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アジア太平洋女性市長・議員サミットに参加 して

○

2001年 6月 19日 から22日 の 4日 間、タ

イ国ピサノルーク市で、国連アジア太平洋経

済社会委員会が開催 したアジア太平洋女性

市長・議員サミットに参加 した。このサミッ

トは、2000年から始まった日本政府の支援
プロジェク トの一環で、これまでに、日本を

含む 13カ 国の都市部における女性政治家の

調査と各国レポー トが作成され、私は日本報

告を担当した。参加者は 24カ 国から女性大

臣、女性国会議員、女性市長、議員などで

250人を越えた。議会会期中であつたため、

日本からは現職の女性知事、市長、議員は参

加できず、今年 4月 、市長選挙で健闘した名

取みさこ前日野市議など3名 であった。

第 1日 目は、開会行事、13カ 国の調査結

果の比較報告と 2つのパネルフォァラムが

開催された。13カ 国は、国と地方の女性の

政治参加状況を比較すると 3パターンに分

けられる。①はともに女性の政治参加が進ん

でぃるオース トラリア、ニュージーランド、

中国、ベ トナム、フィリピン②はインド、バ

ングラデシュ、パキスタンなど。インドでは

地方議会と市長などの女性の割合を 33.3%

とするクオータ制を、1992年の憲法改正な

どにより実現。国会についは、そのクオータ

制度がまだ導入されないため女性の割合が

低い。③は日本、スリランカ、タイ、ネパー

ルのように国政、地方政治ともに女性の参加

が低いグループである。

地方議会で女性が 3分の 1を 占めること

橋本ヒロ子

により、環境や教育・社会問題が重要議題に

なったり、議会運営が民主的になったという

改善点が挙げられた。一方、クオータで議員
になつても、自分の意見が持てず、夫の意見

により活動している女性もいるというマイ
ナス面も報告された。しかし、全体的にクオ
ータ制は女性のエンパワーメントと政治改

革に結びついているという評価であつた。

第 2日 は「ジェンダー予算Jのパネルフォ
ーラムで始まった。国際的にも評価されてい

るフィリピンの国家予算の5%を ジェンダー

の主流化のために割 り当てるという方針が

地方自治体にも波及し、そのための条例が策

定されているという報告があった。引き続き、
3つの小地域に分かれて①問題点、②国レベ

ルでのアクション、③地域でのアクションに

ついて討議 した.日 本はベ トナムの含む東ア

ジア・太平洋グループに属した。中国・オー‐

ス トラリア、ニュージーランド・ベ トナムと
いう女性の政治参画が国政・地方ともに進ん

でいる国々とは対照的に、日本及び太平洋諸

島の国々の参画状況は国・地方ともに遅れて

おり、議論があまりかみ合わなかった。

第 3日 目の午前中は、小地域討議の報告、

午後は身障者のためのバリアフリー環境、地

方自治体と女性団体 リーダーのパー トナー

シップ、上下水道と女性の役割など4テーマ

のシンポジウムとゴミ処理と都市貧困女性
のための織物プロジェン トの見学を行った。

第 4日 目には宣言文の検討と採択をした。
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韓国のDV法と日本のDV法

弁護士  斉藤 誠

韓国においては、 1997年 12月 13日

に「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法J

が、同月 31日 に「家庭暴力防止および被害

者保護に関する法律Jが法律として成立し、

ともに1998年 7月 1日 から施行されてい

ます。

今回 トヨタ財団と三菱財団からの助成金を

得て結成された「日韓・女性に対する暴カプ

ロジェクト研究会Jに参加 しました。

この内容は、3月 3日 、日韓共同シンポジ

ウム「家庭の中の女性に対する暴力防止の社

会システムJにおいて中間報告が発表されま

した。

韓国の家庭暴力特例法は、家庭構成員間の

全ての暴力を対象としています。

韓国の家庭暴力特例法の特色の第一は、家

庭内の暴力は表に出にくいということで、こ

れをい力■こ表に出すかという点です。

このために、まず警察官は家庭暴力問題の

通報を受けた場合には、即時に現場へ出動し

(目 標値は通報を受けてから5分以内とされ

ています)、 一定の応急措置をとらなければな

らない義務が規定されています。医師につい

ても通報義務が課せられており、さらには改

正案ではこの違反に対して罰則も検討されて

います。

韓国の家庭暴力特例法は、加害者の処分と

して「保護処分Jと いつて、接近する行為の

制限、親権行使の制限、社会奉仕、受講命令、

保護観察、監護委託、治療委託、相談委託な

どの中間処分の制度を取り入れています。韓

国における聞き取り調査では、検事において

は、この中間処分は刑事処分ではないことか

ら、被害者が刑事処罰を望まないので事件と

しな〈てもいいですと言われても、この中間

処分は刑事処分でないことを説明し、被害者

を説得して保護処分事件として立件するよう

にしていると述べておりました。裁判官も、

警察は、これまで家庭内の暴力事件は立件し

ても、被害者の方がもう済んだと言つて途中

で終わつてしまうケースが多かつたが、この

中間処分という形で結果が出せるようになっ

て、この事件に積極的に取り組むようになつ

たと述べていたことが印象的です。

また緊急の措置としては、臨時措置として、

住居等からの退去等の隔離、住居職場等から

100メ ー トル以内の接近禁止が規定されて

おりますが、さらに保護処分事件として家庭

裁判所に送致された場合にも、臨時措置とし

て、同様の決定や警察留置場のへの留置等の

措置がが認められています。

ただしこの臨時措置に違反したときの罰則

はありません。

このように韓国の家庭暴力特例法の主な特

徴は、外部にまず露出させることと加害者に

対する治療・処罰を重視していることです。

この点で、先のシンポジウムにおいて、韓

国でDVの問題に中心となつて取り組んでお

られる李弁護士は、「日本の法案には内容が

ない」と言われていましたが、その理由とし

て、この問題を外に露出させるという点で不

十分ではないかという疑念をもつたことと、

もう一つは加害者に対して処罰をしたり治療

するという規定がないことを挙げていました。

これらの点を含めて、日本のDV法もこれ

から施行段階に入 りますが、 3年後の見直し

においては韓国の家庭暴力特例法の状況につ

いても一つの参考として取り上げる価値があ

ると思つています。
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DV防止法「第 1回意見交換会J報告
DV連絡会  坂井 隆之

DV防止法は、条文自体に不十分な部分が

ある上、実施体制に多くの不安がある。施行

までに残された時間も少ない。「被害者のた

めのDV防止法を求める全国連絡会Jは、女

性議員の協力を得て、関係省庁との意見交換

会を企画することにした。

5月 28日 午後 3時から5時まで、第 1回

意見交換会が開かれた。関係省庁から内閣府

男女共同参画局・法務省・厚生労働省・警察

だ Iヽ 庁が出席。議員は石井道子 0小宮山洋子・福
む   島瑞穂 。南野知恵子の各氏である。今回、連

絡会からの質問・要望は「配偶者暴力相談支

援センター (「センターJと略)Jと 「保護命

令Jを中心に行われた。

被害者はどこへ行けばいいのか ?

センターは、相談・情報提供・一時保護な

ど6機能を備えて、都道府県が、既存の婦人

相談所など適切な施設で実施するよう定めら

れている (一時保護は民間委託可)。

意見交換会では (主に厚労省が回答)、 6機

能を一箇所に集める必要はなく、全体の調整

をする機関を定める義務もない、という国の

にンブ 認識が明らかになった。全国共通の運用基準

も作らない。すべて都道府県まかせ。これで

は婦人相談所・福祉事務所・女性センター等

が機能をバラバラに分担するだけになる。

被害者がたらい回しのあげくに冷遇されて

はならない。議員の説明によると、法案作成

過程での省庁との協議では、婦人相談所を拡

充して調整機能も担わせるイメージを描いて

いたという。 6機能全体に責任を負う機関を

明確にし、統一的運用基準を作成し、予算も

措置することが必要だ。

やはり逃げるか耐えるしかないのか?

被害者の申立てに基づき、裁判所が迅速に

判断し、加害者に対して被害者との接近禁上、

家からの退去を命じる「保護命令」。DV防止

法では、被害者は、センターか警察の職員に

相談等をした経験がなければ、公証人役場で

宣誓供述調書を作つてもらわなければ、申立

てができない.申立書類は裁判所で加害者側

にコピーが渡る。居所を隠している被害者に

は不安が大きい.裁判所に来たあと、追跡さ

れる心配もある。退去命令は2週間限りの 1

回きり。接近禁止命令は、自宅は適用除外の

上、「つきまとい」「徘徊Jだけが禁止される。

意見交換会では (主に法務省が回答)、 手続

きの詳細は最高裁が規則を制定するまで不明、

判断基準も実際の命令の積み重ねを待つ、と

いう回答しかなかつた。「ぶらりと訪れてす

ぐ帰るJな ら禁止されないのか。子どもを連

れていくのは止められないのか 000。 疑問

と不安は尽きない。

月1染みのない公証人役場に行くのは困難な

被害者も多い。センターや警察への電話だけ

でもOKに して、申立てはとりあえずFAX
でも可にするなど、敷居は低くしなければな

らない。裁判所内での安全確保、命令発令後

の安全確保など、細心の配慮も求められる.

保護命令を求めるときは、加害者が逆上し、

最 も危険なときなのだ。

早急に関係者、の研修を !

このほか、連絡会は、安全確保の要望 (警

察あて)と 、外国人女性への配慮を求めた。

お寒い現状ではあるが、とにかく、関係職員

の研修が急がれる。そして、DV防止法の実

施にあたっては、内閣府男女共同参画局

がもつと指導性を発揮してほしい。

第 1回で納得できなかつた事項も含めて、

第 2回は7月 9日 に行われる。
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1。 「つくる会J教科書問題の現状

2001年 6月 末、「新 しい歴史教科書をつ

くる会」 (以下「つくる会Jと 表記)の中学

校社会科教科書市販本『新しい歴史教科書』

『新しい公民教科書』が、ベス トセラーに

なっている.遠山文部科学大臣が教科書採

択前の市販を控えるよう要請したにもかか

わらず扶桑社から市販され、すでにいくつ

かの私立学校が採択表明を行った。

これまでの「つくる会J教科書について

の主な批判点は、史実の歪曲、国家主義的

偏向、近隣諸国条項違反、女性の人権無視、

戦争責任回避などにある。 (『世界』2001年

6月 号、vaww‐ netジ ャパン編『 ここまでひ

どい !「つくる会」歴史・公民教科書』明

石書店、2001年、『歴史教科書 何が問題

か』岩波書店、2001年 など参照)。

さらに情勢は、教科書の記述の論議から

学校教師と教育委員会との教科書採択権を

めぐっての攻防にシフトし始めた。しかし

ながら、何故このように批判のある内容の

歴史/公民教科書が登場し、教科書採択権

の問題化がなされたのであろうか。

2。 「つくる会」教科書の背景

その背景には、グローパル化に直面した

日本社会の脱国家化を要求する経済資本の

新自由主義改革と、教育改革によつて再国

家化を企ろうとする流れとの相克がある。

教育改革の流れは、2000年 12月 22日

の教育改革国民会議報告及び 2001年 1月

25日 の「21世紀教育新生プランJに示さ

れており、一方、経済財政改革は、2001年

6月 26日 の経済財政諮問会議「今後の経済

財政運営及び経済社会の構造改革に関する

舘 かおる

基本方針Jに提示されている。

同基本方針では「グローバル化時代にお

ける経済成長の源泉は、労働力人口ではな

く、『 知識/知恵』でありJ「資源の移動は

『市場と競争』を通じて進み」、「市場の障

害物や経済成長を抑制するものは除去Jし、

「世界に開かれ,外国人にとつても魅力が

ある社会でなければならないJと いう認識

が表明されている。

この経済成長至上の原則は、教育改革に

おいては、①教育のスリム化、②教育の多

様化/自 由化、③教育改革の実行性の確保

として政策化された。具体的には、2002年

から改正される学習指導要領のスリム化/
簡易化 (円周率を3と するような改正)、 公

教育費負担の削減、学区制廃止や中高一貫

のエリー ト養成教育、国立大学の独立行政

法人化 (民営化、科学技術を中心とした知

的資産倍増化)、 校長、学長の権限拡大など

があげられる。

ここには、明らかに 1995年に経済同友

会や経団連が主張した、戦後の「平等主義

的教育制度Jの非効率解消の意図が反映し

ているの経済界の言う非効率とは、今や初

等/中等教育で培われた質の高い大量の労

働人口は不用となり、いたずらな学歴上昇

は賃金の引き上げをもたらし、一方で学歴

幻想による不適応生徒を増大させていると

いう状況を言う。しかしながら、グローバ

ル化時代の経済再生を意図するこのような

方針に対する批判や修正として、道徳教育

の強化と国家意識の教育が、国旗国歌法制

化、奉仕活動の義務化という形で実施され

始めているのである。「つくる会J教科書は、

この経済・教育の構造改革の実施が、脱国

(31
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家化ではなく再国家化となる必要があると

見なす勢力により展開されているとみてよ

いであろう。

3.「つくる会Jのシ・ェンタ―゙・セクシュアリティ認識

ところで、戦後日本の教育政策は常に「日

本人Jと しての国家意識の醸成をあげてい

た。1958年からの道徳教育重視、1966年
の「期待される人間像Jな どを思い起こせ

ば明らかであるし、現在の教育基本法改正

の動きにも「伝統,愛国心、道徳、国家と

地域への奉仕J等の言説が飛び交つている.

そしてそれは、教育界にあっては現在で

も根強い、男女は平等だがそれぞれの特性

は異なると言う、「男女特性教育論Jと 表裏
一体の関係で認識されてきたことを注視す

る必要がある。確かに 1989年の女子差別

撤廃条約の批准により、家庭科、体育など

の男女別教育カリキュラムは改正された。

1998年の文部省「教育改革プログラムJで
も、男女平等教育の推進等の、学校教育に

おける男女共同参画政策が明文化された。

だが、同時に 1995年以後、男女特性論を

日本の伝統文化として保持しようとする勢

力は巻き返しを図っている。

特に、国家主義のジェンダー観は、「女性

の人権Jと いう理念に基づく男女共同参画

政策を内′いで嫌悪している◆「つくる会」の

教科書の記述からは、「男らしさの誇示Jを

求めて愛国的国家主義に向かい、自己陶酔

の英雄主義に浸つて、自己顕示欲望を満足

させている様子が浮かび上がって来る。
「母」礼賛で「女J蔑視の心的構造は、セ

クシュアリティにおいても甘えと侮蔑が交

錯している。埴輪の女性の肉体をおおらか

さの象徴として掲載し、慰安婦に対しては、

男を慰安する存在としては甘え侮蔑するが、

性的人権が侵害されたとして慰安婦が加害

者への告発を行う時、徹底的に嫌悪し排除

するのだ。そしてそこには、もうひとつの

要素、アジアヘの民族差別を表明すること

で、日本の民族的優越性を誇示したい自民

族中心主義が存在する。姜尚中氏が的確に

指摘するように、中国、韓国に対しては「加

虐J、 米国に対しては「被虐J、 日本に対し

ては「自愛Jの精神構造のコンフリクトが、

近隣諸国条項への攻撃、共産主義嫌悪、韓
国、中国からの教科書修正要求に一顧だに

しない態度をとらせているのである。一部
の日本男性の幼稚な支配願望が、暴力を手

段とすることは歴史が証明している。

今、私たちが敏感になる必要があるのは、
「つくる会J教科書に塗り込められたこの

ようなメッセージが、先の見えない社会で

模索する若い日本男性の心に、特に影響を

及ぼしていることだ。人間の命を大切とは

思えず、卑小なる自分を国家に架けt身勝
手なヒロイズムに吸い寄せられていく若者

たちの心性や、民主派や左翼の硬直的な言

説に違和感を覚えている若者たちの感性を

受け止める想像力を持つことである。

4。 男女共同参画政策と構造改革

男女共同参画政策は、政府の政策立案の

中枢として創設された内閣府のなかに位置

付けられた。だが、「つくる会Jの国家主義、

経済財政構造改革とどのように関連してい

ると説明できるのであろうか。F21世紀教

育新生プランJでは、「教育改革を一大国民

運動」として展開したいと述べてあり、「つ

くる」会も、国家意識の醸成を「教育Jを
通じての国民文化運動として推進すること

を表明している。男女共同参画政策の当面
の課題は、このような国民運動に対峙でき

る、広くかっ根源的な理念および政策とし

て鍛えるべく、私たちが議論じ検討してい

くことにあると思われる。
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東京女性財団をめぐつて
青木玲子

女性の地位向上を謳 う女性センターであ

りながら、非常勤とい う労働条件で仕事を

するという矛盾を、多くの女性 とのかかわ

りから熱き思いで、ね じ伏せながら17年

間勤務 した。東京女性財団存廃問題は、そ

の矛盾をあらためて突きつけ、退職 した今

も一つのむなしさと一つの痛みが残る。

一つは、非常勤ながら財団職員として、

どのようなかかわ りが出来たのかとい うこ

とである。女性問題のパックラッシュでも

あることの認識は言 うまでもない。財団の

存廃にかかわる論議では、財政的に自立し

た経営体であることに焦点があり、財政

云々で答弁は終始 していた.約 7200万
の削減云々が論議ではないことも周知の事

実である。財団の営利を産む組織体として、

営利のみの評価が先行 した。 しかし、設立

当初から100%の 財源 と東京都職員の派

遣では、運営の方針については、直営と変

わりはなかつたと言える.ウ ィメンズプラ

ザは、「直営になつても運営方針は、変わら

ないJと いう都の答弁は、それを見事に反

映 していると思つた。変わらないのなら、

財団にした意味はなかつたし、直営にした

意味もないと言 う理論が成 り立つのではな

いか。固有職員が 1人 もいない組織は、方

針決定をする派遣職員が、積み本崩 しのよ

うに数年たつとかわって行 く体制である。

財団は、財団の廃止を責任をもつて自らの

課題 とする自立的な職員体制を持ち得なか

つた。基本的な財団の人の体制についての

論議がなかつた。利益を生み出す組織体制

があり、あれこれ努力 した、あらゆること

をやつてみたと言 うなんらかの行動実感の

ないまま、非情勤職員であつた私は方針決

定に参加することなく、廃上を突きつけら

れたむなしさを今でも引きずつている。

自らの作つた組織の矛盾をそのままに、

都は自らでその組織を廃止をしたと言 うシ

ナ リオである.自 治体の女性センターの公

設民営のあり方の矛盾がここにあり、東京

女性財団の廃上が全国的に影響があると言

われる根拠が、多くの女性センターが同じ

矛盾を手んでいることであると思 う。

一つの痛みは、情報担当係 としての仕事

のあり方である。 2月 半ばの市民団体の緊

急集会で、「東京都男女平等条例Jに女性セ

ンターとしての位置付けがなされていなか

ったとの意見があり、都立大学の浅倉むつ

子さんが、「もう出.来たものとして位置付

けられてお り、まさかこのような事態にな

るとはJと その当時の検討委員として謝罪

のように誠実に答えてくださつた。しかし、

それは委員の方のあり方ではなく、情報提

供のあり方に深くかかわることだと受け止

めている。女性センターの女性行政情報発

信を担当課 との連携を取 りつつすばや く実

行できたのか.東京都の条例が提案された

時、議論が起こるような情報提供が出来た

のだろうか。女性行政施策のアンテナとし

てライプラリーは機能 していたのだろうか。

今後の女性行政情報提供のあり方をいづれ

今の仕事で提言 したいと思つている。

財団の廃止を理事会が『 ノー』と決議し

たことに思わず涙したこと、多くの方が反

対の意見を寄せてくださつたことを思いだ

している。民営という課題は、人の活用と

ネットワークの広がりではなかつたのか。

直営となつた東京ウィメンズプラザの運

営とまだ 1年の猶予がある財団の議論の行

方は、私は、 13人の非情勤職員の女性問

題に関するノウハウの蓄積 と経験の活用に

あると提言 したい。

（∪
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女性の地位向上のための

JICA研修員を迎えて

事務局長 永井 よし子

6月 29日 、 北京 JAC事務所に、ЛCA
研修事業によって来 日中のガーナ、ネパー

ル、パキスタン、フィリピン、ス リランカ、

タンザニア、ウルグァイの行政官 8人 をお

迎えしたc(財 )ア ジア女性交流 。研究フォ

ォーラムを通 じ、NGOと の意見交換が 目

的で、昨年に続 く三度 目となる。

コーディネーターお二人を加え、JACメ
ンバー 6人でささやかな事務所は満杯。あ

えて手狭な事務所の現実を体験 していただ

くのも研修の目的とか。

最初に、NGOと してめ 1ヒ京 JACの設

立趣旨と経過、組織、活動内容などを資料

に基づいて説明した。参カロ者からは助成金

の実績を訊ねられたが、JACと しては受け

た実績がなく、地方自治体から助成を受け

た地域コーカスの例などを紹介 した。フィ

リピンなどから、女性の活動に対 して助成

されているとの発言があった。また、JAC
のロピー活動の成果についての質問には、

国会議員会員が省庁などとの交渉やロビイ

ングの助けとなり、効果をあげていること

を伝えた。

続いて、女性に対する暴力をテーマに意

見交換。国内事情が異なる上、時間は限ら

れていたが、北京会議以来の共通課題だけ

に活発な発言があった。

Q―法制定に NGOは どう関わつたのか。

A― 議員立法だった。共につくることを目

指 したが、意見の聴取に留まり残念。中身

も保守的な国会勢力 との妥協の産物で、

NGO側は満足 していない。法務省、裁判

所が消極的だ。

Q―どのような暴力が多いのか。
A-20人にひとりが命に関わる暴力を受け、

夫や恋人に殺 された女性は最近の数字で

130人 だ。レイプは昨年 1600件 だったが、

水面下ではその4倍 と言われている。最近

は痴漢の検挙数が急増 している。

Q一スリランカでは警察や NGOの 反対に

もかかわらず女性への暴力が増えているが。

A― 日本でもこれまで隠されていたのが、

告発 しやすくなってきている。

Q一セクハラ禁止法はあるのか。

A―固有のものはない.雇用機会均等法が

改正され、雇用主の努力義務はある。

Q一 レイプの刑はどのくらいか。

A一懲役 6年だ。 (一 斉に驚きの声があが

つた。タンザニアでは 25年の刑だそ うだ)

Q一婚姻関係の レイプは ?

A一多い。避妊が男性の主導下にあり、望

まない妊娠も多い。約 30%が 女性の望ま

ない妊娠だ.ピルの解禁が 1999年 の日本

はもつとも遅れている。

その後、民法改正と家族法について簡単

にレポー ト。結婚 と家族の姓について、日

本の厳 しい戸籍制度や婚外子差別などが知

られていないため、シングルマザーなどの

ライフスタイルも理解 されにくいようだ。

結婚後の姓のあり方は各国各様で、婚姻届

を出 した夫婦の 97%が夫の姓を選択する

日本、自由選択の国、男系の強い国、なに

も変えようとしない国、夫と自分の姓を自

在につなげる国、さまざまだったが、違い

を出し合ったところで二時間の予定は終わ

り、ご―行は次の予定に向われた. 
《

ヽ
　
　
ノ

だ

ヽ
ヽ
、
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第 6回全 国 シンポジ ウム実行委員会 か らのお知 らせ

◎ 今からでも申し込みできます。所定の申し込み用紙がお手元になくても結構です。
仙台実行委員会 (TEWWⅨ 022-217-9590)ま で、お申し込みください。

◎ 会場のエル・パーク仙台までの行き方
・仙台駅前から地下鉄利用の方は、泉中央方面に乗り、二つ日の勾当台公園駅で

下車、南 1番出日から地下通路で 141ビルに入り、 6階のエル・パーク仙台
ギャラリーホール前受付ヽお越しください。

・タクシー利用の方は「141ビルヘ」とご指示ください。 1区分で着きます。

◎ 当日のお問い合わせは、エル・パーク仙台事業係 022‐268-8303ま で。

◎ 当日、受付時間前にお越 しの方は、 5階のセミナーホールヘいらしてください。

◎ 分科会のうち、「メディア」は 14日 のみの開催です。その他の 10分科会は2日 に
わたって、じっくりお話し合いをしていただきます。

◎  13日 は合同実行委員会をひらきます.18:30か ら開催しますので、 5階特別
会議室にお集まりください。夕食の準備の都合上、出欠を稲元周子さんまでご連絡
ください。

◎  14日 は 10:20分から会場設営を始めます。お手伝い頂ける方はよろしくお願い
いたします。集合場所は、 5階のセミナーホールです。

● 連絡先 :仙台実行委員会 022-217-9590
緊急連絡先 :稲元周子  090-9749-7356
北京 脚Ю 事務局 : 03-5689-6828

『 北京JACマ ンスリー 第 51号』
2001年 7月 1日 発行

編集 0発行   北京 JAC事務局

51号の編集担当世話人 永井よし子

113 東京都文京区本郷 1-33-9
コージュ後楽園廣本ビル 802
T/F 03‐ 5689‐6828

メーP7卜
゛
レス 理 帥 颯 回 m中

郵便振替番号  00250-7-66426
北京 JAC事務局
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世界女性会議ロピイングネットワーク

マンスリー北京 C
―    税ty C-3′ 麟 J“   8月 号

第52号
2001年 8月 1日 発行

第 6回 北京 JAC全国シンポジウム

f~Ъ

2■ 世紀●女性～さらなるエンパワーメント

盛大に かつ 豊かに終わる

7月 14′ 15の両日、仙台市のエル・パー

ク仙台で第 6回全国シンポジウムが開催され

ました。女性たちのエンパワーメントの熱気

に負けじと炎暑が東北の地を覆う中、公示直

後の参議院選挙運動中で都合のつかなかった

方々が多かつたにもかかわらず、県内外から

200名余の参カロをいただき、実り多いシンポ

ジウムとなりました。

オープニングセレモニーでは、来賓に内閣

府の上杉道世審議官、宮城県浅野史郎知事、

仙台市助役を迎え、女性施策への意欲あるご

挨拶を頂きました。特に、上杉審議官には、

内閣府に設けられた男女共同参画会議の意義

についてお話をいただき、豊かな開会となり

ました。

全体シンポジウムは、「21世紀 仕事・家

庭 0わたし」のテーマの下、岩田喜美枝厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長、遠藤恵子東

北学院大教授・せんだい男女共同参画財団理

事長、中島通子弁護士をパネリストに、山下

代表のコーディネー トで専門的かつ踏み込ん

だ議論が行われました。

それぞれの分野の最適なメンバーが、きわめ

て今日的な問題意識に基づいて論を進め、特

に担当省の責任ある立場の方と、直接的な意

見交換ができたことの意義はきわめて大きい

ものがありました。会場からは質問や意見表

明なども活発に出されました。

その後、ただちに分科会第 1部が開かれ、

11の分科会の議論が始まりました。初日の 2

時間の分科会は、翌日午前の第 2部へと継続

し、計 4時間の充実した分科会となりました。
ロビイングにつながる要望や提言は次ページ

以下にご紹介いたします。14の交流会には

100人を越す方が参カロ、北京 JAC仙台の企

画で、すずめ踊りや若者のよさこいダンスな

どで盛り上がり、ご馳走を頂きながら交流を

深めました。

最終日には宣言文を採択、成果に満足しつ

つ関係者のご尽力に感謝して、来年の岡山で

の再会を期して散会いたしました。

ご協力、ありがとうございました。

(全国シンポジウム実行委員長・ ゴヒ京 JAC
事務局長 永井よし子)
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北京JAC第 6回

本日、 1ヒ京 JAC第 6回全国シンポジウム

を終えるにあたつて、私たちは、さらなるエ

ンパワーメントを期して、以下の宣言を申し

合わせたいと思います。

北京 JACは、1996年の設立以来、第 4回

世界女性会議で採択された行動綱領の実現を

願い、日本政府および地方自治体に対して政

策提言や要望を重ねてまいりました。重点目

標であつた男女平等基本法は「男女共同参画

1基本法」として、女性に対する暴力について

は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律J・ として、国家機関としては

「男女共同参画会議」が内閣府に設置される

|な ど、日標に近づいたものもみられます。

しかし、11の分科会がまとめた決議・要

望にみるように、これからのロビイングや運

動によつて実現をはからねばならない問題が

多々あります。「民法の改正」「女性の働く権

利の保障と均等待遇」「世帯主義から個人中

心への転換」等、すみやかな実現が望まれま

す。

お。りしも、去る6月 28日 、参議院外務防

衛委員会において「女子差別撤廃条約選択議

定書の批准に関する請願」が、全会一致で採

択されたという朗報に接しました。第 5回全

国シンポジウム (2000年)において、選択

議定書の早期批准を求める決議を行い、外務

省、法務省と交渉を重ねてきた北京 JACと し

ては、請顧の採択を批准への第一歩と受け止

めたいと思います。

女性差別撤廃条約は、2001年 5月 現在

168の締約国を擁する世界女性の憲法です。

また選択議定書は、条約採択 20周年を迎え

た国連が、女性差別撤廃条約履行を強化する

ために 1999年 に採択したもので、本年 6月

15日 :児在、22か国が締約国となり、さらに

67か国が署名を終えて締約国になる準備を

しています。

選択議定書は、条約で保障されている権利

を侵害された個人が、直接、女性差別撤廃委

員会に通報することができる個人通報制度と、

女性差別撤廃委員会が重大または組織的な侵

害があるという信頼すべき情報に接した場合、

自ら調査をすることができる制度を決めてい

ます。これらはt条約の効力を飛躍的に高め

る重要な手段となるものですが、日本はまだ

署名も批准もしていません。

男女共同参画社会の実現は、21世紀の私

たちにとつて最重要課題です。女性の人権を

保障させる手段の一つとして、女性差別撤廃

条約の選択議定書の批准を求め、分科会でま

とめられた決議の実現をめざして、いっそう

力を注いで参 りましょう。そして 2005年
①

の第 5回世界女性会議の1開催を国連に要求し、

世界の女性たちのパワーを一堂に集め、課題

の解決に向けて力を合わせていこうではあり

ません力、

21世紀のエンパワーされた女性として、

ここに決議いたします。

2001J=7月 15日

北京JAC第 6回全国シンポジウム参加者―同

全風シンポジ中ム宣言

①
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当分科会の「男女平等推進条例」には全国

各地から関係者、NGO団体、有識者など約

30人が集い、熱心な討論が行なわれた。

第 1日 目では、問題提起者として斉藤誠さ

んが基調講演され、全国に先駆けて策定され

た「埼玉県男女共同参画推進条例」の制定に

関わつた経験から、策定における過程、そし

て策定後の見直しなどを踏まえ、今後各自治

体が条例づくりに必要な視点を具体的に説明

された。

条例は地方自治体にとつての “滓 'であ

るという観点からその過程における「システ

ムづくり」の重要性を説いた。国の基本法に

は具体的施策が欠如している点を踏まえ、地

方自治体は地方分権の立場から、各自治体に

即した条例づくりが必要であり、そのために

は①あらゆる施策にジェンダーの視点を活か

す、②意志決定の場に女性の声を反映させる

など意見が述べられた。

また、参加者からも国の基本法は欠点だら

けなので、各自治体では是非 “地方分権"の

意識を持つて、地域独自の条例ぢくりをして

ほしいとの意見がだされた。

続いて、新潟県の事例報告として上石喜代

子さんより、「新潟県男女平等推進条例」の提

言書について説明がなされた。県の諮問機関

でない NGO(北京 ]AC・ 新潟)が研究会メ

ンバーを募り、県の特性と課題を踏まえ、学

習会を行なつたこと。その後、起草委員会を

つくり、検討・協議を重ね、昨年 12月 、県

知事に提言書を提出するまでの経緯が説明さ

男女平等推進条例の推進を
佐藤素子 〔北京 JAC・新潟〕

れた。

また宮城県の事例報告として遊佐美由紀さ

ん (県議)よ り、先月の議会で全会一致で採

択されたばかりの「宮城県男女共同参画推進

条例」の策定までの過程と問題点など説明が

なされた。条例制定にあたり、実務者と検討

委員会を作り、自ら委員長を務め、議員提案

の形で条例づくりを行なったこと。特に、

NPO、 行政、市民とのネットワークを活かし、

県域の農山村漁村、NPO団体、お父さん委員

などを対象に 2年間のヒアリングを実施し、

その内容をもとに条例づくりが行なわれたこ

となどが説明された。

2日 目は、 6人の関係者から各地域の取 り

組み状況が報告され、それを受けて “条例に

ついての考え方及び名称"について問題提起

され、男女共同参画、或いは男女平等など名

称も含めて、条例に対する基本的な考え方が

問題となつた。また、“庁内推進体制"につい

ては総合調整のきく部局か、或いはより住民

に近い部局に置くかが問題となつた。

最後に、条例をつくる際には、「男女共同参

画」という言葉に捕 らわれず、広く人権をベ

ースに男女不平等の問題を取り上げていくと

いう理念、理想をはつきりと打ち出すことが

必要であること、また条例を実働あるものに

するためには、埼玉県の条例のように独立し

た苦情処理機関の設置を明文化することが今

後の条例制定に問われるとの提言がなされた。
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女性の経済的エンパワーメン トを目指して

い相互支援のビジネスネットワークをつくろうい

第 2分科会「女性と起業」

IF■、これまでの生産者優先の経済から生活者

中心のそれ,と経済的価値観の大きな変動が起き

てしる。これに伴い従来型の経済活動にはほとんど

職 れてきた高齢者の介護をはじめとす榊 、

、地域の自然環境の保全、子品 の

教育や家族などの分野があらためて見離 れ、その

中′≧響抑ユしヽ書であるまさに婦 として姓 たちが

蓄積して激嘲箋舞技0人的麻ットワークが、漸しいビ

ジネスリソースとして発見されつつある。一方、無償

労働として担つて訛 自分たち   市場経済の

仕組みに参入す縫 とによつて、有償労働臨組み替

えていこうという意欲を持う女性たちが、全国各地

で新しい形態の事業を立ち上げてピも。

このような状況を受けて、北京 JAC全国シンポで

は今年初めて「女性と起判 をテーマにした分科会

が開かれた。すでに会社をつくり経営している人、

ボランティア曰動れ とにNPO法人を立ち上げた人、

いま起業を目指している人など 15名が参加し、間

題提起:中村祥子(NP10法人「ゆう」代表)、 ミこ=コミ

訂 子育てママの知晴らレ ッ列 &AMC倶楽部代

表)、 司会:佐藤和子 (世界女性会議ネットワーク静

岡)  れた

もは、新しい女性喉 方を模索す

るなかで、それぞれに直面してしも問題点が報告さ

れたが、二人とも専業主婦という立場で市民活動を

積み重ね、その実績を基礎に事業化雄 めている

ことから、「主婦が起業するにはJという視点から、次

の3つの点が提起された。①起業資金の調達につ

いて、②牡津をとう作り出していくか、

通常の会社倅鐸脚 け るか、あるいはNPO(非

営利法人)とするか。これらについてあらまし次のよ

うな情報     ミ交わされた

起業資鋼 達については、専業主婦は自分自身

の預金や資産   しtとが多いので、ベンチャ

ーキャピタルを利用するといつたようなリスクは負え

なし■女性や高齢者の起業支援を特別枠としている

ような公的資金を探そう。女性はまだ慣れていない

せしヽ あり公的制度の利用が下孔 また各地に生ま

れている市民バンク的な機醜 、資金、経営面でい

ろいろ頼りになる。

起業:しても4笛事がなけれl癬事業1湖糞立たなし、自

分たちの能力を饉事にしていくには「これこ,れのこと

力渡貧ます」という』覇本部アで議祈尋力のあ 売吸y勲ミ

決め孔 ことに NPO法人の場合は営利を目的慶

ず社会的に大きな意義を持つ仕事:瑚ヒ戦している

ことに誇りと自信を持ち、それに見合つた社会的支

援を積極的に引き出すアプローチができるはず。

事業形態については、従来型の会社は社会的認

知度、効率性で先行している一方、志を共有嚇

員が書 な関わり     開する NPOは、し

なやかな事業形態として魅力があり、特に女性が引

き受けてきた無償労働を有償労働に転化する大き

な契機となる。とはいえ、どちらも1市場的な競争に曝

さだ るを得なし功 らヽ、生き延びていくためにはリー

ダーの経営ビカ ンや経営能力が、常に問われる。

話し合いはたいへん率直、きびしい指摘が相次ぎ、

「と‐ 刺激な2日 間だつた」というのがおおかたの

参功断静のだ醜孔早駐霊豹 晴 tはる婁鞠 餃 灘 鯰

ネットワークを立ち上げることを申し合わせた

税制を変え、女性が本格的に働くことの障害となつ

ていう配偶者控除を撒廃すること。

地方自治体など    注に関して

新規参入の機会を広げるために情報公開を徹底す

ること。

女性の起業やNP10を同国枷   るために、事

業によってはこれらの団体に優先的に発注するこ

と。

自治燃などが、ポランティア団体へ補助金を交付す

る際に、人件費の支出を認めること

③
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F配偶者からの暴力の防止および機害者の

保護性関する曲 が導月6甲 l難鐘襲1尋の
10月から施行されることとなりました また、

相   ンターもЪ来春4月 から
・

動き出すこととなり、酬 法⑮実効性ぬ曇運用

をめぐつて、現場の統議も自熱してllま鶴
●第咽t飾科会には当事者慟声を代弁する理1名

の動 [晴諭言ありtヨ熟じな鵡 繭澪展開されま|した

初日は、日本口DV法成立曰経過・意義 1問題

点等について近藤から琳曜計力琶あり、つづいて 瑚ヒ

京』メ嘱世話人のゆ雌 えさんから、町 法施行

に力哺蒲 る関係省庁との意見交靭会⑩報告力露あ

りました。

翌日、     もとに、

法の地行により暴力根絶施策がどう菱fヒするの

力ゝ

サポートの現場で問題となることIJ哺噛ヽ

3年後の見直しを射程に最気 でどのような鶏

を積み重ねていlすばよいのか

関係省庁への交渉、自治体への働きかけ

など、戦   償鋪画かを編 しまし:幌

の カ
あと、分科会としての方向をまとめました。

国、関係省庁への動きかIサ

北京JAC暴力防止法コーカスとして、法の実効

性   るため、防 な   劃貯亀

自治体間の格差を生曝させないための全国共通

ガイドラインを設ける。

自治体への働きかけ

動 が委ねられる支援センターの在り方にもい

て、具体的な提言をする。

男女平等条例の制定、基本計画の策定に、剛

対策を書き込ませる。.         1
回げ根絶自治倅重言理りの提唱 (宮城県をモデ
ル劃制利こ).
酬 靱 暉 趨 蠍 i

3年後電晃直じ       蓄瞳謳占郡情

鶉 =.

