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『広岡守穂さんの講演録』 

 

 おはようございます。広岡守穂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日はお伺いするのを楽しみにして参りました。広島県では生涯学習が盛んと聞いております，生涯

学習のグループだったでしょうか？学びから立ち上がった女性のグループが大変活躍されているという

のを大分前から存じ上げていまして，どんなふうになさっているのかなと，逆にこっちが取材するつも

りで参りました。今日はひとつよろしくお願いします。 

 ここに持って参りましたのは，ついこないだ５月３０日にできたばかりの報告書です。『学びとエン

パワーメント』というタイトルです。学術文化産業ネットワーク多摩という団体で，地元の多摩地域の

大学と自治体と企業とＮＰＯとが１００ほど集まってつくっている団体があります。中央大学の学長が

理事長をしております。そこが文部科学省の再チャレンジ支援の学習プログラムを開発する事業の委託

を受けまして，私はそのとりまとめをやって参りました。その経験なども書いたものですから，持って

参ったわけであります。もし御興味がおありでしたら申し付けていただければ後ほどお送りいたします。 

 

１ 男女共同参画は地域活性化の課題 

今日お話をしたいのは男女共同参画は地域活性化の課題だということです。男女共同参画といいます

とだいたい活動されている方は比較的中高年の女性が多くて，男性が家事育児にかかわること，家庭の

中で男女が平等になることといったところにこれまでアクセントが置かれてきたかと思います。実際か

かわってこられた中高年の女性には専業主婦の方が比較的多いものですからその気持ちは大変よく分か

りますし，私はそれを全然否定するものではないですが，今はそれとともに人材を育てていくっていい

ますか，育てるって意味は仕事をするという意味なのですが，地域活性化と言った方がいいですかね。

地域活性化という側面で男女共同参画をとらえる，むしろそれが行政の取組としては大事だろうと思っ

ています。一人ひとりの生き方としては，男女が共に家庭生活にかかわるとか働くとかはもちろん大事

なのですが，行政の取組としては地域活性化という視点を入れておくことが非常に大事ではないかと思

っています。 

 竹下内閣の時，ふるさと創生事業で１億円をばらまくということがありました。見てますと「地域づ

くりは人づくりから」ということで，結構人材育成に力をいれた自治体がありました。そういう意味合

いで地域活性化は人づくりからなわけですから，女性の人材を育てていくこと。それが男共同参画の観
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点からみても大事ではないかと私は思っています。 

 

２ 生涯学習とエンパワメント 

ではそれはどういうことなのか。 

男女共同参画の取組の歴史をみますと，１９９０年代に，地域で女性センターがよく造られました。

そこでいろいろな事業が始まりますが，その事業の中では学びという側面が大変強かったと思います。

特に「気づき」と言いまして，これはアメリカの運動でいうとコンシャスネスレイジングって言いまし

て意識を高める。コンシャスネスレイジング，日本ではよくそれを「気づき」と言われました。今まで

当たり前のことのように思っていたことがはたしてそれでいいのかどうか？もう一回考え直してみよう

ということです。女性の生き方を考えるとか，子育て，介護や家事は女性だけの仕事だろうかとか，性

別役割分担を考えるとか，比較的そういう学びという面が女性センターの講座でも強かったと思います。 

 学びは生涯学習です。日本の生涯学習は長く知識，教養を高めるっていう面に軸足を置いて発展して

きました。知識，教養を高める。古典文学を読んでとか何か学んでそして知識や教養が高まっていく。

生涯学習がカバーする範囲はそこまでであって，そこから先，得たものをどんなふうに生かしていくか

は，それは生涯学習のカバーする範囲ではないという考え方が強かった。古典文学を学んで，そして古

典文学の面で活動を行ったり，仕事をしていくっていうのは生涯学習の分野の立入るところではありま

せんという感覚だったと思います。これは日本の生涯学習の特徴でした。 

 欧米の生涯学習はむしろ能力を高める。問題解決をするために能力を高めるという発想です。知識，

教養を高めるのではなく，技術，能力を高める。そういう発想です。実践的になっているわけです。そ

こが大分違います。さて日本で男女共同参画の取組が始まって，女性センターで講座を開くという時に，

お手本になるのが生涯学習ですから，気づきとか学びとかいうところからスタートしがちであって実践

的な意味合いが少し弱かったのでした。広島はそういう面では大分事情が違うと思いますけど，全国の

女性センターに行きますとお茶，お花のお稽古といった講座が結構あります。しかしそれでは男女共同

参画ということから考えると少しずれてしまう。そういうずれはどこからでたのかなと考えると，どう

も日本の生涯学習のあり方というのがかなり大きな影響をもっていたのだろうと思います。 

 それで私自身は男女共同参画ということを考えた時にこんなふうに思っています。生涯学習ではアン

ドラゴジーと言う言葉があります。有名なマルコム・ノールズという学者が提唱していることばです。
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生涯学習に非常に大きな影響を与えています。ノールズは「大人の学習は知識，教養を高めるというタ

イプだとあまり効率は高くない」と言っています。子どもの学習は知識，教養を高める。読み書き，そ

ろばんができる，外国語を身につけるとか，子どもの学習はそれでいい。子どもたちは学校でそれを学

んで，どれだけ身に付いたかっていうのでテストをして卒業していく。ところが大人の学習は知識，教

養を身に付けようっていうのではモチベーションが起こってこない。大人はもっと切実に日常の生活，

日常の問題，それを解決しようと思った時に初めて学びが身に付く。ただ単に韓国語を勉強しましょう。

語学の勉強をしてひとつ言葉をしゃべれるようになりましょう。というのでは能力はあまり効果的に韓

国語が身に付かない。あのヨン様がいる国に行って，そしていろんなものを見たいとなるとモチベーシ

ョンが高くなって勉強する効果も上がるという。いわば切実な問題解決をするための学びが一番効果が

高いということです。それを子どもの学習（ぺタゴジー）と区別しまして大人の学習アンドラゴジーと

いっています。問題解決をする，課題を達成するための学習。その時大人は非常によく勉強できる。そ

ういうわけです。 

 男女共同参画でエンパワメーントといいますが，アンドラゴジーとエンパワーメントは一緒だと思い

ませんか？エンパワーメントは力を付けることなわけです。女性が力を付けていく。力を付けるための

コースは学習だけでなくいろんなチャンスを与えられるとか，いろんなコースがあると思うのですが，

そのうちの一つが学びだということを考えるとアンドラゴジーとエンパワーメントは私は一緒だと思い

ます。 

 

それでどんな方法があるのか。わたしは佐賀県の女性センター・アバンセ，山梨県の女性未来塾，そ

れからネットワーク多摩で女性の学習プログラム，この３か所で経験したことを申し上げます。 

 女性のエンパワーメントのための学びについて，私はこんなふうに考えました。単に知識，教養を高

めるだけでは駄目だ。ではどうすればいいのか？成果物をまとめる学習が一番いいのではないか。学習

の成果，例えば論文を書く，学習成果をちゃんと形にするということです。成果物を出すという学習が

一番いいのではないかと思います。その成果物，大学だと論文になります。あるいは卒業試験を受ける

ということになります。しかし生涯学習の成果物は論文とは限らない。ＤＶＤを作ってもいいし，芝居

を作ってもいいし，調査をやってもいい。どんなことでも考えられます。 

それで，山梨の時は大変おもしろかったのですが，こんなことでありました。受講者を募集しました
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ところ，初年度３０人くらいの人が集まりました。６人ずつ５班にわかれて学習を進めることにしまし

