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■年頭のごあいさつ

■2016年の北京 JACの課題
「平和主義・立憲主義・民主主義の危機のなかで」

国の形が変わるのでは…と危機感を抱いたままの年越し。今年の懸案と考え

る3点についての提案は船橋邦子です。「行動なくしては何も変わらない」。

■選択的夫婦別姓の実現へ ～最高裁の判決～
「私は、塚本協子で生き、塚本協子で逝きたい」

夫婦、家族の形は多様です。12月 16日 、夫婦別姓を認めない民法の規定は憲

法違反だとして訴訟、最高裁大法廷での判決は人権侵害と認めない判決を出し

ました。原告団長の塚本協子さんの報告です。

■刑法 (性犯罪関係)見直しに向けて

被害当事者の声を届けたい

筆者の山本潤さんは、最初は自分には関係ないと思つていた法制審議会の

刑法 (性犯罪関係)見直しに関し、「性暴力と刑法を考える当事者の会」を発

足させました。なぜ発足させたのか、また、その後の勉強会やロビイング活動

を通じて意識や気持ちが変化していつたことを率直に述べています。

「被曝 70年ジェンダー・フォーラム in広島」
―広島の「女縁」を発火点に世界を紡ぐ―

“戦後 70年・・・"と いうことばが語られた 2015年。広島では、ジェンダー・

フォーラムが開催されました。数々の事実の歴史的な分析と今の課題を明ら

力ヽ こする貴重な2日 間の報告者は、舘かおるさんです。

■―県知事との懇談会― ・ ・ 一 …  … … ・ ¨ … ¨   …  … …   … ‐ …

  11

全ての女性が活躍できる県のとりくみを

今回の “地域からの発信"は新潟からです。1諫 JAC・ 新潟は、長い間、着
実な活動を続けておられます。知事との懇談会の報告は「北京脚CO新潟ニュ

ーズレター」よりの転載です。地域でのロビイング、情報共有の実践です。

■|お願い① ②、世話 12

2

4

10



年頭のごあいさつ

会員の皆さま、お元気で新しい年を迎えられましたでしょうか.

北京世界女性会議から20周年目を迎えた北京JACにとつて、昨年は多忙な 1年で

した.

会員の皆さま、地域コーカスの皆さまはじめ、内閣府男女共同参画局、文京区、文京

区女性団体連絡会や、UNウィメン日本事務所等のご協力のもと、「北京+20」 (北

京 JAC20周年)の記念会、その他の事業を実現し、「北京行動綱領」の検討と今後

の課題を明らかにしました.改めて感謝申し上げます.

昨年はまた、民主主義、立憲主義、平和主義が危機にさらされた歴史の曲がり角

となつた痛恨の年でもありました.これらの危機は「女性活躍」が掲げられつつも、

一方ではジェンダー平等の危機も表出するものでしょう.本年は会員、地域コーカ

スの皆さまと共に、ジェンダー平等実現の一層の活動と共に民主主義、立憲主義、

平和主義の危機打開とに取り組んでい<年となります.本年もよろし<お願いしま

す.

皆さまのご健康とご活動の一層の充実を祈念いたします.

2016年 2月 1日  代 表 船橋邦子

事務局長 ゆのまえ知子

2016年の北京 JACの課題

平和主義 日立憲主義 口民主主義の危機のなかで

船橋邦子

★ジェンダー平等の課題

北京 JACに とつて昨年は 「北京+20」 の節 日の年であり、北京世界女性会議後の

20年で何が変わ り何が変わらなかったかを「北京行動綱領」に沿つて検討 し、若い世

代につなぎ、今後の運動の方向性を明らかにすることを目標に活動した。

女性の政治参画の遅れの解消をめざし世界 155位の女性国会議員比率を上げること、

女性の貧困と無償労働、女性に対する暴力の問題、女性の妊娠・出産の自己決定権、

さらに、原発再稼働を含む災害の問題、沖縄の基地と平和の問題など、今後の課題が

明らかになった。

昨年はジェンダー平等にとつても節 日の年 となった。3年雇止めとなりかねず、女

性の働き方に大きな影響を与える改正派遣法の成立、長年の裁判闘争の結果、選択的

夫婦別姓裁判は、最高裁で夫婦同姓規定合憲の判断 (原告団敗訴)がなされた。進行

中のこととして、法制審議会 (性犯罪関係)において 106年ぶ りの刑法強姦罪の見直

しが検討されている。リプロダクティブ・ヘルスノライツの視点のない「女性の健康の

包括的支援に関する法律案」は、また今国会に上程 されている。最後に第 4次男女共
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同参画基本計画の策定である。

そして早速、年明けから一億総活躍国民会議において一億総活躍社会政策の論議が

再開されている。北京 JACと して追いきれていないものもあるが、安倍内閣のやつぎ

ばやの女性関連政策は何を意味しているのか。経済優先・少子化対策・新安保法体制

とどのように関連 しているのか、一億総活躍政策の影に男女共同参画政策は隠れてし

まうのではないかなど、検証 と見極めが必要である。

★改憲阻止に向けた課題―参院選で女性議員を増やす

参議院選で現政権が勝利すれば次に着手するのは改憲である。 自民党改憲草案は立

憲主義を否定し、98条 (緊急事態の宣言)、 99条 (緊急事態の宣言の効果)を新設 し、

緊急事態での首相の全権行使を承認するなど、ナチス憲法を思わせる。

改憲阻止のためには、今夏の参議院選が極めて重要である。女性議員を増やすこと

でそれを成就 しようという動きが始まった。2年前からJNNCの選挙制度を考えるプ

ロジェク トがスター トし、北京 JACも世話人が参加 して、現行選挙制度の問題点を明

らかにし、選挙制度改革の提案をパンフレットにまとめた。

12月 1日 、上智大学で女性国会議員との意見交換会、10日 には「クオータ制を推

進する会 (略称 Qの会 )」 主催の 「政治分野における男女共同参画推進法 (仮称)等
の制定を」要請する決起集会が開催された。上智大学での集会には野田聖子さん、辻

元清美さん、蓮肪さんの 3人が出席 し、非正規の 7割 を占める女性の労働、貧困の女

性化、とりわけ高齢女性の貧困問題を解決するには女性議員を増やすことが必要だと

指摘された。

12月 23日 には参院選に向けた具体的行動を呼びかける「JG参院 2016キ ャンペー

ンキックオフ集会」が開催された。北京 JACは実行委員会に参加 し準備の段階からか

かわつた。JGと は女性議員 【JoseiGiin】 の頭文字である。国会議員 717人 中、JG
は 83人。今夏の参院選から倍々に増 していこうというキャンペーンである。ただし

女性なら誰でもいいわけではない。改憲阻止、安保、原発、民法改正の立場が条件で

ある。参院選で一人区の野党統一候補に女性を立てるために、候補者を探 し政党に働

きかけ候補者 リス トを作成する。ホームページは www.cOCO‐ VOteeCOm。 すでに参院選

は愛媛・山形、衆議院の北海道補欠選挙区で女性候補者が決定している。

★ 「戦争法の廃止を求める統一署名」集めに最大限取 り組む

「戦争させない 09条壊すな !総がかり実行委員会」は戦争法廃止を求める署名を

4月 末までに 20万人集めることをめざしている。

個人としてだけではなく、北京 JACと して地域コーカスをはじめ全国の会員の皆様

に署名活動を呼びかけ最大限の署名を集めることにしたい (詳細は今号マンスリー裏

表紙参照)。

私たちもまた、持続可能な社会を残 していくために、行動なくしては何も変わらな

いことを肝に銘 じて、最大限の努力をしたいと思 う。
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●別姓裁判

