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文京区男女平等参画推進条例（平成25年11月施行）では、条例の基本的な考え方となる基本理念を７つ掲げています。今回は、
７つの基本理念について、各界、各分野で活躍されている方々から、現状の分析・課題・取組・アドバイスや展望等、テーマ
について自由な視点から論稿をお寄せいただきました。

男女平等参画推進 〜７つの基本理念に寄せて〜

私はDV（1）被害者の事件（離婚や保護命令など）を専門とす
る弁護士です。

他人から殴られたり蹴られたりしたら、「犯罪にあった！
ひどい！」と、警察に被害を申告することにためらいを感じ
ることは少ないでしょう。ところが、DVについては、被害
を受けた当事者ですら、それが暴力だと気づかないことは珍
しくありません。DVは、「夫婦げんか」「痴話げんか」などと
いわれ、深刻なものであるとはなかなか思われません。

DVなんて特殊なことだ…と思われるでしょうか。残念な
がら、特に女性にとっては、それほど珍しい経験ではありま
せん。たとえば、内閣府の「男女間における暴力に関する調
査」（2012年４月公表、2011年10月から11月に調査実施）によ
れば、女性回答者の25.9％すなわち４分の１以上が、配偶者
から身体に対する暴行を受けたことがあると回答していま
す。

そして、DV被害者が、離婚などを決意し行動を起こすこ
とはそう簡単なことではありません。上記調査で、過去５年
以内にDVを受けた女性のうち、被害を誰かに打ち明けたり
相談したりしたのは、55.0％にとどまります。また、最初に
被害を受けたころ相手と別れたいと思ったが別れなかったと
回答した女性のうち、最も多い理由は、「子どもがいるから、
子どものことを考えたから」（57.3％）、２番目の理由は「経
済的な不安があったから」でした（18.9％）。加害者と別れて、
子どもに希望校への進学を諦めさせるのはかわいそうだ、自
分さえ我慢すればいいのだ、などと、自分を犠牲にしてしま
う女性は少なくありません。経済的に依存しているので別れ
られないというのは、社会全体の男女の賃金格差等に起因し
ているともいえます。DV防止法（2）はこのような背景の問題
を認識し、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴
力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の妨げにな
っていると指摘しています（前文）。

DVは子どもにとっても苛酷であり、自己価値観が低くな
り、自傷行為等に陥りやすいなど、様々な影響があります。
そのため、児童虐待防止法では、「児童が同居する家庭にお
ける配偶者に対する暴力」を「児童に著しい心理的外傷を与
える言動」として、虐待のひとつとして規定するに至ってい
ます（２条４号）。DVは、暴行や傷害など、犯罪となる行為
をも含む重大な人権侵害です（DV防止法前文）。

どんな理由があっても、DVが正当化されることはありま
せん。では逃げて、離婚したい。それでも、追いかけてきて、

かえって酷い暴力をふるわれるのではないか。大丈夫です。
被害者の救済のために、DV防止法上、保護命令という手段
が用意されています。すなわち、配偶者から身体に対する暴
力等を受けた被害者は、更なる身体に対する暴力により生
命・身体に重大な危害を受けるおそれがある場合には（それ
ぞれ要件があります）、住居等へのつきまといを禁止する接
近禁止命令、共に生活している住居から２か月退去させる退
去命令、被害者が同居する未成年の子への接近禁止命令、被
害者の親族等への接近禁止命令を申立てることができます。
発令されたのに、加害者が違反した場合には、刑事罰が科せ
られます。

裁判官や警察、被害者の子どもが通う学校の先生など、職
務上被害者の保護に関係のある人は、その職務を行うにあた
り、被害者の安全確保及び秘密保持に十分配慮しなければな
りません（DV防止法23条１項）。たとえば、被害者が避難し
ても、職務上関係のある人が居所を加害者に知らせてしまっ
たりしたら、とんでもないこと。よく注意しなくてはなりま
せん。

裁判で離婚原因として認められる理由は民法770条1項に規
定されています。DVは同項５号の「その他婚姻を継続し難
い重大な事由」として認められることが多いです。また、DV
により離婚となった場合、慰謝料も認められることがほとん
どです。

あなたがDVを受けていたら…。まずは、気軽に法律相談
を利用してください。友人がDVを受けている、そんなとき
には是非法律相談に連れていってあげましょう。弁護士に心
当たりがない？どうぞご安心ください。法テラスや弁護士会
の法律相談を利用しましょう。

今もなおDV被害を受けている方が、解決の糸口を見つけ
られるように、願ってやみません。

基本理念１　暴力の根絶と人権の尊重

DV被害者の支援の意義� さかきばら法律事務所　弁護士　打越　さく良

⑴ DV…（ドメスティック・バイオレンス）一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用される。
⑵ DV防止法…配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
⑶ デートDV…交際関係などの親密な関係にある 相手に対する暴力。特に若者の間でのデートＤＶが深刻になっている。

用語解説

打越　さく良（うちこし・さくら）
2000年弁護士登録。専門分野は離婚等家事事件（特にDV
被害者の案件）。日弁連両性の平等委員会委員、日弁連家
事法制委員会委員、都内の児童相談所の協力弁護士事務所
の弁護、編集者とサイト「Gender and Law」
http://www.geocities.jp/gender_law/　編集に携わ
る。wan（women’ s action network）で離婚ガイド連