た。その５班は，例えば，まちづくり，子育て，夫婦関係とか，それぞれテーマをもっているわけです。

「成果物を考えてください」というところから勉強を始めました。講義をする，ワークショップをする

等ではなく，どんな成果物を出すかというところから受講生自身が考えました。これがなかなか決まら

ないのです。十何回の講座で最初の４回くらいはそれに時間を費やしたという感じでした。班によって

も違ったんですけどね。 

例えば夫婦のことを調べたいというグループでは「どんなふうになさいますか？」と聞くと５人とも

調査をしてその調査を報告書にまとめたいとおっしゃいました。わたしは“どうかな？”と思いました。

家族社会学は非常に発達した学問ですし，統計的な処理を専門家はやりますので，それに太刀打ちして

しっかりした夫婦関係の調査なんかできないのではないかと思いました。私は「それは駄目です。専門

家にとても太刀打ちできないでしょう」と却下しました。何回でもやり直しました。そのうちどうなっ

たかと申しますと，ある時メンバーの一人が「『１００人に聞きました』っていうのはどうでしょう

か？」とおっしゃいました。「４０代，５０代の既婚女性１００人にインタビューをしてその結果をま

とめるっていうのはどうでしょうか？」私はいいなあと思いました。どうしていいなと思ったかという

と，これ地元の新聞が絶対書いてくれると思いました。女性塾で学んだグループが４０代，５０代の自

分と同年代の女性たち１００人に聞いた。それをまとめれば間違いなく地元の新聞は書いてくれると思

ったので，「あっそれ，いきましょう」と言いました。ただちょっと不安でした。というのはメンバー

が６人，それで１００人に聞くとなると一人が１７～１８人に聞かなくてはいけない。一人聞けば大体

２時間くらいのインタビューになりますし，テープをおこすのは大変。それをまとめるだけでも２～３

日かかるでしょう。そうすると１７～１８人でと考えると２か月くらいの仕事になります。大丈夫かな

と思いました。不安だったんですが，大変見事でした。着実に進んだわけであります。私は同年配の友

達が１０何人もいて，ちゃんとインタビューに答えてくれるかなと，それすらそもそも心配だったので

すが，結果的には全然心配する必要はありませんでした。 

１０人くらいのインタビューが終わった時に中間発表をしました。そうするとみんな非常にいきいき

と，どんなインタビューができたか一生懸命話をされました。一番最初に聞きに行った人は，「夫婦の

間で特にいろんな問題で苦しんだ。夫が理解してくれなくて子育てに苦しんだ。家庭の色々な問題でつ

らい思いをした」涙ながらに話をされた。自分も同じような経験があったものだから，つい気持ちが誘
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われて自分も涙が出た。二人で泣きながら話を聞きました。ですので，「二人目からは大きめなハンカ

チを持って行くようにしました」とおっしゃるんですね。すごくいいのができるのではないかと思いま

した。 

実際の調査のすすめ方はこうです。それぞれ６人が一つずつ質問をつくりました。夫婦のこと，子育

て中のことなどについて質問をつくりました。それでそれぞれまとめたものを（自分自身は 

１７～１８人くらいにしか聞かないんですが）コピーして全員に配ると，間接的に１００人に聞いたこ

とになります。そして６人がそれぞれそのコピーに基づいて自分が担当する質問について分析を書くと

いうやり方をしました。 

大体予定したとおりに報告書があがって参りました。さぞかしいいものができただろうと思って，私

は楽しみにして報告書を読んだんです。読んだらこれがおもしろくない。「１００人それぞれに人生が

あるということが分かりました。私たちはそれを重く受け止めました」といった調子の文章が書かれて

いました。そんなことだったら聞かなくたって書けると思いました。何でこんなにつまらないのかなと

思ってほんとがっかりしました。話はすごくおもしろかったのに，報告はおもしろくない。“何でか

な？”と思ってずっと読み返しました。読み返した後にふっと気づきました。一番最初の謝辞のところ

にこう書いてあるんです。「私たち６人のつまらない女のために貴重な人生の時間を割いていただいた

１００人の女性に心から感謝いたします」さらにこう書いてありました。「特にインタビューをお許し

くださった御主人様に改めてお礼申し上げます」。男女共同参画のための女性塾で学んでいて，どうし

てインタビューに応じてくれた女性の夫にいちいちお礼申し上げなくてはいけないかと思って，ふっと

気づいたのは「かけがね」が心にかかっているのだと思いました。なんでおもしろくないかっていうの

はここだと思います。せっかくインタビューに応じてもらったのに，こんなことを書いたら相手の女性を

傷つけてしまうのではないかとか，女性の夫を怒らせてしまうのではないかとか，そういう気持ちが働

いているのではないか？それで筆が止まったのではないでしょうか。私は次の回の時に思い切って申し

上げてみました。「これほんと正直に申し上げておもしろくない。申し訳ないけど書き直してもらいた

い。分析がない」批判という言葉は使いませんでした。「分析というのは４０代の女性と５０代の女性

がどう違うのか？子どもがいる人といない人はどう違うのか？とか，そういうのが分析であって分析は

批判ではないです。いろんな傾向があると思うのでせめてその傾向を書いてもらわないとせっかく 

１００人にインタビューした意味がないのではないでしょうか」と申し上げました。１回つき返しまし
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た。 

２週間程して改めて書き直しの原稿が戻ってきました。今度はおもしろい。やはり心に「かけがね」

がかかっていたんだなと思います。今度はきちんと書かれていました。批判ではなく分析としてそれが

出てきていました。それがおもしろいのですよ。例えば，出産，子どもの問題についてなんですが，最

初の時のタイトルは「百人が百様の子育てがありました」と書いてありました。２回目のタイトルは

「二人目はあんたが産めし」って書いてあるのです。これは山梨の言葉で「何々しなさい」って意味で，

「二人目はあんたが産め」ってそんな意味なんです。一人目の子どもが生まれた時に夫はすごくかわい

がって，それで「もうすぐにでも二人目がほしい。二人目，二人目」と言ったそうです。彼女は二人目

はもうしばらく休んでからにしたい。子育てはものすごく大変で自分ばかりやっていたものですから，

ほんと大変だったので，「二人目はもう少しあとにしたい」。ある日言い争いになって「なんですぐに

でも産めないのか」という話になって，その時に彼女は言ったのだそうです。「二人目はあんたが産め

し」それがタイトルなのです。これおもしろいのです。中身がおもしろい。随分違うなと思いました。 

 このプロジェクトは何回目かの時に，地元の新聞に県庁から連絡をしてもらいまして，「こんなプロ

ジェクトが進んでいる。是非，１回仕上がる前に取材に来てもらいたい」というので記者の方が取材に

来られました。この夫婦関係のグループは地元の新聞に大きな記事が載りました。私の狙いはこうであ

りました。こうやって新聞に載るとそれを切抜きしてコピーして名刺代わりに持って歩けるではないで

すか。「私たちはこういうことをやったんです」って言って持って歩けます。そうすると次のステップ

が見つけやすいと思います。論文を書くとか報告書をつくるとか，単にそれだけをするのではなく，そ

れがいかに人に知られるか，周知度高く人に知られるかということが実は講座を主催する側からすると

大事なことではないかと思います。なるべくマスコミがちゃんと書いてくれるようなもの，そういう学

習成果物を作りたいと，アイデアをいろいろ考えたわけであります。 

 そのグループどうなったかといいますと，翌年，国立女性教育会館に行きまして自分たちの研究を報

告しました。さらに県庁の担当の方と「活躍の場所があったら是非うまくセットして，第一歩の踏み出

しは行政がお膳立てをしないとなかなか難しいのではないか」と話していました。担当の方がどうされ

たかというと，県内のある市の職員研修の講師として彼女たちを推薦しました。このグループは今も盛

んに活動されています。 

 ５つのグループ，他にどんなのがあったかといいますと，まちづくりのグループ。これもなかなかお
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もしろかったです。「まちづくり，どんなことをやりたいのですか？」と聞くと，六人が六様でバラバ

