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男女共同参画講演会 

 
 

「仕事生活と私生活をともに充実させるために」 
 

講師 札幌大谷大学短期大学部 平岡祥孝 教授 

 
平成２２年２月１９日（金）午後７時  
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      ワーク・ライフ・バランスとは 

 今回のテーマはワーク・ライフ・バランス。難しいことを話しても面白くない。ジェンダ

ーとか色々ありますが、私よりも上の世代の方は「そんなものいいや！！」となりませんか？ 

あまり難しいことを言ってもしょうがない。真面目な話を気楽に話さないとダメだと思って

います。 

◎講師プロフィール 

札幌大谷大学短期大学部教授。英国の酪農経営並び

に牛乳・乳製品の流通や消費を研究分野としている。

北海道の社会資本整備についても関心を持ち、既存

資源の有効的活用の視点から、高規格幹線道路のネ

ットワーク化の実現などを提言している。また、長

年、女子学生の就職支援やインターンシップ事業に

携わってきた経験から、男女共同参画、ワーク・ラ

イフ・バランス、仕事論あるいは生涯教育などのテ

ーマを中心に、講演やメディアでも活躍している。 
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ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和という日本語訳がありますが、「オレ

の生活は仕事だ！」と言うならワーク・ライフ・バランスを話す必要はありません。一応、

仕事も生活だと思いますが、仕事生活とオフの時の私生活のバランスが「ワーク・ライフ・

バランス」だと思っています。 
仕事に明け暮れる時期がないとダメだと本にも書きました。４０代５０代で暇でしょうが

ない…これでは人生終わってますよ。言葉は悪いが、家庭を顧みないで仕事に明け暮れる時

期がないと。３０代後半から４０代の間に一度でも経験していないと、本当に仕事のできる

ミドルにはなれないと思います。胡麻擦りだけの世界では、そこで成功しても後が続かない。 
人生は３つあると思います。一つは会社人生・組織人生で、これには定年がある。定年と

いうのは年齢を理由にした強制解雇です。いくら働きたいと言っても「あなたは６０歳、定

年です」そういう話です。もう一つはあの世から迎えに来る人生、寿命です。「私はもっと

生きたい」と言っても迎えに来る。 
自分で決めるのは仕事人生だけです。別にひとつのところに長くいる必要はありません。

違う仕事をしてもいいし、早期退職を利用してもいい。仕事人生だけは自分で決められるか

ら「オレは死ぬまで働く」という人がいても構わないし、イギリス人のように５０代でハッ

ピーリタイアメントをして郊外に住むという生き方でもいいと思います。ワーク・ライフ・

バランスのライフを私生活と考えるのは、現役時代の私生活を考えてもいいし、退職後の私

生活のみを考えても構いません。 
勤労者のマルチライフの視点から考えた時に、趣味の時間やボランティア活動や小説を書

いたり…、自分の時間を２４時間のうちどれだけ持てるか。仕事も程々、趣味も程々、何も

かも程々。人生のトータルの中でバランスが取れればいいのではないでしょうか。 
ただ、退職後、急に何かをすると言っても無理でしょう。ゲートボールも蕎麦打ちも家庭

菜園もやりたいとは思いません。現役時代からある程度のことをしていないと、急に何かを

やるというのは無理なこと。職縁社会でどっぷり生きてきたら、急に地域社会なんてありえ

ません。私は、せっかく職縁社会で生きてきたのなら仕事関係の人間を使えばいいと思って

います。例えば、一緒に仕事をした縁ができたら、年賀状を出したり一緒に食事に行ったり

してもいいのではと思います。せっかく一緒になったのにその場限りがとても多いです。 
私の勤めている私立大学は７０歳が定年です。定年まで勤めようとは思いません。７０歳

と６５歳では体力が違う。その代り私学共済年金は妻に渡して自分の好きなことをさせても

らうように今から言っておく。そのためには現役の間から色々やっていないと。 
私は「北海道ブックシェアリング」というボランティアの活動をしています。今、図書費

は市町村財政がひっ迫しているので予算がなく、国が予算をつけても他のことに流用してい

る状況です。空知のある小学校では、年間図書費が３万円しかありません。私がやっている

ボランティアでは、不要になった本を貰ってきて本が必要なところに寄贈しています。これ

もお仕着せにあげても喜んではくれないし、逆に嫌われます。ニーズに合ったボランティア
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をしなければなりません。必要な人にいかに本を渡すかがすごく大事なことです。勝手に寄

贈してもダブってしまうこともあるので、選んでもらっています。本も１万冊単位で集まる

ので、札幌市の中学校の空いた教室を借りてそこに本を置き、ボランティアの方に本の修理

をしてもらっています。もう少ししたら、ホスピタルブックシェアサービスを行ったり、院

内学級の子どもたちに参考書をシェアしたいと思っています。病院の本は入れ替えがないの

で、入れ替えをしたり好きな本を置いてもらったり寄贈するサービスをしたいと思っていま

す。今度、もし新しい大学を作ったときには、そんなボランティア活動をしてみたいですね。 
そんなことを７０歳になって急にやろうとしても無理なことです。現役の間に、布石を打

