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あいさつ

日本女性会議’92ながの

美行委員会委員長 金原 靖子

四方の山々が錦織り成し秋たけなわのこの信州に、北は北海道から南は沖縄まで

全国各地から大勢の皆様をお迎えして、ここに日本女性会議が開催されますことを心

より感謝いたします。

みなさまようこそお出掛け下さいました。

またご来賓の皆様方には、公私ともに何かとご多忙にも関わらず、ご臨席を賜わり

誠にありがとうございます。 「日本女性会議’92ながの」の実行委員会を代表いたし

まして、一言ご挨拶を申し上げます。

日本女性会議は、国際婦人年とこれに続く国連婦人の10年を記念し、女性問題への

取組みを進めるため、毎年全国的規模で開催されており、本年は第9回目になります。

女性の地位向上につきましては、国際婦人年の平等、開発、平和の目標の下に世界

的な取組みがなされて参りました。

近年私達を取巻ぐ晴勢の変化は著しく、女性自身の意識の同上や女性の能力発揮に

対する社会的要請等により、従来に比べ女性が社会の広範な分野に参加し、一定の評

価を受けるようになりました。女性の時代とまでいわれておりますが、しかし、女性

の実際上の地位は、法制上との間にかなりの隔たりがあi)、まだまだ多くの課題が残

されております。

「日本女性会議’92ながの」では、環境、生き方、国際理解、福祉という私達の身

近な4つのテーマを中心に共に語り合い、考え合い、男女共同参画による豊かな社会

の実現を目指し、自らが行動を起こしていくために、具体的な方策を見出して参りた

いと思っております。

2日間の短い日程ではございますが、この会議が過去8回開催されました成果を受

け継ぎ、更に前進し、より有意義なものでありますよう皆様のご協力をお願いします。

また、会場の都合により、大変ご迷惑をお掛けいたしますこともお詫び申し上げ、

ご挨拶といたします。

あいさつ

長野市長 塚田 佐

皆さんおはようございます。

今日は全国各地からこの長野にお越しいただきまして、心かち歓迎を申し上げます。

本日はご来貢の皆様にも大勢ご出席をいただいて、ここに第9回日本女性会議を盛

大に開催できますことを心からお礼申し上げます。

今、地球全体でも先進国と発展途上国との資源をどう分けあって豊かに生きるかと

いう問題、また、米ソの緊張が解けた申、国際紛争が多発しているような状況下で

大きな転換期に差し掛かっております。日本国中二おきましても、バブルがほじける

と共に物を大切にする風潮が高まり、資源のリサイクル、有効活周が盛んになってま

いりました。物の豊かさだけではなくて心の豊かさを実感できる、心と物とのバラン

スの取れた生活、そういうものを皆が求めてきている時代でございます。そうした中、

女性の皆様にも行政に大いに参画をしていただき、また社会の広範な分野でご活躍い

ただいて、時代の大きなうねりの中で、文字通り社会を支える一員としての女性の果

たす役割は非常に大きいと思います。そして、この大会が終始有意義に展開されます

よう、皆さんのご議論に期待を申し上げる次第です。

長野市は1998年、今世紀最後の冬季オリンピックの開催郡市として、 21「跳己の幕開

けにふさわしい世界の平和を目標とした、 「地球時代の美しいオリンピック」をスロ

ーガンに、開催準備を着々と進めております。

そこで全国の皆さんにもご協力いただき、成功させ、日本が世界平和にも大きな貢

献をしているという実感を皆さんと共に分かち合いたいと考えておりますので、お力

添えをお願いします。

また長野市は、善光寺を中心に古くから栄えて来た町で 全国から年間900万人近

くの皆さんがお見えになります。また、千曲川、アルプスに源を発します犀川がここ

で合流いたしまして、日本一の大河、信濃川になる訳です。それから武田信玄と上杉

謙信の古戦場もございます。また、松代真田十万石の城下町は日本の開国を最初に唱



えた佐久間象山先生、最初の女性演劇家松井須瑳十さんの生槌地でもございます。更

に、車で30分の飯綱高原など、観光地も湘山ございますのて、きれいな空気やあざや

かな緑、それからまた澄みきった水、更には長野の人情に触れていただき、英気を養

っていただきたいと思います臆

丁度今実りの秋て‖ノン土も食べ頃ですし、おいしいお菓子も沢山ありますので、是

非ご賞味いただきたいと思います。長野市も一生怒命オ音ノンヒックの準備を進めなが

ら、高齢化時代の福祉や教育に向かって住み良い衝づくりを進めております。皆さん

も全国各地て住み良い街つくりのためにご活躍され、元気で話力ある高船化社会をつ

くる原動力になってもらうことが非宮に大手であると考えておりますこ

この会議の脚勘こあたりご「l妨Jいただきました講師の方々をはじめ、ご尽力いただ

きました関係各似二心かろお礼申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

基 調 講 演

今、女性たちは

一昨日、今日、明日一

作家 落合 恵子

賀会場 長野市民会館

菓日時 10月23日陰) 10‥30-12:00
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「今、女性たちは-昨日、今日、明日」

作家 落合恵子

振り子の針を真中に

皆さんこんにちは。落合でございます。今日が初めの一歩ということで、今回の集

まりにご参加なきった方々がそれぞれの心の車で、 「明日からちょっと半歩踏み出し

て見ようかなあ」という何かがきっかけになれば、という感じで基調講演をさせてい

ただきます。

こんな大きな会場で、これ程多くの方々が参加して女性問題を語る。今女と男が無

理強いとか、どちらかがどちらかの犠牲になるとかではなく、対等に生きていくとい

う事を考える時代になったんだ。それも昔のように肩にそんなに力を入れずに、対等

や平等という言葉を使えるようになったんだと思うと、何とも心にせまるものはあり

プロフィール一一

(落合恵子)

1945年栃木県生まれ。明治大学英米文学科卒業。文化放

送アナウンサーを経て、作家生活に。東京、大阪に子とも

の本専門店「クレヨンハウス」、女性著者の本専門店「ミ

ズ・クレヨンハウス」主宰。教育情報誌『月刊子とも』、幼

児教育月刊誌『音楽広場』発行人。 1976牢日本文芸大賞女

流文学賞、 1987年日本ジャーナリスト協会奨励賞等数多く

の賞を受賞。著書には、 『スプーン一杯の幸せ』 『男と女』

酢昂然の家族』 『バーバラが歌っている』等他多数。

ます。先程の開会式の中でもどなたかがおっしゃっていましたが例えば政治の分野

の一つ取ってみても、まだまだ女性の議員は少ない。これは政治だけではなく、私た

ちが暮らすあらゆる分野を見ても数は全てではありませんが、でも数も大切。女と男

同数この地球の上に生きている訳ですが、女性の数がある分野においては難詰に少な

い。昇進の場合はどうだろう。採用の場合はどうだろう。昇格の場合はどうだろう,

一つひとつ問いかけていったらまだまだの部分もありますが、過去を見ればそれでも

ようやくここまできた。ゴつレははるか向こうだとは,臥)ますが、そういった意味で

女性問題。女性問題をそのまま男性が、今自分自身をどう生きるかという事とまさに

重なるものではありますがそして結局は今人間的な生き方とは何なのか。自然な生

き方とは何なのかを問いかける事にもなるかもしれませんが、そういったことをテ‾

マにご一緒に考えていきたいと思います。

女と男の平等な社会というものは、女が男に追いついて追い越す事。まあこういっ

たこともあってもいいかもしれませんが、それが目標ではなく、より豊かなより深い

人間的な基準を今新しく作り出す事。そこから始まるのでしょうし、共に生きる共生

の時代というのもまさにそういった意味あいを持つのでしよう。また炎のように言い

換える事も出来ます。役割分担の意識とそれを支えてきてしまったこの社会を、もう

一度解消する事。そして女と男がまず個人として、画一的なステレオタイプな行動様

式にとらわれることなく、あちゆる分野にアクセスしていく。それぞれが参画を自由

にしていけるような社会と、その社会を支える私たち一人ひとりの意識を作りあげて

いくことだという気がしています。

あるいは、 「今なぜ女性問題なのですか?」 「女、女とうるさい。うっとうしい。」

「もう女も男も平等ではありませんか。十そんな声がここ数年間特に一方では大きく

なっていますが、ちょっと考えてみましょう。

私が考える男性にとっても女性にとっても生きやすい社会とは、例えばここに‾つ

の大きな柱時計があるというふうに想像して下さい。柱時計の振り子。振り子という

のは男社会の方に振られていてもゆがんでいますし、女だけの側に振られていてもや

っぱりゆがんでいます。この社会は女がいて男がいるわけですから。けれどもこの地

球上の2000年の歴史の中で柱時計の振り子は、やはり男社会の方に大きく振られてき

ました。この振り子を真申に戻す。個々人の人という所に戻す為に、少々男社会に振

られた振り子を元に戻す為には、ちょっとの揺れでは無理です。やはり今まで振られ



ていなかった女性の側の芦。女性の側の意哉 女達が何を考えてきたか、女運が何を

求めてきたか。女達が今何を語ろうとしているか。この声の側弓削)子を少し振って

わらゆち振り子が揺れていく中で、どちちかに傾くのではない、安中㌧ それぞれの人

間という所に止まるでしょう。けれども今はまだ過渡期の状況です。男性社会に振ら

れ過ぎてしまった振り子を元に戻す勧二は、やっぱり女性の声に耳を傾けよう。女性

の地位は、女性の昇格は、女性の採用は、女性の今考えている事は、という帥こ振り

子を揺らしていくっ これがだんだん静まってきた時、振り子は最後に男とか女とか性

別に過剰にこだわることのない、個人という所に落ち着くでしょう,多分二の掠れが

2000年の歴史の中でどの位続いてきたかという事も考えると、かつてはまったく振ち

れていない一方だけにいたわけですから、まだしばらくの閏は過渡期の時代を過ごし

ていくのではないかという気がしています。

ですから私は女性問題というのは、振り子の議論で今女性の声を聞いていく。今女

性が何を考えていくか語っていく。あるいは耳を傾けあっていくつ そこから生まれる

事だというふうに定義づげをしていますっ

Othe「 VOices (アサーボイセス)外側の声、周辺の声を真中に

私は物書きですので自分が書いてきた物と社会の揺れという物がどんなふうに重な

るのか、そのへんからお話を少ししていきたいと思います。

「何をテーマにず」つと書いてきたのですか」と問いか(ナちれた時、いろんな言葉

を使いますが、最終的にはこの言葉で決まりかなと思う言葉があります。

日本語ではないですが「アザーポイセス」という言葉があります。アサ一、 〇TH

ERですが、 「他の」とか「別の」という意味です_ 「ボイセス」VOICES、 「ボイ

ス」声の複数形です。

別の声、他の声、外側の声というふうに訳す革が可能でしょう。そして、このアサ

‾ボイセスというのを一つの記号にして、私達の社会をもう一度見つめ喧してみまし

ょう。

私たちの社会は残念ながらまだまだ真申にある声と、外紬こある声、周辺の声とい

うふうに分ける事が出来るでしょう。例えば休を車高こ考えましょう。私達の社会に

於いて吏中にある声はどういう体の持ち主なのか。こんなふうに言うことも可能かも

しれませんつ まだ障害を持ってない障害の無い体。二の体は中心にいるでしょう(つ

まりそれが中心であり基準であるというふうに社会が出来あがっていますミ けれども

言うまでもなく私達の社会の中には、既に障害の有る万もおられますつ そして障害が

すでに有るかまだ無いかという事で、人間的な優劣をつける事は当然ながらできませ

ん二 光ほどの「アサーボイセス」、外側の声というふうに考えると、障害のすでにあ

る人の声は外側というふうに置かれてきだ この声をもっと社会の真申に出していく

こと、これがアサーボイセスの意味あいであり、存在意味であるというふうに言える

かもしれません、,

今度は性別を中心に考えましょう(/セクシュアリティです。女か男かというふうに

考えましょう。

私達の社会の中心にはどちらの性の声があったか。言うまでもなく男性の声が社会

のメインストリーム、主流に有ったでしょうっ 女性の声にアサーボイセス、別の声、

外側の声、周辺の声として存在していました_ この女性の声をやっぱり社会の安中に

入れていく。それ散にアサーボイセスをもっと聞いていくという言い方も出来ます÷

あるいは年胎を今度は基準に考えましょうっ

私達の社会において中央、メインストiノ-ムにある声、年齢を中心に考える時はど

の声かというと、やはりここにも男性という言葉が重なi)ますが、働き盛りと呼ばれ

る人々の年代層が真申にあったでしょう。高齢者の声やその他幾つかの声はやはりア

サーボイセス、外側の声、少数派の声として外側にあったという言い方が出来るでし

ょう。そして高齢者と子供たちの声も、まだ私達の社会においてはアサ一点イセス、

外側の別の声、同辺の声という登録づけをされていましたっ この高齢者や子供達の声

か社会の安中に入っていく事二 今まで外側におかれてきた、今までは主流ではないと

言かれてきた人々の声を、性、年齢、人種を中心に考えるノ いろんな視点から考えて

外側の声を真申こ入れていく。これが結局は拙二とっても豊かな、そして講もがそれ

ぞれ共生、共に生きていく社会の第臆・し・、ふ歩である二「あなたのテーマは何ですが」と聞

かれ即事、まさに私にアサーボイセス、外側の声、周辺の声を真申二入れる勧二、ま

ずは外側の声として書いてきたという言い方が出来るかもしれません。



女の人生て何て甲斐がないんだろう

少し女性問題というのを具体的に考えていきましょう。私自身が共生の事、あるい

は、その共生の社会を実現するためにはかつてどのような差別があり、その差別の尻

尾が今の社会の中にまだまだ生きているということ。どんな場合どんな状況の中で考

え悩み、そしてそれを変えたいと思ったか、その話を具体例を入れながらお話してい

きたいと思います。

私が、 「世の中には例えば性による差別というものがあるのだ」、 「巧妙に区別の形

をとった差別というものがたくさんあるんだな」という事に気がついたきっかけは何

だったのか。これは私の母や、母が生きた時代のつい昨日までの女性たちの人生を見

っめていればいる程、 「女の入って何か不自由だな」。そしてそれは「女自身が抱え持

った不自由というよりは、社会が女に課してきた不自由さなんだな」という事に気が

っきました。そして私の母、また私から見れば祖母や祖母が生きた時代の女性達を見

て、同じような感覚を持ったかもしれません。エビノードとして、私の祖母や母が生

きた時代をお話させていただきます。これは個人的な私の母や祖母の人生ということ

ではなく そこから共通する女の置かれてきた立場や位置や時代の中で、女はどんな

ふうに場所を設定されてきたかという事を考える一つの資料としてお閉ざ下さい。悲

しい女の、個人的な不幸な体験のような話を私はしたくはありません。そうではなく

て普遍化できる一つの歴史としてお聞きいただきたいと、あえてお断わりした上でち

ょっと話をさせて下さい。

まず、話のスタートは、私の曾祖母の時代から始まります。私は曾祖母を知りませ

んが、曾祖母は明治時代の初め若くして結婚をしました。女は早く片付く事、それが

女の人生のすべてであるという言い方がされた時代です。当時の家父長制。すべては

男が決定していくというあの家父長制のもと。又、 「女三界に家なし」と呼ばれたあ

の時代のこと。私の曾祖母は当時の-つのしきたり、約束事の中で早くに結婚をした。

ところが、大変若くして曾祖母の夫が肺結核で亡くなってしまったそうです。当時ま

だ20代の半ば位の曾祖母が夫を亡くした。最愛の夫を亡くした悲しみの中で夫の両

親から次のような言葉をかけられたと言います。 「あなたは私たちの家にとってまっ

たく血のつながりの無い、外から来たいわゆる嫁だ。あなたが生んだ子が男の子であ

るなろば、家の跡継ぎとしてここに残す。そしてその子を育てる人間としてあなたを

ここに残すことも可能だけれど、あなたが生んだ子供が女の子だ。跡継ぎにはならな

い工 もうこの言葉を並べているだけでかつての家制度というものが、どれほど女

性を抑圧してきたかと十分ご理解いただけると思います。 「生んだ子が女の子である

から跡継ぎにはならない。そしてあなたは血のつながりのないよそから来た嫁なのだ。

息子が死んだ今あなたと私達の間をつなぐ物は何も無くなった。その子を連れて実家

に帰りなさい」と言われたそうです。今私達の感覚からすれば、それをそのまま受け

身で飲み込んで「はい」ということ自体も、 「どうして」という感覚を持つかもしれ

ませんが、当時の女性達を考えればすぐにも想定できます。家制度というものが、男

の頭だけではなく、女の意識をもすべてしぼっていた時代。又女性が、それがどんな

に自分の人生や人格に対する侵害であろうとも、 「いやです」 「お断りします」 「ノ

ー」という言葉を学んでいなかった時代。つまり「いやです」 「ノー」と言えば「生

意気な女」、 「女ではない女」、 「女の外側にいる女」という様々な向かい風が吹いてく

る時代のこと。曾祖母もまたその時代と家制度をそのまま頭の中にすり込んで生きて

いた人でしょう。 「血のつながりのなし)人なんだから実家に帰りなさい」という言葉

をそのまま受けとめて、勿論悲しかったでしょう、憤りはあったでしょうが実家に帰

った。ところが帰った実家はもう曾祖母かちすれば兄、まさに長男が跡継ぎとして‾

家の長としてそこに存在した。両親はもうすでに亡くなっていた。

自分の生まれ育った家であるのに、けれども一度出て行って戻って来た女というの

は、決してゆっくりと大の字の心で大の字を書いて眠るという事も出来なかったでし

ょう。農家だったそうですが、小さくなって片隅でひたすら自分の労働力を提供する。

けれども提供した労働力に対しては誰も評価をしない。当たり前という言葉が待って

いる。そんな日々を送っていたと言います。そしてこれから先は私の祖母の記憶です。

やはり子供時代の記憶というのは鮮明だったのでしょう。亡くなる寸前まで、よくこ

んな話をしていました。ある日のこと、曾祖母が幼い祖母に向けて次のような事をつ

ぶやいた。 「女の人生って何て甲斐がないんだろう。」 「自分の人生でありながら、自

分で決められる事はこれっぼろも無い。その時の風の吹き方によって、その時の一家

の長の考え方によって、あっちにやられたりこっちにやられたり、いつもピンポン玉

みたいに打たれて往復しているだけだ。つまらない。もし今度生まれることができた

ち私は男に生まれたい。そして思う存分自分の人生を生きたい」とつぶやいた。そし



てつぶやいた後もうーっ付け加えた言葉が、 「万が一母ちゃんがよその家の母ちゃん

になったとしても、おまえの母親てある享は一生変ろうないから、それだけは怠れな

いて」という言葉だった。幼い祖母にとっては曾祖母が何を言ってし〕るのかほとんど

理解は出来なかった言旦し、 「女の一生はな′して甲斐かたいんとろう、その時の風の

吹き方で、その時代の方面こよってあっちにやられたりこっちにやられたりしてい

る葛という意味か佃かい言葉は分からなく二も、 「女の人の人生ってつまんない」っ

て母親は言っているんだ「自分のものなの(二日分のものて㍍て言い」とし」う事を言っ

ているんたくいうのは理解てきた・そしてその後に付け加えられな「よその家の母

ちゃんになってもあんたの母ちゃんてあることに変わりは実時よ」という意味は、こ

れは全く解らずに言理工とも段々段々周囲の人々からのうわさて、 「母ちゃんかよそ

の家の人になる」という話が入ってくる。つまり実家に帰ったものの、実家ても自分

の宙場所の無くなっていた卸且母をめくる人々が、勝手に一方的に話を庚めてしまっ

「街て子供をたくさん抱えて妻か亡くなってしまわれた人柄、る。その子供の世話

をしてくれて、そして豪雪÷もやってくれるハウスキーヒンクかいたらせ請をしてく

れ」言再婚をする」という話があってその再婚話が決まってしまった。自分の人生て

ありながら自分て疾めち札ないという曾祖母の思いか、その話を背景にして成立した

ものかもしれませんし、その前、 「結婚をした相手が死んでしまえば血のつながりが

ないんだから帰って良い」と、 「実家に帰りなさい」と巾つれたことも、曾祖母のた

か的)中二はあったのかもしれません)

こうして幼い裾拒自分か)に少しずつ少しすつ、母ちゃんかとこが\行ってしま

うという矧吾を決めつつも、 「そん相ますはない_ こんなに私のこと可愛いかってく

れる母ちゃんだもの」という事も思っていた。そしてある日のこと、町からたくさん

の弔事がやって来た その中車の中かろ一人、とてもおのカ、ししたおしさんか勘)て

きたし∴支付きはかまを着ていた。そのおじさんと日分a)母親が令びょうふの帥こ座っ

て、妥会が始まった∴∴その宴会の勘気そこに並んだこ馳走の方が、自分にとっては

魅力的だった一けれとち宴会も綱つり、お膳のとにのっていたこ馳走も全部惜えた後、

町からやって乗だ人達はまた弔中二乗って町へ帰っていく言あれっ、母ちゃんは」

と思った瞬間に、 (そこて当時まだ6オ位だったそうてすが上幼い祖勤ま母ちゃんも

また常幸の中にいるということに気が付いたe見送る刑a)はすだっ「ニ母ちゃんか、町

の人と-膏者に馬車に乗っている。 「ああそうか、母ちゃんがよその家の人になっても、

おまえの母親であることは変わりがない」と言ったあの事が、この事なのかと。そし

て回りの人から聞かされたうわさとにこの事なのか、と思ってあわてて馬車の後を追

いかけた。けれども子供の足と馬車の速度は全く比較になりません言連中かち裏山を

走っていつもの近道を走り、ようやく馬車の前にたどり着いて、両手を広げて足もお

もいっきり踏ん張って、一番前の馬車の窓を適して母親の顔、曾祖母の顔がそのまま

見えたっ そしてお互いの視線がはっきりと絡み合った時間があった∴母ちゃん勘)

て来い。母ちゃんの家はここなんだから降りて来い」っで叫んだ。 (ナれどこらまっきり

と視線が合っているのにお互い目を見つめ合っているのに、なぜか曾祖母は降りて来

なかった∴忙しい日々の中でも悲しい日々の中でも、 「母ちゃん」という自分の声に

は、必ずどこにいても答えてくれた母親が聞こえないはずはない。こんな近くにいるフ

窓を通して顔が合っている。視線も結び合っているこ て引登りて来ない,その時幼い

祖母が考えた軍は、 「自分が何か悪い事をして母ちゃんをおこらせてしよっ二、母ち

ゃんがもう出分の事を可愛いというふうに思わなくなったんじゃないか。嫌いになっ

丁ニんではないか」という気持ちだったと言いますが、ニれは児童心理学の方から照ら

し合わせてみても十分に解るんですね。何かとても子供がつらい思いにあったり、あ

る中三、ある種の虐待を受けた時、子供は柏手から虐待を受けてつらい思いをしたと

思う前に、 「自分が悪かったんではないか」と自分白身に問いかけてしまうケースが

少なくありませんこ 祖母の場合もそうだったんでしょうフ 母ちゃんが町に行くという

芋は、 「自分が何かひどい事をして、母ちゃんが私を嫌いになってしまったんでにな

いか」と思ったと言います。

こうして、祖母は母親と別れることになってしまいます。母親はそのまま町に行っ

て再婚をし、 5人位の年子のお子さんもいらっしゃったその家庭にまさに入っていった

訳です。それでも年に1、 2同町かろ大きな荷物、お土産の入った荷物を背負って曾

祖母は祖母に会いに乗るノブ 一人娘に会いに乗る。 「おまえはこの家でのんび)してい

て良いんだよ。おまえが女学校をてる学費もちゃんと母ちゃんが残していったんだか

らここでのんびりしていいんだよ」という。そして町からめずらしいおまんじゅうや、

見たこともなし、ようなきれいな半襟や、文房具を買って来て祖母に手渡そうとする。

子供てすからやっ(封)欲しい.例えば柁びちを彬とったおまんじゅうが懐操に乗せろ

打て門の前につきつけられると、 「ああこんなの見たことない。食べたいジー「/l味わ
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ってみたい」と当然思う。でもそれをひとかけらでも口の中にはうり込み、ほんの少

しでも味わってしまうと私を捨てていった母ちゃんを許す事になる。自分は母親に捨

てられたんだ。その母親を、娘である自分は受け入れる事はできないという気持ちに

なっていた。目の前に差し出されたおまんじゅうを一生懸命見ている。見ているうち

に口の中に唾が「ワー」と湧いてくる。食べたい。一口でいいから食べたい。でも食

べちゃならない。自分を一生懸命セーブした。ブレーキをかけた。けれども口の中に

溜まってしまった唾はさらにさらに溜まっていく。仕方がなく「ゴクン」と唾を飲み

こむ。そうすると曾祖母がそばで「ほら、食べたいんじゃないか、唾飲み込んだんじ

ゃないか、母ちゃん一生懸命買ってきたものだ。おまえのものなんだから食べなさ

い」と言う。でも首を横に振る。

またある時は、蔵の後ろの方に曾祖母が祖母を呼んで「ここにはおまえが女学校

を出るまで十分暮らせるお金を母ちゃんは置いていった。そしてまたその約束で再婚

をしたんだから、もう不自由する事はないんだろうけど 万が一お小遣いが足りなか

ったら困るかろ」と言って、紙に包んで「誰にも渡す必要ないよ」とそっとお小遣い

を渡してくれる。一度は欲しくて受け取る。受け取るけれど「やはりこの人は私を捨

てていった人だ。置いていった人だ。この人からお金は受け取れない」という思いで

一杯だった。娘が受け取ってくれたので曾祖母は安心したんでしょう。ほっとする部

分もあったでしょう。立ち去って行く曾祖母の背中に「母ちゃん」と言った。振り返

った曾祖母の顔に、お金をそのままぶつけて、 「銭なんかいらん、母ちゃんが欲し

い」ってじだんだ踏んだ日々もあったそうです。

女性も経済的自立を

これらはよくあるドラマの中の可愛そうな不幸な女の子と母親の話ではありません。

或いはこう言えます。この可愛そうな女の子と不幸な母親を作ったのは何か。まさに

性によって役割を男の役割、女の役割と分けてしまった社会そのもの。そして家族制

度から生まれてきた家父長制すべては男が決めていく「女三界に家なし」。女は小

さい時には父親の言う事を聞き、結婚してからは夫の後に従い、そして老いては息子

に従っていく。つまり自分の人生でありながら「あなたの人生ではないのよ」と言い

続けられてきた女の不幸だというふうに考えないと、個人の不幸になってしまいます。

家制度や社会そのものが、こんなふうな一人の母親と、こんなふうな一人の子供を

作りあげてしまった。そして当時これは決してめずらしい事ではなかった。思春期に

さしかかった時、祖母はもう一度自分の周囲を見回した。農村部の女性達です。そし

てその農村部の女性達の中に、形は変わっても自分の母ちゃんとよく似た人生を送っ

ている女性達が、殆どである事に気がついた。つまり自分の人生でありながら何‾つ

決定権、選択権を持たない女達。そしてひたすら働き続けている女性達。けれどもそ

れは当然の事として、評価もしてもらえない女達ようやく祖母は幾つかの事を自分

の中で整理できるようになった。

第一、母親は自分のこと、祖母のことを嫌いになったからこの家を出て行ったので

はない。母親にとって生き延びる唯一の方法は、たとえ自分の気持ちがそちらに動か

なくても再婚という道しかなかったんだ。もし母親が最低限でも自分達の生活を賄え

る経済力というものを狩っていたならば この再婚の話を蹴る事も出来たかもしれな

い。そしてもし母親が自分の気持ちに添わない事は「お断わりします」 「ノー」とい

う権利が誰にも有るんだという事を知っていたならば こんな事は起きなかったかも

しれない。その経済力の問題と、拒否する力、どちらも女の人は身に着ける訓練を当

時は一つも受けていなかった。

たまにそれを身に着けた方がいると、むしろこの彼女は「女ではない」という言葉

ではみ出し者にされていった。母親が生きて来たこの道というのは、そのまま当時の

女性達ほとんどみんなに重なる道なのかと知った時、祖母は「やっぱり私は仕事を持

とう」。それも「ちゃんと仕事として認められる仕事を持っていかなければいけな

い」。理由はたった一つ。母ちゃんがあの日つぶやいた「女の一生って何て甲斐がな

いんだろう」というあのため息を自分が繰り返す事が無いように。 「女の一生って何

てステキなんだろう」とむしろ肯定的に言えるように。母ちゃんが多分隠れて流した

であろう、あんな涙を私が二度と流さないように。涙を流すならばうれしい涙を流す

た動二。そして自分がす-つと見回した、母を通して見えてきたところに、当時のほ

とんどすべての女性達が人知れず、ある時は井戸端で、ある時はお風呂場で冷たい

水を頭からかぶ)ながら隠してあげていたロ即因を、自分が決してあげないで済むよう

に。 「ノー」と言える自分自身になっていこうと。また最低限の経済力を身に付ける

女になっていこうと。当時の女性としては大変めずらしいんですが、またそれを学ん

だ大元にあるのか母の不幸。そして母を通して見える当時の女性達の不幸から学んだ、



という事は何とも皮肉な事ではありますが、私の祖母は自分で背負っていこう。そし

て文化的な意味でも、精神的な意味でも、出来るだけじりつ。自ら立つ万の自立と、

自ちを律する方の自律を、自分の身に付けていこうという事を、少女時代に自分の気

持ちの中で確立する華が出来たという話= 時々私は祖母の人生を考え、会ったことも

ない曾祖母の人生も考え、又、身近にいる母親の人生を考えた時、まさにある意味で

日本の女性の典型を、それぞれが生きてきたんだと苦笑をしてしまう瞬間もあります。

私がなぜ女性問題や人権問題を書き続けているかつ或いは書いているだけでは間に合

かなくて、いろいろな活動をしているのか.上の三つの世代の女達の人生つ それをも

ろ見ていたならば、当然こうなったであろうという必然性を自分の中に見てしまって、

上の世代の答えを私が更に出し直すというのは何とも一万から考えればつまちないこ

とであり、悲しいことだなという気もしつつ、時々母の人生をも振り返る時がありま

す。

女性の加齢をおそれない社会に

私の母は1945年に私を出席しました。先程略歴をとてもご丁寧にご紹介下さいまし

たが、明治大学卒業から始まっていて、一番最初の何年生まれというのはオミットし

て下さいましたがせっかく日本女性会議「豊かに拓こう地球時代」なんだから、女

の人は年齢にとらおれる必要ないだろうと私は思います。

私は1945年、ちようど結果的に終戦を迎える年に生まれました。現在47才です。女

性を若さだけでしか捉えない社会二年齢的に若い女性を、女性の魅力の根源だと捉え

る社会というものは、やはりこれも又女性にとっては差別的であり不虻由な社会であ

る。文、そういった偏見を身に付けてしまう男性も又、偏見を身に付けているが故に

狭い人生観、女性観しか持てないという意味では不幸な社会であるという言い方がで

きるでしょう。

私が自分の年齢を明らかにしている一つの理由は、男性でも女性でもまさに共生の

時代においては、その人なりに一年365日、一生懸命生きて50才、 60す、 70才、 80才

そしてさんさんぎんさんまで生きられたら、こんなステキなことはないんじゃないか。

又、みんなが加齢、年を加えることを恐れないで済む社会っ これは福祉の問題とかいろ

んな問題ともコミットしますが、そういう社会を作っていく事が、今私達が豊かな祉

会を考える時の基聾になるだろう。

でも、男性の場合は年を重ねることによって、深さや、落ち着きや、寛大さや、抱

擁力が増してくる。けれども女性の場合一方どうなのか。年を加えることをいつも引

算として考えられて来なかったか。女の人は若さが良いんだ。もし若さが未熟さとど

こかで重なるならば女性は男性と対等な存在ではなぐ いっも妹か娘か、そして虐

待して保護してあげる母の立場か、それしか求められていないという言い方が出来ま

す。

男性であろうと女性であろうと、その人なりに年を重ねていく事は、人生の景色が

やっ〈封」広がる事なんだ。そしてその広がる事を、男性の場合はプラスと計上し、女

性の場合は年齢が重なっていくことをマイナス。いつも何かあると、 「女の人は年を

重ねると厚かましくなる」 「オバタリアンになる」 「もうどうしようもないよ。やっぱ

り若い方が良いよね」。個人的に好みだったらそれは良いんですが、個人的好みは胸

の内だけにおさえておいていただきたい。それを公の場で言って、ジョークで平気で

広がってしまう社会風潮の中には、やはリマイナスだと考える風潮がある限り私は自

分の年齢を言っていく。 「自分の年齢は獲得してきたんだ、戦いながら生きてきたん

だ工「こびないで生きてきたんだ」。 「背筋を伸ばして生きてきたんだ。失敗もやっぱ

りたくさんしたけれど…‥」というのも付きますが。女の人が自分の年齢を愛せない、

愛さない、あるいはコンプレックスをいだいてしまう限り、誰が自分の年齢を愛して

くれるのか。自分の年齢のまえに「私もう幾つなんですから」と言ってしまった時、

彼女は自分の年齢に大変拒否的な感覚を迎え入れてしまうでしょう。自分の年齢をち

ゃんと迎え入れてあげる。それは、年齢だけじゃなく自分の体をそのまま迎え入れて

あげる事とも重なります。

例えば、産婦人科の門をくぐる時、何故か女性達は周囲を見回して、 「そっ」と入

る事がありますね。何故なのか。生まれた時から自分が持ってきた大事な体です。出

産が有ったかもしれない。無い人だっている。いろんなことを自分と共に歩いてきた

その体を大事にして総点検する時に、何か産婦人科はマイナスのイメージで「コソ

ツ」とした言葉で語られる。或いは職場において「胃炎」とか「腸にポリープが出来

てます」とか、あるいは「歯が痛いんです」と同じように、女性が「膀胱炎です。お

休みいただきます」と言った瞬間に「彼女乱れた生活してるからね」というようなう

わさが平気で飛びかう。その結果女性は黙ってしまう。こういった事は全部別ではな
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い。やはり一つの性に対してあまりにもたくさんの神話と幻想が作りあげられ過ぎて

いる。私達は作りあげられた幻想や神話を、一つ一つ古い壁紙をはがしていく。そし

てはがした末に「私たちがステキと思うあるがままの姿はこれなんですよ」と職場に

おいても、地域社会においても、家庭においてももう-度提出していく。時代をまさ

に過渡期として迎えているという言い方も出来るでしょう。

個人的なことは政治的なこと

私の母親は1945年に私を出産しました。背景に第二次世界大戦が有りました。いろ

いろな事情があって彼女は未婚で私を出産しています.婚姻制度の中に入っていませ

ん。という事は、ちょっと差別的な言葉を使えば、私は私生児として生まれました。

もう少し言葉を厳密に言うと、私は私生児として生まれたのではありません。子供と

して生まれました。その子供として生まれた、ただの子どもである私に、 「私生児で

ある」 「非嫡出子である」というレッテルをはってくれたのは、この国の法律であり、

この国の意識です。どの子もただの子供として生まれてくる訳ですが、そして私の母

はいろいろな事情の中で出産をしましたが、差別的な言葉を使えば、カッコ付きです。

「ててなし子を産んだ女」という烙印のもとに私を産んだ。そして彼女自身子供時代

青春時代を過ごした、小さな町にいることが出来なくなって、追われる如く東京に出

て来た。一人の人間の悲劇を語っているのではありません。或いはこう言い換えられ

ます。 1960年代から70年代にかけてアメリカの女性達が「個人的なことは政治的なこ

と」というスローガンの下に女性の権利を拡張していったことを思い出して下さい。

一見個人的な悲劇と思われる殆んどすべての事は社会に起因している。つまり、 「政

治的力学の上に成立している」という言い方がここでも言えるでしょう。

私が母の例を出しているのもまさにその理由です。私の母が未婚で子供を産んだ。

それが過剰に美化すべきことではないと思います。ただ一つここで言えることは、一

人の女性が考え、悩み、思いあぐね、心の中で七転八倒してその結果、 「それでも今

の私にはこの選択しかないふ「この生き方しかない」という形で 未婚での出産を決

意した時、選び抜いた時、彼女以外の誰がそれを、良い事だ、悪い事だ、道徳的だ、

不道徳だという言葉のもとに糾弾することが出来るのか。

これは現在でも通じるテーマです。特に男性か女性かによって適応されるモラル。

私はモラルとか道徳という言葉も好きではありません。つまり個人的に自分の心の中

で自分側から生みだした約束ではなく、外側から個人を縛るために使われてきた歴史

を考えるとこう言えます。

-人の人間が心から考え、悩み、そしてその結果選んだ一つの答えに対して、誰が

良いとか悪いとか第三者が言う権利が有るのか。特に女性の場合はそれを周囲から言

われやすい。つまり、男性か女性かによって適応される道徳が二重になっている。ダブ

ルスタンダード、二重基準という言葉はそういう意味のことです。男性が例えば次々

に女性を人間ではなく物のように扱って遍歴を重ねていった時に、彼は「英雄色を好

む」であるとか、 「男の甲斐性なんだから」という言われ方で、むしろプラスの形容

がされる。けれども女性が生まれて初めての恋に、自分自身をかけてしまって、その

結果未婚で子供を生んだ時、プラスの形容よりは「何と不道徳な女なのだ」という言

葉のもとに切り捨てられていってしまう。まさにダブルのスタンダードである。その

時代を私の母は生きたでしょう。そして私もただの子供として生まれながら、法律の

もとには「非嫡出子」という烙印が押された。

就職の時なども必ずこれが問題になりました。但し、私はそれを悲しかった記憶や

不幸な体験として語っているのではありません。むしろ私はこの体験の中からとても

たくさんのものを学べたような気がします。その学べたものの一つは、 「世の中には

まだまだ差別が有るんだなあ」という事です。

そして、これは私が私自身を生きていく上で、とても大切な視点になりました。

「差別が有るんだなあ。仕方がないや」ではなく、 「差別が有るのは気持ち悪いよ。

やっぱりノーと言おう。立ちあがろう」という気持ちを私の中に育ててくれた。そう

いう意味では、母親が結婚していないという状況のもとに生まれた事も、今は私は大

変療謝をしています。

自分を強者の側に置かないで済んだっ 誰かの足が意味なく踏まれているのを見たら、

「それおかしいよ、つて言う私になろうね」と自分と約束できた。この世の中にその

人が努力をしてもどうしようもない、ある事情で差別をされている人がいたならば、

その人の痛みは私のものであり、その人と私は手をつないで「おかしいって言い続

けよう」。この思いを私の中に育ててくれたのは、私のこの生まれというものとも関

わりがあるでしょう。ダブルスタンダードのもとに、一方の男性は何の責任も問われ

ずむしろ「甲斐性の有る男だ」と呼ばれ、一方の女性の側は「不道徳な」という烙印



のもとに、一つの場所にいられなくなってしまった。これ一つとってみても、見事に

ここにも性の差別が有る、という言い方が出来るでしょう。

ザ・レイプ

「アサーボイセス」別の声、外側の声をもっと社会の真申に上げていきましょう。

今、別の声を上げることができる人達、外側の声を上げる人達副生を基軸に考えた場

合は、やっぱり女性であろう。

健常が中心である社会においては、障害の有る人の声であろう。或いはアメリカを

考えると一番わかりやすいですが、アメリカのアングロサクソン系の白人がメインにい

る社会では、黒人やヒスパニック、他の有色人種達の声がまさにアサーボイセスとし

て社会を変える原動力になっていくであろう。日本だって同じような過去の歴史が有

った訳ですから。そしてアサーボイセス、別の外側の声がいつまでも別や外側の声で

あってはならない。センターに入っていく声でなければならない。豊かな社会という

のは、そんなふうにミックスされる事によって、誰かを省くのではなくて、中に入る

事によって、今度はその人の意志と選択で「中にいたくありません。外に出ます」と

いう事も許容されるようになって初めて共生の時代というのは、そこに存在していく

ものだろうという気がしています。

少し私自身の作品と社会の兼ね合いについての話をします。

今からもう10数年前です。多分日本では初めての頃だったと思いますが、 『ザ・レ

イプ』という、当時はロにするのもはばかれる言葉でもありましたが、強姦を告発す

る小説を書きました。これも私はアサーボイセス、外側の声、別の声をもっと社会の

真申に出したいという事で、その一つの方法として小説という形をとりました。性暴

力の被害にあった女性達に告発の手紙をたくさんいただきました。相談の手紙もいた

だきました。被害者の女性達が、被害者でありながらなぜか社会から彼女の道徳性を

いつも問われているというのは、レイプそのものが性暴力や性差別から生まれると同

時に、被害者は更に社会から性差別を受けなければいけないという状況をもっと皆で

わからなければいけない。なぜこういったレイプのような性暴力が、時にはニヤニヤ

笑いで語られるのか。 「ノーノーミーンズイエス」。英語圏にも全く同じ言葉がある。

「女のイヤはいいのうち」という言い方がある。これ自体大変差別的だ。なぜこんな

社会があるのか。まさに男は攻聾性に優れ、力もちであって、いろんなものを持って

いる事が「男らしさ」であり、女は受身であって自分の意志表示はしないで、何でも

受け入れる事が「女ろしき」であるという。男らしさと女らしさの幻想の中でこの犯

罪は成立していく。であるなろば、性暴力を告発するという事は、共生の時代に向け

て一番最初にしなければいけない事であろう。

13年前に初めてこの小説を私が発表した時に、そそっかしい方が、 「ポルノグラフ

ィを書いた」という事できっそく買って下さった言売んで全然中身が違った。そうい

うそそっかしい人もあてにした上で書いた小説なんです。なぜならば、 「レイプ」は

ポルノグラフイやジョークじゃないんだよ、そのために心を殺されてきた被害者がど

れほどいるかもう一度考えて欲しい、という思いを私自身伝えるためには、ポルノグ

ラフイだと思っている人も巻き込んで読んでもらわなければならない。 「そんな人か

まわないわ」と切ったら変わりようがないですから。 「どうぞ読んで下さい。そのた

めには誤解して下さっても、何してもいいけれど読めば解かりますよ」ということで

この小説を書きました。

いろんな方に読んでいただいていろんな感想をいただきました。その中で忘れられ

ない感想は70代の女性からです。 10代のある時期に、とても不幸なまさに彼女の人格

そのものを殺されたようなレイプ、性暴力の被害者になった。一番つらく、最も誰か

の助けが欲しいその時に彼女は、母親にも姉にも親友にもその事を一つも言えなかっ

た、なぜならば、彼女が生きていた社会では、今でもこの風潮はほんの少し残ってい

ますが、 「女のイヤはいいのうち」という言い方があり、 「その時彼女がどんな格好を

していたか」 「男性を挑発しなかったか」 「十分に抵抗したか」と。つまり彼女自身が

まさに被害者でありながら、加害者であるような問われ方をする風潮が残っていたか

ちてす。ちょっと想像して下さい。道を歩いていて、大きなビルが建築中だった。建

築中のビルから鉄骨が落ちてきて、頭をけがした女性がいた時、誰が「あなたがそれ

待ってたんでしょ」という言い方をするでしょうか。或いは道を歩いていて、向こう

かち来た燈りのついてない自転車に乗った人に、ハンド/トソクをひったくられた女性

がいた時に、 「あなたにすさがあったから悪いのよ」という言い方はしないでしょう。

けれども性暴力の被害者である女性に関しては、 「あなたは待ってたんでしょう。あ

なたにすさがあったのよ。あなたの過去が問題なのよ」と関係ないことを全部言われ

ていく。つまりここに「女とはこうすべきもの」、 「女らしさとはこういうもの」とい



う幾つもの神話と全部が結びついているためです。そしてこの70代の女性は一言も言

えなかった。死のうとした。着物を着ていた時代だったので たもとに石をたくさん

つめて川の中に浮かはないようにして入っていった。でも途中でどうしても苦しくて

岸辺に戻って来てしまった。

ある年代になって結婚した。やさしい夫だった。でも過去の事は一つも言わなかっ

た。勿論、過去の事を言ってしまえばここにも差別的言葉、 「傷物」というあの言葉

のもとに自分の存在は否定されるであろう。お茶わんじゃないです、女性の体は。で

も「傷物」であるならば、 「もしかしたら自分は、あの時自分を襲った犯人と同じ位

の熱心さで、この犯罪が暴かれないことを祈っていた」と彼女は言います。つまり泣

き寝入りの形を取ってしまった。それどころか表にこの犯罪が出ない事を祈り続けた。

けれども夫との関係性はうまくいかなかった口 心と体に深い傷を背負った彼女は、夫

を人柄として愛する事が出来ても、性的な意味でやっぱり夫も男性であるという所で

拒否感しかなかった。結婚生活はめちゃめちゃになってしまった。 「おまえのような

女は愛せない」 「お前は暖かさのない女だ」 「石のような女だ」。ここでもまた差別的

な「石の女」といういい方をされた。石のような女だったという事で夫はむしろ正々

堂々と他に愛する女性を作ってしまった。彼女の側から申し出て離婚になった。

「30代、 40代、 50代、 60代、そして70代になるまで私は一度も自分の人生をいとお

しいもの、掛け替えのないものと思って見つめた事はありません。汚ないもの、思わ

しいもの、捨ててしまいたいものとしてしか、自分の存在と自分の人生を見つめるこ

とは出来なかった」。そしてたまたま私の『ザ・レイプ』という小説を読んで下さっ

て、その中で何度も語りかけている「あなたが悪いんじゃないんだ。あなたには何の

罪も無い」という被害者への問いかけが、そのまま彼女は自分に言われている言葉の

ような気がした。 「70になって、あの事件から60年近くがたってようやく自分の存在

を否定しなくて済んだ。私は私で良かったんだという事を見つけました。まさに自己

のアイデンティティをようやく素手でつかむ事が出来ました」。この女性の奪われて

しまった約60年間、誰が償うことが出来るのか。そう考えていると、私にとっても大

変時間のかかった仕事でもありますけれども、 『ザ・レイプ』は社会の流れ、それか

ら海外の女性達、日本の女性達とのいろんな活動のつながりの中で生むことのできた

作品だという言い方が出来るでしょう。

結線の家族

私の小説の中に帥昂然の家族』という小説があります。

血縁、血のつながりだけが人間に愛情と暖かさとやさしさを生むものなのか。むし

ろ女性達にとっては、 「血のつながりが時にはどうしようもない重い鎖になった日々

は寵かったか」。 「個人を生きようとした時、血のつながりが後ろから女性のことを引

きずり戻さなかったか」。 「彼女の翼を全部切っていったのか時には血のつながりでは

なかったか」と考えた時、血の縁ではなく結ぶ縁、結線の家族ももっと生まれて良い

のではないか。今の社会の中で「ある意味では非常にデリケートに生きた為に疲れ

切った人々が、新しい家族を選びあって作っていこう」という事で集まっている一つ

の古びた家を舞台にして、偶然の家族、結線の家族が大切だと書いていくことと、私

の中では高齢化社会というのがまさに重なっていました。

高齢者が増えていく中で、血の縁だけで介護を考えていたならばどっちも共倒れに

なっていくだろう。とするならば、もっと結線の方の家族が増える奉になって、互い

に支えあったり、苦しい時は片方の肩を「どうぞ」と差し出しあったり、 「今度はあ

なたの肩貸してね」という言、うな、ある種の地域的ネットワーク、社会的ネットワー

クも含めての結線の家族ということは、そのままどこかで重なっていくであろう。そ

んな気がして書いたものです。

それから私の最近の作品の中では、祖母や母の人生の中から、 「一人の女性が何を

学び何を引き受け、そして彼女達の世代が繰り返した悲しみを繰り返さないために、

どんな明日に向かって歩いて行こうか」という事をテーマにした、自伝的な小説です

が「あなたの庭では遊ばない』という小説があります。

春にこの小説を出版した時に大勢の方からたくさんの手紙をいただいて私自身がび

っくりしました。母の人生を同じ性をもった娘がどう見つめてきたか。ある人は「丸

ごと受け入れた」。ある人は「母は恋しいけれど いとおしいけれど反発しか残って

いない」。また、 「反発といとおしさが心を半分に切り裂いている」。いろんな形での

手紙が有りました。そして読めば読む程、母はすべての娘にとってこの上なくいとお

しい存在でありつつ、ある面においては見事な反面教師であった。これはそれぞれの

母の責任ではなく時代が母や女をどこに留め置いたがの責任であるのですが、 「反



面教師であったなあ」ということを感じさせられる手紙がたくさん有りました。

そしてこの『あなたの庭では遊ばない』の中で主人公が自分の生まれや、母の人生

をどういうふうに見つめ返しているかという所をそのまま書いたシーンがありますの

で、これをちょっと読ませていただきます。この中では主人公は私に重なりますから

私生児という言葉で出てきますか この「私生児」という言葉のところを例えば、

「すでに障害の有る人」、という言葉に換えてもいいかもしれません。或いは、 「この

社会においてちょっと病弱な人」というふうに換えても読み込む事が出来るかもしれ

ません。 「アサーボイセスを発している人」というふうに読み換える事も出来ますが、

そのままちょっと朗読させていただきます。

「一人の私生児の心を書く事は、多分私には出来ないだろう。私生児として私は、

私を生きてきたのではないのだから。私は私として、私を生きて来たのだから。出生

は、生まれいづることはどの子供にとっても偶然にすぎない。出産が親には選択した

必然であっても、子供にとって出生は選択の外側にある偶然でしかない。私が私生児

で生まれた事も私が選んだ事ではない。私はただ生まれてきた。一人の子供として生

まれてきた。子どもは皆ただの子供として生まれてくる。命とはそういうものだろう。

生まれてきて初めて子供は社会の枠組みに入る。この国で生きて行く為に。人はそ

の一生の問に社会の枠組みへのどれ程の登録を義務づけられていくだろう。初めての

登録が出生届であった。そこで私は初めて「ただの子供」から「私生児」になった。

母が結婚していなかったから。ただそれだけの事だ。それ自体は幸福でも不幸でもな

い。

そう、子供にとって私生児であるかいなかは、幸福でも不幸でもないことなのだ。

出生に関して幸福か不幸かを決めてくれるのは、生まれてきた子供自身をとりまく周

囲や社会でしかない。親がいて家が有り社会がある。規模は違ってもそれぞれの枠組

みの中で親や家や社会は、子供の出生を幸福であるか不幸であるか勝手に決定してく

れる。幸福な子と世間が言えば世間的な意味では幸福な子になるのかもしれない。

世間が不幸な子と言えば世間的には不幸な子になるのだろう。子ども自らは何もしな

い。何も出来ない。何もしない。何も出来ないうちに、子供は一枚の届出で 幸福な

子になったり、不幸な子になったりしてうらやまれたり、さげすまれたりするのた。

それは子供自身の幸福や不幸とは別の事だ。本人の意志や感覚の全く外側で決定され

る幸福と不幸世間は幸福を求めるのと同じ位の強さで不幸を欲望する。不幸な人に

したい。不幸な人を見たいという世間の不幸が、不幸な人を作っていくのかもしれな

い。自分の幸福に限界を見てしまった人々にとって、他人の不幸こそ限界を知った自

分の幸福に、もう一度新たな充実を見出す道なのかもしれない。世間が大多数と違う

事をうらやむかさげすむか、尊敬するか哀れむかた。そうして多くは幻想の中で自分

より不幸な人を作り出す。自らのさびしく貧しい幸福を確かめようとして。その誰か

のそんな貧しい幸福を満足させるために、私は不幸になりたくはない。私は幸福にな

りたい。私の幸福が誰かの幸福にもなるような幸福を、私は獲得したい。世間が決め

た幸福の基準を越えて、私は私の幸福を獲得する。」という一節があります。

この中二、例えば言葉を換えるとこんなふうに言う事が出来ます。

「従来の男社会は、幻想の中で自分より下なものとして女を作り出してきた。自ら

のさびしく貧しい権威を確かめようとして」というふうに言い換えることも可能かも

しれ圭せん。これは個々人の男性に刃を向けている事ではありません。個々人の男性

白身、男性社会という一つの社会構造の中で息苦しい思いをしていると思います。つ

まり、女性がもっと生き生きと一人の人間として生きられる社会を作っていくという

事は、そのまま男性が「男だからこうあらねばならない」 「男だからこうしなければ

ならない」というたくさんの自分が、或いは、外側から巻かれた鎖から自分自身をも

う一度引き出して、個人として自分に戻る上でとても大切な事であり、 「女性が生き

生きとする事は、そのまま合わせ鏡で男性の生き生きとした人生を作りあげていく事

にもなるんだ」。それ故に女性問題は、女性達を語り合う事でもなく、女性達が自分

達の権利だけを主張する事でも勿論ないのです。 「互いがより良く生きていくってど

うすればいいの」と問いかける事であり、今の社会の中に、互いがより良く生きるこ

とを拒むものが有ったならば ちょっとばかり勇気を蒔って「やっぱり反対よ」って

はっきり言っていく事でぬる。それでもなお「ノー」だけを言うのではなく「私達は

こっちが良いのよ」と言う。 「自分達が心から肯走出来る新しいイメージを社会に提

出していく事でもある」という言い方ができるのではないかという気がしています。

セカンドステージ

今年の夏の初めに-ヶ月間アメリカを取材旅行して来ました。 2年半ぶりのアメリ

カでした。そして、今回のアメリカ旅行においては約70人の、まさに人権や女性問題
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をテーマに書いている作家であるとか、映像作家、画家、行政の人、民間のプロジェ

クトチームを作っている人、あるいは性暴力の被害にあった人達がすぐにかけこめる

クライシスセンターを運営している女性達のチームとかそういった方々にお会いして

釆ました。彼女達は次の4つのテーマに取り組んでいました。これはこのまま日本の

状況にも重なる事です。

1.セクシズム、性差別と取り組んでいる。

2.エイシズム、年齢差別と取り組んでいる。

3.エイべリズム、これは健常者中心主義というふうに言えるでしょう。健常者の

方が上なんだという思い、それと取り組んでいる。

4.レイシズム、人種差別と取り組んでいる。

この4つを開いていかないかぎり、私達の社会はなかなか共生の時代を迎えられな

い。そしてこ.の4つは複雑に絡み合っている。

女性差別と年齢差別は複雑だ。例えば人種差別の問題は、人種差別だけをクリアす

れば良い訳ではなく、同じ人種の中で 男か女かによってもそこには存在する訳で、

ここには性差別の要素をも含まれている。

これらを全部見つめていきたい。そしてもうーっがヘルスケア一。健康について皆

がもっと考えなければいけない。

特に今アメリカはプレストキャンサー、乳ガンが大変な発生率であるということ。

現実にすでにガンになられてしまった女性達が、例えば自分の乳房に傷がつく言商出

の手術をして取ってしまう。その後、精神的に支え合ってセルフヘルプ、自助のグル

ープを作っていって、もう一回社会の中に出ていく。そして「自分の体のある部分を

失くしたとしても、それは自分自身を失くした事ではないんだよ」という事を「自分

にいかに語りかけていくか。それを皆で話し合っていきましょう」というような集ま

りも開かれて、 「動いてるなあ」 「新しい風吹いてるなあ」と思いつつ一方では、もう

日本の女性達は海外の女性の言う事に学ぶ時代ではない。むしろ私達が新しい提案が

出来る時代なんだ。 60年代の私達は欧米の女性達の動きから、たくさんの刺激を受け

ました。

「日本はまだまだ遅れているなあ」と打ちひしがれた時も有りますが、そんなに今

は変わりはない。考えている事も現実も目指す事も非常にクロスしている。似ている。

ただ一つここだけが違うなあと思ったのは次のような事です。

一人の女性が何らかの形で 或いは一つのグループが何かを変えたいと立ち上がっ

た時、気がつくと「わっ」と女の人たちが「頑張ってね、応援するわね、私のできる

方法でやれることはない」という形でバックアップする力。これは日本の女性はこれ

から身につけていく事だと思います。

すでにそれを身に付けられている方も大勢いらっしゃるんですが、ともするとまだ

誰かが立ち上がった時、 「何か応援しちゃうと自分は地域社会の中で浮いちゃうんじ

ゃないか。やっぱり止めておこうかな」と迷ってしまう事が有ります。例えばその

一つの例として、日本のニュースでも賑わいましたので皆さんご記憶にあると思いま

すが、ア二タ・ヒルズという女性が、今は教授をやっていますが、 10年前にトーマス

判事という方にセクシャル・ハラスメントを受けた。非’削こわずかな差で、結局はア

ニタ・ヒルズさんの言い分は通らなかった訳です。

今年の夏行って見た時に、 「ああ、こういう方法があるんだな」と思いました。 「ア

ニタ・ヒルズのあの悔しさは私たち全員の悔しさです。彼女の事を応接します」とい

う形で日本円にしては一人1000円位のお金を出して、ステキなポスターを作ったり、

それについて皆で話し合いをしたりしていた。アニタ・ヒルスが巻き起こした一つの

波を、今度は全米の女性達が自分達の問題として取り上げている。

セクシャル・ハラスメントというのは、アメリカで作られグロリア・ステイナムが

言い出した言葉です。セクシャル・ハラスメントに関しては、とっくにアメリカ中の

人が議論し尽しているのではないかというイメージを私達は持っていましたけれど、

今回話をしてみればみる程、去年のアニタ・ヒルズの件で初めて皆がセクシャル・八一

ラスメントについて語り合ったという事がわかった。それまではやっぱり一部の女性

達が語っていたことだ。裁判も起きたりもしたけれども、今回初めて男も含めて、そ

れが人権に対するどんなに忌まわしい侵害なのかという事を学び始めた。

つまり、アニタ・ヒルズは彼女自身はつらい日々を送っただろうけれど、私達にグ

レイトギフト、大きな贈り物をしてくれた。つまり、沈黙を破ることは大切なんだ。

自分の体験を語る事は、自分の個人の体験だけじゃなくて「個人的な事は政治的な

事」 「他の普遍化を招く事なんだ」という事を教えてくれたという女性達も中にはお

ちれました。

というように、日本の女性、海外の女性、そのように分けること自体実につまらな

い狭いことなんですが、もう何も私達はコンプレックスを抱く必要はない。ここまで



やって来たんだ。ここまで歩いて来たんだ。後はそれぞれがもう一度自分に戻って、

自分の自立と、律する方の自律を見つめ直す事と、緩やかなネットワークをいろんな

形で広げていくことなんだ。この緩やかなネットワークというのは、いつも一緒にな

って外側の人を全部省いていくという形には決してならない。幼稚園の頃歌った「む

すんでひろいて」というあの歌と同じように、 「遊、要な時は手は諾び合おう。必要じ

ゃない時放したっていい。今日来れない人はまた明日おいでよね。 10年後釆たって良

いんだよ」というように門を広く開いたままの、女性と男性の新しい社会を作るため

の、最初の各地域で出来ているプロジェクトの在り方、或いは運動体の在り方という

ものが、私はそれを勝手に「ソフトなネットワーキング」というふうに名づけていま

すが、そういったものが更に必要とされている時代になっていくんだろうと思います。

育児休業法の問題も、或いは介護休暇の問題もまだまだ考えなければいけないもの

がたくさんあるような気がしますが、それでもここまで来た。多分ファーストステー

ジはそろそろ終了の時代を迎えるでしょう。

5 ・ 6年前にセカンドステージという言葉が使われた時がありますが、私は今だと

思います。 「第2幕目の共生の時代、更に何が必要で何が欠けていて何を私達は膨ら

ます事ができるのか」。 「そのセカンドステージを迎える日々がここに来ている」とい

う言い方ができるかもしれません。

私の前を歩かないで下さい。 「Don’t walk in front of me」

私の後ろを歩かないで下さい。 「D。n t∴YaIt behind me」

私の横を歩いて下さい。 「Walk beside mc 」

最後に私はいつも講演で音楽を使います。これを聞いて終わりにしたいと思います。

一曲目は、 「スピーキングハンズ、ヒアリングアイズ」いつも講演などでかけている

曲です。

「スピーキングハンズ」話をする手。 「ヒアリングアイズ」聞く目。という歌です。

スピーキングハンズとは話をする手、手話の事です。ヒアリングアイズとは、耳が不

自由であるために、相手の言葉を耳を通して開けない人々にとっては、目で聞くと言

う事です。人権から共生の時代を見つめていく時に、 「既に障害の有る人と、今はま

だ無い人との間に出来あがってしまった溝をちょっと考えてみよう」というテーマで

出来あがった歌です。

私はすでに障害のある人と、今はまだない人という言葉を使いました。健常者と障

害者と言ってしまうとまっぷたつに分かれてしまいますが、むしろ私達の社会は、す

でに今障害のある人と今はまだない人という形で人間は存在しているのではないか。

そんな気がしてややこしい言葉を使いました。そしてこの歌も女性が歌い、女性が作

詞作曲し、女性たちが演奏した。フェミニズムの女性の権利拡張や、意識の改革のグ

ループの人達が作りあげた歌だという事も、とてもステキな一つの参加の方法だと思

っていますのでちょっと聴いて下さい。

話をする手、聞く目という歌です。テープのスタートをお願いします。

「ジェフリーという名前のあの少年は、今年6才のとても笑顔のステキな男の子だ。

ジェフリーはたくさん話をしたい事がある。けれどもジェフI)-は言葉が不自由で、

言葉を通して私達に話しかけることが出来ない。代わりにジェフリーは自分の指先に

自分の思いをのせて、手話で私たちに話しかけてくる。だから私はジェフI)-のため

にとか、障害のある人のためにという、結局は健常である自分を上において相手を可

愛そうな人と見るあの感覚ではなく 私が豊かに解放されて生きるために、今手話を

学び始めている。

「サラ」という名前のあの女性は、私の母親と同じ世代のとても背筋の伸びたステ

キな女の人だ。サラは耳が不自由で、私達が話しているとくちびるの動きを「ジィ

ー」っと見つめて何が語られているかを理解しようとしている。あのおだやかなサラ

の表情に「私はここにいるのよ」といういら立ちが浮かぶ事に気がついた。だから私

は「サラのために」とか「障害者のために」という結局は自分達を上において、 「可

愛そうなあの人」と下に見るようなあの感覚ではなく私が豊かに解放されて生きるた

めに、今手話を学びはじめている。既に障害のある人、今はまだない人と私達はまだ

半分しか出会ってない、それでどうして友達同志になる事が出来るのだろうか。この

社会におけるハンディキャップ。障害とよばれるものが、その人の丸ごとの個性なん

だと皆が認めあうことが出来た時、そしてそれを生かしあうことが出来た時、徐々に

ではあるが社会は変わっていくだろう。

その日に向かって私達一人ひとりにできること。こんなにちっちゃいかちゃらない

かつ ちっちゃいと知った上ででも敢えてやっていく人生なのか。 「どちらを取るの」

と聞かれた時、 「ちっちゃいけどやっていく」という人生の方を私は選びたい。だか

ら今その初めの一歩として、指先で語る事、手話を学び始め、相手の手話をこの目で

見て聞いていくことを学び始めている。



この社会において既に障害のある人と、まだ障害のない人と、私達はまだ半分しか

出会っていない。半分しか理解し合っていない。それでどうして私達が友達同志にな

ることができるのだろうか。」という歌なんですね。

今の歌の中の事も、私達は今度は女と男の共生の時代を考える時とてもわかり易い

事ですね。

「女のために、やってやってるんだよ」という男の人達がいたらこう言いましょう。

「そうではない。あなたはあなたの為にあなたが解放される為に、女性問題一緒に考

えてるのよ。一緒にやっていきましょう。」

すべてが対等であるというのは多分そういう事なんだと思います。

そしてこの旅行の中で、あるクライシスセンター(迷いを持ったり、いろんな人が

飛び込む避難所)の壁に見つけた言葉がありました。女と男の関係を考える時も、或

いは子供と大人の関係を考える時も、これが基本かなと思った言葉があったので写し

て来ました。

キムスの言葉ですが、それをご紹介します。

私の前を歩かないで下さい。 「Don’t Walk in front of me」

私は後についていくことはできません。 「I may not follow」

私のうしろを歩かないで下さい。 「Don’t walk behind me」

私はリードすることはできません。 「1 may no=ead」

私の横を歩いて下さい。 「 Walk bcside me」

そして友人になりましょう。 「andjust be my friend」

女と男の関係もそうでしょう。どちらかが先に歩いてどちらかが従う事でもない。

横を歩いて行くんだ。ある意味ではパラレルな関係というのはそんなところから生ま

れるのかもしれません。そしてそれは国と国との関係においても同じような事が言え

るでしょう。

「俺たち大国になったから、可愛そうなあの人達を引っぼってってやるよ」と言っ

た時友情というのは崩れてしまう。最近は心配な事がいっぱいありますけれども、そ

ういう言い方が出来るかもしれません。

まだまだ私たちは歩き始めたところですが、歩き始めた、あるいはもう沖あいで一

度ちゃんと波になったものを、沖あいに戻すことができない。

そしてこの波を更に大きく深くするのは、そしていろんな人を巻き込んでいくのは、

諸局ここにいる‾人ひとりの私たちなんだということを大切にしなから、いつかまた

こういった話を考える事が出来たら良いなあと思っています。

こういったいろんな側面、時には矛盾ももろさも弱きもひっくるめて、でも強くあ

りたい私達。そんな人生の見方が出来たら良いなあという気がしております。

私の基調講演、少し時間が過ぎてしまいましたがこれで終わります。

ありがとうございました。

(文責 女性室)





囲喜田

(古川 康)

古川lでございます。コーチィネイタ一考族め

させていただきます。今日は、日本シ音)-ズ優

勝決定戦という貴重だ婁番組があるにもかかわ

ちず集まっていただきましてありがとうござい

ました。日本シリーズに負けないように良いセ

ノンヨンにしだいと思います/今日はパネラーー

の方お一人ずつにそれぞれの生いたちなり

かにしてこういう環境というテーマに関れるよ

うになったがという事、そしてまた現存、どう

関心をお持ちかということを語っていただけれ

ばというように思います。

環境問題というのは、そういう問題が有る車

は分かっているけれども、自分達が具体的にや

っていることと、テレビや新聞でみる大きな環

境問題とがうまく浩びつけられない部分か有る

と思うんですね,今と=よその橋渡しになれはい

いなあというふうに思っています,個別の問題

についていろいろ語っていただくと同時に、そ

の個別の話が大きな環境問題にどう結びついて

いくがということを一緒に考えていきたいと思

環境とはどういうも プロフィールー…-一-

のか、ほとんど神様に

近い存在の内藤さんを

紹介します。

(内藤 正明)

私も最近いろんなと

ころで環境問題の話の

場(二田ますが、だいたし璃一人者というご紹介

は受けますが、今日は神様という事でちょっと

驚いていますつ 第一人者まて工まだまって聞いて

いるんですけどねこ 何故かと言うと大学へ入る

頃、日本で公害が一番はなやかになりがナてい

た時で、当時畳も環境に近いということで衛生

工学科の舞一期生になった訳てす。最初から環

境以外のことはやった事が集いという意味では

第一人者と言われていますっ それからあと、研

究所が環境庁の中にはじめて出来た時も私が第

一号で、作るところかろやってきました(さら

に筑波大学にも環境科学過程が勧めて出来た時

にも、準備から少々お手伝いして参りましたつ

そういうような事で、だいだい、草分け的に雑

用をおおせつかった訳です。

じゃ「おまえ自身の仕事としては何をやった

んだ」と言われますと、一番最初、建設省の下

水道の計画をお手伝いしました。それは琵琶湖

の周辺の大下水道、あの怒名商き大下水道です

ねう それは実は私が学校を出たてで、一生懸命

コンピューターをころがして言十第した訳です。

(古川 康)

1958年配幸市生まれ,東京大学法学部卒業後自

治省へ入省っ

198了年から長野県百出同を経て、 1992牢より自

治省大臣官房悩殺管理官主謀長補任、丁月、政府

の調査団の臆員としてカンポジァを祝祭。

長野県在籍時(こ、県庁の仲間と共に「Hamidas

(はみたす) 1990」を凹こ問う。長野県下121市町

村すべてに足を踏み入れたことが自慢,

そして安くてため(二なる下水道を作ったつもり

てあらましだところが、数日経つとは氏の方か

ら手護が旧主と送られて釆まして、 「おまえは

こういうだがでかい下水道を、あれの土地を取

り上げて作るつもi)かく 孫子の代まで害が無い

と保註するか」という大変厳しい聞いてすね。

その手が今日の私の仕事に大変つながっており

ますつ

とにかく「安い下水道を作れば世の中のため

だろう」とその時は信じて疑わなかったですねこ

ところが住民が言う事はそういうことではなか

った「二大公害は起こらないのか」 「膨大な農

光を取り上げていったいどんな意味が有るの

カ」 「地域間の公平さはあるのか」といったよ

うな思し主もよらなかった事が、いっけい問いか

けられてきたわけですねじ まったく難しいもの

だと思いましたね。何か一つ作るということで、

これだけいろんな言引証、価値観というものを幅

広く考えなければいけないということが、その

後すっと仕事の背後にありました。

そこで環境庁て、環境というものをどう評価

するのかという「環境指標二 を作るという仕舞

を手伝って、その分野

の研究をしました。そ プロフィール一・-・-・---

れ(三百本で初めての仕

事になりました。本を

香いたりしております

けれども、そんなこと

から環境評価、アセス

メント、地球環境管理

計画などをすっとやって来て、今何をやってい

るかと言いますと、総合化・・、ということになる

のてしょうか,

要するに環境というのはあと点りる事に関係が

あり、それをすっと広げてい/ぐと、結局宗教・

哲学みたいなところまで行きついてしまうとい

うことですね。環境倫理と音〇、うこ/とで、倫理観

が問われてし〕る。それが価値観の変革であり、

ライフスタイルの変革につながっていきます。

それはまた技術をどの様にもってし、書くかフ生産

(雄Jてやっていくのか。郁了部まどのように作っ

ていくのか。それを支える経済の仕組み、政治

はどうあるのれ これちは全部一連につながっ

ている訳ですねこ そのどこかだけ取り上げて

「こうあるべきだ」と言うことはできない,全

部つながづないと有効にも機能しないですし、

非常に間違った事をする可能性が有るというふ

うむ思いにとらわれまして、それに近いような

本を書きました。ここに取り出しました了エコ

トピア」と題する本ですが私は筑波から参りま

したので、ガマの池じゃありませんけれども、

あとで“御用とお急ぎでないオ’はちょっと見

(内踵正明)

1939寧生まれィ 京都大学博し週得. 1969年工学

博士。米カンザス州立大学肋数接、京都大挙動放

按、環境I手国立公害研究所総合解析郁々長を経て

現在国立環境研究所統揺研究部長。中央会雪対策

審議会、樹半開発奮議会等専門委員胞多数の委員

を務める仝



ていただけれ富ありがたいですっ こういう宗教

かちはじまって政治・経済・技術・都市まで全

部苦い子二本はだじめてだという事で読んでいた

だければ幸いてす臆

(古川 廣)どうもありがとうございました。

環境とし、つのに大変に幅広く、飾臆勘二考える誤

にはいかな」㌧∴そういうふうに思った方もいる

と思います/それては次は、広し〕中て考える事

も天草なんてすが、実際に実践するというのは

もっと大事であり、大変かもしれません,それ

を実蹟していらっしゃるのか鮎1ニ絢子さんでてら

とにかく突抜という意味てほ、この人をおいて

他にはし1ないという藤井絢子さんをご紹介致し

ます(

(藤井 絢子)滋質県から参し)ました緑井て

す。今日お集まりの皆様の中に、 「熊井が来た

ら手作り石けんの車を聞いてやろうこ と思って

いる方が中にはかなりいらっしゃると思います

それを∠言古してしまうと、スタートがくるって

しまいますのて、是非その辺:苅手間用練にお善

書下三上、私内膜きん

の読手を伺っていて、 プロフィールー

;そうが琵琶湖の下水

道の仕掛け人に内藤き

んだったのか」と∴私

は20牢余り前神奈川県

かち滋賀姑二参りまし

た_ 学生時代から私白

身は水俣のことに興味が有って、動いていまし

た。琵琶朝の地て出会ったのか、たまたまチッ

ソの社員で、そして生協の理事長という人でし

たっ チゾノの水俣病の様な問題を、閉鎖性水域

の琵琶湖で二度と起こしてはならない/と、予防

運動として、この環境の問題をやるというイ言念

の人に出会ったのが、そもそものきっかけです.