ラでした。もともと甲府市に住んでいる人，夫の転勤で甲府市に住むようになって日の浅い人，農村部

に住んでいる人とみんなバラバラでした。問題意識もバラバラでした。どうしようかなと思いました。

何か成果物としてまちづくりに関するものを出す。これはほんと苦労しました。これも６人のうちの一

人から「エッセイコンテストはどうでしょう？」というアイデアが出まして，“これはおもしろい”と

思いました。「２１世紀のまちづくり，私が住みたい理想のまち」そんなテーマでエッセイコンテスト

をする。実際にエッセイコンテストをするには，いろんなところに頼んで段取りをつけてきました。こ

の時大事なのは「エッセー書いてください」といういろんな働きかけをすることです。いろんな団体，

いろんな機関にお願いに行かなければいけません。これが実は学びの成果なのだと思います。ネットワ

ークができますから。審査員もお願いしなければいけません。だれに審査員になっていただくか。それ

からできれば賞品を出したい。県庁は１銭もお金を出さない。ですので賞品等は自分で探してこないと

いけない。そこで商工会議所やデパートにお願いに行きました。県庁の事業ですから協力も結構しても

らえて，賞品もある程度確保したわけであります。コンテストをして，賞をつくって，表彰式をやって，

エッセイ集を印刷して出すというそんなことをやりました。このグループの中からはお店を開いたとい

う人が出てきたり，それから再就職した人が何人か出ました。 

 結局ネットワークができたということが非常に大事だったのだと思います。成果物を作るとなると，

その学習のプロセスでいつの間にかネットワークができます。話を聞きに行ったり，講師を頼みに行っ

たり，いろんな形でネットワークができます。これがすごく大きいのだと思います。そして成果物がで

きます。その成果物が今度は新聞記事等に紹介されるとそれを名刺代わりに持って行けば，「あ～ああ

いうことをやったグループですね」と認知度が高くなります。私はそこの二つあたりを考えておくこと

が大事なのではないかとつくづく思いました。 

 

 実は理論的な研究もあります。まちづくり関係で御存知かもしれませんが，今，社会学や政治学では

「新しい市民社会」っていう言葉が大変ホットなテーマになっています。非常に活発に市民の活動が起

こっている。そしてその社会の中で信頼感が非常に高い。そういうのを「新しい市民社会」といいます。

その「新しい市民社会」を議論する時に，「ソーシャル・キャピタル」という概念をよく使います。

「社会資本」といいます。こう考えていただくと分かりやすいと思います。何かビジネスを始めるとい
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う時に必要なのは一つは経済的な資本です。通常資本という時の資本です。お金が必要です。お金がな

いとビジネスを起こすことができません。それから同時に今の社会，お金だけでは駄目です。ノウハウ

をもっていないといけません。何を売るか，何をつくるか，そういう技術がないといけません。これは

「文化資本」といっていいでしょう。経済的資本と文化資本だけあればちゃんと仕事が起こるかという

とそうではないです。例えばラーメン屋さんを開くにしても修行します。何か事業を起こす時に，会社

に勤めていてそこから脱サラして事業を起こすとなると，お得意さんたちに対して「私，今度独立しま

すので」と言ってお得意さんと一緒に独立するような感じになります。ネットワークです。それをソー

シャル・キャピタルといいます。社会資本。経済的資本，文化資本，社会資本。三つ揃ってないと仕事

したってうまくいかないです。 

 学びで身に付けるのは何かというと，私はこう思うのです。文化資本，学びから文化資本が身に付く

かというと大した文化資本は身に付かない。たかだか生涯学習で月に１回くらいで１年間勉強しても専

門家には太刀打ちできっこない。私はむしろ実は社会資本，ソーシャル・キャピタルが身に付いている

のではないかと思います。いろんな形で知り合いができて，そして成果物を発表すると新聞に報道され

たりして｢あ～あのグループですね」と知られるようになる。そのソーシャル・キャピタルが身に付く

ことのほうが実は大きいのではないでしょうか。それで考えてみると，ソーシャル・キャピタルを身に

付けましょうという発想で生涯学習の事業をやってきたかと思うと必ずしもそうではないです。ソーシ

ャル・キャピタルを身に付けましょうという発想が強いのはむしろ女性センターだと思います。しかし

十分かというと私は必ずしも十分ではないと思います。そのソーシャル・キャピタルは実際，自分のキ

ャリアを作っていく，再チャレンジしていくっていうところまでには必ずしも十分ではない。だから結

構取組が難しいです。相当に難しいと思います。 

 

 佐賀県のアバンセの館長をしていた時には，ブックレットを作りました。文書を書くことが好きな女

性は多いです。得意な女性は多いです。そこで館長のライター講座というので，私が講師になって文章

を書く講座を開きました。“人がお金を出して買ってくれる文章を書こう”というのが狙いでした。で

もそれをはっきり打ち出すと来てくれません。文章を書くのが得意でも，女性センターの利用者が多く

思っていらっしゃるのは，“せめて孫，子が読んでくれたらうれしい，私が生きた人生の記録にちょっ

と書いておきたい”という程度であって，その文章でもってお金，自分の仕事にしようとまで思ってい
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る人はあんまりいない。それを言うと尻込みされたりする。そこで最初の間口はライター講座という形

にしました。ただ途中で私も狙いを明かしまして，「講座はこれで終わりますけれど，もう一回講座を

考えています。それはアバンセで男女共同参画に関係するブックレットを出したい。その執筆者になっ

ていただきたい。御希望の方があったら是非手を挙げていただきたい」。一期では３０人ほど受講者が

いたんですが，１２人の方が手を挙げられまして，その方たちと二期目で今度はブックレットをつくる

という講座を開いたわけであります。 

男女共同参画に非常に熱心に活動されている人たちは，しばしば怒りの男女共同参画です。いかに男

社会がひどいかということをおっしゃいます。アバンセは県が設置した施設ですし，男性の方にも読ん

でいただかなければいけないし，怒りをストレートに表すというのはどうかなという気がありました。

いやしの男女共同参画という面が入っていないと広がっていかないのではという感じがしたので，そこ

で「ちょっといい話で学ぶ男女共同参画」という発想でブックレットをつくろうと考えました。 

 まず，男女にかかる心温まるようなエピソードをみんなで集めました。すると結構おもしろいのが出

てきます。ある時，若い女性が友達に言った。「ねえねえ，永久就職って言葉，知っている？」今の若

い人は知らない人がいます。「知っているよ。」，「私知らなかったの。永久就職ってＡ級，Ｂ級のＡ

級だと思っていた。永久に就職するって結婚のことなんだね」と。そんなエピソードをいくつか集めて，

それをブックレットの要所要所にちりばめるつもりで執筆をスタートしたのであります。一応男女共同

参画の全体の鳥瞰図というのはそれなりの知識がないとなかなか書けませんので，私自身が構成を決め

て，１２人で書いていただいたわけであります。これが結構売れたんです。第１刷の２０００部があっ

という間に売れまして，皆さんそれぞれに収入を得られたわけであります。それほど大きな額ではあり

ませんが。その中から企画会社みたいな活動を始めた方もいらっしゃいますし，そこそこだったかなと

いう気がしております。 

  