載中。単著（榊原富士子監修）『DV事件の実務　相談から保護命令・離婚事件ま
で』日本加除出版、2012年がある。別姓訴訟弁護団事務局長。文京区男女平等
参画推進会議学識経験者委員
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アウェアは、DV加害者更生教育とデートDV（3）防止教育を
実施する民間機関です。DV加害者更生教育プログラムは、
代表の山口のり子が、アメリカ・カリフォルニア州のDV加
害者更生教育プログラムを日本仕様にアレンジして、2002年
に開始しました。加害者更生教育については紙幅の関係で今
回は割愛しますが、既にDV加害者になってしまった人がDV
をしない人に変わることは難しく、パートナーであるDV被
害者が、そのダメージから回復することは長い時間がかかる
という事実に直面し、社会から暴力をなくすためには、子ど
もたちが親密な関係を持ち始める頃か、その前に、DVの芽
を摘み取る必要があると考え、2003年にデートDV防止教育
プログラムを開発しました。デートDVという言葉は、その
際に山口が作った造語で、現在では広く知られるようになり
ました。

DVもデートDVも構造は同じ歪んだ価値観や力による支配
の関係性の問題です。アウェアのプログラムでは、そもそも
DV・デートDVとはどういう態度行動を指すのか、それはど
のような価値観に起因するのか、暴力には種類があって、殴
るけるといった身体への暴力だけが暴力ではない、暴力はふ
るう方に責任があり、加害者が選択している、暴力をふるわ
れていい人は誰もいない、暴力はどんな理由があっても使っ
てはいけない、恋愛に対する危険な思い込み、ジェンダー・
バイアスがデートDVの大きな要因になっている事等につい
て気づきを促し、デートDVをしない・されないためにはど
うしたらいいか、相手を尊重する、相手に共感する、対等で
平等な関係を築く、自分を大切にする、お互いに自分らしく

日本国憲法（以下、憲法と略称。）の条文は、必ずしも、一
義的な文言で定められているわけではありません。観念的で
あったり、抽象的であったりします。法律、命令、そして自
治体が制定する条例等によって、憲法の内容が具体化されま
す。ただし、憲法は最高法規ですので、自由と平等の基礎法
である憲法に反する法律、命令、条例等は無効となります（憲
法98条１項）。

国民と国家の関係に関する基本を定めているのは、「すべ
て国民は、個人として尊重される」と規定する憲法13条前段
です。

私たち一人ひとりには、共通点と相違点とがあります。共
通点は、すべての人が「種としての人類」の一員である、と
いうことです。他方で、一人ひとりは様々な点で異なってい
ます。13条前段が各個人を「尊重」するのは、一人ひとりが
違うからこそ「かけがえのない」個人だからです。このように、

「個人の尊重」条項は、みんなが同じであることを求めるので
はなく、一人ひとりが違っていてよいことを、そして人間が
多様であることを是認しています。

憲法14条１項は、男性／女性、既婚者／未婚者、学生／勤
労者等々、様々な属性を有する個々人を「差別してはならな
い」と規定しています。憲法14条１項は、人類の歴史におい
て長く、かつ、悲惨な差別に服させられてきた事由の一つと
して、「性別」を挙げています。つまり、男性である／女性で
あることに基づいて行われる「理に適っていない」別異の取
り扱いは、憲法上許容される「区別」ではなく、憲法上禁止
される「差別」です。

性染色体の違いから男女の間に生理的・身体的相違が存在
することは、事実であるとしましょう。この事実から、「男
は力が強く、女は力が弱い」といった男女の能力の違いを推

生きる、（性的）自己決定について学べるプログラムを提供し
ています。

このような内容は、子どもの年齢や発達の段階で伝えなけ
ればならない事柄の比重が変わり、また、表現方法も変える
必要があります。例えば、小学校高学年向け、中学生向け、
高校生向け、特別支援学校向け、大学生向け、医療や保育・
福祉従事者養成学校向けという様に、年代ごとに違う角度か
ら何度も何度も伝えることが有効です。それは、デートDV
防止教育プログラムが、単なる恋愛に関する教育ではなく、
人権教育を基礎として、性教育、男女平等教育の要素はもと
より、いじめ、虐待等についても関連があり、それが、この
先の人生の中でどんな問題を抱えても、誰かに相談する力、
支援を受ける力を身につけることもこのプログラム実施の目
的の一つでもあるからです。

暴力を許さない社会を作るために、あらゆる場で防止教育
が拡充し、定着することが望まれます。

定します。この推定から、さらに、「男は外に、女は内に」と
いった役割分担論が導き出されます。国家社会における差別
的制度は、多数の人が意識的に、あるいは無意識に抱いてい
る固定観念によって支えられてきました。しかし、この固定
観念が正しくないことは、簡単な例からも明らかです。平均
値でみた場合、かりに、男性の方が女性よりも「理数系科目
ができる」としましょう。しかし、個々の男性や女性の能力
や人生を、統計的な平均値で極めつけることはできません。
なぜなら、当然のことですが、男性よりも理数系に強い女性
もいるからです。誤った固定観念を人々の頭脳や心から払拭
することは、それほど簡単ではありません。だからこそ、自
治体行政を担う人も区民も、一人ひとりが、常に、自分の心
の奥底に問いかける必要があります。自分は時代遅れの固定
観念に囚われていないか否かを。

文京区が、文京区で暮らす一人ひとりを、各人がどのよう
な属性を有しているかにかかわらず「かけがえのない個人」
として尊重する自治体になることを、憲法は求めています。

