
- 1 - 

 

個人・組織としてのワーク・ライフ・バランス 

～育児・介護、人生（ｌｉｆｅ）の分岐点において～ 

 

  【講師】 中田 美知子 氏 

        札幌大学客員教授、イオン北海道社外取締役、 

        はまなすファイターズ会長、元ＦＭ北海道常務取締役 

 

 イランカラプテ。 

 何人かの方が「イランカラプテ」と返事してくださいました。ありがとうございます。

こんないい天気の日にこんなにたくさんの方に来ていただいたことを大変嬉しく思います。 

 中田美知子は、昨年の６月、ＡＩＲ－Ｇ’ＦＭ北海道という放送局の役員を退任し、放

送業界から離れました。そのときから私は自分探しを始めました。自分は一体何者なのだ

と思ったのです。また現場でいろいろな方と話をするようにしております。 

 そうすると、いろいろなテーマを与えられて、例えばパラリンピックとか観光とかまち

づくりとか、それから北海道からはコミュニティスクールアドバイザーというお仕事をい

ただきました。今回、ワークライフバランスというテーマを与えていただいた生活環境部

の皆さんには本当に感謝をしています。 

 中田が今のところ行き着いている答えは、中田はやはりキャスターだと思っております。

つまり、私はワークライフバランスのプロではないです。コンサルタントをしているわけ

でも、アドバイザーをしているわけでもないです。でも、一生懸命勉強していると、その

中から本物とは何なのだろう、この中から一番キーになる考え方とはどうなのか、社会は

今どう動いているのかということがわかってくるなと感じたのが一番大きい部分です。 

 きょうは、そんな話の中から、「『個人・組織としてのワーク・ライフ・バランス』～

育児・介護、人生（ｌｉｆｅ）の分岐点において～」、これで進めてまいります。 

 自己紹介をしましょう。東京原宿に生まれまして、１９６４年に東京オリンピックがあ

り１４歳でこのまちを出ました。その後、駒場高校がある目黒に移りました。ここを出て

慶應義塾大学に行っています。 

 この時代が一体どうだったのか、慶應時代の思い出話を幾つか持ってまいりました。 

 まず、女子大生亡国論です。これは、とにかく試験を受けさせると女性の数が多く、男

性よりも女性の方が圧倒的に試験は通ったのですが、その女性は家庭に入ってしまって、

社会にその学問を還元することがない、ですから、女子大生を採るということ自体、国が

滅ぶという議論を早稲田大学の暉峻康隆さんが発表し話題を呼びました。 

 考えてみると、当時はほとんどの女性が家庭に入って当たり前と思っていて、仕事をし

ようという人たちは半分くらいでした。私が大学の２年くらいのときに、「もうお見合い

しなさい」と世話好きのお医者様に言われましたので、そういう時代だったのだなと思い

ます。 



- 2 - 

 

 女性解放研究会というのもありましたし、女性解放研究会と、部落民の部落解放研がほ

とんど同じ人間で動いていましたから、女性はマイノリティーに見られていたのだなと思

います。イプセンの「人形の家」という本では、ノラという女性が最後は夫の支配から逃

れて自分は家を出るというストーリーに心ひかれたものでございます。 

 それから、「原始、女性は実に太陽であった」。平塚らいてうです。 

 朝の連続テレビドラマ「あさが来た」という番組で、ＡＫＢ４８の大島優子さんが平塚

らいてうの役を演じました。「とと姉ちゃん」というその次の朝の連ドラでは、今度は真

野響子さんが平塚を演じていました。「あさが来た」ではＡＫＢ４８の大島優子さんが主

人公であるあさちゃんに対して、「あんな嫌な女はいない」と言う、突っ張った女子大生

として登場しています。それから、「とと姉ちゃん」は、一銭五厘の旗の「暮らしの手帖」

の物語なのですが、暮らしの手帖にエッセイを書いてくれと頼みに行った時に主人公は、

「原始、女性は実に太陽であった」のその後を書いてもらいたいと思ったのですが、平塚

が書いたのは、おしるこの話でした。でも、そのエッセイがとてもすばらしかったという

エピソードで登場しています。 

 どちらも平塚らいてうの話がいまだにどこか新鮮に響くというのは、実は、時代がいろ

いろ変わってはきているものの、人の意識はそんなに変わっていないのかもしれないなと

思いました。 

 また、私はＢＰＷ札幌クラブというところに所属をしていまして、１１月１９日に女性

活躍推進法に関係した内閣府のシンポジウムを行うことになっております。その関連で新

宿の婦選会館に行ったら、その中に市川房枝さんの記念会がございまして、そこに本当に

大きな市川房枝さんの写真がありました。それを見た瞬間に、なんだか急に学生時代に戻

ったような、すごく不思議な懐かしさを覚えました。 

 私が大学時代マスメディアに入ろうと思った大きなきっかけは、マスメディアは意外に

保守的といいますか、女性アナウンサーは多いのですけれども、意外に男性中心社会にな

っています。つまり、男性がメーンで、女性は常に添え物という形になっているというこ

とで、マスメディアの内側に入って企画そのものにかかわっていかないと世の中が変わら

ないと２２歳の中田美知子は考えました。 

 当時は男女雇用機会均等法がありませんでしたので、女性何人、男性何人と指定される

中で女性の求人が本当に少ない中、幾つも受け、たまたまＨＢＣ北海道放送を見つけて受

験し、１９７２年に入社しています。ちなみに、同期に佐藤のりゆきさんがいます。 

 ＨＢＣをやめて、その後、フリーアナウンサーをしていました。例えば、ＨＴＢでテレ

ビ番組、ＳＴＶとＵＨＢに出演したりして、１９８２年にはＦＭ北海道が民放のＦＭ局と

して初めて北海道に登場しました。そのときはフリーアナウンサーとして番組を持ってい

たのですが、その後、会社に入らないかという話がありました。 

 普通、局アナからフリーになる例はいっぱいあるのですけれども、私の場合は、いろい

ろな理由があって先ほどお話したマスメディアの内側に入らないと決して変わることはな
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いと思っていたこともあり、１９８８年にお話があり、ご縁あってＦＭ北海道に入社しま