保護論令⑪簡易p[難卸彊継続的は勤果を求める占

子どもの費鋼椰羅聾不請竜。

Mジ ェル舞 への胸成措置を拡大する。

自」蔭壌援憲緊鍮ぬ暗購冊

ゴヒ京脚にか呼がかけで、全国的な基金を設立 Q

闊 する。        :

北京 脚曜 暴カコ畠カスから
‐

10月の回V麟趾維施行に向けて、そめより

よい実施のためDV防止浩連絡会と関係管時篭

の意見変換金がもたれました (51ラに報告文

麒 。
‐
連絡会メソ〕い は、あ事者F陸 プ、シ

エルターM、 婦人相談員、北京即ばなどの

国回 、法曹関係者、研究者など靖 崎意見交換

会p中でゃ暴力相談支援センタ■ (これに関わ

j

と0話し合い理計回していまれ 北京]Acの会

員の方々も、ぜひ府県とめ話し合いをもち、意

向個嘲覇耐や要瞳轟 円 を出しそくださし亀 その

際、使いても幅えそうな雛型の作成を僣画中で

すじ躍理副筑方は副噛国目咆537酢 81極野にお申し

出くださしゝ

守 5-



政治□轟素テ呻豊築躍オ轟抵駒I=

載櫛 .と寡勺的な「w卜 《助帥嬰l騨鮮l嚇

・鯨麗鯰LFu話鏃駆鱒
て靱 余りゝ 最ぜ男性瀞ミ政治を融占し続け

石固久仁子

盪襲灯ン厚慄炉邊魃鰊
言EF簑椰膚F祗譲χ鰈鰊漫

含申申中さんで問題整理:問題撮起をレt討

論に入|た:瑚蹟議]駆 11こ とつて、W重回W脚
ゃフ生ミニス1議連産は異懸葛どいよぅな融

辟確認された。
まず 20日3年続二冬方選挙を視野に%F女

躙 ゼロな をなくそう』キヤンパァンを

展開。ついて中最蟄的には、:政治⑩領域での

報
黎呻巫  羮|:|■ 1■

見えるものJ守は、瓜量樫さ:島鶉回0地方レ

講鯉鶉  祗謳慮
傾向を示してはし`るもめの、今国でも約半数

ぬ自治体では女性議員はゼロ嘔昴女平等には

ほど遠い詞轟書罐渕す号1こ 吉:ギできた0

っ町電`警は側轟員は政治に何をもた齢した

か』:費言〒T嶋義事され抑ち報告:具体的事例
.を量ぇな惑t義量産議虞ぬ増繭は|ず畢シダーの

視点を政策曝反映させやすくし).:政治変事ヘ

「
黒響督          t9ヵ電では、

治ぬ独高を保障していたことを開かにした。

そしを二⑮壁を― 轟|≧直ご

i女

性油t曇治参

画することめ意蛛壼開bb続け養がらゃ政治概

念や社会構造の変革をめぎきなければならな
いと強調した|

最後め着田の報告『政治ぬ男女平等を実割

するために :欧州ぬ取り組み』では、男女漁t

均等に代表する民主主義という新たな理念に

基ぞく日U⑩取鴨組みを搬観、ついでプラン

の率ぬ中積極的羞馴是正措置の感り選み・棚

等教胃認程ならの広義哩政治教育あ導風亀さ

ら'lこ海外の如地の政治参画成勘側に学事Ъメ

.ディアぬ報道姿りに建意をはらうことも今後

の礫題とされた。参加者は21名。今回⑪分

科会に『体験かし理論イヒ争④試準』を目指し

た。下定印成界はあるたも甲ぬЪ『体験神識

『体験原理主義』
'力

=し
仰脱出はそれ憚ど容易

な迅とではないと実隠しれ .

-6.一



メT~イ アキ

メディアロ向から外から

①

メディアをジェンダLフ リーに変えていくた

めに呻どうしたらいいの力ゝ―。と叩わけ地肪プ

ディアの場合、地域に根ぎすという特性を生か

し、ジェンダーに敏冬む視点を持うて地域で活

動する人と、メディアの内側にあるで問題意識

を持つ人とが連携して、『内から外かい』メディ
アを変えていく動きをつくり出すこどllafぎ な
π≪だろうカギ

で` ・i嚇l‐ 二 ‐・ コ ・I一

メディア分科会ではこのどうな趣瞳 ―寺

を設亀 劇 Lのプロック紙とローヵル散選Nに
働く    さん、松下聴子さんを

に、市民活動を通してメディアとの付き合噸

経験豊富な宗片恵農子さん⑮進行で参加者 1ロ

人が話し合つた。

メデイアと女性の問題には大きく2つの肉両

がある。1つは働く場としてのメディア。すな

わちメディア現場に働く女性たちの状況はどう
力、 メディァの意思決定の場にいかにして女性

岬 やす力ヽ といっ亀雇用の上での男女平等の

問題である。もう1つは表現諜体として日鰺

社会に強い影響力を持つメディアがジェンダー

に偏門のなし報 点魯盤得していくためにはどう

[t塾巡毎i雲量瀑熙顆頌※
松下さんに報告してもらった.

新聞協会などによると、新聞社腱働く女性は

わずか1割程度。与野さんは、紙面づくりに女

性の視点が必要だという意識は赫 ても跡現実

には女性鍼 毯増えにくし¶購躊齢m現状を話
した。長時間労働、休みが取れない、頻繁な転
勤ど低迷する経済状況の申で地方メディアは人

員bl」減な腱 余儀なくされ、労働襲蜘ま過酷さ

を増す一方亀 これ   も同L松 下さん

からは、番組制作鱈携わる社員がわずか 20人

佐藤理絵[北京脚直仙台]

程度という環境で日々 の仕事に追われ、ジェン

ダーフリー0視点で考えるだけの余裕滑S持てな

いといつた率直な本音も出され亀
一九         作の過程でジェンダ

ーフリ申の視点がどれだけ意識されているのか

`1こ?blT嘩、.用宇用卵や人権などについてぬガ

づ鱚八臨釉誌薫蒻誌、
という問題提起がな基れた。『ジェンダープリ
ーの拠点は専b記者個人に負うところが大きい。

組織全体としてもうプ襲踏み込んだ取り組みが

必要:』 と与野さん。Fそめためにlla、 外からの原

応や聞い掛けが欲ししJと話した。また松下さ

んからは、『エンターテインメント番組では観

聴者の好齢いを満足させることを優先させるた

め、ジェンダニフリーロ視点を取り入れにくいJ

という認題も示された

これもの問題提起を受け、参加者からは、F単

なる表割上のマニュアルで|まなく、意識そ峨も
口を変え、センスを養ら手立てを』『読者や観聴

者の反応を紙画や番組に生かしていく姿勢蜃ど

れだけあるの力地 など、メディア自身が内側か

L変わるための努力を求める声節ま出された。そ
の上亀 .受け手側のメディアリテラ‐ を養う
場⑪齢藝性について多くぬ意見が提示された。
場い くる取り組みは、メディア、行政t市民
活動⑪それぞれに求められる。自治体めメディ

ア教育施識や光学の新聞部などを巻き込む工夫
｀

はどう力動などで具体的な方法の提案もあった。

また、受lす手側が反応をメディアに伝える手法
′とbて、効果的な声のあげ方を模索する、個人

では転 す時 プとしてアクションを起すなど、

哩銹輪 を考えていく必要もあると口提案もな

され亀

ニ フ ー



『雛 瀧⑮璧鰤 岬
・こえよ儡:』

幽聯

『教育』分科会は電前国⑮シンがジウムに

31き続され.AI嚇 瀧⑩壁なのりこたよう!Jと¨

いつテーマで開騰bなっ   |lt i   l.
1島 薔 厠 鵡 莉 国

。       ,

そ11[琶勲口:集暉中国早回円県1回脚鼎申

共      ンタ.■む力:リ キ墨テム雉

書は亀』渕麒割       勘濁ぬみでtl

市町村ではカルチャ吟的内容がほとんどであ

った志ま亀、国山県欅岡山市⑩睦鯰蜃0計画づ

くり》l尋 薩 0と bて関れつた機れを報告書

れたロ

その2E地域にジ■ング■・フ邸Tを広げる

ために]では、ある自治体⑩人権教育・昴女,

共同参画施策に関わつている会鸞 勁ら報告が

あつた。

2□ 編陰・話酷mヽ

参加者から1日常活動と自己紹介をした。

『―覚ξ学校では昴女平等に見えるlナ ど』『学

校の中は勢女平等か?』
|『

先生たち
|ぬ
意識変 t

草のだ繭     :」が出|されれ、
|ヽ搬

に条例について情mを しt   ‐

『人権心同和教育」⑩     こつし卜で情

報交換しゝ 両日本と東周車ぬ   まあるこ

性を蝙 した。

教育繭場で人間として生きていく上で大切な
ことを教え(予どもが家ぬ雰囲気を変えてぃ.

くまで1    は責任を捨もたしヽロ

自己表現できる子どもを育てた感亀

宮城県近遊には1高校口男手校0量子高が存在

bている。昇女鰻冶名簿は横彙裁已でありt

安腔管理機のも用率も上がっているが、F世

界は男性』という意識醐強聯ゝ      :
親m.育 てている女性ぷ問題でおる曲

錢鍮撃歩専援センターで、事l地域・軍話相談

など鱚 2□ 国閻 聞l曇鱚 会聯 つてい

て、3年間で学校と公民館を回る予定であ罰□

3.F瑾
話し合いで情報交換・意見交換された内容

:

を1''(そい1)で愕示善訛赴薇鵬ぜ標書と性婁‐

竪とし唾艶jぬ逮
11≒  |:ル111 ■

泄幽皿皿上型饉逃晨崖董璽蠅量雌也堕書公立‐

高校画雰女共挙をナすめる:こ とこ
・
議員養成課.:

程大学、教職貝鱚修でも罪董平等教育をyど

ること。儒育研・幼稚同でジェンダー・プリユ

教育をすすめる退と。

,幽幽燿曇喫準掘赳予聰興鰹L乱獅密部浄甲茜働|
者に、教育に関する情報を行き緩らせること。

実憩把握なして、きめ制かな指導をすること□

戦略目繍喜唖蝙糊翫量_   生膿轍曹
|

欄 :男女共同参鱚関係モンタニロカリ年 |

三テムを、就業支援・職簾斐耀]言うなかるも高

にす通こと:女督数珊鍵霧璽警青で暮醐 まTワ
・

子どもに労働観を青てる力:リ キニテム:を考え

実行すること。  1‐  1  :i: 
孵

:

て社会に出て行つても受け入れない現実力豊お

るc     して腱 るこ、と.

:蠍
育Jへ予算を !!

業国は幅陽 女共同参四社会基本向 に基づい

て地策をしてほしbゝ 昴女共同参画局には¬

省庁間ぬЪ強力な調整F推曇役⑩役れをはたし

てほしし為          '
日―

〇
|



法制審答申以来、5年にわた場t民法改正`

iま遅力として進まなし聰 この背景には1国会

内的強硬な反対論以上に、経改正に対するニ

ーズが議員に届いていないことがあると思わ

れ
ゃ。 |:  りi 二    i
覇芋越′

拠騨螂蛾庫瑠キ
:欝

費‖嚇都 るヽた

めの事勤 の噌力癬 進んだり、婚姻届出そ換∵

として初めて別姓が認められていないこ:と を

知るな榊 謗へ蓑瀞蜀墾違つているL法と現実社

会の実艦と⑮乖離が滲んでいるといえるc

議論⑪申身

現実に、家旗形態●鱚 Lが進んでいる以

上:法改正を行うめは当然である高しかし、
:

地方や世代により、あるいは人により、家族

形態の多様化に対する許容度力電異なるのも現

実であり、法改正で全てが解決するわけでは

なし、

このように過醐 と呼ぺる蠅 で、嘱 統

①電It饒ンゝ 仄酪写仄/警
説明責任を持つことが必要であろラロ明るく

楽しく生きている家族の姿を見せることで、

周りの意識は少しづつ変満 て行くはずであ

る。                   1
またt法改正に向けでは、国会議員に対し

て、率直な県 を届けることが電要である。

(服部由香里・市民を大切にする市民ぬ会)

<全体の感懇>第 7分科会『家族」では仙

台名物「ずんだもち』な馳 食ド椰 ら和や

かな雰囲気で討議が行われましなけPSを使

つて、インタ宇ネット上では民法改正につい

でどのように論議されて嚇ヽるカユな騰 見なが

ら≦妻はスタと卜.民法改正⑪経緯や条約や憲

法上での解釈t諾外国での姓はどうならそい

るかЪ皇た民法改正嵐対の端縫巌どあまちな

つP針奪酢認し事kt11書 腎|テi暴卜改平亀
実際1暴筆々 でいろ本たちの声 (当 日資料)を

読準、切実書を絣 し事:した。そして、実際

民法改正に静けて国会に働きかけをしている

方からは具体的にアクションを起こすための

ノウハウが伝えられました。

価 からは『女性力S社会に出て生きるた

めにもぼ知頃覗襲随画がR逼 れができれは

全てが変わると思丸 早く実現して欲しい。』

F親吻 だと子どもざいじめられないね鞠ふ

配。自信をもって同臓敷罰□択していることを

知らせるとともに、違つていても良いのだと

いう一人一人のMを 変えていくことが大

切日」 職邸鴨子剛 といつても具体的にはわ

からなお たが、人権に漁揃塾わる大切なこと

だということが静かつた。J∵
   キ‐

『婚姻届を出す際、夫の性になつてしまっ

たボ別姓選択制になったら一日も早く元の鮭

な名乗柳たしhl』 Fぃままで結婚したら名字

は一つ、夫婦圃雄が何不自由なく当たり前と

刷柳こまれていた。この分科会に出て、いろ

いろな価値観がありどれも大切にしなければ

ならないことを知ることができた。」などの

感理が寄せられまbた。 Nヨ回典宇・ゴ朧 J餞

仙台)



よ巳膠躙 鰤 塁
′・ : ° 1ザ    ′

『女性と健康』
:ぬテ曇寺では「

1資料に載

せたように『リプ種ダ歩ティプlι ヘルス〆

ライツ』ぷ中心趣睦る'駆も範囲が非常に広

い面でξ争回は學鄭 SIЛ麺鎌道宇津以来t

日本憲亀戯厖鱗国産油露行われずい.6逼 と:が

判□したので、代理鳳産はじ‐ぬ,と する「不

妊治療』に照準を合わせたつも:り だつたがゝ

中
L瞥 柳広い椰□中闘鶉縁朝稗1容喜撫tOl岬 ・

国か幅は会場で配布与だ胸料を重に代理母

問題を提越した6数にЪ村回喜代さんか産

婦人科直師として⑮立場からt｀現状をデー

タを基に発表し、とくにIST回
:(性慮染症)、

なかそもヘルペスが肴い女性を中』Ьにこの

10年で急増しており、1性変⑪詰年ギヒ、相

手ぬ櫻数他が目‐立ち、特無的に不錘が増え

う可能性があ藝
′
という管撃的な問順撮起が

あった。3番目に電仙台ぬ不鯉0事者⑮自

駒グルニブ、レモング・テスロー会の代験であ

る早振美恵子さんから、不彙治療費が高価

な口で保険適用して|ま しい、側台には不妊

相談のホツトライ|ンがない面で行政諏雹援助

して醸しい等の報告鮮わつ寒恵1 : 
ξ

建e議論         :1
当分科会にば、原盤労働省繭岩.国喜美枝

雇用均等OI児童家庭局長の瑯

“

|が :あ 吻:こ 厚
生労働者⑩生殖楠勁腟療lこ対す面説調―を覆

いた。数年前か輸こ原生科掌碧誘会⑩専門

調整会で審議醸ていて、昨錦末に報告書を

出bてい盾が電1代理母帳ついては結論iが書

かれていない6代隧母懇・ど嘔生殖補助囃療

|こついで国民圏意見を募集iしても 20数件

bか来ない:子育てについでは 2遍闘で

50岨 件寄せら机たのでt菫殖綸駒塵職Ⅷ基簡

しては、ま
.だ

国民の関心は高聯量は聯宝えな

い現状であるとの話だつたさt_._

参加考は
'錮

」名ほどだつた油電Ъ■まざまl

な意見醐出亀。:主な論点を紹介したい::

不姪治
1療 ど S副⊃の増ドⅢとの、用通性は従

来場事リー考えて尋難なつ権ギッ集銭非常岨

早要な申甲
で摯る。現在 性ヽ交は、「生殖撃 o

性絆魯〒量基昌乞マヤ|コ
ン中悴」争芦輩イ脇

している。しかし、下方では平妊の問題が

ありも最境悪イしや 写Dな どが不妊ぬ厩国

でぁる塵指摘され、
・
手面もお葛程度は苛龍

である。これが『セイファ■ Oセ ツクス《よ

駿安全な催行為ぼ行動)°』:でお駿、そのため

には牲教育が不可欠である:・

‐ところ滅言、
・
現

在の準崚守は『婚個罪の性』は話れない事

実があり毛ここをどう条ワ越えていくかがt

今〒番孵課題であることが参加者金員にお

かった。こ⑮問題は、単に厚生労隧 だlす

でなく、怯務省ヽ文部科学省に働きかけな

くてはないないということだ。

3Q轟菫  :    メ ‐リ

撻数帯ltit縛 = :■ 一 いヽ デ lil li卜 11i■
`.

学校や教具中意識鍮鰤変える。ジェング

ー・フリ,Tlこ基づい亀性綱:性関係、コミュ

ニケーション的性と醸での性教育とする。

思轡期 F著者             :
1働 拙口著者⑩性行為は括発イヒしてお柳、

性変ぬ着午化 ⑬複数化という現状を受け入

れた性教育および政鯖が求めら都る。

性曲人権の確立      J
セクシュアリティ博基本的人権である。
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<農のある暮らしで 21世紀のライフスタイル

を,農村における男女共同参画運動からのメッ

セージー>と題して、4人の報告者からまず、

農業 0農村にかかわり、農村家父長制のシステ

ムに詰め込まれているジェンダー問題に気づき、

変革に挑戦し、その活動で自らエンパワーし、

都市へ発信している女性達の姿を報告してもら

にン)った

*井上恭子:元 JA福岡剣幽鋼融サザンクロス

代表(六次産業での起業ど予政の支援策/食と農

の教育での学校との連携)コー7~4ネーター鶴 。

長谷り|1伸二:日 本農業新聞記者 (グローバリゼー

カ ンのなかでの農業を%女 性と男性の一万人

ハガキ作戦の成功と課題、農作業と子育て支援、

農村型女性センター増設など)関内清子 :水戸市

農政推進協議会委員 (消費者と生産者の連携に

よる「市場」づくりを通じての農業女性の経済的エ

ン ワヾーメントや家族経営協定の調査からのジェ

ンダー問題の報告)一今年度水戸での日本女性

会議‐ 、農山漁村と女性分科会の世話役

F´

｀*片村美智子:社会農業と女性を考える会/元

八代市農事研修センター所長 (家族経営協定を

結ぶ中で築かれた、家族の信頼形成、地域のネ

ットワークにより、多数の起業と直売所ができ、連

携とエンパワーが進んだ)

農業者・消費者・行政・研究者・ジャーナリス

トという多彩な参カロ者から、4人の問題提起に

関連して、活発な質     が行われた。

提案事項として、

女性のアンペイ ド・ワークの社会的・経済的評価

を可能にし、農業に限らず家業という業態での

F第 9分科会
:「
農山漁村」

農山漁村と女性
篠崎正美 (北京 脚Ю 九州・山口・沖縄)

女性の対等な働き方、地位を改善する手法とし

て、「家族経営協定」締結をすすめよう。とくに、

「介護Jに関してのジェンダーギャップをなく

すため、脇定」づくりを進めよう。

自然との共生、命を育て、癒しの機能を持つ「農

のある暮らし」を体験できる、都市と農村のネ

ットワーク(同 じ大豆製品でも上澄みだけの「湯

荊 ではなく、粘り強くくっつく納豆のようなナ

ットワーク)をつくろう。

経済のグローバノイヒが女性に与える影響は

ニューヨークでのテーマだった。日本の農業は

緊急セーフガード発動に示されるように直撃さ

れ、農家の所得は落ち込んでいる.これを克服

するには、政策としての自給率アップ、「地産地

消Jが必要。男性中心の「大市場対応・規格品 0

世帯主義」の売り方だけに頼らず女性が対等に

経営参画し、消費者と対話、信頼を作つていく

農業を。そのための的確な情報発信を。

そのために、農業女性は「家業としての農業

従事者」を脱皮し、卿鍔疑」として自立する事が

必要でその環境整備がもろもろ必要。副:1練、作

業環境、育児支援、マーケテイング、農業委員

会等での農地利用        の意思決定

過程合の参瓦

農業委員等意思決定の場への参画を地域で

すすめるためにも、地域の異業種の女性とのネ

ットワーク化を進めよう。

地域農業のマスタープランに、具体的男女共

同参画の視点での施策がどう位置付けられてい

る力弩醐調険しよう。
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女性労働は効率が悪い?裁判におけるジェンダーバイアス
正路怜子 〔世界女性会議ネットワーク関西〕

住友化学の原告、石田絹子さんから報告

「昭和 40年代ごろは、女性は結婚したら

やめることが多く、企業が女性を短期労働者

と位置付け、それなりの処遇をするのは仕方

ない。企業にも利益追求の権利がある。男女

別採用は、公序良俗違反ではない。また均等法

より前に就職した女性たちの賃金格差を是正

すると、法的秩序を害する」と、住友電工に続

いて原告敗訴。そこで住友金属裁判では、同

じ担当裁判官を忌避.「女性は効率の悪い労

働者」といつた女性に対する偏見を持つてい

る限り、この賃金差別是正裁判に勝てないと

判断したからです。

裁判所を取り巻く「人間の鎖」や、新聞 0雑

誌への意見広告、アメリカで 20年以上前か

ら裁判官にジェンダー教育をしている NJEP

のリン0シャフランさんの講演会を開き、そ

して迎えた6月 27日 の住友生命ミセス差別

事件では、原告勝訴の判決。企業側が、「結婚

した女性は、産体を取つたり、残業をしなかつ

たりで効率が悪い」と述べたために、「労基法

を守つたことで差別されるのはおかしいJと

いう判決が出たのです。となると、入社後のミ

セス差別が禁止されたのに、採用の時に、結婚

するか、しないか、働きつづけるかどうかもわ

からない時点で、ただ女だと言うだけで非効

率な労働力とみなす「採用差別」はもつと悪

質ではないでしょう力、

橘統子さんからは、昭和 40年代に民間放

送のアナウンサーとして入社したが、1年契

約でいくら経験を積んでも賃金は同じ、一人

で暮らせない低さであり、結婚退職した体験

を語りました。

1日 目の参加者 20人は、自己紹介しながら、

全員発言し、住友裁判への質問や職場の問題

を出しあつた。常勤嘱託とか、夫の転勤のため

に退職して 1年契約のアルバイ ト、あるいは

パー トという働き方の人が多く、男は仕事、

女は家計補助という性別役割分担が貫徹して

いました。たとえば採用の条件として「家計

を支えなくてもいい、40歳以上の女性」と

いうケース、週 30時間までで社会保険を適

用しないケース等。企業も自治体も正職員を

採用しないのです。

2日 日は、WWNが作つたビデオをみなが

ら、運動の仕方を交流。次のような政府への要

望書を作つた。

ポジティブアクションを義務化して、均等法

より前に就職した女性の処遇を公平なものに

してください。

「間接差別」の禁上を速やかに実施してくだ

さい。少なくとも男女差別の隠れ蓑になつて

いる「コース別雇用管理Jや本人同意のない

転勤は禁止してください。

同一価値労働同一賃金を適用し、パートやアル

バイトの賃金を直ちに上げてください。

最高裁宛ですが、裁判官にジェンダー教育を

してください。

女性差別撤廃条約の選択議定書を批准してく

ださい。

労働時間を短縮し、原則として残業のない働

き方を確立してください。

有期雇用を増やさないで下さい。

非正規職員にも均等待遇を確保してください。

国連などの国際的な情報は、日本語に翻訳し

てすべて国民に公開してください。

一じ

⊂;
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第 1日 目は「21世紀に私達が目指すより

良い 地鰯 について討議 し、北京 JACと

して何をすることが大切なのかを話 し合 うJ

という趣旨説明の後、問題提起を行い、意見

交換をした。(問題提起は下記の通り)

「川辺川を守りたい女性たちの会」荒木ひとみ

川辺川ダムの公共工事反対運動として尺鮎 ト

〇勇:l言肇糠露だ二:理
1 

雲
し、公共工事の見直しを訴えている。

「上関原発反対運動」 河北洋子

上関原発反対運動を展開、風力や太陽電池等

クリーンエネルギーヘの転換を推進。我々の

ライフスタイルを考えることを提唱。

「全国消費者団体連絡」 日和佐信子

遺伝子組換え食品の安全性については 2001

年 4月 より「組換えDNA技術応用食品0添加

物の安全性審査基準Jによつて義務化された

が、その安全性については未知の分野である。

トレースアビリティやリスクアナリスの考え

方の導入が必要。

意見交換では、美しく生存可能な環境を次

、、ノ
'の

世代に引き継ぐのはわれわれの責任と義務

であることを確認した。

2日 日、意見交換の後、決議と要望を全員で

まとめた。

濾

自然環境の保全と地域との共生が実現できる

よう女性の経験、能力、知識や感性を活かし

て行動する。

我々のライフスタイルを見直し、資源消費型

社会から資源循環型社会を目指す。

NGOが政策提言能力を高め、かつ地域 0国・

世界の運動のネットワークを構築する。

毒;11分科会'「女性と環境J

家庭・地域・学校・企業における環境教育を推

進する。

人の体は、食にある。安全で環境を破壊しな

い食の選択を行い、更に遺伝子組換え農作物

についての関心を高める。

これらの実現のために全国北京 JACのネッ

トワークの更なる強化を図る。

環境0人権・健康・貧困等ジェンダーの視点か

ら包括的な運動を行う。

環境に関するあらゆるレベルの意思決定の場

に女性が積極的に参画する。

要望

自然環境の保全と地域の共生が可能な視点で

公共工事を見直すこと。

国や地方自治体は資源循環型社会を実現しや

すい社会システムの構築を図る。

原子力発電を見直し、新エネルギーの積極的

導入を図る。地方自治体や企業の省エネルギ

ー、新エネルギー導入事業への更なる支援を

推進する。

国や地方自治体は環境に関する全ての事業に

市民参画を進め、RDoCoAを徹底させる。情

報を積極的に開示する。

企業の環境に対する社会的責任について国は

指導を徹底する。

京都議定書を批准する。

食品安全行政の強化充実のためにトレースア

ビリティ (遡ることが可能)や リスクアナリ

シス (危険の分析評価)の システムを導入す

る。

環境に関する全ての意思決定の場に女性の参

画を進める。

暮らし・環境・政治と女性
有満瑛子[北京 JAC九州・山口 0沖縄]
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レベルが高かった
けど、内容に惹きつけ
られた.刺激を受けて
さらに頑3長ろうと

裁判の当事者の発言
聞いた.あきらめずに
闘うノウハウを頂けて

からウロコガ
落ちた感じ…
視野ガ広がった.すごく面白か

ったのに、仕事の

都合で 2日 目に

参加できなかつた.
全体シンポのパネリストが

分科会できまざまな事例を
話して<れた.間近かに

聞いて、感激した.

02001年 8月 の定例会はお休みです。

0第 6回全国シンポジウムでの議論を受
け、その要望や問題提起をどのようにロ

ピイングにつなげるかを現在検討してい

ます.

・またこのマンスリーの編集時期が参議院

議員選挙の終盤時期と重なり、選挙後の

臨時国会や 9月 の国会開催時期などの見

とおしが困難です.

0現段階では、
ロピイングを9月 10日 (月 ) こ設定す

ることが、国会議員コーカス連絡員の小

宮山議員との連絡できまりました。時間
は午後の予定ですが、詳細は9月 早々に

発行するマンスリー53号に記載します

ので、ご確認ください。
ロビイングに引き続いて、1定例到を開く

可能性もあります。テーマや発表者につ
いては現在調整申です.その点について
も次号マンスリーをご覧ください。

(5)

事務局か ら

●北涼 JAC第 6回全国シンポジウムは無事,

終了いたしました。仙台実行委員会の皆様
には、ひとかたならずお世話になりました
ありがとうございました。暑い夏にお疲れ

がでませんように。
●じつくりと議論できる全国シンポジウムの

魅力もさることながら、同時に、全国から

ご参加くださる方々との交流がとても楽し

みです.旧知の方々との久しぶりの再会、

初めての方との新しい出会いに励まされま

す。この喜びをエネルギーに変えて、これ

からのロピイングや地域活動につなげてま
いりたいと思います。

●さらに嬉しいことに、早くも2002年度
の全国シンポジウムの開催地が決まりまし

た。世界女性会議岡山連絡会がお引き受け

くださいます。開催日時は、2002年 7

月20～ 21日 の二日間で、開催場所は岡

山国際交流センターを予定しています。来

年は岡山でお会いしましょう.

●第6回全国シンポジウムの資料集をご入用

の方は、送料共1000円です。切手また

は小為替を同封して事務局までお申し込み

ください。なお、資料集奥付のJAC事務局
の電話番号は誤りで、右をご参照ください。

『 北京JACマンスリー 第52号』
2001年 8月 1日発行

編集・発行  北京 JAC事務局

51号の編集担当世話人 橋本ヒロ子

永井よし子

113東京都文京区本郷 1-33-9
コージュ後楽園廣本ビル∞2

TrF 03‐ 5689‐6828

メー■7卜・啄

郵便振替番号  ∞250-7-66426
1漁 RゝC事務局

⊂)
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世界女性会議回ピイングネットワニク

⊂ 蜘      覗如 斃醜田θヨ配斜昭

第53●

7月 29日 に実施された参議院嗣 9蜃通

常選挙では、与覚以外の実力ある女性候補

o馨亀通袂Kl贔予仄暑雹忙麒
た。女性政策の推進と司L京 ♂蝿 議員コー

カスの組織拡大と運営に貢献された清ホ

澄子さんと、北京 JAC僧J立以来昨年まで

幅広いネットワークと草の根ω問題意識

で世話人として活躍された船橋邦子さん

である。残念ながら、お二人とも蒔選し、

ロピイング活動がメインである北京 脚肥

にとつても大きな痛手となるた。

お二人のように実績峨める女性候補が

不振であつた最大の理由は、』ヽ泉旋風の外、

『非拘束名簿式比Fll代表llj』 が、今回初
・
め

て適用されたことが挙げられる。組織力の

ある政党が綿密な地域ellり をした場合を

◎ 露忌藁 瑯 尋 :、     進『

特にこの傾向は実績⑮ある女性候補者に

強くみられた。

東京大学の樺島ゼミでは、今回の立候補

者の議会活動を偏差値であしわした。候補
'者鑑定国というグループは候補者の議:会

活動、議会報告、ホームページなど総合的

に評価した。しかし、それら調査結果での

得点結果や回答内容と今回の当選結果と

は関連al■ が低い。また、女性グループに基

る「女性候補者に対するアンケー ト』には

保守系政党からぬ候補者 |ま誰一人回答し

ていない。日本国民⑪候補者をみる眼のな

参議院選挙と女性候補者 :選挙洒慶⑮闘題

9月号 コ脚1年 9月 1日攀行

橋本ヒロ子

さ、政治意識の低さを露呈したと言えよう。

衆議院議員⑮女性⑪割合はEllM議会同

盟ω国際順位では昨年は 1□4位に上がつ

たが、風001年 7月 1日 のデニタでは 118

位に下がつている。口まり、1年間に諸外

国では選挙法などを改正し女Jlk議員率が

大きく上がつたということである。このよ

うな状況⑪中で日本ではこれまで女性の

割合が比較的高かつた参議院で 17.10/oか

ら 15.40/oに下がつた.来年のジエンダーニ

ンフパーメント指数の順位が思いやられ

る。

これま鳶 爛 東名簿式比例代赫 llJの 下

でt女性⑩参議院議員率を押ばしてきた.

F非蜘東名簿式比硼代表制」は章性甲事策

決定への参加についでは、結果的に『積極

的同 置』に外ならない。2004年の参

議院選挙までに、この仕組みを変えるため

のロピイング活動が必要である。さもなけ

ればも参議院謳 峨女性畔 ll合は更に落ち

る。ただ、女性であれば誰でも良いわけで

はない。例えば15名 め現女性閣僚の申に

は、市メ1囁櫨記念会が毎年行つている女性

議員に対する議会活動嘔関する調査に全

く1協力をしない女艤 員もいる。次の選挙

に向けで、男女平等をベニスにした女性の

視点による政治変革峨ために、強口な草の

根ネットワークを全国に広げていく必要

がある。
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清ホ澄子

ま春鰭感iき、私直
.1却

魅意JAC』の熱ttタ ッモー

ジに感謝しt応援をして下さっ舞有々 におネ|を

申し上げます言異常な暑さ趣異常ともいえる小

泉旋嵐ぬ下警中選挙戦でしたが、私は女性グル

ープやパ■トユニオンξ草の機市民1艘皆さんに

支えられで元汽に戦恥鼈 きまb通:しヵ』しゝ 従来

の選挙とは異なもて 輻 東名簿方式Jと いう

制度の下で有権考に亀前者浸躙することが出来

ず大変な苦戦を強いられました9私は、このよう

な困難な条件にもかかれらず一生蠍命応接して

下さろた皆さんの期待警無にしてはならな絲と

心に誓もていますe        F
とこ名で、今回ぬ F非拘束名簿痴乱』は六月日綿

選挙の比例区で、自民堂と書心ヽた人口数が個人

口r候補者ぬ得軍数よ岬8100万票も少なかるた

ことから、参議同選挙に危機膚を
'も
ら、昨年の1

o力 に急邊隔辟画会讐召集しそ野党裁きで法改

正を強行したものです。しから、二露制度は大政

党に有利で少数政党には不利なも口ですLま た、

タレント性や知名度の高い人または大きな組織

ヵ尋善金男経パック程もそtゞ葛犠補者直有利な

のです□逗れでは少数政党に所属す櫛候補者は

もとよ崚、女性や障害着な:ど多様な市民を代表

する人々の国会な画は困難鞣な輸ばか蜘です。

有購 ⑪饉絣 薄端撥%にか鋪画bる選等鰊眈数がこ

のように与党⑮都合によっで随時に変更される｀
墓黎縫主轟ぬMi讐続ぃ出り
ま世んc社会的システムをジェンダー視点で政

革しようとするのならば、そ口手段ともいえる

「選挙制度』を合平性と民主イLあるいは政策を

競ラ選挙制度に散濾な声む直ちに季げることで,

|まないでしょう力〕.数に、私は騨 運動の申で、

議員として取り組んできた「従軍慰安婦問題」

を始め、戦争責任と戦後繹償問題.F子供買春、

子供ポルノ処罰法Jや『DW法』
‐
を制定した迅と、

原己琶載善た4髪月爵当でのカジト産馨鷲寧罰♯斗帥上限にスト

ツズ警力|は ゴヽ章作    季:員宕
:′ 彎翠軍奪l

せたことなど医療、年金%。介護、福祉武節ぬ基軸

にジエンダ‐視点をすえため取炒組みを調えて

きまbた.また 紳ゝ編申基地問題や脱原発政策と

彙境問題を始め、アLジア諸国と印友好的な平和:

外交について女性独自で築しヽた実績6同時に小

泉政権⑩構造改革⑮問題点を指摘btグローバ

ル化経済だからこそ環彙保全と撮女幸等政策を

基本に指えた本格的な『橿社社会』へ⑮構造改

革を訴え、簡接改正に反対⑮主眼を鮮明に打ち

出してきたと遼.ろです。1最模に利は「女性と政

治』について感じたことを述べます.1つには選

挙運動を実際に取り組む女性が少ないこと.候
・
襦ンを立て彎量を作野‐選挙期間中の行動プログ

ラ量を策鰹じ着頭重信や晴掲シ:陰卜動脱玲談抒

を絶て金画して実行する女性や参加する。女性が

男性に比して圧倒的に少ない。これでは女性の

力は育ちません:2つには女性津は政治に関心

をもつており、直接に語り合う場を求めていま

すc今後tこれら女性鐘口意識とパワマにどう動

きかけていくのか、これ鼈活動油馳鯉動中れ フエ

ミズムは実践的な行動無しには憔展はなく、エ

ンパワーメントもまた、行動なヒに生まれない

ことを強めて備魃bた選挙で賑だ。
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参院購 轟り返つて .́

暑い夏の問いは終わつた。
｀
勇断した私の

ドラマの幕が下りた。迷い、苦しんだ末で
の農断だつた。あの体当たりで日本の政治
に挑戦している辻元清美さんが二緒はやろ

て欲しいと説得した。二度目だつた轟大学
での仕事や教育黍員、審議会委員などの重
要な麟 を申途でやめることは回 だと
いう思いから二だんはMb延:~しかし最終
的に31き受lすたのには理由がある。第一に
日本の政治状態のヒドサに我慢できなくな
っていたことL長い間女性Sljをなくすた
めの運動を続けてきた。九十年代には男女
平等のプランや条rljづくりなど自治体の女
性行政にも市民の車場で取り組んでき,た。
しかし90年以降⑪訂本田国家主義的色彩
の強化は、私に今、私たちが参画しようと
している日本⑭口のあり方こそが闘われて
いることをもきつlすた。憲法滑条、教育基
本法がアプない。右原都知事に代表される
排外主義的傾向の強|ま・り⑬高絞の項かしず
うつと政治に関心を持ち怒り続けてきた。
一部の権力者の私利、私欲のために政治は
あるのではない。生まれてきた以上、み―
んな幸せに生きる権lljがある。それを保障
するシステムを創ることが政治の役割だと、
常日頃私は考えていセ。