学術文化産業ネットワーク多摩でも，学びから一つおもしろいグループが立ち上がりました。初め彼

女たちは名刺を持って，「今度こんなグループをつくりましたよ」とネットワーク多摩の事務所に来ら

れました。我々は是非何か仕事をしていただきたいと思いました。学びから立ち上がったグループです

から，ネットワーク多摩がやる講座の企画，運営をお願いしようということで，再チャレンジ支援の講

座の企画づくりをお願いしました。その時こんなふうに考えました。行政の方が多いので申し上げにく



10 

いのですが，行政はしばしば，特に生涯学習の場合には，そこで立ち上がったグループが何かやろうと

する時にボランティアで使おうとする面が強いと思います。せっかく生涯学習で立ち上がってきて何か

やろうという時，「じゃあ是非ボランティアでやっていただきたい」となるケースが多いと思います。

私は都市部ではボランティアはもう駄目だと思います。何らかの形で有償にしておかないとモチベーシ

ョンが続かないと思います。そこで仕事として引き受けていただく。対等な立場で仕事を一緒にやって

いくというふうにしました。企画運営する企画料，講座の運営をしていく時の運営費を出す。お金で対

等にやっていこう。そのかわり責任を持っていただきたい。 

そのグループに対しては，私はこう言いました。「ただ企画をするだけだと日本は著作権という考え

方が薄いから，すぐパクられます。単に自分たちが企画するだけではなく，講師をやっていただきたい。

連続１０回の講座だったらせめて３回は自分のメンバーから講師を出してもらいたい。最初は自信がな

いかもしれないけどやってもらわないと困る」というので講師もやることを進めたわけであります。最

初はびくびくされたりもしていましたが，わりかたスムーズに軌道に乗りまして，最近はあちこちの市

町村から講座の企画，運営，講師の話が舞い込んで来るようになっているようです。このグループは八

王子市のグループで八王子市の「つどいのひろば」の管理，運営を受託されまして，事務所を持つこと

もできるようになって，わりかたとんとん拍子に発展を遂げたグループであります。 

 このように「つどいのひろば」の事業を受託するとなると，まさに地域活性化です。「男女共同参画

は地域活性化ということを視野に入れとかないといけないし，そのためには男女共同参画で学んだ人た

ちが実際事業を起こしていくというところまで少し考えないといけない」と私は思っているのでありま

す。 

 行政は，私の立場からすると，ものすごく頼りがいがある。山梨で女性塾の塾長やった時もつくづく

思いましたが，例えばコミュニティービジネスのブックレットをつくったグループがありました。「農

業女性で大きな仕事，おもしろい仕事を立ち上げた人を取材したいね」と企画会議でグループの人から

出てきます。その場で担当の人に電話して「農業関係で仕事おこしをしたユニークなグループ，女性い

ませんかね」。するとすぐ農業関係に電話してくれて，その日のうちに，ここ取材に行ったらいいです

よと出てくるんです。行政はものすごい膨大な情報のプールです。そういう面では行政はものすごい力

だなとつくづく思いました。非常に仕事がやり易かったです。夫婦のことを研究したグループが男女共

同参画の講師になるのも，県庁が情報を出してくれないととてもできなかったと思います。 
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 学びを実践的に考え直していく，地域活性化とつなげてとらえていくということが私は大変重要だと

思っています。もちろん，男女共同参画というのは学びばかりではいけません。いろんなテーマがあり

ます。私は大体三つあると思います。一つは意識改革です。「気づき」といったりするあの意識改革で

す。もう一つは今まで話してきましたエンパワーメントです。力を付けるということです。そして３番

目は女性の人権を守る。女性に対する暴力の根絶，ＤＶとかをなくしていく。簡単に言うとこの三つ，

男女共同参画には三つの分野があると思います。男女共同参画を進めるには社会全体に協力してもらわ

なければいけませんから，例えば各種女性団体連絡協議会のようなところだけが施策の受け皿になるの

ではなくて，お医者様たち，学校の校長先生たち，商工会議所の方たちにも理解してもらわないといけ

ませんから，働きかける対象がぐっとこれまでに比べ広くなってきます。そういう点で考えていきます

と，例えば意識改革というと，男性に理解してもらわないと話しにならない。ところが男性にはなかな

か分からないところが多いんですね。 

 

３ 子育て支援 第一歩はおじいちゃんが変わること 

 数年前，孫が３週間ほど我が家に来ていました。２番目の娘なんですが，アメリカで日本人同士で結

婚して，６週間里帰りしてました。夫の実家に３週間，我が家に３週間。その時のことですが，朝よく

娘は辛そうな顔をして起きてきました。生後７か月ぐらいの子ですのでしょっちゅう夜泣きしますし，

“昨日また夜泣きして眠れなかったんだな。かわいそうだな”と思いました。“なんとかしてやらなき

ゃ”という気持ちになりました。自分が現役の父親の時は“かわいそうだな，大変だな”とは思ってい

ても“何とかしてやらなきゃ”とは思いませんでした。実の娘だと感じ方が違うんですね。ある朝あま

りにも辛そうだったので，ちょうどたまたま今日のように午前中，講演の仕事がありました。子育て関

係でした。そこでふっと思い立って「今日午前中４時間ほどこの子を貸してくれないか。講演の仕事が

あるから連れて行きたい。多分託児があると思うから，いいか？」「いいよ」と言うので，すぐ主催者

に電話して「飛び込みで申し訳ないけど託児頼めないか？託児してもらえないと講演に行けない」とか

言って。快く「いいですよ」と言われ，さっそくベビーカーにおしめとかミルクをのせて講演に行った

わけであります。主催者の方がおっしゃっていました。「これまで参加者の託児は何回もしましたが，

講師の託児は初めてです。」帰ってきたら娘は晴れ晴れとした顔をしていました。「ほんとに助かった。

久しぶりにぐっすり眠れた。だれにも邪魔されずにぐっすり眠れた」と言うのです。 



12 

ふっと思いました。自分が現役の父親の時にこんな気持ちにはならなかったなあ。確かに大変だとは

思いました。夜泣きはほんと大変だと思いました。しかし私はどうしたかといいますと，正直なところ

“明日仕事あるしな”と思うと身体が動かない。ひたすら狸寝入りでした。「大変だね。今夜も夜泣き

だね」と言うと「毎晩のことだから，せめて今夜はあんたが抱っこして寝かしつけてほしい」と言われ

ますから。それはこっちも大変ですので，じっと身体を固くし，息をころし，死んだフリをしていたわ

けであります。“大変だな”という気持ちはありますので，なんかしてあげようということは思ってい

ます。ところが男と女はずれるんですね。わたしはどう思ったかと言うと，今度休みの日に家族みんな

でどっか遊びに行こうという発想なんです。そうすると気晴らしができるだろう。気晴らしをさせてあ

げるのが一番いい。それが父親，夫の役目くらいに思っていました。いろんな所に遊びに行きました。

私はそれでいいと思っていました。ところが違うのです。ある日言ったんです。３人目の子どもがお腹

の中にいた時，今申し上げた娘がまだお腹の中にいた時です。「これまで子ども二人だけでいろんな所

に行けて楽しかったね。子ども３人になるとそうもいかないよね」すると彼女が返事をしませんでした。

“あれっ”と思って「楽しかったよね。いろんな所に行けてね。」すると大変意外なことに，想像もし

ない返事が返って参りました。１オクターブ低い声で「そう？」とおっしゃったのであります。“え

っ”と思いまして「楽しくなかったの？」と聞いたら，こう言われました。「う～ん。動物園行っても

下の子のおしめを取り替えたり，ミルクをあげるのは私の役目だし，上の子はちょこまかちょこまかあ

っち行ったりこっち行ったり。迷子になったら大変だと思って目で追いかけていると，いつの間にかあ

んたがいなくなっている。帰りにファミリーレストランで食事をするといっても，おちおちごちそうが

喉をとおるわけではないんだよね。」びっくり仰天です。「どうすればよかったの？」と聞いたら，今

度こそ返ってきたのは想像もしない言葉でした。「１時間でも２時間でもいいから，あんたが子どもを

預かってくれて，一人にしてほしかった」と言われたわけです。きょとんですよ。しばしばお父さんは，

お腹を痛めて産んだ赤ちゃんだからお母さんと赤ちゃんは一緒にいてこそハッピーという感覚をもって

いるのではないかと思います。赤ちゃんとお母さんを切り離したら赤ちゃんはもちろんかわいそうだけ

ど，お母さんだってかわいそうだくらいの気持ちをもっている。私はあきらかにそうだったと思います。

「一人になりたかった」と言われてきょとんとしました。きょとんとしていましたら，追い討ちをかけ

られました。「そういえばあの頃はね，あんたが学校に行くでしょ。私がアパートの物干しに布団を干

すでしょ。大きい布団二つ，小さい布団二つ，その布団をたたいて，埃をはたいて，特にあんたの布団
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は力いっぱいたたいて，『なんで私ばかりこんなことをしなくてはいけないのだろう』と呪いの言葉を

