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いま、女性たちは
女子差別撤廃委員会と
ジェンダー平等

国連女子差別撤廃委員会委員、亜細亜大学教授

秋月 弘子

不平等や職務分離を撤廃するとともに、性別賃金格

2019年12月18日は、女子差別撤廃条約の採択40周

差を縮小すること、などを勧告しています。

年記念日でした。その記念すべき日の前日、とても
残念なニュースが飛び込んできました。世界経済
フォーラム（WEF）が発表した『ジェンダーギャッ

日本の評価が低すぎると思われるかもしれません

プ報告書2020』において、日本の順位が、対象国153

が、女子差別撤廃条約は第１条において、法令上の

カ国中で121位と、過去最低（2018年は144カ国中110

差別だけでなく、事実上の差別も禁止していること、

位）となったことが報じられたのです。言うまでも

そして、第２条において、公的機関によるジェンダー

なく、日本は主要７カ国（G7）で最下位です。

差別を禁止しているだけでなく、私人間におけるジェ
ンダー差別も禁止していることが、日本では十分に
理解されていないのではないでしょうか。

世界第３位の経済大国である日本は、平均寿命、
１人当たりGNI（国民総所得）
、就学年数などで測ら
れる人間開発指数では、189カ国中19位で、人間開発

ところで、ジェンダー平等の問題は男性には関係

高位国とされています。しかし、経済、教育、健康、

がない、あるいは、女性に有利な政策をとることは

政治の４分野における男女格差を分析したジェン

男性に対する逆差別である、という意見もあるかも

ダーギャップ指数では、日本は上記のとおり153カ国

しれません。しかし、女子差別撤廃条約第４条は、
「男

中121位となったのです。とくに、経済的参加および

女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定

機会については115位、政治的エンパワーメントにつ

的な特別措置をとることは、（男性に対する）差別と

いては144位、という低い評価になっています。

解してはならない」としています。したがって、事
実上のジェンダー平等が達成される日までは、男性

ジェンダー平等については、女子差別撤廃委員会

の理解も得ながら、女性に有利な暫定的特別措置を

（CEDAW）が各国内の女性の権利状況を審査する中

とることにより、事実上の平等を目指す必要がある
のです。

で、
持続可能な開発目標（SDGs）の目標５「ジェンダー
平等」の進捗状況の審査も行っています。そして、
審査後の総括所見の中で、SDGsを実施するプロセス

事実上のジェンダー平等を達成した国は、まだ世

全体を通じて女性を持続可能な開発の原動力として

界中に一つとしてありません。そして、世界中でジェ

とらえ、法令上および事実上のジェンダー平等を実

ンダー平等に対抗する動きも見られます。したがっ

現するための適切な政策と戦略を採用するよう、各

て、ジェンダー平等、そして、そのための女性のエ

国に強く求めています。

ンパワーメントは、日本だけでなく、世界が一丸と
なって取り組むべき課題なのです。

では、日本におけるジェンダー平等の達成度はど
のように評価されているのでしょうか。持続可能な
開発ソリューションズ・ネットワークの『持続可能
な開発報告書2019』によれば、日本のSDGs全体の達
成度は162カ国中15位で、それほど悪くないように見
えます。しかし、目標５に関する評価は、100点満点

Pro ﬁ le

で55点程度です。ほぼ100点満点の目標１「貧困」や
目標４「教育」などの目標に比べ、
目標５「ジェンダー

亜細亜大学国際関係学部教授、2019年１月より国連女
子差別撤廃委員会委員。
国際基督教大学大学院行政学研究科博士課程修了（学
術博士）
。国連開発計画（UNDP）プログラム・オフィ
サー、北九州市立大学講師・助教授、コロンビア大学大
学院国際公共政策研究科客員研究員などを経て、2002
年より現職。

平等」は非常に達成度が低く、また、その状況に変
化が見られないため、赤信号が灯される「残された
主要課題」と指摘されています。女子差別撤廃委員
会も、日本に対し、事実上のジェンダー平等の達成
を促進するために必要な戦略として、法定のクオー
タ制などの暫定的特別措置を検討すること、構造的
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誌上セミナー

SDGsが真に目指す世界と、それを実現する「要」としてのゴール５（後編）
Pro ﬁ le
1967年生まれ。1992年外務省入省、国連政策課、国連行政課、
緒方貞子氏の補佐官などを経て2005年退職。同年より約10年
間は国連の人間の安全保障ユニット課長、2014年よりデロイ
トトーマツコンサルティングの執行役員。2017年に独立し
SDGパートナーズを設立して現在同社代表取締役CEO。
SDGパートナーズ有限会社
代表取締役 CEO

