運帯・機働婢取聯細轟

をさしに弼にしていきたいとけ ま`九
:                                 は )

可9-



0 新毎のご挨拶l

北京 JAG共同鵜表 11滴瀧瞳‐子

2011年 3月 11国 から高ぐ1周年を迎えます。地震Ъ津泣1凛子力事故とし電``ラ巨大な天藁と

人鍵□『衝攣』を受けた私たちはt日 本⑪嶼治構遭と
|:画

島品意識情撞かtu後 66年を経モ亀

なお変イヒ⑪ないことな凰い知らされました6それは、日本田無謀|か侵略戦争博多く⑩国膿ど個

の国の人々に国叩れれない犠牲を強いたにもかかわらず、日本はいまでに「戦争責任』をおい

まいにしています。そして0時は国民に対する親道七『勝利』事本ぬ冬ぬ二尋よ嵐着1流 し√批

判精神を鰊さえ、国民の意識を撮俳して'き た結果のヒロシマ、ナガサキでしたし   ‐

今回の「原発事故と放射龍緒染日本』を作り出した責任は、最略鏃争を正当iイLし、『綾保有

珈」をめぎして日本人口 f核アレルギー』を対し込めようと't米国の核⑮/呼純利用lと 時Ъう

原発推進者と組んだ向民ぬであ蜘:Ъ そ□政策を利潤追求と高度経済成‐長⑮性に据えた1電力会社

と『り用学者」た場にあるこIと は目を持ちません。この場合も『故射能と人間は絶対に業在で
。きなぃ』危険な物質で疑ることをも学校教育や危機管理体制抜きの『安』じ神話』で国民⑩意識

な操作し、憮知、長防備0ま まで散射能機爆口となつた展管と1責任は不間に代されたままです患

1月 24日野国首相⑪ 2⑩ l回 年施政方針演説を聞き、余りに礁罪の価値絣 むら:一歩ち出てお

らず、今、政治の根本をどう極.め る馨さかについて、問題意識の片鱗も存在1叫iな しЪことに驚き

ました。被災者ヘロ賠償、補償もっ異●地中復旧、復興憮遅々として選まずt結濁白̀己責任に

追い込まれる人々、政府の費金発表で上攘婿斃⑮上で遊ぶ子ども。1月 になつてっ掘島県呻‐t
シウム降下量 30倍が発覚、指染砕石甲問題など。食品壻築やЪ春に流れ出す雪解け甲本嘩〕
メ11や海、さらに生態系の精発を拡大するに違bち はない●に国首相は国民⑪不オ|こ は目者向ttず、

再生土キルギニ
争1輌拠について写暴俸申獅方針を言正しませ応曽bた◎

・
強調bた⑮薩消費税

の増税と F新成長戦略J⑮実行を加速させるため、原発⑮寿命を馨o年かい:□
□1年にして、1再諄

働への容認と「原子力の安全行政ぬ確±Jで bた。そしてもよ泄代にツケを廻してはい1ナ ない

と一.

2慟 12年の課題、発れは次⑮世代の生存権をも奪う閂子力端境や経済む脱してЪ人間ぬi倫理を

越本に据えた改港と社会に創崚変えることだと日います:首相は F日 本田再生口担い手
~た

る女

性が、社会の申でさ幅に輝いてほしいぬです」と何⑭裏付けも:な く呼がかけていますが、私た

ちは単なる実辞麗向に取叩込まれることなく、民主主義0主体者としても回□12号
中嘩宇甲

‐
言い○

を再確認
‐
しようではあ駿ませんか。

北京 JAC共同代表1船橋邦季

新しい年も明け、旱や立春。blj年にない害さ口ためか、心筋使塞でね亡くなUになる商齢者

浦塩 増していると問
1き

ました。優頌住まいわ方力⑩防寒対策は大文夫なぬだろうか6こぬ巖
:し

い害さとめたたかい口日々 、と駒わは、1収措⑩品とおし、明日⑮見えない檀島ぬ人々や源発事

哉を考えると幸く、該しく、や柳きれな懸竜鳳いと、感りi力罵こ導上げできますLまた私も、悲J
トスがチトといわれる予葉県東喜地域で2絣 1ゝ1月 に生まれた孫と

1と
もに不安を日をな遥もて

います.                                 ∫

らはや、原発問題に熱関‖時ではい隠れなくなり、書店に並暮原発関連ぬ文献を読み撫■た 1

年でbた。そ⑪うち数冊を紹介すると、有扁哲夫『凛発 0ニカ OEIA2,山本轟隆:「福幽⑩

蜃発事故をめぐつて』、姉 宗久『福品に生き鶴』:L藤一筆 膊 在的榛保有と戦後国家―プク

シマ鋤なからぬ織括』などです。原子力平hrll用 □にで始まった厚発政策、そ⑮国際的背景、

―
Ю

―



推進勢力の政治経済構造、故射能というも⑮の正体こ科学技術幻想の強起んなど いずれ⑮本

も、衝撃的で学が考えさせられました。また自分が、こ⑪分%にいかに無知かを紹識し、そ⑮

意味では一歩前進です。それにしても女性め視点、フェミニズムの現点で描瀞れたものは少な
°

くЪ綿貫ネL子 さんらによる書作を、今年は丁寧に力みЪ学習する機会を地京」ACで、もつこ

と濠言できれはと考えています。

しかし、福身では事態⑩解決どころが:事故憶継続しているにもかからず、原発輸出や隠発

再稼働や、マスコミもまた世論操作をしている的には黒れるほか蜘です。

2月 には、東日本大震提復興対策本部か復興庁としてスタ宇 卜します。椒興はこ新しい生活
へのスター トですが、彼奥の基本方針、基本計画にIよ厩発被災麒 E射程に入ってはいないこと

や彼興予算ぬ大半が轟に整備というハード対策で、特区構想に風間金業参入という新自由主義

政策⑮推進ばかりが日立つことに大きな危張を抱いています。

構造改革の名のもとに推進されてし
・ヽ
輸新自由主義政院に対置し、脱原発を含めたオルタナテ

ィプな社会へ的展望を見出していくためにも私たち⑭間で⑪十分な議論鱗まめられていると

うに思います。そのために議員コ■カスЪ地域コーカスの連携の強化を目標にbたいと凰いま

す。どうか本年もよろしくお願いします。

0ら ,・・・・ "・・
●●●●●●0● ●●Ce● ●●●●o● ●̈ ●●0● ●〇●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●"●

●●●●●●●●0● ●●●●●●C● ●̈ ●●●ご.....● ●●●0● ●●●●●
“
●●●●●●●0中 ●●●●●●●●●●●●●●●●●

"●
0● ●●●●●‐

―迫記一   『男女共胴参画と興書 □復曇』_に関する「政府説明会につしヽて

1月 26日 、上記の説明金が 載ゝ両国酪大学紀尾井町キャンバスで開催されキ◎窯雌者は男女

共同参画と災害・復興ネットワーク。昨年 F災害 c復興と男女共同参函』届011シ ンポジウム

実行委員会が、名称を改め、搬続 bで政策提言を続けている。代表は堂本暁手さん、事務同長

はMひろ子さん。優期間齢者ぬお二人口昇女共向拶画政策推進へ⑪熱意と行動ヵ、決しであき

らめない粘り強さに散服しつつ、瞭祭 1年間作業チーム⑩一員として活動に参加してきた。7

国にわたる首相への要に口結果、値嚇 法l・ l・i女性、子ども、障害者などを含めた多様な意

見が反映されること、復曇への提言には男女非同参祠⑩視点を忘れてはならない、塵本方針に

は、男女共同参回の視慮から、復興⑮わらゆる場・組織に、女性の参画を促進す輸などが明記

された。

◎鳳鰹獣樽議導鳳LI圧馨馨猷言警屹響畠ポ暑電F嘗噂爆い
されな

)｀
。
1体苧成果「得:下いく準

今回の震災における男女共同0画同峨取組串は、は神大震災や中越地震の経験をふまえ女性

⑮悩み相談や外力相談、ア ドダイザー派遣など大きく前進 bた と思う。当日は内閣府男女共同

参円周審議官、武メII恵子さん賠 |よ じめ、内曰府防災対策検討室次長、復興対策本部,事官、勇

女共同参両班の方から説明がなされた。防鑓計画においで昇女共同

'両
に関する改正で明記さ

れた峨は、数か所⑪『女性へ⑮配慮』であり、女性は防災⑪主怖として位置付け幅れていない。

ま起復旧の現状と優興へ⑩取り組みで|ま、彼製地ぬ 43市町村の 9511を超える41市町村浦ま便興

計画を今年度中に策定予定というこ,と 。国杢省職員を申5に国の職員が各市町村に出向き≪複

興計画素定を技愉的に支援しているという。なぜ国交省なのか:道鯰づくりをlよ じめ、ハー ド

の優興ではなく、人間復動を主とす濁ためには1昇女共同参画⑪視点は不可欠だ。男女共同萎

画への規点⑪全くと言つていいほど入如 bた現政権を靱かしていくために|ま男女共同参画局

と協慟しなか幅、私亀ち女性が竜學まで以上の持続した粘 り強い活動浦S続けていくこと以外道

はない通とを鰊めて強く認識 bた。

二
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☆2月世譜人会

2月 16日 嗣帥F櫻 6膿与陰酌Ъら嘲D訂闊

事務所で開催を予定していま九



ピイアプ隷ガルプ中夕

〒姦肋―  脚ば
顆 帥 曲 はli打 %蹄 曝 囲 jtt me

第 1醜 号

帥12年 3月 1日縮

□ ネパァルの女性グルァプに上る
マイクロ彎プデイナンス⑮猪動についヽて 一すに

アジア④最貧国の一つ、ネパァル女性たち●生き,3飩状ヤ希望饂課題について、貧固綴

ら口脱出や女性⑮自由 e自l主甲薫緩ξして今¬昨目されている、女性譲旨 プによ面マイ

クロ・プァイナンス刺ヽ向金融》面活動を中Jしに、金員⑮青木予賀子さんに部昔を相順書ヽ
しました。

:□お机わら一年、アクンマ|よ今 41

15

福島曰 事故は人々の塾酒などう変えてしまもたいか、今何鐵澤起きて鰤るのカミ人寿

何を厖う⑮力、圧鷹発運動に長く蘭おり、事彰後も経瞳管前にテントをはり、
きをり‐ドしてきた FM■いしない檀島⑪おんなたちJ⑩黒田節子さん□勒告乱

:□
i災害 こ優mと男女共同参画―動向と課題

靱 ⑪復興八率法⑩施行に伴お)、 復             足電刷 には F

興基本方針』鋤電搬定しЪずで1硼3司調楊軸    驚策定しました。こ⑮昌月にはM
もスタート。順調に進んでいるか∝ように見える復曇政策甲本質的む問題は耐漁亀船蘊馴
子さん⑩報告覗

ロ コオ+2oに抑に ぬ女性関連口動き―■―一一一―下~日
開発会議 《地球サミツト》漁二ら躙年を理える今年⑩月、再がプラジル、リ

ジキ幕才口で 咽濶臨飩瀧な蝠 隕 袢
:《 リオ+2⑩ )』 蘭珊 講れ ま九 剣鍮鰺 ではどん

な醸 力菫あるの力ヽ 日琲に馴敵⑪躙 守 リオ+量 :③
国産魃懃静委員燿翡剰風輻 国由起子さ

んによる報告で九

□ “マドモワゼノピ 勘]鞘た面―一一――――一二――___11
界は米閻琲婚を聞わデムシシ鼻―なのに、女はマダムとマドモア亀‖で区別するという

プランス馴に鶉けるh飢的慣習がいよいよ終焉を迎えようとしています高層囲臭仁子に

る2月 21日付けル曇ンド紙綱裁譴字の要絢醜

□震藁真援忙諷告 0お知
・
わせ・イベントロゴ案内 ≧―皐二‐12



女性の費国と自靱

世界⑪草□根でコミュニテゴをR盤とレた

寺イタ台プァ守ナシス 醜祠 :画醸唖唾珈開:

‐押回凸融)が 費ゝ国緩和1女性の自童支援園
:

ため臨呵副装とし≪墟軸襲っている。ここでは、

贔貧国の一つに挙げられている南アジアロネ

ぷ畠ルにぉける剛

『

⑮活用実憩:汁面、馴育、

保健 曰衛生 慣ゝ習などの強活実麒も含めてt

i剛4年か幅行つているティールドプマク⑬調

醐 より報舗 るL

藝力:守スト制度下のメリット女性

:ヒマテヤに位置するネパ■ルはЪ国民⑩約8
:割がヒンドゥ疇教徒であり、ヽ就労九回⑩約・ `

艇脇が良業に依存じている国:しかしЪ社会に

根麒く残るカースト封度(10曲 年、怯で廃■)

量いう社会⑩階ロシステムに基づく社会規範

響電『や嵐法靱 口礼性醜視ぬ閾想 (m性口勢

等性や不浄性を鰤く)Ъ そして家父長制が、今

懸お生幡文fLあ中iこ息づぃて協ヽ葛: 'デ

ー Fプリット帥』施:抑圧され端 ⑪薗 』は、

1不可Л由民としてカースト制度⑮贔勿 l晏厚キ :

拠た機差別集団でぁら力電、政治 経ゝ済も富節議ti

l医療等□蘭で厳しい状れに置鵜れてきたきな
|

がでも女性に、プリツトであ趾ことと女性で
i

あることのゆえに優合差鳳Uを横つてこ人囮⑩

曇本的な権利や、国痺社会か幅毯手に撫われ

蜀権利も得られないできた。

11こ口ような状況⑪中で、プリット女性縫ち

は自しの手で、費国か幅虚す蜀手掛かりを得

ようと参加型ぬ開発⑮担レЪ手ととり、MFの
M費 始めている□  ‐

甲.Tず 夕Iマ イドアず[tr舜 .1叩ヮ〕̀集1等 :,

途上国め賓団層を赫象にした小向融資につ

°
ネづ〒ル⑪女性グループに上る

マイクロフアイ:ナンス0活動について
・
:ll

可:藁言懃鼻曰亦麒鰈魃ち
)1鵬使用途れてきた輌宝Ъ最近番は

1顆剰蒻闊平了餞‐1

mが回しれも:珀、国鼈激という意味で釧下が■:

艘的に使ねれるようになつてきた。   -1

‐閂ふ猛   ‐‐〇
駆けとされ、1酬囲祭ムハマ ド由ユヌ冗氏師ヨ自|

人口連帯責任制を。こりt毎週の小額返済によ|

鰤卍凸隆颯昴曇廂駐詈靱雛
`

や自己責任お慈識が|つになる』柴強調する。|

借場手は 酬院が女性でありもな滴率渕
′
田智:

帥%を高い。A骨マドTユヌ曳にはもこの町
1績

袂曲⊃嘔れてtl mmi午 通 月にタニ訛 |

和賞を受賞しているL=「          :

又浴ξ顆野Ыン巡辟木識星:
用 0を申J際に運用されており、地域にあっ亀[

%を行っている。

0皐パ■ルp女性グループlこ ょるマギ婢|

1ロ ファイナンス
:     ‐     f

矛 蜃

渕上下兌【蜃響虚戦∫
桑q、

.醸密:レト爵パi醒纂饉p暴雪等挿仄案撃聯
梢するためにゝそれ確蝸ログルこプで毎月少

一目―



額のお金を出し合い、集盗し亀鵜金をプ守ル

して病気や天藁等不慮⑩異鮮時中邊婚葬祭ち

出稼ぎに必要なお金、子どもの教育費として、

多目的に適用している。

グループ人数に関しでは、帥 人前後が多く、

グループロ結成年数については、国智理年とい

うところが閻 的に多かつた志lヶ月当た
.リ

ロ

集盆類では、5～ 1,OQ由 ルピー (1ルピユ=約
1。 2曇 円、日側9平の調則 とグループにより

大きな罰

'あ

るが1回⑩～馳 ルピーが最も多か

った。連済利予額にりいては、
11ケ

月当たり

100ルピーに識して露ルピーと′いうところが

多かつた。

・MP ⑪幡動を通して、外出が自由にできな

かつた女性たちにとつて適期的に集まること

自体に意義があり、それぬれのN導や問題を

話し合つ情報鶉 ⑪場とイヒしていることも成

功⑮要因となつておlる。同己主はや意思決定

ができるようになり、自信と尊厳を獲得しつ

つあると言つて力ヽる嵩このようなメンパー同

士⑮横⑪口ながゆが、農村での人間関係を豊

かにし、男蟷 で醐b》立場に追い込まれや

すい女性を精神的、経済的にも支えも女性⑪

家庭や地域⑮地位向上と自車⑩支援にも大き

く貢激し、エンパワーメントヘの原動力とも

なつてきたといえる.

ソ〒シャル・キャピタル瞑眈Soci日 l Gttitttl、

社会関係費刺 は、人々□脇調行mをほ発に

することによつて、社会⑪翔率性を高ぬるこ

とのできる、日熙調鵬詢 刷辣冒釉コ「ネットワーク』

といつた社会組織⑪特徴をもつ。東日本人震

災口さい、人々|ま互しヽに譲駿合い、整然と行

動し、日本という国ぬ社会開係資本の厚みを

世鼻にかした、と稲葉氏1が鰤べているように、

こ⑮ような絆や互酬性のN範を S口 という志

嘲葉陽二著、『 ソーシャル 0キャピグル入門

Mか し常鰈輻、中山新書213日、珈11年

田 はЪ歴餡的 0文ギ脇的な館 を反映した鮨

的立脈を持つコミュニティによつて育まれる、

とも連ぷておりtネパール⑮順 活動に導6カ

ース トを越えてのグループ縮成や近所づきあ

い口あり方⑪構築も%とみなされる。 1・

日労働Ъ職業にもいモ

職業カーストといわれるように多くロカこ

スト渤E固有⑩蹴業をもつているが、プリット

は、社会⑩底辺ぬ労働 (錢鍛胎電度をめし加

工、縫製t楽師、タラィロ眺燿屋、山絞柳、

屠殺業t売春等)を担っている。今では申国

やインドからぬ安価な製漏ぬ流入が一日とな

蜘、力■ストがえめる伝続的職業だけで重討

を立てて嚇ヽる人は少ない。バディ 0カースト

は売春を職■とするカーストであるが、子ど

もたち爵彗こぬ仕事を目|き継がないで生話をた

てられるように、教育支援⑪プロジェクトを

筆者は眸年 12月 に立ち上げた。

年 1回⑪収種だけでは家族⑮党程を自給で

きないため、村⑮男性は大手が,11月 ～3月 ⑮

農闊期に国内⑪都市部をはじめ、ギンド、マ

レーシア、カタールなど満外に出稼ぎに行くな

そ□闘、女性は農繁期:[こ
lよ男性とほぼ同底時

間農俳業lこ従事するほ部、家事労働0大手を
°

負担する。

①教育と識字率

識宇事についでは、ネパール平m58`躙、首

都カトマンドウやポカラロ観光mを有するヵ

スキ郡鰤言男女平均で蘭%前後ぬ値を示してい

るが、自岳、丘陵地帯ではほ態亀 また、すベ

ての地域で女性の設序率が昴性よ蜘低く、そ

の選狐N副

"は

23。 0ポイントにも上る6ジュム

ラ郡⑩女踪ぬ識字率は 16。 吼 という鸞くがき

低さと職つている。骨⑪理由は、日々 ⑭生活

に必要な求中マキ、家畜圏飼料運がは女性の

仕事と位置付けられており、観固数時間、従

歩で運搬b、 学校に行く時[『 頁右段lこ続く]
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索日本武震災 0津波 0福に原発事故ず周年

|   あ れ か ら‐ 鐸 、

日申の同意醗だけは春めぃてきたように

われから墓年経とうとしている滑Eゝ 近頃の

日羞しを見るとおぬ爆発⑮翌日:《ユ寧ロトにホ‐

を求めて朝から最蛇ぬ期に並んだ逼と、1倍ロ

日はひごく天範が良くて『きっと趣射能が続

れてきているんだろうな』と、く つき明とし

た着空を見なかしばんやつと立っていたこと

を早い口すLT恩議な褥 だつた。結扇、f聾
は借甲午後には緊急炒難き換術できたがЪ多

く印市民はど起からも本当ぬ情報を与えしれ

ずt動く逗とも出来ないままiS国 ⑩最大放射

織 を悔 している志    「

本当にたくさんQこ とがあつたし≪アクシ

守は今も混乱ぬ員中にlilbる。とでも発れ幅を

表現できるというち口ではな曝町が、島つ⑮側

面⑮そのまた一部を報告して纂たい電
:◎

□ ◎

女性支援で順設僅釉を訪間tる膿舒薄まわる

ため、避雛されてきでいる方寿口話をうかざ

ら起とがよくあるι集会室にいた若い女性二

人ぬ話…今最大の問題は学校のこと。村長は1

闊発事故で翻難した鋼内91開村では枷ぬで回

F帰村宜言」をした堕してЪ4月 漁Lら⑩学校

再開も決めたが不安越D村に戻らない人は各

国かつてllど うぞ、というやり方しヽ近隣晴基

った腑院も店も、何もなくなつたのに。役場

⑮近くだけ旗射線が低い力尋Ъ他は高い。:1自力i

では動lナない:亀 讐裁匡域赳外□町身で嘩『ど

う世間もなく村に蝙るんでしょ』とt就職も

うまくいかない・・:な どなどじこ⑮」[1内材はゝ

警戒匡域と計画囃避撃区戦に2分きれている。

庶野町も役螂機鑽ないわき市鐵・贖戻そう1と

している.町医⑮意向調査では日割がすギll

戻りたいと答えているが、置の人たらも安全

暉盤活でき骨歩

…

の除鼈が条件で.戻
'明

た。
くなしヽという人も相●数いる占除くはあまり

意味力黎ないぱ浄柳かt作業Rを被爆しt放射

能を拡散させるだけなのでかえって始末節塁悪

デタン守は今
黒国節子 (原発いらなしぬ鶴硼女た堪〉

いとい和れていも⑩だ働笏:.こ こでもゼ皐iコ ン

麗LM勒作つて儲1ナで 爆ゝ発iしてまた際築で

儲けるという磁盪み。大れな事想なの選が、

どの町も下見アンウ魂 :日 に見えな取勒紺
・

:

能はЪ本当に「爆弾よ堕コアイ』□ (←釜丞
スミコさん綸    1       1

これだけ個大羮害ξそれは子どもたち口世
｀
代・未廉に波るも⑩泥趣いうのに、今ここで

は陽須⇒
｀
「Mはれ福滸』⇒復興二雇用確保■

|

雹ことには、回線懸言暮ら剣れるlま ざぬ怒づ替

魃曙畳。            |
1・ 2・月の開 力損害膳遭紛争審萱会で自

‐
主l

避離者1残るているもめに自方向、早どもて士
目[畿林闘〉と妊婦1こ 40万円瀞電保障されるこ

造にならた。母⑪後j‐避鄭者には実ざ鱚障と´

なる。こ⑮ことは鴨かしtまたも重目的なぬ

域口分断をうんでしヽ6。 線量⑩差は輸7を分

け、観愧粒者中鞣近所の共同性を絶ち切づて

醸ま●た。,すでに違難些満で糀子麟下躊 t11虜|

たbでも補慣額に生る分隋 1これら口魏域理

伝続的な臭蝠体はももうけっbて発通駒には

再生できないだろう1高 プクシマ⑮議しみは起

こにもわる□ ‐

O日 ◇

3σ ll畢来、高橋暫哉書わ歳どが沖縄と,。′
揮曇言語つて、 岬犠晰印シス言曇』を筆え義
くてはいけないと、いつてい濁ギ、ほん量に号
螂 :蜘

:鵡 鼈軸は■t詐割|と ころ、ウアン

靱雪[P覺[暉闊褥繹1に‐
性による利益濶導と童壁沖減でゴリ押bすろ:

手回は、オキす口と同じ構図だЪ〆弱者甲犠牲 :

の鼻岬成り立つ暮らしやシ尋テ曇曜、印刻や.

:ぬ踵しかなし亀 そのだめに、アクシマ⑮見え

老い悲惨を伝えたいと思つている。

〇
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東日本大震災 6津濾|・ 桐島靱筍事故 l周年

災書 0復輿と男女共同参爬■動向11捩題

☆ Fコ ンクリートかL人へ』は何処ヘ

復興序が 四月 10日 にスタニ トbた。昨

年感月の援興基本法施行に伴う復興対策本

郊中現地対策本部の発足、7月 霧9日 には

F復興基本方針Jが決立し、すでに 圏昌市

町村が複興計四を兼寇し、年度向に被災地

48市町村ぬ 9811を超える市町村が篇定予

定だそうだ。

地方向浩体が『自らの値興プラン峨下に

進める馳域づく咽を支援し、値具を加速さ

せるJこ とを目的にЪ復聾邸副讃狡 1・ 兆 561回

億円が第 日費補正予算で搬まった。そ峨 9

割がえ略整備や土地区画整理事業、都市計

函など⑮パー ド事業に充でしれている.復
興交付量に手をあげた盆業によう展鍵ピジ

ネスが稼働 b、 全国がら仕事を求めてくる

人たちでt繁幸街が活況を墨し始めている

と聞いた。富城曝の優興計画は、新自由主

義政策そのもので鶴大企睾ヤ外資⑪参スを

推進している。櫨災地⑩O事者⑮方々の気

持ち、上幡や健康などを想 うだけで胸が締

め付けられ、憶りと怪物がこ雛ムげてく石◎

これでは順仲大震災⑪同じこと⑮繰り返

しで|まないか。あのとき、平学時には市民

⑮反対で完成しなかつた幹線道路がtただ

ちに完成した。最田区では、大躙 な開発、

都市イしで、そこに住んでいた人がいなくな

つた。A層的に整備された新えな国際都市

神戸⑪まらで、版域から椒興住■に移もて

行つた人た場口なかで、剣明しているだけ

でも絢 昌□D名にも工懸孤独死があつた。復

興は、被災者の生活再建よ騨、経済駆優先さ

れ、健康、福祉、R境など□視薦からゝ 被災

者に元隧り⑪生活を保障するものではなか

つた。端的にいえば人間復興ではな紳つた。

希国もまた、復興会識⑩メンバー安藤忠

浙 子 剰躊 [皿蠅 共同牝表)

雄が象徴するように、コンクリー トが優先

される復興計画であるよ復興会議をは磯め、

政節決超過程へぬ女性ぬ参画度⑮低きに対

して、̀昨年某、重本暁子さん、凛ひろ子さ

んた場と政府に基言晴動費鱚趙鶉鏡等薫ね
てきた。そ⑮結果、基本許画t基本方針に

以下⑮ような文書口明れなどいくつか⑮ぽ

屋は等られた。

基本計画にけ、茎瞼墓量≦典墓颯豊重筆

豊旦上蛙墓本方卦の基井的考え右⑩驚力`に
亘量L塁董韮回塞画璽視Iから二組興口虚

が入 蜘Ъここにも女性、子 ども、悲LiO、 高

すい鋼鷹整備に響ぬ局面趙Ъ女性曇悩墨捐

昆撻σD実施鴇_嘔誼興輻 漕謡、理虔劇幽対嵐冑本書謳げ》

役割として、事務摘に、復興過程に澱ける

曇女共同
=画

を維憔十雹1朧蜃密なll士 為山な

量

男女共同0国用はさらに、女性蜻悩準に

関しては、被災地にとざましず、全国に選

難されていう声夕を対象とする相談体れを

整備したいЪ紆興席には昴女斐国参圃班が

設けられたりするなど、ほ神大震災略に比

較すると前進とした点け亦価したい。

しかし、問題は、復興口理念の根本的問

いな獅しである。また被臭馳0事者が、主

体となつて議論に,加す鶴システムをつく

り、当事者の自己決庭を復奥の厚期にする

連とでわるL・ それなくして女性●参画⑮促

進がナすんだとしてもゝまた多様な意見を1

反映する最境整備力雹計Mや方針は明記され

てもち懺鼻当事者の里む復果にはならない。

政権爽代⑪際⑮民主党ロスローガン『コン

クリートかL人へ』はどこへ行もてしまつ
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た⑩か日昇性の、健常者⑪視慮でつくられ

てきた防災 0鎧興⑩基本的考え方に男女業

国参画の視点を試心1入れると'ど とは1‐ ど轟

えていたときに F男女共曰参画と災害 □復

興皐ットワーク』第 四国勉強会で、業晴ら

しい出会いをした。

「復曇基本法は憲法Jでお堕:憲法を見つ
'中直すJといコ揮摘]|、科は強われ、事情ぬ
J卜底わし元気浦ま出てくる思いがした。そう

現快に語るたのは日本弁護±会復興支援委

員会口弁護士津彙井にきなである。彼の話

からLン トを得て、今後印餡策促言に活が

していきたい。        :

輩人間復興□理倉軍摯雲畢非源別に男事典

国参画面視点を

洋畢井喜んは、翼青関連時ll■数多めるず、
バラン5チ で作系だもたものはない、という。

しかも翼害法制には [個人口尊厳』の言葉
は見しれない。糞害復興に必要不可欠⑪慮
は『個人口専厳」であり、新く見つけた回

鰤竃『憲法』.だつたξ『災害復果に溺ける様避

な障会幸難問を解くヵ幸は1感法にずニト
アップ自れてい雹数々の原理にわる』とい

われて納得した6

いいかえれば、災害復暴⑩難題費解く―共

通⑪カギは「一人ひとりぬ人間を大切にす

荀』という、R本抑人権甲専章であ蜀。そ
⑩≧:と を前提としで、以下⑪黎興ぬ直刷を
指摘されたご 1、 都市ではなく人間に油国

電tモ ノではなく、生活ぬ支援 日、そl10

増で⑪暮らしの尊重 4、 翼書弱者と格差
拡大善なくす 島、自ではなく、地域・市
民涵督主導、などである。そ⑮ためには異害
法制に F個人ぬ尊臓』ぬ視点を入れるべき
ことだとして、具体的改善として以下力貫指
摘された。              .

羹鵞癸硫賽霧恣辟亨琴?骨「
0鍵冑救駒法→被隻者申心窯義、日寡衝政
かい口醜却 (爵管操え)     |:

。櫨霙者斃橋再建法 1ゝ鍵害弔慰盆浩ξ・義捐

.m魃 抒躾 躁 心な もな画⑮詢

につなからも口でおろう。今後口課題が可

視イヒされたように思うt        F

き臆発事故墓|ク シァぬ「復曇』に|いて」
ヤ

つてblないアクプマにはあて1まま幅ないき

ラ最j除けるめがよなわ椰た本地t,‐ 1撃氣ξ:i

海口生趙ちそして入島ぬ元のく由しは11轟
:

そらだ数十年経ても房喜でこなぃだろう。
にもか轟1轟 らず、1樹長瀞]F婦樹萱之』。な :

出したごF復興J磐めするで推進派|と 虚封鑽
1中対窯⑩博図力まできつつわる』そらそも、1

M発はも鋒ユぬときなら非間体を分断ヒご:

みラの連器を破壊してきたきぃま
・
や、戯射

文
こぬタクレマぬ人たち⑮書しみ、■しゃ

に秘キ場はヽ はたiしてり尋ポィ累:《章種を
、もモ対応チ曇)せき|1申

‐だ曇うか],1

基詈‐量『ξ整曾羹不言ヽ写誦量覺稽昔青留も
行動すること|で、アタシ■岬人舞らに夢≒
なり挙も磨答す費婿典臀していき≒い与:曇 慟◎

〇
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会でも大躍進 bている。韓国でも皿閻発の

方針を撮げた「縁④党』が誕生 bた。こ口

ような世昴的と動きも参考にしながらゝ凛

肇や放射能間通についてЪ
`瑚

ヒ京 」Ag議員
し∵ヵスロ国会議員と連携 b、 学習会を積

み重ねるL

すでにチェルノプイリで散射能が次世代

に与えた影響について調査を重れてこられ、

『放射能指襲が未飛泄ねに二ぼす嘔⑩〒科

学を聞いt脱原発●思想を結ぐ』を3月 刊

行予定⑪吉固薗布手さ応を講師に第 1回勉

強会を準備している。

2。今回⑮福胚凛発事故は、人類が初めて経

験する極線量被曝⑩問題でお魯。
二
それが他

庫に、どんな影膨を■ビす日かは誰にも予

測できない意まきに入休実験那なされてい

る割状⑮なかで、医師、保健師、行秋隕員

をはじめすべての人が正確な情報を、どこ

でも容易に入手できる体制をつくut旗射

綸汚鑽□影響から健康を寺る政策を,推進し

ていくことを予望していく。

以上の活動は嘲LttJ ACと して他口女性

団体にも呼び掛けて選めていきたいと思う。

これと同時に、津久井されか幅の提案口鍵

害法tll⑮改正も『男女共同参国と興1害
O復

興ネットワークJな どで、全国的なMに
していく必要があることを強くLじて昨ヽる.

[3面から口続き]間がな聯狩ためでお3。 「

O健康も保健衛土についで   :
トイレがなくジャングルやメ[Iで月をたす

という地靱 量多く、 トイレを持っている.と

ころもそ⑩耐國寺ρ管理懃夕に曲してい局とこ

ろが多かつた。多くの米は、 T～ l⑩ 軒に 1

個あるいは 2～3輯に 1個⑪井Fを共有し

て使用していた。

また、女性特有日ユテラスプロラプス

(uteFuS pF01aps6)と いう子富脱出症をは

じめとして、子宮の病れにかかつている人

が多くみられた。こ⑩病れの原回は多産で

あること、妊婦横識に付けないこと、間産

性すぐに重労働者するという通とこさらに

早婚で野体的に大人になろ前に延賑するこ

となど涸E学げられている。

また、ネパマルにはチャゥパディシステ

ム (ch罰呻邑di syste回)と いう生理期間中¬

織紀ているとされこ家あるいは台所に入れ

ず、お祈りもできないという慣習が蹴って

いるロジュムラ部などでは、5日 間家畜瑚ヽ

屋で過ご際、農作業直通常迪り行 うという

生活をしていた。

□慣習ゝ暴カロ問題につ聯ヽて

ネパこルではこカース ト制の階級、階層

性によう差眉嘔や、ジェング〒による差鳳Шな i

どが地域などにより程度の差はねるも⑮⑮

今なお存続している。

高性オースト⑮家に鱚入れても喝えず、

結婚については文化や慣習が同怪であるイ

ンナーカースト結婚 《盪婿制)を厚肉とし

ている。インターカースト結婚 (具力〒犀

卜聞蘭書劇耳》をタプT刷冠しておりt消卜で獲書上

していてもカースト制が順在化し続けてい

る所以がここにある志

Oこれから口議題

ネパニカ⑮蠅 的鍮財題であるカースト、

ジェングニ、地域闘格差ぬ謙題を解快 bて

いくためにはち女性グル≧プロ活動にみち

れるようにグループで問題を共有し、速帯

屁を持つ追とにより改善t′ 改革ヘロエネル

ギーを集み出 b、手ン‐パワTメ ン1卜 に繋ば、

個人、組織:社会など包播的にそれぞれが

向上bていく逼と
‐
が重襄でめると口われる。

それ|ままた、所得⑩増加路盤幡聘鏡□改善、

子僕の曲学率の向上に勤果をあば、種々人

雲邁意茫盾t‐mゝ霞墨肉)、量宦凩彪織憫
｀

上や社会闘発にとって大きな役割を果たす

ことになると凰われるロ

-7-



蠅曇播ウミット曲職ら20年

1日地球世ミットと女性

リオ+20挙は、19醜年にプラ勲 ■り
.

