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平成30年度

諸外国における政治分野への⼥性の参画に関する調査研究報告書 ［総括］

イギリス・フランスの政党から⾒る有効な政党の取組
⼥性議員を増やすという「政治意志」を持つ

 政治家になるための資質やスキルを提⽰し、候補者選定に密接に
かかわるプログラムの提供により、⼥性の政治への参画を促す

 党⾸が強いリーダーシップを発揮し、党⾸によるパリテ宣⾔などの
強いメッセージを発信することで、⼥性が⼿を挙げやすくする

＜取組例＞
• 党⾸（マクロン仏⼤統領）による⼥性擁⽴の強い意志を⽰すビデオメッセージ
を公開（2017年）⇒公募応募者の⼥性⽐率が増加［フランス共和国前進］
• 「⼥性指定選挙区」（現職議員が引退をしている選挙区などの、当選の可能性が⾼い選挙区の
候補者選出のための最終候補者リストを⼥性に限定する仕組み）の導⼊［イギリス労働党］
→⼥性議員の増加が⼥性票の獲得を通じ政党の党勢を拡⼤
→対する保守党も有権者からの⽀持拡⼤のため党執⾏部主導の取組強化

候補者選定過程の透明化

＜ポイント＞
①体系的なプログラムと選抜基準の明⽰、②参加費⽤の低額設定と開催時間の
⼦育てと両⽴できるような配慮、③参加者のネットワークや連帯感の醸成
＜取組例＞
• 参加費無料の５か⽉間のトレーニング（ネットワーク構築を促すため合宿も導
⼊）など、⻑期間のトレーニングの実施［イギリス労働党］
• スピーチやメディア対応などテーマ別のコース（２か⽉で１コース）の提供と
求める能⼒の明確化［イギリス保守党］

党内組織に⼥性議員の声を反映しやすく

 敷居が⾼いと思われがちな政治の世界に⾜を踏み⼊れやすくし、
⼥性を含めた多様な⼈材が議会に参⼊しやすくする

 政党幹部や候補者選定者の男⼥のバランスを意識して任命することで、
⼥性の声を反映することとともに⼥性擁⽴の姿勢を⽰す

＜取組例＞
国会議員になるためのステップをHPで紹介（応募・相談⇒申請書の提出⇒
適性審査⇒実務テストや⾯接）［イギリス保守党］

 ⼥性が安⼼して活動できるようにするため、⼥性議員同⼠の連帯と変⾰を促
す活動基盤をつくる

諸外国の取組や動向を踏まえた⽇本への⽰唆

⾃⼰点検、モニタリング（監視機関、IPUによる監査）
 ジェンダーの視点に⽴った議会の⾃⼰点検

議員の働き⽅改⾰

イギリスは、⼥性参政権100周年に際し、先進国として初めてIPUによる監査を実施（2018）

 育児などの家庭⽣活と政治活動が両⽴できるような議会へ

＜具体策＞（列国議会同盟（IPU）「ジェンダーに配慮した議会のための⾏動計画」より）
・審議開始時刻を早める／遅い時間の議決を避ける、学校のスケジュールに審議⽇程調整
・育児休暇の取得、代理投票の利⽤
・託児所やファミリールームの設置
など

政治分野のハラスメント・暴⼒の撤廃
 ⼥性の政治参画を阻む⼤きな壁となる
ハラスメント・暴⼒に対する対応が必要

議員養成トレーニングの実施

世界の⼥性議員が受けた暴⼒の実態
（％）
精神的暴⼒

＜列国議会同盟（IPU）が提⾔する具体策＞
• 苦情処理⼿続きの確⽴（機密性のある相談窓⼝の設置）
• セクシュアル・ハラスメントへの議会⾏動規範の確⽴
• セクシュアル・ハラスメント防⽌を⽬的とする研修 など

⾝体的暴⼒
性的暴⼒

81.8
25.5
21.8

（出典）IPU(2016) レポート
回答者︓39か国55⼈の⼥性議員

 モニタリング体制の確保

フランスでは、⾸相付きの公的諮問機関である”⼥男平等⾼等評議会”が監視、提⾔を実施
イギリスでは、議会の”⼥性と平等委員会”が調査や有識者・政党等へのヒアリングを実施

 エビデンスを収集した調査報告を定期刊⾏

フランスでは”⼥男平等⾼等評議会”、イギリスでは”⼥性と平等委員会”が定期レポートを発⾏
（研究者への委嘱によるレポートの発⾏） など

候補者男⼥均等に向けた政党助成⾦の在り⽅
 候補者男⼥均等に向けた取組状況に応じた政党助成⾦の配分の検討

⼥性議員を増やすことを⽬的として公的な政治資⾦の配分をしている国は30か国
＜ジェンダーに基づく公的な政治資⾦（政党助成⾦）制度の３つの類型＞
①事前に設定した⼥性⽐率を超えた場合に受け取れる仕組み、②⼥性⽐率に応じた配分額
を増減、③助成⾦の⼀部をジェンダー平等や⼥性候補者の⽀援⾦として⽀給

平成30年度

諸外国における政治分野への⼥性の参画に関する調査研究報告書 ［イギリス］

政治への⼥性参画拡⼤の経緯

政党による取組

庶⺠院（下院）の⼥性議員増加の経緯

⼥性指定選挙区［労働党］

40

140

保守党⼥性議員数（⼈）
労働党⼥性議員数（⼈）

32.0
29.0

庶⺠院⼥性議員⽐率（％）

30

100
22.0

1997年に⼥性議員が倍増
（1992年選挙60名
→1997年選挙120名）

1993年

9.2

2017

2015

2010

2005

2001

1997

1992

0

（⼈）

（⼥性有権者からの⽀持が保守党に⼤きな後れを取って
いることが調査により判明し、⼥性票獲得のための戦略
として⼥性議員増加の取組が必要とされたことを背景）

2002年

→保守党︓キャッチアップのため、⼥性問題へ
の質の向上による⼥性有権者の⽀持
拡⼤、⼥性議員増加を課題として、
取組を推進

＜イギリスの政治体制＞

 ⼆院制（上院である貴族院（⾮公選）と下院にあたる庶⺠院
の⼆院制）
 庶⺠院議員は単純⼩選挙区制度により選出され、任期は５年
 保守党と労働党による⼆⼤政党制

（応募・相談⇒申請書の提出（３通の推薦書が必要）
⇒適性審査等⇒実務テストや⾯接）
＜保守党の候補者選出過程において課せられる課題＞

能⼒評価インタビュー、パブリックスピーキング、
未決の案件に関する実習、グループ実習、⼩論⽂

議会制度の整備

議会による調査の活⽤や監査受⼊れ
•

庶⺠院（下院）選挙において、⼥性議員を⼤きく
増加させた労働党が勝利
性差別禁⽌（選挙候補者）法の改正により、
政治代表に関するポジティブ・アクションが可能に
→ 労働党︓⼥性指定選挙区の使⽤を再開し、
⼥性議員が引き続き増加

国会議員になるためのステップをHPで紹介［保守党］

•

⼥性党員から選出された者に対して無料で、合宿を含
めた５か⽉間のトレーニングを実施［労働党］

•

労働党︓⼥性指定選挙区の導⼊

→性差別禁⽌法を根拠に⼥性指定選挙区の使⽤
に差⽌め（1996）
1997年

党内⼥性組織により候補者として選出されることを希
望する⼥性党員に対して２か⽉コースのトレーニング
を実施。履歴書の書き⽅から、パブリック・スピーキ
ングやメディアの対応等の多岐にわたる訓練を実施
［保守党］

•
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6.3

60
40

公募、候補者選定過程の透明化

候補者・⼥性政治家のトレーニング

80

18.2 17.9
20.0

3.8 4.0 4.6 4.1 4.1 3.6 4.3 3.0 3.5

1964

2.7

1951

（％）

1950

1945

3.8 3.4

1959

10

1955

20

0

120

現職議員が引退を予定している、あるいは当選者と次点落選候補の得票差が6％以内である「当選の可能性
が⾼い」選挙区において、議員の候補者を選出する最終候補者リストを⼥性に限定するもの
（当該リストをもとに選挙区内の党員による投票で候補者を決定）

•

研究者を庶⺠院に配置し、より代表制が⾼く包
摂的な議会とするための提⾔などをまとめた報
告書を作成（『良き議会』（The Good
Parliament）（2016）など（庶⺠院議⻑によ
るイニシアチブで実現）
議会による列国議会同盟（IPU）の監査受⼊れ
（2018）
→ ハラスメントと認識されるべき議会⽂化、
審議スケジュールの予測可能性や⻑時間
労働の問題等について指摘

各種調査や議会における⼥性議員連盟による提
案等を受け、議会制度の整備を推進
•

審議時間の変更（⽉曜PM10時、⽕曜・⽔曜PM７時、
⽊曜PM５時、⾦曜PM２時半まで）

•

議会内に保育所を設置

•

議会内での⾔葉遣いの⾒直し（例︓チェアーマン→チ
ェア など）

•

事実上の育休を取得する議員の増加（2019年１⽉に
育休の際の代理投票を試験導⼊）

議員、政府機関、議会、公益団体、研究者が協働する政策ネットワーク
〜＃AskHerToStand Day︓＃彼⼥に⽴候補を呼びかけよう（⼥性候補者の他薦キャンペーン）〜
市⺠／公益団体の調査研究やイベントなど活動を通じて、⼥性の政治代表の拡⼤に関⼼を持つ主体が協働す
るネットワークを構築。政党にとっては候補者リクルートの機会に
→問題意識やさまざまなアクターが持つ知⾒や知識、スキルが共有され、⼥性の政治代表の拡⼤を⽬指す試
みが拡⼤

平成30年度

諸外国における政治分野への⼥性の参画に関する調査研究報告書 ［フランス］

パリテ法の制定の経緯と仕組み
⽇仏の下院⼥性議員率の推移 (%)
40

各政党の選挙候補者名簿の登載順を男⼥
交互とする［拘束名簿式⽐例代表⼀回投票制］

（上院議員の⽐例代表制適⽤部分、欧州議会議員ほか）

⽇本

30

26.9

フランス

女
男
女
男
女
男
女
・
・

26.9

20

18.5
10.9

10
2.4

0

38.8

法律に基づく仕組み（法律によるクオータ制）

1.3

1.7

1.9 1.7 1.7

4.0

12.3

12.3

5.5 5.8 5.6 5.9

1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.8 1.4 1.4

2.7

4.6

7.1

9

11.3
7.9

9.5 10.1

1982年

下院で可決された「25％クオータ法案」
に対して憲法院が違憲との判⽰

1990年代

クオータ制とは異なる理念の「パリテ」
の広がり

1999年

憲法改正「法律は選挙によって選出され
る議員職と公職への男⼥の平等なアクセ
スを促進する」との条⽂追加

2000年

いわゆる「パリテ法」の成⽴
・選挙候補者名簿を男⼥交互とする
仕組み
・政党助成⾦の減額の仕組み
・選挙候補者名簿の登載順の仕組み
の導⼊
⇒以降、適⽤範囲の拡⼤や助成⾦の
減額率の増加を段階的に進める

2013年

県議会選挙でのペア⽴候補制度を導⼊

フランスでは地⽅議会選挙において、地⽅議会の議⻑
が当該地⽅⾃治体の⾸⻑も兼任する。選挙に勝利した政
党のトップが議⻑及び⾸⻑になる仕組みである。

⼥男平等⾼等評議会（HCE）

男⼥ペア⽴候補制度

［2013に年パリテ監視委員会から再編］

［ペア多数代表⼆回投票制］（県議会）

＜機能＞
•
•

 男⼥がペアで⽴候補し、当該
ペアへ投票する

⾸相付きの公的諮問機関
メンバーは⾸相が任命(任期３年)
し、ボランティアで活動
（メディア専⾨のスタッフも1名）

 男⼥がペアで当選し、当選後
それぞれが別々に議員としての
活動を担う

•

HCEが提出する法律の評価や改善
のための意⾒書の約40％が法案化

 補⽋は候補者と同性を指名

•

政府の応答責任が規定され、HCE
が公的な議論を引き起こしうるタ
イミング（関連法案の審議等）を
⾒計らって評価書や報告書を提出

＜県議会議員選挙ポスターの実例＞

各政党の選挙候補者の男女差が
２％以上の場合、政党助成金を減額
［小選挙区二回投票制］（下院選挙）

例）候補者が男性70％、⼥性30％の場合の
政党助成⾦の減額率の計算
50％（2000年〜） ⇒ 20％減
75％（2008年〜） ⇒ 30％減
（70－30）×
150％（2014年〜） ⇒ 60％減

男

⼥

約14％（2011）であった⼥性県議会議員
⽐率は2013年のペア⽴候補制度の導⼊後
に約50％（2015）に（結果のパリテ）

減額率を段階的に増加

政党による取組（共和国前進の例）
＜公募︓候補者選定過程の透明化＞
•

※

パリテとは・・・
権⼒を、政治から経済に⾄るまで分かちあうこと。
元々、同等・同量の意味のフランス語で、政治その
他の意思決定の場への男⼥平等参加を⽰す。

or

男
女
男
女
男
女
男
・
・

パリテのモニタリング機関

•

＜党⾸からのビデオメッセージ＞

50

⽴候補理由等について500⽂字で要
点をまとめてウェブフォームで応募
（2017年下院選挙）

25

120秒スピーチビデオをウェブ上で
登録（2019年欧州議会議員選挙）

0

議員として活動するにあたり、
短く明瞭なメッセージで⾃⾝の政策
のアピールができるか等を審査

国⺠議会議員選挙の⽴候補者と
当選者に占める⼥性の割合（％）
42.4

40.0
26.9

Youtube 共和国前進チャンネル
（2017年国民議会議員選挙）

勝ち得る選挙区に女性を割り当てる意思が
あること等を強調するマクロン大統領
（加えて現職の女性議員のメッセージも公開）

2012年

⽴候補者

38.8

2017年

当選者

公募に応募する⼥性が増えるとともに、
実際に勝ち得る選挙区に⼥性を
割り当てることにより⼥性議員が増加

平成30年度

諸外国における政治分野への⼥性の参画に関する調査研究報告書 ［国際動向］

「ジェンダーに配慮した議会のための⾏動計画」

⼥性に対するハラスメント・暴⼒の実態

〜2012年、列国議会同盟（IPU）が採択〜

〜列国議会同盟（IPU）による実態調査（39か国の55⼈の⼥性議員へのヒアリング調査）〜

＜主な⾏動分野＞
• ⼥性議員数の引上げと参加の平等の実現（⾏動分野１）
• ジェンダーに配慮したインフラ及び議会⽂化の整備⼜は改善（⾏動分野４）
• 議会スタッフにおけるジェンダーへの配慮とジェンダー平等の促進（⾏動分野７）

１．精神的暴⼒
受けたことがある
⽬撃したことがある
２．性的暴⼒
受けたことがある
⽬撃したことがある
３．⾝体的暴⼒
受けたことがある
⽬撃したことがある
４．経済的暴⼒
受けたことがある
⽬撃したことがある

＜主な具体策＞
•
•
•
•
•
•

議会の要職への登⽤に際して、アファーマティブ・アクションを講じる、男⼥が交替で要職に就任
議会の儀礼、服装規定、⼈の呼び⽅や慣習・規則等についてジェンダーに基づく分析
審議開始時刻を早める／遅い時間の議決を避ける、学校のスケジュールに審議⽇程を調整など
託児所やファミリールームの設置、設備のジェンダーの観点による評価
育児休暇の取得、代理投票・ペアリング制度の利⽤
男性議員向けのジェンダーに配慮した研修プログラム、セミナー等の提供

政治分野におけるクオータ制の導⼊状況と公的政治資⾦の配分

＜導⼊状況＞
憲法・法律による候補者クオータ制⇒53か国
憲法・法律による議席割当クオータ制⇒24か国
政党による⾃発的クオータ制⇒55か国

国
フランス

クオータの内容
どちらかのジェン
ダーが候補者の51％
を超えない

⼤韓⺠国

⽐例代表選挙の名簿
で⼥性候補者が50％

ブルキナファソ

候補者の30％は⼥性

独⽴性の⾼い監視機関の必要性
〜メキシコの例〜
選挙の監視を担う国⽴選挙管理協
会が、定期的に党の財務状況も取
扱う任務も担っており、⾦銭的な
ペナルティにとどまらず、政党運
営にも影響を及ぼす権限を有する

公的な政治資⾦の供与の詳細
各ジェンダーの候補者の差が２%を越えると、下院議員選挙
で獲得された得票に対する配分が減額（減額率は法律の改正
ごとに50％→75％→150％に⾼められ、罰則が強化）
⼥性候補者公認指名交付⾦は、獲得した国会議席率及び得票
率に基づいて政党に分配 ⼥性候補者の⽀援のための使途制
限を設ける
違反に対しては、政党交付⾦の50％削減。30％の割当に到
達⼜は超過する場合、追加の政党交付⾦を⽀給

改⾰年
2014
2011
1998
2010
2009

（単位）：％
65.5

性的⼜は性差別的な発⾔

政治分野での男⼥間格差を是正する⽅策で、性別
を基準に⼀定の⼈数や⽐率を割り当てる制度
導⼊状況（IDEAのジェンダークオータデータベース）

＜３つの⼿法＞
①事前に設定した⼥性⽐率を超えた場合に受け取れる仕組み
②⼥性⽐率に応じた配分額を増減
③助成⾦の⼀部をジェンダー平等や⼥性候補者の⽀援⾦として⽀給

20.0

精神的暴⼒を受けた者が経験した精神的暴⼒⾏為の具体的内容

■政治分野におけるクオータ制とは

■⼥性議員を増やすための公的な政治資⾦の配分
30か国で⼥性議員を増やすことを⽬的する
公的な政治資⾦（政党助成⾦）の配分の仕組みを導⼊

（単位）：％

44.4

死、強姦、殴打⼜は誘拐の脅威

41.8

ソーシャルメディアによる性的画像等の拡散

32.7

その他嫌がらせ

27.3

メディアにおける性的なコメント等の掲載
0
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80

提⾔されている主な制度的解決策等
•
•
•
•

セクシュアル・ハラスメントポリシー、議会⾏動規範の形成
政治から独⽴したセクシュアル・ハラスメントに関する苦情処理⼿続の確⽴（以下事例紹介）
警察等と協⼒して、議会のセキュリティ環境を強化
国会における内部メカニズムの強化

セクシュアル・ハラスメントに関する議会⾏動規範 〜２つの取組事例紹介〜
事例①︓コスタリカ

セクシュアル・ハラスメントの案件を担当する委員会は、議会の⼈事担当部⻑、医療専⾨家、弁護
⼠及びその代理⼈で構成。同委員会は⼿続の開始時において、調停者に、この分野の専⾨家からの
⽀援を受けられるよう依頼。国会議員はこの⼿続と並⾏し、裁判所に苦情を申し⽴てる。

事例②︓カナダ

調停に対する苦情や要望（⼿続は機密）は、下院の⼈事担当部⻑が担当。⼈事担当部⻑は、セクシ
ュアル・ハラスメントが発⽣したかどうかを判断するために外部の調査者に委託。すべての下院議
員は、職場環境においてセクシャル・ハラスメントをなくすこと、⾏動規範を尊重することに関す
る書⾯に署名。議員と議会のスタッフ等のために研修会を開催。
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Ⅰ はじめに

 本調査研究事業の背景・目的等

 背景
⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬♫ࡢᙧᡂࠖࢆࠊ
ࠕ⏨ዪࡀࠊ♫ࡢᑐ➼࡞ᵓᡂဨࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢពᛮࡼࡗ࡚♫ࡢ࠶ࡽࡺࡿศ㔝࠾ࡅࡿάື
ཧ⏬ࡍࡿᶵࡀ☜ಖࡉࢀࠊࡶࡗ࡚⏨ዪࡀᆒ➼ᨻⓗࠊ⤒῭ⓗࠊ♫ⓗཬࡧᩥⓗ┈ࢆா
ཷࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡘࠊඹ㈐௵ࢆᢸ࠺ࡁ♫ࢆᙧᡂࡍࡿࡇࠖ
㸦➨㸰᮲㸧ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊᅜ㝿♫࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡶ
㐃ືࡋ࡞ࡀࡽࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࡢྠἲไᐃጞࡲࡾࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍
ᮏ㒊ࡼࡿࠕ♫ࡢ࠶ࡽࡺࡿศ㔝࠾࠸࡚ࠊ ᖺࡲ࡛ᣦᑟⓗᆅ༨ࡵࡿዪᛶࡢྜࢆ
㸣⛬ᗘ࡞ࡿࡼ࠺ᮇᚅࡍࡿࠖࡢ┠ᶆࢆᥖࡆࠊ⟇ࡢ᥎㐍ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ➨㸲ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ⏬㸦㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧࠾࠸࡚ࠊ
ࠕẸ
⩏♫࡛ࡣࠊ⏨ዪࡀᨻⓗពᛮỴᐃ㐣⛬✚ᴟⓗཧ⏬ࡋඹ㈐௵ࢆᢸ࠺ࡶࠊከᵝ
࡞ពᛮࡀᨻࡸ♫ࡢᨻ⟇࣭᪉㔪Ỵᐃබᖹ࣭බṇᫎࡉࢀࠊᆒ➼┈ࢆாཷࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠖ
ࠊ
ࠕ≉ᨻศ㔝࠾ࡅࡿዪᛶࡢཧ⏬ᣑࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠖࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᨻᗓࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊྠィ⏬➼ᇶ࡙ࡁ✀ࠎࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊ㉸ඪὴ㆟ဨ㐃┕ࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿዪᛶࡢཧ⏬ά㌍ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㆟ဨ㐃┕ࠖ
ࡀ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶Ⓨ㊊ࡋࠊᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃ
ࢀࠊ㆟ဨ❧ἲࡼࡾࠊᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨ 
ྕ㸧ࡀ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸳᭶  ᪥⾗㆟㝔࠾࠸୍࡚⮴࡛ᡂ❧ࡋࠊྠ᭶  ᪥බᕸ࣭
⾜ࡉࢀࡓࠋྠἲ࡛ࡣࠊ⾗㆟㝔㆟ဨࠊཧ㆟㝔㆟ဨཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢ㆟ࡢ㆟ဨࡢ㑅ᣲ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ⏨ዪࡢೃ⿵⪅ࡢᩘࡀ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᆒ➼࡞ࡿࡇࠖ
㸦ྠἲ➨㸰᮲㸧ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡞ࢆᇶᮏཎ๎
ࡋ࡚ᥖࡆࠊᨻඪࡑࡢࡢᨻᅋయᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕᡤᒓࡍࡿ⏨ዪࡢࡑࢀࡒࢀࡢබ⫋ࡢೃ⿵⪅ࡢᩘ
ࡘ࠸࡚┠ᶆࢆᐃࡵࡿ➼ࠊ⮬ⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ດࡵࡿࠖࡇࡉࢀࡿࡶࠊᅜཬࡧᆅ᪉බ
ඹᅋయࡀ⾜࠺⟇ࡋ࡚ࠊᐇែࡢㄪᰝཬࡧሗࡢ㞟➼ࠊၨⓎάືࠊ⎔ቃᩚഛ୪ࡧேᮦࡢ⫱
ᡂ➼ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 目的
ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊᨻඪࡼࡿ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿࡓࡵᾏእ࠾ࡅࡿᨻศ
㔝ࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿྲྀ⤌➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࠊࡑࡢሗࡢᥦ౪➼ࢆ⾜࠺ࡇࡀ᭷⏝
࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏᴗ࡛ࡣࠊ᪥ᮏᅜෆ࠾ࡅࡿᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡣ༑ศᚓࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሗࡋ࡚ࠊἲᚊࡸつไ௨እࡢ㆟ࡸᨻඪࡀ⊂⮬ྲྀࡾ⤌ࡴ㡯➼ࡶྵࡵ࡚ࠊᾏእ
⌧ᆅㄪᰝࢆᐇࡋࠊ㞟ࡍࡿࠋ
ㅖእᅜ࠾ࡅࡿᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ≧ἣࡸᨻඪ࣭㆟ࡢྲྀ⤌ࠊ⎔ቃᩚഛࡢ≧ἣ



➼ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ྲྀ⤌㈨ࡍࡿヲ⣽࡞ሗࢆࠊᩥ⊩ㄪᰝࡢࡳ࡞ࡽࡎྛᅜࡢᨻ
ඪࡸᅜࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ᢸᙜᶵ㛵ࡢࣄࣜࣥࢢ➼ࡢㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚㞟ࠊᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊᙜヱㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊලయⓗᥐ⨨ࡢ᪥ᮏࡢᑟධࡘ࠸࡚ࠊᖜᗈ࠸᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ
࠺࠼࡛ࠊ⌧ᅾᨻᗓࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࡿㅖㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ┤᥋ⓗ࡞ྲྀ⤌
㝈ࡽࡎࠊྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ศ㔝ࢆど㔝ධࢀࠊᐇຠᛶࡢ࠶ࡿྲྀ⤌ᥦࡘ࡞ࡀࡿ
ᡂᯝࢆᥦゝࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋㅖእᅜ࠾ࡅࡿዪᛶࡢά㌍᥎㐍ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢ⤒⦋ཬࡧࡑ
ࡢᨻ⟇ⓗຠᯝࡸ⌧≧➼ࡘ࠸࡚ࠊヲ⣽ࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋࠊᡃࡀᅜࡢྲྀ⤌ࡢ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡛ࠊ
ᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ



 調査研究会の設置

ᮏㄪᰝ◊✲ࢆຠᯝⓗ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࠊᨻศ㔝ࡢዪᛶࡢཧ⏬㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅㸲ྡࢆጤဨ
ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆタ⨨ࡋࡓࠋㄪᰝ◊✲࠾࠸࡚ࡣࠊㄪᰝ᪉㔪ࠊㄪᰝ㡯┠ࠊศᯒ᪉ἲཬࡧㄪᰝ
⤖ᯝሗ࿌᭩ࡢෆᐜ➼㛵ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ㄪᰝ◊✲ጤဨྡ⡙ 㸦ᩗ⛠␎ࠊ༑㡢㡰㸧
㹙ጤဨ㹛
ᗉྖ  㤶



Ṋ⏣ ᏹᏊ

    ྡྂᒇᏛἲᨻᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ

ሐ  ⱥᩗ



୕ᾆ ࡲࡾ㸦ᗙ㛗㸧

Ꮫ⩦㝔ᏛἲᏛ㒊ᨻᏛ⛉ᩍᤵ
㤶ᕝᏛἲᏛ㒊ᩍᤵ
ୖᬛᏛἲᏛ㒊ᩍᤵ


㹙ㄪᰝ༠ຊ⪅㹛
ᮧୖ ᙬె       ᪥ᮏᏛ⾡⯆≉ู◊✲ဨ㹎㹂㸦ୖᬛᏛᏛ㝔ἲᏛ◊✲⛉㸧



 海外調査の方法

 目的
᪥ᮏᨻᗓࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࡿㅖㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ┤᥋ⓗ࡞ྲྀ⤌㝈ࡽ
ࡎࠊྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ศ㔝ࢆど㔝ධࢀࠊᐇຠᛶࡢ࠶ࡿྲྀ⤌ᥦࢆ⪃ᐹࡍࡿୖ࡛ࠊ
᪤Ꮡࡢᩥ⊩ㄪᰝࡢࡳ࡛ࡣᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ⌧ᆅ࡛ᨻศ㔝ࡢዪᛶࡢཧ⏬㛵ࡍࡿྲྀ⤌ᐇ㝿
ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࢠࣜࢫཬࡧࣇࣛࣥࢫࡢᨻඪࠊ㆟ཬࡧᅜࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ᢸᙜᶵ㛵➼୪ࡧࢫ࢘
࢙࣮ࢹࣥཬࡧࢫࢫᡤᅾࡍࡿᅜ㝿ᶵ㛵࣭◊✲ᶵ㛵ࡽ┤᥋ពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡇࡼࡾࠊᚋ
ࡢ᪥ᮏ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ྲྀ⤌㈨ࡍࡿヲ⣽࡞ሗཬࡧຓゝ➼ࢆᚓࡿࠋ




 方法
ㄪᰝ◊✲ጤဨཬࡧㄪᰝ༠ຊ⪅ࠊෆ㛶ᗓ୪ࡧ᭷㝈㈐௵┘ᰝἲேࢺ࣮࣐ࢶࡀࠊᑐ㠃㸦㸯㛫
⛬ᗘ㸧࡛ࣄࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

 対象
ᾏእࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼㛵ࡍࡿඛ㐍ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢㄪᰝᑐ㇟ᑐࡋ࡚ࠊࣄࣜࣥࢢㄪᰝ
ࢆᐇࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟ᶵ㛵ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕳᮎࡢཧ⪃㈨ᩱࠕ㸯㸬ᾏ
እࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝᴫせࠖࢆཧ↷㸧
ࠋ

①議員・政党系
ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸ປാඪ㸦/DERXU3DUW\㸧

ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸ࣁࢵࢡࢽ࣮༡㑅ᣲ༊ປാඪ㸦+DFNQH\6RXWK 㸤 6KRUHGLWFK&/3㸧

ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸ಖᏲඪ㑅ᣲᑐ⟇ᮏ㒊㸦&RQVHUYDWLYH&DPSDLJQ+HDGTXDUWHUV㸧

ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸㈗᪘㝔㆟ဨ ࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥẶ㸦$QQ-HQNLQV03+RXVHRI/RUGV㸧

ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸࣓࢘ࣥ 㸰㸦ࢶ࣮㸧 ࢘ࣥ㸦:RPHQ:LQ㸧

ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸ᗢẸ㝔㆟ဨ ࣭࣊ࣞࣥࢢࢵࢻ࣐ࣥẶ㸦+HOHQ*RRGPDQ03+RXVHRI&RPPRQV㸧

ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸ᗢẸ㝔㆟ဨ ࣦࢵ࣮࣭࢟ࣇ࢛࣮ࢻẶ㸦9LFN\)RUG03+RXVHRI&RPPRQV㸧

ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸ࢳ࣮ࣇ࣭࢘ࢵࣉ࣭࢜ࣇࢫ㸦&KLHI:KLS2IILFH㸧
ᗢẸ㝔㆟ဨ ࣭࢞࢜ࢵࣃ࣮࣐ࣥẶ㸦*X\2SSHUPDQ03+RXVHRI&RPPRQV㸧




㆟ဨ㸦03㸧ࡢศ㢮᪉ἲ㛵ࡋ࡚ࠊཎ๎ࠕ㆟ဨ࣭ᨻඪ⣔ࠖ⨨ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ㆟ࡢせ⫋ࢆ
ව௵ࡋ࡚࠸ࡿ㆟ဨ㸦03㸧ࡢሙྜࡣࠊ
ࠕ㆟ဨ࣭㆟ົᒁ⣔ࠖࡋ࡚ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ᅜ 㸸ࣇࣛࣥࢫ
ඛ᪉㸸ඹᅜ๓㐍ᡤᒓୗ㝔㆟ဨࠊዪᛶࡢᶒཬࡧ⏨ዪࡢᶵࡢᖹ➼㛵ࡍࡿୗ㝔ㄪᰝᅋ௦⾲
࣐࣮ࣜ㸻ࣆ࢚࣮࣭ࣝࣜࢡࢧࣥẶ㸦0PH0DULH3LHUUH5L[DLQGpSXWpHSUpVLGHQWHGHOD
'pOpJDWLRQDX[GURLWVGHVIHPPHVHWjO pJDOLWpGHVFKDQFHVHQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVGH
O $VVHPEOpHQDWLRQDOH㸧

②議会事務局系
ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸ᗢẸ㝔ዪᛶᖹ➼≉ูጤဨ㸦:RPHQDQG(TXDOLW\6HOHFW&RPPLWWHH㸧

③行政府系（国及び地方等）
ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸ᨻᗓᖹ➼┬㸦*RYHUQPHQW(TXDOLWLHV2IILFH㸧

ᅜ 㸸ࣇࣛࣥࢫ
ඛ᪉㸸ᅜᆅ᪉බົဨࢭࣥࢱ࣮㸦&HQWUHQDWLRQDOGHODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH㸧

ᅜ 㸸ࣇࣛࣥࢫ
ඛ᪉㸸࣮ࣚࣟࢵࣃཬࡧእົ┬㸦0LQLVWqUHGHO¶(XURSHHWGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV㸧

ᅜ 㸸ࣇࣛࣥࢫ
ඛ᪉㸸㤳┦ዪ⏨ᖹ➼ᒁ㸦6HFUpWDULDWG¶(WDWFKDUJpGHO¶(JDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV㸧

ᅜ 㸸ࣇࣛࣥࢫ
ඛ᪉㸸ࣔࣥࣔࣛࣥࢩ࣮ᕷ㛗 ࣦࣝࢻ࣮࣡ࢬ┴㆟㆟㛗㸦ඣ❺ࠊᐙ᪘ࠊ⏨ዪᖹ➼ᢸᙜ㸧
ࠊዪ
⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࣃࣜࢸ㒊㛛࣓ࣥࣂ࣮ ࣑ࢩ࢙࣮࣭ࣝ࣋ࣝࢸẶ㸦0PH0LFKqOH%HUWK\
0DLUHGH0RQWPRUHQF\HWYLFHSUpVLGHQWHGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGX9DOG¶2LVHGpOpJXpHj
O (QIDQFHOD)DPLOOHHWjO (JDOLWpIHPPHVKRPPHV㸧

④政府の諮問機関系
ᅜ 㸸ࣇࣛࣥࢫ
ඛ᪉㸸ዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟㸦+DXW&RQVHLOjO eJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV 

⑤国際機関系
ᅜ 㸸ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ
ඛ᪉㸸Ẹ⩏࣭㑅ᣲᨭᅜ㝿◊✲ᡤ㸦,QWHUQDWLRQDO,QVWLWXWHIRU'HPRFUDF\DQG(OHFWRUDO
$VVLVWDQFH㸧






ᅜ 㸸ࢫࢫ
ඛ᪉㸸ิᅜ㆟ྠ┕㸦,QWHU3DUOLDPHQWDU\8QLRQ㸧

ᅜ 㸸ࣇࣛࣥࢫ
ඛ᪉㸸⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ㸦2UJDQLVDWLRQIRU(FRQRPLF&RRSHUDWLRQDQG'HYHORSPHQW+HDGTXDWHUV
2(&'㸧

⑥研究機関系
ᅜ 㸸ࢠࣜࢫ
ඛ᪉㸸ࣟࣥࢻࣥᏛࣂ࣮ࢡ࣋ࢵࢡᰯᩍᤵ ࢧ࣭ࣛࢳࣕࣝࢬẶ㸦3URIHVVRU0V6DUDK&KLOGV
%LUNEHFN8QLYHUVLW\RI/RQGRQ㸧

ᅜ 㸸ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ
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Ⅱ.

日本の現状




議会の特徴と女性議員比率
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．

政党等による政治分野への女性の参画に関する取組の状況


 各政党本部による取組
࡞ᨻඪࡼࡿᨻศ㔝ࡢዪᛶࡢཧ⏬㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌ᴫせࡣᅗ⾲ϩ ࡢ
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ






ᅗ⾲ϩ ྛᨻඪ࠾ࡅࡿᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌
政党名

⮬⏤Ẹඪ

❧᠇Ẹඪ

ᅜẸẸඪ

බ᫂ඪ

᪥ᮏඹ⏘ඪ

᪥ᮏ⥔᪂ࡢ

⮬⏤ඪ
ᕼᮃࡢඪ

♫Ẹඪ

各党における取組
࣭ ⤌⧊㐠ືᮏ㒊ࡢዪᛶᒁࡀ୰ᚰ࡞ࡾዪᛶೃ⿵⪅ࢆቑࡸࡍࡓࡵࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ ࡋ࡚ࠊዪᛶྥࡅࡢ◊ಟࠕዪᛶᮍ᮶ሿࠖࢆẖ᭶㛤ദࡋࠊேᮦࡢ⫱ᡂዪᛶࡢᨻཧ⏬ࢆᅗ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏊ⫱࡚ᨭࠊዪᛶά㌍᥎㐍ࠊ⎔ቃࡸእ࠸ࡗࡓྛ✀ᨻ⟇ࡢᗙᏛࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢹࢫ
࢝ࢵࢩࣙࣥࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡶྲྀࡾධࢀࠊዪᛶࡢᨻཧຍࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋేࡏ࡚ࠊ❧ೃ⿵ࢆ᳨ウ
ࡋ࡚࠸ࡿዪᛶྥࡅࡢࢻࣂࢫࡸࢧ࣏࣮ࢺࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ ᆅ᪉࠾࠸࡚ࡣࠊྛᆅ࡛ዪᛶࡢᑐヰ㞟ࢆ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾࠊⲡࡢ᰿࡛ࣞ࣋ࣝࡢዪᛶࡢᨻཧຍࢆ
ಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ ዪᛶೃ⿵⪅ࡢᨭࡋ࡚ࡣࠊዪᛶᒁᙺဨࢆጞࡵዪᛶᅜ㆟ဨࡀᛂᘚኈ࡞ࡿࠊዪᛶᒁ
ࡋ࡚⤫୍ⓗ࡞άືࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᨻ⟇ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊࡢࡰࡾࠊࢪࣕࣥࣃ࣮࣭T ࢩࣕࢶ࡞ࡢ
άື⏝ࢶ࣮ࣝࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ࢆඪࡢᰕᥖࡆయ⌧ࡍࡿᨻඪࡋ࡚ࠊᨻ⟇㠃ࠊඪෆ࢞ࣂࢼࣥࢫࠊዪᛶೃ⿵
⪅ࡢ᧦❧࡞࠶ࡽࡺࡿ㠃࡛ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢどⅬࢆྲྀࡾ㎸ࡴࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢὶࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡢ
Ỵពࡢୗࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᮏ㒊ࢆタ⨨ࠋ㒔㐨ᗓ┴㐃࠾࠸࡚ࡶࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᮏ㒊㸦ᆅ
ᇦ∧㸧ࢆタ⨨ࠋ
࣭ ࠕࣃࣜࢸ㸦⏨ዪ༙ࠎࡢ㆟㸧ࠖᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊᆅ᪉ࠊᅜᨻࢆၥࢃࡎࠊᑗ᮶ⓗ㑅ᣲࡣ⏨ዪྠᩘࡢ
ೃ⿵⪅᧦❧ࢆࡵࡊࡍࠋ
࣭ 2019 ᖺࡢ⤫୍ᆅ᪉㑅ࠊཧ㆟㝔㑅ᣲྥࡅ࡚ዪᛶೃ⿵⪅᧦❧ࣉࣛࣥࢆ⟇ᐃࠊᐇࡋࠊ⤫୍㑅
ཧ㆟㝔ẚ௦⾲㑅ᣲࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱ప࡛ࡶዪᛶೃ⿵⪅㸲ࡍࡿࠋ
࣭ ඪࡢᇶᮏᨻ⟇ࠕᅜᨻ㑅ᣲࡢࢡ࣮࢜ࢱไࡢᑟධࢆ᫂グࠖ
ࠋ
࣭ ዪᛶೃ⿵⪅ẚ⋡ 30㸣ࢆࡵࡊࡍࠋ
࣭ ዪᛶࡢ❧ೃ⿵ࢆಁࡍࡓࡵࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡸື⏬ࢆసᡂࡍࡿ➼ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືࢆᐇࠋ
࣭ ᆅ᪉⤌⧊࠾࠸࡚ዪᛶೃ⿵⪅Ⓨ᥀࣭⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᨻࢫࢡ࣮࣭ࣝࢭ࣑ࢼ࣮࣭⏨ዪඹྠཧ⏬࣋
ࣥࢺࢆ㛤ദࠋዪᛶࡢබເࢆᐇࠋ
࣭ ᖹᡂ 11 ᖺ㸦1999 ᖺ㸧ࡼࡾࠊ᪂ேዪᛶೃ⿵ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ㏻ᖖࡢබㄆᩱࡣ୍ูᐃࡢάື
㈨㔠ࢆᨭ⤥㸦ࠕ㹕㹑ᇶ㔠ࠖไᗘ㸧ࠋ<https://www.dpfp.or.jp/article/200253>
࣭ ᆅ᪉㆟ဨ࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ᰿ࡊࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿዪᛶගࢆ࠶࡚࡚ࠊඪࡢᆅ᪉⤌⧊ࡣࡌࡵྛ
⏺ࡢ࠶ࡽࡺࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡽ᥎⸀ࢆࡶࡽ࠺ࡇ࡛ࠊዪᛶೃ⿵ࡀ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡉࢀࡿࡼ࠺ດຊࠋ 
࣭ ᅜ㆟ဨࡢሙྜࡣᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆᣢࡘேࡸࠊ࠶ࡽࡺࡿศ㔝࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿேᮦࢆ㍮ฟࡍࡿࡇ
ࢆᛕ㢌࠾ࡁೃ⿵⪅ࢆ㑅ᐃࠋ
࣭ ᪂ேࡢணᐃೃ⿵⪅ྥࡅ࡚ࠊ
ࠕೃ⿵◊ಟࢸ࢟ࢫࢺࠖࢆసᡂࡋࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ᮏ㒊ࡸ⥲ᨭ㒊࠾࠸
࡚ࠊຮᙉࢆ㛤ദࠋ
࣭ ዪᛶೃ⿵⪅ᑐࡍࡿಶูࡢ┦ㄯ┦ᡭࢆࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ⌧⫋ࡢዪᛶ㆟ဨࡸ㆟ဨ OB ࡀᢸᙜࠋ
࣭ ⥘㡿࡛⏨ዪࡢᖹ➼ࠊྠᶒࢆ࠶ࡽࡺࡿศ㔝࡛᧦ㆤࡋ㺂ಖ㞀ࡍࡿࡇࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ ዪᛶࡢᨻཧຍࡢಁ㐍ࡣࠊ᠇ἲዪᛶᕪู᧔ᗫ᮲⣙ࡀࡆࡿ⏨ዪᖹ➼ዪᛶࡢᆅྥୖ
ࡗ࡚㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊேཱྀᵓᡂࡩࡉࢃࡋ࠸ዪᛶ㆟ဨࡢᐇ⌧ࢆ㔜どࠋࡉࡽ⏨ዪྠᩘࢆࡵࡊࡍࠋ
࣭ ㆟ဨ┦ㄯᐊࡸᑓ㛛ศ㔝ࡢ㞧ㄅࡢⓎ⾜ࠊ㆟ဨ◊ಟࠊ㆟ဨᅋ࡛ࡢᏛ⩦ࠊάືὶ࡞ࢆࡍࡍࡵࡿ
ࡇ࡛㺂㆟ဨάືࢆᨭࠋ㆟ဨࡢᏊ⫱࡚ࡸㆤࡢၥ㢟࡞ࡘ࠸࡚ࡶᨭࠋ
࣭ 㑅ᣲ㈝⏝ࡣඪࡀ㈇ᢸࡋࠊ㆟ဨάືࡘ࠸࡚ࡶᚲせ࡞ሙྜ㈈ᨻⓗᨭࢆᐇࠋ
㹙ᅜ㹛
࣭ ᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㈶ᡂࠋ
㹙㜰ᕷ㹛
࣭ ࢟ࣕࣜᙧᡂᨭ࡞ዪᛶࡀά㌍࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᩚഛࢆ᥎㐍ࠋ
࣭ ዪᛶࡢά㌍ಁ㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡢタ⨨㸦ᖹᡂ 25 ᖺ 7 ᭶㸧
ࠋ
࣭ 㜰ᕷዪᛶࡢά㌍ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ⟇ᐃ㸦ᖹᡂ 26 ᖺ 12 ᭶㸧ࠋ
࣭ ೃ⿵⪅㑅ᐃ࠾࠸࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡞ዪᛶೃ⿵ࡢ᧦❧ࢆ┠ᣦࡍࠋ
࣭ ዪᛶࡢೃ⿵⪅㝈ᐃࡢຮᙉணᐃࠋ
࣭ ዪᛶ㝈ᐃࡢࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദணᐃࠋ
࣭
࣭
࣭
࣭

ྛ⣭㑅ᣲ࠾ࡅࡿዪᛶೃ⿵⪅ࡢⓎ᥀ࠊ⫱ᡂ✚ᴟⓗ࡞᧦❧ࠋ
ዪᛶ◊ಟࡸዪᛶᨻࢫࢡ࣮ࣝࠊዪᛶὶ➼ࡢ㛤ദࠋ
ዪᛶࢆࡵࡄࡿᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢどᐹࡸㄪᰝࠊᏛ⩦࡞✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ዪᛶࡀ㆟ဨάືࢆࡋࡸࡍ࠸㆟⎔ቃࡢᩚഛࠋ                      

ͤ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ෆ㛶ᗓࡀྛᨻඪᑐࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓෆᐜࢆせ⣙ࡋࡓࡶࡢ

㸦ฟ㸧ෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁ +3
KWWSZZZJHQGHUJRMSSROLF\VHLMLEXQ\DLQGH[KWPO




ࡲࡓࠊୖグࡢᨻඪࡢ୰࡛ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࢆᇶࡲࡵࡿࠊḟࡢ࠾ࡾ࡞ࡿࠋ

 自由民主党
㸦 㸧ᖺ  ᭶ࡢ⮬⏤Ẹඪ❧ඪࠕඪဨࡢ㈨㉁ྥୖࠖ
ࠕேᮦࡢⓎ᥀ࠊ⫱ᡂࠖࢆ
┠ⓗࠕ୰ኸᨻᏛ㝔ࠖࡢタ⨨ࡀᵓࡉࢀࠊ㸦 㸧ᖺ㸵᭶㛤ᰯࡋࡓࠋ㛤ᰯ௨
᮶ࠊඪᮏ㒊ࢆࡣࡌࡵᅜྛᆅ࡛ㅮ₇ࢆ㛤ദࡍࡿ࡞ࡢᩍ⫱࣭◊ಟάືࢆ⾜࠸ࠊྛᆅᇦࢆᢸ
࠺ከࡃࡢேᮦࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᖹᡂ㸳㸧ᖺࡣࠊඪᶵᵓࡢᨵ⦅క࠸ࠊࡢඪᶵ㛵
⤫ྜࡉࢀࠊ◊ಟάືࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊඪဨᩍ⫱ࡢ୍ᒙࡢᐇࢆồࡵࡿኌࡀ㧗ࡲࡾࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࠊᨵࡵ࡚୰
ኸᨻᏛ㝔ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ᭷㤿ᮁேཧ㆟㝔㆟ဨ㸦ඖᮾ⥲㛗㸧ࡀᏛ㝔㛗ᑵ௵ࠊ௨㝆ࠊṔ௦
ࡢᏛ㝔㛗ࡢᩍ⫱᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊྛ✀ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊㅮᗙࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ㛤ദࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸯᭶ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴㐃ࡀ⊂⮬ᐓࡍࡿᨻ⤒ሿࠊ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂሿ➼ࢆࠕᆅ
᪉ᨻᏛᰯࠖ
㸦㒔㐨ᗓ┴ᨭ㒊㐃ྜタ⨨㸧ࡋ࡚ඪ๎⨨ࡅࠊ୰ኸᨻᏛ㝔ྛᆅ
᪉ᨻᏛᰯ㛫ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࠊࡑࡢᨭࢆᙉࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶ࡣࠊ␗ᴗ✀ຮᙉ࣭Ꮫࡢࢮ࣑ࢆᑐ㇟㛤ദࡍࡿࠕࡲ࡞
ࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸴᭶ࡣⓏ㘓ဨ࣭ண⣙ไࡢຮᙉࠕࡲ࡞ࡧ
ࢫࢥࣛࠖࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊࡇࢀࡲ࡛⮬Ẹඪ⦕ࡢ࡞ࡗࡓᡤㅝࠕ↓ඪὴᒙࠖࡢ᪉ࢆ࡞ᑐ㇟ࠊ
ࡑࡢཧຍ⪅ຮᙉࢆඹྠ⏬ࡋࠊ⥅⥆ⓗ㐠Ⴀࠊ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸱᭶ࠊᏛ㸦㝔㸧⏕ࠊᑓ㛛Ꮫᰯ⏕ࢆᑐ㇟ᅜ㆟ဨົᡤ㸦⛎
᭩㸧ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆጞࡵ࡚ࠊົᡤ࡛ࡢᐇ⩦ຍ࠼࡚ࠊᏛ⏕ྠኈࡀὶ࡛ࡁࡿࡼ࠺ຮ
ᙉࡸ⮧⾲ᩗࢆ⾜࠺࡞ࠊከࡃࡢᏛ⏕㈗㔜࡞Ꮫࡧࡢᶵࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࠊዪᛶೃ⿵⪅ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢࠕ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࠖࢆ⤖ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 立憲民主党
ࠕዪᛶೃ⿵⪅᧦❧ࣉࣛࣥ㸦➨୍ḟ㸧
ࠖᇶ࡙ࡁࠊዪᛶೃ⿵⪅බເ㸦㏻ᖺ࡛ເ㞟㸧ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋዪᛶೃ⿵⪅බເࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ┤㏆ࡢ㑅ᣲ㝈ᐃࡏࡎࠊዪᛶೃ⿵⪅ࡢⓎ᥀࣭᧦❧࣭


⮬⏤Ẹඪ +3
KWWSVZZZMLPLQMS
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶  ᪥㸧ࠋ
⮬⏤Ẹඪ ୰ኸᨻᏛᰯ +3㸦୰ኸᨻᏛᰯࡣ㸧
KWWSGDLJDNXLQMLPLQMSDERXWXV
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶  ᪥㸧ࠋ
⏘⤒ࢽ࣮ࣗࢫ ࠕ⮬Ẹࠊዪᛶೃ⿵⪅ᨭࡢ͆࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲͇⤖ᡂࠖ
KWWSVZZZVDQNHLFRPSROLWLFVQHZVSOWQKWPO
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶  ᪥㸧ࠋ
:,1:,1+3㸦᥎⸀ᙜⴠ≧ἣ㸧
KWWSZZZZLQZLQMSRUJZLQZLQBHOHFWLRQ
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶  ᪥㸧ࠋ

❧᠇Ẹඪ +3㸦ዪᛶೃ⿵⪅බເࡢᐇࡘ࠸࡚㸧
KWWSVFGSMDSDQMSLQIRUPDWLRQNRXERB
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶  ᪥㸧ࠋ



⫱ᡂࢆᜏᖖⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࠊඪࡋ࡚ࡢዪᛶೃ⿵⪅බເࢆᜏᖖⓗᐇࡋࠊᛂເ⪅ࢆཷ
ࡅࡅࡿࡶࠊ᧦❧ࡸೃ⿵⪅⫱ᡂ⧅ࡀࡿయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊබເྜ᱁⪅
ᑐࡋ࡚ࡣࠊᨵࡵ࡚ฟ㤿ࢆணᐃࡍࡿ㑅ᣲཬࡧ㑅ᣲ༊ࡢ㑅ᐃࡘ࠸࡚ࠊಶู┦ㄯࡋࠊ㑅ᣲཬࡧ
㑅ᣲ༊ࢆ☜ᐃࡋࡓᚋࠊᙜヱ㑅ᣲ༊ࡢ❧᠇Ẹඪࡢᆅᇦ⤌⧊ࡢ㐃ᦠࡸ❧ೃ⿵‽ഛࡘ࠸࡚
ලయⓗ࡞ෆᐜࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ❧ೃ⿵‽ഛࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊඪࡀ⏬ࡍࡿࠕࣃࣜࢸ࡞࠺ࠖࡸዪᏊ➼ࡢཧຍࢆྵࡵࠊ
ೃ⿵⪅ࡋ࡚ࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉࡢᶵࢆᥦ౪ࡋࠊࣂࢵࢡࢵࣉయไ➼ࡘ࠸࡚㐃ᦠࡋ࡚ᑐᛂ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 国民民主党
ዪᛶೃ⿵⪅ẚ⋡ 㸣ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊዪᛶࡢ❧ೃ⿵ࡸ㆟ဨάືࡢ⎔ቃᩚഛྲྀࡾ⤌ࡴࡶ
ࠊࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ዪᛶࡢᨻཧ⏬ࢆᨭ࠼ࡿ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

 ＷＳ基金
⏨ዪඹྠཧ⏬♫ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡍඪࡢᇶᮏ⌮ᛕᇶ࡙ࡁࠊዪᛶࡢᨻཧ⏬ࢆಁ㐍ࡋࠊዪᛶ
ೃ⿵⪅ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ㏻ᖖࡢබㄆᩱࡣูࠊ᪂ேዪᛶೃ⿵⪅୍ᐃࡢάື㈨㔠ࢆᨭ⤥ࡍ
ࡿไᗘࠋ ᖺࠕẸඪዪᛶᨭᇶ㔠ࠖࡋ࡚タ❧㸦㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࠕ㹕㹑ᇶ㔠ࠖ
ᨵ⛠㸧ࠊࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢ᪂ேዪᛶೃ⿵⪅ࡀࡇࡢไᗘࢆ⏝ࡋ࡚ࠊᙜ㑅ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࠋ

 新人奨励金
ᆅ᪉㆟㆟ဨ㑅ᣲᣮᡓࢆࡍࡿ᪂ேೃ⿵⪅ᑐࡋ࡚ࠊ౪ク㔠┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࡢ㈚ࡅࢆ
⾜࠺ไᗘࠋೃ⿵⪅ࡀᙜ㑅ࡋࠊ౪ク㔠ࡀ㏉㑏ࡉࢀࡓሙྜࠊᮏேࡼࡾ㒔㐨ᗓ┴㐃ዡບ㔠ྠ㢠
ࢆ㏉㑏ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 女性議員ネットワーク会議
ඪࡢዪᛶ㆟ဨࠊೃ⿵⪅➼ࡀཧຍࡍࡿᅜ⤌⧊ࠕዪᛶ㆟ဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㆟ࠖࡀ࠶ࡾࠊḟࡢ
ࠕ⚾ࡓࡕࡢࡵࡊࡍ♫ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚ࠊ࠾࠸ࡢ⤒㦂ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⚾ࡓࡕࡢࡵࡊࡍ♫
ࠕዪᛶ㆟ဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㆟ࠖ㞟࠺⚾ࡓࡕ୍ேࡦࡾࡣࠊ᪥ᮏࡢࡇ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ
ዪᛶࡶ⏨ᛶࡶᛶⓗ࣐ࣀࣜࢸࡶࠊᏊࡶࡶⱝ⪅ࡶ㧗㱋⪅ࡶࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ᭷↓ࡶࢃࡽࡎࠊ
୍ேࡦࡾࡀษࡉࢀࠊࡑࡢேࡽࡋ࠸ே⏕ࢆṌࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠕඹ⏕ࡁࠊᨭ࠼ྜ࠺♫ࠖ
ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ




ᅜẸẸඪ +3㸦ᅜẸẸඪࡣዪᛶೃ⿵⪅ẚ⋡ ࢆࡵࡊࡋࡲࡍ㸟࠙ࢥ࢘࣍㸦ೃ⿵㸧ࡢࢫ
ࢫ࣓ࠚ㸧
KWWSVZZZGSISRUMSDUWLFOH
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶  ᪥㸧ࠋ



 日本共産党
ዪᛶೃ⿵⪅ࢆ᧦❧ࡍࡿດຊࡶࠊ㆟ဨࡢάືࡘ࠸࡚ࡶ⃭ບࡋࠊᨭ࠼ࡿάືࢆ⥆ࡅ࡚
࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊึᙜ㑅ࡢ㆟ဨࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢඪάືࡶ⫋ṔࡶᅜẸ㐠ື➼ࡢ⤒㦂ࡶⰍࠎ࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊ㆟࡛ඪ㆟ဨࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡓࡵࡣᨻ⟇ࡢᏛ⩦ࡸ㉁ၥࡢ‽ഛࠊ㆟ࡢࣝ
࣮ࣝࡶ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡋ࡚ࠊᏊ⫱࡚୰ࡢዪᛶ㆟ဨࡶࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㆟ဨ
ࡢάືࢆ㆟ဨࡲࡏࡋ࡞࠸⤌ࡳࡶ࠶ࡿࠋ㆟࡛ඪ㆟ဨࡣ㸯ே࡛ࡶࠊ㒆༢ࡸࠕᗈᇦ⾜ᨻ
༊ࠖ࡞㐺ษ࡞༢࡛㆟ဨᅋࢆࡘࡃࡾࠊࡑࡇ࡛ウ㆟ࡸᏛ⩦ࠊ㆟ࡢᑐᛂ➼ࡶⱞປࡸ
ᝎࡳࢆ┦ㄯࡍࡿࡓࡵࡢὶࡢሙࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋඪ୰ኸጤဨࡢࠕᆅ᪉㆟ဨ┦ㄯᐊ࡛ࠖࡣࠊ
㆟ဨ⤒㦂⪅ࡀ┦ㄯᛂࡌ࡚࠾ࡾࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࡽࠊ⣼ィ࡛  ௳ࡢ┦ㄯࡀᐤࡏࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ ᖺ㸦 㸧ඪဨࡢເ㔠㸦㸯ཱྀ  㸧୍ᐃ௨ୖࡢሗ㓘ࢆᚓ
࡚࠸ࡿᆅ᪉㆟ဨࡢᣐฟ㔠ࡼࡿࠕ㆟ဨάືຓᇶ㔠ࠖࢆタࡋࠊඪࡢ㐃ᖏࢆⓎࡋ࡚ࠊ᭶㢠
ࡢሗ㓘ࡀ  ᒆ࡞࠸㆟ဨࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 社会民主党
ඪ๎࠾࠸࡚ࠊࢡ࣮࢜ࢱไࡢཎ๎ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ

 地方組織による取組
ᮏᴗ࡛ࡣࠊᮏㄪᰝ⤖ᯝࡢ࡞ሗᥦ౪ඛ࡞ࡿᡃࡀᅜࡢᨻඪࡢᐇࡸㄢ㢟ࢆᢕᥱࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊሗᥦ౪ෆᐜ➼ࡢ᳨ウ㈨ࡍࡿሗࢆᚓࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᅜཬࡧᆅ᪉ࡢ㆟
࠾࠸࡚㸯ᮇ┠ࡢዪᛶ㆟ဨࢆ᭷ࡍࡿᨻඪࡢᆅ᪉⤌⧊㸦ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿᨻඪࡢᆅ᪉⤌⧊㹙㸱⤌
⧊㹛㸧ᑐࡋ࡚ࠊ༏ྡࢆ๓ᥦࡋ࡚ࣄࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࣄࣜࣥࢢ࡛ࡣࠊࠊ᪂つ
❧ೃ⿵⪅ࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ෆᐜ㸦ዪᛶೃ⿵⪅ࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࠊೃ⿵⪅බເࡘ࠸࡚ࡢ
⪃࠼ࠊேᮦ⫱ᡂࠊ❧ೃ⿵ࢆಁࡍࡓࡵࡢྲྀ⤌㸧ࠊ㑅ᣲάື࠾ࡅࡿᨭࡢෆᐜ㸦≉ዪᛶೃ⿵
⪅ᑐࡍࡿࡶࡢ㸧➼㛵ࡋ࡚ࠊ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋࣄࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࡢせⅬࡋ࡚ࡣࠊḟࡢ
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

 女性候補者の掘り起こしについて
ዪᛶೃ⿵⪅ࢆ᧦❧ࡋࡓ࠸࠸࠺⪃࠼ࡣᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊෆ㒊࡛ೃ⿵⪅ࢆ᧦❧ࡋࡓࡾࠊ㆟ဨࡸ᭷


᪥ᮏඹ⏘ඪ +3
KWWSVZZZMFSRUMS㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶  ᪥㸧ࠋ
᪥ᮏඹ⏘ඪ +3 ࡋࢇࡪࢇ㉥ࠕዪᛶࡢᨻཧຍ᪥ᮏඹ⏘ඪ㸫ዪᛶೃ⿵⪅࣭㆟ဨࡶ
႐ࡧࡶⱞປࡶඹ᭷ࡋ࡚ࠖ
KWWSZZZMFSRUMSDNDKDWDDLNBBKWPO
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶  ᪥㸧ࠋ

♫Ẹඪ ඪ๎
➨㸱᮲ࠑࢡ࣮࢜ࢱไࡢཎ๎ࠒ
ᮏඪࡣࠊዪᛶཬࡧ♫ⓗᙅ࠸❧ሙࡢேࡓࡕࡢᨻཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵྛ㆟ࡢೃ⿵
⪅ࠊᅜ௦㆟ဨࠊᅜ௦⾲⪅㆟௦⾲ጤဨཬࡧྛᶵ㛵ࡢᙺဨዪᛶࡸ♫ⓗᙅ࠸
❧ሙࡢேࡓࡕࡢ୍ᐃẚ⋡ࢆಖ㞀ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
KWWSZZZVGSRUMSYLVLRQYLVLRQKWP
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸰᭶  ᪥㸧ࠋ



㆑⪅➼ࢆㅮᖌࡋ࡚ᣍ⪸ࡋᨻሿࡶ㛤ദࡋࡓࡾࠊࡑࡢຮᙉࡸዪᛶ㆟ဨྠኈࡢࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢆά⏝ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ❧ೃ⿵ࡍࡿពᛮࡢ࠶ࡿேࢆⓎ᥀ࡋࠊ❧ೃ⿵ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡼ࠺ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊዪᛶೃ⿵⪅ࢆ᧦❧ࡋࡓ࠸࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊೃ⿵⪅ࡢᐙ᪘ࡢ⌮ゎࡸධ
㠃࡛ࡢไ⣙ࡼࡾࠊ࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

 候補者公募についての考えについて
බເ㢗ࡽࡎࠊ⮬ศࡢຊ࡛㑅ᣲࢆᡓ࠼ࡿࡼ࠺ࠊᆅᇦࡢ୰࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿேࡢ୰࡛ࡶࠊ
࣎ࣛࣥࢸࡸᨭ⪅ࡀ㞟ࡲࡾᆅᇦࡽᨭ࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࿘ᅖࡀ㆟ဨ࡞ࡗ࡚ࡶ
ࡽ࠸ࡓ࠸ேࢆ㑅ࡪࡢࡀࡼ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
බເࡢ࣓ࣜࢵࢺࡋ࡚ࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓά㌍ࡋ
࡚࠸ࡿேࠎࢆࠊࡼࡾᗈࡃⓎ᥀࡛ࡁࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ᪉ࠊࢹ࣓ࣜࢵࢺࡋ࡚ࡣࠊබເࡼ
ࡾᢕᥱࡋࡓேᮦࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᆅᇦᐦ╔ࡋ࡞ࡀࡽ❧ೃ⿵ࡋ࡚࠸ࡿேẚࡿࠊᆅᇦࡢ㛵
ࢃࡾྜ࠸ࡸ⤖ࡧࡘࡁࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

 人材育成について
ೃ⿵⪅ᑐࡍࡿᣦᑟࡋ࡚ࡣࠊຮᙉࡸᨻሿ➼௨እࠊᆅඖ㑅ฟࡢᅜ㆟ဨ➼ࡀᣦᑟࡍ
ࡿࡇ࡞ࡿࠋᣦᑟ࠾࠸࡚ࡣࠊព㆑ၨⓎࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡢఏ㐩㸦࣓ࢹᑐᛂࠊ࣏ࢫࢱ࣮࣭ࣜ
࣮ࣇࣞࢵࢺࡢసᡂ㸧➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 立候補を促すための取組について
ᐙ᪘ࡢᑐ➼࡛ࠊ❧ೃ⿵㌋㌉ࡋ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿሙྜࠊᆅᇦࡸዪᛶ㆟ဨࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ
ᅜ㆟ဨࡢὶࡢሙࢆタࡅࡿࡇࡼࡾࠊാࡁࡅࢆ⾜࠺ࡶࠊ┦ㄯࡢᑐᛂࠊࣀ࢘
ࣁ࢘ࡢఏ㐩ࠊ⢭⚄ⓗ࡞ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 女性候補者に対する支援の内容について
᪂ேೃ⿵⪅ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㑅ᣲົᡤタ⨨➼ࡢ㝿ࡢせဨᡭ㓄ࡸࠊ⾤ᐉ㌴ࡢᡭ㓄ࢆᣦᑟࡍࡿ࡞
ࠊ㑅ᣲάືࡢᨭࢆ⾜࠺ሙྜࡣ࠶ࡿࠋࡑࡢࠊ㔠㖹ⓗ࡞ࣁ࣮ࢻࣝࢆඞ᭹࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊዪᛶ
ೃ⿵⪅ཬࡧ㆟ဨᑐࡋ࡚㈨㔠㠃࡛ࡢᨭࢆࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ








．まとめ
᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣࠊᚎࠎዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡀୖ᪼ഴྥ࠶ࡿࡀࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸯᭶⌧ᅾࠊ
⾗㆟㝔ࡢዪᛶ㆟ဨࡣ  ྡ࡛ࠊ⥲ᩘ༨ࡵࡿྜࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊཧ㆟㝔ࡢዪᛶ㆟ဨࡣ  ྡ
࡛ࠊ⥲ᩘ༨ࡵࡿྜࡣ 㸣࡛࠶ࡿࠋ,38 ࡢⓎ⾲ࡼࡿࠊ ᖺ㸯᭶Ⅼ࡛ࡢୡ⏺ࡢ
ዪᛶࡢᅜ㆟ဨ㸦ୗ㝔㸧ࡢ㆟ဨ⋡ࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢ⾗㆟㝔ࡢዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡣࠊୡ⏺ 
ᅜ୰  ࡛࠶ࡾࠊ2(&' ㅖᅜ୰᭱ୗ⨨ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡣ *㸵ཬࡧ * ࡢᵓᡂ
ᅜ࡛ࡶ᭱ୗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࠊᨻศ㔝࠾࠸࡚ࠊዪᛶ㆟ဨࡢయ༨ࡵࡿྜࡀ౫↛
ࡋ࡚㧗࠸ࡣ࠸࠼࡞࠸≧ἣ࠾࠸࡚ࠊᚋࠊ㆟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡢྥୖࢆᅗࡿ࠺࠼࡛ࠊ
ྛᅜࡢᨻඪཬࡧ㆟୪ࡧᅜࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ᢸᙜᶵ㛵➼ࡽࠊ᪤Ꮡࡢᩥ⊩ㄪᰝࡢࡳ࡛ࡣᢕ
ᥱ࡛ࡁ࡞࠸ඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ⤒⦋ࡸᡂᯝ➼㛵ࡋ࡚┤᥋⪺ࡁྲྀࡿࡇࡼࡾࠊᚋࡢ᪥
ᮏࡢ♧၀ࢆᑟࡁฟࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ






,38 ㄪࠋୗ㝔ཪࡣ୍㝔ไࡢ㡰ࠋKWWSDUFKLYHLSXRUJZPQHFODVVLIKWP
ෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁࠕᨻ⟇࣭᪉㔪Ỵᐃ㐣⛬ࡢዪᛶࡢཧ⏬≧ἣཬࡧᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅ
ࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ᥎㐍≧ἣࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࠊ㸷㡫ࠋ
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Ⅲ

諸外国の状況




イギリスの事例
 イギリスにおける女性議員の増加のプロセスとその要因（武田 宏子）


 はじめに―ヨーロッパにおける「後発国」としてイギリス
 分水嶺としての  年総選挙：女性議員の数の急激な拡大
 ᖺ⥲㑅ᣲࡣࠊࢠࣜࢫ࡛ࡣ㔜࡞ᨻⓗ㌿ᶵ࡞ࡗࡓ㑅ᣲࡋ࡚グ᠈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨୍ࠊࡇࡢ㑅ᣲࡼࡗ࡚ࠊಖᏲඪࡽປാඪࡢᨻᶒ௦ࡀᐇ  ᖺࡪࡾᐇ⌧ࡉࢀࡓࠋ
 ᖺ࣐࣮࢞ࣞࢵࢺ࣭ࢧࢵࢳ࣮ࣕ㸦0DUJDUHW7KDWFKHU㸧⋡࠸ࡿಖᏲඪᩋࢀ࡚௨᮶ࠊປാ
ඪࡢඪໃࡣ㛗ࡽࡃప㏞ࡋࡓࡀࠊࢽ࣮࣭ࣝ࢟ࣀࢵࢡ㸦1HLO.LQQRFNࠊඪ㤳ᅾ௵ᮇ㛫 ̿
ᖺ㸧ᙼࡀ㛤ጞࡋࡓࠕ⌧௦ࠖ
㸦PRGHUQL]DWLRQ㸧ᨵ㠉ࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࢪ࣭ࣙࣥࢫ࣑ࢫ㸦-RKQ6PLWKࠊ
ඪ㤳ᅾ௵ᮇ㛫 ̿ ᖺ㸧ࠊࡑࡋ࡚ࢺࢽ࣮࣭ࣈࣞ㸦7RQ\%ODLUࠊඪ㤳ᅾ௵ᮇ㛫 ̿
ᖺ㸧ࡢࢽࢩࢳࣈࡢୗつᶍ࡞⤌⧊ᨵ㠉ࢆ᩿⾜ࡋࠊ
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ᡂຌࡍࡿࠋࡇࡢ㛫ࡢປാඪᨵ㠉ࡢ㐣⛬ࡣࠊᨻඪᨵ㠉ࡢᡂຌࡋ࡚᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡶ◊✲᭩
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ᛶ㆟ဨࡣ  ྡ࡛࠶ࡾࠊ๓ᅇࡢ  ᖺ⥲㑅ᣲ࡛㑅ฟࡉࢀࡓዪᛶ㆟ဨࡀ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ
ࡇࡢ㑅ᣲࡼࡗ୍࡚ᣲಸቑࢆᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡞ࡿࠋࡑࡢᚋࠊዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡣ  ᖺ⥲㑅
ᣲ࠾࠸࡚  ྡⱝᖸῶᑡࡋࡓࡇࢆእࡋ࡚ࠊ ᖺ௦ࢆ㏻ࡌ࡚╔ᐇቑ࠼⥆ࡅࡿࠋ
┤㏆ࡢ  ᖺ⥲㑅ᣲ࡛㑅ฟࡉࢀࡓዪᛶ㆟ဨࡣ  ྡ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡼࡾᗢẸ㝔ࡢዪᛶ㆟ဨ
ẚ⋡ࡣ 㸣㐩ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࢠࣜࢫࡢ≧ἣࡣࠊ ᖺ㸯᭶ࡢⅬ࡛ ,38 ࡢࠕᅜ࠾
ࡅࡿዪᛶࠖ㸦:RPHQLQ1DWLRQDO3DUOLDPHQWV㸧ࡼࡿዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࣛࣥ࢟ࣥࢢ࠾࠸࡚  
ᅜ୰  ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊỴࡋ࡚ᅜᨻࣞ࣋ࣝࡢዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢẚ⋡࠾࠸
࡚᭱ඛ㐍ᅜ࡛࠶ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ࡶࡢࡢࠊḟⓗ࡞Ⓨᒎ㏵ୖࡢ㐣⛬࠶ࡿぢ࡞ࡍࡇࡣ࡛
ࡁࡿࠋ ᖺ⥲㑅ᣲࡣࠊࢠࣜࢫࡢ௦⾲ไẸ⩏ᨻࡀࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧⮳ࡿୖ࡛ࡢ᫂☜
࡞ศỈᕊ࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ⾲Ϫ ࡣ  ᖺ௨㝆ࡢ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟
ဨẚ⋡ࡢ᥎⛣ࢆࢢࣛࣇ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ ᖺ⥲㑅ᣲࡽ  ᖺ⥲㑅ᣲ⮳ࡿᮇ㛫
࡛⏕ࡌࡓኚࡀᛴ⃭ࡘ㔜࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ






KWWSDUFKLYHLSXRUJZPQH&OD66LIKWP
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⋡ࠋ
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㸦ࢹ࣮ࢱ㸸8.3ROLWLFDO,QIRKWWSZZZXNSROLWLFDOLQIR)HPDOH03VKWP ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

ࢠࣜࢫࡢᅜ㑅ᣲไᗘ

࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮ᐑẊ⨨ࡍࡿࢠࣜࢫࡢᅜࡣࠊୖ㝔࡛࠶ࡿ㈗᪘㝔㸦7KH+RXVHRI
/RUGV㸧ୗ㝔ᙜࡓࡿᗢẸ㝔㸦7KH+RXVHRI&RPPRQV㸧ࡢ㝔ไࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈗᪘㝔ࡣ
㠀බ㑅ࡢ㆟࡛࠶ࡾࠊୡく㈗᪘௵ࡉࢀࡿ୍௦㈗᪘ࠊࡑࡋ࡚⪷⫋⪅ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ୗ㝔ᙜࡓࡿᗢẸ㝔ࡢ㑅ᣲไᗘࡣ༢⣧ᑠ㑅ᣲ༊ไᗘ࡛࠶ࡿࠋᅜ࡛  ࠶ࡿ㑅ᣲ༊ࡣ
㠀┬ᗇᆺබඹᶵ㛵㸦QRQGHSDUWPHQWDO SXEOLF ERGLHV㸧࡛࠶ࡿ㑅ᣲ༊ጤဨ㸦7KH %RXQGDU\
&RPPLVVLRQV㸧ࡼࡗ࡚⟇ᐃࡉࢀࡿࠋ㑅ᣲ༊ጤဨࡣࠊࣥࢢࣛࣥࢻࠊ࢙࣮࢘ࣝࢬࠊࢫࢥ
ࢵࢺࣛࣥࢻࠊࣝࣛࣥࢻࡢᆅᇦࡈタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㆙ᐁࡸ㌷ேࠊุ➼ࡢ୍㒊ࡢ⫋ᴗᑵ࠸࡚࠸ࡿሙྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ◚⏘ࡸື⏘ࡢᕪࡋᢲࡉ
࠼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊ ṓ௨ୖࡢࠕࢠࣜࢫᕷẸ࡛ࠖ࠶ࢀࡤㄡ࡛ࡶ❧ೃ⿵ࢆ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋṇᘧ࡞ೃ⿵⪅࡞ࡿࡓࡵࡣࠊ౪ク㔠࡛࠶ࡿ  ࣏ࣥࢻ❧ೃ⿵ࢆ
ᒆࡅࡿ᭩㢮ࢆᐃࡵࡽࢀࡓ᪥ࡲ࡛㑅ᣲ⟶⌮ᐁ㸦WKH5HWXUQLQJ2IILFHU㸧ᥦฟࡋࠊ㑅ᣲ࢟
࣮ࣕࣥ࣌ࣥࡢ㐠Ⴀ㈐௵ࢆ㈇࠺㑅ᣲ௦⌮ே㸦DQHOHFWLRQDJHQW㸧ࢆ௵ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
ᗢẸ㝔㆟ဨࡢ௵ᮇࡣ㸳ᖺ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ㆟௵ᮇᅛᐃἲ㸦7KH)L[HGWHUP3DUOLDPHQWV
$FW㸧ࡀᑟධࡉࢀࠊࡇࢀࡼࡾ௨ୗࡢሙྜ௨እࡣ௵ᮇ⤊๓㆟ࢆゎᩓࡋࠊ⥲㑅ᣲࢆ⾜


ヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡣḟࡢ㆟ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
KWWSVZZZSDUOLDPHQWXNJHWLQYROYHGHOHFWLRQVVWDQGLQJ ᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸧





࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
z  ㆟ࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖࡢ㈶ᡂࠊࡶࡋࡃࡣ᥇Ỵࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡃ᪩ᮇࡢ⥲㑅ᣲࡢື㆟ࡀ
ྜពࡉࢀࡿ
z  ಙ௵ື㆟ࡀྍỴࡉࢀ࡚ࡽ  ᪥௨ෆᗢẸ㝔ࡼࡗ࡚᪂ࡋ࠸ෆ㛶ࡀᢎㄆࡉࢀ࡞
࠸ 
 ๓ᅇࡢᗢẸ㝔ࡢ㑅ᣲࡣ  ᖺ㸴᭶㸶᪥⾜ࢃࢀࡓࠋ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㆟ෆከᩘ
ὴࢆᙧᡂࡍࡿᨻඪࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ᐂྞࡾ㆟㸦DKXQJSDUOLDPHQW㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
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 ᖺ㸰᭶㸱ྡࡢ㆟ဨࡀ㞳ඪࡋࠊ7KH,QGHSHQGHQW*URXS ཧຍࡋࡓࠋ
 ᖺ㸰᭶㸶ྡࡢ㆟ဨࡀ㞳ඪࡋࠊ7KH,QGHSHQGHQW*URXS ཧຍࡋࡓࠋࡑࡢ
 ᖺ⥲㑅ᣲ௨᮶ࠊඪဨ㈨᱁Ṇฎศࡸ㞳ඪ➼࡛㆟ဨᩘࡀῶᑡࡋࠊ ᖺ㸱᭶⌧
ᅾࡢ㆟ဨᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡿࠋ
ࣝࣛࣥࢻࡢ༡⤫୍ࢆ┠ᣦࡍࢩ࣭ࣥࣇ࢙ࣥඪࡣࠊᗢẸ㝔㆟ဨ࡞ࡿࡓࡵ
ࡢዪ⋤ࡢᛅㄔࡢᐉㄋࢆᣄྰࡋࠊࡋࡓࡀࡗ࡚㆟ᖍࢆཷㅙࡋ࡞࠸ࠋ

 イギリスにおける女性議員の量的増加への壁
 ᖺ⥲㑅ᣲ⮳ࡿࡲ࡛ዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢ㔞ⓗᣑࡢഴྥࡀ㢧ᅾࡋ࡞ࡗࡓ࠸࠺
ᐇࡣࠊࢠࣜࢫࡀࡇࡢၥ㢟࠾࠸࡚࣮ࣚࣟࢵࣃ࠾ࡅࡿࠕᚋⓎᅜ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇࢆពࡋ࡚
࠸ࡿࠋ ᖺࡢẁ㝵࡛ࡢࣀࣝࢹࢵࢡㅖᅜࡢዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡢᖹᆒࡣ 㸣࡛࠶ࡾ㸦&KLOGV
DQG/RYHQGXVNL㸧
ࠊࡑࡢᖺࡢ㸯᭶㸦 ᖺ⥲㑅ᣲ௨๓㸧Ⓨ⾲ࡉࢀࡓ ,38 ࡢዪᛶ㆟
ဨẚ⋡ࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢ࠾࠸࡚ࡣࠊࢠࣜࢫࡣࢻࢶࡸࢫ࣌ࣥࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻࡸ


ヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡣḟࡢ㆟ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
KWWSVUHVHDUFKEULHILQJVSDUOLDPHQWXN5HVHDUFK%ULHILQJ6XPPDU\61 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ
 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧



ࣝࣛࣥࢻࡢࡼ࠺࡞࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᑠᅜࡶ㐜ࢀࢆࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᅜᨻࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢ㔞ⓗᣑ㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡼࡗ࡚ࠊྛᅜ
≉᭷ࡢࡸࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࢆ⪃៖ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺␃ಖࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑ࠺
ࡋࡓኚࡀಁࡉࢀࡿไᗘⓗࠊ♫ⓗཬࡧᩥⓗせᅉࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡀ᪤୍ᐃ⛬ᗘࠊ✚ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡼࢀࡤࠊከᩘỴᆺ࡛ࡣ࡞ࡃẚ௦⾲ไࡢ㑅ᣲไᗘࠊබ㡿ᇦࡸᑓ㛛
⫋ࡢዪᛶࡢཧຍࡢࣞ࣋ࣝࡢ㧗ࡉࠊࡼࡾᖹ➼ࢆᚿྥࡍࡿᩥ㸭♫ⓗ౯್➼ࡢ᮲௳ࡀほᐹ
ࡉࢀࡿሙྜࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡀࡼࡾከࡃ㑅ฟࡉࢀࡿഴྥ࠶ࡿㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦.URRN 
&KLOGVDQG/RYHQGXVNL.URRNDQG6FKZLQGW%D\HU㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㆟ㄽࡽࢠࣜࢫࡢᨻ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ═ࡵࡿࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡀቑຍࡋࡸࡍ࠸᮲௳ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡣᚲ
ࡎࡋࡶゝ࠼࡞࠸ࠋ➨୍ࠊᗢẸ㝔ࡢ㑅ᣲไᗘࡣཝ᱁࡞ᑠ㑅ᣲ༊ไᗘ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࢠࣜ
ࢫࡢᨻඪࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ㛗࠸Ṕྐࢆᣢࡘ⤌⧊ᨻඪ࡛࠶ࡿಖᏲඪປാඪࡀ➇தࡍࡿࠕᨻඪ
ไ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊಖᏲඪࡣࠊࡑࡢ๓㌟ࡀ  ୡ⣖タ❧ࡉࢀࡓࢺ࣮࣮ࣜ㸦7RU\㸧ඪ
ࡲ࡛㐳ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠕྡᮃᐙᨻඪࠖࡋ࡚ࡢఏ⤫᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐࡋ࡚ປാඪࡣࠊ
 ୡ⣖ᮎࡢປാ㐠ືࡸ♫⩏㸭♫Ẹ⩏㐠ືࡢ⯆㝯ࡽ⤌⧊ࡉࢀࡓࠕ⾗ᨻඪ࡛ࠖ
࠶ࡿࡀࠊྠ௦ࡢࡢ♫Ẹ⩏ᨻඪࡀࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊከࡃࡢඪဨࢆ᭷ࡍࡿࡽࡇ
ࡑ㧗ᗘⓎ㐩ࡋࡓ㝵ᒙⓗᵓ㐀ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛⤌⧊ࡉࢀࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋゝ࠸࠼ࢀ
ࡤࠊࣟ࣋ࣝࢺ࣭࣑࣊ࣝࢫࡀࠕᐻ㢌ไᨭ㓄ࡢ㕲๎ࠖࢇࡔ≉ᚩࡀほᐹࡉࢀࡿཝ᱁࡞ᐁไ
ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀࡿᨻඪ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⏨ᛶ㐜ࢀ࡚㆟ไẸ⩏ᨻཧຍࡍࡿࡇ
࡞ࡗࡓዪᛶࡗ࡚ࡣࠊࢠࣜࢫࡢᨻඪࡣࡕࡽࡶཧධ㞀ቨࡀ㧗࠸⤌⧊࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡶࠊࢫ࢝ࣥࢪࢼࣅㅖᅜࡸࢻࢶࠊࢱࣜ࡞ࡢ≧ἣẚ㍑ࡋ࡚ࠊࢠࣜࢫ࠾࠸࡚
ࡣᕷࡢேࡧࡢᨻඪࡢཧຍࡢ⛬ᗘࡀ┦ᑐⓗప࠸≧ែ࠶ࡾ㸦YDQ %LHVHQ 0DLU DQG
3RJXQWNH㸧ࠊࡉࡽዪᛶࡢᨻඪࡢཧຍࡣ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛⏨ᛶẚ࡚పㄪ࡞ࡶࡢ␃
ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦%DOH3ROHWWLDQG:HEE㸧ࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓࢠࣜࢫ࠾࠸࡚ࠊࡑࢀ࡛ࡣዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡀࡢࡼ࠺ࡋ࡚⌧ᅾࡢࣞ࣋ࣝ
ࡲ࡛ቑຍࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⤖ㄽࡽඛ㏙ࡿࠊࢠࣜࢫࡢሙྜࠊ
せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓࡢࡣᨻඪ࡛࠶ࡗࡓࠋᨻඪࡀඪໃࡢఙ㛗ࡸ㑅ᣲࡢࡓࡵࡢᡓ␎ࡢ୍⎔
ࡋ࡚ࠊዪᛶೃ⿵⪅㸭㆟ဨࡢᩘࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡢไᗘᨵ㠉ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫ
ࢱ࣮㆟ཬࡧᶒ㝈ጤㆡᚋࡢࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ㆟ࡸ࢙࣮࢘ࣝࢬ㆟ࡢዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡀቑຍࡋ
ࡓࠋࡓࡔࠊࡑ࠺ࡋࡓᨻඪࡼࡿືࡁࡣࠊ㆟ࡸᨻᗓ࠾ࡅࡿᨻ㐣⛬ᕷẸᅋయࡢάືࡼ
ࡗ࡚⿵ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡶὀពࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊᨻඪࢆ୰ᚰࠊ
ࢠࣜࢫ࠾ࡅࡿዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢ㔞ⓗᣑࡢ㐣⛬ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

 政党
 女性の政治代表の量的拡大と労働党
 ᖺ௦௨㝆⏕ࡌࡓࢠࣜࢫ࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨࡢቑຍࡣࠊປാඪࡢືྥษࡾ㞳ࡋ࡚
⪃៖ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇࡣ༢  ᖺ⥲㑅ᣲࡀປാඪࡢᨻᶒ௦ࢆᐇ⌧ࡋࡓ


KWWSDUFKLYHLSXRUJZPQHDUFFODVVLIKWP㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠋẚ㍑ࡣ
 ᖺ㸯᭶㸯᪥ࡢⅬ࡛ࡢྛᅜࡢዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࠋ



㑅ᣲ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡼࡾᮏ㉁ⓗ࡞ၥ㢟ࡋ࡚ࠊࢠࣜࢫ࠾ࡅࡿዪᛶࡢ
ᨻ௦⾲ࡢ㔞ⓗᣑࡣປാඪࡀඛ㠴ࢆࡅࠊ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ᑟࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋᅗ⾲
Ϫ ࡣ  ᖺ௨㝆ࡢᗢẸ㝔࠾ࡅࡿಖᏲඪປാඪࡢዪᛶ㆟ဨᩘࡢ᥎⛣ࢆࢢࣛࣇ♧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊಖᏲඪࡢዪᛶ㆟ဨᩘࡀປാඪࢆୖᅇࡗࡓࡢࡣ  ᖺ  ᖺ⥲㑅ᣲ
ࡢ㸰ᅇࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ ᖺ⥲㑅ᣲ௨ᚋࡢᮇ㛫࡛ࡣປാඪࡀ㔝ඪࡢ❧ሙ࠶ࡗࡓࡶዪᛶ
㆟ဨᩘ㛵ࡋ࡚ࡣಖᏲඪࢆࡁࡃᘬࡁ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓ᅇࡢ  ᖺ⥲㑅ᣲ࠾࠸࡚ࡶࠊᙜ㑅
ࡋࡓ  ྡࡢዪᛶ㆟ဨࡢ࠺ࡕປാඪᡤᒓࡍࡿ㆟ဨࡀ༙ᩘࢆ㉸࠼ࡿ  ྡࢆᩘ࠼ࠊᑐࡋ࡚
ಖᏲඪࡽࡢᙜ㑅ࡣ๓ᅇ⥲㑅ᣲࡢグ㘓ࡽ㸯ྡῶࡢ  ྡ␃ࡲࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᩘᏐ⾲ࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊࢠࣜࢫ࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨࡢ㔞ⓗᣑࡣປാඪࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ࡚ࡁࡓ
ゝ࠼ࡿࠋ

ᅗ⾲Ϫ ಖᏲඪປാඪࡢዪᛶ㆟ဨᩘࡢ᥎⛣
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㸦ࢹ࣮ࢱ㸸8.3ROLWLFDO,QIRKWWSZZZXNSROLWLFDOLQIR)HPDOH03VKWP ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

 なぜ労働党が女性議員の増加を牽引してきたのか―政党としての党勢拡大
と選挙戦略を目的とした制度改革
ࡑࢀ࡛ࡣ࡞ࡐປാඪ࠾࠸࡚ዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡀᖜቑຍࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪤Ꮡࡢ◊✲
ࡣࠊࢹ࢜ࣟࢠ࣮ⓗᚿྥᛶࡽᖹ➼ࢆᨻⓗ౯್ࡋ࡚㔜ࢇࡌࡿᕥὴᨻඪࡢ᪉ࡀྑὴᨻඪ
ࡼࡾࡶዪᛶೃ⿵⪅ࡢ᧦❧✚ᴟⓗ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ⟬ࡢ㧗࠸㑅ᣲ༊㓄⨨ࡍࡿࡇࡽࠊዪᛶ
ࡢᨻ௦⾲ࡢᣑ㈨ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸦&DXO.URRN.LWWLOVRQ
㸧ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊປാඪࡢᨻඪࡋ࡚ࡢṔྐࡀ♧ࡍࡢࡣࠊ
ࠕປാ⪅㝵⣭ࠖࡢ┈ࢆ௦⾲
ࡍࡿࠕ♫㸦Ẹ㸧⩏ࠖᨻඪ࡛࠶ࡿ࠸࠺⮬ᕫつᐃࡀᏑᅾࡋࡓࡽࡇࡑࠊඪෆ࠾࠸࡚ࠕዪ
ᛶࠖࡸࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࠖࡀ␗࡞ࡿ௦⾲ᛶࢆᚲせࡍࡿᕪ␗ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡇࡀጉࡆࡽࢀ࡚
ࡁࡓ࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿ㸦*UDYHV1RUULVDQG/RYHQGXVNL%ODFNDQG%URRNH&KLOGV



㸧ࠋ࠼ࡤࠊࣃ࣓࣭ࣛ0࣭ࢢ࣮ࣦࣞࢫ㸦3DPHOD0*UDYHV㸧ࡣࠊປാඪࡢⲡᮇ࠾ࡅࡿ
ඪෆ࠾ࡅࡿࠕዪᛶࠖ㞟ᅋࡢྲྀᢅ࠸ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ປാඪࡢ  ᖺ᠇❶ࡣࠊປാඪࡢዪᛶࡓࡕࢆ␗࡞ࡿ┈ࢆ᭷ࡍࡿ┈㞟ᅋࡋ࡚㝈ᐃⓗ
ᢅࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⊂❧ࡢྜࢆタᐃࡋࡓ࠸࠸࠺ᙼዪࡓࡕࡢḧồࢆㄆࡵࠊᆅᇦཬࡧ
ᅜࣞ࣋ࣝࡢඪࡢྜ᭱ప㝈ࡢ௦⾲ࢆᣢࡘࡇࡀಖドࡉࢀࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᨻ⟇ᙧᡂ
ᙳ㡪ࡍࡿࡓࡵࡢᶒ㝈㛵ࡍࡿ㡿ᇦࡢ࡚࠾࠸࡚ࠊዪᛶࡓࡕࡣ⏨ᛶ࡛࠶ࡿࠕྠᚿࠖࡓࡕ
ኚࢃࡽ࡞࠸ぢ࡞ࡉࢀࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᑐ➼ࡢ᮲௳࡛⏨ᛶඪဨࡓࡕ➇தࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
ࡗࡓࠋ
㸦*UDYHV㸧

ඪဨ㸭㆟ဨປാඪࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆつᐃࡍࡿࡢࡣࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡛࠶ࡾࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ࡼࡗ࡚ࡣᅾࡉࢀ࡞࠸࠸࠺⌮ゎࡣࠊ ᖺࡽ  ᖺࡲ࡛ᗢẸ㝔㆟ဨࢆົࡵࡓⴭྡ࡞ዪ
ᛶ㆟ဨ࡛࠶ࡿࣂ࣮ࣂ࣭ࣛ࢟ࣕࢵࢫࣝ㸦%DUEDUD&DVWOH㸧ࡢḟࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࡶ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⚾ࡣዪᛶၥ㢟ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞࠸ព㆑ⓗỴពࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ͐ࡓࡔࠊዪᛶၥ㢟ࡣ≉
⯆ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡔࡅ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡣ⮬ศࡢࡇࢆᖖࡦࡾࡢ㆟ဨ⪃࠼࡚ࡁࡓ
ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊዪᛶ㆟ဨࡣ⪃࠼࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠖ
㸦3XJK%ODFNDQG%URRNH㸧ࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓປാඪࡀࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢ㔞ⓗᣑྥࡅ࡚✚ᴟⓗࢽࢩࢳࣈࢆྲྀࡿࡼ
࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ ᖺ௨㝆⏕ࡌࡓ࠸ࡃࡘࡢ㌿ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ≉ࠊḟࡢ㸱Ⅼࢆᣦࡍࡿࠋ
➨୍ࠊ➨Ἴࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊዪᛶ㐠ືཧຍࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘዪᛶࡓࡕࡀປ
ാඪࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡾࠊඪෆ࡛ዪᛶඪဨࡢᆅࡸᶒ㝈ࡢྥୖࢆồࡵ࡚ኌࢆୖࡆࡿࡼ࠺࡞
ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓዪᛶࡓࡕࡣࠊᏛᩍ⫱ࢆཷࡅࠊᘚㆤኈ࡞ࡢᑓ㛛⫋ᚑࡍࡿ࡞ࠊ
㧗࠸⬟ຊࢫ࢟ࣝࢆ㌟╔ࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊປാඪෆ࠾࠸࡚ᛴ㏿㢌ゅࢆ⌧ࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓ㸦3HUULJR ࢙࢘ࣥࣛࢺ 㸧ࠋ
➨ࠊ ᖺ௦௨㝆ࡢ⏘ᴗ㌿ࡣࠊࢠࣜࢫ♫࠾ࡅࡿປാ⤌ྜࡢᨻⓗᙳ㡪ຊࢆ
పୗࡉࡏࡓࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࠕປാ⪅ࠖീࢆࡁࡃኚ࠼ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡼࡾලయⓗゝ࠺ࠊ
ࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒࡢᑟࡼࡗ࡚ࢠࣜࢫ࠾ࡅࡿせ⏘ᴗࡀⅣ㖔ࡸ〇㐀ᴗ➼ࡢ㔜ᕤᴗࡽ
ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࢩࣇࢺࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࠕປാ⪅ࠖྵࡲࢀࡿዪᛶࡢᩘࡀᣑࡋࠊປാ⤌
ྜ࠾࠸࡚࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᢸ࠺ዪᛶࡶ☜ᐇቑ࠼࡚࠸ࡗࡓ㸦3HUULJR.HQQH\㸧ࠋ
᭱ᚋࠊ ᖺ௦ࡽ  ᖺ⮳ࡿࡲ࡛ࠊປാඪࡣ㛗ᮇࢃࡓࡗ࡚⥲㑅ᣲࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡎࠊ㔝ඪࡢᗙ⏑ࢇࡌࡿࡇࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓࠋ≉ࠊ ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ࡣࠊᚓ⚊
⋡ࡀປാඪࡢṔྐ࠾࠸࡚᭱పࡢ ࡲ࡛ⴠࡕ㎸ࡴᩋࢆႚࡋ࡚ࠊከࡃࡢ᭷ຊ㆟ဨࡀ
ⴠ㑅ࡍࡿ࠸࠺⤖ᯝ⤊ࢃࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ㑅ᣲࡢᚋࠊඪ㤳࡞ࡗࡓ࢟ࣀࢵࢡࡣࠊඛゐ
ࢀࡓࡼ࠺ປാඪࢆ❧࡚┤ࡍࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠕ⌧௦ࠖᨵ㠉ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ࢟ࣀࢵࢡࡢດຊࡶࢃࡽࡎࠊ㑅ᣲ๓ࡢୡㄽㄪᰝ࡛ࡣ࡚ࡿゝࢃࢀࡓ  ᖺ
⥲㑅ᣲ࡛ࡶປാඪࡣ㸱ᗘ┠ࡢᩋࢆႚࡋࠊࡇࢀ௨㝆ࠊࠕᨻᶒࢆᢸ࠼ࡿᨻඪࠖࡋ࡚άࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡀ᭦ຍ㏿ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊ ᖺ௦ࡽ  ᖺ⥲㑅ᣲࡲ