吐いていた」と言われました。女の人は“そうだ，そうだ”とよくうなずいたりなさるのですが，私は

その時どう思っていたかというと，これ男性は分かってくれると思うんですが，“変な人だな。そんな

に一人になりたいのなら言えばいいのに。自分は大学に勤めていて時間も普通のサラリーマンにくらべ

て自由なんだし，一人になりたければ「預かって欲しい。何時間一人になりたい」と言えば，いくらで

も一人にさせてあげたのに，なんで言わないのだろう”と思いました。言わない以上はやはり一緒にい

るのが幸せなのだろうという感覚がどっかにあるのです。 

さすがにその日は怖いから聞けませんでした。何日か経って恐る恐る機嫌のいい時を見計らって聞い

てみました。「こないだのことだけど，本当に一人になりたかったの？」彼女は「そうだよ」と言いま

した。そこで言いました。「じゃあなんで言わなかったの？そんなのお安い御用なのに。いくらでも 

一人にさせてあげたのに。言えば良いのに。我慢することないのに。」すると彼女はなんと言ったか。

これも想像もしないことでした。怒り始めました。「何言ってるの。何回も言ってたよ」私はきょとん

としました。一回も言われた記憶がありませんでしたから。「あんなに何回も言っていたのに何を聞い

ていたの。冷たい人だなと思っていたのよ。何を言っても耳を傾けてくれない。ほんとに冷たいと思っ

ていた。私が大変な思いをしているのに，見て見ぬふりをしていた」というわけであります。私はきょ

とんですよ。言われた記憶もありませんし，母親と赤ちゃんは一緒にいてこそハッピーだと思っていま

すし。“今さらそんなことを言われても”という感じです。喧嘩になりました。押し問答しました。私

はこう言いました。「言われないと分からない。言われたらちゃんとやっていたと思うけど，はっきり

言わない以上は分からない。幸せとばかり思っていた。一緒にいたいのだろうと思っていた。」彼女は

「言ってたよ。大体あんたは鈍いんだよ。冷たいんだよ。大変な思いしてるのを見てて全く何にもやら

ないんだから。」しかし最後にぽつりと彼女は言いました。「そういえば言わなかったんかな。」私た

ちは駆け落ち結婚なのです。親の反対を押し切って結婚したのです。結婚してじきに子どもが生まれた。

「私はちゃんと子育てできなければ恥ずかしいと思ってた。もし子育てにうまくいかなくて，悶々とし

たり失敗したりすると，一番激しく反対したあんたのお母さんが『ほら見たことか，ろくに子育てもで

きない女が』とどんな陰口をたたくかしれないと思った。それは絶対に嫌だった。だから歯を食いしば

ってでも頑張らなければいけないと思ってた。そう思っていたからあんたにははっきり言ってないのか

もしれないね」と彼女はポツリと言うのです。これがジェンダーですよね。私は幸せなものと思ってい
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て，彼女は悶々としている。子育て中の母親をそんな状態に追い込んでいったらよくないです。少子化

が起こっている最大の原因はそこではないかと思います。人口問題研究所はそこまで踏み込んで書かな

いですけど。平均初婚年齢が高くなった，離婚率が高くなった，夫婦の出生力が衰えてきた，という三

つの原因を挙げています。それで分析したことになるのかという気がするのですが。 

 私はおじいちゃんになってふっと思ったのは，現役のお父さんはなかなか気づかないかも知れないけ

ど，自分の娘が辛い目に遭っていると，それは娘の父親はびんびん感じるわけです。そこで“おじいち

ゃんが変わって社会を変えよう。子育て支援の第一歩はおじいちゃんが変わることではないか“という

ふうに思っています。 

 職場で若い同僚の部下が赤ちゃんができるって時に，ちょっと一言声をかけて「娘は今大変子育てで

悪戦苦闘しているけど，娘の夫はほとんど子育てにかかわらないからだ。ちゃんと子育てにかかわって

いかないと駄目だぞ」ということをおじいちゃんが少し言ったらどうかなと思うのですが，おじいちゃ

んは二通りあるようです。若い女性の同僚が結婚して，新婚旅行から帰ってきて１か月ほどして私は聞

きました。「新婚生活どうですか？」彼女が言いました。「父が毎日のように電話をかけてきます」彼

女のお父さんが電話をしてくるそうです。何を聞くかというと，「おまえちゃんと御飯作っている

か？」と聞くそうです。「う～ん」と思いました。私は絶対それは聞かない。むしろ「お前の夫はちゃ

んと御飯作るか？」と聞くと思うのですが。そのあたりはおじいちゃんも二通りあるようで，“おじい

ちゃんが変わらないといけないなあ”という気がしているわけであります。 

 

４ 社会のシステムをつくる デイケアハウスこのゆびとーまれ 

 男女共同参画の観点からいいますと，子育ては非常に重要な時期です。例えば保健所でよく両親学級

をします。出産を控えたカップルに子育てについて赤ちゃんについて勉強してもらうという講座です。

結構人気だと思います。今ほとんど１００％近くお父さんも一緒に受講すると思います。昔は母親学級

でお母さんだけでしたが，今はカップルで来るというのが多いと思います。こういう機会に是非是非男

女共同参画の方から，大抵５回なり１０回なり連続講座だと思いますので，せめて１回，もしくは半分

１時間，お父さんが子育てにかかわるとはどういうことか，子育て中のお母さんがどんな状態におかれ

ているかというのをせめて１時間やったらどうですか。非常に効果があるのではないかと思うのですが。

子育てを支えていくっていうのは，今，非常に重要な局面にきているのではないかなと思います。実は
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子育てで追い込まれていく人たちっていうのは子育てに専念している若いお母さんが圧倒的に多い。 

