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渠霧妻 かながわNPO大学秋期講座「ジェンダーフリ…」悌6鴎 講演録 懐約)

エコロジカル・フェミニズム 講師 :青木やよひ
日時 :2001年 11月 27日

場所 :かながわ NPO大学

力1ながわ〃′θ大学のジェンダー講座の講師とιて、青木やよひさん赫 ″びιまι/_‐。
フエミ=ズZ/_~つ ι:で講演 夕 %け のな F/_~″ ノJ年ぶ グとのことで、大変貴重な講座となグまι/_‐。
エコ″ジカル・ フェミ=ズムと″な/_ラ嘴 つιlてお話 ιτ石きまιた。

■ 70年 代アメリカ女性の現状を見て

そもそも私は、女性問題で評論家になろうとか、

学位を取ろうとか、大学の先生になろうとい うつ

もりは、全くありませんでした。戦後の日本で、ロ

マン 。ロランの思想を広げることが私の使命だと

思つて、安保闘争、ベ トナム反戦、反核運動などの

ささやかな市民運動にかかわりながら、ロラン全

集をほぼ 20年かけてや り終え、これから自分の好

きなことをしようと思つて辞めましたらですから

私の理論は運動をしながら先人の思想から学び、

自分で考え出したもので、独断と偏見が混つてい

るかもしれないことをあらかじめお断 りしておき

ます。

私は 1960年代までは日本は遅れているから、ア

メリカ並に、あるいはフランス並に社会が進歩す

れば、女性の地位も自然に高くなるだろう、だか

ら、私などが男女平等を叫ばなくても大丈夫だと

思つていました。

その後、たまたま夫とアメリカに行きました。

1971年のアメリカは、文化大革命といわれるよう

な騒然たる社会でした。それまでの矛盾の壁をつ

き破つて、ベ トナム反戦、黒人のブラックパワー、

先住民のレッドパワーなどが噴出し、同じ土壌か

らウーマン・リブが出てきたわけです。そういう意

味で大変面白い社会でしたから、夫と二人で2ヶ 月

近くいろいろなところをインタビューして歩きま

した。
ベティ・フリーダンが主催 しているナウにも行

きましたし、インテリではない典型的なアメリカ

のお宅に泊めてもらつたこともありました。

こうして、あちこち回つているうちに、社会的な

変動のダイナミズムを秘めているアメリカの魅力

も感 じましたが、社会の基盤に根を張っている偏

見と科学技術信仰のようなものにも出会いました。

そこでアメリカ並みになるのを待っていれば、女

性の平等も達成されるなんて考えていたら大変だ

と思つてかえつてきたわけです。またこの時、反近

代的生き方を守つているアメリカ先住民・ホピ族

の人々に出会つたのも、私にとつて大きな思想的

開眼となりました。

■日本での女性解放運動

ちょうどその頃、日本で田中美津さんや米津知

子さんたちが、ウーマン・リブの声を挙げました。

それをマスコミがメッタメタに叩くのを見て私は

憤慨 したわけです。これが世界的に起こっている

大きな社会変動の一つだということを、どうして

日本のインテ リたちはわからないのだろうと。そ

れが私の女性解放運動にかかわる出発点でした。

最初の優生保護法改正反対のデモに始まり、1975

年に「女性から見た人口論」で毎 日新聞の「日本

研究賞」を受け、もうひつこみがつかなくなった

のです。

運動 していく中で、根拠となる論理を持つてい

ないと、しっかり地についた運動はできないので

すが、途中ではなかなか自分のやっていることは

見えないものなのです。今回、自分のやってきたこ

とをまとめてみたのでお話 します。

■女性問題の歴史

60年代から70年代に、女性問題が社会化されま

す。社会化というのは、隠れていた問題が明らかに

なって、社会問題としてのテーブルに載せられると

い うことです。これがウーマン・ リブ運動です。

その次に、フェミニズム とい うのが出てきま

す。80年から90年くらいです。これが思想化の

段階だと思います。前の時代は運動の段階で、い

ろいろなものを含み、混沌としています。それを学

問化、思想化 したのがフェミニズムです。

そして次が、今 日の講座のタイ トルになってい

るジェンダー ロフリーで、これがいわば定着化

の段階だと思います。 しかし同時にこれは、制度

化という側面も含んでいて、多くの問題をはらん

でいます。

本当は、ウーマン・リブの前に、いわゆる女権拡

張運動とよばれていたものがありますが、時間が

ありませんので、今 日は置いておきます。こういう

ふうに60年代から起こった運動を整理してみると、

女性問題が歴史的にどういう変遷をしてきたかわ

かるのではないかと思います。



■近代主義指向フェミニズムと脱近代主義フェミニズム

フェミニズムのところで思想化と言いましたが、

私はここでフェミニズムの流れが大きく二つに分

かれると思います。一つは近代主義指向フェミ

ニズム、も う一つが脱近代主義 フェミニズム

です。近代主義指向フェミニズムの中には、いわゆ

るリベラル・フェミニズム、マルクス主義フェミニ

ズム、ラディカル・フェミニズムなどがあります

が、私から見ればみな同じ指向性をもつています。

エコロジカル・ フエミニズムは脱近代主義

フェミニズムだと思つています。それでは、この二

つは、どう違 うのかということです。

1.近代主義指向フェミニズム

私は、近代というのは、科学的合理性と進歩史観

の上に立った社会だと思つています。科学的合理

性とは、科学至上主義といってもいいですが、科学

が示すものは絶対で、したがって原発は、絶対に安

全となるわけです。人間がすることには誤 りもあ

るし、環境との関係性によつて変わつてくること

を認めないわけです。このような考えをもとに、近

代社会は進んできました。

進歩史観とは、人類は進歩してきたもので、今も

進歩の途中にあり、それを無限に追い続けるのが

人類の宿命 とする考え方です。 日本も高度成長期

には、この二つがセットになつてうまくいつてい

たわけです。経済は右肩上がりで、人口も増える。

この状態は人間が努力をすれば続いていくと思わ

れてきた。

一部のフェミニス トはこのような社会のあり方

を認め、男性が今までやつてきたことを人間の生

き方のモデルとし、女性もあのような自由と解放

を求めていると、完全な男女平等をその社会の枠

組みの中で目指したわけです。

上野千鶴子さんが私を批判した『現代思想』の論

文 (1985年)を、タベ読み返して面白いと思いま

した。彼女も、今もうあの地点にはいないと思いま

す。つまり彼女が言 うには、女性は、遅れてきた近

代主義者だつた。近代社会が掲げてきた、自由、平

等、博愛という価値観を、男は享受しているのに、

女が享受できないはずがない、女にもそれをよこ

せ、それが近代社会における、女性の人権闘争とし

てのフェミニズムだ、と。だから、いずれは障害者

も老人も第二世界の人々も、そうい う権利を求め

て平等を勝ち取るだろうと言つているのです。(こ

れはボーヴォワールの主張にも共通 しています

が。)