◆はじめに

私は、結婚で改姓して『嫁』になった母

とは異なる生き方を模索していました。そ

して、事実婚 13年間や通称使用をしなが

ら、失つた出自の姓・個人の尊厳を求めて、

54年間苦しみました。

*サイン :私は、38歳から勤め先の同僚や

生徒と一緒に油絵を描いていました。1枚
仕上がったら、みなさんサインをしました。

校内の文化祭の展示室で吊した多くの絵画

の中で、サインの無いのは、私だけでした。

*プール :私は 80歳です。心身を強くし

たいので、お正月からプールで水泳を習う

つもりでいました。自宅から近いプールが

2カ所ありました。「手続きは市役所で申請、

身分証明書(健康保険証・ 自動車運転免許

誠 の提示が必要」と知り、プールに行くの

を諦めました。

*パスポー ト:取 りたいけど、躊躇してい

ます。通称使用との併記には、その必要性

を確認する書類を提出する必要があります

が、裁判所の証明証しかありません。

この二つの共通点は、通称使用ができな

いことです。通称使用の限界を感じていま

した。夫姓十協子の署名は公文書や医療機

関で必ず必要です。書く・聴く度毎に、私の

アイデンティティを失つて燻されるような

痛みが、背中を走ります。嫌です。

◆最高裁の判決を読みました

選択的夫婦別姓を求めて多く人たちは

30年来の社会運動・裁判闘争をしてきま

した。民法制定 (1898年)以来、初めての

夫婦別姓訴訟は、民法 750条 (夫婦は婚姻

の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏

を称する)の改正を求めて提起しました。

この訴訟は、「個人の尊厳」「婚姻の自由・

選択的夫婦別姓の実現へ ～最高裁の判決～
「私は、塚本協子で生き、塚本協子で逝きたい」

元別姓訴訟原告団長 塚本協子

両性の本質的平等」「国際人権法の遵守」と

いう、まさに憲法の根幹を争う戦いです。

民法 750条に対する最高裁の判決 (多数

意見)は合憲でした。人権侵害と女性差別

撤廃条約違反を避けています。この二つを

問題にすれば、違憲になります。

*人権侵害とは :二宮周平立命館大学教授

は「(弁護団が)こ の訴訟の基本は、氏名に

関する人格権の問題だとし、これを第一に

取り上げたことに同意する。これは人権侵

害の問題であつて、家族の在り方を論じて

いるのではない。氏名は個人として尊重さ

れる基礎である。そして個人の人格の象徴

だ。裁判所の役割は立法を待たずして、新

しい権利、人々に必要な権利を認めること

です。それを認めるかどうか、最高裁が問

われている。問われているのは、個人の尊

厳の問題だと思う」と見解を述べています。

*女性差別撤廃条約違反とは :大谷美紀子

弁護士は「条約違反であるだけでなく、条

約遵守義務を定めた憲法 98条 2項にも違

反する」と、政府の条約違反を厳しく指摘

しました。

判決 (多数意見)は、日本国憲法の第 24

条について、初めて具体的な法規範`性を認

めました。「24条の要請・指針は、憲法上

直接保障されたとまではいえない人格的利
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益であつても尊重すべきこと、両性の実質

的平等が保たれるように図ること、婚姻制

度の内容により婚姻が事実上不当に制約さ

れないように図ること等についても十分に

配慮した法律の制定を求めるものである」

と述べています。

氏名は、個人を識別するためだけではな

く、名は体を表すように人格と一体となり、

憲法で保障されています。氏名は「個人の

人格の象徴であつて、人格権の一内容を構

成する」。これは最高裁の見解 (1988年)

です。ところが、今回の判決では、「氏は、

個人の呼称であるとともに家族の呼称とし

ての意義がある」として、「氏の変更を強制

されない自由」が、「憲法で保障される人格

権の一内容で有ると言えない」として、後

退しています。改姓によるアイデンティテ

ィの喪失感・不利益まで認めて民法 750条
が合憲との判決です。その理由は「旧姓使

用」で緩和される。法律でないことが根拠

になつています。2002年の森山真弓法務大

臣の時、法制審の民法改正案を内閣に提出

しようとして阻まれました。旧姓 (通称)

使用法案は、提出すると言いながら、出さ

れませんでした。これと同じ轍を踏みまし

た。原告らは、嫡出には言及しないのに、判

決は「嫡出子が両親双方と同姓である仕組

みを確保することに一定の意義がある」と、

触れています。欧米では、1970代から別姓

が認められるようになりました。すると、

嫡出概念が薄くなり、婚外子差別もなくな

ります。家族法の現状維持のため民法 750

条を合憲とした今回の最高裁判決に絶望を

感じました。原告として、判決 (多数意見)

は弱々しく灰色に見えます。

私は事実婚や通称使用をしながら、失つ

た出自の姓・個人の尊厳を求めて、54年間

苦しみました。全国に同じ苦しみを持ち、

別姓を選択肢に加えることを望んでいる方

は大勢います。

でも、5人の裁判官の違憲判断で明かり

が見えました。

岡部意見は、それは全く例外を許さない

ことの根拠になるものではない等を理由に、

少なくとも現時点では、民法 750条が夫婦

別氏を認めない点において、個人の尊厳と

両性の本質的平等の要請に照らして合理性

を欠き、憲法 24条に違反するとしました。

非常に説得的です。

木内意見は、「・・その当否は別として、

法制化がなされないまま夫婦同氏の合理性

の根拠となし得ないことは当然である。」と

明快な反論をしています。

山浦意見はただ 1人、「違憲」とするだ

けでなく国の損害賠償責任も認めるべきだ

としました。法相の諮問機関「法制審議会」

は 1996年、選択的夫婦別姓を盛り込んだ

民法改正案を示し、国連の女性差別撤廃委

員会も 2003年以降、繰り返し法改正を勧

告してきた」として夫婦同姓規定が憲法違

反だつたことは明らかで、立法の不作為あ

りとしました。

5人の裁判官に希望を感じます。引き続

き粘り強く立法化を国会に働きかけましょ

う !

◆私は、塚本協子で生き、塚本協子で逝き

たいのです。

提訴から5年 目、

最高裁の判決まで

来ことに感謝 しま

す。

揃原富士子弁

護団長、打越さく良

事務局長、弁護団が身を削るような研究に

研修を重ねた結果、憲法判断を争 う最高裁

大法廷に辿り着きました。夢が現実になつ

ていきます。憲法判断で違憲にして欲しい。

原告団と共に歩んだ皆様方と願いは同じで

す。別姓訴訟を支える会、別姓訴訟を支え

る会・富山と共に歩いてきました。
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今、私が望んでいるのは「愛し合 う二人

に別姓結婚も認めよう」ということだけで

す。

私、みなさんの子ども、孫は、自由に姓

を選んで欲しいと思います。

塚本が一生をかけて求めた夫婦別姓の判

決で、それが一瞬に否定されました。私の

アンデンティティの完全否定です。

80歳なので、最期の別姓訴訟になりまし

名前は私の一生そのものです。

私は、塚本協子で生き、塚本協子で逝き

たいのです。

これからも事実婚が増えるでしょう。裁

判所はこうした現実を踏まえて、次の機会

の判決では別姓を望む原告を救済し、人権

の砦としてこれからも国民に資することを

希求します。 (会員)

た。

―

ト
2015年 12月 18日

三         夫婦別姓訴訟最 高裁判決 に関す る声 明

:  最高裁判所 (裁判長・寺田逸郎長官)は 12月 16日 、夫婦同姓を定めた民法の規定を違憲と判

: 断せず、上告を棄却 しました。

:  最高裁が、「氏の変更を強制されない自由」を人格権として認めなかつただけでなく、婚姻

: 改姓した側の不利益を認めながら「この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるベ

: き事柄」と、国会に委ねたことに深く失望しています。

:  また、原告が、通称使用には限界があるため、選択的夫婦別姓制度が必要であると強く訴え

: てきたにもかかわらず、改姓による不都合は「旧姓の通称使用が広がることで緩和される」と

三 して、「合憲」の根拠としたことは看過できません。

:  選択的夫婦別姓制が実現しないために法律婚ができない、あるいは旧姓を通称使用する当事

: 者が、規定の違憲性や立法不作為の違法性を、憲法や条約に照らして人権問題として真正面か

: ら問いましたが、最高裁は人権の問題として捉えず、婚姻制度のあり方論にすり替えました。

: 人権を守るという「司法の役割」の放棄にほかなりません。

:  婚外子相続分規定では、最高裁から「極めて違憲の疑いがある」と法改正を促されても、国

: 会は違憲と判断されるまで法改正を怠つてきました。最高裁が立法不作為を助長させてきたこ

: とは明らかで、違憲判断しなければ国会が動かないことを承知の上で「合憲」としたことは極

: めて問題で九

:  判決では、裁判官15人のうち5人の裁判官が規定を違憲と判断し、うち1人の裁判官が立法不

: 作為も違法と断罪しました。違憲としなかつた10人の裁判官も、国会での議論を求めています。

三 政府、国会が、これを重く受けとめ、法改正に向け活発に議論を行うよう強く求めます。

:                  NPO法 人 mネ ット・民法改正情報ネットワーク

※ この声明文は、“mネ ット"の資料より転載させていただきました。
訴訟記録などは、甥り姓訴訟を支える会"HPを参照ください。

一
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●刑法強姦罪見直し

被害者のことを知らない人たちが

私は、法律を自分と関係のないことのよ

うに思つている1人でした。

私自身が性暴力被害を受けた経験がある

にもかかわらず、むしろ、だからこそ 2014

年秋から始まった刑法 (性犯罪)改正の議

論を遠巻きに見守つているだけだつたよう

な気がします。

しかし、2015年 7月 に開催された「性暴

力禁止法をつくろうネットワーク」主催の

院内集会に参加し、その認識を改める必要

に迫られました。法務省職員が「性犯罪の

罰則に関する検討会」での議論を紹介して

いたのですが、その時の「私たち被害者の

ことを全く知らない人たちが、被害者に大

きな影響を与える法律を作つている」と感

じた衝撃を今でも忘れられません。

それはある意味知っていたことでもあり、

しかしあまり角虫れないようにしていた部分

でもありました。法律や刑法学者、法務省

という大きな存在を前に私自身が何かでき

るとも、私たちの声を聴いてくれるとも思

えなかったからです。

でも、7月 の院内集会に参加して、「例え

無駄でも、何も変わらなくても、私たち被

害者の声を発信し、記録に残す必要がある」

と強く感じました。そうして、2015年 8

月に立ち上げたのが「性暴力と刑法を考え

る当事者の会」です。

勉強会とロビイング

8月 17日 にキックオフ集会を開催し、こ

れから活動していきたい事を伝え、そのた

めのロビイング活動を北京 JACの湯前知

子さんをお招きして学びました。そして、

刑法 (性犯罪関係)見直しに向けて

被害当事者の声を届けたい

山本潤 鮭暴力と刑法を考える当事者の会)

