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昭和女子大学学長

坂東眞理子

私たちの世代

　今日、私は「女性の品格と住まい」

というかなり食い合わせの悪い題名

で話をさせていただきます。私は34

年問も公務員をしておりました。そ

の後いまの昭和女子大学のほうにま

いりまして、今年の4月から学長と

いう、いままで経験のない仕事につ

いています。

　少し自己紹介をさせていただきま

すと、私自身は富山県の出身です。

高校を卒業するまで富山県でずっと

育ち、大学に行くときに初めて東京

に出てきましたが、東京の冬は雪が

降らないので何か物足りない感じだ

ったことを思い出します。もう東京

での生活のほうが長くなってしまい

ましたが、自分がどういうところで

育ったかということはその後の人

生、考え方にも大変大きな影響を与

えるのではないかなと思います。

　富山県は、全国でも一番持家率が

高くて、しかもその家の広さが全国

で一・番広い。大体50坪平均ぐらいの

家に住んでおります。これは40代の

ときの中学校の同窓会での笑い話で

すが、進学をして大学を出てどこか

の会社のサラリーマンになった人は

狭い社宅とか公務員住宅にいて、進

学しなかった人たちで親の跡を継い

で農業なんかをしている人は100坪

ぐらいの家に住んで、立派な仏壇の

ある広壮な家に住んでいるといった

ようなことを話した記憶がありま

す。私たちの世代というのは、生ま

れや育ちは地方圏ですが、進学ある

いは就職、結婚のときには大都市に

移住したジェネレーションなんだな

と思いました。その移民たちは新し

く定着した場でいま一生懸命新しい

市民生活を築こうとしていますが、

そうした移民を送り出した地方は、

私たちの世代になりますと、まさし

く「エンプティ・ネスト（空の巣）」

だらけです。50坪の家から子供たち

は出て行き、年老いた親たちが残さ

れて住んでいます。広いといっても

2階は使わないで下だけで生活して

いるような家がたくさんあります。

恐らくそれは富山県だけではなしに

日本全国そういう家が多いのではな

いかなと思います。

女性の暮らしの変化

　ところで、1973年というのは大変

おもしろい年で、第一次のオイルシ

ョックが起こった年ですが、いろい

ろな日本の暮らしが転換を迎えたと

きでもあります。たとえば必要カロ

リーと摂取カロリーが逆転したのも

この年で、住生活の面でもその年の

住宅基本調査で世帯数を住宅数が上

回っています。もう数は足りた、こ

れからは広さだ。何戸建てたという

よりも何平米の広さの家に住むとい

うことが重視されるような時代にな

ってきたかなという気がいたしま

す。

　でも、そうしたハードの面だけで

はなく、じつはこの間に女性の暮ら

しも大変大きく変わっています。

1960年忌、私たちが地方で子供時代

を送っていたときには、まだまだ自

営業で暮らしている家庭がたくさん

いました。消費だけではなしに出産、

育児、教育、介護あるいは医療、そ

うした機能もすべて家庭のなかで行

われていたわけで、それを担う主婦

は大変大きな役割を果たしていたわ

けです。

　余談になりますが、日本は長い間、

財産、経済的な分野は女系で伝わっ

ていました。社会的な活動あるいは

政治的な地位、職業は父親の系統か

ら伝わるのですが、経済面では母方

の影響力が大変強くて、母系制でも

なければ父系制でもない双系制、両

方がそれぞれ違った分野で影響力を

もつ母系制の社会だったということ

も言われており、住まいは完全に母

系から伝わっていました。

　しかし、武士の時代になり、父系

制そのもののような儒教道徳が大陸

から伝わってきてから、だんだん日

本も父親たちの影響が強くなる。息

子のほうにいろいろな力が伝わって
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いく社会になっていきまずけれど

