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授 業 記 録

「男女共同参画」を問い直す
荒井 英治郎（信州大学学術研究院総合人間科学系）

１．はじめに
本稿は、2020 年度に開講した教職科目（選択）
「現代社会と教育問題」（2020 年 12 月 15
日）の授業にオンラインゲストとしてご参加いただいたゲストティーチャー（工藤敬子氏：
有限会社フェードイン、栃木県教育委員会教育委員）の講演内容を再構成したものである。
記録作成に当たっては、本学の学生である廣田真夕子さんに尽力いただいた。記して感謝を
申し上げたい。

２．ゲストティーチャーの話
（１）自己紹介

グなどの事業をやらせていただいています。
後は、この会社と共に地元の宇都宮文星短

【ゲスト】今日は、
「男女共同参画」を問い

期大学というところで准教授をさせていた

直すということでお話をさせていただきま

だいているので、様々な分野でお仕事をし

す。工藤敬子と申します。私は大学卒業後ト

ています。公的な役目としては栃木県の教

ヨタ自動車のイメージレディをさせていた

育委員や、栃木県の国際戦略推進会議の委

だきました。当時はバブル絶頂期で、非常に

員なども担当させていただいております。

良いときに就職しました。2 年後、地元に戻
り、NHK の宇都宮放送局でキャスターをさ

（２）男女共同参画とは

せていただきました。その後結婚・出産等が
ありましたので、フリーになってずっとア

【ゲスト】男女共同参画という言葉を聞い

ナウンサー業をしていました。

たことがある方は多いと思いますが、改め

そして平成 17 年に有限会社フェードイ

て男女共同参画ということについて学んで

ンという会社を立ち上げました。当時は実

いきたいと思います。
「男女共同参加」では

は番組制作のプロダクションでしたが、よ

なく「男女共同参画」というのは、1 から共

り自分のキャリアを活かした仕事をしたい

に作り上げていくという意味が含まれてい

と考え、それからは研修やコンサルティン

ます。男女共同参画基本法の中には、
「男女
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が、社会の対等な構成員として、自らの意思

代に解放運動が起こって、今皆さんが男女

によって社会のあらゆる分野における活動

同じように参政権を持って選挙に行くこと

に参画する機会が確保され、もって男女が

ができるようになるまで、色々な運動をし

均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

て声を上げてきたのです。
私は 1991 年に大学を卒業し、卒業以前に

益を享受することができ、ともに責任を担
うべき社会」と書かれています。

男女雇用機会均等法ができたため、女性は

この基本法の中の大きな柱は 5 つありま

色々な職種や立場につけるようになりまし

す。「1.男女の人権の尊重」、「2.社会におけ

た。私の大学の同期の多くが、やっと総合職

る制度または慣行についての配慮」、「3.政

に採用されるようになり、男性と肩を並べ

策等の立案及び決定への共同参画」、「4.家

て仕事ができるようになったわけです。

庭生活における活動と他の活動の両立」、
「5.

