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　（財）アジア女性交流・研究フォーラム（KFAW）は、1990年10月に「ふるさと創生事業」
によって設立されました。調査・研究ラインは、KFAWのひとつの柱として、さまざまな
調査、研究、活動を行ってきました。今年度は、「（財）アジア女性交流・研究フォーラム　
改革プラン（2007～2011年度）」の一貫として、新しい事業を2つ立ち上げました。
　ひとつは、KFAW アジア研究者ネットワークで、北九州市および近郊に在住するさまざ
まな分野の研究者や実務者が、アジア地域を中心とする活動の成果を共有し、ジェンダー
の視点から議論する勉強会やセミナーを開催しています。共同研究、ジェンダーに関する
研修プログラムの開発なども行い、KFAWの調査研究の成果を国内外の人びとに発信し、
ネットワークの拡大を図っていく予定です。
　もうひとつは、ジェンダーに関する研修プログラムの開発として、今年度は「デートDV
防止啓発」をテーマに取り上げています。KFAWアジア研究者ネットワークの中で、DVを
専門とする研究者と実務者が、若者の間に広がっているデートDVを防止するための啓発プ
ログラムの開発を行っています。
　これらの事業や他の事業に関連して、2009年度に調査・研究ラインが開催したセミナー
などについて、以下に報告します。

1．べナジール・ブット氏（イスラム圏初の女性首相）
2． チアと名乗った女性（カンボジア、プノンペンの国立母子
センターでインタビューしたセックスワーカー）

3．人間開発
「開発の目標は、人びとの選択肢の拡大〔…〕開発の目的は、
人びとが長寿で健康かつ創造的人生を享受できる環境の創
造〔…〕」（マブーブル・ハック、パキスタンの経済学者）

4．アジアの女性
　アジアの女性を考える時、ジェンダー指数と同様に女性の人間の安全保障指数も必要で
ある。パキスタンで、村の掟に従って生きている女性は村を出ていくことはできないが、
食物もシェルターもある。一方で、カンボジアのチアは住む家もなく健康状態も良くないが、
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　2009年6月23日（火）18:00〜19:15
　「べナジールとチア―私の出会った二人のアジア女性」
　　　日本赤十字九州国際看護大学学長　喜多悦子
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 34名）〉
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自由でどこにでも行くことができる。この2つの例を一概には比較できないが、自由と開発
は一致していない。経済開発と女性、教育と女性、女性の健康、政治・国の管理と女性と
いう点について翻ってわが国はどうなのか考えていきたい。

1．問題点
　 ・人口減少
　 ・少子高齢化
　 ・地形
　 ・安全、安心（治安）
2．対応へ向けた枠組み
　 ・住み替え
　 ・タウンマネジメント
　 ・交通対策（平成21年度地方の元気再生事業）
3．自治のあり方と多世代型のまちづくり
　 ・団地、ニュータウンの失敗
　 ・ワンルームマンション規制
　 ・自治基本条例
　この条例には、住民自治を促し、街づくり参画に住民が責任を持つように書かれている。
それは、自治体の財政危機による行政サービスの低下を住民参加で補うという方向性を示
している。北九州でも自治基本条例について検討しているが、住民の高齢化や役員になる
人がいないために、解散している町内会があり、地縁的な団体による自治に限界が生じて
いる状況である。

　2009年7月15日（水）18:00〜20:00
　「八幡東区における高齢者の居住問題」
　　　九州国際大学副学長　湯浅墾道
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　KFAW アジア研究者ネットワーク 12名）〉
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1．デートDVとは？
2．デートDVの実態
3．デートDVに関する調査の報告
　北九州市の市民グループ、メープルリーフの会は、2006年に市内の高
等学校、専門学校、短大、大学の学生を対象としてアンケート調査を実
施した。
　 ・ 男子の19人に1人、女子の9人に1人は何らかのデートDVの被害にあっている
　 ・加害に繋がる促進要因は、過去の性被害体験、学校や家庭での暴力遭遇など
　 ・暴力を抑制する要因は、ジェンダー平等意識やデートDVにあたる言動の認知
4．デートDV防止ワークショップの実施例
　 ・「デートDV防止」（専門学校、短大）
　 ・「友だちとの関係を考えよう」（中学校、高等学校）
5．まとめ
　早い段階からのジェンダー平等教育、デートDVにあたる個々の言動の暴力の認知を高め
る、互いに相手を尊重するコミュニケーション・スキル訓練が重要である。

