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「 ア ン ベ イ ドワ ーク 」に 出 会 つて … 研究会代表 又木 京子
(神奈川ネットワーク運動代表 )

考えて見れば、私は子供の頃から「女性の自立」について漠然とし

た思いを持つていました。

学校を出て会社勤めをしたとき、労働組合賃金交渉の給料表は学歴・

勤続年数差にカロえ、男女差も記されていました。会社が差をつけるの

はまだしも、組合活動のそねは納得できず、聞きにいくと怪謝な顔を

され、女性は結婚や出産で退職するので、会社としての評価はひくい、

と説明を受けました。百歩譲つてそれが事実ならば、定年まで勤めた

ら差額が戻つてくるのでしょうか。

結婚をして家庭を持ち生活クラブの共同購入に参カロして、同じ物を

外で買つたことにに比べると、節約という外に現ねない金銭価値を手

にしていることを知りました。また、食の安全・環境保全 。学習やお金

では計ねない人間関係などを手にいれることができました。

ネット活動への参カロによつて、自分の町や社会が暮らしやすくなる、

同じ課題を持つた議員を生むことが出来る、政治が自分たちの身近に

なり変える、市民の力を実感出来るなど、得難い価値を手にすること

ができました。

厚木市の老人ディサービス施設「ケアセンターあさひ」の設立に際

しては、ワーカーズ 。コレクティブ方式で運営し、個人のライフスタイ

ルに合わせた働き方を調整し、常勤 。非常勤に関係なく運営の責任は

全員でと考えました。ところが常勤と非常勤の間には退職金 。年金・

保険など社会保障に厳然たる壁があり、社会制度が多勢の参加の意志

を削いでしまう事に気づきました。

「ケアセンターあさひ」には看護婦 。社会福祉主事・介護福祉主事 。

栄養士など主婦として様々な資格を持つた人が集まつています。しかし、

ホームヘルバーに入つた際、始めての家で、そこにある材料で、本人

の希望する食事を作つてくる技術に対しては何の資格もありません。

福祉の資格取得の際、大学や職場での経験は考慮されても、家族を長

いこと介護した経験 (より高い福祉技術)は、全く考慮されないこと

に矛盾と疑間を感じました。

●性別平日の生活時間
(時間)資 料 NHK「国民生活時間調査」1990年

勤め人女性  動め人 男性  事業主婦

これまでの産業社会では、人の営みである労働を賃労働と同義語に

扱い、日本では家庭における家事 。育児 。介護などの労働に対しては、

働く夫に従属した扶養家族手当てを出すことで処理していますが、こ

の従属的に扱つてきた女性の労働などの、「見えない労働を見えるよ

うに統計化すること及び価値を計る新しい手法の研究」が、北欧、ド

イツ、アメリカ、カナダなどでは既に20年前から熱心に行われている

事を知りました。学芸大学の久場嬉子さんが外国事例を紹介している「ア

ンペイドワーク」はつまり支払いのない労働の社会的評価を行うこと

です。これは現行の年金・保険 。その他男女の社会保障制度の見直し

にも関連することです。

アンペイドワーク

市場経済のベイドワーク (支払わねる労働)に対して、無報酬
労働 (支払われない労働)を指すことば

この研究会発足によって、これまで喉に刺さつた骨のように、いつ

までたってもすつきりしなかった、「女性の自立政策」に、本気で取り

組めそうです。
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公・共日を拓く
―研究会発足にあたつて― rflfievfi-e- ffiE HE

(福祉クラブ生活協同組合理事長)

私たち生活者・市民からみて、日本の公と共は、けつして近しい関

係ではなかつた。それはなぜならば「公共」という言葉が、長い間、

公 (権力)が共 (市民社会)を従える、という関係性を
″
善し

″
としてき

た政治と行政の風土とともにあつたからだ。たしかに日本の政治の政

策手法が、生産構造を変え、物質的生活を飛躍的に改革してリーダー

シップを発揮したのだが、同時に、主権者を回ボット化してしまつたこ

とが、今日の混沌を生み出したといえる。

トライアング,レ 三角形、三角関係

リスクマネージメント ■‐

危機管理または、危険管理、経営活動にともなう各種のリスク
を攣

`曖

用で最小限にいとめる体系措置

|なウン名覇(ベイリング≧パス
=

麓魔場裏温蠍 癬 予
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その政策手法の中心には、10年間で630兆円にも及ぶ"約束さねた
/AN共

投資"の利権構造とそれに群がる族議員、そして行政計画や、数

えきれないほどの審議会など一連の請負型の利益政治がある。今ま

での利益政治は、住専間踵でようやく危機に直面しはじめたとはいえ、政・

官・業による鉄のトライアングルは、公・共 。私を上から串刺しにして、

受け身の「国民」を操作し、柔らかな支配を継続してきた。この支配

をいきぎよしとしない「市民」は台頭しつつあるのだが、個人資源 (い

くばくかのお金、知恵、労力、時間)を活用して、リスクマネージメン

トを自明としたカウンターバワーを形成するまでには至つていない。

III■ ヘゲモニー コ難、搬雑

●地域ことの有償/無償の総労働時間
(197鶴F以動

Jヒアメリカ及びオーストラリア
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11五彗‐アンベイド・ワーク

費料,自凛統計臓 r世界の女性1970～ 1990J19904

男社会の締めつけをうける、勤労者・市民はうつろであるが、これに

対して女性を中心とした生活者・市民は元気にあふれている。この生

活者 。市民の主体性は、経済社会の発展につれてアンペイドワークを

表舞台に押し出して際立ちつつある。しかし、家をめぐる性別分業や

伝統的な女性差別は国の法や制度にはぴこり、産業資本のヘゲモニー

に内在し、家庭や女性自身の認識内に沈潜して、相変わらず根が深い。

この研究会は「公」権力と「共」領域との関係の自律化を促し、市

民主権がパワフルに作用して相互の役割を結合できるようにするとと

もに、第3の歴史軸としてのポスト資本主義を形成する制度や政策提

案をめざす。それは、市民社会に根ざした「私」 (契約し合つた市民)

が「共」の内実を参カロ型システム〓市民資本セクターで充実させるこ

とでもある。

市民資本による市民的自由を拡大する事業と運動の可能性は、共同

購入やW.CO、 参カロ型福祉や政治NETなどの参カロ型システムモデル

を見るまでもなく、全国の女性・市民を主体としてその芽は拡がつて

いる。そして女性・市民が実践するであろう市民政策の形成は、世界

にさきがけて日本の女性の働き方を歴史の正道に位置づけ、宇宙船

地球号を救う道でもある。

その先駆的課題の提起は容易ではないのだが、このペーバーが神奈

川NETの研究会形成の発議を生かし、関係者が好奇心を高め、プロ。

アマを問わず知的資源を持ち寄り、有効な研究成果を発信できれば幸

甚である。

東ヨーロツパ及びソ連

北アメリカ及びオ‐ストラリア

東ヨーロッパ及びソ連
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ス (SEX)というのと区驚して使われる。その範囲1ま広く、そ
のジェンダーの概念による影響をさす        .