私はまさか琵琶湖の地で、水俣と琵琶湖がドッ

キングすると思ってもいませんてしたから、昔、

体に結っていたものがムグムクと起きてきまし

て、以釆ずっと動/くということになりました二

でも本当に動いて良かっだなと今思っています。

世界て唯一1400万人の水源地というこの琵琶

湖二 下水道で言え菅、今ようやく28%の普及率

てすか、実際にば下水道が果てもつながない人

がいるのでまだ19%ぐらいてす。下水適は非常

に時間とお金がかかるという事でなかなか包ま

ない(そういう状況の中で、本当に琵琶湖を救

えるかしちというのか有ります.私達は、かつ

ては「布けん運動で琵琶湖は救える」というふ

うに考えていました二 かか)それは「いける

な!」と思っています。今もそれは原理的には

(藤井絢子)

1946年樹兵生まれ。上智大学大学院修士過程。

198了年より湖南生協別型市長を学士て、し990年より

滋賀螺環境生活協同組合理事長/

エコロジーびわこ理事長。

正しいと思い会す二 和すんの運動というのは中

核の一つに静かたけれ苫いけない訳なんてすが、

それを‾もっと包括しだ論理て琵琶万別二両がわ

だいと、琵琶鳳ま絶対に教えない」というのか

この10宇ぐちいの思いでした臆

つオコどこちか1988書生か二月三、シネココツガ

スと∴〕うプランクトンが大発生して、非常にき

れ、」と言う打ている琵琶湖の北朝の隅々に至る

ま二、どうも具合が悪くなっています二 今年

て\言音.)ますと、琵琶湖の北朝の70%か黒紺色に

曇ってしまったこともありました.赤潮の赤縄

色、アオコのグリーン、そしてシネココツカス

の.章二す宛㌧ 三上三に、死を迎え丁言うんで\はな

ゝ言,という事も今年起きて音.主ます= そこで私達

霊、 ‾汚れた水をストップする任す相ナを私達の

決景‾:つけていこう」ということてこの生協を

作っ二二三うなものてす、

本当にきのうホテルに入る前に、どなたかに

こ茶杓音一二たいて、この周辺の浄化榊のふたを

あげて見なかったんてすが、夜に着いたもので

すか二三有言三かないませ/してした、価単にこく‾っ

てしまえ誉∴‾国の基準をはるかに迎えたよう

な排水星主を出すこ そういう面と榊を琵琶湖の

勘月二出末るたけ早く付けていく_ という′高で

す二 ま音二等身÷リンについては藷牛浜出来ていない

部分も有りますこても今のままの下水道の伸び

では、日本中の水系が半られてしまうと思いま

す〇琵琶品十二やっている水を三相、にする仕措

け、味尿、生活篭排水を一一清二処理する合併浄

化槽二か七、月錐の良い詩情龍の舗辞化柄を、

一年短二伸張付けていくがという木の策定計面

をする\事以外に、琵琶湖を故えないという男が

私達の堤案て千、二九と「とこの地域にL通用

出来ろ義士 とこの頃思っています こすから手

1リ伸すん、十告′lし運動、そし∵二合停,二両と棚の

問題臆 これらをこれからみなさ/\しこ現場二的を

見なから、作し)ながら一藷に考え二㌦、きたいと

思っています∴今1‖しそのきっがナ、二㌦紺まと

想い何言ました÷

(古川 廣)

どうも布耀うございました〉 次に大和田帽子

さんです.今の蕨井さ/しの謡が、いか評車う側

からの立場だとしたち、今I碧圭‾物を売る個と

して、との音よう(二瑞点描月敬二取り細んたら良し

か」という事で、物を売る個の中二、炭坑エコ

ロンー問題を考えこい/くという非常に整しいと

ころが有る誹こす、それをl考峠.は、 !宣質店の

た力のエコロシーのハンドブック了 を作ってみ

たり三か、祝日の試みて研究なきったりとか、

いわ言企業人てあり号から、丸っこの端華問題

を肝究し、圭子ニ実費されてい子∵フしゃる方て寸

大和町きんお願いします

(大和田 順子)

ご纏介いlとた∴きました大和田てこ言います/

今日は東京かち参り≡した,コーチ/ネ一一クー

と留ま同じ位の年令と言う予てすが、紅が;〈三

若輩音であります。 3年くらい前のある日、国

分の子供がまだ小さくて、勤め‾二おりますのて



紙おむつを使っておりました∴∴その紙おむつが

目の前でど/\しどんしし=こなっていくのを目の雪た

りにしているうちに、 r“これは非’鉦こゴミ問題

だ」と思ったんてす\∴その頃にマスコミてかな

りゴミ問題がとりあけちれ、処理場が無くなる

とか言われており三したのて、私自身の問題と

して気付く車か出来ました=

当時私は東急総合研究所にお‖)まして、 「円

本と-プ協議会」という団体にl用人したりして

おりましたフ それは企業の中で働く女性たちの

全てす。 14年前に出来て来年15周年を迎えろ会

ですぅ この会に企業の中て、女性達が生活者の

視点て商品間発をしたり、企業行動を見直して

言こうということで約400名の会員がおり、私

も5年前にそこに参加致しましたっ いろ/しな柴

極の企業に勤めている女性達と、 「いったい私

たちに何が出来るんだろう」と話すようになり

ました二 そのヒープ協議会に、私は「エコリン

グiフォーラム」という端境問題を考える自主

研究会を予l早)ました。

そこて「生活排水とゴミに関する調査」とい

うのを実施致しましたこ 東京に多摩川という川

がございまして、多摩

川の上流、中流、下流

に住んでいらっし辛る

30尺40八二の主婦の人達

およそ200名を対象に、

アンケート調査を致し

ました。私達が日々の

暮らしの中で、飲み水、

プロフィール

星宿排水など水と墓らしがとういう関係として

意識されているのか 行動しているのかをきく

ったものでしl二。その外に 千百質店人のための

エコロジーl\ンドブック二 を作成いたしました。

百貨店におりますと売り場でお客様と日々接

しまう∵ お客様というのに、生活経験豊かな主

婦の万が歩いてすから、環境問題について関心

も請いですし、いろんな知識を持っていうっし

やるんこす。ところが売り場の第一線の販売員

というのせ、独身の男女が多くて、まだまだ環

境問題とか希うしの事と言うよりは、自分が避

ふことの方に熱中しておりますので、なかなか

鑓境について知識がない訳です九、で、そのお

客様と従業員とのギ「アップを埋める為には、

「百は店と取境問題がどういう関わりがあるの

か」 「商品と瑞上郡打越がそれぞれどういう関わ

り合いを培っているのか」を私達の手で調べて、

考えて、それを百貨店の従業テ自こ話していこう

と、有意てこのハンドブックを作ったのです。

東急百貨店ではこれを全社員に配布したんです

が、 「仝紅組二配布してはも’ったいないではぢ

いか_ とか言かれたりもいたしました。そのハ

(大和田順子)

1959阜東京都生まれ」学習炭大字卒業, (㈱東急

自制占入社後、 (槻東急冶金研究所へ出向= 現在約

束急総合研究所富貴靖莞貝こ∴ 費生活アト音音パイザ

ー、日本ヒーブ毒読会々買、 .パルティーズ研究

生々し」

提言論よこ端境席題と清雄牛諸子 か経済/企画中

「千百つ舟受賞フ

ントブックが百聞占業界の他社の方々から引き

あいがか)、 「なるほどそういう観点がある

だ」という事で、その後各社の方々がこれより

ゝコン/\こクトて分が)易い/、ンドブックを作っ

て、社員に配られたようてす。圭子ニもちろん今

の若∵リ\達というのは、活字や文字がだらだら

と誓いであるものよりは、ヒデオとかそういっ

たものの方が分かりやすいようです。最近の百貴

店では、従業員教育のためにビデオをすいふ/し

使っているようてす。人生経験も落し)私ではあ

りますが、 「それぞれの立場で何が出来るの

手書 ということを、今日皆さんと一組二考えて

音十三たいと思います。

(古川 康)

今それぞれ語っていただいた訳ですけれども、

3名のお請をお聞きしている習ナでも、 「端境

問題と一口に言うけれども非常に窓口が広い

な」とお感じになったと思います。

亙なりにまとめてみますと、内縁さんはまず

「環蓑開運とは、言ってしまえげ一体化そのも

のな人∴二 〇という大きな前操でお話なされたと

思います。

藤井さl人工‡、特にその中での水というもの、

水‡勤まというものについて、 「どうしたら保

全喜薫るんだ」ということ.∴そのための読

みと」二、例えは石けんを作る事によって、

「やらついよりは良い結果が生まれてきてしゝ

る臆/そうl.⊥うような実蝦をもとにおっしゃっ

ています(

大和田さんは、とかく維しい企業の中二あっ

て、こういう瑚境問題をいがこ理解し実践して

いくがという二二について、一つの示唆を与え

るような本をお作りになって、実際に買う方と

売る方のコミュニケーションを成立≡せる努力

をしておう生る/と、そんな気がします。

環境間題のまとめ方というの;まどこの本にも

無いものてすから、私が過当に一応の区分けを

してみました= 環境問題を大きく分けると、地

域の問題と地球的呪操での問題と、“この二つに

分かれると思います。便宜的に前のものを地域

瑞光、後のものを地球環境。地域環境問題と地

球環境問題を考える千里こしましょうつ もちろ/し

その前雄として、またはいきつく結果として、

「そもそもどういう生き方をすべきなのか」、

「どういう哲学てそうやっていくのか」という

のかございます_

地域端境というのは、例えば、薄井さんがや

ってらっしゃる水の問題とか、大和田さんが関

心を寄せていらっしゃるゴミの関越とか、もっ

と広い意味で言いますと、道路に坊重をつける

とか,緑をふやそうとか、もちろんそれも地殻

的環境という中二つながっていると思います÷

地球環境というのは、例えは二酸化炭素CO2

がとノしご./し増えていって、このままでいくと地

球が曲射ヒしていってしまうという刷及化の話

とカ㌧∴オゾン層が破壊されてしまうとか、酸性

雨ですね,あと砂浜化の問題,熱帯雨林の破壊

とが、耳にする事はいろいろあると思うのてす

が、そういった問題が地球環境の問題として在



ろんじゃをいかというふうに思っています◆ た

だし地政の環境の問題にしろ、地球端境の聞趣

く二しろ、結昂行動するという人〈三、地球環境て

頑張るのこぼなくて、地域環境て頑張る、生活

していらっしゃる皆さん方白身がそれに対して

取り組まなけ星は、何も進歩がないと私は思っ

ておりますし

てにこれから具体的に3人の先生方に、 ‾今

現在自分はこういう点について、こういう関心

を罵っていて、この点∴∵ついてはこう考える_

という中身の言演台をお願いしたいと思っており

ます。まず内膜さ/しなんてすが、非常に大きな

テーマだったと思いますが、現在その中でとく

に関心をお持ちの部分についてこう考えるとい

ったところをお頴いします/

(内藤 正明)

今、司会者がうまくまとめていただいて、問

題捉起毛されて、最後のところまては非常によ

がったんてすが、 「従ってみんなが生き方を」

というとこちが少し飛躍が有ったと恩うんです

ね= そこのところを私が一応その道のフロとい

う坤こなっておi)ますのて、少し福完して、地

域の問題と地球の問題を分けます。そういう誌

轟は大変大事たろうと思い三すノ それは互いに

相矛盾した面があるからてす臆

何が達っかというと、地域の閏粗さ、例え言

合詰問良和こしろ、町をきオしィ、にして緑豊かにす

るということにしな 今の世代がその恩恵をこ

うとろかこうならないか‾こすねう 地球問題とい

うのに、享か不幸か!云とんと親世代の我々には

関係焦し」んですねタ だふ待.だいだい私達の子供

か孫位が、非’親二深刻な彫翠′をうげろ予測の範

剛二艦か有り、ある学者だもう「地鮪会だ」と。

私がアンケートをとった、環境の事をやってい

る何百人のうちの9割方は「深刻だ」と「その

うちのかか,)の者が「もう絶望的だ」と言って

るんですわ、もうこのままだったち、多分我々

が何を芋ってもタメだろうと臆 それは覚悟して

おいた方がい中止の事を言っています。ですか

ら次の世代(ニどう“ツケ’’をまかずかまわさな

いから∴そこが地球の聞題の一番大きなとこなん

てすね.,

今きて我々矢の世代のことを考えて何か行動

してきた草が有ったでしょうか。 「そこがエコ

とエゴの遊いた∴ とこう人がいますけど.エ

コとは何かというと3つあります。 1つは、次

の世尺の事を考えて自分の垂を我慢するんてす。

それから雄に途上国、弱い国にツケを回してい

るっ もうご存知の通りですねっ 有詰廃棄物など

がとんとん先進工業国か「㍉左上国に行っていま

す二 もうーつま物言ね火生き物に全部妓苦かい

って、千、年間505帰心難の生き物が死に絶え

=いると音二≡ね1仁こいます= つまり「口ち権利を

主張出来ない弱者に被害を与えつつ、我々は快

適互生后を営んでいる」。そこなんですねこ 地

域の問題、地球の問題というのはエコとエゴか

という分け方も出来なくはない,そしたらどう

したらいいんだ臆という訳てすね= 要するに「つ

けをまれきないこうにする∴というところにい

きつく二 そのつけをまわさないというのは、

‾今の我々一人ひとりの生き方そのもののに、

全部あらゆる行動が問い直されている」という

の茄贋に環境です/

近寄の問題というのは特毒され、公害と言え

:÷全書と言える。自動車公告だったら車をどう

にかするというようなことて、対応が目に見え

るんてす「ナ曲での闘え化というのは、みなさん

が息をきれろ事、げっぷをされる事、家畜のげ

っ」十二すね。人間のは少しなんです。それから

そうのおなら、水田から出てくるメタン、そん

なものが全部樟み上がって温暖化が起こって、

それが2030年とか2050年にはかなり深刻になる

だろうと言われているわけですね。中身を言い

出したちきりがないこすのて、いったんこの辺

にしておいた方がいいかと思います。

とりあえずそういう関越意識を持っていただ

いて、 「さあ何をするんだ」。具体的な三回ま思い

込み‾こし三なくで、どのくちい深刻で、何をやっ

たレ三とのくっい効果があるかというようなこと

蜜∴を、二三るだけデータを踏まえた上で、行動し

て音言たたけ手口三良いと思いますこ

(古川 康)

ありがとうございました 例え雫、どれく上

白深刻‾二、とういう事をやれ芹、どうなるかと

いうの宗、学者界における一定の通説みたいの

は有るん二しょうが(

(内藤 正明)

これももうあらゆる手刷を全部あつめて、そ

れの平均値を取ったらどうなるがという革はか

なりはっきりしている二 ただし温暖化について

も廉因から結果まて十二何段階かがありますぐ つ

まり炭酸ガスが増えている」これはもう絶対間

違いない, 2500年(二は二倍とか三信になるんて

す= これ」ニもう諺も異論にも申。しかし炭酸ガ

スが二倍とか三倍になったら温度がどうなるか/

このへんになるとだ/しだんわからなくなります

ね、さら(こ温度か一度上がる三度上がるという

のが、畏敬的工人閏社会に彫響するかは、また

もっとねからなくなりますつ それは「海面が上

がって、東京が水びたしになって」という蝶し

いことを言う人がち、 「いやせいぜい堤防でか

さあげすれば大丈夫だ」と言う人まで、結即豆

が広いですし

私は、食料生雇が世界的にバターンが変かっ

てしまうという事で大飢餓が起きても全然不思

議ではない。世界中で大量の飢え子二大が出だと

すると、ます質易が大境乱するだろうし、今で

もアフリカはすごいですよね.そういうことで、

何が起きるか′怖くて予測がてきない事もありま

す。

(古川 廣)

牛のげっぷという話があったんですけれども、

それは一一



(内藤 正明)

家畜のげっぷはメタンがかなり出ていますよ

ね。ですから、 「げっぷをしない家畜をつくろ

う」なんていう研究があったりします。なるべ

くげっぷをしない牛とかね(笑)。人間の炭酸

ガスだって結構ありますので,

(古川 康)

では、いつか焼きイモ屋さんが反エコという

ことで。

(内藤 正明)

だから、おならが出ない焼きイモということ

で、エコ産業というのが出てきたり…というま

たややこしい事になります。

(古)ii 康)

簡単にはどうも、こうだからこうだといかな

い所がこの問題の難しさがあるかなあと思いま

す。 「ツケをまわさないこと」というところか

つ\ツ」とする所ですね。 「次の世代」、 「他の

国」、 「他の生きもの」この3つに今ツケを回し

てるのが実状だと感じましな そこで藤井さん

お願いします。

(藤井 絢子)

今の内藤きんのつけを回している「他の国」

の、たまたまバングラディッシュの方に会った

ら、 「日本は環境問題が全然ありません」と言

うのかスタートの話なんですねこ というのは、

私達がこれだけ深刻になっている、もう絶望的

な状況だというのに、 /くングラディッシュも含

めて発展途上国の人の目から見ると、 「日本は

なんて環境に恵まれて」となるんです。つい最

近、アジアのかなi)の国の人が琵琶湖に集まっ

て、 「湿地をどう保全するか」というラムサー

ル条約のための会議が開かれて、 「琵琶湖とい

うのはなんて管理されたすぼらしい湖だ」と言

うのです。私は「ほんとに危機的で、いつまで

飲料水源として使えるか」と言うので動いてき

ているのに、そこの認識のずれがすごく大きい

なと思っています。実際に私も、自分達の地域

で、日本でやってきたこの運動の中身を、これ

かち発展しようとする同じアジアの国々が 同

じエゴをなすりつけている事に気付いて、はた

と思し、ました。 「私たちは何のために生きてき

たか」ということを、今きっちりと伝えてあか

だロブればいけないと思いました。

たまたま去年モンゴルへ石けんの運動で行き∴軍

ましたしモンゴルと。う。は人。21。万人の詰

当に小さな園です。今までは旧ソビエトが支配

していましたから、全部旧ソビエトの物が入っ

ていくという状況でした。でもソビエトが崩壊

してお園の事情が大変ですかち、モンゴルの支

援ところではないですね。全部引きあげてしま

って、残っているのは軍事工場のだだっ広し腫

物とかで、着るもの、生活用品など作る場とい

うのか無いんです。ほとんど物が無い。棚に物

が無いんですね。

そこの中で見たのが、これは本当におぞまし

両全ですが、旧ソビエト製の合成枕組中国、

韓国、白木の合成洗剤でしたっ私達は20年くち

し1妻らしと水の環境を考えているのに、その入

り口請としてやってきた“布けんで轟らし善し

ょぅ青という予が伝えられていない/気が付い

てみたらこれから市場経済に入って、国を発展

させようという国に、もう合臨鯖l匪入ってい

ろんですっ「トップ」をモンゴルの村で見たら

どう音言う気がしますか。私はもう本当に鳥肌が

立ちました二 ても人口210万の固二、今入った

のだら富、これは絶対ストップてきると考えま

した二 それて丁目分遣で使う石けんは、自分達

‾ニ作ろう上」と言って、私達がやって来た「ゴ

ミになるという雇食油から石けんを作る」とい

う手法をまず伝えようということになりました音、

ても、石けん工場をすぐ作るという訳にはい

かな音言って、石けん工場の200分の1か、 300分

のl仔の小さな“ミニプラント青 をウランバー

ドルにもって行って、布けんを作って見せると

いう事を享ってみました「原料の廃食油ですが、

私達と負宮古が全然違い廃食油は出ないんです

ね。そこで、プレーリードッグという(大変か

おいらしい動物なんてすが)動物の油と、動物

の油だはて阜含けにくいですから、こちらから

持って行ったなたね泊と星して、北部こ良い石

けんかで幸三した,

後日、その事実がたまたまモンゴルの大統領

の心を動かして、 「モンゴル全部に石けん工場

が欲しい丁という大きな話になりました。田本

ではずっと布けん工場づくりの働きかけをやっ

て釆ましたが、なか′なか動かなかったてす.た

またま、国際ボランティア基金からお金が降り

ましたのて、今仲間が行っています。小さいプ

ラントでは、さすがに10万人のモンゴルの人達

の砧ナんを作るのくま無理ですから、そこそこの

石(ナん工場を作るために行っているのてす。

今年の春、韓国とタイとマレーシアを見て来

手したが、日本の淀剤の棚ところではない、も

う合成汎剤があふれる富かりの棚。例えばタイ

のスラムでは、お店に並んているのか「アタッ

ク」です,そして、どこのデ′」トに行っても

スーパーに行っても、一番初めにパット目に入

るのかクリ臆ンの「アタック」です,そしてマ

レーシアにも行きました。マレーシアも100%

合虹先細の国です. 「合成洗剤の水に対する影

響がどういう事か」という事を、講も教える人

がいない。対置する布けんというのがないかち

てすり マレーシアの小さ在村々にも「アタッ

ク」です。私達は、 「なぜこの様に伝えられて

いないんだろうか」と考えました。これは「実

践で伝える以外にない」とすぐにマレーシアか

ら石け/しづくりの研修に来てもちいました。私

たちは、マレーシアのプキメラ村という所に行

ってきました二

そして、私たらのマレーシア訪問後すぐ-ヶ

月後に、来日したのは三菱化成の放射性の廃棄

物の投棄について裁判をおこしているメンバー

でした. 「反公害闘争だけではなくて、環境を

保全する運動を一緒にやっていこう」という提

案をしてきています。差し当たっては、三菱化



庇の放雄性廃棄物をめく1る裁判。一方で、マレ

ーシアに現在ゼロてある石けんを作るという事

の提案です。彼らは午年奉に乗目して、布けん

工場て技術を身につくすて居りました= 私達もこ

れから竹岡か技術交流をしなから行くと思いま

す/プラントはうまくすると12月にできるかと

思います=

今年とまたフ/音)ピンにも行きまし手∴∴どこ

もここもそうてす/何も伝えづ札で.〉ないのて

す。てすかち私達(よ非常に深刻てすけれども、

アジアはそれどころではなくもっと深刻で、も

しかしたらもうそこに人間す引主めなくなって

しまう状況があります,勿論沈剤だけではなく

て、水の状況は日をおおうばかりです。洗剤す

う前にお話した様なことですから、水の状況は

それを上回っています= そういう事を含めて私

達に視野に入れて動かない、と、これは絶対に問

題であろうなと思います.

今日はたまたま天皇が中国にいちっしやると

いうことですが、日本とアジアの間の戦争で、

その戦後重任の問題を私達住民はきっちりと身

に受けて、 「私達はこういう彫てお返しするん

だ」という交流ができているかというとそうて

はない、国もきっちり貢任を取っていませんが、

私達は地道な交流の中で、 H’普的に友達になる

ことて「私達が日本で失敗した事を絶対に繰り

返してほしくない_ その事を伝えていくことが

大事だなあと思います,

そういう意味で㌧もう一度原点の琵琶湖に戻

るこ 本当に祐Iんというのにこだわって良かっ

たと思っています、それは炭坑を考える入り口

請として非常に分かりやすいです,しかも、私

達の場合は工場生産の非常にすぼらしい布けん

ではなくて、言わばゴミになる言充してもごま

ろ、焼却場に出してしこ曇るという廃食油から

石はんを作っ‾こ使うという、リサイクルのシス

テムに乗っ手二物てすね二15年も前からやってい

ます。 「大変な事だから早めてしまおう」とい

う思いが首につきまとっていましたが、これ)ま

行政も主体的には絶対にやりませんでした= ま

してや企業は絶対にやちなかった。私達の住民

連動習すが大変だと言いながら15年来ましたこ

今になったち他の所も動き出しています、そし

て「地域てすっと動き絡げていだからこそ伝え

られるという事があるんだなあ」とつくづく思

っていますこ

回国のいろいろな住民連動の中ク溝i題を共に

解決し合うと同時に、近い勘こもう少し日を向

けた時に、私達の位霞というのか窺読唇向こ見え

てくる、一度自分達の位置を相対化して見ると、

私達のやっていること、その中ささも、そして

その重大さも見えてくると思いまう㍉ ですから、

今日この会場に、そのミニプラントをもって来

て実演して見せたかったです。ところが、 10リ

ットルかち37kgの布け/しを作るのに2時間草か

かりますから、みなさんパネラーの方おひきと

りねがって、全部私がやちなければいけないと

いう事で、またちがう般会にお目にかけたいと

思っています。新たに地域を動かす 人を動か

す。地域に拘って水に拘って動く時に、言葉だ

け二は伝えにくい。そういう暗く二どういう道具

だてがあれだ動きやすいかという、その道具だ

てをピン今日ご参11口の皆様には何らかの形て、

その情報をお胤ナしたいと思っています∩

(古川 康)

基本的なところで、いくつか質問があるのて

すが、まず、石けんという言葉と合成洗剤とい

う言葉とんですナれども、どんな様に遊う誤で

す六」。

(古川 康)

石油化孝生まれの物が合成洗剤、ヤシ油とか

なたね油とかの場合や、廃食油かちの物が石は

んてすね。廃棄きれる食間油が布けんという車

ですね二 三九からそういうものをなせ企業完や

れないのてしょうがニ

(藤井 絢子)

合板の界面活性剤を使っているのか合成潰副

ですな、脂肪致ナトリウム70%以上でてきてい

るのか土工ナんです、ですかち実際によく表示を

見ると、脂肪酸が70%、炭酸ソーダが20%、ゼ

ロライ十が9%、 Cれ(Cが1%というのもいち

おう石与太てす。合成の界面訓告紬封更ってい

ませ′上し臆 原詩よいろいろあります。 /1こ-ムオイ

ルが主であったりなた和郎年主であったり、そ

れにい〆六〕うな油があります。

(古川 廣)

合成洗剤の浜村がそういうのですか。

(疎井 絢子)

いや、合成品列は基本軸=石油ですへ それか

ちヤシ油からというのもあります、だから表面

的に乱、五二も自.約二やさしいと見え∴二も、石

油化学かす≒妻戸してし〕るわけ葛こすね〉

(藤井 絢子)

多分最笠的には、生きる一一人ひとりか、どの

商品に手を出す(買う)がということてす。

「買い物は世界を変える」という今日の私のテ

ーマ(ニふれて言うならは、その野.膏勿をする一

人ひとりがどれに手を出すか。現在その手を出

すのが圧倒的に合成洗剤て、企業はその現挟に

のちないと成り立ちませんかちね音

滋賀県では12年前は、店の合成洗剤の肋がう

んと狭められて、了0%以上布けんの糊たったの

ですこ その後、 「白きとかおりのニュービー

ズ」が入ってきて、ずっと合成先制の棚が広ま

ってしまった。そこは力関係てすね。企業との

力関係と言うよりも、 「私たちが何を選ぶか」

と言うその選び方の基準で、その店の棚そろい

というの:ま変わる訳です。残念ながらそうなん

てす← 私達の側に囲題があると考えないといけ

ない二 多分企業の論理だけではないてしょうね、

(古川 康)

言いにくい話かもしれませんが、遺ふ側がど

うしても「ニュービーズ」を取ってしまうとい

うことは、例えは宣伝もあるかもしれません、



あとその他にどういったことが考えられますか。

(藤井 絢子)

基本的には若い人には白きと香りの信仰があ

る。そして、商品その物は全部人間にとって快

適、人間にとって便利、人間(二とって非常にす

げらしい物という事かありますか、それが流れ

出刺の生態系にどういう影響を与えるがという

事っ その関係性では物を使いませんよねつ 直接

それを救うことで、自分の体にかぶれが出る時

などは石けんに替えていきますけれども、そこ

までいかない場合にくま、 「その流れたものが生

態系にどういう彫轡を及ぼすか」という関係性

で考えない限り、それを使い続けると思います。

若い人は特に、生まれた時から物が豊かで便利

です。また合成洗剤のキ十ツチフレーズ、デザ

イン、イメージがピタッと来るのてしょう。そ

れかちすると石けんというのは具合が悪くダサ

イですね。ですから私達も′主ソケージを非’削こ

あか抜けたものに変えました(美)。

(古川 康)

ありがとうございました。地域に拘り石けん

に拘っていくと、その拘りの中から一つのこと

が見えていく、相対化して見えていくというお

話だったと思います。それでは、大和聞さんお

願い致します、

(大和田 順子)

それでは日本ヒープ協議会の「エコリング・

フォーラム」という自主研究会て行いました

「生活排水とゴミに関する調査」の中から少し

結果をご紹介したいと思います。多寄、この長野

て宅、あまりまだ深刻な問題になっていないん

だろうと思いますが、例えば、 :飲み水おいし

いですか、まずいてすか」二 飲み水がおいしい

と思われる万に、手を挙げていただきたいんで

すが。じゃあまずいと思われる方手を挙げて下

さい.これな圧倒的に都会に比べるとすぼらし

い状況ですね仝 私達が調査したのは東京都の羽

村市、世田谷区、川崎市の幸区の3地点をとり

ました。これは、多摩川の上流中流下流という

3地点なんです。その上流の羽村市がおそらく

この度野市に一番近いんではないかと思います,

東京から電車で40分位の所なんですけれども、

かなり緑が残っていて、飲料水でも地下水が半

分ぐらい占めている所です。そして多睦月】も水

がきれいで、沢ガ二がいたl)とか小魚をとるこ

とができるような所です。羽村市の人たちは多

壁用を自分の家の庭の延長みたいな感じてとち

えている地域なんです。

ところがみなさんこの水がまずいとお感じに

なるんですけれども、そうするとどうするかっ

まず浄水器を買ってくる。おいしい水なるもの

を貰ってくる。て、 「どうしてこんなにまずいのか

しゥ」 「水道の料金を払ってるのに、させもっ

とおいしくしてくれないのかしら」と言ってる

訳なんですね。企業の方も、浄水器が売れてる

けれども、きちにアルカリイオン聖水器という

のも出しまして、これがまたどんどん売れると

いう具合で、快適を追求する方ばかりへ行く訳

てすっ

ところが水がまずいのかなぜかと言えば、元

をただせげ、私達の生活雉排水への配慮があま

りにも欠けていることも-因であるわけです。

今回の調査では地域環境というか生活環境問題

といった分野で関心を尋ねたんですけれども、

一番関心が高かったのはやはりゴミの問題で、

次が食品の安全性てすね。それから水の安全性

です。みなさん自身の口に入るものには関心が

高いんです。生活雑排水による河川の汚染とい

う事につ音言ての関心はかなり低くなる訳です。

確かにマスコミ等で私達の生活雑排水が、河川

や海の汚束の主な原因になっているというのは、

知識としては知っていろんですが、なかなか実

感しにくいようなんですね。そうしたことがこ

の溺昼から明らかになる訳です。

今回の調査では、アンケート調査といって記

入するタイプですけれども、それだけではなく

て、パックテストという簡単な水質検査をいた

しました臆 飲料水をジャーと出していただいて、

コップにくみ、それをスポイト状の物に吸いこ

む。試薬が入っていて、何分か放置しておきま

すと′主ノクの中の水がだんだん水色になってく

る訳なんてす。これは何かと言いますと、飲料

水の中に含まれる塩素ですれ塩素が多け祖は

多いほど「消毒がきつくなってるんだなあ」と

いうことて、塩素くさい水だとなる訳です。パ

ックテストをする尋によって「家の水にもこれ

だけ塩素が入っていたんだわ」と実感できる/し

です。

今回の調査地点でも羽村市の人達は、水はお

いしいとお答えになってるんですけれども、そ

のパックテストを行ってみても、やはりその地

域は塩素濃度が低かったんです。世田谷と川崎

は水がまずいとおっしゃる方が多く、パックテ

ストでもやはり水色が濃くなっていました。つ

まり水というのは無色透明でなかなか汚れとか

目で見ることはできないですけれども、パリク

テストなど使いますと、目に見えて実感できる

訳ですね。

私も昭和30年以後の生まれなんですが、本当

に物があふれている時代に育ちましたから、例

えば下水道のふたを開けるなんて事はしたこと

ございませんでした。ましてや「水道水だひね

れば出る」。それがいったい「何処かろ来るの

か」とか、 「何処へ流れて行くのか」とか、い

っさい学校時代も教えられてこなかったと思い

ます。それが30才をすぎた今になって、 「自分

の生活はどの様にすれば始末ができるのか」と

考えるようになったわけてす。

その他に、この3地域では世田谷という地域

が〇番都市化が進んでおりまして、調査結果か

与は浪費型のライフスタイルが目立ちます。例

えば、使い捨ての商品について「使っていらっ

しゃいますか」と聞きますと、やっぱり世田谷

が一番多く使ってるんですね。じゃあ「環境に

配賦した行動はしているか」というと、子供が

小さい人が多かったせいか、 「あまり行動はし

ない」とか。都市の環境、町の形成とエコロジ



カルライフスタイルというものには因果関係が

あるように思われました,

その他に「環樹二対して配慮した行動をして

いるか」といったことについても伺ってるんで

すが、全体で率が高いのは、 「古新聞や古鰹誌

を回収に出す」とか、 「ビンやカンの点イ捨て

をしない」とかでした)こういうのはもうモラ

ルの問題で、環境保全行動に入る次元でせない

と思うのですっ 今の若い人達を見ていますと、

ある高校生などは投げ捨てる方がカッコイイみ

たいに思っています言勘二日分でゴミ符なんか

に捨てますと、 「何かっこつけてる/しだよ」と、

友だちかち言われたりすることもあります。古

新聞の回収に出すとか、ポイ捨てをしないとか、

省エネルギーに心かけるとか、チラシの裏をメ

モに使うとか、昔から私達の習慣の中にあるこ

とについで坊、なし)率が高いんてす←

けれどもさきほど稲井さんがおっしゃいまし

た様に、お買い物の際に例えは、環掛二甜毒し

た行動をされるかということになってきますと、

「ェコマークとか、エコロン書に配慮して作っ

た商品を買っているか」という質問に宅2割程

度の人が「買っている」と答えるくらいです。

もう-つご紹介したいのは、 「環境問題に対

してどこから情報を得ているか」とお尋ねしま

すと、ほとんどの方が、 「テレビ」 「新聞」とお

っしゃるんですね。これがほとんどなんです=

例えば企業が/じノフレットを作っていたり、業

界団体が作っていたi)、ある高ま、国民生活セ

ン/ターとか、泊鷲生活センターとが亡脇とかそ

ういうところもいろいろ作っております。生協

とか消費生活センターが作ったものは、 2へ3

割付の率て利用されているのてすが、企業の情

報というのは、どういうわけか1割但しか利用

されていないのです、それはもしかすると、企

業が作るものというのは信用されにくいのてし

ょうがねっ そ/しな気もするのですが。

私達の会は企業に働く女性達の套ですから、

客観的な科学的なデータなど、時報をお客様に

伝えていきたいと考えてるのですが、そういう

私達にとってはショーツクな絡果てござ、、ます。

どうしたら皆さんに読んでいただける惰極を提

供てきろのかと考えさせられました。それから

また一つには、 「環境を配慮した行動をしたい

のだけれど主用†報がない」とおっしゃる方も多

いのてすね。これはどういう事がというと、例

えだ本屋さんに行け草たくさん本も並んている

まてけカ出なタンセ託生費消し

ろいろな情報がある訳ですわっ ところがそこま

では出かけないんですね。欲しい時に手軽に必

要な棺穀が手に入れられるような仕組みという

ものは作れなし しまあろ」
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(大和田 順子)

世田谷に、生活クラブの発祥の地でもござい

ますし、生協活動も盛んてすか主潮重だく対

象を書く取れは必ずしもそうでは和、かもしれ

三宅人力\今回の調査ではそういう結果(ニなっ

たと音言うことてす。ちなみに私も世田谷に任/し

ていろのこすが(笑主

(古川 康)

高三だ主宰街に佳んてらっしゃる大和田さんの

こ意見でしだ 今の結果をお聞きになって内線

さ′′し是どのようにお感じになりましたてしょう

が臆

(内藤 正明)

三ナ’二すわっ 結果の事については後て触れさ

せてい.二だく事にして、おふたりか、かなり現

場に審毒した形て、具体的なお話をなきったも

のです万上二、私は‾その背後〈こどのよう万事が

あるのか_、それから「それを克服するにはど

のよう二幸をずれだいいのか」と、ちょっと喪

を分析し‾こみたいと思います.∴莱)iニさんがおっ

しゃった、董竜潮ですら危機だというのに、東

南アジアつ方から晃子口ごもっともっと白分遣の

方が危掬寸二、 「琵琶湖なんてなんときれし、な

湖だ」とへ我々に、もう少し汚しても経済発展

をしたい臆 と言う.これだけのギ「タップがあI)

ます= なぜギ十ソプが起こっているかというと、

先程申し上げたように日本は線が多くて、湖も

そこそこきれいで、要するに他につけを回して、

自分連出ナが、いね書ポッが)とディズニーラ

ンドのようなものですよね。 「アメリカーディズ

ニーランド説」というのかあるんですが、あれ

は国全体がディズニーランドだと思った方がよ

いこ 人間の生活の場として、地球上で多分そう

あってはいけないのではないがということですご

石油のバブルでアメリカという園がてきている。

ですかち春雪は存在しえだし主 日本もその様に

なってきている。

問題に、 「東南アジアの途上国と、日本など

の先進国との半丁ツプを埋めるのにどうしたち

いいか」。すぐに言われるのか、 「進んだ技術や

製品を遊上関へ持っていく」と。それて製品を

持っていくとどのような事がおきるかというと、

藤井さんのお品こあった泊りの様な事が起こる。

日本の遁/しだ技術とよく言いますね。公詩防止

技術も大変進んでいる、」ある臆一面ではその通り

です= 製造技術も日本の物がいいです。そうい

う物を持って行って、その同が工業化して、少

し経済力が増し、そして中に乗り始める。タイ

などに今大変になっています二 二の様に/他の園

を日本の後に引っぼってきて工1る一 日本がちゃ

んとできてればいいですがたまたま日本という

ディズニーランドが、他の羊セイて一見良いよ

うに見えるだけです言釦亡国が全都日本を追い

かけてきて地球が故えるかというと、これ富も

う絶三細勺ですねじ



人口は2100年で倍ぐちいになりますね∴120

億位になると言われていますがらっ そういう人

達をどこまで引っぼり上げられるれ アメリカ

並みとか日本並みという臆覚ま考えられなし主∴な

せそんな方向に向かうかというと、製品を持ち

込むことから始まるのてすご 売り込むともうか

る人達がいるんですれ そういうものを「援

助」と称してお金をあげるともうかる人がむこ

うの国にもいる。日本にも一部いる.国民は知

ちぎれすに税金を払っているっ そういう仕組み

がどんどん起こっていって、結果は悪い方へ悪

い方へ引っぼっていってるという事があります

ね)

先尾の第二の質問なんてすが、 「なぜ布けん

が良いなら君やらないのか」と言うと、布けん

に限らず、環境にやさしい技術がたくさんある

んですが、皆さん日常余り目にしない。なぜII二〇

そんな物作っても企業はあまりもうからない⇒

せこせこしたこういう物を作るより、車みたい

に大量に作って「ばっ」とまいた方が蓬が=収

益が上がり姜すから、そういう物しか作ちない∵

もう一つはメーカーだけの問題ではなくて、

地球にやさしいものをユーザーが買わない,で

すから両方の寅任が半々です.環境庁ていろい

ろな業界の方にヒヤリングというのをし子二人で

す= 草屋さんに「少しでも効率の良し〕車を開発

して下さい」と頬んでみたわけです。すると

「過去に作ったことはあったけれど、ユーザー

は全然貫かなかったではないか」と。 「やっは

りみんな大きな格好の良い車を買っていく」とこ

「だから私どももそれを作るんです1…‥」とこ

との業界に聞いてもみんなそうてずつ あの小口

宅急便は大変な汚栗源ですよ二「あの様な物を

何とか放ろしてもらえませんか」と言えは業界

は、 「そういうニーズがどんどん出てくる」 「消

費者ニーズに答えるのか業界の義務でごさいま

す」という訳なんてすれ 私達はクール宅急便

を10園送るところをます一回湿ちして、その-一

国分は地球にやさしくし十二とする生活に戻して

いがざるをえない。そのためにはどうしたら良

いかというと、先ほど大和鄭さんがおっしゃっ

たように、情報を的確に伝える事です)

教育というのも確か(_うヾ重たんですね。小さ

い頃から環境教育は大草てすし、 「何かうまい

情報を本屋に行って専門書を買え」というのし

なかなか主婦の万に雅しい,私の家族は私が告

いだ本だって絶対に読みませんかうね(笑主

もう一つはメカニズムを利明する。主婦の方

だったら値段が安け机は買うに決まっている。

それ上告まとうすればよいかというと環境税なん

てすね∴環境に悪い物に税を掛けて、良いもの

を安くするつ それにはいくつかの役所が猛烈だ

)封寸をしてくる。環境に良い垂だとわかってい

るのになぜ反対するんだろう。それは国民のた

めでもないし、端境のためでもないんですれ

一言で言え苫役所の鱈腹のためだと思います。

この際ついでに言えば、要りもしない道路が

山の中二どんどん作ちれたり、必要でないダム

が作られるのは、ダムを作る商売の人がいて、

そこに没入さんがいるわけです。道端局という

部署が役所にあります。その人は道路を作るの

か商充て、毎年すごい予算が付いてくるんです

ね二億わざるをえないというようなことがたく

さんある訳ですよね。悪い製品に税金をかけて、

その分を良い万に補助をつけて安くするという

様にすれ雷、籠しい達識教育を時間をかけてや

るよりも封面の効果は早い。ところが世の中の

仕温みか、行政、政治、業界の仕組みが全然そ

の三ナ二はなっていないっ

瀞美化の原因の半分以上は家庭が握っている

/∴÷すね= データで言えば= ちなみにエネルギ

ー消費を半分以下に湿らせば、炭酸ガス増加は

止まると予測されています。それ以下てほ止ま

りませ左「今のまま増やさないようにしよ

う_・…iという琵度でさえ国会や世界中で議論

してそれがもめていますね。そんなことしたっ

て全県止まらないんてすね。では別種勺にとう

対策するがというのか非常に雉しい点です。こ

れは日牟かますちゃんとしなきゃいけないです。

そして途上国が正しいサンプルを見習って追い

かけて来てもらわないといけない。私は、環境

調和型社会と呼んでる/してすけれども、かか)

国の生産研土方とか技術のあり方とか変えてい

かちいと音言けた告主∴もちろんライフスタイルも

変えて点iない二川ナないです。だけどいきな

り言うこ‾果たしてそんなことできるかなあ

となります。

私は室分の生きてる剛封也球問題は大丈夫た

と安心し丁つますかっ まあ、自分の子供にどう

言って毛かというと、今年就職ですけれども、

「会社に行っていいけれども、いつどんな時で

も田舎に帰っても自給自足できる心の準備と条

件は整えておくように」と言っていますプ 田舎

の土地を最低限一家が食べれるだけ確保しよう

という事ですね。ですけどみなさんその覚悟が

出来るんですかね。 「ナウシカ世代」という苦

い人達が一部あるそうてす,宙恵帥二そのよう

なことの大切さを悟って、田舎で自給自足て、

自然によ与近い生活をやってみたいという。

「とりあえす今の生活で何をしたらいいんて

すか」と開ねれた時にはっきりリサイクルでは

離しいと思いますこ-生悠呑やってる方に申し

訳ないのですか、いろんな評価をしてみますと、

例えば牛写しビンに替えたら運ぶのにエネルギー

がいるとが、祝うのに水を汚すとかいう問題も

あり、やっぱり′くソクがよいというのではない

がとかいう葦兄もある。いろいろ議論が出てき

てしまう。て、これだけは間違いがないのは、

使わないことです。てすかち3つのRと言うん

ですけれどもねつリデュース、リユース、リサ

イクルと二 一番始めのリデュースが一番間違い

がない。次のリユースというのは何回シ修理し

て使うことてすねこ とても良いことてす,また

修繕にお金やエネルギーをあまり掛けるといけ

ないんですけど。そして最後のリサイクルとい

うのがなかなか難しい。牛乳パックをリサイク

ルするのに奥さんが事で運んだり、連絡に走り

回ったし)するなら、車を使わない方が地球には

し汁〕かもしれないです。車をやめれば、少々の

リサイクルや何やら一生懸命やるよりはるかに



効果がある。ですから3000ccの串に乗ってお

ちれたち2000ccに換える。 「だから埋却二やさ

しくしたか」と言われると、 「毎日10回殴るの

を5問に禄ちしたち、やさしいお母さんかどう

か」ということですよね。地球へのやさしさと

いうのは何なんだというのか分からない。 「前

よりはやさしくなったろいい」と安心してもろ

っては困るので、本当にやさしいというの!三、

叩く回数をへらしたからやさしいというのては

なくて、ちゃんとやさしくなでることです。地

球にとってこれは何だろう、これは実はなかな

か籍しいんです⊃ 「車を小さいのに乗り換えた

らやさしくなったか」,自転車の万がもっとや

さしい_ 歩いたらもっとやさしい。それをどこ

までやらないといけないかという事です。今日

の時間と礼金の範囲ではこれ以上話すわけには

いきません,別の機会にはずんでいただいたら。

(古川 康)

時間も延ばさないようですし、礼金の方も変

わらないようですのでご無理にとは申しません」

やっぱりびっくりしますよね。ここまできてい

るのかという恵じかしませんかご よくCO2の総

量を1990年水準とかて挽計調査したというお話

があし)ますねへ それではだめたとはどういう惹

昧ですか。

(内藤 正明)

本当はここてデータをお見せしたら一一目瞭然

なんです二 ともかく今のまま放っておいたらう

なき登りですよ。 2010年に2倍とか2050年に3

倍とかになります今 それを今言った車をすれば、

上がり方がちょっと少なくなります。ですから、

ブラジルサミットでも行動計画はほんの第一歩

だと。その通り第一歩てす。あれが出来ないな

ら何をか言わんやてすこ 本宮二炭酸ガスが今の

レベルより上らないようにしようと仮に計算し

たち、今すぐ世界中のエネルギーを6割カット

しかナればならない。半分以下にしたら何とか

止まるという。 6剖というと日本はいつ頃だっ

たかというと、昭和40年の後半位だったなすで

す。 10分の1にするというのが私の説なんです。

なぜかというと、もう10年もすると途上国の

エネルギー消費が上がって人[「も増えます。日

本が世界の中て無理なく使えるのは、そういう

のを全部かけて行くと10分の主10年もしたら

10分の1ぐらい覚悟しておかないと。そしたち

10分のlで私達は暮らしていけるかこ 昭和30年

の後半が丁度そのぐらいですからあの頃蓉らせ

なかった訳ではない。決して竪穴佳苗で弓矢で

獲物を追ってたわけではない,ところかすぐそ

のようにすり替える専門家がいるんですねこ な

にかエコライブというとすぐ「石器時代にかえ

れと言うのか。」そんなことは全然ないですね。

そこのところデータで冷勘二解析してみる必要

があるんではないかという事ですね。

(藤井 絢子)

ただそこまで座薬乾道をどう支えるかという

草を考えかナればいけない訳ですこ37-38年戻

㌻周、社会問題として顕在化しているものを

i`もしこうすれば-の∴●もしつが崩れだ暗に

に全部勘]立たないという事を片帥二おく.社

会話題化しているから、 「私達は今どうしなり

れ言三川ナないか と言式行錯誤しながち変えだ

けれどし生す射、というのが多分大事な行動原理

だと患うんですよれ そのへんのところをきっ

ちり思わ射、と、 「あっそうか」と話を聞いた

とき二王思いますけれども、家に帰って皆さんで

きますかその通りに。このライフスタイルを40

年前に戻すのは、私達はできるかもしれないけ

れどもそれが国民会話の中で、産業界もそこに

おとしなから徐々にもっていく。 「どう日本の

行動薫升をとろか」という事の中でしか多分総

合的には解決てきないですね,,ですから非常に

意識化して上る人達が、 「私はこうします」と

いう事があったとしても、それが「私は」では

なくて、 「社会全休」として委ねって行く仕組

みにし・三けれどいけない訳てす。だがち残念な

がら非和二大変だけれども、差しあたってやち

かナれ主上自ナない事がたくさんある音、多分住民

運動の中二提案したり、動いたりしているとい

うのは、とりあえずやってみる。そしてもしか

したち5年経った先に、 「そのやり方でいい

か」という託生戻しもきます、歪みもきますと

いう事て、その時に又行動摸理を考えてあると

いう事でしな今の敢長を下げる事ができない

のでにを音言かというのが感想ですが。

(内藤 正明)

おっしゃる通りです。それて、 「最茶ターゲ

ットはこれだよ」と言ったって「そこへどうや

って行くんだ∴ つまりそのシナリオをちゃん

と書いて見せないといけないですね/それを実

は研究として一生懸命やっているんです。その

はしりが、ちょっとここに書いてあるんですこ

「10年単位でどの様に変えていくんだ」と。で

「その時にどの様な問題が社会に起こるんだ」

と。予想ではかなり韻しいことが起こりまして、

例えば、民主主義とかそういう事すち場合によ

っては一部捨てないといけないこ この様な事を

言う人は端郵尺山います二 ヒューマニズムとい

う様なものもひょっとしたちあんまり言えなく

なるかもしれないとかご それ位の覚悟を一方で

しておきなかちね、そんなに深刻でなければそ

れはそれでぽん万歳ですから。さしあたりやる

勤ま今おっしゃった事なんです。ここ数年でや

るべきことはまさにそうなんてす。でも実際に

「それだけで済みますかね」というと、予測デ

ータを見て、 「それだけだと全然だめだ」とな

るのですこ

(藤井 絢子)

そこて企業と市民と行政の有機的な合意がど

の様に彰成できるかというところですね。そこ

て私達は、本当に正念場て動かなければいけな

いんだけれども、住民がやっている事というの

はちまちましく、 「これで地球問題解決する」、

とはとんてもない事で そのへんの所も多分後



半少し議論してみないといけないと思っていま

す。

(大和田 順子)

それから先ほどの話の中で、税金の使い方に

もあまり気を配らない方が多いですね)実は会

社の中でも環境(こ関連した仕事をするようにし

ているんですけれども、自分のあいてる時間で

何かしようと思いまして、東新二本拠地のある

「パルティーズ研究会」という、 -つの市民運

動と言うか研究団体に参加いたしました。アメ

リカに「バルディーズ原則」というのかありま

して、 (最近名前が変わって「セリース原則」

になったそうなんですけれども)これはアメリ

カの環境保護団体のセリ臆ズという団体が

「企業も少しでも環境に配慮したものにして下

さい」というために、 10の原則を作ったわけで

す。これを日本に絃介して、日本の企業にもこ

ういった考え方をしていただけないものかと、

勉強会やシンポジウムを開催したりと、そうい

う事を進めてきました。

その仲間達と今年のl加二、アメリカの環境

保護団体を訪ねて釆ました臆 例えば全米自然保

護協会という所は、会員が600万人いて、普通

の個人が年会費一人3000円位払ってその会を支

えている訳なんです。そこが一番大きな会です

けれども、他にも50万人60万人という会員をか

かえる自然保護団体とか環境保護団体とかたく

さんあるんてす。ノませ日本には無かったんでし

ょうね。私自身も接問に思います。 NGOと言

うけれども、そういう活動を私たち国民一人ひ

とりが支えているという認識がアメリカの場合

はあるんです。日本の場合はどうかというと、

また諸に就いたばかりといった感じがいたしま

す。

また最近では、 「ボランティア貯金」という

ようなものが郵政省で制度化されまして、 200

万人とか300万人とか会員が増えていると問い

ています。労働力は旋供しないけれども、自分
言

の利子の一部が寄付されて、いろいろか舌劫、

例え富富士山の所の活動の資金の一部にまわっ

たルているんですね。私達一人ひとりに分か 脅

隼

リやすくて、かつお金だけではなくて、たまに

は労働力も堤供する様な環境保護団体が、日本に

ももっとできないだろうかという疑問も実はも

っています.

(古川 康)

NGOにならない政府でない尉休がアメリカ

では育っている。日本ては育っていないという

のは、その通りだと思います。ただその環境運

動なり、耳申)組み方か)、転換の仕方というの

は、それぞれの個別の国の事情を反映していく

んだろうと思いますね,アメリカは国家の成り

立ちかち「みんなて作って行こう」という事で\

作っていった国です∩ 私どもは、日本国で生ま

れれだ自動的に日本人という事て、そういう意

味ではまた成り立ちが違うという事ですっ

先程の「ボランティア貯金」というのは、一

種の税金的なもので、郵便貯金の利子の一部で

ナから額としては大した事ではないんですが、

通帳にあの部分があるとうれしいんですよ〇二

在日 環境と関係ないてすが、私はユニセフのカ

_卜を括っています。使うと何%かユニセフに

いくというものてすね。そういう物の方が日本

だ受けやすいのてはないかと思いますプ

日石の場合環境政策を充実させようと思った

う、空木的には税金て取る方が抵抗が非’凱二少

ち∴、と思います= 寄付金集めをやっていると

「こんな専政西のやる華だよ」と言われるんで

すれ「公共的なことはお上がやる事であって、

あまり口出しするべきではない」という感じが

あり≡すり そういう国民性の元でどういう連動

をやつ=いくか考えないといけません。 「オラ

ンダ二言まこうやっています。デンマークではこ

うやってます」とそのままもって乗でも国民性

ごと、歴史ごと/くックで持って来ないといけな

いと思うのです。伝恥とか、律していく部分と

か、政晴も市民も厳しくやっている部分がある

と思うのです∪ なかなか一部分だけ持ってきて、

その部分たけやるのは雑しい所がある。ただ展

開をみていると、非常にアメi)力の市民運動は

ダイナミックですね= しかも一生懸釦こやって

それなりの効果がある。

それに対して日本では最近、中央公害対策審

議会及び白黒環境保全審読会に答申が出た訳で

す。

これから細事国会が始まりますが、来年の1

月に通常国会が開かれて、そこでは来年度の予

算と共に環晶こ関する基本法が議論されます(、

今まては、公害と自然に関するものしかなかっ

たのですか、それにあわせて環境基本法という

ものを這めてこれか壬の環境問題を考え、実施

するための憲法の様なものを作ろうとやってい

る訳です。その時にも関係各省庁はいろいろ言

うわけです。 「環境市が主導憶を取って環境政

策をやろうとしてるのけどうだろうか」と懸念

を示す官庁があi)ます。通産省ですけれども

(笑)⊃ 通雇省も環境をやるのがイヤではなく、

王朝勧;取れるならやりたい訳です。環境税を

入れると、当然入れられる所から反対が出るわ

けです。 「入れられるのはイヤです」と。 「その

様な事をしたら日本の経済の発嘆の妨げにな

る」と言ってる訳です。ところが異論はあるか

もしれませんが、前の環境庁長官の葺いてらっ

しゃる本によると、例えは水俣病とかイタイイ

タイ病とか起きました。ところが「起きる前に

対策をしていれげはるかに安い費朋ですんだ」

と。 「起きてから対策したので大きな費用がか

かった」という試算が環境中の岩手の研究会で

出ている訳です。日本が全く公害問題を経験し

ていない国であれば、環境税がどうかという議

論もわかりますが、あの様な問題がおきて克服

して、それに対して厳しい技術をもってやって

きたんです。 「その結果、こうした方が経済の

ためにもよかった」と出ているにもかか之つらず、

今また環境税の話になると「それは困る」と、

そういう意見が癒く出てきてしまう。ですかち、

外野かち声として社会的な-つの動きとしてい

かないと、思っている事もなかなか生かされな



いのですご 今、日本は民主主義社会という形を

とっていますから、もっと生かされるはずなん

てすね。まず国なり自治体の政策にどのように

働きかけをしていって反映させていくかという

事も考える必要があると思います。もちろん私

達も公務員としてその意見をどの様に汲み上げ

ていくがというプロセスをこれかちやらなくて

はいけない話です,今までは環境問題と言うと、

「政府に反対する者が言っている事ではない

か」というわけです。

(藤井 絢子)

私は入りたい審議会が厚生省にあっとのです。

厚生省の浄化槽の対策審議会ですが、主婦連の

副会長が入ってしまった。主婦連の副会長はた

ぷん浄化槽のふたを一回も開けてないと思うの

です。その人が国民の代表で何を話すのかとう

この様な事があちこちにあり、私達の現場の事

が何引云えられてなく、前の環境庁長官の様に

見て頻ナぱいいてすが、基本的に見て歩きませ

んからね。現場が見えてない訳ですよ。審議会

構成が変れる華でずいぶん政策が変わってくる

と思います。古川さんにがんばっていただかな

いと、古川さんが大臣になればできるのかなぁ,

(笑)

(古川 康)

私が大臣になれはぜひ推薦したいと思います

(笑)こ いろいろな意見が出ています。絶望的

という言葉が何回か出てきましたが、その中で

も、どういう事からやっていったら良いのかと。

マクロで見ると大変か状態かもしれないが、少

しずつでもやれば変わっていくのではないかと。

これが前半のまとめになるのかと思います二 三

時になりました。ニこて休憩をとっていただき、

質問の紙がありますので書いていただいて、渡

してください。

(休憩)

(古川 康)

あまり多く質問がきてしまったのて作業に大

わらわになってしまいました。 「長野でやる場

合はかなり難しい質問が多いよ」と3人の先生

方には予言はしておいたんですが。メモを準備

されてる方が長野県の場合非’組こ多いんですね音,

メモと錆筆を準備して席にのぞきれる方が非常

に多い,ところが、準備した周ナて喜かない人

が多いという噂もあるんですけこ(笑)人の

話を聞く姿勢がよく出来ているという事ですかつ

今日、質問を出された方の出身地を見ると本当

に全国から釆てるんですね。大変にうれしい悲

鳴を上げている所てございます。大きくわける

と酸井さんに(お 守口ナんの話があれだけ出雲

したので、布けんの話をもっと詳しく聞きた

い」とあります。また内嫁さんには、 「そもそ

も環境にはどの禄に取り組んて行くのか」とい

う話があります⊃ 「いったいとの様に実行した

ちいいのですか」とか、 「後半は-/臆般論てはな

くて具体論にしてくれ」とかあります寄

前半の七、ソシヨンていかにこの問題が大変な

前頭かと二 軍からどこからスタートしたちつな

がって、、くんだろうと、そこをいろいろな問題

を見つめだがち考えていきたいと思います。ま

ず大軍Ⅲさんから。

(大和田 順子)

夷はここに3枚のタオルがございます。これ

にどんなタオルかと言うと、ちょっとみなさん

に紹介したいのですが、二の1枚は、お中元の

時期に東急百貨店のギフトで扱った物なんてす。

忍三二九は藍染めで、素材はが)フォル二アた

こ思うんですけれども、農薬を使っていない綿

です= コットンと言うと環境に良いという気が

しますけれども、実はコソトンにもいろいろ種

類があって、しかもその綿を収穫する際にいろ

いろな襲来を使っているというのは、私も知ら

なかったんです。最近はメーカーの方で、農薬

全便お寺し〕で崩を取る方法だとか、藍染めにす

るとか工夫がされ始めているのです。

それかうもうl孜ございます。これは私が先

週神戸に行った時に、神戸の阪急デパートで買

ったタオ音/なんです臆 これはナショナルトラス

トというブランドが柄、ています,ナショナル

トラストと、〕うのはご存知の方もいらっしゃる

がと思い≡すが、イギリスの最大の環境保護団

体です一ところがこの場合は、私もそこの販売

員に凋いたんですがここにタグ硝すいてい

ますが、タグに封可の説明もないんです.勧ゝ

に、ナショナルトラストというブランドが入っ

ていて、柄も非常にやさしい感じですけれども、

「はたしてこの綿が農薬を使わないで収樋され

た綿なのか」とか、 「染めはいったいどうなっ

てるのか」とか、という説明は一切無いのです。

ただ何となく雰囲気としてナショナルトラスト、

自然を守ろうという感じのメッセージが書いて

ある。

そしてもうl枚は、神戸のハーバーランドの

ダイエーで鵬大したタオルです。これはエコマ

ークが付いていて、無漂由、鉦蛍光、無染色、

蕪農薬という様に訴いてあるこ「カリフォルニ

アの大地で育まれた、素朴で美しくしなやかな

コットンのハーモニー」とか菩いてあります。

これの着色はカラードコットンと言って、初め

がち茶色の綿のできるコットンを使用している

そうてす。ここで私が何を言いたいかというと、

同じタオルを買うのにも、習いより安いほうが

いいかもしれませんけれども、タグとか、ショ

ーカードといって、店頭にはいろいろ説明を書

いたものがあると思うのです。そういう所にぜ

ひ目を配っていただきたいとお願いしたい= な

るほど、これは従来のものに比べれば、環境に

配慮した製品であるのだという商品を発見して

いたたきたい,それから同じ商品で同じ価格で、

同じ風あいて、そんなに柄が嫌いでない場合は、

環境に配慮した商品を買っていただきたいと思

いまして、この3つのタオルを持ってきたわけ

です。 「買い物が世界を変える」という話が本

当は始まるはずだったんですけれども、是非店

頭では、こういったメッセージをみなさん(こ読



んでいただきたい。

それからもし、そのような商品が見つからな

ければ、その辺にいる販売員をつかまえて、

「こういうのはないのか」と聞いていただきた

いかけですねこ あるいは店頭て若い女子社員や

男子社員に言っても何も変わらないだろうと思

ねれる方は、店長やお客様係宛に手紙を葺いて

いただ圭子こい二 そういう手紙がたくさん釆ます

と「これは大変だ」と、 「お客様がいろいろ心

配してうっしやる_ ということになし)ます。む

しろ個人として、 「私はこう思う」と苦いてい

ただきますと、それが企業を変える力にもなる

んだということを、ぜひお願いしだいと思いま

すっ ちなみに「エコロジーハンドブック与が長

野東急で配ちれたかどうかということは、また

確認はしていません。多分全社で配ちれている

はずなんてすけれども、もし送ってないようで

したら、長野東急にもきっそく送りまして、

「こういうシンポジウムがあって、長野の人は

みんな知っているこ と手撫で書きそえておきま

しょう。

(古川 康)

ありがとうございましたっ 商品をよく見ては

しいという話ですねつ 考えたら、牛乳などは今

製造年月日が書いてあi)ますけれども、昔は軒

いてなかったりしたのもありましたね二 ジュー

スも今は何々ドリンクという言い方をして、鍾

しくも十)ましたね。表示なんかは昔はなかった

てすよれ 今は、みんな気(こするようになった

のて義務付けられてきて、みんな見るようにな

ったんだと.たがう商品二ついてもタグをみん

なで見るようにしていけ富、せっかくその様に

葛葛生懸命やっている企業があるとしたら、それ

を少しでも応援していくのか、私達にてきる第

一歩と言えるのかもし丸ません。それては大和

田さんお類いします二

(大和田 順子)

質問は多岐にわたっているというか、ばらは

ろです,一つは長野東急のお話だったんですけ

れども、あとは流通業界においての過剰包装に

ついてきております。これもこの間やっぱり、

あるグループインタビューという調査をしてい

てびっくりしたんですけれども、 「スーパー(二

それはどこの百聞富でも実行しようとしている

かすですこ

‾企業の情報は、企業に不都合なことはかく

している」というご質問もあるんですけれども、

本当に住民にとって知りたい晴報を流している

がどうかも定かではないと私も思うわけですれ

例え霊‾日本ヒープ協議会」というのは、非営

利重体ですから、もちろんいろんな企暫二は所

萌しておりますので、少しは骨抜き(ニなるかも

しれませ付ナれとも、なるべく企業を変えてい

くようなつもりで私達は活動しております。私

達も諸賢者の、〇、∴ふ人として、私達の利益になる情

報を、手を変え晶を変えてみなぎ/」にお伝えし

ていきたいと思っています。

行く時に輔車な包装て良いと思うけれども、冨 (馴 鹿)

デパートで買う時くらいはきちんと包装しても

らいたい」と言うお客様が結構いろっしやるん

ですよねっ 自分で使う物、家で使う物について

は「包装はいらない」と言ってるのく二、 「そん

な事おっしゃちずに」と言って販売員が包/して

しまうことなどあると思うんてす。そういう販

売員がいましたらしつこく「絶対いらない」と、

「それはこういう理由だ」と、ぜひ教育をお客

様のほうからしていただきたいと思います。で

きる限I)簡易包装に努めているわけてすけれど

も、実際にまだまだきちんと包んでほしし〕とお

っしゃるお客様がいるのも事実なんですね。そ

のへんで現場でとりあえずは「お客様に包装は

どうなさいますかと聞くようにしましよう」と・

ありがとうございました。やっぱり物をお売

りになってらっしゃるという立場へのご質問だ

ったのかなぁという気がします。それでは内藤

さ,lしお箔言しますこ

(内藤 正明)

新潟の「7チタきんからですが、 「審議会で女

性の委員をある割合以上入れるべきではない

か」と今身三国の方でもそれは言っているんで

すo最低l人や2人は入れたいと言って一生懸

命さがす(私こも旧談があるわけてすね。 「ど

こかいい人にいないか」と。私も女性の音)スト

を作って、今日のお2人も入れまして、推薦し

ようと考えて音、ゝるんですが、なかなか適任者が

少ないつ それからもう一つくま、 「う-んあの人

はなあ」という役所の判断がありますね。しか

し、努力しているのてその方向にはきちかいな

く行くと思います。

次に原子力発笛と廃棄物の事をお2人の方が

質問しておちれます。東京のモ「)タさんと、サ

トウさんです。私も原子力は専門ではないてす

が、一つは原子力の廃棄物がトラムカンです二

に60万とか70万本とかあって、それこそ次の世

代へつけの形で、私達は何もてきない。ただド

ラムカンに入れて、次の世代へそのままお引き

渡しする。それて得た電気は今我々がf=くさん

使っている訳ですが、実は燃料絹製・発電所題

殺、処分するなどの時のエネルギーの方がはる

かに必要だろうと言われています。ですから原

子力発電というのはエネルギー的にはプラスに

はなってないということですねも

次の間題は廃棄物のもたらす危険性について

です。これは量的に評価するのは非常に難しい

ですつ 放射能に限らず有害物質を我々は毎日操

っているが、それらが個々にどの位人間の鯉康

にリスクを持っているのか、リスク評価という

のが今一生懸命に研究されています。例えば、

厚生省のデータではオゾン層が破壊されて、日

本でも皮膚ガンがここ10年間に何10膚も増えて

いるといわれています。このようにあちゆるも

のが大なり小なり健廉の害として碗み重なって

いますぐ そのリスクは確率の形で「何万人に一

人がガンにかかる」とか「タバコ巨額分の危

険」といった表現しかされません。これをどう



解釈するかは素人には雑しいと思います。また

何が一番i)スクが大きいかという軍は、なかな

か雉しいので、それ引算究があちこちて始まっ

ていますっ そういうデータが次第に出てくるの

だろうと思います。

天の矧制台 車の排ガスだとか電気自動車(二

ついててす。この方は・掃ったちすぐ私の本を買

ってやるとおっしゃっているんで、優先白小三

久留米のアンドゥさんよろしくお願いします。

(笑\竃 私の所のメンバーが大変力を入れていて、

日本で最初に世界--の性能の電気自動車を作り

ましたっ 電気自動車に変えると総エネルギー消

費が半分くちいに一ぺ/しに湿るというのは事実

なんてすね。性能も決して劣りませんう「では

なせはやらないから それはメーカーが作ちな

いだけの事で、 「今あれだけもうかっているエ

ンジン自動車をやめて、何が悲しくて電気自動

車に変えるか」と。企業の論理から言えばその

通りです。だからよっぽど外的な条I)拐〔変わっ

てこなしヽ限りは、自ら動く富はない。ようやく

諸情勢によってぼつぼつ動き始めている。私が

言いたいのは、 「そん和二までして自動車に乗

りたいですか」といす草ですね,体が退化して、

弱者に迷惑をかけ、大変な事故死を起こし、そ

れでもだお自動車に乗りたいのかという事をも

う十回考えなおしてはしいです音,最近沿道公害

も益々ひどいですねう でも環境庁の力ではほと

んど何もできない)力関係ですね⇒ 非常に残念

ですこ

それからもう-つは、 「地球間題で各国足並

みを揃えているのか」で、 「田本はどうなん

だ」と長野のイ上りさんのご質問です。この間

のブラジルて、アメリカはやっけり後ろ向きで

すねこ ノンリグレットポリシーと称しているの

てすか「-生懸命に努力して後で大した事がな

かったち後悔する.そんなことのなし、ようもっ

と分かってかづ努力する二 ノンリグレットと呼

んでるヨ一口ソ六は進んていまして、ブリコー

ンョナルと言って、 「できるだけ事前に手をう

って保険を掛けようではないか」と。日本は始

めはノンリグレットのアメリカよりてしたが、

今はヨーロッパよりのようです、なぜ揺れてい

るかというと、こっち側同いてる役所とそっち

佃司いてる役所の閏で綱引きがあったようてす

それで合意したとしても、先程話した程度の事

にしがなちないですよね。たったそれだけの事

でも合意できない。本当に残念な思いがいたし

ます。

(古川 康)

はい、藤井さんこ

(藤井 綾子)

白頭、私が手作り布けんの話をしましたので、

膨大な’郡的iまいりました。それて「手作り石

けん以外でも、下水道のこと、環境生協そのも

のの仕組みを教えてほしい」. 「資源のリサイク

ルを具体的にどの駒二しているか」とかたくさ

んあるのですが、まず手作り布けんの軍から二

滋賀県の動きが全国にご迷惑をかけているので

音行政がj杢惑をがナたわけですが)そのへんの

所の事靖をお話ししておきます。まず実体を話

しておきますと、 6月25日に読売新聞に-一手作

り石けん自粛言要員県の石けん方針変更〔とい

うかが)大きな記事が出ました。たまたまプロ司

通信の記者がいましたので、当日全国(こ配信さ

れて北海道から沖縄までニュースとしてとびま

した= こすからその当日から環境生協の電話が

鳴りっ霊’なしです。これは大変というので私は

すく告こ県の生環部長に対して、 「マスコミ公開

の手作り石はんをめぐる議論の場を作りたいの

で、い寿子高まものか」という質問状を出しよし

予想通リイエスではありません、もちろん,

それで県の発表を見て新聞記者が飛び付いて卦

いたというその記事。私だったらこのサンプル

を見たら音‾何だこれは」と思う粗末だものてし

た。サン7㌧∴またった4つだけ音.一つに茨城県

の軍ヶ清から取ったサンフ,恒 三玉江臣7)鈴鹿か

らとったサンブ音レ三 軍浮のが一つありましな

それから、 〇・番具合が悪かったのが、何と生環

部の職員が作った、県庁の城員が作ったプリン

石けんでし「二 いわだ、自作自演の茶番劇だと

私は申し上げとのです星「石はんを伝えるに

は、運動論と(と学三者と両方ある」という樹二県

は言うのです星化学論のデータとしては非常

にこ粗末たっ†二という事ですノブ

薪酷暑三三二の数字茄ナて苦さました言古

蝦の石はんに、 J I S現格を適った偽品が完ち

打ています一二も今醜水に対する汚濁の抽禁

であるBOD・CODというのを出してきまし

た= そこで私達は逆に螺がBOD. CODて言

うのだった壬、 (琵芭湖(二対して、生現部長が

「こんな石けんを使うのだったっ、琵琶湖を汚

すだけだ二 こんな石はんを作るのだったう油を

流した万がましだ」という、暴論をはくところ

までいってい善し「=ので音、 「琵琶榔二村する負

荷は、プリン石はんから出るのは全体負荷の

何%位ですか」 「そのために、プリン石けんを

作る人だちの実体を把擬しましたか」と問いま

した。いずれもセロですつ 実体を把握せずに琵

琶湖を汚してる様なものだとは、それはないわ

けですよね(基本的に知事折衝までしまして、

最終的には「以後財宝手作り布けんについて見

解を出しません」という串でし子二 〇住民が作っ

ている琵琶湖会談という組織があり「、琵芭湖会

議の組織の布けん部会に私も委員になっている

のてすが)、そこできっちりとした方針が出さ

れるまで、県は方針を出さないという坤こなi)

ましたつ

そこの運動の中でつくづく思うのは、 「手作

i)石はんをしていた側(二伸が抜けていたか」と

いうと、科学性です。確かに水に対する負荷を

減らしたいという思いと、環境の事を考えよう

とする人口論としては非常にいいのですが、物

を作るとき、 「本当にそれは科学的(ニ堪えられ

る物かどうか」、それは武器として持っていた

方がいいですね= 私達は泉に向かう時に私達の

生協の組合員が作っているフリン石けん、励彫

石けん、液体有けん、ミニプラントで作ってい



〇
〇

一

臨

画
聞

る村石けん、委託して作っている工場の扮布け

んを全部県の言うBODとCODの検査をしま

しな 一検査6刊丁弛、要ですが、それはみなぎ

/しもぜひおやりになった方がいいと思います,

模杏をしたので自信を持って語れました→ ずっ

と市販の物よ言)良い数字が出ました∴私たちが

科学性を持ってきちんと動いていないと、何か

他かち情報が入って「タメ」が出されると-`大

変ナ了 というので急におたおたしてしまって

「いったいどうしたち良いのでしょう」という

事になります。

権かにプリン布けんというの封訓えずる油の

組龍がすい分違います、∴ 、ろいろな食物泊があ

りますね(それから泊を使っていろ回数も違い

ますから絃化の度合いか違うということで、作

るたびにぱちつきがあるということ那紡、にあ

りました,私たちは環境生協の中に、それをき

っかけに「手作り石けん研究会」というのを作

りました二 私たち住民側も、科学性や、作って

いる物をより品質的に高めるための議論をきっ

ち()しておかなけれ売れ口ナない。そのための惰

報交標の場です。基本的には滋賀県のメンバ‾

だけとのてすが、それが新聞で発表されたもの

ですから、他の県の万からも「ぜひ手作り布け

んの小吉昂が欲しい」という方もいます。もし今

日お集まりの皆様の中で、 「私も作っています二

日信がありますこの布けんは」、というのがあ

りましたう、そのプロセス、作り方、年に仲間

相生っているか、どういうかたちでやってし、る

がを含めて状態が分かる椋に情報が欲しいです

し、一緒に勉施したい場合にはぜひおっしゃっ

て下さい。ただし私達は、プ)ン有けん、手作

し)石けんを作る妻を目的にしていませんっ それ

は廃食油の問題を考える人口論ですさ もし廃食

油を石けん化する場合には、製闘擁二もつと安

定した商品てないと、こ川音士伝えきれないとい

うのがありますがらっ それは碁本的に工場生産

の形になると思、いますフ私達は工場生産で、フ

ラントを持って粉布けんを作っていますけれど

も、そこに至るまでのプロセスだと思っていま

す。そこの所で、 「自分達のやっている事は

100%完成晶てない」)でもブラス評価として、

手作り石けんを作っている方のライフスタイル

を見ますと、普通の迷わず「アタック」を買う

というライフスタイルの万と比べて、三滝の差

があるんですねつ暮らし方そのものの中に音⊃今

回の滋賀県のニュースは手作り石けんを作って

いる人のライフスタイルをトータル否定する

事になってしまった訳ですご しかむlO年20年の

膣史がある方にとっては、 「禾ムの20年の人生は

いっ手こい何てあったのか」とそこまて落ち込ん

てしまった方もあるっ て、私は「環境にかかわ

って生きているその事宣、きっらし)と評価しな

いとし点すなし、」と知事にも申し上げました。了

月20日の知事の記者発表の中で、 「手作り布け

んの中(二は必ずしも品質の良くないものかあっ

て、負荷を与える物もあるけれども、それに関

わっている人達の生き方を否走するつも月ごろ

かった」とニュアンスを変えました。皆さんの

中にも、 「私達の地域でこういう問題を抱えて

いる」という全国の惰激も下さい。

ただし、ここで廃食油の石けんを作ることに

問題があって、 「泊は使い切るべきだ」という

のかあります。もちろん“油を使い切るべき

論.というのはすっとあります。私達も「廃食

油をどんどん出しましょう」ということは一度

もありません,基本的に「泊は使い切りましょ

う」という方鉦の中で、実態はどうなっている

かと言うと、麗食油は確実に増えていて、社会

問題化しているところがあるのてす。社会問題

化したところを(株)ジョンソンをももうiけさ

せるための「固めてポイ」を貰うことで船木す

るのお「リサイクルしたらこれだけのな自ナ人

ができるではないか」という事で、とりあえず

動きながら次の手だてを考えるのか、どちらか

てすかという選び万だと思うのです。私達の場

合も使い切口左詮、使い切る論と言っているのて

すが、べき論で世の中変わった事はないのです

「こうするべきだ)と言って一事用こして世の中

変われ苫運動はいらないわけて、べき詣でなか

なか変おら短〕所を、どうやって変えていくが

というのか私達の住民運動の力の苑障のしどこ

ろだと思うんです。勘こその華を菰さながらも、

お二人の方にご田巻申し上げたいと思います音二

あと本当に質問が多岐にねだっているのです.