した。 

 ＦＭ北海道に入社したときは、「あいつは仕事ができる、だけど女だからな」と、いろ

いろなことを言われたそうですが、私は意外にそういうことにはめげず、社長であれ、常

務であれ、専務であれ、対等に意見を言いました。 

 しかし、１９９５年度にギャラクシー賞のＤＪパーソナリティ賞を取ってからはもう誰

も陰口を言わなくなりました。それはなぜかと言うと、「中田君、出る杭は打たれるけれ

ども、出過ぎた杭はなかなか打てないから出過ぎてしまえ」と言われていたのです。 

 ギャラクシー賞ＤＪパーソナリティ賞というのは、放送業界以外の方はご存じないかも

しれませんが、映画でいうとアカデミー賞、音楽でいうとグラミー賞みたいな、そのくら

いのパワーが私にとってはありました。 

 この賞は、１年に１人だけ喋り手を選びます。１回目は赤坂泰彦さん、２回目は川村龍

一さんという関西の阪神・淡路大震災の報道をなさった方が受賞して、その後、３回目に、

女性としては初めて中田美知子にこの賞をくださったわけです。「ＦＭ新時代の語り部」

と言っていただきました。確かに出過ぎた杭は打てないな、思いきり出過ぎてやれと思っ

ていた時期です。 

 その次に言われたのはこれです。「でも、中田さんね、出過ぎた杭は倒れるから」と。

確かに杭は出過ぎると倒れます。倒れないようにするためには、体をきちんと整えなけれ

ばということで自分の健康を考えました。 

 その次に言われたのが、「出る杭は打たれる、出過ぎた杭は打てない、でも出過ぎた杭

は倒れる、だから倒れないように周りに支えてもらう」という言葉でした。 

 これを聞いた時はそうか、そういうことなのだ、やはり部下たちを大切にして周りに支

えてもらうようにしなければいけないと思った時にはもう６０歳くらいでしたから、もう

ちょっと前にこれを聞きたかったなと思いましたね。 

 この辺から少しずつ本題に入っていくのですが、今だからこそ記憶に残るいくつかの言

葉があります。まだ本当に現役でアナウンサーをしていた頃、ある司法書士さんが言いま

した。旦那様が亡くなった後、死亡届、戸籍謄本、死亡証明などいろいろな手続きが必要

なわけですね。そういうものが必要なときに、職業婦人（彼はこういう言い方をしていま

した）、職業婦人はこれとこれの書類持ってきてくださいねと言ったら、はいと言って次

に行ったときにそれを用意してくれる。でも、結婚してからずっと何年も専業主婦をやっ

てきた奥様は、これとこれを用意しておいてくださいね、実印と印鑑証明と言われて、は

いと答えたのだけれども、行ったら用意ができていない。つまり、社会との接触を断
た

って

しまうとそれだけの差ができるのだと思ったという話が、記憶に残っています。 

 もう一つ、私の英語教師が、「美知子、人生で君にとって大切なものは一体何だ？」と

尋ねました。さあ、皆さんなら何と答えるでしょうか、人生で大切な物を３つ挙げてくだ

さい。 
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 そのときに私が彼に言った言葉は、「まず仕事、それから子どもたち、そして最後に友

人」と答えたのですよ。彼いわく、日本人はワークホリックだ。仕事のしすぎじゃないか、

必ず日本人に聞くとまず仕事と言う。なぜだ？と言うのですね。 

 「じゃあ、あなたはなんて言うの？」と聞いたら、彼はこう言いました。「まず家族、

それから食っていかなきゃいけないから仕事、それから最後に自分自身だ」と言うのです

ね。 

 私は、なるほど「自分自身」とは考えたこともなかったと思いました。二足のわらじど

ころか３足も４足も履いていたので、子どもたちのことを考えるので精一杯でした。そん

な時代に、人生で大切なものは何かといったら「自分自身」と言われたのがすごく新鮮に

覚えています。 

 それから後にコーチングを受けたのですが、一緒に学んでいたジュリアナ世代の女性で

彼女は仕事していたのですが、旦那様がお医者さまだったので、結婚して、仕事をやめま

した。子どもも成長して、それからもう不自由もないという状況で「私にいま何が欲しい

か？と聞かれたら、私はキャリアが欲しい」と４０代になってからの彼女が言いました。

キャリアは続けていないと、すぐに得られるものではありません。 

 それからもう一つは戦場のメリークリスマスという映画撮影時のエピソードです。坂本

龍一さんも出演している大島渚監督の映画です。このときに坂本龍一さんがデビッド・ボ

ウイを見て、彼は出演しているとき以外はくつろいで楽しんでいる、自分にはそれまで楽

しむという感覚がなかった、でも、デビッド・ボウイのスタイルを見ていて、もっと自分

がこの状況を楽しんだら違った人生なのだろうなと思ったそうです。それから、坂本龍一

は、ニューヨークに行きライフスタイルが変わっていきました。 

 もうひとつご紹介します。こんな言葉が記憶に残っています。 

 「女性は子どもを産むときは長期にわたり会社を休むのです。その可能性のある人と継

続的に働いてくれる男を同じ条件にせよというのは無理です。また、妊娠で軽い業務しか

できなくなった女性を降格したとか言って裁判に訴えるような女性はどんな女性か。あな

たを愛してくれる男性はいますかと聞きたいです。」 

 さあ、これは誰かというと、２０１４年１０月２４日の田母神俊雄さんのツイッターで

す。軍事評論家で皆さんよくご存じだと思いますが、彼はツイッター、ブログ等で本当に

いろいろな話をしています。 

 こういうふうに、女性は子どもを産むことができる、だから長期にわたって会社休むの

だ、でも男性はその可能性はない。途中まではすごく真っ当なことを言っているかと思う

と、急に変な話になっていくのです。 

だったら介護はどうなのでしょうか。 

 今やもう、ＮＴＴ東日本では隠れ介護も含めて介護している社員は４，０００人いると

言われています。だったら「私は介護をしない」という男性を選んで会社で雇えと田母神

さんは言うのでしょうか。 
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 私は田母神さんの言葉に大きな違和感があったのですが、そのときに北の輝く女性応援

