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日本女性会議事91ふ きれ

演奏で参加者を迎える

オープニングコーラス 湘南コールグリューンの美しい歌声



参加者の意見発表(第3セッション)
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手、㊥交歓会会場(山形花笠踊り)

くつ来年度開催地長野市からの熱い呼びかけ
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あいさつ

日本女性会議’91ふじさわ実行委員会委員長 山本祐子

あいさつ

藤沢市長葉山 唆

皆様ようこそ繭尺帥こお越し下さいまし信本日、ここに「日本女性会言放91ふじされ」

を開催いたしましたところ、ご来賓の方々をはじめ、北は北海道、南は沖縄から、合計2,000

和二近い多くの方々がご参集頂きました。 ′」iから、厚く御礼申し上げます。

ン勘面のように田本女性会議は、 「国運婦人の10年」を記念し、 1984年に名古屋市で開か

れたのか始まりでございます。

女性の地位の向上の間勘こついては、国際婦人年及び国連婦人の10年を契機に大きな取

り組みが行耕して参りましだが、特に198う年の「ナイロビ世界会議」において、女性の地

位向上のための硝米戦略が採択され、それ以来、世綱勺にも、日本においても女性の地位

の向上はめざましいものがありますが、まだまだ多くの解決すべき問題をかかえておりま

す。まな それらの問題は、環境、平和、労動、福祉などという社会一般の抱えている問

題と深くつながっております。

この閉脚こついては、内外の論議そ言古発であり、昨年5月田通経済社会理事会において

「ナイロビ将来戦略の実施のべ-スを早めることを求める勧告」が採択されております。

また、田内においても本年4月内開総理大胆の諮問機関である婦人問題企画推進有識者会

議は「女性問題への積極的な取り組みを求める惹見書」を提出しております。

今回の「円本女性会議’91ふじされ」は、これからの内外の情勢をふまえ、より一般市民

の視野でこの間題についての論議を深めようとするものでございます。この会議は、わず

か2日脚でございますが、会議における論議がこの問題についての内外の働きに一石を痩

ずるものであることを期待しております。

最後になりましだが、今回の会議の間榊こあたり、共催者の廉沢市には全面的なご支援

を受けまし7こ。また、協賛の各組織の方々に掴各別のご協力を頂きました。

ここに皆様にご般若いたしますとともに、これらのご支援ご協力に心から感謝いたして

おりますことを申し上げて開会のご挨拶といたします。

皆さん、おはようございます。地元、藤沢市民の薬山陵です。今日の、この会譲を祝う

がのように、久万ぶりの秋晴れとなりました。

本即よ、北は北海道から、南は九州まで、 「第8回目日本女性会議’91ふじさわ」に全国各

地から、この湘南の地、繭粧こようこそお出かけをいただきました。 35方市民をパこ表して、

心から歓迎申し上げます。

とi本女性会議は、国連婦人の10草を記念し、女性の権利の拡大を促し、女性問題の啓発

や掠り組みを進めるため、 1984牢に名古屋市で酬程して以来、川崎、山形、北九州、那覇

と続き、昨年の四国は高松市での剛径まで、大きな成果をおさめてきました。

その後、高松市の脇市長さんとお会いしたとき、 「高根の集会は薬師らしい集会でした。

当「=ま嵐で人が集まるかどうか心配しましたが、中山千夏さ小二もお出でいただき、大鉢

のご参加を得て、実り多い集会でありました。藤沢でも大きな成功をおさめて下さい」と、

お話しを伺ったところでありました。

今剛よ、地元の実行委員の皆さんの熱心なご活動と、湘南の文化の殿堂といえろ会場で

ありながら、 1400名ぐらいの左員にもかかわらず、どうしても参加したいという熱心な方

々が多く、小ホールも含めて、 2000名からの参加者を得ましたことによって、このように

盛大に開催できましたこと私 心からお礼申し上げたいと存じます。

近年、女性の社会参加は急速に進むとともに、新たな課題も生まれてきました。生活者

の立場から、福祉・環境・教育・まちづくりなど様々な領域で 女性が主体的に行動した

り、自らの生きがいを求め、新たな生き方・働き方を実墳したりする中で、女性の活動の

豊かさは、田本の政治を市民に開かれたものに変革していくほど、大きな力をもってきて

います。

この湘南の地は、女性の方々の活動が非部こ活発な地域であります。例えば 女性の政

治参加をみましても、今春の統一地方選では多くの女性議員が逝生しています。藤沢では、

私が市長になったときは、女性議員はねずか2名でしたが、今では、 8名になっています。

その後、逗子、鎌倉、茅ヶ崎でも次々とふえ、統十十選の結果、湘南の各市では、女性議員



がだいたい15へ20%というような割合になっています。

その背景には、 /子育て・緑・ごみ・教育など様々の分野で女性が活発に活動されている

ことがあります。特に、逗子のお母さん加ま、他子の緑をなんとしても守り、環境と平和

のために、活発な活動を股間されていることは、皆さんもご承知のとおりです。

会議のオープニングでは、湘南コールダリューンの皆さんに、「こうもり」等のうなを歌っ

ていただきましたが、聴沢の音楽活動は、非常に活発であります.コールグリューンや湘

南市民コールは、昭和2(席バ:に発足した伝統あるコーラスグループですが、今では、もっ

と多樹二広がり、数十のコーラスグループが活躍していますっ そして、このようなコーラ

スグループや市民オーケストラの活動を基礎に、この市民会館を雛古くこ、江の島縁起を題

材にした三校成葦さん作曲の「竜恋掘」、序曲は有名だが全曲上演は本邦初となった「ウィ

リアム・テル」、さらには「アイーダ」、 「椿姫」、 「ファウスト」と続けている市民オペラ

は、合冊l勺にも有名になりました。この高燥オペラの手づくりの活動と「アイーダ」の4

回上演で、音楽の支社すぐを受賞したことは、ウィーン・サルツブルグとまではいかないが、

日本における音楽のある町として∴ 知られるようになりました。これも、八割捕ま女性の

力によるところが大きいのであります。又、聴沢北部の湘南台には言声清聴中心とした高子

民シアターをもつ湘南台文化センターが完成し、宇宙儀と地球儀のあるユニークな建築で

人気を集めていますが、これは、女流建築家∴長谷川遊子さんの設計によるものです。

このように、今日、多くの女性が社会の様々な分野で活躍されていますが、まだ私たち

の社会には、女性が安心して暮らし、働き、活動していくためには、改善されなければな

らない多くの法的障害や社会慣習が残されています。

二日間の会談では、こうした課題に取り親み、女性と男性が互いに理解し、支え合いな

がら、男女共同社会をどのようにして、私たちの手で構築していくのか、明るい希望の光

が見つかることを期待しています。

全回から集まられた皆さん。どうぞ、多くの人と語り合い、交流を深め、この会議の成

果を、それぞれの地域に持ちかえられ、生かしていただきたいと思います。

終おりに、ご多用のところ、ご光臨をいただい7こ多くのご来賓の皆様ならびに、基調公

演やシンポジウムに参加して下さるコーディネーターやパネラーの皆様には、 l巨からお礼

「千〇し上げますとともに、この会議の開催のために、ご尽力いただいた実行委員会の皆様は

じめ、関係各位に感謝申し上げ、ごあいさつといたします。

基調講演

「女と男・人間らしく

生きるということは」



基調講演
■会場/藤沢市民会館大ホール

鵜日時/=月18日轡1口: 30-12 :叩

菓「女と男・人間らしく生きるということは」
講師 中山干夏

皆さんこんにち呈 こうして女性会議の冒頭の猷演をさせていただくなんて本土=二光栄

だと思って喜んでいます。

こういう機会があるたびにこのごろ思い出すことなのですが、私たちの乱丁硝訓か鞍の前

には女の人たちが集まって集会をするだけで誓誓二捕まったつそれはまだ100年前でもない

んです。柄十年という単位でそういう「I封じがあった。そのことを思うと本当に感動で胸が

いっぱいになります。しかも,もっと感動することは、そのころでも市l町方技さんたちの

ように、女が発言をしにくい、読札をいいにくい、表現がしにくい時代でも集まって、物

事を考えて発言して、警察に捕まりながらも表現しようとしてきた女の人たちがいたとい

うことです,そして、その女の人たちのことを考えるたびに、私は、ああ、あの人たちが

頑張ってくれだから、いま私みたいなものでもあちこちへ行ってえらそうに話ができるよ

うになったんだなといつも思うんです.面の人たちが一所懸命頑張ったからきょうの私た

ちがあるんだから、輩、たちも後からくる若い女たちのた抑こ、自分のできる範囲で少しで

も頑振っておきたいと思います。そういう気持ちできょうまでやってきました.

ウーマンリブなんてマスコミの標的だった

そうやって-十重懸命女のことを考えてやってきましたけれと‾も、たかだがそのことに気

ついて考え始めなのが70中ぐらいからのことです。自分がたまたま女という憶だったから、

女性についていろいろ考えてやってきて、つくつく実感したことなんですけれども、女の

問題というのは、例えばでの女の人の持っている仕事が追っても、それかち、千どもがあ

るとかないとか、いろいろ立場、条件は違っても、政治的な考えが違っていてもその人の

生活、男の人とのかかおりの記をしていくと、どこかで思す共通するところがある。私は

それを頬)=こいつ三五百をしていますう だから私がお詰できるのは経験談程度のことでしか

ありませんけれども、 l必ず皆さんとどこか共通するところがあって、そうなんだと膝をた

たけるようなところがあると思ってお話をします。

先週、きょうとは明細)にものすごく小さな女の人たちの集まりが東京の「ii野区であっ

たんでう二∴それは「からだのおしゃべi)会」という会が主催をしている会で、今年二がたし

か1引邦l二だったと思いますが、その中にフリートークみたいな形で出ていって、おしゃべ

リをしてきたんですけれども、その「からだのおしゃべり会」ができた初めのころに、ちょ

うど私も新宿で「ポーキ星」という女の人たちが集まる場をつくろうと、喫茶店の2階に

みんなでお金を出し合って集会場所をつくって持っていたんてすけれども、そのころのテー

マとしては、女が自立をしていくためには、ます自分の体を自分のものとして、自分でコ

ントロールをして、自分の体の主人に自分がなってやっていかなければいけないのてはな

いかというテーマがあって、そして「からだのおしゃべり会」というのも、そういう大き

なテーマをもって出発したものだっな ですから、私がち三うどウーマンリブという連動

におそるおそる足を突っ込んでいたころから一緒だった仲間たちだ→なんです。随分懐か

しいねなんて言って諸をしたんです。そのころのことを振男区ると、隔世の感があるんで

す。というのは、いま新聞を広げて、女性の解放運動であるとか、膝沢の女性会議の記事

が出ているときに、それをからかったような文章というのは見つかりません。少なくとも

ちゃんとしたマスコミといかれるものの中では、女の人たちが集まって話をしなり、ある

いは女性が自分の羅列を主張することを榔擬したりするような文相ま見られない。けれど

も、ほんの20年ぐらい前にはそういうのがあふれていました。ウーマンリブなんていうの

は椅好の標的で、やっとみんなが言かなくなったのは、 i且際短大牛、それから田避購入の

10年という女性の極右「」を喜郎辰するのが、世界的な流れなのであるということが実にはっき

りしてきて、それからはちゃんとしたマスコミはそういうことを言わなくなった。

まして私たちが始めていたウーマンi)ブというのは、アメリカから入ってきたのを、新

しがりやのはね逗子)の戦後の女たちが飛びついてやっているだけな と言うようなからか

いが罪鮎こ強かっだんです。それが今はもう女性が女性の権利を主張しても、絶対卑しめ

られることはない、そのことだけでも大きな変化だと改めて思うんです。

すてきな憲法が降ってきたけれど

当時の状況がどうだったか考えてみると、70年代に婦人解放避動がものすごく燃え上がっ

たのには、ただTメilカのものを出題山喜田〇〇〇〇〇〇〇プロフィール

しかって取り入れたんじゃなかった

ということが確かにあったんたと恩

うんです。それは大体三つぐらいの

流れがあったと思うんです。その一

つは、高月勝抜さんたちのように、

戦前から婦人参政橘運動という彬で

女性の様相を主張してこられた女の

書中山千夏

i948亭篤零二県生まれ 子供の漂音別ス

クールに第一期生として入団一以後、

舞台を中l小二演馴言動っは8〇年参議

院選挙全国区に立候補当選 音99」三

者作活動に専念するかたわら、死刑

I奈止運動など市民遅劫を請けてし、

る臆 著書に「男たちよ./」など臆
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方たちがいらっしゃいました。戦争に負けて、私たちにとっては大変うれしい素敵な粛去

が上から降ってきまして、先輩たちに謡を聞くと本当にうれしかったって言います。自分

たちの運動の力でかちとったのではなかっだけれども、とにもかくにも憲法という田の支

柱の中に男女平等ということが、示されていた。女性は政治に参加することができるんだ

男性と同じように一人の国民としてあらゆる確利が保韓されているんだ、そのときには、

これでもう世の中は男女平等になるだろうというのでとてもうれしかったそうです。

ところが∴窮まだけでさても、これは女性問題に限らず、いろいろなことについて言え

ることですけれども、なかなかうまくいきません。憲法というのは大体が後退の歴史で、

軍備の問題にしても教育の問題にしても、戦後なし崩し帥こどんどん実質的には後退して

いくという曝史たったと私は忠うんです言記録を見ると戦後すぐの選挙ではものすごく女

性議員が多いんです。しかし、その後、また女性議員がどんどん減ってしまったという経

過がありました.それが象徴しているように、いつまでたっても、女の人たちの平均賃金

は男の人たちより安い。それから、もちろん当時は雇用機会均畳去なんてありませんから

男性と女性と就職の際、それから昇進の酌こ差別するのは当たり前のことという感じで行

おれていた。

そういう状態を見て、戦前から遊動をしてこられた方たちは、強まという男女の辛等を

きちんと保障するものができでも、実質はなかなかよくならない。もっとここで何とか一

頑張I)工夫をする必要があるのではないがと姑勘二悩んでおられな これが私たちの先輩

の層としてひとつあったと思うんです。

学生運動の中でも女はご飯炊き

それかちもうひとつは、 60年、了0草にあった反安保闘争、学田闘争です。半時の学生た

ちはみんな政治に燃えていましたっ そのときの自覚としては、俣ちか私たちがこの世界

を担っているという白光があって、そして私は大学には行っていなかったけれども、同世

代として非削二川綱引こ学生たちの味方のような気持ちでいたんです。

ところが、その学生運動の中でも男女差別があったんです二 男の人たちは外へ行って、

後期にはゲバ棒を振り回して戦って帰ってくる。そして女の同志に何を求めるかというと、

帰ったら飯を炊いておいてくれという。それから、戦略を立てたり主導的な立場に立つの

はいつも男の学生だ。そういう中で女の人たちは、これは一I科可なんだろうとっ男の写生

たちは、外へ行くと白山だ 平等だ、我々はといってやっているのに、帰ってくると男と

女は同志の問でもどうも平等ではれ、。これでは彼等と一緒に運動をやっていったとして

も女にとっての師白・半等は実現しか、のではないだろうか。そういう不満があって遊動
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についていけなくなって、そこからドロップアウトしてきたという私と剛i状の女の人た

ちか、二つ日の流れとしてあったと思うんです。それから、もう臆一つは私みたいな ごく

普通の認識の浅い、戦後民主主我の中でそれを鵜呑みにして育った人間。そこで私がどう

いうふうだったがをちょっとお話します。

役者の世界に男女差別はなかった

私は小さいときかち芝畦をしていました。この世界というのは、狭い範囲ですけれども、

役者たちの間では男女差別とか、年齢薫別がほとんど目につかないんです。男であっても

女であっても。お芝居がうまくてお客さんに好かれる、この条件を備えていれば名前だっ

て一番いいところに載せてもらえますし、女であっても子ともであっても、また粟屋もい

いところへ入れてもちえるんです。そしてお芝居の場合、女の主役というのか多いですか

ち、えらい女優さんがいっぱいいる。そのえらい女優きん弔う優さんがへこへこしている

というような風葦を年中呪て育ちましたから男女差別なんて感じられなかった。それか

ら学校では「男女同権や」というのを、子ともたちが冗言鮎二年申しiにしていた0 ミヤコ蝶

々、南都雄二という漫才家がおりまして、その漫才にそのフレーズがあって、それが非常

にはやったんだと思うんですけれども、遊んでいて、何か男の子が刑こやろうとすると、

「男女同権や」と言ってやっていたんです。それだけ男女同権とか、権利という言葉力洞

新しかったせいもあるんでしょうけれども、小さな子とい二まで行き渡っていた。それか

ら学校では、大抵大学へ行くぐらいまでは女の子の方が元気で、もちろん勉強だって女の

子でできる子がいっぱいいるし、体育をやってもそうですから、男の子に遠慮しなくちゃ

し、けないというようなことを感じないで育つのか普通です。

女の子たちがガクっと来るのは綱職をしてかららしい。幾ら先輩の女が男女差別のこと

を言っても、若い子は佃を言っている∴占いれねと言っている。ところが、ざ舶載となる

と、それが一挙に押し寄せてくる、そこて初めてこれは何をんたと若い子たちは気がつく

そうです。

私もそれと似てはいたんですけれども、だんだん考え始めたのか、これもィ、思戒をこと

にちょうど70年ころなんです。私は、諦校を卒業するのと印字くらいに舞台をやめてテレ

ビの世相こ入ったかすです⊃ テレビの世界というのは比較的ちまたと近いんです。それに、

私自身が隼ごろになっていましたから、いろいろなことが見えてきた。そういう条件もあっ

たのだと思います。テレヒのi中で、お量のワイドショーというのかありまして、 19殻のと

きに私は司会で入ったんです。青蔦幸男さんと樹=ノックさんとこのお二人が参圃完に当

選をなさって、 「□本テレビ」がこれを芯にして、番組をつくっちゃえという不・習、識なつく
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リ方をして、 「青島・ノックのお昼のワイドショー」というのを始めたんです。その中でちょ

うど了0年前後ですから、学園闘争の議論を草生も出てくる、父母の立場の人も出てくる、

文化人も出てくるという形で、かんかんがくがくやっていました,それから、公害が非常

に問題になっていたときでもあi)ましたから、公富問題についてもスポンサーが眉をひそ

めるくちい熱心な討議をやっていた。それで視聴率も高かっだ。

口が達者だとお嫁にいけない?

私も若くて興味があI)ますから、その番組が終おってからも司会をやっていた通しi」とか、

ゲストで出てきた人たちと、大抵男の人が多かったけれども、そういう人たちと轟論をす

るかすです。男に速成しなけれ嵩いけないなんて思ったことありませんから、年上でもな

んでもちゃんと議論をするわけです。だんだんこちらが優室粧こなって、よし、もうここで

私か一-・言言った人相手は参った、そうかおまえの言うことは正しいなと言うだろうと思っ

て最後の一言を言います。そうすると、相手は何と言ったか、非常に鮮烈に覚えていろん

ですが「おまえな、そんなにしiが達者だと嫁に行けか、そ」と言ったんです。私は帰然と

しました。というのは、嫁に行けるか行けないかというのは、そのときのテーマと何の関

係もないんです.しかも周りで聞いていた人たちもげらげら笑って、話では私の方が筋は

通っていたはすなのに、私の方が間違っていたという感じになってしまった。苦い男の子

がその男性と談論をしても、決して「おまえ、そんなに日が達者だと婿に行けないぞ」と

言かれていないかけです。どうして私は嫁に行けるか行けをいかということが価値基準に

されるのであろうか。とても不臨快でした。

それと岡持に、もう一つフ付湘)専1ったことは、私はお嫁に行きたいと思っていなかった

はずなのに、嫁に行けないぞと言ねれたら、ぐさっときずついたんです。自分白身では結

婚願望なんてか、と思っていたんです。にもかかれらす、嫁に行けないと言おれるたびに、

非制こさずつくことが自分で不愉快だっな そうすると敵はそれがおかっているらしくて、

しょっちゅう嫁に行けない、嫁に行けないというんです。だから70牛に結婚したのはそれ

の反動というところもあって、どうだい行けただろう、見てみろと言ってみたいという気

が、冗談ではなく本当にあったんです。

フランス人形みたいな女の子がもてる

それから、私の場合は特に印象的な女性問題を考え損すきっかけなんかはないわけです

けれども、例えば、どうして男の人たちは私にできること、つまり芝居がうまいとか下手

だとか、歌がうまいとか下手だとか、そういうことを主として言ってくれないで、お尻の
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格好がいいとか悪いとか、おっぱいが大きいとか小さいとか、顔がブスだとか、ブスでな

いとか、そういうことしか言ってくれないのであろうかと、これがものすごく気持ち悪かっ

だ。たぷん私がいつもはめられる立場ならそんなに不臨快じゃなくで、相変おらず気がつ

いてなし、かもしれませんけれども、そんなに美人だ、美人だと言われる方ではないですか

ち、自分ではさほど悪くないと思っていますけれども。実はそれは、もっと小さいころか

ちあったんです。というのは、小学校で私は結構できがよくて、女の代表は私、という感

じでやっていたんで寸けれども、そのころにもう′小学校3-4年になると、だれとかさん

とだれとかさんは伸かいいなんて言いますでしまう。男の子の場合は勉強ができる、ち三つ

とかわいい、かけっ二が早い、こういうことが全部魅力になってそういう千がもてる。勉

強ができる子は絶対もてる。ところが女の方はとうかというと、勉強ができるなんという

の封蝋直に曇らない。どういう子がもてるのかなと思って見ていると、 l必ずクラスにl人

ぐらいフランス人形のような女の子がいるんですね、これがかjついいんです。そういう子

がもてるんです。その子は私に比べれは何もできないし ただフランス人形で、それがどう

してもてるのか。それが小さいころから非鮎こ不愉快だったことなんてすね。それから

あばれ回った用重いだi)したときに母親や大人がそれをいさめるときに、「女の子なんだか

ら行儀よくしなきい」と言う。それが私にはとても不満だったんです。中学l年ぐらいの

ときだったと思うんですけれども、母親に「じゃ、男の子だったら行債悪くていいかナ」

と聞いたんです。そうしたら母親がうっと詰まって、 「そんなことないれよ、男の子だって

行儀がいい方がいいに決まっているて“しょう」と言ったんです。 「じゃ、今度から悪い臆け

ど、人間なら行儀よくしなさいと言ってくれる」というふうに言ったんです。そうしたら

うちの母吊っりと理刷二弱い人なんで、 「じゃ、そう言う之)よ」といって、それからは「行

簸よくしなさい、人間なんだかち」と、これは何か迫力ないんですっ それから5年生ぐら

いになったら、変に男の子がえらそうな顔をしだしたんです。この間までは私の子分で銭

形雪穴は私で 子分をやっていた男の子が何となく自分の方がえらいというでふうな態度に

なってきだ。それも私にはれからなかったけれども、何かせっかくの遊び仲間に拒絶され

た感じで悲しかったし、不愉快でした。

そういうことがいろいろたまっていたれけです。これが濡れの三つ目のタイプだったん

だろうと私は思、うんです。

女なんかに生まれなきやよがった

世間を見ていると、何か坊と女って具合が悪い。男と女性平等だと習った。それなのに

何か雰囲気がおかしへ それがとても不愉快で私はその当時、姑こなんか生まれなきゃ



よかっだと思う耕すです。自分の性を嫌中二なるということほど不幸なことないですよ。

自分の性を嫌うということは、自分白身を全面勺に嫌っちゃうということですから、嫌お

うとしても嫌いきれる耕すはない。

据勘二できのいい女の人の中には、自分が女であるにもかかねらす、女性は劣っている

という考えを持っていて、でも私は特別違うのだ、そういうふうに思っている女の人が昔

はよくいましなそういう女の人は、とても私には不幸そうに見えました。どんなに自分

はすぐれていると思っても、自分の属している憶自体はだめなんだと思ってしまったち、

完全に自信は持てないかナです。そういうふうにとても‡同切れない思いをしていた私の

ような女の人たちは、多くいたと思うんです。そこへちょうど70年にアメ」)カのウーマン

リブが紹介されだ。だからうおっと火かついたわけなんです。

そのころ男の人たちのつくっているマスコミは、こんなものは流行にすぎか、という見

方を最初はしていましなそれは全く間違いだっなその方くすは、やはり女の人たちの気

蒔ちというものを男社会はつかんでいなくて、一人ひとI)の女の人たちの中に疑問があり、

それから解放されようという挨い望みがあった。そのことを日本のマスコミは気がついて

いなかったから、これは一時の流行にすぎない、などと言って片づけていだんだと思いま

す。それが片づかなかっなのは、今日こうやって女性会歳が聞かれていることを見ても明

らかだと思います。

ひょんなことから議貢になって

ただ私たちは70年代前半にウーマンリブという形で 女性問題を始めて、それだけだっ

たら果たして今日があったかなど思うと、やはり政治的な動きがそこに加味して、今山ま

で広がりができたんだと思うんです。国際婦人年、それから間違婦人の10年、最終年のと

きには私もたまたま議員だったので、ナイロビに行きましかすれども、そういう世界的な

潮流が円本の政治社会にも押し寄せてきて、これに坤)残されてはまずいと男の人たちも

思って、そのことが行政にも反映して、それと相まってきたのだと思うのです。これはちょ

うど私が政流に入ったこととも関係していまして、最初、私たちがやっていたら朝方という

のは、榊的な自立を実現するだめに自分の体のことを考えるとか、比較的個人に引きつ

けて考えていたんですが、世の中というのは、意識と同時に社会の構造というものがあっ

て、その両面から変わっていかれ、と完矧=うまく変れっていかないだろうということに

私もだんだん考えがいったかすです。これは先輩の市川房枝さんとか、馳こ市会轟音1をやっ

ていちした小沢遼子さんとか、そういう方たちの耀準が大きかったと別、ます。これは何

とかしなくちゃいけないと考え始めて、それがだんだんに、ひょんなごとから言癌主にまで
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なってしまったかすでしたけれども、そうやって政治全体、社会の構造全体も考えていか

なければいけないんだと口が向いていったんです。

朝ご飯をつくって片づけると昼ご飯だった

もう臆一つエヒソードをお話しますと、男の人は女の人のことが本当にねからないんだと

いうことかれかったのは、ものすごくおそいんです。さっきも申しましだが了0隼に結婚を

いたしました。もうやめています。了年間やっていました。結婚までの私がどういう女だっ

たがと言いますと、ほとんど男の人と同じ立場だった。仕事はする、うちへ中江たら何も

やらない。おばあちゃんと母という強い味方がお‖)ましたので、うちへ帰ると「ご飯にす

る、お風呂にする」、 「うん、お風呂」とか言って、まるで旦那ですね。そういう生活をし

ていだから、結婚するまでガスの栓もひねったことがないんです。私は結婚をしたら家事

をやるっ これは人間として当然のことだからやるのであると思っていな これは半分は正

しいんです。だから、男の人も家事をやるべきだと私は今思っているけれども、告白をす

ると、そのときには大きなごまかしがあった。どういうごまかしかというと、私上好調宮す

るときに、その当時はまだ男女の役割問題なんというのはあ‖)ませんでしたし、そういう

言葉自体も、この間考えてみたら生まれていなかったんです。そこ/\もってきて、まだウー

マンリブに足を突っ込まないころに結婚をしてしまったものですから、一般的な平等につ

いての舶念のようなものは持っていても、現実に男の人と生活をするのは初めてだし、そ

の男の人との間に、どういう酬系を築いたら平等が実現するかみた士、なことについて伸二

も考えていない。それでバッと結婚しちゃった。その結婚をするときに、私の方がたまた

ま派手な職業だったので、収入が多かったれナです。そういうのを男の人はいやかろし、

マスコミがまたおもしろがって苦くんですよ。まるで私が現実とは違って姉を取ったよう

な記事が世の中にあふれちゃうと、やはり男の人としてはきすつくんですね。彼は誇葛)高

い人でしたから、 「家計は全部僕が持つ」と舶用二宣言をしたんです。うちの母とか祖母な

どは何て男らしいんでしょうと喜びまして、私何て、打たな人なんだろうというふうに思

いまして、それと同時にひがまれると困るという気持ちもあって、 「じゃ、そうしよう」

と、これがまずかっなつまり家計は僕が全部持つ。当然家事はおまえが全部やれと、そ

うは言わなかったけれども、形としてはやはりそうなるんです、人間心理として。今だっ

たら私は「家計は全部僕が持つ」と言祝しても、 「そう持ってくれる、家事も半分持ってね」

と言えると恩うんですが、雄幸は言えなかった。私は、自分を人間だから家事をやるんだ

とごまかしながら家一理二猪突猛進したんです。片端から料理の本を貰ってきて、大体3カ

月で相即主一通りできるようになったっその血のにしむような\若労、やったことのないも
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のか家事をやるというのは大変ですね。即、ご飯をつくって片つけると星ご飯の時間なん

です。佳ご飯つくって片つけると、晩ご飯のそれも遅い時i削こなっている、初めのころは。

はっと気がつくと新聞三言,iこんでいない。しみじみ思ったのは母は何てありがたかったんだ

ろうと。

だから、世の男の人たちがありがたい、ありがた」、と思って食べないとしたら、それは

やったことがれ、からですよこ新聞紙が何てだ去るのだろうということにもぴっ〈月坤大

したし、それからそれまでは汚らしくてとてもじゃないけれども、生ごみなんて闘しなかっ

たのか辛気で親しるようになったこつまりそういうことを経験して、私は家事をやれるよ

うになったかすです。坤二ある妻という基準で見ると、非裾二できの思い妻だった耕すで

す。夫の方はどうだったかというと、変な女をもらっちゃったんだからしょうがか、、特

殊な仕事を持っている人をもらったのだから仕方がないと考えて燕茂をしていたようです。

男が気持ちいいことは女だって気持ちがいい

一つ大きな印象的な事件がありました,私の欠点て、今はこれを尭服して全然そういう

欠点はないですけれども、一人でうちにいるというのか、嫌いなんです。それまではうち

に帰るとだれかいたものですか信書一人でいるのかできないんです。それでどうしたかと

いうと、夫が仕事で出がするときは一組二仕事場へついていっちゃうんです。サラリーマ

ンだったら大変だろうと思うんですが、たまたまあちらも芸能関係の仕草だったから、仕

事場に知り合いがいたりして行きやすいときは一緒に行っちゃう。そうもいかない場合は、

なるべくスケジュールをやり〈 I)して、夫が仕伸二出かける時間と私が即時的出る時

間を同じにするんです。そうすると、帰る時間を一緒にすると葛雷糾こ帰ってこられる。こ

れが私の印象ではたかだが1週間か1胴ぐらいですが、一緒に出ていって一緒に帰ってく

るという日が続いたんです。そうしたら夫が帰ってきて、バチッと電気をつけて、逆鞘二

「あ-あっ」て溜め息をついたんです。私は、 「どうしたの」と聞きました。そうしたら「い

や、伸でもないよ」というんです。佃でもある言い方なんです。だから、これはまずいと

思って、どうしたのともう1回こびて聞きましな そうしたら夫がやっと「僕もたまには

普通の人みたいに、うちに帰ってきたら電気がついていて、奥さんがご飯をつくって待っ

ていてくれるといいなと思ったんだよ」と言いました。そのときに私、 「そうよね、私もそ

うだといいと思う壷」一つて言ったのね。というのは少なくとも絡婚前は夫も私も立場は同じ

だったんです。仕事をしている、そして扶養家族を持っている、それが細密したわけですっ

結婚しな企瑞江こ私はさっき話したような死ね畳しみ。夫の認識ではほんの2-3国という

感じであったかもしれませ/し出しとも、その溜め忠をつくきて“の剛二伸更かは私がうちで

l′)

待っていて、大が帰ってくると電気がついていて、そしてご飯ももちろんつくって待って

いたことが何度かあったんです。結婚するまでは私はいつもうちに帰ると電気がついてい

て、ご飯が待っていたんです。それが結婚しな重雄に私にはそれがなくなって、夫には曲

がi)なりにもあったのに、夫は溜め息をつくんです。

私は結嬬してから一一皮もそういうことがなかったのよと言いました,そうしたら、夫の

受けたそのときのショックはすごかっだんですれ その夫の驚き方を見て、私は男の人と

いうのはこんなに簡単なことがねからないんだなと思いましたっ 簡単なことというのは、

言ってしまえば男の人が気持ちいいことは女だって気持ちがいいということです。

にもかかおらず、同じ立場、同じ仕事を狩った男と女が結婚したときであっても、男と

女は、その役割分担が違っていて当たi)前なんだという感覚が私以上に彼には深くしみつ

いていだ。だから恐らく私が、結婚後何カ月か新聞も本も読めなかったことでどんなに不

愉快だったか、本当にトイレに入ると涙が出てくるということだってあったわけですから、

なれていない人間にとっては家事をやるのは大変なことなんです。

男の人たちも、自分たちが家事をやってみると大変だということかわかるんでしょうけ

れども、うっかりすると、あれを女は好きだと思っているんですね。あんなの嫌いですよ

ね。毒口、毎日同じことをして、私ははっきi)言って家事大嫌いなんです。掃除もきらい、

たまに吉堀二人って男の人たちがよくテレビで自慢たらしく料理をやっていますけれども、

ああやってたまにするのは私だって大町さです。しかも助手がいてあとかたづけしてくれ

たらこんないいことないと思う。女の人は小さいころからなれているかち、要領がよくて、

主婦を始めたばかりの私みな、に苦しみがない。職場でお茶を入れてくれと言万札ても男

の人たちよ用瑠,二労なく入れられる。だからやっていろだけの託であって、好き好んであ

んなことやっている耕すないんです。本ゴロ二男の人というのはわかっていないんだな、と

いうことが結婚して身近に男の人と住んでみて、初めてわかりました。

強姦願望ってオスとしての証しか

それから、文化というのがあるから人間なんですから、文化そのものがあるということ

は私は当然のことだと思います.けれども、文化自体がゆがんでいたち、そこにつくり上

げられる男優、女優も当然ゆがむかすです。私の基準で言うと、男と女が中等に生きてい

けか、、そんな男優女傑が、普通の男優女優だと恩おれている社会は、文化的にゆがんで

いると思います。本来の本能として私たちが持っているメスであること、オスであること、

男女差別の元はここから来ているかすですけれども、メスであることとオスであることと、

その上に文化で組み立てられた男であること、女であることというのは、きちんと分けて

闇



考えなければいけないとこのごろつくづく思うんです。それがなかなか見分けにくいので

とかく簡単に女というものはこういうものである、男とはこういうものであると決めつけ

られがちだと思います。

それのとても悲しい、一つの例を挙げますと、性犯罪です。男というものはうっかi)す

ると強姦願望を持っているものである、というところで考察がとまってしまっている感じ

がします。私はそれにはとても悲しい気持ちと頼りを抱いていて、去年女子高校生コンク

リート詰め殺人二事件という痛ましい事件がありましたそのときの満更のされ方か、被告

者であった女の子を不良少女だと、だから彼女の方にも非があったんだというような雰囲

気で隷通してあったのに、私の周囲の女の人たちが非常に悲しみ、憤りまして、それと同

時に性犯罪事件の被害者の名前を出し、顔写真を出し、そして挙げ句の果てにはその被富

者が水商売であったとか、まるで被告者の側にも非があったように言い立てることに私た

ちは腹を立てていたけれども、女子高牧牛の場合にはそれがはなはだしくてたまられ、の

で そのことを批判する本を出しました。幸いたくさんの女の人たちも男の人たちも読ん

でくだきって、今要その「2」を準備中です。その作業をする中で、私はつくづく考えた

んです。

男の人たちは強姦願望があるというようなことで、性犯罪事件となると自分たちとはか

かねI)のない問題だというような顔をするのか癌です。その「女子高生コンクリート詰め

殺人事件』の読者の反轡を見ても、女の人たちから来る反轡と、男の人たちから乗る反響

と大稚拙こ言って非紬二違う。女の人たちは真っ向から自分の問題として扱っていて、悲

しみとか怒りがおき上がってきて、考えてみるというところまでもなかなか進めませんで

したという反轡がたくさんありました。

一方、男性の方はいい場合でなかなかよい本でした。今後もこういう方法で頑張ったら

どうですかと、こういう感じです。∴悪い場合はめちゃめちゃ怒っているんですさ そんなの

は井戸端会議だとか、ヒステi)-だとか、すごく怒っている。 ′性犯罪は男と女の酬こ起き

るから性犯罪なんです。そして役割が悲しいことに決まっていて、必ず被害者は女性ですっ

私たち被害者側の性を持つ女性は、どうしてこんなに剛生が悲惨を日に煙ったのだろう。

これをなくすためにはどうしたらいいんだろうということを、今みんな必死になって考え

ていますよれ 男の人たちの側でも、自分の問題として考えるのか本当だと思うんです。

ところが男の人たちは考えない。それておせっかいにも私はちょっと考えてみなのですけ

れども、簡判二男には強姦願望かあるというが、本当なのだろうか。どうもそれは怪しい

と私は思います。動物が好きで動物の生態などもよく読んだりフイルムを見たりするので

すが、もし私たちが見て、まるで強姦のようだと思う場面があっても、それは決して女性
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女と男・l用」らし告二きろということは

の意思を無視して野性力性行為を施行しているという場面ではないわけです。ただ二つの

オスとメスとの性衝動があって、それが見かけは強姦風だけれども、胆)合いがついで性

行為を行ったということなんです。どんなにオスが追いかけ回しても、ライオンなんか顕

著ですけれども、メスにその気がない場合は、ガオーといって追い払って絶対等せつけな

い。徹即事二オスを回避しきる。旧遊しきっだからといっても、もちろん殺すということ

はあi)ません。

そういうことを見ると、男の人たちに強雛貞堂があるといって、まるで自分のオスとし

ての偉木能だとか、オスとしての証しなのであると思い込んでいることは実は違っていて、

長い間女を弱者と見て、同時に弱者はやっつけるという文化があって、そういう文化の結

果として人間の男性たちの性蜜頂の中二強姦というものが入り込んできて、そしてそれが

いつしか習い性となって、男の人たちの中に根を下ろしたのではないか、私はその辺まで

考えたのです。私は精神分析医でも何でもないから こ仙こ固執するつい)はありませ/し。

本当は男の人たちがこれを考えてほしい。男の人たちが自分の性はどういう性なのか、女

に比べると向き合っていないと思うんです。男と女が本項二子を恥り合って、協力し合っ

て生きていくだかこは、自分の性の上にどういう人間をつくらなけれはならないがという

ことについて、男の人たちも考えざるを得なくなるだろうと思います、,というのは女はも

う後房州よしないと思います。一度自由というものを握ってしまい、一夏日立の自覚に目

覚め、天人として生きることの伸びやかさとか架しぎというものを十分知ってしまったか

ら、女は後に戻られ、。その女たちと生きていくためには∴男も大人にならなければなら

ない。

「人権」を「ライト」と英語で考えてみると

ここでもう臆一つ出てくるのが性教育の問題で、小さなころから、男の子にも女の子にも

男と女は人間として平等なのだ、性は違うけれども尊重し余力かすればいけないというこ

とを教えるようを性教育があったらどんなにいいだろう。そのことも私が願っていること

の-つです。

それからもうひとつは、女性解放問題、女性問題と呼(封しているものは結局、人権問題

だと私は即、ます。でも人権というのかどうもピンとこれ、。大体土壌がよくなかった。

つまり人権が育ってくるような土壌じゃないところへいきなり言葉だけ来てしまったもの

ですから、私たち白身もなかなか人権てどういうものか感覚的につかみにくいところがあっ

た。ライト(righ亡)と英語で考えるとねが)やすいのですけれども、辞昔を引くとおもし

ろいんです。ライトというのは義務の反対語となっています。ライトというのには右とい
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う意味ももちろんあるかすですけれども、正しいという意味のライトの反対語はウロング

(w「ong)だというふうに書いてある。つまり左に対する右、憩いに対するよい。それと同

じ仲間の言薬として権利ということがあるんですら ところが私も小さいころ、権利という

のは義弟を果たして初めて椿利というのがあるんだというようなことをよく聞きましたっ

それが頭にしみついていますから、権利という言葉が義務の反対語なのであるというよう

な発想はなかなか出なかったんです。ところがそうではれ、。権利と義務はもともとつっ

かえるものとしてあるんだとっそれがライトという意味の権利なんだなということがねかっ

てきた。

だから問題はどのような権利を果たすかという問題ではなくて、そもそもあって当然の

権利というものを先に主張していくか、そのとき必ずつっかえってくる義治というものと

のバランスをどうとろか、そんなふうに考えていくべきなんだなと思いました。

ところが日本語の漢字の場合ですと、 「確利」という言葉は確力の力と利器をあらわして

いる言葉なんだそうです。力と利益だから、梯利を三郎長すると何か図々しいという感じか

してしまうけれども、ライトという言葉には物が物としてある当然の姿という意味もあり

ます。ライトという意味で人権というものを考えてみると、うまれたら、人間ま当然のも

のとして万人が備えている顔のようなもの、それが橘利なんだ、そういう感覚がやっと最

近持てるようになってきた。だから権利を主張するのに少し掴♭しろことはれ、。

万人が権利を平等に持っているおけですから、そして、その人として生まれたものが自

由二日分自身の両劉生を柚、つはいに発揮して生きること。結局は人極をまとめて考える

と、そういう言葉になるのではないがと思うんです。

みんなで仲よく生きてゆく日のために

それで、どうして私が死刑廃止連動をしているかということにつながってくる耕ナです

けれども、人権というのは命あってのものだねなんです。つまり、生まれてきた人はその

人の寿命の振り、白帥こ平等に自分を発揮して生きる権利がある。これが人権だと私は考

えています。これが不二自こ途中で命を切られてしまうというのは人権侵害だ。だから、私

が死刑廃止連動をするのは、その人極侵害を言去律で定めてやっではいけか、んだと、人

確の根軒である命というものを人為的に、意識的に断ってしまうというのは全くの反人権

であって、そういうことを法律で定めてやってはいけない。

もう一つの私の死刑廃止の考えと密接なところにあるのか反戦の考えです。あれは大規

様な反人権なんです。つまり、一方では田は人々に殺すことを命じ、出ていった人たちは

心ならずも義務として殺さなければなられ、。その結果、たくさんの人たちが寿命いっば

1(」

い命長らえるという大雄を侵されるゐくすです。こんな大脇侵雷’の前には、いかなる正義も

成り立たないと私は信じています。そして過去の例を見るまでもなく、この間の詐問年

でもそうですけれども、どれだけの大陸が踏みにじられているかということを考えると、

戦争が振出lす正義は本末転倒としか言い様がれ、。何よ圧私たちが国をつくり、社会

をつくり、そこで伸輔肋してやっているのは何のだのかと言えは、みんなでIiはく生き

ていこうよ、ということのだめです。それを臆/一言で言えは言う互いの大枠を尊i重するという

ことっそもそも兵役義篤とか細丸義務とかいうのはどちらかというと、力と利話の方に明

/係してくる義軽であって、本埴こ私たちか大助言しなければならない、求めているものと

酬系していろ義筋ではないわけです。では、私たちは本宮二伸の義解を大切にしなくち「→

いけないのかと言えば、我々極力のか、人々には、た∵った一つしか人間として義縮まない

と思います。それは他人の人権を大間こする義勝だと思うんです。

これからも人髄をやっているといろいろな羊励川眉勘こしiが両、てきますから、それをや一ノ

ていきたいと思っていますが、そういうことに口が市中、なのも、結昂私が女に生まれだ

そしてたまたま女が神町二された刑の性だったということだと思う人てす。だから私がもし

男に生まれて、東大か何か出て、すごく伸び伸びと生きていたら、今こち女性会読が開か

れていたら、何てくだらないことを女どもが集まって、 /と言っていたに違いないと思うん

です。だから女に生まれて本二事二よがった、私は女に生まれたおかげで、そういう間違っ

た人間の見方、間違った人生を歩まなくて済んだと今は思っています。

そういうわけで、私を女に窪んでくれだ凪二も感謝しているし、そして、今では話がと

てお通じる女の人たち全体というものが自分も含めて大好きです。だから、今後も大雅を

基礎にして皆さんと一縮二考えていきたいと思います。 100年、 200年、長くかかるかもし

れないけれども、私たちが最先端だと思って考えてやっていることでも、まだあのころは

あんなことを言っていたんだな、と思耕しる時I\が必ず来ると思います。その「Jのために

きょう、あしたと つの基礎を皆さんの手でつくってくださることを心からお祈りしてい

ます。
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臆、、人と環境を考える’′
永井多恵子

謹井)羊一郎

猿播∴繕子

松田実存子

佐用 一信

永 井 NHKでいろいろな番組を通じて、環境問題をとりあげ、訴えだ-巧妙、らコーディ

ネーターをさせていただきたいと思います。

私のお陥りのジェントルマンだ蕗井清一郎さんですつ

思春期のお子さんとのコミュニケーションは私とも規でもなかなかもすかしいかすです

が、そういうお子さんの問題をいろいろ見てこられたという臆串易から、この環境問題につ

いてもご発言をいただこうがと思っています。

そのお隣用土巌櫓勝子さんです、,地域化字研究協会専冶理事で、女性の利幸者の草分け

でいらっしゃるということ。きょうは私も勉強させていただくことを葉しみにしておりま

す。 「猿櫓王it」を設置されて、女性の科学者でいろいろな実組のある方にこの事を投げられ

て後接してくだきっています。

そのお隣I)、松田美夜子さん、ごみ減量システム研究家乙 川【‾i暗=お住まいでリサイク

ルの実蝦をなさっていらっしゃる。最近リサイクル法もできましたけれども、法をつくる

ことに民間の立場から百瀬していらっしゃる方です。

その封卵)、佐用一信さん。茨城県水戸巾の市長でいらっしゃいます。

倒=さんはもともとは法律の研究者で、学者から白流体の長に転身なきっだ方です.吉

葉と演劇と絵画のある水戸芸術館をつくられその成果は来「畔己といいますか、長い間に水

戸串良の文化の質が若くなるということで、実証される筈です。

また佐川さんは水の問題にも非浩二お詳しいので、自治体の長としても環境問圃こつい

ていろいろ実戦をしていらっしゃるということですので、水の問勘二ついてもご発言いた

だけるのではないかと思います。

地球の士気、歴史の中で、之0世紀は蚕本主義が発達しましたことから 一挙にエネルギー

を使い果してしまうのではないかと思耕’しろほど、特異なし帰己ではないかと思います。

信号にとっくに異色からまさに間もなく赤にスイッチが変おろうとし丁,、るときて十王な

いかと思います→

先ほど持去で猿楯さんからお諸を仕ったところでは、酸・i)帥Jもへ←ハ一七というような

数字が記飯きれ、傘が持ちこたえられないほどの酸性雨もあるということです。各方面か

ら地球環境の悪化が服告されている耕すです。

罪臨

たとえば人口の問題でも、 53倍大が2100年になると少なく見積っても今の2倍-110借

入、もっと多いという数字もある-にいくのではないか。資源には限りがあるかすですか

ら、人間と自然あるいは資源とのおっきあいがうまくいくのかどうか。

大気汚染も年間自動串が1訓0万古増えていくわけですけれども、CO2の温室効果で地球が

暖まってしまうという問題があります。これで水が溶けてというような話も皆さんご存じ

だと思います。

それから農耕地が、人口が増えるとともに、勘こ首都圏では人口が集中して農耕地が住

宅に変わっていくという問題があI)ます。あちゆる肥料とか農薬の投与にもかかおちず1985

年かち穀物の収量は上っていないという問題があります。

まず隣りの藤井さん、環境問題が色濃く、まずどこに現耕しろかというと、それはやは

り人間の中の若い精神に彫轡するのだと思います。子どもたちが今何を考えているのか、

どういう問題があるのかということから口火を切っていただきたいと思います。

藤 井 藤井でございます。

私は番組細仁者として、この照本の中でさまざまな活動をされている方にお世品こなし)