・   ―

女性学は行動の学、生きて世⑪申を変え

◎ 曇置撃暮曇昆霧弊鼈謗贔ン轟量迷当hひ埃
訟 して活躍とておられi雹L:自「分はいつま i

でも評論家のように語つているのは、お誘
いを断り続 lす るのは、逃げるよう鋼 の美
学が許さなかった.こ こまでは格好良かつ

た。
大学を4月 末に辞めてから丸 3ヶ月蠅。

足の怪我というハプニングをかかえながら
全国40県、市民の管さんの良識に訴えて

走り国つた。 20年間に培つてきたネット
ワークをいかして全国に立ち上がった勝手

連の集会に出かけた餞それは組合の動員と

は全く違う一人一人自立した市民の集まり
だつた。多いときにilt 2 o o人 。少ないと

きには20人前後。共同通信口記者が密着

取材をし、非組織型選挙『どう活討 女性
、の輸」と女性鰈 ットワ‐クを活かした選
挙として全国に報道した。以後も数画全国
紙でも取り上げられた。その意味で1ま、新
しい選挙文化の創造とぃテ役割:を全国嘔勝
手連の皆さ.んと担えたと思つている嘔
遊説のな卜で今回⑮私0選挙は市民ネッ

トワークの(私たち一人一人の市民がどれ
だけ大きな組織に対抗するだけ⑪力をつけ
てきたかが問われている峨だと私は訴え続
けた。
結果はもう皆さん周知⑮通ゆである。結

局、市民派め候補は金滅。この選挙bll度 で

は、_知名度が高いタレントもしくは大きな
業界、鋼鶉団体ゝ組合 (大手0)あるい|ま・

宗教団体がパックにある候補者以外資理で
きないことがす目瞭然走なった。党島もし
くは個人名のどちらでもいいという今回の
選挙制度は有権者にど議ても複雑で、個人
名を書くことは大へん魔bたと思う。とく
に私のように知名度漁腎鋤く、選挙期間が 3

持者口個人宅にポスタとがはられて喜tる な
ど鬱対策が必要な⑩だろう。小泉人気とい

う風の申で、国のあ柳方についての議論が
選挙中ほとんど事れなかつたのも、この国
の政治状況を語つている。・

:他のアジアから。も理窯し、未表9希望資
見いだせないこの国⑮状況下では人は理性
よりも感性tムードに動いてしまうのだと
いうことを改めて眈 した。私にとつて、
今回の選挙は訳の分からないまま終わつて
しまもたことが残念でなぃない。ただ嬉し
いことに全国Gネ ットワークの絆が強まつ
たこと、選挙というものを媒体にしてく人
生が今まで見えなかつたことが見えてきた
ことだ。     ・`

これを踏み台に新しいスタートを切りた
いと考えている。
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胚 馴 噸 陶 襦

国理趣A艤とNI□0‐

麟  正輩壺幅瞳膚彙馳山鞭

鋤01午懸月露5肩力Jし 87日まで、ニューコ

ークの国連本部で筍各国代表と膚義者団体験

ピ1剛〕:勒 S,000本詢鶉諷して、1叩V AI鵬特
別総金が開催されたbこ⑩病気が世界に知ら

れてから2⑩ 年、この間め果     鰹既に

絢 6.Q帥 七万人懇超えも暑□うち:&鋼口万人以

上動雹死亡している。第二     こよる死

者⑩数に等しむゝ これを誘題として持堀』総合

癒乱胆まれる⑮はあま。りにも当‐熱、むしろ運す

ぎたと言えるj

開騰が提められたのは昨年の秋だが、それ

を促すいくO力〕⑩O議があつた。昨年 1月 に

国直安保理に九も1日 なこ⑮巫匿D討議に宛で

な こ編 畢第ず:趨腕褥霧議癬蒻楚なく、

一つ口病気が回藤社会ぬ安全を脅かしてい

る。― としては異例ω.し薄iし当然⑪確

認がされた意味は大きib鶴 提案したのは艶時

ぬ米Ell大統領ゴア、大統涵霧を控え黒人票を

意識してのこと亀 感搬者面9酬以上が途上国

に集申じ、サノ亀ラ以南のアフリカでは労働人

国⑮ 5:人に,Lム以上鋤隠 している国もb)く

つかある。

この間題議 くヽつもα噴酵酸もつか、その守

つ臨 式    1躙巳。年馴降こ先進国には離

症を選偽せる瞭法が力りこ米国でロエイズに

よるに者を半滅させる効果を上げている。月

に撒 万円かかるこの統レト営ウイルス薬

は、南では高すぎて買|えない,Lそれどころか

Ⅷ臓鐵雹定めた基本薬もなし亀薬D価格を下げ、

必要とする誰も、が入手でき轟ように生いう南

の北に対する要歳は常にあつた。それが大き

な声となり、だれら聞こえない振りをできな

くなつたの力t、 昨年7月 に13回目にして初め

て途上国 (南アプリカ%ダ‐バン)で開催さ

れた固朦毎イズ●議でありもこれが第二曲要

因だし          ｀

躙 へのアクセス』という標語憶紺世界

を三分する対立懇強めて浮憲彫りに膨た。―

方iこl出 強劇欲 よ懸毒 ネリとク鍮

や並行輸入で安価験業を得ようとする途上

国、それを支持す轟国境なき医師国などの

脚 、それ降同情的な即諸国も他方には、岬l鵬

協底を盾に要求を牽制する先進国製薬業界と

Mb知的晰有構を重視庁濁米国もという対立

講 置 軸

'

階 は  ゝ 躊曲∫に曲 に飩する旱ミットメ

ント宣言』力雹、企蓼一致で採択された。詳し

い紹介朧響くが、金世界に対する国連申、途

上国に対すろ先進国⑩%そして国民に対する

政府の強約とし)う 1議義励まある。

(ht卸 :. 鶉ヽ 卿ヽc薩ゴ酸〆ai鵡占酬艶準 ∫参

帥

『地球規模口危機 ― 地球規模⑪行動

鵜b醜1騰ittisャ.:暉ユ繭邑ユ歳ti鐵)』 と題

する調 の内容と―してtもつとも達曰されて

いたのが、業尋こ代表される結療のド題だつ。L
しカユし、今年瑾月に製薬業界による南アフリ

カ提訴鮮取り下げられたこともあって検討は

先進りされ、宣言には基本的人権である健康

椰 Ⅷ判]されることもに、新薬開発⑮知的所

樅 も鵬 され餓Ъ

もう一つ口注目されていた⑮は、途上国で

の予防と治療⑮ための基瞼創設だ抵もとはと
・

言え1亀 げ鴎三7月⑮隅九硼隕 ミットで日

本ざ提唱したのがmと なり、年が明けて4
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月のアアリカ・サミットで、アナンロ連事務

総長によらで改めて提案された。米国がすぐ

に賛意を示したことからにわかに現実味を帯

び、総会では通れを歓迎する各国銀声明が相
y

次いだ:宣言には、鋼幅年までに毎年 7億ド

ノ哺島ら10億 ドルという場経の約5倍の対策費

拠出を目標に、途上国⑪努力と先進国によ雹
°

二国間援助に加えて、基金というかたちでの

多国聞援助が謳われれ

当初注目されていたは離設立と治療へのア

クセ課という隕 ■ _縫謂戯成、各議先送り

となつたが、結局は一つの問題を宣言にどう

盛り込むかで、5月末に行われた第麗国非萎式

準備会合から総会最終日⑮前日まで、ときに

深夜、早靭まで続く揃衝』ヽ氷画下電線り返さ

れた。争点は 噸幹¶饂設埴帥珈虚執府』と

その『人権擁護』だつた。

立場が弱いと認した基謡は Ⅷh鐵蒟le%傷

つ紳 とヽ言う意味だが、HIV/AIDISで1鍬
会的偏見差別ゆえに高い感染 リスクに晒 さ

れ、また治療へげ クセスも国難にされてい

る人々を指す。女性二子化 とくにそ⑮両方

である少女、難民や外国人、そbて、男性と

セックスする男性 鰤帥 、セックスワーカー、

ドラッグユーザ¬。そうしたす― プロ予防

と治療を嗣 る障攀謡ヨ取り除く必要がある。

そのためにも、感染者にもとより、弱い立場
のグループの基本的な人権口癖護にとくに耐

慮すること、これがHIV/肛鵬への方 グマテ

ィックな滝態に不強 であることは、すでに

広く認められている。

EUな ど先進国、南米など途上国は、宣言の

なかにこうしたグループを明記すること、国

連エイズ含同計画 :蜘阻鵬 )と国連人権高等

弁務官事務所 mm封動 が作成した mm鵬臨鵬

と人権に関する国際河 ドライン』を人権擁

護の指針として明示することを求蹴騰 これ

に対しては、アラ瑞 目を申abに強は 対が

起こつた。ゲイ、売春、晦薬、いずれもイス

テム国にはあつてはならない(あ りえなし巧日

罪だから地     .
採択された宣言では、ま涛 飢 挙され

ずに 鴫碇阿能な立場⑪弱い言陸 力 とい

う表現にとどめられ、国鰯 ドラインヘぬ
:言及亀避けられた 対策上歯がゆくはある。

しかし国際餌 ドラインでは、ゲィの婚姻合

油化をも含伽広範かゥ周pllを対策が要請され

ており、まさに電れゆえに、これに世界的合

意を得ることは現状では困難と言鰤ぎるをえ

ないだろう。

謳眠 セックスワーカー、ドラッグユーザー

などを測挙す場こと、国際餌 ドラインを参

照することを、もっとも敵向に主張したのは

駆Юだった。この点は不十分な形でしか宣言に

反映されなかりたが、脚 の主張はそれにとど

まるものではなし、― 自身が対策の立築、

実施から評価に至る全過程に参画する必要と

これまでに果たしてきた貢献D確認%感換者
へのケア・支援にとどまらず抗レトロウインレ

ス薬を含亀懇夕顧騨圏胸療へのアクセスが重要

であることの強調など、%の多くの主張が政

治宣言に反映され亀

鱚心は総会が準備される段階から積極的に

関与した。各国代表団岬 ンパーとなった

鋼臥 織会l藁劉鞭餡録した N馳、あるいは国内

にとどまもた脚囲 は、インターネットとミー

ティングを通じて意見と情報を変換し合つ

た.それは『宣言草案へのコメントJと して

まとめられ、直言に反映させるために、国連
。
事務月、草案起草者、総会議長、そして非公

式準備会合に集まもた各国代表団への働き掛

lす力苛続|ナ られた。

こうした活動をとりまとめたのは、

HIVふI開 に取り躙 国ⅢЮの国際ネシトワ

ーク I蜀鋤 である。特別絵会の最終日には各

国代表に続いて国連各機関なども登壇した

が、感契者⑪国際ネットワーク馴P+、 女性感
,

染者のネットワークIMとともに、Insoも意

見表現を行つた。
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教科書問題へ⑩私たちのなり組み

2911年夏ご日本列島留敵展させた教科書

闘産が赫罐落着
｀
しだよ私立寺は若千ぬ採択

がぁ名たも蔽□:奎闊ぬ都‐遭府県塾量校守

鱗替重警握瘍撃贔量呻曇埃饉腫臓重轟曖趙
は非健常者面立場にたつた選択せはなくt

為政者サオドぬご都響主義と良亀れてもξ:

弁明日幾池がない暴挙であ轟。
今年 4月 に発足し毒`』騰京 J藁崚閥東か尋1

の問題に着日し黎螺特5月‐
廿ドだつ窄?6i

月ぬ定例会で問題わ重力艦を軸提に報科書

の点検を行|ヽt何らかl10轡動に移そ.う との1

機運が嘩響上がつ
|た

Li二追:もiて緊懃会議を開

き、取りi組ぷ繭方向性鰊 脚運ルだ菖

要望書を提出しようと口案鍮竃恭詰女つたg

直ちに要塑書い作成に着手ヒ`たLただゴヒ

京 J ttC関東で提出す:局 には着手⑪事情が

ありt今回の場合鷲
:部

会聯λをと1騨 t『ヨ恒京

JAC関東/子ども⑮未業と教育を考える

会Jと し、筆者の責任におし,ヽで運動を行う

とD合意に着|し ti括動を開始したょ

要望書⑩趣自ほこ:『新・しい歴史教科書を

も≪曇会ょ隋 賽轟却舅覇絆鞘静の情提酪喜とし

て、侵略戦争の肯定や歴史のねい曲、
・
自国

中必主義に満ち上アジア藤視やし:国家主義

④償活などを学げtiこ あ教科書を設育現場

に持ち込めば、子どもたちの円 を損ね

るほかりでなく%教育基本法憎日本国憲法

にも違反ず‐ることになると:し、‐21世紀を担

う子どもたちに購好肇しくないと提言する

内容であるL   i  f
この間、朝日獅闘が爆体し毒不揺択広告

に本会および舎員有志が義者連ね¬不採択
人の意思表示を明確にした七   ‐

瑚臨京 JAC関東

|          
・
伊藤 瀧子

作成した要望書は金員それぞれが回住す

る医市町村への選付を担菫、各地の教育委

員会が採銀への下準備を進める7月 初めに

教昔長ご毅青餞員長λtti占提出した:各地の
提関数は東京 圏 恒およびも画席京等囲 13

・市、神奈メ1138地域、千葉‐帥 1地域の合計

13Б 筒所越滑ヽ、採択が山場を―写ネう写岬半‐

。さらに移並《世田谷、小平ヽ調布、武蔵野、

国分寺0回立等にも要望書□再提出を行い、

都教委や愛媛呉栽讐の農護学校問題につい

ても臨機応変口討策を請隈た。

特に業者⑪地元大国図は、『つくる会』側

の事前工作、「採択制度』甕更⑩請願者量3

匡中、最も早bヽ 露爾D年
・
lビ採択し、地元f

は『つくる会』側口理鸞員も暗躍中、しか

も審議は弁公開とあつて市民運動は緩刻化

した。最終的にはN慮を示すしかないとの

判断静ら在日韓国民国とも嘆帯路人間の鎖

で区役所を他日し、不採択を勝ち菫つた。

今回帥運動i⑩勝国は、日本の右傾化をあ

惧し、国推を案し、1子 ども□未案を憂うる

日本人の良識が全国各地甲市民組織を騨足
げ轡~ゆ

させ、10QOIを超|え る勉強会⑩開催等、不採 ::

択運翔口強力なネットワ〒クが形成された

からである。『つくる会』側は実質的毅敗北

会見で、「特定m政治目的なもった団体鶏S

常軌む通した抗議行動を最閉じJと世論を

枇判、自民に増文科省は市民運動lこ不憮感

を示し経も b漁墓し逗⑩騒動のMMは文科省

が闘題⑪教科書を横定遍過させたこ造に尽

きる。そ醐見識逼そ問われるべきrfはない

か6こ □問題はこれで終瀞りではない。8,4

年後を。見据えた対策鋤事今後口繹題になるG
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事務局作成

非拘束名簿論』度の???

日僣得票で築 高鼎肇響闘醍歎熱融 饉剛幽服》

甲群(撻 )・日職⑬輛既 鋤羹
攀酵1ザ

〕_馳 ■鵜孵鑢築

仁.毎日新聞鋤01.7.31→

今回⑪選挙から比例匡:E導入された非拘頭名購

方式は、か梱て指摘されていたように、かつての

全国匡⑪再乗起いわ拠てιlろ.全国を走り回る鷺
酷慇繊組みでここ⑪制度で当選する回は、全国的
な署名人か強力態組織候補といわれていた。篭異

はそ颯を製付けるものであったが、さらに大量得

票をしても当選鰹結びつか趨 Ъという遭転現象も
生んだ。大きな磁党に有Fl蜘仕組みとなっている.

女鑽当選者
E選挙区コ狩野 安 (自前)

大野つや子 〔自前〕

性藤 博子 〔自新》
.

同時トミ子 (民前)

1 和田 洋子 (民前》

松 あきら 〔曇前)

森 格子 (自由新)

E比例代表]rJL野 清子 〔自元)

摺率 聖子 〔自前)

清水嘉与子 (自前)

曲東 昭子 (自元〕

有村 治子 (自新)

神本美恵子 (民新)

山本 香菌 〔公新)

紙  智子 (共新)

吉∫ll 春子 〔共前)

田嶋 陽子 C社新)

扇 千景  (保前)

劇llttC翻疑 》

政党の支持率と議席数の???

嘔議閻醍翻調駆4割J曜下位》劉畿
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単ン月・ゲ_北京肌 ぼ :鑽54号

世界女性会議ロピイングネットワ墓ク

な量言ll卜よ]菫層曇層憑禦看晟璽贔之格
属[i趾隆累賽緻轟[[雪『炉
会ズケジュールがずれ込んだ関係で昨年より

遅れたが、9月 25日、参議院議員会館会議

室にて、13時から17時の4時間を費やし

て、集中したヒアリングを行つた。無口とな

つた議員連絡員のだヽ自由洋子議員と小宮山事

務所にはたいへんお世語になつた.

全国シンポジウムの議論を要望書に製 し

た結果、本年は次ページ以下にご報告する9

つの分野について要塑することとなり、事前

に省庁に書類を提出して同答の準備を欄願い

建ξ贔ンF=2塁趙踪釉躙
慟管、農林旗産省、経済産業省も国±交通管、

環境省、警察庁の、それぞ机担罰⑮方々ゝご

発言いただいたのは約 50人にのぼつた。そ

のほか、省庁によつては担当の職員産伴つて

見えたところもあり、たいへんな数の方々に

お付き合いいただいたことになる。

昨年は、初めての試みとして、清水澄子議

員 (当時)のご尽力で、男女平等に関わるす

べての課題を共通認識していただこうという

願いで、関係省庁ぬ方々に防 時間を通して

同席していただく方式をとったが、長時間の

J凄諄国記 鰤 鰤 ldty C釉調麟聞密θ 3孵七j也職g 1□月号 8901年10月 1日発行

金国シンポジウム分科会の

W望書提出1      125庁
⑮幽席を得て

‐         事務局長 永井上し子

胸車に羞b支たがおるということで、今年は

''身
眸悪に曲係者が変戦する1鵬にな1うた。
定刻● 1時きつかりから永非の同会で開始

したが、盛りだくさんの内容に、予定時間は
。大幅に伸び、終了したのは午後 5時になんな '

んとしていた。発れでも、減 が充分できた

わlすではない。時間を効率的に使 うために、

省庁⑪財答をまず伺って、
°
その後、酔蠅 側峨

質問伸確認、Nな どを変わすという形式は

昨年と同卜機だつたが、意見変換が充分できた

というには%轟まりに時間鰤t足 りなかつた。

当方の要墾事項が多岐にわたり、また多量で

あつたこともある.

どこ峨省庁からも丁寧な回答をいただき、

誠実に赫慮 してくださつたことに慮謝 bたい。

もちろん、国答内容には、製論、疑間、不満

も残駒、もつと踏雛込んだ姿勢が欲しい問題
1

も多々あるは脚蝿 側の見解とまつたく異なる

溝を感じる部分もある。もし、それぞれ⑪テ

ーマについて¬甘う少し時間をかけて話し合

うことができたЪゝそれらが埋まるかもしれ

ないという期待をもつて、これからもロピイ

ングを重ねていくことを』かに期して終了した。

なお、省庁闘⑮調整が間に合わずに文書画答

になつたもめのうち、文部科学省からは 10

月 1日 付けで四答が寄せられた。

癬肥 会員の参加者は 18名だった。
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鰤 関 鰤 閾 ∽ ¨ ∽ ∽ 鯰 蜘 岬 甲 錮 懃 靱 鉤 鉤 錮 褻 蜘 隋 噸 鉤 藝 噸 典 噸 噸 轍 噸 噸 融 噸 噸 榊 軸

Dv臓地は冬行に関し

L     ゅ岬まえともこ

広報はTTち デザオ等で行うでいる。当

日の'1「13に}饉鰺雪ウ輻 憫 紙]蠅
当日後はN刊誌t`:し躇誌1響ヅ乳 ノくンプ・

.ざま作成予定:被害者愕鰹立つ情報をH
P上に    11月 1曇 甲デ鰤目の瞳
性1辱対する融 警なく   闘]第 1回

,

い
識 力罐鉤調圃・研修に関しt DVの 性、

格について正しく認識bていれば防げた事

件ではなかつセカ諮女性脚 鱚 力慟嘔購|し

なか1も、話し合いをさせるために連れ戻し

たのは、‐※蓼帥彗激fヒする融れ油竃あり、bて

|まならなぃこと高嘱勤話× u¶理了釉葛希

望したことでおり、対応に間違いはなかつ

亀 7/9付け層画Vの留意事項を通達し】臨

鉤 囁       噛 幽豪け る暴

力』に関して 1時限を確保したし

一女性が話し合いな希望したとしても、暴

力激fしの危陵性にも静て石十分鐙情報密提

供する⑮        あるも、時間がな

いのが気にな明、こ峨点を突っ込懃ことが

出     現場□警官ヘロ具体的ケーフ

マクを用ぃた研修峨必Ы性を再度強調した

ざ  ヽ     D靱 こЪIて穣 魯蔵し

N鶉 藁 轍 轟 鳳 町_』
され鶴教師圃卿如i越関しに 児

:

量虐待と位置づは、教員養瑕予理にDV間
題と:と もに取り入わ面こと。鰹枷颯楊騰 %

指導仰徹底む騰えた。平成 螺 年度入学者

からも許法改正1こより、翻浩演Sを開識し、

勇女供恣饉‖卜人権等をと⑬いれている。

ど⑪省庁も         なしているとい

うかも中躊 鮨燎L:夕識 嶋 くご子どもや・女

性の    G旗本的政策鮮ない峨がよくわかつ.

亀。ついて機本的は策がな聰聰がよくわか噂亀

同期性と優鱚釧

堀回 褥子

陸 陛と躙 :では111‐項目にねたる<
要望事項≫についてt厚生労働管、法務省、

1

厖

通
ザ

  |

専
i:

配偶請間/ただし、こ⑩場合はいわゆる職  ,:
理母』

′
⑭ことを指している計について、部

会を開き、不妊団体の代表も呼んでいると

のことでわる。. :

こ隋 は導‖諦軋 賀躙卜講宰母もイン

ターネシトで公開し、随時意見募集してい

るそうだが、コ∝Ю鑢 |こ鐘殖補助医療に関

して国熾から   .したところ、印件し.

か来てしヽないとのLと で曲る二育児などに

ついては 日脚 件(bし 出ヽているそうで、

などい飽炒脚鋤蠍みに関してIま、

厚生労働省はより広い範囲口人ずに広報す

る必要がある。。こ⑩闘題I測舅崚髄隆峨人類

全体ぬ蘭Mであるので、もつと広く国民の

或曹軍
ねるデを続|¶干しいと|○

』霧巫盗鵞梁Fり   ||ニ

しずな尚‰lR裂躙炒
『

れ
,

流  巡夕警暮謳Ъ震鯰
るァ

壽な逼とに、N□□として不安を覚え

飩 臆菫∵量魃 盤 舅 猾 T
るロカ、
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中島 通子
11の要望項目に対して予定されている

持ち時間は 25分.省庁側からめ回答で時

間は迫つてしまい、議論は絞つた数点のみ
iだった。

「同一価値労働同一賃金の実現を』につ

いて、厚労省は、労基法4条は難 である

ことを理由とする賃位差別を禁止するもの

で、同一労働や同一M労 働の同女に同一

賃金を支払えというも面ではないと回答◎

これに対し、皿0100号条約を悔 した以

降|ま労基法4条に同一価値労働同一賃金が

R毒結晶猥壕茉嘗源暮爬庭設墨黎言Ъ「
ほしい、と要望した。

また、『闘接差別の禁止』への回答は、
「社会的コンセンサスができていないので、

諸外国のケースや制ull⑮動向を見守る』と
いうのが厚労省の姿勢.消極的だが、来年

度予算で<間接諷 ③歯ンセンサスを検討

する場>⑪設置を要求申赴⑪ことで、前進

といえよう。      F
均等法で事叢主を支援することになつて

いる Fポジティプアクション」についても、

トップセミナすゃ業種別会議等で周知する

と|まいえ、基本的には金業主⑮自主性まか ′

せだ。

不況でパー ト化、非正規雇用が女性に集

⊂ガヒ琶ド書寡暑霞プ5熙鏑不適蔓蘇祠著盤
について判断基準を説明すること01年以

‐上継続する人が更新を希望するとき可能な

かぎり継続すること③ l年以上の人的雇い

止めは予告すること④ l年以上⑪人を更新
しないときは理由を示すことというガイド

ラインを示した。これに対し、明 イドライ
ンでは法的根ねが弱い。例在有期雇.用 の拡

大が検討されているが倍の保護は?』 峨質
間に、今後、意見を聞きながら検討すると

のことだったが、保護と保障の伴わない規

制緩和で|ま 、女性の立場はますます厳しく

なると考えちれる。意見をどのように反映

するかが双方に間われるだろう。

力と意志決定へ口参

永井よし子

女性の直接的政治参面について、政党ヘ

の要望が中」いであった場年は政府要望を控

えた経緯があるがち今年度は政府ゝ行政ヘ

の要望に取りまとめてロピイングに臨んだ。

要藝 頃は、鋼 選挙法をジ妥ンダー

の視点で見なおす血「議会の男女均衡Iこう
いて基本法にある積極的改善措置を行う」
F義務教育は政治教育を導入する』『若者

に対する社会ルニル教育』『女性ゼロ議会

をなくすキキンペTン実施J『政治にお|す

る性別役割分業意識口変革施策Jなどであ
つたご

'゙i     l    `在

内閣府およぴ総務庁からは、国家公務員
や審議会などの女性参画はllu調 に伸びてい

るし、またそ0た。め⑪意識変革躙 標等も
据えて努力bている置の回答があつた。検

事や裁判官ス:の女性任用峨実態については

資料の提示があつた。強務員の女性採用の

促進にういて、政府ど:じて各省に通知を行

うなどの努力はみ幅れ春癒t、 政治及び政治

家と鼈 する部分警ぼ引いてしまつている
といえよう。     7
また、意識変革につ鰤ては、ジ尋ンダー

バイヤスの実態を解明じた上でのものとい

ぅょり F男女は共同で歩回するJと いう過
ゆ一遍の同知にとどまつたままで、踏挙込

み不足だ。Jヒ京行動細領で政府の積極的蘭

与が求められているにもかかわらず、会選

法における間接劃 』の実施については着目

すらしていない。クオ∵夕tllや男女の数値
を定めるポジティプァタク百ン

:に
ういて|ま、

憲法上の奥義を問題として挙げ、あとIま各

政党の努力に求めてしまつているが、政治

家だけにまかせて綴けぱよいもので1ま ない。

今後、 司Ltt JACではこの分町のコーカ
スを立ち上げ、法体系⑮横証と女性の政治

参画をすすめる最境整備について議論して
いく予定で、9月 の妻院選を振り返る定例

会の席上でも確認.さ れた。
ロピイング報告
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赤有千衣子

今回、譲務省には4血ヵ選択的夫婦別姓の導

入 露,発の際、子どもの姓は幽費時に搬ある

3, 非嫡出子 (婚弊子》‐ぬ法定欄続分は嫡悶

子
「
(婚内手)の法定相続分止平等化するとい

う3点に絞つて要望したG

虜
回つた.

思つセより、怯務省口島事陽の担笥者の反

応は国かつ権。F

『世論調査中結果ず国民口理解ギ深まつた
と考えせいる譲:`墾だ慎重靭議論魁あるこ赴
から、盪祠方面と口協議像ますめる」とのこ

と。      |
また、蛹酷子の相線分については、鴫鴫姓

以上に国民ぬ理解ないただいてし)ない⑮で、

難しЪ%盪讀緻曹に婚弊予峨唖鳳:壼'落とした

のは、身童農同参画基本計画で|もξ刷姓につ

いての意見を嘔職 だいたため』、ということ

だった。   ‐

三のあいだ国際人籍親絢社会権規胸の審
査でもЪ勧告費受けた⑪もよ

.く 知幅ない`事つ

憩之胚  沐皐鷺
|

つた。      i
たったひとつ⑪収穫は:『子ども呻姓を結

婚時に搬めるというのが無理がわるのでは

ないか』という要望に対し、『結婚時に仮に

子どもの雄を屈け調で、そ甲僅生まれ亀時にヽ

決めるというや物方はどう動調 と検討してい

る様子で懸た,ビ

今後はやはゆt白民党口慎重脈議員へ、ロ

ピイングに行きましよう。

山 下 泰 子

ヨL京 .J AClま,昨年9月 1日 , 1,3月 7日⑮

要望豪1第6圃全国シンがジウム

⑪宣言にRづいて,日本政府葡S,す摯や力ヽに

安艤靱噛醸寮絢蜃燿絋饒蟄祗寵,批離密

行うよう要望した そ⑮菫な理由臨 ③選択

議定書峨菫雰瞑    1自認識されているこ

1●楔盟貪ヲ黎苫巡16
会
¨   したこと,

に国際的効内を発生b, 27の締駒国j 08
⑮署名国柵 していること,にある。

それに対し,          国際社

会讚 蘭M雌襲鰤蜃副腑懃騨埃譴氏より」

個人通報論』度沖霞,自条約「と:も

的な処録を固うための注目すべき制度と認識
`しているが,同濾権⑩独立と口賦茉薪で躙

生じる名れがお崚,1実際面取柳」蘭固t,運用
.

を見守りなかL,真劇菫重に検がすも必要が

あると認識していも冒   属あっち
愧 ■ヽ 濫鱚ヽ大       下濤

氏よ憬,司法権口独立 と岬胸lナ裁判官力電職

務を行う醜 睦
」の動醜 憲臨 法律|こ⑮勘 :

忙鰹暑雛屹蜃軋漿盪軋又贅|○

またR司  汁肉鼈眸摯輌び 判子̀
個人陶 度   る幽凄があ逓力、など

を靱 しなければなわないと印国響辟あっ亀

瑚ヒ京ゴACか瞳は,高度,

萎員会によ輸調順   ,
蟄           力覇騒しR夫勤藉薬必欄蒔睾丼誦悠が

'巻

藝

l鋤固赫った退となどから,これまでよ嚇も踏

み込ん        なし哺Lという謳

を述べ 景が日と輌巫帥判輻崚をけ珊朧

国峨       口意見瞼約を希望し]L

― 理―



願 壽 覆 Ю 厳 懃 禦 嘲 財 懃 理 卿 И け 観 嘲 明 蝦 譴 硼 螂 酵 魏 刺 票 酵 黎 型 襲 麟 襲 慰 関 印 譜 翻 掏 酵 鶴 唾 翔 囃 酸 ∝ 卿 ン層J軸 島

女性の教育とが|

8項目にわたる容税に対し、文部科学省
か以下の回答が

°
あらた。

・公立高校の男女共学を進めることについ

て、職脚戦の事情と学校⑮特色というもの

があるので、設置者の自治体的意向数第で
ある。文科省がス トレー トには指導できな
し`6J

・教員養成、教職員研修への男女平等教育
の導入をという専望に対し、『重要と認識
している◎免許法を改正して演習を新設、

R)肇雛絋褥導零I)が墾サ予里賽不誓緞鰈ね、
F直接的指導|ま できなぃ』と文科省。保育

所への同じ要望に、鴨 育所・保育士につい

て性差に配慮しつつ差別のないようガイ ド
ラインを改正し、研修も進めているJと厚
労省.

・教育予算の増額を、に対し、5000億 円
の増額をみているとのことだつたよ
。非識字教育、職業教育、労働観に関する
4項目の要望は、省庁間の打場合わせが聞
に合わず、文書国讐になる予鳥

◎進 :書遍黛レ?霞管魃虔蠍燿露鍵鱚
的
緞

女性の対等な経営参カロと消費者と直結する
信頼できる農業対策及び情報発信 ④農業
従事の女性が職業として自立できる環境整
備 ⑤農業委員等への意思決定への女性の

み画推進 ⑩農山徹村女性のネットワーク
化、異業種女性とのネットワーク化支援③
6項目。

女性政策を進めている農水省からは、
「食料・農業O農村基本法』駄 産基本法J

「森林・林業基本法』の三法に女性の参画を

明確に位置づけることができたが、妻画意

識は高くても農村女性の過重な労働、青児
介護負担などから実際□参画は遅れている

と回答があった鴻法的融 は整い、県・市町

村で日標を定飾たりt民間の憶圭的活動を
奨励するなどしているという。基本計画や
農水省の F農山漁村の男女共同参画社会の
形成に巫けて』のチャー トなどから、農業
経営協定という施策名が姿を消してしまっ
たことに批判が出たことに対し、農水省は、
基本隣⑪枠組で対応することは基本的方向
であつて後退はない、と等えた。

『自l総環境と地域との共生の視点で公共
事業竜見なおすこと』_『資源循環型社会を
実現する社会システムづくり』嘱 子力発
電の見直しと新エネル.ギーの導入』「環境
に関わる事業へぬ市民参画」『環境に対す
る企業⑪社会的責任』の5項目を要望した。
公共事業⑮見直しは概算要求でも調査予

算を請求しているし、市民峨意見を述べる
仕組幕もできている。また礼Pゾーニング等
を取り入れ、蛛 の充羮徹囲ってぃると、
環境庁、農瀧省は国答。権齢庁も人工林の
重層イしをはかり、水源⑩涵義、人間との共
生につとめている施策を示もた。水産庁も、
水産基本法、漁港整備基率濃等で環境に配
慮bているとした。しかし経済産業省は原
子力嶺電の見直しについては原子力の安金
性を唱え、積極的な確保と安定供給を'目 指
すと同答t自然エネルギーヘ回転換lま 量ス

トllj減 と技備請壽断油婦趾画だと消極的だった。
企業の社会的責任についてゝ年次報告や

取り組み報告などで成果の公開を行もてい

る。情部を公開す場ことを社会的責任と理

解するようになり、仕業に利害関係者との
早ミュニケーションを考えているとのこと
だも

**************キ ****
以上甲3分野についてはЪロピイング当

日に担当者のご出席がなかつためで、要望
に対する回答を事務局がまとめて報告しま
す。

(事務同長  永井よし子)
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回嵯護副麓靡鋸詢□洒躍脚籟暉融腹甫昌卜気囲蛯鵬:』 血□⑩白員

女性差局u撤廃条約は, 1979年に国

連絡書望採択さ机,いまでは168⑮締

絢園をも義懺界女性ω憲権です。日本時,

198□年に4ヽ名,85年に馴却性しまし

た.条約は,締絢国に対し,実施状況レ

ポートを4年ごとに国連に提出すること

を求めています。レポートは,女性差別

撒鱚 員会で審議され]。 そ□結果は『最

終回メントJと いう形で,発の国にフィ
ニドバックされます:  |

日本は,Lれまでに4次のレポートを

提出ヒ,それらは,自 自年'(第 I次 レポ

T卜 )と 98年 (第 露欣・第3数 レポー

トー括).図 2画 ::幽員会ぬ輔 対象にな
りましたD第4次レポート《98年提出)

は,まだ屏識されていヽませんが,第 3次

野ポこ卜つ提出期限が2⑩ O量年7月 に
近づきました口で3.日 本政府はこ⑮際,

第5費レポートを期限内暉提出b,第 4

欽○第層批レぷこ卜ロー括審議を求めよ

うとするものと思われます高

1:冒丁舅抒曹昔ン六鱚NF酪 :晨 ι膨星

卜に虚蜘込静ぺき事項等について国民か

らぬ意見を募集
:bま

bた。北京 JACと
しては1世話人会の意見を参考に,・ 私ま
基ぬて,提出1ヽたしました中で,三 こに

そ⑮概要社会員の皆様にご報告しL走 しま

す。
・  Tは

・
♂  f F  ξ l

哺.座り込むべ音事項・

|[総論欧
1国
連開発計画印発表すら人間開

発指数 tttD互)と デ土ンダ写 志エンパワ

ーネント測定鰯皿鴫の格塾に関する政府
⑪見解。

1織論]⑮師劃は,硼D鋼 から,レポー

トぬ準備段階でのNG:画:と の効果的な対

均書を肇喜箇背さ]してしヽ感。隻訂5Jヒ レ劇ド顎ニトロ

中間報告者会開し:Nご◎との検討会を

開催してほしい。

[囲 条帥 ]全国⑪地方公共同体における

勇女共同参画推進条例□策定とNGO⑮

代表 山下泰子

努力.

[2条帥]男:女
非同参画社会轟奉法17

条⑮苦情処理機関の必眈

[議条]瘍愧露蟄』撤廃条納,日本政府レ

ポー ト,1日 本政府へ的コメントなどの広

報活動。

[4業,7条]基本法も定める積極的改

善措置を嘩噛姜画などにも導入す■きで
ある。

な ?香魃     凩 員 ワ :

た男女投割分担観鰤曇⑩熙念G

El l条]民間盆業におけ勘昇進や賃住

について□『闘接差別』について⑩政府
の見解e

[11条 1碩囲肥 同一価値労働同一報酬 ・`

ぬ願剛□日本名⑪机

Ll嚇条 i頃緻 ]纏駅的夫帰則氏制度甲
導入とNG⑬⑪動き。

1

[1儘条]:「配偶者に対する暴力防止及

び被害者の救済に関する法律』(DV法》
の不備を見直すこと③

[霧
i4条

】曇岬躍剋□徹廃鍮約選択議定書
爾早期批准⑮見通bやNGO日動き.