当時はそういった機会が与えられていま

国際的な協調」です。この 5 つの柱を中心

したが、どういった働き方をするかという

として、家庭においては家族 1 人 1 人が尊

と本当に男性と肩を並べて同じように仕事

重し合い協力することによって家族のパー

をして、結婚も子育ても諦めて、仕事一筋、

トナーシップを強化し、仕事と家庭の両立

まるで男性といったような形で働かざるを

を図ります。職場においては、女性の方針決

得ませんでした。そうしないと出世の道が

定過程への参画が進み、多様な人材が活躍

絶たれてしまいました。

することによって、経済活動の創造性が増

当時の流行語には「DINKs」
（ダブルイン

し、個々の能力が最大限に発揮されていき

カムノーキッズ）というものがあり、それが

ます。地域においては、男女がともに主体的

ステータスだった時代がありました。それ

に地域活動やボランティアに参画すること

は若いうちは良いのですが、本当にそれで

によって、地域コミュニティが強化されて

幸せを手に入れたのかというと、やはりそ

いきます。

うではなかったわけです。活躍するという

ここまで聞いてきて、皆さんはこの男女

以前に幸せになるということがどういうこ

共同参画は何％くらい進んできたと思いま

となのかを考え始めたわけです。

すか。半分くらい進んでいるでしょうか。

そして 2015 年に女性活躍推進法ができ

実際、この男女共同参画という言葉がで

ました。これは 10 年の時限立法になってい

きてからかなりの年数が経っていますが、

るのですが、この法律ができたことは日本

まだまだ男女共同参画の社会になっていな

にとって大きな変化であったと思います。

いと感じている方が多いのではないかと思

実は、女性活躍の声の多くは人権サイドか

います。

ら上がっていたというのが大きな特徴でし

この男女共同参画を考えるために、少し

た。けれどもこの女性活躍推進法というの

歴史を振り返りたいと思います。この言葉

は、当時の安倍総理が経済政策の中での女

ができた背景は、男女がともに色々なこと

性活躍を打ち出したというのがとても特色

を決める決定権がなかった時代から派生し

のあることだったのです。人権での話し合

ています。女性の立場が非常に弱かった時

いというと自分の主張をしますので、同じ

143

「男女共同参画」を問い直す

テーブルに男性がつく、ということではな

の狙いになっています。ですがそれが実数

かったわけです。けれどもこの女性活躍推

として出てくるのが難しいと言われている

進法は経済政策として打ち出されているの

のが、
「ジェンダーギャップ指数」です。2020

で、まさに女性を取り込むことが経済発展

年の日本のジェンダーギャップ指数は世界

には欠かせないという視点で打ち出されて

で 121 番目となっており、まだまだ男女の

いるわけですね。また役員の中に女性が入

格差が大きい国だと言えます。これだけ頑

り多様性が生まれることで、リスクを減ら

張っているのに下になっているのは、決し

していけるという利点があります。

て日本が後退しているということではなく、

法律ができる以前は、24 時間工場を稼働

他の国々のスピードがものすごく速いわけ

させて、物をたくさん作れば物が売れた時

です。
（資料の）右側を見ていただくと、日

代でした。しかし物が行き渡っている時代

本の場合、健康な女性は非常に多く、教育も

では、新しい付加価値を付けなければ物が

非常に高い水準で女性の教育がちゃんとな

売れなくなったのです。そのためこれまで

されていることが分かります。しかし、経

は男性が全てを担っていましたが、女性、障

済・政治参画の部分で女性の進出が遅れて

害者や外国人といった方々も入ることによ

いますね。経済においてはまだまだ女性管

って新しい付加価値のある商品を生み出せ

理職の方々が少なく、政治分野においても

るようになります。初めて男性が同じテー

女性議員が少ないのが現状です。やはり意

ブルについて、女性の活躍ということを一

思決定権を持つポジションに女性がいない

緒に考えられるようになったというのが非

ということは、経済面においても政治面に

常に大きかったと思っております。少し前

おいても女性が活躍できる場になっていな

までは多様性という言葉が一人歩きをして、

いということに繋がってきます。

会社のイメージ戦略の中の一環であったの

そうした中で、国会を見て感じるところ

ですが、この法律ができたことで、女性活躍

があると思いますが、フィンランドの内閣

をただ謳うだけではなく、どのくらい採用

の様子を見ると、議員は若く、女性が多いで

しているのか、あるいは、女性だけでなく男

す。そして首相は 30 代なのです。彼女はレ

性の育休取得率がどれくらいなのかが示さ

インボーファミリー（母親が二人いる家庭）

れるようになりました。ただ私としては残

で育ちましたが、多様性への理解がありま

念なことに、10 年遅かったと思っておりま

すね。

す。団塊ジュニア世代がまだまだ子どもを

それからニュージーランドの首相は、就

産めるときにこの女性活躍推進法ができて

任されてから育休を取っています。多様性

いたら、少子化の問題もまた違った局面を

を理解できる方が国の重要なことを決める

迎えたのではないかと思っています。それ

ポジションにいることが国のスピード感に

でもこの法律ができたことは非常に意味の

も繋がっているのかなと思っています。

あることだと感じています。

日本を見てみると、男性中心・年齢層がか

繰り返しになりますが、男女ともに社会

なり高いことがわかると思います。こうい

の中で活躍していくことが、男女共同参画

った所で日本の大切なことが決まっていく
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ことがどれだけリスクがあるのかを私たち