ながら番組をつくっていますので、その経験を幾分かでもお伝えできればと思います。

私が現在的斗している「中学生日記」という番組は、昭和37年に「中学任期」という

名前で、思春期の多感な子ともたちを見つめる番組としてスタートして以来、実に今年で

30年という長寿を迎えました。

簡勘こ私の白己経介をさせていたかすぼ、教育番組と農業番組を20午くらいやI)ました。

「明るい農村」という番組にすっと祝)、これによって自然、食粗生産ということを私な

りに見つめてきたという経粒があります。

もうひとつの私のテーマは、 「中学生口証」を中心にしなから教育番組をつくることで

す。

地球上の大地で人間が生きていく上で、食べることと考えることは非鮎二大きな柱では

なし、がと考え、幸いそういう仕事に プロフィールi
勝れたことを葦んでいます。ぎょう

にその部分の私の絡蕨上の諸をして

みたいと思います。

今年5月に「中学生日記」の30周

年特集番祖として少し時間を広げて、

千どもさんたち100人、大人の方50人

で討論番組をつくりました,現在の

○永井多恵子
的60年早稲田大学辛夷、同年NHKに

入局、報道、経済蓋祖のインタビュー

=)ボートを担当,は80年結託委員

となり「ニュースの窓」 「視点」琴で

生唐絵,斉・文化・女性問題を担当す

る言明0年女性初の放送局長とな
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地球についても討論をしだいという要望がありました。

番組が進んでいく中で、おかあさんと一緒に廃油寿げんをつくったi上 なるべくごみを

出さないようにしようと苦労しているという発言もあって、それではこれからどうしていっ

たらし、いだろうという場になったときに、ぱっと手が挙がり、 3年生くらいの男の子が、

要するに自然や地球をここまで壊してきたのはあなただち大人でしょう。それは僕たちを

育てるためにということもあっただろうけれど、それを21世紀はきみたちが担うのだと言っ

て僕たちにつけを回すのですかという軸木の発言が出て、スタジオにいる50人の大人たち

も、私とも制作者もとっさにぐうの音も出ない、正直に言いましてどっきi)しましな

本当に大人たちが貿作を果してきただろうかということを改めて考えさせられたか†で

す。

それが非常に私の駒に残ったものですから、これからはそのようなことについても、もっ

ともっと番組制作者の立場で、私は私として伝えていかなければいけないと息いました。

もうひとつの「みんな地球人」になりますと、小半枚話半年の総合学習番組で、人と地

球ということについてどういう活動が行先れているかというようなことで番組を進めてい

ますので2,3ご紹介します。

愛知県に矢作川という川があるのですが、 13年にねたってこの川をウォッチしている学

校と子ともたちがいるという話がありましたので、この番組で取り上げさせていただいて、

タイトルは「小さな兄張番」ということで放送させていただいたのです。

この子どもたちは毎朝登校するときに川の水を汲んで、透視言出こかけて、ぎょうは透明

度1メータ、底まで見えるとか、きょうは30センチしかないとかいうデータをとi)、それ

を、 「ぎょうの川の美しさ」ということで、地元のミニコミ紙「矢作新報」に、子どもたち

みずから、職員室から電話をかけて1週間分のデータを送り記事を掲載するという活動で

す。

当然子ともたちだけではできません。下流域にはおかあさん方のグループがあり、子と

もたちに協力して川をよこさぞ巨、ためには、たとえば具体的な活動で言えば廃油で石けん

をつくるというような活動をする。流域の市町村では当然監視の方を委嘱して見回ってい

る。すでに5,000日は超えているのですが6,000目を目指して活動していくのだということ

です。このきっかけは課外活動のひとつだったらしいですけれども、あまりにも用がきた

ないから掃除しようかということになって、ささやかを掃除を始めた。それからこのよう

な監視活動が始まったということです。こういうことがやがて大きな力になっていくので

はれ、がというので蕃細こ取り上げさせていただきました。

「樹と託した一日」という番組で自然保護活動と自然を知るということをテーマにしな
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ある小さな夏休みの課外活動的な番組も作I)ました。要するに子造りの教室といいますか、

当然主宰者がおられて自然の写真を操っておられます、姉崎一馬さんという、ご存じの方

い、らつしゃるかもし九ませんが、その人が主事していて、紀伊半島の自然教室という名

前で、これい6年くらい続いているということで、私どもも番組でちょっとお世話になり

たいなと思って出かけました。

この番組では、木と語り、水と語i)、森と語り、夜空の星と語ト)、草花と語I主 すべて

自然の教室を利用しながら、子どもたちが自然のすぼらしさ、生態系のサイクルのか)方、

その大切さというようなことについてやりました。そして感動的な番組だったと思います

し、多分見てくれだ子ともたちと先生は教室でいろいろなことを話していただけたのでは

ないか。

これについて二、三の、やりましたという手紙も私どもの方に頂戴しました。このとき

もやはり一番印象的だったのは、私どもはごほんを食べるときは、残すことはいけか、と

いうことは言われていますが、お皿をなめたりすることは非瀞こお行儀が悪いとされてい

るおけですが、、この教室では、きれいな谷川の水のあるところで教室を開いているわけで

すかち、子どもたちがお皿をなめるというシーンが出てきます。もちろん家に周ってから

おかあさんたちと相談して、それをするかどうかは別の謡になるのですか、ここではお皿

をなめるのは行儀が悪いかすではない。そのお皿を洗うのに食べかすがついていでは水を

よこす。そういう思想。それが非常に印象的だったのでお伝えしておこうと思いましな

学校教育でいえば、その辺のお子さんをお持ちの方はご存じかもしれませんが、平成4

午から新しい小字校の教育課程が始まります。もちろん小学校も中辛校も教育要領の中に、

自然環境を学ぶのだということについては、おそまきながら大きく一項が入っているはず

です。そこにこの番組を送っていきか、なと考えてい、ますが、一方では字接で宰ぶのだけ

が教育ではあi)ません。あらゆる暮らしの中でみずからが学ぶことにもなるし、大人がま

たそれに伝承といいますか、当然伝えてし、かなければいけないということが、これはもう

嶋田として卦はおると思うかすです プロフィール
けれども、よi)一層そんなことをお

互いが考えようじゃれ、かというよ

うな形で番組もつくって申すたらを

ということが私の願いです。

永 井 それでは碩僑勝子さんに

こ○専門の立場から、一体地球はもつ

だろうかというような観点から、現

喜藤井澤一郎
i94Z年生まれ。はら与年早稲田大学卒

業、同年間Kに入局。東京、名古屋、

吉宗局などを経て、入局以東一貫し

て番組ディレクターとして教育、教

委番組を中′高二担当,現在「中学生

日記」 「教育番組」の制作管理(こあ

たっているこ
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在どういう問題が起きているのかということを少しねかりやすく……どうぞよろしくお願

いします。

猿 橋 桜橋です。私は特に環境科二項こついて勉強をしてきましたので、そういう立場

から発言をさせていただきたいと思います。皆ざまから私の発言についてのご批判なりご

意見を、あとで刷れせていただければ大変ありがたいと思っています。

私が一番環境問題について考えているのは、まず第1に現況を正しく科学的に把鵜する

こと。そういう立場から私自身ずっと研究を続けてきました。

私はときとき呼ばれて団地などで託をしますけれども、科・二揮勺な基礎のないまま耗り動

かされている姿をときどき見まして、やは申神学の呼吸啓蒙運動をもっと心掛けていかな

ければいけないなと思っています。

先ほど永井さんから、 「巌船賞」をつくったというご紹介がありましたが、女性研究者は

非常に数が少ないのです。科学者全体の5%もいません.この辺で女の人が立ち上がって、

科学に関ノし、の高い女性は進んで研究者としての業紋を」∴げて社会に貢献してほしいという

気特で、私は賞をつくったのです。

環境問題も田内問題だけでなくて、国際的あるいは地球的規模の問題になってきていま

すが、世界人口は今53憶ですが、 2、100牢になりますと110憶に達するのではないがという。

この人口増加は環境問題に大きく閃おっていると言えるかすです。この53億の中の約80%

が実は開発途上国に屈する人たち。先進国の人がねすか20:落しかいない。この2砂各の人が

大部分のエネルギーを使って環境汚染を起こしているというのが現実だと思います。

しかし開発国の人でも、開発途上国の人でも、自分の園の発嬢を考えることについては

同じだと思、います。それぞれの園の発展を考えて、特に経済発展を考えていく。そのため

には生産活動を詰めなければいけない。生産活動を高めるためには当然エネルギーが必要

になってくるおけです。

その主なエネルギー源として求められているのか、現在は石油、石炭、いれゆる化石燃

料と言われるものです。そういうものをエネルギー源として生産活動を高め、国の力を高

めていくということを、閥発途上田、先進国、ともにやっている抑十です食

それが環境汚染の主を原因となっていると思います。ですから環境汚染あるいは環境問

題というのは、言い方を変えればエネルギー問題だと言ってもいいと思います。

大分前に開かれた環境会議のときに、環境汚染の問題が国際会議に出たそうですが、開

発途上国の人は、 「私たちは環境汚染がほしい」と言ったということです。

環境問題というのは幾つかあるわけですが、ここでお謡できるものはその中のほんの←一

端だと思います。今、緊急を環境問題となっているのは、化石燃科の燃焼によって放出さ
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れる炭酸ガス(二酸化炭素)の増大の問題があります。

この炭酸ガスの増加というのは、実は近年急に増加してきているものです。今世紀の初

めには大気中に0 028%であったものが現粗描005%になっているということは、0.07%

増えたということになります。ねすか0.07%の硝加が、大問題になっているのですe

それは19約年代の後半から、牡鹿活動が大変盛んになってきました。どこの岡も、特に

先進的は、日本もそうですけれども化石燃料の消費昂が急激に増えてきまして大気(大気

というのは外の空気のこと、部屋の中のことは空気という)中の炭酸ガスの丑がどんどん

増えてきました。炭酸ガスが増えたら一体どうなるがということをてっとり早くお話しし

たいと思います。

一酸化炭素というのはご存じだと思います。部屋の中で炭火をたいていたりすると不完

全燃焼で一酸化炭素(CO)ができます。炭酸ガスはCO2です。 COというのは耕し郁しの体

に大変毒性を持っていますので、一酸化炭素中毒をおこし後遺症がのこったI)死にいたる

こともあります。

これに対しC〇二、炭醸ガスは毒性はありませんけれども、これはまた特殊な気体で、赤外

線を吸収するという特性を持っています。

太陽によって地球が暖められる、海面も地面も暖められる。暖まった地面や海面からは

逆に天空に向かって熱線(赤外線)が放出されます。その赤外線を炭酸ガスが吸収し地球

を毛布でくるんだように暖める効果をします。

極地の氷が、淡水のほとんどです。地球上で一番水の多いのは海洋ですけれども、淡水

の大部分は極地にあります。たとえはこの軸の水が10%科すたとしで、海面がどのくら

い上昇するがといいますと、極地の氷が溶けて漣に流れていくと、海面が大体了メートル

くらい上昇することになります。

大体大きな都会は海岸立地ですから、都市の多くが水の坤こ沈んでしまうという売、配が

あります。

もちろん地球上に柏も胡柚、帖牝 プロフィールi 〇〇〇

の生態系が変れるという臆気温分布

が変おれば熱帯とか温帯とかそうい

う分布が変れってきますから、そこ

に棲む動物、植物の生態系が変おる

ことが売、配されてきます。それらの

懸念は兄ほどから申し上げているよ

うに年産活動、工業年産の活動によ し_

e猿矯勝子

は43年現東邦大学理学部卒業=音980

年気象研究所退官のおり「女性程学

割二明るい未来をの会」 「娠脂質」を

設置。現在、東邦大学理玩、原子力

安全研究協会理事などを務めてい

る。著書〈ニ「女性として科学者とし

て」などこ
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リ燃やされた化石燃料かち出る炭酸ガスによることが主な煩因と考えられています。

今大気中の炭酸ガスが年々増えていますが、燃焼によって放出したもののどれくらいが

大気中に残ってくるかを考えてみましょう。燃やされた化石燃料の丑は、統計的にねかり

ます。どこの国でどれだけ石炭、石油を使ったがということがねかりますからその華から

言十算すると生成される炭酸ガス量の約半分が今大気中に残されている。

一体あとの半分はどこへいったのだろう。これがまだ十分にねかっていない。実は海水

には空気中の炭授ガスの約100倍近くの炭酸物質が溶けていて言毎庚にはさらにそれのl,000

倍くちいの炭酸鉱物が脱稿しています。したがって、昔は大気中の余分を炭酸ガスは、海

水中に吸収されていたと考えていました。

大気中の炭酸ガスの問題をもっと深めて考えていくことが非猷二大事だということにな

I)ますが、今はこの炭酸ガス種加の問題をどういうふうに解決したらいいかはほとんどね

かっていない状態です。

生薗盲動の増大に伴ってもうひとつの問題が酸性雨です。化石燃料を燃やすと炭酸ガス

のほか二酸化硫黄も放出され二酸化硫黄はSO。、聴硫酸ガスとも言います。石炭の中には硫

黄が含まれています。ほんの僅かな量で、COよりもずっと少か、ですけれどもSO2が出て

きたり、 NO2というのが出されます。これが耐こ溶けて佃縄幻こなったり硝酸になったりし

ます。

20年くらい細二は東京の空が星間もどんよりと曇:つていな∴ それは硫酸ミストという硫

酸の小さい粒子が大気中に浮かんでいて、それが太陽光線をさえぎってどんより曇ったこ

とがあります。

この硫酸を取る(脱硫といいます)ことが、電力会社で成功して、今天気「中二は硫酸ミ

ストは大変少なくなりました∴硝酸はまだあまり減らないていますから、今、雨のpHは大

体4.5くらいです。pH7が回生、それよ「)し小さい数字が酸性ですか、大気中に硫酸がなく

ても炭酸ガスがありますのでpHが5,6から5、7くらいだろうと計算されています。

現在の雨のpHは辛均して東京あたりでも4.うくらいです。以前は硫酸酸性の面でしたけれ

ども今は脱硫がすすみ粥腹酸性の雨に変おってきました。今、都道府県で駿性雨の測定が

行おれていますので、各都道府県でどういうpHの雨が降っているか知ることができますっ

空気は西から東に移動していますから、自分の国で酸性物質を放出しなくても擦りの田

から流れてくるので、ヨーロッパでは皆から雨の酸性度の観測が非藍に盗んに行方右してい

ます。

今、日本は中田があまり質のよくない石炭を燃やすから山本に酸性雨を降らせていると

言っていますけれども、これは世界的な現象でして、と‾う本だけで解決できる問題ではあり

離職

ません。これは国際的な問題として、これからますます問題になってくると思います。い

ずれにしても人間が放出している物質が環境汚染問題を起こしているということを、ここ

で話題提供させていただいて、まだあとの討論にゆだねたいと思いますっ

永 井 ちょっとlつ教えていただきたいのですが、 1世紀かかってCO2が0 07%層加し

たということの意味、これは大変なことなのだろうと思いますけれども…

猿 橋 特に大変をことは、その比率が増えたということと、最近は増加率が急漁二高

まっていることです。工業生産が盛んになり、炭酸ガスが0.07%増えたということは天変

をことでこのまま増え繍ナますと2.1肌年になって炭酸ガス量は約2倍となり110億に人

口も2倍に増え、気温上捕ま3。cということになります。 20年間に0工から0・2度くらいの

上昇であったのが、最近は、この2昨帥こ0.3度上っています。これが全部炭酸ガスの増加

によるかどうかはまだよくわが)ませんけれども、そうでないという証拠も何もありませ

ん。このまま炭酸ガスの増加が気温の上昇に結びついていくと大変なことになるという心

配です。

永 井 ありがとうございました。

それでは松田美夜子さんに、身近なところで耕しわれの他言を見つめることが非常に大

事になってくると思いますけれども、どういうことをやっていらっしゃるのかということ

をお話しいただきたいと思います。

松 田 皆さんは、こうして空き缶を2つ出してどっちがアルミ缶で、どっちがスチ‾

ル缶かと言おれたらすぐに別がつきますか士二の前名古屋の卒業を控えた大写生3約人の皆

さんに、 「区別がつきますか」と聞きましたら、 「おかんない」と言おれたのです。 「どうし

ておからか、の」って聞いたら、 「缶は缶だから考えたことなかった」と三九九ました。

そのときに私はほっと気づきました。円本ではきょう生まれた赤ちゃんも、訓歳になろ

うとする私たちも、ほとんどの人が 相ま缶だから考えずに一生懸命頑張って生きてきた

のだな。その中でこれかち、環境問題を足元からやり直していくのだから、てんでんはち

i音ざらを意見か出てきて朋てi)をして プロフィール
いくのは大変なことだろうなと。

それで男の子たちに、おみやけに

クイズを出したのです。「このアルミ

缶というのはボーキサイトを原拙こ

してたくさんの電気を使ってつくら

れるということは頭ではわかってい

ると想うけれども、このたった20グ し

寒松田美夜子
i94「年生まれ,音964年奈良女子大学

卒業,消費生活アドバイザーで 川口

市リサイクルシステム研究委員= 現

在、地球、人間環境フォーラム評議

員ヾ厚生省生活環境審議会后葉物専

門部全委員などを務めている。著書

(二「市民が燃えた、′ ごみのリサイ

クル」互と∴
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ラムのアルミ缶をつくるときの電気童で、 40ワ1音ノトの蛍光灯が何分つくかな。家庭の′し桃子

の基本ワットは1灯あたi)20ワットです。 8帯の部屋には電灯が2木ついているから、あ

カセて40ワット。さて何分つくかしら。何時間つくかしら。」と聞きましな 皆さん何分だ

と,臥、ますか。では答えを申しあげますね。この答えを聞いて胸がきゅんと去った方は地

球人です。 1晒瑚36分ですっ(21.21而/′gx20g÷40w・=10.6h)

清掃工場というのは人間の体でいうと肝臓や腎臓の役割をするとても大切なところです。

人間の体の中の肝臓や腎臓が恐くなると病気になっていくように、清掃上場が痛気になっ

てしまうと都市も病気になっていくのです。

ところがとのまちでも、今、ごみが増えて郁帝は大手術をしないといけないくら中二病

気になっています。

今から20年紬こできか表枠は、コレラなどの病原菌を発生させないため公衆衛生を目的

とする法律だったのです。ごみの中身がほとんど生ごみだけだったものですから∴廊気を

発生させないようにときれいに片づけることが大前提だったのです。

ところがこのごろはごみの中身が、生ごみよI)もぴんや缶や紙が多く、 6副が再生利用

可能なものです。それを一緒に集めているかすですから、とんでもない資源のむだ使いに

なっています。

撮浜のような混合収集を、埼玉県)旧i市はきれいに素材別に回収するシステムに変えて

いったおかげで、中毒2年度は6億674‾ガロiの税金の節約になI)ました。私とごみとの出合

いは引越しがきっかけでした。町によってごみの出し方が追うことに気づいたのです。私

は干どもたちに物の大切さを身につけさせたいと思っていました。ごみの出し方は人間形

成の基本にかかわるとても大切なことだと思いました。しかし、行政の仕組が違ってしま

えば元も子もなくなるのだなということに気づきましだ。

それからモニターになって「せめてごみを出すときには、どうもありがとう、お肌舌に

なります。また会おうねという気塙を彰にできるシステムをどうぞつくってください。」と

お願いしたのが今から13年前だったのです。

そしてそういうまちがだんだん増えていってこれまでに60ヵ所になって法律が変おりま

した。けれどもまだこんなまちは全国に3,300ある市町村のなかではまた少数でほとんどの

まちは不炊ごみは集めて捨てているだけなのです言去律か施行ざれる辛成4隼了月に「糾す

て多くの日清体が今研究を始めています。

永 井 では市長さん、水のお話、どうぞよろしくお願いします。

佐 川 木口三水の話をしたいと思います。水戸は、 「水の出入「I」という芯小の地名で

す。江戸と同じでうら したがってというかナではないですがやはI月日部二河川 湖沼の多
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いところです。

猿橋きんが地球舶共の話をされているのに、環境問題はアクト・ローカル、シンク・グ

ローバルという劉ナですから、円本を単位にものを考えるというのはナンセンスなのです

が、河川だけ毒口本は拐用なしのですから」国単位で考えます。ヨーロッパですと国境を

越える拐†ですね、潮iiが。ですから潮)iの汚染というのは国際問題なのです。紛争の火

種になります。ドナウ河聞掠二田際紛争の火種になってきた河です。オーストリアのl邦を、

これは国境を越える河川だからあそこに排水ができなかったのでナウ

私が言い小、のは、日本の河川とが朗沼、海もそうですけれども流れがあるということ、

しかも早い流れ。これが日本の河川の特徴です。

この辺で利根川と言えはだれでも知っていると思いますが、利根川の最上二流に、ぎょう

この缶を投げますと2 □半で海洋に出ます。非部こ早いです。きょう琵蜜朗に一滴の水滴

が落ちるとしますと、その水滴は5年半衡二は日本滝へ出ます。

私の話は悪意をもって理解しないでほしいのですか言中川を汚濁したとしても言出玉が

多い、流れが早い田ですから了坤iがよこれか、国なのです。その円木が、よこした水を海

へどんどん流して、きちに現在流れているI=が汚染されているというかナですから、これ

はかなりの程度深刻だと、まず思ってもらいたいと思います音,

今河川は泣いている耕すです。それは水量が洞輯しているかすです。それから汚濁が追

行している。何が煉凶かつ

まず水量が低下しているということはノ」く源がなくなっているということ。水源がなくなっ

ているということはどういうことなのか、開発によって緑が失拐’しているということですビ

これをます一番即こ考えておいた方がいいです,多くを議論しなくてもわかると思うので

十→ つまt月田発ですね。住宅も含めて、山林を侵略して住宅を造成して家を建てていると

いうだけでます7]く源は矢ねれるということです。

山裾三常にどこかこ海水が評している言、勢水がそこから出なくなる。開発によって出な

くなると、地十一水の水球が知って、 プロフィール
どこかに流れていくでしょう。地下

水の大きな変化が見られるつ 本来川

に流れ出していだ水が、用に流れて

いかない。

これがまず第一に河川が梱褐して

音ィ、く、 ′jく量が何となく低卜工ている

最大の増車」だろうと思います「∴ 、ろ

佐Iiト信

【94〇年生まれ二子楕車大学大字陰法

学万古発弾修了こ 早稲巨大雪、京鼓大

字などの素読を歴任臆音i984年水戸市

長(二当選㍉靂吏音性、文化十三と共に室

かな水辺既発を写るため「快適な都

市顔責の創造」を‡∈主音 寄書に「ミ

ネルヴァの呉が飛びたつ∈」があろう

田園



いろ原因はありますが、最大のものは7棚を失っている。禄を失っているということです。

次に、汚濁が進行している。大体、酸廟飾こlメートルもヘドロがたまるという、こん

なはかなことはないのです。先ほど言いましたようにI=の流れは早いし、引き潮、満ち潮

がある、そして親潮、黒潮が流れる言毎だって融しているのです。そこに1メートルのへ

トロがたまるというので十から悲しいばかりです。

しかし工業排水はさすがに現在規制が厳しくなりました。公共下水道の普及率も上りま

した。水戸は公共下水道の普及率が低いものですかち強いことは言えないのですか、確実

に工業排水から家庭雉排水に汚濁の原因は移っていると考えてい、いと思います。

公共下水道は全部完備されていますというところは問題ないです。しかし全帥勺に見て

普及率40%くらいですから、やはり家庭雑排水が汚濁の原因になっているということです。

逆に公共下水道が完全に普及しているところは、河川の氷を取水して家姪でいろいろ利

用する。大体1日1人当たり200リッターくらいですか、台所から流れ出る家庭の雑排水

は、公共下水道で地下に流しちゃっている∪つまり公共下水道の発嘆しているところでは

ノ焼くを失っているうえに、河川の水を下水道でもって流しているということです。

‾方、公共下水道が普及してか、ところでは、家庭の雑排水が都市下水路か何かで悟宕

的に流されています。これがまず河川汚濁の最も大きな原因になっている。

すなおち水は凋濁して汚濁されている言弓渇の最大の理由は、現時点では家庭雑排水だ

と言っていいと思います。

調査によりますと、BOD、生物化学的酸素要求廿ですが、このBODで5ミ')グラム、バー

「)ットルというのは、フナとかコイなどが棲息する値です。大体コイとかフナというのは

汚染に強いのです。アユとかイワナというのは清市でないと生きられか、。

寿っかりやすい例で お米のとぎ汁2りットル捨てるとしましょう。これをフナやコイが

棲息できるような状態にするのに1、200リットルの清流を流さないといけない。

まだ よく言われます天ぷら油、優航斉みの油を使用こ3合を捨てると、フナやコイが

棲めるような状態にするのに、何と10万トンのノJくが必要だ。

松田さんの側からするとちょっと違うと言われるかもし丸ませんが、水の個からします

と、使用済みの浦などはなるべく紙に吸あせで燃えるごみとして捨ててほしいと、私など

は言いたいかナです。

お米のとぎ汁などは、師部二お住まいの方はむずかしいでしょうが、庭があったら植木

にでもやってもらいか、と思っているかすです。とにかく河川の汚濁を少しでも防圧する。

その実践を地域から、個人の家庭から、いろいろ考えていかなければいけないだろうと思っ

ています。
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1上人と康雄を与える〃

きちに、家庭雑排水を川に流され、ようにするためには三つの方法勧湾るので十〇

一つは公共下水道。これは建設省です。

まだ、農業集落排水事業というのが最近出てきましなこれは豊かな付づくり。農構照

の人も都市部の人たちと生活様式が違っていていいということは絶対ないので下水がほ

しいという気拝は都市も郡埴同じです。庭があるから庭にしみ込ませればいいだろうと

いうこともありますが、農村の多くの方々は快適な生活を求めていらっしゃる?

それに対応して蓑葉集落排水事業、一一租の即津水道ですれこれか農水省が)くる事

業としてあります寄

それから含佑争化糟。これは厚生省からくるノー撲。これも補助事業ですっ

こういうことで下水道に関しては今、厚生省、農水省、建設省からきていますcしたがっ

て都市は大体この三つの事業で下水道をやっているはずで十〇ですから、ねたしのところ

で下水道はまだだぞという場合、三つのうちどれもだめなのかということを検討して、一

っくらいは適用してもらって、とにかく家庭の雑排水を直接に川に流す方式というのを‾-

暗早くやめていただくということが重要なことなのだろうと思っています。

それから琶頭私が言いましな7Jぐは流れるということ言売れることによって浄化するの

です。したがって水のあるところ、水を復元して流していくという事業,これは湖沼一湖

と催というのは定義が厳密に言えば違うかナです言胡というのは5メートル以上の深さで、

5メートル以下の深さを沼と言っているのです。

沼の方は、戦場ヶ原がそうであるように放っておきますと汚泥が上ってきてやがて樹京

化して野原になっちゃう。これが沼の宿命です。

水を保存しか、し、循環させか、というときにはある程度、 30年に一ぺんくらいざらね

ないといけない。そこで、葉菜用溜池から公園の中の沼まで凄濃というものを私とものと

ころでは一年懸命やっているのです。手法潮という水戸市の臭ん中二池がありますけれど

も、池という棚月と言っているのですけれども言茶さかち言えば沼なのですが、これを湊

濃して増水して水を循還させる。ということは水の本来の性質を取り戻すことであると同

時に浄化接能になI)ます。流れるということの中二浄化機能がある。

そういうねげで水を取り戻して流していこうという行政をやっているということです。

永 井 四方とも多方面にれたって環境の問題をお話しいただいた耕すです。それこそ

環境というのは裾野の広がりと申しますか、おれ九九が生きていく、生活していく上での

いろいろの問題があるのたということだと思います。

きょう会場にお見えの方は全国からお集まi)でいらっしゃいますので、いろいろお詳し

いただし、たことが、藤沢市という個有の岬こお役に立つというよりは、みんながそれぞれ
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の町や村に持ち帰る情操ということになる耕ナです。

休憩

永 井 再開したいと思います。

大変たくさんご質問やらこ意見をいただきましてありがとうございます。

-つは、エネルギーをどう使うかということが大事な阻却こなるねけですが、化石燃粋

以外の新しいエネルギーの可矧勘こついて、猿鱗先骨こご専門の立場からお答えをお卿、

したいと思います。

猿 橋 私たちが今後地球で生きていくためには臆一体どうしたらいいか。エネルギ十割

題は大変大きな問題だろうと思います。

今、太陽エネルギーとか原子ノ川目迎とか、いろいろな問題が皆さまの頭の中二おありだ

と思います。

太陽エネルギーは地球上仁万遍なく到達しているエネルギーですので大変有川闘膚だと

思いますが何しろ広く薄いれけで、これをどういうふうに集約するかという問題がありま

す。一番これを利用しているのが現在の震葉ですから、葉菜をもっと能率化する茄去を考

えるとか、どうやってこの熱量を集めろかということが大きな問題だろうと思います。

化石燃料こ代るものとしては原子力が有力候補の一つだろうと思いますが、化有珠料も

原子力発電用のウランも、地球間組こあるものを掘り起こしている耕すですからこれらも

いつかはなくなっていく耕すです。

科章者を総動員して強力なフロンェクトをつくって、これをリサイクルしてい〈方法を

考えていくということも当然起こってくるだろうと思います。

先進国だけがエネルギー問題を考えるのでなく、開発途上国も同じくらいのエネルギー

を僅用するようになった場合には一体どうなるだろう。

今は日本の十分の一とかアメリカの百分の-しかエネルギーを使っていない開発遼上田

の人たちも、竪かな生活をする椿利がある耕すですから、特に日本の場合、アジアの諸国

の人たちが豊かな生活ができるようにということを考えていく貢任があると思います。そ

の人々が先進国並みにエネルギーを使ったらどうなるがということに思いを寄せて、この

エネルギー問題を考えなければ申すないと思うのです。

また原子力は有力候補の一つですが 現在ではまだまだ不完全な開翻夫態です。それに

加えて、放射性廃棄物の処理・処分という大変な問題を抱えています。放与川生廃棄物の問

題は世界中で解決がついていないかくすですから、ぜひとも学者の総力を挙げて、地球の将

来のために考えていかなければならないと思います。

原子力の場合、たとえ現存の原子力の技術や欣与刷生廃棄物の問題が解決しても、忘れて
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ならか、ことは、核兵器と原子力の諒乙でつきですo原子力を接兵器には雑用更かかとい

う国民の誓いの卜に原子力を開発することが必要ですこ

日本には世狙こ誇るべき非核三原則、持たない、つくられ、、持ち込ませないというも

のかで て∵,、るわけですがらっ、そのことを形骸化させずに守って・接兵器には絶対優れせ

ない。国民の福祉にのみ役立つ原子九曜幌を進めたいeそれはアジアの諸国民にも分かち

合うのだという考え方が私は必要だと考えているわけですc

永 井 原子力の彫抗原紅になるのはウランということで限界かある耕すてすねっ

猿 橋 石炭、石高と同じように地球の「巨にある鉱物て十からやがてはなくなるわはて、

ぜひともリサイクルの方法を開発する。今のところ地球しか人間が亡きてい〈場所はなさ

そうですから、私たちの子孫まで長く地球に生き長らえていくためには、このエネルギー

問題は大事を問題だと思います。

永 井 原発問題は安全性を埋って親しの対立力執)ますか、とういうふうにその間ま

を評価していったらいいのでしょうか。

猿 橋 やはり人間の福祉に役立つということが科学技術発展の舶是ですので、科学技

術というものが、人i蹄)福神このみ役立つ、人間を殺し合うものに硯フないということを

念頭において、企業の・輝りを優先させれ、。そのために皆さんの監視の眼も必要だと思い

ます。科学、あるいは科′二極術というものを皆さんかよく理解することが必要だと思いま

す。

科半技術を理解することは階段を一段ずつ」二つでいかなければ2脚こ上れないと同じよ

うに∴一歩ずつ上っていくという面白さ、楽しさがあるもので、どなたにでも一歩ずつし・つ

ていくことはむすかしいことではないと思います。

皆さんの科学技伸二対する理解が、礼釦中二も、男も女もですけれども、レベルが」っ

て初めて日本も先進国になるかけで、科学技術をただ毛媒いすることは、やはりまだ理解

が足りないのではないがと思います。

もちろんもすかしい問題もあi)ますが、考えてみればこんなやさしい問題はれ、。科学

というものは次々と新しいものが発見されていますが、発見されれば、なんだそういうも

のかというような 当然のことが発見されるか†で、どうぞ毛嫌いなきらないように、皆

さんのご千鳥や娘さんも含めて科学に関心をもつようにしてほしいと思うのですご

永 井 きて、蕨井さん、先ほど「大体天人がこういうことにしてしまって‥・」と、十

といこ突きつけられたということですが、そのあとどのようなメッセージを送ったのかと

いうご質問がきています。

藤 井 これは厳しい・・
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永 井 それともうひとつ。マスメディアは、紙は、空き缶は、電池は、どこへ出せば

いいかということを笹口スポットで出せというご注文がきています。確かに大事なことで

すけれども…、

藤 井 ストレートにそのお答えをするということにならないかもしれませんが、ファ

ジィという言葉が大分世の中に流布し、沈濯機もファジィになって、子ともたちも、言っ

てみればかなi〉ファジィという言葉が当てはまるという現状があります。

たとえば受験戦争で言えば、今の子と言もたちはその「申こ牛まれ育っているかナですから、

そんなに受験戦争そのものをいやだと思っていません。

ですから、蕎杉吋巨歪とかいろいろなことが言かれていますが、確かにそういう事実はあ

るわけですが、大部分の子ともたちは学校が楽しいと思っている現実も私たちは肥推して

いるつもりです。

したがってかなりあっさりしている。意外にドライで、先生方ともあっさ手)ドライにつ

きあっておけば間もなく卒業しちゃうんだものねという子ともたちも相当いる。

結構金銭感覚もあるし、時代を反映していると言えばそうですし、 15蔵を中心とする思

春期の子ともたちは、布引二多感であI)、ナイーブであり、個性的ですので、そこからさ

まざまなメッセージを発信しているのを掴むのはかなりむずかしいのですが、それだけこ

ともたちは常に新しいといえます。

「中予生日記」が30年も続けることができた秘訣は∴消二古くて新しい現実のナイーブ

なすどもたちを僕らは信じているからです。そこから出てきたのが「天人が…」というこ

とですが、彼らは大人が悪いとばかりは言っておりませんし、窟溝そういう意味で言った

ら理解もあります意

いじめをども沈潜していると言おれているようですが、うまく隠しているのかなと考え

ますと、そのような子ともたちに、伐ちが番組を通じて環矧埼題を「中学生「主調 で順当

上げて、 「ごめん、大人が悪かった」ということには、残念ながら余程きっちりとした現象

がないとできないということで、私どもが回答するとすれは、 NHKで言えば番組制作の櫛

の追給の中でできるだけ大人が、これだけのことを臆この場がまさにそうだと思うのです

が、大人が環境阻却二ついて立ち止まって大いに考えていくということをやっているとい

うことを、傍らは傍らなりの番組を通じて示していくつもりです。

□本全国にNHKはありますので、折あることに会議等を開いてそういうことを伝えてい

く場も作れると思います。

まだ、全国放送、地域放送を闘わす、大人が今環境について伸を考えて、何をやってい

るか。やさしい地球、きれいな地球、愛する地球、みどりの大地、そんな言葉が氾濫して
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いると言えるほとの地球旅烏封こついて考えている時代だと思います。私どもの中でもそう

いう番組をメッセージとしてできるだけ、勘二学校放送難しを通じてチビもたちに送って

いるつもりです。

二番目のスポット的なものは大変いい案だと思いますし、すぼらしい提言をいただいた

という受け止めをさせていただきか、。

永 井リサイクル法について、施行に伴う細かい基準というのか、何を対象にするか

か焦点な耕すですが、これは松田さんの方が詳しいのでしょうが。

松 田 ともすれば法律の欠点ばが)を探し、いいところを認めだがらないのが日本人

のくせなのです。それは気をつけないといけないと思います。

私は、子育てというのははめなきゃため。はめることに徹底してきたことが人間関係を

きれ、にしてきたのだと,即、ます。

このピールのぴんなどは15帥光って使えるのです。その間よ縮、」ごみにならない言出ま

lつ買うと電気が10時間36分捨てられる。ブラジルのアマゾンの熱帯雨林でつくられてい

るのです,

こうしてみますと、 「やっ音リビールはぴんのを飲むね」という選択をしなければいけな

いことになります。

もうひとつ、ぴんと-ルを飲むときの考え方ですけれども、私たちはこの容器代は負担

しているのです。たとえばカップラーメンは150岬くらいで発ちれていますが40円から5(刑

は容器代です。べ、ソト(PET)容器入りの飲料は300円で売られていますが90田は容器代で

す。それを私たちは価格のなかに含めて払っているのです。

使い捨て商品こ変れってくるとどうなるでしょうか。容器代は全て消費者つまり買った

人か負担する。後始末は行政の負担。企業は物を売っても後始末はなにもせずにすむので

す。ということは、自治体の一般会計の中のごみ処理コストがどんどんかかっていく。福

祉や教育にまねすお金がなくなってくることになります。

私たちが使い捨て商品を便利だと思って使えば使うほと企業の儲かるお手伝いをしてき

たことになるかナです。また資源のムダ使いをすることになります。

その点を整理していくと、明日からの弱音か変おってくると思います。

ところが中途半端に理解するとこういう行動が起こります。アルミ缶の回収に夢中にな

ると、ある小学校では「ピールぴんやめてね」とアルミ毎を飲んでもらって、小学校へど

んどんアルミ缶を運んでいく。アルミ缶の剛又丑のことしか考えられなくなる。

牛乳ぴんの場合も、ヨ一口ノバではワンハンドレットボトルと言おれて100回洗って使え

るぴんだという言葉がある言こもかかわらずあのバージンパルプの牛乳パ、ソクを、容器代
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を払いながら使って処現代まで自分が負担して、牛乳バックの回収量を上げたいために牛

乳バックの商品を買ってくる。

これだと、企業の側から見ても、 「環境問題を口にしなから消鵜苫はまだ赤ちゃんだね」

ということになるかけです。しかし牛乳ノ\ックの回収もやらをけ九はいけません。データ

で見ると、日本の1年間の牛乳ノ、ックに消費されている本村の二品は、円木住宅公団の二階

姓の住宅に使おれる木材の量で割算していくと一冊こ5時子家が建つだけの針葉樹が伐られ

ているのです。回収率は1%。

牛乳パックの中でも生協などはみざらしの牛乳ノ、 ′クでさえもこんな素敵なティ ノンュ

べ-バーができているわけです。私たちは、パーシンバルフのティッシュペーパーを使う

ことがぜいたく感たったのですけれども、これからは匪王紙のものを使っていくのが時代

にかなう暮らしであると考えていかないと、またそういう企業を育てていかか、と申すな

い。

企業を批判するけれど、自分のくらしは硬い捨て所晶を買っているのではなく、いい企

業に応援歌を送りながらこの世の「iiの矛盾を細大していくということが、猿楯先生のお言

葉で言うと科学帥二組施していくということになるのですね。それが大事なのでしょうね。

永 井 バックをきれいに抗うと水をよこすのでは∴‥

松 田 バージンパルプを1トンつくるためには、10用、ンの水と化子葉晶がl塵フれてい

るのです。1トンの紙は生まれてくるまでこ化学薬品と100トンの水を使っているのですか

ら、バックを淀う潰れか、は目先のこと、それも有機物を少し流すだけですから、紙の製

品二比べると、地球への負荷は少なくなります。合軸足剤も子証すんも僻っないでちょっと

きれいにするくらいの心つかいは地球にやさしいことなのです。

永 井 佐川さん、行政と住民との閃わり方をどのようにすればいいのかということで

すけれども、たとえばごみの問題も30年代は有料化ということがありましたね。無料にす

るとごみがおっと増えてきたわけですつ それで有料化とかいうような方法があるのかどう

か。

佐 川 行政を理論的に整現して、郡まルネノサンス出面、未来計画に分けてやってい

ま/すか、水の計画というのはルネ,′サンス計画こ いしI)まわさないで元の姿に房そうとい

うことに徹しています。

境覧課でま水質係と公言宮勅ゞある。合成荘剤追放とノ」ぐの刷出土今日の重安な課題です。

お米のとぎ汗なんてl紺こ挙げるのはいかがかというご意見もグ㍉)ますが、合板説相嵩三つ

しゃるとおI)てして、輝石けんに転摸すべきだと私も思います.

