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司会：まず座談会スタートに当たり、皆さん、か
つてはハードワーカーであったようですが、お子
さんが生まれてから意識面等で変わったことは何
か、という質問から始めたいと思います。

A氏：私の妻は、結婚と同時に専業主婦となり、
子どもが生まれるまでの数年間は連続した休みご
とに海外旅行をしていました。子どもが生まれて
からは当然自由度がなくなって、夫婦関係におい

イクメン（覆面）座談会
—仕事も家族もともに充実させるための方策—

Point
❶  子どもの誕生によって、夫婦共通の関心事は子どもになるケースが多い。また独身時代や子どもが

居なかった時とは仕事面・生活面も一変し、時間的制約も出てくる。
❷  女性の育児休業が進む一方で、男性の育児休暇取得が進まない理由の一つに、旧態依然とした職場

風土が挙げられる。時間的な拘束が日本の社会にはびこっている。
❸  業務の効率化等により、男性が育児・家事を分担することで、女性の就業率は向上し、かつ少子高

齢化の進展に歯止めがかかる。世の中にイクメンが増加することがその一助となるであろう。

宮原 淳二（みやはら じゅんじ）
ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランス推進部長
資生堂に 21 年間勤務。人事労務全般に携わる期間が長く、人事制度企画から採用・
研修など幅広く担当。男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの分野では社内で中
心的な役割を担う。2005 年度に育児休業を取得するなど、男性の育児参加には高い
関心を寄せている。風土改革の推進、業務効率化などの取り組みを実践。専門は労務
管理・人的資源管理。2011 年 1 月から東レ経営研究所勤務。同年 7 月から現職。

座談会メンバー紹介（※プライバシー保護の観点から名前は出していません）
A 氏： 妻と小学校 5 年、2 年の娘 2 人の 4 人家族。海外、国内で 2 回単身赴任を経験。これまで家族を顧

みられないハードワーカー。専業主婦であった妻の体調不良をきっかけとして、やむにやまれず、家事
や子どもの世話をするようになった。

B 氏： 妻と 4 歳になる双子の娘との 4 人家族。夫婦共働きのため、育児や家事の分担などそつなく行ってい
るが、以前は、ハードワーカーだったため仕事と家庭生活の両立に苦戦していた時期もあった。

C 氏： 妻と 3 歳と 1 歳男の子の 4 人家族。長男、次男とそれぞれ育児休業を取得。また 2010 年 6 月施行の
育児介護休業法で新設された “産後 8 週間以内に育休取得した父親はもう一度育休を取得できる制度”
を利用し、次男の時に 3 度目の育児休業を取得した希有な存在。

D 氏： 妻と小学校 2 年の娘の 3 人家族。子どもが 2 歳になった 2006 年に 2 週間の育児休暇を取得。育休
取得前は気楽に考えていたが、育児をすることが想像以上に大変であることを実感。また金沢・名古屋
と 2 回の単身赴任を経験。今では家族が一緒にいられる喜びをかみしめている。
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てもだんだんと子どもを中心とした環境になりま
したね。ただ妻は専業主婦なので「外の仕事は自分、
家は妻」のように、完全に分業体制と勝手な解釈
をしてました。

B氏：私の場合は、双子だったために母体が安定
せず、妊娠初期から妻が長期間入院していたので、
その時期は仕事を 18 時に終えて毎日病院へ見舞
いに行く生活をしていました。出産後、妻は 1 年
間育休を取ったのですが、双子の育児は本当に大
変で、否応なしに育児や家事を手伝わざるを得ま
せんでした。また、その年はほとんど有休を使い
きりましたね。帰ってきたらできることは全部支
度しておく、という癖もつきました。子どもが生
まれる前には全然予想もしなかったようなことを
やらざるを得ない、というのを実感しました。