2.N幡□等峨活動靭告

0 司L京 JASは1 1995年 9月 設立

された政策提言TNGO。 北海道か

|ら沖縄まで全国に地域範―力:ス カ彗あ｀
通志

‐ L∫・1 ●‐ 'lす  ピi・ t・ ::ヽ |

0 毎月1固定側全体会, 1年 1回金国
シンポジタムを開催する。シンポジ
ウムの注議ω実現を関係省庁に要請

■する。概算要求についても提言を行
・
 De

● これまで⑬共通課題は,基本法の制
定,コT法□制定で1あ 叩,1)ずれも
法律の制定に向けて意見を提出した。

Oj今後,北京J tt Gは ,①女性差別撤
廃条約選択儀定書in薯鵞

|ム

批准,②
2003年ml第 5‐画世界女性会議の

開催を求める.
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●
ダーバン会議に、8月 31日から9月 7日

まで、政府代農団顧閥⑭資格で参加した。日

本国としては、人種差別撤廃委員会で敵しい

批判を受けたあとだけに、会議に則 田するこ

とが目係で、討論に積極的に参加することは

差し控えた。ただひとつ丸谷外務政務官の代

表発言は、厳しい制約条件の枠内で、かなり

◎雪察堪[営 T啓多島鼈翫営:奮遷層言言彗fF
ヌ
ー

lj、 部鋼   (ただし同和地区居住

者と表現)外国人差別を反省し、人間の安全

保障を推進して、鴫礼唱されている人々の痛

みを感じ、かれらが尊厳のうちに、また機怖

と欠乏を免れて生きることができる』よう努

力すること、「われわれご異なる人々を受|す

入れるようにこころがけ(差具を尊重し、調

和のなかに生きる』ことを主張した。しかし、

韓国代表の提起したR史教科書問題には、や

はり抗弁することを断念せぎるをえなかっ

たことも強調しなければならない。

ダーバン会議は、人権問題をNljの根にあ

Q蠍璽∬なユ 轟FM
の人ul」も、植民地支配・侵略、F従軍慰

安婦』軍事性奴隷制の延長でおる。日本に続

いて、米国も西欧諸国もダーバン会議での旧

植民地諸国の保障要求をはねつけ続け、これ

が会議の議事進行を阻む最大峨難敵 なら

た。この問題は譲場外での非毯式協議にまか

され、Alj室で各プロチクが相談することにな

つた。日本は、オーストラリア マニュージー

ランド・カナダ・スイスとめ鉛 に参カロした。

(これにIまt正式代表だけが出席するので、

出席できなかつた。)も うひとつ⑮難問も、

新植昆地主義の問題で、今回の最大の人種主

秀公路小
一ぽ
鵡

義の轟力的な現われとなっているイスラエ

ルによるパレスチナ民族への弾圧の問題で

あつだDこの問題も非公式協議に付され、米

国は会議が レ《レスチナ人によつて珂 ジャ

ツクされた。Jと捨て台詞を残して賜 して

しまった。

画欧諸国は、非会式協議で、補償問題につ

いては、金餞的珈賠償はしない約束で、過去

行なった植脇地支配と奴隷売買に9いて謝

罪した.パレスチナ問題では、アラプ側がt

M題になつていた レ オニズム」という表現

をBIつ込めて レ式レスチナ民族に対するイス

ラエルの人種主義」という表現で妥摘する周

きがあると旧鋼のシリア代表団顧間から闘

き、日本代表国が彼と情報交換できるように

した囀職疑始な諸ま、ら、薄画期側は、こ曜囁最歩に応

えずゝ妥協はついに成成しなかつた。このこ

とはゝアラプ世界・イスラム世界をがつかり

させたが、これが多発テロ事件のひとつ⑪ひ

きがねになつたの躙 である。

しかし、ダーバン行動計画には、女性差別

と人ulに 魔器躍判り問題、性的志向性の間

通、移住労働者○人身売買被害者の権利、先

住民族、ロマ民族など⑪権利熾題で一定の成

果があるた。残念だつたのは、筆者が会議申
'

そのロピー活動に専念した「職議:と P同地J聞

題噸 する項目は、インド政府の頑固な反対

でついに目の目をみなカユった。その背後で、

提案国スイ尋にインドとなんらかの取弓|を

した米国が圧力をかけたといううわさも流

れ、ダーバン会議⑮裏での先進国と開発途上

国との駆け31き峨激しさを印象付けられた.

ダーバン会議は、ジ主ンダー問題も含ぬて新

しい醐 卸嚇魯瑚醍0協力開縣確定爾会議であ

った。

― T―



23日 の開会式に続いて、各朝9時から1時
間プリーディングセッションが開かれた。続
いて4日 間にわた■て4ものテーマ {①植民
地主義¬⑬制度イしきれた人種圭轟∫ヵ―ストtll

度、:⑬自画幾庭権↓l④グ箇二P電設イL)で 露つ

ずつパネルが聞力ゝれ%等機は様力なテニマ鳳u
コーカ尋が開かれたロテーマ届』コーカスは女
性コーカス、ロマ人 《ジプシー)量―ルス、
性的指向コーカス等、鋼近くに胆んだ。
9月 l,「曰峨朝ξⅢ疇Oi文壽誉操択ナ電予定で

あつたが、意見ざまとまちft文書□刷 に
は至らずに開轡式を口|えた。 |√

・

人権巫等弁務官が:N帥 文書を拒否
N鼎⊃文書は3月 理目に先成しゝ 配蒲され

たガ、文書作成委員長によると、作成呻過程
・

で様苛な嫌講電⑬せがあり、デスクから2oペ
ージにわたる文蟄 琶紛失したと⑮こと口不完
全な辟幅も様々なダ 噸を受けている人々ぬ声
を反映bたこ曙文書は強購闘会議に提出され
奏漕電、がプリ■・直ビンソン人権高等弁薔官
は、そ⑪内容を高くり価しつつiも

、ある特定
の国(イ スラ墓ル七中国易 を認F謗する激しい
文雪が含まれているこ走ゝ 採鋼のプロセスに
問題があることを理由に、、これを各国政府代
表に推薦することを拒否した。

NS□ 明
ワークショップは、輻 フォ■テ:ム会場l.

の外嬢様々密場所で開緻≒れ梅欝ミtどこiでどのヘ

ようなワークショシプ節亀あるのか一覧表かな‐
い口できつぱ蜘わからなかった。

アジア太平洋コニカスは二A闊ぽI遍 (ァ ジ
ア太平洋女性法律開発閂体》力竃申瑕になって、
インタ〒セタショナリティ (人種差昴J、 外国

本排斥Ъ性震酬などの重なり合い》を申fいにち
ム身売軍亀移住魃 等、110のテーマでロピ
ー文書を作成しず闊布bた。
会場ではこインドロ不可触賤民プリットが、

パキスタンとネパ蜂ル⑪デ彎ンタ|テキプル、
日本の部蒔民差矧助に対 してどヽンダー いヽス トラ

イキを膚輝』激しい抗議活動を展開いた。ノドレ

房野 桂
:

スチナ人もこれに劣らぬ抗議行動を無蘭
rし
た.

藤府間会議 |
特にアプリカ⑮開発途上国は1奴隷lll度ゝ

植民地主義め性曲踪ξベローバル化による多
閂籍止槃と光進国によるプローパル・アパル
トヘイトに数bく 抗議し|ゝ 躙勢TEll.と 見たア
メリカとイステ手ルは、馳90人の妻如者をほ
つIボ リ出して、会議をガイ量ットして代表団
を早層と帰国:き畿 古アメつ力のN爾 連合

電逸仄『ヤ弯
=幸
増雫写辱l'費千弄ギ言〒脊≪⊃

『申東』:中問題、「過幸血の問題、「犠牲者』
の問題をめぐって会議は縦糾しЪ最終日にな
つて

'ヽ

文書⑩採搬はできなかった。9月 8日
になもでF宣言」と『行動計画Jが採択されたょ
うでめる。

日率政府代表績調に抗議
ダ…バン剛囲1実続委員会では、今回⑮日

本政府代表演調ぼ牢悌を指摘して『N馳 `共

同声明』を発表し、記者会見を行った。画は
婦人年導絡会も二

・
虚圭酬国際運動、司L海道ウ

タリ協会亀沖縄市民情報センタ違、在日朝鮮
人人権セミナァ導と共にこれに稿を連ねた。

政府間会議申のパネル

様鶉贔荼轟必蠍趾震M・驚菖諦○
れ、私感その機場⑪愚ゃ□ぷ串ノレ謄幽庸唾 。
ユネ曇平窯催p.『グ甲奮pへ斃化と置儀早革命

‐

の時代における人種曇義⑮新bい側面』と運
するパネルでパネリ累卜を務めたノーデル貴 l
受賞者峨ナディン0当ディ寺―さんに11ib年

振りに再会できた申は嬉しかった。    |

N帥インタ‐ヴェンション
NQOを書卜除しようとする動きにもかかわ

らず、9月 懸画.頃油島らN馳 も本会議で発嵩
を認申いれ、様力な団体が3分間の演説をb
た。日本かしばヒ五1畠ラィッ大阪が演説を行
つた。

-8-



8月 盆5日 か嘔 31日 まで、「反人種主

義・差llJ撤廃世界会議』⑪ NGOフ ォー

ラムでワークショップをするために、瑚ヒ

京測LCの有志の皆さんなど9人の市民の

メンバーで南アフリカのダーバンヘ行っ

てきました。カナダで勉強申⑮羽後静子
さんが、各国の NGOに呼びかけて金画を

し、永井よし子きんを団長に、外石栄子

奏_ル (新町 、黒徊節子さん (́Mttl卜 稲
元周子さん (仙台)、 大脇事務所の秘書渡
辺美奈さん、私と科書の画野ゆか叩がメ
ンバーでした。治安が悪く、割 り当てら

れたホテルの玄関のガラスに銃弾の購が

あり、郊外のロッジに移ったり、いろい

ろありましたが、政府会議⑮各国がワー

ディング 蚊 書⑮ことばの詰め)に経始

するのとは違つて、側刷〕ま、今回も元気
でおもしろいものでした.ただし、ナイ
ロピの女性会議と同様、事務局体tllはま
だまだで、ワータショップの場所が前日

に変更になり、暗い灯りの下でチラシを′
500枚書き直した場、肇曝馴%を担当した

た日本からのメンバーは、よく働き、感

謝されました。
2日 にわたつて開いたワークショップ

のテーマ|ま 「人間⑮安全保障とジェンダ
ー」です。人間の安全保障については、

私も昨年から小さな勉強会を開いてい営

すが、国の安全保障とは違った視点で、

ひとりひとりが安全な生駒 Sでき、尊厳
が守られることに焦点をあでたものです。
ジエンダーの視点から、との世界会議で

のフォーラムで目的としたのは、N00の
協力体tllを強化することです。性的搾取

や人身売買の犠牲者ぬケア、
‐
職業コ1練な

どをどのようにすべきか。受入国、送り

出し国で、誰が何をなすべきかなどを考

え、「人間の安全保障基金Jを、アフリカ

の市民社会を強化して、草の根峨運動を

支援する九めに使えるようにしたいとい

・螺

小宮山洋子

うことでした.こ うした目的を話し合つ
た後、パネルを3部に分けて行い、私は
パネル 2⑪ 『国連、国際法、国内政治イ
ニシアテイプと活動の様子Jの申で、ス
ピーチをしました。
ひどりひとDの人間の安全 (生存・生

活への脅威や人間の尊厳争の骨威からの

安全峨確保》を守るための人間⑪安全爆
障をも同本は、外交⑮柱にしようとして
います。1開9年に%。 日本が提唱して「人
間の安全保障基金Jを設立し、約 5億円
を担出ヒました。その後亀毎年拠出をし

てもまもなく188億円になる予定です。
基金lま、国連関係⑪国際機関が行うプロ

ジェクトを支援し、配 0も国際機関ぬ実
施主体となることで支援を受けられ轟こ

とになつています。これまでに、医療、
教育、農羮などのプロジェクトで実施さ

れています。 yプロにもT部出されてい

ます油Sゝ 坦⑮基盤を、もっとジェンダー

の観点を重視して運用していくよう、女

性の議員として活動していきたいと思っ

ています。その申には、もちろん、ここ

でテーマにしている性的搾取や人身売買

などが含まれます。また、NGOは、現在、
国際機閲と連携をとぅて実施主体になら
ないと基金からの支援は受けられないの

で NGOの主体性をもっといかしていく
方法も確立していかなければなりません。

こ中ワークショップには、アフリカの

各国や力予ず、ヨーロッパかしの NG0
や国際機関からの参加があつためで、グ
ローバルなネットワークを作って連携し
ていければと思つています.当面、12月

の横浜会議で、下緒にワークショップを

開く準備をしています。

-9-



「
♂ム哩轟晟い質〕董葬馨餐塾劃鰐轟罫睦乞量重聟嚢言θ曜窒郵延⊃♂鼻L権 」

二民はア晃冬閾灯笏磋ざ
'判

言

8月 日1日 かし3月 7日 までt南アプリ

カ のダーバンで開か机ていた反人種主

義0差層』撤廃世界会議嘩時間会議には、
lⅧ 力国とパレスチナ代表国が奏測した

巣′
渉会動半ばで運場した」

3九
積差別と過去

⑪ア李μ議ド看するは 聾鍮 豪岬越
えて、次世代:次世紀に向けて差別や、

8町鰤畠讃又ぽ鱚碁入
NGOに ともては

-1こ
れから口世界の動き

に暗雪がたちこのできた二とを、ダーバ

ンで強く感:じたことでおろうも二尋―ヨ
ーク同時多発テ白事件は七世界会議終了
から地曰後に起きた。ダ■バンでの悪夢
が、想像をはるかに超えなな悪叩シナリ
オで現実になったので赫る。

:

筆者iよ、国連 NGOの反差帰J国際運動
とカナダ印NG③ 億岨鶴血巴逓面醐 と口共
同プロジェクトロ立ち上げに参力国Ъカナ
ダ政府と国連人権高等弁務官事務所の後
援を得てN帥 フオーテム会鋼中口3月 ・

鶉‐29日 t「プタリカにおける搾敢由移
:住労働防止口ため,pl人 :間 1中安羹保障⑮促

冬携∫醤譜鼻欲驀祠蓼〕筍
ップを国際プ白ジ皇クト会議を準備:`開

催した。アプリカ、アジアゝヨ止ロッが、

北来、日本からの議員 N8● や研究者.と も

ILOな ど⑪国邁機関担罰者たち胸 80名
が参加した志            :
ナギジ土リアのも,ビジ blオ ラテルーオ

ラ.グベ
.り (M00 my占 ダーで国会議員)

iま、人身売買が国際組織犯罪にとつて巨

大なrll盤 を生むビジネスであり、そ⑮利

益が武器売買に当てられている起と、最

近アプリカ沖で 190人の子供を乗せた I

認後 静子

『奴隷船』が発見:套れ出がも警察の手抜
きで子供口●兄はIな どんどれからながっ
た足と、二・甲ような実戦を国際的に調査
し、対応できる

:蜘・ぬ:ダ
・口■バとな協

農厖魃釉/mm滉導鰤
:

闘うことのでき:る女性議員
.と NttЭ ⑮グ

'口 こニン電脚レで運贈魯野躙 膚計ットワTク を作る

上野列 鴇
條 憑 灯 申 熙 鰤 抒 祗 赳

∵

厖昌嘉碁‐書ぷ「翼露轟撃冒肥態霧靡撃紐
写雪隧竃愈

奈さんこ筆者幅がそれぞれ報

岬   焉 写為
め
な繁言}奪雫L暑:顧ギ馨予鍵具馨嘗霧亀
炉専れ写F嘗曇γ当登警撫扉驀馘隕胞T
配慮弊纂響l藝堵耳兄畠鷲墓量鷹腫「魃.

贔巡熙絣
鴛蜃蜃貪鰤億

°セン襴澱浙

li喬ユ辱プ塁弔五4錬写盗ン綽又纂鳥絲兒
冨趙彗冷雪幣番±闊嬰珊萱辱嘱辟筵言飩
霧薫鰊憮巡撫鱚憑暑肛贔轟掌誓軍露鶯曇
当櫻雉膨馨:顆、鰊管可乱Л
曇ユ暴摯雪貶量ヾ鰊祠ぎ鷹拶『、

°
墾躙T

馨八檄襲SfTTし出〕卜蔵贔埋泌@柩
につ紳で話し合う:予定でお3。

亀
l⑩ ―



私たちは、テロ報復m縫胸①武ヵ行使に反対します 0・ 0

9月 11固朝、ニューヨークとワシントン奄襲ったテロ①惨劇は、私たちの脳裏に

深く刻まれ、犠牲になった方々への哀悼の気持ちと、無差別テロに対する懇柳で曲が

一杯です。平穏な市民生活を瞬時に奪った製不尽な行為をも私たちは決して許すわけ

けにはいきません。

しかし、テロは、ハカに依らず、可能なかさりの平和的方策を駆 して根絶すべき

です。その手段が平和的・合法的でないならば、再びテロを招き、新たな憎しみと悲

しみを生むことになるでしょう。力による組組は力による更なる報復に連なり、問題

の解決には結びつきません6武力締争⑮もとで、これまで多くの女性が抑圧され人権

を侵害されてきました。軍隊□あるところではこつねに暴力による犠牲者が出ていま

す。そして寸炉覗騨邪辱き着く'先には、私たちと同じ市民、製 やこどもたちが暮らし_

ているのです。

世界の指導的立場にあるアメリカは、その立場にともなう寛容と責任に基づいて行

動すべきです。いたずらに武力による報復に走る顧ではく、まず、テロリズム発生⑮

根源を追求し、それに対処すべきです.

また、日本政府は、これを機に自衛隊の海外派遣を既成事実イLすべきではありませ

ん。いまこそ、国際的常識と共感を、日本国憲法□精神に基づく外費
jl雹 よって形成す

る平和の使者とヒて□役割を担うべきです。

そして私だち自身は、世界の女性たちと平和のためdiDネ ットヮマクを.つ くる通とに

よって、武力行使を防ぎ、冷静な話し合いと裁きによる解決に向けて衛動したいと思

います。

北京 JAC世話人一同

2001年 9月 25日

戦争の世紀であった2櫛世紀と決Bllし 、平和と人権の世紀へと歩みだした今年、ニュ

ーヨニクとワシントンを襲った暴力行為はなんとも無念なことです。悲しみと怒柳は

ぉ、消えま巻嘉。北京行動網額で、鵡 紛争と女性について議論を重ねた結暴がこ廿項目
~

の戦略目標となり、平和と安全を誓っ1た ことを私たちは忘れてはならないと思います。

アフガニスタンの女性からは≪厳重な制約の中をくぐり抜けた14回 づけの声明が、

ネット上に届いてし1ま す.テロ犠牲者へ哀悼の気持ちを寄せ、国時に、テ回の背景と、

武力行使によってこれまで以上の昔難に陥るアフガニスタンの民衆に触れています。

一節だけご紹介いたします。「アメリカ政府とアメ噛力の人々に知っでもらいたい。

アフガニスタンの費ヒく疲弊にた国民と、タリバンらテロ唄スト犯罪者との間には大

きな違いがあることを……』.。

今回は会員の皆様にお諮りする時間的余裕がなく、世話人の合意による声明となっ

たことをご了承ください。
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』巳鳶J渾嘘〕節ロロ シンポ馨ウム 会 計 親善

〇

__:L     り湘LttШ血目舗掴 全国昴 ポリウムロ菫船鋼由豊L壼す。_____ゴ

鰤 鰤ら

0第 6回全国シン:爛ジウムを踏まえたロピイ

ングが終わ枷敬膿おむ要塑書⑩歌bい方はお

申b越しくださ'いo曜爵軍卜代と曜麹

○全国シン爛ジウム⑩曇体シン轟場調場がで

きました。無劇くださわた発言3とテ■プを

起こしてくださ■た仙台皿慇に同識します雪

⊂嬰雲"代とO〕

0テーマ馴回ピイング鵬続盾も鰤鵬隼慶予算

鐵癬弊霧求障関参高國:ピダング警準備中です。

同時は策定です部、緩曇鋼の方、ご連絡脅ロ

:『北京」AEマンスリー鳴鞠勢号』    1¶3東慮都真薦匡拳駒諄調報報醜 =:

北京」A鰯カレングー
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世界女性会議ロピイングネットワニク
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Д過2:囃鐵∃             求ヒアリング麺黎告

橋本ヒロ子

〇

響を
言

lすた外務省⑪減少ぶり
ず

目立
ァ
た。

由国臓 O議
①男女共同参画に関す る国際比較調査

51百万円

〇男女共同参画総合指標作成のための調

査研究 12百万円 (ジ生ンダーエンパワー

メント測定の上位国熊よび国内の円

男女共同参画に閲連する諸指標/デT夕⑮

収集、把握、分析t解析齢 い、勇女共同

参画に関する指標⑪作成。)なおゝこれら

の調査報告はインターネット等を通じて

10月 鐵 日、鋼醐越損鋼鵬訂3雛
において、午後 1時半から5時まで予定を

30分オーバーして行われた。内閣時など8

省庁が出席 b、 JACから口参加者は、斎藤

副代表、永井事務局長など9名。折悪しく、

衆議院で可決されたテロ特別措置法が参

議院で審議されて鵜つ、議員は、議員コー

bカ スの世話人で今回のヒアリング⑩設定

をされた縮 山議恣曇署知同地席となも起。

瑚ヽ宮山事務所を通して、事前に各省峨概

算要求書を取り寄せ、各省局Uに提出bた質

問を中心にヒアリングを行った。時 ⑪反

省を踏まえ、質問を焦点化したつもりであ

ったが、時間不足で実つ込んだ質問が出来

な力ゝつた。

内閣府邸 は、各省共に前年度より減額

要求であつ走が,特に曲 肖U減と円輔

以下は各省⑮予算とそれに対する質疑⑮

概要である。

なお .ゝ逼れらの予算は概算要求であり、

最終的なものではない。毎年 2月 ごろ、市

りl疇枝記念会で行つている国の予算を聞

く会で報告される的は最終的な予算であ

る6彙糞麟ケることでも蠅 関進錨譴算靱°
が現自になる。

また、男女共同参画関連だけでなく、各

省の予算全体を分析した上でヒアリング

を行うことで

「
業共同参画予算口位置樹

けができ勘異的であ轟力電、時間的 0人的な

制約がある。

管時によりゝ 男女共呂参画の定義部やや

異なり、高齢者・障害者などもぶくめて,

これまで配慮されなかったグループが事

業蠅鷹豪り噸翼薇合は、男女共同麺 として

いる場合もある。

醸 される。

①女性に対する暴力に関する実態調査

16百万円 脚書経験の市無を加えた調査

を行いも加書者の夏正のための指導方法等

について1カ駆的な脚 組みを調置し、対 .

応策について躙

①男女共同参両社会促進のための人材育

成 鋤首万円   県指定都市の男女共

同参画担当者、女性関連施設職員,女性関

係圃帥豚画纏調蝿気に対して司閥菫し人桐曝豹義
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計

を閂るも市町村田担当者に対してはテキス

トなど輻 b:‐ 闇猷碗糞費繭塾)

今年 5月に副大臣ヽ 機において鶴内閣府

から各省庁に、1副真暉費長と:す晏男女共同

蟄眸濶汰MPI燒凩誌は
本部は活発である動裁、多くの省庁では名目

だけという即象を受けた」

鰐女共同参画局のi師 暑面遣員を、側 法

闘幅と苦情処理で築年度島嬌輻 員を要典

: `:hi

少子ィ直対簾にo瘍 でヽは質問をせず、鱚等特

釉 靡 予 竃Γ  
愕 隋 ど

以下はその国答であるG

O雇用の分野iごおけ雹均等機会 0待過

職域拡大田ためぬポジテォプ0アクショ

ンなどな検討するためt硼 口帽予黎副昨

と協力して『女性⑮活用機進協議会」を設

置しЪ企業トップロ

"調
改革lこ努めているL

雹層熔灯置『熙踊菖晟晨舅會絣:魯馨量
ぬ従来どおり来年度も調査   るc

彙ツし写屏晟熙冦当抒恣鸞巡飩稔覺焉基準
顆ti需祟賣重::楊葦置童渕貪趾靡鬱宦仁竜
量b    筵亀恣黙ET驚恣瞑辟紆疇ン
絣琲箕儡 ■
R贔隧鞣撃≒露趙鱚襦
鱚彎lξ慇恣必眩М籠胞

｀

獄曹鳳瘍趙∫菫亀        蠣雪
又魃鰊G【沐羮χ摯:孟

が整肺ない状況での手当ての削減は衛押 :

ないよ|ラ 要望した。｀
女性差別的式婁ガ議義量量デ平型車報、特lこ≦彗ゴ謳日曖⊃非置劃固五|

向上を図つせいなぃ高齢者対策譲畠女妾`.

国参画予算にはいつてblるのは、男女共同・

,き画墓爺評面に基い言L∫るた感
・
と
'い

う説
明力雹あつたよ

逸 凱 鼈 [ ◎ 新 規 :。 1□ 織 続

①舅女の家庭・地域窒活充実支援事窯 襲

百万円 《黎 嘔手ンパワーメント支援事

業Jの組替え、女性団体などによる実行委

員会を設置し:時に昴性を対象置した講座

朧 鱒 濶 渕 首  琥

性ゴ脇支援事業 120百万円 《地域ぬ円 と口

協議会のM
O学校教育に精け乙男女平等教育

学校教育におけ勁昴女平等教育⑪推進

につぃでは、事滉剛賽製園Mにより、公民、

社会科、家庭 職ゝ簾監括などで、N女が対

等殉斜蓄湖超身であることな議購走ることにな

つている止いう躊
教員研修に関してジェンダーについて

の研修事業は、中央研艤講座l辱男女共同参

画やジニング轟の量マを入れている。都道

府県ではヽ 初任者研修ご経験者研修などの

人権・道徳などにそめような内容を入れ込

ん熱 3ヽ。 まだtエギズ教育⑩た出教師用

参考資料を作成・配布してい畳も

0教育委員会、学校散青□管週職のulj

宅成 1年とil年1を鹿職すると大幅ボ

伸びが見られ、議青委員会では平成 11年

に都道府県で 16.鍋から 23。 鋼Ъ市町村で

7・ 郷から'18・ 鶴も学校管理職では4ヽ学校校

長が 2:1蜘 らゝ 14o%1こ伸びて喜ヽる書教育

界の借雪輔購辞酔苧がためいtポジティプア ‐

クションについてはt帥確ポ国審節毬なヵlっ

た。      
‐

'

Oジエング宇教育t尋女共同参画教育に関

する指導資料    で騰九    |

〇
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農楡ホ鷹省 ①新規

2000年に実施した農叢センサスによる

と家族経営協定の締結数は 1詢00件、家族
.

経営協定を締結し、経営に参加している円

偶者は副囁萎攀磐者と同等の極いを受ける

新農業者年金制度が 2002年 1月から実施

されるので、今後幽締結数画増加が期待で

きる。今年 5月 に設置された遠藤副大臣を

本部長とする農林省男女共同推進本部は

新潟具、長野県で現地懇議会を開くなど積 |

極的に農村の男女共同参画の推進に取り

組んでいる。

.○女性起業計 ビジネス化支援事業 71

百万円 鯖卍璽θ躊璽吻副瀞鋼発信に向け

たホームページの蒻 、インターネットピ

ジネス晨闘セミナーの胚催、企業リーダー

育成のため④先進地研修など)

①女性アグリサポートセンターの整備

(学童保育、健康管理などの設備を備え,

女性農業者による特産品開発や農産物加

工などの活動を総合的に支援する施設帥

外務省

ODIA:霧が 1酬減額となつたため、国際

機関範 趾 支援はアジアエ科大学峨 WID

講座支援以外は軒並準

「

輝鍋黎 第4

回世界女性会議で日草政府が約束した 肛D

イニシアティプに基き、日れ が設置し

た国連開発計画や国際農非開発基盤の WID

基金Iま 1瓢減、側IF師、I鵬Ⅷ釧、酬躙剛

のVAW基金などへ鉤醇出金は、日本円で約

2鍋減、ドルでは 日酬減となつている。ODRL

の総額が 10%減だが、国際機関への分担金

は減らせないため、貧困絣 、.WIDな どの

拠出金を減iら さぎるを得ないという説明

であつた。

」lmの開発調査における WttD配慮同員

33名が来年は 0要求になつているのは、

JI鶴 予算臨 しくなり、諄 期 を組換え

したためであるが、ニーズに基き、派遣予

定ということであつた.

女性差Blj撤廃条約⑪選択議定書の批准

についての請順ぷ参議院で採択されたが、

同議定書⑪批准ll向けで新たな対辱を行

つているかという質問:lこ対しては,『真剣t

かつ慎重にJという定型的な国答しか出て

こなお た:榜年 12月 に北京 JACが行つ

た固選択膚鍼羮夕明趨朧のための嚇 に参

力国した螂 明ゝ     るというこ

とになつているので、そのフォローアップ

について』ヽ宮山軸 画を通して報告して

もらうことになつた。

M軋
O女性lこ対する暴力に関する調費研究 勒日

齢駆珊翻

平成6年から実施しており、短嗣勤鍼調に

収容されている性蜃罪加害者を対象とし

た各種教育的働きかけ峨充実を図るため

の調査・研究。

0人潅擁謹脚度
『人権擁護委員は平均年齢も高く、一般

的にジェンダーに対する意識も低いと言

われて幅 ので、これでは苦情処颯制度が

機能しないのではないかという危惧が女

性団体やデ貯 プに強嚇篭人権擁護委員⑮

活用Mに ,曽晴処理のためのシステムを

作ることは検調達れないぬ力Ⅷ という質問

に対し、そめような点に留意して任命する

よう市匡町村に要請している。また、人権

擁謹審議会で人躍 讐員のあり方につ

いて検討しておりゝ 今年度中には答申を出

すという国答だつた。定年制、任期劇など

設けると共に、任命を市区町村に任せない

ようにと要望した。

0女 性の人権ホジトライン

2000年 7月 の設置以来、相談件数は5354

件で爆月増加する傾向。バンフレットの配

布などで、広報すればするIま ど相濾 数が

増える日3分の 1.ぷ女性に対する暴痢 0虐

待、セクハラと尋トニカニが各 報々、職場

における人間関係や労使関係などもある。

湾悠時間は 8:30-17:③Oで地域によつて

は時間外でも術らでいるが、原則として時

間外は留守電か f眠。相護者は常駐人権艤
〇
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訃輩

を:

]

議定書の批准は出来ないとして町Ъ尋最高

女性起業家⑮相談 0指導も行つている。

は 瀧 剛 麒 眈 嗽 躇 :

●I・雷パリデプリユプロジ三クト

TI
麟   |

イ  面 蒜
・
醒1轍然 鯰 鯛

ヵ墓かど⑪殺害女性面人権警守るための

研修lこついでは41都道府県⑩警察学校■授
業]  んている占°またも脚法について

「

雪|:1   躍鰤
∵ 朧箇躙 ?轟で
協鶉ξ講可鱚辟ト

柩珀鷹鑽胚鑽瓢隧贔黎
・

I健             ⑮暑轟
レ亀      :票

lム

:ノs'ァプリ守が嘉姜

葛交通管制チ暮デ|を取り入紀うことで
事故防止に繋が機。またt交通管制システ
ム善増設することで子育ても安Jいしてで

1冨地詈こ壌予ンP事裔1°

本が社会暉姜画でき尋ので用女非同参画

予算にはし`■たという回答だつた。

ているが、刑法,,売春防止権撃ど改正す骨
予定はあ動か醒い|ラ 質問につLlてはゝ 輿下
みょぅな国讐■:li ‐ll・  ・

11   錦猛涎魃魃慮jゝ色:

の惜り入噸 醜 椰り畿鉤 ヅ 又

慇
奪業曲聯熱辱輸号鱚 ltt L鼈

略臓量デ熙量育
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『 北意 JAC O覇調』

50号・51号卜ら

●基率計画の公開学習会 国の『昇女共同参

画基本計画Jと県Q「男女宇等推進プラン』を比

較した説明挑 とに行もtと肩謄劃こ、10月 に予

定している中島通予弁護士を麺えでの背慟闘

題に関する事前学習を行づL
O県の続 する『男女共同参画に関する条例

検討骨子』に意見を搬 ることを呼び卜け。

0昨年 12月 に知事・県臨 長に提出した条

例に関する握言書につしヽて、県女性政策課の

意見聴取が行われた。尋の話喘 し`は1基本的

な考え方として、暴率法を超えるもの鶴 いいも

としつことを前提にして行蹴 。卸L京 Ltte新

潟は、『条例の名称%前文及び総則的事項』『施

策的事項』「その他』4これたって、意見を述ベ

た.

0県内各地で開かれた県民の意見を聞く畿で

は、北京 ♂曜言新潟のバンパーが整表者として

意見を開陳したことが、新潟、長岡、馳 釜瑚所な

ど、それぞれの曲想文が寄せわれて聯ヽる.

『洲嘉L蝿仙営』

15号から

015号は、7月 の第翻画全国シジ競動 ムの特

集規 仙台酔鰹 会員の方 の々分科会報告から

は、準備から大会当日、そして後始素に至る長
い時間の書労と達成感が行間に満ちせぃる。

‐
寺

ンスリーとは違う視点も感艘込まれ:非常に興味

深い。

●大会●日におこなったアンケートの結果が掲

載されている。回収数は多囃 はいえないが プゝ

ログラムのすべてについヽて、自由記述障 とめら

れ、今後の参考になる。運営面へ⑮言員もありt

アンケートは成功した。

●数回は 11月 1日 発行予亀

『世審事憔厠∃剛幽理由曇進島リゴ11 ・
1        18号 哺あら

○岡山のこ印号も金国シ潮 ジゥム報告号であ

る.特に、金俸的報告に加え、国山連絡金が担

当UL『教育』分科会口報告が詳しし■

0モの他もサンフラ漆澪準嚢旭Ⅳシェルターの

視察報告と、ォラ珈 福祉報告翻 魂
0岡山県内市%に おける勇女共同参瑕 進

に関する代2回調査(T郭 》Q申蘭まとめぬ数値
が導守でいる。国答率では、囁と市が100%に
比べ 町ゝ村が54.5%だがく条例測定を終えた

県0回山市○倉蝠 摯かにと5市7頸境が条例
の制定を予定し・動略という。 、′
0挟募込みには、第蟄 テ鍋 ⑮商業的性的搾

取に聯 る畷 輻 内と同時に%マンス

メー54号掲載働『新たちは、テ回報復のための

武力行値に反対します』という世話人一国のア

ピールが我せ腋 しヽ観 与Wヽ       |
●岡山連絡会は日周鐸祀辟レンポジゥムの記録

集機 行し】亀     :

『』朦 朧 ふく譜醐「     |
3号から

・

●∫JL京 +l③』に向けても『ふくお盪 NGOレ
ポート』をわく蜘妻せんか、とぃう躍動膳離れる呼
びかけが行われ」 嗜.          |
0最終ペニジには1全国シンポジウムの宣言賞

嫡 机

●きらにもィヒ京プラス10に向けで、テ義ヵスとめ

共催事業や各種事業に参加、「世界女性会議
・

におけ響 許 アの画能性』や|ゲ建―パリゼ出シ

ョンと共闘啜安全保障』tあすばるラ手スタ参加

事業可 脈造つて退んなれき方 !!』など盛だく

さん.

0周L京測枷G九州0山 同0沖縄の第3ロシ端 ジ

ウムのお知軌蠅 .(すでに終了),

o桑blll轟端為葛県議会藤聴ゎ緊急印L知らせ
も同割磨れている。       「

 :｀
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lo月 11'同 も         呼ぉい
:て

、上記DV達縮会□圭艦によりゝ 意見慶換
t会錮躙 制亀 鷺悧階髪鍵軌力城雪で力島幅奢荼猾村

'■
1帥電意鳳爽換を魏 鰊 礎整えでこの国⑪

=・ :第由|口蔵職刻製齢[   もので、それぞれ
°

: ―⑮画
Jl開

孵鱚錮瑚閲と貪胸壼[R錮蜃きたメ
=レンタ 裂鰺動画

'も

れ::おりしもDv理蜘朧
 ヽ ■行ない亀3日 l置控えてt軸い      とな

.

・  :っま4話如    駒入[‐機卿鑢 鰹 |

割 は11人におよ醜女性議員を中』闘調贅詮`

i  t綱¶醍桑にこずもけ   蜘 は世尋
・
もの

:であつに 関係省はから1亀 内閣府:接続管、
・

8節 、      ど⑩担彗者が出席∝

.  4最初に、LT淮鼈5に関する

概算要求について暇説関はつbl礁 連絡会麟

¬_ ら]ム 蝙典相        躁瀞動と明

記して    る口魃靡 ¬榊 啓逆

に常勤趣明記ちでき曇峨卿 Ъ哺ミ相議員

とご瞳垣曖鯰劃曲ミと罐噸笏鰺轟硼白囀 く、可朧製

の常勤    8名⑪酢で圧倒的}覇饉讀輔言

多いと呻ラ』齢枷澤おうlL醐蟄%轟員峨

曝?恥 て成    と口靡靱けつれ
:   

職務関係者に対するDV濃研修について、
y珈範躾   蜀輸運にはり餡蝠知%

÷1・  赫 聰 蘊    墓駿。.