その場で賛同してくださった方たち6名 と

2015年秋には開催されると言われていた

刑事法部会に提出するための要望書を作っ

ていくことになりました。

とはいつても、刑法のことを勉強したこ

ともない私たち。はじめは検討会のまとめ

を読んでも何が書いてあるのか意味がつか

めなかつたり、そもそもなんでそういう発

想になるの、とのけぞったりという状態で

した。

同じ日本語使っていても、全く違う言語

や文脈を使つて話されているという事を感

じました。それならば、彼らの言葉を知り、

その論理構成を理解して臨まないと、議論

にならないだろうと考えました。

そこで9月 から日本大学法学部の船山泰

範教授、村田智子弁護士にお願いして 1か

月に 1回のペースで勉強会を開催しました。

学んだ中で、一番よかつたことは、私は

それまで法律は雲の上の天の声のように変

えようのない出来事と思つていたのですが、

そもそも法律は人間が作つたものであり、

その人間が性暴力のことを全く知らないの

だとしたら、正当に異議を申し立てていい

ということです。始めは私なんかがそんな

ことを言つていいのだろうかという気持ち

でしたが、学んでいく中で正しく批判する

必要があるということを実感として身に付

けていけたと思いま丸

要望書の提出

そのような私たちの学びを盛り込んだ、

要望書の主な項目が下記です。

・性犯罪の暴行脅迫要件の緩和・撤廃

・性行為の同意能力があるとされる年齢

―
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を 16歳以上に引き上げる

・強姦罪の名称を「性的侵襲罪」に変更

する

・口腔・肛門への侵襲などの性交類似行

為も「性的侵襲罪 (強姦罪)」 として定

義する

・地位などを利用した性行為に新たな規

定を創設する

・強姦罪の法定刑を懲役 5年以上にする

・集団強姦罪の規定を残し、法定刑を懲

役 6年以上にする

・性犯罪を非親告罪化する

上記の内容の要望書を法制審議会刑事法

(性犯罪関係)部会の山口厚部会長宛に、法

務省の担当者を通して 2回提出しました。

神本美恵子参議院議員と福島みずほ参議議

員秘書の池田幸子さんには立ち会っていた

だきました。ふたつの要望書は、法制審議

会刑事法 (性犯罪関係)部会会議の時に委

員に配布されています。

提出時に法務省担当者の方と議論の時間

を持つことができたことに感謝しています。

私たちは「暴行脅迫」要件が不要であると

いうことをずつと求めているのですが、「暴

行強迫要件がなければ、性暴力が内心の問

題になってしまう」と反論されてしまいま

した。

しかし、「性暴力は、性的欲求のみではな

く、加害者が攻撃、支配、優越、男性性の

誇示、接触、依存などの様々な欲求を性と

いう手段、行動を通じて自己中心的に充足

させるために被害者をモノとして扱うこと。

(藤岡淳子 「性暴力の理解 と治療教育」

2006)」 です。

決 して心の問題ではなく、どうして相手

の意志や希望を無視 して性加害をしていい

と考え実行 したのかという加害者の行動を

問 う必要があると私たちは考えています。

性暴力の実態を伝え、それに沿つた対応

をしてもらえるよう、どのように正当に批

判していけるか、それは私たちの課題だと

も思います。また、それは当会だけの課題

ではなく、専門家以外の様々な立場の人々

を巻き込んで、議論していく問題だとも思

っています。

未来につなげるために

その第一歩として、2016年 1月 12日 に

「性暴力禁止法をつくろうネットワーク」

と「性暴力被害実態に即した刑法強姦罪の

見直しを求める」院内集会を共催しました。

半年ほどの動きの中で、多くの人と出逢

い、助けてもらい、私の意識も随分変わっ

たと思います。一番大きな変化は、「私たち

の声を聴いてもらえる」と感じられたこと

です。

性暴力被害に遭う経験は、加害者が私の

声を、希望を聞いてくれなかった経験です。

人間ではないモノとして扱われた経験です。

モノとして扱われた私たちが、声をあげ、

その声を聴いてもらえる。それは大きな自

信となり、人間の尊厳の回復にもつながる

ことのように感じます。

とても小さな会で、やれるだけのことを

やれるだけやつている状態ですが、私はこ

の会から大きな力をもらっています。

日本の性暴力被害者をとりまく現状はま

だまだ厳しいものです、法制審議会、国会

議論の行方も今後どうなるかわかりません。

それでも、小さな声を発信し、記録にと

どめる必要があると思います。それはきつ

と未来につながる資源になります。

性暴力の実態を反映した法律の構築につ

なげていくために、これからも少しずつ活

動を展開していきたいと思います。

※ 女性の人権にとつて重要なことなので、
北京 JACと しても次ページの内容の「要望書」

を法制審議会刑事法部会長に提出しました。
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2015年 12月 15日
法制審議会
刑事法 (性犯罪関係)部会長

山 口 厚 様

刑法強姦罪の見直しに関する要望書

北京 JAC(世界女性会議ロビイングネットワーク,

Japan AccountabH ity“ ucus for the Beijing Oonference)

http://pekinjac.or.tv FAX03-5689-6828

代表 船橋邦子

このたびは、刑法強姦罪の見直しに向けて、ご尽力いただきありがとうございます。
私たちは、1995年の国連第4回世界女性会議 (北京世界女性会議)をきつかけに、女性の地位向上、
人権保障を目的に結成され、今日まで政策提言や要望活動をはじめさまざまな活動を行つている団体
です。9つの全国の地域コーカスとともにゆるやかなネットワークを結んでいます。
現在、法制審議会で検討されている法務大臣による諮問内容だけでは、現実の性暴力被害や加害の

実態にそくしているとはいえないと考えます。
そこで以下のように要望します。

記
<要望>

1。 法制審議会におけるヒアリングの実施
特に、検討会の折に実施されなかつた近親「姦」被害者やセクシュアル・ハラスメン

ト被害者のヒアリングを実施すること。
2。 強姦という用語の変更ついて

法の対象を女性に限定しないということですが、それに即した、かつ人権を基盤にお
いた用語への変更を求めます (例・「性暴力と刑法を考える当事者の会」力t要望している
性的侵襲罪なa。

3。 強姦罪等における暴行・脅迫要件を緩和し、威嚇、不意打ち、偽計、威力などの要件を加
えること。

実際の法廷においては、被害者が暴行・脅追の有無を証言しなければならず、被害者
に苦痛を強いているのが現実である。単に運用の問題ということでなく、被害者の身体
的 0心理的反応を考慮できるような要件整備を要望したい。

4。 暴行・脅迫がなくても強姦罪等が成立する年齢を十五歳まで引き上げること。
義務教育終了を基準にすること。

5。 被害者が年少の場合は、成人するまでなど一定期間は公訴時効が進行しないこととするこ
と。

6.近親「姦」罪を設けること
親、および同等の監護権をもつ者だけでなく、被害者が年少時に近親者 (き ょうだい、

叔父・叔母・伯父・伯母、祖父母など)から不当な性的侵襲があつた場合に、告訴可能
にすること。

7.地位・関係性を利用した性的行為の新たな犯罪類型を設けること。
指導的立場にある者、保護する責任のある者などについて、職場、教育機関、スポー

ツや芸術における指導関係、医療機関における地位・関係性など幅広く規定すること。
また、被害者を十八歳未満に限定しないこと。

8。 性犯罪を非親告罪とすること
その際、被害者の意向の尊重を明記すること。

9。 行為者・被害者の性差をないものとし、性的侵襲の行為の類型について幅広く規定
「強姦罪」と同様の形、「強制わいせつ罪」より重罪とすること。

以上
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●地域からの発信

―県知事との懇談会―

全ての女性が活躍できる県のとりくみを

1月 6日 (水 )、 県庁で北京 JAC e新潟世話人等 13人が参加し

て県知事との懇談会を行ないました。懇談の内容は、30分間と時
間の制限があることから、①女性の活躍推進法と地方創生につい

て ②新潟県男女平等社会推進審議会委員についての 2項目につ

いて県知事の考え方を聞き、意見交換しました。概略について以
下報告します。

最初に小林佳子事務局長から、「日頃男女
平等施策について多大なご理解をいただき
有難うございます。女性の審議会委員等ヘ

の女性の登用率は、2015年 6月 1日現在
で、37。0%と なっていることは評価します。
防災局、福祉保健部等の女性の登用促進を
さらにお願いします」とあいさつした

続いて、議題に基づき意見交換を行つた。

① 女性の     と地方創生について
知事は、「職場の意志決定過程に女性が

係わつていくことは、男性の働き方に影響
を与えると思う。日本は男社会になってい

て、女性が働きにくい仕組みになっている。
したがって、職場で意思決定に女性が参画
していくことは重要几 生活と仕事の両立
のためや、やる気のある人材を育成する環
境をつくることが必要なので、実態把握の