そうなると女性も軍隊に入れろ、危険な原発の

発電所などにも就職させろ、男と同じように働か

せろになってしまうのです。もちろん給料も同等

ですが。ベティ。フリーダンは女の兵士の出現を歓

迎すると言つています。湾岸戦争のときも、彼女た

ちが前線に出ることを大いに支持 していました。

そのときに上野さんが書いたものの中で、それを

聞いて彼女は「愕然とした」と言 うのです。「フェ

ミニズムとは何だったのだろうとい う、恐ろしい

疑間に捉えられている」と言つています。

しかし、これは近代主義指向フェミニズムであ

れば当然の帰結なのです。モデルは男なのだから。

私は最初からそうなると思つていました。ベティ。

フリーダンのナウをインタビューしたときも、こ

れは危ない、これでは本当の女性の解放はできな

いのではないか。それで私は、日本は、もう一つ別

の女性解放の道筋を探さなきゃ駄 目だと思いまし

た。幸いにも日本の運動の主流は、田中美津さんに

しろ米津知子さんにしろ、はじめから近代主義指

向ではありませんでした。

アメリカでラディカル・フェミニス トと言われ

ていた人たちは、女性が差別される根本は、生殖機

能だと言 うのです。それ以外の頭脳や体力では、頑

張れば男並みにやれるのだから、生殖機能を外化

してしまお うと主張し、女性の体を使わないで生

命の再生産ができる方法、たとえば試験管ベビー

などを、いろいろ考えて提案 しています。ファイア

ス トーンの『性の弁証法』という本ですが、これが

近代主義指向フェミニズムの窮極的シンボルだと

思います。

2.脱近代主義フェミニズム

もう一つの方はどこが違 うかとい うと、近代を

支えている科学至上主義や経済のシステムは、す
べて市場に依存しています。そ ういう社会のあり

方とそれを支える価値観を根底から変えようとい

うものです。新 しい発明や発見によつて人間の欲

望を無限に刺激 して、人間の尊厳を支えてきた伝

統的な生命観や倫理をふみにじりながら、そこに

アピール してお金儲けしようとするのが市場とい

うものです。

昨日、クローン胚ができたという話が新聞に出

ていました。難病の研究に使 うとい う大義名分を

掲げていますが、これも発展させていけば、市場と

してすごくお金が儲かるわけです。このように、

次々と巨大な市場分野を開いていくのが市場シス

テムで、これは無限に広がっていきます。どうした

らこれに歯止めをかけられるのか。 とてもむずか

しいことですが、人間が欲望に支配されず、ほどほ

どのところで満たされた満足感を持つて、自分だ

けでなく、周 りの人たちの幸せも考えながら生き

ていくしか方法がないのではないかと思います。

そして、それを個人の努力だけでなく、そういう生



き方が可能になる社会システムを作り出していく。

その中で、当然男女の共生が目指されていくのが、

私は脱近代主義フェミニズムだ、とい うふ うに

思ってきました。

人間の限りない欲望のために、見ている前で木

が切られていく、砂浜が埋められていく。それはた

まらない。まして戦争で人が殺されたり、公害で人

が苦しむのはたまらない。このたまらなさという

のは何なのだろうか、これを人が生きてゆく論理

にとりこんでゆくにはどうすればよいかと、自分

の感性に問いかけてみたら、今のような結論にな

りました。それが、他の人はどういう定義をなさる

か知 りませんが、私が思つていたエコロジカル・

フェミニズムというものです。要するに、私たちが

長い間インプットされてきた近代的価値観もろと

も、この社会の枠組みそのものを疑 う立場です。

私はここで、あえて男女の平等ではなく、共生と

いう言葉を使いましたが、平等というのを突き進

めていくと、先ほどのファイアス トーンになって

しまう恐れがあります し、男性がすでにかかえて

いる矛盾が見えにくくなるからです。ですから、そ

こで単純なジェンダー・フリーにも問題があると

いうことが、皆さんにちょつとおわかりいただけ

たかと思います。

■近代主義がもたらす 5つの矛盾点

では、近代主義がもたらす矛盾をまとめてみる

と、どういうふうになるのでしょうか。

1.文 化の帝国主義

帝国主義とは、自分を世界の中心として、周辺に

自分の覇権を広げていくことです。それに文化が

ついたらどうなるかとい うと、科学的合理性の上

に立ち社会を変えていく、先ほどの進歩史観です。

だから、昔は手づかみで食べていた人間が、フォー

クとナイフを使 うようになり、テーブルマナーが

定着するというように、進歩してきたと思つてい

るわけです。

東南アジアに旅行をしたある男性が、現地人は

手づかみで食べている、なんて野蛮なのだと言い

ました。私たちはお箸で食べることも許されてい

ますが、フォークとナイフで食べるのが最も文化

的で、これ以外の食べ方は野蛮だという価値観を

周辺に押 し付けていくわけです。それが恐ろしい

のは、東南アジアや第二世界で、だんだん若い世代

に刷 り込みされていくのです。そうすると、自分た

ちが本来持っていた固有の文化を軽蔑 し、捨てて

いくのです。そ うかといつて彼 らに対する差別は

変わらないわけです。そうすると、そこに資本主義

の搾取が起こります。

私は、アメリカ。インディアンの人たちと、70年

代から親 しくしていますが、今までの文化なら、彼

らはお金がなくても暮らせるわけです。 トウモロ

コシを作って、お祭 りには羊を殺 して羊料理をす

る。それらは伝統文化と一体になっています。そう

いうものが野蛮だと若い世代は思 うと、進出して

きたスーパーでハンバーグを買 うようになり、現

金なしに暮らせなくなるのです。よって、安い賃金

で自分の労働を売つて、スーパーをもうけさせる

ということになります。かつてナバホの人たちが、

危険なウラニウムの露天掘 りをやらされていたの

もその構図です。

これは、あからさまな経済搾取より怖いと思い

ます。価値観は、内化されます。ただ仕方なく白人

に使われていると思つていた奴隷時代 よりも、

もつと怖いと思います。自分で自分を奴隷にして

いくわけですから。しかしこれは、コマーシャルに

踊らされて物を消費している私たちにも当てはま

ることです。

2.二項原理の対立

アメリカ・インディアンの社会では、天と地が

あつて、うまく調和しているから、人間も幸せに暮

らせるし、自然も豊かであり続けられる。それと同

じように、精神と身体、文化と自然、知性と本能な

ど、常に二つのものが、対立ではなく、調和してい

くことによつてうまくいくとい う観念がどこの国

にもあるのです。実はこれがジェンダーと重なっ

ているのです。

ジェンダーとは、元々言語学の概念用語です。私

がジェンダーとい う観念を初めて発見したのは、

ナバホです。ナバホではフランス語と同じで、あら

ゆるものがメス、オスに分かれています。そのと

き、セックスとジェンダーを分けてみたら、これは

ある社会を分析するのに役立つ概念用語になるの

ではとひらめきました。それが 1971年です。その

ときからジェンダーとい う言葉をずっと温めてき

て、日本で初めて使ったのは私なのです。 (そ のた

めに女性学者たちか らアンチ 0フ ェミニス トの

レッテルを貼られました。)でも今とは使い方が違

います。セックスとは違 う世界の文化的三分法と

してのジェンダーを私は考えていました。

三分法は、本来、調和していなければいけないの

に、近代社会では分離し対立してしまいます。デカ

ル トが始めだと言われていますが、たとえば精神

と身体をはつきり分け、身体は精神の下位に置か

れ、支配されるべきものとされます。文化 と自然

は、文化の方が自然より上位にあるから、文化的人

間にとつて、自然は搾取していいものだとい う観

念が生まれてくる。理性と本能も、本能は動物的な
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ものだから、理性によつて統御 されなければいけ

ないとなる。しかも今お話した精神、文化、理性な

どは、全部男の領域になっている点も大きな問題

です。自然の搾取と女性差別は、概念としても重

なつてくるわけです。このように、二項原理を二元

論で分裂させて敵対させている。

3.性と身体の疎外

3番 目は、既に申し上げたことと関連しますが、

性と身体の疎外です。セックスは、身体に属しなが

ら文化と自然の境界領域にあり、半ば本能であり、

半ば文化によつて規制されて、非常に微妙で、簡単

には語 り尽くせないものです。ですが、近代主義的

な考え方をすると、本能は、常に理性によつて統御

されていなければならないとなってしまいます。

その結果、過剰な性抑圧が起り、さまざまな病理現

象が増えています。

4.感性に対する理性の圧倒的優位

4番 目は、感性に対する理性の圧倒的な優位で

す。昔、原子力潜水艦が、どこに入港するか、すご

くもめたことがありました。佐世保や、いろいろな

ところでノーと言われ続け、その現地で世論調査

をすると、必ず女の方が反対 している割合が高い

わけです。男は危険性よりも地元の経済利潤を考

えたりして、イエスという人も結構いるのです。

その頃、ある有名な科学史家がそれを見て、「女

は感情的で、動物的な感覚だけで物事を判断する

からダメなんだ。」というようなことを新聞に書い

ていた。だけど、原子力と名のつくものは何でも嫌

だという、この日本の女たちの感性は正しかった

のです。

また、毎日新聞のアメリカ同時多発テロ事件に

関する世論調査で「戦争を宣言 しているアメリカ

の方針を支持しますか」と聞いています。「支持す

る」は、全体では52%ですが、男が68%で女は 35

%です。ほとんど半分。私はこれを見て感動して胸

がいっぱいになってしまいました。このような男

女間の意識の差をアメリカの社会学者は、ジェン

ダー・ギャップと言つています。

そして、こうした理性の網の日ではすくえない

人間の感性に根ざす知を切 り捨ててきたのが近代

であり、それはまた男性中心主義の現われでもあ

りました。

5.「人間中心主義」が自然破壊をもたらす

そして 5番 目は、「人間中心主義」です。この人

間とい うのは、もちろんカッコ付きの人間です。
"man"を辞書で引くと、そこには、男、人間、人

類と書いてあります。"woman"に は女性としか書い

てない。それは英語もフランス語もドイツ語も全

部同じです。つまり人間とは、まず男であり、そし

て健常者で、壮年であること。女だけでなく子ども

や老人も駄 目なのです。この二つを備えていない

と、人間の恩恵に浴せなくても当然とされてきた

のです。

また一方で、すべての生きものと共に自然の恩

恵を受ける人間という謙虚 さを失つた「人間中心

主義」というのが、自然破壊につながつてきたと思

います。人間の進歩のためには、少々の自然破壊も

やむを得ない。そこ住んでいる動物のことなんか

考えられない、となるわけです。

そして自然破壊は環境問題 という形で人類の生

存条件を危機にさらすだけでなく、人間の内面を

も荒廃させてゆく恐ろしさを伴つています。これ

はエコロジス トたちが早くから指摘 していたこと

です。

だから今私が憤慨 しているのは、木村尚二郎さ

んが座長の審議会が静岡空港にイエスというGOサ

インを出したのです。あそこには貴重な生物がい

ろいろ住んでいるのです。反対 したいと思つてい

ても、全く県民の意見なんか聞かず、決まってし

まつた。人間の便利さ、あれは便利にもならないと

思いますが、要するに土建屋さんは儲かり、地元に

お金が落ちるでしょう。そのために、動物なんか、

フクロウなんか死んでも仕方がないよと。これは

人間中心主義だと思います。自然と他の生き物に

対する差別というか、搾取が起こるのです。そして

結局それが、私たちの子孫への負の遺産になつて

ゆくのです。

■終わりに

もつとあるかもしれませんが、私が考えてきた

この 5つ ぐらいの矛盾が近代主義を推 し進めてい

くと出てくるのです。では、そうではない、私たち

の生き方というのはどうしたらいいか、本当はこ

こからが課題ですよね。でも今 日は、エコロジカ

ル・フェミニズムとは何かというのがテーマなの

で、エコロジーとフェミニズムは、私たちが平和で

安心して暮せる社会をめざすための変革の両輪だ

とい うことを皆さんにお話 しして、一応終わらせ

て頂きます。どうもありがとうございました。

もし、もつと論理的なところを知 りたいとお思

いになりましたら、『 フェミニズムとエコロジー』

(新評論 1986年初版 1994年増補改訂版)を読ん

でいただけると嬉 しいです。

(あおき やよい 評論家・ベー トーヴェン研究家)

(要約 :牧嶋祐子)



ワーキングチーム研究報告

時間調査ワーキングチーム

第2回生活時間調査報告 「4年前 と変 わ らな し1生活 」

座 長 石 上 恵 子 価 究会座長・神奈り:INET横浜市議)

調査項 目

今回、調査項目は、基本的に第 1回調査をふまえ

ることとし、さらに以下の4項 目を見ることとした。

1)前 回調査から4年が経過 し、男女共同参画社

会基本法が制定されるなど女性をとりまく環

境が変わる中で、生活時間の使い方にどう変

化がおきたのか。

2)前 回は、生活クラブ組合員 リーダーを特定し

てサンプルにしたため、総会準備時期とも重

なって社会活動時間が非常に多かったことか

ら、今回は平均的な組合員の社会的活動時間

はどのくらい使われているか。

3)フ ルタイムで働く女性たちの生活時間の使わ

れ方。

4)社 会状況の変化、経済低迷の時期にあつて、

男性の生活時間はどう使われているか。

上記4項 目についての調査結果

1)平 日に働 く女性が増えているにもかかわら

ず、家事労働の時間に大きな変化がない。

相変わらず、女性の家事労働を占める時間

は多い。特にパー ト労働をしている女性の家

事労働が一番多い。家事も仕事も手抜きをし

ない女性の姿が見える。一方で、パー ト労働

に出る条件として、家事の手抜きをしないこ

とが夫側から出されていることも考えられ

る。男女の格差は依然として驚くほど多い。

2)社 会的活動時間が増えたのは、土、日の男性

だった。男性たちがどのような社会的活動を

担っているのかデータをひろい直したとこ

ろ、28人 中3人から5人 という、ごく数人が

長時間子ども関係や青年会の行事で費やして

いるために時間数が伸びたことがわかつた。

難 轟 爾 簿 蔭 議 鐵 緩 欝 爾 誦 辮 壊 鐵 驚 蒸 艤 畿 揺 欝 節 熙 爾 灘 議 燃 ミ 態 鐵 総 鴛 檬 騨 驚 鐵 饉 瀑 譲 簿 膠 籠 鑢 麒 議 綴 麟 朧 繊 轟 裁 籠 篠 鑢 羅 簿 朦 磁 蕊

<調査概要>
◆調査期間

2001年 6月 8日 ～6月 21日 のうちの平日、

土曜、日曜の3日 間

◆調査対象者

生活クラブ運動グループ組合員無作為抽出

400人 とその配偶者、労働組合員30組
膠 鐵 畿 撻 態 甕 盤 総 議 鸞 機 慈 饉 墨 溶 慈 業 蒻 撻 撻 鐵 議 選 船 聡 総 選 聾 寒 選

社会的活動の多くを担っているのは相変わら

ず女性たち。しかし、それほど積極的にして

いるようには見えない。社会的活動は本来、

市民社会を豊かにするため、市民として担っ

ていく重要な活動であるが、生活クラブ運動

グループの活動以外は、既存の社会活動であ

るPTAや町内会活動などの行政の下請け的な

活動が多く、多様な活動は広がっていない。

特筆すべきは保護林のボランティア (男性 )、

本の読み聞かせ (女性 )、 高齢者のお花見ボ

ランティア (女性)だつた。

3)フ ルタイムで働 く女性 も家事労働時間は多

い。平日めいっぱい働いて、休 日に家事をし

ている。社会的活動の時間はほとんどなく、

ゆとりのない生活ぶ りが垣間見える。

4)男 性の家事労働時間は4年前とあまり変わら

ず、非常に少ない。内容はペットの世話、庭

木の手入れなど限定されている。年齢的には

30代 と65歳以上が比較的時間数が多い。

全 体

4年経過して、平均年齢は5歳ほど上がっている

が、生活時間の使い方はほとんど変化がなかつた。

男女共同参画社会基本法制定等、女性をとりまく

環境が変わつたといつても、市民の生活には何の

影響も与えていない。産業資本主義社会システム

は、アンペイ ドワークとペイ ドワークの2分を避け

られない。 日本はそれを性別役割分業や女性差別

によつて成 り立たせてきた。ペイ ドワークとアン

ペイ ドワークを社会と家庭で、女性と男性で担い

合 う社会をつくるため、また性差によらず自らの

生き方、働き方を決定できる社会にするためには、

小手先でない社会構造の改革が必要である。

◆サンプル数

430組 (860人 )