も、それでもほかの社会に比べたら

女性たちが非常によく働く、そして

発言権も持っている。大体江戸時代

になっても、お武家様の世界はいざ

知らず、大阪の船場なんかでは有能

な人を娘のお婿さんにして跡を継が

せ、無能な長男は隠居させて分家さ

せる、そういったようなことも珍し

くない。いまでも相撲部屋はそれが

基本ですけれども、それくらいに女

性たちが家の生産を担う、暮らしを

担う。親から子へと伝わっていく上

で大きな役割を果たしていました。

　1960年代に日本の産業構造が大き

く変わって、男性たちはまずサラリ

ーマンになる。最初は次男、三男が

大都市へ出て行く時代だったのです

が、やがて長男も、そのうちにはお

父さんやお母さんまで大都市へ移住

するというような大変動の時期に家

は生産の機能を失って、働く場では

なくなって、生活の場、消費の場と

なってきました。そして、その生活

のなかでも教育に関しては、お父さ

んは朝から夜遅くまで家を離れてい

ますから、息子を教え導くというよ

うなことはだんだん難しくなって、

お母さんの仕事になり、有名な教育

ママの出番になるわけです。しかし、

教育ママたちも大部分を学校という

家庭外の機関に委託したわけです。

昔は病気になってもあるいは亡くな

るときでも自宅が普通でしたが医療

も家庭の外へ出ていきました。

　じゃ、家庭に残ったのは、消費の

ほかに何か。育児と介護です。介護

については、ご存じのとおり日本人

の平均寿命がどんどん長くなってい

きます。そのなかで子供の数は少な

くなってゆく。昔は家のなかで介護

をするといってもせいぜい3、4年と

いうところが圧倒的でしたが、高齢

化のなかで；場合によっては20年、30

年という長期の介護を必要とする場

合もでてくる。1人ではなしに2人、

場合によっては4人という高齢者の

面倒を若い人たちが見なければなら

ないというケースも出てくると、と

ても家庭のなかで介護することはで

きません。そういう悲鳴が1990年置

に強くなり、ようやく介護保険が

2000年にスタートしています。未だ

に在宅介護のほうが数としては多い

ですが、介護も家庭のなかだけでは

完結しなくなる。恐らくいまのアメ

リカの中流家庭の人たちがそうであ

るように、高齢者向けのいわゆる有

料老人ホーム、ケア付きのホームで

老後を送る人がこれからの日本でも

多くなっていくのではないか、それ

が主流になっていくのではないかと

いうふうに予想されています。

いま、求められる人材とは

　いま高度経済成長時代の後30年た

ちまして、日本は重化学工業から情

報産業、サービス産業の時代に移っ

て、そこでの働き手というのは、筋

力の強い男性よりはむしろ知的装備

をした、十分な高い教育を受けた人

たちを必要とするようになってきて

います。男性か女性かというよりも、

どれだけのアイデアを持っているか

どうか、クリエイティビティがある

かどうか、あるいは思いやりがある

かどうか。そうした能力を求められ

るような時代になってきて、もちろ

ん男性にもそういうことができる方

もたくさんいらっしゃるんですが、

女性たちでそういう能力を持った

人、そういう働き方ができる人たち

が増えてきて、そういう人に対する

ニーズは増えてきています。

　高度経済成長の間は、日本の女性

は、外で働くあるいは生産に従事す

るという機会は少なかったのです

が、教育の分野では非常に発言権を

増し、影響力を増しました。それと

同時に日本が豊かになった恩恵は女

性にも及び、どんどん高い教育を受

けるようになってきます。

　学校の勉強が必ずしもこれからの

社会に必要とされる能力の開発に役

に立っているかどうかというのは別

の大きな問題で、いま日本の大学は

その対応に大変苦しんでいるわけで

すが、少なくとも形式的な学歴は随

分高くなってきている。男女雇用機

会均等法が1985年にできてから成績

順に採用すると女の子ばっかりにな
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るので、男の子に少し下駄を履かせ

て確保するというのがいろいろな企

業では常識になっています。

　日本企業は職場で人材を養成す

る。大学は基礎的なお勉強をするだ

け。本当の社会に必要な能力、ある

いは身の振り方、しつけ、マナーと

いうのは職場で会社で、同僚から上

司から教えてもらうという時代に

は、女性たちはなかなかそうした機

会が与えられませんでした。子供が

生まれたら家庭に入ってねというよ

うな時代が続いていました。いまや

っと女性がもう一度採用される社会

からのニーズが高まっていますけれ

ども、しばらくは女性たちは仕事を

するのが難しい時代が続きました。

　そのなかで大事なポイントは、そ

れこそ大学生のときには挨拶ひとつ

できなかった若い男性たちが3年た

ち、5年たち、10年経つと立派な職

業人として教育されていました。と

ころが、入社のときには輝いていた

女性たちが3年たち、5年経つとその

輝きが失せていって、いつのまにか

「お二様は困るんだよね」というよ

うな長期勤続が人材養成に結びつか

ないというふうな職場がたくさんあ

りました。おそらく女性に対する教

育、訓練、トレーニングというのは

職；場では本当に行われていなかった

ようでした。

　女性に対しては長い間母親たちが

自信を持って娘にはしつけをしてい

たわけです。男の子にはお手伝いさ

せなくても、女の子に対する教育機

能というのを母親は持ち続けていま

したが、ただ、母親が女の子に与え

た教育というのは、その家のなかで

どういうふうに振る舞うかというこ

とでした。しかし、その家庭の外で、

もちろん地域も家庭の外なんです

が、そしてまた、職場でどのように
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働き、どのように人間関係を維持す