うえ努力していきたい。また、女性の活躍
と言つても、まず主導できるところからは
じめることが必要洩 したがつて社会の意
識改革を進めていくことが重要だと思う」
と回答。
これを受けて「推進計画策定は、地方公

共団体は努力義務となっているが、県とし
て策定していただけるか?その際、知事政
策局・総務管理部・産業労働観光部や地域
の労働団体等と連携・協働して策定してほ
しい。また、効果的なとりくみとして、新
潟県職員の女性管理職登用については、参
考指標でなく、数値目標を設定して促進し
てほしい。また、301人の企業は 3割程度
であり、中小企業への働きかけを県として
とりくんでほしい」と要望した。
これに関して知事は、「推進計画は策定し

ます」と明確に回答。女性の管理職の数値
目標を掲げての登用については、「管理職の

定義をどうするかが問題だ。数だけでなく
どんな社会をめざすかである。どういう数
値目標にするかの議論が必要だ」と回答。
また、「女性の非正規雇用やひとり親家庭な
ど貧困化が大変な課題となっている。新プ

ラン策定の際は、これに対する施策が盛り
込めるようお願いします」との要望につい

て県知事は、「やらせていただく」ときっぱ
り回答。
また、貧困対策として、「人口減少対策で

も極めて重要な問題だ。新潟県は年収 300
万円を超えない限り、奨学金は返さなくて

も良いとの奨学金制度を導入した。ひとり

親家庭の支援は、今後とも是非取組んでい

きたい」と話された。
② 新潟県男女平等社会推進審議会委員
について、県知事は、「幅広い層の意見を入
れる必要がある。皆さんの要請を受け今後
どうするか検討したい」と回答。
来年度「第 3次男女平等推進プラン」策

定をひかえ、県知事からは前向きな回答を
得ることができた。北京JAC・ 新潟として
これからも積極的にロビイングしていくこ

とが必要だと感じた。
女性の職業生活における活躍の推進に

関する「女性の     」は、301人以
上の労働者を雇用する事業主は、4月 1日
までに、以下のことが求められている。①
自社の女性の活躍に関する状況把握・課題
分析 ②これを踏まえた行動計画の策定・

届出・公表 ③女性の活躍に関する情報公
表などである。
国が実施する施策にカロえ、このとりくみ

を計画的かつ効果的に進めるため,地方公
共団体である都道府県、市町村は推進計画
を策定することが望ましいとされている。

(笠原美紀子・会員)
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【お願し0北 膚″ 7シスグーヘのこ
=月

をお寄讐イだ甘ι
'〃

1月 の世話人会で、「マンスリー、読みにくいのでは ?」 という意見が出て、紙面改
善について話し合いました。マンスリー第 1号からB5版でお送りしてきました
A4版等への変更も考えながら、当面はB5版で続けることにして、字の大きさを
一般新聞と同じ11ポイントにしてみました。原稿の字数は減るので情報量が気が
か

1凋寛喬 撃房集彗:裏墓み軍与tふなた      く)

用紙サイズ (B5版  A4版  もつとコンパクトに)

その他  (写真  情報の紹介 ページ数 内容 などなど)

※ 会員メール登録会員の方にはメールで「感想やご意見をお聞きする
メール」をお送りする予定です。

000・・…・…・・0………"“・0…・・・・"……“・・・・… "0・ …・・……・…・…"…… 0・・………・…・…・… ""・ …・・"・・“・…0…●…・…・…・… "・・・…・…・…・・……"… "… “●

【お願し9       を求める夕■署名ノを集め表ガノ

9月 19日 、国会での安全保障関連法案の強行採決から4カ月余り。会員メールで

は、情報をお伝えしていますので、FAX、 ハガキ、お手紙などの取り組みをして

くださつている会員の方もおられること,と 思います。今回のマンスリーに「統一署

名」用紙を 1枚同封しています。ぜひ、ご家族、知人等に呼びかけて署名をお願い

します。署名用紙の2枚目がほしい方は、申しわけありませんがコピーで増し刷り

されるか、メールで「用紙がほしい」と事務局に申込んでください。

北意1轟.|で崚鏑11撫彙絢受織締め切りは2月末日とします。
◆「統一署名」送付先

(FAXは署名簿として無効ですじ郵送でお願いします。

切手代は、カンパでお願いします。)

【郵送】〒113‐0033東京都文京区本郷2-27-2東員ビル3F 北京JAC

2「
「    」のとり 

・ 次回
 」児言了

くみ
・来年 7月 の参議院選挙に向けて
・マンスリー2月 号の企画

-1月世話大会報告一

1月 11日 (月 )

・報    C(女 性潮 哺暁知 日本 NGO
ネットワーク)…・加藤世話人が無償労働、

_ゆのまえ事務局長が女性の貧困 (母子世帯
の貧困、高齢女性の貧困)を担当。英文作

成済み
・マンスリーの紙面改善と2月 号企画確認
・「北京+"」 報告書…年度内完成をめざす
0参議院選挙に向けて
・その他

『マンスリー北京 JAC」

第201号

"16年
2月 1日 発行

◆編集・発行 北京JAC世話人会

◆担当世話人 黒見節子

◆〒113‐0033

東京都文京区本郷 2‐27‐2

東員ビル 3F
◆Fax:03‐589‐6828

◆助 珈ekttac∝tV/

◆郵便振替番号 :0025007‐6626

北京鵬C事務局

― |・θ―



●ジェンダー・フォーラム報告● 
 

「被爆 70年ジェンダー・フォーラム in広島」 

―広島の「女縁」を発火点に世界を紡ぐ―  
                       

お茶の水女子大学ジェンダー研究所客員研究員 

      舘 かおる 
                                                           

2015年 12月 19日・20日の両日、広島

市において「被爆 70年ジェンダー・フォ

ーラム in広島」が開催された。スタッフも

含め、総数 500人余が参加した、熱気溢れ

る会であった。プログラムには、報告者 16

名、コメンテーター5名、司会 4名、実行

委員会メンバーを含め 40名余の顔写真と

ミーティングの光景が掲載されており、2

年余の間の研究会や共同作業の積み重ねか

ら生まれる躍動感が、当日の会場にも満ち

ていた。 

今回のフォーラム開催は、高雄ゆきえ・

ひろしま女性学研究所長と、これまで共に

活動を担ってきたメンバーと、それを応援

してきた研究者の共同制作の賜物とも言え

る。高雄氏は 1985 年から「家族社」を設

立し、ミニコミ紙『月刊家族』を刊行、2004

年に「ひろしま女性学研究所」に改称後は、

ジェンダーを主題に研究や活動を呼びかけ、

出版活動も行ってきた。今回のフォーラム

は、そうした活動の結節点とも言えるであ

ろう。 

 

1 日目のプログラムは、「廣島・ヒロシ

マ・広島」の表記にみられる意味付与の変

遷を巡って展開された。敗戦後の日本では

「ヒロシマ」の表象として、「原爆乙女」「折

り鶴のサダコ」「夢千代日記」などを通して、

「記憶の女性化」、「平和の母性化」が行わ

れてきた。しかし一方で、10年前に軍港都

市・呉に開館した大和ミュージアムの入館

者が、2015年 5月には約 1千万人となり、

「戦艦大和の聖地化」、「記憶の男性化」へ

の進行も明らかになって来ていると言う。  

午後は、在日

及び在韓の朝

鮮人被爆者へ

の複合差別、

1980 年代に

「反戦・反核・

反原発」を掲げ

結成された、

「デルタ女の会」の活動、映画『ヒロシマ・

モナムール』から生き延びることの被傷性

をめぐっての分析等、被爆 70 年半ばから

語りえぬ切り口が提示された。 

ヒロシマの被害が強調されることで、加

害の側面が不可視化されること、呉・岩国

基地での性暴力事件が顕在化されていない

ことなど、歴史的分析と同時に、今、現実

に起こっている問題を明らかにするための

フォーラムの開催という気迫が、報告者か

ら発せられた。同時に、敗戦後の日本での

女性の参政権獲得は、在日朝鮮人の権利剥

奪と同時であったこと、日米軍人のための

「慰安婦」制度を受容してきたことなどを

考えれば、「女」に位置づけられ、「婦人」

として運動してきた人々が、強いられつつ

も共犯関係にあったことは否定できない。        

そうした事実に向き合いつつ、ジェンダ

ー・セクシュアリティ・民族・階級などの

分析を交差させ、「ヒロシマの視座」を紡ぎ

だすために、この 2日間にわたるフォーラ

ムは開催された。 

この場で掴んだ思考と行動のための多く

の「種」を、私たちは心して育み、開花さ

せて行かねばなるまい。 

 

 [チャンゴなど韓国伝統楽器 

演奏でオープニング] 
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防災未来フォーラム 2016Jを開催した。  災害、開発、平和⑮つなかりであゆ、
・
災害に