「外国に持っていったあのミニプラントが近所

にもあります」と言う、その方は是非そのミニ

プラントを式器にして石けん伸)のプロになっ

た時・地域てその事に気付いてし、ない人も確実

(こ目をころ小二掛)向けてくれることにな。三

す。

「値段はおいくちですか、買える値段です

か」という質問もあります, 138万円てすさ 行

政が主に買っています(行政が主体的に買うの

ではなくて、私達が行政の環境課を動かしたと

ころが多いです。行政が主イ軸加工買ってしまう

とどういうことになるか。行政というのはプラ

ンが先行しますから、 「買ったはいいが誼が動

かしますか臆 というのかあります。そういうミ

ニプラントは一番動きが悪い三言胃、います。今日

お集まりの中で、 「ぜひこれは地域でリサイク

ルを考える手立てとしておもしろい手法だな

あ」という場合には、環境課、生活課、環境衛

生蔀など、環境担当の関連の所に行って、 (媛

薬物処耕法が改正案になりましな)廃棄物処

理法の改正案の中で、 「分別収集の中に廃食油

を入れてください二 私達に地域て石けんを作っ

て広めるのにこれが必要てす」と二三えは、袖正

予算も通りやすくなるかもしれませんっ ご自分

で買って動かすというのか一番武号訃二なると思

いますがなかなか大変ですねこ 個人で買った方

もいます。朝から鴫まで6時間へ7時間たいて

2」gの石はんを600門て売って生産が間に合わ

ないと言う人もいます.ですから皆睦の中から

せびそういう方が出ていただきたい

最後に手性し)石けんのデータについて言いま

す。手作り布けんに対する滋賀県の方五十を否着

する「滋賀県見解否毒」という兵庫県の発妾が

出ました∴滋賀県見解否定のサンプルがいくつ

あるか調へましたフ 98検体ありましな しかも



きっちりと地政で運動をやっている方達から、

そのサンプルを集めて調べるという非常に血の

かよった運動の取り組みの仕方でした。そこの

中て非常によいと評価されたのかミニプラント

の粉石けんでしたつ 手作り石けんの中でもプリ

ン石けんを20年つくり章創ナている方がいますが

非常しこいいです。一紬こ言われている勘こ、

「プリン石けん、手作り石けんは呆けん化の部

分がものすごく多い」と言うのが私達の中にも

か)ましたっ今度データを見た限りでは、 1%

前後の呆けん化の部分があi)ますが、基本自在二

100%近くけん化する所きて何回かやっている

方しく5草以上やっている方,Iは基本的にグ)ア

していましたね。非′部こ悪い場合で78%のけん

化率でした。ですからこれだけ質問が来たとい

う三河お滋賀県の見解が出即事に、 「どうしよ

う」と思った方がこれだけいらっしゃるという

ことですね。自信をもってもう〇一度はちまきを

締めなおして、動き出すための新たなスチッフ

を踏み出して行ってもらいたいと思いますう

(大和田 順子)

若い世代の人達はやっぱし)認識不足ではない

かというご意見があったんですけれども、確か

におっしゃる通りだと思います。みなさんにお

願いしたいのは、もし近くにお鏡さんがいたち、

リサイクルをするとか、フリン石けんを作ると

か、一緒にやっていただくのかいいのではない

がと思います。最近テレビを見ていましても、

子供番組で「ひらけボンキッキ」とかそういう

ものに、すい分環境問題が出てきている/してす

ね。 「舶来は著し、」とか、 「もったいない」とか

いう歌ですね。うちの子供もよく歌っているん

ですけれども、意味は分から万上)んだろうけれ

ども、少しすつ変わります。ぜひ皆さんにくまお

孫さんとかあるい聞、さい子供さんがいちした

ら、高音にそういう活動をやっていただきたい

と思いますJ

(古川 康)

ありがとうございました。孫と語ろうの時間

でした。 (笑)これも非’削二分が)やすいです

よね。できる事でもありますし、効果のある事

ではないてしょうが= 「1寸諜さん残りの部分をお

願いしますご

(内藤 正明)

残りの部分もかなり鰹しい質問がいっぱいあ

りますね、、長野の方は、 「自然豊かなこの長野

をどの蘭こ守る星、自然保護分野の質問が多

いてすね。オリンピックの関係で、自然の保護

とどうバランスをとろかという立場で、私もこ

この委員を最近させてし中だいておりますこ自

然保護研究所をオリント音ノクとセソトで作って、

今かち研究したら白銅営れるがどうか私もわ

かりませんけがしども、てらやらないよ引諸富

にいい。ご質問の長野のイケダさんは「もうす

でにこの20年で、長野てすう自然がなくな一つで

いるんだ」と、ちょっとご質問の主旨が後半わ

からないのですか、 「なぜ事前に調査をしてか

らやらないのか」とおっしゃっているんですねつ

自然保櫛l睨所を作って研究が始まりますが、

今与、事前調査をしても「特段の影響は無いと

思われる」という報告書が出る程度で、余り期

待出来ないと思います。日本ではまだ自然より

経済活力を選ぶ方が強い。

自然というものを日本人はどう考えるか(外

国と日本の違うことの-つに自然観とか宗教と

いう背景がある、自然をどう理解するかに大変

関係かあるんですよね。そこまで言い出したち

きりがないのですが、 「自然にはいっさい手を

付けない事が原則だ」と言う人と、 「やっぱり

人間の役に立つように使って、その代わりでき

るだけ保全にも酉己成したらいいてはないか」と

いう立場がある.実は非常に違うんてすね.ゴ

ルフ場の事もおっしゃっているんですね, 「ゴ

ルフ場を作るのをなくしたい」と。これは、タ

ナカさんの意見で、 「---生懸命やったけどあちこ

ちでできてしまった」と= ゴルフ場を作ったち

もうかる人がいっぱいいる。業者はもちろんも

うかると。その中で個人の努力は空しいという

状況。これにゴルフ場(こ限らずあらゆるところ

で起こっています.なぜなんだという思いがみ

なさんして、私なんかもしてますけれども。や

っぱi)そういう社会体制なんてすね。ではどう

したら良いか二 これは一言では言いづらい、社

会の仕組みですね。これ以上公務員として発言

ると首が危ない位の事を言ってますけれども

・それ位言ってまわって皆さんに少しでも動

てもらわないと、どうにもならない。それ位

の状況なんですねじ

ゴミの事なんかは特にそうです) 「ゴミをリ

サイクルしよう」と言ったち「俺の商売などう

してくれる」という人が出てくる/しですよね。

「なぜ、悪いと分かっている洗剤を売るのだ」二

「ブラスチックが始末が悪いことは分かってい

るではないから それはその通りなんです。そ

れじゃあプラスチックを作っている業界をどう

するかく、それで暮ちしてる経済もあるし、逢盾

と環境のバランスの中でみんながぎりぎり、悪

い事をしなから生きてきているわけですかう、

なぜプラスティック業界だけをいきなりいじめ

てつぶしてしまうか。それはもうバランスの問

題ですから、徐々にみんなが少しずつ痛みを分

かち合い、業界も少しずつ仕事をシフトして行

くというような事で、みんなが低を深く負ねな

し中で 産業鮨送やライフスタイルを変えてい

くつ そういう事をやっていかないといけないと

いう事てしょうね。そのへんのご質問が長野の

ハスヌマさんはじめ、福島の万も教育の重要性を

尋ねておられる。その通りだと思います今 そうい

う経済優先を前提とした教育かち環境重視の教

育への変革が必要だという認識に、専門家も一

般にも高まっています。 〇一人ひとりの生き方の

問題である以上、そういう長期的視点で人その

ものを変え育てながらやっていくことは不可欠

てしょうこ ただそれが功を奏するまで地球がも

ってくれるかなあと。その辺はそう祈りたいと

思いますね.私達はかか)接しいなという忠じ

かしておりますが・…



(藤井 絢子)

本曇は私霊、後半では「買い物が世界を変え

る」という事をお話ししたかつたのです先ほ

どブこ和聞さんがタオルをいろいろ見せて下さい

まして、 「企業を消識者が変えていく」という

お話かありました二実は私も、これもこだれっ

て非常二良かっだ互と思うのかある人てすが、

これも布けんとの関係です 石けんか非帝五二具

合が悪くなって伸び率が悪い垂の中に、コマ‾

シ「音7ノンの樟管もあるのです臆 そのパンフレン中

をいつ集めてき二二も、 「安心して船方けんか佳

ぇます」というパンフレットに出あっγ二重がな

かった/しですねっ

私達は洗温機のメーカーの方に、 「そこて使

ゎれる水の量、流刑を含めて、棚卸こ対する負

私エネルギー総量含めて商品を作った事があ

りますか」と質問した草がありますぐ T二言たま

並行してそのメーカーは、全自動流星機の「、“か

ら水を抜く開発をしていまし子ら全自動をお持

ちの方に分かると思うのですが、験かち水が抜

けます)覇から非力ビが飛び込んでシ十ソに黒

いのかつい=しまう堀牛がおこってしまう場合

がありました、 「この笑を閉じられないか臆 と

いうのか私のテーマ‾こした 今度1川に初めて

売り出されました∴その水が下抜きになってい

るこ そのパンフレットを見ました、.粉石けんを

宏心して佳えるという事でし仁 しかも二卵1ト

是の全部峠今まで騨二六が開いていますがら、

外枠の洗准物が入うない所にも水も洗剤も入っ

ていました臆 いらない水と洗剤を使っていたわ

けてすっ今度(珂iの溝博物が入っている所だけ

に水と洗剤が入るという事-ご、エネルギー的に

もかなり肖音服できるという清瀬勘こなし]ました

私達はきっちりとそのことを見すえて語るとい

ぅ事は、 「企業も変わるんだ」と思っています三

崎し津勿は世界を変える」というのはタオルも

そうかのこすが、私達が物を買う時、その店を

きっちり育てろというぐと点、の気持ち二やって

いかないといけないと思うんですねっ

「これは日本の企業は負けI十二」というコンセ

プトを鬼子こことがあります-ベルギーにある帝

石けんの会社です。∴ 布けんのズーーカーの会社

が、石けんを作る工場を造る時に、工場退甜二

あたっての関金が背いてありました二例え音字

「新しい工場なのに腺建材をどの位使っていま

すか」、 「木の撞く二した時に地球に対するエネル

ギーコストこ‡どちらの万がどの債高くなるか、

安くなりますれとか、 「三の工場がいらなく

だった時に、ここで硬う原材料はどの位リサイ

クルできますか」、 「そこて8時剛動く労働者に

とって、例えば木靖の防博子帥よ健康般若がある

けれとも、働く人の事も考えて、材料を使って

います星とかいろいろあるのですさ 自然エネ

ルギーには太陽エネルギーがあり、それか最終

帥二は一一一番コストがかからないっ「布けんだ烏

が良い」というのではなく二、 /石けんを作る工

場まるごと現境の姫伸二あう=こ捕ま会計監査

という言葉がありますけZ/しども、環境監査です

わっ∴蒜境配台こも庸子えられるよう(二作ってでき→

た商品、もし臣†、ていろいろなものが作られで

きた時、大企業は本三部二耐えられるのだろうか。

どう考えても私達の消費行動が全部変えていく

というふうになるかちです。例えば現在何も考

えずに真っ白のトイレットペー′く-を買う人が

多いので棚は基本的にそれで占められてしま

うのです。先ほど大和田さんも店長に言うのか

一番効果があるとおっしゃいましたが、必ず一

声かける.一声かけると必す効果があります/

私達も室数があって、 「合成洗剤のもちい物を

すぐに百に持っていけば、石けんと換えてもら

う」という仕掛けを作りました。企業の側もそ

の事について学ぶ場が必要だと思います。それ

は豪を作る場合もそうです。

去年も再のメーカーに話をしたことがあるの

ですが、 4-う年でモデルチェンジする。今は、

バブルが崩壊しておととしから状況が変わりま

したけれども、 10卑しかもたない車でなくて20

年もち、そして燃料が非常に少ない単にしてほ

しい。そして、リサイクルする時モデルチェン

ジなしに、鉄に溶かすのではなくそのまま使う

ことを含めて、いろいろな条件が入ったとき(こ

150万円の車が220万円になると、スタート議論

で副-ですよ、 70万円言ナれども20年終った時、

幅墳負荷含めてトータルどうなのか」という

それだけの謂かな情報がきっちりと伝えられた

事がないのです。私達(ことって本当に必要な情

報は、物を手にとった時に、環境のことが考え

られる情報か、非鮎二分が)やすい形で伝えら

れているかどうか。物を買うとき、私達は手を

出す前に考えようと占っているのてす。私達も

いくつかの棚は変えていけると思っていますこ

これを全国でやっていくとすい分違うと思いま

す。ちなみに今回、チェーンストア協会、生協、

(百貨店協会は品物を含めて潮見が違いました

ので、まだ宿題てす。)農協の店舗を含めてか

なし)アンケートを出しました,すい方、細かに回

答をいただきましたこ 意外に私達が思っている

以上に、チェーンストア協会含めて皆考えてい

るんですね。考えている事をつぶしてしまうの

も、もしかしたち私達かもしれない。

例えばチェーンストア協会の中に73品目の青

果物に基本的にトレーを外そうという約束事が

あるのです。どうですか私達の買い方。欧米の

人の様に上かっ順番に取るがというとどうもそ

うではない。消費者教育も悪いですが、あっち

のぞいたりこっちのぞいたりすると全部ゴミに

なってしまう訳です→ ですかちその間麺も謀が

悪いではなく「まず私がどういう生き方をする

か」を見せた時に多分その所も変わる、多分

「買い物が世界を変える」というのは、家を貰

う時でも雨水の利用がきっちり出来て、それが

水洗トイレに戻る梯迄になっているかというコ

ンセプトがもしあれば、いくらか高くても買う

というところまで私達は学はなけれ(お口ナない

と思いますこ 本当の学びができた時にいい買い

物ができる。産業界もこういうコンセプトで物

作りすれば、ゼロ成長(こなるかもしれないけれ

ども、次のステップに向けて必ず産業界も上が

る時があると思うんですね。

私のつれ合いの会社もものすごく赤字ですが、



これはしょうがないと。しょうがないと言うよ

りも今は日本にとって考えるよいチャンスです。

「このチャンスに企業と私達買い手が一緒に物

作りを含めてやっていきましょう」というフォ

ーラムを実は明日やるのです。明日のシンポジ

ウムをきっかけにこれを滋賀県で初めてみます。

その事が良い形で展開できると、少し入り口で

変ってくるのかなと。とりあえず行動をどう起

こすかという事。今日からどう行動を起こすか、

行動を起こす時に今のテーマを頭に持つと、随

分と物を見る目、街を見る目が違ってくるので

はないかと私はそんな気がしています。今まで

いろいろなフォーラムをやってきて、こんなに

気に入ったタイトル、テーマはないのです。こ

れからも「買い物は世界を変える」としばらく

言って歩こうがと思っています。

(古川 康)ありがとうございましたっ 自分

たちの地域でもう一回やりたいからきてくれと

か、お三方と連絡とりたい方がおられると思う

んですね。時間と値段のおりあいさえつけば、

行っていただけると思いますかち、長野市役所

の女性室の方が今回担当だったねけですから、

そこに聞けば連絡先が分かるわけですよね。興

味のある方で、この事を広めて行こうと思って

いただける方は、長野市に連絡をとっていただ

いて、長野市も大変かもしれませんが、ひき受

けた喜びだと思ってやっていただいて、ぜひこ

ういう声、運動を広げて行く事に協力いただけ

ればと思っております。

(内藤 正明)

大変大切な点に質問があI)ましたので2、 3

申し上げます。一つは山梨のマエジマさんです,

「環境が大変な事態だとは分かるが具体的に何

をするのか良いのかもう少し教えてくれ」と。

多分みなさん共通の思いだと思います。∴環境

に優しい100の〇〇〇』という本は腐るほど出

ていますよね。だから個別の行動はご存じかと

思いますので省きます。それから自治体あたり

がちゃんとしたデータで、住民のどん売高手動が

どれほど効果があるかを定量的に出している所

もあります。私が足立区でやった行動計画は、

「市民の一日一配慮連動」とか、 「一家慶一配

慮運動」でこれだけはやって下さいと。そして-

「それをやるとどの位効果があるか」と数字も

出しております。例えば「空ぶかし-日一回や

めて下さい」とか「テレビのスイッチは‾日30

分だけ早めに切って下さい」とかそういう20く

ちいの項目があります。全部積み上げますと、

例の温暖化に対しては少なくとも増えか1程度

にはなります。細かく言えばたとえば「路地野

菜を購入する」から始まって、 「朝シャンやお

風呂のシャワーの使い方」、 「太陽熱温水器を作

って下さい」 「家を建て直すときは断熱梅垣l」

する」などたくさんあります。しかしどれもこ

れもやったら決走的というのはないです-こん

な細かいものが積み上がった上で初めて碓

かなるという事です。もっと具御中こ知りたい

で私の本を読んでい方は、いろいろありますの

たたいて…。

その未は、石けんのお話、同様なものとして

は、炭倍さもありますおっ 自分の家でやる。炭

というのにいろいろ良いんてすね.家を建てる

時はエコハウスっ どういうのが本当に環境にや

さしい家なのかままだ分からな弓。排水かっ、

ゴミ、エネルギーなど、全部エコに作り上げた

ろどんな家ができるかと役所のプロジェクトで

やってえ声)ます。茨城のイ「7モトさんから、

「下水道につながないような事はできないの

か」という質問があるのですが、これには制度

的な開通と技術的な問題があります。制度上は

可能ありとして、技術としては十分な自家処理

ができる家を、もし最新の技術を使って作った

らどうかということていまやっています= でき

たら土浦の方は近いのでどうぞご参加下さい。

ぜひ主婦の方に出てはしいのですね。男ばかり

で家を追ってもろくな物が出来か〕。

次の質闘士ゴミの事で、 「産業廃棄物と一般

韓薬物をわけでやっているが、どうなんだ」と

お尋ねですわっ これも雑しい事がいっぱいあり

ますけれども、いずれにしても「物は作った会

社が最後まで面倒を見る」、これは当たり前の

話で、 「親が子供を産んて、動脈は作ったから

静脈は自分でやれ」なんてそ/しなはかな軋まな

い〇作った人が最後まで面倒をみる,それが「

吾効率がい音、」i三ずですね。自分たちが作ったん

ひろどうやったら元に戻せるか一番よく知っ

いる〇百己遺した星で古い物を引き取るという

姐みを作るこいうようなことを、みんなて言

くべきだろうと思います

それかち天の質問は不況の話ですっ 神奈I帰7)

ワダさん、伊那のスズキさんからです。 「今の

不況下で、環境とのバランスをどうするのか」

というお尋ねですつ 私は安月給ですけど国かち

もらってますから不況の方の本当の苦しみが分

からないんですけれども、この際、堪えていた

だいて、もう-ぺんGNPをあげるという事は

無理にやってほしくないと思うのです言列えは

「車の買替えをせめて一カ月のばしてほしい」

とか、 「ふテレビを一日一時間節約して下さい」

とかと言っている最中に、首相が「もう少し宴

の暑さが早く乗れば、クーラーや冷蔵塵が売れ

て経済が上昇したんですけど、残念でしたね。」

と言ってましたよね。それを見て、経済を活性

化するという首相の立場からすれば、クーラー

等どんどん売れないと困る。一生懸命なんてお

ですけど一方、 「l%ても節約して使って下さ

い、それを積み上げて温暖化を少し止めましょ

う」とやってるのが実に虚しくなってきまして、

やっぱり経済と環境とはどこまでいってもこう

なるこ 私ともからすると不況を我慢してほしい

と言わざるをえないんですけれども。

(藤井 絢子)

そうすると東急なんかは大変になってしまう

訳で。

(内藤 正明)

そこでぜひ反論をしていただきたい。



(藤井 絢子)

今は消費の即現行したと思うんですね言出

群青がその文明の指棺になっていたと思うので

すが、消費の算を考えた時に、例えは10買うと

ころ1つにし即事に、必ずしも内藤先生がおっ

しゃる様に不況に堪えようではなくて、そこそ

この企業へ-スを守りながらその質をより市め

ていき、消費者との含意が見え聞手に、本当に

ょ工意味でのGNPのプラス面が出てくれだ一

番良いわけです言臓の質で言え広東急さん

も変わって行く垂でいいのでは項、かたあと患

います。商品の乱で勝負するのはもうタメだと

思いますねこ

(大和田 順子)

私が社長だったらそういう会社にし古ゝと思

ぅんですけれども∴実は最近、大手はそうでも

ないこすが、小さい会社な/してすが、商品を売

る申二よって少しでも策境が良くなるという企

駒揖始の丁、ます二まだ長野の方には射)と

思う/してすけれども幾つかご彊介します一つ

が「ボディーシヨリブ」という酷く化粧品を作

って売っている、共同に村上がある会社てす/

そこのアニータ・ロデ/リグさんという女性の

社長宅、いろんな民駒げっと使っていて、肌

に良い化軸評席料だとを†岬中から集めてさ

こそかつ製品を作っています/そのお店が日

本で幾つか出始の一二いるんてすご「ボディーシ

ョソ7」というプラントのイメージによって、

抵抗なく計り\達もそこの商品を質すこいる子し

ですね。そこのおほては大権純度ギヤ/ペーン

をヒデ才を使ってやっています。今きての小売

り業てほ考えられなかっT二様だキヤシべ-ンを

やるのてす。例えば「動物実築反対」というポ

スターがお店の臆詣いい所にはっ‾こあるこつま

りそこの売り上げれとがる事によって、その売

上げの一部扉尉克保護団体とか動物保護国は

に等付されるよう耕土温みになっています〇そ

この商品が売れれだ売れるほど、そういった保

護図体にお金がまわる仕組封二なっているかけ

です。

また、アメリカのアウ吊‾了のウェアーを作

っている「パタゴニア」という会社があります

ここも原料から廃棄に至るまで、非宮に入念に

環境監査とし、うか環境基準を設定してやってい

るんですねへそこは最近カタログでも商品を販

売していますこそのカタログのページ数を鞘

はどんどん増やしていくんですけれども、そこ

はどんどん減らしている/してす0モデルチェン

ジもなるべくしなし㍉ \長く使えるという事をコ

ンセプトにしている会社なんてすね言〔もちゃ

んともうかっで、、るんです二でもそこの社長と

社員が封丁何よりも仕」登。が好き、サーフィン

が好き珪然愛好/和明まっていて、その鯛

(ニ仕喧し丁、るという位置つけてすへそうや

ってアウトトア旅の自分達が、自然と親しむ帝

に在る物を、そういうポリシー二作っで、〕て・

しかも売れ崩)lるほど完。上げの一部が融

へ寄付される それ乱か朝凪二行く(斬

中二いろいろな固体がある/し〇二すけれども∴

ういう所に番付するのではなくて、地域の自然

を守る。あるいは地域のホームレスを守るとか

汝うとかそういう様な団体に寄付をするという

お店が増えています。ですから日本の中でもこ

の様なお店が少しずつ出てくるのてほ短ゝがな

ぁと。もしそういうのを聞きつけたち、本塁打二

そうかどうかとじっくり見撞める目は必要です。

もしそれが今までにはないタイプで、少しでも

消費行動を通じて環境に配慮した出自を実現し

ていけるものであるなちば、ぜひそれをみなさ

んに女坂していただきたい)つまり、そこの商

品を買うという事ですね。それをお願いしだい

と思います。

(古川 康)

ありがとうございました。 「ボディーショッ

プ」の話はNHKのラジオで「やさしいビジネ

ス英語」という語学の講座があるんですけれど

も、そこでずっと取り上げちれていました。テ

キストの中では、 「レインフレストー熱帯雨

林」という会社になっているんですが、 「ボデ

ィ‾ショップ」の話をすっとしています。開発

する時で古現物実験で動物を使わないと言って

ますし、プラントを作るときにも廃材をできる

だけ少なくするという話も出てきます。社員は

‾週間のうち一知事間ボランティアとして働く

ことが認められているとか、もちろん煙草は吸

なとか、 /、シテインクは禁止だとか、車を黄

わずに自転車に変えると補助金が出るとかいろ

書いてあります。照本にも実は、アイ

プルディックが原料を捜しに釆たんですね、化

粧品の原料。何だと思います?「ウグイスのふ

ん」だったんですね。原料の供給にたくさんは

無理じゃないかという話もあってやめたみたい

てすげと∴∴そういうのが出てきたりしていますこ

それて、私の所に来ている富山県のポリウチ

さんからの「環境税が導入されたら何から手を

つけますか」という質問こきっそく大臣になっ

たつもりで答えようと思います二 環境税の使い

方は2つある人ですよ、.一つは、環境二部随を

排出をしている所に動的に与える→ 「お前がこ

んな事をやっているから税金を払うのだゾ主

と言っていじめに使うのですね。もう一-つは、

環境保全に何かやらなくちやしらけないけれども

財源がないと。たか瑛オ源を探すという考え方

でやるとという事ですこ 後者の考え方だともっ

と幅広く課税してもいいわけです二 とにかく環

境保全するために総研が必要なのだから広く負

担してもらおうという草でいい木月ナてすね乞 軽

端な言古になりますけれども言蹄で税2 %上げま

すけど1%は全部環境税に使いますとかそうい

う事も考えられる訳ですよ

まず環境(こ負荷を与える物については、そこ

に課税をするということ。それに対して使う先

は2つあると思います,一一つは産業構造の変化

という部分ですよね。例えば環境に負荷を与え

ない物はなかなか売れないわけですねこ それな

ちば「売り場を確保すればそこに助威しましょ

うこと言亘に価格的に高い物が多いです仝 そう

した物を手に入りやすくしましようとか上 そう



いった流通への助成というのも考えろれますっ

みなさんの所の山もタメになってきている。田

も畑もタメになってきているこ そのままだと良

くちいと分かってるわけですよっ 分かってるけ

れども誰も農業を継ごうとしない。環境を守る

た生月二農業林業を続けていってくましい。そこで

農業をやるだけで所得の保証をしようという考

え方が出てきつつあるわけです。そういう事を

やってもらえだ、少なくとも今よりはましな状

態になって行くだろうと思います。

それからゴルフ場の開発問題、これは発展途

上国と日本の話が出ましたが、実はその日本版

なんですよ言坦疎問題はアメリカの南北間題で

あって、過疎地の人がなぜゴルフ場か欲しいか

というと、経済発娯したいからです。 「東京は

バッとしてるな」と。 「でもオレ達の所はバ∴ソ

としねえな」と。 「ゴルフ場でも持ってくるじ

ゃねえか」と。 「あそこに持っていけば雇用も

あるし地区に税金が入るし、景気も良くなれば

息子も戻ってくるのではないか」とそういう発

想なわけです。それは基本的に発展途上国が経

済発醸していって、少しでも豊かな生活をしよ

うという発想とあまり変れちないのです。実は、

自分たちが強者のつもりで発展途上国を見てい

る目と、ゴルフ場開発にやっさになっている進

展地とイコールな部分はあると思うんですね。

そこはそういうふうにか)たがっている人達に

対して「いいじゃないか豊かな自然があって、

これ以上こわきないて」と言う人は基本的に所

得保証すべきで、反対する人は郡市住民に多い

ので、その人達には都会に住むと死(二たくなる

位に課税して、田舎に住むと税金いらない位に

しないとこの問題はかたづかないです。都会に

多いのは「文句は言うけど金を出さない」とい

う人です。文句も言うけど金も出さなくてはい 羞

けないですねっ要する!ニゴルフ場を作るのでは

なく、くらし向きを良くしたいのてす。ポイン

トはそこですから二 地元の人も本当は欲しくな

いですよ÷昔かち祖父や祖母が一生懸命守って

きた山てすから。

私が木曽でヒアリングをしている時に、木曽

谷の良い山がある所なんですが、そこのじいさ

んかち話を聞きました。その人は、山に行く事

を“働き岬 と言うんですよし「オレが山へ働き

に行ってた頃は」と言うんです。 「息子さんは

どうしてますか」と聞くと、街へ“稼ぎに行

っていると言うんですねっ“稼ぎ青と輸闘ぐ

(ま彼にとって意味が違うんです。その様か状態

で山を売るのは喜んでやってるのしやないので

す。けれどもそうでもしないと経済的に俺差が

ぁるじゃないかと。格差があるといっても世界

的に見るとないですよ)そう思ってしまうとい

う所がこの間題の根幹かなあと眉、つていますっ

後う分です、まとめにしなくてはいけません。

l分30秒ずつで大和田さんどうぞ。

(大和田 順子)

お店に行ったうまず環境に配慮したマ‾クは

っいてるかチェックする習慣を培っていただき

たい。マークが付いてなければ付けろと言うe

そうやって少しずつ環境に配慮した商品を作っ

ていきましょう。そしてそれを購入して下さい。

さらにそれを友達にも広めて下さい。そして子

供さんやお孫さんにもリサイクルや活動の現場

を見せたり参加させたりすることをぜひお願い

します。

(霹井 絢子)

長野市のナガパラさんのお答えをしながち最

後にしたいと思います。 「いつも環境について

問われる時に、行政が先か市民意識が先かから

はじまって進展がない。市民意識の改革も願っ

て、ボランティアの介入も図るには進展してな

いのが実状だ」というお話なんてすが。私たち

は水をきれいにして流すという時に、 「水を自

主管理する」と言うのです。環境に対する責任

は住民が第一義責任者とおきました。第一義責

任者の住民がどう動くかというところに立った

時に、第二義責任者の行政はどうそれをフォロ

‾するか。その時に一番良い政策ができるので

ばた付、がと動こうとスタンスを変えました。今

までは行政が悪いと言っていたんです。 「私達

が見せるかろ後かちそれをささえなさいよ」と

いうのか私達の論理ですが、その視点で見た時

にまだまだ日本の住民連動は小さくばらけてい

て、 ‾つ-つ取り上げていくと非常に力がない

です。住民側の連動もよい形のネットワークを

組んで政策詫言できるぐちいまで力をためな

し早それは言えないのかなぁと思います。滋

寅県で
も、たくさんのグループがばらけてやっ

ている時には、なかなか住民は同いてくれなか

ったのですか、環境生協という専門生協作りを

した後、行政も企業もすい分向かい方が変わり

ました, 「これだけきっちりと惟根入れてやる

のだ」と両方に見えたようです。

ですから私達が第一義責任者とおいた時に、

さきほどの買い物と同じですが、物が少し変わ

って見えるのではないかと思いますので、ぜひ

その事も今日から考え直していただきたいと思

います。

(内藤 正明)

あとは私も断片的に気が付いた華を言います。

“稼ぎ と“働ぎは違う。南北問題で、非常

に奥の深い所で、本曇は言いたい事がいっぱい

あるんです。 1分掌では言えないし、この本を

買えというわけにもいかないので。鋤くという

事は何たったのだろう。労働とは何だろう。そ

ういう物すべて捨てて釆てるのではないかご歴

史的にたどった様な事もいちおう分析して、労

働と稼ぐ事は違ったんではないかと。全部考え

ないと「新しい地球にやさしい社会」はてきな

い。長野のヒロタさんのご質問など今すぐ答え

られない事は、住所が書いてありますので、後

で私どもの専門家に尋ねて下さい。お客をでき

るたけしたいと思っております。

(古川 康)

こちちの方にも豊科のヒラタさん、愛知のヒ

ビノさん、新潟のムラカミさん、春日市のミム



ラさん、相模原証のカサハラさん、たくさんい

ただいておりますっ答えないで申し訳ございま

せんが、後でそのへんにおりますので聞いて下

さい∴最後ですが長野市のタカノ、シミツコさん

の提案です∴今地球上で一番有意義な会議で

すつせめて今日の参加者は合成洗剤てほなく石

けんを使う事を確認してほしいと思いました」0

こういうご意見があります。賛同される方拍手

をして下さい。ありがとうございますc少なく

ともこういう広が)がでてきた事でも則、と思

います⊃ 「後半は具体的にしてくれ」とありま

した。少しでも参考になる部分があればと思い

ました。 「買い物げ世界を変える」、 「商品をよ

く見てほしい」、 「孫と語ろう孫と作ろう」、出

発点はいろいろある様です。どうも長時間にわ

たりまして、ご静聴ありがとうございましたく

(文責 女性室)



(矢口 光子)

矢口でございますつ第2セッションのコ‾テ

ィネ一夕ーをつとめさせていただきます。第2

セッションは一つに絞られたテーマてはなく、

度数にすると360度のいろんな方向からいろい

ろな問題を見つめ、現在の生き方に関わる問題

を皆さんと一約二考えていきたいと思います。

それかろ、この女性会訊二2500人をも上回る大

変な参加希望者があったそうで、例年にない盛

り上がりというのはいったい何なんでしょうね0

やに自]世の中の曲り角というか、新しい飛躍の

年、或いは世紀末をどうにかしようという憂い

等し、ろいろな物が重なって、全国かちお集まり

になったんだろうと思います。

それでは私も含めて4人の先生方から約20分

位ずつその主諭や、主張するテーマを述べてい

ただきたいと思います。それを窮-の括りにし

て、その後休憩時間に出された問題を考え、そ

れぞれの方が皆同様に受け取ろなくても、 ‾人

ひとりの受け坤)方は追うと思いますのて、結

論を出さなし、会議にし、皆さんが深くこれから

の生き方を考えた会議であったという蘭ここの

会議を閉じたいと.勘〕

ます。

それては先生方をご

紹介≡赦します。

ます、柴山先生は女

性労働評論家として有

名な方でいらっしゃい

ますフ先頃かち政府の

プロフィールー

委託等もお受けになって、海外のいろいろな国

の労働調査をしていろっしやいます.主に動労

婦人の問題について多くの問題解決の方向を示

して下さるのではないかと思いますっ

次の方が村瀬春樹さんでございます〇 とても

変わった方というと憩いのかしら⊃∴劣

女性問題が進まないのは男性の認識が足りな

いというのか半分位ありますが、この村瀬さん

は、自らどんどん女性問題を先取りして取り組

んていらっしゃる方てありますこそういった意

味では変わった万だのかも知れませんけれども、

非常二さわやかに問題の解決、あるいは分析を

なさっていちっしやいます。又、本もたくさん

書いていちっしゃって、いウスハズパン串

という軍にご自分自らなりきっていらっしゃい

ます。早台所タ、ソグマッチ」等の他に昨年の書

に、 『パパはママを愛さない」という大変面白

いテーマで女性問題を書いていちっしやいます◇

皆さんどうぞお別口二なってお読み下さい。

(笑)

さて最後の方が長谷川敬子さんでございます。

長野県出身て、長野の女性弁護士第一号ては

(矢口光子)

大正12年生よれ。東京女子医大卒業ブ農林省入

省後、 1965卒より農林水庫省生活改善課長言9了5

牢より農村生活崇合研究センター専務理蔀

医学審議会委員、農政寄議会等の専肝委員、婦

人問題有読者会議委員他多数の委員を務めるつ

ないかと伺っておりますが、各方面で活躍し

ていろつしやいます。その弁護士さんのお立場

かろいろし〕ろ経験なきった事を吐露していただ

さだ音.1と思います。

以上で3人の紹介は終わりに致します。まず、

最初の切り口を年齢順でございますのて私の万

かち15分か20分程度皮切りの言葉を皆さんに聞

いていただきたいと思います。

生き方というのはとの様に生きて良いのか分

ちないもので、それが開場として目の前に現わ

来た20世紀末、或いは21世紀の準備期間と

の今日、 2000年がナて人々がやっと生き方

を考えるテーマに遭遇し出違ったというような

時期てす。まさに2000年の間人間はどう生きて

来たれ これからどう生きるがという大問題、

生き方の曲り角に到霜したという事のように思

いますつ

私が子供の頃の皐を考えてみますと、国家の

要請とか、社会の動面二よって生き方が決めろ

れていました。私が女学校の時には「欲しかり

ません、勝つまでは」という言葉がございまし

た。今そんな言葉をご存じの方いらっしゃいま

すか。非常時だとか戦争中は、欲しい物があっ

てもそれを見てはいけた町。デ′、ご-トへ行って
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い。素敵な洋服を見

ではいけないっやたちと欲しがちない事が体質

になっていました⊃

‾それから20年経って昭軸0年にか)ますと

「消費者は王様、使い捨ては美徳。とこうなる

〇二の標に60年刷経って変れって来たの

です二 それは日本の社会経済、高度箇斉成長が

一番頂点の時期てすかっ、そういう日本の器斉

社会の体質が皆に強いたという事です二 そこて

は消費者は何を選択しとういう生き方をするか

とか、消費者連動が出て乗をかっ加喜代でござ

います。現在の生き方も、国家や身のまわりの

情勢、あるいは流行でそうさせろれているのか

も知れません。

頭の脳みそを使わないのが一番楽ですが、脳

みそには左と右の脳みそがありまして、有は感

性、左は記憶なんです.右の脳みそというのは

自分白身の考えを蓄積して初めて伸びる畢なん

です。その右の脳みそを今だんだん優れなくな

って来ている。

私の勤務先が東京の麹町にありますが、その

まわりにはマンションがたくさんありまして、

家賃が6豊と4貰半でだいたい80万円位なんて

す。その80万円を出す人はいったいどういう人

なんだろう。泥棒みたいな顔もしてないから、

ちゃんとした仕事をしてるだろうと思いますけ

れども。そういう方の家に2度程お訪ねした笹

があります。お台所などもどカビカできれいに

していましたっ それで「よくこんなにきれいに

手入れしてますね_ と言ったら、 「使わないん

です」と言ねれました。 「やかんてお湯を沸す

位はするでしょう?」と言ったう、 「コーラを

紙コップで飲んで捨てる」のだそうてす。

それからマンションの下にレストランやお弁

当隆があって、そこで外食が出来るわけです.

又、クリ〇二ング席がすぐそばにある言部員も



最近やたちとディスカウントで安く売っていま

すがら、すべてお金で帥二合ってしまって、自

分の生活、人生をどう築くがはあまり考えない

様になってしまったのは最近の風刺ではないか

と思いますノブ

私が10年か20牢帥二「包丁 ま封貢の無い

家」をある新聞社から鯛彊れまして、取囲し

て本三甲こびっくり致しました。お魚などは包丁

て即ちずにハサミで切っている,だんだん包丁

を似つなくなって乗で、、る三それが良い師▲悪

い事かはともかくとして、ライフスタイルは大

いに変わって来ている。だから「生き方はどう

いうふうにあったら良いのか」、 「どうデザイン

したら自分が豊かになるんだろうか」というよ

ぅに思いを寄せていきたい、というのが第臆∴与

でございます。

それからもう一点は、女性の生き方の転機が

2回あったと思います。一つは郷党直後。それ

まで婦人は参政権もなく政治に考えを寄せなく

ても良かっだ二教科書の中身が、中学校に比べ

て女学校の方が低いとか、又就服しようと思っ

ても、女性の捌載口といったら、電話の交換手

さんや看護婦さんぐらいしかなかった

いろいろな差別が大いにあったところが理各

軍の司令部が来て、女性の解放をしなければな

らないということで、労働省に“婦人少年局’’、

文部省に▲’婦人教育課’、、農林省に“生活改善

課競、厚生省に母子福祉課“等女性の課長て

女性の問題を扱う部局が昭和21年に初めて設証

されました二それまでの長い間烹女性の問題等

蘭政の問題としてぢし)えらかつなのが、それ

がなりえだ訳ですね。

私は農村の問題ばが)扱って釆ました今も

そうでて=ナれども、それまで農家の婦人は何の

発言権もなく時間も勘すれけお金も持たすに、

手二だただ労働力として拙吏きれで■〕上のです。

その時にやつと生活の中身を、技術的二かまど

を変える卓や、保存食を作る等右の脳みそを使

いながら婦人の能力を発展させていく道がある

という事が、その時初めて確かめちれました。

そ/、な事で全国の婦人方が湧き(こ湧いた時期が

ございました「それが第〇・期でございます。

それかち第二期ですが、第一期で婦人解放て

参政権も得られ、国立大学にも女性が進学出来

る様にか)多少良くなりましたが、まだまだ‾

服の女性の解放にはつながらなかったのですね〇

私もそうですが、女性の地位同上と言うのは

男性に追い値お旦い連せ定と考えていた訳ですc

三才ロゴ、市川虜枝先生や、平塚ちいてう先生も

与謝野晶子先生も皆そういう論調て言男性が

聞いて来た道筋の所(ニ女性も乗って同等に行っ

だらどうだろう」と考えうれてきたんですれ

ところが、 1975年(輔的0年)に国際鴫人草

がありまして、国連の地位委員会が中心とちっ

て、掴際婦人\年、世界全品がメキシコで開

催されました。そa)時に134ヶ国の女性指導者

の方々が一骨二葉まって、それはそかいま見事な

網野ころ会合で、夜を徹しての3週間一う最

後ににく/こくたで皆が言くつ倒れそうになるまで

議論したものてしrニ⊃

そしてその中こ(弱〔と西、いわばソ連とアメ

リカの準接もなければ、南北の先進国と開発途

上国の蒼漆もないこ1調ヶ国が臆一致して婦人の

能力開発を平和に向けて進め、平等が臆番大切

だという車を討論し主張し合った訳ですこ そし

て私富初めて∴女性の能力の同上、能力開発が、

男竜のまねをするものてはないという部を身に

しみて患じました二

それは日本の女性の全てがそう感じだと思い

ますフ 男性のまねをするのではないという車を.

男性のまねをしてもたかが知れているんです。

今まで男性が-生懸命園を守り、経済も発展さ

せて釆ましたが、まだまだやり足りない課題が

たくさ′しあって、そこに女性が自ら入り先短役

となって、男性と共(=両方の個性を生かしなが

ちやっていくしかないという事をしみじみ忠じ

なのはその時でございます、

この漢にして、昭和20年頃の婦人解放、そし

て、昭和50年の女性は男性のまねをすればいい

という事てほない、とっ 人種は平等であるけれ

ども性が違う訳てす」

性が遭う両者の特色をいかに出すか。女性は

母性を発揮するという

事が-つ特徴ある事て プロフィール

その置桂というの

妊娠し出産するっ

し、育児の最強二

りますと夫婦共々

のか理想‾こす。あ

)くまこれかとおこる

砧齢化社会は女性が多くなるわけてすかう、購

入のボランティアやサービスにふみこむことが

囲われてくることなんだろうと思います。

そして、これかち迎えるのは第三期てござい

ます。第三期というのはどういう事かといいま

すと、私はこの様な女性会議に、 「生き方をデ

ザインする」等というテーマが出て重た阜自体

が第三期の特徴だと思います、今ま二、どう生

きろがという事を考える暇もたらすればゆとりも

なかった.それが長野の女性会誌のテーマとし

て上がってきて、全国かち2000人余りの参加者

がそれを考えようとしている。その事自体が第

三期を意味することだろうと思います。

ちょっと長くなりましだが、私が日頃考えて

いる事や、二一約二考えていきたい重宝そんな

事てございますつ

(柴山 恵美子)

柴山でございます。 1975年の国際婦人年とそ

れに続く国連婦人の10午、それが1985年で一一括

りでございました。そのし0年の筋力くくりとし

ての最終年の国際会議が19錆年にナイロビで闘

(柴山恵美子)

1930年生まれ臆 長野県出身∵ 日本EC享会i旧

弊女性の地位協会所属)品校数的、新聞記者)釣

10午音 を経て1963年より女性労郷間趣研究、評論

生活に入るっ 東京鍋労政協議会委胡乱 菅山こ、

」世界の女たちは今∴ 二女たちの離乳、 .茜相木

業法_う 他縞共著三唱三多数⊃



かれましたが、いったい75午から85年までの経

過の中て、 「何が、どう女達の暮らしや、その

他社会的な諸側面で変わったのだろうか」とい

う検討を国際的にした訳です。

その時に非常にはっきり出て来た国際的に共

通した総括というのは、 15年かかって女性達の

意識がものすごく変わった、というのが第‾高

弟二鳥尾、女性達か職場追出したこと。労働

力が女性化したことの二ってした。

しかしながろ、女性達の実際の地位、第二次

大戦後勝ち取った地位は、一休どうなったんだ

ろうかとみた時に、実は「日ターンして低下し

っっぁるのではないか」という指摘があった訳

です。今後2000年まで行動を続けよう、という

事でナイロビて将来戦略を立てまして、重点的

にそれを実行している段階にいきあるわけでご

ざいます.

そういう今、人類の雄史を振り返って見た時

に、約4分の1世紀を通じて、地球上の男性も

女性も、特に女性が力を合わせて地位向上を図

るというようなアクションをおこし締ナたこと

が歴史上あったのだろうかといえば、やはりな

かったねけです。そのことを考えた時に、私た

ちはやはりすごい時代に生きている事を位置づ

ける必要があると思いますこ

特に国連において1979年に採択された女子差

別撤廃案約串本は1985年に批准)に従って設

置された女子差別徹瞬委員会では「地球親授で

1995年まで二、特に意志決定、政策決定の場へ

の女性比率を30%に高めるように」といったク

ゥォ一夕ーシステム、つまり割り当て制度を常

人する事を各国に勧告しております。

私は、その事を今後の具体的な課題として考

ぇていく必要があるのではないがと思っている

訳です二

今日の私硝言論を先に申し上げますと、 「生…

き方をデザインする」という事は男女が人間ち

しく両立、調和できるような職場、家庭、社会

をどう創るか、ということです。しかしながら、

現実の女性達が置かれている状況はどうてしょ

うか。

国連の剃勅省にあたる専門機関であるIしO

(国際労励機関)が、レポートを出しました二

これは働く女性に対する世界各国の地図ともい

ぇるレポートですが、その中に日本の女性の賃

金は男性の半分であると報告されていますoこ

れはすてに70年代からIしOレポートが再三に

ゎたって指摘しているところでございます。し

かし国際婦人年以降も、ほとんど賃金が変わっ

ていないわけで 日本の女性の地位の性差別的

情況を象徴しているといえます。まさに経済大

国、技術大国の田本の地球的規模の地位からい

ぇばこれは大変な問題であるということにな

ります。

もう一つは過労死の問題です。今、過労死と

いう言葉は世界共通用語になっておりますっ日

本では女性の過那職制が3件おきております

一つはある練行の栽半時ございます。この女色

は23歳で令を富としましたこ彼女は、短大を卒

業して3年間で亡くなって訓)ます。毎日酵

するのは午後11時や12時、あるいはもう午前様

になるという様な働き方をしておりました。こ

れは東京での件でございますつ

もう・-つは福井県で起きている右舷婦さんの

裁判でございます二 二の看護婦さんは22殻で令

を信としてお‖)ます。訴状によれば彼女の労働

時間を見ると、夜勤、夜勤明け、日勤、準夜勤

また夜勤をくり返し、 50時間以上の労駒を経緯

して⊥しっていた′ それを月に4、 5回線与返し

ていたという実態がございます。この様に、私

たちの子供世代がこういう状況にあるというこ

とは、本当に生命権さえ奪われているという状

況であるといわなけれになりません.特に20代

で学校を卒業し、社会に出て数年で命を投げ出

さなら号高まなららし凍な働き方というものを、

やに員)私たちがきちんと見つめる必要がある様

に思います。

調査皇‡、官・民とありますが、付き合ねせ

て見ると回し様な結果が出ております。例えば

「貴方は過労死の心醐均し)ますか」と言う囲

いに対して、男女労働者の8割前後が「過労死

の心配あり臆 と答えていますつ しかも男女別に

見ると僅かに女性の方が商いのです∩

なぜかと三つますと女性はその外に家事、台

老人介護など、家族サービス労働が加わっ

お。、男性にそれに僅か1帥二8分しか参加

ていかゝと、〕う状況かあります、

静かろ言えに、いま私たちが立っている位

’うの宅、変化の過程の佳苗私はこれを

スの時代、斬i旧字ャノブ、あるいはミ

スマッチの時代だというふうに一括して表現で

きるがと思います。いったいどういう事がおこ

っているのかをお話したいと思いますつ

まずその一つは「労働力の女性化」でありま

す。分が)やすくいえば労働力の中で女性が占

める割合が、ジリジリと上がって来ているとい

うことですヾ そこで数字を少し申し上げだいと

思います。

いま15叢以上の女性の人口の中で、労助力人

印よ50.7%です。つまり「労働力人叫の方が

「非労働力人口」よりも多くなった。ではその

転換点はいつかというと、 1990牢て訓工%にな

り、さらに91年には0,6%上がっております。

つまり、 「労助力皐」と「非労働力率」が逆度

し、労働力率の方が上まわったのです。労助力

人口の占める割合の方が上昇してきている逆転

現象が生じだのです。 90年代を象徴的に表して

いる数字でございますこ

てはこれを1975年と比べて見ますとその年の

「労勘力入日」の割合は45.7%ですから、 「非

労働力人口」の方が過半数を占めていた頂です。

では三つ目はいったい何れ それはⅣ重学理の

谷底が土用頃浮川こあるということです。 「労働

力率」をタテ軸として年制皆敬神ニ5轟ききみ

でたどi)ますと、 M字になりますつ だいたし1女

性のライフサイクルから見ますと、初婚年齢が

ジワジワ上がって来ております。いずれにして

も、かつては25歳から34歳の層が非労働力人口

の谷底の年齢層でしたか いまはその谷底が上

がi)、労働力人口がジワジワと50%の壁を突破



している、という現象が起きている沢です。

ここに三つの仮説があります。一つ目は、こ

の年齢層が専業主婦に戻り多数派になるだろう

か。二つ目は、更にもう少し労働力率が上昇し、

山(手堅の谷底が浅くなっていくてあろうかゥ三

っ目は、男性と同様に台形になっていくであろ

うか、ということですご

実富労働省の「就業希望に対する調査」があ

りますっ今70殻代の人でも働きたいと言う。家

にいる非労嘲カの人達の意識は外へ出て働きた

いと言う.これを潜在労働力として実数労働力

にプラスすると、ほとんど男性と同じ台形とな

ってM手製が崩壊するという現象になりますっ

そうすると、初めの2つの仮説が疑問祝されて

来る。これは女性側の意識の問題てすが、ては

労働力の受給サイド、企業サイド、あるいは産

業界の動向はどうでしょうか。

労働省の窮†によれま、 「中長期的に出生率

の低下にともない、 2010年までにほほ1000万人

の労働力が不足する」と言われておりますc
し

たがって6臓以上の定年の男性、およびM手製

の谷底の年齢層の女性にほとんど働いてもちっ

ても、 200万人の労働力不足になるという事を

言っております。

これは経済の発展にともなう労脚力見通しで

すが、いずれにしても労勘力需給関係の中で其

鋤きが普通の風景になることです。家庭責任を

持った女性がどんどん働きに出て、企業は家族

的責任を持った女性や高齢者にも働きに出てい

ただか利ナれほならないということにか)ますっ

90年代はそれを読んが多で年をとっても人間

らしく働き続けられる様な職場や家庭、そして

社会にするためには、現在を大変革して行かな

ければなちないという課題が生じますこ

今日では女子労働者像は、平均年齢誠、既

婚、高学歴化、継続意識化しておりますっ しか

も就業意欲が男性と肩を任す程非葡こ高まって

ぉります(そういっγニ中で私たちの今後の課

題は、共働きをしている家庭が増えている中で

それに見合うような職業と家庭と社会参加が、

男女共に人間ちしく両立し、調和できるような

制度。その事から生じるキャップ、あるいはミ

スマッチを正す必1要があります。

第二の問題は、職場、家庭、そして社会にお

いて生じている甜臥当ず関とのギャップ ミス

マッチを正す必要があります。

第三の問題は、男女間、世代間の意識のギャ

ップ ミスマッチを正す必要があります〇正す

方向性は4つの柱があるかと思います。 ‾つlま

経済的自立でありますっこれは別室も女性も

「自分のパンは自分で橡ぐ」という廉点に立つ

必要があります、男性の失業既種、役職ポスト

を10分の1に減らすという事が起きています。

生きる上で何か-番自分の確かな頼りになるの

かというと、いままでは「醐履割分業」に立

って、企業人聞、会社人問である夫の収入でし

た上ノかしこれからは、夫よ。も自分の力で飽

いていく。自分の労働する酬」、これが基本で

ぁるという事をこの不景気の中で私達はきちん

と自分の道議変革をする′必要があると′乱、ます

二つ目は経済的日立のために意識そのものを

も変えていく= 自分の頭で考えて自分の足で立

って人生を生きる。したがって意識の自立であ

ります二

三つ勤ま生活的自立でございます。男性も女

桂も自分の下着がどこ(ニあるか自分で管理出来

る様二、ごまんもスイッチ一一つて炊ける訳です

が、それさえ出来ない男性がいっぱいいうっし

ゃる。小学生でさえ出来る訳ですかっ、 「男子

厨房に入うず一 て㍉ なく 厨房に入る男性一呈価

値かあるという様な意識の転換をしていく必要

があります二

四つ日は浬的目立てございます。自分の性を

人権として大事にする臆 エイズの問題が出てい

ますし、葎済の国際化で、働く場所が男性も女

性もこれから国際化していくと思います。やは

りその点ては、愛と性を大事にしていく様な人

間彩虜が必要こす、そのためには教育の重要性

が今後非’浩二高まってくると思います÷

今回の不況の中でいろいろな局面が見えてお

ります。今年年月かち育児休業制度が施行され

ましたが、岡安も危ぶまれてきているウ ニ川三

長野県ての予ですが、ある会社の上司がお腹の

大きくなった女性に、 「貴方はお腹が大きくな

ったが、子供を産むな前章めて下さ音〉オ古と言

ました,そして彼女は「はい」と返事をして

たそうこす/返事をしてしまってから婦

少年室に盤畑二行ったそうですが、精局自分

職に合意してしまっiこあとだったのて、彼

には不利撞熱雷ってしまったへ上司白身

が育児休業法を知らなかったし、本人白身も知

ちなかった= やに=)、法律を知っていれ富自分

白身の人生を開拓し、デザインし、自分で勝ち

取って生きていくことができた訳です。

したがって、そういう教育を学校別度の中で

きちんとやっていただきたい。例え言小学校へ

入学するには幼稚図回果育囲て訓練を受けます。

大学を受敦するには予備校へ行ったりしますっ

ところが一番長い社会生活に入るための教育は

ほとんど皆無です。つまし)労働基準法、雇用機

会均等法、あるいは育相木業法について学校で

は全く数えておし)ません。この様な体制は先進

国中日本だけです。そのため子供たちは何の知

識も準備もなく社会に出て行く訳です二

仕事の世界とはいかなるものか、自分を守る

ためにどの様な法律があるのかを、家庭や、措

くニ学校教育の中で位置づけて欲しい。そのため

には、 90年代には学校教育の中に、職業教育訓

言放と労勘考としての権利教育を入れない事には、

過労死の問題も騨決の適はないのですつ 自分を

守るという事ができないのです二

今90年代の戸口に立って、女性労働の側面か

ちデザインすべき点を大まかに述べてあました二

やはり「イエス」 「ノー」をはっきり言えるよ

うな人間を育てる必要があるだろうと.憩います。

(矢口 光子)

大変幅広い問題の提供をなさっていただき、

叉問題の経理の方「句づけまでしていただきまし

てありがとうございました。



それでは村瀬さんお願い致しますシ

(村瀬 春樹)

こんにちは、村瀬春樹です。僕は神奈川県の

女性会議の会員でもあります。今日は「生き方

をデザインする」という膏で本当にいろいろ、

360度幅広い考え方ができますか「僕の場合

(ま」ということを話していきたいと思います-

生き方をデザインする上で、二つの生きる克

美を確認したいと思いますcます一つは、 「人

は一人じゃ生きられない」という事です〇 それ

かちもう一つは「人は一人で生きちれる」、こ

の二つです。

人生にはいろいろな史実がありますが、この

二つもまた人生における大変重要な史実ではな

いかと思います。この二大真実はまさに相反す

る訳であり矛属しますが、人生に矛盾は付きも

のと言うか、人生そのものが矛盾なのでありま

す。そう言う矛盾の狭間でどう生きるかつそれ

が人間に誅せられた面倒な仕事でもあ↓)、又遊

びでもある訳です。

人間の困った点というの広他の動物と逆っ

て本能か非常に不完全

てこオフれてしまってい

る。本能のままに生き

ようとすると、人類ホ

モサピエンスという種

が滅亡してしまう、、更

に他の動植物を巻き込

んで絶滅させてしまう、

プロフィール

という事がよく知られているところだと則、ま

す、、

本能のこわれてしまった人類が編み出したの

はさまざまなルールてす。例えば、憲法や法律

そして条約などです。先程かちお話しに出てお

りますように、育児休業法であったり、雇用議

会均等法や女子差別撤廃条約、あるいは文会社

間て契約苦を交わす事や、保険をかける等そう

いう社会制度、システム、これらを発明開発し

て来た訳です。

僕が今しゃべってし〕る言語 これもやはり本

能がこ研け二人類がお互いのコミュニケ‾ショ

ンを図るためのものであり、いわば本能の補完

装置と言うか、システムやルールを記憶した上)、

ブイノクス、国造しておくために生み出した道

具じゃないかと思う試てすね。他の動物達はそ

の必要が嫌がったから、複経な言葉がいちか-

というところで退化して来た。

今回のテーマ「生き方をデザインする」とい

ぅのも、ある忠誠的なデザインをしないと、

らの人生は放っておけば弱肉強食の中で立ち場

のより弱い者が犠牲になって乗る。

(村瀬春樹)

19初午械浜生まれつ早大在学中から独立プロ

反洗彊映画翫剛乍っ∴ 9了0年、日本のライブ

ゥスの草分け的存在吉祥寺「ぐゎうん堂」を開

1980年、ハウス八九\くント高夫) (こ〇現在、

ッセイストとして新制・簸誌など(こ健筆をふるウ

需品二唯傑!ハウスハズハント工冶所クツ

マッチ上などがある、

女性の時代と言われて久しくか)ますか、決

してそうではなく、もしかしなう男の時代が終

iつったかもしれないけれども、女性の時代はま

だ始まっていない。プロセスの時代と言うか、

そういう意味では今大変流動的か蹄兄で面白い

試てすう放っておけばより立ち場の弱い者が犠

牲になる。男と女の関係で考えれば、例えは女

性が範桂になって来る。そういう社会でありま

すつたから僕は「人は一人じゃ生きられない」

リ\七一人で生きちれる」。

僕自身の生き方をデザインする上で三つの大

きなテーマを決めました。一つ(劉生複利の完全

解体。二つ目は端境に対する負担、地球員荷の

軽減てす。それかち三蛋白、これはちょっと耳

慣れない言葉かも知れませんが、 「ビンポー

症」か弓の姥放て1す。

一つ日の惟役割の完全解消,これは分かると

思いますが、二つ目の地球負荷の輪転 これは

今環境破壊が深刻な問題として浮上して来てお

りますけれど、環勘二かける負荷が地球の収容

能力をオーバーして来たのではないか。やはり

環境問題を保ちが生きていく上で考えないでは

いられない≡昇二と思います。もう一つ、実は日

本人特有の「二ンポー症」からの解放というの

は、今きて長い申幕府や政府の国策のために作

り上げた、 -種の文化的なしぼりだと思います

かこ先程の知さんの言葉を引用させていただ

きますと、 「国家要語によって生き方が決めら

れて来ていた一これに関係してきますこ

内なる「ビン十一勘をよくよく調べて行き

ますと、なぜ「ピンボー症」かというと、実際

傍ら自身が貧乏だからという事が-つあります。

もう一つは、高度成長経済を見ても分かる様に、

日本の国全体のパイを大きくして同ナぼ、僕ち

なその大きなパイを手に入れちれるのだ、全体

がハ音ノピーになれば個人もハノピーになるのだ

と思っていたけれども、これが嘘だという事で

す。やはり全体の′、イを大きくするために、僕

ら個人は大部分をかすめ取ちれて貧乏(こなって

来てしまったじゃないかと思う訳です。そうい

った事かち自分を解放していこうという意味で

すこ

金工=、ま僕が今、どんな生き方、どんな生活を

しているのかを具体的にお話してみたいと思い

ます。具体的にデザインされた生活が、先に上

げた二つの真実「人は一人じゃ生きろれない」

「人は-人で生きられる」という矛盾する二つ

の真実、そしてこの三つのテーマとどういう関

わりがあるかをお話していきたいと思います。

僕は神奈川県に住んでおりまして、 20代から

ずっと仕事上の共同経営者であり、セックスパ

ートナーであり、又人生の伴侶、文字通り人生

のパートナーである「ゆみこ・なかいiむら

せ」という女性と-緒に募ちしております。 、

僕と彼女が丁度40歳半ばになりまして、子育

てもそろそろ終わりになると思った頃に、今度

は傍らの親の老後の問題に直面する年になって

来ました。しかも僕ろば言ってみれば「長男」

と「長女」という組み合わせです。これからこ

う言った組み合ねせがどんどん埴えると患いま



す二 俣のし妨i了6茂、それから彼女の父が76歳母

が71歳で、身体のあちこちに故障が出始めてい

る訳ですねっ

今から数年前に、 「一緒にまとめて面倒をみ

るか」 「一緒に住んじゃおうか」という車にな

り、鼻柱だけ人一倍強い使う宅、親達と-主計ニ

ー一つ屋根の下て佳むという選択をした訳です。

そのための家を造ろうと思った訳ですが、場所

は神奈川県の二宮町という所て、大磯の隣り町

で、湘南のはずれにあります。海のある小さな

町ですけれども、 J Rの駅から徒渉で5 i6方、

の所に、僕ちか13年前lこ自分達て現場管理して、

大工さんと一緒にハンマーを滞ったり、電動工

具を持って建てた30坪程の小さなコテージがあ

る人です。その隣に僕の母の古い木造家出が建

っておりましたので、その古い家屋を建て換え

て新しい家を造るという計画でした。敷地は約

150坪あります。神奈川i姫に150坪というのはか

なりだ広さでございます。ただ残念な事にこれ

がすべて借地ですご 実は蚊缶で横浜を焼け出さ

れたという被災体験がありまして、それ以来流

れついて今の所に住んでいるという事なんですこ

この広めの僧地があった事がこの計画の出発

点だった訳てす。新しい家というのは、僕の世

と、彼女の両親と、僕ら4人が一緒に住む三世

帯住宅です。 7大家族で年齢を合計しますと

353歳になり、平均年齢が50歳になりちょっと

「あ然」としました。子供達は22茂と16歳で若

いけれども、やはりそういう時代なんだな-と

思っております。

三世帯住宅ともなりますと大変ボリュームが

大きくなり、当然コストも嵩んで来ます= プリ

臆の物書きである僕らの独力ては実現不可能な

計画で、建築資金を4つの財布からまかなう事

になりましたつ それはつまり僕とゆみこ・なか

い・もらせの財布、それから僕の母の財布と彼

女の両税の財布、この合計4つの財布を合算し

て∴予算と使い方をうまく組み合わせて初めて

実現可能になったこ 4つの財布で三世帯住宅と

いうコンセプトで始めた訳です。

僕の父は10数年前に他界しまして現在母は」

人世帯です。彼女のゾーンは、床面預か的18.2

坪あります。この18、2坪という数字は、デンマ

ークの一人暮らしの高齢者の平均床面嫌と同じ

なんです_ それを知っていましたが、日本の平

均だとこの3分のしの6坪ぐらいなんですれ

ゆみこの両親のゾーンは23,3坪。こちらに2

入監らしなので、まあだいたい平均的な所でけ

ないてしょうが。二階は僕らの、/-ンになりま

して、共有のダイニングルームが含まれて、こ

れがだいたい149.58爪き、約4う.3坪ですこ 今住宅

金融公庫や、建設省の一戸建住宅の平均値が」O

坪、 135mまですさ だかちそれよりも共有のダイ

ニングがある分ちょっと大きいかなと思います,

仕事柄書庫を設けた分、玄関ホール、階段、

共有部分等を全部含めて、珠の延べ面積に

386面、約I1了坪になります今結構大きな家

リましたこ

この住宅には幾つか特徴がありまして、同

屋根の下に実母と義父母が共に求うず三世帯

毛てす。

それかち二番目の特徴としては、 70代の高齢

だ説が住む訳ですかち、この家の設計が高齢者

対応型住宅二 言ってみれば、高齢蔀七会対応型

住宅になっております。

三番目として、使うは大変忙しい仕事を蒔つ

共働き夫婦て、しかも家瞳と仕事の双方を両立

させておりますので、かなり徹底した男女共生

社会対応型住宅になっている訳なんです。

四番目としては、ツーバイシックス住宅とい

う事です・日本は木材が高く、ア刈)カの住宅

の建伽朝一常に安いのて、それを碍輸入した訳

なんてす。住宅会社に「100年もつ様に造って

くれ」と注文数しましナ三

五番目は、高齢者対応型住宅ではあるが、辛

気臭くし勘、という草てす。空間デザイン、住

宅のデザイン、建築のデザイン等に大きく閃お

ってくる試てすが、高齢者対応型と言うと非常

(こ辛気臭く、例えば手すりを佃ナたり階段をス

ロープにする等、僕らちそうしたんですが、病

院に近/くなってしまうんですね。日本の病院と

いうのけ高齢者が入院しますと、おじいちゃん

もおぼ毛ちゃんも断髪してしまって、浴衣を着

せるこあんなものじゃだめ。もっとおしゃれに

しなくて言いけないcもっとデザイン等を考え

なくてはロナない。それはノーマライゼーショ

ンを語る中てよく言われる様に、おしゃれな任

宅にするのもつの大事な事てはないかと思い

ます。

六番目として、操はここを友人達と住む、

コレクティブハウジングにi

ます。子供とではなく、血

と暮らす家にしていきたい

最新のコンセプトとアイディア、デザインを丁

算の許す限り盛男込んで、現場の職人さん達と

討論を交わして、専門的なアドバイスを受けた

り、彼らの技術を最大限に発揮していただきま

した。自分でも電動工具を握って壁を立ておこ

したり、足場にのぼり、陣頭指揮し、レンガタ

イルを8トンひとりでおろして腰を痛めたりも

しましたが 自分で家作りに参加しました。場

合によっては、現場て設計をどんどん変更して、

設備や掛才などのショールームを歩き回って、

あらゆる惜鞘とサンプルを集めました。言って

みればお金を使うよI)、時間と足を使ってプラ

ンニングに丸2年費やして、工事に九l年かか

って、やっと昨年の1工月に完成した住宅です。

笑は今日パネルを持って来ております,デザ

インという事ですので、ビジュアルも必要では

ないかと思いましてご覧に入れます。なぜ僕が

こんな事を話しているかと言いますと、 「人生

をデザインする」というのは、抽象的なデザイ

ンではなく、ある段階では具体的なデザインを

迫られるということだと思うかちてす。

(パネルの説明)