るのかといった部分についてのノウ

ハウの伝達というのは、母親の経験

はとても乏しいので娘たちにはなか

なか伝えられなかったのです。

　女性の役割が本当にこの一世代の

問に大きく変わり、母親たちの生き

た人生と、娘たちが生きていく人生

が違うというのはだれにもわかりま

す。また、女性社員に対して本当の

人材として教育をしょうというふう

なことはとても少なかったのではな

いか。表面的なマナーはもちろん女

子社員にも伝えられていますが、た

とえば左遷された上司とどういうふ

うにつき合うかとか、あるいは主流

派と反主流派が対立している派閥の

なかでどう身をこなすかというよう

なことは全く教えられないで、見よ

う見まねでやっている人が多いわけ

です。そういったお手本もないなか

ではっきり言ってあまり鍛えられな

いまんま生きているという女性がと

ても多いのではないかと思います。

もう一度その女性たちが社会人とし

て、職業人としてどういうふうに振

る舞うかということについてのノウ

ハウを身につけなければいけません。

女性の生き方

　というようなことを思って、私は

もう題名（『女性の品格』）を言うの

が大変恥ずかしくて、お前はどうな

んだとすぐブーメランのように自分

に返ってきますが、自分が34年間働

くなかでこうして欲しい、こうすべ

きだったという反省も含めて、女性

たちがいかに振る舞って欲しいか、

社会人としてどう行動して、どう考

えて欲しいかということを本に書き

ました。女性たちの役割が変わって

社会で活躍をする人が増えているわ

けですが、そのときに男の人と同じ

ように出世すればいいんだ、とにか

く肩書が欲しい、あるいはお金があ

れば何でも買えないものはない。人

はみんな金持ちのところにすり寄っ

てくるんだ。そういったような価値

観で行動する女性が増えるというの

は大変悲しいことです。

　私は、女性たちが社会へ出ていく

というのは男の人と全く同じように

働いて同じような成功を目指して同

じような行動をするのではなしに、

そうした出世とかお金とかとは別の

もっと人間的な働き方をめざして欲

しいと思っています。育児というの

は最大のボランティア活動だと私は

いつも自分に言い聞かせていました

が、報酬を期待したらこんなことは

とてもやっていられません。報酬を

期待するのではなく、そのプロセス

自体を楽しむ。それくらい達観しな

かったら育児なんてとってもやって

いけないと思いましたが、そうした

経験は職場でも同じです。部下や仲

間と一緒に仕事をするというのはや

はりそうした気持ちはとても大事じ

ゃないかと思います。そうした気持

ちを家庭のなかだけで、わが子のた

めだけではなしに、いろいろな場で

その気持ちを発揮して欲しい。その

ような女性たちがいろいろな場で増

えると、とても日本はよくなってい

くのではないかなという気がしま

す。

核家族の殻から外へ

　あらためて日本の住まい、日本の

女性たちの生き方、日本の家族とい

うのを考えますと、高度経済成長以

前の日本は、いろいろな社会全部が

そうですが、核家族だけで固まって

完結するということは不可能でし

た。おじいさんがいたり、おばあさ

んがいたり、おじさんやおばさんが



いたり、近所の人たちとかかわり合

い、その煩わしさのなかで鍛えられ

る部分、あるいは助けられる部分も

たくさんあったわけです。いま高度

経済成長を経た後、国内移動の移民

たちは周りに自分の親族もいなけれ

ば自分の幼いときを知っている人も

いないなかで新しい人聞関係をつく

らなければならない。そのとき、自

分たちの家族だけで固まって楽しい

スイートホームをつくっているとし

たら、発展性は非常に乏しいのでは

ないでしょうか。子供たちは必ず将

来核家族を飛び立っていきます。ち

ゃんと社会人として一人前に生活が

でき、人心関係を結ぶことができる

ような人間を育てるんだ。そしてそ

れはわが子だけではなしにわが子の

友だち、あるいはわが子とかかわり

のある社会の人たちみんなにそうし

た力を持ってもらわなければなりま

せん。

　あらためて核家族の壁を低くし

て、その壁のなかに閉じこもってし

まうのではなしに、わが子もかわい

いけれども、その子が社会でどう育

っていくのか、社会人としてきちん

としたマナーを身につけているの

か、いろいろな場でかかわり合う他

人に対して愛情を持って接すること

ができるんだろうか。家族だけでは

なしにいろいろな職場や仕事の関係

での人間関係を長く信頼を持って続

けていくためにはどうすればいいの

か、そういったことを考える育児が

いまこそ必要になっているのではな

いでしょうか。

　だから、恐らく住まいというのは

世の荒波を防ぐ、その核家族を守る

役割だけではなしに、これからはそ

の核家族が閉じこもらないでもっと

外とかかわり合うあるいはもっと家

に人を招くあるいは自分たちが出て

纏鞍叢購蝉灘羅薮

いきやすい、そういった場に変える

ということも含めて家庭の役割、家

族の役割ということをいまこそ見直

さなければならなくなってきている

のではないかなという気がいたしま

す。

　何か大変短い時間で、駆け足で話

をしてしまいましたが、ご清聴どう

もありがとうございました。（拍手）

　　　　　　　　　　（文責編集部）

坂東眞理子（ばんどう・まりこ）

昭和女子大学学長。46年富山県生
まれ。東京大学文学部卒。69年総

理府入府。男女共同参画室長、埼
玉県副知事を経て、98年女性初の
豪州・ブリスベーン総領事となる。』

07年置り現職。行政経験を通して、

人間と生活に係わる政策に興味をも

つ。幼い子ども2人を自転車に乗せ、

保育所に毎朝送る生活を10年以上
続けた子育て体験を経て、「女性政

策」がライフワークとなる。著書に

『男女共同参画社会へ』（大蔵省印刷

局）、『女性の品格』（PHP研究所）

がある。
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仙田満（こども王竸学会会長、日本建築家協会会長）