ったり体を慣らしておかないと私はだめだと思います。そのためにもオフの時間（職場を離

れた時間）が必要なのです。 
私は学校の教師しか経験がないのですが、「こうあるべき」とか「こうしなければならな

い」だとかそんなことを言っても仕方がありません。幸せのあり方はアナログの世界だから、

何をもって幸せなのかは個人の考え方。お金がたくさんあることが幸せと思う人もいるかも

しれないし、お金よりも時間が欲しいという人もいるかもしれません。お金持ちで独りより

も、お金はなくとも家族がある幸せもあります。 
一方、幸せの価値観は人それぞれですが、不幸せの基準はおおよそ決まってきます。これ

が不思議なところ。家庭内暴力もそうかもしれませんし、友達が少ない、人とうまくコミュ

ニケーションが取れないなど大体決まってきます。不幸せのカテゴリー化はできるが幸せは

人それぞれ。私はこれが一つの幸せの形ではないかと思います。 
考え方は多様化しています。私は「こうあるべき」などとお話ししたことはありません。

「こういう考え方もあると思いますがどうですか？」とお話しています。それに対して、一

人でも賛成の方や反対の方がいてもいいと私は思っています。 
 

     「個」の時代、「生き方」の時代へ 

人をめぐる時代が大きく変わってきたと思います。一つは「個」の時代、個人ということ

をしっかり捉える時代になってきました。 
今日も帯広で農家に嫁いだ新婚さん向けにお話しして下さいと言われ、銀婚式間近の人間

が新婚の話をしても仕方ないと思ったのですが…（笑）結婚もかつては『平岡家・和田家ご

両家…』と言っていたが、今は「（下の名前で）○○さん○○さん 結婚をお祝いする会」

となっています。 
結婚も個人と個人の問題になりましたが、葬式もそうですよね。以前、葬儀屋の方と対談

する機会があり、今、東京では葬式に５０人集めるのが大変になっているそうです。かつて

は職場の「職縁社会」で生きた人ばかりだったので来てくれたけど、寿命が長くなり、退職

して２０年・２５年ともなると、どうなっているか分からない。私も兄弟はもういませんが、
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両親が大阪にいるので（その時は）家族葬にします。「結婚式は親の見栄、葬式は子どもの