スクールのロザベス・モス・カンター教授が

はしっかり考えていかなくてはいけません。

提唱した「黄金の 3 割」理論です。この理

また若い世代への主権者教育も日本は遅れ

論は、組織の中でマイノリティの方々の割

ていますので、そういったところから底上

合が 3 割を超えたときに、はじめてその意

げして変えていくことがこれから必要にな

見が取り入れられていくことが研究で証明

ってくるのではないかと感じています。

されました。

今 SDGs が注目されていますが、2030 年

底上げをするということが、違憲だと言

に向けて、世界が 17 の目標を決めてそれに

われる所以は、
「平等」という言葉にあるの

向かって進んでいますね。この SDGs がで

だと思います。
「平等」というのはそもそも

きて 5 年経ちますが、日本の達成度を見て

同じ条件であるという前提があるわけです。

みると、達成に至らない項目が非常に多く

同じ台の上に背の低い人も高い人も同じよ

あります。その中で特に遅れているのが、ジ

うに上げるのではなく、それぞれが同じ条

ェンダーに関わるものです。女性国会議員

件にたどり着けるようなことをしていくと

の数も足りていませんし、男女の賃金差も

いうのが「公平さ」ということです。

埋まっていません。また家事・子育てなどの

女性活躍推進法も 10 年という期間が決

無償労働時間の男女差も目標に全然達して

められた法律であったのと同じように、あ

いないのです。こういった所を地道に底上

る一定の間ぐっと底上げをしていくことが、

げしていく必要があるのですが、これには

今後皆さんが男女共同参画社会を作ってい

教育にかかってくるところが大きいのでは

くための手法として大切になるのではない

ないかと感じています。

かと感じております。

今、女性国会議員・管理職の数が少ないと
いうことで「ポジティブ・アクション」に力

（３）改めて……男女とは

が入れられています。2020 年までにその割
合を 30％にしようということで、当初示さ

【ゲスト】ここまで男女共同参画について

れていましたが、全く達成できず、
「203030」

話をさせていただきましたが、改めて男女

ということで、2030 年までに 30％と修正が

共同参画という言葉自体が果たしてそのま

なされました。国会議員の数も割当制にし

までよいのか考えてみます。LGBT につい

てはどうかが議論されているかと思います

ての議論が盛んなことからも分かるように、

が、実はこの割当制は違憲であるという判

「個性」の多様性の理解が進んできている

断をしている国もあります。フランス、イタ

のかなと思います。
「男女」という区分けを

リア、スイスとかですね。しかしここはなん

するというのは、
「生物学的な性」と認知す

としても、一定の期間はそういったもので

るための「社会・文化・心理的性」
、そして

日本の女性の国会議員の数を底上げしてい

誰を好きになるのかという「性的指向の性」

く必要があるのではないかと考えられてい

といった性の多様性があります。

ます。

この「生物学的な性」と「社会・文化・心

この 30％の根拠は、ハーバードビジネス

理的性」が不一致であったりすることも関
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係していると思います。そういった方々の