園田眞理子（明治大学工学部准教捌
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モデレーター

森野美徳（者肺ジャーナリスト）

遊びの場としての家、まち

仙田　最初に私のほうから「子供を

元気にする住まい」ということにつ

いて駆け足でお話しします

　ユニセフが2007年に発表したデー

タによると、日本の15歳の子供たち

の30％が自分は孤独だと感じていま

す。経済開発協力機構25力国のほか

の国々では多いところで10％ですか

ら、日本の多くの子どもたちが孤独

だと感じていることになります。そ

して、向上心の指標として、30歳に

なったときどのような仕事について

いるかという質問に対しては、「非

熟練労働への従事」が50％ほどでや

はりこれも世界的にも突出していま

す。要するに高い望みを持っていな

いということです。

　子供たちの体位も、1960年から98

年まで、約40年間に体重だけが12ポ

イントも向上していますが、ほかの

部分は大体3％ぐらい向上している

にすぎない。体力も運動能力もこの

20年間でどんどん下がっています。

　不登校の数も20年間で2倍になっ

ており、神奈川県藤沢市の学習意欲

の調査では1965年～90年までの25年

間で大体30ポイントぐらい学習の意

欲が下がっていることが示されてい

ます。

　私は、この状況から日本の子供た

ちが幼児から学童期にかけていかに

運動していないか、あるいは遊んで

いないか。アメリカの作家のロバー

ト・フルガムがかつて『人生に必要

な知恵はすべて幼稚園の砂場で学ん

だ』というベストセラーを書き、イ

ギリスの動物学者のデズモンド・モ

リスは「創造性の開発は遊びによっ

てもたらされるボーナスだ」という

ことを言っておりましたが、そうい

う遊びによって社会性・感性を育む

機会が少ないことがいま日本の子供

たちを非常に危機的な状況に陥らせ

ていると思っています。

　「子どもの成育環境の4要素」とし

て、①時間、②空問、③方法、④コ

ミュニティがあると考えています。

そして、遊びには、①あそび場、②

あそび時間、③あそび方法、④あそ

び集団、という4つの要素があり、「あ

そび場」には6つの現空間があると

いうふうに考えています。なかでも

主体的なものは、「自然スペース」、

「オープンスペース」、「道スペース」

ですが、そのほかに、「アジト」、「ア

ナーキー」、「遊具」スペースという

空間が、やはり子供の成育環境のな

かで非常に重要だと考えています。

　戦後、日本の子供たちは遊ぶエリ

アあるいは領域というものを徐々に

減らしてきています。廊下は工作場

として、あるいは家は、雨が降った

ら家の中でもキャッチボールができ

たり、さまざまなごっこ遊びをする

劇場であった。しかし現在は、子ど

もたちにとっては家全体がそういう

遊び場というような感じではなくな

り、「子供部屋」という、そこだけ

が唯一自由にできる空間としてつく

られがちになっています。

　結論として、私は子供を元気にす

る住まいというのは、やはり多くの

大人によって育まれる環境の復活と

考えています。多世代住宅あるいは

多くの大人たちのまなざしによって

子供が育っていくような住まいが必

要です。群れる空間の復活も必要で

す。多様な体験の場としての住まい、

やはり家の前の道が、「遊べる道」

かどうかによって、やはり友だちの

数だとか運動量というのは非常に違

う。そして、やはり家のなかでは個

室化するのではなくオープン化を進
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めなければいけないのではないかと