最縮映二は高氏通則の中で、各家運の中の合皮流刑追放ということをやっていただくこ

3I

となのだろうと思う。

有料化の問題は、いろいろな意見はありますが、私は蛤舌の根紬二間っる問題について

は行政が責任を負うべきだと思っていますので、今のところ郡斗化は考えていませんc

永 井 それについてはいろいろの自治体があって、袋を渡して袋を有料にするc人間

というのはお金の問題がつきまとうと霊験あらたかでして、ごみを減らせるのではないか

とか、睦のある家でも燃され、で出すということになるとか、その辺「園地が甘やかされる

のて霊ないかという意見もいただいていますが…

佐 川 そういう意味では有料化しています。コンポスト化を進めているのですが、そ

のための簡単を装置は5,000円で貰っていただく。

永 井 松田さん、ごみの有料化についてはご悪鬼ありますか。

松 田 有鞘とさえすれば市民のごみが少なくなるという見方も、やはり対立聖の行政

だと思うのです。有料化はひとつの手段です。

私は基本帥二は、市民と自治体が何ができるかをきちっと考えてi)サイクルのシステム

をつくり、その町に合ったごみの減量対策をして、そのあと石神こする。ぴんと、缶と、

萩は再資源になりますからごみではない布けです。そこをきれいに秋用’-せばごみの†封圭

半分以下になります。その部分については無料こする。

けれどもごみが多いのは使い捨て商品を使ったI)、トレーを卵、過ぎたりすることです。

食生活の管即の悪い自己責任の部分ですからそこについては郁斗にしますよというふうな

二段構えの考え方をとっていくのか効果があると思います。いつまでも無料のままだと出

せばいいだろうということになってきますから。そういう基本的な考え方の整理が∴これ

からは皮、要だと思います。

家建て、ごみを減ちすのに生ごみの処理システムがある方がもっと減るだろうというので

コンポストが利用されています。私の場合、蛋白矧ま残さないし、魚のアラは臭いや虫が

心配なので市のごみ処理へだしますので野菜くずとかそういうものだけを入れています。

それでも野菜くずなどが全部家庭のコンポストで処郵できるのでごみがすごく減ります。

いまもごみの量を計り続けているのですか しかしどんなに減らそうと思っても現代の都

会生活では、それでも一人当たり1キロのごみが出ます。

けれどもシステムがあって、ぴんと缶と紙をリサイクルへまおし、生ごみを地中に返す

と、ごみに100グラムになります。

永 井 いろいろな市がいろいろ先見的にトライして試みていらっしゃるのだと思いま

す。ただ松田さんおっしゃったのですか、ごみはやっぱり減らない・∴・

松 田 減らないと思いますね。人口が捕えているから総量は減られ、。
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佐 川 私のところは人口が増えていないのですが、ごみは増えている。∴正業系のごみ

が圧制巧に増えています。この数年で30%から増えています。コンピュータから甘-てくる

秋なのです。

永 井 景気とごみと関係があi)、今までずっと景気がよがったのでごみが増えている。

確かに人間というのは、現代においては物質的を欲望は抑えようもないのですけれども、

どういうふうにねれ耕’しは考えたらいいのかというところは大間越だと思うのです。

猿橋さんどういうふうにお考えになりますか。人生の先輩として、この辺は精神面とい

うことにもなるのでしょうけれども・i・

猿 橋 私も普通の女性であり、一市民ですから、近所のマーケットで安弄りがあった

らち印す出して行く一人です。欲望は際限なくあるわけですけれども、私の恩師の三宅泰雄

先生(去年亡くなられましか の研究室で50年間ご指尊をいただいてきたのですが、先生

から常に言をっれておりましたことは、臆一体人間と相可だろう、科学者とは-十本個だろう、

科学とは何だろうと縮こ考えることでしな

科学の発展、科学技術の発展が人間の擁かな生活につながると思って、私の若いころは

科学は人間の福祉につながるという憧れをもってこの道に入ったのですか私の第1のショッ

クは、原爆かつくられてしかもそれが広島、長堀こ落とされたことでした。

科学技術というものが、人間の欲望には、殺すことまで含めて、恐しい二面性を持って

いるということを、原爆の捜下ということで初めて知ったのです。

私自身は研究者になろうと思っていたのですが、原爆製造に何にも関係あi)ませんけれ

ども、研究者を希望していた一人の人間として、このショックで私の生き方は18腔尋云換し

なのです。

皆さんも、一休人間とは何だろうと、科学とは何だろう。たとえば身近な例で言います

と、自分の家を掃除して、外にごみを出してしまえばそれで自分の暮らしはき才い、になり

ますけど、そういうことでいいのだろうか。一体これはどういうことに影響していくだろ

うと、小さなことでも考えて、共存共栄してい〈にはどうしたらいいだろうということを

常に考えていかなくてはいけか、のではないか。研究者の自戒の念を含めて皆さんにお話

ししているかけです。

永 井 佐川Iさんはこの辺いかかですか。

’、人と境粒を考えろγ

を迎えて世界を荒し回っていますが、これをコントロールして、州刊から少しすつ撤退し

て、国内需要でもって世界の経済をバランスよくする。他国を侵害しない碇帥二おいて経

済活動することも含めて、やにり今コントロールすることが必要だと思います。そのため

の政治、経済におけるが、ナビリティー言点前勺な支配力をだれも持っていれ、。そこが

日本の最大の問題ではれ、かと思っています。せめて地方では、私が市長である限り頑張

ろうと思って、質素々々と言っておi)ます。

永 井 実は私も質素というのは零時と好きなのですか、今、質素の意味はと考えます

と、世界の、生活の、あるいは経済を計る基準が二嗣勺なもので捉え過ぎるのです。∴ では

質か寮かられ-と思う。質素だけれども質素であることによって時剛勺に自分が満足しな

り 碑か満ち足り方があるような気がしているのですが、質素の意味というのは、私自身

はときどき考えるのですが どうも私の二人の子ともはさっぱりその意味がねかちか、ら

しくて、教育というのはむずかしいと実感するのですけれども、膝井きんいかがでしょう

が=

藤 井 質素という言葉の限界がどこにあるのかということを、皆さま方のご意見を伺

いながら考えていたのですが、上手に捨てろということ、処理ということにつながるのだ

と思いますが、質素イコール今の円本の豊かさ、飽食の時代と言われる円本の中で、質素

ということの.勘東が、多分かなり変おってくる言削半をしなからそれを質素に臆質素とい

う部材こ当てはまる形に何とかできないかと。たとえば理屈十で考えれば、それをやはり、

今問題になっているように士‡弓こ処理するということにつながっていきはしないだろうか

と、あくまでも個人的な私の意見ですけれども、そこのところに何か解決できる目途がな

し、かなと、ふと考えました。

もうひとつ計、ますと、渥美半掠こ恋路ケ浜というところがあり、苦、烏崎薩村の椰子

の実の叛ができたところで、榔子の実が流れ者いたのであの歌ができたということで知ら

れているところですけれども、この海岸に行ってみましたち言毎からの成年)ものというの

は、榔子の実ではなく、何と膨大なごみです.

円本全図の海岸にあるということです。・それくらい「丁本の近隣の海も浜もよごれている

という現実を如ちぎれたかすですけれども、これも瑠素とのかねあいで今後ともに考えて

重 いかね嘗ならないことだと考えます。
掌

佐川 茄「さんが、今いみしくもおっしゃったように物質文堀こ振りかない。この限富

リない物質の欲を、どこでどういうふうに、だれがコントロールするかということが、今

問われていると私はノさい、ます。

ですから経済界にもi)-ダーがほしい。政界になり-ダーがほしい。紛糾ざ完全に国境

3()

永 井 いろいろこの問題、多岐にねだっているかすです。脱線した」)、ユーモアが出

か)ということで大岡らしい詳論になったのですけれども、原子高二返りますと、最初に申

し上げたようにかなりの、赤信男二近い黄色、オレンジ色くらいの信号の色になっている

かと思います。
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女性ということで考えますと、人口の80%が遼上田といいますか南の貧しい剛こいる人

たちであって、しかも貧しさというのは特に女性の上に現おれるということを考える必要

があります。

たとえは識字率一字を知っているということが豊かさの摘採になるかどうか、これもい

ろいろな考え方がありますけれども、たとえばそれの目安で申しますとエチオピアの人が

非瀞二幸を知らない。字を知っている人が少か、のですか、それでも男性は100人に8人知っ

ている。女性は100人のうちl人しか字を知らない。 8%とl%の違いがあるのです。それ

ほど貧しさというものは女性の上にあるということを考えると、耕しおれもときとき本当

に自分の欲望というか、生活のあI)方というものを頭を冷やして考えなければならないな

と思うおけです。

おそらく21闘士まで10年の間に、おそまきながら日本江、ろいろな社会のシステムを変

えようとしている大事なときなのです。

10月25日施行令で、限定的なものではあると思うのですがリサイクル法ができたことは

エポック・メイキングなことだと思います。

生産の段階から景教帥こ、リサイクルというかどうこれを始末するがを考えて生産する

ということを、ようやく企業が考えたということ。

新しい設備貴賓もしなければ同ナませんし、企業としては大変を負担だろうと思います

か、やはり励馴勺に考えると資源の確保とかし、うようなことで、企業の採算はあるのだと

思います。

そういう意味で画期的な時期にきていると思います。私たち市民ができることは、たと

えば商,綜選択で、最終的にはこうするのだという晴溝が各商品の上にあった場合に、それ

がない商品より、最終的な始末をどうするかということを責任もって臆揮、てある企業の製

品を貿うとか、商品の選択によってわれおれの意思表示をする道もあると思います。

必ず企業というのは消費者である市民の人たちの意向を受けて受かっていくおけですか

ら、そういうサポートがなければ、リサイクル法というのも泡のように渦えてしまうだろ

うと思います。

日本は非常におそまきでして、こういうリサイクルについては海外の方が進んでいるこ

とが多いねけです。こ質問の中にも、私紹介しませんでしたが、自動車がこのままでいい

のかというご意見もありました。CO2ということで言えば電気自動車の開発というのは非常

に急拷な耕すです。メタノールの自動車というのは一回乗ったことがあるのですが、ある

程度走りますけれどもいろいろむずかしい問題がありまして、ガソリンスタンドと同じよ

うなものを準備しなければいけない。社会的な投資を非組こしなければいけないというこ
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となのです。

一二っとり甲、のは電気両川だということだと思いますけれども、ち二つと′帰航から

拾ってみますと、 「フイヤツト」というイクl)-でもともとあった全社ですけれども、もう

電気自動車の追走態勢に入っているということです。∴霜鳥売口封エレソトラ‾」、どういう

.卸本でしこうねつエレキからきているのだと思いますが、そういう日動車を十千二、 199J

年代に刺すて市勘二珪i)出しているということですつ

まだゼネラルモーターズというところがも÷lスポーツカー、電気というの:よスヒート

が出ないということなのですが 開発するといろいろなことができる。 /用はそれくらい

の智恵はある。 「インハクト」というのですけれとも、そういう輔,岬を出していくそうで

す∴最高時速が10(〕マイIし、 160キロあるという。かな男虹、と思います。ただ、バッテリ‾

を充電しなけ掴まならないので、これが192キロメートル毎に充電しかすれはならないと

か、 、ちいろな問勤まありますけれども、いよいよ電気自動坤手付二なるのかなと、私、

車を逓信しませんし、持ってもいませんけれども∴電気郎肺になったら買ってみようか

たという気も多少いたします。

企業というのは一番告辞効率のいいグルーフであi′、耕しわれは自分の生活に・色、斐なも

のを金業というところに委記して、それを佐うという社会の中で暮らすようになりましな

で丁から、企業にいいことをしてもらうのか」古色だと思います。それにはわれわれが、

いいことをした企業を応援するという姿坊でなけれはいけないだろうと,即、ます。

ゎtし諦しの消費を箱的し抑えていく二とも色要ですけれども、最終の妬未まで考えた商

品というのにとI)あえずi二腫上りして、われわれの生活の仕方をマネージしていくというこ

とが、最細部二はエ/ネルキーというものをどうやって鉦的して一地球がいつ探るのかおか

りませんけれども、妬まったのですからきっと終るでしょうと、私はいつも言っているの

ですけれども、すく膏冬木を迎えるわけではあi)ません。

とにかくその資源をいがこ食い延ばしていくがということが私たちの使命だろうと思い

ここでお話に出ましたことを、皆さんの身近な町や村で実域に結びつけていただけ九は

幸いだと.勘、ます。このティスカノンョンはとりあえずここで終らせていただきます。ど

うもありがとうございまし7ふ

以上
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セッションと
○会場/藤沢市民会館小ホール

菓日時/1口月18日音金13 : 38-「6 : 30

器、、いま働きかた、生きかたを考える′’
漬,葺 正子

石原 一子

埠起れい子

小手兵 遅郎

川樗∴享子

当、ま働きかだ 生きかたを与える’

横 溝 皆さんこんにちはへ 第暮セ音ソションのコーディネーターを絡めます献品です。

第2セッションのパネラーは石原一十・さん、川f音丁昌子き/し、小浜通用さん、捕「旧い、音 さ

ん∴皆さんこ存じの毎々だるメンバ一一をお迎えいたしました。ますパネラーの方々から’、い

ま聞きかた、生きかたを考える’- というテーマて星間のニ\発言をいただき、さらに菅さま

からもご高見を厚成して、これからの動きかた、生きかたを考える間置をともに過ごした

いと思います。

女が外に出て細くということが樟別なことであう日時仕はもはや告となI主198」年に外

に出て細く 主屈グ)方が事業主柄よりも多くなったっ 出来値し割く‾女・旧刊†え葦出すています。

臆臆昨年の治雄庁の調査によると、日本の労働人口の尋恒男六人紋にして2言)9万人か女性

ですこそして、女性の砧間引間者はし、了」9万人. I両的雄方者請裾こ高のる割合は37.4祐二遥

しています。

労刑万人「1から見ても植暗証勅者の丁子栃、らみても、約古間を女性が支えているのですか

ら、女性の労伽力なくしてはi)本の産業界、日本の社名,ェl口だI)とも回らないというの

が現状ですこ

ところが、男性との比板で見てみると、まず平均賃金は平成元年で、男性を100として的

う2%に過ぎない。これは先進工業国で最低の比幸です二 間みにスエーテン、デンマークが

91%強、フランスが88?ふ アメリカが的リム、幽ドイツか「3リム。いが二鵜「本の女性労勅‾者の

賞金が低いかがご埋碑いただけると思います、

均等法ができて昇進、掴告も男女回しにするという)証再出たわけですが 半成元年要

の調査で、部長職守旧1では2」%、係長期間工当て霊5C浩二点まっています。

男性との比鞍では=梱【62牛皮の開舟こよると、杏葉焼損1「用人以上では女仕の役搬者は」

‾万8、600人で∴㍍歳から59億の年齢層の役職者は講人にl人です。これ六二月して男・旧主、l人

に1点 二二でも女性は㌫同工用も酬いてるのに様似のある立上姑こいないことがわかる/と思

います。

労働の神曲としての賃金とチ古壁尋口紅 この二つは女性が聞くということのシンボル的な

ものを表していると思いましたのでご紹介しましたが、これが現状です。,

均雷去が6丁年の上月l日から臨干されて、幾分改善されたという品よ坤こしますが現実

音1二?

は、形は整えられても目に見えか、堕があって、それをなかなか突き破れか、。実質的平

等にはまだ程遠し、、歯がゆい現状です0

まだパートの方がどんどん噂え細ナて女子雇用労働者の鍔%に去ろうとしています。

パート労鋤も、いろいろな鋤き方ということで、それが同一価値労働、同一賞金というこ

となら結構なのですか、日本のパート労勧というのはフルタイムの人に比べて労働条件が

非常に低い。それなのになぜパート労働が増え続けるのか。ここにも大きな問題がありま

す。

やはり働き方だけを考えてもだめなので24時間トータルな人間として家麺の場、仕事

の場、両方をトータルに考え、どうしたら男と女がともに平等に勧いて活力ある生活がで

きるのかを考えてみか、と思います。

先ず土人のパネラーにそれぞれのお立場から、いままでのご経験とぎょうのテーマに対

するご意見を頂戴して、また会場の皆さんかちもいろいろを意見を頂戴して、明帥二生き

るための方向づけができたら幸せだ女と思います。

では石原一子さんにお話を伺います。

石 原 私は百貨店で35年仕事をしてきましな昭和27年百貨店に入ったおけですが、

当時どこの企業も給与は男性の7掛けか8掛け。 30になったら“若年定年hなんていう言

葉すらあった時代ですから、平等に仕事をさせてくれるところを採寸のが-苦労でしな

当時露馬屋が、男女平等同一賃金ということでした。闇夜に光を見たような思いかしま

しだ。何しろ一生鋤くつもりですから まずスタートラインが同じでないと困る。これが、

私が第一にクリアしなければならない条件だったおけです。

なぜ百貨店かと言いますと、百貨店の入場客数の85%から的%近くが女性です。売って

いる商品が、ほとんど100%と言ってもいいくらい女性が扱ったり女性が使ったりすを。販

売員は、ほとんど女性です。 “女性いであることがマイナスにならない企業を運はなければ

長続きしない。一生動くには女であることが武器になる企業ということで百貨店を選びま

しなこれも私は間違っていなかっ プロフィール
たと思う。

35牛の聞、最後の8年は役員とし

て入りましたが、まず販売員として

婦人靴売場で靴を売り、係長として

セーターの売場の主任をし、バイヤー

として家麺用品、ベビー用品を。次

長、部長と35年の聞27隼は現場、つ

ふながわ女性会議代表などを務めてい

賀検溝正子
音968年から弁護士を開業,神奈川県

雇用平等推進協議会会長、権兵市弁

護士会副会長、神奈月慎婦人問題霧

議会会長、日本編人法律家協会副会

長を歴任し、現在、神奈川県私立学

校巷説会委員、月順市人事委員、か

祷溝_るっ



まり売場で過ごしました。

なせかと言うと∴女の人の能力を評価してもらうのに、三明生と同じ基準で評価してもら

うものがないと∴▲女はトクだね’’なんていうことを紹構言おれる。私は実続を評価しても

らいか、から、それには売上げというはっきりした形で田に見えないと評価してもらえな

い。現場にいて、現場で判断し、現場で生きてきたことが、今の私にも十分得に立ってい

ると思うのです。

いろいろの聞き方があると思うし、職業の選び方言占「標の立て方もいろいろあると思う

のですが、自分でその仕事を結ナようとすれは、おのずから考え方がまとまってくると思

います。自分で実頬を、あるいは能力を発揮して達成感を持ち、会社か評価してくれるこ

とが、仕事をする上において大事だと思います。一種の自己実現というか、そういう意味

では私は百貨店を選んだことも「胡違いでなかったし、実袴を糾すてきだことも力になった

と思っています。売り」二げをつくることができるかどうかということがきちっとしていな

いと次のステノフの仕事には上げてもらえない。

一般的には女性は、今で言うと総で刈肋、一般搬がという分け方もありますが、判寺は、

ラインかスタソフか。ラインですと真作が伴う。スタッフは自分のことだけをやっていれ

ば済む。大方の女性は賞任はとりたくない。自分なりの力を発揮すれば部下を持たなくて

すむということでスタッフのほうを運ふ方もあった。

しかし私は、貢任があれば賞住の遺戒感がある。貢任をクリアすれば次のステップのラ

インに上がって同する。これが、私が仕草の中で得た知悪と計、ますか、粧こラインで仕

草をすること、賞作をとることを心がけなつもりです。

横 溝 パイオニアとして実務に暢わってこら九だ石原さんのお語でした.

続きまして川楕孝子さんにお願いします。皆さんにお削りしてあるフロフィー【ルには「労

働省朔動凋印を所長」となっていますが、実はこの10月2日から、川楯さんは榔兵女性フォー

ラムの常務理事兼事務局長になられ、神奈川県とはなお一層の二線ができました。

川 橋 皆さまこんにちは。本当にこの1年間いろいろと邦吉臆が変わり、こちらの実行

委員の皆さまにもご迷惑かけましな会場の皆さま方にも、とうも期辞と違う人間が現在

だと思われるのではないかとちょっと心配ですけれども、本人は全く変おっだつも主=まあ

I)ません。

30年間の旧家公梯員生活を終り、第2の人生を歩きはじめたかナ下、どこかで私を必要

としてくださるところがあったら本判こありがか、ことだと思っておりました。紹あって

杭浜市に来て、こうして神奈川で皆さんと巡り合うことができましな

皆さま方のお手元に私からのメッセージとして、女性の働き方のM字型カーブ、円本だ

臆4臆1

し、三月勅きかた、生きかたを考える′’

げにしかか、カーブなのですが、これが針世紀にはなくなっているだろうc∴用=もう噛家

蚕砺員ではないから自由な発言ができると思って書出、たわけではなくて、私としては本音

を書かせていただいた緋ナです0

\I字型カーブがなくなるということはどういうことかというと、出産、育児の聞家庭に

ずっとおいでになる方が少なくなるだろうということです。

女性の聞き方、生き方ですけれども、生涯仕事を細ナてい〈経緯型、一旦退職して子育

て期が終ったらエントリ-してくる再就職型、賃金を得て組経の中で働くのではなく、地

姑盲動とか自治体政治に関れっていく聖、こういう3つのタイプがあるとすると、多分2

番目の再現蝦型の女性たちが少なくなるだろうということです。

理由は、出生率が今1ぷですが低下しはじめたのは20年前からで、新規学卒の新しい労

働力がどんどん絶対数として減ってくる。団塊二世が1990牢代の半ばまで労働市場に出て

きますからそれまでは新規羊卒が増えますが、その後は目に見えて減ってくる。その量的

不足を女性に求めるのは豊繁のなりゆきです。

もう一つは、口本の企業活動というのは終身雁用とか年功賞金ということで、女蘭ことっ

ては大変聞きにくいシステムですっ これが一挙に崩れることはなさそうですが 過去を琳

まえながら少しずつ変おっていくと思うのです。終身雇用の正規従業員比率は多分かなり

減ると思います。もっと柔軟な聞き方に対する企業側のニーズが増えてくる。

そうすると女性にとっては大変望ましい方向こなると思います。処遇のこととか、バー

ト労働の問題とか、問題点は多々あります。光と影の、影の部分が絶えずつきまとうか†

で、彰の部分は行政の貢任が大きいと思いますが、私は光の部分も大きいと思う。

そのような世の中二なるのじゃないかと私は想像する相ナです。そうすると高大ひとI)

の女性たち、男性もそうですが どういう生き方鋤き方を選ぶかというと、選択鞍が多く

なるっ ただし、多くなればなるほど遊び方はむずかしくなってくると思います。

私は高度読流成長期の入用二就職した人間です。 「令の卵」なんて言かれた中年の了とも

たちか姉列叶て了悟かつ」剛告 プロフィール 喜S

来ると、労勧省の職員が槻嬢を持っ

て出迎え、子どもたちを企業主に会

あせるこその時代に私もラ京に出て

きて二二まで紬、てきました。当時

は選ぶなんてことではなくて民間企

業は石原さんのおっしゃったような

状態でした。臆栃の光にすがりつく ‥∴臆\二●

○石原一子
i945年東京女子大学卒業∴東京商科

大学、ハーバードビジネススクール

を牢英二(棟)高島屋常務取簿貧を経

て、臆矯大学講師となる.現在、東

邦生命保険相互会社親閲、婦人常題

企画准董有喜寿会議委員、経済同友

会会員などを務めろ。老害に「女は

\ムヽ大柳など)



ような就職だったおけです。

その時代と今とでは全く違う。選択肢が幾つもある中で何を白分が選ぶか。私はやはり、

自分が何をしたいのか、自分は一体何ができそうなのか、何を理想に生きるのかというこ

とだと思います。なぜなら、人生というのは何かを追求していくもののような気がします。

与えられたものをやっていくのでは必ずや飽きがきますし、自分白身もマンネi月こ陥っ

てしまう。何かテーマ、目標があってそれを追求していく。そういうことがきっと逢沢を

間違いのないものにするだろうと思いますし、個の確血こもなるのではれ、かと思いますこ

継続は力なりという言葉は皆さんよく知っていることで、鋤く女性たちのひとつの合言

葉です。私はそれにつけ加えて「追求は力なり」と、追い求めていくことも力、自分の潜

在能力を引き出して自分の望むことを実現していく。 「追求は力なり」、そういう言薬で1

回目の話は終らせていただきます。

横 溝∴M手堅カーブが21世紀早々にはなくなるのではないかという、長い間の労働省

のご体験からのお話がありました。そうなるとその背景である家庭や家事はどうなるだろ

うかということがまた話題になろうがと思います。

引き続いて小浜逸郎さんにお願いします。

小 浜 小浜です。僕は小さな学習熟を経営しながち、こつこつと読んだり千年、たりと

いうようなことを長年やってきましなので、大変世酢音痴と言いますか、現実離れしたも

のの考え方をする傾向があります。ぎょうも、あるいは理想的、観念的な話になるかもし

れませんが、ひとつのたたき台として問題にしていただけたちいいと思います。

一つは、僕は自営業ということで家庭の中二いる時間が蒋通の男性に比べて厄劇的に多

かった。

子どもが生まれて、自分の什事と家娃内のプライべ-トを部分とが節目なく交じり合う

時間をずっと過ごしてきたおけです。子どもが小さいときにはおむつを取り替えるとか、

かみさんの仕事を補佐するような形でやってきた。いれば、働く女性の平均的なあり方に

近いパターンをとってきた。

そういう環境で仕事をしてきたことを、大変に恵まれていたと、自分を単二評価してい

ます。それは、普通の男性ですと非常に家庭をスポイルした状態で、通勤に1時間半かかっ

て企業の組織の中に取り込まれて、企業の論理の中で働く。それが男と女の生活意識のギャッ

プを生みだす大きな原因になっている。

僕の場合、少なくとも女房と生活時間をか有り共有できるし、惑性的にも一致できるよ

うなところで暮らしてきたことはよかっだと思うのです。

しかし、自分の特殊な姑舌の仕方を直ちに今の男性のあI)方に一般化することはできま
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せんが、今の働くイメージの同左観念に対する一種のアンチテーゼくらいにはなると思っ

ています。

もう-つは、今年の宙中細に行ったときのことです。沖縄のメインストi)-トからちょっ

と入ったところの商店街を見物して通ったときに、ふとあることに気づいたのです。

それは80歳、ときには9臓くらいのおばあさんが、どこの店でも椅子に腰掛けて店番を

している。案内の人の話では、昔から伝統的にこうなのだと言われた。

僕はその光尉こ触れたときに、女性男性にかかわらず、労勤ということの原型を見たよ

うに思った∴働くということは、自分のプライべ-トな生活領域と地続きであって、何も

自分の私年商から切り離された特別の世界へねぎねぎ出捌けていって、そこにはっきりし

た境目を置いてしまうということではない。それは、近代産業が支配的になった社会がも

たらした固定観念ではないかと思いました。

沖縄の場合、近代社会が振り捨ててきた近代社会以前の、ある種の働くというイメージ

の原型を保有しているような感じがした。

それを取り戻そうというような単純なことは言えか、ですが、たとえばポスト近代とし

て情報化社会という要因がすごくあi)ます。

手近をところでは電話とかFAX、OA機器的なものがどの家庭にも割合に安価になって入り

込んでくるようになった㌔ そうすると仕事内容によっては在宅でこなして、企業の厳しい

時間に縛られか、時間帯をキープすることができるようになってきだ。

もちろん仕事というのは個人でするものだけではなく共同てなされるものもあ手)ます。

しかし仕事の中の‾部分は、必ず背広を着てネクタイ締めて、女性であればピシッとスー

ツを着て、通勤電勘二茂られて職場に出掛けていく形をとちない部分がこれからは押えて

くると思う。そういう条件が整ってきていると思うかすです。

私は、沖縄の女憶の動くイメージを、近代社会を通過してポスト近代社会に傍らがさし

かかろうとしているときに、もう1田螺艦上に上って、これかちの勧くイメージとしてフィー

ドバノクして問い直す必要があ。は∴プロフィール∴
しないかと思ったわけです。

3つ日は、今週体2目測が定着し

てきて大変結構なことなのですが、

余暇時間の使い方に大変当惑してい

る男性が多いという。

勘よ、創設力増えるという考え方

は・労駒、余暇かという二元論で・考 」

○増田れい子

i 9与3年東京大学文学部卒業言司年毎

日新聞本社編集局入社。は82年「女

のしんぷん」編集長、 i983年女性初

の論説委員となる。 「984年度、日本

記者クラブ賞受賞っ 現在フi)-

ジャーナリストとして主に、女性に

関わる問題を手かける。著書に「白

い時節」など。
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えでいる要素がとても強いと思います。労働か余鞍かという二元論的考え方は、近代社会

がつくってきた公的生活と私的′し言古の二元論に対応する杉で考えられている部分が非常に

多いと思います。

本来労働というのは臼分の手元、足新二引き寄せて考えていくべきものだと思うので、

これからの労働なり余憤なi)のあり方を考えていくときには、労鋤も余服も追給しだ形で、

自分の時間上∴自己裁量できる時間の「十iで処理していけるような、そういう労働という考え

方に発想を転換したらいいじゃないか。また∴∴そういう発想に見合う形に社会のシステム

を考え直していく必要がありはしないか。

労働というのはいやなイメージで、そこから緯放されればレジャー/という考え方でなく、

僕たち一人ひとりの、個人の生きる時間の中二自己裁量できる労働と、自己裁量できろ自

分のための活動、そういうものが単組音生として含まれているような、そういう活動のイメー

ジを僕たち一人ひとりが侍っていく必要があるのじゃをいか。まだ、それに見合った社会

のシステムを構想してい〈必\要があると.即-ます=

積 読 いろいろな即題提起がありました。轟いて楢肝けい、千㌢んにお願いします。

増 田 皆さんこんにちは。ぎょうは、女性の動き方、生き方についてニー雷鮎こ考える

素敵な時評粧二恵まれ、木曽二鴫しく思っています。

最初にご発言の石煩きんが1952年から働かれた。不出よその1年後に矧l腫上に入りました

在社中もときどき石原さんのところに取材に伺い、勝手なことを雷かせこいただいたり、

どれほど励まされたかしれません。

用紙さんも労働硝こおられていろいろレクチュアしてくだきり大変お肌和こなりました

存じ上げなかったのはお隣の小浜さんだけなのですが、今お話しの奈哩と仕事がこっちゃ

になっているというような生き方、おっしゃるようなことは今私かやっているのだなと息

いなから周っておりました。

さて、 38年間新聞社で働きました。先ほど川楯さんが「経緯は力なり」そして、

力なi)」とおっしゃいましたふ私もやはり理想というものがないといられない。

たのも、もちろん自分で自分のし臆iに食べさせなければならないというルー大命題が

けです。だれも助けてくれない。親は貧乏ですし、世の中はまだ高度成長期に入

追
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っ
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「
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せん今 別生があてにならか、ことは自分の父親を見ていてよくねかっておりましたし、

分一人で生きていかなければいけない。まだ奨学資金をいただいて大字を月iiさせても

な

ま

たわけですから、とにかく聞いて奨学資金の思返しをしなけれはと、

ちの持ち主でした「

姉調
醸私変人

新「郡上も男女間一賃金。しかし実附二は男の仕事は潰しくで申し向な仕事で、安く
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からちょっと外れだ あま丹トを折らないでできろような什担二回すみたし、なことがあっ

て、したがって賃金も格差がつくというような、スタートだけが同じでしな

昭和28隼4手口円、最初の冶科6,700「し」 (本給)の辞令をもちいました。∴私は実は、お金

思すのために飾、て聖きるというのは小さい乍き方だと思っていなっ経済的に自立しなけ

れ音をちなし、のは喫緊の命題ですが究極の命題ではない。お金だけを追求していたら、あ

るときお金持ちになったら仕事がおもしろくないということになるかもしれをい。ともか

く、なかなか達成できない大きな目標を持つことだと思し、ました。

それは具肉用二は一体何か。皆さま方に受けようと思って言う耕すじゃないですが 女

の歴史を変えようと思った耕すです。

私は昭和4年の生まれですから戦前、戦中の女の扱耕し方のひときもある桂皮ねかる。

また、葉村に脅ちましたので鮎†の女性が幸い仕事をしなから侶フ、蹄っれないことも日の

あか)にしましな いれゆる主婦という主場になった人たちが、どんなにお金持ちの人と

綱香しでも自由も人極らない。職場を兄札片女蘭電力があってを言早伸されない。しかもそ

れらは未だに結いているっ

そういうことから女性を解放しなければいけないと、頑でっかちですから、そういう理

想に燃えたのです。未だに燃え続けているのです。

ウマ一ヴすワールは言いましブ∴ 「人は女に生まれない。 ‾短こなるのだ。」つまり人間と

して牛まれてもやがて女にざれてしまう。女が人間の枠の中でなくて女の件の中でしか生

きられない。そういうことでいいのかと,射、ながら今までやってきましな

大半に入る直前くらいに諒去が改まり女性も参政極を得、教育の機会均等にも恵まれ、

職業の自由もそれ以前よりは榊重きれましたが、淵l曜日こ入って政治部の記者を剛旨した

ち、 「そこは女の行くところてはない」と雇を閤ざされましな 現在は政治紬こもやっと女

性が入るようになりましナら

私の38年間のH樵は、女性の鷹史を変えたいという非常に大きなものでしたが、一挙に

真土もわけ:二はいかない。今まきに プロフィール
私どもは変えつつあるわけです。と

もかく女性がちゃんと世の中にいま

すよ、そしてある桂皮の、ときには

石原さんのようにある桂皮以上の仕

事の成果を挙げられる方もいらっしゃ

る。女性が男性と同じようにこの世

の回こいて、いろいろな理想に惚え

小浜逸即
は4丁年生まれし音音97〇年積〉兵国立大学
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て、かなりの実績も上げて社会的貰任も果たすのだという証明を、この38隼帥こしなけれ

ばならない、しようと思ってやってきたわけです。

田蓮如人の10年が始まるころからようやく私も評価されるようにが)ました。これは非

駒こ大きな時代の流れに支えられたと思いますが、何とか存窮正明を終えて今ここにいる

というところです。

横 諸 何か今のお話を聞いただけで急に元気が出たような気がします。

臆∵通りパネラーの皆さまから基調的なご意見を頂戴しましたけれども、他のパネラーの

ご発言をお聞きになって、つけ足しか、とかフォローしたいということがおありと存じま

すので それぞれまた5分程度ご発言をいただきたいと思います。

石 原 掲出さんが女性史を変えるという意気込みで、あの当時ベレー帽をかぶって

よく取材に見えた。お互いに鋤く女性としての共通の意識をも焙っていますから、私も増

田さんのエネルギーを頂戴して今日まできたかすです。

私は、先ほど実続を示して認めてもらおうと思ったと言いましたが、逆の言い方をする

と男の人の考え方を変えるということです。男尊女卑、長い歴史があ手)ますから急に考え

方は変が)ません。それには同じ土俵で勝負をしなければ認めてもらえか、。そういうこ

とが私の歴史ではないかと思うのです。

入り日が平等でスタートが同じだと言っても、亡う本の向の中のひとつの会社ですから例

外なく男性の壁はかをり厚い。

主任言米長までは同朋の劉生と同じでしたが、ある日気が付いたら私以外の男性は全部

次長になっていた。

「あら、話が違うじゃか、の」と思って、人事担当最高責任者の専務に面会を求めた。

これは大変なことです。組合破りみか、に言おれましなつでも私は、 「同一賃斜司一労働で

私は実演をつくってきています。それでも私を次長にしないのは会社は女を次長にしか、

ということですか。もしくは私に能力がないと思っているのですか。」専務はあわてすさj)

かすおっしゃった。「きみはお子さんか二人あるでしょう。雇前産後の休暇で一人3カ月お

休みになったでしょう。」と。これには私もこたえましなそして、 「ねかりました。私は

受章’しかあるから出産前もひと一倍頑張ったし、これからも母親の立場で蘭品開発もできる

と用、うが、女だから次長にしないというなら方向転換しなけ九は∵一」とそこまで言っ7∴

半年後に次長になりましたが、だまっていたらそのままです。自分が実続をきちっと示す

ところにいたからそれが言えだと今でも思っています。長く勤めようと思ったら、足元を

固めて、はっきり証明できるようなところにいないとなかなか相手の考えを変えるのはむ

ずかしい。これは私の実感です。

う0

-’いま働きかた、生きかたを考える"

横 諸∴詫間されて汗かいている専務さんの顔が浮かぶような気がします。課長や部長

でなくトソブのところに行くというところがやはりパイオニアだと、感心して聞いており

ましな

月i 橋 私の1夢前を歩いてくださった石原さん、増田さんの行動、それが本当の勇気

なのではないでしょうか。

克ほど}I字カーブが消えると言いましたときに、横溝さんから「そのときの家庭はどう

なっているのだろうか」というお話がありましたが、一番たかりやすい例で言いますと、

多分小浜さんのような方が増えると思ってください。小浜さんのような生き方をすること

に今はまか)スキーですけれども、これからはそれが楽になるのじゃれ、がということで

す。

継続就業型のキャリヤウーマンだけが増えるから心1字のカーブが上っていくのではれ、。

それもあると思いますが、大きなカーブの上昇部分はもっとファジィな働き方をする人が

増えることによる。あいまいさを残した方がかえって人間らしい暮らしができるのじゃな

いか。道のりはかなり違いと思いますが。

私も楽にやってきたように見えるかもしtしませんがそんなに楽ではありませんでしな

地方への転勤もあり、夫が東京に残りました。私は“子連れ赴任“だと思っていましたら、

“天の置き去り赴住い というのだそうです。組観労働というのは拘束されるので自由夏が

なく大変なこともありました。

ですかち若い方たちが子どもを生まなくなった。仕事がおもしろいからとか、均等法が

できて女性が子を生むことを拒否しているのではないがと心配する向きもありますが、きっ

とそれは、 25蔵で生まないで31歳ぎりぎりで生むようになっただけとおっしゃる方もいま

す。

過去の女性たちの皆労に比べたら今の女性たちの苦労は小さいのではれ、がと思います。

ちょっと勇気をもって、仕事も育児ものマルチ大師二なってほしいというのが私の感想で

す。
プロフィールi

小 浜 右傾さん、欄間さんの話

を伺っていますと、強い女性のタイ

プと言いますか、社会の抵抗壁を

ものともせず掘削し打ち破って勝ち

取っていくタイプの対生これまで

の日本の社会のあり方からいって、

女性の理想モデルとして必然的だっ
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たし、これからもその必然性はあると思います。

社会制度上の男女の不平等の状態は、闘い勝ち煩っていくべきだと思いますが、女性に

もいろいろなタイプの女性がいます。そこまでねたしにはできないという女性の心情も、

ある意味で大切だと思う。それは強い弱いということだけじゃなく、たとえば千どもが生

まれたときに、子どもの傍らにいて、千どもを育てることを自分の人生の第1の価値とし

たいという女性もいます。

その場合、動く場と家庭の場がごちゃごちゃになってくることがゆるされるような、一

種のフリーター的な空き方、それがある程度リスキーでなくなることに僕は天質戒です。

確かに什事というのは責任持ってやらなければいけないものですか、パートタイマーの

特徴は、買価持たされないでフリーな立場で、辞めたくなったらすぐ辞めるというような

仕事のあり方を求めている則堂のニーズに適合している部分があって、それがパーi、タイ

マーを増やしているのじゃないか。

利点があるかどうかは討論があると,即、ますが、利点があるとしたらその利.中量女性だ

けのものではないと思う。

この種の会議で、女性が倒くことだけを追求するのでなく、男性もその議論に参加して

男性の現在の労働が受けている制約をどういうふうにしていくがということをリンクさせ

ていかなければあまI)意味がないと思う。

僕はフリーター的なものがリスキーでなくなっていって男もプライベートな部分を大切

にして家庭に積極的に参加できる労励形約二なっていくことが望ましいと思うので パー

トタイマー的なもの、フリーアルバイト的なものの利点を模索していったちいいと思いま

す。

増 田 最近女性記者が大変桐えできました。毎日、訓「上読売各社とも、もう100人を

超えていろいろな分野で仕事をしています。均等法以後夜勤も宿油もやるようになり、ま

さに男性と同じ土俵で働いているという状況です。 それがどういうふうに女性たちの生

きがいとか健康とかこ影楽を及ぼすだろうか。出生率が下がっていますが、なるほど女性

記者のほとんどが観官しない。私自身も結婚はしかすれとも子どもを生んで育てるという

大事業は遂に返上しています。ぎりぎりの選択をして職業を放った人もいます。私はぎり

ぎりの選択をして職業を続けてきた耕すですが、若い女性記者たちは、男性と全く同じ土

俵で勝負をしてるだけに、家庭生活を私以上に放棄していくのではれ、かと心配です。そ

こが影の部分だと思う。

それをとう変えていくか。男性の動き方も女性の動き方も変えなければいけか、ことは

理論的にはねかっていて、それに合意しているわけですが、そこにまだ到達していない。

5之

ちょうど過程にあるおけですが、やはり労働時間の短縮、新聞だったら休刊日を増やすと

か、そして本当に必要な情報を提供する。

情報というのはこういう場で 心を割って大勢の人がいろいろな言葉をかけ合って初め

てそこに本当の情報というものが得られ、心が豊かになることだと思う。女性たちがそう

いう中でどういうふうに自分たちの仕事を関拍するかということが大きな課題になってい

くと,射、ます。

横 霜 ありがとうございました。

前半は、女性が削ぎ組ナるとはどういうことか。特にご自分の体験をもとにお話があり、

女性が鋤き予対するためにどういうことが必要か。男並みに勧〈ことではなぐ、新しい形の

鋤き方を考え出していかなければというお話が出はじめたところです。

ぎょうは合体のテーマに「創造」ということがありますが、新しい生き方を創造してい

く。男と女がともに活力ある生き方を求めて、どういう働き方、どういう家族のあり方、

どういう地域のあ時子を創り出していくか、休憩の後締ナてお話しいただきか、と思いま

す。

休憩

横 講 後半の部に入ります。

皆さんの熱気が伝おってまいりますように50通以上の質問二宮がまいっていますので大

きく分類してまとめさせていただきました。

まず「子育てと仕事」という質「鞘こついて石原さんからご自分の体験、アドバイスも込

めてお願いします。

石 原 子育ての問題は女性にとっては非榊二大きな問題ですが、今は子どもの数が天

体l,5人から2人です。 25歳から35歳の間で2人を育てて40前に子育てが終るのです。

その子育てが終ってからの女性の問題の方が私は非常に深刻だと思うのです。ただ、 10

年の間自分の子どものことを念頭に置いていなければいけか、というのが低圧、ている女性

にとってほ確かに大変なことです。

できれば子育てで家に入って、 10年経って蝦場にカムバックできれば一一番いいです。

ところが日本の企業は終身尉月、年功厚列、企業内組合。これが日本の経済成長を成功

に導いた3つの要因と言耕しているかすです。ということは新卒でなければ企業に入れな

いということです。だから動き続けるためには、子どもを見てもらう態勢を整えなければ

叫すれゝ。

私の場合は、学校の教員は聖職。しかし∴・たかが百貨店・・、こういう偏見が通る時代に

仕事をしたねけですから、完璽な態勢をとらなけ加ざいけないと想って、ますは私の闘

う3



を子どもを見てもらう人のために使う。ですから私の給料が即お手伝いさんの給料になっ

な そして私の実家のそばに家をつくって、両親にカバーしてもらってお手イ封、さんを

つける。できるだけ他人にうしろ指を指されないような態効をとりましな

ただ、今となってみると、こどもが小さいときには確かに淋しいだろうと思う言予校か

ら帰ったときいから特に、百貨店ですから土日は絶体休めか、。でも主人がいて、土日

は主人がカバーしてくれる。これは大変助かりました。

子どもというのはだんだん成長するに従って母親の立場を珂解します吉うちのおかあさ

んはいつも新鮮な情報を持っている。よそのうちへ行くとこ耕したレコードの針みか、に

同じことしか言わない。うちのおかあさんは友だちになれる。」

中学の高学年になると子ともたちが変れってきます。井部こ協力的になります。

今娘はアメリカで建築の勉強をしています。烏、子は一家を構えましたけれども、自分の

伴侶になる人は、やはり仕事を持つ女性がいいと、だから私は成功だったのじゃないかを

と思っています。

川 橋 私は千どもは一人、男の子です。もう社会人になりましたので、私どもは老夫

婦二人のライフステージに入ってしまいました。

女性の場合、出産がハンディ十二なるというのは、職業人として成長していく時期と子

どもを産み育てる時期が重なる。これが、男性に比べて一番ハンディーになる部分じゃな

いかと思います。

私の場合は今ほど保育園が整ってなかったので私立の保育剛こ頼んでようやく入れてい

ただきました。これは定員外ですから指諸費の補助がこれ、ので少し高日のものを払いま

した。

幸か不幸か父が亡くか)母が夫の看病から手が離れたとき息子が生まれたもので

母が私のところに手伝いに来てくれました。一番基本は母の手l封、、それに保育園。

す

o

そ

変

り

は延長保育どころか5時まであずかってくださるところは非勘こ少なくて幼椎囲

に変おられ、。その後の時間を年老いた母が迎えに行って、見てくれてという

費ものですから、ご近所の方にも見ていただきました。

夏休み、冬休みの時期は親戚の家に遊びに行かせる。あI)とあらゆるネッ

てうまく利用しました。

石原さんのようにお手伝いさんということも考えましたが、費用もさるこ

事情が許され、のでやめました。

さまざまのネットワークで、本当に皆さまのお世話になって子育てができ

ます。
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現在は事情が違うのではれ、でしょうか。所沢市などでは保育駐日ま毒貝割れという状況

