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1.北京JACの設立と目的

北京JACは、95攀月北京で開催された第4

回国連世界女性会議のフォーローアツプとし

て発足しました.政府間会議で採択された行

動綱領の政策実現のための全国的なロビイン

グネットワークです。行動綱領の12のテーマ

コーカスと、国内問題コーカスおよび地域

コーカスをつくり活動しています。さらに次

の2つの共通テーマに取り組みます.

1)女性省の設置 (女性担当大臣の任命

など)

2)「女性に対する暴力J撤廃のための

法制度化

2.北x~JACの これまでの活動

発足から8カ月ゝ北京JACは精力的に活動

してきました.昨年11月 末「北京JACか らの

提言」を総理府男女共同参画審議会に提出。

また、同審議会が12月 にまとめた「論点整

理」に対しても北京JACと して今年2月 に対

案を提出しました。(資料は事務局へ)

ロピイングの相手は、総理大臣 (暉1年 12

月)、 官房長官 (昨年12月 )、 法務大臣 (今

年2月 )を始め、テーマごとに外務省や総理

rJtF~JACJ毎月お届ゲします

府など各省庁に出かけました。(今後ロビー

活動報告の中で紹介していきます。)

3.北京JACの活動にご参加ください。

北京JACは、毎月第3月 曜日の夜、ロピイ

ングに関する全体会議 (戦略会議やロピー活

動報告、研究会など)を開催しています.

また今後は、7つの委員会を発足させ機能

的かつ効果的に運営していく予定です。会員

のみなさまの積極的な参加とご協力をお願い

します。 (羽後静子)

1.国際委員会 (北沢洋子成 者小路公秀)

2.企画委員会 (山下泰子) 、
1

3 。広報委員会 (小宮山洋子)

4.編集委員会 (荒井佐よ子)   i
5_財務委員会 (若林冴子)

6 .テーマコーカス連絡会 (船橋邦子)

7.地域委員会 (三肩佳子/篠崎正美)

(カソコ内は委員長または代行、5月 20日 の世

話人会で合意.次回全体会で決定。)

駆 原 輝 層 ダ 尉 Uυ ~議
が JAし

○ 北京
"に

は、ジェンダーの視点で、環境、人権、開発、女性NGOが連帯

し、ジェンダーネットワーク空間を広げます。

0北京JACは、グローバルな視点で、発言します、提言します、発信します.

○北京JACは、理論と実践の統合から、新しい水準の運動と理論的構築をめざ

します。



自民党の優生保護法改悪案に対して、

女性の視点からの「優生保護法改正案」と

「女性健康保障法 (仮称)Jの制定を提言

自民党から優生保護法を改悪する法案が提起

されてしヽるのに対して (朝 日新聞5月 29日 夕刊

参照)。 緊急に堂本暁子、大脇雅子、清水澄子

参議院議員や北剰 ACの メンバーらを合む各界

女性有志のネットワークが呼びかけ人となって

上記のような代替法案が提案されている。 (6

月4日 現在)

ユ。自民党案のどこが問題か

1,自民党案は、女性差別撤廃条約やカイロ、

コベンハーゲン、北京会議で、「リプロダ

クティプ・ヘルス/ラ イツ」 (性 と生殖に

関する健康/権利)力 国`際的合意を得たにも

かかわらず、女性を「母性」という視点で

のみ見ている。ソプロダクティプ 。ヘルス/

ライツを実現するためには、女性が生まれ

てから死ぬまでの健康を包括的に保障して

いく必要がある。

2.自 民党案は、新しい法律の名称を「母性保

護法」としているが、人工妊娠中絶は、

『母性保護Jのために行われるのではな

く、女性の妊娠・出産に関する最後の選択

としてとらえるべきである。

3.行政によるサービスの欠如

思春期の性の問題、性暴力、望まない妊娠

と人工妊娠中絶による心身への影響、避

妊、不妊、女性にリスクが大きい性感染

症、妊産婦死亡率、更年期症状など、女性

固有の問題について情報の提供、予防的な

措置、医療、福祉サービスの提供などを総

合的に推進する必要がある。

H.女性の視点からの「優生保護法改正案J

「優生保護法Jを 「避妊、不妊手術及び人工

妊娠中絶に関する法律J(案)または、「女性

の健康のための妊娠の防止及び中断に関する法

律」 (案)に改正
。現行の優生保護法から優生思想に関わる

部分を削除する。

。女性の自己決定権を尊重した文言をい

れる。

HI^「女性健康保障法 (仮称)Jの制定

1.基本理念

(1)女性の健康については、妊娠・出産機能

を有しているという観点と性暴力による

被害の危険性にさらされているという観

点のふたつから、特別の保護を図る必要

性があること。

(2)健康とは、病気や障害がないということ

ではなく、病気や障害を持つ人々をも合

め、個人が社会の中でその人なりにもっ

ともよい状態で生きられる状態をいうこ

と。

2.実現のための政策

(1)十分な情報及び手段の提供を前提とした

うえでの自己決定が確保されること。

(2)他人の健康を尊重するという規範を確立

すること。

3.具体的内容

(1)安全な避妊・不妊手術 。人工妊娠中絶の

ための措置

(2)安全な妊娠の継続及び出産のための措置

(現行の母子保健法の一部に対応)

(3)(1)と (2)以外に、女性が妊娠

出産機能を有していることに伴い生涯|ご

わたって健康を維持するための必要な措

置 (更年期障害の防止、相談、など)

(4)性暴力の被害の防止及び回復のため

に必要な措置

また、自己決定による健康の実現という基本

理念にたつ以上、人工妊娠中絶については、堕

胎罪を廃止したうえで、一定期間は、本人の自

由意志に基づき可能とする。不妊手術について

も同様である。

キ「優性保護法J改正を考えるネットワークの出した

提言を要約。         (羽 後静子)
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コーカス情報‐ 男 女 雇 月日機 会 均 等 法 の 改 正EIこ む ιナて ‐

変えよう均等法ネットワーク 渡辺光子

「変えよう均等法ネットワークJは、男女

雇用機会均等法の改正強化を目的とする草

の根の女達の集まりです。

女子大生の就職難、コース房噺翻、勤め

るほど広がる賃金や昇進の男女格差卜ri「

卜・派遣採用へのきりかえ、セクハラの泣

き寝入り等・・ ‐職場における女性に対す

る期 項の臨 は、議 にうたう男婚 と

は、ほど遠いものです。

日本政府は、国際世論におされて'85

年に女子差別撤廃条約を批准し、男女雇用

七旅行しました。しかし、企業

に努力を求め、罰則もないこの法律の実効

性が問われ続け、旅行 10年目にして、労

働省婦人少年問題審議会で改正も含めての

見直しが現在進められています。7月に中

間報告、最終答申をへて、97年の通常目

会に改正法案が提出される予測です。この

時期をとらえ、改正にむけて具体的提案を

積極的に展開する必要があります。

当ネットワークは、昨年9月に準備会を

スタートし、この1月、東京ウィメンズプ

ラザ嘲 酔 F-10年 目の決算・

・・女たちの異議あり !」 を開催、300
人が集いました。その後審議会への要請や、

働く女性達からよせられた153の差別事

例「均等法改正にむけての私の一言Jの編

集、    、各界への配布 (国会議員、

審議会委員、メディア、労組、経済界等)

等の活動を続けてきました。

去る5月 17日 、労働省前でくりひろげ

た3時間にわたるリレートークでは、パー

ト、アルバイトスチュワーデス、賃金差別

裁判の原告、女子大生、公務員、セクハラ

被害者等30人が次々とマイクを握り、か

けつけた沢山の報道障をも圧倒する迫力で

した。同時進行で、中野麻実弁護士他10

人が労働省婦人局婦人政策課と交渉、午後

は参刊勝議難諭劉館で「男女雇嘉覇賭導馨罰法

改正にむけての女性議員と市民の集いJを
開催。中島通子、黒岩容子弁護士を始め、

60人が清水嘉与子 (自民)・ 大脇雅子

(社民)他、全政党の女性国会議員 18人
(6人は代理)と 、1時間半にわたって懇

談し、均等法改正にむけての連携を確認し

ました。 (テ レビ朝日ニュースステーショ

ン、NHKで放映、朝日。東疎蒔の各紙で

髄 )。

―
にむけて 10万人署名を始めて

います。女性も経済的自立やライフワーク

を選択できるようにしたい。男女共に対等

に人間らしく働き、生活を楽 しむゆとりも

もちたい。これが私達の21世紀に描く労

働のビジョンです。皆さんも是非ご協力く

ださい。ご入会、及び資料、請願署名各用

紙ご希望の方は、 卜記にご連絡ください。

廼夢170月協議躍霧範壺城B-23-14-1202

8「AX 03-3940-392ヨ 崎 光枝

請願の内容は以下の8項目です。

(1)法の枠組を「女子のみ募集Jなどを許さない

性潮鵬靴法にすること。 (2)募集。採用・配置・

昇進をはじめ雇用の全ステージにおける差別を禁止

規定とし、違反した企業に制裁を課すこと.(3)
派遣、パート、コース別雇用、世帯主でないことを

理由とする
―

、間接差別を禁止すること。 (4)

年齢 ◆出産・家庭責任を理由とする差別、及びセク

シャルハラスメントを禁止すること。 (5)同一価

値労働同■賃金を規定し、賃金差別を禁止すること。

(6)差別是正     出    静 、政府

から職すした実効ある救済機関を中央・地方に設置

すること。 (7)嗜曜酪ン最捌腱正措置を企業に義務

づけること。 (8)男女両性が、労働と家庭責任を

平等に担えるよう、労働条件や社会環境の整備を義

務づけること。
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第卵口国速婦人の地位委員会
国連の動き

1996年3月 11日 から3月 22日 まで開かれた第

40回国連婦人の地位委員会で第4回世界女性

会議のフオローアップに関して討議が行われ

ました。その概要についてInternational

womers Tribune Centre発 行の"bstView O%"

に簡略にまとめられていますので紹介しま

す。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今後の国連での北京会議以後のモニタリン

グなどについては以下のように決定された。

0 45か国の加盟国からなる国連婦人の地位

委員会 (ま たオブザーバーとしてその他の

加盟国も出席)が、各加盟国の行動綱領の

実施状況のモニタリングとその成果の報告

を担当する.

0 国連婦人の地位委員会は、毎年3月 に 2

週間の会期で、あらかじめ決められた議題

を審議する。委員会で承認された提案は経

済社会理事会に提出され、経済社会理事会

の承認をえた後、総会に提出される.

○ 国連内の婦人の地位向上部は婦人の地

位委員会の事務局をつとめ、行動綱領のモ

ニタリング業務を行う。加盟国の報告書は

婦人の地位向上部に送られ、婦人の地位向

上部の職員が婦人の地位委員会の会合の書

類を作成する。

○ 国連婦人の地位委員会の各会合では行

動綱領の重点領域 (今後 4年間の取り上け"

られる項目については下記のリスト参照の

こと)について優先的に審議する。第40回

婦人の地位委員会では貧困・メデイアそし

て扶養の問題の二重点領域について審議が

なされた。また、女子差別撤廃条約選択議

定書の検討も行われた。

国連婦人の地位委員会における重点問題領域 (1997年～2000年 )

(カフコ内は北京会議行動綱領に■けるセクシヨン)

1997年  ◆女性の教育と研修 (第4章セクシヨンB)

◆女性と経済 (第4章セクシヨン
「

)

◆権力と政策決定における女性 (第4章セクシヨンG)

◆女性と環境 (第4章セクシヨンK)

炒%年 ◆女性への暴力 G講章セクシヨンD)

◆女性と武力紛争 (第4章セクシヨンE)

◆女性の人権 (第4章セクシヨンI)

◆女児 (第4章セクシヨンI“)

り
"年

 ◆女性と健康 (第4章セクシヨンC)

◆女性の地位向上のための機構 (第4章セクシヨンH)

◆行動綱領実施に関する包括的な検討と評価の開始 (第4章セクションII)

◆行動綱領実施に関する包括的な検討と評価の開始

・
力∞年 ◆過去5年間の行動綱領実施に関する包括的な検討と評価

4

◆その他



○ 国連の関連機関および国連の各担当機関

は、国連システム内での行動綱領達成のモ

ニタリングを相互に行うため毎年一回会合

を開く。

p%年の婦人の地位委員会準備期間および

会期中で今までと違ったことは、会期 6週間

前に婦人の地位向上部は北京会議で国連登録

した各向 癬稔∬Ю)に招待状を送付し、通

常より多くのNGOの参加を認めたことであ

る。さらに、三つの重要領域に関しては、国

連機関や政府代表およびN∞の意見交換を

ふくむ専門家のパネルディスカッションが開

かれた。

N∞側も準備段階から積極的に取り組み

を始めた.技術や戦略についての情報交換、

過去の経験についての

意見交換、NGOが効

果的に活動できる問題領城の検討などに欄心

が集まった。さらには、毎日のプリーフィン

グや リンケージコーカスによってNGOの協

力体制が一層効果的なものになった。

なお、三重要領域である貧困・女性とメ

デイア・扶養の問題について内容ははIMぼC
が不定期に発行するGLOBALNE「/FAXNF
の3月 26日付No:53ぉに簡単に書かれていま

す。女子差男響撤廃条約議定書および第

“

回婦

人の地位委員会の主要採択決議たついては、

国際女性の地位協会主催のシンポジウム資料

『国連からのレポー ト』を参照ください。

(西澤浩美)

出典 : "Postviewり5",Ayl19%,Inter‐

national Women's Tribune Cntre..

°今後も資料を紹介していきたいと思いますので事務局までお知らせください

編・著者 問い合わせ先 ヨ
男女共同参画審議会部会における論点整理

「男女共同参画審議会部会における論点整理Jに対
する意見・要望の結果について

今後の婦人問題企画指針本部機構の在り方について

北京JACよ り「論点整理」への提言(9年 12月 )

北京JACか らの提言 496年3月 )

国連からのレポー ト

総理府

総理府

婦人問題企画推進本部機構

に関する検討会

北京JAC

北京JAC

国際女性の地位協会

北京JAC事務局

'95 世界女性会議岡山連絡会報告書

'95 世界女性会議岡山連絡会代表団報告書

世界女性会議岡山連絡会  時実達枝

世界女性会議岡山連絡会  (Wη
°86‐943‐ 1318

'95 女たちは今EMPOⅧ R! かながわ女性会議 かながわ女性会議

(T)0466‐ 27‐2111

(F)04166‐ 27囀89

ネットワーク関西
(T)06‐ 929‐16`Ю

イタリア性暴力禁止法

全米女性政治参薗コーカス

韓国女性発展基本法

『女性がつくる21世紀』 ユック舎

「女と男のジャンプ・プランJ見直しに際しての

義 言

清水澄子事務所清水事務所政策資料No.1

(D03‐3508‐8235
清水事務所政策資料No。2 (D03-5512‐ 2235

清水事務所政策資料No.3

清水澄子・北沢洋子

世界女性会議ネットワーク

関西
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《ョヒ覇言 JAC寵 隣ヨド舎肇D

1996.5。 20
司会/議事録 松本・′1筐山

出席者 :羽後、山下、宮本、梶本、湯浅、西川、三隅、若林、高橋、武者小路、津和、渡

辺、富永、千、奥山、大角、鈴木、関日、坂井、荒井、及位、堀日、柴崎、高岡、中嶋、

′l唖、富岡、向井、宮崎、前田、永井、都丸、大島、ゆのまえ (敬称略、ご了解ください)

議題 1_前日の

予―  ('95011。 13～
'96.5. 19)

予算案  (' 95.11.1～
'96_ 12_31)

・てもらう。それぞれ翻訳をして、6月 30
日まで:こ事務局にフロッピーを。A4版 1

枚。    英訳も作る。

議題3.共通テーマプロジェクトの活動

予定について

①女性省設置・ 。・

北沢がHABITATTか ら帰国後活動1

窓日は大脇、清水。

合い。8項目の国会請願の署名集めに協力

を。

ともに若林から説明。全員ず致で了承も    各国のナショナル・マシーナリーについ

予算のないままスタートしているので、変   ての野村総研の報告書 (6月 )後に、有馬

則で14ヶ 月予算。会員増へ努力。必要が   or赤 松に話を聞く (羽後)。

あれば、,1にコーカスごとに予算を作る。    GH(制 度的仕組み)コ ーカスと連携。

Hでは6/18か 25に男女共同推進本

議題2.国際ロビイングネットワークに   部について清水に聞く。その

ついて (静 l綺)        について赤松に。外国の例も (渡辺)ご

国際的にロビイングしている人たちと、    ②女性に対する暴力撤廃・・・

北京JACに役立つ形でどのようにネット    6/4 18:30～  文京区民センタ

ワーキングしていくか。           一で勉強会。国内の性暴力の法律 (大脇)

外国の法令 (清水)の議員の活動十民間の

①2000年の会議にむけて政府の報    ディスカッション。資料代500円 (ゆの

告に圧力をかける              まえ)。 (共通テーマは、資料代をとって｀

②女性省、女性への    について各   開催)。

国の情報収集

議題4.ロ ビー報告

東アジア女性フォーラム第2回が、8月

22～ 24日韓国で開催。出席予定の関口   ◇均等法コーカス (渡辺、津和)・ ・・

たちに、北京JACの活動を伝えてもらい、   5/17労 働省前で3時間のリレートー

112月の各コーカスからの提言の英訳を配っ  ク、労働省と交渉、女性の国会議員と話し
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◇翻 コーカス (津和)・ 。・

民法改正、神社湘庁など反対。5/21
法務部会注目。6月末までは行動有効。自

民党総裁、官房長官、各部会長など責任者
へ具体例でアピールを (小宮山)。

議題 5。 その他の活動報告など

◇責任分担の説明 (羽後)。

各委員長の F長Jをはずしたほうがよい

かどうかについては、次国にもちこし。世

話人会などでつめる。官僚的権威主義にな

るのでやめるか、対外的に力になるので定

義をきちんとして使うか。

「長」の任期は2年で合意。

◇ニュースレターは第‐本曜、渋谷女性セ

ンターで作業。参加者募集。

◇地域と全体の連携の仕方は課題 (三隅 )

◇(:(意′島決定)コ ーカス・・・

ノ1謬 区での女性候補者などの政党アン

ケート実施ゅ3/8女性デーにストをして

は。 (溺艶辺里)

◇   嘔招臓lコ ーカス・・・

個人通報制度に婦地委で意見 (日本政府

後ろ向き)。 15の国、19の NGOが意

見 (山下)。

◇女性学研究会・・・

5/25 14時  国連と日本政府、N
GOについて、文京区女性センター。

◇人身売買コーカス・ 。・

3月末政府招いてセミナー、女性の非処

罰化。

◇6/19 9時  女性の主流化シンポジ

ウム 国連大学

◇FGM(女性性器切除)の映画とトーク

6/9 ウィメンズプラザ

|そ|の撤|の1艦 じのお知らせ

国連大学シンポジウム「女性と主流化J

日時 :1996年6月 19日 )00 am.～ 1■ 30p.m。

場所 :国連大学3「 会議場

参加希望者は、1)氏名 2)住所 3)所属 4)現

職名5)td/faxを明記のうえ、国連大学・青木

さんまで (03‐ 3499‐ 2828)連絡してください。

次国全体会合の日程と

議題について ・

6月 17日欄)6Ю p.m.～

文京区女性センター 和室
文京区本解 丁目8番3号
● 03-3814-6159

PAR窮  ロビイング報告・研究会
1.民準改

=ゝ

均等法改正、‐極生保護|
‐ 法改悪問題iにういで1   ■

<報告者> 大脇輩子参議院

議員   :|
2.共通テーマ学習会報告

<報告者> ゆのまえ知子

PAR「陀.北 F~JAC全体会議

議題1.前回世話人会報告

議題2.企
“

‖担・ 1報

`:「
‐周年記念シンポジウム開催につ

い ¬〔

議都 。 国際担当報告

英文「北京JACからの提言」作成

について

議題4 .編集担当報告

北京JAC・ 2号企画について

7月 15日 lH)6:30p.m。～
文京区女性センター 和室

次回予定      .
国連人144居住会議ロビイング報告

<報告者> 北沢洋子
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☆☆☆ 事務局より ☆☆☆

事務局からのお Hい 1各コ■カス担当者の方

議事録にもありますが、腔生塁且二盤理歴

に提出しまし上J⊥鬼塾£左豊⊇爆重上を英

訳することになりました.各コーカスで提言

を翻訳して6月 30日 までに事務局に原稿とフ
ロッピーをお送りくださしヽ その際、使われ

たワープロ・パソコンの機種をお書きくださ
レヽ

。

事務局からのおHい 2 ‐会長の方

5月 31日現在で78名 の方に会費を納入して

頂きました.会費 (1996年 12月 まで有効)の
振り込みがお済みでない方は早急に送金ねが

います.

фф 入会についてのお誘い фф

会員は個人会員のみ.年会費10即円を次のい  ° ° ° 北 京 JAC事務局 ○ ○ ○

ずれかの日座にお振り込み下さい。

会費年度 (1月 ～12月 )      。

郵便口座番号 ∞%0‐7輛

“

26

口座名    北刺 AC事務局
銀行日座番号 東京三菱銀行戸塚支店

普通預金 ∝

“

52
銀行日座名  北京JAC事務局 (羽後静子)

麟 黎 編集後記
お待たせしました.マンスリー北京押臨創刊号いかがでしょうか.なんとかぎりぎり間にあつて刊行でき

事務局はほつとしていますが、これを毎月出し続けるのはたいへんなエネルギーがいります。自由投積歓迎

します.翻訳してくださる方、特に歓迎します.また原稿の依頼があつた時は、時間の許す限りお引き受け

下さるようお願 いいたします.そのかわり事務局としても資料的価値の高い質のよいニュースレターをつく

るよう努力します。最後に創刊号を出すにあたつて、レイアウトについていろいろアドバイスくださった西

澤さんの良きパートナーの西澤由隆さんに感謝します.(羽 )

北京JAC第 1号  199“%月 1日 発行

編集 。発行 北京JAC事務局

発行責任者 荒井佐よ子

編集責任者 羽後静子

編集委員 高橋克子 奥山妙子 西澤浩美 大角隆子 新井場貞子 西川けい子 吉田俊吾

〒233 横浜市港南区港南牛10‐2 柳瀬事務所内 北京JAC事務局 
「

AX専用側卜鉾7‐3648

共通テーマに関する研究会

6月 西日(火)3αb.‐～5:00p.m.

女性省設置実現にむけての

研究会
「男女共同参画推進本部とはJ

講師 :男女共同参画室から

参議院議員会館第5会議室

出席の方は卿 までに渡辺光
子さんまで(telD045-941-8352

(fax)045-943-4038

月2日 (火)630p.m.～
性暴力禁止法学習会
「児童福祉法の改正について」

報告者 清水澄子参院議員
小宮山洋子
児童福祉審議会委員

文京区民センター会議室3C
803-3814-6731

ホお二人から子ども買春の問題など現状の間
題点の提起を受け、審議会での改正案検

討にどう反映させるか話し合う。

事務局長 羽後静子  事務局運営委員

事務局運営委員長       新井場貞子

柳瀬満利子    大角隆子
スタッフ 西澤浩美      奥山妙子

アシスタント         高橋克子

及位満枝      藤岡美恵子
ユン・ポーニン   吉田恭子

富永浩央      若林冴子
. 渡辺光子
(ア イウエオ順)



世界女性会議ロピイングネットワーク

マンスノー北京 号

(男 女 共 同 参 口由]審議 会 の 答 申 ぼこ 向 Cす 買ビ》

小宮山 洋子

1997年 3月までの時限の審議会であ

る男女共同参画審議会では、3年の任期の

間に、男女共同参画ビジョンを作る作業を

している。このビジョン自体は、日標をい

つにするのか議論の結果、実現可能性を考

えて2010年頃を目標にすることになっ

ている。ただし、長期的に取り組むものと

短期的なものとの仕分けは必要との認識で

もず致している。その短期的な目標と重:な っ

てくるのが、2000年までに実現を目指

しているJL京の    をもとに、政府が

作る国内行動計画になると考えられる。こ

の計画自体は、あくまで政府が作るという

ことだが、その基にするということだ。

昨年12月に、NGOや 自治体など多く

の声を聞くための、たたき台として論点整

理を出した。JACの会合でも報告したよ

うに、意見を聞こうというために、まだ充

分な議論を尽くさずに書いている部分もあっ

たが、これに多くの意見が寄せられたので

あの時期に出して正解であったと思ってい

る。よく審議会は、役所の隠れみので、結

局役所の思うとおりに利用されるだけだと

いうことを言われるが、男女共同参画審議

会では、論点整理の草案も委員の代表が作

り、7月末に出す予定のビジョンも起草委

員会を委員の中で作り、かなり主体的に行っ

ている。

論点整理への意見は、518人・団体か

ら、様々な項目について寄せられた。項目

別に事務局がまとめてくれ、それを常にか

たわらに置きながら、なくべく多くの意見

を、どういう形で盛り込めるか、少ない時

間の中で委員も事務局も知恵をしぼってい

るのが現状だ。■方で、論点整理のあと、

各論担当の第二、第二部会では、暴力・健

康・雇用・メディア・国際協力・少女など

各項目ごとに省庁や専門家からのヒアリン

グを行い、どのようなビジョンを作るかの

参考にした。

各省庁は、やはり既存の法律・仕組みの

申で可能だというように、既得権や縄張り

などもからむと思うが、ビジョンに新しい

ことを盛り込むブレーキになっている面が

多いというのが、私の印象だ。男女共同参

面社会を推進していく国内機構を強力にし

ていかないと、せっかくビジョンを作り、

行動計画を作っても、なかなか成果が上が

らないことになりかねない。女性省や専任

の大臣、そして事務局の強化が是非必要だ。

ビジョン作りの作業でも、小人数の事務局

は徹夜調続く日‐も多かったようだ。また審

議会を時限でなく常設にすることも必要だ。

総理府もなんとかNGOと両輪になって

やっていこうという意欲は十分もっている

ように思う。寄せられた意見も、ジェンダ

ーに敏感な視点というとらえかたが入るな

ど、活かす努力を委員も力を合わせてして

いる。私達NGOの活動次第で、計画作り

にも、実行にも、政府とNGOが共に携わ

るように日本でもなる素地はできつつある

と思っている。
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大脇雅子議員の報告

民法改正の国会上程
●今国会では、見送りが決定

来期にかける。自民党が検討する委員会を

設置。来期は大文夫だろうと思える。
●改正案の内容に変更はなし

一部マスコミで、同姓原則・通称使用と報
道されたが。

●「女性議員懇談会J内部での異見

BIJ姓案については、まとまる。

非摘出子相続分の平等については、「不倫
の子どもを何故優遇するの?J発言も。

El」居 5年で離婚成立は、「女性の経済的困
窮を増すJと の、反対意見も。

均等法見直 し

●審議の現況 :「婦人少年問題審議会 (婦少
審)Jは 12回目。6月 22日最終日。改正

案の中rFa整理を作成。秋には骨格が決まる。
●論点

1.法的な枠組みをどうするかア
・使用者側=現状のまま。労使自治が原則。
'労働者側・公益側委員=国際的な動向も踏
まえ、両性の平等に立脚して変更 (雇用平等

法・性差別禁止法へ)すべき。
2。 女性への保護をどうするか ?(時間外・休
日・深夜労働制限に関して85年以来続く労使対立の議題)

実を取る方向で連合の中央委員会が改正

要求 (男女の異なる取扱を解消し、共通の新
たな法的規制を講ずる。新たな規制は年間
150時間を目標。深夜労働については、男女
の家族的責任の実情、終業構造の変化等を勘
案し多面的に定める)提出。

男女共通の法律問題となると、婦少審では
なくて、中央労働基準法審議会 (中基審)の
マター (取扱事項)と なる。 (男女共通の問題
はそちらでやって下さいと言つているが、中基審
は、現在還40時間労働で感情的な対立となってい

る。労働省は遵守主張、通産省の中小企業庁が猛烈

な反対。また時間外労働は景気の調節弁として機能

しているとの見方がある。とても男女共通の労働時

間法制など議論の余地はない)。

婦少審マターとするには、m156号条約

を援用して、育児・介護休業法を改正し、

必要とする男女労働者が申し出たら、時間外
労働等を免除する。→→実現可能性薄い?
。日弁連 :男女共通規制。保護も一定残す。
・均等法問題研究会 :片面的なものではなく
男女共通にとの提言。保護法とのパーター。
・全繊同盟の反対が強い。工業・非工業とで
分けるか、許可制を広げるか。男女共通なら
ば夜業条約を批准するのか等が今後の課題。
→→婦少審でも中基審でも、マターとして
やつていくことが必要。
3.均等法の募集採用・コース別採用
●・労働者側 :人権問題。間接差別 (結果と
して女性に不利になっている)であって、均
等法に取り入れるべき。

0使用者側 :経営権の自由。法的措置にな
じまない。
4。執行機関をどうするか ?

・使用者側 :労使自治。自主的解決
・労働者側 :命令までできる機関が必要、
→調停の開始決定、調査権を !

5。 その他

●ボジティプ。アクション、セクシュアル・
ハラスメント
・どちらも使用者側の反論が何故か?な い。
・ポジティプ・ァクション研究会では「ガィ
ドラインであって立法課題ではない」。
・セクシェアル・ハラスメント
均等法に含められるか? 法益がずれる
(性差別と人格権と)。 判例では人格権の侵

害による不法行為。法制局では「別法を」
労働省は「企業向けガイドラインはある」。
●「均等法ネットヮークJの講願
・全党から紹介議員出す。だが委員会では審
議に上がっていない。次回も請願していく。
。中間論点が出る前には女性議員には説明し
ますの言質をとった。
今後の見通し

。通院休暇を基準法に入れる動き有り。
・執行のための、どうぃう委員会を作るの
か。不当労働行為の委員会を作るのか。調停
委員会を強化するのが現実的。
。この 7、 8月 中間論点が出る頃の意見表明
や働きかけが重要。でないと、今の婦少審の

流れで進んでしまう。

以上
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清水澄子議員の報告

優生保護法の「改正J

●今回の「改正Jへの動き
全会派一致の議員立法で、委員長提出法

案となり、異例のスピード、審議なしで可

決。自民党の村上正邦議員が強力に推進。
「優性J思想に関わる部分を削除し、名称

を「母性保護法」とする。法案の中味には

手をつけない、今回提出しなければ、「改

正」案はもう三度と出さないと主張。

●「改正」案名称への反応

「優性」思想の削除にはもちろん賛成。だ

が名称が「母性」保護法とは、女性を母と

してのみ規定するものであって、実際の法

律の内容にもそぐわない。名称を法律の内

容に合うものにし、「本人の意思によりJ

の文言をいれる。→「中絶の勧め」になる

からダメと、自民。
「妊娠に係る健康等に対する法律」で

は? 「自己決定権」の文言挿入がだめな

ら「配偶者の同意Jを削る案は?→→ダメ

これで「改正Jが流れては大変 ! 「優

性Jの削除は一歩前進であるとするか ?

●効果的な働きかけの方法は

堂本暁子議員たちと連携し、集中的に、

与党厚生調整会議へ働きかける (社民党と

新党さきがけ)。

座長試案で、名称は「母性保護法」また

は 「母性の生命健康の保護に関する法

律」。「配偶者の同意」は今後の課題。今

後の改正を想定した附則をつけるとの案が

出る。→この案ではのめない。

さらに上層の与党政策調整会議に要望書

を提出 (超党派女性議員の連名で)。 結局

「母体保護法Jの案が出てきて決着。

決定の流れを見据えた運動が必要。しか

し現状は、女性の数も力も足りない !