田瀬 和夫

2020年が明けました。今年はオリンピックがやって来

の目標に間接的に結びついているように思えます。それ

ますし、SDGsは採択から５周年を迎えます。地方自治に

だけでなく、他の社会課題の結果としての目標５という

おいてもSDGsに対する取り組みが進み始め、中小企業

視点もあるように思われます。

でさえSDGsやESG投資に取り組まなければ優秀な人材
が採用できないという状況が生じ始めています。その意

この点、多くの研究機関が「日本の女性が労働市場に

味では、採択から５年が経とうとする今、日本において

正当に参画すれば、日本のGDPは次の20年で大幅に増加

SDGsは大いにその重要性を増していると言って過言で

するだろう」
という趣旨の報告を出しています。私自身も、

はないでしょう。

人口減少と地方における経済の停滞に立ち向かうために
は眠っている半分の国富、すなわち女性の能力が覚醒す
ることが、働き方改革やイノベーションを遥かに越えて

一方でその取り組みが十分であるかというと、心もと

この国にとって死活的な要素であると確信しています。

ない状況は引き続き継続しています。ことジェンダーに
関して言えば、昨年末に発表された世界経済フォーラム
のジェンダーギャップ指数において日本は121位という結

ただ、レバレッジ・ポイントとしての目標５を実現する

果となりました。特に女性の政治参加と経済への参加が

ためには、特に男性の従来の価値観を含めた社会全体の

目に見えて遅れています。本稿では、
SDGsの目標５
（ジェ

価値観が新しい時代に対応するように変わっていく必要

ンダー平等）が日本におけるSDGs全体の達成のための

があります。それをどのように起こしていくのがよいで
しょうか。現在企業の経営層に座っている世代の男性に

「要」であるという論理を展開します。

見られる強固なジェンダー・ステレオタイプを変容させ
ていくことは可能なのでしょうか。そのために私は二つ

SDGsを理解する上で最も見落とされがちなのは、
「す

のことを提言したいと思います。

べての目標はつながっている」という「リンケージ」の
視点です。企業のほとんどの統合報告書は自社事業と
SDGsの紐付け（マッピング）に終始し、自社の事業（ア

一つは若い世代から学び、また彼らを包摂していくこ

ウトプット）がどのような成果や悪を生み（アウトカム）
、

と、もう一つは、短期・中期・長期的な戦略を有機的に

社会の変化にどのように寄与しているか（インパクト）
、

組み合わせていくということです。いまの十代、二十代

という分析ができていません。一方で、例えば国連世界

の人たちはそれ以前の世代とは大きく異なる世界観、人

食糧計画（WFP）が貧困農村における学校給食提供を

生観を持っています。その中には2011年の東日本大震災

入り口としてコミュニティの貧困削減全体に寄与するよ

をはじめとする困難に直面し、克服してきた若者たちが

うに、
「要」となるSDGs目標が連鎖的に他のSDGs目標に

います。彼らの仕事に対する期待は何よりも「社会の役

影響を与える「SDGsドミノ」という考え方があり、これ

に立つこと」であるのです。こうした世代の女性と男性

が極めて重要であることは、政府も民間もNGOもよく知っ

の能力を完全に開花させる責任が私たちにはあります。

ておくべきであると思います。そしてこの「要」のこと

インセンティブとペナルティと教育という三つの要素を

を「レバレッジ・ポイント（てこの力点）
」と呼びます。

時間軸と統合していくことで、人々の振る舞いは徐々に
ですが変わっていきます。例えば日本における喫煙率の

日本でSDGsドミノ現象を起こし、さまざまな社会課題

低下はこうした措置が効果的に組み合わさった結果であ

に応えていくためのレバレッジ・ポイントの一つが目標５

り、ジェンダーについても同様なことが言えると私は考

であると私は確信しています。実際ジェンダー格差は、

えます。

健康（目標３）
、教育（目標４）
、働きがい（目標８）
、技
人が変わり、社会が変わるための要であるSDGs 目標

術革新（目標９）
、不平等の解消（目標10）
、平和（目標

５に引き続き取り組みたいと思っています。

16）などの直接の原因ともなっており、また他のすべて
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第30回

アジア女性会議−北九州

みんなでつくろう、未来
〜北京女性会議から25年を控えて
日 時

2019年10月19日（土）10：00 〜 16：30

場 所

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

大セミナールームほか

第30回アジア女性会議−北九州は、
「みんなでつくろう、未来〜北京女性会議から25年を控えて」をテー
マに開催しました。基調講演では、1995年の北京女性会議で議長を務めたフィリピンのパトリシア・リク
アナン氏に「我が心の北京」と題したテーマでお話ししていただきました。また、ブータンとインドネシ
アの海外通信員から現地報告がありました。午後のプログラムでは、
「働くということ」
「地球で生きる」
「未
来を考える」という３つのテーマで分科会を開催し、参加者を交えてディスカッションを行いました。

◆特別ゲスト
「北京+25」に向けて〜日本が達成したものと残された課題〜
内閣府男女共同参画局総務課企画官

吉田 真晃氏
「北京+25」を前にして過去５年間を振り返ると、日

北京会議には日本から約5,000人
が参加し、政府からも内閣官房長官
が男女共同参画担当大臣として参加

本では「女性活躍」と「働き方改革」が大きく進みまし
た。一方、女性のリーダーシップ、女性活躍、暴力、男
性の育児家事参加には課題があります。SDGsの中でも
ジェンダー平等は、すべての目標を達成するための横断
的な重要テーマと位置付けられていますので、しっかり
進めていきたいと考えています。

しました。北京宣言及び行動綱領が
世界の男女共同参画のゴールとな
り、
わが国では1996年に男女共同参画社会基本法ができ、
2001年には男女共同参画局が設置されました。

◆基調講演
「我が心の北京」〜北京への、そして北京からの長く曲がりくねったでこぼこの道〜
フィリピン/元国連女性の地位委員会議長・前高等教育委員長（高等教育大臣）
北京女性会議が
達成した最も重要
なことは、次の新
たな境地を開拓し

連会議で、参加者はおよそ５万人に達しました。交渉過
程で、人権、資源、リプロダクティブ・ヘルス（生殖に
関する健康）や性的指向（最終的にドロップ）など論争
になった課題がありました。最終的にほとんどの課題で
合意に達し、全会一致で北京行動綱領を採択しました。
この会議の後、教育分野でのジェンダー平等、妊産婦
死亡率の低下、DV防止法の制定、女性の地位向上のた
めの国内機構の設置、児童婚や強制婚の減少が進みまし

たことです。
１）女性に対す
る暴力を個人・家
庭内の問題から公
的問題に高めたこ
と。
２）女性の無報

た。ただしいまだ貧困層の多くは女性が占め、高収入で
良い仕事に就く女性や女性議員の割合は低く、女性の人
権擁護者に対する攻撃も増加しています。メディアは今

酬労働を評価し、国民経済計算に反映させる方法を求め
たこと。
３）女性の権利は人権であると再確認し、性的権利を
人権として取り入れたこと。
４）女児の権利を確認し、差別問題に取り組み、あら
ゆる形態の虐待や搾取からの保護を求めたこと。
５）移住女性に加えて、女性移住労働者を社会的弱者
として認め権利を保障したこと。
北京女性会議は、これまでに開催された最大規模の国
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パトリシア・リクアナン氏

