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第１日

６月 27 日（土）

12：00 〜

受付開始

13：00 〜 16：30

個人研究発表（第１〜第４分科会）、パネル分科会（①、②）、ワークショップ①

17：00 〜 18：00

総会 （懇親会に出席される非会員の方向けにビデオ上映をします。）

18：30 〜 20：00

懇親会

（
「赤かぶ」ケータリング

第２日

常勤：4000 円

常勤以外：2000 円）

６月 28 日（日）

9：00 〜

受付開始

9：30 〜 12：00

特別企画分科会（①、②）、ワークショップ（②、③）

13：00 〜 15：30

シンポジウム「今ジェンダーの視点で問い直す貧困と労働」
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日本女性学会設立 30 周年記念特別企画
2009 年度大会シンポジウム（文字通訳付）
6 月 28 日（日）13:00~15:30

理学部３号館 701 室

今ジェンダーの視点で問い直す貧困と労働
パネリスト：赤石千衣子・栗田隆子・田中かず子
コーディネーター：西田みどり

進行：柚木理子・海妻径子（研究会担当幹事）

趣旨説明
コーディネーター

西田みどり・大会企画シンポジウム担当委員会

今回のシンポジウムのテーマは「今ジェンダーの視点で問い直す貧困と労働」である。年末年始に派遣村がマ
スコミを賑わし、
「貧困」が全国的に広がっていることが確認されたが、女性にとっての「貧困」は古くからあ
る問題である。男性が一家の生計を担い女性は被扶養でよいという社会構造の中で、女性の賃金は低く抑えられ
てきたからだ。しかし、労働者派遣法の改正によって男性の間にも非正規雇用が広がり、企業がその便利な働か
せ方を活用したために派遣村のような事態が生じたわけで、事が男性に及ぶにいたってはじめてマスコミは社会
問題として大きく取り上げた。ところが実際に派遣村に足を運ぶと女性の数はたいへん少なく、女性の貧困はま
すます見えにくくなっているように思われる。また、
「貧困」問題が語られる際に、賃金が発生する労働にばか
り目が向けられ、家事・育児・介護など女性が多くを担っている無償労働はあいかわらず無視されがちである。
そうした状況をふまえて、シンポジウムでは、社会制度・規範によって見えにくくなっている女性の貧困の現
状の把握と可視化をめざし、さらに女性の生き方のオルタナティヴを何らかの形で提示することを課題に３人の
シンポジストをお招きする。
「しんぐるまざぁず・ふぉーらむ」で長くシングルマザーの現場から声を挙げてこ
られた赤石千衣子氏、
「フリーターズフリー」で女性の視点から非正規雇用問題に取り組んでこられた栗田隆子氏、
「女性ユニオン東京」
「働く女性の全国センター（ACW2）」に研究者の立場から関わってこられた田中かず子氏で
ある。赤石氏と栗田氏には、当事者との出会いから見えてくる彼女たちの抱える困難とその解決の道筋について
提示していただき、田中氏には研究者の立場から研究と運動の恊働および女性の労働運動についてお話しいただ
くことで、上記の課題に迫って行きたいと考えている。
同時にフロアーからもさまざまな立場の方々からご発言いただき、見えにくい女性の貧困についての現状認識
と今後の展望を共有したい。
があったのだが、ともかく、女性相談ではこうした相談