贈馳脳評翼捷響聟響絆   ‐||
雷意               識

「国連女性の十年」の展開と女性のアンペイドワーク

「アンベイドワーク」の歴史的経過‐

女性のアンペイドワークに光をあてる仕事は、「国連女性の十年」の

歩みのなかで一貫して、グローバルな規模で取り組むべき重要なアジ

ェング (政策や運動課題)と して位置づけらねてきた。

のメキシコシティにおける「国際女性年世界会議」で採択

された「世界行動計画」はその第3章で、ジェンダー (社会的、文化的

に形成された性差)に留意した新しい「研究、資料収集及び分析」の

必要を述べ、関連して女性の経済的貢献の正当な評価の重要性や、

女性が行つている市場外部門の活動の資料収集や研究の重要性を指

摘している。

のナイロビ世界会議で採択された、西暦2000年に向けて

の女性の地位向上のための「将来戦略」は「発展」のための基本戦

略として、「開発のあらゆる側面及び部門における、女性の報酬を伴

う貢献、及び特に報酬を伴わない貢献を認め、これらの貢献を測定し、

…農業、食料生産、再生産、及び家事労働に対する女性の無報酬の貢

献を計測するため具体的な措置が講じらねるべき」ことをあげている。

に行われた「ナイロビ将来戦略の実施に関する第1回見直

し」の文書では、アンペイドワークの測定と評価が、「平等」に関する

「勧告5」 のなかで、具体的に次のように提言さねている。すなわち

「同一価値労働同一報酬の原則を呼びかける特別の措置を請じ、かつ

国の政策において配慮するという観点から、女性の無償労働の経済的

価値を測定する具体策を1995年 までに講じるべきである。そして…

男女間の報酬の不公平、無償労働及び非公式部門における労働を測

定するという方法論的側面についての作業を完成させ、そのような測

定がなされた国の研究を公表するべきである」と。

以上のようなアジェングの設定の動きに留まらずジェンダー・センシ

ティブな調査 。研究活動としても展開をしてきた。INSTRAW(国 連

女性の地位向上のための調査訓練研究所)やUNIFEM(国連女性開

発基金)やWID(開発における女性の役割)は、まず、開発における

途上国の女性の経済的貢献を正しく把握するために、圧倒的に女性が

行つているアンペイドワークに関する調査・研究、及びデータや資料の

収集・整備を行つている。

■‖‖日 ■ 国連続計局がまとめた初の「世界女性白書」と言われる

『世界の女性1970-1990-そ の実態と統計―』は、高度工業国の女性

のアンペイドワークをふくめてグローバルな広がりのなかで、アンペイ

ドワークに光をあてている。さらに早くからこの課題に取り組んできた

フィンランドやスエーデンなどスカンディナビア諸国とともに、カナダ

やニュージランドにみらねる最近の国レベルの動きも注目さねる。ま

たこの年のリオ.デ.ジャネイロでの「国連環境開発会議」でも「女性

のアンペイドワーク」が取り挙げられた。

埋8難器 "01■■

言

■NEEIヨ ヵナダでは、女性の地位省と統計局が共催して、「無償労

働の測定と評価に関する国際会議」を開いた。また:LO:OECD,あ
るいはEU委員会においても、近年、女性および男性を含めて「職業

生活と家庭生活の調和」や労働時間短縮という課題が重要性を増す

なかで、アンペイドワークの問題への関心を高めてきている。

:10(国 際 鵜 機 関 )|■
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騒据孵憲礎 どζ認
■‖ E日 ヨ 3月 にデンマークで開かれた社会開発サミットでも、女性

のアンペイドワークの問題が取り上げられ、その具体的な対応につい

ては「北京世界女性会議」に持ち越された。
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研究会コーディネーター

久場 嬉子
(東京学芸大学教授 )

アンペイドワークの把握と評価をめぐつて

このようにアンペイドワークヘの関心は「国連女性の十年」の歩み

とともに深まり拡がつてきた。とくにそれは、開発、貧困、環境、人口、

資源の問題や高度工業国のみならず途上国の女性労働問題に対する

関心と結びついている。女性の労働や生活実態を把握しようとすれば、

女性の大半が担つているこの大量な労働や活動を見落とすことは出来

ないからである。

「世界の女性1970-1990-そ の実態と統計―」やINSTRAWの調

査・研究では、女性の仕事や労働、または経済活動として、その対象

としているところは次のように広いものとなつている。

●一つは言うまでもなくフォーマルな有償の労働であり、雇用労働の

みではなく自営 。家族経営での労働も含めて、直接的、間接的に貨幣

収入を生み出す労働である。

●二つはインフォーマル (りF正規)な労働と呼ばれているもので、それ

には様々な労働や活動が含まれる。例えば法的・行政的規制や保護

から外れているような雑多な零細経営部門の無給労働、あるいは自給

農業の無給の労働や世帯内での自給的な物やサービスの生産労働、

さらには地域サービス活動 (コミュニティワーク)などがあげられる。

●三つめがアンペイドワークいわゆる無報酬労働であり、大きく市場

外の家庭内での育児・介護 。家事労働とボランティア活動をふくんで

いる。このなかでさまざまなインフォーマルワークや家庭でのアンペ

イドワークをいかにして把握 (測定)するか、あるいはそれに政策や

法制度はどのように対応しているか、また社会的、経済的にいかに評

価するか問われるようになつてきた。

高度工業国における家事労働の把握に関して現在不可欠な方法と

して重要視さねているのは「時間利用調査」(Time Use Survey)

であり、「生活時間配分調査」である。以上のような国際的な動きか

ら見ねば、日本におけるアンペイドワークの把握と評価をめぐる現状は

旧態依然のままである。専ら家事労働を伝統的な性別分業と強固に結

びつけ、狭く「専業主婦役割」に閉じ込める現状は克服されていない。

今や家事労働は、男性労働をも視野に入ねてアンペイドワークとして

規定しなおし、一つにジェンダー・センシティブな視点にたち、二つに

「経済」や「労働」に関する従来の概念を見直し、その把握と評価方

法を開発することが何より求められている。
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北京世界女性会議の成果

第4回世界女性会議で採択された北京宣言及び、行動綱領の総理府

仮訳案がでました。綱領は第1章から第6章にわたり、全体では361の

パラグラフ (節)からなる膨大なものです。

その中の第5章「戦略目標及び行動」にアンペイドワークに関して

「測定と評価」の必要性が確認され、評価手法の開発や関連する統計

整備の政策合意が盛り込まねています。

「戦略目標及び行動」はA～ Lの 12項目にわたつていますが、その

中の「F・ 女性と経済」と「H。 女性の地位向上のための制度的な仕

組」の中からいくつかのパラグラフの内容を抜粋して紹介します。

アンベイドワークに関して

「アンペイドワーク」の測定と評価手法

の開発、関連する統計整備の政策が「行

動綱領」に盛り込まれる一第4回世界女性

会議行動網領 (総理府仮訳案)より

北京

●「F.女性と経済」156節 (後半部分)