吉祥　眞佐緒（よしざき・まさお）
“アウェア” デートDV防止教育プログラム・DV加害者更生
教育プログラムファシリテーター、DV被害者支援 “エープ
ラス” 代表、女性限定相談会 “Ｊカフェ” 実行委員、自治体
DV専門相談員。著書『反貧困の学校』（明石書店、2008年）

（DVと貧困について執筆担当）「デートDV対応の手引き」
アウェア等

基本理念１　暴力の根絶と人権の尊重

基本理念２　固定的役割分担意識の解消と多様な生き方の選択

日本国憲法は、すべての人を「かけがえのない個人」として尊重しています
� 明治大学法科大学院教授　青柳　幸一

青柳　幸一（あおやぎ・こういち）
明治大学法科大学院教授
慶應義塾大学法学研究科博士課程修了。横浜国立大学大学院国際経済法学研究科
助教授、同・教授、筑波大学法科大学院教授等を経て、2011年4月から現職。
博士（法学）【主要著書】『個人の尊重と人間の尊厳』（尚学社、1996年）、『人権・
社会・国家』（尚学社、2002年）、『憲法における人間の尊厳』（尚学社、2009年）、

『わかりやすい憲法（人権）』（立花書房、2013年）ほか多数。［公的活動・社会
活動］現在、第1回新司法試験実施の時から引き続き（新）司法試験憲法考査委
員会主査を、そして川崎市情報公開・個人情報保護審査会会長を務めている。さ
らに　2007年2月には、横須賀市人権懇話会座長として、「横須賀市人権都市宣
言」の作成にかかわるなど、横浜弁護士会や自体体の委員会委員を歴任。

デートＤＶ防止教育の必要性
� “アウェア” デートDV防止教育プログラム・DV加害者更生教育プログラムファシリテーター　吉祥　眞佐緒
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長男が生まれた2007年、期せずして２年間の育児休業を取
ることになりました。特に子どもが好きだったわけでもない
し、男女平等参画がどうのなんて、考えたこともありません。
ただ、妻の職では育児休業を取れず、２人とも仕事を辞めな
い手段がそれしかなかった。それだけの話です。あれから７
年。妻の仕事で渡米、単身帰国、復職、退職、再渡米、帰国、
次男誕生など、いろいろな出来事がありました。そして今で
は、フリーランスで翻訳やライターをしながら２児を育てる

「子育て兼業主夫」をしています。
子どものために退職したと言うと、「大きな決断でしたね。

そこに至るまで、ずいぶん悩んだでしょう」と言われること
がよくあります。でも、当の本人からすれば、そんなことは
まるでないのが事実。ただ、「家族で一緒に笑って過ごせる
こと」を求めて、その時その時ベストだと思う判断を積み重
ねてきただけです。そうしているうちに、気が付いたらこう
いう形になっていました。だから、「大きな決断」や「葛藤」
とは、実は無縁なのです。

別に、男性が育児をすることがエライとか、女性も外に出
て働くべきだとか、そんなことを論じるつもりは毛頭ありま
せん。それぞれの家族に、それぞれの形がある。それでいい
と思うんです。人と違ったっていい。自分たちなりの「家族
の形」に、夫婦が心から納得していること。大切なことはそ
れだけだと思います。

その大切な判断を正しく行なうためには、「男だから働く」

それは今から７年と少し前のこと。私は勤めていた出版社
を休職しフルブライト奨学金を得て、ミシガン大学女性教育
センターに客員研究員として所属していました。高等教育を
通じて女性が経済力をつけ、社会的地位を上げることを目指
す組織でした。

センターの同僚達が落ち着かない様子になったのは、2006
年秋のことです。11月７日に行われた住民投票で、Michigan 
Civil Rights Initiative（ミシガン公民権法案）が通りました。
進歩的な名称とは裏腹に、この法案の目的は、州政府や教育
機関にマイノリティ優遇措置を取らせないことでした。要す
るに「バックラッシュ」です。

アメリカにおける積極的是正措置（アファーマティブアク
ション）（4）は、主にアフリカ系に対する配慮を意味します。
奴隷制度への反省から、今も残る白人と黒人間の格差を是正
するための政策が実施されてきました。ところが、時が経つ
につれ反発も生まれます。「これは逆差別だ」と主張する人々
を保守系財団が支援し、アメリカ各地で反アファーマティブ
アクション訴訟が提起されました。ミシガン州で私が目にし
た住民投票も、そうした文脈で理解できます。

一方、ミシガン大学ではメアリー・スー・コールマン学長
が、折に触れて多様性の価値について講演していました。ア
ファーマティブアクションによってもたらされる、学生の多
様性はより良い教育効果が期待できる、というのが要旨です。
名前から分かる通り、学長は女性であり、当時、ミシガン州
知事もまた、女性でした。私の同僚たちの多くは白人女性で、
“Women of Color（有色人種女性）” の学生や研究者を支援す
るため、駆けずり回っていました。

「女だから子育てをする」などという先入観は、いったん捨て
去る必要があります。そうして初めて、夫と妻が平等な立場
に立てると思うんです。その上で、夫婦で話し合って決めた
結論であれば、妻が専業主婦になるのも、子育てしながら共
働きを続けるのも、はたまたうちのように夫が主夫になるの
も、どれも素晴らしい選択だと思います。それに、家族の形
は変わっていくもの。ライフステージに合わせて、夫婦で柔
軟に役割を交代しながら生きていくことができれば、どちら
か一方にしわ寄せがいくこともなくなるでしょう。