オデジャネイロで開催されたE翔勒票覇鋸霧錯

会議 蠅囃サ亀ット)力も1鉤 年概 魯

等 8月 鋤 躍̈ 日、蟄 脚劇葡識ジヤネイロ1

で開かれる F    可鑽む    ―⑪

ことである。篭球サ亀ットではリオ宣丁や

威渕諭嬬警『アジェンダ21』 調採れされた高

馳滸サミットは女性にとつては重要で、

「ァジ皇ンダ圏i』 篇:璽 章で開 の上シパ

ワメントが必要であることが■誠醐陽赴減劃ナ

でなくt女性はこ⑮会議で特定され起Ъ持

続可能な開発を進めるため口□つの主要グ

ループの1つとな蜘、そ□後⑩薗連ぬ会議

で囲発言⑮機会を隧保した□

リオ+20は、描鵞詢覗れを開圏割国鏃蜘組

むと口政瀾的意思⑩鯰 :過去中約束と:

履行⑮ギャップロ横誕¨新し時電沐冬⑮特定
｀
1動画だ、     鍮開掏

文脈に精けるプリ癬ン種済、②襦続蜃能な
'開

発⑩ための輌胚的繹組⑮四つ⑩テー守に

ついても討議される□最縫的畿成鶉釉峨タ

イトルは『瓢たち口襲鰤腋靡』⑩予庭ぜお

ろ□

〇 ● ◇

□,yi群曜懸国内準備委員会

リオ+昌 l⑩ 蠅向けて

‖l:]I甘 [言]:i                 :

(珂L九州テステイナビリティ研究胴 研甕員/り
:オ
煙Ю国内準備委員会簗員》|

輻 韓 Fl    l
府鑽巫嶼量 夕摩 h」己判 姜 :

集叫た暉でむう:鍮1聖醤肇ユギユ:日lM辟彎ヽ
そ尋で,日本甲マルテスデTク本設ダ〒から i

の意見書を作成《i提鰤するた時に,・
『期、オ+

29国画    』:があ案さ紀たき
委員は鋼名でξそぬ構成に『ブジエンダ‐

囲lJ ⑪主要グル守ずに沿つで、・ゴ趙踵:《 2)、

子ども0春甲
°
(自 》:光住民 《圏)、 同

(11)、     (国 》::鼈 ぎ隋
=

翻亦分《8)、 m     (7)、 静孵妻志樹夕綺国語幅

≪期 、農犀《日)でお|た [《

i》

評蜆 |_
委員に占める女性比率は鴎%であつた郎、

・・

非同議最
l曇昴輩l尋ずつておも

魯早等書は
1

回民と餓 を雌 した。 |

◇ ◇ ◇

日リオキ躙 1回:内準備菱貝会が職国連争口

意見書

荼曼は国運から⑩ガイドデイ:ンにねつて ,Iギ

国内        るようまぬられ、

ぬ京蟄鰹       用 ぬメ■り。 ‐

ングリストi■ょ柳意見囃 l懃:面上ラに

驀案bた』            
‐

0ジ ェング鍵平等を含む社会的公正の奥
・

割は、措滸可能を開発ぬ墨礎であ慟こと

出8-



①

をリオキ2⑩で暮隋認.し、旅続鱚hな開

発⑪成果を測る指標はジェンダー平等

達成をれる頃口を入紀ること

時続可能な関にの推進には男女口平等

な方針決寇へ面な画鱗不可欠であるこ

と、参画促進⑪ための手法を導入ナるこ

と      ‐

地域劣散型⑪持続的力ヽコ再生可能を自

然平爺ルギー資麒墨轄換すること、その

法庭は男女⑮平等な参円により、便性は

男女が等しく享mでき輸
:こ と i

グリ守調魃済⑮定義に ジゝ土ンデ‐平等

と女性のエンパリメントロ文咸密入れ

ること、女性をグリーン   しヽ手と

して肱置づけ 綺ゝ廟向上回機0な増やす

こと、グリーン経済口聘援にジェンデー

平等⑮逢成を入れる起と

特綸可能な開発を撻進する部ヲに、勇女

共同参四を推進する部署を絣置するこ

と。日本⑮東日i本大震羹カコら□饒熙基本

方針を世界口参考事例として提案する
.こ

と

特続可能な開発に関する性別統計赫よ

吻

国内準備委員会では、意見が異なる場合

は両讀鮮れとすることになつており、女性

グループカゝら口意見に対する反対はなかつ

たため、提案はほぼ国内準備蟄員●力■b国

連へ⑪意見書に含まれた。

◇ ◇ ◇  :

□日本政府の意見書に見るジェング

ー O女性

日本政府は国として意見書を提出した。

日本躾厨⑪意見書ではジェング‐が 圏M、

女性力雹日・圃出てくる□鰤 賣中3回は多くは

なし珈副思魏鳳L√ぴはいないことが同える。日

本政府鰤島ら口意見書ではジェンダー e女性

は以下⑮丈脈で旋われている。

・災書回復曇饂魃における女性⑩参加

・グリーシ経済を通醸て口鰊続可鵠畿開発⑭

実親における女性を含緻多様なステーク

ホルダー⑮参加 (注で剛鯰集までに指導的

地位の女性比率を調%にする目援を紹介》

・対応カロゐ愚社鯰構築に精ける女性を含瞳

脆盪な人がと0保護とエンパリメント

0濤続可能な市民を育てるため⑮蜻続可価な

開尭のたぬ□教育 嘲胚囮》:にジェンダTを

含める

◎ ◇ ◇

□意見書輻

『主要グ「レープ女性』はこ拮続可能な開

発に闘J屏をもつ肉躊的な女性⑮ネットワー

クで、国連⑩会合等で女性ゴけ プを代表

して意見を述べる。世界⑪ 5□ 以上のネッ

トワーク/団体からぬ意見をまとめた意見

書では、ジェンデー平等、環忙正義は、持

続可鑽な開飩⑮中核でおると位置はけ、持・

鯖可鑽な闘発i凰Ml瞑 かにジェンダーW
等に囮わら指瞑を含撥こと%プリーン経済

ではなく『持鍼可鵠で衡率お経済』とする

起と、鼈 輻 な1隕こ浙 る揚 におけ

るジェンダー主満fヒなどをあげている患

UN珊価幽適1口意見苦でも、ジェンデー

平等と女性のエンパリメントは捨続可褥な

開発□三中柱 《礫ht経済ξ社会》・⑮基礎

でおるとし、:女性⑮権烈口実れと尊重を麒

調している。
′
さらにリオ+28⑪重嬰勒野

-9-



であるエネル器、 よ、悔滞ごプリ甲ンロ
|:

用竜持続可籠な都市電:農業と・食斜〇●贔隕

隠 1日然晉源ξ臭害t健康ゝ教もご着谷ヘ

⑪投■とジェンデーの視庶⑩鐘 ∫プリ‐

ン経済を通じて女性の土ンパフメント、

鋼 G圏 lこジェンデー平等と女憮のエンパフ

メントを含む起と、Nは的蝙組挙における

ジェンダーロ視点をあげておりξ日本の安

性グルァプm主張を進ねむb聴

爬連⑪リオ+20事務周に提出された成

果文書ぬ草案へ⑪意見書は話げ訂場で野う

ち ,電%が主辟グル畠プ伽同帥瀞幅でわつ

た。67T ⑪意見書にういで鮮蜃回}囲卿罰雌

と自     園皿Lttmと しヽう端 の

使われ方⑮幽飩回数を調べたと亀ろ、前者

lま 駈 ⑩意見書で話囲1回%後者は躙 噸億

見書で 制 固使ねれている。し浄し聯蜀

⑪文言も、m    と『主要露=鹸プ|

女性』⑩意向書で⑪幽飩回数醐群を抜いて

お咽、情症   司用聯ヽでいること力霞殆蘭L

る。さらなるアドポカレー曲S必要である。

◇ ◆ ◇

D草案 (ゼロドラフト)と反応
・

i fi

l月 硼 日発表されぬ藁業に精は面:プ晏

ング〒平等/女性ロエンパリメントは非常

にMbゝ 全b輩のに強□第7章 瞬付動とア

ォローアップ⑩鞠麒胸 の   もA優
先同 力判テー守        ぴ晰

野 ・で取り上げられた 17頃の最骰によう

やく「ジ三ンデーの下拿』山項泌露ててく,る

有様である.3つのど《ラグラプからなるこ

⑮項囲内容は 女性口経済的貢献、劃陛⑪

疸済的な柵に対する障書⑩晰去と促進⑩た・

ぬ⑩乎殷ξ硼醐 椰冬血帥⑪満動産特⑮昌慮 .

l置
・こどまつている。.  :° j

これに対する女性デー _プロ反魃は次⑩

通りであるLi:この意見圃国内準備荼Π会で

に■ξ日:欄笏庸と鼈非有さ冬

心襦続可能な開鶏は毛人権tジエング〒平

等Ъ祉禽・週鯰辮釉蝠早に可 くことを

‐序文顆善くこと  :
01[ジエンダ峰平等]‐□位置は、A優 先順

蜀 新 守      齊題及び勃野⑮

17頃周画熙靱財圃は る連と
'と

決鰤参面におけるhな避鮨葬すこと、そつ

ため面具体的な方鋼を書き逸むこと

0プリニ覇経済峨目的およJ持続可褥な闘発

固標鯉剛%に電ジエンダ‐平等および女性

⑪エンパ冒ノント・J■合つ起と

‐
◇ '◇ ◇

草同竃に鯖 るR肝 ブ鵠載塾口嗜辟ちは

翻在集胸申だが、多崚にねたつてしL86日

本⑮女性露時 プ画L幅     では漏

れていた、コプログクテイプ・■ル累、エ

甲システム葬燿康≧口長期的影塀吻鶉確か

な凩 、エネルギ‐口‐のテ防鱚飢⑮適用、

インフォー守ルセクタ旨や女性繭顆描い)
蝙亀など浦電わかつている志      ・ ‐

m催中口国連文性口地駐旱員会 鯉副呻

蠅 ⑪銹祗翻硼轟漁 :      して、

これら⑮えについてロロピ‐涸動威母行われ■

ることになろう。り針覗期はあらゆる鰤続

可能を闘発に関するi蜃国にジエンダー平等

/女性⑮エンパワメントを主流Jヒす働機貶

でわる□               ■

:〇

〇
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フランスロ 重朔卍等担鐵糧

“マ ドモ ワ ゼ ル ]や ⑮ 終 わ り :

～行菫
=画

や行餃機闘ぬ列式用紙■での褥用がM止さill■る～  i

躙12年 2月 21日 付けルモンド紙電子駅よ蜘

』部嘔のようにプランス語ではЪlm性は‐律lごムッシューと呼ばれますが、

女性は、結婚しているかそうでない瀞によ崚、マダムとマドモアせルに区別され

てきまにたg男女⑪不平等を象徴する通の区別漁まようやく終わろうとしていま九

以下は鰤12年 2月 12日付けル器ンド緩電子順に掲載された記事⑮≡約で九

“マドモワゼガ ⑮使蝠が籾脚 |を迎えた。

目月21日付け⑪首相通雖によねばЪこ⑪

用語に加えЪ旧姓匝珈山 j面醜;filleと 書

⑮姓 nm d'印岬撮も行政機関口書画や記

入用紙□項目から削除される。通Kは「こ

れまでも行は機関にこうした呼び方顧使用

を避|ナ 面よう聾請するいくつ‰口通達が幽

された」と指摘した上でこ嘲覇静油飢 脇した

ことを考慮すればЪ起こでもう一度通⑪よ

うな要請がなされ濁ビ画力魯める』と鶉調し

ている.

首相府は関係省庁精よび県知事に対b、

行輻 力琴臼ら発行する調風蝠紙わよJ書

面からできる限蜘マドモアゼル、旧姓 繭繭

醗 j酬鵬 fille、 変 方 姓 馳瘤 脚 mi中 、

妻 の 姓 鰤 d'中 皿 由 二夫 ⑪ 姓 盪 』
ヨ

逼脚 岨

の語を諷除することを指示ナるように要請

している.こ うした同 に代おりこ婚旬

上の地位にか力理わりなぐ鼎性に,と つての故

称であるムッシューに対応するものとして

の Fマダム』がこそして姓についてはファ

ミリこ・ネーム鰤 山 fttille嘘瓢鱈年か

ら民法に定められた)および遍称姓 m繭

d'鵬ρ 浦崚 用されることになるごという|

のも、夫の性や妻の雄という表期は 日離婚

や離別後もかOてDパートナT蜻鮭睦緻

:し続けている人たち⑮状況を的確に反はし

ていない力葛らである。』

通達はさらにマダムもマドモフゼルも当 |

時著女性⑮法的地鮨を構成する一要素では

なく、マダムに続―することは「いかなる

治的措置も必要ない」と述べ、さらにすで

に剛同』満挙⑩行政書幼饉瞳塞せずにそのま

ま最性まではい切ることが許される、とし

てい石。

女性団体の Fプ ェミニズムを融行者よ !

鵬 鋸 le礎 駈 重 剛 目 !』 と F玲 犬 Lhi唖 鵬

山 1昌 麟羹b』 は、詐年3月 、女性農則であ

るとしてL行政書勒から『マドモリゼルの

幅』面財感を求めるキャンパーシ運動を展

開していたと

また11月 にはξ女性⑩権飢問題愕
する、ロズリァヌ・ポシユロ7連帯大国が、

フオヨン首相に討し、マド罷ワゼル⑮聰用

の削除を求めたことを調幅かにしていた.′

バシュロー大臣はbたかつてこ|のL選を執

倒した。連帯大臣はさらにコミュニケを発

表、そ⑮申で、ファミ班― ?ネームと通称

性が混圃されやすい口で、発□危殴を選け

るために、今後t家は平之全国瞼庫が同知

活動を行なうことを明ら力動にしな 。 1
上述峨翠つのアェ亀曇曇卜団体も早速も

具体的成果をまぬつつも、こ⑮通達魯歓迎

する声明を発表b起。こ⑩二國体は言しに、|

企業や民間⑪譜機Mも、それ竃れの発行す f

る書類伸書面からこうbた属語を削鰈する

ように求めている。

(要絢 :面田興仁子、北煎蟄圃世謡脚

… 11-



<Jヒ京 騨C 全国躙 セミナーin輌取 順祠

t● 同時 :霧③丸2年 8月 4同 《:,も「 早 (国 》 11  11::`

◇会瞑 :倉吉がァク尋クエア内 F鳥取県立倉吉未来中渉しJI

◆テこマ :地域をうく崚餡える電日.本印政策を受える!(横題》

～男女共同参祠先烙馳 “饒RTから中発信～

・E2月 世話人会     :i
2月 10日午後自時半よ駿事務所で開漑

担巾者による鳥咆セミナー⑩準備廊捗状況報

告褥、テ■マ、個々のオ科舎等1置ついて機論日||

今後鳥取と。話b合いなか｀
喝さ幅に内容なつめ。

ることhi輻 団体と1提携して「女性とロ

発』なテ守マとする連続勉強会の開催につい

ても議論むマンスリ中3月 号の自審構成を話

し合つた後¬北京:撫il轟翻踏会を目1月 1患周

(国 )に開く起とな接定。  )

□震製真援姦13件目:に福島個轟業女性グル

ープ桑            ‐

掴品録■農業女性□薫援にm.駿趣軸画澤江 :

美子さ・ん (元「日本農業新聞』ittmを通:して、

福島県⑮「墓春滲爺l(せ り》・1夕 潔朧薩卿エグ

ル7プ』に重3万円拳ワましたⅢ l ll:二

農業女性 1,理名‐⑩グルマプで¬味噌Ъiお齢、

大楓⑩黎平趣:ど作るていますが電‐放射能費̀測
1り

を脚ヨら⑩厳1膿い状諷が続いていまえ 1隠発に反

対1毎ながら口発自%の電気 雌冷蔵庫鐸ど中》を

使つて生産したくないと0通 とでЪ珈 末1こは

加ェ場に太陽光馳置がネル逢ツ邊ナ51テk‐ 費

用はlmo万円部かり、事すがゝ翻在い:らいらなと

這ろからの書位で約1岬万円集まつている倍う

です患ヨL京脚G力警ら中1,a万円はЪそれに加え下
発電ぷネル製作f設鷺に使われ事すじ警中、震
災支援壷を寄せられた皆さまには便収書と結

果報告書郵送眸ます。    |
: 今回もきまざまな事情瀞ら碁最終撫蝙光が提

まるまでにゝ 震臭責握盆□募曇締め榔即力勁聰1

年遅くも経過しましたこ1と ,費探≪鱈詫びしま

す。
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● CSW報告

2月 27日 から3月 15日 までの2週間NYの国連

本部で開催されました 開会式が行われた 27日 午

前中は、座席数が多い総会会議場で開催され、多

くの NGO力鯵効口できました。3年前から国連の会

議場は改築のため、狭い仮の会議場で CSWを開催

するため、NGOは今年は10数人に一人の参加に限

定され、厳しくなっていま丸 1年に一回、国連

会議場に女性があふれるのが CSWであるというこ

とです。制限されても今年のテーマは農山漁村女

性でしたので、カラフルな衣装のアフリカ女性が

会議場にあふれていました。

第56回 CSWでは、優先テーマが「農山漁村女性

のエンパワーメント及び貧困、飢餓の撲滅、開発

とこれからのチャレンジにおける女性の役割」、こ

れまでの合意結論を評価するテーマは「ジェンダ

ー平等と女性のエンパワーメントのための資金調

達」、新しいテーマは、「ジェンダー平等を推進す

るために若い男女、少女・少年を巻き込む」でし

たD3つのテーマについて専門家によるパネルフ

ォーラムが開催される一方で、非公式協議として

決議案や合意結論の検討などが進められました。

今年の特徴としては、以下の 5′点が挙げられま

丸

①優先テーマに関する合意結論が合意に至らず決

裂したこと、

②日本政府が「自然災害におけるジェンダー平等

と女性のエンパワーメント」という決議案を提出

し、合意採択されたこと (共同提案国は 50カ 国

英・米・独、カリブ・南米諸国、アフリカ南部、

フィリピン、インドネシア、韓国、タイなど。北

欧などは、もつと踏み込んだ内容を主張していた

ためか共同提案国にはならなかったようです。し

かし委員国全員賛成で採択後、ノルウエーが決議

には賛成であるが、リプロの表現は不十分という

演説をしました。)

③国際女性デーの昼食時、会議が一時、中断して

いた時に、総会議長 (カ タール大使)が第 5回世

界女性会議の開催を事務総長と連名で提案すると

発表されたことです。

第 56回国連女性の地位委員会 鮮聘 に参加 して

橋本ヒロ子

④日本のNGOが主催するサイドイベントが4つ開

色 バングラデシュと日本政府代表部などの共催

イベントを合わせると5つになります。

⑤マスメデイアの取材が多かつた。私がStatalent

を読んでいる様子も含め、会議場の様子が 3月 3

日、また決議案について 3月 10日 のNHKニュース

を通して全国放映されたのは、CSWでは初めてで

はないかと思われま丸

②の決議は、日本国連代表部が、3.11後の 6.11′ _
に、堂本さん、原ひろ子さんなどが日本学術会議

講堂で開催されたシンポジウムなど日本の女性た

ちの動きを新聞・テレビ・ネットなどで見て、日

本がリー ドをとつて決議案を出すべきではないか

と′思われたようなので丸 3月 1日 にサイドイベ

ントとして、」AWW、 国際婦人年連絡会など3団体

主催、代表部の後援でパネルフォーラム「大震災

とジェンダー」を開催しましたが、定員 70名 の部

屋に95名が参カロし、質問も多く大盛況でした。

NGOの中からは、「決議に、福島が入つていない

ので駄日だ」という意見もでてきました。しかし、

これは 193カ国が、ジェンダー平等に基づき自然

災害の予防、対応、復旧を進めることを決議した

ものですから、全ての国が合意できるような内容

が要求され、具体的な内容が入ると採択され難い

のです。日本では、この決議をもとに、女性割合 ´̂

が 0も しくは極めて少ない防災会議に女性を入れ

ることを要求できますじ防災基本計画にもつと男

女共同参画の視点を入れるように要求しましょう。

この決議では 2年後に事務総長に報告書を提出す

るよう求めていますので、その報告書に基づいて、

日本は再度決議案を提出できます。その際、原発

について国際的な合意が得られれば入れることが

可能になるのではと思われます。

5月 13日 の北京JAC総会では、合意結論の決裂、

決議の採択状況、パネルフォーラムなどについて
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● CSW報告

国連だなんて そんな大それた !

田舎暮らし10年でニューヨークに行つて

所属するYWCA EYoung Women's Christian

Association]が 、CSWに毎年人を送つている、

今回も参加者を募っている、ということは知りつ

つ、田舎暮らしで超低所得という-3情があり、個

人負担があるのにとても行けないわ、と思つてい

_´ ました。今回テーマに `農山漁村の女性'が入つ

ていたせいかどうか、全国のYWCAか ら参加希

望者が現れず、11月 半ばに私に打診が来ました。

誰も行かないという事態は避けたいし、テーマが

テーマだから該当者は少ないかも。じゃあ腹をく

くって行かせていただきましょうか、となつたの

が参加の経緯です。

<YWCA職 員から田舎暮らしへ>

私は 1984年、社    を卒業して大阪YW
CAに就職6最初はハンディキャップをもつ女性

や子どものプログラム担当としてスター トしまし

たが、その後どんどん守備範囲が広がり、1987年

に米国・アリゾナ州で開かれた世界YWCA総 会

に青年枠で出席。その際に非核独立太平洋運動で

盛り上がる南太平洋の女性たちに刺激を受け、翌

年にはサモアで開かれた世界教会協議会のプログ

ラムに参加、そこでの出会いが発展し、90年代の

3年間フィジーを拠点に南太平洋地域で働く機会

を得ました。95年に大阪YWCAに復職し、2度

の産体 0育体を経て勤務を継続L充実した日々 で

したが、大量消費・大量廃棄の都市生活に限界を

感じ、「いつ力ヽま田舎に帰りたい」という夫のつぶ

やきに、「じゃあ子どもが小さいうちに田舎に移ろ

う」と決断し何の収入のあてもなく、「土があれば

飢えはせんやろ」と能天気なものでした。親戚か

さ
雀 真 理 (大阪Ⅷm)

ら引き継いだ土地で、無農薬・無化学肥料、自家

製堆肥で野菜作りをして10年になりま・九 環境教

育の市民グループを始めたことから地域の人脈も

多彩に広がり、幼稚園・学校での保護者経験と合

わせ、田舎のいい点 0好きじゃない点、いろいろ

見えてきました。とりわけジェンダーに関しては

都市部とのギャップが大きく、性別期待の思いこ

みの強さ、意思決定の場への女性の参画の低調さ

には、驚いたり腹立てたり…の毎日で九

<福島を伝えることと、私自身の思い>
CSW開幕前日02月 26日 (日 )のNGOフォ

ーラムでは、『Rural Women Panel』
のパネラーの 1人に指名されていました。アフリ

カをはじめとする開発途上国の女性は、水汲みや

薪集めの負担・教育や医療へのアクセス不足 。若

すぎる結婚・妊産婦死亡…といった深刻な課題を

抱える中で、日本の私に何が提起できるの力、 迷

つた末に、都会の都合で押し付けられる原子力発

電所や軍事基地、その女性 。子どもへの影響とい

うことに絞つて話しました。 また、南太平洋で暮

らした体験から、モノの少ない環境の方が子ども

が賢く育つと信じて田舎に移つたことも含め、価

値観の転換・ライフスタイルの再考 (先進工業国

の人に対し)を訴えたところ、思いの外多くの反

響を得、3月 8日 「世界の女L農業者円卓会議」

でもスピーチの機会を与えられました。円卓会議

では、より農業者の視点を強調。多様な有機物を

投入して土づくりに励んできた者として、福島の

農業者の心を思うと胸が痛い、農業者にとつて「除

染」で上を剥ぐことは、自らの歴史・誇り。尊厳

-3-



を取り去ることに等しい、と訴えました。

今回のCSWには、福島YWCA会員で果樹農

家の大内有子さんと2人で参カロする予定で、日本

政府後援のサイドイベント (3月 1日 )では、大

内さんが『原発事故が引き起こした女性と子ども

への影響 ―福島の果樹園から見る農地再生に向

けての女性主導の取り組み一』の発題者でした。

ところが大内さんが家族の入院で出席を取りやめ

られ、私が代読で発題することに。発題の準備段

階から大内さんと連絡を取り合つてきたので、こ

の代読にとどまらず、フォーラムや円卓会議の場

でも、少しは福島の農業者の無念や不安を代弁で

きたかと思います。

<脱原発 : たとえ事故が起きなくても>
日本YWCAは 1970年以来一貫して、 `平和利

用'を含むすべての「核」に反対しています。事

故の危険はもとより、たとえ事故が起きなくても、

ウラ蜘 から廃棄物の処理・管理に至る全プロ

セスにおいて弱者に被曝を強いる「人権侵害」を

強調。また、最終処分の見通しもなく廃棄物を作

り続けることのナンセンスさも訴えてきました

(ゴマメの歯ぎしり程度のものでしたが・・0)。 福島

原発事故という最悪の形で、共感してくれる市民

が増えたのは、悲しみの極みです。もつと社会に

影響力を行使できていれば…と悔やまれます。私

自身は関西電力社宅で育ち、父が福井県・美浜原

子力PRセンター長を務めた時期には何度も美浜

を訪れ、繰り返し「原発の安全性」を学びました

が、YWCAに 入つて自分の頭で考え、核と人類

は共存じ得ないという主張の方が正しいと判断し

ました。今回CSWの場で、世界の人に放射能の

恐ろしさ、それが特に女性の性と生殖の健康を脅

かすことをPRできたこと、それを共感をもつて

受け止めてくれる多くの方に出会えたことをうれ

しく思います。

日本聖公会から参加されていた西間木さん (福

島県)・ 田中さん (千葉県)と意気投合し、日本政

府が原発輸出を目論んでいる国の国連代表部への

陳情にご一緒できたのも、得難い経験でした。 ヨ

ルダン、ベ トナム、インドの代表部の方にお会い

しましたが、それぞれ国の立場は立場として、ご

自分の心で感じることを言葉にしてくださり、感

動しました。

<日本の市民として思うこと>

今回のCSWでは、日本政府提案の「自然災害

におけるジェンダー平等と女性のエンパワメン

ト」という決議力潮研しまっとうなよい内容なの

で、他国YWCAの 仲間も「採択されてよかつた

ね」と祝福してくれましたが、どうも素直に喜ベ

ない自分がいました。よいことが沢山書かれてい

ますが、東北 3県の復興会議や全国の防災会議の

女性委員率一つとっても、決議文と現実の落差甚

大Эかつ、これだけ世界の注目が集まる申、放射

能災害には触れていません。「あらゆる災害をカバ

ーする決議文だから」という政府の説明は理解し

た上で、他の団体の方と共に、「市民社会の意識と

離れていて残念」と苦言を呈しました。せっかく

採択されたのですから、これが復興や防災の現場

に生かされることを願い、責任を感じま丸

会期の終わり近くに、2015年に第 5回世界女性

会議 (北京+20)を開きたい、という国連の方針

が発表されました。個人的には、オリンピックな

んかよりこつちを誘致した方が、余程市民社会の

エンノくフメントにつながるのになぁ～なんて思つ

ています。本当に市民を、女性をエンパワーした

いなら、の話ですが (笑)。

今回のCSWでは、UN―WOMENが 原案を

書いた「合意結論Jが採択にいたりませんでした。

このことをどう評価しどう来年に備えるのか、N
GOの結束が問われています。来年のテーマは「女

性への暴力」。慰安婦問題も正念場という気がしま

丸
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● 韓国政治における女性のリーダーシップの現状 ●――――一一―――……――――――

女性のリーダーシップが試される韓国政治

“

 曇  (お茶の水女子用
1、 韓国の与野党三党が女性代表体制ヘ

韓国は4月 11日 に第 19回総選挙を実施する。

今回の選挙結果は今年 12月 に予定されている大

統領選に多大な影響を及ぼすため、与野党ともに

総力をあげている。しかし、それ以上に注目に値

するのは、この選挙戦を率いるのか与野党ともに

女性リーダーであることだろう。

与党のハンナラ党 (セヌリ党に党渚変更)は、

昨年のソウル市長選での敗北、各種スキャンダル、

唯ン賂差拡大による支持率低下を克服するために、朴

僅恵 (パク 0ク ンヘ)氏を非常対策委員長とする

新体制を発足させた。野党陣営では、セヌリ党に

対抗する革新派の連帯を求め、民主統合党と統合

進歩党の二大政党が誕生した。旧民主党、市民団

体、韓国労総が統合した民主統合党は、今年 1月

に党員と市民の投票によって韓明淑 (ハン・ミョ

ンスク)氏を代表に選出した。最左派に位置する

統合進歩党も、4人の共同代表のうち2人が女性

である。中でも現珊議員である旧民主労働党出身

の李正姫 (イ・ジョンヒ)代表が実質的に選挙戦

を指揮している。つまり、与野党三党の代表がす
べて女陶政治家に代わっており、大韓民国 64年
の歴史で例のない画期的な状況といつてよい。

t、、夕 、三党三色の女性リーダー

(1)J剛師酷家

しかし、三党のリーダーシップを取った女性代

表たちは三党三色である。朴樫恵委員長は日本で

も広く知られているように、18年軍部独裁政権を

率いた朴正熙元大統領の長女で、死去した母親の

代わりに22歳からファーストレディ役を務めた
~世

政治家である。民主化以降しばらくは政治と

距離をおいていたが、1998年に保守政党の議員と

して復帰した。彼女には独裁者の娘というレッテ

ルも貼られているが、国民的な人気をもとにハン

ナラ党の要職を務めてきた。特に慮武鉱 (ノ・ム

ヒョン)大統領の弾劾を推し進めたハンナラ党が

国民的な批判にあって支持率が落ち込んだ時に、

党は彼女を前面に立てて危機を乗り越えた。朴委

員長は保守のホープ、選挙の女王とも呼ばれ保守

党が危機に陥るたびに党を助け、党内で独自の立

場を築いてきた。李明博 (イ・ミョンバク)大統

領の失政により再び党が危機に陥った今、またも

彼女に救世主の役割が求められている。12月 の大

統領選を目指す朴委員長にとつては、4月総選挙

は大統領候補としての地位を確立する予備選でも

ある。

朴委員長のリーダーシップは、女性リーダーの

もつとも¬般的なパターンとも言われる「男性親

族の後継者」であることに起因する。彼女の国民

的な人気は、保守層の朴元大統領の経済発展に対

するノスタルジアに基づいているため、彼女は特

別な政策を打ち出せず、古き良き時代を思い出せ

るような比較的抽象的な公約あげ、有権者にアピ

ーィレ1メいれ札 そのため、彼女にイギリスのサッ

チヤー元首相やアメリカのライス元国務長官のよ

うな男性的リーダーシップが求められているわけ

ではないが、大統領選で革新派から男性対抗馬が

出る場合は、彼女のジェンダーアイデンティティ

が争点になる可能性がないとはいえない。朴委員

長は、家族法改正や母体保護を支持し、常識的な

水準でジェンダー平等に肯定的な立場を取ってい

る。しかし、今回の選挙公約でも見られるように、

原発拡大政策を堅持するなど全体的には保守志向

が強し、 そのため、もつと積極的なジェンダ‐視

点を求める韓国の女性団体は、朴委員長に批判的

な立場をとることが多し、

(2)瑠 圏藝動に1出身した

民主統合党の韓明淑代表は、朴委員長とは対照

的な人生を歩んできた。韓代表は学生時代から独

裁政権に抗した民主イ囲 に関わり始め、79年か

らは2年半も収監されるような弾圧を受け苦労し

た また、早くから女性への抑圧に対して覚醒し、

従来の女性運動とは,線を画す革新的女性運動を

始めた指導的な女脚 家である。市民社会の成
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長とともに90年代の強い女腱 動を開花させた .

新しい女性団体は、どれも韓代表との関係が深し、

彼女嗜却甲甲印1献身しながら大学で教えること

を夢みたが、1999年に金大中元大統領から再度
|の勧誘を受け200o鐸国会に進出したことで政治

呼

^|‐

■|‐ |″暉■却|テ
ー暮1下亭誓した芋新事権で

はヽ初は女性省木巨ヽ環境省大臣を経てti韓国真
‐上初の女性   .(日本の   に相当).を |
歴任した。

‐
 ■1:‐ ■|‐ ‐ ||       ―

それでも韓代表はt■般国民にはそれほど知名
1度が高くなかった9むしろt現在の保守政権に政
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● 大阪からの報告

★ 彼は真の改革者か?

橋下大阪市長の率いる「大阪維新の会」は大阪

を席捲し全国をも窺う勢いであるが、私たちは事

の本質を冷静に見極める必要がある。官僚や関電

など権力者に容赦なくかみつく姿は、変革者とし

ての印象を与え,都構想などは府民には耳ざわり

がいし、 しかし彼の一貫した姿勢は競争・効率重

視であり、手法は強権的・独裁的。私には懲りな

りい新自由主義者とみえるが、彼は改革者の名にふ

さわしいだろう力、

★ 彼は人権・対話を重視しているか

まず人権と対話が重視されているかみてみたし、

人権と対話は人が幸せな社会生活を送るうえで欠

かせないもの。改革とは人が幸せになるために行

うもの。人権と対話が視野に入つていなければ改

革とは程遠い。

大阪府・市では君が代条例が制定され君が代の

起立斉唱を義務付けているが、今年ある公立高校

では教師が実際に歌つているかどうかチェックし

た。今年 2月 には、教育行政基本条例、学校条例

そして職員基本条例の3案が府議会に提出され、3

月末可決の見通しである。教育条例では、知事が

教育目標を決め、同一職務命令 3回違反は懲戒免

職,教師 5段階評価の最低ランク2回で分限処分

の対象、知事による教育委員の罷免、府立学校学

区の廃止、定員割れ 3回で統廃合の対象など政治

による教育への介入と競争主義・懲罰主義が強し、

プライバシーや思想信条の自由 (憲法 19条)、 表

現の自由 鬱1条)等の侵害が疑われる。

職員基本条例案では、地方公共団体の長らは、

人事権を行使する。前文で「都市間競争を勝ち抜

くため」の「新たな地域経営モデノL/」 力主必要であ

るとうたい、管理職をはじ潮開員は利益・効率優先

の政策にかりたてられる。住民サービスや社会保

障を切り捨て、自治体職員組織を変質させて地方

自治を破壊し、公務員の本質 (15条 公務員は全

体の奉仕者)に違反するとの批判が強い。

又大阪市では労働問題も起こっている。市は 2

田中百合子

月全職員に回答を義務付けた政治・組合活動に関

するアンケートを実施し、同時に管理職約 150人

の業務用メールを極秘に調べていたことも発覚。

これらは思想信条の自由、組合活動の自由を侵害

する違憲行為であるとし、労組は提訴の予t
女性団体 (WWN)は、3つの条例案は、自由

権規約と子どもの権利条約違反とのリポー トを国

連に提出すると視

★ 彼は真の改革者とはいえないだろう

以上のように、憲法および国際条約に抵触する

ような政策を矢継ぎばやにうちだすやり方には人

権 。対話を重視する姿勢はない。何のための競争・

効率だろう。彼の意識にあることは日本の競争力

を高め、大阪を浮揚することのみだろう力、彼お

よび大阪維新の会はとうてい真の変革者とはいえ

ないのではない力、 この政策が続けば市民・住民

は幸せにはなれず、長期的に見ればいずれ行きづ

まるだろう。

では日本を改革するにはどうすればいいの力ヽ

★ まず人権鎖国日本を開国すべし

それは人権が尊重され対話が充分保障される社

会創りをすることである。そのような社会では、

人々は活性化し、自ずとよい法律 0社会制度が育

ち形成されるだろう。日本は人権特に女性の人権

は鎖国状態であり、まず開国にとりくまねばなら

ない。

★ さらに地球規模でグローカルな熟議民主主義

社会をめざそう !

そして、橋下政治の原点はグローバリズムに勝

つ事にあるのだから、地球 。世界規模での政治を

無視はできない。世界平和を視野に入れつつ国境

を越え、グローカルな姿勢で対話・議論が充分に

おこなわれる社会を目指すべきである。

橋下市長は平和0人の幸せといった観点から、人

権・対話重視の政治姿勢、方向性をめざしてほし

いものである。            (会 員)

追記)3月 23日、上の3つの条例案は可決・成立した

橋下大阪市長は真の改革者か?

～人権の尊重と対話なくして未来は創れない～

-7-



●総会プログラム について

* 4月 26日 の学習会(p10i議動で放射能汚染をジェンダニの視点から考えよう *
3月 31日 (J、 自治研究センターおかやまの

議員研修会が行われた。講師は、末田一秀さん (自

治労脱原発ネットワークア ドバイザー、大阪府職

員)。
・①「震災がれきの広域処理の課題について」

…原発の状況、放射働 質の放出、被曝、そして

本題の、先日岡山県でも説明会が行われた「震災
がれき」のこと。県に焼却施設はなく、今年 1月

1日 からの「放射陛物質対処特措法」では、低濃
度に汚染された廃棄物は一般廃棄物として市町村
が実施者になる。バグフィルターの効力、下限値
の設定、ゴミの広域処理の現状、搬送等多くの課
題がある。宮城県、岩手県から一部を全国に搬出

する理由は何か、国が実施主体となる高レベル

廃棄物処理場との関係はどうかなど、法の説明

も加えながら話された。②「lM自治体と原子

力防災計画J…新潟県防災計画は複合災害の章

を新設している。国は「原子力災害対策特局ll措

置法」で権限、中央統制が強化されている。安
全委員会の新方針ではヨウ素斉Jの各戸事前配
布・配備の課題などが出されている。

私たちは、ジェンダーの視点で、生態系汚染

と未来世代の健康問題との関わりを学習し、防

災計画などに、指摘していく必要がある。4月
26日 (木)、 参加しましょうノ (世話人 黒見)

ゲストのご紹介 ―

今回の総会では、活動方針についてみなさんとじつくり話しあうことを予定していま九

また、福島県から首都圏に県外避難している方々の声に耳を傾けましょう !