会議に入っている田澤由利さんはフェイスブックでこう言いました。「はっきり言ってく

れてありがとう、田母神さん」。実は、男性の心の中にはみんなこういう気持ちがあると

私は思っている、はっきり言ってくれてありがとうと、軽くいなしていました。 

 ここからは法律などの中から持ってきたものの話になってくるのですが、少しは皆様に

資料を持っていっていただきたいと思いまして、平成２７年度の少子化対策白書が出てい

ます。その項目から取っていったのですが、今の時代が読めます。 

 男女の働き方改革を進める、男性の意識行動改革をするのだということで、長時間労働

の是正、それから人事評価制度の見直しなど経営者と管理職の意識改革が必要だと。それ

で、出産直後からの男性の休暇の取得、これをやはりやっていきながら男性の意識と行動

を改革していきましょうというのが現在の政府の考え方の方向性です。 

 よく安倍総理が働き方を変えようと言っています。長時間労働を是正しましょう、つま

り残業時間を減らしましょうと今言っています。 

 もう一つの柱として、ワークライフバランス、女性の活躍という項目があってワークラ

イフバランスに向けた環境整備をしますよ、カエル！ジャパン、これがキーワードですよ

と言っています。 

 もう一つは、両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備をします。これもたくさんの

助成金があります。助成金を取得すれば、両立支援制度を利用しやすい方向性をとってい

きやすいと思っています。 

 育児休業や短時間勤務などの両立支援制度の定着、実は、育児休業も時短もいろいろな

壁にぶつかって悩んでいる会社がいっぱいあります。 

 育児休業からの円滑な復帰の支援ということで育休復帰プランナーの育成があります。

つまり、育児休暇を１回取ったのはいいのですけれども、１回仕事を休んでしまうと今度

は出勤することの怖さがあります。そのときに育休明けにどう仕事をしていったらいいの

だろうという時に、育休復帰プランナーというアイデアが出てきました。 

 それでは、数字で見る育休を同じく少子化社会対策白書から見てみましょう。 

 女性の育児休暇の取得率は８６．６％です。これは、まあまあいい感じに伸びていると

思います。 

 しかし、育児休業を取りたいと希望する男性はおよそ３割です。でも、実態は２．３０％

です。３０％と２％、これだけの開きがある原因は何かというと、中間管理職とか、上の

ほうの人たちは、昔の考え方のまま、みんなで頑張るぞといってやっているのですが、今、

それに体がついていきません。ですから、若い男性は、育休を取ってみたいと思っている

けれども、長期の休暇を取れない状況で、実態は２％というのが現実です。なかなか、無

給という会社も多いので難しいのかもしれませんが、ここをなんとか縮めていって育休を

取りたいという男性が取れる職場環境をどうつくっていくか、という検討が必要でしょう。 

 それで、これは第１子出産後の継続就業割合です。１人目の子どもを産んだ後に継続し
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て仕事をする人の割合です。２００５年から２００９年に子どもが生まれた女性の３８％

が仕事を継続しています。２０００年には３２．２％だった第１子出産後に仕事続けてい

ますという人が２０１０年には４５．８％になりました。これは、１３．６％も改善して

きているという実態だと思います。 

 こちらは、出産後会社を辞める人の割合がどのくらいいるかという資料です。私なりの

解釈を加えました。無職、仕事を持っていない女性は、３５．５％から２４．１％に。仕

事をしている女性は増えてきたわけです。そして、育休を利用して就業を継続しましたと

いう女性は１１．４ポイント増加しています。ですから、育休をとりました、就業そのま

ま続けましたという人は増えてきているのですが、ちょっと気になったのはここです。第

１子出産後退職した女性の比率がどうかというと、昭和６０～平成元年には６１％くらい

なのですけれども、平成１７～２１年年は６２％です。つまり、パーセンテージで言うと

やめる人は相変わらず多いのです。だから、第１子を出産した後に仕事を継続していける

かどうかというのはすごく大きなポイントになってくるだろうと考えています。 

 少子化対策というと、国も市も道もみんな子どもの保育環境を整えよう、だから、保育

所を整備しようとか待機児童をなくそうという方向にばかり目が行きます。これはこれで

大切なのですけれども、実は、各家庭で旦那様が育児を手伝ってくれた人というのは、仕

事をしながら第２子を出産していこうという意思を持った人の割合が多いのです。 

 ６歳未満の子どもを持つ夫はどのくらい家事、育児をしているかというと、欧米諸国は

大体３時間しています。でも、日本の場合は１時間です。まだまだできるのではないかと

思えます。これでも、まだ上がったほうです。前はもっともっと少なかったです。 

 これが年齢別の労働力というもので、こういうグラフは少し解説を加えていかないとな

かなかわかりにくいので、中田なりの解釈を加えてみました。一番最初は、ご存じの女性

のＭ字カーブです。一番下は日本よりすごく下がっているのは韓国なのですね。韓国はも

っとすごいはっきりしたＭ字になっています。男性とほぼ同じであまり変わらないスウェ

ーデンと比べると、日本はまだＭ字カーブが相変わらず続いています。まだまだアジアは

これから女性の活躍の場を広げていく必要があるだろうなと思います。 

 次に、年齢別労働力を見ていきます。１５歳以上の人口に占める６５歳以上人口の割合

です。１４．５と書いてあるのはスウェーデンです。イタリアは２４．２で高いです。そ

れから、星の港と書いているのはシンガポールです。こういうふうに書くとちょっときれ

いに見えるかなと思って漢字で書いたのですが。でもイタリアの上を行く２９．６の日本、

これはやはりちょっと考えていかないとまずいですね。やはり急激に高齢化が進んでいま

す。 

 これは、この後、お話しする内容に関わってきますが、人口ボーナスと人口オーナスに

ついて話をします。 

 ９月２２日、ニューヨークで安倍首相が言いました。安倍首相は、日本の人口動態のこ

とについて聞かれて、「日本の人口動態は、逆説的ですが、重荷ではなくボーナスである」
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という言い方をしています。これは、オーナス（重荷・負荷）ではなく、ボーナスである

と言ったのでしょう。 

これは、意味がわからないという人も多いと思うので御説明します。この表は、国立人

口問題研究所の数字を全部入れていって今後どうなるかというグラフを作りました。まず

年少人口指数です。これは全体の中に占める年少人口ですね。０歳から１４歳までの年少

人口を見ていくとこのようにもうお気づきだと思いますが、がっと下がっていきます。そ

して、老齢人口指数は、老年者ががっと上がっていきます。 

 この右に書いたのは従属人口指数です。０歳から１４歳人口と６５歳以上人口を足して

生産年齢人口の１５から６５歳未満の人口で割って１００を掛けます。つまりどういうこ

とかというと、１９９４年くらいが一番状況はいいのです。言ってみれば運動会の騎馬戦

みたいなものです。たくさんの若い人が年寄りを乗せて走ることができる社会から、だん

だん高齢化して２０５５年くらいになっていくと、肩車状態になります。人口問題研究所

の予想の中で一番ひどくもない中間の数字を取って全部数値を入れてみました。従属人口

指数というのが２０５５年になると１００％近くなります。これは１００人の人間で１０

０人を支えるということですね。つまり、昔は騎馬戦だったのに、今はこのくらいになっ

たら肩車になって、１人の人が１人の老人や年少者を支えなければいけないという時代が

もうやってくるということです。 

 これが人口ボーナスと人口オーナスについての説明で、ハーバード大学公衆衛生スクー

ルのデビッド・ブルーム博士とジョセリン・フィンレイ博士という人がアジアにおける人

口動態の変化と経済成長というテーマで書いた論文がもとになっているのですが、人口ボ

ーナスは若者が多く高齢者が少ないという状態です。これは、日本の高度経済成長期を見

てもわかると思います。この高度経済成長期というのはまさに東アジアの奇跡というふう

に言われていて、びっくりするような経済成長をしていくわけですね。 

 ところが人口オーナスというのは、人口構成が重荷に働いていく時期であるということ

です。 

 ワークライフバランスアドバイザーの友人がいて、株式会社ワーク・ライフバランスの

小室淑恵さんの「労働時間革命」という本を紹介されました。この人の考え方は、ある意

味、明快です。 

 どういうことかというと、人口ボーナスか人口オーナスかということで働き方が違いま

す。人口ボーナスの時代は、その人口構成がプラスに働いてどんどん成長していく時代で

す。しかし、人口オーナスの時代にどうしたらいいかということで、彼女の言っているこ

とをまとめて書いてみました。人口ボーナスの時代にはなるべく男性が働きます。なぜな

ら、重工業の比率が高いので筋肉がある男の方が絶対に有利という考え方です。これに対

して、人口オーナスの時代には、なるべく男女が働いていったほうがいいということです。 

それから、なるべくボーナスの時代は長時間働くということです。なぜなら、同じよう

な品を安く早く大量につくってたくさん売ることが必要だったので、時間イコール成果で、
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とりあえず長時間働いていっぱい物をつくって、いっぱい物を売ろうという時代が人口ボ

