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１ 

ジェンダーギャップ解消はなぜ必要か？ 
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SDGsとジェンダー

• このままでは持続不可能 

• 経済：大量生産・大量消費、過労死 

• 社会：貧困・飢餓、ジェンダー不平等、教育機会の制限 

• 環境：地球温暖化・気候変動、天然資源の枯渇 

• SDGsのキーワード 

• 誰一人取り残さない 

• 社会変革（今までのやり方、考え方を変える） 

• マルチ・ステークホルダー 

• SDGsは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能力強化を達成することを目指す
（前文）、ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべての目標とターゲットにおける進展において死
活的に重要な貢献をするものである。人類の潜在力の開花と持続可能な開発の達成は、人類の半数にのぼる（女
性）の権利と機会が否定されている間は達成することができない（パラ２０）。 

• ジェンダー平等の実現はSDGs全体の目標、１７の目標の実施原則（ジェンダー主流化）、
単体の目標（ゴール５）
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SDGsまでの国際規範形成

• 基本理念・法律上の平等 

• 国連憲章（1945）、世界人権宣言（1948） 

• 自由権規約（1966） 

• 事実上の平等へ 

• 女性差別撤廃条約（1979） 

• 女性に対する暴力撤廃宣言（1993） 

• カイロ国際開発・人口会議行動計画（1994）「性と生殖の健康と権利』 

• ジェンダー主流化へ 

• 北京宣言及び行動綱領（1995年）「ジェンダー平等と女性のエンパワーメント」「ジェンダー主流化」 

• 安保理決議1325号「女性、平和、安全保障」（2000） 

• ミレニアム宣言・ミレニアム開発目標（2000） 

• 持続可能な開発目標／SDGs （2015） 
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世界の早い流れはどこから来ているのか？
• 普遍的価値としての人権、女性の権利は人権 

• 女性差別撤廃条約 

• 北京宣言・行動綱領 

• 経済成長への貢献 

• ウーマノミクス 

• 世界経済フォーラム「ジェンダーギャップ指数」 

• 持続可能性 

• SDGs（持続可能な開発目標） 

• ESG投資（環境・社会・ガバナンス）、ジェンダー投資 

• G7、G20
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ジェンダー主流化
• ジェンダー視点がなぜ必要か？ 

• 男女では経験や視点が異なる　 

←身体的な相違、 

←性別役割分業／ジェンダー規範／男女の力関係 

あらゆる政策にジェンダー視点で横刺しが必要 

• 男女別のデータを取り、分析 

• ニーズが異なる、政策の影響が異なる 

• 性的指向・性自認、階層、家族関係、学歴、雇用形態、健康、在留資格などと交差（インターセクショナ
リティ） 

• 社会における不平等や格差の構造に働きかけ、ジェンダーを含む平等を実現 

　意思決定における男女均等の参画は不可欠
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ジェンダー平等はなぜ必要か？
• 人権だから：男女ともに対等に扱われなければならない 

→女性を（結果的に）排除する、沈黙させる、不利に扱う制度・慣行を見直す 

→意識的／無意識の偏見をなくす 

• 多様性が組織にプラスの影響をもたらすから 

→企業にとっての利益やリスク管理 

→政治・行政にとっては、より民主的になり、住民ニーズに応答的になり、腐敗が減る 

　ジェンダー平等は社会変革の鍵 

　メリット論の危険性に注意！メリットがなければ排除？ 

　マジョリティは何も変わらずに、マイノリティにだけ適合を求めがち。「女性活躍」の罠。
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ジェンダーギャップ解消はなぜ難しいのか？ 
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必要性が叫ばれても対策は進まない
• 「女性の問題」vs 「構造の問題」 

• 構造（男性中心モデル、家父長制）の問題と捉えないと有効な対策にはならない 

• 女性を男性化させることの限界 

• 特に日本では難しい 

• 性別役割規範・分業が強固に維持 

• リベラル・フェミニズムは主流ではない 

• 性差別に対する無関心・拒否　（＝現代的性差別）
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ジェンダー・ギャップ指数120位の日本
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ジェンダー平等を進めるのは難しい？
「男性特権」に気付くのは難しい 