いうふうに思っています。

　最後に、そういうような「我が国

の子どもを元気にする環境づくりの

ための国家的戦略」という報告書を

学術会議で私が委員長になってつく

りました。これは学術会議のホーム

ページでも見られるので、ぜひ興味

のある方は見ていただきたいと思い

ます（www．scj．gojp／info／kohyo）。

ワーク・ライフバランス

園田　私は「少子化問題」や「子育

てと住宅」「住環境」ということを

長年やっておりますので、その立場

から問題提起を兼ねてお話ししてみ

たいと思います。

　すでにに皆さんよくご存じでしょ

うが、最近は高齢化よりも少子化の

ほうが大変危機感を持たれていま

す。どのぐらい少子化が進んでいる

かというと、1995年の段階でもう15

歳以上64歳未満の生産年齢人口が減

り始めて、いまや65歳以上は20％を

超えていますが、一方で中学生以下

の子供たちは15％もいない状況で

す。

　出生率1．29というのが平均的に女

性が産む子供の数です。これはあく

まで統計的な推計なんですが、2025

年目でを見てみますと、大体子供の

いる世帯が全体で250万世帯も減っ

てしまいます。2025年目一一番多い世

帯型は何と単身世帯なんですね。今

日は住宅関係でお仕事していらっし

ゃる方もたくさん見えていると思い

ますが、もう日本の住宅って一体な

んなのかということが問われるよう

な状況になっています。

　なぜ子供を持たないのかはいろい

ろ調査されています。子育てをやる

ときは母親は仕事をお休みして、そ

の後再就職するというのが理想とい

うのが男性にも女性にも一番多いん

ですね。これが労働力のほうではよ

くM字型と呼ばれます。最近はもう

女性の高学歴化が進んでおりますの

でみんな働きます。さすがに結婚し

て退職するという「寿退社」という

のは死語に近いですが、お子さんが

生まれるといったん退職して育ち上

がると復帰するので、労働力は年齢

を横軸にとるとM字型になるからで

す。興味深いのは、1987年忌は専業

主婦を希望する男性が多かったので

すが、その詠わずか20年の間に男性

が自信喪失したのか、あるいは経済

状況のせいなのか、専業主婦を希望

する男性は極端に低下を見せていま

す。この調査は、男性には理想を聞

いて、女性には「現実どうなると思

いますか」とちょっと聞き方が違う

ところがポイントですが、基本的に

女性はリアリストですので、それほ

ど大幅には低下していません。女性

でこれから多くなると思うのは「非

婚就業」です。要するに「結婚しな

いわ」というのが結局増えてきて、

結局それが子どもを持たないという

あたりになるのではないかというこ

とです。

　それでは、どのくらい結婚しなく

なっているのかというと現在、男性

は30代前半だと47％は結婚していま

せん。これはすごいことだと思いま

すが、女性は男性よりももっと勢い

がついていて、20代後半の女性の約

6割は結婚していません。それと同

時に、日本人はやはり非常に道徳観

が高いといいますか、要するに婚外

子の出生率というのは先進諸国のな

かでは際立って少ないわけです。結

婚しなければ子供を持たないという

のが通常のパターンなので、これが

子供の数を非常に少なくしていると

いうことだと思います。

　「子育て」でいったい何が大変な

のかというと、いろいろなことがあ

るのですが、じつは一番多いのは、

小さい子供を育てるのにお金がかか

るからという非常に現実的といいま

すか、経済的な答えが多くなってい

るというのがいま直近の現状です。

　それから国際的に見れば、「子供

が産み育てやすいかどうか」という

と、日本人の答えは「そう思う」「思

わない」がフィフティ・フィフティ

でアメリカ、フランス、スウェーデ

ンに比べると極端に少ないです。と

ころが、お隣の韓国はもっとイエス

が少ない。じつは韓国はいま日本よ
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りも子供の出生率が低いのです。で

すから、そういう負担感が非常にあ

るということだと思います。

　それでは一体どこに問題があるの

かというと、私が指摘したいのは「ワ

ーク・ライフ・バランス」です。要

するに仕事をすることと生活するこ

とのバランスが日本ほど極端に悪い

ところはないのではないでしょう

か。

　あまり全体的な話ばっかりしてい

てもと思って、じつは去年日本建築

家協会で私のように建築科とか住居

学科を卒業した女性がどのようなラ

イフコースを歩んだか調査をしたん

ですが、全体の3分目1は理想通り結

婚して子供ができても仕事は続けて

いますが、結婚しないで仕事を続け

ているとか、結婚はしているけれど

も子どもを持たないで働いていると

いう人がまた3分の1を占めていまし

た。意欲は持っていても現実にはな

かなか子育てと働くことのバランス

がうまくとれないということがわか

るようです。

　それともう一つは、私の研究室で

は「子育て環境の研究と提案をした

い」というのは男子学生ばかりなの

ですが、一緒に子育ての現場を回っ

てみると、現在はいろいろ法的な枠

組みができていて、1994年から始ま

った「エンゼルプラン」や「新エン

ゼルプラン」、2005年からは「子ども・

子育て応援プラン」といって国を挙

げて子育て環境をよくしようという

政策が始まっておりました。ところ

が、現場に行くとどういうことかと

いうと、省庁間のまたぎによる不都

合が目につきます。また最近は新し

い地域子育て支援センターとが用意

されたりしているんですが、そこで

感じたことは、制度ができていくこ

とに伴って反面、装置化されていく
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ということ。どんどん箱の中に囲い