　「デートDVってなあに？」
　　 九州産業大学教授／メープルリーフの会　窪田由紀

　2009年8月9日（日）13:00〜16:30
　「デートDVを知っていますか？」
　　　コーディネーター　高齢社会をよくする北九州女性の会代表　冨安兆子
　　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 31名）〉
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1．女性や子どもの人権と法
2．DV行為とは
3．日本のDVの現状
4．DVがなくならない社会的背景
5．DVをなくすために
6．学校におけるDV防止教育実施の事例
7．今後の課題
　 ・より早い啓発が効果的、中学3年生へも行っていく
　 ・授業だけではなく、必ず相談・支援の窓口とつなぐ
　 ・地域で、支援のネットワークを構築していく
　 ・DVについて学校全体が理解を深める必要性がある

　食の安全に関心が高まっている中、北九州、福岡県内、韓国から食にかかわっている女
性に、生産者や消費者の立場からお話をいただきました。また、ムーブ1階の交流広場では、
チヂミ（韓国料理）の試食、地元北九州産の新鮮な野菜の販売（JA北九）、国産の原料を使
用したケチャップ、ホットケーキの粉などの販売（グリーンコープ生協ふくおか）、フェア
トレードコーヒーの販売（地球交遊クラブ）を行い、参加者の方々に楽しみながら食の安
全について考えていただく機会となりました。

　2009年9月13日（日）13:00〜15:30
　「大地から食卓へ―ジェンダーの視点で食の安全を考える」
　　　コーディネーター　KFAW主席研究員／日本赤十字九州国際看護大学教授　篠崎正美
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 40名）〉

　「デートDV防止プログラムについて」
　　 NPO法人DV防止ながさき代表　中田慶子
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　農家で、家族で野菜を栽培している。自分の家の夕飯のおかずに食品
を提供するのと同じ感覚で、野菜を真剣に作っているので、安心安全な
野菜作りに関して特別なことは意識していない。おいしい野菜を作って、
たくさん野菜を皆さんに食べてもらえるように、農業や野菜に関する情
報を発信していかなくてはならないと思っている。

1．グリーンコープ生協ふくおかの概要
2． グリーンコープの理念は4つの共生
　　「自然と人の共生」「人と人の共生」「女と男の共生」「南と北の共生」
3．食べ物の運動のあゆみ
　 ・安心、安全を求めるために進めてきた8つの約束
　 ・組合員による商品開発、リニューアルの取り組み
4．日本の農業、環境、くらし、「いのち」を守る取り組みへ

北九州市食生活改善推進員協議会の食育活動
　北九州市食生活改善推進員協議会は1982年に発足し、「私たちの健康は
私たちの手で」をスローガンに、地域に根差した食育活動を進めている。
たとえば、「親子ですすめる食育教室」（北九州市事業）、「地域農産物を
活用した親子体験料理教室」、「牛乳・乳製品料理講習会」、「シニア料理
教室」（北九州市事業）、「食育の日普及啓発イベント」などを開催してき
た。
　食育の基本である「家庭」を支える地域のパワーとなり、北九州市が健全な食生活を取
り戻し、健康で元気なまちとなるように活動していく。

　「農家の現状と野菜づくりに対する思い」
　　 北九州市の農業女性　塚本薫子

　「消費者から見た食の安全―ボランティアとしての食育推進活動を通して」
　　 北九州市食生活改善推進員協議会会長　大石紀代子

　「グリーンコープ生協ふくおかの生命を育む食べ物運動」
　　 グリーンコープ生活協同組合ふくおか理事長　田原幸子
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1．韓国の食品に対する不安の実態と原因
　 ・事例
　 ・背景　農産物の生産、流通構造のグローバル化
2．食品の安全政策と民間の対応
　 ・政府の対応
　 ・民間の対応
3．食品問題と女性
　 ・女性運動と生協
　 ・グリーン・ツーリズム事業
4．おわりに
　食の安全に関する問題は不安を招いたが、女性たちの安全に対する意識が高まり、社会
や経済活動へ参加する機会をもたらした。女性は共同体の価値を回復し、持続可能な発展
を追求する主体となっている。食品安全問題の解決を通じて、女性の力で安全で平等な社会、
世界をつくることを共に期待しよう。