C氏：私は、子どもが生まれて最初の 2 週間に育
児のための有給休暇を取ったとき、新生児の育児
を一緒にやりました。復帰後は、ほぼ定時に帰れ
るような仕事内容に変えて、家に帰ったらバトン
タッチという体制を作りましたね。私がいた業界
は、繁忙期に月 100 時間を超える残業は普通でし
たし、私もしていましたが、子どもが生まれてか
らは繁忙期でも 50 時間を切るくらいに減りまし
た。「やればできるんだ！」というか本気で仕事を
やるとそれくらいまでは削減は可能だ、というこ
とが実際の体験としてありましたね。

D氏：私の場合は、結婚してなかなか子どもに恵
まれなくて、7 年目でようやく授かった子どもだっ
たので、純粋に「子どもと一緒にいたい！」とい
う心境から、育児休暇を 2 週間取得しました。自
分の子どもが生まれる前は、正直、子どもが嫌い
でした。電車の中とかで子どもがワイワイ騒いで
いると、本当に嫌な気持ちでしたし、お正月とか
皆で集まった時も、兄弟の子どもがカワイイと思っ
たことはありませんでした。ところが、実際に自
分の子どもを持ってみると、子煩悩に変身してい

ましたね。その結果、それまでの仕事の仕方を効
率化し、早く帰宅する習慣を身に付けました。

司会：皆さん、お子さんが生まれてから変わった
ことを話してもらいましたが、やはり “子はかす
がい” というか、夫婦の関心事が子ども中心になっ
たことで生活も大きく変わり、仕事面も効率的に
なったようですね。一方で女性の育児休業取得率
に比べ、男性はまだまだ少ないようです。厚生労
働省の調査でも平成 22 年度は減少しています。“男
性が育児休業を取得しにくい理由” について、議
論したいと思います。

図表 1　育児休業取得率の推移
（％）

H8年度 H11年度 H14年度 H16年度 H17年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度
女性 49.1 56.4 64.0 70.6 72.3 89.7 90.6 85.6 83.7
男性 0.12 0.42 0.33 0.56 0.50 1.56 1.23 1.72 1.38

出所：厚生労働省「平成22年度雇用均等調査」

図表 2　有期契約労働者の育児休業取得率
（％）

H17年度 H20年度 H22年度
女性 51.5 86.6 71.7
男性 0.10 0.30 2.02

出所：厚生労働省「平成22年度雇用均等調査」

C氏：私は、経済的ロスが一番大きいと感じてい
ます。有給休暇で 1 カ月休んでいいよって言われ
たら、もうちょっと増えるかもしれないですけど。
ただ経済的ロスのところを非常に気にしている男
性たちっていうのは、男は “家庭の大黒柱であっ 
て、外で稼ぐものだ” という発想のヘッドギアが
外れていないので、「経済的ロス＝俺の存在価値が
家庭にはない！」という発想になってしまう。家
庭での存在価値がお金を稼ぐこと、という意識が
高いハードルとなっていると感じますね。

D氏：私が育休を取得した際は、全て年間の有給
休暇とは別に 2 週間ありましたので、経済的なロ
スは無かったのですが、男性の場合、「俺がいなく
ても会社は回っている」という状態が、ある面で
許せなくて、取らない人も一定数いるような気が
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します。そういう人は仕事を属人化している傾向
もありますよね。

A氏：私はお二人とちょっと意見が違うのです
が、あまり「俺が、俺が」っていうような思いじゃ
ないんです。例えば 3 人の組織としましょう。私
が抜けたらどうなるか？というと、その負担は一
時的に残る 2 人にいくわけですね。この残る 2 人
というのは最も身近な環境で仕事をしてきた仲間、
同志です。権利とはいえ、自己都合のためにその
2 人が苦労するのかと思うとやはり取れないです
よね、感情的な面で特に。

D氏：苦労している 2 人の姿が想像できてしまう
わけですよね。

C氏：まさに気遣い文化ですからね。日本の職場
は。

司会：少し古いデータで恐縮ですが、東京都が
2005 年に従業員 30 人以上の事業所の従業員に実
施した『男女雇用平等参画状況調査』によると、
育休を取得しなかった男性は、その理由として「子
をみてくれる人がいたので、休む必要がなかった」