《 総会プログラム (予定)》
★11:10～13:00議事

(2011年度活動報告 0会計報告 。会計監査報告・2012年度活動計画案・2012年度全国研修

セミナー(鳥]勅企画案 02012年度予算案・地域コーカスとテーマコーカス活動報告など)

★13:00～16:30
0懇 親 会  優食、ほが

○ ゲス トと共に (お茶タイムあり)

∝ SW(国連女性の地位委員会)報告

橋本ヒロ子さん (日 本政府代表)

②    の実情を聞く

福島 避難母子の会 h関東 の皆さん

③議員コーカスの皆さん (国会議員)の報告 随時

会員の方が集まる機会は、毎年セミナー (時にシンポジウム)と 、この総会ぐらいしかなく、

なかなか直接話し合う機会がありませれ

日本のジェンダー平等の女性運動のあり方や、その中でも何が優先されなければならないのか、

課題解決に向けての取り組みはどうすればいいのか、北京」ACの役割は、などについて話し合える

ことを期待します。これらの学びを深めるために、泊りがけの研修の機会を設けてはどうかなども

世話人会からは提案する予定ですが、もつと活動のアイデアなども出して行きましょう !

福島から県外避難している方は 15万人に上り、首都圏には多くの方が避難されています。中で

も母子避難された方たちは、子どものこと、家族のこと、仕事のこと、さまざまな生活上の困難を

抱えていますしその経験や困難を分かち合い乗り越えるために各地で自主的なグループが生まれて

います。「福島 避難母子の会 in関東」は中でもいち早く立ち上がり、3月 には事務所も開設され

ました。原発事故の影響によつてもたらされたことは何なのか、私たちに何が出来るのかを考える

機会にしたいと思いま九

-8-



三春の滝桜花見 と 地元農家の方がたとの交流

および 三春農産加エグループ加工所 (太陽光パネルエ事中)

訪間ツアー (バス)参 加者募集 !

北京 JACでは、会員の皆さんの震災支援金のうち 13万 円を農業ジャーナリス ト
西沢江美子さんを通 じて、福島県三春農産加工所女性グループの太陽光パネル設置
に寄付 しました (「 マンスリー北京 JAC」 3月 号記載)。

その加工所訪間と農家の方がたとの交流、有名な滝桜(天然記念物)のお花見を兼
ねてのツアーです。【花見ツアー主催は滝桜花見まつり実行委員会と福島「農と食」
再生ネット (共同代表 西沢江美子)。 個人としてのご参カロを北京 JACと して取 り
まとめ、北京 JACグループとします】
○日 時 :4月 28日 (土)

出発 :朝 8時から9時までの間 (確定次第お しらせ)

○出発場所 :東京駅 丸の内側大型バス発着所あたり (案 内あり)か ら
○所要時間 :約 4時間 (連体初日なので渋滞見込みの所要時間)

○現地で : 滝桜の花見後、町内会館で農家の方がたとの交流、
三春芹沢農産加工所グループの加工所訪間

帰途 :※飯館村または川内村に寄 り車中より見学 (道路事情で道順変更あり)

○費用 :約 1万円 (バ ス代、ボランティア保険・障害保険の※保険料、昼食代、
参加費含む)

○募集人数 :北京 脚Ю 会員約 20名 (先着順)

(付 )新幹線利用の場合 :郡 山まで新幹線 (東京―郡山 所要時間 1時間 20分 )。

磐越西線乗 り換え 3つ 日、三春駅下車、駅前よリタクシー2,000円 (詳細は各
個人に連絡 )。 この場合、会費は 2,000円 (昼食代、参加費など)

※持ち物 :水やお茶、酔止めの薬、常備薬、マスク、帽子、カサなど。帰途飯館
村または川内村で車外に出る方は、放射能除けのマスク、ウイン ドウパーカー

やナイロンの携帯用 レインコー ト、それ らを入れるナイロン袋など持参のこと。
※保険力日入申請の関係で住所・氏名を主催者に連絡することをご了解願います。

不要な方はお申し出ください。

○申込み・問合わせ 北京 JAC事務局 墜並型血c@vahooocooip
または理Ⅸ 03‐ 5689‐ 6328(常駐 していないので電話はご遠慮 ください。)

保険加入申請の関係 10日 に締め切 ります。会員メールカ日入の方には先にお知 ら
せ済みです。マンスリーのみの方用の枠を設けています。

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

お 礼 状

三寒四温の季節となりましたが、日蔭には残雪もあり、春を待ちわびるこの頃で
ございます。昨年 3月 11日 午後 2時 46分地震、津波、原発事故、放射能、と風評
被害と大災害にあい、私達は目にみえない物との戦いが始まりました。

不安の中での日・ 。この先見通しがない中での生活、何をどのように向き合えば
良いのか、悩むというより不安だけがボット (注・頭が真っ白になるの意)する日 ・々・

こんな時に西沢様より勇気をいただきました。小さな加工所を支援したいとお話
しがございまして、仲間と話し合い、郷土色を大切にし、次世代へ引き継ぐことが
私達に与えられた努めだと、昨年 9月 に芹沢 (せ りさわ)農産加工所を立ち上げま
した。北京 JAC様の暖かい御支援に心よリグループー同お礼申し上げます。あり
がとうございます。

3月 31日   芹沢農産加工所 グループ長  会沢テル

-9-



女性国会議員晨:も |ごれБl学習会

テーマ :チエルノブイリとフクシマ ニ 女性の視点で放射能を考える

参考文献 :綿貫礼子編 囃 号染が未来世代に及ぼすもの 

「

一 「科学」を問い、脱原発の思想を紡ぐ」

●講師 :金子恵美さん修覇続議員)           (輪 )

吉田由布子さん(「チJレノブイリ被害調査・刺胸女性ネットワーク)

●日時 :4月 26日 (木)午 後6時～8時 [チェJレノブイリ事故発生の日]

●場所 :参議院議員会館地下1階目 03号室

綿貫礼子さんとともに25年間にわたって、女性の視点でチェルノブイリの調査研究を続けてこられ
た「チェルノブイリ被害調査・救援」

―
AJ性ネットワークの吉田由布子さんから調査報告、特に女性のリ

プロダクティブヘルスから見えてくる放射能の影響をうかがいま九
と同時に、アクシマ出身の国会議員として、原発、放射能汚染の被災者の方々とともに苦悩し、問題

に直面しつつ、議員として、なすべき課題に取り組んでおられる参議院議員金子恵美さんからフクシマ
の現状についてお話しいただきます。

前日までにnikionikoOrice hi■ oo ne。 」pにお名前、所属を書いてお申込みください。
お申込みされた方は当日、17時半から18時の間に参議院議員会館で入館証をお渡しします。

― 主催 :北京JAC(世界女性会議ロビイングネットワーク)一

三
Ч川國翌霊

=団
璽亜亘□                        |

: 綿貫礼子編 :吉田由布子 二神淑子 リュドミラ・サアキヤン  :
:       染力1未来世代に及ぼすもの      i
:    ― 聯 物 を問い、胴厠脚嘘騰睦紡 剣  !
:                 (輪 1800+ラ

" :: 女性の視点による環境汚染の研究、チェルノブイリ研究に
:

!後半生を捧げられた綿貫礼子さんは、本書の校閲 1週間後に
|

:逝去された。本書の内容は、これまでの調査研究の成果を一
:

:般にもわかりやすくまとめ、それに基づいて新たに「フクシ
:

:マ」についての提言と脱原発の思想が提示されている。文字 :

三通り本書は 瞳 しておきたし言葉」となつた      :
! 著者たちの調査研究と思想の核となるのは、女性の「生殖 :

三健康」 (リ プロダクティブ・ヘルス)と 「生態学的倫理」で 三

:ある。低線量被曝により、甲状腺ガンのみならずさまざまな :

:健康被害がポスト・チェルノブイリ世代 (チ手ルノブイリ事
:

:故後出生した子どもたち)にも及ぶのではないかという仮説 |

:に至った経緯から、女性の生殖健康と放射線の関係の重要性
:

:が浮かびあがる。後者は現在世代と未来世代をつなぐ共生の
:

!倫理である。最終章は未来世代の少女たちへの感動的なメッ :

三セージで締めくくられている。             !
: 本書は、今、この時まさに必要とされる他に類のない貴重 :

:な「伝え続けたい言荊 であり、それをどう受けとめるかが、
:

:「フクシマJ時代の私たちに問われている。        i
:                 (事 務局 ゆのまえ):

≪3月 昔詢暖導メモ≫3月 13日 (火)

18:55～21:20事務局で開4階亀 2012年

度全国研修セミナー・定期総会・マン

スリー関連・ロビイング・世話人会・

定例会等について話し合いました。

≪4月・ 5月世話人会予定≫

4月 10日 υり 04月 12日 (木)・

5月 8日 Ok):事務局で

『マンスリー北京 JAC」

第 165号
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◆編集・発行  北京 JAC世話人会
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準酢 腎ψ

―茫問 脚 第司□□α

蒔 血 蝕 剛 躙 胸 嚇 脂 鵬 剛 譴
―

 囲 唱2年 5月 迪国鏑 紆

くだきも%

噌 蓄ま⑩醤曲加密お特喝聰ています"

日 楊趣ルノ琶角「り亭教歯鶉鉤唯鶉麹傲
チェルププイリ事な後、『女性〇視慮Jをデτスに、子どもたち口健康について調濾研究者

続に きた「チェルノプイリ穣躇調査島栽機』女饂皐ットワーク⑮魏 自布子さん漁彗リプロゴ
クティプ・ヘルスの問題にっいでこプクシ7へ口瑕意などを示されていま九

l□ 昴神国第襴用総選挙とがエング‐J …ふ………ΨΨ…・・・・・・・………………………………… 3

前号 鰤p)では、神国⑩与野党⑩リニダとが女性でわること等、女性⑪政治へのな円につi

いて、申頸踪lレン キョ勁 さんの価音を掲載しましたが、今号では、理月 11固 □総選靱⑮結

果にりいヽで申さんから回続輛で七

□ F個    度ω実期を !大集会』
4月 5日 、日本新畿罐賽蝙計柄 、隠耀‖曜祠咄顆 幼 脚 ネットワーク 《脚噂 等

の共催で、『今こ暑ξ個人通瘍劇庫⑪実翼―を!犬集合』蘭S開催されました。執睾者の側颯会見竜
鈴木ふ導さんは集■でゝ 個人通報嗣産にもとういて女性●副口申し立でなbたプオリピン女性
⑮事例を靱昔しました6

‐□ 瓢鑓躙働劃餘鰤蝿鏑願褥諏議6位聯瑚曹蜘幽絣鵬笏へ零………………………儡
3月 田 曰、,議院本蜀論においてt改正揚遣越ポ可れされよ膨た.経済界口意向か優先され:

総じて大文だらけの骨抜き「骰正」¬と言うしかない躊    『改正』□問題慮につ聯・で動く曇

性⑮全国センター (翼肥》渡辺照子さんの解馘です6

日ドメスティック○バ鋪オレジ暴と正貪1防趙

去』」FM雖危胚摯ダ封舅麒菖こ慕百薯I増趙IRゝ]
力を受けていた妻ぬ正当防衛智認めて無罪愧緻を出醸起lg hれを鵬聴:Lた雌 ンド

魯石田久仁子さんが紹介bま丸

:日「遣涎機会訓『笙国研修セ亀ナー』等⑩お知らせЪそ田他 …………蝉… 梱̈



『チ土ルノブイリ櫨害調査 .刊鐵費』女性ネットワータ

吉田白布手

骨弊4月 圏6日 、チェルププイリ事故から

露6周年を迎えた。私たち「チェルノプイリ櫨

害調査 0救援』女性ネットワーク (以下『女

性隼ッ・トワーク』)は、1田0年ぬ設立以来
:『

女

性の視点Jをベースに子どもたち口健康につ

いで調査研究を続けできた。代表口綿貫礼予

(本年 1月 30日 他界)はず皇ルノデイリ量

前からミナ寺夕 鮪 機本銀)、 ベ トナムや|セ

ベソ 躾 にダイオキシン)な ど主にイL学物質

⑪世代を超える健康影響について幽,自 に調

査研兜を行つていた。チェルノデイリ事故 5

ヶ月日には、「廃炉に向けて、いま女たちは』
,と題し、環境学、社会学、平和学、国際政治

学t女性学など各分野口女性7名に.よ る座談

会を生両実行bた。発の議論は今ロフクシマ

後に置書換えても違和Mのないほど「M子
力』『放射能J及びそれを取柳巻くさまざま

な問題をあ黙りだしている。『放射能は女性

⑮むらだにいかなる影響を及け の瀞Jも こ
口ときわテー寺であり、それを実践に移した

⑪が『女性ネットヮータ』の清動であつた:

申チエタノプイリロ被書は小堀:甲1犠曝ガ「ン

だけか?               |
テ平ルタプイリ事故⑪放射線艤書に■:い

で国際原子力機Mや世界保健機関など画国

際憮Mが認めているのは』ヽ兄甲状腺ガンぬ

増加だけである。しかし放射線の影響と低て

ガンだけを見ていては見逃してしまつ闘題・

が現実に浮上している。避難した人も、活染

地域で暮らし続けている人も、きまきまな催

康上の問題を抱えているこ特に子どもたちlま

事故⑮数年後か亀「疲れやすい。鶉れにかか

りやけ武.治 りにくい。発病午齢か着年化bで
いづ」ということが言われてきた。その傾向

⑮味覺亀越寺租EI曇骰仄菫曇√鳳良瞥層
:洒

ち口健康らすぐれないということでおら。

放射線よりも移住などのストレスのほう

か健康≧⑩影暑詐大きぃと、
・
日本の「専胴家」

i もよく向にする」もか毬移住
:して1□ 年も1醐

∵年も梅つて年まれた子どもたちは、Rにそ口

毒讐菅撃冒言はこ属覺瑶慰貪‖暑賣鰤嗽亀墓
1曹ど桑影常熙ピ輪士ヂ筵墨文膨鱚辟言鱚邁p.

隧磋緻 盪]文

絣観祠驀筵軋ざ輻珀
饉財雖与WTTNM趾立
看≫麟17亥雪電趾鯖声朦鼈露冒夢P」贔軍
し`6。

◇女性⑩黛殖健康ら0注目を

特にJヽ児期や思春期に事故に適つた女性

たちは性ホルモン分泌が乱れもそれに伴い月

ll鐵蛹眩F繁巡8:躁下は玲
: 

も影響しているg放射性セシウムは胎整にも
_1蓄積され、胸児⑩臓%にも移行bていること

が現地口研究から明らかにされている。子ど

もた場は子富向にいるとき力b幅、センタムの

1 外部:《織作から》と内部 (自身⑩体向か聰》
1綾曝を経験して生産:れてくる。さらに精襲鏃

域では主椒.も罪椰 0内部機曝⑮リスク油彎続く。

この現実が祠峻している連とは、できるだけ

櫨曝を逓けることと女性⑪生殖健康⑩璽イL

に見を配な注とめ重要性癒あるうょ素把躊東

しないプクシマ事故。子どもたち口健康密守

IヽFをLR穆畢和曹謄露| :貢干賀4「
-2中



□韓国女性④国会進出が続く

◇与見セヌリ覚⑪闊 と随 高 レくク・クンヘ)

4月 11日 に行われた韓いの第 19回総蛉

lま、与覚⑪セスリ党が職利し、議席 3③O(D
ち比例が 54席)の うち 152席を獲得し過半

数を占めた (当選後 2名励雹倫理的問題f脱党

し、4月 末罰在 150席に減少》。珈覚連帯を送

げてセスリ党を攻めた民主統合堂と統合進

歩党は、両覚⑪議席を合算しても当初め期待

を大きく下回る 14α 議席に■まつた。セヌリ

は アだ 騨 熙 毯問 詢 踪 ● 不膨

総選挙で極めて厳 しい戦いが予想されてい

たが、オト僅高 レくク・クン倒 非常対策委員長の

手腕で遭転勝利を選ばためである。今回□勝

利によく⊃で、オト委熙家奥ヽ語は党の実熙劣勲猾書を琲纏霙ブ粛撞彗

撮るとともに、もっとも有力な大統領候補者

として0躙 を再鶉 しな。靡 で、大靱

が期待された弔党は党内のさまざまな問題

や亀裂を露呈し、年度末⑪政権交代に影を搭

とした。M鵡 了義地口山調馴叔レヽン・ミョンスク)

代表は選挙敗瑚Lの責任を負い辞性に担い込

まれた。韓鎖赫鑢団瑯ま3ヶ月も持たずに調れ、

民主統合党は新執行部の選出過程に入もた

ぱかりである。

③又   党とζ絶ぇリジ
ーのもとで行われただけに、女性の国会選出
へ⑮期待が高まつた。結論からいうと 自Qlloo

年以来第 1儡、17ゝ 18M国会に続き今円の選

挙でも微増ではあるが女性議員口増れは続

いた。名簿印 軸 を蠅 に割り自でる円 代

表クオータ制度で自理した 28名以外にも、

選挙区から19堀 が■選し合計 47名 ⑩女性識

員鐵言国会に選出しためである。女性議員⑪比

率は前国⑮ 13。 噺から 15.瓢に上場、韓国史

上初めで 圧鵡台に入ることになつた。党刷⑮

内調を導るとW覚連帯⑩女性議員が多く 29

塙 (民主 24、 進歩 5)、 セヌリ党は 17名 が当

「韓国第 191閻朧選挙とiプ墓ングい
J

竃 量薬 (鶉茶⑮水女子大学)

達した。しかし、現行選挙洒度の顆 挙で女

性⑮代表性を 2m以上に31き 上げるためには%

2個 席もある選挙区議席□女性比率を格よに

ひき上ぼるしかない。だ力雪、選挙区でも達し

た女性議員⑭比率は 7。 7%に止まつてお柳t

申でもほぼ全員が首都圏が大都市□選挙区

で当選 bた。そもそも選挙区候補者⑮女性比

率が噺 《65/m2)で しかなかもたこ趣やセメ

リ光が選挙区に女性を維席することに消極

%である状況は、理学匠への女性の進出洒罵容

易ではないことを示す◎女性団体は、各国各

政地に対 bて より多くの女性候補者を選挙

区に推薦するよう動きかけてきたが、男性⑮

陶得権が根強い選挙区で女性候補者が改覚

⑪推席を勝ち取ることは極めて困難である

のが現実である。

◇根強いジェンダー問題

第 19国選挙は、女性議員が増加した面で

は成果がわつたといえるが、選挙過程で浮き

彫 りになつたジェンピーバイアスも諷題と

して成つたふ例えば、民主統合党はヽ女性や

新人を多く費用するために候補者審査の際

に意数02椰をプラスする方針を決めてぃた。

しかし、Lれに対して党内の男憾 員らは猛

反発し、韓代表が個人的に『梨大ライン』(梨

花女手大学出身)を極遇 bて しヽると批判 bた。

これらい和ゆる 閻義嘲ド厩』男性議員らは、女

性節雹政
`治

醸進藝力を発雛なすることに強いに4幾

感を抱き、自啓の選挙区争⑪女性口進出を拒

絶 b珊得権を守ろ
=う

とした□またゝ野党支持

の努性薪者たちlよ、岬党:⑪敗国として挙げら

れた低い投票率 (5理 .膨).を 目⑬代女性④低い

投票案に転嫁し:根拠なく女性有権者を非難

した。これらジェンダーバッシングはゝ保革

を聞わず『男性性』に基づいて共有しうるも

口であることが再確認され、女性の政治参洒

を妨げる大きな闘題として立場はだかって

いる口である志

-3'一
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0個

「個人通靱制度繭実現を :ヽ夫皐会」  l
…女性羞釧撤開に関する一事例‐を報告～

◇鉤 呻徊

21車 年 4月 5日 、日本弁護士連合会主催、

日本女性差凰』撤廃条約 劃同 ネットワータ

(測鵬》等鵬o崎 団体が共催で、F今こそ、ロ

人通報制度の実珈を !先集会Jが開輌き、れた。

芸罹蜘 か幅の問題提起ぬ後¬安藤仁介さぬ

《国連自由権規絢委員会霙委員長》、桃陽予

さん (国連女性差nlJ撤廃委員会委曇:1弁護士)、

主屋美萌さん:(共同麺信社論識委員》、山椛

郁夫さん (衆議院議員)によるパネルディス

カプレョンが実施さ紀、集会中締めくくりと

して、「個人通報制度口即時実現を求めらア

ピール』融竃参加者によって採択されたし讐鋤囮

青は鰤D人程度で熱気にあふれ、個人通報制:

度について前向きな種度を表明している民

主党、日本共産覚及び社会民主党甲甲争議具
:

かL⑩批淮に向けた決意発言もなされた。

価共通報制度とは、各国連条約ごとに設け

ら紀、業約で保障された権印Uらの優書が亀,国

内□救済手段を尽くしても回復されない場

合に、国連⑮暴絢聾員会其直接救済⑩申率を

でき葛手続きでぁる◎女性羞刷撤廃⑮分野で

は女性差別撤廃条約とに独立した女性羞測

撤廃条約選択議定書に定められ:こ |の選択議

定書口批艦国は 100カ画を超えている。
パネルディスカッションでは乱場.力葛ら孵報

告かなされた。安藤民からに国連自由権湿絢

委員会■の、オラングに対す轟通靭事飢とb
で、失業保険給けにおける既婚女性毎⑪謹刷

撤廃 l.こ ついての委員会⑪見解とそれを彙け

た国内の強書の実例⑪報昔漁葛ありっ椰民から
はFバ スティック・バイオレン尋被害者への

慄護□僻息について、締絢回は私人による権
rll侵客にもぃても相当甲蓮意義務者負う費.

を起め、政府に法の運用や加書者口訴追峨他、

被害者の生命・妾全に和之ゐ注意義務を集た
すよう働昔したオーストリアに対する過報

J:NMC 鈴木ふ雛

事例⑩轟JJJ中意義賀綱介しキ⑬戸零嘩日本鐵霞

各轟綱甲個]ム曇報制度を下つ七批瞳bてぃ
|

な聯`た中三曰姜出身申国際本構分野での専職‐
としてP情勢‐T甲戸事の購蒔腎表現した。芋
た、当屋氏は、報道機関囀

=場
曲1亀 ,電 国颯人

権分野は記事になりにくい規戦を述ば¬マ尋
コミの.活用にもいて提案曲霞なされた。ま'たξ

暦鰤霧繹弔漿鯰鸞1鯰冬讚膀覆6
討印淮捗状況等な説明した。      1
参≪□発まで女性⑩人権議酒が触れ,しれ、

側鵬繭)ら ⑮発表ではも女性甲人権中視轟から
個人通報岬虞批准を求め酌糊音贅し準中雫.

下記紹介する。

◇諏%から口発表峨要約
人権涸電儡障され雹社会を制るには

'国会わ

員、政府ゝ司怯嗣係者、1部道膿関:市民社会
等、仕れぞれ⑮立場で役割を担う必要趾あ:る。
僧工輝報倒度は、も事件櫨薯者の人権辣綺⑩役・

511tね る融雹愉:国内全体で1口人権保障:を固朦求

準に、また国衰をなえそ人権凛障讐1綸なさせ
る遭鼻にもなる。事件⑪判決篭畷ものを回さ

乳爵ヒ苺攣琲鰤薇踪半弄
を創るよう経進する◎政臓や議員ざ動漁動ない

と非難をするだけでは電市民社会□役割は異

たせない。            i

が車零運が、本件では社会愛革を求鰤る.当妻

ダに膨曖蟄了魃置∴鶉葦
3月Ъアイリ

「
ビジ

'ダ
がォ市商工翁議所事務

局長⑩女性頸耳高画書ん師桑Ъ事件披告人でわる
向会議所会鰤泌ltgl‐ 自■に進亀産車1こ乗遺嘔

れ毛ィテルに熱図や聯連れて行われて性暴

-4-



力被害に遭つた。被告人⑮趙 まで 8⑫ 日か

かり、判決までに地方裁判所に8年間かかり、

被告人は「同意の上』越と主はした。裁判所

は、被告人に無罪者言い渡し、判決理由と,し

て 噺 抗すれぱレイプを防げたはずJと し、

なぜ逃ばなかもたの力＼ と述べ亀。

個人通報封度を批准すれば、直ちに国内の

人権課題が何でも解決するわけではない。個

人通報制度は国内中人罐求聯を押し上ばる

が、同時に国内卿政輸や運動⑪強さと運動し

なければ、人権④実現はおぽつかない。批准

とともに、口連での勧脊やに解を固
・
内で実現

する国内口基盤と連翔する必要がある.

フィリピンでも裁判所で⑮固定親念に基

(Dづ く女性の行動の理解や被害者へ日非難が
問題であり、その後、女性差層Щに対するN識
⑪探まりヽ 国内⑮仕組み峨強イし、仕暴力につ

いて法改正、裁判断でのジェンダーバイアス

をなくす改革がなされた。事件後にフィリピ

ンては注暴方法⑮改正が進み、2QD8年に個人

通報制度を批准bた。

2007年にLttnさ ん|よ国連に個人通報事業

として申上をし、国内⑮救済手続きを尽くし

ていることt判決がジェンピーに基づく神話

と誤解に基づいており、女性差別撤廃条約に

違反すると主張した。また裁判冒|よ性鼎力の

理解に入け、教育研修も不充分と主張した。

社会口中の F被害者は逃lずる努力を熙命にす

るIまずだ、もつましいはずだ。調見知り以上

(D逼鯰熾貪巡ン扁聾え0「蜃題顆灯言冨螢膵臓

嘘をつく』等∩性暴力に関す慟誤解を裁判官

が鮮 みにしていると醜く非難した。

国連委員会の見解は2010年に発蓑された。

他暴力事件の救済には公正、不偏、迅速理対

応が必亜、同法上の判断にも条約上の義務者

負う、本lll決には女性に対する差別的な亦価

が反映されている、通柵者に対して適口な補

償をすべきこレイプ事件について不当な遅滞

がないよう動黒的な措置をとること、Jlk鰊カ

事件甲司法手続きがく干ング
ニ・

lこ よる偏旱
やステレオタィプ⑮影響を受けない度範な

措置をとる連と、通⑮見解を広めることな勧

告し、政府に対して、検察官、裁匈官への性

暴力教育⑪開発をサること氏議会に対して、:

性暴力につしヽて⑮法⑮見直しと、その執行の

予算制当でを勧昔
iし

た底

この見解は国内の変革印契機だけでなく、

泄界中で性羅力への調郭をなくす規範を走

立する大きな役割を担っており、世界申の女

性にとつて言義⑩ある成果をもたらす。

◇批准に向けた後押しが必要

日本でも、司法での女性ヘロ偏見ななくす
べきであるが、最高裁判断は、被害首が逃げ

られたはず、抵抗できた|まずとの論理で 2個 11

年 7月 に強姦事件峨襦罪判決を言い渡した。

ジェンダー・ステレオタイプはなかつたのか、

国連口見鐸が当ではまる。日本写も馨択議颯
書の批准によつて人権侵書と差別をなくす

ことにさらに

"が
自鵬い、人顆 量保障され

る社会へ峨変革を期待したい。個人適報制度

によ駒、同法で醐ジ平ンダーバイアスをなく

し、値茫説力被讐厖晏ヽ の理瑕貯的な救緩離晩資を加

速させ、人権爆障に沿つた性改正を提ず、仕

会稽発を促す等期待できる。

個人麺報制度『批縫』により、

⑩既存⑪人権メカ昌ゴムの強化

囲条約を身近で使いやすいものとして啓発

を瞑 する

⑩政府に外的履行⑩措匿□促進

④差馴的怯規や慣習口変夏Q促進

⑪司捨関係者に対して条約についての理解

.見す不曇「

進し可法での国際人権基呻警
℃

の効果がある.

個人通報制度批唯は、余糀遵守⑪政治鍼決

意表明である。ただもに世准し:ないことは日

本lま人権保障にはMJ卜がないと宣言してい

るに等しいっ集会にlま多く0人が集まり、タ

潮した国会議員からは搬意表明と受け取れ

る発言にあるた。個人邊報制度の世縫に向け

た検討準備は充分なさ紀できたはずである。

あとは政治的意日の問題である。市民運靱側

も今回⑩集会⑭成功に満属するだけでなく

各議員力Fそぬ役割を具たせるょう批確に向

lす た機押しを強めていく熙躙があるL

―S―



量012年 3月 28日 、参識院本会議において、

民主・ 自民・公明三党等●賛成多数で、L正
派遣法鍮S可決された。総じて大容だらはの骨

抜き『骰工」と言うしかない。      1
主な修正項目は以下となる。

①『登録型派遣の原則禁止』口削除

② F製造業派遣⑩鱚脚1禁上』⑮削除

⑩『日雇い脈遣の口llj禁止:』 ⑪うも、『雇用

製絢期間』がFロ カ又は2ヶ 月以内Jから『日と

頌 写藉 爬 儡 則禁L鳳 飩外に 続

機会ぬ確保力電特に回鮮な場合等を政令で―遣

力団」

⑤『労働契納申込みなしtlJ度』の実施鋤琶『法

施行⑪3年後に施行J

⑪‐『特定労働者派遣事業の在堕方」力電「検討

事項』に

保菫F脈轟憑贔渕鞣冒琵青羮瘍賣蟄贔櫃盪偲́
魃薇晰認し  J眩は ,

P量羹暮予REltt3麒鷲量璽鰤亀:I曇量
ストの『醸興髄贔聟亀激顧道贔⑮祗瓢遍町甕襄』L』 編評‐「いき剥哄

ご  [禄之ン

リの回耳ギ脇』等が限聾l「 さ

瞥骨「

0実効性薄い 。「改軍」内容

女性ぬ派遣労働者には登録型揚置がとて

も多い。褥遣先嗣につからないと事実上の失

業となる登録型脈遣が禁曇されれば安定雇

用へぬ道飾がつく口では、との期待ち潰えた。

今後も確録型の派遣労働者は不安起雇用者

受思せれはならない。
F労働契約申込みなib制度』による工社員

への転換も3祭後に先送りだ。法案提出者は

Fttnllでみなし雇用をいわ働のが本当にい

い口か、3年の間に検討したいJと 述べたが、

3年後にまた今回のような 颯 直bJ諏Sな さ

0派遣法『改正』⑮閥題洒

“派遣労働蕎保設□規制強ぜ脇力動し使い捨て⑩儡飢緩和ら"

働く女性⑩全国センター (Alm帽》渡辺田子

れた時、労働者熾謹□温制強イ首がなされ喬と̀

は思えない。

政
=峨

日正だ■た製造業派遣ぬ禁止も削
除された6政府は|『派遣村』から何を学んだ
の力、1製造率的躙導労働者はゝ 舅導拳騨辱押
責任を負わないから1物品を在庫から下帰す
るよ機に派遣切りされた口ではな葡Lつ た⑮

わ。雇用者責任を通及しない改正内容めまま
・
製造靱派遣⑩禁上項目を諷除すねば、悲側は

T鰊蛉量れ、発P期明鏃i基れ瀧:〇
則禁止される例外として F運用□確保が時に
困難な場合等を政令で追洲』された。この「国
難最場合』にあ忠者は.鶉齢者O●看〇女性
節ミ槻定されている。「こういった『蒻者』な幅

ぼ蒙計ぬ担ぃ手ではない0で、日雇い青も1構

わないということだ。
こ⑮『雇用⑩確保洒電財:難』口もうァ方は使

用者であ面G震災以降、被黒拠には失業者油S

増大した。地屍行政ロハローフニクが被異し

て織能しなbl中 %行政機能口迅速な復典をす
る口ではなくЪ人材派遣会社がそれに代わ■

て F雇用薯確保した』。「機韮者だから仕事を

選ばないたろう」として、不安起雇間に誘嘉‖

顧ギ電蝙覺電削壇轟礫夢ど0●:o
るのは想像に鮮くない◎

そ⑪まま受け入れしれた政府業は何か。
F義務付け』とされたち申を見てみまう鸞『マ

ープン率 (縮導先が順遣莉会社は朴う料彙とЪ

諄導元:金社が曇導労働者1き
払う賃集警申毒

額⑩割合》岬情報袋闘』と『派遣料金 (派遣

先が減遣%に払う料金)の派遣労働者ぺぬ明

示』ざ堵れだ。こ⑩部分を含め:派遣労働者

⑩保護規制力雹実現したことは『〒歩前進』だ

と連合は評価している。しかし、マ■ザン率

の上限規飢や、北痣費輝えたことゃ甲罰蟄規

定諏電なければ、公闘義務付け⑪メリットは脈

遭労働者にとャで下時中ま柳なb)。 派遣料金は、

-6-



事叢所ごとの平均額を明示するそうだ。同じ

派遣元会社から同じ派遣先鍵圃醸‐羮務内容

で派遣されろという同一条件でもち人により j

異なった時給を設定されている場合もかな
くない。それは時給設庭に合理的且蠅明確な

基準がなく、悲意的に決ぬ幅れているか聰だ。

派遣労働者⑩分断⑪主要国でもめる。基準な

き合開⑪勘果は期待薄だD社会・雇用 甲労災

保険 0有給体暇積み立て費等ロマ‐ジレ⑩内

訳は明記されるめだろうか。それらがまだ明

らかではない。極めて実効性は疑わしい口だ。

そ⑮他⑩修正項目として 躙 遣通会社に派

遣労働者⑪無期運用へ⑩輌換推進措目を努

d鶉 鑽 忌1 認

'1%隕

貢

の転換』義務は F努力』だけだ。派遣元会社

が『響力』さえすれは、転換できずとも白い。

結果的に熱期雇用に輸換できないで不安寇

雇用のままに働わされる派遣労働者は、こ口

場合どうでおつてもいい。
「岡種⑮業務に従事する派遣労働者との

均衡Jも、具体的な行為を伴わなくても良い

『配慮』とされЪ派遣労働者同士⑩均術であ

るため、正社員と口格差に正は埒外だ。これ

では、いつまでたつても工順 と口格疹 梢

にはならず、需慟条件の1改善にもつながわな

い。それどころか、なんと飾比較的高い時給

を離持している場合でも、よ砂低い時給の服

遣労働者とめ F均衡⑮配慮Jによつて時給励昌

隕 聾[13]と
し`うような下方修正⑪

θ楊

◇経済界m意向が優先

2⑩田 年口 3月 に民主党 島社民覚 0国民新

党m3党が『改正案』を発表してから約 8年、

派遣割 り等にあつた当事者ロヒヤリングも

しなかつた.民主党が今ほど失速しない鳩幽

内閣時代に迅速に成立させればまだマシだ

つたかもしれない改正案も、そ口後満にな審

議もなされないまま放置され、順着状簡⑮中竜

今回⑩突然⑪骨抜き淮案⑩可挟を導たe審識

峙闘れずか4崎欄で突如成立した今回の「改

正』案。店ざらしにされた間に、どれはどロ

派遣労働者ガ不鰤赴派遣切り1こおい、人権侵

害を受け、疲警飲んだことかむ      :ニ
経済予や自奮両党は『諫遣労働を規制する

と企業が正社員しか雇たなくな蜘ゝ 雇用が減

る」と主張してlil■ るボ、仕事自怖は存在するも

臨時的 甲一時的な仕事ではおく、値常的鼈仕

事|まある。ただ亀安く買い叩きたいだけな,ぬ

｀
だ。派遣先油菖派遣労働者を使う理由は『安しヽ

から』だ。そんな派遣労働者『多儘なれき方』

とする経済界は、通の『改正』によつて安く

買い口『 く理由をより『多様に』持てるように

なつた。

今後、有期雇用法制繭鼠F部改正される力日、

そこも規制緩和中カラ〒が膿い。これでます

ますワーキングプアが増えていくだろう。中

進半端を強正は、規制回避⑮盆業に振遣労働

力まら請負等口労働者性の薄い雇用雁隕への
:

シプト
・
を握ナ。今回□可濃はもF使い捨てら

れ雇用時代』幕開け回下塁塚に過ぎない。

だヽ営幽厚生労働大臣によると、幕『¶瑠遍業

務 (圏嘔種穎ねる業務のうちご『事務用機器操

作」「ファイリング業務』磐● lT.5葉藩が、

ずつ造派遣回、まま慟わせられらも⑩。)につ

いで回協議も晨闘すると口ことだ。女性口脈

遣ぷ多いTP¶ 明 叢務⑩「受入肉闘⑩飢限な

し』は、主だつた労働組合では要求対象にな

ら,なかつた。そこに穏は逹業だけではなく、

あ働組合口‐ザ興ング■パイアス|を見る.