があります。

まだちょっと乳児保育の部分が手薄を感じがしますけれども、所沢あたりでは乳児保育

の声が市議会とか市役帥こ属か女中、。どこかで二一ズのキャッチが遅れている女という思

しかしましだ。

そして、地域社会に入れば入るほどし千どもは母親の子で● という考えが強い。そこに

横軸勺に自治体が手を伸ばすというまでには至っていない。

専業主婦の多い地域の場合、生涯教育とかそういう面のニーズは上がりやすいですけれ

ども、働く女性を支援するような声が上ってこないのは残念を気かしました。

育児環境は十分かと言えば十分じゃないと思いますが、よくはなった。これからもよく

なっていく可能性は高いし、ならせる力を私とも女性は罵っていると晃年、ます。

小 浜 僕は高校生が二人いて、手のかかる育児という点ではほぼあがりかすている状

況です。

最初話しましたように、家に結構かみさんと一一緒にいたものですから育児にも関れI)ま

したが、感想としては、子どもが小さい間は肉体的に手間がかかるけれども、育児そのも

のは幕営に光実感を味方フえる。

子育てというのは本部二大変な仕事です。一一大事業だと言ってもいいと思うのです。そ

れは単に物理的なケアの点で大変だということじゃなくて、小学横島享年から中学牛くら

いになってくると、思春期の心の動揺の問題というのか出てきますっ そういうときに子ど

もの不安左な′巨弾状態というものを税がきちんとリードしていくことができなくて親自身

が非常に不安になります。そういうところで母親が自分の子どもの問題に対して、ときに

は非常に情緒的な対応をしてしまったり、どうしていいかかからないような困惑状態にな

るようなことがある。「こういうことがあったのよ」、「こういうことになっているのだけれ

どもどうしたらいいの」というような相談を持ちかけられるかすです。そういうときに親

父の役割というのがあるかなということを実感します。

僕自身は不甲斐か、親父で ちゃんとそうしたときに引っ張っていくというようなこと

があまI)できなくて、ともに悩んでしまう方だったのですが、それでいいのじゃないか。

要するに一人では支えきれない精神的な問題を、父親も平等に分け持って一緒に悩んで

考えていくというところに父親の街i」というのが結構あるなということを実態しました。

父権喪失とか、男が家庭の中二居場所がないとか、帰宅拒否症候群とか言おれている時

代ですけれども、それは、今までの日本の男性は“男はだまってサ、ソポロピールh的を観

念があっかすれとも、これからの時代はそうではなくて、いかゆる女・子とものところに
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歩み寄って、そこで本当に対等のレベルでもって、例えば恩春糊の子どもの悩みの問題と

いうようなことを一組こ考えていく。そこに大きな意ロ肋あるのじゃれ、がと僕は実感し

たのです。

横 詰 ありがとうございました。

次は、 「自分が働き紬ナるために子どもや母親を犠牲にしたのではi・」という後悔や開園

への気がね。そして「普通の女が子どもを掃って、人間としてあたりまえに動き続けるに

は何が最も大事か」という質問です。大変重要な問題だと思いますが、増田さんにお願い

します。

増 田 弘美は3一生年前に、 IB順二勤めている女性の管現職の方の調査をしたことが

あるのです。そのときこねかったことは、ほとんどの管理職の方がお子さんがおあ用こな

る。育児休業もないときに、何とか郡合してお子さんをもうけて育てておられたわけです

が、いずれも自分一人で育てるということは全く不可能です。

そして、エリートと結婚していますから、夫というのがほとんど家庭のことにはダッチ

しか、∴▲だまってサッポロビール¶のくちなのです。だれが子育てを支援したかと言えば

やはi)自分のおかあさん。あるいは辿れ合いのおかあさん。それから伯母、自分のお姉さ

ん、あるいは妹。それから地域の保育所、近所の女性の手。つまり身内並びに周辺にいる

女性、職業をもたない、やさしい女性たちなのです。

ある人は、子ともさんが生まれたあと夫が亡くなってしまい、夫の実家のこ両親がその

お子さんを引き取ってずっと育てている。月に1回か2圃会えばいいという全く母親と子

どもがセパレートした形の子育てなのです。

行政の側も1.53人、大変だ大変だと言っていか、で、大変なのですからその対策を緊急

に、豊かに立てなければいけか、なということを痛感します。

横 溝∴晃ほどいみしく引i幡さんがおっしゃいましたように、母性機能を持つ女性に

とって一番体力も気力も克夫して千どもを産み育てるときと、企業における‡り努力で一番充

実して、出世というか裁っていくときとが重なってしまうとし、うことが大きな問題だと思

います。

これを社会帥こどう手当てしていくか。差別撤廃条約でも、子どもの養育は男と女の共

同責任であると剛畠こ社会も薫任があるということをきちんと明記しているれけですっ

そこで次は来年の4月l日から育児休業雷が施行になりますが給料の保階がれ「。企業

に任せているとは言っても、企業が賃金を払うかどうか。ます実現しないのじゃれ、か。

また、代替要員がいてくれないと休みにくいのではないか。

そういうことについてお聞きしか、という質問です。これは川橋さん、いかがでしょう

が、これからの展望を含めて。

川 橋 育児休業法は私とも行政関係者にとっては、長い長いかねてからの念願でしな

均等法か5年前に舶干されて、不十分だと言われるかもしれないけれども、ひとつテーマ

が実現できたという達成感を感じていたのです。そしてその当時かち、請求権としての育

児休業を何とかできないかと考えていました。

実はこんなに早く通ると私闘っなかったというのが実感です。

「‾如生の出竜ストライキ」なんて神立マスコミもあって、育児休業法は通っな不満

雪子まあると思いますかとにかく順化することかできだ。

そういうことを見ますと、これはもう、子ともが生まれたち育児休業。来年から1年、富

1年でもな。よ手)ましてす。 2年とか3年とか、育児休業の期間をもうちょっと延ばす言

そして復帰できるような、そういうシステムを確立しなければだめなのです。

育児休業だけでいいと私は思いませんが、働きなかち育児ができるというような体制

新和こっくり出され、と、これはまさに、子どもが勧いている母親の騨生になっていく

いう、深刻な状況が出てくるのではないか。

女教師の生活を見ますと、一般企業に勤めている女の人たちよしローともさんの数が多い

なぜ女の先生たちがある程度の子どもを持って、育てろれるがと言えば、すいぶん以前

から法律ができて育児休業があって、しかも代替の先生がおられるというシステムをつく

九からなのです。

そういう手当てがもっと広く∴一榊勺に行われていいはずだと私は思っています。

そういうことをやはり私たちが求めていくという連動をしなければいけない。
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要はこの育児休業制度を女性たちが実際に有効に活用していくかどうかということにか

かってくるのじゃないかと思うのです。

特別経の教員とか石胸痛とかは仕沓要員を派遣するシステムがある講筋の内容もはっ

きりしているのですぐ代替要員が行けるのですが、一般事務職の場合には職務の回答を特

定しにくい。当面は育児休業を有効に漸」するためには、ます必す復帰することてす。

それから、休んでいる問でも何かきっかけをつくって職場とのつなカ月)をつけておく。

そういうノウハウをやらないと育児休業はうまくいかない。

その別宴をうまく活用するかどうかはもちろん企業の責任はありますけれども、当の女

性たちがうまく掴しかことには、育児休業法を政吉するにもうまくいかれのじゃな

いかと思います。

偉溝 これは古くで新しい問題でよく出る質問ですが、「璃主婦もI)っはな働く難

だと思う0家庭に入って大やこどもや親のた射二家を守ろうということは女性たからでき
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るのであって言「珊張って男性と同等に働くことを主張するのはあまり賛成できか、o」こ

れについてどなたか…。

小 浜 こういうご惹兄がなぜ出てくるかというと、働いていくことが非常に価値の高

いことなのだというような、精粗の力みたいなものが、手柄でやっていくという価値観を

持っている人たちに、ある種のプレソシャーとして働いているからだと思う凸

決してプレッシャーであると考える必要はないので一つの選択であるc もちろん主婦

としてやっていくことも、その人の価値観に従った一つの選択である。問題はどちらの生

き方が価値のある生き方かということを押しつけることではなくて、そういう多元的劉価

値、運駅というものが許されるような社会のシステムをどうつくるのかが問題なのです。

そういう諸味では、もちろんその\方の価値観も最大限に生かされるべきであるし・自分

は仕事と子育てを両立させたし、という人の価値観も生かされるべきである。また、臼分は

子どもを産むと自由な自己実現ができないから仕事オンI)-でいきたいという女性の生き

方もやはり肯定されるべきであると僕は思、うのです,

石 原 いろいろな選択がある。多元的な刷直観を持った人間が少しずつ現耕しはじめ

な これが非勘こ大事なことなのです。

牧師ま100%専業主婦。女は結婚して子どもを産むことしか選べなかったという時代か

ら、自分の個斤観を持って自分はこういう生きた方をしたいつそのために新しい手たてを

考えるという牛き方をそれぞれが恥)はじめたっ大変網膜・ことだと思うのですc

ただ私は 自分の人生のしいで仕事と家庭と両立させて何とか生きていきか、と思って、

懸命に′塵でいるときに、それを調印してくれる女の人はほんといなかった。「みっともな

いからおやめなさい。あなたの二千人何しているの」と。

しかし私が役員になったときに、同じ人が、 「あなたみか、に怨まれた人いないわね。女

の子と男の子と産み分けて、そして男もなかなかなれない役員になって」と。これは結果

論ですよれ.人生というのは、自分かどう生きるがという生き方かi順であって、結果で

はない。自分の大宅を専業主姉として闘上をし、自分で後悔しないような生き方をすれば

いいのであって、それを他人にとやかく言うことは一切ないと思う。

どうぞそういう軸木で、用言を持って生きていただきか、。しかも人生は一丁芝しかれ、

のです。家族のおかげで自分が酬する、家族のおかけで自分が専業主婦としてやっていけ

る。いずれも幸せは家財こあるわけだから

もうひとつ、私は働く女としてこの際申し上げか、のは、私が軌、ているころは、母親

が働いている家庭に問題児ができるとこ耕したしかしこの間、騨綱科の先生がおっしゃ

るには、母親が働きに出ている家庭の子どもと、町税が家にいる家庭の子どもとどっちこ

う8

-’いま動きかな 生きかたを弓える′’

問題児が起きているかを見ると、後者のほうが問題児が多いとし、うことです。私は、 「ああ

世の中変ねったな」と思った。

自分で生きている短さ方を自分が納得できればそれがいいのじゃないでしょうが。

横 話∴次は「男の土俵で働くのではなしに、これからは倒き方を変えて、女の土俵に

男も上ってきて働き続ける必要があるのではないか。」というご意見がありましな

まさにそのとおりだと,即、ます。働く場と生活の場を画然と区別して男と女が住み分け

るのではなく、相互乗り入れをしていくのがこれからの動き方、生き方だと思います。

パネラーの皆さんもそういう視点でのご発言が続いていると思います。

そこで、ちょっと観点を変え、女性が働き続けるのに、重要な再就職・再雇制こついて

のお考えを伺いたいと思います。

川橋さんいかがてしょうか。

川 橋 私どもは再就職と再雇用とはちがうものだと思っています。

再任用というのは雇用契縮ま切れるけれどももうl回その会社に戻りか、と言ったら優

那加二嘘用してくれるということで 就業規則とか労働既約の中にそれを仕掛けなければ

いけないのです。

労脚力が足りない時代には再雇用というのはいいと思いますけれども、景気の浮き沈み

があった場合に、再種別こどこまで依存していけるかむすかしい感じがします。会社自体

も変れるでしょうし中の職業も変れるでしょう。人と物と、技能なんかも変ねってくると

いうことで、カムパ∴′クするときの-つのチャンスというくちいに考えていかれ、と、一ぁ

ぷない感じがします。

再就職というのは、もっと自由な別のジャンルに出ていくという動き方を頭に向きます。

どちらかというと組織労働よ手主 パートタイムの方もいらっしゃるでしょうし、主婦起業

の方もいらっしゃるでしょう。あるいは転職、転職を重ねるフリーターの方々、たまたま

その転職と転職の間に長い中断期間が入るというような、やあらがい、しなやかな働き方

を考えます。リスキーだけれども多分そういう市場が成り立つ可龍性が現にあるし、これ

からは大きくなっていくのじゃをいかなと考える耕すです。再就職のコースを活かせるか

どうかは、女性がどれだけ休みの間にうまく職業能力を仕込んでおくかにかかってくるの

じゃれ、かと思います。

国とか自治体でさまざな再就職誌I動∫花盛りですか、横浜女性フォーラムで、ル・トラ

パイェというフランスで編み出されたプログラムを日本流にアレンジしてつくって、非常

に好評を耕すです。

それは女性がもう1回職業に崩され、と思ったらどういう知識や技能が必要かというガ
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イダンスを受ける、そういうチャンスなのです。再就職するための準備、これが非削こ大

切だと思うのです。

これはどういうことを意味するかというと、チャレンジする人たちが自己所説して自分

の道を切り開いていくことを側面からサポートする。基本は、自分で挑戦するということ

が非削こ大事だということです。

増 田 これからの働き方、生き方というのはフリーター風になっていくだろうな。そ

うでないと仕事も家庭もというのがお互いに成り立ちにくい。非常にフI)-タ一風を労働

者になっていくのじゃないかなという感じはしますね。

横∴話 企業に忠誠を誓う、生涯を捧げるというのではなく、だんだんゆるやかな、フ

レックスな生き方になる…。

増 田 女の土俵とか男の土俵というより、自分の土俵で生きたらこんないいことか、

ですれそしてお金もそこで入ってくるということになれば実にユートピア…なんて思

いますけれども…。

小 浜 先進資本主義社会というのは要するに第3次産業が大きな割合を占めて、サー

ビス業という何だかおけのわかちない樹文字の仕事とか、そういう領域がどんどん広がると

それは多分歴史の必然であり後戻りはさかないと思います。

職業というのはあらかじめ決まっているものではなくで、アイデアとオリジナリティー

によって切り開かれていくものだと思います。よく女性だけのグループで企業をやって成

功したというのは、普通の人が考えもしなかったようなアイデアで新しい分野の仕事を

創り出している。

先進資本主義の社会では、これからますますそういう可能性が聞かれるであろうし私串

な生活経験がひょんなことで新しい仕事のイメージを創るかもれからか、。だがちどんど

んそういうことがボーダレスになって、自由になって、何が起こるかわからないようなス

リリングな社会というのかある程度期待できる。そういうところへ希望をもっていただき

たい。

横∴需 名古屋の方から、 「世の中を変えていくには、政策決定の場に女性が参加するこ

とがとても必要だ。名古屋の例では係長職が28%、課長職が0,4%、部長職1・2%とし、う状

況です。係長職以上は登用試験があるので一志程度増加しますが課長職になるとむずかし

い。石原さんの様な勇気のある女性ばかりではれ、ので女性の登用、あるいは女性が政

策決定の場に参加することについて、 )幡さんのお考えをお聞かせくたさい。」という質問

がございます。

川 橋 政策決定の場への女性の参加は、日本の場合外国に比べて非常に少か、。これ

α)

“いま削ぎかた、生きかたを考える〃

を改善するにはどうすればいいかということですが 一番基本になるのは実績を積むこと

しかないです。石原さんが繰り返しおっしゃっている。それを石原さんのような強い女性

ばかりじゃないといってしまっては、話がかみ合ねなくなる。

石原さんの時代に比べたら格段に困難な問題は少なくなっているおけですから。石原さ

んほどの苦労を、もう1回若い皆さんが重ねるということは私はないように思う。非常に

立ち遅れた実態が依然として残っているのかもわかりませんが、日本の男性にも所沢市の

市長さんのように女性を助役にすると公約して当選された人がいる。ところがいざ女性を

助役につけようとして市役所の中を見たらまだ育っていない。人が育つには時間がかかる。

助役に登用しようと思ったら30年前から継続的に採用していって切磋琢磨きれた中かちそ

の人材が出てくるわけです。

市長さんがそういう姿勢ですから所沢市は非帥二女性の登制二は熱心でした。場合によっ

てはある種のアファーマティブアクションみたいな感じで男性はジェラシーを感じちれた

かもし九ません。

そんなことから考えると、ぜひ選挙では女性の問題に熱′し、な首長さんを選ぶとか、市議

会議員にそういう方を遺ふとか、あるいは、家庭の主靖の可能性の中の非常に大きなもの

として自治体の議会活動に入っていくルートがあると思、うのです。そういうルートで、政

治の面から女性がみずから率先して出ていくということをお煩いしたいと思います。

横 活 今アファーマティブアクションのお話が出ましたが、アメリカとかスエーテン、

ノルウェー、カナダで、アファーマティブアクションとかクオーター割とかいうのが、非

常に女性を賛用するのに力があったと言おれていますので、それについて会場からご発言、

こ意見ありますか。

フロア 川橋先生は働いている女性たちが育児休業をとるようにということですが、労

働組合の封、職場では、正社員でも子供ができたために辞めざるを得ないように仕向すら

れ、結局パートタイマーになって産前産後の休暇もないという労働条件のところもあるの

で、企業主に対する法律的責任が抜けているのではれ、ですか。

積 読 パートタイマーでも労勧基準法や育児休業法は全部適用されるので、適用され

か、という誤解をとくことも非削こ大事ですし、法律上そうであっても事実上と-)にくい

という現実は、みんなで力を合わせて直していかなければなられ、と.即、ます。

フロア 過労死の問題が最近起こっておりますが、夫が妻に協力するためにも労働時間

かもっと短かくならなければと思いますが、ヨーロッパでは週39時間とか40時間とか言お

れますが、日本ではどのようにしたらもっと短縮できるのでしょうが。

検 溝 根本的な大問題ですけれども、体験の長い石原さんにお駒、いたしましょう。
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石原時短の髄は今おっしゃるように日本では2i150軸、ヨ一口ノバでは1,800時できれは2分くらいでお願いします。
閏。

私が昭和27年に入ったころペスト100と言耕した企業は今23しか残っていない。30年系

当事、ま捌きか/∴ ′し:きかたを考えろ。

増 田 天変面白く、いい時間を過ごしてきたように思います。

私は同友会にいて射るのは、脚こいる男性経営者か案外女闘趣に明かるくれ・私郁うちょっとすると65歳で高糖の個入場する。

卜ノブが委ねちかと企業は変わりません。終身輔洞しなのてす。
日本の社会は今まて輔社会を予測ゼナにきたよう生ころかあi)、それこそ何も整っ

今私がそういう人たちに申し⊥げているのは、労朗問を短くして、日本の経済成長率でないねげです。

が少しかげったと言ってもGNPが3%伸びていくとすればそのキャノブを埋めるのは女 かつて私が大学を岬蝶に組、たときに、女)瑚順やすい条件は何一つなかっ霊

性しかないですよゥそれも紳輔というようなかっこうで毎年4月にどっと入る新卒たそういうところを適ってきて、今この歳になって、輪者のために大し般えもなく、貫

けをとっていてはこれは型まi)ません0それには子育てが終っ根性を企業がまと旺部しい高齢社会というものか自分の目の前に広がっている。

み入れることを考えていかれとだめですよ。
やは。これが私の二才しがちのテーマたと思います。自分が置かれている立場、今の私に

今の峠のように働いていたのでは余暇弾み出せ守宮㌦早い話が、こiし棚新大臣酬かかってくるさまざまな随、腿、揃と言ってもいいですけれども、それを自分
にな。ながら曹かなという感覚が持てないc の仕事の中身にしていきれ、と思います。

時短を何とか惟し進めようと漣嘗者が考えてくれかとなかなか知できない。脱の やは。自分か主体になって髄を触していかれことには歴史も進まれし女の轍

振方を変えるのは大変てすeそ柚ま声を姉ないと頼られ㌦塵出して、女性吊変わられと思います高齢者は女か主体にな。ますから、女の人たちがもっと乍きゃ

こういうふうに思っています。しかも力を肖っていますど子育て的隼済ませた人たちを、すくなるた拙貢の髄に恥。組んでいかな刷か(ナない。自分が置かれていると二

十分刷できるはずですよということを言損し、と棚です。
ろに乱でいる揃を鰍してい〈ためにこそ自分の人生があるのたということを、脚

て全く制か変わっている。そのころ影も形もなかったのか今大変に活路している。企業

30年説ということもあ。ますから、今のように採用してi軸をかけて育てていこうとする

には、時代の変化の方か真申、です。

自分はこういうことができます。あるいは新しいコンビェ一夕ーのソフトの組み立てカ

できますとか自分の才能を売り込む力があれば、企業は終身雇用でクローズしかで、

しい時的二あった技術を坤)入れか、と思うはずです。

それにはこういうところでみんなが声を出して、どういうことを女性が考えているか。

そのためにどういう準備ができているのかD 4朝の方が私は大重たと思うのです。

そういう意味で同友会なんかでも、私はあえて経鞘の方に、意謝新というようなこ

とが少しでも促せれはなと思って発言しているかナです。

先ほど男の価値観の中に入るのではないとおっしゃっな確かにそうなと射、ます。

新しい価値観を持って私たちが立ち向かねをけれほならかということは大賞戌です。し

かし現実は男性がつくった組織の中に入っていく研ですから、それなりの党唐が要るの

ではありませんがと申し上げているのです。

横 溝 ありがとうございました。

時間も馳しておりますのて、パネラーの方々のまとめを頂戴しかのですか、 3分、
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」年生まれの牛まじめな昭和一桁、深くそこに二だが)ましてやっていこうと思っていま

す。

小浜 やは用熊は男性の一人として考えたことは、労働市場の主役を担ってき棚性

の価値観は、日本のこれまでの貧しい社会から豊かな社会へ登り詰めようと一生懸命やっ

てきたときのものであり、それなりの意味を持ってきたと思う。しかし経済的に豊力、な礼

会量った今、これまでの価値観から男性は自由になり切れていないと巴うらこれからは

難も、古いモラルや価値観をいつまても引きずられ、で、単なる労働人間であとは詰れ

落葉となってしまう生き方てはなくて、もっと人間というものを大切にした価値観を持つ

ことが必要だ。

そのためには、男性の労醐人間としての価値観を揺り動かすためにも、女性のノ、ランス

馳堀部こ大事なものなろう。そういう形でどんどん呪社会を播。動かしていってはし

し、と思いました。

Iii橋∴冒頭、 21雌にはM字型カーブ揃えているのじゃかかと、大変不確かな予

測をさせていただきましな私は結局、働くことによって女性か社会の発展に貢献できる

」、それだけの力を持っているということを言いかとかます。

もちろん働いてお金を得るという経済的な動機もあ-)ますけれども、社会の一員として

社会に入っていく。また経済的なものかナじゃなくて地購動な。、あるいは自治体の政
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瀞甜加こ入っていかれるなり、さまざまな選択肢がある耕すです。

煎じ詰めれば社会の発投に女性がどれだけ貢献できるか。一人ひとりが自分は一体何が

できるか。何がしたいのかということをよく考える。そういう時代にきていると思います。

そういう点で女性はもっと自信を持っていいと思います。働いている人に対する偏見、あ

るいは働いている人自身の周囲への気兼ねというものも、そろそろ卒業してもいいのじゃ

をいかと思う。

私は子どもを犠牲にしたのではないか。あるいは母を犠牲にしたのではないがという気

持ちを若いときには持ちました。でも今になってみますとこ 私はただもうおがけさまでと

いう感謝の気持ちを母を初め周囲や、地域の方々に対して持っている。働く者白身も、も

う周囲の日をあまり気になさらすに、増田さん、石原さんの堂々とした生き方に留って生

きる。人の世話になれば、またそれはいつかお返しできるときがくる。そういうのが地域

社会ではないかと思います。

そういう意味で私も残された人位、元気印でこれからも自分ができること、横浜市のた

めにできること、神奈川県のためにできること、あるいはそういう自治体の範囲じゃなく

て、だれかのためにできること、そういうことを心がけて佳きていきたいと思います。

石 原 最後に三つほど申し上げたい。

一つは、子育てのときに、子どもに対すろうしろめたさ、同園の者にうしろめたさを発っ

て仕事をしてきた人間として、スホック博士の育児書に雷いてある「うしろめたさが一番

いけない。それは吹っ切って、自分はこの仕事に生きている。その仕事以外の時間に子ど

もをしっかり抱いてやる。こどもを見つめて、家庭でカバーしてやればいいので、うしろ

めたさは障害になる。」という言葉に当時私は子育てをしなから非常に勇気づけられまし

た。ですから、犠牲になっているという感覚を持つことは、必ずしも自分にとってプラス

ではないと思います。

それから、政策決着の場に女の人が入っていかないとだめということ、まさに私はそう

だと思います。しかも、政策決定の場に女性がたくさん入らないとだめなのです。役員会

に20人役員がいて、一人の女性の声というのは、どんなに大きな声を出しても一人は一人

ですから。雇用労勧者の4割近くは女性になっているのですから、早く政策決定の場に女

の人を引き上げる。人間というのは、仕事によっと成長する部分もかなりありますから、

勇気を持ってトップが引っ張ってあげてほしい。

それからもう〇・つ。同友会のPRをしますと、最近の同友会の動きの中で利益追求、シェ

ア争いがいろいろ問題を佐んだ。コーポレット・シチズン・シップ、企業が社会のために

何ができるか。メッセナを含めて、そういう活動が部会活動としてかなり大きなウエート
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当一ま鋤きかな 生きかたを考えるク

をかけて動きが出ていますから、企業も今までのように地域と何の交渉も持たれ、で、た

だそこに工場をつくって労働者を送り込むということが許されむくなってきている。

時代は少しずつ変おってきている0「私は石原さんと違う。石原さんみか、に強くか、か

らできれ、木工これはやめてほしいと思うのです。

私消工事の場で35年もやってきてますかちだんだん鍛えられてきているわけです。もと

もと心臓が人の3倍も大きい耕すではか、のです。私の鵬副抱もあなたの鵬田胞もみな同

じ数です。 40過ぎたちl日に10万個ずつ脳細胞が肖えていっているのです言肖えないため

には脳細胞を刺激すること。

∪継続は力なり’●といいことをおっしゃってくださったから、私もこれからこの言葉を

頂戴しますが、どうぞ皆さまも自己目標を掲げて10年聞毎日少しでもやっていれば必ず進

歩します。

目標設定はそれぞれに、趣味てあったりいろいろ違うと思う。違っていいと思うのてす。

目標をたでか、で毎日過ぎていたら10午すぐ過ぎちゃいます。ここでいい話聞いたぎょ

うはとって揃J口になった気持ち。あした眼が覚めたらもとの…ということでか、ように、

どうぞ自分なりの人生設計を、きょうから始めていただきか、。

横 溝 女の人が働くのかあか)まえという時代になり、これはもう不可逆的てす。と

いうのは、 21世紀の初めには3人に1人、あるいは2大半弱でl人の高齢者を支えなけれ

はならないという時代で女性は社会資源であり労働力です。

産業構造が第1次産業、第2次産業が裏返し、第3次産業がどんどん伸びる。虚業のソ

フト化、サービス化の時代には女性の労動力というのはかけかえがなく、大事です。そう

いう意味からも女性か働きつづけるということは社会の必然だと思います。にもかかねら

ず意議力電だまだそれに追い付いていかれし、また社会のシステムが追い付いていかな

い。家庭責任と職場責任の両立のために育児の問題、老親の介護、病人の看護などをどう

するかoそういう社会システムがまたまだ日本は遅れています。

男女が平等に働くために諸外国で行なわれているアファーマティブアクション、「男女平

等のための積樹勺処乱が、大変効果を上げています。そういう積極的処置があってこそ、

現状を打破できるわけで日本の社会システムを変えていくには、パネラーの皆さんがし

きりにおっしゃったように、ねたくしたちが声を挙げていかかすればいけない。そして積

種的プログラムを作って行く必要があると思います。黙っていてはだめなのです。自分達

が意欲をもって変えて行くのです。

皆さんも共感でいっぱいたと思います言れをきっかけに皆さんと子を取り合って、あ

しなのために進む第一歩にしかと刷、ます。

65



きょうは本当にありがとうございました。

セッション3

``国際交流・平和の希求,,



セッション3
獲会場/藤沢市民会館第2展示ホール
看日時/1口月18日金「3 :如ー16:3口

菓、、国際交流・平和の希求’’
北沢∴善子

芋窪∴利明

I上世ユリヱ

馬絹 久子

桑山∴∴噴

北 沢 皆さんこ/しこち:三二 コーチノネークーというのはi」I会ということで、テレビの

同とソ)用牛木の方お、らっし予言)、私は大変今囲っております というのくま美行委員会の

方がt)大理、妄り与って、それ川畑二十乏し中神lに、 )用川合の力や「臣民の方か一雄

になプてこのテーマに井口仁組み\∴6ヵ月も準備なさってきて、その準備の結果として、二

のシンポジウムがあるわけで、モノ)i-I会を仕せられるということは」音常∵難しいことだが

二の「‖粧交読・平和の希求」というテーマ、これが暮つのテーマなのか、 lつのテー

マなのかということも問題で十が、私は1ったと思っておりま千言ナ星とも、そこにどう

やって裏話するのか、期しいとこすごす。

/〔れて膏、ハネリストの皆さんの紹介をしか、と思いますそれぞれの皆さんのメ/セー

ジ)中に共通しておI)三十のは、 「ボーダーレス」という言葉二、二れ印硯を越えるとい

いますか、 i晒王がなくなるということで、今やまき小二暗部ヒの時位、地球か大変広くなっ

たと同時に小さくなったということだと思います。そういう感じのメノセージが皆あi)ま

す書

くハネリスト紹介)

高 橋 現在やっております仕事はアジア女川交流・研究フナ葛ラムという大変長い名

画÷\ございます。女■旧し他をアジアの方々と力を合わせて催涙していこうということで

囚容の二本畑土交流と研究二十(交読というのは研究によって沫去るものであり、研究は

交演によって広まるものであるという考え方で追ん÷いますこ

この掴,寝できてはやはや、まだゼロ歳で二\さいます去年の1用2佃が設立総会でご

ざいました二回俗用八年の中二耕し川‖二姑人問題国当字というのかでき、 19き洋に北)し朝

出二帰I中高太字ができました二 二二が帖’ふ、女間取すI弛部という部になり、女性鉦膜

に批圧しております( 19帥年、北)しノ)刷りぐ件フランというものをつくリ、三組二基づいて

女性行故を近めこし)ます言方女の問の瑠音」の解消、ある中三国定用宗割方直しの即」あち

ルる硝子、の男女の共同参画ということが則問題の」申)組みク声名子牛ございますか、こ

」 、㍉収り組みの.研芋て\、この間旭は北j同車占だけあるいは日本の回だけというよ\うなこ

とで竹夫のつく問旭ではないということをみんな鉦捕吏をしてきたわけです。

休†

1「噺女流中和の信長̃

もともと女性問題というのは、国際鮎人草以来、国際通帯の中で鮒決を囲っていくとい

うことで進んできだわけでございますが、北九州巾でそのような考えになりましたのには、

もうlつ北九州巾の聡史的、地理的な背景がございます。

北九州証というのは、九州の一番北の甜二あり、大変大に封二道いところにございます。

羽田に来るよりも持田のソウルに行く方が近いという状況でございます。そういった地理

的な事情から大陸との交易の害口として北九州市は機能を果たしてまいりました。又、商

業都市として発曝してきたかナですが、この座業がドルショック、オイルショ∴ツタの過程

を通じまして、葦気が悪くなl)、みんなに都心の活性化というところに日を正直ナさせたわ

けです。都砧を活性化するのにはどうすれ上白、いかっ いろいろ考えた末、それはやはI)人

間がこの描出こ住んでいる以上、みんながそれぞれその能力を発揮できるような生き生き

とした毎日が送れるような部面こするべきである、人間都伸二なるべきである、というこ

とで「ルネッサンス構想」というのをつくりました。

女性問題につきましても、女性がその能力を発揮できるようにということが重要な課題

になってまいりました。その場合に国際的な逗帯、地理的に近い跡絢こあるアジアの方々

と連帯を図I)ながら、この問題を解決していこうと考えたかナでございます。

師友のきっかけになりましたのは、ふるさと創生事業でございます。各地方自治体にl

億円のお金か出るということになり、北九州市は市の職員からアイデアを米菓したわけで

す。 101ものアイデアが出てまいi)ました。その中からこのアジア女性交流・研究ファーラ

ムをつくろうという架が市民の方々に選ばれ、フナーラムが発足した耕すでございます。

このフォ‾ラムがどういう理念で運用されているかということを申し上げますと、女性

問題というのは、単に女性だけの問題ではないという考え方でございます。人間の尊厳の

問題であるフ半分の人間が差別され、その琵力を発揮できないでいるということは人間と

しておかしいのではれ、か。しかも女性問題の解法を図っていく二とは、期二とっても女

にとっても人間らしい生活とは何かということを見直していくことであり、社会全体の共

通の問題であるという硯でござい∴プロフィール∴
ます。したがって、 21世紀の社会を

本当に健全なものにしていくために

は女性問題の解決が必要である。そ

して女曲順をアジアの人々ととも

に協力し合って解凍していく。

第2にこの協力し合ってという場

合に、私と自主′二了び合う、触れ合う、

■北沢洋子

音833年生一i955年横浜国立大学亀吉

学部卒業,アジア・アフリカ人員連

帯機種カイロ国際事務局勤務〉∴ 974

年の国連総会で南アフリカのアパル

トヘイトについて≡五言フ∴現在、日本

平和学会理事、かながわ享の桟炭動

遅効代表∴著書「私のなかのアフリ

カ」など
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助け合うという「合う」という考え方をとっております。つまり一方的なものではなく私

どもがアジアの射即喜題について何かお力になi)ましょうということは、とりもをおきず

私どももアジアの方々、あるいはいろいろな地域の方々からさまざまなことを学び取るチャ

ンスである。私とも白身が学び取るために、こういう方々と協力し同じ平面に立って学び

合う、触れ合う、助け合う、相互の別系だということでございます⊃

㌃薄日は、それではアジアの園はどういうことが一番問題になっているだろうか。アジ

ァの団は円の開発ということが大きな課題でございます〇私はかつてインドで圃力机まし

た田連の会議に上す星ことがございますが、そこでアジアから出席してきた方々がこもご

もに「i臆iの開発の必要性を訴えておられなのが大薙「」象に残ってお‖)ます言玉iの開発に我々

も参加させよ、我々が参加しない開発というのはかえって女性にとってマイナスになる両

がある、だから私たちは企画の段階か引虫の開発に参画しか、ということをこもごもに垂

ぇておりました。 i梱「50年ごろ、∴ i本は経済発展が非常に進んできまして、その過程でい

ろいろなひずみが出てきだ。富江フくあのとき発展の遊程で女性が参画していればある程度

は防げたかもし九か、のですが、航字はどう紺脱という言葉には経済開発というイメー

ジが強がったものですから、この国蓮の「平等、開発、平和」のde、′elopmen亡を冊刺と

訂汁ことには抵抗かあり、 「発刺と訳されていだ0そして円本は平単二心霊を組、か進め

方かされてまいりましな しかし、開発ということがアジアの国々では非鮎二重要な課題

になっておりまして、開発と女性ということが最近「一本でもしきりに恥圧げられるよう

になっております。このアジア女性交流・研究フォーラムは調光と女性ということに重点

を置いて取り組んでお『)ます。開発と女性につきましては、もう少し剛胆しか、と思い

ますが、それは後の機会に蘭)まして、臆一応のお后をこれで縮)らせていただきますc

井 関 このセ′ションのテーマが「剛奈交読・印[lの希求」てあI)ますが、どうもこ

の「「略」という三課かもうししすぎはしないたろうか、ひょっとしたl)死i雷カ、もしれが

という感じがしないてもれのてす。と日iしますのは、グロ′ヾライセイションの大変な進

展かあi)ました。 「ボーダーレス」という言葉がごく普通になってしまいましなそうしま

すと、間際」という言葉は「インターナショナル」の「l本藍畔、すが、政冶単位としての

ネーション(国家)がま寸存在していて、境界がはっきi)していて、その間をヒト、モ

ヵネ、惜膏なとが交流し合うのを普通「四隣」ということになります。ところがそのポ

ダーがどんどん実れれてしまうというのが今日の状況です。

放流的な地位としての国家かだんだん境界を持めていくに行って、片方では新しいポ

ダーが次から次へと生まれていることを知らなければならないようです。

聞えはソヒエトのように、イテオロキーか(陀てしまいまして、そして束臥てら共諺

閲

護国家が崩壊し始めましなそういうときに、改めて登場してきたのが民族、又化、ある

いは完熟という問題でして、これを通じて新しいボーダーが、新しいパウシグリーが、新

しい対立関係が次から次へと生じてきます。

国境が健在であったときに.最も国境をたやすく迎えなのは、経済と情報だとこ耕して

いました。経済こそが世界を1つにする大きな力であると思おれていたにもかかおちず、

同家の単位が取り払耕して、そしてボーダーが消えようとしている今、経済的幕藤と対立

が争点となって浮かび上がってまいりました。日本が擬がこなり、そしてその経済の力が

世界じゅうに広がってし、った結果、 。本はさまざまなところて新しい対立関係や幕膝関係

に入ってまいりましデ∴

こういうことを考えますと、実は簡上申ニグロパライセーションがうまくいった、ボーダー

レス、トランスボーダーがうまくいったと手放しで窪んでいるかすにはいかない。

政治草子小二替れる新しい紛争と対立の種が何であるのか、あるいはその対立力向である

のかをよく知らなければならか、。そのうちでも非碑こ大きな問題が、民族や文化である

ことを知らなければれ)ません。文化の差というものは大変に大きなものです。アメリカ

と日本との日米関係の勘約二も、実は背後にお互いの間のパーセプション・ギャップとし

ばしば言耕しますが、文化の美からくる物事についての感じ方、感覚、課知の違いが明ら

かに倒し、ています。経前日体が政治とかかか)合し、、文化と深くかかわっているのが今の

状況です。

平和を考えるとき、人類の共通点あるいは類似性から出発をしてはならか、、というの

が今口申し上げか、ことなのです。共通点から出発すると、共通のはずの相手が何故こん

なに違うのた、何故こちらの考えがおからか、の私 とかえって差異と対立がますまます

クローズアップされていくことになります。皮相こ人類はそれぞれに違うものだという差

難-をもとにして出発をすると、意見が全うか情、あるいは物事についての合富力載り

立ったぴごとに、類似点があるのだという類似性の発見につながります。人類としての柾

の共通性や安易なヒューマニズムで∴プロフィール
栖肺吐ならは話し合えばわかるは

ず私という高枕はまやかしてあI)、

これほど伍か、ものはれ、、という

のが申し上げたいことです。それよ

狙、美化が生えは恒lを的、とはめ

るかも違うのです,

ラブではどうかねかりません。

井関利明

音9与9年度奪妄窒大学経l善学部卒笑、

1974年米国イi)ノイ大字奮員数鼻

音9了9早慶謄護塾大学文学誌教授を

経て、 i990年給合政策学部教授一現

在、経済企画庁国民生活審議会平日

委員等を務める_ 著書「ライフスタ

イル発想法」なと∴
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日本では普遍、虹は了色といいます。外国て実地丑は了色ではないのです。アメリカ人に聞

くと、日常の会託では、ほとんど虹は6色です。ドイツでは、ふつうう色であるといいま

す。日本人は、虻は了色であると小さいときから教えられます。虹が本当に7色に見えま

すか工手んやり見えて3色か4色ぐらいにしか見えなし、のが普通ではないでしょうかっ

っまi十重が万事、大皿ま言語や文化によって完全にプログラム化されて育っているの

です。したがって、佃ことかを見たi)剛、た})、あるいはさかフたi)するときの感覚と知

覚がはっきり違ってきます。その違いをまず前提にして出発しましょう。そうすれば、同

意に至ることはできます。

私が申し十げか、ことは、ます小さな違いから出発をしようっそして類似点をお和、の

交流を通じて見つけようではか、か、年利とはそうしたお互いが類似点を見つけようとす

る努力の伸二あるのでかって、そしてそれを通してお互いがかかか)合いながち変化して

いく。先ほと高橋さんがおっしゃいました。草び合う、触れ合う、その「合う」の中で

耕t耕しは相互に変わるのだということを前掲こしなけ捕まなられ、と思うのです。それ

が、国際交流と平和への希求の出発点ではないかと考えます。

小 池 今、井関先生の方から山手の御質問が虹ました。アラブは地理的にも大変広うご

ざいますけれども、私自身、あちらで虹という現象を兄だことかか)ません・ちなみ〈こ氷

と当という坪語がアラビア語ではタルジュといいまして、 lつなんです。つまりアラブ人

は水と十・の虹語がわからなし、。その辺も文化の違いであろうということを上潮に申し上げ

たいと思います。

それから世界で一番薙しい言葉はアラビア語とい耕はすが私は肘面もなく「三日て

ぉぼえるアラビア語」という本を出、てしまいました。私は現屯アラブ協会の事務局長を

袴めておりますが十数年アラビア語講師も碕めてまいりましたご∴リ2時間の授業を3回

繰り返すと、これは御本人の労力次窮でございますけれども、大体文字が読めるようにな

るんです。ですから、意外とアラビア語は難しくないんですね。むしろ楽しい言語である

ということをねかってはしいという気持ちも含めてそんな本も二二年、てみなのです。本当の

国際的な理酢を進めていくにはまず興味のある地域を選び出し、その言葉を学んでほしい。

それにし喜本語、さらにできれば英語の3つぐらいが組み合わされますと、日本語の単なる

平面だけではなく、二次元、三次元とだんだん立御母二世の中が見えてくるような気かし

湾岸戦争にしましても英語の世界から見た湾岸戦争、アラブの世界カ、らアラビア語を通

じて見る湾剛的、ひょっとしてロシア語から兄たらまた別の側面か見えたかもしれませ

ん。言葉は印幡化の大切な手段です。それにしてもこの「冊茶化」という言葉は私もいま
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だにどうもヒンときません。この夏にはソビエトに行ってまいりましたけれども、今、ソ

