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く特 集 0第 3次男 鮎 同参      定 に向 けて >
来年、第3次基本計画が策定され誡 ヨ艤調配では、今年、概算要求に対す

るロピーイングの予定が立てられないこともあり、当面、基本計画の策定に向け

た要墨書口提出や関係響庁との意見交換をし籠 くヽことにしました.そのための

準備として、 1日月       とアンペイドアークについて2固定側学習会
を開催しま助L要 望事項については分野別に担当者を決め、提出された意見の

集絢 O横調を動 要望に堪てく りました。今号で、基本計画策定に向けた司ヒ京

脚 取り組みを憔 しましれ

日 第3次男女共同会画基本計画策定に向けての要望書
要望書臥 世謝誤晨置で理当分野を分担し、          アクション21から

』脇力をいただきました 10H器同、福島瑞穂男女共同参画担当大臣に提出しまし亀
男女共同参画局にも場出する

□ 10月第 1回

『介瞳労働蕎から見た介饉聾趣□羹曲報告』 12

介護労働問題を政簾提言につな出 ためにという趣胃で、ヘルパこの自崎朝子さん

が介護現場の実憩報告をなさいました占橋本ヒロ子さんが報告しま九

□ 10月集;2回腱幌駐報告

『アンペイ ドワークをめぐる国際動向と日本田状況』――-14
第3次基本計画にアンパイ ドワーク魯復活させるため⑪提言を、入場嬉子さんが

お話されまし亀D報告は学生会員の落合絵美さん覗 :

量

□ 9月
『     と轟童典同    □運動』

酒井は碑 さんから、家庭科教育の目的、日標、な馳 お話いただきまし亀
報告はゆのまえ知子され

□ 地域コーカスからの報告

『フィンランドに指ける鋼女共同参画』

16

17

18

2hetつやま黒見節子さんの、フィンランドの男女共倒参画 0教育のリポー ト覗

日 11月 鵡 ⑪お知らせその他



2009年 10月 吉 日

内閣府特命担当大臣 (男女共同参画)福島瑞穂様

第 3次男女共同参画基本計画策定に向けての要望

北京 JAC(文 京区本郷 2-40-13)

共同代表  清水 澄子

橋本ヒロ子

船橋 邦子

今年は女性差別撤廃条約締結 30周年を迎えま・した。北京第 4回世界女性会議を契機に

政策提言活動を目的に発足した北京 測鰹 も今年で 15年が経過しようとしています。この

歴史的な重要な時期に北京 測蠅 議員コーカスロ会員として長年にわたり、私たちとともに

先頭に立って差BIJと 闘つて遺られた福島瑞穂さんが男女共同参画担当大臣にご就任されま

したことを心からお慶び申し上げます。同時にご就任以来のご奮闘に深い敬意と心からの

感謝の意を表するとともに、今後の一層のご活躍を期待するものです。

この 15年の間、福島大臣をはじめとする女性国会議員のご尽力で「男女共同参画社会墓

本法」や「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律」の制定など、男女

共同参画政策は進みました。 しかしながら国連女性差別撤廃委員会の勧告が示すように日

本における性差Elj解消に向けての取崚組みは進んでいないのが現状です。私たちは、今後

もNGOの立場から福島大臣とともに、男女共同参画の推進に努力していく所存です。つ

きましては来年度に予定されている第 3次男女共同参画基本計画策定に向けての意見をま

とめました。

下記の項目に関しまして、計画に明記し、実施していただきますよう要望いたします。①

記

1、 1第 3次基本計画の基本的な考え方

第 2次基本計画でiま男女共同参画社会形成の契機として、日本国憲法のみが掲 |ず られて

いるにすぎない。基本計画のベースである男女共同参画社会基本法はF女性差別撤廃条約」、

「女性の権利は人権である」と宣言した「国連人権会議J、
「lL京宣言および北京行動綱領J

など、世界の女性の人権運動の成果としての国際的基準を反映したものであることを明記

すること、さらに男女共同参画社会の目指すべき社会の将来像として、社会のすみずみに

存在する性差Sl」 を解消し、「国際女性年Jの三大テーマ F平等・開発・平和」や「女性差別

撤廃条約』の前文に象徴される戦争や暴力めない誰もが人間の尊厳が侵されることなく潜

在能力を活かし、安」いして人間らしい生き方のできる社会の構築など明記すること。
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2、 第 3次基本計画に新たに盛 り込むべき主要事項

・差男咽の定義の明記

・ジェンダー概念の再定義

・女性と貧国に関する施策を独立した項目として設置

・CEDA7J(女性差Elj撤廃委員会)の一般勧告第 圏5号に従い政策決定過程への女性の参画に

関する目標値を決めた積極詢改讐措置実施の明記

・第 1次基本計画にあつた男女共同参画社会の形成に不可欠で女性の貧国と深く関係す

る無償労働に関する施策の実施

・第 2次基本計画において、解説に留まつているリプロダクテイプ・ヘルス/ライツの保

障を明記し、具体的・充実した政策を計画のなかに位置づけること

・部落、アイヌ、在日、移住女性、障がい女性、性的少数者などマイメリティ女性の施

○   策に関して独立した項目の設置

・女性の政治参画促進⑪ため峨積極的改善措置の実施

3、 女性と F貧国』について

北京行動綱領 12重大領域の女性と『貧困』問題は、日本の女性にとっても重要な問題
＼ であるにもかかわらず、F経済大国・豊かな国』日本のなかで構造的に不可視化され放置さ

れてきた.しかしながら 2000年代に入ってからiま経済不況のなかで女性の貧国問題 lま深

刻化し、憲法 25条に謳われた生存権すら保障されない生活難に直面する人々が増えてい

る。従来の基本計画において項目がなかつた「貧国』の項目を新たに立て、「貧困Jの明確

な定義を明記するとともに、『貧国」が制度的、構造的につくりだされたものとの認識に立

ち、以下の具体的政策の実施を要望する。なお、2009年 9月 に発表された「男女共同参

画会議 監酵 影響調査専門調査会」の最終報告に向けた論点のとりまとめで使用されて

個)い
る「生活困難」では、問題の焦点が拡散することを危惧する。 したがつて国際基準に沿

つて「貧困」の語を使用することを要望する。

(1)「貧困Jの定義、貧困の実態調査、貧困率の測定の実施によるジェンダー統計の整備。

(2)部落、アイヌ、在日、移住女性、障がい女性、性的少数者など複合差Sllを受 lサ ている

マイノリティ女性の貧困の実態調査。

(3)男性稼ぎ型世帯を基準とする社会システム (税、年金、保険、賃金)を世帯単位から

個人単位に変えること。

(4)働 く女性の7割が非正規雇用であり、4割以上が年収200万円以下という現状を解決する

ために、すべての労働者の雇用保険加入、全国最低賃金1000円 (2010年)への引き上げ、

生活保障付き教育訓1練の実施。

(5)家事、育児、介護、地域のポランティア活動などの女性が9割を担つている無償労働ヘ

の認識を深めるための実態調査の実施と女性の労働市場であるケア労働に対する同一価値
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労働・同一賃金原Hllめ適用。

(6)複合就労しながらも貧国から抜け出せない母子家庭などに対するベーシックインカム

庭 礎所得保障)制度の確立。

(7)養育費未払い (生 31j母子世帯が 8割)の現状打破のための強制支払い履行制度の確立。

4、 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

審議会 (中央、地方)

(1)審議会に発言する機会を奪われてきたマイノリティ女性の声を反映するための積極改

善措置実施。

(2)任命基準の明確化・任命経緯の透明化。

政治領域

日本の女性の政治参画の決定的な遅れは、これまで政府が女性に政治参画を促すための

直接的な施策をほとんど実施してこなかつた結果にほかならない。政府が定める 2020年

30%日標に向けて、以下に示す具体的な施策の実施を要望する。

(1)積極的改善措置実施の明記

男女共同参画社会基本法に則 り、蠅 酬 の一般勧告第 25号を踏まえて、政治分野におけ

る男女格差を改善するための積極的改善措置の実施、そのための選挙制度改正等の具体的

な施行方法、施行スケジュールを明記すること.

(2)選挙制度が及ぼす女性の政治参画に関する調査研究の実施の明記

理念の異なる諸制度が混在する日本の選挙制度と女性の政治参画に及ぽす影響について

の包括的な調査研究、並びに諸外国と比べ著しく高額な供託金制度や 「形式的平等」を保

障する選挙運動の規制等の影響調査の実施を求める。

(3)調査結果の施策への活用の明記

「諸外国における政策方針決定過程への女性の参画に関する調査」(08年 3月 )は、そ

の結論で、女性候補率アップのための政党助成金をfll用 した間接的強制を法律で整備する

ことの有効性を指摘している。これに沿つた選挙法の改正及び級)の調査結果に基づいた選

挙制度⑮見直し作業の明記を求める.

5.男女共同参画の視点に立つた社会制度・慣行の見直 し、意識の改革

無償労働の脚 組みの実施

第 1次基本計画においては「『無償労働の数量的把握の推進』を掲げ、社会生活基本調

査において、生活時間の配分に関する調査を行い、家事、育児、介護、看護等の無償労働

①
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の時間量を把握する」とわつた文言油ヨt第 2数基本計画では、文言及びその取り組み⑩金

で漁菫肖』除された。「無憤労働」は、女性差別撤廃条約毛北京行動網領
‐では、「国民経済許算

に含まれない無借労働ぬ価値を数量的に評価し、サテデイ ト(補動的扁 定又lよそ⑪他の会

的経済計算に反映できる方法を、適捌な討論⑪場に鶉いて開発する逼と』を決定し、各国

でその取り組みが行われている。とくに 唯 馴役割分業Jの解消にあたつては、無償労働

や無償ケア労働が、政策形成著口みならず、女性⑪間でも十分に意識ぞLされることが、何

よりも重要でわる.そ口ためには、第 3次基率計画に無償鰤 アンペギドワーク)⑮取り

組みを復活させることが最優先されなければならない。

(1)無偕労働を申ぐも実態を『把握』するため調査 ふ研究の実施。

鱈)市場領域と非市場1領域にわたりゝ 女性がそ⑩大きな部分を担つてい通有慣・無償

罠)のヶァ労働と「社会的活動に焦点を当てた F靱時間調査』Q晰 と、デ手ンデ■続

計⑪充実。

(3)政策鰺成に0な ぐ方法愧 究⑮開発《ジェンダー予算卿策`渕に着手すること◎

年金制度についで

(1)税側における配偶者控除同様、就労⑩中立性を阻害している年佳Wil度 について就労

意欲や収入向上を減少させる第 3諷 験者制度を廃止し1個人単位め年金制度を確立す

ること。

性差lll撤塵に向Iすた広報活動⑩徹底 脇ゞ

(1)CEM叩 の最終見解勧告 30に従い、国
°
定的性馴役割分担意識をなくすための、さらな

る意識啓発及び教育キャンペニンの推進。

「社会的性別Jと 限定したジェンダーの定義者『社会的文ギヒ的に形成される性Sll』

:に

誤解を摺くようなジェンダープリ∵∩説明を削除。

「男女共同参画社会基本法』および CttA冊 口勧告 2慟 にある『女性差別撤廃条約Jに

◎ 輔
戻 し、

(3)

ついて司法関係者、公務員⑩認識をさらに向上させる必要辟強調されている。これらの広

報活動についで政府 lま予算化しも各省に精ける具体的な行動計画を策定。

男女共同番画に関桐融 厨究む情報⑩収集も整備%提懺

(1)ジェンダー統計⑪充実をはかること。

懸、雇用分野

女性の正社員比率は下ざり、非正規労働者繭3過半数を超え、働く女性め4割以上が年収

=00万
円以下⑪費□層でおる。また幽産、青児を%に 馴 甲女脚 塁仕事をやめている。無
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償労働口9割を女性那担つてい懸こと性馴分業と女性ぬ賃金口低き、また女性中職場であ

る Fヶァ労働』の賃位⑪低さは繰く関係 bでい範。性酬分蒙をもとにする国卒型雇用に終

止符を打ちЪ賃金格妻と赴幅に不公正を現制 11社会保障制度をヽ再ヒ1、 セーフデイネツト

を充実する必要がある。

均等待遇を実現す看ためには性に申立な観測‐⑩転機が不可欠である。性鐘刷きなくし竜

ワァク・ライプ・バラン尋やフマクシェアリングなどを望ましbヽ働者方 Gライプスタイル

として男女がともに選択できる社会の実易に向けて、下記⑩政策実現を要望する。

(1)公正で性に中立的な説制 0社会保障制度は輸機すること。

① 配偶者控際、醒偶者特別控除⑮廃止J

O 年金田第 3号被保険者制度⑩廃止。

鯉》婦女及び正規とみ正規印雇用均等岬ために法改正 写真法催するLと。

①
・
労基法4条に同一価値労働同二賃kの順刷を明文イヒ。          |

0,客観%で性中立的|な職務評価制度口確k               l
③ 均等法の指針⑪『雇用管理区分』の削除及ぴ闘接差別□省令⑩拡大。

④ パー ト労働法8条⑮差BIJ禁止口3要件⑪削除及びパー ト労働法⑪公務併働争嘔適用。

⑤ 育体法の有期契絢労働者口:取得要件⑮削%
⑤:派遣法峨登録型派遣⑩原nlj業上.:

⑦ 有期契約の規制と正規労働争回転換及び均等特過⑮立法化.

(3)非正規労働者及び再就職□ためロセーフティネットの実施。

① すべての労働者口雇用保険加入.

② 全国最低賃卸 脚Di円 (2010等)争の3‖ き上げも

⑩ 生活保障付着教育りl練⑮実施。

鱈)均等待遇実現口ため⑪数値日係を示す置と。

(5)フ リーターの定義から既婚女性を除外醸ないこと。

(6)ワーク・ ライア早バランス峨実現をめぎすこと。

① IL□ 15慟 号家族青任条約を実行するため⑪使用者粂峨徹底。

② 長時間労働嘔規制 ≪時間外労働⑩規Mi l 月鋤時間 午闘 159峙闘).

(7)国際基準を選守すること。

① ILO条約勧昔適用専門家委員妻及郵 囲酬から峨勧音を実施す機こと:急
= :

② IL0111号雇用差別禁止条約 1ゝ75号パマ ト条約、180号母性保護条約を批離すること。

⑤ 女性差RIJ撤廃条約の選択議定書を批准すること。

ヤ、男女口職業生活と家庭 O地犠生活の画立窯鐘

ワーク・ライフロバランス 翻盟)紐 などWMは昇糞共同教画政策Qキ∵7∵ ドになつ
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ているがⅧ盟の享受のために以下⑮政策を実現する起と。

(1)男女共同参画を享受するため日長時間労働、時間外労働の制限、深夜業制限t勤務

時間短縮の措置⑭制度化。

(2)Mの実現⑪ために家事、育児、介護、地域のがランティア活動などの女性が 9割を

担つている無償労働に対する認識を採め再分配口施節を実施すること.

8、 高齢者問題

第 2次基本計画では高齢者⑮『社会参画』『自立支援』や『健康づくり』が中心課題で

あるが、世界一の平均寿命を誇る日本田高齢女性は、国際的にも高い自殺率浦S示すように、

長寿を喜べる環境にlまない。たとえ病気になっても、障がいがわっても人間⑩尊厳を失わ

ずに誰もが、ひと明になつても安J際 して暮らせるジェンダーに敏膳お視点に立った政策づ

口)く り油電重要でめる。

(1)女性が大半を占める介護などケア労働な電生命にかかわる専門職としてとらだξ不安

定な派遣など、非正規雇用から安心して人間らしい働き方口できる環境を重備すること⑬

そゆための介護□現場も晟営化による、公的サービ尋⑩変fL漏 よび労働条件に関する実態

調査を実施すること。

(2)健康への不安□ある高齢者も住み慣れた地域で住み続けられるよう医療、および介護

従事者、ソーシャルフーカー、ポランティアなどが連続 して支援できる地域プロジェタ ト

を組織化すること。           1

9、 女性に対す通暴カ

『性暴力』『配個者ロバニトナ摯から⑩皐力』に共通な事項

個)(1)性
暴力機害専門機関としてのワン・ ストップセンタこ設置を都道府県に総合病院等に

1か所 lま設置を1まかる。DVに関しては先進自治体口側に学びワン・ス トップサービス⑪

義務イLを推進。

(2)警察学校・警察大学 0医学部 0匡科大学・看護学部・看護学校・福祉学部などの各専

F日教育機関にお lす る性暴方、配偶静 パー トナーからの暴力に呂する教育の義務ギしを1ま

かる。

(3)「女性⑪貧国Jに関する対策に、DV被害者・牲暴力機害剖 告訴⑭有無にかかわらず)

のJb理的回復や就業支援、生活再建支援を盛り込むこと。

(4)学校教育にお |す る予防教育の轟務ギヒを1まかる6

(5)関係者からの二次被害防止口ため口研修⑩徹底、裁判員へのガイダンスなどを実施す

ること。

(G)アイヌ・部落・在ロコリアン・移住女性や性的少数者・障がいをもつ女性などのマイ

-7-



ノリティ女性へのDVや性暴カロ支援情報伝達やカウンセリングなどが可能な人材養成な

どを行う。

(7)調査・研究

①
°
これまでの「昇女間の暴力に関す通調査』に飢え、DV□場合は、被害 0枷害がおこ

る状況、健康との関係 (受診⑪有無や費用も匡瞭機関ぬ対応、そ口,機⑩健康状況との間

連など)、 新たな調査項目を開発、実施する。

② アイヌ・部落・在ロコリアン、移住女性・性的少数静 障がいをもつ女性など、マイ

ノンティ女性⑮⊃Vや性暴力被害に関する実態調査田実施g

③ :二次被害防止口ため、各支援分野におけ輸躙 口勘黒度調査□実施。

性暴カ

(1)性犯罪に遭つと際、直後に必要な枷診料ゝ検査費用鶴緊ゾ避経費用等の合的負担を金 (D
国化す蜃こと。

(2》 関係者からの二次被害防止の七ぬ⑩研修⑩徹底、他暴力に関する現行講規定を入糧確

立⑮視点から見直すこと。

(3)性犯罪の心身に有害な影響を及ぼす行為口重大性を踏寵えた上で1被害者支援や加害

1  者処罰の遭正化、明確化を図る性暴力禁止法等ぬ制定な検討する。       
√

配偶者り電中卜十一般ら⑩暴カ

(1)市町村における配偶者暴力相談支援センター設置峨促進⑪明記。

(市町補に鶉lす る円偶者暴力相談支援センター設置が進んでいないこ設置に当たつて⑪自治

体からの各方面の相談を受けること口明記)

(2)各職域の管理職⑪DVやその被害者へ□理解を課める研修実施を明記。

(3)BVのある家庭の子どもへの支援曇関係機関連携のマニ尋アル作成:子ど、たち口居 (D
場所づくり、など。

(4)嘔EDAWでも指摘されたt保護命令の発令までの日数短鯖口促進口検討。

(5)民間シェルターヘぬ財政支援⑪方策。

10、 健康

第 2次基本計画に赫いては『健康』がキーワー ドであり、健康づくりや健康管理など、

健康増進が主要な諷題として掲げられている。しかし、印鵬 の定義によれば『健康』とは

「肉体的、精神的及び社会的に良好な状悠でありゝ単に疾病スは病弱⑩存在しないことで

1まない」。それにしたがつてゝたとえ疾蘊 障害があっでも、人間の尊厳を失わずに誰も』罵

唯 康Jに生きていけるという視点からの政策づく咽が重要である。

(1)誰もが性鳳嘔にかかわらず、自分の身体は自分が主人公であるという認識に立ち、身体
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の自己決定の意識の向上および『健康』が享彙できる体制⑪確立と、上記⑩視点に立つた

「健康教育』口推進。

(2)第 2次基本計画においては、リプロダクティプヘルスノラィンは解説に留まつている。

これを具体的な計画口なかに位置づけること。

⑩ 日本口刑法で1ま、自己堕胎に感役刷を科す胃規定ヒている。こ□規定は、女性差別傲

廃条約第2業に違厘甦Ъ一M告 理‐14項の崇止対象に該出す麺息直ちに重胎罪は廃止

すべきである。

① 母体保護法及び母子保健法にもいでも、女性⑮自己決定権者轟盤とした抜本的な

法改正鰤菫必要である。とりわけ、選妊についで峨手段及び望まぬ燿張については中絶

⑮権利と経済的費損など⑮保障法が制定書れなければな幅ないヽc

③ 19代曲妊娠中縄が唱える中、また者年性慮鰊者ぬ噌珈に対しても『性教育⑪充実』

は緊急⑮課題であるQ第 囲次基本計画で璽更された性教育l返ついて⑩表,現を第 1次基

本計画に戻し、教育口場でソプロダタティプ‐ルスノライツ⑩理念と,『憧薇青卜を定

着させる政策を打t出すべきである.

④ 安全で安心な妊娠・出産について、政府は女性⑩保健 0医療・動産ケアなど、経潜的

な負担をなくし、公的な費経にねいて出産ぬ保障:を絶的ll迪確立するこ:と
.

⑤ 産酔 産まない、またはいつ何人産融曲|はЪ個人およびカップルの基本的人権でおヽろ

という意識口向上。

(3)Ⅷ鵬 口統計によれば、日本回避妊⑮実行率はアジアロな滴Lでも極めて低い実悠を踏|ま

え、避処の実行率を高めるため⑪性教育⑩充実。

(4)人権教育としての性教育口充実⑬

性は人格の基礎であり、勤児期から、性と生を結びもけた、『私とお献た回心 .こ 射体を大切

にするJ性教育印推にも

○
《
中

性
岬

少数者に対する偏見や差別をなく bЪ 多様な性のぬり上うな認めるため⑩意識し

発。

11、 メディアにおける女性峨人権峨坤重

(1)担当府庁にメディアの強轡官庁である総務省を入れることLその上で、メディアにお

lす る女性職員峨積極的採用及び、方針決定峨場に女性10漉極的な登用が筵んでいなぃ現状

を打破するための積極的改善措置をとること、と場和け監轡官庁である総務省識事関係メデ

ィアに働きかlす ること。

(2)「放送と人権等権利に関す雹委員会機構』⑮設置      、

第 四次基本計画でiま、F放選分野に調時ヽで|よ 『ゝ 放置と人権等権llJに 関する委員会機満J・

等爵電設けられているが、局間にねける国主的な取紐が機能してい
°
ない分野については、性

… 9-



□人権侵害につながらメディア表現等について苦情を建麺し改善を促す膿能を有する第二

者機関のあり方に関は、諸外国峨例を研究するJと なつている。通⑪よゴな研究はメディ

ア1の感轡官庁である総務省と口連携
:を
要望する[翻鱚 ,働昔目⑩では、プ曇メディアに身女

がそれぞれにふされしいとみなされている役割や任務について社会的な変化を提選させる

よう働きかけることな勧告している。メデイアに対する働者かけは、性督官庁でわる総務

管を通 bでも行ならこと。さらに1働告 帥 はメデイアや広告におけるわbヽせOI文書に立

ち向かうための戦略を強fLし、その実施状況⑩結果を数回報告に感り込むこと。モぬ;ラ iえ

で、自主規制の実施や採用口髪励などを通して、メディア⑪作品寺報道に差別がなく、女

児や女性ロポジティプなイメ中ジを提進することな確保しっメディア界口経営書や杢田他

の業界関係者の間で⑪、語発を提進するためぬ種極的なわ置を取ることを締絢国に要請し
1

でいる。旱急に勧告 39ぺ□対応を実行すべきであるも              |

(鋤 薗到lw勧昔 ssに従い女性に対する強脚二んや仕髪力を内客とするテレピデーム挿寺シガ

の断売を無正する内容|を児童ボルノ禁上法ぬ改正面際こ
.取

り入れ蜀ことき'‐

1日、男女共同参画を推進し参機む選叙密可能l罵ナ看教育 曰学鬱⑪壼実

(1)G囲酬勧告 鋼 の F男女共同参画睦蘭する間題にもいてtあちゆ鶴教歩麟関口おらゆる

レベルぬ教職、カウンセリングスタップ争の教育および現職研修を強化することこ性別役

割分担意識を解消す面ためにゝおらゆ通教科書風が教材の見直しを速やかに完了させるこ

とを求める。Jの早期実施。

(2)学校教育における固定的な据女口役割合担意識にとヽらわれない意識を離銭する学

習機会ぬ提供を推進⑩明譴恩

(3)教育機関にお lす る女性管理職割合を増加させる時副措置を教育委員会に或ぬ6。

(4)理系女性の制舎
・
を増加させるヽ1政舗善韓国並路に実施できるよ

:5識
学な銅軋米淮|を

〇
改正して女性科学技術着⑪育成 ○支援を明れすること。

(5》 第 1次基本計画にあつた高等教育機関における調費研究は女性学、ジェンダT研
究を復活させること。

i乳 地球社会の F平等 志開発 む平和』,へ呻貢献
:ヽ           |  :|

(1)i国際規範・:基準口国内へ⑮取咽入れ O浸透。

(2)地球社会の平等・開発 0平,和らの貢献。

世界で唯一口被爆国でおり、戦争旗薬の憲法を持も日本が女性□平和構築参加ゝ女性に

たいする暴力禁止を推進す尋安保理決識 1鑢露も118目 oゴ 1880に関
ずして行動計画をi策定す

ること。

(3)帥Bイ ニシアティプの推進状況、各国に対す葛国刷援助鰤 にジェンダー観点を入れ

〇
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ること。

(4)国連が現在進めてい慟 型フォー上に齢けるジェンダ守組織 嘔融R(Th由 旧唖硼鯖

Ettu曰幽v島唯囮艶唖脚廻 脚銅面団》設置⑪積極的支援□

14%計画⑪推進

(1)国内本部機構の組織 0機能強イヒ

① CttDAW最終見解 26でも勧告しているように、男女共同参画担笥大臣、男女共同参画局

の権賑や責務⑪明硼覇し、財源や人材⑮充実を図ること,

② 第3次基本計画⑮進捗状拠を評価する監視制度を導入。

③ 男女共同参画推進本部口:闘欄回数を増やし、各省⑩政備に昴女共同参両の視点を入れ

OPた
めの具体策を策定すること。

15、 「マィノリティ女性』に関す6要望

アイヌ 0部落・在日諏Fアン雪移住 ○性的少数者、障がいをもつ女性などのマイプリテ

ィ女性の実悠はこれまで明魯かにされず、見えない存在とされてきた意しかし、マギノリ

ティ女性たち自身の努力 (た とえば『立ち上洒菫りつながるマイノリティ女性下アイヌ女性・

部落女性 0在 日朝鮮人女性によるアンケー ト調査報告と撮言』解散出順社 昌田□7年)と

蠅 醐 峨再度の働告によって、そ□実態調査や意思決定機関へ⑩参加口暫定的特別措置き

どが求められている6マイノリテオ女性に関す6諸政鰤 霧必要である。

(1)マイメリティ女性に関する新たな項目を設ける起と。そ⑮中に以下のことを明記する

追と。

① アイヌ・部落・在日童リアン、移住女性、性的少数者 O障がいをもつ女性など⑮マイ

プリティ女性が社会やそのコミュニティロ意思決定機関に参加できる暫定的特別措置を含

む 遭筋なつけること。

① 複合劃 lJを うけているゝ沖縄ぬ女性、シングルマザーも含むマイノリティ女性⑮会的

活動・教育・雇用・健康 0社会福祉 ,暴力機害など⑪包括的流計調査を実施するLと。

① これら口調査に基弓き、マイノリ,テ ィ女性ロニーズを満たす政策や各種カ グラムを

実施すること。

※本文中⑮ GEIB爾 最終見解勧告、目EIMW勘告、勧昔とは、国連甲女性差眉咽撤廃委員会

(CE■鰤呻 が公表した⑩酬副嗜第 6次 レポー トの最終見解、働音を指す。

一 ll…



i    から

蛹 3農曇陽躙暉定翻 l臨、
分越労働岡田を強簾提書につなげるために～

今年度は第3次基本計画に対するロビイング

を予定している:そぬ準備⑪一環として、隕

労働者生きる :〈鋼劇猾♂守貯く―力Lらf嬬酔守眸く

―の 四 制 の結 である自崎嘲子を講師にも

帥 月 7日 蝸 :帥・21:脚 症制陰を文京畷 女

平等センターで開催助L配 布資料はレジュメ

⑩勉ЪF週刊金曜日」や『・世界」に書感lれた自崎

さんm著作のコピ¬。

自崎さんは、最近1ま、脈遣切顎などによるホ

ームレスらゆ支援も側鬼ばヒ池袋鍮ど⑩ホ■ム

レスの炊き出し場口廃止など亀め対応に追われ

でいるという自己紹介で始まつたDご自身師著

書や記事に書いでおられ織 上に厳しい分謹現

場岬実曲を次々と明ら|力叫こさ机たD ttTIt、 仕

口お語の瞬んの
二部でおる.

弁護労慟2     罐 》キ電名がファミ

レスで特定的方の弁護についで話し合つていだ

ときに、個       であ識を起逼され

た。今日口話を聞lil・て個人的なことは発表張な

いでほししゝ 薯書を書くときも当事者⑪了解を

取つても出版している。実熊はもつとひざい円、

ぎりぎりの線mヽ ている意賃金な勝 夕鎖

のほうが詳しいぬ    に鐵 丸では '

しbゝ  .

: タイプ別介彊労働画現状

1.訪間介護、ホームヘカプ戦―ビス :現場に

入りにくいため、7箇所のホーム
～
ルプサーピ

スしか関枷 なかつれ
iケ∵墨■『週刊金曜日J 鉤 年

‐
12月 腑

□⑪記事m母子家庭ロヘルバーについて。彼

女は、細酬れ雇用で通勤峙間は賃性が出ない

ため、月収呂ャ11万円。利用者瀬電嵐lこ体調

を悪くして入院したりするとドタキャンにな

り、仕事がなくなる場合もある。児

当を入れても1年幌囲Ю万円にならなb亀 安

い民間アパートを借りで、子ども二人と暮ら

橋本ヒロ子

している。1正規爾職量にな1つ てほ`しいといわ

れるが、鐵 こなつて働際ヽても 17方くらい

て強業業0かなく労働岨堂Lその上t胴童扶

養手当    る.正規にな輸よりはt非
正規口ほう諏葛良いと登録型争

"パ
■を選んで

ヒヽ働。

鶯 盪 靱 熙 巫 雨 判 緊 猥颯秤

乳
言〇

量 重 旦
≒
で 強靭が 重l鵡ヒいぅ個渕 麒

ため¬土国はだ燿贔で霧づ辞ワーク。、

.最輝導電荼釧尋爾爾炒眸力‐[蛉諏摯ゝな
bゝ 夜欧16峙ま7唖卜Ъて、鮪方向

2.試ループホ〒占

纏借者留施識長中]与≦事檀り安定は難レヽ 3

年間に3回経営者醐変わもたデ蒔 プ称―ムで

働際ヽたDヒかはt施設長l嚢鄭出しなかつ色ので

まだょかも亀臼剛醐階割   だけ搾耽され

たDF貯 プホユムでも時治は馴Ю‐円9大単菫

⑪息子のノ¶ 卜の時織よりも卸 鞠亀

ブッドウイ      ト ロときt認卸症

グルこプホームから当日⑪嘘勤畷い集麟あつた

は ゝ 欅 3重照馨 黙 覺(衰潮 燒 縣
〇

自分自射謙黎脈遣され纏あ曇施設でiム 1l⑩ 日間
のあいだに動 コ所でっ曲肺停止事故力罵おもた.

言貯 プ赤―ムは利用者目に対して1人ぬ職

仄 雲貯 劾 ∵ムl  懸Ⅷ魔    琶

いなし
゛
がヽ、国療費抑制呻余波でターミナルタア

油きされ始ぬ亀D経営者はターミヤルケア加弊欲
しさに、ター電ナルタアをしたがる。介謹士⑮

国の前でつし嚇停止なども起こり、時給950円
岬若い曲護北油零自分Q責任口ようほ蕗ち込んで
しヽる。
正社員以上籐働いてい雹パートv眸く―、夜

動を7画しても17万円ほど (都内23匡内・

剥阪もI剛詢 。職量が少ないため夜勤|ま連続 1
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6～ 18時間⑪労働崎闘。職画が少ないため休

Mも仮眠もなしというう税蜘琶葡自辟 休息も仮眠

もなして電鶉由が起きゆ 5。 回療轟施設書鰤院 |

のパックアップがおれば2時間口体翅は取れる

ところもある。

3.特別養護者人ボ‐ム

画時さん|は、特在では働階ヽた経験はなbヽ 大

部屋は非人間的といわれる。しかし利用者 2人

対らルバー 1人峨ユニットケアではも夜勤≒ル

パーは、利用者18～ 2□人に対しで1名◎社

会に開かれていないためЪ特幾   暖踊Ъら

なしゝ 曇動に若謹師醐曲監しないため、日療的な

措置からルパーによってをし崩しでやられてし)

◎
1朧 茫 饗 胚 賽 肝 屏

体的♂精神的電惟的虐持ち起通ってしヽ働高

4.

している。     ¬のにЪ靱
パーは少なしЪ利用者が受け輸れるサーピ暴は
生存ギリギリのもQ顆 ひ凛rt

用者に人間的に力舗わる余裕力事なbゝ

らなく    ya醜 借れに

も力哺瀞ら颯 経費憫安いためt利用者赫待膿
隧

5.有料老人崩―ム

81メ∪爾利調請彗壱罐曜躁蓄人     2□鮨

ぱでも虞勤明けは疲労園鰹Jf醐圃年 個月⑪給

与明細 四 固1鶉瓢夜勤7]軋 基本論

円、資格手当て5側Ю日、感動形ヒ輛S‐⑩⑩⑩円

X7国で日諷圃円Ъ職業手当 lm.1円通待機

手当て 円 円+交通費マ額画がやつと電5万

円。 1騰鋤洒輿 所得税敵ど顧剛Ю円を31いて

手取顎躍 i万円ほa
有料者人ホームで利用者から御収していう費州

はどこに行つているの油ゝ

Eo n¶國副励も飼剛用購i□班剥田         |

1.

介護労働者|ま、著謹師と比べて専門職と臨て

認識されていなしゝ 働く人たち口労働条件を良

くしない限ゆ、介護サ畠ビスはよくならな時電

ディーセントゃコ由ク圃謄がいの
おる刈闘らしし面 にな葛まうに改善ナるベ

・きでおもbl弁護労働者も国副鵬性だけでなく、

労働%性二権利薗議を持慟必要ぷある。

2.棚 者

向齢者は、笥事者になもた時には声をおぱ馳

余力顆なbゝ 元気なうちに当事者運動をするベ

き。

参加暗か嘔～当事者韮権について、障害蕎運

動に等暮必要櫛Sあう。躙 ‐潤組合を作るもオ

ンフ亀鋪卜ぎン釉鼠朧量をつくり、甲岨呼泰薔稲DI瓢購渥む聞く

システムを作3。

0回 ◇ 回 ◇

皿 JL京躙 が回ビイングm赴めに抑ぇて搬く
べ審廃輯         '

0講闘錨議を支える争ルメトは竜中高年女性で

8讐醐趙囃蝠麹礼累階だ嘱 郭銑饂 馳 。1

m            i
O今回峨婿測鯉砲鯖頸駆蜃髄輔興がり 鉤

系も
=1国

離轟l餌く離訂響なされ、不安定朋
‐ で支える    国鷺殺されれ :

・理割判⑪改副校F:園‖聯踵鯰判トーピ轟

閻 めら航 せTビス

だとサーピ風   電ねるとほ

念される。

米中高午ぬ女性やシングルマザこが正鯛社員に

なれた数少ない誌闘弁護に獅いて、経営的な闘

麗から非司動用闘骰きされるた惧を割醜
・我―ビス提供責任者はケアマネジャーよ叩厳
しい労働実態なた喘離職隊鱗向いが、そ甲労働
条釧調蠅飩蟄さホ耐円胴甦瓶靴]諏竃貢顧載さ和酬礼

皐  ‐
難旬度が上がつてぃて、中高年女

性ゃジシグルマザ■が多い妾陸よ切はキャリデ

とし若b画 から      性lこ優位な政

範       |
・1介

謹職ぬ24.ヤ 0/。 〔3人に1人)力琶「切迫

悩 懇圏典》[国求        口「介

護 0福祉労働著ぬ寿慟農藍調査報告書島⑩8年

7月 ]

… 13-



『アンパイドリ守夕を曲ぐる国は回直は日    ぶ     ―

ザ第ま次基率計画に向けて出提言 :
: ア√銚 ドワータを握請させる起ぬ1こ～

濤

10月 19日 、     さん (元 0

大学劉動 を融 著して F第 3次』

に向けでの提言 :第四次から消え

たアンパイ ドワこクを握活させるた鰤l刷 と

題はた蠅 会が開催された 雌場所 :東煎都文

京醐    ンター)。

アン判 ドワータとは、F世帯①家庭口なか

あ 泡れている馨卜「0蒻●

同体で⑩諾活動を指b、それ1ことつで対価1贖

建鋸nstt i翻辱る    と同 るL誹腑打|

判魏鰤覇b(当 巫齋饉珈卜より》」昂判罰砲興

場さ鵡llat t京 脚慮が第3数男女共同会画基

‡計岡にアンパ叩ドフ出クを取咽上げるよう

提膏する前に、次⑮2点にもいて確認ナ雹こ

とめ鯰動魏眈鏑]し起 ひともは 1回Mの
デエング道靡瓢鯰織J颯鋼L・ 実施画場におい

て七アンペイドワークに関するいかなる融組

がある/ないの力鷺 もうひとつは、戦 ノど

⑮ような課題としてデンペイドウこ
夕を提起

する図力ヽ である。以下、入場さんのご報告
・

内容および参加者との質疑応答をど報告ナ尋。

はじめに鶴入場さルl華電瓢藝懸I勤醸事項とし |

てよ面3点を提示b亀

:第 1は、国遼醐曇靱   会にみる国
|

輩 iダ‐イドFT輩l勒 る顧賦輌珊 聯雫脚ヽ

という点である。そ□理由としてЪ入場さん

|ま 「アンペイドワークJ瀾蛾しく新醸む・%
であること、またこれを認題とす晏閻 麺郵曇

れまで1まとんど鰤甲た点を指摘眸亀
第 2に、国童劃忙劃嚇賊聟傲呻 I脚 ⑩家

醸的費睡に関する条約が国際基準とき'れでき

で騰り、アンパ叩 ドアニクも大きな流れな議

成1醸できているごし力bbなぶら、‐

として⑩アンペイ ドリ■夕はこ1鐙⑪闘題口所

在   mで なぃ点を楷摘lしな[  |

第5は、来年は「北療 (1値鑽    ‐4

回世界艶性翁議》:・+1%の年にあ走|るかご:民

ナ綱 |ドシ畠夕であ輸牲

話るこレ:ヽえる、
'と

指摘しれ     '|

ウェー7~ンおよびイタリアで実施した『ゴこ

ロッパ統一韮満時間調慶Ш口融担が竜・借□性

アジア ,アア:F‐ル地域卜と拡大醸たことぼま

た、国際蠅較を行うだめ胞1日本回調義麟開嘔

関与bてい局逼ともし額しな醐Ь日本田錮女t

弗同参画局と詞塵機関と口巫いだに直鐘的な

協脚闘騰を見幽ザことが難しbヽ魏状最』起揃

いて融囲を受けれ

さらに、入場さんは、昨今注目されて聯Ъるt

i「シニクラィアバラン嵐‐
嘱佳事と螢活ぬ調 :

和》』において、アンパイドタ‐クは『ワ占夕
:」

群 孵 寧 鑽 み 瑞
いやた写 力露いまだ畿制軋 されてゃゃ書い

皐に働 てゝも言及時亀::例帥動にゝ Fワ|∵輩辱ず
プバランスJについて議論するとき電子育て
や蒙事は『ワァク』⑩範疇眸は入らず『デイ

◎

○

… 14‐



○

フ」として考えられることが一般的だかもそ

れでlま子育てや家事、介護や地域濶動鰤 、

パトロマルな励 といつた行論は『1剛mで
1まない④力ヽ 同じ隊識ポ i軸 ぎれるとそ

涸 手ヽには賃金が発生するが、

で行ねれれば『ライプJの鋼疇として非騨働

ギヒされる⑩力ヽ そ出 Iヽま何かといつた問題'

が、女性団体を含めてこれまで世制こ議論さ

れてきたと1欝島電剛蟄  ゝ       ::

加えて1今年6月 に入場さん油菫参加した国

際シンポジウム「経済危膿とジェング出 :女

性によ葛無債タア労働 《胸山id馳鵡 圃

を考えるJ帽調辱:東京ウィメンパプラザ、国

画魏断はTと 日本Ⅷ麟磨鑢硼舅瑕 ほ憾いて、

以下錮議論油毒提示されたこと口紹介を受け亀

それは、経済危識が会的曖―ビス回削減と雇

用⑪輛 ヒをもならし、仕口結果、女性口無償

(アンパイ 問 ケア職 噌加さ造慟こと、

それにより女性の費国化が健進されること、

またも↓無償ケア労働醸経済的・社●的価値を

明らかにするためには、「3陶 蠅叩國itユ皿 :

鰤 騰山醒tim:鶉 隧disttibttim:再

分配
「

が重嬰でおる、といつた議論でお6。

そのうえで、拡 日本が抱える課題とし

て、以下⑪2点を指摘bL

第 1に、対価齢 尋   (ム 町 ドワー

ク)と無偕      (ア ンペイドワーク)

の間のジェンダー分業には、『交渉申非対称

胸  (支配■櫨支配関係)が見られるが、この

F非対称性Jを問圏化することに対して、一

部の人々が「男女を計上させる狙い油鼠ある』

とみなしЪアンペイドワークロ議論能都自体

を嫌う傾向滴彗める。アンペイドワークロ旦、

ジェンダー間⑩偏りゝ および唾ゴ難鰹割駒0経

済詢価値を正しく把握醸ていないこと|ま、ジ

ェンダ∵不平等0      でおる。

第 2に、アンペイドワークに関す勘理鱗が

国躙 において浸透してきているな力で 、

甲刺まそれら口動きから大きく取り残された

状態にある。その理由として、ひとつlま性層咄

役割騎華を重視するデ纂ング■ ?バ|ナシヲ |

派力量19帥年代後半以降は力を増したこともも

うひとつは 惟ゝ馴役割分業者市場にお|する競

争随な 効欲 遺求によって乗り越えられ

荀とす|る F;新自由    艦鹿郭爛囀 騨

都政策議成における主飾面になつたことが挙

ぱられ輸6しかしなざし、ここにはそも発も

市場揚働□枠外にあるアンペイドワータに対

するlh議調欠落してお柳、通の点で日本は国

際的な潮流薄bら大きく弗れている。

縁後に、久場さんは日本でアンパ叩 ドワこ

クヘ囲理解密深めるためにや機必要となる取

細謡日としても以下04点警提示しt・

第 1にЪ第 3拶覗農鐵燿晒隆珊躙鶉

定着契騰としてtアンデイドワークについて

回議論を拡大す動こと志鐙口際t国際墨準創ヒ

ゝ幽 掏 》

を踏まえたうえで、女性団体ガリーダニシッ

プをと癒て男女共同参画局腟積極的胞働きか

けること。

第2に¬障罐幽躙錮調剖

よ噸 国産濃 させ、ジェンダ蠣観点を導入

するよう、昴女興同参画局贈働きかけるLと。

第3に、内閣府が実施している「非僣利渉

テライト個胴譴 咽庸理製尿鍾に抑 て、
・
ジェン

ダー平等視点を取り入れるよう、男女妾同参

画鳳l迪動き力ヽけるLと。

第4にゝ第 3響慮腋蓑陶猾隧錮覇画隋

定に向けで、女性団体鍮]前述した『畢陶 l「M:

して、ど⑪ような    5鯰るのかな臭俸
的に悦 出ヽす作業者進め為こと。

以上の入場さん⑩ご報告峨あとで、賃疑応

答⑩時間瀾もたれたbこ 星で1ま、過去⑪国内

外におけるアンペイドワークに関する調査に

ついて、内容等    ねれた また、ペ

イドワークとアンペイドワークは■方節電減少

すると値方が増加する・といるた相互lこ響接な

関係にあること力Ъら、両者囮境界などう定め

るロカ旬こついて、さらな衝議論⑮必要性を出

席者峨間督確認した。     |
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轟酒非はるみさん腿闘く胃

家庭科口昇女菱憧運動ぷ盛柳上力言つ:た⑪博
1劉咽年代で、制 ‖l戻横:さんな発頭にはれ魃科
口昇女共管をすすめる会』油琶発展しご:岬即

年代には半田た,つ子さんが「新しい家庭科

恥 』副 行さ    なけん馨lした 国際

孵   (1調威、          ど
■影響悩ぬ柳、盛んl嘲饉]O言レビl尋曇量暴
修圏曰判菫取りlmF臨れ 畢女隋薇輔懺‐
でも実現した囲は B瓢唱年である。価非ばる

みさん鱗脚畔夕饉椰 悔キね嘔‐‐栃
刊行事部岬 女乙義瑕鞠席琲]乳     ‐
ぜしを書き、.参ェン曇ァl     で螂
点検書れも      lらジユンダ■・率イ
ア嵐 (ジ皐シダーに壁づくイロ説 を取り除い
た、他⑩教科とは地戦になしないはど『ジエ
ンダー・フリーJな内容だったという。今回、
鶉 は『共等時種鰊軸と

゛
言われているLとをt

初めて知られ 』誡抑獅 ⑮代l

が当たり前になってぃてっ倍の背景に追うし
た女性たちのL範かゎ■たことを知ら考い人
たち力言多し、下方鷲 時薇科‖hな・鰊程を
直簿的に扱う教科だけに、‐国Q政簾たまとも
に関わつできた
長らく     鉤 されて通られた酒

井さんからは二年表を参照しかがらも家庭科
教育回舅憂とともにつ力噛琶もたことは1特に

よの2点に力哺器もてい亀

□教赫p曰標:Mは 家ゝ旗・家庭をJ鵠魂
0技術を学

「
としている渤覧 発れば

国ぬ政策にとっで望ましいヽ家族・讐麹郵轟 女

性・=昇
性を前提にしたも⑩守ねる高共修運動

から生まれた哩合は、ひとり⑩生活者として

の自i颯 新しい彊置螂脇画鏃∞ 唯躍蟄理的

や法 0制度剣暗まえゝ 社会口ながで案攘 |1家

庭をポジティプな存在としてとらえる。始め

ため裁科]は、お獨べき家族、国ぬ求め轟家j

族を貶 る力ヽ 讐靖を目冊朔蹴舅雛琴冶

ゆ⑮まえ綱予

椿躙yスタを負う。

0藝料の目的 :文科省は家庭鬱清を営ぬ骨、曇
とであ柳ち近年は生活的自立 《勁認してい輸
『生きろ力』lこ通しiる)も 最たう。集澗的自

|       、革科省|ち凛動1ヽ

畢鯰纂霞翻躍
と時て融翠率つま尋≧:こ|.1集識鶴献糞も■人

と顧鵡動珍理きれ輯雲

★ ★ ☆    |

□《麹粋劃薩惑師縫L嘱ととして、次のこ

と蟄 らぬ        」
1、 家族撼実雌に印した家庭科学習である

こと。.蓄鬱瓢Ъし遊離bた観念上回家躊を想定
bた家庭料では(文科省峨いう「生き'る力」
は育たなし、仕禽的現実に走つてゝ 性酬役割

鶉  襦   噺
る現状で、その解識を図る能力を青せる軍夫

に自止めなかけないでl・2しい追と。  「

童造J判藝颯凸]と
:して、ほ醜Fたカリキュテム』

鮮枷嘲朧排赳帥阪Ⅱは麒と  こジ・

ェングとバイアスが働懸tてお場もそれiら閻季
どもたち⑩ジ上ンダ■観i口影響を及lざす逼
ど)油電子どもたち口蟄 計くイ

‐
アスを動瑚ナな

いこと、数師自射⑪持つジェア    闘
b疸鴫

これらlま¬iコヒ京癬邸 ちロピイングで提案
していきたいことこ重なることである。

… ユ癒…



フイ|シランドに

自講演のあらまし

講師:扉臨誡野いさん      。責は
フィンラント氏 過由に現地鰊

(1)アィンテンド画歴山的背景 … 北欧圏もな

だら力罐肉ム 森と1甑 力面魏 北[逗絋大な
｀
国九 13世紀膵ウェー7~ンカ)らス植≧画や京
からいろんな人ぶ入つてくる。錮田～1917首

シア靱 猾 m19調侍鏃罐卵Ⅷ冬:陶

〇丘1菖鯰鷺熙鸞孟
アレクサンタユニ世も、アィンランドな西側
への憲と位置付は、自治警尊重し亀

帥 1民主fヒと昇女斐同参画 ・・・ 1馳5年アィン

ラン岡酪鰤端腱]され 1ゝ鰤年目こロッパで

棚ぬでの男             ヵ彗

期 臨卿     9‰ .M、

口戦大勒鰤唾鶉顆記八:つた力S、 四脚年3月

雛 タリヤプ濤 睡ン剣冬鸞舅耀 bi亀 劉

鉤 中      臥 婦

人、事業主婦と言われ質量労働はしない女性

たちだった力言、靡 l瞳鵡輝醐螂覇判警う都
市への人回移動か婚藤t。 『女性□楊所は家

向 だつたがち1写鰤年牲別による

聟熙轟ヴ理憲|げ そして

巴lΠ醗つ雌 黒見 節子
保鍵師時リーシャルワーカー等がネットヮー

: ク       を進印でいる高

岬今日甲7オ ンラン躙躊挙男参輯靭趙厠
・

:・ 人回は5帥 鼠懸 、濃湖|きでも人口が減
°

つていなひゝ 19開氣 北欧で唯■、EU共通
通閲曇〒回飩 囲鉤廓的なライテ尋タィ
ル :目立した個人として自」制時 つた進路圏

町 蹂 蜃   軋 鰤
‐国懇覇雉動鱚猾聞いよ鰊訓¶販翼 ]□明艤狐讐和ヽ

jttrm
つ

,

MM(   製
は冬卜瀑鋏浴≫木醗

:L
ている。

寒 絣 蟄聞いて :榊蓮この1月¬纏翻:と蒻
ぬ取り鑓瘍銀吻蛯見たくでは難「出ヵ靖纏ヵ彗、
仕J輌、跡 中ヽ電1カぽtけ―ド藝 囃趙 ?琴
｀
など甲力仕事は弱性?』 .生いうこと口はじ:L
職槃峨腔醜分けはもうなbヽ 盤思ってぃた潤違
つた申力Ъそこで、現地面生活鰊験昔から回情
報を開きたくで妻加しな 司   した 属職業
の団靴わけJIム |やは型、まに課題であもれ
蒻 師 で、隕 ぬ幽識沖t中魏
態ポ:画本噸学性でご自己由張をしなくなり、
言葉数が少なくなるた。フィンランド醜 '巻

⑮人口資蘭がか価の対象になり、子どもと大人

もパリアフリーだったか幅6』 という言葉が心に

残り亀 国       おり方を考ぇさせ

られた

〇ぷ黙鼈茫詈
啓発に民間団体

偶マル接夕"(1躙)が 医家
庭幡鰤勢

r良
識をJと1醒割轟凶鎌義饒振豊活

にコ期随⑭力期 し上うという%を 最開し、

女性□手にま蜀国民啓発、

む庄まいを肉唱した醸今ら全国卑ットワ■ク

¶腰鶏l鋼 中 ①1917 mm、 鋏

ば      な    な識 した鰤鼠、ヤ

ミ酒□ため、EU加巫まで¬アル軍〒ル醜料
の蟷 と興自判氣鰊漿:ALK⑩鐵笏 占l⑩

lmo鞣立 “マンネノ可

は、今も、子どもや子ども    l⑩ 戯

子     :“ネウヴォラ理で、地域腿根差
した妊達炒鶏¶瞳躙融σ騨剥訓鉤藤襄柴を軋
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1馳朗

Ю月鯛固贖3日か毬崚魏動等機層崎都ら

力鰤j祠 事鏃弁1颯罹:しましと日第3験塞
‐本計画策定に向けた要に書lC面 :2二 11)・lu

なた者台を各担当   ll月マンスリー

中国   麒 ヤ尋ナー等に?いて岬
等しましれャ豊ナTl手で,ず暉呻議駆
魂           :|
①菫1月
・
ユニ月 15日 (目》硼鴨諦Ъ亀[薇京』鵬:訛 ち

1軍師厠理しま九

1‐
12月   底 ユ四月:準 日〈鵬 制 彙ロ

時錮発部葛鼈 飩涎吻弩値でね :

|     ・      :

厖 釉 脚 鞭 騎不 榔 噛嘩¬爆翻 M、

を開 していまホぼ吼 重しく:胤靱

“

寵

しま九         1・     I
I     と謳

囲端
‐1      お名前

j

l「

自珊臓書さん』1‐は電
.上

しくは
'旺

自嫡朝子

さ淘奮した.轟瓢藤し枷 直通しまnI°

≪編築僅記≫ | ‐        ‐

1回1然彙%の変ぽLに立ち向渤Ъうかの如く、i

しヽ1抵Ⅲl‐5になたらぬ自讐楽しまモ電

レ ン嵐り引臓 類
:第

血 与  :‐
幽 年⊇1月 1同i絣

⑩

-13-



議 嚇 第142号

魃    蜘 蜘 曲 僻 伽 :尉艶     叫 1銅 1固鰤

日 鱚烙鰤笏鶉も量醐蒙藍獅
…1瑠 月壷面白::糖軸赫調轟記彗爺還埴薩画太童i=

マングリ_前号(11膚竃雉鶏漱F碍鯰藁|[イ慧:曹酪覇縣て
「
ざました◎』ヒ懃JAC暴遷、

き職に、個島男女共同参薗担当力臣其⑪直接画面合、中膨入れを希望していまヒたが、
1個

多
忙0中を対応下さりЪ l ll月 2⑩ 国に実配しましたD橋本ヒロ子さん⑩申し入れのあ
嘔ま瞳輛昔と、参加した方ぬ痣悠む掲載:しました。

いますじ県レベルではござのとうにそれ力¬鰤董されているめかをも鳥取財冬査会量をされ
た井上耐子さんにお聞きしま膨た。男女平等⑪鱚慮瀞聰曝⑮行政施策にいるいろを指摘を
書れ改革麹れてきた俸験は警檬⑩地域層も大いに参考になることでしょう。、朝告書は橋本 i

ヒロ子さんで亀

日 l国出           訓躙晴出うなる ―    け 翻ヽ聰肥二 ・…7.
事業仕分けの項国に、文科省ぬ部犠〔施設関餞薇並行政治人 《国主女性教育列 も

競争的支援 触劇洒暁渚童憬)などが挙浦まつていました.1日 ,国 のM啜 についで口論議
の様子をゆ爾まえ知子さん力電搬脅します.(※詳膨くは行政刷新会議ホームペーLジ魂

脆枷:|lmsc臨鰤 Fs巳圏範iボi醐M揃己》

匡
Jなり尚盪炒は文了巡宦轟影      Ъ畠止庶̈彗|

11月 14日 も囲 市∫同房岐記念会嗣t民主政治桑⑪拠%と なる起とを目指して電
囲 市』llW横記濶会女性と政治センタ讐として冬腿。多く

'の
パネリストの■書から

私たちが何をできる力嗜 えるきっかけをも感えることでbょ う。栃元周子さん⑪報告で九

ロ アジア理論纏請フオーラム卸田配にき加して
｀

F競争原理にRづく経済ではなくも支え合いt助け合う経済をめざす』という目的で・

開催された国際ジシポジタ低2回 :闘⑪祠告で九 ‐鰤籾邦子さんの価告か鼈元気をもSし ヽ

ましょう。

コ
'DT産

性轟駒機審       3
-『MPD法人当国幽性シ曇ル枷邑ネット彙国側開覇塵』為mぉさそしヽ― ・…… 司3
公開講座お知らせの口稿を筍せてくだきつた員原己化手さんは、女性に対する捩カ

の闘題に関心をもち、国山で実際にDT被讐者へ□支援清動を最需続けてこられました。
壁国各地でMP③法人口毯闘講饉油母開催されていますじ鵜近くで、都合のつ.く 時にЪ
参加bま しよう。まだ間に野判いますЪ