これは外観ですが、デザイン的に言いますと、

素焼きのレンガタイルを使ったブリティッシュ

も雰囲気ですね。簡単に説明致します。

この勘二審ちしはじめたわけてすけれど、同

じ屋根の下と言っても、べったり眉寄せ会って



肴らす逢し)は採用しませんでした。

親達と伐ちは、ライフスタイルも違えば生活

時間帯も違います。何より引芙らはビートルズ

世代でありますし、全共闘世代でもあります二

親達と若い頃から断絶の世代と言われたジェネ

レーションな/しです。団塊の世代てす,人生青ふ・

股に対する価値観が全く違いますj そんな遺し、

があるかち一緒に暮らすのが面白い誤ですが、

この違いは親子間だけではなく、双方の親達の

間にもある試なんです。つまり、世間二脚こあ

る二世代住宅ではなく「実母、義父母同掃型三

世帯住宅」の難しい所なのかも分かりません。

そういう訳で、何よりもまずプライ/\ぐシーを

優先した独立性の高い設計にしましたく「受流

す札とも、馴れ合わず」というそんな設計です⊂

共有の玄関が一階にありますが、その外にそれ

ぞれの世帯に内玄関が全部付いています。無論

カギ付きです。

それからキッチン、お風呂、トイレ、リビン

グとダイニングも皆世帯毎にあります。電気、

ガス、水道のメーターも全部別々です。

表札も3つ、呼びりんも3つ、 3区画あるマ

ンションみたいなものです。各世帯間よ内線電

話でつながっております。緊急時にはナースコ

ールが備え付けてあります。英は僕の父が20年

程前に、僕が25殻の時に倒れまして、それ以来

車椅子の生活でしな 6年荘原裳していました

ので特に必要だと強く壊じて、設備犠器(ナー

スコール)を親達の寝室の撞元と、トイレ言合

室に付けました。ナースセンターが二階のリビ

ンブルームにありますので、万が-葛ナースコ‾

ルが鳴った時には、 10秒後には僕らの誰かがか

けつけるという仕掛けになっていますつ しかし

ハード面、つまり設計や住宅性能の画筆は随分

工夫しましたが、本当(ニ難しいの呈ソフトの面

だと思います。つまり暮らし方や人間関係です。

知らぢい者同志亭ち、伸の良い隣人関係になれ

るかも知れませんが、なまじ血がつながってい

る掌っかりに関係がクチャクチャになったり、

トロドロになってしまう。それは予想されてい

た事だし、あるいは予想以上の事も日常生活の

上でいろいろ出て乗る訳ですねじ

そこて僕は各世帯間で念書を交わして、資産

的な関係等もきちんとしております。ある意味

では水臭いのかも知れないけど、きちんとした

スタンスをとるという事です,水臭く見られる

かも知れないけれど、ドロドロになるトロ臭さ

よりも、これからは水臭さだと,すぐ僕はコン

セプトを作ってしまうんですけれど、そういう

関係になっております。それでも雉しい事があ

ります言葵の友人で、朝日新聞の記者の方です

が、供らが昨年の11月から両方の耕運と暮らし

始めた事を話しましたところ、 「なんて無謀

な」と言うんですねこそれ以来、傍らはこの家

を、 “なんて無謀な′\ウスいって呼んでいます

し実)

そして、こんなライフスタイルを俣らはた

んあと10年か20年位は続ける事になるど勘)ま

す。その頃にはゆみこも僕も60間髪半になり、

ライフステージはめぐって世代交代が行われて

いろ臆 そうすると高齢者のせ麿が空きまして、

そこて友人達と一緒に住んで行くという仕掛け

になっております。

基本帥二食事は一絢こしょうという事で、ダ

イニングルームはイタリアモダンのデザインに

なっておりますプ家の外観はブリティッシュ互

恵して、中に入るとちょっと違ってイタリアモ

ダンです。

音パネルの説明)

ここで了人が毎日:最後の施薬」の様に長い

テーブルを囲んで食事をしている択なんです。

こんlニ忠じていつも夕食をしております。

それがうこれがキッチンてす。僕は良い男の

最低条件は、やはり台所に立てる男だと思うん

ですね.良し、男になりたいために台所に立って

いる誤じゃないんですけれども、台所に立って

いるうちに良い勤こなっていきます。この様に

キッチンに夜須の人間が立つには、まず流しの

高さ90調が必要です。今日本の規格ては、 80。m

と85同がJ IS規格としてありますが、これは

女性が台所に立つ事を前提にしたサイズですね、

おじさん達料亭った= S規格です。

しかし男が本気で立とうとなると、 85c爪では

わな五言桂に倒ま身長が180。mあります

90c同の調理台か必要です,彼女が160。m

いなので、どうしてるがと言うと、スウェ

ン製の∴十重∵というぽっくi)みたいな室

か、又に宴にウェルトのついた木のサン

をス音)ソ/骨圧印、て調薬する。いろ

が可能な㌫ニすごそれから複数の人間が

台所に立つ時は、シンク(流し台)が2つ必要

です,つまi)ツーシンクキッチンと呼んでおi)

ますが、特に共働きで、矩時間で調理をする時

には、 2人で立って、仕上げ用と下こしちえ用

のシンクといった様にいろいろ使い分けが出来

ますっ 生き方をデザインして来ると、例えばキ

ッチンにもこういう形てのデザインが反映され

て来るという撃てすっ

それから僕の母のバスルームてすが、そのす

ぐ隣にペソドル一一I上があります。彼女は腰を稿

めて大手術をして、一円に2凪お風呂に入ると

いう生活訝樵がありますので、バスルームとペ

ットル‾ムの隣に予備室を-つ封ナてあります。

僕ちは2人共働いておりますがたいてい高齢者

が倒れますと、仕事を辞めるのは残念ながら女

傍になってしまうことが多い。単に介頂休業制

度を作っただけではなかなか変わらないと思い

ます。やはり傍らの意識が非常に大きな的題だ

と思います。

そこて伐ちはどちらも仕事を辞めないという

事で決めました。どうするかと言うと財布を放

棄しないで、その財布の一部を使う革によって

外部に労助力を発注をする。外注する。つまり、

ヘルパ‾さんや付き添いをお願いする事によっ

て、この予備室は普段は乗客用、いざという時

には介強者の宿泊用のために造った訳です。

それからナースコールですが、トイレに看護

婦さんのマークの付いた大きなボタンを押すと、

二階てナースコールが鳴る訳です。そして又、

刷れた時に手が届かない場合は、病院の中と岡



じ様に握る玉があります.それが浴室の中にも

付いています。例えはナースコールが坤)ます

と、その闘1た場所が分かる様になっていますく

それかち、玄関までの段差をすべて卓椅子を

使う事を前提にして、スロープが備え付けてあ

りますこ それから各世帯の玄関の所にカギも付

いていますが、豪にいるがプライバシーを邪魔

三才したくない時等、ホテルの「DON“T

DISTURB」という札を作りました。これを入

って来て欲しくなし、時に掛けておく,これも素

敵な水臭さの証の一つなのかも知れませんこ こ

れを付けた事によって、関係が今とてもうまく

いっておりますっ そんなふうに僕らのライフス

タイルのデザインがハードウェアに反映されて

いきます二

俣は昨日の当地の信濃毎日新聞で、 「シング

ルの元看護婦さん達が同居に近い隣居を始めて

いる。、という千葉の話を拝見しました。千葉

の安孫子の住宅街に300爪,の土地を買っ‾こ、一

戸だての家が」軒寄り添って立ち並んでいるつ

千葉の安孫子に300面、約90坪くらいですが、

これはパンパだ金額で〈ま買えません.ここで、

72茂を筆動こ60歳Iぐ後半の4人の女性だけの

「友人豪族」を始めた訳です。皆さん看護婦さ

んだった方で、 「家を建てるなら皆一渚に住め

る家にしよう」という事で、定年退職した51年

頃からそこに住み始めたという事です。朝早く

起きて皆で散歩をし、そしてあ料理の上手か友

人宅で朝食を胆)、それぞれの家に戻るっ そし

臆こ午後に又お料理の上手も友人宅に集まり、夕

食を共に搾る。家は渡り廊下でつながっており、

庭も共通で話がある時はインターホンのブザ‾

を3回押す,食事が出来た時は長く一回押す写

して合図しているっ もう既にこういった事が始

まっている訳ですわっ

保ちのケースもそういった中の十列ではない

かと思いますが、この安孫子のケースは食費だ

けは共同、食倒以外は全て別々の財布て賄うと

いった一例です∩やはりトロ奥まより水臭さで

友人達が暮らしていろスタイルですね。二の記

事を誌んてまず第一に言えるのは、彼女達自身

が経済力を持っていたかちこれが実現した、と

いう事が一つ。それはとても大事な事だと感じ

ましな もう-つはもし彼女達の退職後に、亭

主達にぶら下がちれてはこの様に印ゝかないで

しょうね。皆さんはどうですがり 特に生活的

に自立出来てない亭主がぶら下がっていたら、

これはこうは出来かゝ。しかし老後は確実にや

って釆るこ しかも残るのは女性の方が多いヾ廃

ちも豪放を考えて行く上で、今までと全く遥っ

た形て、家族の関係をデザインして行かな

ピなちないんじゃだいかと思います。

最近、僕は男の友人よりも女性の友達がたく

さん増えて来ましたこその彼女達から僕だ「名

誉女性」 「男のオ′\けン」等いろいろ利子柳

方をされており、うれしいやら恥ずかしし埠

です。例えば大先輩てあります掬尺喜美さん、

小西緩さ/しなとは、大阪の江坂てシニア八が

きゃっていますっ僕は郡寺され持見させてし

ださましたが、天変素敵な生活を送って

しやいます)そこも英は女性の建築家が手がけ

たマンションです。その中にクレヨンハウスと

いう落合息子さんのお店が入ったりしている訳

なんです。

これは女の友達かち教わった予てすが、自分

の老後は自分自身て、自分の経済力で、自分で

デイインして過ごさないとお仕窟せの人生とい

うの富今よし)勘二つらくだるじゃないかという

事こす言)ろいろ女性達に教えち打てきまして、

もしかしたら先程言った一緒に住む友人達が全

部女性になるのではないがと今かち楽しみ(こし

ております。例えば最近の諸として、僕が自分

の生き方にこんなデザインをしてみたという話

でした。

(矢口 光子)

生き方をデザインすると言う事のライフスタ

イルにつ音.、て、又デザインする三部こついても、

随分たくさんのヒントをいただきまして、しみ

じみ、改カて考えさせろれました。

台所に立つ良い男というのかどんどん塙えて

いった士、射育ちしい世の中になると思います。

私も40年前に惰てて

恋愛観官したんですけ プロフィール

れどな醤二なければ

かったなあと思って

ります。∴笑)

九では続いて長谷

ほんにお琴∴致しま

(長谷川 敬子)

ピンチヒッターでラスト′主ノターという事に

なりますけど、長谷川と申します,地元の長里手

果て弁護士をやっております。

今までお2人から非常に幅広い意見が出まし

て、私の乏しい能力ては、あまり付け加える事

がないなあと思いながらお聴きしていました二

生き方をどうデザインするかは私の専門ではご

ざいませんので、むしろ私引溌んている一人で

ありますこ ですから自分自身の体験を少しお話

しして、それから、弁頚士をしている関係から、

扱う事件の中で感じる事も少しだけお話しして

みたいと思います。

パンフレットのメッセージのなかに入れてお

きましたけれども、私は1952年(昭和27年)生

まれで、この中では一番若いという事になる様

なんですが、今年40歳を迎えておし)ます。そう

いう年代ですから、私自身は教育基本法のもと

で、新しい憲法て男女が平等だという事が当た

り前のような形て、特に学生時代を過ごして来

た訳ですく.ただ、当たり前の感じて育って来た

中にも、例えば中学生の頓ですが、つまり雉し

(長谷川敬子)

1952年長野県下伊刑部泰阜村生まれ。一橋大学

大学院修士課程子葉」 19了5幸司漢訳舞台蕉1981

牛飯田伸こて弁頂上開業っ 現在、飯田女子短期大

学兼任講師、信州大学非常勤説師、基総合開発審

議会委員他多数の委員を積める。



い年頃、思春期に「男らしさや女ちしまとは何

なのか」という事を考えさせられた事がありま

した。私自身は男らしかったつもりもないんで

すけれども、 「女のくせ【ニ」とよく言われまし

た。それでその事に非’組二反発を度しまして、

「男らしさ、女ちしき」とは何だろうと考えま

した,そういう押し付けられるものよりも、自

分は人間なんだという基本があれば、自分らし

く生きていれ嘗それが良いのてあって、そこに

プラスして「女らしくなくてはいけない」とい

う事はないとその頃に考えました二「何か自分

のやりたい事をやってみたい。」 「人生やi)たい

事をやって生きてみたい」と思いました。

実はその頃やりたい再が、あれもこれもあっ

て決めていなかったタメ そして全もなかなかため

ちれていないですけれども、ただ「自分で選べ

るという人生を歩みたい」と思いました」

考えてみるとその当時でも、 「家庭や翫昏と

し、う打が、自分が選びたい人生を運ぶ場合にふ

っかるたあ」という印象を良くわかちないなり

に持っていました。もし自分の運びたい人生を

選んだう、結婚は出来ないのてはないかとその

頃に感じた誤なんです,

そして高校生位にか)ますと、自分のやりた

い事をやる称二は、と(こかく経済的に自立しな

くてはだめだと考えました〕それには専門職に

就かなければし申すないと、そういう事も考えて

おりました。

今かち振り返って見ますと、その頃日指した

経済的自立という事は、自分一一人を食べさせて

いく単純なものてした=私に3人子供がおりま

すが、 3人の子供がくつ付いていますと、夫の

竣功を抜きにして考えると、自立していくのは

けっこう大変短つけてすが、それでも最近どう

にかやっていけそうだという見通しがついてを

ました。その頃、棚卸こ目指していた事がどう

にか実現出来てきた様にも思います。とにかく

経済的に日立をする為には職業を持つ。しかも

それが誰でも代われるもので高まなく、ベルトコ

ンベヤーに乗せられた仕事ではない、自分にし

か出来ない様な職業に就きたいと思った訳なん

です。そして現在、心の中で紆余蹄斤を経なが

ら弁護士をやっております。

ところで先程も申しました様に学生時代まで

に、男女が平等である事が当たり前に思ってき

ました。自分の能力、自分が頑張ればそれはち

ゃんと認められるものなんだ、とこ そういうつ

もりでやって来たんですが、 「社会はやっぱし)

そんな(二は甘くない」と感じたのは社会に出て

からですつ

女性缶変土というのは、私が成り立ての頃は

まだ数が少なかったてすり∴解的4年頃で408人

前後だったと思いますが、現在は800人は超え

ていると思いますっ

最初に私は東京で、西條弁護士(いそべんi

というサラl)-マンをしていました。女性弁護

士が珍しかった最初の頃は、大企業のフロント

係と同じ様な感じで、又その事務所の顔といっ

た様にもてはやされた時期があったそうこす;

そして暫くすると、今度女性というのは、詰

賭して出座すると休むというような、特に昇進

士に限らずどこの企業でも同じ事てすが、非常

霊芝事の悪い労働力だと認識された訳なんです。

つまり唇弁、サラリーマンとして女性は喜ばれ

なくなった訳ですが、私が弁護士になったのは

丁度そん別幸代だったんじゃないかと思いますく

そんだ川幸代に私は東京で2年間弁護士として

働いていましたが、たまたま夫の希望もござい

まして、私のふる里てある長野に帰って来ろ事

になりました。東京で弁護士活動をしていた時

はそれ(三ど男女の差別がある様な惑じは持たな

かったけれども、田舎に帰って弁護士をやって

いる中二まず聞こえて来たのは、 「あの弁識士、

女のくせに生意気だ」という言葉 直接私の依

頼主かろてはなくどこからともなく聞こえて来

る訳とんです,ご承知の様に弁護士というのは

自首業です,私の所は「一国一哉の主」、とい

ってこ高長一人と事務員一人という小さな事務

所です。法廷活動も交渉事も自分の休で動き囲

って仕事をやるしかありません。

その上、仕三組封旅頼者が持って来てくれない

と始まりませら少なくとも私の事務所にみえ

る依頼者ム「女弁護士にまかせよう」と思っ

て来てくれる訳ですが、その前段階で「女a)弁

士に頼ごっこ三嫌だ」という人が多数いるとい

事がだんだん患じらカ十て来る訳なんですね。

定的という記でもないてすが、 「やっは`)

と思わされた例をあげてみます。たいたい

士の仕事の増やし方として、飛び込みの侯

は少なく、詰介て人が杷えて行く訳てす。

より安定した形という事になると、顧問先が出

来るという事に和)ますこ まあ開業かち数年し

て、ポッポッと顧問先が出来てきましだ。とこ

ろで、夫も私と同じ弁埴土をしておi)ますが、

私とは全く訓の事務所を経営しています。そこ

で、私と夫のやっている仕事を比べて見ますと、

やlまり、その顧問先の増え方が全然違うんです

ね。圧倒的に夫の方が多く、差ができましたっ

ある時に、ちちっと美が「同じ地域に女性の

弁膿士と男性の弁護士がいた場合、果たして顧

問を頼みに行く企業の社長は、どちらをえちぶ

かなというと、判よし)女性の弁護士の方には行

かないんじゃないか」といった臆華があります。

二川拐小二意地悪で言われた誤でもなく、確か

に私もその通りだなあと思ってしまったのてす。

それてもとうにか私は事務所を維持させてきま

したが、そのうちに子供が、一大、二人、三人

と生まれて来てしまいまして、仕事をやっに自)

大事にしたいので、私自身は本当にがむしゃら

に出座ぎり三年)まで仕事をしていました「産後

は少し余袷を持って-ケ片程休ませていただき

ましたが、その間に急用があれだ一応の対応を

して、なるべく早く璃場複居する、そんなやり

方でやって享ました。

先程から育児休業のお話しが出て∴)ましたが、

私自身の今の状況ではとても育児休暇は取れま

せん。夢の叉夢です。

ある時ふっと思ったのですか、今の社会の状

況の中て、仕事の量で男子と競うと思っても、

ちょっと無理だと。将来にもしかしてそんな時



代が来るかもしれないけれど、今の段階で五三と

ても集連なという事を私も考えさせちれてし

まった訳なんです(一生懸命(こやれくまそれカ;ち

ゃんと報しゝられ、男女に関係なく仕事の廟肱

がって行くと思っで-、たところが、どうもそう

ではないという事て考えさせられ乏し仁それ

でを在ヒ事をやり子育てをして来ましたこ

そして、ある時にある方かろ生き方を適して

教えられた皐がありましたc 「同じ仕事をやる

にしても、葉しくやる」という事です(それに

はいろいろな意味があると思います二例えば、

なりふりをかまわすてはなく、なりふ。をかま

って、ど/しな(二年忙しくても「今という時は、

今しかないのたがう、葉しんてやらなき揃

だ」とそういう見方が出て朽二んてすねし刷

私も反省しγこ事【ま、最初霊蔀的拍立を目指し

ましたが、それ出ナに凶謝していると、結塙は

男性と画し様な仕事人出こなってしまう工賃

はずにやらなきゃ_とこうところに囚かれて未

てしまったんじゃないかと思いますシ

私も、まともに男性と仕事のある両日ナを競

ぅとし子こら、今の社会の中二、とても男性に太

刀打ち出来ないという様に思しましたこそこて

ちょっと一期いて考えてみるこ、 「人生仕事

十三けて宅ない」と考えるような視点を又‾つブ

ラスさせられた様に思いまら

そんな経過を経ながら現在では従来の仕事

中心の生活から抜け出せるのではないかという

ところに来ています。

ところが私も共働きをしこおり、しかも年を

追う缶に夫a)方の即三がハートになって末てい

ます。昨日も、私が休んだのは12時過ぎていま

したが、夫が東京出張か功膏って来たのはそれ

よし)遊く、何時に休んだがは分が)ませんっそ

して今胡私が起きたのが6時平頃でしI二が、実

は目覚し時計を止めたの富夫です-彼は今日、

私よりも早く長野市に行か星すればならなかっ

たのてす、私自身、夫に‾もう少し仕事のバラ

ンスを考えて休養を取らないと」と口では言え

ますが、多くの仕事をこなしている夫が、現実

雷、の家事にどの程度協力してもろえるがと言

ぅと、なかなか乾しいちのがあるなというとこ

ろも事実だ訳です。

私由身は一歩仕事かち退いて、もう少し人生

を架しく蹄をる方法はないかなあと考え始めて

いますが、家庭の中全体を見てみると、な力説

かそこまでに(ままだ行っていないJ

それか与、私自身、自分のやりたい人生宅達

へるように、その下地をつくるべく、いろ音つろ

と選択して米麦したが、実にまlどモラト音)ア⊥

入関で梢にやりたい草は何かを探し求めてい

る途中でございます⊃∴長める事を今まですっと

結ナ二乗きしか、それをやって乗れたのは・

や相)嵐斉的自立を図って来た事がみナ

そして、もしこれからもそれを求め続ける

ぁれ」‡、家睦の中をもう少し変えて行か霊は弟

けなうちら)と全壊じているところです\

特に夫はそういう状況ですのて、子吉二の酉

で3大の子供定圧2人が男で、下が妖二子

が)をどうにかして、男女が胴して社会非

っていける様な形に育てていきたいと思いますメ

モのたヶ月二は、本当は夫の強力なバックアノブ

が必要てす二 しかし現在のところは、家庭の中

て母親が悪戦苦闘している様な掘兄であります

さて、私の今の状況を同じ世代の女性弁竣工

と上シ〈\てみると、多少特殊なのは地方(二いると

いう享か≒ほしiれませんっ

ある時、東京で同じ十坤亡の女性弁護士と「ま

だ差別があるという状況だから、どうにかしな

くて七十 という話をしました。その時に彼女は

「平等平等って、もうそんなこという必要はな

いんじゃないか」と言し〕ました二 婁する(二、

「すてにもう平等なんだから、私は夫と家事を

分担してやっているし、たまたま食事作りは私

が好きだからやっているのてあって、別に夫が

出来ない訳ではないかろ」と。∴そこで私が違和

感を覚えたのく三、現状認識として、もう平等が

達成できているという考え方でした。これは東

京と地方との違いなのか分かりませんが、 「い

やそこは三賞宣うんじゃらいれ というのが私

の認識てございます。それは私の家逆の中の事

はたく、たぷん社会的にみてまだ違うだ

ろうと思います

乙の率直÷認識は、一年以上も鮎こなります

「新しい家庭科W’e_という雑誌を作った

日たつ子さんという方が、地元の簡農毎日新

勘こ書いていろっし叫ましな「差別(二鵬

真人は、実に差別する側に囲ってしまう」とい

うわ〇二、正にその通。だと忠うんてすこその

中で書かれてあっ工事;士、娘さ/しか育つ過程に

おいて、娘さ/し自身「今さら平等なんて」と言

ったそうです= ところが現実に就職の段階にな

った時、大学の先生が希望だったそうてすが、

日本で当ま就職口がなく、結句外囲の大学に女性

軽があったお捨てそちらに就職が出来たという

事です。だからそういう段階になって始めて、

まだ中寺が実現していない事が娘さんもやっと

分かったということてしな

やはり鈍忠だと状況を見誤i)、知らない中に

差別する側にまわってしまう事もあるだろうと

私くま思っていますう

今日の「生き方をデザインする」という中で、

それぞれの人生をどう選ふがは自由意思を最大

限発掘する問題ですが、その自由意思を′主ソク

アップするためにはどんな草が必要なのかとい

うと、やはり現状認識をきちんとした上で、男

女平等の社会を実現しないと、それぞれの意思

が実現できないのではないか。藷もが自分のや

りたい事が出来る、自由に生きられる社会を作

る事は雑しいんじゃだいかと思いますつ

時間もありませんのて、この位て私のお話し

とさせていただきます。

(矢口 光子)

又、一つの専門分野から見たいろいろな問題

提起をしていたたきまして、大変参考になりあ

りがとうございました。

只今から15分、お休みを取らせていただきま

す÷ その間に質問を集めますので宜しくお煩い

致しますヾ



(休 憩)

(矢口 光子)

先程;各先生方から多様なお話しやヒントを

与えていただきましたが、皆さんからの簡閲

を整理する間、もう一度各先生方に5分程ずつ

追加で問題整理をさせていただきたいと思いま

す今

私かろお話しをさせていただきたいと思いま

す。ここ、長郡講大変農亜†の多いところで

ございます。私も農山村の問題に関わって架ま

した。柴山先生の部胃である一般勤労者の労働

問題も大変困難な問題がし腫しているのですが、

それに対して、柴山先生は恋敵苦関していらっ

しゃる訳なんです。

私が関わって来た度し胴の主婦の万達の矧動

も、全く評価されすに来ました。月給はなく、

週休や年休、産休もなく、そして退職釦年金

もない訳なんですこそれかち自由邪手間もなけ

れ(ま、自由に発言も出来ない、といった様な姪

史をずっとやってきました㌻

そして、育児や家事労働も主婦が担って来手

したか、その訓的されずに釆ました臆

私は総理府の婦人の有識者会言的)メン/く-も

やってお。ますが、 2年前国内行動計画の見直

しをした時(こ、そこても農村の婦人の問題が取

し)上げちれました。

今年の6別ニ「農村婦人のビジョンを求め

て、jく二つし、て10剛呈会合が開かれてと。まとめ

ました,農家の婦人の家事労働や農業労働は、

どの様に評価をすれば良いのかを考え話し合わ

れましたつ経済的評価はもちろんてすが、その

外に資格を取るとか、認定制度等といったこと

がこれかち必要であり、又やらなければなちな

い事だと思います」

現在の農業労働がま女性が60%二男駒;

40%てあります。しかも、男性の40%のうち・

60歳以下の男性は18%て、その外は6識以上の

老人という事になっていますエロ本の農業が今

のままでは潰れてしまうし、婦人の農業を評価

していかなければ農業をする人がいなくなって

しまいます。

今日は個人の問題や家族、家庭の問題が数多

く出ましたが、これからは社会全体の動きをと

の様に進めていくがを考えた方が良いのではだ

いかと思います。

今日本の農村がどんどん都市化しております、

都市生活の万が良いという鳳潮になって来てお

り、ステレオタイプこ、潮晒て会社(三朝萌し

てお金をもらう方が農業労働よりも魅力がある

様に考えられています一そう致しますと、鮒

から若い女性が外へ出てしまう=

それから、組子の一般の方々がなんとなく漠

村を軽視する様な風潮も二㌢ゝます⇒

私は東部)丘邦にある国立市に住んで、ます

が、そこはオブリと畑筆もある所なので、 1

程畑を借りて、 40年前に惚れた男と一緒に

が好きてやっています。土・日に、しよいかご

をしょって、地下足袋を醜いて・鍬をかついで

歩いていますと、皆が変な頓をして樹ナるんで

すね、ある年寄りが孫の手を引きながち、むこ

うがら来て、 「勉強しないと、ああなるぞ」

音笑音 と言って通り過ぎて行きまし子二二 それて、

とて三亘姦しくなりまして、土曜、日曜のた7月二

それをやっております。都市と農村とに非’削二

価値観演董うという事をしみじみ感じてお声」ま

す二 各地域のライフスタイルや、その地域の文

化を大事こしながら、楽しい生き方を見つけて

行く手か大事じゃないかと眉、い、ちょっと一言

付.井口えさせていただきました。

(柴山 恵美子)

先程、日本は今転換.封二あるという串て、産

業膣造、就業雇用樹道の変化をデータを上げて

ご説明申し上げましたけれども、お話してきな

かった点をつけ加えさせていただきます。

英は信大的な経験ですが、 10月1日かち名古

屋市立女子好期大学へ単身赴任をする事(二か)

よしたく そこで、これを聞いたある女性票を大

変多く匁得された男性議員が、 「エッ!そした

ら旦那さんも名古屋に付いて行くんですがり」

と開く言下です= それて私も発きまして、 「どう

して家が東京にあるのに、大が名古屋まで来な

くてはいけた出のてすか?」と言いましたら

「だって、旦那さんごはん伸しるんですが」

と閃くから、 「ええ、作れますよ」と言ったと

ころ「それ:翼うんじゃないんですか?男とい

ものは生ミれ助演こして、女にごはんを作

てもちっ二、面倒を見てもらう稚くこ出来上が

っているんだから」と言った誤です。し笑)わ

たしはまたまた蒔きまし子二〇 結婚するまでは親

に面倒みてもらって、結婚したち妻だと言うん

ですね」それて私は反論しようとしたのですが、

もうすろ元気がなくなって、 「あ-この議員は

女性の理解者だと思っていたけれど、票を取る

ためにやってたんだな-」って二(笑l やっだ

し)、そういう革を見抜く女にならないこいけな

いと恩いました今 ところがそれは男性だけでな

く、女性かちも同じ事を言われたんてすね。

「旦那さんも行く/しでしょう?」 「やっぱり身

の回りの事が天変でしょう?」どうして大変な

んでしょうフ 私だって身の回りをやるのに大変

ですし、大だって身の回りをやれげ良い事です

から。 (笑)だから「お互い大変なんだかち、

自分の事は自分でやる」と家ではそうなってる

訳ですく こうして40草もこの仕事を続けて来れ

た背景なんです、、少々おのろけ的ですが、 「仕

事を紡げている女の影にいい男あi)き」です二

女だけが苦労してきた母親坦仕とはそこが違う

のです.

そこかち私達の意識変革をしないと、人生や

生活の中身、仕事の質、人生の質を変え、そし

て男女共生参画型社会に変えて行く事ができな

いと思います。新しい芽はたくさん出てきてい

ます→ それを見つけ出し評価し育てることです。

特(二制度政策的には育児の社会化、そして介護

の社会化を表面切ってやって行かないと、参画

型社会が実現しないと私は眉、つております。

それからもう一つ突っ込んで言えば、男と女



の岡のギ甲プだけ一こなく、女と女の問のキ†

ノアを見つめる必要があります〇∴二ふ/し村瀬さ

んのような場合三、男と男の間のキャリプに苫

しんていらっしゃるんだと雪、うんてすが「唖

そこのキャップを越えた形て共通描しい

高まつ地平を創造していく必要があると思い

ます例えば、私は過労死裁判に酎つってか

ますか、若い女髄か死ぬまて働く/してすね

企覚大乱こかで▼〕る今の若い女性たちの働き

方を、跡二弄ってみると、そのお母さん遠が

「そんなに働いていいの、そんなに働いたら死

′上しやうよ」と言ってる辞すね(それに対し

て、 「いいの、いいの」と言って頑張っている

難か郡から宣誓彫。になって来る訳ですっ

若い女性の中にさえ、企剃士の高誼が根強く

残っている,それしま、所用艦船表の心安を

意識丁三二本人達操曙しているのてす〇やつは

り∠主必要な事は、 「油こなったらちやんと帰

る」という自律的な燕と行動に変革するここ

です。私の知っている女出て、どんな事があっ

ても由二なったら帰るという姓がいます-

肇lその人は30蘭こなって詑嬉しさしたが、

ます,そういうものを越えて、育児の彊化、

介護の社会化をきちんと土計二すえた形で発想

をしていかないといけないと・営、います∴なぜか

といいますと、例えば老後の堕が出ています

かこからは、一人っ子の長男と一人っ子の

長女か請婚する時代高」)ますへそうなると、

「老い」を何人分看るがという二、 6大分看る

訳です\ます自分の実家の桶と、夫の両親、

それから夫が先に亡くな。ますから一笑一夫と

自分の老後て6回看る事に掴ますcしかも、

それを倒きだからなおかつ子供を産み育てな

がらです∴こんな事出来る訳ないi 」士から、

とうし-こも育児の社会化、佃の社会化を前面

に打壇していかないと男女参画型社会は出来

それを女性側か弄っていかないと、 「実家

のお母さんが跡、ているから、あの奥さんはお

産て退院しても実家に帰れ和んだわ、どうか

と思うわね、あの実家里《笑)こいうような、

女が女をいじめる様な乱肋、ら、私たちが脚

していか小、と、そういう帯封十会を女自身が

雄幸よせる丼が出来ない様に思います,

現在共働きしています⊂

剃動省の調査て・ 「なせ勘き宿ナちれないの

か」、又「なぜ昇進、昇格出釆ないのか」こい

ぅ問いに対して、男性の無理解と家事労働の問

題を上げていますへか坤等好でンス、均

等な待遇というものは、碑)そういう所をご

ぅしたらいいのかなという調の問題が脚こ

大きく立ちはだかっている様に私は思ってお。

(村瀬 春樹)

先程かちお話しを伺っていると、や【ま。実質

的平等が実現し坤硝性別役割分業がとうし

てもあるからだと強く感じます/フ

女性かとん質職場進出、社会追出しようと

しても、家睦でもう臆つの役割、家事や子育て

介彊耕し什当られている限。;ま、実質鵬

平等というのは実現しなく、 「絵に書いたモ

チ」になってしまうんじゃだいかと思います、う

残念ながら現在の日本でくま 女性が家事主 子育

て、あるいは介護を担当している。それを家事、

あるいは象徴的な意味で、 「めしを作る」とい

う享て考えてみると、なぜ女性がめしを作らた

けれ点し点すないのか,僕らの食へたり、糎たり、

暮らす中主、人間の一生について回る基本的な

嘗みてあり、生きている限り逃れられないもの

てす船,一人て岳らしている分には良いですが、

某国で暮らす様になると、誰かがめしを作らな

立江ごならない訳なんです〈

例え言、男だけの粟刷を見るとよく分かりま

す)音は軍隊があし)差し手∴ そして今はスポー

ツ部の合宿、相撲部圧雪は典型的な例ですぐ 軍

隊て需紡功しを作っていたか。例えば陸軍で

は新兵さんですね.上等兵なんかが音)-ダーに

なるんてしょうが。相撲部屋では新弟子たちで

す∴大イチョウを結ったとたんに作らなくなる

それになぜなのが、という軍ですね,軍隊では

下級兵士が作り相撲部昼ではチョンマナの新弟

子たち叛/Fる= 彼らは位が使いかちてすね÷ そ

れだけの重出ですね臆

ある集団が生活を始めると、めし作男三その

集団の中でより身分の低い者が作る} これが保

ち男性社圭の魅更であった試てすう ひどい躍起

だったと患いますこ

ては年男と女が揖舌を始めると誼がわしを作

るか。女てすね=域念ながら。なぜ女なのかつ

/それくま‾丸三男よし)身分が劣る」あるいは、明

清の民法では‾無能力者である」とされて来た

からてす。男尊女卑の意識がまだ脈々と保ちの

台所に流れているのではをいかと思うわけですぅ

実際田本の6割から9割の家庭では、妻が家事

の主たる担う仁者‾ごあると漆埋府の調査にありま

す.男と男の生活では身分の低い男がわしをた

く。女と男の生活では女がめしをたく臆 まさに

めしたきの本質はここ(二あるのではないがと塵

は思うわけです。先程「いい男は台所に立つ」

と言いましたが勢が台所に立つと、単に女がラ

ク(二なること出ナを意味しませんノ なぜなら雷、

男が台所に五つという郵よその一番身近な′、臆

トナー(僕の場合、ゆみこ・なかい・寄らせて

すれ、彼女を一段低く見ていない事を意味し

ていると供に思いますっ たがう台所に立つ男は、

良い男なんてすね、

男が家事や子育てに関れるという事は、女が

仕事を紬ナられる三河よもちろん、それ胃ナを意

味しらしら 二女も男も共に気持ちよく疲らせる。

言ってみれば今田のテーマであります、男女共

生社会を実現するための第-・・歩てはないかと僕

は思います。

(長谷川 敬子)

私が仕草の中で事件を通じて焙じた車につい

て言い足りなかったので、侶ナ加えさせていた

だきたいと思います。総じて感じます事嵩、普

通の女の人が城懐をしなくなった、という事を

離婚事件等を通じて感じますこ

離婚理由の中では、今で坑口変からす不好子



為や暴力等が多しゝのてすが、それだけて(よ氷

点つめる悟性の不一致というのが増えてきまし

た。不離子弟もあるにしても、それが陸しくて

娘婿をしたいの需なぐれろ白組舌の中

ていろんな事の積み重ねの中て、夫が協力をし

てくれ封、人間として対勘=見てくれかと

いうような恨みつらみが重なって、そういうす

孔と、今年のI10看て〈甜蘭草もございき

しT二二それは体の一部を触る、というはつき。

とセクハラだ、判断出来る事案てしか瞭

して来た万抗う既にその鞄場を桂が二役たっ

たのです。その方の珊三、 「こ/しな事をされ

て、私悪く坤のに辞めなくて出すない事

が悔しい、おかしいじや卵生と言う⇒構臭

に離しなくなった様な印象を劃すますご

もちろん、今二も右脚かタイプの夫婦例も

ゴいます問えば、今年の出自二も日弁連女

性の権利の委員会の主導て・ 「女性の権利110

番」を実施致しましたcそU)中に、輔の実姉

の奥さんの方かa)ご相言妊したか「とにかく

夫が妻の事彊能力者呼ばわ。をする」 「何に

魂胆、」という言い方で醜しなから・頼

み串調性郡串つらせた。という嫌姉は全

部奥さんにやらせる訳ですね∩そして気に入ら

ないと、手や足も出た出て界力を振るうとい

ぅ事てす「この魯これ一こまて、なんてこ/し

弗の寝も舌をしなけれ(まなちかかと思うと、

本当に別れたいと思うか、今別れた痛手弛

頼ゝ」という事てした「現在は夫の年金で卒

ちしている訳てすか、こ欄間二ら妻の力

で繭乱ていけない-妻の実家引用十か変わ

ってしまっているし、老人の制施訊二人つた

万が良し〕のかもしれないけど・どうしたら良い

の力、二人壊し舌を掠坐し和すればいけないの

かというものてす
この様なケースもまだある

事は間違いないですね二

それか、見積セクハラの間週も廿ましたけ

というよ。打押す話でした=そ持ちは職場

を辞めず二、もつと声を上げて抗言姫/\きては

卵か士かし鵜の中ては、まとまだ声を上

げて戦って行けろ前きて、印の殿が舛してい

虹という車てす講和二、普通の女が我慢を

しなくなった二言いましたけれども、その糎

形ての離婚が増えるという事は・吉宗的な出面

の万もあると思いますが、脚担洞の面か

らすれば、雑を配す一つの一組二なるんし

ゃちいかと思いますu夫旧主関了∃て蝦って

いる。購さえ入れれ【自姓何をして持し〕

という状況二はなくなって来ている二部的に

不満がなくて摘婚する〇そういっ予こ高祖が出

来て来るだろうと思いますレ

離婚後、子供を引き取った若い硯の生《舌ふ

安紅(草江、はずてすね。養育費もきちんと送

ってもらえるかごうか分かち航この分野二

はいろいろと養育疎を確保するために、どうし

たら良いのかと方策も考えられてき丁、ますが

舶,占二㌦あま。即雷る描かなし辞

す。しかし、自分の棟の÷サインかかが不

確かこもかかわちず、割出な弼・軸=重き

をおくと、嫌船か乱掘ナ星間十坤と、、う

現実があるという事,又、そういう現実が、達

に家延を見喧し、夫婦間、親子間を見直す契機

に)よだってきているんじゃないかと感じます「

(矢口 光子)

ごうもありがとうございました。一通り追加

の豊明をしていただきましたが、今質問をたく

三人∴lたた三善ましたの二、主なものから、それ

ぞれの先生方にお願いします二

音諏業を一人前にやりながら東軍をやり、文

箱三勘こそれを委託して、要碩よくやって行け

るのに、ごく限られた条件の人ではか、のか」

と音言う賞問です二 その事(二ついては国際的に土

間莱郵二きれ、日本の中でも問題にされて来まし

たこ 窪1剤即し白を生む労働の方が経済Ii即位室生モ

子吉ゝ家重労働や、育児、又は介護等よりも優っ

ているから、経済価値を生まない事は二の次だ

った誤てす、.それよ!月ま外へ出て働いて給料を

もらった方が得たったという様な考え方が確か

にあります

よく「飛んでいる女」というのかありますが、

私三とん‾こもか、女だと曽いますこ 例えは先進

国書手誹醗途上国の指呼的立場にある女性寄

島、自分の台所に入った雪中しない人もいますこ

インドの÷旨尊者もそうてすがメイドさんをお願

いするん そしてそのメイトさんが他の家で家事

をして音つると、自分の家の家事をやる人がいな

いから更にス孫みr二いなメイトさんを頼まな

けれくねらなし、、という樹二どんどん経済力の

ない人々へ、家事や育私介護等を押し付けて

いく、という草かございます.

日本はその様になっ=いない所の良さを維持

しながら、どう羊って突破しよう、という託宣

ので、恵まれた特定の人だけか結節寝言平価を

受けたり、社会的地位を獲得して行くという草

にならない様に改めて申し上げさせていただき

ますこ

「例えに貴方の場合、どの樹こし毒しr二か」

という質問があi)ますが、私の40年間一組二束

らし一二いろ旦榊ですが、縦の物を横にもしない

人でし子こか今は何でもしますり そ紺ま見るにみ

かねてやるのではなく、 「仮は君よりお茶の入

れ方がうまいんだ」とか、見栄で言っているの

かも知れませんが、すき焼の味付けや天ぷらの

揚げ万等は私よりもうまいんです ですから妻

の万が夫を夢略東する機会を早く作って、それが

身に付く様にするという事も大事ではないかと

思います

それからもうー-つは、私はいま患い所が3つ

ありまして、足が惑いのと、白が惑いのと頭が

悪いんですが、 (笑- その頭や白が悪かっだだ

けてはきっと手伝ってはくれなかっただろうと

思うんです二 足を悪くしたf二めに、すっ飛んで

来ていろいろと手伝ってくれるというようだ愛

情表現も入っているのではないがと思いますこ

どうもご馳走様ですいませんっ 音〈大爆笑)

貼呈私が「女性と母性を発揮するという特徴

がある」とか「婦人のボランティア」というこ

とについて申し上げましたが、母性というのは

桂のちがいてあって人権は回しもんだという事



てす言い方か恕かっだと思いますが、ボラン

ティア樹と時性をくっつけた試てはあ。ませ

ん(ボランティア活動というのは、男女共にや

る必要かある十二ろうし、女性の分野と考えてい

る訳てIまあ。ません(例え広牛のコンクール

と油菜の生産物のコンクー)しの場合に、男の

人だ右上借評価から入っていくけれども、女の

人の評価の場合に:三、年の巨囲輝いているから

謡力があって位康だ抹憶だとみる、そうl■lった

棚の碑があるだろうという隼で申し上匪

「現在の生き方も国家の要即、ら」と私がこ

っ哩に受け取られた持てすか、別(二今にそう

いうし直)堆いから自由に考えようではない

がという堤案をしているのです「現在国家の要

諦はそんなには矧、だろうと思います社会の

郡は企業や行政の考え方の匝いくつかある

っとその方法論を知っていろ訳ですっ

その擢婦さんが足。なく現。なくて、先

程の過邦輔弼じゃ坤ナれ二、本当に過労死

しそう抽見てやっていますたから、素懐婦

さんを増やさ尽す紺士寮か〉のですか、その

事を男のドクタ十三、男た力らあま。軸しな

いのか、醒柳、ら賀虹ノ和のが三の更意

は分が)三せんか∴看護婦さんか尼。が、

足。ない」とこいながら、今どんどん雅婦さ

/、梱っている棚一こすそういう封考え余

ゎせ二、今後の日本の医輝脚をどう考えるが

という軋こも普遍して来ます

「両親の介通で楕一一杯の所を今どうするか」

ということについて、私はかしの提案も出来な

いのてすが、心かつ声損をお酌)するのみでこ

かもし生えせんが。

ご両親がく謙下田皿で、その介護て手いっ

けいという方かつ「看護婦さんや介護の髄が

これかろどうか)ますか」というご賞問てす)

私は今輔納会のメン′く一なんてすが、メ

ンl十45人のうち、女が私一人でございます

その外は子ニいたいドクターこす)さて今の脚

に、酪て轟く読癖をやっていろ訳です・病

気を1台すと、ゝう湖に軽石は専念し、それ出す

ても大変忙しくて、医療という人間の心にどう

怪しく辿るか又は、そ1)人間が自分自身で越

取で生きおとする力を、どうやって出そうか

という分酢口弼よ。寝言獅さんの万かす

「凧の方ノブそれぞれが扇的自立か萌

になる様な社会的条件についての考え方が追う

航曾いますか、男女共雷主軸師が可鴇に

なる様な出会的細というのはあるてしょう

が」これ蝶両先生にお願いします)

(柴山 恵美子)

実は今年の干上、 3T漢かち碑こかくすて、潰、

ヨ一口ノ′、6ヶ国を回って炸したっわが印

出生率低下が非削ニ)こきだ問題に測れ二

1990年の出生卒が1 5了になり、 「1う7シ三

ク」という言葉が生まれて釆l三択てす。

ところが、人口の弘大地産からこしますと、

男性と女性の韓合一二一人生まれる訳-こすが・

合計特殊出生率は2、1以上が基準とか)ます。

需十特殊出生率とは、 -人の女性が出産可能年

齢期に生む子供の数ですねこ そうすると、 2工

人以上生まないと拡大再生産の人口になってい

かないと判断されるわけです.国際婦人年の前

の1974年に2、lを削り、それ以降ず臆つと下が

って来ているのに、なぜ15年も経って1、57ショ

ックと言ってシ ョックを受けているのかという

と、実はこれが男性が考えた推計に根拠がある

からてす。その出生率低下の背景をめぐる論調

を見ていますと、 「女が商学陳になった」 「女が

頗言化した_ 「女が外へ出て鋤く榔こなった」

だから子を生まない、というパターンが主流‾こ

す= さらに子を生まなくなると日本民俗が滅び

るっ 300年経った士、わずか500へ600人になる

だろう。あるいは日本の資本主義社会はもう滅

亡になるだろう、という論理がラ引判別からバン

′主/出て来る訳なんです。これ二対して反論の

論文を書いた誤ですし ては女が優子鯨こなれは

子供を生むのか。女が職場から家に入れば子を

生むのか二女が結婚を早めたら子を生むのか。

しかし、この状況は歴史の流れであって、食

いとどめる再の出来ない流れである以上、こう

いう詰まに辱螺であることはいうまてもありま

せん一間姐ム 女が高学歴化したり、働いたり、

自分の人生を選択し、デザインし、しかも日本

の労働力の4制を占めており、いずれは日本経

済の半分を女が担う時代になるでしょう。

そして、その烹とんとが既婚者となるでしょ

う〇三の猿な世界的動向の中でそれを否定する

のではなく、枠組の中二入れだ形で、二はどう

したら人間ちしく暮らせるか、という問題の立

て方をしないと、現実的でも建設的二もないと

いう卓を批判しました。そうしたところ、ある

財田がお金を出して下さって、ヨーロッパ6ヶ

国へ行って又反論の論文を岳いた訳です」音く笑)

私は反論ばかりしている訳てすけれども、こ

の釆たる27日に、厚生省の中央人口問題審議会

が私(ニ報告をしてほしいと依頼して来たのです、

私の、 7月7日I巾ナのエコノミスト誌の論文

音「なぜ北欧で出生率が上がったか」を言売/しだと

いう訳‾こす〉

まず、行って口頭に申し上げたいと思ってい

ることがありますシ それは委員会の大多数が男

性委員で占められていることなんです。明治以

来、人口政策が富国強兵の中で行われて来たけ

れど、子供を生む主体は女であることが全く問

われ圭せんでした。なぜ女のいないところで人

口政策がすすめられてきたのか。現缶の私たち

はそういうものには乗れないということを主張

をしたいと思っています。 (拍手、笑)

笑はまだ市販されていませんが、今年の国民

生活自書は、人口と人口問題っ 出年率と家族。

それか士、少園丁∵化時代の到来が中心になってい

ます。私‡日本的家庭の美樹を復活し和す掴ま

ならない、というような視点でこの間題を論す

べきではなし)と強力に主張しました,問題は働

きながら子供を生めるような条件はないという

ことてす。意識二は3人ぐらい持ちたいけれど

も、生めないから生まないのてあっ二、それが



瞳ストlこなっているのだと申し上研二わけで

間もなく棚されましょうが、それが出ます

二今度は論議がマスコミでもメチャフ宮にま

かる養う/してすこその時こちら側かしっが)

してし真上、と、日本的美帆家族の何百が又出て

来そうてすね」人口問題、人口政窺なるものに

しても、文女神-トて良しゝとc半人前て働い

て、そして100万円悦〇二自立出短いこうに

もっていき、子供を生ませようとする吉男二

ぅまい与を考えているのか」と言える姐=な

る部んてす仝今女性を見ていると、やつ即

軍法て男女輩の労働の権利を保障されながら、

若い女性が社会由る時、網羅刑帖

どな∴捌いてみてきつい頼子二かう、 M字軸

断再就職輔にとらわれてしまうへこれて労働

時間短壷も全然進まないんてす∴その中で何を

考えるかというと、私,圭の世代は仕事の社会に

出ずに、 「結婚が唯一の幸せてある」こ言った

訳てす。今は仕事の社会/\入ってみて虹ノいも

のから、 「結婚が幸せだ」勇吉晴へ行く訳て

らなけ川疑りません言笑)

きた私三、離企画庁のビーフ」惜しの

「ESP」厭社会政舟という樹二南

普くこよせ二二という小矧鯛されましたっ女

子部用紙集結で、子供弛む生ま掴拍

出てあ。、何人生卵、その間隔はどの研一等

全部女の逆損耗てある、と定めつれています二

子の軽耕して、人。問題を語るのは生班

の主体一二ある姉の人権侵害てあると書きよし

子∴姓の働く権利、生存栂∴生きる権利を

認め、女性が主体的に子供を生むがと思っても、

結果陸生める条件があるかとうかてすe女の

大穂を刺して了解生めという車に、時尺鐘

封軌しいと、今後論詰がおころ一二あろう事

を子、印して、私は論議に舶しを立てたわけて

ですかウ平和巌が出来てからもう50輔程

っのに、今もって班の論議一二全部姓の生謡

や人生が、カキン、カキンに按めっけっれこい

王から三つの逃亡があると思うんてすね・ ‾

っ目の逃亡に結婚なんですJ二つ日の曲∵お

oしか正社員をやめて不安毒も旅心剃騒くこな

る事てす。二つ醜く毎棚亡て「語印刷疹て皆

1細二虹こしまうんてすれヨ一口川二子こく

私が言いたいの広「逃げの委勢の中からは、

舶棚立が生まれない」とi、うi打てす「だか

ら、粥二すがって生きてもそんな不安定な人

生に別室せんへ本当(二百分が聞くという権利

のために、結婚し子供を産んて引上事が満て

きる市です、今あるま律を最ナ燕に生かしなが

ら、しかも、今ある〃去律をもつと国際レベルに

高める討てす。例えばスウェーデン等は、出産休

暇中は賃全の90%の所得保障てすねずか800

万の大口て、蛤より1里れてしゝる薪‾ここれか

出来、なせわ紳士それが出ないのか∴▼〕ま

囲われているのはそれてす一そのため里脱、

政箱を良くする様和訓向きa)生き方を、一時

とりがやらないと、やに口)国はしてくれない

:国は何もやってくれない」 「男性は理解して

/くれない」と「くれない族」で終わっていたの

ごま私たちはやっ(ごり片足が一夢前に出ないと

いうことてす/たがう、どうしても経済的に

自立していくら 自分を救ってくれる唯--のもの、

自分の信頼できる唯一の基盤は、自分の労働権

であるという立場に立ってそれを拡大して行く

手なんてすこ 今、そこの所がすわらない事をい

いことにして、 100万円の堂や、パートといっ

た様な三郎二なっている訳なんです。やはり、私

達自身の意識の変革の問題が、 90年代の大きな

柱になって来ている事と深くかかゎっています,

(矢口 光子)

国柄さんの三世群住宅は、経済白担とりが

ないと実現出来ないと思いますが」という質問

ですので、村瀬さんお願いしますご

(村瀬 春樹)

保霊巻眉的なゆとし)は全くございません、ブ

リ‾だとがか)儲かるとお思いでしょうが、全

然そんな事はなく、老後の保障や安定した身分、

そして安定した収入等それらを全部投げ打って

フリ‾になった。ブリ」だからこういう事が出

来る〇二㍉まなく、こういう事をしたいから僕は

7音j十二なった訳ですこ この様な事をするため

(こ、つリ十二なちかナ丸はだめな国は、僕は恥

ずかしい国だと思いますこ

潅l有力を是非このように考えていただきたい

わけですが、例え苫首都牌で30イドの夫婦がマン

ションを賃おうとすると、ようやく少しずつ値

が下がって来ましたが、う000万円は最低かかり

ます。それが最低の基準ですね= つまり5000-

6000万胆かかるという車ですね,ちなみに、僕

らが40代後半になっ二、今回拒んだローンは

6000万円_ つまり、 30代には5000へ6000万Ii」の

ローンを組めなかったてすね_ 共働きで夫婦が

5000万円のマンションを貰う訳です( 】葵弓も共

働きでようやく6000万国のローンを組んだのて

す。ちなみに縫一筋庁で、共働きと-人働きの辞

家率を鋳出し、発表していますが、 -股の持家

章が約60%くらいです。共助三世帯の持家率は、

釣75%と跳ね上がります、これは2人の財布を

合算するおちてすね,

ところか「ノ\拗ざ世帯、二才日計三とんと夫一一

人が働いていますが、約59%で、そこで共働き

世帯と一人働き世帯の持家率が、 1う夕る以上開い

て来てる訳なんですっ

つまりどれだけ経済力が大事か、という話て

すが、償うは経済的に余裕がある認ではなく、

僕と彼女がしっかりと角分遣の財布を確保して

来た浩栗ではないかと思うのです- つまりやり

方次第では出来るのてはないかと思います、う

それから「生活設計を立てる時、どの様な方

法で出資をしましl’二か」という大変具体的な質

問なんですけれども、 (笑音 今度の家も、それ

から10数年訓=ハーフセルフビルドした家も、

全部彼女と2分のlの共有の名義にしておりま

す、今度もローン等を組んだりしましたが、仝



部2分の1にしてあ。ます言、つ別れていい

勘二・・〇・・音・・言笑)

「連れ合いの幽こ・かし、・むらせという

様な呼び方は、日本の民法下では弼なのては

坤か=実際にはどうなされてし、るか」という

質問てすが、その通し)ですねこ法律ではそうな

っている訳てすねっ別に法律というのは現実に

余れなくなった場合にくま、こちらが先に美醜

作i)出して行けばよい兄です。

3年前の夏の参談院選挙で、 「ちさゆうクラ

ブ」という、山本コウタローが呼びかけた/主

ティーて、彼女は党の代表をやってお。ました⊂

自分も囲み二・なかい・むらせいの通称で、

比例区選に握れ謝、前例ががという事で

白描と衝突し大軌かしましたか勝ちまし

た。 (笑)しかし、
ミドルネームを持った女性

い男てすね言責の父が倒れγ二時に、彼女は僕と

一組二大変握力をつくしてやって来た揮すご

放っておくと櫛権を腰してもらわない限。、

伸二もし印彼の所にいってしまうというハカ

な話になってしまうこ

帥瑛班法鶴している謝l)か、僕の

母と彼女を養子縁組までさ亡てしまった⊂いろ

んな方法がありますし

この問上野千鶴子さんと話をし碑二、 「血

のつなが。謝↓)が日本の去倍では優先される

かち、養子縁組をとんとん友達同志でやつちや

ぉぅ」 「50人ぐらいやつちゃうか」、といういろ

んな話をした訳てす。 (笑、そういう離事を

していっても良いのではないか、と思っており

がこれかちんとん立候補するかも知れない吉

が、ここて引き返がる胆よいか組という

こと二大げんかして勝ちまし即れども、通称

を使用するという事ですね。頼ポ」言二も、

この通称使用がT三んだん可能↓こなって来ている

その通称姫ですけれとも・実際所籍を作っ

て法律婿をしてお。ます0これを一つ例を上げ

て握すと、僕ら男の老後もそうてすが・女の

老後を考え圃二、ストノク(繕Iが大変大

事里.恥ますc例えばコレクテノブハウジン

グ方式にしていく」つま。自分の場てすね宅

僕にも兄弟かあ。ますが中にはバカ棚が

一大位はいるんてす・女性問題が全く分かちを

まあ別れる瞳はいつも出来ているし⊃

(笑、気軽に考えていったらいし、のではないて

しょうが。難が合わないなら法律よ順行し

て下さい言笑、本当にそうですよ詰って育

児休業胡蝶び周、琳んでる男だって

「3世帯千人てコミュニケーンヨンをどうや

って取つ印るのてすか」という質問ですが、

これはごく普通の取。方です〇一繭二食事をし

廟。のコミュニケーションや、同じ興味誹

ぇば大や猫の話。そしてうち誹ライブナノ‾

があ。まして、仕郵大正、明壷、あるし塙工

戸部のいろん頭棚そこ-二枚。揃えぴI)

まう。そこへ父や母が臨月こ来ます照ら羅

らの掃っている鮒をも借。、仕事に役立てて

いる訳です,そんなやり取りをしていますっ 王

侯は自分でもエレキギターをやるけれども、シ

ーズやロックが大好きで、タンゴも好きです)

彼女の父もタンゴが大好きて、それで貸し借り

をやります二 いろ/しな事があります.それから、

僕の下の息子の′、テナ(不思議と書ぐ)は日ソ

クミュージシャンを目指してバンドを始めてい

ますが、今おじいちゃんのキーボードを借りて

一生懸命練習しているというような普通のやり

方てす。

「“高齢者達と一緒に暮らしているとプライバ

シーが優先しにくい。その場会規に子を委ねる、

孫を見てもらう良い方法があったら教えて下き

し という質問ですが、親に子を見てもうう、

というのは多少は便利なものとして適度的には

1いかもしれないが、やっけり自分達て何とか

する/僕達が一緒に暮ちし始めたのは、もうす

つかり子育てが終わってからですね。例えば今

の若い人は出産するために実家に帰ったり致し

ます誉れど、そんな事もしなかったし、 2人で

何とか乗り切って来た。その乗り切って来た事

がノワ/、クになって今いろいろ役に立っている

試てす。

「現を変える、天を変えるにはどうしたいい

か臆(美音 という事ですか この様な質問が多

数寄せられて来ていますが結論を言うと、 「そ

んな事供の知った事ではない」臆(笑)というの

はそれはご当人の問題てすのて、これはご自分

で考えていただきたい。これが装本にあります。

しかし少しアドバイスしますと、 「変わる男は

変ねるし、変おちない男は委ねらない」) (笑,)

そして、変わらない男と向こう何10年も一緒に

暮らす苦痛を考えれ書、僕は手を切る事をおす

すめしたい, 〈笑)かなりまじめに言っており

ます二 本当てず。そのためにも経済力が必要て

すれ 幸い(二も僕は「変わる男」になっていた

ので、今では一組二帝させていただいておりま

す∴ 〈、笑∵溝ない事を言ってはいけませんが・∴

それから僕が変わったのは、彼女からの非常

にきつい異議の申し立てがあったからです。

にれを話すと長くなりますので省略させてい

ただきます。またの機会に〉-

(矢口 光子)

まだまだご質問はあるかと思いますが、昨日

より今日、今日より明日、という様に目に見え

て女性開田が進展する様な事ては全くございま

せんが、 10年前、 20年後というようにロングタ

イムで見ますと、随分内容が変わって来ている。

メキシコ会議よりもナイロビ、ナイロビの時よ

りも今日の方が内容がどんどん、どんどん、き

め細かく具体的になり、女性の方々か甜極的に

なってきている事を感じました。

今日のセッションでいろいろ討試された事、

あるいはヒントをいただいた事をバネ【こし、更

なる前進を次回に向けてやっていきたいと思い

ます。今日は半日有難うございました二

以上二、第2セッションを終了させていただ

(ノ文責 女性室)



第三セッション
○会場 市役所第2庁舎10階講堂

萱日時10月23日陰)13:30へ16:30

国際理解と平和
星野 昌子

マリiクリスティーヌ

吉岡 忍

杉本貴代栄

塚田 佐



(星野昌子)
今軌一二各方面て甜ていらっしゃいますっ

据てくださる時頼ことはか。て、お細れまもう調前の副鋤の日lこ潤

そうく甜二なるとキャリア「7-マ/とし
手柄再イスカノンヨノてこ一揮、

て世界を跳んてい融というイメー/が出様〇一その時かつとて輔弼つていろ方の一大

にあるか朝地掴自身の詔介されな∴∴なのてす朝的な、そし瑚雅語

かったこと朝一師かつお話ししだいと里
しが合いますと、コミュニケーターという珍し

い庵菖さをお使い詰っておられるのてすけれ

尖南開の抽植敗いたしまして∴∴∴∴とも\それだけてコミユニ十一/ヨ/・弼

2人の子供を置い緋さるを得かT二・ラ
馳してしまう)引紺つれこしまいます。

ォスヘ諦肋捕ったと申しましても、それて三マリグ)スティーヌさんのお話をお

師の中て行き場を失って、日本礼全て難民の
醗いた壇二し、とかますん

ようになってラオスへ匪大師という垂を最

初に申し上げておきます訂ここのセノシヨ/ (マリ・烈ステイーヌ)

もあま。堅く担、僻の方はこ出席の騨
今日は「国醒拍」というテーマて、

方のいろんな音兄も交えまして、生き生きした輔卵という大変艶しいよう糎な

強のある揮したいのて、とうぞよろしく
ような、よく分ろ旺う粗のテーマてす

ね。私は子供の時かろずっと海相舌をしてお

それで謝)てはごさいます信二に珪・一↓)ましたか∴生評のは日和4歳の時

/していつつしやる帽かウニ発言いたたきます言二間I二行き、 4碓二的てからアメ

マリクリステ仁ヌ雄、田浦一まれ
申年、イランに闘士み毒し詳「

ていっつしやいますし皆様日をつむっていつ頼イ(こ耕土みまして∴日本に帰って末

っしやつたら本当に日

本人だとお思いになる

ほど日本語がお上手で

いらっしゃいます。ア

メ音)力、ドイツ、タイ、

ィランなど各地でのご

生活の中かう、語学力、

キャリア、 ′く-ソ十iノ

ティなどを活かして、

プロフィール

(星野昌子)

193年生よれ〇塵醸浬大学韓196詑辞

薄外協力員としてラオス国文部省へ温さラ亦

国旺大鵬大使睦言9姉日描画ランテ

ィァセンター小甘をハンコク1こ揮、弼彊

醐脚を放し舶潮音阻かな舶姉セ
ンタ増長詳細頼方棚一納会委員誹

務める、細こぼ:NGOの般頂は地球を委

している」等多敬

たわけです。その後両親はまたイランに戻りま

したので、イランには合計13年行っておし)まし

千二。

私達は夏休みになると両親のもとへ居るとい

う度しで過ごして来ましたので、 「何人です

か」と言われると非常に困ってしまいます。私

の国籍はアメリカです。父がイタリア系のアメ

リカ人て、イタリアの文化がずっと家庭の中に

ありました。母が日本人で、日本的な教育も家

庭の中で受けていますから、なんだかミキサー

にかけてゴチヤゴチャにして、国際人というの

か出来上がりみたいな惑しなのてす。

私は国際人という言葉がとても聴いてす。と

言うのは、宇宙人みたいで何がなんだかわから

なし主 国際人の一番の条件は何かというと、自

分の文化が良くわが)、そしてそれを他の文化

の人間にきちんと伝えられる人間が国際人では

引出なという気がします。国際化の中には、

理解し合うという事が一番の条件に有るという

気がします。ですかう、隣の方ととても仲良く

暮らしているような方は、立派な国際人だと思

います。それが一番小さな単位で、だんだん大

きくなって厨の単位と

なって国際化という プロフィール一一・-・-一

重々しい言葉(こなって

しまうのです。

私はできるだけシン

プルに物言を考えた方

が普通の人ができるこ

とになると思うのです。

あまりにも大きく国と国の相互理解とか、世界

が-つとかという事になりますと、私の力じゃ

とても出来ません。ただ一人ひとりが隣の方と

手をつなぎ合うことができれば、それが世界に

つながっていくもので、私はそれが一番素晴ら

しい事ではないかなと思うのです。

また私は女性というのは、国際人になれると

いう気がするのてす。と言いますのは、女性と

いう加工場から、子供達が出ていくのてすねう

自分の加工品が素晴らしく出来ていれば、素晴

らしい人間になるわけです。男社会と言いまし

ても、女の方が一番縁の下の力持ちだと思うわ

けてす。例えば回覧版でゴミ当番というのか有

りますよねぅ 私達が一週間単位で受け持つわけ

なんてすが、前の臼にあまりきれいに掃除され

ない奥さんがいると、 「ほんとにあの奥さんて

汚いわね」 「だらしないわね」 「なんてお掃除が

下手なの」とか、ぷつぷつ言いながら帰ってき

ます。

逆にとても上手にきれい(こお掃除される奥様

だと、 「いつもあの人がやってくれれば良いね

ね」と良い事ばかり言うと思うんですね。そう

(マリ・グノステイーヌ)

日本生まれ三 上智大学卒業。アメリカ、ドイツ、

タイ、イラン等、各回て生活を経験する⇒

語学力、キャリア、パ\-ソナリティーを活かし

て、現在コミュニケーターとして司会、レポータ

ー、講演等幅広く活躍。 92年4月より、東京工業

大学工学部社会工学科にて、修士課程を専攻する。



いうことをしっが)子供が剛、ていろ訳なんて

すし子供を即して外出て、 「あの奥さん、本

当に1弓出陳了だらしないわね十きつと家の

中は射、畳みたいなのよ」とか言うのを家に居

て聞いていて、その方とたまたま会って「奥様、

こんにちわ」 「今日は素敵な格好をされていま

すわね_こちらかにお出掛けですか十ごきげ

んよう」とか換わすると、子供は、 「お母さん

は家て悠あんなことを言っているのに、外では

こんなことを言ってる」という二つのイメージ

を与える訳なんてすねc家の中て刷を言って

も繕わない、伸二行ったらこういう顔を作るん

てす、という事も子供に教えている事になるの

です。やは。自分が考えている垂、している事

が一つにならなければいけないと思うのです〇

てすから田圃な子供達、良い人間をつくる

のはやは。女性の役割で、そういう意味ては重

要な気がするのですc勿論男性の手もないと子

日本社会では女性の万が強くて、男性をとんな

色【こても央めることがてきろ力捕っていると

思っていますつやは。国醐な男性をつくるの

も、女性がきちんと考えていか封ナれほい快

いんじゃないかな/と思うのてす〇

それはとても難しい事と考えろれるかもしれ

がのてすが、私はバリで非′削二勉転になった

ことが一つあ。ますっパ音)のシャンゼリゼ(こ大

きなデパートがあ。、そこに私が入ろうとした

ら、前に規子が歩いていたんです言私にも今

8歳の息子がいるんてすけれども)その奥様が

とても素敵なスーソを着てお酒諮な格好をして

いましたつ息→さんが当時6歳位と思うのて

すがその男の子もとても素敵な格好をして、

大きな/くックを重そうに持って夢いていたので

す。お置き/しが、たまに「フソ」と振。返るわ

けです。男の子も私と同じデ′く一トに入ろうと

供はできた星、わけですがo

ただ、その中ても私は日本と外国との、特に

日本とアメリカの大きな追いがあると思いますっ

ァメし)力は父と娘の社会なんですo日本は母

と息子の社会軌ですくですが、男が女出

してアメリカや三一ロノ′朝なぜ優しいかとい

ぅと、父が娘を可受かる、優しくするという条

件二始まるわけです。女の子を育てることて男

の万も喜びがあると患うのですo日本ては、何

ても母親が息子のために息子のためにと手を出

して全部やってあげてしまうから、息子のよう

な大人がてきてしまうの二すね←私の見ている

パリの冬はとても寒いのて非常に気候が厳し

く二、ギニッと押さないと開かない扉が多いん

です。扉のところに辿。請いでも彼女は扉を開

けないでそこで立って待っているんですね・

すると重たい荷物捕ってる男の子が来て、 ‾

生息余所をギュノ孝二ノと押すク)てすね)私は

「母親だったら、後ろから扉を押してあげれば

いいのに」と思っていたのですが、ちょうど人

間が入れる位に扉が開いたところて、お理

んが先に「バノ」と中に入ったんてすね⊂ 「フ

ソ」と後ろを振。返って、 「メルシー(あ。が

とう)」と言って「ニコノ」と笑うんてすれ

息子も嬉しそうな顔をして、後ろからついて入

っていったんです。私はなんてひどいお母さん

だと思ったんですよ。何で轡、子の荷物を持って

やって、厨を開いてやらないのかと思いました。

後でじっくり考えたら、 「あっ、このお母さ

ん怪し〕んだな」と思ったんです。私だったら

「はやく歩きなさい」 「そんなにもたもた持っ

ているんだったら、お母さんが持ってあげる」

「さっさと入りなさい」と言う。早く早くと全

部手をがナてあげるところを、そのお母さんは

20抄位の闘じっと我慢している訳なんですね。

その我慢の中で忠子が「女性のために扉を開け

るんだな」と気が付くんですね。その我慢が私

達日本人には無い/してす。私は日本に帰って来

てからは、息子のためにと思って、ズー/」マ

‾ケ\ノトに行くと必ず荷物を持たせています。

そしてデパートに行く時は、 「女の人が入って

かち男の人が入るのよ」と指示しているんです

が、主人と行きますと全然うまくいかないんで

すね。彼の方が先に行ってしまいますから。だ

から、大人の男を教育するのは大変難しいと思

います二小さい子をどんな視点で育てるがとい

う事がとても大事だと思います。

また、 「国際化くまます女性から」というのは,

こういうエビノードからなんてす。それは、私

の友達がご主人と一組二結組30周年でアメリカ

に行ったんてすね。一緒にアメリカのレストラ

ンへ行った時、残った食べ物があったので持っ

て帰。加と彼女が説明したところ通じなくて、

ご主人に通訳をお蜘1したけれども通じない。

相手のウェイターも外国人労働者ですかろ英語

もよくわからなくて困ってしまい、 「もういい

よ、止めようよ」とご主人が言ったところ、彼

女がその男の人に「サランラップ」と言ったん

ですってっ そうしたち「ああ」と言ってわかっ

てくれたそうなんてすね。ですから、毎日の生

活のこの動作の中で通じるというのが女性には

たくさんあると思うのです。やはり、国際人は

女であるとし〕うのくま私の考え方です。

(星野 昌子)

ありがとうございました。この母と息子の問

題というのは本部二根深いですれ きっと皆さ

んはいろいろな事で自分に問いかけていると思い

ます。また後できっと面白いテーマになると,臥、

ますが、次のパネルに進んでいただきます。吉

岡忍さんはお手元の資料にもございますように、

ノンフィクション作家であると同時に様々な分

野でご活躍中です。最近のご経験を踏まえてリ

アルにお話し下さるという約束ですので、どう

ぞよろしくお願いします。

(吉岡 忍)

はじめまして。吉岡忍です。 「国際理解と平

和」がこのセッションのテーマてすが、私は平

和について一般的に議論することも苦手ですけ

れども、国際理解について論じることも苦手な

んですね。というのは、国際理解は口で言うの

は簡単だけれど、実際にやろうとすれば本当に

雉しい、という実感を持っているからです。



っい先週まで3週間ほど私は中国にいたん

てすかその最後のほうて中国の学者、シャ‾

ナリスト、作家、それに中国共雛の幹部クラ

スの人たちと日中間題をテーマにシンポジウム

をやってきました。会場となったのは、瓦エ

(拐子心を41白5日てさかのぼる船のかて

しTこ。彼ちと談論をしなから、相互に理解する

のはなんとむずかしいことたろう、ということ

を実恋し打た。今回、 「日本女性会議i92な

かの」のシンポシウムて国際理解と平和につい

て話すに当たって、これ《まむかしい、という

起きた天安門却牛が話題にな。ましたこといつ

よ。、私自身がまずそのことを切晒したので

すか、実は、その話題を持ち据こと自体が大

変でした言承知のように、天安岡牛は一言

ていってしまえば自由と民主化を求めて天安

門的脚こ整った何十万人という昭や学

牡ちを蹴散らすために、北京政府が軍隊と載

ことを率直にお話しようと考えてきました。

もう少し、先の旺シンポジウムの事をお話

しますと、ご存知のように、今年は日本と画

が国交を離して20年にな。ます。そして、 20

醇のいわば記念行事として、天皇訪中も実現

し、大きな話題となっていますo 20年間という

間は、人と人とかつきあう場合を考えてみま

すと、非常に長い時間かもし葎せんoしかし、

国家と国家との関係でみると、これ棚すしも

十分iこ長い時間ではないような気がしますもき

ちんとお互いの意思や

思っていることを言い

合える関係には、まだ

日本と中国はなってい

ないと感じましたc

どういうことかと言

いますと、たとえばこ

プロフィール一°‾

の日中問題シンポジウ
’‾

ムでは、 1989年6月に

車と銃を動員したという事件てした。

この剖牛について・私のような日本人がこ

のような中国政府のや。方は睡っていたので

はがか、と公のシンポジウムの場てしゃべる〇

膝人が中国人佃かつてしゃべる⇒あるいは

回しようなことを中国側の参加者が話すcこれ

は掴社会にあっては、し〕までもタブーなんて

すねつあの抑狙ったい何たったのだろうか、

と私か月こ考えたことを話し{まじめると、司会

者のほうから、 「この間題については発言しな

いてください」\というメモが回ってくる言

れは現在も微妙な間恐れです⊂

天安田牛て示された問題は、まず、いった

い民主主義とは何なのか、どうあるへきなのか、

1948年長脚‡久畦まれ諸調大学窮中

に反改運動-こ参加するかたわら・著述活動を融

その後北部、アシア、東西ヨ一口ツ′月日ソ連

琵三十中国を舶し、ノンフィクション作家と

して輔、アジア論、テクノロジーなどの分的

著作を綾群iこ牧師の碑、鞘を克くこ

ゆく」他嘩碑射て耕地ノンフィクション

蛍を受賞。

自由とは何なのか、あるいは市民や学生たち一

人ひとりが思っていることを自由に発言する、

もちろんここには政治的発言もふくきれるわけ

ですが、そういう表現の自由、政治の自由とは

何なのか、という近代社会にあっては本質的な

問題でした。当然、ここには鋭い権力批判もあ

りました。これに対して、中国政府は戦車と軍

隊で応じた。軍事的に鎮圧する挙に出ました。

こういう問題を、日中国交回復20年に当たっ

て開催されたシンポジウムで、私としては語る

ことが必要だと思っていました。そう考えた私

のなかには、もしかしたら私自身の見方や考え

方に誤解があるかもしれない、あるいは私の知

ちない華美があるかもしれない、また彼らの側

にも思い込みや過剰な防衛意識があるかもしれ

ない、もしそうなら相互に語り合うことで理解

も深まるだろう、という思いがありました。し

かし、かなり成熟したと言われるここ数年の田

中関係のなかにあっても、天安門事件について、

いや、もっと言えば中国の政治のあり方につい

て触れるのはタブーになっています。少なくと

も批判的に語ることはできない雰脚気がありま

したっ

では、この20年間の日中関係では何が語られ

てきたのかと言うと、まず第-にあったのは

「友好」です。日中友好です。友好をスローガ

ンにして、具体的には経済関係やビジネスの話

が行われてきた、というのかこの20年間の日中

剛系の実情ではなかったがと思います。貿易、

投資、工場誘致、といった問題です。

これらはたしかに画国関係を緊密にするため

には大事なことだと思いますが、それだけでい

いのだろうか、と私は思います。それだけでは、

単に儲かればいい、利益が上がればいい、と

いうことになってしまい、私たちが本当に築く

べき理念や理想や共通の価値観はいつのまにか

どこかにいってしまうつ 言い換えれば、日本人

である私たちは国際的にさんさん批判されたエ

コノミック・アニマルでありつづげろだけです

し、中国人は中国人でいつ引怪力者の目の色を

うかがいながら、とても悪い言葉を使えば、ず

る賢く動き回ってお金儲けをする人々という印

象を振りまくだけに終わってしまいます。

日本人はよぐ、顕が見えない人間だ、と言わ

れます。アメリカ人やヨーロッパの人々から、

日本人は何を考えているのかわからない、と言

われることがあります。私などは、そういう批

判の言葉を聞くと、それでは「どれがナアメリ

カ人やヨーロッパ人の顔がきちんとしているの

か」 「ちゃんとまともなことを考えているの

か」とムッとするのですが、と同時に、これま

での日中関係を見ていると、この日本人に対す

る批判も当たっているな、と感じることもあり

ます。つまり、友好という建前を前面に立てて

おけば、あとは金儲けの話だけ、という実情が

あけすげに見えるからです=

ちょっと話が飛ぶのですが、日中の国交が回

復される少し前だったでしょうか、 「ピンポン

外交」という言葉がさかんに言われたことがあ

ります。国交を回復するに当たって、手始めに



スポーツ交俵や文化交庇をやってみる、という

のは古今東西、さまざまにあ。ました・日中国

交回復の場合もそうてした。当時の軸の卓球

選手は非常こ強かったものですから・日本にき

て試合をすると、大きな話題にな。ました差

しか彼らはアメI)力にも行き、米田系の回復

にも一役買ったと思いますが、じつはこのピン

ポン外交の妻側てはとんでもないことが起きて

いたという話を、私は最近{こなって、当時の関

係者から聞いたことがあ。ますっ

20年前といえば、世界はもちろん冷蚊の時代

で、中国では毛沢東輔か生きていましたし、

周恩来首相も活躍していましたっその中国かう

来日した選手たちは各地のホテルに種っては、

試合を披露していたわけですoテレビや新聞で

見ると、私もよく覚えていますが、それはとて

もすぼらしい試合でした。試合が細ると、選

家が労勘考を搾取している資本主義の国ではな

いか。なぜ労働者てある我々が資本家のために

行儀よくしなければいけないんだ。まして日本

は咽を侵略した国鳥日本の資本家の所有物

てあるホテルを、中国の労勘考の我々がきれい

に使う必要はない」と言ったそうですゥまた、

緋二は「むしろ労働者は、資本家から奪い返

すことをしなければならかくらいだ」と言っ

た選手もいたようてす。そういって、乱思狼籍

手たちはホテルにもどります。

ところが、この選手たちの行儀はなっていま

せんてした。ロビーで輔をすう⊂それはいい

んですが灰や吸殻は絆毯に捨てるし、あちこ

ちに汝を吐くcそのうちにロビーのテーブルの

上に足を投げ出して、勝手な振る舞いをする、

という具合てすcそれを、受け入れた日本人の

例はどうしたかというと、歌って見ていたんで

すね。中国人選手が灰や吸殻を捨てると、あわ

てぴウキとチi)トリを持っていって掃く、と

いうことを繰。返していたといいますっ

日本側スタノフのなかこくま、辞した人もい

たようです。しかし、選手たちは「日本は資本

を働くわけですねろ

これは、阜なるマナーの不足だと私は思い

ます。行儀が若い、というだけク)話なんです。

しかし、日本側はそう言われると、黙ってしま

ぅしかなかったc何しろこのピンポン外交に日

中較蝉の前途がかかっているし、それはひ

いては日本経虜の中国への進出にも影響する、

から、友好第一というわけてす0もちろん

「中国を解した国じゃないか」と言われるど

日本人としては、改革責任をあいきいにしてを

たことを内心てはよく知っているから、何をさ

れて抽万がない、という気拝ちになってしま

ぅ。詫局、吸殻や鼓を滑際してまわって、こう

いう事実をマスコミに知られ卵ように射て

その気持ち(まねかるのてすが、しかし、私は

このときから日中関係はボタンを掛け違え二㌦

たのた、と思います。友好の名のもとで本

も思っびるここも言えない非友好的脚烹

作ってきたのだと思うのです一して、一天

ビジネスの勅で語られる説お荘子を傷つ

けない、相手の気分を害さないものだけになっ

ていく。相手の都合の悪いことや欠点は、お互

中二括嫡しない。要するに、ビジネスがお互い

にうまくいけばいい、というだけのことになっ

ていく。中国も日本の戦争責任のことなどは言

わないし、日本側も相手の政治の問題などは話

題にもしない。そういう関係がこの20年間の日

中関係の主流であったし、いまもなおそうあり

つつけているのではないか、と思います。

双方が、ぽんとうのところ、相手についてど

う考えているのか、ということを真剣に議論し

ないままの友好関係、仕事をうまくやりましょ

う、というだけの関係は、必ずお互いを歪める、

と私は思っています。私は私が参加した日中問

題のシンポジウムでも、そういう意味のことを

言い、天安門事件について発言しました。そう

すると、中国側の一部の人たちからは「内政干

渉である」という反発が返ってきました。 「中

国には中国式の民主主義の考え方があり、それ

を外国の人たちからとやかく言われる筋合いは

ない」という発言もありました。

私は、そういう発言をきちんと聞きたいと思

っています。なるほど外部からいろいろ言われ

たくない、ということはあるでしょう。でも、

そういう発言を聞くためにも、一度は言わなく

て(揃うないんです。ちなみに、シンポジウム

のあとで、私たちのやりとりを聞いていた中国

の若い人たちかちは「中国人の言えないことを、

よく言ってくれた」という反応がいくつかあり

ました。だからといって鬼の首でも取ったよう

に、誇りにしだいのてはありません。そうでは

なくて、中国と一口でいっても、立場や肩書き

によって考え方もいろいろあるのだな、という

ことです。日本も、それは同じでしょう。

中国はご存知のように、いま、改革開放路線

を国策の主要なテーマにしていますっ 産業、技

術、軍事などを近代化しようという路線ですが、

それはそれて重要なことですが、何よりも大事

なことは政治の改革開放だという気が、私には

します。政治の現代化です。

政治の現代化とは何でしょうが。・中国報道を

見ていると、誰がどう言ったとか、どこを誰が

視察したとか どのポストに誰が就いた、とい

うようなことが話題になりますね。どこの国に

もそういうことはあるのですが、中国の場合は

極境にそういう話題が多いとは感じませんか?