࡛ࡢປാඪ࠾࠸࡚ࡣࠊᨻඪࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࢆ㧗ࡵࠊ᭷ᶒ⪅㑅ᢥࡉࢀࡿᨻඪࡋ࡚⏕ࡲࢀ
ኚࢃࡿࡓࡵࡣࡢࡼ࠺࡞ᨵ㠉ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡢ࠸࠺ၥ㢟ࡀཝࡋࡃၥࢃࢀࠊࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊᨻඪ⤌⧊ࡢ⫹࡞ᨵ㠉ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓ㸦5XVVHOO  㸧ࠋ
ປാඪࡼࡿዪᛶ㆟ဨࡢ㔞ⓗᣑࢆ┠ⓗࡋࡓࢽࢩࢳࣈࡣࠊࡲࡉࡑ࠺ࡋࡓᨻඪ⤌
⧊ᨵ㠉ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ᭷ᶒ⪅ࡢ㛫࡛ປാඪࡢᨭᣢࢆᣑࡋࠊ⥲㑅ᣲࡍࡿ࠸࠺┠
ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ≉㔜せ࡞ዎᶵ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࣇ࢛
࣮࢝ࢫ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⏝ࡋࡓㄪᰝࡼࡗ࡚ࠊዪᛶ᭷ᶒ⪅ࡽࡢᨭᣢ࠾࠸࡚ປാඪࡀಖᏲඪ
ᑐࡋ࡚ࡁࡃᚋࢀࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼࢀࡤࠊዪ
ᛶ᭷ᶒ⪅ࡢከࡃࡀປാඪࡢ᥋Ⅼࢆࢇឤࡌ࡚࠾ࡽࡎࠊᙼዪࡓࡕࡢ⏕άࡸᕼᮃࠊၥ㢟ࢆ
⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚⥲㑅ᣲ࡛ࡢᢞ⚊ඛࡋ࡚ປാඪࢆ㑅ᢥࡋ࡞࠸
㸦0DWWLQVRQ㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝࢆࠕ᰿ᣐࠖࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ୡ௦ࡢዪᛶປാඪဨࡓࡕࡸ
ዪᛶ㆟ဨࡓࡕࡣࠊປാඪࡀ⥲㑅ᣲࡕࠊࡧᨻᶒᑵࡃࡓࡵࡣዪᛶ⚊ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᡓ
␎ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᙇࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡗࡓ㸦3HUULJR&KLOGV
5XVVHOO.HQQ\+DUPDQ Ṋ⏣ 㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓᙇࡀ࢟ࣀࢵࢡࡑࡢᚋ௵࡛࠶ࡿࢫ࣑ࢫࡀ⋡࠸ࡿඪᇳ⾜㒊ࡼࡗ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡓ⤖ᯝࠊ
ዪᛶ㆟ဨࡀࡼࡾከࡃ㑅ฟࡉࢀࠊࡑࢀࡼࡾዪᛶ᭷ᶒ⪅ࡗ࡚ぶࡋࡳࡸࡍ࠸ᨻඪ࡞ࡿ
ࡃඪ⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡀ╔ᡭࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊປാඪࡼࡿዪᛶ㆟ဨࡢ㔞ⓗ
ᣑࡢࡓࡵࡢࢽࢩࢳࣈࡣࠊዪᛶඪဨࡢࣉࣞࢮࣥࢫࡀඪෆ࠾࠸࡚ᣑࡋࡓࡇࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᙼዪࡓࡕࡀᨻඪࡋ࡚ࡢඪໃᣑཬࡧ㑅ᣲᡓ␎ࡋ࡚ዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡢᣑࢆ✚ᴟ
ⓗࣇ࣮࣒ࣞࡋ࡚ࠊඪᇳ⾜㒊ാࡁࡅࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢࣟࢪࢵࢡࡀඪᨵ㠉ᐇ㝿
㐺⏝ࡉࢀࡓࡇࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋᙜࠊᨵ㠉ࢆồࡵࡿዪᛶඪဨ㸭㆟ဨࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ≌ᘬࡋࡓ
ࣁ࢚ࣜࢵࢺ࣭ࣁ࣮࣐ࣥ㸦+DUULHW+DUPDQ㸧ࡣࠊࡇࡢࡢࢆḟࡢࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࢹ
࣎ࣛࡢㄪᰝࡣࠊ࠼⏨ࡓࡕࡀඪෆ࡛ዪࡓࡕࡀ๓㐍ࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀẼධࡽ࡞࠸ࡋ࡚
ࡶࠊປാඪࡀዪᛶ⚊ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡣ⚾ࡓࡕࡢࡇࢆຓࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿᙉࡃ㆟ㄽࡍࡿ
ᶵࢆసࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋዪᛶ⚊ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇࢆ࡞ࡃࡋ࡚ࡣࠊປാඪࡣ㔝ඪࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࡔࢁ
࠺ࠋࠖ㸦+DUPDQ㸧

 労働党内の制度改革の過程
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓປാඪࡢไᗘᨵ㠉ࡣࠊᐇ㝿ࡣࡢࡼ࠺ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ᪤Ꮡࡢ◊✲ࡣࠊ ᖺ௦௨㝆ࡢዪᛶඪဨࡓࡕࡼࡿඪᨵ㠉ࢆồࡵࡿືࡁࢆձປാඪ
ෆ࠾࠸࡚㞟ᅋࡋ࡚ࡢዪᛶࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢࠊղಶேࡋ࡚ࡢዪᛶ
ࡢᨻ௦⾲ࡢᩘࡢᣑࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢࡢ✀㢮ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦3HUULJR 5XVVHOO 
.HQQH\㸧ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡇࡢศ㢮ࡋࡓࡀࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

 労働党内における集団としての女性のエンパワーメントへの改革
ඛࡶゐࢀࡓࡼ࠺ࠊປാඪࡣ᪤  ᖺ᠇❶࠾࠸࡚ࠊዪᛶඪဨࡓࡕࡀ⊂⮬ࡢ⤌⧊ࢆ
ඪෆᙧᡂࡋࠊάືࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿไᗘࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡇ࡛ၥ㢟࡛࠶




ㄪᰝࢆᇳࡾ⾜ࡗࡓࢹ࣭࣐࣎ࣛࢸࣥࢯࣥ㸦'HERUDK0DWWLQVRQ㸧ࡢࡇࠋ


ࡗࡓࡢࡣࠊࡑࢀࡽࡢዪᛶ⤌⧊ࡀඪࡢᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ᐇ㉁ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸࡞
ࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿ㸦3HUULJR㸧ࠋ ᖺ௦ධࡿࠊࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒㐠ືࢆ⤒㦂ࡋࡓ᪂
ࡋ࠸ୡ௦ࡢዪᛶඪဨࡓࡕࡀࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣᑐࡋ࡚␗㆟ࢆၐ࠼ጞࡵࠊᙼዪࡓࡕࡢάືࡢ⤖ᯝ
ࡋ࡚ࠊඪ࠾ࡅࡿࠕዪᛶ㆟ࠖ
㸦ZRPHQ¶VFRQIHUHQFH㸧ࡢάືࡀάⓎࡋࠊࡲࡓ  ᖺ
ࡣዪᛶඪဨࡓࡕࡀ㞟࠸ࠊពぢࢆࡍࡿሙࡋ࡚ປാඪዪᛶάືጤဨ㸦/DERXU:RPHQ¶V
$FWLRQ&RPPLWWHHࠊ/:$& ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋ
ປാඪዪᛶάືጤဨࡽࡣࠊᚋࡢไᗘᨵ㠉ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ᥦࡀ」ᩘ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶ≉㔜せ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣࠊປാඪࡢ᭱㧗㐠Ⴀ⤌⧊࡛࠶ࡿᅜᇳ⾜ጤဨ
㸦1DWLRQDO([HFXWLYH&RPPLWWHHࠊ1(& ዪᛶඪဨࡼࡗ࡚㑅ฟࡉࢀࡓዪᛶ௦⾲ࡢᯟࢆタ⨨ࡍ
ࡿࡇࠊೃ⿵⪅㑅ᐃࡢࡓࡵࡢ᭱⤊ೃ⿵⪅ࣜࢫࢺᚲࡎዪᛶࢆ㸯ྡྵࡴࡇࢆ⩏ົࡍࡿ
࠸࠺ᥦ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᨻ⟇ᙧᡂ࠾࠸࡚ࡶࠊປാඪࡢᨻ⟇㞟ࠕ/DERXU¶V3URJUDPPHࠖ
࠾࠸࡚ࠊᏊ⫱࡚ᨭࡢᣑࡸ⫋ሙ࠾ࡅࡿ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥᨻ⟇ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼
㛵ࡍࡿᨻ⟇ࡢᙉ࠸ࡗࡓࢪ࢙ࣥࢲࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࠊປാඪ࠾࠸࡚ึࡵ࡚ዪᛶ㛵㐃ᨻ
⟇ࡢྲྀ⤌ࡀ᫂♧ࡉࢀࡓࠋ᭱ᚋࠊ ᖺࡣࢪ࣮࣭ࣙࣜࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥ㸦-R5LFKDUGVRQ㸧
ࡼࡗ࡚ࠕዪᛶ┬ࠖ
㸦DPLQLVWU\IRUZRPHQ㸧ࡢᑟධࡀᥦࡉࢀࠊ⩣ᖺࠊᅜᇳ⾜ጤဨࡼࡗ࡚
ᢎㄆࡉࢀࡿࡇ࡛ᙳࡢෆ㛶ࠕዪᛶᢸᙜ⮧ࠖࡀຍࢃࡗࡓࠋ
ୖグࡢᥦࡸᨻ⟇ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᙳࡢዪᛶᢸᙜ⮧࡞ࡢᑡᩘࡢእࢆ㝖
࠸࡚ࠊከࡃࡢሙྜࡣᐇࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ ᖺୗ㔝ࡋࡓᚋࡢປാඪ࠾࠸࡚ࡣ
⃭ࡋ࠸㊰⥺ᑐ❧ࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊᙜึࡣඪෆᕥὴ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡓປാඪዪᛶάືጤဨ࡞
ࡢไᗘᨵ㠉ࢆồࡵࡿዪᛶඪဨࡓࡕࡢືࡁࡣࠊࠕྐୖ᭱ࡶ㛗࠸㑇᭩ࠖゝࢃࢀࡓ᫂☜ᕥὴⓗ
࡞࣐ࢽࣗࣇ࢙ࢫࢺࢆᥖࡆ࡚ᡓࡗࡓ  ᖺ⥲㑅ᣲ࠾࠸࡚ປാඪࡀᩋࡋࡓᚋࠊඪ㤳࡞
ࡗࡓ࢟ࣀࢵࢡࡀࠊඪෆࡢᛴ㐍ᕥὴໃຊࢆᢚไࡋࡼ࠺ດຊࡍࡿ≧ἣ࠾࠸࡚ࡣ㆙ᡄࡉࢀࡿ
ࡁᕥὴ㞟ᅋぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢧ࣭࣮ࣛ࣌ࣜࢦ㸦6DUDK3HUULJR㸧ࡀ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ
 ᖺࡢẁ㝵࡞ࡗ࡚ࡶࠊᅜዪᛶጤဨ㸦1DWLRQDO:RPHQ¶V&RPPLWWHH㸧ࡣࠕ௦⾲ᛶḞ
ࡅࡿ㸦XQUHSUHVHQWDWLYH㸧ᕥὴࡢዪᛶ࡛ࠖ࠶ࡿ࠸࠺⌮⏤࡛ᅜᇳ⾜ጤဨࡽᨻ⟇ࣞࣅ࣮ࣗ
㐣⛬ࡢཧຍࢆᣄࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸦3HUULJR㸧ࠋ

 個人としての女性の政治代表の数の拡大を目指した改革
ඪᇳ⾜㒊ࡢ㛵ಀࡽඪෆ࠾ࡅࡿ㞟ᅋࡋ࡚ࡢዪᛶࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࢆồࡵࡓᨵ㠉
ࡀ㐍ࡲ࡞࠸୰࡛ࠊປാඪෆ࠾ࡅࡿዪᛶࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࢆồࡵࡿዪᛶඪဨࡸ㆟ဨࡓࡕ
ࡣࠊไᗘᨵ㠉ࡢ㔜Ⅼࢆ㞟ᅋࡋ࡚ࡢዪᛶࡽࠊಶࠎࡢዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡀࡼࡾ㑅ฟࡉࢀࡸࡍ࠸
⤌ࡳࢆᑟධࡋࠊࡑࢀࡼࡾዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᩘࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ⛣ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢ
㌿ࡢ㘽࡞ࡗࡓࡢࡀࠊ๓㏙ࡋࡓዪᛶ᭷ᶒ⪅㛵ࡍࡿࣇ࢛࣮࢝ࢫ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡛
࠶ࡗࡓࠋዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡢቑຍࡣዪᛶ᭷ᶒ⪅ࡢ㛫࡛ࡢປാඪࡢᚓ⚊⋡ࡢᣑࡘ࡞ࡀࡿ
࠸࠺ࣟࢪࢵࢡࡣඪᇳ⾜㒊ࡼࡗ࡚ࡼࡾዲពⓗཷࡅධࢀࡽࢀࠊࡑࡢᚋࠊೃ⿵⪅㑅ฟࡢไᗘᨵ
㠉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊࡲࡎࠊ ᖺೃ⿵⪅ࡋ࡚ዪᛶࡀᣦྡࡉࢀࡓ㝿ࡣࠊ᭱⤊ೃ⿵⪅ࡢࣜࢫ
ࢺ᭱ప㸯ேࡢዪᛶೃ⿵⪅ࢆṧࡍࡇࡀ⩏ົࡉࢀࡓࠋࡉࡽࠊ ᖺࡣࠊᗢẸ㝔ࡢປ



ാඪዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࢆ  ᖺ㛫࡛ 㸣ࡍࡿ࠸࠺┠ᶆࡸඪ⤌⧊ೃ⿵⪅㑅ฟࢩࢫࢸ࣒ࢡ
࣮࢜ࢱไࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡀඪ࡛Ỵ㆟ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢡ࣮࢜ࢱไࡣᐇ㝿ࠊᅜᇳ⾜
ጤဨࡸ㑅ᣲ༊ປാඪ㸦&RQVWLWXHQF\/DERXU3DUW\&/3㸧ࠊປാඪᨭ㒊㸦EUDQFKHV㸧ࡢᙺဨ⫋ࠊ
ࡑࡋ࡚ᙳࡢෆ㛶㐺⏝ࡉࢀࡓ㸦3HUULJR㸧ࠋᑐࡋ࡚ࠊೃ⿵⪅㑅ᐃ㛵ࡍࡿࢡ࣮࢜ࢱไ
ࡢᑟධࡣࠊᅜᇳ⾜ጤဨࡼࡗ࡚᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊೃ⿵⪅㑅ฟࡢᶒ㝈ࡀྛ
㑅ᣲ༊ປാඪ࠶ࡗࡓࡇࡽ㐜ࠎࡋ࡚㐍ࡲ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡼࡾຠຊࡢᙉ࠸ไᗘ
ࡋ࡚ࠕዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࠖ
㸦DOOZRPHQVKRUWOLVWVࠊ$:6㸧ࡀ  ᖺඪ࡛ࡢỴ㆟ࢆ⤒࡚ᑟධ
ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿ㸦3HUULJR&KLOGV ᮌᮧ 㸧ࠋ
ປാඪᡤᒓࡢዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡀ㣕㌍ⓗᣑࡋࡓ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢᯝࡓࡋ
ࡓᙺࡣỴᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㡯ࢆᨵࡵ࡚ࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢ⤌ࡳព⩏ࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋ
ປാඪࡢᗢẸ㝔㑅ᣲೃ⿵⪅㑅ฟ㐣⛬

ປാඪࡢᗢẸ㝔㑅ᣲࡢೃ⿵⪅㑅ฟ᪉ἲࡣࠊປാඪつ๎㞟㸦/DERXU3DUW\5XOHERRN㸧ࡼ
ࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋೃ⿵⪅㑅ฟࡣᇶᮏⓗ㑅ᣲ༊ປാඪ࡛ࣞ࣋ࣝ⾜ࢃࢀࡿࠋປാඪࡢඪ
ဨ࡛࠶ࢀࡤೃ⿵⪅㑅ฟྡࡾฟࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢ୰ࡽ᭱⤊ೃ⿵⪅ࣜࢫࢺࢆసᡂࡍ
ࡿࡢࡣ㑅ᣲ༊ປാඪࡢ㑅⪃ጤဨ㸦VHOHFWLRQFRPPLWWHH㸧࡛࠶ࡿࠋ᭱⤊ೃ⿵⪅ࣜࢫࢺṧࡗ
ࡓೃ⿵⪅ࡓࡕࡣࠊ㑅ᣲ༊࡛⾜ࢃࢀࡿ㞟ࡸウㄽࢆ㏻ࡌ࡚࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ⾜࠸ࠊ㑅ᣲ༊ࡢ
ඪဨࡓࡕ┤᥋ࣆ࣮ࣝࡍࡿᶵࢆᣢࡘࠋ࡞࠾ࠊྛೃ⿵⪅ࡀฟ㈝ࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ࢟ࣕࣥ
࣮࣌ࣥ㈝⏝ࡣୖ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱⤊ೃ⿵⪅ࡢỴᐃࡣ㑅ᣲ༊ᒓࡍࡿඪဨࡀࠕ୍ே
୍⚊ไ࡛ࠖ㑅⪃ཧຍࡍࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ㑅ᣲ༊ປാඪ࠾ࡅࡿೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃⤖ᯝࡣᅜ
ᇳ⾜ጤဨࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀࡿ㸦HQGRUVH ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⌧⫋㆟ဨࡀḟᅇ⥲㑅ᣲฟ㤿ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㑅ᣲ༊ປാඪ࠾࠸࡚࠸ࢃࡺࡿࠕᘬࡁ㔠ᢞ
⚊ࠖ
㸦WULJJHUEDOORW㸧࡛㐣༙ᩘࡢ㈶ᡂ⚊ࢆᚓ࡚ࠊ㑅ᣲ༊ປാඪࡽࠕಙ௵ࠖࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ㸦:LOOLDPVDQG3DXQ㸧ࠋࡶࡋೃ⿵⪅ࡀ 㸣௨ୖࡢಙ௵ࢆᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ
ࠕ
㑅ฟࠖ
㸦UHVHOHFWLRQ㸧㐣⛬ࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ⌧⫋㆟ဨ࡛ࡶ୍ೃ⿵⪅ࡋ࡚㑅ᣲ༊ປാඪࡢ㑅⪃㐣
⛬ཧຍࡋ࡚࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ⾜࠸ࠊ᭱⤊ೃ⿵⪅ࡋ࡚ࡕṧࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊ
ປാඪෆ࡛ࡣࠊ⌧⫋㆟ဨᑐࡋ࡚⥲㑅ᣲࡢᗘ㑅ᣲ༊ປാඪ࡛ࡢ㑅ฟࢆᚲ㡲ࡍࡿࠕᙉ
ไⓗ㑅ฟࠖ
㸦PDQGDWRU\UHVHOHFWLRQ㸧ࢆồࡵࡿኌࡀࡁ࠸ࠋ ᖺ㸷᭶ࡢඪ࠾࠸࡚ࠊ
㑅ᣲ༊ປാඪ࠾ࡅࡿ㑅ฟࢆ⌧⫋㆟ဨồࡵࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿྜࡀ 㸣ࡽ 㸣ᘬ
ࡁୗࡆࡽࢀࡓ 4XLQQ%%& ࠋ



ປാඪᨭ㒊㸦EUDQFK㸧ࡣ㑅ᣲ༊ປാඪෆタ⨨ࡉࢀࡓୗ㒊⤌⧊࡛࠶ࡾࠊᆅ᪉㆟㑅ᣲࡢೃ
⿵⪅㑅ฟࢆᇳࡾ⾜࠺ࠋKWWSVODERXURUJXNDERXWKRZZHZRUN 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶
 ᪥㸧

ཎㄒ࡛࠶ࡿࠕDOOZRPHQVKRUWOLVWVࠖࢆ᪥ᮏㄒ┤ヂࡍࡿࠕዪᛶ㝈ᐃ᭱⤊ೃ⿵⪅ࣜࢫࢺࠖ
࡞ࡿࡀࠊᚲࡎࡋࡶពෆᐜࡀ᫂☜ㄞࡳྲྀࢀࡿヂㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ◊✲࡛༠㆟ࡋࡓ⤖
ᯝࠕዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࠖ⾲グࡍࡿࡇࡋࡓࠋ

᭱᪂∧࡛࠶ࡿ  ᖺᗘ∧ࡣ௨ୗࡢ 85/ ࡛ཧ↷࡛ࡁࡿࠋKWWSVWKHFODULRQPDJRUJZS
FRQWHQWXSORDGV/DERXU5XOH%RRNSGI 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸧




 女性指定選挙区の仕組みとその意義
ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡣ⌧⫋㆟ဨࡀᘬ㏥ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜ㑅⪅ḟⅬⴠ㑅ೃ⿵ࡢᚓ
⚊ᕪࡀ㸴㸣௨ෆ࡛࠶ࡿࠕᙜ㑅ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㑅ᣲ༊ࠖ
㸦ZLQQDEOHVHDW㸧࠾࠸࡚ࠊᗢẸ㝔㑅ᣲ
ࡢೃ⿵⪅ࢆ㑅ฟࡍࡿࡓࡵࡢ᭱⤊ೃ⿵⪅ࣜࢫࢺࢆዪᛶ㝈ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ
༊ࡢᑟධࡢᚲせᛶ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣࠊ㑅ᣲ༊ࣞ࣋ࣝࠊ≉ࣥࢢࣛࣥࢻ㒊ࡢ㑅ᣲ༊࡛ࡢዪᛶ
ೃ⿵⪅㑅ฟᑐࡍࡿᢠࢆඞ᭹ࡍࡿ᪉⟇ࡋ࡚ࠊ᪤  ᖺ௦ࡽጞࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᖺࡣࠊປാඪ᭩グ㛗㸦JHQHUDOVHFUHWDU\㸧ࡀࡍ࡚ࡢ㑅ᣲ༊ປാඪᑐࡋ࡚ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊
ࡀ⏝ࡉࢀࡿࡇࢆዡບࡍࡿᩥ᭩ࢆ㏦ࡋࡓࡀࠊ㑅ᣲ༊ປാඪࡢ⮬ᛶ௵ࡉࢀࡓࡲࡲ࡛
ࡣ᥇⏝ࡀ㐍ࡴࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊປാඪዪᛶάືጤဨࡣඪ⤌⧊ࡢẸࢆồࡵࡿ
ࡢໃຊ༠ാࡋ࡚ࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢ⏝ࢆ⩏ົࡍࡿࡇࢆヨࡳࡿࠋࡲࡎࠊ⌧⫋㆟ဨࡀᘬ
㏥ࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㆟ᖍ⿵Ḟ㑅ᣲࡢࡍ࡚ࡢೃ⿵⪅㑅ᐃዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࢆ⏝ࡍࡿ࠸
࠺ෆᐜࡢỴ㆟ࡢ᥇ᢥࢆ┠ᣦࡍࡀࠊࡇࢀࡣ  ᖺࡢඪ࠾࠸࡚ྰỴࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ
࡛ࠊ⩣ᖺࡢඪ࠾࠸࡚ࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢᑟධࡢࡓࡵࡢඪ๎ኚ᭦ࡢỴ㆟ࢆࠊೃ⿵⪅㑅ฟ
㐣⛬࡛ࡢປാ⤌ྜࡢࣈࣟࢵࢡᢞ⚊ࢆᗫṆࡋࠊࠕ୍ே୍⚊ไࠖ RQHPHPEHURQHYRWH2029 
⛣⾜ࡍࡿ࠸࠺ไᗘኚ᭦ᢪࡁྜࢃࡏ࡛ᥦࡍࡿࠋ ᖺඪ࠾ࡅࡿ୍ே୍⚊ไᑟධ
ࡢᥦࡣࠊ๓ᖺඪ㤳࡞ࡗࡓࢫ࣑ࢫࡀ⋡࠸ࡿඪᇳ⾜㒊ࡗ࡚ࡣጾಙࢆࡅࡓ⌧௦ᨵ
㠉ࡢ୰ᯡ⨨ࡍࡿ᭱㔜せࢪ࢙ࣥࢲ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢពᅗࡋ࡚ࡣඛ⾜◊✲ࡼࡗ࡚ᣦࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊປാඪ⤌⧊ෆࡢᶒຊࣂࣛࣥࢫࢆປാ⤌ྜ㑅ᣲ༊ࡢάືᐙࡽ୍⯡ඪဨ
ࢩࣇࢺࡍࡿࡇ࡛ປാඪࢆࠕẸࡍࡿࠖࡇ࡛࠶ࡗࡓ㸦㜰㔝  ㏆⸨ 㸧ࠋᇳ⾜㒊
ࡀᙉຊ᥎㐍ࡋࡓ୍ே୍⚊ไ⤖ࡧࡅࡽࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡣ↓ࠊྍỴ
ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿ㸦+DUPDQQ㸧ࠋࡇࢀࡣྠࠊ
ࠕ⌧௦ࠖࡢࡓࡵࡢປാඪ⤌⧊
ᨵ㠉ࡣࠊඪࢆࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡍࡿࠖヨࡳᮏ㉁ⓗ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓࡇࢆពࡍࡿ㸦&KLOGV
㸧
ࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓไᗘᑟධࡢ⤒⦋ࡣࠊປാඪෆ࠾࠸࡚ᙜึࡽዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊
ᑐࡍࡿᙉ࠸Ⓨࢆᣍࡁࠊ⌧⫋㆟ဨࡢ୰ࡣዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢ㐺⏝ࢆචࢀࡿࡓࡵᘬ㏥ࢆ㐜
ࡽࡏࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢫ࣑ࢫࡢᛴṚࡼࡗ࡚  ᖺ᪂ࡋࡃඪ㤳࡞ࡗࡓࣈࣞࡣࠊ
⩣ᖺࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡣࠕ⌮ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺⌮⏤ࡼࡾ  ᖺ⥲㑅ᣲ௨ᚋࡣ㐺⏝ࡋ
࡞࠸⾲᫂ࡋࡓ㸦6TXLUH&ULGGOH㸧ࠋࡉࡽࠊྠᖺࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡼࡗ࡚᭱⤊ೃ
⿵⪅㑅⪃ࡽ₃ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ⏨ᛶࡀປാุᡤ  ᖺࡢᛶᕪู⚗Ṇἲ㸦6H['LVFULPLQDWLRQ
$FW㸧➼ࢆ᰿ᣐࡋ࡚ッ࠼ࢆ㉳ࡇࡋࠊ⩣ᖺࡣࡇࡢッ࠼ࡀ୍ᑂ࡛ㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇ
ࡢุỴᚋࠊ ᖺ㑅ᣲࡢ‽ഛ㏣ࢃࢀ࡚࠸ࡓປാඪࡣୖ࿌ࡍࡿࡇࢆࡏࡎࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ
༊ࡢ⏝ࡣ㸱ᖺࡶ‶ࡓ࡞࠸࠺ࡕᕪࡋṆࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺▷ᮇ㛫࡛࠶ࡗࡓዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢ㐺⏝ࡢຠᯝࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ ᖺ⥲㑅ᣲ❧ೃ⿵ࡋࡓೃ⿵⪅  ேࡢ࠺ࡕዪᛶೃ⿵⪅ࡣ  ྡ㸦㸣㸧
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡼࡗ࡚㑅ฟࡉࢀࡓࡢࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ㑅ᣲ༊ࡈࡢ≉


௨ୗࡢዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ≉᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࢆ㝖࠸࡚ࠊ5XVVHOO㸦㸧㸪
/RYHF\㸦㸧ࠊ.HQQH\㸦㸧ࠊ+DUPDQ㸦㸧ࢆ㐺ᐅཧ⪃ࡋ࡚ᵓᡂࡋࡓࠋ



ᚩ࡛ぢࡿࠊᙜ㑅ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ぢࡽࢀ࡚࠸ࡓせ㑅ᣲ༊㸦NH\ VHDWV㸧ࡢዪᛶೃ⿵⪅⋡ࡣ
㸣ୖࡗࡓࡀࠊ᪉࡛ࡶࡶዪᛶೃ⿵⪅ࡀ᧦❧ࡉࢀࡿഴྥ࠶ࡗࡓࡕ┠ࡢⷧ࠸㑅ᣲ
༊࡛ࡢዪᛶೃ⿵⪅ẚ⋡ࡣయࡢྜࡼࡾⱝᖸ㧗࠸ 㸣࡛࠶ࡾࠊ◊✲⪅ࡼࡗ࡚ࡣࡇࡢⅬ
  ᖺ⥲㑅ᣲ࠾ࡅࡿዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢຠᯝࡢ㝈⏺ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿ㸦&KLOGV㸧ࠋ
ࡓࡔࡋࠊᨻᏛ⪅ࢧ࣭ࣛࢳࣕࣝࢬ㸦6DUDK&KLOGV㸧ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓྰᐃⓗ࡞ぢゎࢆᥦ♧ࡍࡿㄽ
⪅ࡓࡕࡶዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢ㐺⏝ࡣປാඪࡢዪᛶೃ⿵⪅㸭㆟ဨࡢẚ⋡ࡀඪẚ㍑ࡋ࡚ⴭࡋ
ࡃ㧗ࡃࠊࡉࡽ  ᖺ⥲㑅ᣲࡼࡗ࡚ዪᛶ㆟ဨࡀᖜቑຍࡋࡓࡇࡢせ࡞せᅉ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿᣦࡋࠊࡑࡢୖ࡛ࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢᑟධࡼࡗ࡚ዪᛶೃ⿵⪅ࡢࣜࢡ
࣮ࣝࢺ࠾࠸࡚㞀ᐖ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊྛ㑅ᣲ༊࠾ࡅࡿೃ⿵⪅㑅ฟᶵ㛵ೃ⿵⪅㑅⪃
㛵ࢃࡿேࡧ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ᐇࡀ᫂☜ࡋࡓㄽࡌ࡚࠸ࡿ &KLOGV ࠋຍ࠼࡚ࠊࢳࣕ
ࣝࢬࡼࢀࡤࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡣ⏨ᛶẚ࡚ዪᛶࡀೃ⿵⪅࡞ࡿࡇᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ
࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠕ౪⤥ࠖࡢၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡶ୍ᐃࡢຠᯝࢆᣢࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙼዪࡢㄪᰝࡼࢀ
ࡤࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡛ࠊዪᛶೃ⿵⪅ࡢ㟂せࡀබ↛ࡉࢀࠊࡇࢀࡼࡾዪ
ᛶࡀೃ⿵⪅ࡋ࡚ྡࡾୖࡆࡿࡇࢆಁࡍࡇ࡞ࡗࡓ㸦&KLOGV㸧ࠋ
 ᖺุỴࡼࡗ࡚ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢ⏝ࡀᕪࡋṆࡵࡽࢀࡓᚋࠊ ᖺ⥲㑅ᣲࡢ‽ഛ
㐣⛬࠾࠸࡚ᅜᇳ⾜ጤဨࡣࡍ࡚ࡢ᭱⤊ೃ⿵⪅㑅ฟࣜࢫࢺ࠾࠸࡚⏨ዪࡢྜࢆ 
ࡍࡿࡼ࠺ᥦࡋࡓࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓດຊࡶࢃࡽࡎ  ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ປാඪࡽᙜ㑅ࡋ
ࡓዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡣ  ྡῶᑡࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ ᖺᛶᕪู⚗Ṇ㸦㑅ᣲೃ⿵⪅㸧ἲ㸦7KH
6H['LVFULPLQDWLRQ (OHFWLRQ&DQGLGDWHV $FW㸧ࡀᨵṇࡉࢀࡓࡇ࡛ࠊ ᖺࡢᛶᕪู⚗Ṇἲཬ
ࡧ  ᖺࡢࣝࣛࣥࢻࢆᑐ㇟ࡋࡓᛶᕪู⚗Ṇ௧ࡽࠊᨻ௦⾲㛵ࡍࡿ⏨ዪ㛫ࡢ
ᖹ➼ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵᨻඪࡀೃ⿵⪅㑅ᐃ㝿ࡋ࡚࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ
ἲ㐺⏝ࡢᑐ㇟ࡽ㝖እࡉࢀࠊࡇࢀࡼࡾዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡇ
࠺ࡋࡓἲᨵṇࡢᚋࠊປാඪࡣᅜᇳ⾜ጤဨࡢỴᐃᚑ࠸ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࢆ⌧⫋㆟ဨࡀᘬ
㏥ࡍࡿ㆟ᖍᑐࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿ⤌ࡳࢆᑟධࡋࡓࠋ௨ᚋࠊປാඪᡤᒓࡢᗢẸ㝔㆟ဨࡢ୰࡛ࡢ
ዪᛶࡢ㆟ဨࡢᩘࡣࠊඪໃࡢືྥࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶቑຍࡢഴྥ࠶ࡿࠋ ᖺබ⾲ࡉ
ࢀࡓᗢẸ㝔ᅗ᭩ᐊࡢሗ࿌᭩ࡼࡿࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡼࡗ࡚㑅ฟࡉࢀࡓປാඪೃ⿵⪅
ᙜ㑅ࡋࡓ㆟ဨࡢᩘࡣᅗ⾲Ϫ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ⾲Ϫ ᗢẸ㝔㑅ᣲ࠾ࡅࡿዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊㑅ฟೃ⿵⪅ᩘᙜ㑅⪅ᩘ

ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢೃ⿵⪅
࠺ࡕᙜ㑅㆟ဨ
























㸦ࢹ࣮ࢱ㸸.HOO\DQG:KLWH㸦㸧ࡽ➹⪅సᡂ㸧

 労働党の制度改革以後の保守党の動向
 ᖺ⥲㑅ᣲ࠾ࡅࡿࠕࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ࠖࡢᅽಽⓗ࡞ࡢ⤒㦂ࡣࠊዪᛶ㆟ဨࡢ㔞ⓗ



ቑຍࡀዪᛶ⚊ࡢ⋓ᚓࢆ㏻ࡌ࡚ᨻඪࡢඪໃࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡢᡓ␎ࠊ≉㑅ᣲࡘࡓࡵࡢᡓ
␎࠾࠸࡚᭷ຠ࡞᪉⟇࡞ࡾᚓࡿ࠸࠺ඛࢆసࡗࡓࠋ ᖺ௦ධࡿࠊປാඪ௨እࡢ
ᨻඪࡀࡇ࠺ࡋࡓປാඪࡢ⤒㦂ࡽࠕᏛ⩦ࠖࡋࠊ
ࠕࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ࠖᑐᢠࡋ࡚ඪໃࢆఙ㛗
ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࡋ࡚ዪᛶ㆟ဨࡢ㔞ⓗᣑࢆ┠ᣦࡍດຊࢆጞࡵࡿࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊࢠࣜࢫ
ࡢᨻࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿዪᛶᨻ௦⾲ࡢ㔞ⓗ࡞ቑຍࡣࠊ ᖺ௦௨㝆ࡢᨻඪ➇தࡢࢲࢼ
࣑ࢡࢫ࠾࠸࡚ࠊ୍ᐃࡢࠕఏᰁࠖ
㸦FRQWDJLRQ㸧ຠᯝ㸦.HQQH\DQG0DFND\㸧ࢆᣢࡗࡓほ
ᐹࡉࢀࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣಖᏲඪࢆࡋ࡚ࡇࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

 保守党
 ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ࠕࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ࠖᩋࡋࠊୗ㔝ࢆࡋࡓᚋࡢಖᏲඪࡣࠊ ᖺ 
ᖺࡢ⥲㑅ᣲ࡛ࡶᩋࢆႚࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ ᖺ௦  ᖺ௦ࡢປാඪྠᵝࠊ㛗ᮇ㛫ࠊᨻᶒ
ࡽ㐲ࡊࡿࡇ࡞ࡿࠋ≉ࠊࣈࣞࡀᑟࡋࡓࣛࢡᡓதࡢཧᡓᚋࠊ᭷ᶒ⪅ࡢ㛫࡛ປ
ാඪࡢಙࡀ㧗ࡲࡿ୰࡛⾜ࢃࢀࡓ  ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ࡢᩋࡣ㔜ࡃཷࡅṆࡵࡽࢀࠊᗈ⠊࡞᭷
ᶒ⪅ᒙࡽᨻᶒࢆᢸ࠼ࡿᨻඪࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࠊ㑅ᢥࡉࢀࡿᨻඪ⏕ࡲࢀኚࢃࡿࡓࡵࡢඪᨵ
㠉ࡢᚲせᛶࡀಖᏲඪࡢෆእ࡛ᙉࡃព㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ಖᏲඪࢆ
ᑟࡁࠊᚋ㤳┦࡞ࡿࢹ࣮ࣦࢵࢻ࣭࣓࢟ࣕࣟࣥ㸦'DYLG &DPHURQ㸧ࡀඪ㤳㑅ฟࡉࢀࡓ
ࡢࡣࡲࡉࡑ࠺ࡋࡓࢱ࣑ࣥࢢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
᪤ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄽ⪅ࡼࡗ࡚ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ࣓࢟ࣕࣟࣥᇳ⾜యไࡢࡶ࡛ࡢಖ
Ᏺඪᨵ㠉ࡢฟⓎⅬࡣࠊࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ࡢᨻ⟇࣏ࢪࢩࣙࣥࢆ୍ᐃ⛬ᗘཷࡅධࢀࠊ≉ࠊ♫
ⓗ౯್㛵ࡋ࡚ࡼࡾࣜ࣋ࣛࣝ࡞ࢫࢱࣥࢫ⛣⾜ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓ㸦%DOH   㸧ࠋ
ྠࠊඛ⾜◊✲ࡼࡗ࡚ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ ᖺ௦༙ࡤࡢಖᏲඪࡣࠊ ᖺ௦
ࡽ  ᖺ௦ࡢປാඪࡀࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊ」ᩘࡢࠕዪᛶၥ㢟ࠖ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡎࠊ
ಖᏲඪᡤᒓࡢዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡀⴭࡋࡃᑡ࡞ࡗࡓࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊປാඪᑐࡋ࡚ࡁࡃᚋࢀ
ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓ㸦 ᖺ⥲㑅ᣲ࡛㑅ฟࡉࢀࡓዪᛶ㆟ဨࡣປാඪࡀ  ྡᑐࡋಖᏲඪࡣ  ྡ㸧ࠋ
ࡋࡶඪෆࡢዪᛶ⤌⧊ࡸዪᛶඪဨࡢ‶ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ  ᖺ⥲㑅ᣲ࣐ࢽࣗࣇ࢙
ࢫࢺ࠾ࡅࡿዪᛶၥ㢟ࡢྲྀ⤌ᑐࡋ࡚➨୕ඪࡢ⮬⏤Ẹඪ㸦/LEHUDO'HPRFUDWV㸧ࡼࡾࡶప
࠸ࠊཝࡋ࠸ホ౯ࡀ࠼ࡽࢀࡓࠋ⌮⏤ࡣࠊࡑࡶࡑࡶዪᛶၥ㢟ࡀ  ᖺ࣐ࢽࣗࣇ࢙ࢫࢺ࠾࠸
࡚ࢇゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇຍ࠼ࠊከᑡ࡛ࡶゝཬࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠕ≢⨥ࡢ⿕ᐖ
⪅ࠖࡸࠕᲷࡢ⟶⌮⪅ࠖ㸦PDWURQ㸧࡞ࡢࢫࢸࣞ࢜ࢱࣉࡉࢀࡓᙧ࡛࠶ࡗࡓࡇࡼࡿ
㸦&DPSEHOODQG&KLOGV㸧ࠋ᭱ᚋࠊಖᏲඪࡣࠕࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ࠖᑐࡋ࡚ࠊዪᛶ
᭷ᶒ⪅ࡽࡢᨭᣢࡢ⋓ᚓ࠸࠺Ⅼ࡛ࡶᚋሻࢆᣏࡋ࡚࠸ࡓ㸦&DPSEHOO &KLOGV DQG /RYHQGXVNL
&KLOGVDQG:HEE㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊಖᏲඪࡀࠕࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ࠖປാඪࢆᡴಽࡋ
࡚ᨻᶒࡢᗙ㏉ࡾဏࡃࡓࡵࡣࠊዪᛶၥ㢟ࡢྲྀ⤌ࡢ㉁ࢆྥୖࡋ࡚ዪᛶ᭷ᶒ⪅ࡽࡢᨭᣢ
ࢆᣑࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡶ࣓࢟ࣕࣟࣥ⮬ࡽࡀࠕ㠃┠ࠖ
㸦VFDQGDORXV㸧࡞≧ែᙧ
ᐜࡋࡓ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟࠾ࡅࡿಖᏲඪᡤᒓࡢዪᛶ㆟ဨࡢᩘࢆᖜቑࡸࡍࡓࡵࡢ
ඪᨵ㠉ࢆ⾜࠺ࡇࡣྍḞ࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡀᗈࡲࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ๓㏙ࡢࢳࣕࣝࢬ࣏
࣮࣭࢚ࣝ࢘ࢵࣈ㸦3DXO:HEE㸧ࡀᣦࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ࣓࢟ࣕࣟࣥࡣࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ᨻᶒ
ࡢ㛫ࢠࣜࢫᨻࡢ≧ἣࡀኚࡋ࡚ࠕዪᛶࡉࢀࡓࠖ㸦IHPLQL]HG㸧ࡇࢆศព㆑ࡋࠊ



㔝ඪࡋ࡚ࡢࠕ࢟ࣕࢵࢳ࣭ࢵࣉࡢᨻࠖࢆ⾜ࡗࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸦&KLOGVDQG:HEE㸧ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ࣓࢟ࣕࣟࣥࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢࡶࠊලయⓗࡣࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ↔Ⅼ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊೃ⿵⪅㑅ᐃࡢ⤌ࡳࡢᨵ㠉ዪᛶ㆟ဨࡢ㔞ⓗᣑࢆ┠ᣦࡍ
ඪෆዪᛶ⤌⧊ᑐࡍࡿඪᇳ⾜㒊ࡢ┤᥋ⓗࡘ᫂♧ⓗ࡞ᨭ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡎ๓⪅㛵ࡋ࡚≉
㔜せ࡞ኚ᭦࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ⏨ዪࡢẚ⋡ࢆ  ࡍࡿࠕ᭱ࡶⰋ㉁࡞ࠖೃ⿵⪅ࡢࠕඃඛࣜࢫ
ࢺࠖ
㸦3ULRULW\/LVWࠊࡋࡤࡋࡤ $Ѹࣜࢫࢺࡤࢀࡿ㸧ࡀඪᮏ㒊ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࠊࡲࡓྛ㑅ᣲ
༊࡛ࡢೃ⿵⪅㑅ᐃ࠾࠸࡚ࣉ࣐࣮ࣛࣜ᪉ᘧࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࣃࢿࣝࠖࡼࡿᑂᰝࡢᑟධ
ࡀዡບࡉࢀࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢไᗘኚ᭦ࢆ⿵ࡋࡓࡢࡀࠊඪෆዪᛶ⤌⧊ᑐࡍࡿඪᇳ
⾜㒊ࡢᨭ࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊ࣓࢟ࣕࣟࣥ⋡࠸ࡿಖᏲඪᇳ⾜㒊ࡣዪᛶೃ⿵⪅ࡢⓎ᥀ᨭ
ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ┠ⓗࡍࡿඪෆ⤌⧊ :RPHQ:LQ㸦࣓࣭࢘ࣥࢶ࣮࣭࢘ࣥ㸧ࡢάືࢆ
✚ᴟⓗࣂࢵࢡࢵࣉࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
:RPHQ:LQ ࡢタࡣࠊ࣓࢟ࣕࣟࣥࡢඪ㤳ᑵ௵ࡢ⣙㸰㐌㛫๓࡛࠶ࡿ  ᖺ  ᭶  ᪥
㐳 ࡿ ࠋ ಖ Ᏺ ඪ  ࡣ ᚑ ᮶  ࡽ ࡢ ዪ ᛶ ⤌ ⧊  ࡋ ࡚ ಖ Ᏺ ඪ ዪ ᛶ ᶵ ᵓ 㸦 &RQVHUYDWLYH :RPHQ¶V
2UJDQL]DWLRQࠊ&:2 ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ┠ⓗࡣ㑅ᣲ༊ࡢዪᛶࡓࡕࢆືဨࡋࠊ㑅ᣲάື
࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡛⿵ຓⓗ࡞సᴗࢆᢸࢃࡏࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ಖᏲඪዪᛶᶵᵓࡣࡋࡤࡋ
ࡤዪᛶࡼࡿ⮬ᚊⓗ࡞άືࡢஈࡋ࠸༢࡞ࡿඪάືᨭ⤌⧊࡛࠶ࡿぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦&KLOGV
㸧
ࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊ:RPHQ:LQ ࡣࠊ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟࠾࠸࡚ಖᏲඪᡤᒓ
ࡢዪᛶ㆟ဨࢆቑࡸࡍࡇࢆ➨୍ࡢ┠ⓗࡋ࡚❧ࡕୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚࣮ࣟࢪ࣮࣭࢟
ࣕࣥ࣋ࣝ㸦5RVLH &DPSEHOO㸧ࡸࢳࣕࣝࢬ࡞ࡢ◊✲⪅ࡣ :RPHQ:LQ ࢆዪᛶࡢ┈ࡸᶒ
ࡢಖㆤ㸭ᣑࢆᚿྥࡍࡿಖᏲඪ࠾ࡅࡿࠕࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺࠖ⤌⧊ࡋ࡚ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦&DPSEHOO&KLOGVDQG/RYHQGXVNL&KLOGV㸧ࠋಖᏲඪෆ࠾࠸࡚ࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊ࡀ⤖
ᡂࡉࢀࡿࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᑟⓗ࡞ዪᛶᨻᐙ࡛࠶ࡿ࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥ㸦$QQH-HQNLQ㸧
ࢸ࣮ࣞࢨ࣭࣓㸦7KHUHVD0D\㸧ࡢಶேⓗ࡞ࢽࢩࢳࣈ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿ࠊ:RPHQ:LQ ࡢ
タ❧㈨㔠ࡣࠊࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡀᐤ✏ࡋࡓ᪂⪺グࡢཎ✏ᩱ࡛࠶ࡗࡓゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦&KLOGV
 㸧ࠋ ᕷ Ẹ ᅋ య ࡛ ࠶ ࡿ ࣇ ࢛ ࣮ ࢭ ࢵ ࢺ ༠  ࡸ ಖ Ᏺ ඪ ዪ ᛶ ᶵ ᵓ ࡢ ༠ ຊ ࢆ ᚓ ࡚  ❧ ࡉ ࢀ ࡓ
:RPHQ:LQ ࡣࠊᙜ㐍⾜୰࡛࠶ࡗࡓಖᏲඪඪ㤳㑅ᣲࡢೃ⿵⪅ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗാࡁࡅࡿ
ඪෆࣟࣅ࣮άືࢆᒎ㛤ࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓάືࢆ㏻ࡌ࡚ዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢቑຍࡀಖᏲඪෆ࠾࠸
࡚㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡀᗈࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ





ಖᏲඪࡢೃ⿵⪅㑅ฟ㐣⛬

ಖᏲඪࡢೃ⿵⪅㑅ฟ㐣⛬ࡣ  ᖺ⥲㑅ᣲ௨㝆ࠊᅗ⾲Ϫ ࡼ࠺ᖜ㌿ࡉࢀࡓ
㸦:LOOLDPVDQG3DXQ㸧ࠋ




ᅗ⾲Ϫ ಖᏲඪࡢᗢẸ㝔ೃ⿵⪅㑅ฟࣉࣟࢭࢫ




履歴書の提出による応募

地方組織による指名




保守党選挙対策本部での選抜






議会評価理事会（Parliamentary Assessment Board）での審査







A－リストへの採用






選挙区による履歴書の審査






第一次リストの作成







選考パネルによるインタビュー






選考パネルによる最終候補者リストの作成






候補者選出のための選挙区総会の開催






ୖグࡢ㐣⛬ࡢ࠺ࡕࠊ㆟ホ౯⌮㸦3DUOLDPHQWDU\$VVHVVPHQW %RDUG㸧ࡘ࠸࡚ࡣከᑡ
ࡢㄝ᫂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋಖᏲඪ㆟ဨඪᖿ㒊࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㆟ホ౯⌮࠾࠸࡚
ࡣࠊ௨ୗࡢ㸳ࡘࡢㄢ㢟ࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡼࡾ㸴Ⅼࡢ⬟ຊࢆヨࡍࡇࢆ㏻ࡌ࡚
ೃ⿵⪅ࡢ㑅ᢤࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦:LOOLDPVDQG3DXQ㸧ࠋ
ㄢ㢟

⬟ຊ

 ⬟ຊホ౯ࣥࢱࣅ࣮ࣗ

 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝ

 ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢ

 ▱ⓗࢫ࢟ࣝ

 ᮍỴࡢ௳㛵ࡍࡿᐇ⩦

 ேࡧࡢ㛵ಀࡢᣢࡕ᪉

 ࢢ࣮ࣝࣉࡼࡿᐇ⩦

 ᣦᑟຊពḧ

 ᚰ⌮ࢸࢫࢺ㸦ᚋࠊᑠㄽᩥኚ᭦㸧

 ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫάຊ



 ᨻⓗಙᛕ




ࡑ࠺ࡋࡓඪ㤳㑅ᣲࡢ⤖ᯝࠊඪ㤳ᑵ௵ࡋࡓ࣓࢟ࣕࣟࣥࡣࠊᑵ௵┤ᚋࡽࠊ⮬ࡽࡀᑟࡍࡿ
ಖᏲඪᨵ㠉ࡢ୰ᚰዪᛶ㆟ဨࡢ㔞ⓗᣑࢆ⨨࡙ࡅࡿࠋ࣓࢟ࣕࣟࣥࡣ :RPHQ:LQ ࡢࣉࣟࣔ
࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵ✚ᴟⓗࣅࢹ࢜ࡸ '9' ฟ₇ࡋ㸦ᅗ⾲Ϫ㸧ࠊࠕࡼࡾⰋ࠸⏨ዪ㛫ࡢ
ࣂࣛࣥࢫࡣࠊࡇࡢᅜࡢேࡧࡀᣢࡘၥ㢟㛵ᚰࡢࡍ࡚ᑐࡋ࡚ᛂ⟅ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠖ
㸦&KLOGV
 㸧Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓඪ㤳㸭㤳┦ࡢ┤ࠎࡢࢽࢩࢳࣈᛂࡍࡿࡼ࠺ࠊ
:RPHQ:LQ ࡢάືࡣಖᏲඪෆ࡛ᙳ㡪ຊࢆᣢࡘ⏨ᛶ㆟ဨࡢከࡃࡀ༠ຊࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ⾲Ϫ
 ࡣ࣓࢟ࣕࣟࣥෆ㛶௨᮶ࠊせ࡞㛶࣏ࢫࢺࢆṔ௵ࡋࠊ⌧ᅾࡢ࣓ෆ㛶࠾࠸࡚ࡣእ┦ࢆ
ົࡵࡿࢪ࢙࣑࣮࣭ࣞࣁࣥࢺ㸦-HUHP\+XQW㸧ࡀ :RPHQ:LQ ࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩ࣭ࣙࣥࣅࢹ࢜ฟ₇
ࡋࡓࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿࡀࠊࣅࢹ࢜ࡢ୰࡛ࠕಖᏲඪࡣ༡ࣥࢢࣛࣥࢻฟ㌟ࡢⓑேࠊ୰ᖺࠊࣃ
ࣈࣜࢵࢡ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢ⏨Ꮚ༞ᴗ⏕ࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࠋᐇࡣࠊ⮬ศࡣࡑࡢࡦࡾ࡞ࡢ࡛࠶ࡲࡾᢈ
ุࡣࡋࡓࡃ࡞࠸ࠋ࡛ࡶࠊಖᏲඪࡣࡎࡗከᵝ࡞௦⾲ࢆᚲせࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ
:RPHQ:LQ ࡢᙺࡀ࠶ࡿࠖ࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿࠋ













ࣅࢹ࢜ࡀබ⾲ࡉࢀࡓࡢࡣ  ᖺࠊಖᏲඪѸ⮬⏤Ẹඪ㐃❧ᨻᶒࡀᡂ❧ᚋ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㤳
┦ࡋ࡚ฟ₇ࡋࠊⓎゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ

KWWSV\RXWXEHVB$E:HR80 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸧



ᅗ⾲Ϫ :RPHQ:LQ ࣉ࣮ࣟࣔࢩ࣭ࣙࣥࣅࢹ࢜ฟ₇ࡍࡿࢹ࣮ࣦࢵࢻ࣭࣓࢟ࣕࣟࣥ
㤳┦㸦ᙜ㸧


㸦ฟ㸸KWWSV\RXWXEH:Z7OHP'F(㸧

ᅗ⾲Ϫ :RPHQ:LQ ࣉ࣮ࣟࣔࢩ࣭ࣙࣥࣅࢹ࢜ฟ₇ࡍࡿࢪ࢙࣑࣮࣭ࣞࣁࣥࢺ⌧እ┦


ฟ㸸KWWSV\RXWXEH:Z7OHP'F( 

 ᖺ௨㝆ᑟධࡉࢀࡓඪ㤳┤ࠎࡢࢽࢩࢳࣈࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡛ࡣಖᏲඪࡢዪᛶ㆟ဨ
ࡢᩘࡣࡢ⛬ᗘቑຍࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ ᖺ⥲㑅ᣲ❧ೃ⿵ࡋࡓಖᏲඪࡢዪᛶೃ⿵ࡣ 
ྡ࡛࠶ࡾࠊྜࡍࡿ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᅇࡢ⥲㑅ᣲ࠾࠸࡚ᙜ㑅⪅ḟⅬࡢᚓ⚊



⋡ࡢᕪࡀ㸳㸣௨ෆ࡛࠶ࡿࠕᙜ㑅ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸㑅ᣲ༊ࠖࡢೃ⿵⪅ࡢ୰࡛ࡢዪᛶẚ⋡ࡣ 㸣࡛
࠶ࡗࡓ &KLOGVDQG:HEE ࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ᭱⤊ⓗᙜ㑅ࡋࡓࡢࡣ  ྡ࡛࠶ࡾࠊ๓ᅇ 
ᖺࡢᙜ㑅⪅ࡢ  ྡẚࡿᖜ࡞ቑຍ࡛࠶ࡗࡓࡣゝ࠼ࡿࡀࠊྠࠊ ᖺḟ࠸࡛
ྐୖ㸰␒┠ప࠸ᚓ⚊⋡ࢆグ㘓ࡋࠊᩋࢆႚࡋ࡚ୗ㔝ࡋࡓປാඪࡽᙜ㑅ࡋࡓዪᛶ㆟ဨ
ࡢᩘ࡛࠶ࡿ  ྡࡣ㐲ࡃཬࡤ࡞࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝࢆࡢࡼ࠺ホ౯ࡍࡿࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡀศࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢟ࣕࣥ࣋ࣝࡸࢳ
ࣕࣝࢬ࡞ࡼࡿඛ⾜◊✲ࡣࠊಖᏲඪࡼࡿࢽࢩࢳࣈࡀᙜึࡽ㸰ࡘࡢ㝈⏺ࢆᢪ࠼
࡚࠸ࡓᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ࠊ࣓࢟ࣕࣟࣥ⋡࠸ࡿඪᇳ⾜㒊ࡀᑟධࡋࡓඃඛࣜࢫࢺ࡞ࡢᥐ
⨨ࡣ㑅ᣲ༊ࣞ࣋ࣝ࠾࠸࡚ࠕ᥎ዡࠖࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊᙉไࡉࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡗ
ࡓࠋປാඪࡼࡿዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢ㐺⏝ࡢ⤒㦂ࡣࠊዪᛶೃ⿵⪅ࡢᩘࢆቑຍࡉࡏࡿࡓࡵࡣ㑅
ᣲ༊ࡢೃ⿵⪅㑅ᐃඪᮏ㒊ࡀ୍ᐃ⛬ᗘࡢධࢆࡍࡿࡇࢆ☜ᐇࡍࡿไᗘⓗࡅࡀᚲせ
࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺ௦ࡢಖᏲඪࡢ࡛ࡣࠊࡴࡋࢁඪᇳ⾜㒊ࡣ୰ኸࡽࡢ
ධࢆ᎘ࡀࡿ㑅ᣲ༊ࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊㓄៖ࡍࡿഴྥ࠶ࡗࡓࠋ㛵㐃ࡋ࡚➨ࠊಖᏲඪࡢࢽ
ࢩࢳࣈ࠾࠸࡚ࡣࠕ㈨㉁⬟ຊࠖ
㸦PHULW㸧ࡢ㔜せࡉࡀ≉ᙉㄪࡉࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊಖᏲ
ඪ࠾࠸࡚ࡣዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࡞ࡢ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥࡢᑟධᑐࡋ࡚ࡣᾘᴟⓗ࡞ែ
ᗘࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊ࣓࢟ࣕࣟࣥ⮬㌟ࡶዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡣ᫂☜ᑐࡢែᗘࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢟ࣕࣥ࣋ࣝ࡞ࡀᣦࡍࡿࡼ࠺ࠊࠕ㈨㉁⬟ຊࠖࡢෆᐜࡢ⌮ゎࡣ≧ἣ
౫Ꮡⓗ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᚑ᮶ᆺࡢ⏨ᛶ࡛࠶ࡿࠕᨻᐙࣔࢹࣝࠖ⤖ࡧࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡔ
ࡽࡇࡑࠊ㑅ᣲ༊࡛ࣞ࣋ࣝࡢೃ⿵⪅㑅⪃ࡢഴྥࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡓࡵࡣዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࡞
ࡢᥐ⨨ࡢᑟධࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ࢟ࣕࣥ࣋ࣝࡽࡣ࣓࢟ࣕࣟࣥࡀ
ᑟࡋࡓಖᏲඪࡢዪᛶᨻ௦⾲ࡢᣑࡢࡓࡵࡢࢽࢩࢳࣈࢆࣞࢺࣜࢵࢡࡢពྜ࠸ࡀᙉ
࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ⤖ㄽࡋ࡚࠸ࡿ㸦&DPSEHOO&KLOGVDQG/RYHQGXVNL&KLOGV㸧ࠋ

 小括―政党による制度改革の効果と限界
ୖグࡢ㆟ㄽ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊ ᖺ⥲㑅ᣲࢆ㉳Ⅼࡍࡿ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟࠾ࡅ
ࡿዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢቑຍࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡓࡵ⫢せ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣࠊປാඪಖᏲඪࡀࡑࢀࡒ
ࢀዪᛶೃ⿵⪅ࡢᩘࢆቑࡸࡋࠊࡲࡓᙼዪࡓࡕࡢᙜ㑅ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵලయⓗ࡞ඪไᗘࡢ
ᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓඪᨵ㠉ࡣࠊᙜึࡣඪෆࡢዪᛶ⤌⧊ࡸᣦᑟⓗ࡞ዪᛶᨻ
ᐙࡓࡕࡀせồࡋࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙼዪࡓࡕࡀせồࡋࡓᨵ㠉ࡀ☜ᐇᐇࡉࢀࡿࡓࡵࡣࠊ
ࡕࡽࡢᨻඪ࠾࠸࡚ࡶ⏨ᛶඪ㤳ᙼࡀ⋡࠸ࡿඪᇳ⾜㒊ࡀ✚ᴟⓗᨵ㠉ࢆࣂࢵࢡࢵࣉࡍ
ࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡗࡓࠋඪ㤳㸭ඪᇳ⾜㒊ࡀ┤᥋ⓗࡘ᫂♧ⓗᚋࢁ┪࡞ࡗࡓࡽࡇࡑࠊ
࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥࡢᑟධࡸዪᛶೃ⿵ࢆඃඛࡍࡿࡇᑐࡍࡿ㑅ᣲ༊ࣞ࣋ࣝࡢᢠࡀ
࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊᨵ㠉ࢆ୍ᐃ⛬ᗘࠊᐇ⌧ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊලయⓗࡣᙜ㑅ྍ⬟
ᛶࡢ㧗࠸㑅ᣲ༊㓄⨨ࡉࢀࡿዪᛶೃ⿵ࡢᩘࡀᣑࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡀቑຍ
ࡋࡓࠋ௨ୗࠊࡇ࠺ࡋࡓࢠࣜࢫࡢᨻඪࡼࡿྲྀ⤌ࡀ♧၀ࡍࡿ࣏ࣥࢺࡋ࡚ࠊ⡆༢㸱Ⅼࡔ
ࡅ㏙ࡿࠋ


࣓࢟ࣕࣟࣥࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ≉ᚩࡋ࡚ࠊᨻ⟇ࡢෆᐜࡸᐇ㉁ࡼࡾࡶࣞࢺࣜࢵࢡࡀඃඛ
ࡉࢀࡿഴྥࡀᙉ࠸ࡇࡣࡢㄽ⪅ࡼࡗ࡚ࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦6H\PRXU㸧ࠋ




 政権交代の実現を目指す政党戦略としての女性政治代表の拡大
➨୍ࠊ ᖺ⥲㑅ᣲ௨㝆ࡢ⤒㦂ࡣࠊࢠࣜࢫ࠾࠸࡚ࠊᨻᶒ௦ࡢᐇ⌧ࠊゝ࠸࠼ࢀ
ࡤᨻඪࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ࠾࠸࡚᭱ࡶ㔜せ࡞せ⣲ዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢቑຍࢆ῝ࡃ⤖ࡧࡘࡅࡿ
ࡇ࡞ࡗࡓࠋປാඪಖᏲඪࡣࡕࡽࡶ㛗ࡃప㏞ࡋ࡚࠸ࡓඪໃࢆᅇࡍࡿ᪉⟇ࡢࡦࡘ
ࡋ࡚ዪᛶ㆟ဨࡢᩘࢆቑຍࡍࡿࡓࡵࡢไᗘᨵ㠉ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ୧ඪ࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨࡢ
ᩘࡢᣑࡣᨻᶒࡢᖐྠᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋ࡀࢠࣜࢫࡢᨻඪ➇தࡢ
ࢲࢼ࣑ࢡࢫ࠾࠸࡚ዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑࢆせ࡞ࢪ࢙ࣥࢲࡋ࡚ᐃ╔ࡉࡏࠊࡉࡽ
ᣑࡍࡿຠᯝࢆᣢࡗࡓࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡿࠋ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟ࡢእ┠ࢆྥࡅࡿࠊࢫ
ࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࠾࠸࡚ປാඪཝࡋ࠸➇த㛵ಀ࠶ࡿࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻᅜẸඪ㸦6FRWODQG
1DWLRQDO3DUW\613㸧ࡣࠊ ᖺ௨᮶ࠊዪᛶ࡛࠶ࡿࢽࢥ࣭ࣛࢫࢱ࣮ࢪ࢙ࣥ㸦1LFROD6WXUJHRQ㸧
ࡀඪ㤳ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊ ᖺዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࢆᑟධࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ ᖺ
ࡢࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ㆟㑅ᣲ࠾࠸࡚ᙜ㑅ࡋࡓࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻᅜẸඪࡢዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡣ 㸣
ࡲ࡛㧗ࡲࡗࡓ㸦.HQQH\0DFND\DQG0XUWDJK㸧ࠋࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻᅜẸඪࡣࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ
➼㛵ࡍࡿᨻ⟇࠾࠸࡚ࡶປാඪࢆࡾ㉺࠼ࡿࡃࠊ ᖺࡣබⓗࢭࢡࢱ࣮ᶵ㛵ࡢᙺဨ
ࡢ㠀ᇳ⾜ᙺဨࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᵓᡂࢆ  ࡍࡿࡇࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿࠕබⓗࢭࢡࢱ࣮ᙺဨ
࠾ࡅࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮௦⾲㸦ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ㸧ࠖἲ㸦*HQGHU5HSUHVHQWDWLRQRQ3XEOLF%RDUG 6FRWODQG 
%LOO㸧ࢆᥦࡋࠊྍỴࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ⯆῝࠸ࡋ࡚ࡣࠊ(8 㞳⬺ࢆࡵࡄࡿࢠࣜࢫ
㆟ᨻࡢΰࡢ୰ࠊ ᖺ㸰᭶  ᪥  ᪥㸶ྡࡢປാඪ㆟ဨࡀࠊ ᪥ࡣ㸱ྡࡢಖ
Ᏺඪ㆟ဨࡀࠕᶵ⬟㝗ࡗࡓᪧ᮶ࡢᨻඪᨻࢆๅ᪂ࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᨻࢆ┠ᣦࡍࠖᙇࡋ࡚
㞳ඪࢆࡋࠊ7KH,QGHSHQGHQW*URXS 7,*



࠸࠺᪂ࡋ࠸ᨻࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤖ᡂࡋࡓࡀࠊ࠸ࡲࡔᨻ

⟇ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆබ⾲ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡢᨻ㞟ᅋࡢᏑᅾព⩏ࡋ࡚ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ
ᵓᡂဨࡢ 㸣ࡀዪᛶ㆟ဨ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊᅗ⾲Ϫ ᅗ⾲Ϫ ࡢ
┿ࡀ♧ࡍࡼ࠺ࠊ7,* ࡣᡤᒓࡍࡿዪᛶ㆟ဨࡢከࡉࢆࡇࡉࡽᙉㄪࡍࡿᐉఏᡓ␎ࢆྲྀࡗ࡚࠸
ࡿࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡣࠊ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢᨻඪ➇த࠾࠸࡚ࠊᨻඪࡀ᭷ᶒ⪅ᑐࡋ
࡚ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍࡓࡵ✚ᴟⓗࣆ࣮ࣝࡍࡿࡁせ⣲ࡋ࡚ዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡢ㧗ࡉࡀㄆ
㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ









ヲ⣽ࡣḟࡢࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻᅜẸඪࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
KWWSVZZZVQSRUJSROLFLHVSEZKDWLVWKHVQSGRLQJIRUZRPHQVHTXDOLW\ ᭱⤊ࢡࢭࢫ
 ᖺ㸱᭶  ᪥ 

7,* ࡣ  ᖺ㸱᭶  ᪥⌧ᅾࡢࡇࢁᨻඪࡋ࡚ࡣⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ



ᅗ⾲Ϫ 7,* ࡢάື㸦㸯㸧



ᅗ⾲Ϫ 7,* ࡢάື㸦㸰㸧


㸦ฟ㸸ᅗ⾲ KWWSVQHZVVN\FRPVWRU\H[SODLQHGKRZWKHLQGHSHQGHQWJURXSEHFRPHVD
SROLWLFDOSDUW\ 
ᅗ⾲ KWWSVLQHZVFRXNRSLQLRQLQGHSHQGHQWJURXSOXFLDQDEHUJHUPHGLDGDUOLQJ㸧

 女性議員の量的拡大と党派性／イデオロギー的傾向
๓㡯࡛㆟ㄽࡋࡓࡼ࠺ࠊ⌧ᅾࠊࢠࣜࢫࡢᨻࢩࢫࢸ࣒⯡࠾࠸࡚ᨻඪࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ
ࢆዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡢ㧗ࡉ⤖ࡧࡅ࡚ホ౯ࡍࡿぢ᪉ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡿࡀࠊ
᪉࡛ࠊྛඪࡀዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢ㔞ⓗᣑࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᐇ㝿ไᗘᨵ㠉ࢆࡢࡼ࠺⾜࠺ࡢ
࠸࠺Ⅼ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᨻඪࡢࢹ࢜ࣟࢠ࣮ⓗᚿྥᛶࡀࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࠾࠸࡚≉⯆῝࠸ࡢࡣࠊඪෆࢡ࣮࢜ࢱไᗘࡢ᥇⏝ࡢປാඪ
ಖᏲඪࡢᑐᛂࡢ㐪࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋඛゐࢀࡓࡼ࠺ࠊ ᖺ⥲㑅ᣲᚋಖᏲඪෆ࡛ዪᛶࡢᨻ
௦⾲ࡢ㔞ⓗᣑࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࡣࠊ࣓࢟ࣕࣟࣥ࡞ࡢᣦᑟⓗ❧ሙ࠶ࡗࡓ⏨ᛶᨻᐙ
ࡓࡕࡣ୍ᵝዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࡞ࡢ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥࡢᑟධࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋಶேࡢ
ࠕ㈨㉁⬟ຊࠖᇶ࡙࠸ࡓ➇தࢆ㔜どࡍࡿࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒㸭ࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ⓗほⅬࡽࡍ
ࢀࡤዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࡞ࡢ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥࡣไᗘࡼࡿධ࡞ࡽࡎࠊࡋࡓࡀࡗ
࡚㏥ࡅࡽࢀࡿࡁ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡣㄽ⌮ⓗᖐ⤖࡛࠶ࡿࠋປാඪ㆟ဨ࡛࠶ࡿࣁ࣮࣐ࣥ
ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓไᗘࡼࡿධࢆᚷ㑊ࡍࡿែᗘࡣዪᛶࡢಖᏲඪ㆟ဨࡸඪဨࡓࡕࡢ㛫࡛ࡶඹ᭷



ࡉࢀ࡚࠸ࡿほᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸦+DUPDQ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡢ
ᣑ࠾࠸࡚ࠊಖᏲඪࡀປാඪᕪࢆࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣࡣ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ඞ᭹
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣᑐࡋ࡚ṑࡀࡺࡃឤࡌ࡚࠸ࡿಖᏲඪ㆟ဨࡢ୰ࡽࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࡞ࡢ
࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥࡢᑟධࡢᚲせᛶࢆッ࠼ࡿ⪅ࡶฟ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ ᖺ⥲
㑅ᣲ⮳ࡿ㐣⛬࡛ࠊ࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡢኵ࡛࠶ࡾࠊ:RPHQ:LQ ࡢタᙜࡽ༠ຊࡋ࡚ࡁ
ࡓಖᏲඪ㆟ဨࡢࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ࣭ࢪ࢙ࣥ࢟ࣥ㸦%HUQDUG-HQNLQ㸧ࡣࠊዪᛶೃ⿵⪅ࡢ㑅ฟࡀ࡞࡞
㐍ࡲ࡞࠸≧ἣࠕ⢭⚄ⓗࣝࣅࢥࣥἙࢆΏࡗ࡚࣏ࠖࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥᑟධࡢᚲせᛶࢆᨭ
ᣢࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࿌ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠᮇࠊಖᏲඪࡢዪᛶ㆟ဨࡢ㛫
࡛ࡣࠊ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥࡢᑟධࢆồࡵࡿኌࡣ☜ᐇᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦0DVRQ㸧ࠋࡶࢃࡽࡎࠊ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ಖᏲඪࡣ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥࢆྲྀࡾ
ධࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ᪉࡛ࠊ ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ᙜ㑅ࡋࡓዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡣከᑡ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ๓ᅇࡢグ
㘓ࡼࡾῶᑡࡍࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ

 党内クオータの評価
㛵㐃ࡋ࡚ࠊ➨୕Ⅼ┠ࡋ࡚ࠊປാඪಖᏲඪࡢඪෆࢡ࣮࢜ࢱไᑐࡍࡿែᗘࡢ㐪࠸ࡣࠊ
ࢠࣜࢫᅜෆ࠾ࡅࡿ࣏ࢪࢸࣈ࣭ࢡࢩࣙࣥࡢホ౯㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢࡉࢀ᪉῝࠸ᙳ㡪ࢆ
࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋಖᏲඪ㆟ဨࡀປാඪࡢዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࢆ⤒࡚㑅ฟࡉࢀࡓ㆟
ဨࡢ㉁㛵ࡋ࡚ࠊ㑅⪃㐣⛬࡛ୗ㥏ࢆᒚࡉࢀࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ศ㑅ฟࡉࢀࡿ್ࡍࡿࠕ㈨㉁
⬟ຊࠖࢆド᫂ࡋ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸࠸࠺⌮⏤࡛ၥࢆᢞࡆࡅࡿࡇࡣ⌋ࡋ࠸ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠼ࡤࠊ࣭ࣥࢲ࣭ࣥ࢝ࣥࢫ࣑ࢫ㸦,DQ 'XQFDQ6PLWK㸧ࡣࠊಖᏲඪࡢඪ㤳㑅ᣲࡢ㐣⛬࠾
࠸࡚ࠕዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡣປാඪࡗ࡚ᡂຌ࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ㉁ࡢ㧗࠸ே
ࡧࡀ㑅ࡤࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᨻᐙࡋ࡚ປാඪࡢࡓࡵศ࡞ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆࡋ࡚
࠸࡞࠸ேࡧࡀ㑅ࡤࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡽࡔ᩿ࠖࡌ࡚࠸ࡿ 1XJHQW DQG .URRN D ࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓホ౯ࡣࠊಖᏲඪᡤᒓࡢዪᛶ㆟ဨࡀᅽಽⓗᑡᩘ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ㤳┦ࡢᗙᑵ࠸ࡓ
ዪᛶࡣ࣐࣮࢞ࣞࢵࢺ࣭ࢧࢵࢳ࣮ࣕࢸ࣮ࣞࢨ࣭࣓࠸࠺ಖᏲඪࡢዪᛶ㆟ဨ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊᑐࡋ࡚ࠊປാඪ࠾࠸࡚ࡣ࠸ࡲࡔᬻᐃඪ㤳௨እ࡛ࡣዪᛶඪ㤳ࡀ㑅ฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠸
࠺ᐇࡼࡗ࡚ࡋࡤࡋࡤ⿵ࡉࢀ࡚ࠊᙇࡉࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓぢ᪉ᑐࡋࠊᨻᏛ⪅ࡢ࣓࣮࣭ࣜ.࣭ࢾࢪ࢙ࣥࢺ 0DU\.1XJHQW ࣔࢼ࣭ࣞ
ࢼ࣭ࢡࣝࢵࢡ 0RQD/HQD.URRN ࡣࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࡛㑅ฟࡉࢀࡓዪᛶ㆟ဨࡢ⤒Ṕࡸ㆟ά
ື㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆࡢປാඪ㆟ဨࡸඪࡢ㆟ဨẚ㍑ࡋࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡼࡗ࡚ࠕ㆟ဨ
ࡋ࡚┦ᛂ࡞⬟ຊࢆᣢࡓ࡞࠸ዪᛶࡀ㑅ฟࡉࢀࡿࠖࠊࠕ⡆༢㆟ဨ࡞ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣࠕዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࡛㑅ฟࡉࢀࡓዪᛶ㆟ဨࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡣࡢ㆟ဨࡼࡾຎࡿࠖ࡞ࡢ
ぢゎࡣᐇドⓗࡣド᫂ࡉࢀࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠕ⚄ヰࠖࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿ⤖ㄽ࡙ࡅ
࡚࠸ࡿ 1XJHQWDQG.URRNDE ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ

ࡇࡢㄽᩥ࡛ศᯒࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊᨻඪࡣࡼࡾᙉຊ࡞ᡓ␎ࢆᜍࢀࡿᚲせࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࡑࢀ
ࡽከࡃࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢡ࣮࢜ࢱࡣዪᛶࡢཧධᑐࡍࡿ㞀ቨࢆ๐ῶ



ࡋࠊࡑࢀࡼࡾࠊࢡ࣮࢜ࢱࡀ࡞ࡅࢀࡤぢ㐣ࡈࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊศ࡞⬟ຊࢆഛ࠼
ࡓ⊩㌟ⓗ࡞ዪᛶᑐࡋ࡚ᨻࢆᣅࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦1XJHQWDQG.URRNE㸧

ࡇ࠺ࡋࡓඪෆࢡ࣮࢜ࢱࡢホ౯ࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ❶࡛ಖᏲඪປാඪࡢ⌧≧ࢆ
ㄽࡌࡿ㝿ࡧྲྀࡾୖࡆࡿࠋ

 議会制度の整備
㆟ဨࡋ࡚㑅ฟࡉࢀࡿࠊάືࡢሙ࡞ࡿࡢࡣ㆟࡛࠶ࡿࠋ ᖺ⥲㑅ᣲࡼࡗ࡚ዪᛶ
㆟ဨࡢᩘࡀᖜቑຍࡋࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟ࡢไᗘࡸ័⾜ࡀዪᛶ㆟
ဨࡢ༑࡞㆟ဨάືࢆጉࡆ࡚࠸ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡀᗈࡃඹ᭷ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࠕ㆟㏆௦ࠖ
ࡢᚲせᛶࡀዪᛶ㆟ဨࡓࡕࡼࡗ࡚ᙇࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᙼዪࡓࡕࡀ≉ၥ㢟ࡋ
ࡓࡢࡣࠊ㆟ဨࡋ࡚ࡢࡢ᪉ࡀᐙ᪘㈐௵ࢆᣢࡓ࡞࠸⏨ᛶࡢ⊩㌟ⓗ࡞ാࡁ᪉ࢆࣔࢹࣝ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ࠼ࡤࠊ㆟ෆಖ⫱ᡤࢆタ⨨ࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㆟ࡢᑂ
㆟㛫ࢆ୍⯡ࡢᑵᴗ㛫ࡼࡾ㏆࡙ࡅࡿࡓࡵኚ᭦ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡞ࡀᥦࡉࢀጞࡵࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓዪᛶ㆟ဨࡓࡕࡼࡾ㆟㏆௦ࡢせồࡣ  ᖺࡼࡾ୍㈏ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ
⦆ࡸ࡞࣮࣌ࢫ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㆟ไᗘࡢᨵ㠉ࢆ୍ᐃ⛬ᗘࠊᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡑ࠺
ࡋࡓዪᛶ㆟ဨࡢ㆟ᨵ㠉άືࢆᨭࡍࡿ㏆ᖺࡢไᗘኚࢆ㸰ࠊ⤂ࡍࡿࠋ

 議会における女性議員連盟
㆟ဨ㐃┕㸦$OO3DUW\3DUOLDPHQWDU\*URXSࠊ$33* ࡣࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㆟ෆࡢ㉸ඪὴࢢࣝ
࣮ࣉ࡛࠶ࡾࠊ㆟ෆ࡛බᘧ࡞❧ሙࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢢ࣮ࣝࣉࡢᙧᡂࡣ㆟ဨࡓࡕࡢ௵ព
ࡢ㑅ᢥ௵ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊูࡋ࡚ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥࡽࢪࣥࣂࣈ࢚ࡲ࡛ࡢᅜࡈࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࠊࢳ࣮ࢬࡸ $, ࠸ࡗࡓᨻ⟇ࢸ࣮࣐ࡈࡢࢢ࣮ࣝࣉศࢀ࡚࠸ࡿࠋ㆟ဨ㐃┕ࡣᗢẸ㝔

㈗᪘㝔ࡢ㆟ဨࡀࡶཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ㆟እࡢேࡧࡸ⤌⧊ࡀཧຍࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
㆟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨ㐃┕㸦$OO3DUW\3DUOLDPHQWDU\*URXSIRU:RPHQLQ3DUOLDPHQW㸧ࡣ 
ᖺタ❧ࡉࢀࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉࡢ┠ⓗࡣࠊ㆟ࡀࢠࣜࢫయࢆࡼࡾⰋࡃ௦⾲ࡍࡿࡼ࠺ດຊࡍ
ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ㆟ဨ㐃┕࡛ࡣࡑࡢࡓࡵዪᛶࡓࡕᑐࡋ࡚බ⫋ᑵࡃࡇࢆಁࡋࠊዪᛶ㆟ဨ
ࡢᩘࢆቑຍࡍࡿ᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ㆟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨ㐃┕ࡣዪᛶ㆟ဨࡓ
ࡕࡀᨻඪࡢᇉ᰿ࢆ㉸࠼࡚㆟ဨάືࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠕᏳ✵㛫ࠖ㸦VDIH VSDFH㸧
࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㆟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨ㐃┕ࡢᖿᙺࡣࠊ㛶㈐௵ࢆᣢࡓ࡞࠸ࣂࢵࢡ࣋ࣥࢳ
࣮ࣕ㸦㝕➟㆟ဨ㸧௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺ㸵᭶ࠊ㆟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨ㐃┕ࡣࠗ㆟ࢆᨵၿࡍࡿ̿ࡼࡾⰋ࠸ࠊࡑࡋ࡚ࡼࡾ௦
⾲ⓗ࡞㆟ࢆ㐀ࡍࡿ࠘
㸦Improving Parliament: Creating a Better and More Representative House㸧
࠸࠺ሗ࿌᭩ࢆබ⾲ࡋࡓࠋಖᏲඪࠊປാඪࠊࡑࡋ࡚ᙜࡣಖᏲඪ㐃❧ᨻᶒࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ⮬



㆟ࡼࡿබᘧ࡞ㄝ᫂ࡣ௨ୗࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ཧ↷࡛ࡁࡿࠋ
KWWSVZZZSDUOLDPHQWXNDERXWPSVDQGORUGVPHPEHUVDSJ 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶ 
᪥㸧



⏤Ẹඪࡢඪ㤳ࡓࡕᗢẸ㝔ࡢ㆟㛗ࡀᥞࡗ࡚ࡲ࠼ࡀࡁࢆᐤࡏࡓࡇࡢሗ࿌᭩࡛ࡣࠊࡼࡾከࡃ
ࡢዪᛶࡀೃ⿵⪅࡞ࡾࠊ㆟ဨࡋ࡚㑅ฟࡉࢀࠊ㆟ဨάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡅࡿ࠸࠺┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞ᥦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

z ㆟ᇽ࡛ࡢ㆟ဨࡋ࡚ࡢ⫋ᴗ⌮ࡩࡉࢃࡋࡃ࡞࠸⾜ືᵝᘧࢆ᩿ᅛࡋ࡚ᣄྰࡍ
ࡿ
z ࡼࡾከࡃࡢዪᛶࡸ⌧ᅾࠊ㐣ᑡ௦⾲࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㞟ᅋࡢேࡧᑐࡋ࡚බ⫋ᑵࡃ
ࡇࢆಁࡍࡓࡵࠊ㆟ࡢ࣭࢜ࣥࣛࣥࢤ࣮ࢺ࢙࢘ࢆᨵၿࡍࡿ
z ㆟㑅ᣲ༊ࡢඃඛᗘࡢࣂࣛࣥࢫࢆㄪᩚࡋࠊ᭷ᶒ⪅ࡧࡘ࡞ࡀࡿ
z ዪᛶᖹ➼≉ูጤဨ㸦:RPHQDQG(TXDOLWLHV6HOHFW&RPPLWWHH㸧ࢆタ❧ࡍࡿ
z ㆟ᑂ㆟᪥⛬ࡢண

ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿ

z ࢹࢪࢱ࣭ࣝᩥ࣭࣓ࢹࢫ࣏࣮ࢶ≉ูጤဨ㸦'LJLWDO&XOWXUH0HGLDDQG6SRUW
6HOHFW&RPPLWWHH㸧⊂❧ሗ㐨ᶵ㛵ᇶ‽ᶵᵓ㸦,QGHSHQGHQW3UHVV6WDQGDUGV2UJDQL]DWLRQ㸧
ᑐࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡽࡢ࣓ࢹࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࠾ࡅࡿᛶᕪูࡘ࠸᳨࡚
ウࡍࡿࡼ࠺౫㢗ࡍࡿ
z ࣉ࣐࣮࣭ࣛࣜࢣ㈐௵ࢆᣢࡘ㆟ဨࡀ⏝࡛ࡁࡿࢧ࣏࣮ࢺ㛵ࡋ࡚᫂☜ࡍࡿ
㸦$33*IRU:RPHQLQ3DUOLDPHQW㸧

 女性と平等特別委員会
๓㡯࡛⤂ࡋࡓ㆟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨ㐃┕ࡼࡿሗ࿌᭩ࡢᥦゝࡽ㆟ෆࡢไᗘᨵ㠉
ࡋ࡚ᐇ⌧ࡋࡓࡢࡀዪᛶᖹ➼≉ูጤဨࡢタ❧࡛࠶ࡗࡓࠋሗ࿌᭩ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚ࡽ⣙  
᭶ᚋࡢ  ᖺ㸴᭶ࠊᨻᗓᖹ➼┬㸦*RYHUQPHQW(TXDOLWLHV2IILFHࠊ*(2 ࡢᨭฟࠊ㐠Ⴀཬࡧᨻ⟇
ࢆ᳨ドࡍࡿᶵ㛵ࡋ࡚❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓࠋ
ࢠࣜࢫࡢ㆟ࢩࢫࢸ࣒࠾࠸࡚ࠊ≉ูጤဨ㸦VHOHFWFRPPLWWHH㸧ࡣ⾜ᨻᗓࢆ⢭ᰝࡋࠊㄝ
᫂㈐௵ࢆ㏣ồࡍࡿᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉ูጤဨࡣᗢẸ㝔㈗᪘㝔ࡢ୧᪉タ⨨ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊᗢẸ㝔ࡢ≉ูጤဨࡣᨻᗓᶵ㛵ࡈᑐᛂࡍࡿࡼ࠺⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉ
ࡣ㉸ඪὴ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ ᖺࡣࠊ≉ูጤဨࡢጤဨ㛗㸦FKDLU㸧ࢆ㆟ဨࡢ㛫ࡢᢞ⚊࡛Ỵࡵ
ࡿไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓࠋጤဨ㛗࡞ࡿ㏻ᖖࡢ㆟ဨሗ㓘ຍ࠼࡚ࡉࡽ  ࣏ࣥࢻࡀᨭᡶࢃ
ࢀࠊ࣓ࢹࡢὀ┠ࢆᾎࡧࡿᶵࡶቑ࠼ࡿࡇࡽࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ㛶࣏ࢫࢺࡼࡾࡶ≉ูጤဨ
ࡢጤဨ㛗ࡢ࣏ࢫࢺࢆᚓࡿࡓࡵࡢ➇தࡀཝࡋࡉࢆቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ㤳┦ࢆྵࡵ⾜ᨻᗓ࡛ᙺ⫋ࢆᣢ
ࡘドேࢆཝࡋ࠸㉁ၥ࡛㏣ཬࡋࠊᛂ⟅㈐௵ࢆồࡵࡿࡇࡣ❧ἲᗓࡋ࡚᭱ࡶ୰᰾ⓗ࡛㔜せ࡞
࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡶ࠶ࡾࠊ≉ูጤဨࡢጤဨ㛗ࡣ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟࠾࠸࡚㔜
せどࡉࢀࡿᙺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦+DUGPDQ㸧ࠋ࡞࠾ࠊࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢࢨ࣭࣋ࣝ
ࣁ࣮ࢻ࣐ࣥ㸦,VDEHO +DUGPDQ㸧ࡼࡿࠊ≉ูጤဨᑐࡋ࡚᪥ࡢࡼ࠺࡞ホ౯ࡀ࠼ࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡁࡗࡅࡣࠊ ᖺࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢỴ⟬ጤဨ㸦3XEOLF$FFRXQWV&RPPLWWHHࠊ
3$& ࡛ጤဨ㛗ࢆົࡵࡓ࣋ࢸࣛࣥປാඪዪᛶ㆟ဨࠊ࣐࣮࢞ࣞࢵࢺ࣭࣍ࢵࢪ㸦0DUJDUHW+RGJH㸧


 ᖺ㆟ࡢไసࡉࢀࡓ≉ูጤဨࡘ࠸࡚⤂ࡍࡿࣅࢹ࢜ࡣ <RX7XEH ࡛ど⫈
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋKWWSV\RXWXEHL/Y1P0-P'Z 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫࠊ ᖺ㸱᭶  ᪥㸧



ࡢ㔗㓄ࡪࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ⛒⛯ၥ㢟㛵ࡋ࡚ࠊከᅜ⡠ᴗࡸⱥᅜṓධ㛵⛯ᒁ㸦+HU 0DMHVW\ V
5HYHQXHDQG&XVWRPV+05&㸧ࢆཝࡋࡃ㏣ồࡍࡿ࣍ࢵࢪࡢᵝᏊࡣࢸࣞࣅࡢࢽ࣮ࣗࢫ␒⤌ࡢ୰
࡛ࡶ⤂ࡉࢀࠊࡇࢀࡼࡾࠕ≉ูጤဨࡢጤဨ㛗࡛࠶ࡿࡇࡀὀ┠ᗘࡢ㧗࠸ࠊドேࡀ㒊ᒇࡢ
እ࡛ᚅᶵࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠊ㌟㟈࠸ࡍࡿࡲ࡛㔜࡞ࡶࡢࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠖ
㸦+DUGPDQ㸧ࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ≉ูጤဨࡢ୍ࡘࠕዪᛶᖹ➼ࠖࢆᑓ㛛ࡍࡿጤဨࡀࡅຍ࠼ࡽࢀࡓࡢࡣࠊ
ྠᶵ㛵ࡢ࢚࢘ࢵࣈࢧࢺࡢㄝ᫂ࡼࢀࡤࠊ
ࠕࡑࢀ௨๓ࡢ࢝࢘ࣥࢱࣅࢸࡢ⤌ࡳᏑᅾ
ࡋ࡚࠸ࡓࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࠖࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋዪᛶᖹ➼≉ูጤဨࢆタ⨨ࡋࡓࡇࡼࡾࠊ
ࠕዪᛶᖹ➼ᢸᙜ⮧㸦0LQLVWHUIRU:RPHQDQG(TXDOLWLHV㸧ᨻᗓᖹ➼┬ࡀࡶᨻᗓࡀྲྀࡾ
ᢅ࠺ᖹ➼㸦ᛶࠊᖺ㱋ࠊே✀ࠊ᐀ᩍࡶࡋࡃࡣಙ᮲ࠊᛶⓗᣦྥࠊ㞀ࡀ࠸ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭ࢹࣥ
ࢸࢸࠊዷፎẕᛶࠊ⤖፧࠶ࡿ࠸ࡣࢩࣅࣝࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸧㛵ࡍࡿၥ㢟ࡘ࠸࡚ᛂ⟅
㈐௵ࢆၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠖࠋ

 政府平等省
⾜ᨻᗓࡢഃ࡛ዪᛶᖹ➼≉ูጤဨᑐᛂࡍࡿࡢࡀᨻᗓᖹ➼┬࡛࠶ࡿࠋᨻᗓᖹ➼┬ࡢタ
❧ࡣࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ᨻᶒ௦ࡢ  ᖺ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢไᗘⓗ㉳※ࡣ๓㏙ࡋࡓ  ᖺ௦௨
㝆ࠊປാඪෆ࡛㆟ㄽࡉࢀࡓࠕዪᛶᢸᙜ⮧ࠖタࡢᥦࡲ࡛㐳ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ 6TXLUHVDQG
:LFNKDP-RQHV ࠋ
 ᖺࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ࡀᨻᶒࢆᑵࡃࠊࠕዪᛶᢸᙜ⮧ࠖ㸦0LQLVWHUIRU:RPHQ㸧ࡢ࣏
ࢫࢺࡀタ⨨ࡉࢀࠊึ௦ዪᛶᢸᙜ⮧ࡣࣁ࢚ࣜࢵࢺ࣭ࣁ࣮࣐ࣥࡀ௵ࡉࢀࡓ +DUPDQ 
 ࠋࡇࢀ௨๓ࡢಖᏲඪᨻᶒ௦࡛ࡣ㛶እᨻົḟᐁ࣏ࢫࢺ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ไᗘⓗࡣ᱁ୖࡆ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྠࡣࣁ࣮࣐ࣥࡣ♫ಖ㞀ᢸᙜ⮧ࡢව௵࡛࠶ࡾࠊࡼࡾ㔜せ࡞ၥ㢟ࡋ࡚ࠊ
ዪᛶၥ㢟ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᨻᗓ⤌⧊ࡣ༢୍ࡢ┬ᗇࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ␗࡞ࡿ┬ᗇࢆᶓ᩿ࡍࡿ㒊⨫࡛
࠶ࡿࠕዪᛶᒁࠖ㸦:RPHQ¶V8QLWࠊ:8㸧ࡋ࡚タࡉࢀࡓࠋዪᛶᒁࡣ  ᖺ⥲㑅ᣲᚋࠕዪ
ᛶᖹ➼ᒁࠖ
㸦:RPHQDQG(TXDOLW\8QLWࠊ:(8㸧ࡋ࡚ᨵ⦅ࡉࢀࠊண⟬ࡀቑ㢠ࡉࢀࡓࡀࠊ᪉
࡛ࠕࡼࡾ

ᐃྍ⬟࡞࢘ࢺࣉࢵࢺࠖࢆᚿྥࡋࠊ
ࠕࡑࡢᴗົ㛵ࡋ࡚⤒῭ⓗഃ㠃ࡢᙉㄪࡍࡿࡼ

࠺࡞ࡗࡓࠖ
㸦6TXLUH㸧ࠋ
ᨻᏛ⪅ࡢࢪࣗࢹࢫ࣭ࢫࢡ㸦-XGLWK6TXLUH㸧࣐࣮ࢡ࣭࢘ࢵ࣒࢝̿ࢪ࣮ࣙࣥࢬ㸦0DUN
:LFNKDP-RQHV㸧ࡣࠊࢽ࣮࣭ࣗࣞࣂ࣮ᨻᶒࡀዪᛶၥ㢟ࢆᢸᙜࡍࡿᨻᗓᶵ㛵ࢆ༢୍ࡢ┬ᗇ
ࡋ࡚タ❧ࡋ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊዪᛶၥ㢟ࡀᚑ᮶ࡢࢱࢸࡾ⾜ᨻ࡛ࡣᑐᛂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸
ࢃࡺࡿࠕགྷ࡞ၥ㢟ࠖ
㸦ZLFNHGLVVXHV㸧⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡇࡽࠊࣈࣞᨻᶒࡀᙜ㐍ࡵ࡚
࠸ࡓ⤫ᶵᵓࡢ⌧௦㸦PRGHUQL]DWLRQ㸧ࡢヨࡳࡋ࡚ࠕ⤖ྜᨻᗓࠖ
㸦MRLQHGXSJRYHUQPHQW㸧
ࣉ࣮ࣟࢳ %RJGDQRU ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦6TXLUHVDQG:LFNKDP
-RQHV ࠋ᪉࡛ࠊࣥࢱ࣮ࢭࢡࢩࣙࢼࣜࢸࡢほⅬࡽࠊዪᛶၥ㢟ࢆᖺ㱋ࡸᛶⓗ
ᣦྥࠊே✀࡞ࡢࡢᖹ➼㛵ࡍࡿၥ㢟ྠ୍ࡢᨻᗓᶵ㛵࡛ྲྀࡾᢅ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡢ㆟ㄽ
ࡀ㧗ࡲࡾࠊ ᖺ  ᭶ࡣᙜࡢዪᛶᢸᙜ⮧࡛࠶ࡗࡓࣃࢺࣜࢩ࣭ࣄ࣮ࣗࢵࢺ㸦3DWULFLD


KWWSVZZZSDUOLDPHQWXNEXVLQHVVFRPPLWWHHVFRPPLWWHHVD]FRPPRQVVHOHFWZRPHQDQG
HTXDOLWLHVFRPPLWWHHUROH 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫࠊ ᖺ㸱᭶  ᪥㸧



+HZLWW㸧ࡼࡗ࡚᪤Ꮡࡢᖹ➼ၥ㢟㛵ࡍࡿጤဨࢆ⤫ྜࡋࠊ༢୍ࡢᖹ➼㛵ࡍࡿᨻᗓ⤌⧊ࢆ
タ❧ࡍࡿࣉࣛࣥࡀ⾲᫂ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ ᖺ  ᭶ࠕᖹ➼ேᶒጤဨࠖ
㸦(TXDOLW\
DQG+XPDQ5LJKWV&RPPLVVLRQࠊ(+5& ࡀᨻᗓࡽ⊂❧ࡋࡓබⓗᶵ㛵ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࠊࡇࢀ
క࠸ዪᛶᖹ➼ᒁࡣᨻᗓᖹ➼┬ࡼࡗ࡚ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡓࠋᨻᗓᖹ➼┬ࡣࠕᨻᗓࡢ୰ᚰᖹ
➼ࢆ⨨࡙ࡅࡿࡇࢆࡑࡢ௵ົࡋ࡚࠾ࡾࠊᨻᗓࡢ⥲ྜⓗ࡞ᖹ➼㛵ࡍࡿᡓ␎ࡘ࠸࡚㈐
௵ࢆ㈇ࠖࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ୰ࡣዪᛶၥ㢟ࡶྵࡲࢀࡿࠋᨻᗓᖹ➼┬ࡣࠕዪᛶᖹ➼ᢸᙜ⮧ࠖ
㸦0LQLVWHUIRU:RPHQDQG(TXDOLWLHV㸧ᑐࡋ࡚ሗ࿌⩏ົࢆ㈇࠺㸦6TXLUH㸧ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᨻᗓᖹ➼┬ᑐࡋ࡚ࡣࠊタ❧ᙜึࡽࡑࡢไᗘタィ㐠Ⴀࡢࡉࢀ᪉㛵ࡋ࡚ཝ
ࡋ࠸ᢈุࡀྥࡅࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ࠊዪᛶ㸦ᖹ➼㸧ᢸᙜ⮧ࡣึ௦ࡢࣁ࣮࣐ࣥࡽ⌧
ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ဨࡀࡢ㛶⫋ව௵࡛௵ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠕ㠀ᖖࠖⓗពྜ࠸
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 現地調査から見えてくるイギリスの現状と日本への示唆（武田 宏子）
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ࡍࡿປാඪෆࡢࢽࢩࢳࣈࡢࡼ࠺ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ☜ㄆࡍࡿࡓࡵタᐃࡋࡓࠋ





ᅗ⾲Ϫ ྛᨻඪࡢඪဨᩘ㸦ᗢẸ㝔ᅗ᭩ᐊࡼࡿ  ᖺ㸶᭶ࡢሗ࿌㸧


㸦ฟ㸸ᗢẸ㝔㆟ᅗ᭩ᐊ
KWWSVUHVHDUFKEULHILQJVSDUOLDPHQWXN5HVHDUFK%ULHILQJ6XPPDU\61ࠊປാඪཬࡧಖᏲඪ
ࡢඪဨᩘࡣ  ᖺ㸲᭶ẁ㝵ࡢ᥎ィ㸧

 党の現状
ປാඪࡣࢠࣜࢫ࠾ࡅࡿዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢ㔞ⓗᣑࠊࡁ࡞㈉⊩ࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋྠ
ࠊྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡣࡲࡔࡲࡔከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࠾ࡅࡿዪᛶ
㆟ဨ㸭ඪဨࡢྜ %$0(㸦%ODFN$VLDQDQG0LQRULW\(WKQLF ࡢ␎ࠊ㯮ேཬࡧࢪ⣔ࡢᑡ
ᩘ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋᒓࡍࡿேࡧࡢࡇ㸧ࡸ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡘேࡧࡢ௦⾲ࡢᣑ㛵ࡍࡿྲྀ
⤌ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅇࠊ㆟ဨࠊඪ⫋ဨࠊዪᛶඪဨࡢࡑࢀࡒࢀࡽᚓࡿࡇࡢ࡛ࡁࡓぢゎ
ࡣࠊ➽࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺せ⣙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ㡯┠ࡈࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝᑐ㇟
⪅ࡢⓎゝࢆࡼࡾヲࡋࡃ⤂ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