そのためにも、「こういう選択肢もある」「男だって子育て
はできる」ということを、皆さんに知ってもらいたい。そして、
まだまだ珍しい「子育て主夫」の生活をありのままにお見せ
することで、その生活を想像してみてほしい。そんな思いか
ら、発信活動や講演活動を続けています。条例をきっかけに、
すべての人が自然体で生きられる世の中になることを願って
やみません。

それからほどなく、2008年の選挙で何が起きたか、みなさ
んご存知の通りです。

オバマ大統領誕生の背景として、様々なことが伝えられて
います。若者のボランティア、インターネットの活用。そん
な中、私が思い浮かべるのは、中西部の小さな町でアフリカ
系の地位向上のために働いていた、白人女性達の姿です。奴
隷制度ははるか昔に終わったけれど、本当の自由と平等はま
だ実現できていない。でも、できるはず、と考えてコミュニ
ティーにおける平等を追求し続けた彼女達。こういう人々が
黒人大統領を生んだと思います。

なぜ基礎自治体が、わざわざ男女平等を目指すと宣言する
必要があるのか。なぜ雇用の機会均等や出産育児に関する諸
制度が整った日本において、なお、私たちのコミュニティー
が積極的是正措置を取る必要があるのか。先にご紹介したア
メリカの例で、白人を男性、黒人を女性と読み替えれば、こ
れ以上の説明は不要でしょう。目指すべきは、私たちの娘た
ちが、私たちの息子たちと同じ希望と機会を持つ日ではない
でしょうか。

基本理念２　固定的役割分担意識の解消と多様な生き方の選択

基本理念３　立案・決定への参画機会の確保

自然体で生きられる世の中へ� ファザーリングジャパン文京支部代表　堀込　泰三

娘たちと息子たちに同じ機会を� 昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員　治部　れんげ

⑷ アファーマティブアクション…差別や不利益を被ってきたグループ（女性・少数民族・障害者など）に対する積極的格差是正又は積極的改善（実質的な機会均
等を確保するための）措置をいう。

⑸ ワーク・ライフ・バランス…仕事と生活との調和のこと。
用語解説

治部　れんげ（じぶ・れんげ）
昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員。1997年一橋大
学法学部卒、日経BP社で16年間経済誌記者を務める。そ
の間、2006～07年ミシガン大学フルブライト客員研究員。
著書『稼ぐ妻・育てる夫―夫婦の戦略的役割交換：アメリ
カ人52人のワーク・ライフ・バランス』（2009年、勁草
書房）、『ふたりの子育てルール』（2012年、PHP研究所）。

家族は大学の同級生だった夫と２歳の娘、５歳の息子。

堀込　泰三（ほりこみ・たいぞう）
ファザーリングジャパン文京支部代表
東大大学院を経て自動車メーカーでエンジン開発に携わ
る。２年の育休取得後、子どもと過ごす大切な時間を増や
すため子育て主夫に転身。現在は在宅で仕事をしながら２
児を育てている。著書に『子育て主夫青春物語』（言視舎、
2012年）。
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男女平等参画社会を実現するためには、一人ひとりが男女
平等の意識を持つことが必要です。ですから、保育所や幼稚
園、学校など保育・教育の場において、男女平等の意識を形
成することは大変重要になります。

一般に、学校教育は男女平等であるといわれます。数年ご
とに内閣府が実施している「男女共同参画に関する世論調査」
でも、「家庭生活」、「法律や制度の上」、「職場」、「政治の場」
などの分野に比べ、「学校教育の場」では男女が平等になって
いると答えた人が67.8％（2012年度）と最も高い割合でした。
その背景には、学校教育制度上での男女平等が実現し、人権
教育として男女平等教育が実践されていることがあります。

しかしながら、近年、保育・教育の場では、男女平等意識
の形成に関わる新しい課題が派生しています。例えば、DV（1）

環境下の子どもの問題や、性同一性障害を含めた多様な性の
有り様への対応などです。

昨年、文京区教育委員会では、区立幼稚園小中学校の副園
長・副校長研修会のテーマに、「男女の対等なパートナーシ
ップ形成における学校教育の役割－DV環境下の子ども支援
と暴力防止教育－」を取り上げました。暴力によって相手を
支配・コントロールするDVは、人権／男女平等意識の欠如
を端的に表しています。本来、安心・安全である家庭におい
て行われる暴力は、子どもの正常な発達を阻害するばかりで
なく、暴力の再生産につながりかねません。国の第3次男女
共同参画基本計画（2010年）の「男女平等を推進する教育・
学習」施策の中にも、「子どもが暴力の被害者になることを防

今年のお正月は原稿書きに追われ、あまりゆっくりとでき
ませんでした。というのもその原稿の締め切りは前年の12月
31日でしたので、いつ催促が来るかと気が気ではなかったの
です。それでどんな内容の原稿を書いていたのかということ
ですが、何とワーク・ライフ・バランス（5）についてなのです。
つまり、ワーク・ライフ・バランスについて書くために、わ
たしのワーク・ライフ・バランスを犠牲にしたというわけで
す。しかも、英語の論文でしたので、英語の校閲をしてもら
うために、アメリカ人の夫まで巻き込むはめになってしまっ
たのです。これからは、ワーク・ライフ・バランスをちゃん
と考えてから原稿を引き受けてねと、夫からもひとこと釘を
刺されてしまったのでした。