発題者から：日本女性学会シンポジウムに寄せて

が複数あった（個人情報なので複数の人の情報を入れて
いる）。

赤石千衣子
仕事がない、とその女性は訴えた。介護ヘルパー 2

彼女は夫と別れひとりで子どもたちを育てて働いてき

級の資格を持っているのだが今年の 1 月末以来、登録

た。でも厚生年金はわずか。保険料や税が高くなり滞納

しているヘルパー派遣の NPO から仕事が来なくなった。

せざるを得ない。

派遣切りでさらに若い人が介護分野に入ってきたから

近頃ずっとシングルマザーと子どもの貧困の深刻さを

だ。ハローワークにも何回も行ったが、仕事を紹介して

言い続けてきた。この 10 年で非正規化が進み、何年たっ

もらえない。

ても不安定な生活、子どもが成長するに見合う費用を捻
出できず、ダブルワークするしかない。そして子育てを

彼女の年齢は 73 歳。娘さんは派遣切りに遭いしかも

終えたシングルマザーがさらに困窮すると言ってはきた

闘病中だ。

が。生活保護申請ができずに、再度ハローワークに向か

4 月 8 日〜 10 日に行われた春の派遣村大相談会に、
なんとか女性相談を入れることができた。年末年始の年

う彼女の姿に、この国は人間をこんな風に扱うのか、と

越し派遣村で見えてこなかった、女性の状況を可視化し

思った。
「ひとりご飯」「ひとり旅」「ひとり時間」…。世間で

たいと思ったからだ。女性相談をつくるまでにはドラマ
2

はひとりがはやりだ。ひとりで生きていくのがこんなに

＊＊＊

も困難な日本だからこその願望のような「ひとり」
。実

田中かず子

はひとりであればさまざまな不利がある。そしてそれが

戦後の高度成長期に、女性は未婚の若年低賃金労働者

降り積もると彼女のような状況が生まれる。“ さま ” は

として企業社会にがっちりと組み込まれた。さらに、企

つかなくていい。一人ひとりが働けて、
社会保障がある、

業は深刻な労働不足に、一度は退職した既婚女性を低賃

そういう社会であってほしいのだ。

金のパート労働者として引っ張り出すことで対応した。

労働と社会政策その両方から迫らないと女性の貧困は

女性は、安価で便利に使える労働力として、企業社会に

見えてこないだろう。

位置づけられてきた。男性稼ぎ手モデルを基盤としたこ

こうした状況を共有化できる時間にできればさいわい

の構造は、今でもそれほど変わっていない。

だ。

規制緩和の大合唱のもと、特に 90 年代中旬から非正
＊＊＊

規雇用が急速に増大した。女性雇用者の半数以上が不安
栗田隆子

定で低賃金の非正規雇用となっても、女性の貧困は見え

現在のフリーター・日雇い派遣・官製ワーキングプア

ないままだった。しかし、日雇い派遣の男性労働者が大

等々と呼ばれる非正規雇用を個人の選択ではなく「社会

量に解雇されると、とたんに貧困が社会問題化された。

構造」の問題として把握する事が非正規雇用問題の核心

生活が逼迫する非正規雇用者と長時間労働で心身ともに

であった。非正規雇用問題において埋もれがちなのが女

追い詰められる正規雇用者は、どちらも極端に疲弊して

性パートや事務派遣社員の存在だった。そこで私は一

いる。女性を安価で都合よく使える労働力として放置し

フリーター独女としてフリーターズフリー 1 号および

たつけは、重くこの社会にのしかかる。

2 号で個々人レベルからマクロの社会的構造に至るまで

足元の大学でも、急速に非正規雇用化が進んだ。増大

「ないもの」とされた女性フリーター ( パート含む ) に

する非正規の事務職は女性、それも既婚女性であり、非

ついて取り上げた。非正規労働の 7 割は女性が担って

正規の男性は定年退職した高齢者。常勤の教育職は大幅

いるといわれる。数として「少数派」どころかいわば「多

に縮小され、非常勤への依存が増大した。この圧倒的な

数派」である女性達の貧困問題が、それこそ雇用機会均

構造的力の前に、私は無力感に苛まれる。でも、この現

等法施行以降、本質的に女性労働事情に変化のないまま

実に目をつぶって、なにがジェンダー論か。

約 20 年間放置され、陥没させられてきたのは何故なの

女性の窮状をいくら示しても、それだけでは変革の力

だろうか。

にならない。
「いつまで私たちは研究の素材なのか」と

大地に開いた大きな穴でも「谷」と名付けてしまえば

いう声が脳裏から離れない。現場の力をあなどるなかれ。

全く普通の地形と認識されるように、
「結婚すればいい」

特に若者層では、深い絶望の経験を乗り越えて新しい価

という言葉に象徴される制度によって女性の非正規雇用

値観を模索し、手にしつつある。それは生産から生活へ、