ーナスです。 

こういうときには、なるべく同じ条件の人をそろえたほうがいいということで、大量生

産大量消費という市場ニーズがあるため、労働者は交代が可能なのです。おまえがだめな

ら他があるぞと言われていた時代は完全にそうです。優秀な人材を残すために転勤をさせ、

踏み絵を踏ませ、残業もいっぱいさせて、出産するのだったらやめてもいいよということ

でふるいにかけたというのが人口ボーナスの時代でした。 

 ところが、この先ほど話した人口構成比が変わってきたときにはどうしたらいいかとい

うと、なるべく男女が働くと。なぜなら、労働力が足りないからです。市場にはやはり働

いている人が必要です。そう考えていくと、労働力が足りないのでもっと女性にも入って

きてもらいたい。それから、筋肉力よりも頭脳労働の比率が上がってくる。だから男女を

フル活用して仕事をしてもらわないと生産性も当然上がらないわけです。 

 もう一つは、なるべく短時間で働くということです。つまり、時給は高いです。ご存じ

のとおり、時給の考え方、残業の金額もどんどん上がってきています。１．２５が１．５

０とか、アメリカが２倍になっているから日本も上げようという話を時折聞きますが、残

業時間の金額を上げてしまうと、残業で食っていくという社員が増えていくのです。そう

して残業をいっぱいして稼いで家族を養おうという状況になると完全に負のスパイラルに

入っていくわけですね。 

 時給が高い、短時間で成果を出す癖を徹底的にトレーニングしなきゃいけない、ここが

多分皆さんすごく大変だと思います。短時間でいかに成果を上げるのか、そこのところで

一歩踏み出せないという人がとても多いですね。 

 私も会社で残業時間チェックしていると、８０時間なんて人がいました。ご存じのとお

り、４５時間以上、８０時間以上、１００時間以上というのは、労務管理上、ひとつ考え

ていかなければいけない数字になってきます。みんなが会社にいる時間を残業につけてい

くという仕組みをつくってしまっていると、幾らでも朝早く来て夜遅く帰る、お前は家に

帰りたくないのかという人まで出てきます。なるべく残業をしないでもどうやったら成果

がだせるのかということを今から少しずつ、徹底的にトレーニングしていかないと、会社

というのは急に変わることができないのです。 

 それからもう一つ、なるべく違う条件の人をそろえることです。もう市場は均一の物に

は飽きているわけです。世の中はご存じのとおり、価値観が多様化していますから、同じ

ものばかり売ろうと思ってもだめです。ちょっと違うもの、違う観点から見た物をつくっ

て売っていかないとだめな時代なので、なるべく違う条件の人を揃えるということが必要

になります。 

しかし会社は、言うことを聞くやつのほうがいいなとか、同じようなタイプの人たちを

経営者としてはどうしても集めたがってしまうのですね。育児や介護、難病は障壁ではな

いと理解できる職場環境の整備、これを早いうちにして整えていかないと、違う条件の人
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を排除するという会社になってしまうということです。 

 少子化対策に必要なこと、これが何かというと、本当の少子化対策に重要なのは男性の

労働時間改革によって家事育児参画時間を増やすことだというのが小室さんの言っている

意見で、私は賛成します。 

 これは労働時間改革の中に出ているのですが、第２子以降出産したかというグラフです。 

 一番上は、６時間以上手伝いますよという人です。ごらんのとおり、出産ありの人が８

０％くらいいます。４時間以上６時間未満家事育児をやっていますという人は、見事にだ

んだん減っていって、家事育児時間なしと答えた人たちは、第２子以降は出産できないと

いう数字になります。 

 少子化対策はどこでもやっているのですけれども、男性の労働時間を改善して、家事育

児をしていったほうが少子化はブレーキがかかるのです。 

 ですから、これをぜひとも実践するために、社会全体が生まれた子どもたちをみんなで

育てようという意識を持つと同時に、男性を家庭に戻して家事育児ができる環境づくりを

するということが少子化対策として必要だと考えています。 

 これまでの日本の働き方について小室さんは、長時間労働は勝つための手段ではない、

負けている原因なのだ、と言います。人間の脳は起きて１３時間くらいしか働かない、１

３時間以降は酔っ払いと同じ状況になってくるのだそうです。 

 みんな会社で会議をやると、会議時間に遅れて来る人がいますね。私は、１０時から会

議ですと言って、どんなに偉い人が来ていなくても１０時に会議を始めました。私のすぐ

下の部下でも遅れてくる人がいるのです。「すみません」と言って入って来るのですけれ

ども、気にせず、話をどんどん続けました。そうすると、みんな定時に行かなくてはいけ

ないのだというのがだんだん定着していくので、これは結構簡単に時間を守るようになり

ます。 

 もう一つが、時間を決めて、きょうの会議はこういう内容ですから１時間で終わらせま

しょうと言うと、みんな、その１時間に向かって集中して会議をやっていくのです。 

 ですから、こういう働き方、会議の仕方です。とにかく、だらだら会議をやっている人

間の多い会社で生産性が上がった試しがないです。会議の数を減らせと言ってもなかなか

減らないのが現状ですけれども、とりあえず、会議の時間は決める、そこでは集中して議

論を闘わせて、それで終了したらみんな自分の持ち場に帰って自分の仕事をするというこ

とです。 

 もう一つは、大介護時代は確実にやってきます。育児で休む女性の数を介護で休む男性

の数が逆転すると言われています。介護で悩んでいる男性もいっぱいます。 

 その下に書きましたが、育児と介護と共働きを全部やらなければいけないというのが団

塊ジュニアになってくるわけです。育児、介護、共働き全部を一度にやらなければならな

い人はどんどんふえています。 

 その真ん中に小さく書きましたが、介護というのは、どの社員にとっても他人事なので
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すけれども、自分の介護環境を考えるなら、家系図を書くことをおすすめします。自分に