女性は、有償労働ばかりでなく多大な無償労働をも通じて、開発に

寄与している。女性は一方で、農業、食糧生産または家族経営の企業

における市場向け及び自家消費用の物資及びサービスの生産に参カロ

する。国連が各国に採用を勧告した国民経済計算体系 (SNA)及 び

その結果、労働統計の国際基準に含まれてはいるものの、この無償労

働―特に農業に関連する―はしばしば過小評価され、不充分な記録し

かなされていない。

女性は他方で、相変らず、子供や高齢者の世話、家族の食事の準備、

環境の保護、並びに弱い立場や障害を持つ個人及びグループを支援

するボランティア活動のような、家庭内及び地域社会の無償労働の大

部分を担つている。この労働は数量的に測定されないことが多く、国

民経済計算の中で評価されない。開発への女性の寄与はきわめて過

小評価さね、したがって、その社会的認知は乏しい。この無償労働の

タイプ、程度及び分布を完全に日に見える形で表すならば、責任分担

の改善に寄与することにもなろう。

1.我々、第 4回世界女性会議に参カロ

2.国際連合創設 50周年に当たる 1

3.全人類のためにあらゆる場所のす

標を推進することを決意し、

38.我々は、ここに、以下の行動綱

ることに責任を負うとともにに、我々

の視点が反映されるよう保障する。我

際金融機関、その他関連の地域及び国

みならず非政府機関に対し、また、市

の自主性を十分尊重した上で、政府と

に責任を負い、この行動綱領の実施に

朧 電翼麗▼

●戦略目標F-1

雇用、週切な労働条件及び経済資源の管理へのアクセスを含む、女

性の経済的な権利及び自立を促進すること。

シンポジウムのお知らせ

福祉・ 女性労働・ 近未来シンポジウム
ースウェーデンから女性起業家たちがやつてくる一

日時 :1996年 4月 18日 (木)午後 1時～午後 4時 30分
場所 :横浜市健康福祉総含センター 横浜市中区桜木町1-1蝦木町駅下車3分 )

コーディネーター…・大 熊 由 紀 子 回 日新聞綸説委員)以租 称略

パネラ………………小 l‖ 泰 子 榊奈りllワ ーカーズ・コレクティブ連合会理事長)他 1名動 中

コメンテーター……中村 秀― に生省)

主催 :生活クラブ生活協同組合 県連加盟の各生協 (予定)

生活クラブ運動グループ福祉協議会

後援 :神奈川県生協連含会 (予定)

日



「H・ 女性の地位向上のための制度的な仕組み」

●戦略目標H-3
立案及び評価のための男女別のデータ及び情報を作成 。普及すること。

‖

饉
した政府は、

995年 9月、ここ北京に集い、

べての女性の平等、開発及び平和の目

領を採択し、政府としてこれを実施す

のあらゆる政策及び計画にジェンダー

々は、国際連合システム、地域及び国

際機関並びにあらゆる女性及び男性の

民社会のあらゆる部門に対し、それら

協力して行動綱領の実施に対し、十分

寄与することを強く要請する。

象■

●取るべき行動

206節― (f)以下により、あらゆる形態の労働及び雇用について、よ

り包括的な知識を開発すること。

(1)農業、特に自給農業及びその他の型の非市場生産活動における

ように、すでに国連の国民経済計算体系に含まれている無償労働に関

するデータ収集の改善

(2)現在労働市場における女性の失業及び不完全雇用を過少に見積

つている測定の改善

(3)女性の経済的寄与を認め、女性及び男性の間の有償労働と無償

労働の不平等な分布を目に見えるものにするために、扶養家族の世話

及び食事の用意のように、国民経済計算を数量的に含まれない無償労

働の価値を数量的に評価し、中核的な国民経済計算とは別個であるが

それと調和したものとして作らねる可能性のあるサテライト (補助的)

勘定またはその他の公的経済計算に反映できる方法を、適切な討論の

場において開発すること。

206節― (g)有償及び無償労働における女性及び男性の間の差に敏

感な、時間使用統計のための

'舌

動の国際分類を開発し、性別のデータ

を収集すること。国内レベルでは、各国の制約を条件にしつつ

(1)有償のまたは他の無償の活動と同時に行われるそねらの活動を

記録することを含め、無償労働の価値を数量的に測定するための定期

的な時間使用調査を行うこと。

(2)国民経済計算に含まれない無償労働を数量的に測定し、中核的

な国民経済計算とは別個だがそねと調和したサテライト (補助的)勘

定またはその他の公的経済的計算にその価値を正確に反映する方法

の改善に努めること。

参カロ自由

アンベイドワーク学習会

日時 :4月 14日 (日 )14:00～ 16:30

場所 :新横浜金子第 2ビル 2階ホール

内容       ―

●「アンペイドワーク」とは何か 一世界の動き―

研究会コーディネーター 久場 嬉子 (東京学芸大諏 授)

●「日本での取り組みとして一コミュニティワークの活動―」

研究会メンパー 矢沢 澄子 (東京女子大学関D
●「研究会のめざすこと」

研究会代表 又木 京子 榊奈lllネットワーク遇動lta)

本紙についてのこ意見やこ感想、また、当研究会について、ひとこ

と、言いたいことなどをお寄せください。400字以内にまとめ、

住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上お送りください。

〒231横浜市中区南仲通 4‐40小島ビル2F
神奈り|INET「新しい公 。共圏をつくる政策 。制度研究会」係
FAX 045-651‐2081



Ｚ
Ｏ
日―

―

ヽ

＼

0
舗
鋪
JI
]書

‐

彗: ‐
■ 捕

言言|

1器 |

0
哺 蠍
首 C

S
話?  |

=置¬昌、ヽ―_____ぽ
.:

輌

D     .
0     1
m     .

＼

＼

＼

＼
＼

＼

＼
＼

＼

｀
＼

ゝ



VⅥDRK
嶋

≫

l:′
・″

第 1回

苺彗蔦嘉誕

=爆
 |‐|  ‐■■  ._■

■ |||||||||||‐
‐
■ |||||||||||‐

|‐

■ ||||

4/: ■||||||11■ ||||||||

「新しい公●共圏|を|つくる.政策・制度研究会Jのめざすもの

情報誌創刊によ|せ
―
て■

|■ |||||||||||||||■ |■ |||||||■   ‐‐‐|   ‐|■ |   |
‐‐・ ■■‐    ||‐            ‐

■|‐     ‐■|

梅野りんこ||■■■■

研究会報告‐|―卜■|■|

海外事例紹介|カナ
ー
ダ

=
‐

:ガ

:=,‐ |

アンベイドワ■|ク撃‐習会‐開‐催

又本東子



褥
瘍
疇勒

鮨

「新しい公・共圏をつくる政策・制度研究会」のめざ
阪神淡路大震災のおり、最初に救援活動を始めたのが地域の住民であり、次が日本中から駆けつ

けた市民のボランティアであり、自治体が続き、最後が国であつた。この事で国や行政の対応の遅さ

を非難する声が高まったが本当にそれでよいのだろうか。社会の問題解決を全て「公」に任せること

が出来るとの誤解が、「公」にも市民にもはびこってしまつたことは、問題なのではないだろうか。

中央集権の弊害、地方分権の必要性は誰もが口にし、その解決プログラムは公的にも市民間でも

研究が進められている。しかし、国の権限を地方自治体に委譲する事が分権ではない。災害時だけ

でなく、高齢社会やリサイクルをはじめ、日常地域で市民が共同して問題解決する力を生かすために

「公」がなにをすべきか、その役割を市民がコントロールする、そのためには、行政。政府は身近で小

さい方が良い、これが地方分権の目的であろう。そしてこの地域での「共」の力=『コミュニティワーク」

の主役は女性たちであり、現在「アンペイドワーク」として放置された領域でもある。

私たち生活クラブ運動グループの市民たちは、たすけあいのワーカーズ。コレクティブや福祉施設

「アンペイドワーク」の創刊おめでとうこざいます。さすが神奈川ネッ

トだと感心しています。私も経企庁の政務次官就任を機に、田中秀征大

臣にアンペイドワークを経済統計に表すことを提言、5月 に「無償労働

に関する研究会」が発足します。構成は男女各5名です。

女性は農業、自営業、職場で働き、家事、育児、介護、ボランティアを負

担しています。これらの実態が明らかになれば、その社会的評価の有無

と政府の不備が見えてくることでしょう。無償労働の分野はこれからの

新しい起業の対象でもあり、女性の感覚と能力が求められるところです。

「労働」の再定義と性別役割分業の撤廃に拍車をかけるためにも、情

報誌が一人でも多くの方に読まれることを期待しています。

饒 豪|1轟

一一一一̈
一一一一一一一一一一一一一一一一一・一一一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一̈
一̈
一̈
一一一一一一一一一一一

