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女性と人権全国ネットワーク女性と人権全国ネットワーク女性と人権全国ネットワーク女性と人権全国ネットワーク    政策集（政策集（政策集（政策集（概要概要概要概要版）版）版）版）    

 

    はじめにはじめにはじめにはじめに    ～ネットワーク設立への思い～～ネットワーク設立への思い～～ネットワーク設立への思い～～ネットワーク設立への思い～    

    私たちは社会的に周縁化されてきた人々の権利の確立をめざして、２０１３年６月３０日に「女性と私たちは社会的に周縁化されてきた人々の権利の確立をめざして、２０１３年６月３０日に「女性と私たちは社会的に周縁化されてきた人々の権利の確立をめざして、２０１３年６月３０日に「女性と私たちは社会的に周縁化されてきた人々の権利の確立をめざして、２０１３年６月３０日に「女性と

人権人権人権人権全国全国全国全国ネットワーク」を結成しました。ネットワーク」を結成しました。ネットワーク」を結成しました。ネットワーク」を結成しました。    

    特に、現在の日本社会で周縁化されてきた人々の特に、現在の日本社会で周縁化されてきた人々の特に、現在の日本社会で周縁化されてきた人々の特に、現在の日本社会で周縁化されてきた人々の『『『『労働権労働権労働権労働権』『』『』『』『性的自己決定権性的自己決定権性的自己決定権性的自己決定権』『』『』『』『生存権生存権生存権生存権』』』』の３つにつの３つにつの３つにつの３つにつ

いての確立を目的としています。いての確立を目的としています。いての確立を目的としています。いての確立を目的としています。    

女性の人権をないがしろにする日本の政治のあり方に怒りと危機感を感じて女性の人権をないがしろにする日本の政治のあり方に怒りと危機感を感じて女性の人権をないがしろにする日本の政治のあり方に怒りと危機感を感じて女性の人権をないがしろにする日本の政治のあり方に怒りと危機感を感じて、当事者自身の手による、当事者自身の手による、当事者自身の手による、当事者自身の手による

団体を立ち上げることを決意しました。そして、女性や周縁化され困難を抱団体を立ち上げることを決意しました。そして、女性や周縁化され困難を抱団体を立ち上げることを決意しました。そして、女性や周縁化され困難を抱団体を立ち上げることを決意しました。そして、女性や周縁化され困難を抱えている人々の声えている人々の声えている人々の声えている人々の声を代表すを代表すを代表すを代表す

る組織として課題解決に取り組み、社会的・政治的地位を確立る組織として課題解決に取り組み、社会的・政治的地位を確立る組織として課題解決に取り組み、社会的・政治的地位を確立る組織として課題解決に取り組み、社会的・政治的地位を確立しようと考えています。しようと考えています。しようと考えています。しようと考えています。        

日本の政治は変わるべきです。一人でも多くの皆さんに日本の政治は変わるべきです。一人でも多くの皆さんに日本の政治は変わるべきです。一人でも多くの皆さんに日本の政治は変わるべきです。一人でも多くの皆さんに本本本本ネットワークに参加していただき、一人ひネットワークに参加していただき、一人ひネットワークに参加していただき、一人ひネットワークに参加していただき、一人ひ

とりの「こう変えたい」という声を織り上げて、政策集をより良いものとしていきたいと思っています。とりの「こう変えたい」という声を織り上げて、政策集をより良いものとしていきたいと思っています。とりの「こう変えたい」という声を織り上げて、政策集をより良いものとしていきたいと思っています。とりの「こう変えたい」という声を織り上げて、政策集をより良いものとしていきたいと思っています。    

    

 

 

    

    

 
 

例えば国会の女性議員比率(衆議院)は 7.9％、国家公務員上級職に

おける女性の率も 2 .6％。裁判官も 17.7％。こんな先進国は他に

ありません。意思決定参画率の低さが、女性の生き辛さの原因で

もあります。 

   

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界経済フォーラム 2013.10.25 

（調査対象：136 ヶ国） 

男女平等（ジェンダーギャップ） 

指数ランキング 

政策・方針決定過程への女性の参画 - 内閣府男女共同参画局 

    

私私私私私私私私私私私私たたたたたたたたたたたたちちちちちちちちちちちちををををををををををををめめめめめめめめめめめめぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐるるるるるるるるるるるる現現現現現現現現現現現現状状状状状状状状状状状状ににににににににににににつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいてててててててててててて            

①①①① 女性の社会的地位は「とても低い」女性の社会的地位は「とても低い」女性の社会的地位は「とても低い」女性の社会的地位は「とても低い」    
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「正規職員」で比べて、女性の賃金は男性の６６.６％しかなく、世界の最下位に近いのが日本の真実。

