
2020年度 男女平等月間 学習会資料

女性の政治参画について

日本労働組合総連合会（連合）

ジェンダー平等・多様性推進局



世界の動きと日本における男女平等の歩み①
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国 内 海 外

1880年 高知県で女性の参政権を認める
町会規則が成立
※４年後に政府が「区町村会法」 を改正、

町村議会議員選挙から再び女性は排除

1924年 婦人参政権獲得期成同盟
（市川房江ら）

1925年 普通選挙法制定（25歳以上の男子）

1945年 日本国憲法24条草案
衆議院議員選挙法改正

・女性参政権
・選挙権・被選挙権の年齢5歳引き下げ

1946年 衆議院議員女性３９名の誕生

（現在は女性47名、男性418名）

1789年 フランス革命（女性の人権は入らず）

1791年 オランプ・ド・グージュ
「女性および女性市民の権利宣言」

1893年 ニュージーランドで 女性参政権

女性が国政で初めて
参政権を行使してから
まだ70年余りなんだ！



世界の動きと日本における男女平等の歩み②
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国 内 海 外

1980年 女性差別撤廃条約署名
1985年 女性差別撤廃条約批准

（国籍法、雇用機会均等法、家庭科共修）

1991年 育児休業法

1995年 育児休業法改正（介護法制化）

1997年 男女雇用機会均等法改正
1999年 男女共同参画基本法
2000年 男女共同参画基本計画

この間ストーカー規制法、DV法施行等

2015年 女性活躍推進法成立（2016年施行）

2016年 第4次男女共同参画基本計画
2018年 政治分野における男女共同参

画の推進に関する法律成立

1975年 国際婦人年世界会議（メキシコシティ）

「世界行動計画」

1976年～1985年「国連婦人の十年」
1979年 女性差別撤廃条約採択
1980年 「国連婦人の十年」中間年世界会議
1985年 「国連婦人の十年」

ナイロビ世界会議

1993年 女性に対する暴力撤廃宣言
1995年 第4回世界女性会議

2000年 国連特別総会「女性2000年会議」

政治や政策決定の場へ女性が増えて
いくことで、徐々に女性の人権や
労働条件が改善してきたんだね！



選挙候補者，当選者に占める女性割合の推移（衆議院・参議院）
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＜衆議院＞ ＜参議院＞

＜第4次男女共同参画推進基本計画では・・・＞ 実は第１回の総選
挙の時と、今の衆
議院議員の女性比
率はそんなに変わ
らないんだ。。。

項 目 現 状 目標（期限）

衆議院議員の候補者に占める女性の割合
16.6%

（2017年）
30%

（2020年）

参議院議員の候補者に占める女性の割合
24.7%

（2016年）
30%

（2020年）



女性の国会議員数の国際比較
国会議員に占める女性割合(順位）
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日本の衆議院の女性割合は、１９３カ国中１６５位！！

世界国会議員比率ランキング
日本は、上院の参議院でも
２０．７％と世界平均の
２４．１％より低い！

順位 国名
女性議員割合
（一院or下院）

１ ルワンダ ６１．３

２ キューバ ５３．２

３ ボリビア ５３．１

４ メキシコ ４８．２

５ スウェーデン ４７．３

１６５ 日本 １０．２

世界平均 ２４．３ 資料出所： IPU「Women in  Parliaments」
2019年1月1日時点



ＧＧＩ（ジェンダーギャップ指数）からみる女性と政治
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【ＧＧＩ（ジェンダーギャップ指数）に見る日本の男女間格差】
○各国の社会進出における男女格差を示す指標。世界経済フォーラム（WEF）が毎年公表。
○経済活動や政治への参画度、教育水準、出生率や健康寿命などから算出。
○日本のＧＧＩは１４９カ国中１２１位とG7で最低（2019年）
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世界ジェンダーギャップ指数
（各国の男女間格差）

主要７カ国

※指数が１に近いほど男女間格差は少ない

上位５カ国

経済115位

健康40位

教育
91位

政治
144位

４分野のうち、管理職
割合や賃金などの経済
分野と議員割合などの
政治分野が特に低い。



内閣府：女性の政治参画マップ２０１８
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地方でも女性議員の
比率はとっても低い！
知事や議長になってる
女性も少ないよね。

国民のほぼ半分は女性
なのにな・・・。

出所：内閣府「女性の政治参画マップ2019」



政治分野における男女共同参画推進法
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【2018年5月に成立！】
○政治分野における初の男女共同参画に関する法律
○ただし、中身は理念法のため拘束力や罰則などは持たない

Q.パリテってなあに？

A.「パリテ」とは、フランス語で「同等・同一
」の意味ですが、2000年にフランスにおい

て、国会議員の選挙において候補者を同
数にすることを定める法律が成立し、通称
「パリテ法」と言われました。

日本の「政治分野における男女共同参画
推進法」も、男女を「均等」にすることを理
念として掲げており、日本版「パリテ法」と
位置付けることもできます。



今後見込まれる更なる法整備
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【公職選挙法の一部を改正する法律案】
●衆議院の比例代表選挙において、当選者の名簿を男女別に作成することがで
きるようにすることで、比例代表の当選者を男女同数等にすることを可能とする、
具体的かつ実効性のある施策導入のための法律。