会場 |ま 昨年第 3国国連防災世界会議  強い地蛾社会を作ろうえで女性の経験とカ

(WttRR3)が開催された仙台国際センター  |ま不可欠でわる。

会議棟だったが、女性の参加者は少なかもた:  ?女性醐 ―ダ■シップ]D16
オ∵プニングでlま、

・
奥画恵美子仙台市  テこヤセッション『女性のリーダーシップ

長の主催者挨援、齊藤馨内閣府参事官め  2016』 では、南三陸ホテルの阿部憲子さん、

来賓挨拶に続き、ロパニ ト6グラッサー  福島口女子□れ し研究所め林崎知難

国醇 務総長特El職表 嚇 災担当)甲 国連  ん、イゴールネット仙台の宗片恵美子さん、

国際防災戦略事務局 (酬ISDR》 ヘッドの  仙台市の女性防災リーダーネットワーク⑮

「仙台防災枠組推達にお |す る L6cal 若生影さんがNPO法人都市デザケ ワー

Aむ t・ionへの期待」'と題する記念講演が行  クスの繍原達さんのプテシ〕テータこ寺実
われた。グラジサこ氏|ま、マルガレーテ0  践活動骰 表しました彎各事rljから、年代
ワルストル暮既口鶯任として本年 1月 に  や地域など多様なy■ダーの在り方、被災
就任b、 期待されてぃる。

・記念講演

地の女性りいデーの状のつなが蜘がもたら

す効果や可能性力雹議論された。イコールネ

③

グラッサー氏の講演⑮要旨lま以下の通  ット仙台が開催bた女性防郷 ―ダー養成
りである.世界的な気候変動が災害を大  講座の修了生が地域囲防災教育や自圭防
きく変イヒさせ、人口集「中地域に災害も集  藁組織印活動に活躍し、連携識ミ広がって

申し、災害の糧合化や違なが順発してぃ  いることに防災0復興と女性のエンパワメン

る。東日本大震災は巨大地震と巨人津渡 .卜の実践と口鋼を受朧 。
を惹き起し、津波辟原子力発邑画書軽いt  O底鐵趣輿i卜 もクライプ
爆発をもたらした。自然災害と人的災害  :午 後は、みやど連携復興センターが主

がつなが柳、藁害が連鎖してい蜀□自然  催した.馳台防異粋細⑮実施に向|すで～海
災害は慢性的にもなって湘柳、アラプや  外⑪災害0東 日本大震災から生まれた広域
ププリカ⑪長期嘔干はつか都市へ峨人回  復興トークライプ

J「
は参加しました志東北復

流出となりЪ紛争油武難民問題を起こして  異から墨羹闘陥九耳郡懃靱 婁翡諄鋤取り組みと
いる。先進国i嶋済的損失、途上国は人  災害支援抽 トワ7ク⑮動きt今後の課題
命損失となる。             が話し合われま瞳たが、女性登壇者が3人
7つ⑪国標、13⑪指募願 ll、 4つ⑪優  いたにもかかわらず、ジェンダー⑮視点か

先行動か幅なる他菅防災枠組が合意され  ら口発言や女性の活躍に言及されないこと
たこと|ま重要な意味を持つ。災害の増加  を感急に思った。
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0地域から⑮

東日本大震糞¬東凛曜力桐烏第■回発事

故から6年目

福島県lま、飢 l遍年1月 8日 、個島県⑪避

難着力亀、9万9ρ91人になつたと発表しまし

た。その内訳は1県内5画面糾輌3人 鰹⑩15

年末時点)、 県外銅鶉づ靱7人 (m16年12

月10回 時点)、 避鐵先不明31人 (29崎年1

月3日 雛 )で気 避難緞歎]認⑩12年5月

o斃
「

よ」な 響撃  鱚

原発から面Om離れてぃる私口住静郡山市
。

(人口約33万人)では、二〇16書躍月1日現

在ぬ総務省 F全国避鮮者情報システムJ

に任意に属幽されている推計のな難者数

|ま、鼎9557人 (県内73人、脚 纂懲4人》
‐
、

聯 のうち18鰤未満は1,887人 (県内35

人、県外1,85量人)で、米だに国主避弊が

続いています。デ方で1逆に郡山市への避

難者数 職亦櫛堕予晴群卸覗盤肌定に基埼く

指定13市町村)は120怖年1月
=1日

硯在、7

,894人と報告さ海ています。

年間追加機曝豫量 ユ通リシ∵ベル恥を目

①  
指

菖麗髯輩日標同様に部山市にも「黒
‐
山

市ふるさと再生除染実施計画」弔ありt

年間追加被爆線量 1ミ リシーベル トを目

指して除染してきました。学校・5踪輪訴

・一般住宅・公園・公共施設 0道路・森

林などの除襲を進め、まだまだその作業

|ま続いています。ため他についてll■郡画

市だけでも醜9箇Filあ り1201導年 62015年

の2ヶ 年で空間線量調査がされてきまし

たが、更に詳しい調査は201眸度僅かに1

4箇所実施する手定ですご
1

郡山市だlすでも約loθ万立方メ宇 トル

の除去土壌 (汚染上)があゆますが、県

鋤    6韻
‐

内に国 月峨鑓曳 |%締駒1,脚万赫 メートル、

最地 即 0万立カメ■ |ト ルになると推測さ

れています。       :
国は中間貯蔵施設用地として大熊、双

葉胚謳訓踵また節亀る7弛硼 0ヘクタマル⑪取

得を目指していますが、今年鼈月沐亦彿頼で

買収|よ絢 1%囲 18。5ヘクタールに留まつ

ています。i郡山市においても申間貯蔵施

設に搬出する前に『稿込場』4箇前を知15

年度遣成 b除去士壌 (活頷土)を一次保

管しますが、増設も検討しています志

はない口か|?

福閻県による県民健康調査で、隠発事

故発生笥峙19歳以下の子ども、約3忠万人

を対象とした―遇自i(晰検査》t二巡

目 (本格検費)｀ 印職腺検査が終了、その
r結果が公表されま1也通:■巡国は約37万

人の内かんと確定100人 (郡山市25人)も

l洒昌んぬ疑いIS人ご宝鰤自納墨8万人あ内鰤會
:

んと確定15人 (郡山市1人)、 力3んの疑い

33人で、漕雷ん Gかんぬ疑いとな隠された1

鑓Xの内、すでに114人がれ を受けてい

ますgこれについても「原発事故とは国

果関係が減められないJ F過剰診療』「

甲状線があlま症戦が出てから手荷すべき

』など医學界から鼈摘されていますb子
ども達にど⑪ように説明すれば良い口で

しょうか?     :
◇ ◇ ◇

「ノーモア フャシ守」を:

今年の3月 7日付Iすの F福島民報県民世

論瀞晏niでは1案内ぬ復典を F羮なして

いる」との回答崚 1退%ti F原発事故の風

.化をはじる』は70%な どでした。

嘔 発いらない !」
:私

たちの F闘い」|ま

1続きまt九
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0市民サミットに注目 :

停凩融謄嶽盟G7｀ 島 F市民1酬1%織こ参軸して～

G7サ ミット (主要国首脳会調 が 5

月 26日 、27日 に伊勢志摩で開催される。

今回|ま、舞害めための 珈 台防擬枠組』、

SDl詭嚇 可能な開発国鸞 鋤帥 ・アジ墨

ンダや気候変動のためロパリ協定機⑮初

めて開かれるサミットであつ、2□310年ま

でに、どこまでplJ達できるかか問われる、

①  
き

璽駐享冒霞T事虔IFにliチる難民、

過激化しボマダビス化するテロなどG7
の直面する問題に対して、日本は議長国

として平和に向けた価 を示す追とがで

きるのだろう力、

このG7サ ミットに向けで3月 22日 、

23日 、京都で F市民 07対話」鰤琶開催さ

れ、私はアジア女性資料センタこt男黄

共 同参画 と災讐復興ネ ッ トワこ ク

(JWttDI臨)のメンパーとして参力圏し

た。

F市民社会との対話』と|ま、市民が声

をあげG7サミットに影響を与えること

○言テ縫:爾は言LTT雪す厖摯
民と⊂両覇精舌」|まメ却ルタソレ首相との間で行

われたそう亀

今回の対話lま、G7及びEUのシェル

パ (首脳の同行する人).こ の市民対話だ

つた。市鵡 から鋤 者が100名あ‐炒,、

内訳|まアジア・
「

プリカ飾嘔14名、:『光

進国Jから4名、日本からの参加著|ま約

80名、国際協力NGOのメ
ーンパ‐を申磨

に20名が対話の代表国に選ばれたも

伊勢志摩サ:ミ ントのアジェンダは、重

輸∠外交分師はテロ対策、申東情勢モウ

船橋 邦子

クテイナ情勢、ゴL朝鮮問題など、気候変

動上エネルギ~分野では側 協定に基づ

くR組、エネルギー安金保障□確保、固 .

