
ジェンダー平等と多文化共生を融合させつつ、総計15の研究プロジェクトを展開しました。 
各プロジェクトは、研究会・国際ワークショップを随時開催し、先端的研究を進めるとともに国内外の若
手研究者の育成を図り、最終成果物を叢書等で公刊してきました。

多文化共生社会におけるジェンダー平等
―ジェンダー研究と多文化共生研究の交錯に関する学際的研究序説―

辻村 みよ子　東北大学大学院法学研究科（教授）

■研究活動
このプロジェクトでは、多文化共生社会のジェンダー平等の課題の宝庫であるカナダ・アメリカ・北欧・
フランス等の研究者との共同研究を行い、ジェンダー法学の世界的第一人者フランセス・オルセン教授ら多
数の外国人研究者を招いて2009年8 月に大規模な「国際セミナー2009」を東京と仙台で開催しました。そ
の成果を、Tsujimura & Osawa (eds.), Gender Equality in Multicultural Societies, 2010、辻村・大沢編『ジェ
ンダー平等と多文化共生―複合差別を超えて』（2010年、いずれも東北大学出版会刊）で公表しました。さ
らに、フランスにおけるイスラムのスカーフ問題や、ケア労働に関連した日仏会館主催シンポジウム等を後
援・共催し、とくに2011年国際女性デー記念シンポジウム「ケア、国際移民、ジェンダー」では大きな成
果を得ました。
また、2008年9月以降、コロンビア大学・オタワ大学・ケベック大学等の訪問・講演会開催等を積極的に行い、

2011年には萩セミナーにシドニー大学のアーヴィング教授らを招いて、国際ワークショップ“Gender and 
Constitutional Citizenship”を開催しました。同年3.11の東日本大震災と原発事故をうけて、日本学術会議「「災
害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム」、ジェンダー法学会プレ企画「災害とジェンダー」等も共催し、
成果を東京大学社会科学研究所連携拠点シリーズ4号として刊行しました。
さらに、本GCOEの目的の一つである「ジェンダー社会科学」の確立を目指して岩波書店からシリーズ『ジ
ェンダー社会科学の可能性』（辻村・大沢編、全4巻、2011年）を刊行し、2012年3月に約200名の参加を
得て合評会を開催して成果を上記連携拠点シリーズ5号として纏めました。主催・共催・後援したシンポジ
ウム等の回数は51回に及び、研究成果も、プロジェクト研究成果シリーズ2冊、岩波シリーズ4冊、連携拠
点シリーズ2冊のほか、GEMCジャーナルの寄稿論文等に示すことができ、当初の目標を達成することがで
きました。
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アジアのジェンダー平等政策と課題

辻村 みよ子　東北大学大学院法学研究科（教授）

■研究活動
このプロジェクトでは、アジア諸国のジェンダー平等政策と課題について、内外の研究者との共同研究を
通じて、欧米先進国や日本の政策・理論との比較という視座も含めた研究成果を得ることを目的としました。
そのため、2009年5月にフィンランド大学で開催された国際シンポジウム “Gendering Asia Conference” や、
同年10月のドイツ・ヒルデスハイム大学主催の「アジアにおける女性と政治（WPA2009）」シンポジウム
で報告等を行ってアジアの研究者とのネットワークを諮り、同年10月の萩セミナーの際に、中国社会科学
院、韓国梨花女子大学校、インディラ・ガンジー国立公開大学等の中心的研究者を招聘して、アジアのジェ
ンダー平等政策についての比較研究を行いました。さらに、2010年6月と10月に、インドやアラブ諸国の
ジェンダー平等政策をテーマとして国際ワークショップを開催し、これらの成果を纏めて、2011年3月にM. 
Tsujimura and J.F. Steele (eds.), Gender Equality in Asia: Policies and Political Participation (Tohoku Univer-
sity Press)を出版し、韓国、中国、インド、フィリピン、スリランカなどのジェンダー平等政策の展開につ
いて明らかにしました。これらについて殆ど情報のない日本や世界各国にとって、この共著は大変貴重な成
果であり、前掲書を元にした辻村＆スティール編『アジアにおけるジェンダー平等』を、2012年3月末に
東北大学出版会から刊行しました。
こうして、本プロジェクトでは、研究成果シリーズとして2冊を刊行したほか、19回に及ぶシンポジウム、

