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　私は、数回にわたる世界女性会議の中でもたらさ
れたジェンダー平等の進展を享受してきた女性の一
人である。私は、メキシコ・シティ、コペンハーゲン、
ナイロビ、そして北京において開催されてきた世界
女性会議に参加した女性たちの話を聞いて刺激を受
け、活力をもらってきた女性の一人である。私は、
世界女性会議の数次にわたる開催がいかに世界の女
性運動に貢献してきたかを学んだ。特に、1995年に
北京で開かれた第４回世界女性会議は、ジェンダー
平等とジェンダー主流化という世界的な目的のため
の歴史的な弾みを創り出したことを学んだ。私は、
北京宣言及び行動綱領が、ジェンダー平等に関する
鍵となる世界的な政策文書として、12の重大問題領
域の全てではないとしても、いくつかの領域におい
て、ある程度は、国内において、国内法、政策、お
よび計画に反映されてきたことを実際に見てきた。
しかし、今日の世界の状況は、ジェンダー平等およ
び女性に対する差別がない状態からは程遠い。

　私は、2012年の国際女性の日に、国連総会議長と
事務総長が行った第５回世界女性会議を開催すべき
との共同提案に述べられた根拠に共鳴する。北京行
動綱領の実施の評価、そして、1995年以降に生起し
てきた女性の課題に取り組むためにも、まさに今、
世界女性会議を開催すべきである。共同提案にも触
れられているとおり、若い女性の役割と関与は、こ
れまでの世界女性会議においては十分に反映されて
いなかった重要な側面を議論にもたらすことになる
であろう。

　特に世界的な関心が注がれるべき領域は、少女で
ある。少女は、北京行動綱領において独立の重大問
題領域として焦点が当てられたにもかかわらず、北
京会議以降、必要な関心を払われてこなかった。子
どもの権利条約は、全ての子どもに対し、権利を平
等に保障している。しかしながら、現実には、少女は、
人生の最も早い時期から、子ども時代を通して、そ
して、大人になるまで、女性であり、かつ、子ども

であるために、差別を受けている。子どもの権利条
約は、子どもが意見を聴かれ、参加する権利を認め
ている。しかしながら、少女は、意思決定過程に参
加する機会を少年と同じようには与えられていない。

　児童婚、女性器切除（FGM）、人身売買、オンラ
イン上において行われるものを含む性的搾取及び虐
待、暴力、教育および保健サービスへのアクセスの
不平等、人道的状況や移住におけるさらなる脆弱性
－これらは、少女が直面するあらゆる課題のいくつ
かに過ぎない。第５回世界女性会議は、これらの問
題を世界的なジェンダー平等の枠組みにおいて取り
上げ、少女を議題の最前面に置くのに適した場とな
るだろう。

　今日の少女たちは、明日の女性たちである。乳幼
児期の発達と少女への投資の決定的な重要性に対す
る私たちの理解はますます進んできた。しかし、今
日の世界の11億人の少女たちはみな、北京会議後に
生まれた世代である。少女たち、彼女たちの課題、
彼女たちの関心事には、十分に焦点が当てられてこ
なかった。今こそ、少女たちが、長年必要であった
世界的な関心と、世界的なフォーラムに参加する平
等の機会を与えられるべき時である。女性の問題は、
少女たちの人生に影響を及ぼす少女たちの問題でも
あるのだから、私たちは、ジェンダー平等のための
世界的な運動に少女たちを参加させるべきである。
少女たちは、第５回世界女性会議の全ての過程に参
加することによって、大いにエンパワーされ、変化
をもたらす存在になるであろう。

いま、女性たちは

第５回世界女性会議は
少女のエンパワーメントの
� 機会となる

弁護士、国連子どもの権利委員会委員

大谷　美紀子

Profile
1987年、上智大学法学部国際関係法学科卒業。1990
年より弁護士。1999年、コロンビア大学国際関係公共
政策大学院修了。2003年、東京大学法学政治学研究科
修士課程専修コース修了（国際法専攻）。子どもの人権、
女性の人権、外国人の人権問題に取り組む。2017年から、
日本人初の国連子どもの権利委員会委員
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1.　持続可能な開発目標（SDGs）とは
　2015年９月、国連サミットで「私たちの世界を変革
する－持続可能な開発のための2030アジェンダ（以下、
2030アジェンダ）」が採択された。この中核を占めるの
が17目標と169ターゲットから構成される持続可能な開
発目標（以下、SDGs）」である。
　持続可能性（サステナビリティ）は、21世紀の国際
社会にとっての最重要共通課題である。気候変動や生
物多様性の喪失、貧困、格差、飢餓、ジェンダー不平等、
紛争、テロに関連する人道危機など、あらゆる地球規
模課題が相互に連関しながら深刻化しており、このま
までは社会の持続可能性が脅かされてしまう。このよ
うに、SDGs策定の背景にあるのは持続可能性への強い
危機感であった。
　SDGsの特徴としては、持続可能性の三要素である環
境、社会、経済に統合的に対応すること、すべての国
を対象とする普遍的かつ野心的な目標であること、また
あらゆるステークホルダー（政府、国連機関、企業、市
民社会など）のパートナーシップを必要とすることであ
る。そしてSDGsは、193カ国の国家元首による「誰一人
取り残さない」という強い決意とともに、すべての人々
の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児
のエンパワーメントを達成することを目指している。
２.　労働・人権問題の深刻化
　SDGs達成を目指して、民間企業、地方公共団体、科
学者／研究者、学校、協同組合、NPO/NGO、労働組
合などの幅広いセクターが活発に動き始めているが、
とりわけ関心が高いのはグローバルに展開している大
企業である。SDGsはビジネス機会の創出と捉えられる
傾向があるが、一方で企業の人権尊重や環境保全等へ
の要請もこれまで以上に高まってきている。特に深刻
になっているのがグローバルに伸長するサプライ
チェーン／バリューチェーンにおける労働・人権問題
である。
　1990年代以降、グローバル化のなかで、税制上の優
遇や緩い規制、安価な労働力を求めてバリューチェーン
は国境を越えて伸長した。その先に連なる農園や資源
採掘の現場、加工や組立工場、そして廃棄の現場など
では、児童労働、強制労働、劣悪な安全環境などに代