さて、本題の日本のワーク・ライフ・バランスについてな
のですが、今年の内閣府のワーク・ライフ・バランスレポー
トでは、2007年に憲章が策定されて以来、どれだけ自分たち
が目標に近づいたのかを確認するための中間地点での検証を
おこなっています。それを見ると、目標に近づいているのは、
高齢者の雇用率と職場でワーク・ライフ・バランスについて
話し合う労使協議の場を設けている企業が増えたことくらい
なのです。在宅勤務の実施率も上昇していたかもしれません。
しかし、それ以外の指標ではほとんど進歩がみられないのです。

なぜワーク・ライフ・バランス社会に近づくことはこんな
にむずかしいのでしょうか。ちょっと抽象的な答えになって
しまうのですが、その理由は、日本の社会がいまだに『仕事
か家庭か』どちらかに優先順位を置くことを労働者に求めて

ぎ、また、子どもが将来暴力の加害者になることを防ぐため、
暴力は人権侵害であり絶対に許されるものではないことにつ
いて、子どもの頃からの教育・啓発を推進する」とあります。
DV環境下の子ども支援と暴力防止教育は緊急の課題です。

また、昨年の千葉県我孫子市教育委員会男女平等教育研修
会のテーマは、「これからの男女平等教育を考える－セクシ
ュアル・マイノリティの視点から－」でした。2014年１月、
文部科学省は、全国の小中高等学校の児童生徒を対象として

「性同一性障害」に関する調査を開始しました。今後、保育士・
教員には、このような園児・児童・生徒への理解と対応が求
められるでしょう。

これらの課題に取り組むためには、適切な研修を行い、保
育士や教員が正確な知識と情報を得ること、具体的な対応方
法等を学習することが重要です。教育の場における男女平等
意識の形成には、それを担う保育士・教員への十分な支援が
必要です。

いるからではないでしょうか。
最近東洋経済新報社から『凄母』という本が出版されたの

ですが、それを読むと、仕事も家庭もどちらも両立させてい
る凄い女性たちがいることがわかります。彼女達は戦略をも
ってふたつを見事に両立させているのです。そのなかでとく
に印象に残った言葉がありました。それは、子供を預けてま
で働いているのだから、それに見合った仕事をしていなけれ
ば意味がない、という言葉でした。

2000年代に入ってから、育児・介護休業法は３度改正され、
次世代育成支援対策推進法も成立し、企業の両立支援策はか
なり充実してきたのです。ところが、それだけ長期に女性が
働くようになったのだからと、それに見合った処遇や男性と
のあいだの機会の均等は達成されてきたのでしょうか。これ
からは、日本でも、両立支援に加えて、女性の能力をもっと
活用する活躍支援をすること。これが女性の仕事と家庭の両
立の鍵なのではないかと考えています。

内海﨑　貴子（うちみざき・たかこ）
川村学園女子大学教育学部幼児教育学科教授
専門はジェンダー平等教育、暴力防止教育。1993年から保育士・幼小中高教員
養成に携わる。参加体験型の保育士・教員研修を実践中。著書『新編日本のフェ
ミニズム８ジェンダーと教育』（岩波書店、2009年）『教育原理』（光生館、
2012年）『迷惑なひと・ことは教育の救世主』（あいり出版、2013年）『新・教
職入門』（学文社、2014年）など。
文京区男女平等参画推進会議副会長

基本理念４　教育の場における平等参画意識の形成

基本理念５　家庭生活と社会活動の調和

男女平等の意識は子どものときから� 川村学園女子大学教育学部幼児教育学科教授　内海﨑　貴子

ワーク・ライフ・バランス� 日本女子大学人間社会学部現代社会学科教授　大沢　真知子

大沢　真知子（おおさわ・まちこ）
日本女子大学人間社会学部現代社会学科教授
内閣府「仕事と生活の調和連携推進・評価部会」委員。
南イリノイ大学経済学部博士課程修了。コロンビア大学社
会科学研究センター研究員、シカゴ大学ヒューレット・フ
ェロー、ミシガン大学助教授、亜細亜大学助教授を経て、
現職。専門は労働経済学。著書『日本型ワーキングプアの

本質』（岩波書店、2010年）、『妻が再就職するときーセカンド・チャンス社会へ』
（NTT出版、2012年）など多数。
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現在、内閣府において「2020年までに女性のリーダーを
30%に上げる」という目標が掲げられているように、女性の
活躍が推進されてきています。一方で、大学や研究者におけ
る男女共同参画の状況を見てみると、研究者としてキャリア
を重ねる時期と、育児や介護などのライフイベントの時期が
重なるため、研究と家庭との両立は大きな課題となっていま
す。東京医科歯科大学でもこのような状況を改善するため、
男女共同参画を推進する取組が実施され、平成25年度で６年
目を迎えます。

主な活動としましては、育児・介護と研究・仕事・学業と
の両立支援として、保育支援事業、研究支援員配備事業、キ
ャリア支援事業、在宅研究支援事業、広報・調査事業等を実
施しております。

保育支援事業においては、「派遣型病児保育」として、お
子さんが急病の際に自宅までシッターを派遣し、ケアを行う
システムを導入しております。利用者の方からは、急な発熱
の際にも診療や研究を休まずに済み、安心して育児と仕事と
を両立できるとの好評を頂いております。また学内に保育所

「わくわく保育園」を開設しております。保育園の利用率は毎
年上がっており、仕事・研究・学業と育児との両立にはなく
てはならない存在となっております。

研究支援員配備事業においては、育児・介護中の研究者に、
研究や実験業務の補助を行う支援員を配備しております。実
際に支援を受けた研究者の業績が向上するだけではなく、ラ
イフイベント中の研究者が、時間が制約されている状況下で