研究会等の主催・共催等を通して多くのアジア諸国の研究者・研究センターとのネットワークを形成するこ
とができました。また若手研究者育成の成果として、本PT所属のGCOEフェロー（韓国人留学生）が母国
の憲法裁判所研究員として就職し、その後の研究交流に貢献していることも特筆すべきことがらと言えます。

人間の安全保障と人身取引問題
―男女共同参画と多文化共生の試金石―

大沢 真理　東京大学社会科学研究所（教授）

■研究活動
人身取引問題の解決の糸口を探る――その目的に向かって、初年度からタイ・フィリピンなど送り出し・
中継国で被害当事者支援を行うNGOとの連携を強め、2010年には、日本で人身取引されて出身地に帰還し
た女性たちへのインタビュー調査を実施しました。同時に、人身取引の需要削減への取り組みについてイギ
リス、スウェーデン、オランダ、ドイツで現地調査も行いました。さらにハーグ条約に関する報告書（『国
際的な子の奪取の民事面に関する条約とドメスティック・バイオレンス』）の抜粋翻訳を行い、広く一般へ
の情報発信に努めてきました。またプロジェクト・メンバーによる研究成果もまとめられ、①大沢真理編『ジ
ェンダー社会科学の可能性　第四巻　公正なグローバル・コミュニティを』（岩波書店）②高松香奈 『政府
開発援助政策と人間の安全保障』（日本評論社）が刊行されています。さらに2011年3月におきた東日本大
震災は、プロジェクト・メンバーにとってジェンダーと人間の安全保障の視点から「災害」にアプローチす
る重要性を改めて認識する契機となりました。2011年6月の「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジ
ウム」の開催をはじめ、公開セミナー、研究会を数次にわたって行い、最終年度では市民との連携という新
たな段階へと踏み出すことができました。被災地のNPO、農漁村の女性たちを招き、12月に開催した公開
シンポジウムは、被災地の「復興」に潜むジェンダー不平等な資源配分の実態や多様性を尊重する市民の活
動に学ぶとともに、ジェンダーと多様性の保障が災害へのレジリエンスを高めるという次なる研究課題発見
の機会となりました。
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男女共同参画・多文化共生社会に求められる「リーダーシップ」教育の研究
―中・高等教育における男女別学の国際比較分析に基づいて―

生田 久美子　東北大学名誉教授、田園調布学園大学（副学長）、子ども未来学部（教授）

■研究活動
2008年度に3年間の計画で開始した本プロジェクトは、国際比較調査、学内研究会、国外での学会発表、

成果報告書刊行という流れの中で、男女別学・共学問題が教育における文化間の相違や特徴を検討する視点
として有効である点、さらには、教育の実践や政策にとって実効性のある男女別学・共学議論のためには、
ジェンダーの問題のみならず教育そのものの効果を原理的に問う議論が不可欠であることを示しました。

2009年3月にニューヨークにおける女子高等学校を対象とする訪問調査を実施し、同年10月の萩セミナ
ーではジェーン・ローランド・マーティン、スーザン・レアード両氏をアメリカより招聘してワークショッ
プを実施し、水原克敏氏、坂本辰朗氏の報告とともに、男女別学問題を哲学的かつ歴史的観点から論じました。
宮城県内の高等学校を中心にした日本国内の男女共学化の動向についてはアンケート調査を交えた調査を継
続的に進め、その成果の一部は11月の東北大学男女共同参画シンポジウムでの発表にも活かされました。

2010年度の活動は成果報告が主となりました。4月の桜セミナー、10月の萩セミナーで調査結果の報告
をし、7月にはアメリカ・ニューメキシコ大学において開催されたThe Society for Educating Womenにおい
てラウンド・テーブルを実施して成果を発表しました。さらに、成果の一部を2011年1月にイタリア・ト
リノ大学で開催された国際セミナーでも発表しました。
本プロジェクトの成果の全体をまとめた成果報告書『男女共学・別学を問い直す―新しい議論のステージ
へ』を2011年3月に東洋館出版から刊行しました。

被害者と加害者が共生する社会
―「刑事法とジェンダー」研究からのさらなる発展―

水野 紀子　東北大学大学院法学研究科（教授）

■研究活動
このプロジェクトでは、研究会を開催したり、調査を実施したりして、犯罪被害者の権利と救済、加害者
の更生・再犯防止等について議論を深めていきました。プロジェクトを進めるにあたっては、国内における
調査・研究にとどまらず、海外の研究者との交流を通じて国際連携も図りました。

