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『ケアエコノミー 持続可能な開発目標達成へ向けて』
Care Economy: Towards the Achievement of SDGs
日本で, また世界で, 家事や育児・介護・看護の多くは女性によっ

In Japan and other countries, women bear much of

て家庭において無報酬でおこなわれています。この無償ケア労働

household chores and care of children, elderly parents and

（アンペイド・ケアワーク）に日本人女性は 1 日平均 3 時間 28 分を

other household members at home for free of charge. In

費やすのに対して男性は 1 日平均 44 分。男性が仕事や学業に費

2016, Japanese women, on average spent 3 hours 28

やす時間は女性より長いですが, 無償・有償労働の合計時間は女

minutes per day for this ‘unpaid care work’ whereas

性の方が長く「働いて」いることになります。（平成 28 年『社会生活

Japanese men spent only 44 minutes. While Japanese men

基本調査』）

spent longer hours on paid work and study than women,
when the unpaid and paid work combined, Japanese women

日本人の社会活動時間配分（10 歳以上, 1 日平均, 分）

worked longer hours than men (The 2016 survey on time

use and leisure activities).
男性

44

368

The Sustainable Development Goal 5 Target 5.4 calls for
女性

208

215

recognizing and valuing “unpaid care and domestic work
through the provision of public services, infrastructure and

無償家事ケア労働

有償労働・通勤・学業

social protection policies and the promotion of shared

2015 年に採択された持続可能な開発目標(SDGs)では公共のサー

responsibilities. This event aims at creating awareness of

ビス, インフラ, および社会保障政策の提供を通じて女性によるア

the ‘care economy’ derived from reducing and

ンペイド・ケアワークの負担を減らし, 家庭と公共のサービスで, お

redistributing unpaid care work, and providing a space to

よび男女間でのケアの分担を奨励しています(SDG ターゲット 5.4)。

discuss the new research agenda as well as the ways to

本イベントでは、ケアの分担奨励から発生する経済活動「ケアエコ

reflect the research findings better on the policy-making,

ノミー」への理解を広め、日本を含むアジア諸国の例を中心に新た

based on the Asian case studies including Japan.

な研究課題や、研究成果と政策との連携強化についての議論を予
定しています。

お問い合わせ・お申込み： 岡山大学グローバル・パートナーズ 山本由美子
For inquiries and event registration, please contact Yumiko Yamamoto,
Center for Global Partnerships and Education, Okayama University
TEL: 086-251-8557； Email: yumikoyamamoto@okayama-u.ac.jp
主催：国立大学法人 岡山大学
後援：G20岡山保健大臣会合支援推進協議会

Source: UN Women

*岡山大学創立五十周年記念会館へは公共交通機関を利用してお越しください。JR 岡山駅西口から岡電バス「岡山理科大学」行に乗車、「岡大西門」で下車
して徒歩約 1 分。Please take a bus or taxi to Okayama University 50th Anniversary Hall. There are frequent bus services from Okayama Station (West Exit)
for Okayama Rika Daigaku (Okayama University of Science) and get off at ‘Okadai Nishimon’bus stop.
*本シンポジウムは，岡山大学ダイバーシティ推進本部男女共同参画室女性教員支援助成金（マネジメント力向上支援型）の支援を受け実施いたします。
This event is supported by the grant from the Organization for Diversity Management Gender Equality Office, which aims at providing the support to the
female researchers/ faculties of Okayama University.