_.屏歩い甲利と   剣甲暮l号 雖
i

毅‐ 饒    盪 るp

l mlimm灯曖m_
l   Ⅲ酬獣所で、人権朧蓋剣錮こはバンフ等驚

1雛雌
修5については謗務省では不明薔連絡会ねら、

圏閥躙[馴諷 鰤知らせ遍カード絣 たヽり、

事DV岬 :通報囃 くする
たⅢ岬 テユ漁嘲晏 1葬Ч帰
DV支援ヤンターについての準備状況申扱

J、に関する質問‖こ対しt内閣廠か幅]亀 どの

施設をセンターl   る「かにつト

県繭驚検討中で、10月 9日
―

_当者会議で鶴

ロセーシタ■担彗部局爛    :②宅ンタこ

施設口指定 ⑩センタ守的センタ■口指定 洩

④指定嘔広報⑩4点を要請したという。また亀

センタ‐の   く
′
鴎ないと内   え

ているが、市町村施設ではセンタ■機能を具

艇 ないと見ている。これに対し、陸ンター

が援助をすることよ叩

翻 特莉闘裂祟申しつ る蛛 がヽあるJF繭
利鱚銹 懇饒たさ輌 Ⅷなど   雹酬さ

れ、法口趣冒1理旨れ てヽ籠時すると口画膳が

あるた      :
また、関心を集醸ていも爆誼綸令の申ヒ立

て悔伴う晴謝馴邸部導藉ン勤 口提Mについ

て底 同判曹刺鯰膿鋼だと思う囀b言倒輔ゝ

の開階電膨要になる申乱 迅冬に入手できる

本人潤用意する起とになる』この回磐があつ

な さらにゝ      と口関おり⑪過程 |

でも    ○繍隋夕融電多く、15醒諭綸い

務― ぎ螂 高く:そのために副暉輸お亀れム)

があるぬではなし哺私との霊間に対し、臨

暉 と違う。     起魯減ら嚇 で

く出せるようlと し九JとのR・
警察の意国口覇門的蒟議と瀾切な対応にO

して岬醐鶉帥 tl響岬都も薩 .躊 |]竃琲

讐乱輩鍵鑑灯罵乳
人や関係者卿証きな見極的で調応するとのこ

とだっ亀

。
○

-6-
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DT鵬鯖 雹塁   り部ら |

「配僑者から印暴力⑪同    ⑪保割撒 る納 等l尋ついて闘く会』

〇

10月 15日開催の標記の会は、エガリテネ

ットワークの主催で内閣鷹講堂において開催

された

今井内閣府曇画官から、鼈     に

よつて成立したこと、本年4月 13曰 に交付さ

れた法は、二部を来年4月 1日④施行とする

ものの大部分iま 10月 13日に抱行されるなど、

内容のあらましを内閣府発行のパンフレット

にもとづいで説明が行われたご

この法において、配偶者とは婿醐届を出し

た夫婦、自縁      該 噺し、単なる

国棲は含まれなしヽ またこ支援センターは、

施設⑮名称で篭く鼈 であること、したがつ

てハードにともなつ茎率はなしゝ 既存のもの

を利用して割鑓醐晰聯輻 を果だすことにな

る.その地虜鍵錮は繭瞳鷺 たとえ   ン

タ      など     t自 [聟絢に

センタことすることもできる。ただしち市町

村や民間の同様の施設けセンターにはなれな

し、 さらに、日本で初めて法に取り入れられ

た保護命令について口説闘があつ亀

続いて、理      カユ亀電専門調

堪酪無議罰塁mと 緻 膚爵葬|こっいてあ機周涸t

あつたも下 雷随鵠勢は、勤 ユら1曝暴力に晰

る調査研究が国標だがゝ当面はDV法⑩円滑

財 覆輻愉雄 中、し、10月 _3]に

まとめたところである囀こ峨却告書について

は、岬 女共同      カユら、あらま

し期 が行われ亀

讐黎庁の加地さんからは、警察庁の取り組

みについて、喉 に感じた     警敵

置し、膿 ある毎にそ仰徹底を繰り返すこと、

婦罐姉令に関わる相躾等嘴 な調録と保

管」を行い、金ロプ斉⑮ 日配偶者からの暴力

相談等対応票」を作成しはじめていること、

に関わる機蟻輻議描卸覆蒟鸞歯お令

諏     瓢婦請り』臨 の製 な任務|と

識 し、        剣緻こと、保

證齢令に関わる1時報を警察職員へ周知するこ

と、担当詢 周知とカウンセリン財 の

背得などを開始すること、横磨者支援自絡協

議会轟 罵することなど画説明が行われL
鷹匁控労曜調OC癬郵吻燿晰劃動画J蹴簾著劃露力)ら lま、

岬 4月 :L目 llは翻置され農洗鋭灌置に

野 は諦は されたこと、5月 にかけては民

闘ジエレ藝■調査を実施にさらに拿回帰大爆

|:当訃躊肌欄詢騨労抒]坤脅す
でに2回開催した二とな』研鞄丹錢b倒L
会場静らは        L )

・カロ倅者は 町醸け・る」『愛のな世るわ罰 な

どのコV珈暉翡懃鍮固蛛 を動醐ン研戦ししゝ

・加書書は     レ霧ま
Ⅲ
九 お金も渡

さなし、             の立場に

立つ安璽薩保と必要な措置を求める。

・シェルタ踏画面在を明部にしておけなLh

硼 貯 難 炒 蝙 瞑 抑 』尤 閻 t“嘱 ま

た、決意する直前の適鉤な対応を求める。

・裁判所ぬ申立性がカセになつている。加害

堵越蛹舗理にも中立椰乳 制暉繁静雌 しれ
‐0捜聾動餡謳錮辱儡誹 るべきi観

01爆轟罰粋瀞胞覇郵卜にくしゝ j繊撻轟舅ら琶撻計k裁
判lこ手間取るう嚇 つという間に6カ月掴算乳

1      臨
_飩

も齢 し喩 ‐じし■

など、貴重な意    ま出されれ

最後iこ      から、内閣府におけ

る最近の界     に関するh策についてく

10月 3日 l       した明女が鄭覗夢

国会議における霊槻ぬ     と『男女共

同グ画社会の形成の提燎に関する地策の実施

状況⑪師 に関する平成 13年度⑪活動樹

について』醐説明があつた。

(ま とめ 緋 よし子)
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:魏プロ菫国シンポジウムI=つ膠Ъて⑪椰麺蠅 :.

●日,時:塵●0を或吊7月舞□目《土》島軍¶園《日)時間殴定憾椀討申

pe農場繭却含でも分制会[鰯またIま7なので、
自要な面で1きな忠Ъ節   でいる高
謄聰り上]弔酪高

・○湿‐
模:1菫悌自割Ю典

:

日主:催:北高酔幡こ世舗虞

北慮麹鳳
・
轄

.カ

レング■
★理囲 1。 1lc錮 触》 1851剛レタ鋤 :艶  .

真京国女性センターB研

テムマ :テ由と女性
お 話 べ酬]蹄けい子さん

(アプが詰硼女性と手どもを支援する

欄    
『アプガンの女性と子どれ』

② :   ち遅韓祗副晨》
『テ回寅趨閲蓮:議淮‐占憲法』

趙巳ξ膚滲猷顆陽饉朧
澁雪淋 ]ン  躊
′珈‖饉  柵曹
追とにいたしました。

★錮OLD12。 0〔日》‐
.'ユ

8:1錮～15:39・
‐ 臨    ンタニ

t

テ■寺:オブレ|夕労働醸晴 1
視察にいろレ縫報告強軸 た`し`と

中***゛***串 :♯・ホ1串 申***
毎慶例会纏了後、世話人会を開きま鶴

〇

―   喜理醐勁m幅

▲9月、
・
10月 とロピダングが続きました。

司朦諒鵬膿 ぬ性となる重要黎 ですが、

国会とω関係もお柳同鰍 定に昔留してい

ますじ橙0なぬ圏国ともハガキ通知を行い

ました。し力動し、書珈膚憶時間的醗裕のあ

った国国国についても少数です鳳どうした

螂ご参れいただけるでしょう満、

ムロピイングで購縫窯も多様な性□あ蜘有に
対もち省庁岬『健金なる』『正し野%』 性意
識と表現すもこと[こ Lに として異議を唱
ぇできまbたが、今回ぬ:ロ ピイングで文部
科学省力琶鐙口絣 避けまbた。鑑 釉
薗あり方に留看ナ局iよ うになつたと置惜
とめてよいと思おれま九

『 哺ヒ京囲幅マン風リー 第 3日 靱
…      2001年 11月 1日発術

麟 こ埒行  :』畷軍鰯 軸 局
i闘 勲嘲譜螂l●嘲 翼 時脚

i   永井よし子 ‐

1lS I純齢都文鯨嘔劃輔耶1■錮―懲
コ‐ジユ徴彙固廊本ピル剛

]『 0酢幽理疑錮2日

‐                 .

-8-

司朧 諏 ]割雉



■嵐り_北順肌 ぽ 端駈号

世界女性会議ロピイングネットウ〒ク

出園詭山田醐施醒露轄 囀 ¨

:式
'

12月 号 鋤91年12月 1固発行

。 lヒ
貯

も t

報告蔀制 ]‖崎けいギさんは プリーの映像

ディレクターで Fァフガン女性と子どもを支

援 す る会 」 (会 の ホ ー ムペ ー ジ

ht如1/緬.」ca黎9蝿/幾輸 Ⅷ 瑕 )の
主宰者でもある。メ|1崎さんは 抑駆年にイン

ターネ ッ ト上で 回鵬 (降ml叫動胆町
鮨圏ociatimぱ 朧 蝙皿ぜ 蛉 hiS闘
のホー

…
訥誤証ア フガニスタンロ輌題

・
に扁心を持つようにな鏡起 19開 年、鰤帥

年と印帆年に、ノヾキスタンにあるアフガニス

タ   ャンプ輔 問し騰 まな 鰤醐年

に|まアフガニスタン中首が脚プ■ルに、プル

カを着て非合法に着入した。タリノ亀病唖直式

を承認をもらつて論闘すると大体1同 礼走り

数百ミ凩 られる選[す動 く、撮影も制限さ

れるからだそう起 撮影雌 曖議蠅燿叙さ

れるだけでなく、制 雹危隕にもなるため、映

像はなし、 一 ___   .:

にく1亀め、歩書にくく    穂また、
プ蟻 を話ている女性膊講:も同じように見え、
モノ滑貪凱歴T嘔ようだという。タリバンは

女性を人間とば ではなく,モノとしてし解

機っていないに ブ触 はその象徴Dよ ラ

なもので飾る。また鳳タリどベンlム 女性たち

力島ら     を動 礼ゝ 嘲選鋤塾む1平粋ガ雹
し商Lし、麹     くなったり、タリバン

に逮捕されて隋 でこない聯 、藤 の道力琶

11巻b■ .道瑞¶鵬Jヽをし、

なする。未亡人でも1売春をすると

石の死闊となる]買わ客口ほとんどはタリバ

ン鰤 ヽ蜃玲罰猾動 して非舎法層行っている

ことをたでに瓢 L励覇脚こ値が卜寵 り秘

●      :
して売る女性もいる□

タリバ副翻陰
・
F醐乱 極鹸 識しくほとん

『
守ること力詞銅帽断けt矛盾さえある磁辞を

回閻鐵 し亀 例え1饉 暮郡翔崚躙三と話を

することな禁じている.い し 鱚 慟き

に出ているた眠 園出しは女性田骰れとなり、

男性D店員だけ⑩鷹l違女性が固い物に行くこ

とになる。≧れは、識 あるが、翻 は

しても賄略硼 られるc闘・し、

賄路を鍛 をし魏贅い 懸世上ちぶ捕まり、打

〇

今回は、その時⑮状況とアメリカのアジガ
ニスタy輿畢後のことについて女性に焦点を

当で話ば いただき、以
~FOそ

個概要である囀
1  なお、アプガニスタンの女撻挫子ども回写真

展 Oll崎さ劇陪秒 を   中動 る。ま

た、12月 5日 に等藁膀本『この手たちのァフ

ガンJ(オ∵ロラ自由アトリ平)□刊行を予定

している。

ア7ガニスタンを読閥⑮閻  [鵬iさんもプ

ルカを調 そうで鍋 cプルカ〒峨網⑩目を

メ[1崎けい子さん⑪綴話から

アフガンロ羹縫艇ち

-1-



たれる.と内    をすうようなぬ届製の

饂   ‐
鋏 ち用 でそわような刑力ヽわも進れrる。

国鉢 □賄賠力誂 底ている0顆 ま甲喘

と高く、3拝来⑮摯藪で今年ぬ春にも、画諏

入以_L鵬躙死峨危順に直画していると国連は

話もで亀縄 が、アメリカ国攻撃病雹剛状況は

馴ヒして■嘘鶴

タリノミンは自な状藉田アフガニスタンlご秩

序をもた場したと'懸

ラヽi珊嗣もあるようだが、

来日中⑪アフガ理醐申馴勢tiタリバンがも |

たらしたのは殺醸ポlすだもたと11月 14日の

記新会見噸語つラ亀 そけ寵軸鋼町笏繊藤権

趙 ∝ 式鱚 もかOて     も

瀾朧鍋醐返し 膨腹l顧嗣幅躙籟誠jぼ

鍛 じ亀

珊ヒ部圃趙が力    正した時電デ貯ピ

ではЪ人 の々歓喜曲状況 は剛帥    ひ

1尭そり落とし劇陶まカレカ硼 ぎ極 る)

を放映して疇鬼 ∫|1崎さんによm‐ iそれは、

うれしむは情:をしないとヽ 瘍割胚璽[猾され

てしまつためだか亀だとし`う。

円馳帽吼北部同盟ておタリバンでもない、

屍崖的な政府なつくるべきであると主張Lそ
峨ためには●面(カンポジアロように国連⑩

盗視下で自由     1ヽ量畿軸血嘩府を

作るという選製し力強いようである。

(まとめ  橋本ヒロ罰

節

積の臨時国会で鶴日本国憲法ぬ第9条の転

換とも言うべき重大簸怯業がな機された。9

月11日 のアメリカヘの同時参発テロに対しゃ
テロ根絶⑮鷹ぬ孵r.が 即.増 中行動に椰力.車

援するという趣師 、政府岬緑出した『テロ

対策特dll措置淮案J『臼衛隊法改正案』「海

上保安庁法改正案』である①

てR糧     了 鰺 m‐
ていなb亀 1錮⑩鑽業で聞覇なのは、同鋼隊

による「協力支援ン畷覇趙脚切よ―『徳 民⑩救

助』の中身があい事いて集団的園衛権に道を
・
開く麒れが尚卿、し鞍も基本計円を:閣議決定

でため、国会の関与な事後丞認としたことだ。

霊讚糞鯰旱熙賽b纏 〇
理の任におたる尋とは武力衛使と一体であ

ると私は考えるが、政府はこれを直胸行使と

準なさず、戦闘地域には行部ないと言う。し

かし、例え‐ば、トマホークを発射したとき、

発射地直戦他になるし着弾地も戦地だしまた、

氏ルシ幸湾で⑩補論は明らかに戦地でぬ行

動となり、集団的自衛権申綺値になる。した

がうて、こうした行為を調める法は違憲立法

になる。

ところ力も、瑚ン泉首相は%『憲法前車と九条

と口間には隙間力彗ある』などと開き直る。し

二 2-



かし法制局長は「隙間にこの法があるとは認

められません』と説明したし、申曽根さんも
「小泉君の意見は粗い」と語もている。

これまで 動Ю 法では、停戦と当事国の合

意等を前提速 してきた。また、武器の使用も、

自分の身の危険に対する正当防衛の範囲で

認められ、それが駆 年の改正で『上官の命

により使用できることになつていたが、今回

の特措法では1『 自分罐 理下にある人間に

急適した侵害がある場合』に使用できる。こ

れは実質的に軍隊としてc力剛回Nになる。

さらに
'PttFの

動 噸譲識静鋤惟案も審議パ

リしようとしていて、戦時下で硼れ をも想

定している。

また、これまで治安出動の路を認めていし

自衛鶉 行動を、「警護の出動』を可能とす

るのが、自衛隊法の改正である。自衛朦施設

や米軍基地への攻撃の鍮れがあると認める

時出動、武力も行使できるようにする。北朝

鮮の不審船への武力行使を調める会場保安

庁方の改正は便乗での拡大である。

さらに自麟 改正の大きな問題点は、

「      Jを 新設bたこと地 これ

まで、自衛隊員の服務規律違反で対応してき

たものを防衛秘密を漏らした者に5年以下の

抒鮮ム纏米臓織蹴臨鯖
~

包括的で広範囲、しかも利出の指定が鰤

長官の専権で客観的基準譲簸曝tiモ
:□

構成要
件のあいまいさ|ま罪刑法定主義に反するも

の議 守秘義務の対象者を叢務に関わる民間

業者にも拡大、厳罰4ける。これは、国民の

知る権fllと 表現の自由が侵害される危険瀞3

大きく、廃簾にすべき性格の法律亀

今回の重大な法実が、充分な時間をかけな

い申、まともな憲法議論を経ずにすリカゝえの

魃 が瑚翻断したまま数の力で国会を通過し

たことは、平和憲法を持つ日本にとってきわ

めて残念なことだ二『テロは犯罪加  「テロ

はどう裁われるべきか』蜘 償のための武カ

行使は戦争力利 としヽうことが、きちんと議論

されなかつた日最近□国会は、価 を経た上

で峨修正ということがなくなり、審議をした

というアリバイを作もただけで通してしま

うところになつた。民主主義⑮システムであ

る議会が軽くない、言論の府の役割をみずか

ら捨てているところがある。

政治改革や行政改革が不徹底なままこ改憲

しさえすれば世の中が変わるというような

情報撮作も盛んに行われている。最近は『改

憲的謹魅諭』鐵辮 上してきているが、危曳

また、瑚ヽ泉首相は、首相公選制鶴検討を急が

せている。国民投票法も議量立法で鶏春成立

をめざすなど、いまや艦法を護るための3分

の2畦 はなくな。ったといえよう。5朝 内:

に憲法を改正するということを政府は考え

ている。

こうした状拠にあつて、私は、憲法のもと

で平和的生存権保障基本法のようなものが

必要だと考えている.憲法九条を普刷 ヒb、

発展させるという積極的発想亀 非脚 家

をつくり、1国際法延を機能させる。そのため

には、東アジア⑩集団的安全保障も必要地

人道援助は弁軍事で行い、外国人労働者への

差別を兼止し、多様な文化を認めあうように

しなけ鰯 ならなしt
湾岸戦争⑪時、『市屍平和訴訟』が提訴さ

れた。日本全国で 調帥 人が原告となり、平

和的生存権を侵害されたことによる慰謝料

を請求し、国家に賠償を求めた。結果は敗訴

だったが、市民の制から平和的生存権⑪確保

を主張した意義は大きし、

人間の安全保障というとき、私は、この平

和的生存縮が基本だと考えている。

(ま とめ  永井よし子)
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2D③ 5年に向けての国なる行動とイニシアティプ
マ〒第中国は罪眈朧      写③‐O DI雫珍わのプ汁口τアプ・プ昌|■

F男女共同参画プローバル政策%と 銘打

揃標認め会合がこ11月
121□

tMに大学の会

議場で開かれた.主催は自閲府男女斐珈参画局

である。会は電量食醸 んで、Ю時帥分から

午後5時ま層続きヽつづいでレセプションも開

カョれた。

こ⑪グローバル政策対話は七岩男寿美子男女

共同     薦、。すドン守
:・ 夕吉

バウ十
・

ベーカ守元アメ.リ カ舅陥議量による二つの基調

講演で始まうた。

『我涸墓国卿昴女美同参画中議間と鰊 にお

いて、岩昴さんは日本⑩現状を、恐淮上の男女

平等lこ
.も 力哺亀わらず」労働幽嚇画男女罰 が現

存し、帥 差:鵬 m、 身

など鐵彗ねると儡 i戦艤⑮罫女平等が限定的で

ぁったことにより、御 麓唾鐵積曹織轡的に行う

ことによ嚇、爵     も錮時できると提

言しi亀

べτル■さんはど自分ω政治的経験をもとにゝ
「女性楷量は使し`オlこょるの議あつても数その
ものではなレЪ半数が力性で動ねでも政治が変

わるわけではなくb,ど□ような結果を指向する

力補岬頌鰺趣 とi語つたЪ  ;
:l  i｀ キ。 サ11)、

1・
.111弓 : ,1、     , .ti、

1

パネルディスカシンョンは三つのテーマで行

われ すゝべて⑪ゴ中デレネータ∵を目黒依子国

連婦人ぬ地値委員会国1本代表鄭務ぬた。

テ■マ:鳳 :政治を使つて当性重論をどう進出て

壁丘量生パネFズトは、:タ ルが生■武ルグシ大

螂 0ジェング嘉餡究ゼン`グ
・こ研究所長ぬカ

∵リニジァルネスされ『福祉国家は女性に権限

委談を行つた。導後はも伝統躊辱窯長制家族で

も個人立脚型の男女平等モデルにかわり、男女

不平等の問題と家族力電抱える間画の両方を認識
|

した謝誡諄転モデ湯を滲 けることが必要」と分

析しi亀

テ‐マ鵬 :男士虔鱚参画推濃幽亀ぬ⑩瞳腑とN
Goのパ■トナーシップ メ率リネ′卜はプイリ:

ピンロ太続観府フィ
=リ ピン女性の役割全国委員

会委員長ぬアウロデ・∬01デディオス i

さん。アウロラさんは、女性の役割黍員会の沿1

革とジェンダ‐の笏 臨に貢献
:し
t委員会の実

鰺 ず琴町 議し
て話したロ

テーやC:男女蒟国参画施策ぬ襲緬性晰眩幽虚

ぬΩ嘔組 パネリストはパかこ⑪行政跛 同リ

プログタティプライツプロジェタトコーディ爺
ニタこのテモ風 0バロン,マイダ・アレハンド

リナさん。女性     と推進を担笥する

行政贖察官局内口士継鏡曜爵用覇動罰瀞麓として

のアレハンドリナさん⑮オンプズ号ンとしての

権限は大き懸亀 女性写琉外され権利:を劇絢され

てい顧婦在のペルーにわつてtオンプズマンロ

果す役割が期待されているという。

%誕隆鱚饒鰺仄兆卜飩瘍
と発言醐わっ穐。ち:嬉咽宥ワン躍堪蔽買聞裡綱口
提出によ:却 、政叩上げられた:

カーリさんに対しては福祉財政や人材及び出 。

生率などについて、アルロデさんに対しては、

NGO側輻 していう認羅陸闘順点について、

アレハンドソナされ開 しては,用    e
司法官・弁護士野の意識変革について、などの

質問力言で健。プ弓
=な

ら中軍間で嘩「昴革共同

参画局⑪鉤 がなぜ颯閻廠 胆卿硼崚 D画
になるの力刊 というぬがあつてこ当周は警介に

若慮しているようだつた。

(素井よし子)
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40yO以上がWの機書にあつた人書騰察

「夫・恋人からぬ暴力被豊ど医療に闘するア‐ンケ‐卜調査報告J

牧田真由美

10ル 151日 から1]V防止維ぷ施行され、保

徊[露

`翼

期ビ臨懲計11

係者は、配偶巻趙 相談支援センタニや警察 :

官に F通報することがでヽきるJと規定猶れて

いる。DIV・に関して医療関係者峨暴たす磯曹牌

:

害と医療に関するアンケー ト調査⑪報告を

まとめた。            ´

私たちがアンケー トをやろうと思ったの

は、関西テレピが放映した F夫・恋人からの

暴力J(97年、98年)の ピデオで、回印 を

受けた女性をどこにつなげら紀るのか ?』 と

いう一人の医者の問いかけがきつ力ゝけとな

つた。そのビデオでは、妻に付き添う夫を31

き離して妻から話を聞きち相滸機関などを紹

介している米国での病院が紹介きれていた6.
日本でもDVの被害にあるた女性に相談機

関やシェルターの情報を提供してもらおう、

そめためには医療関係者が国町に関する知識

鰺隧纂群副鸞ぶ欝鳳炒藁
ているのか実態を知ろう:そう幅て婚藤った 。

アンケー ト調査だった。アンケニト用紙剰配 i:

布したのは 2001年 2月 からだが、その前年

の 6月 に、中野区医師会と共催でDVについ :

ての講演会を開いて戒能民江さんを講師に

描いた。そのときに簡単なアンケー トを行い、

本調査の協力を呼びかけた。

アンケー ト用紙は麻酔料、実溶外科を除い

て申野区内鋼 の病院、議療所、個人医院、

歯料、保健所など約 6010通配市した。.非常に

驚いたのは発送した直後から回答が送られ

てきたこと。関Jbが高く固答率も高いのでは ,

なむ葛かと予想したが、実際には四0/0の国答率

だった」
設閥は『今までに接した来院者の中に、

夫・恋人か%の暴力嘔被害者か、またはそう

と思われる方はいましたかJFどんな暴力を

受けたと思われましたかJ鵬 者へのふだ

んの識態にもいて」などなと

アンケT卜用紙には、お願い文とともに
ぼ惜メスデォj″ ら`大イ芽醸シス塵ぽ』LIゝ

´

う備単な説明を加えた。DIV鷹鴫罰明と支配で

あり織 的な問題である連とを理解しても

らつため、前文や鶏願い文に書き込もうと考

えたが、敬遠されないために抑えた。報告書

には、ゆ薩 えれ子さ役轟P「 ドメスティッ
ク・パイオレンスロれ だとして、しっかり

触れても鍋つた。

暴力の被害者がいまし出か?という質問
では、%の頭剛纏丸bttpv動鵬争にあつ
た人の診察をしたと答えている。最も多かっ

たのが歯科と内科.これは歯科嘔回収率が51

票と最も高く13人、内科は 87軍で 12人.

意外れ たのは医者に『夫・パートナニに配

られた』と自分力Lら話す来護者が田%れ た

こと。また、DIV法ができることを知らない

医者がいたことだ。医療曰聰者に対して DV
に関する適切な研修が必要なこ造を痛慮し

た。

◎『夫マ恋人からの暴力被害と医療に関する

アンケート調査報告』1部 騒帥 円鰹葬卜1帥

円)殿 連絡理頸鯛暇餞翻贈田 eメ ール

枷 は 涎 職帥幌鰹 劇 壁に起こるJ進争

④暴力を考える会

◎1:月 13日 (上)F踊 1働(ト アンケート調査報

告‐とシンポジウム,ノ爆ネリスト "ゆ中ま

え知子 僕藤喜宜緻 中野区女性舎館

ЪwSm剛 5  ::
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.『『女性露醐9年会議』墓畢―ヨー′クから二年』

今年、量国3カ所でジヤバンエキスがが開催

された。福島県の大柴博、出固県のきら輪博、 |‐

そして7月 4ロカ圭ら1量 4日間開催さ紀た 同瞳 |
九州博閲祭2001'』 である。       ギ

:

瑚ヒ加州、人幡の地に我油雹国初⑮j本綾的な近

代濤鉱炉醐誕生した峨は1001坪。今年がT
度100周年、1世紀という姉曰申年に当たる□  ∫

官営八幡製餓所の産声で、こ⑮地域は議が国近

瀾師重苓轟目洋颯瑯れとなり 酔警ノづくり0ま ちJと

して発展してきた。しかし、ユ●1世紀ゝ日本

の経済、産業|±大きく変化し、却L九州市もそヮ

変ィ直の波をうけた。L業⑩隆盛%幾書の発生、
・

悔口汚入、そぬ克M、 そして商度情報魃時代卜、

今、新し颯蠍 へ⑪    迎えている.

瑚ヒ九州博電祭は21世紀型産非都市の在り方、

人々峨壺活スタゴルの方向性な示すプレゼンテ

ーションロ場として開機されたe。

こめ議会に女性たちは、ぬ簾痺蝙載等が出晨

する34のパピリオンと層を強べで自らのパピ

リオンを出晨するこ走む澱めた。その名は市民

パピリオン『ムーチ凩咳館』。市内 1田 の女性

自体ガ実行委員会を結成叫Ъ資金集めに葬走ゝ

約21万人かい絢圏億懸千万円を集め、これを

基に企薗かし運営まで全て女性が担当。このよ

うな全くの市民炉画きfビツサン個展は地方博由 l

上初めてといか杷、Fジャバンエキス瀾大賞。(経

済産業大用 』を受賞bた こぬ賞は同庫覇ベ

ント産業振興協会 (れ がt国内の博覧会の

優れたパピp.ォンに賄るものだそうだ□
´

さでご市民パピリオン⑮テ■マは F共生」。

21世紀に集きる人 が々健康噌幸造に暮らせる

社会日権築舅躙つたもぬでわるよ構成は3:

部F]で 1.美生を分顎昴い`ストァコマにし亀藤

城清治氏ロ   タマ『愛描与雛がえる輻 0

2.男女鉤 参両社会の実現に向けたトァタ・

シンポジウム・講演等女性パワー全開ぬプリー

ステージ。3t参加団体の活動状況を発表する '

パネル晨示等の交流アァクトワ¬。量要なプリ

∵ステ‐プは、実行晏員会へ10i公募で16事業

滑鼈罰施さ1れた。

ゴヒ京測旧九州 O山 口0早嘲尚ム 11月 3日 ([J、

『『女性200①年会議』ニューヨーク漁L転 1

年』をテーマにシンポジウムを行つた。爾にも

拘わらず約300人が奏カロし、会場は起満笏

先ず地下代不カユら届ぃたメリセ宇ジに始ま柳、

『人間中安全婦障と女性⑪人権』と題する建調

報告を、』L九州市出身印ヨーク大国際安全爆障

研究センタ呂研究貝⑩珈機静子さんが、次に活

動報告を北京亀%の■非さん、仙台の精発さんt

●『鮨鳳文が「呻辱鍋ダ

“

予
組の原靡きかが、冒罰1型ディ皐時嶼鋒は三隅瀞待与∴

つた:これによつて、北京副肥 ,日    、

特に国会や巻省證へのロピイングロ状況を参加

者が知ったことの議やは大きしヽ。また、各地で

のパワフルな活動¬申でも『条IIl」 制定Ⅲの白

主的活動に一同圧倒される思いであるた。こ⑪

パワーとネットワークにようて F北京+10J
に向けた取り組器が更lと進赳もmと確信した。

パピリオン太賞曼覧囲由にも『～迅れは単に
i

・博覧会口出展という画だけでな・く今鰺峨地域社

会に■はす波及効隕は計りしれない～』と評価 =

されたことを付1赫岡え走い。         ■

T儡 一



F都冒警化が鳴8カロ:

側だつ耀①?どラ製わつ腫? ウイ′

メンズプラザと滅性画策』

東京都の女性政策をみるC間 う・言う会

11月 12日 (月 )夜、ウィメンズプラザで

開催され、約149名 の参加力ヽわつ|た。主催者は、
電月12日 に直営化方針に反対する緊急集会を。

傍聴の活動を行い、表記の会に発展解消した

ものであるこ
『ウィメンズプラザ祭り』に表記の集会名で

申し込んだところ不採用になつたという報告

が最初にあつた。llJ用者としての感想として、

資料室のサービス低下を懸念する声とともに、
「まつり」のblJ年 に比べての宣伝不足や『開

館記念フォーラムJと錦打たれていること口

唐突さ、などについての意見がでた。評議員

の中村紀伊さんからは、評議員会の作業部会

「女性財団のあり方を考える会』の経過報告

がされたc

女性財団を都から独立して存続する方向で

り がされてきたこと、今年はまだ予事がつ
いているが、来年はどうなるか不明なこと、

研究勁駿の審査員に都め貴チッフ講贈舟審当‐

基準が変わつているようだ、なども報告され

た。都議会議員の福士さんと大河原さんから

も、財囲を存続させるメリット曲検討の感要

性や、女性団体の役Ellな どについて、意見・

報告があつた。財団を存続 .させるとして、そ

こで何をするのか、どのように存続させるの

か、そのために何が礎 るのか、女性団体や

都民に間われている.11月 2躍 日の作蝙 会

総会で、大体峨方向Jl■が出されるとのことで

あるG

ジャパン・ ソサェティ主催で表謳 2点をテ

言マにも・日米女性指導者養硫事鞠 年間のプ

ログラムの 2年目にあたる。|(財)横浜市女性

協会⑪協力llこ よって 11月 慮‐固。(火)午後摯.

フォーラム横紙で開催。倍聴者として招かれ

たのでDVの分科会に参加 した。アメリカ側

は 3巴0のテキサス家庭内 柱 催者訊資料に

よる)暴力協識 の役具、ァシントン州議会

上院議員、サ材 パーでァロリダJ剌のシ上ル

ターの理事、公共政策コンサルタントの方々。

日本側は側島志保弁護±も福原啓手『みずら』

代表も原囲恵量子全国婦人相談員連絡会会長、

勝又英子 (財)日本国際交流センター事務局

長 である。

主として、アメリカ側賠俸的対応が進んだ

後のM題、日本肉歴闘爵淵題厨劃崎戸や、施行直後の

現在⑪問題を報告した。メメリカ側が強調し

たのは、呂 定とシェルターに課題を集中

しすぎたこと、これ以外に必要なことはたく

さんある、ということである。

また、暴力を受けた多く⑪女性は、警察よ

りも病院にいくので、医師④縮 が必要だと

いうこと、暴力を受け続けた女性がパートナ
ーーを殺害毎た荼で終身側の判職讐争けてぃ酢―

が、自衛⑪ためであるとして、今まで 9人の

女性⑮鳳赦を齢 したこと (プ ロリダ州⑮思

赦プロジェクト峨活動)、

などは、私の関J麟事項でもおる口で特に印象

に残つた。全体会では、2つ帽 ―マの共通

点として、問題解撫oため女性岬 ニダーシ

ップ養成と高齢者虐特闘題ガ今後⑮認題であ

ると確認された。
.(ゆのまえ知子)
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北R‐JAC却 レンダー

囲 191目09{曇)二SE日畦由1懸 :錮
~「  鯨 躊 センタ畠B研

テーマ :I:正Ю視察とオランダ労働事情

お 話 :松申惟子さん

《泥衆議院灘員
:・
LR会員》

世話人会 15:錮降17:側

士塾幽鱚即》日程を動 ら湾bます
し1月 1ぽ 日け菖》1:欄麟会議報告会 ,

,2月 1学 目
・
《曰̀)曇逃 赳 用 瞳 鋏

:理担議定書 (予圃
・ 3月 ,19置 |∪k)

・ 理月量1日 〔日)総合

団連黄機ぬm位委員会⑪報告も
1  行います

***幸 中*申 申****摯 *申 *申 **申 中*

◎女性⑮意志農定⑩場∴⑩参画を阻をもロ

は何かな研究する|グル守プが発展bま した。

撤賦J財饉:鄭剛祠譲
:調豊1研究者街い、提

言につなげたいと考えています。

回平剛⑪問題をプロTパ リゼーションとの

関連で同様ぬ研究グ:ルニプ善発llinさ せなぃ

と申備中の■力漕言います。
お聞い合わせは事務同まで。

輸 ,_ ・ヽ‐―

ム最近、 トロイ嘔木濡型と・呼ばれている悪|

質な:ピー投曇が菫犀膿ています6出下書ん

もホ井もそれ宅幅 』ロピールスに縮築され、

思詢ぬご迷惑をお漁Lけ bて bまいました.

流盛ならぬ P屁 ピール属 回ゝったことです.

△1月′はやンスリTの発行を休静まする1月

峨予定は、司L京 懸蝿 力・レンダーにあ.り ます

ので、ご参照ください。ご参カロ峨ほうちよ

るしく鵜願いい定します。

ム世界的な不況岬影響で、女性の画く環境

の悪化が筵んでいまず6昴女共同参画⑩か

け声⑮かた紳ら、女性□雇用はパ守卜や非

正規イしか増えξシングルで子どもな育てる

女性にとつて厳しい児童綾恭手当のulj減が

計画されていゃ霞すむ12月 の定倒会で回話し

合いにご鋭 くださいし

『 』L京 躍LCマ ンスリー 第 5a号』
,

2001年 12月
・
1日発行

観 墾6藉行  瑚麟 1凸配 鱚 局
58号口編集担当世話人 ぶ井まし子

113 ]就京鐵 匡愧 11-38-9
量■ザ三機涎尚誂ビル躙圏
岬  □8二鶉     [if巴 [〕

ル躍ド臨 蜘隕卵鱚馳醐画鴫轟
1郵        Q駆蟄5③‐7轟剛醜胴011.・

司L京脚L個 事務局

〇

78二



世昇女機会議回ピイングネットワーク

世界から『子ども買春と子どもガルノを提

絶しよう』、と、2001年 12月 17日 から

理同間、『第二園子どもの商業的他的搾取に

反対する世界会議』がパ摯フイコ横浜で開か

れた。136カ国の政府代表も国躙 関、N馳
から3000人と38カ 国の子ども90人が

参カロし、『横浜グロ宇バル0コ ミットメント2

o01』 を採択した。第一回のストックホル

ム会議では122カ国ぬ政府代表趣22国際

機関、NGOの 1200人の参加であったカユ

ら、参加者□規模の面でも、また子どもや若

者が参力側したこと、横害者自身の間題提起な

ど、横繰会議は一定の成果をおさめたといえ

よう。

しかし、第下回世昴鏑 に政府代表として

出席した■ξや、躙 づくりをは骨め第二回
世界会議準とと言うける寛鞠のプ自セス1蝙深.,I

く闇わつてきた私としては、政策実現のため

に表には見えない足取りを紹介 b、 日本咽政

治のメカニズムと篭の対処を参考にして頂け

たもと思つている。

そこでまず踏まえておくべきは、F子 ども

の商業的性的搾取の根絶Jを巻国政府⑮国際

的合意として罐立したのは、1錮9年に国連で

採択された『子ども⑩権利条約』であるとい

うことだ。ちなみに第34条は『縮納国はあ

らゆる形態⑮性的搾取及び性的虐待諏ユし子ど

もを保護するJこ とをうたい、①国内怯ぬ制

定や見直し ②海外犯の取り締よりや子ども

-1二

圏脚葬 圏月 1固発行

/融
断

の人権に配慮した捜査ゝ司法の見直与並ぴに

多国闘伊協力体制の強ゴヒ ①戦害月のケアと

自真支援政策の充実など、実に具体的である。

日本部批准に踏み切つためは199理年で、

市民と野党の強時ヽ要求によるものであつた□

私は国会⑪質問で第 3.4条を満たすには『子

ども買春 彎子どもぷルノ禁止法』力雹必要だと

迫つたが、暉酬譲讐綱  「鯉 をし』であつた。
・
しかし%国際的には大入峨催的欲羹峨犠牲と

なつている子ども⑩園靖請れた生曝置藁が鑑劃増し、

子ども回人権糧書は世界政治的車大な関』ひ事

となつていた。こりわけアジア地域と日本の

難法懸り]ま国際晰]辱強い非離の的だつだので

おる。

1901年に醐□◎⑮『アジア観光におけ

る子ども買春根絶キャンデーン』(エ クパツ
つ

卜れが立場上がり,電 |タイに本部を置いて国際

的なキャンペーシ踵動産展開する。そして 1

996年、メウェヤデン政府に働きかlすてF第

一回世界会議J峨開催にこぎつけたのである。

目的は「子どもの権利条約』が採択されて 5

年を経過したとここで第34条⑪国際的な取

組を喚起することにおつたo

ところで、この『ストックホルム会議Jの

代表に私がなつたについては、面白い偶線が

政治を動かしたという経緯が:あ る。

1996年の4月 ち日本のスウェーデン大

使鐸押酢エクパットのシンポジウムが開力封Tた。

利はマ参加者≧して臨 していたのだが、そ

第57号荘京風マンЛ リー

婉      黎 5′ ¨

≪子ども買春 0子ども最捨ノ根織をあぎして>

ストックホルムカ為ら備浜へ ‐



彎時%エクパツト峨コニデイネーターである

ロンオグレデイさん力島ら F8月 に開くストッ

クホルム箋議亀⑮案内を日本政府に導ゃたが

ナシのシデテである]『 日本政府を国捨議員

鋤:E:}墨腫轟凩警負i」i輩露言炉晟蘇冨‐
かれること、政府に案内状が送られているこ

とを知つたのであう輌私は較府l彎動きptけ曇 .