ビエトの最大の課題は「苗場経済への移行」です。 、ノ迫の「市場経済への移行」と日本の

「国際化」というのはスローガンとして粧‖ざれるだけで・聞純はかかっていれ、という点で

も共通項があるのではないがと思います。

よく私自身聞かれますのは、なぜエジプトを選んだのかということなんです。英語が上

手な相可子女が円本にも急増すると、英語の希少価値がなくなってしまう。それならば私

自身は人生の武器として人とは造った分野で印言をつけておきたいという考えから出発し

ているんですつな草かつ将来おもしろそうな地域はどこだろうといろいろ考えましたらア

ラブという答えが、たまたま出てきましな

日本の大学教育にも麗問があi)ましたし、女性ということから大字で勉施してもその後、

なかなか自分のやりか、ことがやれか、であろうと、組織よ用自分で生きようと考えた

のです。カイロ留学中第4次中東戦争なども経騎し、大学で学ぶ以外の大きなことを学ぶ

ことになりました。

私は白根を定めるのか好きで、留学するときも卒業を最大の目標に定めましなその次

‡ に抱いたし」標が∴/虻のうちに世界の旧すべてを回ることです。

世界というのは行ってみか、とおからない。その周の人たちと託してみ和、とかからな

い。そしてその周の通賃を使ってみないとおからない、といったような点があろうかと思

います言了かれ、よりは行った方がベターであろうと、あちこち行くことが私の架しみと

なっております。

ところが、世界の田が今、どんどん増えています。あちこちで独立遊動の機運が高まっ

ています言付世界が橘れ動いているとニュースの伝え手として実感します。その激動の根

源にあるのは一体何なのか。ボーダレスの時代といいつつ、これまでのイデオロギーによ

る求心力がなくなって、宗教、民族、文化といったポーダーを引くことのできか、要因が

ボーダーを細分化するとし、う不思議な状況になってきております。ようは抑圧される側と

引航の攻防であろうと瞥います。 プロフィール
民族、宗教、それぞれ意榔勺に、無

意識順二抑「王する側と抑圧される側

に分けられます。現実には仕事のチャ

ンスや、結婚のチャンスなどいろい

ろなチャンスを肌王される側が毎ね

れてしまうということに対しての不

満が世界のあちこちで今吹き出して

喜小池ユリ子
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日本アラブ協会事務局長。著書「三
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きているのだと思います。

現在、鵜l木アラブ協会の方の仕卓で、すっと刷上封してきましたパレスチナ問題なども

扱っています。∴雄国母二はパレスチナ人の羅子牛をIl札二組二させて、いつか/、レスチナ

の出家が独立して、田つくりに励む、その時期に緯義な人材を鴫、て育てていけれはと、

ボランティアに描」を出していることをつ剛-えさせていただきますっ(拍手)

葉 山 私からは細めるい舶鮎李と両角皮・あるいはまたそこに住む市民から見

た蹄凶荒と十和こついて、夫悌緬からjつぼとお話ししか、と思いますe

一つ(対症媒風情とその交言しの問題、 _つ日はこの2 - 3年一姫している外国人労働者の

問題です。拙こ剛の場合に、中南米の方々か聞きにこらカしていますか、そ寿しは外なる国

際化ということ聞して言えは国な・る匡胎化という問題たと思います。踊射二そのような

国際交流を通じて「眼があるいは郡市がどういう貢献かてきるのか、以上の3点について、

岩下私の考えていることを申し上げだいと思います。

糠星ふi凧ては信州のブルフスの放下用去本i匝姉妹都市(1961年)になっていますっ

回外では1959年げメリかフロ1)ダ用のマイアミピーチ巾と、これはヒーチとヒーチを

もつまちということておっきあいか始まりましたeカナダのウインザー吊(1987午)とは

巾此の為卸、ら始まり、高校生のサノカーの交流式合をしか)、それから、姉棚伸二なっ

ておりませんけれども、ここ5年くらいおつき合いしてか)ますのがノ通のヤルタ証てす。

こことは海辺の有数の保養地、リゾートという共通点があります。

そして、中田の二二南省の省都毘明(19好手)としておりますっ

今年の11月5日か友好掴制定1胴年ということて、昆明に市民(し表し旺一組二、行く

ことになっています。

その市民博軸を広最で幕集しましたら、大勢の応募があり、夫僻(購追いを屑にな

りましたつれてない最大の規摸てその6即実上か姐てありますっ女性かこれかナ多数

参加するというのは、男女共同社会といいますか、酬い刻ヒを私自身も感じておi)まし

そのときにもう1つ間中)要化を感じなのは、昆男山民への江⊥亮を伸二しょうがと考

ぇたときに、 「順の力が、ろいろアイデアを練られまして、 「主本文ノ「全集や、各種の講

や、辞典・軒具などに加えて用木の税問題の専門品を入れたことてす。美しい毘明郁

水魚蘭萄題か起きて封)まして、日本の公告の停頓や旧し馴丁の机が生かき油しぼと

いう、蘭尺の拙さん方の即、かこういう形としてあら耕してきました〇二九がフの難

読、坑境を守るたれ「)協力なとも求められてくるのて七ないてしょうがヾ水の問題も大

切ですし、練の問題もそうてあります9これからの1(刷上21十蝿軸が中ては、タロ‾

7l

問質女読・半在iの者,置

パルな意昧でも環境の問題が大きなテーマとなり、そこに収れんしていくのではれ、でしょ

うか。

二つ目の問題は、内なる国際化ということです。今年の」月からスへイン語、ポルトガ

ル高二よる外国人の相談乳iをおそらく日本で初めて開設をいたしましたっ 月曜と火脱と

木曜と金曜と週に」円開設しております。神奈月陳の方でも、横浜の西口で6月ぐちいか

らやっておりますユ ニのきっかけは、こういうことでしだ。去年の暮れに、私が清掃関係

の現場視察で市内をぐるぐる匠上っておりましたら、「生活ごみは週に2[収集なのに卸置

いていく人がある。貴所の奥さんが、 「あなな ここは直航口と何曜日なんで丁と謡して

も言葉がわからない。よくよく伺ってみたらペルーの方だった。それからブラジルの方も

いれげ、アルゼンチンの方もいまして、言葉が通じないので、スペイン語の辞書で何曜日

と何曜F=こ出してくださいとこし事、て弘・臆つていたら、ちゃんとそういうふうに出してくれた」

という詩しを間きましな 外国人登録の担当窓口に行って調べてみたら、ここ2年の剛こ

ブラジル、ペルー∴アルゼンチンの国籍を持った方、 2,6m人の登録があI)ましたそれで

春にスペイン語とボルトがレ語かできる方を募集し、選考し、その二つの言葉にたん能で

外囲での生活も豊かで事柄二詳しい女性にお願いして、相談窓口を開設しました二 4月は

調性ぐらい、 5月以降は大体月にl訓告でした。吊だけでは船夫できない問題の方が圧倒的

に多いのですけれども、最初は深刻そうにやってきて、最後は「アミーゴ」と言ってにこ

やか小高られるということで、開設してよがったと思っておi)ます。内なる国際化という

ことではその子どもの教育の問題もありますか、そういうつき合い方もこれから大切な旧

制こなってくるのではか、がと思います。

3茶帥二喉沢アピールということについて申し」二けます諸きんのお手元に「睦沢アヒー

ル」という資料か配布されていると思います。これは昨年瓶用か肩航0周年を迎え、 10

月1口の自制記念「=こ50周年記念式典を行いましなそのときに、マイアミビーチの高良

夫妻、毘明、ヤルタ、ウインザーの正長さんが見えましたので、地球環境の保全の問題と

核を杜絶して平和な咽を木めると 一プロフィール
いうのかこれからの最大の問題では 二十号 タ‾

か、か、蹄章二向かって、またそれ

ぞれの団の政肺こ向かってアピール

をしか、と思うがどうだろうかとい

うことを私憤短ました。鍋の一一/へ
薫陶ヾえられるか心馳していたんて、

すけれども、それ(描樽ではれ、か

喜高橋久子
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とアメリカの市長の方から謡が出まして、私の。申、た文革を添削していただき、こういう

アヒールをつくりましな共同の努力をしていこうという廉沢アピールを全員で署名年、た

しまして、帰国されてから、ブッシュ大統領や、ゴルバチョフ大統領にそれぞれ送ったと

いう御返事もいただきました全 ささやかな私たち市民と郁「げの努力であI)ますけれども、

少なくともこういう都串のネットワークを通じて地球環境の問題や、核兵削脱、非核平

和のために、そういう努力を紬ナていくことが大切なことではないかと感じています⊃

来年、アジア太平洋で初めての国際非核自治体会読を長洲知事や川崎の市長と一緒にこ

の神奈月田端催しようと思っておりますので、今まで聴)組んできト一つとしてこの藤沢

ァビールを御披露させていただきました。どうもありがとうございました。 (拍手)

北 沢 これで皆さんのまずおっしゃりたし、ことを述べていただきまして、もう‾「旦J返

しだいと思います。

さまざまなご発言があったのですけれども、共通点と言いますと、幾つかあるのではな

いがと思います。女性の立甥とは一体何だろうかと考えますと、私自身の考え方では女性

の立場というのは未来を見るということだと思うんです。今までと現在と未来とつながっ

て見ているということで女性というのはそういうふうな物の見方ができるのではないか、

いや人間としてそういう考え方に変えていかなけれはならないのではれ、かということな

んです。

そういうことから考えますと、やはり環魂とか平和という問題が出てくると・即、ます。

ありていに言えば21i晩を生きられるかどうか、危か、という感じまでいたしております。

開発を側にとi)ますと、今までひたすら「i本も経済成長という名のもとに開発をしてきよ

したし、今、途上国も開発に上申)組んでいるわけですが、その間発が音盤さんがおっしゃ

いましたように、それが士かち降りてきだ開発であれは、それは全く破壊以外にはれ主

物資はたくさんできるかもしれないけれども、それが本当の人間の豊かさとか、平等とか、

貧困の撲滅には役立たれ、のではないかつそれでは伸が大事かというと、人々の参加とい

うことで、女性の参加、人々の草の根の参加が必要だということで丁これにやはり民主

二主義の問題だと思います。民主主義という惹味はいろいろな劉柄こ酬(されていますけれ

ども、要は人々が参加するということなんで、その場合に、 -一人ひとりが違う。そして民

朕が違う∴詔勅、違う。文化が違うという違いのとに寸∵〕て人々が参加するということで

なければいけか、かすです。今までは比較的簡単で、二つのイデオロギーがあり、社会主

動、賓本十弗申、う埠沌な選び力で済んだ相十ですけれとも、その運び方かなくなった

ときにどういうものを我々はつく用Iすか、新しいパラダイムというか、新しい考え方は

とこか埴てくるかということを私たち白身がつくi)」書けていかなけれげし、けな、i出で、

7け

i」屈\女読中州の木片

そういうことは「国際」という言葉ではよくか、れナでして、むしろ国境を越えるという

ところで考えていかなけれは工、げか、。

私は女性はもともと国境を越えるべきだと思っていて、白分白身で越えたのですけれど

も、女性が町境を越えると本判こものかよ〈かかる。抑圧するもの、抑圧されるものとか、

異なった宗教とか、文化とかを根鳳こ勘、て新しい解決方法を考えてし-かなけれは中ナな

いのではないがと思います二

子般さんがおっしゃいましたように、この薙沢で行耕していることは非温こ理郡はん

ですけれども、国家という証、、強い、大きなものとの間の外交よi)かむしろ航古の方が

中山口)がきくかすですし、草の根と草の根の交流、桁陀紬†の交流、そして交流という

とし、つも外へ向きますけ九とも、中のものも同時にやちなけれほ中ナないということだと

思うんです。その辺のポイントについて女性としての視点というのは一体何なのだろうか

とか、開発なI)鍋盲の牌題な弓)を考えるときに、人々が参加するということはどういうこ

となんたろうかとか、お互し、の違いというものを宗教とかどう乱宜し合い、どう理解し合っ

てつく月二げてい〈がということも大きくいえは、山際的な民主主義の問題ですけれども、

そうすると共通の課題をどう坤)組むがということと剛封こ、外に面ナてと同時に内に五す

げての「購ゝ化をどう考えていかなけれはいけないかといったような、私なりの雅駁な結び

なんですけれども、考えてみました。

もう‾皮、今度はどのポイントでも結博です。 ′くネリスト間の意見なり違いなりをおっ

しゃって工、ただきれ、と思います。

井 関i略という言葉がありましたがそれは西欧近伸二特有の考え方で、人間と自

然とが世する開保です0科享や技術をもって「課を支配し、管理する。そして手をつけ

られていない自然の中からあらかじめ存在していた人間ことっての有帥生を引き出すとい

うことになり三十・ i略の榊)というのは、軸膜状そして日本かi減克則臣もってい

だ原理と論理ではなし、がと思いますっ

そ才しこ対しまして、品儒さんか多 ∴

プロフィールi
分お考えになっているのは、むしろ

自然と共′巨しなから、その中彊陸を

開発や支配、揮星という論理ではな

くで、引き出すような新しい論理で

はないかと思うのでナ

これから必要なものは、開発が生

み出した限界や大祐を補いながら、

菓葉山腰
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共生しながら柵が笹くI)とかかれていき、そして変化していくd今まての昭榊

による親と管理の論理ではない、何か大きな包み込むようなれ今までと瞳う鵜と

縛、パラダイム・シフトと高のてすが、鵜をかえて別な細を探さなければならな

い。それは、従来の男性傍甜こかかれる女一飾暁のか用しないcそ旧師なのかとい

ぅヒントを君子いただきか、と思いますぅ

小池鯉の脚こなるかどうかわか。ませんけれども、九ほどが「閲刺という

譜が出てさておI)ますれ卿、私珊碑訪てびっくi)した記事かございましたっ

掴ま/上智額的にいえば世界雄の鼓動大田ということてございます一肌2週間くら

い面二見ましだ新聞て描ルネオの蝉か扉か二人ですけれども、ダムをつくることに

ょって自分たちの梱帰でしまう-それに対して鯉の十地が不利てあると・ ′刷子に

陳伯に行ったというのを読みました○○DAにしましても彼らは本当に必舞ものは何なの

か。そして不必要なもの抄-)押しつけて、糊口本が帥ナているのではないかとか、彼

らの瀬といっ胸腔あ湘しかようなものも組み入れたマーケテイング蹴という

のをODAにも組み込んでいっがというふうにも思う耕すてございます〇

時珊靴か遅れている部分は、そういうマーケテイングをほったらかしにしていろ

肪はが)てはなかろうかと忠うんて寸言まさにこれからOD黒いうのはふえても少なく

なることは鉦それ間柄寸時紬としては刑二大きいものがある。その融でODA

のこれからの方針、ホルー、フィロソフィーを今のうちにきっち。しておかないと、大

変なことになるのではないがと忠うんですこ

環境の胆こい乱ましても、環境を頓する最大の頼=お品胆、うことから考えま

すと、頼、ろいろな開発をしても、人臣糟加の方がそれよ用刷ってしまったならは

捌か追い付きません。日本は接肋大出なんて言っている刷とも、すぐに冊が空っは

にかてしまうのてはないかという細密を持ってお。ます)

脚蹄牝援助といっても実に跡集い0文伽をきちんと押さえた」てやらかと、

視聴こおける□本が新たな棚をするように受けとめ組てしまうのではないかと晒し

高橋棚という髄か出てきましたのて、勝と姐という脱について、お酌

醜とか酪動の咽ては、 20年ほど前からこの間跡しき刷れ上げられている⊂

女性を棚に錘させないということによって口脇汝周一にかえって披語草てし

まう。あるいは大した効果を上げられないという問題が出てきた卵です。例描、繭

をするというと、神を即出して売るeあるいはダムをつくるということて棚をするc
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それによって女性がどんな彬轡を受けるか、森林伐採は男にも女にも同じ影響じゃないか

といいますけれども、煮炊きをする木をどこで得るかというと、近間の森で取っていたの

を伐採されてしまうと女の人は、遠くまでそれを取りに行かなけ弛ゴならなくなってしま

う。家事労働に婁する時間が長くなって、過重労緋二なってしまう。

聞発ということで、新しい′E産方法を導入すれば所得が上がる。そうすればみんなが幸

せになるはずだということで、新しい生産方法を導入する。ところが女性に対して十分な

研修、訓練を行わないと、女性は新しい生産方法からはじき出されてしまう。また犠牲者

にまでならなくても女性をはじき出したために、効果が上がらないというようなことが寓

害されております。

バングラティシュのケースですけれども、嬢葉の生産性を高めるためにいい種の選別を

することの日を養おうと男を訓練したわけです。ところが実際にその地域で種の選別のよ

うな手作業をやっているのは女性で、男性を訓練したからちっともその訓練は役に立たな

かっだ 効果か上かちなかったということがあります。

もう‾つは、タイから報告されているケースです。栄養が想いということて、蛋白源と

してブロイラーチキンの飼育を奨励した。ところが家岳の飼育は伝細事二女の仕向こなっ

ているのに男l旧こ教えたものですから、教えられた男性は飼育をしか、。教えられない女

性がブロイラーを銅斉しで結局死んじゃったというような撮告があります。要するに女性

を組み入れていないと効果が上がられ、わけです。その計画段階から参画させて女性も開

発の担い手というふうにとらえないで、単なる受益者としてしか見なかった。

開発には計画段階から女性を担い手として入れなければだめだというふうに認識し始め

たねげです。それが開発と女性です。 OECDは先進国の集まりで現在24ヵ団ですけれども、

その中二割[ID(Women in Development)の専Ilr塚グルーフを構成して、開発における婦

人の役割支援のためのガイデインクプリンシプルをつくったかすです。またJICA (国際

協力事業団)も開発と女性に関する研究会の酷語を出したんです。それは「開発とは経

翫旨標のみで計測されるようを観斉成長だけを意味するのでなく、関発途上田の総合的な

社会、経済的開発を意味する」といっております。また「人を中心とした生活の質の向上

を目指す社会開発こそが開発の究極の目的である。開発と女性の基軸」考え方は、女性を

開発の受益者としてとらえるだけでなく、積櫛引こ開発を進める肌、手として認識するこ

とである。女性が担い手となるためには女性の状況を改善する必要がある」として、その

内容としまして、教育機会の向上、経済的自立の追加それか達板されるような調と、情

報、生雇手段などへのアクセス、こういうふうに言っております。

‾言で言いますと、開発とは経済開発というものを意味するのではなくて、生活の賃金
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股の向上を,了主要するに生活の質というものが改障れるといつことを開発とこうん費

というような考え)jになってまいりましたc

JIC」鋤乱ました閥発のガイドラインの申出か援助する場合に直す相即て女性

がそれに参画できるようなプロシェクトにしなければいけか、と言ってま圭□本の回か

接助をいたしますときに、その援助かどういうl耕し方をするのか、本当に振動される個

の女性の干せにつかっているのかをもっとよく見る必要かあると思います。師に、ニ

ぅいう援助が理二お金、物というようなもの周ナて焼く、そういう山々に派遣できるよ

ぅな人材を育てで一くことか何より重要であると思います。

最後にもう-点、井関先生症かした、相子と違いがあるということを棚にして出発

ナへきてあるということに私は全く棚てございます。女塵フォーラムの伸を1年やっ

てまい。まして、とんか二アンアの国々が日本とも違い、あるいはその脚色て追ってい

るのかを潤しました。違いを追いとして対す点しておかないと、かがあることにお

て相手に対する差別、姉につながってまいr)ますcこれは男女の聞て洞じじゃないか

と思います。生む性、生まない性、その違いを諏することが班の差別をなくするc違

いをi羅し、その違いをそれぞれ附し合って、その上臆でお坤、の共通点か見出たしてい

けたらということて臨むことか、これから巨隙協力ということを進めていくのには′必要で

はないかと晃年、ます。

葉山鵬はテベロソフノントと詰、ますか、剛30紺のころは、基本的には工業

開発とか、自然を人間か服していくという考え方たったと/智います。そういう中から社

会略ということが詰つれ、その根本は人間こあi)、伸二カナ身としての女性てはなく・

女性が開発の抑いすとして考えられなけれほならないということにれてきているのか現

在の考え方なのだろうと思います〇

跡は今21世紀をめざし10川音の胴のスタートをしましなその主要な理念の-つは

「共′虹共に生きるということてあ。ます。人と人とが地二生きていくということに航

て、もう一つは人と白外との関係にかても共牛か言えます〇一二て言えは地球に優しく

という問かあると思いますし、貧困、差別、人細腰との幌の中て、批ちかとう

これからの2地紀に「勧ゝっていくへさかという問題かあると思います。

剛の場合もいろいろ国際的な交流をしてきまして、机は胴ユil子さんという方が

メキシコに住んでおられますか、票瀧んのメキシコのチビもたちが張沢に来て、輯会

館て公〈経することがすっと轟いてさてお「)ます。その結果、藷の女流だけではなく、

例えはメキシコて天聴が起きたとき瑠さんか旺うで呼びがするとホームステイした

方たちが一矧こ10咽、醐こ立ち、あっと言う帥こ300万円が集まって、コロンげの大

8()

i暗く交点・用「の在団くり

鮪とメキシコの大使館にを帥二おか)したことかか)ます。そのとき、市民と唖との

面接の触れ合いは咽靖を越えてすくに詐びついていくものたというのを掻く碁しましな
北沢

ここで一たんバネリス用のティスカノンヨンを中止しまして、今まで出てき

た問題について、フロアの方にマイクを返しか、と月、し、ます(

開発と女性の問題とか、異なった美化、宗教の間をどう榔するかとか、人と人との岡

の共生、自然と人間との共牛などについてご意見をいたたきかと思います。

全体討論

フロア
神奈川弗で数年後に栂浜証内に子と押和銅をつくる予定を立ててお。、私は

細収集員を委託されましな郡十収集している中で随分子んたことかあi)ます。桂束を

賎望して語っていかな軌一即すないのですけれども、戦争という過去の歴史を跡まえて

今後を展申していかないと、また通を誤ってしまうのてはれかと思います。

大男の「旭、日本の用度、世界の人々か平和ということでどう具体伸二軌、ていったら

いいかパネラーの方にお話しいただき五、と書生、ます。

フロア
高槍先牛にお伺いいたします吉崎的な人口増加、また地軸頑強の有限とい

う中で帥二見近田と達し「i丁の棚iの対立の問題、欄かとのように協調したらよいか、

私たちは今後祝点をとこに置いていったらいいのかお伺いしかと思います。

フロア
大冊発みかなことが剛」の諸国で起こI)、人口か流入することで白木は

多軸梱家になってしまうのてはないか、今後の日本の文化なと、どう紬するのかある

いは憂えていく心要があるのか、ご意見を伺いか、と思います(

フロア
峠て・融的ているのか宗教と文化と略画だと思う言葉の酷か「一番の

問題だと思うジ

そこで手柄の方で辞ができる方かたくさんいらっしゃいますのて、拙づくi)とか、

ネバつくりかてきない のなろうか。自分はいろいろ能力があるけれどもどうしていい

かねからない、そういう方がみんなで力を合ねせてやっていけ広i踊ヒの第1歩に力を

得集していけるのではれ、かと思うんです。

フロア外国人の問題ですか、百薬の髄、牛活の什方の問題でいろいろ起きてきますつ

ながでも姐辰、帽、育児にかかれる問題て棚に悩む人も多い。同し女性という共通の

甥て話しかけ即すこと帥まあってはカ、なかてきにくいという問題もあi)ます。そ

このところで行政的な帰出されとし=ナないのではないがと思うんてす。現実に対して

行跡追、、つし、ていっていれc一歩進んで交証か具体的な腔の刷方法などほかに

五つ聞、あるのでそういうようなことについて今後とうやっていらっしゃるつも。か
向いたいと射、ます。
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北沢一たんパネラーの方に戻しまして、人口鞍発の話などあ。ましたけれども、幾

っか大きなことに分けて、例えばアシアとっさ合う場合に地をとうするのか、アジアと

のつき合いのところて基地問題をどつ考えろか。そして過去の戦争のことをどう考えるが

ということがあります。

人口醗とか鋼の問題かあって、それかボーダーレスの時代で日本の側にはね返って

きて、外し臥労働者という胆かあって、これか非金星な部分か雄に多く安い賃金で所

ぅということにかては醒いないかけて、その事私たちとしてどう考えていくのか言」

本の政府はガイドラインがないという揃でした冊とも、私たち順の剛に頼、のて

はないか。鼓動とは民衆かやるとしたらどういうふうな援助なのかっ自分を変えなくては

いけか、、たとえばこちら刑かちハナナをたくさん買ってきて食べると、そのバナナをつ

くっている人を苦しめているというとき、ハナナをたくさん買って、エヒをたくさん食べ

て、その残。を援助するということてはだめなんでそういうことをとう考えるがという

ことを私はつけ加えたい。

それそれにお考えを述べていただきか、と思いますっ

葉山冊の方から出されました外国人芽柳者の方々の問題は、わしゃるとお。だ

と思いますつ∴山人の方々かものすごく多く、自冶体でてきるのは限界があi)ます0その

中て、せひ和本高講座をやってほしいという要望が媛く・部分的に始まっています凸

またこく騨な市民′し活を営む上での最低のマニュアルみかなものは、スペイン塵

か中国語で作成して、砂、らつくって配布しておりますc

ゎからかながら千探。で私たちし一生層命やっているというのか実際の閥です。

高橋私がこの1年で痛感しよし柳ま、略羅というの憤れいごとて捕まな

いということなんです。今北林さんの方から過去をどうするかという咽が出てきまし

たけれども、師、に二刀しまでの過去において砧姉期があったということくま膜です0

ぁる人か言いました言疎生か車脚二行って、神田のかなi)鮒の方に「おしさん、略

語が臆し千九ね、どこて習ったの」と聞いたんてす∩ある時堀田の)iたちは自分たちの曲

の言葉を捨てざるを樟なかったという砧な時期があったcそのことがちゃんと高校生に

教わ守してい細川です。少なくともそういった車夫という的カさ、次の間二継承さ

れていくように、そして了と言もたちがそういう膜を諸般した」で一割綱の関係をどう

するかを考えることがてきるような地をつくっていかな刷か去らないということを痛

そカしから人出璃剃璃加かあって、そういう舶呈で先細と向[壬lとの据関係が対

立することがあるのて焼点、か、視点をとこ刷、頼時のかという端がございまし
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■出陳交一台当和の煮高く′

たcそれそれのケースで柄吋る以外にないのてはかかというのが一般的なお答えなん

です軌とも、唖まアジアの咽てあI)ながら、明治以栖欺諸勘二追いつき、追い越せ

ということて、日が先進剛こ高いていなやっと舶恒星いついてきたという糊なん

です〇その点からしますと、柑こ発鹿追上田のことをみんな知らなさすきる。先進田の

ことを知っているにこしたことはないのですけれども、江と途閏のことについて日本

人は知る必要があるのではをいかと想います。

最近外国人労棚者にもっと旧を開くへきてはないかというような坊、あ。ます。その

場合に、今時で潮力か則)ないから、賃金か安く使えるからというような人間とし

てではなくて単なる労働力として迎えかという気持ちて迎えるなっ迎えない方がいいと

思いますっ私聞戸を「l乙】くんだったら・本判二人間として円本てその方がもし希望するを

ち年金生部こ入ってから巨安手旺暮らせるような、日本人と回しような処遇かてきるとい

うおなことを折衷に祝って考えたしで門戸を聞くかどうかという検討を十へきてはな

いか。今、毎期的な視点でそれを考えるへきてはれということ姑ナ押し出かと思

北沢硝さんの今の視点はすげらしい視点だと想います○人間としてとこに白む施

利もあるわけてすから、その場合に私たちが享受しているすへでのものを分け合うことか

できるかどうかというのは・日本人として大変なことが問われると思いますつ随分旭の。

が速いのしゃないかと鮎、ますけれども、いかがでしょうが。

小池外人労酬者の梗てすが、シャハンマネーという手書蘭、バブル潜流とともに駆

けめくった鉦ナでございます軌ども、その増畦考えればオイルダラーが冊の揃

を蝶で措。動かすほどのパワー捕っていたcそのときにクウェート四民の致よ。も外

人綱的力か多かっ九という非常にいびつな人中瞳かできましたね一もちろん叫、と

クワェ十と間し状慌てもって仙人棚者を迎え入れるとは申しません。しかし、彼ら

の考え)子を見ていますと、そこへ行くと鋤くチャンスがあるが)、そしてお全か執ナるか

らといつことにポイントがあるように粧んてす・て十から舶略の下落とともに湾

好個が減ると、さっさと国に屈。ました仙人芽柳者は時がよくて来ているので

しょうが言しくはお全という経碑こひきつけらiしろのか。てすが)その辺を考えつつ

外国人労駒名聞題を刺。切った形で考えていかなけれ帥ナない部分はあろうかと甘いま

もちろん人間として、日本人との購、接点といったような・卓iもあ帰すけれとも、先

方にその気かない場合はどうなのかなというような気もいたします。唖駒ゝコケ九は

矧ますぐさようならしていくのてはないかなという気乱れてもかつそれはクウェー

音、音



トの例を見ているからなんです。

井 関 先ほどから「描さんのお謡を私も大姉「博一呆〈聞いて引)ました。外出l\労馴

者の問題と間郡腿とちょっと開通させながら謡をしてみようと射、ます〇

外山′\労働問題については、酢しく、安易なヒューマニズムカ、調っていろ人がいた

ら聴)入れjこらいいとも言えない。また単なる缶庁誰)な理由かしっ\人丁ィ、見なのだから、

慮う/したともこい肌しない問題が数多くあるのて十一I綱据冶済・了的に申しますと、時は

大して労働力不足ではないのです。 i音調拒ちと女性たちの仕事に姑、ている卒は・地色

謝二lの中では「l本は一番低いといっていいのですラ

絶対直」な労働所不肋ゝある耕ナてはない誹蘭±一うKと呼証しるような桂めて規、な

条件の戦場における作業員がいれ、のて寸言品更改上こと続演発破の中で労側条件は雪組女

臭されているへさであったので千〇それか。本ては、中小企業その他かありまして、そう

いうし扉r世の場があi)ました。そこでは、当黒のことなからコンヒュ一夕ーを中人し、

ロホノトをIか、いろいろな形でI榛鮒の邸かできるにもかかおらす、たまたま櫛虞

を入れるよりももっと安い剃惰力ゝいろために一方馴条件の政吉は丸まないまま給わって

いるのです。大変図ったことには、手厚の産業拙量の広狭を考えたら、矢上著しく蹄して

いる頼子を温宿る方向で外国人剃」拒天変な綱、をしていることになるので十〇

文化と社会には、ある楯のまとまりかあるものてす-その文化のまとまト)が砂上から

入ってくる人たす二対してなじんでいく○異質の文化狙った佃」大綱」紅ちを次剃こ

租み7△みなが⊃、現1好と語七保っていくに音-ま、剛とそして声の聞か必要になで)ますe

大町二かつ急速に入局しましたら、日本の肋間会とその文化にきまさまな問題カ、生じて

くることになりますっのみならす心細晶の最掘れている掴手を温石することにもなり

ますつ人対しているか†てはありませんか、そういう問題を十分考えだl二の世子でなけれ

はなりません,∴縞伸二今必i要なのながら上回人屈し厨、い・というものてはなかろうと

いうことてすごすでに入ってきている人たち即して刷な航、かi班て十・五はどそう

いう大のなのに日本人も外出惇∵仁ひなさいとおっしゃいましたけれども、そって焼い

てしょう。かしわれが国情をもって彼らを離しようとするよ。は、入ってきている人

たちになせ日本荘を調えにならないのか。∴ れわれか外剛を苫うのは、外国を唖仕

るわてあ。ましたつ同しように今必要なことは、叫、をそして。本の文化を踊しても

らうことでもあるので立教たるという伸上I碑を通して、必丁彼らと群んとの間の現

肋通人かつ十和への京1坊二なるは丁なのてあ。ます)とつか、皆さんか外国語をヤ

ふことではなくて言「,員に日本語と日本文化を費えてやっていただきたいし

それからもう臆つは、葉山旧くに坤いてあ。ますっ凧佃かそんなにいっぱいある

臨調

用船突詰亡・判「の相そり

なちは、なせもっと柚アシアの各軸こおつく。にをちかのか「蛸アジアの暁の

拠朝寝女川るてあろうよう細丁との搬細糾って鮎、〇本、宮の意味の姉

榔市というのは、肺の文化や打会にかかねっていくことであ。、即し軌潤した

して出面で汁ろいろな彬てかかおり合うことてすcっまりそれは、文化の面でも産

岩振興の面てもあるい批極業を育てる意味でも、柵の短信こつなからなければなら

れ両には厭市が解して、技術指倖のか男こ、膝氾市在住の人たちかとっと出かけ

ていっなそういう酬細いていくことか対陣市妹柵の大崎ところなのたろうと思

私の中門でもあるマーケテイングにつし、て言「出ますc多くの軸ま、マーケティン

グというとモノを売ることだと拙いにな。ますが、そうではあ。ません。マーケティン

グというのは轍の当事補エーが・拙、にかかわ。合って、挿し両肌を生み出しなが

ら勅か聴二手るフロモスをマーケテイングと申します。したがって、軸のた机も、

酬社会の棚にも、開発,埴北の随も、佃大棚者との問題も、全部それはマー

ケティンクなのですcっまり肺と視線を同じにしなから、コミュニケーションやダイア

ローグれなか、お互いの価値を認め合い、ざらに乱〈珊する佃をつく。だ」

当瑠軸ゞと抗脱にいたることができろ。その人周期肺のかしはコミュニケー

ション」のさまざまな問題かマーケテイングなのてすぐ軸勺に、共通の棚である輔

を助するための柚フ九の心勘えは、まさにでの諏てはマーケテイング・マインドそ
のものであI)ます。

北沢糾、てもう少し質問な。意見を到ナ小と別、ます。

フロア貼る文化を認揖るということか柳平柾っなかる弟1歩だとし、うことな

んてすが、雌を越えな靴を越えだ交油ま宗教問題が損の旧識因になるような

気がするのですけれども、その辺はいかかでしょうか。

フロア馴区には固駁流協会というのかあi)ます。その中で私掴本誌を教えてお
りますが、なかなか柳かかんです。

それか靖国の軸などを知ってい枠きれと思います。習慣のちかいからつまらな

いことて誤解を生じることかあるということがよくかI)ました

まかろんな国の人柾と時人とが集まれる場をつくらなくちゃいけないのではか

フロア椿市でも班が立ち臆上がr)まして、住みよい世の中をつく。小ということ

で30韓を迎えました0今年・チェルノブイリの鱗し好ともたちをどうにかしていき

畑ということて、東部月に舶市の酬大学に20人ほど叩んで鞭をいたします。そ
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のなめのバザーをl皿0日にしますので川可かあ。ましたら、松組の中央公民館に

送っていただけか〕ありがか、と思いますe

それからチェルノブイリの被爆した子ともたちは国外に出て、新鮮な空知ところに来

ると抵抗力がくんたそうてす。それで松本の酬大学に来るわけなんてす。松本の方に

愛の手をぜひお願いしたいと思います。

フロア中田帰匡者がたくさん偏って居りますので現郡ランティアを募。一生懸命日

本語を教えてお。ます。かつて日本人がシべi)アに連れていかれ、どん拒家族か泣いた

がということ乱っか。と知って一ういう歴史をしっか。踏まえ〕醐情人棚にやっ

北沢質問紙の中から、舞姉妹都市と呼んで兄綱市と呼ばれのかということ

でございます。その質問を最後のコメントとしてまとめということで築山iさんの方からお

話しいただきます。

葉山姉妹都市とこつ即、ソ連では兄弟都市と呼びます。ブラザーシティ、それか

ら双子都市とか友好都市とかいろいろそのお園によって言い方は様々てあ。ます0どちら

にしてもお互いに師と軸、幌と鵬か仲よく交流し合っていく。その柵理解こそ

が問に岬の西周こ貢献していくだろうと思っておt)ますし、そういう道を歩んていき

れ、ということが一つです。

もう一つは外との関係に即る外国へ行くという国際化、それから内なる国際化のこと

です。伸二細入労働者の陣ということでは、ぎょうは蹄にいいお辞いろいろ厭

ました吉探りてもやっていこうという細こ販てお。ます。また翻アジアとの交流

もすべきてはかかというお品ございまし刑しども、もちろん今までもアジアの諸都

市とも姉を行っておl)ます誹に水牛の国際非核脱体会議は、アシア太平羊での初め

ての会議であ。ますのて、あの工NF全騒条約から今日の緊張緩和こ非核自治体遊動が展開さ

れてきたように、今度げシア太平洋の海の萩をなくしていくということを通じて、核の

沖軸な棚をつくっていく。そのために自治体と描かお互いに千を即合って進ん

でいこう。そのために、ぜひ成功させ小と思っておI)ますので、また鍋の皆さんのご

蹄」を心かちお願いしないと思います。

高橋最後にある揃を皆さんに揃えして、間際協力ということをどう考えたらい

いのか、棚身もよくねからない。それを皆さんに一緒に考えてい頼朝しぼと息うんで

ぁる雄て′班が自分たちて使掃くなったか錘を集めてインドのスラム街に送。
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脚釆交流・平和の希/置

ました。インドのスラム街の子どもがそれを受け取ってこのように言いました「なぜ人に

物を送るんたったら、自分たちかこの短い鉛筆を最後まで優って、新しいのをくれかの

たろう」。その請を聞いてインドのナビもはぜいたくだ○もらえはいいじゃれかというふ

うに考えるでしょうか。どう考えたちいいのか。それでは日本か優れなくなった古い物を

援助するということは同ナかんだろうか。国際協力ということは、心か相子に伝ねらな

け九は単に物を送ればいいというものではかじゃないかcこれは私自身が今そう考えて

いることてあって、皆さんかこの話をどう受けとめて今後の固剛肋こ助、してくだきる

のか・それは皆さんご自身がお考えいただきか、と思います。

小池
きょうは外旧人労勧者の問題、 ODAの問題等幅広く揖ました。私は詰まるとこ

ろ、教育の問題に購するのではかかと思っております0これは学校教育のことでなく、

むしろ家庭での教育の問題だと思うんです。両親かち日本の歴史についてのメノセージか

子どもに届いているでしょうが。教育の現場を考えますと、第二次大一粒の前後あか)ての

授業は細ってしまいます。いろいろと論議しているのは大人の中かすでそういう一番肝

腎の部分が教えられていれ、。

私は歴史の教育方法を明治以降は現代史と改めて、まとめてそれも新しい方から逆に教

えていったらいいじゃれかと思うんです。そうやって逆戻りしてい〈教育というのは結

構効果があるのてはれ、かと具制勺に考えています。

北沢/弘もそれには翫ですのでテレビに出たときにはそのことを宣乱でくださ
い。 (笑い)

井関間際交流と平和のために、個人ができることは本当に小さいことだと思うので

す。でも、その小さなことをきょうから・あすから始めなければならない。どうか皆さん

は、 1週に一人でに人でいいから、どこかで会っかト国人に日本語で話しかけてほし

音主それが‾つの始まりだろうと思うのです。

開発援助というものは、みすからの⊥地で働きながら十分すぼらしい人生を送ることが

できるように外国の人たちがお手伝いをすることです○生まれ育ったその土地で、質のい

い生活を可能にするために、どれ樹ナ恥入のわれわれがお手伝いてきるがというところ

に、本当の国際馴」がありそうな気かしております。

北沢
きょうは大変大きな問題が幾つか出されましたが、例えば開発とは何そやとい

うことです亡それから射こ生きる、共に学び合う、具に創るという「ともに」というのは

何たろうか。田内でも国外で描たろうかということ油できましなそれから私どもの

鞍教育の問題、アジアとの対し方ということ掴ましたし、それか瑚国人労脱帽

というのはとても大きな問題です。そして私はここでつくつく感じたんですけれども、ネノ
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トワークというのは大事なことではかが㍉帥ます言」本人といつのくまネバワークつ

く町か下予て、広くみんなとつくっていくというの栂圧しかしもしこの会場妨鯛

交流か始まった古口拐しいのではないがと思いますっその一つとして今、姉庁の方か

らチエルノブイi)の子ともたちを20大切入れるという轟か劉まし耕しども、それ

ですぐ名潤の万かカンパ袋を抽しになったそうです(これ十つの期の偏屈二と思

います。回しましたのでぜひお入れくたさいとのことてすっ

私は路二言い法ったことが一つあ帰す一対ま2帥帥二ハンコクの聯会証参加

して居ってきましだ。これは即の会誌で国際的な草が良の交流でした世界では草の根

のところて何が起こっているか諦〈ことが起こっているんてす。完全な醐腹の中で

緑かなくなっているc緑の革命て蟻が個して、膏もが死ん中るというようなこと

をスライドて見せら姉、私瑚大したんです。同時に自然の、人間の棚というのか起

こっているんです。完全な統合膜が行軌て綱語を植えるのもいろいろな木組え

て薬草を服て、そして胸肝て・池の旺ブタ小塵つくぅて、ブタのふんか粧て

魚が食べるとが副とジャカイモを一航曜て岨ほのあせに大境『はてとかそれ

か細一組こなった蝶いろいろなところで、ためされている。そして古いものと新し

いものかト/キングして単なる有機毘業しゃなくて、救民棄てす冊ど埴耀一上一かって

いるという勝利緑告があ帰して、みんな相に轍したんです。

針胴まそういう人々のたくましさというのがあるのです。私たちに欠けているたく

ましさというのがあって、そういうものは全章ん坊がいいしゃないがし、う気かします0

司会の調和、て申し掴あ。ません。これてシンポシウムを閉じたいと掴ます。こ

肋、あ。がとうこざいましな′ヾネラーの方々、十は川、お擢あ。がとうございま

した。

セッション4

``ともに創ろう福祉と健康,,



セッション4

うろ創にもとm

■会場/藤沢市民会館大ホール
看日時/10月1日日音金「3 : 3叶16 : 3ロ

福祉と健康’l
金茶トシヱ

軽口∴恵子

新壷∴俊二

自記昇′享子

朽木 政信

金 森 皆さ′しこんにちはフ

剛:士)。出土丁っか。証し千言こなI)主音二、年ノブL/していろ五十‾こすが、 2

侶賞用事ある川上間、高二、 「告と生といつ建て、 「1し十あるところにおしいざ/レとお

とあさ/)かましな今下ると二項二おしいさんとおにあさ′しがいます」 (笑い)どこら

杵i∴三たま子」同、大の判)命、伸男→ところか伸男二のは女で男の方拙二言ん

だといつ混、痛。ました∴そうしたらまた新しい小i刷惜しだっ日l∴あるとこら十二お

しいご′しと出力シしかました′十するところにお霊)さんは用います」俣い)い

丁札にしても女刷りし気を出さないと生き′塙とし小高刷全はこきか、のて〈諒、かと

改めて考えておりますし

その通完工)一ト′こいたしまして、 」人のハネ峠卜をこ研一申し出ますれ最初に土

人の恒三仁子万ナノニ意見をお面、ただきます。

樋口 女。の視点か中し、聞えながら、日本外面楢の帥」の卿\について旧のコ

メントを加えながら、刷)の-蒔しかと思、ます臆

タイトル叶ルは女′匠あろうと思って捕ま丁ここ圧は急剛相即圧なりま丁人

間用\引、をかねろ」といってお帰す紺倍化順二おいて星間許女なのて寸書

小口圧白いまして的)i川音i臆の男女比は串、ィ、同、ここか。即がとんとん多くなi)

