全国フェミニスト議員連盟 規約

活動方針

政治分野における
男女共同参画推進
法の成立を求める
（2018）

（名称）
第１条 この会は、全国フェミニスト議員連盟と称する。ただし、英語名は
Alliance of Feminist Representatives（愛称 AFER アファー）とする。
（目的）
第２条 本連盟は、女性議員を増やし、女性の声が政治に反映する社会をつくる
ことを目的とする。
（活動）
第３条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
（１）女性議員がいないゼロ議会をなくす運動。全てのレベルの女性議員比率を
50％にする運動。
（２）既成の政策、法律、条例を男女平等の視点で点検する運動。
（３）女性がいきいきと生きることができる、あらゆる環境づくりの政策立案運動。
（４）会員相互の情報交換、交流。
（５）日常的にはゆるやかな連合、連帯活動を旨とし、超党派とすること。
（会員）
第４条 本連盟は第２条の目的に賛同する市民、議員をもって会員とする。
（代表・世話人）
第５条 本連盟に代表２名を置く。
２. 本連盟に次の世話人を置く。
会計、広報、政策、組織、国際、事務局、顧問
３. 代表・世話人は会員相互の互選により定め、任期は２年とする。ただし、再
任を妨げない。
４．世話人の任務は以下とする。
（１）代表は､ 本連盟を代表し､ 総会及び世話人会を主宰する。
（２）会計は､ 本連盟の会費の徴収、経費の管理運用にあたる。
（３）広報は､ 本連盟の目的、活動を広く社会に知らせ､ 理解を深める。
（４）政策は､ 本連盟の活動のための、情報収集、研究にあたる。
（５）組織は、本連盟の活動のための組織の充実と拡大にあたる。
（６）国際は、目的を同じくする海外の団体・個人との情報交換、交流をはかる。
（７）事務局は､ 本連盟の運営を掌握し､ 事務連絡にあたる。
（会議）
第６条 本連盟の会議は､ 総会及び世話人会とする。
（１）総会は年 1 回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
（２）総会は､ 予算、決算、その他の重要な事項を審議決定する。
（３）世話人会は、必要に応じて開催する。
（４）世話人会は､ 目的達成のための必要事項を審議決定する。
（会計）
第７条 本連盟の会計は、会費、寄付、その他の収入をもってあてる。
２．本連盟の会費は、町村以外の議員は年額 1 万円、町村議員および 市⺠は年
額 5 千円とする。ただし、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
（規約）
第８条 本規約の改正は総会で定める。

女性の声で政治を変える

1）あらゆる女性差別をなくすために、女性差別撤廃条約選択
議定書批准のための取り組みを各地で進める
2）政治分野における男女共同参画推進法の理念を達成するた
め、各政党・政治団体に対しクオータ制の実施を求め、党
内の決定機関ならびに議会の50％を女性にするよう、要
請行動を行う
3）第四次男女共同参画基本計画の202030 が達成できない
ことを踏まえ、男女平等政策として、あらゆる政策決定の
場で一方の性が40％を下回らないとの考え方の共有を進
める
4）女性ゼロ議会をなくすため、候補者の発掘、支援、ネット
ワークづくりに取り組む
5）機関誌AFER、ホームページ等を活用し、情報発信と会
員拡大を積極的に行う
6）会員相互の情報交換、交流をメーリングリスト等を活用
して行う
7）女性たちをエンパワーメントするため、セミナー、研修、
シンポジウムなどを行う
8）クオータ制を推進する会に参加するなど、女性の政治参画
を進める団体と連携する
9）バックラッシュに抗し、国内外の情報収集・発信などを行う

全国フェミニスト議員連盟にご加入ください
女性議員を増やし女性の声が政治に反映する社会をつくるために、
あなたのご参加とご協力をお願いします。

総会（2019）

「増やそう女性議員」とフ
ラッシュモブで訴え（2019）

〈年会費〉議員会員１万円 ( ただし町村議員 5 千円 ) ／ 市民会員５千円
〈特 典〉機関紙「AFER」１年分（４号）を無料送付／会員メーリングリスト
に参加／講演会などの資料をホームページより入手