ことをその席で約束し、女性議員の有志と協
力して外務省に政府代表を送骨よ:ラ 要峯を練
り返した6しかし外務省は、̀国連など公式機

%の会議以外嘩出席できな財Lという見解だつ

た。   )
私は日本涸雹世界の側況になることな恐れた・

当時私は経済企画庁lni政務獣官をしていた。

トッラノダウまぬ譴望しヵ塾なbヾ。覇氏性主囲中♂酵蠣直f竃

官に問題ぬ重要性を説明し、閣議で⑩提案を

要請ビた。長暫硼媚起に
し
も外務省は潤極的で

ぁらた.長菅は識に関漏巻勧両稚暮越が、日

本の行政は縦割
`り

でЪ他省庁□讐轄鳴こ口を挟

みにくい。経騎±画庁と世界会議の関係など

⑮ように位置づけなしまЪヽ口諏亀‐私は咄嵯に
°
・『商業的亀搾睡も:纏請購語、まして子どもの

画
・
業的性的搾職はも「仕れぞれぬ国と国際的な

経済構造伸社会チステムの
―
申がら生ずるのだ

か嘔経済問題と澤Ъ覧関係にあろ:』 と説明曝た。

長官は大襲いしな力琶ら外務省に伝え、私力軍政

府代表と社●て舛務省ご厚生管理ど7人の代

表団遷選るこ、とに輸■た中で趾轟◎

きてよね関ε計匈山縣代表とbで⑮スピーチ

であ通.ス ピ基チは≧⑩件に関する省庁ごと

.暉点検さ無てbヽす簡単眸蒙える尋生は1できな
時ヽこ前国暴答弁m.ままで1議 荀嘔魂荼帥策とし

て積直菌琥でもけくれえた。『ご印世界会議
で報告された各国の先麹的な敢り

ぎ綱みに学び、

本会議ぬ萱言と行動計画を実行するキめに努

力するJと。会議ではアジア諸国から日本の

勇産議ζ芋ともを費もてぃ尋二挙や|どもパル

ノ品発信基地で蕗轟ことが非難き|れた力毬、T
方、政府躙出席者は同ホ油雹29年並ち遅れて

いることを調めぎるを得な諏Lつ権のである。

宣言は、「子どもな他的対象物として撰ラ

こと時、|ある種甲強闊とi黍力でおりt螺隷制
度め現代的形幅と定義づけ、子どもに対する

キ
t曖0当膨糧暑六孟塁曖之墨甦赳直し暮欅

'趾

皇量島峯竃露廻[R趙還躁黙
の法制馬をは曝め鱚係者は法の曇要性1を理解

爾趙不曇製筵設鱚
受け、自島・紙民 (清求)O書 きが|す (堂本)

の与党8人でプロジエクトチームを立ち_Lげ

た.37回 |こ■邸討議を経てゝF児童買春O児

童ポルノ処詞量が児童田保護に関する法律

案』⑪要網を作成、側法中指刷立法として撮

出することを合意した。

しかし性に関する剛法は明治41年にでき

たもので、子どもの性はもとよ:蜘 女性の性も

人権⑮外1と置薄鶏れていたLそ口卿法とめ整合

性が本めら経だために示眉も多い。ともあれ

子どもの性を買:D側がN罪者としてR罰さ机、

子ども回人権魯轟護する:こ とを,つ たった法律

が日本で棚ぬで制定の選がとなる。しかし与

党案を生党岬勉強会にかけた段
1階

で、コミッ

桑吻 置鏃 燎 霊縫墨鷲言12雪P
S年後⑪見直しをつけて1998年 5月 、法

は成立bた。

そして患つく問もなく、口鵬牌ニクパットか
。
ち第二国世界会調を日本で開いて1ま しb)と 要

望者受けたのだ。またまた森山議員と様
・々な

政治工作を重れた上で実現した横繰会議であ

つた。そう醸た意味でЪN目Omヵがぶんな

に大きいもの力幅しかも政治は意志決定書追

ることがい力理に問題岬決G旱道で動る力ゝ□暴
体的な俸験であつた。,

いま尋日本は、横眠会議の成果を活がす義

務を負るだ。これかピロ本の画G◎ と議員峨

政治的力星が聞ねれでいく。

-2-



鍼 果印ねがつた横浜会譲

〇

210101年 12月 17～20日 の4日 間、横眠で

『第2国児童の商業的性的搾取に反対す輸世

界鏡枷 癬騨覇覇動が聞鳩 ました。第 1回

の会議は、5年前にスウェー7~ンで開漁刊れ、

この会議をきつかけに日本でも 1瞳買春 0

児童ポルノ禁些詢 力雹19開 年に成立しまし

た。

腱 謡には、136ケ国の玲 国閻

N00カ らゝまЮO人余りが割 岡しました。

こ9会議の成果のなどマlム 第 1回と同様、

頑動麟とNG06則 児壼ぬ権利条約蜘 グ

ループ、U剛側 が共同で会議の運営にあ

たつたことです。1.年以上にわたつて、準備

の会合をもつてきて、慣れな懸`黒もありまし

たが、これだけの規模の会議を共同で行えた

意義は大きいと思います。もうひとつの雄

な成果は、日本がこれまでRゆ鰈 璽勁馬

いたユース(15歳濤塾嘔鋤 歳偶囃 が大き

な役割を担つたことです。国際会議では各国

とも若者の重要性を認識し必ず参加できるよ

う工夫していますが,、 日本か幅の参加は少な

力ゝったので丸

横膿会議には鵠 人のユース偶分の 1が国

向が瓢 日し、連目
:『
子どもと若者によるテウ

ンドテープノ町 が開かれました。オープニン

グでも被害者の若い女性が体験を語り、会議

のコミント藤シトにも、三―スめ董欝 賦映
されました。       

伊

さて、南アフリカでの封       で

のワニクショップを行つた北京 L臨の有志

によるNGOす汗 プで、この横眠翁議でも

ワークッショプを行いました。タイトルはF子

どもの鰈 的・性的搾耽の問題を考える～人

間の感琶ヴ剥章とジェンダLゼ蒻見ほから』です。

前後さんが人間の安量保障に子ども・ジェン

ダーの視点をというスピーチをし、参議院議

参議院議員 小宮山洋子

員の大脇雅子さんがジェンダーの観点に欠け

る日本の法制度について、私が日本の児童買

春・児童ポルヴ禁止法と残された課題につい

て、永井よし子さんが子どもをめぐる性犯罪

の実憩にもいてスピーチをしました。ダーバ

ンで⑮約束どおり、ナイジェリア、フィリピ

ン、スイスカら も

'カ

ロしてくれましれ

日本の「児童員春・児童ボルノ禁止向 は

先繕割り邑劉勁して
｀
鶉 年l通轟鞣主立法載 立し

ました。何がわいせつかと力ヽ 言論の自由を

優先させてきた日本で、ようやく子どもの人

権を守り、犯簑と肛 買春やポルノを処罰す

る法律ができたのですじ法律施行後、1年間

で 1165件、777人が検挙されていることか

ら成果もあがつているといえますが、3年後

の見直しに残されている認題も多いの一です。

持つてして繰り返b見ることによつてそのた

び幡 どもの人権が犯される子どもポルノの

勧 されていないこと。

インターネッ囃 帯を使つたサイパーポル

ノを取り締まれる最文がないこと職 に携帯

の出会ぃ系サイトでの犯罪が増えている》.子

どもポルプ0定義|こ擬似ポルノが入っていな

い.被善を受けた子どもたち幽 復プログラ

ムが不犠 、3年後母見直しが、今年口秋で

七 アジアで100万人といわれる8歳未満の

子どもの性額 ラおとな⑮3位までに日本人

が各国で入つてし`る実態、子どもガルプの世

界最大田製造 0販売基池が日本であること、

インターネットの子どもポルプの 団陽が日

本発であること、出会い系サイトでの買春の

増加などからも、法律ぬ見直しが急かれま丸

横帳会議のコミットメントを受けて、岬

のみなさんとともに趨党派で検討する場を作

つていきたいと考えていま税 ・

-3-



『女性国際鶉蜃淮廷』●最鱚判搬

2000年 12月 末に開かれた『女性国際戦

硼法廷』曖頸辮輪躙量鰤鼠オランダ⑪ハ∵グで、

2001年 12月 4日 に出された。日本軍性奴

隷制についてこ昭和天皇を育ぬて1緻 人に有

罪、個人の刑事責任をlよ 曝め国家□責性を

認定した。ハ〒グ判搬がどのように行われ

た⑮かtそ⑩報告金が昨年末に東意社会文

嘗勒 繭 岬 t《鰊 写『螂 ど饒 ヘ

の暴力J曰 卒ネットワ=ク )出 やめ報告集会

□模様をりずニ トする。

*

ハ‐グにはこ被諾者か 10人、日本が偽

23人、各国から70人が参加したという。

報告会では、、「鳶性国麟楊封怯廷Jを担

った『戦争と女性へ⑮暴力』固本ネシトワ

守夕代表0松井やよりさん力ま、日本軍「懃

安婦』とされたサバイバーロひと岬、オラ

ンダ⑮ベルネさん⑮話に「被害者として⑮

苦しみが今も続いていることを強めて盛曝

たJと話つた。 ょ

最終判決本文は 2魂5ぺTジ (現在翻訳

申》。日本政府に対する反論申、日車軍性奴

隷簾』中書らに詳しいれ をは曝や、.ど□よ
う寮猷 岬不藝レ聾導l警ギ却曙b澤論が
記述されている.   ∫

松井さんは、『裁判官が機害者に対する

深い尊敬を表し、判決本真を抜害者⑮方に

ず人一人手渡された。仕口ときにゝこ⑮女

性法廷口目的饉綾害者の力腔たちの正義の

思いに籍えるもぬだつたと実隕したJと。

F法廷』は、。韓国ロカンドッキョンさぬm
描いた、責任者を処罰せよと言う一枚口絵

によつて導かれた。「こ口素晴らしい判決

を得て、亡きカンドッキョンさん|ま とても

喜んでいるだろう。それが円難を乗り越え

法延を開くことD出来亀一番嬉:しいこと

だ』

こ峨法廷は、助口害国の日本m女性たち、

被害国⑩方たち、そして戦時性暴力⑮非処

罰□歴史をな罐そうといれ世界的女性運動

の支えによつて闘くことが出来たげ′最終判

浚をどう活かすか、どう実現していくかか

hだ 』と今後にも臨 で締めくくつた。

日本構事団口丁基|・
』|‖

早和子さ:■時 Iヽイト

ーダでも『法廷」では日本構事団や 銹躇卜と

女性ぺ口暴力』日本ネットワークチ■ムな

どがどのような貢献をしたのかプレゼンテ

ーションを行つたという。

貢献について3つあげL.
1つは日本軍性艘織制につしヽて。これを

計画b、 d立案し実行に移し、証拠隠減まで

|まかつた1出犯罪な立証し、日本軍性趣織制

を裁き、日本政府峨責任を迫反す轟ために、

政府氏あるいは高官櫛S加担したことを示す

公立蓬謳劃槃し自て電解説し、英語に識して

検事1裁申J官に記円する作業が不可欠だつ

た。こ峨た跡には日本チームによる作業が

必嬰不可欠だったこと。 2つ 目は、日本軍

性艘隷制⑮申t予 i早1菱斗甲機害者がヤ:下 景ヽ
⑮加害者たちを目本の超謳状の中で起議す
ることだった。被書にあつた女性なちの亀コ

なり申部分は毯娼Nに組皐込まれた女性た

ちだが 《自らの意思とl爛』|こ )、 国安所に組

み込まれた後は1性経験ゆ無垢な機害者た

ちと同碍ように日本軍性奴隷制度⑪被害者

であることを明ら力叫こし、重証できなこと。

第3は、日本人兵士④「法廷』での融言を

重証したこと。職場におけも頭かわを防止ヽ

すも・、これが慰安所⑮目的⑪lつであつれ

しかしこ⑪瑯書兵士⑮証言により、強かん

-4-
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の防止は皆無であつたこと、むしろ助長す

ることでしかなかつたことを引き出した。

川目さんは、「法廷Jを振り返ると、「女

性国開戦囲脚駒 lまデュープロセスω要請

を充たしていないのではないか、魔女裁判

などと言われて苦しい思いをしてきたと言

う。しかし最終判決ではデユープロセス⑩

保障に欠けるところ|まないと明言された。

本筋の判扶とともに、「一番嬉しい』追とだ

ったと述べた。

弁護士の東澤靖さんは、判決で特筆すベ

きは、Fァジァ太平洋地域で広範に行われ

た性奴隷制は習うプtぅ 理由でどういう経過

で、どのような広がりで、どのような指示

を持つて行われたのか、非常に詳細にねた

って認定されたことだ』という。

判決は、人道に対する罪が適用され亀。

戦争行為、侵略行為、民間人は大規模なか

たちで侵害を与える、人道に対する罪とい

う形で当時の法律として成立していたと、

その根拠が詳しく書かれている。
.

「慰安婦tll度』について|ま、昭和天皇を

含む 9人に、個人、上官としての責任があ

ると個人の刑事責任菅橘繁 としている。

東澤さん|ま今後について、Fllj決④内容

|ま誰も否定できない法の適用な日だと国際

社会、市民社会が日本政府、旧連合国に対

して実現を迫つていく活動が必要亀 これ

暮克厭落ゝすに百釆、
事
画は祉基に貴佳磐最理

よう追い込んでいかねばならないJと述ぶ
:た。

大学教員・阿部浩己さん|ま、判決の成果

について4点あげた。

1点 日lま、国際法の基本的価値を高確認

し、再ジェンダー化の道筋を開いたこと。

男性以外の女性の経験を組み入れた形で法
・を作り直し、解釈し直し、読準直していく

ことなどその道筋を示した。 2点目は、被

害者の尊厳の回復に道筋をつけたこと。被

害れ の主張魯繰り返し退けている裁半けや、

国民基位の設立など日本政府の責任の回避

!ま    侵害」となつているなど。 3点

目は、日本軍性奴隷制の実態を詳細に検討

し、その事実を認定している.この問題の

本質が奴yllであったこと、さらに人種、

晰 t馳側面が濃厚にあつたこと、日本軍

性魏輻謝れの階 つも0を事離 の申で

1まつきりと解き明かしている。修正されな

い国史の事実を判決で示した。4点国|ま、

個人口刑事責任を認定すると同時に日本政

府の責任を明爾 し そのことで復讐⑪連鎖

警釜み出しやす聰喋 自責任の観念警」卜除し

た。

阿部さんiまゝ判決を活かしていくには
Fジェンダーや市民③講益の視点を政策決

鯰 程に入れ込み、男性、支耐ェリートな

ど那指導してきた政策決定過程を変革する

こと、政治への積極的な参回』などをあげ、

国際的な人権条約の救済申し立てを可能と

する個人通報手続きと、国際司法裁判所規

程⑩受諾など⑮取組の必要性を促した。

*

llj快にlま 17項目にわたる動告がつけし

れている。その主なも⑮lま、」陛奴隷制の徹

底的な調査⑭実施、資料の永久保存を行い

守麟 関する」戦争中などジェンダーに関

わる肥界を歴史的に記録する委員会の設立。
「二度と纏り返さない』と藤う約束を某た

すために、証怠館、博物館、図書館の設九

実懃や被害状況についで教科書への記述、

政府所有⑮ F慰安婦J lll度に関する情報、

資料を公関することなど。
.『女性国際戦犯法延Jを担った F戦争と

女性へ⑩轟力」日本ネットワークで|ま、今

後、被害国や国際社会と協力して勧告め実

現を目指す取り組みを始める。

(牧田真由美)
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望に鱚雉汎纂礼鰤亀弥Ⅲ
ガン復興支援爬際会議 (1月 21品霊2日 t

東京)は、『女性の権利回復』などを盛り,

込んだアフガン復興支援プランと復興資金

総額などを表明して開幕bだ□これからこ
⑪プランに従つて国づく:り 沖電始まる心人間
④安全保障は日本外交⑮柱の1::つ として、

ビ渕又 熙褥贔  ‐碑
人間の安全保障緻寇義や政策⑮ガイドライ

ンなどを議論するため緒方貞子、アマルテ
｀
イア・セン共同議長による『人間峨安全保

障委員会』を発展させ、知蠅 年には通の

や員金の報告書絋公表され島予定である。

眸年日本で柳鰤て入間の費錦 障委員会

が開催された力電、前日日 12月 蠅 日、東京

でアフガン復興と人間の安全保障に関する

公開シンポジウムが開麟れ%l⑩90人以上の

み力国力出あつた。以下、シンがジウムで⑪発

書に触れなから人間の安全保障委員会⑪メ

ンイザ〒を紹介するG委員会は、主記2名の

共同議長と
｀
1□ %の委員で構成占れ、その

うち女性委員l九 フレネ・ジンワデ i南ア

下院議長 (南ア)ξ ノニア10Jカ ード米側

奮珀 尚 玲 脩 鷺 摯 驀 屏t桑ト
峨3名である61個には、1元 Ⅲ理事務同長、

元Q岨理事務局長、前ポ¬ランド外相、前

タイ外和、前アルジェリア外槌t糧 接クフ

ェラ守財団Ell理事長tパルメ国際センタ■タ

事務局長などの経歴口持ち主が委員になつ

ている。      ,
ジンフラ下躊 長の覺言は、冷静だが銑

い分析で、パワプルなフェミ旱ストという
′

印象だろた。『ォサマ・普ジテデイジのみ

を脅戚だというが、国際社会全員口責任で

ある。22年間アフガニスタンには、読治

アプガン優興丸援暉鍵は、
。
「人間⑪安屹保障委負会J :

女性□権利回復
『シンポジウムJ

]

報告

羽後静子

襲 猾 ∫冬 臨 鑽 露ド 軍鸞 鑽

かである。国踪曜澤報R坤隋口闘題として取

り細んでこなかつたlか
らである。1人ロテ

甲リストにだけ陶心を向けるの,はまたこの

ような出来事を繰り返すだけであり癬戦に
はならない』と述べ、軍事力に頼る戦略争
はなく、ア7ガンの人々による解決と復興

T  yttt T奪厘薔l
『費国産油③無秩序の関係性をみる起とが

大切だ。省国=デロではない。貧国がテロ

リズムを生む力ちら悪いのではなく、貧囲そ

のものが悪いのであるJと述べ、人間安全

保障⑩社会纏鋳的アプローチを強調した。

結方氏は、最後に『アフガニスタンは、開

年間、暴力、措間、レイプ、国外埴旗趣職

争批惣が続いていた。女性と子どもの藁亡

率ぶ向いが、続Mが ないために続計を

取ることもできなれ たc委員会⑮仕事で

は、暴力と費国の関係など原因のすべてを

みていかなけれはな
:は

ない。国際社会はこ

れまでアフガン難民を見て見ぬ振場をして

きた。アメリカ人は、本上が攻撃されて枷

めて、アフガニスタン趣。いう国があつたこ

を受けている国はたいへんな危機に陥る:

相互の国際的連帯を強めることが大切であ

る。』と締めくくつた。

こ⑮原稿を書いていら今も、一方でアメ

リカ軍。などの空爆:lこ よる磁 は続いている。

新年度の米国防費は 15パーセントも一拳
に増カロ、

1冷
戦時代中レこガィ政権甲軍警費

に逆戻りした:鯛 支翼懃動前にアフガシ空

帰の停止が何より先映である。

(自―ク大学国際安全保障センター)

○
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横 浜 グ 回守 バ 胎 ,蜘ミ:鬱トメント題圃 電(仮訳 》

フォ回―アップ

ト感蒟堆纏Iでも教鞭臓 児童汀憧的締取及び性的
化す識 胸⑩フオ回つ プ爾≧環としても二れま

での進展の見醜 を行つ世。

2    瘍祠
]凡]零畢劣:警蒻饉黎麒鶉櫃鯰霜下斃

てい輸こと。
日児童量が著者が、輸に若者のネットワ拳夕やフ商 ムを選 てもまたちi若者が梱識相手やカウ
ンセラ墓として関与することを通臓て電犠ら1自 身⑩権利曲保護と促倒二より広範l垣な画にているこ

,
足議定書(仮称》』°

"  
理

臼隕  摺
売翼も児童翼春飛び児鸞ポル♂]雛 ‐為児童嘱
鯛肥年1月惚□Iヒ発動すること。    1

回乗なる国連予ども特別総会嘔そ呻成暴文書を糧
□

する特別報告者と曲欄蓄昌面問題腱ウいて剛

-7-



吼 我 は々卦1

界面機街:

]].ゲ回―パル・コミットメント

5。 我々はも以下のとおり合意した。

ング(

て絢案する志: :

蝠
昼高

饉珊艦‰閻鱚暮蜀蝙纂愧y鰹蝠覇1鮨
会餞に向けた様 な々国内畔 ―も籍者が参加bたも回善曹ぬと 占①フオ回轟アツ

こと書湖識し慟世

≧晨坤鋼旧暴
ょジ静 ダ
鎌⑩鋤

鵠なぬ面毅青凛
する。

持つ`Lこ
:

日嘔藻曹

白舗懇罰襲

国蝠 鷹対処設
pる
ことIこ

こ作成さ

改善

霙饂
ス・プ

もi児童善商

こ関して地域社会によ

るため、金ての

レベルに調ifる協力を提饉:b= せ楓

国見量圏性詢押in‐嗣許きれてはならなbЪことを宣言しもそのために行動することを響絢する.

nt

… 8二



淮1         
°

舗二固蝙童口商鑽的他的掬取比厘対する世界農饉曲闘量に聞たり、風下の文書が議長

に蠅出された中

国 臓州各国『縮震ぽ口…パJ♭・コミットメント惚園す輸出颯躙開宣言』

ロ アメリカ

ロ インド

ロ イラン         ・

・□.由昔]=参加したアラブ07フ リカ講曰

注1:畷酬諄艶前は¬薫目についても現酬頂聯凛卿邸姜纏藤■力的に立場を
‐ヽ―事

`・
  :fつ 。― し~・ ―́ 、一 ― ‐

表現した、ぬ斌 政譴曲爾晨痣影響などはあり編

性 淵醒罰錮縮割こ鋤て底 釦幽躙餞く.鍔霧卿貯鱚酬こ

、             早間贖つてはいるものの胸曲げ詢己離粥暗きたものないホ■島ベデジ

蜘 して騒竜 悦

□知m年目o月 1縣回齢輸18目審でパレコタで開催された節昌回醒盤国繭業的性的麹取

掟厘対する世界曲情暉アジア0±平洋地敏準備白合におしlΓ操識捨れ籠嘔颯目曲商業

的性的擦取l=屋封す吊車アジ7二太雫洋地鰈面瓢轟ッャメント理鄭得剛討画

口釦01年10月期日か場鯛固までラバトで囲機され旭児童卿性筆籍取]=反対するアラ

ブ白アフ嘔詢フ十一ラムにおいて操綱きれぬ籠膳重⑩建的締取に反対するアラブ・アフ

リカフオーラム霊雪

目瓢Юll年11周卑目か'ら椰日までダリカ電囲値書蹴 昌嘔 哺 導詢岬 取に翼

i』
…
就瞥翼 罪由鵬碑ブジデ帥備金昔で保嗣きれたこ南アジ警戦略

□卸朧毎風二月7日か島9日審雷署ンテビデオ普闘他きれた児ロロ性融 Jこ履対する

業鍋自敵で操況書れ鯉もラテンをアメリカユぴガリブ地堀に由時曝鼎自己鄭宥者に対

する画繁的性的掃摯潜事部馳菫胞灘するモ咽他⑩膳鯉画性詢軸力1=風討する戦略働

たぬめコミットメント

ロ鋤0風年11月錮圏から鐘ユ直までゴ伊ペスト鵡開趣審れた性飽締取に痙討ずる児童①

爆観に関する由脅雪繹颯き猟権も当中回ッパ曇ぴ申典アジアにおけril性的絆聴から① .

児童⑪儡腱田ため醸冒亀ットメント及び指曲酢日

口卸剛鴫凱霊・肩邑自から3目癖てフ身宇デルフィ17で開催され糧児童嚇蘭業曲性的搾取

に問する北業地岨卑紳白脅枷ら提出害れた銀譲

□19馴均議周卸日か嚇31目までストッタホル占電圃機きれ山雙踵日曲摯詢樫的綿噛に

置封ず暴世界由塵鐵鶴択された世曽澳び特躙帥ため帥課題

鵬
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第7回全国シン
『

ジウムにも聰Ъて卿ぉ知らせ

躊 臆飾同雲鰤 Ъ翌日正午碑 鰺

ら

ムマンスリー 50号の電二 0ニュマスにつ |

いてお問い合わせがあ柳ました。ちいさな i

研究グループですかtず関心のねあ嚇⑮力に |

:燿 ・鍮 :押LM蝙 陶
ず

:  57号醐編集担0世話A 橋本ヒ:口子

:       ‐     赫 ょし子

弔
|‐ 郁渕 ド嚇 脚 笏 岬 幽 財 m.:
濡 郵肉‖尚渫蒙.r側⑮は電FT団翔
i    警 蹴 鰊 局

:員をしてくだきつず助`た清濠澄手さ鮮か
|

-10-
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芭界女性会議画ビイングネウトワーク

7事り_北京鳳 C・
呻 砲J蜘鰤 赳 曲 軸 ¨ ♂¨   3月 号 ,

囃鯰丹
卿略 明 Pl選縮

翁

2002年度 珊に京勒圃総会のご案内

同 時 :20J2年 4月
=1日

(日 )

場 所 :文京国民センターBp       .4-ょ 蜀-14:
・・・・・・             硼硼融劇繭1砲

鳳I渕口をご参照ください

ロロロロロロロ」腱口疇□ロロロロロロロロロロロロロロロロロ自□璧□田日□目□日日LD日 □ロロロロロロロロロロロロロロロ嘔D日 口□□□日□□ロロロ□

プログラム

第 1部  綸会  19:鋤爾12鋤
議題 劉田1年度事卵報告、簿 および鰈査搬告

鋤鵬 年度事業計画素亀予算実
世論人遇出

第 7画全国シンポジウムに●いて

そ④他

第2部  女性峨地位委員会傍聴報告会  1鍮田膿 1曇報

報告者 房卵 桂さん

1            寿藤 識さん

鱚本ヒロ子さん

第3部  交瘍会  1懸 :90日 17:馳
｀

「

Wr・

に 下地鐵コーヵス報告 ‐‐

椰談
       蓼

□ロロ日□□□嘔[□ □□□□□□□□ロロロ嘔□ロロ饉■国□嘔臼口□□□□山日□□口□□□□□d□ □:□ □□直ロロロロロロ□□田□□□ロロロロロロロロ

●刷嚇氏申込書をファックスまた戴曇翻蠅酬こでご飩汁不ください。
0重趙 ⑮方は上記にある委儀戦を進ぅでください。
●お返事は4月 10日 までにお願いいたします。
0はじめてめ,会場です麹1、

1交闊彊便のところ輔 □

-1-



賣褥撃薫懇琴犠祗黎蟷・
.

待遇費実現しようξ:圏帥酔需晏抑から輯哉‐も

た均等待縄 由oloo年 キャンデ■摯:pt、
昨年響

月にスタ∵卜させた『滝響特迪ナ1歩 ジ当レ2

10o3』 は、昨年1□ 月か幅1ユ 月にかけてオ

ランダ讐デルについてジェンダ〒の視点か
:逼現地調査を待

:お
茫:fゴ表1産|ビメプ重者

リングカ,あ準:か 1ヽ最導の不況や両い失業率

む   甲解決策であるかわように喧倭事れている

が、『はたして女性静警働くことに1と もでどうな
Iの 諏亀 調整を行つた女性たちは、均等特過と

他会保障ぬ者のワークシェアリングはね叩

梶ない込とを実M・ bて鋼国:じたき,

1 同キャンペ■ンはまでに、昨載t帰国旱な
i

p報告会を開き√ジユネニプロIttЮ 本部での
1調血・裏請などについて黒卜容子弁護士から

'都

昔を行つた。また、同キャンペーン沖t目 指

:膨ている均等価 のた申⑪法案にもいては、

:中島通子弁護士かし提案が行わ紐た。 (資料

,と して本母に掲載落とく曝、法案骨子案いろ

いてご意見のわる方は、1回‐キヤiンパ‐ン宛て

|にお寄ぜ頂きittFゝ 壁はこ堪眠:Lム .1.:ュ i顕

郵M::・』動幽ド睡睡鶉画面=輸画ユ:血腋jp

l.さ て、・晟・月6曰 亀1会場⑪豊厨区女性センター

江ぷック′1l oは起閥員も用醐 高・出が表れて

賠量冬選裏I炒はF琴蜃l棄と
,

1替 メントがぉこなlわれ、会場が出ぬ轟書や質

瀾が情発にだされた。i

鮮基蒙惟醐諄l葛軌そ澁脂魂炒蒙ど悪二推
オテングが1■鱒01年代1蠍降tオラング病と■

いわれ予暉ギ甲蔵奉業等、インフレ、傍嘔す
る社会保障費に悩みながら、それをどう乗慟

越えていっセカ、 19田 年、政労使峨三者に

よぎ「7ッモすT合章

'、

lこ よつTP「金甲抑

制、1努働時間申輝鯖t.減税錐毎|れた。
‐
1時短

やパートの雇用推饂はあらたな雇用を生み、
経済の活性ゴにや失業事の低下につな浦tつたも

さらに 1輔6年に固された由ンピネ‐ショ

ンシナリオによつて、ペイドワークとアンペ

イドワ=ク をシェアしよう|と している。日本

では、急速に女性の低賃金と不安定雇用とい

|ラ パート化が準んでいるかが、オランダの均

等特逼はどこまで進んでいるのかが関Jb⑪

的だつた6

中島通子さん (弁護士・働く女性⑮ための弁

謹団)の精語  |

市場原理主義 0%肉強食のアメリカモデル、〇

高褐機 ,痴環騨 i藉等の霧難工Tデンモデ義、

フ†クシェアリング硼オラングモデルとを

考えたとき、これまではスウェーデン型がよ

いと思つていえが、、オランダ理はどうなの

かを調べ維かつた。'日申口みパ畠卜は有期雇

用になつているつ雹、それば断たねばならない。

ペイドとアンペイドをシ土アする量ンピネ

ーション07Tクは、ゆ≧りおう暮しと男女

轄 を自係に理Ⅱ〕io年熊でに o・ Tf韓韓⑩075〒 1.5

にする生いうがゝ 現実はギート呼I事女性が多
|く .ご :1渕

15・ 1こ
:鍮つでい獅。b浦ギしこ何よワ・語

価したい④は、‐31く 時間をMできるという

〇
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ことだ。働く時間喧到陵要調者でなく慟く側力琶決

めるということだ。

厚生労働省の「パー トタイム労働研究鍮 計ヽ

の中闘とりまとめには七ノ母― 卜の現状を変え

る気|まみられないご民営化を進鋭 競争社会

が進行する。均等待遇・有期雇用甲嘩非と性

会保障の充実なしにtオランダのフニタシ三

アリングを横滑りさせてもだめだふ

久場嬉子さん (東京学芸大学教授)のお話

コンピネーションシナリオはオラングモ

「}曇選∫黛         ]I機澄
女性が鳴えたものがコンピネーションモデ
ル.男女闘で有償労働と無償労働を再配分ザ
る考え方だ。

亜∂本部での

“

翻砂一部

0・1蜘 号 男女同
①問稚費憑翔Jとノ暴―卜0等礼M用も濾

Q:1010号条約は賃金口直接性差別だけでなく間

―
lJめ是正を求めている力札

A:その通りし            :
向:2馨Ⅱ頬げ『整 てt麟錮暗Jに融 くキトタ

イマー:有期屈職蜘弥解詢躊萎貯疇鏑、̀ i

上離 れる。             ‐

G蟻翡職場での同一価値労働同曇賃屹

Q:馳号制惜 1および魁⑮怨務員あるいに会い監

督に服している職業への同一価値労働同一賃

金原則の適用は他に優先して行われるべき力ゝ

日本の公務職場に臨職、非常勤差別があるが。

A:90号勧告は単なる勧告でなく要求条項地 公

務職場の使用者は政府なのだから責任を負う

ことが勅 られている。最初に公務職場で実

性刷役割分業モデル (1。酢0.5)はオラング

でも根強かつたが、オランダモデルの総計と

は同じ 1。5でも基本漁彗大きく違う。アメリカ

型男女平等印働き方ol.酬■0暑2はケアの

視点を欠いた成人男性モデルで、もつとも強

く批判された。したがって、1.酢0。 5をそれ

に近づけていくことでなく、Q75阜 6。 7蔵等
｀
1。 5

'を
個人単位で確立し、ケア (子 どもへのケア

量手青て、1高 lin者人あヶァ=介護》め蔀券

(0、2蹄⑩.量5)を社会化することによつて、

1。い 1。0置目を目指すというものだ。

こうした日係は、社会保障め充実、最低賃

金岬l時間的余裕など、多様な面の社会催奮
進めない赴解盪し経藤.ご うした三ごllit」

.家

族主義とは違つあらたな男女平等なのだ。

(ま とぬ 永非よし子)

アクション2003女たちの調査国資料 1

現され、民間部F日で提纏されるよう法規繭』を

つくることが必要凡

Q:地方自治悴蹴どで条約が守られない場台、

肌●は何ができる海Ъ

Aモの国に委員会を作つたゆ、ミッション (使

節団)を送る場合もあるL政府蟻差別ではな

いとい:ラ
|がtiわれわれ用 』であり曲 だ

として政府に助言していく。2年毎日調査⑪

申にそれを主流連して政府に融働組むよう促

進運動をしている。

鶉     な膨     る順

Q:日 本の意ガス事件では、増ナダオンタリオ州

のペイ・エクイティ法の分析により学者が苦

心にて職務評価をして判決を得た。日本政府

lh単     度を作るのは困難だとい

うが、ⅢDではど⑪ような翻 をしている力、

申 ****酷 *
‘

＊
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上統一的な方法はなし亀分析的に等ればポイン

ト法がいいが、Ⅲ⑩ではずニンダーバイアス

についでの∬イノンスをしているcニュージ .

■)。ンドとフィンランドカ言い情防構をもつて
いるL.推業レベル幅職務が価はあるか%国際

Ⅲ レ抑鶉 岬 挙1して日銹 輻

部門岬倉漕1回つ甲印を選響、曇轟鳴おけ通ジ
黒ンダニ藤ヽイア嵐をなくす権めロモデルを
つ・くつている。アジアではタイを選んでい3。

見なつけなければならないのは電龍胸論の広

がい寺、同ず価値語個の点で聞距塚ある。報
告書は剰 年 3:月末になるだろ―うe

文 うのは 1艶最丙動亀

A:コー累SIJについては総会委員会の力象になつ

たが、もっと多くの情報が要る餞コニスが二

つあることが聞国というよりに錮の間題では

ない漁、 国財 の最終レポートでは運用で

ulJがぁ靱
・t労務管理について変えようとb

でbヽると言っている.ヽ ガイドデインはコース

システム画S女性≒⑪差刷にお幅な聯ヽよう、女

性も上の事―スに上げらようにといつている.

Q:改正均等法では桑コースから女性を%Bコー

曇から男性醐 躙討種こと画園脚こなつたがゝ

BからAへ⑮移動が権利iと認ぬられていなし、

家旗的費性を持つ女性は、日を選ばぎるを得

ないがもその場合、もうA室∵鬼剌転換する

Q:同 聯睦事でも国畠風EIJに賃量が導機
°
という

仕組みについてはどう。力ゝ

A:それ講t人事管理にかんしてなし委員会はコミ

ットできないが{このシステムが関いかに差

F鳳ばに直結脹てし)勘力    見る薔
°
どのよう

.に運用されてしヽ局かに注目する。

° N蓼 腎已暉・

⑩  リ    イ

硼        ‐

Q:111号に開する専P馴家菱員会の特鼎u調査報告

…Fは 年ヽ齢拳卿鮮大きな闘圏曝な
1つ
ている。

A:需週、111%口 議定書をつくる予凸

辣 愚1諄卿申翠自として、いぶPか⑩甲中|

らJ判は魏咀が出てい轟。ず棚 きれ尋とは

思詢趣b哺露、     口勧告をやることに

なつてしヽる。

Q:   ない力S、 翻 ほ田歳以業畷

できなしヽ 起れ以上だと参蒲動しかなれをし亀

とこれ臓政府邸この条項□中に集論を入れるか

1ヽ  ぎや励
Llテ身蟄肇つてレlう17～    1_

③ダロいパルレポートに短いて

Q:111号条約ぬプロ曇
ずヽル貯ポ〒卜の作成は?

A罰 に関して    している.

砲:日 本のレポートにづいては?

A来年瀞コし始ま動と思う。東京支扇を通してア
1  

クションセミナーを開いてもらうことになつ

ている。今日出された報告も重要な資料睦

01酬号 剰 巫 蘭 臣□鰤 号 『可 賠

日本は』閲年に 1鵬 号条胸密批瞳したが、育

児 も弁讚伸戦を理由幅暴進⑬昇格で不利益を受t

けたり、有期雇用労働者はね児 O介謹朧暇口対

象から除外されていも。速隔地呂転⑪可否が早

―暴わ1す口基準になつたり、パートと正社員⑩

賃佳格差『合郵 陶 □理由とされ、パート氏⑪

身栽澤刷び横行してい登準 と桑納甲颯
ご∵‐

mO      を雉 ・ ‐   ⑮飩

, 轟韻融柳趨酔ヽ                ・

Q:育児・介護体業法では上記不聯U雄取り扱いは

禁止された.町∬畷蟄1の見解に『短期間口 .