清水1鶴1宇サ誓■1懇

1111111111111111,1111:|||||||111il111:|||
|■■■■| |■■|1111● ■■■■■|:ltl:1111■

家事・育児や介護の担い手がいて、初めて家庭生活は成り立つ。その

担い手は、十中八九まで女性である。言つてみれば家庭生活は、女性た

ちのボランティア活動、すなわち無報酬労働の上に成り立つていると言

うこともできる。

堅固な性別役害」分業体制の中で、こうした女性たちの「アンペイドワ

ーク」が、「女として当たり前の務め」と、一言のもとに切り捨てられる

時代が長く続いた。今ようやくそうした、女性の犠牲の上に支えらねて

きた労働に、新たな光が当てらねようとしている。

我が国の主婦論争は20年もの歳月を費やしたのち 1970年代半ば

に終止符を打つたが、これはさらに新たな論争の始まりといつていい。

論争の舞台となる情報誌が創刊されることは、その意味で、大いに刺

激的である。

||1嘩簿■撃

一
一
●

公的部門と民間部門というふうに、市場経済では公と私が二極に分解

し、民間部門もまた、家のウチとソトによつて三分されている。最近の保

守化の波に乗つて、保守派の中には家こそ日本的美国の最後の砦、家庭

を守るのは女性の大切な役日、と高言してはばからない者がいる。男中

心の暴言といわざるを得ない。

「∪NPA D WORK」 が目指しているのは公と私、家のウチとソトを隔

てる壁を取り払い、その間に新しい「公・共圏」を創ることである。女性

がそのための積極的な主体となることである。

私はこのような運動を心から支持する者であり、そのための情報誌で

ある本誌を積極的に支援していくつもりである。

轟 夫||    1構軍1幹

日



すもの 研 究 会 代 表 又 木 京 子 帥 剰 1踪ットワーク運動代表)

をつくりつづけている。この「つくる」という「コミュニティワーク」は、「公」の領域であれば主な福

祉計画・事業の一貫であり、職員の「ベイドワーク」として位置づけらねている。しかし、私たちには、

自分の暮らす地域社会が豊かになるという「報酬」を得る「アンベイドワーク」である。「共」の側か

らは、この事業に参カロすることで「公」の福祉や地域の実態がみえ「コミュニティ自治」への足掛か

りとなっている。

問題なのはここでの「公」。「共」の役割が、特に「公」からの相対化されていないのである。(私こ

とではあるが9年間もNE丁 の議員をしていると、この「公」の鈍感さは腹立たしいかぎりである。)

私たち研究会は「公」「共」を相対化し、さらに「フルタイム」労働中心の社会に対し、「フルタイム」

「バートタイム」「ベイド」「アンペイド」「コミュニティワーク」をジェンダー(作られた性差)からでは

なく、ライフスタイルで選択出来るような社会を可能にする法制度の研究をすすめ、未来をつくるこ

とに貢献したいと考えている。

鞣
遭
陽

::轟1灌

赫静事1場翻離創圏餞小塚尚1男|

昨年、北京女性会議NGOフォーラムに参カロして、飛び込んだワークシ

ョップの一つが女性のアンペイドワークの評価に20年来取り組んでき

た国際的なネットワーク組織 (IWCN=lnternational Women Count

Network)のものでした。会場では次々に登場する途上国と高度工業

国の女性達が一体になり各国の事情を報告しあい、女性のあらゆる無

報酬労働の統計上 政策上での正当な評価に向けたロビー活動や、国際

的な女性運動の強化を呼びかけていました。

「台所から政治を変えよう」と始まつた日本発の草の根市民活動を「グ

□―バル・キチン」(地球大の台所=再生産領域)の運動 (IWCN)につ

なぎ、思索や実践を広げる研究会となるよう期待します。

「もう半分の情報」に目を向けるために

空気や水は測れないけれど、生きていくのに不可欠なものです。家事

や育児、社会活動、途上国の女性の水くみや燃料集めなどのアンペイド

ワークはこれに似ています。数字に表れない「女の仕事」とされてきた

ために、経営者や政策決定者の多くは、これらを考えに入れずに物事を

決めがちでした。

でも、報酬労働という「半分の情報」だけから設計される社会は、危う

さがいっぱいです。会社と家庭 地域での労働の両方を担い、2倍働く

と考えらねてもよいはずの共働きや 1人親家庭の父母が「お荷物」扱

いされる不思議な社会。こんな状況を変える仕掛けをつくり出す触媒と

しての情報誌を願つています。

全くもつて不勉強のそしりは免れないが、正直いつて∪NPAID WORK
についてはよく分からない。その上で思うこと。

ひとつ目はアンペイドワーク=無報酬労働として経済学的に追求すると、

マルクスが不払い労働の分析はしたが、結局解決できなかつたような随

路にはまるのではないか。

ふたつ目はアンペイドワークがなかつたら、皮肉にもN匡丁やワーカーズ・

コレクティブを含めた生活クラブ運動はなかつたという自己矛盾に陥る。

願わくば、新しい世紀の新しい労働へのクリエイティブな試みと結びつ

けられないのだろうか。

□

1麟鸞
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第電国拡大学習会
日時:1996年4月 14日 (日 )・ 場所:新横浜金子第2ビル2階ホール

当研究会では随時、拡大学習会を開催することを計画しており、そ

の第 1回として「アンペイドワークとは何か」という基本の学習会を

行ないました。今まで育児や家事や介護の部分でワーカーズ・コレク

ティプを十数年つくつてきました。このような地域の中での重要な活動

が社会的に認知されていない状況を、どのように社会的に評価させて、

運動を広げていつたらいいかという課題があります。この経済優先の

産業社会を見直して、ポスト産業社会という新しい社会経済の在り方

への市民政策を展開していけるのではないか、そうしたことを目指し

ながらこの研究会を立ち上げました。

講師は研究会のコーディネーターでもある久場嬉子氏、同じくメン

バーの矢澤澄子氏と研究会代表の又木京子氏にお願いしました。当日

の参加者は約 150名で、日頃から地域でコミュニティワークに携わつ

ている人が多く、関心の高さが感じられ、質疑応答も活発でした。今

後も研究会での学習を共有化する学習会を、多く開催していきたいと

思います。                    (研 究会事務局長 蟹沢道子)