2008年度は大学内外の研究者、実務家を招聘して研究会を数多く開催しました。2009年度は官民協働刑
務所に関する調査を中心に活動を実施しました。2010年度は2009年度に実施した調査の内容をまとめ、社
会心理学会、犯罪社会学会等でワークショップを立ち上げ、報告を行いました。8月にはアメリカ、インド、
インドネシア、オーストラリア、韓国の被害者学研究者を招聘し、各国の被害者政策に関する国際セミナー
を開催しました（科研費基盤（B）「犯罪の被害にあった女性・児童への対策に関する総合的研究」（代表　
矢野恵美）共催）。2011年度は調査研究の成果について複数の学会で報告し、意見交換をし、議論を深めま
した。また、セクシャル・ハラスメントの被害者救済、加害者の刑事責任を考えるセミナーを沖縄で開催し
ました。2012年度は犯罪社会学会のテーマセッションにおいて研究成果の一部を報告しました。また、ス
ウェーデンから矯正の実務家を招聘し、国内外の実務と研究の協働となる国際セミナーを開催しました。
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多文化共生とジェンダーをめぐる国際法規範の国内的履行と 
国際紛争の平和的解決メカニズムの実証的研究

植木 俊哉　東北大学理事（大学院法学研究科・併任教授）

■研究活動
本プロジェクトの研究成果を総括する著書として、2012年3月に植木俊哉編『グローバル化時代の国際法』

（信山社）を刊行しました。この著書には、本研究組織のメンバー6名が論文を寄稿し、「グローバル化」と
いう現象から発生する現代的な諸課題に関して、それぞれの研究分野での新たな学問的知見を提示しました。
また、2011年3月に発生した東日本大震災に関連する国際法規範の国内的履行に関して、プロジェクトリ

ーダーは2011年7月に論文「東日本大震災と福島原発事故をめぐる国際法上の問題点」を発表し、2011年
11月に中国・大連で開催された第5回日中海洋法ワークショップでは、“The Earthquake, Tsunami, Nuclear 
Accident and the Law of the Sea”と題する研究報告を行いました。また、2012年5月に京都で開催された
世界法学会において「自然災害と国際法の理論」と題する研究発表を行い、2012年9月には米国のバーク
レーで開催された第4回4学会国際会議（日、米、加、豪・NZ）合同研究大会において“Natural Disasters 
and the Theory of International Law”と題する報告を行いました。また、2012年にブルガリアのソフィアで
開催された第75回国際法協会（ILA）総会では、「国際組織の責任」に関するスタディ・グループ会合に参
加し、その最終報告書の採択を行いました。

グローバリゼーションとナショナリズム

大西 仁　東北大学大学院法学研究科（教授）

■研究活動
本研究プロジェクトでは、日本、中国、韓国、英国、フランス、スウェーデンの研究者による国際共同研
究を展開していきました。
すなわち、調査・研究を各国で展開すると共に、随時日本の国内外で国際ワークショップを開いて、それ

ぞれの成果を基に共通理解を深めていく計画であり、その際、積極的にポスドクの若手研究者や大学院博士
課程の学生の参加も促すことによって、若手人材の育成にも力を尽くしたいと考えました。
その一環として、2009年萩セミナーでは、国際ワークショップ “Political Process of Historical Memories 

in East Asia” を開催し、2010年2月に英国シェフィールド大学で国際シンポジウムを共催し、2011年10月
の萩セミナーで、池上雅子氏（ストックホルム大学）と南基正氏（ソウル大学校）を報告者に招いて、「北
東アジアにおける国際政治の変容」をテーマに、国際ワークショップを開催しました。2012年11月に、延
世大学校と共同で、「東アジアのナショナリズムと平和」をテーマに、最後の国際ワークショップを開催し
ました（詳細は169頁をご覧ください）。
若手研究者の研究成果として、2010年春に、金淑賢氏が『中韓国交正常化と東アジア国際政治の変容』（明
石書店）を、紀萌氏がPhraseology in Corpus-Based Translation Studies （Peter Lang）を、それぞれ出版し
ました。また、東北大学国際高等研究教育機構、同大学文学研究科GCOEとも協力して、若手研究者の共
同研究の成果を一冊にまとめた『移動の時代を生きる―人・権力・コミュニティ―』（東信堂）を2012年3
月に出版しました。
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多文化共生政策の国際比較