□ 12月泡例塾m曲錮亀世もそ面他 1蝶

11



鶴・数量定は2たち1竜面罐し入れ
-11月 20日11       鰤 担鍮剣判邑一

大壼多忙にも力勁瑯 らず、北京 J鰹 ぬ会員としてЪ総会にはほぼ皆勤、議量暮■カスでも

諷 に活動してくださつ壕 魯ヽ擾靱 臣は申しλ価を低亀 ヨヒ京 I岨 力司ら⑪動    同

代表と世話人t会れ、仕し'璽レ趙郡眸鰊靱部囲中鱚 ミ⑩創 Ъ2名誉入れてЮ名醐軋嘔

大臣漁Lらち圃 とロフィマt階ドック機由にb縫いと―しヽ強発   異動膨慟枷 鰤嚇導學輌 |

分になってしまつた。以下は倍の判イントで|ある息  t  li   「        |

予一回
ず

ヒ

一・鰤
一

● 両談口あらまし ◇        ‐

(1)福島大臣⑩挨聾

11さまぎまな人口を目|く 活動を計函中|で、11

月 25日 1調華鰯呼Lさん研赫b¬覇蝙[タリ‐

を
「

い デルリポンの照明で日む鸞5日 1刑鯨

脚 趨曜等なぬ亀 建匈珈%磯浦茉 し鋪。

1四 月 10日 はま超冥酔劃餞

"黎

など、識 して

いヽる。
。(2)'申 し入れ

嘔ュ》船橋邦

『

共同代表から、要望書に基づいて

第31R聾嬬鷺隕剥する:屹軸躾銭鮪及餓記も

載した盛咽込むべきち口として次口主聾炒説

明かなされれ 差別峨定義口明祀時ジ土ンダ

■慨餓証鐸薮雷歎 ]劉性とi瓢困蛛 した項i国

とし蠅 貧国と深く『辟討
亀
る   Iご

躙 る階 、             蝙 6
の明記ばリプログク河

プι■ルスノライツロ剰能 書瞬乳アイヌ、経

日、     同 鶏理鋤虫 撻的麒数あセど

■イノリティ     に関して独立した項

目爾殷置な鳳 さらに唖酬脚《女性理剛制唸ざ
|

m会)日勧告に対する取り組み赫|■ひプ千ど

.メ
ニ韮流fLDためぬ本部膿椿について⑩質問

な&
鱈)デ歩瞬計さん 創断書』朧 会長)が MM口 |

存続∬こつけで要堅

① :維測硼厄にR女 園硼鏃陶駆曜曽1

、についての位置づlすを明確にして1ま bレ ゝ
,② 猾都参 |ナにつして lム 鰤輌罠識を
・
生かすポジィテオプな方向性で検討bて

|ほししゝ NttFE cでの研修を受lナた力同

全国的なネットワークの基盤がある。

③ 鼈 だlナ患彎業¶動 く、剖 鶉
‐な形悠口女性間違施設を主援する施設と

し回事叢範=,研纏葬喫雖口課耀について下事

業,ネットワ畠ク役割などNWECでビが

騨 レ熙 好 して「・曇0 :|:,i:
④ :国の男糞萎祠政策を進のうなぬ血t、

ャンタ出施設でおうNWEE口惜報事業
□蓄種は代わ麺ミなく電       1他朧

闇、1連隔蠅卜⑩サ曇ビス事業とを■ていう。

⑤ 橋本さんからlム アジアロハプ 鰯女

不騨瘍鯰柩 嘲翔硼輪うといつ麟
説明か盪りまし亀

⇒ 刈m)ちょ・

すでに関係者にぶ要性にりいでは伝えて

しЪる。何らか口[鐸部毯要と思つ薄S、 剛 E,

IC   いで底 そ⑪通りだと,思つてい巧ヽ

してしЪる電1色赫 Ъらも1時
●力)り と

自mで個ぇて行きたぃと思っている とi話が
おつれ
帥稿■大臣から
「節晏副髯握鰤 1達購鋏劃り て■
11月 鰤曰口昇糞共同参由0議拗愉討   |
Q第 3次絣Mで|ム

・馨釧趙趾据国鞣馘鰤 .:

ていう。                |

7岡     |
を盛咽逃趣ことにあ駒鞠        |
O寺鋪ノロティ鼈入れFるが、晰 マイプリテ

イをつけどあるところ力重をしゝ       |｀
・ヒアリングれ もする。地城口人t巻き |

mなぃ 財べ|ン クラッシユ瑕 対応に動 :)|

で1よ注意したしつ。

:○

…2-



・CM酬 胸 実胞も各蘭調瑚辟伽 〕は、国

答感肇集まもできている。

「

猶省と文科5から

回答麺係 でいましゝ

・嘔蜃Ⅳ□勧音を実施するための女性熙馴徹
ムヒ作るための準備をしている。

は チームについては覺関しなしゝ
0以前福島大臣嘔菫策熙書であうと書藤文江

さん力褥 として窯凋力ヽし儡
0師剛W硼錢書リストをどう葡辟していくか

を鼈 %に アィーレミックしていく。
・         ⊂剃鵞な量辟融袂酌ξ判日1∇蒻が・でマ五カ武、

正規労働し力執つてし`なしゝ

・       錮調査結果なこれ油ゝら記者

発表する融起 鰯畔彗却は入つていない?》

・[趙嚇糞面を     巨と靡 ヒで実現し

たし、
・各省の安憧斡部とミ出テイングも計画した

し、

・ I囲 条約 鵬3子・・情炒騰輌囲樹熙脇醐

省の報告ロチェック
0厚労省⑪鵬 ⑩謳詩剋魏告に福ヽ大臣も入

る予定(今までは入っていなかつ越
・在任中にや叩えいことはM宇型雇用を青形

に変えようキャ♂轟 ン
OM牢型雇用者なくしてt台形にした時、そ

のために¬ノウ爆クオ峰夕制を導入

クラジ   だがR影 母子

蒙庭爾低償量を変えていくことにうな力昌る女

性に対する暴力I向岨幾靡 職推便まする動き
油硼 体にあるがという質問にたいして、

来年の道制舅響|ま 測闘錮嗣瑚赫載顧塑ミ民

用 蟄笏曜鮒捨も従つて、剣幽戴拭ち

暴力肪蛙泄についてはそ⑮先になる。

蒻 L口手 )

共同代菱⑪船橋袢示さん、開黎院大旱怯学部⑩囲中和テぽ量所属の2人の学生さん⑩慮想醜

*船 橋 邦 子 *
秒刻みロスケジュτルにも力補わ け負 予定⑮倍近く時間を割いて福にさんは長年⑩仲間と

して歓迎し、評貼』印を憫蜀力なぶらも嚇瑠豪bらず粒寵劃融る蜘 ように、キ幸ピキ ン援 しそ

う1雛 てく紀た.福Tさん□雀任中に、金省庁に男女共同グ画□視点が少しでも最透させて

ほしし、そん鶉 でヽ首相   とする勇        ⑩接 03剣躙 よびえがりで

ネットワこクロような南識あ⑩女性団体以件に、内

閣府かもぅと度範囲な革囲根田女性たちと各省庁と

口恒常的な協議朧囮を設置してほしいとの意見も述
べた。おりはも、始口直後l計園鋼賠帥鬱鑽讐され

■1嶋直首相lす『男        硼

■軋 と機拶で語られ起 穏た場⑪お仲間⑩お二人

|― が膿務大臣亀男女共同参画担当大臣ぬポストに続睡
.さ

れ亀、こロチャンスに男女共同参国政策を可能な

限り、推進させたいと思う。それにして協福島さんは趨剋麿Q彼女の大臣生しての任務を足

れは明はどじ彼女|ま同闘廠特赫担笥大臣として「消費者及     少子fヒ対節、勇女共鱚

参画]だけで幅 、「業佳社会政策」と醸て「青少年健韮育成議食青、濶齢社会対策、障害者対

気 麺 鮭 聯 Ъ   、自M、   飢 閻 欄 、建 愧 囮 』

と¶0項目にねたる仕事を担つて。いる。時生内閣マl野口聖子と小渕優子□仕事が一つとなつ

たうえに 1日 項目.ご本人もれはするのに苦労したと力ゝ 橿島さんにとるて、男女山国参両は

ワンOオプ・ゼムではないにしても 躙 ち口上で》物肉的にはかはり厳しいだろう。こんな

無茶苦業な任務のふりわけつて、民主党の男女共同政策れの姿勢 (?)だとしたら、より福島

さんにエァルを送りつつ、ともに大きな声をあlプていかなければな幅な時ヽと思う意

-3-



* 月瑚壼鱚  (国罐割院が歩齊濃菱壽藝時堪ピ) *                               ~
鰤鯛年 11月 鰤 国b私が    bて い綱 ミナ出ルで指解してくださつて幅 岬 和子

教授暉ご縁で、福烏みずは男女共同参画担当大臣へ⑮申b入れと面識に同席させていただくこ

とができた。

参加著⑪方々は、旱くから合同庁舎のロピーに集まり打場合ねせを1はてい幅つしやつた蓼、

場所を移動してからも熱く語り1%ナておられれ しかb、 予定⑮疇剖者過ぎでも:を力唸か福島

大臣とお会いできず¬15分は涎 ぎてからようやく対面することが難 心

意見交換⑩冒頭守事業仕分けについで話が入んだζ日立女性教育会館はジェングL□社会学

に関する饗料を上叩多く手tこ施 ることができるなめ、ゼミナ■ル⑮合宿て利用させて1ヽただ

いている。そのためゝ大幅な予算口鐵 ≧削減について、ゼミ生間で議論があつた申大臣lよ参

加者の方々に対し 騰稼働宰だけで|まなしJと共感を示していたが、あまり深く語らなかつたよ

うlこ運歌う。
。大臣からは『女性の意思決定面場にま艤を』|『Ⅷ宇型M用者台形に』など力鵜 卜溺言葉をレヽ

ただい亀 特に、私がゼミナマルで勉強している性的嘘数者の問題 (これ|ま私自身口闘題でも

ある)について、大臣が F性的少数者□意見を受け止める割屠がない」という問題盪識を調特

ちであるととを述ぶられた際には1前向きな気持ちにおること油竃できれ

しかし、「計画に色々と感り込んでも、いざ実行に移すことは難しいので]如 という参加者

の方⑮一言もあつ電気を目|き締出させられれ 界        を『絵l鋤都 だ`1難|にし

て|まいはなし、 また、縦 中で、依燃造してバックラッシュ派が多く存在することも実はさせ

勉れた。.

予定回時間を週ぎて面談は終了しれ 最後の方には、不躾ながL私硼意見を述べさせていた

だく工ともできた。もつと鰯話を鵜聞著したか嘔たが、非常に長い、経験に幾■tlこ⑩場轡借

りて、ご二縮させていた濯いたみなさまlこ感謝の気持ちをお伝えする次第である。

F男女平等は自知的逼とだと思たもように』◎福島大臣がおつしゃつていたこ口言葉を、一

人でも多く⑪ひとは実隠してはしいも口でおる。

*鵬 翻 属(       申

先日|よ福島大国と口両会に同行させていたださ:識にあり謹豊とうございました占1感謝.してしヽ

ると同時に、非常に有意義な経験ができたことでも大菫鍮刺激になワ|ま 毬起

政節提言というワードは以前から知oていまレ雄が■F義■単なドJ:∫ 挙いうち口でし亀0ト
かし、今回同行させていなだいなことで私の鯰解に緊鯛つたと思つていますЪまた、以前まで

lまこのような場に大璽堅普しい雰囲れかと思つていまにたが、参加して募るとフランタで和や

かな雰囲気でしれ

をして:単に同行させていただいとだけで貴重な麒験なのにξ学此⑩私まで発言峨膿■を与

えてくださいまヒ亀 :そ□際1亀 私⑪家庭が母子家庭でお明、そ甲ような家には不当脚 I』や

偏見を受けてし`るこ1と を、実伸験を交えて適ギさせてい梅どき事しれ :時間もめまりないとい
うことで簡剛な主張になつてしまいましたが、個高さル⑪真摯に受け上めようとする目を見て、

彼女なら変革に向けて思力してもらえると、心から

"ヽ
ましれ

最後になりま卸 亀、ゴヒ京P旧 口提言をはじめゝ上記の利のゝ 節ヽ事福島大にに伝ねり、今後の女

性問題に対する社会の考えが改善されることをJいからお折り申し上げ執
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鳳珈鼎監毒露邑 母
;鐸
間の糧馨曲)輸見えた逗と

講師は、片幽知事⑩任命により鳥取県監

査委員として平成12年か幅8年間活理され

た井上耐子さん。監査委mと |よξ合計上口 i

賄春というイメージが強いが、井上さんは

睫査にブ土ンデーロ視点を持ち込んでこら

れた。井上さんは、書洞宗偉職の表■ 産

体など    を訴 され起 そ勿
に、保         ど印輪 い、

そして、町⑩役職や種々峨ポランティアを

こなしな櫛電ら、軸 の言葉劣謄堕れぱ「便

利邁」ぬような存在であつた。蜆在は鳥取

県婦人会会長で、多ぐ⑪人々とロネットワ

ークを集しヽ危。それが、L査委員として悟

動する際幅極跡て有益でおもたという。以

下lま、大量⑩資料をもとにち井上部んカヨ話

されたそ⑩二部を紹介する。

1.監査委員に任命されて

委員に任命された当初艤財 かつたそう

地 県⑮女性諏長に相談したらも『いつも審

議会で■言してしヽるようなことを言えばよ

いので|ま』といわれて、おお発うかと思つ

た。女性で初めて行政委員として人事委員
｀

になもてlil蹴J崚鋼置かしてもら唾隻 つて、

女性行動委員蟷会を立ち上l北 :情報交換b
ながら力量をやけた 時にはお昼休みに抑

事事で鵜弁当を食べながし、片山知亭に訴

えたり話し合つた。濃蝶欄朧⑪委量の女性

lま、「女に何が出来る力れと怒鳴られ、腰を

流したということ。も聞いた 井上さん鍮S監

査委員になつて女性職渕がマ番喜んでく紀

亀 保健所¶躙 で何をしているかと聞
いたら、年揮瞬豊π韮麟誹輔な と④こと。そ

れだけではなく講座を実施することを動め

たりそれまで性教育講Rをするべきだと撮

案しても、上司か嘔認ぬられなかつた女性

職月か喝感謝された。

2.鳥取県の臨査委員と|ま

」鳥取県のL査委員は、平成 19年度から4

名が6名 鰤 委員距刊名)に増員されれ

橋事 ヒ回子

1名代製壁査委員力琶常勤J監査委員l■―人
:

の意見油電尊重され、れ ではな時亀年間
3Q⑩ 塚 %を しiL特別監査は、住

民オンプゴやンなど画住民は当請求に基づ

いて行う。

職量印賠償懃田論り   でЪ珊量が

公用章で交通事故を起二した時、一時停止

に二隆も気漁雹つかないで起こした事故閂賠

償の主張をした。しかし、他⑪O人口鼎性

監査委員力S賠償不要と主張し、多数意見守

購償不要になつれ

3.監査意見等により改善さ机た事項につ

いて

当日資刑をして、改善された事項などの

r準しぃジストがMさ オЪ亀 褥 直〕購論自式

最初に大部口調書を当日渡された口で、当
｀

国でlま見られおいと昔言を言ったL事前に

送られてくるようになつたょ事前に調書が

手元に居くようになつた口で、し嘔力Ъり目

をけ こと鰯 き、岬ポ蔽いも銹 き取りも
｀

事前にできた 3日間違日の霊査も度寿で、
ホテルに泊まり込みで大変だっれ

・

馴艤教育 :%か ら死産の統計遍]でて

きた口で、雪問したら、申絶であづたこと
ど

部分かつたD平成 1餅14年度の統計で、19

麒 で鋼⑩学輔曇くおり、鳥取県|ま」文 ]二

となつた 30-40代も入倒割で全国一とな
つた (著者註 :中絶をいまだ、両産として
いる果も多いのかもしれをしゝ 画書で|まと

うなつているのではないか?:琲盪猾。これ

に対して、何もされておらずt統計を取る

大きれ鍵 由が、政策を考える面ではなく固

に属けること力まとしヽラ廓曝Ъ性教育lまネシ

トワークずヒして行うこと洒琶必要であるが、

ネットワータするととが難しかつた。井上

さん瀬S、 国主女性教育会館 《酬配)で、国

山県繭市場尚丈発坐画睦教鰊洵韮lR魏回し

ては鋼を受け、鳥取に帰つて、婦入会がイ
ニシアテイプをと嘔て、市場発生を呼んで、

県⑪婦人会奪行政担当者に声をか|す研修会
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を開催6県立調校lまどこでも     場

聞いている。景がテキスト・資料 (井上さ

んか馘 員)を躙 るなどt

会と口疱携も進んでいてЪ男女共同参画口

視点に立つた       %で 小学校

編と申巫編を作成しれ

ばЩ相談 eシェ:ルタT相 議員の増員につ

いて :剛□相談も非常勤⑩安い給与とい

う待逼⑩悪|さ◎単価を上|ず濁ように申しλ

れをし起 痢mに|まならなヵ詢た力彗嗜黎

鱚駈l難がつiL酬については二T訓悧陣

相談窓回 担当諷帳直接電話力艶漁つ幅6%
⑪市町材もあるがЪまだ |

糞薩めい民 していもE噸亀 予駒酬研憎鍮予曹闘

催するよう提案しれ

女性にた曖す るmを なくすため⑩聯

推進で1ま%施設の職員が2次加害を超こし

ている起め、井上さん⑮提案で研修など闘

饂 片山知事も理解郡あり、町被害蒜に対

すもi剣贋1麺 ずと評価基楓 逃ぱ働なら

蔦取と言臨 ている。国闘シェルターの合

塵印満造りなどをぶランティアでされるが、

場所等について他言しないように署名して

ももつていると漁ゝ

Q動製擁鵞講朝楊]::計画的劇躙明につ聯ヽ

では、何度:も提案しれ
‐
1安陛酬 しても

体力がないからと言れれたが  ゝ   日し

ている。

ほ詩千卜脚 について陶朧 で学が、デニト

町 陶 L寿朧鶉 趙瞬曇:ラ駐 卜脚 ⑩

調査をしたら鋤%の高校生油電機害者でね
つれ 町について マゝニ轟アルを作ねて学

校に嚇 している。

mに もぃて|ま県庁内げ バコ自販鵬を

監宜意見守撤去し亀

醐 女共同参画り¬ダ名珊修 :民間人を育

成し、広く県民に蒔発す尋ことが大切と言
つてきたので今では緻師謝hや旅費の支援

を受けながら、県民に向li■て研修会をたく

さん闘砒
峨女性投員 :少ないので、県

の目:4:礼刷に沿って¬覺言硼成果が出亀

財 燿 輻 ん  論 了

罵取品は専門職』れダ諄勁亀児童柵譲所で

乳児油事入れらとこうlま少ない口で、乳児油塁

鰤 る施γ鰤昴 されt‐

、ストマカー怯 :女性自身もあ

まり鶉 移てい老いしt讐祭も対応bてい

ないゝ 県立熾院口谷緞師油雹、探賤勤鸞交偽
⑮とき旧盗魏滸蝙枡害IR藝うといううや
さを聞竜鼈 ωで、その対策として¬交代⑩

時に固駐車場まで普臓見なつける、建物出

入り回に近b)と :こ ろに駐車なざ提案しに

演間爆育ぬ設置亀1幽縄 眈内⑪国主鶉院で

祠判鏃輪珈邊きされれ
鏑 等学校では家庭絲教育、性教育⑩重要

性を巫勒 率た¬身艤又笏雹   をと
面ように提言嵩県庁職員について]よフレジ

ク累タイムNを提案して、蝠

家朧経営協定 : どんどん増えセ
が、    だ晩 理製蛹武回座齢 てるよ

うになつれ 呂 η 胴瑯 ,あるOl緋
に嘔時ヽでは先進%を参考にした力St

養子緑組をす面を開鯖□時に回輸起と|が分
力秘起

椰 口課睦]と して、
にブ手ンダ≦視点を入れる 《現戦直t`九格
がi高難皐難蘇t           α班調掘贈罐衆瑳匙:[竪萎暴き '

発の値□行政理営に関bすぐ

れ虚識%を有する者)逼 とで、井上さ脇め

ような監査』麗可能になる口ではないかと思

われ衝。現臓閂議直油壁監査委員などを素職

す輸問題点についても議論がわっ亀

井上さん繹ゝ監査|こ:これだけ印成果を上

lずられた要因と低て、懸ヽろいろな機会を作
もて勉強したことなおげられれ特にtⅧ祠

でのきまざまなポベント氏期 、きちに

津山で開膿された瑚ヒ東♂旧口全国シンずで

lよ、内容に強烈i聰警狩もとという足と
であった
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◆レ油 経 置艶1個叩そこなう i

事業仕齢lす初日囲 11月 11日、国立女性教

育会館 (以下、翔 が仕分け⑪対象になる

としも ので、大雨の中、市ヶ谷⑪国立印刷局
センタ引貯削請に向かつi亀 会場に承 と入

場前に持ち物的チェック、だディチ皇ック油S

あ咽、中に入ると雨の世いもあつてかどつた

返してい亀 9時 l⑩ 分だつたが、すでに始ま

っているようなマイクロ音声慟量聞こえも◎

少々あわでて、傘と軸を手渡されたがW袋に

嗜N (通口時点でスリッパはすでに無b):資・

鰤 をも嘔つて申に入る。

大き瞳kのかたま咽の申で枝鯰議員祠な

にやら話していたガ、これで開会式を経おり

ます、と言つた こ量で9時鰤浴 ガヤガヤ、

榊 欝 となり、係郡机を最剤饉晏に拡写変

えヒアリング喝所をつく働。     (⑪
方が多聯ヽくらしつ と曜匈醸酬駐ゝ 自鍔畷麟Pに4今

まで官僚鵡座つていた椅子む確保して前⑮ほ

うに降取ろう趣する。私も輸予魯確保して一

番前に座る。フリープーンで区切り⑩鵬lまな

し 逼⑮頃に1饉郡蛹葛力燭抑増える。9時錮

分闘地 ところ醐 とえ枷 亀 レシーパーが

必要な逼とに気づき、自分のうつ力ヽり加減を

自嘲しなが輸もらし可こ行]とが、すでに無醜

◆『事業他撤]力 回考え方

資料に|まこのタイトル回ぺ富ジボおり、矢

印によつて示されている□①必璽性 輻 か

ら本当に求めいれてしヽるか?》 鵬 ⇒ 不曳

WES⇒ ⑭担い手 (費睡な国が担ねないとい

けない口か?靡 口加 饂 していない力嗜

N10⇒ 埋 拍 絣 財 ⇒ ⑩藁 絋 m、
行う必要がれる⑪か?)躙 ⇒ 来年度予纂見

送り。瓶S⇒ 内容e手法晰 ⑮内容易用搬・

制度等に改革⑪余蜀静ま|あるか?》 TM ⑩揚合

⑤國m2通りつ⑤改革 喘嵯酔組織 ?規制等
ぬ改廃〆事叢内容晰 ⑥規模 貯誕蒙|ま通れ

ほど重璽 か?)Ⅷ ⇒ 六 瓢 める。鰤 ⇒ ⑬

規模 (    、となる。各事業|ま 2ページ

にぎっし嘲と概腰勤罐ヌ酬Ъ 回    事項

どうな迅

中⑪まえ 鋼子

のぺ言ジ⑩後に、'(予算担当部局月)という1

ページざあ明、3法人にっb)でのよ口論点が

子さ紀ている。

会館にもいでは、O『手段⑪有効性』二 各

地の女性載育センタ出等口設置も進み、設立

当時と比ぺで国が申Jけとなつて事叢を行う必

要性は低下しているわではない力■O『手段④

魏則懃 下馴螂壷とも    敵晰

営が主要業務であり施設稼働率等から考えて
1圏面に鼎約することも可能ではなしヽか (オ

リンピック       ンターは規模も

大きく、     ンタヽ蜘雉郎
=層

封笏晴会

館口施識を飼センターに集約することも考え

られるのではないね¶。施設利用   凱

lよ妥当力、見直しにより、自日収入の拡大を

図るべきではない力ヽ というも面である。

こ口資料はあらかじめ評価者に渡されて

いたtのらしく、これらゆ考え方や論点にそ

う形でt概要ihさ れていないことが主に

留間されれ

第 3鵬 (ワーキングテレ 瑚 lま、とりま

と3m陛遇掏 、自臓屁誕nt Wが 6人、

財務省油茎1人t評価者 《いねゆる憧分け脚

が 1回 人、副大臣0政務官の席にいため|ま高ホ

美穂議員画檬手見ぬせも電応コ典躾轟]なぃのヵヽ

蓮飾議曼口迫力に気おされた力ヽ 金く発言ほ

なかもiL■回鵬が郵離鱚‖膚鰤 ぽ鯰]主

行政法人、国主青少年教育振興懺構 (渋谷⑪

オリンピック鑽少年総浩ヤンター、各洵繭青

婢 ⑩:ス な帥、    ンタ墓 醸提な

どの      M和 国       口

担当でお轟。予定ではこ⑮8法人を33分で処

理のたぬ、1法人ねたり知分足らずである。

◇質 疑
3番目め副譲酎象になつた会館について

Iま、・最初に5分ほど坂東久美予坐涯学習局局

長がプレポンをした。龍課 でヽ神田理事長節ゴ私

|ま期間で O P』 と自己紹介的な言葉を発した

とたん、『迅こで|よ事発のこと口導に集中にて

くださし可 と切られてはまう。
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鰈 鰍 i隕鯰 ζ『 頷 鱚 縣 鼈

間が始まり、局長が回答していたが、運穿侵
|

力哉
.「

今、なぜ女超舅奉渤雹遇緩:かとしヽうことを

首説明します』と発言すもと、横時議量が職

論にな嘔ていなし`ことは、納格しているとシЪ

う前掃ですJと声を振り上げるひと瑯 鼈蓮

揃議員耐 かさず F宿泊嘔檬慟率l動 と切り
,

逃勘 (これは概国に記載済み旨傍聴者に

鋼.9°/0と いう数字を認識させ輸ため?)③ 晴

泊者|よ研修をlm讚曼ける口です力ⅧI硼輻を受
けると圃0円割目‖きされるのですれ 日硼野は
何騎卜て寸

車
力電『30分受けたし目的利用になる

口ですれ 「目1的外使用口比率は?』 F5懸%は i

鰤 蓬嘔亀lナなし電融て弥舞瀧剰 恥鰤 円π剪自馨ゴt

尋理由1カ と。それどれ⑮回書は全く聞こえ
をし劉距野ぜ鷲β飽詢陽諭Fけ⊃くも⊂動か鰊蒙心ゝ 主とL√誓
蓮協議曼力電、横嘴議贔も質問をたたみ力¶ナ3。

宿泊に関して、理事長は [そ⑩場⑪力こそ
こでの影響力lま非常に大きいも⑪油ミあ嚇まぬ
危れ酬 くす逼とは、今まで積み上げてきた

ちロポ無になりますし通ういう形で、下方的
にただそらしの質問に答え動という口]力浙

でれ と抗議はたか篤鰤 `憲幽「『繭幽円電泊
まれる国    ⑪条件は?』『どなたでも自
由に泊まれるんで調間。畷ni『本朧枡鵞に
ヵ補蒲るそ圃 鋼 の人俳賓Pと発の地申

臓量の人件費口匡馴|よつき童麺 刊、運肺『金

国の女性□指皐者回数は?』『ナショテ羹 ン

ターの意義lまどこにおろQです力J「地方でlま

できないの動 J等織◎途中で 職にも話

させてくださ懸Ⅷ と2度Ъ理事長が声をは噛

ぬげたが、いずれも無な卜・。
続ンヽで     が3法人含めてのL間を

はたが、ほとんど聞き取れずL聞き取れた範
町 lま、鉤 がはなけ測ぎなぃなし`中詢ヽ
役員輛酬と職貝結キのギャップロ指摘な|とで
あつた。私の目ぬ前日が極者は、会館lこ対し
て、爾黎ms国民生活にどういう波及をしため
力、lll用輸彎アンケー問□す取ぅでbヽでもダ
メ。どういう形で国民主活は文元されている
の力ヽ 赴いう足とがわ力葛らなけれず、辟 を
投入する意嚇 電なしゝ 具俸的数字で讐えLれ
ま卸 Jと質冬 私はも    の1年横、3

午後など日波及効果度の調査を実施する必要

はあると、かねて思ってい働:

評価ツート鵡集められ
:i果棲蝙篭1懲 櫃 産性めて期 は1『間l臓 0

∫‐1巫:蝸暑、F莉直し』ヵ電4名、F暦馳陶 1名、
事業ごとにが価力番違う人4名g葡まりヽ 会館

もは して協良しヽと思う人が一人い亀 結果

は、他呻2.淮ム   ー
:割塙は『宇スード画ご

人権費‐O唾益守努力しても大きく予算善減:ら

す尋き』とをつi≧ 終了時刻は11時硼之

鋼T■□

と噛|あたず蟻もたこと
'に

ホッとしたが、経

了後は『男女共同参画なわ麟つてない人たち

だ、勉強して力Lし やヽってはヒい」という女性。

たち⑪怒咽⑪声が闘かれた。予卵田大幅削減
ていい事業ができ通ロカ、「男女共同参M社会

⑩実現を、21週鶉獅職赳隋    も最
:こ

蝸文讚ゴ!するJとしЪう

1赳辟みられていなしゝ 義屑勤罵もつぱも問題に

さ:れるЮ]Ъ :説明すら剣臓理唸や事業内籍を読

明したい口亀 議論Ⅲ力¬り合わない部分がお

ること%所要時間⑩短きなど|よ問題であ面。

評価替□選睡についても:疑間鋤S残る口数字

l口強そう颯経営者¬平コノミストt効率重視

者鼈ど洒誕魏亀委員等のジェング■比率⑪目

援が量く無視
.さ

れでしヽ石8劇朧は 1日 入申1人

であつ起 :[襄判冬静lナ発⑩も峨はξ公開され

たことで、翻由の随ねれ方、国⑩事榮⑪あり

方に対して国民口関Jb鑢参加意識が高まつた

今年だけ⑪パフオ∵マンスとも言澱れている

がも:期間申時間竜説明責任口暴たし方を検討

して、今後も実施すギきである。    
‐

業第 3鵬 のこ祠時繭莉価者 (仕分1テカ は、
次ぬメ渉ぶい でわる意

原醸靱輻 蒟浙判甑蠅學舞‐プ土コンミスト》

|

吉渕識に向か鋤呂 |卜 鉤龍颯釣トザト断躊喋
開発ユ轟ット/農業i・ 地域識はチームシ畢ア
アドバイ句          ‐

渡理和幸顆鑽コ鍛 詩タント/酬園

田順  (民主鰤赳鶉

-8-



くる地詣自澁デ:民主的瓢鶉 ンス回轟%になけぜ』
―《馴〕柿蘭]順翼拠闘舗塾 院 と鶉 ンタ        ト

稲元 周早

1、 は曝めに

動 詞 llWm滸 油ま圃 嗣 ]‖閻閻

念会 女性と政治センターとしで発足するに

あたり、その記念饉 がヽ 11月 M固 《J
13:∞ から17:閲 まで、   で防 さ

れた 写鰺識 鋤 名。プ由グラムは 3椰椅 :

成で、.第 1部lま第27M]|
象発表と受賞挨拶があつた。第四部|ま 本ゝ尾

が、隧 ⑪腱 年にわたう歴史を

組解き、同センターロ発展は歴史的な必然的

流れでわるというとと.脅後、書館は、通れ

までの蓄積を開植させて、よ蜘闘漁れた民主

政治乳的、拠点となるととを目指したい、と

機機され亀 続いて、基調講波とシンポジウ

ムがあつた。第3部でlよ発是記念⑩パーティ

が催された

2、                と厚警』駒カレ電

ナンス」

記念会理事で、国連婦人の地鮭委員会日本

代表⑮同黒依子さんか講演された。その講演

要旨を紹介する。

“メツサ ンス"とは、日嬬 で続胎;と いう

意味で、社会や組織が意思決定す看過程、意

思決定におけ働合意形成田方法や、権力や資

源⑩動應鳳説明責任⑮取鵠方などを決めるlll

度 Oルールを含むシステム、おらいは枠雹み

をさし、

“濾P苛ンス      |ま、①民主fヒ (国

蒻 固、m、 月圏  ② 画輔鰤鰈 ⑩あ

い方 (調朋緻 に明性)◎帳⑩支配 触立

した信頼できる司法部のj繭帥 ①
.有

効に機

能する'印襲 ≪讚則躙蠅iの円 ⑤ 過度の

軍事支配飩  印嘔点があlずられる。

重要な口lム 民主的濾″講 ンスにおいでll■、

市民社会mm督 嘔:と なること。そしてもジ

ェンダー平等を実現することが民主的ガパ

ナンスの実現に不可欠で満 こと。そのため

に|まЪ%の ジェンダー化されたイメープ

鶉 彗m、 性MIにょる批判を変えていて

匿要麒ぬるも「日常生活は政治なり』の餡

興体的には、民曲的ガパナン嵐を固    :
として、

九
国⑪方針決定に疑間を持つた女性た

ちが、他⑮グループと:贔斃する竜外部からロ

支援を得るЪほか⑮国L地域⑪よい事例から

学

「

としヽうことが考えられる。し町ずれ口場合

も、職 も自    したいという強いき

思齢 中で朋 り組むことが靡 と:なぬ

主体蕎意識lと       必璽条僻をセ

る。と話されな

最後に¬女性と躙 ンターの綺割は、設

立趣意警にあるように、暗封帥雹民崖的ガバナ

ンス回備極的な担い手となるために、政満的
エンパワーメントの総合的は警観となる」と

いうことであり、政権交代識S実現し、政治ヽ

⑩胴L融£高まつている今《絶妙⑪夕不ミング

でゝよりいつそう峨実現可熊性を期待できも

⑮で|まないかと思つている。と結ばれれ

gЪ シンポジゥム F女性がつくる地方向治―

民主的漁鬱守 ンス回実現にむけて』
コーディネーター⑮橋本ヒロ子さんから1

数日よう=な旨説明があ■t
地方自治に舞いても、民主的ガパナンスは

重要な課題で女性たちがその担い手となれる。

そこで、今日|ま、パネリストとして、町長ぬ

太曰さん、議員⑪口中さんと村尾さんに、そ

の経験から地方自治にど⑪ような役割を果た

してきたかをお話いただき、研究者の立場か

ら大出さんに節 をしてし城コピく。
パネリスト⑪プロフィマルと発言要冒

□太囲貴実さん 鮮閥輔虜副闘町長):1脚Б

年に四
｀
厳で野口』]1町識に初当選、15年弼議

れをつとめ、製 年～囲爾旧年 2月 まで辟田り||

噛 、恰岨申により1亜;年 理月力Ъら

に当i巴 遍算15年肉は瑯闘遺諏 甲闘麟
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爾 ケ「    MMは M・
く続われたのはも一党‐順に偏らないt論に |

住民国腑 婆義襲罰画してきたからだと思う。

特にも合併論議膏臥 二市瑾駒岡喘冊論講者

贔螢⑩日にもず旦自紙lこ戻し、新能にal町で
の合併で、獅町を調とさせる.こ とができ趣申

lム まさしく自分たち口町⑩将来は自動たち'

解搬ぬ局と。いう大き   だぬ場を住民

と共有できた力ヽLi亀 晟蝸脚椰ま菅長力彗する

といつ ことを、強1く はした。勇気とチャレン

趙 浦読辞亀女性たちが自分たち画勒 け

る起とで、政治爛変わ蜀こと
―
餘

回国中和子さん噛轄輛浴蝉林覇匁 :童京靡議

露期日t無蝙刷顧こ墓劃圏憂等襲靴翻饉補壼己■釉剖三

政治を考え、私たち⑮政治を作りたいという

仲間たち口応援を受lサ議目■b議員 e住民。

行動⑮対等な関係作り、国議会の風通しを良

くすることなどをJ心駆ける。融識事例として、

鍼 ちゃ      な廃案暴 (学年によつ

て校舎が違うなど).少数派なか聰、医民と

をしな油電ら準めれ 囲

面にひとづ農る)に
な案脚浮止。外部口声 (造園師 0建築士学会

等)を追mに 、開 る医民趣・調階に¬廃

瓢

自   さん 廠誅県    :1脚 年
から1固粛剛駆囁課T ttt國鵬 年輛Lら 3町管

褥 ぬ下隕蠅議1期目。鰤楊ちで帥輔

員胚 当初より住民主体o自譴靡運営む1日

指して博疱 :晒導瑾争して コ 年、市眠とし

てめ責任を果たすという、    印隕 を

生R3させるところから立候補D継続でき舞印

は、このことに墨本を調しヽたか嘔でlまなしヽぬゝ

議員は常に学習がは 個力⑩瀧員を市民が

チェックする鼈 を麟 こと亀 (が割蝙

会になると思 3。 爆輝輔ぴ:きは、議員螂酬畷

躙 自らぬ用 をは聯込ん鳳

告書密譜行し、訪禽報告と意見交換会もれ

仲間油ゃら女性議員畢人笏亀
□大山七穂さん .(大学載員で靱方⑪女性議員

呻y繹儡蜃魃黎‐
■夕を|も とに        か、開
ガノヾナン累につなが3⑪かを■結に考えてい

く。     峨増加を望勘⑪は、機畿刈鶏書力電
yllによつて儡証されない口は閥題でお濁.力

二

幅。昴性主導で行われてきた改満憶黄性が奏
回す輸ことに生つてЪ新健    え、行

1導入され電政治油彗変れると期待され
a曇職。理鮨懇面にょって鶴今まⅧ籾釣
埋上に上りにくかゎ竜生満口問題が、葬穣な
人■ぬ生面声が改消化し、政治⑩手続きめ遣
明性が鰤まり、人造が奏加し寺すくなる。そ
れが民主的輝彦サ ンスにつながる。

顆 ,                      I

甲パ皐り累ト
大隠 さん :議にで1まできなかったこ1と :

が菅長にならとできる』民主的な国満体を
作通ために、ぜい首長に挑戦

・bではし脂亀
わせらずЪおきらぬずヽ こつこつと、最初
⑩下歩を舅れを結つで階酢出してはじし賭

"廣

絣皐柩判鱚炒趙緋
く。議置とともに歩んでいける仲間を増や
していくこと。議員の市民力と市民⑩政治
力鰤電おいまつたら鶴.嘩封蕎[靱場 でい
ねと思える④で|きない力ゝ
村尾光子さん:意見⑪違う人たちがЪ議論
を絋 集絢したコンセンサスを出してい
くこその道筋力彗民主的ガバナンスで1まなしヽ
かと:□解している。
大山も穂さん:つながるということ卸士な
い力、:しがらみにならないような、

°
次⑩世

|:代につな力雹るネットワこ夕作り。
最後にコーデイネータニ⑪橋本ヒロ子さ:ん

|が、女性と政治センター膊 ひトワニ動 :

場でもおう口で、こ⑩場を通して、ネット
ワ守クを広げでしヽただきたいと話されな』

4ゝ J贈ね咽|こ

墨調講演もシンポジウム
・
もt会場|こ入れな

い人ll■スクリマン参加とな衝l曇隋 越もi軋

北京 蟄圃 から、橋本ヒロ子さん、国中和子
さん、大山七穂さん⑪8人節竃参加Dされも借れ

鼈瞼   瑕涙
念であ場」時期を得たセンターロ斃足を集感
,しもっ、二人ひと靭、何ができるかを考えて
いきたしゝ

〇
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『アジア連嚇縫晴フォ曇ラム印叩』悔参加して

船 橋 邦 子

11月 7日、8日 、『アジア連描経済フォー

ラム朧 ゝとしヽう国際シン判ジウム油童団連大

学・蕎山学院大字で開催されたけ新自由主義

のグロー麟ゝ ヒに対抗するおルタナテイプな

システムの可能性を採れる力、 と口凰いを他

いで2日間にわたつて参加.しlL

(1)i自蝸癬Fとは       '
撻喘緞薄J力螂朦:とす雹1は動l    、

プェアトレード、市閻 社会的冬業など

である。いずれもj翻詢測 さヽいけれども競争

原理に基づく経済ではなく、支え合い、勤lす

合う経済をあざすLとを目的としている。
|

(2)フォーラム紹介

フォーラムlま、実行委員会議式で昨備さね、
いずれもグロ‐ノウレ警拠点を持つてローカル

に活動する。規模においてももテーマにおい

ても多様鑢氾7団肺躍構成されてい亀

それらの、いくつかな紹介したしゝ 規棋ロ

大きい細繊造しては日本生活怖     、

鋼 クラプ鶉 ノカウ蒲 ムなど畷咀針脚劃

伸:ワーカーズ・コレクテゴプネットワーク

ジャパン、欄 llヮーカーズ彎コレクティプ

連合会Ъピ〒プルツリーなどのフェアートレ

ード団は 大地の会⑮ような環鏡団体ξ財際

連帯税魯淮進する市民の金、さらに仕団法人

申     駆Л〕

よう    開からなども含まおてい面意事

務局はアジア太平洋資料センター (pAR帥
が担つてしヽた

(3)1日 日

第 1日 目lま阜募守0平凸簑諄Dヨヒ沢瀞子さA測いら
「闘会口論 が述べられた 瑚朧 さんは新自

由主義のグロ‐ノウ可ヒによる格差拡大、貧囲

や失業¬雇用⑮不安定鵡情勢口は力哺Ъ幅M、

印0が母体となつて世界社会フォーテムがと

まれ、そこで「連帯経済」削提唱されたこと、

ラテンアメリカやヨーロッパでぃち早く F連

帯経済フォーラム』が立ち上がゆゝ 2年前に

アジア、時 はアメリカで成立しt難 では

数面に拡大した連蒲鱚饒M)蜘閲、四 カ重ネット

ワータb情細交換や交軋ナろことで運動的推

憔役を担場でいると、経緯と現状⑩報告油Sぬ

つた。発の後のセッションは F    Jネ
ットワータを組織化してきた立場から口「グ

ロ∵ノ瀬レに応力Sる:塵諦捩済Jt『アジアにおけ

る種帯経済す多様を実践なっなぐ」「連帯費睡

む鰺階するため⑪社会的壷融J「社●的産業口

呆た   ,というテーマ⑮も⑪だつ亀。各

報告から 31年代l戦かつた新自由枷 帰

結として回金融恐艦t経済危機に発する F市

絋 鋳割向 に対抗した、市民参加で社会的規

制 (メーシャル e濾麟諸 ンス)□視点をもつ

て市民にょる F新しし唾撃熙 瞳捕岨咽だす活動

でわることが理解された

(4)2日 曰

分科会形真で、Fフェァトレード④拡大と

M陶 と『Mヽ口ち』のセーフティネットを他

域で創る二福祉 D医療⑩現場から』lI糞鋤日し

た。

②フェアトレードとは、掌正な価格で取目|す

.る貿椰、生産者を元気づける貿易、環境に配

慮する貿椰、人権を守る貿易と紹介されてい

るg現在1脚 万封 える市の「]で囲岬趙懃電持

続回能な方法で市場にアクセスし、卓厳をも

つて位きしれるまうに、39脚 もロフェアトレ

ード団体が 75⑪国で活動して聯ヽるそう亀 :

●10(磁界貿易機関)や F砒 (自 由貿易揚

鍮ご自由貿易推進口動き⑩中で、自由貿易で

国も     躙 うか口よ

うな神語が広ぶつて喝 。これに対してプ土

アトレードは対等で透明性口ある貿易関係者

築き、公正さと社会正義を実現するためログ

ロープ蔽しな取嘲組みとどで重要な役割を果た

している。フェアトレードかめぎすものとは

でO聟困⑩削減        、女性ぬエ

ンパワーメント、児童労働口抑止、環境保護

… 11-



などがあlずられる。報告の品と、会場が隠こ

司L⑮消購 ⑪ニーズに合ったも口を前の共産

者がつくるという閲爾此|とついてぬ鰤闘鵬塵

された。フェアトレ守ドが市□生産者と』ヒの

梢費者の運帯という南北という枠組繭導でと

らえることに、私‖ま以前から1蠅間を抱いてい

る。南南格差や北艘国力で回格差口問題、例

えばアメリカで|ま 脚脚 万を超す人たち漁粒

糧配給切符をもらうという貧国に画面
°
してい

る。日本でも公表され醐      ltt T%
は先進工業国ではアメリカに儡 でヽ高レ、ゴに

口周縁地域D問題と南⑪連帯ほど画すればい

い5D力、

②『卜 印ヽち」のセープティネットを地域層倉』

る‐潜社OM口 鮨 L聰Jで1訂 ンドは

性 MDと して有鋼
・
を 駆鵬鰹彎lf ml軸僣d

mm記's鮨目。cねtim自菅女性協会》山メンパ

ーカ彗ち貧国女性に対する健康教育など∃防教

育、プライマリーヘルスのため印センタ‐の

活動から、書見プロ_グラムまでも含めた健康

プログラムの内容を報告した 鋼鵬 |』ゴンド

金上に 70万人以上の金員を持つ巨人謳組織

て、労用 卿 鋤 ヽ協隕 卿 懃 鍼 瑚ド

模融曹のできる銀行から健康靱険など社妾保

障も独自に行つている。また政策づくいや組

織fヒ岬ために研究・研修e広報を担う独立し

た 錮鵬 アカデミーも設立してい衝。今年 3

月に南インドのケテラ州⑪女性ⅢЮ嘔フ舗■

ルドを行つた際にド 飩⑮支部曹訪問し斃 そ

れほど大きくな列 ⑪中で1プロジェク‐ト

に鰤 て、.漑⑮、お繊らく諷 出藪軸

女性たち力鶏熟際に議論していた。国際%議で

時間口占有も気にしないて力話嘲凸劇通話も
エリートのインドプェミニストとは金く異な

る光景に私m_し た画書思ぃ出し亀 日本

からの報告の一つである F」用 な事業,ど セ

ープティネット』lよ 胴ゝ0法人アピリティク

ラプたすけあ帷 よるも⑪け た。こ印団体

|ま、自ら出資して働くとbヽ う雇蝠されな輸鉤

き方で社会的経済的自立をめざすワニカーズ

コレクティプてR提4カメンP漂薩嚇約gDDOメ犠

躙 ム筆事浴嘲辣襲11購ミ1臨れシ靖|=:

|ケァナづく̈躙′l y7す
ニム、編集量画ゝ移動

.

サよピスなと害を濶費者tビ、インフォ
ーマルなけ―ピスを通じて人口相互関脈性を

つくり、活動においでは多世代交流をめざし

てレトる、という鱚 つ起 働く錫踵誦躙

まちづく馴協同組合を重ち_Lは :鉤域⑩活性

化など        に贄識しているこ

いう墨とだも亀 :

⑩もつデう口報告l蝠 0医療 Oゴ鱚Ю①向齢

者ケア・訪%を 、景饉棘尚浙毒よ咽健康で

安心して暮らせ尋まらづくり協働組合を結合

させた   で、    中モデルとなり

見学蕎が後薔絶たないという     ⑩事

hだも地″報告著o松本弘遭菫んは曲肉国療
生幅と虚内まうづく場協同組合双方⑩専務理
事を兼れてしЪる◎このまうなワープ嘉の存在

が力早になつていもに違いなb■

④まi置薇⑮から、『国炸幽龍    」とい

う報告がおつたB□療生協でも使用でき輸鉤

域通貨は現在の縞佳が人間関係を対立と競争

で強由してきたことも地域通

"は
友愛と1燿頼

関係麟らスタ‐卜し、プロ守パル経済でバラ

バラになった地域共同体を趙 ヽ人々口絆で

割リカヽえることを固的としてしヽるとしヽう志 |

こ⑩は 私は参加できなかつた力琶、ぬ融雌

機によるが口■パカ     国避キ局た

めログロプ ヤレタテクス、国際連帯醜もデ■

守:と して取り上げもれていた     |:
iプローバを提点で、グ白τノミルな闘題に対

処していくために『&国雄層lまなく地球趨濶

益となる公共財⑮財源として、通貨胚曰1温を

始めとしたプロ〒〆散レタックスも国際通帯税

は必要でおる。国民国家を基礎として競争に

て:きな時懺むF国際競争ヵ」という鶏想瀞ち抜

け幽し、地雛規模冒プロ¬ノ卸レな格善に対応

す厄再蜘配政策⑩手段として憮1蟄際通帯税と

bbう 口lま大切な視点である。

以上t地域⑩価性化に向けださまざまお括

動から貴重なヒントと員気をもらつれ

〇

一 l圏 …



‐DT樹 憧暴閂毬審

―『NF咽 法人    里♂噛〒申螂縫輌幽囲腫墜』へ田お曽乱Ъ―

NP□法人さん祗くナピ 理事長 員原己満子

鵬 0法人を立ち上1質 轟年爛:ジェル

タτ運営赫 ター トしてか輸逃年が過灘

しれ

男女平等な社会に向|ナて女性学を基は、

コD籍 の幅圃bから、餓 と賑ヽうよ岬人とし

ての尊厳を贈みにじり、「こ逼ろとから満

をズタズタにしてしまうほ鈎竃DVに導つ

かりましたふ行政・健詢輔盤     で

|ム     を轟に       力霞

進んでいま丸

しかし、こ⑩闘⑪DV:画翻状から、民間

の一定の停りに拘束されとい綾薔者にとこ

とん寄り添階ヽながら「こころJも大切にす

る支援に|ま民間シェルターが縣要であるこ

私たちlま 1部にからスタートビました。次

から次へと支援を求めて退られる需要に 6

部屋まで増やしまし走が資源ぬ尽きた現在

|ま 5部屋になつていま丸

当初、支援を求めて来いれた女性lま□V
鼈 でしたが、最近でlよ治的に保護景が

無いデL卜回V被害者、親から虐特な受け

と思春期⑪女性など様々な方が繋諏母もてき

ま丸

このようにR就ば蠅運餡蒙雙刻夕する内で

担轄熙訓陣喝豫曰雪瞳剥固幕暴顎り揃嬉議藷督Tが多く見らオしま

すじ部屋の中を遣いなからなげ衝妻を壊力

で性の欲求を暴たす夫、DVの環境口申で

過ごす動い子ども⑩前て僕行動をする父親、

図駅諸醒身俳鋪麺囀鶯させ頭rい高餓駆珂瓢コl亀λ

り込趣父親、N織な関係になった伸で理妊

に協力をしなξ籠 な鳳

逼隋 ⑪実戦を世 に々澤き上からせる

手段lま私たちに|まわ炒ませんでした

場罰ヨ鍾鸞暑      女性シェノレタ

中ネットJ卸よ 囲閲1年からコ囮□年まで

に¬金国⑩剌間シエルタ

.において一時保護を利財ヒたDV被害詰④

性暴力被害体験につぃて、累タップを対象

に調直を行つた実熊を懇 己、世暴力⑩社会

的な封識を拡げ轟ために

暴力⑩∃防Ъ被害者支援にむ心すで⑪研修会

に取り組んでいま九

既にb娼古屋・仙台 0鍮米 e血判||で開 '

膿を経えました6今後⑮予造は次⑮ように

なつています

12月 13日 (日 )同山

1四 月露3日 囃硼 JA索
‐

1月 [賦 日 〈日)封

あらゆる鑑力⑩嶋絶にSを4せて頂きま

すように、鏃 口を齢 らしていまえ

◇闘レЪ合わせ先●

±国女性シェルターネット

剛直 OIS‐翻 露10聰霜

… 13-



O⑩0 北薦癬圏 11回 月庭例会

テーマ 賦イロエタイテイ は詳洒蘭轍嗣闊闘1置曇)と:均

0エクダティ☆コンサルティングGオフィス (PЁ 直0》 主宰 )

正憫雇用と非正規雇用 は剌帥蝙 い〒女性口鐵国につな漁事6)覗凛纏mS'

問題に転つていて、そ⑮格塞筵画印亀めに『同■価値荀働圃■尚畿1』 が言われまぬ

製 融「平 所 な閻鉤卿 t割嬰輯っキ 叫 l起守立鞍`|
臓務か価システ■口確立』甲た的にっ脳務か価吻手維鋳ポイ L平タイティに
ついて理解を採あま丸

12月 15日 ばり 午雀:懸‐鰈 圏楊

真京      ン錮判閻均襄

50日 円 燎疸lま蝠閻 当日要制有顎

剛匡  03二 5880-□ 828
e島醐咆 陸聯咤鶉舅脚醜憩⑩舶  靡L当・石囲 広報銀に)ま剋

※ ただしimば珈跡爾靭撤鵬趙分“蝿 なる武く前ちもでお申し込轟下さ帳亀

封
昨

曰 時

場 所

薇

鼈

私たちと活動害皇緒にヒてくださってbЪ価方た

羊
:な 鞠 劃 盤 Ш 離 鰤 國 饉

i‐ l11 1

を行います。せひ靱 くださ聰亀□・

テーマ:第翼鰤懃朝愧華藝蜂琳卦回鋤 醒盪も
男

同 時 :¶ 量鳳 _コ _■固l[幅〕
1自 鳳□□‐鮭¬7:□⑩

場 所 :

《瓢電メト画蜘輔線1噛鐵舞錮帥
~蜘

◎ 諷 聘 貶 い |■

1・2月2個□《齢

||ギヅ ヨ嘴 :⑫熙 瑕 6

(※ 1回 固麺葛璽画暉輸雷事し茸嘉》

旨‐楡晟鯰配    ■11 ‐ヤIT

[ 新型ギ:ンプリエ才ザ画手≦τ́]:

:よ うo:       ' ':
邑 次号□守ンスリァは2月醜 昌

|・ 』馘 絆 i占  ‐

◇‐1編颯□轟騎 司ヒ窟又
′
世話鵡雪it

O 涸 躊    黒晶 舗酢 ‐

◇ Tll卜囲騰

銹 判 1自

蛛 ―ぶ膿俺亀ンフ鰤

◇ 駈 醸 曲酪⑮曲

O hmが爆鰤轟 ,鐵」ぽ

◇ 郵順娠替番号 :囲9嘔靡7=閲鋼5

ヨ鯨 鱚 輸

‐F占 買

メTル
?曼プ咆彎:口IF‐宥自嶽:準 彎
bei』 i寵』由幽F汁面:曲,』p

事務蠅長 宥国墨恒子

-14-
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胸幽J鰤鰤賣胸 蜘鵬 鰤朧 珂瑕      鋤lD年量周lM晰

国民主党鼎女共同参胴鼈雉聰議杉暴{ト さんに聞《-2
12月 14日 、JLttJ ACは屁主蝙口昇女共同

'M●
晟埒長、小宮山洋子さんに第3次男女

共同参画整本計両についてめ意見書を提出しました。暑口後 1時間余率直でプレンドリニ
'

な意見変換ができました。新政権は罪女共同参四餡節をどう進めようとしている④か?

内の男女共同参画政節撻進体制ほどうれイとした爾か? 船橋鶉子さんが報告しまち

日政満愛動錮⑩女性運動 E韓国個蒙醸満欲正を賑り返る   4
1韓国は2帥3年戸主制度巫■という革蒻的な法改正を実現しましな。そ⑪背量には何がお

った⑮力、 申キヨンさんぬ搬昔からlよ、89年化か幅⑪民主イL⑮動きゝ財年化なカコばからロ

脚年間□政治的愛動、こ口政治状況を鶉際的にlll用 した女性運動等々⑪いくつかロファク

ターが浮か藝上がらで東ます。市民④力で初めて政権交代を実現した日本も男女共同参画

を大順に進めるチャンス.私たちの運動も試されています。

日         ‐3□周年記念フォーテム輛書二十~―□

躙∞年 12月 13曰 、国際女性□地紘協会 O JttG・ 文京学限大学壁纏学ロセンターの
で 鸞魂醸熙咄撤廃条勒採択 DB周年記念フォーラム」力ま開催されまヒた。パネリストは、柿

陽子唖渕脚姜具、福島みずは翻女共同参画担当大臣、鹿島敬脚女共同

'両
会議楷R(監蝸1‐

影場調鰤専門調査会会長)D3覺 1加藤登紀子さんの細音で現

事業齢 lす ではヌエックヘの交付襴 竜3分囲 1減、力鵬靡究者支援予算は3分の 1に削

減されました。こんなことでは男女共同参両社会はく れない、と女性たちが声を上げま

した。橋本ヒF子さ脚 締 で刺嘔

ロペギ○エクイテイ国 に 均瘍縦トー十一 T―卑 ~‐ 9

12月 定frll会は質 Oェクィティ0オフィス代表口屋嘉比ふみ子さ応を講師に舅え、主に

進藝鮨鍮咎暖輔い幅お話しいただきました。と蜻 国脚麗狩稽笏剛虞さ、そして腫堤讀叱さん薩唯耀籍

変革への情嶽が伝わる定例会でした。石国人に子④輛音で九
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民主党男女共同鰊画確濃会議辣長Jt宮山祥子さんl色聞く

群 にあたつて嶋山政踪の 鴫励剛了礼略」

⑮崖本方針の目標諏亀発妻され免 閣四年まで

に鶉婉エネルギ■、医療介は、観光という高

成長譲麹待できるb分野lこ集中的に投資して'%
10⑬兆円の需要なつくる。国田万人に近ぃ

魃 円を生み出し場 を 3%にする:GD
P平均名曰 3%、 実質2%の成長という高い  .