表される人権侵害や環境問題が引き起こされてきた。そ
の象徴的な事例になったのが、ナイキ社の東南アジアの
下請け工場における児童労働や低賃金労働であった。
　その後、各企業や業界団体によるサプライチェーン
における企業行動規範の作成、国連グローバルコンパ
クトの策定、ILO多国籍企業および社会政策に関する
原則の３者宣言の改定、国連ビジネスと人権に関する
指導原則の策定など様々なガイドラインや規格が整備
された。しかしながら現場の状況は改善されるところ
もあったが更に悪化しているものも少なくない。
　2013年４月にバングラデシュの首都ダッカ近くでラ
ナ・プラザという商業施設の倒壊事故が発生、1100人
以上の労働者の尊い命が奪われた。建物の亀裂が確認
されていたにもかかわらず、経営者により強制的に就
業させられた結果起きたこの悲惨な事故は世界に衝撃
を与えた。この後、英国では現代奴隷法という法的な
枠組みが作られたが、このようなグローバル・バリュー
チェーン上の労働人権問題は後を絶たない。
　国内においても職場でのセクハラ、パワハラ、長時
間労働、男女間の賃金格差、正規労働と非正規労働間
の同一価値労働同一賃金の未実現、差別、技能実習生
を含む外国人労働者の人権問題など多くの問題が指摘
されている。
３.　まずは人間らしい雇用の促進を
　SDGsの目標５は「ジェンダー平等の実現」を掲げて
いる。そして目標８は、「包摂的かつ持続可能な経済成
長とすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい
のある人間らしい雇用（ディーセントワーク）の促進」
であり、７つ目のターゲットには、「強制労働の根絶、
現代の奴隷制と人身売買の終焉、2025年までにあらゆ
る形態の児童労働の撤廃」が掲げられている。企業を
はじめとするあらゆる事業体がSDGsに取り組む際に、
その第一歩となるのがこれらの目標である。その達成
に向けては、企業には従業員や組合はもとより、「取り
残されがちな」人々やグループの権利擁護や支援を行っ
ているNPOやNGOをはじめ、昨今、気候変動とならび
人権への関心を高めている投資家等の外部ステークホ
ルダーとのエンゲージメント（対話）にも注力いただき
たい。

SDGs達成に向けた企業への期待〜市民社会の視点から（前編）

一般財団法人CSOネットワーク
事務局長・理事　黒田　かをり

一般財団法人CSOネットワーク事務局長・理事�

民間企業に勤務後、コロンビア大学経営大学院日本経済経営

研究所、アジア財団日本の勤務を経て、2004年より現職。

2010年よりアジア財団のジャパン・ディレクターを兼任。日

本のNGO代表としてISO26000（社会的責任）の策定に参加。

現在、SDGs推進円卓会議構成員を務める。

誌上セミナー

Profile
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「KFAW台湾スタディツアー 2017」を実施

　経済発展めざましい台湾で、女性の社会的な地位は
どうなっているのか、またジェンダー平等はどのくら
い進んでいるのかを学ぶ絶好の機会と思い、今回の台
湾スタディツアーに参加しました。初の台湾訪問とい
うことで不安でしたが、事前勉強会で台湾の概要や女
性を取り巻く状況について知識を得るとともに、参加
者の顔合わせもできたので、安心してツアーに臨めま
した。

　今回、最も印象に残ったのは台湾における女性の権
利獲得の歴史で、台湾国家婦女館を訪問した際、陳研
究員から詳しい話を伺いました。台湾国家婦女館は、
台湾政府がジェンダー平等を推進するために設置した
女性センターで、財団法人女性権利促進開発基金会に
よって運営されています。各県にも女性センターが設
置されているそうです。

　台湾においても女性の地位は日本と同様、低いもの
でしたが、戒厳令が解除された翌年の1988年から民主
化政策が開始されたことで女性解放運動が活発になる
とともに、政府がジェンダー平等を主要政策に位置付
けたことで女性の権利保障が大きく進展したそうです。
1996年に民法改正、1997年に性暴力防止法、1998年に

はDV防止法が制定され、さらに2001年には男女平等の
労働法である両性工作平等法、2004年にはジェンダー
平等教育法が制定されました。政治分野でもクォータ
制の導入によって女性の国会議員比率が３割を超えた
そうです。（2012年の立法委員選挙で33.9％）

　台湾における女性の権利獲得は、民主化をきっかけ
として長い間抑圧されてきた女性たちが声を上げ、女
性解放運動が拡大し、政府もそれに呼応したことでジェ
ンダー平等政策が推進されてきたように思います。日
本においてもクォータ制の導入等により女性の国会議
員が増えれば、政府に対しジェンダー平等政策を強化
するようプレッシャーをかけることができるのではな
いでしょうか。