は普通の風景として認知されてきた。この「名づけ」の

個人から関係性へのシフト。ＡＣＷ２の第三回総会シン

権力を問い、自明とされているものを疑うことで、社会

ポのサブタイトルは、「ゆっくり生きて、関係を豊かに」

によって作られてきた女性の貧困を自覚し、かつその自

だった。既存の枠組みの中での議論は、もう限界なのだ。

覚によって「自己責任」とは違った形で社会に対して自

この社会構造を変えるには、どんな視点や価値観が必要

分達の責任を把握し、社会の変革を実践してゆく力を得

なのか、実践に向けてジェンダー研究は正念場に立たさ

ることを私は望んでいる。社会構造を問う際には、経済

れている。

循環の成立している共同体 ( 企業・国家そして家族、当
然大学も含まれる ) そのものも問われなければならな

個人研究発表・ワークショップ

い。各々が「自分の賃金はどこから来ているのか」と問
い、閉じられた世界を開き、搾取が行われているならば

６月 27 日（土）第１部

それを止めるよう努力しなければ社会は変容しない。女

13：00 〜 14：40

【第１分科会】（生科 -126 室）

性の経済事情もそのままだ。フリーターズフリーは非正
規雇用の労働を言葉で問うと同時に有限責任事業組合と

司会：船橋邦子

インドにおける DV 法の制定とその運用状況

して、雇用する—される関係ではないオルタナティブな

清末愛砂・福嶋由里子

仕事組織を立ち上げた。
「自己責任」ではなく「己に何

インドでは 2005 年に「ドメスティック・バイオレ

が出来るか」を個々人で問う議論の場としたい。

ンスから女性を保護する法律」（Protection of Women
3

クティヴ・ライツ改善の方向性を探った。

from Domestic Violence Act 2005）が制定された（2006
年施行。一部の州を除く）
。この法律により、被害者支
援体制（保護命令の新設、被害者保護官の配置【各州

がん患者の内分泌療法をめぐる理解と受容におけるジェ

1 人】等）の充実が図られたが、施行後 2 年以上経った

ンダー

現在、現場と法律の運用の乖離が指摘されている。本報

佐藤（佐久間）りか

告では、現地調査で得た情報をもとに、この法律の効果

乳がん、前立腺がんなど、性ホルモンによって分裂・
増殖が促進されるようながんでは補助療法として、内分

と問題点を明らかにし、今後の課題を示す。

泌療法が用いられる。内分泌療法はしばしば副作用を伴
ネワールの女性自助組織の相互扶助と「カースト／ジェ

い、男性においては「女性化」、女性においては「男性化」

ンダー構造」の変容

もしくは更年期様症状をもたらす。患者は内分泌療法を

―農民カースト集団の女性の役割を中心に―

どのように理解し選択しているのか、実際に自らが経験
竹内愛

した副作用をどのように受け止めているのか、乳がんと

ネパール、パタン市のネワール族社会では、近代化と

前立腺がんの体験者に対するインタビューを通じてジェ
ンダーの観点から明らかにする。

ともに人の流動化が起こり、
「血縁」によるカースト内
の伝統的相互扶助が弱まる傾向にある。その中で、近年、
女性の自立、相互扶助を目的とする女性自助組織がパタ

日本を男性化する : 国家的理念の表象としての太陽の塔

ン各地で設立されている。その組織は地域を基本的な枠

手島妙子

組みとして成立しており、異カーストのメンバーも受け

この論文は、日本のナショナリスト達がいかに 1970

入れる。農民カースト女性の自助組織は、伝統的相互扶

年大阪万博の象徴的建物、太陽の塔の表象を使って戦中

助を「地縁」中心に移行させ、
それによって「ジェンダー

の神国日本のイデオロギーを再生したかを検証する。と

／カースト構造」が変容しつつある。

同時に、この表象は、敗戦、占領体験で日本と彼らのマ
スキュリニテイを去勢されたと感じていた彼らが日本を
男性化する方途でもあった。ジェンダーとナショナリ

サンタル女性の購入決定権と経済的力量

ティの概念は、ファシストイデオロギーの 再生とこの

千葉たか子

万博の象徴的建物にとって重要であった。

サンタル民族は、インド憲法で「指定民族」とされて
いる少数民族である。サンタル民族の社会は父系制・父
権社会で、女性たちは、少数民族・貧困・女性という３

［パネル分科会①］（生科 -128 室）
同性間パートナーシップに関する諸問題
司会：青山薫

つの抑圧要因を抱えている。
女性の経済的力量を知るには、世帯の必要物資の購入

                                           