.数値固標が出された。毯共事業者肖J崚 、社会,

保障費や子育て支援亀の鶉 .な ど高く評価し

たし聰 しかし普天聞庭雖穣転網題を首めた日

脚 の問題に対しては普天闘⑮嚇 云造

ぬ議論ではなく、書天閥闘鎖を含めた安爆俸 ‐

N自体を再検討するチャンスとにてオバマや

ヒラリー・クリントンと渡咽合ってほし懸ゝ

民主魔内⑮男女共同参画政鎧もれがかり亀

というのも新政権となった覚の執行部=役員

会には女性が‐人もいない、またネクスト・

キャピネットのポストカゝ5:そのまま大臣に

なつたの|ま原ロー博さん⑮導と問いた。文部

科学大臣だつた小富山辮 さんは大臣としで

マスコミにも名前が挙がり、私l型靱持してい

た薄S大臣就任はなかつた。

画松建設魏予め小択さんに辞任を追つた

《用の議量はやらないよ。)小宮山さん⑪勇氣
わる行為に賛回する声を、あ⑮時慮嘲 たち

は、もつと党に引言けるべきだつ士ム と輸膳」ヒ.｀

たが後の祭り。いずれにせよ、民主党⑩新政

権への女性の■月は大臣に千葉景子 (参)さ

んがただ一人。文部科学省政務官高井美億

(衆)さん、外務省政務官に両榊智奈■ (衆》

喜ん、な瀧省政務官に分山康江 (参)さんの

3人に過ぎない口も納得いかなし、

1そんな思い口なか 12月 14日 、橋扁瑞植さ

んに提出した第3次男女共同参画墨本計画ヘ

⑮意見書をもつて,司LttJ ACでは同量党の

男女兆同参画会議辣長に就任された期ヽ富幽洋

:     |:: 
鰤 裔 姜陪

子さんと口意見変換会を行ったょ:瑚遭 白さん

。は、ご存雉⑩ように馴LttJ ttGの L』立に関瀞

慟、議員コーカスの主画メンバーとして悟靱

ぬ量曇最役割を果たはモ三られた方遭:き婆
憧印なかな』)富山さん漁Ъじ私たちの

「

間に対::

し
'て

丁寧なゎ磐渤重おり、新政権の男女共同

'「

:

画政策に対する希え方について理解を深める i

颯骰‐挙毅った。 意見書を促甲し科暉ち、ま |

ず毛民主党内の男女共同参画峨策推睦怖舗』に ギ
ついで買闘bた。 新たに議長に鑽価された

'見女共同参画会議は従来⑮男女共同参四推進 |

本部謁×趙Lされたもので、11.これまで撻進車部‐
|

が担つていた男女共同参画奪子青で支援に関

する民主党の政策の広報啓又鮨動など讐担●。
・

この会議挙|』蟄1暉覚■饉民運動委員会内に男 11

こ
女共同参函周が設置され:女性燒補肴支援を |`

ど選挙|ご関することを中ψかに行うということ |

で大田和夕さんか局長として腋縫bをお会議 ::

鰊 成メンノぅか り 瑚)蜆51WttT I
名部匡牝、事務局長郡和子Ъ事鵞局数長金子 :。

意美亀城井崇、口囲晰 Ъ   Ъ藤国一 :

横、i山砧郁大、回N魃樹Ъ神拳美意子、西田 :

釉礼鬱5]LT仄饉晟ン⑮ξ:〇

満隧畢⑮ダ↓鯰瑾識
｀
文冬珈|

喝NC③遍ゝものヒアリングも実憶するという |:

ことだもた。政治主導という新嶼権Dポリシ
|

このもと国会議負□官僚と口繭攘慄止や仕事 |

が一部⑪議員へ④集中など表岬見えないこと
もプ部昇皐

「

:きた。それにいて亀役ムと申画 |

崖療讐乙覆ビ駐韮櫛』々 σ}庸盗熙4のネットウこニクリリ嘱静藝ピ堰纂 |

力、問題可%に向けた能力を活用しないとい |

う意味ではとでもは釉だし、瑚鬱 極集申体

制⑮ように思えた。

…2-



小宮出さんとのJぎ見交換の申Jけは、子ども家

庭省をめぐるものだつた。子どもを取り善く

環範が縦割り行政の産に阻まれでいるという

現状認識からトータルな政策推進部署とヒで

設置することの重易性が語られた。また家庭

生活における男女⑮共同責任やワークライプ

バランスの実現は未来を担う子とも支援につ

ながる。民主党の子ども・子育て応援プラン

には子どもの貧□ (日 本では子どもの相対的

貧固率|ま 6人に1人)の
「

なや昇女⑪賃盤格

差の解濶のための同一価値労働Ъ同一賃金原

員Jの実現も子育て応援に|ま不可欠として謳ね

れている。労働・雇用に関テる勇女平等政節
憮 がきねめで重要であるにもかかねらず、

この部分が光内でも弱いことを小富幽さんは

認識され、子ども家庭省の創設 (馴面は、子

ども家に庁をめざ‖ が運用囮題にもリンク

する勢機になるのではというご促案だつた。

これに対bて藝加昔からは「子ども家庭省」

の設置により男女共同参画⑩撻濃ゝ女性差別

が不可視fL、 もしくは理設してしまう(実は、

白治悴ではそのような現象が生産れているこ

とも出さポ由ヒ)と いう蝙 ⊂躇隷贋聯が出さ胸断ヒ。
「子ども家に省』という独立した機Nではな

く、「月耐ども家庭庁』を内閣府に設置するの

なら、という意見も含め、通⑪テ≧守は今後

の議始すべき大きなふ口として残された。

小宮山さんの子育て・子脊ち支援⑪肱策実

現に対する視点の確かさは、倍●4同 後に開

催された日本学術会議主惟⑮各峨覺に間く子

育てシンポジウムでも再確猾する.こ
.と ができ

た。小富山さんはれロコメンテーターとして

発言された国藤誠(人 固学者t早稲田大勃 さ

んの出産促遇や国の担い手を育てるためとい

う人国政策的な少子イL礼%の発想⑪誤場を指

摘され面、と同時に保育のプはMttf国は「地

域主催」現状で%で あることなど、女性

の人権、ジエンダ守⑮視ホかわ明確に話され

た。ここでも子青て支援印輪 に取り組むベ

き政策として 1、 経済墨盤ぬ確保として懺

の|ざらまきではなくゝ 安定就労⑩確保 2、 |

仕事を子育て⑪両真支援■サービス・財線・

働者方の見直しぬ二伸的推進
1由 t箇面家庭

の子どもへ⑮重慮支援がコメンテーターの椋

野美智●T― (大会大)さんからぬlずられた。

同臓く蛉テ勇 《瑚L武力さんからの子育て共

同参両社■というジェンダー&ジェネレーシ

ヨン (G&G)⑮二つの機意の必要性⑮指摘

|ま興味蹂いも⑮だった。また『団拠の世代』

1030万人のうち生存見込ふの80o雨入

がB5歳を超える2015年問題、子蕎て泄

代間における負担と受益の社会的不公平性

(5歳童での保育園兄の比率は日歳まで⑮児

り の20°/。)について以 された。また

子育てする組⑮子ども1人もたゆ⑮教育費、

費育費は総計 1人 3008万円かかる。その

ため子どもの有無にかかわ幅ず:30歳から

G4歳まで6⑩ 00万人、65歳か幅の年盆

受給者圏980万人が数世代育成のため⑪

「子育て基h」 に応命に拠出するという具体

策も提案された。200万円以下の年金生幡

者が圧倒的に多い高齢女性にとって拠出は弁

現実的だけれど、いずれに世よ財濾問題は不

可顆な重要な問題でわ3。

臼楊 罐帽調列として理錮当麒 請醐謝呆麟瓢卸墨

急が著干紹介されたもヨヒ煎 J AoCttJ¶1で性埒
⑮事喘崚発が あったように配憶しているがt

再度、製状とM題について佐貿県からヒアリ

ンプができれ|ザと思 5。 財源閥題も含め新b
い餡権のもと、大きな歴史的転換⑩時期を迎

えて、今まで以上に私たち⑪芦を国会や民主

党に属けたしゝ また値常的な協議⑩場をつく

りだすことで、私たちぬ意見を簡三次基本荀

口などの政策に反映bでいきたい。さ幅に民

主党内の男女共同,M罐に政節として女性口

役員ぜ白という現戦をに正しポジティプアク

ショ・ンをとるよう要求もしたし、今年は一層、

忙しい年にな岬そうだし皆さん。今年もよう

にく為閻いbます。
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①韓国⑪女性運動[

鶉   ⑩ 鋼靱岬蠅iを,ふ 騨返る.

昨年日本でlま歴史的な出蝉 ともいえる政

輔蟄副陽が響蒙見した。そ0製酷Yで、今再が民法

改正④機運が高まつている。お隣⑮韓国でも

政権杢代の政治変動の最中でおつた 期 年代

後半に既法改正運動かホ格的ににり上融Eっ た.

鋤鰤年には韓国印女性運動⑮最大の成果とも

いえる戸主制度廃上が実れされた。万主蜃度

⑮敵 に伴い、家父趙 lj家族洒度の根編を成
l

していたF籍制度が全面廃止され、個人単位

⑪新しレЪ軋 は離顧誰⑮袢理質節腎創識された。そ

⑪ような大変草⑪背景に長年薔櫨されてきた

輯国の女性運動⑪力があるたことけ でに抑

聰れている。       
′

しか b、 今外国で|ま、l① 年ざりに保ヤ政権

が戻つた。現政権□下の市民還動⑮状況をみ

ると、印師 年めような革新的な法改正|ま 艶

年化ホ以降 10年間⑮特殊な政治豪境があっ

たからこそ可能だつた申がよく分かる。現視

点の状況から振り返ってみると、当時女性運

動⑭力で根強い反対振を乗崚越え世論や政府

を説得し法改正を成ビ遂ばたのは、まるで奇

跡のようにまで思臨 る。日本色韓回は非常 ・

に似た雖 体系を持つているのみならず、家

族法の改正に鯖 る保守派⑩激しい反対も似

ている。韓国の躙 からネても、政治の受動

期は、それまで周辺イLされてきたテーマがイ

較的に取り上げられやすい菫治的豪境を創蜘、

激ししЪ反対を乗柳越える機会を生む。

以下では、日本に先立ち祠 改正を実黎

させた韓国の経験を簡単に紹介する.韓国の

制油S冷 日本で暮ぴあまつている民法改正瑾動

に少しでも力を加えることになわぱとMラ。

¶.政治変動という政治胸機轟構造を最大

に活かす

韓国の民濃lま、欄年独立後植民地時代の旧

民法を改正した「新民法』が策定された製1降、

申キヨン(mm黛印囃靱魏鴎謎廊岬 藝員》

10融年と封鵬 鐸lこ大きな改正が行ねれた。ど

ちらも女性運動□馘果であ鵠、
・大きま政治変

動⑪時期であつた点は注目に値する6四年は、

韓囲で始めで¬党力彗国会⑩多饂備を高めた結

選挙硼あつ亀年でおる志政治的民主ギ直《脚年).

実現緩初の総饂挙でも当時暉党力ヽ国会'い多数

形を獲得膨た。それまで多角%に家醸法鰊正

運動を行っできた女性団体はそのチャン尋を

Lさず葡覺議員幅に働きかけЪ民法改正を実

現させた。しかし、曲年め改正で生き残つた

戸主制度lま、その後、tう 一つの大きな政治

愛動Nであつた金大申政権 (野党⑪燒補が大

統頼に選出されたのは瞼が始め)が誕生した

馳年鶉末に『戸主制度廃上還動』と呼ばれる

欽    法改正運動を巻き起こしたのだった。

金大中政権では家族法改正が実現されず、

次の直ムヒコン政権に日|き継動量れたが恥登大

中政権の時期にそ⑪後民法改正運動中中で大

蔵勘せない役割を黒たした女性部 (日 本⑩省に

相当》鐘鑢』設bだoは本きない呆だつた。民

な改正運動は画ムヒョン政権でもつともはり

上がったも大統颯選挙の用 コら慮を支持bた

改正運動振は新政権のI此後、働きかけを増
|

しt直ムLコ ン鶉   
「饉馘 脚大洒封』に声

主洒度廃止をはり込ませた。また、直ムヒ自

ン政権にはフェモクラト(フ ェミニスト冒朧

⑩選出も目立つた。N怯改正⑮所管である法

務部⑩大臣にはR馘改正を推しに出ていた女

性弁護士鰤E就任し、女性家旋部 (女性部諏lら

女性家族部に拡大》
1に

は女性運靱出身⑩大臣

が就任したる鑑れによ■て菫府内のフェモク

ラトと井部の女性運mとめ連携ボ緊密に機能

するR境力電封幅れな

2.連諦□拡大で力を最大にする

鯛鵬
1年

改正に至る戸主制度廃止運動は、多

様を女性運動団体や 蜘 鐸代に生まれた新し
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○

い市民社■団体との広い連携を取つたのが特

徴である。とりわけ、民劃 L以縫れ した新

しい韓国女性団体連合 《女連)が り■プシッ

プを発揮したQは大麦意味深いことであつた。

田年改正まで⑪家族法改正運動は、韓国初の

力陸弁護士である拳テヨン氏のリーダシップ

⑮下に、彼女動量Ωいていた輯爬家に法律相談

所といくつかの申産階級の女性団体が行つて

きた.女連はそれら女性団儘と|ま違い、躙鐸

代の民主イ脇運動口申で、力陛撫隧 を代弁す

る新しいれ 団体を目指して生まれた。しか

膨、910年代には社会が急激に夫化しゝ 女性が

重耐 る問題も非常に多檬イLした◎女連は、

そのような問題に取り紙わために包括的如陛

団体へと変貌していれ その女運が家藤法改

正運動に越極的に取蜘組む通とは、一方で案

族法改正運動か次世代女性団体に受:す継かれ

ることを計 し、健リチで帽彗司些厘陣麟が共麺劣ゆ

目的にむけて思想の違いを乗蜘越え協力する

可能性を示bた といえる。

さらに、運動側は、民法改正⑮正当性を広

く得るために、「民主社会のため⑮弁護士の集

まゆ」、『参与民主社会と人罐をため⑮市民速

帯』、F環境連帯』など政権に影響力⑮もつ市

民国群本との機騰却をオれわた。モ」九皓瞳自磐華陶』市

民謳群椰ま、当輻 市碩謗宦会を躙 しはムヒ

ョン政権の標々な政策醗 に,加し政治に大

きな影響力を及ぱしていた。これらの市民国

体と政治的協力関係にあつた襲 はF主制度

廃止を「市民社会の問題Jと して取蜘上げ、

広い支持を集めた。

3。 多角的政治的チャンネルを使う

即師年□民法改正運動は韓国の政治システ

ムを最大に活かした点にもう一つ⑩特徴があ

る。国会で多数を占める政党が政府を情斌す

る日本の政治システムとは異ない、韓国では

国民的躊 選挙にようて選出された大鼈 が

峨向を構成する。それ故、大統領の所属餡党

と国会⑪多数党は必ずしも一致しない。大統

領は、自分の所属する政党が国会でも多数を

占罐湖Ъば、もっとも弱説珈ぬ覇力を提計づ。民泄襲資

正が実現さゎた 璽圃5年は前年度の総選挙で
｀
直⑩餡党であつたクリ党が大膊利し、亀ょう

どそ峨ような状況が生まれてぃた。女性団伸

|ま ウリ党にはもちろん、保守脈⑮政党にも積

極的に働きカコけ通常国会での改正を目指しt。

また、掏国では通常中可胸システム以外に

も、法律錯のもののな意性を判断する藉法眈

判断力S存在する。運動側は竜民法改正を実現

させるために、政府や国会に働きか|す ると同

時にЪ憲飩 所に戸主制度⑩期 をあえ

た。民主イL⑩成果で設置占拠た憲法裁判断はゝ

すでに 明 年にも量法規定⑮一つである国姓

同本禁婚蝠度 鯛ビと本 (姓口越原鋤 浦ま同じヵッ

プル回婚幅は近親婿と見なb禁婚した制度)に対

する『憲法不合致』の制般を下し、運動側に

力を加えた.。 %法裁判断で違意判機が下され

た法律は法的効力を失い、国会は改正をしな

|すればならない。つまり、国会を通す直接的

な法改正だ|すではなく、憲法裁判という新し

い制度的mに も国をむけた⑩亀

通のように多角的なチャンネルで行った民

法改正運動lよ、メデイア⑮性国も集め、イン

ターネットや新間を頌醸で広く世論に慟磨か

|す ることに成功した。メディアを通感で戸主

llj度が整み出すきまぎまな女性差別の事例が

報道され、一般の市民⑮間でもれ知度力ま商ま

つた。酬鵬年⑬調査ではF主制度贅成ぬ世論

が反対を上国るようになりも法改正を推し達

める力になった。そ⑪結果、創臓年通滞国会

で女性団体が強 望んでいた戸主蜃度廃止繭雹

実剋されたD&
* * *

今大きい峨結盪動期にある日本も最法改正

⑪好鰈を迎えているとしヽえる。新 しいま権は

警素とは異なる新ヒい支詩層が必要である。

女性はその支持層⑮重要なリカになれる.ま
た、%に はフェ器クラトがゝ国会には数

少なくない女性議員浦Sh幽 している。そのよ

うな政治的機会を最大限に活かしていくこと

がキ後の民法改正やジェンダ■政策⑮展開に

もっとも髯羹曇な話鰤爬て副まない力、
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螂 曇     根翻⑩

□ 日本    副醜藩i無絢 N圃□:皐 シトフ

‐夕 鱈酬 G)

昨年四圃 年は女性差別撤廃条⑮採択(1酬9

年)か巳鋤周早、条約⑮輻 定絋 択(1日圏

年》力ヽも 1田 周年であり、力陛差別撤廃蓼員

会 (以下、剣亜薗同 寺第感
‐
数日本レポート

が審議された平乱 日本女性走副撤廃条約

N80ネ ットワーク   蜆在報 団嗣

|よ、第 6数 日本レポート審議 (7月 )に向け

で暮結成されて1馴亜剛前ぺの意見提出や会

合で⑪意見表明と共に、薗主的なランチプリ

ーフィングも開催。その様子は }直匡 の 曲

でも放映されました。審議後⑪8月 に委員会

が幅出た『総括所見」は、蜘 の意見を反

映したものとなりました。

日女性差別撤廃桑絢揺択 即 周年謳念フ

ォーラム

即圃午蝿月 13日 Ъ用 曇迎禄鍮創蛾卸協会・

剛 ・文京学院大学生涯学習センター共催

の「剣朦靱嘲櫛醗鋼 攘択 鋤 周年浚 フォ

ーラムJが、文京学同大学に憂ホマルで開催

されました。国連⑪女憫瑠褻蟷 員会面サ

イトでも案内がコつました。パネリストは、

林陽予馴亜題W荼員も福扁募ずほ男女共同参

画担当大臣、鹿曰敬男女共同参画会議戊m(監

視 0影響調査専PS調な会会長)の 3人で、日

際的な状況から国内状況まで幅広く1論を飼う

ことができました。

柿陽子硼孤遡Ⅳ委員は、女性(別撤隆条約

印締胸国が 1閲|力国、同条約選択議定書峨締

絢国が卿 力国でわること、    軸 局

が女性の地位向上部か幅人権高等弁務嘗事務

所に、会合もニューヨークからジュネープに

移つた (一部会合は三ューヨ守ク)連 とゝ 鯛鵬

女性       3⑩ ‐周年記念フォーテム報告
´

年に子どもの権利勿員会との合同作葉部金が

できたことなどを報告ヒました。またこ条絢

成立後 00年間畷発展について、日本法へ⑮

影いとしては①条約批離の際的国籍法改正・

均等法制庭志高綾学習指導要領□麒訂④女性

に対するR力について回認識を広ぬ⊃V漉鑢

ストーカー法の後ろ盾となった≧と⑩鰊正均 4

等法へ⑮闘攘差釧概念の攀入をあげました。

余絢自身□鱗釈ぬ発展に0いては、女性に対

する暴力を築絢上⑪朧剰侵書としたことも非

国家主体の差別雹国の責任とした連となどを

あげましたしほ択議定書⑮個人通報制度 (国

内手続きを尽くはた後Ъつま柳̀量盪裁で⑩敗

認後に馴亜刷Fに申し立で育きる割慶)につ

いては、    蘭5愛理可能と判断した事例

のうち、女性に対す6暴力⑮事例を紹介しま

し亀。なおt馴巫刷剛の「綸括所見」は日本

に対し、選択議定書批饒の検討を口|き続き働

苦していまま。

鹿猾敬男女共同参画会議議量はちこ⑪ゾ念

フォーラム前半口赤松良子賞受賞式で第 18

回受賞者に選ばれまヒた。鹿島さんは、1民主

党政蜻が誕生して最初め男女共同参画会議

(鰤脚年 11月 )について骰告ヒ、鳩画織理

が:「左愛社会の前椒が男女共同参M社会の形
～ 成」であるが、F世鱚力bb見る|と 男性の意識は

まだまだ』と述べたことや、男女共同参画会

議⑩議題印 1つが    口 F晟鱚見解
、細]涸幅訳 F織括顆見」)』 条の対応でわるこ|

と、千葉軋務大臣が民法改正について『早期

に改正響実現するょう生ヵを思くbたし、 し‐

力翫し厳ししヽ風討もん堕、約得いただけるよう:

努力したい」と述べたことなどに言及bま し

た。夫婦別姓励澤第露次基本計画でトーングウ

ンしたが、家族・夫婦の一悴感鋳子ともの間
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題などを理由とする反対への十分な説格が必

要であるとも指摘しました。第 3次墨本が円

策定について|ま、動l10年初めにワーキンググ

ノレープが議論をとりまとめ、4月 に中間整理

案へのパプリッタコメントを蝶 、夏頃に答

申して、年末に関議決定を予定とめことで現

また、男女共同参画会議の最近⑮報蕎書 F新

たな経済社会の潮流の申で生酒囲眸を抱える

男女について」は、特に高鰤女性や母子世帯

での貧困④割合が高いことなどを捐摘してい

る、と報告しました

福島みずほ男女共同グ画担当大臣|ま、男女

共同会画に対する意歌をにしま世ながら、

創亜瑾画からの「最終見解』をいかに実現す

るか、各省に文書で提出を求めたこと、今後

の開僚間の重要課題として4項目なと柳あげ

て男女共同参画会議に朝告していくことを決

めたことなどを賠 しました。4項目と|ま、

側亜題Ⅳが2年以内の細音を求め綸フォロー

アップ2項目①民法改正 《婚姻彙低年齢、隠

婚後再婚禁止期間、選択的愧 U氏¬婚興子

差局りの是正午)②女性の参画拡大⑮ための管

定的特別措置、それに③巡択識定書⑩批艦④

女性に対する暴力の根絶と隧 支援です。

この 4項旧に関し、橋嘉大臣は、私的な劇性

差別撤廃条約推進チーム (幽下泰子調⑩祀 代

表他)も立ち上:ずましセ。

『唖匝酬Ⅳから国内法に美局Uの定義を入れ

るよう動告が出たが...Jと 口会場力恥もの質問

に福島大臣は 麟 性に入れるM等 法に入

れるか、写門家の意見も入れてきちんと対処

したいJと述べ、鹿島議員は「墨本計両では

鵞 はないがお聞きしておきたい』と述ぺま

した。その他に会場から『囲虹瑾Ⅳ フォロー

アップ項目⑮暫定的特別措目は、政治 0学術

分野⑮みでなく、雇用分覇も対象Jとの指摘

がありまbた。「女性峨m位の濃層が日本で|ま

なぜこんなに遅いの力」 との質問には、鹿島

議員が「この 10年の男女共同参祠⑪停滞は

男J陛④関JJの低さも凛国』と述糞ると共に、

剣性が手放したくない瞬 につけることの重

要性を指摘 b、 管理職にな輸ためのパワーア

ップれにも言及しました (鹿島議れはワーキ

ングウーマン 0パワーアップ会議 (事務局は

日本生産性本部)代表幹事》。

福轟大臣|ま選択議定書にもいて、シミュレ

ーションよリエイヤッと批離することが必要

だと指縮し、会場からの「条約liO勧告実施に

関bて、私的な推進チームのみでなく亭門調

査会などで囲菫組みが必θ』と口意見には、
「どんな形かしヽいわ靖 えていきたい.ただ、

現在lま 學コの重点に力を入れたい」と答えま

した。「ワこクライア・バランスと少子化、男

女共同参両⑮緊甍ギLを回りたい』とも連べま

した。

林黍曼|ま {蝿LttFのフオローア夢プ項目

の報告について、幽 力ヽらも意見を出せる

しtフオローアップ報告うに来日してもしう

のもいいので|ま、と答えました。政備嘲罐謡電

不十分なマイノリティ女性の闘題について、

復合差別問題は最も新しい問題であると指摘

しました。

会場で|ま、側疇昭の活動記録『国連と日本

の女J陸たち』も販売されました。随 絡先

F鶴直[: ⑩日コ日9田5¶365)

日 『今こそЪ個卿 制度働実現 :む 1大

薬会』

翁鰤J剰尺閲 周年記念フォーラムでは、日

比谷機会堂での『今こそ、個人通報制度⑩実

現を !大集会』脚 l10年 1月 15国 )のチラシ

も配布されました。日本弁護士連合会の主膿

で、』⑩祀 も集会醸企画段階から参加しまし

た。力陛差別撤廃条約や自由権鵬 などには

E択議定書があり、個人通細blj度を設|すてい

ますが、日本はどの条約の選択議定書も批准

していません。この集合は、日本が早急に選

択議庭書を批朧することを求めて開催された

ものです。

R防 で曰弁連自由権師。11右設に続く)
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●事業仕分けと風エツタ

事饒仕分lずによる国主動牲鰤膏会館ポ算削Mの顛末軋告
′

民主党政府の事靱憧分け⑮初日であつた11

月11国 に、国立女個塞婢鰊鋼婚 (NWEE》 な

ど文部科学省所轄三独立行政治人口予算が1

時間で仕分iす きれ、NWECについては¬奪

付位は三分印下激とされました◎神国理事長

とレンホウ議員⑪や靭取りは女同士⑪戦bЪな

どと都楡されもテレピで何度も敵映されまし

た.また、日本が女性研究者ぬ割合では0軍

嘔D諸国で最低という状況を変えるために文

部科学省が始めた女性研究者支援予算につい

ても三分の一に削減されることが決まりまし

た◎今回の事業仕分けで見女共同参面に関し

てはこω2事業が対象になりました。

民主党|ま、小宮山議負Ъ円議員など前政権

に上い て市民の目線で女性問題に取慟組んで

くださる議員は多いのですが、,政権と膨ては

女性の能力を生かしているとは言えません。

女性は、大臣略 、副大臣‐人、政務欝 だ

|ナ、委員長も参議院の決算委員長にJヒ東JA
C議員童―カスの世話人でおろ神本さん繭電就

任されまヒたが、地役員に笏 はゼロで九

昨年暮になつて、小富幽議にか民主党男女共

同参画会議の議長に圧ばれましたが、:男輩華

同参画に対する政簾幅明確ではありません.

そこで、事業仕分け儡 罪暴菫量けで、北蝉動置

から沖縄まで、金国⑮女性鋤琶ゆ魯やかに連続 :

し、21世紀の発女共同参両社会づくりに向け

て、声をあげました。
□女性たちが声を出Iザた !

11月 即日回躍国の在、急きよ、四駒醐呪い|す人

(嘲ヒ京JACからは脩橋、橋本が参趙》節貫集

まり、呼ぴかけ人代裁 《右下枠内参照)で文

科大臣ならびに鳩幽織理に申し入れを行うこ

とを決めまbた。

12月 3日 、R内集合 F新政権との男女共同

参画討話～新しい時代を捕くために～Jを最

橋本ヒロ,デ

講柵な事二塙剰ン愉 て甲副降し、四よ蜘千藝疇釧斃

議員など与党議負と認識しました9そ⑩後、

高井唾務官にメll儡文部科学太巨宛て⑪以下の

内容のR望書を提出しました。

1。 F懃立行政法人口立女性教育会節⑩瑕弼》|』

⑮質的転換と事叢拡充

2.力   ⑪支援

閣睦 顆 麗 晨 饒 獄 邁 饒 鮨 回 〇

えて男女共同参画推睦本部の機瀧%イL,と充実 :

も要望bま した。総理はこれからも対話を続

けたいといわ机たそうですL女性科学者車薇

にOいては、スタンフォードでの女性徳援に

指準を受けたという総理自身呻経験から話さ

れたということでオ。      、
□3分のコが名わずか尋千万円減争

こ⑩闘⑪活動⑪成果とbで 1き、酬饉⑩政府

交付畿は飢滅された力電Ъ事睾仕分けで要求さ

れた聯 囲1肖llyではなく、鰤mlm万円が鑽

9日帥万とおよそ躙帥万減 《前年度比憫∽万円

減》で抑えること力琶できました。

開Mの数地金体は埼玉県わし⑩惜れですか∝、

薫 熙轟 饒慇Q
ている限りは Ъも少年施設と統合という1方向
Jlkがだされ、そ口笏度全国1ぬ女性団体繭昌芦警

あげて騒止してきました。珊嘔⑪量画・設計

段階でINに置にむ聞いています口でこ酬回

の中後⑮在柳力についても全国⑩女性たち面

声なぜひ反映してほしいと思つていまれ

-8-
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◎

同一価雹愈蜃同■賃霙 (ポイ・エクでテ補)と均等侍遇

～屋嘉地ふ懸予さんの精話鰤ふ～

鵬年最後の鵬 は、ペイ・エクイティ b

コンサルティング・オフィス機表⑮屋嘉比ふ

ネ子さんを講師にお招きしてt同一価値労働

同一賃金 (ペイ・エクイティ)について、主

に運動⑮視点からお話しいただいた。ペイ・

エクイティ運動の卿 とでつもなく広い。

追の運動を通して社会を変革 しようという

(価値体系め組み替えな口だから、革命と呼

んでもいいかもしれない)に募靴さん⑩情毀

が伝わる定例会だつた。
ロペイ ロエクティ鋤 ⑩出発点

屋嘉比さんiま 日本棚の同一価値労漑同一賃

金原員謄 争点とした京解 男女賃金差別裁判

の原告である。2ml年の京都馳れぬ判訣では、

事務職と釉綽聯が同一価値労働であると口判

断が出され、修話した。しかし棚耀で剛E病識ガ

スが疇鷹訴し、大朧簾裁裁て神副睡郡両輔緻渕舅心、我

判官から和解勧昔があつた。結局 2005平末、

企業側が一審判決で認定された損讐金を支払

う形で、原告爾勝利的和鰈となつた。地裁判

決と高裁和解を屋嘉比さんは日本のパイ・エ

クイティMの 出発点と踪 づける。

コ圃争画軌跡   `
この囲 は京ガスに務めながら金襴 手に

屋嘉比さんが一人で起こしたものである。そ

れだ|すでt大愛老S/記剛 睾 っただろうし、

実際蹴場でもおそろしいプレッシャーもあつ

ただろうが、さらにペイ 0土タイティ概念を

よく理解していなかった弁護士に代ねつて原

告である彼女が被告尋間口準備をし、怯延で

被告謳人の尋間を十分以上担笥しtと いう。

それを聞いで私はただただ驚囀しでbま った。

実|ま屋嘉比さんは 1腿1年の点ガス入社直性

から組合括動を始め、団弛年、音理イLを理由

層固久仁子

に鱚雇されたが、こ通でもT人鰤 して解

雇を撤回させたという過去をもつ。この会社

|ま結局饒 れに倒産した節琶、そ⑪時は別⑮二

つの組合と違帯し倒産争院を組織bて勝副和

解を導い程。こ⑮四学泄紀にわ走る闘争の軌

%を屋嘉比さん自身が綴つた『女の価 ペ

イ Oエクイティを女たちの手に』が聞石書店

から出版されている。私は、R帯を求めて孤

立を屁れず、世界を変革することへ⑬聞4に

燃えるR嘉よにさんの生き方に業隠し感動しな

がら読ませていただいた。そして闘う人が自

いの言葉を持ち、自らの聞いの意味を聞い続

けることの重要さを改めて認識した。調後に、

かつて子育てしていた頃に子どもたちと一結

に受唱していた「♪夢|まできくな|ナ リゃつま

%ないよね0…・。そうさ100%勇れ、もうが

んぱうしかないさ、この世界申の元氣抱きし

めて…Jというあのアニメ「忍たま舌脱太郎』

のテーマソング『108%勇氣』が私の頭の

申で流れていた。屋嘉脂Lさ んは見かけも忍た

ま乱太郎に似ていなくらない。皆さんも是非

お読み下さい。100%お勧ぬで七
ロペイロエクイティと囃餘夢価

ところで同一価値輌慟同一賃釜原則を過珊

するには、それ難瓶⑮聯種の価値がれれなlナ

ればならず、そ面ためには共通の価差しが必

要囁 この物差しが職蒻蟄価という手法であ

る。東ガス男女愛金差馴裁判では、原昔面上

司が就く監督職と口音が担当する事務職がt

M鰊評価⑮専P蜀蒙である論ます美救援によう

職粽評価によって同一価値であるとが価され、

それに基づく同猾夢蒙蝿駒鰤意見書が判決には

も大きな尚 を及ぽしたという。囃 的に|ま、

屋嘉脂Lがまず自分が実際に行なつた仕事の内
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審を詳細に当綱に見え6こ とも含めて価一つ

もらさず書き出しゝ それを固教授が抜能、増

神的 0内体的負担、責任、労働藁境面4大フ
J

ァクターを基準に分析・蟄価した。コいで同

様に職務かねした円 と比較され亀。倍れ

を証拠に、こ⑮二つのM階は鉤輻にわしヽて差

がなく、したがもて賃嘘雌鳴訛製劉曇趨馴でお

り、労墨法4条に違反するとしヽラ判決が固さ

れたのだつた。
日、先鐘譜回⑪ペイムエクイラィ

釧 会評劇まこ⊂端鸞削⑮認詐劃睫き日本鰯曜劉動

現場の男女差鳳りの実辟を確認した後、これま

で⑩癬 国のペイ 0エクイティ運動の暉史 ‐

が紹介された。運動発祥⑪国はアメリカ。10馳

年代に311定 された同一賃屹法や公民権法を受

けて公共部門で取り絶まれるようになつたと

いう。ペイ・エクイティ法のおかlザですでに

日閻B7年に公共部P日で國く35万人を対象に邸

億円が不足分として支払れれた。lttl年現在

日1ず11でこ⑮場 は施行されている。イギリス

でも』帥年代以降このM漁 S徐々に応ま・ゆ、

現在では公務員■組 珈刃側 が生いしている。

連れ人権法に同一事業所で同一価憫嚇mを行

なう男女労働者の賃発に重があることはそ馴

にあたると規定されている方ナダでlま、オン

タリオ側が 1987年にペイ・エクイティ法を制

定し、公共 0展間を聞れず従業m lQ入以上⑪

住業に、88-94年までにペイ 0エクイティ実

施のためのプラン作成を義務づけた.。 プルタ

イムの3分ml以上赳くパー トにも適用さ札

ると力、

□IШ に申に立て          ´

日本はどうなゆだろう力ゝ 同■価値労働同|

言賃屹を定めた Ittl蜘 丹籍的は 19師 年に批

准された.1刷曰年に|ま女性差別撤廃条約も批

備された。だが政府は、男女⑪貪鸞差囲を集

曝る労基法堪外が I□l醐 号条約の要論を満

たヒているとのよ揚に経始し、しかも異な轟

担当暇務や峨種の間の男女間賃覺格差にはこ

の条頭を適用しないとする法峨運用を行なっ

て来た。『同で価輻労働』概念をか定するに等:

°
しbttPり 方亀 ゴ覇木』颯力亀事務断をシ平プサ

|

葛『均等特遇データショfン 21」 1ま :『同■馘憫労

働同一蛉已の口則を労は法4業に明記』する

等級法改艦ぬ措置をとるょぅ要求してい蜀。

I凹力島らも劉鵬錦力塾らim囲8年にヵ曇けて8国も

勧音が出蒔れな。
「

bかヒ改善Q鶏晦はなレヽ

,屋嘉比さんは『ILOに直諦する』尋とを投

意bたbだ油澤I印 に対しては酪働組合しか申

し立てできない6そこでユニオン曰デイエク

イテイを結成し、同じぐ昴±然瓢』裁判肉 で

て来た両社ウィメンズ尋ニオン電:昭利シ手ル

石油労紙と:會同でも場年7月、I]に政府□

1蠅 号獨 冬に口申し立てをしたむ1脚:鯰
関連では F日 本棚Jであ働口I晩 の新たなれ

告に注ロピたい。働告鰤Sでたも、女性たち戯竃

大遍汁ざすることも達嘔勁ビろう忘 1
Bペイロエクイティ運動⑩展望

ポイ`・ エクイテイ運動⑮目的で可覺性にっ

いて、R嘉比さんはジ平ングー⑩視点》ら次

のXを強調する。ます日本田曇業社会金蝙口

矛盾をお懸靱出世ること。実際、隕鞣蟄価口,

手法を月いわば、昴がやつている⑪越鐵秘ら「基

幹労働』、女に任されているのだから『釉 労

働』の上嘔 男女雇用颯会的等濃に掛ける宇

―ス闘饒 用管理によ雹差別はちはや正当ゴ脇で

きなくなる。第四点として、正規/非正規⑩

2価イヒに対抗できること。非正規労螂ぬ女性

イ脇が進珈中でこればきわめて重要に あヽ働組

合はこ口運mを通して非正湿労働な印均等待

遇の実現ができる。しかし日本甲労靱組合力琶

こ・の選動に取鵠細蟄ため|こによプ意識改革力1

に聾だゝと屋嘉比さんは言う◎.第 3にっ重聾

なな事であ場ながらそうとは見なきれてこ竜

かつたま懐⑮プ連m職務者にえるも口にし、

T価し画すこ。こで彿mに反映させぃれらこと6

そ⑮allと しては情労%を主としたケア労働が

等げられる。は情労働とは聞き憤れなb‐
Ъ言葉|

だ力雹、L客や吻者守齢午寄蜘に集蟄増援する、

ウlいさせる%元氣ギける、相談に⑮うという
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○

た、人間的触れ合いに属するものがそれ臨

たる。は情労働はケア労働やサービ暴叢一般

の構成要素だが、そうと認識されてこなかつ

たがゆえに女性の仕事の全藩が把握されず、

その結果、女性の労働一般|ま過小評価されて

きたのである。これは籍 、育児、1弁護とい

つたれ が担つて来た獅 延長とみなされЪ

従来、ペイされる仕事の外に位置づけられて

きた。報酬⑮対象とな幅なかったアンペイ ド

ワークにうながる問題である。

・男性 日正社員中心⑪労働組合理動

この運動⑮現時点における限Tと ビで、量

嘉比さ鎚 まずり詢国鶉饒分配唄鯰屁閂畑動ないこと

替れずた。主な理由は聯務の価値という概念

が普及していなこと、労働組合運動か男性 0

正社員中ぬであること口二つ。第二⑮限界は、

I踊 や Mの 勧告を簑視し続けていること

からも分かるように、政府のやるれのなさだ

という。政権交代により新たな展望も期待で

きるだろうし、また私たちも政府に働きかlナ

ていかなけれぱと思つた。

* * *

冒滓郵師議は、ペイ・土タイティ運動は%程

が広い、と書いた。私が言いたかつたのは、

この運動が行き着く先|ま、同二価値労働同一

賃金以上のものではないだろうか、というこ

とだつた。局Uの言い方をすれば、ペイ いエク

イティが実現した緩 は、これまで⑮男女関

係や男女についての考え方に規定された価値

制から解散され、あしたな価値唸系を創出b
だ社会齢 うという逼とだ。という⑪ら、労

働⑪現場で⑪同一価値労働同一賃金、均等待

遇が実現していくプロセスは、通代以降今日

に至るまで⑮男女⑮序FJ関係、それを支える

鱚 系、そしてそれを基に構築されてきた

社会秩序が極本から問い直され、新たな男女

閥源や新たな価値観が生まれるプロセスでも

あるだろうからだ。以上は屋嘉比さんぬお話、

とくに職務評価⑮具体制⑮説明を聞きながら

私がはじたことである。

(D.7からの続き)規絢個人通愧諦』度等実

現委員会⑩口島義久副委員長が、個人適報制

度に閻する世界と日本⑮現靡諏ア瑯Υ疇説明し

た後¬F個刷鍼告 1女性に対する差別につい

て』で蟄賤 メンバ刊 人が報浴 曲下春子脚嘔

化よは、側闇の紹介と、女性羞刷撤廃条約の

国内的誂力と F総括浙見Jについて、また、

永井よし子さんは石凛東京り知事口「バパア

発言』を中Jかに、公人の女性差別発言につい

て掏苦しまbた。続いて柚木康子さんが、岬

女賃愧 lよ訴訟⑮昭和シェルの野崎事件と兼

松事件での裁判官⑪ジェンデーパイアスなど

について、またゝ土橋博子さんが`日 本とフィ

リピンに残る媚郵辱響鍋に ついて、いろいろ

な条約の崇員会から日本に8回も勧告が出て

いることなどを愧苦し、女性差別撒廃条約の

選択議定書の概准を求めまbた :

* * *

* * *

Fttnll報告 2 Xll事手続Jでは自白強要を

訴えで壽 が認めいれた布∫IMに ついて、

「個BIJ報告 3 表製の自由Jでは立メII自 衛隊

官舗 飾ロピラロ蒲事件について報告し、

自由撞規絢選択議定書ぬ批准を訴えました。

女性差別撤廃条約選択軋虚書は批淮国 90

カ国、自由権規絢第一選択議庭書は批唯国

113カ国です。基調講績を行つた田島弁護士

によねぱ、鵬馳カロ盟国のうち自本以外は、何

らかの条約⑮選択議定書を批離 (または関連

条文書受諾宣言)しているか、地域⑮人権警

員会 (米側人権委員会など)⑮個人遍輛魏度

を希J用できるとのことで丸 選択議定書が批

准され個人通報礼度が利用できれば、裁判官

も、国鶉人権条約やジェンダー視点に対する

洸刷を深めぎるなえなくなります。民主党 0

社民党もマニフ土ス トに個人通報制度の実現

を紹げ、こ⑮集合でt意欲を表明しました。

大集会のスロマガン「躙抑年日本の人権を国

際標準に」を、足非とも実現させたいも面で

R

― ll守



<圏周回餘甲D叢勒]らせレ     :

固時 : 2月 24日 部饒6時半轟8崎半

場所 : 文菌区男女平等赳ンタ■口|:醐
膿菫               |

テ〒マ : 雇用されをし砲働曹|    ツトむ地鐵置割りだす

。講師 言 香丸興理子さん (I「叩POPピリテイクラ:プたすけあ噺詢遣厖鰺副甲     |

FN P10ア ピリティクラプたすけおい』は 10醸 拝生活クラプ生活協同組合・東京
のたすけあいをすすめる運動から発展し、

'知
凹年に時庭非営利悟靱浩人になゆ窯じ

た。地域⑮ワ■カーズとネット1コ ークし、自立援助サ■ビス事叢や非常峙ぬ経済援
助支援等のきまざまな夢策を展開していまヘ メンバ守企量がほ置に

'力

鳳b労囃曲:|

担う新bbb働き方密実艤膨でしヽますロ

前理事長⑮香丸万量子さんに笏しい働者方⑩れ を通ヒでど面ように「い呻Ъ』
のセーフティネットが地域には幅れては のかについで1精請しいただきます。
ぜひご参加下さし、     i      j

資料他:500日 (4L麓讚謳会員は無料) 
√

当且畳撤有りなただし資料晴備⑩都合上、参加さねる方はなるべ亀前雹ってごに鵬下さしコb
蜃眺 庁嘔il ttiji唖罰嚇 臨が :躙 靡

諷 会担当 石国

‐0ユ 2月

.12月 26国輔 4時と柳ゴヒ京 J蝠 覆蒻尚愈

で麟麟靴 7月 31日、8月 1日 絣醜炉聯達饗野蝙

本シンポジウム (詳細は次暑マンネリーでご

案内します)の内客葬分科会響ぬ役割分担を

検討した後、 11月、 1.2月 に続きいて今後

もロピイングも積極的に実篭していくこと
'を

確財、。マンスリー2月 号の内客、2月 定倒会

にっいて話し合いました。

①ユ周鰺 鳩

二月22日午後2時よ柳ゴLM PE事務所で

開鮨 謳本シンポジウムを藁くべき理力につ

いて話し合もた後、マンスリー2月丹譴事執 、

肇者薩認をし、ロピー活動峨一環として、近

く男女共同参祠同と口意見変換⑩場をLつこ

とな拠tさ いに索年度か噂の事務局悴れに

つしヽて論し合いました。

2月 1国 日午後□時半―鰭ゴヒ京判臓事務所

<編集後譴>
普天閻躙  『ゝ 孤ヽ轄事長闘面で新嶼権⑩薫

狩率は下』電りつやありますgでも私た場には

R治に絶望してい、》愚余裕などおりません口冷

年は却L蔵会議から15d軋 逼れまでの男糞業 i

国参画政策⑪遅れをとり戻し、大きな前邁む

はけるために¬嘲ヒ京封0は政府や政党に向け

て頼極的にロピ〒幡mを展開して行者議す。

《覇国》
マンスリァゴヒ京皿呂

第 1個 号

鋤10年 2月 1日鋼齢テ   ` 1

◇編集・発行    司ヒ京脚暉世話大会
○担当泄語入   者日入仁予|

◇711距醐調東京ポ凌京国本邦酢争13 : =
申椰コこ削貯イシ「ョン駆S■

く1)1『橿]]]:  1]嘔 》菫製固縄]橿]ロトJ曜][麗星腫]                                       :

○颯璽墾颯塑贔山婢≦         ・

や郵臓振替番号 :l m関畔7勒
』臓 鵬 動 財

〇
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■  幽謳縫鑓飢動卸聯昇嚇砂

茫鸞勉醐σ 第1襲号

蒔 國 歯 頸 遇 胸 嚇 廠 幅 剛 h蜘 赫 魏 妻 躙 Ю 年 3月 1日 獅

昔士 量□¶口鐸は総会の国時韻穣事馴護I怪た.☆舎
5月 161固 《国》寺痢『¶1       1

酢年鱚騰、給会終了後、口食と趙親会をは自み、外後は続腕会を予定していま九
場所、プログラム鱚詳細は、マンスリー4月号でお知らせいたしま九

野 定に入れて、R非ご出席くださ聯ゝ

く 時 集 0曇泄セレィタは〒と指飩製囁洒度 ≫
珊LttJ ACではマンスリー1剛睫詳01帥号守指定曽理者蘭』虚を導入bた女性センターから

翻状とM題を報告してもらい、厳しい予算や邁円形競の矛盾等についで問題提赳を行つた志/

制度辱入から導 力電纏魃 b、 指定嘗理者口新たな選定顆行われている。発うした中、男女共
'国

参画ヤンターと指に管封者制度導入を調査して書れるグル‐プロフォーテムと、センター

働く人と使う人で考える女はM運踪設の"いま"と "逼れわら"と題するシンポジウム
年になつ肉 傭された。今猾亀 逸⑩二つい催しの価告をし、女性ヤンターと指虚管理着蜃'度

について高度問題提超をしていくこと趣bた。

甲ヽR翼蜃厭躍罐躊饒
~詢辟鰤嘴|もと騨二

i霧

:したタイムリーを企画は非常に興味援し亀
フォニテムに

'加
した固中和子さんの細告魂

日 働く人□使う人で考える       型いま軍産暉連れ財輸"二 暑
仕れぞれぬ立場から見えでくる女性センタ墨⑩頸題を共催団体、特症非営封活動法人
リソース・エンパフメント0ネ ットワークRE圃⑩スタップ方かしの価蕎ですじ  l

日 利用咎郡も見縫由性tiンタT,零 硼匝駒 憾共有でしている?横 ‐ 口
リピーターにも魅力みるセンターに !ン爆ネリストの町田美千俺さんに報告書漏順い

しましれ

■ 童僅センタ■はどこ彙榊く□?轟廠義動問もヽ直Lを
・利用者爾率直な思い基パ皐コストロ三浦愧子さんに報普をぉ願ぃしました。

口 女僅固導施設睡おけ局リソ胃ス (Mロ チェ管タロ∪風:ト ーーニーフ
前述ωREN口鮨成による、使える・役立つリスト亀

日 北鼎JAC¶ 5‐    勲レポジウム硼闘膿促ついて ―可――一-9

□ 議釧風輸ぜ そ輻 11)



Fどうする場緬甲勢量斃   ンタ宇事

ロタイムリーな生画 ?開催       |
F特定非営利活動法人グループみこし』が

主催する標認言τアのフオーテ■が 1月 81

%募盲杢逸源八馨mi臨‐卑文纏11,

各地の男女共同参画ヤンタこ
(倣

~F:セ
ン:タ

ー》:に も指定管理者制度が導入さ:れ、3年:を

経過し評価・再選造を行った白l浩体遮多iヽ。

評価についではど⑮自治休も住民サービス

ω向上と経費⑮削減を視点とするも⑪の、講

行錯誤で行われ、かつ、評価のために要する

時間やコストが膨らんだため、珊価マ尋ュア

ルを強認したり、1新たに怖成しておりЪ今回
ロプォーテムはタイムリーな開催てあつた。

□『される評価
炒

から “する場価T:毎

会場は全国各地かし昌8人を超す参如者で

満晨、フォーラムは3部構成で行われた。

第 1甑は『グループみこb』 が 露⑩99早度に

行もた、全国のセンターを対%に した第 1次

調査 《量□0日 年度以降峨指定管理者制度導入

状況識査}と指定管理者制度を導入したセン

タ〒を対象にした第量数邁  《薗治体担当課

と指定管理者への調査)⑮概要報告が行ねれ

た。
・
大愛1興味深い調査でおり、詳細は改めて

マンスリーミの掲載を持ちたい◎

第 2部は「“される評価"から “する謡価"

亀」と返した機井陽子さん (《財)横濃市男

女共同推進協会理事 O続括本部長、全国女性

会館協議会常任理事)の講演が行われた:

櫻井さんは、センターロ置かれている環境
《新輩共経営⑮もとでの指定管理者倒庫導 :

入ギ毅 分けに見る数値による語臓など》
が厳しいものであることを前提に、減置者に

“される珊価Tから経営改善⑪ためのマネッ

ジメント・ツールとして峨“主体的な評価 (直

己評価ド ヘの転換の重要性を述ぺ bれた。

自己評価といえば、行政鰤菖吻定しな諄価項

目に対し、行政と指虚管理者そればれが慮数

をもは、その差に目ざ行くだけ⑮自己珊価が ′

主ギが、̀概非さ

～
甲場げや自口

"側

は置拠と

は全く異ない、指虚管理者が剣遠慮を自b決
め、政なに結びつけるМ価方法のことであつ

~       
日 中l和 子

た:こ④自己評価を行うこ挙により、
お
,組織轟

盤顧輸ィL爵民国しれるこ与〕1外部絨価へ⑩影響

力■街値ができる轟俸飽資料毒糧登Jこ と、納

魂蓋や設置音■ぬ説1明章性を集たすことか
できる。               ‐

:輌 :は女性団体がセンタ■の指定管理者を
受ンしたケ〒尋に赫いては、運営スタップロ
意識亭草F5性を怜

°
|こ向上させ輸方向へ導く

Lと |ま、かな職:困難と思つていたが、こ□自

己鶉面は有効なプ■ルになると口じたL

第 3部はパネルディスカシションカま行わ

れ、ドネリストは櫻井陽子さんЪ山下皓さん

《宝壌市人権鼎女共同参胴課劃諄長)、 米国

は子きわ 《グループみ通し代表)でおつた6

宝塚繭口秤価項目は詳細にJ定 されている

が、多く□自治体鶉価に見幅れ輸ように、「良
いJ、 「Sい』|● 懸段階秤価で示すという曇準

が極めて曖味なも口であつたL米国さんか喝

は調査を基に、都価項目設にに際し、『勢女

誉頌≧厨写粒響机:「炉凩熙趾百昴掃羹涎選鰤
確ぜLtミ ッション峨実詞度⑮重視などゝ必題

が投下わけられた.櫻井さんかしは、曖味さ

:を輌除しも篠数甲儡点で暮観的に判1断 し、政

善に結がつけらという主体性を発揮す番自

己諄価を行う縫ぬ⑮ F臼 己蟄価口方法と留意

点』が示された。
□自‐身を強ぐする

:ツールを     ‐

その後、会場から画質疑漁童行ねれt帽窯管
理者と行政との用係、設置者が行う評価は施

ざ 之不     l雹
で

予定された 3時間 3□ 分⑮時間は瞬く間に

ξ層≧⑮肥拶鰺辣鱚il瞥⑮不八盲暮3最撃露
を懸ヽただき散●した。

■自治体の評価は基準が曖味℃‐あり、ま―越未

成熟であるg指定管理者⑪弔価は議会に営報

告される。政策画i標|を |もロセンタ■の評価は

ど,おつキ腎|といか》i管嘩や議会l「村レ、で鋏
申すことも主体性を発揮する起とである。

○
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働く人 0使う人で考える よ鯰鰈靡施麒口
弱
いま"と “これから

郭

特に葬櫛利蜃動出入リソ曇風・エンパワメント0ネットフ申ク閻

O粋を越えて、職員と利用者が集菫もた

201Q年 2月 11日 、アジア女性資料センタ

ー、リソース・エンパワメント・ネットワーク

EEN(以下、REN)、 働く女性の全国センタ

ーの 3団律の共催により、文京区鼎女平等セ

ンターで「女性センターはどこ争行く?了働

く人と使う人で考える一』というシンガジウ

ムを開催しました。職旦、71j用者、鱚究者な

、O女性閲違施設と指定管理者制度

今、女性関連施設をとりまく問題峨ひとつ

に、指定管理者制度の導入漁Sあ 顎ます。目③⑩3

年 9月 の∞方自治法の一部改正により、公共

施設口設置目的を動県的に達成するために、

地方公共団体が指定する者が公共施設の管

理を行えるようになりました。自治体暇予算

規模が締期ヽする中で、公共施設を効率的・靱

果的に運置する行政手法と甦で指定管理者

封度⑮辱スが進み、女性関連施設も例外では

おりません。NWECの データベTス によね

ば全国の女性関連施設 :昌吻 施訳のうち、1錮

施設が指定管理者制造を導入してい圭す0 ,

回DB8年 7月 に向囮府男女共同参画間が実

施した男女共同参画センター等職員に関す

るアンケー ト調査によつ職民の雇用実鵠が

明しかになりましたが、女性の自立や男女平

等・男女共同参画を推進する処慮施設でも労

働現場における勇女格差遇菫あり、指定管理施

設では画営施設以上に一層深刻ギ脇している

こと蘭言う力翫力乱えます。

ロシンポジウムで語られたこと

シンポジウムではtパネ
‐
リストから闘濶堤

起を行い、妻珈者が自由に意見交換をすると

いう形で進められまbた。出席さ絶たパネリ .

ストは、女性センタ∵勤務経験者としてま鱚

爺さん、伊藤真理子さん、利用者としてlま町

田美千代さん、三浦純子さん、研究者は申キ

コンさん、こRttNスタッフです.

まずパネリ暴卜からは、
0女性センターの講座はパッケージイLと 頃日

イL滴S進んでいる。指定管理化によ懺パッケー

ジギ脇はさらに進み、パッケージイLされること

で指定管理に移行しやすくなる。女性センタ

○ どЪ立場や施設の枠基越えて轟ょ薯1繭 亀:

首郡圏を中心に、隠両や九州かし⑩参加もあ

りました。

0共催団体⑮一つ “REN"の こと
・

共催団体の 1つである■回Nは女性関連施

設を受し、利用する市民や専『電家⑪呼ずかけ

により、女性関連施設の将来をよりよいも⑮

にすることを履つて立ち上げた MP□ です。

組織|ま期ヽ粒ですが、女性関連施漱⑩中聞支援

組織としての意を掲げて活動しています。

この2～ 3年、R回回 は女性閲違施設に赫
′
lす る市民括靱や、指定管理者制虚などをキー

ワードに活動してきました。その成果は「こ

く)ラ したら、もつと使いやすドな|!女性甲導
施設における市民活動支援事叢争□促言』

(2醐6年 11月 )、 吐 性関連施設におけるリ

ソース 0チェック・ リス ト』胞ロロ7年 7月 )

(p6.7掲載)、 「女性関連施設におけ蜀指定

管理者洒度導入のガイ ドラインをね くる

う !J(2Q⑩ 9年 8月 )と いう3つ⑩提書にま

とめました。今回のシンポジウムはゝ行政合

理イL、 パックラッシュ、事業図形骸他:女JIL.

の非正規労働などの問題を抱えている女性

関連施設の意味と役割を再考するために、働

く人と使 う人がつながつて考える場を提供

することを目的としています。

-3-



―の議座は形骸化スパイラルに陥
iづ

:て―町li蔓:111

1L指定管理者制度口導入はЪ効率性 O採算性

を通求チるぁまり施設ぬ設置ぼ的串理懸鵬
:,

見表われる懸念がある.行政も市民亀事業首

を選ぶ眼を持つ必要がある。ただし、N度を

使いこなすことで、女性センターの為るべき

書を追及することもできる口ではない力亀
L非常勤職員として働いてきだが、一M職員

強かそれ以上の禁務量・負担がある口に賃企

憾据え置き、軍金バデンスロ悪い体事配分か|

生じていた。3理職は使用者責任としてめ意
識憑雹薄く、雇用契約と業務命令と口間に矛盾

ざあり、業務命令優先口習損があつた日

・市民と女性センターは互いに協働したし` |こ

思つてい為はずだ浦S、 現実は経違いき条例に

は市民と行政⑮対等性は言正されていない:

市民団体の活動を無信で使われてしまうと

市民日不信を招くLと もある。様々な形悠ぬ

協慟ぬシステムが必要である。

・受付外務がピルメンテナンス⑪会社に誇負

されていることにびつく.り した。市民企画事

業へ⑮協力や市民運営協議会への妻馘警通

して、運営の様子や議員の置かれている投湿t

指定管理涎度の問題点なども見えてきたg職

員蔽著しい立場と市民のニーズなどうにか

つなぐ方法|ま ないかという思いが強い。

?女性センターは、自治体⑮女性行政を確饂

すら拠点だが女性運動ぬ拠点にはなもでい

ないき女性めエンパワメントロ域として高定

義し、調査研究機能によ蜘施策に結が付く三

―ズを発緻し、撮言しなければなしない◎地

域ぬ運動量密接な関係を持場な諏言じ女性セ

ンターをエンパワーすること漁罵懸要。

などω問題提個があ慟ました。フロアかいは、

・指定管理者の選定において市民加 E足 りな

い。地域のグループの力をQく ること力S必要◎
'・

工職員の処過lま年々良くな衝が、非常動職

員⑪拠遇は変わらない.

0参珈者数など:数字での評価を求められる
.