でも男性中心で、女性は気候変動による悪影響をより大
きく受けています。
「北京+25」を前に、従来の女性運
動は古びれ、後を引き継ぐ若いフェミニストの参加を必
要としています。女性の課題の優先順位は低く、フェミ
ニストへの反発で女性嫌いや性差別が引き起こされてい
ます。しかし北京会議当時にはなかった情報通信技術が
女性運動のグループ同士を結び付けるツールとなり、グ
ループの枠を超えた活動は広がり、世代を超えたフェミ
ニズムは新たな思考や行動方法をもたらしています。
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◆KFAW海外通信員による現地報告

※WEB会議システムを使用した
現地からの参加

ブータン国営放送局アンカー、第28期海外通信員
ブータンの社会では女性の能力を常に
下に見て、女性は男性が決めたことをす
べて受け入れていました。しかし今は
教育のおかげで不平等の障壁は取り払われてきていま
す。1998年に男女は平等であるとした国王令が発布され、

チョエク氏

し、初の女性大臣が誕生しました。女性が教育を受け、女
性のエンパワーメントのためのネットワークができたこと
で女性の地方政治参加が増えました。ブータンは発展途
上で資源の乏しい本当に小さな国ですが、ジェンダー平等
に関しては多くのことを達成しています。

2008年に100年続いた君主制から議会制民主主義に移行
インドネシア

ジェンダー専門家、第24・27期海外通信員

インドネシアの最も深刻な問題はジェンダーに基づく暴
力です。2018年には「女性に対する暴力国家委員会」が
設立されましたが、同年、レイプや性暴力に関して40万件
以上の被害が報告され、加害者の90%は男性でした。イン
ドネシアは性暴力に関する特定の法律がなく、刑法にはレ
イプや強姦についての明確な定義がありません。2015年に

マリスナ・ユリアンティ氏

女性活動家、学者やジェンダー専門家は
議会に性暴力撤廃法案を提出し2016年か
ら審議は始まりましたが、通過する兆し
はありません。この法案はイスラム教の教えに背くと
され政府は対立を恐れています。私たちは活動家としてこ
の問題への戦いを続けています。

◆分科会
◆第１分科会

「働くということ」
モデレーター

北九州市立大学法学部 教授 田村 慶子氏

専門家

KFAW理事長 堀内 光子

発表者

日本BPW北九州クラブ 会長 徳永 康子氏、
山九株式会社 プラント事業部プラント事業統括部 能力開発グループマネージャー 古賀 芳美氏、
地球交遊クラブ／北九州国際交流団体ネットワーク
（キーネット） 会長 服部 祐充子氏

専門家から自分にとって「働くこと」とは何かという問
いかけがあり、まず日本BPW北九州クラブの会長の徳永
康子氏は、働く女性の地位向上を目的とした長年の活動や

発表しました。地球交遊クラブの服部祐充子氏は、自身の
出会いや体験をきっかけにした人と人を繋ぐボランティア
活動について発表しました。最後に女性と少女のエンパ

イコール・ペイ・デイのキャンペーンについて紹介しました。
山九株式会社の古賀芳美氏は、男性中心だった職場で全
社員の意識改革を行い、女性社員数を増やし、また女性
の職域を拡大したことで女性活躍を推進したとの報告を行

ワーメントという視点で、北九州市男女共同参画センター・
ムーブにおける事業が紹介されました。
その後、日本BPW北九州クラブの30年の活動を通した
女性の労働者の変化や若い方の活動参加、AIやロボット

いました。そして育児制度、
介護制度を男女問わず利用し、
無償労働に関しても意識を変えていかなければならないと

による労働力の代替など幅広いテーマで話し合いが行われ
ました。

◆第２分科会

「地球で生きる」
モデレーター

北九州市立大学 特任教授 近藤 倫明氏

専門家

JAWW（日本女性監視機構）副代表 織田 由紀子氏

発表者

北九州市食生活改善推進員協議会 八幡東区会長 長尾 由起子氏、
青い地球の会ブルーアース 代表 後藤 加奈子氏、若松秋桜会 代表 久永 恵美子氏、
エコネクトプロジェクト北九州市立霧丘中学校 特別支援学級

まず専門家の織田由紀子氏より、地球の危機的な状況

ました。若松秋桜会の久永恵美子氏は、子供たちの幸せ

を知り、自らが変革の当事者となること、そして開発や
環境問題の決定に女性も男性と同じように参加すること
が大事であることの考え方が示されました。北九州市食
生活改善推進員協議会の長尾由起子氏は、
「食」を通じた
活動と、飢餓や食品ロスの問題について紹介しました。
青い地球の会の後藤加奈子氏は、トイレにまつわるジェ
ンダーの問題を取り上げ、誰もが笑顔になれるトイレを

を願い「身近なことからできることから」をテーマにコス
モスの花壇作りから環境ボランティアに発展した活動に
ついて紹介しました。最後に北九州市立霧丘中学校特別
支援学級の生徒からは、苦手なことが多く人に助けても
らうことが多いが、それでも誰かや社会のために力にな
りたいと思い、エコをテーマに人とつながるさまざまな活
動をしていることや、誰もが住みやすい社会を作るため

考えることで幸せに暮らせる社会を目指したいと発表し

には相手を思いやることが大切との発表がありました。
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◆分科会
◆第３分科会

「未来を考える」（ユース対象）
モデレーター

西日本新聞社グループ経営委員会兼経営企画局 甲木 正子氏

専門家

パトリシア・リクアナン氏

発表者

粂井塾 塾長 慶應義塾志木高等学校３年 粂井 龍三氏、
自由ヶ丘高等学校２年生、北九州市立大学ESDプロモート実習、
下関市立大学 宮崎 純氏

専門家のパトリシア・リクアナン氏は、ジェンダー平等
や女性のエンパワーメントのためにできる具体的なことに
ついて各発表者に問いかけました。下関市立大学生の宮
崎純氏は、世界中の人が心から安心して笑顔で過ごせる
世界にするには、
「知る」
「考える」
「行動する」という３