◆回収数

267組/430組中 (回収率 62.1%)
428人 /860人中 (回収率 49.8%)

(う ち女性 267人、男性 161人 )

震 撻 期 撻 難 撻 畿 機 轟 滋 鑢 撻 艤 観 墨 墨 懸 燿 聾 選 麟 期 撻 撻 撻 謝 翔 機



颯蜀卜税制/自立のすすめチーム
座長 丼上亮子 性活クラブ生協神奈り|1常務理事)

女性のライフスタイルの多様化に合わせ、年金

制度を見直す厚生労働省の「女性 と年金検討会」

(座長、袖井孝子お茶の水女子大教授)は、12月 14

日に報告書をまとめました。その柱は、正社員を主

たる対象 とした厚生年金への加入基準を緩和 し、
パー ト労働者の加入を促進することなどを提言す

る内容になりました。懸案のテーマである「専業主

婦の保険料免除制度」いわゆる第3号被保険者制度

については、改革案がまとまらなかったとして、ま

たもや先送 りとなりました。

この検討会の正式名は「女性のライフスタイル

の変化等に対応 した年金の在 り方に関する検討会」

でした。しかし、新聞各紙面では「年金の保険料を

負担する支え手の拡大」「パー ト主婦の厚生年金加

入基準緩和」「年金加入者の拡大策」など、財源確

保が基調になってしまった、という感 じがします。

年金制度とは世代間連帯のしくみです。少子 0高齢

社会は、今後もまだ進行します。そして、21世紀

の生活のありように大きく関わることであり、社

会保障の抜本的改革を要することです。年金制度

で言えば、支える側の人口が少ないこと、女性の生

き方が多様化することにより、従来のや り方では、

連帯どころか制度そのものが立ちゆかないことは

明らかなのです。

これからは、だれもが「自立」しつつ「連帯」す

る時代です。この報告書の年金モデルが、専業主婦

世帯 (片働き世帯)から共働き世帯へ変更されまし

た。専業主婦世帯を優遇する政策から、ワークシェ

アの時代へ変わろうとしています。「依 りかからな

い」生き方を、年金に当てはめてみれば、市民とし

て自立し連帯する能力を持つ者が「被扶養者」とし

て誰かに依 りかかりるシステムである「第3号被保

険者制度」についても、自ずと結論はでてきます。

体の女性政策を検証するチーム

座長 梅野 りんこ (神奈川NET横浜市議)

まとめに入つてからすでに4ヶ 月ほどが経ったの

ですが、最後の仕上がりに時間がかかつています。

大きな理由は、女性政策について行政職員と私たち

の間に考え方の大きな違いがあり、ヒアリングがと

ても大変なことです。

横浜ではこんなことがありました。横浜市は98

年度に440億円ほどだつた女性政策が、翌年には

530億円、さらにその次の年は 720億 円と驚異的な

伸びを示し、市税収入約 7000億円のうち、なんと

その 1割を女性政策がしめるという数字がでてきま

した。横浜市民としては、女性政策がそれほど充実

した市であると実感 したことがなかったので、いっ

たい何にお金を使つているのかというヒアリングを

始めたところ、大変時間のかかることになつてしま

いました。

まず女性政策担当の行政職員は「介護保険のから

みではないですか。各局にわたつているのでくわし

いことはわかりません」と言います。そこを、「女

性政策担当者として把握は当然、きちんとした資料

を出してください」と食い下がり、同時にこちらで

も見当をつけて担当局に聞いてみました。

するとやはり、2年間で約 2倍近い予算になった

原因は、高齢者福祉と保育所整備事業でした。特に

横浜は、高齢者のデイサービスを行 う横浜市独自の

地域ケアプラザの建設を、中学校区にひとつ作ると

決めていますが、その一館あたりの建設費は約 10

億円、145の 中学校区に作ると、その費用は1450億

円にもなり、しかも介護保険実施にむけて急ピッ

チで建設が進められていたのが、女性政策費の大

きな伸びとして数字に表れていたのです。また保

育事業やはまっ子ふれあいスクール (放課後、学校

を登録した子どもたちの遊び場所に使わせる事業)

なども大きな伸びを示していました。
たしかにこうした事業は、これまで女性が家庭

で担つてきた介護や保育を社会化するという意味

で、女性政策と言えるでしょう。しかし、それがあ
いも変わらず建設事業であることに何か釈然とし

ないものがあります。介護、保育は女性の仕事であ

るとの前提がまずあって、だからそれを社会化す
るのは女性政策だというのでは、生活を豊かにす

るアンペイ ド・ワークを男女がともに担い、家庭責

任を果たせる社会を作ろうという、大事なジェン

ダーフリーの視点が感 じられないのです。

横浜の女性政策の中に入つている中小企業支援

策も、担当の経済局では女性政策であるとの認識
がまったくありませんでした。少 しでも女性に関

係ありそうなものは、みんな女性政策に入れてし

まおうとしたわけではないでしょうが、女性政策

では、予算の中身を見ていくことが大切です。女性

政策と言いながら、担当局にその意識がなく、女性
に開いた事業と言いながら、女性の参加が圧倒的

に少ない事業を女性政策というのでは、あまりに

空しい現実です。こういうわけで、私たちは今最後
の詰めのところでいろんなことにぶちあたり、思
いの他時間がかかつてしまっています。



レポート

と年金検討会」が

報告書をまとめました

本紙 4月 号で取り上げました厚生省「女性と年金

検討会」が 12月 14日 、報告書をまとめ、坂口厚生

労働相に提出しました。本報告書では、第3号被保

険者の保険料免除制度についても見直しを提起し

ています。

第 3号被保険者制度は、年収が130万 円未満のサ

ラリーマンの配偶者は自身では保険料負担せずに、

夫の力日入する年金 (厚生年金ないしは共済年金)加

入者全体の負担によつて基礎年金を受給できとい

う制度です。第2号被保険者は自己の保険料の他に

年 2～ 4万円を第 3号被保険者のために負担しなけ

ればならないことになるため、第 2号被保険者 (特

に女性の)からは本制度に対 して不公平であると

の批判が出ています。他方、サラリーマンの専業主

婦配偶者にしても、パー ト労働をするにあたって

年収が130万 円未満となるように就業調整を行つて

おり、第3号被保険者制度は事実上個人のライフス

所 彩子

タイルヘ非中立的影響を及ばしているといえます。

そしてまた、この「130万円の壁」が、雇用者側に
パー ト労働の時給単価を低く抑えるインセンティ

ヴを与え、ひいては女性の自立を妨げる一因とも

なっているのです (他に税制における「103万 円の

壁」)。

このように問題を抱える第 3号被保険者制度の

見直 しを本報告書が打ち出したことは評価できる

でしょう。もつとも、所得のない専業主婦からどの

ように保険料を徴収するかとい う具体策について

は 6つの案を提示するにとどまっています。今後

は、本報告書をもとに社会保険審議会年金部会に

おいて 2004年 の次期年金制度改革にむけた具体的

検討が行われることになります。個人のライフス

タイルに中立的で、他制度とも公平的な制度改革

が行われるよう、これからも議論に注目する必要

があります。

(と ころ あやこ 法政大学大学院博士課程)

正

冊子の発行が遅れたことをお詫び申し上げます。また、「Unpaid work」 19号、6頁に

以下の誤 りがありました。併せてお詫び申しあげます。

矢澤澄子 (財)横浜市女性協会理事⇒矢澤澄子 (財)横浜市女性協会評議員

アンペイトワーク    20号 2002年 1月 25日発行
新 しい /AN° 其 圏 を つ <る 政 策 。制 度 研 究 会 情 報 誌

この研究会は、神奈川ネットワーク運動、生活クラフ生協とその関連団体、福祉クラフ生協、ワーカー

ズコレクティブ連合会、その他学者、研究者、市民により構成されています。

原 稿 募 集

アンペイド・ワークに関する原稿、また本誌や研究会についてのご意見や感想などありましたら、お

寄せください。氏名、連絡先を明記の上、下記までお送りください。

投稿 /問 合 せ /定期 購 読 申 し込 み

新しい公・ 共圏をつくる政策 。制度研究会

〒231-0006 横浜市中区南仲通4-40 」ヽ島ビル2階
Tel : 045-651-201l  Fax : 045-651-2081 E― man kgnetokgnetgr.jp

発行者 石上恵子 定価2∞ 円 定期購読 (年 4回 。季刊):1,280円  (送料込み)
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 かながわNPO大学秋期講座「ジェンダーフリー」講演録

リプロダクティプロライツ/ヘルス

1二 女のからだは管理されるア
私はもともとは生物学の教員ですが、今は科学

社会学、科学がどういう社会的役割をして、社会思

想と科学がどのように影響し合 うかということを

考えているところです。

今 日、お話しするのはリプロダクティブ。ライツ

/ヘルスについてです。 日本語では性と生殖に関

する権利/健康 と訳されています。この言葉はも

ともと世界の女性たちが女性の健康運動を進めて

来た中から出てきた言葉で、「人口政策の対象とし

て女性のからだを管理することにNOを |」 、産むこ

とも産まないことも決定権は女性にあるという立

場からリプロダクティブ・フリーダム、リプロダク

ティブ・ライツと使われていました。94年のカイ

ロ人口開発会議の行動計画で初めて国連に承認さ

れましたが、その時リプロダクティブ・ライツ/ヘ
ルスと使われました。ところが日本では、ヘルスが

先にきて リプロダクティブ・ヘルス/ラ イツと

なっています。権利 と言 う部分が重要視されてい

ないのです。

この会議では、強制的な人口抑制政策は成功 し

ない、女性が教育を受けて自分の人生を設計でき

るようにならないと人口は減 らないこと、政府が

強制的にやるより、NGOを 活用したほうが良いこと

が認識されました。そして、北京の女性会議では行

動綱領にリプロダクティブ・ライツが初めて「女性

の」権利 と書かれました。

子どもを産むのは女性ですから、人口を管理す

るには、女性のからだを管理しなければできない

わけです。日本では、戦争中1930年頃から40年頃

まで避妊も中絶も禁止され、産むことが強制され

ていました。反対に人口が増えすぎているインド

やバングラデッシュなど第二世界の国々では子ど

もを産まないことが強制されています。女J性はこ

のような人口政策に対 して、自分のからだの自己

決定権を獲得する為に戦つてきたともいえます。

産むことの強制
ルーマニアでは出生数の減少を止めようと1967

年に中絶が禁止されました。出生数はその直後に、

ポンとあがりましたが、その後また元に戻 りまし

た。一方で、中絶による女性の死亡数があがってい

きます。衛生状態が悪いところで行なわれる闇の

中絶の結果です。
このような例からもわかるように、中絶の合法

化は女性の健康運動の重要な課題でした。 日本は

振諄中 口暁 子 (慶応大学経済学部助教授)