●今後の収穫

与党政策調整会議確認事項として、与党

政策調整会議直属の「 (母体保護法の廃止

を含め)女性の健康の権利等の法制度検討

プロジェクトテーム」を新設した。参議院

厚生委員会の附帯決議も発表。道筋はでき

た。これからの運動が肝心。    以上

(両議員のお話のまとめ文責 :奥山妙子)

LI LJ口 U口 ul」 uttuuuuuロ ロ ∪ uuヒ

女性に対する暴力 (VAW)禁止法

研究会 (第 1回)報告

UU■ l■」LJu_嗅

女性に対する暴カコーカス

6月 4日 (火 )、 於文京区民センター。

§報 告/大脇雅子 清水澄子

§内 容/資料説明。大脇議員 (参 )よ り

強かん罪が親告罪であることについて一

―プライパシー保護と親告罪は質的にちが

うととらえたほうがよい。児童買春一一児

童福祉法に国外犯規定がない。セクシュア

ル・ ハラスメントーー労働省は防止法をつ

くる気はない。防止法の骨子を法制局にあ

げているが、どういう形でだすか決めかね

る。法務局は均等法と法益が違うといって

いる。菅厚生大臣に面会の折り、女性の権

利基本法という理念を高く掲げた法律をつ

くり、個別法を改正するという仕掛けをし

たらどうかと言われた。女性の権利基本法

がいいのか、女性に対する暴力禁止法とい

うかたちがいいのか

清水議員 (参)よ り。地方分権審で、婦

人相談所が国の必置条件でなくなる方向が

でそうだが、性暴カシェルターとしていち

ずけていく取りくみが必要。イタリアの性

暴力禁止法紹介一一身体の自由、性の自由

に対する犯罪と明記。公序良俗から個人の

人権重視へ。刑も重くなっている。フィリ

ピンの児童特別保護法――子どもの権利条

約を国の原則とするとうたつている。児童

買春の未遂者の処罰等。日本でも強力な運

動が必要。

この後、質疑。この会の長期的な見とう

し (新たな法制定)と短期目標 (現行法見

直し 、佃別問題への対応〉を確認

参加者 20名

第 2回  7月 2日 (火)6時半

子どもへの性虐待・児童買春

第 3回  9月 3日 (火)6時半

刑法一一どこがどう問題なのか

文京区民センター
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民法改正に向けて女たちの力を

六月十九日に終わった通常国会ではとう

とう、民法改正案は国会に上程すらされな

か っ た 。

北京 JAC家族法改正コーカスでは、す

すめよう !民法改正ネットワーク (当初は、

すすめよう !選択的夫婦別姓ネットワーク、

現在三十二団体が)に参加し、民法改正の

実現に向けて文字通りかけずり回ってきた。

・今回の改正は

五年半の審議を経て、今年二月二十六日

に法制審議会によって答申された民法改正

要綱案には、大きく3本の柱がある。

一つは、夫婦別姓選択制:ただし、子ど

もの姓は、結婚時に届け出ることになって

おり、ほとんど夫が戸籍筆頭者となるだろ

うから、不十分な案だと言われている。

ふたつめの柱は裁判離婚の理由に別居 5

年を加えること。

三つめは、婚外子の相続分が婚内子の二

分の一だったのを同等とすること。

女性が自分の名前を持つ事は、女性が個

人として生きる第一歩b今回の民法改正は

結婚は女の生活保障という枠から、一歩踏

み出すものだ。

・法J霊麗

反対派は物凄い勢いで、反対活動をやっ

ていた。「夫婦別姓は家族を崩壊させるJ

と日本を守る国民会議や神社本庁の名でチ

ラシを国会内にまいて、賛成派の自民党の

議員には、毎日、反対の葉書、FAX、 強

烈な脅しの電話も届いていた。

反対の急先鋒は、村上正邦参議院議員。

声は大きく、自民党内でも生長の家をバッ

クに影響力を持っぃているといわれる。他に

北京 JAC家族法改正コーカス  赤石千衣子

奥野誠亮元法務大臣など、いわば「国体護

持派Jと思われる人々などだった。

・ 賛成派のネットワークは

賛成のはがきFAX作戦を広め、三月に、

市民が200人集まった集会を持った。四

月要望書を土井たか子衆議院議長に渡し、

著名人アピールを出した。法務省前で、

「民法改正応援団リレートーク」を行い、

パンフレットを全国会議員に配った。

国際婦人年連絡会も国会議員へ働き掛け、

六月全国会議員ヘアンケートを行った。三

分の一が回答し、80%が賛成だった。

学者の声明も出た.人類学者有志の声明、

日本女性学会の有志、比較家族史学会だ。

しかし、結果的には、一部の声の大きい

反対派の自民党議員に勢いに押されて、態

度を保留にする議員が多く、自民党法務部

会で、結論が出ず、上程は見送りとなった。

自民党は、法務部会の中に、「家族法改

正に関する小委員会」を設け、この問題を

検討し続けるとしている。次期臨時国会が

駄日でも、その次の通常国会には、改正案

が出されると思われる,改正の中身を変え

るのかどうかは、まだ見えてこない。

一方、地方議会からは、民法改正早期実

現を求める意見書が新座市、東大和市、田

無市などで決議された。これをさらにすす

めたい.

今までの運動の反省点はいろいろあ
・
る。

戦略をもっと練っていかねばと、ただいま

考慮中だ。女性たちが真のエンパワーをす

るために、各地から声を上げてください。

北京JAC家族法コーカス連絡先

FAX0424(66)9022赤 石
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北京からヒロシマヘ

そしてヒロシマから世界ヘ

f〒目む網晴,頁 ■レ菫籠 ti髪妻 広島

「H:roshimaJこ の言葉が世界の人々の共通

語として持つ意昧を、広島の女性たちは昨

年北京で実感しました.‖GOフォーラムでは、平和

についてのワークショップを開催したとはいえ、平

和の意味も、戦争の現実もきちんと議論で

きなかつた一そんな反省から、帰国後は行政

の枠を超えて合同報告会を開き、さらにポスト

北京の学習会の企画が実現したのです。

まず、行動綱領の内容を理解しようと

「北京行動綱領を読む会Jと して実施。38名

の参加を得て、12の戦略目標について学習

していきました.言葉の理解とともに内容

について議論をし、私たちとどう関わるの

か、そしてさらに私たちは何ができるのか

を話あう場となりました.

一通り行動綱領を読み終えた後、現在は次

の5つのテーマ別に自主学習会を開催していま

す。各グトプとも、もつと内容を理解するため

の学習ということと、具体的に行動しよう

という、2つの目的をもって活動していると

ころです.

《経済・環境・貧困》

世界の第二世界の経済状況と、その中で女

性がどういう現状におかれているかを調べ

ています.ま た日本の
"Aな

どの援助の実態

を調査.世界の賞困・環境破壊が、私たち日

本の女性とどういう関係があるかを把握し

たいと考えています。さらに第三世界の女

性たちの経済活動への支援の道を探つてい

ます。

《意思決定の場への女性の参画》

広島県内の市町村での意思決定機関への

女性の進出状況を調べているところです.

東京・大阪・山口などで開催中の女性のため

の政治スクールに触発され広島でも何かを―と

模索中.

《教育・少女》

学校教育(小学校・中学校)でのジエント偏重

の現状を把握しようとアンケートを作成中です。

メンノトには教師もおり、現実の教育の場にお

ける問題点と、少女たちへの影響力をとら

えようと活動中です。

《平和》

「核兵器の廃絶Jと いう文言さえも入らな

かつた行動綱領に対して、そして核実験を

繰り返す諸外国に対して、被爆市民として

黙つていてはいけないと意見書を作成中で

す。チェルノブイリ事故から10年を経たこの夏には、

核の平和利用の問題点も含めた、核につい

て考える討論会を計画中です.

《英文で読む》

女性問題について英語で話せる、知識と英

語力を身につけたいとアメリカ人講師と学習し

ています.次回2000年の女性会議では、本当

の意味での中身のある交流を目指していま

す.           .

もちろんこれらすべての問題はつながり

を持つているので、相互に連絡をとりあい

ながらすすめています。また、女性たちの声

として広く発信していくために、北京JACや

その他の女性グトプとの連携を図つていきた

いと考えています.

広島市 :森 玲子

tel&faス  (082)879-6020
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●6月 29日、第 2回総会開催

「北京 JAC九州・山口・沖縄_J(通称・

J鯨iJ AC九州)は、1996年 1月 13
日に発会。九州・山口・沖縄から、1鯨女

性会議に参加した諸団体・ グループによび

かけての集まりでしたが、32名が集まり、

NGOフ ォーラムでの体験・行動綱領の地

域での実現をめざす活動、相互のネットワ

ーキングをはかるためにどうしたらいいか

を話し合いました (於・JりL州市女性セン

ター・ムープ)。 この発会は大変な熱気で、

北京での世界の女性たちとの交流で得た女

性の人権の真の確立・地位向上・エンパワ

ーメントにむけての運動を、それぞれの地

域社会での活動で、北京に行かなかった女

性 。たまたま何らかの事情で行けなかった
。
女性たちと広 く分かち合いながら始めてい

こうという点で=致。三隅、篠崎が1諫 J

ACの運動や情報を北京 JACに運動させ

ながら、しかし」地方は地方で主体的に動い

ていこうということになりました。

●その後、論点整理への意見提出などを行

うとともに、各会員 (団体・個人)が地域

での会員拡大と活動を実施。

論点整理に関しては、地方白治体政策、開

発と女性、環境問題などへ意見を提出。

●そして、第 2回の総会を福岡市女性セン

ター。ア ミカスで魏 6月 25日現在で

イ国人会員94名、団体会員9と拡大しまし

た。九州といっても時間距離は結構遠いと

ころもありますが、現在のところ、宮崎を

のぞく全ての県に会員は広がっています。

総会にもこれらの全地域から約40名が参

加。

総理府男女共同参画審議会委員の松本惟子
さんから、機 の騨 、議臓Ⅲ 醜 点と

今後の日程や地方からの意見発信の意義な

どをお聞きし、会員は改めてやる気を喚起
されました。会員からも、家族法改正、均

等法改正、優生保護法廃止などへの中央と

結んだ日常活動報告の他、地域での、ポス

ト北京会議活動の取り組みが、熊本みらい

会議、佐賀、北九州、福岡での行動綱領を

読む会、女性への暴力廃絶に取り組む福岡
のNOSHな ど、全く時間がたりないほど

報告。次回は大脇議員から均等法や暴力禁

止法に関する情報をお聞きすることに。

●しかし、政府や国会へのロビーイングや

署名活動などの緊急重要な動きが必ずしも

会員のすべてや、草の根の女性たちに届け

られていないことから、今後は時間的余裕
がある場合は事務局へまわしそこからFA
X等で全員に知らせること、緊急の場合は

会員各自が事務局及び可能な範囲の会員に
ニュースを流すことを観

(婿 ・
簡 )

その他の催し

国際 シンポ ジ タム   
・

―男尊女尊の国か らオ ンノ ッ トを迎 え て
く大阪会場>

日時 :9月 露日 (土)10b鳳～4息お.m.

場所 :大阪府立女性総合センター

(ドーンセンター)● 06‐91銀闘∞
く東京会場>

日時 :9月 29日 (日 )1:O10pm.～ 4:00pm.

場所 :東京ウィメンズプラザ ■ 03‐54167‐1711

連絡先 :三井マリ子 書03‐3329‐1298
I                    FAX CB‐ 3329く貿〕質〕        |
ヽ _________―