そして男女格差については未来を担う若者や学生の視点
を取り入れた取り組みをしていきたいとまとめました。慶
應義塾志木高等学校の粂井龍三氏は、家事の大切さを子
どもに伝える粂井塾の活動を紹介し、幼少期から家事をす
ることで非認知能力（自己肯定感や行動力、思いやりなど

要素が大切で、女性だからと可能性を閉ざさず、何事にも
挑戦しやすい社会をつくるべきだと答えました。自由ヶ丘
高校生は、世界の行政官との交流などを通して、固定概
念や偏見をなくすための話し合いや小さい頃からジェン
ダーに関して学ぶ機会が必要であると発表しました。北九
州市立大学生は、理想的な世界をつくるために世界の現状

人としてとても大事な要素のこと）が向上し、
家庭内のジェ
ンダー問題が解決できると話しました。そして、家事をす
ることで男女平等が当たり前の社会を作り、将来の日本を
明るくしていきたいと発言しました。
パトリシア・リクアナン氏は最後に、世代をつないで一
緒に問題を解決していくことが重要で、男女は相対するも

を知ってもらうイベントなどの活動について報告しまし
た。LGBTに関しては無関心を関心に変えるような活動を、

のではなく、一緒に地球を良くする仲間同士であるとまと
めました。

2019/20年度

KFAW客員研究員および研究テーマ紹介

KFAWでは、大学や研究機関の研究者を対象に毎年客員研究員を公募し、ジェンダーや女性に関するさまざまなテーマで
調査・研究を行っています。今年度決定した研究員は２組で、以下のテーマで、２年間調査研究を行います。

開発・発展における家族の変容：
国際比較に向けた基礎的研究

地方公共団体による
パートナーシップ制度の現状と今後

開発コンサルタント

鹿児島大学法文学部法経社会学科 教授

福岡県立大学准教授

蜂須賀 真由美
佐野 麻由子

鹿児島大学法文学部法経社会学科 准教授

家族は経済的、情緒的側面で個人の福祉（well-being）

原田 いづみ
大野 友也

地方公共団体によるパートナーシップ制度は、同性

を担保する役割を持つことが期待される一方で、今日、

婚を望むカップルに対し、婚姻の自由の保障、平等取

家族構造の変容によりそれが果たせない状況が生じて

扱いの原則などの憲法上の要請を、不完全ながらも可

いる。また、
家族は個人の福祉を担保する一方で、
個人、

能な限りで実現しようとする制度であり、
意義を有する。

特に女性の自由を制限するものとして、批判的に考察

本研究では、現在制定されている各地方公共団体の

されてもいる。家族構造が変容する中で、個人の福祉

パートナーシップ制度の内容、制定形式、効果、運用

をどのように担保することができるのか。また、家族

状況及び他の

内の不平等を解消し、女性の自由をどのように担保し

行政サービス

ていく必要があるのか。

においてパー

本研究では、個人の福祉のあり方を定義したうえで、

トナーシップ

家族政策の世界的な転換とも言える1993年前後の、特

の制度がどの

に開発政策における家族支援のあり方を社会学、開発

ように活かさ

学の視点から整理し、実際の家族関係の変容との対応

れているのか

関係を考察することで、国内外における、より効果的

を調査し、同

な家族支援のあり方を検討する。

制度の意義と
限界を明らか
にする。
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第63回

国連女性の地位委員会（CSW63）帰国報告会

日 時

2019年６月13日（木） 18：30 〜 20：00

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

報告者

堀内 光子（KFAW理事長）
、木下 彰子さん（国際ゾンタ26地区ガバナー）

参加者

47名

KFAW理事長 堀内 光子の報告
CSW63の優先テーマは、
「ジェンダー平等及び女性・少
女のエンパワーメントのための社会保護、公共サービス並
びに持続可能なインフラへのアクセス」でした。社会保護
とは、先進国では「社会保障」とほぼ同じですが、開発途
上国では制度の未整備などにより充分なアクセスができず

事項として、①アンペイド
ワーク（無報酬の家事労
働など）の価値の認識と削
減及び再配分、②公共サー
ビスへのアクセス障害の改善（安全で手頃な価格の飲み

弱者が貧困に陥ることに対する支援という側面もありま
す。CSW63の合意結論は、①規範的・法的・政策的枠組
みの強化、②女性・少女の社会保護へのアクセスの強化、
③女性・少女のための公共サービスのためのアクセス強化、
④女性・少女のためのインフラ強化、⑤資源動員、女性の
参加強化及びエビデンスの改善の５つでした。また、提案

水の提供など）
、③政策対話や決定への女性の参加促進、
④暴力に対する不処罰の終結などが示されました。
2020年に開催されるCSW64の主要議題は、
「北京行動綱
領」が採択された第４回世界女性会議から25年を迎えて
の「北京＋25（北京会議から25年）
」です。ぜひ関心を寄
せていただけたらと思います。

国際ゾンタ26地区ガバナー 木下 彰子さんの報告
国際ゾンタは、設立以来
100年以上の歴史を持ち世界

CSW63に集まった人数は、昨年の２倍近くの約9,000人で
オープニングセレモニーが開催された国連本会議場に入場

中に約1,200のクラブがあり
ます。
「ジェンダー平等と人
権を妨げている現実を全体的に変革すること」を目標に、

することさえ困難な状態でした。CSW63で国際ゾンタは、
①少女たちが教育・保健サービスを受けられるような世界
にするために（ユニセフと共催）
、②アメリカとインドにお
ける児童婚を終結させるために、③思春期の少女達が児
童婚に対して「NO」と言えるための仕組みづくり（ユニ
セフ/国連人口基金と共催）の３つのパラレルイベントを
実施しました。
これからも国際ゾンタは、さまざまな活動を展開し、そ
の活動を次の世代に引き継いでいきます。

すべての女性が教育、医療、法、経済的資源にアクセス
でき、女性に対する暴力が世界からなくなる日まで活動を
続けます。今期２年間の最大の目標は「児童婚を終結させ
ること」です。
今回、国際ゾンタからの参加者は17カ国、110人で、26
地区（日本地区）からは私を含め９名が参加しました。