昇格停止は不利益撫いでないJ渤雹ある削、.条

約薩Eではない力ゝ   l     ヽ

叩Ⅲ上育児 0介謹佛暇を取つた]と⑪理由でシステマ

デギックに不利益を与え:Lれる的は、余絢上

⑮権測を取つたこどでペナルディを辞笹|られ

|■ たと同膿になるので腎条約囲縮椀   6
:昇格書世セい   自の分析が必国地

Q:日 本田蛉務員は特閻□理由がなくても育児
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体業榊 つただけで、たとえ制 でも昇格対

象から外される。

奥それは条約の精神に反する。長期の政得守ぜ企ツ

不lll益にないないよう、また、介護休暇も育

児鉢暇と同じレベルの保護を受けるべき鳳

醐 ⑪育児・介話酬躙曇からの除外

Q:日 本の法律では「期間の定めのある労働者』

は育児・介謹休業口対象か輸隣外されている

が、条約の趣旨に違反していないれ

A朧 用が理由でシステマティックに対象か

ら除外されるのは条約に合致しなし、

Q唸務臨職 は、介謹や育児体業を取得申に

〇鷲爾判雖鑑虞文饉β冨戴
これは条約の趣旨に違反しない力、

A:違反していると思澱れるが、具体的なケース

について詳しい事実を報告してほしい。

0遠隔魏配転 0時間外労働を基準とするコース

日明廻劃国

町156号冒頭に述べたような人事管理怖』度は、

条約に適合する力札家庭責任がある人は違隔

地配転も時間外労働も応じられず、低い処遇

になつてしまう…:

A労働者をカテゴリーで分けること自体が条鰤

違反で麟 く、仕事上、遠隔心配転や時間外

労働がどうしても蕗榎勘コどう力補菫間爬:。そ⑮

⑪毀霧亀」鬱鯉熙輩言をl下
コ

日本畷時は
｀
「冨ニス別雇用たっj鷲そ

;ぬ

自意事
ト

噴Jを出したと聞くが、今でもMが あるの

力、改善されないの力、 ILOは最近の状況

や若い労働者への影響に強い関Jいがある。報
告してほしい。それらの可否でコースわけす
るのは、女性へのM接差別で 111号が聞口に

なる。昇進の可能性のあるコースがあり、な

いコースに安陛が多いのは 111号違反となる。

④パートタイマーからプルタイマーヘ硼転換

町7ルから
「
準 トヘ⑭転機はわらでも逆は認

めないのは条約の趣旨に適合する力、

歳165号勧告21条 3項は聯場に欠員がある場

合階 時へ⑩選択を認めるべきだとしている。

そ%の 際、側 なケア⑮棚 がある力ヽ

閻 措置はどう洒＼財政的負担はどうかな

ど障害を除いていかなくではならない。どう
して日ホにそ⑮可能性がないの力ゝ

Q燈用者は最初かし雇用静簡が21jだから転換
できないという。条件は整をため国職場がコ

練自機会を与えないのは違反ではない力ゝ

量それは違反しているG

01田 号 使用者嚇 による円 の終了
lこ酎 る鰊

鍔稲蒻瘍輻 力島ら瓶堀賭ケる158握需腎陶は、罐
の場合を制限し解慮わ遭正な手続きを鶴はして

゛

いる。また使用者が絋 用製絢を脱法的に使

つことを防ぐてめo手段を定め、有期契約⑪場

合を具体的に隅定している。日本の非正規雇用

労働者は市期雇用の更新を線卿返しながら働き
つねに履い止めの不安を抱えている。日本は本

条約をまだ批准してしヽないが、つよく離 勧顕
つている。

① 条雌直瑚閻獅Ⅷ幽壁にあたる漁亀

Q:1開号では恒常的に働晴なが幅有期契約とし
て軸 を重ねる則 はどう機われる力、

業 F短期間臨時的に雇猾される者」は適用除外|
だが、2条 g項で F期閥の定めのある雇用製
約が最絢ぬ保Iを国避する目的讐 llMされる
ことを防翁 とある。鋼 ⊂嘔劇明に入る。

② 日本蠅 条約囃 麗にむけて

Q:批縫じでいぜい国民ぼ立動」最り組みは?

A:各国Ⅷ 者はこの条約を兼い、批准:こ極抗
′

・bている.未批離でも裁判官の精 訓練にIま

こ⑮条約を入れているし、声を上げてくれれ
ば正0からも働きヵコける.

蠍ⅢЮ鰤鞘卸隕 していなくても国朧 準とし

ての動力がおるとされているが?

山国際性とはて⑪意味をもつ口で裁判で有効に :

活用でき轟6・ ま九綸争解決蜻権めに、LD条
約を労働飾駒割匿動正にといこんで活かせる。

Q:日本では雇Vヽ止めに対b鶉罰U濫用で無効』

と主張しで争う。その際 lB8号も根拠にしたい。
A有効な臨
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陶等特遇アタ_ン 霊̂ど 3_□ :曼 晏lまふちぬ縦 国資料 1画1轟逢整電琴奎理憂裏轟零羮曜康懇羮鐘義轟羮覇

第1ぬステージ (鋤om3年までに観紆法を改正し、実現する)

1 パー
:ト タイム労働法 (短峙闘労働■の雇用管理に関する法律)改正

(1)第 3彙中『均獅』を
1『

均等』占する.

(2)同桑印『努力颯務規定』を『義務規定]1と する.         :
(3)労働者臨 湿繁によるパート真イム労働む

・
チノレタイエ餞剣剛肺P襴画醐睡範奥権者携尼謝 る。

(4)違厘した事業主に対する諷 ある割謝肺』度および救済機関な1設ける嘲

2 同一価値労働同一賃位のためつ労働基聯法4条改正

(ユ 》労基法4素に向―鋼値労働同一賃瞼巡kllを明記する目

(2)省令で客観的職務秤価基中を定める冒規定するe

(3)賃金に関する闘離 Nll禁止を明記するぃ

3 間撥性羞剛禁上回ための胸噂法改正

(1)均等法に聞排憧羞馴禁止轟萌謳嘔七具体的な内容は指針で定めることを明記する.

(指針EIj)

① 募集・採用                  '
0職業上曇要がない口に、一定の身長や体重を条件とすること
。』与縫0採用昨あたつて、出産0青児のため退職した女性を排除する結果とな輸錦齢制限    「

を設けること
'

,速隔地転勤¬時間卦懺働だ深夜労働の可否を基申とするコー風別雇用:②
賃 金   ::

:合理的理由のな幅 用管理匡分により賃金に差をつけること

・パニトタイふ¬背期雇用等を理由として、基本給、手当ゝ一時金、。退隕曲等に量をつ

lす ること
04働きぬ場合、世器主ゃ収入の多いほうに家族手当・住宅手当等を支給すること
・出産体暇0育児は Om業 取場を理由とbで一峙性をカットしたり、昇給停止する  i

③縮。鍵  :                ○
,速隔地転翔も時間頌労働、1深篠労働ρ可否で配置や昇進に関じ不利益墟撫ぶ筈琴亀ご ^ゝ

じ
|キ

ー

と
0出産体暇0育児作業0飾腫作業⑮権春ば行使を理由に配置や昇薩揖閲移不rllk取扱ぃを
すること

④ 福̈利厚生

・共働き⑪場合、世帯圭や収入の多いほうに社宅の貸与Ъ住宅資山貸付もァ般財形貸付
を行うこと

□被挨養■と飛むている家族 《親、子ども》bか会社爆萎所などの禾り用を調めないこと

・健康爆朧□被接萎咆認鰹基準を、世帯主や収入の多いほラとすること
・祝いとなど岬支躙 を収入の多いほうとすること

⑪ 退 職   ・ :1・

0%場精婚じな場合一方⑪退mを制奨すること                 '
0同 じ硼場の夫婦⑮一方が異通した場合他方の退職を動保すること

一 個―

屯」こノ  〇



0人員整理喩際共働者の下方という基準を設けること
0人員整理の際パートカ3襲対象にすること    `

(2)均等法指針の中の雇用管理区分に関する部分を高』除する6

4 有劉雇用⑪均等特週のための労基法博改正

(1)・労基法14条にも有期雇用契約を締結した場合正当な理由がなければ契約更断を拒否
‐

できない旨規定する。

(2)有期雇用労働者と期間の定めのない労働者との地等特遇を明記する.・

(3ヽ)育児・介護体業法を、有期雇用労働話にも適用する:

5 労働者派遣法改正       :

(略)

6 公務職場の曲職0非常動の均筈待過めための国家公務員法、地方公議員法および四連絡

改正

(1)期間の定め峨ある職量に対しゝ 正当な理由がな:すれば更話を拒薔できないことを規定

する.

(2)臨職G非常勤珊員の賃金その他の労働条件を常勤職%と均等に処遇するも

(3)職量の選択による短時間公務員制度を設け、常勤囃員および臨職1鯰常勤職員に適用

するc

7 鼻生年量保険法0国民年並法・所得魏法改L
(1)厚生年金保険法を改正し、ザC― 卜t有期雇用を含むすべての労働者が厚生年金に加入

する.

(2)国民年金法を改正し、第3号被爆験者怖J度を廃止する.

(3)所得税法を改正し、配偶者控際、配偶者特副欲 を廃止する。

第2のステージ (新 しぃ立法構想) ょ | 1'1  1           ''%       :F
l 人種、国籍、性Ъ家族的責任、J醒の状況、

く
年齢t宗教¬思想信条、性的指向、社会的

身分、就業形鱗%雇用形競等による募集 ,採用か瞳定年・退職に至るあしゆる雇用上峨羞

別を禁止する.

2 上記の差男雌羅難臨罰りのみならず間接差Bljを含むことを明祀するc

3 すべての労働者について、同一労働または同一価値労働に対し同一報酬を支払うことを

明記する。

4 すべての労働者の均等待遇実現のためポジティプ0アクションを事業主に義務づける。
5 労働者の意思による労働時間の長さ、労働固および労働時間帯の習択および変更を認め

る.

6 事業または職務が脇時的である場合等正当な理由がなければ期間のだめ⑪ある雇用契
約を締結できないことこおよび雇用契約に期間の定めがあっても上記正当な理由がないと

きは、期間の定めがない色のとみなすことを規定する。

-7-



鰤鵬年度か嘔、母子家庭など‖柵 される児

童扶萎手当が飢鰈 見通しにD長野lく 不況に直

撃されて、雇用状況は

「

ギヒLでシンデ綾 ザ
こと手どもた1場彙蛯圃柔≧申響.等甲甲でな
ぃはど逼適している高し泌二し、     の増加ロ
で受綺者力苦増えたことを理由t騨労働0は児

童扶養手当者bll減しまうとヒている:家族蜃度

を守れという声とも運動する。

¬け発雌 鋼 全国iと 画馘 螂職「血年

度全国母子世帯華調費結果m、 離婚など曇

局岬刊用昇⑪甲瘍収幌劃蝠野当等もれ 》

は216万繭〒鶴¬般世帯呻納i8翁の1週ぎなしゝ

母暴家庭ぬ8M鴨ざ働酷)てお叩、就労率は先進国
の申でもつ

1と
:も高嚇卜1:

鯛,3脚 円絆収約副坤万円ま嘲 薄彗群)されて
いる。こ⑮手当力雹ある動基ち、1「子家庭lまなんと

か生活で肇下鷲)鷺□|   )
ところが、受綸者の増卜が予算を逼迫させて

いることを理由に亀厚生労働省は、来年度予算

から、剣暉塾帥万円か野倒願澤I再円準がうど

～

は手2を融続してt.、く彙暮緩討して,4る饉t｀ ラ.

児童扶姜手当□予纂は年額胸暉 億円だが非

年度は■織者嘔絢御 、伊鵠覇ムぴ手¬てをpll

られ:劃骰瑣薔 では3分⑮lJ制輛i躙億円を

育U減する予定だと野・つ嵩こ都らは、子育て支援
:曇

1%話    をバ
金もめると

'し
て|し 嗜通。 l

児童撓羹手当1銹減雪シンデ購 ザ■口費国睦魯

赤石千衣子

…f汐饉鼈誦な嚢・基国
鰤繹胚:ンちξ

「
恣餃

ぬ軸論噌碁輌嘔純葛。お6し薩、
・
曇嚢靱噌

えセ毎舟鵜築幅なる満就労意歌がないから低颯
入な口でlま畿い。
都市部では、シンデ線 ザ[磯蒙諸費⑬半分

は家墳地なつて消える。中高年にな朧 清掃 0

彗 響
、

な毎亀  ′   い    な  |

「

子家庭の自事者団体、しんぐるまぎあず0

ふ弱75きが昨年 12月かし本年 1月 にかけて

実施し走緊急アツケート調査 (図答者 1躙 人)

ではこ平均年収は 盤8万円、プ婆 トヮ脈遣等が

譲鴨 凛帥 年は量隅)だろた。3年前田調査よ

りも収入が低くなもでおり:失業も 1鋼 (帥

年は9嗚)はmlきちにメ笏産のは生幡意徹

の機退で、吐活意識を無くしたりすることが

ぁる』聞m、 「平嘱準l｀
と宥ネたことがある』

2蟻幅と将えている。

厚盤労働省は母子家庭をバートから常用雇

用に朝嘉与毒理論暉珂饒窯l晏鰊踪 鋼 再甲支

う艶惰|どいう暉
二
憫 を輸 どヽ■釉 靱

きはこんなところとも財 している。
%昨 年ドメステオッタギイオレン晏 (D

V)防止法を施行した|。 夫からの轟力からぬ机

晏た申には電麟輯峰甲嚢瀾甲案霧ボ1不可欠だが、

児童鱗養手費を削驀甲きは感簾も一貫していな
い。また児壷挑費手当は1男輩共同0画印視庶

かいも1箕子家庭もj辣摯にすぶきだろう。

輻 鰤 剛 吼颯しんずるまざあず0ふお―らわ

8-



今、東京で起きていること

女性施策のパックラッシュ

女性施策に関わる集いが、自月下旬|こ続げそ東京で開かれた。以下は二っの会⑪報告要旨。

2月 23日 は、「シンポジウム 行政の申立

性・公平性とは何力‐―男女共同参画の名嘔
もと1逗i自衛してぃること』と題して頼 ゥィ
メンズプラザで開かれた。

電鴫 1主催者を代表して、晴政の中立性・

嚢平性翻 う2。23シンポジウム実行委員会』

Oξ 言電 震 i懲標亀 贔
ター講座のM、 松井やよりさんへの講座中
止問題の経過報告と、シンポジウムの趣旨説
明があつた。千代田区は、3月 7日 、抗議し
た松井やよりさん、中島通子さんとめ画会の

場で、瞳前に中止しなこと』へ%を 行っ

た。が、倍の席で区長lよ F今後は講演等で現
場の意見を尊重しではしいJとぃぅこちらの

意見に対し、F上の方で企画と人選について

意見を述べる印が妥当であるJなどと返答③
これを見通ご自ま こうした考え方を許すこ

とになる。女性施策⑮現場⑪担当者、そ⑪多
く|ま女性であるが、その人々を糾弾すれ雌
いFn3題ではなしヽ 全国的に広がってぃるこう
した動きを罷り遍らせて|まならなしヽ 言緒に

に  葬冒毘[|｀皐酪漢暑ЪP争
1去≧奮f言爾

た F行政の公平 ?申立曲 と松ギさんに対 し

て言われた「偏向Jについて間い続けている
という。タプーになっている天皇・従軍慰安
婦問題、偏向するマスコミ、無責任な行政を
批判していきたいと語った。続いて、千代田
区の担当者が発言、お読びと同時に、暴力的
な骨しについて語ったe

弁護士の角田由紀子さんからは「男女共同
参画は不平等をFHDわせないため鍛言葉Jとい

う間吻 があつた0

:後半のシンポジゥムは約 1時間。会場から

の発言騨満発に行われた。

日月26日 にIま 曜輛襲謝団lまなぜ澪暖謝鋼動に

増まれたのか? 都の女性政策のゅくえ」と
いう集まりが「東京都の女性政策をみる・問
う・言う会』の主催で爾 れた.

11点嘉ウイメンイプラずは今年の4月から都
直営で運営されている。これまで運営を行っ
てきた女性財國⑪理事会・評議会は都から自
立し、存続するために昨年二規約改正碁臨
都ぼ改正の意向暑のもつに異をとなえ椰結果
l轍 となり、いま現役員― の例れる3

月 81日 を自前にも書ぃる。財国の廃止を決
ゆる権利はあ議量・理事ヵ露持ってぃるため、
石原慎太郎都知事lま輯蜘薙|ま 3月 申に端 を、

F女性センターというのは建物があればよい

ということでlまない。みなの意思によって活
かされていくも⑮だJと開回述べた。
評議員の画国みっ子車ん嘩「財団lま男女平

≦ 釉 趾 露 lk眩
に朧 して闘うと宣言。こ⑭事態をどうして
いくか、女性たちの意見や裁 硼 か崚て欲

しいと述ギた。都の直営となつたウ不メンズ
プラザはすぐにl竣わらない、しかし数年後
lま 国に見えて悪く、

°
なるだろうとも』

*        *        *

女性財団廃止|こ迫しヽ込編 囮 政による女性
政策の姿勢、知事0女性蔑視発言など、都の
女性政策後退に歯止めをかける有効な策を
結嘲たしゝ    (まとめ 牧田真由美)

-0-



し   、第7固全国シ熙 ウ上につ鴨Ъて硼お知ら潜

現纏も世話∴曇山岡山    卜協力して全国シンポ讐ウム画準備出躍的ています0

鋼 守マ臨『北岬 鰤 けて γ
睾馳 鏑 野

7∬鞭
ず

ウムは
『平和』ジ土ガ 曇

`が
向二ぷリゼ寺 コン歴爾ヒ

:         LM背
涵鰈餐贈硼祗炒眩鯰贄八●5m織品鵡巫回掏施
ホテルにて桐Lヽます。

ロロ,時 :圏回口旱年7月量0日 は )T量¶圃《日)嗣 臆幽 日正鰤 ら囲1日正午硼 中

爾 飩 :融哺 lm由紳 ル鋳 Jレ

「

▲マンスリー58号はあ慟特築です6咋今の

厳しい経済状況を打破する鷹め□秘館で
・

ぁもかめょぅ:にホテングロヮ∵クシェア

リングざいねれていますが、国事に取馴入
れるlこは論静繰靱断と同剰な条件整備亀き、

ちんとした合慮鰺瑕油電必覇です。そ峨大き
な前提は、社会保靡⑪充実と均等特過であ

'

ることはいうまでもあ崚ません。II緻 と視
察回ぬ鸞ふ配も働く女性□権利ぬ保障ゅた
めにt資制せしてしつ力Ъ靭凱せさせて頂き
ました.

ム由国シンポジタムの準備が少bずつ進んで
|います。総会にはなるべく具体的など甍案

._=を いたいと考えていま魂  j… 上、,`

『 到ヒ京測蠅マンスリ‐ 第58剖
圏002年 :3月 1日発行・

編ke発行  1ヒ東側醐事務局
58号口編鼎担当世話人  飛井よb子

,臨 私:典 暉カレングー

☆躙腱.乱ご10紋》 1日 :鸞帥 :鋤

寛京国力朧センタ守BM :

テ■守 :、北京辟鰹⑩活動について
日00馬年に向けてもLRは何を

_するのが 縫会前に嵩見変換をし
て事業計画は反映させたし)と思い

ます

☆]開旧. 曇. 7(日) 19:30～
1 枇話人会

Ⅶ肺糞JAC事瑠爾折

総会準備のた學

★量0國24.21 {日 )  10:3膿 17:00

ご参カロよう膨く鶏願いいたbます□
1ギ旨ジにブ脚・グラム:な

栽澄まし亀。

‐
・・

会場は文京国民センター目⊃罐吋Ъ
:

■ 靡    冬 鼻

れ

姉 恥
]餞趾 瞥

送もてく
瞥

旺
i

蜘醜 年瞳機会
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J.

嘴鰤 。。・2年 2月 17日 ●定例全体会で、女

世界女性会識ロビギングネツトワーク

|ン去り二北薫 ぽ
・
印田号

蜘 島鯉醜飽醍襲軸 ¨ 勁 日雌辞昭 硼月号 圏⑪醜年 4月 1日発行

代表 山下泰予

性差別廃桑絢選択議定書を取り上ず、私と齋

藤識さんが問題提起者になりました。ここで

は、そのときの秘証塙部副既嬰をお伝えします。

1.国連が 1979年に採択した女性差別撤

廃条約は、現准五 □8鱗国漕亀締約国になつて

います。 1990年 に、桑絢⑮実施を確実な

ものにするため、選択議定書油雹付け加えられ、

2002年 2月 5口 までに、73か国鰤まこれ

に署名し、31かmt縮絢国になりました。

しかし、日本は、まだ署名も朧 もしていま

せん。

2.女性差別撤廃条約は、固定的な昴女口役

割分担観念を撤廃しЪ事実上回平等、結果の

ご赳轟轟饒プ呼鰤仄重量涯菫
差別や、慣習・慣行によら差別も倣廃bなけ

ればなりま世ん。また、男女平等原則□実際

的な実現をはかり、差別を禁止す通ため、立

法その値峨措置をとちなければなりません。

3。 このため、1986年ぬ女性差剛撤廃曇

絢の批准|ま、日本的法制度に大きな影りを与

えてきました。鼎女雇願機会均等榛電育滉倉
護体業法:DV防止法、男女共同参両社会基

本法の制定や家庭科の男女共修は、いず机も

条約縮絢国の義務⑪履行にあた蜘ます□

4.当初t条約の実施を確保するために設定

されていた措置は、国家報告制度といつてぃ

それぞれの締絢国が、条約⑪実施状況に関す

るレポートを国連に蠅幽bЪ

員会での審査を受けるというものでビた。曰

本も、現在、第5次レポートの策定を行つて

いるところですb、 これまでに2回、レポT
卜囲審査を受けました。

5。 選択議定書によつて新たに付け加えられ

たのは、個人通報制度と調査制度です。個人

遍報制度では、条約
.上

め権利を侵害された個

人鋳個人ログループが、直接、女性震則倣廃

委員会に申し立てをすることができます。調

査諷度ではЪ女性差別撒廃委員会が、選択議 ・

定0峨締絢国による条約上⑪潅利の『重恭ま

たは組織的
:を
侵書』ガあるという信頼すべき

情価を受け取つた場合時、委員会が調査を行

うことができるという制度です。これらの制

度カリ加わつた退とによつて、雛 産滲調撤廃条

約の拘束力は、飛躍的に強ギヒされました。
ci脱 嚢動雨獅翼藝聰 &③

:⑩ ⑩年 1日・月2昆 日

に,すでに国際的な効力を発生していますo

締約国口中には、バングラディシユやタイ⑮

ようなアジアロ国もあ崚ますし、オーストリ

ア・デンマ中ク、フィンランド、フ言ンス、
°イ

ドイン、イタリニ¬̀二互―ジニランド、スぷ

イン、ウルグアイといつた国々も含まれてい

ます。     「

7.選臨 定書は、それがあることによつて、

女性差別徹廃条約■実効性がまつたく違つて

くるのでナ。たとえば、:日 本政府は、女性差

nlJ撤廃条約Iま報告制度しかないゆるやかな条

-1-



絢だから、ただちに差刷をなくすことを定め

たものではないといつた主張をしてきまbた

が、選択議定書の場繭国1となれ蛾歩そうした主

帳|ま もはやできなくなゆます。

日.女性蓮昴』撤廃条約⑩署名や批准に向けて、

日市中の食牲団体鮮■0になつ億政府にプレ

饒蠅鑢1薄菫、安     馴開嘔臨 ―

の制度を調めた選駅議定讐日批淮を験ない理

由は、19971年 6月の第4国自由権規約に
,お lする日本瞳府報告書において、国際人権(自

由権》規絢
:⑪
選択議定書に関して、   書

|ま、人権⑩国際的保障回なぬ⑩倒度として注

目す饗きFill度である,と認識bてしl輸。しかし、

鯖結に国は、特l曇厠縮瀧甲鞠車翻 おそれ
がないかと口卓を言申識が国が権制度と口関

係等慎重に検討すべき闘財瀞1お面ところ、目|

き続き関係省庁闘で検討を行つてい6と ころ

でわる。Jと述ぷているこ逼ろで現

現在日本におけも最終的な国内的強済手段

であ慟最高裁判断は電国際人権譜粂絢峨国内

適用にっいては消極的どこうか全く希意しよ

うとしていていません。

%鵞 房 甚如i貶汎討 轟:4淵 彙 .

嘔日、1      読宛新聞に死刷廃上の意

見を含む投書をしようとして下許マとされた

事件に¶いて、こ□不許可については合理的

で連法ではないの判決を行もています。こ⑮

ような問題に関して|よt規絢人権黍員会は、

日本政府に対する動告21頼で、死刑確定者

に対する調間や輻信め過度⑮制限についでは ,

自由権規約に抵敵するとの働音を行っていま

九      ._  ¬

弁護人接鼻に対すら検察官中指定権につい

で、最    法鍾は、金に下数で、19
99年 3月 24日 、取り調べ鮮予定通りでき

ッシャーを力ゝけたように、いまこそt'瓢亀亀
は結集して選択議定書の批薩促進運動を最闘 ‐

しなければなりません。

参考資料 :国際女性の地位協会『やさぃ≪苧‐

ぱう女性ぬ権利S(国0日 ,酬:醐,59鰤 J働3鰤よ

齊藤 誡

馨l｀賃藉磋劣鬱蜃躙邊爾
」〇

⑮ような制限は、人権鵬絢‐1.4i条 3頃bに違

反しないとしました。

非嫡田子に対す勘相続鋳差潟りに関しても、

200□年 1月 27日面最商畿判所第一小法

廷はち1995年め大法廷判決に従い、憲法

14条に違反しない造の判決を行つています6

こ⑮点に関しては、この1995年め大法廷

苧J決漁t規約人権委員会において直接議論⑮対

象となり、日本政府に対して強制度の改正を

含υ措置節ま勧砦されてしヽるところで九

また最近では受刑者と弁護士□接見に精い

て、監獄職員による憮行回事素でゝこれを理

由に国家賠償請求語識費提越してい札る受刑者

と弁護士と口接見に勝いてt躊嚇職員峨立ち

会い造30分の時間制限⑮適薔が予われた事

集で、.高機高裁i亀 :時闘卜限極立ち会巌避基

法とし、その理由としてゝ人権湖駒はどを目|:

いていまし耀ぶ、こ□酬 であな白向裁判

所第一小法廷では、23⑩ O年 9月 7日 この

高松高動の判決を避転し全画敗訴の判決を行

っています。

安閻 雉艦鞣約との関係では、再躊

期間警女性だけに定峨起民法の規定や、国立

大学教授⑮通称使用⑮制限厖間赫れた裁判で

も女性差凰    口違度はなねとしていま

九

現在住友生命と住友電工において雇用機会

均等法に基づき調停ぬ申し立てをしまbたが、
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こ⑮調停を不開始とした国醐 手に国家賠償

を求める裁判を提訴し、女性差別撤廃条約違

反を主張しており、この条約に違反するかど

うかが大きな争点となつている裁判が行われ

ており、裁判所の判断が注目されていま九

いまや壺世界のグローノミルスタンダードの

人権湛葬壮 して、国際人権諸条約印ルールが

世界の各国で認証されつつありますじしかヒ

日本の裁判所においては、最高裁判所の姿勢

から1まるかに遠いできごととなっていま九

そして個人通報制度に関す輸選択議定書に

ついて日本或府が批准ができない背景にiよ、

鋼 電 顎 塁 毀 撃 輪 翼 [
らの判断において国際人権譜条約の適用につ

いて拒否をしながら、一方で国際人権諸条約

の個人通報制度について⑮批准に反対してい

るということは、最高裁判所が日本的漉制度

において国際人権水準畷実現に対鵠 最大中

抵航醐噛|と イヒしていることは明らかです。

そこで暉 司法制度改革ということで、2

ool年 11月|に司法制度改革推進法油琶制定

され、現在 10の検討金が設置され、司法の

各分野における具体簾が検討されていきれ

日本弁護士連合会⑮国際人権問題萎員会は、
日本弁護士連合会の会長に対し、この司法制

度改革推進本部内に設置された「国際イヒ検討

会」に熱 >てt日本が批縫している国際人権

譜条約び付随する個人通報制度④選択議定書
の隋 について検討するように要請しました。
通の司法改革暉襲 は、最高裁判所に対し、

国際    の道局善認めさせ、また国際

人権諸条約の個人遍報制度の選択議定書⑪批

准の方向を調めさせ懸絶好の機会となつてい

ます。

是非とも檬寿な陽闘団体かし、司法制度改

革推進車部に対して、この実現を検討するよ

うに要請を行うことを提案するもの鷲 。

^ゴ
噂時ハギ、ハリ強F、〆ゝ″暉臓J‐ ノヽ¨

―
｀

『優しくまなばう女性の権利』パンフレットか態

⊂〕ヽると横ち警讐霧撃賃軍昔T骨8蟹褻賽曇悪臭凩育讐ギ温董曇饉峯裔雪糞冒F2雪寧撃攣雪テ儒お墨
旱酔だ麓纏∴襲灌L尋恣退趙誕〔、「丁J了魯3低 iI百麿為藷惜М恣心覇了予轟3‐鰺r・露霰會事l〕事
嵩土暮賣百警た孟踏ほ商咆燿獄璽抒肛量贔理雷蜀言電Fξ l「227]5藝∬じ三」II了奮讐写撃「
券生33手馨ゴ昔肇冒冒[電Ls奮讐混讐言置響峨蟄暴贅墨平惜量に[言?言郎贈ξ百モ蜃讐撃タ

リー

一方、当面批准が期待できない先饉国として挙げられるぬはЪイギリスなどです.イ ギリスで批准
ができない大きな理由は、このと通ろいっそう他民醸国家となり、あまりに多様な状況の女性がいる
ということのようです.勧告は、露001年 1月 に女性背を設置し、アジアでも積極的に女性政策を推
進している国のひとつで、早く批准すると見られていましたが批准が遅れています。

アメリカは条約自体を批准していませんので1選択議定書⑩批准瞥格はありません。

鰺鱚鰊躊恣M、 マンスリー本真をご参照ください。
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郭J囲翻闘調鶴珈 解齢 る鰐翻 l層盟饉曇曇

女子逹曇』撤廃桑胸に関す駒第長ヽ1国政府報告|

書の作成にわたつて%昨年日月かb激 月に力ゝ

けで当般峨意見を求めたとこ心、日□③件を

越す意見か寄せられた。それを受けて、去る

3月 2審目、内閣府講堂に精いて意見交換会

が聞カトれた。

当日はti坂東局長以下(関係各省□説明者
:

を含中ヽ 30幸基が出席、会場働設置鵡_こⅢ
ま寺高轟量Jを避け1:菅庁ぬ説萌:著二卦歯lぎ ず

‐ト

拝聰するという形成になしないよう工美した

との説明が主催者からあ嘔た。時間的強制約

もあ明跡モ⑩試みの成果を実慮するとこうま

ではいかな瀞つたが、N∞ と対等であろう

とする努力に感じらおた。

今回⑪意見叩集縫ついて期曝向に寄世られ

た意見は期限内が299件、そ⑪池が07件¬

個人38,人 51件、高.0団体215件、そめ

他は平刷と口ことであつた。のべ419件の

内容を『労働』:『広報曹発』「宛買春ご轟力』『厚

生 0福柚 などに分け、内閣府oま とめた項

目毎に省庁から説明がわつた。内容について

は1これまで・ヨL京 蟄鰹力]要望事項□申し入

れや予算噸概算要求に

'い
しておこなづてき

た話起ぜいから進展したも⑮はほとんどなか

った。                1:l:
最も意見⑮多かつため・はち雇用「労働分鯰。

閥接差別の改善を求める意見に対して、間接

差鳳熙向向かについてあコンセンサスカ1できて

いないЪ合意鋏 に翼らない、というに留ま

った。量―尋層』雇用についても嘔ポジテイプ・

アクションに関わる留意事項を昨鄭末に示b、 ,

自治体や企業,労紙などに要請 |しているとい

う。また¬ジエンダ■に関するIL③ 条約tOi批

准の行方についてt嘔璽施な罰 峨禁上が国

両法上、担保されているかを検討申」(111

号)など、そ田他⑮条絣についても国内法に

おいても間題が残つているか、不充分を⑪か%

整合性がある力塾の観点癒Lら、慎重に検討申と

いう答弁調続いた。異なる雇用蛛 と賃金に

っぃセ、『パートと正社員と口職務関係鐵竃複`ヽ

経J「正社員は残業:異動0転勤様ど⑩拘束性

が高い』との判断が壼からず、『同基労働・同
二賃金口精神を踏まえながらも日本に合つた|ヽ

処遇譲臨菫ご蜘齢b4鶴邊鍮調幅]ご硼  

「プ)

農水省では昨年の自ピイング等で受けた女

性政策を着実に饉展さそてい通との報告意

文部省は、濃路指導や就職塵則等、女性ポ i

不利でわることは認識しつつ関係期間に要請

したり、指針を設けている高性教育について

|ま、『正し聯咄 学的知識が正しい行動につな

がるJとの認識で、早齢に応鳴た性教育を教

育金体で行うと同時に、救職員⑪研修や参考

資判■今日x罪ぢく場に務めているとの事曰

男女の固定的役割認識について、世論調査 ・

では変わりつつあるが、月性の青児体業取得

などに結びつくまでにはい力じない□企業には.

1女共同参国会議に導問な量会を設置七検討申

でおる占警察庁は関係法規により、取り縮ま  |
柳をすすめると同時に、少女に対するカウン

セリングを行つている□外務省は国際組織犯

罪条約カロ入も昨年の横朧会議1.5月 ぬ団連子・|

ども特釧総会などに続き、子どもの確利条約  ‐

の選択議定書帥批進に向けていくと説明した。

会場かLは、『拘束性を理由とする賃色lib

差は条約違反』晴 庁説明は文書にして』『意

見変換口時間が不足』などの発言ぷ幽た沖1コ■

議論を変わ時間はなかつた。(永井よし子)

一〇
・
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上田外茂手

国鸞刑事裁判所がもうすぐできる !:

T彎 'ず、つの場蛉 :岬彎l警叫下

護、包括的な保障峨権限を盛り込ませたので

ある。二CC規程発蜘には、国連加服国の団

ヶ国の批離が必要 (現在 55ヶ 国)。 日本は署

名も批准もしていなし亀 市民の運動なしには

日本嘔磐銘 げ批淮はありえないだろうと結ば

れた。

飢 C織 伽画for tte団酌鶴ぱ勁 地 興 )

代表④平野裕二さんは、「子ども兵士と国際

刑事鏃 』:ころいて謡皐た息『
｀
1,`こ c条約は

武力紛争に限られるもので麟 く、Ellえはオ

ース トラリア先住局の子どもたちの自人家庭
への強制移住などにも適用され踵。現在、も

っとも大きな問題は、子ども兵士 (18歳赫 )

のこと。武力紛争に子どもを参加させている

国や集国の責任を追及し、子ども自身が犯罪

行論に如担す輸場合、10菌未満の子どもは I

CCでは裁かないとして嚇喝b■国連安保理も

再三、子ども兵士の問題を取り上げ、決識し

ている鮮、いまだに解決吉:れず、被害が広が

つているJと憂慮を示した6

質疑応答では、′ICCが関れることができ・

8犯罪峨形憩、捜査⑩方法、語識費用のこと

など、鄭 的な問題が活発に話し合われた。

i

島       bu蠅 牡帥 岬 幅 記鳳

呻 ,m,鰤 ]輸 蝿 銹 鉤

3

mm岬 範 蹴 職 成 恥 剛 躙 膿 岬 ,馴職

興    ,

幽 赫 軌     面 岬 醜 晦 岬

範扇h岨酬blM配肺劇贔週測既

嚇 輻       躊 ,m

m]蒻 劇 鑽 山 躙 が巫 醜 駒 財 飢

趙 蝠 ,    |

馳 珈 ,m岬   ヮ愉 囲 画 鶉 画 面
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国□基本法をうけで新潟県に精いても新鵜
県⑮特性をふまただ新潟らしぃ ,miを作
ろう.と、'こωl年かけて議論bた女性問題協
議会⑮場面には、毎固た跡ヽへんなJ醸強鼈嶋
団力琶あ?:K、 いつもほとんど満椰m癬聴席。
もちろん億□中には必ず『ゴ鑢 JAcO新潟』
のメ「ン?奪T傾葺額脇調陽もあ毒竃Ll協議会⑪議論‐

⑮やりと粉を熱けに厳ししヽま[魯ざしで見守葛
ていたからだま眸今は N瘍01と行政ぬノ経 ト
ナーシップ漏雹女性政策の場面では一定程度浸
適し、

・
力陸プランや逼ぬ条例件卿においても,

I市民委員口毯膳≒1脚聴著⑩参加ti議事録公開、
講案名のパプリックコメントなど□手法は定
着してきて。いる。̈協識会□騰聴だけでなく趾
員争⑪動きわはやは金⑮勝聴さ

―
うにパプリッ

クコデイトヘぬ堂ミリトなどt脚副〕①女性
たち口動きはbをやかに多様に女性戯節量
案 0職定の「こ追でも

・
とぃう場面には必ず底

力をみせてく無毎:そう醸た外かb■女性た
ち口徴理しがあ紀ぱこを、協議会も条例ぬ名
称問題%目的t定軋、リプ色:の範え方などtF譲
れないす線』̀を咆ぐつて粘り強いネゴシェ暉
卜節町Q認た中だし、行醸側も協議会の委員ゅ‐
背後にある多く⑩摯民女性の強しゃ日ぃ留憮幌
しえなか?たからこそЪ

｀
頭隋な限柳鵬始の

意見を条倒lこ恥り込む真く動意をしてくれた
のだと思つ』毎回t鋪日後に送られてく輸
議事録のとすも2時間⑪議論とは思たない分・
量のチェックはたぃ亀ん」騰重しヽ作業でわった
が、それだけ密度口濃口議論ができたこと口
証左でもある。  ｀

さて、識いや柳と蜘の本印条例でおうが、
成文化□量終場面で|『濃令審査』の関門があ 1
つて、それがクリアさ札なけれ   □議
案提出も不可になりかねないというこ⑪段階
で、医点□打ち方も含めた文章表現⑩法形式

金丼淑子 嘔県‐女性問題協議会会長)

上崚制約を撃け、陸濶な郡ら新潟らしさ曇口:

こだ獅甲
「は若干薄らいだ鯰も否ぬなしゝ しか

し、母⑮プロセスにおいで通の
'「

条例』,力電

脚Ⅸ》1と行政口『協同』
:の

成果でぁるュとは
否定したな職tそして今後Iま:協議会は条例

蜃饒贔 楼蒻炒o
女平等推進の条例ぬ趣旨にたって街載め女性
施策に≪撮言>してむくこともせきる『審議
会』にオ嘔グラギ|プされる.とすれば、こ⑮協
み をullからきまざまな難 でパックァ事
プする円 ④力がます嘆ナ重要性を辞びて
いることは闘塾くな財ゝ
だからこそというギき:な⑩だが、今回ぬ鈴

木宗昇議員峨外務省又k、 とりねけN□D桑
⑮圧力問題|ま、瑚L歳曇臨・聰 |こ とっても他
人事守はないはず、行政とN□o回バ‐トナ
ーシップ峨閲燻性を考える組好⑩機会と見る
べきではない浦Ъ両者の間中真に自律的な措
抗した力関係などぅ担保する力%を口緊張感
を欠けぼ、間畷はな呻ナく行政にとっで都合
甲いい脚匝訓浮転毬てしまう。M法 が出来
て、女性センタ崎など⑮事非ゃ業務萎誰が
卿 %を とつたNR)に開 ゎりされて
しく傾向もあるながで、曲 ⑮存在理由の
原点はあくまでも『社会運動Jにある足とな
確認したレ

1。 :行政から口参力『⑮認証 (トーク
ン)をうけた参画酎隠0と してでなく、事業{

委託ぬひも付さ口蜘DDで‰なく、行政ご同
l

じテープ汁に立って、‐NttDと して
・
の詰りを

もつて対等に向き合い議論しゎぇる関係をど
う作る力、倍れを担燥ナ局ためのシステムづ
くりを書めて、身国の Fムネォ問題』渤竃日本
⑮硼匝)につきつけている課題は重し、
(『ゴ拡蔵馳買CO謂鋏}第 56号漁も1国州 )

-6-



コーカスニュースから

北京 JAC仙台 第 17号 より

●女性センター建設断念

仙台市は太白区長町に計画bていた『女性

センタニ』を断念し、他台識 蠍前 貯 エル』

内に設置する方針を発表した。 2003年 の

オープンをめざb推進協調緩ボ靖翻廓醐露稿騰

想の見直しの機鋸割朧額をした.駆匡ⅢⅧ帥

●仙台壷_鰹±共同:塞        _口
Jpp子案主≧型 _=配布

昨年 6月 から条例のあり方など④協議を重

ねていた仙台市ジェンダーフリ…維滲協議会

では、条例に盛りこむギき内容を嚇 子」
にまとめ 2ノ 12か亀配布するこ仰OPI嘔日)

●条例の「名称」は?