男女賃金格差は、主要な政治課題として取り組むべき問題です。出産して退職する人が多く、子育てと

の両立が難しいなどの理由が絡み合い、女性は非正規に追い込まれます。夫に扶養してもらうのだから

低賃金で構わないと、非正規の女性の賃金は男性正規の半分。「オリンピックでメダルを！」等と言って

いる場合じゃない。「女性と男性の賃金格差縮小」のレースでこそメダルを取ってほしいものです。 

そしてセクハラ。労働局の均等室に寄せられる相談の第一位は、均等室開設以来一貫してセクシュア

ル・ハラスメントです。どれだけの人がセクハラで退職を余儀なくされているか。働く女性の最大の敵

は「セクハラ」です。しかし、日本では職場のセクシュアル・ハラスメントは犯罪とされておらず、被

害者の権利回復を支援する法律もありません 。 

都道府県労働局雇用均等室 

女性 相談者別相談内容の内訳（平成 24 年度） 

 

 

 

3 人に 1 人のシングル女性は「貧困」という報道に驚いた方が多いかもしれませんが、シングルマザーは

約半数が貧困です。日本の相対的貧困率は、税金を引いた収入が年 112 万円未満をさしますが、国立社

会保障・人口問題研究所によれば、「母子世帯」の貧困率は特に高く 48 パーセントに上っています。母

子家庭の母親の８割以上は働いていますが、圧倒的に非正規が多く、低賃金に苦しんでいます。家事・

育児もせず、会社に全生活をささげる男性の働き方を基準とした会社のしくみや社会・法制度を変えな

かったために、一人で家計を支えなければならない「女性」が過酷な状況に追い込まれています。 

  

男女共同参画白書 平成 25 年版 

相対的貧困率の推移（2007-2010 年）国立社会保障・人口問題研究所 

    

    

②②②② 「メダルは取れない」日本の労働現場「メダルは取れない」日本の労働現場「メダルは取れない」日本の労働現場「メダルは取れない」日本の労働現場    

③女性が大黒柱になれない国③女性が大黒柱になれない国③女性が大黒柱になれない国③女性が大黒柱になれない国    
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ＤＶ被害体験者は内閣府の調査によれば（パートナーのいる）女性の４人に一人、レイプ被害体験者

は 7.7％です。そんなに多いのかと思われるかもしれませんが、実態は深刻です。 

2013 年度に公的な相談支援センターに寄せられたＤＶに関する相談件数は 9 万 9961 件。 

ストーカー事案の認知件数は 2 万 1,080 件で、過去最多を記録しています（被害者の 90.3％が女性）。

女性に対する暴力は、実際は殺害に至る深刻な事例を含め日本社会で多発しているのです。 

しかし、問題は女性への暴力に対する人々の意識です。内閣府の調査によるとレイプの加害者の 8 割

は顔見知りを含め親しい相手で、若年・低年齢時の被害が多いのです。性暴力被害をどこ（だれ）にも

相談しなかった人は 67.9％。理由は「恥ずかしかった」、「自分が悪い」から。 

現在の日本は女性たちがレイプやＤＶを「訴えやすい」社会ではないのです。性暴力被害に遭ったこ

とが「恥ずかしい」と感じざるを得ない社会なのです。これこそが、女性の人権が貶められている社会

であることの証拠です。暴力は振るったほうが悪いのです。 

異性から無理やりに性交された被害の加害者との面識の有無異性から無理やりに性交された被害の加害者との面識の有無異性から無理やりに性交された被害の加害者との面識の有無異性から無理やりに性交された被害の加害者との面識の有無 

 
「男女間における暴力に関する調査「男女間における暴力に関する調査「男女間における暴力に関する調査「男女間における暴力に関する調査（平成（平成（平成（平成 23 年度調査）」結果年度調査）」結果年度調査）」結果年度調査）」結果             

    内閣府内閣府内閣府内閣府    平成平成平成平成 24 年版年版年版年版    犯罪被害者白書犯罪被害者白書犯罪被害者白書犯罪被害者白書     

 

 

 

 

日本の現行制度においてセクシュアル・マイノリティの存在は、おおむね「想定外」とされているた

め、多くの制度から排除されています。教育の場でも、職場でも、地域でも「いないこと」にされてい

る。それゆえ、当事者が「自分らしく」あろうとするときに多くの人権侵害に直面しています。 

  