世界でもかなり早い 1948年に中絶が避妊より早く

合法化された珍しい国です。欧米諸国では中絶の

合法化は 70年頃のウィメンズ 。リベレーションの

大きなテーマでした。フランスでは 14歳の女の子

が中絶で捕まったことで、3人の女性たちが、ボー

ボワールやカ トリーヌ・ドヌーブ含め「私も中絶し

た。私を罰 しなさい」と署名 し新聞広告を出しまし

た。こうしてフランスは75年、アメリカ 73年、イ

ギリスは 67年に中絶が合法化されましたが、今で

も非合法の国が多くあります。

産まなしにとの強制

その後、女性の健康運動は、障害者や少数民族・

移民などマイノリティー、そして第二世界の女た

そ「崖會思Fii[墨年1馨お:婁窪穆梨「 :習[
が見えてきたのです。       ■

日本で中絶を合法化 したのは優生保護渉 という

法律でしたが (96年に母体保護法に改訂 )、 「優生
上の見地から不良な子孫の出生を防止する」、つま

り、障害者に子どもを産まないようにするとい う

目的も持った法律でした。この法によって本人の

意思に反しても不妊手術 (卵管結索など)が でき、
二万人の人が本人の意志によらずに不妊処置をさ

れています。日本だけでなく、アメリカでも障害者

に不妊手術が行われてきましたし、 ドイツではナ

チスも行っています。
一方、第二世界では、1974年の国連の世界人口

会議で決められた人口抑制の目標に基づいて、人
口政策が行われてきました。例えばインドネシア

では、軍隊を同伴して村々をまわり、女性全員に 5

年間有効なノアプラン トとい う埋め込み式の避妊

薬を埋め込んだり、 3ヶ 月有効なデモプロベラと
い うホルモン注射をした りしました。バングラ

デッシュでも、サリーを 1枚あげるからと人を集
め、本人は何だかわからないままにホルモン避妊

注射を接種されるなど、強制的な避妊や不妊手術

が行われてきました。
こうしたことから、産むこと、産まないことどち

らも強制されず、女性の性と生殖は自分で管理、決

定するという運動のスローガンとしてリプロダク

ティブ・フリーダム/ライツが使われるようになっ

たのです。

からだを傷つける避妊法

現在、避妊の実行率は先進工業国より開発途上

国のほうが高くなつています。ここで行なわれて



いる方法は、不妊手術 (こ の場合からだは元へ戻 り

ません)や IUD(子官内に入れて着床を阻害するの

ですが、自分では取 り出せません)な ど、より確実

ですが、自分でやめようと思つてもやめられない

方法が中心です。

一方で、実は先進国ではコンドーム (世界で約 1/

4、 日本では77%)やペッサ リー、ピルなど自分

でやめられる、身体を傷付ける確率が低い方法が

主流です。

また、ピルはアメリカで開発されましたが、最初

に使われたのはプエル トリコでした。海外で人体

実験が行なわれたのです。デモプロベラも、アメリ

カで開発 されましたが、催奇性の危険があるから

と国内で使用禁止 している間も、第二世界でずつ

と使われていました。ノアプラン トもノルウェイ

で開発され、第二世界でまず使われました。

生殖の医療化 一私たちが望んだ医療の介入・その結果

の望まなし1介入

今、生きることも死ぬことも病院の中でしかで

きなくなっています。妊産婦死亡率は、日本で 10

万人の出産に対して 6人 くらいですが、戦後まも

なくは何十という数でした。今でも、開発途上国で

は 100回 のお産で 1人が亡くなつています。

日本では1950年代には89%が 自宅で生まれてい

ますが、70年になるとほとんど病院で生まれるよ

うになりました。この結果、日本の乳児死亡率や妊

産婦死亡率が下がつたのですが、一方で病院によ

る出産管理が起こってきました。1984年 から93年

の 10年間に病院で生まれた子どもの出生時間 。曜

日を見ると、ピークが午後 2時であり、土日は減つ

ています。同時期の助産院での出生は朝方がピー

クですが、全体的に平均していますし、曜日でも大

きな差がありません。なぜこうなるかというと、陣

痛促進剤を使つて、医療者の少ない時間、曜日の出

産が避けられているからです。実際に促進剤が必

要なケースもあるのですが、必要のないケースで

も使われ、またきちんとした監視がない状態で使

われたため、子官が破裂したり、子どもや妊婦が亡

くなる被害が起きています。

安全なお産をしたい、健康な子どもを産みたい

と望んでいたのは私たちです。それが行き過ぎて

しまっているのです。不妊治療と出生前診断も同

じです。最近、医者たちが、代理母や卵を他人から

もらうこと、減数中絶という多胎妊娠を減 らす技

術を認めるかどうかなどを認めるための根拠とし

て、「リプロダクティブ・ライツの観点からいつて、

女性が決めるべきことだから、認めなければなら

ない」と言い出しています。これは以下に述べるよ

うに私が考えるリプロダクティブ・ライツとは違

う方向です。

専門家の手にある生殖技術

日本では 1983年から体外受精が行われています
が、その成功率や実態はあまり知られていません。
98年には35,600件の体外受精が行われ、移植あた

りの妊娠率は、24.7%。 治療あたりの生産率、つま

り生きた子どもが生まれる率は 12.8%です。この

ように成功率が低いうえに、女性のからだへの負

担もかなりあります。排卵誘発剤の副作用で卵巣

過剰刺激症候群 というものがありますが、卵巣が

はれて、血管から水分が出て腹水がたまり、一晩で

8ヶ 月位の妊婦のようになるといいます。水分が放

出されるため血が濃くなり、血栓ができやすくな

ります。その結果、半身麻痺になったり、亡くなっ

たケースもあります。秋田と新潟で裁判に訴えた

方がいますが、どちらもまだ結審していません (秋

田は 2002年 3月 結審予定)。

体外受精が技術として画期的に今までと異なつ

たことは、卵を身体の外に取 り出したことです。精

子は外にあるため今までも操作が可能で したが、

卵は女性のからだの中にあつたので、操作するこ

とができませんで した。それを外に出すことに

よって、どの子官にも戻せるし、人に卵をもらった

り、自分の卵を人に移植 して産んでもらうことも

できるようになりました。今まで産んだ女性が母

であることは自明だつたのですが、それすらわか

らないことになってしまったのです。

厚生省では今、生殖技術に対する規制を行なおう

としていますが、その中で卵の提供を認める方向に

なつてきています。精子なら認められるのに、なぜ

卵はだめなのかという論理です。この審議の中で

も、リプロダクテイブ・ライツの観点から女性が子

どもを持つ権利を認めなければならないから技術を

認めるべきだ、と主張している委員もいます。

出生前診断に関しても、95年に母体血清マー

カー検査 (ト リプルマーカー検査)が導入されるな

ど、新しい技術が開発されています。究極の技術は

受精卵診断で、体外受精後、受精卵を検査して、良

いものだけ子官に返すという技術です。産婦人科

学会が臨床応用認めましたが、まだ日本では実際

には行われていません。

イギリスでは出生前診断とその結果の中絶が無

料化されています。すると68年に三分脊椎の子ど

もが 3,702人生まれていたのが、99年には 265人

に激減したといいます。しかし、障害を持った子ど

もが減ると、その専門医が減っていき、実際にその

障害を持った子が生きていく時、リスクを背負わ

なければならないという問題も出てきています。

21 自己決定する力を身につけたし1

このような新 しく開発されている技術は、どれ

も専門家の手にある技術です。医者の管理下に身

を委ねなければ使えない技術です。医者は選択肢



が増えるといいますが、ほんとに増えていると言

えるのでしょうか。

胎児診断は本人が産むか産まないかを決めるた

めのデータの提供だ、と医者は言 うのですが、実

は、中絶することが前提です。障害をもつて生まれ

ることは不幸だと思つている医者が提示するデー

タは公正といえるでしょうか ?

また、障害児がどう育つか知らない人にとつて

は、「胎児に障害がある」と言われたとき、不安で

しかないと思います。アメリカで、本当のイン

フォーム ド・コンセントは、いいことも悪いことも

全部伝えなければならないと、当事者に同じ障害

を持っている本人、その親と話 してもらうことを

始めた所があり、その結果、胎児が障害を持ってい

るとわからた時の中絶率が下がつたといいます。
ここまでできて初めて公正なデータの提供ではな
いでしょうか。

また、技術が進むと、その技術を受けないという

選択は難 しくなります。不妊検査を受け、どちらか

に原因があるとわかつてしまうと、二人の関係が

変わってしまうかもしれないから、検査を受けな

いという人もいますが、二人の選択としては、それ

もいいわけですよね。でも、原因すら調べないこと

は前向きでない、努力が足 りないと責められるこ

ともあります。いろいろな選択があつて良いはず

なのに、技術が進むことで、かえって選択肢は狭

まっているのではないかと私は考えています。

自己決定のためには?

・情報

自己決定を考えた時、まず正確で公正な情報が

なければ選択できません。そのためには専門家が、
正確な情報を開示 しなければならないのですが、

これはまだ不十分です。例えば厚生省は、82年に

排卵誘発剤で死んだ人が出ていることをつかんで

いたのに、誘発剤の説明書に危険性を載せたのは

96年のことでした。また、 1対 1の場面ではイン

フォーム ド・コンセントが必要です。まず、私たち

は情報の開示を要求していかなければならないと

思います。
一方で、専門家の情報だけでなく、女性たちが経

験や知識を共有化 していくことが重要だと思いま

す。横のネットワークの情報共有です。それは最初

にお話したように、女性の健康運動が、障害者や、

第二世界の女たちに出会い、産まないことを強制

されている女たちと連帯していつたことと同様の

ことも含まれています。

・何を選んでも等価な社会

そして情報を得た上で、どの選択肢を選んでも

圧力、利益、不利益がない。つまり、等価でないと

自由な選択はできないと考えます。
「子どもを産まない女性は半人前」「育ててない

のは半人前」と言われる社会であれば、子どもを産

むことに価値がおかれています。子どもを産んで

も産まなくても人生にとって同じ価値でなければ、

すでに圧力がかかつているわけです。また、障害児

を産むか、健常児を産むかで、その後の生き方が

違つてくるのであれば、これも等価ではないわけ

です。障害児を産んだ後、母親が掛かりつきりにな

らなければならず、社会の援助もなく、父親も子育
てに参加 しない、このような状況で障害をもつた

子を産むことを選ボのはとても難 しい選択になっ

てしまうのです。

・女たちの力を!

何を選んでも等価な社会に変えていくためには、

女性たちが政治的にも経済的にも社会的にももつ

と力をつけていかなければいけないと思います。
その上で、他人を傷つけない、女のからだを傷つ

けない、そういう選択ができればと思います。不妊

治療に関して言えば、二人が情報を手に入れた上

で、ある程度 リスクを負 うのは当事者の選択とし

てありうると思いますが、他人を巻き込むことは、

私は認められないと思っています。卵を提供 して

もらうには排卵誘発剤が必要です し、代理母は出

産というリスクを負います。それだけのリスクを

他人に負わせ、他人を傷つける選択肢は自己決定
の範疇を超えているのではないかと思 うのです。

『新・レポー ト不妊』(フ ィンレージの会)よ り
作 沢口 永美
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女たちが語ることの意味
「フィンレージの会」というのは、もともと『不

妊』(昭文社 91年発行)と いう本を翻訳したとこ

ろから始まっています。この本が出たことで、今ま

で誰にも何も言えないでいた人たちからたくさん

手紙をいただき、不妊の人たちが語る場をつくら

なければ、ということで自助グループとして再出

発しました。今は約 600人の会員がいます。
「子どもがいなくていいわね。遊んでいられてい

いわね」と言われて、でも実は病院に毎日通つて、

うつぶせにしか寝られないようなつらい思いをし

ていたり、月経のたびに今月もできなかったとつ

らい思いをしても誰もわかつてくれない、自分の

母親にも「そんな身体に産んでしまって」と自身を

責めるので相談できない、こうやつて孤立してい

た不妊の人たちが、安心できる場で語ることで、だ

んだん自分自身が整理されてくるのです。何がつ

らかつたのか、何にひつかかつているのか、話すこ

とで整理され、他の女性と共有することで、共通の

テーマになってきます。語れる場をつくること、そ

してその語 りを聞くこと、これが重要だと思いま

す。これが女性たちの知識の共有化の基盤です。

昨年、「医療の場での女性の傷つきの経験調査」

に参加 し、報告書を出しましたが、ここでも同じこ

とを感 じました。21人の女性へのインタビューか

ら見えてきたのは、医者 。医療自体が女性のあるベ

き姿を押 し付ける役 目を果たしているのではない

かということです。例えば子宮がんや卵巣がんの

場合でも、子どもをこれから産む可能性がある人

定 員 :110人 伸 し込み順)