～北京 JAC仙台・条例研究会報告～

(12月 は仙台市の条例名称と理念につい

て討議した。)『なるべく短いほうがいいねJ

「どんな目的の条rllな のか,名 称を見ただけ

で分かるのがいぃJ『いちぼんすoき りして

いるのは男女平等推進条rllかな』『側台をひ

らがなにすると財国との関連が分かりやす

いJ「せんだいジェンダ∵フリー推進条例で

lま ?J・ …など。
一方、理念については、あくまでもひとり

一人の人権が重んじられるものであること、

個台および東北の実情に即した施策をめぎす

こと、職押旨醸卜社会的0瑾済的な有形無壽の男

女間格量を是正しようと決意したことを宣言

するものであることなどが挙げられ、もりこ

むまれる.■き施策にまで及びまbた。も̈・__
(木村さち子)

山プレ集会のお知し

全国シンポジウムを控えて集会を開きます

0日 時 5月 18日 (上 )

13時 80」静晏-1儡 時 30分

O講演 講師 :情水置子さん

Fダローギル化時代と女性』

～人権・共生・平和亀⑪新たなとりくみ～

主催 世界女性会議嗣山連絡会  ヽ

醐働い騨3・ 1318.(時資)

イスラエル⑪北都脚 ラヤ地方でパレスチ

ナ人の経済的自立を支援す啓MPO活動に参

加している二人の女性を迎えたシンポジウム

が3月 17固東京で開力れ た。主催は実行委

lEl会。共にイスラエル回籍を持つパレスチナ

人とユダヤ人が、『テロや武力によらない第

二の道』を模索するお話に%会場に詰めかけ

た多く⑮人々は胸密打たれたにちがいない。
パレスチナ人のサーミヤさんは、唯 民にオ

ルターナティブな環境がある起とを示したい。

10年間P週覇謬劃腱を闘きち蠅 の目立と子ど

も⑪教育支援をしできた。行動も自口でなく

家族に縛られている女性ぜЪ自信隋 力をつ

けれ醸 的な力にな輸.粘着にも固有の文

イLを尊重しもよりよい生、よ崚よい未来を育

蟄ことを知らせたい。宗教的に闘じられた環

に入りこ静ことなく、暴ぽヤ人とアラブ人の

理帯の%を 零りた
|｀ 1:喜話鬱た。

ヘプライ語が母語で運動⑪ためにアラピア

語通話し:講絵は英語をLちたニダャ人のハ
タスさんは、悩げ汁騰曜靭逗額曰酵された中東の二

れまでを語り、経乱の道産を機したオスロ合

意、その後ωアメリカの他界戦略の中でも宗

教的であつたはずのジハードが対粁 反米に

傾き、こうしたジハードがオルターナティプ

を示していないと指摘¬特に9011はアメリ

カの暴力反応を招き、アメリカー辺倒では世

界はうまくしЪかないことがわかつてきた。曰

本田ような離劃劃コも不瑠融いら脱せないし、イ

ステエノレの GttP17000%に対してノくレスチ

ナ 700 FJではうまくいくわけがない、対立の

構造では信も解決bないのだ、と語つた。

沖縄から参脚田したダダラス・デミスさんは、

「暴力⑮連Rを断つために第二の道をさぐる
べきだけパレステナ・イステエル0新しい声

は徴兵拒否に導る通とができる。これは抵抗

の新bい形だ』と型メントした。

錯 者□蠅 否だけでなく、搬 の拒

否も広がつてい通)e

T―

ずイステエルの女たち
0自立』シンポジウム

(永井よじ子)



割国曇国シンポジウムについて⑩お知喝せ'

:ら

皓信蛛 拒め電濁腿|してくださらえ方 力々竃

弱いでです。運鮭感懃鶉カコはじで申膿れぬ卿

:・ 窯せんでし腿。膚唆)と 岳幽席呻申理事密くだ
さっ進芳に臓警   調1%廊曖為二平庫ゝ

甲』湿    警
‐鼈麒隧鰊了ヂ叩?り

の
ヅ

胚紐鼈飩餡鞘讚饒鑢弊置
仁入されてい奪膿権喝郷詳しく,ださむヽ

-

『闘ヒ京JACヤンスリー 1第5白 号』 18
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世界女性含識ロピイングネットワーク

7ン翼り≦北威風 ぼ 第60号
巳 鷺 鶴 C  睡 脇中酬 鰤 説中T幽喝 購 伽   5鵬 89岬 5月 1日発行

200露 :年度織会を終えて

賀新体制で囲出発です～

4月 21日 、 2002罐 隋

'藝

競 鴎

センターで開かれました。世話人会口濃繭によ

り、    議長、田中和子副議長Ъ幽納いず

み書認を選出、全国からお集まりくだきつた会

員とともに、なごやかな中にも聾覇馴儡 簿難證

開されました。(出席晴138名、御 瓢)測齢

議事は、事務局長□永井からの2001年度・

の事業報告で始まりました。こ囃 から、マ

ンスリーの発行が11回に増えたことで全国シ

ンポジウムの報告ボホットをうちに会員に届く

ようになつたこと:ロ ピギ満動か定例イヒされて

司艤諏迅蝿 の政節提言ネットワークとしての設

割が定着してきたこと、仙台での全国シンポジ

ジウムの成果などが報告されまbた。

鼈  熙文辟楔灘ダ
軽減によ明、財政の危機的状況を脱ヒ安定して

きたことなどの構 がありましれ

02年度印事業討面についでの超 な変化は、

毎月開催してきた定例全体会を隔月⑪日曜目と

し、そ鱚 要に応じてタイムリーな開催舗

うとしたことです.最高の報告者、テーマ⑩重

要性やタイミングな円 たされた制会にもか
―一かわ:らず、参加者が少ないことがこ⑪見直しD

理由で規

岡山市で開催する第で回奎固シンポジウムの

準備は着々と進んでいます.岡山からは4人の

方鵬 にご出席、事務局の時宙さんから開催

―
についで説明がありました。今回のマン

スリーの選付に合わせてチラシを固封いたしま

すので、お申脚 ⑮ほうをよろしく橘願いい

たします.(分科会⑪詳しい内容は、まとまり次

第、マンスリーに掲載田予自

新年度の予算案の特徴は、地域コーカスの性

話人峨醐 の畠部を補助するとしたことでた

毎国金額が望ましい口ですが、たとえ一部にせ

よ識Lできてよかつたと思います

「そ田他、政治 ○政鋼研究曹貯 プの発足臓続

き、人間印       を検討する夢陸 プ

ロ発星が提案されました。また、地域コーカス

③発展を働き力Lけもノ式ックラッシュ⑪中で女性

の人権と安全を確立bよ うとの積極的なご意見

漁]出されまし拒G

機会後、日副Ⅳ ⑪判躍製警湖 鰤 ましたD報

峯蒙膳揺齊戦華い ジ以下をこ糞彗理鳳くださし亀

それに続く変澁会では電1憧側の地域コーカス

報告油雹元気‐椰ぬ地域口藉動繭伝えてください

ま助に 同時に、広がりつつあるパックラッシ

ュの肉 Mも 見えてきました。

活発で需急なゴ提案が相次ぎ、いくつ躊

人会で今後□級いを防 るという稽題となり

ました。世話入会からご提案した際は、皆さま

のMな ご参加を、よるしくお願いいたしま

丸

(永井よし子 )

精

「
・
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岬辱ぬ曇事蜀碑呻靱 れ鵡 ギ
参加飾{麺 趣第11回 :白麟 だょかるためだ

がゝ .2コ国に入るキ数がぐんと少な.く なも亀

八暴∫畠貪巳虔渭甦贋又鰤闊了ざ瞑¬肋亀礼邑
ヴイザを鶉 るぬが大変だヮたょ勤礼 中|ま

つテ'国口畿波ξ        ⑪ヵミァラ
プ瀞ら口m.印   なけ祓 鍵戴乳,私は先
ず我ンプランシス厠か幅測国bた回だがらセキ

晨薇必嘉咆鉤畿憑褥写濶
電ぶρ諄摯鳳 裏斗嘉
鶉F写      盪露

亀  筵
資糧弔躍顕可轟餅論と、拗   [こ軍ノ蛛スカレグ

曇首l竃閣

1823だつた。アラガニスタンロ愧 雹話題‖こ
なる⑮は分かるが、莉 魏 ない日本で眠
安全靱障聾肇釘麟諭:用 口ヽことはあま

｀
9知G

れていなし、どんな内容鵡麺しないという声が

尚 懃 恣 凩讐瘍
を  呼

%雫

桂

撃    鞣写粽
サン・デ墨テ鍔 へ調臼麟L曜:w始まって以

ノ 来の   解鯰じた      ‐
、開萎セッションに読bて■般詞識が行臨

躍晏   馴蹴忠、
珈絣騎援が経1囀

熔識趙蹄隕藝ヒ
m、     鼈 され亀 柿

轟硫輻撃儡嘉τ言厠
室にみる口にひと苦労b〕幅今年のM画 ⑩
テ■ヤ1ム

'『

アプガニスタン爾女性は今: そ⑮

蝙蘊躙‖×轟言「驚
事     、1  、

ロニラ島プッシ三1回贖胞挨拶があり:ァンデュ

ラ。キングがアフが         大臣|
1 でおう予70チマ

～
翡勘場のメジヤ■ジを読み上

｀

げてセレモニーは経枷っ亀F騒》て証念バ串ル

:プ欝     L鳳
女性Ⅲ鳳幸?7り、自ルタンぬ量ァ

=妃
ξ移皇

ランディ珈 護轟:国連人回基畿申議漏長:

国連開発計画□牝表がプレゼンテーショシを
,

したЪ                      J
mと 貧囲で 四っに分ヵれて

15圃寵¶続いたD割爾珈哉主として留「7鋼を
代 麦 す 働 ヴ ェ ネ ズ エ テ と

。
目 ぃ t甲

ッ パ 色
暴 昌 オ ン
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を代表するスパインが発言し、アメリカ、カナ

ス オーストラリア、尋ュージーランR日本
タイなど瀾時 発々言するといつ超脇鰺前電

曰黒さんは貧国⑪デ籐 プに出ていて、聞
発途 に国に追加わ資貪援助を』という文言につ

いて、日本田窮状を訴えて「勘 回 は出来ない

が『質の向上Jならできる述ぺ亀力畢受諏漁 ら

れなかった

環境鍮鬱記闘倫1創鰤路日の 15圃ぬ4時前に

採択されたが、貧囲⑭合意結論は4時過ぎて腺
択されれ NGO力言要求していに『鮮民t移住

鵬 、八叢釉褪司』讐割》」崚了I劃両醸県詠いら解

σ 曇燿⑮量韮
yξ

聰難場て『』sり 、3月 11日 ⊂畦銹昨島潮iヽ

ら折衝が始虜った アメリカはアフガ三スタン

の期 こ関す雹決議案を大幅に書き換えて、自

分④ことは棚に上げてアフガン2定政府に 吐

子差別撤廃条約』とその R鄭臨舗業鞠1の搬准

を迫つているのにはあされ亀
会議最終日には、先ず賛ばi38票t剛 力電ア

メリカの 1票で 防颯レステけで理卸隻へ嘔嚇載馳
に関する決議が、続いて F女性、女児、

コS』 に関す副齢議ゴジエンダ≧の主流

イ腕 に関する機議 い膠疏麹喝れた女性と子ど

もJの決議が採択された高緞 く 、『ピューロ

ー蠅 と曙讀簑父躊閻鞠 とずF遁報手続き』
に関する3本の    され亀

決定によつて、来年からC師駆では専門家パ

ネノレ⑮ほ力ヽに、Mに 参加しi撻目蜃醜府高官

①
こ

櫨 T尚 亥 織 識 斃 鵞 徊 l韮
至らず、年後6時半になって同時遍調は帰つて
°
しまい、マイクロフォンも使え枢 なり、会議 :

は延期轟踊L      3月 2懸 日lこ再開さ

れ、Fァプガンの女性と女児」に関する決議が

取 さ胸献読

Ⅲ.NGO活動

酬 の開催に先齢 て、3月 2日に、ユ

ニフェム主催⑮ティーチ・インというワークシ

ョップ鮮行われれ 続いて、国日、アドヴォカ
シー

`ト レ∵ニングもあつた

3月 8日鷹 朝 蠅哨都幅N〔Ю コノ苛磯瞬
―ショ閉闘諭闘餞 二尋―ヨークtジュネース
ウィーン・コン鋤 代表たち、閻 議長⑮挨拶
のあと、アンジェラOキングと国連人涸基金⑮

トラヤ・オベイ Rジ ャ寺イカ⑮固違夫使であ

るパトリシア eデ轟ラントゝ 鮮民女性と子ども

女性委員会⑮守ハ・ミュナ⑪4人を迎えて、『女
性乳平和ヒ安宦螺轟朝

°
と1電するパネルがあっれ

惟 臥 貧剛 靱 L審麟 靴 國動 錦
19鰤 ⑩3つに銅 珈bて離 と

なつたぎ最後l鍵軋酢会■     からの報告
:

があつ亀
ア電灯 坪聯調岬熙卿牌・鰯剛動 R3

月4日にコマカ季闊 き、7日は曜郡生と彊謳鞄
というタイトノベ き習脚曜昴膿亀

2週目からは、麹圏厠Tは毎ロコ‐カスを
開き、お置いに精報交換をしまtttL朝のN帥 ヽ

プリーフィングや連絡コーカスで籟極的に司・

会を務めたりも    として、合意結論爾蚊I
書に盛り込んでもしらい・螂 1,こ―と‐に関

.ヒ
てが∵

パーを出したりした.特にキルギスタンの

ち趾弔鱚鸞兆飩隧烈ぜ竃
月 11日 に、28鵬年の    を蜘 肉

口議事に入れるよう要望蕃鞭出し、女性ぬ地位

向上諏長に訴え亀 奇国は様織な地域抑ト プ

ロ中で、翻圏側甲が1番まとまっているという

印象を与えたげ
コーカスはミ 9つほど、サイド・イヴェン

トは団 あったが、覆圃淵仄l酌い粒 えないた

めに、いくつも1鋼罐調穆祠灌軒嘲 力申に出
たし    には幽席できなかつ亀 :

日本政府代詞団⑮プワーフィングは2回闘か

れ亀
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第唾回岬     の地剋姜員会》報告

露⑤□2年塩:月141日 か:輸 lS日 まで、ニ

ュ‐ゴニタイ自蓮米榔 1こ おいて第46回
C鋼町が興櫂港れた1貯響

‐
9早墜アメリカ

で起きたテロ、事件が今回ぬW、
｀
1尋 島影響 :

を与え.曇③、N閻 :共に奉硼煮響少なむつ

た。セキユリテぽ:アの問題竜また旧剛Fの

予算も少ないということ鼈會ねせも会議亀

夕方ぼ時な過ぎると会議会鋸廠電源も例巳

れ」通訳g帰ってし事つとJ｀ 葛森鏡守:種 :

常の暉邸Wと l率大分儀予血弩導つた,ま準t

参加しだNGO■爾暮れ糧鶯年釜う仲間た

ちけ少な!≦揮1+lまいも盛:叩 .本ギ雪がなつЪ?
たょ他恒鞭動機剥募酬たち⊂疇捻l毒 よるともアメ

リカ政府が響滅懸赫らミ
l国によちでは,19

2回団体しがビ響讐1由醤曇轟Lも通り、政府

プ塁ムJ襄膿曲イメン集1鼈晏14位′ほかな部
|

ったのはざ事務局のコタリフた場がアフガ

ニスタンに出力ξけていると口事であら:た。′

1‐曇「   山貫]
ダこの視卓』′雌環翻 |・とt『世界の

'ダ

甲丁ノ1輩 ‐
1

:lLlミおけるテイアスタイ』曜日投を通
｀
降て|:

女性⑪エンパワーメント
・
を含ぬた貧国撲

又織 朧篇∫茸
量性争r⑩鑽輸、女性藁び章児とEIV/
A肛唱、アフガニユ.タ ンぬ女性t女児ゝジ

二_‐ 関甲:騰

しかし1目 国最終日に勝厠‐とがまとtま るよ |

うに見えたが1費国■臓らは二
『5時半まで

に終わり'たい』という男性議長の願いも勧

なしく延びてしまつた.先にまむまつた「現

境』1議長1嘩、ネづ黄身ギ1華語で重つ統
1

率力曲あ曇韓国の女性であつた。

こめよ、うな鶉 闘会脳:と 輸 して、N蜘
の会議も開催された。

‐

政府間会議の始まる前2曰闘(8月 2日 t

3日 )ぬ第 i□ P日 はも叩園}活動を円滑1こ .

子るたぬ⑮トヒ〒|ング挿tiデ十ヴォォ■ :
宇トレ■ニビダ、̀因 とはもなどの学費 _

が行われた.2日 目醸N帥朧 会で、午

前はノ5ネル・『ジ‐塁ン・F―r平詢、安全保障ょ

が、等級に憶も福櫛ぬデ■■に分かれての

『ワークショジプ階よびグルこブ瓢報告J

が行われな._   1 'I・ :

A費囲携醸 =二 妾魔ど糞性:曇世代■事どパ

ワ‐オントを含めて。.

・マイクロ経済改節と1開発強化   .=
0法と人権

‐

6財 我竜蔵と認哺練

B環睫管理と自然典害緩詢 tジエンダーヘ i

輻 :           :

・備え、

,軽減ノ対応 :   :

0復脚一

C団連安全保障決議1325
安全

:女性と平和:|

錯の他t ⑩ol嘔Ю ,(団連経鋳社会理事畿

の鰤 %に あ轟NIttt喩摯割袖 博II

遅自W闘備機関申、需前0時泌ζ嚇綱‐1・時間 :

のプリーフィング、夕方5時カゴら儘峙まで
|

リンケこジコマカスを行つていた。

○

かず、処期やクローズになつたりしていた。

-4-



第46回国連女性の潮位委員会 :国際女性デーと鋤05年会議

1.瓢晴 テロ   EヽGXЮCで調定さ

れたN∞ だけl曜鋤ロカ馴珂され、Ⅱp oG0

ともl曜動醒理少な力LつiLまた、同哨調鶴剛など |

の経費節減で毎年夜中ま櫛 納発会議を6時で

打ち切つたため、議論力辮 聰ないという印

象 日本からは 10数名峨蜘 力靱 環境が

2テーマのうち1つで話 たが、日本代調国に

環境省沖ヽ入つていなかつ亀

2.国際女性デーのイベ琳  脚願〕行事 :9

時から9時 45分までNGO θ国瑕螂断種の

行義 5地域からアピ¬ル アジアロ蜘よくク

さんとタヒラ・カーンが声明文をいんで幅 M、

増 卜の後で、日本人、タイ人など7人で im
P面趾Womtt Lb耐晦量冊W配はF鶴証濾Jと大き

くヅ 球鋼睦濶もアピ∵ルレに カリブ・ラテ

ンアメリカ地域はもつと手が込んヽく 大きな

布をかぶつた女性が遭上の前に順 きて、「貧

困」『HⅣ/AttS」 Fグローバリゼーション』

肺挽などと書い酬 をそ囃 に貝占り付lする

と女性はだんだん沈ん熱 くヽ。そこ轟援噌蠍たち

力珊区け寄明、ほ 餓 うと賑ヽう寸醸賦製了議1日孵

1]ドリそ二。

公式行事 :プッシュ大統領夫人が演説をする

ということで、警備が物々utt N帥
｀
は鏑

場に入れ慮しヽ プッシュ夫人⑮演誌はアフガニ

スタンでは鯖 カミ重要であり、アメリカ政府が

小学校など購駒賭祭 ノートなども含め大量に

寄付していること、アメリカ⑮珂哺報巨が1ドル

づつ募金を集め4百万ル以 上を送つたこと、

410Nのリュジクを可畔戦1逼働家ンだ。ダッカ大

学tこ女子寮の建設を進めていることな鳳
パネルになり、UN麗独難 局長融螺剛脚咽隅

創ぬ皿 (サウジアテピア人、同国の女性として

始めて国外に奨学瞼留学をしれ )がアフガ
=ス

タンの畑 的現状について、リプロダクティ

プ・ヘルスに焦点を当て暉搬凱 アフガニスタ

ン∽
― m醐 脚 位 (lo雨入当た

橋本ヒロ子

り 1700メ哺。「アフガニスタンのタリノミンのよ

うに鋤 家に開
・
し込めたのもイステム原理室

プ 泌葛が、ィスラムヤく が悪いわけ籠 ≧

しゝ いま口自分があるのも政府と敬虔なイスラ

ム教徒曙親⑮お力叫力 な鳳 ヨルダンのノァル

王灘胆馴懸薩肇夕等委員m、 昨年パキスタン

にあるアフガン避民キャンデ鱚 問した疸験に
・
蟄

ヽ
飢

旦≦璽幽髯整贔れこつLI I翻閲年に世界女畦

塞濤課猷刷糧して欲しいとしヽう囃 はアィンラン

ド     どから強し埋難が出されており、

チラ渤 珊肺された

C罰種蒻間中、隠 らの代議謳畷は力喋 まり、

醐 の翁識についてどう摘のべきか検討b
たDl魏鰤昨茫陸準備期間が少ないので、鰤

年に上級レやレの妻議をして世界会議を1帥鰤

年にしたちどうかと力ヽ     だけにしたら

としヽラ躊 もぬつ亀 3月 11日 嘲 硼瑾轟罰ぶ

開力れ、口 膳とも日匝鵬単に世蟄昏醍蟹導静割蝠朧

すべきだとし、そ□理由として次朧 点が挙げら

れた ③ 隔蔀圃卿楊諦1歓理されていない国の

女性たちに対するサガート ②グロすバリゼニ

ション、国家聞薔麟職 反テロ愧 К聰医学生

鋏輸 趣 猷 帥 酬 瘍 剛 鶴 、齢 り颯

飾 な鋤 な醐雅ュな扁靱黎薔⑮趙

し鰤ゝし、防 に、嚇 闘齢 瑠』囲鰤不再に

世鼎会議を持つことに付いてば誦題になってい

なしゝ 理由として挙げられていることに、次の

ようなことがあるcQ膿訴刊覇冊讀だけでなく

1   に国連翁みで定めた多くの行動計画

が十銅櫛 さ肛 いなし郡欄騰、新しし哺動

計画を策定すべきではなし、理脚閲畠年にれ議を

開催すると、ヨ[鯨職闘鰤鍼猾雹痴雲緊し、コ

議でも、北東行鉤綱隧が吹撃されたが、アメリ

カなど幾漏か⑮国ではt     理勁|を持

ち、コ唖Ю早より悪い状況になつており、このよ

うな       を囮催することば賢明でlま

なレ、
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轟 鰤 載 郡 噸 亜 距 事拳 ネ ス プ ル ダ・ サ ミ ッ トに む け て二
円 卓 会 議 Q開 催

今年鰹□叩年)8月 即日。議凋嗅日、南ァプリカ

の冒ハネスプルギ守『持続可能:な開発に関する

世界首脳会議酬疇邸動』郡闘偕される。リォデ

ジャネイFでの埋葬好ナミットか輸lo鐸過ぎた

今日硼喘順見を導ると、そこ電葡麗躙された『アジ

ェンダ21Jで路.結続可幅な開器⑪ためには昴

女平等の達成脚雹重要であること油S強調された

にもかかわらずЪそ鋤認識にしЪまだに広く共有
されてい局とは言えないこ臨境凛画を省諄ない

急速な経鋳発展や、男女⑮不平等を放置はた経

済成長は、持続可能で公軍な社会をもたらさな

いことを、野をもって体験してきた日本の私た

ちこそ、自分たちの曝購に基づいて世界に発言

する責任があると言えよう.

脚 アジア女性羮馘由蹴 フオーラ■麒下、
プォーテム》は、北九州市のふうぎ避Ell壁事業

として1躙□無に設華:された固伸で、1環境問題
を活動の柱⑮一つと|してきた崎地域に、公害に

対して「青窒が欲しい』と敢離と立場上がつた

女性たち曲運動⑩歴史があったことが、暑の経

進力の一つとなつた。

冒ハネスプルグ・サミットに向けて日車浦15

発信ず≪ フォ‐ラムでは 男ゝ女平等%鰍境間
・ヽ題電持続可能な開発に関bbを梼つ入ひとが一堂

に会し、謝識する場と曝て、円輸 蘭証鰤剛腟を

呼びかJナたふそ逗で⑮意見を『ジェンダーに豊

正で持続可蜻な社会づくりにむけての提案』に

まとめも参加者共有の成果として営ハネ風プル

グ・サミチトに腹映させようと考えたのである。

こうして即02年軍月日日と1冒 向鼈|』L九州と東京

の2議 所で日卓会議縮開催した⑩

円卓会運計<他聾岬甲申鋼者はもあ州・山口か

ら集まつた電Ol-8・0歳代の力朧帥 人でも都市

や農村で最築保全活動は.1環境敷脊t厠女平等に
取 り組んでいる人たちであった。その面ぷれは

地方議会甲議員、農業協同組合や上満共同組合

め役員、:環境、開発に関ねる国際協力 N暖⑬の

代表などと多彩でぁ碁たご多く嘔参ヵ口者たちは、
自分たちの住

～
でいっ地域に出響tダム、口子

力発亀所、.ゴルフ場、ゴミロ靡築場などの問題

由電起こ柳、それによ靭由無愈S破理され、人びと

嘔健康が危険にさらされるmを 目の自た柳に

bЪ 立場上戯Sった経験をもっていた.また、経

済のグ甲すパルィLによりそ⑭基盤がたうくな

噛てい5日本甲農叢を支えながら、地域社会づ

く町をどう進める中ということも共通の関心

事で|つた。そして一様に指摘書れたのが、男
|

女平等口なぃ地方分権はだめということでぁ
つた。則性印直恩濃定へ□参画を確実にするた
め、タォ守夕制度口導入を含む多くの具体的提

案があがった。          |
円卓会議尋東東⑪参ド者珊ま詞朧 道警含む閣

画以東⑩金国各地から集まもた男女4o人で、

現境問題や開発問題め草⑩機の幡動家Ъァドポ

カシー活動家、専門家、女性団体⑪活動家、青

年t先住民などの主要グループのメンパーなど ,

幅広い人たちであった。参理者口多檬性を反暁

して会議で出された意見の幅は広くも環境を保

窯L狩続7能な社会を嘔くることが、いかに多

様なアプ白ニチの可能性を内包しているかに

関する認識を共有することができた。歩血ロセた

ちは、それぞれ⑮意見の違いを確認しつっ、共

通頭を見出そうと響力しゝ 会議瞳もインターネ

ットやファクスを使って撮言帰まとぬた。自分

たち嘔活動をジ平ングT⑩視点で見直す良い

磯会となったとのが価をし―》んだいた。

円 卓 会 議 ぬ 提 案 内 容 |ま

ht鞭胸 Wttk盤鴨歴麺む郵瑳可⑤稀璽者は鴨1.

鵬8・鵬日・艶3違 またはF観 .:lo98・ 583・贔195へ。

日本語・英語あり。日本譜は全部でloページ19
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メ7~ィ ア改革 ジェンダ〒の観点から

■メディアをもぅと女性の手に °

インターネットの普及tミ ニメディアや

市民メディアの動きが活発越 ,こ うした戴き

はマスメディアの変革をも促す退とになるの

ではなし哺、3月 30日 に東京で開力ξれた『メ

ディア改革 ジェンダーの観点から～メディ

アをもつと女性の手:到 というシンポジウム

|ま、それを予感させるものだつた.′くネリス・

卜lま朝日新聞記者の情信三菌子さん、大ぎ誇却詳

員で市民メディアに詳L咆雉 さと手さん、

インターネット構選 0直画睡回副いを主宰ナ

る白石草さん、女性運動のメ雫リングリスト

fem・net運営者印松本奉花さんめ4人。主縫

は、ジェンダーの温点で社会を読みとく続闘

『ふぇみんJと i読者による実行奏で術臨

まず朝日新聞識者の竹信二息子さんが口火

を切つた。竹信さんはこマスメ7~イ アがジエ

ンダーの感覚に薄いのは年配昴性が主流を占

めること、記渚サラプで取材したニュースの

機いが大きくなることなどを聯 る.

新聞社の情報の送り手は専業主婦⑮妻を持

性であり、彼らにパー ト労働や典働

き生活の実感を分かつてもらうのは難しいと

いう.また、新聞社の女性記者の割合は全体

の約 1割と男雌 ほとんどであり、意鳳向憲

者に女性がゼロといっていいほ激 なくなる

こともあげL。 それを変えていくためには愛

け手の側からの動きかけがぜひとも必要で、

飲し亀mの 機 を求めろ投書や、メディア

研究者と共にこ女性問題がど    され

ていて、比率がどうなつて、どう変化してい

るかなどにも取り組んで欲しいと訴えた

主流メディアが信えないなち伯翁たちでや

つて幕ようとゝ 発信する声舎集めt° それを続

すツールを市民が持ち始めれ パプリックア

クセスチャンネルというのは、メディアを市

民にくれという運動亀 というのは松滴さと

子され

も松浦導んは、主流メディ即 妻痺卸甲郷踏到h
方を分析しこ織制する     あるが、

メ7~ィ ア詢 こなし、
・
白撤 ち   を

表現する   を並行させる鱚 ぁる。

女性0手にメディアをという逼とは、女性も

賣任櫛 %鰤 3■情にやつてしヽこうょと

いうこと。政治を動か造るようにメデイアを

使いこ編 小さな%を つく離 めにメ

r~ィ アをどう呻唯て使うかを考えていきたぃ
.と 迪レ隷亀             

・

日本の女性たちがパソコンを持ちィンター

ネット硼 するようになっ加 は鴨 年の

司L京世界女性会議以降と言われる.それから

間もなくミニメディアの発信が満発になつた.

松本調花さんは、輸麟配臨発展⑪きつかけ

はゝ北京会議⑪ときに 劇【H硼寵P(国際通

信 DttЮ、嬉歩的甲ミュニケーション協会の

女性プロジェクトチーム)が行なつた情報発

信を体験してネットに目覚めた女性運動関係

者⑪鵬 力鴫が飾 たと認吼

閣脚 年の北京+5の会議では途上国め女

性たちが、インターネットをメ7~イ アとして

使うという意識博やっていて触発されたと話

した。

自石草さんは東鯨リ トロポリタンテレピジ

ョンを退職し、米国同時多発テロ事件をきっ

かけに、インターネット赦進の ⊂甦響%鴎缶

野 を昨年 10月 力島馴開始している。4月カヨら

はオリジカル醤紙を手がける予定だが、資金

難であ靭会員を求めていると呼びかけた。

※当日膨眸 1冊 鋤 円 て選脚帥  申酔

ふぇみん剛直03(3401)｀3453
(牧圏真由美)

-7-



北京JAC
(18:4

収入合計

200¶ 年瞳決葬書
1～1413.31)
39180,980

1

監

日

、

働”月一４年２・醐
　
・

」
２

費・闊朧:霰寸
〒
・
守i′

'ノ"繭

:彙 甲

1,2141725
7.570

le

2。

3.

2動94蒔謀鎖襲聯躍彗:|129011雫 4月 :32日

第則聾辣笏安韻ジウエιぼル|ノ‐ク仙罰

駿1ヽ世綱瞳覇出iさらなる手諄f弔7ァメント』 :
口蟷  i ii  : ´ ‐・

=・
:

駆鶴    ジウ曇θ攀蠍藁慟τ

1  lo回

『 北京測鱈寺ンスリ‐れ の趙け 11号髪街

6ざ
‐
モの航  | モ  1 1       1

1予華鄭陶興同曇琲雲
:順調踵鋼蟷鮨鋪墨|1第2

回子ども甲嚇欝灘欄轟醒輌獣覇載諄薩蛹郵轟了≧
Ⅷ躙Dテ中ン′晴す鋤 副野〕蓄導ロ

ニ

'ご

薇 ―力昇ミf       甲昨縮駆動中画
も厠         i t
i号 関庫甲す力暴、       卜 諷

理 .

・5ら
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』ヒ京JttG量002集度予算    二
(2002.4。 1～ 20① 3。

｀
3。 31)    °

入の部 (

項 目 本年度予算額 前年度予舅額 増  ,減 備  考
△

=
費 l1590璧Q融0 ユロ騒翻D古⑩田0 0

カ  ン  パ 2曲錮鰤⑩ も 1個旧調0働回 …8⑩鼻⑩00

事業収入 3口Q.000 3①□働O③9 0

地域沖―カス分担金 200。 000 15Q]柳曲□ [][}口 剛

維 咆 入 3Q皿 590 -290 預金利息

前期繰越金 192届3.582 6738648 589998理

収入合計 3.283.882 2.724.140 659973理

の

項 日 本年度予算額 前年度予鹸額 増  減 備  考

事務所家賃 923□800 798□ 800 130。 0曲⑩興鰤菫設による

光熱・求料 醐 。0帥 曰⑩.⑬OO ⑩

切手・選料 240100⑩ 24□ .①⑩0 O

剛nllニ コピー 20.③⑩D 呂0.O10③ 0

電話OF懇 10⑩ ,①□⑩ 100。000 0

紙な文具費 l⑩O.000 lomtto鰤翻 曲

会 場 費 5o.omm 300009 0

事 業 費 lDBロロJttDQ 裂90日000 饉⑩Q]③⑩⑩
s.. .

&d*rla-*{*|t"rilr!t.ft .-l{

事務局費 25Q.曲Q旧 2厨Q.009 ③ 壼躙費も晴姜

施  書 150□00⑩ 0 150。BD□ 世話人疏費補勁

雑  費 2③慟010 ED,000 0

予 備 費 370。 98露 699。 348 冒320D2儘Q

支出合計 3.283。882 2172墓.148 559.734

①

ヨ臓

420屹 年4月 1日～鋤腱 年3月 81日 )

1。 2002        20o2年 4月 21日     5.『 北京型囮マンスリ剖 ⊂畷難F  ll・号歌定

2.第 7回皇国シンポジウム 《岡山ロイヤルホテノ恥     6.地はiコマカス軸 グル‐プの発展を胸腫的に進め
『北京ほ0に向けて 地域からi幽副鋼 を」      亀         ノミックラッシュ硼動きなど

3.ロ ピ■簡動                     にコンナるもc励報磐備Hう

全国シンポジウムの要望陸受けて          7.         第2回職行う (担当 :北京
2003年度予算棚算要求について             硼 九州口山回・紳雁騨ご・

その他                      3.そ の他 随時藤要とI判断し回酎劃     ■

4。 瑯 崚    )と 世剛畠硼膿        犯圃胸涸珈軸斯間
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閻 年度引幽叫年康世齊典リスト
2年間よるしく.お画し`いえし産すЪ半数入れ

替えな念頭に新しい方}動囮れるていただきまし
た□'ま だ、仕由にぅいては電.誦鍛⑮事情かLЪ

共同代表⑪形をといせて昨
.〕
たださ鶴総合印撫議

で潤認ぬいただき寵b程。規絢上のことは今瑣
ごに業いたしまれ

由紬 曲 憾
彎 彎 罐 林 謗 煽 鰤

ヽ
ら

曲 剛 剛 鵡 船 ウ船

□織会繹終わりました志珊L京 匙に 日活動鵬新

しい世話人倖制で出発いたします。どう力ヽ

動 力を柿願いいたbます.

′'0織会へ⑭ご出欠向いなハガキ瀞嘔憂職 に変

更しヽたbま した力曇、:発口時醐に事務周囲電

論機鱗趨障して醸よいましだ。.

状⑩数那倒年に比べでとでも少な力■たの

はそ⑪ためでしょう力、 この方式について

のビ意見をお壽世くださし為

04月号の発選時は同封b纏会勤納入囲鰤

いに対して、早速峨ご送金に感謝して礎り

ます。残儀なから、過金なきる方もおいで

増淋しいことです力雹ξ価 のこ入会メンパ

ーに励まされています。

-l⑩―