アンペイドワークを、無償労働・家事労働・主婦労働または一般的で

はないが市場外労働 りF市場労働と読みなおすとイメージし易いかもし

れない。ドイツのフェミニスト、ヴェールホフが「家事労働がわかねば、

経済学がすべてわかる」というように、「家事労働」とか「アンペイド

ワーク」は説明の難しい用語である。75年に、アンペイドワークの評

価が女性運動の政策課題として初めて取り上げられ、95年「北京女性

会議」の行動綱領第5章でアンペイドワークヘの具体的な対応の指針

が与えられことは、重要な転機といえる

アンペイドワークを考える女性運動は、1980年の ILOの発表『女

性は、全世界の3分の2の労働を担いながら、収入は50/0、 資産は 10/o

以下しか所有していない』現実と、世界中の評価されない膨大な無償

労働の存在への認識が出発点になつている。

アンペイドワークには2つのカテゴリー、①経済活動でありながら評

価さねていない無償労働 (とくに農業に関連)と、②経済活動でない

家庭内 (育児、家事、介護など)および地域社会 (環境保護、ボランテ

ィア活動など)の無償労働がある。「この無償労働のタイプ、程度及び

分布を完全に目に見える形で表す」ために、まず無償労働を測定 (時

間資源の使い方の「生活時間調査」)して、測定された質の違う無償

労働の価値を評価する手法を、各国で開発することが行動綱領で提議

されている。

アンペイドワークを問題にすることは、3つの社会的意味、①労働と

いう概念が広げられた、②女性の自立戦略の見直しがせまられる (社

会の中でペイド・アンペイドワークの責任分担を見直す。特に日本では、

アンペイドワークを被扶養の立場にいる女性 (専業主婦)の見えざる無

償労働という形にしておかない)、 ③国や地方自治体が政策の見直しを

せまられる、ことがあげらねる。

″いい［腑”

質 疑

回璽こxT2鯖ヲ言卿 ♭班璽
婦としている。いつまでも主婦のパーティというの

は矛盾するのでは?

⑤望ましい女性の生き方

lLO(国 際 労働 機 関 )「 NTERNO■ONAL LOBOun oROAMZATЮ N

国連専門機関の1つて、社会正義の向上と労働条件の改善を

目的とした国際機構

資料 経済と貿易(161号 )掲載
都市女性と政治参加のニューウェープ(矢澤、国広、伊東)より
(調査期間 1991年9月 1日～30日 )

田国彊1鰤源解がレン
ペイドワ

“
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変わらざるをえないのでは?
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(神剌‖W Co連合会理事長)

麒 一つには言葉の問題で、私たちが主婦と言うとき、育

児・家事 .介護という労働概念から見えたものを、主婦とい

う言葉でくくつてきた。この研究会のなかで働くことの意味、

働き方を考えながら、そこから抜け出す言葉 概念 制度を

つくろうと思う。

国 主婦研究の中で、91年秋と95年の統一選後に横浜

の地域ネットの人たちの調査をした。多くのメンバーは社会

学的には、都市郊外に住む中産階級の非雇用の既婚女性た

ちで、時間と経済的余裕と教養がある主婦たちだ。ネット運

動は、日本の主婦的状況から生まれた運動であり、その力が

発揮されたものである。この運動は、夫の雇用による「塚

族賃金」に依存したただ働きでもあるという限られた立場

性を自覚して、自己満足で終わらないことが求められる。妻

の家事労働に支えられた夫の働き方、男女交代できないこ

とのおかしさに気づく必要がある。

ジェンダー平等

ジェンダーとは社会的・文化的につくられた性 (あ るいは性別
概念)をいう。生殖器官の差による「生物学的性差Jをセック
ス (SEX)と いうのと区別して使われる。そのジェンダー差別
がないこと。

ペイド・アンペイドワークの責任分担の平等は、男女間・家庭内・地域・

社会全体の様々な分野でのジェンダー平等が基本にある。国際比較で

みた日本でのジェンダー平等の特徴は、「公的 私的領域でのジェンダ

ー役害」の区分けがはつきり」していて、「社会的再生産のための労働は

ほとんど女性が負担している」ことである。

W Coを始めとするコミュニティワークは、依然として主婦的な状況

のなかで行われているが、その社会的側面は3つある。

①女性の労働の組織化 (雇用労働ではないもう―つの組織化に成功)、

②コミュニティベースでの労働や仕事の創出、

③市民参加型の事業の骨組みを発展。

これは21世紀にむけての働き方としても有意義だと確認できる。

現在、日本でも、750/0の国民が家庭内無償労働を社会的に評価す

べき (特に介護では83%)と答えていて (95年秋の総理府の「男女

共同参画に関する調査」)、 すでにどう評価すべきかという段階にきて

いる。しかし国の発想は、まだ「表彰すべき・手当てを支給すべき。税

制などを優遇すべき」というレベルで、性別分業を見直すという世界

的な動向や「社会的」評価を求める国民の意見とはずねがある。

コミュニティワークとして発展してきた3つの側面を、ペイド・アンペ

イドワークの視点で見ると、

①組織化におけるコーディネート機能やコミュニティ活動の事務局機能

などのアンペイド部分についての評価

②人間的な労働として価値が高い女性の労働をどう評価していくか、

③非営利な市民事業を社会的に認知させ、制度的な保障を強めていく

ことが、課題としてあげられる。子供たちや高齢者がいきいき暮らせる

福祉社会のためにはコミュニティワークはかかせない。多様で、社会的

にも人間的にも価値をもった女1生たちの労働を、女性だけでなく男性

にも見えるようにして、ジェンダー平等を進める方向で男女が担つてしヽ

けることを目標にしたい。

私たちは女性たちのもう一つの生き方、働き方を作つてきて、それ

を実践的に進めてきたが、それを社会のなかに展開していく言語と概

念が不足していた。アンペイドワークの測定と評価についての海外の

事例に触れ、そねが私たちが行なつてきたことの整理に役に立つとい

うことで研究会を発足させた。この研究会の経過を情報誌で伝え、女

性政策として返していきたい。

研究会の名称「新しい公・共圏をつくる政策・制度研究会」は、「公共」

の行政の考えに対し「公」と「共」のそれぞれの役害」をもう一度見直し、

新しい関係を作つていこうということを意味している。今私たちは個人

や「共」=地域の領域にあったものを「公」=税金の領域に移してき

たが、日本ではそれを「お上」という言葉で、「公」が地域を支配して

いる構図になつている。

私たちは、今まで「共」の領域を増やす運動をしてきた。個人消費

から共同購入、家庭の中の個人的介護から W Coで の地域福祉という

形で。しかし、今その「共」と「公」の関係は切ねた状態で、例えば、

厚木市のたすけあい W Coが市のホームヘルプサービスの一部を担い、

そのコーディネーター費用の不足を税金で補填してほしいと要望したが、

税金を補填して皆さんの活動の自立性・自発性を奪つては申し訳ない

ので補填しませんという回答がきた。今まで「公」が市民の「共」に

対して何をしてきたか暴露しているわけで、その構図に対して制度や

政策でしつかり提言できるような研究会にしたい。

厖震罰 シヤドウワークとは、消費生産、市場経済を成立させ

るためにその裏側にあるワークで、アンペイドワァクとは、
ベイドワーク (有償労働)に対比しているワークをいう。

回 含まれる。J園子動血嶺|こメド公式 OFID ttP5傍
働)ヽの参加と入つている。フォーマルとアンペイドの間に
あつて:その定義は曖昧なまま残つているが綱領では女性労

働の二つの大きな形態として取り上げている。

目 実質的なコミュニティワークは主に女性だが、リーダ

ー層は男性が多い。日本では男性がポストを占有している、

女性が期待されてない、女性がキャリアアップする機会が与

えられていない現状がある。有償、無償に関わらず価値ある

労働として対等という考え方で、相互乗り入れすることが今

後の課題だ。

回 再生産労働であるアンペイドワークを担う層が、被扶

養でないところで基盤が作られなければ安定しないのでは

ないか、このことを考えてほしい。

制震購究会
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1996年 1月 16日 (大)に第 1回目の研究会の会合を持ち、以後