 候補者選定に関する取組
ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡼࡿೃ⿵⪅㑅ᐃࡼࡗ࡚ᐇ⦼ࢆసࡗ࡚ࡁࡓປാඪ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⏝
ᾘᴟⓗ࡞㑅ᣲ༊ປാඪࡶ࠸ࡲࡔᏑᅾࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢሙྜࡶไᗘࡑࡢࡶࡢᑐࡍࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≉ᐃࡢ㑅ᣲ༊ປാඪࡢ≧ἣࠕࡑࡄࢃ࡞࠸ࠖ࠸࠺ᑐࡢ᪉ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ
࠶ࡿ࠸ࡣࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢไᗘࡀẼධࡽ࡞࠸ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢࡇࡘ࠸࡚⾲❧ࡗ࡚ࡣ
ゝࢃ࡞࠸ࠋ㛵㐃ࡋ࡚ࠊ⯆῝࠸ࡇࠊ⏨ዪࡢᵓᡂẚࡀᆒ➼㏆࡙࠸࡚࠸ࡿປാඪ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢࡇࢆ⌮⏤ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢ⏝ࢆṆࡋࡼ࠺࠸࠺ᥦࡣ⌧ᅾࡲ࡛ࡢࡇࢁ
࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ ᖺ㸷᭶㛤ദࡉࢀࡓඪ࠾࠸࡚ࠊᅜᇳ⾜ጤဨࡣ




 ࠶ࡿḟᅇ⥲㑅ᣲྥࡅ࡚ࡢ㔜Ⅼ㑅ᣲ༊㸦WDUJHWVHDWV㸧ࡢ࠺ࡕ  ࢆዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡍࡿ
Ỵᐃࢆୗࡋ࡚࠸ࡿ㸦(GZDUGV%XVK㸧ࠋ
ປാඪ࠾࠸࡚ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡀᗈࡃᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕཎ๎ⓗ࡛࠶ࡾࠊ
ᐇⓗ࡛࠶ࡿࠖ㸦SULQFLSOHDQGSUDJPDWLF㸧࠸࠺ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕཎ๎ⓗࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊ
ᖹ➼ࢆ⌮ᛕࡋ࡚㔜ࢇࡌࡿ♫㸦Ẹ㸧⩏ᨻඪࡋ࡚ࠊ⏨ዪᆒ➼ࢆ㐩ᡂࡍࡿ࠸࠺ࡇ
ࡀ㔜せ࡞౯್࡛࠶ࡿ࠸࠺⌮ゎࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋྠࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ
༊ࡣዪᛶࡀೃ⿵࡞ࡿࡓࡵྡࡾฟࡿࡇࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊປാඪࡀⰋ㉁ࡢ
ೃ⿵⪅ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵᙺ❧ࡘࠊゝ࠸࠼ࢀࡤࠕᐇⓗ࡞ࠖไᗘ࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡀᗈ
ࡃඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇࡣࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࡛㑅ฟࡉࢀࡓೃ⿵⪅㸭
㆟ဨࡓࡕࡀࠊྛ㑅ᣲ༊࠾࠸࡚ᚓ⚊⋡ࢆቑຍࡉࡏࡓࡾࠊ㆟ဨࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࢆ⠏࠸࡚ࡁࡓࡾ
ࡋࡓࡇࡼࡗ࡚⮬ࡽド᫂ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢไᗘ࡛㑅ฟࡉࢀࡓᚋ
ࡣࠊࡢೃ⿵⪅ྠࡌࡼ࠺㑅ᣲ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ⮫ࡳࠊࠕබᘧࡢࠖ㑅ᣲࡢὙ♩ࢆཷࡅ࡚ࠊ
㆟ဨ࡞ࡗࡓᚋࡣࡢ㆟ဨྠᵝάືࡋࠊホ౯ࢆཷࡅࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊
࡛㑅ฟࡉࢀࡓ㆟ဨࢆࡢ㆟ဨ༊ูࡍࡿᚲせᛶࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓዪᛶᣦᐃ
㑅ᣲ༊ࡣࠊ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࡶࠊඪᇳ⾜㒊ࡽࡢᙉຊ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀ⾜ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃ
ᑟධࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡀไᗘࡋ࡚☜❧ࡋ࡚࠸ࡿປാඪෆ࡛ࡣࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࢆᣑࡍࡿࡓ
ࡵࡢྲྀ⤌ࡢ㔜Ⅼࡣࠊ⌧ᅾࠊೃ⿵⪅㑅ᐃࡢ๓ࡢẁ㝵⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋປാඪࡗ࡚ࠊࡇࢀ
ࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊዪᛶඪဨࡢ୰࡛ೃ⿵⪅ࡩࡉࢃࡋ࠸ேᮦࢆࡢࡼ࠺Ⓨ᥀ࡋࠊೃ⿵⪅㸭㆟ဨ
ࡋ࡚⫱࡚࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ၥ㢟ࠊゝ࠸࠼ࢀࡤ  ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ
ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ

 候補者／女性政治家のトレーニングへの取組
ປാඪࡀᚑ᮶ࠊዪᛶೃ⿵⪅ࡢⓎ᥀ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢࡓࡵ⏝ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊዪᛶඪဨ
ࡢ⫱ᡂ㸭カ⦎ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿປാඪዪᛶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦/DERXU:RPHQ V1HWZRUN㸧࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࡢປാඪዪᛶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᅵྎࡋ࡚ࠊ㸳ᖺィ⏬ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ᑟධ
ࡉࢀࡓࡢࡀࢪ࣮࣭ࣙࢥࢵࢡࢫ㈈ᅋ༠ຊࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࢪ࣮࣭ࣙࢥࢵࢡࢫ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩ
ࢵࣉ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-R&R[/HDGHUVKLS3URJUDPPH㸧࡛࠶ࡿࠋ⏕๓ࠊࢪ࣮࣭ࣙࢥࢵࢡࢫ⮬㌟ࡀ
ປാඪዪᛶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ά㌍ࡋࠊೃ⿵⪅㑅ฟࡉࢀࡓ⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊዪᛶඪဨࡀೃ⿵⪅
࡞ࡗࡓࡾࠊ㑅ᣲ༊ປാඪࡸປാඪᨭ㒊࡛ࡢάື࡛࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ
ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢࡸ⟶⌮ᴗົ࡞ࡢカ⦎ࢆཷࡅࡓࡾࡍࡿࡇࡸࠊࡼࡾ୍⯡ⓗ
ᙼዪࡓࡕࢆᨭࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟࡞ࡿࡢࡣࠊࠕ୰㛫ᒙࠖࣞ࣋ࣝࡢዪᛶඪ
ဨࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᡞูゼၥࡢཧຍࡸ㑅ᣲ༊ປാඪࠊປാඪᨭ㒊࡞࡛ࡢᙺ⫋ࢆົࡵࡿ࡞
ࠊඪάື㛵ࡋ୍࡚ᐃ⛬ᗘࡢ⤒㦂ࢆᣢࡘዪᛶඪဨࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋึᖺᗘࡣ⣙  ேࡢ
ᛂເࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦᛶ࡞ࢆ⪃៖ධࢀ࡚㑅ฟࡉࢀࡓࡢࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪦㑅ฟࡉࢀࡿ
ࠊ↓ᩱ࡛㸲ࡘࡢࢭࢵࢩࣙࣥศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸳᭶㛫ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡿࠋࡑࡢ࠺
ࡕࠊ㸯ᗘࡢࢭࢵࢩࣙࣥࡣྜᐟ᪉ᘧ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡼࡾཧຍ⪅ࡓࡕࡣၥ㢟ࢆඹ᭷ࡋࠊࡲࡓࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿᶵࢆᣢࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᐇ㝿ࠊཧຍ⪅ࡓࡕࡣࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ⤊ᚋ



ࡶࢥࣥࢱࢡࢺࢆྲྀࡾ⥆ࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㑅ᣲ༊ປാඪࡸᨭ㒊࡛ࡢάືࢆ┦ຓࡅྜ࠺ഴྥ
࠶ࡿࠋࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ⤊ᚋࠊඪᮏ㒊ࡣཧຍ⪅ࡓࡕࡀࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ࡢ࣋ࣥࢺ࡞ࢆ
⏬ࡋࠊᐇࡍࡿࡓࡵࡢᨭࢆࡍࡿࠋࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓ  ᖺ  ᭶ࡢⅬ࡛ࡣࠊ㸱
ᖺ┠ࡢཧຍ⪅ࡢ㑅⪃ࡀ  ே௨ୖࡢᛂເ⪅ࡢ୰ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡍࡿ㧗
࠸㛵ᚰࡀᣢ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡓࠋඪ⫋ဨࡢࣜࡼࢀࡤࠊྠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᥦ౪ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞࢞ࢲࣥࢫࡸࢫ࣭࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࡇࢀࡲ࡛࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡇ࡛࠶ࡾࠊ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡍࡿ㧗࠸㟂せࡀᣢ⥆ࡋ࡚࠸ࡿ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 女性党員
ୖグࡢඪ⫋ဨࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣࠊᅇࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓዪᛶඪဨࡢ⤒㦂୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢඪဨࡣ  ᖺࡢࣛࢡᡓதཧຍࡋࡓປാඪᨻᶒኻᮃࡋ୍࡚᪦ࠊ㞳ඪࡋࡓࡢࡔࡀࠊ
 ᖺࡢࢥ࣮ࣅࣥࡢඪ㤳ᑵ௵ࡢᚋࠊࡧປാඪධඪࡋࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࠊᙼዪ
ࡢᒓࡍࡿ㑅ᣲ༊ປാඪࡣዪᛶᖿ㸦:RPHQ¶V2IILFHU㸧ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛
ປാඪࡢඪ๎ࡸつᐃࠊỴᐃసᡂ㐣⛬ࢆࡢዪᛶඪဨࡓࡕ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽᏛ⩦ࡍࡿࡇࢆ㏻
ࡌ࡚ࠕዪᛶᖿࠖࡢᙺ⫋ࢆタ⨨ࡋࠊ⮬ࡽࡀ㸯ᖺ㛫ࠊົࡵࡓᚋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡼࡾⱝ࠸ዪᛶඪဨ
ࡀዪᛶᖿࡋ࡚άືࡍࡿࡇࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡣࠊ㑅ᣲ༊ປാඪࡼࡗ࡚
ࡣዪᛶඪဨࡓࡕࡀ༑άືࡍࡿࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢩ࣮ࣕࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡋࡓࡀࡗ
࡚ඪάື࡛࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡍࡿࡓࡵዪᛶඪဨࡓࡕࢫ࢟ࣝࡸ▱ぢࢆఏ㐩ࡋࡓࡾࠊ
ᙼዪࡓࡕࡀ࠾࠸ᨭࡋ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿᶵࢆタࡅࡿࡇ
ࡀࡲࡔࡲࡔᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㑅ᣲ༊ປാඪ࡛ࣞ࣋ࣝᙳ㡪ຊࢆᣢࡘዪᛶඪဨࡀ
ቑ࠼ࡿࡇࡣࠊᗢẸ㝔㑅ᣲೃ⿵⪅㑅ᐃ㐣⛬࠾࠸࡚ዪᛶೃ⿵⪅ᑐࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤྥࡅࡽࢀ
ࡿዪᛶࡢࢫࢸ࣭ࣞ࢜ࢱࣉ᰿ࡊࡋࡓ㉁ၥࡸホ౯ࢆ㝖ࡍࡿࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ዪᛶඪဨࡓࡕࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᶵࡢᥦ౪ࡣࠊ㏆ᖺࠊዪᛶ㆟ࡢᙺࢆࡼࡾᐇࡍࡿ
ࡓࡵࡢไᗘᨵ㠉ࢆ㏻ࡌ࡚ࡶヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡣඪ㛤ദ㝶ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓዪᛶ
㆟ࡣࠊ ᖺ㸰᭶ࡽඪඛ❧ࡗ࡚⊂❧ࡋࡓ࣋ࣥࢺࡋ࡚㛤ദࡉࢀࠊඪᑐࡋ
࡚ලయⓗ࡞ᨻ⟇ࢆᥦࡍࡿሙࡋ࡚⨨࡙ࡅ┤ࡉࢀࡓࠋዪᛶ㆟ࡣྛ㑅ᣲ༊ປാඪࡽ
ዪᛶᖿࢆ୰ᚰ௦⾲⪅ࡀὴ㐵ࡉࢀࠊዪᛶඪဨࡓࡕࡗ࡚ࡣࠊປാඪࡢᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬
ᐇ㉁ⓗ㛵ࢃࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᶵ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᶵࡀቑ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊⲡ
ࡢ᰿ࡢዪᛶඪဨࡓࡕࡀ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟ࡸᆅ᪉㆟ࡢ㆟ဨ࡞ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ
࠺࠸ࡗࡓάືࢆࠊࡢࡼ࠺࡞࡛ࣞ࣋ࣝ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࡢලయⓗ▱ࡾࠊࡲࡓࡑ࠺
ࡋࡓ⾜Ⅽࢆᐇᆅ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡃࡇᙺ❧ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 課題
௨ୖࡢࡼ࠺ࠊປാඪ࡛ࡣࠊᡤᒓࡢ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟㆟ဨࡢ⏨ዪẚ⋡ࡀᆒ➼㏆࡙
࠸࡚࠸ࡿ⌧ᅾ࡛ࡶዪᛶࡢᨻ௦⾲ࢆࡉࡽᣑࡍࡿ᪉⟇ࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪ
ᰝࡢᅇ⟅⪅ࡓࡕࡼࡗ࡚ᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚≉ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊḟࡢ㸲Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ➨୍
ࠊປാඪࡢᨻ௦⾲ࢆࡼࡾከᵝࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ③ឤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊඛゐࢀࡓ
%$0( ゝࢃࢀࡿே✀ⓗ࣐ࣀࣜࢸ㞟ᅋ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡘேࡧࡢ㞟ᅋࡽࡢᨻ௦⾲ࡀ



㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇࡀၥ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࠊ࠼ࡤࠊ ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ࡢࣟࣥ
ࢻࣥ࠶ࡿࣂࢱࢩ࣮㸦%DWWHUVHD㸧㑅ᣲ༊࠾ࡅࡿ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࢹ࣭ࢥࣝࢻࣦ㸦0DUVKD'H&RUGRYD㸧
㆟ဨࡢ㑅ฟࡣ≉㔜せどࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙼዪࡢࡼ࠺࡞ᨻ௦⾲ࢆቑࡸࡋࡓ࠸㸭ᨭࡋࡓ࠸
࠸࠺Ⓨゝࡀ࠶ࡗࡓࠋ➨ࠊ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟㆟ဨࡣ⏨ዪᆒ➼㏆࡙࠸࡚࠸ࡿࡀࠊᆅ
᪉㆟ဨ┠ࢆྥࡅࡿࠊᆅᇦࡼࡗ࡚ࡣࡲࡔࡲࡔ⏨ዪ᱁ᕪࡀࡁࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᆅ᪉㆟ဨࡢ
ቑຍࢆ┠ᣦࡍࢽࢩࢳࣈࡢᑟධࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ➨୕ࠊඪࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢዪᛶࡢ
ࡉࡽ࡞ࡿ㐍ฟࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢࢥ࣮ࣅࣥ⋡࠸ࡿᙳࡢෆ㛶࠾࠸࡚ࡣࠊ⏨ዪẚ⋡ࡣ
ࡰᆒ➼≧ែ࠶ࡿࡀࠊ᪉࡛ࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊᬻᐃඪ㤳ࡢࢆ㝖࠸࡚ዪᛶࡢඪ㤳ࡀㄌ⏕ࡋ
࡚࠸࡞࠸ປാඪ࡛ࡣḟࡢඪ㤳ࡣዪᛶ࡛࠶ࡿࡁࡔ࠸࠺㆟ㄽࡀᙉࡃᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᙳࡢⶶ┦ዪᛶࢆ௵ࡍࡿࡁࡔ࠸࠺ኌࡶ㧗࠸ࠋ᭱ᚋࠊࢢࢵࢻ࣐ࣥ㆟ဨࡽࠊೃ⿵⪅
ࡸ㆟ဨࠊ≉ᐙ᪘㈐௵ࢆᣢࡘೃ⿵⪅ࡸ㆟ဨᑐࡍࡿ⤒῭ⓗ࡞ᨭࢆࡼࡾᐇࡍࡿࡇࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ពぢࡀฟࡓࠋࢢࢵࢻ࣐ࣥ㆟ဨࡢ㑅ᣲ༊ࡣࣥࢢࣛࣥࢻ㒊࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ
∦㐨㸱㸲㛫ࡣࡿ㑅ᣲ༊ࣟࣥࢻࣥࡢ㛫ࡢ㕲㐨࡛ࡢ⛣ືࢆᏊ⫱࡚୰ࡣᏊࡶࡓࡕ୍
⥴⾜࠸ࠊࡑࡢ㈝⏝ࡔࡅ࡛ࡶࡁ࡞㈇ᢸ࡛࠶ࡗࡓᅇࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓ฟࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࠊ
ࣁ࣮ࢻ࣐ࣥࡣ  ᖺヰ㢟࡞ࡗࡓࠗ࡞ࡐ㛫㐪ࡗࡓᨻᐙࡀ㑅ࡤࢀࡿࡢ࠘㸦:K\:H*HW
WKH:URQJ3ROLWLFLDQV㸧࠸࠺ⴭ᭩ࡢ୰࡛  ேࡢೃ⿵⪅ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ❧ೃ⿵ࡍࡿ
ࡓࡵೃ⿵⪅ࡓࡕࡀಶேⓗ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓ㔠㢠ࡣᖹᆒ  ࣏ࣥࢻ㸦⣙ 
㸧࡛࠶ࡗࡓሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦+DUGPDQ ࠋࣇࣅࣥ༠ࡢປാඪඪဨ  ே
ࢆᑐ㇟ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊ࢚࢘ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ㆟ࠊྛᆅᇦ㆟ࡢዪᛶೃ⿵
ࡢ 㸣ࡀ㑅ᣲ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡇ㸭ࡶࡢࡢࡍ࡚ࢆ⤒῭ⓗ
ࡲ࡞࠼ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦+DUGPDQ㸧ࠋ࡞࠾ࠊೃ⿵⪅ࡢ⤒῭
ⓗ㈇ᢸࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡇࢁೃ⿵⪅࡞ࡗࡓ⪅ࡢಶேⓗ࡞ၥ㢟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ ᖺ⥲
㑅ᣲᚋࠊಖᏲඪࡀඪඛ㥑ࡅ࡚ࠊⴠ㑅ೃ⿵ᑐࡋ࡚࣭࢟ࣕࣜࢻࣂࢫࠊ⤒῭ᨭࠊ⢭
⚄ⓗࢣࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆጞࡵࡓ㸦+DUGPDQ㸧ࠋ

 保守党
ಖᏲඪࡣࠊ⌧ᅾࠊᨻᶒඪ࡛࠶ࡾࠊࡋࡶዪᛶࡢඪ㤳㸭㤳┦⋡࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞
ࡀࡽࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑ࠸࠺Ⅼ࠾࠸࡚ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊປാඪࡁࡃᕪࢆࡘ



ࣇ࢛࣮ࢭࢵࢺ༠ࡀ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾲ࡋࡓࠗᛶᶒຊ ࠘
㸦6H[ 3RZHU㸧ሗ࿌᭩
ࡼࡿࠊ ᖺࡢᆅ᪉㑅ᣲ࡛㑅ฟࡉࢀࡓᆅ᪉㆟ဨࡢዪᛶྜࡣࠊせᨻඪ࠾࠸࡚ࡣປ
ാඪࡀ 㸣ࠊ⮬⏤Ẹඪࡀ 㸣ࠊಖᏲඪࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓ -HZHOODQG%D]HOH\
 ࠋ

ࢥ࣮ࣅࣥࡀඪ㤳㑅ฟࡉࢀࡓ┤ᚋ⤌⧊ࡉࢀࡓᙳࡢෆ㛶࡛ࡣࠊዪᛶࡢ㛶ࡢ᪉ࡀከࡗࡓ
ࡶࡢࡢࠊᙳࡢⶶ┦ࠊእ┦ࠊෆົ┦࠸࠺せ࣏ࢫࢺࡀဨ⏨ᛶ࡛࠶ࡗࡓࡇࡽࡁ࡞ᢈ
ุࢆཷࡅࡓࠋ ᖺ㸱᭶⌧ᅾࠊᙳࡢእ┦ෆົ┦ࡣዪᛶ࡛࠶ࡾ㸦࢚࣑࣮࣭ࣜࢯ࣮࣮ࣥ࣋ࣜ
㸦(PLO\7KRUQEHUU\㸧ࢲ࣭ࣥ࣎ࢵࢺ㸦'LDQH$EERWW㸧࡞࠾ࠊ࣎ࢵࢺࡣ  ᖺ
㯮ேዪᛶࡋ࡚ึࡵ࡚ᗢẸ㝔㆟ဨ㑅ฟࡉࢀࡓ㸧ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚⌧≧࡛ࡣᙳࡢⶶ┦ࡢࡳࡀ⏨
ᛶ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ

Ⅽ࣮᭰ࣞࢺࡣ㸯ⱥ࣏ࣥࢻ㸻⣙  㸦 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࡋࡓࠋ௨ୗ࡛᪥ᮏࡢ⟬
ࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡇࡢ࣮ࣞࢺࢆ⏝ࡋ࡚ィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡋࡶ  ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ࡣ๓ᅇ⥲㑅ᣲࡢ⤖ᯝẚ㍑ࡋ࡚㸯ྡ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ᙜ㑅ࡋࡓዪᛶ㆟ဨᩘࡢῶᑡࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ຍ࠼࡚ࠊಖᏲඪࡢ⌧ᅾࡢඪໃ
ࡣࠊປാඪࡢ≧ἣࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋඛ⤂ࡋࡓᗢẸ㝔ᅗ᭩ᐊࡢ
 ᖺ㸶᭶ࡢሗ࿌ࡼࢀࡤࠊಖᏲඪࡢඪဨᩘࡣࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢᆅᇦᨻඪ࡛࠶ࡿࢫࢥࢵࢺ
ࣛࣥࢻᅜẸඪࡼࡾᑡ࡞࠸ࠋࡋࡶࠊಖᏲඪࡢඪဨࡣປാඪẚ㍑ࡍࡿ㧗㱋࡛ࠊࡲࡓ⏨ᛶ
ࡢྜࡀ㧗࠸ഴྥ࠶ࡿ㸦%DOH3ROHWWLDQG:HEE㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢ
ᣑࢆ┠ᣦࡍୖ࡛ࠊಖᏲඪࡣೃ⿵⪅ࢆ᥈ࡍ㝿⏝࡛ࡁࡿࠕேᮦࠖࡢࣉ࣮ࣝࡀࡎࡗ㝈ᐃ
ⓗ࡛࠶ࡿ࠸࠺ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ୖグࡢၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᅇࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ࡣࠊ㆟ဨࠊೃ⿵⪅ࠊඪ⫋ဨ࠸࠺␗
࡞ࡿ❧ሙ࠶ࡿୗグࡢಖᏲඪ㛵ಀ⪅ࡽ࠾ヰࢆ࠺ࡀ࠺ࡇ࡛ࠊಖᏲඪࡢዪᛶࡢᨻ௦⾲
ࡢᣑ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ⌧≧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ

z ㈗᪘㝔㆟ဨཬࡧ :RPHQ:LQ タ⪅㸸࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥ
z ᗢẸ㝔㆟ဨཬࡧ :RPHQ:LQ 㛵ಀ⪅㸸࣭࢞࢜ࢵࣃ࣮࣐ࣥ
z ᗢẸ㝔㆟ဨ㸸ࣦࢵ࣮࣭࢟ࣇ࢛࣮ࢻ
z :RPHQ:LQ ࢹࣞࢡࢱ࣮ཬࡧಖᏲඪೃ⿵㸸ࣦ࣮ࢪࢽ࣭ࢡࣟࢫࣅ࣮
z ඪ⫋ဨ㸦ಖᏲඪዪᛶᶵᵓࠕዪᛶࡢཧ⏬ࠖ௵㸦+HDGRI:RPHQ¶V(QJDJHPHQW
&RQVHUYDWLYH:RPHQ¶V2UJDQLVDWLRQ㸧㸧㸸ࢺࢽ࣭࣌ࢵࢡ

ಖᏲඪ㛵ಀ⪅ᑐࡍࡿࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣ௨ୗࡢⅬ㔜Ⅼࢆ࠾࠸ࡓࠋ
z ⌧≧ࡢホ౯ᚋࡢㄢ㢟
z ዪᛶೃ⿵⪅ࡢࣜࢡ࣮ࣝࢺࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
z :RPHQ:LQ ࡢᙺࠊホ౯ᚋ
z ࢡ࣮࢜ࢱไࡘ࠸࡚ࡢホ౯ᑟධࡢྍ⬟ᛶ

 党の現状
ዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑ㛵ࡋ࡚ಖᏲඪࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀ༑ศ࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡣࠊ
ᅇࠊ࠾ヰࢆ࠺ࡀࡗࡓಖᏲඪ㛵ಀ⪅ࡢ୍⮴ࡋࡓぢゎ࡛࠶ࡗࡓࠋಖᏲඪࢆࠕࡇࡢᅜࡢࡼ࠺
ぢ࠼ࡿࠖࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡔࡽࡇࡑዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢቑຍࢆ࡞⫋ົ
ࡍࡿ࣌ࢵࢡࡢಖᏲඪෆ࡛ࡢ࣏ࢫࢺ㸦ಖᏲඪዪᛶᶵᵓࠕዪᛶࡢཧ⏬ࠖ௵㸧ࡀ  ᖺ⥲㑅
ᣲᚋᑟධࡉࢀࡓࠋ࣌ࢵࢡࡼࢀࡤࠊ㢮ఝࡢᙺ⫋ࡣ  ᖺ๓ࡲ࡛ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡶ
ࡢࡢࠊࡑࡢᚋࠊᗫṆࡉࢀࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ ᖺ⥲㑅ᣲ࠾࠸࡚ዪᛶ᭷ᶒ⪅ࡽࡢಖᏲ
ඪࡢ⚊ࡀఙࡧᝎࢇࡔࡇࡽάࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡋࡓⅬ࡛ࠊ࣌
ࢵࢡࡣ⌧ᅾࡢ⫋ົࡘ࠸࡚ í ᭶࡛࠶ࡾࠊዪᛶࢆᑐ㇟ࡋࡓ࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືዪᛶࡓ
ࡕࡀᨻཧຍࡋࡓࡾࡸೃ⿵⪅࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡇࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉࡘ࠸࡚ࡢෆ㒊ㄪᰝࢆ㛤
ጞࡋࡓࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋ





 候補者選定に関する取組
࣌ࢵࢡࡼࡿࠊ⌧ᅾࠊಖᏲඪࡢೃ⿵⪅ࡢ⣙ 㸣ࡀዪᛶ࡛࠶ࡿࠋೃ⿵⪅㑅ᐃ࠾࠸࡚ࠊ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢᑐ㇟⪅ࡓࡕࡼࡗ࡚᭱ࡶᙉㄪࡉࢀࡓせ⣲ࡀࠕ㈨㉁⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ࢜ࢵ
ࣃ࣮࣐ࣥࡼࢀࡤࠊࠕಖᏲඪࡣ㈨㉁⬟ຊ࠾࠸࡚㑅ฟࡉࢀࠊ㐍Ṍࡍࡿࡇࢆಙࡌࡿࠖࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊປാඪࡢࡽዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࡞ࡢ✚ᴟⓗṇᥐ⨨ࠊ≉ඪෆࢡ࣮࢜ࢱไ
ࡀዪᛶ㆟ဨࡢቑຍ࠸࠺┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓไᗘᨵ㠉ࡢྍ⬟ᛶࡣ⥲ࡌ࡚ྰᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊປാඪࡢࢆほᐹࡋࡓ⤖ᯝࡋ
࡚ࠊࢡ࣮࢜ࢱไࡢᑟධࡣேⅭⓗ㔞ⓗ࡞ኚࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࡀඪෆ࠾
ࡅࡿዪᛶ㆟ဨࡢᑐᛂࡸዪᛶࡓࡕࡢ⮬ᕫㄆ㆑ࠊᨻࡢែᗘ࡞ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ኚࢆᑟࡃࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺Ⅼ࠾࠸࡚ᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᑐࡋ࡚ࠊಖᏲඪෆ࡛ຊࡀධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࢽࢩࢳࣈࡣࠊඪဨࡓࡕࢆㄝᚓࡍࡿࡇዪ
ᛶࡓࡕೃ⿵࡞ࡿࡇࢆᙉࡃಁࡍࡇ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ :RPHQ:LQ ࡢᙺࡀᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡽ┤᥋⪺࠸ࡓࡇࢁ࡛ࡣࠊࠕᙉࡃಁࡍࠖࡇࡣᙼዪࡓࡕ
ࡢಶேⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊゝ࠸࠼ࢀࡤ⌧Ⅼ࡛ࡣࠕሙᙜࡓࡾⓗࠖ
㸦UDQGRP㸧࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ึᙜ㑅ࡋࡓࢪ࣭࣮ࣜࣥ࢟࢞ࣥ
㸦*LOOLDQ.HHJDQ㸧ᗢẸ㝔㆟ဨࡣࠊࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡓࡲࡓࡲሙ࡛࠸ࠊࡑࡢ㝿ೃ⿵࡞ࡿ
ࡇࢆ່ㄏࡉࢀࡓࡢࡔ࠸࠺ࠋ⮬ࡽࡶ :RPHQ:LQ ࢆ㏻ࡌ࡚ೃ⿵⪅࡞ࡗࡓࢡࣟࢫࣅ࣮
ࡣࠊࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡢࠕሙᙜࡓࡾⓗ࡛ࠖ࠶ࡿ࠸࠺ホ౯ྠពࡋ࡚ࠊࣛࢪ࢜࡞࡛ᗈࡃッ࠼ࡿ
ࡇࡼࡾࠊࡼࡾつᶍࡘయ⣔ⓗࣜࢡ࣮ࣝࢺࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㏙ࡓࠋ
ࡼࡾᮏ㉁ⓗ࡞ၥ㢟ࡋ࡚ᣦࡉࢀࡓࡢࡀࠊ㑅ᣲ༊࠾ࡅࡿೃ⿵⪅㑅ᐃࢆ⾜࠺ᑂᰝࣃࢿࣝ
㸦SDQHO㸧ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᑂᰝࣃࢿࣝࡣࠊ㑅ᣲ༊ࡢಖᏲඪᨭ㒊ࡢඪဨࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊ᭱
పዪᛶࡀ㸯ྡධࡿࡼ࠺᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᙉไࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊ⌧ᅾ
ࡢಖᏲඪࡢඪဨࡢᵓᡂࡀ㧗㱋ཬࡧ⏨ᛶ೫ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᑂᰝࣃࢿࣝࡢุ᩿ᇶ‽୍
ᐃࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡸᖺ㱋ࠊࣛࣇࢫࢱࣝ㛵ࡍࡿࣂࣖࢫࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ഴྥࡣྰᐃ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ⏨ᛶ࡛࠶ࡿ࢜ࢵࣃ࣮࣐ࣥࡣࠊ⮬ࡽࡀᑂᰝࢆཷࡅࡓࠊᙜࡣࡲࡔ⤖፧ࡶࡋ࡚࠸
࡞ࡗࡓࡢࠊࠕᐙ᪘ࡶ㑅ᣲ༊࡛⏕άࡍࡿࡢ㸦ᙉㄪࡣ➹⪅㸧ࠖ⪺ࢀࡓࡇࢆ
ᅇࡋࠊᑂᰝࣃࢿࣝࢆᵓᡂࡍࡿேࡧࡀᣢࡘ㆟ဨࡢ࣓࣮ࢪࡣከࡃࡢሙྜࠊ᰾ᐙ᪘ࡢ∗
ぶࠊ࢜ࢵࣃ࣮࣐ࣥࡢ⾲⌧࡛ࡣࠕ⌮ࡢ⩏⌮ࡢᜥᏊࠖ㔜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡔࡽࡇࡑዪᛶࡸᛶ
ⓗ࣐ࣀࣜࢸࡢேࡧࡀೃ⿵ࡋ࡚㑅ฟࡉࢀࡿࡇⱞປࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇࢆᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢࣁ࣮ࢻ࣐ࣥࡢⴭ᭩ࡼࡿࠊྠ✀ࡢၥ㢟ࡣປാඪࡢೃ⿵⪅㑅⪃㐣⛬࠾
࠸ࡶほᐹࡉࢀࡿࡀ㸦+DUGPDQ㸧ࠊไᗘࡋ࡚ࡢዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡣࡑ࠺ࡋࡓ㑅
ᣲ༊࡛ࣞ࣋ࣝࡢၥ㢟ࢆ㝖ཤࡍࡿᶵ⬟ࡀᮇᚅࡉࢀࡓࡽࡇࡑᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 候補者／女性政治家のトレーニングへの取組
ಖᏲඪࡢೃ⿵⪅㸭ዪᛶᨻᐙࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣ⌧ᅾࠊඪෆዪᛶ⤌⧊࡛࠶ࡿಖᏲඪዪ
ᛶᶵᵓࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋೃ⿵⪅ࡋ࡚㑅ฟࡉࢀࡿࡇࢆᕼᮃࡍࡿዪᛶඪဨᑐࡋࠊ
㸰᭶㛫ࡢࢥ࣮ࢫࢆ⤌⧊ࡋࠊ୍ᅇࡢࢥ࣮ࢫ  ྡࡀཧຍࡍࡿࠋࢥ࣮ࢫࡢෆᐜࡣࠊᒚṔ᭩
ࡢ᭩ࡁ᪉ࡽࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢࡸ࣓ࢹࡢᑐᛂ࡞ࡢカ⦎ከᒱΏࡗ࡚



࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓࢥ࣮ࢫࢆᩘᗘཷㅮࡋࠊࡑࡢᚋࠊೃ⿵⪅࡞ࡿࡓࡵ㆟ホ౯⌮࡛ࡢᑂ
ᰝࢆཷࡅࡿࡃᛂເࢆࡍࡿࠋᑂᰝᩱࡣ  ࣏ࣥࢻ ⣙   ࡿࠋࢡࣟࢫࣅ࣮ࡼࡿ
ࠊಖᏲඪዪᛶᶵᵓࡢカ⦎ࢆཷࡅࡓ⪅ࡢ㛫࡛ࡢೃ⿵ࡋ࡚ࡢ㑅ฟ⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ
ࡣࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣭ࢥ࣮ࢫࡢⓏ㘓ẁ㝵࠾࠸࡚㑅ูࢆࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀຍ࠼࡚ࠊ:RPHQ:LQ ࡀྜᐟ᪉ᘧࡼࡿᶍᨃ㑅⪃ࣃࢿࣝࡢᐇࡸࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢫ
ࣆ࣮࢟ࣥࢢ㆟ဨ❧ἲࡢカ⦎࡞ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᶵࡣࠊࡋࡤࡋࡤ㆟ဨࡸ
ᑓ㛛ᐙ࡞ࡀ࣎ࣛࣥࢸࡋ࡚ཧຍࡋ࡚カ⦎ࢆཷࡅᣢࡘࠋ⌧⫋㆟ဨࡣೃ⿵⪅ᑐࡋ࡚
ࠕ࣓ࣥࢱ࣮ࠖ࡞ࡾࠊࢻࣂࢫࢆ⾜࠺ࠋ࣓ࣥࢱ࣮࡞ࡿࡢࡣ࢜ࢵࣃ࣮࣐ࣥࡢࡼ࠺ࠊᚲ
ࡎࡋࡶዪᛶ㆟ဨ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊカ⦎ࡢሙ࡛ࡣࠊ≉ࠊ⮬ศ⮬㌟ࢆ㑅⪃ࣃࢿࣝᑐࡋ
࡚ࡢࡼ࠺ࡾ㎸ࡴ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ຓゝࢆཷࡅࡿࠋ⯆῝࠸ࡇࠊ:RPHQ:LQ
ࡢ㐠Ⴀ⪅࡛࠶ࡿ࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥ࢜ࢵࣃ࣮࣐ࣥࡣࡩࡓࡾࡶࠊೃ⿵⪅ࡋ࡚㑅ฟࡉࢀࡿ
ࡓࡵᚲせ࡞㈨㉁ࡋ࡚ࠊ⤒Ṕࡸᢏ⬟ࡢ㧗ࡉ௨ୖࠕࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸࠖ㸭ࠕ࢟ࣕࣛࢡࢱ
࣮ࠖࢆᙉㄪࡋࡓࠋ≉ࠊ࢜ࢵࣃ࣮࣐ࣥࡼࡿࠊᨻ⟇ၥ㢟ࢆಶேⓗ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜ㛵㐃ࡉ
ࡏ࡚㆟ㄽࡍࡿ⬟ຊࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠋೃ⿵㑅ฟࡉࢀࡿඪᮏ㒊ࡀ⟶⌮ࡍࡿೃ⿵⪅ࣜࢫ
ࢺⓏ㘓ࡉࢀࡿࠋ
ᅇࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊಖᏲඪࡢዪᛶ㆟ဨࡢカ⦎㛵ࡋ࡚᭱ࡶ⯆῝࠸ሗ
࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ࢜ࢵࣃ࣮࣐ࣥࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗྠᖍࡋࡓ㝔ෆᖿ㛗ᐊ㸦&KLHI:KLS
2IILFH㸧ࡢົᒁࢆᢸᙜࡍࡿබົဨࠊࢣࢺ࣭࢘ࣝࢯࣥ㸦.DWH:LOVRQ㸧ࡀㄝ᫂ࡋࡓ㝔ෆ
ᖿ㛗ᐊࡢᙺ࡛࠶ࡗࡓࠋ㝔ෆᖿ㛗ᐊࡣᗢẸ㝔ࡢ㐠Ⴀࡀࢫ࣒࣮ࢬ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵᨻᗓ
ഃࡽ࠾⮃❧࡚ࡸㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢලయⓗ࡞ᴗົࡣ⤌㛶࠾࠸࡚㤳┦ࢆ⿵బࡋࡓࡾࠊ㆟
ෆࡢጤဨࡢᵓᡂࢆᐃࡵࡓࡾࡍࡿࡇࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢົᒁࢆཷࡅᣢࡘ࢘ࣝࢯ
ࣥࡣࠕ㛶ࡓࡕᑐࡋ࡚࠺ࡋ࡚ࡑࡢጤဨዪᛶࢆ㑅ࡤ࡞࠸ࡢࠖࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡇ
ࢆམࢃ࡞࠸࠸࠺ࠋ㝔ෆᖿ㛗ᐊࡶዪᛶ㆟ဨࡀ✚ᴟⓗ㓄⨨ࡉࢀࠊࡑࡢᚋࠊ㛶࡞
ࡗ࡚࠸ࡃࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋ࢘ࣝࢯࣥࡼࡿࠊ㝔ෆᖿ㛗ᐊࡣࠕ㛶ࡢカ⦎ࡢሙᡤ࡛ࠖ࠶
ࡾࠊ㝔ෆᖿ㛗ᐊࡽ⫱ࡗ࡚⾜ࡗࡓ㆟ဨࡓࡕᑐࡋ࡚ẕぶࡢࡼ࠺࡞ᛮ࠸ࡉ࠼ឤࡌ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࠋ㝔ෆᖿ㛗ᐊࡘ࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ㡯࡛ࡧྲྀࡾୖࡆࡿࠋ

ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ
:RPHQ:LQ ࢹࣞࢡࢱ࣮ཬࡧಖᏲඪೃ⿵ ࣦ࣮ࢪࢽ࣭ࢡࣟࢫࣅ࣮

ࢡࣟࢫࣅ࣮ࡣ࢚ࢵࢭࢡࢫᕞࡢ⏕ࡲࢀ࡛ࠊⅣ㖔ኵࢆ♽∗ᣢࡕࠊᐙ᪘࡛ึࡵ࡚Ꮫࢆ༞
ᴗࡋࡓ࠸࠺ಖᏲඪࡢೃ⿵ࡋ࡚ࡣࠕៅࡲࡋ࠸ࠖ KXPEOHࠊゝ࠸࠼ࢀࡤࠊᚑ᮶ⓗࡣ
ປാඪᨭᣢࡢഴྥࡀ࠶ࡿ ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࢆᣢࡘࠋᏛ༞ᴗᚋࠊᡭᴗ㸭㖟⾜ົ
ࡵࡓᚋࠊᐙ᪘ࡢࡇࢆ⪃࠼ࠊࣟࣥࢻࣥࡢ⮬Ꮿ㏆ࡃ࡛ᩘᏛࡢᩍᖌ࡞ࡗࡓࠋ
㆟ဨࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ㸯ᖺ๓ࡢ  ᖺ㸰᭶ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋಖᏲඪࡀ
ദࡍࡿࠕᴗᐙࠖ㛵ࡍࡿദࡋᩍ࠼Ꮚࡓࡕཧຍࡋࡓ㝿࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡀⓏሙ
ࡋࠊࠕᨻᐙ࡞ࡿࡇ⯆ࡢ࠶ࡿேࡣ࠸࡞࠸ࠖ⪺ࢀࠊᡭࢆୖࡆࡓࠋࡑࡢᩘ㐌



㛫ᚋࠊ㟁ヰ࡛࢙࣮࢘ࣝࢬࡢ㑅ᣲ༊ࠊࣟࣥࢲ㸦5KRQGGD㸧࡛ೃ⿵ࡋ࡚ฟ㤿ࡍࡿࡇࢆ౫
㢗ࡉࢀࠊಖᏲඪೃ⿵ࡋ࡚❧ೃ⿵ࡍࡿࡇࢆỴពࡍࡿࠋಖᏲඪࡗ࡚ࡣ௦⾲ⓗ࡞ࠕ
ࡕ┠ࡢⷧ࠸࢙࣮ࠖ࢘ࣝࢬࡢ㑅ᣲ༊࡛ࠊࡋࡶⴠୗചೃ⿵࡛࠶ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ࢟ࣕࣥ࣌
࣮ࣥ㈨㔠ࡀஈࡋࡃࠊ࣮࣭࣐࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢿ࣮ࢪࣕࡀ  ṓ࠸࠺ᚰࡶ࡞࠸㑅ᣲయไ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡶࢃࡽࡎࠊ616 ࡞ࢆ㥑ࡋ࡚ၿᡓࡋࠊ ࣏ࣥࢻ㸦⣙  㸧ࡢ㑅ᣲ
㈨㔠࡛ಖᏲඪࡢᚓ⚊⋡ࢆ 㸣ቑຍࡍࡿ࠸࠺⤖ᯝࢆฟࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥ
ࡽ┤᥋ࠊ:RPHQ:LQ ࡢࢹࣞࢡࢱ࣮࡞ࡿࡼ࠺່ㄏࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾࡶೃ⿵⪅ࡋ࡚
Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ ᖺඪ࡛ࡣࠊࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡢᚋᢲࡋࡶ࠶ࡗ࡚ࠊࣈࣞࢡࢪࢵࢺ࣭࢟
࣮࡛ࣕࣥ࣌ࣥ୰ᚰⓗᙺࢆᯝࡓࡋࠊ⌧⎔ቃ┦࡛࠶ࡿ࣐ࢣ࣭ࣝࢦ࣮ࣦ㸦0LFKDHO*RYH㸧
ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻಖᏲඪࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿ࣮ࣝࢫ࣭ࢹ࣮ࣦࢵࢻࢯࣥ㸦5XWK'DYLGVRQ㸧
ᣳࡲࢀࡓὀ┠ᗘࡢ㧗࠸ࢫࣟࢵࢺ࡛ࢫࣆ࣮ࢳࡋࠊ▱ྡᗘࢆ㧗ࡵࡓࠋ

 女性党員
ඪ⫋ဨࡢ࣌ࢵࢡࡼࢀࡤࠊྛ✀࣋ࣥࢺࡸ㈨㔠㞟ࡵ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳάື
ດࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࠼ࡤࠊࠕᐙᗞ⳯ᅬࠖࢆ㐠Ⴀࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ㞟ᅋ࡞ὶࡍ
ࡿࡇࡶྵࡲࢀࡿࠋಖᏲඪዪᛶᶵᵓࡣ  ᖺ௨ୖࡢṔྐࢆࡿඪෆዪᛶ⤌⧊࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ཧຍࡢ⛬ᗘࡣᚲࡎࡋࡶ㧗ࡃ࡞ࡃࠊ㧗㱋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ṓ௨ୗࡢⱝᖺዪᛶඪဨࢆᑐ㇟ࡋ
࡚ࠊಖᏲඪዪᛶᶵᵓࡢചୗᅋయ࡛࠶ࡿಖᏲඪⱝᖺዪᛶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦&RQVHUYDWLYH<RXQJ
:RPHQ V1HWZRUN㸧ࡀᏑᅾࡋࠊ࣋ࣥࢺࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡞ࡢከᑡࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋⱝ
ᖺ⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿ⤌⧊ࡋ࡚ࡣࠊᏛࡢಖᏲඪࢡࣛࣈࡶᏑᅾࡍࡿࡀࠊ ᖺ⥲㑅ᣲ࡛ࡢ
ⱝᖺ᭷ᶒ⪅ࡽࡢᚓ⚊ࡀపㄪ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ㚷ࡳࠊ⌧ᅾࠊࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ࡢ⦅ࢆヨࡳ࡚࠸
ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ࣌ࢵࢡࡼࡿࠊಖᏲඪࡣࠕᏛ㏻ࡗ࡚࠸ࡿⱝᖺዪᛶࡣࠊಖᏲඪࡸᏛ⏕ࡢ
ᨻ㛵ࢃࡽ࡞࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠖ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 課題
:RPHQ:LQ ࡢάື⏨ᛶ㆟ဨࡢ㈶ྠࢆࡢࡼ࠺ࡋ࡚ྲྀࡾࡘࡅࡓࡢ࠸࠺㉁ၥᑐ
ࡋ࡚ࠊ࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡣḟࡢࡼ࠺⟅࠼ࡓࠋࠕ㸦㆟ᇽ࡛㸧ᑐ㠃ᗙࡗ࡚࠸ࡿࠊዪᛶ㆟
ဨࡢẚ⋡ࡀ 㸣࡛࠶ࡿປാඪࡢ᪉ࢆぢࡿࠊ⮬ศࡓࡕࡣࡲࡔ 㸣࡛࠶ࡿࡇࡀ⮬ぬࡉ
ࢀࠖࠊࠕಖᏲඪࡣዪᛶࡢၥ㢟ࢆᑂ㆟ࡍࡿࡢศ࡞ዪᛶࡀ࠸࡞࠸ࠖࡇẼࡀࡃࠋゝ
࠸࠼ࢀࡤࠊປാඪࡢᨻඪ➇த࠾࠸࡚ࠊ࢟ࣕࢵࢳ࣭ࢵࣉࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑
࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓㄆ㆑ࡣࡢಖᏲඪ㛵ಀ⪅ࡶඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡓࠋࡋࡋ
࡞ࡀࡽࠊࡑࢀ࡛ࡣࡢࡼ࠺࢟ࣕࢵࢳ࣭ࢵࣉࢆࡍࡿࡢ࠸࠺ၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡣࠊඪෆ
࠾ࡅࡿዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࡢᙉ࠸ⓎࠊಖᏲඪࡢඪဨᩘࡢᑡ࡞ࡉ㧗㱋ࠊ㧗ᏛṔⱝᖺዪᛶ
ࡢ㛫࡛ࡢಖᏲඪᨭᣢࡢఙࡧᝎࡳ࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠾࠸࡚ࠊࡇࢀ࠸ࡗࡓ



࣓㤳┦ࡶ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻᏛࡢಖᏲඪࢡࣛࣈᒓࡋ࡚࠸ࡓࠋ
<RX*RY ࡼࡿ  ᖺ⥲㑅ᣲᚋࡢ  ேࢆᑐ㇟ࡋࡓㄪᰝࡼࡿࠊ㸫 ṓࡢ
㸣ࠊ㸫 ṓࡢ 㸣ࠊ㸫 ṓࡢ 㸣ࡀປാඪᢞ⚊ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐࡋ࡚ࠊಖᏲඪᢞ
⚊ࡋࡓࡢࡣࠊࡑࢀࡒࢀᖺ㱋ᒙᑐࡋ࡚ ࠊࠊ࡛࠶ࡗࡓ㸦&XUWLV㸧ࠋ




᪉㔪ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢⅬ㛵㐃ࡋ࡚ࠊኚ⯆῝࠸ࡢࡣࠊ
࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡀ๓㏙ࡢ࣮࢟࢞ࣥࡀ㆟ဨ࡞ࡗࡓࡢࡀ  ṓ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣࠊࡕࡻ࠺Ⰻ࠸
ᖺ㱋࡛࠶ࡗࡓⓎゝࡋࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍ᐃ⛬ᗘࡢே⏕⤒㦂ࢆᣢࡘ᪉ࡀࡼࡾⰋ࠸㆟ဨάື
ࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡢࡀ⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࡀࠊࡇࢀᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀປാඪ㆟ဨࡢࢢࢵࢻ
࣐ࣥࡀ⮬ศࡣ  ṓ࡛㆟ဨ࡞ࡗࡓࡢ࡛㐜ࡍࡂࡓⓎゝࡋࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ㆟ဨ㑅ฟࡉ
ࢀࡿᖺ㱋ࡣࡑࡢᚋࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࡀࡺ࠼ࠊಖᏲඪປാඪࡢዪᛶ㆟ဨࡢ
࢟ࣕࣜᙧᡂࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࠊ᭦⢭ᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊಖᏲඪࡢዪᛶ㆟ဨ㸭ೃ⿵⪅ࣜࢡ࣮ࣝࢺ࣓ࣥࢺࡣࠕሙᙜࡓࡾⓗ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ࡞ࡽ
ࡎࡋࡶඪဨࡋ࡚ࡢάືࡢṔྐࡣ㛵㐃ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇὀពࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࣭ࣥ
ࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡀᚋᢲࡋࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢟࢞ࣥࡸࢡࣟࢫࣅ࣮ࡣࠊࣅࢪࢿࢫࡢୡ⏺࡛࢟ࣕࣜࢆ✚ࢇ
ࡔዪᛶࡓࡕ࡛࠶ࡾࠊඪဨάື࡛ࡣ࡞ࡃࠊഅ↛ࡢฟ࠸ࡸ࣋ࣥࢺࢆࡁࡗࡅࡋ࡚ಖᏲඪ
ೃ⿵࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢡࣟࢫࣅ࣮ࡢࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊᙼዪࡀಖᏲඪࡢࠕ౯್ࠖࢆ㔜どࡋ࡚
࠸ࡿ࠸࠺Ⓨゝࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ࠶ࡗࡓࡀࠊᨻ⟇ࡢ㑅ዲࡘ࠸࡚ᑜࡡࡿᚲࡎࡋࡶࢽ࣮࣭ࣗࣞ
ࣂ࣮ࡢࢫࢱࣥࢫࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ㸰᭶ಖᏲඪࡢዪᛶ㆟ဨ㸱ྡࡀ㞳ඪࡋࡓ㝿ࠊࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࠊඪෆࡢྑὴ㞟ᅋ
࣮ࣚࣟࢵࣃ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸦(XURSHDQ5HVHDUFK*URXSࠊ(5* ࡢᙳ㡪ຊࡢᣑࡼࡗ࡚ಖᏲඪ
ࡀኚ㉁ࡋࡓឤࡌࠊዪᛶ㆟ဨࡋ࡚άືࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗࡓࡽࡔ࠸࠺ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊࢹ࢜ࣟࢠ࣮ⓗഴྥࡢၥ㢟ࡣࠊೃ⿵⪅ࡢ₯ᅾⓗ࡞ࣉ࣮ࣝ
ࡋ࡚ࡢඪဨᒙࡢᏑᅾࡢཌࡳࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖᏲ⩏ⓗᛮࡸᚿྥᛶዪᛶ㆟ဨࡓࡕࡢᛮ⪃
ࡸάືࡀࡢࡼ࠺⤖ࡧࡘࡃࡢ࠸࠺ၥ㢟ࢆៅ㔜⪃ᐹࡍࡿࡇࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ほᐹࡉࢀࡿࠋ
㛵㐃ࡋ࡚ࠊ᭱ᚋࠊᅇ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡋࡓಖᏲඪ㛵ಀ⪅ࡣࠊ୍ᵝࠊಖᏲඪෆ࡛ዪᛶ
㆟ဨࡀቑຍࡋࡓ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊඪ㤳ཬࡧᣦᑟⓗ࡞ዪᛶᨻᐙࡀⓎࡋࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ
ᙺࡀࡁࡗࡓࡇࢆᙉㄪࡋࡓࠋࣈࣞࢡࢪࢵࢺࡢᨻ㐣⛬ࡀ㐍ࡴ୰ࠊࣈࣞࢡࢪࢵࢺᙉ◳
ὴࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢᙳ㡪ຊࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ㚷ࡳࡿࠊᚋࡢಖᏲඪࡢື
ྥࡘ࠸࡚ࡣὀព῝ࡃぢᏲࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ

 政府機関
 政府平等省女性政治代表チームの役割
ᨻᗓᶵ㛵ࡋ࡚ዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡢࡣࠊᨻᗓᖹ➼┬タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿዪ
ᛶᨻ௦⾲ࢳ࣮࣒㸦:RPHQ¶V3ROLWLFDO5HSUHVHQWDWLRQ7HDP*RYHUQPHQW(TXDOLWLHV2IILFH㸧࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࢳ࣮࣒ࢆ⋡࠸ࡿබົဨࡢ࣭࣊ࣞࣥࣥࢲ࣮ࢯࣥ㸦+HOHQ$QGHUVRQ㸧ࡼࡿࠊ
⌧ᅾࠊᨻᗓᖹ➼┬ࡣ  ྡࡢ⫋ဨࡀᒓࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢከࡃࡀዪᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺
ࡕዪᛶᨻ௦⾲ࢳ࣮࣒ົࡍࡿࡢࡣ⏨ᛶ⫋ဨ㸰ྡࢆྵࡴ㸴ྡ࡛࠶ࡿࠋᨻᗓᖹ➼┬࡛ࡣࠊ


ಖᏲඪࡼࡗ࡚බ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿಖᏲඪೃ⿵⪅࡞ࡿࡓࡵࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡࡼࡿࠊೃ⿵⪅
ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ᭱⤊㑅⪃㐣⛬࡛࠶ࡿ㆟ホ౯⌮ࡢᑂᰝࢆཷࡅࡿࡓࡵࡣࠊᑂ
ᰝࡢⅬࡲ࡛᭱ప㸱᭶ࡣಖᏲඪࡢඪဨ࡛࠶ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿ㸦&RQVHUYDWLYHVQG
㸱㸧ࠋࡇࡢⅬࡣࠊೃ⿵⪅㑅⪃࠾࠸࡚ࠊඪάືࡢ㈉⊩ᗘࡀ㔜せ࡞↔Ⅼ࡞ࡿປാඪ᫂
☜࡞㐪࠸ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



⫋ົࡋ࡚ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ /*%7 ࡢࡩࡓࡘࡢᖹ➼㛵ࡍࡿ㡿ᇦࢆྲྀࡾᢅ࠺ࠋዪᛶᨻ௦⾲
ࢳ࣮࣒࡛ࡣዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑᨻ௦⾲ࡢ⏨ዪᖹ➼ࡢ㐩ᡂࡀせ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࣥࢲ࣮ࢯࣥࡣ㞀ࡀ࠸ࡢၥ㢟ࡶྲྀࡾᢅ࠺ࠋ

 職務
 ᖺዪᛶᨻ௦⾲ࢳ࣮࣒ࡀ⾜ࡗࡓᴗົࡣࠊ ࣏ࣥࢻ㸦⣙  ൨㸧ࡢண⟬
ࡀࡘ࠸ࡓዪᛶཧᨻᶒ  ࿘ᖺグᛕᴗㄪᰝ◊✲ࡢጤク࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᴗࢆ㐙⾜ࡍ
ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣඪὴࢆ㉸࠼࡚㆟ဨࡓࡕ༠ຊࡍࡿࡀࠊಶࠎࡢ㆟ဨ㠃ࡍࡿ㝿ࡣᚲࡎᢸ
ᙜ⮧ࡽࡢチྍࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࢭࢵࢺ༠ࡸ 3DUOLDPHQWࠊࢪ࣮࣭ࣙࢥࢵࢡࢫ
㈈ᅋ࡞ࡶ༠ຊ㛵ಀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᅋయࡢ࣋ࣥࢺࡸㄪᰝ◊✲࡞ࢆ㈈ᨻⓗᨭࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ᴗࡢ᪉ྥᛶࢆᐃࡵࡿ㝿ࡣࠊᢸᙜ⮧ࡢࢽࢩࢳࣈࡀ῝ࡃᙳ㡪ࡍࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ⪺
ࡁྲྀࡾㄪᰝၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡓᖹ➼ἲ  㡯㸦(TXDOLW\$FW6HFWLRQ㸧ࡢ㐺⏝ࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕೃ⿵⪅ࡢᖹ➼ከᵝᛶ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ㛤♧ࢆᨻඪࡇࡲ࡛ồࡵࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᢸᙜ⮧ࡢ᪉㔪ࡸែᗘࡼࡗ࡚ࡣ㛤♧ࢆᙉไࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾ࠺ࡿ࠸࠺ࡇ࡛
࠶ࡗࡓ㸦⌧Ⅼ࡛ࡣࠊᨻඪࡀ⮬ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺⌮⏤࡛㛤♧ࡣᙉไࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸㸧ࠋ
ᨻᗓᖹ➼┬ࡣ ,38 ࡸ 2(&' ࡞ࡢᅜ㝿ᶵ㛵༠ຊ㛵ಀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊಶ
ேⓗ࡞࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࢝ࢼࢲ࡞ࡢ⾜ᨻᶵ㛵⫋ဨࡢ࡞ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣥࢲ࣮ࢯࣥࡼࢀࡤࠊᨻⓗ୰❧࡛࠶ࡿࡁᨻᗓᶵ㛵ࡋ࡚ዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑ
ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢၥ㢟ࡣዪᛶࡢࡳࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐙ᪘ࡸࢣࡢၥ㢟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴୖ࡛ࡶ᭷┈࡛࠶ࡿ㆟ㄽࡍࡿࡇ࡛ṇᙜࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋࠕࡶࡋࡼࡾ
ከࡃࡢዪᛶࡀᨻ✵㛫㐍ฟࡍࢀࡤࠊࡼࡾከࡃࡢேࡧࡀᐙ᪘⏕άࢆᴦࡋࡴࡇࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏨ᛶࡢ>ᑵປࡍࡿ@㛫ࡶ๐ῶ࡛ࡁࡿࠋዪᛶࡀࡶࡗാࡃࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡚ࠊࡑࢀࡼࡾാࡃࡇࢆࢩ࢙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࠖࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣊ࣥࢲ࣮ࢯࣥ
ࡼࢀࡤࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑࡣࠕⓙࡗ࡚Ⰻ࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠖࠋ

 調査研究
ዪᛶࡢᨻ௦⾲ࢳ࣮࣒ࡢᴗࡗ࡚୰ᚰⓗ࡛࠶ࡿࡢࡣࠊࣇ࢛࣮ࢭࢵࢺ༠࡞ࡢእ㒊
ᅋయࡸᏛ㆑⤒㦂⪅ㄪᰝ◊✲ࢆጤクࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࢳ࣮࣒⮬యࡣㄪᰝ◊✲ࡢࣀ࢘ࣁ࢘
ࡀ࡞࠸ࡇࡽࠊᨭࡣ㈈ᨻⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊᢸᙜ⮧ࡸᨻᗓ
ᥦฟࡉࢀࠊࡑࢀࢆࡢࡼ࠺⏝ࡍࡿࡣᨻᐙࡢุ᩿௵ࡉࢀࡿࠋ

 制度的限界
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊ๓㡯࡛ᣦࡋࡓไᗘⓗ㝈⏺ࡀ⌧ᅾ࡛ࡶᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࠋ≉ࠊṔ௦⮧ࡀවᴗ࡛࠶ࡾࠊᨻᗓᖹ➼┬ࡢ⫋ົࡀᮏົࡢ⮧⫋ᑐࡋ࡚ḟⓗ
࡛࠶ࡿࡇࠊ࢜ࣇࢫࢆ≀⌮ⓗ」ᩘᅇࠊ⛣㌿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞ࡗࡓࡇࡢᙳ㡪ࡣ
ࡁࡗࡓࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ๓ࡢ㐌ࠊᢸᙜ⮧ࡢࢽࢩ



ࢳࣈ࡛ᨻᗓᖹ➼┬ࢆ≀⌮ⓗෆ㛶ᗓ㸦&DELQHW2IILFH㸧⛣㌿ࡍࡿィ⏬ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋࣥ
ࢲ࣮ࢯࣥࡣࠊᨻᗓࡢ୰ᯡᶵᵓ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇࢆ࣏ࢪࢸࣈ࡞ᒎ㛤࡛࠶ࡿᤊ࠼࡚࠸
ࡓࠋ

 院内幹事長室と議会改革
ዪᛶ㆟ဨࡀ㆟࡛άືࡍࡿ㝿ࠊ㆟ࡢつ๎ࡸ័⾜ࡀ㞀ᐖ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㆟ᨵ㠉ࡢᚲ
せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡣ๓㡯࡛ゐࢀࡓࠋࡇࡢၥ㢟㛵ࡋ࡚ࠊᨻᗓᶵ
㛵ࡋ୍࡚ᐃࡢᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊᗢẸ㝔࡛ࡢ❧ἲ㐣⛬ࡀࠕࡘࡘࡀ࡞ࡃ⾜ࢃࢀࡿࠖࡇ
㈐௵ࢆ㈇࠺㝔ෆᖿ㛗ᐊࡢබົဨ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊ㝔ෆᖿ㛗ᐊࡢᨻົ⛎᭩ᐁ࡛࠶ࡿࢣࢺ࣭࢘ࣝࢯࣥࡀᙉㄪࡋࡓࡇࢀࡲ࡛⾜ࢃ
ࢀࡓ࡞㆟ᨵ㠉ࡢ࣏ࣥࢺࡣḟࡢ㸵Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ㆟ࡢᑂ㆟㛫ࡢኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊ᭶᭙᪥ࡀ༗ᚋ  ࡲ࡛ࠊⅆ᭙᪥Ỉ᭙᪥ࡀ༗ᚋ㸵ࠊᮌ᭙᪥ࡀ༗ᚋ㸳ࠊ
㔠᭙᪥ࡣ༗ᚋ㸰  ศࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋ➨ࠊ㆟ෆࡢࣂ࣮ࡀಖ⫱ᡤ㌿ࡉࢀࡓࠋ➨୕
ࠊ㆟ෆ࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓゝⴥ㐵࠸ࡀぢ┤ࡉࢀࠊ࠼ࡤࠕ&KDLUPDQࠖࡀࠕ&KDLUࠖኚ᭦
ࡉࢀࡓࠋ➨ᅄࠊᐇୖࡢࠕ⫱ఇࠖࢆྲྀࡿ㆟ဨࡀᗈ⠊ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ➨ࠊ
ࠕᏊࡶࡢṚูࠖ࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀࣂࢵࢡ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢࡓࡵࡢᑂ㆟㛫࡞࡛㆟ㄽࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ➨භࠊࠕ࣌ࣜࣥࢢࠖ㸦SDLULQJ㸧ࡼࡿᢞ⚊ࢆࠕ㏨ࡍࠖ㸦VOLSSLQJ㸧ไᗘ
ࡀᗈ⠊⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡇࡢไᗘࡣࠊఱࡽࡢ㔜せ࡞⏝ົ㸭ࡺ࠼㆟࡛
ᢞ⚊ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸㆟ဨࡀࠊඪࡢ㆟ဨ࣌ࢆ⤌ࡳࠊᥞࡗ࡚ᢞ⚊ࢆࡋ࡞࠸࠸࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣌ࢆసࡿ⌮⏤ࡣእᅜࡢゼၥ࡞ከᒱࢃࡓࡿࡀࠊ⫱ఇ୰ࡢ㆟ဨࡶ⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋࠊ࣓㤳┦⮬ࡽࡢࢽࢩࢳࣈ࡛ࠊዪᛶၥ㢟≉ࡋࡓࠕዪᛶၥ㢟ウ
ㄽࠖ㸦:RPHQ¶V4XHVWLRQ㸧ࡀᑂ㆟ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝຍ࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᨵ㠉ࢆᑟධࡋࠊᐇ
ࡍࡿ㝿ࠊ㝔ෆᖿ㛗ᐊࡀලయⓗ࡞ᡭ㓄ࢆ⾜࠺࡞ࡋ࡚ࠊ㛶ࡸ㆟㐠Ⴀࢆཷࡅᣢࡘಖ
Ᏺඪᖿ㒊࡞ࢆ⿵బࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅇࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢᚋࠊ ᖺ㸯᭶  ᪥ࠊฟ⏘ཬࡧᗂඣࡸ᪂ࡋࡃ㣴ᏊࡋࡓᏊ
ࡶࡢ⫱ඣࢆ⌮⏤ࡋ࡚㆟ࢆḞᖍࡍࡿ㆟ဨᑐࡋ࡚௦⌮ᢞ⚊㸦SUR[\YRWLQJ㸧ࢆㄆࡵࡿᥐ⨨
ࡀ㸯ᖺ㛫ࢆ㝈ᗘࡋࡓヨ㦂ⓗ࡞ไᗘࡋ࡚ᗢẸ㝔ᑟධࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᒎ㛤ࡣࠊ⪺ࡁྲྀ
ࡾㄪᰝࡢ࢘ࣝࢯࣥࡢヰࡋࡪࡾࡽࡍࡿពእ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࣌ࣜࣥࢢ࡛ࠖࡣ࡞
ࡃ࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞௦⌮ᢞ⚊ࡢไᗘࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࡢࡼ
࠺⪃࠼ࡿࡢ࠸࠺㉁ၥᑐࡋࠊ࢘ࣝࢯࣥࡣࠊࢠࣜࢫࡢ⤫ᵓ㐀ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊࣈࣞࢡࢪࢵࢺᦂࢀࡿࢠࣜࢫᨻࡢ⌧≧ࡣ㠀ᖖὶືⓗ࡛࠶ࡾࠊ
௦⌮ᢞ⚊ࡢࡼ࠺࡞ไᗘࢆᑟධࡍࡿࡢࡣ㐺ࡋ࡚࠸࡞࠸⟅࠼ࡓࠋࡉࡽࠊ࢘ࣝࢯࣥࡣࠊ
ࠕࡢ㆟ဨ⚊ࢆ࠼ࡿࡇࡣࠊᖖࣜࢫࢡࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡶࡋࠊ⚊ࢆ࠼ࡓ㆟ဨࡀ㆟
ฟᖍࡋ࡞ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௦⌮ࢆ౫㢗ࡋࡓ㆟ဨࡀពᅗࡋࡓࡼ࠺ᢞ⚊ࡋ࡞ࡗࡓࡾࡋ


௦⌮ᢞ⚊ࡀᑟධࡉࢀࡿ௨๓ࡣࠊᏊࡶࡢฟ⏘࡞࡛㆟ࡢᑂ㆟ࢆḞᖍࡍࡿ㆟ဨࡣࠊᡤᒓᨻ
ඪࡢ㝔ෆᖿ㛗ࢆ㏻ࡌ࡚Ḟᖍࡍࡿࡓࡵࡢᡭ㓄ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࡢࠕ⫱
ఇࠖࡣࠊᨻඪ࡛ࣞ࣋ࣝࠊ㠀බᘧ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ័⾜࡛࠶ࡗࡓ㸦.HOO\㸧ࠋ

ࡇ࠺ࡋࡓᑂ㆟ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊṚஸࡋࡓᏊࡶࡢᇙⴿࡸⴿࡢ㈝⏝ᑐࡍࡿ⿵ຓไᗘࡢᑟධ
ࡀ  ᖺ㸰᭶Ỵᐃࡋࡓࠋ



ࡓࡽ࠺ࡍࡿࡢࠖၥࢆ࿊ࡋࠊࠕ㹙ࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺ㆟ဨࡋ࡚ྡ๓ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㹛ࣁ
࢚ࣜࢵࢺ࣭ࣁ࣮࣐ࣥࡉ࠼㹙ᑟධ㹛⇕ᚰ࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖⓎゝࡋࡓࠋᅇࡢ௦⌮ᢞ⚊ࡢᑟ
ධࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿᨻᏛ⪅ࢳࣕࣝࢬࡼࡿ㆟ไᗘᨵ㠉ࡢࣥࣉࢵࢺࡸ㉸ඪὴࡢዪᛶ㆟
ဨࡓࡕࡢດຊࡀ⤖ᐇࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊྠࠊᗢẸ㝔࡛ࡢࣈࣞࢡࢪࢵࢺ㛵㐃Ỵ㆟࡛ᐇ
㝿㉳ࡗࡓಖᏲඪ㛗㸦&KDLUPDQRIWKH&RQVHUYDWLYH3DUW\㸧ࠊࣈࣛࣥࢲ࣭ࣥࣝࢫ
㸦%UDQGDQ/HZLV㸧⫱ఇ୰࡛࠶ࡗࡓ⮬⏤Ẹඪ㆟ဨࠊࢪ࣮࣭ࣙࢫࣥࢯࣥ㸦-R6ZLQVRQ㸧
ࡢ㛫࡛⏕ࡌࡓࠕ࣌ࣜࣥࢢࠖ㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆ㉁ၥ⪅ഃࡀᣦࡋࡓୖ࡛Ⓨࡏࡽࢀࡓୖグࡢ
ົᒁഃࡢⓎゝࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ✺↛ࡢ᪉㔪ኚ᭦࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡶほᐹࡉࢀࠊᚋࡢᒎ㛤ࢆὀ
どࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ

 議会の機関
 議会における女性議員連盟
㆟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨ㐃┕ࡢ⌧ᅾࡢάືࡘ࠸࡚ࡣࠊಖᏲඪᡤᒓ࡛  ᖺึᙜ㑅ࡋ
ࡓࣦࢵ࣮࣭࢟ࣇ࢛࣮ࢻ㆟ဨࡽㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋࣇ࢛࣮ࢻࡣࠊᗢẸ㝔㆟ဨ࡞ࡿ๓ࡣ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃ㆟㆟ဨࢆົࡵ࡚࠾ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࢀ࡞ࡾᨻ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇࡽ㸯ᅇ⏕࡛࠶
ࡾ࡞ࡀࡽ㆟ဨ㐃┕ࡢᖿᙺࢆດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࣇ࢛࣮ࢻ㆟ဨࡼࡿࠊ⌧ᅾࡢ㆟ဨ㐃┕ࡢάືࡢ↔Ⅼࡣࠊḟࡢ୕Ⅼ࡛࠶ࡿࠊࡲࡎࠊዪᛶ
㆟ဨࢆᨭࡍࡿࡓࡵ㆟ࢆࡢࡼ࠺㐠Ⴀࡍࡿࡢ࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ≉ࠊ㆟࡛ࡢ
ᑂ㆟ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢண

ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇࡼࡾࠊᐙ᪘㈐௵ࢆᣢࡘ㆟ဨࡀάືࡋࡸࡍ࠸

ࡼ࠺ാࡁࡅࡿດຊࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㆟ဨᑐࡍࡿ࣭࢜ࣥࣛࣥࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ
ࡢᑐ⟇ࢆ㆟ࡢࡢᶵ㛵༠ຊࡋ࡞ࡀࡽ༠㆟ࡋࠊࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹࢆ㐠Ⴀࡍࡿᴗ
ᑐࡋ࡚࣭࣓࢜ࣥࣛࣥࢹࡢ⟶⌮㛵ࡋ୍࡚ᒙࡢ㈐௵ࢆᣢࡘࡼ࠺ồࡵ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ
ࠊ ᖺ⥲㑅ᣲ௨㝆ࡢ㆟࠾࠸࡚ࠊዪᛶࡢ㛵ᚰࡸᐖࡀࡢࡼ࠺ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓ
ࡢᩚ⌮ࡋࠊศᯒࡍࡿసᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㆟ဨ㐃┕ࡢάືࡣ㆟௨እࡢࢡࢱ࣮ࡽドゝࢆᚓࡿࡇእ㒊ᅋయ㸦)RUV\WK
2UJDQL]DWLRQ㸧ົᒁࢆጤクࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㝖࠸࡚ࡣࠊ㆟ෆࡢάື㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋዪ
ᛶཧᨻᶒ  ࿘ᖺグᛕᴗࡸ㸡$VN+HU7R6WDQG ࡞ࡢ࣋ࣥࢺࡣཧຍࡍࡿࡀࠊዪᛶ㆟ဨ
ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡘ࠸࡚ࡣᨻඪࡢ㈐௵࡛࠶ࡾࠊබⓗ㈨㔠ࡀᢞධࡉࢀࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺
ㄆ㆑ࡽ㛵ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

 女性と平等特別委員会の活動
ᨻᗓᖹ➼┬ㄝ᫂㈐௵ࢆồࡵࡿ㆟ෆᶵ㛵࡛࠶ࡿዪᛶᖹ➼≉ูጤဨࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢ
ጤဨࡢᑂ⌮⟶⌮࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㸦,QTXLU\0DQDJHU㸧ࢆົࡵࡿබົဨࡢࢡࢭ࣭ࣝ࢝࢘࣎
㸦$[HOOH.DXER㸧ࡽㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋ࢝࢘࣎ࡼࡿࠊ ᖺ  ᭶ᙜࠊዪᛶᖹ➼≉ู
ጤဨࡣጤဨ㛗ࢆྵࡵ࡚㸵ྡࡢ㆟ဨ㸦0DULD0LOOHU &KDLU $QJHOD&UDZOH\3KLOLS'DYLHV
5RVLH'XIILHOG(GGLH+XJKHV-HVV3KLOOLSV*DYLQ6KXNHUࠊඪὴࡢᵓᡂࡣಖᏲඪࡀ㸱ྡࠊປാ
ඪࡀ㸱ྡࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻᅜẸඪࡀ㸯ྡ㸧ࡀᡤᒓࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆ㸴ྡࡢබົဨ




㸦&RPPLWWHH&OHUN ࡀ㸰ྡ&RPPLWWHH6SHFLDOLVWV ࡀ㸰ྡ,QTXLU\0DQDJHU  6HQLRU&RPPLWWHH
$GPLQLVWUDWRU ࡀࡑࢀࡒࢀ㸯ྡࡎࡘ㸧ࡀົ᪉ࡋ࡚ᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋ
࡞άືࡋ࡚ࡣࠊ㐌୍ᗘࠊỈ᭙᪥ࡢඪ㤳ウㄽ㸦3ULPH0LQLVWHU4XHVWLRQVࠊ304 ࡢ๓
㸰㛫㞟ࡲࡗ࡚ドᣐᑂ㆟㸦(YLGHQFH6HVVLRQ㸧ࡤࢀࡿᑂ㆟ࢆ⾜࠺ࠋጤဨࡢฟᖍࡣ
ᙉไࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢝࢘࣎ࡼࡿࠊᑂ㆟㝿ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖ
ࡆࠊࡑࡢࡓࡵ࠺࠸ࡗࡓドேࢆࡧࠊලయⓗࡣࢇ࡞㉁ၥࢆࡍࡿࡢ࠸࠺ࡇࡘ
࠸࡚ࡣົ᪉ࡢ᪉࡛ධᛕ‽ഛࡋ࡚ࠊጤဨᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡋࠊࡑࡢୖ࡛Ỵᐃࡍࡿࠋᑂ㆟ࡢ
ࣉࣟࢭࢫࡋ࡚ࡣࠊ୍᪦ࢸ࣮࣐ᑂ㆟ࡢ┠ⓗཬࡧ⠊ᅖࡀࠕク᮲㡯ࠖ㸦7HUPVRI
5HIHUHQFH㸧ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿᑐࡋ࡚▱㆑ࡸ▱ぢࢆᣢࡘドேࡀࡤࢀࠊ㆟ဨࡓࡕ
ࡽⓎࡏࡽࢀࡿ㉁ၥᅇ⟅ࡍࡿࠋ㆟㘓ࡣ㆟ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊㄡ
࡛ࡶㄞࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋጤဨࡣᐤࡏࡽࢀࡓドᣐࢆྫྷࡋ࡚ࠊᨻᗓᑐࡋ࡚ࠕሗ࿌᭩ࠖ
㸦UHSRUW㸧࠸࠺ᙧ່࡛࿌ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ㆟ࡢᑂ㆟࠾࠸࡚ࠊጤဨ㛗ࡣࠊ≉ูጤဨពぢ
㸦&RPPLWWHH6WDWHPHQW㸧ࢆᥦ౪ࡋࠊ≉ᐃࡢၥ㢟ࡢᑂ㆟ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᨻᗓഃࡣ່
࿌ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ㄝ᫂㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ
ጤဨࡢỴᐃࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅࢥࣥࢭࣥࢧࢫࢆᇶᮏࡍࡿࡀࠊ㉸ඪὴࡢጤဨ࡛ࡣࢥࣥࢭࣥ
ࢧࢫࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢ㝿ࡣỴᐃࡣᢞ⚊࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ࢝࢘࣎ࡀዪᛶᖹ➼
≉ูጤဨࡢົ᪉ࢆົࡵ࡚࠸ࡓᮇ㛫࡛ࡣᢞ⚊࣮࣋ࢫࡢỴᐃࡣ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ
ᑂ㆟ᨻඪ㛫ࡢᨻࢲࢼ࣑ࢡࢫࡀᙳ㡪ࡍࡿࡇࡣྰᐃ࡛ࡁࡎࠊࡑ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅ㝖ࡍࡿࡇࡀົ᪉ࡢ㔜せ࡞⫋ົ࡛࠶ࡿ࢝࢘࣎ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ዪᛶᖹ➼≉ูጤဨࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠗ ᖺ⥲㑅ᣲᚋࡢᗢẸ㝔ࡢዪᛶ࠘
㸦:RPHQLQWKH+RXVHRI&RPPRQVDIWHUWKH(OHFWLRQ㸧࠸࠺ሗ࿌᭩ࢆබ㛤ࡋࡓࠋࡇࡢሗ
࿌᭩࡛ࡣࠊ ᖺ⥲㑅ᣲࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊࢠࣜࢫ࠾ࡅࡿዪᛶࡢ㐣ᑡ௦⾲ࢆゎᾘࡍࡿ
࠸࠺┠ⓗࡢࡓࡵ㆟ࡸᨻඪࡀไᗘᨵ㠉ࡸ⟇ࡢᑟධࢆ⾜࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊᨻᗓᑐࡋ࡚
ἲᨵṇ࡞ࡢࢡࢩࣙࣥࢆồࡵࡿ  ࡢ່࿌ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦:RPHQDQG(TXDOLWLHV
&RPPLWWHH㸧ࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ᨻᗓഃࡣࠊ ᖺ㸷᭶ᅇ⟅ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡢ
ᨻᗓᅇ⟅ࡢ㊃᪨ࢆ㠀ᖖ⡆␎せ⣙ࡍࡿࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢቑຍࢆ┠ᣦࡍ࠸࠺┠ⓗ
࠾࠸࡚ࡣྜពࡍࡿࡶࡢࡢࠊೃ⿵⪅ࡢ㑅ᐃࡣᨻඪࡀ୍ḟⓗ࡞㈐௵ࢆᣢࡘ࡛࠶ࡾࠊࠕᨻᗓ
ࡣ㆟࠾ࡅࡿ⏨ዪ㛫ࡢᆒ➼ᖹ➼ྥࡅ࡚ࡢ㐣ཤ  ᖺࡢࡁ࡞㐍Ṍࡀ⥅⥆ࡍࡿࡇࢆ
☜ドࡍࡿࡇ࠾࠸࡚ᨻඪࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ⏝ពࡀ࠶ࡿࠖ㸦+0*RYHUQPHQW㸧ࠋዪᛶ
ᖹ➼≉ูጤဨ࡛ࡣࠊࡑࡢᚋࡶྛᨻඪࡽඪ㤳ࡸᢸᙜ⪅ࢆࢇ࡛ࠊዪᛶೃ⿵⪅ࡢቑຍࡸᆅ
᪉ᨻࡢሙ࡛ࡢዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑྥࡅ࡚ࡢ᪉⟇㛵ࡍࡿドᣐᑂ㆟ࢆ⾜࠸ࠊྛᨻඪ
୍ᒙࡢດຊࢆồࡵ࡚࠸ࡿ㸦:RPHQDQG(TXDOLWLHV&RPPLWWHH㸧ࠋ

 市民／公益団体
ᅇࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡛ࡣ᪥⛬ࡢၥ㢟ࡽᕷẸ㸭බ┈ᅋయࡽࡣ┤᥋࠾ヰࢆ࠺ࡀ࠺ࡇ
ࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࣇ࢛࣮ࢭࢵࢺ༠ࠊࢪ࣮࣭ࣙࢥࢵࢡࢫ㈈ᅋࠊ
3DUOLDPHQW ࡢ༠ຊ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓ㆟ဨࠊᨻඪ㛵ಀ⪅ࠊ㆟ཬࡧᨻᗓ
㛵ಀ⪅ࡢဨࡽゝཬࡀ࠶ࡗࡓࠋࣇ࢛࣮ࢭࢵࢺ༠ࡀᐇࡋࠊබ㛤ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡀ㆟ဨࡸ



ᨻඪࡼࡗ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᨻᗓࡣጤク࠸࠺ᙧ࡛ㄪᰝࡢᐇ⌧㛵ࢃࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ┤๓ࡢ  ᖺ  ᭶  ᪥ୖグࡢᕷẸ㸭බ┈ᅋయࡢࡧ
ࡅ࡛㸡$VN+HU7R6WDQG'D\ ࠸࠺ദࡋࡀ⾜ࢃࢀࠊ㆟ဨࡸᨻඪࡽࡢᗈ⠊࡞ཧຍࡀ࠶ࡗࡓࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣋ࣥࢺࡢ᪥⛬ዪᛶᖹ➼≉ูጤဨࡸඪ㤳ウㄽࡢഐ⫈ࠊࡉࡽࡣᨻᗓᖹ
➼┬࡛ࡢ㆟ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ㆟ࡸᨻᗓࡢ㛵ಀ⪅ࡶ✚ᴟ
ⓗ༠ຊࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸡$VN+HU7R6WDQG'D\ ࡢࣥࣃࢡࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊປാඪࡢࢢࢵࢻ࣐ࣥࢆ㝖࠸࡚ᴫࡡዲព
ⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ࣋ࣥࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ≉ⱝᖺዪᛶࡢ㛫࡛ᨻࡢ⯆ࢆ
ႏ㉳ࡋࠊࡑࢀࡼࡾᨻ௦⾲࡞ࡿࡇࢆಁࡍࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ   
㸡$VN+HU7R6WDQG'D\ ࡢࡼ࠺࡞࣋ࣥࢺࡣࠊᨻඪࡗ࡚ࡣೃ⿵⪅ࢆࣜࢡ࣮ࣝࢺࡍࡿࡓࡵ
ࡢ㔜せ࡞ࢳࣕࣥࢿ࡛ࣝ࠶ࡿㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦௨ୗࡢ࣮ࣟࢪ࣮࣭ࢲࢵࣇ࣮ࣝࢻ㸦5RVLH
'XIILHOG㸧ປാඪ㆟ဨࡢࢆཧ↷㸧ࠋࡉࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓᕷẸ㸭බ┈ᅋయࡢㄪᰝ◊✲ࡸ࣋ࣥ
ࢺ࡞ࡢάືࡣࠊᨻඪࡸ㆟ဨࡀᨻᗓࡸ㆟㛵ಀ⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ◊✲⪅࡞ࡢᏛ㆑⤒㦂⪅
ὶࡋࠊሗࡸ▱ぢࢆࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢ⌮ゎࢆᵓ⠏ࡍࡿሙ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡓࠋ
ゝ࠸࠼ࢀࡤࠊᕷẸ㸭බ┈ᅋయࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࢆᣑࡍࡿ࠸࠺ᨻ┠
ⓗࡢࡓࡵࡢᨻ⟇ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏⥔ᣢࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ
࣮ࣟࢪ࣮࣭ࢲࢵࣇ࣮ࣝࢻ㆟ဨ㸦࢝ࣥࢱ࣮࣋ࣜ㑅ᣲ༊㸧

 ᖺึᙜ㑅ࡋࡓࢲࢵࣇ࣮ࣝࢻࡣࠊ࢝ࣥࢱ࣮࣋ࣜ㑅ᣲ༊ࡀ  ᖺタࡉࢀ࡚
௨᮶ࠊึࡵ࡚ປാඪᡤᒓ࡛㑅ฟࡉࢀࡓ㆟ဨ࡛࠶ࡿࠋࡼࡾṇ☜ゝ࠼ࡤࠊ࢝ࣥࢱ࣮࣋ࣜ㑅
ᣲ༊࡛ಖᏲඪ㆟ဨࡀ㑅ฟࡉࢀ࡞ࡗࡓࡢࡣࢲࢵࣇ࣮ࣝࢻࡢࢣ࣮ࢫࡀึࡵ࡚࠸࠺ࡇ
࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᐇຍ࠼ࠊ ᖺ⥲㑅ᣲࡀ✺↛ࡢゎᩓ⥲㑅ᣲ࡛࠶ࡗࡓࡇࡽࠊ
๓ࡢ‽ഛࢆࡍࡿࡇࡀࢇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊࢲࢵࣇ࣮ࣝࢻࡣಖᏲඪ
ࡢ࣋ࢸࣛࣥ㆟ဨࢆ  ⚊ᕪ࡛◚ࡗ࡚ᙜ㑅ࢆࡕྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᐇࡀ㔜࡞ࡗ࡚ࠊ
 ᖺ⥲㑅ᣲࡢ⤖ᯝࡀุ᫂ࡋࡓ㝿ࠊࢲࢵࣇ࣮ࣝࢻࡢᙜ㑅ࡣṔྐⓗ࡞ᨻⓗ௳ࡋ
࡚ࡁ࡞ὀ┠ࢆᾎࡧࡓࠋ
ࢲࢵࣇ࣮ࣝࢻࡣࠊ࢝ࣥࢱ࣮࣋ࣜປാඪᨭ㒊ࡢᨭ㒊㛗ࢆົࡵࠊື≀ࡢᶒ᧦ㆤ࡞ࡢ
࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥཧຍࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㸡$VN+HU7R6WDQG ❧ೃ⿵ࢆಁࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣ
ࠕ㏻ᖖࡢ 3DUOLDPHQW ࡢࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡛࠶ࡗࡓࠖࠋ3DUOLDPHQW ࡢ࢚࢘ࢵࣈࢧࢺ
ࡣࠊࠕ㹙3DUOLDPHQW ❧⪅㹛ࣇࣛࣥࢭࢫ  ࢳ࣮࣒ࣥࢫࣃࡉࢀࠊ⮬
ศࡶ㆟ဨ࡞ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿಙࡌࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠖ࠸࠺ࢲࢵࣇ࣮ࣝࢻ㆟ဨࡢࢥ࣓
ࣥࢺࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ



㸡$VN+HU7R6WDQG'D\ ࡢ᪥⛬ࡣḟࡢ 85/ ࡛㜀ぴ࡛ࡁࡿࠋ
KWWSVSDUOLDPHQWFRXNDVNKHUWRVWDQGHYHQWWLPHWDEOH᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸧

௨ୗࡢ 85/ ࢆཧ↷ࡢࡇࠋKWWSVSDUOLDPHQWFRXNDVNKHUWRVWDQG 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ
 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧




 研究者による貢献
ᅇࠊࢠࣜࢫ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ‽ഛసᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵࡛☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ⯆
῝࠸ࡣࠊࢧ࣭ࣛࢳࣕࣝࢬᩍᤵ㸦ሗ࿌᭩ࡢฟ∧ࡣࣈࣜࢫࢺࣝᏛࠊ⌧ᅾࡣࣟࣥࢻ
ࣥᏛࣂ࣮ࢡ࣋ࢵࢡᰯᡤᒓ㸧ࡼࡿࠗⰋࡁ㆟࠘㸦The Good Parliament㸧ሗ࿌᭩࡛࠶ࡿ
㸦&KLOGV㸧ࠋᗢẸ㝔ࢆࡼࡾ௦⾲ᛶࡀ㧗ࡃࡘໟᦤⓗ࡞㆟ࡍࡿࡓࡵࡢ  ࡢලయⓗ࡞
ᥦゝࢆྵࡴࡇࡢሗ࿌᭩ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࠊࢳࣕࣝࢬࡣᗢẸ㝔⣙༙ᖺ㛫㓄⨨ࡉࢀࠊㄪᰝࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࡢ㈨㔠ࡣࢠࣜࢫࡢබⓗ࡞Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᅋయ࡛࠶ࡿ⤒῭♫◊✲ホ㆟
㸦(FRQRPLF 6RFLDO5HVHDUFK&RXQFLOࠊ(65& ࣈࣜࢫࢺࣝᏛࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋᗢẸ㝔ࡢ
ഃ࡛ࢳࣕࣝࢬࡢཷࡅධࢀࢆྍ⬟ࡋࡓࡢࡣࠊ⌧ᅾࡢᗢẸ㝔㆟㛗࡛࠶ࡿࢪ࣭ࣙࣥࣂ࣮ࢥ࢘
㸦-RKQ%HUFRZ㸧┤ࠎࡢࢽࢩࢳࣈ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࢳࣕࣝࢬࡼࡿ  ᖺࡢᥦゝࡣࠊ࠼ࡤࠊᗢẸ㝔Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿไᗘⓗ࡞ၥ㢟ࢆὙ
࠸ฟࡋࠊᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࢆࡘࡅࡿ᪂ࡓ࡞㆟ဨࢢ࣮ࣝࣉࡋ࡚ࠕ௦⾲ᛶໟᦤᛶ㛵ࡍࡿᗢẸ
㝔‽ᣐࢢ࣮ࣝࣉࠖ㸦&RPPRQV5HIHUHQFH*URXSRQ5HSUHVHQWDWLRQDQG,QFOXVLRQ㸧ࡀᗢẸ㝔㆟㛗
ࡢ㓄ୗᙧᡂࡉࢀࡓࡇࡸࠊ,38 ࡢࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᩄឤ࡞㆟ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࠖ㸦JHQGHU
VHQVLWLYHSDUOLDPHQWIUDPHZRUN㸧ᇶ࡙࠸ࡓ㆟ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡾࡋࡓࡇ࡞ࡢලయⓗ࡞
ᡂᯝ⤖ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊࢠࣜࢫ࡛ึࡵ࡚ࡢ ,38 ┘
ᰝࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊࠗࢪ࢙ࣥࢲ࣮㓄៖ࡋࡓࢠࣜࢫ㆟┘ᰝሗ࿌࠘㸦8.*HQGHU6HQVLWLYH
3DUOLDPHQW$XGLW㸧ࡀබ⾲ࡉࢀࠊ௨ୗࡢၥ㢟ࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦8.3DUOLDPHQW㸸
㸰㸧ࠋ

z ㏆ᖺࠊᣦࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡼ࠺ࠊ࠸ࡌࡵࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࠊࢭࢡࢩࣗ
࣭ࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺㄆ㆑ࡉࢀࡿࡁ㆟ࡢᩥ
z ㆟࡛ാࡃࡇࡀᐙ᪘⏕άᑐࡋ࡚ࡶࡓࡽࡍࢳࣕࣞࣥࢪࠋࡇࢀࡣ㆟ࡢ
ᑂ㆟ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢண

ྍ⬟ᛶ₯ᅾⓗ࡞㛗㛫ປാࡀྵࡲࢀࡿ

z ㆟❧ೃ⿵ࡍࡿࡇࡢ㈈ົ≧ἣࡢࣥࣃࢡࢺ
z ࢜ࣥࣛࣥୖࡢ⬣ጾࡸ≀⌮ⓗ࡞Ᏻᑐࡍࡿ⬣ጾࠋࡇࢀࡣዪᛶ㆟ဨࡸೃ
⿵⪅ᑐࡍࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮㛵㐃ࡍࡿጾᄐࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࠊᭀຊࡀྵࡲࢀࡿ

ୖグࡢၥ㢟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࠊ┘ᰝሗ࿌᭩࡛ࡣ㆟ဨࡢᆅጞࡲࡾࠊ㆟ࡢᩥࡸ⎔
ቃࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ὶࠊ⫋ဨࡢ㓄⨨࡞ࡢከゅⓗ࡞㡿ᇦ㛵ࡋ࡚ࡢ  Ⅼࡢᨵ㠉ࡀᥦࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦8.3DUOLDPHQW㸧ࠋ
◊✲⪅ࡢㄪᰝ◊✲ࡢ⤖ᯝࡀドᣐࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࠊไᗘᨵ㠉Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓࡣࠊ࢘
࢚ࢫࢺ࣑ࣥࢫࢱ࣮㆟㝈ࡽࢀ࡞࠸ࠋ ᖺࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ㆟࠾ࡅࡿዪᛶࡢᨻ௦
⾲ࡢఙࡧᝎࡳࢆೃ⿵⪅ࡢࣜࢡ࣮ࣝࢺ࣓ࣥࢺࡢほⅬࡽศᯒࡋࡓ࣓࣭ࣜࣝࢣࢽ࣮㸦0HU\O
.HQQ\㸧ࣇ࢜ࢼ࣭࣐ࢵࢣ )LRQD0DFND\ ࡢ◊✲㸦.HQQ\DQG0DFND\D㸧ࡣࠊᨻඪ
㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛㡪ࢆࡧ㸦.HQQ\DQG0DFND\E㸧ࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻᅜẸඪ࡛ࡣࡑࡢ
ᚋࠊඪෆࢡ࣮࢜ࢱࢆධࢀࡿ࠸࠺ᨵ㠉ࡀᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ




 日本への示唆
௨ୖ࡛⤂ࡋࡓ⌧ᅾࠊࢠࣜࢫ࠾࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑࢆ┠ᣦࡋࡓ
ྲྀ⤌ࡽࠊࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏࡢ♧၀ࡀᚓࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋᮏ✏ࢆ⥾ࡵࡃࡃࡿᙜࡓࡗ
࡚ࠊ⡆༢ࢠࣜࢫࡢ⤒㦂ࢆᩚ⌮ࡋࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚᥈ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

 「女性議員の量的拡大のためのイニシアチブ＝①議会制民主主義政治の質
的向上のみならず、②政党の党勢拡大と選挙戦略に資する」という理解
の広範囲のアクターによる共有
ࢠࣜࢫࡢ࠾࠸࡚ࠊ᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࡢࡣࠊዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡀᖜቑຍࡋࡓࡢ
ࡣࠊປാඪಖᏲඪࡀ㛗࠸㛫ࡢඪໃࡢప㏞ࡽ⬺ࡋ࡚ࠊᨻᶒ௦ࢆᐇ⌧ࡋࡓ⥲㑅ᣲࢆ㏻ࡌ
࡚ࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕᐇ⦼ࠖ᰿ࡊࡋ࡚ࠊࢠࣜࢫ࠾࠸࡚ࡣࠊዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡢ
ቑຍࡀ㆟ᨻࡢ௦⾲ᛶࢆࡼࡾከᵝࡋࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࢠࣜࢫ࠾ࡅࡿ௦⾲ไẸ⩏ᨻ
ࡢ㉁ࢆࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢࡍࡿࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᨻඪ࠸࠺⤌⧊ࡗ࡚ࡣᮏ᮶ⓗ࡞┠ⓗ࡛࠶
ࡿඪໃࢆ┒ࡾୖࡆࠊ㑅ᣲࡗ࡚ᨻᶒᑵࡅࡿࠕᙉ࠸ᨻඪࠖ࡞ࡿࡇࡶ㈨ࡍࡿ࠸࠺
⌮ゎࡀᗈ⠊ᅖࡢࢡࢱ࣮ࡼࡗ࡚ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ๓㡯࡛ゐࢀ
ࡓࡼ࠺ࠊ⌧ᅾࠊࢠࣜࢫࡢᨻඪࡗ࡚ࠊዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡣᨻඪࡋ࡚ࡢṇ⤫ᛶࡢ᰿ᣐ
ࡋ࡚ᐉఏ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡔࡽࡇࡑࠊዪᛶ㆟ဨࡢ㔞ⓗᣑࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆࡵࡄࡗ࡚
ᨻඪ➇தࡀ㉳ࡁࡿࡇࡀྍ⬟࡞ᨻ⎔ቃࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 制度改革実現を可能としたリーダーシップ
ୖグ㛵㐃ࡋ࡚ࠊಖᏲඪປാඪ࠾࠸࡚ዪᛶ㆟ဨࡢቑຍࢆ┠ᣦࡋࡓไᗘᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡀඪໃࡢᅇ㑅ᣲᡓ␎㈨ࡍࡿไᗘᨵ㠉࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡉࢀࡓࡇ
ࡼࡗ࡚ࠊඪ㤳㸭ඪᇳ⾜㒊ࡽࡢࢺࢵࣉ࣭ࢲ࢘ࣥࡢࢽࢩࢳࣈࢆᘬࡁฟࡋࠊࡇࡢࡇࡀ
ไᗘᨵ㠉ࡢᐇࢆ☜ᐇ࡞ࡶࡢࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽࠊࡇ
࠺ࡋࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢຠ⏝ࡣࠊᨻඪෆ㝈ࡽࢀࡓࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㆟࠾ࡅࡿไᗘᨵ㠉
ࢆಁ㐍ࡋࡓࢳࣕࣝࢬࡼࡿࠗⰋࡁ㆟࠘ሗ࿌᭩ࡢᐇ⌧ࡀᗢẸ㝔㆟㛗࡛࠶ࡿࣂ࣮ࢥ࢘ࡢ
ࢽࢩࢳࣈ㈇࠺ࡇࢁࡀࡁ࠸ࡇࡸࠊᨻᗓᖹ➼┬ࡢබົဨࡀᢸᙜ⮧ࡢᚿྥᛶࡼࡗ
࡚ᨻ⟇ኚ᭦ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࡓࡇ࡞ࠊ⤌⧊࠾࠸࡚ࡶほᐹࡉࢀࡓࠋ