見栄」という時代は終り、家というより個人の時代になりました。だから家族葬や密葬が増

えてきたわけです。 
「できちゃった結婚」という言葉がありましたが、今は「おめでた婚」という時代です。

結婚も個人の問題なので「できちゃったシングル」でも構わない。教会形式で結婚式を挙げ

て、子供が生まれたらお宮参りに行き、親が死んだらお寺…もう滅茶苦茶ですよ。自分の宗

派も知らなくなってきました。これも「個」の時代。自立した個人が結び付いて共同作業を

していく。仕事も、それをもっと意識する時代ではないかと思います。 
また、「生きがい」から「生き方」の時代に変わってきています。「生きがい」とは高度経

済成長の貧しい時代の発想です。「マイホームを持つ」「娘が結婚するまで現役でいる」「車

を親子２代で持つ」など、何か目標のある坂の上の雲の世界です。 
日本人はモデルがあれば真似して頑張るのですが、自分でモデルを立てることが非常に苦

手です。地方行政もそう。今、札幌市で雇用の審議会の仕事を手伝っていますが、大体がパ

ッケージ事業で決めてきます。今の地方自治は集権的分散システムだと私は独断と偏見で思

っています。どれだけ地域でモデルを作ってやれるかということですが、これは中央がモデ

ルを作っています。大学でも「このようなカリキュラムをしたらいいですよ」と大体中央が

決めてきて、それを真似している。一つのモデルがあって、それを追いかけることが生きが

いになっている。だから「団地に入ってマイホーム、一軒家」が都会のサラリーマンの一つ

の目標となっているのです。私も昭和３１年生まれで、あの頃は映画「ALLWAYS 三丁目の

夕日」の時代です。 
今は「生きがい」から「生き方」の時代で、働くということも、これまでは定年まで一つ

のところで働く「一社懸命」が生きがいのモデルでしたが、今は早期退職で脱サラしても構

わないし、定年まで勤めても構いません。定年から再雇用でいても構いません。「生き方」

の時代になってきたから、夫婦二人で転職しても構いませんし、都会から来て農業をやって

も構いません。「生き方」を選べる時代です。 
車を持つことを生きがいとしている人もいます。私も妻も車は持っていませんが、なくて

も問題はない。雪かきをしたくないので庭をあきらめてマンションに住んでいれば問題はな

い。「化石みたいな人」とよく言われますが、携帯電話も持っていません。最近は公衆電話

の数が減り大変ですが、携帯電話を持っていたら、勤務時間後にも電話がかかってきて自分

の時間を追われているように感じます。無かったら無かったで何とかなるものです。これも

「生き方」の問題。「私は有機野菜にこだわっています」という人は、値段が高くてもそれ

を食べていればいい。そんな人ばかりなら日本の自給率ももっと上がったのでしょう。自給

率が４０％というのは、輸入物でもいいという人がいっぱいいるからです。自給率は市場が

決めたことです。これを人為的に引き上げるのはなかなか大変だと思いますが、それも「生

き方」の問題だと思います。その人の価値観や人生観が多様化していて、それを尊重したり
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受け入れたりすることが大切です。 
 

     職業は結婚と一緒 

私は昭和５９年１２月１日に面接を受け、教師になりました。別になりたくてなった職業

ではありませんでしたが、当時は大学院を出たら公務員か学校の教師になるしかありません

でした。父親が公務員で公務員が大嫌いでしたので、学校に勤めるなら私立で絶対に国公立

には勤めない！と、かなり変わった生き方をしてきました。教師になる時に「あなたの教育

心とは」「どういう学生を育てられるか」「どういう教師でありたいか」など、面接で聞かれ

たら困るので答えの準備をしましたが、一切聞かれませんでした。聞かれたのは「いつ結婚

しますか」だけ。「当校は女子の学校なので独身の男性は本来困るんだ」と、昭和５０年代

に、未だにそんなことを言っていました。そんなことを言われても１２月に面接して４月に

結婚なんかできません。出会い系なんてなかったし…（笑）四半世紀前はそんな時代でした。

それがマッハのようには変わりませんが、ちょっとづつ変わってきました。 
面接した先生は「私は三十数年教師をやってきた」と自分の教師経験を自慢してきました。

４月１日に辞令をもらい、張り切って授業に出ましたが、向かいの教室で生徒が騒いでいる

ので大きな声で注意したら、そこには私を面接した先生がいました。それ以来、廊下で会っ

ても口を聞いてくれませんでした。挨拶はしたら返すもの、「こんなオッサンとなんてやっ

てられない」と一週間で辞めようと思いました。「偉そうな教師論を話しておいて、こちら

から挨拶しても挨拶しない。辞めさせてください」とお世話になった先生に話すと「何を言

っているんだ。私がどれだけ学長に頭を下げたか…。せめて１年勤めて、それでも気に入ら

なかったら大阪に帰りなさい。」と言われ、気がついたら２６年経っていました。職業は結

婚と一緒で、自分に向いているかどうかはやってみないと分かりません。気に入った職場で

も嫌なことはあります。「あまり『キャリア』などと言わない方がいい」と学生には言って

います。まずまとまった期間勤めて、初めて向いているか向いていないかが分かるし、少し

はやれるかやれないかが分かります。半年や１年で転職ばかりしていたら本当の天職なんて

分からないと思います。 
 

     人材の戦国時代へ 

今は人材戦国時代になってきています。私は戦国時代は４つあると思っていまして、まず

１４６７年の応仁の乱の後、戦国時代に入り織田・豊臣の織豊政権の頃に人材戦国時代が起

こっています。「天下の覇者、豊臣秀吉はフリーターから契約社員、正社員、課長、役員に

上がって社長になった人だ」と私は学生に言います。かつて武士というものは、平家か源氏

の血を引いている者が名門でしたが、名門が天下の覇者になってはいません。今川義元・上
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杉謙信もなっていません。かつての名門が覇者になるとは限らない時代、かと言って豊臣秀

吉は戦場では何もしてない。違う能力を認められ、従来の秩序が大きく変わったのが戦国時

代でした。 
２つめは幕末の時代。明治新政府を作った人は名だたる大名ではありません。徳川御三家

は何の役にも立ちませんでした。大久保利通や西郷隆盛など、みんな下級武士で坂本竜馬は

正社員だったのに辞表を出して自らフリーターを志願しました。徳川は新撰組という不良を

教育してガードマンにしました。時代が変われば人材がガラッと従来秩序が変わります。 
３つめは太平洋戦争が終わった後。日本は面白い国で、言葉のすり替えが大好きです。敗