（53.8％）、「自分が休業することは想定していな
かった」（24.9％）と答えています。また男性が育
休を取得しにくい理由としては、「休業中に業務に
支障があり、他の従業員の負担が増える」（58.1％）、

「過去に休業した人が少ない・いない」（56.8％）
などが挙げられています。A 氏の指摘はまさにこ
のようなデータが示す通りの結果ですね。一方で、
内閣府『仕事と生活の調和レポート 2011』による
と、男性の育児休業者取得率を 2020 年度に 13％
にするという目標が示されています。現時点では
困難な数字ですが、先ほど議論した他の従業員の
負担が増える、という問題は解消できないのでしょ
うか？

A氏：男女で理由が異なると思います。女性の

ケースでは大体 1 年とか 1 年半休業するわけで、
前もって、出産時期が決まっているから代替要員
も準備しやすいと思います。ところが、男性の場
合は 1 週間、2 週間というレベルから 1 カ月とマ
チマチですよね。例えば、経理部の男性が決算時
期の忙しい時期に 1 カ月休まれると、それは単純
に 12 分の 1 ではなく、4 分の 1 くらいのダメージ
が職場にはあると思います。その時は上司も周囲
も、開いた穴を埋めるため奔走するわけですから、
加味してはいけないこととはいえ、評価にも影響
するのではないでしょうか。

B氏：それに、夫婦共働きで、やむにやまれず育
休を取る人と、妻が専業主婦なのに取る人では、
職場の理解も違ってくるように感じます。周囲か
らしたら、「お前、そこまでして育休を取らなくて
もいいんじゃないか！」って言う人もいるでしょ
う。やむにやまれない事情なのか、会社はそこま
で判断しないでしょうけど、やはり周囲の目とい
うのはそういうところにあるんじゃないか、と思
います。

C氏：今の話を聞いて、私自身当てはまる経験が
ありました。最初の育休を取得した時は管理職で
はなかったのですが、子どもが 9 カ月の時に、1
カ月の育休を取得しました。当時、「君は成績も良
いから来年は管理職に上がれるだろう」と言われ
たのですが、翌年上がれませんでした。今振り返っ
てみると、育休取得後も、育児を理由に残業もあ
まりせずに、帰宅していたことが上司の目にはよ
く映っていなかったのかもしれません。上司は「こ
の仕事をやってほしかったのに」と思っていたよ
うに感じます。

A氏：その上司からしたら、目の前の仕事はきち
んとこなしているものの、「新規の仕事は割り当て
られないな」と思ったのかもしれませんね。

C氏：そうなんです。今から思えば上司とのコ
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ミュニケーションも育児休業を取る前と取った後、
それぞれで戦略的に進めておけば良かったと後悔
しています。

A氏：上司というか会社として、組織の枠組みを
きっちりと整備していかないと結局今のようなわ
だかまりが増えかねないと思います。今は制度だ
けが先行していますが、職場の上司や仲間の納得
性が課題か、と思います。

B氏：組織としては、育休を取得した人の余波を
被った人も評価してあげないといけない部分もあ
りますし、そっちの人の不満が増大してしまった
ら大変だと思います。これは男性に限ったことで
はなく女性同士もそうですが。

D氏：会社によっては、育休を取得して、時短を
選んだ人は給与が一段下がるとか、職種が変わる
とかいう会社もありますね。

A氏：それは周囲からすれば納得性はありますよ
ね。

B氏：評価表を開けてみて、査定が×だったとい
うのは本人にとってもショックですしね。あらか
じめそう決められていれば納得感も得られやすい
のではないでしょうか。

A氏：根本的に日本というのは、労働に対する契
約があいまいだと思います。欧米のように、この
仕事の成果がサラリーであるという契約で、結果
を出せば、たとえ 1 カ月休もうと誰も文句は言え
ない。日本のように、仕事上の責任が不明瞭で漠
然とした評価の中で育休を取得する、というのは
厄介なものだと感じています。