 政党内クオータの効果
ࡓࡔࡋࠊඛ㏙ࡓ㸰Ⅼࡢせᅉ௨ୖࢠࣜࢫ࠾࠸࡚ዪᛶࡢᗢẸ㝔㆟ဨࡢᩘࡀᣑࡋ
ࡓ㐣⛬࠾࠸࡚Ỵᐃⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓࡢࡣࠊປാඪ࠾ࡅࡿዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࠸࠺ඪෆ
ࢡ࣮࢜ࢱไᗘࡢᑟධ࡛࠶ࡗࡓࠋඪෆࢡ࣮࢜ࢱࡣ㑅ᣲ༊ࣞ࣋ࣝࡢ㑅⪃㐣⛬࡛ࡼࡾከࡃࡢዪᛶ
ೃ⿵ࡀ㑅ฟࡉࢀࡿࡇ࠾࠸࡚ຠᯝⓗ࡞ไᗘ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢไᗘᑐࡍࡿປാඪಖᏲඪࡢ
ែᗘࡢ㐪࠸ࡣ୧ඪࡢዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡢఙࡧ᪉᫂☜ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊࣈࣞࢡࢪࢵࢺ
ᙉ◳ὴࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ࣭ࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡢࡼ࠺࡞ಖᏲⓗ࡞ᨻᐙ࡛ࡉ࠼ࠊ⥲㑅
ᣲࡢ‽ഛ㐣⛬࡛ዪᛶೃ⿵ࡢቑຍࢆᢸᙜࡋࡓ㝿ࡣࢡ࣮࢜ࢱไࡢᑟධࢆࠕ⢭⚄ⓗࣝࣅࢥࣥ



ἙࢆΏࡗ࡚ࠖ⪃៖ࡋࡓⓎゝࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡇࡣඪෆࢡ࣮࢜ࢱ࠸࠺ไᗘࡢព⩏ࢆ⪃࠼
ࡿୖ࡛㠀ᖖ♧၀ⓗ࡛࠶ࡿࠋዪᛶೃ⿵⪅ࡢᩘࢆቑࡸࡍୖ࡛ࠊඪෆࢡ࣮࢜ࢱไࡢᑟධࡣ☜ᐇ
⤖ᯝࢆฟࡍࡇ㈨ࡍࡿไᗘᨵ㠉࡛࠶ࡿࡼ࠺ほᐹࡉࢀࡿࠋ

 議員、政府機関、議会、公益団体、研究者が協働する政策ネットワーク
ࡉࡽࠊࢠࣜࢫࡢ࡛ࡣࠊ㆟ࡸᨻᗓ㛵ಀ⪅ࡢάື᫂☜࡞ไᗘⓗ࡞ไ⣙ࡀᏑᅾࡍࡿ
୍᪉࡛ࠊᕷẸ㸭බ┈ᅋయࡢㄪᰝ◊✲ࡸ࣋ࣥࢺ࡞ࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢቑ
ຍ㛵ᚰࢆᣢࡘከᵝ࡞ࢡࢱ࣮ࡀ༠ാࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ␗࡞ࡿࢡࢱ࣮ࡀᣢࡘၥ㢟ព㆑ࡸ▱ぢࠊ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝࡀඹ᭷ࡉࢀࠊዪ
ᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑࢆ┠ᣦࡍヨࡳࡀࢠࣜࢫ♫ࡢ୰࡛ᗈࡀࡾࠊᐇࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺ࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢᣑࢆ┠ᣦࡍࠕᨻ⟇ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡀᶵ⬟ࡍࡿ㐣⛬࠾࠸
࡚ࠊᕷẸ㸭බ┈ᅋయࡀࠕࣁࣈࠖࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡇࡣ㔜
せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

 国際機関との協働
ຍ࠼࡚ࠊ ᖺࡢ㆟࠾ࡅࡿ ,38 ┘ᰝࡢᐇࡣࠊࢡࢱ࣮㛫ࡢሗࡢඹ᭷༠ാࡀᅜ
㝿ⓗᣑࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ㸱᭶  ᪥ (8 ࡽࡢ㞳⬺ࡀணᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿ⌧ᅾࠊ(8 ࠸࠺ᯟ⤌ࡳ௨እ࡛ࡢᅜ㝿ᶵ㛵ࡢ༠ຊ㸭༠ാ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

 調査研究の結果を証拠として、政策形成や制度改革に役立てるアプローチ
᭱ᚋࠊࢠࣜࢫ࠾࠸࡚ࡣࠊዪᛶࡢᨻ௦⾲ࢆቑຍࡍࡿࡓࡵࡢไᗘᨵ㠉ࡀᐇࡉࢀࡓ
ࡾࠊᥦࡉࢀࡓࡾࡍࡿ㝿ࠊㄪᰝ◊✲ࡀ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࠋປാඪࡢࠕዪᛶၥ
㢟ࠖࢆ࠶ࡪࡾฟࡋࡓࣇ࢛࣮࢝ࢫ࣭ࢢ࣮ࣝࣉㄪᰝࡽ  ᖺࡢࢳࣕࣝࢬࡼࡿࠗⰋࡁ㆟
࠘ሗ࿌᭩ࡲ࡛ࠊᑓ㛛ᐙࡼࡿศᯒ⤖ᯝࢆ᰿ᣐࡋ࡚ไᗘᨵ㠉ࡀᥦࡉࢀࠊᐇࡉࢀ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿࡇࡣࠊไᗘᨵ㠉㛵ࡍࡿࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡸྜពࡀᙧᡂࡉࢀࠊᗈࡃඹ᭷ࡉࢀࡿ㝿ᙺ
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ

 現状から見えてくる課題
ྠࠊࢠࣜࢫࡢዪᛶࡢᨻ௦⾲ࢆࡵࡄࡿ⌧≧ࡣᨵၿⅬࡶከ࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࣈࣞࢡࢪ
ࢵࢺࡢᨻ㐣⛬ࡢΰࡽࠊࢠࣜࢫᨻయࡢඛ⾜ࡁࡀ㏱᫂࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㛗࠸Ṕྐ
ࢆᣢࡘᨻඪไࡢ⦅ࡉ࠼ᄱࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋゐࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ ᖺ㸰
᭶ಖᏲඪປാඪࡢ୧ඪࡽࡢ㞳ඪ⪅ࡀฟࡓࡀࠊࡑࡢ㝿ᄇฟࡋࡓၥ㢟ࡢࡦࡘࡣࠊዪ
ᛶ㆟ဨᑐࡍࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮ே✀ࡀ⤡ࢇࡔ࣭࢜ࣥࣛࣥࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋಖᏲඪ
ປാඪࡀࡑࢀࡒࢀࡢ❧ࡕ⨨ࢆྑᕥඛ㗦ࡉࡏ࡚࠸ࡿ⌧≧࠾࠸࡚ࠊዪᛶ㆟ဨᑐࡍ
ࡿ࣑ࢯࢪࢽ࣮ࡢഴྥࡢᣑࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ៧៖ࡍࡁ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡶࠊࣜ
࣮ࢲ࣮ࢩࢵࣉ࠾ࡅࡿዪᛶࡢྜࡢᣑࠊᆅ᪉ᨻ࠾ࡅࡿዪᛶࡢᨻ௦⾲ࡢቑຍࠊ㆟




࡛ࡢࡇࡤ㐵࠸ࢆྵࡵࡓࡉࡽ࡞ࡿ㆟ᨵ㠉࡞ࠊᚋᐇࡉࢀࡿࡇࡀᚲせ࡞ᨵ㠉ࢪ࢙
ࣥࢲࡣᩘከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣥࢪ࢙ࣥ࢟ࣥࡣࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ୰࡛㉁ၥ⪅ࡓࡕᑐࡋࠊࠕ࠶࡞ࡓࡓࡕࡣ⚾ࡓࡕ
ྠࡌၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡶࠊ࠶࡞ࡓࡓࡕࡢၥ㢟ࡢ࠺ࡀᑡࡋࡔࡅᝏ࠸ࠖㄒࡾࡅࡓࠋ
ዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊࠸࠺ไᗘⓗ㠉᪂ࢆᐇ⌧ࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊྠࡉࡲࡊࡲ࡞ไ⣙ࡀᏑᅾࡋࠊࡑ
ࡢ୰࡛ዪᛶࡢᨻ௦⾲ࢆቑຍࡋࠊ௦⾲ไẸ⩏ᨻࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ㐨ࢆᶍ⣴ࡋ
⥆ࡅ࡚࠸ࡿࢠࣜࢫᨻࡢ≧ἣࠋࡑ࠺ࡋࡓࢠࣜࢫࡽᚓࡽࢀࡿ♧၀ࡣᚋࡶῶࡿࡇࡣ
࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

参考文献
%DOH7LP3ROHWWL0RQLFDDQG:HEE3DXO  µ$0DQ¶V*DPH"WKH*UDVVURRWV*HQGHU*DSLQ
%ULWDLQ¶V3ROLWLFDO3DUWLHV¶Political Insight-XQHSS
%XVK6WHSKHQ  µ0RUHWKDQKDOIRI/DERXU¶V7DUJHW&DQGLGDWHVWREH:RPHQ¶New Statesman
America6HSWHPEHU
KWWSVZZZQHZVWDWHVPDQFRPSROLWLFVHOHFWLRQVPRUHKDOIODERXUVWDUJHW
FDQGLGDWHVEHZRPHQ ᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶  ᪥ 
&KLOGV6DUDK  The Good ParliamentKWWSZZZEULVWRODFXNPHGLD
OLEUDU\VLWHVQHZVMXO\-XO3URI6DUDK&KLOGV7KH*RRG3
DUOLDPHQWUHSRUWSGI 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶㸳᪥㸧
&RQVHUYDWLYHV QG Guide to Becoming a Conservative Candidate
ILOH8VHUV+LURNR7DNHGD'RZQORDGV&&+4B*XLGHWREHFRPLQJD&DQGLG
DWHSGI ᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶  ᪥  
&XUWLV&KULV  µ+RZ%ULWDLQYRWHGDWWKH*HQHUDO(OHFWLRQ¶YouGov, General Election,
Politics & Current Affairs-XQHKWWSV\RXJRYFRXNWRSLFVSROLWLFVDUWLFOHV
UHSRUWVKRZEULWDLQYRWHGJHQHUDOHOHFWLRQ ᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶㸳
᪥ 
(GZDUGV3HWHU  µ1HDUO\RI/DERXU¶V7RS7DUJHWV6HDWV:LOO8VH$OO:RPHQ6KRUWOLVWV¶
Labour List6HSWHPEHUKWWSVODERXUOLVWRUJQHDUO\ODERXUWDUJHWVVHDWV
ZLOOXVHDOOZRPHQVKRUWOLVWV 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸧
+DUGPDQ,VDEHO  Why We Get the Wrong Politicians/RQGRQ$WODQWLF%RRNV
+0*RYHUQPHQW  *RYHUQPHQW5HVSRQVHWRWKH:RPHQDQG(TXDOLWLHV&RPPLWWHH5HSRUWLQ
:RPQHLQWKH+RXVHRI&RPPRQVKWWSVZZZSDUOLDPHQWXNGRFXPHQWVFRPPRQV
FRPPLWWHHVZRPHQDQGHTXDOLWLHV*RYHUQPHQWUHVSRQVH&PSGI ᭱⤊ࢡࢭࢫ 
ᖺ㸱᭶㸲᪥ 
-HZHOO+HOHQDQG%D]HOH\$QGUHZ  Sex & Power 2018WKH)DZFHWW6RFLHW\
KWWSVZZZIDZFHWWVRFLHW\RUJXNVH[SRZHU ᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶㸲᪥ 
.HOO\5LFKDUG  µ%DE\/HDYHIRU0HPEHUVRI3DUOLDPHQW¶The House of Commons Library
Debate Pack1R-DQXDU\



KWWSVZZZUHVHDUFKEULHILQJVILOHVSDUOLDPHQWXNGRFXPHQWV&'3&'3
SGI 㸦᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸧
.HQQ\0HU\ODQG0DFND\)LRQD D µ0RUHRIWKH6DPH":RPHQDQGWKH6FRWWLVK/RFDO
*RYHUQPHQW(OHFWLRQV¶Gender Politics at Edinburgh$SULO
KWWSVJHQGHUSROLWLFVDWHGLQEXUJKZRUGSUHVVFRPPRUHRIWKHVDPHZRPHQDQG
WKHVFRWWLVKORFDOJRYHUQPHQWHOHFWLRQV ᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶㸲᪥ 
.HQQ\0HU\ODQG0DFND\)LRQD E µ6FRWWLVK3DUWLHV3URPLVH$FWLRQRQ(TXDOLW\DIWHU5HSRUW
E\.HQQ\DQG0DFND\¶Gender Politics at Edinburgh
KWWSVJHQGHUSROLWLFVDWHGLQEXUJKZRUGSUHVVFRPVFRWWLVKSDUWLHVSURPLVHDFWLRQ
RQHTXDOLW\DIWHUUHSRUWE\NHQQ\DQGPDFND\ ᭱⤊ࢡࢭࢫ  ᖺ㸱᭶㸲᪥ 
8.3DUOLDPHQW  UK Gender-Sensitive Parliament Audit 2018DJUHHGRQ1RYHPEHU
UK Parliament
:RPHQDQG(TXDOLWLHV&RPPLWWHH  Women in the House of Commons after the 2020 Election
WK5HSRUWRI6HVVLRQ+&'HFHPEHU
KWWSVSXEOLFDWLRQVSDUOLDPHQWXNSDFPFPVHOHFWFPZRPHTSGI ᭱⤊ࢡ
ࢭࢫ  ᖺ㸱᭶㸲᪥ 
:RPHQDQG(TXDOLWLHV&RPPLWWHH  Oral Evidence: Women in the House of Commons+&
1RYHPEHU
KWWSGDWDSDUOLDPHQWXNZULWWHQHYLGHQFHFRPPLWWHHHYLGHQFHVYFHYLGHQFHGRFXPHQWZRPHQ
DQGHTXDOLWLHVFRPPLWWHHZRPHQLQWKHKRXVHRIFRPPRQVRUDOSGI ᭱⤊ࢡࢭࢫ
 ᖺ㸱᭶㸲᪥ 
:RPHQDQG(TXDOLWLHV&RPPLWWHH  The Role of Minister for Women and Equalities and the
Place of GEO in Government6HFRQG5HSRUWRI6HVVLRQ+RXVHRI&RPPRQV
+&-XQH
KWWSVSXEOLFDWLRQVSDUOLDPHQWXNSDFPFPVHOHFWFPZRPHTSGI ᭱⤊ࢡ
ࢭࢫࠊ ᖺ㸰᭶  ᪥  
:RPHQDQG(TXDOLWLHV&RPPLWWHH  Oral Evidence: Women in the House of Commons+&
1RYHPEHU
KWWSGDWDSDUOLDPHQWXNZULWWHQHYLGHQFHFRPPLWWHHHYLGHQFHVYFHYLGHQFHGRFXPHQWZRPHQ
DQGHTXDOLWLHVFRPPLWWHHZRPHQLQWKHKRXVHRIFRPPRQVRUDOSGI ᭱⤊ࢡࢭࢫ
 ᖺ㸱᭶㸲᪥ 














フランスの事例
 フランスにおける女性議員の増加のプロセスとその要因：クオータ制導入の頓挫か
らパリテ法の制定・定着まで（村上 彩佳）


 はじめに――「ヨーロッパにおける女性議員率ワースト２」の衝撃


 年国民議会議員選挙：女性議員の割合はわずか ％
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࡛ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࠊ࠺࠸ࡗࡓ⤒⦋࡛⏨ዪྠᩘೃ⿵⪅ࢆྛᨻඪ⩏ົ࡙ࡅࡿࠊᙉຊ࡞
ᥐ⨨࡛࠶ࡿࣃࣜࢸἲࡀไᐃࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࡢࠊࡑࡢṔྐⓗ⤒⦋ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
Ϫࠕ ᖺࡢࣃࣜࢸἲࡽࡢⓎᒎ࡛ࠖࡣࠊࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࣃࣜࢸἲࡀࠊ ᖺࡢ
ไᐃ௨㝆㢖⦾ᨵṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇὀ┠ࡋࠊ
㐣ཤ  ᖺ㛫ཬࡪᨵṇࡢ㐨ࡢࡾࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
Ϫࠕࣃࣜࢸ㑅ᣲࡢᐇ࡛ࠖࡣࠊϪ ࢆࡩࡲ࠼ࠊࣇࣛࣥࢫࡢྛ㑅ᣲ࡛ࣃࣜࢸࡢつ๎ࡀ
ࡢࡼ࠺㐺⏝ࡉࢀ㑅ᣲࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊᐇࢆ⤂ࡍࡿࠋ
Ϫࠕࣃࣜࢸࢆ᥎㐍ࡍࡿㅎၥᶵ㛵ࡢᙺ㸸ࣃࣜࢸࡢࡓࡵࡢᶵ㛵ࡽࢪ࢙ࣥࢲ࣮ὶ
ࡢࡓࡵࡢᶵ㛵ࡢኚ࡛ࠖࡣࠊࣃࣜࢸࡢἲไ㐣⛬࡛ࡣࠊᨻᗓࡢㅎၥᶵ㛵ࡀ୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆ
ᢸࡗ࡚࠸ࡓࡇ╔┠ࡍࡿࠋࣃࣜࢸἲࡢไᐃཬࡧ┘どࡢᙺࢆᯝࡓࡋࡓࠕࣃࣜࢸ┘どጤဨࠖ
ࠊྠጤဨࡢᙺࢆᣑࡋ⦅ࡍࡿᙧ࡛᪂タࡉࢀࡓࠕዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟㸦+&(㸧ࠖࡢά
ືࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋϪࠕᕷẸ㸭ᕷẸᅋయࡢࣥࣉࢵࢺ㸸ዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࡢࣉࣛ
ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢά⏝࡛ࠖࡣࠊϪ ࡛ࡾ࠶ࡆࡿࡘࡢㅎၥᶵ㛵ࡀࠊᕷẸ㐠ືࡢຊཬࡧኌ
ࢆྲྀࡾධࢀࡓࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡋ࡚ࡢᙺࢆ
ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄽࡌࠊࡑ࠺ࡋࡓࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢព⩏ࢆ㏙ࡿࠋ
Ϫࠕࣇࣛࣥࢫࡢྲྀ⤌ࡽᚓࡽࢀࡿ♧၀࡛ࠖࡣࠊᮏ✏ࡢෆᐜࢆࡲࡵࠊ᪥ᮏࡀࣇࣛࣥࢫ
ࡽᚓࡽࢀࡿ♧၀ࢆᑟࡁฟࡍࠋ







ࢥ࣒ࣛ ࣇࣛࣥࢫࡢ㆟㑅ᣲไᗘࡢᴫ␎
ࣇࣛࣥࢫࡢྛ㆟࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㑅ᣲ᪉ἲࡣࠊ᪥ᮏࡢ㑅ᣲ᪉ἲࡣࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࣇࣛࣥࢫࡢࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㆟ཬࡧࡑࡢ㑅ᣲࡢᴫ␎ࢆ௨ୗࡢ⾲♧ࡍࠋ
ቑ⏣㸦㸧ࠊ
ᒣ㸦㸧ࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺ 6pQDWRULDOHV
ฟ㸸ࣇࣛࣥࢫ㤋࢙࢘ࣈࢧࢺࠕࣇࣛࣥࢫࡢ㑅ᣲไᗘࠖࠊ
ࢆࡶ➹⪅సᡂࠋ

ᅜᨻ㛵ࢃࡿ㑅ᣲ
ྡ⛠

௵ᮇ

㑅ᣲ᪉ᘧ
┤᥋ᬑ㏻㑅ᣲ

⤫㡿

㸳ᖺ

༢グ୍ᅇᢞ⚊ไ

㑅ᣲ᪉ἲࠊࣃࣜࢸ㸦⏨ዪྠᩘ㸧つᐃࠊ㆟ᖍ
➨㸯ᅇᢞ⚊࡛㑅ฟࡉࢀࡿࡣࠊ⤯ᑐከᩘ㸦᭷ຠᢞ⚊⥲ᩘࡢ 㸣ࣉࣛࢫ㸯⚊㸧ࢆ
ᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡢೃ⿵⪅ࡶ⤯ᑐከᩘࢆᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊୖࡢ㸰ೃ
⿵⪅ࡢ㛫࡛➨㸰ᅇᢞ⚊ࢆ⾜࠸ࠊ┦ᑐከᩘࡢ⚊ࢆᚓࡓೃ⿵⪅ࡀᙜ㑅ࡍࡿࠋ
ᅜẸ㆟ࡣୗ㝔࠶ࡓࡿࠋ㆟ဨᐃᩘ  ྡࠋ➨㸯ᅇᢞ⚊࡛㑅ฟࡉࢀࡿࡣࠊ᭷

ᅜẸ

┤᥋ᬑ㏻㑅ᣲ

ຠ⚊ࡢ⤯ᑐከᩘࠊ᭷ᶒ⪅ࡢ  ௨ୖࡢ⚊ᩘࢆ⋓ᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨㸰ᅇᢞ
⚊࡛ࡣࠊ┦ᑐከᩘࢆᚓࡓೃ⿵⪅ࡀᙜ㑅ࡍࡿࠋ➨㸰ᅇỴ㑅ᢞ⚊㐍ࡴࡣࠊ➨㸯ᅇ

㆟

㸳ᖺ

㸦ୗ㝔㸧

ᑠ㑅ᣲ༊
༢グᅇᢞ⚊ไ

ᢞ⚊࡛㑅ᣲ༊ࡢ᭷ᶒ⪅ᩘࡢ 㸣௨ୖࡢ⚊ࢆ⋓ᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋྛඪࡣࠊ
ᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢೃ⿵⪅ࢆ⏨ዪྠᩘࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐪
ࡋࡓሙྜᨻඪຓᡂ㔠ῶ㢠ࡢ࣌ࢼࣝࢸࢆཷࡅࡿࠋ

ඖ⪁㝔ࡣୖ㝔࠶ࡓࡿࠋ㆟ဨᐃᩘ  ྡࠋ㸱ᖺࡈ⣙༙ᩘࡎࡘᨵ㑅ࡍࡿࠋ㑅ฟࡍࡿ㆟ဨࡢᩘࡼ
ࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢࡘࡢ㑅ᣲ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ┴ࢆ㑅ᣲ༊ࡍࡿ࢚ࣜࡽ㑅ᣲࡉࢀࡓᅜẸ㆟㆟ဨ࣭
ᆅ᪉㆟㆟ဨࡢ௦⾲ࡀࠊྛඖ⪁㝔㑅ᣲ༊࡛㑅ᣲேᅋࢆᙧᡂࡍࡿࠋᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨࡣ㑅ᣲேయࡢ⣙
ࡢࡰࡿࠋ

ඖ⪁㝔

㸰ே௨ୗࢆ㑅ฟ

ඖ⪁㝔㆟ဨࡢ ࢆ㑅ฟࡍࡿ㑅ᣲ᪉ᘧࠋ➨㸯ᅇᢞ⚊࡛㑅ฟࡉࢀࡿࡣࠊ᭷ຠ⚊

ࡍࡿ┴ࢆ㑅ᣲ༊

ࡢ⤯ᑐከᩘࠊࡘ᭷ᶒ⪅ࡢ  ௨ୖࡢ⚊ᩘࢆ⋓ᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨㸰ᅇᢞ

ࡍࡿ㑅ᣲ

⚊࡛ࡣࠊ┦ᑐከᩘࢆᚓࡓೃ⿵⪅ࡀᙜ㑅ࡍࡿࠋ➨㸰ᅇỴ㑅ᢞ⚊㐍ࡴࡣࠊ➨㸯ᅇ

㛫᥋ᬑ㏻㑅ᣲ

ᢞ⚊࡛㑅ᣲ༊ࡢ᭷ᶒ⪅ᩘࡢ 㸣௨ୖࡢ⚊ࢆ⋓ᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣃࣜࢸ

ᑠ㑅ᣲ༊㐃グᘧ

㸦⏨ዪྠᩘ㸧ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡣ࡞࠸ࠋ

㸴ᖺ
㸦ୖ㝔㸧

ᅇᢞ⚊ไ
㸱ே௨ୖࢆ㑅ฟ

ඖ⪁㝔㆟ဨࡢ ࢆ㑅ฟࡍࡿ㑅ᣲ᪉ᘧࠋ㑅ᣲேࡣಶேࡢᢞ⚊ࡣ࡛ࡁࡎࠊ㆟ᖍ

ࡍࡿ┴ࢆ㑅ᣲ༊

ᩘྠᩘࡢೃ⿵⪅ࡀグ㍕ࡉࢀࡓೃ⿵⪅ྡ⡙ᢞ⚊ࡍࡿࠋ࠶ࡽࡌࡵᨻඪࡀᐃࡵ

ࡍࡿ㑅ᣲ

ࡓྡ⡙㡰ᚑ࠸ࠊୖࡽ㓄ศ㆟ᖍศࡢೃ⿵⪅ࡀᙜ㑅ࡍࡿࠋ

㛫᥋ᬑ㏻㑅ᣲ

ೃ⿵⪅ྡ⡙ࡣ⏨ዪྠᩘࡘ⏨ዪ࠶ࡿ࠸ࡣዪ⏨ࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽ

ᣊ᮰ྡ⡙ᘧᅇ

ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ⩏ົࢆᏲࡽ࡞࠸ྡ⡙ࡣཷ⌮ࡉࢀ࡞࠸ࠋ

ᢞ⚊ẚ௦⾲ไ




ࣇࣛࣥࢫ㤋࢙࢘ࣈࢧࢺࠕࣇࣛࣥࢫࡢ㑅ᣲไᗘࠖ
KWWSVMSDPEDIUDQFHRUJUXEULTXH㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

6pQDWRULDOHV  KWWSZZZVHQDWIUVHQDWRULDOHVLQGH[KWPO㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶
 ᪥㸧ࠋ

ᅗ⾲Ϫ ཧ↷ࠋ



ᆅ᪉㆟ࡢ㑅ᣲ
ྡ⛠

௵ᮇ

㑅ᣲ᪉ᘧ

㑅ᣲ᪉ἲࠊࣃࣜࢸ㸦⏨ዪྠᩘ㸧つᐃࠊ㆟ᖍ

㆟ဨᐃᩘࡣ㸵ྡ ேཱྀ  ேᮍ‶ࡢᕷ⏫ᮧ ࡽ  ྡ㸦ேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ㸧ࡲ࡛ேཱྀࡼࡾ␗࡞ࡿࠋ㸱
㒔ᕷࡢ㆟ࡣእⓗつᶍࡀࡁࡃࠊࣃࣜᕷ㸦 ྡ㸧
ࠊ࣐ࣝࢭࣘᕷ㸦 ྡ㸧ࠊࣜࣚࣥᕷ㸦 ྡ㸧࡛࠶ࡿࠋ
㑅ฟࡍࡿ㆟ဨࡢᩘࡼࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢࡘࡢ㑅ᣲ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
ேཱྀ  ேᮍ‶

ೃ⿵⪅ྡ⡙ࡣࠊ㆟ᖍᩘࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ேᩘࡢೃ⿵⪅ࡋグ㍕ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࡲࢃ࡞࠸ࠋ

ࡢᕷ⏫ᮧ㆟

᭷ᶒ⪅ࡣೃ⿵⪅ྡ⡙ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿೃ⿵⪅ࢆ㝖እࡋࡓࡾࠊࡢྡ⡙ᥖ㍕ࡉࢀࡓೃ⿵

┤᥋ᬑ㏻㑅ᣲ

⪅ࢆຍ࠼ࡓࡾࡋ࡚ࠊྡ⡙ࢆసࡾኚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊΰྜ㐃グไ㸦ࣃࢼࢩ࣮ࣕࢪࣗ㸧ࡀ

㠀ᣊ᮰ྡ⡙ᘧᅇ

⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㑅ᣲேࡣࠊࡦࡘ࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࡢྡ⡙ࡽ㆟ဨᐃᩘྠᩘࡢೃ⿵⪅ࢆ

㆟

ᢞ⚊

㑅ࡪࠋᢞ⚊ࡣೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆ⏝࠸ࡿࡀ㸦ྡ⡙ࢆࡑࡢࡲࡲᢞ⚊⏝࠸ࡓࡾࠊྡ⡙㑅ࡪೃ

ྜィ

ከᩘ௦⾲ไ

⿵⪅እࡍೃ⿵⪅ࢆグ㍕ࡋ࡚࢜ࣜࢪࢼࣝࡢྡ⡙ࢆసࡗࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࠊ㞟ィࡣ

ᕷ⏫ᮧ

 ㆟

㸴ᖺ

ಶࠎࡢೃ⿵⪅༢࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ
➨㸯ᅇᢞ⚊࡛ࡣࠊᢞ⚊ࡢ㐣༙ᩘࡘⓏ㘓᭷ᶒ⪅ᩘࡢ  ௨ୖࡢ⚊ࢆ⋓ᚓࡋࡓೃ⿵⪅ࡀᙜ




㑅ࡍࡿࠋᐃᩘ㐩ࡋ࡞࠸ሙྜࡣ➨㸰ᅇᢞ⚊ࢆ⾜࠸ࠊ┦ᑐከᩘࡢᚓ⚊⪅ࡀᙜ㑅ࡍࡿࠋ



ேཱྀ  ே௨ୖ

㑅ᣲேࡣಶேࡢᢞ⚊ࡣ࡛ࡁࡎࠊ㆟ᖍྠᩘࡢೃ⿵⪅ࡀグ㍕ࡉࢀࡓೃ⿵⪅ྡ⡙ᢞ⚊ࡍ

ࡢᕷ⏫ᮧ㆟

ࡿࠋೃ⿵⪅ྡ⡙ࡣ⏨ዪྠᩘࡘ⏨ዪ࠶ࡿ࠸ࡣዪ⏨ࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ

┤᥋ᬑ㏻㑅ᣲ

ࡇࢀࢆᏲࡽ࡞࠸ྡ⡙ࡣཷ⌮ࡉࢀ࡞࠸ࠋ㸯ᅇ┠ࡢᢞ⚊࡛᭷ຠᢞ⚊ᩘࡢ㐣༙ᩘ㐩ࡋࡓྡ⡙

ᣊ᮰ྡ⡙ᘧᅇᢞ

ࡣࠊ㆟ᖍࡢ㐣༙ᩘࢆ⋓ᚓࡋࠊṧࡾࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭷ຠᢞ⚊ᩘࡢ㸳㸣௨ୖࢆ⋓ᚓࡋࡓೃ⿵⪅

⚊ẚ௦⾲ే⏝ࣉ

ྡ⡙㸦㐣༙ᩘ⋓ᚓྡ⡙ࢆྵࡴ㸧㓄ศࡉࢀࡿࠋ㐣༙ᩘ㐩ࡍࡿྡ⡙ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㸰ᅇ

࣑࣒ࣞไ

┠ࡢᢞ⚊ࢆ⾜࠸ࠊ┦ᑐከᩘࡢྡ⡙ࡀ㆟ᖍᩘࡢ༙ศࢆ⋓ᚓࡍࡿࠋṧࡾࡢ㆟ᖍࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㸯ᅇ┠ࡢ㓄ศ᪉ἲྠࡌᡭ㡰࡛㓄ศࡉࢀࡿࠋ

┤᥋ᬑ㏻㑅ᣲ

⏨ዪࡢ࡛࣌❧ೃ⿵ࡋࠊ᭷ᶒ⪅ࡶ࣌ᑐࡋ࡚ᢞ⚊ࡍࡿࠋ㸯ᅇ┠࡛᭷ຠᢞ⚊ᩘࡢ㐣༙ᩘ

࣌ከᩘ௦⾲

㐩ࡋࠊࡘ㑅ᣲேྡ⡙Ⓩ㘓⪅ࡢ  ௨ୖࡢ⚊ࢆ⋓ᚓࡋࡓ࣌ࡀᙜ㑅ࡍࡿࠋ㸯ᅇ┠࡛ᙜ

ᅇᢞ⚊ไ

㑅ࡀ☜ᐃࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㸰ᅇ┠ࡢᢞ⚊ࢆ⾜࠸ࠊ┦ᑐከᩘࡢ࣌ࡀᙜ㑅ࡍࡿࠋ㸰ᅇ┠ࡣࠊ

┴㆟
ྜィ 

㸴ᖺ

㸯ᅇ┠࡛㑅ᣲேྡ⡙Ⓩ㘓⪅ࡢ 㸣௨ୖࡢ⚊ࢆ⋓ᚓࡋࡓ࣌ࡢࡳೃ⿵⪅࡞ࢀࡿࠋ㸰ᅇ

㆟

┠ཧຍ࡛ࡁࡿೃ⿵࣌ࡀ࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊ㸯ᅇ┠ࡢᚓ⚊ᩘࡀከ࠸㸰࣌ࡼࡾỴ㑅ᢞ
⚊ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
┤᥋ᬑ㏻㑅ᣲ

㑅ᣲேࡣಶேࡢᢞ⚊ࡣ࡛ࡁࡎࠊ㆟ᖍᩘྠᩘࡢೃ⿵⪅ࡀグ㍕ࡉࢀࡓೃ⿵⪅ྡ⡙ᢞ⚊

ᆅᇦᅪ

ᣊ᮰ྡ⡙ᘧᅇᢞ

ࡍࡿࠋೃ⿵⪅ྡ⡙ࡣ⏨ዪྠᩘࡘ⏨ዪ࠶ࡿ࠸ࡣዪ⏨ࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠾

㸦ᕞ㸧

⚊ẚ௦⾲ే⏝ࣉ

ࡾࠊࡇࡢ⩏ົࢆᏲࡽ࡞࠸ྡ⡙ࡣཷ⌮ࡉࢀ࡞࠸ࠋ㸯ᅇ┠ࡢᢞ⚊࡛᭷ຠᢞ⚊ᩘࡢ㐣༙ᩘ㐩

࣑࣒ࣞไ

ࡋࡓྡ⡙ࡣࠊ㆟ᖍࡢ  ࢆ⋓ᚓࡋࠊṧࡾࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭷ຠᢞ⚊ᩘࡢ㸳㸣௨ୖࢆ⋓ᚓࡋࡓ

㆟

㸴ᖺ

ྜィ

ೃ⿵⪅ྡ⡙㸦㐣༙ᩘ⋓ᚓྡ⡙ࢆྵࡴ㸧㓄ศࡉࢀࡿࠋ㐣༙ᩘ㐩ࡍࡿྡ⡙ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ

 ㆟

㸰ᅇ┠ࡢᢞ⚊ࢆ⾜࠸ࠊ┦ᑐከᩘࡢྡ⡙ࡀ㆟ᖍᩘࡢ  ࢆ⋓ᚓࡍࡿࠋṧࡾࡢ㆟ᖍࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㸯ᅇ┠ࡢ㓄ศ᪉ἲྠࡌᡭ㡰࡛㓄ศࡉࢀࡿࠋ






ᅗ⾲რ ཧ↷ࠋ
ᅗ⾲რ ཧ↷ࠋ




ᅗ⾲Ϫ  ᖺ⤫㡿㑅ᣲᢞ⚊⏝⣬

ᅗ⾲Ϫ  ேᮍ‶ࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅
ᣲࡢΰྜ㐃グไࢆ⏝࠸ࡿྡ⡙


ࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢜ࣛࣥࢻೃ⿵ࠋ
ฟ㸸$UFKLYHVpOHFWRUDOHVGX&(9,32)6FLHQFHV3R
ᢞ⚊ࡣࠊೃ⿵⪅ࡢྡ๓ࢆグ㍕ࡋࡓᢞ⚊⏝⣬ࢆ⏝࠸࡚⾜࠺ࠋ
࣮࢝ࢸ࡛ࣥそࢃࢀࡓ㑅ᣲࣈ࣮ࢫࡢ୰࡛ࠊᢞ⚊ࡋࡓ࠸ೃ⿵⪅ࡢྡ๓



ࡀグࡉࢀࡓᢞ⚊⏝⣬ࢆᢞ⚊⏝ᑒ⟄ධࢀࠊ㏱᫂࡞⟽ᢞ⚊ࡍࡿࠋ ฟ㸸&RPLWpGHVIrWHVGH/RWKH\ ࢙࢘ࣈࢧࢺ 
㑅ᣲேࡣ㆟ᖍࡢୖ㝈ࡲ࡛ࠊ㸯ࡘ࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࡢೃ

ᅗ⾲Ϫ ࣇࣛࣥࢫᴟᕥ࣭࢚ࢥࣟࢪࢫࢺ㐃ྜࡢࣀ࣮ࣝ㸻

⿵⪅ྡ⡙ࡽೃ⿵⪅ࢆ㑅ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᅗ⾲ Ϫ

ࣃ࣭ࢻ࣭࣮࢝ࣞ ᖺᆅᇦᅪ㆟㆟ဨ㑅ᣲ

 ࡣ➨㸰ᅇ㑅ᣲࡢ㝿⏝࠸ࡽࢀࡓࠊṧࡾ㸲㆟ᖍ
ࡪࢇࡢೃ⿵⪅ࢆ㑅ࡪࡓࡵࡢྡ⡙࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢྡ⡙ᢞ⚊ࡋࡓ࠸ᛮࡗࡓ㑅ᣲேࡣࠊࡇࡢྡ
⡙ఱࡶグ㍕ࡏࡎᢞ⚊ࡋࠊୖࡢ㸲ேᢞ⚊ࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ࣌ࣥࢆ⏝࠸࡚ࠊࡇࡢྡ⡙୰
ࡽ๐㝖ࡍࡿೃ⿵⪅ࢆỴࡵ࡚๐㝖⥺ࢆグධࡋࡓࡾࠊ
ྡ⡙グ㍕ࡉࢀࡓ㡰␒ࢆኚ࠼࡚ࠊ㸲ேࢆዲࡁ࡞㡰␒
࡛㑅ࢇࡔࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࡣࠊࡇࡢྡ⡙ୖࡢೃ⿵⪅ࡢ௦ࢃࡾࠊูࡢྡ
⡙ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿೃ⿵⪅ࡢྡ๓ࢆྡ⡙᭩ࡁຍ

ฟ㸸ࣇࣛࣥࢫඹ⏘ඪ࣮࢜࣡ࢬ┴ᨭ㒊࢙࢘ࣈࢧࢺ

 ࠼࡚ࠊྜィ㸲ேࡢྡ๓ࢆグࡋࡓ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢᢞ⚊ྡ
⡙ࢆࡘࡃࡾᢞ⚊ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ

ᆅᇦᅪ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࠊೃ⿵⪅ྡ⡙ࡣᆅᇦᅪෆ࠶ࡿ┴ࡢ
ᩘྠᩘࡢࢭࢡࢩࣙࣥ㸦༊ศࡅ㸧࡛ᵓᡂࡉࢀࠊᆅᇦᅪࡢྛᆅᇦࡢ

ᙜ㑅ࡣྡ⡙ࡈ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛೃ⿵ࡢ⋓ᚓࡋࡓ⚊ᩘ
ࡋࡓࡀࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋ

௦⾲⪅ࡀ㑅ฟࡉࢀࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ⾲Ϫ ࡢሙྜ
ࡣࠊࣀ࣮ࣝ㸻ࣃ࣭ࢻ࣭࣮࢝ࣞᆅᇦᅪෆ࠶ࡿ㸳༊ศࡅࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ೃ⿵⪅ྡ⡙ࡀ⋓ᚓࡋࡓ㆟ᖍࡣࠊྛ༊ศࡅࡀ⋓ᚓࡋࡓ⚊ᩘᛂࡌ
࡚ẚᘧศ㓄ࡉࢀࡿࠋ

ࡇࡇ࡛ලయⓗᅗ♧ࡋ࡞ࡗࡓ㑅ᣲࡢ㸦ேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ㆟ࠊ┴㆟㆟ဨࠊᅜẸ㆟㑅ᣲ㸧ࡘ࠸࡚
ࡣࠊϪࠕࣃࣜࢸ㑅ᣲࡢᐇ࡛ࠖヲࡋࡃྲྀࡾୖࡆࡿࠋ




 クオータ制導入の頓挫からパリテへ
 フランスにおける女性議員の量的拡大への阻害要因：「普遍的人間像」に
基づくフランス政治の男性中心性
ࣇࣛࣥࢫ㠉ࢆᶵࠊࣇࣛࣥࢫඹᅜࡣࠊࡦࢆࠊࡑࡢ㢦❧ࡕ࣭⫙ࡢⰍ࣭ᛶู࠸ࡗࡓ㌟
యⓗ≉ᚩࡸࠊ㌟ศ࠸ࡗࡓ♫ⓗ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡽゎᨺࡋࠊᕷẸࡢᖹ➼ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕᬑ
㐢ⓗே㛫ീࠖ࠸࠺ᢳ㇟ࡢࡓࡵࡢᇶ‽ࢆタࡅࡓࠋே㛫ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞≉ᚩࢆᤞ㇟ࡋࡓࠕᬑ㐢
ⓗே㛫ീࠖࢆࡶࠊᕷẸࡢᖹ➼ࢆಖ㞀ࡋࠊ࠸࡞ࡿᒓᛶࢆᣢࡘᕷẸࡶࡦࡋࡃᢅ࠾࠺ࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕᬑ㐢ⓗே㛫ീࠖࢆᇶ┙ࡍࡿࠕᬑ㐢⩏ⓗᖹ➼ࣉ࣮ࣟࢳࠖࡇࡑࡀࠊ
ࣇࣛࣥࢫᇶᮏⓗ࡞ᖹ➼⌮ᛕࡔࡗࡓࠋ
ࡋࡋࡇࡢᬑ㐢⩏ⓗᖹ➼ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊࡦ㸦KRPPH㸧ࠊࡘࡲࡾ⏨ᛶࢆᇶ‽ࡋࡓࠕே
ᶒᕷẸᶒ㸦GURLWVGHO¶KRPPHHWGXFLWR\HQ㸧ࠖࡢಖ㞀ࡢࡳࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊᇶᮏⓗዪᛶ
㸦IHPPH㸧ࡢேᶒࡶࠊዪᛶࡢᕷẸ㸦FLWR\HQQH㸧ࡢᶒࡶࠊಖ㞀ࡍࡁᑐ㇟ࡋ࡚ㄆࡵ࡚࠸࡞
ࡗࡓࠋ
ࠕዪᛶࡢᶒᐉゝ㸦OD'pFODUDWLRQGHVGURLWVGHODIHPPHHWGHODFLWR\HQQH㸧ࠖࢆⓎ⾲ࡋࠊ
ࣇࣛࣥࢫ㠉ᮇฎฮࡉࢀࡓ࢜ࣛࣥࣉ࣭ࢻ࣭ࢢ࣮ࢪࣗ௨᮶ࠊࣇࣛࣥࢫࡢዪᛶࡓࡕࡣࡎࡗࠊ
ᕷẸᶒ࣭ேᶒࡑࡋ࡚ᖹ➼ࡽዪᛶࡀ㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ␗㆟⏦❧࡚ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ

ࣇࣛࣥࢫዪᛶࡢேᶒཬࡧᕷẸᶒࡢಖ㞀ࡣࠊᗘࡢୡ⏺ᡓࠊ➨Ἴࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒㐠ື࡞
ࢆࡁࡗࡅࠊᑡࡋࡎࡘᐇ⌧ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡅࢀࡶࠊᨻ㡿ᇦ࠾ࡅࡿዪᛶࡢཧ⏬ࡣ࡞࡞
㐍ࡲࡎࠊ᭱ᚋࡢ㞴㛵ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ㞴㛵ࢆࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࠊ ᖺึ㢌ࠊ
➨Ἴࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒㐠ື࡛ά㌍ࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘ♫ඪࡢࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺࡀ୰ᚰ࡞ࡗࡓྲྀ⤌
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ



 年代の社会党の取組

 社会党議員が提案した クオータ導入の頓挫
ࣇࣛࣥࢫࡣࠊࣃࣜࢸἲࡢไᐃࡢ⣙  ᖺ๓ࡢ  ᖺ௦ࠊୡ⏺ඛ㥑ࡅ࡚ 㸣ࢡ࣮࢜ࢱ
ไ㸦ᑂ㆟㐣⛬࡛ 㸣ኚ᭦㸧ࢆᑟධࡋࡼ࠺ࡋ࡚㡻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡻ࡢせᅉ࡞ࡗࡓ
ࡢࡀࠊୖグࡢᬑ㐢⩏ⓗᖹ➼ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋ
♫ඪࡢࣇࣛࣥࢯ࣭࣑࣡ࢵࢸࣛࣥࡀ⤫㡿ᑵ௵ࡋࡓ┤ᚋࡢ  ᖺࠊ♫ඪᡤᒓࡢᅜ
Ẹ㆟㆟ဨࢪࢮ࣭࣑ࣝࣜࡀࠊྡ⡙ᘧᢞ⚊࡛ᐇࡉࢀࡿேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟
ဨ㑅ᣲࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ୍᪉ࡢᛶࡢೃ⿵⪅ࢆᚲࡎ 㸣ྵࡴࠖࡍࡿࢡ࣮࢜ࢱไࡢἲࢆᥦฟࡋࡓࠋ



$UFKLYHVpOHFWRUDOHVGX&(9,32)6FLHQFHV3R
KWWSVDUFKLYHRUJGHWDLOVDUFKLYHVHOHFWRUDOHVGXFHYLSRI"DQG%' EXOOHWLQYRWH VLQ VRUW
SDJH 㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

&RPLWpGHVIrWHVGH/RWKH\©/HVFDQGLGDWVDXqPHWRXUGHVpOHFWLRQVPXQLFLSDOHVª
KWWSORWKH\HQIHWHIUOHEXOOHWLQGHYRWHGHVFDQGLGDWVDXHPHWRXUGHVHOHFWLRQVPXQLFLSDOHV㸦᭱
⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

©%XOOHWLQGHODOLVWH)URQWGHJDXFKHO +XPDLQG DERUGeOHFWLRQUpJLRQDOH1RUG3DVGH&DODLV
3LFDUGLHGpFHPEUHªKWWSRLVHSFIIU㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

ࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺࡢᘚㆤኈ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ ᖺ௦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ㑊ዷ࣭୰⤯ࡢᶒࡢಖ㞀
ࡢࡓࡵά㌍ࡋࡓࠋ



ࡇࡢἲࡣࠊᅜẸ㆟࡛ࡢᑂ㆟㐣⛬࡛ࠊᥦࡍࡿࢡ࣮࢜ࢱࡢᩘᏐࡀ 㸣ࡽ 㸣ኚ᭦ࡉ
ࢀࠊྡ⡙ᘧᢞ⚊࡛ᐇࡉࢀࡿᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡘ࠸࡚ࠊࠕೃ⿵⪅ྡ⡙ࡣྠ୍ࡢᛶࡢೃ⿵
⪅ࢆ 㸣௨ୖྵࢇ࡛ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡍࡿᐇ㉁ⓗ࡞ 㸣ࢡ࣮࢜ࢱไἲࡀᅜẸ㆟ᥦฟࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢἲࡣࠊ㈶ᡂ ࠊᑐ㸲ࠊᲠᶒ㸱ࢆࡶࡗ࡚ᅜẸ㆟࡛ྍỴࡉࢀࡓ㸦⣇ሯ 
㸧ࠋ
ࡋࡋࡇࡢࢡ࣮࢜ࢱไἲࡣࠊ᠇ἲ㝔ࡢᑂ㆟ࡅࡽࢀࡓࠋ᠇ἲ㝔ࡣࡇࡢࢡ࣮࢜ࢱไἲ
ࡢᑂ㆟࠶ࡓࡗ࡚ࡲࡎࠊ᠇ἲ➨୕᮲ࡢࠕᅜẸࡢᶒࡣேẸᖐᒓࡋࠖࠊ
ࠕேẸࡢ࠸࡞ࡿ㒊
ศࡶࠊ࠸࡞ࡿಶேࡶࠊࡑࡢ⾜ࢆ༨ዣࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࠸࠺つᐃࢆ࠶ࡆࡓࠋຍ࠼࡚ࠊࣇ
ࣛࣥࢫ➨ඹไୗ࡛᠇ἲⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿேᶒᐉゝ➨භ᮲ࡢࠊᕷẸࡣࡳ࡞ἲᚊࡢ๓ᖹ➼
࡛࠶ࡾࠊࠕࡑࡢ⬟ຊᚑࡗ࡚ࠊࡘࠊࡑࡢᚨ⾜ᡯ⬟௨እࡢᕪู࡞ࡋࠊ➼ࡋࡃࠊ࡚ࡢ
㝵ࠊᆅཬࡧබ⫋ᑵࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺つᐃࢆ࠶ࡆࡓࠋ᠇ἲ㝔ࡣࡇࢀࡽࡢつᐃࡽࠊ
㑅ᣲே⿕㑅ᣲேࡣ࠸࡞ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜୖࡢᕪ␗ࡼࡗ࡚ࡶ༊ูࡉࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊ
㑅ᣲἲࡢࠕ/ ᮲ࠗᛶ࠘࠸࠺ゝⴥࢆຍࡍࡿࡇࡣ᠇ἲࡍࡿุ᩿ࠖ㸦'pFLVLRQ
QR'&GXQRYHPEUH㸧ࡋࠊᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢೃ⿵⪅ࢆᛶูࡼࡾ༊ูࡍࡿ
ࢡ࣮࢜ࢱไࡣ㐪᠇ࡔุ♧ࡋࡓ㸦⣇ሯ 㸧ࠋ
ࡘࡲࡾ᠇ἲ㝔ࡣࠊࣇࣛࣥࢫఏ⤫ⓗ࡞ᬑ㐢⩏ⓗᖹ➼ࣉ࣮ࣟࢳࡢཎ๎ᇶ࡙࠸࡚ࠊᛶู
࠸࠺㌟యⓗ≉ᚩᇶ࡙࠸࡚㑅ᣲೃ⿵⪅ࢆ༊ูࡍࡿࢡ࣮࢜ࢱไࡣ㐪᠇࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ᠇ἲ㝔ࡢุ᩿ࡣ⤯ᑐⓗ࣭᭱⤊ⓗຠຊࢆ᭷ࡋࠊ࠸࡞ࡿᶵ㛵ࡢୖッࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ
௨㝆ࠊࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿࢡ࣮࢜ࢱไࡢᑟධࡴࡅࡓヨࡳࡣ㡻ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋
ࡺ࠼ࠊࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࢡ࣮࢜ࢱไࡣ␗࡞ࡿ⌮ㄽⓗ᰿ᣐᇶ࡙ࡃࠊࠕࣃࣜࢸࠖࡀᚲせ
࡞ࡗࡓࠋ

 社会党内部のフェミニストによるクオータ要求の再燃
ࣃࣜࢸ࠸࠺ㄒࡀࠕᨻ௦⾲ࡢ⏨ዪᖹ➼ࠖ࠸࠺ព࡛ࡣࡌࡵ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࡢࡣࠊ ᖺ
 ᭶Ḣᕞホ㆟ദࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࣃࣜࢸࡢẸ⩏ࠖࡔࡗࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ᚋࣃࣜࢸ࠸࠺ㄒ⌮ᛕࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ά㌍ࡍࡿࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺࡢᨻ㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛ᚎࠎ
ᗈࡲࡗ࡚࠸ࡁࠊࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࡣ  ᖺࡑࡢㄆ▱ᗘࡀ୍Ẽ㧗ࡲࡗࡓࠋ/DXUH%HUHQL


ࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࡣࠊᅜྍỴᚋࠊ⤫㡿ࡀᑂ⨫㸦ἲᚊࡢᏑᅾࢆබᘧㄆドࡋࠊᇳ⾜ᶒ
ࢆ࠼ࡿ⾜Ⅽ㸧ࡍࡿ๓ࡢ㏻ᖖἲᚊࡣࠊ⤫㡿࣭㤳┦࣭୧㝔㆟㛗࣭ ே௨ୖࡢᅜẸ㆟㆟ဨ
ཪࡣඖ⪁㝔㆟ဨࡼࡗ࡚ࠊ௵ពⓗ᠇ἲ㝔クࡉࢀࡿ㸦3DFWHWHW0pOLQ6RXFUDPDQLHQ
㸧ࡇࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢡ࣮࢜ࢱไἲ㸦㑅ᣲἲᨵṇἲᚊ㸧ࡣࠊ ᖺ 
᭶  ᪥ᑐὴࡢᅜẸ㆟㆟ဨ  ேࡼࡗ࡚᠇ἲ㝔クࡉࢀࡓࠋᥦッ⪅ࡀၥ㢟ࡋࡓ
ࡢࡣࠊேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢྡ⡙ᅇᢞ⚊ไ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࡢ㐪᠇ᛶ࡛
࠶ࡗ࡚ࠊᛶูࢡ࣮࢜ࢱไࡘ࠸࡚␗㆟ࢆၐ࠼ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ᠇ἲ㝔ࡣ
⫋ᶒ࡛ࢡ࣮࢜ࢱไ᮲㡯ࢆᑂᰝࡢᑐ㇟ࡋࡓ㸦⣇ሯ 㸧ࠋ

&RQVHLOGHO¶(XURSH5DSSRUWVXUOHVLGpDX[GpPRFUDWLHVHWOHVGURLWVGHVIHPPHVVpPLQDLUHVXUOD
GpPRFUDWLHSDULWDLUH 㸦ࣃࣜࢸ࡞Ẹ⩏㸧TXDUDQWHDQQpHVG¶DFWLYLWpVGX&RQVHLOGHO¶(XURSH
6WUDVERXUJQRYHPEUH ࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠾࠸࡚ࠊ(OLVDEHWK6OHG]LHZVNL ࡀࠕẸ
⩏ࡢ⌮ዪᛶࡢᶒ㸦/HVLGpDX[GpPRFUDWLTXHVHWOHVGURLWVGHVIHPPHV㸧ࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆ
ᥦฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃホ㆟࠾ࡅࡿࣃࣜࢸࡢ㆟ㄽࡢᇶ┙࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦-HQVRQ0DUTXHV3HUHLUDHW5HPDFOH㸧ࠋ



㸦㸧ࡣࠊ ᖺ㉳ࡁࡓ㸱ࡘࡢฟ᮶ࢆࡁࡗࡅࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࣃࣜࢸࡀᗈࡃ
ㄆ▱ࡉࢀࠊࣃࣜࢸࢆせồࡍࡿᕷẸ㐠ືࡶ┒ࡾୖࡀࡗࡓࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸱ࡘࡢฟ᮶ࢆ
㡰☜ㄆࡍࡿࠊ➨୍ࠊ ᖺ㸱᭶ᐇࡉࢀࡓᆅᇦᅪ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ㑅ᣲ
ࡢ㝿ࠊዪᛶ㆟ဨࡢ㐣ᑡၥ㢟ࡀ㢧ᅾࡋ㸦 ᖺࡢⅬ࡛ 㸣ࠊᅗ⾲Ϫ ཧ↷㸧ࠊྛ
ᆅ࡛ዪᛶ㆟ဨቑຍࡢࡓࡵࡢ㐠ືࡀ⾜ࢃࢀࡣࡌࡵࡓࠋ
➨ࠊ
ࠗዪᛶᕷẸࡼᶒຊࢆࢀ㸟⮬⏤࣭ᖹ➼࣭ࣃࣜࢸ㸦Au pouvoir, citoyennes! Liberté, Égalité,
Parité㸧࠘ࡀࠊ♫ඪฟ㌟ࡢ  ேࡢࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺࠊࣇࣛࣥࢯ࣮࣡ࢬ࣭࢞ࢫࣃ࣮ࣝࠊࢡ࣮ࣟࢻ࣭
ࢭࣝࣂࣥ㸻ࢩࣗࣛࣂ࣮ࠊࣥࢾ࣭࣮ࣝ࢞ࣝࡼࡗ࡚ฟ∧ࡉࢀࡓࠋࣇࣛࣥࢫඹᅜࡢᶆㄒ࡛
࠶ࡿࠕ⮬⏤࣭ᖹ➼࣭ឡ㸦)UDWHUQLWpࠊࣇࣛࢸࣝࢽࢸ㸧ࠖࢆࡶࡌࡗࡓࡇࡢᮏࡢ㢟ྡ࡛ࡣࠊ⏨ᛶ
ᕷẸࡢᘵឡⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁࢆពࡍࡿࠕឡࠖࡀࠊ⏨ዪᕷẸࡢᖹ➼ࢆពࡍࡿࣃࣜࢸ⨨ࡁ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ⮬⏤࣭ᖹ➼࣭ࣃࣜࢸ࠘ࡢⴭ⪅࡛࠶ࡿ♫ඪฟ㌟ࡢࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺࡓࡕࡼࢀࡤࠊࣃࣜࢸࡣ
ࠕ㸦⏨㸧ᛶࠖࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ᪤Ꮡࡢᨻⓗᖹ➼ࢆࠕ⬺ᛶࠖࡍࡿࡓࡵࡢࠊ
ࠕᕪ␗ࡢ㉸㉺
ࢆࡵࡊࡍࠖ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠋ㆟ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᨻࡢሙࡣ⏨ᛶࡤࡾ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡶࡣ
ࡸᢳ㇟ⓗ௦⾲࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋ⏨ᛶࡢᑠ㞟ᅋࡤࡾࡀᅜᐙࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶
ࢀࡤࠊᅜᐙࡣࡶࡣࡸேẸࡢ௦⾲࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊࣇࣛࣥࢫඹᅜࡢᨻࢩࢫࢸ࣒ࡣ༴ᶵ࠶ࡿࠋ
ዪᛶࢆᐇ㉁ⓗ㝖ࡋࡓࠕᬑ㐢⩏ⓗᖹ➼ࣉ࣮ࣟࢳࠖࡣഇࡾࡢᬑ㐢⩏࡛ࡋ࡞࠸ࡢࡔ
ࡽࠊࣃࣜࢸࡼࡗ࡚ࠊ┿ࡢᬑ㐢⩏ࢆᐇ⌧ࡏࡼࠊᙼዪࡓࡕࡣせồࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦6FRWW
㸧ࠋࣃࣜࢸࢆࣇࣛࣥࢫඹᅜࡢཎ๎ᤣ࠼࡚ࡳࡏࡓྠ᭩ࡣࠊࣃࣜࢸἲせồ㐠ືࡢ㉳⇿
࡞ࡗࡓࠋ
➨୕ࠊ ᭶Ḣᕞጤဨࡀࢸࢿ࡛ദࡋࡓࠕᶒຊࢆࡿዪᛶ )HPPHVDXSRXYRLU ࠖ
㆟㸦㏻⛠ࢸࢿ㆟㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢸࢿ㆟ࡣࠊዪᛶᕷẸᅋయࡸዪᛶ 1*2 ᅋయࡢ࣓ࣥ
ࣂ࣮ࢆࡣࡌࡵࡍࡿࠊ୍⯡ዪᛶᕷẸࡶᩘከࡃཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡛▱ࡽࢀࡿࠋྠ㆟࠾࠸࡚
ࡣࠕẸ⩏ࡣᅜࡢ㆟ࡸ⾜ᨻ࠾ࡅࡿࣃࣜࢸࢆồࡵࡿࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠕࢸࢿ
ᐉゝࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊࡇࡢᐉゝࢆࡁࡗࡅࠊࣃࣜࢸἲࢆせồࡍࡿᕷẸ㐠ືࡶ┒ࡾୖࡀࡗ࡚࠸
ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢฟ᮶ࢆቃࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࣃࣜࢸ࠸࠺⌮ᛕࡀᗈࡃ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ
࣐ࢫ࣓ࢹࡢㄽቭ࡛ࡑࡢ㠀ࢆࡵࡄࡿㄽதࡀ⾜ࢃࢀࡓࡾࠊࣃࣜࢸἲࢆせồࡍࡿᕷẸᅋయ
ࡀ᪂つタࡉࢀࡓࡾࠊ᪤Ꮡࡢࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺ࠶ࡿ࠸ࡣዪᛶࡢᕷẸᅋయࡀࣃࣜࢸἲせồ㐠ື
ࢆࡉࢇᒎ㛤ࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ





ࣇࣛࣥࢫࡢᆅ᪉⾜ᨻࡢ༊⏬ࡣᕷ⏫ᮧ㸦FRPPXQH㸧Ѝ┴㸦GpSDUWHPHQW㸧Ѝᆅᇦᅪ㸦UpJLRQ㸧
ࡢ㡰ࡁ࠸ࠋᆅᇦᅪࡣࠕᕞࠖ⩻ヂࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ



ᅗ⾲Ϫ  ᖺ㹼 ᖺᆅᇦᅪ㆟ ᅗ⾲Ϫ Au pouvoir, citoyennes!
༨ࡵࡿዪᛶࡢྜ㸦㸣㸧

Liberté, Égalité, Parité
⾲⣬

ฟ㸸0LQLVWqUHGX'URLWGHVIHPPHV㸦㸧ࠊ+&(

ฟ㸸ࣇࣛࣥࢫᅜ❧ᅗ᭩㤋࢙࢘ࣈࢧ

㸦D㸧ࢆࡶ➹⪅సᡂࠋ

ࢺ

 パリテ法の制定過程
 ᖺ௦ࡣࠊࣇࣛࣥࢫᅜෆ࡛ࣃࣜࢸἲࡢไᐃࢆᚋᢲࡋࡍࡿ㆟ဨ࣭ᨻඪ࣭ᕷẸࡼࡿᵝࠎ
࡞㐠ືࡀᕳࡁ㉳ࡇࡗࡓࠋ࣐ࢫ࣓ࢹࢆ㏻ࡌࡓάືࡋ࡚ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ே
ࡢዪᛶ  ேࡢ⏨ᛶ㸦ྜィ  ேࡣࣇࣛࣥࢫࡢᅜẸ㆟㆟ဨࡢᐃᩘ࡛࠶ࡿ㸧ࡀࠊࣇࣛࣥࢫ
ࡢᅜ∧᪂⪺࣭ࣝࣔࣥࢻ㸦Le Monde㸧ࠊࠕᅜᆅ᪉ࡢ㑅ᣲࡼࡿ㆟ࡣࣃࣜࢸࡽ࡞ࡿࠖ
ࡇࢆせồࡍࡿ⨫ྡࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ
 ᖺ㸴᭶㛤ദࡉࢀࡓ♫ඪ࡛ࡣࠊ♫ඪ௦⾲ࡢ࣑ࢩ࢙࣭࣮ࣝࣟ࢝ࣝࡀࠊ㏆ࡃᐇ
ணᐃࡢḢᕞ㆟㑅ᣲࡘ࠸࡚ࠕཝ᱁ᆒ➼࡞ྜࡢ⏨ዪࡽᵓᡂࡉࢀࠊྡ⡙ࡢඛ㢌ࡽ᭱
ᚋࡲ࡛ࠊ⏨ዪ୪ࡽࢀࡿࠖ♫ඪྡ⡙ࡢඛ㢌ࡋྡ๓ࢆ㐃ࡡ࡞࠸ࡇࢆᐉゝࡋࠊᨻ
ඪ࡛ࣞ࣋ࣝࡢࢡ࣮࢜ࢱࡢᐇࡀ⣙᮰ࡉࢀࠊᐇ⌧ࡉࢀࡓࠋ
 ᖺࡢ⤫㡿㑅ᣲ࡛ࡣࠊ⤫㡿せ㸱ೃ⿵⪅࡛࠶ࡿඹᅜ㐃ྜ㸦⌧ᅾࡢඹඪࡢ๓㌟㸧
ࡢࢪࣕࢵࢡ࣭ࢩࣛࢡࠊ♫ඪࡢࣜ࢜ࢿ࣭ࣝࢪࣙࢫࣃࣥࠊඹᅜ㐃ྜࡢ࡞࡛ࡶࢩࣛࢡὴࡢ
࢚ࢻ࣮࣭ࣝࣂࣛࢹ࣮ࣗࣝࡽࡀࠊࣃࣜࢸࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚⟇ࢆㅮࡌࡿពᚿࢆ᫂♧ࡋࡓࠋ
⤫㡿㑅ᣲࡢ⤖ᯝࠊࢪࣕࢵࢡ࣭ࢩࣛࢡࡀ⤫㡿ᑵ௵ࡍࡿࠊ㤳┦┤ᒓࡢㅎၥᶵ㛵ࡋ࡚ࠕࣃ
ࣜࢸ┘どጤဨࠖࡀタࡅࡽࢀࠊࣃࣜࢸἲไᐃྥࡅࡓ‽ഛࡀᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚  ᖺࡢ⥲㑅ᣲᚋ㤳┦ᑵ௵ࡋࡓ♫ඪࡢࣜ࢜ࢿ࣭ࣝࢪࣙࢫࣃࣥࡣࠊࣃࣜࢸἲ
ࡢࡓࡵ᠇ἲࢆᨵṇࡍࡿពᚿࢆ᫂♧ࡋࡓ㸦%HUHQL HW 5HYLOODUG  㸧ࠋࡇࢀࢆ⓶ษࡾࠊ
 ᖺ㸰᭶ࡽࣃࣜࢸࢆࡵࡄࡿἲᑂ㆟ࡀ㐍ࡳࠊᵝࠎ࡞ᑂ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ ᖺࣃࣜࢸἲไ
ᐃࡢࡓࡵࡢ᠇ἲᨵṇࡀᐇࡉࢀࠊࡘ࠸  ᖺࣃࣜࢸἲࡀไᐃࡉࢀࡿ⮳ࡗࡓࠋ



 年の改憲・ 年のパリテ法制定

 憲法に「パリテ条項」の挿入
ࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࡣࠊ ᖺ௦ࢡ࣮࢜ࢱไᑐࡋ࡚㐪᠇ุỴࡀୗࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡽࠊ



ࡲࡎ᠇ἲࢆᨵṇࡋࠊೃ⿵⪅ࡘ࠸࡚⏨ዪ࠸࠺ᛶࡢᇶ‽ࢆ⪃៖ධࢀࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡓ
࠺࠼࡛ࠊྛ㑅ᣲࡢࣃࣜࢸࡢᑟධ᪉ἲࢆලయⓗつᐃࡋࡓἲᚊࢆไᐃࡍࡿࠊ࠸࠺ẁ㝵ࡢ
ᡭ⥆ࡀࡽࢀࡓࠋ
 ᖺ㸵᭶㸶᪥᠇ἲⓗἲᚊ㸦᠇ἲࢆᨵṇࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊ㸧ࡢไᐃࡀ⾜ࢃࢀࠊࣃࣜࢸἲ
ไᐃඛ❧ࡘ᠇ἲᨵṇ㸦ORLFRQVWLWXWLRQQHOOHQGXMXLOOHWUHODWLYHjO pJDOLWpHQWUHOHV
IHPPHVHWOHVKRPPHV㸧ࡀᡂ❧ࡋࠊ᠇ἲ࠸ࢃࡺࡿࠕࣃࣜࢸ᮲㡯ࠖࡀᤄධࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ୕ࡘ
ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⤒࡚⾜࡞ࢃࢀࠊࡲࡎᨻᗓࡀ᠇ἲᨵṇࢆᥦࡋࠊ⥆࠸࡚᠇ἲᨵṇࡘ࠸࡚୧㝔
࡛㐣༙ᩘࡢ㈶ᡂ࡛ྍỴࡉࢀࠊ᭱ᚋ୧㝔ྜྠ㆟࡛㸳ศࡢ㸱௨ୖࡢ㈶ᡂࢆᚓ࡚ᨵṇࡀᡂ
❧ࡋࡓ㸦3DFWHWHW0pOLQ6RXFUDPDQLHQ㸧ࠋ

 パリテ法の制定： 年のパリテ法の内容
 ᖺࡢ᠇ἲᨵṇࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊࣃࣜࢸἲࡤࢀࡿࠊ
ࠕ㑅ᣲࡼࡿ㆟ဨ⫋ཬࡧබ⫋ࡘ࠸
࡚ࡢ⏨ዪࡢᖹ➼࡞ࢡࢭࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ  ᖺ㸴᭶㸴᪥ἲᚊࠖࡀබᕸࡉࢀࡓࠋ ᖺ
ࡢࣃࣜࢸἲࡣࠊඛ㏙ࡢ  ᖺࡢᨵ᠇ࡢෆᐜࢆලయⓗつᐃࡍࡿἲᚊ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺࡢࣃࣜࢸἲࡢ㐺⏝᪉ἲࡣ୕✀㢮࠶ࡿ㸦⣇ሯ 㸧ࠋ➨୍ࠊཝ᱁࡞ࣃࣜ
ࢸࢆ㈏ࡃᙉไᆺࡢࡶࡢ࡛ࠊ⏨ዪ᪉ᘧࡢೃ⿵⪅ྡ⡙ࡼࡿẚ௦⾲୍ᅇᢞ⚊ไࡢ㑅ᣲ
㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᑐ㇟࡞ࡿ㑅ᣲࡣẚ௦⾲࡛ᐇࡉࢀࡿඖ⪁㝔㆟ဨ㑅ᣲࠊḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲࠊ
ࣇࣛࣥࢫࡢᾏእ㡿㸦࣏ࣜࢿࢩࠊࢽ࣮ࣗ࢝ࣞࢻࢽࠊ࣡ࣜࢫ࣭࢚࣭ࣇࢶࢼࠊ࣐ࣚࢵࢺ㸧ࡢ
㑅ᣲ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ⾲Ϫ㸧ࠋ
➨ࠊᙉไᆺ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡼࡾ⦆ࡉࢀࡓࣃࣜࢸࡋ࡚ࠊ㑅ᣲྡ⡙ࡢ➹㢌⪅ࡽ㡰㸴
ேࡎࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡓሙྜࠊྛࢢ࣮ࣝࣉྠᩘࡢ⏨ዪࡀྵࡲࢀࡿࡼ࠺⩏ົࡅࡿࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ⾲Ϫ㸧ࠋྡ⡙ࡢᵓᡂࡀ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊ㑅ᣲྡ⡙ࡢ⟶⌮ࢆ⾜࠺
┴ᗇ࠶ࡿ࠸ࡣ㒆ᗇࡀᒆฟࢆཷ㡿ࡋ࡞࠸ࡇࡼࡗ࡚ᙉไຊࢆࡶࡓࡏࡿࠋẚ௦⾲ᅇᢞ⚊
ไ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᅇᢞ⚊ไࡢ㑅ᣲ࡛ࡣࠊ➨ᅇ┠ࡢྡ⡙ࡣಟṇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸦」ᩘࡢ
ྡ⡙ࢆ㐃ྜࡉࡏࡓࡾࠊೃ⿵⪅ࡢ㡰␒ࢆ୪ࡧ᭰࠼ࡓࡾࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࠊྡ⡙㛫ࡢ㥑ࡅᘬࡁ
ࡢవᆅࢆᣢࡓࡏࡿࡼ࠺ࠕ㸴ேࡈࠖ࠸࠺ᖜࡀタࡅࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࡇࡢ⤌ࡳࡣࠊ㸴ே
ࡢࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛⏨ᛶࢆୖ㸱ேࠊዪᛶࢆୗ㸱ேࡘࡅࡿ㸦⏨⏨⏨ዪዪዪ͐㸧ࡇࡀྍ⬟
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠕᢤࡅ✰ࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋᑐ㇟࡞ࡿ㑅ᣲࡣࠊேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟
ဨ㑅ᣲࠊᆅᇦᅪ㆟㆟ဨ㑅ᣲࠊࢥࣝࢩ࢝㆟㆟ဨ㑅ᣲࠊࢧ࣭ࣥࣆ࢚࣮࣭࢚࣭࣑ࣝࢡࣟࣥ㡿ᅵ
㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛࠶ࡿࠋ
➨୕ࠊዡບᆺࡢ⦆ࡸ࡞ࣃࣜࢸࡋ࡚ࠊᨻඪࡸᨻᅋయᑐࡍࡿබⓗຓᡂ㔠ࡢ㓄ศࢆㄪ
ᩚࡍࡿࡇ࡛ࠊᨻඪᑐࡋ࡚ዪᛶೃ⿵⪅᧦❧ࡢࣥࢭࣥࢸࣈࢆ࠼ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ⾲Ϫ
㸧ࠋࡇࢀࡣᑠ㑅ᣲ༊ᅇᢞ⚊ไ࡛ᐇࡉࢀࡿᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᨻඪᒓ
ࡍࡿ⏨ዪࡢೃ⿵⪅ࡢ㛤ࡁࡀೃ⿵⪅యᩘࡢ㸰㸣ࢆ㉸࠼ࡿࠊᨻඪ㓄ศࡉࢀࡿබⓗຓᡂ㔠
ࡢ࠺ࡕࠊᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛⋓ᚓࡉࢀࡓᚓ⚊ᑐࡍࡿ㓄ศࡘ࠸࡚ῶ㢠ࡉࢀࡿࠋᾏእ㡿ᅵࡢ
ሙྜࡣࠊྛᛶࡢೃ⿵⪅ࡢேᩘࡢ㛤ࡁࡀ㸯ྡࢆ㉸࠼ࡓࡁῶ㢠ࡢᑐ㇟࡞ࡿࠋῶ㢠⋡ࡣࠊ


ᐇ㝿ࡣᢞ⚊⥲ᩘ  ⚊ࠊ᭷ຠᢞ⚊  ⚊ࠊ㈶ᡂ  ⚊ࡔࡗࡓ㸦⣇ሯ 㸧
ࠋ᠇ἲᨵ
ṇ㐣⛬ࡘ࠸࡚ࡣ⣇ሯ㸦㸧ࢆཧ↷ࠋ



 ᖺࡢࣃࣜࢸἲ࡛ࡣࠊ୍᪉ࡢᛶࡢೃ⿵⪅ࡢẚ⋡᪉ࡢᛶࡢೃ⿵⪅ࡢẚ⋡ࡢᕪࡢ 㸣
つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ௨ୗࡢϪࠕ ᖺࡢࣃࣜࢸἲࡽࡢⓎᒎ࡛ࠖヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊ
㐣ཤᗘῶ㢠⋡ࡀಟṇࡉࢀ࡚ࠊࡼࡾཝࡋ࠸⨩㔠ไࡀ⛉ࡉࢀࡿࡋࡃࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ ᖺไᐃࡉࢀࡓࣃࣜࢸἲࡣேཱྀ  ே௨ୗࡢᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿᕷ⏫ᮧ㆟㆟
ဨ㑅ᣲࠊ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࠊඖ⪁㝔㆟ဨ㑅ฟࡀ㸱ே௨ୗࡢ┴ࡢඖ⪁㝔㆟ဨ㑅ᣲࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞
ࡗࡓࠋ


ᅗ⾲Ϫ ཝ᱁࡞ࣃࣜࢸࢆ㈏ࡃᙉไᆺ

ᅗ⾲Ϫ ᙉไᆺ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ࡼࡾ⦆ࡉࢀࡓࣃࣜࢸ


ฟ㸸➹⪅సᡂࠋ

ᅗ⾲Ϫ ዡບᆺࡢ⦆ࡸ࡞ࣃࣜࢸ
各政党の選挙候補者の男女差が
２％以上の場合、政党助成金を減額
［小選挙区二回投票制］（下院選挙）

例）候補者が男性％、女性％の場合の
政党助成金の減額率の計算

（－）×

男

女

％（年～） ⇒ ％減
％（年～） ⇒ ％減
％（年～） ⇒ ％減
減額率を段階的に増加


ฟ㸸➹⪅సᡂࠋ


ฟ㸸➹⪅సᡂࠋ

  年のパリテ法からの発展
௨ୗ࡛ࡣࠊ ᖺࡢࣃࣜࢸἲ௨㝆ࡢἲᚊࡢᙉ࣭ᨵṇࡢᴫせࢆᅜᨻ㑅ᣲᆅ᪉㆟ࡢ㑅
ᣲศࡅ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ



 ᖺ⫋ᴗ㡿ᇦࡘ࠸࡚ࡶࣃࣜࢸࢆ㐺⏝ࡍࡿࡓࡵᨵ᠇ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㹼 ᖺ
ࡅ࡚ࠊ⫋ᴗ㡿ᇦࡢࣃࣜࢸࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊࡀ┦ḟ࠸࡛ไᐃࡉࢀࡓࠋᮏ✏ࡣᨻ㡿ᇦࡢ
ࣃࣜࢸ㆟ㄽࢆ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡘ࠸࡚ࡣᢅࢃ࡞࠸ࡀࠊ⌧ᅾࡢࣇࣛࣥࢫ♫
࠾࠸࡚ࣃࣜࢸࡀࠕᙜ↛どࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡍኚ࡛࠶ࡿࠋ⫋ᴗ㡿ᇦࡢࣃࣜࢸࡢࡓࡵࡢ
ᨵ᠇ཬࡧࡑࡢ㛵㐃ἲᚊࡘ࠸࡚ࡣ⣇ሯ㸦㸧ࠊ▼⏣㸦㸧ࠊ᭹㒊㸦㸧ࢆཧ↷ࠋ



 国政選挙―― 年のパリテ法の問題点と改善点
ୖ㝔࠶ࡓࡿඖ⪁㝔㑅ᣲ࡛ࡣࠊከᩘ௦⾲ไࢆ⏝࠸ࡿ୍㒊ࡢඖ⪁㝔㆟ဨ㑅ᣲࡀࣃࣜࢸࡢᑐ
㇟እࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࢆṇࡍࡿࡓࡵࠊࣃࣜࢸつᐃࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿẚ௦⾲ไࢆ⏝࠸ࡿ㑅
ᣲ༊ࡢ⠊ᅖࢆᣑࡍࡿἲᚊᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡎࠕ ᖺ㸵᭶  ᪥ࡢἲᚊࠖࡼࡗ࡚ࠊ㸲
ே௨ୖࡢඖ⪁㝔㆟ဨࢆ㑅ฟࡍࡿ┴㸦ࣇࣛࣥࢫࡢ┴ࡢ༙ศ㸧࡛ࡣᣊ᮰ྡ⡙ᘧẚ௦⾲ไࢆ㐺⏝
ࡋࠊ⏨ዪࡢྡ⡙ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀつᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡢ  ᖺᚋไᐃࡉࢀࡓࠕ ᖺ㸶᭶㸰
᪥ࡢඖ⪁㝔㆟ဨ㑅ᣲࡘ࠸࡚ࡢἲᚊࠖࡣࠊẚ௦⾲ไࢆ㐺⏝ࡍࡿඖ⪁㝔㑅ᣲࡢᑐ㇟ࢆࡉࡽ
ᣑࡋࠊᐃᩘ㸱௨ୖࡢඖ⪁㝔㆟ဨ㑅ᣲ㸦㆟ᖍయࡢ 㸣࠶ࡓࡿ㸧ࢆࣃࣜࢸつᐃࡢᑐ㇟
ࡋࡓࠋ
ᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛ࣃࣜࢸ㐪ࡋࡓሙྜࡢ⨩๎ࡶࠊ⏨ዪẚࡢᕪࡢ 㸣ࡢຓᡂ㔠ࡢῶ㢠
㸦⏨ᛶ 㸣ࠊዪᛶ 㸣࡛࠶ࢀࡤ  㸣㸧࠸࠺ᙅ࠸ࡶࡢࡔࡗࡓࡓࡵࠊᗘᨵṇࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࠕ ᖺ㸯᭶  ᪥ࡢἲᚊࠖࡼࡗ࡚ࠊࣃࣜࢸ㐪ࡋࡓሙྜࡢຓᡂ㔠ῶ㢠⋡ࡀࠊ
⏨ዪẚࡢᕪࡢ 㸣ᨵࡵࡽࢀࡓ㸦⏨ᛶ 㸣ࠊዪᛶ 㸣࡛࠶ࢀࡤ  㸣㸧ࠋࡉࡽ
ࠕ ᖺ㸶᭶㸲᪥ࡢ⏨ዪᖹ➼ἲࠖࡼࡗ࡚ࠊࣃࣜࢸ㐪ࡋࡓሙྜࡢຓᡂ㔠ῶ㢠⋡ࡣࠊࡉ
ࡽࡑࡢಸࡢࠊ⏨ዪẚࡢᕪࡢ 㸣ᨵࡵࡽࢀࡓ㸦⏨ᛶ 㸣ࠊዪᛶ 㸣࡛࠶ࢀࡤ î 㸣㸧ࠋ

 地方議会の選挙―― 年のパリテ法の問題点と改善点
ᆅ᪉㆟ࡢ㑅ᣲࡢሙྜࠊ ᖺࡢࣃࣜࢸἲ࡛ࡣࠊከᩘ௦⾲ไࢆ⏝࠸ࡿ┴㆟㆟ဨཬࡧே
ཱྀ  ேᮍ‶ࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡣ㐺⏝እࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᆅᇦᅪ㆟㆟ဨேཱྀ 
ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨࡢ㑅ᣲࡘ࠸࡚ࡣࠊࣃࣜࢸࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊࠕೃ⿵⪅ྡ⡙ࡢⓏ
㍕㡰㸴ேࡈ⏨ዪྠᩘࠖ࠸࠺༑ศ࡞つᐃࡔࡗࡓࡓࡵࠊྡ⡙ࡢୖ⏨ᛶࢆ࠾ࡁࠊୗ
ዪᛶࢆ࠾ࡃ㸦࠼ࡤ⏨⏨⏨ዪዪዪ㸭⏨⏨⏨ዪዪዪ͐͐㸧ࡀ㢖Ⓨࡋࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ ᖺࡢࣃࣜࢸἲࡣࠊ㆟ࡢ㔜せᙺ⫋࡛࠶ࡿ㆟㛗ࡸ㆟㛗ᅋ࠸ࡗࡓᇳᨻ㒊
ࡘ࠸࡚ࡢࣃࣜࢸつᐃࡀ࡞ࡗࡓࠋࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࡣࠊᇳᨻ㒊ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㑅ฟࡣᙜ㑅㆟ဨ
ࡢ㑅ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࠊᆅ᪉㆟ࡢ㆟㛗ࡣࠊᙜヱᆅ᪉⮬యࡢ㤳㛗ࡶව௵ࡍࡿࠋࡋࡋ 
ᖺࡢࣃࣜࢸἲࡣࠊ㆟㛗㸦SUpVLGHQW㸧ࡸ㆟㛗ᅋ㸦YLFHSUpVLGHQWV㸧ཬࡧຓᙺ㸦DGMRLQWV㸧㛵ࡋ
࡚ఱࡢࣃࣜࢸつᐃࡶタࡅ࡚࠸࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊዪᛶ㆟ဨࡣቑ࠼࡚ࡶࠊዪᛶࡢᨻ࣮ࣜࢲ࣮ࡣቑ
࠼࡞ࡗࡓࠋ
ୖグࡢၥ㢟Ⅼࡘ࠸࡚ࡶࠊἲᚊᨵṇࡼࡗ࡚ゎỴࡀࡣࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ㛗࠸㛫ࠊࣃࣜࢸἲࡢ
㐺⏝እࡔࡗࡓ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡣࠕ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲ࣭ᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࣭(3&,ᑂ㆟㆟ဨ
㑅ᣲཬࡧ㑅ᣲ᪥⛬㛵ࡍࡿ  ᖺ㸳᭶  ᪥ࡢᅜᐙ⤌⧊ἲἲᚊࠖࡼࡗ࡚ࠊࠕ⏨ዪ࣌❧
ೃ⿵ไࠖࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋ⏨ዪࡣ࡛࣌❧ೃ⿵ࡋࠊ᭷ᶒ⪅ࡶ࣌ᢞ⚊ࡍࡿࡇ࡛ࠊ❧ೃ⿵ࡢ
ࣃࣜࢸࡢࡳ࡞ࡽࡎ⤖ᯝࡢࣃࣜࢸࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࠋ
ᆅᇦᅪ㆟㆟ဨ㑅ᣲᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ༑ศ࡞ࣃࣜࢸつᐃࡶಟṇࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀ
ࠕᆅᇦᅪ㆟㆟ဨཬࡧḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲ୪ࡧᨻඪࡢබⓗຓ㛵ࡍࡿ  ᖺ㸲᭶ 



ᕷ⏫ᮧ㛫ᗈᇦ⾜ᨻ⤌⧊㸦eWDEOLVVHPHQW3XEOLFGH&RRSpUDWLRQ,QWHUFRPPXQDOH(3&,㸧」ᩘࡢ
ᕷ⏫ᮧࡀᡤᒓࡍࡿබタἲே࡛࠶ࡿࡀ⾜ᨻ༊⏬࡛ࡣ࡞࠸ࠋ(3&, ࡢᑂ㆟࡛ࡣࡈࡳฎ⌮ࡸ
㏻ᶵ㛵ࡢ㐠Ⴀ➼つᶍ࡞ᴗࡢ༠㆟ࢆ⾜࠺ࠋ



᪥ࡢἲᚊࠖࠕ㆟ဨ⫋ཬࡧබ⫋ࡢ⏨ዪࡢᖹ➼࡞ࢡࢭࢫ᥎㐍㛵ࡍࡿ  ᖺ㸯᭶  ᪥
ࡢἲᚊࠖࡼࡗ࡚ࠊ㑅ᣲೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆ⏨ዪྠᩘࡘ㸦⏨ዪዪ⏨ࡢ୪ࡧ㸧ࡍࡿࡇࡀ
⩏ົࡉࢀࡓࠋᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺࡢࣃࣜࢸἲ࡛ࡣேཱྀ  ே௨ୖࡢ
ᕷ⏫ᮧࡢࡳࡀᑐ㇟ࡔࡗࡓࡀࠊୖグࡢࠕ ᖺ㸳᭶  ᪥ࡢἲᚊࠖࡼࡗ࡚ࠊேཱྀ  ே௨
ୖࡢᕷ⏫ᮧࡲ࡛ࡀࣃࣜࢸἲつᐃࡢ㐺⏝ᑐ㇟ࡉࢀࡓࠋ
ྛ㆟ࡢᇳᨻ㒊ᙜࡓࡿ㆟㛗ᅋ㛵ࡋ࡚ࡣࠊୖグࡢࠕ ᖺ㸯᭶  ᪥ࡢἲᚊࠖࡼࡗ
࡚᪂ࡓࣃࣜࢸࡀつᐃࡉࢀࡓࠋᆅᇦᅪ㆟ࡢ㆟㛗ᅋࡣ㆟ဨࡢ㑅ࡼࡾỴࡲࡿࡀࠊࡇࡢ㑅
ฟࢆ⏨ዪྠᩘࡘࡢྡ⡙ࢆ⏝࠸ࡓᣊ᮰ྡ⡙ᘧẚ௦⾲ไ࡛⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋᕷ⏫ᮧ
㆟ࡢຓᙺࡶ㆟ဨࡢ㑅ࡼࡾỴࡲࡿࡀࠊேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡣࠊࡇࡢ㑅ฟࢆ⏨ዪ
ྠᩘࡘࡢྡ⡙ࢆ⏝࠸ࡓᣊ᮰ྡ⡙ᘧከᩘ௦⾲ᅇᢞ⚊ไ㑅ᣲ࡛⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋຍ
࠼࡚ࠊྠ᪉ᘧࡣࠕ ᖺ㸳᭶  ᪥ࡢἲᚊࠖࡼࡗ࡚ࠊேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡶ㐺⏝
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ










ᅗ⾲Ϫ ࣃࣜࢸἲ㸦 ᖺࡢつᐃ㸧


㑅ᣲ

㑅ᣲ᪉ᘧ

ࣃࣜࢸつᐃ

㆟㛗㸸ἲᚊࡼࡿᙉไ࡞ࡋ

یேཱྀ  ே௨ୖࡢ
ᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ

ᣊ᮰ྡ⡙ᘧ

㒔ᕷඹྠయ㆟㆟ဨ

ᅇᢞ⚊ẚ௦

⏨ዪ

࣒ไ

㆟㛗⿵బ㸸⏨ዪྠᩘ
ᕷ⏫ᮧ㛫ᗈᇦ⾜ᨻ⤌⧊ࡢ㛗
㛗㸸ἲᚊࡼࡿᙉไ࡞ࡋ

⾲ే⏝ࣉ࣑ࣞ
یᆅᇦᅪ㆟㆟ဨ㑅ᣲ

ᇳ⾜㒊ࡢࣃࣜࢸつᐃ

㆟㛗㸸ἲᚊࡼࡿᙉไ࡞ࡋ
⏨ዪ

ᖖ௵ጤဨ㸸⏨ዪ
㆟㛗ᅋ㸸⏨ዪྠᩘ

ཝᐦ࡞

ᣊ᮰ྡ⡙ᘧẚ

ࣃࣜࢸ
یḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲ

௦⾲ไ
ᅜ࡛⤫୍ࡢ

⏨ዪ

̿

⏨ዪ

̿

㑅ᣲ༊ࡈ

㆟㛗㸸ἲᚊࡼࡿᙉไ࡞ࡋ

ࡢ⏨ዪ࣌

ᖖ௵ጤဨ㸸⏨ዪ

❧ೃ⿵

㆟㛗ᅋ㸸⏨ዪྠᩘ

ྡ⡙ࢆ⏝࠸ࡿ
ی㸱ே௨ୖࢆ㑅ฟࡍࡿ┴
ࢆ㑅ᣲ༊ࡍࡿඖ⪁㝔㆟
㆟ဨ㑅ᣲ㸦㛫᥋㑅ᣲ㸧
ඖ⪁㝔㆟ဨࡢ ࢆ㑅ฟ

࣌

⦆ࡸ࡞
ࣃࣜࢸ

┴ی㆟㆟ဨ㑅ᣲ

ᣊ᮰ྡ⡙ᘧ
ᅇᢞ⚊ẚ௦
⾲ไ

࣌ከᩘ௦⾲
ᅇᢞ⚊ไ
ᑠ㑅ᣲ༊༢グ

බⓗ⿵ຓ㔠

ᘧᅇᢞ⚊ไ

ࡢῶ㢠

ᣲ༊ࡍࡿඖ⪁㝔㆟㆟

ᑠ㑅ᣲ༊㐃グ

ἲᚊࡼࡿ

ဨ㑅ᣲ㸦㛫᥋㑅ᣲ㸧

ᘧᅇᢞ⚊ไ

ᙉไ࡞ࡋ

یᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ

̿

 یேࢆ㑅ฟࡍࡿ┴ࢆ㑅

ࣃࣜࢸつ
ᐃ࡞ࡋ

̿

ඖ⪁㝔㆟ဨࡢ ࢆ㑅ฟ
یேཱྀ  ேᮍ‶ࡢᕷ

㠀ᣊ᮰ྡ⡙ᘧ

⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ

ᅇᢞ⚊ከᩘ

㒔ᕷඹྠయ㆟㆟ဨ

௦⾲ไ

ἲᚊࡼࡿ
ᙉไ࡞ࡋ

̿

ฟ㸸+&( D ࠋ ᖺᨵṇࡉࢀࡓḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡘ࠸࡚ࡣ࢙࢘ࣈࢧࢺ 9LH
3XEOLFࢆཧ⪃➹⪅సᡂࠋ


ࠕ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲ࣭ᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࣭(3&, ᑂ㆟㆟ဨ㑅ᣲཬࡧ㑅ᣲ᪥⛬㛵ࡍࡿ
 ᖺ㸳᭶  ᪥ࡢᅜᐙ⤌⧊ἲἲᚊࠖࡼࡗ࡚ࠊᬑ㏻㑅ᣲไࡼࡿ㒔ᕷඹྠయ㆟ဨ㑅ᣲ
㸦(3&, ࡢබタἲேࡢᑂ㆟ࡢ㆟ဨࢆ㑅ࡪ㑅ᣲ㸧ࡀᑟධࡉࢀࠊᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲྠ
ᢞ⚊ࢆ⾜࠺⤌ࡳ࡞ࡗࡓࠋேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡣࠊᕷẸࡀึࡵ࡚㒔ᕷඹྠయ
㆟ဨࢆ┤᥋㑅ฟࡍࡿ᪉ᘧ࡞ࡗࡓࠋ

/DORLGXMXLQUHODWLYHjO¶pOHFWLRQGHVUHSUpVHQWDQWVDX3DUOHPHQWHXURSpHQࡼࡗ࡚ࠊ
ᅜ⤫୍ྡ⡙ࡢ㑅ᣲ᪉ᘧኚ᭦ࡉࢀࡓࠋ

©eOHFWLRQVHXURSpHQQHVªKWWSVZZZYLHSXEOLTXHIUDFWXDOLWHIDTFLWR\HQVHOHFWLRQV




 パリテ選挙の実例
௨ୖ࡛㏙࡚ࡁࡓྛ㆟ࡢ㑅ᣲࡢࣃࣜࢸつᐃࢆලయⓗ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ௦⾲ⓗ࡞୕ࡘ
ࡢ㆟㑅ᣲࡋ࡚ࠊձዪᛶࡢᨻཧ⏬ࡢ᭱ึࡢࢫࢸࢵࣉ࡞ࡿᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࠊղ
ᖺつᶍ࡞ࣃࣜࢸᑟධࡢᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࠊճᨻඪຓᡂ㔠ࢆῶ㢠ࡍࡿᅜẸ
㆟㆟ဨ㑅ᣲࢆࡾ࠶ࡆࡿࠋ

 市町村議会選挙：男女・女男交互の候補者名簿
ೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆ⏝࠸ࡿᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࠊேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧࡘ࠸࡚ࠊཝ
ᐦ࡞ࣃࣜࢸつ๎ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྡ⡙ࡢ୪ࡧࢆ⏨ዪ࠶ࡿ࠸ࡣዪ⏨ࡢࡋࠊೃ⿵⪅ࢆ⏨
ዪྠᩘࡍࡿࡇࡀྛᨻඪ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ㐪ࡋ࡚࠸ࡿྡ⡙ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㑅
ᣲࡢ⟶⌮ࢆᢸᙜࡍࡿ┴ᗇ㸦SUpIHFWXUH㸧࠶ࡿ࠸ࡣ㒆ᗇ㸦VRXVSUpIHFWXUH㸧ࡀ㑅ᣲྡ⡙ࢆཷ㡿ࡏࡎࠊ
㑅ᣲ❧ೃ⿵ࢆㄆࡵ࡞࠸ࡇࡼࡗ࡚ࠊࣃࣜࢸつᐃᙉไຊࡀࡶࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ẚ௦⾲ไࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛ࡣࠊྛྡ⡙ࡽᚓ
⚊ᩘᛂࡌࡓᙜ㑅⪅ࡀฟࡉࢀࡿࠋேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡣࡍ࡚ࠊᙜ㑅⪅ࡀ⏨ዪྠᩘ
࠶ࡿ࠸ࡣ୍ே௨ෆࡢᕪ࠾ࡉࡲࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ⾲Ϫ ♧ࡋࡓࡢࡣࠊ ᖺ⾜ࢃࢀࡓᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ㝿ࠊࣃࣜࡢ㑹
እࡢᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡿࢧࣥ㸻࣮ࣔࣝ㸻ࢹ㸻ࣇ࢛ࢵࢭ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࠊᕥὴ㐃ྜࡢೃ⿵⪅ྡ⡙වᢞ
⚊⏝⣬࡛࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊೃ⿵⪅ྡ⡙ࡈ㸯ᯛࡢᢞ⚊⏝⣬ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆ
ᢞ⚊⏝࠸ࡿࠋᅗ⾲Ϫ ࡢྡ⡙࡛ࡣࠊ㸯␒┠ࡢዪᛶೃ⿵࢚ࣜࢨ࣮࣋ࢺ࣭ࣈࣇ࣮ࣝ㸻
ࢧࣦࣜ㸦(OLVDEHWK%RXIIDUG6DYDU\㸧ࡽࠊ⏨࣭ዪ࣭⏨͐ࡢ୪ࡧ㡰࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊཝᐦ࡞ࣃ
ࣜࢸࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋࡲࡓࠊேཱྀ  ே௨ୖࡢᕷ⏫ᮧࡢሙྜࠊೃ⿵⪅ྡ
⡙ࡣ㆟ᖍྠᩘࡢೃ⿵⪅ࡀグ㍕ࡉࢀࡿ㸦ࢧࣥ㸻࣮ࣔࣝ㸻ࢹ㸻ࣇ࢛ࢵࢭࡢሙྜࡣ  ㆟ᖍ㸧ࠋ
᭷ᶒ⪅ࡣᢞ⚊ᡤ࠾࠸࡚ࠊ」ᩘࡢᨻඪ࣭ᨻᅋయࡢೃ⿵⪅ྡ⡙㸦ᢞ⚊⏝⣬㸧ࢆᢞ⚊ᡤ࡛ཷ
ࡅྲྀࡾࠊ࣮࢝ࢸ࡛ࣥそࢃࢀࡓእࡽぢ࠼࡞࠸ࡼ࠺ษࡽࢀࡓᢞ⚊ࣈ࣮ࢫධࡿࠋࣈ࣮ࢫࡢ
୰࡛ࠊᢞ⚊ࡋࡓ࠸ᛮ࠺ྡ⡙ࢆᑒ⟄ධࢀࡿࠋᑒ⟄ධࡗࡓᢞ⚊⏝⣬ࢆࠊ㏱᫂ࡢᢞ⚊⟽ධ
ࢀࠊ㑅ᣲேྡ⡙ࡢᮏேẶྡḍ⨫ྡࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᢞ⚊ࡀࡍࡿࠋ