文京区男女平等参画推進条例第３条基本理念の６つ目は
「男女が、妊娠、出産等に関して互いに理解を深め、尊重し
合い、共に生涯にわたり健康な生活を営むことができること」
です。

近年、「マタニティ・ハラスメント」という言葉を耳にす
るようになりました。マタニティ・ハラスメントとは、文京
区条例のハラスメントの定義を借りれば、妊娠や出産を理由
に、言動により相手方を不快にさせ、その者の生活環境を害
すること又は言動に対する相手方の対応により、その者に不
利益を与えることといえます。

先日、労働組合の連合会である日本労働組合総連合会が『働
くみんなのマタハラ手帳』を刊行して（連合サイトで閲覧可）、
職場のマタニティ・ハラスメントをなくすための運動を目に
見える形にしました。男女が働きやすい職場を目指して、セ
クシュアル・ハラスメントの防止、男女ともに仕事と家庭（具
体的には育児・介護・看護等）の両立ができる働き方の整備、
次世代・子育て支援、雇用機会の均等等の取り組みが続けら
れているところですが、残念ながら子どもが生まれる前から
働きづらさは始まっています。さらに妊娠・出産を機にした
雇い止めなどの違法行為もあり、働きづらいどころか働くこ
ともできない状況が明らかになっています。

妊婦健診に行く時間も休みもない、働きづらい、労働が過
重、逆に戦力外通告された、退職を迫ったり退職に追い込む
ような嫌がらせをされた、雇い止めされた、等の妊娠・出産
にまつわる労働問題は、かつてからあることかもしれません。

「マタニティ・ハラスメント」という括り方で捉えられるよう

も業績を上げていることは、研究のマネジメント方法やキャ
リア形成の意識において、周囲に高い影響を与えています。

また広報事業においては、シンポジウムやセミナーを開催
するとともに、冊子やニュースレター、HP等による情報発
信を行っています。平成25年11月にはシンポジウム「ダイバ
ーシティの更なる実現に向けて」を学内で開催し、内閣府特
命担当大臣の森まさこ氏にも基調講演を賜りました。シンポ
ジウムでは、企業や大学でのダイバーシティや男女共同参画
の取組に関する内容を比較し、積極的な情報交換を行うこと
ができました。

このような取組により、学内において男女共同参画に関す
る包括的認識が浸透してきております。今後はすべての男女
の教職員が、仕事・研究と家庭とを両立しながら、能力を最
大限に発揮できるような柔軟な勤務体制の整備を課題として
おります。そのことにより学内だけなく学外にも影響を及ぼ
し、地域に根ざした男女共同参画の好循環を作って行けるこ
とを願っております。

になって、実態がつかみやすくなったこともあると思います。
また、マタニティ・ハラスメントは、職場に限りません。親
族・友人、地域社会、様々な場面で、妊娠・出産にまつわる
ハラスメントがありえます。

子育て・次世代育成支援の前段階である妊娠・出産から、
産み育てやすい・子どもが育ちやすい・個々人の幸福が実現
できる社会が望まれます。

また文京区の条例にある「男女が、妊娠、出産等に関して
互いに理解を深め、尊重し合い、共に生涯にわたり健康な生
活を営むことができること」は、妊娠・出産そのものだけが
対象ではありません。妊娠・出産しないこと、子どもをもた
ないこと、もてないことについて差別、偏見、圧力がないこ
とも含まれます。社会環境を整えて、子どもをもちたい人は
もてるように、子どもが幸せになれるように、もたない人・
もてない人も個人の幸福が向上できるように、大人も子ども
もすべての人に等しく幸福追求権があるということを今一度
認識しておきたいと思います。

有馬　牧子（ありま・まきこ）
国立大学法人東京医科歯科大学　学生支援・保健管理機構
学生・女性支援センター　女性支援部　助教
医学博士、日本女性医学学会評議員、国家認定キャリアコ
ンサルタント。2006年東京医科歯科大学大学院博士課程
修了。各世代の女性が健康にライフキャリアを築いて行く
ための支援を研究テーマとしている。

基本理念５　家庭生活と社会活動の調和

基本理念６　妊娠・出産等に関する相互尊重と健康な生活

自分も人も幸せになる産み育てを目指して� 東洋大学非常勤講師　白井　千晶

白井　千晶（しらい・ちあき）
東洋大学非常勤講師（家族社会学）。
専門は妊娠、出産、育児、不妊治療や生殖技術などリプロ
ダクションの社会学。著書に『子育て支援：制度と現場』（新
泉社、2009年）、『不妊を語る：19人のライフストーリー』

（海鳴社、2012年）、共著に『世界の出産』（勉誠出版、
2001年）ほか。

東京医科歯科大学での男女共同参画の取組
� 国立大学法人東京医科歯科大学　学生支援・保健管理機構　学生・女性支援センター　女性支援部　助教　有馬　牧子
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日本を再び成長の軌道に乗せていく上で、女性の活躍は不
可欠です。就業を希望しながら就業できていない女性が約
300万人存在し、こうした女性が働くことができれば、少子
高齢化による労働力人口減少が懸念される日本経済の活性化
に大きく寄与すると考えられます。また、女性の労働参加拡
大や経営への参加促進は、これまで以上に多様な価値観を取
り込む新たなサービス・製品の創出を促進し、社会全体に活
力をもたらします。