１月17日（水）
 出国・日本台湾交流協会  台北事務所  訪問
１月18日（木）
 台湾国家婦女館  訪問
 婦女新知基金会  訪問
 台湾BPWとの懇談会
１月19日（金）
 保育所（臺中市公設民營清水托嬰中心）訪問
 高齢者施設（永信松柏園老人養護中心）訪問
 台中BPWとの懇談会
１月20日（土）
 帰国

台湾における女性の権利獲得の歴史に学ぶ� 北九州市議会議員　森本 由美

Schedule

　2018年１月17日（水）から１月20日（土）にかけて、「KFAW台湾スタディツアー 2017～台湾に学ぶ女性のエンパワー
メント」を実施しました。さまざまなバックグラウンドを持つ18名の女性が台北市と台中市を訪問し、台湾女性の活躍の
背景を探るとともに、日本と台湾、それぞれの女性を取り巻く課題について考えました。帰国後は報告会を行い、スタディ
ツアーで学んだ知識を市民の皆さんと共有しました。
　今回は、ツアー参加者の森本由美さんと權藤麻記子さんにレポートしていただきました。

台湾国家婦女館にて
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　今回参加させていただいた台湾スタディツアーでは、
女性のパワーを感じ、女性の権利や社会進出について
考える大変良い機会となりました。台湾では、短い期
間で多くの女性が社会進出を果たしたと学びました。
日本でもたくさんの方々が女性の社会進出について尽
力しておられるとは思いますが、その努力がありなが
らも台湾に比べて日本での女性の社会進出がなかなか
進まない点について、今回のツアー全体を通して私が
感じたことや考えたことを述べたいと思います。

　女性の社会進出には、職場と家庭の二つの要素があ
ると思いますが、今回のツアーでは家庭面のサポート
について学ぶ機会が多かったように感じます。特に印
象に残っているのは、台湾の家庭では外食が主流であ
り、女性が自宅で家事をする必要がないことも女性の

社会進出に影響しているのではないかという意見です。

　日本において、女性の社会進出が進んでいないのは、
日本人男性が理想とする女性像も理由の一つになって
いると感じます。男性は今でも理想の結婚相手として、
家庭的な女性を挙げる人が多くいます。このことは母
親が専業主婦となっている家庭が多いことや、共働き
でありながらも、家事を全てこなす母親が多いため、
その姿を見て育った子どもたちは、女性が家事や育児
をするのが当たり前だと思ってしまうことが一つの理
由になっているのではないでしょうか。保育士の母に
聞いたところ、今でも子どもたちのおままごとでは、
お父さん役の子は仕事に行き、お母さん役の子は家事
や育児をしているようです。子どもたちのおままごと
で、お父さん役の子も家事や育児をするようになる日
が来るように、小さい頃からの教育も必要なのではな
いかと思いました。また、それに伴い今後は、女性だ
けでなく男性の意識改革も必要となってくると強く感
じました。
　今回学んだ多
くのことを生か
し、私がこれから
就職する会社で、
女性が働きやす
い環境づくりに
携わる機会があ
れば幸いです。

日本と台湾の女性の社会進出を考える� 權藤 麻記子

　今回、私たちは、台湾国家婦女館や婦女新知基金会を
訪問し、台湾女性の社会進出の背景と現在の課題を学び
ました。そして保育所と老人介護施設では、女性が働き
続けるために、これらの施設がどのような役割を担って
いるのかを目にしてきました。また、台湾・台中BPWク
ラブのメンバーとの懇談を通じて、台湾で働く女性たち
の高い職業意識と家族やコミュニティを大切にする気持
ちに触れることができました。
　
　台湾女性の社会進出の背景にあったもの……現状を改
革するために立ち上がった女性たち。若い世代に受け継
がれる高いジェンダー平等意識。クォータ制の導入によ
る女性の政治参加への関心の高さ。家事を軽減させる外
食文化や外国人家事労働者による介護・育児。

　日本と台湾、それぞれの歴史や背景は異なりますが、夫
婦や家族、そして地域のみんなで力を合わせて、暮らしや
すい社会を作っていきたいという気持ちは同じです。今後

台湾スタディツアーを終えて
は、私たちが台湾スタディツアーから受けた示唆を、それ
ぞれの活動や取り組みに生かしていきたいと思います。
� （KFAW）

台湾の外食文化を支える屋台

台中市の保育所視察

永信松柏園老人養護中心にて

台中BPWクラブの皆さん（赤いユニフォーム着用）と



No.83 July 2018 No.83 July 20185

　（公財）アジア女性交流・研究フォー
ラムは、独立行政法人国際協力機構
九州国際センター（JICA九州）の委
託を受け、毎年２回、開発途上国の
ジェンダー主流化を担当する中央政
府及び地方政府の行政官を対象にし
た研修を実施しています。
　2017年度の２回目の研修は１月15
日（月）から２月13日（火）まで、
アフガニスタン、ブータン、カンボ
ジア、レソト、モルディブ、パプア
ニューギニア、南スーダンの７カ国
８名の行政官を対象に行われました。
　研修は講義、ワークショップ、
視察などを通じて、ジェンダー主
流化のための概念、手法、理論な
どを包括的に学ぶプログラムで構成されています。研修
期間中は、八幡東区のJICA九州センターでも何回か雪が
降る日がありましたが、東京での研修中も、20cmを越え
る積雪がありました。初めて雪を見る研修員の中には、
早朝から宿泊施設前で雪合戦して楽しむ人もいました。