厚生労働委員会ではR録 ご製造 ?特定につ

いてt法施行緩 1年をめどに労働政策讐議会

で⑮審識を開始するモラ越。今用mi『改正』‐

は、

「

sm揚遣労働者油電労働粗合にほとんど

加入できない状況で、政節決定レベルに自分

たち口探れな実顆や意見を諦えらチャ:ネル

が設定されていな力ヽもえ。今後の審議で¬ビ

れほど私たち⑪訴たが反映されるだろう瀞。

派遣労働者lよ、労働者ならば当然
'あ るはず

のあ慟重権をЪ雇い止めのコスクをかけて行

使せれはな幅ない。実質的には無権涵』状漑に

きもされてし■る派遣労働者にとつて、労働者:

,慄護⑩法改正は何よりも希求されてきたも

0だった。とかしtい くつかの改正項目が先

送りされたということは、真□改正を調える

機会もまだあるというiと だ。
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ロフランスの DT裁判の回期的
iド

ガ翼ティックロバイ:オ レンス1と 正当1防衛    :
―プランス、ノール暴重罪裁判所ぬ判戦中|ら

島     i、
去る[3月 日6日 、ノール雖重罪裁判断は督・

1個
囲□0年 1こ プランスー疱部面都市 ドゥl工:で起きた □T

の被害者でおう妻にまる夫殺襦事件に精け嘔妻田正⊂防衛を調ぬでit無罪判織を出した計
:横

事』言論告で被告の無罪者訴えるという異例め展開越つた。フラン累でこ⑪種口1事畔に正8M
衛が認.め られたのは枷ぬで―わる。以下は 2Q12年 3月 .昌固:固 ⑩ルモン ド量子順に掲載された|『暴

力:を
'握

るねれる女性たち :ノ ール重罪識判所が告発す雹無呂J穆』.こ題 tさ れた|イスカル ひ箇:べ

暴ル竃ディアール記者ぬ記事□要絢。 ‐

人々口関心を31かない厄介な外力事件意

自分たちとはかけ離れた卑勢に見え感うん

ぎりする事件。当初は発う思ねれていた.

4人口子どもの置で夫殺害⑮容に着、アレ

クサンドラ 0'ギ 尋マン (32軋》を裁くため

にくりでにぱれた 6人口.陪審員卜もおそし

くそう思もていただごう□

囲⑩99年 6月 ⑪在、自宅⑮台面でアレクサ

ンピ
iラ

は夫に馴れたい
°
と昔げた。道上した

夫は姜⑩首を締めようとする。妻は包アを

掴み、夫ぬ首を飢した。課さ 13.5om ⑪傷

を負ぃ、夫はF鼈峨海⑮中で』《警察ぬ調警》

即襲。・以上洒雹事件⑪概国でお6。

3月 21固 も公期が始まつた。
｀
被告は長

い髪・を後ろで結がこ目を代せtう やむき瑯

減で手を膝
:|こ

乗せて被告席に座つてい面忘

外は春⑩陽気t聖は晴れt法廷口明`る 時Ъ壁

に陽光慟魯降り'波 C。 こ⑮真つ自な、1生粋□

光日申で裁判官と時審量はひとりのi女性⑪

間に分は入つた。

アレクサンドラが 14歳上の定住ロマ族

ぬマルセ リープに幽会い応に落ち鯉⑩は

17階志高校 0年だもえ。母 と折 場合いのよ

くなかつた彼女は家出した。
1数凄月なに結

婚 しも最掏0子 ども涸ミ生まれた。バカロレ

ア資格 (大学入学費格トロ取得は論ぬ:た6

それ以後は夫か幅日おりとお幅ゆる暴力に

苦 bんだ。妹に電話して可ヽ声で'相なしたり、

変に会おうと試準た 蜘すねば、脅し付けら

れるbタースフ〒力学に抑場明はようにも

1爆単位に設置された重罪裁判断で申裁判ではく醸

で遷ばれた一般市民儡名が職業判事 態。名とともに判
決に参加す通。

11(調
書石団久仁子洲ヒ薦 JAは 懺話人》

監視厄ねてい15漁Ъいままな|ら なし`き21世紀

⑪プランスロ‐都市で調急に満趣富八のよ∴

ラ
軋霧響ぽξ貶、.貶れっとR15

めていたN`諏]bЪ た志ノァル褻重罪識軋所横
:

事 リエック・プレ電
°
オである610年以上箭

力ヽ G DT問題に取組み、DTについての人々

の意識を変え:る ために活動 い尋警察官に感

女性だ場による被害届|けの情熱を横繁にま

で上ばるよ うヽに書両守1指示な1出 しでき,た機

事層あ慟。DT事件は二度、ミ度量繰 ui囲さ

れるうちに、1深刻軋する瀞ちでも被害者
:の

沈黙を融凱1早期:lこ 暑力なくいとめるための

おずかなチャンスも見逃きないためである。

検事はノトンカチを握 明し出で識剖長⑩質

Mに 力ヽ細い声で答え面アレクサンドラ ○ギ

ユマンを見つ・ぬiな。時人や数少ない友人‐D
証言油褐ら彼女⑮ 4人の子ども⑪借述:が '∝ 櫨

纏冤贔濶
i菖

種肘褪鳳忌樫蝙喜炉鼈諄1鰤贔讐〇
説明しなければな幅ない屈辱感 iこ襲ねれЪ

彼女を苦しめた男岬イメTジを締手で追払・

つたときにt涙 :洒竃彼女⑩額をつたつたも彼

は仕れ幅な例一つ見逃きず、:す馨でを吸い

上げていえ6鵬聴腐から実艤砲叫ぴ声鍮彗お

びもた意・それはほとんと命令に近かつた。

『語、して、アレクサンドラ%話す口よ !iゴ

横事は儘聴鷹に座蜃女性′たちなじつとにコ

めた6 Ⅲb押守横事は証言に立つ色司淮警察 :

員 lこ鰤難□視線を投ばたふこ⑩警察量は、

アンクサンドラ・ギユマンが夫む音訴瞳よ

うとしたときに、なば受理す面必要鰤ヨ鍮い :

こ判断 したの顔を尋ねじ机てこ警察⊇ 平機

-8-



能不全"を調めだ。アレクサンドラの日は

腫れていたが、F血を続していなかもた」か

らt被害遥けにするように進めて、彼女を

家に帰したのだつた.

3月 23日 、検事は猛然と立ち上力冒り:メ
モを片手に一れに論告を述べた。

「アレクサン ドラ 0ギユマン、私たちは

あなたを裁くためにここに集まつた。この ヽ

裁判はあなただ lす⑪裁判ではない。 ドメス

ティック Oバイオレンスのすべての犠牲者

たちを持ち備えている裁判でもん愚。みな

たの背後にlま、同じ苦悶を生きるす糞てめ

女性が把えている。夜m間に怯えt hMが

R木怯ぇ警曇腫隧懸F冒曇鳳饒筵層巫夢冬冨
子どもたちt台所に立つ母親。平静を装い :

なか皓も¬やかで暴力が爆発することを篠

女は知つている.

DVに苦しむ女性たち・lま準な姉妹な⑮だ◎

だが彼女たち⑮話を誰も聞こうともしない。

この選襲判で分かつたように、時以融申で何が

起きている⑪かを誰も知らないからな図だ。

しか b真に聞うべきは、我々が、家●中で

何が起きている⑩かを笏 りたいと思 つ⑪か、

家具⑮封される青や殴打⑮音や子どもたち

⑮泣き声を聞きたいと思うのかでわる。

ここ、重〕鸞裁判断では、誰か暴力を撮る.

つ張本人なの部をよく知つていら。□T⑩被

害者のイメージといえば、ほとんど⑮場合

⊂
聾Ы『 讐蟄曇繰暉テ軽量奮鮨兌狡喜魃誓属

°

ている。私たち|ま決定を下さればならない。

人には誰かをれす権lllな どないことをあ

らためて言つておかなけれはな幅ない。そ

れは私爾義務である。 しか嘔子ど魅たちの

証書に触れずに今回④殺人行為について語

ることは私にはできない。『ノわ 那ヾ死んださ

もう叩かれないですむ。』『パパは怖かつた。」

「がパから暴力を提るわれたけれ ど、パパ

がママにしていたことに比べたら大したこ

とEゃなかった。J人は人を扱 してはならな

い。 しかし人は強轟ぬ権利も、女性や子ど

もを苦悶め洞濾に開じ込ある
・
権利ももつて

lまいない。

陪審員の皆さんが『なぜアレクサンドラ・

ギユマンは子どもを連れて逃げなかもた④

.だろうか』と問うことを私は知つているЬ

しかしそれlま、自分には理解できない状況

1 
言鯰濠胞石基承冒讐⑮釈軋響旨T菖 ¥謬奮

人々暉問いだ。だ戯ミ本当にそうだろうかL

DTに苦し替女性たち油再生きる現実tア レク

サンドラ eギ尋マンが生きた現実は、どん

な男気さえも奪聯ヽ取つてしよう男への機怖、

懃ろしい不安だ。
1日

は女にピールを夏いに

行かせるt何分かかるかは界にはすでに計
‐T済手だ。女は 5分で買しヽ物をすませ戻'つ

てこなければならない。そういう状況に結

な■た女性呼、なぜ攀ばな力Lつ た⑪がと問

えるのカコ。アレクサンドラ 0ギユマンちん

なたはJ醸の中で自体⑮中で戦争を生きてい

た。魃審員□皆さん、あなた方は被真力電受

けた大きな場を知らずに彼女を裁く足とは

できない。人を裁くには他者の立場に立つ

追と諏貿できなければならない。人は彼女を

受 lす身だつたと言うぷЪそうではないも彼

女は,闘つていた。子どもヽたも諭琶瀾れないよ

うに不幸⑮どん庭に流まないよ:う にしつか

りつかまえていた。今回iの事件では男女の

愛lまないかく母の子ども■の量がある」そ

れがわればすべてな重たられる。19歳力葛ら

6歳までぬ 4人の子ざもlま んな,た を重して

いるむ        |
きて私たちは、1今 tア レタサンドラ・ ギ

ユマンにいつたいどんな責任節盤あ通のかと

闘わなけれほなしない。社会節留被告を守れ

なかった逼とをもれて有鼻判般を求めるな

らば、裁割⑮信頼性や正当性がど:こ にある

といういだろうか。私は正当防衛を主張す

る。事件が起きたとき、アレク我ン・ドラ・

ギユマンはこれまでの経験:画いも、あ⑮よ、

自分鍮菫死の危険に振していることを想像で

きた。何年も暉闊Ъ死口危険油琶続いていた。

いっもプ大き鵠だつた彼女を、今日、私は

一人きりにbた くない。私|は横事として、

アヽレクサンドラに無罪判換を出すがきだと

主ほしたい。

曇:Dl―
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⑩

5月 13日 (日)皿 時よ明、菊韓鱚醐用 女

噺 ンタ宇l既購いて、鋼塑午辮翁繭爵鰤 さ..
れな 結合司合は不田久仁子さんb閲鶉時に |
側騰者調名 (のち塑名)・ 藝謳状 製 %でゝ

馘 9条劇褪瞳趙腱嗅 諸隧鰤立聰
しれ

雖 置シ
麒雛津●[と重なつた光震興で俸験したこtと はも‐

いかlこ日本は 力まもらし憔 π劃らもた力亀
私たちがお任せ民主主れの中で生きでき|たが :
.を明らかにしたふ暑れはほとん螂 鱚鼈
:されてきた仕■であつな 女性が強策警雉案
‐できる力をどうエンパファメントすら力、そ
れにれの該邊に取叩く雛種つもi―儲に考えて‐

行きましょうJと麟 馴蹴L・
:「   ■‐

ξをし¬ご′l壇山厚勝省太靡をは陽甲bЪ 燿侵硼|||
4名口   噛 確からのメ1鬱セ■プロ‐ど||

鉤磋滸憬薇財予ヾ褥夢荀|■ |

し:瘍 亥 っゝれ

◎躙1¶ 年に報告 承□
1目oll年度温動細音をtゆ⑪まえ事務同長が、:

会計報告書田中和子さん力S、 金歩監査靱音を

駆 こう⑮制美知子さん 9副駅発えしま》

都さんが行つた。副島されがらl餃 繰毯生を
取りくずして鶉り実畷赤案と懸ヽラ蔵しいな湿
漁嘲皓iされな 参加者から 喘測囮皓中の各
・専氣き⊂藉絋曝泡顛躁埒載してlriしb¬ と蜃貪瓢早
出され電数画から記裁すること¶とをも鮭。

・.・

:m、    0   0   1

昔は、ともに相票を持ち蜘 された]  ‐

□囲崚年度活動方針]予算 霧認

|:続む町で    同代表から、囲12年疲幡

ダト箱され囁覇翻己入つぬ ま珈

計円の中の    最ナ∵⑪開催について

列 を、     翔     さ剰 明
|も

・ し、蔦Mが抱えてしヽる鰤      中守

とな柳、岬職⑩方策を夕加春と喜鄭鰭 えて行|
きたい、また研艤終了後のフィー濡ドワ〒ク

織琳nD l大 堀嘆 知 |

も矛定bている口でもぜひ0れを鶴こ峨呼び

力馳‖ナ脚事あつに           1
`剋躊 鶴m、 国 脚 糀 轍 鶴鰺 誕
生主義』を4科学だけでなく撞続のあり方の

躙 らわるとして、          こ
したちどう鐵葛ど口意見が出mli討識した

褥    用夕
性年以降印田大テ守マ「平等曇開発□勒

の実瓢繭ため]雹綾当巫発幅は様書はい社会印

実RAという文書を、『羹害』の前に「鉤露□

1鐸懃越國鱚 J と興錮哺旬にれ しMIttl竜等1,

という意見もあつぬ また、隋蛉颯腫%の
｀
「早

1に、現躾    勢い卿日
桑ることになつた。これらむこり
N睦畿ンネリ‖ 月号幅掲載さ感とし漱うこと

〇

よに国中さⅢ装蝙芳熙罰端隕攀蟷 _:会

摯鶴 4機的場置では光鰤%でれることやも
そ⑮蔦で他県□女性たち口関Jb麟高寺冷岬b
∫たb聯など蝠 も1幽され(7承魯滲L

|○

認された。      i    ゴ  ■
:よ

に1ゆ雉まえ吉おまり即理同m18年度

■    」
｀
趨盪踪れ 需鶯踪袂鵞已膨mlt亀 ∵

総会終了後、F出席⑪会員、橿雉鑢ず圏議員
曲摯Ь国    わ机た燿p)。こ措口後、稲
l闊子さ漸自剛こ轟柳暮鰊襲蛯頓きをがらり
,都翁鰊 Ъ`黎 下力翼、テーマ司甲伽累□
聯 と、萎痢    翫Ъ梃運齢靴館    自

| ¬圏針をして頂きЪ情報⑮共有な囲つな

襄堕:P鉤け写郡呻轟‐  |
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◎

⑪総会報告⑩

総合出席⑪会員でもわる橋高み

ずほ議員力ヽ幅、国会の現状力電どう  .
なつている仰かをコンパク トに話

していただきました。

後半ぬ Fゲス トと共に』⑮プロ  |
グラムでは、F福島避難母子⑩会 i興 ,1
関東』⑪ 3人口方からと、sSW(図 1:

連女性の地位委員会)日 本政府代

表⑪橋本 ヒロ子 さんか幅、公弐のご報告 とひ と時違もたES嚇 ぬ義讐経しせいた絶き:

2012年 度活動方輯
'

3.11東 日本大震鍵
'、

それに伴う原発事故を1契機に、これまで:⑩経済優先主義、料

学技術臣上主義で確はしてきiな舅性優位社会はЪ行き請より、根本から問い隠し1を

求められている。今回ω鉤慮野津疲・原発事故Q興害によつて被災地で生賤ている

女性差Nll問題は、平常時の、女性が意思決定過程繭bら 排除され、僕差鳳」解消、男女

共同●四政策性が腿速に選んでしヽない日本⑪女性⑮低い地位⑪反映で、おる準とを

再認識させられた。    ‐

私たちはも解決:の見通しが見えない放射能問題も含めた日本社会の竜鵬的状況を

打破 bていくため口不可欠で重要な概念が「男女共同参画」であることを再認識しt

憲法⑪理念、女性差Ell撤廃粂絢、その結神を具体ぞヒした瑚L京行動綱恒の実現に向け

で、第 3次男女共同参画基本計画をふまえだ政臓騰よび自治体⑮男女共同参画の輝

進壮況を横証する。さらに始峨推憔0た め、女性議員鶴被災地⑮女性四体をはじめ

とする地域の女性団悴などの鯰鱚体との連携口強イ脇をはかる。また、国際女性無以

降目標としてきた F平等■開艶 e平和J口重大テーマの実現のために綾=原発に依

存しない社会ぬ実現に向けロピー括動を充実させる高       ‐

2012鐸度満靱計画

3。 ロピー活動

活動方針にそもで、女性議貝、他の女性団体と協力し、男女共同参画⑮推進をは

かるL復興や航原発に向けては被災%の女性団体と連携しつつ担当省庁、各政党ぺ

のロピイングを強fLする。

(以下ぬ項目lま未修正でねつ起ことをお詫ぴし、以下峨ようにあ正します)

9。 他団体と口協力希墓ぴ国際に帰 :

・Ⅲ盟団体:JNMS(女性羞掲噛撤廃条勒日本NG⑪ネットワーク)

INATIP(A身売買禁止ネットワーク)

0協力団体 :鱚等待過アクション 21、 ♂ 女性会議、ァジア女性資料セン

ター、男女共同参画と臭害ネットワーク

◇国会議員報告と後半のプログラム●

充実 した金 とな ゆま した。
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0総由報告0
◇国董輛告雫侶島みずI麗議員◇

税と社会保障の一体改革特別讐員会で 17F

本田治案を検討中。M連する鯰□4本も曰

連委員会にて審議されることになる」特別`

委員会では、子ども・子育て新システムな

ど私たち⑮生活
ilこ

直結したも⑪も客識され

る。子ども志子育て新システムlまЪ保青園

と保護者の直接契約が入っているなど闘題

がある。また非正洒雇用労働油琶金労働着口

4割にも上明、年生⑩金額も回る中:鑓費

税増税が本当にできる峨かと思う。

原発に電いては、.まず政府に脱朦発:を明確
に選択させなけ拠はならない。平門委員会
日委員達油習すべで納得していな時

'Tの
に」麦

金だと結論帯け竜再稼働‐の動きなつくつ

ている。

清断層、耐震性、津渡対策、防災計国最

どЪどれも十分にできていない。事故調査

についても最終結論がでているかけではな
いし、原子力規制庁もできていないき再稼

r慟させなレl蔦中には若者や女性ぷ声をおげ
ていくことが率切だと武器輸出三原鱚警蒙
えも武器や凛発を輸出bていく:と blう政府
:甲おけに認:ぬ しれ,書ぃ。食品や学校綸食、
.爆買国給食中鹸射線チェ参クをさ≒釉彗行
い、企%か L⑮被ぼくなテ肺するこ|と 力ヽ必

要である。 や

憲法審査会は1今回会口会期中に、これま

で理回開催さ机た底超党輻で改正識案を出
そうとbでい理

1志

議論も芥科会⑪設置善提

案してくるなど懃ビッチで進めようとして

い尋古審議翁委員ul‐中で、該憲源は社島
=

共産⑩委員でしかおい。懸法躙 業者変え
=

国民投票は3分⑩囲では最く過半数で改正

可能に.し ようとす面:た慟⑪議員連服もでで

きた。憲法改正ぬ動きについてもしロカ)堕

とチェックしていくこと洒霧必要だ□  .

囃事務周囲不十分なメモに力Π筆修正Pbてい
‐
ただいた.5月 理日現在 )

米山1画裂子
`

lれ,中申]・
畿かイラ尋`岬P活尋ずできずに過

ぎしてしまっていますし。
そん畿中で、今回、世論人中皆様をはじ

‰饂敗聘贔亦仄聯辟ポ|○
できたことは、とでも刺激になりました□

:枡二こ懲雪雹写TE"雪隕股邊仁百鱒⑮m‐
1 和氣おいあいとした雰囲気でありな油畢ら:

・ 著ちんと議論をするととるにして¬またち
II国会⑪爺ットな‐情報も提供bでいただけてt

き職に、手配してしヽただいなわ弁0もおい

●Iし 力ヽつたし、差b入れ●おい毬いも呻もし,ヽ

'‐

.・ 舞だけで 00よ 力ヽったです⑩あり邁Sど うご1:き

ぃました』研修セミナー⑮参加.は無理で「.

サカ電Ъ近場で会合があればま走参加し'な
い

と思います。(会長》 l

********:*******串 *串 *****

鱚隕 S10鱚祠Uに出疇bて
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O織畿報告O
E国曇議員メッセージ】希‐翁浙 画鐵割諏競韻とにメッ哺炸藝ジ響b嗜ただきずした。

☆小宮山洋手 厚生労働大臣・峙 樋対策担猾大臣
ヨヒ京JACの絵■にわ集まり申みなきま、ご無沙汰しています6      1  :

珈田哄権口厚生労働大臣として、次口世偶へのッケ回しを上める第‐歩を踏み出し、子育

て支援も、年金、医療、介護⑩高齢者 3経費に加えて、『全世代識隷型』⑪社会保障にする

ため、社会保障と税□一体改革に金力をおげています。

社会保障彰革ぬ責任者に加えて、子ども、.子育て□法案⑮鑢 も鮮せで担うことになり

ました。厚労⑮政務 8役が、画村罰大臣、議国政務官と女性が初めて3人そうつたので、

女性の就勢についで実効性ある施策を実現していくつもりです.皆きまのご支援を祈つで

います。

★藤囲―櫨 厚生労働大臣鶉

総合⑮ご盛会をお祝い申し上げます。

私は現在¬厚生労働大臣政務官を務ぬでおりますがЪ逼⑪ほど、厚労省は』ヽ富山大臣を先

頭に西村副大臣、私と政務5名ゆうち3名威琶女性となりました。
3人でヒつか柳連携をと明、女性□詭労促憔やM宇カープロ解消、均等待過□実現をはじめ、

日女美国参国の推進に向けて取り組んで歩ゆます。   :
ゴLttJ A⊂ の皆様峨ご支援を上ろしくお願い申し上げますとともに、皆様ぬご活口を祈念

申し上げます。

☆神ネ菱圃子 文部科学大臣政務官
2012年度司L京 ∬AC機会のご巡会をJgよ 蜘獅慶ぴ申し上げます。

本国お集ま靭⑮皆さん⑮日頃□ご括mに敬意を表するとともに、温かいご支援ないただ|き 、
Jいか喝鯰計を中し上げます.

女性の代表ぬ会議院議員として、今後もジェンデー平等にもとづく男茸平等社会実皐Ot
め全力を嗜くし、信念をもつて国会⑮内外でとりくんでよいゆます。女性⑮元気とパワー

ロ結集で、人権⑮権立と真口男女平等社会⑪実現口ために、ともにかんぱりましょう !

瑚Ltt mcの ますます⑮ご発展と亀本日お集ま蜘□皆さん⑮ご多幸な魯よ柳.新念申し上げ、

運帯醸メッセージとさせていただきます。

☆金子恵美 参

ゴLttJAC2囲 12年度織会⑪ご餘会を含員⑩一人として、Jいよ柳お慶ぴ申し上げます。

私⑮故郷福くは昨年、東1日 本大震災t厭発事故に見舞われ、厳しい状況下に精かれまbた。

ゴヒ京」ACi漕様力には福島に寄り添つていたださLご支援いただいてい轟ことに深く感

謝申し上げます。本国⑪タスト⑮「福島
1避

難母¥⑪■ in関東J⑪皆様方は大変なご負担
・

を抱えな滑雹ら、避難生活を続けていらつしゃいます。私もゝ 少しでも都力にな部るよう、
子どもな守るお母さんたち⑮行動を権利として位置付ける F原発事故被災著保護濃案」を

提出し、成立に向けで響力しています。
私は、今後も福島の燿旧彎復具、原発事故e睡束に金ヵで取蜘組んでまいりますので、

管厳 のご指導、ご鞭権を賜脚輩す.よ うようしくお願bヽ 申し上げます◎       :
結びに、_ゴヒ京 J ttC日 益寿口ご発展と、|ご参合の皆様方のご健時、ご多業者」むよ駒お祈駿

申し上げ、お祝いの提拶とさせてい。た起きます。        ′
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⑪織妻細告

.織会プログラム⑮後半で、福島麟ら首都

圏に自主避難された『:鳳島適雛置予口会‐lコ

関東』⑮深メ]1美子さん かん澤紗識さわせ

職海美亜さんから、避軸⑪きつかけ、R難
当初⑮実際、現在⑪くらしなどにやいてお

話をつかがつた。多く⑮方が首都圏に避蛾

されている回は知つていても、野近にお金

いしてね話しをきくのは枷めてであつた。
3月 12曰 □原発⑮爆発後、すぐに選難し

た方、数日たつて用 した方などいろいる

だが、数射能⑮濃度や危険度を知るため'ゝ

機的発表とは異なる情報をネットで探つた

が、どれな信頼して良いロカL焦 咽と緑乱を

慮砥た。枝野さんはテレビで Fただ場に影

響はない」と繰 柳連すが、ネットでは危険

という情報があふれていた、自分は逆に勉

険でない大丈夫という情報を必死で深瞳|た ち

という声もいた◎避難匡域に指定されては

いないが、』ヽさな子どもな抱える母親とし

て、撼竃ノ唯たちと趨壁菓磋可ける力ヽどう力ゝ、ネット

で連絡を取慟合い、避難を決断した時は、

残られ13方もいる申で囲『自主』避離でカ

るため、誰にも言わず、同口に内結で自宅

を出た。

融難発を転々とする中、ネットを通じて

注居を押した。住居ぬ優先粋等⑩が自白皓

体の情報もネツトで知るが、タイミングを

なすとそ口情報らすぐ消えたb現在⑪住居

も大案さんの好意で、一年間無りで貸陽て

もらえるという情報をネットで見付けた。

避難した子どもたちへ⑩いじめ問題等もあ

り、今住む近所口人たちに福島諏ゝら趣動し

た起とを話せない。今では夫と言緒に住め

るようになつたが、当初 ll■母子だけ⑪曇活

で孤立し、ネツトで仲間を集め会岬設立と

なるた。現在約 38人口全員でめる⑬:口発爆

発時か亀剋在に至るまで、その時々⑩蝙る

気持ち、子どもへ⑮思bで、地元の人寿へぬ

ゲスト亡其1こ 甲県郭

『橿島 O鵬難園子⑪金摘関東』⑪ 皆さん⑩輛渉を闘いて
・鰤田:美織,手 十

気遣いЪ旗射能[起対する滸齢□親族と口知

識囲差からくる行き違い、将来へ口不安な
‐1ど、‐若いお母さんたち口当時めJu情と今も

続くご昔識を邊うど駒がいたくなる思いか

した。ど本人達●お話を聞かなし)と 分から
ない、事実とA力 ⑪気持ちぷ合わきつた『裏

情』が伝わつてきた6

印象的だつた⑮は、避難と仕⑪緩□曇活

情報を得るにあたり、3人⑮方力鼠篭れ讐れ

言饂∴急2厭た鍋筵胆‐RI忠贔Pな蜀冬機
1膿

度と他曖1陛Ъ友人達との手りとりt避難
先ぬ様子、優先的1こ提供される値膚情軸ご
隕 母子□会⑮立ち上げに至るまrtそぬ

情報収集中情報交換t｀ 僕居轄亀⑩申請ロツ
■ルは亀皐ジトである。3人が強調された

回は[正確な情報』を得たいということなゝ
発れを誰が提供するめか、ということぜん
ゃた。1翻在は良J醸的なⅢ阻など口情報に頼
るしかない口ではこ.しl).3.こ と力隋 し合われ
た。
また、民主主義や人権は日本に当然める

も⑮と学校でも学がそう思ってぃたギt犀
発事故に遭過し、それが機能していなしЪ、

押し`こし`ラ手とに尋プがされた。郡舎ξ地
方、六人と子ども、男性と女性も高齢者と
若聯ヽ世代L⑪それぞれ口差別があるよ

:勢
女

共同参画ということも考えたこと力雹無かも

たが考える&う になるたもということでお
ロセ。原発の連とは忘れたいが親戚力竃地九
に暮らしている起と

―
を考えると、―ずっと同

き合つて行がなければなしないとも思う.、

とカコみb咆 :る とうに話された迅とも強く印
象に残つた。今回の事熊は厚弛そ⑩も⑩呻

: R隧 ,ξ眩鰻よ星奈警馨蒻:會言IES暑響
れた。また、プタシヤぬ人々□状況%昔悩
な共有する起と大切ども実顧醸縫。(会見》

〇

(事務局か皓::後 日、3人ロゲスト⑩方から、『福島口原発閥題をき義油:けに:生き芳、
食事、出産、子育て、etc O・ 0特に女性を取嗅着く桑境が大きく変わ聯ましたよだからこ
を、あらゆる女性郡しっかり,と 強くつとがu、 平和な余来を築ぃていきましょう!』 とい
うメッセージをいただきました。到Ltt J配 も発⑮嗣聯`を共にしていきます)◎
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①参考騰料①

E「福島避離母子の会 in関東』⑪皆さん⑪

報告調事の参考に、性子恵美議員:のア解を

得て下記レジメを雉 ヒます>囮議月はt堪

月26日 に参議院議員会館で開催されたこ
当会主催『女性国会議員とともに学懸学習

会一チェルプブイリ趣プクシマ～女性峨視

点で散射能を考える』において、吉田由布

子さん。
「

チェルノプイリ被害調査 0救援女

性ネットワ∵ク)1と 共に、講師としてこロ

レジズにそ嘔で報告書紀ました。当日は卿

名近く
。
□参加蘭Sあ 嚇Ъ縞二人口報告内容は

非常に好評でした。曹囲さんは Fマ ンスリ

ーhttNEJ 5月 母に同趣冒⑩報昔を教筆し

てくだきつています。日

躙或謡年 4月 鰤 同

福島県⑩被害状配と
〈条貪蒟仄 崇震 。. 5重苦以上0櫨讐

⑩避難⑩状況 100,307人 (4月 2Q同 割在》
鼎外避難者 □27 736人 (512)県内避灘者 97,571人  (プ圏呻

※県外避難者mぅ ち警戒区域となつていたちよ葉 8町村Ъ南相馬市。回村
市漁翫ら中Mは 四,田4人

⑩人鰊被害 ′死者 2,評5人 行方不明者 45ム (4月 曲 圃現在 県など調ぶ)

①住宅金壊 20,S25棟

凛発事故が住ん越繹題 ・

⑩警繭.図域  計画的避雖匡域 :緊冬時聯備醗難匡域  特定避灘働奨地点
↓ 区域見直しが進む    :
避難指示解除準備匡域  居住嗣限区域   帰還困難匡域

○放射性物質と口闘い
③農瀧産物⑪出荷制限 ⑪±壌、森雛、悔求⑪指搬□問題 ,          1
⑬横庭や会圃等の子ども国層場所ぬ汚染⑩問題 ⑬差別と偏見  |
③高齢者や障害者等の値別昌■プヘロ対応 ◎賠償と補償の問題
⑩凛発事故回収東

'

復旧10憧異への道のi明 と新 bいま埋づくり
津波被ゴ悔岸⑮修復、ほ護岸、鰤Sれき撤書、は現による農地の回復
応急仮設住宅→ 復奥公営住宅
放射性物質に精築さ机亀かるさと口除癸

仮⑮町構想
⑬災書に融いも安Jか して暮bせる:安全産地域づく叩を
①女性、子ども、高齢者Ъ障が昨Ъ者等、それ竃れ⑮三―ズに対応した共此口まち
づくり          :

掴島から図ボッセ∵ジ    `.  1   
「

屁福島⑪子どもたちを守
・
り新し懸Ъ恭毒をつくるために亀          ∫

北蒸fl曇暉学署会  ‐
ふく醸まからはじめよう:

3。 11が何を変えたか      ゛
■
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◎三春ツプー①

l畠島.慇 饒蜃瘍  ゴ
,(二春花見まつ鴨フアー》 |

(車座になつて⑪分科会.     :       :
よか―ら2人日会沢デルさん。 写真 脅稲植おづみさん)

(東京)と 、農業ジャ基ナリス
トロ画憚江美子さんカヨ共同代
表□ 個莉 I農と食』再曇皐ッ
轟トワークでわる.:全員⑪皆さん
|』訂騎苛せ幅れた霞霙薫母彙ぬ
:證辟翫細暮   忙顎,

で、三春⑩農産加エグルこずれ
睡所:口

「太陽光少ドネル封置に寄
付 bたこと力雹縁でも議もていた

だいた.山形⑮会に鈴木東子豊んと、
・
福島諏雹地れの住争岬羹隆鼻:と罰ヽ%で押し:贅|■撻よ吐挙

二人を入れると北京洒鰹関係者は 1墓 亀走った:isAぬf庭1繭蘊魁寄せ忙感tだだttた:《事
務周)

会上野 _曜
:前 日⑪冷たい雨節電≦転 して素晴 嘔ししれ鶉

525冒蔵織卜i「1曇|モ仄邁暑⑮警抒饒麒
と福島峨交流力軍行為れました。鵜いしい平
作咽⑮鵜昼をいた起き、三春と固村田皆様、
お聯がとうございまbた。

霊ツ曝茫嘱雹F之ふ彦靡曇眸墨ふえ層濡:

◆国中和予
滝機は満闘⑮花を咲漁ゝせて私たちを迎た,

てくれた。

「
口言冒][を霊量冒抒詈[曇膨靡曇響警

‐

6う か。国然豊かな地に福島第一原発事故
ざ]|き 起こした文鍔●は計叩れれない。
農家にとっては¬放酎龍測定に厳して予

毯2雷≫拠隧蜃八尋轟羮醤麗聖晟層息藝幅
なぃ簿竃、F偏島産Jと いうだけで鞘費者に受

したbl《会

l見
グソフ■

隋⑬揚種讚釉 :アツh亥

:は入れられないことを:直売所力豊なくなり女
性鰤宣はスを得にくくなつたこと、・農業を続

l。 ける.意欲ざ選んだん失せていく:こ1と などを
‐

・

[ 軋晋査曇1曇息讐斃予贔讐≦韓冬巫鱒

bだいヽ:《世話人》

1     醤
｀

―S…



0男女同数内閣⑩

バリテ   生《フランス》

届月1‐ 艤固亀選挙中呻オランド候補の霧て
約が守己れ、タラン三史上枷.ぬバリテ両面‐
が誕生した。フラィス国民□軸臨力電鰐意的‐'

だ。印本甲予鉢中〕:らにる挙まさ鴨締異的屋・
が:パ リテ内閣曖』L政や尋ペイーン (邸萌
年:ぬザ拶ドデ甲両閥)守すでに経験済みでお
る」フランス回パリテ内閣雹瞳胎□男女平
等が進む欧州曇体の動きの中に位置づ|する
べきだろ慟。

□社会般 ∫電リテ
19吻中98年代のプテンスは、女性0政

治参同では、欧州における強進国だつた。
この選札をとりもどすために、N脚年に選

挙への男女回数候補制躍導入され梶口だ日
パリテ法は1閾僚ぬ男女地にコいては何も規
定してはいない丸が、パ』テを推進した社会
党のジョ累バン政権は亀1997年かい下録す
るo3年まで、女性閣僚の比率を飢m以上

にキープしていた。エリザペートGギグー、
マルティーヌ 0オプリ

・
らlo帥 年牝から99

年代初頭にかけて⑭ミッテテ職 統領時代
に力をつけた女性政治家が法務、雇Ne連
帯といつた生要ながストに就いていた。
酬 年の本飾預理では、そうした女性実力

脈政治家⑪中から、セゴ貯〒ヌ OFワイヤ
ルが党の合認候補となり、「プランス初⑮女:

性大統嗣ぬ出現かJと 同ホでも期待されて 
′

いたことな種たちは見えている.。 98年には、
ジョスパフ政権⑪労働大臣とbて 日Б峙囮
法をつくつたマルティーヌニオブリ鐵澤柳口

女性社会党第一書記に選出されている薔

□保守政権と女性閥僚
パリテ導入が議論されていた 孔9脚 年代

半ぱ頃力lら プランスでもく女性閣僚をもつ

と増やすべきだという考え方浦ζ広く市民に

も共有されるようになる。だから吻 年以

降、保守政権下でも閣僚ポスト⑩ほぼ3分
ωlを女性が占めていた底口7年かLロサル i
コジ政権ではとくに、浩務大厚氷外にも、

経済、防衛、内務といつたそれまで女性節S

戯いたことのなかつたポス トにも女性が

石国 久仁予

改力1と起用されなとプリステイ≧ヌムラボ
ルド爾二p率務理事は1鰤 1年から昨年まで経 i

済大菌をみめていたよi :1      ヽ
1・

‐ 1 :.‐
   ''1。

|・   L ill11,|:li

に |
か幅なることだ。ただし外輩t防衛、経済
といつた重要ギス トは男性漁]占 めゝ残念な
がら質的には日女⑮バランスは今ひとつだ。

し鰤趙繹[弔膨鰈ア楔膨茉|
領土幽い者等鰤貿肇用されゝ 社砦ぬ多様性が
導章きわている尋|と :だ彎:颯なみ艇尋中人は

|

道官費恭翡す番11騨 歳ロナ|ジャットeジァ
ロ‐≧ナルカセム。o7年⑪大統傾選でロフ
イヤル侯欄□嵐ボ墓豪曳:寺―シだったgi盆

選‐瞳な夜の新大統領⑮『著者が希望のもて

言繁当鼈瀾∫贔無縫颯燒ン珀文舅憲児釉祗
起用者許ず仕組雛がプランス社会にはめる
図だろう.新しい人材⑮入Mでも闊僚経験

者は4名 に過ぎない。
こ囲内閣繭彙初⑮仕事は、オランド候補

の後綱に沿つて、自分たち峨報酬⑮ 3個断カ

ットする尋とだつ鰤 経済専門鵬『エコー』
・

の女性調者は『女性たちがあるセクターに

大学して入るとЪ給与T~Fかるという法則
がオランド政権でも確認された。Jと ツイッ
ターでつ辟やいた。このジョニクには苦笑

する:

6月 上□同、17日 には不に選挙が控えて
いる6社会党は男女同数儘補者で選挙に望

麹。選挙に勝たない靡堕Ъ政権空代は完遂

b蹴いざ選挙に勝つこと:それ諏琶新内囮⑮

使命である。

-9-
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にはM蓄拠石Ⅲもう:基同毬もね涸雹Mにわる。

⑪ 到臓 鵬 乃眸 力 劇 鸞 趙軌 同 昴卜 下 猾 ⑮ 鱚 ルされ そぼ輔 ¬

〇

吻              まで嘴 ミスЪ

靱 囃鳳暉晰裁下囮鯰ざ靡事簾弥鯰饒罰灯鮨

で合譴駅までゝなど×継JがM%で九 q割   は

少鍮くЪ利畷     Ьれほす 脚野響褥癒LL

鰊 も‖訓凩 )乗蒻罰      をA,4,"2枚

にまとめましたので:蜃要む方はI絡してくださし鶴

制随 廊 嘲蝙 製 猾 圃
｀
あるいは事務所FttX亀 鱚 高FttX峨
鯰駐ではないぬで対応ほ藉千拠くなりま魂

≪蟻月世歴典曇メ毛≫

5月 日目 帆〉18[瘍警囲0:錮 朝鍮に亀

ミか        賽J鶉朝卜J=胚子

さんが■加され鳴セミナ守⑩プログラムご1‐椒援、ラィ

ァ濡ポリータツアーなど、準備について祠嘲離れ 総

合口彗曰進行と役割□確謳Эマンスリ嘲 月号企画な釉

5月 13日 (日 》      け性、同センP―lこで

1日 :鰤～17:蠅 セミナ…準備についで蘊

≪固月週歴醜曇予定)
・
□月T2曰 《卿 ¬目:00 編両』 嘩範闘]邑て i

曇苧二曇守直〒47ム凛〒△ヤ担〒△△マ贔軍

⌒
脂 シ曳lp判 :蝠

:第 167号

血12'年遍月1躍瞥テ
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と団鍮 麺 遇 駒 鍼 謄雌 畷挺 鋤12●員 1日獅

<特集0東日本大量翼哺琥襴謂驀誡陶錘年平

□酢剖趙屹O   Мが生鰭瀾醒ヅ鶉尚礼等の
ジ圭ング塁や

被災者への生悟支援策に巫肌さ机ているジエングニ 0バイアスを、具体制を挙はな力言

聰、珂日明美さんざ鋭く分褥しています。平時の制度鍼職ジェンピーh則が反映 G増幅さ

れた被災者支援礼度。ジェンダー⑮視点から口見直しか求めわれます。

日     嘔繹瑞運睫瀬蔽‖睫髯鐘極 ―――十二一――中__二曇墨〒艶

橿島⑪隕設住宅で暮らす橘鰤子さんがみずみずbい感性でモニタリング心ポストロ立

つ仮設⑮日常な種つてくれ立した。「丸間をメメにし、国無罪⑩輪口をも狂瀞ナロカと願

射能はいもない』と結んでいま九

□昴女眈嗣軋 異書 Q毯切

“

醜圏     ―

鍵書かい れ颯鰤鶉蒔喜継 蜘こ
□月23日、受亦暁子さんが代表⑮『男女共同会両 由復興ネシトワ‐クJ主催Ъ凱朧

∬ も銹 鸞脇として参yしたイ♂蝿ントが開催さ計Ъました。そ⑪準備⑩ために彼製調国も :

訪問した船橋抑子。されによ魯イベント⑮報書と期地リポート覗          :
□束日本入■鍵女性董曇毅酪囀

1蟹帯⊂呻曽尚酬剛甕幕野令は高塵動融腿謳動

詐年、熊にした『東固1本太震臭太性ネットワータ』。嘔1月 1□ 周⑩報蓼会⑩内容量ゝ そ

にRづく1年口澗mの成果出して⑪『女性と多様なユーズに配慮した1典害支援肇例柴』⑮

倒行、F防災計両へ⑩顆蕎』、謳査結果など、これらな活用bて被鍵れは隈ぬ各冬で⑩研修

を企画してい地 調査チーム峨∵員でもめる中口まえ知子さんの細昔醜

*****芦 ****申 **

□F性暴力魏繹光ンタ墓?東薦幡蜃国》Jが導              田
大阪に数いで東点でも性暴向にれつた女性や子どもな機害直後か幅支え尋ためロワ稗‐

ストップ・センターが□月 1日 にスタートしました。副鵬 運営委員⑮囲週久子され⑩

告でた

日摯        一ノⅧ瞬憾ど瞳蒙輔幽額瞳卜三二―――__〒__■]D

5脳]1日 固lこノヾり竜舌鰺][掘諏事;誕墜塾LガヒラFiラ ン′fス志過ず]10ilL
補者が嘔酬を超えました。議0のパリテはどこまで進んだα

□「mm靱穆ぼ紺―J「T日    会J 翻

今覧[鱈腔た慟はレ

⑤



0特彙□東日本武膿霙曰福農鱚発事畿から1年業な今l

「MM鼈 0%や F       I等動ジェングも・バゴア累

一腱
一ｔ血

被鍵者に対する機議鄭鑢酬Ы寵赳饉策とはて
は:F疑害赦動法』、       鋤 、。
i『災害       に基づく譜鮨節がおぼ
|られる。こ逼ではそれらに内包されてい通ジ

三ンダー・バイァス
1に
つ野hせ掏摘しだ感亀  l

ュ.弔懸金 G見舞金□ 2倍口格差
「災害弔励生の支結等に関する濃鐸坦はF舞

害弔屁袋』⑮金額について『死備 のそのな

帯における生識粒持⑮状況等を動案して』定

めるとしてぃろ唯第鞠 。囲 に1醐隕貯令
:

で定められ、「死贔 ゝ簿琶『鍵害用屁盗を受け

ることができることとなる嗜詢型圭劃躍鐘≧とし

て鱚結していた揚合』は即0万円Ъ「その地⑮

揚含』は2醐 万円である 。(第言条ぬ動 。

この場舎、遺された妻が死亡しだ夫に生計

費維持されていたと準なされる:勿薇

P       と同穣に、そ□妻自身⑮

年間峨総顆得佳録

「

88万円    ⑩場合

:は好颯約 1鵬 万円mと なってぃる底9ま

|り その妻の年阪がこの基準を数万円超えただ

けでW慰金は一挙に2馳 万円も切り下げられ

るということであるも同じi愈感でありな麺琶嘔t

置された妻力S共稼ぎどもた場合は専業主婦だ

ろな場合より用曰冬か半線になる。    1
:三高妻が震災守仕事を失6か減収lL暮れば、
二重 0二重の打撃となろう。これはまた、T
業主婦⑪妻にとつても差別であ局。こ□妻が

鉦亡し臨 硼呵読簑盤|ま夫捕諦曹亡し縫蟷設輪わ
」

半額となる力葛ら滝

=同法による支緒には『災書障讐見蝙冬』も

常事紀ているが、ここでも防 によもてや `

はり2倍の格ながつけられている百すなわち

主な生識纏持者が災害で重度甲障害を負っ車

場合はその額は 2510万円である融よ、「その他

:①蟻給l』 |ま 185.:万円である。これで1よ実質的

讐切議曇鵞鏃霧奪糞)

:′=轟臨 ここには自浩悴國費験 担⑩呂国もザ:

北
.班

朧 :

ならルでいろP墨都ら時国油電1牌ゃ熙道府県

が聯亀、市町綺ヵ:廂亀讐姿麹贅チることになつ

そし亀福ζ己逮珪懇あ』薩鏡:韮晰醜範急ま
発生したときにはゝ このことが可ヽきな市町村

・
奮は縮当ぬ負担と違る。  

′
'

日は地方⑮通うしな負担増を支付軋等層措

置することになつているかξ逆に電皐ぱゝ尋̀
のよ

・
卸に女性1と不れを    は、国満偉や

自⑩財政支出抑封策⑪■環として利用されて

きたと見ることもできよう。  |
2.「生活再建支援金』⑪「泄帯主要伴J

19甲 年峰嬰率トキ:「被災者生謄再隼董曇
怯』は個人に対する公飽な金錢綸けを調めた

点で画期的でおつた。さらに鋤⑩7年には『収

入要件』と『年齢辟件」を完全に撤廃すると

いう注目す銀鋤 亀行われてい面高・ビがJ註

当印        ットワ■ク麟

支援センター』等⑮運動にも力哺ゃおしず『泄

帯祠 要件⑩撤庭は実鉤さ机る通となくkそ
の第二条には「世帯主に対し、当譲世帯主⑪

申請|こ齢 きJ tu褥黎麟卵鑓戴握壼崚尭鮮
,を行うとい曇綸 野Ъまだに残あてぃる。

起のため、同濃により結成量が複数いるL
帯lこ|ま盤銀にもいて山o万円 大ゝ趙♂銀に

は七ば方向□基礎支援金が、自己1こ住宅のに

設ぎ騨諷 l痙|ま帥面ギれ 、賃骰哨儡泄 動万円

の如算支援瞼譲憫 されるが (横帯員浦Sl人

の F鰊報幽霊1にはそれぞれ3薦》、それはあ

くまで明螢端毬割に持してということになるc

i⑪募通嘔苧自皓階は三れ塵     軸怖|

‐「鰺捐盤』までもこれ』こならって「咆

1許刊盾して蜘 ることが多しゝ

二爛織饉  鳳八 i
れるケτ累が生しているよ:|またЪ被災颯離婚

1量的援助法実現ネットワーク機醍着支援センター 順被
ヽ

L・ 斃盗鍵能趙纏聰ル耀鏃鵞m‐枷鰤年縣:Л 呂刊日》タ

ー2-
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した    暴力からぬl短いる場舎等、

もlよ制曙家にいな熾ヽ 生子どもはみ捐曇等を

受|す取れない、三世化家族で1よ舅が砒民票上

の世帯室として一括して受け取つてしまい、

そ蝙 にっいて『颯 力喘 言できないとい

う事態も集まれている。

さらにl郵地婚が成立しないまま層漑 bてい

た妻が、住まいの生装によつて夫と同融 ざ

るを得なくなり、高ず夫⑮暴力に脅たなlナ紀

ばならなくなつたというケースもある。『世帯

主』条項がなく、この女性が自聰支援畿や外

捐金を申請できた口であれは、こうはた F震

災同%をしなくて済んだかもしれないのであるL

3.『災害救助法』⑪所得制限と世帯単位

主義⑮復幡

「災害救助法]に峨 宅⑮「応懃鰺理』を

補助する制度があるがご上鰤⑩支援法とは異

なり、そこでは厚生労働省によつて未だに所

得肉はか認されているLすなれらЪ馘罪ない

し前々年慶⑪『泄帯仝体の単収』が (1)拝帆

が500万円以下(鋤 500万円超、間0万円以下

で、力ヽつ『憶帯迦 が義瀧趨遍量(3)開0万円

超、馳0万円以下で、か〇、「世帯劃 浦3嘔□

歳以上⑮いずれかに該当しな|ナればないない

等とされているのである。 i

今、この時lこ必要な応盪瘍理を前年ないb
前々年度⑩鐸囃によつて記めないというこ

と自体不合理であるが、起こでは男性以外⑮

鰈鰺蠍新魃れとくに妻⑪就■による収瑚 が

311度の利用にとつて下rljに なる仕組導がと

られていることにも注目すべきである□

だが、業檬ぎ家庭や鬱卜『世帯蜘 、女性に

不利な生れ三法のこうしたジェンダー・バイ

アスはこれまであまり問題にされてこなか

つた亀しかも、近年では篭⑮改善口機運はますま

2瑚雌凋美「コメント』(しんぐるまざず・ふぉ‐幅
む『肢災女性とシングルマザユQため⑩パープル

ホットライ鼈 ″侮を』ml目)

8ただし、東日本武震災では 大ゝ規模半壊 0金壊の

場合は  ゝ      しないとしヽラ手鼈懃Sと も

れたようで飾る。
4日弁連は鋤11年 4月以嘱

す遠ぎかつていると冒滑なければならなし、
・

というのも、たとえば現在『子ども手当J

が「新蝿圭手当Jに重わり、6月 蜘 らヽはつ

いに所得市』限力童樹与され峯うとしているが、

それについでも翻綺⑩ように主な『生識纏侍

者」である組ゆ所得⑮みを容萱するので|まな

く、業議Jならは両親2人の峨スを含算した

夫婦予位□所得昴』限とすぶきだという主張

が同民党等から出ているからであるL

同様に、自雇い派遣の口劇禁止についても

厚生労慟省は『世等の円 力電馳0万円以上

で『菫として生識を一にする配偶著そ田他の

規族ぬ収入により上話をは侍する晴1を例外

とする方針であることやこ固

(瘍議難き》口装字鼈□家計基準ですら父母

の御 を押 する方式lこ朧 つたこと等、

こうした発鱚がさbたる批判を受|す ること

なく拡大する傾向がみられる

しかヒ、業儡萎究が備財ヴ睦し
"あ

るという

ことを回阜猾覇経蝠鞭瑯匝鼻轟劃巳して、そオVでも

なお所得隠度uを超えなぃ家庭口みを支給

対象とヤベきだという主張ばも女性□就%を

調めているように見せかけて、実際には女性

口戯%な家庭にとつて不利なも⑮とする時

代L術的な政策に値ならない、

ここでも被災者生活支援制度⑮女性差別t

共稼ぎ孝肉は、大震災と円雛事敬以盪か幅の

社会全体⑮尭 ンダー・バイアスと密接につなぶ

つてしヽる口である。ジェンダ‐視%から口被災

溝支援簾・防躙 口莉直bはこうした観なか

らもなされるべきであろうけ

鍛世帯主要件や羮書弔慰金の支結導に関する法律
のもとでの饉判輔蝙鶉雉鶉¬災    醐

lll限□削除等を提言している (F東日本大震災に関

する第1奥勲瓢巡詩』mll年 4月 14曰り 。また、
「東日本武震饉女性支援ネットワ曇ク』によう厚

生欲 巨勁で    動 11年 12月 19日 )に
も同趣冒がある。だが、これらはほとんど報道さ

れていないように日われる。
5ゴL明美 鸞 とも手当』の愛間と維持されるジェ
ンダニ・パイアスJ躍珊露劃Ъl.10、 帥12年 3月 .

同 叩子ども手当」とジェンダー』巫魂り知凱鵬洒
賄。団Ъ躙12年 2月 :

-3-



日特集□車国本太震箋口桐島園饒事故から¶年半、今、女性たちlま□

モニタリング・ギストの立つ踵yで生きる

東日本大震災と福島第 lM斃事故により、

印11.乱 11以来、流浪⑮民口ようになつてしま

つた.私たちは1そ⑩時をの事情で移動せご

るを得なかつた⑮であるが、翻邁住んでいる

極設住宅で 10カ所国で九 9カ開から』カ

所日は極設内移動でした。114部屋める中でЪ

十分程の入居なので、広い部屋争⑪移動交渉

で部18年 6月 実嘔 岬最力L幅 町 鶴 亀5帖 2

間と6帖糧⑪台所兼玄開から、6帖 1部は増

え3硼屋l硫 そ|口かわ駒台所論玄Mは 45帖

になりました。こんな人壼な生幡⑪中で、一

部屋ふえた通とに優り⑮住民lま きさや力ヽな暮 ・

びをもつたのでした□本富⑩仮財は「躙11年 8

月 即 日入層説明金と同日入膳可能で入暦b
た力とその機穆転bてきた方々で九 私瀧1ま

鋤11年 10月 7日 からで七

福島県⑩温暖餡優魃りからゝ 寒さ峨激しい

仲通りに住む逼と|ま、地嵯錮鉤に不安でした6

bttLし行嶼の対応で、各部屋にエア地ン設置も

窓は二重構造、湯たんぼと電蝠毛布油電配付に

な炒、倒とか録を乗り切りましたQ]と風⑪

厳しかつた起と。m盟年のゎる日、仮設内敷
°

他に大鱚光で作動虜るモニタリングe=曳 ト

が重堪ました感豊枷はほ設周辺数力画を計側(

を記入、配付 鯛ニロ)。

M発や敵酎龍に関必ぬあら人もない人も、

毎日曜嘩回直閲讐諦匠にく翼4に見ること力貫できま

へ 起こ仮設内⑮数値は吼認マイクロシーパ

ルト襲岬鮮iS橋まで威示)を示していま丸

下鍮琶るときも場りますL学者で|ま在い口亀

そ口愛イにがどうして羨れるいかはわかりませ

んが、風雨の状況でれわらていますЪ自然昇

にも敵射鱚がわる⑩だ力Lら削配ないという人

もいますが、自然昴⑮旗射雉と厚発事故では

ぱいま薄れた敵射能はちがうと考えますじセ

シウム 134と か 1師 に限つて、行政もメディ

橋 鱚

プもとりあげていますが亀|いろしヽろな綾種⑮

放射階は拡散していると利個人1意思つていま

九 モニタコング・ポストロことでサが、我々

避雛燎民は一時帰宅が可能にな場まbた。私

たちはt回oll年 10月 中mにはじめて蝙 躙鯛

年忠月下御と:まだ2回の暮ですが自分⑪家

に帰る口に、手続きなbで評可を得で帰宅薄電

実れするので九           :
むんと情けなく悔しいこと力ヽ もゝ。2回国⑮

帰宅のときにモニタリ:ング・ポストカ葛あるρ

に亦 きました。それは、山口中⑮道路期だ

つた叩、短設の学極の開だつ舞りです嵐旗射

龍回数値を毎日見て、れにしなが幅、生きる

生鶉なんで他鑽⑩方は想像できるでしよう力、

F健康て、文fL的軸     これな印又

F原子力⑮平融利呂』瘍 、ヽ遣面に進つた

閂m55愛bそ□ぅ.場 19轟が福島県にあ験ま

ち 連れ浦雹戦緩憫年⑩日本田現状で七〕時ヽま

□福身です恩そして私はけれるのですじその

うち、仮設⑮モニタリングOポストロある主

活が普通にな場、その数値もれにすることな

く、ロカの生活を送り、故射烙⑩渕るしさを

『忘れてしまつ』口ではないかとttち 。 '
もちろん、事故のことも遠くになら口では

ないかと。この強設の同週⑮藁量は、故酎鍼

を直外視きれlザ蒙晴
‐
らしいと通ろで哉占真近

に費K大良画をRみ、公園ぬ植樹回すば蟻は

自き春の桜と漸蘊口花 。々しかし秋田藩繋も

♂珈贔 だから深呼吸も」醜罰L折角ぬ財縁もた

たずめなし鳩 し力二閻 ⑮女性たちはもカゴ

製作に、話にtOかの間⑪楽し率を見い出b
ながら、展望の見えない明日にむかもて、曲

懇緞ぐ営準は続けなけ拠l摯ゃけない呻覗

人間をダメにし、国然罪⑩輪uをも獲ねす

原発と放酎褥はいしな賑ゝ そんな目いをいだ

いて生きていま九           、
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□特集 由東日本武震霙〆個畠爛発事敵後 1年半、今も女性たちIま0

★第 1椰の「この 二年、.人をつないで』すl

年間囲涸動囲成果

3911カ しヽ 1年数力3月 過ぎた。われ以来、

私の住む千葉県松戸市も彰酎絣拓鰊⑪瀧ット

エリアで散射龍問題には敏感になら―ぎるを得

なくなつた。松

「

市に避難してこられた力と

も知り合いになつ'た。それでも、横災地のく

らしの回鮮は、私⑭生悟からは想像を組する

男女共同参画≧鍵害0復興:日D]_2■鍵害か懸一年 枷醸登綱子さんとともに

曲橋 却子

塑書を、政府に提廻鉤 7月 に越興に

'牟

力鵡十厖

子業が公表された後も、それに対する囮係大

臣をはじめt意見変換や要望書を重ねで提訓

した成果とbで基本方針に男女共同参画、お

ういは共生社会についで 二露力断書きこ.まれ

た。欧た、121月 にはM災基本計両が鰊正され、

以下⑩文章油軍闘謳され
―た。

F地方公共団偉はI避灘場所⑮運営|.こおけ

る女性⑩参円を推進するとともに,男女⑮ニ

ーズ⑩違b)1等男女頭方⑩視慮等に配慮するも

口とする。特に,女性専用の物干 bl場,I衣
皇,授乳室)の設置や企理用口,女性用下着⑩

女性によう配鮨,選軸場所における安金性⑩

確儡‐など,女性や子育て家庭のニープに配慮

した避難場所日運営に響めるも口とする。』
‐堂本暁子さんから、この改正を會めて私た

ち⑩運動□一定程度⑮成果は見られるも⑪め、

実質的な内容⑮も囲は獲得できていないこと

を反管し《地域□鱚災計画に男女共同:参画⑮

顆慮を徹底すること、金本方針に書きこまれ

た 18頃口を、単に作文℃終わらせないため

に、具体ギヒすること等、キ後⑩活動蜻諷囲を

疸itiさ れた。              、

☆第四部 機臭地か通囲メッセマジ

第囲碕では、着手県瞑讀高国市、富城県南

重陸町、仙台市、1福島県か
:L§ 名⑩方からロ

発言があつた。この企画に対しては、利はか

な轡畷思い入れをもつで臨んだ⑬という⑪も、

1年数力月を経て、鯉書の謳憶が徐々に国ゴヒ

することへ⑪鐘端蜘赳と、マスメディアから伝

わつて通ない一人ひとり⑮被製の物語、くら

し、上呻声が聞きた力ゝつたから⑬

仕こで当日の発嵩者⑩住麒現地に出かlする

こと趣膨t。 ここでは鉤地調蝠⑩様子と当日

⑮メジセージを童れな滑電ら輛台したい□  :
最初撻訪闘した回は、1震災 9か月前に F岩

③米鰤八熙量瞑冤はF痣罐言[暑ρttF輻乙讐
ぃでぃくmでは、そんな邊いを抱きなから、

そうしないために準備に臨んだ今回ロイベン

トだった。

6月 23国 、上譴⑮イベントが強画国際大学

(東京都千代日匡紀鑽井町)で閲催され、全

国から1馳 名が参加した。主催は「昴女共同

参画日復興ネットワーク』職 表 堂祠 子さ

んゝ以下、ネット》で、共催団体とbで七京

」ACも参加し、私自身、作業チマム⑩一員

とbで コミントしてきた。はぼ同毬メンバ守

が申心とな慟、1年前には日本学術会議講堂

で『災害・復興と男女共同参画 6、 11シンポ

ジウム」を開備した.そ⑪後も政府に対して

口要璽⑧提出等を含めたロピイングを重れて

きた。今回口目的は、そ⑮戚呆をは証し、冷

後⑮課題を標ることだつた。

当日のプログラムは、第 1部Ъl年間口括

動報告、第 2部、彼災地かL⑪報告、第 SttЪ

今後に向けて、第 4部、N藤登紀子さんの政

とトークという構成だつた。

第 1部では、量本疇子さん静幅1年間の

活動量がその成果の報告がなされた。

昨年4月 にネットづく場を鋏 したころに

侵興構想会議が発足した力S『傷興構想 TM則』

に、男女共同参Mに関する冬述はゼロだつた。

鰯月 11ロ シンポ後、参加し金量で保択した要
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鋼中女たち⑪防鍵宣言』をつくつた仙菅市官

墟辱匡岩切だつだ。PT墓彎みを製つてき準
:

女性たち絢4Q塙 によりヽ 41画赫ワークショシ
プを重れてつくられたものだ。公民館‐

|こは 硼

数人印女性力雹集ま靭Ъ作成に至っ
―
起経過伸 t

同じ思いを導にすることで仲間□存在を確認

ヒたことゝ 震鍵⑩際に『盪言』』威]、 ばかに役
だったが、都語ら紀た。そ口なかで『宣bl
涸ヨ可能になわた背景に、平素か嘔⑩女性たち

口間で回濃いうな蘭琶叩力重ね贔:こ と、また女性

市長、女性区長によ.6M興訓練鮮大きな要因

である.Lと を知ロセ.当 日は 4鍮 名ぬ代表と

してD野盪枝さん 0縁上浩子さん:涸3●加し、

『防災宣言」で掌おだ F鍵害時には向1助、美 .

助t公動が大切だが残駒には3目 かわる』『避

難所では女性的視線が大切』⑩奥艤の粘語の

あと、『宣言』む萌識していただいた.

倍の後、栗駒高閂鰤コ|も レンタカ7で 1時間t

眼前に広がつた⑩は、テレビで何度か児た藤

端とイLした荒源とした光景だった。そ0■角

に私たち⑩目的である『ヽコミ三ニティさんさ

カプユ』力まあつた。匈著した 18.時ごら、神

Fからがランティアで来た著者で店に賑れも

ていた。ランチ時には近く⑩仮設住宅か幅も

名物カレーや家庭料理者食べ・lこ凡諏S彙 う志店

長口両海明実さんは、町口職員だつた夫を津

波で亡くし、夫の両親、ふたり⑮手どもた場

と避難所生活で、被災音であ嘲な鰤菫⑩も立援

者と'して活動膨大き:な家族面ような関儡を築

き上げた6避鮮所闘鎖にお:た もで、伸闘
iた ち

と被愛者⑪集うゴミュニテイ立ち上ぱぬ纏緯

を飼つたっ当日、内梅きんlよ、1複興など|な に

もしていない、こ⑪瓢戦をねかつてほしいと

話えられた。      :
翌日は幅島県本宮市の振設住宅で暮らず橋

櫛子さんを調問した6fそぬ仮設ほ ‐ゝ緑豊か趣

運動公園にRて られてい`た。てフ.4掲載⑮橘さ

ん⑮鑽稿祀事参照)嵐
:集会面では浪江町か幅趣

難してきた女性たちが、飾ごづくりを低てい

た。下丸の女性の『5平経つて鵡自分ぬ家に

lll浙霙舅膨iF鰺緻t≧就もp堪

いうテーマで語られた◎1980年、中国田大連

生産拠⑩橘iさ ん:は電何口説明
'も

ない`ま ま臓浪

江町力Ьら避難はた経験蘭昌Ъ終勒⑩際ご1徒けで

集結他に向かつた颯憶鍮S重なり、三赳も国策

によつて乗民にされるu怖を抱いていること、

口発⑮再縁慟に対する怒咽、
1と

ともl起放射濾

tii氣にせずに生きられる1社会をLと 諦えけれ起。

数に読闘bたのは編島‐県岡村市口障害者:⑮

自立生幡ヤンタ‐だつた。Fそこで『ケアステ

ァンョンゆうとがお』理事長鈴木絹江さんと

結仲間に出会つて日観11カ 国皿邸閂発事故に

よる選簸が障害者lこ ともでゝい薄ヽに大変だつ

たがЪについヽでう力富がつた。■:日 は、卓いす

⑪鈴木絹江さんは、障害者Ъつ人は|ご 学校な

どのいねゆるL鑢所では先活できなしヽどと、

そ□理由としで⑩体温調節が難しいこ盤ご:⑩

食事⑪闘題電⑩車いナで動ける広さt⑩
:ト

ダ|

レの問題、トイレに行くことを選け働ために

水分を幼えて病気になる、などにつし`マ鱈輌

ま,起艶害計画にほ、・識が、講を、い力為に支援

するかめ個別計画漁量全体計画と同様に重要だ
.こ

し
'ヽ

ラ発書には納待さ泄られた.  : |
今回、現蒻講闘ができなかつ|た性力1本美代

子ちんl■
・、ず随面高田,市地域女性団体協説会会

長として 11月 に 1『S Pllあの1峙ご:|:私は■後

世に語駿継ごう』という体験嗣をま1と
―ぬた経

験について語られた6・ 睦前南国市はよ.行方不 .

明含めて人口ぬ約1で囲■Oliなくなるという

装機的打撃を受けたよ1地域帰人会もや長は曝
ぬ会員ぬ半数を1猾うという欲 bみ面な働動で、

しから会員が分散ずる極申で情報収集中困難

な中ifぬ俳針で発行された竜ご努力に」齢かL
敬意を表したし`志  ~  ■    ~
.★今回口犬‐予趣瞬果と今憧口認題・

tl

刷にとつてヽ:今圃甲大きを成果はξl:準備の

過程で、自分峨日で現地⑪くら膨亀慢口や復‐

興の現状な確繭奎めt綾災貪時畑頁右下≦続く):

〇
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0惜集・車倒本武涯籠層桓畠廠轟串散濾ら|¶ 集半、合も女性なちは□

束日本輌議』蜃躊国鬱瑯 ットワ‐ク

ユ年の適動黎わと

東日本大震災女性支援ネットワ中ク≪略称

RT∫ W胞國窺is p脚剛迦El恥 盪醐 J帥血

颯 画は蠍抽em蓼面判 >は 、1国鵬脇カ

蜘 オックスプァム 0ジャバン 《⑩]凸血

J旧孵m)⑮⑪坐協力によ柳、眸年5月末に■

足した。

〇 幼同
オックスファムは、英閂む本部とする国際

援助団体のしにせで世界中か嘔⑪ヅ村でЪ閲

発途上国⑮支援を行つていた力雹《東日本人巫

製の被害』雹■大なため、被艶支援をす描こと

にな柳、子ともと%に 燻点を自てもことに

なつた。ビかし、国内の安惟団鸞とめつなが

りがなく、ネットで検索したところЪ『]蝠咽

法人女性と子ども支援センター ウィメンズ

ネット〇通つべ」』Ё阪神大震鍵口麒麒顧ら掲

げていた『災春と女性 情靱鼎ットワ‐ク』

のサイトにいきわたつた◎そ⑪ようなサイト

は、昨年の震艶時点で1よ唯∵でわつた。身で

こそ<災害と女性>や≪鱚臭 撃筐興に女性の

視慮を≫という言葉lまけしくない力Sご 颯神大

震鍵後、そ⑮ような視慮で幡動bで幅可た光覚

者である。そ⑮代表の工井申L子さん⑪人脈を

R盤に・して発展したことが特躙であ慟。

復興 e防災過程にジェンデー・多様性⑩視

点導入し竜東日本大震災で被曼した人々の多

様性に画J澤 しゝ 脆醐性⑩高い人々、特鳴こ女性

の権利油澤満たされる炊鑑づくりを目「指すこと

を目的としている。直接支援ではなくこ中間

支援を行う。牝表は竹信三慮子さん 《和鉤大

学教授0元朝日新聞論琥量》t申島用子さん《和

洋女子大鰈歿授 0に簗掌 害鬱憧学》である。

オックスファム流⑮組織囲つくり
:方

(開発系

など

ゆ⑪また畑予

の方|こ|に精な隈み紳と思わ机るか)な馴こ慣

れず、お例はもたつきな鰤彗らどうに動端足し

たのだわた。

m瞑摯調醸L⑪刊行

6月・10日 にも1年間⑮清動⑮lま とめとしてЪ

本卿口文京学院大学において彿告会を開偕し

た嵩研籾チ〒ム 《囲中鼈子 は国幸代 池田恵

子 丹羽辣雉かは、側子になつた「 こんな支援 9

が我bttЪった !災讐     を癸表膨た.

研修チームは、な贔他において支援趙体にず

ェンデー・多穣性に配慮した研修を実蛉した

一方、文字魃り星で詭 でヽ鋼鰤調査を行い文

援情輛を取集し、また種々⑮支援国作⑮脇力

を得ての労件である。女性と多様畿ニーズに

配慮bた災薯支援⑪42案期を紹介し電課疸

分析、そQ解搬価を示唆bているし、災害人遭

支握封冬酪蝙欠率である『尋フィア・プロジェ

クト』⑪yに部分岬鑢粋も掲載bた。

あ個l乱 イラストを用いた研修も紹介bたロ

3種

調査チーム 《池団慮子 柘植品づみ 吉浜美

息子 中のまえ知子)はЪ「支援考口聴き取り

調査」F災書・傾興時における女性と子どもへ

のく力」に蜃する調査 (暴笏事硼胴巡⊃:『プ

ォトポイス』を搬普bた。

F劃胴舅謄 取り繭廣』lよ 即 人口主とし

て女性の支援しへの幅きなワ‐調聰を重に、安

性や弱い並場口人たちへ⑩支援で良力動るた慮

や改善点こ直画した固眸鑢ど⑪ようにそれを

解鼈はた力島卜とくにジェング中宇男女共同参

画⑪視Xから櫨築した人たちロニープをし哺島

に得たか、それをいかに支援に0なげたか、

―
『

―



行%の IR30N帥 と連携した棚で洵域

峨人たちが自立形でいく過程ないかにサポー

蓬虔 筵 凸 軋 逹 ヂ 魃 鰺 は
:

とのM理にういて詳しく聞いており、そ□峙

点で囲集計済呂昌票にi」

(収集は約 1(轍票》麺

いてt発表した。多いmはB†でめる。泄事|

を失う、家断を失くす、他の家族との同居な

どのストレスが女性宇子どもに向けられてい

る6義援位や補慣金を自分■人漁電位場でしま

うなど画経済的暴閂もおろG避鮨所などでこ

津蠍などで夫を亡くした山性など弱い立場□・

女性に対し、前価型⑩性杯坊 《食糾や吐綸物

資を隋yに力|すであげ石、キもであげると言

う。親成による権居⑭椒はなどの圧懲由行勒

によつて性呂援を強要するなど)が起きている遭

Fプォトがィス』は写真と撮影者⑩『声」

によつて、撮影者をとりまく1状況やJひ情、社

会や集団⑩課題を、仕■に発信する手怯であ:

る。写真だけでは伝え.しれ鍮いこと竜言葉だ

け理は伝えにくしЪことを伝える起と力言でき過L

カメラを重県⑩女性たちに波し、撮影者⑩ダ
｀

ルこプを形成し写真について話し合つ6撮影

口意図や輻峨メンバ墓□意見を闘:きな力琶Gゝ

地域社会⑪餃題や、国 0自満体●政策く
:な

ど

にも意見がおよが、そ⑮樅験を政飽提言ワー

クショップに活かすことができたこ
1と

をt｀

「

｀

真と F声」⑮投影によつて報告した。

画簾堤意につb]で

「復興政鏑暮顆興計画義胚み几趣岱き謳言』:

について、さらに会場がい意見を募■た。ま

た、家援            回配分さ

れることでt鶉 可匈蘭闘悲≦製轟颯 囮 るこ

と口問題提じを行つた{世話A・詢石千衣子、

アドバイザー・北明実さん》志嘲ヒ明実さんにはこ

連れいも一部暗まえ『マンスリ…』口今丹に ,

教籠をお願いしている。      「

'盪玲  t¥甚忘又笏
べき提膏」、RT口経験O知気をまとめた Ftt e

自皓体□『鱚災計銹 :‐入の提言』⑩3点を政

鼈 キッ:卜 と膨でも自治体      ⑩Ⅲ

委員たちや礼域リー・ダー電ず援にも広輛:し僑:

用i瞳でもしう
・
。加えて事例帥 ラストを用 '

いた研修む、拡況は実施していく予定だがt.