― ― ― ―
ノ

〆
~~~~~~~~~―

― ― ― ― 、
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目顧会饉カレンダ‐ 国連北京会議1周年記念行事は、知 口開発に

(1噺.8～ 1996.9) ける女性協会国際フォーラムの参加者が出席
やすいように日程が組まれています.

第 2回東アジア女性フォーラム

日時 :8月 22日 ～214日

場所 :韓国

子どもを対象とする商業的売買春に反対す

る国際会議
■ e World    A3a濃 盤Co― rc遍
Seml助o10itatbn ofGh韻dren,

Stockholm,Ettqたn

日時 :8月 27日～31日

場所 :スェウェーデ
‐
ン・ス トックホルム

第7回開発における女性協会国際フォーラム
■ lc S"enth lntmatimal AMD Forum
B/eyond BleJing From Wordsto Actbn

北京を超えて :言葉から行動ヘ

日時 :19949月 5日 から8日 まで

場所 :ア メリカ・ワシントンD.C.

主催 :開発における女性協会

連絡先 :ф Karen Mulhauttr
AⅥD bmm Progam Gat
he Xociation for Womenin Dwelopment
1511,K Street,NW,#gぁ
Wash島鴫ton D.C.4005 UoS.A.
Tel(202脚 180Fax(202X634182
E‐mail:awid{@igceapc.org

文献 Iリ ス

無罵:臨寵導穏:I漱」l警鶴
К P・AT Nttslettg No_15Jm田町 19%
NGO島 Ш n(hW錮 im t95 bttain htt issuc

!n厖宙ew 9ゞNo3,July 1994,No.4,勇 m町 1995
h餞 鉗 9ヌ No.6,有滅 1996

Rttd血零Ou l%b年5月 、 19941月

社会開発サミット国内行動計画への提言

児童の権利に関する条約第1回報蜜 日本語仮訳)

事関選番轟
性問題国内本部機構上級担当官会

第 回世界女性会議政府代表演説 (要旨)

ジェンダー・女性学研究所 N釧たtt∝創刊号

雷選塁塁賛裁婁)   
会)における女性

偲鑑騰曲識習踊乱鳳北R~JAC事務局
(融      (〕員瀾r)

ⅨW■T         北京JAC事務局

NGOFonm m Wown  北京″£事務局

闘ぼC          北京瀬C事務局

9鶴直a LttEc W"h唱  北京JAC事務局
Gl剛叩 M∝饉昭

社会発展N∞ フォーラム .北京JAC事務局

外務省         北京いC事務局

総理府男女共同参画室

ウイル21フォーラム

愛知淑徳大学

外務省

アムネスティインターナ
シヨナル

北京JAC事務局

北京JAC事務局

北京JAC事務局

北京JAC事務局

アムネスティ・イ
ンターナショナル
日本支部
●:  03-3203-1050
FAX:03‐3232‐6775

問い合わせ先



国連による北京会議1周年行事

9月 9日 国連広報部主催による

北京会議1周年行事が開催され

ます。詳細についてW「Cの

GLOB川ぷ

「

No.59に掲載さ

れていますので原文をそのま

ま転載します.

ONE YEAR AF「 ER BEIJING:SEFFEMBER 9
WENT AT UN

l_UN SPcial Evemttoヽ ね慮 山c FErSL亀ロニv呻
of ttCW:職 Uttted Nad鰯 助

「

mmtOF Pub―
R Info…   (UNFDPI)is F山田Ц3a Sp風置 event
m ttμmhr9,1996,to mtt the rrst_v-7
of the Fourth Worid ConFerence on Women
OК Ⅵ 回 din B的山嘔,Septcmbcr 1995。 UNノDPI
is in宙 dng NGOs to pancapate in the day that will
include a ttm k劇皿 f∝using on Bcijing‐related

燎撤 )ad「EIm脚面国饉o田 hぬe momng(10。 00m―
12.3ぃ),and a_EnaF mhC aFtmolon on world―
wide ttvidcs ttdisstt aroundttemenatiOnOf
畿 BCⅢlg HarOm forActio/n.職 S∝岬 Cm―
d Jtt Ш dN面 ons has h租 h宙日 os口 ,

do電 wiぬ NGO womm:蜜h5who took al…
role in plans劉耐 p明脚戯餞onS fOF政珂ing,WOmen
LdsofUN A曜嬌口ck澪っand a key woman fFOm“
US Govemmmt。 ■騰に書Ш be must and… ,田己
possibly a WJl of Qttmmenぉ brount tt fnom
山c AWID率

‐
F― inヽ

7器
皿撃gtm dht rlnish鋼 畿

day before tte UN eveat.。 inE twoeven ts are dα覧
ゎ鮮撫 r,in由にb3oPc ttnt― y ofぬe women wh
霞 comlng to山 〕Fonm from aFOmdl睦 wodd硼
Jso ometo tt UN℃崚 YttAfOBtting"evmL

Plans cau foF dX〕 」tmolon sesslon to lale l力 c fom
ご a Town Hall暉だ鴫.輛ぬ血 Dfor qtti鰯 翻
oo―mtsfmm晨 ■oor.h触山don o騰 平 盛 船

― 饉耐 abtove,麟 w皿 Jso n配夢漱 fmm dh
AWID FoFumo Ⅵ「c holド to have the Wa1l of C
m面 曲 蜘 輌 haF_t p08通 鴫 週 b
httdfmer m ttt.For moК 面枷 面 omm m
UN"録 YGtt Aftg Be螂 血g"eVmt輌ぃ∝:l鵬困譴
Ferdous,UN/DPI,Utthed Na■ons,Rokom S-1005,
Newゝ

′
α蔽,NY 10017.Td:(1-212)1哭3-a555.ミゝ :

(1‐212)963郷

2.UNP躊鋼 foF N輸 Ⅵb AttNot A∝田dted to
the llnited Na血駐Ata m∝ ung ycsteFday at h
UN,麟 wtt α凪山山田He d― mm由 己S issuc.
Anddμttng the rOblemっ uN∫ DPI has FOquCSd
COnfeFen∝ Room 4 w腫ぬ h a puicl頭 1賀ソコ麒
req磁五n g a UN Pass.h愛闘正onsif we ttE aucゎ
hand a list oF ttunes to thAC UN a wα tt beFore畿
event,all mn― mc【通ted NGOs on the list wⅢ

"―面 ve lN Pases forthe鈎 .So r you震 メ田 崚
lo attend the Septembcr 9th event,and are not a

躙 視 肌 瞥 出 鯖 問 ∬器
メCttC h

次回全体会 の日程 と

議 題 につ い て

月15日0 030pom.～
文京区女性センター 和室
文京区本摯 丁目田

“

号
■ 03‐3814-6159

Part l ロピイング報告・研究会
1。 国連人間居住会議●ピイング報告

<報告者>‐ 北沢洋子■

2.各コーカスからの報告

共通テーマ学習会報告

く報告者>渡辺光子・ゆのまえ知子

Part 2 運営報告

議題1 代表世話人会報告

鬱 .企画委員会報告

一周年記念シンポジウム開催に

ついて

国際委員会報告

英文「北京JACからの提言」作

成について

題4.編集委員会報告

ゴ協議AC・ 3号企画について

議題5 地域委員会報告

題6 事務局報告

7 その他

次回予定

月17日 (火)630p.m～
渋谷区女性センターアイリス
7F会議室

第2回東アジア女性フォーラム報告
く報告者>船橋邦子 。関口悦子

赤石千衣子 他

*8月 は全体会はありません。
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北京JAC議事録

1996. 6. 17

議長/議事録 荒井佐よ子

出席者 赤石、荒井、新井場、上田、及位、

崎、清水、庄山、鈴木、関日、高橋、津和、

堀日、前田、宮崎、武者小路、柳瀬、山下、

1.譲題の承認

2.前回議事録承認

3.報

1。 前日世話人会報告 (小宮山)

委員会委員長 1名選出

討議の結果、北京JACは、政府、

他団体との交渉もあり、対外的に委員長を

選出し、責任の所在を明確にしたほうがよ

いとの意見が多く決定した。北京JACの

代表は、今のところ決めない。

2.企画担当報告 (山下)

シンポジウム会場を下見。収容人数834名

会場は、全員賛成で決定。日時は、世話人

会に一任 (10月 5日 午後 1時～に決定)。

北京」ACおよび北京行動綱領の周知が目

誓。地域ネットワーク強化も大切。

詳細は、 6月 25日の企画委員会で話合う。

3。 国際担当報告 (武者小路)

アジア太平洋地域ネットワークの強イL

情報交換を積極的に行う。第 2回東アジア

女性フォーラムにむけて各コーカスが「提

言Jを英訳するにあたってフォーマットを

作る。国連が出した「女性に対する暴力

報告書を翻訳する。 (担当部丸)

大角、大脇、緒方、奥山、梶本、小宮山、篠

督丸、永井、中嶋、西′:k西澤、羽後、船橋

ゆのまえ、ユン、渡辺 (敬称略 34名 )

4.編集担当 (高橋)

ニュースレター創刊号を発行した。

版下 1枚 1円。今回紙代は熱 、印刷など

全体費用は800円ですんだ。次号記載分

は、 7月 4日 までに高橋宛に送付する。 8

月は事務局が夏休みのため 9月 号は休刊。

年 11回発行を計画している。

5。 ロビイング報告 (大脇・清水)

a)民法改正へ努力してきたが、今会期で

は通らなかった。来期に期待しさらに努力

する。 (大脇)

b)優性保護法改正については、自民党か

ら優性保護法から母性保護法と改め選出す

ると自民党から提案があった。社民、さき

がけは「母性」のことばに不賛成を示した

が生長の家の圧倒的多数で自民党案が通過。

6.共通テーマ「女性に対する暴力J

(ゆのまえ)

6月 4日 に会合.大脇、清水議員から優

性保護法、セクシャルハラスメントについ

て報告があった.児童の売買、セックスツ

アーの刑事責任などイタリア・ フィリピン

で法律化した性差別禁止法を参考に勉強す

るとよいとの示唆があった。
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☆☆☆ 事務局より ☆☆☆

いろいろ盛 りだくさんの企画を検討中で

す。次回詳しいプログラムについてはご案
内しますが、日程を忘れずにスケジュール

帳にご記入ください。

北京女性会議 1周年記念シンポジウム

北京から日本ヘー女性たちのエンパワーメ
ント
10月 5日  土曜

午前 ネットワーキングタイム

午後 北京女性会議ビデオ上映
記念シンポジウム
レセプション

文京女子大学 。文京女子短期大学 仁愛
ホール(地下鉄南北線東大前 改札口真上)

☆☆☆会費納入状況 ☆☆☆

6月 末現在で95名 の方に会費を納入して頂
きました。また、会員1名の方からカンパ1万

円いただきました.会費 (り%年12月 まで有
効)の振り込みがお済みでない方は早急に送
金ねがいます。

北京JACのニュース
レターに毎回文献リ
ストを掲載してゆき
たいと思います.今
後も参考になるよう
な資料力菫ありました

ら、事務局までお知らせください。

なお、事務局にある資料はご依頼により送
付しますが、その際の実費をお願いするこ
とがあります.ご了承ください。

北京JACカ レンダー 7月

7月 11日 (木)630pom～
北京JACE際委員会
反差別国際運動事務所
● 03-35〔資卜7447

7月 15日 (月 )●貿しm～
定例全体会
文京区女性センター 和室
文京区本解 丁目田

“

号
■ 03-3814-6159

7月 郷 日(木)000p.m～
ニュースレター発送作業
広報委員会・企画委員会
事務局会議
渋谷区女性センター・アイ
リス 6階和室
渋谷区渋谷1‐ 17‐7
● 03-5466-3956

9月 3日 (火)630p_m～
女性に対する暴力撤廃法に
関する研究会

10月 5日 (土)北京女性会議1周年シンポジ
ウム

女性省設置テーマの研究会は8月 に再度
総理府男女共同参画室と会合を持つ予定
ですが具体的には未定。

фф 入会 につ いてのお誘 い фф

会員は個人会員のみ。年会費10,囲円を次あい
ずれかの口座にお振り込み下さい.

会費年度 (1月 ～12月 )

郵便口座番号 ∝関87…66426

口座名    北京IAC事務局
銀行日座番号 東京三菱銀行戸塚支店

普通預金

““

お2

銀行日座名  北剌 AC事務局 (羽後静子)

北刺 AC 第2号  1996年7月 1日 発行

代表世話人 :荒井佐よ子 北沢洋子 小宮山洋子 篠崎正美 関口悦子 羽後静子 船橋邦子

松本惟子 三隅佳子 武者小路公秀 山下泰子 (50音順)

編集・発行 北京
"C事

務局 発行責任者 :荒井佐よ子

編集責任者 :羽後静子 編集委員 :高橋 奥山 西澤 大角 新井場 若林 西川 吉田

〒233 横浜市港南区港南準10‐2 柳瀬事務所内 北京JAC事務局 FAX専用∝ふ鉾7‐3648

WANTED
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世界女性会議ロビイングネットワーク

7ンス リー 号北  σ
E 鶴 漁Pa"ス側 胴&副短 G“

“
58月 。9月 合併号 1996年 8月 1日発行

《国 … ハ ビ タ ッ ト ‖ 会 議 報 告コ

一 NGO/CBOが 議 論 に 参 加 一 》

去る 6月 3-14日、 トノンコのイスタンプ

ールで.第 2回国連人闘居住会議 ● ビヽタ

ットH)が開かれた.これは、冷戦以後の

1990年代に入って開かれてきた環境ゝ人

日、女性など地球的規模の課題の国連会議

としては今世紀最後のものとなった.

会議は「すべての人びとに適切なシェル

ターJと「持続可能な人間居住開発Jの 2

大テーマについて議論され、今後 20年間

のグローバル行動計画を含む「ハビタット

アジェンダLと「イスタンプール宣言Jを

採択した.

これまでの国連会議に比べてとくに前進

がみられたのは、(1}N00に加えて、 CD0

(住民組織)のオブザーバー参加が認めら

れたこと,(21地方自治体と Net9/c30が非

公式会議にも同等の立場で出席し、議論に

ノト加した点にあった.しかし N00が発言す

ることに中国、キューバもス~ダン.イ ラ

ンなどが猛反対したため、 N"は政府代表

の発言に賛成、反対してはいけないとされ

、事前に修正案を配布し、それを提議する

ことしか許されなかつた.

私は、女性コーカスを代表して、「多国

籍企業の規制Jについて 2つのパラグラフ

の挿入を提議し、これは採択された.勿論

途上国は支持してくれたのだが,米国。日

本政府代表までもが私の提案に賛成の演説

をしたのには驚いた.

JLJ電  濯1月藤

会議の最大の争点は、「居住権Jを認め

るか否かにあった.この問題はも実はすで

に 鶴 年前のバンクーバー会議で決議され

てており、さらに 1993年ジュネープの人

権委員会では「強制立ち退きJを禁止する

決議が採択されている.しかし、イスタン

プールでは、米国と日本が、居住権を独立

した人権の 1つとして認めることに反対し

た.私は米国 N000政府との対話集会に出

て、この問題についての議論を聞いた.米

政府代表は「居住権を認めたら、400万の

ホームレスが一斉に訴訟を起こすJことを

反対の理由に挙げていた.シカゴの黒人弁

護士は「これは訴訟の問題ではなく、政策

の問題だbと して、居住権が確立されてい

ないため、過去 5年間に連邦政府のハビタ .

ット関連の予算は 24億 ドルから 9億 ドル

に大幅削減されたことを訴えていた.居住

権を強く主張していた 側 も、激増するホ

ームレス問題を抱え、居住権を認めなけれ

ば有効な対策をたてられないと考えていた

居住権について非公式会議が持たれ、最

掛的には、米国が妥協し,「適切な居住権

を完全、かつ漸進的な実現することを保証

するJという表現で、独立した人権の一つ

として承認されたのであった.

´N00はイスタンプールでの前進をもとに

国連人間居住委員会を政府.地方自治体ゝ

N00/CBOの 3者複数代表制にすることを提

案したが、これは承認されなかった.
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女性の地位向上のための制度的なしくみ

(ナ ショナルマシーナリー)

第 1回研究会報告

主催  G・ Hコ ーカス

時  6月 25日午後 3～ 5時

所  参議院会館第 5会議室

講師 男女共同参画室室長

名取はにわ 他 2名

出席 15人

北京女性会議の行動綱領のH章で、各国

政府は、女性の地位向上のための機構を、

政府の最高位に設ける事を求められている。

日本は総理府に男女共同参画推進本部を

おいているが、政府の最高位の機構として

充分機能しているのか、まず現状の点検か

ら始めようというのが今回の研究会のねら

い.清水澄子・ 円より子両参議院議員秘書、

朝日新日の女性記者も交え男女共同参画室

と出席者の間で活発な意見交換を楽しんだ.

国際婦人年の 1975年 ゝ国際世論と国

内の女性運動におされて前身の婦人間題企

画推進本部が総理府に設置され86年から

全省庁を統括している.77年 に国内行動

計画 (87年、91年改訂)が策定され、

92年女性問題担当大臣を官房長官が兼務

する事となる。94年の総理府令により現

在の男女共同参画推進本部・ 男女共同参画

審議会・男女共同参画室の体制が定まる。

推進本部が、総理府傘下で全省庁を統括

し、首相と官房長官を各々正副本部長、全

閣僚と省庁の局長を構成員としている事は

「政府の最高位」においた機関と評価でき

る一方、問題点も多い.お忙しい方々が一

堂に会しての推進本部の会議は当然  に

2回位で、国内行動計画に関する省庁の年

次報告書の承認等に終始している.女性で

専任の女性問題担当大臣や、各省庁の実務

担当官を置く等、機能補完が必要.同審議

会は94年から97年の時限設置であるが

民意反映の場として常設が望ましい。両方

の事務局の男女共同参画室には、連絡権限

のみで調整権限がない上、予算 1億 3千万、

職員枠 3人 (実働 17人 )と いう慎ましさc

これらナショナルマシーナリーの根拠法と

しても、憲法第 14条のもと男女平等基本

法の早期制定が必要であろう。

女性省設置の提案はシンポリックな主張

としてはわかるが行革の中で実現が難しく、

又、縦割り行政の中で権限や機能が限定さ

れてしまう危険性もある.充分研究した上

での具体的提案でないと議論にもならない

・・ という危惧の声も強いようだ。

7月 末、審議会の201o年 総合ビジョン

の答申がでる.こ れをうけ男女共同参画室

が 12月中に国内行動計画を再改訂する。

その際、NGOの 意見を是非反映したい。
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19日から25日、総理府主催で開かれ

た「東アジア9カ国女性問題国内本部機構

上級担当官会議Jのホットな情報も頂いた。

韓国では女性開発基本法を定め、公務員の

採用・ 昇進に女性を優先するアファーマテ

ィプアクションを導入する等、各国とも男

女平等推進には大変な力の入れようである.

日本は、物の豊さに甘んじて、女性の社会

的地位の低さに対する認識も政策も不足し

ていないだろうか.例えば女性議員の数は

地方議会の 4.1%、 国会の8.2%.企 業

の女性管理職 8%、 賃金は男性の62%.
男女平等の実態にはほど遠い.当 コーカス

では、今回さらに明確になった現機構の開

題点の是正を政府や政党に促しつつ、諸外

国の実例研究等も続けていく予定である。

ゝ
Ｉ
“
Ｕ

ｔ

Ｃ
下賛協デ

」
卜
に

１
ヽ
１

”
ケンア轟

几
■
臥

のていつに策政性女

「 G女性の意志決定への参加・ H女性の地位向上のための制度的しくみJ

コーカスでは、下記の要領で政党へのアンケー トを予定しています。でき

るだけ多くの団体・個人の連名で実施したいのでb協賛頂ける方は、ご連

絡下さい。

受付期限 7月 30日

連絡先  FAX045094304038
TEL045094108352 渡辺光子

アンケー ト実施要領

目的  (1)小 選挙区制による初めての衆議院選挙を控え、各政党に女性

候補の擁立と女性政策の推進について方針を固く.

(2)「女性の地位向上のための制度的なしくみJの不十分な現状

改善について各政党の方針を聞く.

調査期間  8月 1日 から30日  調査方法  対面説明・ 後日回答回

対象    12あ る全政党    内容    目的に沿う20の設闘

結果    10月 5日 の一周年記念シンポジウムで発表・ 記者会見
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「児 童 福 祖 二法 改 E卜「こ 関 す る)要望 書 」CD提 出

女性に対する暴力禁止法コーカス   牧田 真由美

女性に対する暴力禁止法コーカスの第2

回日の勉議会が、7月 2日 に、文京区民セ

ンターで開かれた (約20名参加)。 来年

「改正」される児産福祉法に関して、中央

メンパーの′臨 山

洋子さん、子ども買春禁止法など独立立法

で出す方法もあると言う、参議院議員の清

水澄子さんから話を聞いた。

児童福袖法に、子どもボルノ制作、子ど

も買春などの行為に対する処罰規定を、ア

ジアなど国外犯も含めて盛り込むよう、要

望書を出すことになり、定例会で、「北京

J ACJと して出すことが決められた。

―
¬

児 童 福 祉 法 改 正 |こ 関 す る 要 望 書   (案 )

1996年 8月  日

北京 JAC

私たちは、児童福祉法の抜本的改正をめざす貴会の審議に重大な関心を寄せ

るものです。

1995年 、北京で開催された、第 4回世界女性会議において採択された

「行動綱領Jに は、特に「女児」の項目が重大領域に加えられました。そこで

は、女児の人権をジェンダーの視点から見直 し、最大限尊重しなければならな

いことがうたわれています。 したがって、児童福祉法の抜本的改正にあたり、

次の諸点について要望 します。

1 改正案は、子どもの権利条約および、第 4回世界女性会議「行動網領 L。

女児Jの理念を十分に反映したものであること

①児童福祉法には、法律全体の基調を表す前文が必要であり、そこに、子ど

もの権利条約の理念をもれこむこと

2 特に国外での子ども買春、性搾取行為を含め、児童買春と児童を使ったポ

ルノの増加を憂慮 し、子どもの権利条約第 34条の児童の性的搾取、性的虐待

からの保護と防止の内容を明確にいかすこと

①従来、児童買春者の処罰規定は、現児童福祉法、刑法、売春防止法によっ

てもなお、その不備が指摘されています。国外犯規定 も含めて、人道に反す

る重大な犯罪行為であるという規定をもりこむこと

②児童を使ったポルノの制作、販売、購入に関わつた者の処罰規定を明確に

もりこむこと

※中央福祉審議会基本問題部会に、以 卜の要望書を出 します。北京 JACに

ついては規則書を添付。
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去る6月 下旬、‐アメリカ最大の女性団体、

全米女性機構    ローズマリー・デン

プシー副会長が来日ゝ今年4月以来アメリ

カで問題となっている三菱自動車工業の子

会社米国三菱自動車製造のセクシャル・ハ

ラスメント問題について抗議行動と三菱自

工との直接交渉を行った.来日中、6月 27

日には反差別国際運動日本委員会主催の

ⅢADRぜC講座に出席じ講演を行なったが、

その内容を簡単に報告したい.

今年4月 、米国雇用機会平等委員会

80C)は米国三菱製造のイリノイ州・ ノー

マルの工場で広く行なわれていたセクシャ

ルハラスメントについて会社側が十分な措

置を講じなかったとして提訴を行なった.

が、この問題が今回のように注目されるよ

うになり,NOWが全米各地で抗議行動を

起こすきっかけとなったのは、EE∝の提

訴後、会社側が従業員を動員してEEOCに

反対するデモをさせたことだとデンプシー

さんは指摘 した.会社側は自分たちは手を

汚さない形で立ち回り、従業員同士を対立

させて相互不信を生んでいるという.例え

ば「殺すぞJといった脅しや家への放火と

いった事態まで起こり、従業員たちは怒り

と同時に仕事を失う恐怖にも駆られている.

デンプシーさんが強調したのは、こうした

会社側の対応が現在のアメリカにおける雇

用差別をめぐる状況の中で、それをさらに

悪化させる好ましくない先例になるという

NOW代表が来 日、

三 菱 自動車セ クシャルハ ラスメン ト問題で

抗 議

反差 別国際運 動・ 藤 岡美 恵子

ことだ.ア メリカでは現在、保守的な流れ

を作ろうとする政治家が議会の主流を占め、

過去数十年にわたって勝ち取 られてきた公

民権運動の成果が後退させられようとして

いる.今年 10月 にはカリフォリレニア州で州

政府の行な うアファーマティプアクション

を廃止すべきかどうかを問う住民投票が予

定されている.このような状況だからこそ.

米国三菱自動車製造の対応にNOWは大き

な危機感を抱き、全米での抗議行動を開始

したという.

今回のデ ンプシーさんの来 日では三菱自

工との話し合いに関しては具体的な成果は

得られなかったものの、日米の女性たちの

共同行動という面では予想以上の成果があ

つたもとデンプシーさんは述べていた.三

菱自工との会見ではたんに子会社の起こし

た問題について親会社として指導せよと申

し入れるだけでなく、日本でも女性のエン

パワーメントのための取り組みを行なうべ

きだと主張すると話していたがっいままさ

に均等法の見直しが行なわれている日本の

女性たちにとっては大きな励みになった.

同時に、日本でセクシャルハラスメントを

禁止し.ア ファーマティプアクションを進

めるためにも、アファーマティプアクショ

ンの先進国であるアメリカでの後退を許し

てはならない.今後の日米の女性の共同行

動を是非継続していく必要があると感じた.
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女性及 び女児の国際人身売買撤廃に向けて―タイ調査報告―

北京JACO際人身売買撤廃コーカス

羽後静子 ″

女性及び女児の国際人身売買問題は、世

界経済のグローパル化にともない今や国境

を超えてグローバルな形での「女性及び女

児にたいする暴力」である.資本主義の際

限のない膨張とともに、タイとミャンマー

の国境地帯や国籍のない山岳 民族の女児た

ちにまでその被害が及んでいることが、今

回の調査てもわかつた。エイズやHIVの感

染を恐れて処女の売買が盛んにおこなわれ

るようになつてきたからだ。

北京JAC国際人身売買コーカスの中心メ

ンパーである反差別国際運動は、今年9月 9

日から11日 まで の3日 間タイのチェンマイ大

学で、第2回アジアにおける女性及び女児の

国際人身売買撤廃に向けての専門家会議を

開催する予定である。この会議の準備と人

身売買の実態調査のため、7月 16日 から23日

までバンコック、チェンマイ、メイサイ を

訪れた。調査メンパ ーは、大脇雅子参議院

議員、武者小路公秀反差別国際運動事務局

長、名古屋のあさの会のメンパー、それに

タイのNGOと 筆者であ つた.

調査目的は、1)女性及び女児買春の国外

犯処罰の法制 度化のための実態調査、2)女

児の人身売買防止のためのプロジェクト、

及び人身売買被害女性のエンパワーメント

プロジェクトヘのODA小規模援助の現状と

プログラムの内容に関する調査である。

1)に関しては、すでに日本でも報道され

た元大学教員によるタイ女児買春 (亀 山事

件)の被害者が保護されているチエンマイ

のN000爆 [ttン ターを訪間、センター

の所長から事件の詳細や10才の女 児のその

後の生活を聞いた.その女児は、最初は、

精神的にも不安定な様子だつたが、次第に

センターのスタッフや仲間たちとも打ち解

けた様子で現在は、昼間は人形作 りなどの

技術訓練を受け、夕方から夜間学校I.ミ違う

毎日だそうだ。加害者の亀山は逮捕され、

チェンマイ警察に身柄を拘束されている。

重大な犯罪として刑事罰の行方が現地でも

注目されている。

毛のだ■o崎センターには、約120名の10

代の子どもたちが共同生活をしている。山

岳民族や少数民族の貧しい子どもたちで、

売買される可能性の高い子どもたちをNGO
が事前に保護して教育している。センター

は、NGOに よって運営されており、ヨー

ロッパの政府やN00,国際機関が援助してい

る。日本のNGOと もネットワークができつ

つあるそうだ。メィサイやチエンマイに

は、こういつたNGOによるセンターがい〈

つかあ り、日本のODAや ILOの援助により

タイプラターなどを設置 しているところも

あつた。

反差別国際運動は、訪間した7つのNGO
に9月 の専門家会議への参加と活動報告を依

頼した。日本からの参加者とともに、人身

売買被害者のエンパワーメントのための戦

略を議論し、日本政府やタイ政府、国連な

どの国際機関にロピイングするためのマ

ニュアルを作成する予定である。
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活動報告

■ 北京の熱気もなまなましい昨年 10月、
北京での成果を今後に活かそうと京都で集っ
た会合が、そのまま「世界女性会議ネットワ
ーク関西Jの設立準備会となった。そして、
本年二月には、会員約60名をもって正式に
発尼。その後、総理府論点整理や大阪府女性
行動計画 (ジャンププラン)への対応、ニュ
ースレター発行、京都市市長選挙への公開質
問状提出などめまぐるしく活動は展開してい

き、のびのびになっていたォープニングパー

ティーにまでこぎつけた時は、いつのまにか
6月 になっていた.オープニングパーティー
には、北京JACから船橋邦子さんもかけつ

けてくださり、予定をオーパーした100人
以上が参加。用意した軽食が底をついてしま
うなどの ドタバタはあったものの、参加者が
劇やスピーチでそれぞれアピールし、最後は
輪になって We Sha‖ 併ercome を合唱して
楽しい時をすごした。
「世界女性会議ネットワーク関西」の略称

は「ネッ関Jである。

■  「ネッ関Jの理念部分のキーワードは『

政策提言Jである.従って、活動の中心は、
北京行動績領を政策として実現させるための
「圧力団体」(この言葉が嫌いというメンパ
ーもいる)と しての活動である。
従来、私たちがやってきた様々な分野での

活動も、いうなれば「政策提言Jの活動だっ
た.しかし、ポスト北京の「行動綱領を現実・
の力にJという政策提言活動には、女性政策
を現在のマイナーな立場から中心部分へとい
う『女性政策の主流化Jを進める願いが強く
反映されている思う。

とはいっても、真の意味での「圧力団体J

になるにはまだまだ力不足である。近隣の女
性政策課はともかく、行政一般からみると「

ネッ関Jは、その存在すら知られていない。

世界女性会議ネットヮーク関西

森 屋  裕 子

ネットヮーク自体の実カアップやロビィー活
動の方法論を身につけることが、求められて
いる。

■「ネッ関Jの会員は、大阪、京都、兵庫、
奈良を中心として関西地域全域に広がってお

.り 、ロビィー活動の他に、今後の日常的活動
として例会を各地で持つ方向で進んでいる。
ここでは、最近の活動の中から、つい先日

から動きだした大阪府のジャンププランの中
間報告についてのべてみたい。

7月 12日 に、大阪府女性問題懇話会は第
3期 ジャンププラン改定に向けての提言を出
すに際しての「中間報告Jを発表し、府民の
意見を募ることになった。総理府の行った「
論点整理Jの手法を、ほぼ踏襲している。

「中間報告Jには、言葉の使い方、基本項
目の建て方などについて、「行動綱領Jの影
響が色濃く反映しており、現行のジャンププ
ランより進んだ内容であることは、評価でき
ると思う。しかし、意識変革と参画に重点が
おかれ、社会の仕組みそのものに切り込んで
いく力が弱い日本の女性行動計画の弱点を克
服できているかといえば、まだ不十分ではな
いかという気がしている。8月中旬の意見送
付に向けて、現在ネッ関内で、プロジェクト
チームを作って検討中である。
総理府の「ビジョンJも大阪府と同じ頃に

発表されるのであろうが、地方自治体の行動
計画には、日本全体の女性政策の在り方を視
野に入れると同時に、国とは異なる地方行政
の視点からの「計画Jがあってしかるべきで
あると考える。北京JACをはじめとする全
国の仲間と協力して、国の行動計画の充実、
女性政策の主流化を図っていくとともに、地
方自治体の行動計画の在り方をさぐっていき
たい。
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国際会議カレンダ‐
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暴力による虐待 と女性 の 市民権 (国際 会議 )

Internatbnal Conferen(鴨 on Vblenc,Abu"

and Womenゝ Citttnship

日時 :1男膠年11月 11日 から15日

場所 :プラットフォード大学

イギリス・ プライトン

連絡先 :

International ConfeFen∝ Violen∝ ,abu“ &
Gender Relations Rc"a“れUnit

Universityof Bradford

21 Claremont,BradfoFd,Wett Yorkshire
BD71DP,UK
Te1 01274‐ 1賜351凋

Fax 01274‐獅 376

E‐mail:彎

『

ru@bradfOrdoacouk

第8回「女と健康国際会議J

日時 :11月第3週

場所 :プラジル・サンパウロ

連絡先 :「女と健康連絡会・プラジル」

〒143 東京都大田区中央7‐ 12‐ 16

Tel翌日752Cη5中島みどりまで

母乳育児世界同盟主催「地球フォーラム :

子どもの健康、子どもの権利J

Childrenゝ HcaLh,Child“nヽ Ruhts:Adion
fOFthe 2■羮C℃ntury

WABA Global Forum,Talland

日時 :12月 2日 ～6日

場所 :タ イ

連絡先 :

WABA GbbalForum C∞Fdinator,

PO Boxl翻,10850 Pcnan3 Malaド la

Tel:m‐ 4‐6584316
FaЖ:6046572655

写‐mail:"Cr@waba.POomy
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9月 17日(火)6:30 oom.～
渋谷 女性センター・

アイ リス 7F会議室
渋谷区渋谷 1-17‐7

03-5466-3956

Pa威 1 ロビイ ング報告・ 研究会

1。 第2回東アジア女性 フォーラム報告

<報告者 > 船橋邦子・関口悦子
赤石千衣子

2。 総理府男女共同参画室との意見交

換会報告

<報告者 > 渡辺光子

3。 各コーカスからの報告

Pa■ 2 運営報告

議題1 代表世話大会報告

議題20企画委員会報告
一周年記念シンポジウム開催につい
て

議題3.各委員会報告

議題4。 事務局報告

議題5。 その他

次回予定 lo月 28日 (月 )630p.m.～
於 :文京区女性センター

注)10月 の定例会は第4月 曜日に変更となつ

ています。ご注意ください。
文献 Iリス

翌驚∬職麟
額魅Happkened ttn∝ 騰むhg?

¬Vomenゝ CaucM Advttcy Clhatt June,1996

癌蹴鑢掘朧鑑 sttemm

Ocndcred Govemancc:An Jttcnda For― ge

UFban Governancc:Why Gender Matters

女性差別撤廃条約の研究

世界女性会議ネッ関ニュース No。 1～No。2

かながわ女性ジャーナル

『参画へのエンパワーメント』

第2回国連人間居住会議 日本NGOレポー ト

ne womienゝ Envlroniment
and lDevelopment
OFganZation(WEDO)

WEDO

