
 

 

第 2６回アジア女性会議－北九州 
「女性の活躍推進に向けて～アジアと連携して」 

日時 2015 年 10 月 31 日（土）13：30～16：00 

場所 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

5 階大セミナールーム －日英越同時通訳－ 
 
 
 
 

プログラム 
 
13：30～13：40 開会式 
■主催者挨拶 堀内 光子   (公財)アジア女性交流・研究フォーラム 理事長 
■来賓挨拶 梅本 和秀 北九州市副市長 
 
13：40～14：20 基調講演 
  大崎 麻子 関西学院大学総合政策学部 客員教授 
    プラン・ジャパン 理事 
 
14：30～16：00 パネルディスカッション、質疑応答 
■パネリスト 大崎 麻子 
  グエン・ティ・トエット  ベトナム・ハノイ女性連盟 副会長 
  クレール・ロー 香港基本法運営委員会 委員 
          金融紛争解決評議会 委員 
  甲木 正子   西日本新聞社北九州本社 営業部長 

湯淺 墾道 情報セキュリティ大学院大学 学長補佐・教授 
(公財)アジア女性交流・研究フォーラム 理事 

■コーディネーター 堀内 光子 
 



 



 

 

開会式 
 
■司会 
ただ今より「第 26 回アジア女性会議―北九州」を開催いたします。 
はじめに、この会議の主催者であります公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム

理事長、堀内光子よりご挨拶申し上げます。 
 
 

主催者挨拶  堀内 光子  (公財)アジア女性交流・研究フォーラム 理事長 
 

 皆さん、こんにちは。ようこそ、アジア女性会議においでいただきま

した。こんなに大勢の方にご参加いただきまして、誠にありがとうござ

います。アジア女性会議は毎年開催されており、今年で 26 回目です。

毎年テーマが替わっております。今年は「女性の活躍促進に向けて」、

副題を「アジアと連携して」という会議でございます。 
 まちはハロウィーンで大変にぎわっているのではないかと思います

が、皆さま、この会合にお集まりいただきまして大変ありがとうございます。 
 私どもの施設は現在、耐震工事のために改築中でして、入り口をお入りになって、何か

とても暗いですね。工事中の様相でございまして、そういう中をここまで上がっていただ

きましてありがとうございます。来年 2 月には新しいというか、改築後の会館になる予定

でして、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 今日の会議には、国の内外で、特にジェンダー平等関係でご活躍いただいている有識者

の方にご参加といいますか、お話しいただくことになっております。お手元にお配り申し

上げておりますプログラムをご覧になりながら、今年の会合をお楽しみいただきたいと思

っております。それぞれの有識者の方々は、また後ほどの基調講演、パネルディスカッシ

ョンでご紹介申し上げますが、特にアジアからベトナムの女性団体、ハノイ女性連盟の副

会長さんもおいでになっております。遠路はるばるお越しいただき大変ありがたく思って

おります。それから、香港の行政で長らくご活躍されて、現在は民間ビジネスをやってお

られますローさんにもおいでいただいております。アジアの方々と、それから、北九州市

でジェンダー平等に活躍しておられる方々とを交えて、これから日本でのさらなる女性活

躍を目指してご議論いただくことになっております。皆さま方も、このアジア女性会議を

お聞きになられまして、さらに、より力強い一歩を踏み出していただければ大変ありがた

いと思っております。 
 最後になりましたが、北九州市の近代化を支えた官営八幡製鐵所が今年 7 月に世界遺産

に登録されたといううれしいニュースがございました。私はそれと同時に、北九州市の女
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性の活動として「青空がほしい」という、おそらく日本で一番早い世代の環境問題に対す

る活動であると思っておりますが、その「青空がほしい」運動も世界の記憶遺産に登録し

てもいいのではないかと、それに匹敵する素晴らしい活動をしてこられたと思っています。 
 そういう意味では、今後の女性の活躍というのは、行政のみならず女性の方々御自身、

もちろんそれをご一緒にしていただける男性の方々も重要でございますけれども、そうい

う人びとの力、人びとの運動もとても大事だと思います。今回はベトナムから民間の立場

で活動しておられる女性団体の方もご参加いただいておりますので、行政、あるいは人び

との力というものを皆さんがお感じになって、さらなる第一歩を進めるための一つの貢献

といいますか、よりどころになれたらと思っております。 
 皆さん、今日はお忙しい中を大勢の方にお集まりいただきまして、大変感謝申し上げま

す。私ども主催者としまして、皆さま方のご参加を大変うれしく思っております。今日は

半日でございますけれども、このアジア女性会議を皆さまと共に有意義に過ごしたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げます。本当に本日はありがとうございました。 
 
■司会 

続きまして、来賓の北九州市副市長の梅本和秀様にご挨拶いただきます。 

 
 

  来賓挨拶  梅本 和秀 北九州市副市長 
 
 皆さん、こんにちは。北九州市副市長の梅本でございます。 
 毎回、市長の北橋がこちらでご挨拶をしていたかと思いますが、今

日は公務が重なりまして、私がご挨拶に参りました。よろしくお願い

申し上げます。 
 まず、開催地を代表して、「アジア女性会議―北九州」のご盛会、こ

れほど多くのご参加を頂きまして、お喜びを申し上げるとともに、心

より感謝を申し上げます。また、女性活躍の分野において造詣の深い

国内外からの講師の方々には、本市にお越しいただきまして心より歓迎を申し上げます。 
 先ほど理事長がおっしゃられましたように、この会議は 26 回目を迎えました。26 回、毎

年続けていくことは本当に大変なことだと私も思います。これまでこの会議を支えてこら

れた関係者の皆さまの熱意とご尽力に深く敬意を表したいと思います。 
 また、今日のテーマは「女性の活躍推進」となっております。この日本において、これ

から持続的にかつバランスの取れた発展を続けていこう、成長を続けていこうとすると、

この「女性の活躍推進」というのは非常に大きなテーマであると思っております。北九州

市におきましても、女性がいきいきと活躍できるまちを目指して、さまざまな政策に取り

組んでおります。 
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 実は私は人事の担当もしており、採用試験の面接をやっております。全てを私がやるわ

けではないのですが、いろいろな職種の最終面接をします。今年、ある一分野の最終面接

をする際に、定員が 10 人前後の職種でしたが、最終面接に残った方々が三十数名いらっし

ゃいました。とても優秀な方々に受けていただき、最終に残っていただいた方のうち、24
～25 名が女性で、残りが男性でした。私が面接していても、4 人に 1 人ぐらいしか男性が

いないのです。ほとんどが女性という印象でした。 
 市役所の中の男女比率では、35 歳くらいまでは女性が半分を超えております。そうしま

すと、あと 15 年、20 年後は、例えば市役所の局長級、会社では役員クラスになると思いま

すが、半分以上は女性だという時代になってまいります。私は常日頃、男性の管理職の人

たちに「これから 10 年、20 年、30 年、経った時には職員の半分以上が女性なのだから、

そういうつもりで仕事をしなさい」と言っております。また、例えば家庭ということを考

えてみましても、大きな買い物をする、旅行に行く、車を買う、家を買うといった場合の

決定権といいましょうか、最終的にはパートナー2 人で決定するのでしょうけれども、大体

の優先権は女性のパートナーの方にあります。それを見越して、民間企業の方も販売店に

は女性を置いて、女性に合わせた対応をする、そのようにだんだんと時代は変わってきた

と思います。 
 先ほど私どもの職員のことを申しましたが、北九州市の市政に多く女性の意見を採り入

れるということで、例えば審議会の 50％の参画ということも、市長の北橋から厳命されて

おります。非常に高いハードルですが、市役所をあげて進めているところです。充て職と

してポストで入っていただくことがあるので、その調整をどうするかということもありま

すが、政令市でトップを切ってそういう取り組みを進めております。 
 そのような中、このアジア女性会議で「女性の活躍推進」がテーマに挙げられるという

ことは、大変有意義であると思います。北九州市および日本、ならびにアジアでの女性活

躍の現状と課題、そして未来像について議論を深める絶好の機会ではないかと思います。

基調講演を行っていただく大崎先生をはじめ、パネリストの皆さんにはぜひ忌憚のないご

意見をお聞かせいただければと思います。 
 結びになりますが、本日の会議が皆さまにとって実り多きものになるよう、かつ、今日

ご参加の皆さまのますますのご活躍を祈念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきま

す。本日はおめでとうございます。 
 
■司会 

梅本副市長、ありがとうございました。 
副市長はこの後、公務の為、退席させていただきます。 

3



 

基調講演 

「女性の活躍推進に向けて グローバル視点から考えるアジアのこれから」 

 
 

■司会 
それでは、プログラムに移らせていただきます。これより基調講演が始まります。お手

元に本プログラムの資料をご用意しておりますので、ご利用ください。本日は「女性の活

躍推進に向けて」をテーマに、基調講演、パネルディスカッションを行ってまいります。 
それでは、最初に基調講演を行っていただく大崎様、壇上にお願いいたします。 
皆さま、拍手でお迎えください。 
 
まずは、大崎様のご紹介をさせていただきます。大崎様は、アメリカ・コロンビア大学

で国際関係修士号を取得後、国連開発計画にて途上国のジェンダー平等と女性のエンパワ

ーメントの推進を担当されて、世界各地で数多くのプロジェクトを手掛けてこられました。

現在はフリーの専門家として、国際協力や東日本大震災の復興支援、また、グローバル教

育に従事していらっしゃいます。 
本日は「女性の活躍推進に向けて グローバル視点から考えるアジアのこれから」とい

う内容で、お話ししていただきます。 
それでは、大崎様、よろしくお願いいたします。 

 
 
                   関西学院大学総合政策学部 客員教授 

                   プラン・ジャパン 理事 

 
 皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました、大崎麻子と

申します。 
 昨日、東京から飛行機で参りました。そして、30 年ぶりに小倉の

まちを歩きました。30 年ぶりと申しますのは、実は私の父が新聞社

に勤めておりまして、かつて、小倉支局、西部本社というのかな、

に単身赴任していたことがあり、私が高校 1 年の夏休みに、妹、弟、

母と一緒にこちらを訪ねました。それが 30 年前です。 
 当時は、このまちのしみじみとした良さといいますか、まだ分か

らなかったのですが、昨日まちを歩いてみて「本当にすてきな場所だな」と思っておりま

す。これを機会にまた何かご縁ができたらうれしいなと思います。 
 
 今日のテーマは「女性の活躍推進に向けて」です。女性の活躍とは、「グローバルイシュ

大崎 麻子 基調講演 
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ー」、つまり「地球規模課題」です。今日はベトナムと香港からスピーカーの方々がおいで

ですけれども、特定の国や地域だけに限定した課題ではなく、世界中が取り組んでいると

いう意味で「グローバルイシュー」です。その視点からお話しさせていただきたいと思い

ます。 
 
 私が最初に仕事をしたのは、国連開発計画（UNDP）という途上国の開発支援を行って

いる国連機関でした。 
 実は、私は大学院在学中に長男を出産しまして、就職するときにはもう子どもが 2 歳半、

子持ちという状況でした。こちらの写真ですが、カンボジアのプノンペンの空港です。子

連れ出張でした。右前にいるのが息子で、当時、7 歳か 8 歳ぐらいだと思います。左の脇に

抱えているのが国連在職中に出産した娘です。国連では、子連れで出張する際、2 歳未満だ

と飛行機代などの費用が出るのです。ユニセフや WHO が 2 歳まで母乳育児を推奨してい

ますので、国連職員も 2 歳まで母乳育児をしたいのであれば、それを可能にする選択肢が

あるということです。ですから、私はよく娘を連れて途上国に出張していました。1 歳にな

るまでに、カンボジア、フィリピン、中国、タイ等々、5～6 カ国は一緒に行ったと思いま

す。 
 左下の写真は、ベトナムです。ベトナムの山岳地帯に住まわれている少数民族の女性た

ちの支援ということで、マッシュルームの栽培をみんなでやっています。それを作って、

市場で売って、それを生計の足しにするというようなことを行っていました。 
 右下の写真はネパールです。児童労働の問題、女の子たちの教育の問題に携わっている

ところです。 
 下の真ん中の写真は、アジア太平洋経済協力（APEC）のシンポジウムに出席していると

ころです。これは今日のテーマと通じるところがあるので、後ほどお話ししたいと思いま

す。 
 このように、私は開発途上国のジェンダー平等と女性のエンパワーメントを支援すると

いう仕事に関わってまいりました。 
 
 今日お話ししたいことは 3 点あります。 
 まず最初に、女性の活躍というのは最近よく聞くのですが、それはそもそもどういう意

味なのかなと。この女性の活躍を、どういう文脈で、どのように捉えればいいのかという

ことをいま一度考えたいというふうに思います。 
 2 点目としては、今、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントという国際目標において