ことへの違和感がある6

1111婚鵡管理巻制虞摯荀捨議義l量糧モ:凌
i象 |■|

(本

“

的な問題を明:島 部に膨たい◎
|:1論は≧

l安
上惑まりあ勢価ヵ塵み糧されてしご暮

儡臭がわ畳chやい形で協面できない力ヽ。

・ 白治伸暉首長変化にともなう政策変更に、

どうしたら立場向からことができるか◎
0利用者辟主役でわれば指定管理者が変獅つ

ても動格しなくで済む。

などの声が上が切まし起。

シンがジウムでは多数⑮問題提起 O発言鰤露

あ蜘まbたが電でつひともを検討する時間率

展は否めません◎しか b、 多様な視点が幅女

ε霰鸞?靡:鶉孟逹冬鋏几〇
罹猥子底餡煮施設ぬ足元で起こもモif葛努
働間‐題など:)き まざまな版題を幽し合もたこ

と自体詢言ひとつの成果 と言えるfbょ う◎

●これか聰のこと

女性蘭違施設で働く職員⑮週酷な:労働環

境に対する深い価募。韮段であるはず田市民

⑮思いが女性関連施設に届かないもだかし ,‐

さ恵女性関連施財中殻置者℃める面治体t:職

旦 利ゝ用者は七男女共同曇両社会の実現をめ
ぎす Fなゎま』としそどあょうに手讐らなしヽ

でいける⑮でしようか。

1笏靡置54デ魃冒覇ヾ賣電量y軍督冒不繁]o
要だと

｀
思いました。シンポジウムに亭‖き続き

行われたア連タジョップでは:働く人 L使 つ

入⑩ネットワークづくりや、国ぬ第 3数男女

共同参両基本計画に対するがプリック 0コ メ

ントを出すなど、具体的な行動⑮アイデ 4・ア

も1出 ています◎女性関連施設を通して、人と

人量⑪対等な関係性、誰も繭童自分幅しく快適

に値いする職場モデルを提示すること力竃こ⑪

社会ぬ性差日u問題⑮解決につながると信じ
て、圃 Nlま1動 く人・ 1随 う人がともにノミッピ

ーになれる女性用連施設づくりを感援 して

いきたいと思います。
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通の 1□ 年、ねたしは在住市女性センター

lll用 者であ u、 町翻動』を意識して活動して

いる。わたしか “わたし"てあるために、主

体的に生き輸上で『協働Jは不可欠な要素。

イベントに参加し様々なことを共有・情報収

集しつつ、提案した内容力電覺録団体⑩活翔発

表機能を持つようになつた期もあるにはね

る。そこまで具体イヒせずとも事業⑮参考程度

になつたかもとlま思う。それらがtわたし⑮

達成感や満足感に繋がつたことが全くない

とは言ねない。けれど、いま■つ歯切れぬ悪

い表現になつてしまうのはなぜか?

講師を F先生』と呼ぴ (ど うして『①Oさ
ん」と名前で呼ばない口?):講れを拝聴す

るだlilでは釉足りない。市麗公募⑮実行委員

会について Fそれ自体、絋立した熾関ではな

い』という鶴説明は納得いかない。市民活動

を無償ボランティア代ねりに使われ、女性セ

ンターⅢ⑮不信につな力量るケースもある。

市⑮男女共同参画条例にlま 「市民と⑮協

働』が明記されている。男女共同参画社会づ

く柳の拠点施設である女性センタニにとロ

て、時動動』は重要な要素でわることに間違
いない。しか b、 職員や赤嘔用者から 瘍 発』

という言葉を聞くことlま ぬ嘔ても、輻 働J

は影が薄い。

そこで、①市の協慟に関する条dlJと 、②女

性センターの事業報告をつきあわせてみる

と、ちぐ|ま ぐな部分が見えてきた。例え|ザ、

①は「協働』□虚表に『主体者□対等性Jが
謳われていないという問題がある。②に澱い

て|ま F協画」⑮文字涵書∵つも見つから献い。

それぞれが主体者として対等な立場で開わ

ることでエンパワ∵メントをするというの

が目的でlま ないのか ?啓発される対象とし

ての市昆?いい加減にやめようよ.… とばや

いて準る。
一方、登録団体に関J際を示 し積極的に働き

憾萎藉雷0てい働?旨

代鉤願ぽ踊賄 鼈

かける聯員もいる鱗、そ
:ぬ

多くは非常動で慟
｀

く。マ年毎に契約更新し、いずれ来る『雇い

止め」という悪条件とパワノヽラに対峙b¶麺、

そめスキルを存分に発揮していると思う。だ

涸罵、彼女たちはコーディネーターの役割をカ

パーできるような立場に1ま ない。わたしは、
コーディネーター職を置くよう要塑した力雹、
「規行職員で十分対応できるJと の回箸。横

討⑩余地はないらしい。且つ、ジェンダーロ

観点皆無と言ねぎるを得ない企圃が散見さ

れる今、張に指定管理者が春澱るとしてその

吉Mやいかに?

釧 ⑮長い人部ら 強 性センターに行っ

ても両国くない』という声もありち情報やス

キル、人賑や経験を持も人たちの女性センタ
ー離れも起こつているqそんな中、登録団体
のネットワニクづく咽に向主的に取卿組み

始めたものの、ジェングこ⑮視点に意識的な

活mを してぃる団体ばかりというわけでは

ないため、共通認識を持嘔縮しさに自画。

働く人と使 う人口実績が積み上がらないと

い.う 状捌下、女性センターの在り方が聞い遠

されている.使 う人 〇働く人のモチベーショ

ンロ低下か鍋くる機能⑪更なる形骸イLと い

う流れから抜け趙そう。

★ ☆ ☆ ☆ ☆

今後も今回⑮シンポジウムのような “平場
の話し合い"を持ち、そ口役allと 目的の再構

築を大前提とし、リピ7ターに:と っても魅力

ある女性センタとにしたい !市民と口協働

は、講座伸講演会以外でもできる。恒制化し

集響を狙つた事叢だ|す ではなく、様々な形⑮

協働事業力塁新たに作柳出されるため③しく

率を築き、他施設との違いな明確にし、ジェ

ンダー主流化に立ち戻面べきだ。
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瞥疸

□女性センターロ利用は日から鱗

私は横濃市:|こ んる女性センターのヘピー

尋―ザすです。そんな私も、i畢前は 25歳ま

でには結婚して、30歳までに|よ 出産しなけれ

ばならないと思い込んでいました:当然な事

ながら幽産後は草叢主婦となつて子どもを

育てる事が女性の仕事だと口つていました。

と起ろが、翻実の子育てはバテ色ではな

く・・「。そんな折、国役所中生涯学Jで 『子

育て中でも自分のやりたい事をやろう!Jと

言うキャッチアレーズの講座を見つけ参加

にました。その機子育て仰間から、『女性闘

題口講座で人が足りないから来て』と声を力ヽ

けられたのです。私lま 「ピンクのヘルメ夢ト

を動ヽ黙った人達が発女差SIJ反乍対 !も で反

社会的鼈幡動しているやつでしょ?ム リJと
断つた印ですが、無理矢理連れていかれな事

で 000個 から鱗力雹落もました。なんと、リ

プの人達のお階で、今回私⑩平和な幸せがお
つたのですね。了郡葬し

`て
いでごめんなさい。

と言 う気持ちです。その後、安dlkセ ンターで

講座を受け、再就職してから|ま慟く女性向は
｀

ロセンターで夜闘講座を受け、子どもな預 |す

合いながらエンパワーメン トをして行 く事

ができました:それらめ講座でゝ鉤域 1・ 社会
へ向けて行動して行く事の人馴さや、出妻性

も学んだと思います。         1

□管理者制度の導入          l
そロセンターの 3館 目が 5年前に私が住

んでしヽ輸地域にできました。ヒかし、行つて

みると以前fll用 していた施設 とは何かが違

つ6受付で色々と資間をしても答えられない。

「ジェンダーとか昇女1平等を広ある'見があ

るの ?」 と思う事もしぱしばんりました6そ
の後、指定管理者制度となつてから受付業務

|ま施設の設備担当者している会社が受け持

ちていると言う事を知りま巳た.受付と言 う

⑭はセンターの顔です.初めてlll用する人が

三浦 純平 11《島      他

まず立場寄局場所です。セこ漁電設備会社⑪ア

ルバイ トでいい1口 でしと‐うか ?大き畿疑間

を抱きま
・
ピた◎またt市民協慟事業として商

民グルニプかじ講座⑩量画を受け、プレポン

テーション (公開》を行い事業展闘してbく

癬をとっています。このプレだンテーション

曝より、企画円容が弱女共同参口に適してい

う暉繭Lt地域に男女平等を広あるための役割

を担う事ができる⑩か。と言う事が分か,り ま

す。仕して、そのような意識印ない人は幅:螂

必要性を伝えるチャンスにもな叩ます□そ⑮

プレゼンテ∵ションは奪年からなくな■で

bまいました。書類審査⑪雛です。

今まで協働事業者何度が行うて来まし準
が、縦塵lと参柳する論民は年冒してし`働私睾
を『職員』だと思います⑬「イイ講座だつた

口で、またやって下さい』とち葉を力Lけ られ

ます.そんな中、職員|ま減嚇さ紀、協慟事業
審査が書類のみと筒1与化されぃきにやろ私達
が協飩で二緒に作り上ぱていると日ってい
た講座も、実はセンタ墨側に踏つてはお手欅
講座蓮菅と:し て利用されていたり、さいては

職量匈減にうな諏琶つている面であればЪ私達
市民か望んでいる事ではおりません:｀ おくす
でも女性□為品センタ…寺ぁ崚Ъ女性の暮己
しやすぎを実現するための地調守おもて

:も

しいたしヽと口つています.それを女性□慕な

らず礼則性やセグシャルマイプリティロ人達

も含ぬで伝えで行くために1まt女性センタニ

ではなく男女共同,両センターと言う□も
:あ りかとは思節ヽます。     ■

□女性セング←:面
意義を再考  |

1 ～ 利用者と職員|とで 畠

本当⑩意味ゝ意魂をも|ラ
塁度、利用者と職

員 とで考え直して行かなければならない時

なのではないかと思います:'そ □為に市民の

立場で何ができる⑮か ?地域の仲間違とも

う一度考えて、行動して行きたいと日います。

二6-



女性関連施設にお
`け

るリソ〒ス ,《資岨〉□手
=,Ⅲ

タ ロリス ト
特定ヨト営利活動法人 叩ソ■風□藁ンぷワ:メ ントロネッ膿ワ中ケRE醐 朧成□提供》

分

野
リソース (資濾》項同

九
ジ
欄

酬0。

空
間
・環
境

女性が1人でも安生に、安心bて :憮適に調ごせ葛場がある 日 11

グループで活動できる場源電あ愚 日
. '2

利用者が一人口人間として尊重され、ロポ⑮ぴと心るまえる場が

ある
□ 3

女性が優先的に使える場鰤S・みる 国 4

無料か、安く利用できる場がお輸 国 懸

予約をしで使える場がおろ □ 囁

ひ
　
ど

職員は女性問題、ジェンダー闘題にコンPで⑪知識を持もている 日 7

職員はジェンダ■関連ぬ法律に櫛いて:墨本的な知識を持石てい

る
□ 8

職員 lよ当譲自治体口男女平等プラン等を把握 している □ 9

ジェンダー問題に関連す厄、個人的なテーでを持つてい範職員渤ギ

しヽ 通
□ 1日

職員は人撞問題に敏感でわる □

職員はことぱ⑪使い方についてЪ敏Mである □ 12

職員は暑力の問題について敏感である □ 13

職員は誰に対しても敵音を持つて接している 国 14

職員は女性センター回事業を伸系的に理解 bている □ 15

rll用者ぬ申に、講座に毎肉参加するリピータこや、よく施設をrl」

用しているヘヴィーユーザーがいる  | 日
'16

事業者理解し応援してくれる、運営委員や盆画委員など印サポー

ターがいる
□ 17

情

報

体系的に収集された女性問題⑩図書・資料油言わる □ 18

自館□蔵書口検索ができるシステムがおる 国 19

公共図書館と連携して、自館⑩蔵書⑪周辺情報を得られ石ように

支援している
□ 20

女性関連⑪活動□新鮮な情報 《チワシ、パンフレット、ミニコミ
など)がある。 □ 21

そ口地域特有口女性問題||こ 関する情靭を収集してしヽる □ 22

情報を収集 0基理・提供す局穿門家瀞言いる □ 23

広報誌やホ己ムページを作成し、市民に向けで情報を発信してい

る
□ 24

市民の活動に役立つデータベースもしく|ま レファレンスツールを

作成し、提供している
□ .25

インターネットの端末を設置抵て、市民⑩情靱収集活動を支援し

ている
日 26
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問
題
の
解
撫
に
向
け
た
支
援

女性の生き方について日相談薩応じる饉亦運墨憂
多様な生活スタイルに対応でき|る相談峙闘備を捕2_て_Ll畳 日 28

責任⑪持てる細命先、相談蘊自⑩情軸を籟
:■′
てし`輸 固

‐イ
i

:|[田

剛
i

3⑩

日 31

□ 32

□ 33

□ 34in

□ 35

やバンフレジレなど)「ねる
口

' .3日

小さい子どもを持つ利用者が活動に夢鋼することを支援するた

め、爆育サTピ尋を実施|してい尋
□

一

87

固 , 38

も

　

口

‐国 | 3騒  :

国 i 4Q

女性作家によるアー トワ宇クなどを1設置して昨`る □ 41

利用者ぬ表現活動を支援すti道具や機器 (パソ零ン中印刷褥など》
競亥馳ている 。 , :   1,       _____

□ 4量

運
営

ｏ
理
念

男女平等薯i発達するためめ行n‐訃ゾ警梼ちで時`る 国」
|

‐43

男女平等を推にす輸ためぬ条ulJを結っている 図‐ 釧

市民やtlJ用者力琶、運営方鉛□搬定に参画でき雹場がお飩 □ 45

lll用者が自分の居場所や生き
'力

S時 を`見口けら場やプログ|ラ |ム 、接

遇油まある
国 4□

職員、講師、ポランティア等に対してゝ

酬が支払われらbく 準を確保曝ていう

仕事に見合つた適正を祝
□ 47

とした組織的なしくみ (研修など》ざある
□ 48

覇′卜ゝ ゴ妻馨十を存泰嘔ゴている
日 40

かな評価するしくみiを椅つている ||
固 5⑩

鑽『続 し朕沐甕澁謳詐勇趙櫻鼈熙飩ヌ予鸞仁頼卜
う!一市民と行政のよりまいパ守トナ〒シップを求めて:墓』⑪碁 尋にもなつてい

ます。
米複写 口転戦する時はご―報ください。ま程、ご意見 □ご感想をお寄せいただけま

.し

たら幸いです。
'連

絡先 :心瓢ail offiCD― r6y姉③fe血.ors

I細話聾農涯ヒ]:このリストはギド月九炉己口 TRE N"口 ご了角率を暴詐て引動屹転さ罐蓼ていと構ゴきまし

た。オリジナル嗣 響ァジですが、力品やすぎを考慮して、2ペーザに我

しました。
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罐北嘉JAC地 副夕軸釧ロシ翻ポ鰤嗽坐硼闘鮨縄ついて≫

m10年は、硼鰤年l副臓 π鐸事4M幽盪帥帰鞣趙靱 されて 15周年でた 2月 圏7-究 日蹴 ニュ

ーヨークでグローノヤレN鋤 フォーテムが、3月 1-1量 日はニューヨーク⑮国連牢部で第 5裂 回国連女性

露        冒

貢献の評価」で九

北京測醐 は、第理回枇界剣鵬錦論に縞いて日本政府とNO⑬の話し合いの場がもた紀、これl曜鋤回し

たNG⑬隋 を中Jしに 1ゝ鯛懸年 11月 l琥足した脚Щン蘇れ その目的は、『ゴL友重言」と 雌薩鶉同勿

の実施をめざして、ロピイングと哄節提言を行うことで、全国に11のぬ域コーカス膳言結成されていま

九

到ヒ京会議から、また司ヒ京L蠅が設立されて 15周年の今年⑩夏、憩本で会ロシンポジウムをヨヒ康測鰹

九州と口共催で開催賊針九 全国⑮皆糠⑮匈 をお待ちし¬薦軒れ 麟本でこれから0効果的な政策

|こつい寸 鋼 剣 亀をして語柳合い、ぬ境を閻 判脇レ臼みよい日本社割りましょう。

珊1朧」AC需 5日聟全国かレポ響ウムデ回グラム

・奎伸テーマ E鵬 +15』 と蠅崚脚幡性化

・日時 : 2010年 7月 31日 囮 轟8月 1日 (日 )

・堀紆予: 薦麟鰺L恒郡瑯耐縣Pく レ

『

1膳纏靱争料 卜凍襲『9階篭 l③躊
0日程及ぴ内容 :

01日 目 (12:30開場)

¶3:錮～増4::詢     〆国連 F司に京+151⑪報告 (交渉中)

¬蝶:輌～16:J輸 パネルディスカッション

テーマ F地域⑪活ヵと女性力J(1%
ぷネリスト ・細谷 英二氏 (り そなホールディングス硼

女性を満用して「りを最JをR蔵 難 出身
0潮轡 義子氏 (長崎国際大学学長)繭熊本県知事
0山本 孝二氏 輻坤辣欄隕耐町長》

地域の情性化を力
:為かげ『マ手フ手スト特別賞受賞』

17:錮～19:1鰤 交流会 (鶴匡ホー朗

02曰 曰

9:錮～11:錮

鵬 蜘 勿    Lと女性口『経済力・中働力』'

②地域⑩幡性ぜLと女性⑪『政治参加』

嘔瞬世U諏闘暫鱚
『

脇と 晴轟山

④『子育て』と地域カ

⑤『i渕腿卸亀 と噸

⑥地域の活性ぜヒと『合併 0政令市』      ::
11:5～¶2:田 鵠

聞会

O
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侍磯 8時 15祠 時 》珊
ιテーマ :噛靡同Lらの提起を受lナで』

《 琶鱚翻胸λttMb卜  >
会費納入がお済みでない方は、ほ潜用紙を固

封しています口で、宜bく お願いいたbまへ

□1即:燿下絵 ?。・霧月 12回 性蒟磯 6時
|

鞠 ち尋颯 鵬 隋 鱚 馴輻 靱 吻 靡 ‐

縄 全国シ   ムは帥□分科会呻向容麺

鰤等、守 スリこ3Л暑の向容等にりいてあし

:合もた性、給会口日時を向めます。プロカ ム

等⑩詳い こヽとは痰国    電話賭鶉}こと

l鐵ゆま嘱                
・

0日明悩誌ン蒙0000月 18日 嚇紳は 6時

半力Lらゴヒ京厠 薇 南 いま・元
〇

:『マン尋リー嘲L薫 封劇

第.14号

帥19年 3月 1日馨行

◇編集・発行  北京鵬 躊 会
幼 浴鶉 訊    す稲 元 園 子
○〒11飢3

‐      m2-4-13
本郷コーポレイション硼

◇同 ξ⑩

◇ht柳:潮峨 輛 ≧ 臨 協〆

制鼈躙饒寿 :搬鵬岬
1 司臨 脚 蒻雉
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滋 角 鍛 蟹 溝 舞 じ ル グ ス メ ノブ

名佐腰「脚σ 第 145号
・Japan AccountablityCallcus ttthe B葡 蛇Commce  2010年 4月 1日 子造4守

* 総会のご案内 皆様のご参加をお待ちしております。*

日時 :5月 16日 (日 )午前 11時 開会

会場 :アカデミー葛台 (めいだい) 文京区春日2-95

7階学習室A  ο卜っ81テ ー g3鬱 る

(地下鉄丸の内線 “君荷谷駅" 春日通り方面出口を出て、春日通りを
後楽園方向 (お茶大とは反対方向)へ徒歩10分 )

プログラム ロ総 会
・昼 食

・懇 談 (15周年を迎える北京 JACの今後の活動について)

・第 3次男女共同参画基本計画についての要望 :

問題提起者徹称略):清水澄子、船橋邦子、松本惟子、ゆのまえ知子、

石田久仁子、稲元周子、三隅佳子、田中和子、黒見節子、橋本ヒロ子

※ 総会資料、出欠票はマンスリー5月号に同封します。

圏 第二次男女共同参画基本計画J策定に向けてのヒアリングを終えて ………2

3月 11日 、小宮山洋子さんが議長を務めておられる民主党男女共同参画推進会議

による、北京JACに対してのヒアリングが実施された。その状況を船橋邦子さんが

とりまとめた報告もなお、ヒアリング実施のために松本惟子世話人が大変尽力された。

囲 北京 +15・第54回国連女性の地位委員会とNGOフォ→ ムに参加して…・3-7

今年は北京+15、 ニューヨークでは2月 27-28日 にグローバノL/NGOフ ォーラム、3月 1

-12日 に第54回国連女性の地位委員会と合わせて政府高官会議が開催された。政府代

表団顧間として参加した橋本の全体報告と、NGOと して参加された柳本祐加子さんに

よる女性に対する暴力に焦′点化した報告。

国 フランスと日本の「産む/産まない」を比較する ……………………………… 8

3月 14日 、日仏会館フランス事務所 0東北大学グローバル COE「グローバル時代の

男女共同参画と多文化共生」主催、日仏女性研究学会の共催で「オランプ・ ド0グー

ジュと女性の権利の展開～フランス革命期から現代のジェンダー平等を考える」と題

するシンポジウムが開催された。パネリストの岩本美砂子さんに当日のご自身の報告

についてご寄稿いただいた。

図 国連人口基金のFGM8告 ロインドの魔女処刑騒動 ………………………… 9

女性性器切除 はDに 関する国連人口基金の報告並びにインドの村で起こつて

いる魔女処刑についてのニュースから。



「第二次男女共同     画」策定に向けてのヒアリングを終えて

縮 霧

鳩山政権が誕生して7カ月が過ぎた。この間、

事業仕訳や核をめぐる密約の存在の証明など、

徐々に政権交代によつて戦後の政治支配体制の

枠組みがわたしたち有権者の目に見え始めた。
他方、5月 中に結論を出すと鳩山首相が約束し

ている「普天間移設」問題への解決の展望や、

公約に書かれた「子ども・子育てビジョン」や
「子ども家庭省」「均等待遇」などの具体的政策
の中身や実施計画などが見えてこなし、しかし、
マンスリー143号にも書いたように、町確コ と
いう時期は、女性差別撤廃政策に私たちの声を

反映させ、政策推進する絶好の機会ととらえ北

京 JACでは昨年から、会員の福島瑞穂さん、小

宮山洋子さんに第三次男女共同参画基本計画に

関する要望書を提出し、意見交換会を実施して

きた。

この流れのなかで3月 11日 、小宮山さんが議

長を務めておられる民主党男女共同参画推進会
議による北京 К に対してのヒアリングが実施
された。

助島山雌 に対してハラハラ・ ドキドキ、日寺

には落胆しながらも大きな期待を寄せている」
という私の冒頭のことばに笑いが出る和やかな

雰囲気でヒアリングは始まった。
まず、公表された基本問題 0計画専門調査会

「男女共同参画基本計画考え方 傷蕪)」 に基づい

て基本計画への要望書の趣旨説明を私が行なっ

た。特にナショナル・マシーナリーとしての男

女共同参画局の機能についての言及がないこと

指摘し、男女共同参画政策実施の調整・監視機
能の強化、及び予算 0人員配置の拡充を強調し

た。清水澄子さんからは2009年 12月 に閣議決

定された「明日の安心と成長のための緊急経済

政策」にある「新保育制度 (案)」 以降、次のよ

うな変更を提案された。F/1、泉改革路線に幼保

「体化力功口えられたもののように見えること、こ
の幼保一体化については、2011年には法案 を

提出するとされているが、新政権がめざす保育

政策、とりわけ福祉として実施されてきた保育
と幼児教育との一体化については、その理念と

将来像を示すこと、政策作成にあたっては当事

者も含む市民の参加を保障すること」等の批

判・要望が出された。

続いて均等アクション 21の酒井和子さんか

らは考え方案に均等待遇ということばが入つた

ことは評価するが、その実現のために不可欠な

税制 0社会保障制度の是正を含めた具体的政策

や実施計画などの中身が全く見えてこないこと

が指摘された。

神本さんからは「男女共同ナショナル・マシ

ーナリーとしての男女共同参画局はどうすれば

強化できると考える力」 など基本的かつ重要な

質問が出された。しかし限られた時間内で、討

議する時間は残念ながらなかった。最後に民主

党執行部に女性がゼロという現状をふまえ、積

極的差別是正措置をとりいれ党内の男女共同参

画の推進を早急に実現することを加えた小沢一

郎幹事長への要望書を松本惟子さんが小宮山さ

んに手渡し、小沢幹事長を含めた民主党執行部

から要望書に関する話し合いの場の設定を要望

した。

なお、計画策定のスケジュールは 3月 中に中

間―
まとめ、4月公表、5月 ～6月 にパブリ

ックコメント、公聴会の実施、7月 に内閣総理

大臣に答申。答申案を受けて内閣府が取りまと

め、再度パブリックコメントの実施をした後に

計画案の諮問、答申の後、12月 に基本計画は閣

議決定されることになつている。

今回の民主党男女共同参画推進会議の方々と

の会合をスター トとして、今後積極的に話し合 |

いを続けること、またメンバーである各議員の

方との意見交換もしていきたいと思う。ちなみ

に会議のメンバーを紹介しておきたし、 推進会

議のメンバーは 15名。出席者は8名だつた

議長小宮山洋子 後 、東京 6区)、 事務局長

郡和子 (衆、宮城 1区)事務局次長金子恵美

(参、福島)仁木博文 (衆、徳島 2D藤 田
一枝 (衆、福岡3D大 河原雅子 (参、東京)

神本美恵子 (参、比例)、 中谷智司 (参、徳島)

欠席されたのは、日1麟田名部匡代 (衆、青

森2D城 井崇 (衆、福岡 10区∋園田康博 (衆、

岐阜 3区)山花郁夫 (衆、東京 22国 風間直樹
(参、比例)、 羽田雄一郎 (参、長野)林久美子

(参、滋賀騎
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北京+15:第 54回国連女性の地位委員会とlYGOフォーラムに参加して

1。 背景

今年は、1995年に国連が第 4回世界女性会議

を北京で開催 し、北京行動綱領という画期的な

文書を採択して 15周年にあたる。ちなみに同年

H月 に発足した北京」ACも創立 15周年を迎え、

7月 31-8月 1日 に熊本でシンポジウムを開催す

る。

北京行動綱領の実施伏況に関する国連の会議

としては、2000年には女性 2000年国連特別総

会として 6月 に開催され「北京宣言及び行動綱

領実施のための更なる行動とイニシアティブ

鰈 文書)」 を採択したc2005年は今回同様、

国連A―
a性の地位委員会 い W)を北京+10の評価

をする政府高官会議とtノ、・北京行動綱領及び成

果文書の実施状況の評価及び今後げ)実施につい

て検討した

ニューヨーク国連本部での今回の会議前に世

界の 5地域で国連経済社会理事会地域委員会の

主催により、地域会議を開催している。アジア

太平洋地域は 20049年 11月 16-18日 にバンコク

で高官会議が開催されたっその前の 10月 2←22

日にアジア太平洋 MOフォーラムがマニラの近

郊で開催され、バンコクにおける会議でMЮ フ

ォーラムの議長であったパ トリシア・リクアナ

ンが高官会議でその報告をした。

また、北京行動綱領    、DGsの実施

状況については国連から各国に事前に質問状が

送られノている。アジア太平洋地域では、インド

や韓国が不回答で、26カ国だけ回答している。

今回の会議の状況は国連女性の地位向上部の

ネット上でビデオ放映されている。

httD:〃WWWШ l.olゴWOmenwattVdaw/beling15

2.会議テーマと参加者

今回は「北京行動綱領および成果文書の実施

状況およびこれらが MDGs(ミ レニアム開発目

標)を完全に実施するためにジェンダーの視点

橋本ヒロ子

を入れることに貢献したかを評価する」をテー

マとして 3月 l-12日 の 2週間、NYの国連本部

で開催された。ただ、2000年、2005年ともに、

今年のようなNGOフォーラムは開催されていな

い。2005年のNGO参加者は約 6000人であつた

が、今回の NЮ の申し込みは8000人を超えた。

しかし、実際の参カロ者は、国連会議場が改修工

事で臨時の建物の収容人数が限られたため、CSW

傍聴者が約 3700人と減つた。本会議場にl却如守

代表団各国 2名分しか席がなく、ЮOはその会

議場の傍聴席と隣の同じ規模の会議場で同時放

映を視聴するという措置がとられた。私は、本

会議場で参加可能・性の低い太平洋の国の席に座

った。

日本政痢
:代

表団は、西村外務政務官、目黒依

子政府代表のほか、男女共同参画局から測 |1審

議官など3名、外務省、農林水産省.厚生労働

省、文部科学省など例年の省庁、今回は 5年に

1回の会議であるため、旧 の代表が3名 (BPW

日本前会長の黒崎さん、日本女`性法律家協会元

副会長の大谷さん、北京」AC共同代表として私)

が入つた。日本人でNGOの参加者数は、ユW(日

本女性監視鵬 力波握:している数字は 53名。

なお、西村政務官は、3月 4日 の夜、ジュネー

ブから駆けつけ、5日 目に演説をし′て翌朝帰国

という大変な日程で申し訳なかつたが、MO活
動の経験のある女性政治家が日本の代表として

爛 との連携に言及した演説されたことは特筆

すべきである。

各国代表の演説は5分で、30秒程度過ぎると議

長が強制的にマイクを切つてしまう。西村政務

官の演説丁度 5分で終わった。

3。 が減匙C群進暗た 7つCD決露勤

今回の成果は、2日 目の朝一番に政治宣言を

満場T致で採択したこと、最後の 12日 の6時前
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に 7つの決議を採択 したことがあげられる。

2000年の場合、米国をはじめバジクラッシュ派

の抵抗で、成果文書の採択に時間がかかり、部

会では閉会予定日であつた金曜日の夜中の 12

時を過ぎ土曜日の朝 5時に採択し、本会議では

J曜 日の午前中採択して閉会した。

政治宣言の内容は 2005年とほとんど変わら

ず、北京行動綱領、成果文書などの実施を促進

するものである。特に2000年は北京行動綱領自

体が敵視されていたため、「北京行動綱領や

1994年の国際人口開発会議の行動綱領の実施」

を明記すると「中絶を容認する」と激しい抵抗が

あつた。北京行動綱領も人口開発会議行動計画

も国連総会で承認されているのに、大きな反対

があつたのである。今回は、米国が「①女性の

エンパワーメントを通して妊産婦死亡と病気を

廃絶」決議案を提案した。この決議では、リプ

ロダクティブ・ライツを明記した国際人口開発

会議行動計画の実施を各国政府に呼び掛けてい

る。2000年会議では、バックラッシュ派は (中

絶を容認する)リ プロダクティブ・ライツは女

性の断 llと 定めた人口行動計画を悪魔の文書と

非難していた。米国の政権交代により今回の会

議におけるバックラッシュ派の活動は大きく後

退したといえる。

その他の6決議は以下のとおりである。

女性・少女と団ⅣハⅡ鴻

紛争下において捕虜にされ刑務所に入れ

られた女性と子供の解放

パレステイナ女性の状況と支援

女性の経済的エンパワーメント

国連の女性関連 4機関を統合してジェン

ダー平等と女性のエンパワーメントを支

援する国連の制度の強化

FGM徴選性器切自 の廃絶

4。 日本政府の対応

日本はHIVの決議以外は、共同提案国になっ

ていない (足木公使が目1議長であるというのが

その主な理由)

国連のジェンダー組織設立については、180

カ国が共同提案国になった 西村外務政務官の

演説に入つていたにもかかわらず、日本政府は

共同提案国には入つていない。ちなみに 2005

年には10の決議が採択され、日本はHIVな ど4

つの決議の共同提案国になつている。③のパレ

スティナ女性決議については棄権、他にイタリ

ア、 ドイツ、スウエーデンなど9カ国も難

日本はパレスティナ女性の状況には同情するが

決議の内容が政治的であるため棄権すると発言

した。

決議にはないが、事務総長演説でも、女性の

政治参加が急激に進んだことに言及があつた

下院における女性議員の割合が 30%以上の国

は上下院合わせて44議会、下院で24カ国にな

った。クオータ制度導入の大きな成果である。

5.期間中のイベント

儀式として、国連女性デー (100周り 、北京

+15など開催され、事務総長、経済社会理事会

議長、モンゲラ元北京会議事務局長 (前汎アフ

リカ会議議長)などの演説があった。国際女性

デーは 3月 8日 であるが、各国代表が各々母国

で関連行事を主催しているため、国連は毎年少

し早目に開催する。

パネルフォーラムのテーマは以下の通り。

・北京行動綱領の実施とlDGsの成果の関連

・北京行動綱領の実施における成果、残るギャ

ップと〃戦 について賊 の視点

・女囲 1爛暁条約 30周年を記念して

・グローバル経済 0財政危機における女性のエ

ンパワーメント

・女性に対する暴力廃絶のための連帯

・ジェンダー平等のためのナショナルマシナリ

ーの進化する地位と役割|

。ジェンダー平等と女′性のエンパワーメント

のための国際的に合意目標やコミットメントの

動

国連女性の地位向上部以外の国連機関、政府、

NGOな どが主催するサイ ドイベント・パラレル

②

③

　

④

⑤

⑥
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イベントは400近く開催された。テーマ的には、

女性のエンパワーメントなど北京行動綱領の

12領域全体に関わる内容が最も多く、続いて、

女性に対する暴力、女児などであった。鴎0は、

毎朝8時 45分から国連から5ブロックはなれた

建物でNGOブ リーフィングがあった。「日本にお

ける少女り弯ム、の教育Jについて、日本女性監

視機構 0脚 )が、国際婦人年連絡会、国連

NGO婦人国内委員会と共催により3月 1日 に

開催した。その建物は収容人数が限られている

ため特別な入場議卜がないとNGOは知 なかっ

た。タイ政府も11日 に女剛 務所における対応

について人権専門家などによるパネルフォーラ

ムを開催したが、知り合いのタイ NGOから入

場券を入手して参加できた。NGOは自由には

入れるチャーチセンターのイベントはどこも満

員であつた。消防法に抵触するため、土間に座

つた場合は、係員が来て外にでるよう指示され

た。

6。 日本政府ブリーフィング

日本政府国連代表団のブリーフィングは3月

4日 と11日 にセキュリテイの厳しい日本政府国

連代表部会議室で開催された。参加者は各々32

名と 12名。もう少し頻繁に開催しようと会場

を探したがなかった

4日 は足木公使が西村政務官を空港に出迎え

に行かれたため、角大使が出席され、次のよう

なことを話された。「CSWの期間中は国連の建

物に女性があふれる。しかし、国連では、女性

に係わることは、環境、経済、平和などさまざ

まな領域に入つているので、それらの会議にも

女性たちが参加して発言しないと状況を変えら

れない。また、日本政府は国連のジェンダ‐機

関の設立に賛成しているが、現状は急ぎすぎて

いる。準備を十分にすべきである。安保理に紛

争下における女性の舌L用 を防ぐためのユニット

を作ることになつているがそれがジェンダー機

関に入るのかどうかも議論されていなしЪ LO
等専門機関のジェンダー組織との関係がどうな

るのかなど決まっていないことが多すぎる」

1,1日 には目1議長をされた足本公使から1カ月

かかつて政治宣言を取りまとめた苦労話があつ

た。各国のスタンスについて面白い話を伺つた

が、記録に残さないようにと言われた。結果的

には、内容・対象など各国の意見をまったく入

れないシンプルな形で取りまとめたそうである。

NGOにはアジア太平洋女     MLを 通

して2月 11日 の案が送られてきていた

また、気候変動の事務総長任命グループ 19

名が男性だけであったため、堂本前千葉知事を

推薦するという依頼文を大使あてに提出した。

7.雑 の制

北京+15の会議で採択された政治宣言、決

議、事務総長演説、事務総長報告などの内容を

第 3次男女共同参画基本計画に入れて、政府が

実施するように要望すること。また、地方自治

体などによる基本計画の改訂にも入れるよう政

策提言をすることも必要である。

NYから帰国後、堂本暁子さバ今年は不勿 0、

原ひろ子さん、大沢真理さんが中心になり、

CSW54の成果を反映した「第3次男女共同参画

基本計画に対する要望書」を作成した。3月 23

日に堂本さんが福島みずほ男女共同参画大臣に

直接手渡し、小宮山洋子民主党男女共同参画推

′進会議議長、円より子参議院議員に届け、さら

に内閣府男女共同参画局長および審議官には原

ひろ子さんが手渡した。

要望には、以下も入つている。「女性の政治参

加を促進するため、クオータ制を導入するこ

と:地方自治体議会t国会などの選挙に際して、

とりあえず候補者の男女比率に最低限40%の

女性比率を確保すること」

3月 27日 の日経夕刊に基本計画答申案に「女

性割当制」と提唱という見出しで衆議院比例代

表制候補者名簿に一定割合で女性を割り当てる

クオータ制の導入を提唱と報道している。クオ

ータ制の導入は北京 JACの要望書にも入つてお

り、女性運動の成果の一つであろう

― わ …



CSW躊 に参加して

一・これから、どう「女性と女子に対する暴力」に取組んだらよいのか

ここではC SW54で行われた女性と女子に

対する暴力に関する議論の様子を、必要に応じ

てCSW外の議論も紹介しながら、報告したい

と思う。

I.女性と女子に対する暴カーC SW54:北京+
15のフォローアップ

国連加盟国政府からの北京行動綱領 (以下

BPfAとする)の進捗と課題の報告に基づき、

フォローアップ文書が作成された。日本政府の

回答と、フォローアップ文書の認識を紹介しよ

う。

<女性に対する暴力似 下VA_Wと する)>

1。 日本政府の回答 :以下 3点の進捗と課題

を回答した

□DVについて :接近禁止命令の拡充 (薔舌

等禁止命令、被害者親族等への範囲の拡大)、 D
V被害者支援センタ‐機能の充実、相談体制の

充実、被害者支援 (就職支援、住居支援、外国

籍女性支援)

□性犯罪対策 :強かん罪等の法定刑の引き上

げ、被害者支援の充実 鶴 関連費用 :初診料、

診断書量、緊急避妊措置等の公費負担)、 裁判に

おける被害者氏名の秘匿

国人身取引 :国際的支援網の確立、人身取引

加害者の入国拒否措置t被害者の入国特男lj許可、

在留特別許可措置、被害者支援の充実 (医療費

補助など)

□今後の課題 :若年世代における暴力防止・

予防啓発、DV被害者支援の充実、人身取引被

害者支援の充実(官民連携、国際的連携の充実、

弼 D、 隠 セクシュアル 0ハラスメント対策

の充実を上げた。

2。 北京+15フォローアップ文書

武力紛争後の平和構築への女性の参カロや、武

力紛争下における女性に対する性暴力の防止を

初膵 勧 肝

目指す 1325、 1820、 1888の国連安保理決議、

事務総長イニシャティヴ鴫州Ⅳをなくすための

団結」キャンペーン、DAWに VAW情報サイ

トが構築されたこと、NGOの貢献により、ミ漏

に適切に対応できる法制度が拡充されてきたこ

とが確認された。今後の課題として、国レベル

におけるジェンダーに配慮したデータ収集とデ

ータベースの構築、国内政策実施への財政的裏

づけの必要性が指摘された。レイプ法に関して、

「同意の欠如よりも力の使用を要求し、関係の

中でのレイプを犯罪とは認めないレイプの定義、

並びに隆暴力の扱いを女性の身体的完結性への

権禾1撮害としてよりも…社会に対する犯罪とす

る定義も含まれる」ような法制度を「欠陥Jと

評価する。

<女子に対する暴力>
1。 日本政府回答 :児童買春 0ポルノ法にお

ける法定刑の引き上げの実施、こどもの断 IJ条

約選択議定書批准、第 3回こどもに対する性的

搾取に反対する世界会議」への参加を回答する

に留まる。課題に関する回答はなし、

2.北京+15フォローアップ文書 :世界的に

は、女子に対する暴力、特に性虐待に関するデ

ータ収集、それに基づく女子に対する暴力や性

虐待に関する特別法の制定や法改正などが実施

された。ジェンダーに配慮した暴力防止プログ

ラムも実施されるようになつた。今後はこれら

のさらなる充実とインターネットに起因する女

子に対する性暴力への対応へが課題であるとす

る。

国連公式パネルフォーラムのひとつに、「女性

差別撤廃条約 (以下 CEDAWとする)30周年

を記念して」があった.。 ここでひとりのパネラ

ーが、「BPfAは、CEDALVの行動計画である。J

と発言した。これは大変重要な指摘である。こ

一　

も
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の理解によれば、CEDAW条約の実施とBPfA
の実施はいわば同格の関係に立つということが

できるからである。

=、 日本とCEDAW、 B融
二に示した認識に立つと、次のような課題を

日本は負っていることが明らかになる。ひとつ

は C]亜颯W委員会からの勧告の実施である。

VAWに関連するものには、たとえば強かん罪構

成要件の改正、非親告罪化、法定刑の引き上げ、

性交同意年齢の引上げがある。強かん罪に関し

ては、フォローアップ文書で「欠陥」あるレイ

プ法とヒノて例示さオLた ものがまさに日本のレイ

プ法である。ふたつめは、女子に対する暴カヘ

の取組みである。一で紹介したように日本には

女子に対する暴力への取組みが殆どないばかり

でなく、これが日本政府にとっては課題として

も認識されていないc今年 3′月の人権理事会で、

国連こどもに対する暴力鶴 |∫代表が、こどもに

対する暴力、性虐待への対応の充実の必要性を

報告した。こうした世界的潮流からしても、日

本政府の認識は改善される必要がある。

Ⅱ。これから、どう「女性と女子に対する暴力」

に取組んだらよいのか

今年は第 3次男女共同参画計画と第 2次犯罪

被害者基本計画策定年である。この2つの計画

にCⅢ込W勧告の実現と、女子への暴力 (と り

わけ性虐待)への取組みが書き込まれるよう努

力すること。そ lノて来るべき刑法改正等に備え、

内外の法制度実施情報を調査し、わたしたちが

望む性犯罪規定等の作成を試み ること。

C]亜バWと BP量、世界の女性運動の成果を参

照しつつ、より創造的な運動の展開が必要とさ

れているのではない力ゝ

ニュ̂― ヨークの CSWヽGO委員会主催で、

14S撫就 の救世軍 NY本部で開催され、主催者

発表では 7t30名 が参カロした。詳細は以下サイ ト

http:〃wwttnl押cs‐ orゴeゴ釘αl撻/2010‐お蝉

27日 の基調講演はアフガニ、スタン女性の状

況について、アフガニスタン人権委員会委員長

で、元女性省大臣シマ・サマール「アフガニス

タンでは、女性は人権を認められないどこ́ろか

存在すら無視される。国連の定めたことは、ア

フガニスタンではほとんど意味がない。Jと いう

強烈なメッセージで女台まった。アフガ=.ス タン

の憲法では議席の 25%は女性というクオータ

制度があるがそれを評価し、このクオータ制を

各国にも勧めた。なお、イラクも憲法で25%ク

オータを定めている。サ7-ルの基調講演が終

わつたら、独 日者全員が立ち_ヒがって拍手をヒノ

た。

引き続いて、北京行動綱領の採択に貢献した

当時のCSW委員長パ トリシア・リクアナン、

北京会議の事務局長で前汎アフリカ会議議長の

ゲル トルー ド・モンゲラ、女性の人権問題に関

橋本ヒロ子

する意識を世界的に広め、現在国連が進めてい

るジェンダー組織の設立についても貢献してい

るシャーロット・バンチなどのパネルフォーラ

ムが行われた。

28日 のパネル開女台前に子どもたちのジェンダ

ー平等に関する劇が効果的に行われ、拍手喝さ

いを浴びた。劇の内容は、ベールをかぶらなか

つたために石を投げつけらキ囃 された女性など

:如性差別の犠牲者、マサチューセッツで始めて

大学に入った女性などのパイオニアなど

その後、世界 5地域の代表が舞台に出て、各

地域の状況とメッセージを提案した。昼食を地

域児毎に分けて、話し合いをしたが、時間的に

も極めて限亀

最後にUNttA事務局長、ジェンダー平等に

関する事務総長顧問、酬 議長などによる提

言があった。毎年、∝ W開催前に 1日かけて

NGOコンサルテーションを行うが今年はそれ

も含めてNGOフ ォーラムが2日 間だつたので、

会場も内容的にも限られた

鶴GOフォーラム
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フランスと日本の

避妊 日本 :ピル承認 1999。 医師処方。

2500-3000円 と高価、検査も保険外。コンド

ームや曖味な避妊→望まない妊娠・出産ぉモ

ーニングアフターピルは知られてなし1性行為後

72時間以内は受精卵の着床を防ぐ中高用量

ピルを処方されるが、一般女性に知識がない。

フランス :1967ピノL/解禁、1974保険適用・

未婚者の使用承認。医師処方。未成年は親の

承諾必要だが、未婚 0未成年の使用を前提。

1990年代初めモーニングアフターピノ珀馨礼

中高校保健師が、無料配布。親の承認不要。

中絶 日本 :1948解熱  「身体的または経済

的理由」。配偶者同意必要。掻爬法。

フランス :1975時限法で解熱 79恒久化。

82医療外中絶の払戻し。本人意思のみ、未成

年は親の同意必要。12週 (日 本式で 14週 )。

胎児障害の場合は延長。カ トリック病院は拒

否するので、場所は限定。技法はRU486徴
む中絶翰、子宮内容物が残つていれば真空吸引。

養子 日本の特別養子 :1987中絶 0捨て子抑

制目的。実母と法的絶縁も子の戸籍は実子と

同様:実母戸籍に出産が残る。海外養子 :送

出し国。ハーグ条約未締結。統計なし。

出産 :望まなレヽ妊娠で中絶で

きない場合、匿名で無料の出産介助。母子の

法的関係絶縁。養子が多い。海外養子受け′入

れ国。審査制度整備。シングルの養子可。

旦杢2盃盤造慶 :法規制なく、産科婦人科学

会 (任意団閣 の会員叱第3者精子提供可償D)。

第 3者卵子・受嗣 提ヽ供 0代理出産不可。人

工授精→体外受精→顕微授精と進む公的ガイ

ドラインなし。保険外。国家補助少。

フランス :代理母 0代理出産禁止、外国に行

く抜け穴あり。人工授精、体外受精に回数を

定め保険適応。

出産 日本 :麻酔出産は例外 (産科未集約、

麻酔医不足)。
「出産の痛み」を経験しないと、

帝王切開でも「母として三流」とされる。

フランス :硬膜外麻酔が多い。痛みに伴つて

「産む/産まない」を比較する

岩本美砂子 (二重大学教員)

出る母子に有害な物質を抑制とメリット強調。

骨盤低の回復 日本 :入院中に、腹筋背筋回

復の体操として指導。母乳や沐浴指導の方を

優先。高齢社会の排尿ケアとして深刻だが、

政治課題になってない。

フランス :入院中に、開業訓練士を紹介。10

回まで 100%公費、それ以上は65%保険。性

機能回復と位置づけ。

授乳 日本 :母乳最優先。産体を超え母親が

育児休業を取る場合、母乳育児とされる。

HTVや 日Ⅳ など、母乳不可のケースについ

て保健師が知らない。

フランス :産前から、母平L・ ミルクのみ 。混

合が選べる。 ミルクは保険 (医師処方)。

手当て 日本 :出産時40万円→全部産科へ。

産着 。おむつ・ ミルク・ベッド・ベビーカー

など、自風 2010年度から子ども手当が出る

が、乳児期の特別な出費に配慮なし。

フランス :検査・出産は無料。子ども (養子

含む)受入れ手当があり、妊娠中～平L児期は、

所得制限なく支給。子ども数に応じ割 り増し

になる育児手当、住宅手当。

父の育児体暇 日本 :1991～ 父母どちらでも1覗

女性は 2害1(出産退職しない人の7割)取得。

男性は1%。 2010年 6月 から制度変更予定

フランス :父母ともとれ、第 3子から長期。

女性がとりがち。母の産体 (16週)に対応す

る父の育児休暇 2週間 (有給)。

上相続が嫡出子の半分。子ど

もの権利条約違反。

フランス :1972差別原則廃止。2001不倫の

ケースも廃止。

待婚期間・ 300日 問題 日本 :離婚後 6か月

か、出産後。離婚後 300日 以内の出産は、前

夫の子と推定。

養育費 日本 :25%のみ実行。

フランス :1975離婚自由イL税金と一緒の取

り立てと国の立替払いの制度。使いにくかつ

た。1984女性の申立てを容易に。
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国連人口計画によると毎年 300万人の少女が女性性器切除 (FGM)の被害者

今年の国際女性デーは国際女性デー100周年

であつたが、国連人口計画の発表によると毎年、

300万人の少女が女性性器切除 (F側)の危険に

さらされているという。2002年に、2010年まで

にF側 を廃絶しようというグローバルな約束を

したが、実施できていなし、 世界中でだいたい

1。 2-1。 4億の女性が被害にあった経験があると

いわれている。もし、少女やその家族がこの習

慣を無視すると、社会的な恥として村人分にあ

つたり、結婚できなかったりする。公的にFGM

を廃止することを宣言した社会では、FGMの実

施例は減つている。毎年 2月 6日 を国連は剛

と戦う日と定めている。また、国連はFGM廃止

のための特別報告官を任命し、報告書を提出さ

せている。さらに、毎年、国連女性の地位委員

会ではFGM廃絶のための決議案を関係国が提出

し、今年も採択された。

llNFPAの報告では28のサハラ以南のアフリカ

の国、中東で実施されていると書いている。(他

の報告では移民によリヨーロッパゃァジァでも

実施され国数はもつと多いという調査もある)

FGMはおさない少女に通常麻酔なしで清潔では

ないナイフで行われるため、痛みがPTSDになる

だけでなく、エイズなどの感染症に罹患する場

合も多いといわれている。

インド:魔女として村人に処罰される女性を守るための法律の不備

インドの中東部にあるチャテイガーに住む 34

歳のミタは 2005年の5月 6日の朝のことは決

して忘れない。突然 3人の男性と6人の女性が

家に来て「おまえは魔女油 と叫び家から連れ

去った。.ミ タは助けてくれと叫んだが、聞き入

れず、杖で叩き、彼女を裸にして木に吊るそう

としたが、 ミタはどうに力)逃げれ

なぜ彼女が魔女と呼ばれたかというと、この

山奥のバスも通らない、多くの村人は非識字の

村に不幸をもたらしたという罪による。一番近

い警察署は40Kも遠いところにある。この事

件があつてから、警官はこの村を度々巡回して、

9人の男女を逮捕しようとしたが 4名 は隠れて

つかまっていない。ミ＼はミタが本す人を殺すと

信じている。ミタも村に戻れず、女性団体のと

ころに身を寄せている。

インドでは今でも、女性を魔女として私刑を

行 う習慣がなくなっていなし、過去 15年間に

少なくとも 2500人の女性が敷 ということで

http://WoFnenPFenSnet・7ork.neυ2oloo3涯 :1朧hcrat‐ :ndia‐89

殺された。最新のデータでは2004年から2007

年の3年間に137件が把握されているがこれは

氷山の一角である。多くの生き延びた被害女性

は、村に住み続けるために警察に届けなし、

ヒンズー教の習慣と村人の無知が結びついて

いる。村人は、干ばつ、洪水、子どもの死亡な

ど□解できないことが起こると魔女のせいだと

怒り、貧しく、身分の低女性、特に未亡人など

を魔女と称して殺したりする。また、村の男の

性的な誘いを断つても魔女とされることもある。

夫が亡くなった時に夫の財産をあきらめない未

亡人も魔女とされる。 しかし、インドの法律は

このような迷信などに基づく犯罪に対して、女

性の尊厳を守ってくれない。

インドでは議席の 3分の 1は女性にするとい

う法律は地方議会だけでなく国会にも適用され

ようとしているが、まだ男女平等の実現には遠

し、

(橋本ヒロ子)
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JLn~JAC15周 年全国シンポジウム「JLF~+15」と地域の活性化

みなさん、7月 31日熊本に集まりましょう

日日寺:  2010年 7月 31日 (土)～ 8月 1日 (日 )

場所 : 貫晏本県民交流館パレア (鶴屋デパー ト東館 9階、10的
01日 日 (12:30開 場)

13:30～14:30基調講潔 国連「北京+15」 報告

内融 男女共同参画担当審議宮 測 |1恵子氏 (予む

14:和～16:d輸 パネ,ザィスカッション

テーマ  「地域の活力と女性力」修)
パネリスト  細谷 英二氏 (り そなホールディングス会長)

女性を活用して「りそなJを再建L熊本出身

潮谷 義子氏 (長崎国際大学学長)

前熊本県知事

山本 孝二氏 償晏本県御船町町長)

地域の活性化をかかげ「マニフェスト特別賞受賞」

コーディネーター  橋本ヒロ子北京 JAC共同代表

17:30～19:30 交流会 (鶴屋ホーノの

02日 目

9:30～11:30分科会 :各分科会の内容は会員メールで4月 初めにご連絡する

とともにマンスリー5月 号に掲載します。

①地域の活l■
/1Lと 女性の「労働・経済力」②地域の活比 と女性の「政治参画」

③地域の活性化と「農山漁村女山   ④「子育て」と地域力

⑤「高齢女l■」と:地域力       ⑥地域の活ロヒと「合併・政令市」

11:45-12:30 全体会

船 ら

以前福島さんの政策秘書、最近は同大臣の政

策調査官でありた斎藤文栄さんは現在カナダ在

住。以下のようなメールをいただきました。

今週、カナダではG8に向けた首相のイニシ

アチブが議会で問題となっていました ハーパ

ー首相が来るべきG8で、途上国向けの母子保

健支援を中心課題としたいと発表したものの、

その内容に、避妊プログラムの支援が入る入ら

ないで揉めたのです。 ハーパー政権は、今週初

めには、避妊は含めないと発表したものの、野

党からの追及が厳しく、今週末には事実上撤回

した形で、やはり避妊も含めると議会答弁 せざ

るを得ない状況に追い込まれました。

母子保健支援は、日本の得意分野でもあると

思います。日本政府がG8でどのような対応を

するのか興味のあるところですとできれば日本

独自のプログラムを発表してほしいもので九

〇4月 世話人会 に月13日 )

来年度の事業案、予算案などについて検討

『マンスリー京JAC』

第145号

2010年 4月 1日 発行

◆編集 。発行 北京JAC隠 入会

◆担当世話人 橋本ヒロ子

◆〒113‐0033    区本郷 2‐ 40‐13本郷

コーポレイション705

0:Fax 03‐ 5689‐68280

◆http:〃

“

hac.o■ tv/

◆     号 0025007‐66426

北京JAC事務局
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7z4/_北京 v角θ 第 146号

JaRan Accablbb α‖ぉ僣 せ0&奮E COnfbrence  201G昨 5月 1日発行

《 5月 16日 (日 )「 2010年 総会」のご案内 ≫

総会の開催が近づきました。今回は、「15周年を迎える北京 JACの今後の活動」、そして、
「第 3次男女共同参画基本計画」を始めとする、ホットな国の政策についても情報交換、意見

交換を計画しています。会場、日程など、詳細は「総会資料」をご覧ください。多数のご出席

をお待ちしています。

◎「総会資料の一部」を同封していま丸 「総会資料」は当日ご持参下さい。

◎ 同封している「総会への出欠票Jを、FAX・ メールでお送りください。なお、欠席の方は
「委任状」へのご記入をお願いいたします。

日 2月の定例会酵曇「雇用されない働き方で福祉ネッ トを地域で創 りだす」
…  2

「MЮ アビリティクラブたすけあい」は、地域のワーカーズとネットワークし、自立援助

サービス事業や非常時の経済援助支援等さまざまな事業を展開しています。メンバー全員
が運営に参加し労働も担う新しい働き方を実践しています。 前理事長の香丸員理子さんに、

どのように「いのち」のセーフティネットが地域に貼られていくの力ヽこついて、お言舌をうカ
がいました。船橋邦子さんの報告です。

目 「第 3次男女共同参画基本計画」中間整理

に関するこれまでの北京♂C活動報告 ………………… 3
前号で3月 のヒアリングの報告を致しましたが、4月 15日 「第3次男女共同参画基本計

画」中間整理が出されました。画期的な内容もありますが、課題もあります。今、パブリッ

クコメントが実施されています。さらに、 1月 に出された「子ども。子育てビジョン」の

課題も含め、北京」ACのこの間の取り組みを、船橋邦子さんが報告します。

■ 保育政策に関する要望書

前項に関わつて、表題の「要望書」を民主党に届けることになりました。保育が経済政

策にされないように7項目の要望を提出しました。

日 ,ノ女性会議からの報告 ……… …    ……… …… …… … … 6
協力団体の一つである、`ツ女性会議"の女性集会「私たちの求めるワーク・ライフ。バ

ランス～雇用の保障と家族政策の充実～1における著名な経済学者、竹中恵美子さんの基調

報告です。報告して下さるのは、北京」AC会員でもある清水恵さんですc

■ “第 3次男女共同参画基本計画における
「無償労働」 (ア ンペイ ドワーク)への取り組みを求める要望書" … 8

北京」ACのテーマコーカス「北京JACコーカス・ジェンダー予算研究会」から、内閣府

特命大臣に提出した要望書です=特に「無償労働1に関する課題を指摘しています:

■ 会員コーナー  … … ……… …… …… … …… … …… ……

今回から
'台

めた会員同士の交流のシリーズです=北京」ACの会員はどんな方たちで

そのうち、皆さんにも原稿依頼がいきますので、よろしくお願いいたしますtお楽

目 その他

9

しょう→

しみに∵
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無償労働の9割を担ってきた女性たちが、

その経験をテコにして、福祉 。医療・介護

の分野でオルタナティブな働き方を模索し

つつ、「お互いさま」の共助の精神をもつて

地域で活動している。2月 の定例会では、

そのような団体、「lNPO法人アビリティクラ

ブたすけあい」(以下ACT)の理事 香丸員

理子さんから活動の詳細を伺った。

最初に見た紹介用 DVDによると、ACTは

生活クラブ生協から、その福祉構想に基づ

いて 1992年に誕生している。現在、都下に

ある33のたすけあいワーカーズが 29の基

礎自治体の地域福祉を担い、1400人の女性

たちの働く場を創りだしている。自分たち

が出資し、経営し、労働も担う「働く人た

ちの協同組合」ワーカーズ・コレクティブ

である」

A"は、この33のワーカーズ・コレクテ

ィブと 7300人の個人会員で構成されてい

る。主たる事業の一つは「自立援助サービ

ス事業」で、子育て支援、家事 。介護、障

がい者・児支援を行つている。たすけあい、

たすけられる双方向性の視点を大切に、ひ

とリー人の利用者の状況に応じた支援であ

る。このような活動推進のため、ACTは公

開講座、認知症地域づくリコーディネ=タ

ー養成講座をはじめとする、たすけあいの

人材養成を行い、コーディネー トの質の向

上をめざしている。介護保険にかかわる事

業としては、まちづくりの視点をもつた独

船橋 邦子

立型居宅支援を行つている。これは、非営

利の市民団体ならではの特性を生かしたも

ので、利用者の立場にたつて、ひとりひと

りの生き方やその歴史を尊重し、尊厳が侵

されることのない利用者本位のケアをめざ

すところから始まつたという。また会員の

要望・ニーズからうまれた少額短期保険・

共済事業は年額ほぼ 1億円に達している。

まさに「ともにたすけあう」という自主共

済の理念に基づくもので、ケア給付、現物

給付が実施されている。このA研 と33のた

すけあいワーカーズは、研修やサービスの

評価や基盤整備など、相談や脚 交換をは

じめ、協同して相互にサポー トする体制が

つくられている。このような助け助けられ

る活動、ネットワーク運動の集積によつて

安心して暮らせる地域づくりをめざしてい

るのがACTである。ワーカーズには第 2の

人生として参加してくる人は多く、働くこ

とを通して地域とのつながりをもつように

なるということだつた。

またACTは、ローカルパーティーである

生活クラブを母胎としていることからわか

るように、政策に対する積極的提言活動を

行い無償労働に対しての関心も高い。

将来に対する不安が増幅する社会状況の

なかで、このようなκTの実践は、北京〕C

の今後の取り組むべき課題や方1旬性に多く

のヒントを、私は示唆していただいたよう

|こ思うこ
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☆第3次男女共同参画基本計画中間整理に
ついて

北京」ACが早くから取り組み、ロビイ
ングを重ねてきた第3次男女共同参画基本

計画の中間整理が 4月 15日 、男女共同参画

会議基本問題・計醐 ヨ調査会によってま
とめ発表された  5年前の第 2次基本計

画と比較すると画期的なものである。 第
1には昨年の女性差別撤廃委員会の勧告ヘ

の配慮とともにジェンダー、リプロダクテ

ィブ
…

ス/ライツ、クオータ制、同一価

値労働同一賃金、ジェンダー予算、第 2次
基本計画では消えていた無償労働などの文

言が入つた。第 2に世帯単位の制度・慣行
から個人単位の制度 。慣行へ移行に向けた

見直し力澪日われていること、第 3にM字型
カーブの解消を掲げ、雇用問題解決に向け

た政策も、以前に比べ充実したものになっ

ている。第 4に男性への積極的アプローチ

などがあげられる。また、女性への暴力に

関しても、これまでになかった新しい項目
が記載された。内閣府特命大臣 (男女共同
参画)福島みずほさんの「中間整理に寄せ

て」には以下のような記載がある。
「国連が提起しているジェンダー主流化

をめざすとともに、実効性のある計画にし

たい」「雇用における男女間の賃金格差の解
消、長時間労働の規制、無償労働を男女と

もに分かち合いワーク・ライフ・バランス

を実現していくこと」、や「女性の貧困問題
の取り組み、女性に対する暴力根絶に向け

た対策の充実など」.