unicef

UNDP

UNDP

出下泰子

世界女性会議ネ ットヮー

ク関西

かながわ女性センター

HABITATH NGOフ ォー
ラム

北京JAC事務局

北京JAC事務局

北京JAC事務局

北京JAC事務局

北京JAC事務局

尚学社

北京JAC事務局

かながわ女性 セ ン

ター企画調整課

:0466‐27‐2111

HABITATH NG0
フォ∵ラム

:  03‐ 3945‐ 0981
FAX:03‐3942‐7900

‐‐
1与
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Cヒ 京 JAC議 事 録 》

1996. 7. 15
司会/議事録 :三隅 佳子

出席者 :荒井、及位。大角、諸方ゝ奥山、

高橋、都丸、中嶋、西川ゝ西澤、

松本ゝ三隅、宮崎ゝ柳瀬ゝ山下、

欝

上 国連人間居住会議ロピイング報告

(報告者〉 北沢 洋子 輛臓刊ロ

2 各コーカスからの報告 (類汗■

〈報告 1〉  渡辺 光子 (田3-カス)

6月 25L Hコ ーカスで名取室長と参議院

会館で研究会実施.JACか ら15人参加.

目的は、日本のナショナルマシーナリー

が行動綱領に掲げる機構といえるか、又女

性省設置についての意見交換.

・男女共同参西室の経緯.形としては出来

ているが、構限がない.強化は今後.

・女性省設置については、縦割行政の中で

女性問題は女性省にと田い込まれる恐れ

がある.担当大臣補佐官は必要と思う.

・ 7月 30日 、2010年 ビジョン答申を発表.

NGOとの意見交換の場の設定を提案.

翻灘 21撫ホ潤朧機翻覇議鋼熙難灘

颯 告2) 牧田 真由美 0コ■冷

7月 2日 、小宮山・清水両氏を招いて研究

会実L来 年の児童福社法改正に関して、

JACとして要望書を提出したい.

灘 欄 鞭 経 観 驚

議題 1.代表世話人会報告 (荒井)

梶本ゝ北日.北沢.小宮山、庄山、鈴木、

羽後も福間、船橋ゝ颯口ゝ間井田、牧田、

若林ゝ渡辺  (― ゝ29名 )

代表世話人会の役割と責任について.

(1臓題の作成と提出.

0全体会の円滑な運営.(決定は全体会)

θ全体会で委任された未決定事項の審議.

a世話人が議長 (全体会)となりもB5
1枚に議事録をまとめ提出.

lStttJ A C規定を作成.

16kの他.副委員長選出.ニューズレター

発行.記念シンポ開催.会員の増加等.

議題2 金西委員会報告 (山下)

別紙 1周年記念シンポ企画案について

・ 10月 5日 0 13:0020:00文撤散 倒‖トル

・トマ I北京から日本へ戦般

"動
廟―メント可

・2部構成。1部は「北京 JACとは何かJ

2部は「行動綱領から国内行動計画へJ

・集会宣言ゝレセプション (詳細別紙 )

議題a 国際委員会報告 (都丸)

英文「北京JACからの提言」提出を

7月 25日迄延長.未提出の人はA401枚
にまとめて提出のこと.

議題4 編集委員会報告 (高橋)

0榊 ツトロ・職 ル刊日圏醒野・暉‖タシャ肌

那 ント・群 タイ囀コ剛U覇田轟覇D鶴・書屋1地崚委員会(m
・観 ・想ザ川 F7-夕爾 躍 鯉  欄 7月 20日

書題風 地域委員会報告 く三隅)

6月 29日第2回総会開催 4ゝ0人参加
・男娘閣酪餞松本さん。経緯・論点の説明

・今後の方針の確認 雌 ■究鵬‖競方ン

職0露 繊釧耐覇ほ(標訪日り)

議題aそ の他のお知らせ (別紙チラシ)

― |の
一



☆☆☆ 事務局より ☆☆☆ <             l

『 2010年 にむけての総合ビジョン』の勉強会・意見交換会

およびテーマコーカス連絡会のお知 らせ

男女共同参画審議会は7月30日 に2010年に

むけての総合ビジョンを発表します。そし

て、このビジョンをもとに,総理府は今年度

内に国内行動計画をたてる予定です。北京
JACては7月 の全体定例会で、今後の女性

政策に影響を与えるビジョンを読み込み、

北京の行動綱領を具体的にどのように盛り

込んでいくか検討するため、8月 12日 (月 )

午後6時半よりに学習会を開くことになりま

した (議事録参照)。 そして、さらに 3月

21日 (水)1時よりに総理府男女参画室の名取

はにわ室長を迎え、具体的な意見を交換す

ることになりました。

また、総合ビジョンの学習をふまえ、今

年度中に作成予定の国内行動計画に向けて

の提言そして行動綱領の具体化に向け、勉

強会のあと引き続き第 1回テーマコーカス

連絡会を世話人・船橋邦子さんを委員長と

して行います。各コーカスの担当者はご参

加 ください。さらに第2回テーマコーカス連

絡会も9月 9日 (月 )6時半より開きます。

総合ビジョンの勉強会は今後の活動に極

めて重要だと思われますので、万障お繰 り

合わせご出席 ください。なお、総合 ビジョ

ンがご入り用の方は、北京JAC事務局にご

連絡 ください。 (場所など詳細は北京JAC
カレンダーをご覧ください。)(西澤 )

‥‥‥‥‥ 京女艦錫夕驚要覇馘宮Fジクム
.‥‥‥‥‥

:         女艦たちのエンノfワーメント          ロ
■

■
■

:』輌誕蟹竜讐?ぎ革房≦蓬基墓饉高背署倉爾麟簑冥務雰密gだ絡ふ墨讐蒼機肇菅碁優螢:

:す。遠方の会員の方で月例の会合に参加できない方も、ぜひ足をお運びください。   ■
■

■ ■

:塁鱗 :豊黒晏阜異撃キ姜京女子短期大学 仁愛ホール(地下鉄南JL線東夫前 改札口真上):
:参加費 :シンポジウム 1,000円  レセプション 4,000円               ロ

■
■ _ヽ _ 

… …  、                                                              日
●プログラム I              I  ■

問い合わせ先 :

北京JAC企画委員会

事務局 渡辺光子

TEL爛 45‐941‐8352

FAXJン 35‐943438

:1:O10p・m.～ 受付、 北京女性会議ビデオ同時上映       |^^甲 い含
?言書:_l =

口 ・   ― ―  ウー ー ー ーー ー '― ‐一 ―
      |ョ ヒ粛 AC企画委員会|:

=13い
Om.～ 第1部「 北京JACか らのメッセージJ

: 2ζOpm.   パネリスト:北沢洋子・船橋邦子・三隅佳子 l事務局渡辺光子 | :

: 530pom.   メッセージ :男女共同参画室より                ■

・          パネリスト:大脇雅子・津和慶子・福島瑞穂 0清水澄子・渡辺光子 :

:    屁証1ぶ露E讐 1盲舗章        :
:a懸:ギふ。

セプシヨン          :
■ 口 ■ 口 ■ ● ■ ● 口 ■ 口 ■ ● ● 口 ■ ■ 口 ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ■ 口 ● ロ ロ 籠 口 ■ ■ 口 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 口 ■ ● ■ ■ ■ ● ■ 口 ■ ロ

ーH―

■
ロ         コーディネーター :山下泰子        l ΠLJ5‐ 941‐83521 :
:         活動報告 :羽後静子            I FAX佃 ■9434■RI ・
:3:O10p.m。～ 第2部

g「

1ヒ熟啓覇籍磯孫竃国内行動計画へ」  l「
M鯛 }943響

:|:



英文 リー フレッ トについてのお知 らせ

8月末の東アジア女性会議に向けて、現在北

京JACではこれまでに提出した提言など英訳

作業中です。これにあわせて、北京JACの活

動などについて簡単に紹介するリーフレット

も作成中です。3月 中旬をめざして完成させた

いと思います。国際会議などに出席される

方、事務局までご連絡下さい。

Attention
前号でもお知らせしましたが、9月は

ニュースレターはお休みです。次号は

10月 1日の発行になります。

☆☆代表世話人が12人に☆☆

現在まで財務委員会の責任者代行をして

下さつている若林冴子さんを代表世話人とし

て、 7月 の世話人会で承認したことをお知ら

せいたします。

☆☆☆会費納入状況 ☆☆☆

7月 25日 現在で110名 の方に会費を納入 して

頂きました。また、世話人有志の方々からカン

パとして2,10100円を頂戴しました。ありがとう

ございました。会費 (19%年 12月 まで有効)の
振 り込みがお済みでない方は早急に送金ねがい

ます。

◇◇ 入 会 に つ いて の お誘 い ◇◇

会員は個人会員のみ。年会費10,硼円を次の

いずれかの日座にお振り込み下さい。

会費年度 (1月 ～12月 )

郵便口座番号 00250-7‐664%
口座名    北京JAC事務局

銀行日座番号 東京三菱銀行戸塚支店

普通預金 
““

852

銀行日座名  北京JAC事務局 (羽後静子)

北京JACカ レンダー S。 9月

8月 12日 (月 )縄
追齢ど発:篠Fttα)ビ ジヨン

についての勉強会
第1回 コーカス別会合
文京区女性センター 和室

文京区本郷4丁 目田

“

号
03‐3814‐6159

8月節日

“

り 60ぃ。m.～
広報委員会

渋谷 女性センター・アイ

リス

8月 21日●げ
城霊ζl疑翼夢讐菫

・
.名取室

長との意見交換会

参議院会館

3330F・ 卜 ～

全aを強

9月 3日(火)630p.m.～負側ぃm・

性暴力禁止法研究会

刑法における性暴力の規定
について
<報告者>ゆのまえ知子

文京区民センター4B
03‐3814-6731

9月 F口 こ宇)1周年シンポジウムにむけて

の記者会見漱■颯諄cンル
7イ ″た

9月 9日 (月 ) 6:30pom。～
コーカス別第2回会合
文京区女性センター 和室

9月 17日(火)基
儡 基

渋谷 女性センター・アイ
リス 7階会議室

北京JAC 第3号  1996年 8月 1日発行

代表世話人 :荒井佐よ子 北沢洋子 小宮山洋子 関口悦子 篠崎正美 羽後静子

船橋邦子 松本惟子 三隅佳子 武者小路公秀 山下泰子 若林冴子 (50音順)

編集・発行: 1ヒ京JAC事務局 発行責任者 :荒井佐よ子 編集責任者 :羽後静子

高橋克子 奥山妙子 西澤浩美 大角隆子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子 柳瀬満利子

〒233 横浜市港南区港南4‐ 10‐2 柳瀬事務所内 北京JAC事務局 FAX専用045‐847‐3648
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世界女性会議ロビイングネットヮーク

号
'Geign6 .fof* Ac cwtabtticg C^ereus 10月 号 1996年 10月 1日発行

《第 二 回 東 ア ジ ア 女 性 フ ォ ー ラ ム 報 告 》

絣 解

8月 22日 から24日 にかけて韓国のソウ

ルで第二回東アジア女性フォーラムが開催

された。参加 したのは北朝鮮を除く中国・

香港・台湾・ モンゴル・マカオ・韓国・ 日

本の七カ国から400名。日本からは約 5

0名が参加した.主催は韓目女性NGO委

員会。到着した夜は歓迎スピーチとパーティ

ー。韓国の新・ 旧の女性国会議員がほぼ全

員出席し、紹介された。韓国では国会議員

に占める女性の割合は3%.前回の選挙で

3名 から9名 に増加 したという。 2日 目は

各国の報告と緊急課題のセッションがあり

「慰安婦問題J「人権J「雇用Jが取り上

げられた。各国の報告は日本からの松井さ

んのもの以外、東アジア女性に共通する米

軍基地、原子力発電の輸出問題、多国籍企

業、女性の人身売買など目を越えた共通課

題への言及は皆無に近かつた。また、中国

婦女連合会、モンゴルの国会議員による報

告は政府報告のようで、その後I NGOの
立場とは何か、NGOの再定義が必要では

ないか、と日本からの参加者間で話し合い

を持つた。各国の報告の中で興味深かつた

のは、台湾と韓国のもの.台湾は、国連に

未加盟のため、「女性差別撤廃条約Jと い

う国際的な圧力のない中で過去 10年間に

女性の地位は著しく進んだとのこと。とり

わけ国会議員は 18%,県 議会レベル20

%、 台北市会議員も23.1%と 高い.

これはクォータ制 (最低 10%)導 入によ

るものだが、このシステムがあることで政

党は 10%以上女性の席をとりたがらない

と、女性による批判の声が上がつていると

のことだつた。韓国では「女性社会参画を

拡大するための 10の課題Jを政府が制定。

この中で、注目すべきは「基本女性発展法J

韓国NGO委 員会は、この法律の制定過程

においてNGOの 声が反映されていないこ

と、女性問題を担当している省の施行法令

には具体策がないなど、内閣が本当に女性

発展基本法を望んでいるか疑わしいと批判

している。またこの日は6つのワークシヨ

ップが 3つずつ同時進行で進められた.各

ワークショップのテーマは、「政治的エン

パワメントJ「環境と開発J「宗教と文化 J

「経済的エンパワメントと開発J「女性ヘ

の暴力J「平和運動J。 肇表者のベーパー

を読むことに終始し、議論は、ほとんど行

われなかつたのは残念だつた.3日 目の全

体会議では米軍基地、核実験、原発の輸出

問題、朝鮮半島の平和的統一など9項 目に

ついて決議がなされた。また慰安婦問題に

'関
しては日本政府のアジア女性平和基金を

拒否することが決議され、韓国では支援の

ための市民連帯基金を全世界から募ること

が提起された。次回は今年の6月 7人の女

性国会議員を誕生させたモンゴルで 198

9年に開かれることが決まつた。
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世 界 経 済 を ジ ェ_ン ダ ー
‐

lL認電

lL京の      で、毎朝「女性リンケ

ージ・コーカスJを主催し、行動鯛領につい

ての政府間の議論をリードしたNGOのWE

DO(環境と開発女性組織)が、さる9月は

じめ、ニューヨークで、モニターと

を開いた。これには私を含めて、南北閥力国

からN(10活動家約40人が参加し、3日 間に

わたって、自熱した討議を重ねた。

驚いたことに、前もって準備されたのは、

WEDO、 ベルー、南アフリカ、日本の北京

JACな ど、12の国際、国内NGOの活動報

告と問題提起があった第 1日 目だけだつたo

後はすべて参加者自体が議論すべきテーマ、

分科会の設定、日程などを創って行くという、

徹底した参加型会議であつた。

これまで1年間の活動経験をふまえて、ま

ず、2mOTまでの日程表が作成された。ここ

では、来年の6月のリオ5周年の特別総会に

はじまり、人権、人口と毎年のように国連は

見直しの中間会議を開いて行く。女性のNC
Oがこれら全てを追いかけるのは、疲れるば

かりである。

そこで国際的に南北のNGOが団結して行

動することができ、更に、戦略的に最も重要

_/な問題は何かということに議論が集中した。

そこで結論として、リオから式諫 、そして最

後のハビタットまで、
°
女性コーカスが国連レ

ベルでかち取って来たものを、すべて反古に

するのが、「経済のグローバル化であるJと

いうことに意見が■致した。とくに、 lMF・

世銀・WTO・ そして多国籍企業が、「 自由

化J「民営化Jの名の下に、女性や子どもの

食ぺ物を奪い、健康を傷つけ、人身売買の対

象にし、住む土地を追い立てている。WEI)

0代表のベラ・アプズクさんの言葉によれば、

「女性や子どもにたいするグローパルな攻撃

は、かつての大恐慌時代を上回る」ものだと

7リ ー |こ一WED0

洋子 (ア ジア太平洋資料センター)F

いう。少女時代の経験を踏まえた彼女の話し

は、非常に説得力があった。

そこで、WTOにたいして女性が世界的な

キャンペーンをしようということが決まった。

当面12月 のシンガポールでのWTO会議に、

各地で貿易省の前で「WT♀ _1と書いたプラ

カードを持ってピケをする。これは、WT0
に女性の視点を入れよ、というもので、「貿

易の自由化」にたいして、北京の行動綱領で

もって対抗しようという内容である。このW
T♀ キャンペーンは2000年まで続けて行く。

もう一つ、来年6月のアジェンダ21の特別

総会については、】1名が「 リオ・プラス5J

である。この5は 5年目という意味だが、こ

れを、リオ以来の5つの国連会議で女性NG
Oコ ーカスがかち取って来た成果を、アジェ

ンダ21に加えるという意味に変えようという

ことに合意が成立した。

以 Lが国際的な活動の戦略だが、一方、国

内や地域では、行動綱領の実現のために、多

様な活動を展開して行き、その国際的ネット

ヮークを強めて行
Lこ

うということになった。

アフリカで最もダイナミックな国はウガン

ダだが、1諫 JACと全く同じ動きあるとい

うことを知り、嬉しくなった。

国連、1肝 問年記念集会を開催

さる9月 9日、国連は、北京会議=周年

を記念する集会を、ニューヨークの国連本

部て開いた。約千人の政府代表とNGOが

集まった。ガリ事務総長は、女性と紛争、

エンパワーメント、職湯の3分野て1年間

の国連の業績を語り、とくに国連の専門機

関の所長は半分近くが女性になったことを

強調した。しかしモングラさんは招待され

ず、NGO側に不満|ま残った。

_,一



「

男 女 共 :司 参 画 ビ
｀
ジ ョ

男女共同参画審議会答申が、7月 30日 に

内閣総理大臣に提出された。翌31日 には

「男女共同参画ビジョンJの報告会が総理

府講堂において開かれた。

会場は、NGO女 性団体や都道府県行政

担当者、報道関係者などでほぼ満席、主催

者側から男女共同参画室名取室長、縫田審

議会会長、利谷会長代理の説明があつた。

縫田会長は「答申は人権尊重の理念を柱

とし、行動綱領や論点整理に留意したJと

述べた。高齢社会を迎え状況の変化も激 し

_いので、答中は 15年先が限度と考え2010年

を視野に入れてまとめたとのことである。

参加者からは、広く各界の考えを聞いた

518の意見・ 要望を集約 した「論点整理 J

に対し高く評価する声があつたが、「ビジ

ョンに結びつく具体的な行動はあるのか」

「日標年度が審議会は2010年 、行動計画は

2000年 というギャップは何 ?J「連絡のみ

で調整できない本部機構の権限、人員・ 予

算など体制があまりにも貧弱Jな どの意見

が出された。

その後、北京JACでは8月 12日 に全体会を

開き「ビジョンヘの対応と戦略Jを検討し、

8月 21日 の男女共同参画室と北京JACと の意

見交換会に臨んだ。また、8月 31日 までに

会員の意見を各コーカスで取 りまとめて、

9月 17日 期限の 「新国内行動言|・ 面に関する

意見・ 要望Jを総理府に提出した。

8月 21日 、意見交換会は参議院議員会館

会議室において開催された。

冒頭、「ビジョンJについての概要説明

があつたが、第二部は男女共同参画社会の

基本的な考え方や定義に関する理論、第2

部は男女共同参画社会へのシステムや政策

ン J σD驀議∫譲づ
=壺

処髪ミ

請  肝

・ 方針決定などへの取 り■1み、第3部は総

合的な体制整備と国内本部機構の拡充・強

化推進の3部構成となつている。

意見交換では「男女共同参画は目的では

なくプロセスである
‐
べき。北京行動綱領の

ようllジ ェンダーの中身をもつとりI確にJ

「ジェンダー概念の扱いがベージにより違

つていないかJ「 “ジェンダー"を性別に

とらわれない意味で使っているのか、差別

があることを前提として使つているのかJl

「 “女性の権利は人権"が論点整理に入っ
・

ていたのに、「ビジ.ョ ンに入つていないJな
どジェンダーについて応答が続いた後、性

暴力や売買春、ハラスメン(卜 、ポジティプ

・ アクションについての質問が出た。

「女性差別撤廃条約より意味合いが弱い

ので、これ以上 トーンを落 とさないで J

「各省庁の男女共同参画担当者の連携を密

にして」「地方への声かけもトーンを落と

さなしヽでJな どの要望が出た。

「本部機構推進体制の具体的な予定は ?

答申で基本法が動くが、この場合どうかJ

に対し、名取室長は「答中を受けて2000年

に向け計画を作る。審議会の期限が3月 末

であるが何とか継続させたいJと 回答した。

1 北京JACの指摘により、本部機構担当者
‐
が10月 から1名 増えて4名 となるとのニュー

スを聞き、わが事のようにうれしく思つた。

ビジョン達成のために、NGOが常に声を

あげ、官民のパー トナーシップを密にして

いくことが重要だと感じた。

10月 5日 には、第4回世界女性会議 1周年

記念シンポジウム「北京から日本へJを東

京で開催し、さらに、今後の具体的な活動

につなげていきたいものである。
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刑法、児童福祉法など現行法の検討をすすめる

女性に対する暴カコーカスは、この間、

性暴力防止をめ ぐる現行の法律を洗い出す

作業をすすめてきた。第 1回学習会では、

性暴力の範囲や広範な問題点をどのような

法体系で考えていつたらよいかについて検

討、第 2回学習会ては児童福祉法について

(以上は既報),第 3回目として9月 3日 文京区

民センターで、刑法についてゆのまえ知子

さんの問題提起を受けて話 しあつた (出席

者 20名 ).
刑法で13才以上の男女に対 しての強制わ

いせつは 6カ 月以上7年の懲役、強姦は2年以

上の有期懲役となつている.強盗は5年以上

の有期懲役。つまり、強姦より強盗のほう

が罪が重い。刑法は90年前に制定されてお

り、女性が所有物視されていた意識を反映

している.

また強制わいせつ、強姦は親告罪であ

り、被害者の告訴なしには犯罪として成立

しない。しかも、告訴の期限は 6カ 月以内て

あ り、悩み迷つている間にす ぐ過ぎてしま

い、女性の実情にあわない。

また、これらの罪は「暴行または強遺を

もつて。…」行われたことを被害者が立証 し

なければならず、裁判ては「抗拒を著 しく

困難ならしめる程度のものたることを要 .

■とされ、これまでの判例では、曜 細な暴

行・強迫の前にたやすく屈する貞操の如き

は本条によって保護されるに値しないJと
されてきたcつ まり、裁判て何度もレイプ

されるとさえいわれるように、どれだけ抵

抗 したのかを再現しなければならず、被害

者の落ち度が問題にされている.ま た「 イ

ヤもイイのうちJと 女性に強姦願望がある

かのような判例もある。

また強姦するのは見知らぬ男であるとさ

れているが、実際は東京強姦救援センター

にきた相談によれば、今年上半期でも62%

女性に対する暴カコーカス 津和慶子

が顔見知りの男によるものであつたとの結

果もでている。

1991年福岡高裁の判決や東京地裁の判決

で、女性の側にスキがあったなどと、「女

性の落ち度Jが持ち出されてきた社会通念

にとどめをさす判決が出されており、もつ

とこれらの先行判例が知られ,使われてほし

い。従来、強姦は、貞操を侵 し、性風俗を

乱すものと取り締まられてきた。現在は個

人の性的自己決定権の侵害という観点が法

的に保障されなければならないし、この観

点から刑法を見直していく必要がある。

厚生省 に児童福祉法改正 にむけて

要望書 を提 出

コーカスとして、児童福祉法の改正につ

いて要望書をまとめ、9月 13日 厚生省に申し

入れた (要望の中味は北京JAC第 3号に掲

載)。 とりわけ、①児童買春者について国

外犯規定も含めて、人道に反する重大犯罪

行為であるとの規定をもりこむこと、②児

童を使つたポルノの制作・販売・購入に関

わった者の処罰規定を明確にもりこむこ

と、を要望した。    .
出席した厚生省児童家庭局企画課・福田

素生課長補佐は、処罰は刑法で定めること

で、児童福祉法で定めるものではない.児

童福祉法ては13才未満の児童に対するいん

行は、すべての強姦罪の対象として禁じら

れており、年令をどうするかの問題はある

が、現行法を改正する必要はない。国外の

児童買春については別の法律を検討する必

要があるのではないかということで、厚生

省はこの面での責任はないという回答で

あった。ちなみに福田課長補佐はス トック

ホルム会議に参加している。
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「ウイル21フォーラムJ愛知

代表 谷田沢 典子

無償労働に関する研究会」発足

JLJ電  濯準呵ト

この会は、北京会議NGOフ ォーラムヘ

の愛知県派遣団の有志の呼び掛けで、去年

の 11月 に生まれました。会の趣旨は、参

加した成果を報告だけにとどめず、持続的

な活動によって地域に還元 しつつ、エンパ

ワーして次の女性会議へつないでいきたい

というものです。メンバーは現在 40名、

専門職から専業主婦まで多彩、男性 3名 で

す.ほぼ毎月例会を持っていますが、その

内容は次のとおりです。

・北京会議NGOフ ォーラム参加報告会

(北京以降を含めて)

・愛知県女性会館「 ウイルあいちJ開館行

事への参加「 リレー トーク・あなたの思

いを私に一年前一どうしたら男は変わる

のか、午後一女と男の云いたい放題J一
般参加者とリレー トーク

・総理府論点整理に会として意見提出

・北京会議政府代表演説の日本語訳作成

・学習会

行動綱領、北京 JAC情報、国連情報

(女子差別撤廃委員会概要、婦人の地位

委員会概要等)、 話題提供と討議 (わが

街点検・だれの目から見て住みよいか、

医療の現場から見た少子化)等
・ニューズレター「 ウイル 21フ ォーラム

だよりJ(現在 No6ま で)発行

・会としての現在の問題点は

集会日時 (会員が広域、多岐にわたるた

め全員参加が難 しい)、 行事内容 (会員

の関心が多様)、 そのための参加者の目

定化情報不足 (マ ンスリー北京 JACは
貴重な情報源です)等です。しかし、何

よりも「継続は力」と頑張っています。

7月 23日、経済企画庁の経済研究所におい

て、「無償労働に関する研究会」の第 1回の

会合が持たれた。鵜野公郎慶大教授 (座長)

など5人の男性と、久場嬉子、日黒依子、矢

沢澄子、藤原房子、北沢洋子の10人の委員か

らなる。

の挨拶の後、目黒さんが、

「アンペイド・ワークというジェンダー役割」

について報告を行った。続いて交わされた討

議の中で、ジェンダーの概念、アンペード・

ワークの定義などをめぐって、男性の経済学

学者たちと女性たちの間には、大きなジェン

ダー・ギャップが存在することが明らかになっ

た。

研究会の任期は平成8年度だが、ここで

「無償労働の測定・評価、ならびにサテライ

ト勘定の開発について理論的な検討Jを して

いく。具体的には、次の国勢調査までに、女

性の支払われない仕事についての項目を決め、

女性が社会の発展に果たしている多くの貢献

を目に見えるものとし、政府の女性政策、制

度、法律に反映させていかねばならない。

この研究会は、北京JACのメンバーの清

水澄子さんのイニシアティプで実現した。日

本政府が北京の国連女性会議で採択された

「行動颯領」を実施|こ踏みだした項目として

は、最初のものである。国際的にもカナダに

次ぐ。    では、F一女性と経済のパラ

156、 H一制度のパラ206がアンペイド・ ワー

クについて書かれている箇所だが、

国政府がこの問題について合意したのは、lL

京会議がはじめてであり、NGOはこれをlL

京での主な勝利の一つに挙げている。第 2回

研究会は10月 14日 、3回は10月24日。いずれ

も午前11田寺から。研究会はす般:こ公開。
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タンザニアのモンゲラさんとの_週間

荒井 佐よ子

北京女性会議の事務局長の役を果たしたモ

ンゲラさんは、現在母国でNGO活動み指導

に励んでいる。8月 27日 から1週間モンゲラ "

さんの案内でタンザニアの女性会議後の活動 ,

を見てきた。                _
モンゲラ大臣が、北京会議後に選ばれたと

いうこともあって、北京後は女性の意識も高  :
まっている。しかし、その層はごく限られて

いる。ネットワークも日こみ以外はない。マ

ス・メディアの発達している日本と、飲み水 ・

を求めて日に数キロも歩く女性の生活は比較 、′

にならないが、問題は意識をもつ女性の数で ニ

ある。国立大学があり優秀な学生は、この国

でも女性が多く、社会進出の面(1と くに大臣 r if

の数でいえば、現職大臣は5人と、日本より ‐`

進んでいる。
‐

今、モンゲラさんが一番期待しているNG
O、 TAWLAE(タ ウラエ・ タンザニア農

業環境女性リーダーの会)を紹介しよう。

この会は農業に関する専門家の女性20人が :
中心となって昨年秋に設立した。モンゲラさ■

_んを名誉会長とし、地域の女性の自立を助け ブ

村の開発を推進することを目的としている.:‐
計画1ま タンザニア政府と外国からの援助を得

て、
(ま

ずモデルセンターを設立し、それが成

功すればTAWLAEが 中心となって、各地

に女性センターを増設するのである。日本の

ように教育・生活水準が平均化している社会 ・、

と異なり、指導層が貧しい女性をいかに指導  ‐

していくかがこの国の課題であり挑戦である。ズ11

女性大臣と    、草の根の女性たち tF
が三位一体となり、・TAWLAEが タンザ千 it

ア社会を女性の力で変えていくのに期待した 、

い。わたしttJLttJ A Cの 話をしたら、「わ

たしたちはタンザニアだから、Beijin
TACを作ろう」と話がはずんだ。

次回全体会合の日程と

議題について

10月 28日 (月 )6:30p.m.～
文京区女性センター 和室
文京区本嬢 丁目8番3号
TEL 03‐3814‐6159

注)10月 の定例会は察 月曜日に変更と
なつています。

Pa■ 1 ロピイング報告・研究会

1。 第7回開発における女性協会
(AWID)国際フォーラム報告

<報告者> 村松泰子

2。 女性に対する暴カコーカス報告

「 子どもの商業的性的搾取に反対す
る世界会議」報告会開催について

<報告者> ゆのまえ知子

各コーカスからの報告

Pa■ 2 運営報告

1.シ ンポジウム報告 (山下)

2.シ ンポジウム報告書と年次報告書

の企画について (高橋・羽後 )

3.事務局報告

4。 その他

各政党への女性政策アンケー ト

について

i 北京JACのニュースレター3号で女性政策に

ついての政党アンケー トヘの協賛を呼びか

け、15団体および個人有志の方々から賛同い

ただきました。11の政党にアンケー トをお願

いし、すべての政党から回答をいただきまし

た。結果は10月 5日のシンポジウムで報告をす

るとともに資料掲載します。ご協力ありがと

うございました。 (G‐Hコ ーカス・渡辺)
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《北京JAC全体定例会議事録》

り%年9月 17日 (火)             司会 :武者小路公秀  書記 :及位満枝

出席者 :荒井・及位・大島・大角・緒方・奥山・梶本・加藤・北沢・駒野・小宮山・佐久間・

庄山・鈴木・高木・高橋 。田中・津和・都丸・富永 。中村 0西川 。西澤・羽後 0船橋・堀口・

松本・三隅・向井・武者小路・村松・柳瀬・山崎 0ゆのまえ。渡辺  (敬称略、35名 )

(1)決定事項

1.ニュースレターについて

2。 wEDO主催の北京会議 1周年会議報

告 (北沢洋子)

10月 1日号については、シンポジ   *報 告記事参照のこと

ウム参加者に渡す分を考慮 して500  3。 その他

部印刷。パツクナンパーも増刷す

る.次回からニユースレター企画に  次回会合              ・
ついては、メモで配布する。     lo月 28日 (月 )文京区女性センター

文京区本郷4‐8‐3

2。 国連文書「 女性にたいする暴力」報        TEL 03‐ 3814-6159

告書を翻訳した。 (都丸千恵子、庄  (渋谷では、ありませんのでお間違いなく)

山則子 0井上賀津彦)監訳・編集   r― "― ―

≡募 岳 lI要菖11:ご再雲理拿
秀
L:種撃Ftt          r

i提言、リ

3.シンポジウム準備状況の
             三言琶:零奪重異案冒璽馨言(渡辺 )

レジュメに沿つて報告。            発表した。事務局では、日
分担を決定。レセプシ

=

道子さんより乾杯の音爾

らう。荒井さんの冒頭σ

ては、世話人会で決めZ             
こもかかわらず、20数名の日

理府審議会の「 ビジヨじ            ご意見をお寄せいただい 1

アンケー トとして集:ま て

             √ご輩曹fゝ :彗[遭遺雇をいれる。当日の資料償

政党へのアンケートもし
            :告 を中心に勉強会を開催 1

案については、世話人髪             ]に は、各コーカスからの提 |

まとめることに決定。

(2)ロ ピー報告

1.東アジア女性フォーラム            ま、10月 5日 のシンポジウム|

邦子)*報告記事参照の

L_“ロー   三む“ゴ翌響_1
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北京JACカ レンダー lo月

10月 1日(火)3鋤 .m.～ 編集作業
60ぃ。m.～
企画委員会・編集企画会議
渋谷女性センター 。アィリス

10月 3日 (木)10:00a.m.～ 事務局作業
神奈川県政総合センター

10月 5日(土)1:Oop・ m.～80ぃ。m。
北京会議1周年記念シンポジ
ウム

文京女子大学・文京女子短期
大学 仁愛ホニル

(地下鉄南北線東大前 改札口
真上)

10月 28日 (月 )630p.m.～ 全体定例会
文京区女性センター・和室

11月

11月 5日 (火)63ぃ em.～

女性に対する暴カコーカス学
習会
クマラスヮミ報告を読む
報告者 :庄山則子・都丸千恵
子

文京区民センター 4FA室

11月 19日 (火)a30pme～ 全体定例会
(予定)  渋谷女性センター・アイリス

先日、会員の小林さんからこんな嬉 しいお

便 りが事務局に届きました。紙面の都合上、

一部省略してご紹介します  (西澤)。

にいがた女性会議は、女性 と男性の平等な

社会づ くりをめざして活動 している新潟市の

女性を中心とした市民団体です。今回の総理

府のアンケー トヘも会員から意見要望を出 し

ま した。もちろん、論点整理に対 しても意

見・要望を送 りました。女性会議の事業とし

て3月には林陽子さんを、8月には清水澄子さ

んをお迎えして講演会を開催 しましたが、そ

れをきつかけに「北京JA・C・ 新潟」を設立 し

ようということになりました。いまヾ新潟全

県に呼びかけ準備中です。 (以下略 )

にいがた女性会議・小林佳子

⇒ご活用<ださい‐争←←←←←

北京JACの 入会のご案内 (三つ折 リリーフ

レット)が和文・英文とできあが りました。
お知 り合いに北京JACの ことを紹介する際な

ど、ぜひご利用 ください。

☆☆☆会費納入状況 ☆☆☆

9月 30日現在で141名の方に会費を納入して頂

きました。地方の会員も増えています。

入 会 につ いて の お 誘 い

会員は個人会員のみ。年会費lQooo円を次の
いずれかの回座にお振り込み下さい。会費年
度 (1月 ～12月 ) ,
郵便口座番号 00250‐7‐66426

口座名    北京JAC事務局
銀行日座番号 東京三菱銀行戸塚支店

普通預金 
““

852

銀行日座名  北京JAC事務局 (羽後静子)

北京JAC 勲 号  19196年 10月 1日発行

代表世話人 :荒井佐よ子 北沢洋子 小宮山洋子 関口悦子 篠崎正美 羽後静子

船橋邦子 松本惟子 三隅佳子 武者小路公秀 山下泰子 若林冴子 (50音順 )

編集・発行 北京JAC事務局 発行責任者 :荒井佐よ子 編集責任者 :羽後静子

編集委員 :高橋克子 奥山妙子 西澤浩美 大角隆子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子 柳瀬満利子

T233 横浜市港南区港南4‐ 10‐2 柳瀬事務所内 北京JAC事務局 FAX専用04501■3648

クマラスワミ氏による

特別報告書翻訳完成

国際委員会の有志の協力で、女性に対する暴カ

特別報告者クマラスワミ氏の報告書の翻訳がで

あがりました。家庭における暴力についての報

で、 ドメスティック・パイオレンスに関する法

モデルが付いています。

(価格 :500円 送料 :270円)