HXURSHHQQHV㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

࡞࠾ࠊᆅᇦᅪ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡶࡇࢀ‽ࡌࡓཝᐦ࡞⏨ዪ࠶ࡿ࠸ࡣዪ⏨ࡢࣃࣜࢸೃ⿵⪅
ྡ⡙ࢆ⏝࠸ࡓᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ



ᅗ⾲Ϫ  ᖺᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࢧࣥ㸻࣮ࣔࣝ㸻ࢹ㸻ࣇ࢛ࢵࢭ㑅ᣲྡ⡙


ฟ㸸ࣇࣛࣥࢫᅜ❧ᅗ᭩㤋ᡤⶶ㈨ᩱࠋ

ᕷ⏫ᮧ㆟㆟㛗㸦ᕷ⏫ᮧ㛗㸧ࡣࠊ㑅ᣲ⤊ᚋᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨࡼࡗ࡚㑅ࡉࢀࡿࠋ㑅ฟ
ࡉࢀࡿᕷ⏫ᮧ㛗ࡣ୍⯡ⓗ┦ᑐⓗከᩘ⚊ࢆ⋓ᚓࡋࡓྡ⡙ࡢ➹㢌ೃ⿵⪅࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊୖ
グࡢ㑅ᣲྡ⡙࡛ࡣྡ⡙ࡢ୍␒┠ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊᕷ㛗ೃ⿵⪅࡛ࡶ࠶ࡿ࢚ࣜࢨ࣮࣋ࢺ࣭ࣈࣇ
࣮ࣝ㸻ࢧࣦࣜࡢྡ๓ࡀࡁࡃ᭩࠸࡚࠶ࡿࠋ

 県議会議員選挙：男女ペア立候補
ࡶࡶࠊࣇࣛࣥࢫࡢ┴㆟༨ࡵࡿዪᛶࡢྜࡣᴟࡵ࡚పࡃࠊᅗ⾲Ϫ ♧ࡍࡼ
࠺ࠊ࣌❧ೃ⿵ไᗘ㐺⏝ࡢ㑅ᣲࡀᐇࡉࢀࡓ  ᖺࡢ㑅ᣲࡲ࡛ࠊዪᛶ┴㆟ࡢྜࡣ 㸣
๓ᚋࡋ࠸࡞ࡗࡓࠋ
┴㆟࡛࡞࡞ࣃࣜࢸࡀ㐍ࡲ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡀᑠ㑅ᣲ༊ไࢆ⏝࠸࡚࠸
ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᑠ㑅ᣲ༊ไࡢ㑅ᣲ࡛ࡣࠊྛ㑅ᣲ༊ࡽ㸯ேࡋ㑅ฟࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊዪᛶ㆟ဨ
ࡢቑຍ┤⤖ࡍࡿࡼ࠺࡞ࣃࣜࢸつ๎ࡢᑟධࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡣࠊ↓ᡤᒓ
ࡢೃ⿵⪅ࡶከ࠸ࡓࡵࠊᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢࡼ࠺ᨻඪຓᡂ㔠ࢆῶ㢠ࡍࡿ࣌ࢼࣝࢸไᗘࡀ
࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡓࠋࡺ࠼ࠊ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡣࠊ ᖺࡢࣃࣜࢸἲไᐃ
ࡽ㛗࠸㛫ࠊࣃࣜࢸつ๎ࡢ㐺⏝እࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ



ࡇࢀࡣᑐ↷ⓗࠊ࠼ࡤࣇࣛࣥࢫࡢᕷ⏫ᮧ㆟ࡸᆅᇦᅪ㆟ࡢࡼ࠺ࠊೃ⿵⪅ྡ⡙ᘧ
ࡢ㑅ᣲࡢሙྜࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᨻඪࡸᨻᅋయࡀ」ᩘ᧦❧ࡍࡿೃ⿵⪅ࡢᩘࢆ⏨ዪྠᩘࡍࢀ
ࡤࡼ࠸ࡓࡵࠊࣃࣜࢸつᐃࡢᑟධࡀẚ㍑ⓗࢫ࣒࣮ࢬ㐍ࢇࡔࠋ



 ᖺึࡵ࡚ࠊ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ⿵Ḟೃ⿵⪅㛵ࡋ࡚ࡢࡳࠊࣃࣜࢸつ๎ࡀタࡅࡽࢀࠊ
 ᖺࡢ㑅ᣲࡽ㐺⏝ࡉࢀࡓࠋ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ❧ೃ⿵⪅ࡣࠊ❧ೃ⿵⮬㌟ࡢ⿵Ḟೃ⿵
⪅ࡶ᧦❧ࡍࡿࡇࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ⿵Ḟೃ⿵⪅ࢆೃ⿵⪅ࡣ␗ᛶࡢ⪅ࡋࠊ
┴㆟ࡀ⿵Ḟೃ⿵⪅௦ࡍࡿᶵࢆ⏝ࡋ࡚ࠊᚎࠎ㆟ዪᛶࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡇ࠺ࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ┴㆟ࡀ⿵Ḟೃ⿵⪅௦ࡍࡿᶵࡣᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
ࡇࡢつ๎ࡣࢇຠᯝࡀ࡞ࡗࡓࠋ


ᅗ⾲Ϫ  ᖺ௨㝆ࡢ┴㆟༨ࡵࡿዪᛶࡢྜ

ペア立候補制度の導入

補欠候補のパリテ規定の導入


ฟ㸸+&( D ࢆᇶ➹⪅సᡂࠋ

ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᢤᮏⓗᨵၿࡍࡿࡓࡵ  ᖺ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡘ࠸࡚ࠕ࣌❧ೃ⿵
ไᗘࠖ
㸦㑅ᣲἲ /➨  ᮲㸧ࡀᑟධࡉࢀࡓࠋ
ࠕ࣌❧ೃ⿵ࠖไᗘࡣࠊ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲ⏨
ዪࡀ࣌࡞ࡗ࡚❧ೃ⿵ࡋࠊ⏨ዪࡀ࡛࣌ᙜ㑅ࡋࠊᙜ㑅ᚋࡣࡑࢀࡒࢀࡀูࠎ㆟ဨࡋ࡚ࡢ
άືࢆᢸ࠺ࠊ࠸࠺❧ೃ⿵ᙜ㑅⤖ᯝ୧᪉ࡢࣃࣜࢸࡀಖ㞀ࡉࢀࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ┴㆟㆟ဨࡢ
࣌❧ೃ⿵⪅ࡢᢞ⚊⏝⣬ࡣ⏨ዪࡑࢀࡒࢀࡢೃ⿵⪅ࡢྡ๓ࠊ┿㸦ᥖ㍕ࡣ⮬⏤㸧ࠊ⿵Ḟೃ
⿵⪅㸦ೃ⿵⪅ྠᛶ㸧ࡀᥖ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣌ࡢೃ⿵⪅ᗎิࡣ࡞ࡃࠊࣝࣇ࣋ࢵࢺ㡰
ྡ๓ࡣ୪ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ⾲Ϫ ♧ࡋࡓࠊᡭࡢࡦࡽࡢᢞ⚊⏝⣬ࡢ࠺ࡕࠊᢞ⚊ࡋࡓ࠸ೃ⿵⪅ࡢᢞ⚊⏝⣬ࢆ
ᑒ⟄ධࢀࠊ㏱᫂ࡢᢞ⚊⟽ධࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ᢞ⚊ࡣࡍࡿࠋᢞ⚊⏝⣬ࡢྛೃ⿵⪅ࡢྡ
๓ࡢୗࡣࠊྠᛶࡢ⿵Ḟೃ⿵⪅ࡢྡ๓ࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣ㢦┿ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ⾲Ϫ
 ࡢ㑅ᣲ࣏ࢫࢱ࣮ࡣࠊ⏨ዪ࣌ࡢೃ⿵⪅ࡢྡ๓ཬࡧ㢦┿ࠊࡉࡽ⿵Ḟೃ⿵⪅ࡢྡ๓



┴㆟㆟ဨࡢṚஸࡸኻ㋑ࡢሙྜࠊࡑࡋ࡚≉ᐃ㆟ဨ⫋㸦ᆅᇦᅪ㆟㆟ဨ࣭ࢥࣝࢩ࢝㆟㆟
ဨ࣭ࣃࣜᕷ㆟㆟ဨ࣭ᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㸧ཬࡧ᠇ἲ㝔ࡢጤဨࡢව⫋⚗Ṇつᐃࡢࡓࡵࠊ┴
㆟㆟ဨࢆ㎡⫋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿࠋ



㢦┿ࡀ᫂グࡋ࡚࠶ࡿࠋ


ᅗ⾲Ϫ ࢭ࣮ࢾ㸻ࢧࣥ㸻ࢻࢽ┴ࡢࢧ
ࣥ㸻ࢺࣥࡢ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢᢞ⚊⏝⣬

ᅗ⾲Ϫ ࣎ࣝࢻ࣮➨㑅ᣲ༊ࡢ┴
㆟㆟ဨ㑅ᣲ࣏ࢫࢱ࣮


ฟ㸸ࣇࣛࣥࢫᅜ❧ᅗ᭩㤋ᡤⶶ㈨ᩱࠋ

ฟ㸸ࣇࣛࣥࢫᅜ❧ᅗ᭩㤋ᡤⶶ㈨ᩱࠋ

ᨵṇ๓ࡢ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࠕ࣌❧ೃ⿵ไᗘࠖࡢẚ㍑ࢆ௨ୗࡢᅗ⾲Ϫ ♧ࡋࡓࠋ
ࠕ࣌❧ೃ⿵ไᗘࠖࡢᢞ⚊ࡣࠊᚑ᮶ࡢ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲྠᵝᅇᢞ⚊ไ㸦㸯ᅇ┠ࡢᢞ⚊࡛
ೃ⿵⪅ࢆ⤠ࡾ㎸ࡳࠊ㸰ᅇ┠࡛Ỵ㑅ᢞ⚊ࡀ⾜ࢃࢀࡿ⤌ࡳ㸧࡛⾜ࢃࢀࠊᙜ㑅ᇶ‽࡞ࡿᚓ⚊⋡
ࡶኚ᭦ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊྛ㑅ᣲ༊ࡽ࣌ࠊࡘࡲࡾ㸰ேࡀ㑅ฟࡉࢀࡿ࡞ࡿࠊ㆟ဨᐃᩘ
ࡀಸቑࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲ༊ࡣ⤫ྜࡼࡗ࡚ᚑ᮶ࡢ  ࡽ  ࠊ⣙
༙ᩘ๐ῶࡉࢀࡓࠋ


ᅗ⾲Ϫ ᨵṇ๓ᚋࡢ┴㆟㆟ဨไᗘ

ᨵṇ๓
㑅ᣲ᪉ᘧ

ከᩘ௦⾲༢グᅇᢞ⚊ไ
ྛ㑅ᣲ༊ࡽ㸯ேࢆ㑅ฟ

࣌ከᩘ௦⾲ᅇᢞ⚊ไ

ᨵ㑅

㸱ᖺࡈ༙ᩘᨵ㑅

㸴ᖺࡈ୍ᩧᨵ㑅

㑅ᣲ༊ᩘ





⿕㑅ᣲᶒᖺ㱋

‶  ṓ௨ୖ

ᨵṇ๓ྠᵝ

➨୍ᅇᢞ⚊࡛ࡢᙜ㑅せ௳

᭷ຠᢞ⚊ᩘࡢ㐣༙ᩘࡘ
Ⓩ㘓㑅ᣲேᩘࡢ  ௨ୖ

➨ᅇᢞ⚊࡛ࡢᙜ㑅せ௳

┦ᑐከᩘ

ฟ㸸᭹㒊㸦㸧ࠋ



ᨵṇᚋ

ᨵṇ๓ྠᵝ
ᨵṇ๓ྠᵝ


ࠕ࣌❧ೃ⿵ไᗘࠖࡼࡗ࡚❧ೃ⿵ࡍࡿ⏨ዪ࣌ࡣࠊᚲࡎࡋࡶྠࡌᨻඪࡸὴᒓࡋ࡚࠸
ࡿᚲせࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦᨻ⟇ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊ␗࡞ࡿඪࡀ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀዡບࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
 ᖺೃ⿵⪅ࡢ⿵Ḟೃ⿵⪅ࢆ␗ᛶࡢ⪅ࡍࡿࣃࣜࢸつᐃࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࠕ࣌❧ೃ
⿵ไᗘࠖࡢᑟධࢆᶵ⏨ዪ࣌ࡢ❧ೃ⿵࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⿵Ḟೃ⿵⪅ࡣೃ⿵⪅ྠᛶࡢ⪅ࡍ
ࡿ࠸࠺つᐃᨵࡵࡽࢀࡓࠋ

 国民議会議員選挙：罰金制裁
⏨ዪ㸭ዪ⏨ࡢྡ⡙ࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡸࠊ࣌❧ೃ⿵ไᗘࡀ
⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡣᙉไᆺࡢࣃࣜࢸつᐃࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ␗
࡞ࡾࠊᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡣᨻඪຓᡂ㔠ࡢῶ㢠࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤ⨩㔠ࢆ⏝࠸ࡓࣃࣜࢸつᐃࡀ
㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊᨻඪྥࡅࡓබⓗຓᡂ㔠ࡣ㸰㒊ᵓᡂ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨୍㒊ศࡣࠊᅜẸ㆟
㆟ဨ㑅ᣲࡢ⤖ᯝᛂࡌ࡚ྛᨻඪ㓄ศࡉࢀࠊࡇࢀࡘ࠸࡚ࣃࣜࢸつᐃࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨
㒊ศࡣࠊඖ⪁㝔࣭ᅜẸ㆟㸦ୖୗ୧㝔㸧ࡢ㆟ဨᩘᛂࡌ࡚㓄ศࡉࢀࡿࠋ ᖺࡢሙྜ
ࡣࠊබⓗຓᡂ㔠ࡢ⥲㢠ࡣ  ࣮ࣘࣟ㸦Μࠊ⣙  ൨㸧࡛࠶ࡾࠊ➨୍㒊ศ
┦ᙜࡍࡿࡶࡢࡀ  ࣮ࣘࣟ㸦Μࠊ⣙  ൨㸧ࠊ➨㒊㒊ศ┦ᙜࡍࡿ
ࡶࡢࡀ  ࣮ࣘࣟ㸦Μࠊ⣙  ൨㸧ࡔࡗࡓࠋ
ୗ♧ࡋࡓᅗ⾲რ ࡣࠊ ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ㝿ࠊྛඪࡀࣃࣜࢸつᐃ㐪
ࡋࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊࢀࡔࡅࡢᨻඪຓᡂ㔠ࡢῶ㢠࣌ࢼࣝࢸࢆཷࡅࡓࡢ㸦➨୍㒊ศࡢຓ
ᡂ㔠ࡘ࠸࡚ࢀࡔࡅῶ㢠ࡉࢀࡓࡢ㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋඹᅜ๓㐍ࡣࠊᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ
ೃ⿵⪅ࢆࣃࣜࢸࡍࡿࠊᐉゝࡋ࡚࠸ࡓ㏻ࡾࣃࣜࢸࢆᐇ⌧ࡋࡓࡓࡵࠊᨻඪຓᡂ㔠ࡣ୍
ษῶ㢠ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡋྑὴࡢඹඪࡣࠊ⣙ ࡋዪᛶೃ⿵ࢆ᧦❧ࡋ࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊ
➨୍㒊ศࡢຓᡂ㔠ࡢࢺ࣮ࢱࣝࡽ࣐ࢼࢫ ࠶ࡓࡿࠊ ࣮ࣘࣟ㸦⣙  ൨㸧ࡢ
ᨻඪຓᡂ㔠ࢆῶ㢠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊඹඪࡢࡼ࠺ࡁ࡞ᨻඪࡢሙྜࡣࠊඖ⪁㝔࣭ᅜẸ㆟ࡢᙜ㑅⪅ᩘᛂࡌ࡚㓄ศ



ࣇࣛࣥࢫࡢᨻ㈨㔠ไᗘࡀᩚഛࡉࢀࡓࡢࡣࠊḢ⡿せᅜࡢ୰࡛ࡣ㐜ࡃࠊ ᖺ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ௦㹼 ᖺ௦┦ḟ࠸ࡔᨻඪࡢ㔠㖹⚈ࡸᨻ⊩㔠ࡼࡿᨻ⭉ᩋࢆṇࡍࡿࡓࡵ
ࠊ ᖺࠕᨻ㈨㔠ࡢ㏱᫂ᛶ㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡀไᐃࡉࢀࠊ㑅ᣲ㐠ື㈝⏝ཬࡧᐤࡢไ
㝈ࠊᨭሗ࿌⩏ົࠊᨻඪᅜᗜ⿵ຓ➼ࡀᑟධࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊᨻඪ࣭ᨻᅋయࡢᨻ㈨㔠
ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺ㸱᭶  ᪥ࡢᨻ㈨㔠ࡢ㏱᫂ᛶ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦/RLQGXPDUV
UHODWLYHjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHODYLHSROLWLTXH㸧ࡀࠊೃ⿵⪅ࡢ㑅ᣲ㐠ື㈝⏝ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ㑅ᣲἲ㸦&RGHpOHFWRUDO㸧ࡀᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸦ᮌᮧ 㸧ࠋࣇࣛࣥࢫࡣࠊ ᖺ
ࡢ㑅ᣲἲ➼ࡢᨵṇ࡛ἲே⊩㔠ࡀ㠃ⓗ⚗Ṇࡉࢀࡓࡓࡵࠊᨻඪຓᡂ㔠ࡀᨻඪࡢ㔜せ࡞㈨
㔠※࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

©'pFUHWQGXRFWREUHSULVSRXUO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGHODORLQ
GXPDUVPRGLILpHUHODWLYHjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHODYLHSROLWLTXHª
KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 FDWHJRULH/LHQ
LG㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

⏨ᛶೃ⿵ࡀ⣙ ࠊዪᛶೃ⿵ࡀ⣙ ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ⏨ዪࡢೃ⿵⪅ྜࡢᕪ࡛࠶ࡿ⣙  ࣏
ࣥࢺ ࡢࠊࡢῶ㢠࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࡉࢀࡿᨻඪຓᡂ㔠ࡢ➨㒊ศ┦ᙜࡍࡿ㢠ࡀ༑ศ࠶ࡿࡓࡵࠊࣃࣜࢸ㐪ࡼࡗ࡚➨୍㒊
ศࡢᨻඪຓᡂ㔠ࢆῶ㢠ࡉࢀ࡚ࡶࠊࡑࢀࢲ࣓࣮ࢪࢆཷࡅ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ከᩘࡢᙜ㑅⪅ࡀ
ぢ㎸ࡵࡎࠊᨻඪຓᡂ㔠ࡢ⋓ᚓࡀ㔜せ࡛࠶ࡿẚ㍑ⓗᑠつᶍ࡞ᨻඪࠊࣃࣜࢸࢆ㑂Ᏺࡍࡿ࠸
࠺ഴྥࡶࡳࡽࢀࡿࠋ

ᅗ⾲Ϫ  ᖺࡢᨻඪຓᡂ㔠㸦➨୍㒊ศ㸧ࡢୖ㸳ඪࡢᢤ⢋
 ௨ୖࡢ㑅ᣲ༊ೃ⿵
⪅ࢆ᧦❧ࡋࡓᨻඪ

⋓ᚓ⚊ᩘ

㸦ᾏእ㡿ᅵ㝖ࡃ㸧

ዪᛶೃ

⏨ᛶೃ

⿵⪅ᩘ

⿵⪅ᩘ

ཷࡅྲྀࡗࡓ

ࣃࣜࢸࡼࡿῶ㢠

ຓᡂ㔠

ඹᅜ๓㐍







ඹඪ







ᅜẸᡓ⥺㸦ᴟྑ㸧



















࡞ࡋ

¼



Μ

 Μ

ᒅࡋ࡞࠸ࣇࣛࣥࢫ
㸦ᴟᕥ㸧
♫ඪ

࡞ࡋ

¼

¼

¼

㸦➨୍㒊ศࡢ 㸣㸧

¼

࡞ࡋ
¼

¼

㸦➨୍㒊ศࡢ 㸣㸧

୍㒊┬␎
➨୍㒊ศࡢࢺ࣮ࢱࣝ





ฟ㸸 ᐁሗ㸦-RXUQDO2IILFLHO 㸧ࢆᇶ➹⪅సᡂࠋ

ᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢࣃࣜࢸつᐃࡣࠊࡉࡽࡘࡢࠕᢤࡅ✰ࠖࡀᏑᅾࡍࡿࠋ➨୍ࠊ❧ೃ
⿵⪅ࡀ⏨ዪྠᩘ࡛࠶ࡾࡉ࠼ࡍࢀࡤࠊᨻඪ⿵ຓ㔠ࡣῶ㢠ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊዪᛶೃ⿵⪅ᙜ㑅ࡀ㞴
ࡋ࠸ࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㑅ᣲ༊ࢆࡾᙜ࡚ࠊᙜ㑅ぢ㎸ࡳࡢ㧗࠸㑅ᣲ༊ࢆ࣋ࢸࣛࣥࡢ⏨ᛶೃ⿵
⪅ࡓࡕ࡛⊂༨ࡍࡿ࠸࠺ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛ࡣࠊ❧ೃ⿵⪅༨ࡵࡿ
ዪᛶࡢྜẚ࡚ࠊᙜ㑅ࡍࡿዪᛶೃ⿵⪅ࡢྜࡀప࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋ
 ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ⤖ᯝࢆ  ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ⤖ᯝẚ㍑ࡍࡿࠊࡇࡢ
ࠕᢤࡅ✰ࠖࡢ⏝ࡣ࡞ࡾᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࡶࡢࡢࠊᙜ㑅⪅༨ࡵࡿዪᛶ
ࡢྜࡢᕪࡣ࠸ࡲࡔṧࡿࠋ




ୖグࡢ⾲ࡣ  ௨ୖࡢ㑅ᣲ༊ೃ⿵⪅ࢆ᧦❧ࡋࡓᨻඪࡢᨻඪຓᡂ㔠ࡘ࠸࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊ➨୍㒊ศࡢຓᡂ㔠⥲㢠㸦 ࣮ࣘࣟ㸧ࡢ㛫ⱝᖸࡢࡎࢀࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ

©'pFUHWQGXRFWREUHSULVSRXUO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGHODORLQ
GXPDUVPRGLILpHUHODWLYHjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHODYLHSROLWLTXHª
KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 FDWHJRULH/LHQ
LG㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



ᅗ⾲Ϫ ᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ❧ೃ⿵⪅ᙜ㑅⪅༨ࡵࡿዪᛶࡢྜ㸦 ᖺࠊ
ᖺ㸧

女性候補者と女性
当選者の隔たり




ฟ㸸+&( E ࠊLe Monde  ᖺ㸴᭶  ᪥ ࢆᇶ➹⪅సᡂࠋ

➨ࡢࠕᢤࡅ✰ࠖࡣࠊࣇࣛࣥࢫ≉᭷ࡢ㆟ဨࡢව⫋ᩥ࡛࠶ࡿࠋᅜẸ㆟ࡣᆅ᪉㆟ࡢ
㆟ဨ⫋ࡢව⫋ࢆ⾜࠺࣋ࢸࣛࣥ㆟ဨࡀከࡃࠊࡇࢀࡀࣃࣜࢸࡢጉࡆ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㆟ဨ⫋ࡢව
⫋ࡢၥ㢟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࡢ࣏࣮ࣞࢺ㸦+&( ࡣࠊ㆟ဨ⫋ࡢව⫋ࡀࠕ⏨
ᛶⓗ࡞័⩦࡛ࠖ࠶ࡾࠊ ᖺⅬ࡛ࡢᅜẸ㆟㆟ဨࡢሙྜࠊ⏨ᛶ㆟ဨࡢ 㸣ࡀව⫋ࢆࡋ࡚
࠸ࡓ୍᪉࡛ࠊව⫋ࢆࡋ࡚࠸ࡿዪᛶ㆟ဨࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜࡢᅜẸ㆟࡛
ࡣ⏨ᛶ㆟ဨࡀᅽಽⓗከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㸦㸣㸧ࡓࡵࠊᅜẸ㆟ࡢව⫋㆟ဨ༨ࡵࡿ⏨ᛶࡢ
ྜࡣᴟࡵ࡚㧗ࡗࡓࠋ
㆟ဨ⫋ࡢව⫋ࡣࠊ᪤ᚓᶒ┈ࢆᣢࡘ⏨ᛶ㆟ဨ᭷ࡣࡓࡽࡃࠋࡑࡢࡓࡵ  ᖺ㸰᭶  ᪥
ࠕව⫋⚗Ṇ㛵ࡍࡿ⤌⧊ἲᚊࠖࡀไᐃࡉࢀࠊ ᖺ⾜ࢃࢀࡓୗ㝔㑅ᣲ௨᮶ࠊ㆟ဨ⫋
ව௵࡛ࡁ࡞࠸⫋ົࡀᣑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊᅜẸ㆟㆟ဨࡣࠊᕷ㛗࣭༊㛗࣭ᕷ㛗௦⌮࣭
ᕷ㛗࣭ᆅᇦᅪ㆟࣭┴㆟ࡢ㆟㛗ཬࡧ㆟㛗࣭⊂⮬⛯※ࢆ᭷ࡍࡿᕷ⏫ᮧ㛫༠ຊබタἲே
㸦(3&,㸧㆟ࡢ㆟㛗ཬࡧ㆟㛗ࢆව⫋࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᅜẸ㆟㆟ဨࡀࡑࡢࡢ㆟ဨ⫋
❧ೃ⿵ࡍࡿሙྜࠊ㑅ᣲ๓⌧⫋ࢆ㎡ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢἲᚊࡢไᐃࡼࡗ࡚ව⫋ࡣ
ࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ᚋῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

 パリテを推進する諮問機関の役割：パリテのための機関からジェンダー主流化
のための機関への変化
ࡇࡇࡲ࡛ࠊࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࣃࣜࢸἲࡀࡢࡼ࠺ไᐃࡉࢀࠊࡢࡼ࠺Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࡢ
ࢆ㏙࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࣃࣜࢸࡢἲไࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࣃࣜࢸࡢ⌧≧ࢆศᯒࡋࠊࣃࣜ
ࢸἲࡢไᐃ࣭ᨵṇࢆᥦࡍࡿᨻᗓㅎၥᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊ ᖺタࡉࢀࣃࣜࢸἲ


Le Monde©/pJLVODWLYHVIHPPHVpOXHVXQFKLIIUHKLVWRULTXHª
KWWSVZZZOHPRQGHIUHOHFWLRQVOHJLVODWLYHVDUWLFOHOHJLVODWLYHV
IHPPHVHOXHVXQUHFRUGBBKWPO㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

ࣇࣛࣥࢫ㤋࢙࢘ࣈࢧࢺࠕ ᖺࣇࣛࣥࢫᅜẸ㆟㑅ᣲࠖ
KWWSVMSDPEDIUDQFHRUJDUWLFOH㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



ࡢไᐃཬࡧࣃࣜࢸࡢᐃ╔㈉⊩ࡋࡓࠕࣃࣜࢸ┘どጤဨࠖࠊࣃࣜࢸ┘どጤဨࡢᙺࢆᣑ
ࡍࡿࡓࡵࠊ ᖺࣃࣜࢸ┘どጤဨࢆ⦅ࡍࡿࡓࡕ࡛᪂タࡉࢀࡓࠕዪ⏨ᖹ➼㧗➼
ホ㆟㸦+&(㸧ࠖࡘ࠸࡚㡰㏙ࡿࠋ

 パリテ監視委員会：パリテ法制定からモニタリングまでを担う
ࣃࣜࢸ┘どጤဨ㸦/¶REVHUYDWRLUHGHODSDULWp㸧ࡣࠊ ᖺࡢ⤫㡿㑅ᣲࡢ⤖ᯝࠊࢪࣕࢵ
ࢡ࣭ࢩࣛࢡࡀ⤫㡿ᑵ௵ࡋࡓ㝿ࠊࣇࣛࣥࢫᅜෆእࡢ⏨ዪᖹ➼㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆసᡂ࣭ศ
ᯒ࣭ホ౯ࡋࠊࣃࣜࢸἲࡢไᐃࡴࡅࡓ‽ഛࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ㤳┦┤ᒓࡢබⓗ࡞ㅎၥᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡢࢹࢡࣞᇶ࡙࠸࡚タ⨨ࡉࢀࡓࠋࢹࢡࣞ㸦'pFUHW㸧ࡣἲᚊ‽ࡌࡿᨻ
௧ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࠕ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢࢹࢡࣞࠖࡣࠊࣃࣜࢸ┘どጤဨࡢᙺࡘ࠸࡚ࠊᅜෆእࡢ⏨
ዪᖹ➼㛵ࡍࡿሗ㞟ຍ࠼࡚ࠊ㤳┦ࡢせㄳᚑࡗ࡚ἲᚊ᮲ᩥࡸつ๎ࡘ࠸࡚ぢゎࡸಟ
ṇࢆ㏙ࡿ࠸࠺ࠊἲไᐃ㛵ࡍࡿㅎၥⓗ࡞ᙺࡶᢸ࠺ࡇࢆᐃࡵࡓࠋ
ࣃࣜࢸ┘どጤဨࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏨ዪࡢጤဨࡽ࡞ࡿࡇࠊ⬟ຊάື⤒Ṕࢆ⌮
⏤ࡋ࡚㑅ฟࡉࢀࡿࡇࡀࢹࢡࣞࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᨻඪฟ㌟ࡢ㆟ဨࠊᕷẸάື
ࡢࢡࢱ࣮ࠊᏛ◊✲⪅ࠊ⫋ᴗ⏺ࡢ௦⾲⪅➼ࡀጤဨຍࢃࡗࡓࠋጤဨࡣዪᛶࡢᶒ⮧ࡢ᥎
⸀ᇶ࡙ࡁ㤳┦ࡼࡗ࡚௵ࡉࢀࠊ㸱ᖺ㛫ࢆ௵ᮇࡋࠊ௵ᮇࡢୖ㝈ࡣ㸰ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊጤ
ဨࡣ↓ሗ㓘࡛άືࡍࡿࡇࡶࢹࢡࣞつᐃࡉࢀࡓࠋ
 ᖺᮎάືࢆ㛤ጞࡋࡓࣃࣜࢸ┘どጤဨࡣࠊ ேࡢዪᛶ㸵ேࡢ⏨ᛶ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ
㆟㛗ࡣᅜẸ㆟㆟ဨࡢࣟࢬࣜࢾ࣭ࣂࢩࣗࣟ㸦535ࠊ⌧ᅾࡢඹඪࡢ๓㌟㸧ࡀࠊሗ࿌ࡢྲྀࡾࡲ
ࡵࡣࢪࢮ࣭࣑ࣝࣜ㸦♫ඪฟ㌟࡛  ᖺ௦ࡢࢡ࣮࢜ࢱἲࡢᥦ⪅࡛ࡶ࠶ࡗࡓ㸧ࡀᢸ
ᙜࡋࡓࠋࣃࣜࢸ┘どጤဨࡀࣃࣜࢸἲไᐃࡴࡅ࡚సᡂࡋࡓ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡣ  ᖺ  ᭶㸲
᪥ᥦฟࡉࢀࠊࣃࣜࢸἲࡢᑂ㆟ࡣࠊୖグࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩ࢆࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ᖺࡢࣃࣜࢸἲࡣࠊࣃࣜࢸ┘どጤဨᑐࡋ࡚ࠊࣃࣜࢸࡢホ౯ሗ࿌ࢆ㸱ᖺẖ⾜࠺ࡇ
ࡶ⩏ົࡅࡓࠋࡇࢀࡼࡾࣃࣜࢸ┘どጤဨࡣࠊࣃࣜࢸἲࡢᐇຠᛶࢆ┘どࡍࡿᶵ㛵ࡋ࡚
ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸦⣇ሯ 㸧ࠋ

 女男平等高等評議会：パリテをより広い射程へ広げる
ᨻࡢࣃࣜࢸ␃ࡲࡽ࡞࠸ࠊࡼࡾᗈ࠸ᑕ⛬ࢆᣢࡗࡓ⏨ዪᖹ➼ᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢㅎၥᶵ㛵ࡋ
࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡓࡵࠊࣃࣜࢸ┘どጤဨࡣࠊࣇࣛࣥࢫ⤫㡿࡛࠶ࡿࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢜ࣛࣥ
ࢻࠊࢪࣕࣥ㸻࣐ࣝࢡ࣭࢚࣮ࣟࡼࡿ  ᖺ㸯᭶㸱᪥ࡢࢹࢡࣞࡼࡗ࡚ࠊዪ⏨ᖹ➼㧗➼



©/¶REVHUYDWRLUHGHODSDULWpªKWWSLQIRIHPPHVDTXLWDLQHRUJEDVHBGRFREVSDULWHSGI㸦᭱⤊㜀
ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

'pFUHWQGXRFWREUHSRUWDQWFUpDWLRQG XQ2EVHUYDWRLUHGHODSDULWpHQWUHOHV
IHPPHVHWOHVKRPPHV

'pFUHW ඹᅜ⤫㡿ཪࡣ㤳┦ࡼࡗ࡚⨫ྡࡉࢀࡓࠊ୍⯡ⓗຠຊࢆ᭷ࡍࡿཪࡣಶูⓗຠຊ
ࢆ᭷ࡍࡿᇳ⾜ⓗỴᐃ㸦ࣇࣛࣥࢫἲᚊ⏝ㄒ㎡➨㸱∧㸧ࠋ

'pFUHWQGXMDQYLHUSRUWDQWFUpDWLRQGX+DXW&RQVHLOjO pJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHW
OHVKRPPHV



ホ㆟㸦+&(㸧⦅ᡂࡉࢀࡓࠋࡇࡢࢹࢡࣞࡣࠊዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࡘ࠸࡚ࠕᕷẸ♫
ࡢ༠㆟ࢆಖ㞀ࡋࠊዪᛶࡢᶒᖹ➼㛵ࡍࡿᨻࡢ᪉ྥࡘ࠸࡚ࠊබⓗ㆟ㄽࢆάᛶࡍ
ࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᣢࡘࠖㅎၥᶵ㛵ࡋ࡚ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊࣃࣜࢸ┘どጤဨࡢᇶᮏⓗ࡞ᙺࢆᘬࡁ
⥅࠸࡛࠸ࡿࠋ
ዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࡣࣃࣜࢸࢆྵࡵ࡚㸳ࡘࡢ㒊㛛㸦FRPLVVLRQ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ㸳ࡘࡢ㒊㛛ࡣࠊࢫ
ࢸࣞ࢜ࢱࣉ♫ⓗᙺ㸦6WpUpRW\SHVHWU{OHVVRFLDX[㸧ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃཬࡧᅜ㝿ⓗྲྀ⤌㸦(QMHX[
HXURSpHQVHWLQWHUQDWLRQDX[㸧ࠊࣃࣜࢸ㸦3DULWp㸧ࠊᗣ࣭ᛶཬࡧ⏕Ṫࡢᶒ㸦6DQWpGURLWVVH[XHOV
HWUHSURGXFWLIV㸧ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮㛵㐃ࡍࡿᭀຊ㸦9LROHQFHVGHJHQUH㸧࡛࠶ࡿࠋྛጤဨࡣ㸯᭶
୍ᗘࠊయ࡛ࡶᖺ㸰ᗘࠊྜࢆ㛤࠸࡚࠸ࡿ㸦ୖ 㸧ࠋ
+&( ࡢྛ㒊㛛ࡢྲྀ⤌ࡣࡁࡃ㸲㍈ศࡅࡽࢀࠊձࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼㛵ࡍࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝ
ࢲ࣮ࡢ㆟ㄽࢆಖ㞀ࡍࡿࠊղᖹ➼㛵ࡍࡿබⓗᨻ⟇ཬࡧࡢᨻ⟇ࢆᖹ➼ࡢほⅬࡽホ౯ࡍ
ࡿࠊճᨻᗓཬࡧ㆟ᥦゝࢆ⾜࠺ࠊմᑓ㛛ᛶࢆά⏝ࡋᗈࡃ♫ሗࢆᥦ౪ࡋࠊබⓗ㆟ㄽࢆ
ႏ㉳ࡍࡿࠊࡢ㸲㡯┠ࡽ࡞ࡿࠋ
ዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࣂ࢚ࣛࢸᐩࡳࠊᅜཬࡧᆅ᪉㆟ဨࠊࢯࢩࢩ࢜ࣥࡢ
௦⾲⪅ࠊ≉ู࡞⤒㦂ࡸ⬟ຊࡼࡾ㑅ࡤࢀࡿ⪅ࠊᏛ㆑⪅ࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࠊࡑࡋ࡚ᙺ⫋ᛂࡌ࡚㑅ฟ
ࡉࢀࡿ⪅㸦୧㝔ࡢࠕዪᛶࡢᶒཬࡧ⏨ዪࡢᶵࡢᖹ➼㛵ࡍࡿㄪᰝᅋࠖࡸࠕዪ⏨⫋ᴗᖹ➼㧗
➼ホ㆟ࠖࡢ௦⾲⪅࡞㸧ࠊࡉࡽྛ┬ࡢᶒࡢᖹ➼ᢸᙜୖ⣭ᐁ➼ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ୍㒊㛛
ࡘࡁ༑ᩘேࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ࠸ࡿࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊዪ⏨ᖹ➼ᒁ⮧ࡢ᥎⸀ᇶ࡙࠸࡚㤳┦ࡢ
ࣞࢸࡼࡗ࡚௵ࡉࢀࡿࠋ㸱ᖺ㛫ࢆ௵ᮇࡋࠊ௵ᮇࡢୖ㝈ࡣ㸰ᮇࡲ࡛࡛࠶ࡿࡇࠊዪ⏨ᖹ
➼㧗➼ホ㆟ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ↓ሗ㓘࡛࠶ࡿⅬࡶࣃࣜࢸ┘どጤဨྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ








©+DXW&RQVHLOjO¶eJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV3UpVHQWDWLRQHWPLVVLRQVª
KWWSZZZKDXWFRQVHLOHJDOLWHJRXYIUKFHSUHVHQWDWLRQHWPLVVLRQV㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶
 ᪥㸧ࠋ

ࣞࢸ㸦$UUrWp㸧ࡣࠊ୍ேࡶࡋࡃࡣ」ᩘࡢ⮧ࠊཪࡣࡢ⾜ᨻᗇࡀⓎࡍࡿ୍⯡ⓗཪࡣಶ
ูⓗ࡞ຠຊ⠊ᅖࢆࡶࡘᇳ⾜ⓗỴᐃࢆᣦࡍ㸦ࣇࣛࣥࢫㄒἲᚊ⏝ㄒ㎡➨㸱∧㸧ࠋ



ᅗ⾲Ϫ ዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟㸦+&(㸧⤌⧊ᅗ




ฟ㸸+&( ࡢ⤌⧊ᅗ ࢆᇶࠊ➹⪅సᡂࠋ

ዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟㸦+&(㸧ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ࣎ࣛࣥࢸ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡔࡽ࠸ࡗ
࡚ዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࡢάືࡀ㤳┦ཬࡧᨻᗓࡽ㍍どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣࡃ࡞࠸ࠋ+&( ࡢ
ࣃࣜࢸ㒊㛛ࡀࠊ ᖺࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ㸴ᖺ㛫࡛ࠊࣃࣜࢸ㛵㐃ἲᚊࡘ࠸࡚ᥦฟࡋࡓἲᚊ
ࡢホ౯ࡸᨵၿࡢࡓࡵࡢពぢ᭩ࡣ  ࡶࡢࡰࡿࡀࠊࡇࡢ 㸣௨ୖࡀἲ⤖ࡧ࠸࡚࠸ࡿ


ࠋ୍ᖺ࠶ࡓࡾᖹᆒࡋ࡚  ࡢἲᚊᨵṇ࠶ࡿ࠸ࡣἲᚊ᪂タࡢࡓࡵࡢᥦゝࡀฟࡉࢀࠊࡑࡢ࠺ࡕ

⣙ ࡀἲไࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ+&( ࡢᨻᗓᑐࡍࡿᙳ㡪ຊࡢ㧗ࡉࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ
ዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟㸦+&(㸧ࡢሗ࿌᭩ࡀ㧗࠸ἲไࡢ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᨻᗓࡀ
+&( ᑐࡋ࡚ࡁࡕࢇᛂ⟅㈐௵ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇຍ࠼࡚ࠊ+&( ࡀබⓗ࡞㆟ㄽࢆᘬࡁ㉳
ࡇࡋ࠺ࡿࢱ࣑ࣥࢢ㸦㛵㐃ἲࡢᑂ㆟࡞㸧ࢆぢィࡽࡗ࡚ホ౯᭩ࡸሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ+&( ࡢ㔜せ࡞࣑ࢵࢩࣙࣥࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿࠊබⓗ㆟ㄽࡢಁ㐍ࡢ
ࡓࡵࠊ+&( ࡣ࣓ࢹᑓ㛛ࡢࢫࢱࢵࣇࡀ㸯ே࠸ࡿࠋ






©/HIRQFWLRQQHPHQWGX+&(ªKWWSZZZKDXWFRQVHLO
HJDOLWHJRXYIU,0*SGIKFHBSODTXHWWHBGHBSUHVHQWDWLRQBSGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱
᭶  ᪥㸧ࠋ

 ᖺ㸱᭶  ᪥ +&( ࡢ⫋ဨࡽ࣓࣮࡛ࣝཷࡅྲྀࡗࡓሗࠋ

ࣞࢪ࣮ࣕࢾ࣭ࢭࢼࢵࢡᩍᤵᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢሗ  ᖺ  ᭶㸲᪥ᐇ ࠋ



 市民／市民団体のインプット：女男平等高等評議会のプラットフォームの活用
ᅗ⾲Ϫ ࡽࡶࢃࡿࡼ࠺ࠊዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࡣࠊᕷẸࡢኌࢆࣃࣜࢸ᥎㐍ᨻ⟇
ྲྀࡾධࢀࡿࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍
㐠ືࡢ⌧ሙ⤒㦂ࢆᣢࡘᕷẸࡢኌࡣࠊ
ࠕࢯࢩࢩ࢜ࣥࠖࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ+&( ࡢάືᫎࡉࢀࡿࠋ

ࢥ࣒ࣛ ࢯࢩࢩ࢜ࣥࡣ㸽
ࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ᕷẸάືࡣࠕࢯࢩࢩ࢜ࣥ㸦DVVRFLDWLRQ㸧ࠖࡤࢀࡿ⤌⧊ࢆ୰ᚰ
㐠Ⴀࡉࢀࡿࠋࢯࢩࢩ࢜ࣥࡣࠕࢯࢩࢩ࢜ࣥዎ⣙㛵ࡍࡿ  ᖺ㸵᭶㸯᪥ἲ㸦௨
ୗࠊ ᖺἲ⾲グ㸧ࠖ
㸦/RLGXHUMXLOOHWUHODWLYHDXFRQWUDWG¶DVVRFLDWLRQ㸧ᇶ࡙ࡁ㐠
Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿᕷẸᅋయࡢ⥲⛠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕ ᖺἲࠖࡼࢀࡤࠊࢯࢩࢩ࢜ࣥࡢ㐠
Ⴀ┠ⓗࡣఱ࡛ࡶࡲࢃ࡞࠸ࡋࠊタ❧ࡶゎᩓࡶ⮬⏤࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࢯࢩࢩ࢜ࣥྡ⩏ࡢ
ཱྀᗙࢆᚓࡓࡾࠊ♫ⓗࢫࢸ࣮ࢱࢫࢆබⓗࡋࡓࡾࡍࡿሙྜࡣࠊᒆฟࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺἲࡣࠊࢯࢩࢩ࢜ࣥ㛵ࡋ࡚ࠊ  ᒆฟࢆ⾜ࢃ࡞࠸㠀ᒆฟ㠀Ⴀ⤌ྜࠊ  ᒆฟ
ࢆ⾜ࡗࡓᒆฟ㠀Ⴀ⤌ྜἲேࠊ  බ┈ᛶࡀᢎㄆࡉࢀࡓබ┈♫ᅋἲே࠸࠺㸱ࡘࡢ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࢆタࡅࠊࡑࢀࡒࢀ࠼ࡽࢀࡿᶒ⬟ຊࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤ    ࡢ⤌⧊ࡣࠊච
⛯ᑐ㇟࡞ࡿᐤ㔠ࢆཷࡅࡿᶒࢆᣢࡘ㸦ࢥࣂࣖࢩ 㸧ࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡢࢯࢩࢩ࢜ࣥἲ㸦 ᖺἲ㸧ࡢ⟶㎄⠊ᅖࡣࠊ᪥ᮏࡢձᏛᰯἲேࠊղ௵ព
ᅋయ࣭ࢧ࣮ࢡ࣭ࣝྠዲࠊճ♫⚟♴ἲேࠊմබ┈ἲேࠊյ㹌㹎㹍ἲᇶ࡙ࡃ㹌㹎㹍ἲேࠊ
նබタἲேࠊշ་⒪ἲேࢆྵࡴᖜᗈ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦㈈ᅋἲே⮬యᅜ㝿༠ 㸧ࠋ


ࢯࢩࢩ࢜ࣥࡣᨻศ㔝ࡢࣃࣜࢸࢆࡣࡌࡵࡋࡓࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ࡢࢡࢱ࣮
ࡋ࡚㠀ᖖࣃ࣡ࣇ࡛ࣝ࠶ࡿྠࠊ⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬࢆ▱ࡿ㈗㔜࡞Ꮡᅾ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࣃ
ࣜࢸࢆ᥎㐍ࡍࡿࢯࢩࢩ࡛࢜ࣥ࠶ࡿ (OOHVDXVVL㸦ᙼዪࡓࡕࡶࠊ࢚ࣝࢰࢩ㸧ࡣࠊዪ⏨ᖹ➼㧗
➼ホ㆟࠸࠺ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ࠺ࡲࡃά⏝ࡋࠊᨻᗓࡀ⾜࠺ࣃࣜࢸ᥎㐍ᨻ⟇ᙜ⪅ࡢ
ኌࡀᫎࡉࢀࡿࡼ࠺ാࡁࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ✏࡛ヲࡋࡃ㏙ࡿࡼ࠺ࠊࣇࣛࣥࢫࡢᨻඪࡣࠊ❧ೃ⿵ࡢ⏨ዪྠᩘ㸦ࣃࣜࢸ㸧ࢆᚭᗏࡉࡏ
ࡿ୍᪉࡛ࠊዪᛶྥࡅࡢ㆟ဨ࡞ࡿࡓࡵࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸ◊ಟࡣ࠶ࡲࡾ⇕ᚰྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊዪᛶࡀ⏨ᛶẚ㍑ࡋ࡚❧ೃ⿵ࡋࡃ࠸≧ἣࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡶ᪥ᮏࡶྠࡌ
࡛࠶ࡿࠋᨻඪᨭࡢྲྀ⤌ࡢࠕ✵ⓑᆅᖏࠖࢆᇙࡵࡿᙺࢆ (OOHVDXVVL ࡣᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺタࡉࢀࠊࣃࣜࢸ┘どጤဨཬࡧዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚ά㌍ࡋ
࡚ࡁࡓ (OOHVDXVVL ࡣࠊࣂ࢚ࣛࢸᐩࢇࡔࣃࣜࢸ᥎㐍άືࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࠋᨻᐙ࡞ࡿࡓࡵ
ࡢዪᛶྥࡅࡢ◊ಟࡸࠊዪᛶࡀᨻ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔ࠶⫋ᴗ㡿ᇦᡠࡿࡓࡵࡢᨭࠊࣃࣜࢸࡢ㔜
せᛶࢆၨⓎࡍࡿᕷẸㅮᗙࡸዪᛶ㆟ဨࡢὶ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
(OOHVDXVVL ࡣࣃࣜࢸࢆ᥎㐍ࡍࡿ」ᩘࡢࢯࢩࢩ࢜ࣥࡽ࡞ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺࡢ⤌⧊࡛࠶
ࡾࠊົᡤࡢ࣓ࣥࣂ࣮ ྡᆅ᪉ᨭ㒊ࡸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅋయࡢ௦⾲ࡢ  ྡࡽ࡞ࡿྜィ  ྡ
ࡢᙺဨࢆ୰ᚰ࣎ࣛࣥࢸ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ㒊ࡢࣃ࡛ࣜࡣᙺဨࡀᖺ㸲ᅇ㛤ദࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋചᆺࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⤌⧊࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ(OOHVDXVVL ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢయࡢဨᩘ




(OOHVDXVVL ࢙࢘ࣈࢧࢺKWWSZZZHOOHVDXVVLRUJ㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ


ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ」ᩘࡢዪᛶᅋయࢆࡘ࡞ࡂࠊᨻᐙࢆᚿࡍᅜྛᆅࡢዪᛶࡓࡕ
ࢆ⦆ࡸ⤖ࡧࡘࡅࡿྠࠊᆅ᪉࡛ά㌍ࡍࡿࣃࣜࢸ᥎㐍ᅋయࡢせᮃࢆࠊᨻᗓ⤌⧊ࡀ࠶ࡿ
ࣃࣜࡲ࡛ࡘ࡞ࡄᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮧୖ 㸧ࠋ
(OOHV DXVVL ࡣࠊࣃࣜࢸᐇ㊶άືࡢᙜ⪅ᅋయࡋ࡚ࠊዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ +&( ࢆ㏻ࡌ࡚
せᮃࢆᨻᗓ♧ࡋࡓࡾࠊඖ⪁㝔ࡸᅜẸ㆟࡛ࣃࣜࢸ㛵㐃ἲᚊࡢไᐃྥࡅࡓᑂ㆟ࡢ㝿ࠊᙜ
ヱศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡋ࡚⫈⪺ࢆཷࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᨻᗓࡽࡢ౫㢗ᇶ࡙࠸࡚άືࡋ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ(OOHVDXVVL ࡣࠊᖺᗘẖࡢබⓗ⿵ຓ㔠ࡸጤク㈝ࢆཷࡅྲྀࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ࠕ⏬ࡈ
ࠖࠊዪ⏨ᖹ➼ᒁࡽཷࡅྲྀࡿ⿵ຓ㔠ࠊᅋయࡀཷࡅࡿᐤ㔠ࢆᇶάືࡋ࡚࠸ࡿࠋ
(OOHVDXVVL ࡀᐇࡋࡓ᭱᪂ࡢ⏬ㄪᰝࡋ࡚ࠊࣃࣜࢸ⩏ົࡀࡲࡔつᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᕷ⏫ᮧ
㛫ᗈᇦ⾜ᨻ⤌⧊㸦(3&,㸧ࡢࣃࣜࢸࡢ⌧≧ࢆࠊ(OOHV DXVVL ࡢ࣮ࣟ࢝ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ༠ຊࢆ
ᚓ࡞ࡀࡽࠊ ᖺࡽ  ᖺࡅ࡚ヲ⣽ㄪᰝࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᆅඖࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ
ά⏝ࡋࡓࡇ࠺ࡋࡓㄪᰝࡣࠊᨻᗓㄪᰝ࡛ࡣࡘࡳࡁࢀ࡞࠸ࣃࣜࢸࡢ⌧≧ࢆヲ⣽᫂ࡽࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋዪ⏨ᖹ➼ᒁࡢ⿵ຓ㔠ࢆᚓ࡚ᐇࡋࡓㄪᰝሗ࿌᭩ࡣࠊ(OOHVDXVVL ࡢ࢙࢘ࣈࢧ
ࢺ࡛බ㛤ࡉࢀࠊዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟㸦+&(㸧ࡢἲᚊᨵṇᥦゝᫎࡉࢀࠊࡉࡽἲไ
ࡉࢀࡿࠋ(OOHVDXVVL ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣᚲࡎࡋࡶつᶍࡢࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈨㔠つᶍࡶᑠ
ࡉ࠸ࡀࠊ(OOHVDXVVL ⊂⮬ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆࠊ+&( ࠸࠺ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆࡋ࡚ᨻᗓఏ࠼
ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ(OOHVDXVVL ࡢᅛ᭷ࡢάືࢆࠊἲᚊᨵṇ࠸࠺ᡂᯝ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇࡀྍ⬟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ+&( ࡣᨻᗓࡀᣠ࠸ࡃ࠸ᕷẸࡢ⌧ሙࡢάືࡢኌࢆ࢚ࢥ࣮ࡉࡏࠊᨻⓗពᛮ
Ỵᐃࡢሙᒆࡅࡿᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
+&( ࡣ㤳┦ࡁࡢࠕㅎၥᶵ㛵ࠖ࠸࠺⨨࡙ࡅ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢἲᚊᨵṇᥦゝࡢከ
ࡃࡣἲไ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠾ࡾࠊᙉ࠸ࢽࢩࢳࣈࢆⓎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ +&( ࡣタࡽ
㸴ᖺ㛫ࡢᡂᯝࢆࡲࡵࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ᥦฟࡋࡓぢゎࡸᥦゝࡀࡢࡼ࠺ἲไࡉࢀ
ࡓࡢࠊࡲࡔἲไࡉࢀࡎṧࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣఱࢆ᳨⣴࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆไస୰࡛
࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᡂᚋࡣࠊ+&( ࡢάືࡑࡢᡂᯝࡀࡼࡾྍどࡉࢀࡿࡣࡎࡔࠋ

 小括
ᮏ✏࡛ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿࣃࣜࢸἲࡢไᐃ㐣⛬ࠊࣃࣜࢸἲࢆ㐺⏝ࡋࡓ㑅ᣲࡢᐇࠊࡑࡋ
࡚ࣃࣜࢸἲࡢᐇຠᛶࢆ┘どࡍࡿㅎၥᶵ㛵ࡢᙺὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࠊࣇࣛࣥࢫ♫࠾࠸
࡚ࣃࣜࢸ࠸࠺⌮ᛕཬࡧࣃࣜࢸἲࡀࡢࡼ࠺♫ᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆ᫂ࡽࡋ
࡚ࡁࡓࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡢࡀ♧၀ࡍࡿࡢࡣࠊἲᚊࡢᐇຠᛶ࣭᭷ຠᛶࢆࡘࡡ┘どࡋࠊഛࢆᣦ࣭ಟ


」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡀᡤᒓࡋ༠ാࡍࡿබタἲே࡛࠶ࡿࠋࡈࡳࡢฎ⌮ࡸ⎔ቃಖㆤᨻ⟇ࡸ㏻ᶵ
㛵ࡢ㐠Ⴀ࡞ࠊ୍ࡘࡢᕷ⏫ᮧࡔࡅ࡛ࡣỴᐃ࣭㐠Ⴀ࡛ࡁ࡞࠸つᶍࡢࡁ࠸ᴗࢆ༠ാࡋ࡚⾜
࠺ࡓࡵࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ

©3DULWpGDQVOHVLQWHUFRPPXQDOLWpVªKWWSZZZHOOHVDXVVLRUJLPDJHV6\QWKHVHB(3&,BSGI
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

©$YLV3DULWpGDQVOHVLQWHUFRPPXQDOLWpV"3URSRVLWLRQVSRXUXQHpJDOHUHSUpVHQWDWLRQGHVIHPPHV
HWGHVKRPPHVGDQVOHVLQVWDQFHVFRPPXQDXWDLUHV  ªKWWSZZZKDXWFRQVHLO
HJDOLWHJRXYIUSDULWHELEOLRJUDSKLH㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

 ᖺ㸱᭶  ᪥ +&( ࡢ⫋ဨࡽ࣓࣮࡛ࣝཷࡅྲྀࡗࡓሗࠋ



ṇࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࣃࣜࢸἲࡀࡁࡕࢇᶵ⬟࡛ࡁࡿࡼ࠺ࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ
ࡢ㔜せᛶ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࣃࣜࢸ┘どጤဨࠖཬࡧࠕዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟㸦+&(㸧ࠖࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛
࣮࣒ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢ」ᩘᅇࡢࣃࣜࢸἲࡢᙉ࣭ᨵṇࡀᐇ⌧ࡋࠊࣃࣜࢸἲࡣ╔ᐇ
ຠᯝࡢᙉ࠸ࡶࡢኚࢆࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
᪥ᮏࡢࠕೃ⿵⪅⏨ዪᆒ➼ἲࠖࡣ⌮ᛕἲ࡛࠶ࡾࠊᚋྛඪࡼࡗ࡚ࡢࡼ࠺ά⏝ࡉࢀࡿ
ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇࣛࣥࢫࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊྠἲࡢᐇຠᛶࡀ༑ศⓎࡉࢀࡿࡇ
ࢆྛඪᮇᚅࡍࡿྠࠊᕷẸ࣭◊✲⪅࣭㆟ဨ࣭ୖ⣭ᐁ࣭ࡑࡋ࡚ᨻᗓࡀࠊྛඪࡢྲྀ⤌ࢆ
┘どࡋࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣࠊࡼࡾᐇຠᛶࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ࠊἲᨵṇࢆồࡵ࡚࠸ࡃࡇ
ࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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ªKWWSIHPPHVJRXYIUZSFRQWHQWXSORDGV&KLIIUHVBFOHVHJDOLWHSGI
0RVVX]ODYDX-©/DSHUFpHGHVIHPPHVDX[pOHFWLRQVOpJLVODWLYHVGHªRevue française
de science politiqueYRO  
ᮧୖᙬె ࠕࣇࣛࣥࢫࡢ㠀ႠᕷẸᅋయ㸦ࢯࢩࢩ࢜ࣥ㸧ࡼࡿࣃࣜࢸᐇ㊶άືࡢ
⌧≧̿̿⌧ᆅ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ୰ᚰࠖࠗᖺሗே㛫⛉Ꮫ࠘㸦㸧̽
୰ᮧ⣫୍࣭᪂ಟ࣭㛵※ᡂ┘ヂ㸪7HUPHVMXULGLTXHV ◊✲ヂ ࠗࣇࣛࣥࢫἲᚊ⏝ㄒ
㎡➨  ∧࠘୕┬ᇽࠋ
⣇ሯᗣỤ ࠗࣃࣜࢸࡢㄽ⌮̿̿⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢᢏἲ࠘ಙᒣ♫
̿̿̿̿ ࠕࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ⫋ᴗศ㔝ࡢ⏨ዪᖹ➼ᨻ⟇̿̿ ᖺ㸵᭶᠇ἲᨵṇࡼ
ࡿࠗࣃࣜࢸᣑ࠘ࡢព⩏ࠖࠗᴗἲ㐀࠘  ̽ 
ᒣ♩Ꮚ ࠗࣇࣛࣥࢫࡢᨻไᗘ ᨵゞ∧ ࠘ᮾಙᇽ
̿̿̿̿ ࠕࣇࣛࣥࢫࡢ┴㆟㑅ᣲไᗘᨵ㠉ࠖࠗ㥖⃝ᏛἲᏛ㒊◊✲⣖せ࠘̽

3DFWHW30pOLQ6RXFUDPDQLHQ)Droit constitutionnel'DOOR]
6FRWW-:Parité! : Sexual Equality and the Crisis of French Universalism8QLYHUVLW\RI
&KLFDJR3UHVV 
ᒣᒸつ㞝࣭⏣ᩔᙪ ࠕㅖእᅜ࠾ࡅࡿᡓᚋࡢ᠇ἲᨵṇ࠙➨㸳∧ࠚ
ࠖࠗㄪᰝሗ̿̿
,668(%5,()࠘  
KWWSGOQGOJRMSYLHZGRZQORDGGLJLGHSRBBSRBSGI"FRQWHQW1R 
㈈ᅋἲே⮬యᅜ㝿༠ࠕࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᆅᇦ⯆ࢯࢩࢩ࢜ࣥࠖ ࢡࣞ
࣏࣮ࣞࢺ KWWSZZZFODLURUMSMIRUXPSXEGRFVSGI







 現地調査から見えてくるフランスの現状と日本への示唆（村上 彩佳）

 現地調査の過程
ᅇࡢࣇࣛࣥࢫ⌧ᆅㄪᰝࡢ┠ⓗࡣࠊ⌧ᅾࠊᨻ㡿ᇦࡢࣃࣜࢸࢆᚭᗏࡉࡏࡿࡓࡵࠊࣇࣛࣥ
ࢫࡢᨻඪࠊ㆟ࠊᨻᗓࡼࡗ࡚ࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆࠊᢸᙜ⪅ࡸᙜ⪅ࡓࡕ
ᑐࡋ┤᥋ࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡍࡿࡇࡼࡗ࡚᫂ࡽࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆ⤠ࡾ
㎸ࡴᙜࡓࡗ࡚ࠊ⩻ヂᐙࡢ▼⏣ஂோᏊඛ⏕ࠊ㥖⃝ᏛἲᏛ㒊ᩍᤵࡢᒣ♩Ꮚඛ⏕ࠊᮾᏛ
Ꮫ㝔ἲᏛ◊✲⛉࣭ἲᏛ㒊ᩍᤵࡢ⣇ሯᗣỤඛ⏕ࠊ㧗ᓮ⤒῭Ꮫᆅᇦᨻ⟇Ꮫ㒊ᩍᤵࡢቑ⏣ṇඛ
⏕㸦༑㡢㡰㸧ࣄࣜࣥࢢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ࣄࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼ࠊㄪᰝ┠ⓗྜ⮴ࡍࡿಶேࡸᢸᙜ㒊⨫ࠊ⤌⧊ࢆ≉ᐃࡋࠊ㥔᪥ࣇ
ࣛࣥࢫ㤋࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡢྲྀࡾࡅࡢ௰ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࢽࢥ࣭ࣛ࣋ࣝࢪࣗࣞ
㸦1LFRODV%HUJHUHW㸧ᨻົཧᐁࢆ୰ᚰࡋࡓࣇࣛࣥࢫ㤋ࡢ᪉ࠎࡣࠊ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺ
ࡢ௰࠶ࡓࡗ࡚ከ࡞࠾ຊῧ࠼ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ᐇ㝿ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ᪥⛬ࡣࠊ ᖺ  ᭶㸰᪥ࡽ  ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣᮏ✏
ᮎᑿࡢ㘓⾲ࡢࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝ⾜ࡗࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾࡣᇳ➹⪅ཬࡧෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁ᥎㐍
ㄢ✚ᴟᥐ⨨ᢸᙜಀࡢ⸨ᑗᏹಀ㛗㸦 ᭶㸰᪥ࡽ㸵᪥ࡲ࡛㸧ࡀ⾜ࡗࡓࠋ
ࢠࣜࢫࡢࣄࣜࣥࢢྠࡌࡃࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㝿ࡋ࡚ࠊᑐ㇟⪅ࡣ๓ㄪᰝࡢ┠ⓗ
㉁ၥ㡯┠ࢆグ㍕ࡋࡓ㉁ၥ⚊ࢆ㏦ࡋࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ⤊ᚋࠊᣢࡕᖐࡗࡓ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢ᭩ࡁ
㉳ࡇࡋᩥ❶ࢆࡶศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒࡢ㝿ࡣࠊゼၥඛ࡛ᚓࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆࡣࡌࡵࡍ
ࡿ㈨ᩱࡸࠊ㛵㐃ࡢඛ⾜◊✲ࠊゼၥඛࡢ㛵㐃ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿሗࡶ⏝࠸ࡓࠋ

 政党
ࡲࡎࠊࣇࣛࣥࢫ௦⾲ⓗ࡞ᨻඪࡀࠊᆅ᪉ᨻཬࡧᅜᨻ࠾࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺ࣃࣜࢸࢆ᥎㐍
ࡋ࡚ࡁࡓࡢࢆ᳨ウࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊձ⌧ᅾࡢ⤫㡿࡛࠶ࡿ࢚࣐ࢽ࢚࣭࣐ࣗࣝࢡࣟࣥࡀ᪂タ
ࡋࠊࣃࣜࢸࢆᚭᗏࡉࡏࡓඹᅜ๓㐍ࠊղࣃࣜࢸἲࡢไᐃࢆඛᑟࡋࡓࣃࣜࢸࡢඛ㥑⪅࡛࠶ࡿ♫
ඪࠊճࣃࣜࢸἲࡢไᐃ࣭ᨵṇక࠸ࠊẁ㝵ⓗྲྀ⤌ࢆᙉࡋ࡚ࡁࡓඹඪࡢ㸱ඪ╔┠ࡍ
ࡿࠋ

 フランスの候補者選定の仕組み――大まかな傾向
ྛඪ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࣃࣜࢸࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞άືࢆ᳨ウࡍࡿ๓ࠊࣇࣛࣥࢫࡢ
ୗ㝔࠶ࡓࡿᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࢆࠊྛඪࡢೃ⿵⪅㑅ᐃ᪉ἲࡘ࠸࡚ᯟࢆ㏙ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ೃ⿵⪅㑅ᐃࣉࣟࢭࢫࡢ◊✲ࡣࡲࡔᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㏆ᖺࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊ
ࠕᨻඪෆᨻࠖࡢࣉࣟࢭࢫࡢẸࡀ࣍ࢵࢺ࣭ࢺࣆࢵࢡ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊೃ⿵⪅ࡢ㑅ᐃࣉࣟࢭ
ࢫࡢẸࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡶⓎᒎࡋࡘࡘ࠶ࡿ㸦1DYDUURHW6DQGUL㸧ࠋೃ⿵⪅㑅ᐃ㛵ࡋ࡚
ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢆά⏝ࡋࡓ୰ኸ㞟ᶒࢆᐇ⌧ࡋࡓඹᅜ๓㐍ࠊࠕఏ⤫ⓗࠖᡭἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ᪤
Ꮡࡢᨻඪࢆ༊ู࡛ࡁࡿࠋ
ඹᅜ๓㐍ࡣࠊೃ⿵⪅㑅ᐃࡢࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ࠊඪࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ሗබ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠊ❧ೃ⿵ࡢཷࢆࠊࡍ࡚ඪࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛ࡢⓏ㘓ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓ



ࡵࠊඹᅜ๓㐍ࡢೃ⿵⪅㑅ᐃࡢࣉࣟࢭࢫࡣ୰ኸ㞟ᶒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᑐ↷ⓗࠊ♫ඪࡸඹඪ࠸ࡗࡓ᪤Ꮡࡢᨻඪࡢሙྜࡣࠊᨻඪࡢᆅ᪉ᨭ㒊ࠊ≉┴ࡢᨭ㒊
ࡀೃ⿵⪅㑅ᐃࡘ࠸࡚㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺཬࡧ  ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ
࠾ࡅࡿඹඪ♫ඪࡢබㄆࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ 6TXDUFLRQL㸦㸧ࡣࠊೃ⿵
⪅㑅ᐃࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊඹඪẚ㍑ࡋ࡚♫ඪࡣඪဨ㛫࡛ࡢᢞ⚊ࢆ㏻ࡌࡓྜពᙧᡂࢆ㔜
どࡍࡿ࠸࠺㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊඹඪࡶ♫ඪࡶࠊᐇ㝿❧ೃ
⿵ࡢබㄆࢆᚓࡿ㝿ࡣࠊᆅ᪉⤌⧊㸦≉┴㸧ࡢ᭷ຊ⪅ࡢ᥎⸀ࡸࣞࢱ࣮ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊᆅ᪉⤌
⧊ࡀೃ⿵⪅㑅ᐃ㐣⛬࡛࠼ࡿᙳ㡪ࡀࡁ࠸ࡇࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
ᆅ᪉⤌⧊ࡀࡃ㡹ᙉ࡞ඹඪࡢሙྜࡣࠊྛ┴ᖖタࡉࢀࡓ┴ົᡤࡀ㑅ᣲࡢබㄆ࣭㐠ື
ࢆᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ┴࠶ࡿᨻඪᆅᇦᨭ㒊ࡀᑟ࡛⾜࠺බㄆࡣࠊ⌧⫋⪅ཬࡧව⫋⪅ࡗ࡚
᭷ാࡃഴྥ࠶ࡾࠊ≉ඹඪ࡛ࡣࡑࡢഴྥࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓ㸦)UDQoRLV  6RXWKZHOO
㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓᖹ➼ࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡓࡵࠊ㏆ᖺව⫋⚗Ṇࡢἲᚊࡀᩚഛࡉࢀࠊ ᖺࡢᅜẸ
㆟㆟ဨ㑅ᣲ௨㝆㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



 年当選の議員のポートレート

ୖグࡢࡼ࠺ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡓೃ⿵⪅ࡢ୰ࡽࠊ࠺࠸ࡗࡓ㆟ဨࡀᙜ㑅ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋ ᖺ
ࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛ᙜ㑅ࡋࡓᅜẸ㆟㆟ဨࡢࣉࣟࣇ࣮ࣝࡢᯟࡘ࠸࡚ࠊࣇࣛࣥࢫࡢ
᪂⪺ሗ㐨ࢆᇶ᳨ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ᖺࡢᅜẸ㆟㑅ᣲࡣࠊࣇࣛࣥࢫྐୖ⌋ࡋ࠸ᒎ㛤࡞ࡗࡓࠋࣇࣛࣥࢫ⤫㡿ࡢ࣐ࢡࣟ
ࣥࡀ᪂タࡋࡓඹᅜ๓㐍ࡀ㌍㐍ࡋࠊᴟྑࡀຊࢆఙࡤࡋࠊ♫ඪࡣᩋࡋࡓࠋࡉࡽࠊ᭱ࡢ
ኚࡋ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫࡢṔྐୖ᭱ከࡢ  ேࡢዪᛶᅜẸ㆟㆟ဨࡀㄌ⏕ࡋࠊᅜẸ㆟㆟ဨ
༨ࡵࡿዪᛶࡢྜࡣ 㸣࡞ࡗࡓࠋ
ᙜ㑅ࡋࡓ⏨ዪࡑࢀࡒࢀࡢ㆟ဨࡢࣉࣟࣇ࣮ࣝ╔┠ࡍࡿࠊࡲࡎࠊᅜẸ㆟㆟ဨࡢ 㸣
ࢆ༨ࡵࡿ⏨ᛶ㆟ဨࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ  ṓ࡛࠶ࡗࡓࠋ⏨ᛶ㆟ဨࡀᙜ㑅ࡍࡿ๓⾜ࡗ࡚࠸ࡓ⫋ᴗศ
㢮ࡣࠊ⟶⌮⫋࣭▱㆑⫋ࡀ㐣༙ᩘࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࠊḟ࠸࡛࣍࣡ࢺ࣮࢝ࣛປാ⪅ࡀ 㸣ࠊ⫋
ே࣭ၟே࣭⤒Ⴀ⪅ࡣ 㸣ࠊ㏥⫋⪅ࡣ 㸣ࠊ↓⫋ࡣ㸱㸣ࡔࡗࡓࠋ
ዪᛶ㆟ဨࡢሙྜࡣࠊᖺ㱋ࡢᖹᆒ್ࡣ  ṓ⏨ᛶ㆟ဨẚ㍑ࡋ࡚ⱝ࠸ࠋ⫋ᴗศ㢮࡛ࡣࠊ࣍
࣡ࢺ࣮࢝ࣛປാ⪅ࡀ᭱ከ࡛ 㸣ࠊ୰㛫⟶⌮⫋ࡀ 㸣ࠊࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛປാ⪅ࡀ 㸣ࠊ



බ⫋ව௵ࢆ⚗Ṇࡍࡿ  ᖺ㸰᭶  ᪥ἲᚊࡼࡗ࡚ࠊ ᖺ㸴᭶ࡢ⥲㑅ᣲࡽࠊ㆟ဨ
⫋ව௵࡛ࡁ࡞࠸⫋ົࡀᣑࡉࢀࡓࠋᅜẸ㆟㆟ဨࡣ≉ᐃࡢ㆟ဨ⫋㸦ᕷ㛗ࠊ༊㛗ࠊᕷ㛗௦
⌮ࠊᕷ㛗ࠊᆅᇦᅪ㆟࣭┴㆟ࡢ㆟㛗ཬࡧ㆟㛗ࠊ⊂⮬⛯※ࢆ᭷ࡍࡿᕷ⏫ᮧ㛫༠ຊබ
タἲே㸦(3&,㸧㆟ࡢ㆟㛗ཬࡧ㆟㛗㸧ࢆව⫋࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㆟ဨࡣᅜ㆟ဨᆅ᪉㆟ဨࡢ௵
ᮇࡀ㔜࡞ࡗࡓሙྜࠊࡕࡽࢆ㑅ࡪࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ┤㏆⋓ᚓࡋࡓ㆟ဨ⫋ࢆಖᣢ
ࡋࠊࡑࢀ௨๓ࡢ㆟ဨ⫋ࡽࡣゎ௵ࡉࢀࡿࠋᅜẸ㆟㆟ဨࡀࡢ㆟ဨ⫋❧ೃ⿵ࡍࡿሙྜࠊ
㑅ᣲ๓⌧⫋ࢆ㎡ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ࣇࣛࣥࢫ㤋࢙࢘ࣈࢧࢺ
KWWSVMSDPEDIUDQFHRUJDUWLFOHWIG㸧ࠋ㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

Le Parisien ᖺ㸴᭶  ᪥©/pJLVODWLYHVVH[HkJHSURIHVVLRQSRUWUDLWURERWGHV
GpSXWpVpOXVª㸦 ᖺᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ㸸 ᛶู࣭ᖺ㱋࣭⫋ᴗ͐ᙜ㑅㆟ဨࡢࣟ࣎ࢵࢺ࣭࣏࣮
ࢺ࣮ࣞࢺ㸧KWWSZZZOHSDULVLHQIUHOHFWLRQVOHJLVODWLYHVOHJLVODWLYHVVH[HDJHSURIHVVLRQ
SRUWUDLWURERWGHVGHSXWHVHOXVSKS㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



⟶⌮⫋࣭▱㆑⫋ࡀ 㸣ࠊ⫋ே࣭ၟே࣭♫㛗ࡀ 㸣ࡔࡗࡓࠋ⏨ᛶẚ㍑ࡋ࡚ࠊ⫋ᴗศ㢮
ࡘ࠸࡚ከᵝᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
㆟ဨ⤒㦂ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠊ ேࡢ࠺ࡕࠊᆅ᪉㆟ဨ⤒㦂ࢆྵࡵ࡚ᨻ⤒㦂ࡀࡃ࡞
࠸㆟ဨࡀ  ྡ࠾ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕࠊዪᛶࡢ㆟ဨᮍ⤒㦂⪅ࡣ  ྡࡔࡗࡓࠋࡘࡲࡾዪᛶ㆟ဨ 
ྡࡢ࠺ࡕࠊ ྡࡀࡃᨻ⤒㦂ࡢ࡞࠸㆟ဨࡔࡗࡓࠋዪᛶ㆟ဨࡢᖹᆒᖺ㱋ࡀⱝࡃࠊࡉࡽᨻ
⤒㦂ࢮࣟࡢዪᛶ㆟ဨࡀ⏨ᛶ㆟ဨẚ㍑ࡋ࡚ከ࠸ࡢࡣࠊඹᅜ๓㐍ࡀከᩘࡢዪᛶ㆟ဨࢆ㍮
ฟࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᅜẸ㆟࠸ࡿዪᛶ㆟ဨ  ྡࡢ࠺ࡕࠊඹᅜ๓㐍ࡢዪᛶ㆟ဨࡣ  ྡ
ࠊ㸴௨ୖࡢࡰࡿࠋ᪉ࠊඹඪࡢ  ྡࡢዪᛶ㆟ဨࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫ඪࡢ  ྡࡢዪᛶ㆟
ဨࡣဨࠊᆅ᪉ᨻ࣭ᅜᨻࢆၥࢃࡎࠊఱࡽࡢ㆟ဨ⫋ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅ᪉㆟ဨ⫋
ව⫋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 共和国前進：先進的なパリテ推進活動
 党の現状
⥆࠸࡚ࠊྛඪࡀࣃࣜࢸ᥎㐍ࡢࡓࡵ⾜ࡗ࡚࠸ࡿྲྀ⤌ࢆලయⓗ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡎࡣ⌧ᅾࡢୗ
㝔࡛ඪ࡞ࡗ࡚࠸ࡿඹᅜ๓㐍╔┠ࡍࡿࠋ
ඹᅜ๓㐍ࡣࠊ⌧ᅾࡢࣇࣛࣥࢫ⤫㡿࡛࠶ࡿ࢚࣐ࢽ࢚࣭࣐ࣗࣝࢡࣟࣥࡀ  ᖺᨻ㐠
ືᅋయࡋ࡚タࡋࠊ ᖺᨻඪ࡞ࡗࡓࠋ᪂ඪࡺ࠼ࠊඪࡢ⌧⫋㆟ဨࡀ࠸࡞ࡗࡓࡇ
ࡶ࠶ࡾࠊዪᛶ㆟ဨࡀẚ㍑ⓗ᪂つೃ⿵⪅ࡋ࡚ධࡾࡸࡍࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊඹᅜ๓㐍ࡣࠊࣇ
ࣛࣥࢫࡢᅜẸ㆟࠾࠸࡚  ㆟ᖍࡢ࠺ࡕࠊ㸣࡛࠶ࡿ  ㆟ᖍࢆ༨ࡵࠊ⏨ᛶ㆟ဨࡣ 
ྡࠊዪᛶ㆟ဨࡣ  ྡ࡛࠶ࡿࠋ
ඹᅜ๓㐍ࡣ  ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ㝿ࠊඪࡢ㸳ࡘࡢཎ๎ࡋ࡚ࠊๅ᪂㸦OH
UHQRXYHOOHPHQW㸧ࠊཝᐦ࡞ࣃࣜࢸ㸦ODSDULWpVWULFWH㸧ࠊㄔᐇ㸦ODSURELWp㸧ࠊᨻⓗከඖᛶ㸦ODSOXUDOLWp
SROLWLTXH㸧ࠊィ⏬ࡢྠព㸦O¶DFFRUGDYHFOHSURMHW㸧ࢆᐃࡵࡓࠋඪࡢ᭱㔜せ㡯ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ
ࣃࣜࢸࢆ᥎㐍ࡍࡿ࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆᗈࡃࣆ࣮ࣝࡋࡓࠋ

 党内パリテの第一歩：女性を政党にひきつける
ඹᅜ๓㐍ࡣࠊඪࡢࣃࣜࢸࢆᚭᗏࡉࡏࡿ࠶ࡓࡾࠊࡲࡎࠊᨻඪዪᛶࢆࡦࡁࡘࡅࠊዪᛶඪ
ဨࢆቑࡸࡍࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋྲྀ⤌ࡢ㝿୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆᢸࡗࡓࡢࡣࠊ⌧ᅾࠊ㤳┦ዪ⏨
ᖹ➼࣭ᕪูᑐ⟇ᢸᙜ⮧ࡋ࡚ࠊᨻᗓࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࡢ୰᰾ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࣐ࣝ
࣮ࣞࢾ࣭ࢩࢵࣃ࡛࠶ࡿࠋ






Le Monde ᖺ㸴᭶  ᪥©0DQGDWVSURIHVVLRQVpWXGHVGHVGpSXWpV«ODQRXYHOOH$VVHPEOpH
HQGRX]HLQIRJUDSKLHVª㸦ᅜẸ㆟㆟ဨࡢ㆟ဨ⤒㦂࣭⫋ᴗ࣭ᏛṔ͐᪂ࡋ࠸ᅜẸ㆟ࡘ࠸࡚
 ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢢࣛࣇࢵࢡࢫ㸧KWWSVZZZOHPRQGHIUOHV
GHFRGHXUVDUWLFOHPDQGDWVSURIHVVLRQVHWXGHVGHVGHSXWHVODQRXYHOOHDVVHPEOHHHQ
GRX]HLQIRJUDSKLHVBBKWPO㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ




ᅗ⾲Ϫ ࣐࣮ࣝࣞࢾ࣭ࢩࢵࣃ┿




ฟ㸸ࣇࣛࣥࢫ㤋࢙࢘ࣈࢧࢺ㛶ྡ⡙ 

 ᖺ⏕ࡲࢀࡢࢩࢵࣃࡢ⤒Ṕࡣࠊᨻᐙࡋ࡚ࡣࠊ࡞ࡾࣘࢽ࣮ࢡ࡛࠶ࡿࠋᏛ࡛ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢽ࣮࣓ࣗࢹᏛࢆಟࡵࡓࢩࢵࣃࡣࠊᗈ࿌௦⌮ᗑᑵ⫋ࡋࠊ ௦࡛
➨୍Ꮚࢆฟ⏘ࡍࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᗈ࿌௦⌮ᗑࡢ⫋ົᐙᗞ⏕άࡢ୧❧ࡢᅔ㞴ࡉࡽࠊࢩ
ࢵࣃࡣࡸࡴࢆᚓࡎᗈ࿌௦⌮ᗑࢆ㏥⫋ࡋࠊ ᖺാࡃ࣐࣐ࢆᛂࡍࡿࣈࣟࢢࠕ࣐࣐࣭ࣥࢺ
ࣦࣛࣘ㸦ാࡃ࣐࣐㸧ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࡿࠋാࡃዪᛶࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡘ࠸࡚
ၥ㢟ᥦ㉳ࡍࡿ࠺ࡕࠊ࣐࣐࣭ࣥࢺࣦࣛࣘࡣࠊ࣋ࣥࢺࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࢆദࡍࡿ⤌⧊ᡂ㛗
ࡍࡿࠋ
࣐࣐࣭ࣥࢺࣦࣛࣘࡢάື࡛ḟ➨᭷ྡ࡞ࡗࡓࢩࢵࣃࡣࠊࣇࣛࣥࢫす㒊ࡢ࣭࣐ࣝࣥ
ᕷᘬ㉺ࡋࡋࡓ㝿ࠊ ᖺࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲฟ㤿ࡍࡿࡼ࠺ᕷ㛗ࡽᡴデࡉࢀࡿࠋ
࣭࣐ࣝࣥᕷ㛗ࡋ࡚ᨻ⏺ධࡾࢆᯝࡓࡋࡓࢩࢵࣃࡣࠊ ᖺࠊ࣭࣐ࣝࣥᕷ࡛㛤ദࡉࢀ
ࡓ࣋ࣥࢺཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠊ⤫㡿㑅ᣲྥࡅ࡚‽ഛ୰ࡢ࢚࣐ࢽ࢚࣭࣐ࣗࣝࢡࣟࣥࢫ࢝࢘
ࢺࡉࢀࠊඹᅜ๓㐍ࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᢸᙜࡋ࡚ࠊ࣐ࢡࣟࣥࡢ⤫㡿㑅
ᣲάືཧຍࡋࡓࠋࡑࡋ࡚࣐ࢡࣟࣥࡢ⤫㡿ࡢᙜ㑅ྠࠊ ṓࡢⱝࡉ࡛ዪ⏨ᖹ➼ᢸᙜ
⮧௵ࡉࢀࡓࠋ
ᗈ࿌௦⌮ᗑฟ㌟ࡢࣈ࣮࡛ࣟ࢞ࠊⱝ࠸ୡ௦ࡢാࡃ࣐࣐࠸࠺ࣉࣟࣇ࣮ࣝࡢࢩࢵࣃࡣⓎ
ಙຊ㛗ࡅࠊዪᛶࢆඹᅜ๓㐍ᘬࡁࡅࡿࡓࡵᵝࠎ࡞ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊࢩࢵ
ࣃࡣ  ᖺࠊ࣭࣐ࣝࣥᕷࡣඹᅜ๓㐍ࡢຍ┕⪅ࡀ  ே⛬࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊᐇ㝿
άືࡋ࡚࠸ࡿዪᛶࡀࢇ࠸࡞ࡗࡓࡇࡽࠊዪᛶࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆቑࡸࡍࡓࡵࡢ࣑ࢵ
ࢩࣙࣥࢆᢸᙜࡋࡓࠋᩘ᭶㛫࡛ዪᛶࡢཧຍ⪅ࡀయࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࡲ࡛ቑຍࡉࡏࡓࢩ
ࢵࣃࡣࠊᨻඪ㐠ືዪᛶࡢཧຍࢆಁࡍࡓࡵࡢ࣏ࣥࢺࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊ
ࠕྜࡢሙᡤࡋ࡚ࠊᏳ࡛Ᏻᚰ࡞ሙᡤࢆ‽ഛࡍࡿࡇࠖࢆࢩࢵࣃࡣ࠶ࡆࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ྜࡀ⏨ᛶࡢᆅᇦ࣮ࣜࢲ࣮ࡢᐙ࡛㛤ࢀࡓࡓࡵࠊዪᛶࡀཧຍࡋࡃࡗࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࢩࢵࣃࡣᣦࡍࡿࠋ

▱ࡽ࡞࠸⏨ᛶࡽⓎࡉࢀࡿࠕኪࡢྜࡣ⚾ࡢᐙ࡛ࡸࡾࡲࡋࡻ࠺ࠖ࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡣࠊ



ࣇࣛࣥࢫ㤋࢙࢘ࣈࢧࢺࠊKWWSVMSDPEDIUDQFHRUJDUWLFOH㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ
㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

0DPDQWUDYDLOOHKWWSVPDPDQWUDYDLOOHW\SHSDGIU㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



ᚲࡎࡋࡶᏳ࣭Ᏻᚰ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡶࡋ࠶࡞ࡓࡀⱝ࠸ዪᛶࡔࡗࡓࡋࡓࡽࠊ
  ேࡶ▱ࡽ࡞࠸ேࡀ࠸ࡿࠊ▱ࡽ࡞࠸⏨ᛶࡢᐙࠊࡦࡾ࡛⾜ࡁࡲࡍ㸽ࡲࡗࡓࡃศ
ࡾࡲࡏࢇࡼࡡࠋྜࡣࠊ⡆༢ࢡࢭࢫ࡛ࡁ࡚ࠊฟ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿឤࡌࡽࢀ
ࡿࠊබⓗ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୰❧ⓗ࡞ሙᡤࢆᥦࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ⚾ࡣᛮ࠼ࡲࡍࠋ
㸦6FKLDSSD㸧

ࡲࡓࢩࢵࣃࡣࠊᆅᇦࡢᨻඪ㞟Ꮚ㐃ࢀࡢཧຍࢆಁࡍྲྀ⤌ࡶ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮚࡶྥࡅࡢ㣧ࡳ≀ࠊሬࡾ⤮ࡸ࠾ࡶࡕࡷࡀ࠶ࡾࠊ┤᥋ࡢ༴㝤ࡀ࡞ࡃࠊᙧ㞟ࡲࢀࡿሙ
ᡤࢆぢ࡚࠾ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ⚾ࡓࡕࡣ࣋ࣅ࣮ࢩࢵࢸࣥࢢࡢࠕ㍯ࠖࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀ
௦࡛ࠊጤဨࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ  ேࡃࡽ࠸ࡢࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᏊ౪ࢆࡳࡿࡢ࡛ࡍࠋ
㸦6FKLDSSD㸧

ࡉࡽࠊ
ࠕዪᛶࢆ㈐௵࠶ࡿ࣏ࢫࢺ௵ࠖࡋࡓࡾࠊ
ࠕⓎゝᶵࡢࣃࣜࢸࢆಖ㞀ࠖࡋࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊ⏨ዪᖹ➼ࢆᚭᗏࡉࡏࡿࡇࡢ㔜せᛶࡶࢩࢵࣃࡣᣦࡍࡿࠋࢩࢵࣃࡣẖᅇࡢྜ
࡛ྛேࡢⓎゝ㛫ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࠕⓎゝࡢᣦᐁࠖࢆタࡅࡿࡇࡶᥦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࢭࢡࣁࣛ㛵ࡋ࡚ࠊࢇ࡞ᑠࡉ࡞ࡇࡶᨺ⨨ࡋ࡞࠸ࠖࡇࡶ㔜せࡔࢩࢵࣃࡣᣦࡍ
ࡿࠋඹᅜ๓㐍ࡣࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡢつ⣙ࢆసᡂࡋࠊࡇࡢつ⣙ࡢྠពつ⣙㡯ࡢ
ᚭᗏࢆඪဨㄢࡋ࡚࠸ࡿࠋᨻඪࡀ᩿ᅛࡋ࡚ࢭࢡࣁࣛᑐࡋ࡚࠸ࡿጼໃࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ
ࡶࠊዪᛶࡀᏳᚰࡋ࡚ᨻඪཧຍ࡛ࡁࡿᅵྎసࡾ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

 候補者のパリテを実現する公募方法：候補者選定プロセスの明確化
ඹᅜ๓㐍ࡣೃ⿵⪅ࡢࣃࣜࢸࢆᚭᗏࡋࡓࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᙜ㑅⪅༨ࡵࡿዪᛶࡢྜࢆ 
ࡰࣃࣜࢸࡋࡓࠋඹᅜ๓㐍ࡣࠊࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࠊඃࢀࡓዪᛶೃ⿵ࢆࣜࢡ࣮ࣝࢺࡋࠊೃ
⿵⪅㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚
࠸ࡿሗࢆࡶࠊඹᅜ๓㐍ࡀ᥇⏝ࡋࡓࠊ ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲཬࡧ  ᖺ㸳᭶
ᐇணᐃࡢḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢබເ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 ᖺᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ㝿ࠊඹᅜ๓㐍ࡣ࢜ࣥࣛࣥࡢබເᑓ⏝࢙࢘ࣈࢧࢺࢆ⏝࠸
ࡓࠋ❧ೃ⿵ࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣࠊ࢙࢘ࣈୖࡢⓏ㘓ࣇ࢛࣮࣒ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᵝࠎ࡞㉁ၥᅇ⟅ࡍࡿࡇ
ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢࢆᣲࡆࡿࠊ
ࠕ❧ೃ⿵ࡍࡿ⌮⏤ࠖࠊ
ࠕᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛ࠊ⮬ศࡀࡼ࠸ೃ⿵⪅࡛࠶ࡿᛮ࠺⌮⏤ࠖ࡞ࡘ࠸࡚  ᩥᏐ࡛せⅬ



ཧ⪃ࡋࡓඹᅜ๓㐍ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ࣮࣌ࢪࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ©3UHғVHQWDWLRQGHVFDQGLGDWVDX[
HғOHFWLRQVOHғJLVODWLYHV/D5pSXEOLTXH(Q0DUFKHªKWWSVHQ
PDUFKHIUDUWLFOHVDFWXDOLWHVSUHVHQWDWLRQFDQGLGDWVHOHFWLRQVOHJLVODWLYHV
©6XLYH]OHJXLGHSRXUODUpDOLVDWLRQGHYRWUHYLGpRGHFDQGLGDWXUHªKWWSVHQPDUFKHIUJXLGH
YLGHRVFDQGLGDWXUHVHXURSHHQQHV㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ
©&RPPXQLTXp±1RPEUHGHFDQGLGDWXUHVjO¶LQYHVWLWXUH/D5(0SRXUOHVHXURSpHQQHVªKWWSVHQ
PDUFKHIUDUWLFOHVFRPPXQLTXHVFDQGLGDWXUHVHXURSHHQHVOUHP㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶ 
᪥㸧ࠋ



ࢆࡲࡵ࡚ᅇ⟅ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ ᩥᏐ࠸࠺ࡢࡣࠊ㸯ᅇࡢᢞ✏  ᩥᏐ
㸦ࣝࣇ࣋ࢵࢺࡢሙྜ㸧࠸࠺ୖ㝈ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢶࢵࢱ࣮㸦WZLWWHU㸧ࡢࢶ࣮ࢺ
⟬ࡍࡿࠊࢶ࣮ࢺ  ᅇࡪࢇ┦ᙜࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺▷࠸ᅇ⟅ࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫼ᬒ
ࡣࠊ㆟ဨࡋ࡚άືࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ▷ࡃ᫂░࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛ࠊ⮬㌟ࡢᨻ⟇ࢆ࣓ࢹࡸೃ⿵
⪅ఏ࠼ࡓࡾࠊ㆟ሙ࡛㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡽࡔ᥎

ࡉࢀࡿࠋ

ࡲࡓࠊ
ࠕ㑅ᣲ༊㛵ࡍࡿᨻⓗྲྀ⤌ࠖ
ࠊ
ࠕᨻ⟇ࡢࣉࣛ࢜ࣜࢸ㸦⎔ቃࠊ㞠⏝ࠊᩍ⫱㸧ࠖࠊ
ࠕ୍
㐌㛫࠶ࡓࡾࢀࡔࡅࡢ㛫ࢆ㑅ᣲᡓࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࠊࠕ㑅ᣲᡓࡢࣉࣟࢭࢫࢆࢀࡔ
ࡅ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺㸦㹼 ࡢ㑅ᢥᘧ㸧ࠖ
ࠊ
ࠕᕷẸάື࣭ᨻඪ࣭ປാ⤌ྜࡢཧຍ⤒㦂ࠖ࡞
ࡘ࠸࡚ࡶᅇ⟅ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋୖグࡢ㉁ၥᅇ⟅ຍ࠼࡚ࠊᚿᮃືᶵ᭩ࠊ㌟ศド᫂᭩ࡢࢥࣆ
࣮ࠊࡑࡋ࡚ド᫂┿ࢆࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋࠊ❧ೃ⿵ࡣࡍࡿࠋࡇࡢ࢜ࣥࣛࣥබເࡼࡗ࡚ࠊ
ඹᅜ๓㐍ࡣ  ࡢ❧ೃ⿵ࢆཷࡅࡅࡓࠋࡇࢀࡣࠊ୍ࡘࡢ㑅ᣲ༊ᖹᆒ࡛  ࡢ❧ೃ⿵ࢆ
ཷࡅࡘࡅࡓィ⟬࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᭱⤊࣮࣌ࢪ࡛ඹᅜ๓㐍ࡢάື㈝ࡘ࠸࡚ᐤࢆಁࡍ࣮࣌ࢪ
ࡀฟ࡚ࡃࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢ࢜ࣥࣛࣥබເࡢⓏ㘓ᩱ⮬యࡣ↓ᩱ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ㸳᭶ᐇணᐃࡢḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࡶࠊྠᵝࡢ⤌ࡳࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋḢᕞ㆟
㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࠊ࢜ࣥࣛࣥබເࡢධຊసᴗࠊᖹᆒࡋ࡚㸰㛫ࡀࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓඹ
ᅜ๓㐍ࡣⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽඹᅜ๓㐍ࡣࠊ ᖺࡢḢᕞ㆟㑅ᣲࡢබເࡢ᪂ࡋ࠸ྲྀ⤌
ࡋ࡚ࠊࡘࡢ㉁ၥ㡯┠ࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢࡓࡵࡢࠊ࠶࡞ࡓࡢࣉࣛ࢜ࣜࢸࡣఱ࡛ࡍࠖࠊ
ࠕ࠺ࡋ࡚࠶࡞ࡓࡣࡼ࠸Ḣᕞ㆟ဨ࡞ࡾ࠺ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠖᅇ⟅ࡋࡓࠊ ⛊㸦㸰ศ㸧௨
ෆࡢࢫࣆ࣮ࢳࣅࢹ࢜ࢆ࢙࢘ࣈୖ࡛Ⓩ㘓ࡍࡿࡇࡶㄢࡋ࡚࠸ࡿࠋࣅࢹ࢜ࡣ❧ೃ⿵⪅ᮏேࡢ
ᫎീⓎゝࡢࡳࢆྵࡳࠊᫎീࡢ⦅㞟ࠊᏐᖥࡢࠊ㡢ᴦࡢ⏝ࡣ⚗ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣅ
ࢹ࢜ࡢᙳᢏ⾡ࡣホ౯ᙳ㡪ࡏࡎࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥᙳࡋࡓࣅࢹ࡛࢜ࡶࡲࢃ࡞࠸ࠋḢᕞ
㆟㆟ဨ㑅ᣲ㝿ࡋ࡚ࠊࢫࣆ࣮ࢳࣅࢹ࢜ࡢᥦฟࢆ⩏ົࡅࡓࡢࡣࠊ༑ศ࡞ࢫࣆ࣮ࢳ࣭ࢫ࢟ࣝ
ࡸࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘೃ⿵⪅ࢆເࡿࠊ㠃ㄯ௨๓ࣝࢵࢡࢫࡸࡩࡿࡲ࠸ࢆุ᩿
ࡍࡿࠊ࠸ࡗࡓ⌮⏤ࡀ࠶ࡗࡓ᥎

