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 「私たちはジェンダー平等政策を求めます」政策リスト(回答書) 

          政策カテゴリー別  

 

各政党から届いた「回答書」を、26項目の政策ごとに組み替えて並べました。まず先着順に並べ、 

賛成～反対～無記入の順に並び替えました。各政党の回答を比較してみてください。 

 

 

                        どちらかと   どちらかと  

賛成     いえば賛成   いえば反対     反対 

１ 憲 法: 

(1)憲法９条を厳守する（不戦） 

民主党                   ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一             ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                 ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                 ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                   ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                   ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                 ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

 

(2)憲法２４条を厳守する（男女平等） 

民主党                ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一           ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                 ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                 ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                   ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                   ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                 ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

※(共産党)女性への差別は人間の平等と尊重の原則に反し、人類の発展に貢献すべき女性の能力の

発揮を妨げるもの。国際的な基準にたって、ヨーロッパ並みの「ルールある経済社会」を実現し、

男女が、ともに能力を発揮して働き、子育てもできる社会、女性が経済的にも自立できる社会にし

ます。憲法を守り男女平等を社会に徹底します。 
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２ 脱原発: 

(3)遅くとも２０３０年までに原発をゼロにする 

民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・                                            

国民の生活が第一             ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

※(民主党)「２０３０年代までに」の付記 

※(共産党)原発:いま必要なことは、「即時原発ゼロ」。すべての原発から直ちに撤退する政治決断だ。 

※(緑の党）「ただし即廃炉」の付記 

 

 

３ 防災復興： 

(4)防災復興にあたって女性の参画を推進する 

民主党                   ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一            ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

(5)被災地の女性雇用を創出する 

民主党                   ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一            ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 
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４ ポジティブアクション（積極的改善措置）：  

(6)政党の候補者リストにクオータ制（女性割当制）を導入する 

国民の生活が第一            ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

民主党                 ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

                       

 

※(共産党)クオータ制:政党の取り組みとしては、女性の力を正当に評価し、積極的に女性候補を擁

立する政党自身の自主的努力が問われていると考える。 

※(公明党)公明党は全議員のうちすでに3割が女性 

※(自由民主党)どちらとも言えない 

 

 

 (7)政治・公的活動、教育分野などあらゆる分野で２０２０年までに指導的女性が

占める割合を３０％にする 

民主党                     ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一           ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                     ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 
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５ 雇用・労働： 

(8)実効性のある同一（価値）労働、同一賃金を実現する 

民主党                 ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一             ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                     ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

 

(9)配偶者控除を廃止する。第３号被保険者制度を見直す 

国民の生活が第一               ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

民主党                 ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                     ・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・ 

自由民主党                ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

                  

※(共産党)配偶者控除・第3号被保険:配偶者控除の廃止には基礎控除の引き上げが必要。年金の第

3号被保険者制度は、女性の低年金や無年金などとともに年金制度が抱える矛盾。「最低保障年金制

度の実現でその矛盾を抜本的に解決する。 

※(自由民主党)どちらとも言えない 

 

 

(10)家族介護者の負担軽減と介護職従事者の待遇改善を図る 

民主党                   ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一                ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 
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６ ワークライフバランス: 

(11)保育所・学童保育の待機児童の解消など子育て支援策を強化する 

民主党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一             ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                     ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

 

(12)育児・介護休業制度の普及・啓発を推進し、男性の取得を促進する 

民主党                       ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                     ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 / 10 

 

 

７ 民法改正： 

(13)選択的夫婦別姓を実現する 

民主党                        ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                     ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・ 

 

(14)婚姻最低年齢を男女同一化する。女性のみに課せられている再婚禁止期間を 

廃止する 

民主党                         ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・ 

 

 

(15)婚外子相続分差別規定を廃止する 

民主党                         ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                       ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・ 

                       

※(民主党)「是正」の付記 
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８ 性暴力： 

(16)性暴力を禁じ、被害者を保護する包括的な法律を制定する 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

民主党                   ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

(17)ＤＶ防止法の保護命令の対象を拡大し、性別を問わず交際相手を含める 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

民主党                  ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

 

 

９ 日本軍「慰安婦」: 

 (18)河野談話、村山談話を引き継ぐ 

民主党                     ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

※(自由民主党)どちらとも言えない 
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(19)被害者に政府(国家)による謝罪と補償をおこなう 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・ 

自由民主党                ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・ 

民主党                       ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

 

１０ 性的健康:  

(20)刑法の堕胎罪を廃止する 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                     ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                 ・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・ 

民主党                      ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

(21)性的マイノリティ(ＬＧＢＴ)に対する差別や社会的排除をなくす 

民主党                       ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                 ・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・ 
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１１ マイノリティ・社会的弱者： 

(22)ひとり親世帯、高齢単身女性の貧困解消に実効性のある政策を実現する 

民主党                       ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                       ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

 

(23)外国籍住民に対する差別や社会的排除をなくす  

民主党                        ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 
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１２ 国連女性差別撤廃条約の締結国としての責任遂行: 

(24)女性の地位向上のための国内推進機構を強化する  

民主党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                     ・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

 

※(自由民主党)どちらとも言えない 

 

 

(25)女性差別撤廃条約選択議定書を批准する 

民主党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                 ・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・・・・・・□・・ 

 

 

(26)女性及び性的マイノリティの人権保護の権限を持つ独立した国内人権機関を

設置する 

民主党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

国民の生活が第一              ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

社民党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

日本共産党                  ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

公明党                   ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

緑の党                    ・・■・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・ 

自由民主党                 ・・□・・・・・・・□・・・・・・・□・・・・・・・■・・ 

 

 