2019年度KFAWアジア研究者ネットワークセミナー活動報告

第４回世界女性会議（北京）がもたらしたもの
日 時

2019年９月19日（木）13：30 〜 15：00

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

報告者

堀内 光子（KFAW理事長）

国連世界女性会議は、1975年第１回（メキシコ）
、1980年
第２回（コペンハーゲン）
、1985年第３回（ナイロビ）
、1995

使われることがあったので、大きな問題になりました。
三つめが、ジェンダーの主流化です。ジェンダーの問題

年第４回（北京）と行われました。今年2020年は、北京会
議から25年と、記念すべき年に当たります。
世界女性会議は、平等、開発、平和の三つが大きな目標
になっています。北京会議は、四つの大きな意義がありま
した。一つめは、
初めて「ジェンダー」という言葉が使われ、
女性問題からジェンダー問題すなわち男女の問題として取

というのは、すべての分野に関わっており、女性があらゆ
る分野に参画することが大切だと思います。SDGsでは、目
標５が「ジェンダー平等とエンパワーメント」ですが、貧困
や教育、福祉、気候、環境などほかの目標も、ジェンダー
平等なしには実現しないのです。
四つめが、
エンパワーメントです。エンパワーメントとは、

り上げられたことです。
二つめが、再び女性の人権に焦点が当てられ、リプロダ
クティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）
と女性に対する暴力が、国連の問題になったことです。北
京会議の直前にバルカン半島の紛争で女性が民族浄化策と
いう名のもとにレイプされるというように戦争の道具として

女性自身が力をつけること、そのためのいろいろな政策・
環境整備が必要だと思います。北京会議で、エンパワーメ
ントが出てきたのは、大変大きなことだと思います。
今年は、北京+25（北京会議から25年）ということで、世
界的にジェンダー平等、女性・少女のエンパワーメントの
取り組みが、大変盛り上がる年だと思います。
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JICA
「行政官のためのジェンダー主流化政策2019」
（第１回）
研修員は国別に分けられたグループに合流し、自分の
国について紹介した後、生徒たちからジェンダーに関
するさまざまな質問に受け答えしながら交流を深めま
した。マラウィの研修員から「日本の学校では幼稚園
から高校に至るまで、ジェンダーやSDGsがカリキュラ
ムに入れられているという点が大変素晴らしい。自分
の国でも同じようなことがしたい。
」とのコメントがあ
りました。
このような市民との交流会への参加は、研修員だけ
でなく、参加者もジェンダーへの理解を深めることが
「行政官のためのジェンダー主流化政策」研修は、よ

できます。KFAWでは１カ月間の研修期間が研修員に

り横断的に各国のジェンダー主流化を推進するために、

とって有意義なものとなるようサポートを行っていま

今年度から男女共同参画を推進する省庁・組織、そし

す。

てその他の行政機関から各１名ずつが参加するペア研
修を行います。
2019年度第１回目の研修は、６月12日（水）から７
月10日（水）までの日程で開催され、アフガニスタン、
コソボ、パキスタン、マラウィ、ブータン、カンボジ
アの６カ国９名の研修員が参加しました。
７月４日（木）には北九州市長を表敬訪問し、市の
SDGs推進状況について講義を受けました。また、５日
（金）は、自由ケ丘高等学校でジェンダーについて学ぶ
高校生（２年生、約50人）との交流会に参加しました。

（公財）アジア女性交流・研究フォーラムでは、アジア・太平洋地域を中心とした海外との幅広いネットワーク

を形成するために、1991年から海外通信員制度を設けています。これまでの通信員は42カ国延べ308人となり、
今期は４カ国４名の皆さんに通信員をお願いすることとなりました。このネットワークを通して、各国から最新

の情報をお伝えします。各通信員の詳しい紹介はホームページ（http://www.kfaw.or.jp/correspondents/）
からご覧になれます。

KFAW第29期海外通信員
バングラデシュ

スリランカ

サキア・ハク

ディシャーニ・セナラトネ

さん

医師、
バングラデシュ・トラベレッツ代表

プロジェクト責任者、
作家、研究者

パキスタン

ネパール

シャバーナ・マーフーズ

スシミタ・マナンダール

さん

フリージャーナリスト
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頭上の屋根：スリランカの自由貿易地域（FTZ）
における女性労働者の宿泊施設のニーズ

民族と宗教を尊重する価値観を教え込むために
子供向けの話を３か国語で出版する非営利組織
執筆する鳩（Writing Doves） プロジェクト責
任者。以前は、スリランカの州立大学で英語を
教えていた。スリランカのパラデニア大学で英語
学士号を、ケラニア大学で言語学修士号を取得。
詩人、短編小説作家であり、出版経験もある。