    
④④④④ＤＶ＝ＤＶ＝ＤＶ＝ＤＶ＝４４４４人に一人、レイプ＝７．７％人に一人、レイプ＝７．７％人に一人、レイプ＝７．７％人に一人、レイプ＝７．７％    

    
⑤⑤⑤⑤セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・マイノリティをめぐるマイノリティをめぐるマイノリティをめぐるマイノリティをめぐる状況状況状況状況    
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若年女性をめぐる状況も過酷です。特に彼女たちの「性」がターゲットにされる事例は後を絶ちませ

ん。買春、児童ポルノ被害、性虐待、インターネットや携帯電話のアプリケーションを利用した性搾取

等。また、彼女たちにとって、家こそが危険であるということはあまり知られていません。支援団体か

らの報告では「性虐待」の加害者は実の父である場合のほうが多く、被害をうける子どもたちは「家」

にいることが出来ない中で「路上」に逃れざるを得ず、そこでも性暴力被害を受けています。 

 

 

 

 

移住女性は女性である事と外国人である事の複合的な差別と暴力、搾取に直面しています。移住者の

人権保障のための法制度整備は極めて不十分です。日本政府は現在まで、差別や暴力の実態把握さえも

行っていません。移住女性は日本で生活するための基本的な情報さえ十分に得ることができず、日本語

学習や教育、エンパワメントの機会も限られています。2009 年の入管法･住基法の改定(2012 年 7 月施行)

により、配偶者の在留資格取消し制度などが新設され、国際結婚などで定住する移住女性の権利の弱体

化、差別や暴力被害の更なる深刻化が懸念されています。 

 

    
⑥⑥⑥⑥生き生き生き生きづらさを抱える若年女性をめぐづらさを抱える若年女性をめぐづらさを抱える若年女性をめぐづらさを抱える若年女性をめぐる状況る状況る状況る状況    

    
⑦移住女性をめぐ⑦移住女性をめぐ⑦移住女性をめぐ⑦移住女性をめぐる状況る状況る状況る状況    

平成 17 年厚生労働省職業安定局 
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ⅠⅠⅠⅠ    女性と人権基本法の制定女性と人権基本法の制定女性と人権基本法の制定女性と人権基本法の制定        

 女性や人権侵害にさらされた当事者に対し、包括的にジェンダー平等の視点で公的サービスを供給す

る仕組みを早急に整備する必要があります。 

私たちは、包括的な根拠法となる「女性と人権基本法（仮称）」の制定を求めます。 

ⅡⅡⅡⅡ    女性省の設置女性省の設置女性省の設置女性省の設置  

 現在の日本には、男女平等を推進する機関は内閣府の男女共同参画局しかありません。各国のジェン

ダー平等の政策担当所管に比して著しく小規模で、政策全体をチェックする機能は十分でなく、自ら事

業をする財源も執行機関も極めて不十分です。私たちは、「女性と人権基本法（仮称）」の国の実施責任

主体として現在の男女共同参画局を改組・拡充し、クオータ制を導入して多数の女性を登用した女性省

を設置することを求めます。 

ⅢⅢⅢⅢ    憲法について憲法について憲法について憲法について    

 現在、戦後日本の国の方向性を示した平和憲法を変えようとする動きがあります。私たちは、憲法の

解釈変更による実質的改憲の手法の危険性を危惧しています。憲法は、政府が従うべき最高法規であり、

政府にこそ日本国憲法を遵守する義務があります。私たちは、個人の尊厳の軽視と国民の義務の強化に

反対します。私たちは、戦争への道を開く集団的自衛権の行使は認めません。 

また、憲法九条だけではなく、女性と人権の視点からは第十一条(基本的人権)、第十三条(個人の尊厳

の尊重、幸福追求権)、第十四条（法の下の平等）、第二十四条（両性の平等）、第二十五条（生存権）等

も、実生活において実現されているとは言い切れない状況なのではないでしょうか。また、個人ではな

く、国家に尽くすための家族重視の考え方にも注意が必要です。 

ⅣⅣⅣⅣ    原子力発電について原子力発電について原子力発電について原子力発電について    

 原子力発電所の事故時等における放射能被害、核廃棄物の処理が出来ないこと等だけを見ても、原子

力発電所の再稼働は認めるべきではありません。自然エネルギーの活用による、核のない社会を実現す

べきです。 

ⅤⅤⅤⅤ    公的サービスの柱に民間支援団体を公的サービスの柱に民間支援団体を公的サービスの柱に民間支援団体を公的サービスの柱に民間支援団体を 

私たちは、女性省を設置し、「女性と人権基本法（仮称）」に基づいて公的サービスを提供する際のサ

ービスの運営・供給主体は、諸外国の例に学び民間支援団体を中心に置きたいと考えています。 

ここでいう民間団体とは、「福祉ではなく、人権擁護としての当事者支援」に取り組む団体のことです。 

 