　「食品安全と農業、女性―韓国の事例」
　　 元韓国忠清南道女性政策開発院研究員　閔　庚子（ミン・キョンジャ）
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1．台湾における看護師の状況
2．台湾における看護教育の概要
3．グローバル化のもとでの看護教育と看護師
　 ・「専科護理師」の創設
　 ・アメリカ看護師資格の取得
　 ・渡米する理由
4．まとめ
　看護職は専門職とされながら、過酷な労働条件のもとで働いているため、より豊かな国
では看護職が敬遠され看護師が不足する。それを埋めるために、より貧しい一部の国にお
いては、看護師の国外移動（流出）が起きている。台湾からアメリカへの看護師の移動は、
1980年代は経済的、政治的要因が大きかったが、経済的要因が小さくなった現在でも存在
する。台湾では看護師のほとんどを女性が占めていることから、看護労働にまつわるジェ
ンダーの問題あるためではないかと推測される。そのためアメリカの看護職の「待遇の良さ」
を信じ、より高い学歴を求めるための移動はなくならない。

1．デートDVとは？
　 ・意識チェック
　 ・ビデオ「デートDV」上映 
2．DVは「力と支配」
　 ・実態と事例
　 ・デートDVの特徴
　 ・性的暴力
3．デートDVの原因
　 ・力と支配
　 ・暴力容認
　 ・ジェンダー・バイアスと男女平等・共同参画でない社会

　2009年10月14日（水）18:30〜20:00
　「現代台湾における看護師と看護教育―ジェンダーの視点から」
　　　福岡女子大学文学部人文学系准教授　宮崎聖子
　　　　〈福岡女子大学（参加者 10名）〉

　2009年11月10日（火）18:00〜20:00
　「デートDVを防ぐには―効果的な方法と実践」
　　　アウェア代表　山口のり子
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　大セミナールーム（参加者 37名）〉
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4．デートDVの予防
　 ・デートDV防止教育
　 ・当事者への対応
5．終りに
　 ・DVは社会、教育の問題
　 ・1人ひとりが意識を変える　

　KFAWは、毎年秋に「アジア女性会議―北九州」を開催しています。20回目にあたる今
年度は、「現

い

在
ま

、世界の女性たちは～北九州から世界を視
み

る～」をテーマとして11月28・29
日の2日間にわたって開催しました。第2日目に、KFAWの研究員による調査研究の成果を
共有し、参加者との意見交換を行いました。

　ケララ州はインド南西部に位置し、アラビア海に面して南
北に細長く伸びた緑豊かな州である。南国のリゾート地とし
て観光客に人気があるだけでなく、開発学において「ケララ・
モデル」として広く知られている。経済的には発展途上であ
るににもかかわらず、教育や保健など社会開発の分野では先
進国と同様の高い水準を達成しているからである。
　たとえば、インドの平均余命は男性62.6歳、女性64.2歳であ
るが、ケララ州は10年ほど長く、男性71.4歳、女性76.3歳である。1000人当たりの幼児死亡
率は、インドは55人に対しケララ州は13人で、ブラジルの31人、ロシアの14人より低い。
特に教育分野においては、高い成果をあげており、男女ともほぼ100%の子どもが小学校に