す。皆さんもこれまで家庭環境で感じるこ

多様性を理解していくことが LGBT の理解

と、あるいは、教育環境でジェンダーに影響

に繋がっていくと思うのですが、よく男ら

を及ぼしていたことはありますか。

しさ・女らしさという言葉を聞きますよね。
これは国や時代によっても様々です。ロシ

【学生】体育の時間は着替えたりするとい

アでは大型バスの運転手であったり、医者

うのもありますし、例えば種目別のスポー

は女性らしい仕事だと言われていたり、ス

ツテストも、男女で全然点数や種目が違う

コットランドではスカートが男らしい正装

ことが多いです。女子でも運動がすごくで

であると言われていたり、日本でも江戸時

きる子がいるし、男子でも運動が苦手な子

代は子育て・看病をするのは男性の役割で

がいたりするのに「男女」で分けられている

した。キャリア教育のように、自分の職場で

ことが多いかなと思います。

子どもに仕事を教えたり、子どもの面倒を
男性が見ていたりということが当たり前だ

【ゲスト】ありがとうございます。他に制服

ったのです。

についてはどうでしょうか。今女子はパン

このように、国や時代によって捉え方は

ツとスカートを選べたりする学校も出てき

変化していったのです。一体何が性別や男

たりしていますけれども、男性側にスカー

らしさ・女らしさを決定づけているのかを

トがあった方がいいですかね。

示す事例を紹介します。1970 年代に身体的
に男性か女性かわからない特徴を持った子

【学生】私が通っていた高校は男子は学ラ

どもが生まれてきました。男性の特徴を示

ン、女子はブレザーを着るといった感じで

すものがわかりにくかったために、この人

した。同じ学校の知り合いで、生物学的な性

は女性として育てられました。第二次成長

別は男性ですが、心は女性という方がいま

期になってはじめて自分の身体が男性であ

して、その人は各クラスに自分は女性であ

ることが分かりました。それでこの先自分

ることを打ち明けた上で、女子が着る制服

は男性として生きるのか、女性として生き

を着ていました。男性か女性かが視覚的に

るのかの選択を迫られたときに、この方は

わかりやすい方が接する側としてもどっち

育ちの性別である女性を選んだのです。こ

目線で接すればよいのかがわかりやすかっ

れは本来女性であったのに男性として育て

たという面では 2 通りで良かったなと思う

られたという場合でも、圧倒的に育ちの性

こともあります。

別を選ぶ人が多く、不都合はないようです。
持って生まれた性別よりも、育ちの性別の

【ゲスト】ありがとうございます。でもその

方が本人にとっては重要であるということ

人はちゃんと説明して皆さんの理解を得て

ですね。それで、この育ちとは、家庭環境や

いたということで、学校もそれは認めてい

教育、情報環境がその人の「性」を決定づけ

たということですよね。そういうことがで

る、すなわち、育ちが大きな影響を与えると

きる人は良いですね。ただそこまでのカミ

いうのが、この事例を見てもわかるわけで

ングアウトができない人はずっと不一致を
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感じなければいけないということですよね。