中間整理が出される10日 前の4月 5日 に

男女共同参画会議基本問題・計画専門調査

会の中間整理前最後の会議が開催された

私は傍聴したので若干報告を加えたし、,こ

こで配布された中間整理案は多くの箇所に

加筆訂正がなされていた。ワーキンググル

ープの議論の成果と女性団体の声を取り入

れる努力をされた形跡である。その点では

従来とは外部の女性たちの声に対する姿勢
が異なるように思えた

福島みずほさんは、遅れての参加だった

が会議に出席し (初めてとのこと)、 目指す
べき社会に男女平等社会を入れること、女

性の貧困は独立した章だてとすべきこと

(これは北京」ACでも重要事項として要望

書に明記している)な ど的確な指摘をされ、
中間整理に自分で文章を書き記載したいと

発言された。上記の文章は、そのような、
いきさつから掲載されたものである。

このように中間整理案は評価できる点は

少なくなし、しかし北京 JACが 2010年に入
つてから積極的に提案してきた要望内容に

照らし合わすとまだまだ不十・分な点はある。

第 1に全体の構成における問題として、貧
困が独立した章建てにはなっていなし、第
7分野の高齢者、障害者、外国人など、さ
まざまな困難を抱える人々が安心して暮ら
せる環境の整備に含まれている。貧困を定

義し、女性の貧困は性差別から来る構造的

なものであるという認識を考え方に入れて

構造を変える政策が立てられる必要がある。
第 2に、第5分野の男女の仕事と生活の

調和 鰤Dの 問題である。l■Bの推進によ
つて子育てと両立できる働き方を実現する

というのは、あまりにも現実の労働環境と

かけ離れている。北京」ACでは定例会でlVLB

の学習を重ね、WLBは一体誰のためのもの

力、 という問いかけを続け、生活の維持さ
え保障されない労働の規制緩和のなかで最

低賃金の保障や差別禁止を前提にしないW
LBなんて、と常々批判してきた。働く権
利の保障、子どもの権利の保障として北京

」ACでは、この間「子ども。子育てビジョ
ン」の保育関係の法制化に関するロビイン

グを実施してきた  (要望書参照)。 ここで

重要なのは幼保一体化が前提とされて具体

的取組に入っているが、この中味の検討で

ある。第 3には第 14分野の国際規範の尊
重と国際社会の「平等 。開発・平和」への

貢献と表題には委員からも「国際社会の貢

献だけではなく日本社会の「平等 。開発・

平和」に向けた取り組みが必要ではないか、
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という指摘があった。「慰安婦問題」を含め、

靭 寺下の女性への暴力など、平和の問題も

含める必要がある。第4と して「実効性の

ある」と謳われながらも、第4分野の雇用

にみられるように均等待遇など文言は並ん

でいるものの、その実現のために不可欠な

税制 。社会保障制度の是正を含めた具体的

政策や実施計画などの中身が全く見えてこ

なしヽ このように見ていくと重要な政策は

羅列されてはいるものの、性差別撤廃に向
けて政策相互の有機的関連性は見いだせな
い点など課題は多し、

5月 12日 のパブリックコメント締め切り

まで、バックラッシュ勢力に負けることな

く、できるだけ全国から多くの意見を出し

ていくことが求められている。ぜひ個人で

もコメントを出していただきたし、

☆『子ども・子ま ビジョン」の保育関係の法
制化に関するロビイングを瓢 て

前回のマンスリーで紹介したように3月

11日 に行われた民主党男女共同参画推進

会議の際に「子ども・子育てビジョン」の

保育関係の法制化に関する質問が清水澄子
さんから出された 質問内容は、2009年 12

月に閣議決定された「明日の
~4/い

と成長の

ための緊急経済政策」にある「新保育制度

CO」 は、/1り長帯獣箇び辞鵜降晰泉に力Иttrイ本化
力功口わつたものとして提示され、法案が提

出するとされている。保育という福祉機能
と幼児教育の機能の一体化について、その

理念と将来像を示してほしい、というもの

だった
この質問に会議のメンバーである議員さ

ん自身が政治主導のもとで政策形成はすべ

て党の執行部でなされているためにわたし

たちもわからない、という回答だつた
清水さんは参議院議員時代から子育て支

援の政策に取り組んでこられた経験から新

政権の動向を厳しくチェックされ幼保一体

化を含め大きな危瞑を抱いておられた
そこで清水さんを中心に 3月 31日 、1月

に公表された「子ども。子育てビジョン」
の保育関係について世話人会で勉強会を実

施した  「子ども・子育てビジョン」は、子

どもが主人公と位置づけ、「少子化対策」か

ら「子ども。子育て支援」を謳つているな

ど前政権との違いは明確に打ちだされてい

る。

しかし、ビジョンの背後で昨年 10月 、地

方分権改革のなかで保育所の基準廃止や条

例委任が出され、さらに上記のように保育
の市場化の方向性が出されていることを、

清水さんから指摘された

そこで議論して、まとめたの力場!紙の「子

ども0子育てビジョン」の保育関係の法制

化に関する要望書である。この要望書を 4

月 5日 の男女共同参画会議基本問題・計画

専門調査会の前に内閣府に送り、さらに 4

月 16日 民主党幹事長室との会合の際にも

提出した 4月 16日 の民主党幹事長室との

会合は3月 11日 に/1沢幹事長あてに提出し

た要望書に対しての意見交換会として開催

された ノ1ヽ沢幹事長の代わりに対応された
のは副幹事長の今野東 (参、内閣府国家戦

略・行政担当)さんと民主党国民運動委員

長代理で男女共同参画局長の太田和美さん

だつた。限られた時間内だつたので民主党
の政策決定に女性を登用 し、党内の男女共

同参画の推進を積極的に実施することを要

望。続いて要望書の中身について清水さん

が説明し、幼保=体イヒを含めた保育政策の

法制化に向けては、現場が混乱し、子ども

たちに被害が出ることのないよう現場や専

門家の声を聞き、時間を力1ナて検討するこ

とを要望した。

この会合後、北京」AC議員コーカスのメ
ンバーの神本美恵子さんの事務所に参加者

全員で立ち寄り、私たちの保育政策につい

ての新たな情報を得たことを報告しておき

たし、 まずは生方問題を契機に (?)内閣

府委員会、議員政策研究会が発足したこと

である。そのひとつとして「子ども・男女

分科会」が小官山洋子さんを議長として、
スター トし、すでに関係者からヒアリング

するなど、私たちが危惧し、要望してきた

内容について具体的内容の検討が始まった

ということだつた。この動きが保育の市場

化に対する歯止めとなり、私たちの要望が

実現するよう今後の活動を注目し、連携し

ていきたし、北京 JACと して公的保育の充

実を はじめ子どもたちや働く親が安心し

てすごせる保育環境を整備していくための

政策提言を続けていくことが求められてい

る。また保育の地域格差が問題化されるな

かで地域の実態に目をむけていきたし、
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2010年 4月 14日

民主党幹事長 小沢―郎様

北京JAC共同代表 清水 澄子

橋本ヒロ子

船橋 邦子

臨 先:文京区本郷2-40-13本郷コーポレイション701)

「子ども・子育てビジョン」の保育関係の法制化に関する要望書

新政権の「子ども・子育てビジョンー子どもの笑顔があふれる社会のために」には、第 1に

子どもと子育てを応援する社会に向けて、子どもが主人公、「少子化対策」から「子ども・子育
て支援」など、基本的考え方において前政権とは視点が大きく異なり評価するところで九 し

かしながら、熟読すると、新政権後に出された平成21年 10月 7日 づけの地方分権改革 (保育

所の基準関係)についての第 3次勧告記載の保育所の基準廃止や条例委任、また同年 12月 8

日閣議決定された「明日の安いと成長のための緊急経済対策」にある具体的措置として「幼保
一体化を含めた保育分野の制度・規制改革」として保育の市場化の方向性が見えてきますじ子
どもたちの育ちに関わる重要政策が経済政策として打ち出されていることに私たちは大きな危

惧を抱かぎるをえません6また未来を担う子どもたちと働く女性たちは、全国どこの地域にお
いても、健や力ヽこ育ち、安いして保育を受ける権利が平等に保障されなければなりませれ そ
のためにも子どもの権利を最優先すること。さらに安いして子どもを預けられる保育環境を保
障するために以下の項目を政策化すること、また法制化に向けては現場や専門家の声を聞き、
現場が混乱し子どもたちに被害がでることのないよう時間を力1サて検討することを強く要望し
ます。

児童福祉法に基づく現行の制度を堅持・拡充し、保育所制度に対する国と自治体の公

的責任をあいましヽ こしないこと

保育環境の地域格差、とりわけ都市部における待機児童の問題解決のためには保育所

の増設を推進すること

地方分権を名目にした最低基準の廃止を中止し、保育予算の一般財源化に関しては、

すべての子どもに等しい保育環境を保障するために使途目的を明確にして交付するこ

と

とくに子どもの保育環境を向上させるためには最低基準の廃止や引き下げではなく、

1948年に設定された基準を、むしろ現代のニーズに対応したものに改善すること

幼保r体化に関しては教育機能と福祉機能の違い、また公立と私立の関係など、管理

権、財産権などの困難な問題をい力ヽ こ5観晨するのかを具体的に提示し、拙速主義で混

乱を起こさないよう注意すること

公立保育所の設備と機能を充実し、地域の子育てセンターとしての設備に位置づけ、

機能を強化すること

家庭的保育 (保育ママ)制度に関しては、保育を担う女性の身分保障と、安全で安心

できる保育環境を整備すること

2、

3、

4、

5、

6、

7、
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私たちの求めるワーク・ライフ・バランス

～雇用の保障と家族政策の充実を～

4月 24日 (D、 在日韓国YMCA Yスペー

スにおいて、ノ女性会議の主催する 暉罫Jと

くらし、平和のための女性集会」が開催され

た。その基調講演をおこなつた竹中恵美子さ

ん (大阪市立大学名誉教授)のお話を紹介す

る。

はじめに

ワーク・ライフ・バランス0比Dという用

語については、政府は「労働と生活の調和」

といつているが、私は OECDな どの「労働

と生活の両立」という定義が正しいと思う。

WLBは、国によって、力点の置き方、手

段が違う。たとえばアメリカなどでは、企業

経営の立場から効率を高めることに力点がお

かれている。EU諸国などでは、むしろ国が

家族政策あるいは社会政策の一環として、育

児休暇や家族手当などの諸施策を進めている。

一方日本では、WLBは 2000年以降、明らか

に少子化対策として出されてきている。

1 私たちの求めるワーク・ライフ・バランス   、

では、私たちの求めるWLBとは何力、私

たちのいま立っている社会が大きな変革期に

あるということを、認識する必要がある。

20世紀は、いわゆる福祉国家ということで、

さまざまな国が政策を進めてきた。しかしそ

の前提になっていたのは、「性役割分業」、

つまり男性稼ぎ手の完全雇用と、家事・育児

などの家庭責任を「無償労働」によって女性

が担うことである。そのなかで、税とか社会

保険だと力、 いろんな制度をつくって、所得

のアンバランスをある程度是正していく、膨

大な再分配の機構をつくりだすのが現代国家

で、そういう国家を福祉国家といつている。

しかしいま考えていただきたいのは、21

世紀は明ら力ヽ ここの前提が崩壊しつつあると
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清水 恵 (北京 JAC・ ノ女性会詢

いうことである。決定的に大きな変化は労働

力の女性化、女性が家庭から市場に出ていく

ことになつたことである。高度成長期には労

働力不足ということから、新 1棚労働力とし

て家庭の主婦を労働力市場に散らしてきた

また低成長期には、産業構造そのものが変わ

り、生産が弾力的にならぎるをえなくなると、

そこで働く労働者も弾力的なのが有効という

ことになり、女性のフレキシブルな働き方を、

企業は戦力として求めるようになった。

2008年には女性雇用者は 2,312万人にな

り、まさに雇用分野は男女で三分している状

況である。にも力b/Jわ らず、
.家

庭内の役割は

相変らず女性が担つている。結局家庭内のケ

ア不足が起こり、大きな社会的矛盾が生じる。

こういう現実の中で、社会のシステムをつく

り直していかなければならない必要に迫られ

ている。そのグローバル・スタンダー ドをポ

ジティブにつくりだしたのが国連、ならびに

NPOなどである。

2ポジティブなグローバル・スタンダード形成

に果たした国連の役割

グローバル・スタンダー ドとは、いままで

の性役割分業の社会、あるいはそれを支える

家族の構造を変えていくということである。

1979年、国連女性期 11撤廃条約が採択され、

90年代は社会における役割の分離をやめよ

うということになつた。国連はあらゆる条約

や勧告をおこない、EU諸国は国家指令を出

していった。
「アンベイ ド・ワーク」のきっ力1サ をつく

つたのは北京会議であり、北京行動綱領であ

つた。80年代に多くの国で男女平等法ができ

たが、機会の均等といわれつつも、男女の賃

金格差がなくならないのは、人間が生きてい



けるときに不可欠な「無償労働」が、女性の

役割のままになつているといいうことではな

い力、まずその実態を明ら力1こ し、貨幣計算

をして、国時 にあげていこうというこ

とを各国政府に働きかけて、社会的 。経済的

評価を要請した EU議会の女性の権利委員

会は、I女性の非賃金労働の評価に関する報

割 を発表した 21世紀のグローバル・スタ

ンダードとして、①世帯主概念を撤廃するこ

と、②男性・女性がともにキャリアと家庭を

両立させること、③非正規 (標準)労働者の

均等待遇を保証することを掲げている。

3日本のあ た政策

日本の政策は、グローバル・スタンダー ド

を回避することに終始していたといえる。96

年に経済企画庁で無償労働の評価をおこなっ

たが、ふしぎなことに、その後アンペイ ド:

ワークという言葉が消えていつた。またその

間、女性の貧困化がより厳しくなり、生む権

利と働く権利の相克も激しくなつた

このことは日本が「見えざる福祉国家」(福

祉が家庭の中の妻に、女性の無償労働にゆだ

ねられている国刺 であるということができ

る。

EUのように、家族責任にたいして国家が

いろんな財政やサービスをおこなうことは、

雇用のなかの男女平等をも保障することにも

なる。日本の場合の欠陥は、家族の義務がす

べて家族責任になつていることである。家族

責任を外部化(社会イDすることについては、

EU諸国にいろいろな先例があり、選択肢も

ある。

4日本のWLB政策の設 は

合計特殊出生率が 1.34になり、2055年に

は 1人の介護を2.5人が支えるということに

なると予想されており、家族介護は限界に来

ている。ここで「少子高齢社会の女性の労働

権の確立」ということを、考えたし、

人口は 2030年で 1000万人ほど減少する

といい、若い労働力は決定的に不足する。一

″社会保障費用は増大していく=この両面か

らいつても、保険料や税金を女性がきちんと

払えるようにすることが必要で、むしろ「社

会保障財源の担い手としても、女性の労働権

を確立すること」を積極的に考えていくべき

である。21世紀の政策モデルとして、男性稼

ぎ手モデルから、男女両性が経済的に自立し、

ケアを共有するモデルに移つていかなければ

ならないということ亀

そして、経済的資源として、「時間の再配

分の重要性」を強調したし、 さらに、「フェ

ミニスト時間政治の確立」が必要だと思う。

これまで2分法 (働く時間と余暇)でやつてき

たが、女性の場合 3分法 (+家事労働、ケア)

でなければ成立しないことを認識すべきであ

る。

女性の労働権の確立は、「間膠妻努l馳」

の問題もあるし、「男女同一価値労働同一賃

金」 CLO)も 日本は批准しているが、労基

法には盛り込まれていなし、 ケアの分野にお

ける「均等待遇」は、早急にもできることで

はないれ

また、なんといつても「最低賃金の保障」

はとても重要なことである。最近は、労働組

合のみでなく、条例によつて地方自治体が公

共事業入社における最低賃金を条件にすると

ころが出てきている。 (集会の冒頭挨拶で福

島みずほさんは、国でも始めるといわれた

力ヽ  )

そして、国家の「家族政策」の転換として、

立ち遅れからの脱却が必要である。日本にお

ける手当は、「各国の家族関係社会支出の対

GDP比」の表にあるように、英仏の3分の 1

以下であり、家族政策にたいする国家の手当

はお粗末といざるをえなし、

最後に、いまWLBの目標は、私たちが21

世紀に、「ディーセント・ワーク」という尊

厳ある労働と、生活を確立することであると

いわなければならなし、 これに積極的にとり

くむことが、人類そのものの存亡に力勃 るヽ、

不可欠の課題であるといえる。
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内閣府特命担当大臣 (男女共同参画) 福島みず1鎌

第 3次男女共同参画基本計画における
「無償労働」 (アンベイド・ワーク)への取り組みを求める要望書

2010年度に改定される第3次男女共同参画基本計画において、「男女共同参画ビジョン」(1996
年)や第 1次 「男女共同参画基本計画」12000年)で重要な課題として取り上げられながら、
現行の第 2次計画では欠落してしまった「無償労働」への取り組みを「復活」し、そのための
具体的な施策を明記させるよう要望いたしま九

「無償労働」への取り組みは、`95年 「北京行動綱領」に包括的な形で取り上げられ、その
後も多くの重要な国際的文書において、ジェンダー平等と男女共同参画社会の構築にとって不
可欠な、基本的課題として位置づけられてきました。近年は具体的に「国内の政策に反映させ
る」必要性が指摘され、継続的な取り組みが進んでいま九 2009年度のCSII(国連女性の地位
委員会)の優先テーマ「HIV/AIDSの ケア提供を含む男女間の平等な責任分担」では、女性が多
くを担つているケア労働と無償労働についての認知と評価、軽減、ジェンダー間および社会的
な再配分のための政策の実施を重要課題としていま九

日本では、「第 1次男女共同参画基本計画」が「無償労働の数量的把握の推進」を、また、調
査と貨幣評価の必要性、およびその結果を政策に反映させる必要性を指摘しています。これら
は、継続的課題として残されているのみでなく、今回の新しい基本計画が目的とする「男女共
同参画を推進する社会システムの形成制 革」 と「ワーク・ライフ・バランス」の他
にとり、いよいよ避けて通ることができないものとなっています。また、「無償労働」への取り
組みは、現在、実施への強い要望がある「ジェンダー予算」にとっても必須の課題です。

私たちは、「北京+15」 の節日の年を迎えた現在、「無償労働」への取り組みに大きく立ち遅
れている日本の現状を憂慮し、第3次男女共同参画基本計画において下記の取り組みがなされ
るよう強く要望いたしま九

1、

記

「無償労働」の数昌的把握のために時間調整の充実、貨幣評価など「サテライ ト勘定」
の方法論的開発と実施、および社会的評価のありかたを検討し、先進的な国際的取り
組みも参考にして、政策への反映をはかつていただきたしゝ
上記の取り組みや具体的な施策化には、ジェンダー平等主流化の視点が不可欠です。
関連続計間の連携や関係する府省庁との共同作業において、この視点に立った十分な
調整機能を発揮できるよう、内閣府男女共同参画局の役割の強化をはかっていただき
たし、

2010年 3月 15日                      '

「北京JACコーカス・ジェンダー予算研究会」
加藤登紀子 (国際女性の地位協会会員)

久場 嬉子 厳 学芸大物 誉教授)

清水 澄子 (元参議院議員)

清水 恵  (I女性会議東京都本部謙機
中嶋 公子 (ちがさき男女平等参画プラン

推進協議会会長)

永井よし子(介護保険を考える市民の会代表)

堀内 光子 (文京学院大学客員教授)

村松 安子 (東京女子大学名誉教授)

矢澤 澄子 (東京女子大学劉閲

-8-
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北京 JACと私

青 木 玲 子

昨年の 3月に、果示者眠越谷市、埼玉県と勤めた女性センターを退職しました。しかし、全国女性会館

協議会理事と NWECの客員研究晨としてセンターとの縁|ま切れず関わつています。北京」ACは、早<

からの会員ですが、勉強会にも関心のある請演含などにもなかなか参加することが出来な<て、ず

っとマンスリー購読会員でした。

「マンスリー北京 JAC」 は、丁寧に読んでいます。事業の報告が早いし、ほつとな識 そして何より

も政策として取組むべき課題を灌回している人や専門家れ ています。国際的な動向もわかり、

男女共同参画センターでl■uし ていた時は、企画などにも有効な情報でした。良<通勤電車で読み

ました。紙ベースのミニコミの良さがあります。 ライプラリーに所蔵していてもこれだけは手元に

おきたいと思って自宅にフアイルしてあります。会費を払うとき日ま、ちょっと機関誌の購入だけでは

高いかな一と思うこともあるのですが、「情報はただではありません」と独 こ教えている手前もあ

り、会費分の情報価値にあると思つています。150号にも及ぷフアイノИまこれからアーカイプ資利とし

ても価値嗜発揮すると思います。3でも良<あれは何年だつたかとファイルひっ<り返しています。今

年は、第三次男女共同参画基本計画策定年ですし、Beung+15、 まさし<「北京 JAC」 のエポック年です

ね。世話人の皆さんには、要望書や要請行動もあるなかで、マンスリーの編集は本当に大変だろうな

一と心から感謝です。 (権澪|1県 横浜市在住)

き0′場0響◎
`ヨ

◎ →ヽ◎らミICレ弓釈9なOgいOt→◎ι

北京 JACの活動から学んだ女性の自律

日 吉 郁 美

私が北京 」ACの活動に参加したきっかけは、「DV防止法た作る」という明確な目標睦掲つたことか

らでした。当時まこのような話を肌 て貰える場が押く、北京」ACの活動と出会えたことは本当に

幸運でした。活動を通じ、また、自分の体験を通じて感じたことは、女性が自分らし<自由に生きるた

めにはルらの自律」、自分の為こ「選択出来る」ようになることが大切であることです。

現在、私は大手企業の人事部門で労務厚生を担当しています。前職で私が社員のメンタルヘルス対

策の施策を展開した実績を評価されて現職へ転馳 たのですが、用意されたポジションは企画では

なく、メンタル疾患体職社員(うつ病や人格障害)の現場対応でした。業務上で現場対応は全くと言っ

ていしヽまど経懸しておらず、当初は私の方が精神的に倒れそうになつていました。それを辛うじて支

えているのは、北京」ACをはじめ女性の人権活動でわ た経験です。独学でカウンセ|リングや臨困さ

理を勉強したことが、セクハラ等の現場介入やヒフリングに活かされているのです。

また、最近は企業とは別で、「カードセラピー」という手法を用い、外部の交嵯 への「自律支援」を

始めました。カードから相談者の過去・現在りし先の未来を読み、抱えている問題に焦点を当て、相談

者自身で方向性の選択や問題解決へ進めるようアドバイスさせていただいています。ご興味のある

剤まご連絡<ださい。私の挑戦はまだまだ続いていきます。

-9-
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7月 31日 ～8月 1日

蹴 篇 躙θスJ牌
塗留シンポンタ乙ル濃認υ

喉 まりまほ う!

マンスリーにチラシを同封しています。地元の

熊本で着々と準備獅 てくださつています。

その地元から、「県外の方を優先しますので、

早めにお申し込みくださしヽ 」との伝言があり

ました。熊本でお会いしましょう。

◆ あなたもメーリングリストに聾 を ノ◆

担当大臣、民主党の組織や担当議員の方々へ、要請

行動が続いていまtそ の経過や要望については、マ

ンスリー、メーリングリスト等でお知らせ していま

す。事前の準備で、定例会や勉強会も開いていますら

メーリングリストに入りません力、
「加入希望」を、メールするか、FAXして下さし、

・メールアドレスは、be■mglaKけ ahoO.∞Jp
・FAXは右の欄参吼

いろんな情報をいち早くお知らせいたしまt

●日

揚
訥
、

E寺 :5月 11日 伏 )

午後6時半 ～

所 :北京JAC難新

容 :総会参加者の偲

準備等

◆

◆

◆

　

　

◆

◆

◆

『北京」ACマンスリー』
第146号

201昨 5月 1日   ′

編集。発行 北京 JAC世話人会

担当世話人    黒見 節子

〒113Ю033

東京都文京区本郷 2-4卜 13

鞭 一ホレイション 705

Fax  03-5689-6828

http:′′peおh.鉾c.∝●ブ

郵便振替番号 :0∝5針766426

北京 JAC事務局
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鰐 散 鸞 鋼 拗 出 %奉 メ ワ彰

認r/_ゴヒ京 目Иθ
.tryr ncconWf! Csucus fcr trlr Be&g Conftrvrce

第 147号

2010年6月 1日発行

☆会費納入の振込用紙/       込用紙☆
を同封しています。お早目の振込にご協力お願いします !

{総 会特集}

5月 16日 (土)に開催された定期総会の報告特集号です。今回の総会では、特に地域コーカ
スの抱える課題をめぐっての議論に時間がさかれました。今年は「第 3次男女共同参画基本計
画」策定の年でもあり、各地で活発な意見書提出行動や公聴会参加があり、その情報交換も行
われました。全国ネットワークとしての特色ある総会となりました。

◎参加できなかった会員には、当日資料である、地場コーカス・ デニ 7J=放
難 を用ソι41ま九 お目通しくださヽ ち

目                                               2
議事部分について、当日書記を担当された、東定喜美子さんの報告です。

目
諄

・

承 護 覇 碧 野

一 一 一 一 一 ― 一 一 ― 一 一 一 一 ― ― 一 ― ― 一 ―
T~~~~~一

一 ― 一 一 一 一 ― 一 一 -3

:懸埋 覇琲転1丞1蟄蜆薩愈
国追加提案 (地域コーカス入会に関する新規約)

地域コーカス入会について定めました

■総会後半の話し合い

昼食会・地域コーカス/テーマコーカス報告 。公聴会報告における話し合いを
ゆのまえがまとめました。

■国会議員報告・メッセー:

出席された小宮山議員の談話を稲元周子さんが報告。

議員の皆さんからの総会へのメッセージです。

日あ材 の物 佑ι τι曝ワワ17

ならびに議員コーカスの

北京」AC15周年全国シンポジウムin熊本
2か月後に迫せまつた熊本シンポの実行委員長 原田翡予子さんからのご案内です。

ロフランスの乳幼児保育政策～保育所は荷帰 りヽ所ではな
日本よりはる力ヽ こ恵まれているようですが、規制緩和や現金給付か現物給付か、

保育の質など、日本と似たようなことが問題になつているので参考になります。
石田久仁子さんの報告。

国会員コーナー

先月のお二人は北京 」ACと の関係、仕事のことなどを書かれました。今月のお二人は、
ご自分の信念や関心事・活動を語られています。

10
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2010年 度 総会報告

地域コーカスと財政に関し活発な意見交換

北京 JAC 2010年度総会が 5月 16日 (日 )

11時より、東京文京区アカデミー著台で開催

された。

開会挨拶で清水澄子共同代表は「昨年の総

選挙で歴史的な政権交代が実現し、新政権に

対して全国から声を届けることができ、第 3

次男女共同参画基本計画 (中間整理)の中味

を変えることができた。国の基本的な方向は

危ういが、市民の方で民主主義を作る主体者

となつて、今後もロビー活動が出来る力をつ

けていこう」と挨拶された。

次いで議長に小林佳子さん (北京 JAC新
潟)、 書記に東定 (北京JACふくお力→ が選

出され、出席者 17名 と委任状提出 40名 で、

規約第 9条の定数を満たし総会の成立が報告

された (出席者は最終的に 22名 )。

まず、石田事務局長より 2腹Ю 年度活動報

告があり、定例学習会について、東京だけで

なく地域コーカスの学習会と連動 して開くこ

とは出来ないかなどの意見がだされた。これ

に対して、個人会員や地域コーカスに開かれ

た学習会を今後考えていきたい、情報ネ ット

ワークができれば可能となるので検討してい

くことになり、活動報告は承認された

次に会計の田中和子さんより28Ю 年度の

会計報告、会計監査の加藤登紀子さんから監

査報告が行われ、それぞれ承認された

続いて 2010年度活動計画 C隷 と「北京

JAC15周年全国シンポジウム in熊本」の開

催について、船橋共同代表より提案され、活

発な意見交換が行われた。

①地域コーカスを含めて組織の活性化をど

う図つていくか、②総会の参加者が少ないの

は、財政的な理由が大きいと思う、③総会に

書記  東定 喜美子

参加することで、地域の活性化に繋がると思

うので、補助金を考えては、などの意見に対

し、財政的には厳しいが、来年度の予算編成

の中で補助金を出す方向で検討されることに

なり、活動計画が承認された。

2010年度予算 (案)は会計の田中さんよ

り提案され、原案通り承認された

次に会の名称について、ゆのまえ知子さん

より前年度の論議を再検討した結果として、

会の名称は「北京 JAC」 のままとする再提案

があつた。議論はつくされていて、原案通り

賛成多数で承認された。

つづいて規約の改正について2件提案があ

り、1件は前年度からの再提案で、細則第 2

条の 2について、「地域コーカスの分担金J

の項で、「但し、地域コーカス会員の 1名以

上が北京 JACの個人会員であること」に改

正、2件日は細則第 1条の「入会手続き」の

改正で、これまでは個人会員の入会規定のみ

であったが、「地域コーカスの入会規定」を

設けることが検討され、それぞれ承認された

最後に世話人等新役員 (任期 2010～ 2011

年度)12名の提案があった。松本惟子さんが

退任され、橋本共同代表よリロビイングに関

するお働きについて謝辞が述べられれ

世話人は新たに加藤登紀子さん、ならびに

新会計監査に副島都さんが就任された。 した

がつて 10人が再任となった。

うち、役職では清水・橋本・船橋共同代表

と会計は田中さん再任、新事務局長にゆのま

えさんが就任され、これら人事も承認されて

総会議事を終了した。意見交換も活発で新た

な出発に向けて有意義な総会となった。
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1.1瞭 」AC絵
機

2. WEフ ォーラム

難 ま:JttJAC

く2009年度北京」AC活動報告>
(2009年 4月 1日～ 2010年 3月 31D

日時 :20"年 5月 10日 (日 )文京醐 女平等センターにて開催
北京JACワークショップ

テーマ :北京+15岡覇計竜用駒則 の地域での検証と実現に向けて
～私たちにできること、したいこと～

日時 :2009年 8月 29日 会場 :国立麟 会館 豹 暗 :30斜
3。 ロピイング

1)8.3 町翅冠に肘 る雀湯副彗匿効嘲
2)1028 聯鶏 次男女共同参画基本計画策定に向けての要望書」を福島瑞穂男女共同参画担

当大臣に提出 (労働分野は均等待遇アクション21が担当)

3)H。 20「男女共同参画基本計画第 3次策定に当たつての福島瑞穂男女共同参画担当大臣ヘ

の申し珈
4)12.14 民主党男女共同参画推進会議議長 ガヽ宮山洋子さんへの男女共同参画基本計画につ

いての意見書の提出と意見交換

5)3.11「民主党男女共同参画推進会議による北京JACに対してのヒアリング」い

アクション21参加)

4. 驀

1)6.25「市民による自治体の財政分析の手法を学的
まち飾 民詢%洵湖院会健表酒井芳博さん

2)7.28「市民派議員の眼でみる政策決定のプロセス ー 議会、議員、市民の役割と|カ

千葉県白井市会議員 しばた圭子さん

埼玉県桶川市前市会議員 北村 文子さん
3)9。 3「共学家庭科と男女共同参画政策・in」  茨城大学名誉教授  酒井はるみさん
4)10.7「介護労働の現場から」         ヘルパー     白崎 朝子さん
5)1019「第 3次男女共同参画基本計画に向けての提言 ～第2次から消えたアンペイド

ワークを復活させるために～」 東京

―

誉教授 久場嬉子さん
6)11.25 「鳥取県監査委員8年間の経験から見えてきたこと」

鳥取県地域婦人会会長 井上耐子さん
7)12.15 「沢才・エクィティ (同一価値労働同一的 と均等待遇」

ペイ・エクイティ・コンサルティング。オフイス 0∞)主宰 屋嘉比ふみ子さん

8)2.24 「雇用されない働き方で福祉ネットを地域で創りだす」
「NPOアビリティクラブたすけあい」前理事長 香丸員理子さん

5。 世話人会
4/14、  5/10、  5/22、 6/16、  7/14、 8/11、  9/8、  10/12、  11/15、  12/26、  1/22、  2/12、  3/18 (13E])

6。 「マンスリー北京 JAC」 発行 (135号-144号 )

7.テーマコーカス活動   「北京JACコーカス・ジェンダー予算研究会」
8。 地域コーカスとの連携 ・協力、地域コーカス行事べの参加

橋本ヒロ子 (共同代表)2009年 9月 北京JAC福岡10周年大会で挨拶・北京JAC九州で報告
20Ю 年 1月 北京」AC綿総 合で講演

9.他団体との協力およ中 …・ 均等待遇アクション21、 ノ女性会議、
ジェンダー平等教育をめざすネットワーク、JNATIP伏 身売買禁止ネットワーク)、

JNNC(日本女性差別撤廃条約NGOネ ットワーク)

-3-



北京 掘  2009年 度 決算

2009.4。 1-2010.3.31

は 舒

支出合計

嚇

2,566,812

1,51Q327

1,05Q485

嘲

項 目 本年度予算額 決算 増 減 備 考

会 費 1,600,000 1,435,000 -165,000 131A
カンパ lQ 000 30,000 20,000

熱 50, 000 28,800 -21,200

地域コーカス分担金 170,000 116,000 54,000

触 2.500 356 -2,144 翻 息

叫 956,656 956,656 0

収入合計 2,789,156 2,566,812 =222,344

支出の部

マンスリー発行 550,000 480,377 ‐09,623 書誦罰10噺
勢 3 、ヽ000 203,210 -96,790

,ヾ馴円EX3、 機 、HP作成

会 場 費 2Q000 8,950 -11,050

―

540,000 546,665 6,665 lヶ月45,000円 ,更芳藤制尉険

懸 費 40, 000

“

,508 508

縮 亀 000 41,7“ 1,706 電話・ FAX,切手・送料

消耗品費 60, CIC10 33,524 -26,476 紙 。文具・圭黎釘・コピー

統 120,000 107,487 -12,513 月膵彩聯ヲ

“

雪口里・ z交力邑欝

コピ詢 12,000 12,000 0

緩 1賊 000 41,900 -108,100 偏 姶 ¨
鵬 2Q000 0 ■20,000

雑 費 10,000 0 -10,000

予 備 費 927,156 1,050,485 123,329

支 出 合 計 2,7",156 2,566,812 -222,344

財産目録

① 難 燃

② 事務所立退き料定期預金

現金残高  19,272

輌 息  5,456

1,031,213

1,948,025

合計

合計

1,050,485

1,953,481

2009年度について会隷 支出受領書、

会計の執行が適切であることを認めま丸
2010年 4月 16日

歴

整

監 査 報 告

預金通帳等の関係帳簿を監査した結果

以上報告します。

熟X■ :ス

・④
わ鵡 、穆轟ιЮ

19日
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く2010年度活動計画>裳
0010年 4月 1日 -2011年 3月 31日 )

◆2010年度活動方針

憲法の理念を再認識し、国連総会採択 30周年を迎えた中 躙麟条約の精神を活か
し、女性の人権確立と脱軍事化、脱瀑力をめざ九 「北京+15」 以降の活動の発展に向

けて、北京行動綱領に従い、政府および自治体の男女共同参画政策の推進状況を検証し、

さらなる推進のためのロビ‐活動の強化をはかる。

◆2010-
1.2010年度総会の開催 漏 、5。16(日 )アカデミー著台 7階学習室A

2.定例学習会の開催

省庁ロビイングをはじめとするロビー活動を準備するための勉強会と位置づけ、月一

日程度開催:会員ML等を通して広く参加を呼び力ヽ する。テーマとしては、ジェンダ
ー主流化のための重要課題、例えば両立支援 (保育所間諭 、税制、社会保障制度、

無償労働、リプロダクティブライツなど女性や子どもの人権にかかわる政策や地方議

会への女性の参画などを予亀

3。 一 ―スレターFvンスリー北京二倒の発行 (原則として年 10回 )

ロビー活動の報告をより充実させる。またロビイング関連のテーマを取り上i六 誌上

での議論の活性化をはかる。

4.全国シンポジウムの開催、2010年 7月 31日、8月 1日 、熊本にて開催
(男1腑ヽ日馳 2月 馴こ擁輝総

5.ロピー活動
・第 3次男女共同参画基本計画に対しての要望書提出、

民主党男女共同参画推進会議、民主党幹事長室、内閣府男女共同参画局など、ヒア

リングおよび意見交換会
そのために議員コーカスならびに他団体との連携・協力体制を強イL

・地域コーカスを中心とした地域における自治体等へのロビー活動の促進

6。 国および自治体等に対する意見表明・アピール等

7.地域ローカスおよびテーマコーカスの活動

①地域コーカスとの連携と協力鋼回色

②テーマコーカスの活性イL

8。 会員拡大および会郎 ―ルの活性化

9.他団体との協力および国際連帯
・協力団体 :均軸 アクション21、 ノ女性会議、

ジェンダー動 をめざすネットワーク、
・加盟団体 :trNATIP(人身売買禁止ネットワーク)、

JNNC(日 本女性轟押詢暁条約NGOネットワーク)

10。 世話人会の開催 原則として毎月開催する。

11。 その他調査・研究等、必要と申l断したことを行う。
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< 北京 JAC 2010年度予算 >―
2010.4.1～2011.3.31

収入の部

項 目 本年度予算額 前銅 類 議 顔 増 減 備 考

会 費 1,500,000 1,職000 ‐
100,000 150人

カ ン パ 10,000 lQ000 0

事 業 収 入 3Q000 5Q000 ‐
社 000

地域コーカス分

担金
160,000 170,000 ‐10,000

雑 収 入 1,000 2,5CXl ‐
1,500 預金利息

―

1,0 、ヽ485 95Q656 9a829

収 入 合 計 2,751,485 2,7鴫156 ・3■671

支出の部

マンスリー発行 550,000 550,000 0 襴 10噺

事業費 500,000 300,000 200,000
熊本シンポ補助、

定例会

会 場 費 15,000 地 000 ‐5,000

書 540,000 540,000 0 1ケ月 45,000円

光熱水費 0,000 位 000 0

酢 費 45,000 畿 000 5,000
電話 OFAX、

切手・送料

消耗品費 50,000 鈍 000 ・10000
紙・文具・封筒・

コピー

場 駿 130,000 12Q000 10,000
事務所管理・交通

黎

コピ‐毒跛用料 12,000 12000 0

旅費 150,000 15Q000 0
世話人会出席旅費

補助

鵬 10,000 2Q000 ‐lQ000

雑 費 lQ000 lQ000 0

予 備 費 戦 485 927,156 ‐227,671

支 出 合 計 2,751,485 2,789,156 ‐37,671
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協議 の後 、改正案が採 択 され た。

1条  入 会 手続 きの改正
―

以下の提 案 を、

< 追加 提案

議案 と して追加 し、

>   細則 第
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に
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く
ま
い
　
力
り
が
さ
　
な
そ
る

☆☆総会後半の話 し合い 報告☆☆

現  行 改 正  案
細則第 1条  入会の手続 き   ~

北京 JAC会 員 1名 の推薦 を明記
した入 会 申込書 を世話 人 会 が承認
し、会費 1年分 の納入 を確認 して入
会 とみ なす。

細則第 1条  入会の手続 き
個人会員

北京 JAC会 員 1名 の推薦 を明記
した入 会 申込書 を世 話 人 会 が承認
し、会費 1年 分の納入 を確 認 して入
会 とみ なす。
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小宮山洋子さん疇鋳詞

< 国会会期中でお忙しい中をお出で下さり、ホットな情報をお話
し下さつた小宮山さんに動 た`します。「1勝(JACが今日まで続
いていることに立ち上げの 1人 として感謝している。」という挨拶
のあと、今の状況について、次のような報告がありました。>

54年ぶりに政権交代をしたのに、今のよう

な状況になっていることをまずお詫びしたし、

反省すべき点は反省し、参議院選挙に向けて、

議員全員が関る形で、次のマニフェス トを作

つている。反省すべき点のひとつは政府与党

一体化といいながら幹事長が政府に入つてい

ないこと。発信能力、調塵能力などから官房

長官に問題があるという人が多し、 政権の発

信能力がないのとメディアの上層部が前政権

のままであることから、色々いいこと、新し

いことをやっているがうまく広報されていな

い。例え|ミ 鳩山さんは子ども、女性、環境

の問題等について理解がある。予算では公共

事業を2割カット、り を 1割増、子

どもの教育についても8%増やした

7月 の参議院選挙前に、2ト ップを変えた

ほうがいいという意見もあるが、首相を支え

ながら、臨むことになるだろう。小沢体制に

ついては、一人の議員が発言したところで効

果がなし、 私たちの要望により、政策研究会

を各委員会ごとに作り、子ども。男女の分科

会は私が責任者で内閣委の中に作つた。幼保

一体化については、就学前の全ての子どもた

されますとともに、更なる御活躍を祈念申し上げま丸

ちに、教育 0保育   ´

の場を作ろうとい

うこと。これまでl― がいて子どもたち

の目線での、一体化が進まなかつた。新しい

政権として、5ヶ年計画の子ども・子育てビ

ジョンを今年発表
`第

3次男女共同参画基本

計画に向けて、民主党の男女共同参画推進会

議で、NGOからヒアリングを実施して政府

に申し入れをし、中間報告にいれた 多数の

パブリックコメントが届いている。公聴会な

どでのバッシング派の意見の扱しヽ こヤ帥 ゞ

必要。6月 中旬をめどに男女共同参画会議が

基本的な考え方の答申を出す予鳥 5ヶ年計

画の消費者基本計画も新政権らしく作り変え

た

私は、表では、男女共同参画推進会議の議

長等をしているが、地下で政策を作つたり、

調整をしたりしている。小択幹事長が政策は

政務についた者以外が作るなと政調を廃止し

たことが問題。新人も優秀な人がいるのに、

政策を作る場がないのは問題亀 事業能分け

で予算が見えるようになり、外交機密が明ら

力|こなったこと等は、政権交代があつたから。

< 今、本当に必要とされる情報を随所に繰り込まれてお話されていたが、質疑応答 ●ヾ ブコメの扱い、民

法改正、DV法の改正他)を含めて、全部をお伝えできないのは非常に残念である。 (報告 稲元)>

* 2010年度総会の御盛会をお祝い申し上げます。政権交代を機に、21世紀の最重要課題で

ある男女共同参画社会の実現を図るべく、国会内の取り組みを一層強化して参りたいと思いま

す。折しも、第二次男女共同参画基本計画策定議論の最中であり、皆さまのお力を存分に発揮

-8-
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* 皆さん、こんにち|九 福島みずほです。今日は、急速、日蹄疫について宮崎県に視察に

入るため、総会に出席できず、本当に申し訳ありません。

男女平等担当大臣に就任して、8ヶ月が経ちました。この間、男女共同参画社会第二次基本
計画策定に際しては、北京JACの皆さんの、的確なご意見をいただきましたこと、本当にあ
りがとうございま九 曜軍慰安婦」の問題など、入れたかつたことがありますが、計画として

大きく後退した第二次計画に比べれ|ユ はるかによい計画をみんなでつくりあげることができ

たと思いますし私としても、多くの女性たちや女性団体に会いたいと考え、本当にたくさんの

皆さんにお会いし、ご意見をいただき、計画に反映させたつもりで九 これは、まさに、政権
交代したからこそ、可能になったのだと痛感しま丸
また、現在は、普天間問題に全力を傾けています。非常に厳しいで九 しかし、「今はまだ

序の日だしこれからが重要だ」と、腹に力を込めて、頑張らなくてはと思つていますし沖縄の

苦しみを受け止め、様々な学習と議論の中で、社民党は、北マリアナ諸島への移転は可能だと

結論づけています志沖縄の女性たちの苦しみを繰り返さないためにも、何としてでも、国外へ

と移転させるべく、全力でがんばっていきま九 応援してくださし、
一方で、今年の夏は、私自身が「福島みずほ」と書いていただく参議院議員選挙を迎えます.

男女共同参画第二次基本計画法を実現していくために、また多様な社会をつくるために、平和、

女性、人権、環境、雇用で頑張る社民党を応援してくださし、 そして、ぜひとも皆さんのお力
をいただきますよう、師 いヽたしますLまた、東京選挙区からは、社民党が森原秀樹さんと
いう、若く優秀な人権活動家を擁立します。私ともども、ご支援いただきますよう、お願いい

たしま九
社民党党首、内閣府特命担当大臣、神  瑠嘉讐議 み

し
ずヽま

* 北京JAC 総会のご盛会を心よりお慶び申し上げます。
また、日頃のご活動に敬意を表するとともに、温かいご支援に感謝を申し上げま丸

皆さんの力の結集で実現した政権交代の夏から約 8ヶ月。

政権与党は今新しい社会を育てるために希望の種をまいていま丸

私も皆さんとともに、ジェンダー平等にもとづく男女平等社会実現のために国会の内外で全

力を尽くすことをお約束しま丸

今こそ、北京」ACのご活動を続けてこられた皆さんのさらなるご潤躍が期待されます。

皆さんの力の結集で、総会のご成功と価 のさらなるご発展を祈念申し上li心から連

帯のメッセージを送りま丸 豹議 神本みえ子

*「北京 JAC」 の総会の開催おめでとうございます。

日頃女性の地位向上のためご尽力いただておりますことお礼申し上げます。
私は外務大臣政務官として、3月 にはニューヨークのCSWで日本政府を代表して演説を行

い、政府としてNGOとの連携を強化したいことを述べさせていただきました
このスピーチは関係者からも評価され、政権交代後の取り組みにも大いに注目が集まってい

ます。 しかしまだ課題が多いことも事実で九
ジェンダーの主流イヒに向けて、ともに努力したいと思います。総会のご盛会をお祈りし、メ

ッセージといたしま丸
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あオたの地域ぽ肩獲をι76・ま動 17

北京」AC15周 年 全国シンポジウム in熊本

嗅鉢可と聞いて何を思い浮かべますか?一

熊本城k水前寺、阿蘇??と言うところでしょ

うか?

卿 :1苛目」 疇形割む事J、 熊 姉 男娘

同参画推進条例」を思υ蒲物将れ る方は大分詳

しい繰

九州の動 中に位置し、劇‖市条例に次いで

おかしな条例と言われてしまつた熊本市条例

に見られる保詢的で頑固な気質 (モ ッコス)と

細り|1首相、潮谷知事を誕生させた新しいもの好

き (わさもん)の周はJ｀ありま九

北京JACの全国シンポジウムを「モッコ

ス」と「わさもん」が混在する熊本で7月 31
日～8月 1日 、『 畷b京+15」 と地弱tσ輔割生

イ回 ″ ―マに開催いたしま九
ところで、私は、学生時代を東京で過ごしま

したが、「東京では新鮮な生ジュースが地方で

|まインスタントジュースになつてくる」と感じ

ていました 東京でどんなに理想論を語られて

も、地方で,― ヒに繋がらなければ意味がな

し、

5年前、地方紙に当時の経済界のトップ (経

済厳 申 の1り脚わuttιが「危機感

薄い日本社会―甘えの構造d断ち、育只 介護、

精 、‐ ビス

ー

凛 っぼく語ら

ておられました

私たちが進めなけれ國洲ナないことを、男性、

しかも、日本の経済界のトップが主張されてい

るのは感動と驚きでした。地方では「男女参画

なんて !」 と相手にされない時に・・コ快く私達の

依頼跡 えて熊本まで来ていただきました

その講演で氏は「どこの国も人口の5%は優

秀で九 中国は人口13億ですから5%の 65
00万人が優秀t日 本の金労働者が 650
0万人で九 安い人件費の優秀な人と競争して

し功鎌ければならないので、男だから女だから

アクティプくまもと 原田 鵜予子

と言つておれなし」 と、グロー/ウレな視野と日

本の現状に照らしてお話をされました 650
名の会場が満員で、男性参加者も多く、熊本の

厚い明轍 卑」囃動 沙 し開した ようでした

その後、ご紹介いただいた方が「りそなの細谷

会向 でした

細谷会長日国鉄民営化に取り組ま
'ほ

現在の

銀行再建においては、閉店時間を15時から17

時に変更、お客様を立たせて行員が座っている

の1綴舗 しヽいと指摘されるなどヤI鑽諸の日線

で斬新な改革をされておられま九

そ吼 ′ヽ リス トには山善 、辮

会の樋渡武雄市長など 異色の方々をお招きし

ており自熱し鰤 瀬待できそうで九

5つの分科会は 行動綱領に沿つたものです

が、第6分科会では「合併 。政令市Jを取り上

げました

熊本市は、今年3月 に合併し73万人となり、

平成24年の政令市移行を目指していますLそ
こで、北京JACならではのネットワークを活

かして 先行市から 来ていただきたいと思い、

2000年にニューヨークNGO会議 でお会

いした静岡― さん、岡山大会でお会いした

時賞さんにお願いしました  佐藤さんからは

「フジドリームエアライ4の活性化のために

静岡～熊本ツアーを組ん例 しますと、もう
1翻 陶 が始まつています。

来年4月 にtll‖鰤 竣翡開業しますが、

その前に私たちで、手づくりの「サプライズツ

アー」をご案内することにしました

天草の女性団体は、美味しい天草の料理をつ

くつておもてなしをしながら、風光朋美な西海

岸を動 したいと張り切つておりま丸 北城

さんが開けてくださつた厚い「男尊女卑」の壁

を、皆さんとご‐緒1こさらに開かれることを期

待し、お待ち申しあげま九
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保育所は荷物預かり所ではない

～規準緩和にノンをつきつけるフランスの保育士たち～

ワーク・ ライフ・バランス政策を進める上

で日本がお手本にしているフランスの子育て

支援策。日本と比較すれば、はるかに充実し

ているこの制度にも弱点はある。出生率の上

昇をはじめとする社会の変化に、0歳～ 3歳

未満までの乳幼児の保育体制が追いついてい

ないのだ。
3歳以上から就学前の子どもについては、

保育学校が整備され、今ではこの年齢層の子

どものほぼ100%が通学している。保育学

校は、日本の幼稚園とよく比較されるが、理

念も現実もかなり異なるものである。義務教

育ではないが、家庭の事情に関係なくすべて
の子どもに提供される教育機関であり、自分
の頭で考え判断することのできる市民を養成

することを目的とした共和国の教育理念1に

基づく教育システムの一貫を成していると考

えた方がよい。

なおここでの市民は政治社会の構成員とし

て、国家意思の形成に参加する自律的個人で

あり、1789年の「人と市民の権利宣言」にお

ける市民である。保育学校の開校時間は小学

校と同じで、大凡 8時半から16時半までだ。

教育目標として「子どもが自律性をもち、知

識と能力を獲得することを助ける2」 ことが掲
げられ、そのために「子どもは他者が理解で

きるメリハリのある豊かな言語表現を身につ

けなければならない」とされている。

初等・中等教育と同様に、給食費は保護者
が負担するが、授業料は無賞である。日本の

延長保育にあたるものとして、朝の登校時間

:レジス・ ドウブレ、水林章訳 Π思想としての<共
和国>』 (みすず書房、2006年 )参照。
2フ ランス国民教育省 HPくhttp:〃m
educatio■ gouv.fr/pid35/ecolclnaternelle.html〉
3大

学でも年間の授業料は学部 171ユーロ(約 2万
円)、 修±231ユーロ、博±350ユーロに過ぎない。

石田 久仁子

前の30分間、下校時間をすぎて午後 6時頃

までの 1時間半から2時間、子どもを預かる

制度4も校内に設けられている。
こうした 3歳以上の子どもの保育・教育制

度とは対照的に、それ以下の子どもについて

は、90年代末頃から専門家の間で、保育所の

不足等の乳幼児保育政策の不備が指摘されて

きた。またそれを補うために1990年代はじめ

に導入された最長 3年まで延長可能な育児休

暇制度
5も

、低賃金女性労働者の実質的な市場

からの撤退をもたらしたとして、ジェンダー

平等や女性間格差拡大を問う視点から、その

弊害が指摘されてきた。

これに対し、政府は07年、ミッシュル・タ
バロ与党国民議会議員に乳幼児保育の実態に

関する報告書の作成を命じた。翌年、政府に

提出されたタバロ報告書は、出生率の上昇、

共働き世帯や一人親家庭の増加による保育需

要の伸びにより、施設やその他の育児サービ

スの供給が追いつかず、具体的な数値として

乳幼児30-40万人分の集団保育施設が不足し

ていることを指摘した。

そして、子育て中の人 へ々の最近 10年のア

ンケー ト調型 の結果を踏まえ、これまでの現

金支給から現物支給に重点を移すべきだと提

案した。ちなみに日本でも「子ども手当」よ

りも保育所の拡充等の現物支給を優先させる
べきだという声もある。

.保
護者が費用の一部を負担

5最
低賃金の約 2分の 1に相当する育児手当の支

給がされる。
609年 10月 20日 付けルモン ド紙掲載 「富裕層に

有利なフランスの家族政策」によれば、10人に 7

人が手当支給より保育サービスや保育施設の拡充

を希望しているという。

-11-



しかしN tt N乗方式といわれる子どもの数

が多い家庭ほど有利な所得税制とともに戦後

のフランスの家族政策
7の二本柱を構成する

家族手当は、支給期間の長さや額・種類の豊

富さ8の
面で、日本の子ども手当とは到底比べ

物にならないほど充実している。日本の児童

手当などの「家族関連の社会支出」の対 GDP

が 0.75%に過ぎず、その他先進国と比較
9する

ときわめて低いことからすれば、日本はむ し

ろ現金給付 。現物支給のどちらも充実させな

ければならない。

さて上述のタバロ報告書の提案を受けて、

昨年 8月 、モラノ家族問題担当大臣が 6歳未

満の子ども受け入れ施設に関する政令案を発

表 した。しかし保育関係者はそこに規準の緩

和で受け入れ拡充を実現しようとする政府の

方針1°を読み取り、懸念の声を上げたn。

その後政府との協議で若千の修正はあつた

が、まだ不十分だとし、保育士、保育看護士

らでつくる全国組織 「乳幼児を荷物預かり所

に預けるな」の呼びかけで、 3月 に続き4月

そ して5月 にも新政令の撤回を求めてス トが

行なわれた。地下鉄や鉄道のス トはよくある

フランスだが、保育士たちのス トはめずらし

い。ネットで見る限り、保護者もこのス トに

理解を示しているように見える。

彼ら彼女らの主張2は
、今、日本で実施 さ

7 NttN乗
方式は収入が一定以上にならないと減税

効果は現れないので、子ども多くいる富裕層にと
つて有利な税制。それに対し家族手当は低所得層
への再分配効果が大きい。
8家族手当の詳細については、柳沢房子「フランス

における少子化対策と政策対応」(『 レファレンス』、
平成 19年 11月 号)、 神尾真知子「フランスの企
業と「少子化対策」」(『 日本労働研究雑誌』
No.553,August 2006)参 照
92010年

1月 17日 朝日新闘掲載の「「鳩山予算」を
.読司コ めざす社会は」参照
:喋

育所の職員配置以外にも、いわゆる保育ママが

預かる子どもの上限を3人から4人にした。
い保育関連6団体によるモラノ家族問題担当大臣

宛 09年 10月 5日 付け文書参照。
22010年 3月 10日付けルモンド紙掲載の「政令
案に懸念する乳幼児保育現場」参照

れようとしている保育政策との関連からも、

注目に値する。

政府のやり方に従えば乳幼児保育・教育の

質は確保できないというのである。保育士ら

が問題にするのは主に次の2点である。

まず人員配置の問題。現状でもすでに時間

帯によつては定員の 1働を越えて受け入れて

いるが、新政令はさらにこれを 2嘔にまで引

き上げた。政府によれば、余裕のある時間帯

における一時的な子 どもの受け入れ枠にすぎ

ず、人員配置規準の緩和ではないという。

だが現場はこれを職員 1人が担当する子ど

も数の実質的な増加につながるものと見てい

る。フランスでは歩 く子どもとまだ歩けない

子どもによって配置規準が設定されている。

後者では5人の子どもに職員 1人がつく。だ

が時間帯によつてはすでに現在でも6～ 7人
を一人の職員が対応 しなければならいという

のに、さらに受け入れる子どもの数が増えれ

ば質の確保は到底保障できない、と現場は主

張する。

第 2の問題は、保育士や幼児教育専門教員

等の有資格職員の割合が現在の50%か ら4
0%へ下げられることだ」コス ト削減のため

だけでなく、幼児教育者養成機関が不足し、

有資格者の養成が需要に追いついていないこ

とも背景にはあるようだ。現場は当然ながら

専門職化の促進を主張し、養成システムの早

急な拡充を要求している。

保育をはじめケア労働は自然にできる仕事

と見なされがちだが、実際は専門教育を必要

とする仕事である。それによって良質な保育

が保障されることは言うまでもない。さらに

保育現場はほとんど女性が占めていることを

考えれば、ジェンダー平等の視点からも、専

門化を徹底することにより、女性のキャリア

や労働条件の向上がはかれるからでもある、

と保育の専門家たちは主張している。

全国組織「乳幼児を荷物預かり所に預ける

な」は今後も毎月第一木曜日にス トを実施 し

てモラノ政令の撤回の要求を続けて行くとい

う。

-12-
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私は、福島県郡出市 (人 □

34万人、中核市 )で市議 会

議員として、5期 20年目です

が、初当選の時は 20年 ぶり

で 44名 中、唯―の女性議員

でした。

それ故、女性行動計画は

ない、女性のセクシヨンもな

い、「子育ても介護も女性の

やること」、正に固定的性別

役割分業が当たり前の議会

でしたe

しかし、私が議会で質問し、

女性団体と市に申し入れす

ることで、女性企画窒設置、

女性行動計画策定、そして

男女共同参画課設置、男女

共 同参画プラン策定、男女

「あなたは女だから」の次

には、必ずいや～なことはが

続<ものだと幼い時から思っ

ていました。大き<なつて「世

の中おかしい。何とかしたいJ

と思うようになりました。

テレビディレクターになつ

てドラマや劇場中継番組を

つ<り、役者もちょっびりやり

ましたがその一方で、家庭科

の男女共修など、男女平等

の運動にもいろいろかかわつ

てきました。教育とメディアを

変えることが男女平等を進

めるために重要だと思つて

八重樫 小代子

共同参 画推 進条例制定、男

女共同参画都市宣言までは

着々と進みました .