政府では「指導的地位に占める女性の割合を2020年までに
30％程度」の達成を目標に掲げていますが、管理的職業従事
者（企業の課長相当職以上等）に占める女性の割合は11.1％
にとどまっています。そこで昨年４月、安倍総理から経済団
体に対し、全上場企業における役員・管理職への積極的な女
性登用や、まずは役員に一人は女性を登用することを要請し
ました。また、政府が率先して、公務員における女性の採用・
登用の拡大等に積極的に取り組んでいます。

同時に安倍総理からは、子どもが３歳になるまで、育児休
業や短時間勤務を取得したい男女が取得しやすいような職場
環境の整備をお願いしました。これにより、男女がともに多
様な選択肢から自分に合った働き方を選べるようになれば、
女性の継続就業や男性の育児参加の促進につながると考えら
れます。

昨年６月に閣議決定された『日本再興戦略』では、「女性
の活躍」は我が国の成長戦略の中核であるとして、各般の施

男女の平等は、国連憲章の根幹を成す理念であり、国際社
会の普遍的価値です。とはいえ、理想と現実の間には大きな
ギャップがあります。そこで、国際社会は協議を重ね、実現
のための枠組みを作ってきました。代表的なものに、国連女
性差別撤廃条約（1979年）、北京行動綱領（1995年）、国連安
保理決議1325号「女性、平和、安全」（2000年）等があります。
男女平等に関する国際社会の取組みとは、端的に言うとこれ
らの枠組みを各国が国内の法律や制度に反映させること、
人々の意識や社会全体に根付かせる努力をすることです。

現在の国際社会共通の行動指針は、1995年の第４回世界女
性会議で採択された北京行動綱領です。「ジェンダー平等と
女性のエンパワーメント（6）」という二つのゴールを実現する
ための方策が明記されています。具体的な取組みとしては、
大きく分けて６つの領域に分類できるでしょう。①ジェンダ
ーに平等な法律や政策作り。女性や女の子に差別的な法律や
法制度を改善し、女性の人権を確立すること、あらゆる政策
にジェンダー視点を導入することです。②教育。知識と技術
を身につけることは、経済力をつけ、社会や政治に参加し、
人生の選択肢を広げるために不可欠です。③保健医療へのア
クセス、HIV/エイズなどの性感染症対策、家族計画の推進。
女性と女の子の心身の健康と尊厳を守るために必要不可欠で
す。④インフラ整備。水道や電気や公共交通機関などが整備
されると、女性の役割とされている水汲み・薪拾いなどの家
事労働の負担が軽減され、女性が経済活動や政治に参加する
時間や手段ができ、女の子も学校に通いやすくなります。⑤
暴力の根絶。女性や女の子に対する暴力は人権侵害であり、

策が盛り込まれています。政府では、①女性の活躍促進や仕
事と子育て等の両立支援に取り組む企業に対するインセンテ
ィブ付与等、②女性のライフステージに対応した活躍支援、
③男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境の整備、とい
った３本の柱に基づき、具体的な取組を進めています。

経済分野での注目が多い女性の活躍ですが、女性に対する
暴力のように女性の活躍を妨げる課題への取組はもとより、
地域、防災等に関する施策も着実に推進します。特に防災分
野では、東日本大震災において、物資の備蓄・提供や避難所
運営で女性や子育て世帯に対する十分な配慮がなされず、
様々な問題が顕在化したことを踏まえ、内閣府男女共同参画
局は昨年５月に「男女共同参画の視点からの防災・復興の取
組指針」を取りまとめました。この指針を地方自治体と共有
し、地域の実情に合わせて、平時から男女共同参画の視点が
防災・復興対策に反映されるよう努めてまいります。

エンパワーメントの機会と成果を奪います。⑥人々や社会に
対する意識啓発。

私がかつて働いていた国連開発計画（UNDP）は、開発途
上国がこれらの枠組みを国内に取り込むための支援をしてい
ました。例えば、政府に対しては国内法の整備や女性の政治
参画を促すようなクオータ制（割当て制）の導入といった取
組み、女性NGO（非政府組織）に対しては、女性たちが自分
たちの権利を知り、声を上げ、政治や社会に参画するための
力をつけるような取組みへの支援です。

世界経済フォーラムのグローバル・ジェンダー・ギャップ
報告書によると、2013年の日本のジェンダー平等進展度は
136カ国中105位。ここ数年、順位がどんどん落ちています。
その背景には、多くの国が取組みを強化しているという国際
潮流があります。

基本理念７　国内の取組への理解

基本理念７　国際社会への理解

我が国の現状と今後の取組� 内閣府男女共同参画局男女共同参画推進官　澤井　景子

地球規模課題としてのジェンダー平等と女性のエンパワーメント
� Gender Action Platform アドボカシー担当、国際協力ＮＧＯプラン・ジャパン理事　大崎　麻子

⑹ 女性のエンパワーメント…女性が自分の生活と人生における自己決定権を持ち、さまざまなレベルの意思決定過程に男性と対等に参画するための力をつけること。用語解説

大崎　麻子（おおさき・あさこ）
Gender Action Platform アドボカシー担当、国際協力Ｎ
ＧＯプラン・ジャパン理事。関西学院大学総合政策学部客
員教授。コロンビア大学大学院卒業後、国連開発計画

（UNDP）にてジェンダー平等と女性のエンパワーメントを
担当し、世界各地で多くのプロジェクトを手掛けた。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