ディシャーニ・セナラトネ（スリランカ）
当初は輸出加工区（EPZ）として知られたスリランカ

働者は、狭い

初 の 自 由 貿 易 区（FTZ） が、1978年 に カ ト ゥ ナ ヤ ケ

部屋に住むし

（Katunayake）に設立されました。そして、当時のジャ

かありませ

ヤワルダナ政権が海外の投資家に対しさまざまな優遇措

ん。言い換え

置を提供したことにより、
その後、
ビヤガマ（Biyagama）、

れば、目標さ

コガラ（Koggala）
、ミリガマ（Mirigama）
、マルワッテ

え達成すれば

（Malwatte）
、ワスピティワラ（Wathupitiwala）などの

彼女たちは

他の地域にもFTZが設立されました。設立以来、FTZで

きっと故郷に

事業を展開する企業は圧倒的にアパレル輸出業者が多く、

戻るだろうと

手袋や宝飾品などの製造へ多様化が進む傾向にあります。

いう一般的な
人々の意識

FTZで働く人々は主に雇用を求めて大都市に移住して

この部屋に住む縫製工場の用務係

きた女性たちです。彼女たちの多くが最低限の教育しか

が、仕事で頑張ろうとする彼女たちの意欲をそいでいる

受けておらず、資格もほとんど持っていません。彼女た

のです。

ちの関心事は、ダウリー（婚姻において女性側から男性

経済へ多大な貢献をしているにもかかわらず、皮肉に

側に贈与される持参金）や家の建設、家族や兄弟姉妹へ

も彼女たちはjuki keli（ジュキケリ：衣類業界の労働者へ

の財政援助のために貯蓄をするといった短期的な個人の

の蔑称）というレッテルを貼られています。2003年、縫

目標の達成です。政府軍とタミル・イーラム解放の虎

製工場の女性労働者をたたえる６曲の歌が、FTZで働く

（LTTE）との内戦が2009年に終結したことにより、北部

名もなき英雄たちの応援ソングとして、アパレル協同組

や東部からFTZに出稼ぎに来るタミル人女性の数が飛躍

合フォーラム（JAAF）からリリースされました。女性

的に増加しました。そこでは多くの企業が食事だけでな

労働者が社会的に悪いイメージを持たれているのは、縫

く、交通手段なども割引料金で従業員に提供しています

製工場の不満足な労働条件にその一因があるようです。

が、それでもなお、周辺地域に急ピッチで建設された窮

女性労働者が比較的従順であることにつけ込み、多くの

屈な宿泊所は、FTZで働く労働者の悲惨な生活について

雇用主が非現実的な「
（週の生産高の）目標」を達成せよ

多くを物語っています。

と圧力をかけていると言われています。

適切で手頃な価格で宿泊施設を利用できることは基本

女性と児童省は、あらゆるレベルの女性にとってより

的な人権として認められています。しかし、FTZで働く

良い職場環境を創出するという大きな役割を担っていま

女性労働者の宿泊所に対するニーズは、企業からも投資

す。言うまでもなく、手頃な価格の宿泊所を提供すると

委員会（BOI：FTZを監督する政府の最高機関）からも

いう解決策が、従業員の満足度を上げる最初の一歩です。

ほとんど無視されています。プライバシーが十分に保た

資格なども持たないFTZの女性労働者たちの権利を無視

れていない個人経営の安普請の下宿では、当然、女性は

することは、まだ国内でも国際的にも解決されていない

セクハラや暴行を受けやすくなります。また、
いわゆる「下

ガラスの天井問題を悪化させることになります。
就任から１カ月を経たスリランカのゴーターバヤ・ラー

宿のおばさん」（地主に雇われている目付け役的な女性）
が運営するこのような宿泊所では、劣悪な衛生環境によ

ジャパクサ大統領は、経済成長と国家安全保障の確保と

り女性が病気になるケースも見られます。毎月の電気代

いう誓約を繰り返し訴えています。これを背景に政府は、

を節約するた

働く女性に関連する問題よりも、
「より広い経済的、社会

め石油ストー

的問題」に焦点を当てていくことになるでしょう。国の

ブで調理する

農村部に衣料品工場を建てるだけでは、女性を労働力と

人もおり、自

して惹きつけ引き止めておくことはできません。 政策立

身の健康をリ

案者が女性の労働力参入に影響を与えている要因を理解

スクにさらし

しない限り、スリランカが「エシカルファッション（倫

ています。悲

理的ファッション）
」業界の中心的存在になるという夢は

しいことです

叶わないでしょう。

が、法外な毎
月の家賃を払
カトゥナヤケ（Katunayake）の下宿

えない女性労
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パキスタン女性が
変化の車輪を回す

報道ジャーナリズムの経験を持つフリージャーナリ
スト。金融を中心とした経営学士を有する。教育
分野の経験もあり、幼児教育の研究をしたこともあ
る。現在は、ジャーナリズムに関する研修やワーク
ショップに従事するかたわら、女性、社会、宗教や
歴史に関する問題について地方紙、雑誌、外国の
出版物に原稿、コラムや特集記事を寄稿している。

シャバーナ・マーフーズ（パキスタン）
パキスタン第２の都市ラホールでは、まだそう頻繁ではありま

約80年前の独立以来、パキスタン女性は自動車の運転が許可

せんが、街角で女性のオートバイライダーを見かけることが徐々

されています。これは、アフガニスタンやその他のイスラム教徒

に普通の光景となりつつあります。先進国はもちろん、近隣諸国

が過半数を占める国とは異なっており、サウジアラビアも最近ま

の人々にとっても、この光景は珍しくないことだと思いますが、

でそのような状況でした（パキスタンは人口の95％以上がイスラ

伝統に縛られたパキスタンでは、これは大きな成果へ近づいてい

ム教徒であり、公式にはイスラム共和国です）
。車は女性にとっ

る兆しです。

て安全な「カバー」の役割を果たし、詮索好きな人の目や手から
女性を守っています。一方、オートバイは多くの場合、女性が運

パキスタンの女性にとって多くの不平等があります。
ジェンダー

転するのは不適切、恥ずべき行為、または危険であると考えられ

に基づく暴力に反対する世界的な16日間の「UNiTE女性に対す

ています。オートバイは女学生でも簡単に運転を学べ、通学や通

る暴力撤廃キャンペーン」の議論やイベントでも明らかであった

勤に便利に利用できますが、
その多くが、
路上で人目にさらされる、

ように、女性に対する虐待や暴力は依然として大きな問題です。

ハラスメントや事故に遭いやすいと今でも感じています。

街角や職場、ネット上でのハラスメントもまん延しています。伝
統に従い、女性の教育、結婚、仕事などに関する多くのことが、

このような誤解や懸念を拭い去ることが、
「運転する女性たち

家族内の他の誰かによって決められています。人口が急成長し

（Women on Wheels）
」運動を始めた民間組織、スーフィー財団

人があふれている都市では、十分な交通手段が発達しておらず、

（Suﬁ Foundation）
の目的でした。
2019年も終わりに近づいた現在、

安全も確保されていないため、公共交通機関で単独移動しよう

この財団は国内最大の都市であるカラチでこの運動を始め、女性

とする女性にとって、交通手段の確保が大きなハードルになって

がより移動しやすくなるように補助金付きのオートバイの提供を

います。

開始しました。また、女性ドライバーへの交通安全教育と訓練の
実施、および女性ドライバー間のネットワークづくりなども目指し
ています。

パキスタンの主要都市の中でも、特にカラチ、ラホール、クエッ
タ、ペシャワールなどでは、公共交通手段は驚くほど少ない状況
です。ラホールでは長年にわたって高速道路、高架道路、地下