D氏：日本では、恒常的に残業することや、休暇
を取得せずに働き続けることが、会社への忠誠心
を表す、とされる職場風土がまだまだ残っていま

すよね。これがオン・オフのないメリハリのない
仕事スタイルとそれに規定された日常生活をもた
らしてしまっていると感じられます。

C氏：やっぱり会社に対する忠誠心なんですか
ね。

A氏：総論賛成でもバランス重視の職場環境で
は、自己都合で休むような人にはどうしても悪い
印象が芽生えてしまう。しかも短期には組織とし
ての競争力を失いかねない、って思いますよね。

D氏：日本ってまだまだ、休むことに罪悪感を感
じる風土がありますよ。普通に有休とっても、「昨
日はお休みありがとうございました」って周囲に
感謝の言葉を必ずかけますから。

A氏：多分、成果物ではなくて、時間的な “拘束性”
が労働であって、賃金の対価になっていると思う
んです。

D氏：仕事の中身よりも、会社にいる時間の長
さってことですか？

C氏：そこから外れるやつが感情的に許せなくな
るんでしょうね。

A氏：だれもが納得するような成果物がなくて
も、朝 9 時に会社に休まず来て、“あいつは偉い
な” ってなるじゃないですか。

B氏：残業していると一生懸命やっているように
見えるんですよ。例えばネットサーフィンをして
いるかもしれないのに、夜遅くまでいれば、上司
は「頑張っているな」と思うのでしょう。

司会：今の日本の職場について熱い議論が展開さ
れていますが、話を少し元に戻しましょう。日本で
はまだまだ長時間労働することが美徳と思われて
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いる風潮がありますが、諸外国と比較してどうな
のでしょうか？　こちらに男性の家事・育児に占
める時間比較表と、欧州の労働時間規制、有給休
暇付与についてのデータがあります（図表 3・4）。

C氏：そもそも日本は連続休暇を取りにくい文化
がありますよね。

A氏：年次有給休暇が 20 日あれば、バラバラに
取るのは組織体制に影響がそれほどありませんが、
ある時期にポーンとまとめて 20 日間連続で取ら
れてしまうと、業務が相当滞ると思います。

B氏：休日論になってしまいますが、要は欧米の
ようにバカンスみたいな概念がきちんと文化とし
て共有できてこないと 20 日連続で休暇を取得す
るというには、難しい部分がある。欧米では、年
初に、“私は 8 月のこの時期に休暇を取ります” と
いうことで業務を調整しますよね。それで何とか
やっているのですから。

D氏：ドイツなどは良い例ですよね。年次有給休
暇が 30 日あって、ほとんどの方が完全に消化し
ている訳ですから。3 週間バカンスを取る例もあ
りますよね。やはり日本と大きな違いがあります。

図表 3　 各国の法律、労働協約に定められた週労働時間（2009 年、単位：時間）
法定上限 標準 労働協約（平均）

ベルギー 38 38 37.6
フランス 48 35 35.6
ドイツ 48 ― 37.7
オランダ 48 ― 37.5
イギリス 48 ― 37.3
スイス 45〜50 ― ―
日本 ― 40 39.4

（注）�「法定上限」とは、労働法で定められている労働時間の上限である。「標準」とはそれを超える時間
に対しては手当を支払わなければならないという境界である。

出所：�European�Foundation�for�the�Improvement�of�Living�and�Working�Conditions（2010）“Working�time�
developments-2009”�
日本はOECD（2009）「国際比較―仕事と家庭生活の両立OECD�ベイビー＆ボス総合報告書」
（2005�年データ）、スイスはThe�Federal�Authorities�of�Swiss�Confederation�ウェブサイトより