二十歳少し過ぎくらいの若いときに子どもを産んで子育てに専念しているって方が一番追い込まれやす

い，行き詰まりやすいと言われています。こういう話をすると年配の男性はよく，女性がわがままにな

って，社会に出ようとかそんなことを思うから子どもを虐待したりするんだと，働いているお母さんが

子どもを虐待するかのように考えるのですが，実情は全く逆です。働きながら子育てをしているお母さ

んたちには児童虐待ほとんどないといいます。そういうところの理解もちゃんとしていかなくてはいけ

ないと思います。 

 子育てサークルから活動に踏み出して，例えば「つどいのひろば」を受託しているってグループも最

近増えてきています。これも地域活性化です。 

 岐阜県には「くすくす」というグループがあります。大垣市駅前がやはり御多分にもれず，商店街の

活性化に苦戦しているのですが，一つの店舗を市役所が借上げまして，「つどいのひろば」にしていま

す。そこの管理，運営を受託しているのが「くすくす」というグループです。このグループはおもしろ

いグループです。メンバーの安田さんという中心人物に話を聞きますと，彼女はこうだったそうです。

子育て中よく公民館などの講座を聴きに行った。「講座の中身は実はなんでもよかった。託児があるか

どうかが大事だったのだ」とおっしゃってました。いわゆる講座荒らしをやったわけであります。やが

て気のあった仲間でグループを作りました。子育てサークルを作っていくわけであります。公民館で活

動していて，市民グループとして登録をすると市役所からいろんな情報が入ってくるようになります。

やがて彼女は「つどいのひろば」という事業を国が始めたことを知ります。これは是非大垣市にもほし

いと思って担当の市役所の人に掛け合いました。そうすると市役所から，どうせならあなた方がやった

らどうかというので，瓢箪から駒みたいにして，仕事をするということになったのであります。ついて

は法人格をとらなくてはいけない。今「ＮＰＯ法人くすくす」です。子育てハンドブックとかいろんな

ことを手がけていらっしゃいます。活動を始めると事業家のマインドっていいますか，営業するってこ

とは非常に大事になってきます。公務員ではなかなか分からないことですが，民間で仕事を始めていき

ますとやはり営業活動が一番大事であります。仕事を取ってこなければいけませんから。子育て支援な

どのグループが仕事を取るっていうことは，「つどいのひろば」の管理，運営を受託するということば

かりではなく，案外多いのは町の子育て情報の雑誌をつくるとか，ハンドブックを作るとか，厚生労働

省，子育て関係の財団で結構いろんな委託の事業がありますので，そういう事業をどう取るかとか，か
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なり重要な意味合いを持ってくるわけであります。「くすくす」は結構手広くやってらっしゃって，お

もしろいグループです。これもやっぱり地域活性化という観点からとらえるとかできると思います。

「つどいのひろば」は民間の活動がお手本になったと思います。 

「びーのびーの」といいまして横浜にあるのですが，このグループはこうでした。奥山千鶴子さんと

いうリーダー。彼女はバリバリのキャリアウーマンだったのですが，子育てがはじまって悶々とする。

子どもを連れてぶらっと外に立ち寄って，目の届くところに子どもを遊ばせておきながら，自分は何か

自分の用事をすることができる，そういう場所がほしい。屋根のある公園みたいな場所です。それで，

子育てサークルを彼女がやっていたので仲間を募って，会員制で私鉄沿線の駅前のシャッターが下りた

スーパーマーケットの一角を借りて，そういう場所で始めたわけです。やがてそれが厚生労働省の目に

留まっていき，「つどいのひろば」という事業ができたのだと思います。彼女たちの「びーのびーの」

っていう取組はいわば社会システムを創るっていう役目を果たしたのだと思います。中央官庁も大事で

す。地域でどんなおもしろい活動があるか，どんな有意義な活動が起こっているか，きちっと情報を張

り巡らしておいて，これがすばらしいと思ったものを中央官庁の政策にしていくことが非常に大事なこ

とだと思います。そして，同じようなことがいろんな分野で起こっていると思います。そういうことを

地域できちっとフォローしていくってことが公務員にとって大変重要な役目ではないかと思います。 

 富山県富山市に「このゆびとーまれ」という施設があります。御存知ですか？よくテレビなどで紹介

されますけど，小規模多機能市民参加型の高齢者福祉の事業です。これを始めたのは富山の日赤病院に

勤めていらっしゃった惣万佳代子さんという女性の看護師です。彼女は小児病棟とかいろんなところに

配属されていたのですが，老人病棟に配属された時に，非常に思うところがあったそうです。仕事をす

るということはアンテナをたてるということです。惣万佳代子さんのアンテナには，お年寄りは１００

人が１００人自分の家に帰りたいと訴える。泣かんばっかりに訴える人が多い。見れば何も入院しなけ

ればいけない状態ではない。そういう方が多い。いわゆる社会的入院です。日中若い夫婦が忙しい，働

いている時に一人で留守番をしてもらうのはちょっと不安だ。そういう方が，それなら入院をと入院さ

れます。そういうのが社会的入院とよくいいました。彼女は思うわけです。だったら日中来てもらって

お世話をして，夜は自分の家に帰っていただく。それが一番いいのではないだろうか。そんなふうに思

うわけです。デイケアです。デイケアが一番いいのではないか。彼女のアンテナにはまたこういうこと

がキャッチされました。それはお年寄りは小さい子が大好きだということです。大人が話しかけてもは
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かばかしい返事をしてもらえない。ところが，小さい子がそこに行くとぱっと花がひらくように表情が

変わる。ならばお年寄りだけ来ていただくのではなく，小さい子も預かる。それが一番いいのではない

か。お年寄りのためにも小さい子のためにもいいのではないか。さらにそれならば車椅子の方にも来て

いただく。いつでもだれでも，そういう原則で彼女は仕事をしようと思うわけであります。これは市役

所が管轄で，市役所に行って相談すると最初はいい顔をされなかったそうです。高齢者福祉は高齢者福

祉，障害者は障害者，どうしても縦割りで考えがちでしょうから。彼女は，だけど自分の考えが一番い

いのだという思いがあったので，えいやっと仕事を始めていくわけであります。いい施設です。非常に

評判になって，全国に１００か所も２００か所も似たような施設があります。 

私もつきあいが深くて，もう亡くなりましたが利用者でシゲさん（仮名）というおばあさんがいまし

た。シゲさんは自分はスタッフだと思っていました。認知症の傾向のある方なのですが，自分はここで

赤ちゃんの面倒をみるために来ているのだと思っていました。とても朗らかな方でした。ところが家族

の方に聞くと，「とにかく人が変わったみたいなんだ」とおっしゃるのです。それまでは，しばしば被

害妄想があって，今御飯を食べたばかりのなのに，「御飯食べさせてもらっていない。嫁が私を亡き者

にしようとしている」なんて言って。まことしやかにそれを言い触らしたりするようなところがあった

そうです。ところがそういうところが全く影を潜めたというのです。私も想像できませんでした。とて

も朗らかな方でした。ある時，スタッフが少なくて子どもが多くて忙しかった日があったらしいのです

が，家族が迎えに来られたら帰りしなに惣万さんたちスタッフに対して「今日はとても忙しくて疲れま

したので，明日は一日お休みさせていただきます」と言って帰っていかれたそうです。よく遠方から視

察に来られるですが，たまたまある日，シゲさんが玄関口に応対に出たそうです。「ようこそようこそ

いらっしゃいました。どうぞ」と，シゲさんが案内したそうです。視察に来た方は“おかしい。惣万佳

代子さんって代表の方は５０代のはじめだと聞いていたのに。随分老けているな”と思ったそうです。

彼女は実はトイレがあまりうまくありません。一人が「トイレ貸してください」と言ったら，彼女はす

ました顔で台所に案内しまして，「どうぞここでゆっくりやってください。」それで利用者の方だとそ

の時初めて気づいたそうです。いい話だと思いませんか？人間だれもが最後は例えば認知症になったり

とかあると思います。人生一生懸命生きてきて最後少しゴール近くになって足元がもたついても，それ

はそんなもんではないですか。この時にやっかいもの扱いされたりして悲しい人生を送るのではなくて，

私はやっかいものではない。小さい子どもを世話しているのだ。私は求められているのだ。そういう思
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いがあって，それが彼女を朗らかにしているのかなと思います。 