戸澤 英典　東北大学大学院法学研究科（教授）

■研究活動
2008年12月に東北地方の実務家とも連携しながら本プロジェクトを立ち上げ、ヒアリング調査や研究会
を重ねていました。東北地方の多文化共生に関するネットワークも徐々にできつつあり、2010年度以降の
本格的な調査に向けて、他地域での類似プロジェクトも参考に、調査内容・方法の検討を行いました。
国際比較の研究対象としては、特に、多文化共生社会への政策的な対応を急速に進めている韓国を重点的
に取り上げ、2009年2月には韓国を訪問し、韓国政府や関係者へのヒアリング調査を実施しました。日韓
において毎年交互に国際セミナーを行い、経験の共有と政策論議を積み重ねてきました。また、2010年以降、
他の重点的な比較対象であるヨーロッパ（ドイツ、スウェーデン）、カナダ・アメリカ、オーストラリア・
ニュージーランドなど、多文化共生に異なったアプローチで取り組んでいる国々や、移民送り出し国である
フィリピン、ベトナム、中国等に順次メンバーを派遣し、海外の研究協力者とも連携しながら現地調査を進
めました。
研究成果は、オンライン・フォーラムにおいて随時公表する予定です。

近代日本・戦後日本の対外態度
―日米関係を中心に―

牧原 出　東北大学大学院法学研究科（教授）

■研究活動
2008年度は、打ち合わせを兼ねた研究会を開催し、今後の研究の前提となるオーラル・ヒストリー・プ

ロジェクトの方向性について、具体的な人選を進めました。2009年には、オーラル・ヒストリー・プロジ
ェクトの方法について研究会をおこない、戦後の日本外交に重要な役割を果たしたある女性へのオーラル・
ヒストリー・プロジェクトを行いました。また、戦後日本の行政の国際化を果たした女性官僚の研究に着手
しました。2010年も引き続き研究を進めました。
それにより、『行政改革と調整のシステム』（牧原出、東京大学出版会、2009年）、『条約改正史―法権回

復への展望とナショナリズム』（五百旗頭薫、有斐閣、2010年）、『戦後行政の構造とディレンマ―予防接種
行政の変遷』（手塚洋輔、藤原書店、2010年）など、数多くの成果を出すことができました。これらの成果
は各メンバーに共有されており、同プロジェクトは今後の研究の礎となりました。

098

10 2013.3



グローバル時代の「公共性」再考
―地域間格差を手がかりに―

稲葉 馨　東北大学大学院法学研究科（教授）

■研究活動
2008年10月に「グローバリゼーションとナショナリズム」のプロジェクトにあわせて、中国清華大学及
び東北大学でミニ国際ワークショップを開催し、今後のプロジェクトの進め方について討論しました。また、
2008年11月には、フランスの研究者と日本の産業クラスター分析について意見交換を行いました。2009年
および2010年には、日本の地域間格差について、研究会を多数開催し、かつ2010年2月には、フランスと
ベルギーの研究者・実務家等と国際シンポジウムを開催しました。
なお、Factbook 2009の44ページで紹介した、2009年度の清華大学での国際ワークショップ及び2010年

2月の日仏会館での国際シンポジウムは、それぞれ、清華大学人文社会科学院及びフランス国立現代日本研
究センターと連携して実施したものです。ここに改めて両機関のご協力に感謝します。
研究成果につきましては、プロジェクトの各メンバーがそれぞれに発展させてきました。その一例として、

『行政法 第2版 （LEGAL QUEST）』（稲葉馨・人見剛・村上裕章・前田雅子、有斐閣、2010年）、『都市法入
門講義』（生田長人、信山社、2010年）、『防災の法と仕組み （シリーズ・防災を考える）』（生田長人、東信堂、
2010年）、『現代政治学 第4版 （有斐閣アルマ）』（加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦、有斐閣、2012年）、
『行政改革と調整のシステム』（牧原出、東京大学出版会、2009年）が挙げられます。

少子高齢化をめぐる国家と私的領域

水野 紀子　東北大学大学院法学研究科（教授）

■研究活動
GCOEが開始して以来、毎年、平均して約10回の研究会を開催してきました。これらの研究会における

議論は、プロジェクトメンバーの活字業績となって5年間を通じて多くの成果を生み出しました。学界水準
を高めた論文は枚挙にいとまがなく、書籍も森田果『金融取引における情報と法』（商事法務）、滝澤紗矢子『競
争機会の確保をめぐる法構造』（有斐閣）、水町勇一郎『労働法（第3版）』（有斐閣）などの画期的な著作を
公表しました。また研究活動ばかりではなく、児童虐待対応の親権法改正をはじめとして、具体的な立法や
行政ガイドラインの策定などにおいても、メンバーの多くは、GCOEの研究成果を活かして実践的な活動
をしてきました。最終年度には、有斐閣から『社会法制・家族法制における国家の介入』と題して、プロジ
ェクトメンバーが執筆した成果本を出版しました。
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「法の経済分析（Law and Economics）」の手法に基づく、 
多文化交流、男女共同参画の政策効果の分析