昨年の 6月 に実施 した、アンペイ ド・ワークを測定する第 2

回生活時間調査の報告と、新しい公・共圏をつくる政策。制度研

究会第2期のまとめのフォーラムを、ゲス トスピーカーに久場

嬉子教授 (東京学芸大学経済学部)を迎えて開催いたします。
生活時間調査では、4年前と比べ、男女のペイ ド・アンペイ ド

ワークの時間がどのように変化 し、どのくらい担い合つている

かを中心に報告します。また、今回は、年齢や属性別の男女の

1日 の流れが見える「生活行動のタイムライン調査」や、女性
の属性別・夫の調査など(カ ップル調査)、 多角的な分析を行い

ました。

男性と女性がそれぞれのワークをシェアし、心豊かな生活を

送ることができる社会実現への政策を提案していきたいと思い

ます。

には、子官をとらない方向で治療がすすみ、ある年

齢を過ぎていると、症状に関係なく子宮や卵巣を

とるのが前提になってしまいます。子どもを産む

可能性があるかないかで治療方針まで変わってく

るのです。

1人 1人がそれぞれの「当事者」です。その経験、

知識を伝え合 うことが大切なのだと思います。こう
いうネットワークの中で、伝え、伝えられる中で、

多様性があることを知り、もつと多様性を認められ

る生命感が持てるのではないか、そしてバラエティ

に富んだ決定ができるようになるのではないかと私

は思っています。また、そのことが 1人 1人のYES
・NOと 言える力を、社会を、医療を変えていく力を

育てていくのではないかと思つています。

(2001.10.30)

【フィンレージの会】
〒 1010041 東京都千代田区神 田須田町 14

須田町駐車場 ビル 3階 5号室

TEL 82FAX  03-5207-5848

(月
。木 13:30～ 17:30 FAXは 24時間受付 )

http:/ノwww5c.biglobe.nejp/‐ flnrrage/

※本稿は、「かながわNPO大学講座抄録No.3『 キーワー ドか

ら見るジェンダー』」((特非)参加型システム研究所 2002

年 3月 )よ り、著者の承諾を得て、転載したものです。

お申込みは、8ベージの下に日職の電話 OFAX0

E―mJIで、研究会事務局までお申込み下さい。

》フォーラム「誰もが生き方、働き方を選べる社会に」(仮回のお知らせ
番 ～新しい公・共圏をつくる政策・制度研究会 第2期報告～
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新しい公・共圏をつくる政策・制度研究会

1政1策提 案 ～生き方、働き方を選べる社会に～

新ιι曖・共圏をつζる政策協獲研究会のθつのワーキングデース、Э生活時間調査、0島勧0女性政策

検証、0夕 ″年金疑度研究、では、調査の諄とめとιζ 政策提案多π うまι/_―。ごごで晟 月薬の概要を

お夕えιま九 詳ιιの 容仏 研究会第′期報告事 t仮題・″ 芳″河υ ´
=覧

下劇 ち

1生活時間調査ワーキングチームからの提案

1)「労働」の実態を明らかにし、アンペイドワークの測定・

評価の重要性を認識し、政策に活かすために、アンペ

イトワークの測定をする。

2)男性にもアンペイドワーク・ケアワークの領域を拡大し、

社会全体のワークシェアをすすめるため、「労働時間差

差別禁止法」を制定し、短時間労働への差別をなくす。

一家を養 う男性の長時間労働 とアンペイ ドワー

クの専業主婦という役割分業が日本の高度経済成

長を支えてきました。しかも、年金の第 3号被保険

者制度、パー ト労働の無保障待遇など制度的にも

性別役割分業を促進 し、固定化 してきました。99年

には「男女共同参画社会基本法」が制定され、各自

治体でも競って「男女共同参画推進条例」が制定さ

れるなど、女性をとりまく社会環境は徐々に変化

してきました。加えて、経済の低迷が続く時代に

あつて、女性たちの生活はどう変化 してきたので

しょうか。

今回の生活時間調査では約150組のサンプルが集

まり、男女の生活の比較をすることができました。

法律や条例で男女の平等がうたわれるようになっ

ても、相変わらずアンペイ ドワークのほとんどを

女性が担っていました。特に、男性は 1日 のほとん

どをペイ ドワークに費や しているという単調な生

活ぶりが明らかになりました。育児・介護休業法の

制定や女性差別撤廃条約の前文にうたわれている

ように、これまでの男性の伝統的役割 りを変革 し

ていくことが、男性 自身にとっても人間らしい生

き方になるはずです。たとえば、子育て期の男性が

子育てを楽 しめるように、男性のアンペイ ドワー

クの領域を広げていくことが必要です。

アンペイ ドワークの一つである介護問題は介護

保険制度の導入により「介護の社会化」が一歩すす

みました。 しかし、福祉の現場で働 く女性たちの

「労働」に対する社会保障は見捨てられたままで

す。「家の嫁」から「社会の嫁」となった女性たちの

待遇を改善し、制度化する必要があります。育児に

関しては「社会化」は程遠く、これまでの子育て支

援は、女性の社会進出を阻んできました。バブル崩

壊後、女性の社会進出は加速しましたが、結果とし

て、保育所に入れない待機児が増え、また、子育て

と仕事の両立の困難さから少子化傾向が進んでい

ます。都市における地域コミュニティの崩壊は、
「子育ての孤立化」を生み、1人で悩みを抱える若
い母親たちへの新たな子育て支援が求められてい

ます。

ョーロッパでは、2度にわたるオイルショックに

より、景気の後退、企業の倒産、失業者が増大し、

財政支出縮小、賃上げ抑制、労働時間の短縮など産

業構造の転換に取 り組みました。特に、オランダに

おけるワークシェアリングは、「オランダの奇跡」

と呼ばれ、世界各国から熱い眼差しを浴びていま

す。オランダの政、労、使の合意は市民に自由時間

の増大をもたらし、「労働時間差差別禁止法」は、男

女の性的役割分業社会からの脱却に大きな影響を

与え、女性の地位向上に大きく貢献しました。社会

構造の内側からの変革を遂げたといえます。 日本

では、性別役割分業や女性差別によつて産業資本

主義システムを成 り立たせてきた政策的欠陥がい

まだに継続されています。小手先ではない市民主

権が息づくトータルな構造改革が急ぎ必要です。

経済の低迷が続き、もはや右肩上がりにはなら

ないであろう21世紀は、男女とも仕事を分担し、時

間的余裕をもつて心豊かな生活を求める方向に進

んでいます。

生き方、働きかたが多様になり、その生活基盤を

支えるサービスを多様に用意することが急務 と

なっています。しかし、税収入が拡大しないことを

考えれば、公的に用意することに限界があります。

暮らしやすい地域社会をつくる主役は地域に暮ら

す市民です。産業資本に頼らない市民資本による

サービスの拡大こそ、崩壊 した地域コミュニティ
の有機的な機能を回復することができます。
ペイド・アンペイ ドワークを社会と家庭で、男性

と女性で担い合 うためには、ワークを含め、全ての

社会システムに男女平等の理念が貫かれるべきで

す。性差によらず、自らの生き方を決定でき、働き

方を選択できる市民社会のあり方があるべき未来

像であり、そのためには、「労働時間差差別禁止法」

が不可欠です。差別のないパーセント労働が子ど

もの権利、高齢者福祉など、山積する多様な生活課

題に応え、コミュニティにおけるセイフティネッ

トづくりを担 うことができます。
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晴 治体の女性政策を検証するチームからの提案