信用上という毎期高齢期に品男女の冊は珂丁にな。ます∴そしてこれまた砿今から

今のところ、掴㍉掴佃は女旧)左が多いのであ。三十・それはかI)て温く伍で主

たる介記者上前当)が女出てあ。ま丁し、 ′世拙伸上ノてみますと寮母、佃帖ホー

ムヘルパー、未収屈など今のところまたフロとして服用\として1「昭二老いをエス∴こいる

人生、ま丁刑からl時)、女町村といっていいのてすっ百出られる個から,-つて最

峠多気高二訓ますし、抑る伸か。いますと、これ畠う1「間近く女音」てあるとい

ぅとき二女口がきちんと発言をしないでとうしてよい高剛全かてきる下しこうか。

二十が、私と坤剛性二つい一こね白いたしますの圭1し)I接し朝仙丹十を世

しているの二′二全くなく、十月、く生きて、よ砂も間洲を生きる女が安らか十一生を

問じイブiしろよった用の中をつくって油土、男の方も了動向に安らがこノ同所告示しろと

いうことにすきないのですっ

図四

であr)まし工ふ1978年の厚生白書で

は、日本の高齢者の直系家族つまり

子や疎との同居率か諸外咽よりもは

るかに和、ことを例にとって、「。本

にとって親子の同韓は含み登竜であ

る」という言葉で言いましたちょ

ひともに細ろう裾画と聞置

ところでこの時は緋天田と言航ます。しかし、アメリカの大学か124カ国を調へ

て・国民生活ランキングというのを行いましたら・ l位デンマークでありまして、北鵬

田が大体上位を占めてお。、北が日本は治安のいいことなどがかな。評価されまして、 14

伸二入ってお。ます。地位というのはそれほど悪いランキングては初ませんけ九とも、

峠よ。すっと人。の少ない小さな国であるテンマークやスウェーテンやノルウェーがl,

2・ 3位を占めていて、とうして日本が経済大田と訪れながらまたそこまて行かないの

か。それは住宅問題など拒、卵ランキングを冊ていることの一つだと掘れますけれ

ども、やは手)私は何といっても老後に対する不安か大きいこともランキングを書下けざるを

得ない一つであろうと思っております。

ごく最近、敬老の口に発表になりました調査を見ましても、日木人は大変字融が坤

のてすか、にもかかおちず不安感もとて油、0潜流にかても介蘭二かても健煩にお

いても井部こ不安感が商い〇二の矛盾した状況の中に私ともほお。ます。

私はこの5月へ6月にかけてデンマーク、ノルウェーを訪ねてまいr)ました。その少し

前には、金森さんとご一紹こスウェーデン、当時の剛イツ、イギリスなど高齢者の柵

を訪ねて夢いたことがございます。北欺はやは「)一繕ってし、ましたし、ドイパイギi)

スはいろいろ問題も打っているようてしかナれとも、今言ったどこの剛二おいても老いは

峠よ。かな。知、てはなろうがと忠いましたc少なくとも倒れたときにたれがどこで見

るかということか、一心はっきりしているような気がいたしますし日本の場合、屑しかが

円本の豊カ、さを「板子一枚下は地肌と言っかすれとも、若くて元気てあI)さえすれば、

大変豊かな生活ができ、お金があって元気なら樹、ろいろ選へる。要介護状態になると、

それこそ板子一枚下は地紋てあ。、今、日本に要介護高齢者と言おれる人々、とにかく瀧

たき子)の方か60万人、極して勅ますか、練性と計フれる力が8(防人、ざっと100万人

ぐらいの要介護のお年即かると計っれます言うなったとき、どこてだれがめんとう

今までの考え方は、旺ては家族
囲プロフィール

うど6勝信らいの高齢者か親日同座‡ , ′, 、‡

看金森トシヱ

焼「年から読売新聞婦人部記者、同

部長、編集委員を経て、音982年退職っ

同年、かながわ女性センター館長

199i手6月から、同センター顧問臆

現在、労働省神奈)音腰会坤等調停委

員、高齢化社会を良くする女性の会

理罫などを務めろ。著書に「女の社

会学、男の家庭学」なと二

9l



しています。しかし、この同年間でひと憎らしの高齢者と老夫婦か倒しており、恐ら

く21帆を迎えるころには直系家族と酷する高齢者とびと憎らし、ないし老夫婦とい

ぅ高齢者のみの鵬とがちょうと半々になるたろうと言耕しています〇

問題はそこかつ克てす。日本の裾神の最大の問題情・伸よ出ます量がし。なくここ

十佃へルハーの敗かl人もふ疋ていかという刷本陣帯あるのてす。コールけラ

ンて埴生省は今の4力人くまとのヘルハーを平成n年までには10万人にするとし子)ておI)

ます。しかし、これかナてはとても星i)るものてはあ。≡せんeそして山本の場合には、

家族がそ蘭こいるとき千両、的ヘルハーさんは《棚てきないというのか現状てすし高齢化

比串%くらいのテンマークては、 4加,000人の人出の印で、柾介蘭二当たる両胸工

か大体500人、これが郡的な町の状況でした。つまi)全人「1の1%かホームヘルパーない

しそれに準ずる仕事をしているということですっ

猷〇十iの人=を詣万人だとすると、ヘルパーさん致ひ訪問右硬妬、 OT、 PTか3・500人

いな軌はいけないということにな。ますりということか今両、て考えっれるでしょうか〇

恐らく酬〇日のヘルパーさんは今50人ぐらいの刷ではないかと思います言の」峠の

神祖に関して副書の個から言いれ、ことは、ますは女性かl批乱伸しますと、ヘルバ‾

さんなとはます来てもらえないということか臆つて圭

さ小二、私は日本の高祖のあ。方を「/三一ウイントーのお子様ランチ」と時んてお。

ます。ヘルハ一般、ンヨ」ステイ、デイセンター、ナイトケア与メニューたけは縮か

にあI)ます。しかし蘭をかけて砧かこ乗ってくれても、天頂の「旅所か言うことは、中

高二来てくださいてすcとにかく帖に行かなけ九はならない-そして叫)吊頼、剛

杏、轟、人定なんてやっていると、派追きてに気の甲人、 l塵の悪い人は死んじゃうし、

運のいい人は南っちゃうということもあ帰るくらいま丁千㍍か冊に賄しく、メニュ‾

はあって招用てきない。利用てき小から広がらない-したがって利用する人力、いつま

で持す別な人というレソテルを振られている・

北極の社会相捕協読会がつった調査でお年寄りの伸二・頂き圧なったとき来て

ほしい人と来てほしくない人という偶をしたそうて丁。友達とか即、者さんといつのは

来て向いんだそう二十っ末てほしくない人の中に祖伸雄所の人とかへIレハーというの

が入っていたので、礼金柵脱会棚を抱えてしまったというのかあるのて丁\)ですが

用′問二とさとさ航ちかろいろ言いますと・「そんなこと-㍉つたってヘル/、一への需

要かないんですよ、地方へ行くとヘルパーは遊んでいるんですよ」と戸言ったi)します。が、

それは・必すしもうそてはないU)て十一本坤二私たちか他用二向けて家虹を帖で、他人の

サービスを′かす入れていくのか当た用という棚をつく。ませ′は、 ′トロ本は石肌る
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人も利江れる人も女が多いと申しましたけれども、血約二頼る裾祖では両方とも不幸に

なっております。

労働の担い手の6割」は女性という農村部ではお年寄I用嫁あるいは娘が見ているけれど

も、忙しいから見る耕ナにいかす高齢者の枠組二握り卸す2つとポットを勘、て、昼間‡

一座もおむつを替えず・ぐしょ分れのままおかれているのが忙しい地域の在宅老人の姿だ

というんです。しかし、法律も制度も家庭というくらい密室化してしまったら、プライバ

シ‾の名によって第三者が入り込むことができない。私はこれを「家庭内う苫捨て同と

呼んでおります。そういう状況が在宅という美名の中で家庭の中が密室化し進んでいって

いる〇看取られる高齢者も決して幸せではないのですけれども、ヘルパーが来た∵)すると、

あそこの嫁はだらしがないとが間とか言耕します。家の中へ絶対だれも入ってきてほしく

ないとは言∴っていないっ医者はいいんです。保健婦もまあいいんです,ヘルパーはいやな

んで十〇やはり細事小いろいろなところを見られるからでしょうが。結局うちで見ますか

ちヘルパーは要らないのでナウその中で苦労するのは嫁でもあり、家族でもあi)、おしっ

こづけになっているお年討′)でもある,家庭内うば捨てという状況を私はしっが)見てい

く必要があると思います。

日本は世界一のハイテクと急湘こ高齢化が遊んだものですから10暗証の明治膿法意識

が同居していろ大変おもしろい田です研究坤象としてはおもしろい回ですが、そこに当

事者となると天変なことになります」他人に任せてはいけない、血縁でするべきだという

考え方で、新幹線及びジェット機の遠距離通勤介護というのをやっておりその結果どうな

るか。このごろ過労死が大変謡榔二なってか)ますけれども、介成規しの介護者が先に死

んでしまうという例を私はこの1年間の中でさえ多く見ましな

健塵ということで本当に女の人を大理こしなければならないと思うんです。私は5郁章

までフi上でした㌧ 5年前から大半の教組こなI)ました。勤めてみてつくづく思うことは、

年に一皮搬場が強制伸二休し。うを調べ上げてくれるということです。たとえ過労死して

も簸場にいる人は労災中高という ∴プロフィール
フィルターがあるゆえに、過労死は

過労死として社会問題になることが

できますっ しかし、 i事業手偏の介硬

過労死は、労災というフィルターな

どございませんから、これも人命と

あきらめて、そして闇から間へ葬ら

れてしまうのだとし、うことを痛感い

S髄口恵子

】932年生まれ」9与6年女京大享文学

部卒業∴東京大学新聞研究所不紺雀

了> は86年東京家政大学数痘とな

る∴東京都女性問題協語全委員、高

齢化社会をよくする女性の会代表な

ど窒議会姜員を務める/善書(こ「女

と男の老友学」など
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私が腹をしてお。ます南齢化社会をよくする女性の会」では、この間、 「老いの青い

乱という寸劇をやi)ましな原作メーテルl)ンク、駄作樋口恵子というのてあ。まして、

老いのついの住家の、結局どこで介護してもらったらいいか、どこも窪吊青い・唖、が

のですけれども、メーテルリンクの睦の出てくる場面で私は、どうしても蝉を出した

くて出てもらいよしなどんな幽霊か、介通嫁幽薫というのてす。つま席取りながら先

に死んでしまった多くの女性たちの鉄塊歌のために介護嫁幽霊を出さずにはいられません

でした。ということを言うと、ロの悪い男席は言います。それでも女の方か寿命が長いとa

さて、こ1しから先はまた考えて兄かと思いますcあ。がとうこざいましな(挿)

新田私か膝沢市の脚ヒ髄に関する報告障障ましたのか、今かち8年ぐらい

にな。ますでしょうが。この羅告苦は例えば特進を人ホーム、老人勧しセンターに関する

施設をただふやすだけてはためだという輔の胱書でした。

これから2聴己にかけて日本の高齢側会購昇一のスピードて進藤する。 201う年段階

では恐らく間違いなく世界一の高齢化印二なる。

一つはlく生きをする)が、みること。もう一つは酢率が低下すること、この2つの組

み合わせで唖はフルスピードて高齢化国にかけしかっていく。ところがこういう高齢

化の進鹿に対して、私どもがこれが〕の対策として注意しなけれくまならか、のは、二つは

卵ポイントがあろうかとノ師んてす。 」一つは高齢者というイメージを今までとは変えて

いかかすれはならかのてはかか。 6蝦以亡の轟勝者の方か、人「iの20%近くを占めて

まいりますと、従来のように、高齢者はイコール老人つまり社会的にケア、搬する対象

にするという発想を改めていかなければならないe 6蝦を過ぎたけれども、ま棚勺にも

内側二も現役同様だという方がどんどんふみてこられる。そうすると、こういう畠齢者

の方々に出ては、元気がちは社会的に活動してもらう。語は社会的参加の也を開い

ていく。そういう政策が21脚こかけては非富に重安になってくるたろうというのか1点

2矧よそういってもケアを要する高齢者の数はふえてい〈耕すですから旭最の中劉生

は一帥二変わ。ない耕すですが、それよ。滑舌の願てケアをするという思想をとろへ

きてはかか。病気になって施設に収容してケアをするというよ。も、円滑舌を通して

のケアを強化していく。そのようなケア・システムを地域で醐勺につくっていくという

ことが大変有効ではかかということを第2鳥目として藍。込みまして、こういったつ

の札で藤沢市の報告一言を苦いたわけてす。私どもが言う地域ケアシステムとか地域の社会

システムとかの細ま、政府、厚生省の施策に期待でさか面がたくさんあるからこそ出
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爪とも(こ創ろう裾柚と雌)鉦’

できたものです。政府サイドから出てくる答申の多くは、碑止の必要、富商小二対しては

負地を痛めればいいという発想だけ出て来ます。しかし例えばスウェーデンの場合で見て

みますと、なせ負担が糾、かということが国民のだれにも肌で盛ずるようにわかり福祉と

負弾との開係、回路かガラス勘)であって、大変明確です。教育勤ま要らない、入院して

もl年以内は柳」として自己負担かれ-とか、そういうような弟拙こ対する見直)のシス

テムが大変はっきりしている。日本の場合、逆なんです。まず負担を言い出して、批判さ

れるとあれててその対策についていろいろな処方箋を後で示してくる。

さて、年金の坂熟要がどんどん高くなり問題が厳しくなっていくのに、それに対する咽

の対策は一向に出てこか、のか現状でございます。結局商騨批会に対する取I粗みは地

域で自衛しなくてほならか、。地勘こおける自衛措置として地域のシステムをつくってい

く必要性がこれからあるのではないか。

老齢牛鍋」度が破綻しましても、その彩筆を受ける高齢者は地域に住んでいるかすで

私どもはこの二つの柱で高齢化対策をつくるように提言したかすです。このモデルの一つ

はスウェーデンにあるおけですd最近、社会民主党が政権を降りまして、気の早い雑誌は

「スウェーデンの社会民主主義崩壊」という見出しをつけておl)ましたが、これは皮相な

見方としか言いようかか0政権か変たってもスウェーデンかとっているシステム自身は

本質的に変か)はない。私は、コンスタントにストノクホルムに行っているか、大体日本

から施設の調査に来られる方は、立派な施設を見てお相)になるかすです。それはそれて

大変参考になるのは間違いないがスウェーデンにおける福祉政策は、今、システムチェ

ンシしつつありまして・要介護老人つまI凋誤に本来は入れてケアすべき島鵬者か何%施

設に入っているかというと、 6%和、し7%くらいしかならす、圧倒的多数は在宅ケアだ

ということになります。

在宅ケアと言いましても、姑まど樋口さんがお却こなられましたように日本的なシステ

ムを念蜘こおいではなられ、のです。日本においでは血縁者が最期まで看取る。そしてそ

の負担は、大部分が女性なかすです。∴プロフィールー∴
どこまで行っても女性なんです。こ

ういう女性の負担を防ぐ唯一の方法

が 地域できちんとしたサポートシ

ステムをつくることだと私どもはか

ねがね主張していたかすです。

この報告華で私自身が使った「中

間施設」という言葉がございまして、

○新田俊三

「93「年生まれ言956年東京大学港湾

学部卒崇同大学社会学研究科大学

院悼士課程修了.現在、東洋大学窪

溝学部教授。 i983年藤沢市の高齢化

社会問題研究会代表となり「高齢化

社会を拓く」研究の結果を市に墳言

した。善書に「転換する日本経済」

など。
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ここも大変論証を時びました。十二から下へ融しろ中ての中間施設という概念でした∴私ど

もか仮いましたのは、そのヘクトルを逆にすることであi)ましたc家近て在宅ケアのシス

テムをやる場合の臆つのネ/トワークシステムをつくり、家庭の主婦の卿か軽減できる

ような可緑な限りの措置をとる言明え刷上イツは社会センター制皮というのか川村こ

とに電力、れておI)まして、例え菅そこに軌《渦等々か鵬されて昇)まして、家庭の高

齢者のおむつを持ってまいし)まして一手捜埋してしまうというようなことか一つのわか

りやすい個としてあるか十でありますjそういう姉貴を我々はコミュニテノーセンターと

定義し、そして私ともの自う「冊聴聞とは冊瀞牝家庭とのちょうと伸二あるとい

ぅ柳未て使ったかすでこざいます。そういうようなことがこれから地域ケアシステムとし

ては考えられなけれ宇おちか、なろうということてございます〇

スウェーデン型システムで私ともが重視しなければならぬと思いましたのか西附十会

における姫神と医療の語合というl咽て寸言唖と医原の語注いうことを則柄に申し

ますと、例えば高棚田の施設で、お医者さんによる御車な健康相点やあるい輔車な塙

気の冶殊羊かできるようなところまて千千くのか一茶理想的な状態でございます。これか残

念ながらう博し時計紋密な意味で榊伸ここのことができか・したがって、これにかわ

る剛史としてスウ工-テンが行ってようるも十一つの航、訓i診別席つまりお医者さん

と看護姐さんの2人のチームか、規定の与えられた世帯教の中二在宅診療を行うというよ

ぅなことです二こういうシステムも大いに尊大されてよがろうということてございますっ

祖か同の場合は、これをやったらいいだろうと思うアイデアを出しますと・必す(去律違

反になっているんです。本項こ不思議な国だと思います〇

一つの例を勘ナますと、スウェーデンで行われているふれあい郵便刷皮、郵便配達をす

る人は、通す高齢一組帯、ひと。暮らし老人当の・安否を桁㍗する義萩を鮎っされているわ

けて寸言l本てこれをや)ますと・郵憶事業ム違反にな。ますD郵側相好十に人の未

に入るのは′劣、批人になりこれは禁しられているかすです。全逓信淵肌合かこのふれあ

い郵便の実験を紛ましだが、前車定収しないようにするにはとうすれはいいか、当の

芯中山地方の両での話てありますか、腰まてつかる早耳を⊥-かて、刑のところてと

まi)、大きな声て臣あさん、元気か十二九が抽入てこさいます一回こ入ってかけな

い。そ7しを腔中子校の先′同か、それなら聞̃使物を居っているなら差し支え頼ろう

というのて、子供だちか思問のはがきを全部し障、はカ、さを昇ったら入ることか許されま

ァから、そういう彫て与と席らし老人の安否を確諸するという助Iも起こっているかナ

さら高齢者出し気なうちは村会参加、そのため鳥こく似られたl剛で川か佃丁を
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まれてきてよがった」と思って死ん

でいきれ、という気持ちが2人とも

詔だったんです。

ですから、工へレストの許可が出

たときに、生後5ヵ月の子供がいま

した,そういう子供を聞出から日

曜日の集会のたびに脚ナて出ていく

とも工期/十)I,音冊と聞出

する各こういう仕事掴輔がやってはならないおけなんです。残念ながらこれは日輪

が欄こすると隙女親違反だということになる〇こういうふうに考えますと、瀞卑二

頼っていたのでま伸二もできか、ということがゎか。ます;したがって、咽てネ/トワー

クシステムをつくる∩その時はマンパワーである。人と人とのネノトワークである_施

量りも人と人とのつな卵をつけていく、こうし、う刑か21岨二面かっては鷲iてる

批村会的に軌のある対策の仕方ではかかと私は考えるわけでございます吉えらタし

塙分がたちましたのでここで一柵蹴匙を裾っらせこいたたきます工捕手)

園部井エベレスト生ったとか、世界の6大的)姉怖二十産というだけで、私は

布lかものすごし、女プロレスラーのような女というイメーンを持たれているので丁が、こら

んのとお。、私は皆さんたちと少し上変わ。ませんし、むしろ小さい方ではないかと思し、

小さいときには掴こ病気かちてして、しょ売、ゆう子校を休んでし、ました。弱い子と

いっイメージを耽れていまして、互助会のとき、童自こなったことは一皮もあ。ませんご

て」口車合ったとき、どんなにゆバー)でも時が捗いて中温みんなと同しように、

あの頂上へ立つことができもそして山ではどん生紅くて出しも運手交帰してく

れない、これが私はすごくよがった。しかも普通の対姐の軌か子供を紅、て州の腔

行くということに柵かある人かし、るかもしれません軌とも・こうやって1こく机を読

けちれた最大の理由は私は結婚だったと即、ます「

略したことによって1人てはてきなかったことができるようなお互いにブラスになる

ような、そういう棚か私は本当の畠姉だと思っていましな現在頼っ向がっ即さ

れまして、 3狛用言とんと弛交臥肇だっ高です。しかし、私たち(抑っれ持開しか牛

きていることはできかつけです上がもその眠られた時間の中で、私たちが残せるもの

といったらお金や、物でもなく、自硝身の如、加の乍《細部ね、白州十の歴

史たと思っ同相身の歴史を勅、なものにした上㌦いすれ死んていくときに、 「ああ、お

もしろかっだやる即やっな′i← -漢--“二プロフィール一二

○柏木政伸
193i手生まれ 樹兵市立大学医学部

を幸美∴同医学部第二内科教室に入

る二「97音字病床市民肩屍内科主1三医

長に親任」98i年より同席院長とな

る「循環器学会、老年医学会の譜勇

員を薫めている 著書(こ「心鞍馬の

予防と二三度」なとら
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というのは本当に大変です。そういう日は家の台所にある鍋という鍋を総動員いれまし

て、つくって訊するもの・煮て耕するもの全部用意していくんです言れは士剛の夜の

分、これ抽棚の朝の分、昇の分というふうにてきる科すつくって、鍋の⊥-にラベルを

張っていく即です○おむつも2岬ま棚しなくていいように全部セノトしておく、す

ごい高さてす。でも、なれない育児をみてくれるのてすから・残っ坤こなるべく負担が

少ないように、出かける方も最大の努力はすべきたと思いました言し、私に「私は工へ

レストへ行くんたから、これくらいやってよ」という気持ちかあったら、 「何た好きで弓「く

くせに」ということになっ比的んです。でも、棚身が自分の線分を一生懸命これ

ていれば、あれかナやっていろんから協力してやろうという気持ちにもれてくれたと

思うんです。だから日印の夕方に集会が飾って、早くうちに居てご阪のしたくをし

なくちゃ弱って、両手いっ帥ニスーパーで買い物をして用、 「ごめんね、 ′汀ぐやる

から」と言って入っていくんです0けれども知和二行ってみますと、鍋から皿からコノフ

か満奴にわて置いてあるわけてす。さっきまで済まないなと思っていた鍋ちがばっと

諏て、 「どうしたの、これは、手も足もあるんでしょう」という気持ちになる。でも、そ

れは絶対言葉に出してはいけかcそういうときはなるへ〈航ていた力かいいです。見

てもらったのから、見てもらったのだかちと呪文のように唱えて黙って皿を濡っている

ぅちに、だんだん自分の気持ちも静まってくるんです。男の人は女の人が帰るとすくご飯

か食べられると思っているんてすcます山のような皿を庇われことにはお米もとげない

んですか珊瑚外力ゝるoそういうのを剛か繰順してお。ますと、 「ああ、皿届先って

ぉいた方かご飯が食べられるんたな」とおかってくれます(笑い)。そのうち「ああ、米く

らいといておこうかな」と思ってくれます。どうせならご飯ぐ用人いておこうというこ

とにな帰す。私が「これとこれ、やって坤てね」と頼んでいくよ順自分の方から気

がついて、 「ああ、このくらい星自分にもできるな」と思ってやってくれることの方が胡

乱かことをやってもらったのてすか臣「いや、木工吊二助かるわ」と心から崩しが言え

るんてす。刷物も「悪いけど、頬むから入れてね」と頼んてい〈わけです。

私が桃物を入れるというのは、ちゃんとたたんて、雁の切出二しまっておくことま

でなんてすが、男の入植脇を入れるというのは竿かち家の中に入祝日ナで《描

物は入れたとなっているんですoせっかく伸ばしていったンワはくちゃくちゃ、その上を

†ともがはいす。回っていても平気なんです。そういうとき、 「何よこれ」なんてまたやる

といやがらせにを。ますから、これもじっと札幌、シワじゃ死なないんだからと紺)切っ

ちゃう。おなかかすいているとイライラするから、ます伸をかてもご飯の支原寸。そ

してちょっとしlDっ別してから、 「きようはああてね、こうでね」と二iいなからおむつを伸
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ぱしているo相手は布即こ入っているわけです。そしてちらっ、ちらっと見ているかナで

す。おむつはああやって伸ばした方がいいんたなとれかってくれます。セ/トしたちもっ

といいんだなということもねかってくれます。

一つひとつ言葉で指摘してしまうと、何だそれくちいということになるかもしれません。

でも、私は生活というのはそういう小さいことの積み重ねでできていると思う。ですから、

そういう小さし、ことがうまくいくということは、結局は女の人が外に出て、いろいろなこ

とができるということに私はつながっていくと思う。よく私は「田部井さんはいい加⊃、

御主人か理経かあって」と言おれる○けれど私の目に見えか悟れた努力もいっぱいあっ

たということ、これも長く紳すられた一つであっな私は今は52歳です。平均年齢まで牛

きられるとすると、あと30午あるんです。幾ら52歳といってもその半分の22年間は、私は

親がが)の侶舌だったと思います。親から仕送りをしてもちって学校へ行っていました。

日活するようになってから釧年しかたっていません。その倍以上の時間をこれから先、私

は一体何をやりか、がということがはっきりねかってからの00年間です。私は今までよI)

もっと・もっと密度優〈生きたいなと思っているんです,山などへ行くことによって「あ

あ、こういうところがあったのね」とd今年南極へ行ってきましたけれども、南極は本当

(こすはらしいところでしたc「こんな美しいところがこの地球上にもあったんだこんな美

しいところを私は生きているうちに見れたんだ」、私は余り信仰心がありませんでしたけれ

ども、神様はいるのかもしれないなと凧いましたし、牛きているということよりはむしろ

生かされているという感じが私は非酌こしました。こんな美しい風景を見たんだから、こ

れから先、私にどんなに苦しいことがあっても、どんなに幸いことがあってもこれを思し、

出して切り抜けていこうと思えるほど、本当に美しい風景だったんです。そういうところ

を見てきますと、世の中には自分の知らなし、美しいところがまだまだいっぱいあるんじゃ

ないだろうかという気持ちが強くなります。世界地図を広げると、行ってないところか)

げです〇二二も行きか、・あそこも行きたし、というふうに行きか、ところがいっぱいふえ

できまして、 81殻まで生きれるとい ∴プロフィール
うことを自分で今仮定しておりまし

て、 2020年まで私なりの登山計画を

掃っています。どこまでできるかわ

が)ませんけれども、自分が立てた

予定と実際の行動を〇一致させていく

ような、日光女でか、生き方をしな

いと思っています。 (拍子)

"園部井淳子

i939年生まれ,昭和女子大学英米文

学科卒菜> i975年に女性で初めてエ

ベレスト登頂に成功つ」99i年に南極

のビンノンマシフ山に曇頂、 6大匿

最高峰を征服したことは、記憶に新

しいJ 毅近では環境問題にも力を入

れている二
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丁
年

-
柏木皆さんこんにちは0別冊梢で診療を「一々やっている一夕トの醐てござい

ます第一に、私が市艮病院て卸のように診療をやっておし)まして・口々お年寄席見

ていて感することをおは乱しますcます第一に醤枚方にお願いしかのは、常任方踊

気を#ったお年奇。朝する知識をどこまて持っているのかなということ描こ感ずるこ

とがあ帰す言二に今、 l人の老人かやってきた・足か」庸二むくんでいるe 「あら、ど

ぅしだのてすか」というと、 「今まてi肝てもらって、心細紺可で靖↓、、綱棚も

伸でもないとこ調/しる一すれども、よく遊動することがいいんたと螺んに「諦しているか

ら、毎岬よl時眠く坤、ています」と日柄こ言っている。心地図を診て用句の写

真を撮っても心臓の大きさは大丈夫でも、また尿を埋って埴てあっても誹をとってい

くというたけて全体の櫛担とうしても落ちてきていることを知って欲しいcそのような

姐があって欲しいのです0そうすると、 1時間もはっはか坊よく歩いていたらやはi)

むくんできてしまうのです。「少しこれからこういう動き方をしようね「ちょっとはか()体

を休めましょう」と言ったら、その人は老んで謝りになi)ました。

緊急でやってきた忠拒んを診ていても、何で江少し早く来てくれかのかなという

ことがちょっとばが)気になって、緬めいたこと猶かんてきてしまいますc

この前あった刑は、こ青しは家庭医、膜の先生にも少し員任があるかもしれませんが、

女のお伸)てす。晒。かつじつまの合捕し、ことを占うと、ドクターも、その家族も

酔勘二瞳のせいたね、ボケて来たね」といとも脚こ受け入れてしまいかちです口ボケ

という百射まいろいろな葺味がありましょうけれども、やは順のせいかなとこかれれば

すぐにそう信じてしまいます。実際のところは肺がんの暁移でした。ボケていると言っ

ているその陰に、皆さんかクターも含めて、痴果てあると快めつけているものの中に窟

栂ガンが闘しているのです。

もう少し鞠方も本当の息昧て医学的な年利の叫、知胱しっ州鱗してほしい

と思います。どういうふうにして勉強するか、そこにトクターかどう入っていくか、皆さ

ん方かとのようにしていくか、それはいろいろなことで考えていけ〈かし、と思います0

っい、 1週間組こここで市民病柳描己念の行事として「新しい医療を求めて」とい

ぅことでシンポシウムをやi)ましなうちのドクターかみんな焼して、献納三悪、

がんと脳と心臓のことをわかりやすく皆さん方と一矧こ勉強しようということでや帰し

た言ういう企画は自治体病院では初めてのことらしいてすか、うちのドクターか出て、

市民と」矧こ語。合おうとやったわけで立ち見席か出るぐらいいっぱいになりました。

私たち融者さんの命を救うために、いろいろな診藤で夢直れているけれども、まず
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三宮二創ろつ旧居と租)‡ケ

は元気で寝込まないでくれよというのが私たちの据紛糾、です。霜こまか、てくれ、大

きいことを言え弘これが医療の一一番の日的てあるかもしれません。長方でそして′しき生

きとした人生というものをすっとやっていけるような状周こなれj㍉らいいなということを

舶完にいる一一ドクターとして勘こ思っています。

皆さん方のお手元のパンフレノトにに「サクセスフル・エイジング」と,一年でおきまし

たが大きく言えは甜まとのシンポシウムて詣題になったよう細い病気こなられ、よう

にしまうねというのが-つの大切な願いです。臭く人牛をやっていればいつがまやられ

る-やられるとしてはるへく向こうの方にそういうものを持っていくようなことかでき

たらいいなということてす。そしてもう一つのポイントは、きょうのテーマでもあるかも

しれか、けれども、寝込まれ、ように、印)の人に迷惑カ、げか、ように、失禁扶勘二なら

ないように、尿すれなんかにならないような状l兄にとうやって自分を持っていけるか誹っ

ていかなくちゃいけないということを考えていってもらいたいかすです。それがサクセス

フル・エイジングです。

煉砧般榊完ては20年前から保鯉楕導きというのをやっております。まだ日本剣士ゆ自

治体舶完でもは鮎能会は判定的てはれ、ようてすが、昨年度のここでの成果を報告いた

します。 199唯の1年間に2誰l人の方か相調二見えています。糖嚇)であるとか、妃賑て

あるとかのいろいろな指導の場所て、うちのナース諸君が頑張っていますこその車に家彊

看説教字というa)があります。これは重たきりの方々を交えて、主に介護している方々が

その仕方を勉強しにくる、一組こなって考えましょうという教室なんですが、そこに67人

の方が見えましな内訳は悪者さんの御主人が2人、攻さんが19人、娘さんか22人、お嫁

さんが24人てす。そこて「介勘の醗てとんなことが一番皆さん方問題になるのですか」

ということを質問iいたしまして・貝催)に答えが出たものを急いて読み上けてみます。

ます第lに介護者が、自分白身に掃つ不安感、一一つは自分の馴ら仕事が紺すられない。

ついにはバートもだめである。いれゆる紀綱把問題です。それから家卿もな問題としま

しては、家風勺の雰囲気彊化してしまう○とにかく家の中で部屋の項I)合いなとか起こっ

ているというようなことが具榊勺に出ております。

それから、病気そのものがお力ゝちかという方か前部、らっしやるんです。その病気自

体は但履するのか・悪化していくのか、まだ伺Iを食へさせていいのか。

それから舶人の観察の仕方かおからか、。創二悪化したときにどうしたらいいか、まだ

医療機関な男手政機関なりの相談の窓口もね力ゝらか、とこ,つている。

また忍者とその介護者との聞てはどんなことか問題になっているかというと、患者さん

のこう言葉か聞きと用こくし、言二うことを聞かないからといってイライラする。忠相拍
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分の身「)うでしょうけれども、ねがままであるということで、盛んに怒っているという方も

いらっしゃる。いろいろi補陶にはあります。娘が来たときと嫁である私のときと何で態

度が連うかとか。

それから環細腰といたしましては、主に介護用晶の購入や家の改築も含めた病人の看

護体制を愁えること等相談するところがなかなかない。

それから市行政への不満とは、相談察し丁がおからか、とか、老人瀞完へ入れたくても入

院費がどうなるんだとか、またサービス、特に入浴の同数が少ないとか、タイムリーに受

けられないというようなことを言っています。事いすで方々へ連れていってあげたくても

そういう場所がないじゃないかということなども具体的にふilておりました。

ちょうど1う分になりましたのでやめますが 日々の診療から感じましたことを述べさせ

ていただきました。 (拍手)

金 森 どうもあI)がとうございました。

それぞれのお立場かち1つlつ胸に落ちるようなお請を伺ったように思います口樋口さ

んからもたくさんのお話があって、女はより長く生きる。そしてより多く後期高齢期、 85

歳以上を迎える。それだけ介護されることも多いし、そして何よI)も介捜するのは女たち

である。女が発言をしてよりよい高齢社会をつくっていくことは男も日動帥二枚かれると

ぉっしゃいましかすれども、女性がさまざまな問題提起、発言をしてい〈ことの大事さを

改めて思いました。

新田先生からは、地域のケアシステムの重要性、人と人とのふれあいのネットワークな

どたくさんお諸を伺い四部井さんはぐっと私どもの身近なお抑こなりまして、ずいぶん天

をお育てになったなという思いが、たします。 (笑い)女の人にとって大事なことですね。

それからすごく楽しい思いをしてこそ感謝の気持ちや生きていく勇気が出るとおっしゃっ

たけれども、何か本当に楽しい射、をして、自分の人生を生き生きとしたものにすること

は元気が出るもとになる、そして自分が楽しいと人に対しても優しくなれることをお話を

伺っていて思いましな∴

柏木先生からは、封奏者「さんの立場から伺ったかすですけれども、私どもは確かに医学

的な知識を必ずしもきちんと持っていない、健康教育、健康のための学習ということをちゃ

んとやっていなかったと改めて,即、ました。

私は長いこと新聞記者生活を送りまして、高齢問題についても、お金の問題や心身の健

康の問題とかをよく扱いました。ところが例えばすぼらしい老後を生きている人がどうい

うふうに注意して自分の健康を保っているかということを書くと、男の記者たちから、 「そ

んか、いモデルみたいなものばかり聾かないでよ、我々みたいに夜は飲んでマ÷ジャン

」a2

mと中二飾ろう姐」上と餌l,I了

もしてそれでもなおかつ鍬でいられるコツを鉦てよ」なんてよく言妬ましたが百分

の鞭を自分で管射ることか大変不足しています九〇女性の杭樋口さんの抽こもあ

ましか、家虹、ると検診の機会も離間勺にはかし、自分で相当健康管理というこ

とを考えかと、 ・小身の弛、自分の心身を優肘呆つことが案鱒とし穴になっている
かもしれないと射、ます。

4人の方に補足な。お互いの閏で質瞭とがございましたらお糾、たします。

樋口細さんがいったように、スウェーデンはンマークも今は在宅弾・し、になっ

てさておI)ます出しども、その姓ということを聯しかようにしかと思うんです。

本の掴ま、名肝は必ず住宅の萩がるということ、それか碕ケアということに

なっていますけ才しども、北欧の経というのは、葛一整いのはひと。航し老人なんです。

ひと。暮らしの女性が一番多くて、その次が老犬姑でその姉、と。牡しの男性です。

私も社報断触脱んてす高み軌だところで老いていきか。できる柵ぎI)ぎ。

白毛にいかと私も思っています。その在朝どういうことかというと、その人がそれま

で自分て帥して、人間の車軸足って生きてき拭い出の品々と、れん棚はみん

な含めた自立の乱としての物勤、心細割勘こ生き航ること、その生き細られる

ようにさまざまな社会サービスがサトトするということ、それが在宅なので、だ肋ゞ

そばについていて家族が介謝るという恥の種と大変大きな違いがあるのでその辺
の在宅の謝、を-一応鯛する必要があります。

そうなった場合、介矧掘しかいんでしょうね〇 〇一人ひと。考えてみましょう。だ
1旺見てもらいかですか、みなさま。

金森髄口さんと紅観スウ丁テンなとの老人輔弼を鱗しかと思って行

きましたときに、ロンドンのバスの中で過般してくだきっ椋性ガイドが、日本てはう

ちで摸き。あるいはボケのお年寄。をお嫁さんや娘などの女が見ている、家族が見てい

ると言いましたら、蛸にひっくi)して、家族というのは素人ではれ力、、どうしてそう

いう素人がボケあるいはかきi)・勅せき。の人を見られるのかとびっく。されましな

祐介攻というものを、私ともは輔家の手を必要とするという概のかまま囲い

からげで見ている、見るものな見させられているのだと思し、ましなその点からも家族

の介護には限界があるのではないか。専門性をどれ即介護にかかれるマンパワーの中で

重視していくかも大変大きな問題ではかでしょうが。

新田輔者の除を変えるという楠をし柚ナですが、この間、鎌倉市の擬を

行ったときの瑠調査で改めて酌廟‡・だんたん自立型の高齢者がふえてきてし、ると

いうことてすo自分、夫婦2人で暮らす、忠昭航て暮らす、ちょっとヨ一口ノバ型に
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なっているのかなと思った。細事さんが言ったように、在宅という譜の使い方をやめよ

ぅと隷々三下つたことがある。伸した高齢者かふえていく、そういう描者をサボ十す

るシステムをつくっていくというつなが)が大切な

またスウェーデンの例になるが医者か看護婦を即して巡師岡し、家か唖てくるのは

有償ヘルパーて、その下にボランテ洋一舌動をしているヘルパー頼ると言うように、一

人の高齢者に二重も三重も社会的醤い層が岡んている‥本の場合は、そういう公的ン

ステムがないから軸の、ホランティアに頗るというようなことがふえる。厚生省のコー

ルテン唖の叩万人ヘルハ」ま、頓富雄昧て棚へルハ一に近い概念て10万人にふ疋るっ

これを調してみますと、 65親しの轟齢親方人についての脱てすか、スウニ-テン

か現虹力人に570難のボランティアかいるのに、 □郁冊碑佃名なんですd10年

充ても話にならないぅそしてこのヘル′ぐ-の翻、ま柑訊こ違うということも鯛してお

かなけれ悦子)ません言帰来の行き届いたヘルパーは、卯フェノンヨナルな意中のヘル

ハーてある言の碑まスウ工-テンの場合の敦台膜に深くかかれている言減の粒

翔王の中からホームヘルパーの冊コースかあって、老人対策についての欄、綱を

受けて社会に出られる。そういう帥酢航科膜を貼十と、老人」岬畔、宅原

疎から入植の清い方というハードな仕事に寧ろまで訓練を柑このような社会帰

服や脚棚最の違いが叫とは柑こま柵だ手)があるということを鵬します。

柏木樋口さんなどのお話瑚いていまして、債ケアの介姉る人は雛というよ

は、フロフェノショナルなヘルパーさんをi)、システム化を考えていっ栃かいいのて

はないかということは私引同感てす。しかし、当人自身が望まないときはどうするのてす

か。柾ケアという翻こおいて、寝ている本人がちょっと無視された勝て詳論されて

樋口これは今、大変変胡つつあると思います0醐ま雅と地姓よって刑=

違います言生き。になった場合、刷こ介護をしてもらいかかといいますと、今の高

純の大部肺肝二男の方矧詐介護してもらいかと思っています。平好手的〃調

律よると、天の川近さ。となったとき、介乱てもらいか人として75郷妻と答

ぇて訓ます言れに出て姐はと言いますと、 33筋力、夫に見てもらいたいと言って

ぉi)ます。そして妻か第雄二肝のか21 4%が娘で寸言0 5%が嫁です〇二九も実直

の高齢者の方々に比べるとものすごい班の変革です。今の喜齢抑方々は実囲濃くこ

めんとうをもらっているのに、今の30代から60爆雷持ますと、男懐を頼っているせい

か離合勝てにしていないし、女は大曲こ死んでしまうが〕しょうがかから娘と腺

と、しか班の方か味の2催し、うのが、これは=本人の鍬な班の変化費と思いますe

lO」1

とも(二割ノ)う鮎川と姐正’

その中てとてもおもしろいのは、家政妬ホームヘルパー、老人ホームなどの施諒とい

う選柵女の中で、私は外部3点セ/卜と呼んでいるのですか、ここにおける答か男の方は

全部合方せて7%台なのに、女の人は2倍以上の17%が外部3点セノトを頼っているので

すこ女と男でたれに見てもらいかかを見るとき、男女の端の壮大な格差を見ていく必

要かlつあると射、ます。家族、家族とおっしゃるのはどちらかと三,えは男の方です。

それから私は先ほど、何て女が離合化社会に口を出すへきがと言いましたのは、よす)長

く老いを生き、、残念なかち女性は最′愛の配偶者に先立たれる宿命を掴;に多く持ち、しか

も後期一講期をよ。長く過ごすという個の女川たちが、血詫だけに頗るのてはなし、介護の

イ」方を男の人よI)も一歩鮎こ近づいている。これは老いの家族のあるべき姿を女性の方か

新しく飾董していっていると言える言しかしたら今までの血縁の鮎こ、航しかナたへル

ルの聾に坤)つくように取りついてし、るのは女てはなく、男てあって、そしてそれを崩

そうとする伸二少なくとも女はおi)、よ手)寂しい状l別二道かれているからこそ、それか見

えるのではれ、たろうかということをます申し上けなI二で、現実にはこれは力関係で明冶

生まれ、大冊‾まれのお年寄りが、家族でなければ困ると想うのは当か)前なのてす。家

族というものは外と峻別して、身内の恥は兄せかということを地域の離し、家族の脚

として教えムまれてきた人が、ヘルパーさんなどに見てもらうのはいやたということで

とれ科ナ家庭の中にその老し、が闘ささ11ているか。∴申し切られている例もあれは:フ上土は

家て見てもらいか、のに、若い方が施〈て押し切られている例と、私は両方のミスマノチ

がたくさんあると思います。

スウェーデンの例ですeスウェーデンの場合、親族ケア法が一昨手にてきまして、最給

のl力)]は在宅で過ごすcその場合、家族にケアしてもらうということがきちんとした休

暇て認めろ才はした。私はこういうやり方がこれからは大事だと思っております。ます、

看取られる側が家族のだれに看取ってもらいか、がを靖名する。つま。看取ら才しる側わ

らで死にか、家族に看取ってもらいたいということを選択する。名指された家族が受講

する、拒否権はもちろんあ。ます。その両方の立見が頂して初めて鵬つき及び休暇中

にまだたれがこ変わって介護してもらってきちんと休暇の即しる在宅介護の方法を選択す

ることかできるのです。私は双方の意見の一致、どちらが強くても、どちらが弱くてもい

けないcそして在宅で看ているということの名のみの家庭内うは捨ての品ましたしました

が、私は双方の選択確が・忠められ勘ナればと心から思っております。

休憩

金森 会場の皆様のご質問を受けてパネリストの方たちにお答えをいたたきかと思

います。
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フロア新出規の轟で郵便配〕茎の揃でこれはいいなと′租うと法律違反になって