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マンスリー北京IC 号

世界女性会議ロビイングネットワーク

′
り 留

=唆
餞 ス・ C銀 431irliv G“

“
H月号 199411月 1日発行理

■周 年 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム か ら 次 へ 向 け て

鋼 類 長 山 下 泰 子

和 よ 199410月5日を、北京JACのカ

の結集した日と評価したし、

第4:到出秘贈堅覇肛凛嘴の中から生まれ

た北京JACにとっ■ 最初の 1奪切城果を

世目問しヽ これからの真のエンパワーメント

の礎にするたな 1周年記念シンポジウムの

成否:よ 非常饉彗蹴瑳謳をもゲ凛 るヽ.そ

れだけ:ミ 金面に携わった者たち:よ 正直な

ところこの日の)こ とが心配だった

北京J ACIよ さまざまなパックグラウン

ドを持ち、それを日     もっている

者たちの集まりである。仕事と家庭とそれま

でのNGO活動に加え■ 北京JACl周年

記念シンポジウムの企画に参加すること:よ

誰にとっても大きな負担だった はじめての

メンバー■ 麹 はよく輩涯:し つことがお浦ヽ

らなかった 私自   ■

に出掛ける人が多かった さらには降ってわ

いたような衆議院鋼靭力あり、シンポジウム

は何と選挙公示3日前ということになった

そうした状況にも力■わ らずシンポジウム

を成功に導いたのは、―AOとりのすばらし

L動 と    あった       広報

委員会、北京JAC事務局、代貴幽罰kそ
れに会員の皆様の協力が何よりの力になづた

この場をお借りして心からの感謝を申L■lデ

たも、

このシンポジウム:よ 4つの点で成功であ

った。第 1:よ 北は秋田、宮城から、南は九

鳳 沖縄ま
‐a多 くの地域か夕列圏羅罐:え

たこと。沖颯睦は    らの

言に、胸喉熱くしたの|よ 私だけではあるま

しヽ 第2:よ NGOメン ―ヾ刊駐祈

当者がこOAもこの人も、と思|う ほ
`墨

多かいっ

たこと。誰も力ul鯨以降のエンパワーメント

ていること力覇証 ほヽどよくわか

った。第3:よ 赤松良子さな     さん

たちからの発議J買え■

にクォータ制に、という緊急決議をし、1盤党

党首にアピLルしたこと。第 4:ま まさに企

画麓護黎>■人・     さ崩 胡暖擬議割員に

当選したことである。

よ 7日、m― さん、輔

子さノ仏 髪劉岡子さ潮こより、

と総理府に届け引ほ 9日に:よ 「 JJネッ

トニュースJを通じて全国に発信されたぉま

た、4          より、主要をス

コミに送ら枕
ti   ・

北京JACの最大劇閣数:よ ロビインわ

ためのネットワーンだということにある。1

シンポジウムのこの決議が、中央・

泳JACのメン′‐によって
アピールされることを期待している.この決

議の実行に向け■ 北京JACば粘り強い努 '

してヽ 勁就裁月7糞らなし、

次の 1蚕R北京JACtよ 日本の政治状況

を変える起爆剤になりたいものである。
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北京世界女性会議 1周年記念シンポジウム

一-1ヒ京から日本ヘーー‐女性たちのエンパワニメント
(り%年 10月 5自。東京文京女子大仁愛ホールにて)

ネシンポジウムの様子を速報でお伝えします。敬称略。詳綱は97年新年号に掲載の予定です。

開会挨拶●荒井佐よ子 :北京JACの名称の

出来を紹介し、今後の一層の取り組みの決意

を表明。

来賓挨拶●ポール・ ガバナ国連広報セン

ター所長 :国連活動の簡単な紹介の後、国連

における女性の平等に関する運動への貢献を

強調。東京の広報センターの利用をよびかけ。

薬費挨拶●メルバ ト・タラウィ エジプ ト
~`毎

日大使 :「行動綱領」の実施計画・状況に関

する国内の動きや、もみ 1出洛″珠に関する廃

上の法律が実施されたことを紹介。国際協力
では女性への援助を優先すべきことと、日本

の役割を強調。

祝電披露●梶山静六内閣官房長官 (女性問

題担当大臣):女性と男性、政府とKЮをつな

ぐ契機となるよう望みます。

代読挨拶●ガートル ド・モングラ 第 4回世

界女性会議事務局長 :北京会議後、その実行

のための活動が今でも続いている、その約束

を忘れていない。共に進んでいきましょう。

経過報告●羽後静子 Jヒ京JACの機構、今ま

でのロビイング活動の一例、政治への具体的

な取組 (女性省の設置、女性への暴力撤廃)に

ついて報告。

第1部  「北京JACのめざすもの」
●山下泰子 :北京JAC旗揚げの様子とこの 1

年に至るまでの概略を説明。

●北沢洋子 :コ ーカス方式は国際的な流れ。国

連でも女性の長が増やされた。女性運動の弱い

点はグローバルな経済への視点だと指摘。

●船橋邦子 :JACは各:コ ーカス情報交換の場で

あることを確認。ロビイングの方法について学

ぶべき必要性を語る。

●三隅佳子 :全国に地域コーカスが誕生、その

ネットワークの様子や、
1今

後の設立の動きと併

せて活動の一部を紹介。

▼▼▼会場とのやりとり

赤松良子元文部大臣が、エンパワーとは理念

ではない、丁度、公示期間中であることから、

政党に女性政策をただすよいチャンスと示唆。

船橋さんは、優生保護法改正時の反対派の動き

の根強さを実感したことを例に、日常的に働き

かけていく必要性を訴える。

北沢さんは、行動綱領の実行のための、アメリ

カでの政府と問 との契約方式を紹介。

1０
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第 2部

「行動綱領から新国内行動計画へJ

●村木厚子総理府男女共同参画室企画官 :

国内行動計画 (1孵年)の策定の経過説明。今

回の見直しにあたつては、論点整理を発表、公

開FAXで広 く意見を求めて、審議を進めた。7

月30日 には総理に「男女共同参画ビジョンJ

答申を提出、順 にも意見・要望の提出を呼

びかけた。これをどうやって政策に反映させ

るかが今後の課題であると報告。

●福島瑞穂 :ほ :r決定していた民法の改正が

筑れたのは、明治以来続く保守勢力の巻き返
｀
■ に対抗できなかつたため。次の国会では必

ず上程をと強く呼びかけ。

●津和慶子 :「 リプロ」の概念は顕在化してき

たが、優生保護法改正時にその議論のなかっ

たことは残念。羊水チェックなど「胎児条項」

取入れの動きに懸念を示す。

●大脇雅子 :婦少審が均等法見直しの中間報

告を発表。FAX意見が9,000通以上寄せられ

た。だが80年来の労使の対立が存続。禁止規

定への強化、「セクハラJの盛込など論点山積。

女子「保護J規定の議歩やむなしと説明。

●清水澄子 :8月 下旬こども買春に反対する

世界会議がスウェーデンで開催。アジアで日

tは子どもポルノ製造の基地になっている。

政府は現行法で対応可能との答弁だが、刑法

に人権思想は薄く、「女性への暴力Jと いう概

念すらないと指摘。

●渡辺光子 :政党への女性政策についてのア

ンケートの集計報告。党員に女性は増えても

政策決定者は僅か。女性議員が少ないのは、立

候補自体が少ない 。できない。だが当選率で

は、地方議会ほど高い。差別撤廃条約をつかっ

て、クォーター制の導入は可能ではと提案。

▼▼▼会場とのやりとり

まずは、赤石千衣子さんが、扶養手当の削

減の動きを紹介、母子家庭への経済的圧迫に

反対の意を !と 呼びかける。フェミニス ト議

員連盟の中鶴里美さんは女性閣僚が3人を最高
にして減つていることを指摘し、働きかけを提
案。高里鈴代那覇市市議会議員は、北京後の沖

葉 【

`轟

∵ ■ tよ諄 薫」

=鷲

言

位の男性が、これからは女性が立ち上がるしか

ない。o歳以上の男性が日本をダメにしてきた
のだからと、女性に期待を寄せ励ます発言も。

若い世代からの発言もあった。「就職差別で

泣き寝入りしない女子学生の会Jの代表は、就

職状況の厳しさ、面接の「セク・ハラJ質問な

どを伝え、婦少審に学生の声は無視されている

と訴える。受けて、大脇さんが具体的な画策案

を説明した。福島さんは、努力義務ででも、と

にかく目標を設定して、NGOが監視し、実効を

確保 しようとの提言。

産婦人科の男性医師が、ビル解禁審議会メン

パーである男性の、女性への認識浅薄ぶりを例

に、この国の長老支配の根強さを指摘。

「変えよう均等法ネットヮークJの高木澄子

さんは、労働省に公開FAXを要求し実現した例

を紹介、まずやってみようと呼びかけた。

別の産婦人科女性医師は、胎児診断に触れ、

染色体異常を発見したら、医師は伝えねばなら

ない現場の状況を説明。

パネラーからのまとめの一言は次のとおり。

福島 :自分たちで議員立法に持ち込もう。た

なボタはない !。 津和 :妊娠・出産を最終的に

決めるのは女性である。大協 :非正規雇用形態

が女性 :二増えており、高齢化社会を支える経済

基盤の脆弱ぶりが心配。清水 :「性暴力Jの定

義を、女性の側から作つていこう。渡辺 :アメ

リカの女性議員擁立の方法を紹介し、女性の立

候補をと訴えた。

最後に集会宣言
‐
を聞口悦子 さんが朗読。ま

た、当日の朝世話人会にて作成した政党に女性

登用を訴える緊急宣言を発表。若干の修正の後

承認を得、閉会とした。当日は新 しくできた

ホールの半分以上を埋める参加者があつた。

(以上まとめ担当・文責奥山炒子)
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540,000
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,000
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シ ン ポ ジ ウ ム そ の 後 の 報 告

※参考 (チケット騎 .‐

続   腿
シガカム  429  12・
餞ゝン  77   46

今後、資料発送や報告書作成等の費用とし

て用い、残金が生じたときは本会計|こ算入す

る事にいたします。多くの皆様のご協力によ

りまして無事に会計報告が出来ますことを感

謝申し上げますcありがとうございました。

(臓)

◆参加者アンケートから◆

シンポジウム当日に参加者に配布したア

ンケートについては、131名から回答があっ

た。回答者はすべて女性で20ft～60ftまで

と幅広い。新潟に栃木、奈良からの回答者

もあった。

全体としては、わずか北京 1周年でこの

ようなロビー団体が列Eし、勢力的に活動

をしているのは、素晴らしいといった称賛

の声。シンポジウムの内容については、専

門的で充実していて勉識になったが、前半

が慌ただしかった、来賓あいさつが長かっ

た、第 1部が短くて残念だったとの率直な

ご意見もあった。また、第2部は、会場と

のやりとりも含めて良かった、最後に緊急

決議が採択されたのは素晴らしかった、今

後は地方コーカスの報告会を開催してほし

い、さまざまな女性グループのネットワー

キングをしてほしい、年 1回はこのような

会合を開催してほしい、などの意見が日立っ

た。               q囲 後)

◆組目に向けてのロピイング◆

企画委員長の報告にもあるように、決議

文は各党首に手渡された。選挙後さらに決

議内容の「 3。 新しい内閣霧理大臣は、組

閣に当たって、女性閣僚を最低3割任命す

ることJについての要望書を4隔亀 組閣に

向けてのロビイングを行った。ロビイング

にあたっては、   の他:こ 自

局とも相談し、橋本竜線 5自 I覇潔蹴、梶

山静六女性問題担当大臣、

議員に、10月 31日 (木)文書にて提出した。

(雅 )

*   *   *
お知らせノ女性学・行動颯領と国内プラン1月剛購

年■月9日 (土>12月 14日 (上ヽ日午後1時田9■時ノ

鏡 ・横浜市場いこ議ν間い働 せ・晰 -714-59H

計

６‐８

轟

黎

“

‐２
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※「 ジェンダーの視点から教育を考える会Jは、北京JAC教育コーカスヒ提携して以下の要望

書を提出します。賛同者を募っていますのでご協力ください。

要 望 書

教育職員養成審議会会長

蓮 見 音 彦 様

1996年 11月 8日

「 ジェンダーの視点から教育を考える会」

21世紀の社会を展望するとき、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野に参画する機会が確保される「 男女共同参画社会Jの実現が重要な

課題であることは、今期中央教育審議会の第 一次答申も述べているとおりである。 したが

って、新たな時代に向けた教員養成のあり方を検討するうえで、こうした社会を実現する

ための教育という視点を欠かすことはできない。

子どもたちが自ら学び考える「生きる力」を育成 し、一人一人の個性を生かした教育、

また個性を尊重する態度や価値を育成する教育へと、教育の基調を転換することが求めら

れている。個性を尊重するためには、単に「 社会の同質志向Jを排除するだけでなく、い

わゆる「女らしさJ「男らしさ」という性別の枠にとらわれずに子どもたちを教育するこ

とが必要である。 こうした社会的・ 文化的に形成された性別 (ジ ェンダー)と いう視点か

らの教育のあり方の見直しは、個人を固定的にとらえず、学ぶことの基本を自己とのかか

わりでとらえるなど、学ぶことが本人にとって「 生きる力」となることを重視する「 新た

な教育のあり方Jと密接につながっている。学校教育の厳 しい管理主義、成績偏重主義、

画一化の中で、主体性を失いかけている子どもの状況を理解 し、いじめ・ 暴力・ 不登校な

どの問題状況を打破するためにも、人間の発達、学校 システム、教育のあり方などをジェ

ンダーの視点から見直すことは、人間をより深 くとらえ、人権意識を育て、公正な世界を

創造する鍵といえる。人間の能力の伸長という面でも、性別による役割分業意識の打破に

より、成長 し社会にはばたく男女の将来が開かれる。

現状の学校教育は、女子差別撤廃条約の批准にともない家庭科の男女必修が実現するな

ど制度的、明示的な部分では、一応の男女平等が達成されたかにみえる。 しか し、近年の

「教育とジェンダー」の研究は、学校教育のなかのさまざまな要因が男女の不平等を再生

産していることを明らかにしてきている。例えば、クラス運営や慣行・ 行事など学校生活

のなかに女子と男子の区別が「 あたりまえJの こととして定着 していること、生活指導・

進路指導などにおいて教員の態度や意識を反映 して、指示・ 判断・ 期待・ 評価・ 言葉かけ

に生徒の性別による偏 りが見られることなどが、不平等なジェンダーを生み出していると

指摘されている。また、女性を入格として見ずに性の対象として扱う現象が、子どもの世

界にも影響を及ぼ していることも憂慮される。

一方、学校教育の現場でも、すでに性別による東縛のない生き方を考慮 した「 ジェンダ

ーの視点による学習」が展開し始めている。小学校の実践例として、学校生活での男女の

不必要な区別や「 力仕事は男子、飾り付けは女子Jと いった定型的な役割分業をやめるこ

とにより、いじめがなくなったという報告も出ている。中学や高校での男女平等教育の取

組みや、教育委員会、女性行政関連部局などによる指導手引書の作成の例などもある。 こ

うした学習への関心が高まると同時に、教員自身の自己変革が必要との声が生まれている。
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また大学では、すでに 1992年 の時点で全大学・ 短期大学の 24%が 女性学関連科目

を目設 しており、今年からは大学院にも女性学専攻が設置されるなど、女性学教育の導入

をすすめる教員、またそれを担える教員は少なくない.

21世紀の新 しい社会を担う子どもたちに対 し、「 男女共同参画社会」をめざした学校

教育をすすめるには、その直接の担い手である教員の役割は重要であり、そのための資質

や能力の養成は急務である.そ こで教員養成課程において、 ジェンダーの問題についての

認識と理解を深めるカリキュラムの充実が求められる。すでに「 教科に関する科目」の一

部としては導入されている場合もあるが、「 教職に関する科目Jの なかに制度的に位置づ

けることが望まれる.

以上により、貴審議会の審議内容と審議のすすめ方について、次の 3点を要望する.

1.新たな時代に向けた教員養成の改善の 1つ の柱として、「 男女共同参画社会をめざし
た教育Jと いう視点を明性にする。

2.そ の具体化の方法としては、教員養成課程のカリキュラムを次のように改善する。
0教員養成の基本となる教職に関する必修科目のなかに、ジェンダーの視点を導入

した学習を位置づける.

②教職に関する科目の選択必修科目の 1つ として、 ジェンダ=論・ 女性学などを設
置する.

③「教員養成との関連における教養教育」の科目として、ジェンダー論・ 女性学な
どを設置する。

3.教員養成のあり方についての審議過程において、これまでほとんど触れられていない

男女共同参画社会やジェンダーと教育の関、わりに関し、この分野の専門家からヒアリン
グを行う.

「 ジェンダーの視点から教育を考える会」呼びかけ人

入江 直子 (神奈川大学)     笹谷 春美 (北海道教育大学 )

確井知鶴子 (岐阜大学)       舘 かおる (お茶の水女子大学)

亀田 温子 (十文字学園女子大学)  中山まき子 (鳴門教育大学 )

賀谷恵美子 (東京都立上野高等学校) 船橋 邦子 (佐賀県立女性センター)

河上婦志子 (神奈川大学)     朴木佳結留 (神戸大学 )

久場 嬉子 (東京学芸大学) 村松 泰子 (東京学芸大学 )

熊田  亘 (埼玉県立志木高等学校) 森   実 (大阪教育大学 )

酒井はるみ (茨城大学) 森尾 輝子 (NHK学 目高等学校 )
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第 7回 AWiD 国際フォーラム

に参加して

村松 安子

AW:Dと は、Association for Women in

Development開発における女性学会。1983設

立6本部ワシントンDC6公正で持続可能な開

発のために、研究、政策、実践の場にある会員

を組織 女性の視点で開発を再定義試みる。2

年毎に国際フォーラム。ニューズレター刊行。

開発における「女性J概念の変化:開発は幸

福や利益benetttを もたらさなかつた、また

ⅥDは Womnを ひとまとまりにしてしまうと
の認識から、GD Gender in Devdopmentヘ

と、用語が変化 してきている。

第 7回フォーラム「 1ヒ京を超えて:言葉から

行動へ」。19%.95～ 8

全体会のサプテーマ1人権 (中心テーマとな

る)2リ プロダクティプ・ヘルス/ラ イ潟 ,政

治権力の分かち合いと政治参加4経済活動の地

球的規模と女性のエンパワーメント。

フオーラムでは、まず「開発の権利J(国連

人権規約 B。 日本は承認を棄権)において、女

性の人権は基本的人権の主要なものとの認識を

確認。次に、「 リプロ」概念の導入。従来、「開

発と人口」は「家族計画Jの視点、女性の体を

通して実行されてきた。だが今回、女性の権利

から見直していく、パラダイム・シフトがあっ

た。さらに、経済援助を行うにあたって、女性

が決定権パワーシェアリングをいかにもつかを

重視。経済開発から社会開発つまリヒューマン

開発へと、これも新視点が導入された。エンパ

ワーメントの話が頻用されてぃた。

95年 3月 コベンハーゲンでの社会開発サ

ミットででも、発展=開発ではないと。アプ

ローチがシフトしていくのが最近の傾向。

他に「アンベイド・ワークJを 日本の風土の申でカ

ウントすることへの懸念t最近のアメリカの経済援助
の縮小の状況など伺つた。近共著『エンパワーメント

の女性学』(有斐閣)似上まとめ担当・文責奥山妙子)

民法改正政党アンケート      挙)

すすめよう!民法改正ネットワーク (赤石)

同ネットワークでは、各政党に民法改正に

ついてのアンケートを行なった。

質問は夫婦別姓選択制の導入に賛成か、反

対か。2 賛成の場合は、子どもの姓を決め

るのは結婚時か、出生時か、3 非嫡出子の

相続分差別の廃止に賛成かの3鳥

社会民主党、新社会党、民主改革連合、共

産党、新党さきがけ、民主党は、夫婦別姓選

択制の導入と婚外子差別の廃止に賛成で、子

どもの姓も出生届時に。

これに対し、自民党は、「家庭や家族に関

する法制についても新しい課題があり、選択

的夫婦別氏制導入などを内容とする民法改正

については国民生活や日本の伝統文化に大き

な影響があることから、国民の意見を幅広く

聞きながら検討する」と言う答え。

′新進党も「選択的夫婦別姓制度の導入につ

いては新しい男女共同社会を作るにふさわし

い制度になるよう検討していきます」と。非

嫡出子の相績分差別廃止については検討する。

自由連合は、夫婦別姓に関して反対、非嫡

出子については賛成だった。

この結果は各新間に取り上げられた。

同ネットワークでは、11月 9日、「 じつ

く
｀
り語ろう民法改正男から、女からJを東京

ウィメンズプラザで開く。また急違作成した

ブックレット「民法改正そこが知りたいJ

(か もがわ出版)を国会議員全員に配布する

予亀
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世界女性会議田山連絡会の活動

職  艶

次回全体会合の
'日

程と議題について

H月 19日 (火)6:調肛■。～

浴 雄 セ
‐
ンタ■ニアイリス7H―

渋谷区渋谷1-17-7 403-5466-3956

h威1 ロビイング報告・研究会
' 11組閣後の女性政策に関する、各政党

アンケニトについて

く導事蟹豊訂確彗〉

Part2 輩 難     i i
l.事務局から

2次号ニュースレターについて

12月全体会予定

17日 (火 )6:30p.■。～

渋谷女性センター:デイリス

～年忘れ・女性政策についで言いたい放題～

ネットワーキングの良い議会にしたいと思
います。グルァプの活動報告、佃人アピー

ル、情報交換なんでも結漏L日 ごろ発言の

機会の少ない方特:こ歓迎します。

97年 1月全体会予定
21日 (火 )6:30p.■ .γ

渋谷女性センター・アィリス

北京JAC「女性省」コニカス研究会
(コ ーディネーター・′l筐山洋子)

第1回国内行動計画に向けての戦略をたてる

く謝 〉

(東京大学・男女共         員)

・ 「世界女性会議岡山連絡会Jは、北京女性

会議で得た力を21世紀に向けて、世界各国・

各地の女性たち、国内・県内の女性たちとゆ

るやかなネットワークづくりをすすめ、次の

世代を育てていくために、今年二月「'95」

から新しい一歩を踏みだしました.

今までの主な活動は、北京行動綱領12の
テーマに沿って、学習・調査・研究・提言活

動をいろいろな団体・グループと協力して、

(1)「第4回世界女性会議 ONGOフ ォー

ラム'95北京J特別展示およJ国際交流フォ

ーラム'95草の根ネットワークJ参加

(2)陣暉酬G新は

'数
爆鋼事件」学習会

(3)R・ クマラスワミ「女性への暴力に関

する特別報告書J学習会

(4)「従軍慰安婦の現況J学習会

(5)男女共同参画審議会部会における「論

点調 について意見書提出

(6)岡山県美作地域女性センターに関する

要望書提出

(7)「 日本女性会議 97おかやま実行委員会」

に代表派遣 (委員長・副委員長)

(8)第 2回東アジア女性フォーラム (ソ ウ

ル)に代表断譴:(2人 )

(9)岡山県・岡山県内 10市の「男女共同

参画社会形成に関する行動計画J点検

(10)岡山NGOの祭典の「国際協力活動紹

介瀬日 に

(11)男女共        に関する「新

たな国内行動計画」について意見・要望提出

(12)「J      ・男女共同参画ビジョ

ン」を読む学習会

(13)岡山県知事選挙立候補予定者(3人 )に

「日本・岡山の女性の状況および盟世紀に向

けて岡山県の女性政策Jについて公開質問状

提出・
‐
回答記者発表

10月 までの活動、北京Jκ地域コーカスです。

松 本 惟 子 さ ん

当 選 お め で と う 1

代表世話人の松

本惟子さんが、民

州プロックから、

孵 、 り1を房皐鵬鵬売薔調調U摩議

に当選されました。

今後の活躍が期待

されます。

雛 濯理府男嫉 同参1璽目解轟議委員
元連合副事務局長・連   長l
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《北京JAC全体定例会議事録》

1996毎 :10月 28日 (月 ) 司会 :若林冴子  書記 :及位満枝

出席者 :山下、椰瀬、松本、及位、高機、赤石、吉日、渡辺、庄山も津和、富永も荒井.

都丸s結方、干泊、西沢、奥山、西川、園口。宮崎、梶本も大角、伊古田、上田s小宮山、

現後、佐藤。若林、村松 (報告者)

以上s計 29名

1.決定事項

(1)シ ンポジウム報告

10/5(土 )の「北京会議―周年記念

シンポジウムJ収支は、チケット

618枚売り上げ.最終決算は 11
月に.当日出席者500人.アンケ

ート120枚回収:     |
当日入会者 10名.     :

(2)シンポジウム決議のフォローアシブ
010/7(月 )6党首へ決議・緊急決

議文手渡し.於ブレスセンター

・第 2次橋本政権への組閣へむけ、

女性閣僚を3割費用するよう要望書

提出 (世話人会―任)

(3)ニ ュースレターについて

5号の企画は10/5シ ンポジウム慨略

報告.松本唯子さん特別記事.:家族

法の政党アンケート報告.WED00目
北京フォローアップ報告他.

各コーカス等の記事掲載希望は、定

形用紙で連絡すること.

(4)北京JAC年次報告書

いろいろ意見提案があったが、ニュ

ースレター7号を増頁して.年次報

告と10/5のシンポジウム記事を掲載

する。‐

(5)新しく北   潟と北   馬が

活動をスタート       ‐

(6)全体会の日程と会場変更

11月より第 3火曜日、渋谷アイリ

ス、午後 6時半から.

次回 11月 19日 (火 )

(7)事務局スタッフの交代

西沢さんが転居のため、後任は富永

さんを中心として進めることに。

2.ロ ピーィング研究会

(1)第 7回開発における女性学会(AW:D)
報告者 東京女子大学教授

村松安子さん

(2)「子供の商業的性搾取に反対する世界

会議J

報告者 津和慶子さん

国際シンポジウムのお知らせ

立ち上がったアフリカの女性たちと手をつなぐ .

女性性器切除の廃絶に向けて/11月30日 (土)12:

30～ 16:00/会場・日本プレスセンタービル10Fプ レ

スセンターホール/申 し込み先・〒1距東京都江東

区牡丹3-14■-402田中方憫題に反対する女たちの

会にハガキで・住所氏名WAXを卿 先着罰 名

/参加m000Ⅳ振り込み先・3-00170-8-田
0948翻開に反対する女たち嘱 シンポジウム申

し込み」と必ず卿 問い合わせ呵脇r饉田』腿1

■田贋月・水)10:側卜16:00C金 )17:側円D:00
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事務局より

全体定例会の日程と会場が変わりました。

=毎
月第 3火曜日6:30p.m.～ 渋谷女性センター

アイリス。お間違いのないように.なおアイ

リスヘのお問い合わせはご遠慮ください .

ガ J/XAr

ケてフ幌べ 氏による特 別報 鶴 訳

先月号掲載分のクマラスワミ氏によるドメスティ
ク・パイオレンス特別報告書の翻訳が 400mほ ど

ります.ぜひご活用下さい。

価格 :500円 送料 :270円
)

北京会議フォ国一アップ報告書
"nけ●■d PrOmin3 COVemm“ |■ MbttD■ "
W― OS DⅣ

…
mevd"瓢 瓶 鈍 田動

o濯DOlが 、北京会議後の世界の状況をアンケー ト

形式で

"査
、報告書としてまとめました.報告書で

はおよそ 50カ国の北京会議以後の経過報告が掲載さ

れています。日本の報告は、情報提供者のひとりと

して北沢洋子さんが北京 JACの活動を紹介してい

ます.事務局に 40部ほど在庫があります.

(原文 :英語価格 :1000円  送料 :270円 )

以上、ご入り用の方は事務局まで切手で代金をお送
りください。           r

北京JACカレンダー 11月

5日 (火)女性に対する暴カコーカス学習会

19日 (火)全体定例会

組閣後の女性政策に関する、各政党アンケ

ー トについて 申 告者 船橋邦子):

代表世話大会はありません

10月調習卦 (前号掲載分はテーマのみ)

1日 (火)ニ ューズレター4号印刷発送

企画委員会会議

3日 (木)事 務局作業 シンポ資料等印刷

5日 (土)北 京会議 1周年記念シンポジウム   i
7日 (月 )緊 急決議ロビイング

20日 (日 )家 族法改正コーカス「シングルマザーの生

きやすい社会を北京で出会ったリル・フル

シュにきく』 池袋エポック 10

274日 (木)5:αゎ。m。～事務局運営会議

神奈川県民サポー トセンター

28日 (月 )全 体定例会 代表世話人会

31日 (木)組 間に向けてロビイング要望書提出

お知らせ

松本惟子さんが衆議院識員になられたため代表世話

人を退かれます.ま た北京 JAC専任事務をされてい

た西沢浩美さんが、移転に伴い事務局を離れられます 。

お二人には設立当初の大変な時期に尽力くださいま

したことを深く感謝いたします.

*訂正とお詫び

前号議題中、研究会報告者の村松泰子さんは村松安

子さんの誤りでした.お詫びして訂正いたします。

北京」C 第5号 19“年11月 1日発行

代表世話人:荒井佐よ子 北沢洋子 小宮山洋子 ロロ悦子 篠崎正美 羽後静子

船橋邦子 三隅佳子 武者小路公秀 山下泰子 若林冴子 (50■願)

編集・発行 北京JAC事務局 発行責任者 :荒井佐よ子 編集責任者:羽後静子

編集委員:高橋克子 奥山妙子 大角隆子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子 柳瀬満利子 富永浩央

〒233横浜市港南区港南4-10-2柳瀬事務所内北京JAC事務局内 FAX専用 045-“ 7-3648
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世界女性会議ロビイングネットヮーク

マンズグー#京IC
`“

“

暉 (Ⅲ
“"ス

rea“餞 υ G“
“

J

第 6号
12月 号 1996年 12月 1日発行

突 然 浮 」二 し た

女 性 問 題 担 当 大 臣 の 移 動

H月 7日 の第 2次橋本内閣の組閣の際、

女性問題担当大臣がこれまでの内閣官房

長官から総務庁長官に移されることが決

まった。この突然の発表に多くの女性た

ちは驚きと怒りを禁じえなかった。女性

問題担当大臣は平成4年に当時の河野洋

平官房長官がはじめて任命されたが、こ

れは女性問題に関する国内本部機構 (ナ

ショナル・マシーナリー)の構築に向け

ての20年余りにもわたる女性たちの努力

の賜であった。しかも、組閣直前の10月

31日 に、与党 3党が「行政改革全体の中

で、包括的、総合的な女性政策を推進す

るため、女性問題担当大臣 (内閣官房長

官)の機能を強化し、船理府男女共同参

画室を格上げする方向で検討するJこ と

を文書で確認した矢先に、これと矛盾す

る決定がなされたのである。

私はすぐ:こ社民党の土井たか子党首と

連絡を取り、この決定を「暫定的な措置

とし、前例としない」ことを3党で確認

するべく自民党との交渉に入った。担当

大臣がなぜ官房長官であるべきか、官房

長官を副本部長とする日本の国内本部機

構がいかに国際的に高い評価を受けてい

るかなど、非常に複雑な問題について、

参議院議員 堂本 暁子

国内外においてすでに合意されている文

書 (北京会議行動綱領、男女共同参画ビ

ジョン等)を提示しながら、論理的に交

渉する必要があったため、多くの女性た

ちに毎日連絡を取り、助言をいただいた。

3党間の協議は三転三転したが、最終

的には担当大臣を官房長官に戻すよう官

邸側に要請することで合意。官邸側も

「時期が来たら必ず官房長官に戻します。

国内本部機構に変更を加えることはしな

いし、行革の中においても、女性問題は

拡充の方向で考えています」と明言し、

私たちはほっと胸をなで下ろした。

今回、突然起こった大きな出来事に際

し、3党首のうち2人が女性であったこ

とは大変幸いであった。しかし、女性た

ちが長年積み上げてきたことを、政治の

場で突然崩されることが今後また起きな

いとは限らない。女性の政治参加をもっ

と進めなければと痛感した。

今後は、1)女性基本法の制定、2)

男女共同参画審議会を恒久的なものとし

て設置すること、3)男女共同参画室の

格上げ、等の実現に向けて努力していき

たい。



真の男女雇 平等 を

「変えよう均等法ネットワークJが、総理

府男女共同参画室の前例をあげ、「婦人少年

問題審議会Jへ広く市民の意見を反映するよ

う労働省に要請したFAX開設が実現した.

締め切りの9月 30日 までの2ケ月半の間に、

全国から寄せられた意見は2万件を超えた。

労働の場での性差別をなくし、女性も男性も、

仕事も家庭もと、人間らしい生活のための真

の「男女雇用平等法Jを求める声が、いかに

高いかを示したと言えよう。

【きちんとした分析を】

10月 24日、労働省は2万件余の意見に

ついて発表し、その数字も示した。今回の改

正点の大きな課題の一つが、「女子保護規

定J解消である。数字上では、解消に賛成と

いう意見は極少である.労働省のまとめでは

「『一定の条件のもとに女子保護規定の解消

を求める一』意見が最も多いJとなっている。

多くの意見の真意は、『今後は女性のみでな

く残業、深夜労働などについて、男女共通の

規制がなければ、解消すべきでない一』だっ

たはずである。意見の真意を曲げ、女子保護

撤廃を方向づける労働省の意図的解釈に、ネ

ットワークでは抗議文を送った。

【アメリカ男女雇用平等委員会 (E.EOC)

に学ぶ】

均等法のこれまた大きな課題も一つが、こ

れまで全く効力を発揮しなかった救済機関の

問題である.ネ ットワークでは、EEOC副

議長のポール・ イガサキさんに話しを聞く会

を ll月 26日 に持った.講演の後、会場か

ら時間いっぱい多くの質問が出され、何とか

役に立つ均等法に変えたいという女たちの思

いが濃れた。

1964年公民権のもとで出来た公的救済

機関のEEOCは 、 72年にEEOC自 身が、

差別企業を訴えることが出来るように改正さ

れ、一段と効力を発揮するようになった.年

間 10万件ものEEOCへ の訴えがあり、そ

の中で最も深刻で、多くの人を救うインパク

トの大きいケースを、EEOCは 裁判に訴え

ると言う。米国三菱のセクシャルハラスメン

トは、このケース。三菱が改善策を出したが、

過去の長期にわたる被害者、現在の被害者ヘ

の救済や補償については何もないので、訴訟

を取り下げるつもりはない、ときっばり。

公的救済機関は、企業が労働者の人権を尊

重するよう、EEOCの ような態度をとり、

機能を持つべきだとつくづく思う。

【「公益委員案Jへの意見】

ll月 26日 、婦少審の公益委員案が出た.

労働者、使用者、公益委員の三者構成の審議

会で、法の改正案は公益委員案がまとめの中

心となろう。ネットワークではさっそく案を

検討し、意見および質問をまとめた。その主

な内容は以下のようである。

・性差別が集中的に現れる賃金差別や、間接

差別は差別禁止から除かれ、包括的な性差別

禁上になっていないのはなぜか

・ 家族的責任を理由とする差別が、禁止され

ていないのはなぜか

・調停委員会は、実質的にどの程度まで、効

力あるものにするのか

・ セクシャルハラスメントは防止のみで、禁

上にしないのはなぜか

・女子保護規定解消の前提としての、男女共

通の規定の枠組みを、明確に示すべきだ.

これらの内容で労働省交渉をしたいと、大

協議員を通して労働省に申し入れをしている。

(変えよう均等法ネットワーク 高木澄子)
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民法改正のシンポジウム

選択的別姓と婚外子差別の廃止を初めとし

た民法改正をいろいろな立場、人類学、経済

学t法学こ農村、若い世代から語り、来年の

成立を目指そうと、 11月 9日、「すすめよ

う!民法改正ネットワーク」がシンポジウム

を東京ウィメンズプラザで開いた。

第 1部「男から」では、東北大学で文化人

類学者の沼崎∵郎さんが、「ファミリーネー