は父親と母親がいて、兄弟は東京にいる、そうしたら親の介護で面倒を見るのは誰なのだ？

例えば自分には弟がいる、彼は独身だ、もし彼が倒れたらどうするかと、家系図を書いて

みると、どうしたらいいかが見えてきます。 

 今後の仕事の仕方については、時間に制約がある人たちの集合体でビジネスをしても勝

てる仕事のやり方をどう訓練していけるかがこれからの勝負であると思います。 

 小室さんが仕事の仕方で提唱しているのは、一つは集中力です。残業をせずに５時には

仕事をやめて帰るために集中して仕事をする。帰って何をするかといったら、自分の趣味

のこと、育児なら育児、子どもの興味を持っているものは一体何か、妖怪ウォッチにはど

ういう妖怪がいるのかというのも一つの情報です。そういうものに集中して接触をしてい

くことが必要と彼女は言います。 

 私もある話を思い出しました。イギリスの首相のチャーチルは、チャーチルのことが嫌

いだったピカソでさえ、「チャーチルは画家になっても成功した」と言っているくらい絵

の上手い人だったらしいですが、彼は、首相としての仕事のあいまに絵を描いたと記され

ています。それ以外にも多趣味な人と言われ、高度なレベルの気分転換をし、それが、首

相の政治にも反映されたのでしょう。 

 もう一つは、きょう本を持ってきたのですが、シェリル・サンドバーグのリーン・イン

という面白い本です。これも読んだことがある方はいっぱいいらっしゃると思うのですけ

れども、彼女はフェイスブックのＣＯＯです。この中にもいろいろヒントになることがあ

りました。ある男性が有能な女性と結婚したときに妻にこう言ったそうです。「ちゃんと

お金を請求しろ、その仕事にかかった労力は金に換算しろよ」と言ったときに、シェリル・

サンドバーグはこう言っています。男性というのは、自分が仕事をする上で必要なことを

した、それが頭脳労働であっても仕事をしたと思うと、たとえそれがシャワーを浴びてい

る時間でも時間計算をすべきと考えている、と。 

 私は、そういう感覚がないので、遊ぶときには遊ぶぞ、仕事をするときには仕事をする

ぞ、その切り分けをしっかりやりたいと思っているのですが、男性は、割合、お金に換算

して、それをクライアントから請求しようという感覚があるそうです。 

 もう一つ面白いなと思うものがシェリル・サンドバーグの本の中にあったのですが、あ

る男性が、「私は内訳を書けと言われても、いつも頭の中で二つのことを考えている、だ

から内訳なんか書けない」と言ったそうです。これまたアメリカらしい話だなと思いまし

た。 

 日本は、これから圧倒的な労働力不足の時代に入っていきます。だからこそのダイバー

シティでもあるのです。しかし、多様な人がいさえすれば多様性なのではありません。い

ろいろな人に働いてもらいたいがために、もちろんそれが第一歩なのですが、ダイバーシ

ティ＆インクルージョンと言って、少数派の人材、本人が自分はこの組織の必要な人材で

あると自覚を持って発言でき、それが全体の決定につながっていく、そうなったときに初



- 11 - 

 

めて多様性と言えるわけです。 

 これからは、「決められたことを守り抜く」から「変えることが仕事」というふうに発

想を転換できるかどうかが勝負です。 

 私がこういうふうに変えていったほうが絶対いいという話をしたら、ある人が、「それ

って、きれいごとじゃないか」と言いました。きれいごとと言ってしまったらそれで話は

終了してしまいます。 

 ここからは何をどう生かしていくか、自分自身の組織に置きかえて進めてください。あ

と、「それは無理だ」「できない」は言わないこと。例えば時間外をゼロにしようといっ

ても、それはまず無理だとほとんどの男性が言います。でも、無理だ、できないという言

葉を禁句にして、その組織でどうやったらそれができるかということをディスカッション

させながら、自分で選んで決めていくと良いでしょう。 

 労働時間に関する利害関係者は、労働者、経営者のみならず、全国民です。さっき言っ

た少子化というのは私たち全体に課された課題です。 

 労働時間の法整備、上限を決める動き、これは何かというと、労働時間を自分で変えて、

減らすことを自分たちでしなさいよという行政、国からのメッセージです。上限を決めら

れたってそれは困るよななんて言っている時代ではなくて、自分たちで労働時間を減らす

ことができるかどうかが問われているわけです。 

 時間外賃金規定の見直しも、ちらほら上がってきています。時間外の額を上げていかれ

たら困るのは経営者です。そんなに払えないよと言わないように時間外がなくても労働時

間をきちんと守って仕事ができる働き方ができるかを問うているわけです。 

 安倍首相がよく言っている「働き方を変える」というのもその中の一つです。 

 同一労働同一賃金、非正規雇用の見直し、中小企業の経営者には厳しい話ばかりです。

これもみんな集中して仕事をしてやっていける社員や会社を今のうちから訓練してつくっ

ておかないと、この先、大変なことが起こりますよというメッセージではあります。 

 もう一つ、これがなかなかできないのですが、短い時間で成果を出す人にインセンティ

ブを与えるということです。これができたらすばらしいと思います。 

 ただ、私自身、うちの会社で赤ちゃんを産んで育児をしながら仕事をしている女性を見

ると、本当に自分で時間との勝負です。集中力が高いです。ものすごく時間を決めて仕事

をするので、それが終わったらちゃんと午後６時には家に帰るわけです。だらだら仕事す

るということをしません。そうやって訓練していくと、彼女の給料は残業時間がつかない

ですから、他の人と比べると安いのです。それは何とか変えられないかと思っていました。 

 私の知り合いにワークライフバランスアドバイザーがいます。そういう人たちがそれぞ

れの会社に入っていって、どうやったらいいかというアドバイスをしながら変えていくと

いう意識変革を、経営者も従業員も、それから中間管理職ですね。一生懸命頑張れば後ろ

に利益がついてきたという時代を謳歌してきた世代の人たちに考え方を変えてもらわない

と、世の中自体も会社も変わっていかないという時代がもう来ているのだけれども、それ
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にそろそろ気がついていかないとだめな時代だなと思っています。 

 いろいろなやり方があって、例えば、ワークライフバランスに取り組みたいという課一

つを例に挙げて、もしそこで成果が上がったら、その課に別途賞与をあげるというやり方

をしている会社も東京ではあります。 

 また、会社全体で残業時間は結構な金額になっていますね。もし残業時間をゼロにする

ことができたら給料にそれを反映させるということを実施している例もあるそうです。 

 一つ一つのことを解決しながら進んでいかないと、会社はなかなか急には変わらないで

す。 

 時間短縮の一考察ということで私の方法からお話をします。 

 昔、Ｔ．Ｇ．Ｉ．Ｆという番組を担当していました。これは、１１時間半の番組でした

から考える時間が本当にないのです。しかも、同時に編成制作部長をやっていましたので、

それこそスタジオから出ていくとたくさん順番待ちの人がいて、ここはニューヨークかと

いうくらい、歩いていると、ここはどうしますか、ここはどうですかといろいろ聞いてく

るわけです。そういうときに、こうやって、ああやって、こっちをやってねという話をし

て、またスタジオに入って、「こんにちは、中田美知子です」とパーソナリティをするわ

けです。 

 そのときに考えたのは、やはり、いかに時間を有効に使うか、そのためには集中力だな

と思ったのです。 

 例えば、１分の話をするのに大体４００字と言われているのですが、その４００字を一

生懸命原稿で一言一句練ってつくって考える人もいます。私は、それはある時期、もうで

きないと思いました。１時間かけて人が一生懸命４００字の原稿をつくるのであれば、私

は頭の中でそれを３分でできるようにしようと考えました。３分というのは曲がかかって

いる間なのですが、その３分間、頭で集中して、それを組み立てて起承転結でしゃべれる

ようにしようと思って、自分自身のスキルアップを狙いました。 

 そんな話をしていたら、クラシック音楽の指揮者がこう言いました。「たとえ素人の演

奏家であっても、３カ月間教えると、本当にいい音が出る。けれども、ＰＭＦを初めとし

てたくさんのすばらしい音楽家が集まると、３日で仕上げるのです。つまり、プロとは時

間なのです」と。 

 だったら、時間を短縮して自分ができるようにしようとあのころに思いました。人の能

力は限りないので、自分自身にそういう課題を与えると、いろいろなことができます。 

 一番下ですが、「少し時間がありますか？」と会社ではよく言われると思います。この

人は私の時間をどのくらい使おうと思っているのだろうと思ったときに、三つの砂時計を

用意しておくのです。３分、５分、１０分の砂時計です。「では、課長、どれにしますか」

と聞いて、「ちょっとややこしいから１０分間かな」と言ったときには、１０分の砂時計

を持っていきます。しゃべっているうちにだんだんその砂が減ってきたら、その時計をさ

りげなく課長に見せるということをし、タイムマネジメントをしっかりすることを認めて
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もらえる職場環境が作れるかどうかです。 