しまうということがいかにも日本「陸とお聞きしたのてすか、樋口先生の最後の1川を

剛こ見てもちうかというスウェーデンの例かご拭害されまして、日本で胆しから高齢

化社会に向けて瀞緋にならかように、こかしから柳がどう動いていくのか、どう動

かしていったちいいのか、その辺についてお伺いできか〕とノ営います0

フロア新田先生が福祉と医療が痘合したコミュニティーサービスとおっしゃっていま

したが、現状としては橘院、医師会との関係とか、保健摩擦制度の中てそれかどの辺まて

可能なのか。藤沢とか他山のことかあ。ましたらお聞きしだいと思います。

新田高齢化社会というのは、私ともが迎える全く新しい棚ですのて、これまでの

緋がそういう状態を刷したものて小冊こ、当然いろいろ抵鮭するケースか多いね

けです。一輪ですが、長征を研)すに何とかするという堰は法律を変えるまでに好期

的な視点として大事だと思うのです。

そういう例として2つは卵掴ますと、 1つくま楯庚正のケースですか、自治体か直接

雇用政策に拐ねるのは禁じられているれけですが、棚市の職能結合センターという新し

い施設の建物の書落上に服業安定所を置き・市と駿行政と同し建物の峠入れて相虹

連絡をと。ながら、実飾こ自治体が高齢者の柳瀬に醇できるようなシステムをつ

もう1つは世田谷の淵苑という高齢者用の施設。訓縄センターという緬を使って

いますか、ここは1階が老人福祉《宏に基つく老梱祖センター、 2階か持養老人ホームに

めている。つまi)老人柵まに基つく2つの異なった性格の鵬か同じ建物の2階と1

階にあって、それぞ短所曲別加担筏辞を鯛する、これも1つの十大の仕方だと思う。

60年に総務庁か老人軸センターの行政既発を行いました。そのときに巷つく緋告か今日

の施設行政の願になっているがこれまでのかたくなな行政上の縄張。、鵬を少し緩

めて、例えば老人剛センターにおいてデイサービス膜を行えというような加を打ち

出している。厚生省もそれに従って各自梱こ指令を出しているわけてす。これから願

をつくるとき、老人福神センターといっても私がさようの轟の中で述べたような地政の

コミュニティーセンター的な櫛彊果たすよう描格を傭していけと鵬を変えてきて

ですから、そういう行政指導の変化も細こおきながら、老人福祉センターしこおけるテ

ィサービス抜擢ク)強化、これ棚荘言いますと、珊青田の読食‾事業もやるというよう

なところまて行くことも全く不可罷ではないcそういう性格のものか少し出てさておi)ま

すので、甜「腔のもとでは、今占ったような2つの刑で示されるような対策力聞)肌み

l()6

1とも二面らう7」し,用と雌厘。

方によっては〇両とかと,勘、ます。

それから同調伸二は法律そのものを出しに合わせて変えていかなけれはいけないつそ

れは待っていてもだめなんですcしたがって、この問題はi雄のあるところから高出力、行

動して(去律を間に合うように変えていく、そういう下からの肋かどうしても必要だと

私は感じます。現にふれあい郵便てすが、恐らく郵政省が今年の廟二法律をふれあい郵便

という刷新)i購ならしめるように変えろ唖廿が出てまい帰した。それはいろいろな

ところからその必要か柵彊れた結果なんてす0そういうこともございますので、厄難的

な問題と肌そのものを21暗己即二負えてい〈ような聴用みか2つの面て㍉必要てはない

かと思います,

金 森 確かに印の細川頂を私も細車しています。私どもの即刻′「センターには

労開聞の方て老人介護の掘会を21日間てやっています。ただこれが邪楯の事業で、婦

人・般援助事王という枠つけてあるために男性にも棚を和すてほしいと思←,てもてきな

いのです告白本先年いかかてしょうが、お医者さんの方に福相についての歩み鉦)という

ような動きはどの程度ございますかこ

柏木
お答えになるかどうかわが)ませんか、猷肩の例で言いますと、現在保健医

療センターというものをつくってお。ます。中身においては神仙Jな問題もそういうとこ

ろでへ一祐二扱おうという1つのセンターづくりをやっております。

腕I三晶の囲朝潮というのは言′証体榊宗と医軸桧との間の達男か」戸出二宮にてき上がっ

てお口)、剛i会のトクターが重民油完の細寂になって、柵完の更営こ椀っっていか)、

市民順の中に阜面会の野i二か2人丁現えになって外来を我々と一組こ診療しか)してお

ります言帰に腐尺骨こかては庫・診,勤と言いますか、狛・病近場と言いますか、そ

ういうものは現実にやっておりますっ医療、柚の方には、まだまだ捕捉なところはた

くさんあろうかと思いますけれども、それらの支えには少しはが)なっているかなと思い

フロア(大阪)私冊ランティア労力鋤丁を主催しています。他人痛、硬丁る方がとき

にはし時のではないかという例がいくつかあ-)ましな

それから、私の会ではみんなか週柄こならなし、だめ:二、月火水本金」を川に1人とい

うのて(う入組んで家族と了人てという介護の肋をしているんです、私自身は下の帖乱

あるから、本人:ま家姉弟トの人に見られるの出、やだろうな、これ朽ちの会の欠点だな

と思ってお‖)ましだても、それをやった会員のお母さんか亡くなるときに、 「さようはた

れか末や:よるかな」と卸i、知子Iつて、京都の人て音しだのて「来し。おしだ」といって

亡くな。ました私の〇品と少し違うところがあるのではなかろうかつ少ない人間て介座
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している方がストレスはたまるのではれ、がということが1つです。

もう少し他人が上手にかかわる方法を考えていくということかもう1つの解決策てはな

かろうかと思います。

金 森 木封こそうですね。私どもは身内がいい、家族がいいという一種の信仰みか、

なものがあるのてはれ、か。その辺の意識を変えていかないと、なかなか家庭の密室を変

えていくことはできないと思います。

フロア 自宅介樹二つきまして髄。さんにお聞きしたいと則ゝますっ日本はとうしても

白雪介護とこ,いますと、家族中一心にれてしまうけれども、この削女の違い、する側の女

性の気持ち、おかれている人たちのふ兄か神文としてとうしてこういうふうに違った形で

行めれてしまうのか、なぜ制度に反映できないのかお聞きしか、と思います。

フロア(京都)私も長男の嫁として91枝の蹟たき男親莱老人を10年間見ております。 7

月の木に私が体をこねしましてショートステイをお願いいたしましたち、お謡のとおりめ

んどうな手続きとか面責を済ませて、しばらく行ってくださいということて現硝ってお

りますけれども、そのうちいつの帥こか私の体は元どおりになりましな

それから以前、旅行をしか、と思いまして、ショートステイを瑚iいしたと京都の中央

老人センターに手蒜に参りましたけi丁とも、ショートステイはむ轄葬祭以外はためとはね

られましな看護者がリフレノンュすることは許されか、のか、お願いしか、と思います。

フロア(長野) 「ともに創ろう軸は榔打というテーマですが、ともに創る□本の福

祉であっか,一体日本の福祉はどういう形にしていったちいいのか。

フロア 神奈川県では老人住宅を県でつくっております私見ますと民間の和†老人ホー

ムとほとんど変わらないくらい家賃も高いし、維持費も函、。そういうものでなく年金で

入れるような老人住宅をこしらえか、と私闘、つているのです。そうなると軽費の老人ホー

ムと市営の老人ホームの祝言をとういうふうにお考えになっていらっしゃるか棚はした

いと思います。

鍾 口 長野の方からどういうような福祉をつくっていくのかという剛、かけがありま

したが、私もやはり日本の現状でいきなげンマーク、スウェーデンに行くのはかな席

哩があるたろうと思っています。しかし、円本軸脱と言われた家族中心ては、もうみん

なか野たれ死にを矧語する以外に方因まれ、これもまた非常にはっきりしています。私

はデンマークやスウェーデンの福祉は、モデルというよ-)も私たちにとっての気つけ典だ

と思っています。そIしを見てくると少し元気が出る。ああこんなことが地球上にごく普通

にやっている的カゝあるんだと思って、元卸こなって帰ってくる。そのくらいのことてござ

いまして、日本の現状からやはり出発していくことがとても大事なことたと思いますo -
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し、ともに創ろうi痢.と勘だ"

つは先ほど帥し書冊まし柾うに・醐傭会というのは、単に高齢者の蹄カ言えて、

何担二1可%、 1伸二23 6%ということかナてなく家杖が脚勺に変化を凶ずるということ

なんです。昔は60巌前後の人はおばあさんだった。孫のめんどうかナ見ていればよがった

んです。そのおばあさんの」に一(いらっしゃるのか-舌齢化社会てす。孫かてし音Dうと

めて、自分は嫁てというのかこ1丁かちの60前後なんてす。

豪放に頼る介護は絶対無理て、てきるお宅はさ刷れいと私埋っています。しかし、

そ才しは外部かかな。のサボ十をしていく必要かあるc 91歳を看ていらっしゃる京都の

方、ショ十ステイを頼まれたということてすか、失礼ですが、あなたはお獲ってすか。

66哉でしょう。的歳からを高齢者というなちはもう高齢者てすよね○ですから、調縞の

二髄て現象、親子二醒てというのか実にここでよくれかる。しかし、今鈴歳の方です

からこそ人か10軸こ亡くれて、血縁の控の全くかし所とを見ていらっしゃるんて

すeそれをこれからの若い人に郊てきますか。要れていいんてしようか高靴社会

というのは、私は家族間係で言うならば、新たな逆縁家棚係だと思っています。

母船化社会というのは、ご承知のとお。、こんなに平均寿命か伸びたのは、 lく牛さする

ようになったという以一缶、乳幼児の死亡率か減っからであI)ます。高齢化社会という

のは・私ぐらいの世代かちの医学の発達のおかげ、生活水準面子_のおかけてす。

例をあげると70の難か亡くなら硬誹0血筋の母親がそのそばにおられな虹が70

だかち嫁さんも70近いたろうし、おばあさんは90なんて十から、せいぜい生きてもあと10

年胴乱、農家だし、きっとお嫁さんは最後まてこのしゅうとめを看ると恥、ました。

が、これからはこういう新星ら軸こ耐えなければなられのか高齢化の家棚係たとい

うことを輔とき、もう子供に見てもらうんだとし、う形だけては絶対やって間か。や

は欄のネノトワークというか、他人のネノトワーク、纏を密室にしないで他人のサー

ビスをし一手に航捗、肉親の介護、妹の介護なら掠り前という状況から肉親であろう

となかろうと、人間の専横を保ちなから他人の摘ま喜んで受け入れていく、とううまく

人からサービスさ桁いくがということもいい年の坤)方として考えていかな刷掴す
れ、のではれ、がと思っています。

それから京都の方がおっしゃいましたショ十ステイですけれども、これは厚生省の方

針は冠婚葬祭以外にも、覇者の介護をしている人のリフレノンユメントのためにという

ことをもちろん謹めるように入れてお。ます。それは数が足。かかちそういって制限さ

ttているのたと思います。どうしてそ才しかテンマーク・スウェーテンなどと円本とこんな

に違うのかcデンマーク、スウェーデンおて本格的に収用んなのは1960年以降のよう

てす。何しろ雌で全然やられていないといういし、ハンディか向こうにあるということは
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事実てす。デンマークやスウ工-テンを見てきた男の人たちに訪れます川村敦かお

となしすさるからたと。て寸から皆かとこかていい妹と詰っれ小と思っているうち弔こ

めてすよ言私は、悪い尿、菅でなれ〈描くない」 (笑い)と言っているので十へ

フロア 咽坊さんと相木先生にお∪彊しかと思います。

老人柵とこいましても、頂き。ていて掴もならかのて塵いかと思いますぅ生

きてきたという証しを示しかと思って即ますか、自分の志忠て牛まれてき加〕けでは

なくて、まだ自分の走思て人生を縮っることもてきないのか人間だと思うんてすって十か

ら、人間の寂を損なわれ、ためにも、生きる限屈ま紺辞ならないて自分か冷えろと

いう圃聖を持って生きていき小と思ってお帰したところ常山て、丁はらしいご用

を痛てになって、自分も苫しかったと思いますか、それをこらえて協力を得られたとい

ぅことには私も感しましたし。柚II鋤桧というのがございますそうて、こちらの埴

たけては死ねかし、死ぬということは、大安なことたな
曹しましだのて、はっ〈用

けるように孟急を人しくして空きていき小と臣ノておi)ます0

フロアi暗間口日日二揃いしま十〇私は娘1人なんで十が、帥植生はお子様をと

のようにお手Jてになっていら/ノしやるのか0行く迫は不安て、高齢化というのはとて組

い感じてすが初、か助け合って葉しく旧年も喜一紹二年さようという前向きな考えを」0

代、緑はます持っていきたいcその読某、いい道か開けるのて囲、がと私は持てお

i)ますので胴出先虻のお出ゴ本当にうれしく即、ました。

フロア今、擁死の朝生ましたのて、自分の・し、臓は自分てめんとう見てくれと先生

方もおっしゃっているということてすが、皆さんもそうだと思うんて十。死にかと顧

問生れては=えかか出しませんから、少し前に姉とも醜してうまく行く用、

も考えていたたきかのてす軌とも、よろしくお願いいたしますe

園部井私はこの場に大変ふさ紅くないと思うんてす。というのは祖掴粧ても品

齢化刷してもそれば柄紺こ埴咽んでいません)本当に小さ細分の果しみを全うし

だいという欲望か強いものて十かつ、夫の姉をしたわけてす冊とも、姉のしが高

ぁ。まして、 ′潮ナられて捕ま十〇年一別のスケシュールの中て、この口は私、山へ行く

よと、允に取った方が勝ちなんてす∩てすから、カレンタ一班即する。そうして11iか

捕ってくると旧かきちんと振ってあるといういい棚田が今てきつつあるのてすが、

子供乱の娘か蝦、おしゃ面片山まっしくらてす。山轟くて余。おもしろくかし、

フナノショナブルてもない0スキーならフアノンョンがてきるというのて、フナノンゴン

まっしくら、こ洲二服、アクセサ。葛飾娘のです(笑い主それが⊃一時l年の良子がお

I]u

一ともに(川ちっ手音音用と聞出

リますcスキーも大好き、 i同大好き、サノカー掴iも人好き、姑きてないのが黒板の

面だけという富子てすご∴同月の力も山か好きたし、スキー紺き、モトクロスも好きた

しというので、年子と天かセノトて遊んで〈iします。有情川手にありかか、と思っていま

す∴家柄、し、膜が大在きなのはむしろ耕てして、私は山に子「くのに「とうしてあ叛は女

はが)て1「くの」と聞かれるのてすけ九とも、ああいうスポーソというのは、同し肉刷り

条件の抑」i ÷やった方か私はフェアだと思うんてす。て十から女同書)て行きます言午段

はいつも家族間ていますから、家政のサーヒスは普段の里謡の中てできるというのか私

の持論です。

柚二男の人は、元気のいいときには、おれはコルフた、マーシャンたとこ中ながら、坂

れてくるとおまえが頼りだよとすり寄ってくるわけですけれども、それはやはi)おかしい

と思-)し・すり労ってきてかっ逃げるというのもひきょうなと思うがら、私かてきること

は今のうちに夫のノ最を変えておくことしか私はてきません。これかできなのはやはり男

の支えかあったからて、男の協力かあったからですから、各家妃の皆さん方もぜひそうい

うニュー人を改申して、臆つても多く女性か改坤すれば大きな力になるのでまれか、それ

が喜i本のこれからの掴l二を変えていくのではか、かと思っておI)ます。

柏 木 大郷しい人間の早朝祝の問題てこさいますっ再販矧歌会というのは、樋。さ

んあか)剛直た方かもっと詳しいかもしれませんか、東京にてきておI)ます。伽藍上して

らっしゃる方か語間いらしゃいます言、ククーの中にもおられます∴短さ、私のとこ

ろに入院された)iて、その均分誹」亡iは小されだ力もいらっしゃいます。それにはどうし

てもといっときには延命持缶をしないではしいというようなことか占いであったと思いま

す。

トクターといつのは、塙気を流すといつのか基本にございます。命を肌ナたけれはいけ

なし朝ナです⊂そうやって′iきるのを支えなけれはいけないと「i伸二、死ねといっことも

私たちは支えなけれはいけか、のてす。そ紺地名相ナてはなくて、その家叛をもて丁J

白分で「l分の販葉を言うの(ニおかしいけれとも、その局面に「iIったときには、王子うに‥わ

れ研Iしみをトクター上ナース引実妹人たるものは持っております。人間の密航というも

のを考えか、て医療はやれか、と思いますつし、つ、この人「岬及器をはすした小、いのか

といつことでも本当に悩みますeっいこの間、葉大字ての柵腔実を皆さんはこちんにな

られだろうと思いますが、いろいろな己兄か用は丁。みんな苦しんでいます。そういう状

出二なってきだときに、私たちはその人の人間としての生き方、とうしていったらいいか、

町こ言うクオりテ仁臆・オフ・ライフとあだかもはや生保のようにされている酬趣とい

うのも当外考えてまいi)ます〇人丁珂披器をはすしてくれ、そういう据置恢らないよう

肌動



なことか正明苦のなか二確か叫てあったと思いますが、実際、棚に探れっている人間

は苦しみを持ってやっています。ドクターを。医療人、刷)の支えている方々との問の留

日ごろからの疎通から生まれてくる信頼関係が、何かそこに回答をもたらしてくれるのて

はないかと思っておi)ます。

それからうまく死ねるようにお酌、しますというようなことがあi)まし出すれども、ナノ

怯論陣かろいろなものが考えらjしるてしょう0しかしながらよき死に方をしたかった

らよき鮭方をしてください。融ということは生きることなんてす言証がてきないな

ら嘗変な欲を出しなさんなと私は思う。その辺あ星川まちょっと施工工、言い方をしますけ

れども、私揃いっはい生きているcよろしくお願いしだいと思います。

もう一つ、ここに質問状かさておI)ますっそ狛こ答えます。瀧たき。にな。たくないと

いうのは、 -番望みかのは元気でピンピン・爆里人生をやr)たい。どうそそのため

にはい正とというものはなるへくしてくたさいe私が「サクセスフル・エイシンク」と

いう謙一誰へていますが工番目に食舶て守ってほしいことか、 3つ言つは日本人

は塩が多い。 10グラム以下にして下さい。

いけか、ものの2つ目、なるへく間食しか、てくたさい。

3つ印よグルメ志向。なるへ〈やってほしいことは何で彊べてくたさい。日本人は繊

維か足。なかった。 ∠津弛操を食へていると思いますか、何でも食へなさいということで

2即はエクササイスと言いまして、体を動かすことです。身体的なエクササイズとファ

ンクショナルな、轍的なエクササイズを考える誹ゝを動かすことは叩部升さんか示して

いるとおはく歩くことですQます子ちなところを歩くこと、楽しみなから・架々と。

もう1つのファンクンヨナルの圃ま、鮎二物恒反応しろということです。恋をして

3緋、サイコソシアル、いれゆる社会性てす言胆、ろいろなところへ出て行って下

さい。大いにいろいろなところへ参加していく。会合でもいいし、膝会でもいいし、ど

4細頚ち含まてのことを守っても、気持ちを組二おおらかに持たないとだめなんて

す。周到検査をしまして、冠動脈もきれい、狭心症など起こすようなものしゃれよと思っ

ていても、ストレスとか神経を使うと冠動脈かきゅうっとけいれんを起こし、それて一貫

のお終い。長くなi)ますのでこれでやめます。生き生き人生をやってくたさい〇

金森醐拠ってまいI)ましたのて、最後に一討つ、それをまとめとさせて丁彊

I12

1、ともに0】」ろう千品屈と触回畑l

たいと思います。

体訓輔車に会場から頓し、た質問表を、今、皆さんのテーブルの上に置きまし相すれど

も、個々のお答えは難しいと思いますので、お答えを含めてよろしくお願いいたします。

園部井 まとめにはなっないかもしれませんか、私がエベレストへ行ったときに3歳の

女の子かいました。 3歳の女の子と大かナて朝、も行けませんのて、私と同じ沿線に住ん

でいろ姑の家に勘することにしました〇姉の家には77殻のおはあちゃんかいました。その

ほかに姉の子供か高校の受験生を含めて3人いました,そこへおてきて、義妹のご主人

が急死して、実家に子供を即して戻ってきていましなその妹さんの了-どもが姉の子と同

級の男の子か2人いましたので私の姉はその判甥の子を5人育てていました。そこに

うちの子かわくとなると6人になるわけです。私はすごく大変たと思い最初におばあちゃ

んのところに行きまして、丸ま、こういうかすで私はエベレストという山へ行くことに

なって、半年近くこの子どもを碩力〕ってもちえないでしょうがと穎んたんてす。そのとき

のおばあちゃんの答を私は今も忘れることかできないんてす。その封まあちゃんか言った

のは、私の姉は男の子を5人も育てているから男の子を育てるという1極はあるけれども、

女の子は1人もいなかったんだから、たとえ短い闘ても女の子を育てるという体頚をくれ

てありがとうと言ってくれたんてす〇これには私はすごくうれしかったし、そのおばあちゃ

んは亡くなりましたか、私にとってその言葉は親しることはできません。うちの子はのI)

二という名前ですけ才しども、「のI)ちゃんはうんと人事に育てるから安心して行ってらっしゃ

い」と言ってくれたんです○ ○相身も7根という年になるときに、そういう言い方がてき

るように隼を取っていきたいと思っています。 (拍手)

新 田 ご質問の中て目立った点だけ二つ恥)上けて締めくくりにいたします。

地域ネノトワークはとうやって具個勺につくるのか。これはここで直ちに返事はできま

せんが、二つの点だけ留意していたださか、と思し、ます。

地域ネットワークシステムは、白緋蔀童だと申し上けましたけれども、私はいろいろな

ところの自治伸二かかわって調査した括某を総合いたしますと、大体、行政の貧困綱碕

ほどボランティア活動か漉んになっているんです○これが文字とおi)自衛措置たろうと思

いますcネノトワークつくりということは郡」システムには違いか、のですか、まず市民

迦重の草の根型で起こってきているのか通常なんです。それは全く醐以前の問題で家

庭の家族による介樹こ限度が出てきているようなケースを踏まえて、市民がボランティア

組織をつくり、そういうl言動をやっている。例えば嫌斧正ではニーズ対応チームという大

変すぐれた租粒があって、∴合食活動やその谷間で糊の領域を拡大しているわけです。け

れども、今後の高齢化社会をボランティア活動かすで処理しようというのは大変を掛)で
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ぁ帰す。そういう形で処理できるほ描出i順じゃかんてす/しか一言、公向な

鴫からの、欄間易からのサホ十システムが刷こ大事になってくる
まだそれを

なし得る行政体かあれば大女千姫だということてす〈その時がおi思しだように・コミユ

ニテ仁センター的な耀てあって、そこで本当の思味での公と民との助フレーができ

る。白土活」とか「蝋」という講力埴土、はやって即ますか、本、」了の蝉というの

は、唖の凪であって、民剛\難訓、するものではれと私どもは理解してお1)ます。

高齢者の入浴車某でも、 /∴ ,頼みますと榔芸者かんな高いマンションても十一がって

きてくれる郡が出てきてお。ますか・公用システムかないとそういつシステムIこ高いお

金を払って頼るほかなくなってくるということなんてす言すわ、まと摸すと、脱

を担え加民がそういう遁蜘瀧つくる言からのエネルギーが出てくるeそれに昭

がきっち直航する言ういうシステムづくi)をその地域の剛に応じて、せび、つくっ

ていくと言うことが大事すまないがと思います。

もうl点は、行政側の対応朝-て・との嗣てどういうふうに離しているかというご

榊かございますがこれがの高齢化対策没、老人剛胆、う1つの課でてきる陣

のものでは全くないんです〇その諏二圧せてすへで処置しようとしている剛村があれは、

それはもう大女通れだところだと証なければならない)十へての問題が組わけです)

したがって、猷両の場合は、私どもの提言てあら焼売i聞、ら離者を京めたフロシュ

クト戸ムをつく生「細勺な極椛としてこの咽こ対する用心をいたしました両丁が椿

沢正長のかか=こ説明しているようにな。ましたけれども、こういうi音言開的策の実伸二

障る肌をかす入れて実施したのは「私か知る隈i)剛胆ナでございますcそういう

ゎけで請合化され刷策、プロシェクト化され塙帰最で行うというのか大変大陸という

それがっ酬システム朝ま:山出しとも・融肝はてきないのではないかという

のは、とう」私のしゃへ。7所坤ために′乱薄暗であろうかと思います言陳の囲え

ばひとI)粧し老人、棚緯十へて包み〕仝むようにするのか地肌ステムなんて、そう

いうことをなくすためのンステムか刷ンステムて寸のて、捜つその辺朝雄のないよ

うに願いたいと思います。冊子)

樋口牡工、ことてすけれとも、 「丁本朝輔iiてあると胴二、これは博聞から伝

細二割者の師測-て十一してその中ても言描常男出直猿謹朝雄陣の方が

品いてす。ところかなせか鏡板既出な・。ますと分蛤姐の方か人さいというせいもあ
高くなi)ます・,これは宗

l)ますけれど∴実祐二していヒ告こして子女門の方が)′故圭かi“し

坤の理由なともこきいますか、私刑川桁T)「「分の遊掴即、え即刷ととこ

1子イ

∵こもに細ろう高相と阻申’

と境界線かあるかどうかねかちなくなり吉服を必ナしも100%悪いと私はクリスチ予て

はないのて言い切る勇気はないのですけ礼とも、なた高齢女性の自殺かどこて起こってい

るかというと、ひとり暮らしや老夫婦よりも他世代同居の方が多いというこ音と、これもま

た当薫なのです。家船上会学者はこ11をまかね自殺と呼んて鉦)ます。そういうことか少

なくなるようにしようじゃれ、がというのか最後の私の提案でございます。

気がね自殺をするかか)に私たちはもっと、もっとたくさんすることかあるてはないか

と言がてあl)ませんか、矛盾か見えているのは女の個なのですから。質問に誼油教育の

充実をとと早いてくださいましたけれども、これは余I圧も今足I)ないものか多すさるので、

恐らく私の口調などもあれを変えろ・これをしろという斐木口榔こなっていると射、ます。

それは奈川二も人間の単板が、牲こ女性の大雄か侵されるような状況だからこそ、そうい

う声肯て詰っ1亀はなられ、のですけれども、基本のところては、私肺醐会というのは、

人はたれて掘苫者になる時期を持つ社会、こ才しはちょっと言い過ぎか乱れませんか、

今、陸曹を持つ人と、いすれ『縞を持ってあろう私たちとがまさに共に生きる社会てある

からには、人生のさまざまな時仕、さまざまなハンディキャノブを自分のものとして坤こ

生きる・ 「優しい」という言葉を余り気音帥こ使いたくないけれども、他者の屈み、おのの

き、渇きを感じ取り、そのために何かてきるがを考えろ、そういう一人一人の人間か育っ

ていなかったなどんかい制圧カゝてきましょうと権柄すくな公雄員、一公杭iがみな

悪いといっているんじゃありません。 -というイメーンか引継れられ和、と思っており

ます。

ですから言捕化社会におけるよ。豊かな細工をつくる基本は、人間の敦育てあるとい

うこと、そのとおりたと思います。家族にたけ介護の負担かかかられようなシステムを

つくっていかなくちゃいけか、と思いますか、地城内におけるし世代酬帽をも一つと進めて

いく必要があると思っています。つま用lのあなたの誓速く手順冷者かどこが\押しや短し

ては絶対にいけか、。高齢者の施設言亭齢者の住宅などは暑い人々の住宅と〇一祐二、これ

は蝿かれというIi手枕の功名なんですけ九とも、東京剃・史区て、理立地に中辛按と保

綱六二九はもとはあったものを柳去したんです。そこへ特別養護老人ホームをつくI)

ましたそれから老人介穫センターをつくりましなこれは新設です。持薬と老人介護セ

ンターという地域ケアセンターを新設するのと、もともとの保育所と中学校と7陣建てに

いたしまして、今蹄漂しち申、ましなPTAは大変な論融あったそうです。叶卑生

という年齢の子ともか育っていく上に、弱ったお年寄りが同し敷地の中にし、ることが教育

伸二いいか憩いか。プラスマイナスをP・「Aは夜を徹しての論義を絢ナたしで、さまざま

なマイナスもあり得るかもしれ紅、け)千とも、頚部」にもブラスてあるという需紡出て、

明日



この学駒、できて、もう2年目になるでしょうか。二つ日が晶月i区にてきるはすなんですけ

れども、何かこれは反対があってもめていると聞きました。

私は医療と軸の縦紺)も、もちろんこれなど厚生省の中ですから絶対壊してほしいし、

壊さないと例えば往診かなかったら私たち在宅でなど死ねませんa仮に往診してもらえな

いまま、すっとお医者さんにかかられまま在宅で死んたら、脚は死亡診断昌を葺いて

くれません。死体検案書しか甘、てくれません。たまたまそのうちが大地主たっか)する

と警察か飛んてきます。往診なくして在もて死ねすなんてす。木曽二性癖と柵は一組こ

なっていかかっかっ在宅老人福祉なんて言ってくれるなと、厚生省にそのまま札ごとお

戻ししかくらいてすけれとも、それと同軸二、もう文部省、配管という縦割りをなく

して本当聞、学校区を保老区に、学区域と同じような考え方て私たちは地域福祉区と言っ

たらいいのでしょうか。それは小学校区と重ねていいと思うけれど、∴欄令名の存在を地

域をつくっていく光にできないものてしょうが。私はできると思うんてすっ山のあなたの

空速くは著者の歩、これからは山のこちらのすくそばに老人あi)て人集う、そういう高齢

者を核にしなから他世代かつながっていく、そんなふうにしかと思っております言拍手)

金 森 どうもありがとうございました0

ぎょうは、ともに創ろう福祉というテーマでしたか、福組に肌身の階をお持ちの力

とか、あるいに母子福祉とか大きな問題がございますっお謡は高齢福祉の問題に集中して

しまいましたけれども、これはすへて共通の問題たということでこ理解をちょうれした

いと思います。

私は個人的なことを申しますと、今、母と2人て鎌倉に暮らしてお。ますが、母カ、離7

殻にな))まして、 8誠を過ぎましたころからたんだん弱ってまいりました。私が食三事をつ

くっか)しているのですか、私かやると十蹄みるみるやらなくなってきますoそしてやら

なくなるとみるみるやれなくかていくことに私は気かつきまして、余りいい娘であ1)過

ぎてはいけか、依存をさせてしまうと自立能力がみるみるなくなるということで私は

世間から見てのいい娘を、今少し拒否をしているところてす〇九ほど樹「さんが博い嫁、

みんなでなれば怖くか」とおっしゃいましたけれども、確かに私どもは嫁、妻、いい奥

さん、いいお母さんというイメージにとられれ過ぎているのではかでしょうが。それは

-つは世間の目、世間の博あるからお嫁さんもついついいい嫁らしく無理に振舞おうと

し、それがいろいろなひずみを生んでいくと思うのです0

では、世間の口、世間の目というのはだれかというと、私は多分に女の口であり目だろ

ぅと思うのです。そのように考えますと、女性自身も当事者であると同時に、そういう世

間の見方をつくっている方の当事者でもあるのたと、その辺のところにひとつ考えてみた

」I6

ともにO音」ろう手刷」と理事了

い問題があるのではれ、がと射、ましな

もう1つ、お、嫁、よい娘という役割を引き到ナ過され、方かいいと思いますのは、 「一

つは男の人刷ってもらうためてもございます。さらにもう少し広く言いますと、当外老

いていく者白身、家族の努力も必要ですけれども、そればが)て引き到ナ過ぎてしまうと

公のさまざまな施策、政策が進んでいきません0自分の努力と棚に、公の努力音といいま

すか、支援とし直ますか、それからまた市民としておかに助け合う。私はよく自助一日

分で助ける。公助一公の援助、共助一共に助け合っていくという大きな枠を頭の「圧描き

なから自助の努力をしていきれと思っております。

いす油こし、たしましても、高齢者は年々ふえていて、脚2許(1950年)には6誠以上

の難はほほ240万人てした。日本曙い国でしな現在では6識以上の女性か930万人に

なっています。ということは・もう1、000万人のおばあちゃんの凧は目前に来ているんて

す。男性はおばあちゃんよ。は300万人少ないeはるかに女性の方か多い。そういう点でも

高齢社会というものを、つま。2世紀というものをどのように人間らしくつくっていくか。

女たちはどれかナ自分たちておかに手を結び合い・いろいろな閥を世論として起こし

てし、くか。自助も大i恥ナれども、同曲こ世論を起こして公助 共助も充実させていくこ

とも掘削こ大事だと考えております。

きょうのシンポシウムは、すぼらしいバネi)ストの方をお迎えいたしましたし、また会

場からも大変熱気のあるたくさんのご質問が出まして、司会の不行き届きのせいで十分に

それを生かすことかてきなくて申し耕すございませんでしかすれとも、とても元気の出る

シンポシウムであったという思いがいたします。ぜひ皆様、そカでそれの地域で」お互いに

手をつなき、輪を姉ていきれ、と思います0御協力卸がとうこざいました(揮)
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シンポジウム

漢いががやけ地球

葛会場/市民会館大ポール

菓日時/1ロ即日白土周:叩-「2:00

・女と男で’’
有馬真吾子

目黒∴禄子

北村 膏こ/工

美二間∴利萌

樋口 京子

有 馬 それては、シ/手シワ去、・かがやナ刷く・女と男て-1を姐かさせ‾こいた士きま

す。

上聞IJ音∴ _帖手相二きんか高二完工己でちょうだいいたします

北 村トノフハ′ダー細せつか圧して、私からご粧差せ二十▼章だきますっ

私は、本生月の読地方道千によ音)三して、相生′う、業から朝出、巾、身いたしま

した∪この時身か私にとうで陣なる恒、身になるが仕出出帆一二なるか‡今後の私の労

力と古址の理解を律られるかにかが臆)てくるところてございますっ

かつて、女冊子1くさん、川上、さんがらっしゃい三し召す九とも、たたいま町上、きんは

喜八と吊ってお)まつ∴木口のシンポンウムも多分そういう点か∵詰問きいだ星、ださの

たと忠一,二お。ますのて、その引入でi乱造11iらiiノの糾宜とお話させていただき小、と思

いますっ

I持出おi、「冊を骨二、そして)埴生を面二面しまして、肌用しから人々の恒子)い

たというところでございます=

人】丁年間が月間他として旧すまして、刷⊇5キロ、 i冊き諸口、剛直l十両キロ

メートルが」、さな町てございます。 「i」肌用植字=二施行きれまして、用人i)自」丁,剛)

人、映画部、ハチンコl「皇1帖も。ませんくl伸三と前言回向を甲か了′臆÷ましだ/-

サイドタウンとしてのまちつくi)を丸めてまいi)三して、ここに批力人の人口か圧点

そして最謹9i」冊この間層伸しも了-8恢振。項、=いるとこちでこきいますし

開沖の工芸家など多く情、iii手の上品扱仕′し地もあI)、このよっな世相て丁から、

初出者、控名人がたくさん白んておれまして、航鮒二も・女定して訂)三十。村l

旧=の。帥佃の母カ、三松ランキ/クの帥-てi同書臆になイこことにごノ画のことかと

存じますっ

このよっに、航畑に忠まれました占用-てなせ女同点十、か、あるいはこんなところた

が講生したのだろうと取i‖少点され〇二おりますヾしかし同上くは生々帥冊か白即して、

私かl紺日昌だ。ます。冊虹こちるこの小さな間て丁か、敦古手服用i柄二品うござ

いまして、 「出仕∴二つあi)ました中十・は東京の麹叫章と並んて、 。木の署名な情とし

て名寝せだの一二二さいますか、心力、人出l旧教育、これlこi軌、した期間略‾上車型の

1二)()

かかや旧聞!・女と男で′

教育か据0年間丸められ・市民の多くから千校姉の正常化が求められてお。ましな62

年の前回の地方選でも、砧、市誠会のすべての方々か写校教育の玉島化をスロールに

して当選されたのでございますっ

ところか1昨年秋、教育長人丸をめぐ。まして、貌経験者てもない水旭郁夫を教育長

に任命しだのでございます。

この教育長人証こつきましては・なせ一生輸努力してきた姉長をかえるのた、また

あの剛のような教育現場になるのではないか、とお父さん、お母さんたちが胴をいた

しましたcその棚さんだちか、白士分たちの手で砧をつくる会」をつくI)まして、お正

月あけからの人選をいたしました。前市長は半枚教育は硝化しなこれから社会教育

にカを入れるのたということたったのですけれども、まだとっていそこまていっていれ、

状況てした〇私も教育長人事には真価が持てないと思いまして半時教習委員であっなナ九

とも辞任をしておl)ました。

そこで、兄ほど申しました「自分たちの手で市長をつくる会」のメンハーたちが人造を

進めていくうちに、最綱侶預ってまいりましたのか私でございまして、それからお父さ

ん、お頂んたちが正長選出間の婁品こ日参してまい。ましたしかし、私は政壷の棚

は全くわかられ人間でございましたし、地盤もなければ、石板もあ。ません。もちろん

がンもあI)ません〇ないかづくしの十に、鋤二も紳ナてまい。ました弁護士の仕事か

できなくなることも辛うございます」親戚も友人もみんな反対いたしました。

しかし・頼みにこちれるお父さん、お母さんの和、もよく珊できます。教育委員とし

て芦屋の子校教育の硝化に対する煩いや賞任を思いますと、迷いに迷った未、北かかや

ら在ナi瑞ならないということで、 2別二人i)棚を癌したのてございます。

その後は素人の集ま。て逆学をやっていくのでナけれども、お母さんたちが安八て手伝っ

てくたきいますし、やがて、お父さんも克教員であった人たちも、刺であった友人、親

戚たちあるいは大も子ともも一丸となって・ 3カ月無我夢中て頑張ってまい。ましな

そのころ帥賄私の帖こ、女」臆 「プロフィール∴
に何ができるかと抑制記者にコメン

トをしたことが高向こなり、女性の

反感を買う一幕もありました。しか

し塙克3期、現職2期日の市よくとの

‾駒「ちというのは苦闘の速巌でご

ざし、まし子ら蓋をあげるとL773葉の

才言甘栗率批撫2.54ノ、-セント、女

漢有馬真喜子

i933年広島県生まれ」9ら7年′幸田塾

大学卒案こ朝日新聞記者、フジテレ

ビ千十・スターなどを務め、現在、国

道婦人の地位委員会日本代表、横長

フォーラム女性館長などを務める、

著訳害に「女がひらく佃野の世界」

など
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憶8工5パーセント棚夕替したのかもしれませんc

さて、搬頂か落達し、素人の姉の私が「蘭こ当選すると、そういうことを全く考

ぇていなかった巾の購買描き、かつ・どう聴)扱っていいのか困った桁でした誹、は、

「囲帥こ対する航挨抄で、どうか女性と思って徹しないではしい〇私の血となi)

肉となって助けていただき小とお願い下ることから出先いたしましたご

しかし、現「h蘭の、女で大丈夫かという′し胤の声か聞こえてまいってお。ます言草

のしこ。叛-)廊しい満てございます・しかし私か冊の宮二時二皿を倒すて順の

だ坤こなるよう別」するよi)方粗まないと持てか)ます。

心配して〈たぎったお母さんたちが、市会の伽卓二きてくださいまして、 61j略ては

延へ365人、過去20年間て最多、剛のl年分割当する側溝かございました臆初め

ての6肺会では、草屋「国語上って以来の15人の一般質問かございましたcしかし脅し

に輝、ておし)ますと、 9目高会はさらにふえまして、 20人となってお。ます〇

市会も茄、し、そして剛の′期こ冊て公乱だ女陣取モニターも2了人の細二村

しまして、硝め切用2冊二回32名という多くの樹がございまして、膿も帝政に血

い肌、を寄せてこられているのてはかかと思っております(

草屋直江告鍛冶の硝化、埴輪化酬撮、阪神高速道船の車公′吉、そして刷新

空相牡「用で、大槻担路かシーサイトの刷を走るもの可から、その対策、あ

るいは剛間卿咽など問題は山頂みしておりますう

これらの問題をどのよう朝礼てい〈か、これは地方自治体の輔でございまして、

市長として日夜労力しておりますc

考えてみますと、身近な丁肥田二かかわる町十手」、県の政浩二雄が身中することは

朝のことでございます0女性が選棚を得て」う1「・ようやくにして私たちの生活は私た

ちの手てという膿サイ峠、上った地方自流の旭を探。当てたのてはないかと思って掴

ます。女旧1桐、助役の咽朝生の地加流体への参畦恨する大きな起鞘帥二な

るだろうと思っておi)ます。

雅紀に向かって、女出現も、老いも若き刷上-てきる、化力川米人が失くきちっ

〈 I)のためにみんなて力を合わせていき小と考えてか)ます」

最後に、一番近い日枝、仝瞳6市に10パーセントの女性正長を艇生させることを、ぎょ

ぅぉ集ま。の女帥-ダー籾こぜひお願いし、たしまして、終わらせていただきます。

有馬輔に力か、真情あふれるお話をあi)かとうございましたご

それでは轟きまして、鎚順子さん、お願いいたします。

樋口21剛二剛てこのところ私が即祖んて即ます、潮聞合という棚か

」:2之

かかやけ地挟・女と男でケ

揃をするよっにという趣旨と有します〇長引十全といっても、高船化村会といっても口

靖す囚容は墓相には回しだと思いますけれど、この高齢化社会というものを、私は、大

変新しし、価値観をつくるのによいチャンスというよI)は、新しい価値観をつくらなかった

ら生きていかれない社会だと忠ってお。、今まで私たちを少なくとも紳りつけてし、だ幾つ

もの華を越える大変豊かな社会ではないだろうかという鮒駅から、この問題に聴)組んで

いきか、、そのように思っております。

また2世紀はそのような村会であってほしいと思っています。

円本という社会かナて見るならは、やはi塙硝化社会というのは基捕」に誇るへき五つ

星の社会ではないだろうかcむしろ私たちが二才しからしなければならないことは、朝か、

アシア、アフリカの団々か本当の意味で高齢化社会になることに、どのような協力かでき

るか、これを真相二考えなくてはし、けないのだと思し、ます。

ます第一に、板争と質園かある限り高齢化社会はやってまいりません。

‾つ科す例を申し上げますぐ皆さん二存しの平均寿命か、 1鵬年は何と女子3丁最、男

性23班であ。ましたゥあのような大戦争と貧困があれば、平均芳命はかくのごとく縮む
わけでございます。

峠もつい」乱用にはこのよっなどころから出発したのだということを牡、ますと、好

通と偶然に助けられたこともあるでしょうけ九とも、それはと坊、く日本人がこの戦後の

鎚、を坤)ながらここまでやってきたということを湘しなければと思うのです。二乙」が

‾つ口の星です。

二剛、高齢化社会の輝く星は、鮪者と唱名の野を筋しだということであI)ます。

少し高までは私なども思っていました。幸いにして側高に牛まカしっいなしかし断)向

こうには不幸にして陣を持った人がろ-貯王者と鮎者と畑二生きるということは、

鞘者である自分だちか何かできるかを考えなくてはいけか、のなまことに不遜な考え

方だったと思うので十〇しかし硝化社会の速度は、それところしゃないのです。

私の曜2告囲み、い画るま ∴

プロフィール一 書「
たらホケと寝たきりと全部やり尽く

して死んでいきましだこ それから私

のしiううとめは了2茂での病気の葉の

副作用によI)、今生螺ですけれども、

手話を享ふ気が年齢からいってもあ

りませ/」 舌すことは曇らでも話せ

ます音二 二十から手話通訳だけではだ

菓目黒依子

は38年生まれ/プライアクリフiカ

レ“ンジ、ウエスタン・カレッジを幸

美臆 東京大学大学椀社会学研究糾多

士諜討ち了、上智大学文字郡社会字

詰教授∴著書に「女投書.音十三支託の

分析」など=



めで、私は、しのとめが†高でいる地域に文字多重のテレヒがてきたときに、一組に

それをプレセントしました。なんとか恍廉に恵まれていたと思ってい仁一鮎こそくそ〈降

雪者かあら祐まして、ようやく私も気かついたのてすか、つま。高齢化社会、長車社会

というのは、今西富を持つ人やこれが隅を持ってあろう私たちか共に生きていく、そ

れにふさわしい社会をつくることなと士とすると、酷を持った人に生みやすい町つく

から考えていかなけれはな。ませんc外国へいくといつも思うのてすけ九とも、こんな

に瑛通番ヶ所伸二する大都市ってか、ですよ。

夢追櫓かてきだときは、これはまるて品民の祖油音に役立つことのように訪れましな

たけ描′王者てなくても妊娠9カ月の)子が片手に大根吊手に臆」の千を砲えたら、こんな

に原=こくいものはないと思います。きょうのコーディネーターの有醜幸子さんは創立

以来の紡、会の理事をやっていたかているのですか、高齢化社会をよくする女性の会と

いうのを、潤して足かけ10中二なります。搬年は十即「、東京シンポジウムをやろ

ぅといっているのですけれども、会員の中からチャンヒオンを選び、私も絶対そのうちの

一人にしてもらおうと思っているのてすが、電動車桁して東京駅から厚生省まで行ってみ

てみんなでどこて引っかかるか、引っかかった地図をつくって厚′し二省に提言する。そうい

ぅことをやってみたらどうなろう、と思っているんてすっ冊子たけではあi)ません一大

体みんな日動販売樹二なって駅の蹄脚か読めなくなったから佃しなくなったという高

齢者を知っておi)ます。本当にさまざまな心身のハンティを持っている人か、住みやすく

移勤しやすい町というのはどういうところたろうかっそういう人々がハンディを掃っても

叛った能力を活かして弛しやすく、またどうしてもためな部分は外から助けにきてくれ

る。そういつことか安奇二行かれやすい住宅の縄はとういうものたろうか、そんなこと

を考えさせてくれたのか、高齢化村会の到来てか)ますc里の向こうとこち↓つに、健常者

と醒者かいると思った時I亡と、ともに牛きるためにそういう都巾つくi主∴家づ〈。、環

境づくりをしようと思う社会ととちらかいかと言ったら、私は絶対勘凋れた方に一つ

星を入れか、と思うのです。

さて三つ目、これはもう白明の埋てございまして、人生50卸し会が人生80年利会へ。女

にも男にもこれからが本当の自分の選びとった人生を生きる問がi分にできたというこ

と、これは素晴らしいことだと思いますa

昔から素晴らしい生き方をしている人はいるのです。男の人で私か大変轍しているの

は伊能忠敬であ。まして、 l丁戸中期に生まれて50歳まで千葉購佐原の僻子を実直に努

めあげ、 5臓から鵬して5臓にあの蝿の第一一夢をしろし、それから20年生きてしまう

と、商家の妬養予てはなくて、伊能忠敬という叩有網のまきれもかライフワークを成

12イ
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し凶することかできる。これは、非々にとって示唆冨んだ牛き方だと思うのです。例え