　「インド、ケララ州における女子教育の成果と課題」
　　 KFAW主任研究員　太田まさこ

　2009年11月29日（日）10:30〜12:30
　「第20回アジア女性会議―北九州　KFAW研究員報告会」
　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　大セミナールーム（参加者 75名）〉
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就学し、10年生（1）を修了しない子どもはわずか3%以下である。識字率は男性94.2%、女性
87.9%と非常に高く、シンガポールとほぼ同じ水準である。一方インド全体では、10人の子
どものうち約6人が10年生に到達するまでに中途退学し、識字率は65%、男女間の差は18.3%
もある（2）。
　このような発展の背景については、すでに多くの研究がなされ、主に次の4点を指摘して
いる。第1に、イギリスの植民地となる以前から藩王国の支配者たちが教育の普及に熱心で
あった。第2に、同時にキリスト系のミッショナリーが教育、特に女子教育を推進した。第
3に、母系制の家族形態をとる家庭が多く、インドの他の地域と比べて男児を好む傾向が少
なかった。第4に、独立後に政権についた共産党が平等な社会の構築を目指して、土地改革
および教育や保健などの社会政策を強力に推し進めた。
　ケララ州の女子教育における成果は、さまざまな指標から見て疑いの余地がない。しかし、
あえて女子教育における現在の課題は何なのか、また教育分野での成功がどのような変化
を女性にもたらしたのか、そして男女共同参画社会という視点からの課題は何なのか、に
ついて調査することにした。2009年9月に9日間、ケララ州の政府教育局、公立・私立の幼
児教育から高等教育までの教育機関、研究機関、女性のための職業訓練所やNGOなどを訪
問し、関係者にインタビューを行った（3）。
　その結果、「ケララ州では男女間に差はない」と答えた人が多い中、日本や他の国の女性
が直面している状況と似たような課題が浮かび上がってきた。教育レベルが上がり、家の
外で働く女性が増え、インドの他の州や海外にも独身・既婚の女性が働きに出るようになっ
た。女性の経済力が認められるようになり、行動の範囲や自由が広がり、結婚する女性に
対する条件に変化が見られた。しかし、男性優位の社会、女性に不利な結婚制度や慣習、
男女の固定的な役割分担意識などは、根強く残っている。その上、職業を持ちキャリアを
追求したい女性や経済的な貢献を期待されるようになった女性は、家庭外での仕事と家事
との二重負担に葛藤していた。
　ジェンダーの専門家である女性研究者に今後の展望について聞くと、「男性が変わらない
限り、現状は変わらないでしょう」と語った。社会を変えていくためには時間がかかる。
しかし、より公正で男女ともに住みやすい社会をつくっていくためには、男性も女性も、
すべての人が高い意識を持って努力をしなければ、変化は起きない。アジア女性交流・研
究フォーラムの事業がその一助となるよう、アジアの女性とつながりながら積極的に活動
を続けていくことが重要である。

（注）
⑴　日本の中学校卒業程度に相当する。
⑵　 データの出典は、UNDP （2008） Human Development Report 2007/08．New York: UNDP.　および

Ministry of Finance, Government of India （2009） Economic Survey 2008-2009．New Delhi: Government 

of India.

⑶　 インドでは、今年度の研究テーマである「アジアの女性のエンパワーメント」について調査するために、
ケララ州（9月16日～9月24日）とアンドラ・プラデシュ州（9月26日～10月7日）を訪問した。前半の
ケララ州での調査については、兵庫教育大学の服部範子准教授を代表者とする科学研究費補助金によ
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る「南アジアにおける女子教育及び女性のライフコースに関する総合的研究」の一部として服部範子氏、
名須川知子氏（兵庫教育大学教授）と3人で訪問した。