 ある時，女子の中学生が二人職場体験にやって参りました。９時頃に来て，赤ちゃんの世話をしたり，

おやつの準備をしたり，シーツを洗ったり，お年寄りと話し合ったりして３時頃帰っていったそうです。

しばらくして校長先生から懇切丁寧なお礼の電話がはいったそうです。「今日は本当にありがとうござ

いました。あの二人はもう校長室に帰ってくるなり，目を輝かせて今日経験したこと一生懸命しゃべっ

ていました。実は今だから申しますが，二人とも不登校の子でほとんどこの３年間学校にきていないの

です。本当にありがとうございました」というお礼だったそうです。職場体験で彼女たちがボランティ

アしたのか，あるいはお年寄りが，あるいは赤ちゃんがボランティアしてもらうフリをして逆にボラン

ティアしてあげていたのかも分かりませんけど。でも人間関係とはそもそもそんなものだと思います。

今，地域から姿を消してしまったそういう人間関係を惣万さんたちの「このゆびとーまれ」という施設

は改めて創り出している。よく高校生なんかで介護の施設にボランティアで実習に行くと，最後はみん

な泣き別れをするとよく言います。そういう人間関係が新しくできているのだなあとつくづく思います。 

 なんと３年ほど前「このゆびとーまれ」は日経ＷＯＭＡＮという雑誌で女性起業家大賞を受賞しまし

た。惣万さんはおもしろい人です。過去の受賞者を調べたら年商何百億というビジネスを立ち上げた人

ばかりだったそうです。でも「このゆびとーまれ」はその当時せいぜい８０００万円くらい（今は２億

になっています）でした。そこで，“なんでうちが受賞するんだろう”と不思議でしょうがなかったそ

うです。編集部に電話して受賞の理由を聞いたそうです。「なんでうちなんですか？」そうすると日経

WOMAN の担当者のこれまた返事がなかなかいいんですよ。「私どもは「このゆびとーまれ」を単体で考

えておりません。「このゆびとーまれ」が始められたビジネスの形が今や日本全国に広がっています。

そして１００も２００も同じような仕事が立ち上がっています。それを全部足したら年商８０００万円

どころか年商何百億になります。非常に立派な仕事をされたと私たちは受け止めております」というお

返事だったそうです。いい返事ではないですか。惣万さんたちは，「このゆびとーまれ」は社会システ

ムを創ったのだと思います。 

今，女性がエンパワーメントして何か仕事を始めていく。それは狭い目でみると地域活性化です。も

っと狭い目でみるとエンパワーメント，男女共同参画です。だけど大きな目でみると社会システムを創

っているのです。そしてそういう芽が結構あちこちにあります。わが地域で起こったこの活動，このビ

ジネス，実は全世界の標準モデルだ，社会システムを創っているのだ。そういう思いを我々は持たなけ
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ればいけないといつも思います。どうでしょうか？そして私は政治学者ですので思うのですが，それが

本当のデモクラシーというものではないかという気がいたします。だれかが志を立てて，えいやっと何

かを始めていく。そしてそれが本当に良かったら，全国あっちでもこっちでも「このゆびとーまれ」の

呼びかけに呼応して，私も私もと手を挙げていく。そしてはっと気づいたら，何年か後にはその分野で

すっかりサービスの仕方が変わってしまっている。これデモクラシーではないかという気がします。机

の上でお役人が鉛筆を舐めながら計画を立てて，そういうのももちろん大事ですが，それだけではない。

むしろ本当のデモクラシーというのは，今申し上げましたように例えば「びーのびーの」が子育て中の

お母さんが集まって仕事，用事ができる場所，それが今や「つどいのひろば」として全国に広がってい

く。同じように「このゆびとーまれ」がお年寄りも障害をもっている人も小さい子も一緒にお世話をす

る。それが今や全国に広まっていく。そういうことがあるのが本当のデモクラシーなのだと思います。

そして男女共同参画はそういうことだと思います。男女共同参画は夫が妻のパンツを洗う，そんなレベ

ルの問題ではないのです。もちろんそれも大事ですが，そこだとバックラッシュの人たちは，「男にパ

ンツを洗わすのか」というような反応を示します。志が低いです。社会システムを創っていく。本当に

活力のあるデモクラシー，それが男女共同参画の狙い，私はそんなふうに思っています。違いますか

ね？いろんな面でそういう動きが出ていて，いかに上手にキャッチしていくかということが大事なのだ

ろうと思います。 

 

５ 女性のＮＰＯ活動とまちづくり 

 ここでおさらいしておきますと，先ほど一番最初にソーシャルキャピタル，社会資本と言いました。

ネットワークです。学ぶということはネットワークを創ることです。なんで子育て中の女性が悶々とす

るかというと，ネットワークを創ることができないからです。ネットワークを創ることができないどこ

ろか，ネットワークから切り離されてしまうからです。社会資本を形成できなくなるのは彼女たちにと

って一番辛いことです。そうすると，こう思いませんか？例えば，ＮＰＯ活動，市民活動という時に，

地域によって大分違いますけど,ＮＰＯサポートセンターのメンバーを見ていたら，その地域の青年会

議所の人たちが随分入っていたってことが結構あります。一見ＮＰＯができると地域活動がどんどん活

発になるように見えて，実はこれまで会社の社長さんとか後継ぎという顔を持っていた人が今度は 

ＮＰＯの担い手という顔を持つ。二つの顔を持つようになるといった側面があるのです。それってデモ
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クラシーですか？むしろこうじゃあないですかね。自分がソーシャル・キャピタル，社会資本，ネット

ワークを創る立場におかれなくて，そのネットワークから切り離されてしまって悶々とする人たちに

「いいえ，あなた方もちゃんとネットワークを創れますよ。そしてあなた方が自分の力で創っていく 

ネットワークから何か社会活動，ＮＰＯ活動を起こす。」これがデモクラティックではないでしょうか。

そんな面でいくと男女共同参画はものすごく重要です。もし，男女共同参画の取組がなかったらネット

ワークを創ることができない，社会資本を形成することができないような人たちに対して，「あなた方

いつでも社会資本を創ることができますよ。どうぞ来てください。いろんな出会いがありますよ」って

いうのが男女共同参画の課題です。 

 そして同時に，お役人が机の上で鉛筆を舐めながら計画を立てていたら気が付かないようなこと，そ

れを例えば「びーのびーの」にしても，あるいは「このゆびとーまれ」にしてもやっているわけです。

彼女たちは男女共同参画ということを必ずしも意識していないかもしれません。だけど，明らかにこれ

はこれまで女性がやるべき仕事とされてきた子育てとか家事とかそういう部分で，いやそれは社会でみ

んなで担っていくのです。そしてそのためには，こういうシステムを現に創ることができるのですって

ことを提案するわけです。その提案を最初にキャッチするのがここにお見えの皆様ではないでしょうか。

地方自治体で勤めていらっしゃる方々，地域社会と一番密接な関係をもっていらっしゃる方々。おさら

いをするとそういうことになるのではないかなと私は思っています。 

 

６ まとめ 

 孫の話で始まりましたので，孫の話で締めくくりたいと思います。 

 我が家の孫は合計６人います。もうじき６月１５日頃にもう一人生まれてきますので，広岡一族は繁

殖中です。一番最初に生まれた５歳になる孫なのですが，実は障害があります。ダウン症であります。

何年か前に松田聖子さんが主演した「たったひとつのたからもの」というドラマがありました。もとも

と生命保険会社のコマーシャルでした。秋雪君という小学校にあがるかあがらないかで亡くなったお子

さんの物語です。あの秋雪君と同じダウン症です。孫が生まれてすぐに病院からデジタルで写真を送っ

てきました。その写真を見て妻が「この子もしかしたら障害があるかもしれない」「どうして分かる

の？」「もしかしたらだけどもダウン症かもしれない」「ダウン症ってどんなんだっけ」私も知識はあ

りますが，彼女が詳しいものですから「ゆっくりゆっくり成長するんだよ。健常の人の４倍５倍かけて
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ゆっくり成長するんだよ。」そして知的な発達はどうしてもなかなか十分にいきませんが，性格的には