 

 

    

～性差別を撤廃し、女性が伸びやかに働くことができる社会の実現に向けて～ 

現在の日本の労働政策は「劣化」しています。働く人々が、苛酷で困難な状況にあるというのに、有

効な政策は一つも打たれず、格差と貧困は拡大しています。景気がよくなれば、企業が活性化すればす

べてが潤うという「トリクル・ダウン」理論はすでに破たんしているにも関わらず、政府も社会もそれ

を認めない中で、働く者は低賃金と労働環境の悪化を強いられています。しかもその中で、労働者保護

私私私私私私私私私私私私たたたたたたたたたたたたちちちちちちちちちちちちのののののののののののの政政政政政政政政政政政政策策策策策策策策策策策策             

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ            女女女女女女女女女女女女性性性性性性性性性性性性労労労労労労労労労労労労働働働働働働働働働働働働政政政政政政政政政政政政策策策策策策策策策策策策             
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法制の改悪が続いていますが、社会的な論議も起きていません。世論やマスコミも「劣化」していると

は言えないでしょうか。 

１、男女雇用均等法を雇用のジェンダー平等法へ 

 ＜主な改正点＞ 

① セクシュアル・ハラスメント（セクハラ、ジェンダーハラスメント）の禁止および罰則規定 

② 妊娠・出産にかかる解雇の禁止と罰則規定 

③ コース別管理、間接差別の禁止 

④ 各種の意思決定機関へのクオータ制の導入 

⑤ 同一価値労働同一賃金の徹底・明文化 

２、労働に関する抜本的な法制度の確立を 

① 女性の貧困の解消に向けた新法の制定 

② 労働者保護法制全般をジェンダー平等の視点、女性に対する暴力被害当事者保護の視点から改

訂を行う 

３、働く前に学ぶことがある 

労働者の権利や法律の内容などについて、多くの人々は知らされていません。教育機関において、早

期から、働く権利や法制度についての教育の義務的実施が求められています。 

 

 

 

    

１．１．１．１．性暴力全般について性暴力全般について性暴力全般について性暴力全般についての政策の政策の政策の政策                                                                                                                        

2012 年に公表された内閣府の調査によれば女性の 7.7％が「異性から無理やり性交された経験がある」

と回答しています。政策は徐々に進んではきましたが、性暴力被害の効果的な防止策は実施されず、当

事者のニーズに合った制度政策となっているとは言えません。当事者の声の反映こそが必要です。 

＜主な政策＞ 

① 被害者を支援するための包括的な「性暴力禁止法（仮称）」の制定 

② 加害者処罰と被害者支援制度の確立 

ⅰ刑法強姦罪の見直し 

ⅱレイプシールド法の制定 

ⅲ性暴力犯罪、ＤＶの専門裁判所の設置 など 

③ ⅰ性暴力被害者に対応できる機関を女性人口２０万人に１カ所を目標とし、当面全都道府県に設置 

ⅱ性暴力被害者のニーズに対応できる医療機関の増設 

ⅲ中長期的に総合的支援を行う「性暴力被害者回復支援センター（仮称）」の設置。 

④ あらゆる性暴力を防止するための予防教育を推進   ⑤ 加害者に対する再犯防止対策 

⑥ 被害当事者や現場の支援者の声の反映    ⑦ 性暴力についての調査研究を推進 

⑧ メディアにおける二次被害を防ぎ、性暴力被害者への理解を促進 

 

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤ            女女女女女女女女女女女女性性性性性性性性性性性性にににににににににににに対対対対対対対対対対対対すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるる暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴力力力力力力力力力力力力根根根根根根根根根根根根絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶政政政政政政政政政政政政策策策策策策策策策策策策             
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２２２２．．．．ＤＶＤＶＤＶＤＶ根絶に向けた根絶に向けた根絶に向けた根絶に向けた政策政策政策政策                                                                                                                                    

 ＤＶ法制定以降 12 年間、3 回に及ぶ改正が行われましたが、ＤＶの被害は減少することがなく、全国

の支援格差は未だ広がっています。 

＜主な政策＞ 

① ＤＶ罪の新設      

② ＤＶ予防教育の徹底 

③ 官民の支援格差を是正するナショナルミニマムの確立 

④ 民間支援団体への公的助成の制度化 

⑤ 命を守る保護命令制度へ拡充  

⑥ 地方公共団体の責務の強化とＤＶ予算の確立 

⑦ ＤＶ・性暴力２４時間全国ホットラインの設置   

 