こういう政治のあり方、つまり、誰か特定の

人物の意思によって政治が大きく左右される、

ひいては経済政策も文化政策も題端に変わって

しまう、というやり方は、近代化された政治で

はない、と私は思っています。その人が何を言

うか、何を考えているかだけで進路が決まって

しまうのなら、議会は必要がない。司法もいら

ない、ということになってしまいます。ひとつ

の政策が決まってくる過程が、これではまった

くわかりません。こういうやり方を、中国では

「大治」と呼ぶそうです。したがって中国政治

の在り方は、大治の政治だということができま

す。

この反対は「法治」ですね。人々の意見や議



抱1、

会によって決められたルールや法律によっても

のごとが決まっていくeその社会の一人ひとり

が、何がどう決まっていくのかを、そのルつレ

や規則や法律によって理解することができるこ

っきり、何かが決定されていくプロセスが誰の

目にも見えるわけてすね0政策に反対する場合

でも、同じようにルールや規則や法律を根拠に

して発言することができる。こういう社会制度

を法治だと思うのですが民主主義にとっては、

これは大事な朋i」だと私は考えていますc

中国側に対して、大治ではなく、排を実現

することこそが課題てはないか、ということを

日本側の出庫者たちは発言しましたc私も言っ

たわけてすが、しかし、そう発言しながら、私

自身は自閉していましたo果たして・日本は法

冶国家といえるだろうか、ということてす0政

府自民党のなか、竹下派の内部抗争などのこと

が私の頭にはとっさに浮かんできたんですね0

ぁの騒動を見ていて、何がどう変わったのかと

いうことが、私にはさっぱりわからない。ほん

とうに私たちは法治のもとに暮らしているんだ

ろうか、と考えかわけにはいかないなと思

いました。

もうひとつは、日本人a)責任の問題てす〇越

前としての友好を口にしていれば、いろいろ面

倒なことを起こさかですむ、それによって日

本側もずいぶん得をしたのかもしれない・と思

ぅのです。例えば、戦争責任のことを掛)返ら

なくてもすむ。私たち日本人は、まったく敦後

生まれの私も含めて、戦争責任をきちんと考え

てこなかったと思いますっこれは過去のことを

恋し返す、という問題てはないんてす。この問

題が、これから私たち日本人がアジア各国や世

界各国に対して何をどう発言しようとしても、

結局おまえたちは自分の責任を考えていかじ

ゃないか、と言われてしまうツケとしてあるん

てす。日本人が信用されない、その最も根本の

ところにある問題です。だから、これは現在の

問題ですつ

中国の知識人、学者、作家たちと話しながら、

私はそのことを痛感していました〇他人事では

ないな、これは、と。

国際理解ということを一言で言ってしまえば、

自分たちの足もとを検証する「自己認剥が大

事だと言うことです〇自分自身のことだけでは

なく自分が属している社会が、本却こ相手に

対して要求した通りのものになっているのか、

という「自己批判的な認識が、まず大切だ、

ということ。そういう自己に対するさびしい見

方を抜きにして、国際理解の出発はかのては

ないてしょうが。

(星野 昌子)

ぁりがとうございます〇お話を伺ってこんな

ことを考えました。私が思っていることを相手

に言ったら、相手はいやに感じるに違いない・

でも、それを言うことから理解のきっかけがで

きる。言えは反発が来ます3反発されると始め

に言った万も気持ち悪いoしかしそこから始め

ないといけな時日本の中年以上のご夫婦など

で「我々は大変仲が良くて今まで喧嘩-つし

た事が集中と言う方によくお会いする。特に

男の方に多いんですけれども、 「喧嘩-つも出

来なかったほど仲が碧かっだんじゃれの」と

私は申し上げたい。私どもの生活の部分で言え

ばそういうことを・中国と日本という立場から

おっしゃってくだきっているなと感じました。

もう‾つは様々な外国人の違うところを自分の

足もとに引き付けて考えていらっしゃいました。

私は残念ながら吉岡さんの作品をあまり読ん

でいないんですけれども、資料の中で「豊かな

暮らしをしたい、だからもっと鷹巣をと世界の

人々が叫んでいる。その切実な願望がその社会

と世界を歪める。」というメッセージに擁名を

受けましたc私もラオスやタイに長く住んでお

りましたのですごく同感するところがあるん

てすっその次の「日本人は豊かさの中の歪みを

吐露して、世界の未来を語る資格と義務があ

る」という言葉に私自身は非常に打たれていま

す;今のお話の脈絡の中でも、本当に日本は法

治が出来ているのだろうかという、我々の社会

に引き付けてお話し下さいました。

次の杉本さんにご発

言いただきます。 4年

にわたる、アメリカの

イリノイ大学でマルチ

カルチェラル、他文化

の女性学研究所研究員

としてのご経験の中か

ら、海の外からご覧に

プロフィール

なった日本。日本社会。そしてそこでの私達女

性の意識、その他につきまして、きっと私たち

が気が付かない切り口でお話しいただけるので

はないかと思います。

(杉本 責代栄)

ご紹介いただきました杉本ですっ私は女性学

を専攻しておりますのでその女性学の立場か

らこの20年間を考えてみたいと思います。この

20年間での大きな変化のひとつはフェミニズム

ですよね。そのことに異を唱える方はそう多く

はいらっしゃらないと思います。フェミニズム

という女性解放の思想がこの20年間に与えた影

響はとても大きかった訳ですね。

ついこの間エンディバーが宇宙へ打ち上げら

れて、日本では毛利さんのことが非常に話題と

なりました。どうも日本では毛利さんの事に終

始してしまいましたけれども、乗組員7人のう

ち2人が女性だったんですね。しかも1人は結

婚している女性、もうl人は黒人女性です。今

までアストロノート、宇宙飛行士になった女性

は180人もいるそうです。しかし、黒人の女性、

(杉本貫代栄)

1946年東京生まれ。東洋大学大学院博士課程在

学中に渡米し、力iノフォル二ア州立大学で学ふ

1983年へ1987年、イリノス大学で「マルチカルテ

ユラル女性学研究所」の研究員として女性学の研

究iこ従事する。∴ 989年から長野県矩期大学助教授。

著書に予ァメソカ女性学部別、 「日米の働く母

親達」他。



結婚している女性は今度がはじめてだったんで

すね。そういう事をとっても、この20年で私た

ち女性の生活にたくさんの変化があったと言え

ると思うのですね。

私は、アメリカで女性学という学問を鰯会し

ましたが、アメリカでは196時代の終り頃から、

日本では1970年代の終り頃からポッポッと、大

学によっては、幾つかの女性学の講座、あるい

は女性学という名はつかないけれどもそういっ

た視点での講座を置いているところが多くなっ

て来たんです。現在では日本の140の大学が、

規模の大小はともかく女性学関連の講座を置い

ているんですね。アメリカは、もちろん発祥の

地ですから、ほとんどの大学と言ってもいいく

らいに女性学の講座を置いていますcその結果

として、今まで存在しながらも見えてこなかっ

た女性の問題が、この20年間に見えるようにな

ったという成果があったど思います。

そうしますと女性学くま、女性問題をある程度

は解決したとお感じになる方もあると思います

けれどそうでもないんですね。それで今日の

テーマの「国際理解と平和」ということに関連

するのですが、ではそのフェミニズムというも

のが、一つの国、一つの社会の女性についてで

なく、女性全体の連帯とかそういったことを考

ぇた時に、どういった課題をもっているのかと

いう事をお話ししたいと思いますo

課題は二つあります。一つはアメリカ女性学

が抱えているアメリカの国内の間題なんです3

それ(ま、アメリカの女性学は白人の問題を中心

にしているんじゃないかという非難なんです。

ご存知のように、アメリカには黒人を始めとし

て、いろいろな民族的な背景を持った人達がい

ます。とにかく中産階級の白人の女性の問題を

中心にしてし〕るという舶1」がすごくありますご

これは、 1980年代かち恥)上げられたアメリカ

の女性学、ひいてはフェミニズム全段(こ投げか

けられた課題てす。それをいが二兎服するか、

ぁるいはそういった少数民族の問題を、実際の

女性鞠)授業でどう取り上げていくかっ女性と

いうだけでなく、人種{こよって二重に差別され

ているこれらの女性に注目することがアメリカ

の女性学の、そしてフェミニズムの国内に目を

向けた時の問題だったわけですcこれが‾つの

大きな課題です。

さらに国外に目を向けた時に、もう一つの大

きな問題があるんですねoそれは、女性学とい

ぅものは先進国の女性が集まって行っているも

ので、発展途上国の女性の問題を取り上げない、

また共闘する事ができないという批判なんです

ね。これは1975年にメキシコで世界婦人会議が

開かれましたが、それ以前から少しずつ声があ

ったんですけれども、その時大きな議題となり

ました。大会宣言に、性差別の問題だけではな

くて、経済的発展の不均衡によって搾取されて

いる、発展途上国の女性の問題を付け加えて欲

しいという女性達の恵那油され8班4か5

の大差でこれが可決されたんですね0そして、

この197韓から世界のフェミニズムの運動にと

って、いわゆる発展途上国の女性達と、先進国

の女性達とどう共闘していくかということが大

きな課題になりました。

日本のことを言いますと、日本もアメリカと

同じような、フェミニズム路線を歩いていたれ

けですから、国際的には同じような問題を抱え

ていたんですれ 日本の女性解放の運動は、ア

ジアの女性問題と連帯していないという非難を

受けています〇そして一方で1989年くらいか

ら、アジアと日本の女性とが、運動を連帯させ

ようという動きが起きてきました。 1989年に

「アジア女性フォーラム」というのか行われま

したっ今年1992年4月には「アジア女性会議」

が開かれました。それから5月《こ「地球環境賢

人会議」というのか開かれた時に、対抗して

「凡人会議」が開かれました。これはなかなか

面白い発想だと思うのですけれども、女性問題

とか、少数民族の問題を取り入れていない賢人

会議に対する痛烈な批判です。それからIl月に

は、国連婦人開発基金の国内委員会を、日本は

13番目なんですけれども、それを設立するとい

う事を決めております。少しずつなかちも日本

の女性運動が、アジアの問題を横軸旺取り入

れて、連帯していこうという動きが出てきてい

ると言えると思います。

国際社会ということを考える時に、フェミニ

ズムが何をもたらしたかということをもう一度

考えてみた時に、国際理解とか、平和とかそう

いう問題を女性の視点から検討する必要がある

ということを、少なくとも私たちが知ったとい

うか、目の前につきつけられたという事だと思

います。今まで国際理解とか平和という問題は、

女性を除いて、男性の視点で、男性の手によっ

て行われてきたと言えます。そうではなくて私

たち女性が、もう一度そういった国際理解てい

し〕んだろうか、平和ってし、うのはそういう考え

方でいいんだろうか、という従来当然とされて

いた概念というものを、私達の視点で再検討し

た時に、たぷん少し違う答がでてくると思うん

ですね。そういうチャンスを私達が持つ茸が必

要ですし、国際理解ということに関して言えば

フェミニズムの一つの提案であると私は思って

います。

それともう一つ、女性差別の問題は中心的な

課題なんですけれども、それだけではなくて、

人種の問題であるとか、障害の問題であるとか、

年齢の問題であるとかそういうことも含めて、

性がただ-つの差別の軸ではなくて、 -つの中

心の軸ではあるのだけれども、他の差別の問題

も視野に入れていかなければいけないのではな

いかというのか二番目の挑案だと考えていま

す。

それかち、最後にもうひとつつけ加えますと、

国際理解と平和というと、非勧こ大きなテーマ

ですよね。自分達の日常生活とは、少し距離の

ありすぎるテーマと感じる方がいらっしゃるか

もしれませんが、必ずしもそうではないのです

ね3フェミニズムというのは、常に二つの、全

体の改革と個人の改革ということを裾野に入れ

ているという聞題です。ですから、国際理解と

平和という大きな問題と、自分の生活でどう突



接していくのかという身近棚題と、両方行っ

ていくことが荊てはなくてむしろ必要なこ

とを提案しているわけですね〇

今、お話しした三つのことが国際理解と平和

という串間していえは、フェミニズムが私た

ちに提案している事だと思います∪

(星野 昌子)

ぁ。がとうございましたc最後になってしま

いました。長野面接田さんにご登場いただき

ます。今まてのご経瞳なとは私が申し上げる

きでもない事てす。実は私は昨晩この長姉に

到着し、私の世話をして下さっ栃々に、 「塚

面長さんて一口に言ってどのような方てす

か」と伺ったのてすね0そうしれたら、 「早

稲田出の、若い世代にも熟年以上にも大変人気

のある、身の丈はあるが腰は折れる人、佐ちゃ

ん」という。どういうふうにお話みするのかな

と思ってお聞きしましたら、タスクとお読みす

るという事も教えていただきました0私は他県

に呼ばれて行きますと、よく地方自冶体の長の

方について「一言ていってどん栃てすか」と

致したという事で大変驚きました。そこで輔

の国際化への取。組み、その他について塚面

長さんがお話しし、たたきます〇それではどう

ぞよろしくお願いします。

(塚田 佐)

ご紹介いただきました、塚田佐てございます0

佐という名前を覚えてし、たたいて、大変光栄

地方自店体として、国際化にどう取。組んで

いるかについて、ます申し上げたいと思いますe

長野市には登録されている外国の方が平成元年

には900名でしか、毎年増加傾向にあり、現

在は30ヶ国以上の方が1600名はとおられます。

企業研修または観光でおいてになられる方も合

ゎせますと、その倍以上の方が掛市に住んで

いるということになります。

市ではいろんなご意見をお聞きして、行政に

反映していきたいということて、外国人対象の

市民会議を毎綱紀てお。ますっついこの間

引剃崖したところ、いろいろな提言がございま

した。ます、バスの案内、それから道路の案内

よく伺うんですねeそ

ぅすると大体、男性の プげイール.‾‾‾‾‾’‾‾

評価と女性の割田は微

妙に違う。ところが塚

田市長さんに関しては、

私がお尋ねした二八、

一人は女性一人は男性

でしたが、まったく一

1936年長師生まれ。車軸大学卒業。長姉

牢会議所副理事長、県的弛会長等を匪任し、

31歳て長野市議会親となし)、市議会親を二期

っとめ、その後長野県議会議員を三期つとめるブ

1985年よ。長野市長となi) 、現在に至る。

標識にも外国声の表示をしていただきたいとい

うことで いき徐々に砲しているところです。

また外国人登録に来られる方には、英語などの

外国語の市政案内のガイドブックを差し上げて

おります。そこにはお医者さんのかかり方とか、

消防、救急車の呼び方とか、日本のお風呂の入

i)方などいろんな日本の習慣などを含めて、長

野市で生活しやすいように行政のガイドブック

を会員に差し上げております。長野市に住んで

いる外国の方が生活しやすい仕組みをつくって

いくことは、市民の皆様にも住みやすい街づく

りにつながるという考え方で取り組んでいると

ころです。

また、長野市は姉妹都市や友好都市交流も永

く進めておりまして、中国の有家荘市とは11年

目になります。こちらから視察に行ったり、石

家荘市の方からも研修などで毎年来ていただき、

市民レベルで交流しています。また、中学生に

は毎年10数名ですが、定期的に中国を訪問し、

勉強してもちっています。生徒総会などで 中

国の人の考え方や見てきたことを話してもらっ

て、国際理解が深まるよう交流を進めておりま

す。

それともう一つ、アメリカのフロリダ州にあ

るクリアウォター市とは、 33年目の姉妹都市交

流を進めております。毎年英語の先生6名に、

半年かち9カ月くらい滞在していただいて、市

内の全中学校で英語を教えてもらっています。

これは日本の英語の先生の喋るのとちょっと違

うらしく、生きた英語につ勧-るということで、

生徒には勉強になるようですね。特に日本の英

語教育は文法とか読み書きは教えてくれるけれ

ど、話すこと、ヒアリングはあまり教えてくれ

ない。やはりこれから国際理解するにはハート

だけではタメで 言葉が話せて、相手の言うこ

とが良く分からなければいけないんですね。英

語は国際語ですから、生きた英語を中学校の時

代から教育の中で取り入れるということは、効

果があるのではないがと思います。これから先

生の滞在期間を長くしたり、人数を増やしてい

きたいと思います。また、アメリカの先生も長

野に住んで日本の生活を見てもらって、我々の

気醇を良く理解してもらうことが、国際交流に

効果があると思っております。クリアウォター

市へも中学生を派遣して、ホームステイをやっ

ております。

そういう市民レベルの交流が、国際理解を進

めることではないかと考えます。

また長野市は皆様のご協力を得て、オリンピ

ックの招致活動を進めてまいりまして、昨年の

6月、オリンピック開催が決毒した訳でござい

ます。地球時代の資源を大事にするオゾンピソ

クですから、ぜひ国際理解の待ちれるものにし

ていきたい。それにはスケート施設なども造り

ますから、オゾン層を破壊しないように、フロ

ンガスなどを使わないように、違うものでやっ

ていきたい。地球環境を大事にしたオリンピッ

クということで、世界の皆様の共感を得ながら、

スポーツの祭典をぜひ成功させたいということ

で取り組んでいるところです。私も3年間、国



際的な招致億劫を進めてまいました0長野、日
んですよ、ということ瀬く訴えてまい。よし

蒜器三二のは三つのキ‾叫だ誌名の1。C委員さんがはとんとファミリ

ーつは日本の壷柳、日本の実力というもの
-で長野にお見えになりました声音に昼食や

が、世界では我々が日本で思っているよ。高く
夕食を食べなか訂オリンピソクのいよいよ投

評価されたのではないか。これは東京オI)ンピ
業という時に、今まではどういう難で投票し

ノクを肋させ、札幌オl)ンピソク減功させ
て来ましたか」と聞き礼子二訂ワイフの看

て、日本でやるオリンピソク脚寸に大丈夫だ
うことを恥て投票すれば大丈夫だった」とい

ということが関係者の間に行き祝っていたと
うことですeやは。外国で捜さんの言うこと

いうことですね。それに今、緋力でも肺に∴∴は強いんだと、私の家と一浩棚ということを

注目され期待されているということが一つです
実壊した訳てございます。私も長野の輔をよ

く理解してもらって、印象を良くするために、

次に、長賦内に121市田有。ますが、すト生駒努めてください」ということを納

ぺての読会で議決をしてもらって県民あげての
にお願いしました0

運航な。、政府のバノクアソプもあって、地
そういうわけて家庭の中で般さんの力は非

元の縞棚常にあると、これ涌く評価され
鮎強いてすから・これを社会に世界につなげ

たということが三つ目の材ント砧
ていけば、女性の力も強くなるわけですから、

それともう一つ、東京、棚オルビソク以
皆さんも元気を出してやってもらいたいと思い

釆26年ぶ。て五大陸交替ということです。今年∴ます。

の冬のオルビ㌧ノクはフランスであ。ました0
今、長野ではオルビノクを控えて、市民の

二の次はノルウェーであるわけですね。その次∴∴皆さんの英語などの外聞の勉強熱が盛んですご

は、アジアでもお願いしますということでち
私も一生翰勉強しているん苗が、なかなか

ようとタイミングも良かったので決まったとい
うまくならないんてすねcそれで擁んとか3

ぅ、これら三つのポイントが決め手になったと
分位スピーチ出来るよう-こ即ましたが、マi)

思うのです。私も20カ国ぐらい招致でまわ。ま
先生に笑抑るといけませんからやめときます0

して、スポーツの祭典だけれども印の祭典だ
外酷の勉強翻脚こ高まってきてこれは大

と訴えてまい。ました吉ようど昨年捕縄
変良いことではないかと思います。

年で「日本は回顧献してい掴とし亘国際∴∴また、オリンピソクを成功させるには、市民

輔棚に韻くて、大変日本は不利こいう中
の皆さんのボランティアの力が必要なんてすね、

で長野も日本調際平和二はぜひ貢献したい
それで蝶をしましたところ、県外からも
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100入近くの皆さんの応募がありました。大変

ありがたいですね。今のところ全員で1300人く

らいで、特に主婦の方が多いですね。毎年募集

していって、 1998年までにはl万人以上の方に

応募していただく予定です。

/やはりいろんな国際紛争があっても、その国

にいろんな事情があっても、みんな同じ所に来

て参加してやるということに-つの意義がある

と思うんです。この間のバルセロナの開会式を

見てきましたけれども、そういう場面を見ます

と大変感動し、やはり世界は-つで平和な世界

を実現しなくてはいけないと実感しました。

昨今、テレビ新開などて非常に情報が行き

交う。飛行機の発達で行き来が楽になっていま

すけれども、なかなかもう一つお互いの理解が

進まない。というのは、理解というのは相手に

剛れてしまうのではなく、自分の良さという

か、日本の良ざ長野の良ざ自分の郷土の良

さというものをよく認識して、相手との違いを

はっきりさせた中で、お互いに理解し合うこと

が大切です。自分の立場というものを持ちなが

ら、お互いに相手への理解を深めるということ

が大事ではないかと思います。やはりもうー度

自分の住んでいる国、都市、土地を見直してい

くことが必要だと思います。女性の皆さんの力

で世界平和への足元の一歩を踏み出してもらえ

は、意勤捗ることだと思っております。

(星野 昌子)

ありがとうございました。短い時間でしたが、

さすがですね。長野の取り組みとこのチャンス

をつかんで皆様へのお礼と、またまた全国の

皆様へのPRを兼ねまして、大変上手に勘)込

まれたと思います。最後に自分の良さ、長野の

持つ良さ、そして相手との違いというあたりは、

偶然にも、一番最初のマリ・ゲ)スティーヌさ

んの、自分の文化をよく知って、人に語れる人

が国際人というあたりと一致している様に伺い

ました。

今パネラーの方の-通りご発言が済みました

けれども、あと30分、それぞれの方が提起して

いる問題をもう少し深めていただきまして、 3

挿頭から休憩に入ります。その時にご質問ある

いはご意見でも結構ですけれども、お審さにな

って、ご提出いただきたいど思います。そして

休憩後は質問にも答えていただきながら、活発

に盛り上げたいと思っております。

それでは少し元に戻りまして、マリ・ゲ)ス

ティ‾ヌさんのお話の中にあった、シャンゼリ

ゼの母と息子。今日は多くの方々が母親でいら

っしゃるのではないかと思うんですけれども、

日本の母と子供とはまったく違った要素を話し

て下さいました。そういう母親の在り方につい

て、皆さんはいろいろお考えになったと思うん

ですね。

私はラオス時代に養女にいたしましたラオス

人の娘と孫が、現在バリに住んでおりまして、

頻繁に行ったり来たりするので/用の様子が

日に浮かびました。このあたりで少し時間をい

ただいて、 17年を過ごしましたラオスとか、タ



ィの母と息子のことをちょっと申し上げたいん

です。

彼はピーラ・スツタムという小説家で、今は

かなり有名になっておりますつ私が会いました

頃は、 22年位前ですから若者でしたけれども、

非常に貧しく、小学校も満足に行かれないよう

な東北タイ【こ生まうはした⊂そういう家の子供

で頭の良い子はお寺が預るんですね。彼はお寺

を転々としながらバンコクの中学を出て、高校

の勘、らオーストラlノア、ニュージーランドへ留

学しまして、そして成功してタイに帰って来ま

当時私はタイで日本企業の広報を担当してお

りました。彼は外資系広報会社の幹部職員で

かなり/用バi)仕事をしていたんですけれども、

自分の故郷、東北タイに行くので一緒に来て

見ないかと誘われて、車で行きましたoタイに

は、アメi)カがつくった素晴らしい道路が有る

んですけれども、いったんその大きな道路から

外れますと、ラテライトのてこぽこ道ですc雨

季(二は泥沼になってしまいますし・乾季にはか

ちかち【こ乾いてコンクリートみたいなひどい道

路を越えて行きました。

「行きますよ」ということは手韻で書かれて

いたので、家族は心待ちにしていたようなんで

すけれども、遠くの方かう、 「ピーラが帰って

来たよ」と小さな女の子が大声をはり上げて村

人に知らせました。みんな高床式の家なんです

ね。皆さんも写真などてご覧{こなるように、床

の下(二は機織りが置いてあって、水牛だとか豚

とかアヒルを飼っていて、その階段を彼につい

て私は上って行きました。そうしましたら、ベ

ランダのようなところにお母さんが立って居ま

した。非常に苛酷な日光で一年中暑いですかち、

私達よ。老化が早いてすo見かけたところ・私

たち日本人でしたら70、 80才という感じなんで

すがまだ50代半ば位だったと思うんですけれ

ども、粗末な身なりで立っておられるんですれ

2, 3段私の先に上っていった息子が、そこで

「ピタソ」と横座。に座ったoもしかしたち皆

さん、今年の春、タイのクーデターの後、国王

がその調整に入ってという舞台をニュースでご

覧になったと思うんですが、その胤蘭富家が、

横座りというか斜め座りして、額を床に請ける

という族摸マリさんもタイにいらっしゃった

のでご存じと思いますが、あれが一番丁寧な

敬意の表し方なんですね言宣端にあの格好で大

の男がお辞儀をしたんですっ私もこれ(まやちな

きゃいけないと思ったんですけれども、私はあ

の横座りがなかなかできないものて、日本式に

真四角に唾りまして、茶々しくお母さんにご挨

拶しました。お母さんはそのベランダの手すり

の所につかまって、私から言えば非勘こ神々

しいという感じに近いoあそちく1年か2年位

に1回帰ってくる息子に、実(こ威厳力預るんで

すね。

そのおばあちやまは、おそらく学校教育も満

足に受けなかった方だと思うのてす‥官、子くまも

ちろん伝朝壇習陳だからしていることもある

けれども、本当に思いが勧している3貧しい中

にも、子供が母親に捧げる敬意というものが溢

れていて、なんだか胸が詰まってしまったんで

日本だったらどうなるかつ留学なんかして成

功して帰って釆たら、もうお母さんの方がちや

ほやして・ 「よく帰って来た」と‥息子は仁王

立ちになって偉そうな顔をしている。どうして

も私の想像の中では、どうもこの東北タイの母

と息子とは反対なんてすね。

東北タイでは水道も家の中に有りませんし、

朝早くから家事が大変なわけてす。力一杯男性

も家事に参加しますD家も自分で建てます。そ

ういう意味でみんな働きます。日本のように全

部女串甲しつける風土ではないんです。しかし

お母さんにとっては50オ過ぎても毎日毎日が闘

いで耕し、とi)入れをし、機織りをし、あら

ゆる仕事をこなしている。人間として力一杯生

きているものに対する尊敬と感謝が、息子に

深々と頭を下げさせるのだと私はその時息いま

した。

日本では生活が楽になってしまった。お母さ

んは自分白身の乱ヒを計ることはしかて、 ,百、

千を生き甲斐として辺りをうろちょろしなから、

ちやほやしなきゃならないというのは、やはり

私達女性自身の生き方に責任かあるのではない

がと母しました。豊かにな。ゆとりができたら、

またそこていろんなことが出来るはずて、 -生

蛤報っている母を見れば、息子の方も当然

頭が下がるはずなのです。

アメリカなどでも、第二次大域中にご主人が

留守であったために、母と店子が精神帥こ近く

なり、マミーボーイと言って夫のよう(こなる。

日本でも同様に息子が結婚すると、母は生き甲

斐を失って問題になるということが一時あった

ようですが、その辺/何かもう少しお感じになっ

たことが、マリさんありますかつ

(マリ"クリスティーヌ)

そちらの専門家になってしまったみたいです

が、今星野さんからお話しがか)ましたように、

いろんな文化によって、表現力って違うと思い

ます。

例えば、私達は日本語で「こうじゃないです

か」と言うと、 「いえいえ、そうじゃありませ

ん」 「どうぞ、どうぞ、遺癒なさらないで下さ

い」 「いえ、結構です」と言いながら、請構じ

ゃなくて、本当は欲しいんだけれどもという、

本音と建て前というのかあると思います。

そういう表現法というのかあるわけなんです

ね。

例えば英語で主人に「私を愛していないん

でしょう」と言えば、 「そんなことは和は」

というセリフが戻ってくるということを覚悟で

いうんですけれども。おそらく、そういうセI)

フというのは沢山ありますし、母親に対する男

の子の表現法と、母親が息子に対する扱い方と

いうのか、国々によって違うと思いますね。

私が鰹固くこ行きました時に、とっても感激し

たのは、そこにも日本のような団地が沢山あっ

て、その真申に小さな広場が有り、そこ(こ、お



じいちやま達が座って井戸端会議をしておりま

して、子供がそこを通る時に、必ずお辞儀をし

て通るんですね。こん別、さな子供達が老人に

対する敬意というか、尊敬を示すというのは、

ぉそらく家で親が子供たち《二教えていると思う

んです。私も4歳事でしか日本にいなかったん

ですが、自分の褒められた事というのはよく覚

ぇています。電車の中で老人が私の前に立って

いましたので「お席をどうぞ」と譲ると、必ず

ぉばあらやまに褒められたんですね3あるいは

母とかに。ですから、母親の力でどのようにも

子供が染まるものて、そういう意味ではi和功

というか、恐ろしい権力だなと思います。それ

を差別を詩つような気醇で育てるか、影なく育

てるがということが本当に大切なことで、まず

子供を育てる前に自分をどう育てるかたと思い

杉本さんの話の中で性の鄭Iとか、他の差

別というのかありましたが、私瞳の差別とい

ぅのは、小さい頃、母からしか受けていないん

です。父は「女だからこうしちやいけない」と言

ったことが無いんですねこむしろ女だがちこそ、

いろんなことをしなければいけないと言われま

した。父は狩りがとても好きだったので私は

よく猟につれて行ってもちったり、一緒にテン

トを張って生活したりしておりましたご私が大

学へ行くと言いましたら、母は「女は大学へ行

くと頭でっかちになって、幸せな結婚が出来な

いから、あまり勉強しちゃいけない」と言いま

した三二の両極端の中で生活して求ましたが、

ぉそろく性に対する差別というのは、男性より

も、女性自身が意識しているところがあり、そ

れが男社会に浸透する部分というのかあると思

うんですね。

いろんな先進国と発展途上国の話の中で女

性が男性と平等ていられる部分とし、うの(ま、先

進国の方は教育が発達しレベルが高いからであ

って、アメi)カの場合で勘違いしてはいけない

なと思う部分が一つあります。アメリカにも、

男女勤にJlうのか沢山有るわけなんですoた

だ、アメリカの良さは何かと言うと、いろんな

差別を明らがこして、それをどう解決していこ

ぅかという一つの理想に対して向かって行くと

ころにあるんであって、人に見えないようにす

るのではないa)ですc民主主義もそうだと思い

ます。何てフランスとかヨ一口ノバの民主主義

が素晴らしいかというと、ここに理想があって、

それに向かって行くんだという本音と建て前が

ぁってその距離が使いんですねe日本の場合(ま、

本音と建て前の距離が物厚くあって、それに対

して向かって行こうとする時に、どんどん距離

が出て来るわけです。

建て前をできるだけ自分の本音に近づけて行

こうとするところにその良さかあって、差別が

無いということでは集いんですね3あるからこ

そ、そこを乗り越え勘ナれはいけがという努

力が、西洋の人の民主主義を救っているんじゃ

ないかなと思うのです。その中にも女性問題と

か羞別問題もあるんしやかかなという気がす

るわけです。

(星野 昌子)

ありがとうございましたっ本当にその本音と

建て前とし〕うのは、皆さんも惑じていらして、

私も日本社会のそういうところが問題だなと思

っています。私は昨年6月から神奈川県立かな

がわ女性センターに勤務しております。その前

側2年程NG〇、日本国際ボランティアセンタ

ーを若者達と-緒に、市民の国陳協力の組織を

つくって活動していましたくそこは日本社会の

中ては比較的本音樹ナでやれる場でした。本音

と建て前はこんなに距離があるものかというこ

とが、卿こ入りましてかちよくわが)ました。

もちろん県の職員の方が、すぼ。日本の体質を

持っているわけで日々悩んでいる中でマリ

さんのおっしゃることが本当にそうだなと思っ

てしまうのです。

吉岡さんはもちろん女性問題ということて中

国をこ覚になっていちしたわけではないと思う

のですけれど中国は、如何に自立して、女性

が働き読げろかということを目指しているのと

は逆に、まったく遭う意味で専業主婦という

言葉が知という社会てす口また同時に、 -人

っ子政策というようなことで中国の組殻の中

での女性じゃなくて、一人の生きている女とし

てはどのような思しを吉岡先生は受けられまし

たか、ご増築で高話橋なんですけれど‥ ・

(吉岡 忍)

最近の中国の新聞を見ていますと、十人っ

子政策て今年はやっと子供の数が成った」と。

出生児数がやっと一年間に2300万人になった、

少なくなったと言うんで大きなニュースになっ

ていました。おそらく日本で一年間に生まれる

赤ちゃんの数というのは、穀10万中位なんてす

ね。国が大変大きいなと思ったことがあります。

それから、一人っ子政策ですけれども、子供

を見ているとわかるんですが、中国の未来は無

いとo別に中国が嫌し、で言っているわけではな

いんですD僕はずっと教育問題も一方でやって

おりますから、中国の小学校とか保育園とかを

訪ねて行くわけですぅ本当にびっくりするんで

すが、夕方5時位まで幼稚園がやっています。

中国は共稼ぎの方が多いですから、子供は夕飯

まで食べて家に帰るというところが多いてすね。

この会場にいらっしゃる他の人が門の前に集ま

ってくるわけですoお父さんも自転車で迎えに

来ますc 『胃が開くと両親がドーンと中に飛び込

んで行ってわが子を捜すわけです。そして-人

っ子ですから大事に大事に連れて帰る。そして

子供がただをこねて、 「アイスグ)十ム」とか

言うと・目の色を変えてアイスクリーム屋に走

って行き、 「さあこれがアイスクi)葛ムだ」と

買い与える。ほとんど日本の幼稚園を見ている

ような負かした覚えがあります。これでは家族

主義の中国も先行き大変な事(こなるなというこ

とを感じたことがあります。

ただ-つ違うことがありますね。幼稚園は7

歳以下の子供達がいます。日本の幼稚園という

のと・アメリカやアジアの、あるいはヨ一口ッ



パ、ロシアの幼稚園と比べてみると、一つだけ

本当に違うところがあ。ます0日本の子供たち

は、年齢が物凌くはっきルていますね。例え

ば、プールの側に並んだ時に、必ず年上の子年

下の子、あるいは年長組年少組とあるてしよう。

また熊のクラス、ライオンのクラスとか言いま

すよね。あれはほとんど日本だけだと思います

ね。あれ刺ナきちんと分かれるノ悼校に上る

前から年齢を区別してしまうということが本当

(こ良い事なのかという問題があると思います〇

日本の向上の能率の良さであるとか、生産性の

高さであるとか、今日本人が誇っている事と関

係があると思います。年齢てきちんと分けた。、

ぁるいは男と女できちんと分けてしまった。す

る。この教育は私達は「素直で良いですね」と

思ってしまった。する。思ってしまうけれとも、

違う集団と出会うということ。これ自体管理さ

れるという意味では、これかちの日本にとって

の大きな問題になるんで(主ないかと一つ盛じる

事があります。

それからもう一つ、日本の子供達というのは、

突然子供から大人になるという印象があ。ますo

日本の子供達は小学校の低学年位まで本項二よ

く皮きますよね。人が屁んてし1る所、家の中で

も本当によくせくと思いますD必ず親の顔を見

なから位きますね0 「今ここてかて、アイス

グノームやキヤシデイをねたったら、お母さん

の機嫌が悪そうだからやめよう」と、大人の表

情を見るのかうまいと思いますo

しかし、中学校の2年・ 3年あるいは高校生

になった途端に大人になると思いますぅどうい

ぅ意味で大人になるかというと、非常に理想を

語らなくなる。 「大きくなったらどうしたい

の」 「大人になったら何をしたいのか」と言っ

た暗くこ、 「サブノーマンかな」 「私は主婦よ」と

かそういう賎しです。それはシニカルになると

いうか、これは自暴自棄なちもっと違うことを

するんてしょうが、そこまでにしないんですよ

ね。非常に冷めたというか「どうせ私の、僕の

10年先なんて知れたもんた」と三こんなもんだ

という先が見えているからかもしれません。ほ

とんど理想を語らなくなった0例えば「貧しい

人のために」ということが正しいかどうかは別

(こ問題があります。けれども「自分はこういう

大のために何がしたい」あるいは「こういう誤

ったことを何とか正したい」というふうなこと

を語らなくなるこの度合において、物虔く冷め

ているという意味て大人だと言うんてすけれど

も、この渚差が物凄く大きいという印象を持っ

ています。国際理解にどうつながるか解りませ

んがそういう刺青を持っていますD

(星野 昌子)

ぁ。がとうございました。再来年は国連の家

族年です。私も昨年の11月にワシントンD・C

のアソシエーション・フォア・ウイメン・イ

ン・デイベロノブメント(開発と女側が催し

た女性問題の会談に出席しましな60ヶ国が

1100人が参加しましたが、鮮明(こ闘いの姿勢を

出して、エネルギーがあるなと思ったんてす〇

でも家族というような視点かち見ると、日本な

ども男と女が闘って離婚もどんどん多くなって、

家族が/くラパラになってしまうんじゃないかと

いうような心配もありますねっそうすると国連

の家族年ということで今やっと進みそうにな

っている女性の自立とか、そうしたものに蓋を

されてしまうんじゃないかというような恐れが

あるんですけれどアメリカでは家族というも

のに対してどういう考え方をしているのか。特

に一般の人というよりは、フェミニズムの方か

ら言うと、どのように捉えているか杉本さんに

教えていただきたいと思います。

(杉本 貢代柴)

ll月に大統領選挙がありますが、その選挙戦

の十番のターケ㍉ソトは家族ですよね。果たして、

「家族」に対して3人の大鏡卸戻補がどういう

見解をもっているからそれにどういう審判が下

されるかということに注目しているんです,フ

ェミニズムと豪族の関係を論ずる時、よくこう

いう言い方をする人がいます。 「フェミニズム

くま女性を不幸にした」と。なぜかと言います

と、アメ音)カでは今非常に麓婚率が副、のです。

2租に1組が離施します。その結果として母子

家庭が増えるんてすね。今、全部の家族形憶の

20%が母子家庭ですぐこれは嵐懐手てすよね。

こういうことからして、もしフェミニズムが

築ければその女性達は離婚れかったし、

佳仝な従来通。の家庭を維持していたんじゃな

いかというようなことを、フェミニズムの闘」

として言われるんですね。しかしそれは当たっ

ていないと思うのです。確か(こフェミニズムは

女性の自立を促したのて、結果として離婚した

女性もいなくはないでしょう。しかし離婚の増

加はすべての社会的変化の-つの集約です。あ

らゆる変化が集約して、家族がそういう形で変

わっていく→私は決して崩壊とは言いたくない

んですけれども、変わっていく。多様な形の家

族が出て来ているということが言えると思うん

てす。

先程マリさんの方から、 「アメリカは決して

先進的な国ではなくて、保守的な国ですよ」

というご指摘があったのでそのことにからめ

てお話ししますと、確かに今でも家族とか女性

に対して保守的な社会なんてすね.例をあげま

すと、カップルを優先する社会なので、かソプ

ルでない人は非常に不便な思いをたくさんする

わけですね。結婚しないて衝し〕ている女性は非

常に不便な思いをするわけです。

それから、クレジットカードを作ろうとして

も、今は少しずつ改善されましたけれども、独

身の女性は男性に比べて作りづちいというよう

なこともあります。それから結婚をしているカ

ップルでも、夫の方が家計をしっかり握ってい

て、妻は毎週その家計費をもらっていくという

ように、日本で思われているよりずっとずっと

保守的な社会なんですね。私はそれがフェミニ

ズムがアメリカで起こった一つの原因だと思っ

ているのです。

1963年に、べティ・フリータンという人が



噺しい女性の創造」という本を書きました。

この本の中で今アメリカの女性達の間で名前

の知れない病気が流行っている。郊外に住む中

流家庭の主婦達は、一日の家事を唐ませて、子

供を勅、しつけて自分がペットに入った時、何

か虚しい気拝に襲われるD 「果して自分の人生

はこれで良いのだろうか」 「これで全てなんだ

ろうか」,どうもこのもやもやとした気啓が納

まらない。てもこれを人に相談しても「贅沢な

悩みだ」とか、 「何か習い事をしたらどうてす

か」とか、 「もつと家事を-一生懸命やれば良

い」と。あるいは「もう一人子供を生めばい

い」とか、そういうような形てしか取。上げて

もらえない。そのような病気が流行ってしつると

書いたんですね○そしてこの本は大ベストセラ

ーになりました。何故ならば、そこでアメリカ

の女性達は、今胸の中で抱いているもやもやは、

自分一人の問題ではなくて、女性達全員が共有

できる問題だという事に気が付いたわけですね。

そこから、アメリカの女性解放連動が始まった

と言ってもいいんてすけれども、それ位に保守

的な社会であったし、今でも基本的には保守的

な社会だと思います。

ァメi)力といいますと、睦鮭的にはもっと近

い国があるにもかかわらず、軸の上では非常

に近い国だと思われています。 「私、イランと

いう国はわからないけれども、アメ音)カのこと

ならばよくわかるわ」というよう(こ、よく瑠解

していると思っている方が、多分沢山いらっし

ゃると思うんですoハワイにも2回行ったし・

グァムにも行ったし、西海岸にも行っから理

解している国だと思われています。それでも多

分多くの人が、女性に対して保守的だこし、う面

は知らなかったかもしれませ人ら一番よく理解

していると思っている国でさえ必ずしもそうで

ないわけですから、国際理解ということはそう

簡単なことではないと言えます〇

それと似た例をもうひとつ上げますと、先程

ぉ話しした人種についての問題です。こういう

事を言うと信じられかかもしれませんけれど

こんなこともある社会なんですね。私のいたイ

リノイ大学の研究所はマルチカルチュラル、多

文化という名前ですのて、いろんな国の人が来

ているというところなんてすね0そこで皆でパ

ーティをしましようという時に私のルームメイ

トだった黒人の女性が「自分の10般位のいと

こがシカゴの南部に住んでいて、この′トティ

に呼びたいんだけ礼とも良いだろうか」とc勿

論「どうぞ連れていちっしやい」と。彼女がい

とこを呼びたい理由は、いとこが住んでいるシ

ヵゴの南部の地域というのは、黒人しか住んで

いないんです。黒人の雑誌をみて・テレビも黒

人のテレビ番姐があるんてすね、ですから、ほ

とんど彼女のいとこは黒人としか接したことが

ない,これがアメリカの一つの現実なんですね-

一番よく理解していると思っている国びらそ

ぅですから、なかなか一方を見ただけでわかっ

たということが言えないと思うんです。

(星野 昌子)

ありがとうございました。多彩な発言者によ

るこんなにもバラエティーに富んだお話でコ

ーチィネイターほどうまとめるんだろうと、皆

さん私の代りに心配下さっているかもしれませ

んけれども、私も休憩時間に、無い知恵を絞る

つもりです。

さて長野市にしても、女性の視点でこの世の

中を変えていくということに対して、葛歩出な

ければいけないと市民の皆さんが感じておちれ

ると思いますoそうしますと個人的な暮ちしは

もちろんのこと、各種の審議会に女性がどれ位

登用されるかということが鍵を握っています。

国会議員のレベルに放って男性と女性の比率か

ろいうと、日本は世界の中で109番目の国だそ

うでございます。私達が聞いたこともないよう

な国も、男女の議員の比率の点では、日本の前

に来るという中で長野の現在と未来というこ

とを市長さんに語っていただき加と思います。

(塚田 佐)

オリンピックの招致で私も世界を回ったり、

IOCの総会や理事会に出まして、本当に世界

はあうゆる方面で女性の方が活躍しているなと

英和)れましたoメルボルンの市長さんが女

性メイヤーで白い髪というか銀髪なんです。

なかなか魅力的なメイヤーで-生懸命頑張って

いましたねoそれかち昨年長野と競って負けた

ソルトレイクシティーは、この頃男性市長さん

が溶遷して、女性市長さんになったようです。

長野市と姉妹都市を提携しておりますクリア

ウォ‾ター市も歴代女性市長さんです。昨年30

周年を記念して、私も市民の皆さんの代表と-

緒に行って参りましたが、教育委員会のスタッ

フのトップの方も殆ど女性の方が占めておりま

した0本当に各分野で女性の方が活躍している

なと思っております。

2月(二はフランスのアルペつレビルで冬のオ

リンピックがありまして、伊藤みどりさんがく

るくるっと回転で銀メダルを獲ったところです

けれども、今度ノルウェーのリレハンマーでオ

リンピックをやるんてすが、やっぱリノルウェ

‾の首相が女性てすね。 「ササッ」と入って来

て握手して行っちゃうから、何処のおばちゃん

かなと思ったら、ノルウェーの首相だというこ

とでした。またフランスの首相も、ビフテキに

ついている名前、クレゾノンさん、この方はこ

ねもての女性という感じで、握手してもらいま

したけれども、とにかく各分野でトップの人に

女性が多い。

日本も、だんだんそうなるんでしょうが、長

野市議会でも、女性の議員さんが2人おちれま

すつ そのうちにメイヤーも出るんじゃないかな

と思うんですけれど。とにかく外国では女性が

とても活躍していますから、皆さんも元気に頑

張ってください。長野市でも平成元年に市民の

代表の方に策定委員さんになってもらって5カ

年の女性行動計画を作りました。男性の方にも

入ってもちいました。女性の地位の向上、男女

平等参画型の社会の実現ということで作った訳

です。



市の審議会や委員会等に女性の皆さんの事兄を

籠栄させていただきたいということで女性の

登用は平成6年度に20%達成を目標にしてお。

ます。今、諸実に女性のメン/主の方が増えて

参りまして、 16 7%にな。ましたご審議会委員

さん的900名のうち150各位女性の方になってい

ただき、いろいろご浣言いただいたり、活発に

ご活躍いたかてお。ます。また次の5カ年計

画では、もつと登用が増えて行くと思います。

近く改選される長姉の民生委員さんも530名

のうち半数は女性の委員さんになる予定てすo

これかちの高齢化に向かって各地域て、福祉向

上のために頑張っていただいてお。ます。あら

ゆる分野で女陸の皆さんのご意見が店発にな。、

いろいろな面に反映できるということは、住み

易い街づく。につながると考えてお。ます。女

性の方かぜひいろんな役職に組、ていただくよ

ぅに努力している状況てすが、努力しなくても

自然になる事が一番良いんでしょうがc

(星野 昌子)

皆さんに親しまれるお人柄というのは、本当

にお話の中にも出るものですねcちょっと思い

出しにくいフランス人の名前も、 「ビフテキに

っいているというふうに覚えていればクレツ

ソンとサッと出る」ということも教えていただ

いて、ありがとうございましたっ

それて(よこの辺で休憩致します-ご質問等は

ぉ書きいただきまして、事務局の方へお渡し下

さいませ。

(休憩)

(星野 昌子)

さすがに意識の高い方達が妄動こお集まりに

なったという事で質問が2l-それぞれ内各卸

にもすっし出たものばかりです0これを徹底

的にやるならば、あと6時間という瞥じてござ

います。時間いっぱい質問に答えていただきま

すが、その前にまとめという程てはございませ

んが、多岐にわたる前半の話、共通している一

っのラインを私か)に捉えましたのて・先に話

させていただきます。

私は一鞭初に申し上げましたように、専業

主婦9年余り、子供と別れて、昨社会の難民

になってラオスに行ったと申し上げましたoそ

して、ラオスの10人子供がある普通の車種庭

にホームステイ致しまして・そこで初めて、私

が何故離婚をしなければならなかったがという

ことが分かったんてすね。はっきり言いまして・

タメになった私の東京での暮らし-ま、一人息子。

これは代々父も祖父もビジネスマンのかか)の

ところまでいったという家系の中て、たった一 三

人の息子。私の夫はその家族の中心でこの中り

心が如何に高くなるかというのが家族の価値てさ

ぁ。ました。最高の価値ごそして最初の子供に

女てしたので「残念ねえ、二の次はまた男の子

を頑張ってね」と言われました。次は幸い男の

子でしたが、そういう関係の中て、両親、私

子供たちなどは周辺に居て、この労、一人息子

を支えるという、つまり円すいのように光が矢

ってる、そんな構造でした。

ところがラオスに行きましたら、子供が10人

もし、て、お母さんは学校の先生を20数年勤めあ

げて、ちゃんと社会と個人の生活と、そして水

も無いような貧しい暮ちしの中で子供達の枕

カバ‾に刺しゅうをしたり、お料理の腕も良い

し、フランス語もお上手で素晴らしい女性だっ

たんですねロ どうしてそういうことが可能なの

かなと見ましたら、家事を皆が分担していたん

ですっ知恵遅れの子供も、家畜の世話が非常に

上手で頼られている。つまり、円すいじゃなく

て円盤だったんです。そして今日のお話しは多

岐にわたりましたけれども、つまりこれからは

円すし)から円盤に持って行かなければ という

ところに落ち着くかと思います。

その後私は国際協力に関わるんですが、経済

大国、日本がODAを沢山の貧しい国々に恵み

ますというスタイルは、これは門すいです。余

った分を発展途上国に恵むというのは門すいて

すっこれでは絶対に途上国の真の需要には答え

られないというふうに私は思っています。民間

の市民協力等に1暇年関わって参りましたけれ

ども、向こうの人と私達と全く同じという土俵

に、円盤型に乗ったとき(こ、本当の国際協力が

可能になると思うんですね。

ちょっと場所を移しまして、首都圏と例えば

長野c今、私が住んでお。ますのは横浜市。勤

めているところも藤沢市で首都圏部分でござい

ますけれども、知的な刺激に富み、なかなか扶

適地舌がてきるので、首都圏に集まってくる

万が多いわけですね。それでは神奈川県などと

いうところが、自分達だけの努力でそういうと

ころに在るかというと、工業廃棄物等はみんな

他県で処理していただいて、労働力もみな周辺

に支えられて現実が可能になっています。地方

の時代というようなことが唱えられますけれど

も、なかなか地方の方にも確固たる力が持てな

い0 それで若い方も地方を捨てて都会へ行くと

いうふうに、首都圏の後を追いかけるという型

では地方自治もうまくいかない。長野市をとっ

て見ても市の中心とちょっと離れた所とでは、

既に中心と周辺の関係が生まれていると思うん

ですね。そこを如何に円盤型にするか。活動し

ている若い元気な世代と老人もまさに中心と周

辺。そして健常者と障害を持っている方達も、

中心と周辺を肯走するような稲造になっている

と思います。

もう‾つは、市長さんのお話で長野市のなか

にも世界30カ国以上、 1600人ほどの外国人が住

んでおられる。ここでも日本人が中心。そして

外国人がその周辺に置かれているわけです。私

は落合恵子さんのお話を今日初めて伺いました。

が、あまりにも私が考えて今皆さんに申し上げ

ている事と似ているので驚きました。表現は違

います。落合恵子さんは「アサ一・ポイセス」。

もう少し回りの違うところの声を如何に中心に

入れて来るかというふうに表現なきったんです

けれど私も全く同じようなことを考えていま

す。私の表現を使わせていただくならば、 「円

すい型の社会から円盤型に目掛けて」。国際協



力も男女の関係もすべてのものが私たちがこ

れから目掛けなければならない構図ということ

なのです。少し乱暴ですがこれをまとめば

せていただきます。

さてこれから質問でございますが、あまl)に

も沢山なのて順番にこなしていただきます。要

領よくお答え下さい。

実は、これは私に寄せられた質問なんてすけ

れども、マリさんがお答え下さるという事なの

で山梨県富士吉田市からお見えになりました・

タナペキクコさんのご質問です。

「日本の家庭では、まだまだ国際結婚を敬遠し

ているようですが、先生のご意見をお願い致し

ます。」

(マリ・グ)ステイーヌ)

私がこれを答えかというふうに申し上げた

のは、私は国際結婚の結果ですかち・何かそう

いう意味では一つの答えにはなっているんでは

ないかなという気がするのです⊂最初の戦争花

嫁が細管したのが1950年て、その3年後の1953

年1こ母が結婚しました。その頃は、日本はアメ

リカ政府を認めていなかったので母達が国際結

婚した時も、かなり反対されたようです。おじ

いちゃんに、 「青い目の赤ちゃんだったら絶対

に敷居を跨ぐな」と言われたそうです。勘当さ

れた後に生まれた子供の昌が茶色だったから、

家Iこ入ることが出来たというふうに母が言って

ぉりましたので今は笑い話で私も話せますけ

れども。

結婚した最初の頃は、父と母で電車に乗って

いますと、足を踏まれたり、唾を細ナられたり

といろんなことをされたみたいですね。海外で

暮らしていたということが両親にとっての勘〕

というか良かったという事です。ドイツとかい

ろんな国に行きますと、国離婚は当たり前の

ような部分がありましたし、かえってアジア人

が当時あまりいなかったので珍しかられて、

その分とっても良かったと思いますo

ただ、国際港姫とは、文化が違う者同意で結

婚するわけですから、おそらく北海道の人が沖

縄の人と結婚するような感じで言葉が通じないc

通じる分と通じか分だけちよっと遥うんじゃ

ないかなっていうふうな気がするかすです。

私が飛行機で福岡へ行く途中だったのですか、

ビジネスクラスのスーパーシートに私が座って

ぉりました。日本人の何処かの会社の経営者だ

ったと思いますがその方は息子さんが外国へ

行かれていて、日本に帰って来たらしいんです

ね,議員パリジを付けた方と一緒に会話をして

ぉりまして、 「息子が最近アメリカから帰って

きたんてすよ」という話をしたら、 「そうか、

そうか、現地で調達はしなかったんですか」とプ

「いやいや、外国から連れて来られたんで(ま、

私は困りますよ」と言われました。ではそうい

ぅことを言うならば、なぜアメリカに勉強に行

かせたのかなと私は思うんですね。国際社会と

いう解釈で国際経眉をしていても、国際人間を

勉強しないというのは先進国で《まなく、拘る

発展途上醐な考え方だと私は思います。緯

国際結婚というものに関して、皆ごちゃ混ぜに

なってしまえば、誰も差別というものを詩てな

くなってしまうので早く(こそう混ざるという

尋が良い事だと思いますごそういう勇気のある

方というのは、普通の方が見れない世界がもう

一つ自分のために開かれる部分がありますから、

そういう意味では敬遠しかでほしい。もし自

分のお子さんが外国人と結婚することになれば、

まず柏手という個人を知ってから、籍婚させる

という事も大事だと思います。けれども、ただ

外国人だがちと言って敏速するという事は、良

くない1ことじゃないかなという気がします。

(星野 昌子)

ありがとうございました。吉岡さん、東京都

からお見えになったオオスミタカコさんからの

質問です。 「子供が中学、高校に行くと大人に

なり、理想がなくなるのはなぜだと思います

か。」

(吉岡 忍)

難しい質間ですねc困りますね。こういうふ

うに言ったらお分かりいただけるかと恩うんで

すけれども・戦後ほぼ半世紀日本では過ぎてい

るわけですねDこの50年近い間に私達日本人が

して未だ事というのは、 (おそらく今の世界の

多くの国の人達も)こういう生活が最も生后ら

しい生辞というふうに思っている、と言って

坤薫ろうと思うんですo誤解を招く言い方

かもしれませんが、世界の生活様式というのは、

ますます日本に似て来ているということを感じ

ます。

それは便利さであったり、快適さであったり

するoそういうものを追求してきた結果、こう

いう現在の私達の暮らしがある訳なんですねっ

どういうものによってつくられて来たかと言

うと、ます産業の問題があります。しかし、産

業の問題の中に含まれているもう-つの問題と

いうのは、それは大量であるという事だと思い

ます。大量に生産し、大量に流通させ、大量に

消費するサイクルの上に、私たち現在の便利さ

快適さというものがあります。これは例えば冷

蔵庫にせよ、洗檻機にせよ、テレビにせよ、あ

るいはそれ以外のものにせよ、 -つ-つを考え

ていただければわかると思います。よく企業の

方は個性化だとか、多様化だとか言われます。

冷蔵廟こしてもテレビにしても一点一点では作

っていません。どんなにやってもヘッドホンス

テレオは大量に作られる訳です。そういうもの

の中で、私たちの便利さというのは培われて来

たと恩うんですね。

そういう中で本部こ人間ちしし〕生活である

とか、新しい文化であるというものが生まれる

んでしょうがo大量というものに支えられた上

の私たちの快適さ、便利さというものの上に、

一人ひとりの生きがいというものが築かれるの

であろうかという問題があると思うのてす。で

すかち、理想というものを失う。

非常に悪い諸味で現実的になってしまうと

いう問題の中に含まれているものは、私達社会



の現在の成り立ちの結果だと思います。その大

量なものを同じように買って、人と同じように

暮ちしていくという。そういうライフスタイル

というものに到達した挙げ句の一種の虚しさご

先の見えなさというものが、理想とか夢という

ものを失わせていくのだろうと思いますわき

これは世界が益々似て来ているという話を申

し上げましたけれども、中国でも実は感じた事

です。今、中国の一軒一軒の豪を訪ねて「何が

欲しいですか」と聞くと、 「テレビが欲しい」

「冷蔵庫が欲しい」と。最近都市では「エアコ

ンが欲しい」というようなことを言いますo束

ヨーロッパでも同じ声を聞きました。実際にモ

スクワあるいはど)ニス、リトアニアでも、そ

ぅいうマーケットに流れているものは、今私達

が持っている生活の便利さ、快適さというもの

を求める力というものが、この数年問に世界を

変えた大きな力の一つになったという事ができ

ると思うのです。その中で夢を失うんですね0

理想を失うんですね。

この問題というのは、私はPKOに反対です

けれども、 PKOに軍事的な貢献をするより、

この問題を世界(こ先かけて解くことの方が、均

質な中流意識をつくり上げた社会の中でその

問題に向きあって、そしてその問題を解く事の

ほうが造かに世界貢献する道だというふうに私

は考えます。その間題を日本人がどう解くかと

いう事が、次の21世紀という世界の在り方とい

うものを決めると思うのです。

「何故中学生や高校生が理想を失ったか」と

いう質問の答えにはならないかもしれませんが、

何故失ってきたのかということを単に現象だけ

て見るだけではなくて、どのような社会が理想

を失わせてきたのかということを、もう少し具

体的に見ることかち私は始めたいと思っていま

す。答えにはなりませんが、問題をもう一つ大

きな視点の中で考えて見るという、その考え方、

方法、筋道のようなものを分かっていただけれ

ばと思います。

(星野 昌子)

ぁりがとうございました。杉本さんにご質問

です。静岡県富士市のイトウトシエさんo 「女性

学諮座を大学で発っていらっしゃると思います

が、男子学生の聴講はどれ程いらっしゃるので

しようか。私事ですが、私の息子がカナダの東

部の大学を卒業しましたが、彼は女性学をとっ

たということで特に日本男子ということで

日本における女性の地位等について質問も多く

勉強になったということを話しておりましたの

で、どうぞお答えください。」

(杉本 貴代栄)

もう-つ女性学と国際理解というような質問

も来ていたかと思いますので併せてお話した

いと思います。問題が2つあると思うんですみ

一つは自分の問題てす。それかちもう一つは社

会参加の問題です。

一つ目の自分の問題というのは、どうしたら

差別が見えるようになるがという事ですe私了考

の眉中川二は、これは陛別だけの問題だけでは
てすから、まず第一番目のステップである差

あ。ませんけれども、沢山差別がある訳です0
別を見つめることが難しい訳です。膝かと

ところが勤を感じない人もいるし、凄く思し
言っている訳ではなくて、女性に比べると贈

る人もいます0差別を射和人にとって堰
に雑しい。逆に言いますと、女蝉は日本で少

別は無い訳でほれてすねe差別がそこにある
しずつ広がっていますけど男子学生が女性学

のに見ることがてき航ですから、自分が白
の謙虚を受けるチャンスが必要てあるという事

分の身の回りにある差別をどうしたら見えるよ
は、そういうことなんです口第-はと拐く、

うになるかという・自分の中にそういった弼
差別をきちんと見つめることかてきるようにし

摘めるという事がまず必要だと思います0 かあるいはしましょうということ。

男子学生の閥が出て釆ましたけれども・私
二番目は、自分の髄てはなくて、もう少し

が今いる長蝶短期大学は好学生棚で男
広い社会の奇聞を研ること、社会(こそうい

子学生は直接には教えておりませんけれども・つた視・古を向けなければいけないという事てす。

まず第「のステップであるところの「自分の中
先程、市長さんかちもお話しが有。れたけれ

にその訓を見つめる心を高める」ということ
とも、女性の社会参加というものが今まて限ら

に関しては、班は駄目なんですね。女性は差
れていたけれども、ここのところ掴欄かれ

別される側にいる訳ですか与、多かれ少なかれ
てきましたので、やは。、そういったところに

思いあたることがあります。先程マリさんは
社会参加をし棚ればいけない。今まで女性が

「父親がそういうことを言われなかったけれ
勤しなかったところて、大事なことがみんな

とも、駒からは言われた事がある」とそうい
決まって来たんてす。私達は参加すらさせても

うよう腫度の差はあれ思い当たる事があるん
ちっていなかった訳ですよれこれからは何ら

てすね0

がの形て参加していか頼ればならかし、参

私達の中には、今まで繭しなかったけれど
加する道も少しずつながら開けてきた膏PK

も、 「女の子だかち大学に行かなくても良い」 0の話抽ましたけれども、糠は通ってしま

とか、 「就職の蒔こうしろ」とか、あるいはも
いましたが、それでも大きな議論になったとし)

つと小さい時に「女の子だから手伝え」と、あ
うことは、女性達の声が届いたか届かなかった

るい虹あなたはお兄ちゃんとは連うんだから、かわかちないですけれども、女性が声を出した

早く帰って来なさい」とか、そういうような早 ということですよねe今まで女蟻が参加し

近糊に帥当たることがあ。ます吉ころが
なかったところに女性達が参加するとし〕うこと

男子学生の場合、差別された側ではないので恩 が・時にしなければいけかステップなんで

い当たることがないわけですご
すね。オ砂リアンと言われようとも、うるさ



いおばさんと言われようとも、やはりどんどん

発言して欲しいと思います。

(星野 昌子)

マリさんどうぞ。それに関連して。

(マリ・グ)ステイーヌ)

私、今、杉本さんかおっしゃつたのて思い出

したのですか、凄く不思議だと思ったのは、 P

KOの一番最初に自衛隊員を日本から出す時に

どういう基準で選ぶがという時、日本の新聞で

読め紛ったんですが、英字新聞て詰んだのは、

「長男は出さない」と書いてあったんですれ

母親としてみれば、長男であろうが大男であろ

ぅが三男であろうが皆大事ですよねつそれなの

に「長男は種力避けて出しません」と書いてあ

った郵こ、日本の女性の方が誰も怒らなかった

んですね。それが私凄く不思議でしょうがなく

て、日本人はそれに対してどう思ったのかなと

思いました。

(星野 昌子)