全国フェミニスト議員連盟
〒 350-1108

埼玉県川越市伊勢原町 5-5-3
グリーンコモンズ川越 1-204 伊藤正子気付
TEL/FAX 049-233-8034 MAIL: info17@afer-fem.org
ホームページ http://www.afer-fem.org
サマーセミナー in 熊本
（2019）

口座名：全国フェミニスト議員連盟 郵便振替：00110-2-655940
ゆうちょ銀行 〇一九支店 口座番号 0655940

全国フェミニスト議員連盟

全国フェミニスト議員連盟について
あまりにも少ない女性議員を増やしていくため、1992年に全
国の市民や議員がつくった会員組織です。
「女性議員を50％に」
という目標を掲げ、女性ゼロ議会をなくすキャンペーン、女性
議員増を求めてのロビー活動、女性候補・議員の支援、サマー
セミナーやパワーアップ集中講座などの政策研究も続けていま
す。政治分野における男女共同参画推進法施行により、国や地方
自治体も女性議員を増やすための努力を進めることになりました。
この動きを加速させるための活動をさらに続けていきます。
共同代表

前田よし子（東京都八王子市議）
増田かおる（千葉県松戸市議）
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2017年12月

1992 年 2 月 :「全国フェミニスト議員連盟」結成
1999 年 女性と政治キャンペーン（統一地方選挙がある４年毎に開催）
2003 年 女性議員増への施策等について各地の女性センターへ調査
2006 年 NWEC（ヌエック 国立女性教育会館） 男女共同参画のため
の研究と実践交流フォーラム （ほぼ毎年参加）
2012 年 1 月 : 第 1 回パワーアップ集中講座。「介護保険」「子ども子
育て新制度」
「ジェンダー予算」
「女性と貧困」等、多様なテー
マで毎年開催。５月 : 結成 20 周年総会記念セミナー

4,640
自治体総現議員数 32,430

女性議員総議席数

14.3

最高値 29.14％（東京都）
最低値 7.64％（山梨県）

（欠員 353）

193 ヵ国中166位です。日本は、
世界25％、
アジア 20.6% の半分以下でしかなく、各
平均値の足を引っ張っていると言えます。

実態アンケート調査、報告集発行。

女性議員50％の奈良県王寺町、神奈川

2017 年 9 月：『政治分野における男女共同参画推進』

県大磯町、40% 以上の神奈川県葉山町、

のための政党アンケート（衆議院議員選挙）

大阪府島本町などがある一方、女性が一人

2019 年 第 28 回サマーセミナー in 熊本

もいない「女性ゼロ議会」は2割程度もあ

2020 年 1 月 : 第 9 回パワーアップ集中講座

ります。

4 月 :「新型コロナウイルス感染対応に

男女同数議会にすることは、民主主義の

女性の声の反映を求める緊急要請書」

要請であり、超少子高齢化・地球環境問題

（年４回）
◆ 機関誌「AFER」発行

を解決していくためにも不可欠です。
「ジ

◆ 女性議員ゼロの自治体訪問

◆ 会員数約 200 名

ェンダー平等」の達成をめざして、国連の
目標「2030年まで50%」に向けて頑張り
ましょう。
自治体議会における性差
別体験アンケート報告集
2015 年 7月発行 500 円

ジェンダー視点で政治を変える
エンパワメント
つながりを力に

パワーアップ集中講座

日本の国会（衆院）に女性は 9.91% し
かおらず、2020 年 6 月の IPU 調査で世界

2014 年 都議会のセクハラ発言に抗議し、各自治体議会でのセクハラ

◆ セクハラ根絶や女性議員増を促進する
制度について要請、抗議、声明文等を
国や各地の自治体議会などに提出

女性議員を増やそう!!

世話人会

毎年、パワーアップ集中講座や地方で開催する
サマーセミナーで、現場にいる方の話を聞くなど
政策研究をしています。
世代や当選回数、地域や党派やジェンダーを超えた
集まりです。メーリングリストで情報を共有。
会員専用のアーカイブもあります。

VOICE

出会えて感謝
日本の議会では女性はまだまだ少数派で、
議会において孤独だったり、理不尽な対応
を受けることがあります。そんな時、経験
豊富なメンバーから応援やアドバイスを受
けられ、とても心強いです。学びの多いフ
ェミ議に出会えたことに感謝しています。
緒方ゆうか（熊本県熊本市議）