追い込まれていくようで、私として

は懸念を感じました。

　住宅や住環境の面から一体何がで

きるかということでは、たいへん大

きな話なのですぐには無理だと思い

ますが、「住むところと働くところ

の関係　　職住近接空間の実現」と

書いたのですが、そこの関係を変え

ていく、都市のあり方を変えていく

ことからしないといけないのではな

いかと思っています。

地域や学校は変えられる

尾島　『日経Kids＋（キッズプラス）』

の尾島です。『トレンディ』の編集

長がどうして次は『Kids＋』なんだ

とよく質問を受けますが、まさに子

育てというのはいまトレンドだと思

いますね。

　いま発売中の『日経K：ids＋』2007

年12月号「これが子供社会に起きて

いる問題だ」という特集を組んでい

ます。仙田先生からもコメントをい

ただいていますが、そのなかで何が

問題なのかというと、いま「地域力」

が足りていないということです。そ

のぶん、子供はおかしくなっている

ということですね。

　一部をちょっと紹介すると、男の

子は幼児のまま成長していないケー

スがみられる。たとえば小学校2年

生、3年生になっても幼稚園児のよ

うな男の子が増えているんですね。

授業中じっとしていられない。集中

力がない。それと仲間をつくれない。

一方、女の子はどうかというと、逆

に仲間というものをすごく意識して

います。「私たちは仲間よね、友達

同士なんだから」。逆に言うと、そ

こから外れるといじめにつながるん

です。友達関係のなかで自分にどう

いうキャラクターが求められている

のかということをいつも考えて、期

待されているキャラを演じようとす

るわけです。それはまさにいまのは

やり「KY（ケイワイ）」＝「あなた

は空気が読めないの」。空気を読め

ないといじめられちゃうわけです。

そのような状況に陥っている。そう

いう意味では非常に大人化していま

す。ですけれども、男の子と比べて

友だちがっくれているかどうかとい

ったら、そうでもない。男の子も女

の子も孤立しているという問題を抱

えているんです。

　いまは、家を中心とした点と線の

関係しかない。学校に行って帰って

くる。習い事に行って帰ってくる。

塾に行って帰ってくる。この間にブ

ラブラするような時聞がないんです

ね。この目的化していない時間とい

うのはじつは必要なんですね。親以

外の大人との交流がないので、多様

な価値観を知ることもない。と同時

に理不尽を乗り越える経験がない。

理不尽を経験する場はどこなのかと

いうと、やはり地域なんです。地域

でそういう経験：をしていないという

ことが問題なんじゃないかと思うわ

けです。

　これもまた仙田先生のお話と関連

しますが、遊び場がない。公園以外

ではもう遊べない。その公園自体も

いまは禁止事項が非常に多いんです

ね。最近は大声禁止、そういう公園

もあるんですね。子供が大声出さな

くてどうやって遊べるのということ

になるんですけれども、そういう問

題が起きている。

　いまの親は何でもかんでも学校が

悪い、先生が悪いと言いまずけれど

も、じつは学校も親自身の力で変え

られるんですね。「コミュニティス

クール」という、地域の大人たちが

先生のかわりをしたり、先生のサボ



一トをするボランティア活動が全国

各地で広がっています。「Kids＋」

で調べたところ、コミュニティスク

ールを導入したことによって児童の

学習意欲が高まったとか、学校が好

きだという児童が増えたとか、挨拶

ができるようになりましたとか成果

が出ています。教員自身の意欲も高

まるという形で、地域によって学校

も変えられるということを言いた

い。ですから、いろいろな意味で地

域力というものが非常に重要なポイ

ントになっていくと思います。

　そういう意味では、まずハードの

面で地域力を発揮できるような環境

づくりをすることは業界としての責

任だろうと思います。

　ソフト面から言うと、やはりワー

ク・ライフバランスが実現していな

かったら、地域力というのは上がり

ようがない。会社にばかりいたら地

域活動なんかしょうがないんです

ね。地域力を上げようと活動するこ

とは最終的に自分にも得です。だっ

て、不動産価値も上がるかもしれな

いじゃないですか。あそこは子育て

にいい地域だよ。みんながそこに住

みたがる。こういう方向も目指すべ

きではなかろうかというふうに思い

ます。

セキュリティの問題、ワーク・

ライフバランスの司’能性

森野　仙田さん、園田さん、尾島さ

ん、それぞれ皆さんなりの切りロで

大変おもしろいご指摘をいただきま

して、ありがとうございました。ま

ず最初にそれぞれほかの先生の話も

聞きながらご質問あるいはご意見が

あれば聞いていただきたいんです

が、いかがですか。

尾島　私自身さきほどのようなこと

を主張したり編集したりしながらい

仙田満（せんた・みつる）

こども環境学会会長、社一法人日本建築

家協会会長

41年横浜生まれ。64年東京工業大学卒、

工学博士。菊竹清訓建築設計事務所を経

て、68年環境デザイン研究所を設立。

専門は環境建築学、こどもの成育環境の

研究と計画設計。東京工業大学大学院教

授、日本建築学会会長を歴任。04年こ

ども環境学会を立ち上げる。現在東京工

業大学名誉教授、環境デザイン研究所会

長、日本学術会議会員、放送大学教授。

著書に「子どもとあそび一環境建築家の眼

一」（岩波新書）、「環境デザインの方法」

（彰国社）、「環境デザイン講義」（彰国社）

がある。

遙
藁

難
民
篶

尾島和雄（おじま・ヵ’ずお）

日経ホーム出版社、日経キッズプラス編集

長

62年埼玉県生まれ。84年早稲田大学政

経学部卒業』読売新聞社入社。甲府支局

勤務g§0年日経ホーム出版社入社。消費

動向を捉えた簡品比較雑誌として、爆発

的な人気雑誌「月経トレンディ」を編集

すること14年。99年～04年まで編集長

として活躍。05年に日本で初めての親子・

で楽しむオフ雑誌「日経Kids＋」を創刊。

編集長を務める。

第19琿住生活月間協賛夕まちなみノノ寸僥ジウム

メ難・阻ネルディズカダ・ノ「子育てと住琴曝

園田眞理子（そのた・まりこ）

明治大学理工学報建築学観望教授・

93年千葉大学大学院自然科学研究科博士、

課程修了。㈱市浦都市開発建築コンサル

タンツ、勧日本建築センター建築技術研

究所を経て、97年より現職。高齢化、高

齢者住宅、バリアフリーデザイン、ユニ

バーサルデザイン、集合住宅・団地・郊

外住宅の持続と再生等をキーワードにし

た研究、計画・設計等を行っている。専

門分野は建築計画ぐ住宅・住環境計画、

住宅政策論。著書に「世界の高齢者住宅⊥

「暮らし・住まい一家族のライフサイク

ルと住まい」（共著）等がある。

森野美徳（もりの・よしのり）

都市ジャーナリスト

50年鎌倉市生まれ。7鼻曲早稲田大学政治

経済学部政治学科卒。99年東京工業大単

大学院博士課程て社会工学専攻）単位取

得満期退学。72年日本経済新聞社入社、

編集委員などを経て01年独立。都市政策、

地域経済、国土計画の専門ジャーナリス

トとしセ活動する傍ら、日経広告研究所主

席研究員を兼任。国‡審議会自立地域社

会専門委員会委員長代理、食料・農業・

農村政策審議会委員、東京都税制調査会

委員などを務める。著書に「織部の精神r

乍都市の未来」：（日本経済新聞社）、「地域

交通の未来」（日経BP社）がある。
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つも悩んでいることがあります。「そ