すでに研籾依頼力事殺匈 bている。     l
またち調査結果は輛昔くにまとめると共にち

提書を俳成し、口・ 自治鮨に属ける:こ:と飛 |:

被羹鉤⑩女性亀らに調査結案を通元してしく

ことも含め、始繭靱昔会伸結果を使つたケ■ |

武'プ ソリポなど□貶修も予定している低《会見》:

⑩政策提冒囲内:容やRTの購動について
:

馳拠

□事例彙鞣ジェング雫 き多様性に陶慮嘔だ肪
‐

製鱚瘍Li調贔靡漿熙愧昔会・ケース 0メ
:プ ッ

ド研修「なぜ 口t間搬‐ヽ合 わせ 0申 込纂

炒%謳 欲幽山鯰面曲卜.or廼 判T D8畑田□日馴×5

鵜:頁脚亀ら口続き》者⑩ンとЪ油ずかな繭警幅も,

顔□見え鶉 油雹築けたことだ高  :
力旧:プ ッセーザiを伝えでく選きるた6名⑩

方場は移さん紋興潮萬鱚鰈を経する書端のな

かでt,1ガジティデ]こ壁き,よ うとされている方

たЪだった。まずは七こ⑪幽やいには識しだ

し亀 さ亀l    テさんと口出合いも大き

かるた◎飢藤さんはt震饉 b:敵辟燎事故発菫 :

は毛骰館村をは醸ぬ被鍵地に諷度ちでかけ亀i

炸曲嘔ti硼贔発に向けて精力的に満動されて

いるL被鍵心峨方蛉Ъ当日●貪してくださ■1

た蜻きまかし多く画0意と力をいただいた。・

今後口課図はも1被災地諏筆らぬ堕⑩声にこF私 :

は、力`かにレス1削シス1鼎彬響〉
‐
醸毛
・
費種をと

つて時ヽく力ξである。   ・ ‐

〇
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「性暴力錢援狡:ンタ■・輔 ュ‐がスタ〒ト

性暴力にあつた女性黎子どもな機害直後力争

ら支えるため⑩フンストシプ 0センタ‐|。 F性

暑力救援センター・東京』鱈爾醐直:蝕魯副肌

醗山デG曲七配 :猾皿G》 力電設立されt嘔月 1

日から四 峙問電話相談を開始した。

おりしも6月 1量 日に関議決定された固囲1電

年版
‐
『犯罪被害

'自

警』で1   被害を受

けた蠅 の 7■llが 職 にも話してない』とい

う調査結果が出され、′ひ⑪場を一人で抱え込

む被害者が多い美憩を明嘔かにbでいる。

すでに囲 1□ 平4月 に開識され¬悟靱bて

いる大阪の 確 暴力救援センター 0大鱚J

(型肥圃[00)は多く⑪性暴力被害者口相談

にもな嗣 、潜在的なニーズを掘咽起こし、

種々の課題を提越している。東%でもぜひ同

様な『センター」を作りたいと馳唖皿I喧旧⑮

バックアップも得て、動き出した。

副hCHIC⑩ は、口市中央肉醜向に寇置され

ているが、東京では、先憔的な塵婦入科医療

を行つてきたまつしま雉院 (江戸∫|‖ 匡)と違

携する「性暴力救援センタニ』として開殺さ

れた。2代畿は佐々木静子さん (まつしま腐院

防鋳劃、事務同長は羽 II和子さん (フ ェミニス

ト・セラピスト)、 国電壺贄憑4(相毒腱熙覺)は、

縦藝嘔《性暴力被害者支援看謹職,日 本では昨

―「MO法 人 女性の食全と健康⑪ため爾支

援教育センター』⑮認定資格》⑮資格を持つ

看謹師、相談量画は融がある女性たちで、

副旧層のオリエンテーリングを受けた餓 た

ちである。          1

:                ******** . °       :

―
lhm夕 輻 醐 諏 は 岬 颯 跛 帥 は ます占

早♀四疇鰤 .管 トライン :□許蜘 詢〕調白

ご支援画カンJ嘱曲送り出 :郵腫爆肴回座 脚]・7は半曲山繭堪曝鋤彰擢竜ン曇二 甲東京・

酬銅肥運営委員  田辺 1久子

凰 時間ホットライン、安全造安心を鱚じて

もらいな力昌亀の画攘相談と藤婦人科医鱚を提

供する。また当事者が希望ずれば響纂へ⑪通

報も行 5。 必要に応じて弁護士による淮的支

援    を紹介する。さ喝には    ⑪

ため⑩援助など継鑽Mで結舎的な支援を助ぎ

九 すでに電6日 間ぜ知僻鑢相鍼電話を受けゝ

8伴□面機翔歌を実施している。それる⑪内

訳は強力ヽん・おい世つ 17人、セクハテ 0ス

トーカー4人、僕虐備¶人、DV(夫婦闘強

かん)]人、そ印他 11人であつた。そして、

シ療件数量件t弁護±紹介・同行風件。

■近では輻艦期 (横害直後)□相談も入る
:

ようになり、来所ぬ画接相激にうなかるケー

スも増えている。さまざまな組讀機関からや

なかるヶ―スもあい、ワンストップマ多様な

mに つなばられること⑮メリットなど、ワ

ンストップ
‐
0センターロ本質的意阪を深くは

じさせられている。

融醜C(サーク)の活靱は端編に着いたは

かりであり、本格的な悟靱はこれが爆である

が、潜在的なニーズは大阪よ蜘も多いと豊躇

するこのRである。

開識するまでは難鹿でЪひやひやどきどき

の毎同で黎つたo二れからも資餃確保、支援

員の確保、R携膿蜃⑩強f脇勒ゝ邊が面積挙で

あるが、横害者の病準と苦し準に寄蜘濃いt

共に生きにぴてい込うとする意思、そしてな

によりも円 をなくしていきたいという熱

意によつて乗
・
り越えてい|す ると信じたい。
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フラン掛

5月 儡日の社会党オランド大統領選出に続

き、6月 10日、 17日 に:究施された輻

会選挙でも社会党力電単軌で過半数議席を獲得

し、政権羹化が完全に実現bたる
。
そ口間新大

鰤 は二側近中⑩側還、ジャン手マルクロエ:

口τを首相に任作しく選挙申⑭公絢魃り、首

相を除く飩 膨又詢]男女回数がしなるプテン

ス立上初⑮パリテ内閣をな堕させた志岬散時、

女性議員|ま 1郷にも満た畿かつた国民誘会だ

が、今回⑮形 でパリテはどこまで盪はした

だろう漁ゝ
薔「女玉辺拳』口延長として⑩国民議羹選挙

フランスの大統靱kは 暗姐園聾劣』と言わ

れる。その他は日彗では下がり続ける投瀑率

も:鵡渕鰤聾は 躊 上をキープしゝ あらゆる

選挙の頂点に位置し、そ⑮後5年間中靱政を

概ね減するかしである。実はЪ「1嘔駈年の細⑮

戯来、      に行を担

れ起すべてね爬民議会選挙で、有権者は大統

領⑬出身母体⑩政党に過半数を与える選択を

してきた。プランスの成諭鮨昴』は轟蠅記蜘吻

と大統領制爾二も口特徴をもつてい働ために、

議会でy半数議席を得趣い限駿大統颯選で⑮

埜絢⑮実現|ム荼しし、大続ほと首相力電対立し

政治が停滞した       な目度も経

験したフランス国民は、今回も、隠 集中⑮

蓼宇』を主提する保守口国民運動運台珈肥よ

りも、『大統馘lと    手般を』と話える

社■党に投メした口である.1  :

1「亜檬醒挙』と呼ばないぬlま選挙elttth
が女性名詞嘔た魏

儡 的にフランス大統領⑮任翻は7年だつ

たが、任期 5鐸⑩国民議会と口2拝間峨ずれ

働mに       を生摯ャナstしてい

ジ囁ざリテはど:こ痙 だか轟

石田久慎子
口女性に不利慮硝l遅拳匡制

1回     は多数綺表拳小選挙区.62回

投攣Nであるご第■回投票で過半数を獲得し

た嵌補者がいなければ鶴    重動鯰×Ω数・
⑭ l臨 lm以上を得票した嵌補肴たち⑩囮守決

滸投粟が得なわれる。実際にはMFiポ鞣匡⑮‐

多くで1位、・2憧圏      対決とな

る。尋1卿馨封Ⅲ罰噛獅ll鵬党密亀右Mは

硼Pをそれぞれ軸に移たЪ左右油事対れするデ:

ラン累:の政党シ瀑テムをつくった口である6

多数代光NはM歌が瑯確に出電議宦⑩意篇m_
定を容易にするざ、麗隕が多く仕轟⑮多様性

を反映できず、また期職[こ有利で女性をはじ

め挙する所轟者|こ不利な肉庫であるp

l騒弛年代翼降、そ田他酸調‖、時に設欧諸国 :

D女性たち⑮政治参画に若々 と進Ⅲだが、プ:

ランスではこの選挙鏑』度葬∵人口政治家〒男
電してつも⑮政騰職を兼mfう制度

があるために、女性の政昴、とりわけ中央政

界への選出がにまな漁Lった.

1副帥年代末l芭始まもた      問艘
にと働くむ欧」側評議会におけ面男女同数民主

主義をめぐる議論電
:こ

□議論を踏またて1個馳
:

蜀 l已λ駿匡瀬瓢不審議≦М魏魏畑鰤辣帥熙赳壁膨

た男女貪蓼朧魏麿蜃籍t是れにR動して展開

されたフラン翼国内ぬプ土ミニストた場mパ

リテ運動はまずな論を喚起bt軸いでR界を
珈 理した:そ

:し
て社会党を中Jけとする:歯靱速

立或権下でも女性   画面徊酢しなどりも

射 ために1%鰤年にパソテ 《昇女鱚硼
二
法

｀

が制定されたぬでわる。

パリテ法はあ     をはじめとする

ヤベで国に簿式選挙で月女同勘痣端爾簿を政

党躍麹酔づけj‰         女鱚数

でな時ヽ限り候補S名簿を受理膨なして,多数化

表れの国    でも、昴女   辟政

党に求ぬ嘔蝠 ろヽg'悩力ヽ隠 しても(:得 |
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興数饉応じて支払われる政党交付金⑪一部が

違反の大きさに応じて減顎されるだけ勉 と
｀

くにE遭吹党の齢 、減 |こ際じて鍋 われ

るもう一方⑮交付金を期待驚 るので、通反
への蜘止効果は十分ではなレゝ そ日ため改選

前の女性議員は 1甲
|こ
も満たず、剛カロ田鱚⑮

平均よりも少なかつた逼
｀

コ之派回努力と右脈⑩自慢

今回の国民議会選挙に各政党はどう臨んだ

のだろう力、前者⑪交付狡幅頼る中政党は主

右を聞騨 リテ法を酎 、ヨ1退 bたば ン

を維いだ眼のマリーヌが率いる種宕の国民戦

線も左翼戦線痺緑の党もほぼ 閻 ⑮女性は補

を出した。問題l剖閂輔i鰯躊謄それ瀞裁議席に

ほとんど結がわかないことである。

2大政党の一つ、社会党はパリテのほ勒生

で、今回⑮影 も前国と同様 地噺近く⑩黄性

%を 搾立した。初⑮女性第一書記、オプ

リの下で、パリテ、多様性、若さをR降には

補者がに若された結果、女性だけでなく移民

家族・海外領土出身著やおい位満も一定⑩割

合   となり、社会をよりよく歴浣す輸

構職造なつている。ちな準に、1瓢鰤年⑪国民

議会選挙で左派が騰利し連北慮構を続立bた

ときも、社会党は女性は補者を 3鍋も擁立す

る当時としては思い切つだ蒻階で、し欲権攀取

に成動した。身固も躊 だつたからこうした

賭lすに出られたのだろう.

それに対躊 ④珈Dl     した結

果、巫回よ撥珊敵退しで 2風鋼に留唾るた。

サルコ減載権ではいくつかの日立つ閣僚ポス

トに女性が費用されたが、今回%で 回覧

mノくリテ⑩取組はぉそまつで、コペ党首もそ

れを調めている。
(身

肉の女性党員か聰も [反

パリテ党向 と口靴封諏電相数い鰤 ノくリテに

ほど遠いために、売付餃D3分⑮l疸度が減

額される見通し亀        ‐

ロパリテほどこまではんだか

醐 大申コ飩柩服は 1鰤 名、飢鋼となり、

蒻 ランキングではそれまで0釉・
僣蛹魯ら鋤

位に上昇した。    %固 lまひとえにた

派⑩健間にようも⑩だ甘左派金体で女性候補

者は基魏 当選れま翼5■で踊 軋 騰 党

からIキ 蠅 基印    中『・酬》ギ澤闘されれ

枷 はり で 温胸 剖 晰 焉 霙を出した

が、彗選bためは帥名、12蹴と低い口は、
.ゴ
趣黎讀諭雹率利   に向されたからであ

:

る。この知名の中には、極磨のカペン前国民

躙 首%で 国厠鯰鱚趙うい④ 閣 歳⑩

マリオン 0.マ レシャル辱バ ンも含まれる。

国民漑線は四年振りに2議鸞を瞳信した.フ

ランスでも格差の広がゆで、左右⑮ポピュリ

ズムがりいづいている。

選挙に臨んだ第1数パリテ内閣⑮25名の閣

僚は、信任が得られ避けれ|   ることに

なもていたが、企員癖之置を県たした。6月

21日′に期》規慎画由   電あり、新たにどぅ ,

のがストカ弩釧ねった。こ●新内閣も減輔な男
′

女回数内閣である。

注目⑩国民鵡会議長のポ尋卜は(O17集⑪社1,′

会党大統領候補だつたセゴ陵守ヌ 0ロ ワイヤ ,

ノレポ早く力島ら椰どを示してし輔軸 しかし濾

聟候捕で地元の反発を買い、早鉤疱 彼女に代

れる女性は柿崎 もあがつた瀞雹、結局、クロ

ード・ノ瀬レトローヌ瀞雹議2に進ぱ紀、初口女

噛国民議礼議長口誕生は力送口となつ。た。大

統胚、首相、上下両院議長、簡淮躙裁判長の

ヤベでな男性が占めている。
日『男董平等⑩ため⑩4□靱

今回⑮選挙を見凰 バロー=ボルカセム女

性⑩権涎大臣はЪ鼎女同報は補者徹底させる

ために、男女同数痣柿を出さを曖浣 への変

付生の金繰闘ットを重帳しているι意思決定

⑮場で⑪パリテはな磁的に重冨であると同時二

に平等を実現する手段でもおるj徐々にノくり1‐

テに近づく国民議会がパリテ内閣とともに、

オランMが 共る3月 8日⑮国際女性デ■==

に発表bた『昇女平等⑮ための製O⑮壁約』れ

をどう実現bていくの力到こ注目bたし、 1

(会員)
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<北康」AC7月に側字習舎⑩お輛□世≫ ′

テ曇マ :邑れから□農林熙&女性面役割

国 峙 :7月 Ⅷ日国 (典》1510白島¬7:□
'□

金
｀
場:ヽ豊貢直異量季等ャンタT「CM鱚室

′
             |

講 1師 :偉崎正美越‐施 《《財》ア載ア女性奎論「赫究ジォニラム曇任研究員》 :

今年峨国連女性⑮地位委員会⑩メインテ〒マは『農幽漁村女性ロエンパワこメ

ント及び貸国心飢餓僕滅 0開発‐冷目的靱題におけざ役割』でした。ジェンダ‐ぬ

視点から買ホぬ農村女性あ問題‐l虚取り組まれも農家ぬ家族経営協庭載策にも大童お

詳しい檬崎正美さんな講師にお迎たして、
:標

記テーやで、もれ晰習会を開催します。

1    8月 4日 、5自 ロゴヒ東 JAC.全国研修セミ十二in鳥取⑮ためぬ事前勉強会もか漉てい

ます。ぜひご参加下さい。

資料代 :会見無料。4員以外⑩方 50回円

当日受付有り。ただし覺珊準鰤⑩割合よ、な局銭≪前もつて招申込下さいe    :

申込先 :『酬口□3守駈1田報肥日も爵m酬焔 i肺罰薗醐錮山oOoG⑩口臓                   1

〇16月 世話人会

6月 12日 瑚ヒ京 通蠅 事務所で午後□峙

から開催◎7月 8日 ⑩全国研修セミナーロ

事前苧習会Ъセミナ∵の準備のため⑮つ|ぬ

⑪協議をしました。

よいで新世話人鉢制 ほ役Zllを澱ぬ竜マン

スリ‐ T月 骨⑪内容や物●者へ⑩依頼⑩手

順を話し合いました。       |
次国世話人合は7月 10日 ¥後 5峙半か

らゴL京 翻LC事務所で開催予寇。   i
『マンスリ‐珊ヒ京膨LO』

T '第 16呂 号
・

。        ・
2③l目 年 7虔1 1日 目櫓行  |

◇編羹 ム発行    北京理蝿 :な話人会

◇担●世話人 1  石国久仁子

◇7118□ 0鯛島東京都文京匡本郷量・4715  1

本椰コーガレイン罰彦,705

◇F塩重:03・ 3G□目e6028

◇晟姉:編ek価ねQ鯉.耐

◇璽郭̀櫻暑振柵 弯許:    ⑩田露5③
二
7甲個B42儡

瑚L京 脚LC事務局

日 12●:L圏自同鐘』[鋸諏JA鰹 .(割国圃刷璧セ1亀1カ

■血島嘱 申逃まだ受樹ます [ :

8月 4(上):5日 (直 》に鳥取贔立ち

吉未来中心で開催され:る Fぃっしょにやら

いや男女共同参画』:発低でセ量ナ■穫⑩

ツアニにもせ砂ご参脚囮下さい。

だ編集機記≫ :

今丹|ょ F東 日本犬震興ヒ福島厚発事故機

1年+、 今t女性たちは』を持集しましたよ

日。1l ⑮トツプル鍵害などう総括 bЪ 錯こか

らぬ教割鵬なこれからの社会にどう括力Lbて

いくべきか。もう一度しもかりと蜀たち自

身考える必要があると思つたからです志

害さ0厳低い福島蟷仲通:聯‐mttIで暮ら

す橘柳子さんもご寄稿下さしヽましたとモ黒

タリング・ギスト:⑮立つ仮なで●同力の生

活や躇情ぬ動き

「

こ|まやかに綴られた文章

に心を打たれます。幅卜⑩人々⑩声に導者

仮けること魅なくこあ田大趙劇渕起き
:な諏L

つた部の如くなiし崩し的lこ鳳発再稼働暴向

がう政府の姿勢に鱚りを覚
.た
ます。(石固ウ

-12-



|ぼ ,yイングネ y謄ノ〒ク

プ姦ダーh膚脚」
顆 腕 耐 動ilI岬 鮨 蹄 the臓j軸

第1日 9号
2012年 9月 1日 獅

≪ ¶臨 脚
セミナー in鳥取胃報告>

…………………T 露 0,3  1

潮野儒弱即F酵さんが、伊囲広行さん□1%かぶ講詢封‐■

□ 節四分科会 臭書と女性TM発にどう向か嗜竜 う力L

J日 第3■群会 女性口働く場などつつくるか

日 第4」鋼驚肇       実備とその支援⑩あり方 …………………
T…
………………

≪れ され虞J卸動碕厖> ………Ⅲ………… ………………… 90

ロ     ミナ     ・蜃鱚肌農柵告など

日

F生きることは行動すること
'一

いま私たちは 里

ど□ような澤割℃を生きている曜哺Jを含む全体金 (2国 目》と分科金 (1日 日)の全体を軽蕎

しま九

日 地態 轟 襲 鍛

地元⑪女性団体に精力的に叩がかlす、多くの参加者を得て向容的にも充実した全国鱚は七電

ナーとなりました。地記   会委員長井上耐子さん⑮報告です。

く分科会報昔 >
□ 第 1」嗣鐵壽 農山    幽域で生き生きと暮ら%続けるために ……00000000

… 4

鳥取県⑪日出嶋香代子さん、長珈県の利 |1律子さん、』ヒ京」ACふくおかめ丹壁売子さ応、山

口県⑮小鼈久子さん⑮感想でた

≪フィマルドフーク>……T…“……響………“T………………………… 11

□:Aコース 鳥取行き

お買い物処 硫わセい軸 と為嘔砂丘行き⑪半ロコTスのプィールドワークに

'Nし
た垂知

暴⑪岡田大佐子さんの報告醜

日 Bコース ニ朝 ○蔦饒行き
三朝温泉と鳥取砂丘行きの日日:闘ロフィールドワークに

'加
した東京夢⑮鈴木陽子さん印報

告で九
******

ロ リオ+29の成果≧ジェンピ〒⑩儡慮師Lら 1目

プラ最撻のリオデカ ネイ国で開かれた国連釉続可能な開発会議 (リ オ+鋪回翻馳として参

加した織日由紀子さんが、採択された成黒文書にりいて報告しま九

□ 国宝女踪教脊貪贈 颯閻銹 闘躁駒鱚酬)について
蜃度・組織⑪見直しに関するN議鍛慮を受lす、文部科学省の『国立女性教育会館⑩在慟力に

関する検討会』が8月 28日に幽した細告書について、大珈にさんが靱昔bます。

騒

固

7
8

1□

13

14



ロ セミナーの金俸報告 :0

司LttJ A Cと 地元実行委員舎④構成によ

る咆囲1露 年度司L京 JAG全国研修セミナT血

鳥取』⑮終了後、参加者の方から『とでも素

晴らしい内容だった』『地元でも、こ⑮よう

なグルァプに活動諏]必要だと思つた』など、

雪鞣晟稟ぶ予憂昆鸞]卜冒繹‐
聞』に掲載きわ遷記拳と塵もに,こ

『話|も ごち|

から大成功だつたと声なかけら‐れ、疲れも:唆|

き飛んだ」というファックスを限にして、私

も菫た大きな力をいただいた。

この成功の背後には、核となる女性⑮行動

があつた.まず長年の友人であり、瑚LttJ A
C会員でもある井上耐子さんと資囲寿子さ

んの呼ぴかけに応 じてくださつた地元実行

委員⑭皆さま、Rと のパイプ役を具たしてい

ただいた県会議員浜田妙子さん、平井知事、

男女共同参画センター「よりん彩』所長をは

じめとする職員の方々、県男女共同参画課⑪

皆きまのご尽力のお際である。心か幅感謝し

たい。さらに、今回のセミナーの成功の背後

には副ヒ京 JAC世話人であり地域コーカス

「津山 露1ネ ット」の代表である黒見節子さ

んぬ存在なくして|ま ありえなかつたを記し

ておきたい。黒見さんは、岡山礫津山市薄Lら

車を走L世彗羊鷲動員会に出席し、景の胸成金

を得るためQ書靱 瞳ほか、準備の大部分を

担つていただいた。また講演をはじめ、各分
:

科会の問題提起者の内容や論議が充実して

いたことが参加された方の病是度に大きく

影響したこと|まいうまでもない。膳謝⑪急に

たえない。

第 1日 日の力響曝藪動農山瀧村女性が地域で

生き生きと暮らし続 |す るために、②災害と女

性‐原整にどう向かい合うか、③女性⑪働く

場などうつくるか、④性暴力被害⑮実備とそ
の量機のぁり方:ぃず嵐雹蘭慮提越暑譲業藉

l

"2囲12年度全国研修セミナー
‐h鳥取 ずを経えて

北京 L‐共同代表
f船

橋軸子

らしかつたというコメントをたくさんいた

越肺Ъたも呂辟間に及ぷ分科会では活馳な意見

変換⑩上で政策提言と低での要望がまとめ

られ、2固 目の全体会で報告された。

交協会で]ま、問題提に若として金爬か幅参

加いただいた講師⑮紹介□後Ъ地元⑩踊柳や

1  女性団体ぬプラダンスに橋本ヒロ子さ為も

巫嶼 り,れで大いに感り上がぅた。地域申
峰力糞からは、多数参加⑪』L東 JA置 懸くわ

か、アクティプくまもと、ゴヒ京」AC山 口竜

中部、新潟、他台、また高根果、大賤府茨本

市Ъ長野県佐久市から参加された金筵紳ら⑪

挨りに地元実行委員会の方力圏舞音に_Lが ゆt

名実ともに変続ができた.

2同 日は井上耐子さん、共同代表⑮清求置

子さんに続き、来賓として召国耕太郎倉吉市

長が挨場をされた。その後、鳥取県誦事宰井

伸治さんかL「男女共同参圃⑪モデル果をめ

ぎして」と題しても橋本ヒロ子さん瀞らはM
連女性のぬ位蓼員会日本代麦として参力固さ

れた立場から『国際的にみた農画漁村⑮剣陛

の問題』の講演に、伊田広行さん⑪基調続演

と続いた。最後は、.4わめ分科会の論議鯵よ

び褐それを塾にま―とめられた政策提言曜P町 1)

で0報告⑪ための全体会で開急となも通: i

平井鼈治鳥取県知事曲講演では、パワーポイ
ントを駆使はでロンドンオリンピック O.ア∵
チェリー鋼メダル⑪メ]1申香緒墨きん力S鳥取

県漫詞疇顆げ出身であること、女号繁7ラ ソンカ麗種

日となつたの|ま 1984年、今年度はすべて

の種国が男女となつたこと、女性の活躍焉国

覚ましいことに言及された。また青踏社⑮設

議鼈予屏,表           尋饂
議Ъ弁護士など⑪紹介がなされた。またノル
ウ■―続計周⑮指標によって東到L大学研莞
グループ』]自 治体の男女平等の達成虜書は｀
墨&二驀轟底通塵:真体的に直亀芳基務員峨

-2〒
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(D生 警出していることO消費韮■の重要な一部

を構成するのが、過食、地食、実食でおり、

御申に実囃しいものがあふれている息 美食

のために金が贅択に使われ、大量⑩鰤 が捨

てられる。とりわけ動物を虐持し、費靡系 0

環境破壊を進める自食主義へ⑪響告には「な

るほど』と納信させられた。

忙しさに国蒻れた社会嵐非エンパアメント
ロ社会―こ都も地域でD‐7被害女性や子ど
も回支援活動を7年財し,て き舞

:曇端涸Lし で
は僻鯰‐1こ見え

.葛

嵩
:」 いま機結::家弊暴的秩序⑮

ながで自分(1,[:〕iX壁警臼分"夢it:ib設計ナ面|こ とな
く自己香庭はか褥い女性癒言いかに多ttヵ、 ま

たメディア情報にJn~ら れる人々が増える (こ

れ自体社会的に操作され、つく幅れる)なか

女性管理職、審議会の割合は2位、女性社長

5位、曲槃率6位など。通の他ゝ子育て王国

をめざし、DV被害者支援事叢ぬ手厚き嗣語

られた。 |・          1

☆基調講演
な
伊国店街さん (社会学者)

F盤きることは行動すること―いま私たち

lま どのような時代を生きてい輸峨力輌t

伊日広行 .さ んのお語は、期待、いやそれ以上

に、従来の時噸力を F根源的に考え』「自分

③暮らし力を変え』そして「臼分自身が解畿

③一部になるという希望をもつ』という、テ

ーマに属口したテディカルで、かつ総合的視点

で社会を掘えたもので、今後、熱議が求めら

れる多くの赤唆に富んだものだつた。

☆今⑪社会がどう見えるのか

伊田さんによれば、蠅 会の中静か的問題

は、ジェンダー秩序、家族単位を組み込んだ

F経済成長・消費J至上主義社会、スペクタ

クル社会 (実物よリイメマジロニセモノ社

会)。 ニセモノに興味をもち、幻恙させられ

る社会。小泉政権ににた劇場型社会であるL

それ|ま、主巫価値への依存度:例えば長時囮

労働 (仕事)、 金もうけ、恋愛 0結婚、美し

くなること、刺畦や的成功¬権力をもつこと、

伝統や国家への依存症によつて構成される

こと、グローバリゼーションによる中続自人、

アメリカ的基準を隅々にまで温透させるこ

と、濶費が宗教といえるほど⑮消費債存症を

で社会の起とを真面日に考える繭民や幡蜀 I

家は聞塞躇を抱きゝ社会麦革への話めが見ら

れる社会t墾流秩序□上位同体を聞題にせず

に、下位を間腫として論じる視線が指摘され

た。『包摂』『排除』「貧国』弱蜀者Jと いう冷、

流行口言葉は、まきにこぬ視慮:と 関係してい

るが、三れらの足とば⑭もつ危険性について

の言■にも、きすが伊田さんと感」卜させ聰れ

た◎      ‐

★自分癒珈 決め一部になるという希堅

以上⑮ような時代状況に穏たちは生きて

いることを調蝙離したうえでゝ希望をもつ_て

「生きることとは行靱することJと いう姉題

に向lすで、ぼ国さんは『社会を受革する構成

体の Fひ とり』として自分⑮暮らし力を重え

ること』を提案された。それ自体ぷ社会mfヒ

の一部であるという。な機ほど。

伊田さんのこシングル単位舅覚、肌成長の

は覚、どローパリピーションに対してローカ

リゼーション費優値とし、制度□政治の方向|

として―は珊製難型い面爽學他的肛壁舎良曇筆導彗

鯰島庭E認讐冬踪ぽ警
帯単位⑮協力 日'分業ぬ轟魯旱 鑢_識ざら姑抜き、

家族を聯位とする極基姜薫手旦‐証ごし備:に纏
‐

差局町を再生産してい通かについて、またカッ

プル単位社会が、悲愛をはじめ、個人の意識

を東縛しているかを明快に解明された。それ

に飢えて私たち個人が社会愛革緩⑩世Tを
坐きること、具体的には弁主流的秩序空間を

生き、自分⑮加糀討生を減らすこと、「自分⑮

革命 ll■ 自分で起こ週mと いう慮覚は、日 『々罐

力的なら⑮Jを解作すること。全く同感。

それでも若干、気になつたのは、伊目さん

峨話がゝスピリチュアル (」ひ力電け論》⑪力に

縮調陀ていつたこと。

大きな枠組み⑮変革と一人ひと明の生き方Ъ

行靱油E社会を重える力となる起とを再認識

した基調講演だつた。

二同間の研鱚セミナーは次の行動へぬ確

かなステップとなつたことを記しておきた

し`。
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□l:地元実行委員会報告 ●

元気 と勇れをもしつてお 柳か よう ∫∫

地元実行委員会委員長 井上耐子

この度ゝ北京 」ACの方々Q協力ないた

だき、全国研修セミナーを鳥取県で開催す

るiと と鰤まできましたこと、口謝申し上げよ

す。そして、猛暑の中、金国から鳥取の地

に駆 |す つけて下さつた全員⑮皆様、精疲れ :

さまで bた。県内⑪参加者力Lら 、「素晴 b
しかったコ Fこ んなに意見変換ぬ出来轟分

科会に,加する通とができ、ヽ元気と勇れを

もらつた』『男女共同参画条例もつく明プ

ランもできてやれやれ と停滞 bている中

で⑮この全国セ ミナーは再ぴ男女共同参

画を進める良いきつか |す となつた」と。

ところで、昨年 12月 末にセミナー開催

が決まつて、豪

"の
申t露 月に時がかlナ人

から立ちわがつた実行委員会は、女性団体

や行政からの情報囀集によつてまとめた 4

分科:会 ⑮訊定、そして 6月 議会に前⑮補助

金申請と、事務局を担当して下さった津幽

の黒見節子 さんの協力なくしては匈底出

来なかつた地元実行委員会で bた。また呼

ぴかけ人 として仲間入 りしていただいて

いた県議会議員⑮紙国妙子 さんのお力添

えで約 40万 円もの予算をいただく逗とに

なりました。平非知事さん⑮男女共同参画

にかける思いのこもつた補助金でした。

プレイベン トとして、7月 8日 に|ま 、男

女共同参両センター “よりん籐"支援事業

⑮公開講座 として『農幽漁村問題Jを取 柳、L

上げ、本セミナーにつなばましたЪ  I
ゴLtt JA個 という問いたこともない団体

⑮全国集会 とい‐
お口でチラジを波 しても:

申し込みにlま至らず、R庁に出向いて職員

を話い、市町村へは側女共同参画担盆者
:ヘ

峨呼がかけ、実行委員が開ねつてきた様々

な団体にお履いをと…。思いが伝わ り、当

日受付参赳も含め量o⑩ 人となりま
'し

た。感

謝、感謝。「参如者の議論が政府争政策提

言いただ lす る会なのよ。Jと 言つてきま1.し

たD全体会で力科夕の議論がまとめて報告

されたことはゝ女性固肺から七県内でも:こ

うしなけれぽとか価されました。

4つ口分新会に適期な問題提温をしてい

ただいた講顆中方 ,々や県外鍮ユらの元気な

会員 さんに来ていただいたこと力ぼ成功に

もな滑S● たち⑮と感謝 しています。

国をj変 え地球を仄えるために|よく‐人一

人力Sや るべきこと、は山積であることに管

が氣づきました。オ科会ぬまとめ⑪政府ヘ

⑪提言は司臨京 」A口 に鵜任せ しゝ馳元では

さらに学習を重れて、年内には帰取県や市

町村争政策促言したいと思つています。 .

■員の管さま、また季節を変えて鳥取に

薬て下さb.ヽ。‐美味 しいもの力ヽいっぱb)で

す ∫∫            (全 員》

◎

(全員》
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0 分科会報告 0

第 1■か会「農山詭村女性鮮地域で生き生きこ暮ら醸続けるために」

日本⑮農山潟村は、担い手不足ゝ高騰イじ、

荒廃農山地⑮増加に加えて、理露Pへ口対応が

追幅れますます厳しい状況になもていう.こ
の状況のなかで:農山憔樹女性 lまゝどのよう

に意志決定に力瀞 ねり、家鼈 菅協定面燿 、

家庭内口昇女共鱚参面、地域ぬ活性イ直に取聯

組んでいる⑮か、データと事例報告で課題を

明喝かには、さらに、安らぬ全⑪醐 障、

自然鶉境儡全峨視点を踏まえた地域お通じ

lま、家庭、ぬ域におiす る男女共同参画なしに

瀧成できないこと口検証を試みた。時間不足

めため、政府、自治体へ印要塑事項を学げる

に目まつた。参加者は、国伸■ グルァプ峨メ

ンパァ、地方議員、自治膵職員など錮 名で、

次々と意見鋤早幽された.

に初に、5Q年間農山漁樹女性に寄り騰い一

緒に活動 してこ幅れた農業ジャーナリス ト

の画沢江美子さんが F農山漁村④女性は三重

差剛Jの下で先きている」をテ峯マに聞題提起

をされた。日本の農画臨村を担うていう女性

爾平均年船は高く、農山潟晨、女性、同齢と

いう3重差囲のもとでがんばつている。しか

し、そ口女性たちも、農場 潟協等の価廃合、

自分たちで始めた直売所⑪大型化などで取

り競され縁辺イLされている。つま岬、彼女た

ち浦S長時M、 仲間と共に聞って勝ち取つてき

た生きる権利、慟K纏れ、幸掴を追求する鑑

rllさ ぇ奪ゎれ始めている◎所蛛 法 昌8果の

廃止、農幽潟村政策⑪愛更⑪⑬襲性を提案さ

れた。続いて、鳥取県的指導農叢士で手広く

スイカと切 り花ハウス栽培をされている杉

川一二●さんの成勁事例II軋蕎◎家族経曽協定

を締結した上で、自分が生み踏み出しゝ備闘

と農業技術勉麒会を進めtプラス思者になる

ことで周囲も変わつていく◎スイカ峨収種と

お盆のお花で忙 しい国にこの会議に選 りだ

してくれた家族象の円 電獣飾 ]農叢を継ぐ

意思を表現するなど明るい画を強調されたG

漁村である岩美町議会議員⑮固出嶋香代子

』LttJ AC 橋本ヒロ子

さんは、不漁続きで獲る潟業から育てる漁業
へ移行していく壮湿、申買

:剖
度の問題Iな ど

を掃起 btコ ミュニテイ主体ぬ 6出産業を提

案された□政策提言につなぐため⑮要塑提案

と私たち口課題は以下のとおりである。

政府 0自治体亀

1。 配偶者と そ⑮親族力彗事策に従事 bた と

き、発⑬給与を必要経費として記めない所得

税法第 懸64⑪廃止

2.女性の力を活かした地域⑪塵幹産業づく

りを展林潟業で追ある。

3.獲る漁羮から作る馘業ムの輌換も含め、

農協ち鵜協t地域を申1ひ とし、両社、銀行な

どの資本酒S入らない第6次産叢づくり⑮推筵。

4,.仲買制度など帝襦口地方分散ギし、ガ累ト

の数ほど⑮小さを直売所山設置を推進する。

5.硼Pに加盟S、 食⑮胚全な陽 しt食
糧自船率を上げる。

6.mを守るために、間齢ぜLした山ぬ民が暮

らし続けられるような環境をつくる。

7。 持続可能な画を守るため⑮早急な政策◎

私たち口躁題

lf家事Ⅲ介護・子育でなどな家族で力担し、

家族 1地域口民主イLを維濃する手段として家

族経営協定書地域で普及させる。

2.農協⑪組合員資格に日畑で働く家嬢口家

事をしてい
・
る者口家事時間などを農業をし

ている時間として農幅に認めるように慟き

かけら。そo通 と力罵農脇輪郭におlす る女性割

合の増大に結びつく。

3。 ともすれば経済合理主義者優先して、大

規模ぜヒされる生産からカロエ、販売までを進め

る命政府油雹目指している6次産業政策を、こ

れまでそれぞれの地域に農鵬山村女性たち

が響力して広げてきた安全を加工食炒⑪闘

発や貯嵐トラン、良鰍民宿など女性の力を十

分潜かす方向蝠愛れる。。さらに¬女性が申1い

になつて濶費者団体などとのに携を濃める。
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□ 分騰 締 0
第四ジ鱚陰 F』贈

'こ

曇鑓L

にどう向力勁皓 う繭謝

第 21飾離会は、雪日参加者が多く、帥余人口

参加者鸞録さぬ⑪会場がいつぱいになつ亀

最初に国申朝子さん 山     人会)、申

闘会おいきつと、福島凛発事故が実き付けた女

奎神語⑮崩壊、遊難者として生活と人生を根底
からくつがえさせられた多くの人々⑮存在、ほ

線量憤%の顆念、政治中社会システムロあり方

などを、さまざまな重堀ぬグストと共に考え、
いのちと暮らしめあり馘鵡夢彗えようという趣冒

説明があつた。

それぞれの場がるm蝙 た
∬
書 !