ば女の人で言え(よ、あの堀の商人の家に生まれ、明治約年の常軌という平塚らいてう

竿の文芸高二据3研骨ばで与謝野藍子が巻頭詩を寄せだことはよく知られてお。ます。

中でも一番有名なのが山の動く円さたるいという討てございますか、私が好きなのは“-

人称十㌧-う小さ靖で寸言一人和こてのみ物苦かはや、一人称にてのみ物言揃や、我

は片隅のさびしき女子そ、ト人称で物詳かばや、拙お紳士∴

不正確かもし丸ませんが、大体これだけの詩なんです。

母とか、妻とか、上姑とか、付表の何々、とかそっいう必す所有格つきの普通名詞でし

か言葉を表現し得なかった時旧札は自分の母勘こついても、軌の所産から仕方がな

いと思いながフ個人的に大変不満を打って鉦)ました。母は、私に向かうと死ぬまで自分

のことを「おかあさま」と言って死んだので寸言おかあさま、二才しか描かけてくるね

ね。宮子さん悪いけどおかあさまのハントヾノク持ってきてくださ叫。初め何と据わな

かっかナれども、4咽きるくらいから、気にな用して、この人は、他人に向かっては「私」

と言っているのですけれども、娘に向かっては「おかあさま」、規二面かっては「おばあちゃ

ま」、一人航宿をそついう言葉てしか証すにっ生糸わっちゃうのだな、と甘いまし

なそれよ。も、ふと気かついたら私の蜘こ、批凧か変わった分村ナ銅か変が)ま

して、 「ママ」、と言っているのですね⊃二才岨しまったと思い、以来私は努力して娘に向

かって人さまに言うのと同じ「私」というようにいたしました。やってみて大姉白かっ

たですね言いにくいです。姐こ「私」と言うと実にいまいましいのですっ胴払ってやっ

てなんで私なのよ、そんな感じがするのです。ふと気分を切情、えて「ママは」と言って

みると、ふてぶてしい安定感というのかよみがえってくるのて千言勘二なるというのはこ

ういう醍醐味を昧わうことなのか、榔こなちな冊はこれは言えないのですれ「ママは」

と言ったとき、でもそれか日本の民主的な人周囲係を阻害している重要な要素てもあi)、

女性が個として生きること部かナている蝦な要素であると思ったものですから、今私は

娘に「ママ」などと一切言っており∴プロフィール∵
ません。しかし後遺症が残I)ました。

これが私の世代の限界だと思ってお

ります。卿こ「私は」といとも自然

に言ってのけるかが)、娘に向けて

の二人称代名詞が「お前」。それまで

は「あなた」だったのです。日本人

の親子あるいは夫婦、女と男、そう

菓北村春江

i9之8年生まれ。 i95Z年立命館大学法

学部卒業工959牟弁護士茎葉。立命

鍾大学講師/音979年より)99〇年ま

で芦屋市教育委員会委員、日本弁護

士連合会女性の権利委員会副委員長

を歴任。大阪家庭裁判所所属参与員

を務める。 i99音年4月女性初の市長

となる。
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いうあらゆる上下の姐、校友虹酢と保枇いっ刷か、譜まても含めてなんと

記号としてピシ/と祖み,仝まれていることかっ

そういう親子間係の言葉カ、らみた一つの家紋臨、男女l財こかする一考祭なんていう

レポートか即そうなんて寸へそういう帥名画の、一人称名画、私と言わす・おかあさ

んはと言っている輔の法律冊かそうだっかてすっ明拙士はそういう色船出二

彩られてお手)ました。その中で与謝据子が-人称にて物言証∴疎でも妻て弱

で用て靖し、、有経絡膏的十回の貝というその人▼こしか、たった一つしかない佃

の博司として,私として物を-にう、私として物を訪うというような∴詰障∴の地利

に、私の母ちともそれから少しあと出ひかれた川、の二十軌と、そのようなことを

田舎て川こすることもなく、私だ壇育てながら謹こういうことかれて、なとと乱

てくれるにとどま帰した。与謝野肝のような天才ならいざ帰す、普通の姓が紅い

人生のうちに大男了ともを生んで、 「私」になっているひまなんかなかったのてす。

そういうことを思いますと、今人′幽二凧を虹て一皮の人生二毛作、三毛作と言え

るゆとi)を女拐渦ち得たということは、これは女瑚紺=両州分耕彊迎えな

かっかJ胆咽ては埴ないのてあi)まして、三各日の出いいてすね∴/時ので

略冊、鵬緋を越えて弓\ひと。か志て遊びとる人間係の中でないと豊子中二生

きられないであろうということで寸言)まI)、皿細十の老人介佃Ilる問、これは家

姐潤せざるを伸、0老人佃グ)家旅順植雄幸を低下させる言方し棚初出

は輔露が偏るよ購、はるか南・評言剛一をもって川てきるものでありますJ星口ニ

老人介護の余事も大姉ことを席していろ郡代の親か娘に正路しかていい来と

こ了つている実例があるのて十〇そうしま十と冊享が低げろの畠粧す」このごろお

持(のし、丁、ます。他人か告。そって瑚て既つくろつという動きなともます姑か

ら生まれていることを、私はし、から誇らしく思いま了「

剛独身てすっときた方々が家族制坊主一茶小二はみ出した女【ノ1たちてす朽∴王‾

素食化の刷ち音差し、る)彼女雪は一生白星て生きてきだ結果、かない、ということ

を発見して、当千かな←人生と「-い拭した川、の二十〇しかしここ誹か女の人たちの

すごいところこその女‖たちが志て諒ひ合ったお墓をつくるようにな。ましたっ

今私は家放というのは、紅の逆択力漬姑、約二の造状か財問題も合のてい軸と

どこて黒地二十五情支えて江うか、それを遊びとそ川砂きた思し、ま千一これ

は考えようによって黒川、ことで卵ますか、みとろ了と川しか伊上丁いこなるとき、

弟二者、血諒以外の抜助を考えな間工これは実刑二老いられませ′点間伸三

門劉

ーかがや周防i三・女と男でノ′

助けなかった村会と、肉親以外の人調)居合吊」会と、私はこちらの方に坤をつけたいと

思っております。

そして諸肌、男と女の旧著削、分菜か蹄しか、と決して豊かに老いつれなし、社会と

いうところ二言珪江iを挙げて縮っりか、と思います。

有馬 品鮪化社会へのたくさんの問題提起をちょうだいいたしました。読きまして、

個別明さん、男臨一人てございますのて、とうそよろしく揃いいたします。

井 関 私はちょっと於史の証しをさかのぼI)ながら、いま男が何を考えていろのかと

いうことを申し上げてみなし、と思います。

195時仕力士6暗尺のl障くらいまでは、大変に安定し刺状でありましたこここでは

今しいう核家族というものかちゃんと確立されてお-)言酋いがその御」の中で、勘トに

安定し即席をもってい和†他校家族というのは、 I獄社会か生み出した家族の一つの

彬態であるとかんがえられます。

亘耕土会には、二つの据操作か彊てすっ-つは、縮刷こ賓本か提供されることて

あり、もう臆一つは、縮刷二邪肋が臨焦れることてか)ます。

賓本を蹄し廟=聞けるためにてきしがっ即座力、金融潮時であI)、その服、が飾て

あ。ま丁レ労榔力を航伸二耀供するためにつくられた制皮か核家族というものです。つ

まI主射して帰った鋤き予てある人をいたわ。、つきの朝まだ労柳力として直川し、家

庭てはつきの凧の労働力靖でている。二の鵜にある秤の安定感かあったのは60徹

の半苦までだろうと思うのです。

6咽て後、』にな。ますと、欧米から端を充しましなウーマンリブの解放せ軌が刑に

塵んになってきました。それはある書中\ては、男の置きとI蘭、でありましたご

今まで自分ても坤)陣と鮎、、妻子を養う大変な義務かある考えていだ、その考えと

l順卸l休がlノ」から刷れ姪めたのて丁・∴亥′獄という馴皮か崩れはしめたのて十

三九か。、丁O伸しの後半から80乍仕の中ごろまでにかけては、やたらとものわが)和、

い男がふぇできました、少なくとも女廿たちの祝い矛先を何とかかわすほどの柔らかさを

持ち妬めなのです⊃ところがそれか8畔代の中ごろからノ川にかけて、一集い哀しみにか

わってきましなやさしいたけてはいけないことがたかってきましな

ここて考えな軌はならないのは、その方の女しみとは喜一傭Jなのたろうかという問題
です。

かつて、しばしは司耕したように、男と女の用宗を、もう和書者と被÷諸の図式、ある

いは支配者と般配者の図式て考えてはならないのてはれか一そうてはなくで、大きな

I損社会の進展の中て、男もまた被で者の珂星†Iってし、たのです。女性かそれに気つい
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たのは、男よりも早くてありました。女性の、そしてさまざまな挑戦や告発を点すながら

ものお力、。のよさを示しているうちに男たちはようやく気かついたのですミつま。自分だ

ちかそのために命をがナようと思っていた金米社会というものが見よ丁べてを記すに足

るものではなかったということを。

そカしは、止直申し上げまして、男たちの妥しみでした〇あるいは、わか家に帰るのかキ

〈ざるはどの気持ちてあったでしょうcそこで男どもか悲し始めなのは、自分白身への察

I)です言れこそは生き甲斐と′臣っていた企業社会がそしてその大きな丸某か、侮外て

さまざまつまつき始め、そして、日分たちの献身の高果て上席な成果を挙げたつい)てい

た企現俸も∴大朝分たちの行動出すて軌、ているのではれ、ことを姑)始めましたっ

最近て〈三、企業も文化性か互はれていますっ∴吉⊥畠、踊品あるい両親相加ナで

は、もう企業瀧力の評価は不十分であることかねかってきましな

文化性を高め市場の変化に適合していくためにこそ、姐のセンスや考え)子か必要だと

いうのでどんとん幕間されていますc晴に扱っているかどうかは疑問なきにしもあらす

てすが今、企岩活動を有効にするためにこそ、姐のセンスと発想か必要てあることは

かのないところてす。男たちの本来の場であると思っていた企業の中てすら∴随ては、

班ちの従来の発想や思考方法や刷,パターンがきっくまi)胡てはなくなったのてす。一

方ては、従来のや-)方て十分な成果をあげた企業かかえって、社会的に、あるいは海外て、

批判や鵬のモトになっています。それでいて、鵬へき、戻るべき家庭や地域社会との

酬系は、すて接かしたままなのです。企業社会に献身しているうちに、実はすべてを失っ

てしまったことに気づいたのです。男たちは、いま本宮二及しいのてす。∴ 、がついたら、

男たちも波喜一者だったのです。

さて、 80年代後半から9時代にかけて、男たちくま新しい黒味での男性像はどんなものか

を求め妬かましな今、アメi)カでへストセラーになっている本かあ。ます。ロハート・

プライという差入が出、た木てす。アイアン・ンヨン」という木です宅これはグilム道南

に出てくる大変な力を打ったィ、思証な男ンヨンの話であi)ますがそれか改めてロバート

・プライという証人におて解釈されなおされました。∴庁しい男性の汝か人か証ている

その一つの象徴として仕れ)してい三十〇かつての支畦する男、祐力者の男てはか)ませんっ

.」、の中二哀しみとやさしさをもった男なのです。

社会か発展し、姐していくだ射二は、さまざまな力かあい神合って肪寸言すれはな

ません。栖榊の蝿か研くためには、異質なものか世の中になけ寿昭ならないのです。

明があれは時がなければなi)ません言-へて隅々まて全く明るかったら、世の中は胴葦

発しかことにな。ます∴同じように、しi」の中か真っ晴間であったなら、何が見えるでしょ

〇、音、

うっ伸が/ほれてくるでしょう。のっへらほうでまったく 批判勅、ちは年I掴まれ

男性と女性の間にもこのIi用、それぞれの違いをもう一皮見直してみようつしかしそiし

は、拙十、か凧’者と鮎諸の聞え、あるいは保凄者と被保護者の囲みこなったりするよ

うなものであってはならない言ちろん、従来のような性別役即による分某を踊虹よう

なとと思っているわけては、まったくありません0大人に向かって、台てていく/\き所し

い差異なのてす一問をこえで、個々の人間もまだ新しい差異を育てるので寸言紅い観

点カ、ら新しい人旧知、今丸められていることは確かなのです。

私も大’l薮神Iとしていつも若い者とつき合っていますけ九とも、心肝〔す。∴のわが)

のいいやさしい男たちが、つ-まいいますcそして勘、女の子たちかいっはいいます。こ点し

は、おかあさまのコヒーかもしれません。

それはそれて、男と臆女の丁′場が迫l二なっても一陣かまかないのてすけ生とも、男とも

の間二子」会に年令をIノえ、そして活性化する硬さというものか失われてしまったようなまl

かするので丁。

21(間の間柄と村会を担っていくため畠、それにふさわしい′」命を人に与え、社会を

剛二化していく力かとうしても必要なように思うのですりそういうものか欠けているとい

うことが、今の了ともの育て方の中にか)そうな気かしてしょうがないのて丁8佃帖

から90鮒にかけて、やさしくかつ)蘭、陸的な新しいタイフの人間集弗素する時期

てナっ・九か、 21帖己の新しい社会を牛偏するだ相二欠くへからざることであるような気

がしま十。

そういう読みの中から、男と女の人間」なっなか)についての新しいイメーンかきっと

つくられていくと思うのてす〇校家娠て当ない、新しい′秀、刷勺なあるいはパートナーン/

フの捕帥「陳を越えてそれこそ広がっていくような気がいたしま丁。

それを、こういう場て語。合いなから、探していくのがこれからの課題であろうと考え

ておりますっ

有馬 男性の場からの問地旋起てございました。需しては最後二冊さん、お臨、

いたします⊃

目 黒 私の音批「開発と女性」をii中二してということで二台、ます。

「出生姑人の10∠「」では大変《略に昭∴中神、 i順という三つのテーマての聴)組み

かあったわけてすけれとも、 「i本の式GOやi蘭ま三つのテーマのうち、抑二門珂時二

項用んてきたということは煩、たと思いま十二二2牛ほとの問に開発への肌、が一挙

に吐出してきたよっな趣きかあ。、 JICÅ (間合協用刷)か開発と女l′圧ついての勝

り勤



会をつく。まして、 「し匪寮策としてどのようなものをどう実施するかについて検詳し、こ

の研究会の提言が出された耕†です。

姑大腿企画碓進有識者会品こよって、今年発表されましな柵剛細面冊発と

女阻(W丁重D)を11lI)大浦斤しい課題として強調されてきているようてす。

さらに地方自治体とかNGOの申ても集中的な掠り組みがみられるところもありまして、

例えば、械闘の女性フォーラムとか言帥冊の女性交《託研究フォーラムなどが「曙

と女性」というテーマで天変狙、に恥)組んでいるかナてすしこういう形は白面本と民間

冊あるいは個人のi)エゾン闘はし、う大変重要な役割を柴していると思います〇

二の「脱と女性」というのはWome1「indeve-opment、ということで開発における女

性の位置つけとか、則_の役割というふうなことを意味しています誹○○memndevelop-nen亡

の頭文字をとってⅥ∴【・D・、ウイドと。贈れています。

上L榔掘返まではこのdevelopmentは親書というふうに訳されていました

この曙という意味なんてすか、要は社会的な環境の変化、特に女性の役割を考えまし

たときに、自牢環境も含めて全部勺な地球環境とその変化にl判する。

環境の変化それはよ。よい状況への変化、よi)よい堪かな状況をつく伸す方向への

射ヒという.鉢で考えられてきたといってもいいかと射、ますc

何かいい難かについて、説諭の余地があ。ます。人によって豊かさやよはいという

意昧が違ってくるということで、この辺のところが私たちが考えていかな刷はならか

ところだと即、ます。その変化を促すための動きというのは、変化をする主体、例え柳

本てあった子プロ本という村会、それを中心に考えたときに、外から促される変化と、中か

ら目刺勺に動かしていく変化ということが考えられるか†てす。

外からの変化といったときに、典型的なのは、先進国による低問発出への働きがナによ

る変化、まか蘭から動き出す変化は内郷溌展とい耕しますc

どういう変化にしましても、今まで私たちは近代化という言葉を使って呼んでいなこ

れは産業化という方向に人類社会をもっていくという変化であったわけです「

現在世界八°の筋3借入のうち7了パーセントか開発途上国と呼ばれる田に住んでいて、

その半数あるいはそれ以上の女性を硯酌二入れない醗というのは当妹考えられないはす

なんです。

この20年来、曙における女性の後部こついて、 †岬駒に剛、か高まっていて、途上国

の女性の状況についてみますと、 1985年のナイロ理界女性全滅での鵜によれば、女性

問題に関する意識の向上は世界中で見られたけれども、矧生か置かれている棚は余。変

化がなかった、あるいは悪化したということです。

」30

開発援助というものが昂伸二は大変盛んであるけれども、女性の状況は向上していれ、。

紹局は女性の状況とかニーズの把握が十分に的確に行耕していなかったということです。

そして開発計画とかプログラムに女性が組み込まれていなかっな こういう現実があると

いうことなんです。

かつては、ハイ全体を大きくするとあちゆる帥こその配分が行き渡るという考え方が開

発について一般的だったわけですが、 1970年代に見正され始めたのです。ところがそれに

もかかおちず、そのパイを大きくするための貢献、結果の分配において公正さがない。つ

まり神変おらず期即時であった。その結果貧困が女性に集中してきた,それから女性の

男′鮎こ対する依存性がむしろ強まった。従来「財嚢計軸これ、では、女性は周辺的な存在で

あって、男性と同樹こ開発の中心的な役割を果たすのだという認識が光臨こ少なかったと

いうことに問題があるのです。開発かいろんな形で進められた結果、それは世界親軟でみ

られるような環境の悪化とか、貧i札 人口爆発といった問題を抱えている、そして、その

ような問題の担い手は女性が申し、であるという認識が天変に強まってきたわけです。環境

や貧困や人「1寺の問題は今本当にグローバルな問題として注目されているわけですが、こ

れに全部女憶が集中的にかかおっているので、女性の問題それ自体が問題領域であるとい

うのではなくで、むしろ環境とか貧困とか人口等の分野をクロスかソトするような概念で

ある、と言えるがと思し、ます。

l机Dというのは、あらゆる鋲域の間完封曲二女性が受益者としてだけでなくで、全面的

に参画する、こういう視点に立って、女性がそのための力をつける、つまリエンパワーメ

ントのための援助協力を日/標とする、というふうに理解されていると思います。

今なぜ私たち日本人が、そして日本の女性たちがこれだけ熟し、に「開発と女性」という

問題に取帰且もうとしているのだろう。私たちの社会の「i・に不平等というものが数限りな

く存在するという状況のままでなぜ「開発と女性⊥なのかという質問がいろんなところか

ら出てまいります。

それは結局辛等と開発が同じ根っこを持っている、という認識が多くの日本の女性たち

によって共有され始めてきたということだろうと思います。またこの15年の閏に、日本の

女性たちは国際的につながりを罵って共通の問題を解決していこうという国際的なネット

ワークを進めてきて、外国の状況についての認識を深めてきたということが、今爆発的に

閃心を持ち始めたという背景にあるのじゃれ、がと思います。

では、私たちはどのようにl丁IDに上申)組むことができるのだろう。 ODAという形で私た

ちの税金が使われているかナですから、私たちみんなそれについて関心を狩ってその使お

れ和こついて、当然意見を持って然るべきな耕すです。
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私は異相小二は、開発によって得七㌦の、失ったものは何かということとを考えながら

私たちの問題としてW’IDを考えていくのか本筋ではないかと思います=よその社会に対し

て私たちが外からの変化を促すことをするときに、どこまで伸子の持っているなのに対し

て、介入すべきかという問題なんです。

我々が思っているよりよい方向と相手が思っているよりよい邦画というのか違うかもし

れない。そこを考えなければいけないかナなんです。

しかし基本的に佃も変えか、ようなW【Dというのは当然考えられませ左

要は私たちは白描i会に住む人間としてどんな社会を望んでいるのか、つくりか、と思っ

ているのかということです。そしてそれを考えることによって、それでは今の日本で何が

問題だろう、どこをどういうふうに変えたら、望ましいと思われる社会が実現できるがと

いうことを具榊勺に考えていくということが、ますスタートだろうと思うのです.

それで私たちが聖ましいと忠霊毒しる社会のイメージと私たちが「別っる相手の人々が考え

ている望ましい社会とそのイメージをふつけ合う、このぶつけ合うというところから話か

始まるわけで、望ましい地球をいかにつくっていくか、そのた研こどういうことができる

かということを我々は11「IDを通して全問っれているのではないがというふうに思います。

有 馬 あI)がとうございました。開発環境と女性の問題に触れての地球規快でのご提

三でございました。

本格」のテーマ∴●かがやけ地球・女と男でということで、 4人のハネロストが、今抗起

された問題は、まさに今私たちが植えている問題であ手主今後新しい世紀に直って別最を

していかなければなられ、問題はかりだと思うのでございます。

例えば、掴、うさんがご揚言なきったのは、政策・問題決定の場に女性がもっともっと追

出をしていかなければならないということでございました。

それから樋。さんの問題提起は、来るべき、そして既に始まっている高齢化社会をどう

いう高齢化社会にしていくがということでございましな

居対さんがお謡をきっなのは、そういう中での二つの性、坊と女のかかが)をと1ういう

ふうにつくっていくのかを考えるというテーマでございましな

ぞして踊刻二、 「l黒さんが触れてくださいましたように、それを抜けてその問題を地球

規模で考えて、全地球に生きる女性と男性という視野でとらえていくと、私たちは今回を

考えていかなけれはならないか、何を実行していかなけれはならないのかということだっ

たと思うかすでございますこ

ですから六 二のふしぎわ女性会読がこうしてお選びになったバネリストは、まことに当

を得た方々で二二さいまして、私だちにとっていちばん肝要な問題が今ここで出されたとい

13∠’

うふうに思います。

それではハネリストのご発言を受けて会場からのご質問、ご発言をちょうだいいたしま

す。

フロア(大阪)臆一つの運動は」i合家族といいまして、血勘ニ「野原なく生き方に共感し

たものが家族としての麗辞を果たす-音そういうふうな定義をつけた家族が今4、000冊告な/,

てまいりましな

もう‾つは、第3の経流といいまして、物々交換が卵の経済、賞牌経済が窮2の経清、

それから時間の経済が第3の経済、そういうふうに細書けまして、非結二部Iしなのです。

お金の較差というのは岬の間でも、軸小二おいてちすごく違いますけれども、寿命の校

差は、 21哨己になりますと固通の発表でも、余り違おなくなるだろうということを言耕し

ておりますね。そうしますと、私たち男声帥こ陵墓の弦がるものにこれからの人生をかけ

るのか、較差の絡まっていくものにかするのか私たちは完封I(ができると思うのです。

71年生さてさておりますけれども、 ÷開聞ゝらの鞍半昌二一へんもあったことが九、。今の

自分の老後に聞しましては一つ星、配していれ、。人間を信頬した生き方だと思うのです。

フロア(静岡)村人協会からまいりました。

特に政策決定の上狛二女性ということでなくて、その前にいろんな行政の簡談合に、公平

委員とか貯楼員というポストに女の方をと思うのですけれども∵やはりそれ 男性三のネッ

トワークか聞くできておりますということをこの場で申し上げて、皆きま方が,いろいろ

なご意見をノ申)か、と思うわけでございます「

有 馬 どうもあI)がとうございましな

フロア(山形)北剛頂さんにご飾りしだいのですけれども、先ほど旧居長さんの

ご説明の中で、 6月哉会で15人の一般質問の衆力でふえだということで千が、いわゆる芦屋三

高蘭二時する質問なのが、北掴最きん聞する特別の質陣願か、描」いしか、のです。

実は、私、山彬の正義会におりましたものですけれとも、中形砧義会は、かつて叛く年来

l旧二了人から8人、工人の持ち「馴」がう0分という読会通常をやっております。

有 馬 お答えはあとでまとめてというふうにさせていただきます⊃

フロア(栃木)秋川から〕まい′)ました冊仁者国体のものですけれども、きょうの∴・か

がやけ地球・女と男で1の中で凪判先生、男がl人ということで興昧深くお詩を伺ってお

りましたけれども、女と男の酬永二臨帝と/帖∴拙二分けてはいけないというところは納

得しておりましたのですけれども、そのお高の○○)で男がだんだん変震いつていく、その最

後に現在の育て方の中に、今のおかあさん方の中に問助湾るとおっしゃったところが気

にかかっているのですけれども、そこを解明していただけれは′と思います。

」、′汚



フロア(新潟)井関先生、それが,北村高上とさんがちょっと剛系があると思いますけ

れども、ます相細性原理、相乗効果のところなんですが相補性という考え方がわかって

いくような教育音は、むしろ文部省から下りてきているところより’’絞外のところで、ある

いは文部省管轄以外のところで、むしろ市民の方からこういう考え方を大切として動いて

いるところがたくさん円本の伸二もあると思います。

北村先生のところは、教育委員会の方が)ということで、 「1木中で一つの発信地になる

ようなお役口を担っていただけるよう期待しております。

有 馬 はい、ありがとうございました。

フロア(広島)今日は井関克伸二お謡を聞かせていただきまして、今の30代前後の男

性方が自分の結婚問題を考えますときに、克ほどの男性の深い哀しみというものがにじみ

出て影響を受けているのじゃないか、そんお、うに考えさせられなのです。

老齢化問題もさることながら、出生率l鳥人という数字を机、に据えましな こう

いうフォーラム、シンポジウムがこれからもう少しあって江、いのじゃないかなと鮎、ま

す。

フロア(沖縄)国道婦人の1畔の運動のHiで私たちは平等、発康言「榊というふう

を三つの柱で運動を繰り広げてきた耕すですけれども、ぎょうのお諸の中で平和のところ

が一つもないのて当主ないかというふうに射、ます。

本当に今、日本は平和なんだろうか、世界の米ソの冷戦状態は終わった、軍縮も次々と

行耕していく、世界の東西の幣、南北の畢力いろんな形でよい方向へ進んでいるけれども、

私が住んでおります沖縄では、安保条約の枚富力叩、の庭先に、私の住んでいる家の屋樹二・

すべての生活の場に不安となって恐怖となって蹄二存在しております。その事を全国の皆

さんは傷みとしてとらえていただいていますでしょうか。決して∴’とが†、、のしっばとし

て切i)捨てていただきたくれ、わけです。

今の教育や国会の場の論議などを見ておりますと一刷の榊げ危ぶまれてし、るのすま

ないがというふうに感じられます。

有 馬 たくさんのご質問やこじ兄をいたたきましたのでバ不ラーの方々に最後のお

まとめということを含めて、今のご質問にお答えいただけたちと思います0

北 村 山」形の方からのご質問てございますが∴一般即日か15人が〕20人というたくさ

んの質問でございますが、これは芦屋市政に対するものが大方でございましたが、やはi)

私の公約あるいは政策に対する質問、選挙のときの鍋航出てまいっておi)ます。市会の

進行につきましては、芦屋市も叛l)決めがあります。

密通2「咽の一般質問ですか、そのときは予備日のもうl日を領、まして3日間ぎっし

73音」

リ質問され、そうして答弁に追われました。

そして・女性参画の問題でございますが、私も教育委員になりましたときには、芦屋十百

では女性委員として2人目の教育委員でございましたし、私が辞めましたあと教育委員は

皆5人とも別室というところで今度l人任期がまいりましたち、ぜひ女性の教育委員を

と思っております。

そのほか自治体に幾つかの行政委員会がございますが、今のところ民生委員とかあるい

は社会教育の分野ではたくさんの女性参加が出てお『)ますけれども、敦育委上北かあるい

は師間両審議会の委員、公平委員会、選挙管現委員会等では女i告が今l人もいないとい

うところですのでやはり地方蝋i体の中で女性の声がもっと反映できるように蕃誠会委

員、まあ政府では15パーセントというような枠を出されておI)ますけれども、せめてそれ

に近づけるよう10パーセントくらいのところが得られたちなという思いがしている現在で

ございますっ

有 馬 あi)がとうございましな

それでは井関さんにお酌、したらよろしゅうございますか、大分二質間がございました

けれども‥・。

井 関 輔]1にご鞘申、ただいた方々大変ありがとうございましな

新しい大輔測候の実範を蜘こ73隼から行耕していらっしゃるそうでこういう新しい動

きというものは波紋のように抜かっていく緋ナですから、二日分がおやりになってうまく

いっていることを、いろんなところでお話しくだきるのか一番いいと思います。

さて・お答えをしなければか)ません。 -一一つは、母親の育て方という詣なのですが、最

近の男の特徴はやさしさでそのかか)社会性が欠落しており、さらに身辺のきちっとし

たしつけができておりません。

人間が生まれてからます社会化過程というものか家庭の中で始まることになります。父

親と母親の態度、それから家庭内のさまざまな人間関係かち学習し、次勘二それらを内面

化していって・行動傾向や後天的な性格傾向というものが形成されていくものです。した

がって、なによりも大きいのは上欄の子どもに対する接し方、一方では父親の不在という

ものが大きなねぎか、をなしているように思います。しかし、 f現を貴めているのではあ

りません0むしろ父親の方を責めることにもなりますか、父親の存在こそが性格形成のプ

ロセスで社会性を埋め込む大事なチャネルであると印判二、ときに厳格で ときには保護

的な父親の態珪力\バランスのとれだ性格形成を助けていくかすです。

私は相補性、相乗性と申しましたが、家庭の中においてもおなじように、ときには原理

上異なるものが、無方針で勝手にというのはいけないのですが、あるパターンをとってバ
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ランスをもって馴,押していくことが雄なのてす。本来、了台ては母親と父親の刷

的な協同保てな冊はならないのてす〕父親の砧がハランスを失わせ王のてす-その

課、母親のやさしさか、まるで供水のように触。科すの男の子に《捌しろことにな。ま

す。ゼミか細つi)ますと、恒-ヒーや廿後の許茶」を飲んだあとかそのまま」ひとい

のになiは丁と∴みちだ出しコムを拾ってくれと言います誹、は式敷の冊をして通路を

かてお。ます、彼朝鮮しているのですが、咽と私訓肥えかしゃれかと・的

)∽丁高く靖でつまむか勅に、 ・容子の千言告よこ伸二大事に売っていらっしゃるのて

はないか。その高架、男の子だち剛もしか、、何もできれた増さしいたげて丁c

それはな姓の「iiにかする問題てあ。まして、主として刷こよって帰れるハターンと、

主として如小二よって世つれる′リー-/がクロスカノトする彫で子ともの育つ遊粒に働く

ことか∴陣鵬、あるいは一人前の人間として台つ囲こ必要なのたと思うのてすっ

そういつとき、新しい別口姓イ可だろうか、新しい父親像直子刷たろうか〇十と寝

台てない、結婚しか人たちが立てまい。ましたcそれも造択の一つの方向てしょうっ

さて先ほど、ビンネスの場て、卿かスクラムを組んで女性を受け入れてくれないとい

ぅ〇㌦あi)ました。刷こ、今すごく十手に伽れていで、しかし白墨一言ことを何で

坤)入れてくれる、とおっしゃる姑かきっとこの中にもいらっしゃると思います〇一

牛輸やろうとしているのに全く受け入れてもりえないという例も拐ろんあ。ます∴こ

も、全体の佃として叛ますと、 2血圧坐てははっき帰ってまいi)ましなイ囲々

の個を見たi)、ミクロのレベルで考えますと、いろん紳士かまたま極っていますが、

近々だる捗みてはあるとしても、その傾向は碓実に」的てお。ます。

ヒシ不スの岬は、社会の変化聞心しながら収量を出ていかな冊はなi)ません。

その忠岬よ、短)らざるを得かところかあ帰す士ンネスの岬ては、男と女の用

期某あるいは相補陣の原理が勤し、てい潮を光らて羅することかてきるのて十(

人肌てきた女音匪)に、ヒンネスの場ては、男と頼佃を書中植令姉、台でよっ

と努力しております。

だとすれば皆さん、雑の場では家事のてきない、わからない、緋がわかられ、老

人介血も中信からない男ともに、なぜもっとやさしく叛えようとなきらないのですかっ

男どもは、どうしていいかわからないので寸。

九ほど、男かスクラム紺んてけしか〕んとおしゃっなその男たちに紺こなって〈

たきいついや、封しのところに女l佃冊ヅして三川しとし一朽ちゃってな、と現’)、

刷っているのかもしれません言軌のiiiいタイフの男にとっては、姑といつもの掴

左汚

かがご用鋤く・女と男でγ

解てきかねる。相手のよきかおカリないということは、それはその人間の哀しさてあり、

その人閏が疎外されている、あか、は上仝な・甑ての開発かされていか人間なのです。

それはやはi)、時間を耕すてコミニュケーションをしてい〈しかないので十っ現実には、

企業の申てよi)よい仕事をするためには、とんな棚ても女性が必婁てあ。、姉を即

して、一掃に育てながらときにはおだてながら男と女が協力し合う個匪少しすつ蹄、

つつあるということです。今ようやく政治や行政の場面でもこの師Jが現してまいりまし

た。

しかし、ひょっとしたら家姓の場ては、臆藷協力という「紡、らみれば勘しているのかも

しれません。たとすれは、皆さんこそ、ねからないてくの上方のような男どもに、どうした

ら家事・市児を有効にてきるようになるがを教えてやらかナればならない。男ともは言大

してやりたく女子、大嫌いた、そういうことてはれ、と想う。ですからミクロで見た場合

には、神変おらず不都合なものを抱えながら、どんなI杉で新しい協力牒旅をつくってし自ナ

るがということが始まっているのです。これだけは知っていただきたい。

大′’卓二おける眼I)は、男性と剥きの関係には逆転か見られ、ある惹叫\では良好な酬系か

生まれているように思っています0その日1から、新しい胡蝶として何を研けるかが明

脚こなってくる気がするのて十〇それは、同時に新しい女剛象のめばえでもあります。もっ

とも、それが大して一様てはなく、それぞれに多様てあることを忘れてはな)ません。

いす九にしても両者の梢輔係というものを改めて知るへきときではないか《それを通

して、∴斤しい女悦無男性像を探していくのか90f靴の課題てあろう、こう思います。

有馬 髄。さん、最後におっしゃりかことかおありなのじゃあi)ませんか。

樋 口 本当は山とあっ/このですが、でも欄さんの2軸の缶詰て少し細手しました。

接日たけたったら二才して帰してなるものかと思っていたのてすけれども、ひどくI棚を

招きやすいのて十〇男女の相川佃とか違いを牛カ、してというのは。柾、たちも女が男にな

るとか、男が女になるとか全然言っていなし章のですね。

たけと相互初詣というようなことていうと、まホ匪な紺亡別、制」分業のようなそう

い用蹄を苦輯ちます。それからおかあさんの五て方か悪いというとき、あら父親ば

こへいっちゃったのかと思ったら、 2皮目で出てきたので安心いたしましな

そ1しから井開兄/亡のおっしゃる男の子の育て方、私はむしろ性別役割分業を隷承した育

て方に問題があるcつまり女の子には女の子だから後始末をしなさいというのに、男の子

の後始末はパ/ツのく先い方、しまい方から飲みかけのシュースまで蝋博してしまう。こ

れは受験圧力か男の子に強いせいなと思し、ますけれども。女の子も夫はたんだんとなりか

けている0そういう部分で男の子の悪さの部分刀、女の子にも抜かって、このごろ箱人臣鴫

I、今7



というのか勉強箱入中限というのたそうでやは順拘脱を轍が代行するようなそ

ぅいう傾向というものに対しては、私も雅に愛いてお。ましたのて、たくましし、女とや

さしい男がふえてそれが困るとお聞きすると、どうして悪いのかと思ってお。まして、こ

こに集まっ即そこて話されることは、本当に揃の士では十分納得できることはか。な

んです士けど現実の十世界もまだ非宙に大きな重雄かあって・しかし、波が)というのは

基本帥こ始まっているということはしっ卵認めて、どうすればそれが壁の厚いように見

えるところに抜かっていくがの作戦全潰としてこういう会誠をもっているのてす。ところ

がきょうも新聞を拙ナますと、書いた人の引」は言いたく和のですが二岨双硯の

子どもの誕生日を迎えた2肌の母親か子どもの写真に寄せて、男の子にたくましい男の子

になってね、女の子にやさしい女の子になってね、と書いてあ帰すc意識はまだこれな

それて井関先生にも一言申し臆しげかのてすけれども、こちらの柱にたくましさかあり

薙ぎがあ手主こちらの柱にやさしさかあるという考え方のようにi距えまし和す九とも、

やさしさに鮒け封しない強さなんて単なる粗暴さに過ぎません。強さに政付けられない

やさしさというのも、たた柔順を女性、やさしい女性なのだというのは弱きをが-する

こび、へつらいてしかかのてす。やさしさと彊さは邪一体にあって、同し人間の中に

存在しなけ描いけないのじゃないてしょうが。ただ、被害、加害でとらえか、のは大質

疑をんだけれども、このごろ男の方が砥者龍を持っているのじゃないですか。

ぉととしのシンポシウムで私、東北に行ってきたのてすけれども、そこてバネi)スト

の男の人か言っていたのですけれど、女は3政一老いをみると言っているけれども、男は3

畦捨てられる語l回が会社の定年て捨てられる、第2は妻に捨てろれる、窮3地航

捨てられるというのですね○反論する航なく会は薙わったのです。あとて女の人みんな

辛らつで3度捨てられるというなら自分で変えカしぼいいのにね、と言っていました。以

上です。

有 馬 ねが)ました。

目黒さん、最後に何かございますか。

目黒大変迫力のある揃のあとですが、私も20年くらい前から一やは。血縁を越え

た家脹関係がかにこれから重要かずっと言い続けてきたのですけれども、そういう考え

方は耕しつつあるというふうに言えろかと思います士だ日本社会全体の柵みの中で

正当性を持つかというと・やはi)ま日中間かかかるのてはかか。

ァメリカて期を叫にした楊家族が終えんをみたという議論かあるかすで丁が、それ

は朋のところ男の人か働く人で、女の人は家庭の部という役割分掛こ基ついた家族の

13と;

やかがやけ他項・女と男で

あi)方が虹)立たなくなってきた、そして女の人か嫁ぎ手になってきたということによる。

ところか女か貧困に苦しむことか明白になってきたんてす。それは結局社会の枠組みがそ

れに対応するようになっていれ、から、貧困が女性に集中するということになってくるめ

けですね。 〕握二田ても急測二女憎の貧困というのか進んている研ナてす。

そうすると、産業化が進んだ誼果アメi)カに見られるような経験を踏まえて、これから

私たちかどういう方向に兵制勺に社会を変えか、かということを考えたときに、またまだ

境業化がそ7埴ど進んでし、ない途上国の人たちに言ういつ完成の仕方だと私たちのよう

になるから、そうでかことを考えましょうという形て、私たちの問題力共有されるとい

うふうに思うかすです。

から、これから21棚己に向かって十昭の中の日本ということを考えたときに、この点

をしっか。踏まえることによって私たちは世界の中て、非常に大切なほかの山々とのハー

トナ‾シップを祷てるというふうに考えます。

有 馬 どうもありがとうございました。

私は日本女性会議、これて3度出席させていたか、ておP)ます。そういう経過を通じて

の感想といたしまして、やは男卑代は動いているという感じがするかナでございます。

そして女性の視野か鵬に弦がってきているをということを実感いたしましなさょう

も男性の問題も批ましたし、あるいは地球全体の問題というのも出ました。そういうふう

に身近なところからたんたん視野を拙ず、そして自分の瀞力していく部分を祝すて、そこ

て問題解決に取り組もうとしている、そういう感しを姐に強く持ちました。

来年は世界環境会議、臓と環境に対する世界会読か聞かしまして、 20年詰)のことて

こざいますけれども、今度の女性会議の昨日のテーマにもございました、環境の問題、そ

してきょうも話し合われました開発の問題が、また大きな課題としてクロースアノブされ

てくるのではないがと思う耕ナてこざいます∴こすから、今まて各地でご瀞))なさってこ

られた皆さま方、どうぞ棚引こなりまして、先ほど即さんか言われましたように、こ

れは城崎会議であるということでございますから、その闘詑実行に移すことにお励みい

た出すたらと思います。どうもご効鳴りかとうこざいましな(拍手)
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