うは言ったって、セキュリティ問題

があるじゃないか」と、子育ての問

題は必ずそこに行き着くわけです。

親が頑張り過ぎだ、だけれども親が

頑張らなければいけないんだろう。

外で遊ばせろ、だけれども外で遊ば

したら危険ですよ、と一方で言って

いるじゃないですか。対立する部分

でどうにもならない袋小路に入って

しまうケースが多いんですが、大人

としてもどう対処していけばいいん

でしょう。

仙田　セキュリティの問題は非常に

重要です。いまはさまざまな理由で

もって公園があっても遊ばせないと

いう状況になっていることは確かで

すね。本当は公園のなかにスターバ

ックスがあったり、児童館があって、

そこにいつも人の目があり、多くの

人たちが集まっていればよいのです

が、日本の公園はいわゆる公園法に

より飲食施設を排除しています。ま

た、戦前の日本やヨーロッパの公園

にありますが、「プレー・リーダー」

的な人が公園にいてもっと多くの人

たちが利用できるような形にしてい

く必要があるんじゃないかと感じて

います。

　もう一つは、住宅形式で言うなら

ば、中庭タイプである程度多くの周

りの人たちの目があって子どもたち

がそこで遊ぶという住宅形式がもっ

と民間でも開発されるべきではない

かと思っています。ただ、中庭タイ

プの住宅でもなかなか子供を遊ばせ

ないですね。庭の芝生が汚くなると

か、木が枯れるとかさまざまなこと

を言う。不動産価値と子供の成育環

境というところがいまはまだなかな

かマッチングしていないというとこ

ろではないかなという感じがしま

す。
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園田　尾島さんにお聞きしたいの

は、私と共通に「ワーク・ライフバ

ランス」が出てきたのでお尋ねした

いのですが、本当に「ワーク・ライ

フバランス」をよくしていくには、

何か具体的な方法が見えているのか

どうかというのをまずお尋ねしたい

というのが一一点です。

　それから、仙田先生にお聞きした

いのは、今日お話しになったことは

以前に聞いてショックを受けたんで

すが、日本の子供は全体の3割が孤

独に感じていて世界一、非熟練就労

の仕事がいいと五割思っているとい

うのは、いま生産年齢人口がどんど

んやせ細っているのにどうなるんだ

ろうか。それはじつは親の側の価値

観・生活感が子供に反映しているの

ではないでしょうか。

尾島　最近の若いお父さんはワー

ク・ライフバランスを結構意識して

いると思いますね。ただし、休めな

いというところが実際。いまのワー

ク・ライフバランスの議論は、仕事

か生活かどちらをとるんだという脅

しのような、若干そういう方向に進

みつつあります。これだと結局何の

解決にもならないので、仕事もちゃ

んとするけれども生活もちゃんとし

ますよという方向を目指さなければ

いけない。

子どもにとっての地域社会

森野　そういうお話しを聞いている

と、子どもたちの未来は大丈夫かな

と心配になるのですが、子どもにと

ってこれからの地域社会はどうなる

のでしょうか。

仙田　私たち建築家もやはり子供を

閉じ込めてしまう家や学校をつくっ

てきたのではないだろうか。子供た

ちの心と体を解放するような都市・

建築をつくってきたのだろうか。ド

イツは同じ第二次世界大戦の敗戦国

ですが、あそこではまだもっと子供

にとっての環境を中心に据えたまち

づくり・都市開発を行ってきました。

ところが、日本はどちらかというと

子供たちが自由に遊べる空間をどん

どん排除してしまって、効率的、機

能的な居住空間ばかりを追求し、子

供たちの伸び伸びした生活あるいは

コミュニケーションの場を奪ってき

てしまったのではないか。もう一度

それを再構成していかなければいけ

ないと思います。

園田　日本にいる子供たちの未来は

明るいか。私は基本的に明るいと思

っていますが、大人がいろいろなこ

とで暗くしているのではないかとい

うのが私の答えです。

　それと、バブルの90年ぐらいをピ

ークに日本人の生活はモノは豊かに

なりましたが、ちょっと極端な言い

方をすれば、空問貧乏になったので

はないでしょうか。箱のユニットは

立派になって素晴らしいのですが、

箱と箱をつなぐところの関係がない

とか、あるいはそのつなぐときには

必ず人がいるんですけれども、その

人と人との関係づくりの場が重要な

のに、それを失ってきているのでは

ないか。

尾島　私の立場からして子供の未来

は暗いとは言えないわけですが（笑

声）、そもそも大人が決めつけるこ

とでもなかろうという気がします。

大人はどうしてもマルバツをつけす

ぎではないでしょうか。そういう文

化がはびこり過ぎていますが、そん

なでもいいよと許してあげる気持ち

が大切なように思います。こうじゃ

なきゃだめだと言ってガチガチに評

価していくという考え方自体が子供

の未来を本当に暗くしてしまうので

はないでしょうか。



子育てと住宅地

園田　私が危惧しているのは郊外の