課題とされているのは何かということをお話ししたいと思います。 
 さらに、それを踏まえて、アジア地域の女性の活躍をこれからどのように考えていった

らいいのかなということをお話ししていきたいと考えております。 
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＜グローバルな視点からみた、国際社会共通の目標＞ 
 現在の国際社会共通の目標は 2 本立てです。「ジェンダー平等」と「女性のエンパワーメ

ント」が国際社会共通の目標になっております。これは、1995 年に北京で開催された第 4
回世界女性会議で掲げられた目標です。その枠組みが今も生きています。 
 ジェンダー平等は、国際的な定義では、男性と女性が等しく権利・機会・責任を持ち、

意思決定にも対等に参画する社会、そういうものを目指すということです。日本語では「男

女共同参画」と訳されています。男女共同参画は、もともとはこのジェンダー平等（gender 
equality）のことです。 
 もう一つは女性のエンパワーメントです。ジェンダー平等な社会で男性と女性が同じよ

うに責任を分かち合って生きていくのは非常に重要ですが、やはり長きにわたって、教育

機会や経済的な機会というものを女性たちは男性と同じようには享受してこなかったとい

う歴史があります。対等に意思決定に参画して、対等に責任を分かち合っていくのであれ

ば、同時に女性たちのエンパワーメントが必要だという考え方です。一言で言えば、女性

の自己決定権、自分で決める、私たちは日常や人生であらゆる選択をしながら生きている

わけですが、その一つひとつの選択を自分で決める、そういう能力を持てる状態にすると

いうことが女性のエンパワーメントの目指すところです。そして、その力をつけた上で、

女性と男性と対等に意思決定に参画していこうということです。 
 
 この「ジェンダー平等」と「女性のエンパワーメント」が出てきた背景には国連という

場があると思います。皆さんご存じのとおり、先週、国連創設 70 周年でした。世界・日本

各地で、世界遺産などが国連ブルーにライトアップされました。1945 年、第 2 次世界大戦

が終了した直後に、二度と世界大戦を起こさないことを一番大きな目的にして、国連が設

立されました。 
 当初は 51 カ国が加盟しました。その際に作られた国連憲章に書かれていることが、今の

いわゆる国際社会の秩序、国際社会の普遍的・基本的価値と位置付けられています。 
 国連憲章が目的として掲げているのは、4 点です。一つ目が全世界の平和を守ろうという

こと。二つ目が、貧困と飢餓をなくすために、共に努力しようということ。三つ目が、人

権を守り、自由を尊重するために共に努力しようということ。四つ目に、これらの目的を

達成するための話し合いの場が国連ですよと位置付けています。 
 したがって、国連の活動の主な柱は、この三つ、「平和と安全」、「開発」、貧困と飢餓を

なくすという部分です。そして「人権」。この 3 本柱であらゆる活動が行われていて、あら

ゆる国連機関があると考えていただいていいかと思います。 
 私が働いていたのは、UNDP と書いてありますが、国連開発計画というところで、特に

貧困をなくすための活動を行うところでした。 
 
 

6



 

＜開発支援に欠かせない女性のエンパワーメント＞ 
 開発の話をさせていただきたいと思います。今日のテーマとも密接に関連しております。 
 「開発のゴールは」と書かれているのですが、開発援助は第 2 次世界大戦の戦後復興支

援という形で始まりました。ヨーロッパの国々も、日本も壊滅的な状態でした。日本にも

ユニセフから脱脂粉乳等、いろいろな支援が届いたかと思います。その後いろいろな変遷

がありましたが、ここ 20 年の開発支援は「人間開発」（Human Development）という考え

方を中心にしています。開発のゴールというのは、それまでは例えば国の GDP を増やすよ

うなことで位置付けられてきたのですが、人間開発という考え方においては、ゴールは、「一

人ひとりの人間が、持って生まれた可能性を開花させ、社会の一員として尊厳のある人生

を生きられるようにすること」。開発の究極的な目的は、そのために必要な環境をつくるこ

とであるということを言っています。貧困をなくして、きちんと社会経済開発をすること

が平和につながるという考え方から非常に重要なポイントになっております。 
 最近、「一億総活躍」という新しいコンセプトが出てまいりました。それが、こういうも

のだといいなと思うわけです。そのことに関しても後ほど述べさせていただきたいと思い

ます。 
 
 では、一人ひとりの人間が持って生まれた可能性を開花させて生きていくためには何が

必要なのかということですが、人間開発という概念の中では、四つあると考えられていま

す。 
 一つ目は、健康。二つ目が教育。三つ目が生計手段。そして四つ目が参画。この参画と

いうのは、それまでの、1990 年に人間開発という概念が打ち出されるまでの開発の在り方

からすると、非常に革命的、革新的な要素です。政治に参加することなのです。健康と教

育、経済力を身につけているだけではなく、自分の住む社会のいろいろな物事を決める、

そういう過程に入る、参画するというのを非常に重要視しています。これらのステップを

踏むと一人ひとりの人間がエンパワーされる、エンパワーメントができると考えられてい

ます。 
 
 それでは、なぜ女性やジェンダーといった要素が必要になってくるのかという点です。

例えば世界中の子どもが小学校や中学校に通えるようにしようという国際目標があります。

ありとあらゆる国、それから国際機関も、一丸となって取り組んでいます。学校を建てる、

先生を養成するといった支援や取り組みが世界各地で行われています。 
 例えば、グアテマラの山岳地帯に住むマヤ民族のところで行ったプロジェクトの写真で

すが、小学校低学年の教室では、男の子と女の子の数が約半々で、すごく楽しそうに勉強

しています。ところが、5～6 年生になると、もうほとんど女の子がいなくなるのです。そ

れがなぜなのかということが、開発支援の中で重要な問いになってきます。というのは、

男女差別をして支援をしているわけではないです。男の子も女の子も学校に行ってほしい
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と思って支援をするのですが、結果を見ると、そこに格差が生まれている。それがなぜな

のかということです。 
 これはさまざまな理由があります。例えば学校への距離というのは、非常に大きいので

すが、これはちょっと置いておいて、小学校高学年、中学校で女の子の数が激減する要素

のひとつは、生理が始まるということです。日本ですと生理用品もすごく発達しています

し、学校に行ったらちゃんと男女別のトイレがあって、女子トイレもすごくきれいです。

ですから、生理が始まるということが、学校に行けなくなることにはつながらないのです

が、途上国ではそうではありません。紙ナプキンのようなものはないですし、やはり学校

に行ったときに、給水設備、水で衛生を保てるような設備がないと、1 カ月のうち、1 週間

は学校に行けないのですね。そうしますと、どんどん学業も遅れていき、それをきっかけ

に女の子は学校に行かなくなることが非常によくあります。 
 それから、妊娠・出産・児童婚も、ひとつ要素として出てきます。さらにはケア労働。

家事・育児・介護・看護、つまり、人のお世話にかかわる労働を総称してケア労働といい

ますが、小学校高学年になると体力も出てきますので、女の子たちは忙しいお母さんたち

の手伝いをするようになります。その背景には、やはり「女子は結婚。知識は必要ない」

という社会規範があり、実際に早く結婚させてしまうということがあります。ちなみに、

女の子が望んだ妊娠・出産というのは大変少ないです。通学路が安全でなかったり、学校

のトイレが安全でなかったりしますと性暴力の対象になって、それによって妊娠して、出

産しなければならないというケースもかなりあります。 
 それから、カリキュラム・教員による差別もやはりあります。また、女性教員が少ない

という問題。特に小学校高学年から中学校になりますと、その学校に女の先生がいるかい

ないかで、女の子の就学率が変わります。なぜかというと、やはり学校が遠いケースが多

く、ケア労働も手伝いをしながら通うというのは、本当に重労働なのです。こんなに毎日

頑張って一体何になるのかと女の子だったら思うわけです。そんな時に学校に女の先生が

いれば、教育を受けて、自立して、その力を生かしながら生きている女性ですので、ロー

ルモデルになるわけです。身近にロールモデルがいれば、勉強しようという動機が継続的

になります。 
 そして最後に、やはり男の子と女の子では、女の子の方が暴力に遭う危険が非常に高い

という点です。先ほど申しましたとおり、学校の中の安全性、通学路、それから紛争も非

常に大きな影響を最近及ぼしています。例えばナイジェリアでボコ・ハラムというイスラ

ム過激派組織が 200 人の女の子たちを学校から誘拐しました。今起こっている紛争という

のは国対国の戦争ではなくて、過激派や武装集団によって起こされていますので、そうい

う人たちが女の子たちを拉致していくというケースがあります。そうしますと、本当に小

学校高学年、中学校になると、学校に行くというのは非常にリスクが高くなるので、行け

ないというようなことが出てきています。 
 ここで申し上げたいのは、ジェンダーの視点、つまり男性と女性、男の子と女の子が違
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う状況にあるということをしっかりと把握して、そのニーズ、女の子特有のニーズが何な

のかということを踏まえた上で支援しないと、結局、結果自体が不平等になってしまうと

いうことです。 
 これはマララちゃんです。マララちゃんもまさに学校からの帰り道にタリバンに襲撃さ

れました。奇跡的に助かりましたが、それだけの危険を冒して学校に行っているというこ

とです。 
 
＜「経済合理性」に基づく女性のエンパワーメント＞ 
 もう一度枠組みに戻ります。基本理念は国連憲章と世界人権宣言です。男女平等もはっ

きりと入っています。でも、それは理想であり、現実は違います。そこで、理想と現実を

埋めるための枠組みが国連を中心に作られてきました。 
 例えば「国連女性差別撤廃条約」が 1979 年に国際条約として発効しています。それから

「北京宣言及び行動綱領」があります。「ジェンダー平等」と「女性のエンパワーメント」

はこの中で掲げられています。それから、「ミレニアム開発目標」もあります。後ほどご説

明しますが、新しく「持続可能な開発目標」が出てきました。先月の国連総会で、全会一

致で採択されたものです。そして最後に「安保理決議 1325 号」というものがあります。紛

争時に女性たちが男性とは違う形の影響を受ける、特に性暴力の問題が深刻です。そうい

う状況を改善していくための安保理決議です。 
 この 70 年間の国連の歩みの中で、私が非常に重要だと思うのは、国連が女性のエンパワ

ーメントで果たしてきた役割です。1945 年に国連が設立された次の年に国連婦人の地位委

員会が設立されて、毎年 1 回、委員会に入っている加盟国の政府代表団、NGO、一般市民

の女性たちが世界中から集まってきます。そこでいろいろな問題を一緒に議論して、少し

ずつ枠組みを整えていきました。やはりジェンダーや女性の問題は、国の内側から運動を

起こして変えていくのは本当に大変なことです。ですから、世界の女性たちが集まって、

共通の問題が何なのかということを話し合って、枠組みをつくって、それを基にきちんと

国内でも進めていきましょうということが、この 70 年間、行われてきました。 
 例えば、1993 年に国連総会で「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」が採択されてい

ます。それまでは皆さんご存じのとおり、暴力、DV はあくまでも男女間のプライベートな

問題であったり、夫が妻をしつけているのであるということだったり、人権の問題ではな

いとされていました。ところが、毎年、女性が世界中から集まってくると、暴力は本当に

大きな問題だとして、みんなで捉えるようになるわけです。「女性に対する暴力の撤廃に関

する宣言」が採択されて、暴力は女性に対する人権侵害であるという新たな考え方が世界

中に広まり、それを受けて日本も DV 法等、法整備をしてきました。 
 
 こうしたいろいろな枠組みがあるのですが、女性アジェンダを政治の中で進めていくと

いうのは非常に難しいと思います。私が見た限りでは、国や組織が、女性の問題にちゃん
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と取り組んでいこうとする動機は三つあります。 
 まず一つ目は、普遍的価値として。男性と女性は平等だという価値を踏まえ、きちんと