1. 職場において、高い地位にいる人は自分と同じ性別であることが多い。 
2. テレビをつけると、自分と同じ性別の人がMCなどについて場を仕切っていることが多い。 
3. 男女平等についてあまり考えることはない。 
4. お酒を飲みすぎて潰れると、性被害に遭うかもしれないと思ったことはない。 
5. 幼少時、露出狂や身体を触ろうとする大人に出会ったことがない。 
6. 満員電車に乗る時に、自分の身体が他人から意図的に触られるのではないかと不安に思ったことがほとんどない。 
7. 終電後一人で帰宅しても、怖いと思ったことはない。 
8. 自分と同じ性別の芸能人やタレントが、雑誌などで特別性的に描かれることはあるにはあるが、少ないと思う。 
9. もし将来自分が、自分の配偶者よりも、自分の子供の世話や家事をしたら、すごいと褒められると思う。 
10.将来のキャリアを考えるにあたって、結婚や育児などと自分のキャリアを天秤にかける必要はあまり感じていない。 
11.自分が勉強ができることが、異性にとって魅力的に映らないのではないかと思ったことがない。 
12.就活において、結婚後はどうするか、子供を持ったらどうするかと深く考えたことはない。 
13.就活において、結婚後はどうするか、子供を持ったらどうするかと面接者から聞かれたことはない。 
14.自分はすっぴんのままで、就活面談やフォーマルな場に相応しい格好ができると思う。 
15.結婚の際に、自分の名前を変える必要は多分ないと思う。
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LGBTQに関する特権
異性愛者特権 （ヘテロセクシュアル） 

1. 恋愛の話をするときに、自分の性的指向を偽って話す必要がない。 

2. 自分の性的指向と同様のロールモデル（人物・生き方）が必ず周りにいる。 

3. 結婚したければ結婚でき、周りから祝福されると期待できる。 

4. 公の場でパートナーに愛情を示すことができる。 
シスジェンダー特権（指定された性と性自認が一致している人） 
1. 初対面の人と話すときに間違った人称代名詞を使われる心配がない。 

2. 初対面の人から、「女性？男性？どっち？」という質問を受けることがない。 

3. 「私」「僕」など一人称を使用する時に悩む必要がない。 

4. まわりの目を気にしたり、ハラスメントや暴力を恐れずに公衆トイレを利用できる。 

5. トイレに行くときに、自分が利用できないかもしれない可能性など考えたことがない。
•
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「本物の男」とは？
• ああああああああ

OECD (2021), Man Enough? Measuring Masculine Norms to Promote Women’s Empowerment, Social Institutions and Gender
Index, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6ffd1936-en.

• ジェンダー平等を阻害する男性性 

• 大黒柱、経済的支配、男らしい仕
事、理想的社員、男らしいリー
ダー 

• 無償ケア労働はしない、家の事柄
の決定権、家財の支配、家族の保
護・監護、性的関係・子作りの決
定権 

• →ジェンダー平等に親和的な男性性へ
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無意識の偏見
• マイクロアグレッション（自覚に欠けた、悪意あるいは善意の偏見・差別意識）（デラルド・ウィン・スー『日常生活に

埋め込まれたマイクロアグレッション」明石書店） 

• 隠れたメッセージ：ある属性を劣っているとみなす 

• 影響：受ける側は精神的エネルギーを奪われ、自尊心を低め、問題解決にエネルギーを枯渇させられる 

• 事例 

• 男女の違いを否定、女性を性的対象とみなす、「女性のくせにできる」と褒めているつもり（女性全体を貶める）、
「女性はサポート役、男性を立てるべき」という信念、女性の性差別経験を否定、その場にいないかのように扱う 

• 「自分は性差別主義者ではない、妻も娘もいる」「昇進させるときに性別なんて関係ない」「男であろうと女であ
ろうとみんな同じように扱う」 

• 現代的性差別：男女平等を支持し、女性の権利向上に善意を持っていると自分では思っているが、法差別是正措置には反
対。問題は社会にあるのではなく、女性自身にあるとの思い込み。 

• 女性に対する差別は過去のもの、男女ともに機会は均等だ、女性の社会進出は達成されたので女性に怒る権利はない
（怒っているフェミニストがおかしい）、むしろ男性が差別されている 

• 好意的性差別：女性は「弱く」「純粋」、妻・母としての女性役割を肯定、男性が守る必要があり、女性を管理下におく
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ケアを考える
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ケアと労働

• 二次的依存 

• ケア提供者は誰かに経済的に依存 

• → 家事労働に賃金を！　 

• 標準的労働者／市民／政治家 

• 誰かのケアに依存　← 不可視化、ただ乗り 

• 資本主義の展開 

• フォーディズム（製造業）：男性稼ぎ主 

• 金融資本主義：共働き型へ
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ケアと就労レジーム

男性稼ぎ主型

修正男性稼ぎ主型
共稼ぎ・共ケアラー型対等な共稼ぎ型

ジェンダー化された共稼ぎ型

単身世帯・非婚 ひとり親

Razavi (2007)より筆者修正

19



日本はどこに向かうのか？
• ナンシー・フレイザー 

• 男性稼ぎ主→普遍的稼ぎ手？　普遍的ケア提供者？ 

• 日本はどこに向かおうとしているのか？ 

• 性差別役割分業が強固に維持される 

• 1.５モデル　男性（稼ぎ主）＋女性（家計補助＋ケア労働） 

• ジェンダーギャップ解消の困難さ 

• 「男性化」せざるを得ない数少ない女性リーダー　vs   大多数の女性的働き方の女性（非正規含む） 

• 「ガラスの天井」以前に、「ガラスの壁」（男女職域分離）、「床への張り付き」、「ガラスの下駄」
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日本の特殊性
• 「時間」が能力評価基準　＋　性別役割 