決定権をどれだけもっているかをめやすとすることがで
きる。本発表では、開発が女性たちの購入活動に及ぼし

同性婚と人権―国際法・比較法の視点から

ている影響を探り、女性たちの社会的・経済的変化を考

谷口洋幸

察する。

同性間の関係性を法的に保障する政策をもつ諸国は、
この 20 年のうちに飛躍的に増えてきた。同性婚やパー

【第２分科会】（生科 -127 室）

トナー関係法の制定は、人権の諸規範とどのような関係

司会：諸橋泰樹

にあるのか。本報告では国際人権基準の展開と国内判例
の比較を通して、同性間の関係性保障がいかなる意味で

「科学技術とリプロダクティヴ・ライツ」

人権となりうるのか／なりえないのか考察する。

塚原久美
本論では、国際社会におけるリプロダクティヴ・ライ
ツの議論と、
日本における中絶議論のギャップについて、

日本における「同性婚」の〈困難〉

前提となっている生殖コントロール技術の差異に着目す

堀江有里

ることで、結果としての政策や倫理議論の偏りが生じて

日本社会でも同性間パートナーシップの保障を求める

おり、それがリプロダクティヴ・ライツの推進にも悪影

声が大きくなりつつある。これに対して社会運動のなか

響を及ぼしていることを明らかにした。その上で、技術

にも慎重論や反対論も存在する。本発表では、同性婚な

を無視した倫理議論の陥穽を論じ、日本女性のリプロダ

どを求める議論が日本で引用される場合、抜け落ちがち
4

自治体議会で異なる結果を得ることができた。

である日本社会固有の問題、とりわけ戸籍制度の関連か
ら考察したい。そのような作業をとおして、
戸籍制度や、
その基盤となる天皇制の問題に対して抵抗してきた社会

女性の活動の「地域・社会への貢献」の内実

運動の事例との接点を見出す試みを提示したい。

―女性活動団体メンバーへのインタビュー調査より―
堀

久美

近 年、NPO や 市 民 活 動 へ の 関 心 が 高 ま り、 市 民、

レズビアン（カップル）の仕事と経済の実態
釜野さおり

NPO・市民団体、
「官」等の多様な担い手が創る公共は「新

本報告では 2002 年に実施した東京近郊在住の 21 人

しい公共」として構想されている。先行調査は、女性た

のレズビアンの聞き取り調査に基づき、彼女らの職歴お

ちが活動によって社会参画を果たしているとするが、そ

よび職業生活における経験を記述し、同居しているカッ

の内実は明らかとは言えない。そこで、女性たちに活動

プルの経済状況や家計管理などの金銭面を捉える。予備

による「社会との関わり」、「地域・社会への貢献」等を

的分析では、彼女らの多くは不安定・非典型的な職につ

どのように捉えているかを尋ねるインタビューを実施し

き、経済的に安定していないことが観察された。これら

た。本発表は、そこで語られたことを検討し、女性の活

の実態について、レズビアンとして生きることの困難と

動がどのような社会を創造する可能性をもつのかを探る

希望に関係づけながらの解釈・考察を試みる。

ことをめざす。

６月 27 日（土）第２部

14:50 〜 16:30

【第 3 分科会】（生科 -126 室）

【第４分科会】（生科 -127 室）

司会：内藤和美

司会：木村涼子

女性技術者のキャリア形成過程に関して
―業界別の特性をみる―

指定管理化される女性センター―その過渡期的分析―

内田由理子

山崎明子・瀬山紀子・水島希

本研究報告は、女性技術者のキャリア形成に関するヒ

女性センター（男女共同・平等参画センター）とは、
1999 年に施行された男女共同参画社会基本法を受けて

アリング調査を基に、いかに技術者として就労継続を成

2000 年に国が策定した基本計画に基づき、各地方自治

し得ているか、障害をどう克服しているか、育児休暇後

体が設置した男女共同参画の拠点施設である。現在、公

どのようにワークライフバランスをとりつつ技術者とし

設の女性センターの指定管理化が進められる中で、主た

てのキャリア形成につなげているのか、このような点に

る事業である啓発講座に変化が起こりつつある。本発表

主眼をおいています。また、その背景として、特に業

では、指定管理への移行期における女性センターの講座

界内サブカルチャーにも注目します。（本報告は平成 19

の変化と、その変化が持つ意味について分析し、女性セ

〜 21 年度科学研究費補助金「女性技術者のキャリア形

ンターの現場に関わる立場から、今後の女性センターの

成過程に関する実証的研究」の研究成果の一部です。
）

在り方について問題を提起する。
第 1 次〜第 6 次「主婦論争」にみるジェンダー規範の
変容―性役割規範からライフコース規範へ―

地方女性議員のリクルートメントについて
―神奈川県議会および県内の自治体議会のデータから

妙木

忍

大木直子

戦後 3 次にわたる「主婦論争」以後も、主婦を直接・

日本社会が大きく変化する 1990 年代末から最近まで

間接にテーマとした論争が見られる。1980 年代のアグ

の地方選挙のデータを手掛かりに、女性の地方議会への

ネス論争、1990 年代の専業主婦論争、2000 年代の「負