　大変寒い日が続いた研修期間でしたが、研修員たちは
ジェンダー主流化推進という熱い課題に真剣に取り組む
ことができました。
　以下に、３名の研修員の感想を紹介します。

「行政官のためのジェンダー主流化政策2017」
（第２回）

JICA

南スーダン
SAEED Sawsan Omer Ismail

（スーザン） さん

　この研修で得た知識や教訓を
自国のジェンダー平等や発展に
活かしていくつもりです。南スー
ダンのためにより多くの機会や
配慮が与えられることを期待し
ています。

カンボジア
OUK Kosomakesey 

（ケーサイ） さん

　大変感謝しています。この
研修で得られた全ての知識
は重要で、カンボジアでの女
性の地位やジェンダー主流
化を促進するため、女性省の
今後の計画を実行するため
に役立てるようにがんばり
たいと思います。日本政府、
JICA、KFAW、ムーブ、先
生方、コーディネーター、そ
して日本滞在中に出会った
日本の人々に、温かく、親切
にしていただき、心よりあり
がとうと言いたいです。

レソト
MAFISA Ntaoleng Justina 

（マフィサ） さん

　ジェンダー主流化研修に参加
して多くのことを学びました。
政策や計画によって男女が平等
に恩恵を受けられるようにする
ことが私の仕事ですが、今回の
研修でこの仕事を改善するため
の充分な手法を得ることができ
ました。

小学校視察の様子
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「微笑みの国・タイの社会と女性」
日　時   2018年１月27日（土）14：00 ～ 16：00
場　所   北九州市立男女共同参画センター・ムーブ５階　小セミナールーム
講　師   タイ国政府観光庁  大阪事務所　冨松 寛考さん
  HAKATA外国語スクール  タイ語講師　和田 ワサナさん
参加者   48名

　タイは東南アジアに位置する観光立国です。昨年バン
コクには世界中から3,600万人、日本からは154万人の観光
客が訪れました。ワットポー涅槃仏（ねはんぶつ）など
の仏教寺院をはじめ、アユタヤ遺跡などの古代遺跡、美
しいビーチリゾートがあります。また水かけ祭りなどの
イベントもたくさんあり、お祭りを楽しむ陽気な文化です。
　タイの国民と王室との関係はとても深く、2016年に前
国王ラーマ９世が亡くなった時は、大勢の国民が最後の
別れを告げに葬儀にやってきました。
　また、タイの国民の95％以上が仏教徒で、宗教が生活
の一部になっています。タイ人は輪廻転生を信じており、
今の現世があるのは前世で徳を積んだおかげと考えてい
ます。今の生活を良くしたいから何かをするのではなく、
来世の自分の魂をもっと引き上げるためにタンブン（善
行を積み重ねること）をします。男の子のいる家庭の一
番の親孝行は出家をすることです。
　タイでは、職場でも公共の場でも子どもの存在に迷惑
そうな顔をする人はいません。子連れ可の職場もたくさ
んあります。タイは女だから、男だからではなく、子ど
もは社会全体で育てる社会なのです。

　私は、来日後、日本人と結婚し、子どもができました。
日本の生活で何より大変だったのは、子どもを育てるこ
とでした。サラリーマンの夫は、平日は仕事で帰りも遅
いので、昼間子どもの具合が悪い時、誰にも頼れず、自
分一人でがんばらないといけませんでした。タイには「家
族の日」があり、家族との時間をとても大事にします。
日本には「家族の日」はないのでしょうか？
　日本のお母さんは仕事、家事、学校のことと、やるこ
とが多すぎると思います。また、保育園や実家以外で子
どもを預けるところがありません。子どもを育てるのは
普通のことなのに、預けるところがないのは大きなスト
レスです。
　子どもの育て方は、日本人とタイ人で大きく違います。
タイのお父さんは、お母さんや子どものためにタンブン

タイ国政府観光庁  大阪事務所
冨松 寛考さん

HAKATA外国語スクール  タイ語講師
和田 ワサナさん

（善行を積み重ねること）をします。親は家の仏様なので、
子どもは親を尊敬し、大事にし、親の言うことを聞きます。
また、タイの学校では、「父の日」や「母の日」に親を招
待し、感謝の気持ちを表します。ところが、日本の子ど
もは、なかなか親の言うことを聞きません（笑）。
　また、日本にはありませんが、タイには「先生の日」
があります。学校は「二軒目の家」と考えられ、そこで
は先生が親の代わりなので、生徒が先生の前を通るとき
は、敬意と感謝を表すために、必ず手を合わせます。タ
イでは、小さいときから手を合わせ、そうしないと非礼
に当たると教えられるのです。
　私は、さまざまな苦労をしながらここまで来ました。
もし、日本での生活で困っている外国人がいたらサポー
トしてください。大切なのは、国籍や性別に関らず、お
互いに理解し合うことだと思います。

国際理解セミナー

タイの国旗。赤は国民、白は
宗教、青は王室を表します。

和田 ワサナさん（左）と冨松 寛考さん（右）

タイの国花・ゴールデンシャワー
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日　時   2018年３月25日（日）14：00 ～ 16：00
場　所    北九州市立男女共同参画センター・ムーブ５階　小セミナールーム　　　　 参加者    38名

KFAW研究報告会

　KFAWでは、アジア太平洋地域を中心とする世界各国のジェンダーや男女共同参画に関するさまざまな課題について、
客員研究員による調査・研究を行っています。これは、国際的な動向や視点から見ることによって、国内の課題を明らか
にし、ひいては北九州市の男女共同参画の実現に貢献しようというものです。
　今回、2016/17年度の２年間にわたる客員研究員による研究報告会を開催しました。