1)ジェンダーの視点で女性政策に予算を配分する。
ジェンダーに敏感な視点で予算配分することを、

ジェンダーバジェットといいます。女性政策予算と

されているものが誰のニーズに従つているのか、女

性なのか男性なのか、その点を点検することが必要

です。その政策を実施することが女性の地位向上に

どう役立つのか、政策の有効性を見ていく必要があ

ります。

2)女性政策は、当事者である女性・市民の参加でつくる。

最も身近な自治体レベルでの女性政策は、地域の

中で生活し、活動している女性たちと連携して作つ

ていくことが重要です。男性の行政マンが役所の机

で作るのではなく、当事者である女性が参加 して、

本当に必要だと思う女性政策を作ること、また、そ

れが可能なシステムを作ることが必要です。

3)女性の問題に向き合う市民を育てる (インキュベート

機能)政策をもつ。

市民活動を始めた女性たちは、その活動を通して

社会と結びつき、問題解決に自らとりかかつた経験

を生かし、力をつけていきます。自治体はこのよう

な女性たちのエンパワーを支援。育成するための女

性政策を行なうべきです。孵化機能を持った政策、

インキュベー ト機能を持つ政策を行 うことが、自治

体の仕事です。

4)男女が対等になるための「積極的格差是正措置」を導入する。

女性の地位向上を飛躍的に進めるためには、ポジ

ティブ・アクションやクォータ制などの制度を国や

自治体に導入することが不可欠です。特に社会の

ルールを決める政治の場における女性の参加を一定

の割合で保障することは、今最も日本に必要なこと

です。

5)女性の問題解決のために、行政の機構を改革し、権限

をもった部局をつくる。

女性政策を所管する部署は自治体によつて、かな

り違います。県では県民部、横浜市や川崎市では市

民局、他の自治体では総務に入つている例もありま

す。現在、行政改革の流れの中で行政システムのス

リム化傾向が見られますが、女性政策に関してはま

だまだ社会の状況が遅れていることから、政策の進

展が急がれる分野であり、行政の中に独立して権限

を持つ推進体制が必要です。そこでは、政策の点検

評価が可能であり、必要に応 じて機能強化をはかる

ことのできる行政の機構改革をぜひとも行 うべきと

考えます。

1税制・年金/自立のすすめチームからの提案

1.「誰かに依存しなし1」 生き方を選択しよう

1)「配偶者控除」「配偶者特別控除」を廃止する。

世帯の所得形態が「共働き」か「片働き」かによ

る女性への差別をなくすため、税制における「配偶

者控除」および「配偶者特別控除」を廃止し、多様

なライフスタイルに対応する税制につくり変えます。

2)年金制度を世帯単位から個人単位にし、「第3号被保

険者制度」を廃止する。

公的年金制度における「第 3号被保険者制度」

は、年収 130円未満であればサラリーマンの配偶者

は保険料の支払いを免除されるしくみです。現実

的には、サラリーマンの妻は夫を含むすべてのサ

ラリーマンが負担する保険料に依存する者として

の位置付けです。

1,160人のサラリーマンの妻が3,770万 人の負担

する保険料に依存し、老齢基礎年金に関しては保

険料を負担 している自営業者やその妻と同額の給

付をうけるしくみは改める必要があります。

2.ワ…カーズ・コレクティプによるヒューマン・サポ…

卜機能を地域に創出しよう

1)家事、子育て、介護、食事など家族によるアンベイド

ワークを社会化するために、W.Coによるコミュニティー

ワークに組み替える。

2)育児や介護の社会化を非営利・協同の市民事業とし

て展開する。

生活クラブ運動グループでは、すでにワーカー

ズ。コレクティブによる家事介護、福祉施設、移動、

保育、健康支援、食事などのサービスを地域に提供

しています。特にここ数年、少子化・高齢化に対応

して福祉関連のワーカーズ・ コレクティブの事業

が広がりました。全国レベルにおいても、非営利・

協同セクターの事業は拡大基調ではありますが、

とくに神奈川県の成長は著 しく、アンペイ ドワー

クは着実にコミュニティワークとして地域社会に

根付いてきています。2000年度の W.Coに よるコ

ミュニティワーク量は、在宅福祉サービス部門だ

けでも約 82万時間にものぼります。

a自治体における福祉関連予算枠をひろげよう

1)協同組合やNPOなど非営利・協同セクターヘの生活

支援サービス事業の委託領域を拡げるよう、はたらき

かける。

2)生活者・市民による福祉政府を形成する。



レポート

女性:`人権支援センターステップの活動からみえるもの

女性 。人権支援センターステップが電話相談事

業をはじめてからlヶ 月、韓国の留学生から悲痛な

声の電話を受けた。大学院の修士課程を学んでい

るが、指導教授から肉体関係を迫られ、拒絶してか

らいじめがはじまったという。単位取得の判がも

らえないため進級できない、進級できないと今入

居 している県の学生寮も退出せねばならず、学業

半ばで韓国へ帰らぎるをえない。3月 が期限なので

あせつているというのが主な相談の内容だった。

日本の学生なら裁判ということも考えられるが、

裁判は時間がかかる。留学生のおかれている状況

を考えると、まず、日本で勉強を続けられることを

第一に考えようと本人と確認 した。

私たちは複数のスタッフで対応することにし、

学生寮に関しては、規則の確認 と退去させないよ

う申し入れをした。次に大学院の事務局とセクハ

ラ防止委員会との交渉にあたった。本人は心理的

にもダメージを受けていて、不安や動揺から周囲

の人とトラブルをおこしていた。しかし、ステップ

は本人の意思を尊重すること、本人の立場に立つ

ことを常に確認 し合いながら対処 した。依頼を受

けてから2ヶ 月あまりで指導教授の変更にこぎつ

け、学生寮も退去せずにすんだ。当初の目的を達成

したため、ステップの仕事は一段落した。あとは大

学院に対 しステップとして再発防止の申し入れを

しようと考えている。

留学生のセクシユアル・八ラスメント被害の課題

柏美穂 依性・大脇瑚センタ=ス
:詢充1群難計旧職浜市謝

今回の事例から、キャンパスでのセクシュアル・

ハラスメン トは、教授 と学生という上下関係の中

で起きていること、特に、期間に限定のある留学生

のセクハラ問題は、加害者を罰するための裁判を

おこしにくく、そのため加害者がいつまでも反省

せずに同じ罪を重ねている事実があることを知っ

た。まさに大学という権力構造の中でキャンパス・

セクハラはおき、被害者を苦しめていた。また、セ

クハラ防止委員会が設置されているが、第 3者が

入 らない学内の機関であるため、解決へむけての

強制力や実行力に限界があることもわかつた。

日本語の堪能な留学生だったが、それでも日本

語の微妙なニュアンスや決まりごとを理解 しにく

いようで、大学院事務局や学生寮長との話 し合い

に一人で向かい合って意思疎通を図るのは難 しい

ようだつた。孤立してしまった相談者へのサポー

トは本当に必要であつたし、そのことが功を奏 し

た。一人で異国の地にいる留学生の孤独とつらさ

をほんの少 しだけでも共有できたことが彼女に

とつても私たちにとつても得がたい体験だつたと

信じている。
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距遷と到達点

中野麻美 絆護士)