取り組みをしましょうと。これでできるのが一番いいのですけれども、そのようにはいか

ない。 
 二つ目は、国際的な合意事項だから、わが国もちゃんとやらなきゃいけないという動機。

これはいろいろなところで効力を発しています。 
 一番効力を発するのは、三つ目の経済合理性です。女性が活躍する、女性を活用する方

が経済にとっていい、お得なのだと、それだったらやってみようというような動機です。

例えば労働人口が減って、労働力が足りないので、女性の皆さん、働いてください。でも、

これは実際にかつてスウェーデンで起こったことです。 
 スウェーデンは、私たちから見ると本当にジェンダー平等が進んだ社会だと思うのです

が、実は 1960 年代までは、男性が稼ぎ手で、女性が家事・育児というようにはっきりと分

担が決まっていました。ところが、60 年代、スウェーデンは好景気です。もっと経済を発

展させたい。もっと女性が働けばさらに国の経済が発展するということで、「女性の皆さん、

働いてください」と言うわけですが、そこでスウェーデンの女性たちが言ったのは、ちょ

っと待てと。今まで家事・育児、地域のことに私たち女性は関わってきた。これは一体誰

がやるのかということです。そこで、女性たちが政治に進出して、その責任を男性と女性、

社会と家庭でちゃんと担える、平等に分配できるような仕組みをつくり上げていったので

す。ということで、スウェーデンも最初の動機は経済合理性で、そこからステップを踏ん

で今にいたっていると考えられます。 
 
 国連は、人権の観点から女性のエンパワーメントや女性の活躍に取り組みます。ところ

がここ 15 年は日本も含め、経済を良くするために、女性を活用しましょうというような発

想もかなり広がってきています。 
 どうしてか。世界中で女性のエンパワーメント支援が行われてきました。女性たちが経

済力をつけると、女性たちが自分でお金の使い道を決められるようになります。女性たち

が何にお金を使うかというと、最初に使うのは、やはり子どもと家族なのですね。これは、

私が言っているのではなくて、国際機関の調査報告書が指摘していることです。男性の場

合は、オートバイやテレビなどを買ったり、お酒を飲んだり、かなり個人消費に終わる傾

向があります。ところが、女性の場合は、学校に行けるようにするための自転車を買う、

子どものワクチン接種に行くためにバス代を払う、そのような形で家族と子どもに使うと

いうことが見えてきました。そうしますと、女性が経済力を身につけられる、女性が教育

を受けられる、そのようなエンパワーメント支援に投資をすると、その波及効果が非常に

高く、しかも持続的である。次世代を形成する子どもたちの健康状態が良くなる、教育水

準が上がるのです。女性のエンパワーメントは、ただ単に女性の自己実現のためだけにい

いのではなくて、社会や経済全体にとっていいということが立証されはじめるわけです。 
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 ジェンダー平等が持続的な社会発展、経済成長の必須条件であろうということが、2000
年代に入ってから、世界銀行、IMF、OECD といった経済を見ているところが調査を通じ

て指摘し始めたのです。一番象徴的なのは、世界経済フォーラムという世界中のグローバ

ル企業の CEO などが加盟している団体が、2006 年から、ジェンダー平等に関する世界的

な報告書を出しはじめたことです。これは誰が読むかというと、主に投資家の人たちです。

海外の投資家、グローバル企業の経営者たちが読みます。そういった人たちが、各国のジ

ェンダー平等の進展度を知りたいと。すなわち、自分たちがこれから投資をする、自分た

ちがこれからビジネスをやっていく、進出していく上で、どこが社会的・経済的に発展の

余地があるのかということを見極めたい、その判断材料のひとつが、どれだけジェンダー

平等が進んでいるかということなのです。 
 この報告書は 2006 年から作られています。昨年 2014 年、日本のスコアは 142 カ国中 104
位でした。非常に残念な順位ですが。この順位を何を基に導き出しているかというと、先

ほどの人間開発の概念と同じ構造になっています。「健康」「教育」「政治」「経済」といっ

た領域における男女格差を見ています。日本の場合、一番足を引っ張っているのは、皆さ

ん、ご想像がつくと思いますが、政治です。国会議員に占める女性の割合が、衆議院の場

合、今は 8％、閣僚に占める割合も非常に少なく、なおかつ、女性の国家首脳の在任年数は

まだゼロです。ということで、104 位という順位に甘んじているわけです。 
 なぜこのランキングが政治に注目するのかということですが、女性たちが働き続ける、

経済に関わり続ける、能力を生かす上で非常に重要なのは、それができる環境が整ってい

るかということで、それを決めるのは政治家です。きちんとした法律があるか、それから

特にケア労働、保育園に国が投資をして、そういう環境設定をしているかどうか。女性の

働き続けやすさ、それと、その国の国会議員の男女比率は、かなりの確率で相関していま

す。やはり法律・政策・予算分配を決定する場に女性が多ければ多いほど、女性たちが必

要とする社会基盤の整備が進んでいきます。その社会基盤の整備があって初めて、女性た

ちが競争力を発揮できるということが共通の理解になっているわけです。 
 
 2006 年の第一次安倍政権のときは、安倍総理は女性の「女」の字もおっしゃらなかった

記憶があるのですが、どうでしょうか。ところが、2012 年に政権に返り咲かれたとき、一

言目におっしゃったのは「女性の活躍」です。とにかく至る所で「女性の活躍、女性の活

躍」。最初、「女性の活用」とおっしゃっていたのですが、途中で「女性の活躍」になりま

した。最近では、「女性の人権」ということもおっしゃっています。 
 ここで注目したいのは、「女性の活躍」は、アベノミクスの成長戦略の中に位置付けられ

ていたのです。つまり、日本の経済、経済力を高める、そのために女性の皆さんに働いて

いただきたい、力を発揮していただきたいということです。ニューヨーク証券取引所、イ

ギリス・ロンドンの金融街シティ、それから世界経済フォーラムの年次総会などで、“Buy my 
Abenomics”「日本の株を買ってください」と言って歩かれたわけです。そのときに、「女性
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の力を全然活用できていない、労働参加率も低いし、本来だったらかなり能力がある人な

のに、働き続けられる環境がなく、能力が生かしきれていない。そういう国々は、持続的

な経済発展は望めない。それがもう国際的な常識になったのですよ」ということを色々な

ところで非常に強く言われたと思います。 
 第一次安倍政権が発足した 2006 年は、先ほどの世界経済フォーラムのレポートが出はじ

めた年です。それから 6 年の間に、ジェンダー平等が進展していて、女性たちが経済活動

に参加できる環境が整っているかどうかが、投資やビジネスをしていく上での非常に重要

な指標のひとつになったと言えると思います。 
 こういう形で、女性活躍に向けた方策というものが本当にたくさん、この 3 年間で出て

きました。 
 
＜2015 年の国際社会共通の課題＞ 
 2015 年の今、国際社会共通の課題は何か。一つ、共通の課題として挙げられているのは

「無償ケア労働」の問題です。ケアというのは、先ほど申し上げたとおり、家事・育児・

介護・看護等の人のお世話に関する労働であって、無償で行われている。しかも、女性が

基本的にはただで担って当たり前とされています。先ほど女の子の就学率の話をしたとき

に、このケア労働の負担、毎日数時間かけて水をくみに行く、薪を拾いに行く、という話

をしました。日本でも基本的にはケア労働を女性たちが担っている。この負担を軽減して

いかないと、学校へ行けとか、それから有償労働、外に出てお金を稼いでください、働き

続けて管理職になってくださいということは、非常に難しいわけです。ですから、この無

償ケア労働を女性だけで担ってきたのを、どうやって家庭内の男女間で再分配するか、も

しくは社会でしっかり基盤をつくっていくか、それが一つ非常に重要な課題とされていま

す。 
 二つ目が「女性に対する暴力」の問題です。これは時間がないので割愛しますが、それ

から三つ目、「資源へのアクセスとコントロール」。これも今日は割愛します。 
 四つ目が「女性の参画・リーダーシップ」。やはり女性のニーズを反映させた社会基盤づ

くり、法律や政策、さらにはその事業にお金を付けるということになりますと、それらの

意思決定が行われているところに、女性たちがいなくてはいけない。暴力に対しても、ち

ゃんとした法律をつくるためには、法律をつくる場に女性が願わくば、半分近くはいなく

ては、ちゃんとした法律はできないということが言われています。 
 最近のジェンダーの議論の中では、ただ単に経済合理性ではなく、最初に立ち返って、「権

利と人権」という問題が非常に重要であるということが再認識されていると思います。ま

た、「ガールズ」という言葉がよく使われます。数年前までは、例えば国連事務総長のスピ

ーチや、国際的な合意事項も、「女性のエンパワーメント」など、「女性の」と言っていた

のですが、最近は、“Women and girls”と必ず「女性と女の子」、特に思春期の女の子たち

に言及しています。それぐらい最近、ガールズの問題は重要視されております。 
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 象徴的なのが、国連ウィメンの年次報告書です。国連ウィメンは、国連の中で女性の問

題に特化した組織ですが、今年東京にも事務所が開設され、8 月 30 日に開所式がありまし

た。安倍総理も出席され、私も登壇を頼まれて、出ました。今年の報告書で重要視されて

いるのは、女性の権利の問題、人権の問題です。どういうことかというと、この 15 年間で、

女性をエンパワーすると経済がいいのだというような議論にかなり引っ張られたのですが、

全ての経済成長への方策が必ずしもジェンダーに平等ではない。例えば男性と女性の間の

賃金格差、日本であれば正規労働・非正規労働という雇用形態、無償ケア労働の分配に関

しては女性が責任を持ち、その上でさらに働いてくださいという設定で、つまりジェンダ

ー平等が進まないまま、今までのシステムのまま、経済成長の議論が進んでしまうという

恐れがあるということです。いろいろな経済政策や社会政策の中に、女性の人権という理

念、考え方を中心に持ってこなければいけないと指摘されています。 
 経済合理性だけに引っ張られますと、女性は非正規労働のまま、無償ケア労働も担った

上で、さらに経済的に貢献して、GDP を上げて、納税してということになってしまいます。

日本が多分、この 2～3 年で経験したのも、そういった流れだと思います。最初はあわよく

ば、女性の皆さんには経済に参画して、日本の GDP を上げて、それから納税もいっぱいし

てもらう。願わくば、家庭のことも全部やった上で。ところが、この 2～3 年間で、いや、

そうではないという議論はかなり、私が動きを見ていましても、出てきました。シングル

マザーの貧困の問題、子どもの貧困の問題が男女間の労働賃金の格差、労働条件の不平等

というところに帰結していることもかなり指摘されてきたので、その権利・人権の考え方

も日本の国内で進んできているとは思います。 
 
 先月の国連総会で、全会一致で 193 カ国全ての国がコンセンサスで、2015 年から 2030
年までに新たな国際的な枠組み、目標をつくりましょうということに合意しました。この

中に、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントも入っています。これの前の枠組みのミ

レニアム開発目標は、途上国のための目標でした。ところが、今度の「持続可能な開発目

標」というのは、日本を含む先進国も、自分たちが自分たちの国の中で目標を設定して、

2030 年までに達成しようというつくりになったのです。 
 2000 年にミレニアム開発目標が設定されたときは、先進国と途上国がはっきりと分かれ

ていました。ところが、この 15 年の間に皆さんご存じのとおり、新興国がたくさん出て来

て、しかも先進国の中でも貧困と格差、不平等というものが広がりました。特に若い人た

ちが社会的・経済的・政治的に排除されて、それが「アラブの春」の発端にもなったりし

ております。 
 そういうことで、これからは先進国も国内の不平等と格差、特にジェンダーの問題に取

り組まなければいけません。その具体的な目標はここに書いてある 1 から 6 で、非常に重

要な問題が含まれていると思います（次ページ資料参照）。これをこれから日本でどうやっ

て進めていくのか。特にアジアの中でいろいろな国と協力して、いろいろな事例ややり方
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を共有しながら、一緒に進めてい

くためには、どうしたらいいのか

ということをこれから考えてい

こうというのが、今だと思います。 
 この続きは、後ほどパネルディ

スカッションでも登壇させてい

ただきますので、そのときに具体

的な私からのご提案をお示しし

たいと思います。ご清聴どうもあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

■司会 

 大崎様、貴重なお話をどうもありがとうございました。 
 大崎様は引き続き次のパネルディスカッションにも参加されますので、皆さま、大崎様

への質疑があります場合は、この先で受け付けたいと思います。 
 本当に大崎様、ありがとうございました。皆さま、もう一度盛大な拍手をお願いいたし

ます。 
 それでは、ここで舞台の設営のため、5 分ほどお時間を頂きまして、準備ができ次第、5
分ほど後に再開させていただきたいと思いますので、いましばらくお待ちいただければと