1

2

「日本における外国人ケア労働者の受け入れと育成をめぐる 
 現状と課題：ジェンダーの視点からの分析」

「アジアにおける性的マイノリティの人権と市民社会： 
 台湾、シンガポール、日本の比較研究を中心に」

報告者　鹿毛 理恵（東京福祉大学国際交流センター特任講師）　　前山 由香里（佐賀女子短期大学准教授）

報告者　田村 慶子（北九州市立大学法学部教授）　　疋田 京子（鹿児島県立短期大学准教授）

　ジェンダーの視点から、①要介護者が男性でも、女性介
護者を選択することが多い、②要介護者が女性（特に閉経前）
では女性介護者を選択、③要介護者が女性であっても、体
力と安定感を理由に男性介護者を選択するケースもある、
④要介護者は、生活の多くの場面で自立が困難な状態が死
ぬまで続くため、介護者に「依存」し、それが「負い目」
意識を生み、援助を与える側の勢力下におかれる（社会的
地位の劣位性）、⑤要介護者の「負い目」意識は、自分より
も劣位における者に介護を求める。例えば、男性優位社会
において、女性介護者（夫は妻、母は娘）が選択される、
グローバル社会の到来において、外国人介護者が選択され
る、などの分析がなされました。日本では、超高齢社会を
迎え、国内で介護人材の確保が難しいため、外国人材の受
け入れも始まっているなか、外国人介護福祉士候補者を受

　台湾の性的マイノリティの権利擁護運動の歴史的な分析
と、その流れの中で、「同性カップルの婚姻制度を認めない
のは違憲、2019年５月までに同性婚を合法化すること」と
する2017年３月の司法院大法官会議（憲法裁判所）の判断
が下され、アジアで初めて同性婚の合法化が実現される見
込みであることが報告されました。
　シンガポールでは、「愛する自由」を訴えるピンクドット
集会が2009年から開催され、参加者が増えていくなか、
2016年には、主催者から「もう人数を増やす段階は終わった」
として、法律相談などを開始することになりました。一方で、
「ラブシンガポール・ネットワーク」「白を着る運動」など、
反ピンクドットの運動もあり、性的マイノリティの権利拡大
がなかなか進まない状況です。
　一方、日本では、1998年に国内で性別適合手術が医療行
為として合法的に実施されるようになり、性の多様性への
法的対応として、20歳以上で婚姻をしていない、子がいな

け入れている日本の施設での訪問調査や、インドネシアの
看護大学での学生の調査結果、介護福祉士をめざす留学生
を対象にした日本の養成校における育成の事例などについ
て、報告していただきました。

いなどの厳格な要件のもと、戸籍の性別変更を認める「性
同一性障害特例法」が2003年に制定されました。また、
2016年には、LGBT差別解消法案が国会に提出されました
が、継続審議になったままです。こうした中、2015年以降、
同性パートナーシップを公的に認証する地方自治体も現れ
ており、このような取り組みが国政レベルにどんな影響を与
えるか注目されます。

報告

報告

鹿毛 理恵 特任講師

田村 慶子 教授
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女性の人権から見る選択的夫婦別姓制度
～女性差別撤廃条約と家族

日　時   2018年２月４日（日）14：00 ～ 16：00
場　所   北九州市立男女共同参画センター・ムーブ５階　
 小セミナールーム

講　師   近江 美保（長崎大学多文化社会学部教授）
参加者   33名

　2015年12月、最高裁判所は、夫婦同氏制に関する「夫婦
は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称
する。」との民法750条の規定を合憲であると判断しました。
その理由は、①家族の呼称は１つに定めることが合理的で、
婚姻前に築いた個人の信用や評価、実績などを維持する利
益は、人格権の１つとまでは言えない、②夫の氏を選ぶ夫
婦が多いのは、個々の夫婦の協議の結果である、③民法
750条は、婚姻それ自体を制約するものではない、④夫婦
同氏制は日本社会に定着している、というものでした。�
　この最高裁判決は、15人の裁判官による大法廷で開か
れましたが、そのうちの３人の女性裁判官は全員、①改姓
が女性の業績や実績等の法的利益に影響を与える情況が
増加し、婚姻前の氏の使用希望には十分合理性がある、
②夫の氏の選択は、女性の社会的・経済的・家庭的立場
の弱さに基づいている、③夫婦同氏制の例外を認めないこ

とは、個人の尊厳と両性の本質的平等に反している、④夫
婦の氏が婚姻届の必要的記載事項とされ、婚姻の自由に
不合理な要件を課している、という意見を付しました。�
　婚姻時に夫の氏が選択されている割合が96％に及んで
いる現状から、講師の近江先生は夫婦同氏制を間接差別
と指摘しています。
　最高裁判決は出されましたが、商
業登記簿の役員欄に通称併記が認
められ（2015年２月）、裁判官・調
停委員の旧姓使用が認められました
（2017年９月）。また、2018年以降、
住民票やマイナンバー、パスポート
についても通称併記が可能となる予
定で、旧姓使用や通称併記の機会
は広がりつつあるようです。

2017年度 KFAWアジア研究者ネットワークセミナー活動報告

「北九州市内製造業における女性活躍推進に関する意見交換会」を実施
日　時   平成30年２月８日（木）10：00 〜 11：30
場　所   北九州市立男女共同参画センター・ムーブ３階　会議室
内　容   報告① 女性の活躍と経営及び北九州市製造業の女性活躍推進の現状に関する調査報告（北九州市立大学　吉村英俊教授）

