URL

(ICHII

Reina)

教員名

市井

所

属

ジェンダー研究センター

学

位

PhD（2007

職

名

講師

／

E-mail

礼奈

University of South Australia）

ichii.reina＠ocha.ac.jp

◆研究キーワード
政府予算のジェンダー分析 ／ 業績評価 ／ 育児政策 ／ 時間利用分析 ／

◆主要業績

オーストラリア

総数

(

4

）件

・Ichii, Reina 2006, An Evaluation of Australian Childcare Policy Using Performance Indicators, paper
presented at the annual conference on Feminist Economics, University of Sydney,Australia,7-9 July 2006.
・Ichii, Reina 2006, Performance Indicators for Gender Responsive Budgeting: A Case Study of Australian
Childcare Programs, Ph.D Dissertation, School of Commerce, University of South Australia.
・市井礼奈訳、大沢真理監訳 2007「新自由主義的なグローバル化とジェンダー平等―オルタナティブを求めて」
、
北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”編 ムーブ叢書『ジェンダー白書５ 女性と経済』
、
明石書店、46 頁～71 頁。

◆研究内容
日本における初の試みとしてジェンダー予算分析 (Gender Budget Analysis、以後 GBA と表記）の実施を目的と
する。GBA は行政の予算配分を通じたジェンダー主流化の手法として、これまで世界 60 カ国以上の国々で実践さ
れている。ところが日本では GBA の本格的な実施は未だなされていない。
そこでまず、日本で GBA を実施するための準備段階として、東北アジア 2 カ国（韓国と台湾）で実施されはじめ
ている GBA を概観し、これらの国々の予算分析の特徴とそのジェンダーへの影響を明らかにする。次いで、わが
国の厚生労働省の子育て関連予算を対象に GBA を実施する。文献解読と聞き取り調査を行い、分析対象とするケ
ア関連サービス (育児･介護などをはじめとする）政策・予算を確定し、予算分析 (予算の費目、予算規模、予算
額の推移）を行う。さらにジェンダー区分のある統計を用いて、この予算が及ぼす影響をジェンダー別に検証する。
最後に、韓国と台湾における先行研究分析と本研究における GBA 分析を踏まえ、東北アジアにおける GBA モデル
構築の可能性を提言する。
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◆Research Pursuits
Through this research, I aim to conduct gender analysis of government budgets in Japan. Gender budget
analysis (GBA) has been developed by feminist scholars and policy makers as a method of assessing gender
equity from government financial allocations. In 2006, more than sixty countries conducted GBA. However,
GBA has not yet been undertaken in Japan.
The main focus of this research is on the development of GBA methods in the Japanese context. First, GBA
undertaken in Korea and Taiwan will be reviewed using secondary data analysis with an aim to adapt GBA
frameworks and methods from Korea and Taiwan to a Japanese case study. Because these countries only
recently introduced GBA, this review will be useful in understanding issues regarding the introduction of GBA
to countries with less experience.
Secondly, GBA will be conducted using a collection of childcare policies provided by the Ministry of Health,
Labour and Welfare. The Japanese Government considers childcare a high priority, as it is vital for
maintaining work/life balance and improving the birth rate. Budget trends and allocations for childcare
initiatives are analysed based on Ministerial data and publications.
Finally, strengths and limitations of GBA in Japan are considered to establish common frameworks and
methods that could be applied to Korea and Japan.

◆共同研究例
オーストラリアと日本の子育て政策の評価

◆共同研究可能テーマ
・業績評価制度の構築および業績評価指標の開発

◆将来の研究計画・研究の展望
１、マクロ経済におけるジェンダー主流化に関するフェミニスト理論研究
２、厚生労働省の子育て関連政策に関するジェンダー分析
３、世帯内役割分業に関する時間利用分析
４、世帯内育児労働と育児政策に関するオーストラリアと日本の比較研究
５、韓国、台湾におけるジェンダー予算分析の動向調査

◆研究の実用化（実用化済のテーマ）
業績指標を用いた行政評価

◆研究の実用化（今後実用化したいテーマ）
ジェンダーの視点に立った業績指標による政府予算評価
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