日時 :2002.4.17

場所 :神奈川ネットワーク運動会議室

◆ は じめ に

今から十年以上前から、男女で格差のある時間外休日

労働規制は性差別だという問題提起をしてきました。労

働時間規制の水準が、女性の働く権利を制約していると

いうより、男性だから人間らしい働き方=人権を否定し

て働かせてかまわないというもので、男性に対する差別

であるという議論です。労働時間規制は、何時間働ける

かというところに本質があるのではなくて、何時間自由

な時間が確保できるかというところに核心があるわけで

すから、時間外・休日労働の上限を定めてこれ以上は働

かせることができないという当時の女性の水準が男性に

保障されないことこそ、男性に対する差別だと考えたの

です。しかし、こうした議論は、当時の労働時間保護と

平等をめぐる論議の中では主流にはならなくて、非常に

中途半端なかたちで決着がつけられてきたと思います。

今日の話は、そういう立場でものを見てきた者として、

労働法の枠組みをどのようにとらえているか、どこで歴

史的な転換があったのか、その歴史的な転換を今日の時

代の中で、どうこの運動に有利に活かしていけるのか、

そういうところで問題提起をしてみようと思います。そ

して、この場で取り上げる労働法は、1)労働時間に関す

る規定がどうなつているのか、2)家族的責任が、労働法

の中でどう位置付けられているのか、3)ジェンダー格差

をなくしていくことが、どのようなレベルで法制化され

ているのか、そういう問題に絞りたいと思います。

◆ 労 働 法 の 変 遷

労働法の変遷の概観を見ていきます。労働基準法4条

と3条を、最初に挙げます。

4条は、男女同一賃金を義務付けた条項です。これが

戦後すぐの労働基準法の中に盛り込まれたのは、女工哀

史的で人格的な独立性を認められなかつた女陛労働者が、

自立した経済基盤を得るための不可欠な労働法上の保護

として、とりわけ賃金に関する保護が極めて重要である

という観点に立って、賃金における男女差別を禁止した

ものです。また、刑事罰を背景にして使用者に遵守させ

るという、極めて厳しいものにしました。

3条は、あらゆる労働条件における差別を禁止する条

項です。思想信条、社会的な地位、国籍、人種などに基づ

く差別が禁止されています。その差別事由の中に「性」は

含まれていません。日本の労働基準法は、賃金については

男女同一賃金を義務付けながら、労働条件上のあらゆる差

男Jの禁止から性差別を除外したことになるわけです。

このアンバランスはどこから来ているかというと、戦前

の女性の長時間労働にあります。女性は、親の借金のかた

に取られ、身売りをするように工場労働者として働いてい

ました。女工哀史や野麦峠を読めば、そうした実態があら

われていますが、女性は、家父長制と労働における従属的

な関係の元で二重の収奪を受ける、そういう存在だったの

です。戦後の労働基準法は、そういつた女性に対する収奪、

支配から解放するために、まずは経済的に人に頼らず生き

ていけるだけの賃金が保障されなければならない、最低限

のところからの脱出を労働基準法4条に求めたことです。

同時に、女性労働者が,い身ともに傷つけられた過去の歴史

から、そういつた働き方は許さないという意味で、男の労

働者とは違つた労働時間規制を実施したわけです。

労働基準法32条で、1日 8時間、1週 48時間 (労働基準

法制定時。現在 1週 40時間)を超えて働かせてはいけない

とし、それを超えて働かせる場合には、労使の間で36(サ

ンロク)協定という、労働基準法36条に定める協定を締結

しなければいけないという規制の枠組みに加え、女性につ

いては36協定によつても働かせることのできない上限規

制を設けたのも、そうした事情に基づくものでした。

36協定さえ締結すれば、青天丼の残業を許してよいの

かというと、そうではないはずです。1日 23時間も働く残

業協定を締結して、フルに働くことができるよう用意して

おくというケースもありましたが、そういうことが許され

ると、とりわけ家族的責任を抱えた女性たちが働き続ける

ことはできません。まだまだ女性に対する偏見や固定観念

が強かつた戦争直後の時代には、女「■は体力・知力に劣る

という考え方もあつて、そうしたことが、女性が働くとき

には、男性より厳しい労働時間規制のもとに置かなければ

ならないと考えた人たちもいました。そうした考え方にカロ

えて、女性は家族的責任を負担していることや、母陛機能

を持つているという考え方に基づいて、男に比べたら格段

に保護しなければいけないとする人たちもいました。女性

は一般的に体力・知力が男性より劣るとか、家族的責任を



負担するものだという考え方は、女性に対する差別です。

また女性である限り母性機能ゆえに一律に男性とは異なる

労働時間規制の下に置くべきだということも、合理的とは

いえないものでした。しかし、当時においては、そうした

視点から、36協定を締結しても超えられない上限設定が不

可欠という考え方をとったわけです。

労働基準法3条が、性による差別の禁止を除外し、規制

の対象にしないことにしたのは、そういう労働時間規制に

よるダブルスタンダー ドがあるから、法体系上剛1染まない

という考え方です。したがつて、労働基準法は3条から性

の文字を削らたわけです。

しかし、実は、こうして設定された女性労働者に関する

労働時間規制は、男性にとつても人間的な生活を営むうえ

では、当然の権利というべき水準でした。大体が、家族的

責任は女性が負担すべきものだというのではなく、男女で

担うとすれば、ますます、男性にも女性に関する規制が適

用されてしかるべきだということになります。そうした点

では、当時の規制は、男性に対する差別ともいうべきもの

で、本来的には、労働基準法3条に「性」の文字を入れて、

男性の労働基準を女性並みにすべきでした。そして、こう

したスタンスに立つ以外に日本の労働時間の短縮を進めて

いく法的な枠組みは徹底し得ないと思つたわけです。

国際的な男女平等の世論が高まり、女性差別撤廃条約が

国連で採択をされることになって、わが国でも男女平等に

向けた法整備を行わなければならない段階になり、保護か

平等かの綱引きが展開されるようになるわけです。

女性の側から賃金と処遇を平等にという声を上げると、

男性はいつも「だつたら男と同じだけ働けるのか」という

ことを問題にしました。男性たちは、長時間働いていると

いうこと、それが企業に対する貢献であり、支配力である

と誇示してきたわけです。女性たちも、労働時間規定は何

時間、自分の自由を手にできるかというところにその人権

`性があるという法律であることを忘れてしまつて、「何時間

働けるの力」にとらわれた人たちから「平等のためには保

護を撤廃すべき」という意見が強力に唱えられるようにな

りました。そうしたなかで、この保護か平等かの綱引きが

行われてきたという現実があるわけです。

労働時間規制は人権であるという基本的な性質を持つた

めに、非労働時間、つまり有償労働からどれだけ自由であ

るのかという視点が労働時間規定の本質ということを、も

う一度強調しなければならないと思います。

◆ 労 働 時 間 規 制 の 本 質

今から百何十年か前、アメリカで8時間労働制を掲げて

ゼネストが行われました。その時に、労働者が町を練り歩

きながら歌った8時間労働制の歌があります。日本語に翻

訳した歌詞は次のようなものです。「1日 8時間は収入のた

めに、次の8時間は休息のために、残りの8時間は自分自
・

身のために」。時代の限界もありまして、アンペイ ドワー

クの話は一切出てきません。しかしながら、休息や食事を

したりするような時間以外に、8時間自由にできる時間が

保障されること、それが人間の命を閉じるまでの発展を基

礎付ける人権であるというわけです。

今、自己啓発セミナーが広がってきています。1日 8時

間を超えて働く時には、割増賃金を払わなければならない

制度がありますが、そのテキス トには、長く働いても割増

賃金を払われないのは、会社のせいではなく、働きが悪い

自分のせいだと思えと書いてあります。それぐらい本末転

倒の考え方が労働者の中に浸透しているのです。

この考え方に基づいて、保護と平等の綱引きに決着がつ

けられました。つまり、女性の規制を緩和することと引き

換えに、男女雇用機会均等法を制定したわけです。ですか

ら、そういつた中途半端な決着が、均等法制定後の十数年

間を混沌としたものにした側面は間違いないわけです。そ

の間に行なわれた、パー トタイム労働政策の半端さは、そ

のあおりを食つています。

◆ 男 女 雇 用 機 会 均 等 法

男女雇用機会均等法は、募集、採用、配置、昇進を努力

義務規定にしました。定年退職、介護、教育訓練、福利厚

生は、男女による差別を禁上しました。もつとも肝心な、

誰を採用し、どのように配置し、昇進させるかという最も

重要な場面で「努力義務」となったのは、女陛に関する特

別な労働時間規制が残されたということも影響していまし

た。そして、99年法改正によつて、労働時間規制は男女

同一に整備され、それとともに募集 。採用、配置・昇進に

ついて女陛に対する差別を禁止することになりました。し

かし、この時点でも、男性に対する差別を禁止するという、

純粋に「性」による差別を禁止するところにまでは至って

いませれ

日本の現状では、まだまだ、企業に生活と人格のすべて

を預けて働いてもらうようになっています。男中心ですか

ら、いまだに家族的責任を主に負つている女性に期待でき

るかわからないということで、徹底した募集、採用、配置、

昇進における性差別を完全に排除することはできていませ

ん。とくに、現状では、まだまだ性役割が根強い社会のな

かで、家族的責任を負つている女性には、そうした環境は

きわめて不利です。そうすると、家族的責任をどうするの

かが、女性たちの中で非常に大きな課題になるわけです。



◆ 家 族 的 責 任 楕 児 休 業 法

育児休業法が 1993年に制定されます。この法律の制定

は、労働法の今までの体系を圧倒的に変えるという、非常

に重要な転換点をつくつたといえます。育児休業法はまず

男女平等を基礎にして、家族的責任と仕事を両立させられ

るような労働条件を保障していくことを基本的な趣旨にし

ています。つまり、アンペイ ドワークについて、男女平等

を基礎にしてとらえていくスタンスに、初めて労働法の中

では立ちました。そういう歴史的な転換点を示す法改革で

あつたわけです。

今までの男女雇用機会均等法が制定される時の綱引きの

ように、平等要求の側面ではとかく何時間働けるのかとい

うところに重点を置いた考え方に流れがちであつたものを、

何時間家族のために費やせるかという視点に発想を切り替

える大きな契機となりました。これには、少子化という社

会的な動きも実は味方したというのがあります。少子化に

なりますと、経営者は、安くて若い労働力を調達すること

ができなくなるのではないかと危機感を持ちます。もう少

し女性たちに子どもを産んでもらわなきゃという、変な発

想が出てくる。とかく「女たちが子育てできるように」と

言う考えに流れがちなところに、国際化という時代の流れ

が味方しました。それでは国際社会から取り残されてしま

う流れがあり、ヨーロッノくの時代の流れが入つてきます。

家族的責任、家族との生活のための自由な時間を確保する

という要請の上には、男女は平等であるという、非労働時

間性からの巻き返しが、この育児休業法であつたわけです。

そして、この育児休業法は、その後、介護のための体業

と労働時間短縮の権利も含めて、男女労働者に権利を保障

していくということになり、そして今次の改訂では、時間

外休日労働の上限を、家族的責任を負つているものとして、

男女平等にきちんと配慮するということが法律の中で盛り

込まれるようになりました。そういう綱引きが日本の中で

も行われるようになつたということですが、実はこれには

大変大きな問題があります。

◆ 男 女 雇 用 機 会 均 等 法 の 問 題 点

女性の労働市場では、正社員は少数派で、多用な雇用形

態で働いている人たちが圧倒的多数になりつつあります。

しかし、育児介護休業の権利は、そういう人たちのなかで

非常に多くを占める「有期雇用労働者」には適用されない

という弱点を持つています。そもそも仕事と家庭を両立さ

せるために、雇用契約に期間の定めをおいて、子育てや介

護の時期には働かないというスタイルを選びとつている、

契約のレベルでそういう働き方を選択しているわけだから、

権利として保障する必要はないという考え方なのです。

また、通常の労働者より短時間で働くという、それも有

償労働と無償労働の両立をはかることからニーズが高いと

いわれているパー トタイム労働についても問題が山積して

います。

男女雇用機会均等法は、同じ契約形態や就業形態で働く

男女で比較して差別があればこれを是正するというのにと

どまり、契約形態の違う労働者同士を比較して男女間格差

を解消することはできないという、ブト常に高いハー ドルを

持つています。もしパー トで働いている女性が低賃金を女

性差別だとして訴えたとき、「同じパー トで働いている男

性と比較してどうか」というレベルでしか均等法を活用で

きないという問題があつて、つまるところ、圧倒的多数を

占めるパー トと男性を中心とした正社員の間の大きな格差

については手がつけられないという枠組みなのです。

また、正社員でも総合職と一般職があります。男女雇用

機会均等法は、総合職の男女で比較して、総合職の女性が

総合職の男性と同等の取り扱いを受けないという場合にだ

け均等法による差別禁止規制を効かせればいいということ

なのです。

99年の改訂で、努力義務は全面的に禁止規定に転換に

なり、労働基準法上の規制も、男女共通の規制になりまし

た。しかし、従年からの同じコース、同じ契約形態、同じ

修業形態、同じ職種の間での中でしか男女の格差は是正で

きないのです。企業は、ここに目をつけて、男性を総合職

に、女性を一般職にするというように、契約形態を異にす

る労働者として男女を管理し始めました。

このコース別雇用管理は、男女間の格差を固定化するど

ころか、拡大させていきました。そして企業は、女性たち

が一般職正社員として、社会保障の権利を取得し、若千の

定期昇給もあるということではあきたらず、そうした一般

職正職員で採用するより,シ ―ヾ 卜で採用するという方向で

低賃金化を進めてきたということです。

一般職の圧倒的多数は女性です。総合職で女性を見つ

けようとすると、砂の中にダイヤモンドを見つけるぐらい

の難しさです。そして、いまや企業は女陛を正社員として

採用しなくなって、女性のな力ヽ こ雇用の多様化が急速にす

すみました。男女によつて、完全に就業形態や契約形態が

分離し、所得の二極分化が生じている。これが日本の労働

事情の特徴です。

総合と一般を隔てる非常に大きな壁に、転勤と残業があ

りますが、実はこの基準は、間接性差別というものです。

一見、中立的に見えますが、主に家族的責任を女性は負っ

ているという中で適用されれば、女性をツト除する基準なの

です。これほどジェンダーを色濃く反映している基準はな

いわけです。ところが、男女雇用機会均等法は、何らの効

力も持たない。長時間の残業に応じられるのか、転勤に応

じられるのかどうかということが、相も変わらず契約上の

振り分けの中で効いてきてしまうわけです。こうした矛盾



を凝縮した働き方がパー トタイム労働です。今や正社員と同

じ仕事についているパー トタイム労働者が増えていますが、

そうしたときに、正社員と同じ賃金をと主張すると、正社員

のように転勤に応じられるか、残業にも対応できるかが問わ

れてしまう。正社員であるからには、転居を伴う配転にも、

長時間労働にも応じるのは当たり前という状況になつていま

丸

スウェーデンの経営者視察に行った時、「子どもを3人、4

人育て上げてきた人は管理能力がありますから、こういう人

の能力を活用しない手はないのですよ」と言つています。一

線で正社員と変わりない力を発揮して働く。それであるのに

家計補助的で、年間の収入からすれば生活保護費をはる力ヽ こ

下回る賃金水準しか取得しない。この人たちは、とてつもな

く使用者にとつて便利なのです。

◆ パ ー ド フイム 労 働 は 人 権 で あ る

パー トは、短時間働くという、それが労働契約の本質的性

格と考えられています。それだけの問題であれば、時間単位

で賃金が等しくてもいいはずじゃないかと、パー ト法が制定

される前から、労働組合側がパー ト労働者と正規労働者との