　1990年代以降、韓国、台湾および日本は、少子高齢化の進
展という共通の人口動態の変容に直面しており、生産労働人
口の減少に伴って、東南アジアから東アジアへの国際移動が
起きている。この現象は、東南アジアから女性の身体を「介
護労働者」あるいは「花嫁」として輸入する再生産労働の分
野において特に顕著である。東南アジアから東アジアへの人
口移動には、〈移民労働の女性化〉および〈再生産労働のグローバル化〉という2つの力学
が働いており、ケア労働は多くの移民女性によって担われるようになってきている。
　韓国、台湾、日本が位置する東アジア地域は、移民の受け入れの歴史が比較的短く、相
対的に均質な国民概念を形成しており、移民の人権や市民権にかかわる議論は始まったば
かりである。本研究は韓国、台湾、日本における移民女性にかかわる政策、制度、言説お
よびサポートシステムを比較することで、これらの社会における再生産労働の再編成過程
を明らかにしようとするものである。
　日本においては1980年代以来、東南アジアから多数の「エンターテイナー」が興行ビザ
のもとで来日したが、このシステムは、人身売買や性的搾取の温床であるとして、市民社
会から批判されてきた。その後20年余りが経過した現在、当時の元エンターテイナーたち
は日本人の妻や母として日本社会に定住し、社会的に尊敬される仕事として介護労働へと
転換を遂げようとしている。元エンターテイナーたちが介護労働へとシフトしようとして
いる一方で、フィリピンやインドネシア政府との間の二国間経済連携協定の締結により、
東南アジアから看護師と介護福祉士候補者が来日することとなった。国家に媒介される中、
介護労働の現場はグローバル化のフロンティアとなったが、ジェンダー化された国家のあ
りようについての問い直しは行われていない。
　台湾では、3世代同居による家族介護を重視する言説があり、中国の家族倫理にとって高
齢者介護は重要な社会規範を形成してきた。国家は介護を私的な領域に押しとどめること
によって、最低限の社会保障しか提供せず、高齢者介護は市場化の道をたどった。1992年
以降、移民の介護労働者の導入が開始されると、移民労働者は最も安価で手軽な介護労働
を提供するようになった。しかし、移民労働者が持ち得るエンタイトルメントは限られて
おり、労働基本法の適用からも除外されているため、移民の人権を保障する社会政策が求
められている。日本と台湾の外国人介護労働の導入政策の比較は、国家と市場の役割とい

　「東南アジアから東アジアへの国際移動と再生産労働の変容」
　　 KFAW客員研究員、九州大学アジア総合政策センター准教授　小川玲子
　　 KFAW客員研究員共同研究者、国立陽明大学保健福祉研究所准教授（台湾）　王増勇
　　 KFAW客員研究員共同研究者、実践大学人間環境学部准教授（台湾）　劉暁春
　　 KFAW客員研究員共同研究者、梨花女子大学教授（韓国）　キム・ユンシル*
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う点で好対照をなしている。
　移民の介護労働者と並んで、アンペイドワークとして介護を担うこともある国際結婚に
ついても取り上げる。東アジアと東南アジアとの経済的な格差は、年齢差がある台湾、韓国、
日本人の男性と東南アジアからの女性との国際結婚を増加させた。再生産労働という概念
は、これまで別々のものとして分類されてきた「移民の介護労働者」と「外国人花嫁」と
いうカテゴリーを同一線上で把握することを可能にする。
　1990年代初頭から韓国では、農村の独身男性と結婚する中国や東南アジアからの花嫁が
増加し、彼女たちは出産と介護労働を提供することが期待された。韓国政府は在外の朝鮮
族か結婚移民しか再生産労働に従事する外国人労働者を認めていない。移住労働者は一定
期間滞在した後に帰国することが義務付けられているため、移民政策としては結婚移民の
みが韓国に在留しつづける集団として政策の対象となっている。2001年から韓国政府は、
外国人花嫁は韓国人（＝国民）を出産し、介護する存在として政策の対象として真剣に位
置付け始めた。2009年には、韓国語教育や育児、農村での生活支援など韓国社会への適応
を促進し、外国人花嫁を支援する目的で、全国に100カ所の多文化家族センターが設立され
ている。
　また、台湾では中国本土と東南アジアからの花嫁が増加したため、外国人花嫁を支援す
る目的で、2004年以来外国人配偶者家族サービスセンターが設立され、現在台湾全国で33
カ所が運営されている。本研究ではアクションリサーチによって、外国人花嫁にサービス
を提供するソーシャルワークの役割を検証した。その結果、国家により運営される社会サー
ビスは、外国人花嫁の身体管理を行うと同時に、彼女たちを支援するためのスペースとリ
ソースを提供する場として両義的な役割を担っていることが明らかになった。
　本研究は、東南アジアから東アジアへの人の流れが3つの国と地域においてどのような特
徴を持っているのかを明らかにし、「想像の共同体」（＝国民国家）への東南アジア女性の
統合の展望についての試論を試みる。