• 生活時間・ケア時間をどれだけ犠牲にできるか 

• ケア時間削減ができない場合は低評価 

• ケア時間削減への公的支援が薄い 

• 育児休業は世界一 (UNICEF 2021) 

• 母親罰（ケア罰）motherhood penalty/care penalty (Folbre 2017) 

• +子育て支援・再分配の弱さ→子育て罰（末富・桜井2021）
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女性に大きく偏る無償労働

令和2年「男女共同参画白書」
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セカンド・シフトの実態

令和2年「男女共同参画白書」
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ILO の５つのR

Reduction（削減）

Recognition（承認）

Redistribution（再分配）

Reward（報酬）

Representation（代表）
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ケア政策

マクロ経済政策

社会保障政策

雇用政策

移民政策

有償ケア労働の 
承認 
減量 
再分配

ケア労働者への
報酬改善と 
良質な雇用

代表、社会対話、 
ケア労働者の集団交渉

政策分野 政策方針

あらゆる形態のケア労働を測定し、意思決定において無償ケア労働を考慮する 
良質なケアサービス、ケア政策、ケア関連インフラに投資する 
無償ケアラーの労働市場への定着、再統合と改善を支援する積極的労働市場政策 
あらゆる労働者にとってのファミリー・フレンドリーな働き方を実現する 
ジェンダー平等な世帯、職場、社会となるよう情報や教育を促す 
良質なケア・サービスへの普遍的なアクセス権を保障する 
社会保障／労働政策はケア・フレンドリーでジェンダーに配慮し、最低保障を含める 
すべての女性と男性にジェンダーに配慮し公的財政支援のある休暇制度を実施する

雇用契約における期間と条件はディーセントなものになるよう規制し、すべてのケア労働者に同
一価値労働同一賃金を保障する 
女性と男性のケア労働者双方に対して安全で魅力的で刺激的な就業環境を保障する 
移民ケア労働者をまもる法律・規制を施行する

政治、経済、公的生活におけるあらゆるレベルの意思決定において、女性が十分にかつ有効に参画
し、リーダーシップをとる機会が均等になることを保障する 
ケア労働者・従事者の結社の自由を促す 
社会対話を促進し、ケア・セクターにおける集団交渉権を強化する 
ケア労働者を代表する労働組合とケアサービスの受け手と無償ケアラーを代表する市民社会そしき
の間の連携構築を促す

政策

良質なケアワークの5つのR枠組み：ジェンダー平等的なケア労働に向けて

出典：LO(2018)、筆者翻訳
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コロナ禍でどのような政策が必要（だった）か？
1. 休業・失業／収入減への対策 

休業手当や失業手当を非正規やフリーランス、学生バイトにより厚く適用 

現金給付（特別定額給付金） 

生活資金・住居確保 

2. ケアのための時間・収入確保 

3. ケア負担増加への支援

5のRモデル 

Recognize　承認 
Reduce 　減量 
Redistribute　再分配 
Reward　報酬 
Represent　代表

]
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種類 対象 支援内容

オーストラリア 保育施設への財政支援
100万人の子どもが利用。

困窮世帯等を優先。
開園した場合の50％収入を政府負担。

養育者は無料利用。

オーストリア
子育て給付／ 
育児休暇補償

妊娠期～5歳まで／ 
14歳以下の養育者

資格条件を臨時撤廃／ 
３週間の育児休暇

カナダ 子育て給付の増額 現在の支給対象者
12歳以下の子供のケアのため短時間勤

務→カナダ$500（26週まで）

フィンランド 有給休暇
従業員、ケア提供者、隔離

者
傷病手当

イタリア
子育て給付／ 
育児休暇補償

家族持ち労働者／ 
12歳以下の養育者

€1,200（医療従事者は€2,000）の 
ベビーシッター（祖父母）手当 
／給与の50%補償、最大15日

韓国 子育て給付 労働者 50,000KRW/日

ノルウェー 育児休暇補償 12歳以下の保護者
子ども１人につき20日看護休暇 

（２倍）

アメリカ 育児休暇補償 休校になった場合の養育者
$511/日を最大２週間、 
$200/日を最大12週間

第１波（2020.2.1.~7.31)における子育て支援の追加策

出典：UNICEF （2021: 24）より抜粋、筆者翻訳
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子育て世帯 
臨時特別給付金