 報告② 北九州市「未就業女性の活躍戦略策定事業」（総務省受託事業）の報告
 報告③ 「女性活躍、ワークライフバランスに関する支援・助成制度について（以上、北九州市女性活躍推進課）
  参加企業との意見交換（女性の採用及び登用についての現状、女性活躍に向けた今後の取組みと課題について）

参加企業   ㈱湖月堂、㈱しんこう、㈱西海、㈲万玉

第27期 海外通信員リポート

　フィリピンから日本への労働力の移動は、両国に経済
的恩恵をもたらしています。過去には日本による占領と
いう歴史的背景はあるものの、両国は二国間協定である
日本・フィリピン経済連携協定（JPEPA）を締結しており、
国際社会において高まりを見せるグローバル化の波に対

応する上でも、互恵的なパートナーシップ関係にあります。
　OFW（Overseas�Filipino�Workers）と呼ばれる海外フィ
リピン人労働者による本国への送金は、フィリピンにとっ
て投資の重要な資金源となっており（Ordinario�2012:�1）、
フィリピン経済を下支えしていると言えます。国際移住

日本で働くフィリピン人女性家事
労働者の（ディス）エンパワーメント

アリーサ・フニオ（フィリピン）

オランダ・ハーグにある（エラスムス大学ロッ
テルダム）社会科学大学院大学の人権、ジェン
ダー、紛争：社会正義学の修士課程に在籍中。
現在、「既存の災害リスク軽減のための枠組み
において、性的特質が脆弱性と強靭性にどのよ
うに作用するか」というテーマで研究論文を執
筆している。

Profile

近江 美保 教授
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機関（IOM）による統計では、OFW�が従事する職種別
のランキングにおいて、サービス業が１位を占めていま
す。ここでいうサービス業は家事労働者が圧倒的に多く、
そのため女性が深く関与しています（IOM�2013）。
　一方、少子高齢化が進む日本では、労働力不足が深刻
化しています。その対応策として日本政府は労働市場の構
造改革を図っており、合法および不法な移民労働者に依存
するような構造となっています（Ball�et�al�2002:�1016）。
また2014年６月、内閣は女性労働者の家事支援のため、国
家戦略特区において外国人家事労働者の受け入れを認め
る方針を発表しました。これを受け、特区における家事
支援人材の受け入れに関し、外国人の入国・在留を緩和
する改正国家戦略特別区域法が成立しました（Hayakawa�
2015:�15）。
　フィリピン政府は、人手不足にあえぐ各国に対して労
働力を輸出する準備を整えつつあり、それが自国経済に
とってプラスになるという新自由主義的な理想を抱いて
います。しかし、フィリピン国民の生活向上を目指す目
的とは裏腹に、この労働力を移動しようとする政策は移
民労働者、とりわけサービス業に従事する女性労働者に
とって不当な面を隠そうとしているように思われます。
それは、関連法が整備され、受入国と供給国との間で二
国間協定が結ばれているにもかかわらず、フィリピン人
女性移民労働者は①フィリピン人である、②女性である、
という理由だけで差別の被害を受けやすい存在となって
いるからです。この二つの要素によって、彼女たちが担
う仕事に対する人種的・性的な偏見が固定化され、その
存在意義が低下しています。

　過去にフィリピンから来日した女性移民労働者は、主
に「海外パフォーミング・アーティスト」としてナイト
クラブなどのエンターテイメント産業で働いていました
が、そこではパスポートや関係書類を取り上げられる、
契約に反してパフォーミング・アーティストからホステ
ス業への転向を強いられる、契約よりも低い賃金しか受
け取れない、言葉や文化の壁に苦しむ、仕事の性質上ハ
ラスメントを受けやすい、などの辛い経験も強いられて
きました。

　日本におけるフィリピン人女性移民労働者の雇用をめ
ぐる歴史的背景に加え、本国での家庭環境が原因で、彼
女たちが疎外されている状況が一層進んでいます。フィ
リピンでは家族が固い絆で結ばれており、家族同士が
「utang�na� loob（恩義）」を重んじつつ互いに支え合うこ
とが知られています。このような家族に対する報恩の念
は、海外で移民労働者として働く女性もきちんと守るべ
きものとされています。また、若い独身女性の家事労働
者と既婚の家事労働者とでは、その意味合いが若干異な
ることもあります。
　一般的に、独身のフィリピン人女性移民労働者には、
本国の肉親（場合によっては親戚）を経済的に支える義
務があります。家族に恩義のある娘として、彼女たちは
家族が支払うあらゆる費用を負担しなければなりません。
さらに、自分の兄弟姉妹（もしくは親戚）を学校に通わ
せるために、費用を負担することもよくあります。
　既婚で子どもがいながらも海外で働く女性家事労働者
は、家族にまともな暮らしをさせたい一心で、自らを犠
牲にして職場での不当な扱いにも耐えています。夫婦二
人ともが海外で働き、子どもの世話を本国の親戚に頼む
ような場合には、経済的な支援をすることでその恩義に
報います。彼女たちは、自分の子どもや親戚が必要とす
る費用を負担するために、合法・不法にかかわらず最低
限の賃金で複数の仕事を掛け持ちしながら働きます。こ
れも本国に送金することで、娘、そして母親として受け
た恩を返し、それを認めてもらうためなのです。
　フィリピンと日本との関わりを背景に、フィリピン人
女性家事労働者は、国の政策が原因で社会的に端の方に
追いやられた状況にあり、女性だという理由からその差
別が助長されています。日本では、過去にフィリピン人
女性が海外パフォーミング・アーティストとして雇用さ
れてきた経緯から、フィリピン人女性移民労働者に対す
る軽蔑の念が植えつけられてきました。そのため、彼女
たちを家事労働に従事させることは、それが低賃金で評
価されない労働だという差別的な価値観の定着につなが
る恐れもあるのです。�

参考文献：
Ordinario, C. (2012) ‘Philippine economy can’t do without OFW 

remittances – Neda’ Rappler 「海外フィリピン人労働者からの送金
はフィリピン経済に欠かせない存在―フィリピン国家経済開発
庁」ラップラー（ニュースサイト）

国際移住機関（IOM）（2013）‘Country Migration Report: The Philippines 
2013’.「国別移住報告書：フィリピン2013年」

Ball, R. and Piper, N. (2002) ‘Globalisation and regulation of citizenship—
Filipino migrant workers in Japan’ in Political Geography 21 pp. 
1013-1034「グローバリゼーションと市民権の規制―日本にお
けるフィリピン人移民労働者（仮訳）」，『政治地理学』21,�pp.�
1013-1034

早川智津子（2015）‘Japan’s Recent Development in Immigration Law and 
Policy: Reform on the Admission System of Highly Skilled 
Professionals, Technical Interns, and Domestic Workers’「日本の入
管法・政策をめぐる動向：高度人材、技能実習生、家事支援人
材の受入れ制度の改革（仮訳）」

マニラにある研修用和室で訓練を受けるフィリピン人家事労働者
写真：Akira Kodaka（2017）

〈https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Fil ipino-
housekeepers-Japan-dream〉
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　スリランカは、過去の歴史において多くの女性統治者
を輩出してきました。セイロン時代には、女性の参政権
を含む成人の普通選挙権を世界で最も早く（1931年）獲
得した国の一つとなりました。こうした歴史的事実があ
るにもかかわらず、この国の女性たちは過去数十年もの
長きにわたって、自分たちの代弁者である女性議員を政
界に送り込むことができずにいます。民主主義は、ヴィ
クトリア朝期に、イギリス人によってこの島にもたらされ
ましたが、この時代の価値観の要となっていたのが、男
性優位という概念です。この価値観が、21世紀の今もい
たずらに続いていることは、嘆かわしいことです。英国
の植民地支配か
らの独立で訪れ
た千載一遇の
チャンスも、ス
リランカの政治
に目立った改革
を起こすことは
なく、女性の政
治的に弱い立場
が変わることはありませんでした。
　実際、この異常ともいえる状態は、スリランカの政治
において近年大きな話題となっています。第20次憲法改
正という形で最近実現された政治改革に期待が寄せられ
ており、中でも女性議員数の増加について幅広く意見が
交わされています。この国では、1960年代に世界初の女
性首相が、1990年代には女性大統領が誕生しました。さ
らに何年もの間、複数の女性大臣も力を発揮してきまし
たが、女性議員の数は惨めなほど低い状態が続いてきま
した。さらに皮肉なことに、今述べた女性政治家たちの
多くが任命されたのは、本人の実力というよりは、彼女
たちの夫や父親が政治的な暗殺の犠牲者になったため、
国民の同情心を背景にその地位に就いたといえるのです。�
　スリランカの女性は教育の分野では前進を遂げました
が、それは女性の政治的地位の向上には、ほとんどプラ
スの影響を与えませんでした。この国では女性が総人口
の52％を占めているのに対して、女性議員の割合は国会
で6.5%、州議会で６％、市町村議会で２％と低い水準に
とどまっています。スリランカの政治においては、女性
は専業主婦、男性はリーダーというステレオタイプ化が
昔から定着しています。スリランカの『国家人間開発報
告書』の中で強調されているのは、若者たちが、女性が
指導者の立場につくことが難しく、ジェンダーによって
個人のアイデンティティーが決めつけられその行動力が
判断されてしまうという問題にいかに気づいていないか

という点です。このような偏見に直面すれば、最も有能
な女性であっても、女性にとって居心地のいい領域にと
どまり、大衆政治からは距離を置くことを選ぶでしょう。
　ここ数年、多くの女性団体が、国会における女性議員
の割合を25％に引き上げるよう求める第20次憲法改正の
政策提言に賛成する運動を展開してきました。しかし、
このようなクォータ制の導入を求める動きは、厳しい批
判にさらされてきました。国民を代表する議員として、
求められる職務を遂行できるだけの経験を十分に積んだ
女性がどれだけいるかを考えると、この割合は現実的で
はなく、もし人為的にこの割合を維持すれば、より適任
で経験も豊富な男性が著しく不利になる、というのが
クォータ制に批判的な人たちの主張です。さらに、議席
数や指名リスト上の数だけを確保しても、実際は必ずし
も女性候補が出馬して当選するとは限らない、という点
も指摘されています。また、このような差別的な制度は
侮辱的だと捉える女性も中にはいます。しかし、この
クォータ制が全ての問題を解決する万能薬とは言わない
までも、少なくとも第一歩として、政治分野における女
性の存在感が高まることは確かでしょう。また、あまり
人脈を持たない女性候補に対する選挙運動のための資金
提供から、一人でも選挙を戦えるような能力開発支援ま
でを含めた多面的な援助などのクォータ制以外のイニシ
アティブも提案されています。
　慢性的な女性議員の不足は、長年にわたりさまざまな
形で表面化しています。この国において、女性だけに関
わる問題への取り組みは、長い間放置されてきました。
ところが、内戦で多くの男性の命が奪われたため、その
直後は人口における従来の男女構成が崩れ、女性がステッ
プアップする機会がようやく訪れました。加えて、現在
のように学問における女性のエンパワーメントが進んだ
状況では、女性は間違いなく高い能力を持っています。
その裏付けとして、近年、国内の高等教育において、法
学と医学という重要な分野における女性の割合は、それ
ぞれ80％と50％に達しているデータがあります。
　女性議員の数を増やすことは、間違いなく政府の視野
の多角化を進めるでしょう。それが結果として、この国
における性差別全般の現状に挑むことにつながるのです。
女性政治家の増加は、グッド・ガバナンス（良い統治）
という概念にプラスに働くと思われます。そしてこれこ
そが、現政権が切り札にしているものです。この国の政
治が長い間成し遂げることができなかったこのグッド・
ガバナンスという非常に重要な取り組みに、女性がどれ
くらい良い影響を与えることができるのか。それは時が
経てば分かることです。