（注）
* 当日は都合により欠席
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　世界では、女性やこどもなどの弱い立場にある人が、内戦
によって負傷、死亡している。いかなる国でも、こどもは次
世代を担う存在であるにもかかわらず、悲惨な状況が起こっ
ている。内戦や災害でコミュニティや家族のあり方にも変化
をきたし、本来の生活が阻害されることは、こどもの心身の
健康に影響を及ぼすのではないかと考える。
　看護師として国際救援を行う場合、自ら訴えることのでき
る大人の健康に着目しがちだが、こどもの心の健康に目を向けることが必要だと考えてい
る。こどもは自ら訴えることができず、彼らを取り巻く環境の影響を受けるからである。
　そこで、25年間におよんだ内戦の終結宣言から半年、また2004年のスマトラ島沖地震・
津波被災から約5年が経過したスリランカ民主社会主義共和国のトリンコマレ県のこどもに
焦点をあて、2009年7月に、中学生に調査を行った。本日は、スリランカの一般事情と本調
査の報告をする。

スリランカの基本情報
　「スリランカ」とは、「光輝く島」という意味で、かつては「セイロン」と呼ばれ、紀元
前5世紀頃には北インドから移住したシンハラ人が王国をつくったが、16世紀初頭のポルト
ガル、オランダ、イギリスの植民地化を経て、1948年にイギリスから独立した。しかし、
紀元前２世紀頃から、ヒンズー教徒タミル人と仏教徒シンハラ人の対立がおこり、それは
王国時代から植民地時代を経て、独立後のイデオロギーの対立も加わり、現在に至っている。
　スリランカは、日本から西へ約7500キロの南アジアに位置し、総面積約65,600 km2（福
岡県の13倍）、人口約2000万人（福岡県の4倍）である。政治体制は共和制、首都はスリジャ
ヤワルダナプラコッテで、行政の中心はコロンボである。
　熱帯性モンスーンの気候で、主な産業は農業と繊維業、名産品は、世界生産量第3位の紅
茶である。
　主要民族はシンハラ人、タミル人、スリランカ・ムーア人、主要言語はシンハラ語、タ
ミル語、英語である。学校制度は、小学校5年、中学校4年、高等中学校2年が、義務教育で、
その就学率は90％である。その後、高等学校2年、大学4年と進学できる。
　トリンコマレ県は、スリランカ全9州25県に属し、東海岸地域に位置している。

　　「ジェンダーの視点による内戦・津波災害下のこどもの健康
　　  ―スリランカ、トリンコマレ県の実態調査」　
　　　 KFAW客員研究員、日本赤十字九州国際看護大学教授　関育子
　　　 KFAW客員研究員共同研究者、日本赤十字九州国際看護大学大学院修士課程　今村尚美
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　KFAW主任研究員、太田まさこが2009年9月から10月にかけて約3週間、インドのケララ
州とアンドラ・プラデシュ州に現地調査に行きました。「アジア女性会議―北九州」での調
査報告に続いて、インドの人びと、特に女性や子どもの状況についてチャイー（インドの
紅茶）を飲みながら、気軽に語り合う少人数の集いを催しました。
　参加者には、インドについて「話したいトピック」「聞きたいトピック」を事前に連絡し
てもらい、当日は情報提供ができるトピックのメニューを配布し、リクエストがあった次
のトピックを「話し手」が話しました。
　・ ダラムサラーで生きるチベット人亡命者とチベット亡命政府
　・ インドのカースト制度―苦悩するバラモン（最高位の司祭階級）
　・インド国外に住むインド人

地図1　スリランカの地理とスリランカの9州 写真1　トリンコマレ県の中学校の子どもたち

表1　スリランカと日本の健康指標

1人当たりの
GDP（米ドル）

平均寿命
（年）

乳児死亡率
（出生千対）

5歳未満児
死亡率

（出生千対）

妊産婦死亡率
（出生10万対）

予防接種率
麻疹/DPT
（％）

スリランカ 4,595 71.6 12 14 58 98
日本 31,267 82.3 3 4 6 98

（出典）UNDP （2006） Human Development Report 2007/08、WHO （2009） World Health Statistics 2009。