ムというのは、自分がどこに帰属する力、 を

表す。しかし、経済社会が変化して、自分自

身が何者であるかを表すように変わってきた」

また、経済学の立場から、上智大学の八代

尚宏さんがも経済活動が家族単位から共働き

や単身者の増加で個人単位となって選択別姓

は必然的な社会の流れ。個人の姓名選択に関

し、規制緩和の必要性がある、と話した

立命館大学の二宮周平さんは「姓名は個人

の人格権。憲法十三条に保障されているので、

結婚時に改姓するか、どうかは、自分で決め

られるべき」と。

「別姓は、男が妻になんでもわがままを通

してきたのを女性に分けて上げること」と体

験から沼崎さんが話し、八代さんも、「これ

から国際競争も厳しくなるので、男r―Aで

稼いで妻を養うのは大変になる。男にとって

も、共働きの方がありがたいJと。

第2部「女からJでは、歌人の俵万智さん

が「ttだけが結婚というプライベートなこ

とを名前が変わることで明らかにする、とい

うのは、おかしなこと。法律は、みんなが暮

らしやすいよ
・
うにルールを作ることだJと。

山梨県で有機農業を営み、事実婚の仁ノ平

尚子さんは、「事実婚で、郡部に住んでノVL
男尊女卑的な慣習が多くて、緊張を強いられ

る毎日だったが、最近、雰囲気が変わってき

た。年配の女性たちが、ラブコールを寄せて

くるようになった。地方の女性たちは、別姓、

民法改正を求めている」

第二次橋本内閣の与党の政策合意の中でも

民法改正は「検討項目」。

すすめよう、民法改正ネットヮークは、

「民法改正そこが知りたいJ(かもがわ出版

刊)を作成

また、民法改正しようよFAXを 1瑠臨 広

く市民の声を募っている。FAX03(37
96)1018

オーストラリアのシングルマザーの社会支援

日本の母子家庭のグループ、しんぐるまざ

あず・ふぉ―らむ力ヽ 北京会議で出会ったオ

ーストラリアの「シングルマザーとその子ど

ものための全国評議会」のリル・ ヮルシュさ

んをよび10月 20日 シンポジウムを開いた.

1970年代に非婚の母が社会支援を要求

それまで養子に出していたシングルマザーが

自分で子どもを育てるようになり、今では、

死別、離婚、非婚にかかわらず、また父子家

庭も含めたひとり親家庭に平等なひとり親年

金が支給されている。また養育費の取り立て

制度もある。

日本の母子家庭はパートがふえ、経済的に

苦しいと、支援制度の必要性が強調された。

(赤石千衣子)
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女 性 政 策 Eこ 関 す る 各 政 党 へ 07ン レイン ーー ト 結 果

鮨 新

JJネ ットヮーク (女性情報ネットワー

ク)が中心となって作った女性政策に関す

る各政党へのアンケート結果を簡単に報告

します。送付した政党は自民党、社民党、

新進党。さきがけ、民主党、共産党、民改

連ギ新社会党の八党.質問の骨子は男女参

画社会の推進、民法改正、女性の健籐 を保

障する総合的政策.女性の政治参加,社会

参加、公的介護保険の導入。売買春ならび

に女性への暴力の防止、児童福祉法の改正

NPO法 の実現等.問 い (一 )男女参画社

会実現のための基本法を制定する。は新進

党のみNA(鋭 意検討中という回答)『男

女参画ビジョンJの具体化.女性問題担当

大臣の機能の強化は全ての党がYES.
ところがご存じのように、今回の組閣で

女性問題担当大臣は内閣官房長官から総務

庁長官に.こ れは社民党党首土井たか子、

さきがけ代表堂本暁子さんと橋本竜太郎の

三者合意で,1996年 10月 31日づけ

自民党、社民党、新党さきがけの三党政策

協議の「行政改革全体の中でも包括的、総

合的な女性政策を推進するため、女性問題

担当大臣の機能を強化し、総理府男女共同

参画室を格上げする方向で検討する。J

を確認 しも沖縄問題が解決後も内閣官房長

官に戻す。男女共同参画室は今迄どうり総

理府に置くこともが確認された。民法改正

の選択鋼夫婦別性、婚外子差別の撤廃は新

進党、自長党はNA.自 民党は国民生活や

日本の伝統文化に影響があることなどから、

国民の意見を幅広く聞きながら検討すると

コメント.健康の母体保護法の見直しも含

め、妊娠、出産,避妊.中絶なども女性の

健康/権利を総合的に保障するための法整

備を行なうは自民も新進党がNA.政 、治参

加に関しては30%程度のクオータ制の導

入は新進、自民、共産党がNA.ま た国政

選挙における比例代表の候補者名簿に男女

の候補者を交互に並べる。は自民、新進は

NA.さ きがけ、社民のみYES、 残 りは

NO.雇 用機会均等法改正実現、女性の労

働権を確立し,性別賃金格差を解消する、

はすべての党がYES,男 性の自立と家庭

地域への参画を保障するために、育児/介

護休業制度の見直しを行なう。は自民のみ

NA。 公的介護保険制度の導入に際 して。

第二者機関 (オ ンプッド)と しての介護委

員会を法制化し、委員の2分の 1を女性に

する.新進、自民、社民、民主改革連合が

NA.新 社会党はNO(公 的介護保険に反

対)児童買売春、児童ポルノなど子どもの

性的搾取や女性に対する暴力を防止するた

めの法整備の推進を図る。全てYES.児
童福祉法の改正にあたって乳児保育、延長

保育、夜闘保育、病児保育など、保育の多

様化を回り、そのために十分な予算措置を

講ずる。も全てがYESo NPO法 の実現

についての問い (20)市民活動の創造性、

独立性を重視 しゝ行政による許可、監督を

行なわない。新進、自民、社民、民改連は

NO。 (22)小規模な市民活動団体にも

法人格を与える.は新進党がNA.(23
)企業や個人の社会的貢献を促進するため

、市民活動団体への寄付金に対 して税 を控

除する。は自民党がNA.(NAは 回答

なし)以上自民,新進党は法整備に関わる

ものはNAと している.回答は政策調査会

が行なっています.今後、この回答をロビ

イ活動に活かすこと、,、 また質問内容で

不足している点は北京 JAC独 自にアンケ

ートを実施 していくことも求められます。

郭 回女性に対する暴力防止法研究会

日 時  199771月 7日 (火)6:30pm

会 場 文京シビックセンター4階

テーマ 「イタリア性的暴力に対する

規範KIE■との麟 )

講 師 宇佐見昌伸さん(上記翻訳者)

鋤

※12月の第 口研究会は7ページ参照
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「
多FJ「 ノド」いこ/こノ

規 制 0強 化 独

篠 群

非意目的生成物質のダイオキシンに対する

規制や瓢減対策をめぐって、現在厚生省と環

境庁がやっと横尉作業を始め、劇朧饉ほあ

の取り組みが行われています.

この状況の中で、学者.弁護士もジャーナ

リスト.市民卜議員ぅ行政のそれぞれの立場

から今後のダイオキシン対策はどうすべきか

各界の取り組みの現状と課題パ話し合われま

した.

11月 15日

“

D13:00-17:00 閣曜惨加

『ダイオキシン問題を考えるフォーラムJ

於 :4-J:師 あし囃移トロ的ホーJb

交流響親会 1   ′:籠いれあい鶴和自

11月 ■6日 (土)13800-17:00 140M
Jヒ・ J邑島緒晴〕     &難

『 止めよう !ダイオキシ

於 :労働スクウェア東京ホァル

・醸審‐日
―

の設定について

・副日副HE(ガイドラインの見直し)について

・層目簡簡目剛発議炉等に対する規制について

・データの開示等について の
―

を受け

厚生省から「ごみ処理に係るダイオキシン削

中間報告Jの薇要とし凛

現在のガイドラインに基づく対策の実遠状況

今後のダイオキシンタ対策の基本的考え方、

緊急対策
―

を判断するための押職 既

設のごみ焼畑施設に係る緊急対策の内容が報

告、続いて「ダイオキシンのリスクアセスメ

ントに関する研究コの中間報告がされた.

それ等に対して学者の立場から宮田教授が

関 、A― 嘲 、特に日本岬 の

母乳経由の摂取量は極めて危険視すべきであ

る.子宮内膜症の原因の一部と推蘭される研

究報告もされた.

梶山弁護士からは,日弁連からの緊急提言

と自治体独自のダイオキシン規制のススメが

あった.

山本任也医師からは.ベ トナム枯案剤腋害

とその今日― をスライドを交え報告.先
天奇形、染色体異常、甲状臓腫などへの影響

を示された.

ジャーナリストの立場から中村梧郎氏がド

イツ、ヨーロッパが「可能な限り燃やさず、

埋め立てずJの方針を確立,徹底的にリサイ

クルしている産業構造を報告、汚染母乳が子

ども    に障害を起こ=姉硝離L免疫

や性もリプロダクテイプ・ヘルスの根韓に係

るダイオキシン汚染を警告、「無いJに等し

い日本の基準っ水俣の二の舞にならぬよう警

告.「人体への影響はまだよく分からないJ

と放置することは犯罪的ともいえると発言.

枝野 幸男衆議院議員からは出来ることで

協力したいと発言.

市民運動の立場から山崎 1清氏がダイオキ

シンの測定結果を全面公開し、市民の声を入

れて.― な潮減対策.拘束力ある排出規

制を早急にと訴えた。

■6日は
:暉

場超駆館卜をめざし、脱焼却・

脱埋立ての    をJを中心に中南 元

氏の「厚生省中間報告の問題点J、続いて十数

箇所からの取り組み報告、行動提案ヽアッピ

ールを採択.今後署名を集め麟

ことになった.

1月 ■8日 仕 )1時 エボツク10悛凝〕

「母乳からダイオキシンー命への暴力.女性

への人権侵害―J綿貫礼子他.  参加を !
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北 覇言 JA(Cヨ 新
1】

署 の 発 足

呼びかけ人 渡辺信子

昨年9月北京で開催された第四回国連女性会

議へ、新潟県女性財団の呼びかけでNGOと し

て約1∞人が参加しました。大部分の人は参加

したい強い思いと、行って何ができるのかとの

不安の交錯した中での決断だったと思います。

二つのワークショップ、fEAで もアンケートや

核廃絶のアピールなどを行いました。フォーラ

ム会場で世界の女性たちと出会い、そのパワー

に刺激されて帰国しました。

その後「行動綱領口「北京宣言Jを報告会や

学習会で学び、その実現の重要性を痛感しまし

た。私たちは国策に対しての提言や、地方自治

体の女性政策推進のためのロビイングの必要性

を感じながら、どこへ、何を、どのよう:こ行動

するべきか分からず、力のなさにいらだちを感

じている時「北京 JAC」 を知り、進むべき形

が見え「北京 JAC新潟Jの設立を決意。

・活動内容は次のようなことを考えています。

O「1諫 JAC」 とネットワークし情報を収集、

新潟からも発信。またその主催事業や呼びか

け事業へ参加する。

O政策提言能カアップのための学習会、研修会

の開催。

○行動綱領実現のため国内・地域政策へ提言。

鉄 員極 の    。

・設立までの経緯

3月 /「市民運動、想いをかたちにJ(主催に

いがた女性会議)講師・林陽子さんのセミナー

で「北京JACJを知る。

6月 /「北京 JAC新潟Jの設立の声おこる。

8月 /新潟県女性センターでのワークショップ

「平等のためのエンパワーメントとチャレンジJ

(主催にいがた女性会議)の講師・清水澄子さ

んからアドバイスを受けて設立を決意。県内の

ネットワークで呼びかけ、準備会5回をへて、

12月 1日 /設立総会、現在会員85名。

日 1明全鰯観麗ヨ躍[日

日 時/12月 17日 (火鴻:30「～

《第 1部》渋谷女性センターアイリス

議題 1。 運営報告/6:30～ 6:50pm

l。 ・第1回シンポジウム関連

と第1回 シンポジウム

企画委員会業務終了・解散
・97年度第和 シンポジウム

についての提案(山下呵魂隻)

2。 北京 JAC第 1次報告書企画案
の翻 癬劃騰)

3.会計報告 (若林)

議題2.年末時事放談/6:50ん7:闘脚
～松本惟機 のお祝いと

女性議員を囲んで～

欄И鋤卜子衆費鰯響議員に、      とし

ての新鮮な驚きや印象、抱負、北京 J

ACと の連携について語っていただき

ます。また、鉢 時孔 清婿 、大

脇雅子議員 (予定)を囲んで日本の政

治、    について、言いたし激饉、

議論を楽しみましょう。

IF《第2部》8:00t10:00口  懸b
会場を「味蔵プラッセリーJに移|し て

忘年会。 (会費2500円程度)

日 199741月       日

1月 21日 (火)6:30～9:00pm

渋谷女性センターアイリス7階

「女性省 (女性担当大臣・女

性基本法)」 コーカス

講 師 大沢真理さん

コーディネーター ′l筐山洋子

嗜
鵜
騰
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《ゴヒ覇言 JACヨ 隣蔓ド金肇》

1996. 11. 19
司会/議事録 羽後

出席者 :北沢 小宮山 羽後 杉内 山下 奥山 新井場 緒方 鈴木 永井 森 津和 鈴木

下瀬 渡辺 都丸 三隅 船橋 宇佐美 荒井 高橋 堂本 児玉 湯前 千 (敬称略順不同)

hrtl:ロ ビイング報告・研究

1.女性政策に関する各政党へのアンケート  3.国 内行動計画について/報告者・′
lヽ宮山

結果/報告者・船橋邦子           洋子

実施はアジア女性会議ネットワークなど5団   12月 10日 ごろに出る予定。2000年を

体。北京 JACには代表世話人にFAXで連  メドに各省庁間の合議ができたものだけにし

絡。詳細は5ページ参照。           てぃるので、後退した印象がある。現行法の

中での適用が大前提になっている。審議会と

2.教育コーカスより、要望書 (前回ニュー  しての意見、21世紀にむけて民法改正、世

ズレターに掲載)提出について/報告者・船  帯単位税制など含まれるようにしたい。

橋邦子

11月 8日 に文部省教育職員要請審議会・蓮  4.女 性問題担当大臣の移動について/報告

見会長に要望書を提出。最終答申は来年3月  者・参議院議員 堂本暁子
ごろ。全国の教員養成大学から反響あり。地  詳細は1ページ参照

域ごとのロビイング、および、今後の具体的

な翻 カザ夢要。

◆◆◆研究会のお知らせ◆◆◆

第5回女性に対する暴力防止法研究会

《暴 力 ‐ 虐 待 と 女 性 の 市 民 的 権 TIJ》

巨ヨ諄賽≦≧護餞  参加報告

11月 10日 から15日 まで英国・プライト    ロ 時/12月 12日 (本X:"脚

ンで上記の会議が開催。どのような暴   会 場/エポック10(池袋駅メトロ

カとジェンダーの力関係が、女性の市        ポリタンプラザ10階)

民権 0人権に影響を及ぼすかの理解の   資料代/500円

促進と、北京会議のフォロー・アップ   報 告/ゆのまえ和子

が目的。約100カ国から2mO人が参加。
・      (DV調 座研究会)

ラディカル・フェミニストが多く集ま    主 催/北京 JAC女性に対する暴力

り、人権派 (売春の性的搾取、人権侵        コーカス

害を主張)及び、アンチポルノ派の結   問い合わせ先/北京 JAC事務局、ま

束という性格ももっていた。        たは03-38'16-1862日本婦人会議・津和
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19961隼度0じめくくり :

コーカス活昌産告原稿0お願い◆◆◆

早いもので19“年も暮れようとしています。

右往左往のニューズレターでしたが、ご協力

ありがとうございました。

さて、1997    と2月号は器 とし、

1年間を締めくくる年次報告書として発行の

予定です。各コーカス、各地域コーカスの活

動報告、および次年度への抱負などを掲載予

定です。12月の企画会議で決定の上、責任者

に原稿依頼を送ります。締め切りは1月 15日

の予tフ ロッピー提出となりますので、よ

ろしくお願い申しあげます。

◆◆◆もっとみなさん0声を :

匿名投積編軸筆0詢願い0◆◆

来年度から     を設けます。テーマ

は自由、400字以内。事務局までFAXか
お手紙で。なお、紙面の都合で1部省略する

船 もあります。さて、      には関し

ては、 フ姓郷瞬:について、言いたいi慶目

とテーマをしばります。199741月 15日 まで

にどしどじお寄せください。

◆◆◇署名原稿も量迎 :テーマと
―

望時期をお知らせください

…

研究発表・シンポジウム報告・提言など専

門的原稿も常時募集しています。事務局にご

一部Кださい。

$$会費納入0お願い$$
引き続き19瞬年度のA― Aも、よろしく

お願いします。

会費 (1997年 1月～12月)1万円

郵便口座番号 00250-7-66426

日座名    1諫 JAC事務局

飾 口塵曜警|

0644852

日座名   北京JAC事務局 (羽後静子)

北京」C第 6号  1996年 12月 1日発行

代表世話人 :荒丼佐よ子 北沢洋子 小宮山洋子 関口悦子 篠綺正美 羽後静子

船橋邦子 三隅佳子 武者小路公秀 山下泰子 若林冴子 (50音順)

■集・発行 北京JAC事務局 発行責任者 :荒井佐よ子 編藁責任者 :羽後静子
■集委員 :高機克子 奥山妙子 大角隆子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子 柳瀬満利子 富永浩央
〒233横浜市港南区港南 4‐ 10‐2 柳瀬事務所内北京JAC事務局内 FAX専用 ∝じ

“

7o348

日 北京JACカレンダー 日

■12月■

5日 (本X:0伽■ 渋谷女性センターアィリ

ス/ニューズレター晴

印覇発送・7号企画会議
12日 (木)6:30p エポックlo/

第 回女性に対する暴力

防止法制隣撃Ki議細は7ペ

ージ参照)

17日 (火 )6:30脚 渋谷女性センターアイリ

ス7階/全体定例会

■1"7年 1月■

7日 (火 )6:30pE 文京シビックセンター4

階会議室/第6回女性に

対する暴力防止法研究会

(詳細は4ページ参覇Э

15日 (水)   ニューズレター

報告書原稿締め切り

21日 (火)6:30pn 渋谷女性センターアイリ

ス7階/全体定例会

f・t膚書罰幽辱理iメ、≦ミ
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世界女性会議ロビイングネットワーク

ニグ_北京IC
3月号 1"嘱円月1日発行

子 ど も の` 商 業 的 性 的 搾 取 に 対 す る

議 員
t_法 |こ

―
い て

大臓議員とともに春題勝議日剛職と進めてい

る、子ども買春:ボル″・売春を尊しく規制
するための議員立法の

―
を報告します。

《買春について》

刑法では13歳未満め子どもとの性的行為

14Aの同意の有無職 |ら ― となり、

この規定は―
にも遭用されますが、親告

罪で告訴期間も6カ月と短いため、実質的に

適用は困難であり、日外犯の場合はさらに難

しくなります。また、児童福祉法ゃ売春防止

法でも買春者は処嗣対象■なりません.法制

局は刑法規定のない14歳ないし15歳未満

への引き上げを提案しており、これを検討し

_々います。また、     もヽ、国際的な警

察・       の確保、捜査・司法千

続きにおける機害者の   こなども課鍾

になっています。

《ポルノについて》

刑法のポルノ規制は「わいせつ」が基準で、

「子どもの人権」は考慮されませんし、児童

福祉法でも子どもを祟ルタに使用する行為は

十分に規制されていませ―ん。自治体の有害自

書等の規制は受け手である青少年にとつての

・     漱 断

で、子どもポルノ時 に厳しく

取り締まられる訳ではありません。そこでt

「ゎtヽせつ」に当たらないものも「子どもポ

ルノJと して新たな枠組みで規制する刑法の

特別法を検討しています
`.し

かし、「子ども

ポルノ」め定義、規制の範囲 (例えばヽ コミッ

タや合成画像は?)、 規霧する行為

`優

えば、

単純所持は?)、 などを詰める必要がありま
す。

《
観 輩 11｀百巣国内ぺ移送す■ と

を目的とする略取二誘拐を処副す4規理を設

けることであらゆる人身鸞置を処副すo、 と

いう提案がなされています。      ・
法案には被害者のケア・ リハビリ、この問

題に対する教育・啓発、    ・司法協力、

ODAを通じた協力などの施策についても盛

りi込みたいと考えています。

あらゆる性暴力の禁止に向かつての第ず歩

として、会員のみなさんとも連携しながら進

めていきたいと思いますのでよろしく創願い

します。        1

二
l―



ジェンダーの視点で環境政策にロビイングしよう

1992年環境サミツトから5年 目のNGOの世界的な動きと

日本の課題 弁護士

市民フオーラム2001では「環境と貿易J研

究会をこの 1年間開催し、それを通して次の3

点が見えてきたといえる。それは(1)貿易の対

象は一律でないこと、つまり食物と工業産品

とは同一には論じられないこと、(2)「 自由貿

易Jとは多国籍企業の規制なき貿易の容認で

あること、(3)国際的なステージとして国連以

外のWTOやAPECの存在が大きくなり、今後

国連がどのような役割を果たせるかが問題で

あるという3点である。

とりわけ、環境に一番重要な影響を与える

多国箱企業の規制に関しては、次の2点が挙げ

られる.まず、92年の地球サミットの裏側で

国連多国籍企業委員会が実質的に活動停止の

状態となり、多国籍企業行動基準は全く顧み

られなくなっている。 さらに、GATTか ら

WTい と貿易の協議の場が変化し(1996年 12

月に行われたWTOの閣僚会議では国際投資協

定 (Multilateral ln“ 由鵬正
`撻

購鵬nt以下M劫
の提案がなされた。このMIAが結ばれると投

資が自由化され、多国籍企業の独占的な活動
・
を許すことになる。にもかかわらず、この

MIAに反対したのは一部の国だけで、自由貿
・

易の名の下に規制撤廃による多国籍企業の国

際支配のステージが整いつつあるといえる。

このような状況のなかで、日本や途上国な

どのNGOでは、ターグットをどこに設定する

かが検討されている。 たとえば、 The Third

World Networkは国連特別総会に向けてM眈の

強化に反対する動きをうちだそうとしてい

る。また、日本では遺伝子組み替え食品の間

題をタァゲットにして環境週間には大々的に

キャンペーンをする予定である.

遺伝子組み替え食品の問題は以下の理由で

重要である。遺伝子を組み替えることによつ

て除草剤に強い大豆などが輸入されようとし

てtヽ るが、これらの食品は全く人間社会には

存在しないものであり、人体に悪影響が出て

からでは取 り返しのつかない可能性もある。

さらには、消費者が自分たちで命を守るとい

う観点から、多国籍企業の批判を身近なとこ

ろでできる可能性がある.そのうえ、これは

日本国内の問題にとどまらず、もうすぐ開催

される国際消費者連盟の大会でも「消費者の

権利Jと してこうした批判を打ちたす必要性

がある。

最後に環境問題においてどのようにジェン

ダーの視点を入れるかということだが、オル

タナテイプな社会の形成にとって、女性は生

活者・消費者として重要な役割を担つてい

る、という視点が考えられる。オルタナテイ

プな社会とは、現在の大量生産・大量移動・

大量消費の社会から地域循環社会へ移行する

ことを指す|そ のためにも、遺伝子組み替え

食品などの問題から消費者の権利を主張して

いくなど、女性の視点を貿易問題にも反映さ

せていくべきである。

ニーー 質疑応答

Q。 なぜ工業品と食物を別と考えるのか。

A.現在の流れとして、工業品も食物も一本化

して考えるのが主流になりつつある.そ こ

で、これでよいのかという問題提起として

あえて両者は別であるという視点が必要で

ある。        ・

Q.健康への影響を問うのであれば電磁波の間
:題

のほうがぎを要するのでは。    1
A.現在日本に輸入される予定の遺伝子組み替

え食品は少量であること、アメリカの基準

|´ にパスしたものだけで、多国籍企業である

モンサント社の大豆やとうもろこしてある

ことなどから、多国籍企業の批判も含む.

また、現在、日本政府は、輸入食物のうち

で遺伝子組み替えのみに表示が付けられな
いという見解なので、「表示Jを求める消

費者運動として有効な運動の展開の可能性

もある。   (以上まとめ担当・文責 西澤浩美)
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今国会・民法改正状況

昨年の衆議院議員選挙後、残念ながら、

右よりの
― くなっています。

12月の地方議会には、秋田県こ青森魚

岩手県などの市町村議会や岡山県議会など

に、「家族を崩壊させる民法改正反対Jの

陳情が、次々に出されてしまし―ヽ

4ゃは趣
―

、           100議

会に上っています.民法改正賛成の意見書
‐

は、13ですから、非常に困った事態とな

っています。この意見書は、中学の歴史教

科書から
―

」の記述を11除せよとい

う意見書とセットで、出されたりしていま

す.

現政権の     は、たびたび、民

法改正は慎重にと言う発言を繰り返してお

り、改正に消極的です.

与党の中でなかなか動きが無かったので、

前々から民法改正に積極的だった民主党は、

1月 21日に議員立法案を今国会に提出す

ると発表しました。内容は、選択的別姓は、

子どもの氏を子どもの出生時に届け出る、

そしてこ爆婚の際の養育費つ支払い確保制

度については    ■年以内に法整備

を行うというものです.よ り、市民の要求

に近い形での議員立法です。

そこ■  附 め|よう!民法改正ネット

ヮーク」は、超党派で民法改正に取り組ん

で、と各党にメッセージを送りました

2月 13日には、思い切って、パレンタ

インのチョコレートを持って、

自民党の3役に早く民法改正を実現しては

赤石千衣子

しいと手紙を渡してきました。と言っても、

糖 L
翌日、社民党の清        与

党政策調整会議の席上、民法改正で早く自

民党の中をまとめてほしいと山崎拓政調会

長に要求、山崎政調会長も「受け止めた」

と答えたということでした

2月末に、自民党が呼称上の氏を認める

という方式での別雌選択目の議員立法を考

えるという新聞記事がのりました。F籍に

は、改姓した氏を載せ、呼称上の氏をべつ

に載せるというもの。

例 山本花子 (田中)

tこちらがI離

さらに、村上正邦参議院議員は、それに

も反対で、通称使用案でいいと参議院自民

党から議員立法を出すと発表していますざ

民法改正ネットワークは、呼称上の氏で

は、混乱が起こり、不十分であることを伝

えようと今、3月 3日ですが、金力を上げ

ています.また婚外子の差別撤廃にういて

も法案から外さないように言っていかね畿

このニュースが届く頃には、家族法小委

員会が開かれて、自民党の方針が決まるか

とおもわれます。

地方議会に、男女共同参画社会の実現の

ために民法改正をというおだやかな陳情・

― 出すのもこの3月議会に是非お願い

いたします.         :
●/FAX“ZGO"2  赤石
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結

シンポジウム「教育にジ土ンダニの視点を :」 開かれる

「 ジェンダーの視点から教育を考える会」

この会は、昨夏、文部大臣が教育職員賛成

審議会に諮問した「新たな時代に向けた教員

養成の改善方策Jの検討事項に抜けている、

「男女共同参面社会をめざす教育Jと いう視

点を審議に含めるよう働きかけることを当面

の目的として発足した.

同審議会にはH月 に要望書を提出しt改善

の一つの柱として":1記 の視点を明確にするこ

と、教員賛成課穏のカリキュラムに女性学・

ジェンダー論を位置づけるなどの改善をする

こと、審餞会でこの問題についてのヒアリン

グを行うことの 3点を求めた(マ ンスリ‐北京JAC

Ho.5参照).
シンポジウム毅螢

この活動の一環として―ヽまた教育とジェン

ダーの‖1題 についての1霧
1議を教育関係者をは

じめ多くの人と共有するため、表題のシンポ

ジウムを1月 26日 に東京で開催した。はじめ

に会から上記の趣旨とこれまでの経過につい

て説明し、ついで3人が報告を行った。

お茶の水女子大学の舘かおるさんは、まず

大学における女性学・ ジェンダ■研究の意義

を踏まえ、高等教育以前の女性学・ ジェンダ

ー論教育の必要と、学校教育が性別カテゴリ

ーの多用と特性教育論などにより性の不平等

の再生産装置となっていることを強調した.

そして北京行動綱領・ 2000年 プランなどを賄

まえt改革:あ ための教育政策・研究・実践の

連携を訴え、外国の事例なども紹介した.

これを受け東京の目立第七小学校の吉田英

子さんが、ジェンダー ●フリ=の教育をめざ

し、長年、取り‖lん でいる男女混合名‐簿、授

業の進め方、保護者への対応などを含めた豊

富な臭農れとその成果を具体的に報告した.

最後に茨城大学の酒井はるみさんは、水戸

市で行われた行政主導による男女混合名簿の

導入の意義と限界を紹介したのち、ジェンダ

ー・ センシティプな教員養成のための方策と

して養成課程や再教育のあり方の検討の必要

を述べ、大学の女性教員を増やすことととも

に、教職課程に女性学やジェンダー論の科目

を増やしたり必修にすることなどを提案 した。

会場の文京区女性センターには、新潟・ 大

阪などからの参加者を含め 150人が集まり、

質疑では教育委員会と学校現場での取‐組みの

連携のあり方、教員養成課程の改善方法‐など

をめぐり議論が行われた。前者に関しては吉

田さんから、国立市の教育委員会と各校の連

携による組織的な取組み方:1関 し神黒競叩が

あり、当初は指導主事・ 校長 L教頭で構成さ

れた、市の男女平等教育推進委員会への各校

1人の教員の参加が、組合の要望により1989

年に実現したこと、各校に配分される研修謝

礼・図書費などの予算が有効であること、委

員会を作って指導手引を作成.したことなどが

‖l介 された。

今後の活動

教育職員養成審議会に対する要望害への賛

同は、全国の小学校から大学までの教員をは

じめ幅広い人たちから寄せられており|シ ン

ポの当日分も含め約 600人にのぼる.そ の後、

要望書は審議会の2月 の総会で、ようやく紹

介された模様だ.審議会は'4月 にはカリキュ

ラム改善案の中|‖は とめをし、7月 を目途に

答中を:!:す予定宅のでt会としてはそれに向

けて具体的な改善策の提案を行っていくこと

にしている|こ のほか改善策を実施した場合

に担当できる教員の実態についてのデータ収

集などもしており、当面は審議会への働きか

けに力点をおくが、この課題への学校現場で

の取編lみ 方などについても、今後、研究や実

践的な活動、また各地のネットヮークとの情

報交換などを行っていく予定だ。 (村松泰子)
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国熙会諷カレンダ‐

(1野3～1997o

このカレンダーはIntemattnal Tribune Onter

覇 畿 鐵 鶴 鶴 獣 藝 響
書

Comm聰3ktt m the ttatus orWommi4斡 血象覇お嘔
5Qh AnmttuttryoF C馴Ⅳ

日時 :3月 10日 ～21日

場所 :アメリカ ニューヨーク     ‐

RI●+S(アース・カウンシル主催》
Rb5駆騨 btt bythe‐■anh Ca動颯
日時 :1例口年3月 13日～19日  ‐

場所 :リ オデジヤネイロ プラジル

酪 先         ‐
■he Earth Coundl日 3in■ 0簡

“

二NewYor“
Tel:1‐212・62・998F田に1‐212oma6040 E‐ ぼL

““
h@undPOr8      ‐

第8回女性 と健康目藤会議
&L EnentF0 0■ Wm●饉駆爛|=0曲血

日時 :3月 16日 -20日   |■  ‐|‐

場所 :プラジル リオデジヤネイロ

鶴 先■15511■卿 F轟
"ユ

t-8
E‐ma■ healthmeetino     ■|

概織 器  響 彎
Ⅷ聰

日時 :4月 4日～5日   ~  ■
場所 :アメリカ ウエスト・バ■|ジニア |

連絡先:           ‐

第 S国‐田連持続 可能 |な開発姜 員会 tCSD5)
姉 m輛 0■ SEti山 8bL De■

""暉
|ヽ Sth S油由m

日時 :1"嘱臼月7日～お日 ■   |‐
場所 :アメ|リ カ ニューヨァタ

連絡先 :U"IDH翔卜N00鋳輔帥 甲舞ll・m肇
側 E‐mtt a     l  ■  ■‐

ジェングー
ジェンダーと
G●nder a Edumthttlntemm    ,
Trttm魏 hGしndE『 轟 ‐圏 utin‐ r
日時 :4月 16日～18日      |‐
場所 :イ ギリス コヴエントリー・ウォリ

'夕

大学

麟 先 :JoJane M畿 ,Confer-0響面醗F

露    耐血uk

要選私ズ羅肇楽業ズ シアプすす
織孟畷躍硫鼈串譲燎FeW°

mmゝ

日時 :6月 15日～郎日

場所 :アメリカ ニュージヤージー

輩  脇型喘躍8喜寧常
国連特別総会 (地球サミットH)

濡寄滋淑鷺1常:出:‖1  潟鰯甲
日時 :16月露日～27日

場所 :アメリカ ニューヨーク

第17会期目連女子差群♯廃委員会

暇 躙 卿
口ばD ■h

日時 :7月7日～
"嘔場所 :アメリカ‐ニューヨーク

喘織:暇
翻躍膠踏蹴電un鋼

アジア太平洋地域国際女性会議
人・権力・政治
Intemutionti Conferen"m Womm hthe A由 ‐

:P薔
驚 R可h。・ PemL P―rmd"mむ "

日時 :8月 11日～13日
‐
場所 1シンガポニル

議 :

1観
織 聴亀量認堀露

雌l鮨面臓m
Tcm5ご″ 嬌 10 F=鰯 酔 :Dl
E‐ 8iL SaFaよ hd“dwm.aCnz i

Web Sheittp・J―」― :Ⅷm■■ヨ砲印り8Phy

第2回女性と子どものジエネ‐プサミツト

紺  ノ門 騨 蹴 響
のパラダイム

|                                            |                    |              ||     |||||),

普諄18月 28日 ～コ)日 場所 :スイス ジユネープ

記驚麓:illyL露

=畷
島翼駐田rW°

ru鍮回口腱
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子
=額

決算額 : 整具

(1)会費収入 1,硼0000 19810,974 -3160974

C2)助成金収入 2鴫 000 2颯 000

lη,000

“

, 553 51。

“

7

費収入 2∞0000 155,382 44。 018

整期収入合計ω 2,02Q000 ■000鯛 -200900

~前
期繰越収支差額 0

収入合計0 2。 0200000 a鋼R9o9 …20,900

1辮騒織曹菫職8年12Hご 1日 )

《単位 8円》

I. 収入の部

H. 文出の部

勘定科豊_
予舞額 決算額 差 異

2.020。 000 1.326.324 693.176

:11lllijlilli__1111二1:::__1::¨ :̈]:::
175a鰤 96.260 78。 740

3吐Ш 340.033 -40.033

印ル嗜:三三二 100.(X〕 0 171▲ ll -71.

人件費 705.000 688。 263 16`737

― ―       ~
503000 25。 017 24ら 183

会場費 30.000 24.000

_荘菫量 340。 000 340。 ∞0

1_豊盤 300100C 3∞.000

_雑費 20.000 20。 000

(2〕
:日

定書置取得支出
‐

0 705000 -70.000

(3)壼金 l保霊金支出

支出合計0 2,02Q000 1,396,024 623,176

当期収支饉額0‐0
“

4,“5 ■ 44。 085

次期繰越収支整額0)‐0 0 饂 ,005 ■偽 005

※会費収入の端数は0銀行預金利息が含まれている.②会費振込み時,振込み手数料

を差し引いて納入した人が複数いること.③年度後半に入会した方が 1万円でなく

1000～ 3000円等を振込まれたこと,等の理由による.

※特別会費収入は10月 7日 のシンポジウムの収益の繰入金

※固定責
‐
産取得支出は電話加入権買い上げ支出

尚2月 14日  武者小路公秀氏による会計監査が滞りなく済んだことをご報告します.

会計担当世話人 。若林冴子

-6-



僣 ヒ京 JAC議 事 録 》