ࡉࢀࡿࠋ

ᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡶḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡶࠊ࡛࢜ࣥࣛࣥබເࡋࡓ❧ೃ⿵ࡢฟ㢪ࢹ࣮ࢱ
ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎணഛ㑅ᢤࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࠊணഛ㑅ᢤ࡛ࠊྜィ
 ྡࠊࡘࡲࡾྛ㑅ᣲ༊࠶ࡓࡾ⣙㸱ྡࡢೃ⿵⪅ࡀ⤠ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࣎ࣛࣥࢸ
⫋ဨࡽ࡞ࡿࢳ࣮࣒ࡀࠊᑐ㠃࠶ࡿ࠸ࡣ㟁ヰ㠃ㄯࢆ⾜࡞࠸ࠊඹᅜ๓㐍ࡢᅜබㄆጤဨ㸦/D
&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHG¶,QYHVWLWXUH㸧ࡀ᭱⤊ⓗ࡞ೃ⿵⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋ㠃ㄯࡢ㝿ೃ⿵⪅ࡓࡕࡣࠊ
㑅ᣲ㈨㔠ࡋ࡚ᚲせ࡞㸱࣮ࣘࣟ㸦⣙  㸧ࡢ❧᭰ᡶ࠸㔠ࢆ‽ഛ࡛ࡁࡿࠊ㸱᭶㛫



©/pJLVODWLYHVFKH](PPDQXHO0DFURQOHGpS{WGHVFDQGLGDWXUHVVHIDLWHQOLJQHª
KWWSOHODEHXURSHIUOHJLVODWLYHVFKH]HPPDQXHOPDFURQOHGHSRWGHVFDQGLGDWXUHVVHIDLWHQ
OLJQH 㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

 ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࠊࡇࡢணഛ㑅ᢤࡣయ࡛㸱᭶㛫ࠊ 㛫࠾ࡼࢇࡔ
ࡇࡀඹᅜ๓㐍ࡼࡗ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ୗ㝔㑅ᣲࡢሙྜࡣࠊ➨㸯ᅇᢞ⚊࡛᭷ຠ⚊ࡢ㸳㸣௨ୖࢆ⋓ᚓࡋࠊ㑅ᣲ㐠ື㈝⏝ᨭሗ࿌᭩
ࡀ㑅ᣲ㐠ື㈝⏝ᨭሗ࿌᭩ᅜጤဨࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓೃ⿵⪅ࡣࠊ㑅ᣲ㐠ື㈝⏝ࡢ୍
㒊ࡀ㑏ࡉࢀࡿࠋ㸦ࣇࣛࣥࢫ㤋࢙࢘ࣈࢧࢺ KWWSVMSDPEDIUDQFHRUJDUWLFOHW
H㸧㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ㑏㢠ࡣࠊᙜヱೃ⿵⪅ࡀᐇ㝿㈇ᢸࡋࡓ㔠㢠ࢆ
㝈ᗘࡋ࡚ࠊᨭฟ㝈ᗘ㢠ࡢ 㸣ࡀൾ㑏ࡉࢀࡿࠋᨭฟ㝈ᗘ㢠ࡣࠊୗ㝔㆟ဨೃ⿵⪅ࡢሙྜࠊ



ࡢ㑅ᣲάືࡀྍ⬟ࠊ࠸ࡗࡓࡇࢆ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ඹᅜ๓㐍ࡢೃ⿵⪅㑅ᢤ㐣⛬࡛ࡣࠊồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࡸ┒ࡾ㎸ࡴࡁ౯್ほࡘ࠸࡚ඪࡢ
࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ሗࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ❧ೃ⿵ࡢᕼᮃ⪅ࡀ‽ഛࡍࡁࡀ᫂░࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊ❧ೃ⿵ࡢᕼᮃ⪅ࡣ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛බ㛤ࡉࢀࡿሗࢆᇶࠊ❧ೃ⿵ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓ᥎

ࡉࢀࡿࠋ


 女性の立候補にむけた最後のひと押し
ඹᅜ๓㐍ࡣࠊ࢜ࣥࣛࣥබເࡼࡗ࡚❧ೃ⿵ࡢ㛛ᡞࢆᗈࡃ㛤ࡃྠࠊዪᛶ❧ೃ⿵
ࡍࡿࡼ࠺┤᥋ࡧࡅࡿࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࢆࠊ ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ  ᖺᐇ
ணᐃࡢḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲ୧᪉ࡘ࠸࡚බ㛤ࡋࡓࠋ
 ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࡣࠊೃ⿵⪅ࡢබເࢆ㛤ጞࡋ࡚ࡽ  ᪥┠
ࠊ࣐ࢡࣟࣥ⤫㡿ೃ⿵㸦ᙜ㸧ࡢࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࡋ࡚Ⓨಙࡉࢀࡓࠋ࣐ࢡࣟࣥࡣࠊࣅࢹ
࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪసᡂࡢⅬ࡛ࠊዪᛶࡽࡢ❧ೃ⿵ࡣయࡢ 㸣␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡇࠊඹᅜ
๓㐍ࡣೃ⿵⪅ࢆ࡞ࣃࣜࢸࡍࡿࡓࡵࠊ᭦࡞ࡿዪᛶࡢೃ⿵⪅ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆࣆ
࣮ࣝࡋࡓࠋ

⚾ࡀồࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࡚ࡿぢ㎸ࡳࡢ࠶ࡿ㑅ᣲ༊

図表Ⅲ-2-2-2 マクロン氏が配信

ࡢ༙ᩘࠊᮏᙜ࡛ࡍࠊዪᛶࡢೃ⿵⪅ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡛

した立候補呼びかけのビデオ

ࡍࠋࡇࢁࡀ⌧ᅾࠊ⚾ࡓࡕࡣ᪤ከࡃࡢබເࡼࡿ
❧ೃ⿵ࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊዪᛶࡢ❧ೃ⿵ࡣࡓࡗࡓ
ࡢ 㸣࡞ࡢ࡛ࡍࠋ͐͐⚾ࡀࡇࢀ㸦ࣃࣜࢸࢆ┠ᶆ
ࡋ࡚ᥖࡆࡿࡇ̿̿ᘬ⏝⪅㸧ࢆ⾜࠺ࡢࡣࠊ⚾ࡣࢩࣥ
ࣉࣝࡇࢀࢆࠊ⚾ࡓࡕࡢ♫ࠊ⚾ࡓࡕࡢẸ⩏ⓗ
࡞⏕άࡢάຊࡢ᮲௳ࡔᛮ࠺ࡽ࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡢ ฟ㸸Youtube
candidates
♫ఝࡓᅜᐙࡢ௦⾲ࢆࠊࡶࡋ⚾ࡓࡕࡀᣢࡓ࡞ࡅ « Soyez

!

|

ࢀࡤࠊ⚾ࡓࡕࡣఱࢆኻ࠺ᛮ࠺ࡽ࡛ࡍࠋ͐͐┠ Emmanuel Macron »
ぬࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ࠕೃ⿵⪅࡞ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸟|
ᚭᗏⓗ⪃࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᨻཧ⏬࠸࠺ࡢࡣᚲ ࢚࣐ࢽ࢚࣭࣐ࣗࣝࢡࣟࣥࠖ
ࡎࡋࡶ⪅ࡢࡓࡵࡢࡇ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࢇࡕࡢᨻཧ⏬ࡣࠊᚲࡎࡋࡶྠࡌつ
๎࡛⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡣࡎ࡛ࡍࠋ࠶࡞ࡓࡀࠊ࠶࡞ࡓࡢ㐠ືࡀࠊ࠶࡞
ࡓࡢཧຍࡀ⚾ࡣᚲせ࡛ࡍࠋ㸦࣐ࢡࣟࣥ⤫㡿ࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪ㸧
㸦㸱  ࣮ࣘࣟ㑅ᣲ༊ࡢேཱྀ ࣮ࣘࣟ㸧 ࡢィ⟬ᘧ࡛ᐃࡵࡽࢀࠊ㑅ᣲ༊ࡢே
ཱྀࡼࡾ␗࡞ࡿࡀࠊ㸳㹼㸵࣮ࣘࣟ㸦⣙  㹼 㸧⛬ᗘ࡛࠶ࡿ㸦ᮌᮧ 
㸧ࠋ

©/pJLVODWLYHVOD0DFURQDFDGpPLHVHPHWHQPDUFKHª
KWWSVZZZEIPWYFRPSROLWLTXHOHJLVODWLYHVODPDFURQDFDGHPLHVHPHWHQPDUFKHKWPO
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

ࡇࡢࣅࢹ࢜ࡣࠊ<RXWXEH ࡢඹᅜ๓㐍ࡢࢳࣕࣥࢿ࡛ࣝ㜀ぴྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ©6R\H]
FDQGLGDWHV_(PPDQXHO0DFURQªKWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 3MGIUF8\TF㸦᭱⤊㜀ぴ
᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ




㸲ศ௨ୖࡢ㛗ࡉࡢ࠶ࡿࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪ࡛ࡣࠊඹᅜ๓㐍ࡀ࡚ࡿぢ㎸ࡳࡢ࠶ࡿ㑅ᣲ༊
ࡁࡕࢇዪᛶࢆࡾᙜ࡚ࣃࣜࢸࡍࡿពᚿࡀ࠶ࡿࡇࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋࡇࡢࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ
࣮ࢪࡢ⤖ᯝࠊዪᛶࡢබເ❧ೃ⿵ࡣᑡࡋࡎࡘቑຍࡋࠊ ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ࢜ࣥࣛ
ࣥබເయࡢ 㸣ࡀዪᛶࡢ❧ೃ⿵࡞ࡗࡓࠋࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࡀࠊ❧ೃ⿵ࢆࡓࡵࡽ࠺ዪᛶ
ࡓࡕࡢࠕ᭱ᚋࡢࡦᢲࡋࠖ࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺᐇணᐃࡢḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࡶࠊዪᛶࡢබເࡢ㞟ࡲࡾࡣ㕌ࡗࡓࠋࡑࡇ
࡛ࠊබເࡢ⥾ࡵษࡾࡽ୍㐌㛫๓ࠊඹᅜ๓㐍ࡢዪᛶ⮧ࡸ㆟ဨࡢྜィ  ྡࡀዪᛶ
❧ೃ⿵ࢆಁࡍࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࢆබ㛤ࡋࡓࠋඛࡢ࣐ࢡࣟࣥࡢࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࡢ᭱ࡢ
㐪࠸ࡣࠊࡇࡢ❧ೃ⿵ࡧࡅࡢື⏬Ⓩሙࡍࡿࡢࡣࡍ࡚ዪᛶࡔ࠸࠺ࡇࡔࠋ

ᅗ⾲Ϫ ඹᅜ๓㐍࣭ ᖺḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ❧ೃ⿵ࡧࡅࡢࣅࢹ࢜







ฟ㸸<RXWXEH©0HVGDPHVQRXVDYRQVEHVRLQGHYRXVFDQGLGDWH]ª 
ࠕ࣐ࢲ࣒ࡓࡕࠊ࠶࡞ࡓࡀᚲせ࡛ࡍࠊ❧ೃ⿵ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸟ࠖ

㸯ศ༙ࡢື⏬ࡢ㛫ࠊඹᅜ๓㐍ᒓࡍࡿዪᛶࡓࡕࡣࠊዪᛶࡢ❧ೃ⿵ࢆḟࠎࡧࡅࡿࠋ
ࠕ⚾ࡓࡕࡢᨻཧ⏬ࢆࡾᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖࠊ
ࠕዪᛶࡶ⤒῭ᨻ⟇ࢆᢅ࠼ࡿࠖࠊ
ࠕࢭࢡࣁࣛἲࢆ
ࡾᛮ࠺ࠖ
ࠊ
ࠕᨻཧ⏬ࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿዪᛶࡶࠊࡑ࠺࡛࡞࠸ዪᛶࡶࠊࡸࡽ࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ
ࡲࡏࢇࠊ࠶࡞ࡓࡀᚲせ࡛ࡍࠖࠊࠕዪᛶࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ 㸣ࡢேཱྀ࡛ࡍࠖ
ࠊࠕࡓࡵࡽ࠺ࡢࢆࡸࡵ
࡚ࠖࠊ
ࠕ⮬ᕫ᳨㜀ࢆࡾ㉺࠼࡚ࠖࠊ
ࠕ⇍⪃ࢆࡵ࡚ࠊ✺ࡁ㐍ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠖ
ࠊ
ࠕఱṓࡔࡗ࡚ࠖࠊ
ࠕ࠾࠸
࡛ࡼࠖࠊ
ࠕᨻ࣏ࢫࢺࡀ⏨ᛶ⊂༨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇఱࡢ⌮⏤ࡶ࡞࠸ࠖࠊ
ࠕ⏨ᛶྠࡌࡼ࠺ࠊ
⚾ࡓࡕࡶ࡛ࡁࡲࡍࠖࠊ
ࠕࡇࡢࡧࡅ⥆ࡃዪᛶࡀᩘከࡃ࠸ࡿࡇࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖࠊ
ࠕຬẼ
ࢆฟࡋ࡚ࠊ㣕ࡧ㎸ࢇ࡛ࠖ࠸ࡗࡓບࡲࡋࡢゝⴥࡀ⥆ࡃࠋࡇࡢࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪබ㛤ࡢࡢࡕࠊ
ඹᅜ๓㐍ࡢḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢබເᛂເ⪅༨ࡵࡿዪᛶࡢྜࡣࠊࣅࢹ࢜Ⓨಙ๓ࡢ 㸣
ࡽ 㸣୍Ẽୖ᪼ࡋࡓࠋ
ୖグࡘࡢࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࡢᡂຌࡣࠊዪᛶࡀᨻཧ⏬ࢆࡍࡿ㝿ࡣࠊࠕ⚾ࡣ↓⌮ࡔࠖ
࠸࠺⮬ᕫ᳨㜀㸦DXWRFHQVXUH㸧ࢆࡾ㉺࠼ࠊᐙ᪘ࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠸ࠊ❧ೃ⿵ࡩࡳࡁࡿ࠸࠺
ࢫࢸࢵࣉࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢࢫࢸࢵࣉࢆ㉸࠼ࡿࡓࡵࡣᙉຊ࡞ᚋᢲࡋࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡋ



࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭እົ⮧࣮ࣚࣟࢵࣃၥ㢟ᢸᙜ⮧ࢼࢱ࣮࣭ࣜࣟ࣡ࢰ࣮ࠊ㤳┦ዪ⏨ᖹ
➼࣭ᕪูᑐ⟇ᢸᙜ⮧࣐࣮ࣝࣞࢾ࣭ࢩࢵࣃࠊᅜົ⮧࣭⎔ቃ㐃ᖏ⛣⾜⮧⮧࢚
࣐ࢽ࢚࣭ࣦࣗࣝࣝࢦࣥࠊᅜົ⮧࣭⎔ቃ㐃ᖏ⛣⾜⮧⮧ࣈࣜࣗࢾ࣭࣏࣡ࣝࢯࣥ
ຍ࠼࡚㸷ேࡢዪᛶୗ㝔㆟ဨࡀ࣓ࢵࢭ࣮ࢪⓏሙࡋࡓࠋࡇࡕࡽࡢࣅࢹ࢜ࡶࠊ<RXWXEH ࡢඹ
ᅜ๓㐍ࢳࣕࣥࢿ࡛ࣝ㜀ぴྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ ©0HVGDPHVQRXVDYRQVEHVRLQGHYRXVFDQGLGDWH]ª
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"WLPHBFRQWLQXH  Y .5/Y;BTZ㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱
᭶  ᪥㸧ࠋ



࡚࠸ࡿࠋ༢ዪᛶᑐࡋ࡚❧ೃ⿵ࡢ㛛ᡞࢆ㛤ᨺࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊඪෆࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡓࡕࡼࡿ
᭱ᚋࡢᚰ⌮ⓗ࡞ࣂࢵࢡࢵࣉࡀࠊዪᛶࡓࡕࡢᨻཧ⏬ࡢࣈ࣮ࣞ࢟ࢆእࡍ࠺࠼࡛㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ

 課題：いまだ残る立候補のジェンダー・ギャップ
࢜ࣥࣛࣥබເཬࡧዪᛶࡢ❧ೃ⿵ࢆಁࡍࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࡢ⤖ᯝࠊඹᅜ๓㐍࠾࠸࡚
ዪᛶࡢ❧ೃ⿵ࡣ☜ቑ࠼ࡓࠋࡋࡋࠊ ᖺᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࠊᛂເ⪅ࡢ࠺ࡕ⏨
ᛶࡣ 㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊዪᛶࡣ 㸣␃ࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ᖺணᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࠊᛂເ⪅ࡢ࠺ࡕ⏨ᛶࡣ 㸣ࡔࡗࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊዪᛶࡣ 㸣ࡔࡗ
ࡓࠋዪᛶࡢ༨ࡵࡿྜࡣୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠼ࠊᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࠊḢᕞ㆟㆟ဨ㑅ᣲ
ࡶࠊබເ⪅༨ࡵࡿዪᛶࡢྜࡣࡲࡔ⏨ᛶẚ࡚పࡃ␃ࡲࡿࠋࡇࢀࡔࡅ⇕ᚰ࡞ྲྀ⤌ࢆ
⾜ࡗࡓඹᅜ๓㐍࡛ࡶࠊ❧ೃ⿵ࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭ࢠࣕࢵࣉࡣ᰿ᙉࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 社会党：パリテ法制定直後のパリテ定着化のための取組
♫ඪࡣࠊ ᖺࡢࣃࣜࢸἲࡢࡓࡵࡢᨵ᠇  ᖺࡢࣃࣜࢸἲไᐃࡴࡅ࡚ࠊᙉ࠸ࢽ
ࢩࢳࣈࢆⓎࡋࡓᨻඪ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ  ᖺ௦ࡽࠊዪᛶࡢᨻཧ⏬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵඪ⊂
⮬ࡢ᪉⟇ࢆ࠺ࡕࡓ࡚࡚ࡁࡓ⤒㦂ࡶᣢࡘࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࣃࣜࢸἲไᐃ┤ᚋࡢ  ᖺ௦ࠊ♫
ඪࡀඪෆ࡛ࣃࣜࢸࢆ᰿ࡏࡿࡓࡵࡗࡓ⟇ὀ┠ࡍࡿࠋ

 党の現状
ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ㛗࠸㛫ࠊඹඪࢆ୰ᚰࡋࡓ୰㐨ྑὴ♫ඪࢆ୰ᚰࡋࡓ୰㐨ᕥὴࡢ
ᨻඪไ㏆࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᴟྑᨻඪࡢᨭᣢᣑࠊᕥὴࡢศࠊඹᅜ๓㐍
ࡢ㌍㐍ࡢ⤖ᯝࠊ⌧ᅾ♫ඪࡣᙅయࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊᅜẸ㆟༨ࡵࡿ㆟ᖍࡣࠊ⏨ᛶ㆟ဨ
 ྡࠊዪᛶ㆟ဨ  ྡࡢྜィ  ྡ㸦㸣㸧ప࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ♫ඪࡣࠊࣃࣜࢸࡢ᥎㐍
ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ✚ࢆࡶࡘࣃ࢜ࢽ࡛࠶ࡿࠋ

 パリテ法制定直後の社会党のパリテ推進姿勢
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࠊ ᖺࡽ㸲ᖺ㛫ࠊ♫ඪ࡛ࣃࣜࢸࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡋ࡚ዪᛶೃ⿵⪅ࡢ
ࣜࢡ࣮ࣝࢺࡸࠊᨻඪෆ㒊࡛ࡢࣃࣜࢸ᥎㐍ࡢാࡁࡅࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࢪࣗࢾࣦ࢚࣮ࣦ࣭ࢡ࣮ࣟ
࣮㸦*HQHYLqYH&RXUDXG㸧Ặ㸦௨ୗᩗ⛠␎㸧ヰࢆ࠺ࡀ࠺ᶵࢆᚓࡓࠋ
⮬㌟ࡶ࣐ࣝࢭ࡛ࣘᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨࢆᮇົࡵࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘࢡ࣮࣮ࣟࡣࠊ ᖺࡢ⤫
㡿㑅ᣲ࡛♫ඪࡀᩋࡋࡓ┤ᚋࠊࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢜ࣛࣥࢻせㄳࡉࢀ࡚ࠊ♫ඪࡢ㑅ᣲጤဨ
ࣃࣜࢸࡢᑓ㛛ᐙࡋ࡚ຍࢃࡗࡓࠋ㑅ᣲ㛵㐃ࡢ㒊⨫ዪᛶࡀධࡗࡓࡢࡣࠊ♫ඪ࡛ࡶึࡵ
࡚ࡢࡇࡔࡗࡓ࠸࠺ࠋࡑࢀࡽ㸲ᖺ㛫ࠊࢡ࣮࣮ࣟࡣ♫ඪࡢዪᛶࡢᶒᢸᙜ㸦ࣃࣜࢸᢸᙜ㸧
ࡋ࡚ࠊዪᛶࡢࣜࢡ࣮ࣝࢺࡸࠊᨻඪෆ㒊࡛ࡢാࡁࡅࢆᢸࡗࡓࠋ
ᙼዪࡼࢀࡤࠊ♫ඪࡢࣃࣜࢸ᥎㐍⟇࡛࣏ࣥࢺ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊձࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢜ࣛࣥ
ࢻࡸࠊࢭࢦ࣮ࣞࢾ࣭ࣟ࣡ࣖࣝ࠸ࡗࡓඪෆ᭷ຊ⪅ࡢࢽࢩࢳࣈࠊղ♫ඪࡀᩋࡋ




 ᖺࡢ⤫㡿㑅ᣲ࡛ࡣࠊࣇࣛࣥࢫྐୖึࡢዪᛶ⤫㡿ࢆࡵࡊࡋ♫ඪබㄆೃ⿵⪅࡞


ࡓᚋࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡣ⌧⫋⪅ࡀ࠾ࡽࡎࠊዪᛶೃ⿵⪅ࢆධࢀࡸࡍࡗࡓ࠸࠺⎔ቃⓗせ
ᅉࡢࡘࡔࡗࡓࠋ

 党内有力者のイニシアチブ
ࣃࣜࢸἲࡀึࡵ࡚㐺⏝ࡉࢀࡓ  ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ⤖ᯝࠊ♫ඪࡣඹඪᩋ
ࡋࡓࠋࡲࡓࣃࣜࢸἲࡢຠᯝࡶ㕌ࡃࠊᅜẸ㆟༨ࡵࡿዪᛶ㆟ဨࡢྜࡣࡓࡗࡓࡢ 㸣␃
ࡲࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡘࡢኻᩋࢆṇࡍࡿࡓࡵࠊᙜ♫ඪࡢ➹㢌᭩グ㛗㸦3UHPLHUVHFUpWDLUHpOX㸧ࡔࡗ
ࡓࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢜ࣛࣥࢻࡣࠊ ᖺ࣭࣐ࣝࣥᕷ࡛㛤ദࡉࢀࡓ♫ඪ࠾࠸࡚ࠊ
ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛ࠊ♫ඪࡀ 㸣ࡢዪᛶೃ⿵⪅ࢆಖ㞀ࡍࡿࡇࠊ㸣ࡢ࡚ࡿぢ
㎸ࡳࡢ࠶ࡿ㑅ᣲ༊ࢆዪᛶೃ⿵⪅᫂ࡅΏࡍࡇࢆᐉゝࡋࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ࢜ࣛࣥࢻࡢࢽࢩࢳࣈࡢࡶࠊࢡ࣮࣮ࣟࡣᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢዪᛶೃ⿵⪅
࡞ࡾ࠺ࡿே≀ࢆࠊࣇࣛࣥࢫᅵࡢ  ࡢ㑅ᣲ༊ࡘ࠸࡚㡰᥈ࡍసᴗࢆཷࡅᣢࡗࡓࠋࢡ࣮ࣟ
࣮⮬㌟ࡀࠊᙜ➹㢌᭩グ㛗ࡔࡗࡓ࢜ࣛࣥࢻᑐࡋ࡚ࠊ㛗ᮇࢃࡓࡗ࡚ᅜẸ㆟㆟ဨࢆࡘࡵ
࡚࠸ࡿࠊ♫ඪࡀᙉ࠸ᆅ┙ࡢ  ṓ௨ୖࡢ⏨ᛶ㆟ဨ❧ೃ⿵ࢆ࠶ࡁࡽࡵࡉࡏࠊᙜヱ㑅ᣲ༊
ዪᛶೃ⿵ࢆ᧦❧ࡍࡿࡼ࠺┤᥋ồࡵࡿࡇࡶ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࠋ
ྠࠊ⎔ቃ⮧ࡸᅜẸᩍ⫱⮧ࠊᏊࡶᐙ᪘ᢸᙜ⮧ࠊᐙᗞᢸᙜ⮧ࢆṔ௵ࡋࠊ♫ඪ
࡛ࢥࢽࢵࢡ࡞ዪᛶ㆟ဨࡔࡗࡓࢭࢦ࣮ࣞࢾ࣭ࣟ࣡ࣖࣝࡶࠊ♫ඪ࡛ࣃࣜࢸࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓ
ࡵࡢࢽࢩࢳࣈࢆⓎࡋࡓࠋ ᖺࣟ࣡ࣖࣝࡣࠊ♫ඪࡀᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ㝿
ࣃࣜࢸ㐪࡛ኻ࠺ᨻඪຓᡂῶ㢠ྠ㢠ࢆࠊ♫ඪෆ㒊࡛ࠊዪᛶࡢ❧ೃ⿵ᨭ⟇ࡋ࡚⏝ࡍ
ࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋ࢜ࣛࣥࢻࣟ࣡ࣖࣝ࠸࠺ࠊேࡢඪෆ᭷ຊ⪅ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊࣃࣜ
ࢸࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࢡࢩࣙࣥࢆࡗࡓࡇ࡛ࠊ♫ඪෆ㒊࡛ࣃࣜࢸࡣ㐍ࢇࡔࠋࡲࡓࠊ♫
ඪࡀᩋࡋࡓᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ┤ᚋࠊࡘࡲࡾ⌧⫋⪅ࡀ୍Ẽῶࡗࡓᮇࠊࣃࣜࢸࡢࡓࡵ
ࡢලయⓗ⟇ࢆᐇࡉࡏࠊ᪂ࡓዪᛶೃ⿵ࢆ❧࡚ࡓࡇࡶ♫ඪࡢࣃࣜࢸᡓ␎ࡢඃࢀࡓⅬ
࡛࠶ࡗࡓࠋ

 社会党の女性候補者選定方法
ࣃࣜࢸἲไᐃ┤ᚋࡢ♫ඪࡣࠊࢯࢩࢩ࢜ࣥࢆࡓࡿዪᛶೃ⿵⪅ࡢࣉ࣮ࣝࡋ࡚ά⏝
ࡍࡿࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞ᨻཧ⏬࣮ࣝࢺࠖࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࠕఏ⤫ⓗࠖ࡞࣮ࣝࢺࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡶዪ
ᛶࡢᨻཧ⏬ࡢせ࡞࣮ࣝࢺ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊලయⓗ᳨ウࡍࡿࠋ
ࡍ࡛ࣇࣛࣥࢫࡢ◊✲⪅ࡼࡿඛ⾜◊✲࡛ࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺㸦$FKLQ HW 3DROHWWL
㸧ࠊዪᛶೃ⿵⪅ࡢࣉ࣮ࣝࡋ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࢯࢩࢩ࢜ࣥࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ᙺ
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࢯࢩࢩ࢜ࣥࡢཧຍ⪅ࡣࠊᙜヱᆅᇦࡢ≧ἣࢆࡼࡃ▱ࡾࠊᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࡽࡢேᮃࡀཌ࠸ே≀ࡶከࡃࠊ㑅ᣲࡢೃ⿵⪅ࡋ࡚ᚲせ࡞㈨㉁ࢆഛ࠼ࡿࠋ≉ೃ⿵⪅ࡢࣉ
ࡗࡓࠋ⚾⏕ά࡛ࡣࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢜ࣛࣥࢻࣃ࣮ࢺࢼ࣮㛵ಀ࠶ࡗࡓࠋ

ᐇ㝿ࡣࠊ ᖺࡢୗ㝔㑅ᣲࡢ♫ඪࡢዪᛶೃ⿵⪅ࡢྜࡣ 㸣␃ࡲࡗࡓࠋ

࢙࢘ࣈࢧࢺ©3DULWHª ᖺ㸵᭶  ᪥グ KWWSZZZ
PDJD]LQHIUJHQHYLHYHFRXUDXGQHFXPXOHSDVOHVPDQGDWVPDLVOHVFRPEDWV㸦᭱⤊
㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



࣮ࣝࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ 37$ ᙜࡓࡿಖㆤ⪅ࢯࢩࢩ࢜ࣥࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ⾲Ϫ ዪᛶೃ⿵⪅ࡢᨻ࢟ࣕࣜࣃࢫ


ฟ㸸➹⪅సᡂ

Ϫࠕࣃࣜࢸ㑅ᣲࡢᐇ࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡣྡ⡙ᘧࡢ㑅ᣲ࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊ᪂つ❧ೃ⿵ࡀẚ㍑ⓗᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢሙྜࡣࠊ୍⯡ࠊྡ
⡙ࡢࢺࢵࣉࡢ⪅ࡀࠊྡ⡙ᥖ㍕ࡍࡿೃ⿵⪅ࢆ┤᥋᥈ࡋฟࡍࡓࡵࠊᆅᇦ♫࡛ࡢ▱ྡᗘࡸேᮃ
ࡀೃ⿵⪅㑅ᐃࡢ㔜せ࡞ᣦ㔪࡞ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼ࠊࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࠊᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ㛵ࡋ
࡚ࡣࠊᙜึࡽ࠶ࡿ⛬ᗘᙉไຊࡢకࡗࡓࣃࣜࢸᥐ⨨ࡀࡋࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸦ྡ⡙ࡢୖࡽ㡰
㸴ேࡈ⏨ዪྠᩘ㸧
ࠊᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ❧ೃ⿵ࡋࡓዪᛶࢆࠊ┴㆟࣭ᆅᇦᅪ㆟࣭
ᅜẸ㆟࠸ࡗࡓࡼࡾୖࡢ㆟㑅ᣲࡢೃ⿵⪅ࡢࣉ࣮ࣝࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡓࠋ♫
ඪࡣࠊࡲࡎ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞㑅ᣲ࡛ࣃࣜࢸࢆᐇ㊶ࡋࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢೃ⿵⪅࡞ࡗࡓዪᛶࡓࡕࢆ㡰
ඪෆ࡛ࢫࢸࢵࣉࢵࣉࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡼࡗ࡚ࠊዪᛶࡢ᭷ຊ࡞ೃ⿵⪅ࢆ☜ᐇ⫱࡚࡚࠸ࡃࠊ
࠸࠺ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࡣ㆟ဨࡢව⫋ࡀྍ⬟ࡔࡗࡓࡓࡵࠊࡍ࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡿ㆟ဨ⫋ࢆ㎡ࡍ
ࡿࡇ࡞ࡃࠊࡼࡾୖࡢ㆟ဨ⫋ࡢ㑅ᣲࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࡔࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚♫ඪ
ࡣࠊᆅ᪉㑅ᣲࡽᅜᨻ㑅ᣲࢫࢸࢵࣉࢵࣉࡉࡏ࡚࠸ࡃ᪉㔪ࢆά⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊϪ
ࠕ ᖺᙜ㑅ࡢ㆟ဨࡢ࣏࣮ࢺ࣮ࣞࢺ࡛ࠖ㏙ࡓ㏻ࡾࠊ ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲᙜ㑅ࡋ
ࡓ♫ඪᡤᒓࡢዪᛶ㆟ဨࡣဨࠊ㆟ဨࡢ⤒㦂⪅࠶ࡿ࠸ࡣᆅ᪉㆟ဨࡢව⫋⪅࡛࠶ࡿࠋ

 候補者の支援策：立候補の資金援助・ノウハウの教授
ࣇࣛࣥࢫࡢᨻඪࡣᇶᮏⓗࠊࣃࣜࢸࡼࡗ࡚ೃ⿵⪅ࡢ⏨ዪྠᩘࢆつᐃࡍࡿ௨እࠊዪᛶࡔ
ࡅ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ❧ೃ⿵ᨭ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࣃࣜࢸἲࡀ࠶ࡾࠊ⏨ዪࡢ⬟ຊࡣྠ➼࡞ࡢࡔ
ࡽࠊዪᛶࡔࡅࢆ༊ูࡋ࡚ఱࡽࡢᨭࢆ⾜࠺ᚲせࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ
ὶ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋእⓗࠊࣃࣜࢸἲไᐃ┤ᚋ♫ඪࡣࠊᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡘ࠸࡚ዪ
ᛶࡢ❧ೃ⿵ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ᖺࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ㝿ࡢ♫ඪࡢྲྀ⤌ࢆ⤂ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡢࡣࣇࣛࣥࢯ࣮࣡



ࢬ࣭ࢹ࣭࢝ࣥࢡ࣮ࣟࢽ࢚㸦)UDQoRLVH'HVFDPSV&URVQLHU㸧Ặ㸦௨ୗᩗ⛠␎㸧࡛࠶ࡿࠋࢡ࣮ࣟࢽ
࢚ࡣࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ♫ඪࡢඪဨⓏ㘓ࢆࡋࡓࠊ࢟ࣕࣜࡢ㛗࠸ඪဨ࡛࠶ࡿࠋඪဨࢆ㞳⬺ࡋࡓ
ᮇ㛫ࡶ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᨻඪάືࡸࠊᆅᇦࡢࢯࢩࢩ࢜ࣥάື⇕ᚰཧຍࡋ࡚ࡁࡓ⤒㦂ࢆ
ࡶࡘᙼዪࡣࠊࣃࣜࢸἲไᐃ┤๓ࡢ  ᖺࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢ㝿ࡣ♫ඪࡢ㑅ᣲ㐠ࢆ
ᡭఏࡗࡓࠋࡑࡋ࡚  ᖺᐇࡉࢀࡓࠊࣃࣜࢸἲࡀึࡵ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ
ࠊࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡣึฟ㤿ࡋᙜ㑅ࡋࡓࠋࡉࡽࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡣ  ᖺ㛫♫ඪࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ
ࡋ࡚ά㌍ᚋ  ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲฟ㤿ࡋࠊ♫ඪ㆟ဨࡋ࡚ᙜ㑅ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ
ᆅ᪉ᨻࡽᅜᨻࢫࢸࢵࣉࢵࣉࢆᯝࡓࡋࡓᙼዪࡢᨻᐙࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜࡣࠊࣃࣜ
ࢸࡢ㐍ᒎࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ᖺ㸱᭶ᐇࡉࢀࡓᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢೃ⿵⪅ࡋ࡚ࠊࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡀᆅᇦࡢ♫
ඪࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡽ❧ೃ⿵ࡢ౫㢗ࢆཷࡅࡓࡢࡣࠊ ᖺࡢ㸯᭶ࡔࡗࡓࠋึࡢࣃࣜࢸἲ㐺⏝ࡢ
㑅ᣲ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࠊࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡣ㑅ᣲ༊ࡢ♫ඪᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲྡ⡙ࡢࢺࢵࣉ
ᥖ㍕ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ึฟ㤿ࡢࢡ࣮ࣟࢽ࢚ᑐࡋ࡚ࠊ♫ඪࡣࠊձ㓄ᕸ⏝ࡢࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࡢ‽ഛ࣭సᡂࡢຓࠊ
ղ㑅ᣲ㐠ືᚲせ࡞㈨㔠ࡢ❧᭰࠼࠸࠺㸰ࡘࡢຓࢆ⾜ࡗࡓࠋձࡢ㓄ᕸ⏝ࡢࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ
࣮ࡣࠊࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡢ⤒Ṕࡸᨻ⟇ࢆᥖ㍕ࡋࡓᑠࡉ࠸᪂⪺ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡀ
ᒓࡋ࡚࠸ࡓᆅᇦࡢ♫ඪࡢᨭ㒊ࡣࠊࡇࡢᑠ᪂⪺ࡢసᡂࢆᡭఏ࠸ࠊࡉࡽ༳ๅ㈝⏝ࡶࡲ࡞ࡗ
ࡓ࠸࠺ࠋࡲࡓࠊղ㑅ᣲ㐠ື㈨㔠ࡢ❧᭰࠼ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡀ㑅ᣲ㈨㔠ࢆฟࡍᚲせࡀ
࡞࠸ࡼ࠺࠸࠺㓄៖ࡢࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࡣࠊ㑅ᣲ࠾࠸୍࡚ᐃࡢ⚊ࢆ⋓ᚓࡋ
ࡓሙྜࠊ㑅ᣲ㐠ື㈝⏝ࡀᡶ࠸ᡠࡋࡉࢀࡿつᐃࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢᡶ࠸ᡠࡋࢆཷࡅࡿࡲ࡛
ࡣࠊ⮬ᕫ㈝⏝࡛❧᭰࠼ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ♫ඪࡣࡇࡢ❧᭰࠼㈝⏝ࢆࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡢ௦ࢃ
ࡾᣐฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊୖグࡢຓࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡣࠊ㑅ᣲฟ㤿࠶ࡓࡗ࡚≉ูࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢࢆ♫ඪࡽཷࡅࡓࡇࡣ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠋ

 課題：リーダーの意志が必要不可欠
 ᖺ௦ࡢ♫ඪࡢࣃࣜࢸ᥎㐍ࡢྲྀ⤌ࡀ♧၀ࡍࡿࡢࡣࠊ⏨ዪၥࢃࡎࠊඪෆࡢᨻⓗ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࡢࢽࢩࢳࣈࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊࣃࣜࢸࡣ㐍ࡲ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡢࡕ⤫㡿࡞ࡿ
ࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢜ࣛࣥࢻࠊࡑࡋ࡚  ᖺࡢ⤫㡿㑅ᣲࡢೃ⿵⪅࡞ࡗࡓࢭࢦ࣮ࣞࢾ࣭ࣟ࣡
ࣖࣝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࡢ㑅ᣲ༊ࡢ♫ඪࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ⏨ᛶࡣࠊࣃࣜࢸࢆ᥎㐍ࡍࡿពᚿࢆ
᫂♧ࡋࠊᐇ㝿ࣃࣜࢸ᥎㐍ࡢࡓࡵண⟬ࢆ࠸ࡓࡾࠊᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢྡ⡙ࡢ➨୍ࢆ
ዪᛶ᫂ࡅΏࡋࡓࡾࡋࡓࠋࣃࣜࢸࡢࣃ࢜ࢽ࡛࠶ࡿ♫ඪࡢࡣࠊ᠇ἲࡸἲᚊຍ࠼࡚ࠊ
ᨻ࣮ࣜࢲ࣮ࡢࢽࢩࢳࣈࡀ࠶ࡿࡁึࡵ࡚ࠊࣃࣜࢸࡢᐇຠᛶࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࡇࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 共和党：普遍主義的価値観の下でのパリテ推進の取組
ඹඪࡣ୰㐨ྑὴᒓࡍࡿᨻඪ࡛࠶ࡿࠋྑὴࡢᨻඪࡣࠊᕥὴࡢᨻඪẚ㍑ࡋ࡚ࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࡘ࠸࡚ࡣᾘᴟⓗ࡞ጼໃ࡛࠶ࡿࡇࡀከࡃࠊඹඪࡶࠊࣃࣜࢸࡘ࠸࡚ࡣᚋⓎ



⤌ࡔࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊඹඪࡀᅜẸ㆟༨ࡵࡿ㆟ᖍᩘࡣ 㸣࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢෆヂࢆࡳࡿࠊ
⏨ᛶ㆟ဨࡀ  ྡ࠸ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊዪᛶ㆟ဨࡣ  ྡ࡛࠶ࡿࠋ
ඹඪࡣࠊࡇࡢࡼ࠺ࣃࣜࢸࡢ᥎㐍ៅ㔜࡞ጼໃࢆ♧ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᨻࡢࣃࣜࢸࢆ
ᖖ㆑ࡳࡿ♫ⓗ࡞㞺ᅖẼࡢኚࡸࣃࣜࢸ㛵㐃ἲࡢᙉ࣭ᨵṇక࠸ࠊẁ㝵ⓗࣃࣜࢸࢆ
ᐇ⌧ࡋ࡚ࡁࡓࠋ

 党の現状
ࣃࣜࢸࡢࡓࡵࡢᨵ᠇ࣃࣜࢸἲࡢไᐃࡣࠊඹඪ♫ඪࡢಖ㠉ඹᏑᨻᶒ௦ᐇ⌧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᙜࡢࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࡍ࡛ࠊࡓ࠼ಖᏲὴ࡛࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊᨻࡢࣃࣜࢸࡢ
᥎㐍┿ࡗྥࡽᑐࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸㞺ᅖẼࡀࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊඹ
ඪ࠾ࡅࡿࣃࣜࢸࡢྲྀ⤌ࡣࠊ ᖺ௦๓༙♫ඪࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠊዪᛶᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ
❧ೃ⿵ᨭ⟇ࡣ␗࡞ࡾࠊࣃࣜࢸἲࢆᇶᮏࡋ࡚ࠊ⏨ዪࡢ❧ೃ⿵ࡢᶵࡢᖹ➼ࢆᚭᗏࡉࡏࡿ
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 候補者選定に関する取組み：地方選挙の予備選挙
ඹඪ࠾ࡅࡿࣃࣜࢸ᥎㐍ࡢྲྀ⤌ࢆ⤂ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡢࡣࠊࣦࣝࢻ࣮࣡ࢬ┴ࡢ┴㆟ࡢ
㆟㛗ࢆࡘࡵࠊࡉࡽව⫋ࡼࡗ࡚ࣔࣥࣔࣛࣥࢩ࣮ᕷ㆟㆟㛗㸦ᕷ㛗㸧ࡶࡘࡵࡿ࣑ࢩ࢙
࣮࣭ࣝ࣋ࣝࢸ㸦0LFKqOH%HUWK\㸧Ặ㸦௨ୗᩗ⛠␎㸧࡛࠶ࡿࠋ࣋ࣝࢸࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡢࢪ࢙ࣥ
ࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍⤌⧊ +&( ࡢࣃࣜࢸ㒊㛛ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࡶ࠶ࡾࠊᙼዪࡣᆅ᪉㆟ဨࡢ௦⾲ࡋ࡚ࠊ
ᆅ᪉࠾ࡅࡿࣃࣜࢸࡢ≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵάືࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣋ࣝࢸࡶࠊ♫ඪࡢࢡ࣮ࣟࢽ࢚ྠࡌࡃࠊࣃࣜࢸἲࡀึࡵ࡚㐺⏝ࡉࢀࡓ  ᖺࡢᕷ⏫
ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛ึฟ㤿ࡋࠊᙜ㑅ࢆᯝࡓࡋࡓࠋᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ❧ೃ⿵ࡋࡓࡁࡗࡅࡣࠊ
ᆅᇦࡢ 37$ ࡢ௦⾲ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓࡇࢁࢆࠊඹඪࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲྡ⡙ࡢࢺࢵ
ࣉኌࢆࡅࡽࢀࡓ࠸࠺ࠕఏ⤫ⓗ࡞࢟ࣕࣜࣃࢫࠖࢆ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࣝࢸࡶࡲࡓࠊࣃࣜ
ࢸἲࡶᨻ࢟ࣕࣜࢆ⠏࠸࡚ࡁࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊึ❧ೃ⿵ࡢⅬ࡛㑅ᣲྡ⡙ࡢࢺࢵࣉᥖ㍕ࡉࢀࡓࢡ࣮ࣟࢽ࢚␗࡞ࡾࠊ࣋ࣝࢸ
ࡢሙྜࡣ㑅ᣲྡ⡙ࡢ  ␒┠ࠊᙜ㑅ࡂࡾࡂࡾࡢ㡰ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊඹඪࡽࡢ
≉ูࡢ❧ೃ⿵ᨭࡸࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡶ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠋ❧ೃ⿵ࡢ㝿ᙺ❧ࡗࡓࡢࡣࠊ⮬㌟ࡀ
Ꮫ௦ᑓᨷࡋ࡚࠸ࡓ⤒῭ᏛࡢᏛ㆑ࡔࡗࡓ࠸࠺ࠋ
࣋ࣝࢸࡶࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨࡽᕷ⏫ᮧ㆟ࡢ㆟㛗ࠊࡑࡋ࡚┴㆟ࡽ┴㆟㆟
㛗ࠊᚎࠎᨻࢫࢸࢵࣉࢆⓏࡗ࡚ࡁࡓࠋᙼዪࡀ┴㆟ࡢᨻⓗࢫࢸࢵࣉࢵࣉࢆỴព
ࡋࡓࡢࡣࠊ㸰ᮇ┠ࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨࡢ௵ᮇ୰ࠊ ᖺࡢࡇࡔࡗࡓ࠸࠺ࠋ
࣋ࣝࢸࡀ❧ೃ⿵ࡋࡓ  ᖺࡢ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛ࡣࠊࡲࡔࠕ࣌❧ೃ⿵ไᗘࠖࡣ㐺⏝ࡉ


ࡇ࠺ࡋࡓ㞺ᅖẼࡀᙧᡂࡉࢀࡓ⫼ᬒ࠶ࡿࡢࡣࠊዪᛶ㐠ື࣭ᨻᗓࡢ⏨ዪᖹ➼ᢸᙜ㒊⨫࣭ࣃ
ࣜࢸ┘どጤဨ࣭ᅜ㝿♫ࡽࡢࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡗࡓຊ࡛࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢫࡢࣃ
ࣜࢸἲᑐࡍࡿ♫ⓗྜពࡢᙧᡂ㐣⛬ࡘ࠸࡚ࡣࠊ%HUHQL㸦㸧ࠊ6pQDF6ODZLQVNL
㸦㸧ࠊ▼⏣㸦㸧ࠊᮧୖ㸦㸧ࢆཧ↷ࠋ

ࣇࣛࣥࢫࡢᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲࡣࠊඪࡀయࡢ༙ᩘࡢ㆟ᖍࢆᣢࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣋ࣝ
ࢸࡢᒓࡍࡿᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨ㑅ᣲ࡛ࡣࠊඪࡣ  ㆟ᖍࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊྛ㑅ᣲ༊ࡽ୍ேࢆ㑅ฟࡍࡿࠊ᪥ᮏࡢᑠ㑅ᣲ༊ไࡢ㑅ᣲ㢮ఝࡋࡓ⤌ࡳ࡛ࠊ
ࡘᅇᢞ⚊ᘧ㸦ከᩘ௦⾲༢グᅇᢞ⚊ไ㸧ࢆ⏝࠸ࡿࠊ⏨ᛶࡢ࣋ࢸࣛࣥ㆟ဨࡗ࡚᭷
ാࡃഴྥࡀᙉ࠸㑅ᣲ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ᖺࡢ┴㆟㆟ဨ㑅ᣲࡢඹඪබㄆೃ⿵⪅ࢆỴࡵࡿ࠶ࡓࡾࠊ࣋ࣝࢸࡢ㑅ᣲ༊ࡽ
ࡣࠊ࣋ࣝࢸࡢ⏨ᛶࡀ୍ேೃ⿵⪅࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ᭱ᚋೃ⿵⪅ࢆ୍ே⤠ࡾ㎸ࡴ࠶
ࡓࡗ࡚ࠊඹඪࡢᆅᇦᨭ㒊ࡣࠊࠕ⮬ศࡢᨻ⟇ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ୕ศ㛫₇ㄝࡋࠊඹඪࡢᆅᇦᨭ㒊
ࡢጤဨෆ㒊࡛ᢞ⚊ࡍࡿࠖ࠸࠺ணഛ㑅ᣲࢆ⏝࠸ࡓࠋ࣋ࣝࢸࡣ₇ㄝࡢ⤖ᯝࠊ㸣ࡢᨭᣢࢆ
ᚓ࡚ணഛ㑅ᣲࡋࠊඹඪࡢබㄆೃ⿵࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ┴ணഛ㑅ᣲ࡛ࡣࠊ㆟ဨ࡞ࡗࡓ㝿ࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢᨻ⟇ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ₇ㄝࡍࡿ࠸࠺ᇶ
‽ࡀ᫂☜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ㆟ဨồࡵࡽࢀࡿ₇ㄝཬࡧᆅᇦᨻ⟇ࡢ❧࠸ࡗࡓ⬟ຊᛂ
ࡌࡓ㑅ᢤࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋඹඪࡢணഛ㑅ᣲࡣࠊೃ⿵⪅ࡢ㑅ูᇶ‽ࢆ᫂☜ࡋࡓ࠺࠼࡛ᶵ
ࡢࣃࣜࢸࢆಖ㞀ࡍࡿྲྀ⤌࠸࠼ࡿࠋ

 「女性だけの支援策は男女共学に反する」
࣋ࣝࢸ⮬㌟ࡣࠊἲᚊ࡞ࡃࡋ࡚ࣃࣜࢸࡣ㐩ᡂࡉࢀ࠼࡞࠸ಙࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࣃࣜࢸࡢ᥎
㐍ࢆ┠ⓗࡋࡓࠕዪᛶྥࡅࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣⓗ࡛࠶ࡿࠋ࣋ࣝࢸࡣࠊࠕዪᛶࡔࡅྥ
ࡅ࡚ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠸࠺ࡢࡣ࣑ࢡࢩࢸࡍࡿࠖ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
࣑ࢡࢩࢸ㸦⏨ዪඹᏛࠊඹྠ㸧࠸࠺⌮ᛕࡣࠊࣃࣜࢸࢆ⫯ᐃࡍࡿ㆟ㄽࡢ㝿ࠊࣃࣜࢸ㈶ྠὴ
ࡢဴᏛ⪅ࢩࣦ࣮ࣝࢾ࣭࢞ࢧࣥࢫ࢟ࡀ㢖⦾⏝࠸ࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ࡶ࠶ࡿ㸦$JDFLQVNL
㸻㸧ࠋ⏨ዪඹᏛࠊ⏨ዪඹྠࡢ౯್ࢆㄆࡵࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᨻࢆࣃࣜࢸࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿ
࠸࠺࢞ࢧࣥࢫ࢟ࡢㄽ⌮ࡀࠊࣃࣜࢸἲࢆ⫯ᐃࡍࡿ㝿ᨭᣢࢆᚓࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࣋ࣝࢸࡣࡇ࠺ࡋࡓㄽ⌮ࢆࡶࠊࡍ࡛ࣃࣜࢸࡢつᐃࡀࡋࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊዪᛶࡔࡅ
ఱࡽࡢᨭ⟇ࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠕ࣑ࢡࢩࢸࠖ࠸࠺ࠊࣃࣜࢸ୪ࡪ⏨ዪᖹ➼ࡢᇶ
ᮏ⌮ᛕ⫼ࡃࡇ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡶࡶࠕᬑ㐢⩏ⓗᖹ➼ࣉ࣮ࣟࢳࠖࢆ
㔜せどࡋ࡚ࡁࡓࣇࣛࣥࢫࡽࡋ࠸ࠊࣃࣜࢸࡢᤊ࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ

 課題：「右派のフェミニスト」のとまどい
࣋ࣝࢸࡣࠊඹඪෆ࡛ࢭࢡࢩ࣭ࣗࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࢆཷࡅࡓࡾࠊዪᛶࡔࡽ࠸ࡗ࡚ᕪ
ูࡉࢀࡓࡾࡋࡓࡇࡣ୍ษ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠋᕥὴࡢᨻඪẚ࡚ࣃࣜࢸࡢ㐍ᒎࡀ㕌࠸ඹ
ඪ࠾࠸࡚ࡶࠊࡸࡣࡾࣃࣜࢸཬࡧࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࡢ᥎㐍ࡣ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓࢸ࣮࣐㛵ࡍࡿඪෆྜពࡢ㞺ᅖẼࡶᑡࡋࡎࡘᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࣃࣜ
ࢸἲ௨㝆ࠊ࠶ࡽࡉࡲ࡞ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡀ⾜࠸ࡃ࠸㆟ࡢ㞺ᅖẼࡶᚎࠎసࡾୖࡆࡽࢀ࡚
ࡁࡓࠋ
୍᪉࡛࣋ࣝࢸࡣࠊࠕྑὴࡢඹඪෆ࡛ࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺ࡛࠶ࡿࡇࠖᒃᚰᆅࡢᝏࡉࢆឤࡌ
ࡓ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡶㄒࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ ᖺࠊ┴㆟㆟ဨ㸯ᖺ┠ࡢ㝿ࠊ┴࡛ࢻ࣓ࢫࢸࢵࢡ࣭ࣂ



ᅇࡢㄪᰝ࡛ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓዪᛶ㆟ဨࡀࠊᨻඪࢆၥࢃࡎࠊࠕඪࡽࡢ≉ู࡞ࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖㄒࡗ࡚࠸ࡓࡇࡽࠊࠕࣇࣛࣥࢫⓗᬑ㐢⩏ࠖࡣࠊ
ྛඪࡢྲྀ⤌ࡶᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



࢜ࣞࣥࢫࡢ⿕ᐖ⪅ዪᛶࡢࡓࡵࡢ⥭ᛴࢲࣖࣝࢆసࡿヰࡀᣢࡕୖࡀࡾࠊ࣋ࣝࢸࡀᢸᙜ࣓
ࣥࣂ࣮❧ೃ⿵ࡋࡓࡇࢁࠊྠࡢඹඪ㆟ဨࡢ⏨ᛶࡽࠊࠕࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺ࡞ࢇࡔࡡ㸟ࠖ
෭ࡸࡉࢀࡓ࠸࠺ࠋ࣋ࣝࢸࡣࠊඹඪࡢ౯್ඹ㬆ࡍࡿྠࠊ⮬ศࡢࡇࢆࣇ࢙࣑
ࢽࢫࢺࡔᛮ࠺ࠊㄒࡿࠋࠕࡅࢀࡶࠊྑὴࡢࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺ࠸࠺ࡢࡣ▩┪ࢆឤࡌࡿேࡶ࠸
ࡿ࠸࠺ࡇࡔᛮ࠺ࠖ
ࠊࠊඹඪෆ㒊࡛ዪᛶࡢᶒࢆಖ㞀ࡍࡿ㐠ືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇࡢ
」㞧ࡉࠊࡲ࠸ࢆᡴࡕ᫂ࡅ࡚ࡃࢀࡓࠋ

 政府機関：首相付き女男平等局
ඛࡢϪࠕࣃࣜࢸࢆ᥎㐍ࡍࡿㅎၥᶵ㛵ࡢᙺ࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣዪ⏨ᖹ
➼㧗➼ホ㆟㸦+&(㸧ࡀࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㤳┦ࡁࡢㅎၥᶵ㛵ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡇࢀຍ࠼࡚ࠊ㤳┦ࡁࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ࡢᐇົᶵ㛵ࡋ࡚ࠊࠕ㤳┦ࡁዪ⏨ᖹ
➼࣭ᕪูᑐ⟇ᒁ㸦௨ୗዪ⏨ᖹ➼ᒁ⾲グ㸧ࠖࡶࠊໟᣓⓗ࣭┬ᗇᶓ᩿ⓗ࡞ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍
ᨻ⟇ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋዪ⏨ᖹ➼ᒁࡣ㤳┦┤ᒓࡢᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ㤳┦ᗓࠖࡢ࡞⨨࡙ࡅࡽࢀ


ࠊ㤳┦ࡀ㛗ࢆࡘࡵ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᐇ㉁ⓗዪ⏨ᖹ➼ᒁࡢࢺࢵࣉࡋ࡚ࡢᙺࢆᢸࡗ࡚

࠸ࡿࡢࡣࠊࠕ㤳┦ ዪ⏨ᖹ➼࣭ᕪูᑐ⟇ᢸᙜ⮧ࠖࡢ࣐࣮ࣝࣞࢾ࣭ࢩࢵࣃ࡛࠶ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࡢᐇົᶵ㛵࡛࠶ࡿዪ⏨ᖹ➼ᒁࡣࠊㅎၥᶵ㛵࡛࠶ࡿዪ
⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟㸦+&(㸧࠸ὶࡋ࡞ࡀࡽ⫋ົࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊዪ⏨ᖹ➼ᒁྠࡌᘓ≀
ࡢ୰ዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟ࡢ࢜ࣇࢫࡶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 行政機関としての職務：①政策立案／課題の遂行と②ジェンダー主流化政
策の推進
ዪ⏨ᖹ➼ᒁࡀ⾜ᨻᶵ㛵ࡋ࡚⾜࠺⫋ົࢆࠊձᨻ⟇ࡢ❧ཬࡧㄢ㢟ࡢ㐙⾜ࠊղࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ὶࡢ᥎㐍ࡢࡘࡢどⅬࡽ⤂ࡍࡿࠋձᨻ⟇ࡢ❧ཬࡧㄢ㢟ࡢ㐙⾜ࡣࠊᨻᗓࡢࢪ࢙ࣥࢲ
࣮ᖹ➼᥎㐍ᣦ㔪ἢࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ⌧ᅾࡢࣇࣛࣥࢫᨻᗓࡣࠊ࣐ࢡࣟࣥ⤫㡿ࡢࢽࢩࢳࣈ
ࡢࡶࠊ
ࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ㸳ᖺィ⏬㸦*UDQGHFDXVHGXTXLQTXHQQDW㸧
ࠖࢆタࡅ
࡚࠸ࡿࠋྛ┬ࡢ⮧ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࢆලయⓗᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊἲࡢ
ไᐃ㛵ࢃࡿィ⏬ࡶከࡃ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ㤳┦ࡁዪ⏨ᖹ➼ᒁࡢࢩࢵࣃࡀィ⏬ࡋ࡚ᥖࡆ࡚
࠸ࡓᛶᭀຊ࣭ᛶᕪูࡢ⚗Ṇἲࡣࠊ ᖺ㸶᭶㸱᪥ἲไࡉࢀࠊ
ࠕࢩࢵࣃἲࠖࡤࢀ
࡚࠸ࡿࠋ




ࣇࣛࣥࢫ㤋࢙࢘ࣈࢧࢺKWWSVMSDPEDIUDQFHRUJDUWLFOH 㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ
㸱᭶  ᪥㸧ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ዪ⏨ᖹ➼ᒁࡣࠊ᪥ᮏࡢෆ㛶ᗓࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁ㏆࠸⨨࡙ࡅࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ

/RLQGXDRWUHQIRUoDQWODOXWWHFRQWUHOHVYLROHQFHVVH[XHOOHVHWVH[LVWHV 㸦᭱
⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



ᅗ⾲Ϫ 㤳┦ࡁዪ⏨ᖹ➼ᒁࡢ㸳ᖺィ⏬ࡢ

ᅗ⾲Ϫ ྛ┬⮧ࡀྲྀ
⤌ࢆㄝ᫂ࡍࡿࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮
ࢪ

ᛶᭀຊ࣭ࢭࢡࣁࣛᑐ⟇ࠊព㆑ၨⓎࠊ⫋ᴗᖹ➼࡞ࡀᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥳Ⰽࡀᐇ῭㸦)DLW㸧ࠊ⣸Ⰽࡀ㐍⾜୰㸦(Q
FRXUV㸧ࠋ㉥ࡢᐇணᐃ㸦¬UpDOLVHU㸧ࡀ࠶ࡿࠋ୍␒ୖ
࠶ࡿࣂ࣮ࡣࠊ┬ࡢྲྀ⤌ࡢ㐍⾜≧ἣࢆ♧ࡍࠋࡲࡔࠕᐇ
ணᐃࠖࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊከࡃࡀ╔ᡭࡉࢀ


ࡍ࡚ࡢ⮧ࡢࢫࣆ࣮ࢳࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺ
࡛ぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࡚࠸ࡿࠋ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ྛ┬ࡢྲྀ⤌ࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ


ࠋ

ฟ㸸㤳┦ࡁዪ⏨ᖹ➼ᒁࡢ㸳ᖺィ⏬≉タ࢙࢘ࣈࢧࢺ

ୖグࡢࠕ㸳ᖺィ⏬ࠖࡽࡶࢃࡿࡼ࠺ࠊղࢪ࢙ࣥࢲ࣮ὶᨻ⟇ࡢ᥎㐍ࡣࠊ⌧ᅾࡢᨻ
ᗓࡀ⇕ᚰྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿࠋྛ┬ࡀࡑࢀࡒࢀࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ
➼᥎㐍ࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆϪ ཬࡧϪ ࡢࡼ࠺つᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊྛ┬ࡢ⮧ࡀ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚᫂ゝࡋࡓື⏬ࡀ㓄ಙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓάືຍ࠼࡚ࠊ㤳┦ࡁዪ⏨ᖹ➼ᒁࡢୖ⣭ᐁࡀࠊࡢ┬ෆ࡛ពᛮỴᐃᶒࢆᣢࡘ
ୖ⣭ᐁᑐࡋ࡚ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆಁࡍࡓࡵࠊ┤᥋ࣟࣅࣥࢢࢆ⾜࠺
࠸࠺ᆅ㐨࡞άືࡶࡇࢀࡲ࡛ᐇࢆ⤖ࢇ࡛ࡁࡓࠋ㤳┦ࡁዪ⏨ᖹ➼ᒁࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓୖ⣭ᐁ
࠺ࡋࡢពぢࣟࣅࣥࢢࢆࡉࡽຠᯝⓗࡍࡿࡓࡵࠊྛ┬ࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍
㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ᳨ウࡍࡿሙࡋ࡚ࠕ┬㛫ዪ⏨ᖹ➼ጤဨࠖ㸦FRPLWp LQWHUPLQLVWpULHO
O¶pJDOLWpIHPPHVKRPPHV㸧ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᳨ウࡢሙ࡛Ỵᐃࡉࢀࡓࣘࢽ࣮ࢡ࡞ྲྀ⤌
ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ




©*UDQGHFDXVHGXTXLQTXHQQDWªKWWSVJUDQGHFDXVHTXLQTXHQQDWJRXYIUPHVXUHV㸦᭱⤊㜀ぴ
᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

©/HVDFWLRQVGX*RXYHUQHPHQWªKWWSVJUDQGHFDXVHTXLQTXHQQDWJRXYIU㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸
ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



z ⾜ື࣭බィ⮧ࢹࢪࢱࣝᢸᙜᒁ㸦0LQLVWqUHGHO $FWLRQHWGHV&RPSWHVSXEOLFVFKDUJpGX
1XPpULTXH㸧
㸸ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ศ㔝࡛ࡣࠊዪᛶࡀ࣐ࣀࣜࢸ࡛࠶ࡿࡇ╔┠ࡋࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓศ㔝࡛ാࡃዪᛶࡓࡕࡀ㐃ᖏ࡛ࡁࡿሙࢆࡘࡃࡿࡓࡵࠊIHPPHVQXPpULTXHV㸦ࢹࢪࢱࣝᢏ
⾡ࡢዪᛶࡓࡕ㸧࠸࠺ᕷẸᅋయࡢタࢆᨭࡋࡓࠋ
z ᅜẸᩍ⫱࣭㟷ᑡᖺ┬㸦0LQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHOD-HXQHVVH㸧㸸ᑡᖺᑡዪᑐ
ࡋ࡚ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡘ࠸࡚ព㆑ၨⓎࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᩍဨࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᩍဨ
ᑐࡋ࡚ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼◊ಟࢆ⩏ົࡅࡓࠋ
z ᩥ┬㸦0LQLVWUHGHOD&XOWXUH㸧㸸ᩥάືࡢከࡃࡀࠊ࣐ࢳࣗࡢዪᛶࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᩥάື⤌⧊ࡢ௦⾲ࡣᖖ⏨ᛶ࡛࠶ࡿࡇ╔┠ࡋࠊᩥάື
タࢡ࣮࢜ࢱࢆᑟධࡍࡿࡇࢆᥦゝࡋࡓ㸦TXRWDGHVpWDEOLVVHPHQWVFXOWXUHOOHV㸧ࠋࡲࡓࠊዪ
ᛶ₇ዌᐙࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢከࡃࡀ
⏨ᛶ࡛࠶ࡿࡇ╔┠ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㑅ูࢆࠊᛶูࡀศࡽ࡞࠸
ࡼ࠺ࠊ࣮࢝ࢸࣥ㉺ࡋ⾜࠺ࡇࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋ

ࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝ࣇࢵࢺࡍࡿᙧ࡛ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ὶࡢࡓࡵࡢ᪉ἲࡀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊྛ┬ᗇࡢ᥎㐍ᢸᙜ⪅ࡀࢪ࢙ࣥࢲ࣮ὶࡘ࠸࡚ព㆑ࢆ㧗ࡵࠊලయⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᨻ⟇
ࡀᅜẸࡶᗈࡃࢃࡿࡼ࠺ࠊࣅࢪࣗࣝ㈨ᩱࡸࣅࢹ࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶࠊ
ࣇࣛࣥࢫࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ὶᨻ⟇ࡢඃࢀࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ

 調査／研究：女男平等年間レポート
ዪ⏨ᖹ➼ᒁࡣࠊ ᖺ௨㝆ࠊẖᖺࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱࢆࣅࢪ
ࣗࣝࡋࡲࡵࡓሗ࿌᭩ࠕ┿ࡢ⏨ዪᖹ➼ࡴࡅ࡚㸦9HUVO¶pJDOLWpUpHOOHHQWUHOHVIHPPHVHWOHV
KRPPHV㸧ࠖࢆసᡂࡋࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺୖࡢ㈨ᩱཬࡧ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢᙧ࡛ࠊᗈࡃ♫ሗⓎಙ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ♫ࡢ࠶ࡽࡺࡿศ㔝ࡘ࠸࡚⏨ዪᖹ➼ࡢほⅬࡽ⤫ィࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡋࠊࡉࡽ
ࣅࢪࣗࣝࡋࡓ㈨ᩱࢆᗈࡃ♫බ⾲ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ᖹ➼ࡢ⌧≧ࢆࢃࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࠊᕷẸ♫࡛ࡢ㆟ㄽࢆႏ㉳ࡍࡿࡇ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ
ᗘ∧ࡢሗ࿌᭩ࡢᢤ⢋∧ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒࡢ⩻ヂ∧ࡀไసࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢙࢘ࣈୖ࡛ࢲ࢘ࣥࣟ
࣮ࢻྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ୍㒊ࢆϪ Ϫ ⤂ࡍࡿࠋ




ࠕ ᖺᗘ∧ࠗ⤫ィ㈨ᩱ࠘┿ࡢ⏨ዪᖹ➼ྥࡅ࡚ᴫせ∧ࠖ
KWWSVMSDPEDIUDQFHRUJ,0*SGIYHUVBOBHJDOLWHBUHHOOHBHQWUHBOHVBIHPPHVBHWBOHVBKRPPHVBB
BMSBILQDOBSGI"EGEEGFGIEGIHFFD㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱
᭶  ᪥㸧ࠋ



ᅗ⾲Ϫ ࠕ┿ࡢ⏨ዪᖹ➼ྥࡅ࡚ࠖࡢ ᅗ⾲Ϫ ྛศ㔝ࡢ⏨ዪᖹ➼ࡢࣅࢪࣗ
⾲⣬

ࣝ






ୖグࡢ࣮࣌ࢪࡣࠕࣃࣜࢸࠖࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ฟ㸸 ᖺᗘ∧ࠗ⤫ィ㈨ᩱ࠘┿ࡢ⏨ዪᖹ➼ྥࡅ࡚ᴫせ∧

 市民社会のアクターへの助成と協働
ዪ⏨ᖹ➼ᒁࡣࠊᕷẸࡢࢽ࣮ࢬ࠶ࡗࡓࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍⟇ࢆㅮࡌࡿࡓࡵࠊࢯࢩ
ࢩ࢜ࣥࡢ㐃ᦠࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢯࢩࢩ࢜ࣥ⿵ຓ㔠ࢆᣐฟࡍࡿࠊ୍㒊ࡢࢯࢩ
ࢩ࢜ࣥᑐࡋ࡚ࠊ≉ᐃࡢㄢ㢟ࢆᐇ⾜ࡍࡿᐇົᶵ㛵ࡋ࡚ࡢᙺࢆồࡵࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ࠼
ࡤࠊᭀຊࡢ⿕ᐖ⪅ࡢዪᛶࢆᨭࡍࡿࢯࢩࢩ࢜ࣥࡢ୰ࡣࠊዪ⏨ᖹ➼ᒁࡽ≉ᐃࡢ࣑ࢵࢩ
ࣙࣥࢆཷࡅࠊᖺ㛫άື㈝ࢆཷࡅྲྀࡾ࡞ࡀࡽάືࢆ⾜࠺ࡶࡢࡶከࡃ࠶ࡿࠋ
ϪࠕᕷẸ㸭ᕷẸᅋయࡢࣥࣉࢵࢺࠖࡢࢥ࣒࡛ࣛ㏙ࡓ㏻ࡾࠊࢯࢩࢩ࢜ࣥࡣᕷẸ
άື⤌⧊࡛࠶ࡾࠊᇶᮏⓗࡣ⚾ⓗ࡞ᅋయ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚බ
┈ᛶࡢ㧗࠸άືࢆ⾜࠺ࢯࢩࢩ࢜ࣥࡢ୰ࡣࠊᨻᗓ⤌⧊㐃ᦠࡋࡓάືࢆ⾜࠺ࡶࡢࡶ࠶
ࡿࠋᐇ㝿ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿዪ⏨ᖹ➼㛵ࡍࡿண⟬ࡢ㒊ศࡣࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍άືࢆ
ᢸ࠺ࢯࢩࢩ࢜ࣥࡢ⿵ຓ㔠⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ୖ 㸧ࠋࡓࡔࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ⿵ຓ
㔠ࡣົᡤࡢ㐠Ⴀ㈝ࡸ㏻㈝ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊே௳㈝ࡋ࡚ࡣ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࣇࣛࣥࢫࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍άືࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࡛ാࡃࢯࢩࢩ࢜ࣥࡢάືᐙ
ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ୖ 㸧ࠋ

 制度的限界：予算の小ささ、ボランティア頼みの活動、複数回の再編成
ࣇࣛࣥࢫࡢዪ⏨ᖹ➼ᒁࡣᐇࡋࡓࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢண⟬つ
ᶍࡣỴࡋ࡚ࡁࡃ࡞࠸ࠋ࣐ࢡࣟࣥ⤫㡿ࡣࠊ ᖺࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ண⟬ࡋ࡚ࠊ๓



ᖺࡢ  ᖺẚ㍑ࡋ࡚  ࣮ࣘࣟከ࠸ࠊ ࣑࣮ࣜ࢜ࣥࣘࣟ㸦 ൨࣮ࣘࣟࠊ⣙  ൨
㸧ࡢண⟬ࢆࡾᙜ࡚ࡓࡀࠊከࡃࡢዪᛶᅋయࡀࡇࢀ࡛ࡣ༑ศࡔၥ㢟ࢆᣦࡋࠊቑ㢠ࢆồ
ࡵࡿࢹࣔࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ㝈ࡽࢀࡓண⟬ࡢ࡞࡛ࠊࣇࣛࣥࢫࡀ㇏࡞ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࢆ
ㅮࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ↓ሗ㓘࡛άືࡍࡿࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ࢆᢸ࠺ࢯࢩࢩ࢜
ࣥࡢάືᐙࡸࠊዪ⏨ᖹ➼ᒁᐦ࡞㐃ᦠ㛵ಀ࠶ࡿㅎၥᶵ㛵 +&( ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ࠾ࡆ࡛࠶ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡣᕷẸࡢኌ࣭ຊࡀᫎࡉࢀࡿຠᯝⓗ࡞⤌⧊ࢆ᭷ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊᐇ㝿ࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼
᥎㐍άືࡢᢸ࠸ᡭࡘ࠸࡚ࡣ࣎ࣛࣥࢸ㢗ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠊ࠸࠺ᐇࡶᾋࡁ᙮ࡾ
࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ᅾࠊ㤳┦ࡁዪ⏨ᖹ➼ᒁࡣ┬࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㤳┦ࡁࡢࡦࡘࡢࠕᒁࠖࡋ࡚ࡢ⨨
࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋ㤳┦ࡢ⫢࠸ࡾࡢᨻ⟇ࢆᐇ⌧ࡍࡿࢫࣆ࣮ࢹ࣮ࡉࢆ㛗Ⅼࡍࡿ୍᪉࡛ࠊࠕ┬ࠖ
ࡋ࡚ࡢࣉࣞࢮࣥࢫࡀᙅ࠸࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡶ࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢫࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍⤌⧊ࡣ㢖⦾
ྡ⛠ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓࡾࠊ⤌⧊ࡀ⦅ࡉࢀࡓࡾࡍࡿ㸦ୖ 㸧ࠋࡇࢀࡣ⤌⧊ࡢᰂ㌾ࡉ࡛࠶ࡿ
୍᪉࡛ࠊ⬤ᙅࡉ࡛ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

 ジェンダーセンシティブな議会に向けて
 上下院の女性の権利及び男女の機会の平等に関する調査団
ඖ⪁㝔ᅜẸ㆟㸦ୖୗ୧㝔㸧ᖖタࡉࢀࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍㛵ࡍࡿᨻ⟇❧ࡢࢽ
ࢩࢳࣈࢆࡿࠊࠕዪᛶࡢᶒཬࡧ⏨ዪࡢᶵࡢᖹ➼㛵ࡍࡿㄪᰝᅋ㸦'pOpJDWLRQ DX[ GURLWV
GHVIHPPHVHWjO pJDOLWpGHVFKDQFHVHQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV㸧ࠖ
㸦௨ୗࠊዪᛶࡢᶒᖹ➼
ㄪᰝᅋ⾲グ㸧ࡣࠊ㆟ဨࡀ㉸ඪὴ࡛ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࢆ㆟ㄽࡍࡿሙࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ዪᛶࡢᶒᖹ➼ㄪᰝᅋࡣࠕ ᖺ㸵᭶  ᪥ἲࠖࡼࡗ࡚タࡉࢀࠊࣃࣜࢸࢆࡣࡌࡵ
ࡋ࡚ࠊᗈࡃࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿࡓࡵࡢሙࡋ࡚Ⓨᒎࢆࡆ࡚ࡁࡓࠋᅇࡢㄪᰝ
࡛ࡣࠊ⌧ᅾᅜẸ㆟ࡢዪᛶࡢᶒᖹ➼ㄪᰝᅋጤဨࡢ௦⾲ࢆࡘࡵࡿඹᅜ๓㐍ࡢ࣐ࣜ
࣮㸻ࣆ࢚࣮࣭ࣝࣜࢡࢧࣥ㸦0DULH3LHUUH5L[DLQ㸧㆟ဨࠊㄪᰝᅋ࡛ἲࡢ㉳ⲡ➼ࢆᢸᙜࡍࡿୖ
⣭ᐁ࡛࠶ࡿࢡ࣐࣭ࣞࣥࢡ࣐࣭ࣞࣥࢹࣟࣛ㸻ࣃ࣐࣮ࣝ㸦&OpPHQW'HORUDV3DOPHU㸧Ặ㸦௨ୗ
ᩗ⛠␎㸧ヰࢆ࠺ࡀ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࢹࣟࣛ㸻ࣃ࣐࣮ࣝࡣࠊᅜẸ㆟ࡁࡢබົဨࡋ
࡚ࠊἲᚊࡸ່࿌ࢆ㆟ဨࡶ㉳ⲡࡍࡿᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㏻ ᖖࣇ ࣛࣥࢫ ࡢᅜ ㆟ဨ ࡣࠊ ⮬㌟ࡢ ᑓ㛛 ศ㔝 ࡋ࡚ ࠊ㸰ࡘ ࠶ࡿ ࠸ࡣ㸱 ࡘࡢ ጤ ဨ 
㸦FRPPLVVLRQ㸧ᡤᒓࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊዪᛶࡢᶒᖹ➼ㄪᰝᅋࡣጤဨ
ࡣ␗࡞ࡿࠊㄪᰝᅋ㸦GpOpJDWLRQ㸧࠸࠺ᙺ⫋࡛࠶ࡾࠊཧຍࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࣎ࣛࣥ
ࢱ࣮ࣜ࡞ᙺ⫋࡛࠶ࡿࠋዪᛶࡢᶒᖹ➼ㄪᰝᅋࡣࠊ≉ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍㛵ࡋ࡚ࣔࢳ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㧗࠸㆟ဨࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊἲᚊࡢ❧➼ࡢ㆟ㄽࡀάⓎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ዪᛶࡢᶒᖹ➼ㄪᰝᅋᑐࡋ࡚ࡣࠊዪᛶࡢᶒ࣭⏨ዪᶵᆒ➼㛵ࡍࡿᨻᗓࡢᨻ⟇ࡘ



ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ᠇ἲୖࠊᖖ௵ጤဨࡢタ⨨ᩘࡢୖ㝈ࡀᅜẸ㆟ࠊඖ⪁㝔ࡶ㸶ᑡ࡞ࡃ
タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢไ⣙ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊ㆟ဨㄪᰝᅋࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊጤဨྠ
➼ࡢᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᒣ  ὀ㔘 㸧ࠋ

ࣜࢡࢧࣥ㆟ဨᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢ㸦 ᖺ  ᭶㸲᪥ᐇ㸧
ࠋ



࠸࡚ࡢሗ㞟ࢆ⾜࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣἲࡢྍྰࡸᡂ❧ࡋࡓἲᚊࡢ㐺⏝≧ἣࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋᥦ
ゝࢆ⾜࠺ࠊ࠸࠺࣑ࢵࢩࣙࣥࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋᐇ㝿ࡢࡇࢁࠊዪᛶࡢᶒᖹ➼ㄪ
ᰝᅋᡤᒓࡍࡿ㆟ဨࡣ࡞ࡾ⮬⏤ࠊዪᛶࡢᶒࡸࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍㛵ࡍࡿᐅ࠶
ࡗࡓࢸ࣮࣐ࢆㄢ㢟ࡋ࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢㄪᰝᅋࡣࠊἲࡈ⤖ᡂࡉࢀࡿ୍ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖖタࡘ㉸ඪὴࡢ⤌⧊࡛࠶
ࡿⅬ᭱ࡢ≉㛗ࡀ࠶ࡿࠋᖖタ⤌⧊࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࡘ࠸࡚
ᜏᖖⓗ㆟ㄽ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆពࡍࡿࠋㄪᰝᅋࡁࡢୖ⣭බົဨࢹࣟࣛ
㸻ࣃ࣐࣮ࣝࡼࢀࡤࠊୗ㝔ࡢዪᛶࡢᶒᖹ➼ㄪᰝᅋࡀᥦࡍࡿἲࡢ࠺ࡕ 㸣ࡣఱࡽ
ࡢἲไ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠾ࡾࠊྠㄪᰝᅋࡀࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇ࡘ࠸࡚ᙉຊ࡞࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ

 議会におけるセクハラの可視化――国民議会の掲示
㏆ᖺࡢࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊ㆟ࢆࡼࡾࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࢭࣥࢩࢸࣈ࡞ሙࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡶ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⯆῝࠸ྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᅜẸ㆟ࡢ㆟ົᒁࡀ⾜ࡗࡓࢭࢡࢩ࣭ࣗࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥ
ࢺཬࡧ࣭ࣔࣛࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡢ㜵Ṇࡢྲྀ⤌ࢆㄽࡌࡿࠋ
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࣭ࣔࣛࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡢᐃ⩏ࡑࡢฮ⨩ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࠼ࡤࢭࢡࢩ࣭ࣗࣝࣁࣛࢫ
࣓ࣥࢺࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡣࠊࠕฮἲࡢ  ᮲ࡼࡾࠊ㸰ᖺ㛫ࡢ⚗ᅛ  ࣮ࣘࣟࡢ⨩㔠
ฮฎࡏࡽࢀࠊࠗ⮬㌟ࡢ⫋ົୖࡢᶒጾࢆ℃⏝ࡍࡿே≀࠘ࡼࡗ࡚ࡇࢀࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࡣࠊ
㸱ᖺ㛫ࡢ⚗ᅛ  ࣮ࣘࣟࡢ⨩㔠ฮฎࡏࡽࢀࡿࠖࠋࡲࡓࠊᥖ♧ࡢᮎᑿࡣࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥ
ࢺၥ㢟ࡢ㈐௵⪅ࡋ࡚ࠊᅜẸ㆟ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫᢸᙜ⪅ࠊࠕ⫋ᴗ⌮㆟ဨࡢᆅࠖ
㒊㛛ࡢ௦⾲⪅ࡢ㐃⤡ඛࡶేグࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࢭࢡࢩ࣭ࣗࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࣭ࣔࣛࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡘ࠸࡚ࠊ㆟ဨࡢὀព࣭㆙࿌ࢆ┠
ⓗࡍࡿࡇࡢᥖ♧ࡣࠊ㆟࡛ാࡃࢩࢫࢱࣥࢺࡽࢭࢡࣁࣛࡢ⿕ᐖࡢドゝࡀᩘከࡃᐤࡏࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇࢆཷࡅ࡚ᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋ㆟ဨ⛎᭩ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡓዪᛶࡢ࡞ࡣࠊ୍ே࡛࠸ࡿ
ࡁࡗࡓࡾࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ୍࣮⥴ࡗࡓࡾࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㆟ဨࡢࠕࣈࣛࢵࢡࣜࢫࢺࠖ
ࡢᏑᅾࢆ᫂ࡍࢭࢡࣁࣛ⿕ᐖ⪅ࡶ࠾ࡾࠊࢭࢡࢩ࣭ࣗࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡣࣇࣛࣥࢫ㆟
ࡗ࡚ࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࣇࣛࣥࢫࡣ㸡0H7RR 㐠ືඛ❧ࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ㏣࠸㢼ࢆ
ཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ ᖺ௨㝆ࠊ㆟ࡢࢭࢡࣁࣛᑐ⟇ࢆຍ㏿ࡉࡏ࡞ࡀࡽ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓヨࡳࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ≉ᅜẸ㆟࡛ዪᛶ㆟ဨࡀቑຍࡋࠊࣃࣜࢸ㏆࡙࠸ࡓ
ࡇࡶᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ ᖺࡢᅜẸ㆟㆟ဨ㑅ᣲ௨๓ࠊᅜẸ㆟ࡢ㆟ဨ
༨ࡵࡿዪᛶࡢྜࡣ 㸣࡞ࡗࡓࠋࡉࡽᅜẸ㆟࡛ඪ࡛࠶ࡿඹᅜ๓㐍࡛ࡣዪᛶ
ࡢ㆟ဨࡢẚ⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡿࠋᅜẸ㆟ࡢࠕዪᛶࡢᶒཬࡧ⏨ዪࡢᶵࡢᖹ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ


ࣜࢡࢧࣥ㆟ဨᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢ 㸦 ᖺ  ᭶㸲᪥ᐇ㸧
ࠋ
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ᅋࠖࡢ௦⾲ࢆࡘࡵࡿࣜࢡࢧࣥ㆟ဨࡣࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ࡞࡛ࠕࡼࡾከࡃࡢዪᛶࡀ㆟ධ
ࢀࡤࠊᛶᕪู⩏ࡣࡼࡾᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠖࠊዪᛶ㆟ဨࡀቑ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚㆟ࡢ✵Ẽࡀ
ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ᩿ゝࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ

 議員とワーク・ライフ・バランス――男性と女性両方の課題として
とらえる
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࢭࣥࢩࢸࣈ࡞㆟ࢆᐇ⌧ࡍࡿࢡࢱ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊዪᛶࡔࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡃ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢ᥎㐍άື࡛ࡣࠊ⏨ᛶ㆟ဨࡀࢽࢩࢳࣈࢆࡿࢣ࣮
ࢫࡶぢࡽࢀࡿࠋඹᅜ๓㐍ᡤᒓࡋᅜẸ㆟ࡢ㆟㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡓࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ࢻ࣭ࣜࣗࢪࡣࠊ
ᅜẸ㆟࠾࠸࡚࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ᙉ࠸ពᚿࢆ♧ࡋࠊᅜẸ
㆟㆟ဨࡑࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢱ࣮ࠊࡑࡋ࡚ᅜẸ㆟࡛ാࡃ࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡓࡵಖ⫱ᅬࢆタࡍ
ࡿࡇࢆⓎ⾲ࡋࡓ㸦6FKLDSSD  㸧ࠋ⌧ᅾ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ᅬࡢ㛤ᅬࡣࠊ ᖺᮎ
ࡽ  ᖺึ㢌࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 議員の産休・育休――国民議会の事例
㆟ဨࡢฟ⏘࣭⫱ඣࢆࡵࡄࡿ≧ἣࡘ࠸࡚ࡶࠊࣜࢡࢧࣥ㆟ဨ㸦௨ୗᩗ⛠␎㸧ࡽ⌧≧ࢆ࠺
ࡀ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ ᖺ⏕ࡲࢀࡢࣜࢡࢧࣥࡣᅜẸ㆟㆟ဨࡢ࡞࡛ࡣⱝࡃࠊᏊ⫱࡚ୡ௦
ࡢẕぶ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᇳ➹⪅ࡽࡀᅜẸ㆟ࡢࣜࢡࢧࣥࡢ࢜ࣇࢫ࡛⾜ࡗࡓࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢഐࡽ
ࡢࢯࣇ࡛ࡣࠊࣜࢡࢧࣥࡢ㸷ṓࡢᜥᏊࡀᮏࢆㄞࢇ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠾ࡾࠊᅜẸ㆟㆟ဨࡢ࣮࣡ࢡ࣭
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ࡑ࠺ࡋࡓఇᬤࡢᶒࡶ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊฟ⏘ࡢࡓࡵ㸰᭶⛬ᗘࡢఇᬤࢆࡗ࡚ࠊ㆟ᡠࡗ
࡚ࡃࡿዪᛶࡣࡋࡤࡋࡤ࠸ࡿ࠸࠺ࠋࣜࢡࢧࣥࡀぶࡋ࠸࿘ᅖࡢ㆟ဨࡔࡅ࡛ࡶࠊ㐣ཤ㸯ᖺ༙ࡢ㛫
ࠊࡇ࠺ࡋࡓఇᬤࢆྲྀᚓࡋࡓዪᛶ㆟ဨࡣ㸰ே࠸ࡓ࠸࠺ࠋཎ๎ࡋ࡚㆟ဨࡣጤဨࢆḞᖍࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊฟ⏘࣭⫱ඣ㛵ࢃࡿୖグࡢࡼ࠺࡞ᮇ㛫୰ࡣࠊḞྠࡌᢅ࠸ࡋ࡚ࠊ
ఇᬤࢆࡿ࠸࠺ࠋ
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ࡵࡿࡼ࠺ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ࠸ࡗࡓࢇ⏘ఇ࣭⫱ఇࢆྲྀᚓࡋࠊᩘ᭶ᚋ⫋ሙᖐ
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㆟ဨࡢ⏘ఇ࣭⫱ఇࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 議員のケアワークに対する補助――地方議会の場合
ᆅ᪉㆟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿྲྀ⤌ࡀᐇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉
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 フランス議会の代理投票
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ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶㸵᪥ࡢ࢜ࣝࢻࢼࣥࢫ Q㸦 ᖺ㸵᭶  ᪥ࡢ⤌⧊ἲ
Q ᮲ࡼࡗ࡚ಟṇ㸧ࡼࢀࡤࠊ௦⌮ᢞ⚊ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊ௨ୗࡢ㸴ࡘࡢࢣ࣮ࢫ
࡛࠶ࡿࠋ

ᅜẸ㆟ཬࡧඖ⪁㝔ࡢ㆟ဨࡣࠊ௨ୗࡢሙྜࡢࡳࠊ⮬㌟ࡢᢞ⚊ᶒࢆጤ௵ࡍࡿࡇࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿࠋ



&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV$UWLFOH/KWWSVZZZFROOHFWLYLWHV
ORFDOHVJRXYIUUHJLPHGHVUHPERXUVHPHQWVIUDLVGHVHOXVPXQLFLSDX[
/HVIUDLVGHJDUGHG HQIDQWVRXGHSHUVRQQHVG&$SHQGDQWHV
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

┴㆟㆟ဨᆅᇦᅪ㆟㆟ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊ㆟ဨ⫋ᛂࡌ࡚ᡭᙜࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ᕪࡋᙜࡓࡾࡇࡢᡶ࠸ᡠࡋࡢไᗘࡣࡲࡔ࡞࠸ࠋᕷ⏫ᮧ㆟㆟ဨࡣ↓ൾ࠶ࡿ࠸ࡣᡭᙜ㢠ࡀᑠࡉ
࠸ࡓࡵࠊࡇࡢᡶ࠸ᡠࡋࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

2UGRQQDQFHQGXQRYHPEUHSRUWDQWORLRUJDQLTXHDXWRULVDQWH[FHSWLRQQHOOHPHQW
OHVSDUOHPHQWDLUHVjGpOpJXHUOHXUGURLWGHYRWH 

/RLRUJDQLTXHQGXMXLOOHWDUW



ձẼࠊᨾࠊᐙ᪘ࡢ㔜࡞㸦pYpQHPHQWIDPLOLDOJUDYH㸧ࡼࡗ࡚ࠊ㆟ဨࡀ⛣ື࡛ࡁ
࡞࠸ሙྜ
ղᨻᗓࡀࡌࡓ⮫௵ົࡢሙྜ
ճᖹᖖ࠶ࡿ࠸ࡣᡓᐇࡉࢀࡿරᙺࡢሙྜ
մᅜẸ㆟࠶ࡿ࠸ࡣඖ⪁㝔ࡀㄆࡵࡿᅜ㝿㆟ฟᖍࡍࡿሙྜ
յ⮫ࡢࡓࡵࣇࣛࣥࢫᮏᅜࢆ㞳ࢀ࡚࠸ࡿሙྜ
նᅜẸ㆟ཬࡧඖ⪁㝔ࡢ⌮ᒁࡀㄆࡵࡿ㠀ᖖែࡢሙྜ

ୖグࡢ㸴ࡘࡢࢣ࣮ࢫᙜ࡚ࡣࡲࡾࠊ௦⌮ᢞ⚊ࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊୗ㝔࡛ࡣ௨ୗࡢᡭ⥆ࡀࡽࢀࡿࠋ


௦㆟ኈࡣࠊḞᖍࡢྠ௦㆟ኈࡢࡦࡾ̿̿ࡦࡾࡢࡳ࡛࠶ࡿ̿̿ࡢᢞ⚊ጤ௵ࢆಖᣢࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋጤ௵ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᢏ⾡ࡼࡗ࡚ධຊࡉࢀࡿࠋ௦⾲⪅࡛࠶ࡿࠊฟᖍ
ࡋ࡚࠸ࡿ௦㆟ኈࡢᮘୖࡢᢞ⚊ᶵࡢᢞ⚊ࡀࠊḞᖍ㆟ဨࡢᢞ⚊ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌ㊃᪨࡛ࠊ⮬ື
ⓗ㥑ືࡋᢞ⚊ࢆグᖒࡍࡿࠋ

ࡘࡲࡾࠊ$ ㆟ဨࡀ % ㆟ဨ௦⌮ᢞ⚊ࢆጤ௵ࡋࡓሙྜࠊ% ㆟ဨࡀ㆟ࡢ⮬ศࡢ㆟ᖍࡢᮘ
ୖࡢᢞ⚊ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢆ᧯సࡋࠕ㈶ᡂࠖᅇ⟅ࡋࡓሙྜࠊ$ ㆟ဨࡢࠕ㈶ᡂࠖ⚊ࡶධࡿ
࠸࠺⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ

 フランスの議会のジェンダー平等推進政策の特徴
ࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࠊ㆟≉ู࡞ࢭࢡࣁࣛ㜵Ṇ⟇ࡸ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࣂࣛࣥࢫ᥎㐍
⟇ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࢭࢡࣁࣛࢆ⚗Ṇࡍࡿἲᚊࡸࠊ
ᴗᅋయࡀࢽࢩࢳࣈࢆࡗ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࢆ᥎㐍ࡍࡿྲྀ⤌ࢆࠊ
㆟ࡢປാ⎔ቃࡶ㐺⏝ࡋࡼ࠺࠸࠺⪃࠼᪉ࢆࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜẸ㆟ಖ⫱ᅬࢆࡘࡃࡿࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᕷ⏫ᮧ㆟࡛㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮࣡ࢡࡗࡓ㈝⏝ࢆᡶ࠸ᡠࡍไᗘࡣࠊࣇࣛ
ࣥࢫࡢྛᴗࡀ᪤ࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ⫋ᴗ㡿ᇦ࡛ࡢᡂຌࢆࠊ㆟ࡶ㐺⏝ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚ࠊ♫య࡛ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࡢ᥎㐍࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢᐇ⌧ࢆᯝࡓࡑ
࠺࠸࠺ጼໃࢆࠊ㏆ᖺࡢࣇࣛࣥࢫࡣࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜẸ㆟ࡢ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ᥖ♧ࡉࢀࡓࠊࢭ
ࢡࣁࣛ㜵Ṇࡢ㆙࿌ᩥࡀࠊ᪤Ꮡࡢฮἲࢆᗘ♧ࡍࡶࡢࡔࡗࡓ࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࡢ㇟ᚩⓗ࡞࡛
࠶ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ᨻࡢࣃࣜࢸࡣࠊࡑࡢࡢ㡿ᇦࡢࣃࣜࢸࡸࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼୪⾜ࡋ࡚
㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾࡢࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊᨻࡢࣃࣜࢸຍ࠼࡚ࠊ⫋ᴗ㡿ᇦࡢࣃࣜࢸࠊබົဨ
ࡢࣃࣜࢸࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢࣃࣜࢸ࡞ࠊ♫⤒῭㡿ᇦࡢ࠸ࡓࡿࡇࢁᑐࡋ࡚ࠊࣃࣜࢸ
࠺ࢆุ᩿ࡍࡿど⥺ࡀྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᨻࡢࣃࣜࢸࡸാࡁࡸࡍ࠸㆟ࢆᚋᢲࡋࡍࡿᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗࡓ⫼ᬒࡣࠊാࡃዪᛶࡓࡕࡀࠊ


©)LFKHGHV\QWKqVHQ/HVYRWHVjO $VVHPEOpHQDWLRQDOHªKWWSZZZDVVHPEOHH
QDWLRQDOHIUGHFRXYULUODVVHPEOHHUROHHWSRXYRLUVGHODVVHPEOHHQDWLRQDOHOHVIRQFWLRQVGHO
DVVHPEOHHQDWLRQDOHOHVIRQFWLRQVOHJLVODWLYHVOHVYRWHVDODVVHPEOHHQDWLRQDOH㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸
 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



⫋ሙ࡛ࡢ⤥࣭᪼㐍ࡢᖹ➼ࡸࠊ⏘ఇ⫱ఇࡢಖ㞀࠸ࡗࡓാࡁࡸࡍ࠸⫋ሙࡢᐇ⌧ࢆồࡵ࡚ࡁࡓ
㐠ືࡢ✚ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᨻࡢࣃࣜࢸཬࡧാࡁࡸࡍ࠸㆟ࡢᐇ⌧ࡶࡲࡓࠊ⫋ᴗࢆ
ࡣࡌࡵࡍࡿᵝࠎ࡞㡿ᇦࡢ⏨ዪᖹ➼ࡢ㐩ᡂࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡣࡎࡔࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊࣃࣜࢸࢆࠕᙜࡓࡾ๓ࡢࡇࠖᙜ↛どࡍࡿ㞺ᅖẼࡸࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࢆ
᥎㐍ࡍࡿ♫ࡢ㞺ᅖẼࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ⏨ᛶࡢ༠ຊࡀᚲせྍḞ࡛࠶ࡿࠋࣃࣜࢸࡶ࣡
࣮ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡶࠊዪᛶࡔࡅࡀᜠᜨࢆཷࡅࡿࡶࡢ࡛ࡣỴࡋ࡚࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࡇࡼࡗ࡚⏨ᛶࡶࡲࡓࠊ࣏ࢪࢸࣈ࡞ຠᯝࢆᚓࡽࢀࡿ࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿࡇ
ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊࣇࣛࣥࢫࡢ⤒㦂ࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢥ࣒ࣛ ࠕ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡣ⏨ᛶዪᛶ୧᪉ࢃࡿࢸ࣮࣐࡛ࡍࠖ
㤳┦ࡁዪ⏨ᖹ➼ᒁࡢࠊ⫋ᴗᖹ➼ᢸᙜᒁᒁ㛗࡛࠶ࡿࢼࢵࢡ࣭ࣦࣔࣝࣥࡉࢇࡼࢀ
ࡤࠊ㏆ᖺࠊ⫋ሙ࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢಖ⫱ᨭ⟇ࡀᣑࡉ
ࢀࡓ⫼ᬒࡣࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡸಖ⫱ࡢၥ㢟ࡣ⏨ᛶࡶ㛵ࢃࡿࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠊ
࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕࣃࣛࣥࢱࣜࢸ㸦SDUHQWDOLWp㸸ぶ࡛࠶ࡿࡇࠊぶᛶ㸧ࠖ
ࡀࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓ࠸࠺ࠋ
ࠕࣃࣛࣥࢱࣜࢸ㸦SDUHQWDOLWp㸧ࠖࡣࠊᐙ᪘ࡀᖾ⚟ᬽࡽࡏࡿࡼ࠺㸦ELHQrWUHIDPLOLDOOH㸧ࠊ
ዪᛶ⏨ᛶࡢ୧᪉ࡀാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿ࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆෆໟࡋࡓゝⴥ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢゝⴥࡣࠊປാ᮲௳ࡢᨵၿࠊ⏨ዪᖹ➼࡞⟶⌮⫋ࡢⓏ⏝ࠊࡑࡋ࡚Ꮚࡶࡢࢣ࡞
ࡘ࠸࡚ࡢྲྀ⤌ࢆồࡵࡿ㝿⏝࠸ࡽࢀࠊᴗࡢኪ㛫ࡢྜࡢ⚗Ṇࠊ✵࠸ࡓ᪼㐍࣏ࢫࢺࡢ
ዪᛶࡢ✚ᴟⓗⓏ⏝ࠊྠᴗ⤌ྜෆ㒊࡛ࡢಖ⫱ᅬࡢタ࡞ࡢᡂᯝࢆ⏕ࢇ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠕዪᛶࡢࢸ࣮࣐ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕẕぶࡢࢸ࣮࣐ࠖᛮࢃࢀ࡚ࡁࡓࣃࣜࢸ࣭ಖ⫱࣭
࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡘ࠸࡚ࠊ⏨ᛶࡗ࡚ࡶࠕ⮬ศࡈࠖឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺ࠕぶ
࡛࠶ࡿࡇࠖ࠸࠺ㄒࢆࡋ࡚ࡧࡅࠊ⏨ዪࡢ༠ാࢆಁࡍࡇࡼࡗ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫࡣ࣡
࣮ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿ⫋ሙ⎔ቃࡸࠊಖ⫱ไᗘࡢᣑࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ

 日本への示唆
 法制化されていることの意義
ᮏ✏࡛ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࣃࣜࢸࡀᨻඪ⤌⧊ࢆࡢࡼ࠺ኚ࠼࡚ࡁࡓࡢࠊࡲࡓᨻඪ
ᑟ࡛࠺࠸ࡗࡓࣃࣜࢸ᥎㐍⟇ࡀࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢࢆࠊඹᅜ๓㐍࣭♫ඪ࣭ඹඪࡢ୕ࡘ
ࡢඪ↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ㄽࡌࡓ㸦Ϫ㸧ࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺࣇࣛࣥࢫ࡛ࠊࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭
ࢭࣥࢩࢸࣈ࡞ᨻࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࢆࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ὶᨻ⟇ࢆᙉࡃ᥎ࡋ
㐍ࡵࡿ㤳┦ࡁዪ⏨ᖹ➼ᒁࡀᯝࡓࡍᙺ㸦Ϫ㸧ࠊ㆟⮬యࡀࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࢭࣥࢩࢸ
ࣈ࡞ሙኚࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡍ㸦Ϫ㸧╔┠ࡋ᳨࡚ウࡋࡓࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࡣࠊࣃࣜࢸࡀἲไࡉࢀࠊᨻⓗពᛮỴᐃࡢᆅࡘࡃዪᛶࡀࡩ࠼ࡓࡇ
ࡀࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ὶᨻࡢᐇ⌧ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࣃࣜࢸἲࢆࡣࡌࡵࡍࡿἲᚊࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓἲᚊࡢཎ๎ࡋ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ᠇ἲࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊࣇࣛࣥࢫࡀࡇࡇࡲ࡛ࡢኚ⮳ࡿ
ࡇࡣྍ⬟ࡔࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋ



ࡲࡓࣇࣛࣥࢫࡣࠊࣃࣜࢸἲࢆᑡࡋࡎࡘᙉ࣭ᨵṇࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᨻࡢࣃࣜࢸࡢᐇ⌧
ྥࡅ࡚Ṍࡳࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋἲᚊࢆไᐃࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛࠶ࡾࠊ㑅ᣲࡢࡓࡧ᫂ࡽ
࡞ࡿࠕࣃࣜࢸࡢලྜࠖࢆṇࡍࡿ㛗ᮇⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢࣇࣛ
ࣥࢫࡢ⤒㦂ࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏࡶࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ἲࠖ࠸࠺㔜せ࡞⌮ᛕἲࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ
᪥ᮏࡢᨻඪࡀࠊࡇࡢἲᚊࢆࡢࡼ࠺ά⏝ࡋࠊ᪥ᮏࡢᨻࡢሙࡀࡢࡼ࠺ኚࡋ࡚࠸ࡃࡢ
ᮇᚅࡋ࡞ࡀࡽࠊ௨ୗࣇࣛࣥࢫࡢࡽᑟࢀࡿ᪥ᮏࡢ♧၀ࢆ୕Ⅼ♧ࡋࠊᮏ✏ࢆࡋ
ࡵࡃࡃࡾࡓ࠸ࠋ

 社会党・共和国前進が示唆する党トップのパリテの意志の重要性
➨୍ࠊ᪥ᮏࡀࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ἲࠖࢆά⏝ࡍࡿᙜࡓࡾࠊྛᨻඪࡢ
ࢺࢵࣉࡢࠊࣃࣜࢸᐇ⌧ࡴࡅࡓᙉ࠸ࢽࢩࢳࣈࡀ㔜せ࡞ពࢆᣢࡘࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࠊ♫ඪࡣ  ᖺ௦௨㝆ࠊࢺࢵࣉࡀࣃࣜࢸ᥎㐍ࡢពᛮࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚ࠊඪෆ࡛⊂⮬ࣃࣜࢸࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ ᖺࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢜ࣛࣥࢻࡀ⤫
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 議員、政府関係者、市民団体、研究者が協働する場の活用：日仏のジ
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 国際機関との協働・国際的なプレッシャー
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付録：訪問機関一覧表
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ᭙᪥㸧
K

(QWUHWLHQDYHF0PH0DULH3LHUUH5L[DLQGpSXWpHSUpVLGHQWHGHOD'pOpJDWLRQDX[

K

GURLWVGHVIHPPHVHWjO pJDOLWpGHVFKDQFHVHQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVGH
O $VVHPEOpHQDWLRQDOH0&OpPHQW'HORUDV3DOPHUDGPLQLVWUDWHXUUHVSRQVDEOHGX
VHFUpWDULDWGHOD'pOpJDWLRQ

ሙᡤ : Assemblée nationale, 126 Rue de l’Université, Paris 7ème
࣐࣮ࣜ㸻ࣆ࢚࣮࣭ࣝࣜࢡࢧࣥࠊඹᅜ๓㐍ᡤᒓᅜẸ㆟㆟ဨࠊዪᛶࡢᶒཬ
ࡧ⏨ዪࡢᶵࡢᖹ➼㛵ࡍࡿᅜẸ㆟ㄪᰝᅋ௦⾲
ࢡ࣐࣭ࣞࣥࢹࣟࣛ㸻ࣃ࣐࣮ࣝࠊዪᛶࡢᶒ⏨ዪࡢᶵࡢᖹ➼㛵ࡍࡿᅜ
Ẹ㆟ㄪᰝᅋ⿵బᐁ
K

(QWUHWLHQDYHF0PH5pMDQH6pQDFGLUHFWULFHGHUHFKHUFKHDX&(9,329 &156 DX

K

&HQWUHGHUHFKHUFKHVSROLWLTXHVGH6FLHQFHV3R3DULV

ሙᡤ : CEVIPOV, 98 rue de l'Université, Paris 7ème
ࣞࢪ࣮ࣕࢾ࣭ࢭࢼࢵࢡᩍᤵࠊࣇࣛࣥࢫᅜ❧⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦&156㸧◊✲ࢹ
ࣞࢡࢱ࣮ࠊࣃࣜᨻᏛ㝔㝃ᒓ⌧௦ࣇࣛࣥࢫᨻ◊✲ᡤࠊዪ⏨ᖹ➼㧗➼ホ㆟
ࣃࣜࢸ㒊㛛௦⾲
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ᭙᪥㸧
K

(QWUHWLHQDYHF0PH)UDQoRLVH'HVFDPSV&URVQLHU&RQVHLOOqUHDX&HQWUHQDWLRQDO
GHODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH

ሙᡤ : CNFPT, 80 rue de Reuilly, Paris 12ème
ࣇࣛࣥࢯ࣮࣡ࢬ࣭ࢹ࢝ࣥ㸻ࢡ࣮ࣟࢽ࢚ࠊᅜᆅ᪉බົဨࢭࣥࢱ࣮ホ㆟ဨ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ᭙᪥㸧
K

(QWUHWLHQDYHF0PH3LQDU*89(13ROLF\$QDO\VW3XEOLF*RYHUQDQFH'LUHFWRUDWH

ሙᡤ : OCDEHeadquaters , 2, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France
ࣆ࣮ࢼ࣭ࢢ࣮ࣦ࢙ࣥࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࢞ࣂࢼࣥࢫ㒊ᒁ㛗ࠊᨻ⟇ศᯒᢸᙜ
K 

(QWUHWLHQDYHF0PH3DXOLQH&DUPRQDGLUHFWULFHDGMRLQWHG $VLHHWG 2FpDQLHGX
0LQLVWqUHGHO¶(XURSHHWGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV3UpVLGHQWHGHO¶DVVRFLDWLRQ
©)HPPHVHW'LSORPDWLHª

ሙᡤ : MEAE, bureau 512, entrée située au 130 rue de l’Université, Paris 7ème
࣏࣮࣮ࣜࢾ࣭࣮࢝ࣝࣔࢼࠊḢᕞ࣭እົ┬ࠊࢪ࣭࢜ࢭࢽᒁᒁ㛗ࠊ
ࢯࢩࢩ࢜ࣥࠕዪᛶእࠖ௦⾲
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠᭙᪥㸧
K

(QWUHWLHQDYHF0PH)ORUHQFH0DQJLQGLUHFWULFHG¶(XURSHFRQWLQHQWDOHHWKDXWH
IRQFWLRQQDLUHjO¶pJDOLWpIHPPHVKRPPHVDX0LQLVWqUHGHO¶(XURSHHWGHV$IIDLUHV
pWUDQJqUHVDYHF0PH/LVH7DOERW%DUUpFKDUJpHGHPLVVLRQDXSUqVGXGLUHFWHXU
G¶$VLHHWG¶2FpDQLHDYHF0-pU{PH.HOOHFKDUJpGHPLVVLRQDXSUqVGHODGLUHFWULFH
GHO¶(XURSHFRQWLQHQWDOH 




ሙᡤ : MEAE, bureau 114, entrée située au 130 rue de l’Université, Paris 7ème
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ࢻࣂࢨ࣮
ࢪ࢙࣮࣒࣭ࣟࢣ࣮ࣝࠊḢᕞ࣭እົ┬࣮ࣚࣟࢵࣃㄢ㛗ࢩࢫࢱࣥࢺ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶᭙᪥㸧
K

(QWUHWLHQDYHF0PH&DUROH6SDGDFKHIIHGXEXUHDXGHO¶DQLPDWLRQHWGHODYHLOOHHW
0PH$QQDwFN0RUYDQFKHIIHGXEXUHDXGHO¶pJDOLWpSURIHVVLRQQHOOHGX6HFUpWDULDW
G¶(WDWFKDUJpGHO¶(JDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV 

ሙᡤ : 10-18 place des cinq martyrs du lycée Buffon, Paris 14ème
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3.