　2009年12月9日（水）18:30〜20:00
　「インド好き大集合」
　　　コーディネーター　KFAW主任研究員　太田まさこ
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　会議室（参加者 21名）〉

（2009年9月　スリランカ、トリンコマレ県）
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　・インド旅行―大失敗談
　・インド女性によるエコビジネス（グジャラート州）
　・インドで特別な州―ケララ州の教育レベルは先進国並み
　インドに行きたいと思っている人、インドに行ったことがある人などの間で、活発な発
言があった楽しい会となりました。
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　移民労働の主要な送り出し国であるフィリピンでは、外国で家事労働
に従事する女性を保護するための法律が1995年に制定され、フィリピン
大使館の管轄下にある海外フィリピン人協会やカトリック教会が運営す
るセンターが、フィリピン人の現地コミュニティの中核をなしている。
ただ、近年多くの家事労働者を送り出すようになったインドネシアでは、
まだまだ政府レベルの保護体制が整備されているとは言えない。一方、
最大の受け入れ国であるシンガポールでは、家事労働者は雇用法の対象外であり、虐待事
件は後を絶たない。シンガポール政府はNGOの提言を受け入れて、業者への管理を厳しく
したり、雇用契約に最低基準を設けるなど、従来の姿勢を転換しつつある。
　人の移動がますます活発化する東南アジアにおいて、移住労働者とりわけもっとも弱い
立場の女性移住労働者を保護する国家レベル地域レベルの保護体制が、緊急に求められて
いる。

1．統計から見た国際結婚の傾向
　 ・ 登録外国人の推移、国際結婚の推移、国際結婚のジェンダーと出身

国の分析
2．国際結婚の「神話」と「現実」
　 ・白人、欧米人男性と日本人女性の夫婦がひとつのイメージ
　 ・実際には、アジア出身の女性と日本人男性が圧倒的に多い
3．調査の範囲と参加者の様子
　 ・対象者へのインタビューを実施
　 ・主に子どもの教育と子どものアイデンティティを中心として
　 ・夫婦関係についても調査を実施

　2010年2月1日（月）18:30〜20:00 
　「イギリス・オーストラリアの研究者とジェンダーを語る」
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 31名）〉

　「ジェンダーの視点から見る日本における国際結婚」
　　 大阪大学大学院人間科学研究科専任講師　山本ベバリー・アン

　2010年1月19日（火）18:00〜19:30
　「東南アジアの国際移動とジェンダー」
　　　北九州市立大学教授　田村慶子
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 22名）〉
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4．知り合ってから結婚までの経緯
　 ・調査した国際結婚のカップルは長い付き合い
　 ・半分以上は海外で知り合った
　 ・来日理由は、日本人側の家庭の事情

ジェンダーの視点から
5．夫婦の関係―親密さ
　 ・異なる期待、夫婦のみの時間が少ないと外国人側の配偶者
　 ・日本の文化よりも日本のジェンダー規範が納得できない外国人の妻
6．役割分担―仕事、家事、育児
　 ・専業主婦が少ない、夫が家事の「お手伝い」
7．子育て―しつけ、教育、文化
　 ・一般の日本人と比較すると、お父さんとして子どもとの時間が長い
　 ・子育てに関する考えのずれ
8．友達関係
　 ・夫婦として友人と付き合える時間が少ないことが不満の外国人の夫
　 ・親になると、遊びに行くときは子どもと一緒が当たり前の日本人の妻
9．まとめ
　 ・外国人配偶者が日本の文化に合わせる例が多い
　 ・特に、外国人夫の場合は顕著である
　 ・外国人の妻は合わせるがストレスが高い
　 ・国際結婚の夫婦の間では、それぞれの状況に合った独自の夫婦関係が生まれる