毎月 1回のペースで開催している。

メンバーは神奈川ネットワーク運動より6名、生活クラブ生協より2

名、コミュニティクラブ生協より1名、福祉クラブ生協より1名、神奈

川ワーカーズ・コレクティブ運含会より2名、東京女子大学の矢澤澄

子氏、新FH3記者の竹信三恵子氏、コーディネーターに東京学芸大学の

久場嬉子氏、サポーターに福祉クラブ生協の横田克巳氏でスタートした。

研究会では会の方針、情報誌の内容等の打合せ事項の後種々の論

文を学習している。 (論文の英訳はワーカーズ・コレクティプA.ET)

⑩北京世界女性会議の「行動網領」におけるアンベイ

ドワークの位置づけ

鋲ざ会離のアン
,(ll∵T価

に関す
1

°
罪    ■甲 |

研究会に参力|して 梅野りんこ榊剰‖ネットワー鍵助

70年代始め、やっばり男たちがいばっていた全共闘運動から遊離し

た私は、フェミニズム運動 (当時はウーマンリブと言つていたが)の方

へ、必然的に漂つていきました。私は主に、女性の視点から見直した

近代女性史を勉強していましたが、そのうち結婚したり、子供が生ま

れるやらで、勉強のほうはすつかり御無沙汰になつてしまいました。け

れどその間もずつと男と女の問題は、私のなかで大きな位置を占め続

けてきました。

私自身は、育つていく中で、あまり女を意識する場面は無かつたよう

に思いますが、だた母の一日を思い返してみると、いつも台所にいて

ゴボウのかわをこそげていたり、水道の蛇口を歯ブラシでこすつてい

たり、何かしら仕事をしていましたし、72歳になった今も、同じような

毎日を過ごしているようです。父が一線を退き、少し暇になった時、母

|よ「だいどころのゴキブリも (自分のことらしい)そろそろ退職した

い。」と言つて皆を笑わせていましたが、今思うと、本音だつたんだな

あと胸が熱くなります。

夫は妹と弟の3人兄弟ですが、皆で集まると、母と、妹と、私が食事

の用意をし、その間、男たちは、碁をしたり、テレビを見たりして遊ん

で待つています。私の実家に行つたときは、父と夫の食事の用意をし

て、母と私が碁を一いえいえとんでもない一そんなことあるはずがな

いでしょう||

北京世界女性会議でも行動綱領の中で、女たちが担う無償労働につ

いて「測定と評価」の必要性が確認されました。母や、姑や、私の、

女ならするのが当然と思われてきた労働が、今、世界中で見直しされ

ようとしています。人々の無意識の中で、仕事であることすらみとめ

られなかつた膨大な労働が、今カウントされ、評価さねようとしています。

アンペイドワークと言われるこの仕事は、なんと年に一千兆円にもな

ると言わねています。日本はさま様な点で先進国ではあるけれど、ジ

ェンダー平等に関しては他の先進国よりはかなり遅れています。人々

の意識もまだ性別役害1から自由になつているとはとても言えません。

しかし、私たち人間の有りようや、世界の有りようを、正しく認識する

事は、世界を変革する第一歩であると、私は信じて、この研究会に期

待を持つて参加しています。

11原稿募集
本紙についてのこ意見やこ感想、また、当研究

会について、ひとこと、言いたいことなどをお寄

せください。400字以内にまとめ、

住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上お送りく

ださい。
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「新しい主婦縮争をおこすためにrア |ンベイドワークの測定と評価」

のカナダ会議から久場嬉子「女性と労働21」 第7号 199準
「 」

「女性のアンベイド・ワーク国際的調査研究と資料」女性のアンベイ

ドワーク研究費躇行1995年 3月

〒231横浜市中区南仲通4‐40小島ビル2F
神奈川NET「新しい公・共圏をつくる政策・

tll度研究会」係 FAX 045‐ 651…2081

カナダ

女性の「アンペイドワーク」に対して、20世紀の初頭より関心が払

われていましたが、価値を認めさせる草の根の運動が起こつたのは

1970年代に入つてからで、1972年イギリスのロンドンで「家事労

働に賃金を求める国際キャンペーン」(The internauonal wages

fo「 Housework Campaign)が 発足したのを皮切りに世界中へ広

がつていきました。1975年の「国際女性年世界会議」の「世界行

動計画」に「女性の経済的貢献の正当な評価の重要性、女性の市場

外の活動の資料収集や研究の重要性」が始めて採択されて以来、とり

わけ 1985年ナイロビ1専来戦略第 120条 (準備号参照)をきつかけ

にして、国連をはじめ先進諸国が「測定と評価」に関してさま様な取

組みをしてきました。

このコーナーでは、そのような先進事例を紹介したいと思います。

今回はカナダをとりあげました。

カナダではカナダ統計局で、アンペイドワークと世帯生産 (househOld

product)の 測定に長年力を注いできた経過があり、1971年からは

家事労働の価値を算定し始めました。1996年には国勢調査に含め

てアンペイドワークに関する調査を行う予定で、その適切な質問票調

査の開発の研究も行つてきました。

その過程で、1993年 4月にはカナダの統計局と女性の地位省の

主催で「アンペイドワークの測定と評価」の国際会議が3日 間開催さ

れました。前後に全体会議を設定し、鼈 14ものワークショプが持たれ

ました。佐欄参照)ワ ~クショップの題名をみただけでも研究の深さが窺

い知れます。参加者はアンペイドワークに関する先進諸国より、多数

の学者、研究者、法律家、行政官、福祉サービスのプランナー、女性運

動家も参加しており、この問題への関心は理論的研究のみならず、

女性運動、さらに雇用政策、社会政策、開発政策の領域まで広がつて

います。

開会に当たつて、カナダの女性の地位大臣のメアリー・コリンズさん

が「“労働には3種類存在する。パートタイム労働、フルタイム労働、

オールタイム労働。女性の労働はオールタイム労働である"と
言われ

ている。女性が主に担つてきたアンペイドワークを明らかにすることは

女性にとつて重要な平等問題である。アンペイドワークの価値につい

ての大きな認識は、家事と家族の責任のより公平な分担―男女双方の

利益になると思われる発展―を含むものとしてジェンダー役割の再定

義を形づくる助けになるであろう。またわねわれの経済に対して女性

と男性が行うアンペイドワークの価値を正確に測定することによつて、

国民の十分な理解に基づいて、国の経済的、社会的、環境的未来に影

響を及ぼすような決定を下すことができる。この会議はこれらすべて

の可能な変革へ向けての重要な第一歩である。」と明瞭に問題提起し

ました。

今年行わねるというカナダの国勢調査にはこの会議の議論がいかに

反映されているか結果が期待されます。なおこの会議には当研究会コ

ーディネーターの久場嬉子氏が参カロし、報告がされています。
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いよいよ調査を胎めます I