このプロジェクトで、すでにパンジャブ州の3,500人の女性が

道などのネットワークが複雑に発達してきましたが、その一方、

オートバイの運転訓練を受け、オートバイが40パーセントの値引

公共交通手段はわずかなバスと非常に本数の少ない都市間鉄道

き価格で提供されました。さらに１万人の女性に運転訓練を実施

ネットワークだけしかありません。この大きな落差を、
リキシャ（パ

することを目標としています。このプロジェクトは、女性のエン

キスタンの三輪自動車）
、タクシー、そして現在一般的に使われ

パワーメントのための素晴らしい活動として歓迎されており、言

るようになったライドヘイリング・サービス（アプリ等を使った配

うまでもなく、女性から圧倒的な支持を得ています。

車サービス）といった民間部門が埋めており、自家用車を所有し
パキスタンでは女性が人口の49％を占めていますが、その多く

ている人の割合もかなり高くなっています。

が日々の活動において男性を頼っています。一人で移動できる能
働く女性や女学生には、単独移動が悪夢のような体験になる

力と利便性、そして何よりもそこにある自由を得ることは、単な

こともあります。混雑したバスの乗車口を通り抜ける際には、見

る交通機関の問題の解決にはとどまりません。これは、これまで

知らぬ男性がわざとぶつかってきたり、意味ありげに軽くなでて

閉ざされていた他の多くの選択肢への扉を開くものです。移動の

きたりすることが多々あります。セクハラ的な野次も珍しくありま

安全性や交通手段の確保が唯一のハードルであった場合、また

せん。また、人けのない道を歩くと、見知らぬ人にいたずらに付

はそれが熱意のある女性の学歴やキャリアの向上の妨げとなって

きまとわれたりするリスクも高く、さらに悪い場合は性的ハラスメ

いた場合など、その障害が取り除かれることで、パキスタンの若

ントを受けることもあります。そうでなくても、タクシー運転手が

い女性が得られるチャンスは今後いっきに増えるでしょう。車輪

若い女性の利用客に対して法外な値を吹っかけるということもよ

は回り始めたのです。

く知られています。
こんな状況では、パキスタン女性は家族を頼るか、そうでなけ
れば自分の車を運転するしかありません。その中で、オートバイ
は低コストでスペースもとらないため比較的容易な選択肢なので
すが、ここでもまた「伝統」が立ちはだかるのです。
Copyright: dailytimes.com.pk
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ある少女の未解決事件

国レベルから草の根レベルで女性たちと関わ
り、数多くのワークショップ、研修、指導者の
ための研修、政党の女性議員のためのセミナー
などを企画、実施し、女性のエンパワーメント
を支援してきた。2017年からは、デンマーク
政党・民主主義研究所（DIPD）と健康管理サー
ビス
（MSH）
のフリーコンサルタントとして活動。

スシミタ・マナンダール（ネパール）
2018年７月26日、ネパール西端に位置するカンチャン

そのうち、法務長官室の年次報告書に記載される有罪判

プル郡に住む13歳の少女ニルマラ・パントは、宿題をす

決を受けたのは885人のみでした。この有罪判決率の低さ

るため自転車に乗って友人の家に行きました。しかし、

が転じて犯罪の増加につながっているのではないかと警

その中学生のニルマラが帰宅することは永遠にありませ

察は述べています。

んでした。日雇い労働者である彼女の両親は警察に行き
権利団体が実施した調査は、
「女性と子供に対する暴力」

娘の捜索を依頼しましたが、警察はそれを軽視しました。
そして翌日７月27日にニルマラの遺体がサトウキビ畑で

がネパールの安全保障における主要な問題の１つである

発見されたのです。彼女はレイプされ、残酷にも殺害さ

と示しています。そのため、国家人権委員会は、女性に

れていました。カンチャンプル郡で始まった抗議活動は

対する暴力（VAW）を最小限に抑え、人権を擁護するた

全国に広がり、人々は警察の過失に対する措置と加害者

め、ネパール警察の役割を監視しています。しかし、ニ

の逮捕を求めました。さらに、警察官が非倫理的な行為

ルマラ・パントの事件はまだ解決していません。ニルマ

に関与しており、この残忍なレイプ殺人の容疑者である

ラのような被害者は多くいるのに、その事件は報告され

ことがわかりました。ソーシャルメディアで拡散された

ず、世界が彼女たちの人生やその死を知ることはありま

犯罪現場の録画ビデオに、警察官がニルマラのズボンを

せん。ここ最近、人々はレイプ犯に対し極刑を求めてい

洗って彼女の身体を覆うのが映っていたのです。地区管

ますが、ネパール政府は1990年に死刑を廃止しています。

理事務所は、人々の高まる抗議活動の騒乱を抑えるため

ネパール政府は法の抜け道をふさぎ、被害者に対するセー

に無期限の夜間外出禁止令を発令しましたが、警察の発

フティネットを提供できるように法律を改定する必要が

砲により14歳の少年が死亡、さらに５人の成人が負傷する

あります。もし、ネパールで極刑を復活させるべきかど

事態を招きました。ニルマラへの正義
（#JusticeForNirmala）

うかの議論が行われるとしたら、ネパールの女性は満場

を求めたこの全国的な抗議活動は中央政府まで波及し、

一致でそれを支持するでしょう。しかし、その決定は意

人々は加害者に対する措置を要求しました。地元の人は、

思決定の立場にある封建主義的人物の手にゆだねられて

２人の「要人」が関与している証拠が見つかったため、

います。おそらくその決定は女性にとって好ましいもの

警察は事件の調査に消極的だったのではないかと話して

ではないでしょう。

います。高等調査委員会が設置され、国家人権委員会の
中央調査局も調査を行いましたが、加害者の特定や逮捕
にはほど遠い状況でした。さらに、情報通信大臣が、５
つの国営メディアすべての編集者を個人的に召喚し、ニ
ルマラのレイプ殺人事件に関連するニュースを公開しな
いよう指示までしていたのです。
最近、ネパール内において、特にタライ地域ではレイ
プ事件がかなり増加しています。なぜなら、加害者は無
罪放免で得しただけになることが多いからです。これら
のケースのほとんどが、被害者側にきせられた社会的汚
名や当局の怠慢などにより未解決のままになっています。
被害者は強姦者との結婚を強要されるか、和解を強制さ