イギリスとフランスの経験から引き出せること（三浦

まり）

3.1 イギリスとフランスの制度上の相違
本報告書では、政治分野における男女共同参画推進法を日本において定着させ、実際に女
性議員を増やすためにはどのような取組が必要かを明らかにするために、イギリス及びフ
ランスの事例を紹介してきた。ここで改めて両国の事例研究から引き出せる教訓を整理・比
較したい。
本調査が比較対象としてイギリスとフランスを選んだ理由の１つは、両国がともにかつ
ては女性議員の政治参画の「後進国」であったこと、しかしながら女性議員の着実な増加に
成功したことがある。イギリスは小選挙区制、フランスの国民会議（下院）は小選挙区二回
投票制と、ともに小選挙区制を採用するが、イギリスの場合は政党が自主的なクオータを実
施することによって、フランスの場合は法的クオータ（パリテ）を導入することによって、
女性議員増加を実現した。両国の事例が示すことは、女性議員を増加させる手法には様々な
ものがあり、小選挙区制においても 40％近い女性議員比率を達成することは不可能でない
ということである。
改めてイギリス、フランス及び日本の女性議員比率の趨勢を確認してみよう。図表Ⅲ-3-11 はアメリカ、韓国を含む５か国の推移を示している。この５か国は、英・仏・米が小選挙
区制、日・韓が小選挙区・比例代表並立制を採用しているように、選挙制度が小選挙区をベ
ースとしている点で共通点がある（ただし日本は 1996 年、韓国は 1988 年の総選挙から）。
一見して分かることは、各国とも 1980 年代までは女性議員比率が低迷していた点である。
1960〜1980 年代のイギリスは３〜6.3％、フランスは 1.7〜5.8％、日本は 1.2〜1.8％である。
日本が一番低いとはいえ、各国ともそれほど大きな差はなかったのである。ところが、1990
年代後半から各国において女性議員が大きく増加するようになると、各国間の差もまた広
がることになった。2018 年 12 月時点では日本の 10.1％からフランスの 39.6％までと、かな
りの開きがある。そして、本報告書で対象としたイギリスとフランスは、小選挙区制度を所
与としながら、女性議員比率改善に大きく成功した事例ということがわかる。
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図表Ⅲ-3-1-1
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女性議員比率の５か国比較（1970-2018）
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イギリスもフランスも 1997 年を分水嶺として、女性議員が急増した。イギリスは 9.2％か
ら 18.2％へ、人数で言えば 60 人から 120 人へと一度の選挙で倍増するが、その最大の理由
はこの時に政権交代を果たした労働党が「女性指定選挙区」
（all women short lists、AWS）を
導入したからである。2001 年の選挙では女性比率が減るものの、その後は保守党もまた女
性議員を増やす努力を続け、現在の約 32％にまで達している。
他方、フランスは 1997 年に 5.9％から 10.9％へと女性比率を倍増させた。実は、これはパ
リテ法制定以前のことであり、社会党の努力と躍進（女性候補者比率 27.8％、女性議員比率
17.1％）によってもたらされている。もっとも、10.9％という水準は EU 内ではギリシャに
次ぐワースト２であったため、この衝撃がパリテ法制定へとフランスの背中を押すことに
なった。
クオータを法的に導入した最初の国はアルゼンチンであり、1991 年のことである。ラテ
ン・アメリカでは広く浸透してきた法的クオータをヨーロッパで最初に導入したのがフラ
ンスであった1。もっとも、パリテ法という強力な法的枠組みがありながら、政党助成金の
減額を甘受すれば適用を逃れられる抜け道があったため、法的効力が十分に発揮されるに
はその後の２回の法改正を待たねばならなかった。パリテ法施行後の最初の選挙では、女性
1

地方レベルではベルギーが先行するが、国政レベルではフランスが最初となる（三浦・衛
藤 2014 参照）。
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比率は 10.9％から 12.3％にしか増えていない。政党助成金の減額幅は 2000 年当時と比べて
2014 年には３倍に拡大している。パリテ法の厳格化によって、女性登用に比較的慎重であ
った共和党も 2017 年時点で 39％の女性比率となっている。イギリス保守党（32％）と近似
した水準である。
このように、女性には不利であると言われる小選挙区制度を採用していながら、30％を超
える女性比率を両国では達成しており、クオータを含む政党の自主的な取組によって実現
したイギリスと、パリテ法の厳格化により達成したフランスの事例は、女性議員を増やす方
策には様々なものがあり、日本においても政治環境に合致する制度改正や意識改革を包括
的に構想する必要性があることを示唆している。
イギリスは政党の自主的な取組が奏功したと述べたが、しかしながらそれを法的に担保
する仕組みがあったことは留意が必要だろう。労働党は女性指定選挙区を 1997 年総選挙の
候補者擁立では実施するものの、性差別法を根拠とする訴えが認められ、女性指定選挙区は
差し止められた。2001 年総選挙では実施せず、そのせいもあり女性議員比率は後退した。
2002 年の性差別（選挙候補者）法の改正によって、候補者選定においてポジティブ・アク
ションを採用することが可能になったのである。それ以降、労働党は女性指定選挙区を再導
入している。
政党の自主的措置とはいえ、クオータに不満を抱く主に男性議員が訴訟するリスクはあ
り、日本において、「政治分野における男女共同参画推進法」が第４条において「政党その
他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該
政党その他の政治団体の所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定め
る等、自主的に取り組むよう努めるものとする」と明記されたことの意義は大きいだろう。
この条文は政党がクオータを実施することを推奨するものであり、政党幹部に政治意志が
あるのであれば、イギリスのような遠回りをせずに、クオータ実施に踏み切れる法的環境は
整っているといえる。
3.2 政党の役割
イギリスの女性指定選挙区とフランスのパリテ法は仕組みが異なるものの、女性議員擁
立に積極的な中道左派政党が制度を活用することで女性議員増加を成功させた。そして、政
党間競争のダイナミズムが働くことで、後塵を拝した保守系政党もまた女性議員を増加さ
せてきたのである。
女性議員の多寡を左右する最大の要因は「政党」であることは、政治学の通説と言える。
国政選挙においては政党の公認が得られるかどうかが最大の関門であり、それさえクリア
すれば、女性候補者たちは男性と同等に、あるいはそれ以上の強さで、選挙を勝ち抜いてき
ている。公認を得るだけではなく、政党の選挙地盤が固定的な場合は、所属政党の支持地盤
において公認を得られなければ当選の見込みは低い。クオータが実施されるに当たっては、
実質的に女性議員の増加につながるような導入の仕方が重要であり、イギリスとフランス
の主要政党の実践は実質的なものであったことを両国の数値は示している。
ではなぜ政党は女性議員を増やす「政治意志」を持つのだろうか。政党幹部があえて女性
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候補者を増やすのは、第一に党内における女性議員の粘り強い働きかけがあり、第二に党勢
の拡大に結びつくという戦略的思考が働いたからである。この点を、もう少し詳しく見てい
こう。
3.2.1 政党内における女性議員の役割と活動基盤
イギリスもフランスも、女性議員が党内を説得する過程で重要な役割を果たしている。男
女平等に比較的熱心に取り組む中道左派政党であっても、クオータは無抵抗で導入される
ものではない。（男性）党員たちは、女性議員を増やすべきであるという総論に表向きは賛
成しても、具体的な措置を講じる段階になると抵抗をみせることがままある。
イギリスでは労働党が女性指定選挙区導入に踏み切る前に、党内で議論が積み重ねられ
てきた点が重要である。なかでも、女性議員が党内で活動する組織基盤があり、そこでの議
論を足がかりに、党内改革が実現した点は特筆に値する。
「労働党女性活動委員会」
（Labour
Women’s Action Committee）や年１回の「女性会議」は党内で女性たちが声をあげやすい環
境を作り出した。また、保守党においても、キャメロン党首のリベラルな改革の背景には、
党内組織の Women2Win（ウィメン・ツー・ウィン）があった。これは、既存の保守党女性
機構（Conservative Women’s Organization、CWO）では女性議員を増やすための具体的措置を
講じることには限界があったため、別組織としてアン・ジェンキンスやテレーザ・メイのイ
ニシアチブによって結成されている。
フランスでは、社会党のジゼル・アリミ、フランソワーズ・ガスパール、クロード・セル
バン＝シュライバー、アンヌ・ルガールらの活発な党内外での言論活動がパリテ法制定へと
繋がった。フランスは法律制定の道を歩んできたため、党内における制度改革よりも法的規
範の形成が重要な争点であり続けた。それでも、社会党でセゴレーヌ・ロワイヤルが政党助
成金の使途に関して改革を進めるなど、女性議員が政党のジェンダー平等促進を促してい
る。
両国間及び政党間の相違はあるものの、女性議員たちが女性の地位向上・権利擁護の言論
を党内外で積極的に行なっており、政党としての政治的意志を引き出すための地ならしを
先導してきた点には注目が必要だろう。女性が女性の権利を主張すると煙たがられる政党
内の空気があるのであれば、それを打破できるような女性議員たちの「安全空間」を政党内
で確保する必要があるだろう。
3.2.2 女性票の可視化と戦略的思考
イギリスの事例から示唆される重要な点として、女性票を取り込むために党首が女性擁
立に戦略的に舵を切った点がある。先鞭をつけたのは労働党であったが、その変化を促した
要因として、デボラ・マティンソンが取り仕切ったフォーカス・グループを用いる調査の存
在が大きい。この他にも、フォーセット協会がデータ分析の点で存在感を発揮している。つ
まり、女性票の趨勢についてエビデンス・ベースで分析をし、科学的な知見があったからこ
そ、党首が女性擁立に踏み切れたといえる。
興味深いことに、女性議員比率が早くから高かったスウェーデンにおいては、女性票に関
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する調査分析は盛んではなく、むしろ労働組合などの伝統的な支持基盤が女性化（feminize）
し、そこからの要求に応答するかたちで女性候補者擁立がすすめられたという2。
投票行動研究が政党によって活用される背景として、政党が社会への「構造化」の度合い
を弱め、浮動票を対象にマーケティングの手法を取り入れながら、「選挙プロフェッショナ
ル政党」へと変質しつつあることを指摘する必要があるだろう3。
日本は、近年において党員数が激減しているように、社会への「構造化」の度合いが低い。
自民党や民主党（当時）が「選挙プロフェッショナル政党」とまでいえるかについては議論
の余地があるが（中北 2012, 2017）
、その度合いを高めていることは間違いないだろう。し
かしながら、政治学研究においてジェンダー要因を組み入れた分析はまだ少なく、実際の投
票行動でも大きなジェンダー・ギャップが観察される状況にはない。ただし、世論調査では
政策志向について男女の有権者で大きな差があることは、繰り返し見出されている（三浦
2015、大山 2016）。政党が戦略的に女性票を狙うようになれば、より精度の高い有権者動向
分析を通じて、女性票を可視化させ、ターゲットを絞った政策と候補者擁立を打ち立てる可
能性はあるだろう。
3.2.3 候補者選定過程の見直し
もう一つ、政党の役割として注目すべきは、党内の候補者選定過程を見直し、女性候補者
を増やす措置の実効性を高めている点である。
女性候補者が増えない要因として、党内で公認を決定する機関が男性で占められており、
女性候補者を積極的にリクルートするインセンティブに乏しいことがある。党首が女性候
補者を積極的に登用する方針を立てたとしても、実際に候補者を選定する権限が地方の党
内機関にあるのであれば、地方組織は中央の方針に従うとは限らず、ジェンダー以外の中央
―地方の対立争点と時には絡みながら、複雑な政治状況が誕生することになる。したがって、
ジェンダーと政治研究では一般的に、中央集権化が進んだ政党の方が女性候補者登用は進
展しやすいとされてきた（Martland 2005; Caul 1999）。実際に、イギリス労働党で女性指定選
挙区が導入されたことによって、選挙区労働党の選考委員会が障壁であったことが明らか
になった、との論評もⅢ.1.1 で紹介された。フランスの候補者選定も共和国前進を除く既存
の政党では分権的傾向を示している。
政党が自主的にクオータを実施する際には、党則で数値を規定することはもちろんであ
るが、実際に候補者を選定する機関に対して強い拘束をかけなければ、骨抜きになってしま
う。小選挙区においてクオータを実施する場合、個々の選挙区あるいは広域の候補者選定委
員会は自分たちの選挙区ではなく、他が女性候補者を擁立すればいいだろうと考えること
になるので、全体で３〜４割の女性比率を達成するには党本部の強い介入が必要になって
くる。したがって、イギリス労働党は党本部が選挙区を指定し、そこでは最終候補者をすべ
2

ストックホルム大学レニータ・フラインデンヴァール教授インタビュー（2018 年 11 月 30
日）。
3
例えば、アメリカではラトガーズ大学アメリカ女性と政治研究所(Center for American
Women and Politics, CAWP)が女性の投票行動に関して詳細な調査分析を刊行しており、ま
たバーバラ・リー財団（Barbara Lee Family Foundation）も同様の調査を実施している。
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て女性とする制度を考案したのである。最終候補者を男女同数とするだけでは、競争力のな
い女性がある意味「数合わせ」的に最終候補者名簿に載せられる可能性を排除できず、「自
由競争」の結果、男性候補者が選ばれた、つまりは能力のある女性は少ないという神話を再
生産しかねない。そこで考案されたのが最終候補者をすべて女性とする制度であった。労働
党の女性比率 40％という数字は、ここまでの制度的工夫を重ねてのものであったことに留
意すべきである。
3.3 議会の役割
議会もまた、女性議員を増加させる役割を担っている。本報告書でも紹介された IPU は
「ジェンダーに配慮した議会のための行動計画」を刊行し、女性議員の増加に資するような
議会のあり方を提言している。イギリス調査から明らかになったこととして、議会改革と連
動してジェンダーに配慮した制度改革が実現し、そのことが女性議員を増やすことにつな
がるという好循環の存在である。
イギリスの議会改革において特筆すべきは女性と平等特別委員会（Women and Equalities
Select Committee）の設立である。これは 2010 年に誕生した「議会における女性議員連盟」
（All-Party Parliamentary Group for Women in Parliament）の提言に基づき、提言発出から１年
を待たずに設置された。行政監視に関する強い権限を持つ特別委員会の１つとして、女性と
平等に特化したものが新設されたことは画期的であった。
また、イギリス議会は先進国の議会としては初めて IPU の監査を実施した。2018 年はイ
ギリスの女性参政権 100 周年にあたることもあり、ジェンダーに配慮した議会のあり方を
総点検するために、両院からなる監査委員会が IPU と協力し、包括的な監査報告書を刊行
している4。他国への新しい模範を示すものである。
3.4 政府の役割
行政府の役割としては、ジェンダー平等に携わる政府機関がどの程度立法府や政党の活
動に関与できるかが論点となる。
イギリスは政府平等省（Government Equalities Office、GEO）が日本の男女共同参画局に相
当するが、設立は 2007 年と遅く、それまでは政権の問題・関心に即して機動的に設けられ
る室(unit)が半ばアドホックに対応をしてきた。政府平等省設立と同時に、平等・人権委員
会(Equality and Human Rights)が独立委員会として発足しているので、政府平等省は局(unit)
より格上げされた省(office)になったとはいえ、権限も資源も限定的である。イギリスは個別
の差別禁止法を統合し包括的な平等法を 2010 年に制定し、ジェンダーに基づく差別禁止に
関しては強力な法的基盤がある。他方で、行政府による計画は存在しない。日本では 1999
年の男女共同参画社会基本法に基づき、2000 年より５年ごとに男女共同参画基本計画が策
定されているが、そのような推進体制にはなっていない。

4

https://www.parliament.uk/documents/lords-informationoffice/UK%20Parliament_%20Gender%20Sensitive%20Parliament%20Audit_Report_DIGITAL.pd
f (最終閲覧日：2019 年３月 15 日)。
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フランスは対照的に強力な行政機関が存在する。それが女男高等評議会（HCE）である。
前身のパリテ監視委員会も、首相の要請に基づき法律条文や規則について見解や修正案を
述べる諮問的役割を与えられていたが、2013 年に改組された女男高等評議会（HCE）はさ
らに広い管轄を有し、パリテ監視委員会と同様に法律の評価・改善のための見解を述べるほ
か、広く社会的な議論を喚起することがその使命の一つとなっている。
HCE は政府機関であるが、行政府からは独立しており、日本の男女共同参画局に相当す
る部局は首相府付き女性の権利と男女平等課である。HCE は首相と女性の権利省大臣の諮
問に応じて建議するほか、独自にジェンダー平等に関する案件を取り上げ、議会や市民社会
に働きかけることができる。また 2017 年には設置根拠法となる平等とシチズンシップ法が
制定され、セクシズム（性差別）に関する年次報告を刊行することも義務付けられた。
パリテ監視委員会及び HCE の重要な機能は法改正に向けた提言を打ち出せる点にある。
これまでの意見書のうち４割以上が法制化されている。日本のように省庁の中に位置付け
られる審議会はその答申は通常 100％法制化されるが、独立性の高い機関の提言が４割以上
採択されるのは、強い機能を持っているといえよう。そしてこのことは権限に裏打ちされた
ものというより（そうであれば、むしろ約６割が却下されている事実は権能の弱さを示すこ
とになる）、公的議論を喚起することを通じて、社会的合意を形成する機能を担っているこ
とに起因するといえよう。
HCE の興味深い点はその独立性とともに、構成員にある。現在、13 人の有識者、10 人の
専門家・研究者、13 人の高級官僚、10 人の NGO 代表、８人の行政官、７人の法定委員、11
人の国会議員となっている。一般的な有識者枠とは別にジェンダー問題の専門家の枠が確
保されており、また政治家と官僚が入り、NGO 代表も入っている。任期は１期３年、２期
までで、無報酬である。行政府、立法府、市民社会及び専門家から人選が行われているのは、
HCE の使命が公的議論の喚起にあることと符合する。日本の審議会とは建て付けが全く異
なっていることが分かる。
なお、両国の政府機関とも広報や意識啓発には力を入れており、パンフレット類のデザイ
ンも現代的で洗練されている。
3.5 市民団体の役割
市民団体もまた、女性議員増加に関して大きな役割を担う。男性優位の議会のあり方が民
主的ではないこと、女性たちの関心事を政策に反映させるには女性議員がもっと増える必
要があること、現在女性議員が少ないのは制度やルールに問題があること、これらの社会的
認知があがることが、制度改正や政党の努力を引き出すには重要だからである。
イギリスは、フォーセット協会が長い歴史と実績を持つ団体として大きな存在感を発揮
している。研究者を巻き込んだ調査報告を刊行するとともに、キャンペーンを通じた世論喚
起も行なっている。また 50:50 Parliament（50:50 議会）は小規模ながらも、#AskHerToStand
（「＃彼女に立候補を呼びかけよう」という女性候補者の他薦キャンペーン）等の超党派の
キャンペーンを精力的に展開している。本調査でインタビューした保守党女性議員も 50:50
Parliament のピンバッチを首からぶら下げたネームプレートの紐につけており、超党派キャ
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ンペーンとして多くの人たちを巻き込んでいることが窺える。
フランスでは Elles ausssi（エルゾシ、彼女たちも）が大きな役割を果たしており、政党が
イギリスと比べると候補者トレーニングの機能を有していないこともあり、活躍する領域
は多岐に及ぶ。パリテ監視委員会・HCE に NGO 代表としての委員を送りこむほか、候補者
トレーニング、啓発活動、女性議員との交流などを企画している。市民社会の女性たちと政
党の橋渡しをし、さらにはその経験に根ざした政策提言を HCE において行なっている。
イギリスでもフランスでも、市民団体が調査、提言、啓発において重要な役割を担ってい
る。それらの資金力までは本調査では踏み込んでいないが、イギリスにおいては政府平等省
の委託事業を受注する形で、フォーセット協会が事業を展開しているなど、政府が市民団体
を財政的に支援している側面も注目すべきであろう。フランスの Elle aussi もまた、事業の
一部は政府からの財政支援を得ている。

139

参考文献
大山七穂（2016）『女性議員と男性議員は何が違うのか』三浦まり編著『日本の女性議員―
―どうすれば増えるのか』朝日新聞出版
中北浩爾（2012）『現代日本の政党デモクラシー』岩波新書
---------- (2017)『自民党――「一強」の実像』中公新書
三浦まり（2015）『私たちの声を議会へーー代表制民主主義の再生』岩波書店
三浦まり・衛藤幹子（2014）『ジェンダー・クオーターー世界の女性議員はなぜ増えたの
か』明石書店
Caul, Miki. 1999. “Women’s Representation in Parliament: The Role of Political Parties,” Party
Politics 5(1): 79-98.
Martland, Richard E. 2005. “Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and
Electoral Systems” in Women in Parliament: Beyond Numbers, ed. Azza Karam, International
IDEA.

140

141

4.

国際動向
4.1

列国議会同盟（Inter-Parliamentary Union, IPU／スイス）

4.1.1 組織概要1
IPU（列国議会同盟)は、1889 年に設立された世界の議会による国際機関であり、本部は
ジュネーブに置かれている。各国・地域の議員の対話の中心として、世界の平和と協力及び
議会制民主主義の確立のために活動している。
日本は、1908 年に加盟し、第２次世界大戦後の 1952 年に再加盟した。2018 年現在、日本
を含めて 178 か国の議会が加盟している。
各国は総会で 10 票を持ち、人口 100 万以上の国には１～13 の追加票がある。日本は 20
票である。総会は過半数又は３分の２の多数決で議決する。総会は毎年開かれ、1960 年の
第 49 回総会、1974 年の第 61 回総会は東京で開かれた。各国代表団に属する女性議員によ
って構成される女性議員フォーラムが設置されており、男女間の平等・協力の推進による民
主主義の強化等を目的として審議等を行っている。
2005 年より、毎年各国の議会における女性の参画の進展等についてまとめた“Women in
Parliament”を作成、公表するなど、各国の議会における女性の参画に関する情報を収集・提
供している。2015 年版からは日本語版が IPU の WEB サイト2にも掲載されている。
4.1.2

IPU 会議の運営におけるジェンダーに対する配慮

IPU 会議について、加盟国はその派遣代表団の中に男女の国会議員を含むものとし、両性
が等しく代表されることを保証するよう努める3こととされている。代表団の人数は、人口
１億人以上の国は 10 名以内、人口１億人未満の国は８名以内4とされているが、連続した３
回の IPU 会議において、同一の性の国会議員のみによって構成される派遣代表団は自動的
に１名減員されることとされている5。また、派遣団に若い（45 歳未満）国会議員を含む場
合には、派遣団が両性によって構成されていることなどを条件として、派遣団に１名追加登
録することができる6。
1

参議院 HP（参議院のあらまし 列国議会同盟[IPU]）
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/ipu.html
参議院 HP（国際関係 国際会議 IPU 会議[会議概要]）
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kokusai_kankei/kaigi/kaigi.html
IPU HP
https://www.ipu.org/
（最終閲覧日：2019（平成 31）年１月 15 日）。
2
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-03/women-in-parliament-in-2016-year-inreview
3
IPU 規則 10 条１項
（IPU の規約：https://www.ipu.org/about-us/statutes-and-rules-ipu）
4
IPU 規則 10 条２項
5
IPU 規則 10 条４項
6
IPU 規則 10 条３項
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また、IPU 会議において、各加盟国の投票権として 10 票の基礎票に加え、加盟国の人口
規模に応じて追加票を有するが、連続した３回の IPU 会議において同一の性の国会議員の
みによって構成される派遣代表団については、基礎票が８票とされる7ほか、評議員会にお
ける各加盟国の代表は両性を含む３名とされており、どちらか一方の性のみから構成され
る場合は２名に限定される8こととなる。
4.1.3 「ジェンダーに配慮した議会のための行動計画」
4.1.3.1 ７つの行動分野
2012 年の IPU 会議においてより一層ジェンダーに配慮した議会を実現するための取組を
支援することを目的とする「ジェンダーに配慮した議会のための行動計画」（Plan of Action
for Gender-sensitive Parliaments：以下「本行動計画」）を採択している。
本行動計画は、より一層ジェンダーに配慮した議会を実現するための取組を支援するも
のである。女性議員の数にかかわらず、あらゆる議会が導入できる、次の７つの行動分野に
おける幅広い戦略を提示している。
行動分野１

女性議員数の引上げと参加の平等の実現

行動分野２

ジェンダー平等のための法律及び政策の強化

行動分野３

あらゆる議会業務におけるジェンダー平等の主流化

行動分野４

ジェンダーに配慮したインフラ及び議会文化の整備又は改善

行動分野５

両性の議員全員がジェンダー平等に責任を持つ

行動分野６

政党がジェンダー平等の擁護者となるよう奨励する

行動分野７

議会スタッフにおけるジェンダーへの配慮とジェンダー平等の促進

4.1.3.2 各行動分野における取組例9
各国議会が本行動計画を自らの計画とし、各国の状況に応じて具体的な目的、行動、達成
期限を定め、本行動計画の戦略の一部又は全部を国レベルで実施することや、各国議会が、
ジェンダーへの配慮という目標に向けた進捗状況を、定期的に監視し評価することを求め
ている。上記の行動分野においては、分野ごとに具体的な取組例を挙げており、政治分野に
おける男女共同参画に資する取組として、主なものは次のとおりである。
行動分野１

女性議員数の引上げと参加の平等の実現

議会へのアクセスについて：
・ 各国の事情に応じて、各政党が選出する女性候補者のより多くが選挙で「勝ち得る」
位置を占められるような特別措置を講じ、女性議員枠を設けるべく選挙法等の改正を
提案する。

7

IPU 規則 15 条２項
評議員会規則１条２項
9
IPU（2012）
、14-30 頁。
8
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・ 女性候補者及び女性議員に対する暴力行為を糾弾し、そのような行為の防止と処罰の
ための法的及び実際的な措置を講じる。
・ 議会における女性参加の重要性に関する意識向上キャンペーンを実施する。
・ メンターシップ・プログラムを支援し、女性議員が模範として議会の広報媒体やメデ
ィアで取り上げられるよう働きかける。
地位及び役割における平等の実現に向けて：
・ 議会の要職（委員会の長、内部部局又は役員会の幹部職等）への登用において、能力
が同等又は議席数の割合に見合ったものである場合は、女性が優先されるよう、アフ
ァーマティブ・アクションを講じ、内部規則を改正する。
・ 定期的に男性議員と女性議員が交替で議会の要職に就くようにする。
・ 議会組織上、可能な場合はリーダーを２名体制とし、男女１名ずつ任命する。
行動分野２

ジェンダー平等のための法律及び政策の強化

議会の戦略的方針と行動計画について：
・

議会は、社会におけるジェンダー平等の擁護に率先して取組、模範を示すために、以
下に掲げる措置を講じる。
→以下に関して定めるジェンダー平等のための方針を策定する。
- 本行動計画に含まれる措置を実施するにあたっての論理的根拠及び戦略的方向性
- 一定期間内に議会がジェンダー平等に取り組むための具体的行動
- 適切な議会監視の仕組みによって定期的に測定される進捗状況の評価指標
→ジェンダーに配慮した議会予算の編成を行い、進捗状況を監視するための説明責任
の仕組みを整備する。

議会の運営及び支援に関する方針について：
・

反ハラスメント及び反差別に関する方針の策定
→すべての議員や議会スタッフが、あらゆる形態の差別やハラスメント（性的嫌がら
せを含む）のない環境で仕事ができるように、以下に掲げる措置を講じる。
- 全議員に礼儀をわきまえた行動を求め、性差別的と受け取られる言葉や行動を罰
する行動規範を定める。
- 苦情の受付と対処のための独立組織を設置するなど、全議員及び議会スタッフに
適用しうる国内法の整備と並行して、反差別・反ハラスメント方針を策定し、実
施する。
- 議員規則も含め、あらゆる公式文書で使用される言葉において、ジェンダーへの配
慮を徹底する（例として、男性代名詞「彼」を使って議員に言及しないこと、チ
ェアマンではなくチェアパーソン又はチェアという言葉を用いることなど）
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行動分野３

あらゆる議会業務におけるジェンダー平等の主流化

ジェンダー主流化実現に向けたコミットメントについて：
・

ジェンダー問題の調査を担当する委員会が、その職務を果たすうえで十分な時間と
資源（ジェンダー問題に詳しいスタッフ等）、調査結果や提言を本会議に報告する機
会、議会における他の委員会と同じ権限と責任（証拠書類の請求、証人や大臣の聴取、
調査結果や提言の報告等）を持てるようにする。

ジェンダー主流化のための組織構造及び仕組みの確立に向けて：
・

議会の全委員会におけるジェンダー主流化を促進する。そして、ジェンダー問題に詳
しい議会調査スタッフ、専門研究ユニット、図書館員・調査スタッフ等が議員を補佐
する。

行動分野４

ジェンダーに配慮したインフラ及び議会文化の整備又は改善

仕事と家庭の両立支援に向けて：
・ 審議を圧縮して対応する週を設ける、審議開始時刻を早める、遅い時間の議決を避け
る、学校のスケジュールに審議日程を合わせるなどして審議時間を調整することによ
り、議員が選挙区に帰り、家族と過ごせる時間を増やす。
・ 議院内に託児所やファミリールームを設け、開会中も議員が家族と過ごせるようにす
る。
・ 子どもが誕生した際には、男性議員も女性議員も育児休暇を取得できるようにする。
・ 長期育児休暇が実施できない場合に、公務上の理由に加え、育児休暇を審議日程に欠
席する正当な理由として認めるなどの代替案を検討する。
・ 授乳中の議員が審議に出席しなくていいように、代理投票やペアリング制度10を利用
できるようにする。
差別とハラスメントのない職場環境の促進に向けて：
・ 議会の儀礼、服装規定、人の呼び方や言葉遣い、慣習、規則についてジェンダーに基
づく分析を行う。
・ 全議員を対象に、ジェンダーに関する意識向上の研修セミナーを実施し、新人議員の
任命は必ずジェンダーに配慮した方法（先輩女性議員が新人の女性議員に助言する、
女性議員と政治経験が豊富な議員と組むなど）で行うようにする。
公平な資源と設備の提供について：
・ 全議員向けに提供されている設備のジェンダー評価を行う。

10

与野党の各議員が、自分とは反対の意見を持つ議員とあらかじめペアを組んで、片方が
欠席する場合、他方も欠席するなどと取り決めることで、欠席が投票結果に影響を与えな
いための制度。これにより、与党にとっても野党にとっても、欠席議員の採決への影響が
なくなるため、何らかの都合で出席が難しい場合にはこの仕組みが用いられる。
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・ 議員手当や議員旅費の支給は公平かつ透明な方法で行われるようにする。
・ 議員代表団、ジェンダー平等ないしはジェンダー主流化に関するスタディツアーや国
際派遣等における男女の構成比は可能な限りバランスのとれたものにする。
行動分野５

両性の議員全員がジェンダー平等に責任を持つ

・ 男性議員と女性議員によるジェンダー平等に関する法律の共同提案を促す。
・ ジェンダー平等に関する委員会の共同委員長・副委員長として両性の議員を任命する。
・ 国際女性デーや女性に対する暴力撤廃の国際デーなど、ジェンダーに関する意識啓発
を図る議会行事への男性議員の参加を促す。
・ 男性議員向けのジェンダーに配慮した研修プログラムを提供する。
行動分野６

政党がジェンダー平等の擁護者となるよう奨励する

党所属の女性議員の増加に向けて：
・

議会における女性の参入及び在職を促進する一時的な特別措置の導入を検討する。

・

党内執行機関の要職への起用はジェンダー平等に配慮する。

・

当選した党員と選挙に出馬する意欲のある女性候補者を組み合わせて、選挙活動の
様々な側面に関する研修やマスメディア対応の訓練を行うなどして、女性候補者養
成のために指導する制度をつくる。

・

党所属の女性候補者と採用・在職率を改善する目標を持つ女性議員に対する支援の
ネットワークを構築する。

ジェンダーに配慮した会議設定や業務慣行の導入に向けて：
・

家庭における役割と重ならないような会議日程を組む。

・

家庭での役割を果たせるよう会議の予定時刻を厳守する。

ジェンダー主流化の仕組みの構築に向けて：
・

各政党に対して、文書を作成する際には、ジェンダーに配慮した言葉遣いを行うよう
促す。

男女公平な議会内の委員会のポストの割り振りについて：
・

委員会や委員会の幹部職に党員を任命するに当たり、透明性の高い任命方法を採用
し、党員の多様な能力、経験、委員会の任務への希望について可能な限り反映するよ
う、各政党に働きかける。

行動分野７
・

議会スタッフにおけるジェンダーへの配慮とジェンダー平等の促進

苦情の受付と対処のための独立機関を設置することを含め、全ての議会スタッフに
適用される反差別・反ハラスメント方針を策定し、実施する。

・

議会の管理運営部門における女性スタッフの数と勤続年数を評価する。
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・

男女の能力が同等の場合や幹部職の女性比率が低い場合には、女性を優先的に議会
内のポストに任命するアファーマティブ・アクションの導入の可能性を検討するた
めに、新たな委員会を設置したり、既存の委員会に当該任務を委ねたりする。

・

ジェンダー平等の原則及びジェンダーに配慮した議会が全員の利益となる理由を説
明するため、全ての議会スタッフを対象として、ジェンダーに配慮する意識向上のセ
ミナーを実施する。

・

ジェンダーに基づいた立法、予算及び政策の分析を行うための議会スタッフの能力
向上を図る。
4.1.4 議会における女性へのハラスメント等への対策
4.1.4.1

「議会における女性への性差別、ハラスメント、そして、暴力」（Sexism,
Harassment and Violence Against Women Parliamentarians）（2016）

IPU では、女性議員に対する性差別やハラスメント、暴力に関して、2016 年にそれをグロ
ーバルレベルで取りまとめた報告書として、
「議会における女性への性差別、ハラスメント、
そして、暴力」（Sexism, Harassment and Violence Against Women Parliamentarians）（2016）を
公表している。
この報告書は、39 か国から集まった 55 人の女性議員によって自主的に提供された定量的
及び定性的データに基づいている。回答者の属性としては、アフリカ 18 地域、ヨーロッパ
15 地域、アジア太平洋地域 10 地域、南北アメリカ８地域、アラブ諸国４地域の５つの地域
に広がっている。調査に当たっては、39 か国の 55 人の女性議員に対して、１対１でのイン
タビューを実施している。内容が非常にセンシティブであり、自分自身の経験を話すことに
精神的な抵抗がある女性が多いことを考慮し、IPU の会議への出席者を対象に、調査への協
力を要請し、フィードバックがあった人に１対１の面談の場を設けるという形で、自発的に
話す人を対象にして実施した。IPU の会議に参加した女性という点で、身元が容易に特定さ
れる可能性もあるので、その本人の身元・国籍が分からないよう、質問者に対しても、調査
対象者の情報を厳守するというルールで実施している。
この調査は、調査対象の女性たちが語った経験等を踏まえて、世界中の女性議員に対する
あらゆる性暴力（精神的暴力、身体的暴力等を含む）の実態を明らかにするものである。そ
のような暴力は、女性議員が自由にかつ安全に仕事を遂行することを妨げ、女性の政治に悪
影響を及ぼしうるものであり、性暴力に対する行動を起こすことは、政治の義務であり、議
会の有効性、男女平等への進歩、そして民主主義の活力は全てそうした行動にかかっている
ことを示している。
そして、報告書では、議会における女性に対する様々な暴力等への対応策として、国会に
おける内部メカニズムを強化すること、性に関する議会行動規範を確立すること、セクシュ
アル・ハラスメントポリシーと苦情処理手続きを設けること、国会議員の人権に関する IPU
委員会への照会を行うことなどの重要性を唱えている。
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4.1.4.1.1 調査結果概要
上記の IPU の調査への回答者の年齢層とその比率は、次のとおりである（図表Ⅲ-4-1-1）。
図表Ⅲ-4-1-1 回答者の年齢層とその比率
年齢層（歳）

比率（％）

18〜30

1.8

31〜40

16.4

41〜45

10.9

45〜50

18.2

51〜60

34.5

61〜70

14.5

71〜80

3.6

（出典）IPU（2016）, p.２.
この調査結果は、女性議員に対する性差別、嫌がらせ、暴力が非常に広範囲に及んでいる
ことを示している（図表Ⅲ-4-4-2）。
図表Ⅲ-4-1-2 女性議員に対する様々な形態の暴力の実態
精神的暴力を受けたことの有無について

「ある」と答えた回答率（％）
81.8

個人的に精神的暴力行為を受けたことがあるか
議会において、同僚の女性議員が精神的暴力行為を受

78.1

けているのを目撃したことがあるか
性的暴力を受けたことの有無について

「ある」と答えた回答率（％）
21.8

個人的に性的暴力行為を受けたことがあるか
議会において、同僚の女性議員が性的暴力行為を受

32.7

けているのを目撃したことがあるか
身体的暴力を受けたことの有無について

「ある」と答えた回答率（％）
25.5

個人的に身体的暴力行為を受けたことがあるか
議会において、同僚の女性議員が身体的暴力行為を

20.0

受けているのを目撃したことがあるか
経済的暴力（経済的虐待等）を受けたことの有無に
ついて

「ある」と答えた回答率（％）

個人的に経済的暴力行為を受けたことがあるか
議会において、同僚の女性議員が経済的暴力行為を
受けているのを目撃したことがあるか
（出典）IPU（2016）, p.３.
精神的暴力を受けたことがあると回答しているのは、81.8％に上る。
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32.7
30.9

そして、精神的暴力にはいくつかの種類がある。精神的暴力を受けたことがあると回答し
た回答者の 44.4％が、死や強姦、殴打、誘拐の脅迫を受けていると述べた。精神的暴力行為
の具体的内容を示したものが、図表Ⅲ-4-1-3 である。
図表Ⅲ-4-1-3 精神的暴力を受けた者が経験した精神的暴力行為の具体的内容
内容

割合（％）

屈辱的な性的又は性差別的な発言
古い体質のメディアによる性的含意のある非常に失礼
な自身の画像又は自身に関するコメント
ソーシャル・メディアを介して広がる自身の極度に屈辱
的又は性的な画像
死、強姦、殴打又は誘拐の脅迫

65.5
27.3
41.8
44.4

嫌がらせ（自身を脅かすかもしれない不要な注意や好ま
しくない言葉による接触又はそれらの相互作用を含め

32.7

て、執拗で招かれざる行為に晒されること）
（出典）IPU（2016）, p.３.
女性議員に対する暴力が発生した場所は、議会を含む政治施設や選挙事務所、政治集会等
に加えて、ソーシャル・メディアも新たに挙げられる。女性議員の配偶者や家族も標的とさ
れる可能性がある。
調査によると、女性議員の 61.5％が性差別的な行動や暴力の対象となっていた。その要因
としては、反対派に属すること、若いこと11、少数派グループに所属することが挙げられて
いる。
そして、そのような暴力等を受けた回答者の半数以上（51.7％）が、被害を議会や警察に
訴えた。また、当該調査に回答している議員の 21.2％が、議会においてセクシュアル・ハラ
スメントポリシーがあると述べた。28.3％が、苦情調査・処理システムがあると回答した。
4.1.4.1.2

IPU 報告書（2016）において示される主な制度的解決策等

上記の報告書において示されている主な制度的解決策等に関しては、次のとおりである。
・

女性議員を含め、女性に向けて、あらゆる形態の差別に対する苦情を報告し、申し立て
る仕組みをつくること

・

特に政治分野での女性に対する暴力について法律を完全にすること

・

国会における内部メカニズムの強化

・

セクシュアル・ハラスメントポリシーと苦情処理手続きの確立

・

セクシュアル・ハラスメントに関する議会行動規範の確立（コスタリカとカナダの事例

11

調査結果を年齢層別に分析すると 40 歳未満の女性議員はより多く被害に遭っている。
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が掲載されているので、以下「参考事例」として紹介）
・

政治プロセスから独立した苦情メカニズムプロセスの確立（上記のコスタリカとカナ
ダの事例を参照）

・

国会議員とその職員の安全を確保するために、議会のセキュリティを維持（特に女性が
夜遅くまで業務を行う必要がある場合又は非常に攻撃的な人々に対処する場合）

・

国会議員の人権に関する IPU の人権委員会への照会

・

女性議員間の連帯
4.1.4.1.3 参考事例：セクシュアル・ハラスメントに関する議会行動規範―コス
タリカとカナダの例12―
これら２つの国における取組の目的は、政治プロセスとは独立した苦情処理の仕組みを

持つことである。
（１）

コスタリカ：

セクシュアル・ハラスメントの案件の調査を担当する委員会は、議会の人事担当部長、医
療専門家、弁護士及びその代理人で構成されている。この委員会は、手続の開始時において、
調停者に、この分野の専門家からの支援を受けられるよう依頼することができる。国会議員
は、この手続と並行して、裁判所に苦情を申し立てる必要がある。
（２）

カナダ：

手続は機密である。調停に対する苦情や要望は、まず下院の人事担当部長に宛てられる。
人事担当部長は、セクハラが発生したかどうかを判断するために外部の調査者を雇うこと
ができる。さらに、すべての下院議員は、職場環境においてセクシュアル・ハラスメントを
なくすこと、そして、行動規範を尊重することに関する書面に署名する必要がある。セクシ
ュアル・ハラスメントポリシーに関する研修会も、議員と議会のスタッフ等のために開催さ
れている。
4.1.4.2 「ヨーロッパの議会における女性への性差別、ハラスメント、そして、暴力」
（Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe）
（2018）
IPU では、
「議会における女性への性差別、ハラスメント、そして、暴力」
（2016）の報告
書の調査結果をさらに取り上げ、特に欧州の議会の状況に焦点を当てて、2018 年に、
「ヨー
ロッパの議会における女性への性差別、ハラスメント、そして、暴力」（Sexism, harassment
and violence against women in parliaments in Europe）を公表している。この報告書は、調査の
対象範囲に関して、欧州議会における女性議員に対する嫌がらせや暴力を含めて調査して
おり、これは、IPU と欧州評議会議会（Parliamentary Assembly of the Council of Europe：PACE）
との密接な協力関係の成果である。IPU が欧州の議会について実施したいと考えている一連
12

IPU（2016）, p.９.
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の地域研究の最初の成果でもある。
上記のレポートでは、2018 年１月から６月までの期間において、アンケートやヒアリン
グ調査が行われた。ヨーロッパ諸国 45 か国のうち、123 名の女性（うち女性議員 81 名、議
会スタッフ 42 名）へのインタビューが実施された。インタビューは、対面で行われた。デ
ータは全て完全な機密により収集された。当該インタビュー結果に基づいて、議会における
女性に対する性差別的で暴力的な行動等に関する調査結果を記している。そして、欧州にお
けるそのような虐待の程度を評価し、特定の形態を強調しようとしている。この報告書は、
女性に対する嫌がらせや暴力への沈黙とタブーを打ち破り、ジェンダーに基づく暴力に対
する闘いに貢献することを目的としている。
4.1.4.2.1 調査結果概要
4.1.4.2.1.1 女性議員に関する調査結果概要
上記の IPU の調査への回答者（女性議員）の年齢層とその比率は、次のとおりである（図
表Ⅲ-4-1-4）。
図表Ⅲ-4-1-4 回答者（女性議員）の年齢層とその比率
年齢層（歳）

比率（％）

18〜30

3.7

31〜40

23.5

41〜45

8.6

46〜50

16.0

51〜60

29.6

61〜70

16.0

71〜80

2.5

（出典）IPU（2018）, p.５.
女性議員が受けた暴力の内訳及びその割合は、以下のとおりである（図表Ⅲ-4-1-5）。
図表Ⅲ-4-1-5 暴力の範囲及び性質（調査した女性議員が経験した暴力の形態）
内容

割合（％）

精神的暴力

85.2

性的暴力

24.7

身体的暴力

14.8

経済的暴力

13.5

（出典）IPU（2018）, p.５.
調査対象となった全ての女性議員及び 40 歳未満の女性議員が経験した精神的暴力の具体
的内容に関して、詳しく見ると、次の結果となった（図表Ⅲ-4-1-6）。
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図表Ⅲ-4-1-6 調査対象となった全ての女性議員及び 40 歳未満の女性議員が経験した精神
的暴力の具体的内容
内容
性的又は性差別的な発言

全回答者の回答率

40 歳以下の回答者

（％）

の回答率（％）
67.9

77.3

58.2

76.2

46.9

50.0

39.5

54.6

27.2

45.5

ソーシャルネットワークに投稿された、非常
に屈辱的で性的な意味合いの写真やコメン
ト
殺人、強姦、殴打又は拉致の脅迫
メディアでの性的な意味合いの写真やコメ
ント
精神的な嫌がらせ/いじめ/ストーキング行為
（出典）IPU（2018）, p.６.
調査対象となった全ての女性議員及び 40 歳未満の女性議員が経験した性的暴力の具体的
内容に関して、詳しく見ると、次の結果となった（図表Ⅲ-4-1-7）。
図表Ⅲ-4-1-7 調査対象となった全ての女性議員及び 40 歳未満の女性議員が経験した性的
暴力の具体的内容
内容

全回答者の回答率

40 歳以下の回答者

（％）

の回答率（％）

性的嫌がらせ

24.7

36.4

性的暴行

6.2

13.6

（出典）IPU（2018）, p.７.
調査に回答した女性議員の 24.7％が任期中に性的嫌がらせ等を受け、6.2％が、性的暴行
を受けたと回答している。75.9％のケースで、性的暴力は男性によって行われたことが示さ
れた。また、34.4％のケースで、議会や政治的な会合、選挙活動中に被害に遭っていた。セ
クシュアル・ハラスメントの主な例として挙げられているものは、次のとおりである。
・

下半身や胸に触る、強制的にキスをする

・

同僚が周りを取り囲み、胸を触りたい、一緒に寝たいと言われる

・

同僚がいつもプレッシャーをかけてくる、電話をかける、性的な意味合いのあるメッセ
ージを送ってくる
4.1.4.2.2.2 議会で働く女性スタッフに関する調査結果概要
上記の IPU の調査への回答者（議会で働く女性スタッフで全て公務員）の年齢層とその
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比率は、次のとおりである（図表Ⅲ-4-1-8）。
図表Ⅲ-4-1-8 回答者（議会で働く女性スタッフ）の年齢層とその比率
年齢層（歳）

比率（％）

18〜30

14.3

31〜40

33.3

41〜45

11.9

46〜50

16.7

51〜60

14.3

61〜70

9.5

（出典）IPU（2018）, p.８.
議会で働く女性スタッフ（公務員）が受けた暴力の内訳及びその割合は、以下のとおりで
ある（図表Ⅲ-4-1-9）。
図表Ⅲ-4-1-9 暴力の範囲及び性質（調査した議会で働く女性スタッフが経験した暴力の形
態）
内容

割合（％）

精神的暴力

52.3

性的暴力

40.5

身体的暴力

7.1

経済的暴力

9.5

（出典）IPU（2018）, p.５.
調査対象となった議会の女性スタッフが経験した精神的暴力、ハラスメント及びいじめ
の具体的内容に関して、詳しく見ると、次の結果となった（図表Ⅲ-4-1-10）。
図表Ⅲ-4-1-10

調査対象となった議会の女性スタッフが経験した精神的暴力、ハラスメン

ト及びいじめの具体的内容
内容

割合（％）

性的又は性差別的な発言

50.0

精神的嫌がらせ/いじめ

19.5

失業の脅迫、又は専門性を発揮する場から
の排除

9.5

ソーシャルネットワークに投稿された、非
常に屈辱的で性的な意味合いの写真やコメ

2.4

ント
2.5

殺人、強姦、殴打又は拉致の脅迫
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（出典）IPU（2018）, p.９.
上記のとおり、インタビューした議会の女性スタッフの 50.0％が性的又は性差別的な発
言の被害を受けていた。これらの発言は、61.5％のケースにおいて男性議員によって行われ、
34.6％のケースにおいて議会で働いている男性の同僚により行われた。
議会で働く女性へのセクシュアル・ハラスメントのほとんどが、国内外への出張中（55.6％）
や、議会内で行われていた（33.3％）。セクシュアル・ハラスメントの主な例として挙げられ
ているものは、次のとおりである。
・

出張時において、男性議員が執拗に性的な要求をする

・

出張時において、男性議員が電話をかけ、メッセージを送る

・

ホテルの部屋のドアをノックする

・

ホテルの部屋のドアの下に紙のメッセージを挟み込む
4.1.4.2.2

IPU 報告書（2018）において示される制度的解決策等13

上記の報告書において示されている主な制度的解決策等に関しては、次のとおりである。
・

議会における女性に対する暴力、性差別、嫌がらせと闘うために、適切な法律を持つ
こと

・

新しいテクノロジーを介して行われた脅威等として、オンラインその他の形態のサ
イバー暴力に対応すること（ソーシャルネットワークプラットフォームが支援する
ための措置を講じるようにすること）

・

警察に対して、オンライン虐待を含む事件について体系的な調査を求めること

・

職場での嫌がらせや暴力について、効果的で機密性の高い苦情調査・処理のメカニズ
ムの構築（スウェーデンの事例が掲載されているので、以下「参考事例」として紹介）

・

議会の対応方針の強化：尊敬と平等に基づき、議会が最も効果的な解決策を見つける
こと

・

議会の規則、行動規範、倫理規定又はガイドライン等において、不適切な行為（性暴
力や虐待等）やハラスメントの防止等について明確な定義を持ち、議員及び議会スタ
ッフに適用されることを明記

・

苦情調査・処理システムに加えて、調停と内部でフォローアップ調査体制の構築

・

議員の立場で状況を把握し、議員が経験した暴力や嫌がらせの事例に関する詳細情
報の確保

13

・

嫌がらせや暴力の被害者への援助及びカウンセリングサービスの提供

・

連絡担当者又はホットライン（これらの問題への専用のフリーダイヤル）の設置

・

機密性のある個別のアドバイス

・

予防と意識啓発、職場での研修等の機会の提供。全てのスタッフに対して、セクシュ

IPU（2018）, pp.14-17.
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アル・ハラスメントを防止することを目的としたトレーニングの提供。管理職向けの
研修、意識向上プログラム等の実施
・

議会で導入されたいかなる取組も定期的に監視し、その有効性について評価
4.1.4.2.3 参考事例：議会における苦情調査・処理システム―スウェーデンの例14

2017 年において、スウェーデン議会は虐待行動に対処するためのガイドラインを修正し
た。性差別、いじめ、セクシュアル・ハラスメントの被害を受けた当事者は人事担当部長に
苦情を述べ、調査を行う。その事件で訴えられた人との接触や調査は完全に機密である。当
事者や加害者に対して、個別に面接を実施する。面談内容は記録され、当事者には内部調査
の進捗状況が通知された後、当該調査結果が伝えられる。
4.1.4.3

「ジェンダーに配慮したイギリス議会監査報告」（UK Gender Sensitive
Parliament Audit 2018）（2018）

さらに、IPU は、2018 年に、イギリスの上院と下院の委員会に対して、ジェンダーに配慮
した議会をめざした監査結果を取りまとめて、
「ジェンダーに配慮したイギリス議会監査報
告書」（UK Gender Sensitive Parliament Audit 2018）（2018）を公表している。
上記報告書では、議会での実態を踏まえて、いじめ、ハラスメント及びセクシュアル・ハ
ラスメントといった最近の調査結果で強調されてきた議会の文化、業務の予測不可能性及
び潜在的な長時間労働を含めて議会で働くことが家庭生活にもたらす課題、議員になるこ
との経済的影響、オンライン上の脅威と物理的セキュリティに対する脅威、特に女性議員や
女性候補者に対する性別に基づく脅迫、ハラスメント及び暴力といった問題が議会におい
て残されていることが明らかにされ、議会におけるジェンダー平等のための監視の必要性
等を唱えている。そして、報告書の最後では、全体の結論として、これらの障壁に対処する
具体的な対策を含め、いじめとハラスメントに対処する新しい議会の文化、環境及び方針等
の各章に関して 52 項目の結論と勧告を示している。
4.1.4.3.1

IPU 監査報告書（2018）において示される主な制度的解決策等15

上記の報告書において示されている議会改革に関する主な制度的解決策等については、
次のとおりである。
・

委員会は午前９時 30 分までには開催するべきではない

・

時間のより効率的な使用方法を検討する

・

最初のステップとして、各院で事業遂行の効率性と改革のための見直しを実施する

・

議会カレンダー（１年前までの予定座席日数）の事前通知

・

議会の休業日と学校の休日をより密接に調整することで、イギリス各地に居住して
いる議員が家族と一緒に過ごす時間を増やすことにつながる

14
15

IPU（2018), p.15.
IPU（2018), pp.27-34.
155

・

子どもと家族のための議会方針を策定する。幼児の授乳はどこでも許可されるべき
である

・

母乳を搾乳するためのより良い施設が提供されるべきである

・

ファミリールームを家族専用スペースとして維持するための改善が必要である

・

いじめや嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメント等に関する問い合わせ窓口を設置し、
調査し、議会は調査を行う

・

議会当局は、IPU の報告書（2016）に記載されている、議会における良い慣習を採用
する

・

女性からの証言を検討し、平等委員会がセクハラを調査し、対応する

・

内部告発者へのサポートを行う

・

議会当局が、議員や全てのスタッフに対して、ソーシャル・メディアを介した悪用や
脅威に対処するためのセキュリティサポートサービスを受けること、健康が保証さ
れた従業員支援プログラムを受けることなどの措置を講じること

・

両院が議会を改善するためのイニシアチブをとること

・

保育への取組が、キャリアの進歩の妨げにならないように検討する必要がある。特に
女性が出産休暇から仕事に復帰するための支援が提供されるべきである
4.1.5 日本への示唆

IPU による取組事例として、「ジェンダーに配慮した議会のための行動計画」（2012）、
「議会における女性への性差別、ハラスメント、そして、暴力」（2016）、「ヨーロッパの
議会における女性への性差別、ハラスメント、そして、暴力」（2018）、「ジェンダーに配
慮したイギリス議会監査報告書」（2018）の各報告書及びヒアリング調査を踏まえて、女
性議員を増やしていくための施策に関して、以下検討する。
・比例代表制における候補者名簿の活用
諸外国を見ると、例えば、ベルギーやメキシコでは 1990 年代以降、法律によるクオータ
制を徐々に進めてきており16、党内や地方議会等から17国レベルの議会へと、国民が制度に
慣れるような形で取り組むことにより、女性議員や女性党員の数を増やしてきた経緯があ
る。IPU の担当者によると、日本においても、突然クオータで 50％などの数字を出すのでは
なく、比例代表の上位に女性を置く方法等から少しずつ議論を進めるほうが日本に馴染む
可能性があるとの指摘18があった。今後の日本において、女性議員を増やしていくうえで、

16

朴（2009）、12 頁。
1990 年～2000 年代以降、ベルギーでは共同体・地域圏議会及び市町村議会でクオータ制
を導入し、またメキシコでは、制度的革命党（PRI）、民主革命党（PRD）、国民行動党
（PAN）では党内クオータにより、党の地方レベルの機構から多くの女性が関わることを
促進してきた。ベルギーについては、マイヤー（2016）、196-197 頁。メキシコについて
は、国連開発計画・全米民主国際研究所（2013）、87 頁。
18
IPU へのヒアリング（実施日：2018（平成 30）年 12 月３日）より。
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現在の日本の選挙制度における比例代表制において、一部の政党が実施しているように、そ
の上位に女性の候補者を置くことにより、女性の議員を増やしていく取組を今後広げてい
くことや、公職選挙法を改正し、フランスのように性別交互名簿の導入することも考えられ
る。
・選挙活動中でのハラスメント・暴力への対策
IPU による報告書（2016,2018）では、IPU の 2016 年の調査及び 2018 年の調査で共通して
いる点は、回答した女性議員の 80％以上が精神的暴力を、20％以上が性的暴力を受けたこ
とがある点である。そして、精神的暴力を受けた者が経験した精神的暴力行為の具体的内容
に関して、屈辱的な性的又は性差別的な発言が 60％以上である点も共通している。これら
は女性が議員として活動するうえで、いかに女性議員がハラスメントや暴力で精神的苦痛
を受けているかを示した結果である。IPU による上記の調査は世界規模での調査であるが、
我が国においても女性が議員活動を行ううえで、ハラスメントや暴力等が発生している。
2014 年６月に、東京都議会の議場において女性議員（当時）へのセクシュアル・ハラスメ
ントのヤジが向けられたことや、選挙活動中において、「１票の力」を振りかざした有権者
によるハラスメント行為（いわゆる「票ハラスメント」）等も問題視されている。これから
政治の道を志す女性にとって、これらはネガティブなイメージを与えるものであり、女性が
政治の道を断念せずるを得ない要因となる可能性もある。IPU による報告書（2018）では、
ハラスメントや暴力等の被害は党派を超えて起きていることが明らかになっている。政党
が基盤となり、政治分野において安定的に人材を政治に供給することも政党の使命である
とすれば、政党が中心となり、女性候補者及び女性議員へのハラスメントや暴力等への対策
を講じるとともに、政治全体で対処することが求められる課題である。
・議会における議員活動と家庭の両立支援への対策－女性への暴力、ハラスメント、嫌が
らせ等への事前防止と発生後の対応
IPU による取組事例に関して、「ジェンダーに配慮した議会のための行動計画」（2012）、
「議会における女性への性差別、ハラスメント、そして、暴力」（2016）、「ヨーロッパの
議会における女性への性差別、ハラスメント、そして、暴力」（2018）、「ジェンダーに配
慮したイギリス議会監査報告書」（2018）の各報告書では、議会におけるハラスメントや
嫌がらせ、暴力等、女性にとって議員活動の阻害要因への対策や、議員活動と家庭との両
立に向けた働きやすい議会の環境づくりの方策を議論している。それとともに、議会の儀
礼、慣習、規則等においてジェンダーに配慮し、あらゆる側面において、暴力、ハラスメ
ント、嫌がらせといった、議員や議会スタッフの基本的人権を毀損する行為に対して未然
に防止する環境を整備することはもとより、発生した場合でもあっても、厳正に対処する
ことができる環境づくりが必要である。そして、暴力、ハラスメント、嫌がらせ等の行為
が発生した場合であっても、コスタリカやカナダの取組事例が示すように、セクシュア
ル・ハラスメントに関する議会行動規範として、苦情調査・処理のプロセスが確立されて
いることは示唆に富む。議会において、被害者に対して、公平かつ中立な客観的な第三者
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機関を設置して、権利利益の救済を図る仕組みを制度化することは、IPU の報告書におい
て提言されており、実際に導入している海外の例がある取組である。
これらの諸外国の取組は、議会の行動規範を見直し、議会自体がハラスメントや暴力等
の防止策を講じかつ被害が発生したときの救済の仕組みを整えること、それらとともに、
政党においても党内での様々な活動で生じるハラスメントや暴力等に対する防止策及び被
害の救済の仕組みを整えることの必要性を示している。
・議会における議員活動と家庭の両立支援への対策－女性の可処分時間を軽減し、議員活
動と家事・育児を支援
女性議員が議員活動と家庭を両立し、継続して働きやすい議会に変えていくことも必要
である。この議論において、必要不可欠な視点は、男女間における可処分時間の不平等の
問題である19。このような可処分時間（自分の判断で自由に使うことのできる時間）の不
平等について、女性議員が議員活動と家庭を両立するうえで解消するべき問題として挙げ
られる。そこで、女性の可処分時間を少しでも確保するという観点から、「ジェンダーに
配慮した議会のための行動計画」等において、可能な限り議会カレンダーの事前通知を行
い、議会の休業日と学校の休日をより密接に調整することにより、議員が家族と一緒に過
ごす時間を増やす、審議開始時刻を早める、遅い時間の議決を避ける、議員が選挙区に帰
って家族と過ごせる時間を増やすといった配慮等が報告されている。
また、出産を経験した女性議員に対する配慮として、幼児の授乳は本人が希望する場所
において許可する、母乳を搾乳するための施設を提供する、議院内に託児所やファミリー
ルームを設け、家族専用スペースとして維持して開会中も議員が家族と過ごせるようにす
る、子どもが誕生した際には、男性議員も女性議員も育児休暇を取得できるようにする、
長期育児休暇が取得できない場合に公務上の理由に加え、育児休暇を審議日程に欠席する
正当な理由として認めるなどの代替案を検討する、授乳中の議員が審議に出席しなくてよ
い制度的仕組み（代理投票やペアリング制度が「ジェンダーに配慮した議会のための行動
計画」において例として挙げられている）が提言されている。

19

糠塚（2008）
、103 頁。
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4.2

民主主義・選挙支援国際研究所（International Institute for Democracy and
Electoral Assistance, IDEA／スウェーデン）

4.2.1 組織概要
持続可能な民主主義を世界中に普及することを任務とし、1996 年に設立された 19 の政府
機関及び５つの国際 NGO を中心に構成されている研究機関である。各国の知見の共有や、
民主化に向けた改革の援助、そして、政治や政策へ影響を与えることで、持続可能な民主化
を支援している。特に、紛争後の諸国の選挙制度設計支援や民主化の社会基盤整備支援を行
っている。具体的には、ACE（Administration and Cost of Elections）プロジェクト、The Bridge
プロジェクト等をはじめとする選挙運営行政支援を国連、カナダやオーストラリアの選挙
関連機関や、International Federation for Election Systems（IFES）等の NGO 機関と連携して取
り組んでいる。持続可能な選挙プロセス（Sustainable Election processes）、政治参加（Political
participation）、民主化と紛争管理（Democracy and Conflict Management）、民主主義評価：国
家アジェンダの作成と進展の捕捉（Democracy assessment：National Agenda setting and progress
tracking）を主要課題に挙げ、選挙計画立案及び運営に関するマニュアルを作成している。
また、現地レベルにおける民主化推進に必要な支援のニーズ分析等にも力を入れている。
そして、アフリカ、アジア、欧州、ラテン・アメリカの４つの地域の重点国に対し、選挙
改善、政治参加、紛争管理の分野で助言や協力を行っている。
4.2.2 クオータ・プロジェクト
IDEA、IPU、ストックホルム大学が共同で行うクオータに関する各国の情報を集めたプロ
ジェクトとして、「クオータ・プロジェクト」がある。このプロジェクトでは、選挙制度の
設計や、それが女性の議員選出に与える影響、またジェンダー平等のとれた議会を促進する
ために、100 か国以上が用いている様々な制度的メカニズム（憲法上のもの、法律上のもの、
自発的に政党内で設けられたもの）に関する情報を蓄積することにおいて、主導的位置を占
めている。
クオータ・プロジェクトでは、
「ジェンダークオータ・データベース」1を設置して、政治
分野におけるクオータの種類を分類の上、各国におけるクオータの導入状況を調査してい
る。「ジェンダークオータ・データベース」では、世界地図に各国が導入するクオータの種
類を書き入れた図を作成・公開している。
IDEA は、上記の「ジェンダークオータ・データベース」を運用している。これにより、
どのくらい多くの国が実際にクオータを持っているのかを「見える化」したり、ローカルレ
ベルのクオータしか持たない国を含めて情報を収集したりしている。
4.2.3 クオータ制その他のインセンティブの導入状況
「ジェンダークオータ・データベース」によると、2019（平成 31）年２月 15 日現在、国
政レベルにおけるクオータ制の導入状況は次の図表Ⅲ-4-2-1 のとおりである（国別の導入状
1

IDEA

ジェンダークオータ・データベース（http://www.quotaproject.org/index.cfm）
159

況は巻末の参考資料「２．地域別・諸外国の国会議員に占める女性の割合とクオータ制の取
組」を参照）
。
図表Ⅲ-4-2-1 地域別に見た国政レベルでのクオータ制の導入状況
地域

クオータ制を導入

クオータ制を導入している国のうち、憲法・

クオータ制を導入してい

（地域内国数）

している合計国

法律によるクオータ制を導入している国

る国のうち、政党による自

（％）

（％）

発的クオータ制（Voluntary

議席割当制

候補者クオータ制

Political Party Quotas）

（Reserved Seats）

（Legislated

を導入している国（％）

巻末資料における■

Candidate Quotas）

巻末資料における▲

巻末資料における●

アフリカ

37

15

12

14

（54 か国）

（68.5％）

（27.8％）

（22.2％）

（25.9％）

アメリカ大陸

21

１

17

13

（35 か国）

（60.0％）

（2.9％）

（48.6％）

（37.1％）

大洋州

４

１

２

１

（15 か国）

（26.7％）

（6.7％）

（13.3％）

（6.7％）

アジア

16

７

６

４

（41 か国）

（39.0％）

（17.1％）

（14.6％）

（9.8％）

欧州

33

０

16

23

（48 か国）

（68.8％）

（0.0％）

（33.3％）

（47.9％）

合計

111

24

53

55

（193 か国）

（57.5％）

（12.4％）

（27.5％）

（28.5％）

（備考）
割合（％）の算出に当たっては、小数点以下第２位を四捨五入。
国によっては、議席割当によるクオータ制又は候補者クオータ制と政党による自発的クオ
ータ制を並行して導入している国もあり、重複する国はそれぞれカウント。
（出典）
IDEA

ジェンダークオータ・データベース（Gender Quotas Database）

Voluntary Political Party Quotas
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/voluntary-overview
（最終閲覧日：2019（平成 31）年３月 11 日）
。
4.2.4 各国における公的な政治資金の調達・分配に関する仕組みの導入状況
IDEA は 2018 年に 30 か国の「女性議員を増やすことを目的とする政党助成金制度」の調
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査報告書『女性議員を増やすことを目的とする政党のための政治資金調達―比較分析―』
（Gender-targeted Political Funding for Political Parties－A comparative analysis－）を刊行した。
この調査報告書によると、世界の３分に２の国が政党助成金制度を導入しており、それらの
中で「女性議員を増やすことを目的とする政党助成金制度」を実施しているのは 30 か国で
ある2。女性議員を増やすことを目的とする政党助成金とは、政党助成金を配分する際に政
党の女性比率に応じた配分が助成金の全体もしくは一部に対してなされるもの又は使途に
関して女性の政治参画を高める目的などの制限が課されているものを指す。そして、女性議
員を増やすことを目的とする政党助成金には、概ね次の３つの類型がある3。
（１）適格性に基づくタイプ：事前に設定した女性比率を超えた場合に助成金の全額又は一
部を受け取れるようにするもの
（２）配分に基づくタイプ：女性候補者・議員比率に応じて配分額を増加させるか、あるい
は数値目標との差に応じて配分額を増減させるもの
（３）使途制限をかけるタイプ：使途に関して女性の政治参画を高める目的などの制限が課
されているもの
上記の「女性議員を増やすことを目的とする政党助成金制度」を実施している 30 か国に
関して、この３つの類型により整理したものが、図表Ⅲ-4-2-2 である。
図表Ⅲ-4-2-2 国別の「女性議員を増やすことを目的とする政党助成金制度」の導入状況
国名

政党助成金のタイプ

導入年

アルバニア

（２）配分に基づくタイプ

2008

ボスニア・ヘルツェゴビナ

（１）適格性に基づくタイプ

2006

ブラジル

（３）使途制限をかけるタイプ

2009

ブルキナファソ

（２）配分に基づくタイプ

2009

カーボヴァルデ

（２）配分に基づくタイプ

2010

チリ

（２）配分に基づくタイプ

2015

（３）使途制限をかけるタイプ
コロンビア

（１）適格性に基づくタイプ

2011

（３）使途制限をかけるタイプ

2
3

コスタリカ

（３）使途制限をかけるタイプ

1990

クロアチア

（２）配分に基づくタイプ

2001

エチオピア

（２）配分に基づくタイプ

2009

フィンランド

（３）使途制限をかけるタイプ

1975

フランス

（２）配分に基づくタイプ

1998

ジョージア

（２）配分に基づくタイプ

2012

IDEA（2018）, p.８.
IDEA（2018）, p.19.
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ハイチ

（２）配分に基づくタイプ

2008

ホンジュラス

（２）配分に基づくタイプ

2004

（３）使途制限をかけるタイプ
アイルランド

（２）配分に基づくタイプ

1997

（３）使途制限をかけるタイプ
イタリア

（２）配分に基づくタイプ

1999

（３）使途制限をかけるタイプ
ケニア

（１）適格性に基づくタイプ

2011

（３）使途制限をかけるタイプ
大韓民国

（２）配分に基づくタイプ

2002

（３）使用目的に基づくタイプ
マリ

（１）適格性に基づくタイプ

2005

メキシコ

（３）使途制限をかけるタイプ

2008

モルドバ

（２）配分に基づくタイプ

2017

ニジュール

（１）適格性に基づくタイプ

2010

パナマ

（３）使途制限をかけるタイプ

2002

パプアニューギニア

（２）配分に基づくタイプ

2001

ポルトガル

（２）配分に基づくタイプ

2006

ルーマニア

（３）使途制限をかけるタイプ

2006

ソロモン諸島

（２）配分に基づくタイプ

2014

トーゴ

（１）適格性に基づくタイプ

2008

ウクライナ

（１）適格性に基づくタイプ

2015

（出典）IDEA（2018）、pp.73-80.
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4.2.5 日本への示唆
「クオータ・プロジェクト」による諸外国の取組状況及びヒアリング調査を踏まえて、政
治分野において女性議員を増やしていくための施策として、公的な政治資金の調達・分配の
問題に関して、以下、
（１）先行研究等の指摘、
（２）公的な政治資金（政党助成金）の活用、
（３）今後のモニタリングの在り方に分けて検討する。
（１）

先行研究等の指摘

IDEA（2014）は、女性議員が増えない要因として、女性が男性と比較して選挙活動や政
治活動のための資金調達が困難であることを指摘している4。女性が直面している様々な障
壁に加え、資金を持つネットワークが男性中心であることも多い。選挙活動費は高額となる
ため、女性にとって、資金調達は立候補のための大きなハードルとなるという点である。
我が国の公的な政治資金に関する制度として、政党助成法（1995（平成７）年１月１日施
行）に基づき設置された政党助成制度5がある。この制度は、議会制民主政治における政党
の機能の重要性に鑑み、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして創設された、国が
政党に対する助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政
治の健全な発展に寄与することを目的とした制度である。政党助成法に基づき、政党助成を
行うにあたって必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金に関する手続のほか、政党
交付金の使途の報告等について定められている。毎年の政党交付金の総額は、人口（直近に
おいて官報で公示された国勢調査の結果による確定数）に 250 円を乗じて得た額を基準と
して予算で定めることとされており、2015（平成 27）年国勢調査人口により算出すると、
約 318 億円となる。ただ、政党助成金は国民一人当たり 250 円と総額が決まっており、目標
値を設定し、それに応じて増減させる仕組みとの整合性が図りにくい。
我が国の政治分野における男女共同参画に関する先行研究として、内閣府（2018）6では、
地方議会において女性議員の増加を阻む課題として、経済的負担の問題についても指摘し
ている。具体的には、当該調査で実施したアンケート調査の結果、選挙費用における自己資
金の割合が低いことと、地方議会に占める女性の割合が高いことに関連があるという結果
が得られており、経済的負担が大きくなることで地方議会に占める女性の割合が低くなっ
ている可能性が考えられることから、地方議会において女性議員の割合が少ない要因であ
る可能性があるということである。そして、今後の方向性として、選挙での経済的負担を少

4

IDEA（2014）“Funding of Political Parties and Election Campaigns : A Handbook on Political
Finance”.日本語版としては、民主主義・選挙支援国際研究所（2016）
「男女平等に向けた政
治資金調達」笹川平和財団訳、４頁。
5
総務省「政党助成制度のあらまし」２頁
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/pdf/seitoujoseiseido.pdf（最終閲覧日：
2019（平成 31）年３月６日）。
6
内閣府「政治分野における男女共同参画の推進に向けた地方議会議員に関する調査研究報
告書」2018（平成 30）年、57-59 頁。
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/local-councilor_h29.pdf
（最終閲覧日：2019（平成 31）年２月 22 日）。
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なくする方法について自己資金以外の資金を増やす、選挙費用の額を下げることなどを挙
げている。我が国では、公的な政治資金の使用の状況について、集め方や使い方は政党ベー
スで行われているものの、候補者が選挙資金の準備や立候補する際に供託金（市議会議員選
挙の場合は、都市によって 30 万円から 50 万円、都道府県議会議員選挙の場合は 60 万円、
東京都知事等、都道府県知事選挙や衆議院・参議院の選挙区で立候補するには 300 万円の供
託金が必要）が課せられる（公職選挙法第 92 条）など、候補者にとって資金集めが必要な
構造がある。また、選挙結果によっては供託金が没収される可能性もあり、個人に負担とリ
スクがかかるといえる。
（２）

公的な政治資金（政党助成金）の活用

フランスでは、ジェンダー平等を推進するために、2000 年に制定された「選挙による議
員職及び選挙によって任命される公職への男女の均等なアクセスを促進する 2000 年６月
６日法律」（通称「パリテ法」）及びその関連法律がある。パリテ法が成立以降、政党が提
出する名簿が男女交互となっていない場合には、選挙管理委員会には受理されない仕組み
である。
Ⅲ.2 において示されているように、下院議員の選挙では、政党による男女交互式の名簿
の提出を受けて、違反時には政党助成金を減額することにより、女性候補者の数を増やす
よう誘導して、パリテ法を遵守する仕組みがある。小選挙区二回投票制で実施される下院
議員選挙に適用され、下院議員選挙の候補者がパリテではなかった場合に、男女の候補者
の開きの割合に応じて、政党助成金が減額するという罰金を課す仕組みである。これは、
３種類（「厳格なパリテを貫く強制型」、「強制型ではあるがより緩和されたパリテ」、「奨
励型の緩やかなパリテ」
）あるとされるパリテ法の適用方法における、
「奨励型の緩やかな
パリテ」と呼ばれるもので、政党や政治団体に対する公的助成金の配分を調整すること
で、政党に対して女性候補者擁立のインセンティブを与えるものである。政党に属する男
女の候補者の開きが候補者全体数の２％を超えると、政党に配分される公的助成金のう
ち、下院議員選挙で獲得された得票に対する配分について減額される（海外領土の場合
は、各性の候補者の人数の開きが１名を超えたときに減額の対象となる）。減額率は、一
方の性の候補者の比率と、他方の性の候補者の比率との差の 50％7である（図表Ⅲ-4-23）。
フランスにおける公的助成金の算出根拠は、二重（得票数と議席数）になっており、小
規模の政党でも活用しやすくなっている。このように、フランスではパリテ法と公的助成
金を上手く組み合わせ、政党が中心となって女性候補者を擁立することを促進する仕組み
が整備されている。政党を中心として、政治分野に人材を供給しているといえる。

7

政党助成金の減額率は 50％から 75％、そして 150％に段階的に変化している。法律の改
正ごとに、減額率が高められ、罰則が強化されている。
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図表Ⅲ-4-2-3 クオータ制の施行と公的な政治資金（政党交付金）の供与（一部抜粋）
国

フランス

クオータの内容

公的な政治資金の供与の詳細

改革年

どちらかのジェンダ

各ジェンダーの候補者の差が２%を越えると、下院議

2014

ーが候補者の 51％を

員選挙で獲得された得票に対する配分が減額（減額率

2011

超えない

は法律の改正ごとに 50％→75％→150％に高められ、

1998

罰則が強化）
大韓民国

比例代表選挙の名簿

女性候補者公認指名交付金は、獲得した国会議席率及

で女性候補者が 50％

び得票率に基づいて政党に分配

2010

女性候補者の支援

のための使途制限を設ける
ブルキナフ

候補者の 30％は女性

ァソ

違反に対しては、政党交付金の 50％削減。30％の割当

2009

に到達又は超過する場合、追加の政党交付金を支給

（出典）IDEA（2016）、41 頁等。
我が国にとって、政党から男女交互式の名簿の提出を受けて政党助成金で誘導するとい
うフランスの仕組みや、選挙資金について政党を中心に政党助成金を傾斜配分して、イン
センティブを付与することなどによって政党からの資金援助を受けやすくする仕組みは参
考となる。
日本の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律は、フランスのパリテ法のよ
うに法律によりクオータを担保するものではなく、男女の数の均等をめざすことを推進す
るものである。現行の推進法がパリテ法のように法的な強制力がない分、ジェンダー平等
を目標とする政党助成金制度と組み合わせて設計することで、政党が男女均等を目指すイ
ンセンティブを高めることにつなげることができれば、法の趣旨にも適合するものと考え
られる。このような観点から、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律をより
効果的なものとなるよう、政党助成金と併せて検討することは有意であると考えられる。
（３）

今後のモニタリングの在り方

IDEA へのヒアリング調査8を踏まえると、女性議員を増やすことを目的とする政党助成
金の在り方を検討していくうえで、重要な点としては、次の２点が挙げられる。
１点目としては、党指導部における、ジェンダー平等に関する認識である。ジェンダー平
等の価値を説得するために党役員、とりわけ党指導者と連携及び協力して、複数の女性役員
のポストを創出して、女性議員を昇進させることを奨励することが重要である。
２点目としては、公的な政治資金の効果的な監視（モニタリング）に関するシステムを持
っていることである。公的資金を受け取るためには、要件が必要であり、政党が要件を満た
すまで、公的資金の一定割合を失うことになる。フランスでは先述のとおり、男女／女男交
互の名簿が義務付けられている市町村議会議員選挙や、ペア立候補制度が義務付けられて
いる県議会議員選挙とは異なり、下院議員選挙には政党助成金の減額という罰則規定を用
いたパリテ規定が適用されている。フランスにおいて、政党に向けた公的助成金は２部構成
8

IDEA へのヒアリング（実施日：2018（平成 30）年 11 月 29 日）より。
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になっている。第一部分は、下院選挙の結果に応じて各政党に配分され、これについてパリ
テ規定が適用されている。第二部分は、上下院の議員数に応じて配分される。下院選挙の場
合は小選挙区制であることから名簿式選挙のパリテ規定が適用できないため、各政党の立
候補者の総数がパリテに違反していた場合、政党助成金が減額される仕組みになっており、
政党に対するペナルティとして機能している9。また、監視を行う機関は、公的資金の使途
に関して、いかなる政党からも独立して監視を行う必要がある。公的な政治資金を監視する
うえで、重要な要素は独立性である。政党による公的資金の使途を監視する機関の中には、
我が国における選挙管理委員会よりも強い権限が与えられ、かつ高い独立性を持った選挙
管理機関を有している国もある。例えば、メキシコでは、国立選挙管理協会（Instituto Nacional
Electoral）10と呼ばれる機関がある。これは恒久的な機関であるが、選挙だけを監視するだ
けでなく、定期的に党の財務状況も取り扱う任務を担っている。金銭的なペナルティにとど
まらず、政党運営にも影響を及ぼす権限がある。
政党の候補者選考プロセスに影響を与え、個々の女性候補者の能力を向上させることは、
政治分野において女性進出を推進することにつながるという観点から、公的な政治資金調
達の仕組みが女性議員の増加の原動力となるよう図っていくとともに、ジェンダー平等の
ために配分された公的な政治資金の遵守状況を効果的に監視することは重要であると考え
られる。我が国の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律では、政治分野におい
て、政党その他の政治団体等による自主的な取組の努力義務を規定するにとどまり、監視の
仕組みは規定されていない。また、監視の機関についても、フランスでは HCE が監視を担
っていたり、イギリスではメディアやフォーセット協会等の民間団体がその役割を果たし
ていたりするが、我が国においては、必ずしもその役割分担を明確化したものはない。その
ため、フランスのように、パリテ法を監視する HCE があるわけではなく、またパリテに違
反する政党に対しては、公的な政治資金（政党助成金）が減額される仕組みと必ずしも紐づ
いているわけでもない。日本においても現行の政治分野における男女共同参画の推進に関
する法律の遵守状況を監視する存在が必要であると考えられる。この点、フランスにおける
HCE のような組織立った組織を創設するというよりも、政治分野における男女共同参画の
9

政党助成金のパリテ違反のペナルティ率について、例えば、政党の候補者が男性：70％、
女性：30％であるとすると、男女の候補者割合の差は 40 ポイントになる。その数値を前
提として、政党助成金の減額率が 50％と定められていれば 40 ポイントの 50%で 20％の助
成金減額、減額率が 75％なら 30％の助成金減額となる。150％の減額率になると、差の 40
ポイントの 150%で 60％の助成金減額となるので、財政上、党運営が厳しくなる可能性が
ある。
10
国立選挙管理協会（INE）とは、EnriquePeñaNieto 大統領による選挙改革の結果、2014 年
４月４日に、2014 年に連邦選挙管理協会（Instituto Federal Electoral：IFE）に取って代わっ
た、連邦選挙を組織し、監督する独立した公共団体である。INE の前身である IFE は、
1990 年 10 月 11 日に設立された。連邦政府の立法部門のスタッフ等で構成される。IFE の
創設以来、IFE では様々な改革を実践し、IFE のメンバーシップや機能に関して、行政府
から完全に切り離し、その独立性を強化してきた。INE では、政党の協会への登録、候補
者名簿の管理、公的資金調達の監視・監督等も担当している。
INE ホームページ https://www.ine.mx/
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推進することに関する国民的議論を喚起していくうえで、政治と国民をつなぐ効果的な仕
組みとして、議連、政府、学者、メディア等が一体となった、緩やかなネットワーク型の仕
組みづくりからまずは取り組むこと、それとともにより多くの女性候補を擁立していくよ
う、政党に金銭的なインセンティブを付与する仕組みに変えていくことで、制度設計を図っ
ていくことが重要であると考えられる。
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Ⅳ．総括
～日本において政治分野における男女共同参画を推し進めるための示唆～（三浦 まり）


日本への示唆
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ࢠࣜࢫ࡛ࡣࣇ࢛࣮ࢭࢵࢺ༠ࡀዪᛶࡣ⏨ᛶࡼࡾࡶᅽಽⓗኌࢆࡅࡽࢀࡿࢳࣕࣥࢫࡀ
ᑡ࡞࠸ࡇࢆㄪᰝࡼࡗ࡚ྍどࡋࠊࡇࡢ⏨ዪ᱁ᕪࢆᇙࡵࡿヨࡳࡋ࡚ 3DUOLDPHQW ࡀ
㸡$VN+HU7R6WDQG ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡒᛮ࠺ዪᛶࡀ࠸ࡓࡽࠊ⸀ࡍࡿࡇࢆࡧࡅࡿ
࢟ ࣕ ࣥ ࣌ ࣮ ࣥ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ㄡ ࡛ ࡶ +3 ࢆ ㏻ ࡌ ࡚  ⸀ ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ  ⤌ ࡳ  ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ 㸡
$VN+HU7R6WDQG ࡣ㉸ඪὴࡢάື࡛ࠊάືࡢ୍㒊ࡣᨻᗓࡽࡢ㈨㔠ຓࡶฟ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࡶᨻඪࡀ༢⊂࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㉸ඪὴࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ⸀࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆࡧࡅࡿࡇ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

示唆２：政党内の候補者選定過程を透明化する
ᨻඪෆࡢೃ⿵⪅㑅ᐃ㐣⛬ࢆ㏱᫂ࡍࡿࡇࡣࠊዪᛶೃ⿵⪅ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡓࡵỴᐃⓗ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉ᐃࡢࢥࢿࢡࢩࣙࣥࡀ࡞ࡅࢀࡤᨻᐙ࡞ࢀ࡞࠸ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊࡼ


/HDK*XOKDQHDQG-HPLPD2OFKDZVNLStrategies for Success㸸Women’s Experiences on Selection
and Election in UK ParliamentWKH)DZFHWW6RFLHW\
KWWSVZZZIDZFHWWVRFLHW\RUJXN+DQGOHUV'RZQORDGDVK[",'0) EDGDGGH
DGHID 㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