 私のやっているタイムマネジメントでは、仕事の分類を勧めています。 

 もう山のように仕事があるときに、重要と緊急を組み合わせるとこの四つの箱ができま

す。 

 一番左上は、「重要だけれども、緊急ではない」。右上は、「重要かつ緊急」という仕

事です。左下のほうは、「重要でも緊急でもない」仕事で、右下は、「重要ではないけれ

ども、緊急」という仕事です。この中に、仕事を書き出してみましょう。すごく整理され

ます。 

 実は、ここから先です。「重要でも緊急でもない仕事」はやめましょう。やらなくてい

いのです。では、どれから手をつけますか？と聞くと、大概、皆さんは「重要で緊急の仕

事をやります」と言います。実は、必要なのは、「重要だけれども、緊急ではない」、こ

こなのです。ここの仕事からまず手をつけるのです。重要だが緊急ではない仕事は、気が

ついたらいつか緊急になってしまうのです。重要で緊急な仕事というのは、時間に押され

たら、いたし方なくどんどんやらなければいけないです。だから、重要だけれども、緊急

ではないという仕事から手をつけるように心がけています。 

 ワークライフバランスとは一体何なのだろうかということを私は考えました。初めは、

仕事と生活のバランスでしょうというくらいにしか考えていなかったのです。ですから、

ワークライフバランスを考えて仕事をしなさいと言われたときに、手抜きをしなさい、怠

けなさいと言われた気がしていました。 

 しかも、アナウンサーの新人時代は、時間外勤務は仕事をした証なのだ、私こんなに仕

事をしましたということをアピールできるものなのだとカン違いしていまいた。ある日、

上司に呼ばれまして、「中田君、この仕事の仕方はちょっと考えてくれたまえ」と言われ

ました。その月、私は１００時間の残業をしていました。 

 そういうきっかけがないと、管理職も含めて、時間外勤務とは一体何なのかということ

が自分ではわからないのです。管理職になって初めて、自分でタイムマネジメントができ

るようになったのです。それはなぜかというと、残業手当があらかじめ管理職手当に振り

かわっていましたから、自分で健康管理をすると同時に、自分で時間管理をしなければい

けないということがようやくわかったのが、そうですね３７、８歳くらいだったかな。 

 皆さんの会社の中にもいらっしゃると思うのですけれども、とにかく時間外もいっぱい

使って完成度の高い仕事をしようと思う人がいます。でも、ヤフーの会社には、キャッチ

コピーがいっぱいあるのですが、 「仕事の完成度を高くすることを目指すな、とりあえず

終わらせろ」というのがありました。ヤフーでは、「スピードをあげる」ではなくて「爆

速」と言うのだそうです。スピード感など生ぬるい、爆速、いかに早く仕事を終わらせる

かという時代に変わってきています。 

 ワークライフバランスというのは仕事と生活の相乗効果であると言われているのですが、

さっきお話ししたとおり、仕事をする時間は仕事をする時間として捉え、残った時間で自
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分自身のスキルをためるというか、いろいろなことを勉強する時間、あるいは、趣味の時

間、楽しみの時間、チャーチルの絵を描く時間ではないですけれども、そういう時間をつ

くりながら、やがてそれが仕事にも反映されると言うと、男性はそれも仕事の時間だねと

感じるのかもしれませんが、仕事を楽しむことと生活を楽しむことは同居できると思うの

です。 

 生活を楽しんでいると、それが仕事の上にも反映されるという仕組みをつくっていくの

がワークライフバランスなのかなと思っています。 

 万能薬はないです。どこの会社にも通用するものはありません。 

 だから、あるワークライフバランスに取り組んでいる役員の男性と話をしたら、そこの

会社の男性社員はこう言ったそうです。「わかるよ、総務が言うのはよくわかる、だった

ら、このワークライフバランスに基づいてやり方を全部決めてくれ」と。それは、決めて

くれではなくて、自分たちでつくっていかなくてはいけないというのが、この万能薬はな

いということで、逆に特効薬を自分たちでつくる必要があるのです。その課程で意識が変

わっていきます。 

 たまたま、特効薬を自分たちでつくるということでは、これは皆様の手元にはないです。

出てきたばかりなので、けさ、急いでつくったシートですが、日経ビジネスの１０月１７

日号にこういうものが載っています。 

 これからどういう特効薬をつくるかというのはそれぞれの会社の個々の状況や社員、そ

ういう人たちと考えていかなければいけないことですが、キーワードは、同一労働同一賃

金と、副業解禁、週休３日制が今出てきています。 

 例えば、家具の会社のイケアは、１週間の勤務時間を自分で選ぶという仕組みにして、

時間給を同じにしたそうです。ごらんのように、１２時間から２４時間と、２５時間から

３８時間と、３９時間というふうにして、どれか自分で選ぶという方式をとってやったそ

うです。これは、今後どうなるかというのはちょっとわからないので、当然、生産性とか

顧客満足度、従業員の満足度を考えていかなければいけません。 

 なお、ここは有期雇用の社員を無期雇用に変えた実績があるそうです。 

 これからは、確実に社員が減って労働力不足になってきますが、きょうたまたま話した

中学校の先生が、生徒にどこの会社に入りたいかと聞くと、ユーチューブと答えるそうで

す。昔はテレビ局とかいろいろ出てきたのが、いまはユーチューブなのだそうです。そう

いうふうに、世の中がどんどん変わってきていて、入りたいと言われる会社はいいのです

が、人手不足で悩んでいる会社はいっぱいあります。いい人材を集めるための方策でもあ

ります。 

 もう一つ、私もつい最近聞いた話で、育児休業をとった後に時短で仕事を始めたけれど

も、そういう女性が浮いてしまうのです。なぜあの人だけあんなことをやっていいのとな

るのです。少子化ということを考えると、この子は将来、社会を支えてくれるのだという

ことを言ったのですが、そういうことではなかなか納得できない。なぜなら、ベテラン社
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員と若手の社員に時短と育休のしわ寄せが行くから、会社の中がぎくしゃくしてしまうの