進出が着実に進んでいる中で、女性候補者のリクルート

け犬」をめぐる議論を、それぞれ第 4 次・第 5 次・第

メントにどのような変化が生じ、どのような新たな傾向

6 次の主婦論争と位置付け、一貫した枠組で通時的に分

を見出せるかを候補者個人の側面から検証した。収集す

析した。その結果、女性同士の比較において、準拠対象

るデータは神奈川県議会および同県内の自治体議会の選

の変容、争点となる規範の変容が見られた。その変容お

挙名簿、選挙公報を中心とし、従来のキャリア・パスの

よび、女性カテゴリーの再生産という共通点を併せて考

パターンとは違ったケースが多く見られ、また、政党・

察する。

党派別の女性議員比率の割合の変化、女性議員・候補者
のキャリア・パスの政党・党派ごとの傾向については各
5

「日本の地方都市におけるクィア的生活」

〈英語〉をめぐる女女格差と女女断絶
北村文

河口和也

日本女性と英語のあいだには、プラグマティックかつ

地方の小規模都市は一般的に「保守的」で、クィアが

ロマンティックな関係がある。本報告では、そこに含ま

生活するにはまだ困難が多く伴うと考えられている。し

れる経済的・文化的・社会的な諸力学を考えるにあたり、

かし、常に抑圧された状態ではなく、入手可能な資源を

特に、英会話スクールや英語関連の資格学校における女

やりくりしながら、
「クィア的な生活」を送ろうともし

性間での相互行為場面に注目する。学ぶ／教える／働く

ている。本報告では、2008 年から 2009 年にかけて行

という異なる位置から、異なる動機と異なる資本のもと

なった、地方都市に生活するクィアの実態調査のデータ

に、女性たちが互いに関わる（あるいは関わらない、関

をもとに、首都圏や関西都市圏域ではない地域に暮らす

わることができない）様態を、独自のインタビューデー

人々の「社会資源」をめぐる状況について報告する。クィ

タから明らかにする。

アにとって「保守的」でありさまざまな意味で「資源が
乏しい」とされる状況で、いかに戦略的あるいは創出的
にクィアが生活を構築しているかを解釈・考察する。

【パネル分科会②】（生科 -128 室） 司会：風間孝
現在における gender identity の「説明」とその問題点
石田

【ワークショップ①】（生科 -125 室）

仁

「ウィメンズ・アクション・ネットワーク：ウェ

1990 年代後半は性別越境の激動の時代だった。97

ブで発信するフェミニズム」

年に日本精神神経学会が性同一性障害のガイドラインを

牟田和恵・古久保さくら・荒木菜穂・伊田久美子

策定し、98 年に大学病院でのはじめての性別適合手術
が行われていく過程で、性同一性障害に関する知識は急

ウェブというツールはフェミニズム運動の新たな展開

速に広まっていった。ただしガイドラインに定められた

に向けて、豊かな可能性を持っている。今春立ち上がっ

日本の性同一性障害の定義は、アメリカ精神医学会など

た女性情報総合サイト「ウィメンズ・アクション・ネッ

のガイドラインを手本にしたにもかかわらず、少し異な

トワーク」の活動を紹介しながら、ウェブによって可能

り、
またそれが問題を生んでいると報告者は考えている。

になる様々な連携を展望し、より豊かなアクションの広

本報告では、
性同一性障害という知識の普及の過程で、

がりに向けて、参加者と意見交換したい。

1.gender identity（性［別］自認／性［別］同一性）の
説明が日本独自のものに変質した過程と、2. その変質

６月 28 日（日）9：30 〜 12：00

がどういった問題点を含むのかということについて論じ

【特別企画分科会①】（理 3-701 室）

たい。

女性の貧困と労働（文字通訳付）

司会：伊藤淑子・井上恵子

ゲイ・カップルと異性愛女性〜テレビドラマ『同窓会』
この特別分科会は、シンポジウムのテーマに合わせて

を読み解く〜
風間孝

募集した研究発表と報告から構成されている。それぞれ

発表の概要：本報告では、1993 年にテレビ放映され

の発表および報告を通して、女性の貧困と労働における

たドラマ『同窓会』におけるゲイ・カップルと異性愛女

問題の所在を明確にし、シンポジウムでの議論につなげ

性の三角形について考察する。現代のゲイシーンを舞台

たい。

に、ゲイ・リべレーションとのゆるやかなつながりを描
く一方で、このドラマでは男色をモチーフにした場面や

「低賃金労働」力の補完と「管理売春」―日本入国人身

寓話が随所に顔を出す。異性愛女性がゲイ・カップルと

売買の「搾取」と「人権」に関する再考察

の三角形にとどまる理由は何かを、ゲイのライフスタイ

谷村和枝

ルが想像できない異性愛主義社会および男色表象と関連

人身売買は、経済格差をその背景に持ち、貧困層に対

づけながら、考察を行う。

する「搾取」を伴う「特殊雇用慣行」の問題である。
「等
動力の不足を補う目的」で、1950 年前後には「作男」
「作
女」
「南京小僧」の雇用が慣行としてあり、2000 年前
後には「外国人研修生・技能実習生」が特殊雇用形態で
6