思います。 
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パネルディスカッション 
 

■司会 
それではここからの時間は、本日コーディネーターを務めさせていただきます当財団理

事長の堀内光子に進行を代わりたいと思います。 
それでは堀内理事長、よろしくお願いいたします。そして、皆さまもどうぞ壇の上の方

にお願いします。 
 

■堀内 

皆さん、お待たせいたしました。当財団の理事長の堀内でございます。これからパネル

ディスカッションのコーディネーターをさせていただきます。 
パネルディスカッションが始まります前に、パネリストの皆さんのお名前だけご紹介し

たいと思います。私のすぐ横にお座りなのは、大崎麻子さんで、先ほど基調講演をしてい

ただきましたので皆さまお話を楽しまれたと思います。大崎さんです。 
その横にいらっしゃいますのが、グエン・ティ・トエットさんです。ベトナムのハノイ

女性連盟副会長でいらっしゃいます。 
ここでは、パネリストの皆さまのお名前と肩書だけ申し上げます。プロフィールは皆さ

まにお配りしておりますプログラムの中に入っておりますので、それをご覧ください。 
次に、お隣に座っていらっしゃいますのは、クレール・ローさんです。クレール・ロー

さんは香港基本法運営委員会委員と金融紛争解決評議会委員をやっておられまして、現在

民間企業を経営なさっておられます。 
その横が甲木正子さんでいらっしゃいます。あるいは皆さんご存じかもしれませんが、

西日本新聞社北九州本社の営業部長をやっておられます。もともとジャーナリストの方で

いらっしゃいます。よろしくお願いいたします。 
それから、皆さまから見て一番右側にお座りなのが、湯淺墾道さんでいらっしゃいます。

現在、情報セキュリティ大学院大学の学長補佐と教授をしておられますが、ここのアジア

女性交流・研究フォーラムの理事もお務めいただいております。よろしくお願い申し上げ

ます。 
以上、4 人の方にまずは 15 分ほどお話を頂きまして、それに対して大崎さんから少しコ

メントいただいて、それから会場の皆さまとの意見交換をしたいと思っております。 
それでは、パネルディスカッションのトップバッターとして、グエン・ティ・トエット

さんからお願いをいたします。よろしくお願いします。 
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グエン・ティ・トエット  ベトナム・ハノイ女性連盟 副会長 

 

皆様 

先ほどご紹介に預かりましたベトナムのハノイ女性連盟のグエ

ン・ティ・トエットと申します。本日はフォーラムに参加させて頂き、

ありがとうございます。ベトナムにおける男女平等、および首都ハノ

イの女性進歩のための活動をテーマにした発表をさせて頂きます。 
 
 まず最初に、ベトナムの男女平等および女性の進歩のための活動に

関わる組織についてご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ベトナム女性連盟 

・18歳以上の女性を対象にした組織 

・ハノイ女性連盟は、ベトナム女性連盟の支部にあたる 

・中央（ベトナム女性連盟）→省・市（ハノイ女性連盟）→区・県→村・坊・町 の 

4級制で組織されており、それぞれに女性連盟を置いている 

・共産党の組織のひとつで、予算は政府から支給されている 

・政府系組織のため、ベトナム政府の政策のもとに活動している 

 

（参考 1）共産党の指導公文書 

 ・女性の平等、発展のために努力する観点、目標、対策を明確に示している 

 ・共産党大会、国会、人民評議会の各期の選挙において、選挙機関と指導機関への女 

性参加比率を規定する指示書が発行される 

 ・「新しい状況における女性職員の活動に関する書記局の指示書」 

 ・「国家の工業化・現代化を促進する時代における女性の活動に関し、ベトナム共産 

党中央執行委員会および政治局の議決書」 

 

（参考 2）政府の公文書 

 ・女性活動に関する共産党の観点、指針を具体化する文書を発行する 

 ・男女平等法、家庭内暴力防御法、婚姻家庭法 

 ・「各級のベトナム女性会の国家政策への参加に関する保障に対する各級の人民委員 

会の責任を規定する政令」 
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これらの指導文書を元にわれわれハノイ女性連盟は具体的なアクションを起こし、具体

的かつ明確な結果が一部得られました。 
 
一つ目は政治分野における男女平等目標の実施です。現在、政治分野において共産党の

指導機関への女性参加比率は村・坊・町が 23%以上、区・県が 19%以上、省・市のレベル

が 12%に達しました。また、最高レベルの政府において、この 20 年、女性の副主席がおり、

2013 年から共産党の政治局に所属する女性のメンバーが 2 名います。国会代表の女性比率

が約 27%であり、省・市レベルの人民評議会代表の女性比率が 24%以上、区・県が 22%以

上、村・坊・町が 25%以上占めています。 
 
二番目は、経済、労働、職業における男女平等についてです。われわれハノイ女性連盟

は女性のために、職業のコンサルティング、紹介、職業訓練の活動に絶えず関心を持って

います。例えば、2015 年度当初から、雇用が創出された女性の比率は 54.9%に達し、男性

より高い結果となりました。そのうち、職業訓練を受けた女性の労働者比率は、職業訓練

を受けた労働者総数の 32.4%に達しました。2015 年には、職業訓練、職業のコンサルティ

ング、紹介と共に貧困削減・低減および経済発展、生活安定化のために女性を支援するこ

とにも関心を寄せています。市全体では 2015 年に無料で職業訓練コースの紹介、コンサル

ティング、資金の援助、信用貸し付け、優遇金利を適用する融資などの様々な方法で、貧

困女性世帯の約 3 万世帯に対して支援を行いました。そのほか、科学技術の移転および食

品衛生・安全性と経済的高価値を有する商品を生産できるような生産性と、品質の高い生

産モデルの展開などの活動も行いました。 
 
三番目の内容は医療サービス、リプロダクティブヘルスケアサービスへのアプローチと

享受に対する平等権の保障です。市は高品質な医療施設を多数建てました。また、妊婦が

妊婦検診を受けるために、毎月一日の休暇を取れる制度、6 カ月の産休制度、月齢 12 カ月

以下の子供を持つ女性が一日 7 時間で勤務する制度、月齢 36 カ月以下の子供が病気になっ

た場合、（有給）休暇を取れる制度などの優遇制度を設けています。医療サービスを受けた

妊婦の比率は 100%近く（現在 98%）に達し、母親から生まれた子供への HIV 感染の予防

接種率は 40%となっています。妊婦は規定により、妊婦検診を受ける権利があり、村・坊・

町の自治体は妊娠期間において 3 回以上受診するようフォローをしています。99%の妊婦

が破傷風の予防接種を受けました。さらに市は伝染病の予防活動を効率的に展開し、女性

が保健サービスシステムへアプローチできるように好条件を付与し、女性のための保健サ

ービスを向上することを重視しています。特に共産党およびハノイ市の政府機関の代表に

関心を持っていただき、補助を受けた上で、われわれハノイ女性連盟は医療機関と協力し

て、「市の地区に住んでいる女性に対する乳がんと子宮頸がんのスクリーニング検査および

早期発見」プログラムを展開しています。本案件は 2005 年から展開を始め、現在も展開さ
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れ、2019 年までに完了する計画です。内容は主に二つあります。 
一番目の内容は、女性が健康に関する自己管理、病気を自己発見できるように、乳がん

と子宮頸がんのリスクおよび早期発見方法を女性に対して宣伝、案内、養成し、それらに

関する知識を向上させることです。 
二番目の案件内容は、女性の乳がんと子宮頸がんを早期発見できるように、診察および

スクリーニング検査を行うことです。対象者は乳がんと子宮頸がんになるリスクが高い 35
～60 歳の年齢層に属する女性です。医療、保健の活動を実施した結果、ベトナム人の平均

寿命はまだ 73.2 歳ですが、女性平均寿命は段々上がって来て、現時点で 76 歳に達しまし

た。 
また、現在村・坊・町の 100%は診療所を有し、助産師、産婦人科・小児科の医師を有す

る診療所は 100%に達し、そのうち、医療専門学校卒業レベル以上の助産師比率は 100%に

達しています。 
 
四番目の内容は女性人材の育成および教育訓練分野への参加に対する男女平等の段階的

な保障です。ハノイ市は首都に住む女性の各階級に対して、ハノイ女性のモラル、教養の

宣伝・教育活動を促進しています。さらに一般教育プログラムにおける法定教育を強化し、

自分を守れるように女子学生を支援し、各女性が法定による自らの権利、義務および責任

を把握できるようにしています。政治、行政、情報科学、外国語のコースを受講した女性

公務員の比率は 50%以上に達しました。 
 
以上がわれわれが得られた結果でした。ところが、成果を得られた一方で、男女平等、

女性の進歩、発展のための活動は一部の困難と課題が残っています。例えば、ジェンダー

平等を地方機関における例年の活動プログラム・計画へ導入することが未定であることな

どです。一部の政策が発行されたにもかかわらず、効率的に実施されず、その効果もあま

り高くありません。そのほかに、女性への偏見、男尊女卑の思想がまだ社会に残っていま

す。それは男女出生比率で表されます。現在、男児出生数は女児出生数よりもかなり上回

って、男女出生比率は 115 対 100 です。また、女性の一部は自己評価が低いままで自己満

足し、自らの能力を信じていません。専業主婦として自己満足し、努力していない女性が

多いです。 
それらの活動を通じて、われわれの学んだ経験としては、一つは女性もしくは女性会が

単独で活動を行うのではなく、共産党委員会各級の関心をとらえ、政府機関による好条件

の創出および各官庁・団体の協力を活用して、男女平等活動を実施するために総合的な力

をつけるべきというものです。 
二番目は、男女平等のための指標、目標の展開に当たって具体的対策を講じるべきとい

うこと、一般市民に対して、ジェンダー平等に関する知識を伝達するために宣伝を強化し、

新しい情報を更新するべきということ、ジェンダー平等に関して知識があり、レベルが高
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く、相談・コンサルティングできる男女平等活動職員・幹部のチームをつくるべきという

ことです。 
 
まだ時間が少しありますので、ベトナムで手本となる女性代表の一人を紹介させて頂き

ます。ベトナムには、政治、文化、教育、医療などの分野に参加している、手本となる女

性が多いです。共産党中央委員・ベトナム社会主義共和国の副主席であるグエン・ティ・

ゾアン教授・博士は、その中の一人です。ゾアン氏は女性の知識人であり、ブルガリアで

経済学の博士課程に進んだ後、フランスにあるヨーロッパ経営管理スクールで経営管理の

博士課程を修了しました。職歴においては、ハノイ商業大学の学長、共産党中央委員、中

央検査委員会の副主席などの重要なポジションを担当し、2007 年から現在に至るまで国家

副主席に就任しています。現在、国家副主席とともに国会代表、中央競争顕彰評議会の第

一副主席、ベトナム子ども支援基金の主席および中央理論評議会の委員も兼任しています。

ゾアン氏は担当しているすべてのポジションに対して責務を果たして、男女平等の活動、

女性の進歩、発展のための活動に積極的に貢献して来ました。また、彼女の発言も政府、

共産党中央委員会および国会に対して非常に価値があります。従って、彼女はわれわれベ

トナム人女性が学ぶべき代表的な手本の一人です。 
 
皆様、以上が本日のフォーラムにおける私の意見です。ご清聴ありがとうございました。

皆様のご健康をお祈り申し上げます。以上です。 

 

■堀内 

トエットさん、ありがとうございました。ベトナムの男女平等問題につきまして、雇用、

政治、健康、教育という全てにわたって全般的なご説明を短い時間に頂いて、本当にあり

がとうございました。最後に、ベトナムでは女性のロールモデルがあるということをお話

しいただきました。そういう意味で、最初にお話ししていただきましたが、これからのパ

ネルディスカッションの議論のいろいろないい材料を出していただき、大変ありがとうご

ざいました。 
それでは続きまして、香港からおいでのクレール・ローさんからお話を頂きたいと思い

ます。よろしくお願いします。 
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 クレール・ロー  香港基本法運営委員会 委員／金融紛争解決評議会 委員 

 

ありがとうございます。皆さん、聞こえますか？コンニチハ！   
 
まず初めに、本日、この場に立てることを誇りに思います。実際、

何故私がここにいるのか、そう思われる方もいらっしゃるかもしれ

ません。『Asian Breeze』の 73 号で、政府でのこれまでの私の経歴

について紹介されたことがきっかけです。本日は非常に短いですが、

香港の女性を取り巻く状況に焦点をあててお話しします。 
まず、アジア女性交流・研究フォーラムに感謝申し上げます。こ

のような歴史のある、美しく、城のある街にお招きいただきありがとうございます。日本

の別の都市を訪れたことはあるのですが、このような歴史的な街に来るのは今回が初めて

です。 
本日、皆さんに私の経験をお伝えできることを非常に嬉しく思います。また、女性をと

りまく全般的な状況、さらに女性が直面するより具体的な問題など、Q＆A のコーナーでお

話しできることを楽しみにしています。私には官民両方のセクターで働いた経験があり、

世界中のさまざまな業界の多くの女性にこれまで出会ってきました。こうした女性の問題

をここにいる皆さんと共有できればと考えています。 
また、とくに嬉しいのは、本日のパネルメンバーに男性がいることです。また、聴衆の

皆さんの中にも男性がいらっしゃいます。女性問題を議論する上で、男性が参加するとい

うことは、父親の立場としても、また息子の立場としても、非常に重要だと思います。と

いうのも、こうした男性は家庭内の女性を支えることができるからです。 
 
さて、香港における女性の全般的な状況についてお話しします。香港は、実は男性より

女性の方が多いのです。本日、こちらにいる紳士の皆さまにお伝えします。香港の女性と

の結婚をお望みであれば、チャンスはたくさんありますよ！ 
 
はじめに、教育とトレーニング、さらには雇用について注目してみたいと思います。ま

ずは 15 歳以上の教育機会についてです。15 歳以上の男女別就学人数を、2002 年とその 10
年後で比べてみますと、実はいずれも男性より女性の方が多いのです。しかし、高等教育