スリランカの政界における
女性議員の慢性的な不足

ニシャン・ウィジェトゥンゲ（スリランカ）

建築家であると同時に大学の教員・研究者。2007年から現在ま
では私立大学で外部講師として、また2014年から現在まで３年
間の任期で国立大学の上級講師として教鞭をとる。現在は英国
のリバプール大学建築学部の名誉特別研究員。
男女平等に対して強い信念を抱き、公務員として豊富なキャリ
アを積んできた母親の姿を見て育った背景や、ジェンダーによ
る偏見が蔓延する学会や専門職の分野における自身の役割や経
験を活かし、ジェンダーに関する問題の研究や著述を行っている。

Profile

地方議員選挙に出馬した女性候補者の演説会
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KFAWからSDGｓ達成を
世界中と課題や取り組みを共有しながら
GOAL5達成をめざします

1

「聞かせて！スウェーデン人のパパ
～北欧と日本の暮らし～」

日　時   2018年２月24日（土）14：00 ～ 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
内　容   概要説明「スウェーデンってどんな国！？」
 　北九州市立大学  地域創生学群　ESDプロモート実習学生
 講　演 ヨアキム・キタザワさん（イケア福岡新宮店）
 進行役 古野 陽一さん（NPO法人北九州子育ち・親育ちエンパワメントセンター Bee理事他）
参加者   55名

　スウェーデンは、一人一人が安心して暮らしていける
仕組みを作ってきた「社会福祉国家」です。特に子育て
制度は充実しており、世界最長の480日の有給育児休暇を
取得することができます。そのうちパパは最低３ヶ月の育
児休暇を取らなければいけません。教育に関しては、授
業料は小学校から大学までは無料です。移民が多いこと
もあり、多様性や自主性が尊重されています。また、ス
ウェーデン社会では、共働きが当たり前で、専業主婦の割
合はわずか２％です。労働時間短縮制度等の女性が無理な
く働ける環境が整っているため、結婚・出産をしてもほと
んどの女性は仕事に復帰します。その結果、男女平等や女
性の政界進出も世界のトップレベルとなっています。

　日本で子育てをしていて一番驚いたのは、病院に行く回
数が多いことです。スウェーデンでは、病院の数も少なく、
薬を服用することを好まないのであまり病院に行きません。
出産後も、母子の健康に問題なければすぐに家に帰されます。
　また、スウェーデンでは、育児休暇が終わる一歳半位
で保育園に子どもを預ける人が多いのですが、日本と違

「スウェーデンってどんな国！？」
北九州市立大学  地域創生学群  ESDプロモート実習学生

スウェーデン人のパパ  ヨアキム・キタザワさん

 進行役　子育てスペシャリスト  古野 陽一さん

講演

い、「保育園に入れない」という話は聞いたことはありま
せん。子どもがたくさん生まれた年には行政が人数に合
わせて保育園を開くからです。
　税金は、消費税だと０％～ 25%の４種類があり、必要
性のレベルによって税率が変わります。所得税も高く、
給料の33％が差し引かれます。年金や社会保険料は100%
企業の負担です。そのため、企業にとって適材でないと
なかなか採用されず、失業率も高いです。税負担が大き
く物価も高いから、夫婦二人で働かないとやっていけま
せん。平等に働いて、平等に家事をして、平等に子育て
しないと生活が成り立たないのです。
　働き方に関してですが、スウェーデンでは残業する人
はほとんどいません。残業をする人は、仕事ができない
と思われるからです。また、一つの会社に長くいること
はあまりなく、３～５年働いてスキルを身に付け、その
スキルを使って次の職場を探します。それによって給料
も上がります。仕事をする上で男女の差は全くありませ
ん。スウェーデン人は残業をほとんどせず、家事にもあ
まり時間をかけません。それも子どもと向き合う時間が
取れている一因かもしれません。

※本セミナーは、スウェーデン大使館巡回写真展「スウェーデンの
パパたち」（平成30年２月20日～27日）にあわせて開催されました。
多くの方々にご来場いただき、誠にありがとうございました。

国際理解セミナー

スウェーデンの国旗。青は
湖を、黄色は黄金または輝く
太陽を象徴しています。

学生によるプレゼンテーション

ヨアキム・キタザワさん（左）と古野 陽一さん（右）