図表 4　 各国の法律、労働協約に定められた年次有給休暇日数（2009 年）
法定最低 労働協約（平均）

ベルギー 20 ―
フランス 25 25
ドイツ 20 30
オランダ 20 25.6
イギリス 28 24.8
スイス 20〜25 ―
日本 10〜20 ―

（注）�「法定最低」とは、労働法で定められている年次休暇日の最低基準である。
出所：�European�Foundation�for�the�Improvement�of�Living�and�Working�Conditions（2010）“Working�time�

developments-2009”�
スイスはThe�Federal�Authorities�of�Swiss�Confederation�ウェブサイトより
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A氏：そういう文化、いわゆる契約社会に日本は
なっていないですから難しい。逆に祝日数は先進
国の中でも多いようですね。

C氏：国が祝日を決めてくれないと、自らは休み
づらい国民性なのでしょう。理由がないと日本で
は休みにくい。この辺を意識面で改善してくれる
とよいのでしょうが。

司会：日本が少子高齢化を克服し、国際競争力を
高めていくにはどんなことが必要か、議論したい

と思います。またイクメンは、今後どのような役
割を果たしていくのでしょうか？

ここに内閣府が平成 22 年度に発表した『子育
て世代の男性の長時間労働と育児にかける時間の
国際比較』データがあります（図表 5）。この辺り
から話を進めていきたいと思います。

D氏：先日人口問題研究所が発表した数字では、
少子高齢化の影響で、日本の人口は 2060 年で労
働生産人口（15 〜 64 歳）が今の半分 4,000 万人
になってしまうそうですね。私たちの世代はいい

図表 5　子育て世代の男性の長時間労働と育児にかける時間の国際比較

男性雇用労働者の1週間の就業時間 6歳未満児をもつ男性の家事・育児時間
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（時間）

0：33 1：00

1：05 3：13

1：00 2：46

0：40 2：30

0：59 3：00

1：07 3：21

1：13 3：12

家事関連時間全体 うち育児

資料 ： 厚生労働省「平成17年労働経済の分析」（総務省統計局「労働力
調査」を厚生労働省労働政策担当参事官室にて特別集計）

資料 ： Eurostat “How Europeans Spend Their Time Everyday Life 
of Women and Men”（2004）、Bureau of Labor Statistics of the 
U.S. “America Time-Use Survey Summary”（2006）、総務省
「社会生活基本調査」（平成18年）

出所：「平成22年版子ども・子育て白書」より
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ですが、今の子どもたちが 50 歳くらいになった
時に、悲惨なことになっているのではないか、と
危惧してしまいます。

B氏：ロシアは子ども 2 人目以降に対してすごい
補助金を出して、出生率が上向いた、という事実
があります。ロシアの平均年収（日本でいえば
440 万円）程度の補助金がポンと渡されるわけで
すよ。そのお金が使えるのは子どもが 3 歳になっ
た以降で使用用途も限られていますが。今ではロ
シアの合計特殊出生率は 1.55 になっています。

A氏：でも今の日本では、財源も不足しているし、
「何とか手当」というのは出しにくいのではないで
しょうか。逆に、昔ブルガリアで実施されたよう
な「独身税」を日本で実施したらどうかという意
見もあるようです。

D氏：そもそも独身者が増えており、出産の前に
当たる結婚にもたどり着かないのでは？と心配で
す。

A氏：生涯未婚率が男性で 16％くらいですから
ね。独りでいるのが楽な面があるのでしょうか？

B氏：楽なのと、今はコンビニも 24 時間開いて
いるわけですから、夕飯の心配もいらない訳です。
結婚しなくても何ひとつ不自由しない暮らしがで
きますから。

C氏：結婚自体が、必需品から嗜好品に変わって
きているように思えます。ひと昔前までは、男は
基本的に家事・育児ができなかったので女性と結
婚しなければならなかったし、反面女性は稼げな
いので男と結婚する意味があった。そこは必需品
だったんですけど、それがもう嗜好品に変わって
しまいました。別に食事なんかも自分で作らなく
たって冷凍食品を買えばいいし、コンビニで買え
るし、わざわざ結婚までしなくても家事は手に入