分科舎⑪ゲストは多顧であも亀

橋 柳子さんは雹島    聰喝転々 と遊難き
れ、肉在は同暴内⑮仮設住宅lこ住まわれてし`感6

臨島源発事故口鯰鰊師民の一人としてJ口羅
験から、行政・国の政策⑩あり方桑⑮疑悶や鰊

制をL事られたぃ原発隣接%であるにもかかわ

らず、浪肛町には東幽かL事故⑩れらせがなか

った。それは、浪渾町におけら長年のN発厘対

漂動中せb)ではないつぃ除業と賠償だけでいぃ
のか、さまよう避軸の民のJかはもおられている。

原発は人間とは共卜できない棲種を生むものだ

と切実に述べられた
・器田端子さんは、1熙口ないふうさとをめざ

し番事19帥年化、原発建設を回んだ婦大会ぬ活

動に力哺鐘〕つてJと題し竜女性iち⑮鱚発建設

をLんだ鱚動力として学習を重れたこと、それ

に基づき署亀活動など⑩行動に結がわけた尋と

をおぼられた。議%のある0時⑮連合婦大会⑮

先ンたち   などにも言旦された。

元・共同通信記者の生非淑下 にテ司レつさん

には、コメンテニタ墓も兼れていただい亀。%
取峨囮 阻止運mと 1人影峠ゥラン残土撤去運

動にtジヤーナリ:ス トとして市民幡動象として

中心的に関れもてこられたD「アクシマと出際を
つな鋼 というテーマにもとづきも上記2つの

運動ぬ紹介をされたぃ島根Яは   中大事

故を想慮し、近隣砦県lこ何十万人口i幽醸饂艶け
入札を堅識している6篭のような避難あ函を重

でねぱならなぃ危険な発電所がなぜ鰹要な―ぬ力亀
ブタシヤ以後は日本中が原鉤剖%と考えねはな

らないこと、今こそMの 真実を直視する舅気

到蟹識:L直瑕  ゆ⑮また畑子

を持ちもそ   mと     コら椰Pっ .

た∬
を力Lけようと力噛く謡られたま

両山lhされた鉤 ,大塚尚幹鍵 は、

R鉤閂不尋Ω鯰恣證穆燿冬
いで威ちもセ調べていたので13.11回なには地

睫を無知していち早く避難開始されれ
｀
会場紳

らはそ口産涯嘱タイルと、以蒻から回園発へ⑮

識mと塞麒に驚きo声かもれた。鵜二人は「子

ども費・ホ来ネットワーク」堪囃鱚Jさ
―せ、福島

ぬ子どもたち口瀑義受入れ葬興ネルギーシフト
をめ   会やイベントなどに取り紙まれて
しヽる。

多岐にわたつ亀意見壺換

薪b理載硼鶉 曇鼈静に|    の歴史

を知幅ない人もいて、岩国さん⑪愧告はその経

験を伝える■重な場になつ鰤|ほ薄為にも住民投

票条側によつて鱚兆薩訊を中止に追い込んだ新

潟癸巻町ごあるいは高知閻 |1町など、成勘し
たいだつ麹・⑩事飩節昌会場発言も重ネ下紹介 i奏

れ

た□いずれもお互レlぬ運mに単がなから、すぐ |

れたリーダーぬ存在もわつたということがわか

っだっまた、口んは貧bい地域∽1よ う書が名ぼ
たいて大が公口ために電力を進ちているかЪこ

れ]はり咄であ顎植餡 Lと同じだという意見も
あつたも蔦mに導難bてぃも人たちとロネット

は罠憫閻鰤颯    .〇
浩ざ必要ではないかという意見もおった.

原発にっし`てどう考えるかを1ひとことでも
一つ⑩文章でも自分で書けるようになりたい、
という意見ら出たが、その端璽ほかなえられた
口ではないだろうれ
±】キさんl閻 lこ、制趨出銹鬱蔓鰺1・ 剖融兌,週罫難

□領蒙』なな況を直視し鶴遷れなないかしらにし

た再副動[蝠ぬ喝れなしゝ 今後   "炒 方
として住    口制定があ|り っ静蝠県電新
潟興が追の点で注目されると結ばれに ,こぬ分

科会で|ま、:光熙鱚祠再稼働⑪撤国と金原発の再

稼動中止などぬ菱襲を政府i也提出する事になら

亀
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0 分料金報告 0

通い分科会口趣旨は、日本⑮非正規汁働者

の 7割費占めるも低賃性で不安定を女性鍮働

の実態と、そ⑮政策的な背景とM題点を明ら

かにする、そして F働く権利』をど⑪ように

確保する⑪か。また農業や商工業などで個K
女性や子育て薄E終ねつて仕事につきたい場

合ゝど⑮ょうに「働く場を作っていくのか』

それぞれ⑩立場から問題を出し合い、鍼題を

第 3分科会  『女性□働く場を,ど―ワ:つ くるか』

北京 壼貪 共同代表 満ホ澄子

母子生活支援施設の園長大塩孝江さんは、

日子世帯⑩母親⑩年はは
｀
印⑫面で賓国でわる。

儒背施設や臀格麒得 しやすいれ度⑩必要性

と、馬性と平等な賃金や労働条件でゝ子ども

を生き生きと育て幅れることの条件でく駒

について語った。

鳥取県⑩雇用人材総室長の薮囲千■:Lさ

んlよ電託児付き職鶉訓練や脊児・弁護休業制 `

度口生幡岬盆支援 (低利》など、雇用問題に

苦しんでいる (全国 OdB回、鳥取 937m県 とし

て⑩幽策を述べた。

話減に入ると、建設業甲国営業の女性から

所得税港 5個 業は、家族従業者口働き方を必

要経費と認めていない起との手合理性と戸

主孵名義で年閻所得漁電計算され、配偶者はЪ

住宅ローンも同靱車⑪口…ンも組めないれ

度を強工すべきと主張。続いて寡婦控除⑮閥

題や未婚⑪母桑⑮支援はほ律婚⑮号と平等

であるがきとの発言油言相ついだ。また、『昴

女差別をなくす』愛蝠⑮方は、口偶者檀院が

パー トロ増加を相いている。税制を始め、全

て中制度を世帯単位から個人単位に変える

流れをつくることが課題だと提超』まあった。

これもの発書を受けて、業山恵美子さんか

ら、EU諸国ロジ上ンデー平等にかかる指令

にういて、説明かなされた。①社会保障②画

営業ぺの■慟法の適用⑩同一価値労働、同一

賃金法と雇用t昇格、隠置輌換における平等

を合体させた厳しいも口である。性差別に関

する裁判はゝ被告である仕業に学証責任をド

ッキングさせ、やもていないことを証明bな

ければ中ったことになる志パー トや均等待逼

⑮厚肉を保障していること等々。先進国0情
価を知ることは「生きる力」を強めることだ

と、そして『働く権利』は主張 b、 行動して

獲得 していくことだと力強い助言で終了し

た。《蜃望事項は刷級)

-7-           ・

○蓑屹蜀睦饒冬&Tざみ蛯
であることを確認して、間題提起に入つた。

●カロ者は 33名 であつた。

最初に女性労働問題研究事で、EU諸国⑮

雇用政策に詳しい柴山恵美子さんは、経閂連

申 2mll年 9月 に発表された成長戦略からに

る骨後⑮雇用政策は大量失誂・大量心国が予

測される。また、2□29拝に幽けた民主党の

成長戦略も、家域なしの社会保障⑮肖』減ゝ管

理職の解屋、賃奎⑪肖JttЪ 披能 0技術 0賢格

による賃金悴系⑮導入で、父さん大策、母さ

んパー ト、口子と娘は説活中となる。盆業内

労働組合⑮巫体イしがMられていること。最低

賃金ち沖縄、朝L海道|よ時綸曰帥 円D儡健医療

◎ や介護、数芦分鰊驀は
「

甲が増期していゃも
のの、日本田女性の成業率は馳 代後半と日⑫

代前半で 5割を切つている。女性が働くこと

で消費が増える、生活口安立で子どもも増え

る。 ILOmデ ィーセントヮーク 《人間しし

く働く)印指標に|ま「ジ纂ンデー平勒ぬ雇用』

が重視されていると、全体⑮雇用状況⑪方向

避、国際的な動向を話された。

ついで呂画全
:国 一般労組●北野きよ導さ

んは、非正規労働者⑩組織字は 1%◎ 正社員

になつたれ がセクハラを受け、社長に訴え

ても無視、均等室や警察に相談したが、T性
を要注意人蜀として登録した口みで、い隈め

やパフハラの被書が多くなつていると報告。

勇気を出して権rlJを行使することな諦えた。



□ 分科会報告 O

第 4動列会     卿案情とそ口  |あり方

結橋邦子さんのコーディネイ トのもと、基

調提書を見尾保幸さん、問題樋道を女田寿子

さんと柳本柿カロ子が行い、その機ゝ全体で意

見杢拠をしながらt本分科含め政府、日治体
への野堅、提案や私たち□提言をまとめた。

まず船橋さんから、8月 1日 に政府口昇女

共同
・
●画会議が開催され、強かん罪□見直し、

性暴力被害者支援口充案といつたことが1今

後政府が取り絶趣べき調題とされた。そ⑮ 3

日後に本分科会が北京 L蝿の全国研修セミ

ナーで時たれるのは重要なことであると、金

科会開催意義について説明力言あつた。

次に見尾さんから「生命 (いのち)、 その

尊さを・」・～医療規腸から口警鐘と未来へ⑪

メッセージ』というテー幸で鋼 講演がなさ

れた。兄尾さんlま長年、生殖 (補助)医療に

携わつてきた医師である。最近 N菫亜力電報道

した 卿 子の者イL』 に関する累ペシャル番組

⑮取材にも協力するなど、曇殖⑪問題に対しゝ

医学的見地から貴重な報告をいただいた。m
にさんは、私たちが今二こで通のように存在

していることは、奇跡ともいえるほど0こ と

だという起とをも受精、受精J口孵分割、成長

など⑮ステイ ドを上映しながら報告された。

こ⑮ような過程を経て誕生したい口ちだか

らこそ、とでも単い。また者年層にクラミジ

ア鯰築が増加しているがちこれは出産を不可

能とするもぬでもあるので大変憂虚すべき

である。衝動的な性行為lよ感染と不妊⑪結果

を相手にもたらす可能性があるQで、『相手

亀曜蜆酪ハやり、優しさJの点からもしてはな

ら畿bヽ 起とであるしゝまた島体を大切にす愚:

点からも Nloと言えるように畿つてほしい。

最後に現在印キーF― ドとして『ひたむきさIЪ

やさしさ、感謝」とい言葉を提示し鶴講績を

締めくくられた。

鰤京 JAC 枷本祐加子

よに安田さんかL『性暴力被害⑩実顆をそ

の支援呻あり方Jと いうテ…マで問題提起涸S

なされた。1安国されはますtご自身⑩子とtも

に対す輸性暴力についで紹介された底そ⑮と

き安団さ品は子どもに対し F鶉母さんが敬を i

ともてやるかられJ:と書げた。.これが安団:さ

ん励雹現在DT被害者をはじめとする様力な暴

力被害者支援活mを開始する原動内でふも

ξ講蜃餡讀重歩を寵響颯言凸l①

守る力が十分でないこともある:面でこ周□ぬ
‐

おとなぶしつかけと子どもを守ること油電必
・

要である。性は尊く、いのも|よ大切。これを

厚llJに、自己⑩快築のなめに個人を自分ぬ性
行為高いゎば道具として扱ぅょぅな性行為

‐

を許してはならない」ひとりひとり⑪意識を

重え、よ駿よい性暴力被警署支援ができるよ
:

うになりたいとい問題提起な事わた。  |
数に抑本より F性暴力に対応する権制度は

|

どのようなものであるべきか」というテー寺

で問題提錮節電なされた。同本の現在の仕組馨

鯰囮黎盪蜆畠鰊雰饗予邁|

えるべきかな説明した◎時に副淮改正という

諷題にとつて:嶼府が輯確
L～

皐雪皐耳しを取

組課題と.し た今はЪ見逃せ職い好機でめるき

同時に、こぬ時期が過ぎてもヨ|き続き性暴カ
を置要な載鑢とbて政府間E取組み続ける仕

組準として、「性暴力防肱基本法Jと いつた

法律:も曇華言わ晏と⑮問題提起爵富なさ神轟◎

等体での高品牽集で嘩祐性教育⑪実施、暴

力的な雌表罰争⑮適切な対応島:性暴力‐口継

続的な取組を確保するため⑪財局□設置竜自

治体ンベルでも性暴力陣共外側1を作成:すゃ、

また私たち
―
自身浦1ノ ーと言えう力を身に耐

けた場,他暴力に関する理解を採めること等

0必要性鱗提案された。      1

-S―



FttLM理鰯 全国研修セ、ミナ宇1遍 薦取J:を経えて

鋼幽嶋香代子
2月 から地元ξ鳥取峨実行委貝として関わ

つてきました。まず「珂L蔦 JACとは何か?J

と言うところからの入F日でした。男女共同参

円ということでした。各馳域から意見を聞き、

討論をして集絶し、これを意見苦として内閣

府へ提出するという、格式の高い、全国レベ

ルの研究会であることがわかいました。

私lま、F農山漁ホ擬数珊生が地域で生き生きと

暮らし続けるために』の力科合に参加し、そ

bて間隕 起者として発害をbま bた。私は

流業に直機関ねつてはいませんが、潟満の近

くで飲工断を営魏地域で盤まれ育つたため、

この環境を墨にした発言でした.漁村⑮女性

は強くて忙しくても男性が減に出てい面間は

家庭を守り、子供を育てる姿は、それは凛々

しいものです。

しかしいつも思うのは、濾業政策|ま農業政

策に軟べる1と 、国の講鵡や支援、補助な鰤ま

遅れているのではないかとれがかりでしたし

8月 4国 5日 と記録的に熱い圏⑮続く鳥

取県へ、熱い思いを胸にいつぱいに譜めた私

たち会員を始め約 2⑩□名近くが、全国油葛ら集

まりました。

鳥取県は『全国で一番目安美同参胴 琶進ん

でli hる 県』といわれています。会場⑪倉吉未

案申」ひ|ま県立潤費化活センター・団伸事務サ

ロンそしてセミナールームも数多くおり、主

関を入つた広いプロアーには湿子連れでに

ぎわい、大勢⑪人に利用されてい器 が目

に入りました。

分科会の申に原発問題が有りました。今我

が国で軸 嘔にかんがえなlifれはな幅ない間

題です。私も議員ぬ頃、新潟やめ国などの原

発施設を見学しましたが、庭木一本まで重え

聰れ、女性説明員口話し方は、事故鰤毒あつた

としてもξ二童二重に防御されていると運路

耐えば、鐘る潟業鰤≧らもてる漁業への転換、

撫業者に対する補助、また販売ルートや仲買 ・

AN度など、もつと整備されるべきだと日い

ます。それでも漁村⑩女Jlkは元気で、1活■で、̀

明るい口かとでも幅しいです。

:こ の分科書で働問題を整理 bて、国に愧言

すると口事3これを知つて、本当に大mで b
たが、創LttJ AC全国研修セミナーで⑮経験

を身後⑮活動に生かは、男性も女性も、そし

て子供たちも、明らく活き活きと暮幅せる社

会にしたいものです。

私が住んでいる所lム 鳥取県でも有数の細 :

牝漁港力雹あゆますが恥閂齢化が進蒻中で、今

後ど⑩ように後繊者を育てていくめかが大

きな課題です志

こ⑮猛暑⑪中t全国から閻Mに奉集して下さ

った多くの仲間に、J卜よつ躇謝申し上げます。

皆様、あ慟がとうごぎいました。またお金い

しまヒよう!!! 嵯饂剛 魏 塀暇妻美田抑

Mが自由で柔らかくなりまし起。

制
ll瞥

   
・

整然と話され、安全神話と費価な危氣料金と

いうことに耳を導われ、何一つ疑いな結ちま

せんでした。

鳥取県では30年ほど前に隆発の優構地 :

になつたとき:連合婦人会 0県向各層.⑮編人

力雹●集 し閂発建設を阻立 したことを話され

ました。融④長野員にも縫戦後濃闘山麓に来

軍墨鉤浦S計画されたと聞くや¬連舎婦人会を

始め各団蜘 雹一獣団結 bて反対運動をし、取

轡止出させた経緯があります。女性⑮粘り弥

い底力を強めて知りましたりある政治家が

『放射性廃築物の後処理が確立されていな

い今、莉邸D果に通畷仏設 bな bⅧ といったとか、

婦人会⑩人たち⑮緬粋な阻止活動に今更に

頭か下が駒ます。型くなった国鰤Ё自由で柔幅

かく驚つたれがしますもセミナーに参れし本

浴に良かつたで気  陰 員 長野県佐久市》

-9-



ゴL京測圃‐金

“

研修七ミナ‐に参加して

男女共同参画先進地ヽRに福岡かし7名が

それぞれ⑮鳳いを抱いて参枷した。    1
18年前、

‐
会社⑮リス トラに会い、口 lナ1卜

んだ組合力S全国一般労慟組合だわた、職場に

組合を結成し、裁判闘争をしなから瑚L京会議

に参加 bたことが、今の秘□鷹%。 非正規労

働で働き、働く女性のグループを卜り幡動を

続けている。シングルマジーになっためは錮

年前意
｀
昨年から当事者団体として母子福祉セ

ンターを指定管理している MP③ でひと駆親

家庭を支援する仕事に続いている。「女性⑩

働く場などうつくるか』第三分か会⑮テーマ

趣パネリストロ選鳳連露庁Ъを見ても雰ムのメ唯型ヒロ誦商

図そ⑪ものでなんとも不思議な鯰臓』雪した。

なかなか現状を打Mできないけど、運帯躇を

感じること鰤]‐でき:た。そして伊日さんの星調

話鼈覗『生きることは行動することJ『身近な

丹生秀子

ところか皓ぬ実践』『自分□革命は自分で起

こせJとてもJかに膨みで勇氣付けられた8M
イLT艮⑮ところもあるが沢山

:⑮
ヒントを∫b・

ただいた。

平非知事□『決意と行動』という目業を1間 ｀

いたとき、そう:こ⑮言葉鋤菫聞きた力)るた0
選と思つた6交流会でll■各地で陶逢麺「た懐か

bい顔辟れの方た|も に入し予りに再会でき

て飛れを貫慟。T慶夏祭りの時期と力瓦でゝ期

待 bていた熙取⑮女性たちとω斐満ができ

ずちょつと残念越.う たか、自兎纏鞣や雉用砂 .

昼も見学し守
1農崖胸直蒻瓢で聞い1た .『ねもた

い幾』という言葉曲督J彫地よく写に残もている。

福岡に戻れば¬共に活動する仲間彎場がある

こと口幸音と課題を見つは、もう少.し画張れ

ると感膨た研艤だつた。(瑚臨京醜臨 きくおか》

久力に90祭咤ぬ瑚LMJ A目 を廊醸た全国セミナL

何年懸つの司LRJAC金 国研艤憤 ナー

だった
'だ

ろう鰤Ъ掏日⑮私は、第 4分科会 F性

暴力櫨害⑩実情とその支援⑮あり方』になれ
.

した。柳本備加子さんの『性暴力防止基本法』

という言葉が新しかつた。そ0中身⑩闘圏提

起ll■4も ちろん的を得たも⑪だつた。会場と

のやり取りは「やつぱつこれだよね。蝙京 J

A⊂⊂喝自み閲咆 と思つた。男女共.Ma画社会

賣本嶋ぬ封定に向1ナて⑮北京 」ABの熱き

語 'も い口場かもたれた時のようなエネルボ l

〒を魃じた。最近、男女共同参画ロセミナー

なiどがとかく受身節で、自らに本薗瀞¬b澁れ

たような講座が多い込とも私口不満⑩■つ

だった。こ□分科会では、入 :々に 馴 年代⑮

エネルギッシュな到LttJ ACを円した。

翌日の全体会で、平井黎胎饒取県知事は、

回I治体⑩長⑪意志でどれだけ物事を変える

こと浦Sできるかな話された。片山知膚轟嘲騎き、

平井知事を新しい県政を飼 駿開く人を選l出

. :          小鼈興子

しているヽ取県舅□政治意識レポル回高さ

をNした。それに日‖き換え、7月 に行隠れた

山国癸知事選挙⑩結果はЪ従来の政治スタイ

ル0人洒雹選ばれた。こ⑩鳥取県1と 画固%と の|

違いは何なのか、頭を抱えてしまもなも

橋本ヒ甲子EST日 本代表は、国際的にみ

た展山絣赫口女性□靱題を話された|力琶、発展

途上国面女性⑮恙題ではなく竜今⑩日本田大

性⑮調題発のも口でわること甍痛Mbた 6‐ 伊

岡底行民⑩講悔は¬社会学者趣瞳で囲切り回

『主襴秩序象の対抗Jを言われた。最近t瓢
はJシ し要榎とく佳:き ようとはでどつ辟りと

主流秩序にもかつていたようだ。自分⑮生き

方に対してゝ振り返る.チャンスを頂いた。と

で‐もさねや漁Lな提案だもえg   ‐'1｀ :

打ち⑮lltiホiれた畑竜自:分⑩此き方を聞われ

た到LttJ AC全国研修セミナ■だつたぶこ■

W書いは、輸噸 で感醸た鱚触でもされや力勘で

も品をたg

…10-
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0 フィールドワーク O f

8月 日日 司ヒJtt JAE フィール ドワークAに参加 bて (半 ロコース)

岡田夫佐手

全体金が 12:3⑩ 分頃終了し%会場を出発するめが 12:45分 という艦ただしきであつた。私がバ

スに乗り込んだ時には、すでに籍参加者数 10嬌 のほとんど⑮方が塵席に若いていた。最後⑮お

一人が乗吻込んだところで、バス|まぬ車する。すでにお弁0も積み込んであわた。担当者から、

参加予定人数の不足による差額 閲□再 と弁当代 馳0円⑮説明と請求油電あり齊計 1蠅□円ずりを支

払う。最初め到着地 “れつた.い な".に若く前に弁当者食がることにする.ペットボ トル⑪お蕪が

ついて 6100日 とは信じられない豪華版弁ab珈菜たっがゅに、鶉き魚、ヽエピフライ、鳥⑪聖揚ぱ

とЪタンパクRもたつざり。

まず、地元野菜⑭産心とt生産物店が含悴したようなお買い鋏処 “わつたいな"で降りた。“わ

ったいな"と は、“ぴっくりはた"、 という方言らしい。スイカが人気であつた.野菜類は鼈 で、

①
安

擬l[盗櫃冒は
「

ア環じ臓筵曖濱hΨ眩し熙鵞屹i饉写なア/術館ヵL幅意今年峨テーマはオリン

ピックにちなんで “イギリス⑮隧史と文イド.毎年、テ〒マ国が変わり、砂⑮艤刻蒙も多くはその

国かられえるそう。材料は秒とよだけ。1最iも 支夫なけにするためにはこ砂 1囲 に対は、水が 2%
と決まつているらしい。さて、いよいよ本論の鳥瞼砂丘.ス道雲と青いり 灼報の機丘であつた。

キメは約かく、眼前の砂の曲|ま “月のや漠"を思ねせた。若い人を中jじに、改々と山を整つてい

く人のFlj。 我々は写真撮影だlす で清足。もう一度、lまないかもしれないこ⑮固‐亀⑩峙□記憶を、

しつか りと目に焼き付け、日本一口砂量を後にした。 (名 古屋市》

フィール ドワー ク コ コこスに夢れ して (8月 508日 、日日間 コース )

鈴木 陽予

全体会終了後バスで未来中J卜を出発し倉吉市の赤瓦へ。国食は大正時代⑮町案を改築した F町

屋清水庵」にて、薄切柳餅ぬ「餅しや懸膳』。真夏に冷房なしの鍋料理 !が結構いけた。赤自壁上

蔵群の風情のわる街雉みを歩くと時間がゆつく岬流れる。三朝温泉への途中、三朝町観光協劉

サイクル施設を見学。環境へ④閥必簿S強い女性たち⑮声を受け、県と町から補助金を得て:生 ごみ

堆肥イ脇施設と廃食油バイオディーゼル燃料精製施設を 電⑩年度から本格稼働6生ごみは微生物発

酵処理し牛糞を加え質を高めて販売。二朝温泉 18旅館蒻じ出る天暮:ら 油⑩廃絢は、旅館④送迎

用マイクロバスや観光協会のご挙収集車に使用する。女性媚代経営峨家族鍼温泉宿に到着後は石

田正義氏が、鳥取県で⑮人形峠⑮ウラフ鉱残土撒去運動騰よび反青谷隠発運動とそ⑮中で果たし

た女性の役割などを講義。厘厩発運動⑪隠%と もいうべ:き 青等で⑮運mを悴験した石田さん⑪話

に結おいにJかを動かされた。夜は家族風国のような温泉で三朝温泉特有峨熱―いお場を楽しんだ志
.2日 目は三徳山投入量を選拝場よ嚇拝んだ後、ウラン政±置き場近くを通過し当時④運動を忍

黙。女性店長運営□ 」との農麓物直売所 Fィ ワヽイ夢ヤー ト』でlま名産⑮山芋を購入し、す美しい口

本海を左車窓に謳めなから鳥取市へ。途中青谷厚発候補ぬで当時運mに携かった女性た。ちに心の

中で頭を下げる3山陰海岸ロジオパータ、浦富海岸瑯ぬぐり⑮遊覧船上ではヽ瞼名産口らつきよ

う 性 国セミナ∵めチラシの背景⑮ピンクロ花々|ま らつきょうの花で、:女性の霊労働なくではこ

のらつきよ)は生産できない)をつまり。午後は、日本最大の 蜘 拠の i)観光砂丘と砂⑮美術

館を調れた。地元の方たのお世論があつた幅ぱこそ⑪極めて実り多い旅であつた。
・

(瑚L京 型LC世話人》‐
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リオ揺⑩⑮成果フジェング守⑪視贔測iら

リオ砲0回鰈    _.   :  °

'10醜 年の地球サミツトかじ圏⑩年後 峨m12
年嘔月ヾ再がプラジル⑪フオブジャネイ国で開 :

かれた
｀
「国連椿続可価な開発会議 《リカ娼帥』 」

ではこ1馳 力国⑪代表により、金轟師覇鵡畢文書
:『我寿が欲する未来」が採択された。

成果文書|ま 53頁Ъ2田 パラグラフ嘔章でЪ

ピジョンやコミットメントの頭新に続き、会議

の中J訃的テこマであつた『持続可能な開発星が

貧困撲減⑮文脈に精けるグリTP経済」と『持:

続可能な闘発ゆため⑩制度的枠組皐』に 1章ず

つ列0て られ、第Vi章「行動とフォ自〒アップ」

では 闇 のテこマ別横断的分野が掲ぱられ:量
後に実施手段という樵成になつているこ

ジェンダこ平等趣女性□エンパフメント

成果文書全体で|ま、ジェンダーという文Jが
2個 回、女性が 58回路現、持続可能な開発にお

けるジェンダー平等と女性のエンパFメ ントロ

重要性が再確認されただけでなく、露日のテーマ

馴横断的分膠⑬最後に「ジェンダー平等と女性

ロエンパワメント」という項目が入つた。

ジェンダー項目は 9ノくラグラフよりなりもそ

⑮内軒は、
・
持続可龍職開発における女性⑩浚割

と,mと リーダーシップロ重要性⑪確×、

GⅧ孤脚ゝ刺ヒ京行動綱領電噛 G日、アジ呈アプ

囲1におけるは府⑪コミットメントと実施⑮促

進暉絢東腕3dt女性⑩決定●枷と管理的地位、

棺導的m他にぁる女性□増枷ど鮮祠断 p面けを

めざす起との胸東腕SⅧ、女性    闘宿に

とつて□障害⑩除去、差馴的朧鵠』座や危験な慣習

を変革するための新新なアプロこチロ採用

聰3回、性刷デ噂夕の唾集 0分析 O rl」用の推憔

胞日配t経済的覺源桑⑪平等なアクセス、女性□

土地所有権、計産:機など⑮確認と改革口決意

胞墓唖ぱ教育毛経済機金ゝ他的鶉よびリプログク

ティプ 0ヘルスを含むヘルスサービスヘロ平等 :

なアクセスの保障
・とIC蜘 1口確認胞4■、格続可

能な開発のすべて⑩■ll・面にお|す るジェンデー平

等と如陛爾参両⑩重聾性胞4』、国 二日謳圃範⑪支

‐
         織囲曲紀子

.持
胞4謝Ъ国際機関等わよび途上国≧峨協力1こお

ける女性⑩搬鰤参画
1と がニングー主続胞⑩推睦

腕 硼でわる。([]はパラグラフ番丹》:

テ7マ別分野に澗けるジェ詳ダー

閻 ⑪テーマ層咀欄断的分野口うちデ糞:ング曇以

外⑮ 12項目でジェンダー鑢女性に触れLれた患

例えば、費圃:、 食料電水亀等ネルギ曇⑮アクセ

スや防災に関してジェンダ■という文言が使ね

瑯釉 ⑮杯鼈 は不仇百熙 躍 蜃湧 鼈 ①

緯洒ヨおり大変ラiれ 瞳い通とでわつた。また雇用

⑪項目では 11バラグラプウ颯ノくラグラフでも

ジェンダーや女性という文言洒電出現しЪジエン

ダーセンシテオップでおる
.こ

とが示された。

bかし残り囲 ■3⑩テーマ鳳』分野ではジェン

グとや女性に言正されず、こ⑮うち、観光電杢

通亀魏候璽m、 森林、金絣多様性、イヒ学物質な

どそQ影響力言性別に異なること力鼠知しれている

分野濃多く残念だろた。さらに、健康と入国に

関してゝリプログクティプ Fテイツという表現

がすべて飢はされたことは大きな問題でおるた。

これに対して・は女性ゴジャ〒グルァプお中心に

抗議デモをしたがすでに合意された緩だわたg

おらゆる分野におけるデエングこ主流性と成果

口継Ⅱはカイロ+れ を控えて近々⑪頸題で趾るよ

お艦 周鵜難廻鵬静

持続可能な開発日標嘔馴麗齢はリオ徊⑩:□具

鮨的な成果|である櫛彗も発囲内容や決遣□手順は

決まらず、第 ST国国瑾総0(M12拝 9月》lま

でに描起する地□的バランスに基づいた :帥 名

⑪専F⑬家で構はされる作業部■に詩場述された。

女性グループは中間家⑩ジエングⅢバランスキ

市民社会□女性化表枠⑩疇援を動き蒻けた泌雹、

成念喩から実し驚かつた。今後timl日 年以降⑩

四連開発アジェング (ポストMttm)と 口餃合

性と統合と言う課題警視野にt件業部会□人趨

とジェンダー視点をどう並疱ぜLするか、関Sを
持もて監視する必要力言ある。

-12-
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国      ⑩在柳   〈躙渕銹山について

政府は、平成 昆3年 9月 から鶉 政法人の制

度・組織⑪見直しを行つて鵜駿、独立緑政治八国

主女性教育会館 (以下ヌエックと略)は、末年 1

月鰤 日次⑮ように関靱 定された。

①成果目標達成法人とする。

①女性教育及び祠女共同参画⑩推進とい動政鉤固

標の達成に向けて、本法人⑩機蘊亀在柳■m5効
率イヒに関する技朱的畿検討を開縣奢等⑪参画を得

て行い、平成24年必までに結論を得る。

o燿藉]予
第1回会合を開催bた,委員は 1ロ ム、ほ民に大日

向雅美恵泉女引囃輝乳犀鱚説嚇判譴鮨:された。8

月 10日 までに T国開催された。■は曲関で行わ

れ、毎回 曲Ⅷ 人泌S櫻封要した。m磋夢形は文

科省のHPで公表されている。

嚇 =1鼈も]配軌即j山 田     酬鰤

興邸蠅霧颯耐饉.L馳

また、4月 27日から6月 1日 まで F国立女性教

育れ に開 る意螺 も行しヽ、圏件浦電1讚貯ら

れた。

検討会では、日本の男女共同参画の現状と殷u、

女性教育と男女共同参画の巫わり、ヌエックの役

割や実雹等について、毎回悟発な議論が行わ机た。

3月 10日 (第 7口)検討会では、価   を横

識し、調整をR長に二任bた。目8日、ヌ尋ックを

用女共同参画の新たな推進価関として増Jなするこ

とを癬覇満としt彗瓢僕毒|力ち崚国満也羹髪諏いも』劇平悠辞艶

田生涯学習唾策局長に手渡され、口 lこ掲載され

た。報告書は、lま じめに、略 回緻動、1・ ヌ

エックの成果と男女共同参画⑮現は、2。 男女共同

参画のため⑮推進膿Nの創設、3薔 新竜な推進機N
の在り方、で騰成されている。価劣書□概要を抜

粋して紹介する。

一教育・苧習支援や政躙所完幕を通嘔た男女装厠

参画の新腱鞭推進機関の創設―

1.期 な掛

ダローノウ珂は0参子胚 Lが進馨:1地域コミユ

ニティ⑮聯 、経纂論社会⑮特続可龍性 e多様

性が求め幅れる中、男女共同

'両
社会の妻醜は異

婿 曜

緊⑩麒題である。

こ⑩ため、ヌエックロ在り力をゼロベースでに

直し%教育 甲学習       等を通賤た男女

. 非同菱鯰甲新たな撻嘩麟関趾倉』設する。 l
2. 講語ヒ呟趙調嘩罠躊趙嘱到雲叩|〕妻          :
(1》 中Jけとな

:る
取組

新た1    は、①趙皐者に応醸た効果的な

教育・学習支援⑪展開、②蜀果hな教育・学習支

援を響な危る引冬望,国に電・プログラム開饂Ъ③調査・

研究0プログラム開発口たぬ⑮情報口

"愧

口咆集ち

蝙 bた情コ:と    費襴 謄莉した黎

言等⑩情襦発信Ъ⑤国際的巻研修
g,研究協力、ロ

特lこ重回となる◎

(2)実エック爾憮能・運営等の見赳眸

新たむ撻骰機関創寇のため、スエテク:を以下⑪

方針で見直し、法改正を行う。

① F劃鰤 から、勇女共同参国の教育 C寧

習支援亀」

② 『もつげら女性から、男性もタープット

に』

⑤ 「自前□研修から、研修プログラムの絋供

倒

④  「“唯 一口 臨 tional醗就 由 "口視 点 に、
ゝ
炒 配 Of Cttttts"の観騰礎鋤口えて」

⑤ 「ハードレヽ コ)を分離し、ソフト輻

申Jかの幡顆計刈

島.国⑪イニシアティプ

国|ま、国民や層⑪理解と協力を得つつ、新たに

創訊される推進膿間が各写欄断的な『鶉躍的権進

機関」と呼ばれるにふさ瀞ヒい雹闘となるようイ

ニシアティプを発揮ビ、男女共同参画社会⑮実現

に向けて最大限の努力を払うよう、強く要望する。

この報告0は、今後こ.庫曝琥蔵価噸鋤濶識悩予瀧瑕

幽0後t閣議緻定、関係法令⑩改正を経て、平成

躙年度か幅新釧産に移行となる見なふD   ι

今後靱 は七法改正等以降のプロセスを見守

機とともに、私たも国民日理解と協力を見える形

で行うことではないかと思う。

画皿2年 8月 昌8日、金動

-13-



亀ナ哺鋼趾弊職馴逸醐0円》輻 雛 していま九
栃 ⑮方はア譴まで   を円 しヽま九

′ゆうちょ鼈 国連l     回塵i 818[姻-9-1嘔D77&211Mbビ警やま

07月 理 回 蜘 _lT:目D～踊 :馳 事務所にて :8月 に開催口 ¬魃読馳直全国鱚修セ電ナー 蝕ヽ最

馳剰夕炒鶉即ポ己・役制・プログラム費料集結成計画など隋 マンスリー0月号⑩企画ゝなどにつ

いて。
C8月 _田 _回 _劇蹴 __脇 m―18:閲 鯨 ⑮ 』珈 継ンタ制こでド 躙 セミ  1齊 巫

°

見さんも用 、マン累り∵Ⅷ月号口企画Ъ立蕨匡男糞蓼等セン

セン⑩登録削輻奎祠亭靱口応募七定例■ 0麺弛会⑩検討ゝ藁霧局

体制 マ猾滓周穆転画は認などについ理

機次国慣鰤人

"は
、口月躙 日 (ホ)の予遣醜

彎前醤瓢田          吻 ≫      |
1前号4面掲載□『モニタリングιポストロ1立つ仮Iで生き

る」に3カ所 灯鯰用鋳勤雹おゆました。財 し刷 醸まれ

1.高段18行日「中通り」を「申通明』ヘ

藤 通J段 28行日 鴫 々」を 噺 』々ヵ

島.同じく左m2・ 0華テロ 呻悩ともた武rず和曲ぼ贅しJを 犠静耐辟諏DT
にもたたずめなし¬ヘ

け ど累リー『 月   笥 万円鉤曙識 :

: 
『マンスリ甲蒻胚脚鯰 |  、

第 1田 丹

鋤12午 9月 1園発行

絣 醸 ?鍼耐 輔鯨 鵬
:ham   ヵ[岨霞 輻
◇〒11群O⑩圏

1      銹 叶 13  ・
奉郷響宝ざ財 ション珈

鰊 :0肝閲田報鵬

ont如 :.雌螂 胸ce motv〆

○郵便振替番0と 画鯰囲・『熙笏16

瑚鯨 珈 瓢顆 |
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〒識ノー  鵬lσ

鞠 興 J軸吻 盪 輻 鍼 幽 肺 朧 嘲 颯

第 17⑩ 号

翻lS畢 10月 l国雖緻

巫京蟄鰹事尤胴動量替輌し藍した《鶉 は1頃む鵡訂さい》

日立購不作論を1闘う !恥G厠2民満改正を求め雹緊瓢馘内   2
遅寿として選まない国会での選択的夫端嗣鮭怖』度導入や鯖外子相続分差別規鰤撤廃など⑩

民淮改正⑮緻論.『近bヽ ラ場』にあるはず⑮衆隋鰈敵炒挙奪廉坪⑪参院選挙警視野に、回ネ
ットが緊熙脇内集会を開欄望しました。f篭導霊⑮阪本洋子さ謁ピ⑮幸騒燿家で九

口畿 大阪で何醐趨きてb.動るのか?『ハンモト』的手法を7.《 -4
9月 22日、市東暉炉謳シンポジウムが開催されました□人権侵害力琶はがころ社会にス ト

ップをかけたいとの思いか幅、不鱚都知事⑪女褥羞則発言を糾鱚してきた .懇入による差財

をなくす会』が盆画しましたc柚本康子による親蕎ですぎ

日日本印農村女性⑩尋ンパワ雫メントーーーーーーーーーニー□
今年3月 2日 、国連のチャーチセンタ丁内で、各国□MDの参加をよびかけて、第 56国

閂連婦人口地位委貝会パラレル・イベントが闘艦され、ぬ京脚懺九州甲鑢餃正実さんか「日

本のは村女性のエンパファメントープロこバ岬 の潅晨と大震製被書⑪下動 と1鰤す・5
報告を待ないました◎同様のテーマで7月 には司ヒ京脚 定例洵強会社輔 で開催膨ました。
篠塚さんにそ⑮輛告を論願いしました。

日藁の「税と社会保障囲一俸改革Jを私たちの手で青一一二二相 :

貧国や皓差が餃魏ぜLする申で、社会保障を置き去いにして濶費趙隧税だけが決まつた分

回⑪改革:渡辺照デ.さ んは、ジェンデー・バイアス⑮政府の政策を鋭く枇判bゃつ、反対
|

するだけでなく、私たち自身が村案、ピジョンを提示すること口重要性と主張しまち

口「禰島 0二春□`Ⅷ幽鱚獣硼 1回』□ご案内        田
釧C会員で、福島「Lと食』再此ネットの1画繹江美子さんか巳届いば ベントのお知幅

せです。今年⑮収濃祭で1哉:太陽光発電⑮稼働を調釉bたシンポジウムが同同開催されま

す。ぜひご参加下さい。

お知ふせ他 〒―車ユ田日珊蹴 蟄閂 国

Ⅲl諄罐ゝ 聰



立浩不作施を聞う!    民法改正をまめる用鯰蝠肉皐翁

血ネシト

○轟嘲院内集合に至るまで⑪主な動き

選択的夫婦馴姓制度予入や婚外子相続鋳羞

馴規寇撤廃などの民法改正は¬ユ印骨年 3月 に

法制審議会から法律案要綱が答申されたが、

実現には三つていない.