発分野では・アプリカ OⅧ脚 とG7の
有機的連携、女性のエンパワーメントニ

質口高いインフラ投資、保健 鯛圃C寝ユ

ニバ〒サル・ヘルス:.0カバレッジ、保健

危瀾計づ弼硼応)2暖Юア:ジェンダmに 向

けたグローバル・パートナーシップの確

立でわる。な漁Ъでも鰈 分野は最大のテ

∵マで0月 にIま G7保健鵬 ③:ネ ットワ

ークガ設立され保憶アジェンダに対する

アドポカシーカ琶植極的に展開されてきた。

22日 に1ま、3つ□主要課題、②輸争―

シリア、テロ問題 ②ゝ難民問題、①保健、

②食料・栄養、
p⑤

女性め経済的三ンパワ

ーメント、
「
⑤サプ訂 チ三―ン0氣候変

動 0防災、③馳G患 口分科会に分かれ市民 :

社会口課題を甕理し竜問題認識を共有しt

シェルパと口対話においで提案がなされ

た。23日 |ま対話中報告
lこ輝きt朴務省目

際協力用暑議官から選捗状況口説明がお
つた。

◇ ◆:◇

先進国が民主主義と国家主義の矛盾に
あるなか、市民社会の役割がますます重
要になっている起と、F響卜他的傾向ぶ強ま

るなか、郭互いに関恥を持つ『対話JQ
重野性、持続可能な社会⑩前提は平和で

あること:を再確認したきメディアlまサミ

シトに向lずたテロ対策ばかりを流してい

るが 5。 月 23個 、24:日 に四国市で市民サ

ミット、26.回 、27日 麺S伊勢志摩サミシト

なので注目していただきたい:(J臨 代表)
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●女性参政権70周年記念シンポジウム報告

③

°
女性参政権は政治を,変えることができたか

1946年、参政権を獲得した女性たちは、初めて選挙権、被選挙権を行使し30名が判

選6:それから70年が経過しt現在日3名。女性⑩参政権は1果たして日本の政治を変え
ることができたのだろうか。この命題を考える九ぬ口女性参政権馳周年記念シンポジウ
ム
「

が内で開催された。一つが市川房枝記念会女性と政治ヤン彙T主催で憲政記念会館(

もう一つ|ま 塁016年女性議員倍噌をめぎす実行委員会主催によるもので上智大学におしヽ

で開fjEされ、いずれも全国からぬ参加者薄S集ま明会揚は政治を気えたい女性たちの熱い

思いに勉まれた。

「女性は政治を変えられるかJI

なば女J性議員市メ|1房横記念会女性と政

治センタマ主催による、女性参政 T⑩ 周年

記念事業は主催者おいさつの後、撮人参

政権運動を先頭に立った市メll房枝さんた

ちの記録DVDを見た。「権rlj⑪上に眠る

な !Jあ らためて、わぶ身を振 り返るL

我が国の現状はまさに眠る暇などない状

況にある。参政権の並みを受け止めなが

ら、今こそ女性が順張らなくて誰が順張

るの ?そんなことを考えていたし、基調

講演でパンチをくらった。

基調講演 |ま 、F菫治を担 う女性たちよt

荒れ野で叫ぶ声たるべ b」 と通 して、浜

① 矩子同志社大学本学院教授。

暁 れ野で叫ボ声」と|ま tキ リ尋卜教
の旧約聖書の中に出てくるイザヤという
予言者口言語。世④申力,変な状況になっ

ている時に、書告を発したり疑間を設ぱ
かける声であり、休lll⑭中にあつて、体

清永純子 (福岡晶大野蛾市市会議員・会員》

型のままに動レ=)て いる人たちに対して、

量の外側詢ゃらむ告を発する声であるとめ

こと。日本の政治、経済状況、グロ‐が
ルな世界全体がЪ荒野。今こそ必要とし

ている。今まさに
｀
、「ァホノミクス』によ

百妻姜置撮雷讐巫藤璽写屏露捩が量2ム
中で言えば偽予言者なるものであり、ロ
シアに|ま プーチン大統領、ヨヒにも坊つち

ゃんがいて、そ甲中でも怖いQは 日本準
は幼児的凶僚性の男が二人いる。首相官

邸ともう一人は大阪市に―しヽる。流れ野で

叫懸人は厳しい状況の中にあつても信念

を貫く人たち、恐れなき人である:

市メ:1房枝さんはtま さにその代表だつ
:た

。今日を担う女性たちにもあぬ賢さが

求められている。政治を担う女性たちが

荒れ%で叫暮声%:そ して荒れ町で何を叫
ぷ中から「。その声はどのような声なのか。
繰さんぬ回答は以下。

①疑間を発する声ゝ質問と答⑪関係で

いうと答えの質は、質問⑪質に一義的に

依存するアホな蜃闘には聞違しヽなくアホ

講演中の混矩子さん 峰 者撮影)
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□築害とジェング宇
:

.‐

1  .1  .:キ 111:|:  111∵ 「    ・`l.

詩:1珈景

器耶趾習:晶茫濶  :二‐   m動 ゅ蹴巫てぃ,

ツルプ■夕憚昭□■画卿勤:の『ジエングこO  lるの:力、鰺通れら      、判
多様性と災害J珂悠 員会量罹に皐|る

:研鬱会=  :略嘩どQ墨塁』蛉

③型宣F荼1りは響尋饉興 =豊
tは警甲IIt薇嚢

量  | ‐
燎 珂 苛「5 ■::鯰霙l   i
げ鼈眩蓼堤軍黎 」

「
駒I        F繁

亀 多輌 覺 た帥 又 上雌 Jヽ徊 孵
闘わらず、提害へのが1ギピー甲韮流化に
至暮で藤ゝな聯亀 ■|｀

1■・
111:■ :等

=∵
ilil ill季

③懃曰硫針r翼ポ饉クが1審|1贈|1舌釉蝙轟聞き
:き
た』

:l itiilil:ili: 輩 :        彬暑:   1鸞    彗牙繋鶴量『韮警り事菱ml轟農t装顛
:‐ 詰 写

つ
螺がRたにく|~ I~ |.l  ti:;・ ∴     :
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準など国際的動向を含めた二ま■スレタ■赫発けな舟標とする。
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ジ平ンデ‐主流化に向けて.さ 必軸局活動看

謡
．5月 29日 (1日 》10時蜘勢よ崚ゴ鯨 胴

女平等ty彙■R珈隆鯰鞣鯵いて鋼⑩塾倒年11

虜繍 融山総   饉蜘農調聰珈玲はキ1

石国贈 測壁層題も聰亀 ■      | :rl
◇

∵会員:瑯(中熙勒書螂璃t幅饒時
:鶉

眸 f

欄名でinmこ則炒靡 が隠 しれ tI

鵬橋部予代表から蒻しいな況下電呻昨年中卜'

『司腫戴十回③J ⑪取U組み、隠 印ジ尋ン

ダー平等⑮動きなどと共に、F生き踵ことlよ

行動することをモットーに島国ず口を大羹

は生きたいJと 口挨りがあり、お員は大堀 :

美和さん、書調に景堂ヽ 子励S選出さ机た。‐

枷 ¶螂岬産融 聰 腎傲 論 1鐘聯 ‐

ゆ⑮窯え鰤子事貶刹八惑:り扱舎さ:鵜亀: で

M15拝鷹:『司瑕語財
『

:⑪■達の融粉翻みで:ヒ

ゴ繍 ギ勒』11と:拙薫」劇∪lぬ 鋤列 の機膨
「

i

をす鶴とこ働Sでき竜|■釧 繭暴ヒれ を得ll

た。地域コーカスでも「北京親③」にちな

んだ括動か各地で開催さ鰊なと柵筒が:あつj∵ 。

れ またt肉日、身女鰤麒輔輩黒雛
興ネツキワ‐′ク、証廻3「 キャンポァンキタ∵

オー錮制を推進する会■⑩かかね|り も靭費
された。               F
そ口後国中和子世話人かい会計祠蕎、

.動
|(I:l

島都会計卜査かL凸査報告鍮電おもえ。会お

れ “|ヽ
こ議G]]》赫mに関崚嘔1置間がありこ1』15尋IlilJtt il

樹窯無に3.図    してい曇iと理圃磐餞|ド :|

あ■縫日譜報やは■%挙がで醗認された志ii・ I

型 111岬襲:    1繹難i打 ‐ :囁
1鵬爛佛奉芋1理,=i黎1蛉嬌頭町襲駐`た事 ト

鉗     費    ]な乙醸替え印 :l′

活動方針業が提出き轟亀それに沿もて審議 i

した。.颯参陶懲連|れ%と予鱚:ち調議⑩索鷺 F

潔認され雉| ■∫ii■i■  i′ 、~
導酬̈ 動時薇馨却申岬動時:

・ri「

::冬羮黎請靡聰鍼晰職:鼈蠅岬抑機椰 妻
:事務鞍bJ餘勲毬・と鵡毎 ∴   ‐ _≒ |

|○議覺卦■轟風議趙融1輪面ルッセ■ジI

Itl拠|       メレセ冒ジ醐
■暑世お人によつて紹罪き撫たき1最簿に葡瞳m‐
ギ:・螂 t鰤卿晦●Lヽ書t翻撒:のた働申砦が結譴|:

れる予定とめ銅駄報告繭電なされ綺■ l=|
以上篭醐鋼笥織0曲絡71した。i :ご

その惧鶴渉爆鐘鐘判翻なぷ島轟善豹口騎の自|

己紹介0%境コ:―カメ・①報告がなきれtお :

ユ恣彗鞭踪珈子をレ罐蛉:きなず職意見変換を '

■持ったき|■・ ::著 i:■ ,,」
・七 十

1 
ち
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: 1. tiili● 111  1■ |
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‐
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‐m反凩勒i鼻凸:釉碁
:

1腱箋朧菱とメ鬱躙 肺三Jヒらでヒ`なを`◎日本政府■|

.≒l10真堪位置やジ   メ等当:女は⑮エア |
iバウ冒タントロ程ぬ⑩珈際墨準を譲にでも
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'Tが
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0議員壽コら0メ ガセー雹

ド.争 奪ざ饒識鶉|:ギ晦甲馘請彗
.>

今早は女潤魃靱錮虐馳周   醐隆はストップを  F  fi l■
北鳶|∫魂翻:嘲

鱚鐵蟷隕艶‐:場ぬでとうごぜぃま九 `oさん面:国‐頃⑪:印躍に強音を表しま
す。・7月Iぬ了議隧選挙を目:前1ご して脂ヽまテカStひと匈:で,も多ぐ:ぬ安鮨洟糀みをこそ借して女性
議員を誕生させるなめに響:吉 =んと■緒に野力を重ねτきたもtり です』S、 まだまだ壁が厚ぃ
ことをmで も|ゝ睦:すも/●

: .=F  :i:                  : :~ ■

力艦議帷の比率は民主ギL運笏キジェンデー平等tim境粒讚をど⑩社●運動0高輩
f聯
避比例

する。と冒われでひ帽議RI.日 5薇翡 亀ばりそんなものが唯言われない
.よ

うこれからも鰤張‐りま
すξ:ひと炒ひとり曲論と暮ら毎がけら―れる社会をつくるためにはR都政権を制すことビがは
じま柳ませんな         |
本国の金甲ごは iむm.嚇。ぃたしま|す』

く,I壽騒鸞馴型弄|‐ 徊ヽ囀判り1欄準 |≫

lg麗0年度 √北嘉|♂醐』総会⑩開催ξ::おぬでどうどぎ椰嚢九 11:

i糠
｀
こ醜 』i全員の皆様‖こはいつ亀ご支援ないただき、心よ:り はMttL上げます。

F却し東醜鰹』発展以来電これまで皆様力と連携膨で藉動させていた|だいて参|り ま膨たよ女
性を取りなくlmmはtil蒙懸1様薄|な鮨題が山積膨てい殴丸デ和艤 :女性⑩思いが3く 民主主義
を実現毒善馨|なぬ|に 11、ぬ蒻た1こ国会面場でo活動をNして、1け||き続謄管檬⑮.サ

がァ.卜 を‐して
。参り

]た
し:ヽこi圏名でⅢ:1畦寸bl‐ :1     1          ~‐           l

掃女平等量び北京獨動制ほぬ案地に向けて皆様と口騰|してまじヽ岬ます面でご今後ともご指
導用つま:すよ:ラ ミ何:をぞようしく精はレⅦヽたしますぎ

結びに、船橋代表をはじめξ農員の皆様⑪ご健勝とも:』ヒ京 仁ゝ ⑮ますます口ご発展を行

念bてこメープセ■|ジとし`た
Fbまnl■ ‐      ^・

(1:調硼魏麗厠
j金
好感尤 ‐>:                `l

北京鳳駆}魁駆鍋年度織会浦島躊大臓開縫き|れますこ量を金員として必よI叩 :調慶ぴ申lし上げま|すと
共にも:開催までご思力された機義の輝橋朧及び闇係者ぬ讐様には謝申b上げ討 ふまた、北京で

開催され走第14回世昴女性し誰か聯靱固l蓬菫るまで、北京:L蛉1騨男女平鱚及が多欄性を尊重す°
通社会顧実現⑪起院     を具たして正られたととに深く敬瀞夕蒙膨眈 .11.1  ‐■

4月 141日はこ「鼈熙浴躊醐発生しました。日年前、東日本武震異よ謙軋鵡釉源発事故lご襲れれた

私⑮敵郷福品はこ|れまでずつと需駿,騰つていただいてしヽ6皆様醸ぬ1鰤猾 ヽ|〉.お氣持ち1を1今度は

藤本地震審櫨築書れ轟皆様にも層けでいただきたぃと思b′ まヽま。1,1  1‐ li    :「
:本日の紬会を製機1と、夏に管轄⑩活動ぬ輪が広議電顎ギロ遺7:シずと政策提書を通し、真の男女・

平等社会□胸築熊大きく前進すなことな国ってお叩ます。

守⑮…
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こんにもは:!還鋳脚趙炒掏鳳鶏みずほです!|:

じ
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漁ゝ

思い●れ ヽ■ 1ヽ :「 ノ ・: ■`ギ ギ
1こ

:

輻 き毎眸まいま鶏kl_髯鱚剰囃趾閻陶 輛礫わた遣鋼
郡二度量隕平らないよ:矛嘩ず蠅蜂lま、1榊纏躊Ⅲ渕鼈蜀 くやヽ ‐

1女性が政治⑩場に轟軸をする書場でも        申申峰羹押嚇義鵡1私藁ち輩性は、∫こ,

,・ 魃 握飩軋夕る輌騨な嶺、ま
｀
きl軋「象きや辟嘱権れを尋肇尋鰊瘍鯰列羹卸窄む嘩 .

思わでおりますl,。
.II 11:|。 111111.Ⅲl l1  1■ 11 1:∫ザすj:r「 ・

=| 
≒「1  1■ :i rlギ

°

1議%に、1も中とも力Iと憧性が翁要理すき|:そ國た廟に多‐鯖 彙制鉤     てフオ・L:超又脈峨議
i

酢轟此   翁厖im晰しt爛讚蛉泄ていき蟻|九
「 :「 卜` 1111 1■ ｀

1 :1 11111:

・×又暉木了沐炒Ⅷ礼珈瑯鱚鱚鱚瑯露唾M_
盤ダ■菫導,ダ :ξtt Fili ttli:ギ 護i轟i==1
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1本
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① 記 念:講 満|

『固本国憲法⑩曲藝密蒲諾する』

安膳丁細は今年⑩年頭記譜宦見でIF憲法

改正は参議院選でビつか叩訴え、国民的な

議論
｀
お裸中でいく』■と発mi:   ⑮議

席が国民録%を発議できる最盆D3分の2

になれば、自分ぬ怪鋼中
'1こ

改正案を提案す

らと明言しました菖・:傲¨礼炸まミ籾む1月 十

と|なつ起今年⑪総合では1'1簡慇鰤題やけ保 :

淮愧につ卜ヽで力3を続けている青非誅帆さ

んにt'自f熙自f自刺琥♂舅配嘔尤l《M14
年4月発表)と 日本国翁織を比較bで相話

しいただきました.。 ,lm判蜀で‖乱・
目中国鶉.■

法ぬ墨本理なである個人口倅重t il向 1曲き1平

等畿ざは薇んじられ、1個人を国家い位置報
:け醐厄輯:毎 tiキ|口泌|とには事.戦減のまうな

息昔膨ぼ鵜 鰤載表都てくる中だろうとはじ

ま九F以珊左これ閻纏盪しまn‐ お
°

      11‐
          ・

I     II

11「31     夕 、

た人は
・
固拳国憲ながきいぃ軽暉鈎Jとはじ

:

6。 憲法を愛える峙は最初に■番氣菊諏ヽれ
にくいと:逼 るも「本≧細 暉関係でいえば枝
や本が甚入場、気づいたも森lこなるていた |.

としヽラ手順でやるだろう□例えば、政憲草

幼 申『瑯浴割坊ll疇鰤閻11直ごrmttL事録m‐

宣言繭雹翔 蟷|れた躙 |■:   は帰撒}き

れをし可11懲舅桑逸藤鐵:そ|あ]る1餓 :こ ⑮ぎ衆
渕鼈ヽ コ鼈浙はいう輝キi島鰈 うと:緩満|

的な事とをは腸強に提案するωではない力ゝ
L風廊国感褥前案]饉:握霙ポこ主権弔卜する

Lと :戦争⑩彬禍が壽が起iこ]趾i:ことがない
ように基する電Jと脚う文章で始まる口に、

改量素では日本国惣法めl「 日本回量は』を'

F旦塞国は』にし、「国民統合⑩象徴である

青井未帆さん (学習院大学浩科大学院教授)

いに助iナ合もで国家を形峨するJと こ織
F'世緻壕国家の方向躙 して予h51愚 ∵第理条

(天咆塾)で天皇は
1「

元首』iど明言され :‐節|

日員で『国旗及び固歌』を定め濁。第曇:条
:

1で元号を定めt8‐条 1(玉奥の回事行為〉=拠
頃ではt天皇ぬ固亭饒価が可内閣Q文重審 :

必要0彎
IJと こ日上腋共に置見をいう意味の

}鵬 』が睫われこitttkの地鰺が伺1本口感|

濃口「象徴』より強ЪЪ天Rを動く国劣ゞヽ
1明

蒙業天皇鶴‐その下に社会t誓涎鰺f「 これが

自民党改憲草%の国軋 。i個人を国家囲閥

係である。

癬族と1個人
口珊国i渕堕岬桑鰺Ъ吋潔て国民は個人

としな尊重きれが・生飾:ゃ薗由及響睾福迫求
口権利はむ1毯業の幅搬に反Fいない限跡中最
大の導Rを飼 i旨むねてЪ卜面がょ}  :|
ではIⅧ颯薇剋隆ヲ鱚魏i爛 もヽ1民