る。女性も社会進出が盛んになり、経済的に余裕
が生まれたことで結婚する意味がなくなった。だ
から男女とも結婚っていう一種、面倒くさいこと
をしなくても生きていけちゃうという、まぁそん
な風な世の中にはなってきているんでしょうね。

B氏：昔は大家族だったし、それぞれ役割分担を
持っていました。また、男性が働いてその収入で
一家がやっていけた時代でしたからね。

C氏：少子高齢化で一番悩ましいのが、労働力人
口が減ることですよね。子どもを増やすにしても
すぐには増えませんから。そうなると、結婚・出
産で辞めてしまった専業主婦を労働市場に送り込
むしか近道はないように思えます。そこでカギと
なるのが夫になります。家事と育児にコミットメ
ントすることで、専業主婦が働きやすくなると思
うんですよね。

A氏：私は全く逆の考えですね。日本の人口構成
を考えると極端ですがむしろ、働かなくてもよい
から、もう一人産んでほしいと思っています。

B氏：そういう考えを持っている人も多いと思い
ますよ。

C氏：専業主婦が子どもを 2 人、3 人と産むのに
しても、やはり夫の協力は不可欠ではないかと思
いますね。

D氏：先日、日本政策投資銀行の藻谷浩介氏の講
演で聴いたことですが、彼が分析したことには、

「パートナーがフルタイムで仕事をしている家庭が
いる県が、一番出生率が上がっている」そうです。
データ上では、一番専業主婦が多いのが東京都で
あり、出生率は昨年の実績で 1.08 で全国最低です。

C氏：奥さんが自分だけで育児をやっているのが
しんどくて、もう一人産むのをためらってしまう。

イクメン（覆面）座談会
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子どもをもっと増やしていくためには、夫が家事・
育児に協力的でないと、“もう嫌だ” となってしま
うと思うんですよ（図表 6・7）。

B氏：最近の 20 〜 30 歳世代では男性の年収だけ
では家庭を養っていけませんものね。共働き世帯
が増加しているのも分かる気がします。話は少し
変わりますが、私はそもそもイクメンという言葉
自体があまり好きではないのです。イクメンといっ
ている人は、今まで家事をしていなかった人でしょ
う。夫婦で責任分担をしていればそんなの当たり
前の話だと思うんですよ。お互い仕事を持ってい
たら、手の空いている方が家事・育児をすべきだ
と思いますし、それを少しできたからと言って、“俺
はイクメンだ！” というのは、ちょっとはしゃぎ
すぎているように感じられます。

C氏：実際、夫がイクメンと自己評価していても、
その妻は高い評価をしておらず夫婦間にも意識
ギャップがあります。土日しか家事・育児をして
いないとか、お風呂に一緒に入るだけの “バスタ
ブパパ” が多いように思います。要は男が家事・
育児に対して自己満足に陥っているわけです。

A氏：私も日曜日とかに料理をすることがありま
すけど、高い材料を買って、子どもに “どうだ、
おいしいだろ！” という姿を見せていますが、妻
からすれば、“やめてよ、おいしいとこどりは” と
いう感じがしますね。キッチンを汚しているのに、
片付けもしないし。