に従事。著書　単著：『女の子のための幸福論　もっと輝く、明日からの生き方』
（講談社、2013年）。共著：『ミレニアム開発目標　世界から貧しさをなくす８
つの方法』（第三章　ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを進めよう）（合
同出版、2012年）『ジェンダー白書５：女性と経済』（ジェンダー予算：人間開
発とジェンダー平等達成のための政策的手段）（明石書店、2007年）

澤井　景子（さわい・けいこ）
内閣府男女共同参画局 男女共同参画推進官
1994年経済企画庁入庁。連合総研主任研究官、内閣広報
室総務課補佐、内閣府経済財政分析政策統括官付調査官心
得等を経て、2012年に男女共同参画局推進課。2013年4
月同局調査官、同年７月より現職。
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執筆者　～創刊からこれまでご協力を頂いた方々（発行順/敬称略）～

神田道子
神和住純
大津慶子
落合志麻
坂本福子
松浦千誉
神田道子
牧野カツコ
宮子あずさ
福島瑞穂
たけながかずこ
外山滋比古
岡澤憲芙
山下泰子

駒野陽子
福沢恵子
原田静枝
鈴木啓子
鶴岡庄八
水越サチ子
植野妙実子
中島通子
内藤和美
大沢真理
永井よし子
伊古田憲子
原順子
目島綾子

金子雅臣
吉岡忍
江原由美子
早瀬鑛一
志村直愛
上條茉莉子
藤野美都子
大沢真知子
武石恵美子
浅川早苗
原健一
高山憲之
芦野由利子
小玉美意子

鈴木隆文
牟田和恵
対馬ルリ子
戒能民江
天野正子
塩田咲子
山崎久民
西沢和彦
山口のり子
諸橋泰樹
田中恭子
神尾真知子
竹信三恵子
鈴木学

広岡守穂
鹿嶋敬
百世瑛衣乎
中込常昭
鈴木勝彦
山田亮
大津恵子
平川和子
佐藤八寿子
権丈英子
杉原麻美

茅根真由美
松井理恵
松本すみ子
土堤内昭雄
堀内光子
津止正敏
谷岡理香
渥美由喜
浅野富美枝
柘植あづみ
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発　行：文京区男女協働子育て支援部　男女協働・子ども家庭支援センター担当課
　　　　〒112−8555　文京区春日１丁目16番21号　☎03（5803）1187ダイヤルイン
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22年の月日を経ての「今」。過去と未来をつなぐ「今」を生きる私たちの重い責務を実感しています。「今」という同じ時代を生きる者
みんなで「多様な生き方を尊重する社会」を目指しましょう（鈴木・魚躬・渡部）。

インタビュー等では、
他にも沢山の方々にご協力を頂きました。
有難うございました。

は「男女平等センターだより　PARTNER」に生まれ変わります。
22年のあゆみ

1992 創刊

2001～2005年

1992～1997年

2005～2010年

1997～2001年

2010～2014年

Vol.1　成人の日特別対談
はたちの自画像

Vol.20　どう変わる　女と男の生き方
－みんなの想い　あしたへとどけー

Vol.21　あらためてジェンダー・フリー
Vol.22　男女平等参画社会と

男性の生活自立
Vol.23　男女平等参画を推進する社会

システム
Vol.24　少子化社会対策と

男女平等参画
Vol.25　女性に対する暴力と人権
Vol.26　セクシュアル・ハラスメント

を考える
Vol.27　社会保障制度・税制度と男女

平等参画／デートDV

Vol.　2　　育児休業法
Vol.　3　　女性学ってなあに？

今学び、フェミニズムを考える
Vol.　4　　結婚
Vol.　5　　女性と労働
Vol.　6　　家族
Vol.　7　　世界とコミュニケーション
Vol.　8　　北京・世界女性会議に向けて
Vol.　9　　がんばれ女子学生

～人生の大切な選択

Vol.10　新しいパートナーシップを
考える

Vol.11　いきいきと
暮らしていますか？

Vol.28　どこまで変わった？
みんなの意識

Vol.29　均等待遇を考える
Vol.30　子育て支援を考える
Vol.31　どこへ行く？

男たちのこれから
Vol.32　配偶者からの暴力をなくそう
Vol.33　明日を拓くキーワード

「ワーク・ライフ・バランス」
Vol.34･35　女性の再就職チャレンジ
Vol.36　団塊世代に贈る
Vol.37　《男女平等参画》

区民意識調査を実施して

Vol.12　男女がともに
輝いて暮らせ社会を創ろう

Vol.13　あなたとジェンダー・フリー
Vol.14　男女平等

～学校からのメッセージ

Vol.15　働く女性をとりまく事情
～改正男女雇用機会均等法の施行をひかえて～

Vol.16　ドメスティック・バイオレンス
～夫・恋人からの女性への暴力～

Vol.17　男女共同参画社会基本法
～その成立の意義と課題～

Vol.18　国連特別総会
Vol.19　セクシュアル・ハラスメント
「地域コミュニティーでのセクハラの現状」

Vol.38　父親の子育て
Vol.39　男女平等参画推進計画を改定

しました
Vol.40　仕事と介護の両立／メディア

リテラシー
Vol.41　文京区の

ワーク・ライフ・バランス
Vol.42　震災から考える男女平等参画
Vol.43　企業も個人もワーク・ライ

フ・バランス／リプロダクテ
ィブ・ヘルス／ライツ

Vol.44　文京区男女平等参画推進条例
を施行しました

Vol.45　男女平等参画推進
～７つの基本理念に寄せて～