1．統計で見たオーストラリア
2．日本との比較　（国連開発計画による） 
3．オーストラリアの女性ワーク・ライフ現状 
4．ワーク・ライフ・バランスを自ら考える
　 ・欲ばり組織　→　自分で線を引く
　 ・よりよく（効率的に）働くための休暇
　 ・労働と消費の関係―お金の余裕　VS　時間の余裕
5．3人の女性の事例―30代・40代・50代
　 ・ダニエール・エバリー
　 ・馬原晶子
　 ・リリアン・デールズ

　「オーストラリアの女性と仕事・生活―現状と事例」
　　  西オーストラリア大学アジア研究学部助教授／
　　  大阪大学大学院人間科学研究科外国人招へい研究員　ローラ・デールズ



67

調査・研究ライン 2009年度活動報告

6．土・日曜日の休み―不便　VS　生活を大事にする
7．ワーク・ライフ・バランスへ―共通点
　 ・睡眠をたっぷりとる
　 ・健康を大事にする
　 ・1人での時間を作る
　 ・仕事以外のことに興味を持つ
　 ・人間関係を大切にする

　韓国は、2005年には出生率が1.08にまで低下し、一方高齢化率（総人
口に占める65歳以上の人口の割合）は2008年には10.3%に増えました。そ
こで、韓国政府は少子高齢化を深刻な社会問題として認識し、法制度の
整備、政府機関の設立、予算措置など行って対応しています。2005年5月
には、「低出産・高齢社会基本法」を制定し、出生率を上げ、高齢化率を
下げるために「低出産・高齢社会基本計画」を策定しました。
　しかしながら、「低出産・高齢社会基本計画」について、当初から問題点が指摘されてき
ました。たとえば、対応する政府機関、人員、予算、広報の不十分さ、そして中央政府と

　2010年2月9日（火）18:30〜20:00
　「少子高齢化社会―韓国はどうしているのか」
　　　コーディネーター　KFAW主任研究員　太田まさこ
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 47名）〉

　「忠清南道女性政策開発院との学術協定締結」について
　　（財）アジア女性交流・研究フォーラム理事長　吉崎邦子

　「忠清南道女性政策開発院」について
　　忠清南道女性政策開発院院長　金景淑（キム・キョンスク）

　｢韓国における少子高齢化社会への政策対応｣
　　忠清南道女性政策開発院 研究員　徐憲柱（ソ・ホンジュ）
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地方政府、地方政府間での政策の違いなどです。さらに、高齢化問題であるにもかかわらず、
高齢者の社会参画、特に政策決定の場への参画の視点が欠如しています。
　このような問題を解決するために、次の4つの提言をしたいと思います。
①中央政府も地方政府も十分な人員を配置し、研修を行い、能力強化を行うこと
②少子高齢化問題に特化した政府機関を設立すること
③少子高齢化に関する情報を広く提供し、啓発キャンペーンを実施すること
④ 高齢化の問題について、高齢者の人たちが中央、地方レベルで、政策決定の場に参加で
きるような場をつくること

　日本の法制度では離婚後は単独親権である。同居親が子ど
もの面会を拒否した場合には、子どもは片方の親との関係が
断ち切れてしまう場合もある。子どもの権利条約では子ども
は父母に養育され交流する権利をうたっているが、親に会え
ない現状はそれに反するものである。世界の共同親権に移行
した国では親子の引き離しは「マルトリートメント」（不適切
な関わり）との認識から、離婚後も親子が交流できるような
支援体制が整えられている。近年、民法改正をめぐって、共同親権を求める法曹界や当事
者団体の運動が活発化してきている。母子家庭の当事者団体や別居親の共同親権を求める
グループなど、立場の違いによって意見が分かれる。共同親権を阻む背景として、法制度
や人びとの意識の中に、「母性優先的」な考え方が見受けられる。先行研究を踏まえながら
論点を整理していきたい。

（太田まさこ　記）

　2010年3月10日（水）18:00〜19:30
　「子どもを育てることの自己決定権とジェンダー―共同親権・共同監護をめぐって」
　　　北九州市立大学教授　河嶋静代
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　企画ルーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　KFAW アジア研究者ネットワーク 8名）〉
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