国内に浸透する。女性の性（セクシュアリティ）が対象
の人身売買領域では、50 年前後は「特殊飲食店」に日

【特別企画分科会②】（生科 -212 室）

本人女性・女児が、
2000 年前後は「性風俗関連特殊営業」

フェミニズムから考える環境危機

にアジア等出身女性が「被害の状態はほとんど変わって

コーディネーター：深江誠子

いない」状況で売買されている。本研究は「低賃金労働」
「搾取」
「人権」
「性」をキーワードに人身売買を再考察し、

伊方原発の実験で、日本の多くの母親たちが、脱原発

発表していくものである。

で立ち上がった時、フェミニストたちの一部から、母性
愛で運動するのは、第二次世界大戦と同様、戦争につな
がるとの非難を受けた。私は母性愛は素晴らしい感情で

女性・男女共同参画センターの職員問題
渋谷典子・内藤和美

あり、母性でなく親性と呼び変えたいのだが、それが強

“ 女性・男女共同参画センターの女性労働問題 ” と言

いからこそ軍にも利用されたのである。問題は、この感

われてきた職員問題を、①文献知見、②「女性関連施設

情の表現方法の違いであって、むしろ、反戦の表現にも

事業系熟練職員の実践の分析—発揮されている能力とそ

なりうるのである。このシンポでは、その親性の視点か

の相互関係—」研究の結果、③労働裁判事例の検討の 3

ら、ドイツの緑の党からも学び合いたい。

側面から記述する。それに基づき、
（１）女性・男女共
同参画センターの職員に関する制度整備に向けた検討課

エコフェミ批判の呪縛から今

題と（２）労働裁判事例の検討から見出せる解決への道

右衛門佐（よもさ）美佐子

筋の提示を通じて問題の解決・打開を考えたい。

少し前まで「活動専業主婦」が担うことが多かったこ
の環境問題も今や政治や国際問題の主要課題となってき
たが、日本でのフェミニストの関心はイマイチだ。その

障害女性と貧困
瀬山紀子・臼井久実子

原因は、20 年くらい前のエコフェミ批判に端を発して

女性と障害者という二つの属性をもつ障害女性は、構

いるように思われる。エコフェミは、女性を文化・自然

造的に、非常に不安定で貧困な状態に置かれやすい存在

の二項対立に於いて下等である自然に追いやられる危険

である。にも関わらず、障害女性の経済状況は、障害者

性があり、差別を決定論的にしてしまうと批判された。

に関わる政府統計等でも明らかにされず、現在までほと

この批判は、確かに陥穽への警告となったが、呪縛にも

んど問題化されることがなかった。

なった感がある。今日、世界大戦にも匹敵すると算出さ

報告では、限られた調査統計で示すことのできる障害

れている環境悪化の影響は、紛争や人権侵害にも及ぶ。

女性の経済状況を明らかにすると同時に、障害女性の貧

エコフェミ批判の呪縛を取り払い、現実を見つめる時が

困状況をもたらしている現在の制度と、障害女性の貧困

来た。

問題から見える、
「女性と労働」全般に関わる論点を提
示したい。

いのち育む環境への暴力を断ち切るために
富山洋子
最大の暴力である戦争は、男性が女性を抑圧しつつ構

「高学歴ワーキングプア」問題を考える
清末愛砂・青山薫

築した仕組みや科学技術を拠り所にしており、人々のい

近年若年非正規雇用者の男女比率は縮まってきてい

のちを奪うばかりでなく環境をも脅かす。この度はヒト

る。しかし、「学校基本調査」
（2008 年）で博士課程後

のうちなる自然をも蝕む核（放射能）と環境ホルモン（外