で、資生堂はどうしたかというと、これは美容部員ですが、育児時短の従業員に月に１度

は遅番や土・日勤務をやってくれという話をして、１，２００人中、会社を辞めたのは３

０人だったそうです。 

 ですから、意外にみんなこれを受け入れるのです。つまり、この時間をどうするかとい

うと、例えば土曜日曜は旦那さんに子どもを見ていてもらうという仕組みをつくるわけで

す。これは資生堂ショックと言われていますが、こういうやり方をしている会社もありま

す。働き方改革には痛みが伴います。 

 それから、ロート製薬です。サイボウズという会社でも始めたということです。社外チ

ャレンジワーク制度ということで、副業を解禁しました。これは、入社３年目以上の社員

を対象に、仕事以外に副業いいよということを始めました。 

 もちろんこれをやってみたはいいけれども、全部が全部うまくいくとは限らないわけで

す。だけれども制度はできてからが勝負ですよね。 

 こんなふうに仕事の仕方はいっぱいあります。私は、ハーバード大学の話をよく思い出

します。ハーバードで、目の前に暗いトンネルがあるとして、トンネルを通るかどうか、

その先に何があるかわからない。しかし、そのトンネルの中に入った人じゃないとその先

の世界を見ることができない。これがすごく大きいので、私はいつもトンネルの中を通っ

ていくということをやります。 

 北海道は、「なんもいっしょや」で話が終わってしまうのですが、これだけいろいろな

取り組みをして、自分たちに合うワークライフバランスはどうなのかということを考えて

いきながら取り組んでいる会社がいっぱいあることを考えると、この方法を少しずつ、自

分たちに合った方法にして、どう取り組んでいくかということに力を費やしていただきた

いと思っています。 

 介護の話もちょっとしようと思っていて、幾つかの話を用意してきました。看取りとか

介護という話をしたいと思っています。 

 たまたま札幌大学で地域創生という講義があって、本田優子副学長が自分で組み上げて

いるのです。介護や看取りをテーマにした講座を行いました。これは、道民カレッジの方

たちなどは参加することができますので、興味のある方は来年参加してみてください。 

 まず御紹介するのは、宝島社という雑誌社の広告のコピーです。 

 新しい服を探そうというのは、ベッキーが髪を切って背中だけヌードで出たというので

話題になりました。この宝島社は、これまでもいろいろな広告を出していて、「女性だけ

新しい種へ」というものを２００９年に出しています。こういう短いコピーなのでどう受

け取るかはいろいろあるようで、私は、男性が遅れている中、女性はどんどん進化する種

になっていくのだという応援歌のようにとったのですが、人によっては、もしかして女性

だけ別なのか、マミートラックに乗せてしまえということかというとり方をする方もいら

っしゃいます。しかし、私は、これは女性だけ変化していくことができるという、変化を
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いとわないのは女性の特権だなと思っていて、すごくおもしろいコピーだと思って持って

きました。 

 死ということで言うと、これは話題になったのでご存じの方も多いと思いますが、こと

しの１月５日、全国紙の新聞４紙で出した宝島社の広告です。 

 オフィーリアみたいな姿で出ているのは樹木希林さんです。ご存じのとおり、彼女はが

んであることをカミングアウトしているのですけれども、「死ぬときくらい好きにさせて

よ」というポスターでした。 

 これも、樹木希林さんらしいなと思うのと同時に、このキャッチコピーを見て、これま

で自分が死ぬということ本気で考えていたかなと思ったのです。それで、改めて人間の死

のあり方を考えました。 

 これは、読んだことがある方という方も多いと思いますが、「欧米に寝たきり老人はい

ない」という宮本礼子さんの本。宮本先生が札幌大学に来て講義をなさったのですね。彼

女は１年間に１回くらい講演をするということで、聞いてみると迫力があります。 

 欧米に寝たきり老人はいない、というのは象徴的な言い方です。私は何となく死ぬとき

は病院で管だらけになって死ぬのだなと思っていました。私の義父も肺がんで、死ぬとき

は気管切開をし、体中が管だらけになって逝きました。でも、日本の終末期医療というの

は果たしてこれでいいのだろうかと思ったのです。 

 宮本先生の経管栄養についての疑問ですね。胃ろうをなさった方はたくさんいらっしゃ

ると思います。日本の胃ろう患者は３０万人から４０万人と言われています。でも、家族

に看取られて死ぬ自然死も良いではないかと思うのです。それまで、私は、病院で死のう

と、子どもたちに迷惑をかけずに、夫もいないし、家族は子どもと犬なのですけれども、

それでいいだろうと思っていたのですが、家族に看取られて死ぬ、その方が幸せかなとち

ょっと考え方を変えました。 

 ＱＯＬ、クオリティ・オブ・ライフも必要だけれども、クオリティ・オブ・デス、要す

るに死のあり方、質もあるのではないかと思います。 

 今の日本は、自分の意思で死ぬことができません。ご存じのとおり、尊厳死と安楽死は

違うのですけれども、病院に行ってつながれて気管切開して痰を取るとるときに本当に苦

しむのだそうです。 

 伊丹十三監督が撮った「大病人」という映画の中にこんなシーンがあるのです。医師は

津川雅彦さんです。喉を気管切開していて痰をとったりすると、意識のない患者が、ああ、

ああとすごく苦しむのです。そんなシーンがあった後に、患者の心臓がとまります。そう

したら、家族のみんなは、「死なせて、死なせてあげて」と言っているにもかかわらず、

医師は心臓に電気ショックを与え、蘇生術を試みるわけです。 

 それが本当に人間にとって幸せなのかというと、改めてクオリティ・オブ・デスを考え

ました。リビングウイル（生前の意志）も必要です。自分は病院で管だらけで死にたくな

い、死にそうになったら助けないでくれと、とにかく経管栄養は要らない、胃ろうは嫌だ
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と言っても、最終決定権はお医者様にあるのです。日本人ももっと単なる延命ではなくて