言なのかなという気もしますね。さらに「成
人式・同窓会の服装が気になった」というこ

【学生】そんなに簡単なことではないのか

ともあるようです。

なと思います。
【学生】未だに女性は成人式で振り袖を着
【ゲスト】そうですよね。ありがとうござい

て、同窓会ではドレスを着ることが決まっ

ます。それから「親族の集まり等で食事の準

ています。私は今年成人式なのですが、何を

備をするのは女性と決められていること」

着るか決めていないです。

ということもあるようですね。
【ゲスト】確かに成人式の服装もかなりは
【学生】私の家庭が古い感じということが

っきりと男女で分かれていますね。成人式

あるのかもしれませんが、幼い頃から男性

も親御さんの意向が結構働いたりしますの

はずっと座っていられるけど、食事の準備

で、その影響を受けているのかもしれませ

や片付けは女性がしなさい、ということを

んね。ありがとうございます。皆さん色々書

言われていました。そこに疑問を抱いてい

いてくださってありがとうございます。

ました。

ではまた話を戻しますね。今少しずつ学
校現場では名簿が男女で分かれていなかっ

【ゲスト】そうですね。地方は、昔ながらの

たり、高校の受験の際に男女の記載が無か

慣習が残っていますので、そこをどう変え

ったりと、教育現場も徐々に配慮されるよ

ていくのかは、1 つ問題提起ですよね。それ

うになってきています。しかし一番影響を

から「母親が姉に女だから大学に必ずしも

受けているのが、日々目に触れる情報なの

行く必要が無いといったことが気になった」

ではないかと思っています。ここである CM

という方もいらっしゃるようですね。

を見ていただきたいと思います。

（2 分ほどの CM の映像視聴）

【学生】私の姉は看護師なのですが、4 年制
の看護学校と 3 年制の専門学校どちらも合
格して、どちらに進学しようか迷っていた

【ゲスト】皆さん、今の映像を見てどんな印

ときに、母親が「女性なら専門学校でいいの

象を持たれたでしょうか。
「ウナギがとても

ではないか」と姉に言っていたことが印象

大切に育てられたことがわかる良い CM だ

に残っています。最終的に姉は専門学校に

と思った」という感想がありますが、好感を

進学しましたが、最近学士を取りたいと思

もって見られましたか。

い、色々勉強しているようです。
【学生】好感というほどではないかもしれ
【ゲスト】これももしかしたら家庭ごとに

ないですけど、他の皆さんが言っているほ

色々あるかもしれませんね。お母さんもそ

ど、否定的にはあまり感じませんでした。

のように育てられてきた経験があっての発
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【ゲスト】綺麗な水を使って大切に育てら

込まれていってしまうことがあるのかなと

れた、という感じは伝わってきますよね。あ

いうことを感じております。

りがとうございます。後は「養って、という

メディアが発信するジェンダー表現をめ

言葉に違和感を抱いた」という感想があり

ぐって「炎上」がたびたび起きる現象をどう

ますが、どのような違和感でしょうか。

考えますか。こういったメディアが発信す
るジェンダー表現についてどんなところに

【学生】女性が男性に対して養ってもらう

違和感を覚えますか。

というような、ステレオタイプ的な感じに

男女の役割分担を固定的に発信している、

違和感を抱きました。

身体的なイメージを強調し性的な対象とし
て描いているといった批判も非常に多かっ

【ゲスト】全体的に受け入れがたい感じで

たわけです。メディアからジェンダーのこ

したかね。ありがとうございます。

とを考えさせられることも非常に多いかと
思います。ステレオタイプが人の機会を奪

【学生】今社会では女性進出が進められる

ってしまっていることがあります。女性・男

べきということが言われている中でも、男

性はこうあるべきといった周りの目、
「アン

性も女性も、女性は将来的に男性に養って

コンシャス・バイアス」によって自分の可能

もらうべきなのではないか、養ってもらい

性を狭めてしまうことが起こってしまいま

たいという感情が社会にあるからこそ、こ

す。

ういう CM が作られるのではないかと思い
ました。

（４）コロナで浮き彫りになる女性の課題

【ゲスト】もちろん立場が違えば色々感じ

【ゲスト】ここからは、コロナで浮き彫りに

方が違うことは当然あると思います。これ

なった女性の課題を考えていきます。実は

は 2016 年に鹿児島県志布志市で作られた

女性の亡くなった数が 2019 年に比べて

CM で、すぐに取り下げられました。確かに

82.6％増えています。倍以上の方が自ら命

CM ということで、注目されたいというプ

を絶つ、という現象が起こっていることに

ロモーション側の意図もあると思います。

なります。40 代でもその数は多いのですが、

ですが誰かを傷つけたり、誰かを蔑んだり

10 代でも昨年の 3.6 倍、自ら命を絶つこと

というのは、作り手と受け手の感じ方のす

が起こっているわけです。

りあわせが難しくなっていくのではないか

女性の自死が多くなっていることには

と思います。

様々な要因があるとは思いますが、データ

今日皆さんに見ていただいたのは非常に

から見ていきますと、今働く女性の半数が

極端なものですが、洗剤の CM も女性が使

出産を機に退職しています。女性活躍推進

っている映像が流れることが問題になり、

法ができる前は、出産した女性の 6 割が最

最近では洗剤の CM も男性が起用されるよ

初のお子さんを産むのをきっかけに仕事を

うになってきました。こういった所ですり

辞めていました。以前と比べると回復して
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きていますが、それでも半数の方が出産を