ところが、安倍政権のジェ

ンダーバッシングにより、郡

山市も市長から「男女共同

参画課」から「参画室」への

格下げの提案がされる等、バ

ックラッシュの波が押し寄せ

ました.

それを私達、郡出市女性

グループ連絡会 (13団 体で、

当時私は輸番制の当番副会

長)で、請願、常任委員会、男

女共同参画審議会傍聴、議

会での私の質問、審議会役

員や市当局等への働きかけ

をし、「課から室への格下げ」

「メディアを変えたい」

いたのです.

番組をつ<りながら「女の

声は弱い」と思い続けていま

した。視聴者からいろいろな

声が届きますが、性差 B」 への

抗議や男女平等を求める声

を直接聞いたことは一度も

ありません。

仕事を離れてしまったので

最近のことは知りませんが、

私が怒り狂ってしまうような

番組にも抗議はこなかつた

ようです。

私自身は職場でも少しず

つ声をあげていやがられまし

.「ジェンダーバッシングのない社会を」 ゼ額コーメ¨
驚:

′′
集糧な菖R読だぶ言誌[・ 1

8身

=烈
、始の中でや

:

潔 後裏[ム朧重i

嵩ざ冬竃忍鷺51

5ラ3晃]じf鷹雷理Eダ i

写Pを
組織的に続けていま

1

「』薫繁男女共同参蓄璽梁:
計画」を勉強し、地方へ拡げ、′

ξ」〕覗試■ttJぷ j

と考えています。(郡出市)メ

幸               1

梶谷典子  ∫
′

[鰐翼露責麗景奪雪暑i
ちょつとやりに<いところも′
ありますが、メディアを変 え ゛

る運動は何とかやっていき∫
たいと思っています。    f
といっても、年のせいで(2∫

0年早いようですが)歩 <の ∫
もかなり危なつかし<なつて、P

あまり動けません。     j
皆様のご協力をいただき ′

ながら、出来ることをやって」

踏鷹F(1[3理ζ汀・
よろし<:

(東京都)イ̈
プ
　
．●
　
イ

　́
´

´
´

すデ,ザ・ノチひ」 .´ チタ
=手

■ご1彗 ジJプ すチ子ィプデ■し,チ 子・rJ.´ ,■ ′■
=プ

,チ ■′ 1/サ ザ́:ャ
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◆ NA― 名簿 任期 2010～2011年閲 ◆

石田久仁子  稲元周子  加藤登紀子 (新) 黒見節子  清水澄子 (共同代鋤

田中和子陰諦  橋本ヒロ子供同イ壊 ) 船橋邦子 供同代詢   三隅佳子

ゆのまえ知子 停務局D   鴻巣美知子 い    副島都 い

2種類 の 振替用紙 を 同封しています 。

* * *
※7月 31日～8月 1日

振込み をお願いします !

********

確 鯵解 ″

…

シカ け 夕 iル轟押υ

σ発ヽこシカ デラシをおきグι・まιた。サカ イズンアニもあグま九
下記ホームページにもチラシご案内を掲載していま丸

交通機関・ホテノ場 混`む季節です。すぐにでもご予約を !

含員メーリングリストに登録をノ

マンスリーでは間に合われ 情ヽ報、ジェンダー平等に関する情報、最近では

男女共同参画聾軽珈璽呻 などの情報を、どこのMLよりも早<おし

らせしています。メールアドレスと「ML力0入希望」と書いて、FAXを右下

って<ださい。α腐剰AC個人会員に限ります)

● 4月世話人会
4月 13日 υり 18:30輸
熊本シンポ馴れ ロビイング検討しマンスリー企醜

総会準備 (議案検討、資料作成、発送の手はず、プログ
ラム確認なa

● 5月世話人会
5月 11日 し018:30毒曜所
熊本シンポ準備。マンスリー企画。今後のロビインえ

総会準備 礎翡確認、当日役割分担など)来年度事務局・

世話人体制についてなど

『マンスリー北京」ACJ

第147号

201046月 1日

◆lFC号旨予 北京 JAC世話人会

◆担当 事務局 ゆのまえ知子

◆〒113-0033

調 鯨 蜘 2-40-13

本郷レーポレイション705

◆Fax 03-5689-6828

◆軸 pプ/pekinれ .∝tv/

◆剰 賑 鶴 鍔  00250“ 6426

北京JAC事務局

0日  時 :6月 7日 (月 )18:30よ り 事務所にて
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男女共同参画センター剛椰⑧珈錮膿鄭顆 されて数年か経過。巳麟吻晰脚E指定管理者

となっているの力、課題や問題点は何力亀男女共同な画センター ⑮指寇管仄著闊度□藝入
・状拠の調査を実施した『グル∵プみこし」にそ⑩祠蕎を相順いしました。デ普 プみこbはゝ

男女共同参画政策や昇女共同参ロセンターに保輸調査研究、撮書、情靱発信Ъ講座 0イベン

トロ実饂、活動支援、ネットワークづく砂等⑩摺mを行鍮ってぃる団体で九

国民主党に1ム陶鍼改正を実珊するな

“

マめる :

躊 ットの振本洋子さんによろ民法改正に関する国会の動き③レポートです.鯰党時代
は民法改正を基約1こ掲ば、議員立権を出し続けて未た民主党ですが、政権交代後lま濶極的:

L鰤鱚塁 鼠巡冬甕  虫写
菫軸

仄
鍋
卍聯党に卍

□日本餡覺学会大会シンポジウ占鋼蛉‐下―〒―――下三二~~~___報
躙10年度日車劃朧学会大会が6月 腑も懃 固に開催されました。大会ロシンポジウム『杜

会を動かす女性学』なテー守に電女性差釧と闘う学問とbて、どんな巡果を上げ、どこま

て昨控会を光えることができた場 が鼈躙置されました.船襦邦子さ枷 締 で調蠅    :

してこのほ に奉画している、瑚ヒ威 J蝠 聰 ぬ笠原美紀子さんに地域□男女共同参画への

開組口掏告なお願いしました。

口 撻暴鰤         1年 を経過して
性杯麹事件働鍮 裁判がMttbて 1」乳 唯 暴力業上法なつくろうネットワーク』力ま逼

印闘⑭58判決をもとに『性暴力事件の場 熙顆讀Ul年目のまとめJを合麦しまbた。中

8

ぬまた知子さん0価告です。

□ Fジェンダーから展望する新しい社■⑩仕組み E4性の

“

回畠運用 0軸
」

lこ匈 回 l⑩

日本学術会議社会学委員会⑪ジェングー研兜会シンポジウム滞t烹都大学プローバル
『親鋳権と公共権ぬ再編成を目指ナアジア拠文』と口共催で6月 13日 に東京で開催きれ

ました。橘本ヒゴ子さん口報告でテ。

□会負コーナ
今号では、有義口戸メ[1麒示さん趣山口醐川ヽ業久子さんに地域におけるご自身|

題、嘲ヒ京型囮へ⑩期待などをお書きいただきました。

「
■

ｉ
旦



日國女袋同参画センターと指定管理者肉

鼎女共同参画抱ンタ■へ⑩帽定鬱頸著制度導入状況の調蛉釉曹

口①財団法人 回⑪画PO(法人艇 間|わなLi》 画⑮民間企業 国⑬共同事業俸 画⑪その他

2閲6年調査計
搬報3  ‐

2om年調査計
鵬 74

都道府県の施設
闘藝

市区町村の曲曲:

闊諷

劇 活蛛 人 グル■プみこL

l.調査の概要

特定義営利活動法人グループみこしでは、目0鵬 年の調査にヨ|き 続き、量□□9年に男女共

薗参画センター■■指定管m211産ぬ導ズ状況孵調査魯行いました。男妾墓閂予画あた高
め総合的な施設《内閣府男女共同参画局ロデT夕 )を対象に指定管理者制度を導入している

.

自治体と指定管理者に調査豚を電子メこルで送付、国籍を得ま|した。調査対象自治体数は

日1、 i指定管理者数は01でЪ回答数は自治体錮、指定管理者囲 でした。

2.自 治体担彗課調査:力亀B
指定管理者

となっている

国悴は財団法

人塚多いもの

の、前国調査

と比較すると、

財団法人は減

少 し、 NP0
や民間住業、

業鋼事業体が

増ル回ヒていま

九

指定年数については、5年間が多く、3年間が多満 た前回調査から大きく変イLしてい

ます。 2回 目以降の指立にあたつて指遣年数を壼重しなぃ1暮1施設遮話げまし推◎畠皐商犠
:

は効果が評価できない、安定した施緞運営ができ強いなど満ヨ理由置して挙ぱられていまし

た。

木 六 灯 猷ζ剰 絋 艤 亀蛉 鰺 羮 瞼 :  鱚鰺 磋 鯰 鷺 贔

体があつたり、そのような要件を設定すもこと青慮纂回樺面蜀鴨彙挙れ競争原蜘除鰤漁ξない

という危惧があつたのではないかと推測きれます:男女共同参画せ:ン タ■ぬ運営にあたも

では、男女共同参面に関する知識やノウハウを活用した赳 管理曝髪霧麟籍務者行つことも

必要でおり、この結果にはN題を円 じでいます。

指定讐理者の選度にあたもで重視瞳だ選定基準についでは、
°
セング∵□設置目的・⑮達成

力86霊 .20/0で、安定管理龍力、経費削減、施設⑮効用⑩最大隈発揮と続いてしヽますじ指定管

理者⑮例も、2ないし3回 日m応募⑮際には F矛算蘭II警飾圃ぬ応募時諦疑:日見直し変更を
:

-2-



加えたと回答していることを勘案すれは、 F経費⑩削減』が重要視されていることが見え
:

ます。         1  1
指定管理者を選定する書員会を設置 bた 自治体は 89泡%で、女性委量の構成比率は

28.2%と なつており、国⑮『政策方針決定過程への女性比率 30°/oJと いう曰模にElj達 して

いません。

指定管理者に対するが起⑮実施率は 91。%で、評価項目では施設⑩利用1状況、施設⑩維

持管理 rゝlj用

者⑪満是度、

事業痴実施状

況の1回 となつ

ています.選
定基準では、

Fセ ンターの

設置目的爾達

成」が重要侃

されたにもか

かわらず、評

価にあたつては『設置目的ぬ実現慶』は重ヌと考え喝れていないのはいかかなものかと思

います。か価の実施は結に続いたばわりで、評価⑩八準おど⑪構築麺驚今後の課題です。

3。 指定管理者調査曲Ъら

飼昴蓄隷重動棚築では、護昌J唯⑪ミッ記コンの目雲理風が運≫く、言む回罰圏型皇より G.自 ガイント澤ぶくなり、

次いで地域への責蒻となつています。事業計画書やプ陸ゼンテニシヨンでアピールした点

は、実績、専門性、市民とD協慟Ъ先駆性となつています。

指定管理者の曲己ポ価⑩実施中は 感2.躙で、自治鉢⑩実施率に比べて低い状況です口評

価項目は施設峨利用状侃竜飢用者⑩満足度、事業●実施状況の順となつています。「設置

目的⑮実現慶』については、市匡町樹は8乱 瓢ですが、都道府県は 58。 0%に とどまつてい

ます。

指定管理者

hi ll度 は、勇女

共同参画セン

ターの運2に
さまざまな影

響をもたもし

ました。「評

価」へ⑮取り

組みlま、今後

の源口とbてますます重要となPて くるだろうと考えられます。

身画紹介 bた調査結果は1『どうする評価?男女共同参画センタT～指定管理者洒度④

もとで～』に駅録してぃます。飢作協力ぬと進料で 1988o円です志メールで申し込準くだ

さしヽ。メールアドレスg.mikoshユ瞼tu鵡。ocne ne.jp

自治体顧壽輌すら醸日

□都邁府県①施設  翻市囲町獅 施瞳
麟             圏釧

螂
鰯
鰯
瑯鰯
鐵醐
鰯醐
醐鰯

撥寵憐理者⑩自晨壽恒醸解優唖目

螂鐵鐵輔鰯螂螂鐵鰯蠅醐
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om鵠改正をめぐる1固凸卿動き

1月 18日 に召築された通常肉会は、選択的

蟷 吻靱廣:鼎藤趙猾旱刹薩瓢]臓麟 ど

の民鮭改正を行うことなく6月 lo日 に関会

した。政権交代を最濃改正で実はするこ_と に

おるので|まないかと口嘲蝙は大きく裏飩ら靱
た.法務大臣口諮問膿関である法洒審議片力塁、
民法改正を容申したのは1理 年も前⑮連と鰤 :

⑪饂出を四埒bた。拾のため電社民党七書き
―~

がけが酬 年6月 、議員鯰 躾 警理鋪 脇に提

出し亀 翌日、詢 だつ越財鎧 核鑢祓に

提出bたカロ、始⑪年、最‰旱ぐ

提ヽ出したのがMだ つiれ
:帥平 3月に結案 .

を提出し、遍月lこ       会で民主

鍮 ⑮麟 憚卵葬れ鼈 しつ〕しЪ鍼
聞口法業に与党⑩慶計により廃案となつに

Dl年 8月 に進疇表されたまあ麒嗽生に[呻まる

世論調査で、鶉 ェ卿が鮨 軸 を制ぬで

上国つたことから、森山法務大臣もな案謳y
}曝渕tを示しな そ酪 ぬ 璽菊、

f

参画鶉議基準問題調査会による「選択的夫婦

Nlj民制度に関する書識口中間と柳まと輸J「
1を ‐

受けて、当時⑩相    官房長官遍積極|

姿勢を示しれ

吻 諷 幽 l       l
⑪直後から動きが活発fヒしだ。  l  l
公表⑮翌月口9月 、夫婦馴鮭に慶対する'日

本0議⑮申に国率女性のや輻結成され 蒟ゝ時、

下鰤 隋IN鰤餞 讀
籍率を名乗つてしヽた山本 鯖計珀旱苗氏とこ

もに副会長回鶉駈レた□逼れ魯機曝山孵議量

は、際 を樋幽‐bてしヽる円 mと 夫婦

nlJ蛙に反赫し、ジ皇ンダーバッシングを始ゆ亀
鵬年 2月 には、囃 □吉田ゼ酔習陶職義 :

民主党にi乱民綾改正魯行なられ場がある !

.皿
ネット Ⅷ刺降 洋予

員や上国清司衆議は議員 {珊在鼈
幅が中心となり民壼懃向に F夫端礼鮭蠅

に考える会』を発足させ、(怯襴 出では)党
議胸束密外すよう鳩山由    《褻印、に

申帥 た。鳩山代表は『柳当選で議論l鋤回

ね幅なかった議嘔も増えている。金列的鰤議
`

: 論鵡必要』と鷲慎曇麒に‰―道の理辣を示し、

|そ麒 降、黎 の肉 ゃ絋 口祠 滑鯛けしぬ

IR霙鰤罐聰魃ml
硼 躙晰 なつち 圏蠅 臓 礼馘 笏

:‐

褥瑕 立な案を取りまとめてきた

額 底:已識踪予郡曇隕鰺躊盪管時 ・
野党力ま廼輯している中での提Mは枷めてお鍮

で、.      醸、:I調囃眈歴躙議論を

できたと。とヵミら:載 ,り極係t警轟らゼ自話で誨

が竜り も
―Mに 1咄話bなしヽままは どbたL

ilとから、他⑩鯰党や蜘 力Ъら厳しく:排洒されに :

‐ 甲 年中陽 準    を目指   ,|
えばこ,慎重派囲柩解が得ι繊 かつたため輻島

国躊
鱚     「

と男女共同グ画担当戌Mに続任lした福鳥雛ず

は参麓続茫磋諷Et l    」

を見せた尋とによりⅢ民鍼謳韮‐⑩期待はデ

気に高まつ権むす方で、Fこれl     ラ

○

「

首推馳曇鷺曇昴驚需昌肯営』楯曇乖ItiliI請菖言言|:

鼈 凸誕越讐劉鑓僣に階魃魔:なな竜
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た反対源が、地方議会や反対する国会議員へ

の動きかけをMLさ せていつた。

地方議会では、09年の 1量 月議会力ヽら夫婦
別姓に反対する意見書築が相次いで可決され

た。f礫県識合に自民%か聰提出された反対

の意見書業には、通詩 0ポ ト政権下田大量慮

殺と誹予融刷J3とが関連弓けられるなど拙劣さ

を極めていた。また、長崎県議会口意見書案
では、夫婦局J姓が事実婚を増礼させ、日本印

良き伝ねである家闊度はE解すると記述され

た。言つまでもないが、
'家

制度は新意は下⑪

民法⑮大改正で廃生されている。また、夫婦

鳳職 が実県しないためにやむを得ずい実隋を

酬 している実感を金ぐ理解していな力Lつた。

最法改正は、今年の通常国会で、初めて政

府の提出予定法業にRり込まれ、怯務省は法

案提幽時期を3月 中旬とbていた国千葉趙務

大臣も、怯務姜員会で暮三法築榜出に意観を

示していた口ところが、通立懇縫む国民新党

代表       0人 匡轍餡胚麺堪靖瓢明し

た.。 亀井大臣は夏の参議院選挙密脚んでt同
地の選挙用ぬポスターにも大雉刷姓に反対と

書き込ん滝 閣議澱定は閣僚⑩壁会一致油琶厚

則□ため、亀井大日の反対で実例しな力Lつ亀

反対振は国民新党だlナでなく、民主党にも少

なからず存在した。与党の政策会綸や民主党
の政策研発会などで、公然と反対をま緻する

新入講量もしヽた 申には、「自1漑陽判れに官僚

主いによる法糀審響申内客日法案を民主党浦]

提蘭bていい峨力電や『隋 へ⑮》相続分を同

等にすると、重婚的な関係を調めることになら

ない力可 と:民法の規定を理饒せず、民主党

の法案提幽口樅障を踏与まえないえ言もおもな

自     にも典扁礼菫1雌愧靱重と反

対振が激しく対立bたがこそ靱

についても鱚 あつた。な越 嘲 は9

7年以降、民法改正の議員立淮案を出し続け

てきてお U、 ぬ内に反対意見⑮識員を抱えて

いたが、ぬとして賛成の立場を表現ビゝ 選挙

公釉畦していた点で自民%とは大きな違いが

あつれ

勢 になって、埼玉県議会をはじめ輔 i

地⑮鰺蔚議会で反対派⑪意見苦案浦事提悶され

ていつた。東京都議会でも自民党から反対的

意見書案浦郵提出されたが、多数を占める民主

党などから反対さ』L可決しなかつ亀 結局、

通常閂●中に国会に提出された反対の意見書

|ま 1露5麗舞舎lこも量画醸鯰諷l』輯yfか 7議羅範

縮間、通常国会□提出予鰤法業とbながし、
らされなかつた。民主党が最初に法案

を提出した97年以降、通わ国会にR法鰤正案

麒提剛されていない状況はなく、法案を出b
続け、毯絢にも掲げた鍼党が政権をとつて初
めて法案曲琶ないという度肉を結果となつた。

7月 11日∩令馴院議覺選挙袋絢では、公

明党Ъ共産党、社民党⑮3党が最法改正を掘

ば、国民党、国民新党、たちお鐵鼠れ日本田圏

党蘭琶Ъ隧閻噛が中絣籟 に匡対』を抑☆L
〒方、通れまで民法改正田議員立法を提出

蹴 け、毯約に掲ぱてきた民主党が、公約か

ら外すという亨態になつた嘔さしに、地の成

策⑪重要ギストに麓いた会議隕⑮醍補者が、

初めて選殷的Nljyl鐵 %を 掲m。
党拉璃饉れとし鰤 つたことから、個人の反対
の機約を下間に樹すという格始となつた。

眸坪8月 、          会に日本

政Mに対し、R綾⑮笏副規慶⑩撒庭はもちろ

ん、世論調査を埋由に法改正しない通とにつ

いても厳しく鼈 しt     は、鵬 □

臭施魯確実なも⑮にするために新たに導入さ

れたプォロこアップ制度⑪対象になつて赫蜘、

政府は2⑩ ll年までに取つた措置を搬脅し

なければなしなし、 国文子どもの権利委に合

もB月 11日、ロゴ礼載妍書に[対し、

齢な男大平等にする国朧麺峙割麟帳薩蟄叩m.
民法む改正するよう馘国同様□勧音を行もた。

rチルドレン。ファースト』や蜃連中心主

義者掲げる雌劃濶には   適鶏Fう 義続が

あ口、麟 を搬出してきた餞 を黒たしても

嘔いたし、
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0日 本 女 性 単 凸 大 金 0-〒 ― ― 了 一 一 一 ~二 ~~~__守 __―
一 ― 了 一

二 ~~~~_豊 _■ 〒

冒⑩lD年度日本女機学会大会シンゴジウム報告

鰯月 19、 帥 日、ドーンセンター 《大颯府

立朝女共同参画・    ンター)において

上財の大会が開催された。大会シンポジウム

のテーマは『社会を動かす女性瓢 。昨年度で

30周年をⅧえた日本女性鮮会g女性字は1女

性差靱と闘う学問出して、果えしてどれはど

⑪成果を上げ、どこまで社会を重たられた⑪

力、電れを撞なするという日が今回⑮シンポ

ジウムの趣置だつた◎

コニディネーターロ本村練予さんからは、

以下のように説明かなされた。女輻降に対ず

る内外⑮批判、かとつにはデカデミズムや特

政⑮劣野で『制度fL』 「権威主義イL』 '膨豊質し

できた、一方、女性学漁魏 ぬ崩壊を相いた

というパックラッシュ派によるものでおろロ
これらの棚畔噛窺、量泌讐議が昨睦饗洒 力篭L力を

もつてきたため、あるいは横遣することで盤

じているの力Ъ社会を動漁コすという規涙力ゝ幅

女性学のこれまでな問い置すじ

がネリストの汽原醸 子さんは 鯰 ⑮

なみと社会〒新左翼運動かし発漱危機まで

〒』というテ守ずで、女性岸の変イLを社会状

況⑮変ギ眩と口関連で位置づけ、社会の構遣ぬ

愛寡が女性学の変ぜヒにい力』lこ琲響をつけてき

たか、という視座力L啓輔告。まず女憧学・ジ

ェンダー研党の流れを女性学前史 (19釉 |■

10T6)、 女性l尋噌漑期 (1鰤〒■1983)、 プェ

亀ニズム埋諭導入期 《ュ錮4～ 1108)、 デ尋ン

ダ      (1圏 1～飢 D》 ノゝSyタラッ

シュ陶 婢D91～笏触)に鰺 、隕 闊珊的

に女性字と社会⑮動きな対応させ、大きな枠

組みべの規点から関係性を提え衝作叢かなさ

れた。学会設立などの飢設mと 、,国際的には

イギリス、アメリカでの専オリ:ペラリズム⑮

台頭封が重なりあう。日本はバプル経済で性

鳳Ul鍔澤柴鋤曇イヒlこ郎 く同ゴ亜晟鱚理朧雌判膿会FttD鰤時

・

1剛 翻 鵬 轟  )野 琶 自

期。裏`鵞魃瑯畷調には『冠つきプ腿ミ屋ゴム』

癒S流行し、数乍後には東欧社会主義固の政権

崩壊Ъ冷戦の結結でネオリベラリズム
:し

か見

え鼈く最つたこと。この歴史的夫転換期、国

際社会の靱きと日本社会のズレポ女性学にも

影響したこと、女性学の奥隆、抑制の妻□ほ

女性学自体というより罪蝠鱚国であることな

指摘された。'            
「

翡手研究者咽鼈本業植さんは、女性字は女|

性同士⑮「つながり』にとつて、ど峨ような

き味をもつの力ヽという間題嵩識力豊ら 園膨鞣性‐

ぬ闘口としてのに辟ざ咆『ナ皇竜ニゴム」を

考‐える」のテ■マで語られた。生まれたと:き

にはフェミニゴムは すゝでに嫌ねれる存在だ

ったというせ牝め荒求さん。鉤状は『つなか
れていないJと口闊識を前提として次のよう
な晨嗣D女性口分円とがエンダ‐構饂竜それ

を夫える動きをbてロフェ亀尋ズムとt『プェ

ミ昌ズム嫌い』と口関係、嫌目されるもQと

してロプェミニゴムちなば嫌おれるか印分析、

さらに lF女性学』運動において昔めぎ膿てい

たことを確理b:堵れに対す荀軋制と慶批判

までtttMで今後の大性学の方向性を考え
∴

「女性挙』枷瞳力、と同時に『渕 1に今

箱硼鰤する:≧。とを話られた。生きることiは行 :

動するこ|と き免践してし)るオ珊さん⑪語は、

剣在⑩女憧学ζ=女性学会にとつて貴重な向導

だつたL量位は内藤和表さん⑮『高等教育口i

h性学〒女性口男黄装陶参画センタ■と口闘

わ甲を中品に』L大猾内で女性学口位置鰤現状

分鱚、女性字と官とのが力Ъおりとして一つに

は参星ング昌関連政策 01行政:・ LD二つ睡量

悩関文施設とロカL漁葛わり輌質賄段下lhtく》
|
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0日女共同参両 口饂域⑪活動力ヽら

F第 2数新潟市昇女丼同褻    萱i』 簾態瞳審議会●個として参画して

10η 年に国臨 会脚 されたれ魃匈 l撒

廃条約は、包括的な女性の人罐惣算として⑪

綸 をもつものだつた。.1邸5平、日本が襴

を鼈 した後、猛 畷唾計犠たち畷 籾 ⑮l

原則』の実際的な実現をはわるため⑪めざまし

崚%を 始めた。「新潟市女性行動計画をつく

る市は 員会」を発展させ、『女性行動計画 (素

案)』 を市長に提言した。これを受け、1蠅

年 3月 、「新潟市女性行動計画』洒雹簾K同 年

10月 、この計画を行政とのパー トナ中シップ

で推進するため、それまで各団体写幡靱して

いた女性たちが一つにまとま蜘Ъ「にしヽかた女

性会議Jを設立した。19圏年6月 、女性行動

計画は、F男女共同参M社会基本法』礼定を彙:

iす 2001年、第1次「新潟市男女共同参画行動

計画Jと名材が量わることになる。しかし、

13年間を行政との幅働で行動計画撻進して

きた「にいがた女性会れ は、勇女平等が実

翻できてはEめて、真に対等なパニトナーシ

ップである見女が、共同して社会に参四する

ことが可能であるとbて、F男女平等計画』と

いう名和にこだわり、意見を上げた浦S名称は

空わらなかもた。しか曝、平器を顆 とした

行動計画⑮内容となるよう、「自標』⑮いには

F男女平等教育口推進』『性と主にに関す蜀健

康と権利 (リ プログクティプロベルス/テイ・

ツ》意識⑮浸透』、「労働□場におlする男女平

等⑮促證J等を最大限にり込んだ低また、市

は、具体的な市⑮様力なぬ策を悴系づけた『実

施計画』をつくり、そ⑮実現に向けて 17⑩ 目

標捐標と7つの参考指標を設定b、 鋼鰤年に

|まЪF男女共同参画推進条例』をtllttbた。『に

いがた女性会詢 は目標繹標設定にはしては

意見を上げ、条例制定では横測委員会をつく

り積極的にその実配に貢献した.こ囲条囲に

はЪ男女問⑮格差を握正するため口『積憧的

格差是師 躙 に関する獣 粂m・

財

靡 ⑮実施濱況及び評価について⑮年次報

告書⑩作成と公表」等が盛咽逃まれた。19年

経過ヒた期行の行動計画⑮改諏時期となつた

今年 1月 、市長から口諮問を受け、行動計画

と実施計画お10にまとめた「第 2数行靱計

画』が策定中でわる。私は「にいがた女性会

財 :諏Lb審議毒員として策えに参隠している⑬

行動計開にはЪ当団悴が毎年行なつていう

市長と     で要請した「新潟市Dv防
止基本計浙 遍れでり週涸闘躍ることになつてお

り、審醸々とは別に専門家等力竜入つたコV施

策脩討0■で検討されている。親と、行政油S

呻集8月 に実坊した F男女共同参面に呂する

基礎調査」を基に期状画課題及び渕行計祠ぬ

|に移状況・蟄価を踏まえた次期行動計画の基

本的事項と重点施節、計画に虚靭込むべき施

策 0事業⑪検討を行つている。今後は ケジ

ュァルとしては 1ゝ0月 に属齢鋼野申 畷ヨ lこう

いて審議し、11月 に審議会力ヽし市長へ磐円。

12月 、数期褪動計画の乗案ぬ毯表、パプリッ

クコメント⑮実施D3月に計炒原案⑩薇纏祓

認 0公表●予寇口女性団院を代表bで書は,
員とbて参画している1種とbでは、梱年前に

簾だされな第 1次討国がどユまで達成され、

ど通力琶瑾はされてしヽないかな横証毬Ъ,最近飾

定されたわ地⑪衝動諦画をインターネットで

麒索し、それらの良いところを取り入れ、団

鉢力暮幅.⑪意見も羮大限はり几んで懃自⑮施簾旱

を提案bでいる。審議会では横極的な発目に

努め、仕ぬ結果も国岸に掏告している。国で

は、ジェンダーの主流fヒをあぎし、実効性の

お働謝Mにする過とな座り込んだ『第 3次脚

女共同参画甚本計画 《中間飩 Jギ癸表され

た。こ⑮基本計画を参考にしながら、地域に

ふさねしい行動計画となるよう、エンパワー

された『にいかた女性鑢冬調と連携を密にし

てかんばっていきたしh
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□悩暴力事件と裁判員

F性暴ヵ禁止法をつくろうネットワーク』

ではゝ眸椰ゝ性暴痴事件⑩裁判に趙判囮姉に

あたり、裁洒員選任手続き中法は向におけ面

被害蕎⑮プライバシー爆謹な画望する集会を

闘催し嬰聖書を最高検察はや量向靱渕Mに提

出した。また、それら提出%と 口意見菫換●

も実施した。また、各地ロジェルタ≧・相談

女性グループなども各地域□地裁葬蛉は健要
請行動を行つた。       :    |
皐ットワークでは情愧はくでき鮭 1年間⑩;

58判決に増時ヽては討し『性暴力事件ぬ裁判

員裁判 1年目ぬまとめJを機表した:堵 llo

うち、ここて龍装プライパシ峯保護と判尚哩舅選

任千続きの2点についで私にもまじえて報告

したしゝ

袋判でのプライバシーJu

性メカ事拌⑪    は楊錦 9月 ⑩青森

地眈力ヽも始まつたがЪ同地裁朧被⑧暫カミ洒害:

者や愕聴人に顔を見られることなく、釧塞か

らのテレピモニタ墓によ懸ピデオリンタ方屹

で意見陳道を実施したり卿帥年施行□魏罪

被害な保護法でビデオリンク方式やつぃたて

などの     健嘲鮒ML》 、1%国内マ]よ鍼薯

者口氏名や住所などを代せ描、財愧囃囮示や

事眸⑪詳細についでは電信聴人にもになる泄

廷内晒 ニターに%の ではなく、裁靱員.

や裁渕嘗⑮手元の小型番昌ターロ準に映写t

など⑮措置をとうた。この音鼈モ詈婦は全国

⑪地裁でも採用された。

初期には試行錯誤⑮直もあり、筆者が僣m.

した東東地裁劇 ]1支部における最蜃■惟暴鋤

事件裁剖 (鵬.10》 ではゝ 大切モニタ‐にマ

ネキンによる事件再れが写された。これは、

わか駿やすさを志向して議おノ%になもたま

性暴痴卍停⑩滸靱鉤蒻判■1年を経過して

ゆのまえ知予

うに思えた。略 がマネキンによる再覗陸

Mが それを見ることを了承しているのか

鋼間に鳳えた。次啜裁判 (∽.12)はその生慟

な通とはなく、プライバシー保護という慮で

はよくコントロールされていた.

しかb、 地裁によつては、人論的ミスで複

害者峨戯蕗零懐所力菫撻測可能になつたゆ:大

型宅昌タァに不必嬰な映写浦3されたり、とい

うことカミ起きている.つい最近16月 □仙台

地笏公れにおいても被害者の名前洒暉腱もな

人申弁護人から発せられたという報告辟ネッ

トワークに居いている。

織制員画選置について

裁靱員候補蕎にアンケートの中暉被⑮魃験

を閥ラ軍閥は、理幸に性暴力を経験1準機害

者に精神的負担を燿じさせないだろう力、横

書経琥者⑩りを、『毯重なれれ|こが響を論よば

す可軋性∽ある』
'お
客なバイアスをもつ傾向

かめる.と みなbて躙外することは問題ておる。

|デ方で、鰤害甲伸験についでは集錮珈以上 .

口隕験者が除錦さ矛Ъる曜出夢卜北量鱚|力⊃オしな普亀丁1

早目まとめ』デームロ躇業中、Rもi巫論にな:

■誕Kはこの点であつた。●まり趙はや盗撮

などを行もた男    事件⑩裁判員にお|

る可鑽性があ叩竜連れはどう慕てもお懸Lしb■t

という面であ雹き加警魃験を聞b瓦たとしても

正直む回答は格にくいut蘭くこと自
:偉が大

権問題とみ散されるであろう。と口悩圏心体

□僻職究は各にくい。

報道によねばヽ 性犯罪事侍□審理では、他

の事件審理に比馨、男性裁判員浦目0祠と女性

裁判見よ靭 1□鴨も高いこと力雹幽ら瀞になつ

たP裁判具ロジエィグ守構成⑩偏崚ギl:判摯

に影響を与えているかどう力性明ら力ヽでない鶴

…8-



女性は被害者に共感するだろうとbで女性を

裁判員として恐理する傾向がある力Lい と口こ

とだが、こうした選任のあ柳方自体。も不公正

な印象をぬぐい難い。また、選任手続きでは、

プライパシー保護の観点から被害者と同嘔地

域の候補者は除外されるが、母れだけでいい

のか、学校の同窓生などはどうなのかtと い

う問題もある。

穣鮨耀知D警謝饉たきし罐闘咽荀酵判    (
性暴力屁題に対する関必洒乱商まつたこと、

性暴力の実悠      珈 な影響などに

ついて一定程度は知られるようになつたし量
=

釧も重い傾向があり、市民魃党の

“

ス回意義

はおつたといえる。し力葛しtり 皐ク,も少鍮く

ない。

被害首が意見陳述すること繭S多くなつてい

るが、そのほうが、加害者の鼻蘭言重くなるか

もしれない浦ゝら、というプレッシャーはない

だろう力、法廷内④一定のプライバシ7保護

がなされたとしても (しかし、不鑑 職人為

ミスがある)、文書等によつて底間中鰹画が峯

般人である裁判員に闘示され通おと、彼楊者

にとって大きな負担漁E伴 う。、

また、時期的には1年月横識には人らをか

るたが、大分では、強轟躾傷事場でおうにも

かかわらず、横害者が裁渕量裁れを綸喫しな f

いため、よ柳罪戯E軽い弛蒙事儡と瞳て警察は

立作したが、検察は褥塞鰊傷事件量bで起訴

した、という事件があった息被害者が希製し

なくとも機械Mに裁判員裁れにされてしまう:

という事拌は、ほかにもある口ではない力彗と

いう涸急がある。

Fま とめJでは被害者が礼判詢翔側にする

かどうかを選択可能にする尋きだと述べてい

るが、これについてはも平等閂%かし被告人

も選択可能にしなければならないという問題|

も生じる。

2年後硼制度鰺直しに向けて   ‐

通舗峨日本の織制蝠皮そ⑪も⑪ぷ牲暴力櫨
。

害者□権飢辣障力蜀ら違いも口でおり、飲制員
:

h判⑩より大きな負担を考慮すれば、蝙暴力

事件は机判に裁判からはプすべ讐だという議

論も、〒方では説得力がある.例年度のため

か、被告が犯罪の事実についではあめている

裁判繭竃ほとんどであったが、これが順に抑リ

のM緬で起きも『合意でわつた』と被告が主張

する『]餘ダ蝙画』蠅顔見知りに間では強豪は起

こり得ないという性得Mに もとづく事件

でわったならt裁判頃ほど口ように判断する

だらう力ゝ わるいは、大に長年暴力を受け続

けてきた書によう土なし事件力雹対象になつた

場合ご:裁渕員がもつジェング宇バイアスが影

響しないでおろう力、 こうしたことも含めて

日蓼後口裁剖員tlj度見直しに向けて、今後も

れ判員錢制を泌視してい力動なければならな懸%
***

咽阜鉤事件囲    1年 目⑮まとめ』鱈ぺ ;

∵プ)173ゝ 瑚ヒ京 J配 の会員メ〒ルに掲Mも 会員メ

ールにはマンスリーでは間に合ねない種々中お知

らせや会員から口情報提供などありふ登録論塑ロ

方はFAXにで事務燭までお申、膨込みくださし%

(8頁から躙 き)をおば、麒題と醸て事準に

力勁臨わるR、の制自飽菱成亀錯□ため⑩蘭等

絋育機関における女性学人材姜成認程⑩創

設・起用と    {幽 固)との当剛由によ

る実鯰化など涵言語られた.       :

今僅⑮方向性にもいでの議論は十分とはい

えずЪ欲求不満はなかつたわけではなb聰 し

かし手同国の個人理隧錮輌雪 印 絣聰 甲

研究者がD載葬性暴力、L安婦問題など極め

て実嘴雖趙国について⑪財兜成果を描表中学

金⑩幹苧会 《私自身がこ⑪14集聞務めた》が

代表も含め太りが 40俺初めというなねて構

成されるこ性になつ起ことな証bておきたし鳩

女性学はもJ制まり捨でたも口では設しν
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0女性帥貧国 由雇用 □

固j奉学謄笏譲挽砦学委員会:ジェ,ング曇研究分科舎シンゴジウム

6月 13日 (日 )午後1時から5時過ぎまで東大

文学部の大講綺菫で開催事料亀彎京都大学グ

ローパ蠅 F新曲圏と機菱圏⑩再編成を目指

すアジア拠kJ ⑪鑽

量初に土性尚子眩督、画部書、荘合又美子
:氏など⑪協力による F女性の笥国Jというピ

デオが上映された志ピデオはMが鑢学面サイ
.

卜¬嘲蜃霊嚇 珈:|‡⑮ 亀]蝋繭地臨 :胸√
|

'手
|き続き、輸 民による壺画⑩趣曽⑩説mt.

傭 月に『 日本型ワーキングプアロ渕 11を

出版した大沢莫知予日本女子大掌隷援によう

雇用への展望、大沢真理民にょ鰤|『刈配鍮コミ

深ぬ雹貧国大ロニッポン』というテーヤで政

策亀⑭晨Ro M民孵展望にたいする経済学者

橋本民と門罰暮『子とも回饗鎌司』をL¨遍レ下鰤劉

提遇をした鱚部彩民のコプが卜がぁった。
1体議後は連合爾山画副宰務周長、プリータ

ーププリーの悪岡さん、ライフコ中ガレこシ

ョンの林人事部長に加えて上記⑪報告者tコ
メンテーターによるデウンドテーブルが闘催

され盛り沢山⑮内客になるた者会場には研究 :

者:女性団体、プリ畠夕町、印備考な:ど猾5‐

m顔ぷれ℃、七夕風に主脹を級に書鼈ヽ電種鰤:

紙に貼りi付けたも甲があ蜘目立つた志燈‐⑩中

にはセックスワールーの鮨れを生握する:も
'口

もあり、羊術会議⑮シンポジウムとしては極 ‐

めて異例⑮会合で力つ率□概霞1こ闊ぎ鍮いが、

以下、簡単に紹介する。    ・  ・:

大沢藁蝠子氏はЪアメリカで研究者として

のコ:練を受けi軸『年に帰菌し:女性パ■トウ

ィ辱墓⑪研究者始めt′ 親在韓国と1赫蛯咸前先

を行つている。同眠によるとゝ 自本ぬ社会シ

ステムの本質はt.結婚形で家族を結うことを

普通日人生とみをし、
.T性

稼ぎ主黎面標詐家

庭を社会口中心に値置づける家旋主義でおろ:

こと、安牲⑮ワーキングプアは前か あ̈わた

・雇用0年金Jに参加して

橋本ヒロ子

のに派遣村で男性の貧国がクローズアップさ

れてワーキングプア政策膚S作られるようにな

った。また、日本の非正規労働者の特徴は幅

主婦パートが申Jとで、非正規⑪5りを超える。

そ回収入にす4てな依存しているわけ書はな
いため、自分で非正規を選んでいる⑩だがL
という自己責任識が強酵L‐ しかし、就労業に

はtl鵬万とl帥万⑩魃融ミ明しかに見えゐ◎韓国

l肉 性労働者⑪増加が著しく円 を超|え るL

男骰靱⑩躁頭規労働③差が少なしゝ    ■

綸 ⑪日本のあれ状況として、子あて位帯

0男性⑮胴得の低下竜    ⑮画が下がつ

ている。さらlh男性Q   は両極ぜL勘琶

さすね書ぃろ。さ幅に、鋼歳未満夫⑪所得と

書Q有業率で|ま、大⑭祠得が低い場合越けで
なく、夫の所得ヵ雹高いと有業率が同くか柳軋

,

イL力琶見皓れ輸◎夫の眠入にいうまでも頓れを｀
ぃとむヽが不安瑕プラス妻が嵩讐囲で鳥収入ぬ

仕事嘘装備、たくなしヽと三とによ轟:■分躙歳|

Ⅷ 歳だと共⑮浙得が上がると妻のお叢率は |

下がるき
`全体的]≧申続が減りでいる。

大搬翼隕%        による再荷配

な鬱闊11特に手:どもや女性%を 深ぬてい

ること1費嘔印馘閾陛i蜘なして讀 愈働畢齢
:

|     八冥顆業「眸ていると同分配蝙

圃削麒動轟l蓮マイナス。-2-人就魏⑪場合:

嘩ヽプラ尋早もま:響 1日本は財國譜閻随■甲

詐颯靡
冒
響雹趾鯰猾痣 `

痺蝙募冬恣祗茫巡
:

竃瞼赳霙胚愈又蟄已写鶉
塞嗣ねる:

ラウンドテープルではゝフロア瀞ら研mと

実踪と口鱚離につしヽで結蝙力雪.おつた。 ■ …

〇

〇
｀

―
鰤

―



☆  ★

☆
『自治と民主主義』

F~lll 雅子

青森で、反綾燃と生活クラプ運動などに関わつています.

身近な生活から社会と⑮つながりや、政治・経済生回関連を知蜘、女性が自立bて社会甍変
えていくことがヽ生活クラプ生協老通bてできると考孟 肺ろい易趣仲間と共に立ち劃ずまb
た.

しかし、生協に加入すること一つをとっても、夫口頼行日塵を使目するとがち役員になるに

当つても仕事に支障があると費から激 、さ机昌など、女性⑩目立、家は①中雪帽雫回意思・価
値観を尊重脇おうとがは、議だ該%だ 廷載鸞いま丸

また、六ヶ所両鮨鱚
=堀

冬Iま饉ぬとず尋綾臨脚けイクJじ施Mは蛉域画大きな課題守ありなが

ら、変付■に頼つた行政に多く田県民は虜対口声徹上Sなくなつてきています。
そして食①闊髄ローつ旧彎伝蟄涸y農えが菫

了顆
される危陰に対して同回危機感もなく、私虚自
ています。                                     |

'これらIよ 地域働自治と風塾塾麹剣騒詐I目関わるこ.とだと考えていまず。

☆ ★ ☆

☆★

喝踊証qttCがま貼Ъた種ム今Iま書を育てる時』

=は失子

規在、私は国ザイ園卦識支圏産するNF⑩法人幽固女性散ポニトネットワニクロ偽表理事をし
てい護ず。なかなが行政か儡翻認鰤ら純な幅:翻剥覧]ギQで協躙 、コ0年継続すること臆嵐‐っ亀
山口果や申部商と口関儡も少協ずワ菫わろうとして肺讀ず。

私Iこともて、L動回淵泉lま電北京蟄嘔と貼ヽえます。1嘔饉7年⑩北瘤洲市立女性センタ〒『ム

呻   馴佗軋
として 咽聴 脚臨幽回』を設立bこ 引腹 』餞 九細 0山口輔輔動 にも参自詈しまb縫①丸洒①

元気な童牲たち密知りまb鵡

貪已肱塁袢Я踪躙贔珈礫×覺條忘ポ朧
嘱口条例榔基本が回、回ピ施簾にも少なからず讚霧書与えてきたと轟|てぃ表ずきま昨、山口
県では最閻書画取り組みがながつたW=徹轄著童援を始動畿b亀嵐櫨害者並握を行うことで、

見えてき赴施鎌回不備をRや市に提言瞳てきまbだ。
.

瑚塵罰訓劇醸蟄蒔い舅 劃薩劃睡郭樹出出てもЪます①錯に国1      動白について回情報はも

緻蝠暑⑮        洟熙り鱚F文齊燒×嘔
時でず。大きく青てたいと思つてい議す。

☆

愛興ヨーナー ☆

罠)

☆  ★

☆

（∪
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<7月に例勉強会⑮おしらせ>
国鴎諄7月 1□日 14:O10M16:00
N所 :文京匡男女平等センタニ 儡青墨

鰤La剛1争61開 地下鉄丸ノ内線・大江戸線「本郷三丁目駒 5知

テーマ :『性轟力被曽者支援⑪激整備に関する国際的動向仁日本田馳

扉難請:珈脚雌鰤子さん け∫町』トズ0ジ串スティスJ憑職忠 畔瞭大1謳躙癬が激員)

最近t裁判員裁判をと.お ヒて、まえゝ 瓢次男女共同参画基本計画の答申案には、性層力に関し
て徒廉よつは酔麺藁遣舅動動電注目占れるなど、性暴肉被害者支援′について関Jきが高まつていまち
柳本さんlま、通⑪問題に開する国際的状況にも詳しくゝ 女子に対する暴力が優先議題となつたC

言 財揚闊ζ釉疱『蟄ポ鱚了綸麟 ヅ
レ蘭耐端成された'F性暴力禁止法なつくろうネットワーク』的指贔備チ■ムのまとめ役として活
動されていま九 1近年中ぎ窯しく進むゝ 女性と子ども師性暴力被害者支援呻怯確備⑮国際的動向と
日本田壽題b時 で`、量とまもな精話鋼 くことが離 ますふぞび鰤 口くださFゝ

〇

□曰月世譴人翁 《6月 7日 圏:帥―)  | :  政権
‐いま闘凶師函いるのば鞠勢』と題する論

ゴヒ意脚 事務Mで開催。5月 16日 の絵会●  文書蒙表しt‐数年に一度⑩肉挙に参加す高だ

厘省や索鐸度の課題等を話しきわた後、藤本  け⑩潤極的なあ巫口あり力を搬れしご『贔終的

シンポジウム担貪昔から準備鰤な状況⑪賠 Q :lこ社金融言量で政治夢ン』という立場から政権

ついでマンスリ47月 Sの内予、記事の執筆  m以 後硼鯰理仄凩咆断論じていますL陽濃さ

者侯捕を決嵐 ロピイングに関しては、政治  んは、政纏杢綺は社会郡変ぜLした結果でおりも

状況が混%と しているため、●面に実洵ibな  1灌鮒≧が鑑 t,しても政治が日うよう颯成果をお

い通とにした。ただしロビイングの準備⑩勉  げられていないとすねぱЪそれは「社会⑮勢

強は続けら◎                 力国⑮屋映』でお蜘:「運動作の他論曰成中弱

□7月世話典会 :13日 :媚:帥 からヨL跛 脚回事 1_きに起固』=だと指摘していますЪこぬ靱価は

務面で開催予寇曰              男女菱舅参画連動を推進する蜀たちにともて

0譜詫がと話正               も大愛重要であるよう
°
は日たま九 臓 田》

前号11,鞭 ■、噛炸面に高価頭か蜘所では

ない―規準緩枷はノンをつきつけるフランス

回保育士たち―』は、魃集⑩手違いで、オリ

ジテル凛積には鞭い段落融翡 漁諏λ蜘、議膏

⑪明確きに大けまbた。お詫びしますしまた

同記事pli右段はは中墓■「ミッシ三ル1夢

バロ』|ま正しくは『ミシシェル・タバロ』で  1
したと・お詫びしてが正bまち    :師国》 l

骨畢月はマンスJTは融 で七ζ    l  :
｀
草    ≫                  :
『世祠 6月 号|こ腸瀧識さんか 眠桂ヽ 運動産

='◇鰺ぼ⑩
.命         ',
メ
(l,[]][‖ [属 ]J[冒言lE雪「早]冒卜篭号]Pま :     1  1]闘 ][][副]卜

昌塀『二司個鷺3撫里喜][計     ,

司鑢 瑯 瑯趙
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世了蚤罹憑翻請ピ緯躍窃り1占ノ■ク

―覇嗜訂脚ぽ 鳩¶4自号
用    駈囃 騰朧 輻冬蜘趣 鯉  ml剛 鞠 月1日 発行

* 趙制に関する大繹藁理さ施講瞳曇 皆様のビ萎偏書鰤侍ちしております占
¶9月 ]量 固 (火》19111鵬翻:圃 真京睡ロセンター 量A会議窒

方寿l司閻要な

辣苦していたださました。報浩者は飩在熊本実行委員会で作成中で文 鋼告書嵯螂把Ll%
円)をビ希墾嘔場合はこ熊本実行委員会 《撫     lmま たは ‐

鑢ti附塩脚蜘も謳重理.OcL鵬.ね に9月 馳 日までにご通絡ください》

「瑚ヒ京到Sと 日本⑩□女共同会画』武J略感予内閣‐府大臣官房審議官 12
パネ』bディスカッシ詞ン 『地域⑩孟力と女性力J             9-導

細谷英二氏(りそなホー脚レジでングス会長)

潮谷義子氏(長時国際大学学暴P前熊
:本
県知事)

山本孝二麗嚇 本黎御船町町露

分科会計議

第1分料金 J咆噛と鯰 ⑪「端咽b電 鰤 力J

第2づ神轄事地域の活性化と糞惟⑩『   』

第3働押隆 地域の活性化と『i農幽漁村女性J

第4鵬    『子育てJと地域力・

第5鵬    「荷齢糞艦Jと地域カ

第6台腱  地域⑪活性ギLと『合併 日政令市』
サプライズッアー              

′

A九酬曲真ん中 :藤本から始まつた近代fLコース

B熊本田女性史コ島ス

G天車隠机キリレタンとからゆきさんコース

書疵鯰艶酬獣想 長崎呻前田さんと東%の議閂さんのM想で九

7月審国会□報告『性暴力被害者支援口濃整備に関する国際的動向と日本の課題」

顧嘔卯頭置齢日本警憲 にしたはN蔵本A‖ PO鰯ポ)と Th tttj碑工l口紹介   1個

国ヾ 孤醐断しい摯理螂翼脚暉竿裔返裏拝靭印、____― 一二            ¶7

５

０

７

目

９

租

電1

11

12
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町ヒ京州5塵蟄騒聰  震懃菅轟 |
まず1995年□『到ヒ京会議』を簡単に振り  と逼ろで、FttL京』から亀3‐隼が経ちもヽ『男

返しせていただきたいと思います。嘱隕 会 3大共同参両は1日 ,非ir嘩ギュ蕪‐Pttp.)?iまとぃ

議』⑮前には、すべての国連⑩地域で準備会 うことです力菫、国連闘発計画〈U]M理》発表

音が開かれ、日本は『アプデ
FL:太

瑯 雖 社
i'ぬ ジ浬「

クタ
|― ●立‐ル

lカ
ヮ:こ メ|ン ト指数 :

会会員会 (Ё昌甦鯉 》』1極属しているわけです ‐《曲 噸》|ではЪ
ギ
琲曙固:率は・ 1画 =力自申15テ

が、国S巴想 を含め「S地域画すべてくで準靡会1化 とヽ此進国申非滞に低いのですき数学諏肇出始:

轟闊 鰍 鷺 量Ъ山 胃 X鶯 ■ lm滉 琥 鋏    辟 L彗

重大閥題領域にもいて 今ヽも間t世界⑮女性 ち2人が雨齢者、日入鞣働む電ていヽ魯11人が

ロエンパワーメントと平等達成のため⑮テ 大学牲以下暉割合:1働き艦・り⑩′Б分ぬ8⑮ ll

キストとして指針を与えてくれています。償 入趾昴性で■人が安|は1働 iき 塵駿:い昴藍■人 |

鼎各国政府は、こ⑮行動綱顔を持ち帰騨、や だけ?曰本社会を支
‐
えることに糧るとこれ

r

れを実施して嚇Ъく責藩があるわけ曽ナむ
;ゴ

L京 はなかなが難し‐しヽ□やは:柳 女性t元飼を高齢≒

行動綱領の実施状況を評価し、キ後lu・課題に 者に働いでも嘔ラ必要力琶あ柳ます6数に電育:

もいて議論するために、国連では5年ごとに 児責任が女性に偏つています。実⑮蒙事青児:

会議を開催してきました。         関連時間はもロボは1日 当慟1時間:健雌覇鬱
今年3月 の『国連婦人の地位委員会』は、 磐回は3時間で日本の夫のサポこ卜はその1,