３３３３．ポルノグラフィ被害についての政策．ポルノグラフィ被害についての政策．ポルノグラフィ被害についての政策．ポルノグラフィ被害についての政策                                                                                                    

ポルノグラフィは社会に氾濫しており、その被害は甚大なものと言えます。特に子どもたちを標的に

したものは子どもの未来を破壊し、子どもの価値観を変容させています。1999 年に「児童買春・児童ポ

ルノ禁止法」が制定されましたが、重大な限界があり、抜本的で早急な対策が求められています。 

＜主な政策＞ 

① 「わいせつ」の防止から「性的人権」を守る視点への転換  

② 人権学習としての性教育をすべての学校・年代で実施する 

③ 児童ポルノ禁止法を改正、ポルノ被害防止法を制定  

④ 被害者のケアと支援の体制を整備  

⑤ 国によるポルノ被害の実態調査を早急に実施 

 

４４４４．．．．人身取引被害者支援人身取引被害者支援人身取引被害者支援人身取引被害者支援の政策の政策の政策の政策                                                                                                                    

日本で外国籍女性の人身売買問題が表面化したのは、1980 年代以降です。「人身売買大国」日本に対す

る国際的な批判や国内での深刻な実態に対応を迫られた日本政府は、2004 年 12 月に「人身取引行動計画」

を策定しました。しかし、人身売買の被害者は刑事処罰および強制送還の対象であることに変わりはあ

りません。日本における被害の状況は正確にはわかっていません。警察庁の統計上は、2005 年行動計画

策定以降、人身取引事案は減少したとされていますが、ブローカー等の手口の巧妙化と親族等による人

身取引など形態の変化が進み、被害がよりいっそう潜在化していると考えられます。 

＜主な政策＞ 

① 人身取引対策に係る政策を一元的に担当する機関の設置 

② 被害者保護と防止に関する包括的法律の制定 

③ 被害者認定のためのガイドラインの作成 

④ 人身取引被害者支援センター（仮称）の設置 

⑤ 搾取を防止する観点から現行法制度を見直す 

⑥ 研修、教育、啓発を行う 
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５５５５．．．．性売買性売買性売買性売買の根絶に向けたの根絶に向けたの根絶に向けたの根絶に向けた政策政策政策政策                                                                                                                                                

現在の日本で性産業と考えられる市場は、5兆円を超える大規模なもので、人身取引や組織犯罪の温床

となっています。性産業の中で貧困女性や、家や社会に居場所を持てない女性等が利用される傾向にあ

り、精神疾患や知的障がい、在留資格や貧困等の「弱み」に付け込まれている実態があります。 

 性暴力被害女性のワンストップセンターとして活動している大阪府の SACHICO の 3 年間の相談集計を

見るとレイプ・強制わいせつ被害者のなかで風俗又はそれに近いサービス業をしている人は 5.6%ありま

した。殆どが１０代であり、仕事がらみでの被害が多くなっています。また、性搾取を伴う性被害で注

目しなければならないのは、インターネットのアプリ等を活用しての行為です。SACHICO の集計ではレイ

プ等の被害者の 12.6％がネットでの接触を契機として被害を受けています。 

＜主な政策＞ 

① 若年女性、子ども、被災女性、セクシュアル・マイノリティ等の貧困からの脱出 

② 子どもの家庭の内外における性暴力被害の早期発見と対応 

③ 風俗店における女性の安全と権利を確保する法規制の確立 

④ 性的搾取者を野放しにしない、罰則を科す法規制の確立 

⑤ 売春防止法を廃止して、買春を禁止できる法の制定 

 

６６６６．．．．「女性支援事業」「女性支援事業」「女性支援事業」「女性支援事業」の改革が求められているの改革が求められているの改革が求められているの改革が求められている                                                                                                                                                