になると、全体的に女性より男性の方が多くなります。これは 10 年後も、割合にほぼ変化

は見られません。大学に関しては、男性の場合、大学に進学したり高等教育を受けるとい

う点において、若干の改善が見られます。しかし女性の場合、状況にほぼ変化は見られま

せん。この件については、のちほど、少し詳しく説明します。 
政府の果たす役割は非常に重要です。というのも、基礎教育が 9 年なのですが、男性も
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女性も初等および中等教育を受ける機会を平等に享受できるように、この期間を 12 年に延

ばすという話が出ているからです。私たちは、初等および中等教育は将来の職場での機会

均等を支える礎になるものと考えています。 
日本語に翻訳したパワーポイントをご覧いただければと思いますので、事実についての

説明ではなく、考察に焦点をあてたいと思います。 
 
さて、ただ今、教育に焦点をあてましたが、今度は雇用について説明したいと思います。

教育は雇用の礎となります。また、雇用は就業のチャンスとなるので重要です。その後、

労働力参加、昇進、ガラスの天井などについて話します。雇用については、全体的に、男

性の方が女性より雇用率が高いことがわかります。香港では、女性の労働力への参加の割

合が、これまでも懸念事項となってきました。というのも、香港では労働力が不足してい

るからです。ですから 10 年ほど前、私がまだ政府で働いていたころ、実はタスクフォース

を立ち上げ、女性の労働力への参加の割合を改善する取り組みを行いました。というのも、

先ほどお伝えしたように、労働力不足の問題があり、そうした労働状況を改善するために、

働く女性の数を増やしたかったのです。この時の取り組みとして挙げられるのが、外国人

労働者の規制の緩和です。香港には、フィリピンからきたメイド、インドネシアからきた

家庭内ヘルパーなどがいます。香港で働く外国人労働者は、現在、およそ 30 万人で、各家

庭をサポートしていますが、私のように職場に出かけて労働市場に参加しなければならな

い女性にとって、欠かすことのできないサポートとなっています。家庭のサポートという

のは、女性が働けるようにする上で、重要な要素だと考えています。 
もう一つのインセンティブとして、特に政府機関において、託児所もしくは託児室を職

場に設立するよう雇用主に働きかけました。そうすれば働く母親が就業時間中も常に幼い

子供たちの世話をすることができます。また外で働く母親がいる家庭を対象に、税金面で

のインセンティブも設けました。税金面のインセンティブという観点から、子どもや働く

母親が得られる控除を増やしたのです。 
女性の労働力への参加を改善するために、数々の取り組みを行いました。こうしたこと

は、労働力の不足を解消するだけでなく、より多くの女性の昇進をサポートする上でも、

重要なことです。というのも、もし女性が家族の世話をするために退職しなければならず、

子どもが中等学校に通うようになってからようやく復帰する、というのでは困るのです。

かなりの期間にわたり休職すると、官民問わず、上級職に就くことはできなくなります。

家庭内のサポートを得て、女性が労働力に参画するようになり、状況は改善しました。官

民両方のセクターで、トップもしくは上級職にまで昇級する女性が増えました。 
さて、労働力についてみると、マネージャーなどの幹部や管理職では、女性より男性の

方が多いです。上級職を占めているのも、女性より男性が多いです。これが 10 年前です。

10 年後の今、若干の改善が見られると言えるかもしれませんが、それほど大きな改善では

ありません。しかしながら、セクターによっては、実際、他のセクターと比べると、改善
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が顕著なところもあます。例えば、管理職です。格差は縮小しています。 
先ほど、大崎さんから、日本の立法府におけるトップの意思決定プロセスに対する女性

の参画について、お話があり

ました。この点について比較

したいと思います。これが香

港の行政会議に関する状況

です（左資料参照）。行政会

議は、政府における意思決定

の最高機関です。男性がほぼ

独占しているのがお分かり

いただけるかと思います。こ

のトップ・レベルの意思決定

に参画している女性はほん

の一握りであり、圧倒的に男

性が多いです。 
平均労働時間については、男性も女性もほぼ同じです。女性のフレックス・タイムに関

しては、インセンティブのようなものは一切ありません。これは検討しなければならない

分野だと思います。 
このスライドでは、日本の

立法府のように、議案の発令

などを行う立法会について

示しています（左資料参照）。

ここでもやはり、男性が圧倒

的な数を示しています。 
こうした状況をどのよう

に対処すべきでしょうか？

思うに、政府がやるべきこと

は、もっと多くの女性が働き

に出るように先導すること

であり、教育やトレーニング

の機会を提供することです。実際、何年にもわたり、政府は、法律の制定により、女性に

対する差別を禁止する施策を実施したり、また、この 10 年では、機会均等に関する委員会

や女性委員会を立ち上げたりしてきました。このようにして、女性がより多くの教育や雇

用の機会を享受するための法的枠組みは整いました。しかしながら、できることはまだあ

ります。今後も、ドメスティック・バイオレンスといった問題は、まだ研究の余地がある

と思います。ドメスティック・バイオレンスは多くの先進国で懸念事項となっている問題
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であり、アメリカでもこの話をしました。また、ヨーロッパでも問題となっています。ま

た、同性婚についても研究しています。この分野については、2015 年に入ってから、法案

が通過しました。この問題についても、今後、子どもや女性の保護という点において懸念

が生じるでしょう。 
 
まとめますと、上級職でも、女性の労働力の参画を改善することができると考えていま

す。というのも、上級職に就く女性がいると、実は、よりバランスのとれた物の見方が可

能となり、政府であろうと企業であろうと、より良い決定を下せるようになるからです。

一般的に、女性は男性より用心深く、また順法精神も強いので、より良い組織を作ること

ができるのです。以上で終わりです。ご清聴ありがとうございました。 
 

■堀内 

ローさん、ありがとうございました。香港における女性の実態、特に雇用を中心にお話

しくださって、やはり日本と同じように管理職の女性の数がまだまだ足りないというお話

や、立法会という日本でいう議会ですが、そこも女性があまりいないという中で、女性の

仕事と家庭の両立が非常に重要なのだということで、家庭のこともお話しされました。香

港では家事手伝いといいますか、家事の外国人労働者が 30 万人もいるというお話もありま

した。これから女性が意思決定レベルに行くための課題についても皆さんと一緒にご議論

を進めたいと思います。どうもありがとうございました。 
 
それでは続きまして、今度は日本人のパネリストの方に動きたいと思います。まずは甲

木さんから、ご自身の新聞社のご勤務のご経験も踏まえてジェンダー平等の話をしていた

だけると思います。 
甲木さん、どうぞよろしくお願いします。 
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ありがとうございます。西日本新聞の甲木でございます。 
大崎さんのグローバルな基調講演があり、ベトナムと香港から海外

の事例を紹介された後、私が今からお話しさせていただくのは非常に

小さいお話です。皆さまのお話を聞いていて本当にそう思うのですが、

私自身の体験、西日本新聞という福岡市に本社のある地方の企業に勤

めている女性管理職の走りとしての話ですので、前の方たちとは全然

違うスケールなのですが、皆さまの何か参考になればと思ってお話を

させていただきます。 
 
私は 1988 年、昭和最後の年に西日本新聞に入社しました。私は男女雇用機会均等法の 2

期生です。ですから、私の一つ上の先輩から女性の定期採用が始まりました。私の一つ上

の先輩も、入社したときは女性はただ 1 人という状況で入社され、私も、27 人の新入社員

のうち、女性は私 1 人でした。私の一つ下の人までその独りぼっちが続きます。 
その後、少しずつ女性の採用が増えてきて、最近では新入社員の中の半数以上が女性、

あるいは男性記者はただ 1 人、そういう年も出てくるようになりました。ですから、わが

社の中でも女性記者の比率はぐっと上がってきています。 
ちなみに、現在うちの社の女性記者比率は何パーセントぐらいだと思われますか。10 月

1 日現在で 15.6％、全記者の中に占める女性記者の割合が 15.6％です。日本新聞協会とい

う全国組織がございますが、全国のデータを取ってみても、2015 年の女性記者の割合は

17.6％です。古いデータがあったので、比較してみたのですが、2001 年の新聞協会のデー

タで、女性記者比率が 10.6％でした。ですから、2001 年の 10.6 から今年の 17.6 まで、や

はり女性記者の比率は、少しずつではありますが、上がっています。 
ただ、私ども女性社員がよく言うのは、読者というのは男女ほぼ半々いる。その中で作

り手がまだ 2 割にも満たないというのは、非常にジェンダーバランス的にはおかしい。そ

ういうおかしい中から発信された情報は、ジェンダーバイアスがかかったものが多くなり

がちなので、その歯止めをかけていくのが、私たち女性社員の仕事だろうと思って働いて

います。 
ここから先は非常にプライベートなお話になるのですが、皆さまにお配りしていますレ

ジュメにありますように、「6 年間で 7 枚の辞令」と書いています。私の履歴書のところを

ずらっと見ていただきたいのですが、6 年間というのは 2007 年 8 月から 2013 年 3 月、現

在の北九州本社営業部長になるまでの、この 6 年間のことを指します。2007 年からここに

至るまで、7 枚、辞令をもらっています。つまり、1 年に 2 回もらった年もあるということ

です。皆さまや、皆さまのご家族のキャリアの中で、こんな人事異動を目まぐるしくされ
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た人なんて、いるかしらという話ですね。わが社の中にもおりません。私と同期で入社し

た男性記者でも、こんな辞令のもらい方をした人はいません。 
枚数もさることながら、行っている部署が、最初は 2007 年に経済部デスク、その次は国

際部の次長になります。ここで韓国に行けと言われるのです。私は韓国語を勉強したこと

もなければ、韓国に対する知識も、その当時はほとんどなかったのですが、辞令 1 枚で行

けということでした。行って、ものすごく勉強になって、楽しかったのですが、44～45 歳

で新しい言語を覚えて、見知らぬ国で働くというのは、なかなか並大抵のことではありま

せんでした。幸い、息子は寄宿舎のある学校に入っていたので、身軽に単身赴任はできた

のですが、かなりさびついた頭で語学を勉強し、外国の新聞社の中に 1 年間派遣されると

いう希有な体験をさせていただきました。 
帰ってきてからも、営業の部署に行ったり、子どもの新聞を作ったり、いろいろなこと

があって、今、営業部長をしております。同期の男性だったら、経済部の記者を長いこと

すれば経済で「デスク」という後輩の原稿を見る立場になって、最後は経済部長になる、

そういう育ち方をするのですが、私の場合はあっちにやられ、こっちにやられでした。こ

れはひとえに、わが社に女性記者のキャリアプランがないからです。 
こんなことを皆さんの前でお話しすると本当に恥ずかしいお話なのですが、恐らくこれ

がまだ九州の地方企業の現状ではないかと思います。女性をどう育てていいか分からない。

取りあえず誰かが思い付いて、「子ども新聞を作ることにしたからさ、甲木は子育てしてい

るからいいんじゃない」、何となくそういう思い付きで動かされている感が否めません。 
一時は上司を恨んだり会社を恨んだりして、「なぜ私ばかりこんな目まぐるしく転勤させ

られるのか」と思ったのですが、でも、その行った場所で新しい人脈ができ、知らなかっ

たことを経験でき、勉強になるので、私自身はいい経験をさせてもらったと、今では自分

の中でちゃんと消化できているし、チャンスを与えてくれた会社にも感謝をしています。 
ただ、編集局長や社の幹部には、「私はこういう捨て石のような人事でいい。だけど、私

の後輩に対して同じことをしてくれるな」と申し上げています。やはり私のことを後輩は

見ているのです。自分たちが 3 年後や 5 年後にどういう女性記者生活を送るのかなと見て

いるときに、私があっちにやられ、こっちにやられだと、「結局、先輩は会社に便利使いさ

れているのか」「西日本新聞には、女性のキャリアプランがないのか」と思われて、絶望ま

ではいかなくても、少しがっかりされる感じはあると思うのです。やはり、後輩たちが希

望を持って働けるようにしてもらうためには、「ちゃんと女性のキャリアプランを作ってく

ださい。そのためだったら私も何でもしますから」と会社に言っています。それは 2 年半

ほど前、営業部長になるときに編集局長に言いました。幸い、今のところ、私の後輩たち

は、私ほどひどい人事はされておらず、自分の得意な分野で昇格しているので、うちも少

しはましになっているのかなと思っております。 
ここでプライベートな話をします。先ほど子どものことを言いましたけれども、やはり

子育てをしながら新聞記者という仕事をして、転勤して回るというのは、かなりハードな
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ことでした。これも女性記者の出産や育児休業など、そういう経験が全くない会社の中で