の就職率を見ると男 66．3％、女 55.0％という開きが

因性内分泌攪乱化学物質）について触れながら「女性と

ある。さらに関西圏大学非常勤講師組合が 2007 年に発

男性にとって性による分業がなくなり、すべての年齢層

表した調査では、4 割以上が年収 250 万円を切る「専

で、性的抑圧が終わるか、著しく弱められる」（ブライ

業非常勤講師」と「非常勤講師を兼職」のうち過半数が

アン・イーズリー）、女性と男性の関係を模索したい。

女性で、
いわゆる「高学歴ワーキングプア」問題にはジェ
ンダー格差が見て取れる。数値と個人的な経験を具体的

西欧のフェミニズムと環境問題……緑の党を中心に

な手がかりに、同問題を（かつての）当事者として参加

近藤和子

者と一緒に考えてみたい。

1980 年代、米ソの冷戦の高まりとともに核戦争の危
機が高まっていた。そこでヨーロッパでは、大規模な反
7

核運動が巻き起こった。その中心は女たちであった。女

【ワークショップ③】（生科 -209 室）

たちの反核平和運動は、チェルノブイリ原発事故が起こ

ポルノ被害と子どもの人権

ると、反原発運動へと広がり、核や原発を生み出す社会

山本有紀乃・二瓶由美子

の家父長制的構造や環境問題へと深化した。それはコー
ラ（資本主義）もウォツカ（社会主義）もノーと言う、

ポルノグラフィが増殖の一途をたどっている結果、子

主張に見られる。やがて政権をとるにいたったエコロジ

どもの人権が著しく侵害される現状に歯止めがかかりま

スト・緑の党の女性たちを中心にその軌跡を見てみたい。

せん。「児童ポルノ」の製造や提供は処罰されますが、
「着
（ちゃく）エロ」と呼ばれる子どもを被写体にしたポル
ノはネットに蔓延しており、被写体にされた少女に深刻

【ワークショップ②】（生科 -306 室）

な被害が生じています。少女を性奴隷化する日本製のコ

「ジェンダーフリー」「バックラッシュ」を再考

ンピューター・ゲームは、外国で排斥運動が起きるにい

する

たっています。そんな中、児童書の老舗出版社から、中

コーディネーター：荻上チキ・斉藤正美・山口智美

学生向け新書シリーズの１冊として、暴力 AV の制作で

（司会は山口が担当予定）

有名な AV 監督に AV 業界の経験をつうじて「性」につ

発言者：伊田広行・井上輝子・金井淑子・

いて語らせる本が出版されるという状況があります。こ

細谷実・小山エミ（ネット参加）

のワークショップでは、そうした現状を共有し、ポルノ
被害が子どもにまで及ぶ事態をどのようにすれば変える

フェミニズム内の多様な立場から、
「バックラッシュ」
に関する書籍、サイトなどの編集、執筆に関わり、積極

ことができるのかについて、参加者と話し合い、考えた

的に発言をしてきた発表者により、
「ジェンダーフリー」

いと思います。

をめぐる論争について今現在の観点から再考したい。ま
た、言論、運動、およびネット空間における、女性学の
「バックラッシュ」対応についても、参加者もまじえて
議論したい。
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大会会場
お茶の水女子大学
〒 112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1

電話番号案内：03-3943-3151
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