戦したのに「終戦」といいますね。太平洋戦争直後は公職追放や A 級戦犯・B 級戦犯があり

経済の民主化・財閥の解体で当時の支配層がいなくなり、「自分でも社長が務まる」という

人が増えました。社会や経済秩序が大きく変わった時に人材戦国時代になります。 
そして、４つめの戦国時代は今だと私は思います。１９８５年以降の男女雇用機会均等法

からの流れで２５年経ってやっとここまで来ました。採用の数が減って、どれだけ優秀な人

を採るか、旧来型の組織では務まらない時代。サービスよりも消費者の方が強くなりました。

医療サービスしかり、教育サービスしかり、行政サービスしかり、「サービス」がついた時

点で消費者の方が上なのです。それを未だに「知識を伝授する」とか「指導する」などとは

おこがましくて言えません。学校の教師もサービス業で、行政も医療もサービスです。「サ

ービス」と言われた時点で勝負あり、消費者主権になってしまった。モンスターペアレント

が出てきて当然です。そのような次元になって、そのように見られるようになってしまいま

した。 
 

     ヒューマンネットワーク 

また「絆」の時代が復活します。今、大手ＩＴ会社がメールの廃止運動を始めています。

最近はコミュニケーション能力の欠如が問題になっていまして、目上の人と敬語で話が出来

なかったり、訓練の場はいっぱいあるのにメールで済ましたりします。それを否定はしませ

んが、人と向かい合って話すということは非常に大事なことです。大学もそうで、チョーク

の粉やツバが飛んでいるところで授業することに意味があるんです。嫌なら放送大学へ行け

ばいい。また、昔のようにプライベートのまで踏み込まれてはかないませんが、せめて近所

の人たちと会って立ち話をしたりするといった淡いネットワークが必要な時代でもありま

す。 
日本人は孤独に弱い人間です。経営者も同じで、解任される人は別ですが、社長になって

辞める人はまずいない。社長→会長→相談役→顧問となる。そこまで一つの組織にぶら下が

っていたいものか。孤独に弱いから、握って離さないのです。孤独死という言葉があります

が、イギリスでは孤独死なんて言葉は聞いたことがありません。ホスピスなどにも行きまし
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たが、残りの人生をどう生きるか、地域の支えや共同生活などもあります。人間にとって、

挨拶をしたりお茶を飲んで話をしたり、このようなことが大事なのではないでしょうか。こ

れを「絆」と呼ぶことが古ければ、「ヒューマンネットワーク」と呼んでもいいでしょう。 
今は人間関係が大切な時代。地域の公共機関を地域で考えることも「絆」です。私は今、

高速道路のネットワーク化のお話をいろんなところでしていますが、十勝の例では、大樹高

校がなくなると、広尾から帯広まで高校がありません。大樹高校がなくなる可能性はゼロと

は言えませんが、帯広の高校までは２時間半かかります。学校の統廃合は勝手ですが、今と

同じような生活を保障してあげないといけません。通院・医療・通学・買い物などのアクセ

スを保障するのが公共政策の大きな役割だと思います。その中でも、大きな停留所をいくつ

か設け、コミュニティーバスを都市間バスのように高速バス化してはどうかと提案していま

す。広尾から帯広まではバス停が約１５０か所ありますが、これを１０か所程度にして地域

のコミュニティーバスで集め、運転手は高齢者（退職者）にやってもらうのはどうかとレポ

ートで提言しました。こんな場合も「絆」は非常に大切です。 
私は地域政策で１１支庁再編のお話をした時に「１１支庁あってもいい。その代わり地域

で支庁ごとの採用があってもいいでしょう」と話しました。日高支庁方面へはよく行きまし

たが、単身赴任が多く、金曜の夜の最終便でほとんどの職員は札幌へ帰ってしまい、日曜日

の夕方に戻ってきます。行政にとって、土日の様々な地域の活動に参加してみることが一番

大事なのにです。だから「地元の高校を卒業した生徒を支庁で採用すればいい」とよく言い

ました。地元枠で採用して定年まで勤めてもらうキャリアパスを作ってもいい。または本庁

に転勤するキャリアパスを作ってもいい。そして物価水準に合わせて地域賃金にすればいい。

最後までその地域で定年を迎える人がいてもいいと思います。そういうことをしないと、地

域のことは分かりません。地元の高校生を採用することで地域貢献にもなりますし、あるい

は土日１日だけでもボランティア活動をしたり、行事に参加することも大事です。 
今の企業のせこいところは、これをやると自分の企業が売れるなどということばかり考え

ている。結果は後から付いてくるんです。そんなことばかり考えていないで、「うちは大変

だけれども、毎年１人は採用します」とか「うちは不十分ですが、働き続けるためにこのよ

うな制度設計をしています」など、こういうことが地域貢献になるし、その企業の存在感に

なるでしょう。 
 

     計画のグレシャムの法則 

仕事の HOW TO 本やマニュアル本が本屋に平積みされて置いてありますが、なぜみんな

変わらないのでしょうか。「たちまち○○がわかる本」「３日間で○○できる」「一週間で○

○をマスターする本」などもいっぱいありますが、誰も実行しませんね。やる気がないのか、

実際には実行できないと思っているのか私にはよく分かりませんが、多分、知識で得た部分
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と実行に移す部分との間にギャップがあるからだと思います。セミナーや研修会もそうです