自然に死ねる方法を考えましょうよという話をしたところ、お医者様は言いました。「中

田さん、気持ちはわかる。でも、そうしたいと言ったときに、あなたの意識はないから」

と言われました。「だから、これを世論にしていかないと、あなたが幾らリビングウイル

を残していても、そういうふうには死ねませんよ」と言われたのです。 

 同じく札幌大学の地域創生という授業にこの方が来ました。岡田しげひこさん、理学療

法士です。 

 この方は道新で毎週木曜、「しげひこのこれは助かる」というのを書いていらっしゃい

ます。外反母趾の痛みをやわらげる靴下とか、こういうものを特集して１週間に一遍ずつ

商品を紹介しているのですが、なるほどなと思ったのは、高齢者が椅子から立つときに、

どう介護するかというお話です。 

 理学療法士だからいろいろなお年寄りと接触するのですが、ネットで見るとどうやって

サポートしたらいいかといろいろなこと書かれています。でも、高齢者が椅子から立つと

きはどうなのかというと、確かに介護は大変です。大変だからどうするかというと、こっ

ちの椅子からこっちの椅子に移らせようと思ったときにも、抱きかかえて、よっこいしょ

と上げるのだけれども、岡田さんいわく、これまでの指導のように体を近づけ過ぎてはい

けない、むしろ前に倒れかかってきてくれということで、脚を一歩下げてこうやってちょ

っと変えてあげるだけですんなりいくそうです。 

 実は、介護というものも、今、さまざまな角度から検証されてきていて、これまでは、

介護される側のことを考えず、介護をする側の理論でやってきていると考えられます。だ

から、胃ろうをすると、介護をする側、看護師さんたちが決めた時間に経管栄養を与える

ことができるので負担が軽減できる、でも口で食べないと患者は確実に弱っていくという

のです。 

 うちの父親は、たまたま胃ろうは嫌だということを連れ合いが言ったものですから、彼

は、胃ろうをせずに、口で食べ、８４歳で、誤嚥性肺炎で死にました。でも、周りの看護

師さん、お医者様には、本当にありがとうございましたということで最後にお礼を言いま

した。 

 私の知り合いのお医者様いわく、誰か一人でも胃ろうをやってくれという人がいたりし

たら、絶対にせざるを得ないということです。つまり、何か手を差し伸べないと医者が殺

したと言われるからだということで、特にお見舞いに来ない家族が言う傾向があるのだそ

うです。だから、そういう人間が一人でもいたら私たちは胃ろうをせざるを得ないと言っ

ていました。あらかじめ家族全員に意思を伝え、「絶対に誰一人反対するな」と言ってお

かないとそういう死に方はできません。 

 介護される側の意思も考えた介護とは一体何なのだろうかということを考えさせられま

した。 

 一体どこで介護を受けたいか、これはお手元にも資料があります。これは、総務省、内
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閣府の数字でとってきたグラフですけれども、ちょっとわかりにくいので横で書きました。 

 どこで介護を受けたいかというと、やはり自宅が多いのです。そして、女性の３割が自

宅と言い、男性はもっと多く４割が自宅で介護されたいと言っています。次いで、病院、

介護老人福祉施設、介護老人保健施設という答えが順に多くなっています。 

 私は、介護施設にはどういうものがあるかを余り考えたことがなかったので、老健とか

特養を聞いたことがあっても、どういうカテゴリーになっているのかがわからなかったの

で改めて調べて、これをつくってみたら少しすっきりしました。 

 介護をしてもらう場合の種類とは何があるのかといったら、簡単に分けると施設サービ

スと居宅サービスしかないそうです。これは、国が分けている方法ですけれども、施設サ

ービスは介護療養型医療施設、二つ目は介護老人保健施設、いわゆる老健と言っていると

ころです。介護老人福祉施設、特別養護老人ホームと言いますが、ここのところがある程

度お金もしっかり出て、見てもらえる特養と言っている施設です。この三つ以外は全て居

宅サービスに入るのです。ですから、いわゆる有料老人ホームと言われているところとか

ケアハウス、私が入ってみたいと思っているグループホームがあるのですけれども、もし

認知症になったらグループホームだなと思って、今のうちから行きたいグループホームを

決めています。あとは、この施設に空きが出たときの短期利用のショートステイというも

のも上の施設に入るのだけれども、分類としては居宅サービスなのだそうです。わかりに

くいですね。 

 きっと、わからなくなるようにしているのです。しているという言い方は変ですけれど

も、こうやってごちゃごちゃ一体どこに入ったらいいのとわからなくなるような仕組みに

現在はなっています。でも、やがては自分が家にいるのか、家にいたら誰かに来てもらっ

て介護をしてもらうのか、それとも上の施設サービスを狙うのかというところは、自分で

考えて、この施設の中でどのサービスを受けたいかを準備していかなければいけないと思

います。 

 介護をしているのは一体どんな人かということで、これも表をつくり、なおかつ、説明

も加えてみました。介護をしているのは、男性３割、女性７割ですから、ほとんどの男性

は介護をしなくていい、女房に任せればいい、妹がいるからとか、姉に任せてしまおうと

思っているのでしょうけれども、男性の３割は介護をしています。 

 それから、７０歳未満が６割ですから、かなり多いわけです。将来、定年制は８０歳と

いう話もあるそうですけれども、７０歳未満が６割います。 

 ちょっとおもしろかったのは、同居家族が６割、全体で見ると子は３割強ということで、

親の介護はせざるを得ない状況になっています。 

 もう一つは、事業者です。どういう状況でこうなったのかわからないですけれども、１

４．８％がいます。 

 最期に迎えたい場所は一体どこかというと、自宅と答える人が５割強、次に病院などの

医療施設、ケアつき住宅に行きたい人はここでは本当に少数派です。 
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 でも、私が行きたいグループホームはどうかというと、認知症なのですけれど、認知症

の患者でも、歩けるうちは歩き、食べられるうちは食べます。そうすると、今のように管

だらけになることなく、だんだん人は死が近づいてくると物を食べなくなるそうです。う

ちの犬は、もう１４歳で、間もなく１５歳になるのですが、だんだん食べなくなりました。

動物は、本当に自分が生きる必要がなくなってくると物は食べないのだということがよく

わかりました。そうであれば、食べたいものを食べて、死ぬときは死ぬということを受け

入れていかなければいけない世代なのだということがわかります。 

 特筆すべきは、６５歳の高齢者に聞くと、延命治療は行わないで自然に任せてほしいと

いう人が９１．１％で、ほとんど管だらけになって死ぬというよりも、むしろ自然にその

まま死をおとなしく迎えたいと思っているということです。 

 そこで、中田美知子はこう考えました。そうだ、娘に言っておこう。一つは、食べて歩

いて楽しんで、それが人生、もしそれができなくなったらさようならよ。 

 もう一つは、もしあなたが本当に迷ったら、例えば胃ろうをしたらいいのか、気管切開

をしたらいいのかということを相談されて迷ったら、あなたがしてほしくないことは私に

しないでと、それを今から言おうと思っています。 

 最後にもう一つご紹介したいと思っているのですが、仕事をしているときに葬送を考え

る市民の会というＮＰＯ法人があって、ここの方たちと一緒に仕事をしました。 

 そうしたら、私に何かあったら必ずこのノートを見てくださいという「旅立ちノート」

がありまして、これは１，２００円するのですけれども、ＮＰＯ法人の方が自分でつくっ

てこれを紹介しています。この中には、自分がどう死を迎えたいか、どういう葬儀をした

いか、葬儀に来て欲しい人、来て欲しくない人を記入できます。それをあらかじめ書いて、

何年かに一遍書きかえるのです。いつか書こうと思いながら、もう１０年くらいこのまま

封がついていますので、まだ書いていないのですけれども、もうそろそろこれを書いて、

どこにどういう貯金があるか、ここに隠しているけれども、へそくりはあるぞということ

も含めて書かなければいけないと思っております。 

 きょうは、本当に雑ぱくな話になりましたけれども、ワークライフバランスについて、

今、私が学んで考えていること、それから、これから自分たちがこの世の中をどう変えて

いくのかというときに、私たち一人一人が変わっていかないと働き方も変わっていかない

という気持ちになっていただければ嬉しいなと考えております。 

 ご清聴、まことにありがとうございました。 