 現在、日本には固有の「女性支援」事業の制度的枠組みが存在していません。ここでいう「女性支援」

とは、「何らかの困難を抱えて危機に直面し、安全確保／保護を含めた外部からの支援を必要とする女性

を対象とした社会的支援」の事ですが、女性支援事業は、母子、要保護女子および DV 被害者と、それぞ

れ対象を限定しており、相互の連携体制も整備されていません。夫に扶養される妻かどうか、子を産む

母かどうか、性を売る女かどうかで区別／差別されるところに問題があるのです。 

問題点は以下のようなものです。 

（１）女性に対する暴力、貧困、精神的ダメージ、社会的孤立等、女性のかかえる困難は複合的である 

（２）現行制度が女性のライフコースを切れ目なくカバーしておらず、支援の切れ目が生じていること 

（３）複合差別を受ける女性たち（外国人、障がい等）のニーズに応える制度体系となっていないこと 

（４）婦人保護事業「他施策・他機関優先原則」により、複合的な困難を抱えた女性支援が難しいこと 

（５）性暴力被害者支援や非婚の妊産婦への支援等、法制度及び社会資源そのものが欠落していること 

【【【【改善のための主な改善のための主な改善のための主な改善のための主な政策】政策】政策】政策】    

① 売春防止法の抜本的見直しを図り、「女性支援法」を制定 

・婦人を女性へ、保護や指導を支援へ 

・女性支援の専門職の設置を 

② 母子生活支援施設を「母子福祉」から「女性福祉」に転換し、単身女性も対象とする 

③ 民間シェルターを一定の要件の下に女性支援法システム内に位置づける 

④ 外国籍女性、障がいのある女性、十代後半の女性及びセクシュアル・マイノリティを支援対象とする 

⑤ DV 法の全面的な見直し 

⑥ 風俗営業適正化法の抜本的見直し 
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 現在、「少子化」の危機が声高に叫ばれ、様々な対策が試みられています。性の平等が憲法上保障さ

れている今日において、あからさまな女性身体への介入は影を潜めているかのようですが、最近起きた

「女性手帳」をめぐる一連の動きは、ともすると女性の生殖機能の管理へと制度や社会が進みかねない

ことを示しているのではないでしょうか。 

＜主な政策＞ 

①刑法堕胎罪の廃止   ②女性健康支援法(仮称)の制定 

③母体保護法１４条の改正  ④性の多様性についての教育の実施 

⑤女性に対する暴力対策にリプロダクティブ・ライツ・アンド・ヘルスの視点を導入 

 

 

 

 日本に居住する外国人女性のなかでは1980年代以降から急増した国際結婚による定住者が多数を占め

ています。2000 年以降、日本における結婚総数の 16 組〜20 組に一組が国際結婚（８割が女性外国籍、

男性日本籍の婚姻）となっているのです。そして、婦人保護事業の一時保護者数の日本籍･外国籍の統計

から、移住女性の DV による一時保護率が日本人被害者の保護率に比べておよそ５倍であることが分かっ

ています。移住女性が受ける暴力は身体的･精神的･性的暴力に加え、文化的暴力と在留資格などの不安

定な法的地位を利用した暴力ですが、彼女たちを守る法制度はきわめて不十分です。日本の移住女性へ

の政策は、先進諸国に比して大きく遅れていると言わざるを得ません。 

＜主な政策＞ 

① 人権擁護、定住支援、エンパワメントを目的とした包括的施策の実施 

② 国際結婚女性に対する支援施策実施  ③移住女性に対する暴力（DVや人身売買）施策拡充 

④2009 年改定入管法の見直し ⑤人身取引対策のさらなる推進 

 

 

 

 中高生年代から２０代にかけての若い女性のもつ複合的な課題について、教育や児童福祉、婦人保護、

精神保健、母子保健、少年犯罪や労働政策など、各分野からの取り組みはあるもののトータルな課題と

しての取り組みは立ち遅れています。家庭が安心できる場所でない場合、街を漂流する少女や若い女性

は少なくありません。心身に深刻なダメージを受けたり、犯罪に巻き込まれたりしても、十分な支援が

あるとはいえません。まず、困難を抱える若い女性の実態を調査し、具体的な政策を実現していかなけ

ればなりません。 

＜主な政策＞ 

①若い女性の現状に対する実態調査の実施 ②学校教育での予防のための取り組み 

③被害があった場合の被害者ケアのシステムの確立 ④18歳以上の若い女性に対する取り組み 

⑤予期しない妊娠、出産や性のトラブルを教育機関で継続的に支援する体制の確立 

⑥貧困の連鎖を断ち切るために奨学金制度の充実や、学習支援を 
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   相対的貧困率は日本全体で 16.0%（調査対象年 2009 年）。母子世帯及び高齢単身女性では相対的貧