.「
北京+15』 記念会合として開備されまし 急券ぬ1等手::それに加えモ芋ど遮1宇oゃ標

|

た。主要テーマは「M航行靱綱領』とその あ所など会的な支白もヨーロッパ⑪3分⑩l

フォローアップで生まれた成果文書なプォ 1、
i少

子イヒ節事選むのは輸べなる浦葛なです。強|

ローアップする」力,メ インで、主に『ミレニ カにサポートしないと日本⑮だめに女性繭|

ア基開発曰標Jの達成に向|すた珂L京行靱綱領 力を生むすこともそきないし、少子ィヒも食
'1ヽ

1

の実施が討識されました。こ⑪「ミレニアム 止ぬ幅れません。        |   |‐
開発日標』とは、2⑩90年に回連で開謝Lれた  これらの課題lこ対応して、今年度中に第31

「ミレ三アムサミット」で囲合意に理 き、 次男曜走鶏向華厖羮仏琲寿揃Wを離 しまれ

!]諄馨筵 、

「

焉 冬削   、本は 冬 貪 沐 洟 辟 可 鱚 卜籍 予
5妊産婦⑮健康、6尋イズなドの病気、7環 3次韮未計画めポイシト|もれ萌してしt推定
境、8国際協力):を達成し墓うと,作られたも ぃた。(藤本実行委員会委員長 燎蜘襲予手)

面です。

①

〇

二 2■



劇L京 細 ¶51瀞錦全国シンポジウム ぷネルディスカッション

テ皐マ『地輔囲満蜘:と女性力』
～暮ら低やす聰L鼎童共同参画社会を目指して蒔

熊本実行黍員会事務周長 吉田市胞子

パネリスト:   細谷英二氏 (り そなホールディングス会長)

潮籍義子氏 (饉嚇国際大学学長)

山本孝二民         》
コーディネーター :橋本ヒロ子 (北東融鰹共同代表 e十文字女子大学副拗

発言要絢

橋本 :まず、女性の力で企業鑢地域の清性ギしを をい入したり、女性だけのリーダ■胴種プログ

取り組まれた成果をお語 bく ださb亀 ラムや、メンター制度⑮挑戦を始め、徐々に女

細谷 :旧国鉄で大学率幹部は槽壁の採用責任者 性が活口できる場づく叩が出廉てきました:

をした時に、日立つ退とをするなということで  0時銀綺で設野信託申商品を完ることが力題

女性を採用することができず、裏しい事例洒雹ね になつた時、女性越け⑮仕Mで「ラブミー」と

りました。 いう商品を作り論 を持つで売るようにしまし

皿 として再幽発後、平は元年に正式痰用が幕 たっ自分たちで選んだ、blJえば女性に人氣⑮企

会した時に30名近い女性⑩鑽合職大卒を採用 業⑩株式を組み入れた商品を作つては助したこ

し、第 1期生として育てました。副糀長になつ とで、非常に自信を持つてくれました。最近で

た時に、駅⑩あり方を考え直そうという朧 を は Fリ ボンのヵ』という劃輻 |ナ鶉 Mも伸

出し、力仰犠Э目線で、若F曜酬生崚 魏製けでき つて洒魔れを晰 たところで対亀

る会社を作ろうとプロジェクトチームを立ち上  人事の評価仕組みのインプラがしっかつして

げ、第 1期生をリーダーに縮漏し、順秀な女性 いることが大事で、より公平、より透明性⑪薗

たちを集めて、女性たち峨力で駅申ピジネス『え い人事ポ価制度を導入する起とは不可欠であ咽、

きゅことJを立ち上lず、成功飩となゆました。 そうすれは 若い人も女性も実力どお叩頑振れ

会的資金の1まいつた銀行の再生のために、り る。一方、女性自身もこつあたりでいいと協足

そなの会長に就任しましたが、銀行の結合職の してしまう人がでてきます。女性がもつと高い

人はエスカレーター式に昇進していくが、女性 目援に挑戦する気持ちを維持できるようサポー

は階段をないて昇しなくて|まならず、金員で階 卜する仕継みが必要醜

段を昇つていく形に国標に麦滋 した。銀行の 制俗 : 私自身lま、これまで皆さん方と一緒に

安雌 ちをフンランク 0ツ∵ランク上の目標に 様々な馘域の申で、男女共同参画の施策を展開

向かつて活躍させる仕組みぶくいが必要と、 してきました。1999年国連⑪動きを受けて、

様々な制%を始めました。魃 すぐに騒名の 国鰤言男女共同参画暴本法を定め、
｀
国と地方行岐

支店長発令を指示しました。3名はほ補者がい が先鞠れ する形f、 昴女共同参面にかかわる

たがあとは発令してから育てるということで、 研修、計ち、意識④稽え、知識の習場をやもて

2名は公募ではが発令したが、男性主寡の組織 いく責務があると円罐膳憧置ザ|ナ してい誡

風土の中で足をラ|つ張られた面もあ妙失敗しま このような時に私町 ば知事に就任しました。長

した。女性が清躍するためには、据

“

唯憾く時 い間、福祉④中で生活をしてきまbたが、その

間をかけて育でないといlすないと、女性が自分 中で|ま、法律のうえでも、実態のうえでも、仕

たちで意識改革をして繊 円に縮 する仕組み 事のうえでも女性たちが幸い立場におり、その

-3-



幸さが私 たちに止ま幅ずこ檬資な形剰 |を |‖域でやゝ畷 におもておりますじ寺ニフェスト

魃幽返している連とをはじた時に亀男女兆鱚蒙 IR画選挙でち7つ⑮柱と行財唾改革、ふ島喜と  J
画とは人権と平等と自己裏現を目指しでいtく た1 口再菫と:創Lというテ曇マ⑮な力Lで、そのR番

ぬ⑪大きな道標だということをは醸させもれま 国に劃陛□登用T女性⑩輝きは地域口輝きな謳

bた。             ,     いました。4月 27日に隠 し、6月 中識会

麟 て勁部めたこと|ま、岬厭抑D中で、勇曇が割れ て

'創

生回割畔錮量を引鱚滞し達轟幕一致て頂鏃円をセ¬橿

れ にかかわるポストが室であっためな調に受`できました。次は■牲⑪課長ということでt昨
えた退とと、勇太共同0国にlま鰤領が必要で、 年までは2名いました勤董瑯こは1名です占行政

いろんな人が情報を共有し杢換し学があうとい と住民と口匿根を取馴括うために1日課長⑩職

うことに業かつていきますので、己⑪拠点作駒 .を設け飩在は■3諷乱 3年剰続けでやり女

をいたしまヒた。それ力彗幅、女性がいるんなセ 性澄用滴鼠できました◎男女共同参賤推進量に回

クシ
｀
ョンに抑ぴていく可褥牲争⑪期待がおり、 患 つていただき、人材発据⑩場でもありまし

言讐]]岬Ы炉§皐bけみIF雪
広
量ゞ|し

ラ`テ lトニフェスト大賞を目嘔いただき理した。L (D
昇女共同参画社会を形成していくという通と 量を巻きにんで学肥2回検な大会をしてしヽまち

は、その申に揚続性と発風性Ъ鳶務涸Sずつと読 圏回目□櫨証大会では、行政⑪私が自己蟄価、

けられては としヽうことが大事ですL政策設定 議貪ロポね、町民⑩方⑪珊価をしても慮数能を

の場に女性を押し出すという逼とをやも耀ら、 して出しました。その中でもテ■マを女性登用

そ⑪後も一緒になつて、責任を狩ら後押:しをア と謳けました。女性が社会選出するEとに対b
ピールする、そ⑮プォロニアップをする連とカミ、 て障屏は側かも

Ph性
が進出することでできゐこ

地城⑩活力と女性ぬ力を本物に膨ていくことに となЪ′曙瞼已甲硼場 ご』鉤或t'm政⑮4っに分けて

なるQです。                発表してもらい、印門家ぬアドバイスロ後に利

山本 :平成 19年統一地方選挙がわ卿まbて¬ の畳メントをする:日標を撮ぱても実行してt

W長達に私を含めて3人立候補しました。私は 結果が出て、それを横話するというのが1つ□

議会事讚局長をしていました口で、そういうご サイクルで現  1 :
警 中臨 ～   |

橋本 :最後に、女性による企業や地域⑮潜性JL組んでやつていく通とが大事L鼎女共同参画の

1::iΨ ttII]夢;ヅ∫[場『驚鍼こ直踪卜嘉プ

“

憬颯喜設、「『魏聾彊‖貪灯 o
が相 にならなけれはいけ欄 ヽ第¬線の社員 たら役割を担っていくということですL男女共

⑮悩み闘病点が提曽陣にきちんと挙かもてくる、同参面に斃鞭をつけるQは、ぬ業で働く女性や

そしてきちんとフィ轟ドバックしてあげるも一 薪い女性ぱ測 では融いЪ老いこ措出番、こう

人ひとりの社員が企業というプラットホームで いう氣持ちで鰈決,していかなければならなし聰

最大阪能力を発揮できるという仕組みЪ風土を 山本 :分櫓時牝は行政だけでは廻騨ません。行

つ
・
くると、それが電 る金業は生き残れる口で 政と議0と町民逼03者の様 ン尋で回してい

lまない力、 21mに ぉlする日本⑮秋 賤画課 く。こ口昇女共同OM社会においても、唸 が

題は、もつと具質なものを取り入れてt新しい 具悴的に実行できるために(3者が同時に考え

価値を制 出bで熊ヽかなければならないと思い るi議会となる大会を開きまち

ます。                   橋本 :あ りかとつごぎいました。たくさん印謡

潮谷 :今、沢山のユーズがありも行政だけで対 題を記たちにいただきました。視円を広くしても

応bていく時代ではなし、ノく―トナーシップを 国はゆましよう。
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コーディネーター

職
申
『 腎訓層百h僑記

(佐崎)嚇く女性⑮ホットテインJ④電ポ相域

は日圏 學凱靱圏 鶴議〕ほとんだ⑮相談意ま、隠雇Ъ

雇い止め、遇聯勧瞑等である日女性油E手どもを

産融から、労働向として屋旗的にみしれてい鶴。

女性口輌脩就勢は『出産」で切れ輸i懃礼ま変ね

つていなし亀朝日新聞⑮21位粽鼈用調査《躙01

集生まれ⑮子どもの組の追嚇調査》にようと

出産 1午mに働ぃてぃた人口 7曽』が詳ぬ面g復

帰したとしても、誰正規雇用が多いゝ 女性⑪顧

用⑩問題⑮ほとんどが、処賑 e出産による連職

の財題とセクハラである。こ口闘口を解決しな

い限りも働き続けることは酪しし%
(大戸》しんぐるまざあず 0ふぉ―らな 0福岡

が指定嘗理者として受けている福祠市母子福祉

センターを運営していく中で、母予家慮の厳し

い醸 が浮き彫珈にされてくる。平成 18年度

全国母子世帯等調査結果概要⑮紹介。《直近口調

な》.   を10Qにした場合⑮、    口

収入lま 3■8%である。鶏氣不ギ脇の影場で、養育

費の受給も19%と低い数字でわる。

(池内)女性が青児 e介みをしても働者続け嘔

れる社会を当ンセプトに家に総合サーピス会社

を経営。企業内保育所を報箇所運営し、日割以

上が雨院 谷講師不足、匡靡不足劉 パーして

いる。医師の 亜%は安医でl国靱 ⑮ 帥鴨

は女性が合格している。女性ロキャリアが進む

と、両鐵 がないと国が成湖立たなし、続計

では9割⑪人が結婚したいのに出来ない、子ど

もは2人欲しいと思つているか産まないめは何

故かを考える必要がある。そこで国がワーク 0

ライフノミランス推進に力を節 できている。

会岨Mb輸回固間に答えて
0男性⑮   力琶少ない原因は   障鰤S

無い②耽得しにくい隋 雰囲気ぬ問題力電ある

第増「軸 ,地域と絋 瑠鞭強□網覇「力』
司L京醐Cふくおか 鍼 薇

和子 (ワーキング・ウィメンズ,プ式イス代戴》

はるみ 鰯吻0淮人しんぐるまぎあず 0ふぉ―嘔む 0福岡 埋事長》

比鰤子 囀欄テノコーポレーション代表菫締役壮轟》

椰子 (ゴ直祓融』あくお油職歳

と思う。企業のトップロ薗論を変えるには、入

オし時峨脩的橿週闊度痺摯屁凸制度が必要である。

・ワーク・ライプバランス撻進の目的が日本は

少子イヒ対策、アメリカは生産性向上である.女
性が経済的目立を緞続するためには、個人 0企

業|□ 郵鏃隕電揃つて社会体礼を変える必要がある

・ステップアップしたいと考えている向上必面

ある女性もいるが、企内で欝夕に取鵠組ぬぱ長
・
時間蜀%になもたりして白体的にも、端神%に
も過い込求れる場合がある。鯰業に■周する音

識が無いので、一方的に女性ガ|ナロ意識のM洞
だとして片付け雹⑮崚危険でおる。

覇繊打睡は向けて回耀画

女性の働く県境t経済状況、記卸度 1□%以下

のワーク・ライプノミランスなど現状陰極めて厳

しいヽ 解決策として、次D8点を学げたし聰

①人間らしく盤きるために長時間労働の解梢

② F人たらに値する生満』浦鴨 れ愚最低賃

盗黎

③斃別t働き方、家族のあり方に左右されない

社会保障制虚□薩立

⑪同で価値労朋同一賃金⑮瓢 パートと二社

負⑩均等対偶⑮実現

固蛭娠・出産    、働き続けられる環錆

⑪慟く母親へのサポートの支丸 病に繰育を使

しヽ村 く、浙 を岬

□子育て⑩社会イL⇒介護 0青児が安恐かして出来

る頌囃誠計却呵摯づくり

⑬ワーク・ライフノミランスを達めること|ま、回、

企業、個人にとつても大事なことで、国家 O地

域 O家族嗣真制にワーク・ライフバランスを推

進する必軋

銚 にとつては自己実現、日己成長⑮決意を持

つ必要があり、女性はもつと社会人化し、男性

|まもつと家塵人イLする必要がある。

蝠
炉
魏
騨
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第2J嗣攀蟄』幽節瞬翼醜3遇懸睦回1日胚騒獅鉤

ヨL京側鰹 九夕‖共同代表 三%佳子

パレア10階⑮第7会瀧皇は参赳蕎で満席、政 | やってみよう
｀
こいう意歌を結もこと:多苛面

浩参画について関Jいの高さが何われたLi    m人は邁排し¬経験値を積むことが大釧。女性

問題提起者                らimばなぃで文えおい、次の性化を育てていく
・黒見節子 (岡山県津幽

・鼈 子 嚇ポ朧黎炒入損》 :

0田中尉子 唯車京都真東
0%嶋玲予 (売福岡礫杷本町町長》

コーディネータ中

三隅佳子 旧臓 JAE九州共同化な》:

lま瞳晨劉こ

コーディネ守ターから女性山市民主悟とf密接 |

な関係にある地濶議会⑮役割は重要であもにも

部諏Lわらず、女性⑮参画率lま極めて低懸亀 女性

ぬ

'両
④意魏、飲題、今後の潅間について回方

向性を探るとの趣冒謝明適国会議員では衆議院

11.3%、 参議院 17。4%:週賦冬絵議員平均岬古T(鷹

GⅢ順では日本は1田 が国中懸7憧《剛囲では

1譴 瀞国中101位女性の政治

'両
率がW審して ・

いると報九

③議員になつ把動機、重点的取組

早見さんは飲職量細舎かЬ撻薦がおり二断ら

ずに立候補bた。女性部のは緩で当踪 :子ども

が安さして育つ教育亭蝙づくりを目指してい面6

狩俣さんは高校教師か幅        ン、

夕T館長争b几職疵那覇論議咆浴にごi補理で県

議に自選8女性の人権や米軍基地漁ゝ嘔諫産する

諸剰飩に取柳i組ん[晩      ′

回中さんは仕事と市民活mを行ぅ中で、峙流

とともに識 に抑されたも地元⑩女性た堪力彗信

用金庫に預金し、それをもとに選挙覺金を調達

した。国政⑮仕組みの変革、催詳欧蟄闘、有炒は評

価に取り躇 鶴

中嶋さんは農業アドバイザーロ女性に発蕎権

かない麒 から嗜 こ、その後は 。Fたかか赫

子、され副貯詢 という。世趙間、男女M、 都

市と諷 ヽ僅民と行政とωパートナーシップを

目指しi亀

〇%2点ち髄 、間呂 鯰

こと。鰤 さん)           |
様婦鍮安性熾題を誘ねに出せる。

・
抑縄で浙

畢基封1と漕Nコわ獨赳 武剋 竜沖縄に『腱

る」Jと言続 く翻レゝ 囲閲6年に

会を設置しに女性議罠□⑩町材を1なくしたし、

:鯛隧きさん》:        :   ■

オールラウンドでなけれ     躙

らない、文京嚇    電錮遇%|だギtlT社三

会lこ取り:込まれる尋量もあ8。 共に闘える議邑|

⑩頌加を筆蠍書|『暮蟷しの

「

需鰺が輻 趣レl軌 :

《風:囀 さ闇
、舅囃女     ぽ唖剋勧源Sまだ根耀しヽ 女

性で七十分に仕事が出来ることを示すこと。女

慨⑩参飩響議会に緊張靡瀬尋生まれ、清聰ぱLする。

行欲葬鶯罵画質⑪向上にも繋滴まる。(中嶋さん)

◎会場満ゝ幅蜻意見        S
・コ暉欝議ルを出発うと心援してい局が、な力ヽな

か麒結b難聯亀
G峨治で生てが濃よると思 D。 政瀾に開

`か
な寄

せる責性が増えることが平れに繋がると思う。
0男女鱚同笏画課(ぬば、市民⑩意識も変わる。

議貪さん先面に立つてくださレゝ      ,,
0政治に対する地域の人⑮意識□低さを実はす

輸⑬ムード層投票する人も多b■ 下票0重みを

証陪蹄訂る蝙 麹珈璽藝。
0女性議員●数が増えるだけでなく、質も閥わ

れ慟。男でも安でも人権を尊重する議%をR、
おわ嘱に

住民とbても議置としても『社会を変えてい

くL体者Jと して生きること。畿職炒攀薇を見

直b、 クオータ制の導入ができな峰だ ろう力、

立候補に当たつては仲闘と政院につぃて共輻認

識を持ち、議員を出bたら責任を持つてフォロ

∵アップをする。洵域⑮活性」ヒと女性の『政治

参画』は不可分口関係にあつ、『共に明日を変え

る情れを!!』 力電綸ぬくくりの言葉ゃ
なつた。

|〇

〇
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第3諷靱 I鐵⑩活性化と『農山漁射女性』

現在、日本⑮農林漁業はね通な南齢イLが進ん

でお蜘、最大山危機は担い手④不足である。そ

の主要な原国lま、子どもの教育など⑮再生産費

用を含め、「盆ぶてい|ナない』通とであり、それ

が、過疎イLや地域⑮活力の低下へとP循県をも

たらしている。シンポジウム初日、岬 ‖l審議冒

lま、2055年には人回⑪5先⑪ lの男性辟巫齢社

会を支えることになるが、それは不可ねで、女

性や高場者にむ靱いてもらわなければなるなしヽ

と明言されれ この状況はすで吻 村では先

取りされている。この価 を反躊bてかこ第3

分科会には、帥名を超える●力国蘭Eあ り、議論も

活発に行われた。

分科会では、まずコーデイネーターか聰、到L

京JACでは、地域コーカスの組織をもち、馳

方の革⑭根から、基本法の内客黎制度・施策へ

の提言をbできた点を鉤明した。またも日本の

ほとんどの女性問題 《歿 長制脚蝿護繭好制躊戦

の慣行、アンベイドワ∵ク、男性中J醸⑪世帯主

義印慢行による地域や細繊⑮意燿澱疼⑪場から

の安性の阻警等)が農山村では蓄積され、
°
図や

白油体の施策にもドわらず、地位⑮向上は非常

に遅れている点を価 と確認した。そぬ上で、

翻 会では、ほれた端 をさらぼ脩り下lずるこ

とよりも、変革を始めた3人のパネリストロお

話を聞くことにより、今後の男女共同参画口示

唆を得ることにした。鮭だ、鼈 な逼とに結

者の一人楡業女性の長塚さんが、直前田事故で

負傷され、出席できなかった。)

か幅は、農山村にはそもそも

マーケットがないので、マーケットを作り出す

ことが地域経営に日襲質要という考え』務馨さね減亀

レモングラス・ティー⑪開発と5億円の売り_L

iず、鶉 でしかなかつたイノシシをハムに商品

イL、 その後も次々と開発指示など、自治悴鶏務

の常識を超えた活性イヒヘの取り組みを、日VD

ゴLtt JAC九 州共同代表 篠崎正美

と多く⑪築いを取Dなかい細分□成功④めどを

付lすた上で、民間に譲り1渡すと口こと◎:ガバイ

ビあちゃん嵐賣画回ケれな誘致したんとでは、

ぱあ場ゃんたちの生き節電しヽなれMD価と上海万

博にも出演するとのこと。こうした    に

よる申さざり⑮中で、女性農叢予員が二興

今後、市では男女共同参画期 に取り組むと0
こと。

福岡市近mで膿絡利用霊に業者家族で行って

いる井上さんは、20歳⑮峙詢字経営印農家に嫁

いによ屁 でヽぱかりいた毎日口後、普及センタ

ー印指案を受|すなが幅、家朧籾曽協定を開岬入

れ、経営を壊好婁てギ義れること続り馨纂さ、訪螂鰤田

大亨さを学んだ:何より F職槃とbて⑪農瘤

を男性に伍して取り組むために『職業技%を
持とうと、大型踪械免許に判L戦 したと、48年
⑮憐みを話されたD念願だった公務員鑢挙⑮退

職虚と年生としヽう日標をは成し、JR子に緩継ぎ

申とのこと。濃業⑮G綾濶堤舅陀を目指し、雇用

も生みだし0もある。低かし、今年になって来

作⑪戸遍|』所得補軋制1慶零入⑮ため、せっかく借

ぬで土地を集積bてきたがち借幽しにくい状拠

力ま盤まれ不安を抱えていら。今、どんな農唾が

必要かが提起されたと思う。

人代市めかんき欄 を、第で拭 自分が後

馘 になることを選んだ永野さんはまだ20%
県内 0国内の若い男女農業者とめ交流中研修を

積むうちに、自信ややりがいを感じていると、

頼もしいね 井上さんや、穏渡市長の話か幅

も多くを得られたと思う。

国⑮「2020急 oJには程違ぃ農山村的現

状であるが、女性たち臼身⑩主体的なエンパワ

ーメントと、それを可褥にする行政⑮強い意志

と環境整備によって変革が可能だと納得できた

と思う。この成果を持ち帰つてとデ広げるかが

大きな蒻題である:

-7-



第 4分科童 =『子育てょ産地鐵カ

瑚LRJAC九州「メll内 ばれつと」新原祥子

|ま、1咤鰹は苦奄曹眩冒寧瞥言富頂襦曹不可八饂ン渕冨百鱚薫『当蜀鰈⑮零蓼慇臓藝凰躙
ある地域ぬ連携についでも語し合つたな

清氷 澄子 (瑚LttJ ttG共 同代表)

子育てに関して
・
、国鰤菫今ど⑭ような方向に

向かつていこうとしているのかお知らせし

たい、もつと注目してほしいという恩いで参

れしたも新政権が「子ども・子育てピジョン』
として発表したことはゆ 子ゴL対策』力ヽもF平

ギも子もて真機』へと視卓を穫しており、,y
価できるが『明日⑮曽心と成長⑮ため⑪‐緊念

経済対陶 に基づいているため、子どう曲福

祉や教育環境⑮充実よ柳事業者参入政策が

優先している。  ‐       ヽ

成り立ちも機燿も (福祉と教育》異なる保

育口と動稚園の勧保一体化については、十分

な議論を重れて、子どもにともで■駿良いylj

産になるようにすべきであ明、法彙成立を意
いではならない。地方分権の名の下にЪ福祉
関連予算を‐括交付ぬとして自治体に支給

すうと、全てての子ども5平等に繰背を受け

る権rlly失ゎれるのではと危惧すう。

社会全体で子ども・子青でを支えるために
「児童福祉法』「子ど色面機刷条約』を基に

あ bい福祉⑪あり力を考えていくγ要があ
る◎保青ママ制度、一時預か咽制度のシステ

ムイ脇t制度イにに向けて、女性が主体的に声を

上げる時である。
①囲中 昭子 (あゆみ儡育国主任保育士》
国々 現場で働く者として、保青シ累テムそo
ものの危欄を感じてしヽる。国⑮幽してい曇保

育所の『従うべき基準』を見ると、ますます甲
子どもの詰め込み、人件費削減の七ぬ□非常

勤ゴ脇、オールパートイしが進なのではないかと
J訃配している。今でさえ、保育士の値%イ L、

うつ病イヒ油電鰤置となつている。子ども⑮Jひ と

倅の育ちは『大入争⑮信頼と安JЬ感が持てる
かJが大きな要素となる。今、現自身辟社会
の中で孤立しているためЪ見習い経験③無い

まま子育てをしなければならないという現

状が有る。また、れがデーム、パソコン、携

帯に夢申になリネグレクト。それら口戴 に
いる子どもたちに見幅れる現象として、攻撃

的、荒れているこパニック、叫が、ロセい、

排泄自立ぬ困難などがおる。子育ては家庭ぬ

力が必要だ鰤言、我が家だけ時は首たない□家

庭費車え番地域力が必要でわるb

爆育国の中層のネットワァク000予 ども間ゝ
家濃由面子、夫婦)、 家庭闘ぬ豊浄なⅢなが
り:関係作りを支援する。

地域ぬネットワーク 000民生委mt児童萎

員Ъ爆育口な
:ど
でネットワ‐クを作馴:、 そ⑩

支雉 ⑪中〒うな酒まりができ活動が広が働b

◎幽吻 由貴子 《慈恵病躊肴護婦長、こう伊
とりの中りかご)

『瑚、さな命を積いたい』⑪一♂いで 断 生児相

識室』としてスター トした「こう⑮とりの中

明かごJだ力電電『赤亀やんざス ト』口名前か

一人歩きし、儡々な楷論を呼んだ。

中りかご油雹調置|さ れて日錦 5ヶ 月で 51人
の子ともが順け蠣机た。‐こ中ことは、現代社

会の子育てに話いて、何人や個々□家庭越け

で|よ背負いされないも⑪が形として噴出し

ている状況でおり、中嚇力ゝごが必要とされて

いることを物語もでい面⑬

ゆりかごの手本とした ドイン⑮ベピークラ

タペはも8日 間現が名乗咽聞なければ養子縁

紙をして家庭℃育てる起とになつてしヽ6息 曰

本はЪ乳児は、児童福祉施設亀と選幅れてぃ
くる国中政策は、子どもの桐慮|ではない。

国はЪ妊賑電出産、母子の健康ゝ児童福祉⑪

『切れロロない支援Jができるネットワァク

ロ形成 とそ⑮拠薦となる組織⑪創識を検討

する必要がある。

参き力固嗜
Lか ら

Ogう したも地域カカ目出せる力、 地域は『助
|ナ』でもあい『批判、いじめ』でも議6。

・子育てについてD議論を進めることが女性

の社会進mを妨ピ‐ることにならないか危惧。

馘

悲鳴を上げている保青
t園 の現状改善につな

がる F子 ども、子育てビジ由ン』―となるよう

新政権に働者櫛翫けること。

○
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第 3分科会  囁凩屁嘲整』,産 地域カ

高齢女性冬題を論じるとき、今まで連んな視

点か幅峨搬音があつただろう力、 始どが男性⑮

講者が論じる勇女高齢者層括嘔れた医療 〇弁護

⑪問題でわつたり、高齢も数⑮人口に回編りで

あつたり、時には皮肉を変えた女性⑮平均寿齢

の長さであつたりした。晨準 ⑩間にか年取つた

私たちはそ⑪笏度M量を狭くした畑、はにはE
直つた明していたものである。

分科会は高齢者が発気珈時も、自体や燿者が衰

ても最後まで人闘として主体%に生きていけ砒

櫂 をはじさせてくれる内容珊 開された.

として、嘲ヒ九州市 e長崎市 0熊本

市かL数口方浦Rに表された。

○<高齢社会をよくする」飢 黄牲D会>
一官安』騰 (■ 園 子さん

○<LAN女性建築tの金≫〒平野辟子さん

○くカフェ型保健室主宰>―工藤靭実さん

富安さん⑪内害

まず、少子 0肉齢 0人回減⑮日本社会印現状

は、貧困・讀岨ヒ・単身になつた力場者』電多い力菫、

し力ゝし繭 な画は話静α刈罰卵もある、21%に
生きるん齢者口版題は何力、それ|ま古い口Jを
断醸劃瓢り、「男幅しく。女幅しく』力Lら 印瑯膨ら

しくJという男女共同参M社会印構築をするこ

と。私たちが社会の主人公であるという自覚で

築く当事者主権を確立すること。平和=平等〒

平和の信念を締つた社会

'Mで
あること等を学

げられた。こ⑭課題|ま、今までに富安さんが見

てこられたであろう多くの高齢者の実熊から導

き出されたものではなかろう力ゝ 巫齢女性よ、

いたずらに年を重ねるな力れ またЪ劇 II房枝

の「日本の女性たちよ、権利⑩上に隋 な力淘

ということぱを目1用 されており、自立 O連帯 ?

共性の社■を共に目指そうという呼び掛けでお

った。

平野さんの内容

長崎市の坂|ま家ぞくワ・町づくりに不価を持

』LttJ A嘔 九州 闊目端子

異なぬ釉である。現在の建築墨場に満たない地

形で■て替えt幽某なし、 発⑩地形は昭和39
壽針知製隣臨珊宛々 と建てられ鯖彗記とそこに儀hJ空

民に■人暮らし⑩高齢女性が多く、通院・買レ1ト

蜀などに緊儀している。蝠 鰺研ヽ金」のメン

パーとして通路にリフトなどのM駿 付けを実蜆

さ世たが、年ごとに競近所謳 癒雹抜けたように

空き家がふえ、ますます孤立を押ぬでいる。
・
平

いさんは市内女性建築士を組んで坂⑪町長崎ぬ

高釧弥朝,らす躊随婉鱈性魏剖空尋鍼鋼躍たところでに

後まで璧bひ して暮らしていくため口地徳コミュ

ニテイづくり⑮必要な痛感 b、 そこから今まで

⑩向治会を超えた「おせつわい女性」0出番を

提案された。

工藤さん口向暮

平成 19年から保崎・医療□福杜⑪予門鋳野

を生かし、地域の温颯所「カフェ熙饉雉藁コを

開設し、県口縁側事業者権饂、詢域mコ ミ畢尋

ティと:して取嚇組んでいる◎今までにやつてき

た、瑚ヽ単金と植樹 O退職者□得意劣野を生かし

た山跡研修・ママ⑩謄報変換など力ヽし発展した

カフェ (たまつ場)|ま子どもから六人まで築う

晒 ぬコミユニティでありも元れを滸齢者には

自動、美助印場とbで介護保険外⑮健康め保

持・増膿を地域で支える仕組みとして発展させ

ていきたし
'ヽ

と話された。

第五分科金として⑪「政策提言』は、前日の

全悴会で%に出されているので待刷を提]はし

なかつたが、様々な境過にいる高雖女性の実隧

を固レベルでする必要がみるということで結ん

だぃ星腰元れなうちは自らが地区⑮お世語をす

る「地域力Jとなり、身体鑢Mが付いてい|すな

くなつたち「地域力』にお躙 なるの飽 こ

れこそがこ⑮鵬 を買いた、人間としてD尊

蘊を持った熾齢者にな通、といえるので|まなか

らうか

-9-



第G分科書:地域回活性可Lと「向併:.欧端繭』串合併1ま仏朧l書厠をもたちしたが轄

載令市になると、何が変わり何が変わ:らない

面蘭ゝ Ml民 にと0ま つ竜蒲轟書力書おろ:口漁ゝ

、ともヤれば男性中心⑩経済優先□議論となつて

いないか、生脩者⑩視XO女性出規鳳ざどれだ

け滲り込まれているの力、合併 ]鹸
魯嘔験したも静国市と岡山市か嘔□問題椒超と、

これから政令市を目指す熊本市 嚇躙鯛期 から

口闘爬提起を中山に意見杢換を行つた。発こか

幅、政令市に向けた合併の利It i闘題ド等を明。

もかにし、合併は女性たちに何をもえ幅した⑩

か、地域⑮幡性ギ隆のために私たちは何を言べき

力)ξ嗜認しあつた。参加者は約 30♂塩

※餡会で指定された人口50万人以上晰 権限

⑩朧 鯛m、 靡 に、生閻 ル 緻 》

により、趙 県とほぼ同憮    ‐ 1

1%先編帝から口闘順提起 |

*硼疇覇曜鍼動 6ヽ5d輪呵馴胴酵判ど'静国市

識⑩佐醸成子さん』E議鰺⑪立場で    首

長が都市プランド⑮向上馬纏緻錮%を撮ぱ九回

緩和第一号鯉⑩幅舗 となつたがtT曲面では行○

財政ともに厳しb亀 劇膚錯憫」とはいえ11名称は

譲叩喩制となつたことから、6奪発雛触今も償銅購表

調など、旧清麒市|ま痛みを負うも文挙が医れと

なつたことで、大1陛力雹立侯備しにくくなつた。

周辺め町の声が届きにくb鳩 利慮としてЪ市側

にあ菫力向上、都市貪備⑪充実などをあげる油書、

住民側には実はが乏しし聴政令市の夢を導にす

もQは住んでしヽ輸住民志貪域⑪活性」ヒには、4ヽ

きな市申町⑮歴史 軌文化を大煽にし口|き継ぐこ

とが人事:最終的にlま、政節決定⑮場に整溝著

の規点を持つた人 (女性)を送ること。仕れが

なければ、政令開になつても何も力ヽお幅ない④

でI九

*政令帝岡山ml年    光とプ  世界女

性翁識岡幽邁絡合め時寛遠岐さんは特種ざ員経

験者としての輸 と提迦塩 4町■の魃入合減に

より70面入ほどで政令市に移行して11%経つぎt

i 到Ltt」 AC世話汎 稲元麒子

臭感がおカコむ心、民生児童委員などをbでぬる

がご説鯛率十数⑪ままギ瓢吻団悴濃颯力摯瞳裡立

しこ若干もめた経縄がおろ底周毯蟷 腕i利

点はξ
[行

政通達力電国漁)ら市に直ぐお鴨てぐ燭こ

と志‐何事にも、アンテナを張つていくことが大

懃      |

量
たちが学んだも回る藤本市暉齊鮮睦撻冬lし濾元

植申町町議,W申麗示さん⑪間邊颯飩薯lm
は蟄繭:弊に合僻厘対贈表隧 そのは、財政⑮硬

IRf鱚が進む趣カギ。生満者⑩声を屈け|よ う1を 町制。

に女性を進る会を発尼」立餃縮しもk'建厩⑩

強ぃ目立bた自治体を求めて祓 lu愉繭亀チ

ェアプL植本町が我めた、町立鶉院中猪性fLt

教育⑪充実:氷遭事業⑮整備等は進為でいる。
i

周辺勘E廃れるこ、とな危但し、1台俳協識笏委員と

しても発電:燻済優光0話もおもたと、開く浦S、
.

櫨郡咽師下蜃梨「蠅 膨、子ともたちに41g

んな米案を嘘すかという規点で選んに 1唾満は

暮らしに直結‐してい易こと。此幡者口提点を持

つた女性がコーが地域密変えるということな学

ん飽

3も 勧 ら

新刹市は医褪にξ男女共同寺画斃進委員に章 |

性 (3名 )をおくことで発言⑩吻幽鰺 跛松市

は、・意思決定のプロセスにいかに女性縫ち蘭鶏絡

響力哺雹人事底匡炉所レベル涎 ノベラ色の話

はまゆつはもの寄 。々

職硼論が■%衆警⑮ものである、.と いうことを再

確認した分科会で満 た◎熊本田政令市移行に

とつて多く⑪珈Rを得るi麟■となつたことを期

待したb亀 「合併口i動令市Jという大きなテーマ

でわったがtt些悟者⑩視運により:情輛羹換や :

ネットワーキングをし、それぞれが当事うとな

つて行動b、 政鏑策定に絡んでいく逼と辟t:地

輻 朧fLに器かつていくQで 1まないだろう力、

―
硼

―



◎

まヾ自占武プンダズンズLAコ ‐ス

『九州⑩翼ん中[熊率がら始まつた近織化コ中異』
参加者が福岡からの3人のみで成立浦S危 歳て来能、日本のハンセン病   ⑮兜駆

がまれた「九Nの真ん中 :熊本鵬喝始まつた 者となつたぃ藤本市黒量は私断を投隈で福祉

近特f降壷―尋J。 私たちな迎えてくれた口lま、 口思想の原点だといわれでlr・面固簾痢陽を自J

起業や N脚国に関満 ている子育て世代口素 設ゝ予防法制定躊 した。ず人の外国人女

敵な女性3名。全国シン鉤 ⑪興奮も冷的 性鰊 地昌国を動かしt法律を邁壁させ亀

遣らぬ中、仕事や子育て回話などいるんな会  リヂ湯と姪ロラギトロ深懸Ъ愛と奉仕画精神、

話がはず雛、    Lら打謳解|ナ亀 大型自 そ     訛 ってツプーlこ参加bて本

家用車で案内されゝ物知咽で話し上手な輝  ■に良かつたと思っれ 躙 lま 日本鍼

ド付。スタートlま近代化回    戦争□ 人選饂 国際協力の先進曝だつた」ことな

地調割鐙亀量年前に復元し亀本丸御Mは多く 納待した 最後に龍馬が3度訪れたとし)5「四

仰観光客で販澱つていれ 判転しで静か喩た 時軒J鼈辟阿珈嶽愉不銚 闘館時期に臨

たずまいの細 :豪の譴 C泰騰詩3ガテシ 館できなかつたが、ガイ ドさん⑪膿転¶阿蘇

ャ夫人を含蟄図つ⑮御廟で男女の調了田大き の外輪山善望み毅が嘔近く⑩瑚ヽ楠公園に行者

さが変おうないことを確謳B忘れられない口 再護と再会を誓つた。藤本の女性たちと口交

|ま白亜⑪リカ 呟 ライト両女史識制に 英国 流、世代間違帯 !?ができた申し分□無いサ

人宣勘師だつたリデル女史は明治2曇坪35 プライズツアー幅屁謝 !!

劇[京 融硼ふくおか

慶ヾ6とデジ管腎猿騨ケ弘‐Bコース

F熊本田蜘性史]・―■』

今回のシンがジウムでは、藤本実行委員会と 力勁ヽ 宇ゝ鐵市役所教育命曼浴口力にご説酬をい

北京JAC九州の方驚⑪おぬは 、東東にいては ただいた。歌は五本のテ寺唄に似てお柳、N鵞
できない貴重鼈 が多かつた。そ⑪ひ避つが マわった鰤辞口意外な画を見たようなれ浦Sし亀

サプライズツアーである。私は8月 2日まで授  結芳惇さんは、話し言葉による F永遠の少女

業があつたので、藤本実行姿員会内の1'汗  高群糧横Jを麟本国同新間に1151司囃動してお

プ 噛赳虫サロンあらお」の管様が量画実施さ られ、約 310名の家加者はそのコピーも頂いた。

れた藤本の女性史コースl匈 し、 噸衿 画猛 結力さんによると、高群逸横が鑑康上畷理由と

婦たちJ     氏⑭言)端 を蝠り僣撃 諄 に集中するため面金調絶にしており、ご自

を受|すた。高群逸横が、火⑪回、鱚本県出身で 身はあ群にお目に力勁輻 、子織で交流した。
ノ

あることは知つていたが、R将隷婦人蝙風会や  しかし、間辞亡きあと、彼女悔哄賀嘘湖支援者

女子学院を設立した矢島輯子t廃娼爬動鋳女性 であり高講を「胸 とよび翔書役割も呆たし

,政権駆動に貢献した久布自繕実など日本の女 ていた橋率憲三を亡くなるまで10年間謡し相

性運動の多くのリーダユたらも藤本県出身であ 手をされたそうである。同群と橋本Ы三⑮仲趣

もたこと同必判可裁 つま曝きにもいても話されだが、証薯には詳細

女性史コース自体は、礫立國翁館で昼食を取  が掲戟されている。今後単行本としで刊行予定

つた後、間群逸枝鰤研究者である結芳惇さんか  だそうである。住償Dパス回中では高講逸校の

ら南群に関する師 を同い、国mに 俳設され 母廉封識について⑪あれこれに減浚□花が磋き

ている近漱機晴薇敲鏡起夫ぎ孵 しれ そ囃 、 交流を深めることができた  噛 サロンあ

あ群④故郷である熊申県宇鐵市織蘊町叩寄日神  ら:陶 の管きまの瀬畦匡諭鋤にヽお申L申 し上げた

社境向にある間群逸校の星郷子守唄口歌酔に向 し、
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イ黛白どチノンギノン

『

― ロ コこス『天草隠れキリンタンと麟らゆき
・
さんコ

―ス』 心が働いた !食べた 1笑もた !

*人との出金い 蓮面圭澁0こ再狡

民宿『北月』に一胸してめ天草の旅はくいと

M靱□連続ぬ旅濯つた。『人との出会いを生きる
パワーにJというのが私印常個頃のモント■だ

が2日 間という限bおたは間は私にとつて 190

倍にも値する豊かな要福田時間だつた。これも、
ひとえに実術姿員長⑮原田鋼予子さん、大草⑮

F‐9んので (一緒に膨よう⑩意〕ネット』磨日
春子さん、藤本裏衛委員会、天草⑮女性動時

プ⑮おはである。という⑪も、R外かちの参加

希翼者はわずか5名だつたにも闘ねらず、通⑪
申晴幅しい企両を実例して下つたことに 心か

らはN口蝠持ち|を
出伝えbたし聰

何よりも感動したのは天草⑮女性団体⑮皆さ
んと口積の交流会だつた。こ□ために地元⑬女
性め皆さんがタコステーキをはじめ地産の角や

野菜をふんだんに使つた手作りの郷土料理と女

性団体の管さん 33人が歓封してくださつたこ

とだ:名前を記させていた超くと、コミ皇ニテ

ィカゝめぱれ、With A胆揃saЪ あましんウニマン

ネットワーク委員会、ジョイナスあまくさ、国

草市地域婦人会連絡協議会、天草南地域幡性fヒ

]眸 プ協議会、革渡商二会議瓢女性■、国草

市徊所安陸部、あまくさ犬好き金をとゝ|そ⑩他
に、医草市からもと画勒部長、月女共同参両室、
天草室閻観光協会からも匈 に つん口でネット
⑪磨目さん⑮呼がか|すで天車の女性団体が、こ

のように一党に会されること自体鰤留素晴らしい

と思つた。

R後にもう一つ幅しかつたことには今回のシ

ンポジウムの準備を含め裏方で最も澤を力Lかれ
た事務局⑮吉囲蘭釉子さんξ志垣喘横さんも同

行bて夜遅くまで新慟あえたととだし通⑮お軍

方と|ま私がアバンセ館長時代の 15年前天草で

い研修セミナーでご一緒した仲で暮会をJじゆく

まで楽し嶺晩「生きでいるつて素晴もしい』と

改めて実はした2回間だつた。
制順 脚 鼎鶉 冊 》

*天草m歴奥を訪ねて         1
天草五橋を波つた天章は:海⑮国と意み、そ

し鶴 ため鱚 卜さをはじ醐 つた。
「天草隠れキリシタン』では、この7月新築

オープンの天草キリシタン鱚で 1637年からの

頭蝉藤島源の乱⑩天草四郎障中旗や歴史資料口

“サプライズ嬰=続
き

:画
天草リア守

展暴、キリストJ僑仰ぬ歴史を知り、16世紀本
部幅絣 撃始率柳[財融になつて教会鍮琴酵籍れ
たという人江天主堂と儡村め'中にある崎津素圭
堂を訪れた。
国草市孝綾島事研修センタ■では多くの灰草

の言陸 プ⑮人た場遍電出迎えてくださu、 から

ゆきさん⑩語咽郎、民宿 町洒』ぬ赫力豫 さん

又鶉鰤燿隋揚熙馘
とし`う赫話をお闘著した。「からゆきさんねこと
画あつてはいけないことでビな J:と いう静涸Lな

語り同で結まつた1畠 古くからの事で開敵]に行
かなかつた家は数えるはどしかなしL江戸窯洒
力ヽちはずンド罐 ら拠た。海外在日者愧はレ'第
二次世界大漑麒前に喀向力在胃郭人口先駆的役
れを動め、大正3年二江村崚境では203人でmt
朝鮮に多bゝ 大正19年目岡案向では53門 人申
男性53人女性8人で支部国蔵Sttb聰 二度は町檬
ぎに出ないと同夕が機く、出辣ぎ女は天草まに
限ると言われたも女衛は娘をどう援したかとい
うと、村油雹纏励した。上滞、市洋に近く、評可
なも早く幽た。つ)らゆきと|よ、『から暉震の同こ
う、外国=香港O」副轟ごロシアロシンがポTル 0

モーフシャス》」に:『ゆき(行く)」◎か嘔ゆきさ:

ん⑪心の支たはふ通ざとも支えたち由は儒劣D
教えだつた。今の物差ヒではN机なし亀 151浚⑮l

ぉきくさんは F外爬で動しちてみん力勤 』ゝという

話いかけでt香浩、上海で暮らし、費女キヤロ

ルを建れて鯰つてきた。からゆき夢んは1蘭ヘ

瑚Lえ大陸へ、界に頼幅ず自射⑪生活を築こうと

する女たちであるL「な名そんなに詳しいかと
いうと、おきくさんは私□ひ師ヽビわちやんです』轟
今、大入録さんは、特定義営利脩動法人

｀
Fィ ン

ドに動雛園を作る会』のN事長として悟動bで
しヽる。
そ□燿、「五足圏靴』に関する空跡もおもこち

におもた。与謝野鉄り、北原向秋Ъ本下室太mt
吉非饉ゝ平螂万里ギここを調れ、旅行記 F五足
□れ として騒襲%剛け覇ずで東京口新聞に掲
載されたという。発売されたばか柳口ご当地タ
オルや鮨薬書など次々とプレゼントロサプライ
ズ潤絣き、参赳者かしもサプライプカ昌わつたり、
地元のおいb聯 滲 にも減足し、各⑪こもった
ジア■で飾 たふ (却 l鞣尋J配 黒見節子I
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『北康副幡¶G寸酉鼎硼國レ:シギジウムin 織 艤自謄して

男女共同会画lま今や 鑓鰤駒 幅ゝ:珈勒 へのス

テニジに入ってお甲tど⑮ような実践溺動涵弩展

開されそ⑮経験を基に、冷なに耐はでど面よう

な提言がでる⑮かを吹策提言組織でめる司L京

mcから学響だかったととと、男女美同参Mに

取りくんでとしれた方々との再会○交%を bた

いと口強い思いで、参加脚Ё{副吻御   で

あつな (私は第1カ科■に参加〉恵

この調袢柴会で謬劇生lまこの 15毎靱劇膨l職 に

エンパワーメントしてい輸ことも感じ、由近に

〇

′

餘 LM冬 籾 下 雉 澳 曰 羹

な取叩組み幡動を展開されていることには、T
氣と元気をもらつた。しかし、なば9割⑩人威琶

結婚したいと希望しなから祠 ⑮人が多い④

か?結婚しセ人は子供は2人ほbいと希聖しつ

つなぜ生まなぼ瘤 なの力誂 閻 慮が謳起さ

れ、そ⑮要因を援ると仕事の家に回両立口鱚諫

な環境勒、いくつくところ性副悛匈分魃意識⑭

根強く残卜する現実を再確認さq世られな。

私1     慄⑪業務に従事してきたが、

日本の最いま田農業の歴史の中で 囲猾な成管

製⑮鵡璽性か巴培われた個人の行靱はなbで枠

力ヽちはずれず、ムラ社●⑪馘れを最颯売するR
盟はЪ列在ではムラ瀞企業に響わつただけと言

う感じを担いてしヽる。措囲ようなれ凩□中で、

権利を主張哉ればtわがままと評価されがらで:

ある。曝かし、管冒悩爬慮を円辟にし、翻映策

を提言することによつて一歩づねでも枚善が睦

ぬば、意欲講S漑き生に性も、向上する、そのこと

に蜻骰輩壽α郵藍涸L府間[響難がることに結がわくという

意見かおり、ほ銘をうけ起        |
一つの分科■に出席して騒鋼を受けたため、

建築陸針でもう一響藝家ね雌ゞ J脚と期待したが、鼈

表峙聞鰤ヨ短すぎてЪI発骰者は力科会のポイント

を詳しく伝えること涵留出来ず「愧膠書を見て下

さい』と口れ になつてしまい、とで輪 な

気かした。もう少し、全体会の場間がほしかつ

た。都告書にはど⑪ような提書がされている力ヽ

大量期待をしている』陶慮⑪行き届いたシンポ

ジウムであり、実行ざ量⑪方々⑪長期闘めご思

力ILM謝 しゝ おネ日を中しあげま九

女却%鱚黎鼈斃ンター醸 前

日き雛子).

2000年のリーマン・ショック以来、雇用不費

が広がり、何となく元氣口でない口5礼 元気を

もらいたくて、同麟言融蝿 れ 向け向 1封日し

ましiし そ   り、『くまもと黒
パレア」の広いホ∵ノ郡M、 熱れにれまれて

ました。そういえは 匈 目申慨曇融受付を始め

てか幅、力地きり早レ可覗期に、靡 ⑭ため、申し

込肇|ま縮め切りました』というメマルを受け取

りましれ

1日 目爾ンヽ ルディスカッシコンのテーマは

ズパリ「地域曲獣力と躙 』で、熊車に動か

りのある3人ロン豫 リストが■回しました ノ爆

ネリストの下人、潮孵鯰子氏は女性知事として

は日本で2番目に知事lこなつたれ 2番目とい

うlナれど、女性パワーで当理した初めて⑮女性

知事と、浴に直後から鱚 』でしi勉

性たちに|ま、そんなパワーがあるぬですねD女

性による地域⑩活性f脇を進めるだめに|ま、朝谷

氏は少予巫齢f脇社会に向けて、教育にお金をか

lす「量でやつていたことを度で補ラ』ことが必

要と撮言きれていましれ         l
2日 曰⑪分科会lま 『地域と大性口『労働・経

済力』』l諷口1しまし亀D3人口問題饉起者は、

殖iく 鋤 ホットライン」爾鰤 嘩夢副属

祉センターロ指定管購静JになつたI口D法人

畷 、喝諏鬱饂黎ナービス会寵笏饉研塁藉蒙|と ¬

3人とも橿Mで女性口ため口綱織を立場上哄

女性たちを支援し続lナている蜀 聰

九州の食朧た場⑮元れを搬曲受け取つた2曰

間でした。Ⅷ艤諏側鰹 並 盪 力菫実り多い

金だつためは、実行なに口皆きまたち口ご罵カ

⑮おかばと、感謝しておりま丸

爾     蘊 釧
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申⑩蜆題

翻 陣 釉 時

性鰈力機害者支援をll■・曝めとする F女性[こ対する暴力』‐lこ囮する国際的動向と、それ警視覇に

入れたとき⑮規在⑪日本の状況を改愛すもため⑩れたしたち|こ可褥な取咽組路について、今年⑩

二三マスレター4月母に、女性の地位委員会 (北京+1日》べ□参ド報告として寄続した。今回路7

月の定劇掌習会で七もう少し詳細にξ上れぬテーマについてお語をする機会を提供していただい

た。以下にそ⑩概要なご頸告したしЪと思う。

* * *

11 日本⑮性渕罪規定等はど⑮ように評価さ

れている図力ゝ

で出記鳳l靡 員会をはじめとする国連の人

権諸条約委員会による、日本報楷審査に薗する

結括所見には、同様孵点につぃてЪ繰駿返し勧

告中魃急が表明されていう。それらは以下の理

りである。

・ 強かん罪 :法定鋼を目|き 上げる、強かん

行為⑪肉 を広げる (現在の日本⑪規定

では、     口男性性器⑩挿スとき

れている。)、 横害者⑩抵抗辟件な外すЪ

: 新 ・醜 Я結を貯 、防 を割性電

加害者を男性と性閻を特定しないように

する。推行同意年節を目|き 上げ面6夫婦

間レイプを犯罪とする.非蜃告罪とす石。

・ 子どもに対する性メカに関して ゴ近綱か

んを臓 した創霰
「

として餓鋼計ナる、強か

ね革に男子被害者も含窯都るょう|こする、

子ども嗜 ;鰈議みに対するi腱塾におい

て|ま、同法直接を導入す働など、デ次撃

害を浙止する措置をとり、子どもに優し

い制度とする。公可時動を塵止または迦

長する。

・ 被害者支援制度:24時間対応可龍なホッ

トラインロ闘設
0 関顆踪関のMに口資賢 :ジェンデートレ

ーニングを実施するなど

2.他国の法律を地較したときに日本田規庭

はじ口ような特徴励言わるか

たとえばアメリカ、二五―ジャニジー側の刑

法規定では、まず日本⑮強かんが、強洸わb¬せ

つ罪等を一括して、
｀
曜帥隧甲聾mと しているL

三尋墓ジャ昌ジこ州囲1陛的挿人罪は、相手の意

匿に反bた、性鵬、1肛門、国ヘロ、性器tそ口

他の身体⑮一部稀物を挿入する行為とされてい

る.そして始⑪性的挿端 を行うはに、相手

に黒力を提るつた蜘、怪我をさせたりした場合

は、R本となる性的暴行罪⑩罪⑮程度が重くな
る.次にЪ性的暴綺解が、カロ害者⑬瑕切みに対

して峙¶蜻Mや力を濫用して行われうという被

害襄顆を圧はする、加害者と被害者⑩固儡性に

言及す雹規えが褥在する。子どもに対する性的

憮行罪も同曙刑法は糀慮されてお柳、たとえ賤

近親善にようね的暴行罪lluこ 罪繭巫囲童される。

価芳、我勒においては、横害者ぬ過去ぬ艦的

楷験を援きゝそれをゾれとすることは認め幅れ

ないとい慟「レイプ 0シにルド法』力電設けしれ

ている。

こうしたニュージャージこ州⑮刑性の規定と

日本⑩拗定着比較す趾 、以下⑪ような日本ぬ

特徴が浮隕 量がる。まず日本ぬ艤かわ罪に該

0すも行為⑩範囲は、二尋―ジャージータHに熊

しヽで性的押入による性的暴徹夕とされ面行為⑩

鋼囲より狭いこと、そして、早ュ…ジャージー

珊‖において、革融勁口重される性的挿スによる仕

的暴行果が、日本では強かん堤⑮墨奉形となっ

ている◎近親かんに関する短にはなく、夫漑吻

レイプもれ肉鸞劇赫8と明示されてい は
'いちというで個罪ではないと明言するわけでもな

い》◎他占日飢 幼 憾割こゝ レイプ O電冴ブレ

階 は存在しなb■ これ薄S、 日本酒]域かん案を

親浩訃畦 していることめ喘理的理由とされてい

○
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る。それは、怯延では被害丁⑮プテイパシーが

明かされるので、カロ害者を超話するかどうかを

被讐者が決定できるように膨た方がよいという

ものである。これ|ま率研制睡憚い副赫る。法廷でね

害者のプライパシーを守蜃方策をとる必野があ

るのにもかかわらず、それなせずにいることを

あたかも正当化する議論のように見える力≧ちで

ある。

3.醸 峨「女性に対するメカ』立揚 ンドプ

ックと比較したときに日本⑮実務にはど

のような舗嘲tがあ.る力、

ハンドプックでは、たとえば、被害の大きさ

に対応した罪とする、横害者峨財性を被告人鰤

讐者)の罪⑪重さに影響させてはならないも加

害者、場合によつては会的鵜関に対する賠黎請

求を確保する、被害者護人を保護する手続きな

とる、女性に耐 る丼力瑕 実獅醐趙饒誅吻査、

横証、またその潅捗状況をR視する機間を設け

る、といつたことが「お勧め」ポイントとされ

ているQ

日本では、「池袋事件」の判決文が示すように、

性産業に携わる女性口被害を過小が価する傾向

がある。鰤 求については、加害者本人に対

しては勿論ぬ でlまあるが、賠償が認められた

場合でも、そ□額は被害実藉やそ⑪快後に●す

る費用と比べたときに、換して十分とはいえな

し、 たとえあめられたとしても、加害者が実際

にそれを支払競 |すれば、被害者にとつて判決

文は単なる紙切れでしかなし亀賠償が実際に確

保される措置を設ける必要がある。まして公的

* * *

今年は第 3次男女共同参胴計函と、第 2次犯罪綾害者等涎本が回策定の年である⑤前者には大

性差馴撤廃条約等の完金実施、呂淮改正」という文雪が入つている。これらの文言を計画に残し、

この計画実施期間であるmll年からの5年間において改巡がなされるよう卜視し、必要な交渉を

政府、国会に対して空施するといつた取咽組みを行つ。後菅については、今まで⑮策定をめぐる

減 には性鉦吻輪颯鯰獣起援ぬ視点が弱レゝ 今税にlシミプロメ械 が予定されている口で、口 な

施策を提案する。今年が2つの計画策定め年でお慟蘭Sゆえにねたしたちに|まこ口ような取り組み

が可能なのである。こうbた絶好□機会を選蓮ず、更なるジェンダー平等の実現に力を注いでい

こうて議舞ない哺ゝ

機M、 たとえば讐察の機な者に対する初期対慮

等⑮不適切さを原国‐とする瑕鑽請式も理論的に

は可能であり、実際に国家賠償訴

"が
起こされ

たケ‐Fス もある (澤クエアンさん裁判、デート⊃

V殺人置鶯ぬ裁れ、棚 ]|ス トーカー事件遺族裁

判など)。 一部請求が認容されたケースもある。

し力葛しこうした鋼饒訟財 通されること自櫛輔≒♯

常に稀層おり、請求があ容されたとしても、そ

□頃は『噸 でわる。「女性に対する暴蜘J im節実

施状況⑮監視、R蒻調査□実施等は、勇女平黎

実現のためのナショナルマシーナリーである男

女共同参画局が担もてはいるがここの権限と機

饂きももと鰊化し、管庁横断的版題を解決する

ためのイニシアティプ用 されるようになる

必要があるご

4。 日本⑮課題、ねたしたちの課題

大襦把なから、      会からの働告、

他閂⑮規定で、国連ガイド・ラインと比較したと

きの日本の特徴を学げてみた。起れらを見ただ

けでも、日本⑮制度は多卜常に遅れた、不十分な

ものであることMめ ないゝ 日本の制度、時に

刑法、刑事誹識法の改正は%直ちに実施されな

けれはならなしゝ 肉連では、今弾性暴ヵをはじ

めとする『:劃壁に対する|■力』は、N鐵 、

闇     の中に値置づけられ、ど⑪ように

被害者の安全を守り毅癒菫ら加害者への機査、超

話を行つ渤コ、どぅしたら女性に対する暴力を防

止できる力)繭事真制に論じしれ、様々な決議、ガ

イドラインゝ 辞 が出されている。
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★ 腰 画 紹 |☆ ☆ ゆ⑮まえ知子