ま■

・1997.2.18   司会/議事録 羽後静子

:i  出席者/宮本 房野 杉内 向井 鈴木 及井 績鶏 若林 石川 荒井 大角 奥山 結方 く

■     西澤 小宮山 山下 高橋 湯浅 e露闘卜願不同)
,  `、

、J

I:Lrtl 研究会「 ジェンダーの観点で環境政 l｀ hrt2共通テーマ女性省・今後の取り組み

策にロビイングしよう-1992        船話的な性差別禁止法がない日

年環境サミットから5年目のNG       本の実情に基づけばt専門的に女
0の世界的な動きと日本の課題」      性のF・Hを扱う機関:ま必要。各国   t:

講師 斎藤誠 く弁護士 熱帯雨林保       の女性省に関する研究、および基   :
護法リーグ・ コーディネーター  l.    本法についても何を盛り込むかの

市民フォーラム2001運営委員)      研究が急務という話し合いがなさ   r
詳細は2ページ参照              れた。

｀  北 京 JA(C
全 国 ネ ッ ト ワ ー ク

シ ン ポ ジ ウ ム    ′

第2回北京JACシンポジウムは

7月 12日 (■)～ 1131寝 |(日 )

.  北九出市女性センタT・ ムープ     三

・   で開催されることが決まりました.     ・
_

・ :∵・ 二
北京JACの共通テ|■‐をある「女性省、

・
 :刻ヒ大臣、         のWLJと とも

に「女性:こ対する暴力機廃のための

民法や     、― らの間嚇 とし

・―
′:せ

農漁村問題、沖縄D女性と暴力の問題など

をテーマに考えています。

Jh~JAC地燿|コ
ー■カスのネットワークを

1｀ 1深
めるために、企画の段階から地域コーカス

の担当者とご職 したいと思います。鋤

をよろしく創願いします。

シンポジウム委員長/′!ヽ宮山洋子  
‐‐

副委員長/関口悦子

報 ν

北京JAC九州・山口・沖縄
: '~i   

準備委員長/三隅佳子

副委員長/癬崎正美

日 3月全鮨赳鵬題題 ロ

日時/3月 18日 (火)6:30～9:00pE

銭 月懸滋戯 :セ ンターアイリス7階

議題/Part1  6:30～ 7:00pE

代表世話人会・

Part2    7:00-9:00p■

共通テーマ「女性省・女性大臣・

基本法・推進体制」コーカス

獅 /
「男女評Ч着覇陽贄について」

担当/羽後

どL シンポジウムのお知らせ 選L
ぜったいほしい民法改正今国会て成立を !

日時 :3月 20日 (木)午後1時30分   ■

会場 :東京都

(飯田橋・セントラルプラザ11階)

コーディネーター :福島瑞穂 (弁護士)

(泄 )

参加費 1800円
主催 :すすめよう:民法改正ネットワーク

-7-



メ″ 事義月より ri.

のお知らせ

…

事務局は、ただいま渋谷へ引っ越し中です.

これまで北東 JAC事務局は、横浜の柳瀬事

務所の一角をお借りしていましたが、渋谷女

性センター・アイリスのすぐ近くに事務局と

して使える場所が確保できましたので、北京

JACO拠点を渋谷

“

移すことにしました。

FAXの移転など事だ手続きが完了。してい

ませんので、当分は現在あところ、こ澤絡く

ださい.次回のニュースレターに新しい連絡

先硼 を指載します.また、地方の会朗

に、宿泊出来るように整えますのでご活用く

ださい。

柳瀬事務所の方々には、本当にいろいろお

世話になりました.温かくサポートしてTさ つ

たことに心から感謝申し上げます。

■■■年次報告書遅刊のおわびJJJ

当初2月に発行予定でしたが、内容のより

一層の充実を図るために、発行を選らせるこ

とになりました。多くの方々にお忙しい時期

に原稿を創願いし申し訳ございませルでし.た・

現在、鋭意編集中ですので、もうし|ば―らくお

待ち下さい。

VAV属議 劇 陣 VAV

ニュースレターに掲載する原稿を常時募集

しています。テーマと掲載希望時期を事務局

までご連絡くださいo

■ 北京 JACカ レングー ■

■3月■  ■

3日 (月 )6:‖
"知

回女性に対する暴力

防止法研究会/東京ウイ

メンズプラザ

6日 (木)4:田ロ ニューズレター

難
Q

女性センタニアイリス

18日 (火】:田

"全
体定例会    セ

ンターアイリス7階

■4月■

3日 (本)4:00ロ ニューズレター

難 ・ 噺

女性センターアイリス

15日 (火鴻:闘脚 全体定例会    セ

ンタニアイリス7階

21日 (月 I:覇凛Eイ

$$会費納入のお願い$$

引き続き1側■饉μ曖績訥八も、よろしく

創願いします.

会費 (1997年 1月～12月)1万円

郵便口座番号 t 250-7-66426

口座名   北京JAC事務局

節 口酔

呻 2

口酪 1鯨 JAC事嘔匿K    )

北京JC第 7号  1997年 3月 1日発行

代表世嬌人 :荒丼佐よ子 小宮山洋子 田口悦子 機崎正彙 羽後静子

船橋邦子 三隅佳子 露者″ヽ路rA3 山下豪子 着林冴子150音願)

●集・発行 JtttJAC事務局 発電責任者 :荒井佐よ子 綱集責任者 :琴後静子

■集委員:高機克手
`奥

山妙子 大角饉子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子

〒233 横浜市潜南区港南4‐ 10‐2 柳瀬専務所内北京JC事務局内 FAX専用

椰 闘 剛 子

045癬 7‐3648

-8-



総理府  男女共同参日審議会饉鶴要求についての回答

3月  8日

北京JAC共通テーマ『女性省 (― 臣・ 基薄荘・ 推進体制の強化)Jコーカス

責任者 羽後 静子

去る2月 18日、総理府講堂において「男女共同参画社会の形成の促進に関ける主要省

庁の課題、国連総会第 3委員会、女子差別撤廃委員会について聞く会Jが開催されました。

主要省庁の課題について、特に2000年プラン推進、実現に目係する各省庁から予算

を中心に掛 ありまし,L(資料同封)

男女共同参画審積会関達予算は、200万の増頓にこれは閣議決定した4月以降の新た

な審議会設■準備と25名の審識委員関連の予算です.

北京JACは、95年発足以来、審議会の情報公開を求めてロビイングを行ってきまし

た.北京JACの提出した提言がきっかけとなって、 (つまり北京JACからの提言だけ

を受け取るのは、全国の国民の声を反映していないということで)総理府は「綸点整理J

に対して、金田からNGOの提言をFAXで受け付ける方針を固めました.518に及ぶ

団体、個人からFAXが送られ、積み上げたFAX用紙の厚さが 15センチほどになった

という話しは、もうすっかり有名になりました

北京JACはその後も、-0公 開と傍聴を要求してきました.議事録については、

95年 12月以降公開されましたが、傍聴については、 r― のコンセンサスが得ら

れない」というのが昨年までの回答でした.2月 18日の F聞 く会Jで再度要求したころ

「室は審菫会の

“

屋が猿いために、薔薇を許可することができない」というのがヽ今回

の名取はにわ室長の回答でした.政府審織会の情報公開については、すでに閣議決定 (95

年11月 ?)されており、全体としては、議事録の公開や徳聴を認めている審議会もありま丸

しかし政府としては続■されておらず、―
の発言者名の公表の有無など、審議会に

よつてその方針はばらばらのようです.北凛JACと しては、今後も審機会徳聴を要求し

ていく予定です.以上、審議会傍聯要求についての中間報告でし亀

これに関しての情報や、アイデアのあるかたは、事覇局羽後までご連絡ください.
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世界女性会議ロピイングネットヮーク

マンズリー#京 C 第′号
亀ヴ町 Ⅲ 薇 スr_J閥 町 Ch釧「  4月 号 1"7年 4月 旧 発行

最 近 の 国 会 の 動 ≡彗-3月北京JAC朗 鍾 演よリ

◆男女共同参画審議会の設置は、参議院でも

成立した。

◆

少子化、
―

き¬般化など社会の変化

に́より、入所の仕組みの変更、自由化を橘

通れば平成10年より「保育に欠ける児童の措

置Jと しての保育所から、保護者が選択でき

る「保     に変わる。国、地方自治

体が法的義務として負担している保育料は、

原則定額として親から徴収する。当

額負担案であったが、社民党の奮闘で、応能

負担に。現行の地段階を7段階にする小幅の

改正になった。人退所時間も保育所が任意で

決める。ただし延長保育費用には公費は使わ

ないという方向を、エンゼル・プランは国の

責任として、現行の水準より後退させないと

いう3-を した。が、国は規制緩和の一

環として、民営化の方向で保育料負担を増額

させようとしている.監視が必要である。
|◆

民法改正

自―
は通務使用、原則はファミリイネ

ームを維持。他党の案は子どもの氏をいつ決

めるかで差がある。法制審議会の法案は結婚

時であるが、社民・民主党案は出出時に夫婦

の話し合いで決める。非嫡出子に関しては自

民党は絶対反対である。
―

をはずして

も民法改正案はどういう形で成立するかは分

からない。自民党から民法改正プロジェクト

チームを作ってほしいという要望がある。

◆雇用

執行機関として第二者機関を作るのがベス

トだが、現実的対応として調停委員会で行う。

一方当時者の申請で調停は開始できる。相手

-1-

舞 麟

方の同意要件は削除される。ボジティプ・ア

クションは法釣義務ではなく「援助闇置1に。

労働省のアファーマティプ・アクション研究

会でガイドラインを討議中。企業名の公表は

なんとかOKになった。セクハラは環境型の

み対象ということだったが、均等法の中で対

価型も含めて配慮義務に。間接差別は時期早

尚と見送られた。

女子保護規定の議廃は、労働基準法による

男女共通の規制にしなくてはならない。子ど

もをもつ男女に
―

を拒否できる権利を入

れこんだ。法的な枠組みを組み替えた第一歩

と評価したい。ただし、事業の正常な運営が

条件という    と同じバランス条項が入っ

た。

時闘外労働は拒否の請求権が議論されたが、

男性が拒否する運動をしていない。努力義務

規定というのが法制局の考えだが、請求権に

はならない。中     が7月 までに結

論を出す。婦    審議会委員をオブザ

ーバーにと要求したが実現していない。

◆パート法の見直し

学者による「パートタイマー労働研究会」

は最初に法改正ありきではなく、法改正すれ

ば何が変わるかを議論している。中 ミート

タイマーの賃金を外部市場でなく、内部市場

(企業)で決めると格差が拡大し、均等処遇

はかえってマイナスになるという意見である。

同一労働同一賃金ではなく、同¬義務同=賃

金 (拘床性を含む)論が、現在の労働法理論

にある。8月 に結論が出される。6～ 7月 中

に反論しなければと、危機感をもっている。

(文責・高橋)



第 4■ 回 国 連 女 性 α)」也 仁 L選委 拝載く会

oこ 奪彗聯象彰舞カロ lノ ¬C(3月 10日 ～21日 、ニューヨーク)

加藤登紀子

第41回 国連女性の地位委員会(∝1)が 3月 に

ニューョークの回連本部で開催、い750周年

記念セレモニーも行われた。今年のCSWは 、

北京会議の傍聴資格をもつNGOな ら、∞ns

ultatiVe statusの資格申請手続 きをすれば

(資格をとれるかは別問題)併聴でき、私は

ァジア女性会議ネットワークから参加。CST

は昨年から北京会議のフォローアップで行動

綱領の12重大領域について討議 している。今

年は環境、政治と政策決定、経済、教育と調

練の 4領域。 1週間目は、各テーマ毎に政府

や専門家、市民団体、国連機関を代表するパ

ネリス トのスピーチの後、政府や国連機関が

意見を述べた。フロアーからもいくつかのN

GOが発言 した。アンペイ ドワ~ク に関する

Internationa1 7omen   Count Net■ ork`)Jて

性たちのロビイングに私も加わったが、この

グループの女性 も発言を行った。 2週間目は

合意結論をまとめるための討議を行った。 こ

こではNCOと して感 じたこと、来年のCSTに 向

け必要なことなどに絞 って報告する。

日本のNCOと してはアジア女性会議ネット

ヮークの他、キ リス ト教非戦平和団体など、

9人が参加。政府代表団は代表の有馬真喜子

さん、国連公使齊賀富美子さんをはじめ外務

省、労働省、文部省、男女共同参画室など

(環境庁不参加 )。 昼食会に招かれた時に、

“7で草案を討議中の女性差別撤廃条約の選択

議定書について、消極的だという日本政府の

意見を聞いた。選択議定書の個人通報制度は

国内で手を尽 くした後訴える制度だが日本政

府は、技術面のFDq題、社会権規約的条文(人

権侵害の定義が広い)も 多いことなど、時間

をかけ慎重に検討する必要があるとの見解だっ

た。実現の方向で検討 してほしいと要望 した。

草案の討議では、個人に加え団体も通報でき

るかなどが未合意だ。毎朝のNCOプ リーフィ

ングには国連機関や政府代表、NGOが報告 し

たが、来年は国連の人権宣言50周年であり、C

STも 女性に対する暴力や紛争などの領域がテ

ーマでもあるので、できれば来年のCSTで草案

を採択 したい、NGOが影響を与えるにはこの6

カ月間が勝負という くただし最近来日した国

際女性の権利監視協会 17RAロ メンパーによれ

ば2-3年 はかかるとの意見)。

今年は前日の討議をまとめた『Earth Bull

ellliti裏

1墓』]二1訴撼奎墓ふ:」千野ら
れない。また、国連の財政難で会議の公式文

書が各NG0 3部から1部づつに減らされ手に

入れそこねる文書も出てきた。また、討議途

中に政府代表団に配る文書をNGOは もらえず、

余れば後ろの机からとるしかない。なお、合

意結論については、経済のアンペイドワーク

の部分はロビイングが実り満足のいく形で落

ち着いた。傍聴していなかったが「環境」の財

産権に関する部分では日本が棄権したというo

私たちアジアの女性も何度か会合をもち、

情報交換していくことになった。中心はフイ

リピンのISIS、 情報に強い女性団体だ。国連

事務務給長のジェンダーに関する特別アドバ

ィザーとなったアンジェラ・ キングさんY要

望書も届けた.内容は1費格認定 (11月頃に

結果が出るらしい)を スピードアップする、

CSTの情報を事前に早くNGOに流すなど。「認

定を早めるために自国の政府に働きかけると

いい。 DPI(Depart口 ent of Public lnformati

On)の資格(情報提供が目的、会議に参加可能・

発言権なし)も ある」との返事だった。

来年の

“

1に 向けNGOがやるべきことは、地

域レベルでもっとインプットが必要なこと、

テーマ毎のタスクフォースをつくること、パ

ネルデイスカツシヨンのパネリストの人選に

影響を与えることである、などの意見が出た
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勘定科目 予算額

(1)会費収入 1,700,000

(2)助成金収入 0

(3)カ ンパ収入 200,000

(4)事業費収入 100,000

当期収入合計 (A) 2,000,000

前期繰越収支差額 644,085

収入合計 (3) 2,644,085

平成9年度収支予算計算書  I
(自 平成9年二月 1日 至平成9年 12月 31日 )

(単位 :円 )I: 収入の部

H。 支出の部

*会賞収入は、前年度予定額より20万

円増を計上し、会贅の更なる増加を

期待

*事業収入は、海外情報の翻訳等出版事

業及びシンポジウム等事業収入を予定

*支出については、柳瀬事務所 (無料で

お借りしていました)から渋谷に事務

所を移すことになりましたので、家賃

等の必要支出項目を設定しました.

この経費は昨年度の「繰越金とアルバ

イ ト経費Jがあてられます.尚、今年

度は常勤アルバイトは使わず、事務局

員の協力で運営する予定です.

会員の皆様のご協力大歓迎です !

勘定科 目 予算額

(1)管理費 2.454。 085

電話・ Fax 180,000

切手・送料 350,000

印霧1・ コピー 200,000

事務所家賃 960.000

文具費 50。 000

会場費 10,000

事業費 200.000

報告書 300,000

人件費 1200000

雑費 84。 085

(2)固定資産取得支出 0

(3)敷金・保証金支出 190,000

支出合計(Q 2,644,085

6′ 1′ l,085

次期繰越収支差額 (B)― (C) 0
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―北京世界女性会議 2周年一

北京 ″

"2回
シンポ ジタム i老鬼〃

√属α日脚
"撃

「を変える―ルなたの″Eが戴″む変えるノ

日時 7月 12日 (土)13日 (日 )場 所 北九州市女性センター「ムープJ

〒81m北九州市小倉北区大手 H‐ 4 Tel"3・田じ399 h側 曝田B5107

主催 北京JAC全国ネットワ→実行委員会

7月 12日 (土)

受付 12:00  開演 12:30

開会行事 1230o13:00

開会のことば

‐
来賓挨拶

メッセージ 男女共同参画室

北京 JAC全体活職報告

全体会議 ―シンポ ジタム

舅Fガ ″  ゴ,θりLゴj“負9  御

/JIへ″″どイングtアジアとのオノハノータノ

ー行動綱領・ ビジョン・2000年プランの実現のために一

第′″ J薇》」Z“ 修J

クロηタプランヘの書詑 勧 一分科会のための日題提起―

夕食・交流会 17:15‐ 18:30

分澤釜TJθ η′―クシヨンノ

″ J″ ゴar5_″r"〔分科タ

1.女性と暴力 2.環境と女性 3.女性と_労働 4.農村漁村と女

性  5.民 法改問題 6.リ プロダクティプ ヘルス・ライツ 7.女

性の政治参画 8.女性と国際化 9女性と教育 10。 女性とメディア
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7月 13日 (日 )

塗   一地霧 会・分澤会報告

』ダイJF 豊讚聾ゴ劉

「北東 Л σ全麟ネノハノーキングど,ど7ァグ上

―地方議会・日本政府・国連ヘ

螢路 虚

“

ハ・―メノ 地域 コーカル メノハワ~キングこヽ″ゲτ

IIJα聾■2“ ハ・―メ″ 分科」会″庁

12:00‐12:20   北京 JACか らの提言

閉会のことば

r/rグ瀑 は、」g97年
`″

θβ翼在の 3ので九 ノ

参加予定者 (4月 10日 現在)

荒井佐 よ子/緒 方由美子/大沢真理 /大角隆子 /大脇雅子 /加藤登紀

子 /小宮山洋子 /篠崎正美/清水澄子 /斎藤誠/関口悦子 /中 嶋里美

/中西珠子/羽後静子/福 島瑞穂 /船僑邦子/堀 口悦7松 本惟子/三隅

佳子 /武者小路公秀 /柳瀬満利子 /若林冴子   (50音D

予 告

窮「′目叱膚

“

σシ′ぶ ジク4・ 東京ギ昔会
“

ご公″ノォー7~ム

ョ∠笙 FrFJ ″ クィさンズプラガ

参加にっぃてのお問い合わせ、参加登録については、北京 JAc事務局

へF▲ Xでお願いします.

北京 JAC事務局 03-3407-7922
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代 表 世 _人    告

日 時/2月 24日 (月 )

《tた5t葬肇
=項
員》

①1996年の事業報告と決算報告、1997年度の

予算を了れ 3月の全体会で報告する。

②これまでの世話人会と全体会の在り方を、

1年間の経験を踏まえて以下のとおり改める。

◇決定機関として年:ご1回総会を開く。

◇通常の事項は世話人会で決め、全体会

に報告する。

0世話人会について

◇原則として2カ 月に1回開く。

◇全体会のある第3火曜日の前日、第 3月

曜日に。

◇事前に議題をなるべく連絡、欠席の場合

は意見を寄せておき、決定には従う。

◇次回は4月 14日 6:30「～。主な議題は規

約作丸

④世話人の交代

◇本年は 1年目の担当者が引き続き担当す

る。

◇北沢洋子さん、松本惟子さんが退くため、

新たに1年目の実績から大角隆子さん、

柳瀬満利子さんが加わる。

0報告書およびニュースレターについて

◇20∞年までの第 1次報告 (前半期)分と

の位置づけで、4月 ごろをめどに、遅く

とも7月のシンポジウムまでにはまとめ

る。

◇ニュースレターはなるべく体まずに次号

3月から毎月発行する。

③第2回シンポジウムについて

◇7月 12日 (土 )13日 (日 )に北九洲で行う。

◇会場費はムープ月間のため無料

◇12日午後全体会を行う。

・第一部として全体テーマの「女性基本

法Jと「女性省Jを取り上げる。

・第二部は、テーマコーカスの中から、

今年動きのある「暴力」 (沖縄の積極的

参加を)、 「労働J「民法」「環境」お

よび地方で行うので「地方議会 (政治)」

「農業」を取り上げる。

◇交流会をはさんで夜分科会を開く。

◇13日 はJACの地方総会を行う。 (ノ酬

と新潟の打ち合わせを事前に行う)

◇今年は地方自治体が20004を 目指したプ

ランを作るので、それを盛り込む決議を

したい。

◇運営は実行委員会で行う。メンパーは代

表世話人、テーマコーカスの代表、事務

局。シンポジウム委員長は小宮山洋子

副委員長は関口悦子。

0人権擁護施策推進法のための審議会への候

補者リストとして、JACか らは津和慶子、

山下泰子、羽後静子をあげる。

(文責・小宮山)

日 4月全傷醐議洒題 日

時/4月 15日 (火)6:30脚～

場/渋谷女性センター・アイリス

Partl.運営報告/6:30～7100脚

1.シ ンポジウム実行委員会報告

2。 第一回北床JAC
3。 その他

Part2.研究会・ ロビイング報告/
7:00-9:00p田

北涼H AC共通テーマ・女性1

～朝国:こ学ぶJ

報告者/清水澄子 松本惟子 小宮山洋

羽後静子

「新審議会と女性基本法について
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《ゴL豪貫 JAC群 詭驀諄多摯》

1997.3. 18
司会/議事録 ノト宮山

出席者 :大角 向井 津和 1渡辺 角騰 関口 羽後 杉内 三隅 森本 i房野 鈴木 柳瀬

高橋 若林 及位 赤石 JL日 (敬称略順不同)

Partl.事務局運営報告

1.会計報告/報告者・若林

今年の予算報告 (5ページ参照)

2.新事務所について/報告者・羽後

会員の有効劇用を考慮して渋谷に拠点を移軌

柳瀬事務所への感謝を表明 (8ページ参照)

30代表世話人会の報告/報告者・小宮山

(6ページ参照)

Part2.研究会・ロピイング報告

1.女性問題関連の国会の動き/報告者・参

男女共同参画審議会の設置Ь児童福祉法改正。

雇用      見直しなど。

(1ページ参照)

2.        /
赤石～選択制別姓が本質と市民の側からの改

正を要望、3月 210日 の集会で超党派で取り組
むように申し入れる。 向井 (円より子事務

所)～参加部会では法務省案にまとまりそう

である。

3.“「人権教育のための国連10年」に関す

る国内行動計画 に対する意見の検討、他

(下段参照)

「人権教育のための目遠 lo年Jの中間まとめについての意見書

内閣総理大臣官房男女共同参画室 御中

1997年 3月 31日 北京 JAC

前項路

なお、以下の点につきまして具体的な要請がありましたので、次回報告書作成の際に

は、是非ご検討いただきますようお願い申しあげます。         ・

1.基本的考え方 (1)(2)の中に {女性差別撤廃条約〕 {女性の権利は人権である)

の文言を盛り込むこと。

2.(4)特 定職業従事者に対する人権教育に 1裁判官)を明記すること。

3.(4)⑥ イ ホームヘルバーや福祉施設に対する (子ども)の前に、 {母子家庭}を

挿入すること。

4e重要課題への対応 (1)女性のところで、 〔商工 。自営業〕を加えること。また、

{外国人女性とくに女性移住労働者〕についても、対象として加えること。

5。 NGOとの連帯、役割について具体的に明記すること。

6.情報公開などを含む、政府のアカンタビリティーの保証体制について明記すること。

提言代表    赤石千衣子 斉藤誠 房野桂 武者小路公秀
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ノ  4露 務 療 夢よ グ  ノ

゛゛゛務凛場所″アーノンιrιオ゛φ゛

先号でお伝えしました通り、下記に新しい

事務所がオープンしました。定例会の会場で

ある渋谷女性センター 07イ リスより、徒歩

3分のマンションの■室です。コンピュータ

ー、ファックス、電話の他、書類闘などの備

品も大かた用意できました。代表世話人会、

シンポジウム委員会などの会議は、
―

t・

開きます。ただし、現在、常駐の担当者はい

ませんので、連絡はFAXで。また、定例会

などにご出席の地方会員の宿泊も出来ますの

で、事前に連絡のうえ、ご利用ください。

覆‖ 50 コ扇議「輝 湊谷1-3-18
ビラ・ モデルナB207
T&F03-3407-7922

■ 北京JACカ レンダー ■

■4月■

10日 (木)4:0“■渋谷女性センター・ア

イリス/ニ ュースレタ

ー8号■明覇閣送

14日 (月 )6:30「 ―
/    人会

15日 (火)6:mpE渋谷1女性センター・ア

イリス/

17日 (木X:30「 渋谷女性センター・ア

イリス/暴力防止法コーカス研究会/

「女性に対する暴力防止法を作った

イタリア
ー

|について_属師 :茜

ケ久保徹郎さん(在イタリア、社会新

報特派員)

21日 (月 )6:30「 事務所/シ ンポジウム

実行委員会

■ 5月■

1日 (本)4:00pE渋谷女性センター・ア

イリス/ニュースレタ

ーデ号E「H新
20日 (火)6:30「     センター・ア

イリス/

$$会費鶴入0お願い$$
会費 (1997年 1月～12月 )

鞭 口震鋼酵号 0050-7-66426

日座名    JLttJ A C事務局
・
銀行日座番号 東京三菱銀行戸塚支店

0囲 52

北京 JAC事務局 (羽後静子)

恵比寿ヘ

※封筒の住所は未訂正ですので、

ださい。

ご競 く

口座名

北京JAC第 8号  1997年 4月 1日発行
代表世話人 :荒井佐よ子 小宮山洋子 ■口悦子 篠崎正美 羽後静子

船橋邦子 三隅佳子 武者小路公秀 山下泰子 若林冴子(50音順)
編集・発行 北京JAC事務局 発行責任者 :荒井佐よ子 颯集責任者 :羽後静子

=集
委員 :高信克子 奥山妙子 大角隆子 新井場貞子 若林冴子 西川けい子 柳瀬満利子 西澤浩美〒150 東京都渋谷区渋谷lo3‐18 ビラ・モデルナB207 1ヒ京JAC TEL81FAX03‐3407‐7922

棘γ禁)、姦
常

仁丹ビル

北京」C事務所
渋谷区渋谷 l‐}18
ヒ・ラ・モテ・

"B207
三色の大きな麟が薔印曜す.
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世界女性会議ロピイングネットワーク

▼ンスリー北京 C
′
匈 賭 均 朋 ス側 ほ 劇 町 姉

第′号
月号 1997年 5月 1日発行

J里ゴを手t「珊瑾鼻|‐1重
=`ま

、 コド:豊当igこ尋事費力か -4月     から

男女謀編鯵靱肇詳妻舗盗案は動 でも遜

したが、ビジョンには入っていた「 ジェンダ

ーの観点」が、その目的の項ですっぼり抜け

ている。折角ビジョンを出しながら、これて

は男女共同参画が何を意味するか分からない。

しか―
も、国連への報告書では「男

という表現になっている。韓国は「男女平等」

とはっきりうたっている。日本では官僚の手

によって、「男女平等」を「男女共同参画」

と言うような、巧妙なすり替えが行われてい

ることに、1時たんたる思いである。

アンペードワークについては、日本が北京

めて取り組んだことになる

が、男女共同製離銀   画庁に何の要望

も出していなし―ヽ。ヨーロッパでは「 アンペイ

ドの評価」の目的を、男女平等推進、新たな

雇用創出と政策の見直し、と明確にして続計

調査を行っているが、日本はジェンダーの視

点での調査の意味が理解されていない。経済

的評価では、総濃庁の囃会生活基本調査を活

用しており、アンペイドの新たな調査という

姿勢はない。しかも、調査の賃金には見習い

o賃金を当てはめるというように、結果とし

てアンペイドワークの:理離な鯖 は出にくい。

5月 15日に発表されるが、その際に、適切

な基礎デーダを使っていない点を発表してく

れと言ってある。

均等法については、女子保護規定のみ撤廃

して、その受け皿がないのはこわい。育児休

業法の推進や男女共通の

を作らなければいけない。今、水面下で動い

ている。

は、民主党案は出生時に子どもの

氏を決めるというもの。自民党案はまだ正式

に発表されていない。私は、自民党に与党の

「民故改正に関するプロジェクト」を要求し、

それが設置され、第一回会合を開いた。自民

党は「通称制度ではダメか」と言ったが、ダ

メと答えてある。国会議員に女性に対する人

権意識が薄い。論議を始|めて啓発しないとい

けないと思っている。

児童翻圏質如正は参議院でも通ったが、子

どもの人権に対する女性たちの運動はなかっ

た。学童保育が法律で決まった点は

だが、反社会的であるとして、不登校児も教

護院に入れるなど、めちゃくちゃなところも

あった。子どもの権利条約を理念に入れて改

めて法改正を求める   をつけた。子ど

もの性的虐待については、是非改正すべきと

付帯決議を入れた。役所も同意しているが、

今後は、保育所や      の    が

決まっていくので、継続した取り組みが必要

だ。

参議院50      として、「女性国

会Jを企画している。各党の    で実行

委員会を作り、10月 3、 4日 に開催する。

その参加者は
―

だけでなく、全国から

経済ヽ外交などきまざまな分野で論文を募集

して「議員Jを選ぶ。下般公募になるので、

女性グループからも是非申し込んで欲しい。
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北京 JヽC5月 研究会報告

基本法案―韓国の基本法を事例として

報告 羽後静子

1、「女性基本法J案の根拠

女性のための包括的な基本法策定の必

要が提案されたのは、男女共同参画審議

会が、昨年 (平成 8年)7月 30日 に発表し

測『 男女共同参画ビジョン』においてです。

ここでは、「1法律に基づく諮問機関を設置

すべきであ&あ わせて、男女共同参画社

会の実現を促進するための基本的な法律

について速やかに検討を進めるべきである

(37ページ)。 Jとあります。凛 を受けて、男

女共同参面推進本部は、12月 :ご男女共

同参画 2000年カ ンー男女共同参両社会

の形成の促進に関する平成 12年 (西暦

知∞ 年)度までの国内行動計画―』を策定

しましフLこのプランは、3部から構成されて

いますが、この第 3部 計画の推進の申に、

以下のように盛り込まれ‐ まヽす。

第 3部 計画の推進

3。 総合的な推進体制の整備・強化

(1)国内本部機構の組織・機能強化の具

体策として

・男女共同参両社会の実現を促進す

るための基本的な法律の検討など―

男女共同参面社会の実現を促進す

るための基本的な法律について検

討を進める。(93頁 )

2.韓国における「女性発展基本法Jの構成

と内容

韓国では、96年にすでに「女性発展基本

法Jが制定されています。

韓日には、2つの大きな女性運動の流れ

力お ります。1つは、解放以降、今日まで保

守的な立場を取る、1059年に設立された韓

国女性団体協議会で、もう1つは、1970年

代、軍事独裁政権に抵抗しつつ民主化運

動で聞つてきた韓目女性団体連合です。韓

国は、日本と違い大統領制という直接民主

制なので、大統領選に向けて女性団体のロ

ビイガ が大きな圧力となり、選挙戦に大き

な影響を与えています。大統領候補者が、、

選挙公約に、女性の地位向上や人権を掲

げ‐ る`と、当選後は、この公約を実行に移

さなければなりません。女性団体も監視の

目を光btています。19田 年には、政務長

官G2)室が設置され事実上の女性担当大

臣が誕生、9/3年には、性暴力特別法が制

定され、94年には、国会に女性特別委員

会力S設置されましたぉまさに1ヒ京 JAC力 こ`

れからやろうとしていることが、制度的には

実現しているのです.現実の運用面に問題

め るとしても、北京 JACとしては、J大いに

学び、参考にしたいと思います。まず韓国の

ケースを学ぶことで、自分たちの基本法の

中身について考え、北京 JAC案な りま

しょう。

2、 韓日基本法の構成と内容

韓国の基本法は、6章 36知もなり、

女性政策基本計画、女性政策の基本的

施策、女性発展基金、女性団体への支

援などが主たる内容です。

目的、基本理念、地方自治体の義務など

に始まり、特徴としては、、アフアーマアイ

プ・アクションの導入と女性政策国家委員

会、性差別撤廃委員会の設置など力ち

げられます。

斎 藤 賊 私 案 ′こ つ い て

北京JACの貴重な男性会員の 1人、弁護士の斎藤議さんが、『男女共同参画ビジョ

ン』を基本的理念において、『女性基本法案Jを策定されました

今後、女性議員の方々にも、ご協力いただき、案をさらに練つていきたいと予定し

ています。環境基本法がモデルとなつていますL韓目の基本法翻訳と、斎藤北京 JAC

私案は、付録として同封しています。どういう法律をつくつたらよいか、 積極的にご

意見を事務局までお寄せくださし、
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北京世界女性会議以後のフランスのNGOの動き
―「女性の権利のための全国団体」―

縄本玲子

北京世界女性会議から2年、今年、フランス モラル」、「労働の権利」、「家族と家族政

では、3月 8日 の国際女性デーを中心に、様々な 策」、「国際連帯」の8つの部会が開かれ、こ

会議や集会が行われた。特に、パリテ監視委員 の一年間、準備してきた各部会の委員の代表

会のジゼル・アリミが「政治の中の男性と女性 が、テーマ別に30分の提言をした。さらに会場

のパリテのための委員会報告Jを アラン・ジュ から各部会とも一人5分程度、30o40人 の意見発

べ首相に提出し、それ力f3月 H日 の国民議会で 表があり、それらを反映して、最終日に行動綱

審議された。                 領がまとめられた。

また、3月 15日 ‐16日 には、「女性の権利のた

めの全国団制 が、大規模な「女性の権利要求
のための行動綱領作成の全国大会」を開催し

た。これらのこともあって、今年の国際女性デ
ーは、新聞、テレビ、ラジオなど、メデイアが

盛んに取り上げた。

特にその中で、「女性の権利のための全国団

体」(α』k酬饉Fttm poules tt desf― s)

の動きが注目される.

☆☆ 女性の権利のための全国団体 ☆☆

1"5年‖月25日 に、CADAC(中絶と避妊の

権利を要求する諸団体の調整連絡会)の呼びか

けで、フェミニスト・女性団体、労働組合、政

党など、地方からの参加を含めて149団体が、
パステイーユからリシュリュー・リドロまで、

4万人規模 (主催者発表)の デモ行進を行っ

た。このデモ行進の直後に、「女性の権利のた

めの統一団体」 (側:∝ば uni面
"Purlos D面 “des Femmes)が結成され、その後、「女性の権

利のための全国団制 に名称が変更された。

翌年 (19%年)の3月 3日‐24日 に、パリ
"区の郵便局の集会場に、全国から約200人の各団

体の代表が集まり、1995年 H月万日のデモ行進

の総括が行われ、行動綱領作成のための全国大

会開催を目指して8つの委員会が作られた。

そして、今年 (19野年)の 3月 15日‐16日 に、
パリの郊外プレネ・サンドニに、全国から1“

団体、2000人が集まり、「女性の権利要求のた

めの行動網領作成の全国大会Jが開かれた。こ

の大会では、「女性の選択」、「公共の中の女

性 (政治参画)」 、「女性に対する暴力」、

「貧困 0不安定・移民」、「市民 0非宗教性・

また、会場からは、5'll日 にデモ行進をする

こと、来年3月 の任期満了の国民議会の選挙に

向けて、今回の行動綱領を各政党・社会に働き

かけて行くことが提案され、合意された。

フランスでは、このような女性の権利の要求

のために2000人が集まった大会は、初めてのこ

とで、画期的であると言われている。私は、こ

の一連の活動に参加して、北京世界女性会議以