困率が 5 割を超え極めて高い。高齢女性の約 8 割、母子世帯の約 7 割が、年間所得 200 万円未満で生

活しています。女性労働者の半数以上が非正規労働に従事しており、一般労働者で比較しても女性は

男性の約 3 分の 2 の賃金でしかなく、短時間労働者を含む女性の賃金は男性の約半分に過ぎません。

妊娠・出産時に６割が離職しており、また、妊娠・出産や育児休業取得を理由とする解雇等が増加し

ており、女性が仕事を続けられる環境が保障されず、いわゆる「M 字型カーブ」の根本的改善が進み

ません。所得金額階級別に世帯数分布をみると、250 万円未満の所得世帯割合は「児童のいる世帯」

全体で 8.9％であるのに対し「母子世帯」は 60.8％に及び、「女性の貧困」が「子どもの貧困」に直結

しています。現在の社会保障が男女の婚姻をしたカップルを中心に設計されていることから、社会保

障においてセクシュアル・マイノリティは不利益を受けがちです。 

  女性の貧困の背景にはジェンダーに基づく役割分業があります。また女性の貧困の解消には、女性が

どのような状況におかれていても「家族の一員」としてではなく、１人の個人として「生活」が保証

できる仕事・収入の確保、社会保障制度の確立が求められているのです。 

＜主な政策＞ 

①貧困をなくすための新しい社会保障等の法制度整備を 

・ライフスタイルの選択に中立な社会保障・税制へ 

・世帯単位から個人単位へ 

②アンペイドワークを反映した制度設計へ   

 

 

 