間の均等待遇を要求してきました。しかし、使用者側は、

「パー トは103万の壁で調整して働く人たちが多いから、均

等待遇の保障は必要ない」と言い続けてきました。この発想

が、そもそもジェンダーの枠組みにとらわれた発想なので

す。103万調整論は、家計補助的労働論を容認するのです。

家計補助的労働者でなければ、パー ト労働者になれないとい

うことを意味します。

ドイツなどでは、10数年前に35時間労働制を男女とも獲

得しましたが、当時、日本の総理府の統計では、35時間が

パー トタイム労働者の週所定労働時間の基準だったのです。

これだけのギャップが出てきていたわけです。

私は ドイツに行つて、ある労働組合の時間短縮担当者に

聞きました。「35時間労働制で満足していますか」と質問し

たら、「満足していません」と明確に答え、「週30時間の戦

略が必要に思う。なぜ週30時間なのかといえば、週30時間

労働ということで制限されて初めて、地域や家庭で男女が平

等に責任と権限を分かち合うという社会のシステムができて

くるからだ。私たちは、そういう戦略に基づいて労働時間短

縮の取り組みを進めている」と言うのです。その時から、パー

ト労働は人権だという考え方を、さらに強くしました。

週30時間で働くということが、男女の普遍的な働き方に

おけるモデルであるとすれば、今の長時間労働は、むしろ差

別的で、非人間的であることになるはずです。そして差別の

ない労働の人間化は、要するに労働モデルの男性化を女性た

ちに勧めることではなくて、男性たちを女性化することであ

るということに他ならないわけです。

◆ジェンダーの視点にたった均等待遇を

パー ト法が10年位前にできましたが、パー ト労働者に

対する処遇については、均等という文字を使わないで、バ

ランスという意味合いがある均衡を考慮した処遇を努力

義務として義務付けることになりました。均衡は、均等

よりもより緩やかな概念であると言われています。私は

これを法制化する時に、とにかく均等という言葉は入れ

て、後は労使でルールをつくっていけばいいじゃないか

と言いましたが、労使でルールをつくらなければ法律に

は入れられないというのが使用者側の強い意見で、結局

のところ均衡ということで、パー ト法が施行されたわけ

です。

現在の議論の到達点はどこにあるのかというと、均衡

を考慮したという、均衡の物差しをどこにつくるかをし

きりと議論しています。その時に、非常に問題であるの

は、このパー ト労働者を、家計補助的な労働、103万の壁

で調整して働くという就業スタイルを、まだまだイメー

ジしているというところが問題です。

なぜパー トが差別なのかというと、仮に東京などで生

活保護費を得ようと思えば、親子3人、子どもは9歳 と

4歳で、月額生活保護費として支給される金額は20万

5000円です。1年で246万、これが年収水準です。憲法

25条に基づいて、文化的で健康な最低水準の生活を保障

するために、自立支援の制度が国から支給するという生

活保護費、それを収入として得ようと思ったら、246万を

今の平均的パー トの時給水準890円 で割って何時間にな

るのか計算してみてください。約2700時間です。これは

男性のただ働きも含む平均的な労働時間水準を上回つて

います。ちなみに、3000時間を超えると過労死の水準だ

と言われます。この人たちは、夫と死に別れたり、生き

別れたりして、家族的責任を負つています。そのための

時間は、2700何時間に何百時間プラスしなければいけな

い力、 これらの人たちは、本当にクタクタです。それが

シングルマザーの問題として提起されてきているわけで

す。どうして、この人たちをモデルにしてパー トタイム

労働問題を考えられないのかということが、日本のパー

トタイム政策の根本的な問題です。ジェンダー問題を離

れていない。

103万の壁で調整して働くという人をパー トのモデルと

考えているというところが、ジェンダー・フリーな目線

にたつて政策が推進されているわけではないということ

を明白に示しています。むしろ、前述のように、自立し

て生きていくためには、パー トであれば (本来短時間労

働であるはずなのに)長時間働かなければならないとい

うことにパー トタイム労働問題の本質があるのです。こ

れでは、もはやパー トではないということです。パー ト

タイム労働問題は自立して生きる人間の問題であり、103



万の壁は、どこ力ヽ こ捨てなければいけないという、ここがま

ず、第一なのです。

そして、私はパー ト労働者の均等待遇といつた時は眉唾

で、実質を見て判断しなければいけないと考えています。た

だ均等待遇では駄日です。ジェンダーの視点に立つかどう

力、それから、働き方が企業との関係で拘束的であるかどう

かで処遇のバランスをとつていくという考え方をとるのでは

なくて、あくまでも自由な時間をどれだけ人々が手にするこ

とができるかという、そこに基本的な価値を置いて、その上

に平等であり得るのかどうかという、逆転した発想で物事を

捉えていくということが、労働法の世界で再度、極めて重要

な綱引きになると思つています。

◆これか

"労
働基準改革

私は、ジェンダーにとらわれない、これからの労働基準改

革を進めていくためには、皆さんの提言の中で言われている

ように、労働時間の差別をなくすという視点を、労働法上の

裏付けをきちんと持つて主張を展開するということが極めて

重要な課題になつていくかと思います。

今までの議論の到達点をふまえてみると、ILOは 156号条

約が批准しています。IL0156号条約は、家族的責任を負担

する男女労働者の均等な機会および待遇の確保に関する条約

です。家族的責任条約と呼んでいますが、つまり、家族的責

任を理由にして、労働時間を短くしている人は、それを理由

にして差別されないという趣旨を含むもので、そういう条約

をわが国は批准しているわけです。ですから、この条約と育

児介護休業法で確認してきた非労働時間の人間性、人14J性、

そして労働時間規制をまがりなりにも、男女共通にしてきた

という時の綱引き、これをもう一度やり直すということだと

思います。

何が人間的な働き方なのかということで、今日のテーマに

なつています、この生活時間調査ですが、人間の生活に必要

なアンペイ ドワークも含めて、本当にこれが人間としての発

展の権利であるとか、心身の健康に関する権利が守られてい

るのかという視点に立って見た時には、通常の男性をモデル

とした労働スタイルは、受け入れられないと思います。そう

いう実体論も含めて、どのような権利が人権として盛り込ま

れていくべきなのかという議論を、ぜひ皆さん、この調査結

果なども含めて、大いに社会的にアピールをしていただくと

いうことは、これからの時代を一歩進めていく上で重要だと

思います。

◆ 終 わ りに

最後になりますが、低賃金化と男女間格差の拡大という賃

金に関する極めて深刻な状況は、雇用の多様化とともに急速

に進んできているわけですが、生活保護水準と最低賃金の

ギャップは、ものすごく大きいです。均等待遇の一番の

基本は、人として生きて、人として働く以上は、その働

きに対して公正に報われるべきだという、極めてベー

シックな、人権原理にあります。これを基礎にした均等

待遇保障は、賃金問題のみならず、いろいろな側面、場

面で活かすことができると思います。低賃金不安定雇用

に正規雇用の労働条件や雇用のあり方を平準化させる、

それでも均等待遇だということにはいきません。

ですから、少なくとも今の生活保護水準の、年収246万

の水準は、人間的な生活を営むために、パー ト労働者に

ついても最低限保障されるべき基本なのではないでしょ

う力、労働時間を短縮するということなれば、例えば30

時間ということを目標にするのであれば、もつと時間あ

たりの賃金は高くしなければいけないのです。そういう

生活者としての感覚で、賃金と労働時間をきちんと分析

をするということが、表面に溢れた均等待遇を基本とし

た政策を練り直す上では、極めて重要なことになるとい

うことです。

また、皆さんの政策提言の中に、自治体の問題を射程

に置いておられます。パー トを活用する有期契約の労働

者を活用することによつて、女性たちの低賃金化を進め

てきているのは他ならない、地方自治体であるという実

態もあるわけです。今までの公契約を結ぶ場合に、民間

に委託するのは、必要な改革のあり方なのかもしれない

けれど、民間委託の料金は、そこで働く労働者の賃金を

規制するわけです。それを競争入札にされて、そして最

低賃金以下でしか人を雇えないというような金額で入札

を実施している。そういつたことが、繰り返されている

限りは、たとえ均等待遇、労働時間差差別の禁上を盛り

込んだとしても、人間らしい生活水準を維持するだけの

ノレールはできてこないと思います。

そういう意味で、少なくとも人間の労働に対する支払

いについて、尊厳にあぶれた水準をどれだけ確保させる

の力、そのためには、入札制度をどう改善すべきなの力、

入札基準の中にジェンダーの視点をどう入れ込ませるこ

とができるの力、そういつたことが、地域経済だとか地

域の産業、企業の行動を決めていく大きな要素にもなる

ということを念頭において政策提言をしていただけると、

この問題が非常に見えてくるのではないかと思います。

(要約 :牧島)

◆講演者プロフィール◆

中野 麻美 (なかの まみ )

弁護± 1979年 弁護士登録 (東京弁護士会 )

派遣労働ネットワーク代表、日本労働弁護団常任幹事

主な著書 (共著)

「21世紀の男女平等法」 (有斐閣選書 )

「20歳 の法律ガイ ド」 (有斐閣)

「ワーキングウーマンが元気印になる 12章」 (海風書房 )



レポート

保育の現場からみた、女性たちの問題

WoCoさ くらんぼが保育 。子育て支援事業を開始

して 5年を経、横浜保育室という認可保育園の補充機

能の強い保育室で扱つた子供は、100名 を超えました。

就労支援がケースの多くを占めますが、無認可独特の

緊急ニーズヘの対応は女性の置かれている状況をかな

り映し出しています。

まず、就労要件の範疇では、女性が働き続けるという

ことが夫婦で確認されて、生活設計がされている為か

と思われますが、若い世代の父親の協力はかなり進ん

でいます。また、育児休業がかなり浸透 して、5年前に

はかなり多かった 3～ 5ヶ 月児の保育は今はほとんど

ありません。しかし、これは常勤就労者 (育休がとれ

る)に 限られます。反面、パー ト就労者のケースになる

と、妊娠出産を契機に職を失つたり、子供の発熱や、病

気が重なり職を失 う事もあります。このような両極端

を男女雇用機会均等法は生み出しています。ここ数年

主計者 リス トラによるパー ト就労の増加は、恩恵の不

平等さをよリー層厳 しくしているようです。

また、養育者の急病による利用もかなりのケースが

あります。子供を育てている間は病気もせず、怪我もせ

ず、過ごす。こんなことが可能でしょうか。地域で預け

あう人間関係が残つている所や血縁がいる家庭ではそ

の中で何とか対処していけますが、都市化、核家族化の

進行 している都市部では、どうしていけばよいので

しょうか。さくらんぼの一時保育要件の集計では、養育

者の通院・入院という要件で年間 200か ら700時間の

利用があります。一時保育サービスが、より充実し、軽

いうちに通院ができるようになってほしいものです。

家族の入院、療育、介護という要件も年々増カロしてき

ました。これは、一時保育サービスが少し周知されたこ

とで生み出された保育ニーズであるかもしれないと分

析しています。少しだけですが、背中に背負って頑張ら

なくても良くなった、子供には子供の生活が保障でき

るようになつたようです。地域で数箇所の保育施設だ

けでなく、様々な子供の施設が門戸を開いて欲 しいも

のです。

ここ数年、シングルマザー、母子家庭、父子家庭も増

えています。多くは祖父母をたよつての再スター トで

伊藤保子 (W.Coさ くらんぼ代表、子ども人権・子ども福祉ネットワーク代表)

すが、家族機能があつけなく壊れ、又は否定されてい

る今の社会の在 り様がそのまま保育ケースとなつて現

れています。

離婚の契機が配偶者の暴力行為やネグレクトによる

ものや、精神不安による育児放棄というケースもあり

ます。このような緊急な家族支援を必要とするケース

には手続き上の問題や、受け入れ速度、受け入れ先の

不足などから公立・認可よりも無認可保育施設は有効

に働きます。地域性の高い小さな保育施設では、子供

と一緒に母親の立ち直りを支えていくことができます。

生活上の問題をかかえた子供の発達保障は、その背後

にある家族を含めた支援抜きでは考えられません。こ

の家族ぐるみの支援機関が現存の制度の中ではほとん

どありません。志のある保育施設等がおせつかいをや

くかたちでつないでいるのが現状です。福れLが 輪切 り

にされているからです。特に女性問題は色々な社会病

理の中にまぎれて噴出しているのではないでしょうか。

保育の現場はかなりの頻度を本質的には含んでいるの

だろうと思われます。

少子化が叫ばれ、児童手当、子育てのための施設・

制度等様々な方策がとられていますが、一向に良く作

用していません。少子化の根源的問題は、長年家族内

のアンペイ ドワークに押し込まれていた女の怨念に男

性社会が気づき、真の男女共同参画社会を築きあげな

い限り、外科手術の必要な傷口にバンドエイ ドを貼 り

続けるようなものではないかと思われます。本来、子

供を産み、育てるという社会の中の当たり前の行為が、

特別な構えなしに楽しめるようになった時、大人の社

会のなかに、ゆとりが生まれ、「共生」という言葉が実

体化しているのではないかと期待しながら保育の現場

で力を尽くしていこうと思います。

1   丁EL:045-367-7224 FA× :045-367-7660          1
ヽ _________一 一 一 一 一 一 一

ノ



研究会から

フォーラム報告 ～生き方、働き方を選べる社会|ヨ/JO提案～

6月 1日 、新 しい公・共圏をつくる政策・制度研

究会 (座長・石上恵子横浜市議)第 2期の報告集会

が横浜開港記念会館で開かれ、51人が参加。大ぜ

いの市民で取 り組んだ第 2回生活時間調査の報告

を中心に、膨大な調査研究報告と政策提案がされ

ました。

研究会は、「労働」の概念をアンペイ ドワークも

含めて「労働」であり、その実態を測定 。評価する

ことが重要と、 1期では日本で初めて生活時間調

査に取 り組み、内外から高い評価を受けています。

第 2期研究会では、①生活構造から「第 2回生活時

間調査」、②法・制度から「年金と税制」、③政策か

ら「自治体の女性政策検証」と、アンペイ ドワーク

を基本に、それぞれの視点から3つのチームで調

査研究してきました。

報告集会では、各々のチームの調査。研究報告と

第 2期研究会の石上座長から「生き方、働き方を選

べる社会への 15の提案」として、① 「労働」の実

態を明らかにし、アンペイ ドワークの測定・評価の

重要性を認識 し、政策に活かすために、アンペイ ド

ワークの測定をする、②男性にもアンペイ ドワー

ク・ケアワークの領域を拡大し、社会全体のワーク

シェアを進めるため、「労働時間差差別禁止法 (仮

称)」 を制定し、短時間労働への差別をなくす、③

「配偶者控除」「配偶者特別控除」を廃止する、④年

金制度を世帯単位から個人単位にし、「第 3号被保

険者制度」を廃止する、など、ジェンダーフリーで

貫く人間らしく生きる社会への変革の提案があり

ました。

研究会ア ドバイザーの久場嬉子龍谷大学教授か

らは、「これだけの調査ができるのは力のある団体

だからこそ。今後はオルタナティブシナリオの作

成を」と、賞賛の言葉とともに課題も提示。また第

1期研究会の又木京子座長からは、アンペイ ド

ワークの社会化やセイフティネットづくりには、

地域コミュニティを豊かにする非営利市民事業こ

そが担える、とのコメントがあり、充実した報告集

会となりました。

(神奈川ネットワーク運動情報紙202号 より抜粋)

報告書できました !

大変長らくお待たせしました !研究会第 2期報告書

が完成致しました。調査結果をはじめ、豊富な資料、

提案が満載です。

また、生活時間

調査は、グラフが

2色昴Jと なり、よ

り見やすくなりま

した。

下記研究会事務

局まで電話、FAX、 E

メールにてお申込

みください。
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