が、資料を見て書いても大体そのままで、家に帰って整理することはありません。話を聞い

てきただけでそこで止まってしまう。自分のものにして、次にそれを使ってみようかという

ところまで行かないんです。これは勉強の視点から言いますと、日常の仕事に追われている

ためかそういう時間をとれていないのでしょう。 
徳川５代将軍の時代に、贅沢に贅沢を重ねたためお金が必要になり、貨幣の質を落としま

した。同じ頃、１６世紀のイギリスでは「グレシャムの法則」、つまり「悪貨は良貨を駆逐

する」ということで、金の含有量を減らしてたくさんお金を作りました。仕事をするときの

計画にも「グレシャムの法則」があります。ルーチンワーク、日常の目の前の仕事だけに追

われていたら、創造的な仕事や体系的な仕事ができなくなる。これが「計画のグレシャムの

法則」です。毎日忙しいごっこをしていたらそれに追われてしまう。それに流されているの

か追われているのかは別として、そんな生活になってくる。半日でも一日でも自分の時間を

持って仕事のことをまとめたり、講演会で聞いた話をノートに書いてみたり、自分の役に立

つ新聞の切り抜きを貼ってみたり…。そのようなことが必要なのです。 
私は週休二日を経験した事がなく、土曜日も授業したり出勤していますが、企業の取締役

や常務や専務からよくメールが来ます。結構な率で出勤していますね。「今日は役員室でひ

とりおります」「今までのレポートを書いております」など自分の時間を持っている。ゴル

フとマージャンやカラオケだけではないということでしょう。仕事のできるマネージメント

思想はそういう時間を持っています。忙しければ土曜日に行くしかない、または朝早くに行

くしかない。私も７時２０分には大学に着いています。その代り、５時半や６時ころには大

学を出ます。朝は最高です。電話はかかってこないし、学生は来ない。朝早く行く方が夜の

２・３倍の生産性がある。私は職業人生で成功するのは夜も朝も強い人と学生に言う。夜は

オフの時間を持てばいいのです。 
それぞれの生活時間が必ずあるので、時間価値は大きな問題です。時間価値は一人ひとり

違います。移動時間を短くして仕事の時間を増やすと時間価値が高まりますね。仕事で札幌

から稚内に行く場合、丘珠空港から飛行機に乗ると値段も高いが一番時間価値は高くなりま

す。しかし、学生が札幌から稚内まで帰省する場合は一番安いバスで帰るでしょう。この場

合は、時間よりお金に価値があると言えます。時間価値はそれぞれ違うのです。また、私の

ように５０歳を過ぎれば、年金はいくらもらえるかだとか退職後の生活設計はどうするだと

か考えますが、２０歳やそこらの学生に、２０年後の将来を考えさせるのは無理なことです。

キャリア形成を考えなさい。自分のキャリアについて、ステージごとにどうなっていくかな

んて考えるのは無理なことです。そんな時間価値はありません。残り６０年生きる人と、２

～３０年であの世へ行く人との違いなど、時間価値はその人の年齢や置かれている環境や就

いている職業によって全然違います。家庭生活の視点や自分の勉強から考えたり、将来の退

職のことを考えたり、そんな中での時間価値を見ていくのです。 
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    働き続けてもらうために必要なこと 