ブ的なものが女性ということがあって、最

機に退職をしています。そういった方々の

初に職を奪われ追い詰められるのが女性に

多くは、子どもを 2 人産んだとして、下の

なってきているというわけです。そして男

お子さんが小学校に上がるのを機に「社会

性の育休取得率が低いにも関わらず、実際

復帰」します。その半数の方が非正規雇用を

にとっているのが数日間で、女性の負担が

しているということになっています。男性

大きいわけです。そして今回コロナで子ど

に比べ、女性の方が非正規雇用で働いてい

もたちも学校に行かなくなって、 女性が

る方が多いのです。

色々な意味で追い詰められています。

今回コロナを経験して最初に解雇されて

男性のストレスは社会でのストレスが多

しまうのが、非正規雇用の方です。それとこ

いですが、女性は家庭の中でストレスを抱

の非正規雇用が簡単に切られてしまうとい

える傾向にあります。そういった中でラン

うこともありますが、まず収入が非常に低

チをしたり友人とコミュニケーションを取

いわけです。徐々に増えるということがな

ったりすることでストレスを発散させてい

くずっと横ばいで、福利厚生も正社員のよ

たという面がありますが、今回コロナの影

うにはいきません。パートタイムで定年の

響でそういったことができなくなって追い

年齢まで働くと、女性の生涯収入は大体

詰められていく、あるいは将来への不安な

5000 万円です。けれども女性が正社員で定

どが重なったのではないかということが言

年まで働き続けると、大体 1 億 7000 万円く

われています。 男性もしっかり育児休暇を

らいになります。約 1 億円の差が生まれて

とって共に支えようということが必要にな

いるのですが、日本では出産を機に仕事を

ってくると思うのですが、まだまだ女性が

辞めてしまう女性が多いので、こういう収

育児の中心であることが見てわかると思い

入差に繋がっているわけです。ですから

ます。男性の働き方においても、残業ばかり

元々少ない収入で預金もできない中で、コ

でヘトヘトになって帰った後に家事をやれ

ロナの影響で首を切られてしまって、生活

というのも無理なことですので、そのあた

が困窮しているというのがわかるかと思い

りも企業から変えていくことが必要なので

ます。

はないかなと感じます。

あとは女性が就いている職業はサービス
業（宿泊業・飲食業・生活関連サービス・娯

（５）「男女共同参画パブリックコメント」

楽業・小売業）が多いということもあり、今
回コロナの影響を非常に受けています。そ

【ゲスト】現在、国では第 5 次男女共同参

れから医療関係にお勤めの方も非常に多い

画計画に入っています。この中で「U30」と

のですが、ここも過酷な環境の中で働いて

言いまして Twitter や Instagram で「＃共同

いる状況があって、非常にストレスを受け

参画って何ですか」と発信してもらうこと

ているということがわかるかと思います。

で、皆さんの中でこういったことを盛り込

日本の場合は男性の育休の取得率が非常

んでほしいことが分かります。今少し時間

に低いので、主たる収入源は男性のもの、サ

を取りますので、このサイトを見て頂きた

149

「男女共同参画」を問い直す

いなと思います。

ています。

第二分野の「就活セクハラの現状と求め
る対策」のあたりが非常に深刻な課題であ

【学生】女性の社会進出の数を一時的に増

ると感じましたね。また第 5 分野の「留学

やすという話がありましたが、私の意見と

中の学生に対する暴力への防止と根絶」に

しては単に女性の数を増やすよりは、能力

ついても、留学する学生も増えていますの

のある女性がなかなか上に立てない状況の

で、課題です。

方が問題なのではないかと思います。女性

最近では教員や保育士の方たちの性的犯

の実力を正当に評価する場面を作る必要が

罪も増えていますので、それらに関するも

あると思います。

のも課題になるかと思います。
【学生】選択的夫婦別姓に関して最高裁で
【学生】第 10 分野の「教育・メディア等を

審議されることが気になっています。

通じた男女双方の意識改革・理解の促進」と
いったところが、今後私も教育現場に入っ

【ゲスト】そうですよね。私は名字が変わら

ていく身として気にしなければいけないと

ないままずっと自分の名前を名乗ってきま

思いました。

したけれども、これからは「家に入る」とい
う概念を変えていかなければならないと思