ᙉ࠸ᨻⓗ㔝ᚰࢆᢪࡃேࡋᨻࡢୡ⏺㊊ࢆ㋃ࡳධࢀࡼ࠺ࡣࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᨻᐙ
࠸࠺࢟ࣕࣜࡢぢ㏻ࡋࡀࡼࡃ࡞ࡾࠊೃ⿵⪅㑅ᐃ㐣⛬ࡀ㏱᫂ࡍࢀࡤࠊዪᛶ㝈ࡽࡎከᵝ࡞ே
ᮦࡀ㆟ཧධࡍࡿࡼ࠺࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࢠࣜࢫປാඪࡀዪᛶᣦᐃ㑅ᣲ༊ࢆᑟධࡋࡓࡽከ
ࡃࡢዪᛶࡓࡕࡀᡭࢆᣲࡆࡓࡼ࠺ࠊᨻඪࡀኚࢃࡿࡇࡼࡗ࡚ዪᛶೃ⿵⪅ࡢࠕ౪⤥ࠖࡶኚ
ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
⩻ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᨻඪࡣೃ⿵⪅㑅ᐃ㐣⛬ࡀᴟࡵ࡚㏱࡛᫂࠶ࡿࠋᨻඪࡢ㒔㐨ᗓ┴ᮏ㒊㸦┴㐃㸧
ࡀࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀከࡃࠊಶูࡢೃ⿵⪅᧦❧ࡣᇶᮏⓗࡣࢣ࣮ࢫ࣭ࣂ࣭ࢣ
࣮ࢫ࡛࠶ࡿ㸦ᗉྖ  ሐ  㸧ࠋබເไࢆᑟධࡍࡿᨻඪࡶ࠶ࡿࡀࠊබເࡀ၏୍ࡢࣝ
࣮ࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛⿵ⓗ࡞࣮ࣝࢺࡋ㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᆅ᪉⤌⧊ࡈࣂࣛ
ࣂࣛࡢࡸࡾ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊᨻࡢୡ⏺↓⦕ࡢ⪅ࡗ࡚ࡣᩜᒃࡀ㧗࠸ࠋ⌧⫋ࡀ
ࡰබㄆࡉࢀࡿ࠸࠺ࡸࡾ᪉ࡶࠊ᪂ேࡢཧධᶵࢆ⊃ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ⮬Ẹඪࡢ +3 ࡣࠊೃ⿵⪅බເࡢ࣮࣌ࢪࠕ⌧ᅾࠊබເሗࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠖ
࠶ࡿ㸦 ᖺ㸱᭶㸱᪥Ⅼ㸧ࠋ┴㐃⤌⧊ࡀබເࡢᐇ㋃ࡳษࡗࡓ㝿ࡣࠊඪࡢ +3 ࠾࠸
࡚ࡶᥖ㍕ࡉࢀࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࡀࠊ㏻ᖺබເ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⮬Ẹඪ
ࡽ❧ೃ⿵ࡋࡓ࠸ேࡣೃ⿵⪅බເࡢ࣮࣌ࢪࢆ㢖⦾ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿᚲせ㏕ࡽࢀࡿࠋ㏫࠸࠼
ࡤࠊබⓗሗ※ࡋᣢࡕᚓ࡞࠸ேࡣࠊࡑࡶࡑࡶ⮬Ẹඪࡢೃ⿵⪅ࡣ࡞ࡾࡃ࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋከ⏝࡞ே㈈㛤ᣅࡢほⅬࡽࡣೃ⿵⪅ࢆྲྀࡾ㏨ࡀࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᮏㄪᰝࡼࡿ┴㐃ࣄࣜࣥࢢ࡛ࡣࠊᨻඪᆅ᪉⤌⧊ࡢබເࡢホ౯ࡀప࠸ࡇࡶ❚࠼
ࡓ㸦ϩ ཧ↷㸧ࠋࢠࣜࢫࡸࣇࣛࣥࢫࡢࡽᏛࡿࡇࡣࠊබເ࠸࠺᪉ἲ㝈⏺ࡀ
࠶ࡿ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᮃࡴࡼ࠺࡞ே㈈ࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡣ㑅ᐃ㐣⛬ࡢ㏱᫂ᛶࡀḞࡏ࡞࠸࠸
࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ࠺࠸࠺ࢫࢸࢵࣉࢆ㋃ࡵࡤೃ⿵⪅࡞ࢀࡿࡢࢆᨻඪࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲ
せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࢠࣜࢫಖᏲඪࡢྲྀ⤌
ࢠࣜࢫಖᏲඪࡢ :RPHQ:LQ ࡣࠊᅜ㆟ဨ࡞ࡿࡓࡵࡢࢫࢸࢵࣉࢆ +3 ࡚ᑀ⤂
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦KWWSVZZZZRPHQZLQFRPEHLQJPS㸧ࠋࡲࡎࡣ +3 ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㐃⤡ඛ࣓࣮ࣝ
ཪࡣ㟁ヰ࡛㐃⤡ࢆධࢀࡿࠊᆅඖࡢࡋࡿࡁே≀⤂ࡉࢀࠊᑐ㠃࡛┦ㄯࡍࡿࡇࡽጞ
ࡲࡿ㸦ࢫࢸࢵࣉ㸯㸧ࠋࡑࡢᚋࠊ⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟࡍࡿ㸦ࢫࢸࢵࣉ㸰㸧ࠋヲࡋ࠸ᒚṔ᭩ࡢࠊ┤㏆
㸳ᖺ㛫ࡢάືࡘ࠸࡚ヲࡋ࠸ேࡽࡢ㸱㏻ࡢ᥎⸀᭩ࡶᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⏦ㄳ᭩ࡀ
ཷ⌮ࡉࢀࡿ㆟ホ౯⌮㸦3DUOLDPHQWDU\$VVHVVPHQW %RDUG㸧ࡢ㠃᥋ࡲࢃࡿ㸦ࢫࢸࢵࣉ
㸱㸧ࠋᑂᰝဨࡣᅜ㆟ဨࡸ࣋ࢸࣛࣥᨻඪ࣎ࣛࣥࢸࡀධࡾࠊᑂᰝᩱࡣ  ࣏ࣥࢻ࡛ࠊ㸳
㛫ࡅ࡚㐺ᛶࢆ᳨ᰝࡍࡿࠋ㆟ᑂᰝࡢ㠃᥋㐍ࡴࡓࡵࡣ㑅ᣲ㐠ືࡢάືṔࡀ୍ᐃ⛬
ᗘᚲせ࡞ࡿࠋࡇࡢᑂᰝࢆ㏻㐣ࡍࡿᢎㄆࣜࢫࢺ㍕ࡾࠊ㑅ᣲ༊ࡢ㑅ᐃጤဨࡢ࣐ࢵࢳࣥ
ࢢࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸦ࢫࢸࢵࣉ㸲㸧ࠋࡇࡢⅬ࡛ :RPHQ:LQ ࡽࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸᨭࢆཷࡅࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⿵Ḟ㑅ᣲࡸࡑࡢࡢᨻඪ࣋ࣥࢺࢆᡭఏ࠺ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸦ࢫ
ࢸࢵࣉ㸳㸧ࠋ᭱⤊ⓗࡣ❧ೃ⿵ணᐃࡢ㑅ᣲ༊ࡢඪ⤌⧊ࡢᑂᰝࢆཷࡅࡿ㸦ࢫࢸࢵࣉ㸴㸧
ࠋࡇࡇ࡛
ࡣ㠃᥋ࡢࠊᡞูゼၥࡸ⾤㢌₇ㄝ࡞ࡢᐇົࢸࢫࢺࡀㄢࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊࢫࢸࢵࣉ㸱᭱⤊ẁ㝵ࡢࢫࢸࢵࣉ㸴ࡢ㸰ẁ㝵࠾࠸࡚㠃᥋ᑂᰝࡀㄢࡉࢀࡿࠋ



ࡲࡓࠊ㑅ᣲ࡞ࡢᆅඖࡢᨻඪάື㛵ࡋ࡚ࡁࡓඪṔࡶ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᑂᰝࢆ㏻㐣ࡍࡿ
ࡢᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝ㛵ࡋ࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢඹ㏻⌮ゎࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ:RPHQ:LQ ࡢ +3 ࡛ࡣ
ಖᏲඪࡀೃ⿵⪅ồࡵࡿࢫ࢟ࣝࡋ࡚ࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ
ࢫ࢟ࣝࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ₇ㄝࡢ࠺ࡲࡉࠊࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࡛࢜ࡢᑐᛂࡢ࠺ࡲࡉࠊಶேⓗ࡞ࣈࣛࣥ
ࢹࣥࢢࠊ㑅ᢤᑂᰝ࡛ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ

ࣇࣛࣥࢫඹᅜ๓㐍ࡢྲྀ⤌
ࣇࣛࣥࢫࡢඹᅜ๓㐍ࡣᇶᮏⓗ❧ೃ⿵ࢆᕼᮃࡍࡿேࡣ࡛࢜ࣥࣛࣥ⏦ࡋ㎸ࡴࠋ+3 ヲ
ࡋ࠸ㄝ᫂ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᨻ⤒㦂ࡢ࡞࠸ዪᛶࡗ࡚ࡶᩜᒃࡀప࠸ࠋ ᖺࡢᅜẸ㆟㑅ᣲ
ࡢ㝿ࡣࠊ࢜ࣥࣛࣥබເࢆ㏻ࡌ࡚  ௳ࡢ⏦ㄳࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࠋඹᅜ๓㐍ࡀ⏨ዪྠᩘ
ࡢೃ⿵⪅᧦❧ᡂຌࡋࡓ⫼ᬒࡣࠊ㔞ࡢዪᛶࡓࡕࡢᛂເࡀ࠶ࡗࡓࡇࡀศࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡞
ᛂເ⪅ࡢ⏨ዪẚ⋡ࡣ⣙㸵㸸㸱⏨ᛶࡢ᪉ࡀከࡗࡓࡀࠊ࣐ࢡࣟࣥࡢࣅࢹ࣭࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࡼ
ࡗ࡚ዪᛶࡽࡢᛂເࡀᛴቑࡋࡓࡼ࠺ࠊ᫂☜࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆᡴࡕฟࡍࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡉ
ࡽ  ᖺࡢḢᕞ㆟㑅ᣲࡢබເ࡛ࡣࠊ㸰ศ௨ෆࡢࢫࣆ࣮ࢳࣅࢹ࢜ࡢᥦฟࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝࡸࢫࣆ࣮ࢳ࣭ࢫ࢟ࣝࢆ㔜どࡋࡓඪࡢ᪉㔪ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ

示唆３：政党が議員養成トレーニングを実施する
ೃ⿵⪅㑅⪃㐣⛬ࢆ㏱᫂ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊᨻᐙ࡞ࡿࡣࡢࡼ࠺࡞㈨㉁ࡸࢫ࢟ࣝ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࢆࠊᨻඪ⮬㌟ࡀ♧ࡍࡇࡘ࡞ࡀࡿࠋồࡵ࡚࠸ࡿ⬟ຊീࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ♧ࡏࡿࡢ
࡛࠶ࢀࡤࠊ⬟ຊ㛤Ⓨࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾከࡃࡢேࡀᨻࡢୡ⏺ᑟࢀ
ࡿࡼ࠺࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣᨻᐙಶேࡀᐓࡍࡿᨻሿࡣ┒ࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊᨻඪࡀᥦ౪ࡍࡿዪᛶྥࡅᨻࢫ
ࢡ࣮ࣝࡣάⓎ࡛ࡣ࡞࠸ࠋෆᐜࡣㅮ⩏࡞ࡢᗙᏛࡀ୰ᚰ࡛ࠊᮇ㛫ࡶ▷ࡗࡓࡾࠊ༢Ⓨⓗ࡛࠶ࡗ
ࡓࡾࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋᨻඪࡀࢫࢡ࣮ࣝࢆᒎ㛤ࡍࡿ㝿ࡣࠊࡑࡢඪࡢೃ⿵⪅㑅ᢤ᪉㔪ࣉࣟࢭ
ࢫࢆ᫂☜ࡋࠊࡑࢀᐦ᥋㛵ࢃࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋᨻඪࡢ⭜ࢆᤣ
࠼ࡓྲྀ⤌ࡣࠊዪᛶ㆟ဨࡢᩘࡢቑຍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㉁ࡢྥୖࡶ㈨ࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
㔜せ࡞࣏ࣥࢺࡣࠊ㸦㸯㸧ᨻඪࡢᨻ⟇⌮ᛕࡽ㑅ᣲ㐠ືࡢᐇ㊶ࡲ࡛ࠊయ⣔ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆ⤌ࡴࡇࠊ
㸦㸰㸧ཧຍ㝿ࡋ࡚㑅ᢤࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊ㑅ᢤᇶ‽ࢆ♧ࡍࡇࠊ
㸦㸱㸧ཧຍ㈝⏝ࢆ
పࡃタᐃࡋࠊ㛤ദ㛫ࢆᏊ⫱࡚୧❧࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡇࠊ㸦㸲㸧ཧຍࡍࡿዪᛶࡓࡕࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ㐃ᖏឤࡀ㔊ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡍࡿࡇࠊ࡛࠶ࡿࠋ

ࢠࣜࢫࡢྲྀ⤌
ࢠࣜࢫࡢປാඪࡣ⌧ᅾࠊࢪ࣮࣭ࣙࢥࢵࢡࢫ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-R&R[
/HDGHUVKLS3URJUDPPH㸧ࡋ࡚ࠊཧຍ㈝ࡣ↓ᩱࡢ㸳᭶ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ
㸦KWWSVODERXURUJXNPHPEHUVMRFR[ZRPHQOHDGHUVKLS㸧ࠋᑐ㇟ࡣඪάືࢆ୍ᐃ⛬ᗘ⤒㦂ࡋ࡚
ࡁࡓዪᛶ࡛࠶ࡿࠋ ᖺⓎ㊊ࡣ  ேࡢᛂເࡽ  ேࡀ㑅ᢤࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࡢ
ẁ㝵࡛┦ᙜ⤠ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣྜᐟࡶ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ



ዪᛶྠኈࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇࢆ≺ࡗ࡚࠸ࡿࠋ+3 ࡣࠊࠕࡇࢀࡣಶேࡢ⮬ᕫၨ
Ⓨࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ࡞ࡃࠊ࢞ࣛࢫࡢኳࢆᡴࡕ◚ࢁ࠺ࡍࡿዪᛶࡓࡕࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡔࠖ
࠸࠺༞ᴗ⏕ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᙜࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㊃᪨ࢆ➃ⓗ≀ㄒࡗ࡚࠸
ࡿࠋ༞ᴗ⏕ࡣඪ࣋ࣥࢺࡢ⏬࣭㐠Ⴀᦠࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊྠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣೃ⿵⪅Ⓨ᥀࣭㣴ᡂ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඪάືయࡢάᛶࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ປാඪࡣࡇࢀ௨እࡶࠊዲᅋయࡢࣇ࢙ࣅࣥ༠ࡀࣇ࢙ࣅࣥዪᛶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭࣓
ࣥࢱ࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦)DELDQ:RPHQ1HWZRUN0HQWRULQJ3URJUDPPH㸧ࢆ  ᖺࡼࡾᐇࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡕࡽࡣ  ᭶ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ⌧ᅾ➨㸵ᮇ⏕ࢆເ㞟୰࡛࠶ࡿ
㸦KWWSVIDELDQZRPHQRUJXNPHQWRULQJ㸧ࠋ
ಖᏲඪࡣಖᏲඪዪᛶᶵᵓ㸦&:2㸧ࡀࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ㸰᭶࡛㸯ࡘࡢࢥ࣮
ࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫࣆ࣮ࢳࡸ࣓ࢹᑐᛂ࡞ࡢࢸู࣮࣐ࡢࢥ࣮ࢫࢆཷㅮ⏕ࡣ」ᩘᅇཷ
ㅮࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸯ᅇࡢࢥ࣮ࢫࡣ  ே⛬ᗘࠊປാඪẚࡿつᶍࡣᑠࡉ࠸ࠋࡋ
ࡋཝ㑅ࡉࢀࡓ⪅ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊಖᏲඪዪᛶᶵᵓࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢཷㅮ⏕ࡢ 㸣ࡀࡑ
ࡢᚋࠊ㆟ဨࡋ࡚㑅ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊಖᏲඪࡽ❧ೃ⿵ࡍࡿ㝿ࡢࣉࣟࢭࢫࡣ๓㏙ࡢ㏻ࡾ +3 ࡛᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭱⤊㑅
⪃ࢆ㏻㐣ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅ࡚ࢫ࢟ࣝࢆྥୖࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᑂᰝ࡛
ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿᨻ⟇ศ㔝ࡘ࠸࡚⮬ศࡢぢゎࢆ㏙࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࡣᙜ↛ඪࡢ᪉
㔪୍⮴ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓᨻ⟇㛵ࡍࡿຮᙉࡸࠊᶍᨃ㆟ဨ❧ἲࡶࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢࡢ୍㒊࡞ࡿࠋ᭱⤊ⓗࡣࠊ᭷ᶒ⪅ࡗ࡚㨩ຊࡢ࠶ࡿೃ⿵⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
ࡢ࡛ࠊࠕᨻ⟇ၥ㢟ࢆಶேⓗ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜ㛵㐃ࡉࡏ࡚㆟ㄽࡍࡿ⬟ຊࠖࢆồࡵ࡚࠸ࡿ࠸࠺
㸦Ϫ ཧ↷㸧ࠋ
୍⯡ⓗ᪥ᮏ࡛⌮ゎࡉࢀࡿࢠࣜࢫࡢᨻඪࡣඪ㆟ᣊ᮰ࡀᙉࡃࠊⴠୗചೃ⿵ࡶከࡃࠊᙜ㑅
ࡣೃ⿵⪅ಶேࡢ㈨㉁ࡼࡾࡶᡤᒓᨻඪࡢඪໃᕥྑࡉࢀࡿഴྥࡀᙉ࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊປാ
ඪࠊಖᏲඪࡶࠊೃ⿵⪅ࡢ㑅ᢤࡸ㣴ᡂࡣຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋࢠࣜࢫࡢ୧ᨻ
ඪࡀᐇࡍࡿᩘ᭶Ώࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊᑐ㇟⪅ࡢࢫ࢟ࣝྥୖࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂᐤ
ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඪࡋ࡚ࡢೃ⿵⪅㑅ᢤ࠾࠸࡚ࡶࠊࡼࡾࡌࡗࡃࡾ㐺ᛶࢆほᐹࡍࡿ
ᶵࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ೃ⿵⪅ࡢ㑅ᢤࡶ㣴ᡂࡶࠊࡑࢀࡒࢀᆅᇦ࠾ࡅࡿඪάືᐦ
᥋㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋయ⣔❧ࡗࡓೃ⿵⪅Ⓨ᥀࣭㑅ᢤ࣭㣴ᡂࢆᨻඪࡀ⾜࠺ࡣࠊಶேၟᗑࡢ㞟
ࡲࡾࡢࡼ࠺࡞㆟ဨᨻඪࡽ⬺༷ࡋࠊᨻඪࡋ࡚⤌⧊ࢆᆅᇦ᰿ࡏࡿ᪉㔪ࢆᡴࡕ❧࡚ࡿ
ࡇࡀ๓ᥦ࡞ࢁ࠺ࠋ

示唆４：党内組織の男女比率を均等にし、女性議員の声を反映しやすくする
ඪෆࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡋ࡚ᚲせ࡞ࡇࡣࠊᨻඪᖿ㒊ࡸጤဨᖿ㒊⫋⏨ዪࡢࣂࣛࣥࢫࢆព㆑
ࡋ࡚௵ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ዪᛶࡢබㄆࢆቑࡸࡍࡓࡵࡣࠊೃ⿵⪅㑅ᐃጤဨዪᛶࡀ㸱௨ୖධࡿࡇࡣᴟࡵ࡚㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ⏨ᛶࡔࡅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣዪᛶࡣ㸯ேࡋධࡗ࡚࠸࡞࠸ጤဨ࡛ࡣࠊ⏨ᛶ┠⥺ࡽዪ
ᛶೃ⿵⪅ࡀ㑅ᢤࡉࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊᚲࡎࡋࡶዪᛶ᭷ᶒ⪅ࡗ࡚ᨭࡋࡓ࠸ே≀ࡀ㑅ࡤࢀ
ࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡽࡔ㸦Ϫ ཧ↷㸧ࠋඪ㤳ࡀዪᛶೃ⿵᧦❧ྥࡅ࡚✚ᴟⓗ࡞ጼໃࢆࣆ࣮



ࣝࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊೃ⿵⪅㑅ᐃጤဨࡢᛶูᵓᡂࡶࡑࡢ᪉㔪ἢࡗ࡚ኚ㠉ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊೃ⿵⪅㑅ᐃጤဨࡢᛶูྜࢆྍどࡍࡿヨࡳࡣࠊࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨
ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ἲࠖࡀせㄳࡍࡿࡇࢁ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊඪෆ࠾࠸࡚ዪᛶ㆟ဨࡢኌࡀᫎࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺ࠊዪᛶࡓࡕࡢࠕᏳ✵㛫ࠖ
ࢆసࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࢠࣜࢫປാඪࡢዪᛶ㆟ࡸಖᏲඪࡢ :RPHQ:LQ ࡣࡑࡢࡼ࠺
࡞ሙࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋዪᛶ㆟ဨࡋ࡚ࡢඹ㏻ࡢ⤒㦂ࢆㄒࡾࠊ㞀ቨࢆ≉ᐃࡋࠊලయⓗ
࡞ไᗘᨵ㠉ࡢᥦゝࡀ⏕ࡳฟࡏࡿࡼ࠺࡞άືᇶ┙ࡣ᪥ᮏࡢᨻඪࡣ⏝ពࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋඪᨵ
㠉ྥࡅ࡚ዪᛶ㆟ဨࡀ  ே࡛ື࠸࡚ࡶࠊࡁ࡞ኚ㠉ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋዪᛶ㆟ဨྠ
ኈࡀඪෆ࡛㐃ᖏ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞άືᇶ┙ࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ᾏእࡢྲྀ⤌
ࢠࣜࢫປാඪࡣ  ᖺ௦ࡼࡾඪෆᙺ⫋࠾ࡅࡿࢡ࣮࢜ࢱࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋಖᏲඪࡣ㑅
ᣲ༊ࡢඪ⤌⧊ࡢᑂᰝࣃࢿࣝዪᛶࢆ㸯ேධࢀࡿࡼ࠺࠸࠺ດຊつᐃࡀ࠶ࡿࠋ

示唆５：議員の働き方改革を進める
㆟㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ,38 ࡢࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮㓄៖ࡋࡓ㆟ࡢࡓࡵࡢ⾜ືィ⏬ࠖࢆཧ↷
ࡋࠊ㆟ဨࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ☜ಖࡢほⅬࡽࠊ㆟ဨࡢാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ
≉ࠊ⫱ඣ➼ࡢᐙ᪘㈐௵ᨻάືࡀ୧❧࡛ࡁࡿࡼ࠺㆟័⾜ࢆぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ
࠺ࠋ㔜せ࡞ㄽⅬࡣࠊ㆟㛤ദ᪥⛬ࠊ⫱ඣ࣭ㆤఇᬤࠊḞᖍࡢྲྀᢅ࠸ࠊクඣᐊᩚഛ࣭ᤵங
ࡢ㓄៖࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸯㸧㆟㛤ദ᪥⛬
ᆅ᪉㆟ࡣᮇࡀỴࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊᚭኪᅜࡢࡼ࠺࡞ែࡶⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊᐙ᪘㈐௵
ࡢ୧❧ࡣࡋࡸࡍ࠸࠸࠼ࡿࡀࠊᨻᒁࡀ⤡ࡴᅜ࡛ࡣᑂ㆟᪥⛬ࡢணぢྍ⬟ᛶࡣప࠸ࠋࡋࡋ
࡞ࡀࡽࠊᅜࡢᑂ㆟᪥⛬ࡣᐙ᪘㈐௵ࢆᢪ࠼ࡿ㆟ဨࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅜᑂ㆟ࡢ‽ഛ㛵ࢃࡿ㆟
ົᒁࠊ㆟ဨ⛎᭩ࠊᐁࡶᙳ㡪ࡀཬࡪࠋᅜ㆟ဨࡢാࡁ᪉ᨵ㠉ࡣබົဨࡢാࡁ᪉ᨵ㠉
ཬࡧබົဨ࠾ࡅࡿዪᛶẚ⋡ྥୖࡶྍḞࡢせ⣲࡛࠶ࡿࠋ

ᾏእࡢྲྀ⤌
,38 ࡣࠊᮇࢆᏛ᪥⛬ᩚྜࡉࡏࡿࡇࠊ㐜࠸㛫ᖏࡢ㆟Ỵࢆ㑊ࡅࡿࡇࢆᥦゝࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢠࣜࢫࡢ㆟ᨵ㠉ࢆඛᑟࡋࡓࠕ㆟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨ㐃┕ࠖࡣࠊ㆟᪥⛬
ࡢணぢྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࢠࣜࢫ㆟ࡀㄪᰝጤクࡋࡓࠗⰋࡁ㆟࠘ࡢ
ሗ࿌᭩࡛ࡶࠊᐙ᪘㈐௵୧❧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᑂ㆟᪥⛬ࡢᥦࡀヲ⣽࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ



ཧ㆟㝔ෆ㛶ጤဨ࠾ࡅࡿ㝃ᖏỴ㆟࠾࠸࡚ࠊ
ࠕෆ㛶ᗓࡣࠊ
࣭࣭࣭ᨻඪ࠾ࡅࡿዪᛶࡢ
ྜࠊ࣭࣭࣭ᨻඪ࠾ࡅࡿዪᛶೃ⿵⪅ࡢ≧ἣ࣭࣭࣭㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࠊ◊✲ࠊ㈨ᩱࡢ㞟ཬ
ࡧᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࠖグࡉࢀࡓࠋᨻඪ࠾ࡅࡿዪᛶࡢྜࡣࠊೃ⿵⪅࠾ࡅࡿዪᛶྜࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඪෆ⤌⧊࠾ࡅࡿዪᛶྜゎࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ



ࡣࠊ,38 ࡼࡿࠗࢠࣜࢫ㆟┘ᰝሗ࿌᭩࠘㸦 ᖺ㸧࠾࠸࡚ࡶࠊᨻ᪥⛬ࡢணぢྍ⬟
ᛶࡢపࡉཬࡧ㛗㛫ປാࡢၥ㢟ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧⫱ඣ࣭ㆤఇᬤ௦⌮ᢞ⚊
⫱ඣ࣭ㆤఇᬤ㛵ࡋ࡚ࡣࠊฟ⏘ࢆḞᖍ⏤ྵࡵࡿࡇࡣᅜཬࡧᶆ‽ᆅ᪉㆟つ๎
࡛ࡣࡍ࡛ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ㄽⅬ࡞ࡿࡢࡣࠊ㛗ᮇࡢ⫱ඣఇᬤไᗘࡢᵓ⠏௦⌮ᢞ⚊
ࡢ㠀࡛࠶ࡿࠋ
ฟ⏘࣭⫱ඣࡀ⌮⏤࡛㆟Ỵཧຍ࡛ࡁ࡞࠸࡞ࡿࠊᅜẸ࣭ఫẸࡢ㈇クࢆཷࡅࡓᅜ࣭ᆅ
᪉㆟ဨࡣ⫋㈐ࢆᯝࡓࡏ࡞ࡃ࡞ࡿࠋฟ⏘ࢆබ⾲ࡋࡓዪᛶ㆟ဨᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕ⫋ົᨺᲠࡔࠖ࠸
ࡗࡓᢈุࡀ᭷ᶒ⪅ࡽฟ࡚࠸ࡿࡀࠊ⫋㈐ࢆᯝࡓࡏࡿࡔࡅࡢ⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸୰ࠊㄽ
Ⅼࢆࡎࡽࡋ࡚ዷፎ࣭ฟ⏘ࡋࡓዪᛶ㆟ဨࢆ㈐ࡵࡿࡢ࡛ࡣࠊ⏨ዪᆒ➼ࡢ㆟ࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
௦⌮ᢞ⚊㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⮬Ẹඪࡢᅜᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢳ࣮࣒ࡀ㆟ㄽࢆඛᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᠇ἲ࡛ࡣᅜ㆟ဨࡣࠕᅜẸࢆ௦⾲ࠖ㸦 ᮲㸧ࡋࠊࡲࡓࠊ୧㝔ࡢ㆟ࡣࠕฟᖍ㆟ဨࡢ㐣༙
ᩘࠖ㸦 ᮲㸧つᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ௦⌮ᢞ⚊ࡢᑟධࡣᅔ㞴ࡉࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢳ࣮࣒
ࡽࡣ㐲㝸ᢞ⚊࠸࠺ࡶ࡛࡚࠸ࡿࠋ
ᐙ᪘㈐௵ࡢ୧❧ࡣᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ἲࡀせㄳࡍࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊฟ
⏘࣭⫱ඣ୰ࡢዪᛶ㆟ဨࡀ㝖ࡉࢀ࡞࠸⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᠇ἲୖࡢつᐃࢆྵࡵ
ࡓ◊✲ಁ㐍ࡶồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ᾏእࡢྲྀ⤌
ࢠࣜࢫ࡛ࡶࣇࣛࣥࢫ࡛ࡶᅜ㆟ဨࡢࡓࡵࡢ⫱ඣఇᬤไᗘࡣไᗘࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᚲせ
ᛂࡌ࡚Ḟᖍࡍࡿࡇ࡛⫱ඣࡢ୧❧ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇែ࡛࠶ࡿࠋࢠࣜࢫࡢࠗⰋࡁ㆟
࠘ࡢሗ࿌᭩ࡼࡿࠊㄪᰝࢆᐇࡋࡓᾏእࡢ  ㆟ࡢ࡞࡛ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࢫ࢙࣮࢘
ࢹࣥࡀእⓗ㆟ဨࡢ⫱ඣఇᬤไᗘࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࡣࠊฟ⏘࣭⫱ඣࡼࡿḞᖍࡶḞᢅ࠸ࡉࢀࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㆟ဨ
ࡢ⏘ఇ࣭⫱ఇࡢ♫ⓗ⌮ゎࡀ࠶ࡾࠊ⫱ඣ࣭ㆤ㈝⏝ࡢ୍㒊ࢆᘚ῭ࡍࡿไᗘࡶ࠶ࡿࠋḞᖍ
⏤ฟ⏘࣭⫱ඣ࣭┳ㆤ࣭ㆤࢆㄆࡵࡿྰࡣၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㆟ဨࡢḞᖍࡀࡁ࡞ᨻၥ㢟࡞ࡿࡢࡣࠊ㸯⚊ࡀ㆟Ỵࢆᕥྑࡍࡿ≧ἣ࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
ࢠࣜࢫ࡛ࡣ (8 㞳⬺ࢆࡵࡄࡿΰ㏞ࡋࡓᨻ≧ἣୗ࡛ࠊዪᛶ㆟ဨࡀ㆟Ỵཧຍࡍࡿࡓࡵ
ᖇ⋤ษ㛤ࡢணᐃࢆᘏᮇࡋࡓࡇࡀዎᶵ࡞ࡾࠊ ᖺࡢ㸯᭶ࡑࢀࡲ࡛ࡢ࣌ࣜࣥࢢไᗘ
௦ࢃࡾ௦⌮ᢞ⚊ࡀ㸯ᖺ㛫ヨ㦂ⓗᑟධࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ࣌ࣜࣥࢢࡣࠊ࠶ࡿᨻඪ
ࡢ㆟ဨࡀḞᖍࡍࡿሙྜࠊᑐᢠࡍࡿᨻඪࡢ㆟ဨࡶḞᖍࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊ᥇Ỵࡣᙳ㡪ࢆཬ



 ᖺ㕥ᮌ㈗Ꮚ㆟ဨࡀዷፎࢆබ⾲ࡍࡿࠊࠕ୍᪦㎡⫋ࡍࡁࠖࠕ⫋ົᨺᲠࠖ࡞ࡢኌ
ࡀᐤࡏࡽࢀࡓࡇࢆ⮬㌟ࡢࣈࣟࢢ࡛බ⾲ࡋࠊࠕᅜẸࡢ௦⾲ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࠊබேࡋ࡚ࡢ❧
ሙࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊዪᛶࡀዷፎࡍࡿࡇࡀࡑࢀࡽࢆᨺᲠࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺⪃࠼
ࡣࠊ⚾ࡣᢎ᭹ࡋࡡࡲࡍࠋࠖㄽࡋࡓ㸦KWWSVDPHEORMSWDNDNRVX]XNLHQWU\
KWPOࠊ᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

ࠗㄞ᪂⪺࠘ ᖺ㸰᭶  ᪥㸦KWWSVZZZ\RPLXULFRMSSROLWLFV2<77ࠊ
᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



ࡰࡉ࡞࠸ࡓࡵࡢ័⾜࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࢠࣜࢫ㆟࡛ࡣ࣌ࣜࣥࢢࡋࡓ㆟ဨࡀ᥇Ỵ
ཧຍࡋࡓ࠸࠺ᝨࡀᣢࡕୖࡀࡾࠊ⤖ᯝⓗ௦⌮ᢞ⚊ࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋᅜ
㆟ဨࡀྠࡢ㆟ဨࢆᣦྡࡍࡿไᗘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࡍ࡛௦⌮ᢞ⚊ࡀᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊྠ㆟ဨᢞ⚊ࢆጤ௵࡛ࡁࡿࠋ௦
⌮ᢞ⚊ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㆟ࡢฟᖍ⪅ࡀᑡ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀࠊ᪥ᮏࡽぢࢀࡤࡴࡋ
ࢁࣇࣛࣥࢫ㆟ࡢᛮ㆟࡞ഃ㠃࠸࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊ௦⌮ᢞ⚊ࡣ ,38 ࡀ᥎ዡࡍࡿᥐ⨨ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸲㸧クඣᐊ࣭ᤵஙࡢ㓄៖
᭱ᚋㄽⅬ࡞ࡿࡢࡣࠊクඣᐊᩚഛ࣭ᤵஙࡢ㓄៖࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏࡢᅜࡣࡍ࡛ಖ⫱ᡤࡀタ⨨ࡉࢀࠊಶᐊࡢົᡤࡀ㆟ဨ㤋࠶ࡿᅜ㆟ဨࡣᤵ
ஙᐊࡢ㟂せࡣప࠸ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᆅ᪉㆟࡛ࡣクඣᐊࡢᩚഛࡣ㐜ࢀ࡚࠾ࡾࠊὴ༢࡛ࡢ
ົᡤ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᤵஙᐊࡢ☜ಖࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ᾏእࡢྲྀ⤌
ࢠࣜࢫ࡛ࡶ㆟ሙ࡛ࡢᤵஙࡣㄽⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠗⰋࡁ㆟࠘ࡼࡿࠊ ᖺᤵங
ࡢチྍࢆồࡵࡿື㆟ࡀዪᛶ㆟ဨࡽฟࡉࢀࡓࡀࠊୗ㝔㆟㛗ࡣᤵஙࢆㄆࡵ࡚࠸࡞࠸⌧⾜つ๎
ࢆኚ࠼࡞࠸ࡢỴᐃࢆୗࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡶ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ࠊዪᛶ㆟ဨࡓࡕࡣ㆟ሙ࡛ࡢᤵஙࢆ
ồࡵ⥆ࡅࠊ⧞ࡾ㏉ࡋதⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠗⰋࡁ㆟࠘ཬࡧ ,38 ࡢࠗࢠࣜࢫ㆟┘ᰝሗ
࿌࠘᭩ࡣᤵஙࢆㄆࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࡢᥦゝࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࣇࣛࣥࢫ㆟࠾࠸࡚ࡶࠊ㆟ሙ࡛ࡢᤵஙࡣࡲࡔㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

示唆６：政治分野のハラスメント・暴力の撤廃に向けた具体的措置を講じる
᪥ᮏ࡛ࡶ㏆ᖺ࡞ࡾዪᛶೃ⿵⪅࣭㆟ဨࡢࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࣭ᭀຊࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ
࡚ࡁࡓࠋࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡢ⿕ᐖࡣ῝้࡛࠶ࡾࠊ⿕ᐖ⪅ࡢᨻཧ⏬ࡢᶵࢆዣ࠸ࠊࡉࡽࡣḟ
ୡ௦ࡢᨻཧ⏬ࡢពḧࢆῶ㏥ࡉࡏࡿࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋᨻศ㔝࠾ࡅࡿࣁࣛࢫ࣓ࣥ
ࢺ࣭ᭀຊࡣẸ⩏ཬࡧዪᛶࡢᨻཧ⏬ࡢほⅬࡽࠊ┳㐣ࡍࡁ࡛࡞࠸㔜࡞ែࡔཷ
ࡅṆࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋᐇែㄪᰝࢆᐇࡋࠊᾏእ࡛ࡢྲྀ⤌ࢆཧ⪃㐺ษ࡞ⱞฎ⌮ᶵ㛵ࢆタ
⨨ࡋࠊ㆟ཬࡧᨻඪࡀ⿕ᐖ⪅ᩆ῭ࡸຍᐖ⪅ฎ⨩ࠊ㜵Ṇ⟇ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᨻศ㔝࠾ࡅࡿࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡀὀ┠ࢆᾎࡧࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓዎᶵࡣࠊ ᖺ㸴᭶ᮾி
㒔㆟࡛㉳ࡁࡓࢭࢡࣁ࣭ࣛࣖࢪ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊྠᖺኟᅜࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺ㆟ဨ
㐃┕ࠊ⛅᪂᪥ᮏ፬ேࡢࡀࡑࢀࡒࢀዪᛶᆅ᪉㆟ဨࢆᑐ㇟ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋ
ࡓࠋ๓⪅࡛ࡣࠊࠕᛶࡶ࡙ࡃ࠸ࡸࡀࡽࡏࡸᛌ࡞ゝືࢆཷࡅࡓࠖࡢࡣ 㸣ࠊᚋ⪅࡛ࡣ
㸣ࡀᢪࡁࡘࢀࡓࡾゐࡽࢀࡓࡾࡋࡓ⤒㦂ࠊࠕᢪࡏ࡚ࡃࢀࡓࡽ㸦⚊ࢆ㸧ධࢀࡓࡿࢃࠖ࡞
ࡢᛶⓗゝືࢆ࠺ࡅࡓグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୕ᾆ  㸳㸵㸧
ࠋ㒔㆟ࢭࢡࣁ࣭ࣛࣖࢪࡣࡁ
ࡃሗ㐨ࡉࢀୡ㛫ࡢ㛵ᚰࡶ㧗ࡗࡓࡀࠊᮾி㒔㆟ࡣ⾜ືつ⠊ࡢ⟇ᐃࡸ㜵Ṇ⟇ࢆㅮࡌࡿࡣ
⮳ࡽ࡞ࡗࡓࠋຍᐖ⪅ࡶᡤᒓὴࢆ㸯ᖺ㛫㞳⡠ࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊᨻඪࡋ࡚ࡢฎศࡣୗࡉ
ࢀ࡞ࡗࡓࠋ



㏆ᖺ࡛ࡣࠊࠕ࣭࢜ࣥࣛࣥࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࠖࡸࠕ⚊ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࠖࡢ⿕ᐖࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢሗ㐨ࡀ┦ḟ࠸࡛࠸ࡿࠋዪᛶೃ⿵⪅࣭ᨻᐙࡀᑐ㇟࡞ࡿࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࣭ᭀຊࡣࠊ㆟
ෆࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᨻඪ⤌⧊ෆ࡛ඛ㍮㆟ဨ࣭ᨻඪ⫋ဨࡽࠊࡲࡓᨭ⪅ࡽཷࡅࡿࡇࡶ࠶
ࡿࠋ᪂ேೃ⿵⪅ࡣࡾࢃࡅᙅ࠸❧ሙ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ❧ሙࡢᙅ࠸㑅ᣲ㐠ືᚑ⪅
㸦࢘ࢢࢫᎹ➼㸧ࡸ㆟ဨ⛎᭩ࡶ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ≧ἣࢆᢕᥱࡋᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡓࡵࠊᐇ
ែㄪᰝࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ἲࠖࡢཧ㆟㝔ෆ㛶ጤဨ࠾ࡅࡿ㝃ᖏỴ㆟࡛ࡣࠊ
ෆ㛶ᗓࡢᙺዪᛶࡢᨻཧ⏬ࡢ㞀ቨ㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࡀ᫂グࡉࢀࡓࠋࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࣭ᭀ
ຊࡣዪᛶࡢᨻཧ⏬ࢆ㜼ࡴࡁ࡞ቨ࡛࠶ࡿࡽࠊෆ㛶ᗓࡢᙺࡋ࡚ᐇែࡢゎ᫂ࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ,38 ࡣㄪᰝࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ⪺ࡁྲྀࡾ⮬యࡀ⿕ᐖ⪅ࡢḟ⿕ᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡉ
࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡲࡓ༏ྡᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ┦ᙜៅ㔜࡞ែᗘ࡛⮫ࢇࡔᮏㄪᰝࡢࣥࢱࣅࣗ
࣮࡛⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ྠᵝࡢㄪᰝࢆᐇࡍࡿ㝿ࡣࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࣭ᛶᭀຊࡢᑓ㛛ᐙࢆ
ྵࡵ࡚タィ࣭ᐇࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࣭ᛶᭀຊࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࡣࠊࢫࢱࣥࣈ࣮ࣝ᮲⣙ࡶ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ⿕
ᐖ⪅ᩆ῭ࠊຍᐖ⪅ฎ⨩ࠊ㜵Ṇᥐ⨨ࡢ㸱ࡘࡢཎ๎ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ ,38 ࡀᥦゝࡍࡿࡼ࠺
ࠊ⿕ᐖ⪅ᩆ῭㛵ࡋ࡚ࡣᶵᐦᛶࡢ࠶ࡿ┦ㄯ❆ཱྀࡢタ⨨ࠊ㜵Ṇᥐ⨨ࡋ࡚ࡣ㆟ࡢ⾜ືつ
⠊࣭⌮つ⛬ࠊ◊ಟࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋຍᐖ⪅ฎ⨩㛵ࡋ࡚ࡣࡑࡢᅜࡢࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺἲไࢆ
ᩚഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊᨻάືࡀ㐺⏝ᑐ㇟࡞ࡿࡼ࠺࡞ἲⓗᇶ┙ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
㆟⮬యࡀࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㜵Ṇ⟇ࡸᩆ῭⟇ࢆㅮࡌࡿࡶࠊᨻඪࡶࡲࡓඪෆཬࡧࡑࡢά
ືࡢ୰࡛⏕ࡌࡿࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࢆ㜵Ṇࡋࠊ⿕ᐖ⪅ࢆᩆ῭ࡍࡿ㈐ົࢆᯝࡓࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࣁࣛ
ࢫ࣓ࣥࢺࡸᛶᭀຊࡢຍᐖ⪅࡛࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓ㆟ဨࡢฎ⨩ࡶ㐺ษ⾜࠺ࡇࡶồࡵࡽ
ࢀࡿࠋඪ㤳ࡀ᩿ᅛࡋࡓጼໃࢆ♧ࡍࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ᾏእࡢྲྀ⤌
,38 ࡣ  ᖺୡ⏺つᶍࡢᐇែㄪᰝࢆᐇࡋࠊࡉࡽ  ᖺ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ㆟ࢆᑐ
㇟ヲ⣽࡞⿕ᐖㄪᰝཬࡧ㆟ࡢྲྀ⤌≧ἣㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ Ϫ ཧ↷ ࠋ๓⪅ࡢㄪᰝࡼࡿࠊ
ዪᛶ㆟ဨࡢ⣙㸶ࡀ⢭⚄ⓗᭀຊࢆࠊ⣙㸰ࡀᛶⓗᭀຊࢆཷࡅࡓᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⢭⚄ⓗᭀ
ຊࡢ⣙ 㸣ࡀᒅ㎯ⓗ࡞ᛶⓗཪࡣᛶᕪูⓗ࡞Ⓨゝࠊ⣙ 㸣ࡀẅே࣭ࣞࣉ࣭Ẁᡴண࿌ࠊ⣙
㸣ࡀ 616 ࠾ࡅࡿᴟᗘᒅ㎯ⓗཪࡣᛶⓗ࡞⮬㌟ࡢ⏬ീࡢᣑᩓ࡛࠶ࡾࠊ⿕ᐖࡢ῝้ࡉࡀ❚
ࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ,38 ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ㆟ࢆᑐ㇟ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊ⿕ᐖࡣඪὴࢆ㉸࠼࡚㉳ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡇࡶࡣࡗࡁࡾศࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ୍⯡ⓗዪᛶࡢᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿഴྥࡢᙉ࠸୰㐨
ᕥὴᨻඪ࠾࠸࡚ࡶࢭࢡࣁࣛࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋඪဨ࣭ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࢆྵࡴᨻඪ⤌⧊ෆ࡛ࡢࢭ


$(5$GRWࠕዪᛶ㆟ဨࢆ㏣࠸ワࡵࡿࠕ⚊ࣁࣛࠖ⿕ᐖࡀ῝้ ࡑࡢ⫼ᬒࡣ㸽ࠖ  ᖺ㸰᭶
㸴᪥ 㸦KWWSVGRWDVDKLFRPDHUDKWPOࠊ㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ

 ᖺ㸱᭶ࡣዪᛶࡢேᶒᅜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀࠕ㑅ᣲ㐠ື࣭ᨻάືࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࠖᐇ
ែࣥࢣ࣮ࢺࢆࢿࢵࢺ࡛㛤ጞࡋࡓ
㸦KWWSVFUHDWLYHVXUYH\FRPQJDQVZHUVHIHFEEFHGIࠊ㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸
 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



ࢡࣁ࣭ࣛᛶᭀຊࡣ⾲㠃ࡋࡃ࠸ࠋඪෆ࡛ㄡ┦ㄯࢆࡋࡓࡋ࡚ࡶࠊၥ㢟ࡍࡿࡇ⮬
యࡀᨻඪࡢホุࢆⴠࡍࡼ࠺࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡿỿ㯲ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇࡶ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋ
ࢠࣜࢫ㆟࡛ࡣࠊ ᖺ⊂❧ⱞฎ⌮つ๎㸦,QGHSHQGHQW&RPSODLQWVDQG*ULHYDQFH
3ROLF\㸧㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢳ࣮࣒ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋ㉸ඪὴ࣭୧㝔ࡢ㆟ဨཬࡧ㆟⫋ဨࡢ
⤌ྜ࣭ປാ⪅௦⾲ࡽ࡞ࡿྠࢳ࣮࣒ࡢᥦゝᇶ࡙ࡁࠊࢠࣜࢫ࡛ࡣ㆟࠾ࡅࡿࣃ࣡ࣁࣛ
ࡸࢭࢡࣁࣛ㛵ࡍࡿ⾜ືつ⠊ࢆసᡂࡋࠊⱞฎ⌮ࡸ◊ಟࢆྵࡴไᗘࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰
࠶ࡿࠋ

示唆７：,38 監査を実施する
ᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㆟ဨࡢാࡁ᪉ࡸࣁࣛࢫ࣓ࣥࣥࢺ࣭
ᭀຊᑐ⟇ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮どⅬ❧ࡗ࡚㆟つ๎࣭័⾜ࢆ⮬ᕫⅬ᳨ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ,38 ࡢࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮㓄៖ࡋࡓ㆟ࡢࡓࡵࡢ⾜ືィ⏬ࠖࡢヂࡣ⾗㆟㝔ࠊཧ㆟㝔ࡢ
ົᒁࡀࡶ⾜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊཧ㆟㝔ࡣ࢝ࣛࣇࣝ࡞ᑠᏊࡶห⾜ࡋ㆟ဨ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ,38 ࡢ⾜ືィ⏬ࡀᐇ㝿ཧ↷ࡉࢀࠊ㆟ᨵ㠉ࡘ࡞ࡀࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮どⅬ❧ࡗ࡚㆟つ๎࣭័⾜ࢆ⥲Ⅼ᳨ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࢠࣜࢫ㆟࡞ࡽ࠸
,38 ┘ᰝࢆᐇࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࢠࣜࢫ㆟ࡣඛ㐍ᅜࡋ࡚ࡣึࡵ࡚ ,38
┘ᰝࢆᣍ࠸ࡓࡀࠊዪᛶཧᨻᶒ  ࿘ᖺ࠸࠺༊ษࡾࡢᖺᐇࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ  ᖺ
ዪᛶཧᨻᶒ  ࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡿࠋዪᛶ㆟ဨẚ⋡ࡀ  ᅜ୰  㸦,38 ㄪࠊ ᖺ㸯᭶
⌧ᅾ㸧࠸࠺ែࡽ⬺༷ࡍࡿࡓࡵࡶࠊࡇࡢᶵࢆᤊ࠼⌧≧ࢆ⥲Ⅼ᳨ࡍࡿࡇࡀ᭷ຠ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

示唆８：「政治分野における男女共同参画推進法」の施行状況を監視する機関を
設置する
ࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ἲࠖࡢᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡣࠊ⾜≧ἣࢆ┘ど
㸦ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸧ࡍࡿไᗘࢆᵓ⠏ࡋࠊᨻඪࡢᛂ⟅㈐௵㸦࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ㸧ࢆ☜ಖࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᐇ≧ἣࡢᢕᥱ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡍ࡛ෆ㛶ᗓࡀࠕዪᛶࡢᨻཧ⏬࣐ࢵࣉࠖࡋ࡚ࣅࢪࣗ
ࣝⓗᢕᥱࡋࡸࡍ࠸᪉ἲ࡛බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ㛶ᗓࡢᐇែᢕᥱࡣࢠࣜࢫࡢᨻᗓᖹ➼┬ࡼࡾ
ࡶ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊࣇࣛࣥࢫࡢ +&( ࡶ㐯Ⰽࡢ࡞࠸ෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋཧ㆟㝔ෆ㛶ጤဨ
࠾ࡅࡿ㝃ᖏỴ㆟ලయⓗ࡞ෆ㛶ᗓࡢㄪᰝ㡯┠ࡀ᫂グࡉࢀࡓࡇࡽࠊᐇែᢕᥱࢆᐇࡍࡿ
ἲⓗᇶ┙ࡣᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡽࡉࡽᨻඪࡢᛂ⟅㈐௵ࢆ☜ಖࡍࡿሙࢆࡢࡼ࠺タ⨨ࡍ
ࡿࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࢠࣜࢫࡢྲྀ⤌ࢆཧ↷ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ㆟㝔㐠Ⴀጤဨタ⨨ࡍࡿࡢࡀ୍ࡘࡢ࡞ࢁ
࠺ࠋࢪ࢙ࣥࢲ࣮㓄៖ࡋࡓ㆟㐠Ⴀࢆ㊃᪨ࡋࠊࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍
ἲࠖࡢ⾜≧ἣࢆ┘どࡋࠊᚲせ࡞⎔ቃᩚഛࠊࡾࢃࡅ㆟つ๎ࡸ㆟័⾜ࢆࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮



KWWSVZZZSDUOLDPHQWXNPSVORUGVDQGRIILFHVRIILFHVELFDPHUDOLQGHSHQGHQWFRPSODLQWV
JULHYDQFHSROLF\㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠋ



ࢆࡣࡌࡵࡍࡿከᵝᛶࡢほⅬࡽぢ┤ࡍᙺࢆᣢࡓࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋཧ㆟㝔ࡢඹ⏕♫
㛵ࡍࡿㄪᰝࡀࡘ࡚ዪᛶࡢᨻཧ⏬ࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝ࣭ᥦゝࢆ⾜࡞ࡗࡓࡀࠊἲࡢ⾜≧ἣ
ࢆᐃᮇⓗ┘どࡋࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣἲᨵṇࡢᥦゝࡀ࡛ࡁࡿᶵ㛵ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢫࡢ
ྲྀ⤌ࢆཧ⪃ࡋࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬㆟ࡢᑓ㛛ㄪᰝࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡓࡏࡿࡇࡶ᳨ウ
ㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ᾏእࡢྲྀ⤌
ࣇࣛࣥࢫࡣࣃࣜࢸἲไᐃྠࣃࣜࢸ┘どጤဨࢆタ⨨ࡋࠊἲࡢ⾜ࢆ㧗ࡵࡿไᗘᵓ
⠏ࢆకࡗࡓⅬࡀඃࢀ࡚࠸ࡿࠋࣃࣜࢸ┘どጤဨࡣ  ᖺࡣᶵ⬟ᶒ㝈ࢆᙉࡋࡓ +&(
⦅ࡉࢀࡓࠋᙜึࡣᢤࡅ㐨ࡢ࠶ࡗࡓࣃࣜࢸἲࡀ㸰ᗘࡢᨵṇࢆ⤒࡚ࠊ⨩㔠ࡀᙉࡉࢀᐇຠ
ᛶࢆ㧗ࡵࡓࡢࡶࠊࣃࣜࢸ┘どጤဨཬࡧ +&( ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ࢠࣜࢫࡣዪᛶᖹ➼≉ูጤဨࡀᚲせᛂࡌ࡚ࠊㄪᰝࡸ᭷㆑⪅࣭ᨻඪ㛵ಀ⪅ࡢࣄࣜ
ࣥࢢࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗࡶࠊࢠࣜࢫࡣᨻඪูࡢዪᛶẚ⋡ࡍࡽᨻᗓࡣㄪᰝⓎ⾲ࢆࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠋ ᖺᖹ➼ἲ  㡯ࡣᨻඪᑐࡋ࡚ೃ⿵⪅ࡢከᵝᛶࢆබ⾲ࡍࡿࡇࢆせㄳࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊἲࡢ⾜ࢆồࡵࡿኌࡀ◊✲⪅ࡽ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
,38 ࡢࠗࢠࣜࢫ㆟┘ᰝሗ࿌᭩࠘ࡣࢠࣜࢫ㆟ᑐࡋ࡚ࠊዪᛶᖹ➼≉ูጤဨཬࡧ
୧㝔ྜྠேᶒ≉ูጤဨ㸦-RLQW&RPPLWWHHRQ+XPDQ5LJKWV㸧ࡀඹྠ࡛⏨ዪู⤫ィࢆྲྀࡾࠊ
ẖᖺබ⾲ࡍࡿࡼ࠺ồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
2(&' ࡣࢪ࢙ࣥࢲ࣮ὶࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ㐨ල⟽㸦7RRONLWVIRU0DLQVWUHDPLQJDQG
,PSOHPHQWLQJ*HQGHU(TXDOLW\㸧ࢆⓎ⾲ࡋࠊ᭷ຠ࡞┘どᡭἲࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ㆟ෆ㒊࡛┘
どࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㆟࣮ࣜࢲ࣮ࡀࡁࡕࢇ㛵ࡍࡿ⤌ࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ 2(&' ࡣᣦ
ࡍࡿࠋ

示唆９：エビデンスを収集した調査報告を定期刊行する
ࢠࣜࢫ࣭ࣇࣛࣥࢫㄪᰝࡽᘬࡁฟࡉࢀࡿᩍカࡣࠊᑓ㛛▱㆑࢚ࣅࢹࣥࢫᡴࡕࡉࢀ
ࡓㄪᰝ◊✲ࡢᚲせᛶ࡛࠶ࡿࠋ୧ᅜࡶࠊዪᛶ㆟ဨࡸࣃࣜࢸࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿヲ⣽࡞ㄪᰝሗ
࿌᭩ࢆห⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊୡㄽࡸ࣓ࢹࡢ⌮ゎࢆಁࡍࡶࠊᨻඪࡢኚ㠉⧅ࡆ࡚ࡁ
ࡓࠋ
ዪᛶࡢᨻཧ⏬ࢆ㜼ࡴ㞀ቨࡣከᒱࢃࡓࡾࠊࡑࡢゎỴ᪉ἲࡶከᵝ࡛࠶ࡿࠋᮏ᭩࡛ࡣᨻඪ
ࡸ㆟ࢆ୰ᚰ㏙ࡓࡀࠊ᭷ᶒ⪅ࡸᗈࡃ♫ࡢព㆑ኚ㠉ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᆅᇦ♫ࡢቨ
ࡶࠊᆅᇦᕪࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐇែゎ᫂ࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆ♫࡛ᗈࡃඹ᭷ࡋ㆟
ㄽࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡣࠊࣅࢪࣗࣝ㠃࡛ࡶᕤኵࢆจࡽࡋࡓຠᯝⓗ࡞ᗈሗ࣭ព㆑ၨⓎࡶษ࡛
࠶ࡿࠋ

ᾏእࡢྲྀ⤌
ࣇࣛࣥࢫࡢ +&( ࡣᖺḟሗ࿌᭩࡚ࣃࣜࢸࡢ⾜≧ἣࢆබ⾲ࡍࡿࡶࠊẖᖺࢸ࣮࣐


KWWSZZZRHFGRUJJHQGHUJRYHUQDQFHWRRONLWSDUOLDPHQWPDLQVWUHDPLQJSURFHVVHVPRQLWRULQJ
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ



ࢆᐃࡵࡓㄪᰝ⤖ᯝࢆ㍕ࡏ࡚࠸ࡿࠋ㛗ࡉࡣ▷࠸ࡣ  㡫ࠊ㛗࠸ࡣ  㡫㉸࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
ࡢࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ⓑ᭩ࠖ┦ᙜࡍࡿࡀࠊᨻศ㔝ࡔࡅ࡛ࡇࡢศ㔞࡛࠶ࡿࡇࠊᨻศ㔝
ࡢࢸ࣮࣐㝈ᐃࡋࡓ≉㞟ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ᴟࡵ࡚ᐇࡋࡓෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢠࣜࢫࡣዪᛶᖹ➼≉ูጤဨࡀⓎ⾜ࡍࡿᐃᮇⓗ࣏࣮ࣞࢺࡢෆᐜࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉ
ࡽ≉➹ࡍࡁࡣࢧ࣭ࣛࢳࣕࣝࢻᩍᤵጤკࡋࡓࠗⰋࡁ㆟࡛࠘࠶ࢁ࠺ࠋࢳࣕࣝࢻᩍ
ᤵࡣࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᨻศ㔝࡛ᅜ㝿ⓗⴭྡ࡞Ꮫ⪅࡛࠶ࡾࠊࢠࣜࢫ㆟◊✲ࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࡶ
࠶ࡿࠋ༙ᖺ㛫ࢃࡓࡾࡘࡪࡉほᐹࡋࡓࢠࣜࢫ㆟ࡢ≧ἣᇶ࡙ࡁᥦゝࢆྲྀࡾࡲࡵࡓ
ࡢࡀࠗⰋࡁ㆟࡛࠘࠶ࡿࠋᅜ㆟ဨࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㛵ಀ⪅ࡢᗘ㔜࡞ࡿ㆟ㄽࡢ୰ࡽ⏕ࡳ
ฟࡉࢀࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊᐇ⌧ྍ⬟࡞ලయⓗᥦゝࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧ሙᑓ㛛
ᐙࡢᑐヰࡣࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡶࡶࡗዡບࡉࢀࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᑂ㆟᪉ᘧ࡛ᑓ㛛
▱ࢆࡘࡲࡳ㣗࠸ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊጤク◊✲࠸࠺ᙧ࡛య⣔ࡔࡗࡓᑓ㛛▱ࢆ⌧ሙࡀ྾࠸ୖࡆ
ࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࢠࣜࢫ࡛ࡣࣇ࢛࣮ࢭࢵࢺ༠ࡢㄪᰝ࣏࣮ࣞࢺࡶ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ௦⌮ᢞ⚊ࡸ㆟࠾ࡅࡿ
ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࡞ࠊᐇ㝿ࡢᨻ⟇ᥦゝࡘ࡞ࡀࡿㄪᰝሗ࿌ࢆ㐺ᐅᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

示唆 ：候補者男女均等の実現に向けた政党助成金のあり方を検討する
ࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ἲࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡑࡢ⾜ࢆಁࡍไᗘࡋ࡚ᨻඪ
ຓᡂ㔠ࢆタィࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡍ࡛⏨ዪᆒ➼࠸࠺┠ᶆࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊ
ࡑࡢ┠ᶆᐇ㝿ࡢዪᛶẚ⋡ࡢᕪᛂࡌ࡚ࠊࡼࡾ┠ᶆ㏆࠸ᨻඪຓᡂ㔠ࡀቑ㢠ࡉࢀࡿ
⤌ࡳࡸࠊຓᡂ㔠ࡢ୍㒊ࢆዪᛶೃ⿵⪅᧦❧ࡢࡓࡵ⏝࠸ࡿ࠸࠺ᡭἲࡣࠊἲࡢ㊃᪨ἢࡗࡓ
ࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡢࣃࣜࢸἲࡢࡼ࠺⏨ዪᆒ➼ࡽ㞳ࢀࡿῶ㢠ࡍࡿไᗘࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊດ
ຊ⩏ົ࡛࠶ࡿ᥎㐍ἲࡢ㑂Ᏺࡀຓᡂ㔠ࡢῶ㢠࠸࠺⨩๎ࢆక࠺ࡇࡢᢠࡣᙉ࠸⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊᨻඪຓᡂ㔠ࡣᅜẸ୍ேᙜࡓࡾ  ⥲㢠ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ┠ᶆ್ࢆタᐃ
ࡋࠊࡑࢀᛂࡌ࡚ቑῶࡉࡏࡿ⤌ࡳࡢᩚྜᛶࡀྲྀࡾࡃ࠸࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ⥲㢠ࡼࡾ
ᑡ࡞ࡃ㓄ศࡍࢀࡤᅜᗜ⛯㔠ࡀṧࡿࡇ࡞ࡾࠊከࡃ㓄ศࡍࡿࡣཎ㈨ࡀ࡞࠸ࠋᨻඪ㛫ࡢ
┦ᑐⓗ࡞ዪᛶẚ⋡ᛂࡌ࡚㓄ศࡍࡿ⤌ࡳ࡛࠶ࢀࡤࠊ㢠ࢆ㓄ศ࡛ࡁࠊࡘዪᛶẚ⋡ࡢ㧗
࠸ᨻඪከࡃࢆཷࡅྲྀࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘࡣᨻඪࡢ➇தࢆಁࡍࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ᥎㐍ἲࡢぶᛶࡣప࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ
ࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ἲࠖࡢ㊃᪨㚷ࡳࢀࡤࠊᨻඪຓᡂ㔠
ࢆἲࡢ┠ⓗ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊຓᡂ㔠ࡢ୍㒊ࡢ㓄ศࡸ㏵ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞⤌ࡳࢆタࡅࡿᡭἲ
ࡢ᳨ウࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


࠼ࡤࠊࢠࣜࢫ㆟࡛ࡣࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ⾜ືつ⠊ࢆసᡂ୰࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊࣇ࢛࣮ࢭࢵࢺ༠ࡣ᭷ᶒ⪅ࡀࡢࡼ࠺㆟ࡢࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ㛵ࡍ
ࡿୡㄽㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ
㸦KWWSVZZZIDZFHWWVRFLHW\RUJXN+DQGOHUV'RZQORDGDVK[",'0) GIHIIFDH
EEIDࠊ㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸧ࠋ⌧ᅾ㐍⾜ᙧࡢ㆟ㄽ㛵ಀࡍࡿㄪᰝࢆᐇ
ࡋ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾⓗ☜࡞ᨻ⟇ᙧᡂᐤࡋ࡚࠸ࡿࠋ




ᾏእࡢྲྀ⤌
ᮏㄪᰝᅋࡀ ,'($ ࢆゼၥࡋࡓ㝿ࠊᨻඪຓᡂ㔠ࢆᨵṇࡋࠊዪᛶ㆟ဨࡀቑ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࣥ
ࢭࣥࢸࣈࢆࡍࡁ࡛࠶ࡿࡢᥦゝࢆཷࡅࡓࠋ
,'($ ࡣ  ᖺࡼࡾᨻ㈨㔠ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ❧ࡕୖࡆࠊྛᅜࡢᨻ㈨㔠ࡢ⤌ࡳࡢ⤂
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨻ⭉ᩋࢆ㜵ࡂබṇ࡞㑅ᣲࢆᐇࡍࡿࡣࠊᨻ㈨㔠ࡢ⋓ᚓ᪉ἲࡸ㏵
ࡘ࠸࡚බⓗ࡞┘どつไࡀᚲせࡔࡽࡔࠋ㏆ᖺ࡛ࡣ⊩㔠௨እᨻᗓࡽࡢຓᡂ㔠ࡀᢞධࡉ
ࢀࡿࢣ࣮ࢫࡶቑ࠼࡚࠾ࡾࠊᨻඪຓᡂ㔠ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ⏨ዪᆒ➼ࡢ㆟ࢆ㐩ᡂࡍࡿᡭẁࡋ࡚ࡶ
ὀ┠ࢆᾎࡧࡿ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ,'($ ࡣ  ᖺ  ᅜࡢዪᛶ㆟ဨࢆቑࡸࡍࡇࢆ┠ⓗ
ࡍࡿᨻඪຓᡂ㔠ไᗘࡢㄪᰝሗ࿌᭩ࠕ*HQGHUWDUJHWHG3ROLWLFDO)XQGLQJIRU3ROLWLFDO3DUWLHVࠖࢆ
ห⾜ࡋࡓࠋ᪥ᮏࡢᥦゝࡶࡇࡢሗ࿌᭩ࡽᘬࡁฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ዪᛶ㆟ဨࢆቑࡸࡍࡇࢆ┠ⓗࡍࡿᨻඪຓᡂ㔠ࡣࠊᨻඪຓᡂ㔠ࢆ㓄ศࡍࡿ㝿ᨻඪࡢ
ዪᛶẚ⋡ᛂࡌࡓ㓄ศࡀຓᡂ㔠ࡢయ࠶ࡿ࠸ࡣ୍㒊ᑐࡋ࡚࡞ࡉࢀࡿࡶࡢࠊཪࡣ㏵㛵
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࣮࢜ࢱࡢᐇຠᛶࢆࡉࡽ㧗ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ ,'($ ࡣᣦࡍࡿࠋ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣཝᐦ࡞
ព࡛ࡢࢡ࣮࢜ࢱ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⏨ዪࡢᩘࡢᆒ➼ࢆ┠ᣦࡍ᥎㐍ἲࡀ⾜ࡉࢀࡓࡇࡼ
ࡾࠊᨻඪຓᡂ㔠ไᗘࢆ㏻ࡌ࡚⏨ዪᆒ➼ࢆ┠ᣦࡍࣥࢭࣥࢸࣈࢆᨻඪ࠼ࡿࡇࢆ
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ୡ⏺ࡢ㸱ศ㸰ࡢᅜࡀᨻඪຓᡂ㔠ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊዪᛶ㆟ဨࢆቑࡸࡍࡇࢆ┠ⓗ
ࡍࡿᨻඪຓᡂ㔠ไᗘࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ  ᅜ࡛࠶ࡿ㸦ᕳᮎཧ⪃㈨ᩱཧ↷㸧ࠋ
ዪᛶẚ⋡ᛂࡌ࡚ຓᡂ㢠ࢆኚࡉࡏࡿࠊࡣࡓࡋ࡚ᨻඪ⾜ືࡣኚࢃࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ➨୍
ࠊዪᛶೃ⿵⪅ࡀከ࠸ከࡃࡢຓᡂ㔠ࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࢀࡤࠊᨻඪࡣࡶࡗዪᛶࢆ᧦
㸬㸬㸬
❧ࡍࡿㄏᘬࢆᣢࡘࡇ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊೃ⿵⪅ẚ⋡ࡔࡅ࡛ࡣ⟬ࡢప࠸㑅ᣲ
㸬㸬
༊ዪᛶࢆ㞟୰ⓗ᧦❧ࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㆟ᖍ࠾ࡅࡿዪᛶẚ⋡ᛂࡌࡓ㓄ศࡶ⤌
ࡳ㎸ࡴࡇࡀ࡛࠶ࡿ ,'($ ࡣᣦࡍࡿࠋ
➨ࠊዪᛶೃ⿵⪅࣭㆟ဨࡀᨻඪࡽࡢ㈨㔠ຓࢆᚓࡸࡍࡃ࡞ࡿຠᯝࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋዪᛶ
ẚ⋡ᛂࡌ࡚ቑศࡉࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊ㏵ไ㝈ࡀ࡞ࡃࡶᨻඪࡣዪᛶྥࡅࡢ㈈ᨻຓࢆࡋࡸ
ࡍࡃ࡞ࡿࠋࡶࡗࡶࠊ㏵㛵ࡍࡿ┘どࡀ༑ศ࡛࠶ࢀࡤࠊᨻඪࡀᐇ㝿ఱ࠺ࡣࢃ
ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ






ᨻඪຓᡂ㔠ࡣูࠊ㑅ᣲ㈨㔠ࢆ㑏ࡍࡿไᗘࡶᏑᅾࡍࡿࡀࠊ❧᭰ᡶ࠸ࡀⓎ⏕ࡍࡿไᗘ
ࡣࡴࡋࢁዪᛶࡢᨻཧ⏬ࢆጉࡆࡿࡢ࡛᥎ዡ࡛ࡁ࡞࠸ ,'($ ࡣᙇࡍࡿࠋ᪥ᮏࡢ౪ク㔠ࡣ
㑏ไᗘఝ࡚࠾ࡾࠊ❧ೃ⿵⪅ࡣ࣏ࢫࢱ࣮ࡸⴥ᭩సᡂ➼ࡢබ㈝㈇ᢸࡢᜠᜨࢆཷࡅࡿ୍᪉
࡛ࠊ๓౪ク㔠ࢆᨭᡶ࠸ࠊ୍ᐃࡢᚓ⚊ᩘࡀ࠶ࢀࡤ㑏ࡉࢀࡿࠋ,'($ ࡢᥦゝࡢ㊃᪨ࡽ
ࡣࠊࡇࡢไᗘࡶ᥎ዡࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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௨ୖࡢ  ࡢ♧၀ࡣᮏㄪᰝᅋࡼࡿᾏእㄪᰝࡽᚓࡽࢀࡓᐇ㝿ࡢᩍカᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࠕᨻศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ἲࠖࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡓࡵᚲせ࡞ྲྀ⤌ࡣࡇࢀࡽ
㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࢠࣜࢫࣇࣛࣥࢫࡢࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡶẚ㍑ⓗ⡆༢
ᐇ⾜࡛ࡁࡿྲྀ⤌ࡀᩘከࡃ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋἲࡢ⾜≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊḟ࡞ࡿྲྀ⤌ࡢಁ
㐍ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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参考資料
１．海外ヒアリング結果概要
①議員・政党系
国

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 26 日（月）

10:00～11:00

場所：保守党本部
Conservative Campaign Headquarters
（４ Matthew Parker Street, London SW１H ９HQ）
出席者：
先方

保守党

保守党における女性組織

女性の参画主担当

トリ・ペック氏

Ms. Tori Peck, Head of Women’s Engagement, Conservative Women’s Organisation,
Conservative Campaign Headquarters
当方

三浦教授、武田教授、濱崎晃（有限責任監査法人トーマツ

職員）

主なトピックス：
・保守党における女性組織の概要について
・保守党内における女性候補者育成のトレーニングについて
・女性議員・女性候補者への支援（出産・育児休暇、資金調達等）について
国

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 26 日（月）

14:00～15:00

場所：労働党
Labour Party
（Southside, 105 Victoria Street, London, SW１E ６QT）
出席者：
先方

労働党

スタッフ

マリヤム・アリ氏

Ms. Maryam Ali, Labour Party Staff
労働党

スタッフ

ジョー氏

Ms. Jo, Labour Party Staff
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
イギリス労働党における女性候補者支援の概要について
・女性候補者育成のトレーニング
・女性候補者育成の研修プログラム
・ワークショップやイベント等の開催
国

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 27 日（火）

16:00～17:00

場所：エンジェル・ステーション付近の施設
Angel Station（Islington High St, London, N１ ８XX）付近の施設
出席者：
先方

ハックニー選挙区労働党

女性役員 クリッシー・ティラー氏
187

Ms. Chrissie Tiller, Labour Member, Women's officer, Hackney South Shoreditch CLP
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
イギリス労働党における女性の政治的活動への支援の概要について
・女性フォーラム、イベント、キャンペーン等の開催
・トレーニング（プレゼンテーション、コミュニケーション等）
・その他
国

党内の女性役員のための指針等

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 28 日（水）

11:00～12:00

場所：ポートカルス・ハウス
Portcullis House
（House of Commons, London, SW１A ０AA）
出席者：
先方

貴族院議員

アン・ジェンキン氏

Ann Jenkins MP, House ofLords
トゥー

ウィメン ２ ウィン

ヴァージニア・クロスビー氏

Ms. Virginia Crosbie, Director, Women2Win
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
・Women2Win の活動の概要について
・イギリスの政党による女性候補者へのトレーニングについて
・イギリスにおける政党及び民間団体（フォーセット協会、ジョー・コクックス財団）等
との連携について
国

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 28 日（水）

13:00～14:00

場所：ポートカルス・ハウス
Portcullis House
（House of Commons, London, SW１A ０AA）
出席者：
先方

下院議員

ヘレン・グッドマン氏

Helen Goodman MP, House of Commons
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
・ヘレン・グッドマン氏の経歴及び政治活動の概要について
・イギリスの議会における女性議員への産休・育児休暇について
・イギリス労働党内における資金調達について
国

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 28 日（水）

14:00～15:00

場所：ポートカルス・ハウス
Portcullis House
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（House of Commons, London, SW１A ０１AA）
出席者：
先方

下院議員

ヴィッキー・フォード氏

Vicky Ford MP, House of Commons
ヴィッキー・フォード事務所

スタッフ

トモス氏

Mr. Tomos, Staff
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
・ヴィッキー・フォード氏の経歴及び政治活動の概要について
・議員（MP）の政策スタッフ（女性を含む）の活動の概要について
・欧州議会における研修等について
国

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 27 日（火）

14:00～15:30

場所：チーフ・ウィップ・オフィス
Chief Whip Office
（Cabinet Office, 70 Whitehall, London, SW１A ２AS）
出席者：
先方

下院議員

ガイ・オッパーマン氏

Guy Opperman MP, House of Commons
チーフ・ウィップ・オフィス付き補佐官

ケイト・ウィルソン氏

Ms. Kate Wilson, Private Secretary to the Government Chief Whip
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
・チーフ・ウィップ・オフィスの活動の概要について
・ガイ・オッパーマン氏の政治活動の経緯について
・イギリスの政党による女性候補者へのトレーニングについて
国

：フランス

日時：2018（平成 30）年 12 月４日（火）

14:00～15:00

場所：国民議会
Assemblée nationale
（126 Rue de l’Université, Paris ７ème）
出席者：
先方

共和国前進所属下院議員、女性の権利及び男女の機会の平等に関する下院調査団
代表

マリー＝ピエール・リクサン氏

Mme Marie-Pierre Rixain, députée, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale
女性の権利と男女の機会の平等に関する下院調査団付補佐官

クレマン・デゥロ

ラ＝パルマー氏
M. Clément Deloras-Palmer, administrateur responsable du secrétariat de la Délégation
当方

村上研究員、内閣府

藤井係長、濱崎

主なトピックス：
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・共和国前進の方針及び活動の経緯について
・マリー＝ピエール・リクサン氏のコミッションとデレガションにおける活動等について
・マリー＝ピエール・リクサン氏の議員になるまでとなった後の活動の経緯について
②議会事務局系
国

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 28 日（水）

16:00～17:00

場所：テルフォード・ハウス
Telford House
（14 Tothill Street, Telford House, Westminster, SW１H ９NB）
出席者：
先方

女性と平等特別委員会

調査担当マネージャー

アクセル・カウボ氏

Mr. Axell Kaubo, Inquiry Manager, Women and Equality Select Committee
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
・イギリス政府における女性と平等委員会の概要について
・イギリス政府における各種の委員会の機能及び役割について
・イギリス議会の各種委員会における人的資源管理（大学等の研究者を含む）について
③行政府系（国及び地方等）
国

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 27 日（火）

10:00～11:00

場所：政府平等省
Government Equalities Office
（Sanctuary Buildings, Great Smith Street, London, SW１P ３BT）
出席者：
先方

政府平等省

女性議員担当チーム

ヘレン・アンダーソン氏

Ms. Helen Anderson, Women’s Political Representation Team, Government Equalities
Office
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
・イギリスの政府平等局におけるヘレン・アンダーソン氏の活動の概要について
・イギリスにおけるジェンダー平等の法整備の経緯について
・イギリス政府によるジェンダー平等の施策について
国

：フランス

日時：2018（平成 30）年 12 月５日（水）

14:30～16:00

場所：全国地方公務員センター
Centre national de la fonction publique territoriale Centre national de la fonction publique
territoriale（CNFPT）
（80 rue de Reuilly, Paris 12ème）
出席者：
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先方

全国地方公務員センター評議員

フランソワーズ・デカン＝クローニエ氏

Mme Françoise Descamps Crosnier, Conseillère au Centre national de la fonction
publique territoriale
当方

村上研究員、濱崎

主なトピックス：
・フランソワーズ・デカン＝クローニエ氏の政治活動等の経緯について
・フランスにおけるジェンダー平等に向けた活動の経緯について
・フランスにおける家庭生活と社会生活の両立に向けた女性への支援について
国

：フランス

日時：2018（平成 30）年 12 月６日（木）

16:00～17:00

場所：ヨーロッパ及び外務省
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
（bureau 512, entrée située au 130 rue de l’Université, Paris ７ème）
出席者：
先方

ヨーロッパ及び外務省、アジア・オセアニア局副局長、アソシアシオン「女性と
外交」代表

ポーリーヌ・カールモナ氏

Mme Pauline Carmona, directrice adjointe d'Asie et d'Océanie du Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, Présidente de l’association « Femmes et Diplomatie »
当方

村上研究員、内閣府

藤井係長、濱崎

主なトピックス：
・女性外交のアソシエーション（l’association Femmes et Diplomatie）の活動の概要について
・外務省の女性職員に対する家庭と仕事の両立支援に向けた働きかけ
・官民の垣根を超えた出会いの場の提供
・外務省の女性職員の研修等
国

：フランス

日時：2018（平成 30）年 12 月７日（金）

17:00～18:00

場所：ヨーロッパ及び外務省
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
（bureau 114, entrée située au 130 rue de l’Université, Paris ７ème）
出席者：
先方

欧州課長、男女平等担当シニアオフィサー

フローランス・マンジャン氏

Mme Florence Mangin, directrice d’Europe continentale et haute-fonctionnaire à l’égalité
femmes-hommes au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
協力・開発・人権担当理事付特別アドバイザー

リーズ・タルボ＝バレー氏

Mme Lise Talbot Barré, chargée de mission auprès du directeur d’Asie et d’Océanie
欧州課長付アシスタント

ジェローム・ケール氏

M. Jérôme Kelle, chargé de mission auprès de la directrice de l’Europe continentale
当方

村上研究員、内閣府

藤井係長、濱崎

主なトピックス：
・省内における女性の幹部登用等を推進する取組について
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・外交分野におけるジェンダー平等を推進する取組について
・省庁を横断したジェンダー平等に関する取組について
国

：フランス

日時：2018（平成 30）年 12 月 10 日（月）

10:05～11:30

場所：首相付女男平等局
Bureau de l’animation et de la veille, bureau de l’égalité professionnelle
（10-18 place des cinq martyrs du lycée Buffon, Paris 14ème）
出席者：
先方

首相付き女男平等局

監視・推進局局長

カロル・スパダ氏

Mme Carole Spada, cheffe du bureau de l’animation et de la veille
職業平等局局長

アナイック・モルヴァン氏

Mme Annaïck Morvan, cheffe du bureau de l’égalité professionnelle du Secrétariat
d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes
当方

村上研究員

主なトピックス：
・職業上の平等概念について
・フランスにおける政治分野の男女平等の推進施策の概要について
・フランスのジェンダー平等推進政策全般について
・フランスのジェンダー平等推進機関の連携について
国

：フランス

日時：2018（平成 30）年 12 月 11 日（火）

15:00～16:15

場所：ヴァルドワーズ県議会
Conseil départemental du Val d'Oise
（２ avenue du Parc, 95000 Cergy）
出席者：

モンモランシー市長

先方

ヴァルドワーズ県議会副議長（児童、家族、男女平等担当）
、

女男平等高等評議会パリテ部門メンバー ミシェール・ベルティ氏
Mme Michèle Berthy, Maire de Montmorency et vice-présidente du Conseil départemental du
Val d’Oise, déléguée à l'Enfance, la Famille et à l'Egalité femmes-hommes
当方

村上研究員

主なトピックス：
・共和党の予備選挙の選考プロセスと党による研修や支援等について
・ミシェール・ベルティ氏の議員になるまでとなった後の活動の経緯について
・HCE におけるミシェール・ベルティ氏の活動の概要について
④政府の諮問機関系
国

：フランス

日時：2018（平成 30）年 12 月 13 日（木）

16:05～17:10

場所：女男平等高等評議会
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Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes(HCE)
（55 rue Saint-Dominique, Paris ７ème）
出席者：
先方

女男平等高等評議会

欧州・国際関係担当委員

クレア・ル＝カルドゥール氏

Mme Cléa Le Cardeur, commissaire aux affaires internationales et européennes, Haut Conseil
à l’Egalité entre les femmes et les hommes
女男平等高等評議会健康部門メンバー、アソシアシオン「女性議会」代表

ジュヌヴ

ィエーヴ・クーロー氏
Mme Geneviève Couraud, Présidente de l’association « L’Assemblée des Femmes »,
Ancienne Présidente de l’Observatoire des droits des femmes des Bouches-du-Rhône
当方

村上研究員

主なトピックス：
・社会党のパリテ推進施策について
・社会党の女性立候補支援策について
・HCE の“avis”や“recommandations”（見解や提言）等について
⑤国際機関系
国

：スウェーデン

日時：2018（平成 30）年 11 月 29 日（木）

15:00～16:00

場所：民主主義・選挙支援国際研究所
International IDEA
（Strömsborg SE-103 34 Stockholm）
出席者：
先方

国際関係

シニア・アドバイザー

ペトラ・アウエル・ヒンバーグ氏

Ms. Petra Auer-Himberg, Senior Adviser Member States & External Relations
シニア・プログラム・オフィサー

浜田

幸彦

氏

Dr. Mr. Yukihiko Hamada, Senior Programme Officer
スタッフ

リン・シモンズ氏

Ms. Lynn Simmonds, Staff
スタッフ

アンナ・マリー氏

Ms. Anna Marie, Staff
スタッフ

ソフィア氏

Ms. Sophie, Staff
ほかスタッフ１名
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
・ジェンダークオータ・データベースの概要について
・ジェンダー平等を推進する公的資金調達システムについて
・公的資金に関する監視について
国

：スイス

日時：2018（平成 30）年 12 月３日（月）

14:00～15:00
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場所：IPU
Inter-Parliamentary Union
（Chemin du Pommier ５, Case Postale 330 1218 Le Grand-Saconnex Geneva）
出席者：
先方

ジェンダー・パートナーシップ・プログラム

プログラム・オフィサー

マリア

ーナ・デュローテ・ミュッテンベルグ氏
Ms. Mariana Duarte Mützenberg, Gender Partnership Programme, Programme Officer
スタッフ

ブリジット・フィロン氏

Ms. Brigitte Filion, Staff
当方

村上研究員、内閣府

藤井係長、濱崎

主なトピックス：
・議会における女性への暴力の問題について
・比例代表制を活用した女性議員の拡大に向けて
・政党助成金を活用した女性議員の拡大に向けて
国

：フランス

日時：2018（平成 30）年 12 月６日（木）

10:30～11:15

場所：経済協力開発機構
Organisation for Economic Co-operation and Development Headquaters（OECD）
（２, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France）
出席者：
先方

パブリック・ガバナンス局

ジェンダー包括ユニット

ポリシー・アナリスト

パイナー・ガヴェン氏
Ms. Pinar Guven, Policy Analyst, Gender and Inclusiveness Unit, Public Governance
Directorate
当方

村上研究員、内閣府

藤井係長、濱崎

主なトピックス：
・OECD の調査研究活動の概要について
・ジェンダー平等に関する先進事例（カナダ、メキシコの取組等）について
・ワーク・ライフ・バランスに関する先進事例（オーストラリアの取組等）について
⑥研究機関系
国

：イギリス

日時：2018（平成 30）年 11 月 26 日（月）

17:00～18:00

場所：下院付近の施設
House of Commons（House of Commons, London, SW１A ０AA）付近の施設
出席者：
先方

ロンドン大学教授

サラ・チャイルズ氏

Professor Ms. Sarah Childs, University of London
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
・イギリス議会におけるサラ・チャイルズ氏の公的な活動の概要について
・イギリスの政党による女性候補者支援について
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・イギリスにおける政党、ジャーナリスト、民間団体等との連携について
国

：スウェーデン

日時：2018（平成 30）年 11 月 30 日（金）

8:00～9:00

場所：ストックホルム大学
Stockholm University
（Stockholm University, SE-106 91 Stockholm）
出席者：
先方

ストックホルム大学教授

レニータ・フライデンヴァール氏

Professor Ms. Lenita Freidenvall, Stockholm University
当方

三浦教授、武田教授、濱崎

主なトピックス：
・スウェーデンにおける政治、行政、経済分野でのジェンダー平等に向けた活動の経緯に
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２．地域別・諸外国の国会議員に占める女性の割合とクオータ制の取組
国会議員（下

国会議員

女性議員を増

国会議員（下

国会議員

女性議員を増

導入して
院又は一院

（上院）

クオータ

国名

導入して
やすことを目

院又は一院

いる政党
制）の女性割

の女性割

制の種類

（上院）

クオータ

国名
的とする政党

制）の女性割

の女性割

制の種類

の数
合（%）

やすことを目
いる政党
的とする政党
の数

合（%）

助成金制度

合（%）

アフリカ（54 カ国）

タンザニア

中央アフリカ（10 カ国）

連合共和国

37.20

合（%）

助成金制度

￣

■▲

25.80

7.00

■

エジプト

14.90

￣

リビア

16.00

￣

●

モロッコ

20.50

11.70

■

チュニジア

31.30

￣

●

１

北アフリカ（５カ国）

ブルンジ共
36.40

46.20

■

和国

アルジェリ

カメルーン

ア
31.10

26.00

▲

２

共和国
中央アフリ
8.60

￣

カ共和国
チャド共和
15.30

￣

国

南アフリカ（14 カ国）

コンゴ共和
11.30

19.70

●

国

アンゴラ

30.50

￣

●

ボツワナ

9.50

￣

▲

コモロ

6.10

￣

レソト

22.10

25.00

19.20

20.60

16.70

￣

11.60

￣

39.60

ナミビア

２

コンゴ民主
8.90

4.60

●

共和国
●

赤道ギニア
20.00

15.30

▲

マダガスカ

１

共和国
ル
？

17.60

61.30

38.50

ガボン

マラウイ
ルワンダ

▲

２

￣

▲

１

46.20

23.80

▲

１

セーシェル

21.20

￣

南アフリカ

42.70

35.20

▲

１

7.20

23.30

■

■
モーリシャ

サントメ・
14.50

ス

￣

プリンシペ
モザンビー
東アフリカ（９カ国）
ク
26.20

￣

22.00

￣

エチオピア

38.80

32.00

▲

１

〇

ケニア

21.80

30.90

■▲

３

□△

ソマリア

24.40

24.10

■

スーダン

30.50

35.20

■

ジブチ
エリトリア

南スーダン
ウガンダ

34.30

￣

■
■

エスワティ
ニ
（旧国名：

■

スワジラン

■

ド）
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国会議員（下

国会議員

女性議員を増

国会議員（下

国会議員

女性議員を増

導入して
院又は一院

（上院）

クオータ

国名

導入して
やすことを目

院又は一院

いる政党
制）の女性割

の女性割

制の種類

（上院）

クオータ

国名
的とする政党

制）の女性割

の女性割

制の種類

の数
合（%）

18.00

￣

ジンバブエ

31.50

43.80

助成金制度

■▲

合（%）

２

西アフリカ（16 カ国）
ベナン

7.20

11.10

￣

●

バルバドス

20.00

38.10

キューバ

53.20

￣

ドミニカ

25.00

￣

26.80

9.40

46.70

30.80

2.50

3.60

17.50

23.80

13.30

￣

16.70

27.30

13.00

￣

31.00

29.00

9.40

15.40

45.60

￣

●▲

４

31.00

￣

●▲

１

12.70

￣

▲

２

21.10

￣

●

ニカラグア

45.70

￣

●▲

パナマ

18.30

￣

●

グレナダ
ハイチ
23.60

￣

●

ジャマイカ

コートジボ
12.10

▲

１

ワール

ストファ

ガンビア

12.70

￣

ー・ネーヴ

ガーナ

21.90

￣

ィス

ギニア

セントルシ

●

ア

ギニアビサ
13.70

￣
セントビン

ウ

セント及び

12.30

10.00

8.80

￣

▲

20.30

￣

●

17.00

￣

■▲

5.60

6.50

41.80

￣

12.30

￣

17.60

￣

１

グレナディ

□

ーン諸島

モーリタニ

トリニダー

ア
１

ド・トバゴ

□

共和国

ナイジェリ

中米（７カ国）

ア

ベリーズ

●

コスタリカ

シエラレオ

●

ドル

□

グアテマラ

アメリカ大陸（35 カ国）

ホンジュラ

カリブ諸国（13 カ国）

〇△

ス

アンティグ
11.10

52.90

ーダ
バハマ

△

エルサルバ

ネ

ア・バーブ

〇

セントクリ
10.60

トーゴ

■

〇

ルデ

セネガル

●

〇

カーボヴェ

ニジェール

助成金制度

和国

ァソ

マリ

合（%）

ドミニカ共

￣

ブルキナフ

リベリア

的とする政党
の数

合（%）

ザンビア

やすことを目
いる政党

12.80

43.80
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３
△

国会議員（下

国会議員

女性議員を増

国会議員（下

国会議員

女性議員を増や
導入して

院又は一院

（上院）

クオータ

導入してい

やすことを目

院又は一院

国名

（上院）

クオータ

国名
制）の女性割

の女性割

制の種類

る政党の数

的とする政党

すことを目的と
いる政党

制）の女性割

の女性割

制の種類

する政党助成金
の数

合（%）

合（%）

助成金制度

合（%）

カナダ

26.90

46.70

▲

２

メキシコ

48.20

49.20

●▲

１

23.50

24.00

38.30

￣

12.50

15.40

0.00

￣

10.00

￣

■

2.00

￣

●

33.80

￣

●

トンガ

7.40

￣

ツバル

6.70

￣

バヌアツ

0.00

￣

24.90

￣

16.30

￣

日本

10.10

20.70

モンゴル

17.10

￣

●

韓国

17.00

￣

●▲

ランド
パラオ

△

パプアニュ

アメリカ合
衆国

ーギニア

南米（12 カ国）

サモア

38.90

41.70

●▲

１

53.10

47.20

●▲

ブラジル

15.00

14.80

●▲

チリ

22.60

23.30

●▲

コロンビア

18.10

20.40

●

エクアドル

38.00

￣

●

ガイアナ

31.90

￣

●

パラグアイ

15.00

17.80

●▲

ペルー

27.70

￣

●

スリナム

25.50

￣

東ティモー

１

ル

△
３

〇△
□△

アジア（41 カ国）
東アジア（５カ国）

４

中国

人民共和国

20.20

29.00

●▲

ベネズエラ

22.20

￣

▲

１

大洋州（15 カ国）
オーストラ
28.70

40.80

0.00

￣

19.60

￣

■

朝鮮民主主義

ウルグアイ

▲

１

中央アジア（５カ国）

リア

カザフスタ

ミクロネシ

6.50

27.10

10.60

19.20

￣

19.00

21.90

24.80

￣

16.00

17.00

ン

ア連邦

キルギスタ
●

ン

￣

タジキスタ
マーシャル
9.10

￣

10.50

￣

ン

諸島
トルクメニ
ナウル

スタン
ニュージー
38.30

￣

ウズベキス

ランド
タン
パラオ

〇

島

ン

キリバス

〇

ソロモン諸

アルゼンチ

フィジー

制度

ニュージー

北米（３カ国）

ボリビア

合（%）

12.50

15.40
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●

１

〇△

国会議員（下

国会議員

女性議員を増や

国会議員（下

導入して
院又は一院

（上院）

クオータ

国名

すことを目的と

院又は一院

いる政党
制）の女性割

の女性割

制の種類

国名
する政党助成金

制度

5.90

￣

イラク

25.20

￣

■

イスラエル

27.50

￣

▲

ヨルダン

15.40

15.40

■

クウェート

3.10

￣

レバノン

4.70

￣

オマーン

1.20

16.50

カタール

9.80

￣

合（%）

助成金制度

19.80

￣

27.50

￣

マレーシア

13.90

22.10

ミャンマー

10.20

10.40

フィリピン

29.50

25.00

23.00

￣

5.30

￣

26.70

￣

アルバニア

27.90

￣

アンドラ

35.70

￣

アルメニア

18.10

￣

●

34.40

36.10

▲

16.80

￣

ベラルーシ

34.50

30.40

ベルギー

38.00

50.00

●

21.40

13.30

●

ブルガリア

18.50

￣

クロアチア

23.50

￣

●▲

１

キプロス

17.90

￣

▲

２

22.00

16.00

▲

１

デンマーク

37.40

￣

エストニア

26.70

￣

民主共和国

５

13.20

￣

■

▲

１

欧州（48 カ国）

ビア
シリア・ア
ラブ共和国
アラブ首長
22.50

２

ル

ベトナム
￣

▲

シンガポー

タイ

19.90

●

ラオス人民

サウジアラ

●

〇

￣
オーストリ

国連邦
0.00

３

ア

1.80

アゼルバイ

南アジア（８カ国）

ジャン

アフガニス
？

26.50

■

タン
バングラデ
20.30

￣

■
ボスニア・

シュ
ブータン

14.90

16.00

ヘルツェゴ

インド

11.80

11.40

ビナ

5.90

￣

ネパール

32.70

37.80

●

パキスタン

20.20

19.20

■

スリランカ

5.80

￣

国

9.10

￣

20.00

17.70

□

チェコ共和

東南アジア（10 カ国）

カンボジア

的とする政党
の数

ア

イラン

ブルネイ

制の種類

インドネシ
22.50

モルディブ

やすことを目
いる政党

合（%）

合（%）

15.00

イエメン

クオータ

制）の女性割

中東（13 カ国）
バーレーン

導入して

院）の女性割

の数
合（%）

女性議員を増
国会議員（上
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〇

国会議員（下

国会議員

女性議員を増や

国会議員（下

国会議員

女性議員を増や

導入して
院又は一院

（上院）

クオータ

国名

導入して
すことを目的と

院又は一院

いる政党
制）の女性割

の女性割

制の種類

（上院）

クオータ

国名
する政党助成金

制）の女性割

の女性割

制の種類

の数
合（%）

制度

合（%）

フィンラン
￣

39.60

29.30

●▲

１

〇

ジョージア
（グルジ

合（%）

制度

ノルウェー

41.40

￣

▲

ポーランド

28.00

14.00

●

ポルトガル

34.80

￣

●

〇

22.80

￣

●

〇

ルーマニア

20.70

14.00

▲

ロシア連邦

15.80

17.10

サンマリノ

26.70

￣

セルビア

34.40

￣

●

スロバキア

20.00

￣

▲

４

スロベニア

24.40

10.00

●▲

２

スペイン

39.10

38.00

●▲

７

46.10

￣

▲

４

32.50

15.20

▲

１

38.30

￣

トルコ

17.40

￣

▲

１

ウクライナ

12.30

￣

英国

32.20

26.30

４

△

ド
フランス

する政党助成金
の数

合（%）

42.00

すことを目的と
いる政党

モルドバ共
16.00

￣

〇

和国

ア）
ドイツ

30.70

39.10

▲

４

ギリシャ

18.70

￣

●▲

１

ハンガリー

12.60

￣

▲

２

38.10

￣

▲

４

アイスラン
ド
アイルラン
22.20

30.00

●

イタリア

35.70

35.30

●▲

ラトビア

31.00

￣

12.00

￣

21.30

￣

▲

１

20.00

￣

▲

４

〇△

３

△

ド
スウェーデ
１

〇△

ン
スイス

リヒテンシ

マケドニア

ュタイン
リトアニア

（旧国名：
旧ユーゴス

ルクセンブ

ラビア共和

ルク

国）

マルタ

11.90

￣

モナコ

33.30

￣

23.50

￣

●

36.00

34.70

▲

▲

１

モンテネグ

□
▲

２

ロ
オランダ

２

（備考）
「■」は憲法又は法律のいずれかによる議席割当制、「●」は憲法又は法律のいずれかによ
る候補者クオータ制、「▲」は政党による自発的なクオータ制として記載。議席割当制は、
国会（下院又は一院制）に導入されている場合、候補者クオータ制は、国会議員（下院又は
一院制）の選挙につき導入されている場合に記載。さらに、以下のジェンダークオータ・デ
ータベースの検索結果に基づき、「▲」の政党による自発的なクオータ制を導入している政
党数について追記。
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「女性議員を増やすことを目的とする政党助成金制度」について、「□」は「適格性に基づ
くタイプ」
（事前に設定した女性比率を超えた場合に助成金の全額又は一部を受け取れるよ
うにするもの）、「〇」は「配分に基づくタイプ」（女性候補者・議員比率に応じて配分額を
増加させるか、あるいは数値目標との差に応じて配分額を増減させるもの）、
「△」は「使途
制限をかけるタイプ」
（使途に関して女性の政治参画を高める目的などの制限が課されてい
るもの）として記載。
（出典）
IDEA

ジェンダークオータ・データベース（Gender Quotas Database）

Voluntary Political Party Quotas
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/voluntary-overview
（最終閲覧日：2019（平成 31）年３月 14 日）。
また、IPU HP（Women in national parliaments

World Classification）

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm（最終閲覧日：2019（平成 31）年２月 27 日）により、
2018（平成 30 年）12 月１日時点での各国の上院及び下院（又は一院制）の女性議員の割合
を明記。
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