研究会代憲・神奈川ネットワーク運動代表

叉木京子

研究会情報誌「 UNPAID WORK」 2号がやつと発行できまし

た。購読者の皆さまにご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。こ

の間い<つかの動きがありましたのでご報告いたします。

1)北欧の女性政策とイギリスのアンペイ ドワークの国際的ネットワークの

調査視察に行きました。そこで、海外から見た日本の課題が浮き彫りに

なりました。日本は、男性が長時間働<こ とによって、高度経済成長の

社会をつ<ってきました。それを支えてきたのが女性たち、つまり生活

にまつわるアンペイドワークを担う主婦の存在でした。

企業は夫に家族手当を支給することによって、夫を支える主婦の生活

を間接的に支えてきました。しかし、その金額はわずかであり、妻に直

接支払うのではな<夫の報酬として扱いました。税金は世帯単位で徴収

され、配偶者控除は夫の報酬として積み重ねられました。そして子育て

後、再就職する女性たちをほとんどパー ト労働者としてかり出しました。

しかし、夫の長時間労働に影響しない範囲を配偶者控除 (金額として

は、年間 100万円前後)と して設定しました。日本がそうした政策を

とつているときに、すでにデンマークやスウェーデンでは、女性を独立

ζ[[iFt'3こ
ダ景

::]FI會
鬼渠楚理扉昌更露高喜涯結言露讐

日本でも税制や社会俣障制Fを世帯単位から個人単位に変え、さらに

育児・福祉などの制度を充実させる方向で、配偶者控除などを見直して

いかねばなりません。

2)マスコミがアンペイドワークについて取り上|ザる機会が増えましたが、

相変わらず「主婦の値段はい<ら ?」 といった関心に終始しています。

女性たちの担っているアンペイドワークは、家事労働だけでな<、 環

境、地域福祉、生協の「食」への取り組みなど多様なコミュティワーク

なども含んでいます。私たちの研究会は、コミュニティワークやパート

労働を真剣に見直すことを目指しています。また、日本では、労働とは

フルタイムの賃金労働を言いました。そして、職場での保護も社会保障

も、フルタイム労働のための制度で、多<のパート労働が除外されてい

ます。こうした日本の労働のあり方や制度を変えるために、政策研究を

今後も進めていきます。

さらに、コミュニティワークの現状を計測するための調査を開始しま

す。今までの日本の生活時間調査では、社会活動の把握が貧困です。第
一段階の調査では、ますコミュニティワークの実態を明らかにし、独自

の分類をつくることを目指します。ご協力<ださい。



特 隼 海外視察

『市目賃金とは何が」

視察にあたつての視点

ドイツで行われた国際社会学会 (1993年 )で、エレン・プルンさんが

発表したレポートの内容を、以下の3点について学習会でまとめてみ

ました。

①なぜデンマークの市民運動は、「市民賃金が新しい労働を生み出す」

という考え方を実践したのか。

②その背景は何か。

③新しい経済活動とは何か。

私たち (先進国)は、世界の資源の3分の 2から4分の3を消費し、

産業廃棄物のうち 90%を排出している。私たちのような大量生産、

大量消費、大量廃棄の生活は、 21世紀に自かって維持できな<なつ

てい<のは明らかである。私達の生活スタイルは遠い1詈来ではな<、

すでに現在の生活に対しても脅威となつている。さらにエネルギー資

源およびその他の重要な資源が急速に減少している。

だから、私達の社会は、政治的、経済的、社会的に新たな方向付け

を迫られている。フェミニズム運動も従来の経済活動の中で平等と解

放のために闘ってきたが、新しい概念を迫られている。

従来、国家と労働運動は協力して企業活動に有利な環境を作り出し

てきた。その代わりに労働運動は、企業の稼いだ利潤を再分配するこ

とを要求してきた。国家は税金を再分配して、福祉国家を作り上げて

いた。しかし現在、このような社会契約に基づいた社会は今までのよ

うには機能しなくなっている。

現在の労働に対する者え方が、環境問題と社会経済危機の解決とい

う二つの問題を阻んでいる。特に女性が独立して生き延びてい<には、

夫からだけでなく労働市場、国家からも独立して、私たちの生活自身

を組織し、市民社会を再生させることが必要である。

今後、限られた資源 (バイ)の中での経済成長を目指すと、一握り

の金持ちに富を独占され、貧困にあえぐ者を大勢再生産するだけであ

る。従来の社会契約を見直し、人展を解放し、責任ある行動と持続可

能な社会を作るには、基本的な生活必需品を満たすことが重要である。

そのために、国家と市場のセクターの他に、もう一つサプシステムセ

クター (必要性セクター)を加えて新しい社会政策をつくつてい<。

サプシステムセクターとは、①市民の論理にのっとり、市場から独

立して活動が行われる。②労働市場とも切り離して、雇用が保障され

る。③可能なかぎり自己責任をもった組織である。④また協同組合型

である。⑤貨幣関係よりも贈与が広がってい<。 ⑥正規 (従来ある)

な組織でもない。

今までに、これは個人レベルでは実践されてきた。これから、これ

を政治課題として取り上げていかなければならない。

文責 :編集



特 隼 海外視察

目賃金との実際

今度の視察で確認したことは「女性の社会参加や政治参加が進めば社会

が確実に変わる」というとでした。女性の就業率は、北欧の 2カ国 (デン

マーク・スウ正一デン)は高い。なぜか。経済の成長に合わせて女性の社

会参力0を進めたデンマークは育児や介護の社会化を制度として確立し、女

性たちが働きやすく、家事労働やコミュニ

テ イ労働の男女の分業が進んでいるからで

す。アンペイ ド・ワークの家事労働やコミュ

ニテ イ労働は男女の分業な<して女性たち

の過重労働は解決されません。立ち遅れて

しまっている日本の女性問題の解決のため

には「女性の政治参加」が必要なのです。

3回にわたって、北欧の取り組みを紹介

し、日本の中ではどの様に北欧の取り組み

を生かせるか、考えてみたいと思います。

(以下、報告書より抜粋 )

スヴアンホんム

大規模有僣目場

首都コペンハーゲンから車で一時間。この農場では、農業に従事する人以外に、

生活してい<上に必要なた<さんのワーキンググループがあり(食事を作る人、車

や家などの修理、鍛冶屋、輸入業 etc)、 外に出て働<人 (25～30人 )もおり、

さまざまだが、(医者、建築士、保母 etc)、 全員 (成人 70人、子ども 45人)が
共同体を作り、ひとつの経済の中で生活している。教育費にお金がかからないし、