子育て世帯 
臨時特別給付金

ひとり親世帯への臨時給付
金／生活支援特別給付金

ひとり親世帯以外の低所得
者子育て世帯

小学校等休業対応助成金・支
援金

両立支援等助成金 
「新型コロナウィルス感染症

対応例」

要件・条件 児童手当受給者に加算
養育者の年収960万円以上

の世帯を除く
低所得のひとり親世帯支援

住民均等課税の非課税世
帯、子ども18歳未満

一斉休校や感染した子どもの
看護のために休業した従業員
に特別有給休暇を与えたら支

給

休校や感染した子どもの看護
のため休業する従業員に特別
有給手当を付与する制度を導

入した場合に支給

支援内容
児童1人につき1万円 

（1回のみ）
高校３年までの児童１人に

つき10万円

1回目：5万円（2人め以降
は一人当たり3万円）＋追
加支給5万円（要申請） 

2回目：児童1人当たり5万
円

児童１人あたり5万円

支払った賃金相当額10/10 
日額上限　8,330円（フリーラ
ンスは4,100円）→15,000円

（7,500円） 
*大企業・中小企業も同額

休業した従業員１人当たり5万
円、 

１事業主につき10人までを1回
支給

申請者 申請不要
児童手当支給世帯は申請不

要
特別扶養手当受給者は申請
不要、家計急変者は申請

住民非課税は申請不要、家
計急変者は申請

事業者（フリーランスは個人
申請）→個人申請可能に

事業者→個人申請可能に

給付先 個人（世帯主） 個人（世帯主） 個人 個人 事業者／個人 事業者／個人

対象期間 20206月ごろ
2022年1月以降（自治体に
より先行支給やクーポンで

の支給あり）

特別扶養手当受給者は2020
年6月分、2021年4月分に

追加支給

2021.3.31時点で子どもが
18歳未満

2020.2.27~2021.3.31 
2021.8.1~(復活が決定）

2021.4.1.~

厚生労働省HPをもとに作成

日本における支援制度（ケア関連）
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日本：何は支援され、何はされなかったのか？
• 低所得者・ひとり親世帯への現金給付

• 家族をケアするための休業補償（企業経由）企業が恣意的にケアのニーズを解釈する裁量権

• 制度はあるが支給されにくい　→ 個人申請へ（企業の協力が必要）

• フリーランスにも拡張　→ 半額

• 看護休暇

• 無給で５日まで（時間単位取得可能）は拡張されず

• ケア負担への支援

• 児童手当1万円加算のみ（所得制限あり）

• ケア労働者・施設への支援

• 慰労金は保育士には支払われず、ワクチン優先接種もなし。ただし、休園でも給付（委託費）は維持

• 養育者への支援

• 休園・登園自粛時の利用料返還

• 保育利用申請にあたって休職活動の認定の緩和
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まとめると・・・
1. 休業・失業／収入減への対策

2. ケアのための時間／収入確保

3. ケア負担増加への支援 ] ケアの承認・報酬・再分配が必要

ケアのニーズの不可視化、私事化　→ 経済社会資源による格差拡大
性別役割分業の固定化・強化につながりかねない
ケアの再私事化の経済的損失の可視化を
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ケアとジェンダー
•ケアは「女らしさ」と関連づけられてきた

• 女性であれば自然に誰でもできる

• 女性の搾取を正当化

•「男らしさ」の象徴

•自立と自律：ケアする人への依存を隠蔽

•強さ：ケアをすることと対立　→ 人的資本として自己投資、セルフケア

•ケアとは何か？

•生きとし生けるもののニーズと傷つきやすさへの十分な配慮

•やりがいと極度の疲労

•相互依存関係の認識

•他者のケアを必要とする傷つきやすい人を中心に置き、複数の者がそれぞれの持ち場・立場で、それぞれ配慮する責任を担い、連
携しつつ、集合体を形成。ケア実践のプロセス自体が民主的参加。
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フェミニスト転換の可能性？
• ハワイ、カナダなどで「フェミニスト経済復興」が提案、カナダ、アメリカでは

少なくとも部分的な実現か？

• コロナ禍／コロナ対策のジェンダー影響分析基づいた復興計画

• 経済構造の転換（打撃を受けたセクターへの依存の軽減、労働移動政策）

• 社会インフラへの投資（子育て、教育、医療・健康）

• 女性の経済的自律性の向上：最賃引き上げ（一人母親加算）、ベーシック・イ
ンカム、逆進課税、住宅手当、休校補償、疾病休暇

• ケア労働の価値化と再分配は図られるのか？
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