吉田 浩　東北大学大学院経済学研究科（教授）

■研究活動
2010年度は男女共同参画に焦点を当てて研究を行い、「都道府県別男女平等度指標」としてノルウェー統

計局の男女平等年表の作成方法に基づき、現在の日本の男女平等度について、社会、経済、教育、人口、政
治参加等の指標を用いて、地域別にその状況を定量的に明らかにした。この研究は男女共同参画社会の推進
を通じて、1980年代以降いったん下落した出生率という社会問題を解決したノルウェーの効果と、男女共
同参画の問題に定量的にアプローチするという本研究全体の問題意識を提示するものであり、多くの新聞、
メディアに取り上げられた。
続く2011年度は多文化共生の面に焦点をあてて研究を行った。2011年度の研究は、高齢者と若年者とい
う異なる世代が共生する現在の日本において高齢者福祉（Well-Being）の現況を把握するという観点から、
高齢者の心身の健康、経済生活、社会生活、個人生活、安全・安心5つの分野15種類の統計を用いて高齢
者福祉指数を試算し、日本の全都道府県別の計算結果にもとづくスコアを求めた。多文化共生における意義
としては、貧困者と富裕者、男性と女性といった対立的または入れ替わりのない関係の間での指数と異なり、
すべての国民はやがて高齢者となることを考慮すれば、我々は現在の高齢者と共に将来の高齢者（自分）と
も共生していく必要があり、その意味でもこの指数を政策的に有効に活用することが期待できた。

2012年度は、男女別にアンケートを行った幸福度調査の分析を通じて、所得等の経済厚生をふまえてよ
り広い幸福度という厚生指標に分析を拡大し、さらに国際比較の観点を導入して、分析対象の空間的広がり
を拡大した。さらに、個人から企業、また地域社会へと分析対象をシフトし、はじめに大企業における女性
活用の戦略的事例をケースに用いて、企業内での意思決定とその効果を時系列的に事実を収集し分析してい
る。同時に歴史的に大きな曲がり角にあった伝統地場産業において、女性のセンスを導入することで新たな
産業としての発展の道を見つけ出したケースを、過去から現在にかけてを調査することで明らかにしている。
加えて、今後の高齢化による要介護者の急増という社会問題を、老後の介護の受け手としての女性、家庭内
介護の供給者としての女性そして介護保険による介護サービスの供給事業に従事する労働者としての女性の
問題として捉え、現在から将来までを展望して分析を行っている。以上を踏まえ、本プロジェクトの研究成
果のまとめとして、河北新報出版センターより『男女共同参画による日本社会の経済・経営・地域活性化戦
略』を出版した。
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少子高齢化社会の家族変動：ミクロデータ分析によるアプローチ

田中 重人　東北大学大学院文学研究科（准教授）

■研究活動
2008-2009年には、家族変動・家族政策・計量分析に関する分析を収集し、分析課題を絞り込むととも

に、既存データを利用しての予備的分析をおこないました。2009年8月には、他の2プロジェクトと合同
で国際セミナー “Gender Equality in Multicultural Societies: Gender, Diversity and Conviviality in the Age of 
Globalization” を開催しました。最新の「第3回全国家族調査」（NFRJ08） データが利用可能となった2010
年から本格的な計量分析を開始。2010年10月には「萩セミナー」の一環として、ワークショップ「計量分
析からみる家族変動 : 近年の日本社会における格差・意識・ライフコース」を開催。2011年以降も、メーリ
ングリストや研究会での討議を重ねながらデータ分析を進めてきました。具体的な分析課題の設定はメンバ
ーの自主性にゆだねられており、現代日本における直系家族制度のありかた、アンペイド・ワークの構造、
雇用の女性化とワークライフ・バランス、家族に関する意識と規範、子どもの教育と家族、経済的不平等と
結婚・離婚など、現代日本社会における家族変動の重要な側面について、大規模データのメリットを生かし
た新しい知見を得るとともに、分析結果から導かれる政策的含意や家族法への示唆について、過去の家族研
究の蓄積を利用して多角的な検討をおこなってきました。分析の成果は、これまでにも学会大会等での発表
や雑誌論文として発表してきています。2013年3月には、これらの研究成果を英文書籍としてまとめ、出
版しました。