民進党が2016年5月の第190通常国会に単独で提出、その後、継続審議扱いとなっていたが、
2017年9月の第194臨時国会における冒頭解散で廃案に。

男性の群、女性の群などに分けて、
名簿を作成することも可能に



世界でも注目されています！
～女性差別撤廃委員会の見解～

（日本の第7回及び第8回合同定期報告に関する最終見解2016年3月）
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女性差別撤廃委員会（第1375回及び1376回会合）で審議、
以下の要請が行われた（2016年3月7日付）

●選出及び任命される地位への女性の十分かつ対等な参画加速
のため、法定クオータ制などの暫定的特別措置をさらに取り入れること

●議会、政府、地方自治体（首長）や司法、外交、学会を含む全てのレベル
において「2020年までに指導的地位への女性参画比率30％」とする
第４次計画で設定した目標の効果的実施を確保

＜政治的及び公的活動への参画（要旨）＞

委員会は、数値目標や、具体的目標を定めた第3次、第4次男女共同参画基本計画

の策定により参画を促進する日本の努力に留意するが、

●「議会、政府、地方自治体や司法、外交、学会のレベルにおいても指導的地位の女性
参画が低調である」

●「政治的及び公的活動において事実上の男女平等の実現を加速させるための法定の
暫定的特別措置が足りない」

などの点が懸念されるとして
日本の女性議員比率は

とっても低い
だから、国連・女性差
別撤廃委員会（ＣＥＤ
ＡＷ）からも、日本政
府に対して、女性議員
増加に向けた、より一
層の取組み強化を求め
られているんだ！



連合政治アンケートからみる女性と政治
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■男女ともに若年層では政治への

関心が低く、男性に比べ、女性は

政治への関心が低い

第6回 連合の政治アンケート調査（2016 年7月実施）より引用

ブラックバイトとか非正規雇用
問題とか若い人でも課題はたく

さんあるのになぁ・・・！

■男女ともに若年層投票率が低い
（とりわけ20代前半は男女ともに５割を切る）

■男性と比較し、女性は「TV・新聞

等の報道」からの影響が大きい

でも組合役員から働きかけが
多いほど「労働組合のチラシや

機関紙」を参考にするんだって！
女性に働きかけしなくちゃ！

“政治に関心がない”といわれ
ている女性の若年層だけど
「女性の社会参加の拡大を

求めている」と回答する割合は
高齢層女性より高いんだって！



なぜ女性が政治に参画する必要があるの？
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●男女の人口比は半々であることを踏まえれば、多様な民意を政治に反映するために
女性が声をあげることが求められます。

●女性への差別的な扱いをなくし、社会的地位を向上させるうえで女性参画は欠かせ
ません。

●急激な少子高齢化や格差拡大などの課題を考えるうえでも、女性の視点が必要です

パートで働いて、正社員
と同じ仕事をしているの
に賃金が違うのはなぜ？

親の介護をしながら仕事
を続けられるか不安･･･!
介護サービスの質も気に

なるし･･･。

男女で同じ仕事をしてい
ても評価は？私の会社に
は女性の管理職はゼロ？

育休から早く職場復帰
したいのに、保育園が
なかなか決まらない！

妊娠・出産すると仕事が
できない？夫は長時間労
働で育児は妻の役割？

【たくさんあるよ！男女平等課題】

ｅｔｃ・・・



届けよう！女性の声
～みんなで変えよう！“１＋１＝女性の力”～
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私たちの暮らしを変えるためには、

・自らが動くこと

・投票で私たちの意見を反映すること

・国政の場で女性の要求を訴える人を増やすこと

【１＋１=女性の力】
“１＋１＝女性の力”は、女性参画推進のための
スローガン。このスローガンは、連合が加盟する
国際労働組合総連合（ＩＴＵＣ）により提唱されました。
１人の女性がもう１人の女性と課題を共有して、とも
に運動を広げていくことで、私たちの求める政策を実
現していこう、ということを意味しています。

もしかして「自分だ
けが動いたって変わ
らないよ・・・」

なんて思ってない？



女性の議員が増えると何がいいの？
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女性特有の課題の
改善に力が入る

男性議員には相談しにく
いことなど、社会の中で
届きにくい女性の声を
代弁してくれる

そういえばジェンダー・ギャップ指
数で足をひっぱっているのは経済と
政治だったよね。
企業には女性活躍推進法を義務付け
たのに、政治ではなにもしないのか
なぁ？

保育園の増設や介護の
実態など、今まで家庭内
で女性が担っていた課題
に対して、きめ細やかに
対応できる

福祉や教育など様々な課
題に当事者の目線が入り
バランスの取れた政策
提案がされる

女性の視点からの意見が
多くでるようになる

女性支援、ＤＶ対策など
人権にかかわる取り組み
が強化される（党派を超
えて取り組むことも）

いよいよクオータ制の導入に
着手する政党もでてきている
みたいだよ！
女性の声が政治の場に反映さ
れるといいなぁ。

ｅｔｃ.・・・



15

私たちの暮らしを変えるためには労働組合の活動だけじゃなく
国会での働きかけも重要なんだね！

私たちの要求が法律になるまで



■私たちの暮らしを変えるため、女性の投票行動
を促す学習会や街宣行動に取り組みましょう。

■これらの取り組みを女性役員や女性組合員が
中心となって進め、より多くの女性が政治へ興
味をもつよう働きかけましょう。

■私たちひとり1人の投票で、社会のしくみを
より良くしていきましょう。

組合員ひとり1人が私たちの暮らしを変える主役です

Working Women Will Win!

2019年は統一地方選挙と参議院選挙が重なる12年に一度の極めて
重要な年。自分だけでなく、将来世代のためにも自らの意思で変えて
いこうよ！
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