出産・育児休業を経て、ずっと記者をしていますので、私を東京支社に転勤させるとき、

編集局長に呼ばれて、異例のことなのですが、わざわざ編集局長から呼ばれて、「君を次に

東京にやろうと思っているけれど、いいかな」と言われました。わが社の中で女性記者が

東京に行くというのは初めてのことで、記者としてはものすごくうれしいことなのです。

東京で政治や経済を大きな舞台で取材できるので、とてもうれしいことなのですが、その

とき 3 歳だった子どもをどうしようかということになり、結局、家族会議の末、北九州に

住んでいるのですが、私の両親が子どもを預かってくれることになり、泣く泣く単身赴任

しました。 
やはり今でも子どもに対しては、すごく申し訳ない気持ちがあります。子どもはおじい

ちゃんおばあちゃんにかわいがってもらって、ママのことなど忘れて楽しく暮らしていた

ようなのですが、やはり母親としては、本当に毎日手を合わせるような気持ちで働いてい

たのです。ですから、やはり私の後輩には、こういう思いはしてほしくない。安心して子

どもを育てながら、働き続けてほしい。プライベートな部分でもそういうことを思いなが

ら働いてきました。 
そんな中でも、先ほどから申していますように、女性記者が少しずつ増えていますので、

新聞社にとってはやはりいい変化も起きています。このことについて少しご紹介をしたい

と思います。 
 
今、皆さんの前にある画面は

割と最近の新聞なのでちょっ

と恥ずかしいのですが、2012
年、たった 3 年前なのに、まだ

この体たらくという悪い見本

です（右資料参照）。これは子

ども向けの紙面で、本当に私に

とっても痛恨の紙面です。「新

聞ができるまで」というのを図

解で説明しようと言って、こう

いうものを作ったのです。イラ

ストはデザイン部に発注しました。デザイン部の男性記者がデザインを描いてくれました。 
ところが、ご覧になっていただきますと分かるように、新聞社の中で働いているのは全

員男性です。取材に駆け出していくのも男性、それから取材先の警察官、消防士は男性。

ここに 2 人ほど女性がおります。編集会議という場所です。けれども、たった 2 人。次の

編集センターはレイアウトする部署ですが、ここも男性ばかり。要するに、こんなに男だ

らけの職場しか描けないのですね。女性社員がいるのに。 
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さらに悪いことに、この読者のファミリー、新聞を読んでいるのはお父さん。「サザエさ

んの時代か」みたいですね。そんな感じですよね。こういうイラストを新聞が載せると、

結局、「おうちの中で新聞読むのはお父さんなんだよね」「外でお仕事するのは男の人ばか

りなんだよね」、そういう偏見を新聞が植え付けてしまうことになるのです。こういうのを

排除しましょうと声を上げ続けていたはずなのに、こんな新聞を出してしまったので、こ

れは本当に反省すべき新聞でした。 
 
次は、少しましになった話です。2008 年 11 月、宇宙飛行士の山崎直子さんがスペース

シャトルに搭乗することが決まりましたというときの記事でした。記事の一番大きな見出

しが太字で「山崎直子さん宇宙へ」。その横に小さな文字で「日本人初のママ飛行士」とい

う見出しが付いています。 
でも最初はこの見出しではなかったのです。メーンの見出しは太字で「ママ宇宙へ」で

した。「ママ宇宙へ」。もう笑いが出ますよね。 
私はこの夕刊のときにちょうどデスク当番で、国際部から会議に出席していたのですが、

「『ママ宇宙へ』って何て見出しですか。すぐにやり直してください」と言ったのですね。

そしたら、たまたま見出しを付けるレイアウト担当が私の同期の男性だったのですが、「何

がいけないの」と言うから、「ママじゃないでしょう、山崎直子という女性宇宙飛行士が職

業人として宇宙に行くのに、何でママなの。ちゃんとフルネームを載せて」と言ったら、「マ

マ以外に何かニュースあるのか」と言われたのですね。女性宇宙飛行士はもう既に 1 回飛

んでいましたので、初めてということでうたいたければママである要素しかないと言われ

たので、カチンときて、「じゃあ、今まで『パパ宇宙へ』という見出しを付けたことがあり

ますか」と言ったら、相手もそれで黙ってしまって、「分かった」と。若田光一さんなどは

きちんとフルネームで載っているわけですから、山崎直子さんというフルネームで載せま

すということになりました。 
でも、「ママ」というのは、やはり要素のひとつではあるのです。子育てをしている人が

プロフェッショナルとして宇宙に行くというのはニュースのひとつの要素ではあるので、

「ママ」は残そう。それで小さな見出しの方に「日本人初のママ飛行士」と入れました。 
 
次に、これが 2 年後、2010 年 4 月の夕刊ですが、山崎さんがいよいよ宇宙に行きますよ

という新聞の見出しが、「山崎さん今夜宇宙へ」。これは、私が韓国に駐在しているときに

作られた新聞で、私はタッチしていません。この新聞の見出しも最初は何か危うく「ママ」

になりそうだったらしいのです。ところが、編集者の誰かが気が付いて、「そんな見出しを

付けたら甲木先輩に怒られるぞ」と言って、みんなでこちらの見出しに変えたらしいです。

やはり声を上げ続けていると、少しずつ紙面も変わってくるし、新聞社の社内の雰囲気も

変えることができるのだなと。ですから少しずつ、うちの社も良くはなっているのだなと

実感したことでした。 
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ということで、取りあえずここまでで私の報告を終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

 

■堀内 

 甲木さん、どうもありがとうございました。 
 今のお話を聞きながら、やはり女性が意思決定の場にいることが本当に重要なのだなと、

皆さんも実感したと思います。甲木さんがいることによって、紙面がこう変わるという体

験をお話しくださって、ますます私たちはあらゆる分野で男女が共同参画しなければいけ

ないのだということがよく分かりました。これからもぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。それと同時に、特に男女平等の分野では、まだまだ人びとの偏見や固定的概念が、香

港のローさんもおっしゃっていましたが、今後の課題としてありますので、メディアの役

割が大変重要なのだということを甲木さんのお話からお分かりになったと思います。 
 質問もたくさんあると思いますが、時間の関係で次に進ませていただきたいと思います。 
 最後は湯淺さんで、先ほども打ち合わせのときに「全員女性というのは今回初めてだ」

とおっしゃっておられました。唯一の男性ですが、ジェンダー平等は社会のあらゆる分野

で男女の共同参画が重要ですので、最後の男性のお一人の参加として、ぜひその点をお話

しいただきたいと思います。皆さんご存じのとおり、湯淺さんは北九州市でも男女共同参

画審議会の副会長もしていらっしゃって、この市で大変ご活躍でいらっしゃいますので、

そういうご経験、あるいは北九州市の施策そのものをご紹介いただけるのではないかと思

います。 
 どうぞよろしくお願いします。 
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情報セキュリティ大学院大学 学長補佐・教授 

            (公財)アジア女性交流・研究フォーラム 理事 

  

 ご紹介いただきました湯淺でございます。 
 今日は最初にグローバルの話があって、次にベトナムと香港の話

があって、次に西日本新聞を含めた日本のマスコミの話があって、

だんだん話が狭いエリアに収れんしてきていますが、最後に北九州

の女性活躍の現状ということでお話をさせていただこうと思いま

す。 
 
 他の大都市と比較して思うわけですが、北九州の男女共同参画は

非常に先進的だと思うのです。その結果、今日では他と比較をしても非常に男女共同参画

が進んでいる都市になっております。例えば、子育ての支援、それから待機児童ゼロ対策

などでも、今、私は横浜市に住んでおり、横浜市の女性の林市長が「私が市長になってか

ら待機児童がゼロになりました」としきりに自慢してらっしゃるのですが、私に言わせる

と「とっくに北九州はやっていましたけど」という気もするので、非常に北九州市は先進

的です。 
 例えば、アンケートの結果を少しご覧いただきたいのですが、北九州市で「男女共同参

画」という言葉を知っている人の割合が 68.9％、日本全国ではまだ 63.7％ですので、5 ポ

イント以上の差がついています。 
 それから、先ほどの梅本副市長のご挨拶にもありましたが、いわゆる審議会や委員会に

おける女性の比率ですが、全国の大都市の中で、最初に北九州市が 40％にしようという、

当時としては非常に高い目標値を設定しました。2013 年度までに達成するのだという目標

を立てたわけですが、2012 年度にはもう達成できており、2014 年度の時点で 43.8％です。

次の目標は 50％までいきましょうということになっています。ちなみに、国の場合は 35.4％
ですので、10 ポイント近い差が国と北九州市ではついています。 
 ただ、一つ問題がないわけではないのですね。確かに女性の割合は非常に高いのです。

しかし、先ほど香港のご報告にもあったように、女性のリーダーの絶対数が少ないので、

女性のリーダーがこの審議会の委員にも入っている、これにも入っている、ここにも入っ

ている、同じ女性があちこちに入っていて大変だという問題は少し出ているという部分は

あります。 
 
 なぜこんなに先進的な姿を実現することができたか。今日、実は、北九州市の女性の活

躍のことをいろいろご紹介したいのですが、今日たくさんおいでになっている中に、女性

が先進的な活動をされてきたリーダーの方も、私が存じ上げている方も大勢いらっしゃい

湯淺
ゆ あ さ

 墾
はる

道
みち
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ます。女性の活躍をご紹介していると多分、夜が暮れても朝になっても終わらないだろう

と思うのです。それで、あえて男性の私に紹介しろということになったのかもしれません

が、たくさんありすぎて全部ご紹介できないので、本日は勝手に私が二つだけ選んでご紹

介することにします。 
 一つは、女性の力が市の姿全体を変えたひとつの例としてご紹介したいのが、公害問題

の取り組みの部分なのです。今、北九州市は環境モデル都市ということで選定を受けてい

て、非常に美しい環境を実現しているまちです。しかしながら、かつては工業都市特有で

非常に公害がひどかったわけです。この公害問題に対して最初に行動を起こしたのが女性

であり、母親であったわけです。有名な取り組みとして、戸畑にあった戸畑婦人会が自主

的に勉強会や大気汚染調査を実施して、自分たちで『青空がほしい』という映画を作って

公開をしました。 
 この『青空がほしい』の映画は YouTube でご覧いただくことができます。これは動画で

はなくて、スクリーンショットだけですが、かつて八幡製鐵所の高炉の煙突があのように

立っていて、あそこからモクモクと煙が湧き上がっていて、七色の虹（セブン・カラー・

レインボー）という言葉はありますが、七色の煙（セブン・カラー・スモーク）であった

わけです。かつてはものすごい煙が出ていました。 
 その結果、洗濯機に服を入れると、水が真っ黒になるような状態だったわけです。これ

を何とかしなくてはいけないということで立ち上がったのが戸畑婦人会の女性であり、母

親でした。男は何をしていたかというと、分かってはいるのだけれども、会社のことに文

句は言えないというのが男性であり、父親たちだった。この女性の力が、やがて企業を動

かし、市を動かし、このまち全体を動かしていった。ものすごい女性の力というのがここ

にあるのだと思います。 
 もう一つ、私も理事をしていますので自画自賛するようで、少しはばかりがあるのです

が、この公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラムはちょうど 20 周年を過ぎたところ

です。実は、この財団の発足のきっかけになったのが、昔、竹下登総理大臣のときに、全

国の自治体に 1 億円ずつ地方創生ということで補助金を配って、好きに使っていいよとい

うことがありました。このときに北九州市はどうしますかということを公募して、公募の

案の中のひとつが、女性のことを国際的に研究する組織をつくりたいという案でした。当

然いろいろな案が出てきたのですが、それにしようと決まった背景は、女性の活動がもう

広がっていて、女性の力というのがものすごくあったから選ばれたのだと思うのです。 
 ちなみに他の自治体ではどんな使い方をしたかということですが、例えば金と銀のこけ

しを作ったとか、金塊を買った。ちなみに、この金塊は盗まれたそうです（笑）。それから、

自由の女神のモデルを造った。それが悪いとはいいませんが、こういう 1 億円の使い方を

したところもあった中で、私はこのアジア女性交流・研究フォーラムというのは、非常に

素晴らしい使い方をしたと思います。 
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 さて、問題もないわけではなくて、今日はもう他のパネリストの方もご紹介されました