内定もさることながら、働き続けてもらうことが大事です。早期退職が増えて定着率が低

い、これは若者だけの問題ではなく、受け入れている先輩・上司や管理職の問題も半分あり

ます。その人への働き方や接し方が大事。帯広でのことですが、パソコンの画面ばかり見て

いて横を通っても大抵みんな知らん顔で、学校の職員室で「失礼します」と入ってもシーン

としていて、一番手前の先生が気付いて対応する。新卒の先生が親からの苦情電話にかかっ

ていて、汗かきながら困っていてもみんな知らん顔でした。それじゃ辞めますよ。教科指導

と採用試験を通ったばかりで、自分より年上の人の対応なんて簡単にはできません。昨年８

０校ほどの高校を訪問しましたが、そんな光景をよく目にしました。これでは定着率なんて

上がるわけがありません。やはり人生観や仕事観を投影する。だから、希望を持って勤めて

も失望する。 
そして「今の若い者は長続きしない」「石の上にも三年だ」と言われるのですが、時間軸

が違うのです。我々の３年は今の若い人にとっての半年から１年です。この間に、小さな成

功体験でもちょっとした手応えでも得られるかどうかが、働き続けることへの最初のハード

ルではないかと私は思っています。これはパソコンなどのスキル以前の問題だと思います。

それを自分の人生観に裏付けられて話せることがすごく大事なのです。「オレらの時は残業

ばかりで、午前様なんて当たり前だ」などと言っても関係ありません。例えば息子に「お父

さんの子供の頃の学校給食は脱脂粉乳だったんだぞ」と言っても、「脱脂粉乳って何？」っ

て世界でしょう。そんなのことを言っていてはだめです。迎合することはありませんが、適

応する必要があります。 
自分の職業設計は自己責任ですが、自己責任と言っている割になっていませんね。特に能

力主義とか成果主義などとよく言いますが、言っている人たちは能力主義や成果主義だけで

そのポストに就いているわけでなく、旧来型の日本の社内力学で就いている人がいっぱいい

ます。一部上場企業でも同じで、何でこの人が役員なんだ？という人がいっぱいいます。口

では能力主義や業績主義だと、自分はなっていないのに下の者にそんなことを言っても下の

者は納得しません。組織にはお仕着せの研修などがいっぱいありますが、効果はないでしょ

う。納得感が大切です。必要だと思って勉強をしたり、自分にとって聴かなくてはならない

大切なものだと思える、現場が必要としているものを提供していく時代になりました。総務

部や人事企画部や人材開発部がお仕着せの研修をよくやります。これは行政も一緒ですが、

形だけの研修をやっても効果はありません。何回やりましたと回数は言っても、どう変わっ

たかというフォロー研修をやりませんね。アウト・プットではなくアウト・カムの時代です。 
能力主義の場合、これからは「性差」でなく「個人差」の時代になると思います。本人の

能力が高ければ男・女や年齢は関係ありません。女性の方も一番仕事に打ち込めるのは独身

の方だと私は思います。地域性や職場の文化などあるかもしれませんが、以前に比べれば独
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身や結婚と仕事の両立、専業主婦や結婚と育児と仕事の両立など選べる時代になってきまし

たね。 
１９８５年に男女雇用機会均等法が生誕し、１９８６年に施行されました。女性の勤続年

数が長くなってきていますので、両立支援や育児休暇の整備、待機児童の問題など改善して

いくことが政策としては必要だと思っています。 
高齢社会になり、活用できる労働力は女性か高齢者しかいないため、長く働いてもらった

り女性にも活躍してもらう。アメリカやヨーロッパよりも遅いものの、この普通の流れがよ

うやく始まったと思います。実感としてはまだまだ男尊女卑的なところもありますが、男女

共同参画は特別なことではなく、普通になる時代。私も専業主婦の家庭だし、私も妻も専業

主婦の家庭で育っていますが、これは選んだことです。みなさんも選んでもらえたらいいし、

強制ではありません。 
 

ワーク・ライフ・バランスの中では、職場での試行錯誤が大切です。ひとつはコストから

投資の発想をどのように考えるか。日本の企業経営者は叩き上げの創業者・オーナー以外は

数字を嫌います。財務で人件費は一番読める数字ですが、人の採用をコストと考えるか投資

と考えるかで意味は全然違います。上手くいっている会社は例え１人でも毎年採用していま

す。数年空いてやっと採用となると、後輩がかなり年下になってしまって仕事の引き継ぎな

ど大変なことが多くなる。また、同期がいないということも辛いことです。縁があって職場

を共にして、ライバルになることもあるかもしれませんが、同期には同期の良さがあります。

投資の発想があれば（毎年１人でも２・３人でも採用することを）充分やれるはずです。 
北海道銀行は契約社員を止めました。金は二の次三の次で、安心して働けることが大事な

ことです。人を大切にする経営「人材基盤経営」をよく知っていますね。同じようなことを

している会社でも違いは人です。人を差別化する。A 大学・B 大学・C 大学の法学部で何が

違うでしょうか。カリキュラムはほとんど一緒で、先生の教え方や学生の面倒の見方、試験

対策…そんな違いはない。奇想天外なカリキュラムなんてできない。それは結局ソフトのサ

ービス＝人の差です。いかに使い、どうやって運営するか。工夫や発想が非常に大事です。

それを考えるのは人です。働く人を大切にする人は、安心に働くということを真剣に考えて

くれます。 
仕事の見直しもあります。何が仕事の見直しを阻害しているかと言えば、仕事のできない

経験者です。私を面接した先生もそうです。教師経験が２５年３０年あっても、学生に注意

もできない。教え方の上手い下手は仕事の年数なんて関係ないと私はあの時思いました。例

えば、自分が学生時代に嫌だと思ったことをしなければいいんです。それがいい教師だと私

は思います。黒板に大きく丁寧に書いてあげたり、略字は書かない。そうすると学生がノー

トを取りやすい。生徒のどんな馬鹿な質問にも答えてあげる。自分の時は「アホかお前は！

こんな簡単なことも分からないのか!!」と先生に言われましたが、今は違います。 
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仕事のことを考えた時に、仕事への取り組みや姿勢はその人の人生観や価値観が投影され