中国、韓国、朝鮮、日本と儒教の流れの中で

長男の醐蘭〕が女達も含めて不思議に思わな

くなっている。先程の杉本さんは・イトウさん

のお答えと、長野醒士見町からお見え(こなり

きしだヒライチミヨコさんからのご質問に一

緒にお答えいただいたという事です。

市長さんへのご質問がタントツて、これは時

間いっぱいではこなせかと思いますが、不公

平になるといけませんので、智子のアイワエオ

順で進めさせていただきます〇どうして私のが

返事が寒かったのかと言われると筒。ますo長

野県中野市のゴトウエソコさん、 「男性社会

の象徴、背離大勢集まると堅苦しいと思うの

ですが、女性のように幅広いお酒花をしても良

いのではないでしょうか〇人と人との交流は個

人をアピールすることから始まるのなら、みん

な同じ仕度をするのをやめて欲しいと思います0

いかがでしょうか。」

(塚田 佐)

そうですね。男性社会は公式の湯では背広と

いうことになっていますから、ネクタイを変え

たり、いくらかお酒詔はしますけれど大体背

広で通してお。ますo何を着ても良いような感

じは致しますが、私も今まで背広でやってきた

んですが、そういうご意見が沢山あれば私も考

ぇなければいけないと思います0

(星野 昌子)

柔軟なお答えてございまして、次は、私が答

えることになりました。

「外国人労働者の事をもう少し話して欲し

い」という事でこれは郡に庚刻綱題だと

思うんです。一言で申しまして・私は外国人労

働者が医霜、労働賃金・労働災害等のあらゆる

面で保障されていないと思います〇日本の国と

しての対応も食い違っている訳で労働省の方

は、例えば不法鵜苫に対しても、労働保険ま

などを適用する姿勢で前向きに対応しようとし

ているのですoそれに対して法務省は、運用し

ている出入国管理去ては、不法就労者というの

は強制送達の「つの事例だとし、それがわかっ

たとたんに送り返すという、まったく立法上の

矛盾が日本では生していて、現実に全然対応て

きていかという短いお答えで満足いただきた

いと思います。

射てマリさんへ0 「大変初歩的な質問です

が、国際交流というものは、国レベル、民間レ

ベルで各様に行われており、婦人の立場でも各

国への交流がなされてお。ますが、現実の中で

こちらにこられる学生や研究者などにホ_ムス

テイをさせる人が少ない。現実に短期間でお顕

しヽしても、なカ、なか受け入れろれない。特に有

色人種に対しては難しい。このことについてど

のように理解すれば進められるてしょうが」。石

川県金沢市かちお見えになった方からの質問で

す。

(マリ・グ)スティーヌ)

いつもこれだけで一時間学位講演しています

ので、本判こ答えるのに因ります。私はホーム

ステイというのは、自分からいろんな方を知。

たいとな自分からいろんな文化を知。和と

思うからするのだと思いますね⊃アメリカの友

達でホームステイの子鰹を劃ナ入れている方

がいまして、いろんな面白い話を聞くんてすね二

今年の真、スウェーデン人とフランス人とドイ

ツ人の子供が3カ月ずつ巨ムステイした。帰

る前には必ず自分の国の民族音楽を歌った。、

踊った。、最後にディナーをしてくれて、自分

が買って来た村村で自分の国の食物を食べさせ

てくれて、とても楽しいという事でした〇二の

前来た日本の子供は何もしてくれなかったと言

うんですね一日本の子供達はおそらく家の中で

そういう教育をされていかからだと思うんで

す。ですかち、とても大事なのは・家の中で自

分の子供をどう教育しているかという問題と、

いろんな習慣という問題があると思います。別

府温泉でホームステイを受け入れている友達が

おりますが・彼女のところへオーストラリア人

の女の子が乗ました0女の子が来て一週間した

ら「もう帰る」と言いたしたぅ「ちゃんとした

理由がなければ返すことは出来ませんよ」と彼

女に言ったち、渋々泣きながら「日本人は私

の事を嫌っているから帰ります」と言う。で

その家て変な事でもされたのかと思ったら、

「日本人は私のこと臭いと思ってし〕る」と,人

の家に行けば必ずお風呂に入れと言われる。そ

れは自分が臭いかち言われたど雷った。そうい

うことで帰りたいとぐでもこれは日本のもてな

し方で、特に別府ですからお風呂が-番のもて

なしの方法で、そういう文化がわかってからは

お風呂が大好きになったんですが。そういう意

味でホームステイをさせる側のお家というの

もとても難しいと思います。

私も海外に行った時に一番困ったのは、自分

が人の家に行くとか自分がその文化に浸透して

いく為には、引き出し役がいないと駄目なんで



す。寂しい外国人が日本に沢山いると思うんで

す。日本の文化を知。たくて来るんだけれども、

いつも施設とかあるいは会館に入れられて、ど

こに抽歩けない。家族の一員となる華が出来

なく、いろいろな文化もわからないて帰ってし

まう方が多いと思うのてす。外国人の方で一人

ばっちの和こ、声を掛けて欲しいと思います。

別に特別扱いを求めている訳じゃないんてすご

日本の場合は・外国人が来ればお風呂が付いて

いる部屋を遣ってあげ樹ナれはいけないんじゃ

ないかとか、洋風な部屋を付け足した方もいろ

っしやいましたが、そういう事は全くしなくて

いい訳なんてすご日本人が寝ている畳に摂たい

し、お風呂にも入。たいし、自分も気を使わな

くて盾むわけてすから、気持ちが楽になると思

ぅんですれだから外国人を迎えるといっ癖

に、構えるとし、うことを何処かに捨ててかちし

ゃないと出来ないと思います[稀えを捨てると

いうのは、日本人にとって難しい事だと思うの

です。気を使うのか、日本人の美徳の一部分て

ぁるわけですから。構えをすてるという事が、

私はファーストiステップではないかなという

気がする訳ですc

欲しい。」岩手県盤面のタカパン三十コさん

です。

(吉岡 忍)

今回私が中国に行ったのは、シンポジウムに

参加する事と、少し中国の社会を見たいと思っ

ていたわけで格別に中国の女性がどうしてい

るかという事については、調べた。、人の話を

聞きませんそしたり幼稚園の話でもしましたよ

ぅに、街角て見る蝦に大きな変化が生まれて

いるということは私自身も感じましたこ例えば

上海のような沿岸地方て、今蔀的擬味で改

革、髄が進んでいるところに行きますと、至

る所でカラオケが流行っていますc潤の山の

中に的ラオケとテレビ卑ムだけは何処に行

(星野 昌子)

有難うござい射た。どうも、私達の中(こあ

る見栄がホームステイを重苦しいものにしてい

るように思います。

吉岡さん、 「中国の女/勘こついて話されか

ったのでどのような活動をしているか話して

ってもあります。

大体、この経営者というのか、若い20代、 30

代の女性達。どうしてそういうものをするのだ

ろうという事を聞いてみますと、日本に語断

修という形て一年闘在している中て、どれが

ビジネスチャンスにつながるだろうかというよ

ぅな事を考えて拝ち帰るc一つの師の文化、

風俗だということを虚しました⊂そういうカラ

ォヶであったり・テレヒゲームであった。、そ

ぅいうものを開きたい。そういう人達の託を開

いてみますと、若い20代、 30代の女性達を中心

に、物の見方が大きく変わって来たという乱

がします。それは-言て言ってしまえば、緋

ら櫛二という変化だと言えると思いますc紅

いうのは、 5年前に比べたネあるいは1研

に比べたち、今の自分の生活は楽になっな便

利になった、豊かになったということですね。

多分上の世代は若い世代に向かって、 「お前そ

んな贅沢をするんじゃないよ」と, 「昔はもっ

と苦労したんだから、今の贅沢に甘えていない

で我慢しなさい」という言い方をして、若い世

代を説教したりすることが多いと恩うんです。

それが政治体制二まで広がって来ていたとすれ

ば、日本てはどうであろうか。あるいはアメリ

カではどうであろうか。ロシアではどうなんだ

ろうかと横の見方をし始めました。これは大き

な変化だと思います。これは、何も女性に限り

ませんけれども、こういう風俗を取り入れるの

は、屈めて女性が目先が利くようで何人かの

そういう経営者に会いましたけれども、横に広

がってきました。この樹こ広がってきた当面は、

「お金が儲かるだろうか」とか、 「この仕事う

まく行くだろうか」ということだと思うんです。

横の広がりがやがて「民主主義とは何だろう

か」とか、 「自由とは何だろうか」というとこ

ろに必ず行くだろうと思うんですね。この時に

中国社会は大きな矛盾を抱えるだろうと思いま

す0実は横に見た時に日本に近い、地理的にも

追いですo 「どういうものが儲けになるか」と

か、 「どういう仕事をしたら良いか」という革

を考えた時に、日本というのは非常にモデルに

なっていると思うんです。私達は見られている

という意識を、見られている側が持っていない

というのか、もう-つの問題だろうと恩うんで

すな

私の暮ろしているところは東京の新宿区です。

日本に来ている中国人の中で私も暮らしていま

す。ほとんど周りは外国人で、彼女達と話をし

ていて驚くことがあります。 「日本の家庭に一

度も行った事が知り という人がほとんどです

ね今在日朝鮮人の友達が何人もいますけれど、

10年、 20年位前彼らにたまに「家にご飯食べに

釆なよ」と誘った時に、びっくりされたんです

ね。本当に行ったことがない,在日北朝鮮の人、

姥国人という人は日本で生まれた人ですよ。日

本の友達と学校にいなから、友達にも招かれた

ことがない。今来ている中国人達もそうですね。

そういう関係の薄さの中に生きていると思いま

す。それは一種の疎外状況だと思います。中国

の女性達の活動というものの中に、考え方の変

化というものが出来ている事と、その考え方の

変化の中に日本というものが、 -つのターゲッ

トになっているということ。それと、日本人の

私達が自分達の生活が見られているという事の

中で関係を狩てないこと,持とうとしていない

こと。幾つかの問題が言えるだろうと思います。

(星野 昌子)

有難うございました。市長さんに手強い質問

が来ておりますのでお覚悟をお願いします。東

京都のセイノヨウコさん「長野の市長の口か

ら、 “家内青 という言菜がありがっかりしまし

たご パートナーがいなくても市長職を十分に出

来るとご自分で思われますか。国際理解以上に

妻を理解する事の方が大変だと思いますが、ご



意見をお伺いしたいと思います。」お願い致し

ます。

(塚田 佐)

私は、妻を呼ぶ場合はこういう座談会などで

は、 「家内」と言った。、 「妻」と言った。、

「レイコ」と言ったり、 「レイコさん」と言っ

た。、 「ワイフ」と言った。いろいろあ。ます。

市長をやっている中では妻の働きは非菅に大き

い訳です。が・‥‥レイコさんを轍し、理解

してお。ますし、夫婦円満にやってお。ますか

ら、そんなぼ菜にはとらわれなくても良いん

じゃないかと思いますか何かいい呼び万があ

ましたら教えていただきたいと思いますが、

よろしくお願いしますo

(星野 昌子)

確かにこの呼び方というのは因りものですc

例えば「主人」かしていう言棄ても、私のマス

ターという意味に使わなくても、つい二ソクネ

ームみたいな無しで言ってしまうことがあ。ま

す。私も昭和一ケタですから夫のことをどうも

「主人」と言う癖があ。ましたから、かながれ

女性センターに行きまたら「絶対に宅大賀

は駄目よ」と金森元館長に言われましたっ市長

さんも調の中で「家内」 「家の中にいる人」

という意味で使っていないというのは、今の感

じでも、 「妻」から段々「レイコ」にか)・ 「レ

ィコさん」におな。にな。ましたから、その辺

は許して差し上げたいと思います3

(塚田 佐)

外国に行けば・ 「マイ
ワイフ」と言ってい

ます。

(星野 昌子)

順番で私の番てすが、新潟市のワ力/叩シ

ピソコさんのご質問と、石川県金沢市のナカン

マキクコさん、ちょっと両方にわたったよう

な返事になると思いますけれども、 「本当の国

際理解はお互い技慢することから始めてはいけ

ないとのお話だったと思うが、我慢から始まる

友好交流、国際理解もなければちぢないと思う

が、マリ先生のお話ても我慢することの意義は

大きいと思います。」

私がこう言ったら相手が気を普くなさるだろ

ぅということも、思い切って自分を説明すると

ころから始めないと、ということに対するご質

問だと思うんですね。∴ 、ろんな段階があ。まし

てね。例えばマリさんもタイに居ろしたのてわ

かると思いますがタイてリーンと電話が掛か

ってきますね。向こうが掛けて来たんてすよe

それで私か受話器を取ると「そっちは話だ」

って言うんですよね言プ・カイi力」って言

ぅんですよ。そうすると大槻日本人は怒るんで

すよね。 「電話を掛けたのはお蹄)方て、即

ておいてお前は誼かとは何だ」と。こういうの

は、やっぱ。グノと致慢しかナれほいけがと

思うんてすね。私も大体これをやられましたし、

初めタイ語が分からないうちは、何かわからぢ

いけれども受話器をとる。でも段々タイ語がわ

かって来ると、 「プ・カイ・カ」 「誰が喋ってい

るの」と来ると、ほとんどの日本人がもうカッ

と来ます。しかしそこは我慢した方が良いと思

います。しぼろくやってますと、非常に簡単に

自分の掛けたいところに掛けたかどうかわかる

方法なんですね。∴ 常(こ賢いと思うんですれ

ラオスもそうなんですけれども、中国なんかも

方々でそういうふうにするところが多いと剛-

ていますご

つまり、そういうやり方なんだというふうに

思えば「星野でございますけれども、夜分遅

く恐れ入りますが、何々さんいらっしゃいます

でしょうが」とかですね。出た方もお母さんな

のか、娘さんなのか分からないから。でも「詣

ですか」と言えば向こうはすぐ分かる訳です。

ですからそういうふうにちょっと我慢して、

「ここの地域のやり方はこうなんだ」という意

味の我慢は必要だと思います。ですからご質問

の向きに別に反対ではありません。

ただ、ここにありましたニュアンスがちょっ

と私は気になりまして、 「国際理解する、我慢

から始まる」あたりが、どうも被害妄想的であ

んまり本当はしたくない。世界中に日本人だけ

だったらどんなに良いだろう。でも今はアジア、

ラテンアメリカ、アフl)カを含めて、国際理解

で皆て交流をしなくてはいけないと押し付けろ

れていて、その義傍観念でし別ナればいけない

というのか溢れている。これ私は全然気に入ら

れんてすね言ういう思しですとなかなか前

に出られない。

つまり、ちょっと違ったものに触れる好奇心

というか、その辺は難しいんです。私達日本人

同志でもなるべく違わないようにやっています。

「今度女性会議に何を着ていらっしゃるの」な

んて電話して、 「あっ、そう、じゃあまだちょ

っとウールは早いわね」 「私も」と皆同じ方へ、

同じ方へと動く。急に異民族の前に出たから、

異なものと共生しましょうと言っても出来ない

んですね。私達自身の中でも他人と自分、夫と

自分が違っているのは当たり前だし、その違っ

ているところは「あの人はこうなんだ」と。

「これも面白いじゃない」というところから、

日本人同志が付き合っていれば、外国人にもそ

ういうふうな対面の仕方が出来る。しかしこの

ご質問は本当に信条を語っていて、日本中何処

へ行きましても、こういうムードです。 「私達

は何をして差し上げればいいんでしょうが」。

だったらやめちゃいなさいと私は言ってしまう

んてす。自分の方かろ知りたいという好奇心を

お持ちにならないと。知って良かっだと感じな

いと。

私は電話のことも初めは怒りましたけれども、

私も段々元気が出て来て、私の方から掛けて

「お前とこ何処っ」てやってみるんですねプや

ると向うがちゃんと返垂をしてくれまして、

「やった‖」と思います。そういう世界、様々

なやり方も楽しんでいただきたいと思います。

それから「アジアに対しての視点が星野は少

し違うように感じる。」この質問は、 「ソ連、ア



メゾカの冷戦も終わり、これから世界もECの

ように大きくブロック化するのではないがと思

います。そうすれば日本もアジアに対して目を

向けていかなければ」これもいかなければとく

るところがちょっと気になるんですが、 「日本

の行くべき道はどうなるのか、日本におけるア

ジアの立場でお聞きしたい」やはし)この方の顕

の中で 日本とアジアの関係が円すい型である

証拠だなと思いましたc日本が優れていると思

い込んでいちっしやる。私は17年間にラオスや

タイの方が優れていることにも出遭っていますD

例えばさっきの東北タイのお母さま、ピー

ラ・スッタムのお母さんとか、ラオスでホーム

ステイした家のお母さんなどは母系社会ですか

ら、土地も、母屋も女の人が相続するのです。

良いと思いましたね。というのは・私はこの結

婚は駄目だと早くかち感じましたけれど子供

が生まれれば良くなるかしら。姑との関係も良

くなるかしら。じゃあ次に男の子が生まれれば

ということで、 9年間もやっている間、何故踏

ん切れないがといういろんなことがありました

ね。もちろん子供を連れて出たいとも思いまし

た。でも駄目だった一番大きな理由は、子供を

連れて出ても住む所が無いんですねcでもラオ

スだったら、 「あなたが出なさい」と言うんで

す。 「これは私の土地」、 「これは私の家」、素晴

らしいと思いますね。女性中心の社会が残って

いる所がアジアにはまだ沢山あります・

そういうふうにアジアでは家族の人、男の方

も皆お料理なんかも大変お上手です。私の日本

人の友達がタイ人と結婚して、昨年高校生の娘

さんを連れて里帰りをして、ちょっとお茶の水

で一組こお昼を食べましたミ娘さんは初めてお

母さんのお里に来たんですねこ日本はとっても

良いって。 「だけども、早くお父さんの料理が

食べたい」って。 「えっお父さんの料理?」い

や365日お父さんが料理をするのだそうです。

潮州系、向こうではティチュウと言いますけれ

ども、湖州系の中国人で、タイ国籍を持って暮

らしておられる方で、家事は大好きな男性です。

特に食べ物は市場で買物したり、お料理したり

するのは好きなんですね。 「女なんかに任せて

ぉけるか」という。お役人で仕事もしっかりや

っておられます。素暗ちしいと思いますね。

そのようにやっぱり良いところは良いのですc

そして日本の良いところは、しっかり持ってい

ていいじやないですか、という立場で私はいつ

も考えていますので、おそらく違う感じがする

と思うのですが。 「日本は偉い」 「アジアは遅れ

ている」という円すい型を外してもちうと、ア

ジアと日本の関係も自然と出来るのではないか

と思います。

次にまたマリさんへ行きます。これは東京都

小金井市からお見えのスズキマリコさんです0

「社会工学を専攻されているとのことで開発

や街づくりに女性の視点を活かすという事につ

いて、どのようにお考えでしょうか。イランで

も生活のご経験力捗るということでイスラム

圏の女性について、イスラム圏かろ見た日本・

日本女性についてもお聞かせください。」どう

ぞお願いします。

(マIj "クリスティーヌ)

今、大学院で社会工学を専攻しておりまして、

肺の開発、都市計画、プランナーみたいな事

をしております。街づくりは、今まで男勘二よ

ってつく与れてきた長い歴史があります。私の

場合社会工学ですか与、とちちかと言うとソフ

トの面かち、女性の使い勝手とか、高齢者に対

しても優しい街づくりとかをやっております。

男性は使ってない、利用していかところの

中で大きなギャップがあるよう描かします。

これからは女性が街づくりとか、そういうとこ

ろにも浸透していく動翼事だと思って始めた

わけです・今までは男性の方が外国へi)ソート

開発・地域計画の研修、視察に行きますね。写

真をパチパチ撮ってきて、日本へ持って帰って

きて、その通りまねをして建物などをつくるわ

けです0皆様もあちこちの素晴らしいホテルと

かリゾート地域へ行かれると思いますが使っ

てし)る内になんか飽きてくるという部分がある

と思うんです。それは何故かと言うと、女性が

使いたい動線と・男がつくっているものという

のは大きなギャップが有るような気がするので

例え氏スポーツセンターでも、女の人はプ

‾ルで泳いたら、シャワーを浴びたり、エステ

ティノクした。、顔をマッナシした凡て最

後に蔵を看たいわけですDけれども、男性がつ

く。ますと「回洋服を着なければマノサージ室

に入れない。エステティックサロンに入れない。

男性から見ると建物は美しく見えても、使い勝

手が票かったり、ギャップというものがあると

思うんですれリゾートとか施設をつくるのは、

会社を休んで家族連れで遊びに行ったことのな

い男性がつくっているんですねっ長期滞在のリ

ゾートをつくっても、長期糀したことの集い

感性の人達かつくっている訳ですから。女性の

方が世界のあっちこっちに′くカシスに出発帰て

いるっおそらくつくっている側と、利用してい

る側が逆になっているのではないがと思うんで

す。

よく成田離婚というのかありますが、女性の

方が海外に行くの噸れてしまっているから、

外国は初めてという男性と一緒に行くと、女性

が通訳してしまったり、案内してしまったりで

「-生こんな人といなければいけないんだった

ちどうしよう」ということで、急にソ弓と覚め

てしまって、帰ってくると別れてしまいたい気

になるとかoそれは極端な例ですが、そういう

ことも全部じゃないですが、研究の一部分なん

です。

さっきのイランのお話なんですけれども、回

教徒の女性は厳しい規制の中で大変な思いを

して住んでいると思うんですが、非常(こ保守的

です。例えば、娘が結婚する前に男女の行為が

あった時(こ、家の名前に傷を付けたということ

で父親は娘を殺しても良いという法律まで有

る訳な/しですcイランとか、近代化されてきた

回教徒の国に関しては、段々そういうことはな



くなってきてはいますけれど特にアラブはそ

うなんですねこ

以前父がイラン{こ居て、サウジアラビア【こ出

張した時のことですcあるアメl)カ人のエンジ

ニアかアラブ人をローラーの機械で引き殺し

てしまったんですね高圧進もうとしたのが誤

ってバック(こ入ってしまって、引き殺してしま

ったんてすが、こういう場合は普通は大使館が

バッと国外へ出すんですねcところがちょっと

時間が遅れてしまってその人が捕まってしまっ

て、殺されてしまいました〇日には目をという

解釈で。それくま本当に極端な例ですけれども、

そういうことが今ても有ります〇女性に関して

言えば、女性が快駒薄いよう(こ女性の大切な

部分を切ってしまうとか、そういうことがある

んてす。それはもう人種間越に等しい位に重要

なことですが、未だに近代的な世界の中二もあ

先程吉岡さんがおっしゃったように、横で文

化を見るようになって、横にあるものを見るよ

ぅになっていけばなっていくほど、おかしいん

じゃないかとがこれは変えていかなければい

けない/しじゃないかという意識も高まってしヽく

と思います。やはり私達も樺にいる自分達より

も、ちょっとまだ発展していない途上国を引き

上げてやらないと、私達も引っぼり上げられな

い部分が出て来るんじゃないかなと思いますc

旧教徒の問題だけで‡ないと思いますけれども、

私達ももっときちんと認識していオしま、そうい

ぅ重力捗ってはいけかと、大きな声で言える

ようになると思います,

(星野 昌子)

有薙うございました○男性に故しい質問が集

まっております三吉岡先生、長野市のモロフジ

キョウコさんかろ「長野の冬季オiノンピック開

催予定について、本日のお話の主旨、方向かち

ご意見を述べてください/足か非かということ

だけではなく、これまでの招致段階、今後の方

向もできるだけ具体的にお願いします〇本音と

建て前の部分をできるだけ短く」というので

「-」マークが二つ付いております。私は因に

ォリンピ㌧′クはファシズムではないかと考えた

りしますが、どうでしょうか。

(吉岡 忍)

何か、ここて次の長里了市長選挙に立候補しろ

ということを言っているのかもしれませんけれ

ども、長里肺へのオi)シビックの誘致のプロセ

スというのは、私はあまり日本にいなくて、去

年も半年位、一昨年引司じ位しかいなかったの

て、あまり詳しいことについては承知していな

いんてすよ。ですからそれについてなかなかコ

メントする事は出来ないですかち・オl)ンビッ

ク全般について私の考え方を申し上げたいと思

し)ますが、私は嫌いなんですねっ何故嫉いかと

申しますと、今日はもうあと2時間ですので

帰。ますから、何を言ってもいいだろうと思う

んですね。何が嫌いかと言うと、国単位という

ものが嫌いなんですよねこ

1980年のオリンピノクをモスクワてやるとい/くラパラになってよ柚ことこの人擁半音二親

う時に、朝が当時のソ連のアフガンへの侵略
っているんだろうか」 「この人の国醒塵」

を理由にボイコットしまし埼その後、 84年
俸何なんだろう→僕はそう思いきし王国を車

のロサン軌スオリンピックには、ソ達の側か
位としたものを保ちはとう越えられるのか、考

ボイコットするというようなことがあ。ましたへ
え的れ帥ナ和時に来ているのに、オ音ノン

今・私達は回聴解ということを乱ているの
ピノク帥つ摘草を押す一初口二竿をさ

てあって、同軸で争うという形式とし〕うちの
す-音というか、スト/跡地い千草されて

が・いつまて続くんだろうかという気かするん いる訳てすよね。

てすれ国というものを籠れ細しぼなちか主
てら、ス古ツ牝て凋いもの細面に有

少なくとも狭い諌ての国家意識を離れな軌。ますねっ先程も言いましたように「ピンポン

はならないという話を今日ずっとしてき油(ナ
外交」つて、今か堀)厨てみますと、机

ですね言ナれども、オリンピノクはスポーツだ
て美しいものてはなくて、や即一つの鵬の

がら良いじゃかカ、ということが軸になって言顕であった古カゝ㌦日本のオI)シビック選

本当に園のところに戻るわけなんですね。触
手は・何も政譲吉をしない事が良い動のよ

モスクワのオリンピソクを見ていても、決して
- 臆

つに言って何も考えなし上そうし、う人達が強く

あれ楼しい祭典だったと圃フなかったし、なっていく姫があ。ますね一のことに対し

打てロサンゼルスで開かれたオリンピノクを
て「追うんしやないか」とこ「お前巨人の人

見てい壇二、骸の方になって「USAゴー
閏として、瞳として何をどう考えるのかち享

ル」が起きて、他の選手か萎新る位にやった∴∴∴んと岩場し、しやかカ,」と言えるよう秋田]

わlナてしょ0ああいうものは私は醜いと思うん
がポーソ選手だった頂しいと思う信こすご

てすよ十いつオリンビノクというゲームか、そういう人達か国をとう越えられるから「司と田

中なるス乱ッのゲームが、国を軌られるの
の争いをとう迎えられるか考えるように潰た

か」ということが大き標題だと思ってし、るん∴∴∴う、解オリンピソクを見て捜いと思ってい
てすこ

ろんてすよ,

国が東ヨ一口ノノ=日ソビェトの崩壊によっ
ここに長野市長…らっしゃるので1998唇

て、今度のバルセロナの場には国が坤えました∴∴で帳をやっていただいて、園を超えるという

ね。 「参加国数が増えて良かった」音なんて評価∴∴新しいオリンピノクの在。方というものを追求

して「主上最大の祭礼ということを日本の骨 していただき埴そこが見えて袖手に彊
かなアナウンサーが・放送て勘)まくってい

菩んでオ音ノンピソクを醜しか基いますし、

ましな「そんなに薮が多き帥ノ、んか」 「皆が
本≡旺歓迎するのは、まだ少し先のよう抽-



します。

(星野 昌子)

有難うございました。距離を縮めるどころか、

建て前をとっぱちって本音て“お返事下さいまし

た。

(吉岡 忍)

いや、これが私の建て前です。建て前と本音

が一緒です。

(星野 昌子)

建て前と本音が一緒の方だそうですね。本当

に有難うございました。実は後、 8つの質問が

残っているのですがそろそろ暗闘こなって参

りまして、本当に残念でございますけれども、

次の質問に入る時間が無いと思いますc

(塚田 佐)

ちょっとオリンピソクについて、一言お願い

します。今吉岡さんかう、国威発揚のオリンピ

ックはまずいというご意見があったのですか

確かにそういう面は有ります。今まで米ソの冷

戦時代には、国頭発揚の様相が強かったわけで

す。米ソの冷戦構造が終わって解き放たれて、

ロシアも10何カ国が国旗を持って入場しましたこ

今年のオリンピックの冬も、夏も、そういう国

威発揚というようなことはなかったと言えます⇒

それよりも、米ソの冷戦鰭道が解けて世界が平

和になろうかど管、つたら、小さい紛争が沢山起

きて、ユーゴの国なんかは今とても大変な騒ぎ

なんてすが、それでも出場したんですね。国威

発揚ということを前面に出さないで、 「ここに

来てスポーツを競うことは素晴らしい」とこう

いう面が出ていましたかうね。こういうことが

世界の主胤こなっていけば、細枠に世界の人々

が集まってスポーツの祭典を祝い合うという大

会は、他にはないですかうね⊃ オリンピックは

テレビを通じて30億もの人が見るわけですかち、

本当に国威発揚じゃなくて、国々の人が集まっ

てできるんだと。世界には戦争は築くなるんだ

というオリンヒ㍉ソクなち本当に素晴らしいと思

っております。そういう意味では、今年のオリ

ンピソクは国威発揚ではなかったと.世界中集

まってお互いに競い合おうという感じのオリン

ピックだったと申し上げておきます。長野も、

そういう方向でオリンピックをしたいと思いま

す。

(星野 昌子)

有難うございました。なかなか議論が白熱し

そう(ニなりましたが、コーティネイタ‾にとっ

ては事いなことに時間となりました。今回のお

話しの中で男性に対する女性。そして日本を含

めた先進国に対する発展途上配あるいは首都

圏に対する地方。日本人と外国人というふうな

周辺の人達が今、確実に中心と同じ立場で動か

なければ明日はないという方向で話が勤し江

華に私は嬉しく思います。

この一週間前にノーベル平和賞の発表があり、

私は本当に勇気づけちれました。皆さんもご存

知と思いますが、先住民の人権擁護で闘ってい

らっしゃいました、ガデマラの民族運動家のi)

ゴベルタ・メンチェさん・この方は男性に対し

て女性、そしてあらゆる意味で周辺を、先住民

とし)うようなところで-生懸命生きて来られて、

ノーベル平和賞を受賞されました。これは昨年

のミャンマーのアウシ・サン・ズーチーさんに

轟いて女性のノーベル平和賞受賞者として9人

目だという事ですoこれは世界は確実に円すい

型かち円盤型になってきていると言えます。私

どももこれかっ力を結果数しまして、その傾向

をより強めたいと思いますっ拙い司会て大変皆

さんご不満が残ったがと思いますが有難うござ

いました〇
(文責 女性室)



第四セッション "会場

"日時
長野市民会館

10月23日㈲ 13:30-16‥30

共につくる福祉社会
古屋 和雄

樋口 恵子

矢島 嶺

井上千津子



(古屋 和雄)

ご紹介いただきました古屋でございます。会

場の皆さんも、それぞれいろんなことでご専門

の方も多いかと思います。私も番組を通じて、

現代の家族のことをテーマに放送などをしてお

ります。 「おはようジャーナル」以来そんな仕

事をずって続けておりますつなぜ家族をテ‾マ

にするかというと、家族を軸にして見ますと、

今いろんな事で悩んでいる。子供の教育にして

も夫婦のずれにしても、あるいはお年寄りの介

護の問題にしても、家族自身の問題ではなくて、

実はその家族を取り囲む社会の器造りがなかな

か家族の変容に追いつけないというような、社

会の側の様々な問題が見えてきます。そういう

意味で、家族を通じて社会を観るというような

キャッチフレーズで番組をずっと続けておりま

す。つい9月も寝たぎりのお年寄りの番組を放

送したばかりです。

今日のこの第4セッションは『共につくる福

祉社会』をテーマ(こ、健康で生きがいのある豊

かな社会の創造を目指して、医療・福祉の有機

的な連携など地域における福祉をさらに充実

発展させるための手立

てを考えようという主

旨になっております。

福祉といっても様々で、

今とても大きな問題で

す。老人介護を中心と

した福祉の問題を手が

かりにして、とりあえ

す、高齢化社会に対応する話について、 3名の

先生方に現状どういうことが問題なんだろうか、

どういう事が今気になっているだろうかという

ようなことを10分位お話をしていただき、それ

かち共通のテーマを見つけてディスカッション

していきたいと思っております。ます、井上千

津子さんかろお話をいただこうと思います。井

上さんは長野県の塩尻のご出身でございます。

16年間へル′トも務めろれましたのでヘルパ

ーとしてお年寄りの生活にふれて、いろんな人

生を垣間見られたということです。ヘルパ‾と

しての目からどういうことが今問題だとお感じ

になっているか、そのあたりかうお話いただき

ましょう。

(井上 千津子)

ご紹介をいただきました井上です。長野市は

私の学生時代いろいろと秘めた思い出もござい

ますし、懐かしい所です。私は、お隣の新潟県

上越市という豪雪の地帯でホームへルパ‾をか

なり長い年月やってきまして、多くのお年新)

の生活や人生を垣間見て参りました。その体験

(古屋 和娃)

1949年山梨県生まれ。早稲田大学卒砦N照K

に入庫福井、釧路放送局を経て、現在NHKチ

ーフアナウンサー。主な番組に、ラジオ「くらし

のカレンダー∴テレビ「ひるのプレゼント」など

の他に帽書の日」 「高齢化社会」 「教育」などの

NHKスペシャ星著書に「妻たちの定年宣言j、

「優しく「老い」を見つめたい」他。

を通して少し皆様にお話をさせていただき加

と思います。

たしかに私離長寿を獲得いたしましたっ今

年の敬音の日の前後に発表になった姉では、

10膜を超えるお年寄。は4,000人を超えたとい

うことでしたcきんきんぎんぎんも元気で沖縄

へ旅行をしたそうてす。しかし、きんきんやぎ

んさんのように元気ているお年寄。はわすかで

す一やは。年をとるということは、その人の頼

いとか心情には関係なく、生理的にも身体的に

も機能は衰えて参。ます0そして、誰かの捌ナ

を借りなければ、力を借りなければ生きていけ

ない日々がくるということ、これも事実だと思

います。多くのお年寄。と出会い、心に触れて

きたわけてすが、その多くの人達は、てきるこ

となち住み柳た地域で親しい人に囲まれて、

-生を送。小という凱】を持っているのもこ

れまた事実てす・そしてその願いをかなえるだ

動二、これから私たちは雌の中でそういう

条件をどうやってつくっていくがということを

考えていかなければいけないと巴います。

人間が自分らしく自立して生店していくには、

私は3つの条件がある

こ思います言つはシ
プロオール一・------

ヨツピンクです。次は

クッキング そしてク

リーニングです。その

3つができなくなれば

自立した生活はできな

くなると思います,シ

コツビングというのは買い物です。買い物とい

う事は、外に出て人と物に出会うということ、

そして心を広げるということ。そして、買って

きた物を資へられるようにクソキングする、調

理をするという事てすっ食事をするということ

は生きる力ですっまだ休を清潔にしたり、身

の園。を整理整頓した。、蝿なところて暮ら

しかということがクリーニングだろうと習い

ます言の3つの条件を地域の中につくってい

くということ言的がこの3つの条件を満たせ

るよう地域をつくっていくということが大切

ではないかと思いますつ

このクリーニングということで、皆さんもご

存知かと思いますが、 NHKのテレ亡で「あな

たの声が聞きたし)」という番組の中て北海道の

札脱あざぷ病院の神谷婦長さんがおっしゃって

いたことなんてすが、 30年寝たきし)で仝櫛賦

痺した女性か、いろんな訓練の末子を少しだけ

動かす力を得たそうてすっその時に真っ先に何

をやったかというと、食べる事てもなく排他の

事でもなく、まず問を引いたということです。

やは。人間は「身ぎれいにしか」 「奇艇であ

(井上千津子)

1939年長郵県塩尻市生まれっ長野県短期大学率

先中卒枝教員を経て、新棚上越市において工6

年間ヘルパーを勤める。その即3牛よリ88年まで、

日本ホームヘルパー協会々長をつとめる。現在、

新高大学医療費御免期学部講師。介護福祉士著

書lこ「ヘルパー奮戦記(毎日出版文化舵坤」姓



りたい」という煩いがあるものなんです〇病人

だから汚なくていいということではむく、脊髄

でいたい、少しでも若くいたいという思いをか

なえていくということであり、ごく当たり前の

ことだと思います。この条件をどうやってつく

るかということだろうと思います。

そのためにはハード面∴ノブト面いろんなこ

とがありますこ ショッピングというのは、移動

が可能でなければなりません.それには、車イ

スて好きなところへ行かれる環境が整っていな

ければなりません。そこで介護にたすきわる人

手の問題、マン丹7-の問題を少し考えて参り

たいと思います。 10年をみすえて、厚生省でも

ヘルパー10万人対策ということを言っておりま

すが、ここ長野市ではヘルパーを正職員にする

ということで、画期的な身分待遇の保証がなさ

れましたっ待遇改善をすることによって、介護

を専門職として認めたという事です。 「人の心

に触れ生活の内面を観る大切な仕事を、これま

では認識しなかった」と言う言葉を長野市の部

長さんからお聞きしました。私はとっても嬉し

いおもいきしました。ヘルパーという仕事はそ

このお宅の冷蔵庫掘削ナます。タンスの中も見

ます。寝たぎりのお年寄りや、いろんな障害を

持った方たちは、どんな状態であっても生きた

いという究軽の特別の思いを詩っているわけて

す。その思いに触れる、希望を語りあう、心に

触れる仕事を誰でもいいといってしまって良い

でしょうかこ皆さんがやはり老後を迎えた時、

どんな人に世話をされたいと思いますかご十二し

かに誰でもいい部分もあるでしょうこても、そ

れは介護とし、う技術も知識もしっかり持った専

門職に看ろれたいというの需的の願いではな

いてしょうがこ

そういう意味ては長野市が身分保証をし、そ

れなりの人材の確保をしたということはすはら

しいことです。しかし、多くの自治体ではヘル

パーになり手が無いと言います。増やしても仕

事が無いと言います,.果たしてそうでしょうが〇

多くの主婦の人達も何か役に立つ仕事をしたい

とか、学生にも福祉の仕事に就きたいという人

がいるわけです,関心はあっても、 「いったい

福祉の仕事がどういう仕事か」ということを知

る機会が非常に少ないと思います。そういう接

合にしっが)伝えていくということが、大切て

はないかと思います。それと、 「どうすれば福

祉の仕事に就けるか」という仕軸二就くための

ノウハウだとが必要な資倍、書類、取得方法、

求人情報などを、またはアクセスを明確にして

いくということが人材を確保していく上て大

切ではないかと思います。

私は介護の人だけを増やすのではなくて、も

ちろん人も大事ですけれども、その質を高めて

いくということもこれまたとても大事な事だと

思います。そしてマンバ「)-を確保する場合に、

その地域に合った確保の仕方を検討していく必

要があるのではないかと思います→というの広

資格もないし経験もない人、それと、資胤まあ

るが経験のない人、経験はあるが資格がない人、

資格もあるし経験もある人をどれだけ確保する

かとし)う事てす〇そういうかたちでヘル′主音や、

介護をする人達をきっち。増やしていくという

ことが大事だと思います。

それともう-つは、ヘル′上がとん和二増え

たとしても、また、ヘルパーの質がどんな〈こ高

まったとしても、ヘルパーだけでは在宅介護と

いうのは完港しないしその継続はむ。です。や

置)、螺の裏付けのか福祉というの瞳力

だといってもいいと思います○そこに匪殊のハ

ノクアップがあるというのか-つの最大の条件

てはないかと思います0それも生后の勃こてて

きてくれる医療がほしいわけてす。訪問看護ま

たは往診がきっち。てきるような鯛」が地域に

必要てはないかと思うのですcデイサービス、

ショートスティなどいろいろ打ち出さるlて参り

ましたゥそういうものかできたとしても、それ

がしっが)した仕組みとして動いていかないと、

効宰良い機能にはなちかと思います)それに

に、そのサービスが必要な人の所へしっか引弄

れ、その流れることか見えるという事が大事だ

と思います。

火事になれば膚防暑へ119番、何かあれば1ユ0

番警察へcこa)輔番号と瑞のかけ方は、子

供を含めた国民全てが知っています。そのよう

に、何かあったち何処へ高話をすれば、こうい

うサービスが受けられるということを、皆が知

るということが一番大事てはないかと思うので

すごそして速やか周防車が来るように、また

暇台車が来るように、速やかに援助が提供て

きるということが大切になってくるのてはか

がという気がするわけです○そういうシステム

を作るとし)うことが葛つ大事だと思います。

それと、私達が今一番しなけれはいけないの

は、既存のサービスにはとらわれずに、一体自

分達はどういう鰯をしかのか、望ましい生

活を基軸=してニーズの有事を考えていく事だ

と思し)ますっそうすると、今あるサービスの欠

点が見えてくると思います二日分達の望計ノい

生活をイメージして、そのためにどうするかを

地域の共通課題として考えていくということが

急務だろうと思います。

それともう一つは、そのサービスを利用する

ことが敗北感を味わうことだっ卑)、屈辱忠を

持つようてはこれは利用てきません詳はり利

用の仕方がはっきし)わかり、そしてそのことが

屈軸を持った。、恥ずかしい思いをするよう

なサービスの提供てはためだということをしっ

か。わかっていき和と思います。問が参。

ましたのて、第一回目はこのくらいの発言(こし

ておきたいど思います。

(古屋 和雄)

あ。がとうございました口ます井上さん二基

本的なあ考えを持していただきました。人間

らしく自立するためにショッピングクッキン

ググ)一三ンクというお話があ。ましたけれ

ども、働き盛。にいる男ク)代表としては、ショ

ッピングはできかわ、クッキングはできない

わて、既に自立してかというような事を配

ざるを得ませんが、医療の襲付けが培いとなか



なか出来ないというお話が有りました。そこで

矢島嶺さんの方かう、地域医茂や在宅福祉もご

専門でいらっしゃいますし、診療所で農村の現

実などもご存知だと思いますので、在宅を徹底

するなちどういう事が必要なのかさまざまなお

考えがあると思いますので、そのあたりを含め

てまずお話をしていだきたいと思います。よろ

しくお願いします。

(矢島 嶺)

私は往診を主としてやる中で年寄りがどん

な事で音を上げているか、あるいは楽しく死ね

る年寄りも時にはいますが、そんな事を思い出

しながらちょっとお話します。

基本的に私は、死ぬ間際に人々の愛情を感じ

ながら「グッバイ、サンキュウ」と言って死ね

れば最高だと思っています。それかち訪問ケア

ーとか、適所ケア一。家族介護から社会的な介

護へ内容を移すことによって自分の家で死んで

いく自宅死、自宅死亡率と言ってますが、そう

いうものをどうやって増やすか等が当面の問題

だろうと思います。私は体験を通じて少し切り

ロというようなものを

話してみます。 プロフィール

まず、家で死んでい

ける率が多くなるとい

う事が、日本の在宅福

祉と言われているもの

のひとつの指標を示し

ているものだと思いま

す。そこに殆ど集約されているのて、自宅で亡

くなっていける方がどの位いるかという事は、

いまはやりの言葉で言うノーマライゼーション

的生活の達成度でみれば、なかなか実際に上が

っていけません。政府がゴールドプランを作成

して、 6兆円これから出すと言っていますが、

うちは壬に家で死んでいける人が益々少なくな

っているのが現状です。本当のところ政府はゴ

ールドプランで、家で死んでいかせることは最

初から目標にしていないのです。本来なら公的

補助金などを、施設かち帰ってきた人に介助金

あるいは障害手当金として出すべきですブ病院

とか中間施設老人ホームへは、 300万円近いも

のを国がl人に補助しています。家に帰って来

ると殆どタダ。

もし300万円近いものがつれあいとか嫁の手

に渡れば、家族介護の経済的な側面をバックア

ップすることになり、やる気を起こさせるので

はないでしょうか。

年寄りが居る家庭とそうじゃない家庭は、外

から見るだけで経済的に差がある事がわかりま

すね。寝たきり婆さんが家にいる人の旦那さん

(矢島 嶺)

1933年長野県東部町生まれ言吉川大学医学部卒

業。医学博士。信大医学部第一外科、依田悪病

麗々長等を経て、昭和60年よi)武石村診療所を

専門領域I五言的部外科、地域医療、在宅福祉、在

宅医療。現在全国国保診療施設協議会理事、長野

県生涯学習審議会委員他」

は、かたい役場に通って来るの聞、型の軽ト

ラックoお婆さんがいか人は1800ccのカリ

‾ナで来る。それだけ自分の子供にかけるお金

とか、経盾活動を切り詰めなくてはいけない。

ですから70歳以上の人にはやっぱ。補助金を出

すべきではかてしょうが。そうでなくては在

宅ケアーなどやっていけかと思います。

今、家族介護のカが急速に落ちています。例

えば、つれあいが見ている年寄りは、以前には

10軒位ありました0今殆どl軒か2軒ですね。

きちょうめんに爺さんが婆さんを見ている蝦

などは、見ているだけで緊張感が溢れてきます。

その誠実な態度にはついぞもらい泣きしてしま

います。自らはソクラテスみたいな顔をして、

ひょろひょろとして、日と目をくっつけなカら

めやにを取っている姿をみると、これは在宅ケ

アーだとつくづく思う。二人の年金が合わせて

7、 8万円ですかち、お婆さんは近くの老人ホ

‾ムへo爺さんはその間、東京の縦貫のところ

へなんて別れ別れにさせられているoこれが実

態であって、日本の福祉、種福祉というのは

ますます貧困化していると言うことはもう明ら

かですね。

私は往診をせっせとやる。家で死んてもらい

かと言うか、ノーマライゼーションのための、

私のこの考えに基づいてやるわけですけれども、

‾番の問敵は本人預ることながら、それを

見ているつれあいと嫁の問題ですね。私はか

か1帥軒ぐらい往診に行きますけれども、

本人を見ると同時に・もう1人のつれあい覗

なければし理か。あるいは介護人を見なけれ

ばいけない。二重の責め苦を負わされるわけで

す。本人の脈をとりなから目はいつでも介護人

のほうを見る。こういうことをして励まさない

限。、とうてい今の年寄りは家に居られか。

これが問題なんてすね。

私は幸い老人介護をしている嫁さんの味方を

するために、できるだけ大けさな身振りで大き

な音を立てて「こんにちは」と入って、近所に

わかるようにしてその家に往診に行くことにし

ています0 3、 4人看護婦を連れてみんなに白

衣を翫て、できるだけ大きな鞘を鳴らして

「こんにちは」。そうすることがその家の嫁に

とって非常に大きな励ましになるのです。 「私

は年寄りを家て見ているよ、近所の人わかるか

い」、こういう事なんてす。そういうような配

慮をしない限りファミリートクターとしては失

格なんです・寝ている本人とそれを支える家族

をどうやって助ナていくか。これを毎日やると

いう事が非常に大切なのです。

家屋の環境が悪くて、 90歳ぐらいの婆さんに

なると、皆か和典のほうで雇ているのです。

そばにあるのはテレビ。ビデオじゃあ。ません

よ0弁当が枕許においてあって尿瓶が転がって

いる。ポータブルトイレがある○ポータブルト

イレなどは用が知い時には上にお膳かなんかが

のっているけれど、そのような鵬て家の中て

寝ている人をどうやって慰めた。するか。年寄

りというのは成人茄ですo成人病はI台らかし、

すぐ死なないというのも特徴です。治らないし、



すぐ死なないし、予防も出来ない。これがやっ

ぱり成人満の特徴である限り、家でそういうの

を背負いながら楽しく暮らせる、孤独で無い感

じを持たせる、これがやはりこれからの成人病

対策、つまり年寄り対策の基本なわけです。

これかちの医療関係者は治す必要はない。医

療診断書と血圧、それから聴診器をもってヘル

パーさんの先頭にたって歩く。これがこれから

問われる医者の役割ではないでしょうか。そう

いう人達の自立性を高めて人間ちしく生きても

らうには、各種のケアーが絶対必要です。特に

往診が必要です。井上先生が言いましたよう(こ、

往診なくして家で生きていけない福祉と言うの

が、日本のように貧困な時(二は、医療の力が相

対的に大きいと思いますcおそらく福祉が十分

になってきますと医療というのはその中の一部

になってくると思います。早くそうなって欲し

いですれこれからの医者の役割は、死んだ時

に手早く死亡診断書が書ける、これが大事なの

です。家の人も承知しているわけだかち、気持

ち良いままあの世へ行けるように。年寄りとい

ぅのはだいたい風呂か便所か寝床で死ぬわけだ

から、 95歳ぐらいになってあの世へ送れば最高

こういうふうに考えますね。

それから「出前の福祉」と言っていますが、

役場の福祉係が出ていって、家の構造だとか各

種の手当金などの申請のし方を入れ知恵をして

やる必要がありますねぅ自分で申請書を出して

くると、役場の役人は「何でそんなことを知っ

ているのだ」とか言うのですね。 「どっかち聞

いた」なんていうんですね。やっぱりそういう

事を知らせて、本人が申請をするような努力も

させてやちなければいけない。それから福祉活

動と医療が一緒にならなけれ上白、けないし、入

浴、リハビリなども非常に大事ですねっ

長野県には音)ハビi)師が武石村と箕輪町の2

町村しか居ないけれども、若いリハビ)師が

「小林さん」なんて入っていくと嬉しそうに・

眩しい顔をして見ています。そして後ろのほう

から抱き抱えて、 「どっこいしょ」と言って股

の間に手を入れたり、おっぱいのあたりを「ぐ

ゎっ」と持ち上げたりしてじっと目を見ている

と、やっぱI)体は治るとは思いませんけれども、

心の昧癖は十分治すことができると思います0

心の麻痺というのはとても寂しげですねe生き

ていてもいやだ社会的な生きがいもないo

そういうところへ行くと、理学療法のリハピ

l)というのは今後もう少し盛んにならなければ

ならないと思し、ますね。若い理学療法師がヘア

トニックをつけて、 「はっ」と入っていって目

を見なから「こんにちは」なんてやりますとれ

すごく嬉しそうですね。私が行っても「写真屋

さんかい」って顔をして、まるで全然役に立た

勘〕と。若い′清パキとした人が白いものを謡

て名前を呼んで抱きかかえるようにして触っ

てあげる。手当と言うのけだいたい手を当てる

ことなので、や(より当てないと意味がないです

ねっ手を当てながら「どっこいしょ」と。「頑

張れよ」と。これがやっぱり人なのではないの

でしょうか。

そういうようなことで適所型のケアーをやると

それと同時に寝たき。の人を連れて来なくて
得られない愉快弼間ではないてしょうが。ご

はいけ航つまり種の瑚ケアーと漸聖
飯を食べて帰してやる言ういう適所ケアーが

のケア一、託老言机が非靴大事です。寝た
今とて泌要で、特に重症タイプが必要です。

きりの人が家にいたのではつれあいや嫁梱る言れをやらかかぎ出拘日本の寝たき。

外に弛れないし、疲れるし、孤独感にもなるo老人は減っていかないでしょう姉弟よそうい

しかも人の理解を得られない訳ですから孤独と
うふうに思ってやっているつもりです。

の戦いを強いられていますね。たまには室蘭だ
今、困ることは特。自身、あるいは医翻

げでも、患者や年寄りが家に唇ないて欲しい。鯖白身が、手当てをしたり勧したりすれば

いつまでも健康でいられる幻想が制度的に作ら

いう事は、寝たき。の老人を減らす事になり非
れていて、その中に巻き込まれているせいです

常に大事なことですねo今・適所型ケアーて、ねc集団検診をやれば長生きてきるとか、こう

B型のケアーと言うのをやってますが、少し軽
いう事が更に老人随を靴させているのたと

い人ですo天気が良いとゲートボールをやった∴∴思います。

り掌など取っている軽い人は、あまり連れてく
それから耗医療の問題点としてはその他に

る蝦が和と私購います〇度ていて、鵡
どんなことがあるか3それはつれあいだけの者

が有るか集いか分からないような人を連れてく
人世制ぐんぐん減っている事と、嫁の経済居

る言れが大事ですねo家族にやらせると連れ
動が盛んになってきて嫁さんは外曲る。その

て来ないでかせておくので我々職員が連れ
間輔りは更に孤独化する。私は家艇に基づ

に行く時は3人1組になって行くんです0か
く耗ケアーをさらに進めると言うのIま、歴史

かそういう家には歓がいて家に入れかよ
の必然に合っていかと思うDやは闇甥

う(こなっていて、工人が大にパンをやって後の
性と同じように経離勘をして、本当の意味て

2人がねたぎりの人を敷布ごとつつみ込むんで
の男女平等の中の愛情を通じてひとつの家庭を

すね。車のリフトなんて役に立た塙そうい
作る。その間年寄りを社会的にみていく。家に帰

うふうに連れてきておむつをとってみんなて寅
ってきたら年寄りとの心の交流だけを担当しな

さんの蝿を見た。する。あの人は猥談が好き
から、良い間柄を作っていく。昭的な生活勤

ですね。やっぱり生理的な問題が非常に楽しい

ように話せるのですれ95歳ぐらいのお婆さん

に「お婆さん処女はいつなくなったのですか」

というと、恥ずかしそうな顔をして「19の春か

なぁ」といって話す余しさe家に居てはとても

作の竣功は、やは。社会がしていくと言う方向

が、近代国家の必然だと思っています。それが

出来ていませんね。

それかろ孫が問題ですね。最近は管理社会で

徹底的にいじめられた孫が年寄りを敬うことは



なく「婆さん死ね」と言うしか知らないcた

かち年寄りと孫との交流がまるで無くなって、

そのために自殺する年寄りは多いのです。日本

の自殺する年寄りは多世代所帯が多いですo老

人ホームに行きたがる世帯の老人は、多勢の家

族と過ごしていて人間関係が悪い家庭が多い0

そういう事が私たちの村でも見られます,最近

は老健法によって3カ月位たつと病院から追い

出される。 MRSA (エムアールエスエ‾)に

は感染する。その上病院かち出されて何処へも

行きようがなくなる。老人ホームもデイサ‾ビ

スも拒絶する,そういうふうに医療そのものが

作り出した影の部分を背負いながら、老人が家

に住んでいかなければいけないという、非常に

困った問題が出ています。

それから往診しない医者が増える。家で患者

をみていければ食えるからですね。人間という

のは理想のために行動するのではなくて、食え

るかどうかで行動するのか基本なんです。医者

もそうでインテリかと思うとなかなかそうも

いかないのです。

それからヘルパーの訪問活動が少ないっ しか

もヘル/トさんは長野のように身分がはっきり

していない隣りのおばさんだから、家の人も来

てもらっても困るんです。布団の綿は来る前に

早く縫っておかなければいけないし、錫の頭は

すてておかなければいけないし、なかなかうま

くいかなし主ヘルパーさんも身分保証をしっか

りしてプロとしての仕事をはっきりさせていか

ないとうまくいかない、そんな感じがしますo

ぁと浸たぎりについて話します。潅たぎりの

腺因は何か。厚生省は脳卒中と骨折だと言って

います。私は違うのではないかと思うのです0

家で寝たきり(こなる原因は閉じ込められている

せいだと思うのです。その閉じこもる一番の原

因は何かと言うと、老衰と軽い体の障害つま

明通梗塞だとか軽い骨折などは、家の者に見さ

せなければ寝たぎりにはなちないのてす。家の

者に見せるとどうして潅たぎりになるか。 5、

6年は一生懸命に見ますが、 7、 8年たつと家

の人は疲れて、早く寝てもちいたいと思うし、

その数年後には早く死んでもらいたいと考えて

くるんです。とても情けない日本の福祉なんで

す。しかし、そういうふうに考えても私は非難

できない。批判する気は全然なく仕方ないと恩

ぅ。それは双方で支えるというのが私達の仕事

なのです。あまりしつこくおしめを取り替えよ

うとすると、家の人がお手上げになって、そう

いうふうにすればするほど老人ホームに行く人

もいるし、我々の価値観と家に居る人の価値観

とはかなり差がある。そこのところを十分考え

ていく必要があります。

私達が訪問活動や適所活動を実践して、 10年

たちますけれども、最初の頃は家で亡くなって

いく年寄りの率が3割だった。今7剖ぐらいに

ァップしています。やはり家で死なせることは

良い事だという価値観でいろいろな訪問活動や

往診をすると、そういう事が出来るんです0私

の村では老人ホームの予約者はこのところ築く

なって釆ました。今のところ今年も0です-で

も「老人ホームは来年の3月に空きそうてす_音

と言って、 3人位待ってし、る批あります。こ

の事は、 「未年の3月3人死にそうです」と言

っている訳です・こういうことしなくても、家

て暮らせる可能性が少し出てきています二村て

さえもやれぜ出来るのです。費醒かけても大

棚を含めて1億円足らずの出費て、委しして

家二死んていける事かてきるとなると安いもク)

てはないてすかノ小さな村の1年間30億円価の

預の内1舶くらい民生費や福祉にかけても

掌くだないんてはかですか言臓税の3%な

こけ何処へいっか。どうせアラビアの)毎の中

にほう。込まれたっしいけれとも) 3%はやは

捕。のために尽くし、使い、マンパワーを

棺やしていけは輔車に家て死ねることくらい出

来ると思うのです◇今話したことは、家族か居

て、家で死ねるかどうかの関越一今其のは家族

が唇なくても自立できて、そのまま家て死ねる

かどうか問題ですけれども、ここはなかなかク

リアーするのは雑しいか乱れませんぐ今のゴ

‾ルトフランてはとうてい紅型な事です。窮l

回目の話(よそんな事ていろいろ実情を話しまし

たこ

プロフィール一一一一・-・〇・-._.

(古屋 和雄)

どうもありがとうご

ざいましな

消費税の3%は何処

へいってしまったんだ

ろうかというお話、こ

れもがか)大きなお話てすが、用度として様々

な困難な切実の問題をかいくく。なかっ、見よ

窮先生のユーモアてお年寄。と接するという

事が、しかめっつらをする日ナてなくて、人の

ふれあいみたいなことて、何かをきっかけに楽

しく見ちれるかごうがということも、窪駈大き

な話てはないかと思っていますご∴麦て語需舌

を聞きたいと思います。

さて、 2人のお話を受けまして樋口さんから

お話かただくことにしましょう。樋口さんお

願いします.

(樋口 恵子)

この中て芽上さんとは普からの1胴でござい

ますし、矢島先生は私の友人が同じ村に住んで

いて大ファンなんてす◇今日初めてお会いする

ような気がしないで久しのに心の恋人にあ

ったような感じですc私も猿譲が好き(こなって

きまして、この頃ぼけた証拠かなと思ったりし

ます。また3嘱円の予算の中かち増田をがナ

bしぼここまでてきるという矢島先生のお悪、大

変忠銘深く聞きましたっしかも介護というのは

(樋口恵子)

1932年生まれe東京大学卒業」時事通信社・学

研・キャノンを密て現在詩論家一東京家政大学数

段「高齢化社会をよくする女「iの会代表東京都

女問題協議会委瑚多数の奮議会委員も務める。

首書に量った一度の女の人出、子女と男の老友
学」他多数→



家族、嫁さんがすることではなくて・社会的に

みていくのか基本であるというその結論には全

く賛成です,在宅死が3割かち7割に増える中

で男と女の見方の遥いがでてきます。在宅死

が増えたということは地域の医療関係者、地域

の医師にとってはこれはもう本当に勝利以外何

物でもないだろうと思います.在宅死が増えて

いく中で、私は何処かでやはり嫁さんの涙が余

計こぼれているのではないかと思わざるを得ま

せん。現にヘルパーさん達が行こうとすると、

その家は鰯の頭をかたすげておくのでかえって

忙しい。ヘルパーさんが来れば「あそこの嫁さ

んは骨休めしている」といわれるし、またヘル

パーさんも地域によっては必ずしもきちんと訓

練を受けていない人もいます。

いってみれば日本人というのはいじめが好き

なんですね。 NHKの『女は闘魂があれだけ

もてたんです。ここにNHKの方がいらっしゃ

いますが、 「女は度軸がどうしてあれだけも

てたかというと、いび)の場面になると視聴率

が上がるんです。情けないじゃありませんか。

人によってはヘル′トさんもまたその村の人で

あったりするのです。 「あそこの家は年寄りを

粗末にして、後ろかげの部屋において、何日も

掃除していないし、ポータブルトイレがお膳の

上にのつかっていたよ」などと小さな町や村の

中でいいふらされたら、本当はヘルバ‾さんに

来てもらいたいと思っている人からさえ「いい

え、結構でござします。福祉のお世話にはなり

ません」という言葉が出てさても無理もないと

思うのです。またどんなにヘルパーさんが増え

ようと、医療の支えがないと仕事ができないの

です。

ヘルパーは死亡診断書が書けないのです。死

亡診断書が書けるのは、常時見ていた人ではな

く医師です。あれは医療法によるのですか。

(矢島 嶺)

医療法です。

(樋口 恵子)

では、国全体の制度ですね。 24時間以内に診

療していた医師でないと死亡診断書は書けませ

ん。書けなし、とどうなるかご往診していない医

者でも、さすがに人が死んだと言えば来てくれ

ますけれども、常時見ていないので書いてくだ

さるのは死体懸葉書というものです。何もなけ

ればそれで済みますが、たまたまそのお爺さん、

ぉ婆さんが′くプル経済がほじけてもなおかつ何

倍という土地の所有者であり、相続争いもある

らしいとなると大変です。なかなか墓場までた

どり荊ナない。 「三途の川」を渡るには、それ

がおくては死ねない、よい医療が必要なの

です。

私たち受け手の側で福祉を阻むものは何かと

いうと、住民の意識ではないでしょうか。ヘル

パーさんが来ると、 「あそこの家の嫁さんはさ

ぼっている工「あそこは粗末にしている」と言

ぅ。日本はついこの間まで貧しかったから、病

院で死なせないで家で死なせていたのですか

それも風呂場か便所でいつのまにかコトンと死

んだ出た。全国各地へ散らばっている兄弟が、

死んでから呼び戻された。すると、ここから問

題が始まるのです言何でもっと早く知らせて

くれなかったの」とか、 「医者にも見せず死な

せてしまった」とか、 「ねえさん何てもっとは

やく病院に入れなかったの」と言うんですね。

これを「遠くの親族コンプレソクス」と言うそ

うです。 「遠くの親戚コンプレックス」と言う

のは、自分がふだん看ていないというコンプレ

ックスで、これがあると逆に身近に居る家族や、

介護者に対してみかたが悪かったのてはかか

と攻めるわけてす。そういう状況から私たち-

人ひとりが解放されていかなかったら、どんな

に良い制度が整っていても、心を聞いて家庭の

中にそうした制度を取り込んでいくことは出来

ません。

家の中へ入っていくという事は村や町ではか

な。難しい事ではないかと思います。矢島先生

のおっしゃることにはほとんど賛成ですが、 l

つ反論があるとすれば、介護手当を嫁に払えば

それで解決がつくのかということです。これは

とても大きな問題だと思います。貰った方は、

良心的な人であれば気が重くなって嫌になって

しまいます。良心的てない人にとっては、金さ

え貰えれば家庭の中はどうまく密室になる所は

ないのです。もしかしたら、理想のように思わ

れている韓という高齢者の居場所は蛸い

かんによっては、体裁の良い、優しき名の恐ろ

しし密室になってしまうかもしれません。

精神病院でも特別老人ホームでも老人稲で

も、良い病院、悪い病院を見分けるのにいろい

ろな方勧であると思いますが、 1つの大きなバ

ロメーターは、その施設が社会に開かれている

かどうかということですo入居者のプライバシ

ーをきちんと守りながち、かつボランティアな

どいろいろな人の出入りのある施設は良い施設

だと思います〇ところがプライ/くシーの壁によ

って一番密書化しやすいのは、実は家庭なので

すoその中でお年寄。がどの様な処遇を受けよ

うと、プライバシーという堂はなかなか破るこ

とはてきません。また、そういう輩があるから

こそ、家庭とはある意味では楽しいという面も

あるのです。何もかも村人の目にさらされ、何

事にもずかずかと踏み込んでこちれたら、たま

ったもんじゃないと思います。

私はいつも介護者の嫁、介護者の妻の立場に

なって物を言う人間でございます。それでいな

から、私はこの間1つ大きな失敗をしてしまい

ましたo私の恩師に当たる方が80歳を過ぎてリ

ユウマテで10年、苦しみの中で寝たぎりになっ

ていらっしゃいます。その地方(こ行くたびにお

見舞いれますが、その時はとうとうお見舞い

に行くことができませんでした。そのお嬢さん

に「今、具合が悪いし、家も来ていただけるほ

ど寄掛こなっていかのて」とほとんど拒否さ

れたのですo病で病みがあり、それで在宅で療

養したいといったら、人手がどれだけかかると

思いますかcそのお宅は3人を雇い交脚でみ

ていちっしゃし〕ます。今まで私は介頚している



す。 lつは日本は「在大家族」だということで

す。誰か主たる介護者でケアーする人が居ると

いうことを、在宅の前提としております〇北欧

においては居るといっても、それはよれよれに

なった配偶者だけですっ同じ程度に弱った配偶

者であって、嬢と同居するということは、都市

生活においてゼロと言って間違いありませんo

仮に子供が居るとすると、それは未婚の実の子

どもが同居している場合です。しかし、その未

婚の子どもも勤めているのか当た胴了ですe

この間、東北地方で共動きと両立するデイ

ヶァーセンターを追っている町がある革を知り

ました。そこは保健所と町がいっしょになって、

大変よく機能しておりました。まだ週休2日割

は実現していませんから土曜日まで含めてフル

タイムの共働きの家族が、デイケアーの送迎だ

けは自分たちでしています。北欧(こおける在宅

は老夫婦か1人暮らし老人が、ぎりぎりまで在

宅でいけるということがlつ。もう1つは住宅

の「宅」がたいへん適うということです。継続

性の原則、次に自己決定権-どういう生き方を

するか自分が決める、 3つめが残存能力を生か

す。この3つがノーマライゼーションの3原則

といわれていますちショッピングやクッキング、

ク」) -ニンクなど言残存能力を生かせるような

住宅設備、さまざまな自動器具が与えられi再

いきなりタメにはなちない訳てす0そのような

住宅改造、そのためのOT (作業療法士)など

人手がふんだん(こあるという事です。私はこの

間膝を痛めて、つくづく日本の住宅というの(お

人が一番大変といいながら、 「先生おかわいそ

う」 「先生大変」 「先生お気の毒」 「先生お元気

にお成りになって」といっていたのですね。も

う60巌近いお嬢さんが自身病身で、皆が常時気

帝ち良く鋤いてくれるようにする心労が、いか

に大きいものかという事を私はつい忘れていた

のだと息いました。 「お嬢様大変でございます

ね」だけど「どうぞ先生をよろしくお願い致し

ます」と。勝手なことを言うと思われだと思い

ます。ですから私は、矢島先生のように脈をと

I)ながら介護者を見ているという、こんなお医

者様は本割こすはらしいと思います0

お見舞いに行く人も、高齢者を見舞いながら、

介護者にも目を向けてほしい。寝たぎりという

のはいろいろとあって、何もただ面倒を見てい

れば良いというものではないのです。高齢者と

いうのはただただ老衰するのかといえばそうで

はなくて、実に多様な病をあつくし触れちれれ

は痛い、血圧も上がる、という具合に次から次

へと病気も出てくるのです。高齢者は老妻で

病気しないなんて本当は嘘だと思うのです言、

ろいろなお年寄りを見ていますと、急性の病気

もあります。そうなった時家族がみきれるので

しょうが。家で死ぬ事も一方でとても大事なこ

とですが日本の在宅のノ‾マライゼ‾ション

と、西洋諸国、特に北欧諸国で広がっている在

宅のノーマライゼーションとでは、 2つの決走

的な違いがあるということを申し上げて緋ブリ

たいと思います。その在宅という意味に、日本

と北欧とでは決定的(こ違う2つの意味がありき

トイレひとつとってみても、心身の不自由を伴

った人間が・自立して生きていけるようにはな

っていないと思いました。ここの会館のトイレ

もどうなっているのでしょう言羊式トイレの無

いところへ講演会て呼ばれたこのひと月の私の

苦痛3特に座る時は点いてすけれど、立つ時の

姿cもうこうなったら猥談するような年にな。

ましたので恥も外聞も好く、ビデオにとって

かて見せてあげたいo私はこの間2つ3つの

公民館の機材を破抵してきました。つかまると

ころがなくて、手洗いの細いパイプに私の体重

でつかまるのですから・そのパイプはぐらぐら

とゆれて、中には折れたのがありました。それ

から・ ′叫プも無いところでは、トイレットペ

イパーのペイパーホルダーにこの体重でつかま

りますから、ペイパーホルダーの止め金が外れ

てしまいました。つまり心身の不自由を伴う

人々が生きやすい住宅、生きやすい町外に出

られやすい町、そうし、う事が日本のノーマライ

ゼーションと同じといいながら、かなり大きく

遣うのだと申し上げておきたいと思います。矢

島先生のおっしゃることには99%賛成です。て

も、パネルディスカッションですから少し反対

しないといけませんね。以上です。

(古屋 和雄)

ありがとうございました。 3人の方にお話し

ていただきましたo先ほど「遠い親戚コンプレ

ックス」と言うような言葉を初めて伺いました。

お嬢に行ってる娘達はやは。遠くに居ますのて

心配も有るんでしょうけれども、お年寄。を直

接看ていらっしゃるお嫁さノ」に、いろんなこと

が言いたくか)ますoそういう時に、本当にお

年寄。の事を思うのなら、看ている人が一番偉

いんだというような気帝ちで看ているお嫁さ

んを大事にする事が、詩局お年却)が良い顕し

て看てもらえるのだと思います。なかなか肉親

となりますと、そういう気持ちが冷静にならな

いかもしれませんけれども、そういうような事

がとても大事だというようなことをお話した事

もありました。

これで3人の方のお話を一通り伺ったわけで

すけれども、今お話に出てきたようなお年寄り

自身の問題とそれにまつわる間愚つまり雇た

ぎりでなく、寝かせきりではないだろうかとい

うようなお年寄りの問題と、それを介護してい

る人達をどう手助けできるか、 2つあろうかと

思います〇家に入ることがなかなか難しい。そ

のへん・ NHKドラマを引き合い(こお話になっ

て、日本人はいじめが好きだからとかありまし

たけれども、そのことで「番苦労しているのは

井上さんではかてしょうが。直接ヘルパーと

して各家庭に入る立場で、ご苦労も多いかと思

うのですが、こんな所はどうお感じになるでし

ょうか。

(井上 千津子)

私もヘルパーをやり始めた頃は、やはり入り

にくかったですね。そして私自身もヘル/トと

名乗ることがむずかしかったです。確かに受け



手側にはヘルパーに来てもらうことや、サービ

スを受けることが恥という気持ちが強くあった

のです。私も「玄関からてなく裏口から入って

くれ」などと言われたものです。制度サービス

というものは生活の中に生かしていかなければ

発展しません。社会的な援助を受けることへの

苦手意識を、まず受け手側がとつばらうという

ことが一番大事ではないかと思うのです。サー

ビスを使うと同時に、制度サービスを創る側に

まわっていかなければいけないのではないがと

思います。ヘル/主の一番大事なことは、先ほ

ど樋口先生や矢島先生もおっしゃっていました

が、家族の介護をしていこうとする恵息を固め

る。そしてその介護を認めてやるという部分が

とても大事なことなんです。そのためには介護

を楽にしなければだめなのです。介護を楽にし、

その家族の意思を尊重して介護を継続していく

というのが大事だと思います。

(古屋 和瑳)

実際には8割が女性が介護者であるわけです

が、 2割は男性が女性を看ているという事にな

ります。男性が看ているというようなところへ、

ヘルパーさんが入るというのは、かなり難しい

ところがあるんでしょうが。そういうことはな

いのですか。

(井上 千津子)

やはりその家庭で誰が寝ているかによって問

題も違います。つまり女性が寝ているのか、男

性が寝ているのかによって問題も非常に違って

くる訳です。女性が介護している場合というの

は、ヘルパーの出番が遅いのです。自分が看れ

るだけ看ようとして、ぎりぎりのところまで我

慢してしまうのです。その点、男性が介護して

いるとヘルパーが入るのが当然とまわりも思っ

ているのです。そうして「ご苦労様。あのお宅

はご主人が一生懸命で」と言うのですけれど

女性の場合はぎりぎりまで我慢してしまうので、

健康をそこねてしまっているという状態なんで

す。男性の場合は家事から始まって介護すべて

をヘルパーが担わなくてはいけないと言うこと

になります。ヘルパーの申請が上がってきます

と、どっちが寝ているかということが最初の問

題なのです。そして、 「女性よ」と言うと「そ

れは大変だ。 〇一人で行くのは大変だ」と言う話

になるのです。 「男性が寝ているよ」と言うと

介護する労働の面では大変でも、いくぷん介護

の方法も分かるだろうし、家事は出来ているだ

ろうと思うし、……。援助するのも方法がある

訳です。

(古屋 和雄)