 性的マイノリティとは「性的な特徴がマジョリティと異なることで不当な扱いを受けやすい人々」の

ことです。社会生活の基盤となる性別は「男」と「女」の二つだけであるとされていますが、本来もっ

と多様なものであり、個人の性は４つの切り口で考えられます。それは、「身体の性別」「性自認」「性表

現（外見の性別）」と、性的な欲求を理解するための「性指向」の４つです。 

 性的マイノリティはマジョリティと異なるだけではなく、社会において不当な扱いを受けています。 

 個人の問題ではなく社会課題としてとらえ、暫時「特別な配慮」を行い、将来的には「合理的な配慮」

としての社会の枠組みを再構築していくことが必要です。 

＜主な政策＞ 

ライフサイクル別課題と必要な制度ライフサイクル別課題と必要な制度ライフサイクル別課題と必要な制度ライフサイクル別課題と必要な制度    

【乳児期〜児童期】【乳児期〜児童期】【乳児期〜児童期】【乳児期〜児童期】    

現状と課題 必要な制度・法整備 

家族からの同調圧力と拒絶による当事者に対する侵害 本人、家族、周囲に対する支援の拡大 

教育現場でのいじめ、嫌がらせ、性暴力の放置や看過 性と人権に関する適切な教育 

不安定住居の未成年者による風俗業界への無防備な参入 若者居場所支援の拡大 

ⅨⅨⅨⅨ
ⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨ    

        女女女女
女女女女女女女女性性性性

性性性性性性性性のののの
のののののののの貧貧貧貧

貧貧貧貧貧貧貧貧困困困困
困困困困困困困困のののの

のののののののの解解解解
解解解解解解解解消消消消

消消消消消消消消へへへへ
へへへへへへへへ             

ⅩⅩⅩⅩ
ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ    

        日日日日
日日日日日日日日本本本本

本本本本本本本本国国国国
国国国国国国国国内内内内

内内内内内内内内にににに
ににににににににおおおお

おおおおおおおおけけけけ
けけけけけけけけるるるる

るるるるるるるる性性性性
性性性性性性性性的的的的

的的的的的的的的ママママ
ママママママママイイイイ

イイイイイイイイノノノノ
ノノノノノノノノリリリリ

リリリリリリリリテテテテ
テテテテテテテティィィィ

ィィィィィィィィ政政政政
政政政政政政政政策策策策

策策策策策策策策             



11 
 

【青年期】【青年期】【青年期】【青年期】    

●性的マイノリティの人々が受ける偏見、差別、暴力、性被害への支援拒否、支援機関の不在 

就職、雇用や職場でのハラスメントや差別 公労使ともに専門的に対応できる支援の拡大 

性暴力被害者を受け入れる医療機関や相談窓口が不足 公労使ともに専門的に対応できる支援の拡大 

支援組織内での暴力の隠蔽 多様な機関との連携、監理、勧告などの整備 

●性的マイノリティの存在や特定の性別を除外・排除することの問題性 

同性カップルを「想定外」と無視・排除する国勢調査 調査の充実、調査機関への想定範囲の拡大 

男性やトランスジェンダーが強姦被害に適用されない 強姦罪の摘要範囲の拡大 

同性間 DV に対する支援が行われない、窓口の不在 DV 法第３次改正にともなう支援の拡充・拡大 

自殺統計や自殺対策からさえこぼれてしまうという問題 専門的対応支援の拡大・拡充 

現状と課題 必要な制度・法整備 

男性やトランスジェンダーが強姦被害に適用されない 強姦罪の摘要範囲の拡大 

同性間 DV に対する支援が行われない、窓口の不在 DV 法第３次改正にともなう支援の拡充・拡大 

自殺統計や自殺対策からさえこぼれてしまうという問題 専門的対応支援の拡大・拡充 

●「親族」になれないことで発生する問題 

同性カップルの公営住宅利用の認可が自治体ごとの判断 全国で統一的な利用を促進 

緊急時における同性パートナーの付き添い、面会を拒否 医療機関、支援機関における交流・面会権の拡充 

養子縁組が、詐称とされて無効となる事例 養子縁組制度の解釈拡大 

警察による頻繁な職務質問と拘束、差別的言動 性自認に関する人権研修の実施 

【高齢期】【高齢期】【高齢期】【高齢期】    

医療機関、介護・ケア施設などにおける性別区分 該当機関への支援、教育、啓発の普及、拡大 

同居同性パートナー居住権が認められない強制退去 同居同性パートナーへの居住権の拡大・配慮 

同性パートナーへの相続権が認められない 同居同性パートナーへの相続権の拡大・配慮 

 

その他その他その他その他    ライフイベントにまたがる諸問題への解決ライフイベントにまたがる諸問題への解決ライフイベントにまたがる諸問題への解決ライフイベントにまたがる諸問題への解決    

○偏見にもとづく公人による差別的言動 

 東京都知事の同性愛者に対する侮蔑的コメント 

 （別途抗議文を参照）http://kyoseinet.blog25.fc2.com/ 

○性別記載とその変更に関する諸問題  

 性別関連規定が選択できない必須情報であること、相互排他的であることの問題 

【性別欄をなくすことの利点と不都合】【性別欄をなくすことの利点と不都合】【性別欄をなくすことの利点と不都合】【性別欄をなくすことの利点と不都合】    

 性同一性障害または性分化疾患の当事者が、学校や職場などで公文書における性別記載の変更を求め

た場合、自らの身分を示す情報であるにも関わらず、書類の不備などで速やかに変更できない場合も多

い。その場合、次善の策として性別欄の削除か、性別情報の抹消で対応することがある。しかし、中に

は健康保険証など、身体の性別記載が重要となる書類もあるため、性別情報は「任意の健康情報」とし

ての側面もある。また戸籍変更はしたものの、書類に性別記載がないと「見た目」で逆の判断をされる

こともあるため、性別情報は「使途によって含めたり省略したりできる情報」として扱う必要がある。 
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【性別の選択肢の問題】【性別の選択肢の問題】【性別の選択肢の問題】【性別の選択肢の問題】    

 「男・女」の二つしか選択肢がなく相互排他的な場合、たいていの人は戸籍上の性別を選んでいるが、

性自認は実は多様で、どちらか一方のみを選ぶのは不本意で困惑する人もいる。第３の選択肢としてあ

りがちな「その他」は、その相互排他性を単に補完するものであるため、性別スペクトラムに対応でき

ない。それよりは「特定せず」という選択肢のほうがより広く、誰でも選べるのでより適している。 

 性別選択肢が増えると、見かけの性別が他者にわかりにくいというだけで、第三の選択肢を強要され

る場合もあるので、あくまでも本人が自らの性自認にもとづいて選択できるよう保証する必要がある。 

相互排他性とは「男性でなければ、女性である」という考えであるが、性別に関しては「男性でもあり、

女性でもある」という選択肢も、「どちらでもない」という選択肢も用意する必要がある。 

 

【団体概要】【団体概要】【団体概要】【団体概要】    

団体名：女性と人権全国ネットワーク 

設立日：２０１３年６月３０日 

共同代表： 戒能 民江 お茶の水女子大学名誉教授（ジェンダー法学・家族法学専攻） 

 近藤 恵子 NPO 法人全国女性シェルターネット理事（DV 被害者支援 等） 

 佐藤 香  パープル・ユニオン執行委員長（セクハラ被害者支援 等） 

 高見 陽子 ウィメンズセンター大阪 運営委員（性暴力被害者支援等） 

 原 ミナ汰 共生ネット代表（セクシュアルマイノリティ支援 等） 

 橘 ジュン ＮＰＯ法人 ｂｏｎｄ Ｐｒｏｊｅｃｔ代表（若年女性支援 等） 

問合せ先：admin@projectjapanwomen.net 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

http://www.projectjapanwomen.net/ 

Facebook 

女性と人権全国ネットワーク女性と人権全国ネットワーク女性と人権全国ネットワーク女性と人権全国ネットワーク    

Twitter 

女性と人権全国ネットワーク女性と人権全国ネットワーク女性と人権全国ネットワーク女性と人権全国ネットワーク    

 

「「「「# # # # 近藤さんに聴く近藤さんに聴く近藤さんに聴く近藤さんに聴く」」」」    

共同代表に色々とお話を聴き 

お伝えしています 

「「「「    # # # # 女性と人権」女性と人権」女性と人権」女性と人権」    

今話題のニュースを 

女性の視点で 

つぶやいています 