ていると思います。良い習慣を身に付ける人と適当な人は自ずから違ってきます。ルーズな

学生の親は多くの場合間違いなくルーズです。きちんとした学生の親はルーズな場合もある

し、きちんとしている場合もある。親というより、人生の先輩として生き方や職業人生をど

のように見せてきたかということが大事です。自分の子供に対して、人生の先輩として、職

業人の先輩として、働くことの意味や仕事とは、生きることとはどういうことなのかを自分

の言葉で語っているかどうかが大切だと私は思います。 
企業でも、育つ社員と育たない社員の差にはミドルの責任があります。向き合って相談に

乗ってあげられるくらいの余裕と能力がないと、管理部は務まりません。生き残るなら自ら

が変わらないといけません。仕事の見直しも仕事もできない経験者が一番たちが悪いです。

前例踏襲と責任転換で、自らで考えません。 
 

ｃ    働きやすい職場が必要な理由 

働きやすい職場を作ること。私は「楽な職場はいらない」と人事担当者に話します。働き

やすい職場が大事。活躍できる場をどのように作ってあげるか。これは多少なりともお節介

な職場がいいでしょう。困っている人がいたら「どうしたんだ？」とみんなが寄ってくるよ

うな職場が理想だと思います。 
働きやすい職場というのは、提案ができたり「こう変えていきましょう。」と言えるよう

な雰囲気を作らなければなりません。「育てる」という言葉は、極めて傲慢な言葉だと思い

ます。リーダーや上司、管理職などトップの仕事は育つ基盤を作ること。私はヤクルトファ

ンですが、野村監督は「古田を育てた」「○○を育てた」などとよく言いますが、自分の息

子をキャッチャーとしてちゃんと育てられたのか？これが「素材論がある」ということの見

本です。長嶋一茂もしかり、私は人材には素材論が絶対にあると思います。 
本来、大学に行くようなレベルでない高校の卒業生を大学で受け入れてはいけません。そ

れなのに定員割れして入れているから、大学まで学力低下がきて、常識のない学生が出て就

職が決まらない。私は一定の素材論が間違いなくあると思います。採用を厳選できるなら素

材論をしっかり見なければなりませんが、古田は育つだけの素材があったから育った。育つ

基盤を作るのが管理職の仕事です。これは世代継承性です。「後継者を育てる」「部下を育て

る」とよく言いますが、私は「学生を教える」とは言いません。「学生と一緒に勉強をする」

「職場を共にする」と言います。そうでないとワーク・ライフ・バランスは進まないと私は

思っています。 
育ってもらうためには、時間的・精神的・経済的なゆとりが必要なんです。身の丈に合っ

た制度設計と制度運用。例えば育児休暇を取る時、大手企業の真似をするのではなく、自分

の職場に合った制度設計で出来る範囲で取ればいい。身の丈に合った、足元を固めた制度設



 
 

 
 12 / 14 

 

計。例えば制度上、結婚したら会社を辞めるなどと社内規則にはないが、ほとんどの先輩が

結婚したら辞めていると勝手に企業ムードを作ってきました。長く勤めてもらうという気が

トップの人にあるのなら、その雰囲気を変えていくことが必要です。 
これには管理職教育が大切で、４０代後半からの思い切った意識改革をトップがやるしか

ありません。ミドルの現場での本気度が大事で、例えば「明日、娘さんの卒業式だから半日

有休を出しなさい」と上司から言ってあげないといけません。制度があっても周りがやって

いないから休みを取りにくい、と日本人は空気を読むのが大好きです。そんなことをしない

で「遠慮なく取りなさい」と声をかけてあげればいいんです。上司がどうでもいいのに残っ

ているから部下は帰れません。「今日はみんなで帰ろう」と帰ってあげればいいんです。サ

ービス残業が減らないのはそういうところにも問題があると思います。総合監視社会のよう

になっていますから。時間を作ってあげるのはミドルとトップの本気度によると思います。 
よく「会社は誰のものか？」というテーマがありますが、株主のものに決まっています。