私もこの9月に「NHKスペシャル」の中で

漂たぎりのお年寄りにインタビューしたり、ア

ンケートもさせていただきました。その中で例

えば、排泄とかそういうものはぎりぎりまで自

分でしたい、できればおむつにしたくないとし)

う切実な思いをおっしゃる方が多かったわけて

す。そういう時に、お年寄り自身の気持ちも分

かりながら、プロというのは手際が良いと言う

ことだけてはなくて、人の心も含めた教養のよ

うなこともきっちり身に付けたヘルパーさんと

いう意味では、相当大変なお仕事だろうと思う

のですがいかがですか。

(井上 千津子)

ヘルパーの専門性と言いますと、そのあたり

が問われるところになる訳ですが、確かにテク

ニックはきっちりしたものを拝たないとだめで

す。苦痛を与えず、さりげなく、手早くやると

いうことは大事なことなんです。よく年寄りは

「迷惑をかけて済まな叫と言います。 「こん

な仕事も、方か仕事もあなたにさせてすまな

い」と言うけれども、迷惑をかけられて靖匝

る許容範囲というか、 「仕事であ。、しっかり

できますからちっとも遠慮はいちかし、安心

してまかせてください」と言えることが私はプ

ロだと思っているのですe迷惑でないという事、

そしてそれを迷惑ではない形て返していくとい

うのかプロだろうと思います。

確かに介護と言うのは口で言うほどそう簡単

時ではあ。ませんoそして、うんちやおしっ

こが出たこと、排榔出来た事を「良かった

ね」、 「うんちができて良かったね」と言えなけ

れば駄目なんです0勅の頃は私も「神様、私

のとき樹ナはどうぞしかでください」と祈る

ような思いでおむつを取った覚えもあります。

ても、いつか自分も全面依存になり、その時に

こんな思いで介護をされたらたまらないなと思

いました。皆さんもいつか食べることかち排他

することまで他の力を僧。なければ生きられ

か日々が必ず来るのてす。その時にやはり廃

品扱いされたり、邪魔者扱いされたらたまらな

いという思いをしっかり持ちかですね。

(古屋 和雄)

矢島先生や樋口先生からもお話があ。ました

があえて99%の他の1%のところで、お嫁さ

んに在宅手当てなど、補助を出せばいし〕んだろ

うかと言うような、あえてという言葉が有。ま

したけれども、その辺も含めていかがですか。

(矢島 嶺)

実は喋らなかったことのl%が、樋口先生の

言ったあえてで実は全く同じなので喧嘩す

る気はないんです。私も嫁さんの奮闘というか、

自殺したくなるようなやり方を見ていてどうし

ても手を出したくなるo私達大体看護婦と往診

するのですが、看護婦は文句なく嫁さんの側に

ついてしまうのです。本人の側に付く人がいな

いから、私はしょうかない嫁さんと本人の2人

を一緒に診るということをするんです。 10軒往

診すると、 20軒往診したと同じ事になって本当

にくたびれてしまいます。

ぼけ老人を抱えている嫁さんに2ヶ月にl同

位集まってきてもらって、その苦労話を聞く会

を作ってお。ますけれども、 18人種来ます。ま

ず第工に苦労なのは何かと言うと、お婆ちゃん

が亡くなるだろうという時には、 「わたしの人



生は何だったのよ」と言ってほろほろと泣くん

ですね。まず最初に口をきる人がそう言う。そ

の次に「家の旦那が本当にありがとうと言って

くれると、私は後4、 5人でも看れる」と言う

んです。つまりものすごく孤独で戦っていると

いう事なんです。理解されない仕事というのは、

こんなにもいやなものかというのをつくづく感

じました。それを言うと他の17人がみんな涙を

流す。言う人が涙を流し、聞く人が涙を流し、

それで後の17人が全部言い切ると2時間ばかり

かかる。そうやって涙言庚でお茶が冷めてしま

うのです。私達聞いているものも涙を流す。で

も聞くだけなのです。やりようがない。 「今日

はこれだけの話をしたからまた来月から頑張る

か」 「じゃ一杯飲むか」と言って、 11時頃から

ビールを出してどんちゃん騒ぎをするんです。

そうするとおばさん達は飲むわ飲むわで「こ

んなうまいお酒は初めてだわ」なんて言ってま

す。そのところに保健婦が来て「じゃカラオケ

やるか」と言って、カラオケの道具を持ち込む

と耽れか故郷を思わざる」というような俺の

知らないような歌ぽっかり、じゃんじゃん出て

これでさっぱりするのです。 「翌日からまた頑

張る」とこういうことなんです。ですから男性

が「ありがとう」と言ってくれないと、今の嫁

さんは年寄りを見切れないんですよ。そういう

事が少ないから、我々が皆を呼んで頑張ろうと

しない限りもっていきようが無いんですよ。理

解されない孤独な戦い,これが大きな問題であ

って、家で死なせるためにはものすごく労苦を

っれあいに課している。そういう通日先生のご

指摘は、私がさっき喋ちなかっただけの話で、

本当にその通りでありぜんぜん喧嘩する気はな

いですねう

(古屋 和雄)

確かに「家で」と言うふうに、お年寄り自身

もおっしゃることが多いでしょうし、私の知っ

ている方も自分の親をずっと看ていちっしやっ

たんですね。若い頃仕事をしていたんですが、

老親看護のため仕事を辞めました。 l人娘だっ

たものですから、自分の家でお母さんを看てこ

られた訳です。ある時お母さんが亡くなりまし

て、私とたまたま巡り会ったとき、 「実は先日

母親を亡くしました。母親が亡くなったことに、

私は実はほっとしております」とおっしゃった

んです。 「ほっとした自分をなんて冷たい娘だ

ろう、というふうに自分を責めております」と

ぉっしやったんでね。それを聞いた私は、とて

も辛くてしょうがありませんでした。 「あなた

もう精一杯おやりになりましたから」と言うし

かありませんでした。その方が、先程樋口さん

がおっしゃるようにフルタイムで、共助き出来

るようなシステムの中で看られるというような

社会的な手立てが有って、仕事も辞めずにいら

れればいいなと。今はもう50歳位になられてい

ますから、今からもう1度どこかに勤め画すと

いう事は大変な訳です。若い頃に続けていた仕

事を続けながら、親御さんも看られるというよ

ぅなシステムがあればこれほどに自分を責め

るというようなこともなかったのてはかかと

思い・とても切ない思いをした記憶がございま

す。

やはり家族というものはその場所に居ること

が普通であり、家族の一員として認めてくれる

場てあるから、皆、家に帰りかのではかか

と思います。以前に、ある一人暮らしの女性を

取材した時も、やはり家に帰りかとおっしゃ

るんですo病院でも良くしてくれているんです

が、家に帰。たいと。そうして家に行ってみま

すと、ほとんど濠たぎりのような状態なんです

が近所の人達が訪ねてくる訳てすね言おば

さん帰って来たの」、 「おばさん何か食べる」、

とか何とか言う訳てす。その地域に帰ると、地

域の一員としてのおばさんというように認めて

もろう場があるのてはないかと思います。簸

てあっても、病院であっても、 1人ひと。とし

て認めてくれる人間がそばにいるかどうかとい

う事が、その人にとっての生き場所というかそ

んな事を恩いました。卓に「家に」ということ

ばか。ではかのではないでしょうか。在宅介

護をもっと良くするた卸こ施設の充実も必要で

しょうし、このあた。の考え方を私達も少し整

理しておかなくてはいけないかなと思うのです

けれども、樋口さんいかがてしょうか。

(樋口 恵子)

在宅と施設という二者択葛の形にする時代は

もう終わったのてはないかと思います。 「種

で」と言っても、ぎ。きりのところになった時

に、いろんな重い障害を括った人に、ヘルパ_

さんは、北欧など夜でもl日6回ぐらい廻って

いるなんてざらてす。また、最近できてきてい

るグループホームというのは少人数で集まって

共に住み、そして2時間体制で誰かが看ている

というや。方てすc特に、日本のように急激に

高齢化が進んでいく場合に、人手の問題とのア

ンバランスも有る時に、在宅で死ねる人はわず

かてす。今の様に75%が柄院て死んているとい

う状況は、後進性のあらわれでもあると一方で

思いますかう、在宅死はもっと増えて欲しいと

思います。

人間というのは・いろんな援助があれば、急

周たき。になってそのままというものではな

いのですc日本の寝たきり老人の中には、 「ボ

ランティア寝たきり老人」というのかあるそう

てすo世のため人のため家族のため寡たぎりに

なっているo寝た振。れている剛こ寝たきり

なってしまうoそれがちゃんとしたヘルパーさ

んの支えがあった。、仲間同士の助け合いがあ

れば寝たきりにならずにいられる。ある人に

「病院が遠退きませんか」と言いましたら、

「どんなに隣に病院が有っても、夜中に来てく

れという時に来てくれなくては集いものと同じ

です」と言われました0ある所では悌院が責

任をもって最後は見送。ますと言ってくれてま

すから・ 10キロ離れていても緊急の暗にかけつ

けてくれればいいん科と言われてしまいまし

た。

「方、ヘルパーさんが行くとしても、こっち



に4キロ、あっちに4キロ離れている地域だっ

てあるわけです。社会福祉の効率性ということ

は、それか月こ考えなくてはいけないと思いま

す。私はまとめて面倒をみるということがあっ

ても良いと思います。ただまとめるという時、

「お上の措置」としてまとめられるのか、それ

とも主体的な意思で、いろんな人達がいっしょ

に住もうという形でまとまっていくのか。これ

はこれからの家族のつくりかたとして、ひとつ

の課題として地域社会の中でそのようなグルー

プホームのようなものが出来るかもしれない。

私がこの前福岡市で見てきたのは、グノスチ

ャンとして、ミッションの施設などでずっと働

き続けた6大が、 (1人は外国人、既婚者は2

人、あとは独身)定年になって皆ばらばらにな

ったけれども、何かのきっかけでいっしょに住

もうという事になってひとつの家で住んでいる

のです。私はこれもまたひとつの家族の在り方

だと思いました。ごく普通の地域で同じミッ

ションに身を捧げた人達が、年金等である程度

蓄えが有りますから、それぞれ個室で皆が集

まる部屋、お祈りする部屋、お台所だけが一緒

でした。けれども88歳を頭に、皆少しずつ具合

が悪くなっていますので、公的なヘルパーさん

に頼んでいます。市のヘルパーさんも喜んで来

てくれるそうです。 6人がばらばらにいるより

まとまっている所へ面倒みに来る方が ずっと

効率が良いに決まっていますから。

そして、今度は自分たちのお金を出し合い、

隣の地所を買って、子どもが40人ぐらい集まれ

る小さな教会を建てて、子ともたちの世話をし

なから生きています。つまり、申し上げたかっ

た事は、小規模の範囲で、いろいろな多目的な

ことができる施設が望ましいという事です。し

かし、そこは子ともではないんですから、自分

自身で選びとった形でのさまざまなケアーセン

ターが出来て、小学校区の中にそのようなもの

があって、子どものころ公費て教育されるのか

当たり前だったように、年をとったら公費で世

話をされるのか当たり前ということが望ましい

と思います。ただし、その住まい方はそれぞれ

の自己決定権に基づくようになって欲しいと今

のところ願っております。

(古屋 和雄)

矢島先生も一生懸命に往診などをなさってい

ちっしやいますね。在宅であるということと、

それなりにバックアップするような、例えばデ

イケアーセンターとか、さまざまな拠点施設と

言うものを同時に進行しないといけない問題だ

ろうと思います。そのあたり先生はどんなお考

えをしていらっしゃいますか。

(矢島 領)

古屋さんの言われた通りであり、 lつめは家

で私たちが家族と共に捌ナていく, 2つめは、

家族が今段々おかしくなってきているから、

我々が結局助けていくという事と、それを連れ

出さなくてはいけない。この2つは、家で地域

で終生楽しんで生きていくお年寄りに対する不

可欠堰因だと思います。しかし、それには条

件があって、家族がいるという条件です。今後

家族が居なくなった時にどうするか。つまりゴ

‾ルドプランなるものは、今の年寄りをなんと

か他の施設に移そうというひとつのモクロミで

すけれども、皆さんがそれを-生懸命やってい

る。しかも今の85歳なり90歳の人達は、それな

りの楽しさというか、ある意味の安楽があると

思いますo問題は今皆さんが年をとった時どう

するのかという事なんです。

つまり、今の年寄りのことを考えていますけ

れども、実は自分の事を考えるという事が、基

本的に今の女性の問題なのです。男より女の方

がどうしても長生きするから、老人問題は女性

問題と考えて良いと思います0 3割位しか男は

生き残れない訳だから、その点では、女性問題

は老人閥と韓しているという事だと私は思

いますcやはり・各種の訪問活動を通じて家で

「頑張れ、頑張れ」と言って励ますと同時に、

家の人の介護労働を減らすために連れてくると

いう、この2本の柱のことを解決していくこと

が大事です。

私の村ではA型のデイサービス、 E型のデイ

サービス。つま。重症な老人とボケ老人、それ

とB型の少し軽い人たちを連れてくる。それと

ショートステイという短期入所です。この3つ

を「ふるさと創生」の1億円と、私たちの診療

所のアか)で建てたのです。 IO人とか15人ずつ

預かる事によって、ものすごく村の中が明るく

な彊す。年寄りが・福祉といわれる「施し」

という感じかう、 「それを受けても当たり前な

んだよ」というソーシャルなサービスで、社会

的なサービスという酌を持ち始めるのです。

最初に葛番抵抗したのは役場の職員てした。課

長様ぐらいの与0歳位の人達は頑固です。 「私が

し〕るのになんで年寄。を連れて来なくてはいけ

かのか」・ 「村の人たちに顔向けが出来ない」

とか言ってましたが、連れて行ってみると具合

が良いですね3それが当た。前になってしまっ

て、 「あなたも行けよ」「こっちもいくよ」とい

う)i、うになるんですDつまり、数年すると日本

の後進性はすぐに克馳来るし、やればいいと

思います。

それから、もうlつ言いかことは、嫁が年

寄。の世話をして困っているのは親戚と近所の

人ですc私も大嫌いです0親戚が前の方にずら

っと並んで、死にかけてくると私の方を見て、

「これが武石村の診療所のドクターですか」と

いうような顔を東京の人がする訳です。頼と

か東京の人が前の方にいて、じっと見ている。

私は心の中で「うるせ-」と思っているんです。

「俺だって東京に7年もいたわ」と思っている

んですけれども〇人は「名医」とは言ねなかっ

たけれども、俺だって名医の内だと思いました

が、教養がじゃまして言えなかったですね。

そのようにして「しろっ」と見る-啓と、

「病院に入れればどうかなったか」とか、 「C

Tスキャンを撮ったのか」と言って、ちらちら

嫁の事を言っているんです0私は死んでいく年

寄りの前ででかい声で親卿こ聞こえるように



看護婦と話をするんです。 「ここの長男の嫁が

いて、 5、 6年も看ていたから、じいさんはこ

んなに良い顔をしてあの世にいけるんだ、たい

したもんだな」と言ってやる。嫁さんは、陰の

方で泣いている。つまり、それほど孤独な戦い

をしても、誰も慰めの言葉を言わなかったんで

す。だんなはタバコを吸って、 「よわった。香

典はどうするか」とかしか考えていない。孤独

な戦いをしている我が日本の嫁族とつれあいを、

どうしたら私達が救う事が出来るのか。 ‾緒に

楽しい人生を送るのは当たり前の権利なんだか

ち、男だってもう少しなんとかしなければいけ

ないと思いつつも、どうもはかばかしく進展し

ない。それは、家族介護、家族愛に全部おっか

ぷせるという旧来の日本のモラルが、とくに60

歳以上の人達に根づいているかうだと′即、ます。

それに比べて、 40成代、 50歳代の人達は、考

えていることが契約的だと思います。共稼ぎで

自分の子供をばあさんに見てもうっているから・

「ばあさんがおかしくなったとき看なくてはい

けない」と言って、契約書こそ曹かな同ナれど

心の契約普くこハンコを押しているようなもので

す。まだそれでも何とか、家族がもっている。

今の若い人はそうはいかない。姫や舅がいると

嫁にいかない。そのような社会を「基本的に人

間性が堕ちたから、女性のモラルが堕ちたか

ら」とは私は全く思えません。それでいいと思

います。そうなってくると軋、ます。女性が男

性と同じように動いているからです。男性と同

じように女性が働いて自分の幸福をつかむ。経

済活動を盛んにする。そうすると、看る人がい

なくなるのが曇たり前になってきます。国がそ

うさせたんだし、我々だって好きでやっている

訳じゃない。我々を今後扶養してくれる子供な

どはとてもいないと思いますし、特に期待もし

ていない。そんな事を期待したら子供達が生活

出来ないと思います。こういった年寄り問題を

話しながら、片付けながち実は自分のローンを

どうするかということに話しをもっていくとい

うことが非常に大事な時点にきていると思いま

す。そのためのゴールドプランなどはまだまだ

ものすごく改善していかないと、とうてい出来

ないと思います。

つまり、今の老人問題というのは自分の問題

です。とくに女性の問題ということを考えると、

やはりこれだけ集まっている女性のパワーとは、

日本を変える力を秘めていると思います。そう

いう点て、ぜひ皆さんの今後の老人問題、自分

の問題に対するイメージをぜひ膨らませていた

だいて、やはり「子供には世話にならない」と。

自分達は自分遠で、ケアーつきの集合住毛を作

るか)、地域で住む方々を考える。私は85歳位

になって、山の中の老人ホームに行くというこ

とを実は考えてますけれど、もしかみさんが死

んだ時に山を見ると少しわびしい。向こうから

くるのはタヌキ位ではないかと思いますね。タ

ヌキがまん丸顔をして3秒ぐらいこっちの顔を

みて、どっかへ一目散と行ってしまう。そうい

うことを想像すると、役場の近く、診療所の近

く郵便局の近くにケアーつき老人集合住宅を

作る。それから廊下に行かなくてもトイレに行

けるようにする。その中でのうのうと暮らした

い。人が来ればお茶をいれて「泊まっていけ」

と言いたい。そんなふうな将来の夢を見なから、

それぞれの町村の都市部の小学校単位で自分

の家も良いし、そういう施設《こ行ってもいいし

という選択肢を広げるとし〕う事を、これか彊

ひやっていかなくてはいけかんではかかと

思います。

(古屋 和雄)

どうも有難うございます。

それぞれの方にとても良いお話をしていただ

されたoちょうど3時をまわったところて、

輔に厳しいNHKとしては、この辺で1扮位

休憩をしかと思います。いろんなお話が出ま

しなそこからもう少し広げて、私達は「老

い」と言うものをどんなふうに見ていったら良

いだろうか。或いは若者の、孫のお世話も摸

したし、それから男の話もでましたし、まださ

まざまなお話をしかという部分もあ。ます。

この1扮の間に、皆さんに質問を書いていただ

き、それも使いながち進めていき虹と思いま

す。

休憩

(古屋 和雄)

遅ればせながら花をつけて参。れた。これ

は繭で作ったものですね。このままいたかて

家に帰ろうかと思ってお。ますoこれかち鞘

も交えながら皆さんとご一緒に進めていき加

と思います。まず福祉計画を国が主導権をとっ

て今までつくって来たものを、これから市町村

レベルでやりなさいというような方向に来てい

る訳ですcそのような時にマンパワーをどうす

るのかと、人の問題をどうするのだろうかとい

うようなことを、自治体の責任者の人達からよ

く聞かれる訳です。お金の面も含めて人的パワ

ーを増やせるのか、増やせないのか。ヘル/ト

さんを増やすという事は、非常に重要な課題だ

ろうと思うのてすけれども、井上さんにそのあ

たりのお話を聞かせていただけますか。

(井上 千津子)

先程もお語数しましたように、ヘル′ト(こな

手が無し〕と言うんですよね。そして増やして

も仕事がないo本当でしょうが。私はこれは培

やせると思います。どうやって増やすかという

と、題債保証、身分保証、それが第一点だと思

いますo例えばご存知かと思いますが、ヘルパ

ーの年間所得が今年から318万円と国で決まり

ました。労働市場からみれば、 318万円でも私

は首をかしげますけれども、しかし318万円に

なった。この318万円の内4分の3というのは、

県と国から来ます〇回から4分の2、つまり2

分の1来るわけですoそれと4分のlが県から

補助金として来る訳です○ですから4分の1だ

け市町村が負担すれば則㌔ 100人増やしたと

すると、県と国かろ2億3千万円来るので



7500万円位の金額を市町村が負担するという事

になる訳です。年間100人が雇用されて、 l人

当たり318万円の収入が有るということになれ

ば消費もし、納税もします。そうすればそこの

市町村は潤って来る訳です。そのように経済効

率から考えても、きっちり身分保証をするとい

うことが一番大事です。可能性もあると私は思

います。市町村では「金がなくて」とか言って

おりますが、私は財政的なことを理由にはでき

ないと思います。 4分の3というものが、国、

県から来る訳ですから。そのあたりの事も私達

はわかって、広く主張していかなければいけな

いと思うわけです。

それと、増やしても仕事がないと言うけれど

もそうではないんですね。先程、矢島先生や樋

口先生がおっしゃっていましたけれども、ヘル

/トに来てもらうと恥ずかしいとか、そんな苦

手意識を払拭しなければなりません。 「あの家

で利用したち、あんなに便利だった。自分の家

でも使おう」という事で まず苦手意識をとっ

ばらって実態を変える事です。実態が変わらな

くては意識は変わらないと思います。制度、サ

ービスというものを活用するという事です。そ

して、その制度が使いやすいのか使いにくいの

か、あるいはもっとこうあらねばならないので

はないか、と住民皆がその制度サービスを作っ

ていく側にまわることが大事ではないかと思い

ます。そういう意味で仕事が無いなんて事はあ

りません。ニーズというものは、たくみに潜在

化していますけれども、顕在化させていくとい

う努力をする事によって仕事は有ります。

それと、寝たぎりになる理由としていろんな

ことがありますが、私に言わせれば、寝かせる

時の保証がないから、潅たぎりになるのです。

少し言い方がおかしいですが、朝起こす事はヘ

ルパーが行って出来ます。しかし覆る時に助け

手がない。 「寝かすとき困るから今から寝てな

さい」ということで、朝かち寝たぎりになる訳

です。ですから、寝かせる時の保証をきっちり

とするということが、私は1つのポイントにな

るのではないがと思います。ヘルパーが生活の

節目節目に訪問をして援助をすれば良い訳です。

今はヘルパーは朝の9時頃から、午後の4時と

か5時とかになっておりますけれども、せめて

朝の7時から就寝の9時まで そこまでヘルパ

ーが訪問する。援助をするとなればニーズは出

てきます。役に立つと思います。そのあたりか

ら改善をしていく。つまりそういう実態を作り

あげていく事、それで意識というものが変わっ

ていくのではないかと思います。

(古屋 和雄)

そのようにニーズを掘り起こしていきますと

それこそ10万人どころでは足りないという、と

てつもない数字にきっとなっていくでしょうわっ

そういう人達を、どういうふうに確保していく

がということがあろうかと思います。皆さんか

ちの質問がすごいんですよ。全国からお見えに

なってちっしゃるので「何かユニークなお話

がお聞きできたらと思います」という方にはじ

ま。 「具軸に、観矢島さんがおっしゃられ

な介護者への介護手当。入院すれば老人医療

賞与0万円以上かかるし、特別利用で老人ホーム

へ入国して虹7へ20万円かかると。豪族て利用

している人は何もあ。ません。樋口先生いかが

でしょうか」と言うことですけれどどうてし
ょうが。

(挺口 恵子)

確かに現在入所している人、それから在宅の

人との間に大変大きな格差があって、今まで在

宅鈍が何も痢ったのは事実だと思います。

「ゴールドプラン」が在宅福祉といっているの

は、それで結構なこと段ノ巳うし、もっと進め

てほしいと思いますoそれをお金でもらうのが

同んてしょうか、本当にoお金でもらうとし

昂、それは介護している人てはなくて、東京

都の場合は本人が受給者になっている。今かな

り金額が唱えて5万円前後で高いてすけれど

本人に渡しているのだからいいじゃかかと。

皆さま、介護手当をもらって家にいるとし星、

「体いくら貰ったらよろしいでしょか言桐

で居ますれ5万円ならいいですか。 10万円く

れたら居てもいいかもしれませんねつ

今、民間の有料老人ホームのことを「和老

人トム」というものですから、公的福祉でで

きている老人ホームは、きるて、無札の老人ホ

ームのように思われてしまいます。施設にいる

人は25万円出してもらっていると言うけれと、

これ軌によ。け。ですc私はこの費用負担の

あ。方は、もう少し考え直して良いと思ってい

ます。収入のある人は全額負極」例えば、テン

マ‾クでもスウェーデンでも、その負担に関し

てそうそう甘いものではあ。ません。イギリス

などは階級社会ですから、労働者糊と輔階

級と、使う言葉からして違います。その労働音

階骸のおかみさん、年金5、 6椚くらし)しか

か人が入っている施設が1しDKて、食事っ

さですと、邦貨換算して12、 13万円はどうして

もかかる。しかし、もらっている年金は5、 6

刑しかない、という時にはとうするかという

と、 5、 6千円ぐらいの小遣いは残して、あと

は全部納める事にな。ます。補足給付という考

えでその残。の部分は国が面倒をみてくれて

お。ます。日本は年金所得からきちんと自己負

担を取っていません。日本でそれをやったら老

人は大騒ぎするだろうと思います。小遣い分く

らいしか無かったら、老人ホームへ尋ねて行っ

て年金をもちってくる楽しみがある子どもは宋

なくなってしまうのですo私は、社会的(こきち

んと面倒を見てもらっているんだったら、自己

負担というのはもっと高くても翫っ和と思い

ます。この辺の考え方を変えていった上で例

えば抵オムツの現物支給。それから噺へ通院

する時のタクシー券の支給0こんな事は個人の

蝕こならかようにもっとやって欲しいと思

います。それからヘルパーさんは、ある-走の

所得以下の所には無料で行く。こういう事であ

って、お金をくれれば良いという事てはかと

私は思っています。



(古屋 和雄)

私はこれを整理するだけで大変なんですけれ

どみなさんすごいですね。上から脚こやって

いくしかないかもしれませんが、先程、矢島先

生が1億円という具体的な数字を出されきしだ

が、 「1億円でどの位の人数ケアーが出来るん

だろうか」という長野の方のご質問があるんて

すが。

(矢島 嶺)

建物に3億円ほど出したんですがあと、重

症の老人を、月曜日かち土曜日まで1日15人ず

つ預かる。介護要員は5人。デイサービスとし

てB製デイサービス。軽い人を預かる。それに

関わる職員が、調理師、栄養師、それかち雑役、

保健婦、こんなようなことですね。私の所は通

院、ケア一、福祉センターと多目的にやってい

るんですが、必要な経費は大体4500万円です。

っまリA型、 B型、ショートステイをやって

4,000万円ばかりかかります。そのうち国と県

の補助金が半分です。ですから村の負担は2000

万円ということですれつまりそれだけのこと

をやって2,000万円は安過ぎますよね。という

のはまだ介護要員が十分でないという事があり、

それからボランティア活動がそこに入ってくる

ので、安く済んでいるのではないがと思います

ね。ですかち1億円の費用が有るとすると、相

当な事が出来るんじゃないですか。そこまでい

くまでのソフトをどうやっていくかが大事でし

ょぅれそういうシステムをどうやって作って

いくか。行政が先に立って、そこに働いている

医者だとか、保健婦とか看護婦にその気になら

せる。そのほうがもっと大事でお金の方はた

いした問題ではないという事が私の印象ですね〇

そこまでもっていくのに10年ばかりかかって

います。 「ともかく家で死んでもらおう」と合

言葉(こしています乞診療所の職員が7人います

が、午前中は普通の仕事をして午後はいっせい

に外に出る。特に訪問看護のグループ、訪問処

置のグループそれと往診。それかち介護費貝

を村長に頼んで4人に増やしてもらいました〇

年却)を連れて来る送迎の問題と、介護要員と、

そこに看護婦をl人つけるという事で、総勢15、

6人の職員が10年くらいかかって体制をつくり

ました。今ソフトの万が大事であって、基本的

には首長さんは良心的であってもどうやって良

いか分からないのです。その下(こいる保健婦、

それから福祉課、社会福祉協議会、そういう人

達が未来像をはっきり定めて、一つの目標を作

りながら、誰かが音頭をとっていくという事な

しには、ソフトの部分が充実していかないので

はないかと思います。ハードの建物などはどう

という事はないのです。どこにでも今は公民館

が有るし、給食施設が有るところはいっぱい有

ります。ですから建物などは後で良いのです。

まずはやはり-ボランティア青だとか〕自治

体録とかいろんな職員が「何かやってみよう

じゃないか」とし)う事を考えるというのが第‾

じゃないかとそんなふうに感じています。

(古屋 和撞)

樋口先生への質問ですう

「夫の両親の介護は、嫁の師ではかと思

います,女性自ちか自分を解放させる努力と環

境づく。を望みますc」樋口さんかうそのこと

をはっき。おっしゃっていたかて、苦しんで

し〕る嫁さんを元気つけて欲しいと思います。

(樋口 恵子)

くり返し申しております。

ただこれは女の人の方も、その覚悟をし相ナ

購いけないのじゃないてしょうが。私は法律

家ではあ。ませんから雌なことは申し上げら

れ圭せんけれども、家族関係に関する法律の中

で、今-つ問題があるとすればこういうことだ

ろうと思います0扶養の義務とこうのはお互い

さまの事てす。 「親族」というのは6親等まて

の血族と、 3親等まての姻族をいいます。姻族

とし〕うのは話婚して出来た相手てすかち、それ

もお互いさまなんです。法律で「同居親族の助

け合い義務」というのかあるのてすっここて日

本のお嫁さんはだいぶ不利になるのです。

今、田本の高齢者の直系親族との同居率は、

約60%てすoこれも昭和30年代には80%てあっ

たことを思うと、随分活ちたという事です。そ

して21堕の頭には、厚生省の予測ては「輔

親族と同居する高齢者」と、 「〇人暮らしか老

夫触ナの高齢者」がちょうと半々になると予

即されてお。ますo私たちが高齢者になる靴、

厚生省の予腔も、子どもと住む人が半分、子

どものいない人か半分という社会《こなる訳てす。

いないと言うのは産まなかったかナしゃないで

すよoかていの人腫んているのですけれど、

子どもと伍まか人か半分という社会に、もう

ここ20へ3時の間になる相ナてす。

ただし今のところ、 「なんで嫁さんがそうな

るのか」とし)うと同居しているかちなんてす。

子どもと同居している人の中て、息子同居こ娘

晰とを分けますと・いわゆる『マスオさん現

象」は、少数派ですっ∴0%ちょっとです。これ

は「娘と同居する方が良い」なんていう人が多

い地域を全部ひっくるめて、まだ息子同居が

80%以上です。

やは。親と同居しているといったら、だんせ

ん息子の方で従って嫁さんが「同居親族の助

け合い義務」ということになるわけです。嫁の

労働の特色は2つある0 1つは従順な労動九

労鋤組合をつくったりしかといけませんれ

嫁が昔っから嫁労働組合というのをつくって要

求していたら、大分違います。嫁は団結しない、

孤独な従順な労働者である。∴まっき。言えはタ

ダ働きである。働いても評価され加というこ

とが嫁労働の特色であると言い組ナています。

ですから、今度それを逆手にとりれてこうい

う意見がでているのです。これはまだ実現はし

ませんし、私は逆にさせてはいけかと思って

いるのですけれども、善意に満ちてこう言いは

じめている人もいます。養女のような形にして

嫁に相続権を認めたら、 「介護させられるんじ

ゃないか」というんですけれどどう思いますか。



私は全然認めないよりは良いかもしれないけれ

ど「財産やるかち、さあ介護しろっ」という

のはどうですか。それをやるのなち、嫁に相続

権を認めるかどうかなどということの研究をは

じめる前に、まず介護は相続権のある男たちに

やってもちいましょう。嫁のただ働きというの

は絶対おかしいと思うのです。お嫁さんが介護

した家は、寄与分というのか今でも認められる

のですから、これを相続権者たけしやなくて、

相続権者の家族まで広げてきちんとそれを相続

分に認めるということは私はやって良いと思い

ます。はじめから相続権者としてという見方よ

りも、 「嫁が看る時代は終るのだ」と。今、現

状に照らして、武石村の矢島先生も嫁さんを助

けていらっしゃいますけど、非常にはっきりお

っしゃいました。 「これからは家族に頼る時代

ではなくなるのだ」と。

私はこの福祉を阻んでいる条件というのは

「私だけは大丈夫だ」と思っている意識だと思

います。 「必勝の信念」というのか昔はありま

した。みんな一人ひとりが、 「私だけは寝たぎ

りにはならない」 「私だけはボケない」と思っ

ている。私この頃は、 「必寝の信念」といって

おります。必ず寝たぎりになる信念です。 ‾人

ひとりが必霜の信念、必某の信念一必ずボケて

しまう信念。そのぐちい持った方が良いのです。

それから女の人によくありますが、渡たぎりや

ボケてしまっても、 「私だけは嫁が、娘が看て

くれる。そのために嫁と仲良くしているんで

す」とか言ってます。私たちは、在宅福祉で人

生50年ずっとやってきたものですから、福祉と

いうもののおいしい味を知らないのです。長野

県は「リンゴで育てた信州牛」とかいって、牛

肉おいしいですよね。だけど江戸時代の人はす

き焼きのあのおいしい味を知らなかったのです。

だからすき焼きを食べたいなんて誰も思わなか

った。私なんかはすき焼きが好きで三カ月に一

度くらいは食べないと面白くないのです。これ

はすき焼きの味を知ったかちなのです。私たち

は福祉のおいしい味を知れば、もう福祉を嫌わ

なくてはいちれなくなる。そういう福祉をつく

っていきましょうよ。そしてそれを妨げる、

「私だけは家族の中でなんとかなるはず」とい

う思いを今日を限りにみんな捨てるのです。

寝たきりになちないて済む人もいるかもしれ

ない。ボケないで済む人もいるかもしれない。

家族が看てくれるというのは、日本人の場合2

種類に分かれるのです。どういうことかという

と、昭和24年までに生まれた人と、それ以後に生

まれた人と2種類に分かれるのです。これは差

別で言っているのではありません。違いがある

から言っているのです。何が違うか。非常に物

理的な数字の問題で違うのです。 24年までに生

まれた人は、親は2人に子は2倍いる時代に生

まれているのです。ですからどこの家にも跡取

りがいて、嫁なんていうのは外部から調達され

てその家のために尽くす。それで済んでいたの

です。合計特殊出生率4ポイントを教えるのか

昭和24年までです。 2う年から割っていって、 10

年かけて昭和35年に合計特殊出生率は都市・農

村を問わず2 00をマークいれます言れは都

市、鮒の違いはほとんどあ。ませんoつま。、

我々は兄弟5人が当た伯の時代に生まれたか

ら、老人介護から逃れられる人もいたのです。

ところが、これか与の若い人は親が2人に子は

2人しかいませんから、自分の親を捨てて嫁さ

んとして介護できる人は、人的資源としていな

いのてす。その人的資源は専職として、きち

んと訓練された人を繰。回しあう事が必要てす。

何も「イチ、二のサン」と倒れるわけじゃない

ですから、あっちて倒れた時はあっちに行き、

こっちで倒れた時はこっちへ行くという具合に

漂り回さなくてほならか時代になってきた。

もうこれからの子どもの場合、長男と長女の

結婚が-番当たり前てす。 2人や3大子どもが

いたって工人はあっちへ行き、 1人はこっち

へ行っているのか現萩ですcそう言えば井上さ

んのお子さん今どこにいらっしゃいますか。

(井上 千津子)

金測こ2入、千葉に1人いまして手元にはい

ません。

健□ 恵子)

この間私は山陰地方のあるショート・ステイ

で93歳のほとんど無軸の老女にあいました。

甥の大熊のご醒さんだそうです。 「どう

してショート・スティに預けられたのてすか。

ま棲紫朗というほどでもないのに」と聞きま

し亙、 「ここの家の息子が死んてしまったん

てすよo 71歳になる跡取。が死んでしまって、

21日の描緋までの開けられているんてす

よ」という事でした。でも、この家は孫が40歳

代て、働き盛りで大百姓やっています。 7臓の

嫁がこの93勧)姫の介護にかが)き。でいたか

ら、床擦れ-つ作ちかていますが、 「お骨上

げが2、 3日て債むかち・今迎えに行く」とい

う電話があったとこだったそうてす。私、ひっ

く。しちゃいました言暇のおばあちゃんがこ

れからも93歳のおばあちゃんを看ていくのだろ

うと思うけれども、そう長い事はあるまいと言

ってお。打た。軸はほとんどありませんが、

口から物が入場すから、乱かするとまだ5、

6年くらいはもちますかね◇へたすると嫁さん

の方が先(こかっちゃうかもしれ和と言うん

です。

これは信州出身の丸岡秀子先生がおっしゃっ

た言葉です言昔の農家の母たちは…‥」とお

っしゃるけど・嫁の母だけじゃありません。

都会の母も、昔の母は自分が一生終る頃は、胸

の中にたくさんの墓標を抱いていた。生んだ子

供が育ちきらなかった0多産多死の時代の鞭

社会たったのですe今は生んだ子どもがほとん

ど元気に育つ仝だからこそ高齢化社会にか)平

均寿命も上がっている。そういう豊かなあ。が

か社会におります。しかし今、私たちの目の

前に新連続社会というべき新しい社会が生まれ

てきた0 2人生んだ子どもは2人育つけれど

老いの果てに93歳の母を残して70歳の息子が死

んでしまうという、新たな逆縁社会があっちこ



っちに生じて来ております。農業というような

家業を持った社会でこそ、また70歳の嫁さんだ

からこそ看れるかもしれないけれど これが50

歳の嫁さんだったらその家のためにささげろと

言えますか。

近代社会の所産として、これは必然として嫁

が看るのではなくて、お互いに親族以外の労働

力を生かしながら生きていくフ実は、親族以外

の人も支え合うというのは、とてもすぼちしい

社会じゃなし、がという信念を持って生きて参り

たいと思います。

(古屋 和雄)

ありがとうございました。私の手元に、随分

今の話と関連がありますが、 「女性の問題でな

くて、男性の意謁の変族というような事をどう

考えていくのか」あるいは「男が変わって欲し

い、女性と共生するためにもそうして欲しい」

という芦が幾つか寄せろれています。

私も去年の3月のNHKスペシャルで「男の

決断」というテーマでこの老人介護を問題にし

たことがあります。現実8割の女性が看ている

ということですが、逆に言うと5分の1の2割

は男性が看ているという事です0男というのは

結構いいかげんなもので自分の万が先に倒れ

て妻が看てくれるだろうと恩、つています。夫婦

だけの生活という事になりますと、夫と妻の2

入幕ちしの時に、妻が先(こ倒れて夫が介護する

というようなことが出て参ります。そういう時

に、男は非常に生活力が無い。食事も作れない・

さまざまな車で悩むという事が多いわけです・

もっと言いますと、働き盛りの40競代の私達ぐ

らいの年令で、親が倒れ†二といった時に、例え

ば単身赴任を断わった男性がいるんです二男の

世界では単身赴任、転勤というようなことは、

仕垂社会の中でひとつのルールみたいになって

いるわけです。

またある家庭では、たまたま札幌に父と自分

の妻を戯して、帯広の方の農機具メーカーに単

身赴任をしていたのですご父親に倒れちれて妻

てある幸子さんがずっと看ていらっしゃった。

ところがなかなか直接言えず、妻は日記に「私

は幸い、なぜこんな目に」というような事を書

いているわけです。それをたまたま夫の厚さん

が見ました。これでは妻もダウンしてしまうだ

ろうし、其御用二なってしまうと.これではい

けないというので単身赴任をしていた帯広から

札幌へ帰って来たのです。この方は設計技師を

しており、この方が居ないと成り立たないとい

ぅような会社ですから、社長さんも決断をして、

丁やめないでくれ」と言って、 「札幌で自宅勤

務をして、そこで図面を引いてFAXで送って

くれれば良いかち」としゝう事で、自宅勤務を許

してもちった。めでたしめでたしというように

ちょっと見えますけれども、この方は、たまた

まそういう特殊技能というか、そういう物をお

持ちで自宅ても仕事が出来たというような事

一般的にこういう状況が起きた場合には、単

身赴任をするというケースの方が多分、今の働

き過ぎ社会の中で細多いのではないかと思し1うな時に、一膝ボランティアなんて言われて

ますoそういう漸ては女性だけではなくて、いるんですが、ボランティアを否定するものて
夫も含めた介納屋というか、男が変わるため

はあ。ませんが」という但し書きて「行政が手

に、もう少し籠やか抽会ンステムを作彊け
抜き(こならかようにして欲しいと思う事は、

九はいけかと思います実際に介護休暇腰
間追いでしょうか」というような事をお書きに

を設けている企業は、ちょっと前の鮮てすが、なってし、る方がいちっし神ます。祉さん、

148%位しかあ。ません0しかも1カ月未満と
このあた。どんなふうにあ感じに別ますか。

か期限が決めろれている訳です。子育てという

のはl年とか期限があ。ますが、老人介護とい (井上千津子)

うのはいっ果てるかわからかということですe
よく「ボランティアか竣だから育てる」と

その間はとんと蛤というところが多い。そう
いうような言い方をしますけれども、ボランテ

刺ますと生活減り立たかという事でこ
ィアというのは、自分の諌て自分の選択礼

の腹を取るという難掘削こ少ない訳ですc
てやることだと思うのです。それを福祉の労働

男が変わるという事と、男を取。囲んでいる男
力がないからといって、その鯛を埋めるよう

社会がもう少し緩やかに変わるということが非
な玖福祉労働に組み入れる事は脚こ問題

富に大事摘こなってきているんではないだろ
たど相即。ホランティアは大事な事だとは

うか0そうやって男達も今まで自分達が切り捨
思いますが、介助が足。ないからボランティ

ててきたその生活レベルの雅大事な作業に、アに弼するというのはどうかと思います。ホ
男達もしなやか哩を師ていく。自分達ばっ

ランティアと銘打って福祉糊を安あが。にさ

が。が働いて、壇妻や子供を養ってるような、せてしまってはいけかと思し即。的な責
そういう錯覚した義務解症みたいな生き方を

任て介護の量やマン′車の量をきちんと確保

するのではなくて、仕事と言うチャンネルと、することが何よ。も大切てす言れこそが大前

壁というチャンネルの両方をしな問二持ち
掟。二二このところがきっちりできて、はじめて

なか彊きる・男達の生き方というのも、考え
ボランティアの渦が本当の意味で生きて来る

ていく勘に来ているのではないだろうかと忠
のではないがという気がしてお。ます。

っています0そういう意味ては、男達にとって

も生き方の接■占に今来ているのてはないかとい(古屋和樹

う度しがしております。

ボランティアの事についてお尋ねが有。まし

て匝域の人達がこういう制度を支えていくよ

確かに私達もボランティアというか、互助的

な苦味て、 「お互い助け合いましょう」という

事は今の生居ては非常に薄れてさてお。ます。



それが大事だというのはもう当然の事としてあ

りますが、それを制度化してしまうということ

が良い事なのかどうかというのは、 「ちょっと

待てよ」というところが相当あろうかと思いま

す。この辺、非常に難しいところではあるかも

しれませんけれども、樋口さん、ちょっと気を

つけなくてはいけないところはありますか。

(樋口 恵子)

私もボランティア精神というのはものすごく

大事だと思いますし、ボランティアを否定する

どころか、それは育てるのではなくて、自分で

育っていかなければいけないと思っています。

それからボランティアの機会は、もっと幼い時

から;、んだんにないといけません。やはり機会

が無いとやる気になりませんから、そういう機

会は地按の中にたくさん作らなくてはいけない

と思っています。けれどもボランティアという

のは、これは英語で言えば、 「自分の意志です

る人」というんです。たかち好きでやる事なの

です。好きでやる事で、そこで自分が学べるか

らやるわけであり、それを行政がボランティア

を使ってしまうということになってはいけない

と思います。私はボランティアの社会的意義と

いうのはこういうふうに思っています,それは、

まずそれを好きで、その行為を選びとっていく

というのは、やはりその人の自立の表われであ

る、ということ。

私はついこの間、全盲で盲導犬を使っていち

つしやる方が、自分自身の意志でテープの吹き

込みをしていらっしゃるのをみました。日が見

えなくても熟練でできるのです。障害を培った

人がまたボランティア活動をしている。自分自

身の自立の証としてやっているのです。私はボ

ランティアというのは、そういう自立精神の証

としてやることであり、本当に大事な事だと思

います。

それともう-一つ、今度はこれが無かったち私

はボランティアじゃないと言いたいのです。少

しきつい言い方かもしれませんが、行政で見え

てしゝないものを市民、住民の側から提言してそ

れを政策にもっていく。提言制というか、先見

細てすね。やはり第一線にいる行政の人も見え

ない事があります。特に福祉の部分は、何と言

っても女の方が良く見えているのに、市町村の

決定権のある側の人は男の人ですかち。良く分

かっているような人でも男は男ですよ。

あるシンポジウムで岩国市長と大喧嘩してし

まいました。この方は基本的には偉いし、良く

やっています。良くやっているけど例えであげ

られたことが良くなかったのて、私、言ったのて

す。つまり、出雲市のある病院のお医者さんが

「高学歴の嫁さんほど親に冷たい」って言った

そうです。その時、私の方を「ジロツ」と見ら

れてです。私がその前に仕掛けたものだかち、

向こうはこちらにジャブを返したつもりで「高

校出た嫁さんより、短大出た嫁さんの方が冷た

い」 「短大出た嫁さんより四年制の大学を出た

嫁さんの方が冷たい」と。 「中には大学の女の

先生までいる」という訳です。 「だから樋口さ

んはどうなんだろう」と暗に言われていると思

いまして、私はこう言いましたo 「世の中一般

的に・女は感情的、男は縄的、女は個別の事

を言いたかる・批普遍的に見るという見方が

あ。ます。しかし私の見るところ、女に何か言

われた時ぐらい、男が感駒になる事はあ。ま

せんっ男にちょっと言われたぐらいじゃ、女は

言われ陰れてるから、女は厚情的になりませ

ん」と。事実を事実として受け止めて、冷静て

いて、どう迎え撃とうかと思うんですね。岩国

さんなんて頭の良い人のはずなのに、こういう

粗雑な言い方をしてしまうわけてすね。感情的

になっているから。大学出た人全てがどうのこ

うのとつつまり普遍的に物事を考えて言うなら

は、岩師友のお言葉にはこういう言葉で返し

ましょっ。

高学歴てあるという事と、親孝行、親不孝、

あるいは令か、冷たくないという事が、女に

関して諭し知るなら、じゃあ高齢者と若い人

の晒、障害者と健常者の問題、日本人と外国

人、特にまずしい国かちきている外国人の問題、

班と女性の問題・被差別鵬とそうでない人

たちこれら差別の髄はすへて互いを置き換

えて考えることができるかどうか、これがます

蛇古です0その差別の解油かろんな違い、

柾のしかたがあるかもしれません。か摘

学歴の嫁さんほど命かと言われたら、市長さ

ん尽「ては、男性はどうだろうか」と考えて

見る必要があったのてす言高学歴の男ほど冷

たくないだろうか」、幅学歴の男ほど親不孝て

はかだろう生とeその事をきちんと考える事

があなたの役割だったのてはあ。ませんか、と

言いました。

(古屋 和雄)

これだけ皆さん納得していちっしゃるんだか

ら大丈夫ですc矢島先生に参ります。もう何

人もの方から果てるんてすが「先生のように地

域でやってる方はめずちしい÷こういう良い先

生を即すにはどうしたらよいかっ今の医療制

度に欠駒捗るのでしょうかcそれと鴫欄

人の意識の問題なんでしょうか」お答えいただ

きたいのですが、いかがてしょうか。

(矢島 嶺)

おそらく今言われた二つの問題かあると曹い

ますcそれから、今大学数育て教わる医療とい

うのは、基本的に老化現象を病気と見ていか。

ここがやはり問題ですね。ですから白血病とか、

肝臓ガンとか、最先端て綱をにぎやかすよう

な妖気については、やは。徹底的に勉強し技術

を磨いておし)ますけれど、変形性関節症とか、

ボケとか、軸生白が見えか、ああいうも

のに対してはほとんど関心を示させないような

医学教育があ。ますねc高齢瑚題で必然的に

人事なのは、今、最先端の医療としてさわかれ

ている物ではなくて、経年変化で老化現象が基

礎になって起きる病気てす。これが成人病と言

われているものてす〇二の成人柘は精気じゃな

いというよう極学そのものの中に、差別され



た感じとして、一群の成人病が残っていますね。

そういうところにやはり若い医者は行きたがら

ないのですぅ ですから病院Iこいる若い医者は

「顕が曲って目が見えねえよ、先生」って来て

も、殆ど関心を示さないて、 「だめなものはだ

めじゃないですか」と言ってますね,そういう

ふうに言われる老人というのは切ないですね。

ところがもう一方で、自分で雰力したり、ド

クタミを食べたり、黒豆の酢漬けを食べたりす

ると老化現象を起こさないと言わんばかりの、

あるいは集団検診をやると早くみつかる、長生

きするという全然科学的な有効性のないような

のが、老人の頭の中にしっかりと入っているん

ですね。ですから80歳位の年寄りが、腰を曲げ

て来て「先生腰が痛いか与、なんとか腰の曲が

りを治してください」と言うんですね。それは

治す事はできるけど 一生懸命力を入れると、

元がポキンとおれて逆になってしまうのです。

「80年かけて曲がった腰なんだから、私もこれ

から治すけれども、やはり80年はかかるんじゃ

ないか」と、こう言っております。 (笑)それ

でもうれしそうな顔するんですよね。 80年とい

う年代を考えて、ちょっとおかしいという言い

方をするんです。やはり寿命というものをきち

んと次の死後に結びつけるような医学が全然な

いんですね。

私の場合で言えば年寄りが好きだからやって

いるのです。年寄りは自分の事しか言わないな

ただっ子みたいなもので、可愛いです。ボケ老

人とかは、いかつい顔で行くとだめなんです。

いかつい顔でも、目だけ笑っていれば良いので

す。富沢首相のような人は非制こ瞳がキラキラ

あっちこっちに動いていて、ボケにはちょっと

向かないんじゃないですかね二 心がたるんで笑

っているように見えるが、実は老化現象を起こ

したボケでも、人の愛情というのは感じるので

す。そこが人間というのは面白いところで、

「l十1二2」がわからない年寄りでボケても、

そういう人の目の愛情の有る無しについては敏

盛に反応します。人情をからませた医学という

ようなものが、どうしても発展しにくいのは、

やっぱりハイテク技術の成れの果てという現象

だと思います。

大学の学生が、診療所に年に10人位夏休みに

実習に来ます。その中に、こういう地域医療に

関心のある人は実はいるんですよ。いるけれど

も、 6年たった医学生活の中ですっかりスポイ

ルされてしまって、病気というのは肝移楯であ

り、心臓移植であり、白血病であり、すい臓ガ

ンだというふうになっております。そういうふ

うにジワジワと変えてこられるのは、医学教育

そのものの中にあるという事です。

それともう-つ、長野県には自治体の診療所

が30-40近くありますが そこへ来る医者がだ

いたい30代かち40代の若い医者です。なぜ来る

か。それは病院でのハイテク医療に嫌けがさし

てロマンを持ってくるのです。ある種のロマンc

ところが医者のロマンというのはわがままで

全部受け入れる事は市町村としては出来ないみ

たいです。健康教育をしたり、健康管理をした

リ・年寄。を診て往診した。ということを素直

に受け入れろれかところがあります。 「診療

所は、もうちょっと里芋になってもらね的れ

帥ナない」と言うんてすねっそれかつ靖

町村とのトラブルの元になって、診療所の夢を

寄った医者が辞めていく・これが歌てす。

住民が長い間の習慣で、 「ともかく先生、薬

くれ」と、長野県のあっちこっちの大きな満院

で抗のすごく桑をもらってくるんてすね膏

にくれる僻をもらってくるG 「よくあれで病

気にな彊えじ唖えか」と思ってお。ます。

(笑)つま。基本的に健康とし〕うものは、薬で

堆持出来るものではないという事をもうちょっ

と知ってもらいかと思います。

けれども、そういう医者でないと勤まちか

というような風土がやっぱ。あるのてす。 -つ

は我国の健康に対する考え方が片寄っていると

雇います。先程も言ったように・人間というの

は老いて死んて行くのだと、だいたい約歳位が

自然死のパーセントで〇番多いんだ、そこまて

行くまでに楽しく生きようじゃないかと。それ

かち後どうなるがは運命しかたという事で

すこごく当た。前科学的な考え方を我々みん

なに狩ってもらうと、もっともっと仕動やり

やすく、医者も住民も弼すくて医療がてきる

壇うけれども、鋤、かそれが出来なくて嫌

けがさしてしまうんですね。もっと良い所がな

いかって、北海道とか、あっちこっちに逃げま

わるんですね。

私も今のところへ来るまでに4カ所はか。変

わ。ました口和か堰と堕してやめて来

るんです㌧ 「どうして黒字になちないか」とか

ね。私がこの前やめた所は、部下たちが「往診

かいやだ」って言うものだから「そんなに嫌

なっやめろ」つて言ったら、 「先生一人陶た

方が合理的で早い」と訪れてやめたというの

か現状てす言笑)そん擁、うに医者の生活整

序とか医鞠が、今非執こ偏っています。けれ

ど1割付はロマンを培って年寄りと一緒に住ん

でいくという、希望を持っている医者もいるの

で、地政医澱もこれかちの時代たと私は思って

お。ます。てすからあま。絶望的にならないて、

医者を育ててもらいたいと、そんな気がします。

絶望するというよ。も、高齢社会の入口に立

っている訳てすから、医者を育ててもかか

そんな思しを持って若手噸してし、ますけれど

も、方向としては、かつてない醜医療派の医

者が増えてきているというふうに靴ています。

もうしばらくしてみなさんが年寄。になった時、

みなさんのところへ行って「死ぬな死ぬな」と

か「死んてもしょうがないよ」とか「痛い」と

いえば鴫いかい、そういえばおれ弱れ埠」

というふうに元気づけてくれる心底しき医者が

きっと増えてくると思います。つまり、これか

ろの患者さんは治す必要はないわけたから、死

亡診断書と血窮十を持って歩けば、それて十分

仕事になるのてす。後はヘルパーとか、訪問看

護婦さんとか、家族の人の先頭にたって、年寄

を大事にして「頑張れよ、死んだらしょうが

ない」、こう言って歩くような、そういう医療



が私は良いと思う。

高度な病院を造るのも必要だろうと思うけれ

ども、もっと大事なのは、地域毎(こ年寄りにや

さしい医者がいて、福祉の先頭に立って歩むと

いうことだと思いますね。小学校区の単位にそ

のような医者を早く自治体で雇ってもちいたい。

その気になれば出来るんですけどね。どうして

やる気がないのでしょうかね、厚生省は二やっ

ぱり医療費を安くする事に、どうも興味がある

みたいで。そんなところまで思いが至らないよ

うです。

(古屋 和雄)

ありがとうございます。医師のロマンがある

とすれば、非常にごく葺たり前の生活の中での

人を見る優しさというものが感じられるわけで

すがへル/トさんにはヘルパーさんのロマン

というものが多分あるだろうと思うんですね。

以前、井上さんに番組に出ていただいた時に

「介護するとし:ぅ事を、ダーティワークにはし

たくない」というような事をおっしゃったのか

印象的だったんです。みなさんからの「老いる

という事はこういうことなんだよ、という事を

若い世代にも知ってもらうために、老いという

ものをどういうふうに見ていったら良いんだろ

うか」というような/質問が随分有りまして・井

上さんは日々とん桃、うに接しながら、感じて

いらっしゃるのでしょうが。

(井上 千津子)

私はお年寄りと出会って、自分より生活経験

が豊かな大先輩達のさまざまな人生を見せてい

ただき、それは素晴ちしい学びの連続でした。

介護は確かにきつい仕事ではありましたがお

年寄りとの会話の中で脚二しみるようなお話も

ありましたし、彼らの残してくれた言葉によっ

て、随分勇気づけちれもしました。そんな経験

がたくさんございます。やはり、関わる劃二よ

って学ぶという事。私からもお年寄りが学ぶ

ぉ互いに学びあう中にこそ幸せがあり成長があ

るのです。介護の質の高まりもこの学びあい成

長しあう中から待ちれるというように思いまし

た。私は18年間のヘルパー生活で、お年寄りの

銘言を随分ノートに書き取りました。

その中でいつも私の胸にしまってある一つが

「井上さん、人生って染め喧しかきかないあ

わ」という言葉です。これは82歳のお年寄りが

ふともらした言葉なんです。本当に人生という

のは染め直しがさかないんです。そのお年寄り

だって染め直したい部分もあったでしょう。消

してしまいたいところだってあったと思いますこ

その言葉の裏には、 「だから一日一日しっかり

生きなさいよ」と私への諭しだったと思います〇

みなさん方は「なるほどな」ってうなずいて下

さいますけれども、若い学生にこの話をしまし

たら「先生、染め潰しなら漂白剤があるよ、今

は」って言われちゃいました。 (笑)言葉にひ

めちれた思いが分かる年齢というのかあるので

しょうか。

それにしてもお年寄りの言葉の裏の思いが忠

しられる醒豊かな学生を、介護職として育て

かと思っておりますDお年等。と関わると、

その人の長い人生を見ることが出来るんですね。

4暇で8臓の人生を見るe 50歳で90議の人生を

見るなんて、こんなすぼらしい仕事は無いので

はかてすか〇人問というのは生きて老いて死

んでいく。その命の流れの一番近いところにい

るのかヘル差葛だと感じたわけです。私はこの

仕事のすぼちしさを、自分の経験を通して介護

臓を担う若い人達に伝えかと思ってお。ます。

介護には、教育しなければならか葛つとして

「人の生き方」が大事と思われます。その生き

方をお年寄りとの出会いの中から、後世代に伝

えていくo介護を通じて伝えていくという、大

きな役割があると思います。

(古屋 和雄)

ありがとうございます。

なるべくみ槙んの質問に沿って話を進めよ

うと思ってし〕ます。今日は高靴社会の福祉の

話をして参りました。もちろん障害をお待ちの

みなさんの福祉の面もあります。二つほど私の

手元に来ております。

「私たちの老後も含めた、障害者とのグルー

プホームを検索中てす」という方からのお使。

もあ。ますし、 「長野で小輩害者グループホー

ムが始まり、私達子供の為の生活費を今作って

お。ます」という様なメッセージもいただきま

した。更に、 「全体を通して渚たき。になりた

くないという考え方が日本中に慮れていると思

えますが、それは、寝たきりかかとか、迷惑

を与える確という祝/虹かないからではか

かと、とて年軋こな。ます。鹿たき。になった

人の社会的価値(こついて、みんなて考え学ぶ必

要があるのではないだろうか」と、非常に大き

棚いもいただきました。司会者は曇るぺく言

葉少かのが一番いい番組だと言われておりま

すので、 3人の方に言い残したことを含めて、

5分以内位てお-人ずつお話をいただこうかと

思います◇真申の矢島先生からいかがでしょう

が。

(矢島 嶺)

寝たき。になるとか・ボケになる、私はいい

じゃないかと思います。散々今まで人の為に役

に立ち、自分は骨身をおしまず、人の廣たき。

を見、それかちボケを介護したみなさんが、ボ

ケになったって良いじゃないてすか。ボケにな

るのか嫌だっていう人種ボケになる可能性が多

いし、それから排きりにはみんななるのてす。

老衰になって死ぬ砲前に立っている者なんてい

かですよ。立って死ねるのは弁慶危なもので

す0いいじゃないですかo渡たき。になったっ

て、ボケたっていいじゃないてすか。 「ボケた

って寝たぎりになったって、大丈夫だ。心配す

る勘、そういう事を言うべきじゃないてすか。

それか螺さんとホランティアの共通の待微は

何かというと、何をやってもタダ。その人達に

年寄。を押しつけて、自分達は素知らぬ顔をす



る。政府のやり方自体に根本的な欠陥がありま

す。老いていることを拒絶する様な風潮は、皆

さんが直す以外に手は無いと思います。

先程から樋口先生が、隣で、 「男が変わるべ

きだ」と随分と激昂されていますけれども、私

はその通りだと思いますが、女がやっぱり、男

と同じ様になるという事だと思います。つまり、

女性としての権利が 男と同じ権利にまで昇格

する様な経済活動を一生懸命する事だと思いま

す。その中に本当の男と女の愛が有ると思いま

す。その男と女の愛を基礎とした家庭の中では

年寄りを女性だけが見るなんて、とうていでき

ないと思います。やっぱり、親子の関係という

のは、交流を通じてもっと密接な関係になって

いくけれども、男と女が同じ様にやるには日常

生活の動作は社会的にやっていく。これが女性

の男性に近付く経済活動を盛んにしていく、も

う-つの施術として確立しない限り、男の事を

いろいろ言っても多分駄目だと思います。

松田みちょきんは「男には期待しない」と、

本に書いてあったけれども、私も地域で働いて

いて男に期待する気は無いですか しかし、例

外的には期待できる人もいます。先程の椋に、

お婆さんをお爺ちゃんが見る。あの様な崇高な

姿っ ちょっと身が引き締まる恵じかする。そこ

へ往診に行くと私は、看護婦に「先生も奥さん

がああなったらああいう風にできる?」なんて

冷やかされて、私は少し考え「懐軋二考慮して

みる」なんて言って逃げてばが)です。 (笑音

女性が男に追い付く事以外に、私は方法が無い

んじゃないか。そんな気がします。

最後(こ、私は地域で年寄りを見て良かったと

思うのは、こんなことですつ一昨日の夜、 92巌

のお婆さんが、 「先生今回はいけないわね」と

言うんです。血圧を計ると60ぐらいこ こっちを

みてそんなに死を恐れてはいなかったです。

「先生に村に来てもらい、いろいろやって貰っ

たが、俺がいなくなっても村の衆にやってくれ

ね」と言って「先生、それじゃ私はきよなちし

たいわ」なんて言って、 「そんな事言うな」つ

て注射して、 「まだまだ大丈夫だ」って言うと

「そうかい」って言って私を見たのです。その

とき「家族に恵まれて先生に来てもらえて俺、

言うことねえわ」と言って手を合わせて私を

拝むじゃないですか。なんだか神々しかったけ

れども翌朝4時頃呼ばれて言ってみたら、良い

顔をして亡くなっていました。ああいう事は、

我が日本では昔の物語として残っていくでしょ

うが、もっともっと違う、我々自身の死に方を

時代に合わせて考えて行く、ちょうど今、その

瀬戸際に来ているのてはないかと思います。やっ

ぱり私は男には期待しないが、女性には大いに

期待したいと思うヾ

(古屋 和雄)

井上さんいかがでしょうが。

(井上 千津子)

やはり先程から言いますように、今の社会で

は「迷惑をかけてはいけない」という価値観が

強固に有ると思います◇確かに迷惑をかけるの

はいけない部分もありますoでも年をとってい

くのはしょうがない事なんです。迷惑をかける

のは当た。前なのですo 「そこの部分は迷惑を

かけてもいいよ◇お互い様なんだよ」という新

しい道徳を作。上げていかなくてはいけかと

思うeそして、介護というのか勧ではないん

だと、その鱒のあり方がその国の文化を左右

する程・それこそ普遍的に受け入れられる様な

そういう介護にならなくてはいけかと思うの

です。その介護のあ。方が文化を左右するとい

う所まで高まる事をひたすら願ってお。ます。

(古屋 和毅)

樋口さん、お願いします。

(樋口 恵子)

男に期待しかとおっしゃいましたが、それ

に矢島先生か男だからで・私は男に深く期待し

ておi)ます。だって、日本の重要な介頚資源が

あるとすれば男の自立ですo先ほど井上さんが

おっしゃった事で、お婆さんが溶ていると大変

だという事です0何もかも瑚見なくてはなち

か。潜在能力を拝ちなから自立していか男

というのは市民の敵です常時)育児休業は

やっと男女ともとれるようになったのてす。取

れる実効性は無いかもしれかが、建て前では

男女両方ともとれるのです。にもかかわらずこ

の男女平論者の私でさえ、育児休業は母親の

方が取る比率が高くて良いと思ってお。ます。

なぜなら、授乳というのは父の乳では出来秋

からてす。ですから、育児休業をとる比率は女

性が若干高くなっても、決して男女不平等では

ないと思っておりますっ

男女雇用機会旬報が施行された事は、実は

労働基準法における女僅保護のかな。が取り外

される事になりました3管理職とかがむ。な業

種で深夜業抽来るようになったし、ある報

で女性にとってきつくなりました。私は、平等

が通れば特別な保護が減っていくのは、ある音

味では当然だと思ってお。ますっ危険有害業務

とし〕うのも・ 20種類位女性に有ったんですがひ

どく不合理でしたo 「5m以上の、まだ未完成

の建造物の上で女は働いてほいけない」。ある

いは「2亡以上のクレーンの運霞は女はしては

いけか」というのかあ。ましたっ何も女が自

力て2 tのクレーンを持ち上げるのではないの

にですねoそういう不合理なのが残っていれ

たが、全部なくな。ました。ただ2つだけ残っ

ています。 -つは重量物制限てす。 「女は覇

的作業I5kg以上・鵬的作業20kg以上は持ち上

げてはし〕けか」という制限は今も残っていま

す。これはかな。医学的に根拠があ。ます。か

な。生理的根拠がある物以外は、差別はなくな

ましたっ重量物制限というのか、今の労鋤基

準法に女性に残っている事を考えて下さい。そ

うしたち赤ちゃんとお年寄りの鵜的な違いは、

重量が通うのです。老人介護は男の適職です。

もう一度はっきり認めましょう。

醒時代に、与謝野鉄靴新しい男であった。



与謝野晶子という頭脳の優れた女性を妻とし、

そして新しい男の詩を読んだ。 「妻をめとちは

オたけて、見めうるわしく情けある」と。これ

は男の身勝手のようにみえたけれど、実は「女

は馬鹿でよろしい」という男のうたであったの

です。平成の現代女は言葉を返そうではないか。

これからの良い男は「妻をめとろば、飯たけて、

見めはともかく力ある」と。 (笑)少なくとも

私達は自分の夫を、自分の息子を、妻があるい

は身近な人が倒れた時「それは女房にまかせて

おけば良いんだ」というような、冷淡て親不孝

な、そして妻不孝な人をつくらないようにしよ

うではありませんか,

またボランティアは、社会的先見性と社会的

な発言、政策提言性が無かったら絶対いけない

と思います。それがあるのかボランティアの意

味だと思います。

昨年、私たち「高齢化社会を良くする女性の

会」では、 「老いの青い鳥を求めて」という脚

本を一生懸命書きました。私は中学の時によく

脚本を書いたんですか その能力がそのままも

し伸びていたら、橋田寿賀子さんが『女は度

胸」というのを書かれたので 私は民間放送で

「男は愛刷 っていうのを書いて、もっと高い

視聴率を稼いだのにとつくづく思います。

(実)がそういう才能はありません。私は下敷

きが無いと書けないのです。メーテルリンクの

「青い烏山 これを下敷きにして、チルチル爺

とミチル婆という、 2人の老夫婦がいったいど

こで老いの青い烏が探せるかという話です。絶

好の配役で、それこそボランティアで、チルテ

ル爺は永六輔さん、ミチル婆は秋山ちえ子さん

が引き受けてくれました。二の脚本はミネルバ

書房の「老いの青い鳥を求めて」という本に出

ていますから、各地区でやっていただけたらと

思います。最後に私たちは提言をしました。

「老いの青い鳥はいなかっな いないかち私た

ちは今ここで作っていかなくてはならない」と

いうので10の政策提言をしました。

まず第1、出前迅速、屋号は福祉。 2番目が

小学校区を保老区に。 3呑め、 SOSはいつで

もOK。役所の休みに合わせて病気になる訳に

はいかないですかう。 24時間いってもOK。 4

番田、往診なければ在宅で死ねず。 5番目、医

師養成に老年科必修。全国80以上ある医学部の

中で老年医学の講座があるのはたった10ヶ所で

すつ 6番目、纂(つい)の住み家は個室が当然。

私は地域の在宅を進めると同時に施設もちゃん

としなければいけないと思いますじ 老人ホーム

に入居している7割が女性だとい・う事。もしか

したち私たちの籍の住み家は老人ホームなので

す。それが今雑居です。誰だって、入りたいと

思わないところはあります。私は、オナラ躍っ

ていうのを、主張することにしました。 「出物

腫れ物所嫌わず」。人生のフィナーレに向けて

高々と吹き鳴らすオナラ権の確立を主張したい

と思いますつ それはつまり、軒をかく権利であ

り、咳き込む権利であり、ポータブルトイレを

ベットのそばに覇いてガ夕方タ言わせながら使

う権利です。そういう個体としての生理的欲求

を満たせる空間として、私達は個室を要求した

いのです。特馨に個室を求める事がどうして贅

沢でしょうがc元々基本的人権として、日本国

憲法にオナラ権というのは載るはずでしなし

かし事の鞍上ガスのごとく消えてしまって文

言には残らなかったけれど、そこは「国民の健

康にして文化的碩低の生別という霞翻案、

そしてプライバシーの権利の中にあるんしゃな

いでしょうが。それをもっと主張しましょう。

7番目、看護介護は誇れる仕事。 8番目、公務

子

貝脳ず福祉現場で研修を。まず馳省の高級雪

官僚、大蔵省の高級官僚、公務員は必ず一年間

介餌場で研修するoそして9番目が住宅問題。

無くせ老いたホームo l晦日、介護と仕事が両

立する世の中に。そして11番目というのかあり

まして、私たちかこの政治を変えていこう。私

たちかこの福祉政策を作る中に参加していこう。

女性議員をもっと増やそう。地方の女性議員は

わずか2 3%であるという事を、この女性会議

だから申し上げておきたいと思います。

(古屋 和雄)