が、女性のリーダーの割合を増やそうという問題です。 
 これについての北九州市の現状は、係長以上の女性職員の比率が北九州市役所の中で

16.9％（2015 年）、課長級以上になると 13.8％（2015 年）、校長先生になりますと 15.4％
（2014 年）です。市議会議員の女性の割合は 13.1％（2013 年 1 月）です。ちなみに全国

の大都市、政令指定都市の中で、市議会議員の女性比率は全国最低です。他の政令市に比

べて、ここが一番低いところです。 
 それから、ミドルマネジメントではなくてトップリーダーということで、北九州市の局

長級の職員以上で女性は何パーセントぐらいいるのか調べてみました。その結果、現在、

区長は 1 人、局長も 2 人しかいないということが分かりました。これが現状ということで

す。 
 
 日本でなぜ政治の領域に女性の進出が遅れているのか、いろいろなことが言われてきま

したが、今まで国の政治について言うと、女性の進出は常に一過性のブームで終わってい

ます。いろいろなブームがあったのですが、長続きしないです。 
 その結果、今日もご紹介いただいているように、女性の国会議員の比率が非常に低いし、

HDI、GII、GGGI という国際的な指標全てにおいて日本は非常に低い状況にあります。 
 なぜこんなに変わらないのか。まず女性の総理大臣が出たことがないこと、大臣も少な

いこと。しかも、本当に政治家としてのキャリアが評価されているのではなく、言いにく

いですが、人気取りで女性が大臣になっている節もあり、なかなか女性の政治家が増えま

せん。 
 理由はいろいろあるのだと思いますが、特に政治の領域では、政治は男のものだという

意識が非常に強いです。国会議員の場合は、息子に継がせる世襲が非常に多いです。この

ときに、息子がいなくて娘しかいないと、娘の夫に継がせることが多いのです。こういう

形で世襲をしていくというのが原因のひとつかと私は思っております。 
 
 次に、もう一つの日本の大きな問題としまして、急激に子どもが減っている少子化をど

うするかという問題です。 
近い将来、日本の人口ピラミッドは逆さまのピラミッドになることが確実です。2035 年

までにはどんどん人口も減少していきます。今 2015 年ですが、北九州でも、区によっては、

これから 30％以上の人口が減少していくところもあると予想されています。どうやってこ

れ以上子どもが減るのを防ぐための子育ての支援をするかということが課題です。 
 一つ難しいのは、子育てを支援するということと、女性が活躍するということをどう両

立させるかという問題で、子育ての支援は北九州市は非常に積極的に取り組んできました。

もう待機児童ゼロはほぼ実現していますので、北九州市は次のステップとして延長保育、

休日保育、病児保育、病後児保育の充実をどうするかに、市としては取り組んでいます。 
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 今日は男性の方も少数ですがいらっしゃいますので、私の思うところなのですが、女性

が子育てをしやすい環境というのは、実は男性にとっても望ましい環境なのです。だから

子育て支援というのは、女性だけの問題ではないのです。男性の問題でもある。ワーク・

ライフ・バランス、男性の育児休暇の取得の推進というのは今後も進める必要があるので

す。 
 それからもう一つの問題は、女性のリーダーを増やそうということが問題になっている

のですが、日本社会では今、男性の若い人もリーダーになりたがらない傾向が強いのです。

リーダーになっても責任が重くなるだけ、つらい思いをするだけなのですね。でも、その

割にお給料は上がっていかない。それだったらリーダーにならない方が楽しい、ハッピー

な人生が送れるのです。だから、リーダーになりたがりません。 
 私も一人の大学の教員として、私は比較的早い時期に管理職になりました。八幡の九州

国際大学の学部長ではなくて、副学長になったのは 38 歳のときでしたので、割と若いうち

に管理職になりました。管理職になった瞬間に、ワーク・ライフ・バランスなんか全くな

くなるのです。休日がなくなるのですよ。月曜から金曜までは授業や会議やその他があっ

て、土曜日や日曜日は、今度は附属高校の体育祭に行かないといけない、同窓会の総会、

何とか何とかパーティーなど、土曜日、日曜日が全てなくなる。管理職になった瞬間にそ

うなります。これでは男性でも管理職になりたくないのは当たり前です。ここを何とかし

ないといけないと思います。 
 ですから、子育てをしやすいようにするというのは、実は女性の問題ではないのだと。

ワーク・ライフ・バランスというのは、男性にとっても大事な問題で、これは女性と男性

が一緒になってやっていかないといけない問題だというのが、今後の課題だと思っていま

す。 
 ちなみに、私は実は 2007 年の「第 18 回アジア女性会議―北九州」でもパネリストをさ

せていただいたことがあるのです。

そのときにこういうスライドをお

見せしました（左資料参照）。まず、

ジェンダーの問題は、これからもど

んどんやってかないといけない。も

う一つ、男女共同参画だけでなくて、

子育て支援、少子高齢化、子育て、

男性と女性がどちらも働きながら

子どもを育てていかないといけな

い、その環境を両立しないといけな

いということを、今から 8 年前のと

きに申し上げたのです。 
 実はこのときに、当時のアジア女性交流・研究フォーラムの理事長に非常に怒られまし
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た。左の丸と右の丸は同じものではないと怒られてしまったのですね。そのときに私は「理

事長、そうはおっしゃいますけど、真ん中は重なっている部分もありますよ」と申し上げ

て、「それならいいけれど、同じにしないでちょうだい」とすごく怒られたのを覚えていま

す。ですから、これはなかなか難しいですが、左の丸と右の丸はどれぐらいの距離感があ

るのか、どことどこが重なっているのかをもう少し考えていければいいのではないかと思

います。 
 不十分でしたが、以上です。どうもご清聴ありがとうございました。 

 

■堀内 

 ありがとうございました。北九州市の現状をお話しいただくともに、課題、その解決策

のようなこともお話しいただきましてありがとうございました。 
 確かに、私も東京都文京区という自分の住んでいるところの男女平等参画推進会議の会

長をしているのですが、いろいろな施策が北九州市は進んでいるなと思います。そういう

意味では、いいところをこれからどんどん伸ばしていただければよいと思います。 
 私がコメントを言ってはいけないのですが、最後の表は、私は、人間は仕事だけで生き

ることができなくて、生活もあるので、生活も仕事と同じように考えないといけない、そ

うでないと仕事人間だけで生きられるのかという問題があると思います。皆さんも同じよ

うに思われていると思いますが、生活も仕事もうまくできるという姿がないと、男性も女

性もちゃんとした生き方ができないのではないかと思っています。 
 それから一つコメントなのですが、政治参加については、今、各国は女性の議員比率が

非常に高くなっています。お隣の韓国も日本よりも高いです。これはどうしてかというと、

クオータ制ということで、女性議員の割合を決めているのです。法律で決めたり、政党が

決めたり、やり方はいろいろあるのですが、いずれにしても世界ではクオータ制を導入し

ている国が過半数を超えています。日本の、これが女性議員を増やすための大きな課題で

はないかと私自身は思っています。 
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ディスカッション 

 

■堀内 

 それでは、今、4 人のそれぞれのパネリストにお話し

いただきましたが、最初に世界から状況を見ていただき

ました大崎さん、少しコメントをしていただけるとあり

がたいと思います。 
 
■大崎 

 はい、ありがとうございます。 
 グローバルというと、すごく遠いことのように感じられると思うのですが、ベトナムで

も香港でも北九州でも同じような課題に取り組んでいるということが、あらためて私は分

かりました。パネリストの皆さんがそれぞれお話ししてくださったのは、女性の活躍は大

事ですが、女性が安心して活躍できるにはどうすればいいのか、女性がいろいろな領域で

活躍するためにはどんな必須条件があるのかということが重要だということだと思います。 
 日本もそうですし、グローバルでもそうなのですが、今の女性活躍、女性活用の議論の

高まりというのは、やはり経済合理性の観点からなのです。先ほど、少子高齢化のお話も

ありましたが、日本に投資してもらうにはどうすればいいのかと考えたときに、少子高齢

化が進む国には投資はあまりしたくない。投資家はそうなのです。市場規模も縮小してい

くし、税収も少なくなっていくし、社会保障費は上がっていくからです。 
 その中で出てきたのが、しかし、ジェンダー平等が進んでいるところは投資のしがいが

ある、という議論。なぜなら、先ほどの最後のポイント、男女共同参画と子育て支援のと

ころですが、ジェンダー平等社会の概念の中に、男性も女性も同じように家計責任も家庭

責任も担えるようにするということがあります。それがジェンダー平等社会の一つの目指

すところ、一つの理想的な状態とされています。男性と女性で助け合いながら家庭を維持

できる仕組みをつくっている国の方が、子どもも安定的に生まれてくるという考え方もか

なり主流になっているかと思います。 
 最初に人間開発の概念をお話ししたときに、健康・教育・政治・経済、それぞれにおい

て、女性たちが力を付けるということが重要であるとお話ししたと思うのですが、皆さん

それぞれのお話は、その枠組みの中でも意思決定の領域にどうやって女性を増やすかとい

うことだったかと思います。そして、それは、ここ数十年、国際社会が取り組んできたこ

とです。 
 逆に、意思決定もしくは管理職に就くにはどうすればいいのか。私がちょうど国連に務

めていたときに、当時の事務総長がコフィー・アナンさんという人で、彼は女性と男性の

管理職比率をフィフティー・フィフティーにすると言ったのです。当時は、女性職員はす
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ごく多かったのですが、管理職レベルになるとまだ男性が多く、特に幹部になると本当に

女性が少なかった。そこで、外から連れてくるなど、とにかくまず最初は数合わせの話だ

ったのです。しかし、実際にやってみると、それだとうまくいかない。結論としてどうな

ったかというと、今、働いている女性職員が辞めないようにする、それしかない。定着さ

せる、働き続けてもらう、その環境をつくる。時間がかかるけれども、それしかないとい

う結論に至りました。 
 私もUNDP にいたときにワーク･ライフ･バランスの制度を充実させる取り組みにも関わ

っていました。私自身も、そのシステムをフルに活用して、子どもを出張に連れていった

りなどしていました。ワーク・ライフ・バランスの制度は女性のためだけという制度設計

ではありません。男性も活用できるようにしてあります。例えば 1 日 30 分余分に働くと、

数週間に 1 日、平日に休みが取れます。これは男性も女性ももちろん取れるという形で進

めました。そういうことで、少しずつ女性職員の定着率を上げていくという取り組みがあ

りました。 
 意思決定ポジションに就くことに、少し引いてしまう女性たちがいます。それは、管理

職の任務を遂行するには、やはり職務経験、海外出張や転勤の経験、いろいろなトレーニ

ングの機会、それから人脈が必要なのです。ですから、その機会を女性たちが享受できる

ような仕組みなしには、数だけ増やしましょうというのは本当に難しいです。そういう意

味では、働き続ける環境をどうつくるのか、そこで一番重要なのは多分、無償ケア労働で

す。今まで女性の自己責任とされてきた子育てや家事の責任、その部分を、女性だけで担

うのではなく、家庭内でも分配する、社会のインフラもつくるということをやっていくこ

とが一番大きなポイントになってくると思います。 
 もう一つ、意思決定のポジションに関して、先ほど、30％、40％などといろいろな数字

が出てきました。一番最初に出てきたときは、30％でした。その根拠は何か、ご存じの方

もたくさんいらっしゃると思うのですが、ある組織の意思決定に同じ属性の人たちに共通

する意見や視点を組織全体の意思決定に反映させるためには、その共通の属性を持った人

が 3 割はいないと駄目だということなのです。そうでないと全体の意思決定には影響を及

ぼすことができない。一番難しい割合は 15～16％です。女性がいないわけではない。けれ

ども、それが組織全体に影響力を持てるかというと、そういう数字ではない。どうやって

女性割合を 3 割まで持っていくかという問題もまだ残っているかと思います。 
 
■堀内 

どうもありがとうございました。 
それでは、お時間が迫ってきましたので、ここで、コメントあるいは質問をぜひしたい

という方がいましたら、お手を上げて下さい。大崎さんの基調講演のときも質疑の時間が

ございませんでしたので、大崎さんに対する質問も含めまして、ぜひコメントや質問をし

たいという方、お手を上げていただけますか。どのくらいいらっしゃいますか。他にいら
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っしゃいますか。 
はい、お願いします。 
 