住宅地です。築30年経つと高級な住

宅地でも夫婦だけあるいは単身者だ

けで、もう子供の声が聞こえないと

ころも多くなっています。いきなり

郊外とまちなかをくっつけうと言っ

てもそれはもう無理な話なので、い

まこそ郊外は郊外の価値とか空間の

豊かさとは何なのかを考えていかな

ければならないと思います。

仙田　多世代型の住宅をもっと振興

させていくことも考えられますね。

また、同じファミリーではなくても、

コレクティブハウスのようにファミ

リーが違う人たちが集合して、食堂

やリビング、キッチンを共有化して

いくというかたち、子育て中の人だ

けではなくお年寄りにも対応してい

るような住宅タイプに対しての振興

も今後は重要なのでしょうか。

園田　郊外住宅地はいま、持続と再

生、もうひとつ継承ということがテ

ーマだと思っています。こうすれば

こうという具体的なことはまだ言え

ないのですが、私は、’ ﾚ住・住みか

え支援機構というところのメンバー

になっているんですが、郊外の立派

な住宅に住んでいたシニアの方には

みずからのライフスタイルに合った

ところに移っていただき、その住宅

を借り上げて、良好な環境の中で子

育て真っ盛りの方に住んでいただ

く。賃料は定期的に年金プラスアル

ファで入ってくる。若い方は長期の

ローンを組んで住宅を買うのがいい

かどうか悩んでいますから、まずは

ウォーミングアップで住んでいただ

く。そういうようなことも試みてい

ます。

　そのつぎの段階でひとつの可能性

があるのは、元気のいい自治体は最

近法人格をとってセキュリティの向

上や緑の管理を行っていますが、も

う一歩進むと、ホームオーナーズァ

ソシエーション（HOA）のように

物論の管理だけではなく、次の若い

方や、こういう方に住んでほしいと

か、お仲人さんができる方があらわ

れて、そこの住環境の価値を継承し

ていくことができるといいと考えて

います。まだ理想形で、現実はこれ

からですが。

森野　敷地がかなり広い郊外の住宅

では、高齢者向け給食サービスをや

っていたNPOの人たちがそこでい

ま、お年寄り向けのデイサービス・

ステーションを運営している例もあ

ります。必ずしも住宅として使うの

ではなくて、住宅の資産を地域にと

って必要なサービスに別の形で活用

していくという例がこれからもっと

出てきてほしいと思いますね。

園田本当にそうだと思います。住

宅には、人間の生活に必要なものが

全部そろっています。別に住むだけ

じゃなくて、いまおっしゃったよう

な高齢者のサービス拠点にもなる

し、じつは子育ての拠点にもなりま

す。お金をかけてつくられた高齢者

施設や子育て支援センターを多く見

ましたが、そこで何かちょっと違う

なというのは、先程の言葉で言うと

装置化、あるいは目的化されすぎて

いることです。全部オートロックで

管理されていて、本当にそれでいい

のだろうか。違うと思うんですね。

縁側のある子育て支援センターがあ

っていいんじゃないか。オープンな

高齢者の居場所があっていいんじゃ

ないか。家を鍛えるというか家を使

い倒すともう素晴らしいものがいっ

ぱいあるんじゃないかと思っています。

森野　最後に、子供の遊び場を中心

とした共有する空聞をどうつくるか

というテーマがありますが、いかが

ですか。

仙田　そうですね。キーワードとし

ては家の前の道、それから家と隣接

する中庭、要するに地域で子供たち

が安全に駆け回れる場所というもの

がっくられないといけません。どこ

でも子供が遊べて、発見できるとい

うようなものでなくてはいけないの

ではないでしょうか。

尾島　私が思うに、いろいろなもの

が目的化しているというか、「機能

が語れる機能になっている」という

ところがちょっと気になります。親

子のコミュニケーションをとるため

ここのスペースはこういうふうに使

うみたいな説明書が書かれているよ

うな家が多いような気がしてならな

い。子供が勝手にやり出してしまう

ことを認めてあげる周りの目と、同

時に子供が勝手にやり出せるような

巧妙な仕掛けが欲しいですね。

園田　いまここにある空間で何がで

きるかと考えたほうが手っ取り早く

てわかりやすいのではないでしょう

か。何もなかった時代は児童遊園、

児童館、学校をつくらなければなら

なかった。いまはっくりすぎていっ

ぱいありますが、だれも使っていな

いのですね。だから、そのような現

場、空間をどうするか、どう考えれ

らるか、ということを競い合うみた

いなことができないかなとお話を聞

いてちょっと思いました。

森野　子育てから高齢者介護まで、

住宅地のサステナブルをどう受け継

いでいくか。その仕組みづくりを、

地域の方々とさまざまな分野の専門

家も参加して議論し、実践していく

時代なのかなということを改めて痛

感いたしました。

　本日は、長時間ありがとうござい

ました。

　　　　　　　　　　（文責編集部）
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