食も住も満たされている。車も必要な人が使い、ガソリン代は共通の財布、仕事の

内容に関わらず市民賃金といわれる額は、外で働<人と農場で働<人とで多少違い

はあるものの、それほ

ど変わりはない。年代

も仕事内容も違う人た

ちが共同する生活がう

ま<運営されているの

は、話し合いの場を大切

にし、みんなが合意する

まで話し合うという民主

主義が確立しているから

だろう。

lllll年 前の都市計画で実現した,ヽムヌテット・ヒース

スウ'アンホルムの農場の中庭で
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特 焦 海外視察

コーボラテイブハウスの

ゴミリサイクんシステム

コペンハーゲン郊外にある世帯数 -4∞

の住宅協同組合で管理人に聞いた。ゴミ

が増加しその処理費用が増大したことに

対して、入居者の意識改革一ゴミは資

源一によつて問題解決することを団地の

理事会が提案した。行政に相談して89年

から実験取り組みとしてゴミリサイクル

のシステム化を実施している。再利用で

きるものは自分で団地のリサイクルセン

ターヘ運ぶ。団地にはリサイクル品を展

示する棟があり、衣類、本、家電、家具、

自転車などの小部屋に分かれていて、入

居者は無料で利用できる。リサイクル品の仕分けはボランテイアが

行い、見返りとして彼らはリサイクル品の中のいいものを先にもら

える。ゴミ処理は有料であり、従来のごちゃまぜのコンテすで出し

て行政が分別するというやり方だと100万クローネかかつていた

ものが、現在 25万クローネで済んでいる。

コーポラティプハウス

一晩て公園が・・・中庭薔員会

中庭委員会は、環境 0社会福祉の運動をしているグループ (中央委員

会、60人)の中のひとつで空間を考えるプロジェクトである。コペン

ハーゲンでは都市計画で、都市に集中している人□を減らし、占い建物

を壊して空間を広げようとしている。そのため次の計画がまだ決まって

いない空き地を失業している若者たちが、一夜の間に緑の公園に作り替

えた。コンクリートをはがし、土を露出させ、緑の トンネル、咲き舌しれ

る花長、雨水を利用し

た池など、雑然とした
/Ak園であつたが、この
/AN園づ<り には行政か

ら、わずかな補助金が

出ているそうで、民間

でも行政でもできない

仕事を若者から生みだ

し、若者の失業対策に

なつているところがユ

ニークである。

中庭委員会



研究曇だより

「半ベイトワーク者」
前田陽子 (アンヘイトワーク研究会)

生活クラブ生協の理事だつたことから声がかかってこの研

究会のメンバーとなりました。

経済的に評価が1菫い仕事 (活動)をしていることへの自分

自身に対しての後ろめたさのようなものを時折り感じていま

したので、ぜひ考え方を整理してみたいと参加した次第です。

ところが少しかじりかけてみると、そう簡単な問題ではな

いことだけがわかつてきました。たとえば主婦がチャーハン

を作つて家族に食べさせる時、その行為はどう評価されるべ

きでしょうか。どんなにおいしいチャーハンでも一流レスト

ランのコックが作つたチャーハンと同じ評価を世間は(数量

的に)するでしょうか。会社に勤めていれば得られるはずの

時給をチャーハン作りの評価にあてはめることも考えられま

すが、そうなると彼女の学歴によってチャーハンの値段が

違つて<るというおかしな問題も出てきます。

しかも、こうして家事労働を貨幣で評価しようとすること

は、男女の役害」分業の固定化にもつながりかねません。主婦

労働ではな<家事労働ととらえる視点が必要です。

さて、私自身がもっとも関心を持つているのはアンペイド

ワークをただ貨幣1面値に置き換えることで問題は解決できる

のだろうかということです。アンペイ ドワークを正当に評1面

するということはお金をた<さん稼ぐ労働のみが尊いという

価値観(この価値観はワーカホリックの企業家たちだけでは

な<マルクス主義の労働観にも通じるかもしれません)に対

して何か別のものさしを考えようということではないでしょ

うか。

私はこの 4年間、生協の理事として委任料を受け取つてき

ました。ペイ ドワークといえる額ではありませんし、かと

いつて全<のアンペイドでもないという悩ましいもので私は

勝手に「半ペイ ドワーク」と命名して悦に入つています。

正直なところ胸を張つて「半ペイ ドワークをしています」

とは言いきれない私ですが、労働をベイドーアンペイドの二

極の対立軸でとらえるのではな <、 さまざまな働き方を認め

合う社会を作つてい<ことが大事なのではないかと闇えるよ

うになってきました。夫も「半ペイ ド」、私も「半ペイ ド」

で、あわせてやり<りできたらいいなとも思いますし、ワー

カーズという新しい働き方への認知も必要です。

そのための社会的な条件整備とは何なのか私なりに考えて

いきたいと思つています。



注目したい !経済企画庁に設置された「無償労働に関する研究会」の動き

96723第一回「無償労働に関する研究会」議事録から

経済活動の中で、家事、介護、あるいはボランテ イア、地域活動、など社会経済の発

展に必要不可欠な労働の大半を実は女性が担つているという現状のもとで、これらの労

働が市場を経由していない無償労働であるということ。日本だけでな <国際的にも何ら

かの経済的な評価を行うことに意味があり、そのために統計を作ると言うことは今後は

男女とも、また無償労働の分野で働 <人たちの動向をみるうえで政策的にも意味のある

事であると同時に、社会的にもどう位置づけ評価してい<かということが大きな国際的

なテーマにもなつていること。経済企画庁としても、さまざまな取り組みの中で、これ

からこの統計をどう開発してい<のか、その成果が国際的な資料としてもまた、今後国

際的な理論の上においても耐えられるような内容のものをつ<っていけるよう、研究会

で方向性を確認した。ただ、フォーマル、インフォーマルの言葉の定義や時間利用調査

が十分整理されていないなどの課題やアンペイ ド・ワークを賃金換算して、逆に女性が

主に担っている仕事が低賃金で固定化されるのではないか、という危惧も出された。

※編集部では、経済企画庁での動きを特集を組んで取り上げる予定です。

ねつとワーク
無報酬労働の数値化を考える会

無報酬労働を考える会のメンバーは、アジア女性会議ネットワーク、アジア女性資料

センター、あごら、婦人間題懇話会、北京」ACなど様反な女性問題に関わる団体にも

参加している。メンバーの中で北京会議に参加した数人が、北京会議の大きな勝利の一

つだつた「アンペイ ドワークの測定と評価」に共感し、呼びかけ、発足した。

できて約一年。主観的に女性問題を話し合つていてもなかなか解決の糸□が見つから

ないと思つていたメンバーや、結婚以来、男女の役害」分担に悩み続けていたメンバーは、

アンペイ ドワークの評価が分断されてきた「働<女性VS専業主婦」の問題を解決し、
ペイ ドワーク中心の企業社会の論理を転換させることができるのではと考えている。

この一年の間に男女共同参画審議会に提言したり、国立婦人教育会館で行われた「女

性 。ジェンダー研究フォーラム」や東京ウイメンズプラザまつりでもワークシ∃ップを

企画、運営してきた。やっつけ仕事をせずきちんと準備をするのが会の方針で、本来は

月一回の学習を行っているが、企画

が近づ<と忙し<なるようだ。   |
年齢も 20代から60代まで幅広 i

い。会費は月 500円。      :

彗菫百寒全国彗]璽[「
間になれる

|

詳 しい問い合わせは、      1
袖山登美子          I

渋谷区初台 1-39-6       1
丁EL&FAX 03-3375-2401,ま て,。   |:
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ヽ

べ
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新 しい公・ 共 目を つく る政 策・ 制度研 究会

この研究会は、神奈川ネットワーク運動、ワーカーズコレクテブ連ee、 生活クラ

ブ生協、福祉クラブ生協、コミュニティクラブ生協、その他学者・研究者・市目により

鷹威されています。また、研究会の目用は神奈川ネットワーク運動県議団の調査研究冒
が活がされています。

原稿募集

ホ誌についてのご蔵見やご感態、また、当研究会について、一言、言いたいことなどを

お寄せ下さい。400字 LSA内にまとめ、住所、ほ名、年齢、電話番号をBE記の上、下記住

所 。研究会宛へお送り下さい。
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新しい貧・ 共目をつくる政策・ 制度研究書 情報腱

発行日 1996年 il日 30日
連絡先 〒231 横浜市中区南仲通り4-40 」1島じん2F

TEL 045-651-2011
FAX 045-651-2081

定価 200円