Xと違重蜂'

直』は嘴ね藝:マ号・つ6瀞 l膏民党口中ではlm籠 :

き過ぎた個人主義』|と いうこと脚呈言わ机て

きKl醐 国颯会:は吻顆鱚蜆蠅隧剰暉醗

査会で寺自長謳議員懸妻キ躙 は蹴鞣ゐ1しい
ことに応家族と力ヽいうことについては側も

書いてしヽな聯札・・?徹直的な個人主義OⅢ 固

-8-



本国憲法の颯大⑪欠陥は 第 9条以上に、

家族と力iコ ミュニティーとかいう.も 口を全

く認めない・・・自由とか、平等とか:基本的
―

人権の尊重鰤ξ日本社会に量透.bp中規律な

い自由、行き過ぎた平等、過剰なまでめ権

利意識が社会を不安定にしているJと発言

している。

別 条の個人と個人の機ぬ関係、個人口尊

厳、両性の平等、本鷺的な平等が攻撃され

ている.改憲草業は『蒙雄は、社会の自然

かつ基礎的な単位として尊重される。Rは
鷹璽畳曝鍾饒違饉麺酸塵翼甦l』

と、家

o賛賦冒ド鰭延裔懃凩鼈均竃
めの家族、個人に対抗する意味で⑮家族像
で、日本国憲法がコミットビている『徹底

bた個人主嚢』|ま F行き過ぎた個人主義]

つまり刷己主義Jと して攻撃されている。

政憲韓 の鍵 条は「家族lまt稲濃⑮自
´

然かつ基礎的な単位とヒて尊重される。家

族は助|す合わなければならない』となもた。

憲法学界で|ま、18条Ⅲ14条で個人として
の尊重や法の下⑪平等があるので1劉条⑮

家族のなかの女性はあまり注目されなかつ

たが、昨年、最高裁が民法733条 1頭の再

婚禁止期間誂定について、190日 を超える

部分|ま違意と判断したこと虐武注目され衝。。

①電郡之7蔓馨盟釉嶽「[レ
れるとも「個人」仰観点から亀れに対抗でき

なくなる危険性がある。

日本国憲法囲 条は「天皇又|ま国纏大臣、|

国会議員、裁判官その他ぬ公務員lま、通⑮

憲法を尊重し擁護する義務者負ふ」と、憲

法尊重擁護懃務にわぎと国民濾S入っていな

い。国家よ咽先に個人口臼由ぶあり、国民

が憲法を制定し、国家に対し「守れJと言

っている。鑢 予議lま 1醒 彙で、F全で国

民は、通⑩憲法を尊重しなけ珈 ならないJ

と、国民に憲法尊重義務が負わされ、個人
11よ り毬コミ■三手芽≧√国家、社会が先行

する。壇民党改憲草業は「国旗・国歌条項』

ぷありも国家や天皇、家族が混然一体とな

叩、絆④下に守られ輸社会がJい地よい人た

ちの憲法になつてしT登。日本国憲法では人

権、自由が尊重され、憲法が社会のなかで
:

自由な迫求する手立てとなり、弱噌竜 の味

方になうてきた。ここが、同本国憲法のす

ばらしいところであった。政憲草4はマジ

ョリティの蛛 から見て国家にとつて良い

社会をつく柳ξ日本国憲法が大事にしてしヽ

6意嚇諏勲0メ錨動まなくならЬここが、改憲

草薬の融ろbbw部分である息

今の若い人たちlよあまり不自由と思つて

いない⑪かゝ危織瞑や関心が睦いように日

われるが、ある。程度社会経験を積んだ人は、

自由:麺貿減つて狭まっているlと感じるので|ま

ない力ゝ なぜ日本国憲法が個人を調ねなく

てはいけなかつたのかを考え直さないとい

けない。日本国憲法 12条は 唱杉齢刺列障

する自由及び権利ほξ国民④不断⑩努力に

よつて鮮 しなければならないJとある。

自由でないと思うような状況となり、性厩

りできないところまで憲法改正が潅んでか

らでは遅い.

最 憲章業は人権の部分でたくさん手を入

れている瓢重:1導1条以下め、国会、内閣、裁

嘲葛璽ず甑糞れず、施G轟

条で緊亀事轄⑮条文を入れ、今ある権力⑪

4ミテンスを崩すなら、そ⑪カウンタ∵とな

る規定書設:‖ナなければいけない|まずだが、

それがないまま憲法癒電考えられている。権

力がく定す輸とか、:暴定した時に個人の自

由がなくなるか葛自由を保障するというこ
‐   (※ デ 郎、下部に続く)
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部は SD曙菖におけるマ質W'(女性に対する

暴力)についてスイス代表部 中人権高等弁

務官薦封勤折とイベントを防 じtイ タリ鼠 f‐

代表邦とは意思決定らの参加に¶いて鶴ア
メリカ O韓国・英国 。オニス トラリアとの

イベントで|ま振ながらに訴える醜瑚陸舞性
の発言があつた。1日 本④ SNG①‐

とロイベ

ントiま今年も共催した。日本はジェンダー

問題にかなりれ出しており、UN嘲尚酬馳 ,

との会合で|ま、ジェンダー平等墨量に固:本

が拠出したレパノンでのプロジェクトに
ついで報告した。
標択される合意結論はt非常に後向きで、

特にロシアやイラン、アフリガ (1南アプリ
:

力以外)がいくつかの文書に反対した。ち
なみに、ロシアlま 2醐Ю年に 41閲 職種 :礫機1・

関士や鍛冶屋、ダイバ∵、望 席以上のが
ス運転手など》を『危険で過重な』職種と

して女性の就業を禁止し、国連⑮勧告も受
lすた。sttudl and叩斑翼Ddud肛躙ehealth an過

魂蒙tS(性と生殖に関する健康と権rl」)は、
ⅢG≡理 や司ヒ京行動綱領等に F沿って』との

表現で合意した。ジェンダこ統計はロシア

CSW NGOはアドポカシユ・ トレーニ
ングの会合を主催・しており、テキストは
醐W NGOのサイトで入手できる。使え
るアプリも知ることができた。たとえば、
womenЪ hunan重酌朧で調べるとDWに

①露聯 記ξ乍量翼P:管癸忌
「hmilttsJと の違いなど、国連英語の読
明もあつた。ロピイング方法では「エレベ
ニター・ トニクJが興味深かつた。ロピイ
ングしたい人とエレ糞ニターで二緒にな
つた時、イントロとまとめの間にポイン・ト
3つを簡潔に伝え、ペーパーも手渡すと冊》

いという。国際的ネッ,ト ワークセ条約⑩悟
用も大事で、女性に対する暴力について|ま

コUで |まイスタンプマル条約がある。
日本の問題として(生申継でレイプを放

映させられる問題をアピールした.他国で
の勝訴のFllや企業⑮取組み⑬情報も得て、
Noo m人たちと仲良くなつた。日本⑮保
守的団体働イベントも2つあり、ひどい内

だけが強頭に反対した沖靖1続計局め定義者
CSW事務局が説明して入つた。アフリカ

|:1は財塵錮や細編に虚対だか、SD(mm指標
にあるため合意した。回画 等が提案した

'

直 uttl繊%量繰価面 (他 的指向)や 、
通軸 蜘 嘔h帥昌加唸 (塑 括 的 な 》 目1轍炒 l崚

e面瞳面回 は削除。墟面炒面 も性的指向 と

の関連か削除 された。 日本は U凱撫鶏 盟

G岬興昭障を提案。膨たが似た表現
力昌あ叩用語としてはスらなかつた。日本lま

重置199サ条約批唯四だが、同二価値労働
同〒賃金の文書ぬ提業国ではない。国内整
備が必要であるLM議 |ま 4本で囲Ⅳエイ
ズ峨決ははリプロの合意に時間がかかっ

た。
1 2田lT年第 01M酬 ⑪優先テ学マは
『変わ聯動く.仕事の絵昴での本性峨経済
的エンパワーメント』、ンピユーテーマは
『女性及が少女⑪ため⑭

′
M剛%の実施に

おける成果設チャレンジ (第 58回 □ST
⑪テ∵マ)』 である。2018年の優先テーマ

には農画漉村女性Qエンパワーメントも

予定された。

客に抗議する呼がかlナ もあつた。
自分では連邦INT州・・ホが運営する

L珈鞠「」鵬雌轟G鰤勧 を読問した。DIVに
あつた人醐予約なしで相談できゝ 脚酬}弁
護士など17:団俸の事務断がふリキツパル
ー■もある。アジア女性を支援する枷ia黎

鰤 m鐵たG帥朧
=で

は、キッパル〒ムで「子
どもへの寄付の日Jぶあつた。

次固lま、鐘 文書に陥 るためにロピイ
ングに参加:したい底ただ、F会議で疲れた

ところに
.薗

弼}0が ロピイングにこられた
.:り すると::.。 同じ人間な口でねぎらいが必
1要Jと 口言葉も国に入れておきたい。

以皐のダSフ マポイント′を使つての報告
の最後は、覆きもぶしてしまつた靴が鶴
された:1週間、卓貯さんが国連向ゃ

~面

を精力的に歩きまわつていたことがわか
った。
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