写真：Bikash Rai

れるか、場合によっては地元の有力者の力で訴訟を取り
下げられることもあります。今ネパールでは毎日５件の
レイプ事件が報告されています
（ネパール警察のデータ）。
ネパール憲法は性暴力の加害者に対して最高刑を課し
ています。しかし、レイプの報告件数は増加するのに、
有罪判決が出る確率は低いままです。2016/17年にネパー
ル警察は1,138件のレイプ事件を記録し、1,440人の容疑者
に対する告訴状を該当する地方裁判所に提出しました。
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KFAW高校生キャリア形成
プログラム①

2019年度 自由ケ丘高校キャリア形成プログラム
「ジェンダー学習」

自由ケ丘高校の２年生は総合学習の時間で「環境」
「食品ロス」
「ジェンダー」の３チームに分かれ、SDGsを学
習しました。今年度のKFAW高校生キャリア形成プログラムでは、男子20名、女子32名の合計52名からなるジェ
ンダーチームの学習サポートを行いました。

JICA「行政官のためのジェンダー主流化政策」研修員との交流会

「SDGs 〜メディアとジェンダー」

日 時

2019年７月５日（金）13：50 〜 15：40

日 時

2019年７月24日（水）14：00 〜 17：00

場 所

自由ケ丘高校

場 所

自由ケ丘高校

参加者

自由ケ丘高校２年生 ジェンダーチーム 52名
JICA「行政官のためのジェンダー主流化政策」研修生

講 師

西日本新聞社 グループ経営委員会 甲木 正子

参加者

自由ケ丘高校２年生

（アフガニスタン・カンボジア・コソボ・パキスタン・ブータン・マラウィ、６カ国９名）

国別に分かれた高校生のグ
ループにJICAの研修員が加わ
り自国の紹介をした後、生徒たちは事前
に準備したジェンダーに関する質問を直
接研修員に問いかけ、研修員が答えてい
きました。生徒たちは、法律があっても守られなければ男女平等は
実現できないこと、国の文化、習慣、宗教が差別を助長している状
況、自分が考えていた以上に他の国では女性が政治に参加してい
ること、日本も外国もジェンダーに関する問題は似ていることなど
を学びました。事前にネットや本で学習していたものの、実際にそ
の国の人と会って話をすると理解がより深まったようです。
内 容

KFAW高校生キャリア形成
プログラム②

ジェンダーチーム

44名

新聞記者として活躍された
西日本新聞社の甲木正子さん
を講師に迎え、新聞などのメディアや
SNSを教材として、ジェンダー問題を考
える講義とグループワークを行いました。
西日本新聞ができるまでのイラスト記事や実際の新聞記事を取り上
げ、メディアの世界の作り手はいまだに男性が多く、女性、男性は
こうあるべきという固定観念が根強く残っていることが紹介されま
した。最後に甲木さんから、日常に潜む差別や偏見に気づくために
は、さまざまな問題に関心を持ち、情報をうのみにせず、自分で考
えていくことが必要であるとのコメントがありました。
内 容

気ままにセミナー「Let s think 人生すごろく」
＆「大切にしよう、自分のこと」

日 時

2019年８月18日（日） 14：00 〜 16：30

主 催

場 所

八幡西生涯学習総合センター

企画・運営

講 師

眞鍋 和博さん（北九州市立大学教授）
黒瀬まり子さん（臨床心理士）

大会議室

第１部：「Letʼs think 人生すごろく」
北九州市立大学地域創生学群の学生が企画・運営を行い、
ゲームを通じて高校生が大学生と一緒にSDGsやジェンダーの
課題を考えるためのセミナーを開催しました。学生が考えた
人生すごろくゲームのマス目には、例えば、初めてのデート
では男性がおごるのが当然だ、女性だけが早く出勤して掃除
やお茶くみをするように指示されたなど、学校行事や進学、
就職、結婚、子育てを通して経験する、女だから、男だから
こうあるべきという身近な出来事が書かれています。高校生
３人を１チームとし、大学生がファシリテーターとして加わ
り、ジェンダーの問題について話し合いをしながらコマを進
めていきました。
ゲーム終了後、眞鍋先生
からは、日本では特に政治・
経済の分野において目標５
のジェンダー平等が世界と
比較して非常に遅れている
こと、今の高校生たちがそ
れらを変えていく存在であ

参加者

八幡西生涯学習総合センター / KFAW
北九州市立大学

地域創生学群

高校生37名（公募）

ること、そのために身の回りの情報を収集し、課題を発見す
る力、コミュニケーション能力（特に聴く力）が必要である
とのコメントがありました。

第２部：
「大切にしよう、自分のこと」
ムーブが制作したデートDVと性
暴力をテーマにした若者向けの啓発
冊子「大切にしよう、自分のこと」
をテキストに、冊子の監修を担当し
た臨床心理士の黒瀬さんが高校生た
ちに、性暴力の被害にあわない、そ
して被害者にならないための心構え
を伝えるだけでなく、将来の自分自身の生
き方を考えてもらいました。黒瀬さんの優
しく語り掛けるような話の中にちりばめら
れたさまざまな「気づき」の言葉や生きる
ためのヒントを高校生たちはしっかりと受
け止めてくれました。

KFAWからSDGｓ達成を
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11-4 北九州市大手町ビル３F
TEL（093）
583−3434 FAX（093）
583−5195
E-mail : kfaw@kfaw.or.jp URL:http : //www.kfaw.or.jp
facebook : http://www.facebook.com/kfaw.or.jp
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