D氏：まあそんなことはあったとしても、われわ
れの親の世代では考えられなかったと思います

図表 6　 子どもがいる夫婦の夫の休日の家事・育児時間
別にみたこの６年間の第２子以降の出生の状況

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

総数

家事・育児時間なし

２時間未満

２～４時間未満

4～６時間未満

６～８時間未満

８時間以上

出生あり　39.6

夫の家事・育児時間が長いほど、第２子以降の出生割合が高い。

出生なし60.4

14.7 85.3

23.5 76.5

34.5 65.5

49.4 50.6

54.4 45.6

51.4 48.6

（注1）�集計対象は、①または②に該当する同居夫婦である。ただし、
妻の「出生前データ」が得られていない夫婦は除く。

　　　���①�第1回調査から第7回調査まで双方から回答を得られている夫婦
　　　���②�第1回調査時に独身で第6回調査までの間に結婚し、結婚後第

7回調査まで双方から回答を得られている夫婦
（注2）�家事・育児時間は、「出生あり」は出生前調査時の、「出生な

し」は第6回調査時の状況である。
（注3）�6年間で2人以上出生ありの場合は、末子について計上してい

る。
（注4）総数には、家事・育児時間不詳を含む。

出所：厚生労働省「第7回21世紀成年者縦断調査」（2009年）

図表 7　 子どもがいる夫婦の夫の平日の家事・ 
育児時間別にみた妻の就業継続の有無

総数

家事・育児時間なし

１時間未満

１～２時間未満

２～４時間未満

４時間以上

同一就業継続　35.8 離職　58.4

23.8 71.4

28.6 66.1

39.2 54.9

34.3 57.1

54.5 40.9

転職　2.1

夫の家事・育児時間が長いほど、第１子出産後の妻の就業継続割合が高い。
第１子出生

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

不詳　3.7

4.8

3.6 1.8

5.9

5.7 2.9
4.5

（注1）�集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当するこの5年
間に子どもが生まれた夫婦である。

　　　��①第1回から第6回まで双方から回答を得られている夫婦
　　　��②�第1回に独身で第5回までの間に結婚し、結婚後第6回まで双

方から回答を得られている夫婦
　　　��③出産前に妻が仕事ありであった夫婦
（注2）5年間で2人以上出生ありの場合は、末子について計上している。
（注3）総数には、家事・育児時間不詳を含む。

出所：厚生労働省「第6回21世紀成年者縦断調査」（2008年）

ワーク・ライフ・バランス



2012.4　経営センサー
4747

よ。ウチの父親なんか、キッチンでお湯を沸かす
くらいのことしかしていませんでしたから。その
世代から比べれば結構前進しているのかな、と思
いますし、今後もそういう人が増えてくれればい
いなと思いますよ。

司会：最後に話を日本の将来に戻して終わりにし
たいと思います。

A氏：今はとても便利な世の中になりましたが、
そのことに感謝することなく、自分の自由や権利
だけを追求していたら、国の競争力もなく、バラ
バラになってしまうと思います。一人ずつ説教し
て済むことではなく、国としてそういう枠組みと
か政策をつくらないと、われわれの子ども世代が
30 歳くらいになるころにはボロボロになっている
ような気がします。

B氏：これからは親の介護という問題も深刻に
なってくると思いますね。高齢者がどんどん増え
ていくわけですから。親は自宅で介護されること
を希望しているようですから、ますます子どもの
世帯にしわ寄せがいくと想像されますね。

C氏：そうした観点からも、育児を経験した男性
が増えることによって、いざ介護という課題に直
面した際、例えばオムツを替えたりした経験が生
きてくると思うんですよね。やはり実体験がある
ということは強みだと思います。

A氏：そういう見方からすると、これからイクメ
ンが増えても、「この忙しい時に」とか「俺の時代
はなかった」などと思わず、さまざまな時間制約
者とどうマネジメントしていくかが、キーなので
すね。

D氏：そうだと思います。まさに多様性を認める
というか、ダイバーシティの考え方ですよね。も
ともと日本は島国で、単一国家でしたから、“あう
ん”の呼吸で全てがまかり通っていたと思います。
これからは、どう一人ひとりの力を最大限に引き
出すか、が大切なキーワードとなると思います。
そのためにも、互いに尊重し合える家庭や職場を
つくり上げていくことが大事な点だと思っていま
す。

司会：本日はありがとうございました。

イクメン（覆面）座談会