生活保障システムの比較ジェンダー分析
―グローバル知識経済と社会的排除の諸相―

大沢 真理　東京大学社会科学研究所（教授）

■研究活動
5年にわたる研究活動の前半は、国際的な研究者・学術ネットワーク（韓国・ソウル大学校日本研究所お

よび釜山大学、ドイツ・ブレーメン大学およびデュースブルグ大学、ハンザ先端研究所、イギリス・シェフ
ィールド大学、アメリカ・シラキューズ大学）を基盤に、国内外で集中研究会、公開シンポジウムを積みか
さねてきました。さらにイタリア、イギリスで生活保障システムの重要なアクターである社会的経済に関
する現地調査を行いました。これら知見をもとに、後半の研究活動では国内での実態に踏み込み、ふくい
県民生協と関連組織、NPO、女性団体などのヒアリング調査を実施しました。これらの活動成果の一部は、
GCOE連携拠点リサーチペーパーシリーズとなっているほか、2011年度にはその集大成として辻村みよ子・
大沢真理編『ジェンダー社会科学の可能性（全4巻）』（岩波書店）、さらに各メンバーの書籍として①大沢
真理編『社会的経済が拓く未来―危機の時代に包摂する社会を求めて―』（ミネルヴァ書房）、②米澤旦『労
働統合型社会的企業の可能性―障害者就労における社会的包摂へのアプローチ』（ミネルヴァ書房）、③エス
ピン＝アンデルセン著、大沢真理 監訳『平等と効率の福祉革命―新しい女性の役割』（岩波書店）が刊行さ
れています。最終年度は3.11以後の日本の生活保障のありかたへと問題関心を発展させ、カナダのダイバ
ーシティの視点を活かした防災・復興を考察するために、6月、10月の二度にわたってカナダの研究者とセ
ミナーを開催しました。その成果をプレリミナリーレポートとして日本・カナダで発表しました。12月に
は被災地のNPO、行政、女性たちを招いての公開シンポジウム「復興元年を総括する――持続可能な社会
の条件」を開催しました。
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企業の人材活用におけるワーク・ライフ・バランス（WLB）支援と 
男女雇用機会均等施策の効果に関する実証的研究

佐藤 博樹　東京大学大学院情報学環（教授）

■研究活動
2008年度中に参加メンバーが各自分析に取り上げるデータセットを確定し、2009年度からは具体的な分

析に入りました。2009年度には、総務省統計局の「就業構造基本調査」の再分析を行い、他のデータ分析
と合わせて、2010年度に中間的な研究成果を取りまとめました。企業におけるWLB支援の現状や課題の理
解に関しては、東京大学社会科学研究所が民間企業と共同で実施しているワーク・ライフ・バランス推進・
研究プロジェクトと密接な情報交換をしております。ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクトの
成果報告会（2008年度、2009年度、2010年度、2011年度）を本プロジェクトと共催で行いました。
最終の研究成果は、「特集「ワーク・ライフ・バランス」と「男女雇用均等」」『社会科学研究』（2012年64巻・

第1号）として刊行しました。その内容は、下記のようになります。
第1に、次世代育成支援対策推進法や育児介護休業法は、女性の就業継続に貢献しているものの、保育サ

ービスの充実や、小規模企業で働く女性への両立支援制度に関する情報提供などの課題があります。第2に、
女性の就業継続のためには、両立支援制度の充実だけでなく、通常のフルタイム勤務の働き方の改革（つま
り男性の働き方の見直し）と男性の家事や育児への参加促進が不可欠となります。第3に、女性の活躍の場
の拡大のためには、就業継続支援だけでなく、女性が仕事にやりがいを持て、昇進機会が開かれるなど、雇
用機会の均等が必要となります。そのためには、管理職キャリアだけでなく専門職キャリアを用意し複線型
の昇進ルールとしたり、管理職による女性部下に対するマネジメントの改革が求められます。第4に、国際
比較によると、民間セクターよりも公的セクターの方が、女性が就業継続しやすいものの、雇用機会の質を
ストレスや仕事の自律性で測定すると、マイナスの面も少なくありません。就業継続だけでなく、仕事の質
の改善が課題となります。
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