民法改正を公絢に掲げた民主党が2009祭 9

月に%を とり、2010年⑮通常国会では、提

幽予定法素とされたが、与党肉がまとまらず、

囮議設定には三らなかつた。また、⑮見から

も議員立法業の提浙 なれ たため、19197年

以降続いた機案提出が民主党政権下で途切れ

るという皮肉な結果とつたも暑の後、国会で

⑮議論はほとんど行われていなレ鳩

法改正田見通し油]立たない中、2111年 2月

に|ま、大祠同氏規定の選愈饂や女性差別撤廃

条約違反を問う初めて⑮国家賠懺誘議が提起

された。また、2012年 4月 には、1日姓使用権

をまめる訴識が提超された。鯖蛸子へ⑮相続

肉 規定についてはゝ高裁レベルで連憲硼

Mが相次いでいる。

一方、国連の各人権蓼員会嗣 993年以降Ъ

日本政府に差局Ш規定を強めるよう動昔してい

るLと りわけ、女性差釧徹底委員会は、再三
の働告に従わない日本政府に対し、ど⑮よう

な播置を講じた力ヽ再に報告を求め、そ口期限

が 11月 に追つている。

民法改正を求める国民⑪声も、謡馴撤廃の

立ち遅れを指摘する司法中国連め声も、並法

府にはほとんど居かず、輻 出法案lよもち

るん、議量立法案も提出されなかったため、

民法改正を待ち望む罰事者やNGOからは、

講鰊絨輌典党に対する失璽と冬肉劃引言浦E上鰤:った。

そこで、mネ ット|ま、近く行猾 る最濶同

総選挙、2囲13年耳口参議院選挙になけっ・市民

虐S結集し、女性や子どもの人権を重視する議

員を心援しЪ反対する議員へ⑮プレッシヤ7

,民法改正情靭卑ットワーク代表
:1彰

刺魏萩酔

と懸るようなうね験を作輪郭一歩とする
|な

め

にt緊礼院内集会を開催することにした。i

◇立満不作れを闘う !聾財囲2民法改正を譲

息葛彙急膿繭藁基 ~1 
‐ ・ : 1 ‐

で9月 5回 、1『立法不‐

作為警
:問

う!幽蔚2民法改正を求め通緊熙院 |

内集会Jを開催し、国会議負 11人をはじめ、

民法欲%を求め蜀市民押揚護士、メディア関 :

係者など143人が

'Nし
た。通鰹集会は、611

ぬNGoで組織する国本女性麓馴撤魃条約N
G⑬ネ ッ トワー ク (JNMC)力 電共催 し、鋼

団体勘電賛同した:

開急後ち集会に書同した娼団体を代表り|で、

日本弁護士遼会会□瑚¶‖1脩園』銀 繭事挨拶b
た:ゴリ:1司会長は、『わが国の在り力を定め c

るわは篇法で、民法は意法に沿つた肉客にな ‐

つているべきだ力雹、夫婦同氏闊直、婚外千差 |
靱蜃度など重大き差駒規定書蔵している」民 ‐|

法改正は憲法上⑪要請。日弁kは職務上0氏
|

名という、鯖硼前の民など通称を鰤務上の氏 |

名として弁護士名簿に弛録でき蜀靱度を作つ

た。疱録者は圧倒的に女性意しかし、官庁や :

雉融機関での値用に限界がある◎真正面瀞じ:|

場 を改正しないといはない」
‐
と話b亀 ∴〔

続いて、政党鶉宏挨響、    F決 意表 |

門を行つた。政寇代壷挨りのみ二部紹介する。

12●(I仄

"ド

靡問断:

子■息u撤底を強備とし,で掲げてきている.党 :

向に保守的な声の大きい方がいてほらば贖翅 |

があるが、堂としてこ⑩船 は愛わつてい経

:貪
ろ圃 飩 尚 了 判 マ 駆 藉 :

:政党が公絢雪匡対しているため、実現層きな
|
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い。法務省も法闊審答申を受lすでしヽるし¬婚

外子羞罰は違憲判決が出る前に立胸的な解決

を
lし
なけ尉威力ならないが、政滞赫噸鼈⑪中で実

現していなし、 渤彗んぱって実配したい。

【掘島晶ずほ社民党党首]

今、公綱に掲げた民主党政権マ濃案瀬出せ

ないというのは悔しい。M時国会で議に立淮

案酬 して論争していく。社員、共は、公明

|ま簡成で、民主、生活の申にもたくさん賛成

者がいる。堂として出せな職 ほ1笏人と

して輔 リストに力回わつてもらいたい。

[井上哲           員長】

国会は国民⑪声からも、司濃からもかい離

bている6選択的夫婦別性はな論調査をみで

も若いせ化を含めいいじゃないかと広がって

いるにもかかわらず、国会には一部だ力言根強

い反対⑮声があつて選まないが、しっかり実

現できるように党としても全力をあげたい。

また、,メ乖識D』姓訴識t旧姓使用権誦識、性

民稟作成請求が誰⑮原音や咤理人が支援をま

めた。

夫婦別姓訴減の原告のはホ協子さんは『立

法不作為蜘 正されないので、昨咋報月 14

曰に原昔 5人で提訴bた。数回の国頭弁論は

10月 10日 10時からなので、ぜひ傍聴してほ

bし Jヽと話えた。

別姓謳訟券護側の寺凛真端子弁護士lま 『民

法⑮夫婦同氏規立が、個人口尊厳を起めた憲

法 13条や両性の平等を定めた24条、女性差

別撒廃発絢に達反するとしても昨年2月 に 5

人⑮閂音が口を相手に提訴した。民法750条

の規定は、増姻前峨氏を捨てるか、法律婚を

断念するか二著択―を迫つている。国の主法

不作為がは無であることは明白である」と、

主諫デ訴解を燭琲識した。

M告として初めて実名を録 した旧閻

権訴訟原鶯⑪富脇隆志さんは、「高校印社会

科印援 をしていて3月 に蜃 した。27年前

に結婚する際に、援叢で男女平等誉教え、民

法はおかししヽと教えていた口で、妻口方の雄

に重え、夫婦]J姓制度ができたし、順姓に戻

す計画で、20世紀中、担職する前にはできる

と思つていた。M⑮ 際に、揚 表だけで

も旧姓にしてほしいと景に対して 5,6日未め、

最後は帰謹士を通して赫邁いしたが蹴幅れた

ので、裁判に読えた」と、撮かに階諄倒る日

しLを調|つた。

旧姓値用権訴訟弁護Mのメ!1僅志保弁護士は、

「夫婦馴姓を調めない理由として、通称使用 ′

を広く諷あれば足りるのではないかという意

見もおるが、宮脇さんぬように通称を自分の

自由に使 うこと力熙評されない逗とがある逼と

を知つていただきたい。こ⑮隕 曇報凱つ闘

題とbてクローズアップされることが多いし、

そういう国も事実だが、勇Jlkに もある。すべ

て⑪日本人に開わる問題だ。1暑喝口お願いな

している。ネなきま魔噌乱力を貸していただき

たいJと 、裁判へ⑩協力要請を行った。

住眠予作骰請求訴識原音の音閂和之されは、

『蘭艶層にわる姉囲でなしヽ十という盪 が差

司であ鶴として、出生届出を握響したところ、

戸籍不封戟にな U、 住民軍力電作られなかつた。

そこで、性祠 躙 と戸籍法櫻 粂で出幽層に

おいて嫡国か否か⑮れ を趙 lナているこ

とは憲法違区でわる起とをあえ、現在、東京

高識に到鱚鱚斥嘩ヽ 9月 27目 に判決が出る。婚外

子相続溢則とともに出生登録差飢も感濃違厘

でお乙」と、子どもへの差別撤%を訴えた。

R後に、十文字学呂女子大学口植竹恵美封

さんが集会アピールを前み上げ、参加者の絵

意て咋剛置し、聞会した。

なお、藉 終了後、 剣 者の二部が残っ

て会議を開き、来年夏の参議院選挙と近く行

わ紀るh楷院選挙に際して、候補うが女性や

子ども⑪人権を重視するかどうかを調べるた

め、特に回濃改頭に対する考えを蜃問しも候

補者を代分けて公表する匈 なネットワー

クを立ち上げることな倉意しました。
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人蜻薇又諭Sはがこる鵡 にST口 Fを'力bけたい

・大阪だけ硼問題ではない

0月 22日「会入による性差別をなくす会』

(以下会入の会》|ま 固比籍図書館文イヒ館のコ

ンベンションホールで表記⑮シンポジウムを

開催した。

会人口会の正式諾称lよよに F石原都知事⑮

女性差嬉lju言を評きずJと付く。石隧疹蝠事

の『文明がもたらした最魅悪しき有害なもの

lまババァ』F女性が生鰤龍力を失つても生きて

いるのは無駄で坊 覺言勉□01年 11月 FttTll

女性』紙帥 ⑩撤国と謝罪電欄害賠償を求めて

2つ距端耗削社で静なつた6申躙脚ま、これら口発

言は憲法、男女共同グ画基本法錯⑪値の法令

や国際人権B規勒t太子判 1∬撒廃条価などに

反すると認めたがゝ女性金Mに対する光言だ

から個々人的権利へ⑮影響は需薄化され輸と

請求は棄却した。その後も薇原椰蝠事申国会

議旦、大臣ら0女性差別発言は続いている。

公入の会は公人の差鳳J発言|ま言葉口暴内でお

ると、国連女性差局U撤廃ぞ員会へ□報告奪曇

人による性差別発言禁止の法制ギヒを求めて国

会議員へのロピー活靱も行い、人権委員会よ

置浩⑮概要を発表、地⑪NGOと 共になたち

が使える F国内人権膿関』の実現を求めで清

動をしている。

こんな時に現れたの両 万′亀―セント回馬

しないと言いながら鷹知事選に出た橋下徹で

ある。テレピで⑮知艦度を駆使 u廠知事とな

り、教育関連費大幅肖J減、あが代起立再睦義

務付lす条例爛』定、教育亀⑪無k偽 鼻にある

WTCば 躙購入など、結扇大颯府の情住を増

やしたまま任笏踪申で放り出し、大閂隧新的

会を作つて市賑鸞魏璽製酪捕、マ澪コミこぼつ

「今も大阪で同嗣過ぎているのか?『ハシモトJI胸乎法を暴《」集砦輛告

公共によう性差別をなくす会

て⑩靱遭で騰聯Uした。以後、クレオ大阪 《大

魃市立男女共同参画センター)S館ぬ廃止、

市職員口凰薇調査t tt   Ъ聯厄基本彙

肉:大は市労使に囮する条例など立て続けほ

人潅を最害す石政策を行うできた。日規調査

では、組合が職労働委員会に不当労働幌為救

済を申車した結果t調査表はM秦されたが:

橋下は調遠に感曝なければ処動チると自暑し

た文書力菫あるにも関わ亀ず、国闘⑩珈村輪護

士ぎやったと逃げた。        ・

◇◇◇

◇◇◇
0人権舅ながない

温舌Lbた改局も繭葛しみ、橋下口発書が運日

マスコミに報道され続けている占
j=吟

市長

にすぎない儡 下の縮 をこれほどにマスコミ

は報道しつりlする⑮か、この状況は怖いとい

う凰いが、9。22シンポジウム⑩佳円となつに

Fヒ ユーライツ太朧』(一般財国淮人アジア 0

人平洋人権情報センタ弓厭長⑮自石理さん、

F大阪男女共同参画施策を進める会』の申野

冬実さん、北朧慇蟄ぽ翼詭曖の山口二郎さんの

参れを得て、弁護士中野麻実さんを由ニデイ

ネーターとして準備が進められた.

シンポは中野麻実さんがババァ発言裁判を

弓Iきなか亀企画0意図を紹介b始まった。ヒ

ューライン大賤|よ    離 の四鵬 年 3

月に僑本の価察を受け、鰤脚 無に耐と市の補

助が打ち切られたが、今も漕動を続けている。

自鱚さんは橋下崚や柳方⑮特観を中ピジ皐ス

ロ側にそつた行政⑪再魃、*設に立たないも

口には瞼を出さないも*砥航できなb濁尋いと

通ろをターデットにして集申攻撃する跡*ま

〇
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ともな議論をせず、営にマスコミに朝融り上
‐
げ

られるよう新しいことを採し、ひどい課 を

投げかlナ罵倒し、故づくりをする、*アメリ

カでは失敗bた教育バツチャ〒制度 i(子ども

の教育費として利用できる薗躙 を交付する

靱度g大阪市では璽侍胃い事の競外藁叢に導

入しようとしている)申学カテスト⑮袋開に

よる競争閂理導入、*「M除人権ポ繭犬鱚』

(閣00年 墓月か幅施行⑩『太屁繭人権躇重

の社会づく蜘条例』に縮lす る実現目標)が豊

綱イヒする人権理念の不なも串憲法9条改正す

るかどうか議論するなど滞に世論⑩批飢囲鰤

|ヂ道を用意bた発言をする、*ハシズムと言

えるイズム%に はない価 の選鈍劃萎りま少

数者⑮人権を申重するも⑮だ等、ほ超され亀

11月 には市民の麟 で 民ゝ主玲 と人権を守

るアクションが企画されていると口靱告もあ

つた。

◇◇◇

◇0◇
0ジェング∵視点圏欠酬

中野冬美さんはクレホ5舘曲止闘間とか

らめて橋下発言かし見えるも印を細告。2帥

万市駄に対して男女共同参画センター5館と

言うのは少なすぎる口に、橋下はパプコメの

反対意見を無視しゝ 役割終了として日館をク

レオ大阪中央 1館のみ存続とし、クレオで行

つてきた相珈廂鬱袂鐸輌國醐野鶉所0匹民ヤン

ターで行えはいいとした。

中野さんは、女性口相談は被合的だし、D
V珈端壽嗜訛測帥舗 ⊂嘱̈ 岬あるR幽Dなところで

相談すら亀とはできない、日本はジェンダニ

指数が134カ国申94値という先な国最優

な口にゝ役割は経えたと言う橋下にはジェン

ダーロ視点がないと指摘Lまた、発達障害は

家庭に原因があるとR魃教育へ⑪介スを試み

て失敗した。市m、 曲卿睫匡軌

を締心付けるのは、彼は人がくまつて議論が

る起とに械 があな中ではない力、民主主義t

平れ、国際協力ρ再構築漁電必mと まとめた。

・画満蒙咽質をあげるには

山回二郎さんはレジ三メに「政治家⑮質を

おげるために何が必憂力]を用意恩 7月 に大

阪の人権博物館 (リ バティ大阪)を見たが最

示テーマが分からな愈ゝつた。闘|ナぱ橋下蔚知

事の意見をうlすで晨示内暮が愛えたが、そ⑪

おいまいさから今度は不要という流れになつ

たおかしさを細分⑬そ通に瀧痣鶉図連⑪掲摯

があり、∫il本暉実さん写真をみて彼の『権魏

は聞いと慟も⑪』、凛固医師の「歴史をうごか

す⑭lま少数だ」という言葉を思い出し、楊浅

誠民の「ヒーローを待つても政治は愛れらな

い』⑮本を紹介、鋼識を織り込んで民主主栽

を考えねぱと。また鋼縄、口発にぶれた鳩幽

や彊詭FIり中に転重しヽ超璧羹胸闘ヒこととメディアロ

編向・
｀
ダブル累タングードが、政権交代が,

きつけた裂題である、EM葬糀下の発書は国

体を,3制として詳されていると。これからゝ

社会へ⑮帰属と政治におけ石常識を保つには、

孤立した個人口繹■でなくR意な質の良いも

のにしていかれはなしないしゝ 今は順戸際に

あ崚、中間団体⑮意味は大きいと強調された。

◇◇◇

◇◇◇
O生きていて良かっ光と実曲雪きる社会に

15分④体懃中にたくさん峨ざ間郎集まつ

た。幽国さんlまメディアにもしヽて、ウオッ

チ 0ドップロ役割を最たすべし、石隧・橋下

など⑮定倒れわ0兄にはパテラン記者を配に

して真剣勝負⑮場にしなければならない。お

かb瀧調事桑の批判、良い記事へ⑮激励も必

蠍 条例 ll■違憲と裁はない口か ?というに

間には、該当する法制度涸ミなく、職量が集倒

違厘で処分を受lすで初めて謳えることが幽某

ろが、最高裁で縮論Ⅲ出 《続きはp.7右躊
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節層田,国団連編人口地漑委列会 鱈蒻げ)′囁テレルゴ銭ントM膿申輛告`

F日本の農村女性のエンぷワーメント

選展と大震贔般書□下で丁J

201露 撃 3月 2日、国連⑪チャーチセンタ

‐内で、各国⑪ NMOの参加をよびかけて表

題口ようなイベントを実施ヒた。定負鑢 名、

翻 分という限しれた時間であつたが、現ヒ米 0

繭米・ヨはアプリカ 0ヨ‐ロッパ引Lア プリカ 0

申章 0アジアかLと多様なMO地域癒lb⑮参

加者を得た。 l   :
(東 日本武震災に対して世界申からt多く⑩

援助や鵜見舞い・Mま bをいただいたことに

まず深くおネLを述べる)

1)二つ⑮新た畿馬画―大震災学閂発事故と、

経済のグロ〒バルイLめ〒層口進展⑮申で浮上

bているTPP参珈鯰裔0¬|力靱、良1山減 に

保れな問題を突き付けている。 b力 しヽ起れま

り出に、すでに日本の農叢闘材は、金産性、

担い手不足ど高齢イビ特に女性におして》て円 、

農業生薩額⑪減少という椿続可能性□危藤が

生じていること。

回)農叢女性⑮地位の愛イビと現状 0課爬

・農業女性の数的減少と闘齢イヒの進展が著し

聯ヽ (ピユク時80年代半ばの硼 %超かL硯在

半分を切るまでにど)

・意思搬定 。政策決定の場への

'両
状況の愛

イL 農業議員等や IA理事等⑪女性比率 lま

16年前④コンマ以下から罰在は 1ケタに上

昇はしているが、国⑪ 鯰列鋤 という比較的

ハンデルな数値日標からbでも低すぎる。

0経済的地住 民濃■は財産口相価は手には

鞠分だが、・零細な農地列模からして分割は経

営上不可熊。M継ぎ以外⑪女性⑮農地 む:農機

具など⑪生産手段⑮所者はまずないこと。戦

北京JA自九州■頓謝範魃趾

緩の農地域革において地主―』ヽ卜肉慶:を廃b
てD画作に道U設はR自的ではわつたが涸率□

農業⑩零細性を搬定づけ、経営⑮合理f脇を阻

んだし亀女性⑮農地所荷を実質上排除しただ

ぬゝ農村に家父長珈的システムを感す韮国に

なつた。しかし、良家女性は小ないもままな

いなかつた時代からすると、農鼎就労や家旗
・

経営協定による碕酬度払、道⑩融等峯□女性

名義で0小舅模直売などによ蜘、徐寿には入

を確保してきていう。一方で家族労働に褥事

しているが新幽はもらつていなくても、躙

足』している女性が3分⑮ lに康する。地方

で鋼mをもぅぃ FMにしている』も合ねせる

と3分⑪霧は [満足』.している6ただЪ家族

熾嘗鵠に締結⑩農業女性ほに業者集逹に加入

する権利ができたにもか力ヽわらず、口民年雖

以外の年屹保険靱支払いは負担が大き:いこと

から     日入の女性はまだ少数でお面。

薇馘警げ
の吻聰⑮弯ビポ

⑩下 o
3》 農叢女憧ロエンパワ讐口ために餡府が実

施した制度 日政策 ,事業についての勧後⑮歴

史⑩中でЪとりねは、『個』としてめ農業女性

口存在と役諷⑩量画性を―う場だした「農幽潟

珈 申毒罰ビ ジヨンJ(10翻 年》肉幽腱

とも省向に男女共閂0画担当をな置した取聯

組品、農夕の家朧経営協定膿鰤価されること

を説明.蒙族経営協定はそのがなぬ⑪施%で

あり、通れを満品してエンパワーbているた

農赫女憧⑩潜躍と、企業⑮増加も注目される

ことを潤摘D《こ⑩農業分解での女性起業家に
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ついて⑪調査研先の申間発表を、同じパラレ

ルイベントで同部佳代氏が報告して大変蘭心

を呼几蹴鋤。ただ、通うした醐吻疑⊂嘲劃羅に、農

靱女性自身が声を上げ提案をして言つた事実

も見落とされてはなbない。

4)家族経営の紹介DIVDを暁写はたが、J

AC報告会では省蜻

5)大層観錮釦姉蝙褻胸配について、これまで

日本の農業生産額図 10分の 1を高めできた

藤劃L3県□農業被害は厳しいものの、日本の

食糧供給自体には大きな影響は関ていないこ

と。復興に向lナて、注目されることとして、

地方自治体レ椰 の鶉 癬翔購炒瞥胆熙藝駄黄

がネットワークを組んで被災地と消費者を結

鋼 を晨関していることを紹九

6)以上発表の後、私見として今後印課題と

して総括を行つた。
0政策決定過程への農山編村女性⑪参画⑪一

般の健進が必要だが、現状ではポジテイプア

クションを行うべき。
01999年の農水省のガイドラインの剣

(ジェンダー平等に配慮した事非矛算)

・直接所得蝙償の実施とそれを世帯申位でな

く個人単位で実施

・家族経営協定の法的整備 ふ強イL

・女性農業者劇 ―ダーシップトレーニング

・政府が 23年度から導入予定 (蠅在導入闘

始されている)新規就農著補助制度に女性的

クオータを入れる。

・いま資X国の2°/0に減少し、平陶鄭場が鰯

議をこえている担い手問題を国民的に解決し、

安心安全な食料、国土や景観爆梼・環鰺保全

などを固り で考えていくような意識醸成の

ためにも、都市と節 の雛 グリーンツー

リズム0農瀧山村でぬ糊識のワーキングホリ

デーなど⑮睡り紙挙が必野

《終わりに)

ゴL京 懇鴎 9月 の勉強会時には、以上のすべて

を脚 る時闘がなかつたが、長年この鰤

で研鶏盾動されている画択さんからの動言や

新たな情靱提供もいただき、稗艦連れた。ま

た 3ゝ月 のパラレルイベントのはにも多くの

方から、農幽潟村女性へのエールを受lす取っ

た。感謝です:

縮.感 瀞ら⑪続き)る前に、実態としてやられて

しまう.議会を重えることが必要。民主も自

にも右旋回し、貝主主義の未来はどうな

る?という質問に、緑ぬ党などに靡 できな

いかという声もあるが古い政党は大同団縮し

ないだろう。選挙制度印改正に|ま 5年ほどか

かる。ちやんとした改蘊家も半数値はいる、

彼らを励ます、メールを進るなど、市民⑪声

を鰈 して導礼計ナることカミ必要と応えられた。

自石さんは、橋下の脱原発⑪発言はただ⑮

人嚢藤取りか?曜熙鸞馴に対し、肌醸恣鶏鵞睾悧窺、

そ計Ъが出鶴裳⑪トレンド武ゴった力ヽら可r、 メγラリ

と変わつた。橋下の特徴は “変化"だと。

その後は中は さんを変えて峨意見熱

となつた。白石さんは、人権lきまずlま知識だ

が今の日本に人縫教育はない。数の世代|ま人

蹴 なしに様 を担つてbЪ く蝙 になると

いう。申鶉 さん|ま、人権が満たされるこ

とは生きていてよかつたという実感をもつこ

と◎雌 力坤塁し¶寺、値メJま自分雀鋪鼎え行動的

自由を失う.それに4づくことが大切ではな

い力、 中野冬美さんは
駆
子ども⑪笑画のある

大は と言いつつ橋下はすべてを壊していく。

平和、民主主義、男女騨 が鳴えられていた

回 躙 以降、実際には実現していないが、今

それを作ることが軋 だと思もていると言わ

れた。山口さんは、民主はポ営負けするだろ

う、だから維新となるの力鴨民意や市民のカ

はどつちにも向き得る。青鯰や原発のパプコ

メに見る民濃酢覇雉警蓄話したいと述べられた。

3時間に結よ通 い内Fの濃いシンポだつた。
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真口「機と

'斃

割閻同つ―到鉤鯰恥 を満誕ちの手で

震災・原発事故以降、「安自 満電国民的捩題

となった。F税 と社会爆障⑭一%で は「
・

心Jが版隧である|まず議 しかしt今円の「一

欄麟

"は
、社勒 形を置き奏りにに、鞘費

極増税だけが決まった.その増税分は自民

党 0公明堂との3党舎意によつて公共事業に

優計覇れることも可能となつた。畔盤会斬楊勃の安

定謝財』は、唯一「泊費統の目|き 上l詢 l通よ

るものでありt所得税、相続税は改革と|よ言

いがたいものとなり、Mに いたってはM
税ときている。言うまでもなく消れ にはほ

入が少ない人ほど負担が重い遭な性力Eある.

負鮨 力に応じて払う応衿攀鎌耶酔蝙鷹適用さ

れなし亀低顆得泄常は席手を積り、大他業に

は瑳劃寸としヽうメリット節鼠ありこそヤれ、ゴ噛僣

業⑩下請けで常に固い叩かれている中珂墟業

や、濶費税増税分を防 こ転厳して値上げできな

い個人商店にとっては致命的な打撃となる。これ

を目裕層への優過制度と言わずしてなんと言おう。

そもそも日本⑪社会保障嗣度は、正社員□

男性稼ぎ主を標準とするもので、それ以外□

『』硼ヒ』「翡者』らは側詭鵬 とbて、その社

会保障制度から繹れてbま つ大きな矛盾力雹あ

つた。今や働く女性口半分以上力雹非正釉雇用

者であ柳、著者もまた半分が非正規、ガ正社

員⑮職にありつくにlま多大な困難が伴う状況

となつた。で入しい。社会保障ぬサポート漁S

もつとも必要な階眉⑪セープティ守ネット足

叩たない従来⑩社会偶障制度が改革されるの

であれば、歌理すべきだつたが、曲殺者浦留年

間3万人にもなる日本に、通銹 はど峨よ

うなインパクトを与える□だろう力、

私は税金や財政の義人選gだが、なけなb
の給与から毎月確実に所得税や厚糞年雖靱が

働く女性⑪全国センター 謳財 全員

天目|き される派遣労働者だζしかも男性稼ぎ

重がいない状はで子育てをするシンテ綾 ザ

こでもんふ。正社員0男性朦ぎ主基準の社会

保陣匈度か幅軋はされているグチigシング
ル女性⑮曾□問題は縁劇さを噌 b、 非正規雇

用の考後は金満熾護受論とな石との見方もあ

る。僧⑪ような問題を抱えら私が、今国⑩改

革で、将来、とつねけ慟lナなくなもたち後に

希望を鰊てるかどうかЪ力雹有笏な指標となろ

う。礎も社会保障lこ関しても、最大ぬステ≧

クホルデーは私たちぬ|まず逮
｀
そ⑮私たもの

意見がほとんと匡喚されていないMに は期

待が持てデt危機魃洒電募るだけに

F先送りは許されない』としな鰤言らも、長

年のはな事項面はプの年佳の第13号被躁険者

制度ぬMも 見送られた。Fやべて中国民鍮S〕

れできるJ『多籾な臭き方』と錦打つめであれ

ば、ジェンデー視Mから⑮改革|ま必鰤のはず

だ口それがないまま昂性稼ぎ主基準な限有す

6カ もヽゝ ど⑮政策も晰縫策としか凰えなしゝ

反閂発運動油武、政府に『凛発ゼロ」と言わ

せた。(政府は暮れてはいるようだが》魃たち

が声を上げれば、政府はそれを無視できなしЪ

ことがわかつた。私は、政府は信用できないでЪ

原発ゼロと政府に言わせた市民ロカは信頼し亀しゝ

現政権⑩改革では深刻化する貧困守格差間

題はな世代に禍根を感す。だから、通の改革

に対しても声をもつとおげるべきなぬだ』ジ

ェンダーバイアス回政府の政策に反対するボ

けではなく:自分たち⑮実雹やニーズを示 b、

村案Ъピジョンを提示していきた時Ъ それは

工韻 ⑮男性稼ぎ■を標準世帯とす畳社会保障

の帰組みを、個人単位にするなどジェンダーロ視

点で変えていくことだ七今起そ変虞虫醜邸ゴ賢慶らなし、

〇

〇ヽ

-8-



〇

<イベントのご案内≧

福島「農と食」再生ネットの画澤紅美子さんから以下峨イベントの鶉知らせ力電届きました。

<編島・三春印制陶餞騨躙 12>
2度日の収穫祭がめぐつてきました.土め放射能を計り、排ビ、種をまき、取ゆ入れ、収穫物的放射能を

計リーー.旗射能を計ることが日常となつた営みが三春では続しヽています:芹沢農産加エグループの加工所

には、多くの方々の協力を得て、太陽光発電開か完成Ъ.露貯 プの農産加工⑪エネルギーとして頂張つてい

ます。ささやかですが、隠発忙頼らない生産とくらしをつくゆあげる足元からの実践で現 今年⑪収穫祭は

この太陽光発電⑪稼働を記念するシンポジウム (車座匡議会)自懺り込ふ、地域との交流を下層深ある内容

としました。匈 鮒 ちします.

◆目時   躙12年 10月 鋤 日 (J-21日 (日 )

◆場所   福島曝三春町

く腱吹滲育   10月 20日

午前急:O10東南駅丸ぎ蠅 出発/現地着 お昼ごろ

2食/野菜順穫/嶼穫したW業の議射能検査           鶴,

館 導 鄭 筒
0餞

曰帰り組は帰東/宿胸組は「三春⑪里』宿泊施設へ移動

10月 21日  「芹趙農塵酬工所太陽光発電完成記念シンポJに着諏理ユ大謳郵間)

9:00    前日⑩鍼射能測定説明会

10:∽   闘会 テーマ Fエネルギ学向論と農・食 O地域の自血

・輛告 :三春町から

」JRた警らから

三春⑮女たちから

2蛾 e石巻か囁

千葉・成田から

山形・置%から

・凩mと力論

12:鉤 閉会

(魏地視察  候補 :国村市都路地区)

[経費]  参加費 lQ閲 図 (資料代) バス乗車の方はバス代に含まれま九

貸し切リバス (予定)往 復颯 000円 (学塾及ぴ片道嘔人脚閲円)

宿泊代 馳帥円 (朝食付き)

駿 鱈1国弁当)脚 円

[主催]  芹沢農産加工露i餅ず/福島 鴨雖食」再生ネット/情桜花見祭実行委員会

[協賛]  三春町、肥たむら

[問い合せ先]瓢 朧 高橋真理

画  部

福品「農と食』再生ネット 西澤江美子 :協1/hm譜嘲刊暉,廠 alttil.鰤
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北京」ACO目仏女性研兜学会丼疸賽業

同 時

会 場

講 師

テーマ

参加費

<Lm周:「8軋口ぉ知らせ>

藤森 宮子さん ・

フランス回介護制度…日本回弁護保険≧⑩馳較

全員 :無料  `非会見 :爾鱚円 1輩彎代として ):討静

掴仏⑮高場者問題を研究されている藤森宮早さんを講師にお越えbで上記⑮テーマでお話

しいただきます。高齢社会曲琶避けて通ることのできなし.L聞闘⑩一つ、弁護に、同他はどう取駒

組んできたのか。両国□制度⑩比較を通して、それぞれ⑭制度⑮持で扁順えや今後口介諄甲P
蜘方な考えます。

今回は、日仏女性研究学会と瑚ヒ京L濾⑩共催で開催し事す.:筵非ご奉即下さい。   li

≪講師略産し 現在、京都量子大学翻牝社会学部非常勤講師:元菫蛾大学教授。

パリOデカル ト大学社会科学博士◎早稲田大学大学院文学研窮科修±。

i  専攻 :高齢者支援の公共政策:特に国低雌較□社会保障□地域福礼

11月 24日 (雲》 午後
:景
時■

:骨 時  :
文京国男女平等センター 〕研修室

●9月世話人舎報告 F
9月 20ロゴ脇京 卿鱈 事務所で午後遍峙

から開催よ全国研修セミナーロ縮果を賠ま

え、政府に提関する要望 O提案事項や今後

のロピー活動について協議。よいでマンス

リー10月 号⑮内容確認、今後の副Lぼ ⑩悟

動⑩方向について意見変換しました。

el□ 周世話人舎

11日・
午後 6時より新事務所で開きます。

「 『マンスリーゴL京 勒≧Ca

第 170号

2012萄塾10脹]1曰層瞳布F        '

●編藁
＼ヴ発行    司L京 洒鰹 世話人会

◇担当世話人    石田久仁子

◇〒113・田嘔38東京都文京匡本郷 圏‐27‐2

.東具ビル 3F

◇]眠303・ 3680Ⅲ 6田8

く》ktt謄 :J「朧ekttLiacoorotvノ

○郵便振替番号 :  0025⑩・7□団4量6

北京測肥 事務局

□事購爾櫻転のお知らせ

新事務所 (〒 113‐mSS市京都文巫匡本椰

2デ

=7‐
2 東農ビル43F)は同事務所からも近

.く
、営園地下錢本鰤 3丁 目駈から儘歩自分

⑩便れなところに値置 bています。%翼
番号に重イしはありません.これまで個柳『鰺

等待遇アクション里1』 と共同で使柵します。
|<煽

贔憧記>
4人口男性による民主党党首選、5人口

男性による自民党党首け、日本朧新ぬ会⑮

設立といつた9月 峨国内政治ぬ動きを見を

から、あらためて『女性⑮不在』にショッ

クを受けました⑬こ暮bを振堕:上げた彼 b
⑪国か:ら 闘こえてくら現実慮に趣ばしい稟

ましい1言葉が不Jl■に再lこ感咽ます。女性が

増えればこの勢イLしきつた政治がW座に良

くなると主張ナ通つもりはありません油富ゝ

政界が市民社会を一定程度反映していない

はり、民主政治は臭現〒きま|せんb女性峨

政満参Mに貪たちがもう一度真制に取騨細

言 l⑩ ―

む必要性を実はします。 《再田》