次⑩2本⑪映画は、いずれも日本を対象にしたアメリカ人脇督口作蝠だが、何もかもか

対照mでぁる。 「ANP⑩』は9月 '菫

8:国 から東専と悼浜で■映開始l金国で順瞼曇闘予
定◎

‐
ハ鵬 P□ [ア ンポ]

アー トによつて60年費保Ъ立メII口

"メ

l‖ 基地蘭争、ひいてはゃれ以後の日米用俸、剣在

⑩普爽間基地闘題までを考察しようとするtリ ングιホーグランド鰤督 (在ニューヨーク》

の意欲的ドキュメンタリ…である。社会事象と発⑮文化表象と口関係についても考えさせ

られる。

冒頭に現れる F紐育聖爆乃國J(ニューコ∵ク空爆⑪M)は、摩天楼錯がえるニューコー

クの上空をオモチャの日本⑩零戦 (戦闘機)⑪隊副諏S無限大⑮記号模様に飛行しているι:

作者、金田識が語るようにЪ日本人ロアメリカヘ中複雑な鮨情⑪表
｀
例であり、 9。 11テ

ロをも想起させる。しかしこの作鵠|‡ 彎t・ 11よ り以前の 1‐ 900年作であり、芸術□予

見性に思い至る。

この哄面に登場する⑮は写真、絶画亀版M、 T鋸映画 甲卿は同、ピデオ作品などであ明、|

登場人物|ま これしのWil楊者であるアーティス トをはじめジャ守すり尋 卜などである。女性
アーティストたちも登場する。69年安係は跛緩緑大0人衆的政治運動として昂揚b趣折
した。そ印中⑭民衆の表備や感情、仕⑮場の雰曲気までも鮮明にとなえた濱籍浩oモ ノク

ロ写真は、印家的である。石内部口作品とインタピューからは、基他の女性に対す乙暴カ

性があ鮎わになる。

L督は宜教円の娘として日本で生まれ育ら、長しく日本映画の英語版宇幕翻訳に構わつ

た。 19儡 0年以降の日本映両の夫質にRづき、情口猾景に日本人のトラウマとしてD日

0年安保があることを知つた。 なぜア・―卜なめかという問いへは Fァートは世界に発信で

きる。日本人にも抵抗⑮厘史があつた起とな外国にも知らで1ま しいJと も語つている。

アーティストとそ⑪作品らの故意、日本ヘロ:澤鰈ヽ量がこ⑮映画を成立させている。

T間□個□TE [ザ・コ■ヴ (入 ゆ江)]

今年⑪アカデミー賞長編 ドキュメンタリー賞を彙賞したととや、隠b撮りという撮影手

法で話題になった。右翼が反日映顆として上%を阻止しようと抗議・脅適したため上映申

止口映画館沖言続出した。イルカはクプラの一種で囀長製m以下ザイルカでゆる。撮影場所i時、

古くから捕鯨の町として有名な和歌山靱大地町 (程いし町)でめる。1     、

反日映画とは鳳れないが、あたまかЬイル内鍮イコ号ル語と決めつけ、固‐本および大地

町における捕鯨の歴史性や文イ脇、住民⑪生活 (イ 薩力⑮食用とよ銀汚業だけ油趙 調されて

いる)や♂い性と印関係など⑮民俗的観慮lま皆無寺ねる。IM個 際捕鯨委員会》⑮日本代表

は悪の権イLと して描かれて赫り、日本はか国⑮票を買収していること浦S明 ら1かにき紀る⑬

樺でたたいて補獲するため、入り江がよ⑪海にな鶴場面にはショックを受ける。ギリシャ

神話時代か幅⑪ギルカと欧米人口親特性の強れ、知能の高さ。可愛さ峨噛調は、キリスト

教の人間優越性⑮思想に結びつき、日本人口自然観や戯性と異なる。日本人としては緩味

の悪さが残る映画である。
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硼 隧 n    聰聰噂哨趙褥 :   き

団連には女性曰係の膿開が4つある。最も古 ていなし鶴》

橋本 ヒロ子

レつ 閻 饉 硼 瞑 識 幽 躾 胸 銹 蜻 讀 購 :n tl節硼年宇道L ttalこ   ―範 吻輻 験

連人権理事会設置までは女性差別撤廃聾員会 本会議第 11基 国会議に申いて採担された後議

も)□事務局となつている国覺女性□地位向上  「システム壁膵|こわたる統合力』鰤 05醸で

か、第 1回世界女性会議曲雹闘催された翌年 1鰤S は、ジェンデニ関係製磯関の統合による新膿関 :

年1こ設置されたユニプェムは褻屏鱚麒鵡漿勒参 雉 称を rジ単シデ■平等と黄茫め■ンパワー

と国際女性調査り]練所 中国劉頭』爾、観雷理回世  メント⑪ための    通称咽闘 Ⅷ輸聞飩

界女性翁議の翌年に設隠されたジェンダー問題  とし、理事会⑩設立涵S定めしれたぃ理事徊口割

と女性の地翅向上に関す通1     特靱顧  堕振卿は、アプリカ:10、 アジア&l⑩、コ醜]4、

間事務浙姻同嘔濾である。これらな統合し、ト ラテン米カリブ鯰報、両懃発⑪他⑪諸国参レ

ップには副事機総長の経 卜を置くことに柿  武 晨、寄付国瓢櫨曰争口上位祖力国嘔ドナー

ている。国凹)はジェンデー平等機備改革 回より4、 、議唖KD融蠅 ドナ申国よつ2であ

幡爾 キャンペーンを 3年前かし行い、国連 過。日本政府⑮こ机嘔瑾機関に対する寄付額は

のメ♂,いである各    新糀識にた哺翁  上位4他に入らないぬで、並楔補する場合はア
・

る    Ъ冨蜃輪齢鐵鶉酬胚蒻普リストめに了諄 ジアカ
=ら

ということになるも

など行つている。そのは異の一つとして、mlQ  こ⑮ょうなあ%により、囲10年 7月 鋤 日、

年 3月め第脚回徊連女性⑩麺縫委員会では『国 日本⑮3つ畔 ットワーク団悴 聘 NCO国
連の新しいジ手ンダ〒縄織口    決識案 内婦人委員会、国晰婦力鋼闊膿響t JAT卿〔曰

が、国連れれ図1圏 力国申1開 力国が共同椒案 、本黄爬饂厠鯰勤は、岡田外務大臣にあてに以下

国になり提拙されt(日本1    国は つ の要望書を提出
.し
ぬ

ジェンダ≧平等と女性のエンパワーメントのため⑮国連機関 砲圃 Ⅷ噛醜囃 支援

についで峨要塑書

政府は、男女鋼 参画瑕 l螂 されてお輸れますか」私ども国MDめm、 もも、政府に提

言してまいりました。最近、咽祠     鋼 に関して動きがに幅れますかt祗どもは以下仰瑕

念を持つておりま丸

"10年
7月 昌日(尚 |こ闘ギ順 )第酬 勒黎陰権臨臨 蜃 圃舗 におい¶彬乱され制臨島「シス

テムリ にわたる統合力」(脚闘凸.5闘では、ジェング塁関係製憮呂⑮統合による新機関の弱称を Fジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関』通称 馳囃 Ⅶ面鴎岨 とし、理事会甲

設立舗断超ぬ嘔れまし亀 楯y闘Qに、撻撹馴帥匡彊Ψ篭ヌ剖幅嘲度は暗幅譲mと UN    G唱 嘱りま、

歴史的瞬間と言えるJと発わされていますじ新綱織蝕撻進運mに力補機ってぃるI陽0と しては、

本洗議の採択は大きな炉がでありますが、            ほ熟職員数が未定でわること

などに一排D不安も感じてお駿ま丸

a1010年 3月 3日、ニューヨークで開催された第馳 国   劇脚蠣仄[会 町麒)1□ 証念浴

合において、日本政府代表           はステートメントでよ⑪ような発書をされま

しれ

駆 、用 において、ジェング曇鰤 □4機関を続合する新北趣朧関な識立するため⑪議論が行

われていますが、我が国は新機関の設立によつて団連に精ける       獨 な連携を固

り、より効讀的・効果%に曳踪されるようЪ識論に積極的にあ献していく考え醜 』

こぬ声明に沿いЪ世顆驀溜の国にね幽瞼鍮担国として、日本餡府夢 昭NⅧ 馳鴎朝 の理事国に

立候補し、寄付をするなど、電画    』⌒ぽ膨ポ国霞蝿蜃轟援をされるよう強く要遭霙 たヽしまた
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日本1回 mヽ・剖

講師:

旦壁「囲lQ鐸 ¶□凋■尋同i(典卜1.0錮蹂罠]:1脚 .

(闘扮 1瞳 3⑩》

菫塑 真館 職 ンタ■

テーマに関連した大嗣真理さⅢm●書:碁軸剛蛛 でし聰だくと口解し1版把よヽうです]

¶ヽ.》太沢鄭理′共著 F生活研プ|ッ クス31J「曰率Ю燒制Ъピラ翼.えるか?』帥10年 7月、
税込1回圃円ち社釧           %で は撫つていなぃ口で、以下に酬
〒梱¶引m鯉 東京都千代囲厖神田靡河台 3下国:固 番地 生電通労働会館4階   :‐
電話 曲報距酵97理 穐区(腱唱鰤詳877自 生満研ウ土]苛イ ト

剛 鰤 ―    .%ぼ  漁葛ら出版物⑮申し込酪滴豊簡単に行えよ九     i

2)大沢真理 [今こを考えたい 生活保障⑪しく。み』岩波プツクレット、9月 7日に利
行予定師肺プノ枷赫]   げ陥                    :

曲 月24早□定側会lム 境諏レノヽ 覺春悶顕

研甕会 森囲成篭さんな講師に、テーマは F東
‐

R都 青少隼黎金育成条例改正案をどう読麹?

～表県⑮自由をめぐって―」でした。改
=案

は、

表現の自由を佳科玉条に:性襴育⑮用匡ゝ国旗

肉歌闘題 款ゝ科書問題など問題⑪多い石原蝙肱

鵬謳案する政熙案として8換されました。しか

崚諷国さんは表現⑪自由を提拠にど印よう。なポ

ルノ表現も許されるの麟という問盾醍越でした。

参加唐も全員ではなし¬    買春防止口闘

係者が多く活hな意見ざ癸拠されました。ゾ録 .

lま 10月別こ躊 しま九      も鵡 とし

て定例会を開瘤すべきではないかという意見ら

わりました

口1聰 月世讚大会』個月19自》熊本シン爛ジウ
ムの評価と課題

躙 ンスリ熙 蒻 卿 m・

第 1靱 丹    |
馳蠅年9月 1回獅

剖 は C齢 瑚瞭 脚 肉 調 喩

◇担当世颯入 橋本ヒロ子□      θ

●〒1酪菫□田団    匡刺椰1詢冊l自 本郷

コーポ財 シ当ン閲畠

◇熙魏 (D慟瑠瓢鯰酪・

.◇          旺瀦弼      :
.到屁 岬 詢 綱
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麟号ジ

第 1日 日丹

囲1日 午耐□月可目纂鱈

:σ

山囲施 幽 赴 胸 晦 缶備 剛陸

日

に組織され、注目されらょうになつた。女性0子ども⑮人権と絡めて改正案などう率るかな、
ポルノ0買春間艘研雖会0森国成也さんにお話しいたださ鶴俳せて細告もお順いいたbま し
′
た。幅月幽日 (人》丈京区珈糞顆等センターで用
鵡
蓮国会悔萎加しての臨想

頭
書『層靱都蝠事ぬ女性差別貶言を論さず、公人口性た肉蜻

肝なくす会J口亀永能あ予さんがお客せくださいました。

、□、鋼熙黄性リマダニズネットワ〒ク 曜WLN》 会合細告
『女はによも新た       一人・自然 0「郵脇を満がすT』 ■ 4

』R(アジア太平場経馘協力》女性り|―ダニズネ壺トワマク会合が0月 19、 財¬21日 ぬ :

忠日間、東京で開催されました.その鉤音を、3日間とも参加をされた黒澤轟ずきさん 側
団法人日本女性学習財団)がtご臼身洒覇闘わられた鈴科会も含めて、信部に充実したレポ畠

卜としてまとめてくださいました。押 層ヽ⑪幡畷が日華つたということはt未素に縮

てま九                              '

口 [鉤埋饉蠅列    舎シモノ|ピッチはR鶉 通鳳車□麒題 -61
目率裁囃鶉饉朧瞳馘琥伽幽鼻ナトワ畠ク囲 は、1        会ロシモノピッテタ

員を日本に招聘個月鰤曰～9月 5日》ビ、各地で講演会等を受画L釧曙懺謡典中中田美子さんに

滞在中⑮悟動などについて帰音をお願いしまbた。地京脚]l   参加国亀

日 、馳耐
l距

二貧囲をなくすために
雌立ちわがる"世渕諷巫イベントに

'加
して 二 7.

9月 躙 ロカゝら22固 まで⑮3日間 晩圃38レピューサミット」浦Si国連で開膿される口に

ち、前日まで “馳‐m迅 l囃'(立ち

"か
る》とひとリー人ができることを始め面 儡 朧ti辟 i

の一斉行動鰤量とられました6N間中、2国参れをした船幡貪手さんがそ⑩内癖を輛青いたし

ま丸 屏赳蜃   子され

□ 男女平等光踪回、スウェープンに垂勒したフェミ三スト政飽
二 男性よ、や歩下がお !        圏‐

スウェーデンの総選挙について、ストックホルム滞在中山働藤幹子さん漁bb興味颯いレギ

―卜が履きました。専門家によるホットなニュースは席浙 なタイ陶プ0九

□ 全員コーナー

今場はЪ新潟の生石喜趙子さんか竜北瑯翻鳳研炒りに匈 :して帰られたもめについて、
お書きくださいました。

□ 鵜知 幅せ その他

１

・
一

■
ニ



『東嘉都青少集健⑫霧曲条例は塵睾巻ぎ|う見ih岬

駒澤大学鱚諧勤教負、

lЪ 基本的観点

周卸中ように11:東京割青少年健曇育成条例
改
=案

をめぐって大きな議論が起こり、大規
模な反対運動が組織され、国改正案はmlo
年5月 1個 日の本会議で否挟さⅢる1こ翼つた占
逗P肇正案にはゝ 県章ボ量プ擁護派の本夕だ
けでなく鶴署名な操国家、出版労連も東蔦弁

護華会 (第一、第二ともに》、固弁連会長¬

民主党毛共産地¬市民派などもこでって反対

に国ヮ:た。

だが、日本で大量に制作さ紀ている残虐な
バーチヤル子どもポルノ、挙り』押げ量画・ア
ニメLcGによる残虐な子ども急静ノに対す

る国内外⑪世論|ま しだいに厳しいも口にな

っており、日本印保守的な政権や自治体でも

それへの対処をせぎるをえなちヽ状況ボ生ま

れている.そ うした中で、保守的ないしパタ
ーすリステイック (保護者的》な発想やアプ

ロ■チにもとざぃたボルタ規制的法素がは
案される場合は十分起こりう葛こと

:で
あ届息

したがつて、儒守的な政府・自治体薄S出 し
たから反対だという憩度はまつたく成柳立

た種い。コV防止怯‰児童ポルプ
・
買春禁止法

も -1し ずヽれも不十分なも0だ力貫》、穏苛政権 :

Dも とで全員一致で採捏された口でわる。ま

してや、何であれ公的機関による性表現親洒

は詳きれな静ヽなどというのは、現代人権論⑮

立場からすれぱよつたく時代遅れ⑪態度 (19

世紀リバラリズム)であるコ
|で

|よも保守的な政権や臼治体浦腎そうbた鋼 :

制案を出してきた場合、人権とプ聾ミニゴム
□観点に立つ側はどのような対応をするべ

きなぬだろうか?

基米的な判断基準は
'、

①それが女性およむ

子とも回人権□観点かし翼案されてい心か
ど動か、②治口実効性があるかどうかである。。

こ⑪熙蒙輯甑爵舅点かわ是な非々で取咽組趣必

羹があげる6             _  、

□8割1龍例奎報告□ヽ

'「

4g留舅憑熙令忙ぃて真も肇皐1呼ぉ奎
⑮は、ゴ非実在青少年性的錨写蜀』という椰,

0

|

,3                    2

よう業者とほ護者に求めるなどの重要竜詢1     

唇尋   1糞覺19
7勒』をめぐ愚譜規定でおろζ‐バ‐チヤルな

児童ポルプは実在の子どもが使和れていな
い甲だから篠讐脊は,いない《;し毒.かつて薯そ
.ねむ規制するのは『衷現⑪自由』に反す面産
いう論理源言左右間掏ず提駒

.ま
かれ、多くの

人造が発れを受け入れた◎        i

3%デルタ被害    :     ■
`しヵましょ実在の季ども鮮使われているに堂

ポルノはもちろん言語道Wilにか、実在の手と
もか使ゎれてい戦直か聰櫨需者鵬ぃ趣|ぃ と

・い:働 ‐⑩鹸 、アゼン̀ス曝意見である6被害者は
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いないどころではない。

まず第 1に、子どもを『みだりに性的対象』

にし、子どもたちに対する 嗜自姦など)しく

社会的規範に反する行為を青定1的に構写す

る』ことは、すべての子どもと、発してすべ

てD女性 (なぜならそこで輸かれている子ど

ものほとんどが少女だから)峨人権を侵害し

ている。            ｀

第 2に、そうしたも⑮を直接日にする子ど

もが受 :す る恐怖、簡撃、トラウマは十分に被

害を構成する。

第 3に、仕うしたバーチャルな児童ガルプ

を圧復継続的に鑑賞して実際に他犯罪に走

る男たちはな数ながら存在するのであゆ、そ

〇
ぬ狐罪の被害者もまたこ⑪児童仄ルプの被

害者である。

これらすべて⑮被害 (鰤れわれはそれをポ

ルノ被害と呼暮》は、ポルノロ被写体が実在

だろうが非実在だろうが厳然と存在する被

害であり、実在峨子どもが使ねれている場台

に|ま、その子どもが直接に受lす る被書という

もう一つ⑮重大な彼書が主まれらのである。

たとえば、T人を自人口%に b、 彼らを

拷問したリレイプしたりすることが楽しい

娯業であると描くよう歳漫Mやアニメやテ

レピゲームが世峨申にあふれているとした

ら、それによつてすべて⑮黒人が被害を受け

ているのではないのか? 実在の品脚 琶使

われてきえいなければt in害 は存在しないと

言えるのか? そのような漫画中アニメや

ゲームを無目楽しんでいる臼人繭S、 黒人に対

して何の差局嘔me羅ヵ的振る舞いにも出ない

などとなぜ言えるめか? そのような糧画

やアニメを実際に目にした黒人ず受ける衝

撃と鞣怖は被警ではない0か ?

4、 『おいせ0』 基準から『人権』基準亀

さて以上の観点か幅するな幅、今回の条JIJ

改正案 |ま どのように解釈されるだろうか ?

重要なのはこ実は、現行の書少年撻金育成条

例ではすでに、実在竜非実在⑩区鳳硼なく、「性

的感情を副懃するも⑮』は国主規制⑪対象と

され、「著しく住的炒備をt刺激ナ懸もの』は

不健全国書口指定対象になもている起とで

ある。                i l li
逗⑩ 唯 的慮情を刺激する』という規寇は

翻品しく曖味で度範でおるというだ |ナ でな

くゝ人権的観点がまも―たく入っていない。平

等な関係にある当事首が相互的な性壁にも

とづいて他的魃情を刺激する起とは悪なぬ

か ?『他的魃情を期激』という規にこそ、「表

現の自由』に反す石も口に抱ならない。

そして、この規Kは実際⑮運用においては、

結月、刑法⑪「おいせつ』条頃⑩解釈にもと

づいて解釈され、性器を露骨に描くもめに限

定されてしまつている。つまり、どんなに黒

力的、虐時的鍮ものであつても%性器田部分
・

にさえばか bが入嘲ていれば野放 しなので

める。

ところが、今回の改正案においては、こ⑩

ようを吸味で広範な 《したがって事実上無意

味な》規庭に代ねつて、『子どもを導だ りに

他的対象にすること』≧『強姦などを肯定的

に描写すること』という、指示する内書がき

ねめて明確でありЪしかもЪ不十分ながら子

どもと女性⑪人権を基準とする表期になつ

ている。           、

F性的は情を刺激するとと」は人権侵害で

も悪でもないが、「子どもをみだいに他的対

象にすること」と 噛 姦などを青定的に撤写

すること』は明らかに人権脩薯である。これ

は、不十分なから、仕表現規刷における従来

口『ねむ亀せ嘔』基準から『人権』基準へぬ転

換を意味際ている。たとえそ⑭転換が、青少

年⑮健±育成というパターナリスティック

な条飩⑩枠内でなされているとしても、また、

そ―⑮湿tlj手段がゾーニング*と いうまつ起く

実効性Q.乏 しいものにすぎなかったとbて

もだ。遺⑮ことの意味をけつして週小評価す

るべきではない。

* ゾーニングとはもともと、『土地利用規劉」

という意味だが、冷国では、もつと広く、年

輪や性刷を金準に有害物へのアクセスで曝
.     

画を規肉する政策手段の意味で使われてい

る。タバコで言えば、2□ 才未満には売らな

いこと (ア クセス規鵠』)、 および分煙 (曝濾

規制)に相当する。

(参加者の感想を5ページに掲載)
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□鯛□女性リーダーズネットワータ《WLM》 会舎毅告9          ‐

『女性による新たな経済活動口創造 ⊥工 ?自然‐童f路を満離す下J

財団法人日本裁撻鮮習財国,‐N欅|あずさ

1、 はじめに
9月 10、 26、 21目 の3日 間、新宿⑪京エプ

ラジ赤テル
`に精ぃて、A剛爆(ア ジア太平洋経

済協力)女性リージーズネットワーク (mふ
Lcttdttr菖  脚心tttFk、

'以
下 W園》会合が、開催さ

れた。この会合は AttC関連会合の二もモ、
身女共同参画社会実現のために女性ならの

経済幡動の発展に寄与するこ挙を目的としヒ
i

て、AttCは力国盟する21回国と地域⑮産業界ξ
学界Ъ行政、PUなど様々な命舅⑩女性り■‐

デーが集まり、意見交換や情報襄換を行う国i

際的毅爽流の場である。1日 国目をQえる今年

中Ⅷ嘲甲テーマは『女性と機騎』に儡点をあ
てた ド女性によ誦新た輸鰤 籍勁輔 』造■
人 1自 然 :文化を清かす―』。筆者は、所属
する財団法人日本女性学習財国が、力科会の
1つ『人材育成 0教育Jを担当する連とにな
り、緻めて大規模を国際会議に参加する機会

を得た。

2も 基鰤 と|パネルディスカッション

『女性⑩力などのように活かすのかが大

き歳頸題Jであると挨りした管首相%岡崎内

閥府特飾担当大臣 (昴女共同参画》』ま出席 b.

2鑽盪懺①瘍了1祠疵抒儡
8《 ミレニアム開発目標》達成に不可欠を女

性⑪経済i的エンパワーメン ト』についてい基

調講績が行われ、MIF軸 と団連グローパルコ:

ンパク トによる 噛 性のエンパワーメン トロ

た め の 指 針 : 鼈men's mmm鵬 血L

PFinclples――Equallty Mbam由  闊usiness』  麺重 
｀

紹介|さ れた。続 くパネルディスカ ッション

「J日Cにおlす るⅧ面の役lllと 今後の課題』で
は、口配本体へ⑮影響力の強ィ脇:各回 0地域

間でよい事MIJを共有イ睦し、平ミュニケーショ
ンをQに とつていく重要性など力琶捐摘され
た。

2日 日は、オーストテリアで炭鉱会社を経

営するニコール・ホロウエ氏⑪『バイヒール

か幅安全靴までJ避題した基調講演から始殴
った。リマダーシップを磨きtミ スを融れな

いこと、経営ぬ申糎にいかなければ必要な変

革を起こナことはできな等ヽことなどが強調
された。

日、翻 会

分科会は人材育成・教育、科掌Q技備分野t

農画総村、女性の経営参加、尋ュービジネ曇、

馳域経綺密ざ□分野で実的されたがっ尋尋ア 
・

|

は、筆者が聞わつた分科会2『黄朧□韮纏紀

1鑽財判F警
支え零夢諄冒平‐○

入江直子氏 (神奈』[1大学教授)をコエデ計
ネニタこに、人材育成 0・教青|ぬ視点か

｀
嗅1女性

のキャリア開発にもいてく画内よ噛ン彗4編

人事部門ダイバ畠シテイ開発部続括部長:□

萩凛貴子氏Lお茶の水女子大中太掌院教授⑩

三輪建二民ξ海外からはニレーナ eフェドギ
ジナ比 (ロ シア雪非も利財体 F軋心 Cttmitte心

Of 29』 事務局長伽繭Lら i側pO O、 パトリス・

プラウンに (オこストラJア・パララット大

学 CttLE部長)抑〕喝地域口、デ・ピオンデ署
ン氏 (韓国 甲釜山大学教授》力Lら大学⑮取組
をそれぞ紀報告bヽただき、プロアと口Ю疑応 ・

暮を斐えな満Sb講論が延められた。こ彙分科
‐

守報告きれた。.雹むo人近ぃ参加者懸Sぬ柳t女
性口経済参面における教育⑮重要性へぬ閥
J醜の高さ力昌伺われ、アンケートでは、『各自、

の事例や活動を聞く逗と鐵霞でき、有意義:隧‐も‐

た』、「ネットワーク作戦⑮重霞性を識識 tし

た』などの声があ滴言つていた。    1
Mttl平おいてはゝ一人ひと柳⑩スピーカ

ーをサポー :卜 する単とガランティアがつぃ
てくれた通とで、スA―プ.を進行を行動Lと

ざできたと共に、若い位代の声を聞くことが

できたことは、:大きき職穫書あもたL学生が
ランディナにとっ

°
でも:女性り■プニiご身競

に接チるご塵'■時桑ぬ畢キリア磐考ぇる:書
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つか|す となつたようだ。

4、 肥國 首脳へ⑪提言

最終日に覺表されたS国 首脳への提言は、

①組織における女性⑩キ1ャ リア構彙:②人、
自然:文f麓な活かす女性の超業 ③ゝ女性⑪た
め回新たな経済機会の創出を日本権とし、こ

の提言に実効性を持たせるために、ぬ発にお

|す る女性殺員比率など⑪ 理I島 (量画成果日

標 :Key PerLttEnoo lndicatoFs》 を設 定 し

ている。

日、 おlbり lこ

3日 間⑪会議中では、レセプションやコー

ヒープレーク、昼食金などで瑕瑚合わせにな

の よ看F'ζ亘鯰趙 貪ゝ 盪 繹 3核珍l
ションに|ま Ъ「多文イに業上回簡・女性たちが

つくる東京都ゴヒ区発のコミュニティ・ ピジネ

スJな ぜ様キなプロ:プラムが組まれていた懺
会場向には全国の女性起業家の星承販売コ

ーす下鵬設置して鯰りP:会誘以外でもネツト

ワークロ店がる光丑油覇見られた。

ま起、鱚 ⑮サイ ドイギントとbて、18画

には早稲囲太寧、22日 には東京大学、女性と

仕事口未来館等守マンポ
:プ

ウムが開催占拠
た。筆曽浦雹参加した旱稲国大学口『自分らし

く生きるためぬ力 (キャリア)Jでは、学此

たち泌訂企画 ぶ運営に積紆的に関れつておつ、

男女共同参画推進に呂J断 を持¬若い国⑩l拡

大に期待が鑑嗜たし今回⑩ TMを通じ‐で増脚
|

れな様寿なネットワークをЪ今後ど口よう暉
して女性口経済参面にうなげていくかは、'重

要:な課題である。
* 申  *

な獅Ъ財国の月刊誌 Ftt lear皿』11012月
1合

併号で|よ、贔 口特県を予定している口で、

隣せてご覧し`ただきたい。

Eゆ p.3に続く調事です。 .

●8月 虚側会に参加して□

「東煎都炒彦黎健金育成条例改正案をめ:ぐ うで」・石用知
刈讀蟄隕蝠門

¬
な雉阜

今年 2月 、東京都議会に条例改正案鰤琶提出

されて以降、各界か嘔厘対意見油鳳続々と出さ

れた。自版業界、著にな漫両家、日本バンク

ラプ、日弁連、都議会民主党などtま きに反

村のオンパレー ドである.その中でポルノ被

害の実態、とくに子どもポルノ大国日本⑮現

状に警値をな幅す声はほとんど蘭力あれをか

った。私自身、子どもポルプ規制強イL反対□

大合唱に危機鯰を抱きなから、具体的な行靱

を起こすことカミできなかつた。随百凛濶用羹⑮

することにろくなことはない」「なんか裏が

あるんじやないかJと いう疑急が見をすくま

せた。都口立法目的が『青少年健全背成』で

あり、女性や子ども⑪人権擁護ではないこと

も FttVIJ絃正贅成』とは言ひLttiし 要`国と理っ

た。

しかし、こ⑩ままで
『

時 ⑪ヽ力ヽ? 性差脚岬・

性暴力表現 eポルノ規蜃⑪画求に対 bで、「表 .

親の地曲」が対置され面という構賤は古くで

新しいる日0年莱搬熔⑮ついていない論争が今

また沸き過とつているという口に黙つてい

ていいのが。もやもやした気分の申で、計L京

JAC⑮学習会に

'力

国させてもらわた。

講師中森目さんによると、東京都⑮条例改正

案層|よいわゆる『非実在青少錦」にかかわる

新規寇も『1自 主規礼対象を拡大する』努力義
:

務でお柳、実効性はyい ということだが
=会

的職Mが 『青少年を性暴麹や近親姦□対象:ど
1

することは1間違嘔ている』というメッセージ

を社会に発す輸ことに置義があるとめ起と

だつた。私もそう思う。東京都⑮改正案嘉ぬ

賛否以前に、少なくとも:『表翻□薗自Jや『公

睫カロ家庭教育へぬ升入反対Jな ど⑪言識を

もつてポiル ノを容認する1動向にははもき聯

と反対口意思表示をしていかなければと思

う。                            |
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曇きモノピッチ

ロホ女性差別撒廃轟軋 叩mlネ ットヮーク

《訓m)は、今年 懇1月 ‐27国 から
・
9月 5日 ま

での 1□ 日間、国連女性羞麒撤廃委員会のド

ゥプラブカιシモノビツチ片員をクロアチア

がい柵聘した.

O轍□歯帥 國跨側田剛闘調翻 ■
i

日本は目醐9年 7月 圏3国 にこニュ‐罫■ク⑩

団連本部で女性差別撒廃条約口鋪面瞼レポ〒

卜●蕃議を受lナ、8月 には鐙の結攣蜃端鋪m)|
見を受け取つた.學国も感念な漁SGテ想に達|

れぬ厳 bい内容でわったふ加えて国連ぶ3呻畳
年に導入したフォローケテプ手続によ駒雷墳
目が指定された。総括所品は 4年後口数⑪レ

がニ ト
・
審議まで回宿題でお局が、フォロ墓ア

ップは、重れて勧皆されながら取組み力S進ま

ず、条約口履行を陶害してい尋最重要項目に

ついて、2年以内にR綱暴結果を報告するよ・
うに指定されたものであ駿実現.⑮ きれめて

鋼颯鞣文曇b⑬雇i‐鰊冬EFは
離上期間面廃止Ъ選択的夫婦蜘民制度⑩導入

を内容&する風法改正と、婚昇子とそ口置親

に対するに怯:・ F籍法⑮差別規定の徹廃しな|

も5に、あ聰ゆるレベルで回意思農起⑪地位 :

へ⑮女性⑪参画を目|き上げるために、数値固

様 とスケジュLルをもった暫定的特別措置‐

警緊急'1こ採用するようにという働音である⑪

併せてЪすでに 99が国が批唯 bている選択
|

議定書の批准を喫緊口課題と指摘していう底

◇シ著ノビジ発罫瑚訓酔    :
脚Mで は女性差馴撤廃に向けた動きわ加速

な望鞣、2醐3年 ■吻⑩O年⑩日本レガート審

議と総括所に口採択|こ かかわり七學後⑪フォ
ロ≧アップぬ担盆でもあらシモノピッチさ

んを掘聘レなも蒙《i申国賽費H.り越えて事業
者実施:甦終えた今よt予想軋上⑩成果を確信

°
し,

でいる。    ,        
′

亭騰□1面 日間輌ウ嗜ノビ警テ蓄J鍮□活動

jl JI歯′黄趣世話興1中画:韮学
`

鰺鑑山顆 :冒お聰T‐
他に湘蠅醗10内閣府・

・
T骰呻.名⑩轟敬訪間、

証者宦見等にも曰まれて、それぞれのヽ場で大
きなインパクトを感され亀⑬      i
や岬嘔霧:精     イント
8月 28日 、靱ECで実施されたご講演は、条

鞠履行におけ骨:日 本⑩課題.にもいで最|も基‐
本的糧内容守ね。ったがち番ぬ,中着重要轟籍鏑

:

は七F外絢の認却障が低いJ「,轟絢畔革雌義|

m撤廃分野に鶉けろ最も重要な治的胸嘉カ
魯持つ:国際文書あることを認識す罰ことJヽ

F枇准ヒた外絢は憲法 鵬 条露頃によ嚇国内
法とbで守:る べきでお輸』『条絢1業に規定

する差層Uめ定義弔
i圃
本⑩法律には大如して

いる』ということ‐等島葛:L鵬 争ξ桑赫規定t.iti

F国舎⑩承認鰤陪 嘲開ギ獨 賀靡 すラ』

によ明、国の餡治的意思として条価は批准さ

紀たも口でおる。 bかりを力琶ら亀批准 25N
年になる命亀条楷

1縮
絢国として印滲展泌彗晶

。ま:卿 にも遅くも多|く の国々:漁基ら:立ち遅れてい

く1現実を、シモノ,ビ ッチさん謄厳しく指摘し

た上で1早急に業絢履行を提選させる
:理

とな

職|く 栽ぬ聰れた6        1
シモノビッチさんは、2093年と 2⑩09年Dl町 |

ぷ守 卜審憔ぬ際に鰤帥 レポートをまとめ::面 な|

.どのマ連□活動をした れ鵬 を、日本⑪貯ボ
… 卜な義に大き:を貢献を呆たした性評価さ

れた。何ま蜘も重Pな回はt女性通剛撒廃ぺ

の睡組み_⑮成果がロカの生活に反はされる

Lと でおる1と
話され、『1日 本⑪女性たちが楽

絢⑪もとで檀ら口権利を完全に供謹され動

に至ることな望みます』と結|ばれた鳳

`*シモノピツチ委貝柵聘報告は靱曰 ⑩赳 で。

、日飢
il鼎響崚p□士1饉珈`峰

*シ警ノピッチ委員招聘報蕎0は 12月 刊行

予寇    
〕

t

○

―儡―



0電 レニアム開発目標 (MD嚇 関連レポ昌ト

剰 助

9月 2o日警22固 、ニユーコーク四連本部でミ

レニアム開発目標 嘔囲3s》 ぬ即15.年までの政

り組みを決める扁閲sレビ.三
二十ミット』が聞

催された。そこに貧囲口ない世界を求める世界

中ぬ人々の声を急減に届lするために前日まで囲

0月 17日 から19日 までMs⑩ 達成とittyに向

lすたグローンヽ アクション 覧t鋤耐嗜習《立ちゐ

かる)とひとリー人ができることを始める
躙
鰺鵬

朧ti翻'Φ一斉行靱がとられた。この特靱は毎

年世昴で同時に実施され、世昇各地でき計 11億

閻QO万人という参加入数はギネス譴録として

注目を集めているなこの 3日間に鐸邸嘘導摯Ⅶこも

2度このイベントに匈 できた。雉 mitte

ftt the]閾 Is"・ (硼鵬sに向けて声を屈:すよう)

というキャッチフレーズのもとF、 細太鼓⑮カ

強い演奏と背者⑭参加が目を目|い亀

9・月 17日 には国連大学で『国瑾ミレニアム開

発園標祠告 鰤10J ⑮プリ∵フイングが行われ、

そ鰊 吻猾囃前でStand印 を舅範 プリーフ

イングでは国な開発計両 (UNDP》 駐日化裁

⑮村田俊∵さんか 調醐昌8つ⑪日幅について、

1900年から鯰閲年に力¶ナて回変イLを説明され、

まとめとbて次⑮4点をあぱ聰れた。①質回、

御写教荀蝸黎率は改善してい慟も画mと 農

村の間の格差が大きいこと。②ジェンダー平等

問題⑪       ●不安yξ ィンフ

ォ〒マルセクターで④高い割合、政錯襦力の大

如⑮mと はぃぇ2o10単には女性国会議仁ぬ

響』合|よ史上八焉D19°/oで コ関年と地戟すると

67%の増加におたる。しかし政治権力を含めた

日本のジ纂ンデー平等ゆ低きにも触れ、倍の事

実と日本⑮OBAのおり力と闘洟bていると指

摘 ⑩リーデージップの問題、誰鐵雹トップに座

るかによる鰤題 ①パートナーシップ0問題Ъ

いかにNG⑩の声を聴き違続するか□4点によ

とめられた.。 さらに 瑕G昌 ⑪閂形は日本が戦後

復興峨燒験をもとにインディケータニを作成し

たこと、提餓uゆえに鑓荼籠函爆笏壬浦Sあること、外

辱“垂もあ渕嘔芦       脚   て

鰤 締

癸面での日本田m位瀑鶉 くなっている状況的な

かて燃薗嚇躊卜躊 代表選など》している場

合Tはな財ちと指摘された□さらに穏たちの生悟

力電踪上国にいかに依存じで懸ヽもかなもれてはな

らないと語られぬ

9月 19日 には回贅ロネットワーク及び颯 ‐8

:達虞□ため⑪NG⑬ネットワーク『靱く→動か

すJ薩趨団輻 回》口萎偕菅「日本の費囲 1泄

界⑪費困響犠牲⑮黒進性を超えG机る力」力竃築 ,

「
笏□京本願寺で開催されに F犠牲⑮黒進性』'と

lま 「日本田貧国なんでアフリカ⑪貧国に地ぺ縫

も大したことない」とか、「もっと大量な人油嵩い

る』と言つて識種を1強いる方法D厘貧国ネット

ワ∵ク事務鶉長□隕謳識さんは「犠牲□黒誂

lま熙らせること力電目鍼勘 Lら 鰊琲魯圭成升τいき

ましょう」と呼び瀞けなっ挙:ら に儡はさん融琶国

連⑮ MM感 を参爛膨て作成した固率颯賓陶削減

目標 《日本MM恥思)はとでも興味祠いものだ

つた。ロディーセントワい夕⑪餞荼□化を駆障

制度へのアクセ累⑩燒巡⑪鱚住彙境⑪充実⑩教

育の充実とアクセスロ拉覺⑤ジェンダー・セク

シュアリティロ平等推進徊蠅娠・子育でにおlす

る餐嘔蓼σ顛國熙D自膨距朧趣漿(m多璽繹剛諄σ蝋躙銹赳

差Mやな0議院の鱗財⑩費冬解消のため⑩社■ :

連帯口撻遭という10⑮日標でみる。こ⑮日標案

現に向]力Mに     なbている開 さ

んも同じく→靱漁寸』事務同長印稲簾頸冬|さん、

L日 ⑮コーディ皐―夕T雨富処凛さんな含め

鰤代、鋼織といつた改山此l銹望を融 面燿

いの毎たSt繭 師だつた。

中
『

―
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 i義置雰吝躾纏鰊割動自麒夕l:・

あつた。

スウ皇■デンはξ周れ中ように世錦でもっ

皐魃菫贔友亀覆軋ざ壇冒Ftt l
で荷

|よ

咽七女性ぬ載昴准曲iぬ 1高き、世界ぬ女‐
・
性に星もそ象載皇■タンぬ勇妾皐等'直薯デ

‐l

ルと言つても過言ではない。連⑮スタ皇こデ
ンでЪ鍮Jこのような急進的なフェミ■員ト

政雖油腎誕隼bた口でおろう。       ・

贔削 尚 礼 筑 漁 闊 切 19
にと党幹外 のメ:ンバーでtス トックホルユ:

大学政治学科講師幅マリア〇ヤンソン蠅 ri嵐

J幽拳品)|ぃ、お二人口論に等ると、早i、 鼈蝠
□経緯は大きく3点にまとめ葛ことができ発・

ラに。趣詣:1以十ぬ問題1点は1齢》ずれ毬貪o□

年ぬ時点暉もぬでぁる1  :

1。 労働市場に藷は高:勢量画三分化
'1

夕は1'm韓 にれも構岬
・
鐸蝠:看

謹職といった粕重れらず女性ぬ職場に編ゎ  ら

てぃ高。ま維:樋■に動赫ないる鯰碁犠竜‐:
ヽ
R蟷財膠蒻邊＼舒卜kl‐

|

‐量嵩夢区諸濾了    寧15
女
渉R灯

笏は颯⑮ド鴨滸置いれ・

2二 女性に対する暴曲印実槻

1画帥
‐
年に生回蝙  『‐宮帥空に姑する緑力ぬ隻

濶]:調査が行われた譲っそ1結皐が樺品をシ|

ョッ等ングせお名た◎鮨鴨ぬ量産繭雪身律的:

精神的、物的なrどぁらゆ‐る種錮中も面を含蟄:

男性による何らがあ纏的轟動神鎌からせめ
て被客に遭週してしヽ暮羞|と静蒻ち島轟と違もた意
案|こ、スゥ上直デシ中卦朧のはif囲 人に1人

が他的なハテスタント●被告にあ亀た逗1'
になる。またゝ

'ド

バステオック占ジァギオレ

きる9月 19日 にスウェ■デンで行なわれ

た総選挙はt201106年 に言|き続きt中道○右脈

理合め勝刷に結ね名|た。今回の選挙ぬ最大中

性日点は、著千 01減の党音び率いる極蒲政
:

党、スウ止―デン民主党 憎趙茫帥疇Шιttt自 ,

Sp)が反移民なスロ≧ガンに掲ば、民
:躙

ぬ得

票率で画会に 2o席を獲得し、国政進出を果

たしたことであろう◎bかしなからこ女性量

して見逃す通とのできないKは、数しろジエ

ミニスト政党の動向である:iプ 土ミ三糞卜・

イニシアティヴ 《スウェ墓デン謡守は1‐

Fttinistittkt initiativで ある浦露こここでlま :・

その英説であるFttinist lnititttivOを用い

た。:略称 Pi》

°
と呼ばれるこの政党は1回□95

年に結党され、電面6年ぬ総選挙に初挑戦bた :

2⑩血年と2olo律ω2度にわたもて、嵐ゥェ

ァデン褥選挙に♂L戦しだプェ民ニスト・ィ三

シアティガ (以下、Fi》 を調査する機会をも

つことができたのでt暑⑩概略を紹介したい。
F男性よ、一歩下がれ

´
11七 価とも過激な

スローガンを撮ぱ、さⅢそうと登場した ri

はも女性のための女性の欧党といつた穏やか

なも口ではない.そ⑮政党綱題によれば、ス

ウェーデン社会においで女性は相変わらず

男性に従属させ%机ておりt Fiは こ⑮蒙壺長

制繭帳序を廃絶すること磐第-0画藉瑣鰤
とbでいる。そして、年齢申性ulJ警間ねfti■
こ口闊いに業鳴するすべて回人口ために存

在するという。事実、メンバーにはかなりm‐

鼎性師ヨ含まれ、鋼 口寄付や献身的な選挙運

動など物心画面瀞ら党を支えてlil lる 男性党

員も少なくない。低かし、2帥旧年⑮紬選挙で

一日―



ンス (DV)に‐いても、こ⑮調判 雹行われる

以前は、DVと いうのは移風など⑪一部の家庭

に起きる極めて例外的な事件でおり、いおゆ

る自人のスウェァデン人口家庭には募蟻れ

ない問題越と僑醸られていた□と通ろが、こ

の調査結果はゝ側 の問題励琶、自人で、しか

も教育めある家庭においてもしばしば生賤

ているとい慟蜆案を明らかにしたのである。

3。 制度と現実⑩乖離に対する女性たちの

プラ風トレーション

スウェーデンでは、女性が働くことは当然

であり、言わば女性が家庭と仕事を両立する

ことは社会的厘力として作用 bている。しか

⊂りしながら、そあ一方で、家庭の申で|よ相変ね
らず、女性はより多くの霧 委ギ割祀曜暖割国を

負い、結周女性は二重負担にあえいでいる志

育児体暇 (ス ウェ宇デンでは最大で子どもか

3識になるまで、囮 ⑮いずれか洒り をと

ることができる》をとるカップル峨うち、も

つぱら母親が取っているQは 81%に もなる。

したがってゝ現行⑪制度lよ、職場におlする女

性⑮従属的地位と男性の家庭と子どもに対

する免責を鶉ギLしている。 (昴女⑪怖佃隈分担

に関する政策は、その性童更され、́男性は少

なくとも 3分⑪ lを取得しなければならな

い。)

]女平等政策が強力に撻進され、確力叫これ

皮的には目覧しい改善かもたしされたがゝ一

歩女性の電かれた現実に踏み込書と入して

変イLしていない口ではないか、というに間、

そして表面的な平等が現実⑮不平等を履い

隠しているという不満が女性た場⑪間に売

満 bていつた。そして、現実かなカゴな諏崚 わ

らないのは、こうした%の 意鳳決定が男性

主導で行われているか幅であ明、プェミニス

ト自ら政党を立ち上げ、フェミニスト曜嘲琥頴

で政治を運営し、政策を打t出 さなけれはな

らないという結論にいたつたというね |す で

ある。

Fiのマニフエスト⑬前文は、

こうした問題点が、3⑩ 年間にわたるジェ

ンダー平等唾策が達成 bた靡 マあり、

ゆえに Fi ⑮政治が我められている峨で

ある。Fiは、平等に関する議論が立堪上

がつても、平等の議論ほうんざ蜘だとい

つた不満を決してもらきないし、もう平

等は十分でlま ない,か平等よ蜘も他に大

切な問題があるとしヽつて議論⑪中止を

主張することは訣してしない。「平等』

こ鐙が、Fi ⑮トップ・アジェンデなので

あるふ

すぷて⑮女性たちは、ただ白劣たち力ま女

性だというピ|す で、女性を条件付け、そ

の画能性を狭ぬ。3構造に対峙している。

真の平等を達成するたぬに|ま、月女の間

に存在するジェンダーロ権力構造を濶

滅させ噌Jすれはな幅ない。それつえに、

女性|ま ももと権力を得る必要がお明、他

方男性は一歩已|き 下が幅なければなら

ない。

と宣重し、数のような3つ⑩毯胸を撮げてしゝ

る。①l醐鴨ぬ賃瞼 (l⑩輻 臓ses)～昇性⑩

7⑫%程度にすぎない女性□賃金を、則性と同

等にすること、②椰性の育児体暇取得を 5m
iこ (5躙隧 ing ttrental leaTe ttith Ⅷem》

～育児鑽暇を空制と母親力S ttQ鴨ず0取得す

ること、飢 Tを m(m tti。 lmCe ttgainttt

胸鵬n》 ～女性に対する

「

力⑩僕減、である。

Fiの閻 は、メデイアによる申傷や主要

メンパーのスキャンダルなどもあつて苦戦

を強いられたが、穏盤にはアメリカから俳優

のジューン 0フォングや著名なプェミニスト

詩人、陶議会のプェミニスト議員など海外か

ら応援圃が駆けつlす、ジェーン 0フォング⑪

トーク0シ ョウなどで大いに盛り上満Sり を課

せた。bかしながら、投豚結果は、得票率 1%

で、議席を獲得できる期には及ばなかった。

もともと、尋ウェーデンにおける女性⑪政

党活動は■んであつた。1979年代、隠米発進

国の女性運勲が、テディカル・フェミニズム

に傾かし、参加型民主主義に関l卜を向ける一

方、議会や政党にち者向けていた口に対し、

スウェーデンロ女性たち口間にはラディカ

ル・フェミニゴムはR逓せず、フェミニスト

たちはもつぱ脳政党に接返し、政党の内部か

ら口変革なぬざした。他方ゝ政党ら、女性就

業宰面上昇にともなつて票田として大きな

-9-               ´



影響力をもつようになつた女性を意き付け

るためξ覚内⑪弩職に女性を鯰極的に整用し、

また女性⑮立候補にも縞極的であった。党人

フェミ辱ストたちロト趙懃的なれきかけど政

党□凪惑と口〒我によつて
'Ъ

クオータの導入

など女性ぬ候補が積極%に滲め聰お、7⑩ 集代

から 39年代tスウェァデン0女性議員⑮比

率は急増bた。こうした結果、女陛政策や家

族政策力昌推進され、累ウェ■デンは泄鼎有数

⑮男女平等国家となつた志

ところが、1991儒 FSttp③帥 st∝ ki嘔目《SS》 』

という女性政党繭昌登場 bも 既成政党tわけて

も女性政策を推進 してきた社民堂 とフェミ

ニス トとの豊調 に亀製が入つた。SS結党⑩き

っかけは、1991年の選挙で女性議員口此率が

前国⑮ 38%から 34%に低下したことでわつ

た。このことは、 40/0も減少したというにと

どましず、1928年以来上昇し続けできた女性

国会議員数が低下に転醸たという点でも、ス

ウェーデンのフエミニス トたちにショック

を与えた。19ol年の選挙で女性議員が減つた

理由⑪主要因は、女性立候補者⑪擁立が減少

したからであうた菖とりわけ、もつとも得票

率面高い最大政党である社員党⑩女性候補

者が低下していた。フェミニストたちは、政

党が男性によつて支配されている魃り、女性

⑮候補者は増えない、こ⑩障害を解決するに

は女性候補者だけを擁立する女他政党を上

ち上げるしかないという繕論に達し、SSの結

成となつたのである。

SS結成⑮中心的なメンパーは、左翼系ぬ研

丈者とジャーナリストであつたが、彼女たち

は政党員ではなわつた。そ⑮うち口何人力ヽほ

ラディカル紙ぬ『グループ ロエイ ト」ロメン

バ学であり、彼女たち⑪党賑やイデオロギ守

に|よ違いがあ鴨、政治的方向性は必ず b魅一

致bな力あつた洒]、 SSiはこうbた違いを超え、

女性議員を増やすという墨つの目的で回結

した。SSは、1"4口選挙にれつて出たg1901

年0選挙で餡権についた中道,0右燒政権がM
行した社会サービス回後退を弾靱する女性

法延を開催するなど:有謄考に強くあえ力)は

る選挙運mを最闘ヒt事前鼈論調査では平均

して 25%t一時は 卿%も⑮有権者□支持を

集めセ。ところが、選挙置前に候補者⑪擁立

を断畿し、SSは解党するにいたつた。
|

しかし、結果的に、
｀
SSは女性⑪牝表性⑮向

上に大きく貢献することになつたg190瓢 年社 '

m党は男女⑩候補者地率を固数:l通すること :

を投定し、19醜 年ぬ選挙で購弟Uした仕民覚□

女性議員はそ紀以前ぬ 41%脚|も

'4mと
、大幅

に増礼した。また、,19o4年の選挙全怖でもち

女性議量地率は4Mに達 bたのである。

スキ ックホル曇光学政治学部ログイア

ン・セイングヴェリニ
(Diatte Sttins陥 rナ》

名誉教授によねば、日S⑮ 目的は政党とbでコ

勁することではなく¬女性議量を噛やすこと

におるた口でЪ社員党が日⑩鴨⑮ジエンダ■ 0

クオ守夕を決定し1さ らに女性候補者に有権

者⑩胴憩

"闊
集まつていることを見極めたら

えでt自党葡毒立つことで社民など左魃政党ヘ

ロ支持が鶯散することを避けるためこ立候補

を用念 bたのではない力ヽと分析しているども
｀

ま柳ゝ
'SSぬ

目的|ム 既成政党に『女性票を奪

うで』という脅成を与えることにおわた。事

実、8懸 ⑮党首は、しヽずれ□直党油彗楊刺ビでも、

女性□識鷹数は増れするだろうと予需して

いプLと いLう 。        '
プ墓ミ三スト政胎掌者はl Fiな ど⑪ように

評価している口でわるう。ストックホカム大

学政治学部 の ドゥル デ 0ダ ル ラ ウプ

(M炒曲lem)ヽ 覇躍:と セインズヴェリ進

教授はいずれもちriの問馬にlま懐鰺前で、必

ず膨も支持してはいなわつた。セイン1ズ

"ェリ・■な援は、SSと 口比較から『
iを次⑪ムラ

に魃 してるい。第二に、SSは、女性議員を

増やすことで力向が一致し、党とbても窯と

まつていた。推れによつて、有権者に安心は

な与えゝそれな慟⑩支持を獲得 bた』地方《

ri ⑩政治団標はずデオロギこ□違昨Ъにまっ

てなかな力ヽ一本イLせず、政党としても■偉性

に入けている。第二に、日Sは社民党内⑮女性

党員と連携して、社民に圧力を力Lは¬最終的

に社民党に|150%⑩ lタ オ連夕を採用させるこ

とに成功した⑮bか bご Fiは左派口女性票を

奪うだけで終ねもてしまった薔⑩SS曲目登場し

た当時、勇女平等は今'Iま ざ進んでね幅ず、女

性政党
・が立ち上げられ衝理由tは有権者にも

中 l⑩
二

〇



納得できるもmであった。ダルラウプ教授こ

Fiは内紛やスキキンデルなどが絶えず、政党

とbて議をなしていない、政党というよりも

社会運動であり、これだけ男女平等涵尋進んだ

のに何を今更という屁泌ESめないとこさらに

厳しいが価であった。  :
2010年、Fiは選挙に再ぴ挑魃した。回0鵬

年の選挙戦に比べると、派手なパプォーマン

スもなく、地囃な印象であつたし、国会に揃離

立した候補者も 37人 を減少してし
｀
)るζメデ

ィアの取り上lザ方も 回醐G年ほど華着しくは

ない。今回④選挙では、仕民営が女性又首を

立て、もし社員党を中心とbた立派連合が勝

rllすれは、初の女性首相⑪誕性力戴期待された

〇 こと、また靱 ⑮自由党品盪 補者蘭竃「7
土ミニスト」であること全面的にアピールす

るなど、Fiの存在感を薄める話題もまなくな

かつた。結周 Fゝi ⑮得票率は'鰤に満たず、

今回も国政での議席獲得は叶れなかつた。し

かしなから、幸先のよいニュースもあつた。

スウェーデンでは、国政と同時に地方議会運

学も実施されるが、日1は地方議会で魂議席を

獲得曝た葛1新政党繭琶党りを備ばしていく場合、
・

まず地方議嬌に進出して抑歩費同めるとい

うの葡鼠鼎も確実な方法であり、事実 帥 年代

に登場し、今日左鱚 ぬ≧角警担う樹の地
‐
は、起めようにして党を確案していつたとい

う。さらにこ躙む6年の選挙に比ぺ、Piを取

り巻く人たが、一世代も二憧代も若返つてい
f iた。メ:ンバ■と真狩者の他代交代|ま、Fi甲今
:後‐鯰 饗舞糞動にともて望ましい結果をもえ

らすtのと思われる。な国選挙につなが,る人
きな希望でおろう。
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しているとき女性学に出会いました。そして、穏 鵬 議の風が私を目覚めさせました. :
ゴLtt JAC O新潟⑮悟動に基加していく中で多くの輝いぜいる方とに剛会い1掌が、みんな :
にも申を押されながら地域で自分口できる限即⑮活動を続けてきて15年過ぎました。   |
でも、今私はちょつと値れて漕動はお体みをしています6              1

辟覆吻琵  蛯貶   釉肉囃鮒LI樫 |:

た。市眠と⑮財 は線 に馘 口よい場舎運麹痴駿動のようで、行政と彎話し合いに疲れて :
しまいました。行政のトップの考えと担

‐
笥諷⑩姿勢がこんなに悩市民に影響を与えること :

をまざまぎと思いしらされました。2市油]本当ぬ意味で市民と協画し男女共同参画をすす :
めていく未来の姿を数⑮若稀肉針醤督話したいと凰つています。         :   :
女性ゅ自立を阻んでいるものにいわゆる主帰優週蜃度があると日つのです.近頃 i軋  :
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化がそのとき□稲売さんと同̀じであることに改ぬで北京 J謳 に青てられたことを実慮し :
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