■質問者 

 大崎先生はじめ皆さま方のとても貴

重なお話、参考になりました。ありがと

うございました。 
 幾つかあるのですが、まず 1 点は、ケ

ア労働の負担の分担に関してなのです

が、日本ではこれから特区や何かをつく

って、海外から家事労働者に入っていた

だいたり、また、ケア労働者も入ってい

ただくということが、もう近々になって

決まって始まろうとしています。この点につきまして、そういう方々の権利をどういうふ

うに守って働いていただくようにするべきかというのが、もう私たちの社会の課題だと思

うのですが、ご経験がおありの香港では 30 万人もいらっしゃるそうですので、海外の家事

労働者の権利を守る活動、政府はどういう仕組みをつくってそういう人たちの権利を保障

することをなさっているのか、教えていただけたらありがたいと思います。これが 1 点で

す。 
 それから、もう 1 点。二つだけに絞ります。大崎先生のお話の中で、SDGs（持続可能な

開発目標）のお話がありまして、これは今、私たちが手にした新しい道具で、日本のいろ

いろな課題を進めるのに使えるのではないかと思います。特に、少子高齢化もありますが、

日本の場合、貧困の問題は非常にジェンダー格差がありまして、ひとり親家庭の女性や高

齢者女性といった貧困者が非常に多いという問題があり、これもどうにかしなければいけ

ないのですが、この辺のところにどのように使えるか。 
 私の考えでは、中高年の方々が非常に安い賃金で働かされている場合、高齢になったと

きに、年金生活を保持するのにあまり役に立たない。そのような、中高年の働き方をしっ

かりとしないと、貧困が続くのではないのかと思うのですが、その辺のところ、何か使え

そうなところがあるかどうか、教えていただければと思いまして、お願いいたします。 
 
■堀内 

 ご質問をありがとうございました。 
 その他にご質問あるいはコメントはありますか。もしあれば、もう 1 人だけと思うので

すが。特にお手は挙がっていないですね。 
 それでは、大変申し訳ございません。もうそろそろ終わりの時間が近くなりましたので、

パネリストの方にそれぞれ一言、1～2 分で、できれば 1 分で、お話ししていただきたいと
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思います。特に、ローさんと大崎さんは、今、会場から出た質問を踏まえて最後の締めく

くり発言をしていただけたらと思います。 
 それでは今回は順番を逆で、すみませんが湯淺さんから一言、締めくくりのコメント、

お話をお願いします。 
 
■湯淺 

 はい、ありがとうございました。 
 外国人労働力を入れるかどうかというのは、男女あるいは子育てだけでなくて、日本社

会全体が抱えている問題だと思います。非常にホモジーニアスな同質性の高い社会を日本

は戦後ずっと維持してきて、本当にこれをダイバーシティ、多様性のある社会に変えるこ

とができるかどうか、これは社会全体の問題です。 
 少し私が危惧を覚えるのは、家事労働力が足りないから、単純労働力が足りないから外

国人を入れましょうと、大崎さんが冒頭におっしゃった経済合理性だけでそこを判断する

と非常に大きな誤り、または大問題を招くので、社会全体で合意形成をすべきだと思いま

す。 
 
■堀内 

 それだけでよろしいですか。 
 
■湯淺 

 ええ、どうもありがとうございました。 
 
■堀内 

 それでは、甲木さん、よろしくお願いします。 
 
■甲木 

 先ほど湯淺先生のお話に、北九州はまだまだ政策決定権を持つような女性がなかなかい

ないというお話がありました。わが社も、管理職は私の他にもう 1 人女性の部長がいるだ

けです。これが地場企業の現状かと思います。 
 どうすれば女性の管理職が増えていくのか。やはり、先ほど大崎さんがおっしゃったよ

うに、辞めないということが一番大事だと思っています。後輩にも「どんなことがあって

も、誰か助けてくれる人がいるから。私も綱渡りでずっとやってきたけれど、どこかに救

いの手があって、辞めずに済んでいる。だから辞めずに続けることがやはり力になるよ」

と言っています。 
 それと、今、地場の企業の女性たちと、よく異業種交流会や勉強会をあちこちでやるの

ですが、やはり先輩管理職女性がいない、お手本がいない、リーダーになったときに部下
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にどう対処していいか分からないというのが、悩みなのです。会社は女性のリーダーを育

ててくれないのです。男性リーダーは育てるけれど。そこはもちろん男性でいいアドバイ

ザーがいれば、その人に習うのもいいですし、女性同士で力を合わせて、少しだけ先を行

っている人が「私のときはこうしたよ」というそのアドバイスが、やはり女性リーダーを

育てる糧になるのかなと思っていますので、他業種や他社で横の連携を広げていくのも大

事なことだと思っています。 
 もう一つ、北九州はオーナー企業が多いです。オーナーさんの考え方ひとつで、女性管

理職や女性社員を登用する比率が変わってきます。ここはぜひ、そういう企業のトップの

方や人事部長、男性の方たち向けの研修をして、女性管理職をこのように育てましよう、

こうやって登用すれば、おたくの会社の発展につながりますよというのを、もう少し官民

挙げてやっていかないといけないと思っております。 
 
■堀内 

 適切なコメントをありがとうございます。ぜひ後者の問題については、フォーラム、ム

ーブもキャリア支援をやっておりますので、ご協力をしてやらせていただければと思いま

す。ありがとうございました。 
 それでは、クレール・ローさん、今、香港での外国人労働者の労働条件を守るために、

政府がどのような政策を持っているのかというご質問がありましたので、その点について

お答えいただきながら最後の締めくくりをお願いしたいと思います。 
 

■ロー 

外国人の家庭内ヘルパーと人権に関する質問、ありがとうございます。実際、政府では、

家庭からヘルパーの申し込みがあった際、スクリーニング・プロセスを設けています。居

住スペースに関することなど、要件が規定されています。プライベートのベッドや部屋が

必要で、また、最低賃金も設定されています。もしその家で寝泊まりしない場合は、食糧

や住居を提供しなければなりません。さらに毎週休みの日を設け、労働時間についても規

定があります。しかしそれでも、新聞で報道されているように、虐待などの個別のケース

ももちろんあります。この数年、家庭内のヘルパーを虐待したとして、数名の女性が起訴

され、実際に逮捕されています。ただ、その数はごくわずかです。一般的な話として、外

国人の家庭内ヘルパーをとりまく香港の状況は非常に良いものです。私の家で働くヘルパ

ーは中東やシンガポールで働いた経験があるのですが、香港の方が良いと全員言っていま

す。というのも、賃金が高く、生活条件も良く、さらに休日もあるからです。中東では、

休みは一切ないそうです。 
 
さて、まとめに入りましょう。簡単に三つの点をお伝えします。 
まず、官民両方のセクターで、意思決定のプロセスにもっと多くの女性が参画するよう
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に促すことです。若い女性、特に若い女性リーダーへのエンパワーメントを進めなければ

ならず、これは重要な事実です。将来、上級レベルの意思決定のプロセスに参加できるよ

うポテンシャルを身に付ける準備をさせるのです。 
また、公の教育も必要です。というのも、「女性のリーダーはそんなに素晴らしいもので

はない」「女性リーダーは一緒に働くのが難しく、面倒な上司になる」といった不名誉な考

えがいまだにあるからです。こうした類の公的教育の側面は見直しが必要です。女性リー

ダーも男性リーダーと同じであり、昇進は性別によってではなく優秀さで決められるとい

うことを世間ももっと理解すべきです。 
3 点目は、ジェンダーは地域ではなくグロ

ーバルな問題であり、また、静止ではなく発

展していくものだということです。外国人の

リーダーは、地域と国際的な視点の双方に基

づいて、様々な問題に関する意見を交換する

上で、非常に良い機会を与えてくれる存在で

す。よって、女性フォーラムの活動を歓迎し

ます。ありがとうございました。 

 

■堀内 

ありがとうございました。質問にもお答えいただき、簡単におまとめいただきましてあ

りがとうございます。 
それでは、グエン・ティ・トエットさん、最後の締めくくりの一言をお願いいたします。 

 

■トエット 

はい、皆様、本日のフォーラムに参加し、ベトナムが男女平等、女性の進歩、発展のた

めに行って来た活動について述べさせて頂き、嬉しく思います。その上、日本と北九州市、

香港が女性の進歩、発展のために行って来た活動を聞くことができ、学ぶことが多かった

です。ご清聴ありがとうございました。皆様のご健康をお祈り申し上げます。以上です。 
 

■堀内 

 どうもありがとうございました。ベトナムの詳細なお話を聞かせていただきまして参考

になりました。 
 それでは、最後に大崎さん、時間も押してまいりましたので、会場からのご質問、日本

の貧困問題に対して、最近できた国連のグローバル目標がどのように機能するかというこ

とです。よろしくお願いします。 

 

■大崎 
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 はい、ありがとうございます。この点を聞いてくださって、非常に私はうれしく思って

おります。と申しますのは、国内で関心が薄いからです。けれども、先ほどおっしゃった

とおり、これは国内の貧困や格差、暴力、ジェンダーの問題の解決に向けた道具になり得

るので、これをどうやって使うかというのは非常に重要だと思います。 
 この前に、MDGs（ミレニアム開発目標）というものがあったと申し上げましたが、これ

もある一定の成果は出したのです。なぜかというと、国の首脳級の人がきちんと署名した

ことにより、それを実行する責任というのが生まれて、その責任を本当に果たしているの

かどうかについて、市民社会が説明責任（アカウンタビリティー）を求めるという構図が

世界各地でできたのです。ですから、市民社会の力が非常に強くなりました。 
 それを経て、15 年後にこの SDGs ができたとき、お手元の資料で MDGs と SDGs とで

特にジェンダーについて対比させているのですが、ターゲットが一つから六つに増えてい

るのが分かります。なぜかというと、この目標をつくるに当たって、世界中で市民社会、

女性 NGO も含め、たくさんの人たちがたくさんの協議を重ねに重ねてこの六つのターゲッ

トができたのです。ですから、本当に大切な問題、本質的な問題がここにリストアップさ

れており、これが女性が安心して暮らして生きていける社会のベースを形づくるものだと

いうことが、世界各地で認識されているのだと思うのです。実際、今回、安倍首相も国連

総会で SDGs にコミットしました。 
 では、どのように国内で実現させていくか。MDGs の経験を見ますと、非常に重要なの

は、まず今の状況をきちんとベースラインで調査しておくということです。次に、目標を

どこに設定するのか、明確な数値目標なりをこの一つひとつのゴールに関して設定し、毎

年進捗状況を測ることです。私たちはモニタリングと呼んでいますが、それが重要です。

進捗状況がきちんと発信されて、やっていないではないかということを一般市民の人たち

がきちんと政府に対して言う。それを 15 年繰り返せば、多分、大きな成果が出てくると思

います。 
 その際に非常に重要になってくるのは、やはりこのフォーラムのような情報やデータを

集め、研究できるシンクタンク的な存在です。それから、SDGs は世界共通の枠組みですか

ら、国際的に事例を共有することもすごく大事です。お互いどのような取り組みを行って

いるのか、これはかなり役に立つのです。ですから、こういうアジア女性会議などを毎年

されているというのは、これからますます意義深くなっていくと思います。そういう連携

が重要です。 
 それから最後に、次世代の育成が非常に重要です。女の子のリーダーシップトレーニン

グというのは世界各地で行われていますが、日本は少ない。日本で若手女性の育成という

と、企業などの経済系が中心です。しかし、本当はソーシャル（社会的）な問題に取り組

む女の子の若手リーダーを、これからどう育成していけるかというのが非常に大きなポイ

ントになってくるかと思います。ありがとうございます。 

 

40



 

■堀内 

 皆さん、本当にありがとうございました。 
 最後ですが、SDGs と言っている持続可能な目標は、｢誰一人取り残さない」が大変重要

な目標になっています。3 月に細かい指標ができます。皆さん、ぜひ注目していただいて、

日本にもこれが適用されますので、これを基に、実際に現状がどうか、そしてまさに大崎

さんが言われたような目標への進捗がどうなっているのかということを皆さんにぜひフォ

ローをしていただいて、より男女平等社会が進むようになればいいと思っております。 
 モデレーターの不手際で 10 分超過しましたけれども、最後までお聞きいただき、熱心に

ご参加いただきましてありがとうございました。基調講演者の大崎さん、それからお名前

を一人ひとり呼ばなくて申し訳ございませんが、4 人のパネリストの皆さん、本当にありが

とうございました。皆さん、もう 1 回盛大な拍手でよろしくお願いいたします。 
 それから、この国際会議の違った言葉が飛び交っている中で、通訳をしていただいた通

訳の方、どうもありがとうございました。おかげで私たちはスムーズにコミュニケーショ

ンができました。 
 10 分超過しましたが、皆さん、熱心に参加をしていただきまして、本当にありがとうご

ざいました。これでパネルディスカッションを終わりにしたいと思います。 
 それでは、司会の方にバトンタッチいたします。 

 

■司会 

 どうもありがとうございました。 
 これをもちまして本日の基調講演とパネルディスカッションは終了させていただきたい

と思います。本日は長い間、本当にありがとうございました。 
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