あ。がとうございました。これだけ重いテー

マてたくさん笑えるシンポジウムというのもめ

ず乱し)んしゃないですか。実は、私の両親と

祖母は、この隣の朔県の柏崎という所におり

ます。私の祖母が8暇の時からボケ始め、鐘歳

で鴻院で預かっていただく事にな。ました。

しばらく家で看ていたのてすが・私の母も枕

元でうとうとする様時間を過ごして、腰を痛

めた事が有りまして、これでは共倒れになって

しまうという事を私の父親が感じた訳てす。つ

まり嫁である私の母親にとっては、 2暇で嫁に

来た時からすっと親子のよう世話になったお

ばあちゃんです。母舶分から病院に預かって

いただくなんて事は、ロが裂けてもなかなか言

えか様な状態で自分の体を痛めていた訳で

すD父勅これを見まして「このままでは人

とも共倒れになってしまう」と、 「決断するの

は自分しかいか」という事で東京にお。ま

した私の所に電話がかかって釆ました。父親が

泣くんですね。父親が位くという事は、これは

しんどいものです。輔の涙は何度か見た事が

有。ましたが、父親の涙というのははじめてで

電話越しで聞きましたo 「誰が好んて自分の母

親を病院に預けかと思うものがいるか」と。

「でもこのままだと、両方共倒れになってしま

うので、自分て決断してそうします」と言って

預けることにしたと言うのです。そうして病院

から「今日ペットが空きましたので来て下さ

叫と言われても、 「今日私はちょっと風邪気

味て」と言いながら、なかなか連れて行かなか

ったですね。電話がかかって来ても、 「今日は

おばあちゃん具合が悪いから」と言って結局工

ケ弛延ばして、ようやく病院に預かっていた

だく様になりました。それから6年たって実は

今だに元気で、ボケは進行していて私が行って

も殆どわか。ませんが、でも山梨弁でしゃべる

と何となく受け答えをするという感じてす。で

も何と6年間、元気でしっが)食物を食べて9l



歳の誕生日を迎えましたこ 父は呉服の商いをし

ているものですかち、夕方5時か6時位に店を

閉じて病院に行くのです。毎日15分極かけて車

で病院へ行くのです今 夕方4時頃にごほんを食

べたはずなのに、またまんしのうを食べさせた

り、ジュースを飲ませたりして、白髪の頭をな

でて眠りにつくのを待って∴家に帰って来ると

いう生活をしております。

何を言いたいかというと、家族が介護すると

いう事はとても難しいだろうという事ですつ ど

んなに親孝行な息子や娘であっても、非常に難

しい状況に来ております。私達は判より、まず

社会的にキチッと看ろれるシステムを作った上

で、家族としてどういう風に心を通れせる事が

出来るがという事を、真剣に考える時期に来て

いるのではないだろうかと思います。そういう

親父やお袋の姿を見ていると、次の世代の私達

に大きな宿題を投げかけちれた様な気がします。

そういうシステムを作りたいと思いますねブ

私は放送に携わる者として、 -つだけ心に誓

っておりますのは、老人問題とか障害者問題と

いう言葉は使いたくないという事です。老人問

題というと何か老人が悪い様な、或いは障害者

問題というと障害者が悪いようなニュアンスが

ひびいて来るのです。そうてはなくて、老人問

題というのは、これだけ長寿の国になったにも

かかわちす、その事に手立て、システムがキチ

1ソと作れない社会の方の問題です。障害者問題

というのも障害をお持ちの方達が、自由に街を

歩けたり、仕事を持ったりできない、そういう

社会のシステムの方の問題。つまり障官署とい

うのは、世の中の障害をいち早く感する力を持

っている人という様な意味だと私は理解してお

りますご 老人間題とか障害者問題という、非常

に人を傷つける様な言い方は放送の中ではした

くはないな、という風に心掛けております。

何とか皆が知恵を出しあいながら、やさしい

社会をつくるためにこの高齢化社会あるいは福

祉の問題がきっかけになって、やさしい社会に

なればなあと思っています。予定より10分時間

が過ぎてしまいましたが、今日はどうもありが

とうございました,∴∴∴∴ し文責 女性窒)

シンポジウム 獲会場

"日時
長野市民会館

10月24自他 9

豊かに拓こう地球時代

:30-11:30

樋口 恵子

矢口 光子

富山 和子

鹿場 数

残間里江子



(樋口 恵子)

皆さん二村こちは。樋口でございます,今日

はシンポジウムのコーチィネイターを務めさせ

ていただきます。

さてテーマは「豊かに拓こう地球時代」とい

うことでございます。私たちが今時代の変わり

目にいるということは、必ずしも世紀末だから

ということではなく、意識せざるを得だいとこ

ろにあります。特に環境、高齢化、国際化、こ

の3つのテーマは、私たちが時代の変化を嫌で

も考えざるを得ない問題として、私どもの目の

前に追っております口

今私たちは男女共生ということをその基礎に

おきながら、さまざまな価値観と認識枠組の変

換を迫られているのではないでしょうか。その

変換が行われれば私たちは未来を開き、良い生

き延び方ができるでしょうが、それはもう遅す

ぎるのか、今からできれば何とかなるのか、本

当はその瀬戸際にいるぐらいのところではない

かと思います。

昨日のシンポジウムも含めて、私たちはさま

ざまな集いの中で いくつかの新たな価値観と

いうものを生み出そうと、今、試行錯誤はして

いると思います。私なりにその言葉をいくつか

まとめるとするならば、それは「競争から共生

へ」であり、 「生産中心から生活中心へ」であ

り、そして「画一化から個性化」であろうと思

っております。

そのためには、男女が本当の患味で平等にな

って、女性が地球市民としての力をもち発言し

行動できなかったら、そのような枠組みの変換

もてきないのではないでしょうか。今日こうし

た集まりも、その変換のための具体的な行動と

理念を作り上げるために、全国各地から集まっ

た女性たちが知恵比べをしなからその知恵を寄

せあっていこう、そうした催しの一つであると

私は理解しております。

今日はまとめのシンポジウムとして、これか

らの活動へのご提言となると思いますが、それ

ぞれのご専門の第一人者の方にお集まりいただ

きましたので、まず最初10分以内で、今自分か

抱えていらっしゃるテーマをメッセージとして

皆さんに伝えていただきたいと思います。矢口

光子さんかちお願いいたします。

(矢口 光子)

矢口でございます。大変賎しいというか、検

討しかいのある、 「豊かに拓こう地球時代」と

いう非常にトータルなテーマですが、立ち向か

えばそれだけやL)がいのあるテーマではありま

す。やはりこういうテーマが出てきだというこ

とが、女性問題を考えるについて、今までより

ずっと緻密に、具体的に、成熟した課題が取り

上げられる時代になったんだとつくづく思いま

す。

昨日の第3セッションの中で 市長さんが

「うちの家内が」とおっしゃったら、皆さんに

懇ろれたそうですナれと、うちの夫は私のこと

を「家外」といっております豊年中外を出歩い

てし1るものですから「うちの象外」というほど

に、いろいろ文字そのもの、表現そのものもだ

んだん変れってきている世の中てはあ。ます。

それにしてもまだまだ男性社会て作られてきた

言葉てあ。・常識てあり、ルールてあ。、そう

いうところに足。ないところを見出すとか、あ

るい捗かしいところを見虹て、女性と難

が共生の社会にしていけるがということを考え

る必要があると思います。

それて、 「昨日よ。今日の生き方が委ねっ

た」音封、う風にはめざましくは変わってはこな

いけれど・やは。ロングタイムで見ますと、 10

年とか1昨刻みで変わってきていると官います。

戦後私がまだ高等女学校に行ってい欄ま、

婦人が参政権を得るとか、あるいはいろいろな

身分の楠勅勘)除かれることとか、教育の均

等か行われることとかは、通合軍の措禍の勧

告によって・外圧によって行われたものてはあ

i)ますが、初めて女の人が政▼細ことを考えら

れるようにな。ましたc男と同し教育内容を得

られるようになったという事て、これが大きい

変化を促しました3胡0年間微動だにしなかっ

たその山が少し動いた0そういう第一期変化の

潮が、釈洩直後の外圧のおかげてございます。

それかち1975年〈昭和5昨)に国連婦人の10

年の輯合駒はキンコて行われました。市Iii

房枝さんとか、その前平塚ちいてうさん、軸

茅晶子さんとかいろんな方のお書きになったも

のや、お話を伺った。しなから、それまでは女

は男に追いつけ追い越せということで、男の路

紡ところて女的上していくとか、遅々と男

確と扱うというふうむ珊ていだのてす吊れど

もメキシコの会議ではそうではなくて、男の真

似をするのではない、男は男でやってきたんだ

と。女は女の祝て博しること、見ること、言

わなけれはなちなし、ここが今山積している。そ

れをやっていくのか国際婦人年の第一期てある

ということでしな

灘とか制度とか均等法とか基準法とかいろ

いろなものが改宗、変えっれるようになって、

まだ実質はそんなにあさましくほ変わっていま

せんが、建て前だけは一週。そろって、どんな

職業にも女性はつけるようになりました,

私たちが子供の頃は職業婦人というの暗視

されたというか、何か劣っている人間のように

別っれてお。ましたこその当時は職業婦人とい

うと、輔の交換手さんとか看頂婿さんとか限

項した方達だったのてすが、今とんな職業にも

女の人はつけて,そしていろんなことを多角的

に言える時代に入ってきましなその変わ。目

ということが第二期だと思っています。

今回この女性会議は9軸でございますが

あと数年で21世制こ入。ます。 21的に入って

かっ慌ててどうするなんていうことにもなちな

いわけてすから、昨日今日の会合で人体の舶

づけを頭にそれ郭丁が描いて、それで21朗の

課題に準備の喉勢に入ろうという事が、まさに

第三期だと思います。

てもそ伸二しては・今砲口さんかおっしゃっ

たように、高齢化とか国際化の問題とかいろし)

ろあ。ます=今当面私が取。組んているのは何



がと坤ノますと、医療の問題です/これから出

せ率が低くなり人口が高齢化していって、人口

構成が逆三角形(こなろうとし二おります。それ

から子供たちも外食が非常に多くなり、何を食

べているのか母親がねからないという二三もあ

ります。また子供が転んだときに手が出なくて

顔をうって∴,まうという運動能力とか、健塵に

かかわる問題が 高耀者から若い人まていろい

ろありますっ

日本は、昭和23年以来すっと医療法の改正が

行われないて、ついこの間改正に踏み切ったと

ころでございます。今の医癖というのは医療‾こ

けなく治療てす二 今後必要なのはケアとかヘル

パーとか、看擾とが介護の問題と同時に、自分

自身がどういうふうに生きるがという事です、

死ぬまで元気でとういうふうに生きるがという

草です。自分の姓様は自分で守るとか、どうい

うふうに・圃臭な人生を描いていくがということ

が一つ大きな莱題でございます臆 それをすべて

医者とが盲動計こまかせるのではなく‾ 、国民

全体がどういうふうに生きろ方㌧ たくましく、

より豊かに生きるがというここにかかわって、

福祉というものが論じられるi吃、要があると思い

ます二

政府か総理大臣所つかりませ/しけれど、生活

大国という言葉かこていますか、生活には大も

小もございません、天とか小とかいうの畠副迫

観を表れしているかけて、家が大きけれ百事せ

かといえはそれl二け掃除の手間もかかります、

どこかの面の大嶺領のご婦人が靴を3000足持っ

て工、るという、あん封曇かばかしい話はないね

げですつ 毎日靴を取り替えても足の形は変わる

ものです)別に持っているから豊かというので

はなくて、持っているものをどういうふう(こう

まく使うかとこ ぞれはもっている自分の休、筋

力、体力、脱みそをどういうふうにうまく使う

がという事ですシ とくに左の脳みそ:三記憶、石

の脳みそ烹悪性を豊かにします。世の中を愉快

にしていくという右の脳みそをいが=使うがと

いうことがあって初めて生活大国になりうるわ

けこす。持ち物が大きいとか小さいこかという

ここてはないと思います。人生をどういうふう

に使うかと。脳みそをどういうふうに便うかとっ

男女ともとも分かち与えて共生をしていくがと

いうところに問題があり、これが21世紀への課

題に宿り込むテーマではないかと思います。日

頃当面している課題をご纏介しました二

(樋口 恵子)

とうもありがとうございました。今矢口さん

のおっしゃった医療のあり方、そして特(こ命の

紋わりに、冶操から、医療i介護へと変化しつ

つある高齢化社会の中での医球のあり方が問題

です。そしてQO」 (クオリティiオフ∴ライ

フ『、生命の贋、生活の質ということをこれか

らは考えなくてはいけないと思います= 私たち

くま今まで生き方ばが)考えてきたけれど、生き

方は叱(二万に通じるという意味で、最後に光り

輝きながら一生が終われるようにということは、

これからの爺の紅カリ方を、もっと目をそらさ

.
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ないて考えなくてはならないことだと常々私も

思っておりましな

さて、次に冨山I和子さんかちはどんなお正か

伺える‾こしょうか\よろしくお噸いいたします

(宵山 和子)

高山和子てございますっこの夏一度蹄市ノ、

おじ†まし十二お。ますが、タへ久々掴ま。ま

してホテルて水を飲みましたぐ「ああやっは。

おいしい水だな」二一水を飲み手から「こすが

日本の轍の信州の水だな」と思い、二の丸事

人間が作ってきたんだというここを今唖まっ

ていっっしめるどれ科ナの万が荒城してあ飲み

になったのかなあ、とそ研ここを考えさせら

れました工二だ巾が降って出てきている来てしま

互いのですっ水のI弓集につし〕ては、初しな考え

るようになってさてお。、殊に女性が弛て中

心になっていろいろな運動を翻して珂張って

あられる「てもどん相二IIIをきれいにしだ=こ

ろて、おおもとの水がなくなってしまえ触妻

らないわけてす二もうそういう鮫が日の間ニ

迫っている)

例えげ私たちはいま、プロフィール

都市化社会ですから山

というのはさみしくて

半たり前だと思ってい

ます二文化の中心地は、

平野に最初かちあった

ように錯覚しがちだけ

九とも、文化の中心は

今の里部二確り=三園こかっ圭だ400年が三二つ

てす
それ脚の長い年月は山の美化の叶仕二、

峠秦オこいたi純友丈化も山こす そういう

ふう辱えこいて山の毒気かあって、そのl請

に支えっれ=師、の毎椋が守られ二きて、その

水をいき飲んている 私たちかい弱ん二いる

水呈I「一両I十の巾かちっ輩の圧かもしれな

主昔どれた用か末えっ→たかとい上まずく、

美化の「叫跡下/\昇)てき串柿(吋二

人「」300防人の時代にきしやた十十二5, 6万人

いたそうてすこきしわというの七山の中てろく

ろ抽して、おたましゃくしを作る湿小、さ/して

す
そのほかにl禍人こか、すみやさとか、き

こ。とかいっはいいたゎけてす臆今林莱従事者

は11万人です〇

二ク)千曲川ていえに、土地というのは人間か

作った棚の語果てず、これか富永てあ。、新

手岬第二千・先祖たちの万鋤の丁操二合計たち

は水軟んている珂ナて、そういうここが今ね

からなくなってきている)姉にいえ霊水l記

の虹物てす
その上とし、うのは1帥厚くなるの

(富山 和子)

姉黒牛哀れ 甲高田夫㍉課へ」缶ふ 正

プ、,、凋駄却搬 桐堰制服の棚に
まで休め、今日の八、品フームのさきかノとなっ

」∴中央信服鞘会委乱林政緑三漬し

「名水白星」,寿委員他多数の委員を赤める 宮

古二二水と緑と上月∴人の靴史1、小、恒は国

語の致鞘に柵の川口よ曇きている∴音には牛
きている」などかある



に2世紀かかる。放っておけばなくなってしま

うものです。その上を用の斜面、陸地の斜面に

つなぎ止めてきたれんめんたる先祖の努力の結

果、今この水が出てきているわけてすね,その

つなぎ止める農業と林業の跡継ぎが、今いなく

なってきている。これほど有史以来の試練はな

いんですね。お米が100門主てガチャンと出て

くる= 工場で作るんだと思っている子が多いの

です。ましてや土は人間の労働の産物だなどと

考える人達は少なくなっているのです〇

月の水はなぜなくなちないのかき 今日のよう

に雨が降らなくてちちゃんと水が出てくる。水

は上から下に流れているめけですかう、いつか

なくなってもいいはずなのに、出てきているの

はなぜだろうか。日本列島が岩の山であれば水

がないわけですかち、土のおかげだ互とわかる

でしょう。山村の方々がつなぎ止めているから

なのです。

1万年もの間、自分の国の土を食いつぶさな

いて、高度だ文化を栄え続けてきたのは日本し

かないのです。世界地図を思い浮かべてみてく

ださい。みな足もとを砂漠にして文明が移動す

るか、その文明そのものが滅びてしまっていま

す。日本だけが奇跡のように自分の国土を守り

続けている。世界に胸はってこれだけは誇れる,

このところをきちんと踏まえれば、今、農業者

休業者がいかに大事かわかりますね。何をもっ

て頁献すべきか。決して自衛塚が行くことでは

ないと思います。貞献すべきことがいっぱいあ

るはすです。

去年の今頃、長野市で出土リ1.000人位の女

性が中心となって、割り箸を使って、それて山

を守ろうというシンポジウムを開きましたう 山

村の女性たちと都市の消費者とが一緒になって

開いたシンポジウムは、多分最初だったと思い

ます。国二」を守るのは割り箸を使うのをやめよ

うというそんなナチな情けないことではないん

だということで、そういう運動を起こされた。

さすが長野県だと大変心強い思いをして今日は

きました。

(槌口 恵子)

ありがとうございました音,もう「自然」とい

うと何となくただ在るものと思い、特に日本人

は水はタダだと思い、あるいは水も空気も手を

加えないて在ると思いからですけれど、そうし

たものを守るのは、私たち人間の権利を守るの

と全く同じだと思うのです。法律にどうあろう

と、自然に与えられたように思おうと、実はそ

れは人々の不断の努力で守られて、あるいは守

っていかなくてはいけないということを良くわ

かるようにお話いただきました。それでは続き

まして鹿鳴さんお願い致します。

(鹿鴫 敬)

鹿鴫と申します。私は男女共生の絡みで少し

お話してみたいと思います。取材を通じての

率連な印象としては、女性関越が、いわゆる女

性だけの問題として把握するのが大変難しくな

ったと、そういう時代認識がございます。多分

‡

毒

葦

専

守

男性の生き方と絡めて諭しなければなら如手

代がやってきている言れは日本萄ナで焼く

て、例えばアメリカては女醇という諒が、

ウィメンスタティから最近はジェンタスタディ

という言葉に置き挨えられ、あるいは国垣の

「開発と女性」という言英が、ウィメン・イ

ンiティベロノブメントから、ジ重言ノダiイ

ン・ティベロノブメントに変わってきている。

このような傾向を見ても、いわゆる男性だけ女

性日ナというよ。はむしろ、男女一緒でという

とうえ方がかなリー駁的になってきていると思

いますeそういう行政を推進するのが、多分こ

こにいらっしゃっている女性政策諒とか、そう

いうところに所属する皆さんだと思いますねつ

我々も各地の黒布町村の女性故紙の皆さん

との付き合いは、取材を通じてすいふんござい

ますが、残念なかろどうもあま。力がない、影

響力がない、予算がないという三韓を抱えて

いるようなところがあるような気がして仕方が

あ。ませんcいわゆる女性政策訳の行政展開が

動、路に陥っているよう描かします。女性行

動計画かてきた」婦人会館撲った。じゃあそ

の上で何をすれば良い

んだろうかe 「それか プロフィールー

ら先はちっともわかん

ない」というところが

かなり多いんじゃない

かというような感じが

しますね。

実は数カ月前「女惟

行動計画、どこをとってみても金太郎観か

な内看てしかない」という主旨の記事を書きま

した臆皆さん禄乳ヒ鼓してもらうとよくわか

るのですが、どこをみて晒してすね。そうい

う商を苦し巧ち、ちょうと女性行動計画をつ

くろうとしていたある脱会で、私の乱亮王

事か引拝されまして、 「こういう批評が出てい

るはれと、わか県ではそんな金太郎飴みたいな

ものてあるなら女輔動計画を作る必要があ

るのか」と大変な議論になったそうでございま

す葛これは具体的にどういうことかといえば、

共生間題が建て楯としてはだんだん理解されて

きているのですか・その実行性をどう確保する

がという問題に、多分今多くの行政で突きあた

っているんだと思いますね(私も実行性を確保

するためのアイデアがある拙ナではあ。ません

けれども、例えば、こういう女性会議を契機Iこ

どうしたら実行性をつかめるのかe女性会館の

役割が中なる催しだけの役割でいいa)か。そう

いう問題を多分真剣に考えるi必要がこれかち出

てくるんではないかというふうに宰してお。ま

す。

(鹿館∴叡)

194昨生まれ・∴棄大学卒某日本港肩新聞社

入社婦人家庭部轟として、婦人髄、射、カ

倒即題などを担辛⊂婦人宗達部次長を怪て、 1991

年から鴻藁委員)報道、姐を通して、女性の地

軸上Iこ貢献し、へ小メン質受付。鱈I二極

と女変わる力学」言ウーマンフロンティア」触



さて、その共生の中身てすが、私は連て前だ

けは理解されたということを言いましたけれど、

まだまだ日本でに底が浅いという捜しがして仕

方がありません 例えば、企業社会の中の男女

共生という問題、これはいろいろな舞えかたが

てきると思います力」いかDる職場の男女平等

といった問題があると思います言剰えに4大卒

の今年の就職の条件:三「美人」、 「しとやか」、

「自宅通勤」だそうてすこ こが∴まとういうこと

かと言いますと、今年は大変景気が悪くなった

刀つけてす、,去年まで;ま「しとやか ではためて、

アグレッシュプら女塵が戦力として活用された

んてすが、今年は出庫、妊娠、そういう必要性

のない活きのいい男子学生がとれましたのて、

音‾銃後の守り」の!言うを女性が受け持つ。いわ

ゆる補助勘所現川を女性が担うようになってき

た。そうすると「しとやか」と言う言葉が復活

したような気配があります、職場て喋くならさ

れいた自三うが良し高)けですかろ、そこで「美

人」というのか出てくるわけです。

きちに女性は一般鍋は「自宅通勤」)これは

なぜがというと「身元のしっかりしている人」

というふうだことてすわっ 結婚の相手選与と全

く同じ状況が、実は就職破線でも行われている

ような感じがしている五十十です∵∴そういう事を

見ると、職場の男女共生といった、ような問題も

非常に境が美し、、景気に翻弄されるといった側

面がかも∵)あるれナてす= こういう中二、いれ

帰る皆さんのような行政に関わる人達が、地域

の中で共生という問題毛根づかせるたか二は、

大変雉しさがあるという風な感じがしておりま

す「

最後にもう一点だけ、私が最近寓しているこ

とは、共生の条件として「ゆとり社会の到来」

ということですっ 政時も軽済大国という言葉を

スローガンにしておりますが、バブルがはしけ

たあとの景気の状況というのく‡、実は多少ゆと

り社会に似てきております⊃ 残業が大分湿って

来ております。残業をしたくてもできないとい

うような状況が今出ておりますつ ところが、残

業代というのは鮎告辞の中の1へ1.5副使を占

める/してす,ちょうどこれが小遣いに当たるね

けですが、それが無くなってさら 了へ8万円

なくなっ‾こきたつ 7へ8万円減ってきたサラiノ

臆マンかずいぶん多いわけてすわ→ ゆとりがで

きてその分家にかえって家庭参加するの生 そ

うじゃをいつ ダブルジョブを求める人がずいぶ

ん出てきているねけてすねっ 会社が5時頃終わ

ると次にどっかの居酒屋チエ-ンかなんかに行

ってボーイさんかなんかをやっているという、

そういう働ぎ方まで出てきている。

すなわち、ゆとり社会というのは、労靭時間

が垣縞するねけてすから、ある程度お金のほう

は少なくなってきます、しかしそれては困ると

いう人もやっぱり多いお口げですこ そうすると

我々が考えるゆとり社会とは一体何だろうとい

うことを改めて考えなくてはならない、.その考

えが無いと男女共生の問題もできないのですね。

「あまり早く家なんかに帰っ∵〔くるよりも、も

っとしっが)働きださいよ」とかみさん(二晩を

臣こかれるような状況の中て広「勇士手相二

帰れ・ 「男よ家庭に居れ」といったコ一一/しこ非

相=矛盾する耕すで、そういう矛盾の中で班

は半肩しているようなここもとうもあるような

気がしてお。ます・ですから我々′士、音臆共生

とカ非常に串た。のよし)言葉をみずて、いろ

いろな店動を進めてきたわけてす間と、そう

いう現実のミリしぎの中二、蛍かニ「共生〇二

はいっ小竹だろうといったような国昭を考え

る必要があると思います。

(樋口 恵子)

あ。かとうございましたつ「共生」ユ」う。二

葉は、本当にとてもす喧しい言葉なの二、特

に発音か似ていますかっ私も「巌争から共生

へ上手ャノチフレーズ風(ニよく他ねせこもち

うのてすけ在と、本封ニ「共生」という京葉の

中身を知っすに、あま。にもl姉吾になってし

まったものですから、あっためてきちんと周い

直す必要もあると思います。黒=生きるという

けれど、寄生するのも

ある意味て喋に生き
プロフィール・----

し辛ないか-皇いき宏。言われてしまったこと

があ。ます言すから共に生きるという二との

中身と、平喜の中身というもの珊二日本塵

だまた貧しい国だと思っていますフ

残業代が無くなると、たちまち労働者の生活

が困る一て寸から瑚分畔の問題をもっと考

えていく必要があi)ます ニ1瑞、昨日のシン

ポシフムて出てきだことではあるかと思います/

しかし共生というとき、少なくともそこに男と

女が異にを画しているかとうかっ平等に参画し

ているかとうかっそのあ畑」を央め手にしなが

ら攻めていかな」ナればと想ってし】るのてすけれ

ど、あとて班である輔さ′んク)二親を伺わ

せていだださたいと思います「離カ、しいぞ女

たち-音のメノ七一ンはよくわが)ましな「だ

からやめよう」と↓▲おれるのは因るのてすって

は次に軸さんよろしくお卿〕します。

(残問 呈江子)

残苗Jてごさいます⊂私ら時仕の端とそれ
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ているんですかう、考

えようによっては寄生

も異星てす。そして男

女性別役割分業という

草も、男と女の共生な

んて全然考えない男の

人に、音「太古の葺かろ

女と男は共生している

(壁間 里江子)

1950年仙台吊生まれノ明言ノ、判明天理業/

SBS音調姓リナウンス蒜を幸二、∴女性白

身一編集雄勝1980千企画間作鍋÷「ノンデイ

小を証し、仕え取搬となる臆山口百中自叙

伝言い時一の研反プロデューーサー、薙壬

下立e臆の組長航メディアプロテ⊥「サー

として棚、映像、丈化イベントをプランニン

グ・川デーースしている 雄大馳企画陸育
成畠会談委聞出多批「)委員を務める「



から私をも含めてですが、大衆の視線とその両

者を見据えなかう、出版物とか、広告物とかイ

ベントとか テーマパークなどの空間、言わは

人の目や耳を集める萎護を作るのを生業にして

おります。いつもたえず問題意識としてとらえ

ているのは、今弓きんのせせらぎにしか見えない

ものでも、やがてもう少し時を経れば大きだ月i

になる。つまり、一見マイノリティ、例外であ

ってもこれはいずれマジョリティになるのでは

ないかという兆しを発見する、二のあたりを自

分の中のテーマにしているわけで、こうしたこ

とを日常の仕事の中て表現をしているわけです。

ずっといわれていることですけれど「世の中

が変かっだ」と。世の中が変わったというのは

この小冊子の中のメ∵ノセージにも書かせていた

だきましたが、価値観や新秩序が生まれること

で、新しい価値観が生まれるということは関係

性の変化にはかなちないわけです。夫と妻、親

と子、老と若、外国人と日本人とか人間の関係

性が変わるという茸だと思います。その中でも

一般的といえる関係性を抽出しますと、男女の

関係性の変化ということが世の中を一番大きく

変えているのではないでしょうか。私たちの一

番身近なところでライフスタイIレを変えている

のが男女の距離観、男女の関係性ということで

はないかというふうにとちえているわけてす。

この10年、女が憂さ)ったといわれていますが、

確かに女は変わって、男も変わって、世の中が

変わるという三段論法ちしいですが、私の日か

ちこの5-6年に関してみますと、女性の変化

があるレベルに遺して今は収束しているといっ

た忠じかします。むしろ、この5年くらいのタ

ームで見ますと、男性の変化のほうが著しいブ

とりわけ女性に対する考え方の変化が著しいん

じゃないかという気がしておりますこ

先ほど樋口さんかろ婦人問題有識者会議の話

が出たんこすが、今年その会議に出てみてどな

たかの話を伺っていて「はっ_ としました。今

年の春の123通常国会の、富沢総理の施政方針

演説のなかて、これまでは女性悶題というのは

青少年問題と、ハンディキャップを持っている

障害者とほぼ同列にまとめて一行という形で扱

われていたのが、初めて女性問題が特記されだ

と。その特記された中身も、 「ぼうっ」として

聞いているとそのまま通りすぎてしまうのです

が、よく聞いてみますとこうおっしゃったんで

すね。 「日本の女性にはこれから家庭と社会と

両面での自己実現を望みたい」と。半分の女の

人はそのまま素直に喜ぶわけですけれど 私の

ように斜め45度かち世の中を見る人間からする

と、 「いよいよか」、というふうに思ったわけで

すね。

先ほど鹿嶋さんは、女性の就労率に関して、

来春の女子大生の就職状況なんかを見ると必ず

しも女性をたのみにしているばかi)ではなくて、

調整のための補てん人員とおっしゃいましたっ

その局面ももちろ/しありますが、はじめて日本

国が日本の女性に「銃後の守i)」ではなくて、

社会でも頑張ってほしいと。平ったく言うと

「子供も産んで欲しいし、労動力の補てんとし

ても欲しい」と言うこと祝してしょうけど。長

期的に見ると201停頓には机千万人の労働力

が不足すると言われている中て、国が日本の女

勘二社会の中ても頑張ってほしいこ、きちんと

言っ肋よこの素はじめてだったのてす言う

早く私達のために国もそう思ってくれたa)かこ

喜んだ人が半分はいたはずてす。

しかし、今までたれかのせいにしてきて、何

もしないできた女性(本小を言えば外て働きた

くはか人)にとっては、非和こ厳しい時代の

到来な/してはないか、という気がしたわけです。

日本の女性が全部そうとはいえませんが、やは

脱会御旗の遅れている局面がなきにしもあ

らずて、ま甜えの髄の中にいる人がいない

とはいえないo 「ほんとは私は何々をしたいけ

れども夫が駄目だというのよね」、 「ほんとは私

は学樹こ靖子きかし、仕事もし帥ナれど子

供の手がなかなかはなれなくて」と、絶えず諸

かのせいにしてきた女の人も多かったので呪

いか。あくまてもお園の事情だけて女にも働い

てほしいと国や企業が言い出した粗ナならいい

のてすが、我々の身近にいるところの男たちも

組呼の時差をもって気がつき始めたの拘二

なるところです0 「俺たちも、そろそろ架にな

リか」とc見栄やこけんにかかわって女に外

に出るなと規制するより、女に席を譲って自分

主知二か)たいと思いはじめたわけです。

妻が働し、ている家の旦那さんのほうがゴルフ

の回数とおこづかいとネクタイの本数は多い三

まあ女の側かちすれば・ 「きれいなうちは家に

しぼってかて、しわやしみが出てきたろ急に

働き帥ナっていうのはひごいじゃないか」

という話もあ。ますc 2年くちい前の窮十て

「働く女性かいい」と答えている昇任が69%ぐ

らいてした言妻(こするな引動く姉がいい」

と答えた人が52%です言家事、育児を手伝っ

て抽二は鋤いてほしい」こ答えた人は17%で

したっこれも地域やそれかち年代によって少し

ぱちつきがあるのかもしれませんが、平均がそ

うだったんですし私の周。を見ても3唯へ40代

の旦那さんの中には、そろそろ妻たちにも何と

なく働いてほしいといった緊張。で家庭内刺

さを始めているというケースがふえています。

この工0年間、情報化の時代の中て、ものの洗

礼と体験学習をしてしまった女の人はいきいさ

としています。そういう女の人をみて、男たち

もそろそろ俺たち掬こな。たいと思い始めた。

こうなるとますます女の人たちはエクスキュー

ズがきかない時代になってくるわけてす。∴虚か

のせいにできないc自分の人生は自分が選んだ

ということを突きつけ功しるわけです。無理や

結婚させられたわけでもなく、反攻的には

「自分て選んだんてしょう」と言われるし、

「子供がいるからできない」といっても3人い

ても5人いても、やる人はやるとし-うことが情

報化の仮の中で叛ちら知るようになった。も

ちろ/し今もまだ男の人たちのだめ翻弄や、制

度の不備もあ。ますが、今日本国が気がついた

ということは、育児休業法や、第一子からの児

轟当ということとも無縁ではないだろうと患



うわけです′

これから国は樟事変を整備してくるてしようし、

男の人たちはますます女にもがんばってほしい

と思うでしょう。その時、私たちほどうずれに

いいんだろうと真剣に考えなけれ嘗いけません=

私たち日本の女性はこれから何を早りたいのか

をしっかり貝毒めていくべきてしょう、自分の

人生の年代軸とやりたいこと軸を擢軸横軸にと

って、その嘉卓で今一番何をやりたいがというプ

ライオリティをつける訓練、最優先の礼をどこ

におくかという訓練、このあたりをやっていか

なくてはいけないんじゃをいかと思います。女

性問題のアプローチの仕方も今のままでいいの

かどうかというあたり、いろんな角度、いろん

な幅を探さろくてはいけないんじゃないかなと

いうあたりも考えていかなけ星はならないでし

ょう二 少なくとも女の人も「自分は自分」、 「私

の人星は私が運び取ったものだ」という覚悟を

決めなくてはいけない時期に差しかかっている

のではないがという気がしております。

(樋口 恵子)

ありがとうございました。私宅とは特にこの

20牢、女はすごく変わってさなのに、男は変ね

らないで困る因ると思、つていたク)に、貴も年の

若い残間さんが男性の変化を虚し取っていてく

ださるということは、これはもしかしたら本当

かもしれなし)から、心強いなあと思っています

(おlども、葺きまいかがでしょうがっ

日本の女性が「家庭と社会枚方での自己実現

を求めるこ という言葉を使ったのは不二幻こすは

らしいことだと思います二 同時に日本の男性に

も、 「家庭と社会でともに自己実現を」と言っ

てもらいたかったと思いますねつ それはやがて

男性も変わっていくし、塵母さんのような男が

「ベストメン貨」で表彰されなくても、普通の

男がなっていくようにするにはどうしたち良い

かということなんですねこ

「もう一度次の機会で」とおっしゃったパネ

リストもいらっしゃいますし、言い残したこと

あるいは新しい角度からおっしゃる場合には、

それぞれご自分のテーマに関して、女性がある

いは男性が取り組んでいくための、今私たちが

めざしている「男女共生」かつ「豊かに妬く地

球時代」というテーマのもとで、補足していた

だきたいと思います。今守=ま日本女性会議てご

ざいまして、市町村の担当の方々、あるいは地

域の活動家の皆さまの集まりですので、それぞ

れのテーマに女性が取り組んでいくための提言、

あるいはアドバイスというものがございました

ちそれを含めながらもう一度、できるかナ5分

以内で補足していただきたし、と思いますぐ 矢口

きんからお願いします。

(矢口 光子)

先程冨山さんがおっし「つってくださいました、

自然と人間との関わりの国土の環境をどう守る

かとか、あるいき緑、自然、土、水、そういう

国土の財産を守っていろ茂山村漁村の方々への

評価ということを全く抜きにして進んできたの
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て、今のようにとんとん日本中か都市化してい

るこそして柵化の若っしはみんなお金て貰え

ば良いようなかたちになって、みんな金太郎随

になってしまうということにか)ますと、孔舌

のあ。かたというのはとうしたっ良いのかとい

う事も臆一つ考えてみる必要かあるかと思います臆

私の勤務先が麹町にあ。ますが、原理にい

ろいろな結柑なマンションがたくさんあ。ます臆

ワンルームマンションて泰雄が月80万円位で、

1、 2軒伺ったことがあるのてすけれと、とっ

てもきれいな台所でした。 I反ったことはない

/しては」と聞きましたら音「ないんで臆買って。

包丁もまな板ももちろんあ。ませんし、そうい

う暮らしふi)になってしまうのかどうか。男女

共々子供の鰹康のこと事も考えて、家族が湖と

か了死か一旬二食事をするというような、教育

的なせ味を含めて暮らし力を考えなければいけ

かのてはかかと思います「それは今、、追い

詰められた窮める都市の委てす(

道に農村のほうて↓ま、嫁の婦人は月治はな

いへ日航時間はない臆自由な発言はてき小三

週休も年休もない⊂退轍金も年令靖子もない

というようなところて、ごくわずかに自分の

舵力割印乱てきたのは、ふるさと料理とか

おふくろの味とか、ああいうものを手持ちの村

村で、みんなが寝静まってから、台所の台場の

晴いところて、こつこつと500年も100時も伝

えてきだという臆一つの文化があるかけてす臆

メキシコの国際婦人年からいろいろ国内行動

順を日本て出しました。私も清里府の婦人有

試着会最のメンパーてすカら、情報萌を-軍

令2虹3度も書き直した。見圧した出てい

ます-それを即す部にも蔓ったはずなんですけ

れども、師†の民生課か教育委員会の害口てと

とまってしまってなかなか砧かなら∴婦人関越

に関する。ろし、ろ描報こいうの岩音「遠くて

勤映る-才一うような気かするというのが、

地方の方々のご意見てこざいますそういう情

報がたか研)l元祖な高一てすね,そのた凱二ご

柄\万か、音‾家健の生活をこういうふうに切。

替えよう」、出会の園丁捗をこういうふうに切)

替えよう臆は打っても・世の中う暁に切)

糎っるものてはこきいませんっ

モク)こと方言60ヶ国,重くある回の中の、日本

の姉の輔というものに薬′点してくる「国や

親の公的な請読会に参画している各国の崎を

見ますと、 130ヶ国のうち師直09番目なんて

すね
とっても遅れているかすです。それから

農協婦人部とが既着会議なども、固てほ15%

とか20%を日和二してし〕ますが、実際には

009%という蔓るっき。問題になっないような

参画の仕方なんですねこ

4咋副まで日本中が耕すだったっもっともっ

壇の歴史はすっと刺が引きずってきた。日

本の土嚢である輔がそういう状l見てはという

ここて、今大変夏いている1)けてす言射出の

ご婦人方も一土恩命′、ソスルしてやっていらっ

しゃるかナこすけれど、詫局塵っき残間さん

がおっしゃったように講のせいにするのて音lまな

く、自分白身が変かていく、自分白身が行動



を変革させていくということがまずなければだ

めです。誰かのせいにするのでになくて、自分

自身が飛び出す、変化を起こすことがまず大切

て、それが日本中の女性に深く関わる問題では

ないかと思います。

(樋口 恵子)

ありがとうございました。それては冨山さん

お願いしますう

(富山 和子)

環境の問題というのは、とにかく自分の暮ら

しの足もとかち始めれば、たいてい見えてくる

ものです。私など蛇口の水をひねりなかろ「あ

あ、ありがたいな」といつも思います。ですか

ら今日のように電車の窓から休耕田を見たり、

水田がつぶれているのを見ますと、 「ああ、ま

た一つダムが減る」と思ってしまいます。水田

はダムだと20年間言い続けてきて最近やっと羽

田元大蔵大臣までおっしゃるようになってきた。

水を張った段々畑を上かち見た鳳景を想像して

いただきたい。小さなダムが張りついている。

l峠「)水は森林と水田がつくっているのです。日

本ではそれ以外に水はつくれないのです。もし

日本列島が石やコングノートだったら、降った

雨が全部海へ行ってしまう、それを受け止めて

いるのか森林と水田です。陸地の水は水田と森

林がつくって、森椿が受け止めて、出てきた水

を水田が使い、そして増幅させて川へ出してや

るっ これが川の永、あるいは地下水なんです。

そういう意味で、まず足もとかちちょっと問題

意識を持って、 「この捨てた水はどこへいくん

だろう」と、そんな具合に考えていくとたいて

いのものは見えてきて、では何をすれば良いの

がま「出来ることからすれば良い」という事が

わかると思います。環境の問題に関しては特効

薬はないのですク

もうーっ「水は土の産物だ」と言いましたけ

れど、この土は陸地の生物である人間も他の動

物も、みんながつくることに参加しなければな

らないという法則があるのです。その法則を忠

実に守ってきたのが、日本の先祖たちだったわ

けです。どういう法則かといいますと、 4億年

前陸地はがちがちの岩石だけの、裸で一切の有

機物のない世界だった。そこへ緑の植物が生え

上がってきて、その根ががちがちの岩と岩との

隙間に食い込む。それが土の始まりだった。こ

うして土ができると線が増える。緑が増えると

その根が土になり、そして岩石をつなぎ止めな

かち土を厚くさせる。そうするとまた緑が増え

て、またという具合に、 「さあ」と下から緑が

生え上がっていくのです。二の過程でいかなる

動物も植物も土嘆の形成に参加し、浸食防止に

力を貸す。これを拒んだ生物は滅びるという法

則があって、みんなが土づくりに参加した。今

かち100万年ほど前に煉始人が現われ、それか

ら99万年たって、 l万年ほど前に文明人が現わ

れます。この文明人が現われたときかっ、土の

法則が大きく交代しました。この時から、土と

いうものが放っておけげ失われていくものに変

わったのてす一てもこの勘がその後の文明人

にもら軌と即され「土を失った文明は戚ひ

る」という事に初ます。エジプトでも何ても

過去の蜘よみんなそうてすねc先祖たちは土

かち得たものを土に帰しましたこ森林は膚の負

を養う〇海の優民達はその簸て土に帰すのて

すごそうやって士道。に、農業林業艦みんな

がよってたかって土をつなぎ止めてきなその

結果がいま出ているこの一店の水なんてすしこ

のあとを継がないと雄二良い環境は渡せない。

ぜひ暮らしの中からもう一度見直していただき

たいと思います。

(樋口 恵子)

あ。かこうございましたcそれては施巧さん

どうぞ。

(鹿島 敬)

今年の4月から育児休業宏が施行されました

けれども・私暗室て育児休業をとる人瞳す

いないだろうと思ったんてすが・全国各地にぽ

ちぽち出光めてお。ます0北海道の散の魁

は、 8月かっ育児休業を取。まして年内全部取

るそうですゥ∴なぜ男が取るか」という質問に

対しては、 「女性がずっと背負ってきた苦労を

男軸っう必要がある」と、まあ大変立派な答

えをいただきましな

そういう意味では残間さんがいうように、男

は多少変わっていると思うんですが、しかし本

当に変れっているのかっ変わるためには数がな

間はだめでこれは白蟻の派閥争いを見て

もよくわかると思いますこパンダなみの変わり

かたではためなんだと-鰊輯じゃだめなんて

すね0弁護士の福輔梧さんl充にいうと「ゴキ

ブリ並みに観しかナればだめよ」という博し

机ですね〇じゃあコギブi)並みに繁殖するかつ

これは功、助、繁殖し祝い臆かせかというと、

今のままの棚のほうが男にとっては非酌;住

み心地が良いわけてすねっ家庭の中にもそれを

否認する風土はあるかナてす・かみさんのほう

は「いいねよそんなこと私かやるわよ」と言っ

ていろんなことを由分で引き受けてしまうっそ

ういう過剰サービスが、多大ちネックになって

いるのかもしれません。

もう-つ女性の生き方-こついて大変気になる

ことがあ。ます。総理府の「女性に関する軸

調査」によ。ますと、ずっと長く働き涜けるこ

とに対する女性の賛同率が、年々下がってさて

お。ます←助こいったん家庭`二人i)、出産、子

育て、そして子供の手が離れた功トに出るとい

う人が実は増えております。そういう連珠ては

日本も女性の蝦場進出が大変盛んなのですか、

この希栗を見る限。、女性は基幹労動力にか)

得ないと思ってお。ます〇やっぱ。働き規ナる

ことによって基幹労働力になるわけですけ九と

も、これではなし)得かんじゃないかと言いま

す。

それから勧忙2010年位には〕千万人近い労

働力が不足するわけです。そういう中で女性へ

の期待とし1うのは大変大き。わけですけれども、



それは基幹労働力としてではありませんね= 綾

辺労動力としての、それほど技能、技術、専門

性を必要としない分野での、多分お助けマンて’

すオ主∴そういうお助けウーマンという期待のさ

れ方でしかない。既にその傾向は現われている二

今日本の企業というのは、男性とほんの-部の

女性で構成している一部の基幹労働力と、そカ丁

から女性を中心とした大多数の縁辺労働力と、

二寓化が非常に進んでいるような忠じがします。

こういう話をざっと総合しますと、これから

は、女性は「仕事と家庭」、男性は「仕事」と

いう性別役割分業が多分定着していくのではな

いかという感じがします。これを打ち破るには

どうするのか。私もあまりアイデアはないので

す。よく引用きれる総理府などの調査を見ます

と、共働き家瞳と、専業主婦家庭の男性の家事

参加率は全く変わらないわけですね。女性のほ

うは働いて経済力を得て、しかも家事も専業主

婦並みにこなしている。そういう意味ては、非

常に女性にとって幸い感じがするような気がし

ます。つらいという意味は、むしろ肉体的に疲

労店紡ぐ高まるんではないかという度しがしてい

ます。女性の平均寿命は、少しすつ粗くなって

いくような慰じもしますね。男のほうが逆(こ長

くなってくるんじゃないかというような恕じか

しておりますが、樋iコさんはひょっとしたらい

ろいろ反論があるかもしれませんが、以上です。

(樋口 恵子)

あi)がとうございました(反論もあるかもし

れないとおっしゃいましたけれど、その状況認

識についてはむしろ私は、鹿的さんが言ってい

ることに賛成です。賛成というよりも、これは

調査に関する限りは事実て“すから。

ここにいちっしゃる方は、どなたもこ存じの

Ⅳ工手型というのかあります。縦軸に労働力率。

これは雇用率をとっても傾向としては全く同じ

てすが、労働力卒をとります。横軸〈こ年齢階級

をとります。 1与巌労働年齢になってから大体5

肢刻みでやっていきます。そうしますとこの10

年の間で少しずれてはきたのですけれど 日本

の女性は20代前半でピークに起します。そして

20代後半でストンと落ちて大文字のアルファベ

ットのⅣ重の字を書くのですう30代前半でまた落

ちてきます、つまり結婚、出産、育児の時期で

すね。そして30代後半になると少し高くなって、

40代でまたもうちょっと高くなって、やがて定

年年齢を迎えて、労働の世界からリタイヤして

いくという、くっきりとしたM字型。これは少

し前妻ては先進資本主義国に共通すると言ねれ、

大なり小なりその傾向をもっていたのです。今

は極論すれば、このM字型をはっきり持ってい

るのは先進国では韓国だと思いますが、少なく

とも西欧諸国ではなくなりました。ほとんどみ

んな高原状か、若いときの培うがちょっと商い

食/レ型といわれているそのどちらかにだi)ま

した。

出生手の低下に血迷った人はこう言います。

「女の高学歴が出生率低下を促した」と。ある

いは「女性の社会進出がこの詰粟をもたらし

た」と高萩しゃれ)ませ/し。私、この頃は鹿

男さんなんて好きですねoとうして好きかこ言

うとやっぱ。こんな事を言いながら生き方送っ

ているんてすよ、男として。 (笑)私はやっに

男悟も女性もこの様々な認識枠組が権道的音音こ

変わっていこうという時に、当た胴として存

在するものすら、当たり前てないということか

よくねかってきた時期に「生き極った。、自

分のスタンスの置き所に違うのを、私は当期

前じゃかかと思うのてすc人生か5崎か現0

年に伸びただけだって、みんな送って、女たち

も迷いかここまて乗たではあ。ませんか.男

に迷いが少な過ぎたのです。 (美音から迷え

る社章というのは大好きなんてす。∴笑)たけ

と音「女性の高学歴化が出生靴下をもたっし

た」とか・ 「女性の社会進出が出生牢低下をも

たらした」、 「お園の結果がどうなるか」こし、う

ことを言うのは、 「血込える杜羊」音と言いまし

て、こういう人には程は-切削葺しないのです。

日本は今、先進国の中て最も専業主婦をして

いる国てすっもっと正確にいうと子産み、子育

ての時代にもっとも専業主婦の多い国てす、あ

る種の人々が菩びそうな、育児に専念する鞘

が先進国の中では最も多い国てすり巌も少ない

国はスウ工」テンです・子産み子育て藍。の年

齢で、ヲ綱カ年は岬は50%そこそこなの(こ、

スウェーデ/郎0%を大きく上回ってし、ますし

日本の合計特殊出生率か今1 53だの54だのとい

っている時に、スウェーデンては198時に入っ

てがち上がってきて・既に202を数えてお。ま

すeまさに冨潤相のこう「女は家庭と社会の

両方に貢献してください」というのは、この心で

字型なんじゃないかちと思っています。私がこ

の辺を言ったところて、今度に若い鯛さんに

引き取ってもらいましょう。

(浅間 里江子)

私か男の人巨変かっとというのは必すしも良

いことと思っているわはてはないんですね。た

だもう・ 「男は被害者、女は加害者」の描図て

はなかなか解凍がつかないんて、はめ倒しは牲

しいにしても圧っ二リ実って男たちをその気

にさせるI二はどうしたらいいのか」と、ああと

むちと両方使って上手にやろう⊂思っているわ

けです。砲口さんのおっしゃるように、今はま

だ女の技や能力が木靴二頼圧されて、男か席

を譲。たいわけて快い/してすね〇そろそろ僕

だち架をしかということと、女の人がほんと

に優秀だから通を開こうと言うのとちょっと誤

差があるのを承知の上で言っているのてす。男

はこれからは生活化J軌をしていかなければな

らないし、女かっ生l舌Il轍を得なければいけな

い∩女も男かろ、社会の舶民としての男の投

を伝接してもらわなくてはいけない。基本的に

男はひ弱ですかち、めげると攻準に出ますのて、

からむしろそこはかとなくしわしわとその気

にさせるためにどうす右=封、いかを考えなくて

はいけません。

私は風鈴期という言葉はあま。好きじゃない

んてす臆で靖討て見ると女の適齢期と男の通



齢期とでは、男のほうが数が2倍強になったと

いうことです仝 結婚できない男と結婚しない女

の構造は、凱二村する脅しの材料にはもってこ

いだと思っております。 「そんなふうにしてい

るとお嫁さん来ないわよ」、 「そんなことしてい

ると結婚できないよ_ つて言うふうに若い男た

ちをどんどん脅していってその気にさせる。か

なり戦略的になっていかないとだめだんじゃな

いかと思います。日本の女性の25歳から29歳ま

での未婚率が50%を越えたことてもありますし。

海外渡航の経験を見ても、 34茂までの日本の女

性くま平均4.4回です。男は3分の1以下です。

そんなようなことが成田雑婚というようなこと

にもつながっていくんじゃないかという気もし

ます。今離婚率の中でも、結婚1年以内の離婚

と、 20年以上の50代の離婚というのが増えてい

ますけれど、この結婚1年以内の雑婚なんてい

うのは、場数を踏んだ女と場数を踏んでいない

男の破局とも言えるんじゃないでしょうが。家

庭生活の縮小だと思って一緒に新婚旅行に行く

と、男は英会話ができるてきないじゃなくて、

どこでチップを払うとか、鍵をどうするなんて

いうことがわからない。場数を踏んでいないん

ですね。

私と同世代の団塊の世Iもというのか1千万人

ほどいるのですが、そこでも同級生感覚の夫た

ちを「そんなことしているとすぐ妻が出ていく

わよ」とか、 「やっぱり料理ができない男って

最悪ね。私たち年とったらそばに置いてやらな

いよ」と脅すことにしています。きわめて具体

的な戦術を立ててやっていかなければなちない

わけてすねこ皆さんも家に居ったら夫に「中年

層で離婚する人が多いんだって」とか「男がど

んどん離婚されるちしいねよ」とか言いながら

日常生活の中で男を変えていくことも必要です

ね。

(樋口 恵子)

ありがとうございました。 「はめごろし」で

はなく「はめ育て」をやろうというご提言でご

ざいます。いろいろ違う分野の方のご発言です

が、しかしその中に共通して流れていることは、

「まず身近に自分かち変わっていく」、 「まず自

分が認識し、出来ることからやっていく」。そ

ういう意味ての4人の方の共通したご提言てあ

ったと思います,

今回このシンポジウムに「豊かに妬こう地球

時代」と言うキーワードを主催者は選ばれたわ

けですが、今私たちは「豊かになっな 豊が二

なった」というけれど、豊かさの問い証しをし

ようという傾向があります。それが大国と言う

言葉がいいか惑いか先ほど矢口さんからも話が

ございました。大小というのは本当に一つの価

値観を伴っていることで、ここで大国という必

要はないと思います。 (二もかかわらず、経済優

先、効率使先から、暮ちし、人々の人間関係、

そうしたものを見直そうという傾和二乗ている

ことは確かでございます。

私たちは、今までと追った価値観で豊かな社

会を築いていくために、皆さま一人ひとりにと

って豊かさとは一体何であるか。あるし、はその

豊かさを築いていくために、 「こうしていこ

う」とし}うご提言がございましたらおそらく一

番最後のまとまったご発言になると思いますの

て、 5I6分くちいのご検討でよろしくお願い致

しますっ今度は逆にいきまして残間さんからお

願いしますつ

(残問 里江子)

そうですね/でも国際社会の中て日本人が豊

かしゃないというのはもう言えないと思うんで

すねc客観的な数字の領域て豊かじゃないって

いうと、 「まだはしいのれっていうふうにい

われると思うんですねeさっき「ハプルは功罪

両面があった」音といし〕ましたが、まあ絆して今

はみんな内政的になってきています。そういう

時代の気分みかなものを、自分の中にどう取

入れるがと言うのか、勤、さという指標を見

つめ直す機会になるんじゃかかと思います,

人生を逆算したところから推し量っていって、

今の第一歩を踏み出すと言うようなグローバル

な視卓がそろそろ必要ですね〇足もとかちの改

革も当然必要なんですが、どうも足もとだけて

はなかなか解かつかないグロー/。しなところ

に、今日本が抱えている問題かっぱいあるよ

うな気がしています。

(樋口 恵子)

ありがとうございましたc最後片言すつメ

ノセージとし辛同調をぜひ取。たいと思います

かちまた考えておいてください。

(鹿場 数)

豊かさの基盤をなすゆと。とは、通産省の

「ゆと埴土会懇談会」の売義によると、 「糊

的のく。」音「精的砂と。」 「物質的ゆ到」の

3ってすc摘神的めと。」と言うのは、パー

ツナi)ティによってすいふん追うと思いますが、

「物質的なゆとり」と「欄的勅と。」とい

うのは、社会制度の変革の中ていくつが対応て

きるテーマてすれ

「時間的めと。」に関しては、今労働軸の

短縮といったような問題が進んている。また企

業ではものを庄文するとすぐ届くような、鵬

に効率のいいシャストインタイム方式、あるい

は看板方式というんですが、自動車なども今そ

ういう形で作られているわけです言ナれども、

今その見直しが進んでおります。 「物質的か

たかさ」というのは住宅問題から始まって一種

集中の問題まで解櫨としては非常に大きな

問割二なるわけです。

いずれにしろ、バブルがはしけだあとは住宅

の地価のほうが非和二下がってきたおけてす。

致々白身もやはり皇居の見直しとし、うのは必要

だろうと感じます。 2鋳間ストアーがオープン

しているのは便利さの題みたと思いますが、例

えば道路艶から深夜便でトラックを運転して、

こちらに現地の品物を届けさせるシステムが、

実は過重梯働力を生んているということなの

で、やっぱり我々a)生活自体の見直しも必要か



ちと僅じております。

私はここて、夫婦関係の豊かさを確保するた

めの見任しということが、ひ三つとして必要に

なるんじゃないかと思っています。お互い頻を

見合わせても面白くもおかしくもないような夫

婦関係というのは、何年かたつと出るような気

がします。実は離婚率がどうも動きだした気配

がするんですね。今工2かちl、3位に上がってい

ろんですが、このところ離婚率はずっと安定し

て来たんです。最大ボリュームゾーンの団塊の

世代が今、子供の教育等々のところで離婚とこ

ろじゃないから、そっちのほうに神悉とられて

いますけれども、その辺が-段落すると「夫婦

とはなにか」といった問題を真剣に考え出して、

意外と女性の方が飛び出すケースのほうが多い

んじゃないかと思います。少なくとも今離婚を

申し立てるのは、女性のほうが多いわけてすね。

これは厚生省の雑婚統計によりましても、女性

が「三下り幸二 を突きつける時代になっていま

す。そういう意味では良き老後を男性が送るた

めには、夫婦関係のチェックというのが、非常

に大きな問題(こなってきておし)ます。豊かな夫

婦関係をどう突くかというの忘、大変大きな問

題です。

ある弁護士さんのグループが家庭内暴力のア

ンケート調査をしたんですが、これを見るとも

う-つの男の顕というものが出てくるんてすね。

外づらの良い人はどうも家庭内でいろいろな暴

力を振るっているようなところがあるらしいの

です。 『仮面夫婦」といった本もありますけれ

と、会社では管理職として大変有能で都下の信

頼も厚いといわれている人が、家に帰ってきた

とたん仮面を脱ぎ捨てて妻(こ対して暴力を振る

うんてすね二 一番多いのは殴って奥さんの鼓膜

を破るというケースです_ あるいは背骨がずれ

だとか、相当被害が出てきている。 「夫婦喧嘩

は犬も食わない」と警察は取り合ってくれない。

近所の人に相談すれピ「それ:三あだだが悪いね

よ」と言われてしまう、まあ外面が大変良いだ

げにそんな事をする亭主だなんて近所の人はわ

かんないめげてすけれども。そういう問題も出

てきている。ですから夫婦の寿命もどんどん延

びていくわけてすけれども、そういう窯味では

夫婦のチェックというのか、いわゆる豊かさを

築く一つの根本かなという気がしております。

(樋口 恵子)

あi)がとうございました。夫婦の問題につい

てお話いただきましな では富山さんどうぞ。

(富山 和子)

今「豊かさ」というお話なのですが、いつも

私自身のキーワードとしてよく使ってきたのは

「文化とはゆとりてある」。それかちもう一つ

「文化とはカルチャーである」という言葉ですこ

文化とは耕すからきた言葉ですこ たとえば自然

とのつきあい方の場合、今日本は子供が川へ近

寄れば危ない。落ちれば、河川管理者である行

政、あるいは農業用水であれば農民の責任にさ

れてしまうっ そしてマスコミもそう報道する。

「卿を設けろ」、 「ふたをせよ」っ先生も近寄ち

せたがらないeそういうようなかたちで子供を

川て泳がせない◇ l氷がせないかち水とも付き合

い方がわからないcわからないからいよいよ怖

さがわかちか。恵みもわかっないからいざ看

ろたときは上がってこちれない一自然とつき合

わなくなってしまう占用危険なんだかな

危険な㌧八二日分与覚悟してつき会いましょう」、

これがゆとりなんてはないのかと思し、ます一例

えばオランダでは水路だらけてす。運河だらけ

です。オランダの子供たちは、小学校て靴を履

いたまま、もちろん洋服も着たまま泳いで為

ちた場合の訓練までしています_自然との付き

合い方が日本人は最高にうまい民族だと思って

いたけれと、波後いつの榔こか・日本と外国と

てひっく男亙るような状況になってしまってい

る言文化とはゆと。てある」というのはそう

いうことて、自然に対するこち堀の砂と。て

あると思います。丁子.

私はあるときから・青い葉っぱ中心の生ジュ

ースを欽んてお。ます0生てジ十スを飲むと

なると、当然無農薬かそれ(こ近いものを選ふよ

うになし)ますoプーンと`こおいがする、 「ああ

このにおいだ」と、 「本宅にありがたいな」と.

これはゆと頼んだろうなと思います。しかし

今度は泥のないものをとんとん買ってくること

が「ゆとi)」だろうかと疑問に思います。作る

側も、有機栽培農業がてきるようにする政策、

これが「砂と。」なんてはないだろうか。環境

の欄はことごとくそういうことが言えると思

四国に、日本最後の融だといわれる四万十

川があ。ます一本当にきれいな川てす。 「四万

十川写れ」つてみなさんおっしゃるけれど、そ

れなら「農業辞し」 「林業守れ」と、どうして

そこまでつなからかのかがいつも不忠討こ思

います0自然を守るということは基本拘〔は利

用することなんてす十てすかも日本の緑を手。

たかったう、水が欲しかったろ木を使おう、国

産林を使おう、靴材使おうということですね。

割。箸使おうcお米食べようDちょっとぜいた

くいえ宮、絹着ようってよく申し上げるんです。

今日もたぷん長野県産たろうと思いますが、絹

の服を着て楽したしやっぱ。いがこ利用する

か。これかゆと。環境関越ていう「ゆと。」だ

ろうと思います。

もう-つ・ 「耕す」0これも家庭を通して人間

の心が今まて耕されてきたはすなんですが、こ

れが今断絶してしまった〇人聞かもク)を作るす

ぼらしさを今の社会で教えろれますか。例えば

人間が汗を廃して鋤く。労働のすぼちしき。そ

してものを作る、このすぼらしさかわからなく

なっているこそういう社会で育った子供たちが

大人になっていくc敢I斉家になり学者になって

し1くわけで非常に怖いと思います。 「文化と

は耕す工大地を耕すのと同時に心も耕す、こ

れだけを申し上げておきます。

(樋口 恵子)

ありがとうございましたoそれでは最後にな



りましたけれど、矢口さんお願いします。

(矢口 光子)

さっき「銃後の守り」というようなお話が出

たようにちょっと思うんですが、今日この会場

のみなさまお若くて「銃後の守り」という言糞

をご存じてすか。私どもも若いときには兵隊さ

んがみんな戦地に行ってしまって、企業守るの

も、農業守るのもみんな女の人がやって、それ

て「銃後の守牛と言うのですが…。

(樋口 恵子)

ちょっと待ってください。みんなざわめいて

いますから「銃後の守り」が分かった方手を挙

げて下さい。こんな具合でわかっているようで

ございます。

(矢口 光子)

私はいろんな意味で「銃後の守り」的なこと

を、女の人もその気になってやってしまってい

るということが、今の世の中にもたくさんある

ような気がいたします。それから「銃後の守

り」って今ずし主こくん多くの万が手をお挙げにな

し)ましたけれども、 40歳半ばの役所の人にその

話をしたら「15蔵まで貞操を守らなければいけ

ないんですか」 〈笑)なんて言なれたことがあ

るんです,そういう言葉もだんだんすたれて、

わかちなくなっているのですね。そういうこと

も文化の--つですけれど。

例えば私の働いているところに女子学生が宣5

人くらいアルバイトに来て下さっています。冬

至の前の臼に、 「明日は冬至だからユズ湯ね」

というと「ユズ湯っておいしいんですか」つて

言われたんです。 (笑)そういう意味では文化

というものもどんどん変わっていく。どうやっ

てとどめるのかというのが-つございます。そ

ういうことも含めて、ゆとりとか精神文化とか

将来考えていかなければいけないというのか一

ってす。

それから今、私は40年前に恋愛をしまして、

慌てて結婚しちゃって途中で服したなあなんて

思っていたのですが、 (笑)今は別に現したと

思っていないのです。実は同居している男です

が(笑)変わっていくんですね。こっちも変わ

るしむこうも変わる、それが面白いということ

が一つあります。先程の鹿埠さんのおっしゃっ

た暴力を振るうような男もいるというお話てす

が、そんなんだったちつまみ出して離婚しちゃ

ったほうが良いんではないですか。お互いの夫

婦関係とか家族関係、それから社会関係を変え

ていくと言うのか「ゆとり」を生み出す-つ

の前提ではないかと思います。

それから「価値観の変化工 昨日も第二セッ

ションでちょっと申し上げたんですが、私は近

所の畑を借りています。私は百姓ということに

憧れているんですが、まだ百姓じゃなくて、 38

姓位しかやっていないんですけれどら しょい

かごに地下足袋をはいて、くわを担いで歩いて

いきますと、途中で会う人が変な顔をしていま

す。おばあさんが孫の手を引いて、 「勉強しな

いとああなるぞ」っていうのかあ。ます。

(実)だけど私にとってとても楽しいんですよ

れ空間から軸の流れから環境から、すべて

ふだんの勤めの状況とはまるき。違う価値観の

中で動くというのは、ゆとりがあるというか菜

しいことなんですれ私自身がやっております

「ゆと。」の発見をちょっとご紹介しました。

(樋口 恵子)

あ。がとうございました私は知さんの同

居している男性を少し存じ上げておりますので、

と。わけ楽しく伺わせていただきました〇人周

というのは変わる可磁性があるのですから、皆

さんの同居している男たちにどうぞ「失望すれ

ども経堂せず」。 (笑)

航、あるグループの「夫の家庭内暴力の調

査」を粁応接しております。その調査によ。

ますと、家庭の中に勅的な夫中心男性中心

の構造がある。またそれを支えてきた日本の封

建的な家訓度というものがあるという事は重々

認め、そこに対して恵。つつも、聞くところに

よるとその暴力からは逃げられない状況がある

というのですoですかち逃げる勇気を女が持つ。

なぐちれたち必死の覚悟でなく。かえす。肋骨

を折られたら匂うの鵬を折るなんてことはち

ょっと行き過ぎであ。ますけれど(笑)しか

し暴力を肯寿しているわけてはあ。ませんから

どうぞ誤解しないてください。少なくともその

暴力的にやられている状況を容認していかない

強さを、女がもたなかったらだめです。もたな

い人がいるかちこうやって調査をした。励まし

あった出ていこう、かけこみ寺もつくってい

こう、という事になる誤ですっ其方的な中にお

かれている場合に、そこから自分のカで勇気を

もって脱出していくっ電話をかけてこられる人

はまかい人だと思うんです言責話をかけてい

るとき、夫が入ってきたと思うと「ぱっ」と切

る細かしたし)する。そういう電話は夫がいな

いときしかかけられないということもあるわけ

です。

国連婦人のl時、そして日本女性会議がもう

8回9回を重ねるというような、ある菅味ての

追い風の中であっても、一人ひとi)が苦労して

自分が勇気をもって変えていこうとしかと、

豊かな社会も共生社会もてきないのだとつくづ

く思います。

「豊かさへの闘い起し」ということに関して

最後に皆さまにお話いただいたことの中から、

あるいは私が知る限。での昨日の4つの分科会

の中かち・この豊かさに関していくつかの項目

が浮かび上がってきたような気がいたします。

‾つは「豊かさ」ということの中にもちろん

環境の問題があ。ます0これは高度渥織長の

中てはとかく見潜とされからてしたが、子々

孫々にまで影響してきますoこの子々孫々なん

ていう言葉は封建的な細腰につながるような

気かして、私はある時期まできちいでした。し

かし考えてみると日本の工業化というものはい

つも、 「この半期に売。上げをどう伸ばし、生

産をどう伸ばして今期の利用を出していくか」



を基準にしているっ いわば男性中心の工業社会

の未来を見る目が、非常に短く細分化されてい

る。それに対応するのが農業をこえて林業あた

りの息の長さ。木を植える人はあそちくその木

が大きくなる日を知ちないはずで、寿命の原則

かちいって見ろれない厚ずなんですけれど

子々孫々のために木を植えていくつ そういう自

然の環境の長いサイクルというものを取り戻す

ことが今必要とされている。私たちの今の蔦か

さが、未来の人類を食いつぶしていることでは

絶対にいけない、次の世代が無毒に生き延びち

れなくて何が豊かさであろうか、これが一つだ

と思います。

そして男女の生き方に関していうならば、一

人ひとりが個性豊かに生きられるということが、

「男女の共生」ということにもつながってくる

と思います。 「女だからこう生きろ」 「女だがろ

家庭と社会両方」、男だがち「職場専一」、ある

いは育児休業を男も取れるように、という微調

整の相互乗り入れが、へたをすると今日本の社

会に新性別役割分業が走着していくと,執、ます。

このほうがある意味では楽な面もある。女性も

配偶者控除さらには屋上屋をかさねる配偶者特

別控除。パート100万円の掃除。それから国民

基礎年金の3号被保険者として、サラリーマン

の妻と認定され、無職の妻と認毒されれば保険

料を払わなくて済む。

今女性の地位を考えるとき、私は「座権と人

権を峻別すべし」という持論の持ち主でござい

ます。 「女性の地位を上げた」といってもそれ

はあるひとつの政策にくくられる人たちです。

つまり事業主婦として家庭を守り、必要なとき、

縁辺労動力としてパートに出てくれて、そして

年寄りが倒れたら直ちにやめて家へ入って介護

してくれるこ この出たり入ったり「出し入れ自

由の労脚力」としてやってくれる無減の専業主

婦なちば、かくかくしかじかの特権を与え、そ

して夫が死んだときには「安月給の女よりくま、

むしろましなくらいの遺族年金を支給するぞ」

というのが、国連の10年、差別撤廃条約、均等

法云々、女性の地位が高まった方向、そして実

にまっとうな文辞がやつぎ早やに中央かち自治

体′\流れているんです。だけど政策として、い

つも縁辺労動力になってくれるであろう専業主

婦という人が特権に守られて作りだされる。ま

たそのほうをよしとする女性が実は多いのだと

いうこと「ここにいらっしゃる方々の、もしか

したち大半もそうであって、私は今日その方々

を敵に回して帰ることになるのかもしれません,

しかし掩いません。もう帰っちゃうんですから。

(笑)そしてその上でどうぞお考えください。

この堅権と主婦の座、要の座、その座にある人

は全部女性だから女性の権利なのか。そうでは

なくて女性が鋤き就ける権利、政治(こ参画する

権利、行政に参画する権利、農政に参画する権

利。ただ農地を守るだけではなくて、本当の営

農に参画する権利。そういうのが私は人権だと

思います。 「女性は座梅に甘んじず、人権を守

る」。その人権を上げていかなかったら私は日

本女性会議を何回重ねても、暮らしの部分かち

建て直す棚観の社会はできかんじゃないだ

ろうかと、憎まれ口を申し上げかと思うので
す。

ここて今年の5月に亡くなった長谷川町子さ

んの追悼のた助二ひとこといねせていたたきま

すつあの「サザエさん」に出てくる「カツオ

君」音の暮らしは、子どもの育ち方として埋本

的なものが、都市の子供てあ明から守られて

いたと思います言時間「音と「空間」そして

「個」と、この3つが抜けると「さんまが逃

げた」というのたそうてあ。ますが、時間、空

間、佃こうした経験というものか蜘0咋

代まての子ともにはかな。豊かにあったのか、

昭和雄性ころのいわゆる市史蜜唐成長がピー

クに達する朝かち、 「かソオ君」の暮らしは宗

達と学校と言今度は松本清張さんの追悼にな

し)ますが) 「点と勘の中に封じこまれて空間

を失っていく-いったい子と頂ちにこの間、

隻脚、棚をどう取。戻すことがでるのか,

Fう本に今、物的に貧しい面もある柚と、

音‾金持ち、物もち、人貧乏」といえます。老後

などの人手をかけるべきところは貧しい、昨日

も第4セノションで㌫毒しした人ですけれど、

鵜100ぺノド当た。に関して日本は看護婦さ

んの数が18人てす一これに対してスウェーデン

ては62人てす。イ千〇)ス聞0人、アメi)カは55

人てすo塙院の性格が違うことを含めながら

では老人ホームの寮母さんの定数はというと、

今言った国々の日本は2分のlから3分の1て

すe豊かさのつには「糾っ。よ間ますべて

よし」と時人がいってきたように、心身の自

由を実った最後のとき、若くしても障害をもっ

た人々、あるい量んらかの事情て貧しい人、

社会のなんらかの弱い立場におかれた人々か

いかに人間の豊壌を保って生きることがてきる

のかというニ音とも、私樽か三の重要な要素と

して大切でないかということが、昨日今日の話

し合いを過して浮びあがってきたような気がし

それにしても私は昨日今日このようなすはち

しい会に参画しつつ、若干の空しさを禁じ得ま

せんでした0それは皆さまもおそらく同じでは

ないかと息づのてすc日本政界のていたろく。

その中ていっか私たちは何を考えることがで

きるのだろうがそれをやは。たまたまこの時

期に開かれたということの重い衝としかと

思います。

でも今日の信楼毎日新聞て、売春を否認する

風上のあるアジアの中でエイズがイントと並

んで最多発地帯てあるタイ国で今度の選挙て

女犠員が卿的といってもまだ少ないけれど

ても日本の衆議院の比率よ。は多く女性議員が

珪出されたというここを伝えてお。ます。また

アメリカの大彿領蓮はもう旬日に迫ってさてお

ますが、少なくとも民主党は、下院の殻

435人の3分の1に当たる155人の女性立候補者

を立ててお。ますにユーヨーク邦字紙音「OC

Sニュース」、その後当選聞7人主おそらくア

メリカも軋こ大きく変ねっていくでしょう。足

もとから世界を変えていくことがみんなの共通



の今日の認識なのかもしれません⊃ 「国連婦人

の10牢」の何のといっても、遠くて鐘が鳴ってい

るようにしか聞こえないというお話が、どなた

かのご発言にございました。遠くで錘が鳴って

いるという状況から 少し苦労して、少し憎ま

れることを覚悟しながら自分たちの手で、男や、

まだ眠っている人たちにうるさがられながらも

鐘を鴫ちしていこうではありませんか。今日は

本当(こどうもあi)がとうございました。パネリ

ストの皆さまどうもありがとうございました,
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