後、特に、女性団体や地方の女性たちが、フエ

ミニズムの視点というよりも、直面している現

実の課題について、ネットワークを通 して連帯

して行くことを強く望んでいるように思える。

1970年代、女性が解放を求めた時代から、80

年代の女性が平等を求める時代に、そして、北

京以後のこの1‐2年は、むしろ、新しい価値感や

権力に対する考え方の変化のなかで、女性と男

性の共有の場を考える時期に来ていると言え

る。

☆☆ 追記 :フ ランス政府の動き ☆☆

フランス政府は、国内行動計画を作成し、こ

の3月 の国連の「婦人の地位委員」の審議の内

容を加筆して、4月 の上旬に、最終版を一般公

開する予定である。

また、現在、パリテ監視委員会の報告に対し

て、各政党から5つの法案が出され、6月 に元老

院で、最終的に話し合われる。

ところで、突然、この4月 にシラク大統領が

国民議会を解散した。そのため、繰り上げ選挙

が行われる。フランスの女性たちが、国民議会

に、どのように進出するのか注目される。

-4-



シガ カ ム実行委員会からの

未 裁 舞 レ ｀

「シンポカ ムの準備が進んでいます._

分科会担当コーカスのかたは、次回全体会に、是非ご出席くださしヽ J

前回ニュースレターでお知らせしまし
'日

にうに、第 2回北京

"Cシ
ンポカ ムは北九州市

女性センター「ムープJで開催されます。(シンポカ ムちらしを参照してください)

第 2部は、各論「mooブッンヘの提言請 動J一分科会のための問題提起― です。

カ グカ崚tては、第 2部の問題提起と夜の分科会、翌日の分科会報告がセットlお
でいて、1つの分科会を東京メニ〃ミーと九州メンパーの両方で運営、担当します。問題提

継 鴛 窮 じ 椎 覇 賞 馳 菫 Ъ ホ帽 騰 熔 など

の運営について、次回全体会で詳しい相談をしますので、以下の方々は、ご出席ください。

1、 女性と暴カーゆのまえ知子/津和慶子/柴崎温子
2、 環境と女性一 斎藤誠/関口悦子

ヽ女性と労働―加藤登紀子 /高本澄子

へ農山1漁村と女性― 篠崎正美

■民法改正問題一赤石千衣子

負リプロダクティプヘルス/ガツー /堀口悦子

7、 女性の政治参画―中嶋里美/永井よし子/石川美和子

へ女性と国際化―荒  子

ヽ雄 と都晴 ―獅 邦子     JLtt J A C=2回 シ ンポ ジ ウ ム
~ lQ女

性 Lヌ7~イア ~村松泰 子        露=■
奥行書員会●●H盤

°07、 4、 ■ 1

■目

1、 第2ロシンポ■日分担●

“

■

“

も

・ シン潔自響担当      現●、

ヮ=ク ンロップ C'20分野)●自書つめ

口

"費
静及び薔■

・ E●■当

`ス
ター●   

・
 ●丸b覇曇

チ,シ係       大■、富鶴

壼綺係        責口も大角

・ ッアースケジユール観自  籠方.

・ ●●●33■当      ″

・ ‖
=二「

会計担童     ●■ヽ書林

ロロ、・ 菫■と0コ薔轟口担当   小
=山

、
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対大地雷犠害者救済 (ア ンコールワット国際ハーフマラソンに参加して)

.   紡 歯

聰鴨年12月 19～Z日 まで、カンボジアに支

援に行ってきました。なぜマラソンなの?と

思われるでしょう。解説させていただきます。

1974にポルポト派は鎖国体制を取り、都

市を廃絶、文教活動を停止、
―

を中心に

大虐殺を行いました。19"年には下応蜘

を取り戻しましたが、今も一個田円程度の4ヽ

―
手足を切断される被害者が出ている

のです.子供たちが手足を切断されることは、

家計を圧迫するばかりか、社会や経済に大打

撃をもたらし、他人から無視され、物ごいを

したり盗みで生きていくしかないのです.

私は一日も早く、多くの子供たちに教育と

人権、そして建目を願って支援を続けてきま

した。その前に人間は人間の日の高さで物を

見
“
考えることが人間らしさを失わずに生き

ていけることと思っています。

―Aでも多くの方に立ち上がってほしい、

頑張ってほしい、そして世界に対人地雷のむ

ごさ、    を訴える方法は無いか、そん

な願いから企画されたのが、アンコールワッ

ト国際ハーフマラソンでした.ア ンコールワッ

ト寺院を周回する特設走路で実施、参加料寄

付金で義手・義足を作り、タリスマスプレゼ

ントしようという愛の大会です。

私も21人の友人と参加しました。21日の前

夜祭では、アンコァルワットを舞台に各地の

クメールダンスが盛大にくり広げられ、文化

活動が自由になった喜びを時間を忘れて皆で

たたえ、視福しあっていました。夜空に寺院

と月、音楽とダンス、ライトアップと夢のよ

うな光景でした。

22日朝7時、聖火ランナー、開会式の後、

ハーフ、101m、 5h34.2hと スタートし、

義足    地元の学生、各国からのランナ

一、有森箱汗迷んも「 No stop」 と声

をかけながらず緒に走ってくれました。

私にとっては初めてのマラソンでしたが、

平和に向かって一歩ずつ走り続け5hを完走

しました。途悧 の子供たちの声援に握手

をしたり、手を振って楽しく走りました。北

京JACから新井場貞子さんも参加して、ハ

ーフを完走されました。広場では日本の太鼓

の応援もあり、楽しい大会でした。

今回のもう一つの支援は、日本からもって

行った服を、現地の子供たちにす人ずつ着せ

てあげることでした。白いシャツがまぶしい

くらいです。昨日着せた服を見せにくる子、

母親を連れてくる子、服をさしてお礼を言う

子、女の子にワンピースを着せた時、涙をた

めて何度もお礼を言う姿が、今でも目に焼き

付いて忘れられません。

日と目で「良かったね」と合図する、上手

な日本語で「今度いつ来る」と開かれ、子供

たちに「 またすぐ来るね」と答えてしまう.

その返事を実行するために私は今日から行く

準備に取り掛かる。頑張ろう。そして沢山の

感動をありがとう。

会員の声一原稿のお願い!~~~西
黒 VJ「 ~瀑

憫 P‐ 凛 ■・ 二~…

会員の皆様の原稿を募集しています。

テーマは自由。

事務局まで郵送またはFAXで。

1400字以内。写真も可。

とくに地方の会員の方、どしどし

ご意見をお寄せください。

お待ちしています.
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くヨヒ覇言 JAC目 壼竃諄癖肇》

199704.15
司会/議事録 イ嗜 山

―
:柳甑 石り:: 庄山 緒方 梶本 伊藤 JL口 小宮山 清水 関口 三隅 宮崎 ゆの

まえ 津和 森本 静 :、路 高橋 羽後 力藤 都丸 奥山 荒井 松本 (敬称略・順不同)

L■1.事務局運営報告/シ ンポジウムにつ

いて (5ベージ参照)

1.北九州シンポ運営委員会の報告/三隅
522名OACだが、チケット販売目標は

800枚Lテ レフォンカードやTシ ャツなど

グッ補 も計画中。   一翻風 花な

どは1リリ蹄国L当。齢 は120
み。早く参加人数を知りたい。

2.ポスターについて/羽後

山下デザインスタジオの協力で作成中

代 _世 詰 人 会 報 告

日時 :4月 14日
くら共燿日準事撃項目〉

1.JLttJ A C規 約について

JA暉 営、イベント開催など0-
申請や、NGOと して行政への登録などの際

に、会の規約提出の要請があるため、JAC
規約の難 が生じた。麟 ― 嘲 .

次     に提世青己

2.第 2回北京JACシ ンポジウムについて
|

・参加費/資料代1000円 (2日間)

・ JACオ リジナルテレホンカード、T
シャツなどを作成し、シンポジウムの準

備金とする。

②シンポジウム熔
`鶴

限菫と開
・来責、問題提起者、報告者などの確認

・     、宿泊について

3.       について

JACの事務所闘殷つ際して、コンピュー

タ他事務用品などの
―

の _義:出につ

いて協議L JAC会員の協力を得て、資金援

助をお願いすることにする。  (文責関日)

Part2.研究会・ ロビイング報告

1。 最近の国会の動きについて/報告者・参

議院議員清水澄子 (1ページ参照)

2.韓国の女性基本法について/報告者・羽

後静子 (2ページおよび働録参照)

3. 機 枷 構 1裏笹調旨・―
(2ページおよび餞録参照)

4.日本における-0可 能性について/
軒略罐←機樹目 1(2ページ」製照)

女性に対する暴カ

日 時/6月 3日 (火)7:00「～

会 場/渋谷女性センター・アイリス

講 師/上野芳久氏 (湘南工大)

テーマ/フランス用法はどのように

改正されたか

※多くの方のご参加をお願いします

日

会

口 5月自勝説議題題 ロ

時/5月 20日 (火)6:30pa～

場     センター・アイリス

Rtttl.

1. シンポジウム実行委員会報告

2. 北京 JAC
3. その他

-7-
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◆◆シンポジウム参伽陣し込みの利願い◆◆

別紙参加申し込み書にて、お申し込みをお

願いします。羽田空港から7月 12日に出発

される方は、割り引き航空券を購入するため

に、5月 11日 までにお申し込みください。

宿泊のみの方 (120名分予約済み)、 また、

シンポジウム後:の観光ご希望の方は6月末ま

でに、お申し込みください。

北海道からのお問い合わせもあります。会

員外の方々の参加も大歓迎ですので、お誘い

合わせのうえご参加ください。申し込み用紙

はコピーしてご利用ください。

◆◆◆1997年度会費納入のお願い◆◆◆

北京JACは、J       で採択さ

れた行動輌領の目標が日本で達成されるよう、

息の長い活動を展開しなければなりません。

継続こそ力です。会員の皆様に1997年度

の会費のお払い込みと、会員増加のためのご

協力をお願いします。

◆◆◆新入会員の

●ラディカ・ クマラスワミ (国連女性に対す

る暴力とその原因および結果に関する特別報

告者)による「 ドメスティック・パイオレン

ス糊躙韓繕卜」/日
-500円

●男女共同参画推進本部「男女共同参画20
00年プラン」

以上の冊子をまだ入手されていない方は、

事務局までご連絡ください。

日 北京JACカ レンダー 日

■5月■

8日 (木)4:00/「 i農谷雄 センター・ア

イリス/ニュースレター陽 およびシ

ンポジウムちらし・チケット印刷発送

14日 (列k)6:即

「

鋼闘籾庁/シ ンポジウム

実行委員会

20日 (火鴻:劉ぃ 渋谷女性センター・ア

イリス/金覇糠目発会

26日 (月 )6:30「 事務所/シ ンポジウム

実行委員会

■6月■

3日 (火)7:∞ロ    センター・

アイリス/女性に対する暴力防止法

際 鰤 ・     (   )

「 フランス刑法はどのように

改正されたかJ

5日 (木)10:00a渋谷女性センター・

アイリス/ニュースレター印刷発送

9日 (月 )6:3枷■
―

/シ ンポジウム

実行委員会

16日 (月 )6:"口 事務所/代表世話人会

17日 (火鴻:30「 澤絡減世:セ ンター・ア

イリス/

$$会費納入0お願い$$
会費 (1997年 1月～12月 )

郵便口座番号' 00250-7-66426
日座名    Jl鯨可 AC輸
節 口盤

普通預金 0644852
日座名     北京 JAC事 務局 (羽後静子 )

北京nC第 9号  1997年 5月 1日発行

代表世話人:荒井佐よ子 大角隆子 小富山洋子 ■口悦子 篠崎正美 羽後静子
・  船橋邦子 三隅佳子 武者小路公勢 御瀬着利子 山下素子 若林冴子(50音順)

額集・発行 北京JAC事務局 発行責任者 :荒丼佐よ子 薔集責任者 :羽後静子

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

西澤浩美 柳瀬満利子 (50音順)

〒150東京都渋谷区渋谷 1‐ 3‐18 ビラ 0モデルナB207 北京JAC Iヨぼ用03‐3Ю7‐7922
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来 年 の 国 会 で は 民 法 改 菫卜 を 勝 ち 取 ろ う

弁護士 福島瑞穂

民法改正については、法務大臣の諮問機関

である法制審議会で5年間審議がなされ、 1

996年 2月 に法務大臣に答申がなされた。

しそれで、政府提案の法律であるいわゆる閣法

として、通常国会に上程されると思いきや、

自民党の国会議員の一部の反対により、国会

に上程されなかった。それてはと、1997
年の通常国会に、再び閣議決定を経た閣法と

して_11程 されるよう働きかけた
“しかし、ネ::

民党、′さきがけは民法改正賛成でまとまって

いるのだが、またもや自民党内がまとまらな

い。与党のなかに民法改正プロジェクトの小

委員会が作られ、メンパーは野中広務氏、古

屋幸司氏、成瀬守重氏、堂本暁子氏、清水澄

子氏、大脇雅子氏の面々。女性が半分を占め、

強カメンバーで説得にあたってもらったのだ

が、自民党内はついにまとまらず、今国会で

閣法として、民法改正案が上程されることは、
tほ :鋼陣職ヨとなった。

民主党は、今国会の冒頭、衆議院に民法改

正案を議員立法として提出している。社民党

とさきがけは、参議院に議員立法を提出する

予定である。社民党は、社会党の時代に約8

年以上かけて参議院法制局で議員立法の案を

検討しており、この法案を提出する。

民主党案と社民党案は、社民党の案が、子

どもの氏の変更権を広く認めているなどの違

いはあるが、法務省案との最大の違いは、法

務省案が、子どもの氏を結婚時に決めるとし

ているのに対し、子どもの氏をその子どもが

生まれた時に決めるとしている点で共通して

いる。また、法定相続分の非嫡出子差別の撤

廃が盛り込まれている点は、法務省案、民主

党案、社民党案で共通している。

後は、新進党や共産党もまとまって議員立

法をするか、そして、民法改正賛成というこ

とで大きく国会の中でまとまっていけるかど

うか、自民党の中に 。人でも多く賛成者を増

やしていくことができるか、などが課題では

ないだろうか。とにかく政党が、そして、そ

れぞれの国会議員が民法改正案に賛成という

ことで、できるだけ大きく手をつないていく

ことが、何より大切であると思う。

民法改正案が廃案にならないで、とにかく

議院の法務委員会で論議がなされるよう働き

かけたい。来年の通常国会で論議され、成立

するよう、―T人でも多くの国会議員さんを説

得することが必要である。 .
請願運動や署名薇動、みんなの声をできる

だけ伝えることが必要なことから、みんなの

声を集めた「一言集Jの議員への配布、ロビ

ー活動などに取り組んでいる。― 人年連

絡会や日本弁護土連合会、リーダーシップ I

II,法学者の有志のグループ、組合なども

積極的に取り組みを行っている。地方議会で

反対決議が出ていることもあり、ぜひ賛成決

議を勝ち取っていきましょう。地元の国会議

員の説得、マスコミヘの投書などぜひお願い

します。
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経済大国の実態を暴く ―経企庁「無償労■Jレポートー

北沢洋子(アンペイドワーク市民・議員フォーラム)

去る 5月 15日 、経済企画庁はアンペイ

ドワークについてのレポー トを発表 した。
これは第 1に ジェンダーの視点にもと

づいていない、とくに女性の低賃金を “合

法化"したところで計算されている、第 2

に基礎となつている統計が 1991年に総務

庁が余暇の調査のために行なつたものを

使つている、第 3に貨幣計算することだ

けに終始 している、など問題の多い “欠

陥商品"である

しか し一方では、ともかく日本政府が

北京で採択された行動綱領を実施 したと

い う点で評価すべきであろう。 さらに、

不備な統計と計算方法にもとづいている

とはいえ、女性のアンペイ ドワークが 1

日平均約 4時間に対して男性はたつた 30

分 という恐るべき状況が浮 きば りされた

ことには意義がある。

そもそもこれは、北京 JACの メンバー

である清水澄子参議院議員が経企庁の政

務次官であつた昨年、経企庁の経済研究

所の下に「無償労働に関する研究会」力`

設けられたことに始まる。研究会では男

女同数計 10人の委員が対象範囲、評価の

方法論などについて 3回の会合を開いて

議論する筈であつた。 しか しほとん どの

時間は女性委員がジェンダーに無理解な

経企庁や男性委員を説得するのに費や さ

れてしまつた。

今回のレポー トは CNPな どの計算を担

当している研究所の国民経済計算部が、

研究会と同時進行の形で住友生命総合研

究所 という業者に依託 して推計作業がす

すめてきた。そ して、マスコミに事前に

洩 らしてはな らないという口実で、 レポ
ー トの草案を議論する時は非公開の懇談

会になり、終了後草案は回収されて しま
つた。次に最終の研究会が開かれたのは

記者発表の 2時間前で、細部に亘る議論
はなされなかつた。このことについては、

委員の 1人である私は文書で留保を表明
した。

以下は レポー トにたいする私の簡単な
コメン トである。

まず、これは無償労働一般の貨幣評価

であって、行動綱領にあるような 「女性

のアンペイ ドワーク (仕事、活動)の社

会にたいする貢献Jを明らかにものでは

ない。すでに EUが取り組んでいるように、

女性のアンペイ ドワークを目的に したサ

ンプル調査を行な うべきで、それには調

査員 と被対象者にたいするジェンダー研

修が必要である。アンペイ ドワークの最

大の問題は、女性を含めて社会的に意識 :

化 しされていないところにある

また、行動綱領ではアンペイ ドワーク

の重要な要素 として、 PTA活動、環境保

全、消費者運動などの社会運動が挙げら

れている。 しかし総務庁の調査項目では、

老人ホームの慰問など狭い意味でのポラ

ンティア活動に限定されてしまつている。

したがつて、これは男性のほ うが女性 よ

り 2倍近く多くなつている。 これは一般

の常識とはあまりにもかけ離れている。

調査項目を細かくして、被対象者の意識

化をはかるべきである。

アンペイ ドワークが GDPに 占める比率

が 20%台 とヨーロッパ (40～50%)と の

比較では非常に低い。その理由は、 日本

では女性が担つてお り、その貨幣評価す

る時にまず女性の低賃金を基準に してい

ること、その上、その職種の見習いの賃

金を充てているからである 一方、 日本

の CDPそのものが極端に大きいとい うこ

ともある。そもそも GDPに 占める賃金所

得の比率が 40%と 低い。ヨーロッパでは、

これは 70～80%である。 日本では残 りの

60%は企業収入と輸出になつている。少

なくともこの レポー トは、男性が長時間

の労働で企業 と GDPの肥大化に貢献 し、

女性は低賃金 とアンペイ ドワークを担つ

ているという経済大国の実態を証明 して

いる。

し 'い

次
）
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韓 国 ‐ イ タ リ ア に 見 る

女 1生どこ 対 す る 暴 力 防 E卜 法

女性に対する暴力防止法コーカスは、諸外

国の法制度とそれを作り出した女性運動につ

いて、講師を招いて研究会を行ってきた。3

月3日 (第 8回研究会)は韓明淑さん (元韓

国女性団体連合共同代表)に「韓国の性暴力

反劇躍調鏃 」について、4月 17日 (第 9回 )

は茜ケ久保徹郎さん (イ タリア在住・社会新

報特派員)に「 イタリアの女性に対する暴力

法」について、6月 3日 (第10回 )はフラン

ス刑法を専門にする上野芳久さん (湘南工科

大学助教授)からお話を同った。

◎女性の連帯で儒教的女性観と闘う◎

錮 では9解F12月「性顔り

"お

中持層厳 」が

制定され、さらに「    防止法Jも国会

に提出されている。軍事独裁政権下で民主化

運動の第一線で闘ったきたグループ、保守的

な流れをくむ女性団体の二つの流れに、韓国

女性運動は三分されてきた。92年の文民政権

樹立以降、対立から連帯へ   の共同の

取り組みができるようになった。

韓国女性団体連合は、92～93年を性暴力追

放の年として性暴力対策特別委員会を設けて、

性暴力反対特別法案をつくり、議員や各政党

にロビー活動を行い、マスコミを活用し世論

じンを喚起するなど、様々な取り組みを行った。

92年の大統領選挙にはこの公約を求めるなど、

有効に活用した。

韓国では儒教的な
―

が強く、性暴力に

あっても明らかにしない翻 が深刻だ。「韓

国女性の電話J「性暴力危機センターJ「家

族と性相談所」など、訴えて来た女性たちを

救済する取り組みを、女性たちが行っている。

法制定の際にも、親告罪を廃止しようとした

ができなかった。ただし、例外規定 (本人以

外でも訴えることができる)と して、①特殊

強かん (強盗として入った)、 ②近親かん、

津和 慶子

0障害者への強かんが盛り込まれた。次の課

題はこの改正と家庭暴力防止法の制定だ。

◎20年にわたる闘いで防止法を勝ち取る◎

イタリアの「女性に対する性暴力法」は96

年 2月、従来の性犯罪に関する法律を、大幅
に改革強化する形で‐本化されて成立した.

画期的なのは、性暴力を「人間の自由に対す

る犯罪」と明記したこと。従来の刑法では、

性暴力を「風俗びん乱罪Jと していた。また

強かんと強制わいせつ罪を=本化し、「女性
の意に反した性行為Jは性暴力であるとして

いる。裁判では、事実の証明に必要な場合以

外は被害者の私生活やセクシャリティについ

て質問もしてはいけないとするなど、徹底し

てプライバシーを保護している。

ただし、この滋誰れは親告う準となっている(,

14歳未満の場合は公訴もできる̀ 3加害者が家

庭内での親Iの同棲者の場合など、告発がなく

ても摘発できる。14歳未満の子どもとの性的

関係は性暴力とみなされる、など家庭内での

性暴力にも介入できる法体系となっている。

この法律は20年にわたるイタリア女性たち

の開いの成果。1978年女性グループが30万人

の署.名で法案を国会に提出 (イ タリアでは5

万人の署名で市民が法案を提出できる)した

が、議員の無関心とカトリリク系の議員の反

対で否決された。以来毎年法案を提出し続け

てきたが、95年に起きた女性に対する強かん

事件がきっかけで、左右の超党派の女性議員

が=致 して法制定に立ち上がった。

79年の
―

、離婚法、中絶法、職場の平

等法の制定というイタリア女性運動の積みあ

げの上に実ったものである。

韓国、イタリアとも、女性運動なしには実

現できなかったことを知ることができた。フ

ランスについては別途報告する。
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私たちのアクションプラン

女のスペース・おん

近藤恵子

昨年暮れ、北京世界女性会議の要請に応え

る日本政府の新行動計画「男女共同参画2000

年プラン」が発表されました。

北海道では、この3月 、1997年度からむこ

うH年間にわたって道の女性政策の柱となる

「北海道男女共同参画プランJが策定されま

したが、どう読んでもアクションプランとは

いえない内容が女たちの慣激をかっています。

道は、新行動計画の策定にあたって、道庁

初の委員公募制を取り入れた「北海道男女共

同参画懇話会」を発足させて計画づくりへの

意見を求めました。懇話会委員20名 のうち、

公募枠は 6名 という少ない割合でしたが、こ

こへ50名 をこえる道民の応募があり、道の女

性政策について具体的な政策提言能力を持つ

人々が多数存在 していることが明らかになり

ました。

北海道では、女性政策を総合的に展開する

というふれこみで「女性室Jが新設されたこ

ともあり、北京世界女性会議行動綱領の理念

がどのような具体策として道のプランに盛り

こまれるのか、私たち「女のスペース・おん J

も重大な関心をもって経過を見守ってきまし

た。

1年間をこえる討議を経てまとめられた懇

話会の提言は、一一時代に即応 した女性関係

施策の充実を求める一=具体的な実効性をね

らった文字通りのアクションプランでした。

ポジティブアクション、セクシャルハラスメ

ント、ジェンダー、リプロダクティプライツ

ヘルス、性暴力の根絶とNGO支 援策、など

に踏み込んだ先見性とともに、新計画策定後

の取組みに関しても、各部局の施策展開に女

性政策を結びつけるキーパースン (女性行政

推進委員)の設置、男女共同参画オンプズパ

ースン制度の新設など画期的な提案が盛りこ

まれました。

しかし、この提言を受けて作られた道のプ

ランは、国の20004プランからも懇話会提言

からも大幅に後退した内容となりました。～

意識を醸成します。～充実を図ります。～協

力を求めます。～啓発を行います。～周知じ

ます。といった文末が並び、この計画で何を

実現しようとしているのか読み取ることもけ'、

来ない文書になっています。       ~
アクションプランに不可欠な達成年度や数

値目標、見直しの期間、住民参加システム、

評価・チェック機能などに言及がないばかり

か、北海道のプランであるにもかかわらずア

イヌ女性の問題が抜け落ち、障害女性や外国

人女性の問題が削除されたことを見過ごすわ

けにはいきません。

私たちは、懇話会提言を骨格にすえたカウ

ンタープランづくりに着手したいと思います。

「私たちのアクションプランJづくりを北海

道に暮らす当事者の女性たちに向かって呼び

かけました。当事者こそが問題の優先順位と、ヽ

望まれる解決策を示すことが出来るのですか

ら。

この仕事は、女たちにひらかれた大きなワ

ークショップです。意見を提出し、討議に参

加し、プランを書き、行政関連部局と話し合

い、実際の政策執行を評価する、この過程の

すべてがひらかれます。この活動の全分野に、

誰でも、いつでも、どこからでも、参加でき

るのです。私たちのアクションプランづくり

を通じて、北海道の女たちがさらにエンパワ

ーされることを確信しています。
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今 、

BFt 12月に設立し会員も94人になりまし

た。初年度のため予算も立てられず毎月 1回

以上の事務局・連絡員会議を開催し、今後の

活動計画やニューズレターの内容・会員の声

などをもとに検討しながら、活動に入ってい

ます。

新潟県が広域という地域性もあり情報の流

れが悪かったが、北京 JAC・ 新潟が設立さ

れたことで今まで分からなかった情報が入っ

てくることで個々の活動の取り組みに少しず
つ幅がでてきたように感じられますc)

新潟県内では女性プランが策定されている

地方自治体は6市ですが、現在は51F町がそ

の策定に向けて取り組んでぃます。各地域で

その策定と推進、そして私たち自ら力をつけ

北京 JACO新潟の周知と加入を呼びかける

ためにも下記のような学習会を開催したり、

計画しています。

◇新潟会場 (3月 29日 )

。
「男女共同参画2000年プラン」

～地域でどう活かすか～

◇J齢 湖 (4月 5日 )

・ビデォフォーラム&話 し合い

『戦士の刻印』

◇長岡会場 (4月 12日 )

・ビデォフォーラム&話 し合い

『女たちが創るフィリピン2000年、

開発の嵐に抗して』

◇新発田会場 (6月 8日 )

・「男女共同参画2000年プランJを学ぶ

～地域でどう活かすか～

そして北京 JACニ ューズレターは、もっ

とも新鮮な情報源として全会員に配布してい

ます。

また、昨年12月 県議会に中学校歴史教科書

射〒Z繕 て要 ま

北京 JAC・ 新潟   村上 恵子

に記載されている「従軍慰安婦J問題に訂正

を求める陳情書が提出され、継続審議になっ

ています.,こ のl糎にたいしてJLttJ A C・

新潟では、県内の情報や各市町村議会の動き
などもとらえながら会員の意見を集約して、

私たちの想いを6月県議会ヘロビィングする
ための準備に取り組んでいます。

◇1諫 JACと 新潟会員の懇談会(5月 H日 )

これは;l諫 JACか らイt表世話人の大角隆

子さん、′l■ :力 |″羊子さん、lll口悦子さん、三

隅佳子さん、羽後静子さん、柳噸満利子さん

が来新して「1諫 JAC第 2回 シンポジウム

idり L州」の内容説明と参加の呼びかけをさ

れました。6人の方がそれぞれご自分のフィ
ール ドをもちながら、JlダマJACにたいして

並々ならぬ熱い想いをもってNCO活動に取
り組lま れている姿に感動し、この日まで2人
の参加者が5月末現在 14人になり参加に向

けて準備に入ました。

まだまだ私たちにはロビイングする前のエ

ンパワメントが必要だと強く感じています。

少しずつ会員の力や情報を持ち寄り共通認識

し確認しながら、地域でも県全体でも目的の

ため取り組んでいきたいと思います。
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お 知 ら せ

JL責質 JAC
第 2回 シ ン ポ ジ ウ ム

ゴLノ L少 :ヽ:¬Fブ
=怪

主t:ン ダク
_「 ノヽ _プ J の 会 場 内

てントや 資 料 を 売 り た

い ププ
`ま

、6月 ■5日 ま ¬F
Iこ JLノL少卜IIこ 連 絡 Lて
く f_Jさ い 。

TEL 093-583-5■ 95

Jヒ斉て JA (Cモ ン コン =ド ぜソ

ウ ム 本 の 販 売 担 当

JL「貫 J Alじ
若 手 企 画 グ ル ー プ

「
Lゴ ーーニク Eン J 劇駐惨議 :ガ

21世紀の北京JACを担う若手メンパー

のホープ、庄山則子さん、都丸千恵子さん、

JL口学さんらの呼びかけで、北京 JAC若手

企画グループ「 ピータン」が発足しました.

将来は、人権、ジェンダー、暴力などをテー

マにコンサートや映画会、スタディッアー、

講演会など楽しみながらためになる企画を実

現させていきたいとはりきっています。

爵いのある方は、世話人の庄山さんヘ

(te1/faxo47-359-3126)
生活年齢、精神筆齢を問いません。「若さ」

が自慢の方、「 ピータンJのメンパーになっ

て、楽しく活動しましょう !

注 :「 ピータンJは大人になることを拒否し

てネバーランドに旅立った「 ピーターパン」

の愛称です。

新 箱夢議滉会 委 藤塾ιこ

Jヒ 京 JACか ら

3」雀1週Hぎ オLる

5月 30日付けで総理府男女共同参画審議会

委員が発表され、1諫 JACか らは代表世話

人の小宮山洋子さん (日本放送協会解説委員)

、会員で北京 JAC第 2回シンポジウムのパ

ネリストの、原ひろ子さん (お茶の水女子大

ジェンダー研究センター教授)と大澤員理さ

ん (東大助教授)が選ばれました。

北京JACは外側から応援します.中でがんざ‐

ばってください。

その他の委員は次の方々です。

慶大教授岩男―
、防災科学技術研究所総

11地球イビl財支術研究官石::「撤 、[:本アイビ

ーエム取締役内永ゆか子、早大教授岡澤憲美、

日航財団冨     正英、家庭問題情報セ

ンター理事金子のぶ、日本家族計画協会クリ

ニック所長北村邦夫、日本経済新聞社論説主

幹小島明、青森市長佐々木誠造、つくば国際

大教授島野な子、全国女性農業経営者会議会

長清水照子、日本労働組合総連合会女性局長

高島順子、東大教授寺尾美子、     鳥

居淳子、東洋大教授中里不正、東京芸大助教 ‐
t′

授林望、東京家政大教授樋口恵子、慶大教授

樋口美雄、国家公務員共済組合連合会理事長

古橋源六郎、日本芸術文化振興会監事前田瑞

枝、上智大教授八ft尚宏、市川房枝記念会常

務理事山口みつ子

文責/羽後

-6-



1997.5。 20

司会/議事録 ″筵 山

蹄 者 :山下 斉藤 J筐山

新井場 及位 高橋 杉内

Partle

Cゴヒ覇
=JAC目

臓瓢卜鋼

羽後 大角 柳瀬 ゆのまえ

関口 鉢 蔚 魏 腋

l。 シンポジウム準備状況

・「女注と暴力Jは 3つの朧 ～暴力、基

地、従軍麟 に分ける。

′・「女性と労働」は2つの分科会～アンペイ

ノヽノド、均等法改正に分ける。

・「女性と政治Jは 2つの分科会～政治参画、

―
に分ける。

緒方 武者′l端 奥山

村松 中嶋 (順不同・敬称略)

2.1諫 JAC規約について

助成金を獲得するためなど、規約の必要性が

出て来たため、14条からなる規約案を代表

世話人会で作成Lその案を順次検討。再度代

表世話人会に図り、次回の定例会で報告。

3eシ ンポジウム分科会資料作成について

分科会責任者への原稿依頼の説明。また「女

性と暴力」という表現は、資料、当日におい

ては「女性に対する暴力Jと改める。

し
′

日

会

目 6月劇昨洒調陰謝目 U

時/6月 17日 (火)6:30脚 ～

場/渋谷女性センター・アイリス

7階

Partl。 事務局運営報告

1.北京JAC規約案の報告

2。 その他

Part2.シ ンポジウム    議

※分科会担当者は必ずご出席ください

日 6月儀 週蝦 :人会 目

時/6,月 16日 (月 )6:30pa～

場/事務所

題/規約・ シンポジウム等

日

会

議

島 シ ン ポ ジ ウ ム 島

『
巨ヨ華菫牛キ男:J鶏念姿姜』 |こ

と■ ナ て「
―一

士lL毒彙サ ミ ッ ト か ごЬ の

5年 間 を 検 証 す る

日時/6月 6日 (金)6:30p～ 9:00pm

会場/文京シビックセンターホール4F

全国フェミニス ト議員連盟主催

な く t:
女 1生 ゼ ロ 議 会

日時/6月 15日 (日 )2:00pm～ 4:30脚

会場/東京ウィメンズプラザ
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′ 尋明磨 層辞ニ ュ ー xノ

◆◆◆1997年度会費納入のお願い◆◆◆

北京JACは年度会費で成り立っています。

今回、郵便振替用紙を同封しましたので、ま

だ、今年度の会費 l万円をお振り込みでない

方は、大至急お振り込みのほど、お願い申し

あげます。

なお、すでに、数十名の方からはお振り込

み頂いています。ありがとうございました。

が、その方々にも用紙が同封されますので、

どうぞご容赦ください。

また、ご寄付もよろしくお願い申しあげま

す。

会費 (1田薦Fl月～1野1) 1万円

郵便口座番号 00250-7-66426
風塵名    北京JAC事務局

銀行日座番号 東京三菱銀行戸塚支店

口座名

普通預金 0644852
北京JAC事務局 (羽後静子)

◇◆◇シンポジウム参加状況と宿泊◆◆◆

第2回シンポジウムに沢山の方がお申し込

みくださいましてありがとうございました。

羽田からの
―

の予約は締め切りましたが、

7月 12日現地での宿泊は、まだ、予約可能

です。同封の申し込み用紙で6月 15日 まで

にFAXく ださい。

目 北京JACカ レンダー ■

■6月■

3日 (火)7:00即 渋谷女性センター・ア

イリス/女性に対する暴力防止法コ

ーカス研究会

5日 (本)10:00am 浴 雄 センター・ア

イリス/ニューズレター10号印刷発

送・シンポジウムポスター

15日 (日 )シ ンポジウム資料版下締め切り

16日 (月 )6:30pB    代表世話人会

17日 (火 )6:30pm 渋谷女性センター・ア

イリスた鐘体賃都畦会

24日 (火 )2:00pE 東京ウイメンズプラザ

/シ ンポジウム記者会見

26日 (本鴻:30pm事務所/シ ンポジウム

実行委員会

■7月■

3日 (本)4:00pm 渋谷女性センター・ア

イリス/ニ ューズレターH号印刷発

9日 (水)6130pm 事務所/シ ンポジウム

実行委員会・事務局会議

12日 (土)～ 13日 (日 )北九州市立女性セ

ンター「ムニブJ/1諫 JAC第 2回
シンポジウム

15日 (火 )6:30pa 渋谷女性センター・アイ

リス/全体定例会  ・

北京JAC■ 10号  1997年 6月 1日発行

代表世話人 :荒井佐よ子 大角隆子 小富山洋子 田口悦子 篠崎正美 羽後静子

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

編集 。発行 北京JヽC事務局 発行責任者 :荒井佐よ子 編集責任者 :羽後静子

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

西澤浩美 柳瀬満利子 (50音順)

〒150 東京都渋谷区渋谷103‐18 ビラ・モデルナ8207 1ヒ京JAC ttEL&FAX03‐ 3407‐ 7922
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