会社を育てるが、「会社は何故存在するのか？」と言うと、地域のため、顧客のため、従業

員のためにあります。そこが大事なところです。そのためにも働いている人が充実感を持っ

ていないといいサービスはできません。不満を売っているタクシー運転手なんて不愉快です

ね。自分の会社に不満を持っていたらいい顧客サービスなどできません。そのためにも充電

する時に自分の時間を持ってもらうことがすごく大切なんです。 
人事採用戦略を考えた時、基本給が他社より１・２万円安くてもそんなことは関係ありま

せん。働きやすい職場、人を大切にしていることを見せるということはすごく大事なことで

す。給料が安いからやめる、というのは他にも複数理由があるからです。レベルの低い人材

が水族館の回遊魚みたいに回っているだけで、本当に優秀な人材は辞めません。辞めない仕

組みになっているからです。経営者の方は優秀な人材が辞めない仕組みを作ることです。ま

た、優秀な人材は辞める時には次の職場が決まっています。そしてきれいに、辞めても元の

職場に気軽に尋ねられる人間関係を残して辞めます。仕事ができる人は元の職場がお得意様

や仕事のパートナーになるかもしれない。だから引き継ぎもきちんとして、礼儀正しく辞め

ますね。そうでない人は、人間関係がうまくいかない、上司とうまくいかない、残業が多い

…そんな感覚で辞めていく。複数理由を付け、「給料が安い」と辞めていく。 
早く一人前にしてもらえる、仕事を任せてもらいたい、仕事で成長を感じたい…これの方

が仕事の大きなインパクトになっている感じがします。これを受けるためには、まとまった

期間働いてもらわないとなりません。例え給料が他社よりも安くても、大切に働いてもらい

たいという思いを伝えたり、安心して働ける制度をたとえ貧弱であっても取っていくことが

大事だと私は思います。 
「ですが、うちの企業は目先の生きるか死ぬかで『ワーク・タイム・バランス』とか『両

立支援』なんて言ってられません」と必ず反論が出ますが、そのようにしたらいいと思いま

す。私は議論や否定はしません。しかし、そういう会社にいい人が勤めるのか、本当に生産



 
 

 
 13 / 14 

 

性の高い職場になっているのかは別です。会社の方針が社長の経営方針ならそれでいいと思

いますが、私は口が軽いので、学生には「絶対にあの会社には行くな。不幸になるぞ」と言

います。会社案内やホームページに「うちの会社はワーク・ライフ・バランスを否定してい

ます」「女子社員は結婚したら退職するのが今までの慣習です」などと載せる会社などあり

ません。「私どもの大学は年間５０名退学しています」などと言っている大学などありませ

ん。そうしたければそうすればいい。私はやれとは言いません。その方がみんな生き生き働

けるのではないかと私は思います。私の個人的な考えだから議論しても仕方ないことで、そ

れぞれで考えることです。 
 

    「意志あれば道あり」 

私は「意志あれば道あり」だと思っています。最初にその気があるかないか。日本人は、

後付けと結果論が大好きで、「あの時、ああすればよかった…」と言います。だから最初の

意志がある。やる気がなかったら出来ない理由を並び立てて、最初に結論を立ててやりませ

ん。 
今、中学生からインターンシップ（職業体験）をしています。私も１５年参加して受け入

れてくれる企業を廻っているのですが、例えば A カード会社は受け入れてくれたが B カー

ド会社は個人情報を理由に受け入れてもらえない。では A 社は個人情報を無視しているの

か？これはやる気があるかないかの差です。「意志あれば道あり」。最初にトップやリーダー

が本当にやろうと思ったら工夫します。まさに経営者格差の時代です。 
差異化や差別化はとても大事です。A 航空会社は私が訪問したら支店長が必ずエレベータ

ーまで見送ってくれます。B 航空会社は支店長室でお別れします。だから私は出張には見送

ってくれる A 航空会社を使います。差別化・差異化というのは結局人で決まるんです。行

政でも窓口の対応・電話の応対など人で決まります。 
現場の声が大切です。現場が今どのように思っていてどのような声が上がっていて、どの

ような研修が必要で、現場の見直しをしたらいいか…この声を吸い上げること、現場をしっ

かり把握することがとても重要です。 
大きい会社ではオープンスペースで個室は少なくなってきていますが、個室はステイタス

と言えばステイタスだが、自分から出ていかないと。来てくれるのを待っているのではだめ。

現場の声を自分で見て、判断することが大切です。その中で時間の管理や従業者・職員の労

働問題が良く分かると思います。中途半端な仕事のできない管理職のフィルターを通しても

正しい情報は入りません。自分の目で見て、自分で確かめているリーダーやトップの職場は

どこか違うと私は今まで見てきました。 
 

人生はよくマラソンレースに例えられます。ではマラソンレースとは何でしょうか。着順
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なんて関係ありません。完走してこそ人生はマラソンレースだと思っています。走り切るこ

とが大切で、途中棄権してしまうと棄権（途中で転職したり投げ出す）癖がつく。幸せのあ

り方はすべての役職の階段を登り切ることではありませんが、自分の納得する仕事人生が送

れればそれでいいと思います。お金やポストという外発的報酬に期待をかけるのか、達成感

や充実感などの内発的報酬に価値を置くのかはその人の人生設計の問題です。そしてその時、

マラソンに例えれば、どのような走り方をするかは、その人の人生観や価値観が投影された

走り方になる。しかし、どんな人生観や価値観があっても、大切なのは４２．１９５キロと

いう人生を生き抜くことだと私は思っています。そのためには時間をしっかり作ることです。 
ワーク・タイム・バランスを大そうなことと考えないで、仕事の時間はしっかりして、休

む時は休む。そのような区切りであればいいと思います。 
丁度時間となりました。本日はどうもありがとうございました。 
 

（この文章は講師の講演内容を主催者側でまとめたものです） 