とても穏やかで大人のいいつけなんかもよく守る天使のような子。リズム感があって，ダンスなどもと

ても上手で，エイブル・アートって言うんですかね。こうやって説明してくれて，彼女はほんとに事も

なげにごく自然に当たり前のことのように言いました。「あのね。障害があるとかないとかなんの関係

もないでしょ。私たちにとってはかけがえのない孫だから。だからかわいがって育てていこうね」と言

いました。おもしろいもんですよね。私はその瞬間に「ほんとにそのとおりだ」と思いました。「言う

とおりだ。なんの関係もない。大事な大事な孫だからみんなでかわいがって育てていこう」そう思いま

した。数日後，長男夫婦から電話が掛かって参りました。暗い声でした。すぐ分かりました。「今日，

医者に呼ばれて告知された。ダウン症だ」というのであります。お腹の中であまり大きくならなかった

ですし，心臓に穴があるということでした。いずれ近いうちに心臓の手術をしなければいけない。私は

とっさに言っていました。数日前彼女から聞いた言葉をそのまま繰り返していました。「そうか。実は

そうかもしれないという話，ついこないだしていたばかりだ。だけどな，あなた方にとっては大事な大

事な子どもだ。我々にとってもそうだ。大事な孫だ。だからみんなでかわいがって育てていこう」そう

言いました。そう言えてよかったなあと思います。これがかわいいのです，この子がまた。本当にかわ

いいのです。障害があるというと「大変でしょ」って言われるのですが，「大変でしょ」と言われるよ

り「かわいいでしょ」って言われた方がずっとうれしいのです。「あ～分かってもらっている」って感

じです。 

 こないだも，こんなことがあったそうです。長男がその子を連れて夜店に行きました。そしたら同じ

おもちゃを二つ「これ買ってほしい」と言ってくるのだそうです。もう５歳ですがまだ言葉は出ないん

です。ほらっと（おもちゃを）出すのです。親，大人の言うことは全部分かるのです。長男は言うわけ

です。「一つにしなさい。同じ物二つは駄目だ。一つにしなさい。」でもどうしても買ってほしいんで

すね。頑張るわけです。自分の言い分を通したい時は，｢メッ｣って言うのです。いつも親に「メッ」っ

て言われますから，自分も「メッ」って言って。それで何回も押し問答していて長男は気づいたそうで

す。この子は弟の分がほしいのだ。それで「これ弟の分か？」って聞いたら，ものすごくうれしそうな

顔で「そうだそうだ」と言うのだそうです。かわいいでしょ。かわいいわけです。ほんとかわいいので

す。 

 その孫が生まれた時でありました。私はほんと懐かしくなって長男が生まれた時に住んでいたアパー
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トを見に行きました。何も変わっていませんでした。あのアパートのあの部屋で自分たちは二十歳そこ

そこで子育てを始めたのだな。自分はまだ学生で，仕送りも止まったから，アルバイトに一生懸命だっ

たな，懐かしいなあと思いました。近所の公園も行きました。何も変わっていませんでした。この公園

でブランコによく子どもを乗せて遊んだな。懐かしかったです。どっか違うんですけどね。どこが違う

のかなあと思っていたら，３０年前は白っぽい雰囲気の公園だったのですが，なんかしっとりしている

のです。どうしたのかなと思っていたら気がつきました。植わっている樹木が３０年経ったらこんなに

でっかくなっていました。“３０年の月日ってこんなもんなのだな”っと思いました。自分の人生ふり

返りました。私は結構仕事人間です。仕事，大事にしています。受験勉強も一生懸命でしたし，それか

ら例えばこういう講演に呼ばれたりすると嬉しいです。自分が考えていること，自分の訴え，自分の主

張を聴いていただけると思うと嬉しいから，家族で時間を過ごすよりもむしろ仕事に出ることの方をど

っちかっていうと優先するぐらいで，だからあまりワーク・ライフ・バランスといえない立場ってとこ

ろがちょっとあるのです。にもかかわらず，大事な思い出は仕事のことではありませんでした。その時，

自分の人生をふり返って，いろんなことを思い出したけど，大事なことは全部，大事な人のことであり

ました。あれだけかわいがってくれた親がいざ結婚って時に非常に激しく反対して悲しかったこと。思

い切って結婚に踏み切る時はほんと怖かったです。ああいう時のこととか。結婚相手は中学の同級生な

のですが，今だにその人と続いているわけです。デートしてわかれて１時間もしないうちにまた会いた

くなるのです。会いたくて会いたくて会いたくてしょうがなくて，体中に彼女がいるわけです。月に向

かって吼えたいような気持ちになったりするのです。あの時の気持ちとか，子どもが５人生まれると５

人とも最初サルみたいな顔をしているのですが，「私はこの子の父親だ。私が頑張らないといかん」と

使命感みたいなものが沸々と沸いてきたあの時の気持ちとか，良きにつけ悪しきにつけ大事な思い出は

全部大事な人のことでありました。みなさんもいかがですか。ふり返ってごらんになると，もしかした

らそうでないかと思うのです。 

 男女共同参画というのは，私は思うのですけど，人間ってやはり自分をちゃんと見つめてくれる人が

必要なのだと思います。自分を求めてくれる人が必要なのだと思います。あるいは自分を認めてくれる

人。自分を見つめ，認め，求めてくれる人。あなたにいてもらわないと困る。そう言ってくれる人が人

間には必要なのだと思います。そして，それが大事な人です。その人と自分との間に上から下に見つめ

たり，下から上に求めたりするっていう関係は本当はなしなのだと思います。人間はみんなちょぼちょ
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ぼの立場で生まれてくるわけですから，それは職務上，上司と部下とか，親と子とかあるかもしれない。

でも基本的には平等，対等なわけです。上から下に見下ろしたり，下から上に求めたり。そういうのは

本当はないのだと思います。そして男女共同参画というのは，深い意味でいうと，人間だれもが水平の

目線で手を伸ばせば水平の高さで手を握り合えるようなそういう存在として，見つめたり，認めたり，

求めたりする，そういうものなのだということを男女共同参画は伝えているのだと思います。夫婦の間

で，親子の間で，男と女の間でというところ，そこから出発して「新しい社会はこうでないといけな

い」ということを力説するわけです。この運動は１９６０年代中頃辺りからまずアメリカから声をあげ

てきますけど，６０年代末っていうのは公民権運動だったり，いろんな運動がありました。そういう運

動の中でただ一つずっと続いていて，しかも世界中に輪が広がっていき，今も多くの人々がそれに共感

をし，単に女性ばかりではない，男性の中にも確かにそのとおりだと言ってうなずく人たちが多く出て

くる。時間が経てば経つほどそういう人が増えてくる。その最大の原因は，私が今申したところにある

のではないかと思います。人間はだれもが対等な目の高さで認め合ったり，見つめ合ったり，求め合っ

たりする。そういう社会を創っていくのだ。これが男女共同参画のメッセージだと私はそう思っていま

す。違いますか？そしてその最前線に立っていらっしゃるのが今日お見えの皆様方であります。なんだ

かんだいってもやはり地域社会の中でそういう活動にきちっと焦点をあて，上手にそれを支え，励まし，

そしてみんなで手を取り合いながら，上と下の関係ではない，お互いに手を取り合う関係の中で活動し

ていく。皆様こそいわば２１世紀の社会を創っていく最前線に立っていらっしゃる。私はそう思ってい

ます。ですので最後にお呼びいただいたことをお礼申し上げるとともに，非常に大事な活動の仕事をな

さっている点で心から尊敬の気持ちを込めて御挨拶を申し上げたいと思います。 

 今日お呼びいただきましてありがとうございました。 