【学生】第 7 分野の「学校における包括的

います。夫婦別姓で自分の人生を歩き続け

性教育の実施」が気になりました。

る、すなわち名前が変わらないことによっ
てそれぞれの意識も大きく変わっていくと

【学生】第 7 分野に関して、昨今は性教育

思っています。価値観が変わっていく中で

とか、学校では形だけでとまっているとい

パートナーが変わっていくのがスタンダー

うことをよく聞くので、恥ずかしがるので

ドになるのではないかと思います。そうい

はなく、自分たちのために大事であると学

う時に名前が変わってそのたびに子どもた

校側も折り合いをつけて、人生にとって大

ちの名前が変わってしまうというのは不具

事なこととして社会全体でやっていかなけ

合が起こると思うので、時代の流れとして

ればいけないと思います。

は「個として歩む」という意味での人生の意
味づけに意義があるのかなと思います。

【学生】女性が出産を機に職場を離れると
いう話は、自分自身が職場を離れる前提で

【学生】皆さんのお話を伺いながら、自分も

就職をしていたりするので、子どものそば

来年からの就職の時に、漠然と女性って 30

にいたいという気持ちがある中での企業選

歳ぐらいで出産とかライフプランを考える

びが大切になってくるのではないかと思い

必要があるのかなと不安を抱えていること

ます。様々な条件がある中で、社会復帰する

に改めて気づいた自分がいました。またメ

ときの、数年後に状況が変わっている場合

ディアの中で「農業女子」という言葉がある

もありますが、企業選びが難しいなと感じ

ように、女性が農業の場に参加することが
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雑誌などで取り上げられているところを見

気が悪くなるというのがあるんですね。だ

たときに、
「○○女子」というのは「女子」の

からこそ皆さん取りにくいのということに

部分が強調されているように私は感じてい

なってしまうので、家庭があろうがなかろ

ます。取り上げて熱が高まるのは良いこと

うが自己実現という目標はあるわけで、お

だと思いますが、果たしてそれで取り上げ

互いが一年の中でこういうことをしたいと

られている方々が「○○女子」という枠には

いう目標を共有して、皆が平等に実現でき

められていることをどう思っているのか気

るような取り組みをすることや、みんなが

になりました。自分でも知らず知らずのう

不平等に感じるところはどこなのかという

ちにそういう感覚が入ってしまっているの

ことを話し合いながら組織として一番入り

かなという風に感じました。

やすい形を考えるような場が必要になって
くると思います。

【学生】私は教員として来年度から働く予

それから女性の登用に関して、今無理を

定ですが、いつか結婚して出産したいなと

させて 30％という話をしています。つまり

考えていて、ワーク・ライフ・バランスがど

その風景に慣れていかなければならないと

うなっていくのかなと不安に感じました。

いうことです。それが当たり前になってき

また自分が子どもたちに分かりやすくジェ

て、女性議員も増えてくると思います。女性

ンダー教育を教えるにはどうしたらいいか

が入ることが前提となって、そこを目指す

と考えていました。今回 CM を見て感じた

女性の分母が増えることで、質での選択が

違和感を議論することは、子どもたちにと

できるようになっていくのかなと思ってい

っても身近で分かりやすいと思いました。

ます。今は女性であれば選ばれていくのか、
それは違うのではないかと端から見れば思

【ゲスト】女性活躍推進法ができた直後は、

われてしまいますが、今は過渡期にあって

大体企業がやり始めたのが育休の取得とい

ここからスタートしていくと捉えていただ

うことで、制度だけは作ったという感じで

けたらと思います。

した。ですが実際に利用している人がほと
んどいなく、形だけということが分かった
ので、実際にどのくらい取得しているのか
というのを追跡して、それが形だけで終わ
らないような仕組みを作っています。
実際、制度と風土の両方が重要だと思っ
ていて、制度があっても取得できる風土が
なかったら実際に取得することができない
ので、すごく難しいのです。育休制度があり
ますが、子どもがいない人たちが育休を取
る方の仕事をカバーするということになる
と、不平等さが生まれることによって雰囲
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