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「米国は戻ってきた」とバイデン大統領は語りました。いったい「何しに？」戻って来たので

しょうか？トランプ政権の「米国第一主義から国際協調へ」と舵を切ったというが、最近の外交

姿勢は自らが盟主として君臨してきた欧米資本主義国を中心に、中国を抑え込み再び世界覇権

を取り戻そうとしているように見えます。対中包囲網というより対中臨戦体制を作ろうとして

いるかのようです。日本の貿易総額では中国は米国を抜いて第一の相手国です。経済界の多くが

経済と政治を分けて考えたいと思っていても、米国がそれを許さず、日米同盟を第一と考える菅

政権は、展望もなく中国敵視の戦列に加わっていく道を進んでいこうとしています。 

新年号でも掲載した「東アジア不戦の提言」を広める活動は、より意識的に進めていかなけれ

ばならない状況になりました。 

 広範な国民連合・大阪は自主・平和・民主の問題を全国地方議員交流研修会の課題として実行

委員会に提案するとともに、成功のための下支えをしていきたいと思います。 

 

自主・平和・民主のための広範な国民連合・大阪 事務局 
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日本の進路・大阪版 

地方の声を集め、中央へ 

全国地方議員交流研修会 第１７回は大阪で開催決定 

日時：８月１０日（火）午後～ １１日（水）午前、午後（予定） 

場所：エル大阪（１日目はエルシアター） 

第一回全国実行委員会 

日時：４月１３日（火） １３時３０分～１６時予定 

場所：協同会館アソシエ（ＪＲ､地下鉄「新大阪」駅徒歩 10分 or阪急淡駅徒歩８分） 

地方議員だけでなく国民連合賛同人の方もぜひご参加ください。席の都合があります

ので事前に連絡お願いします。 

 

地元から一歩踏み出し、声を上げ行動しよう 
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全国地方議員交流研修会とは・・・・ 
 全国地方議員交流研修会は、

「三位一体改革」での平成大合

併など全国の地方自治体が大き

な岐路に立たされるなか、2003

年に、広範な国民連合の賛同議

員が中心に呼びかけがされ、川

崎で初めての交流会が開催され

ました。その後毎年、全国各地

の持ち回りで開催されてきました（事務局は「日

本の進路」地方議員版編集部）。 

そのときどきの情勢や自治体をめぐる課題で、

一日目は記念講演や特別報告、二日目は４～５

の分科会形式での討論と全体会を行っています。（３ページに各 16回のあゆみを掲載） 

分科会のテーマになったのは、たとえば米軍再編と自

治体、地方交付税、財政健全化法と道州制、地域医療・

公立病院問題、中小企業政策、雇用対策、農林漁業の再

生、東日本、熊本地震など被災地の復旧・復興、脱原発、

エネルギー政策の転換、アベノミクスと地域経済、ＴＰ

Ｐ、辺野古新基地建設反対の沖縄県民の闘い、子どもの

貧困と教育格差解消など。国の進路や社会のあり方を自

治体をめぐる課題としてとりあげ、講師、助言者をまね

き学びあい、全国の経験交流や討論での研修をし、とき

どきの共同した行動についても話し合ってきました。 

前回、第 16 回交流研修会は熊本で開催。「沖縄県が皆さんに訴え

たいこと」と題して玉城デニー・沖縄県知事が記念講演、嘉田由紀子・

参議院議員（元滋賀県知事）ら三人の特別報告と問題提起、二日目は

各分科会、三日目はオプショナルツアーとして熊本地震被災地と水俣

への訪問、研修を行いました。 

コロナ禍のなかで、昨年の開催は見合わせることになりました

が、感染症対策、保健・医療政策の抜本見直しはもちろんのこと、

国民の生活困難や格差の拡大、デジタル化の加速など、コロナ禍は

さまざまな問題を浮き彫りにしました。「ポストコロナ」といわれる、これからの日本の新し

い社会像、国のありよう、地域のありようの検証、転換が求められています。今回、大阪での

第 17回交流研修会はそうしたなかで開催されようとしています。 

 

玉城デ二―・沖縄県知事 

分科会の様子 

嘉田由紀子・参議院議員 

名刺交換会 現地視察：熊本地震被災地／水俣の現状と課題 

記念講演、特別報告 
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【資料】全国地方議員交流会・過去１６回 開催地と記念講演 

 

●第１回(2003 年) 川崎市「岐路にたつ地方自

治―構造改革のなかの自治のゆくえ―」平井一臣

氏（鹿児島大学教授） 

●第２回(2004年) 川崎市  

「イラク派兵は国を亡ぼす」小池清彦氏（新潟県

加茂市長） 

「三位一体改革、市町村合併を問う」野中一二三

氏（全国町村会副会長・京都府園部町長） 

●第３回(2005年) 大阪市 

「日本の進路と東アジア情勢」野中広務氏（元自

民党幹事長） 

「米軍再編との闘い」吉元政矩氏（元沖縄県副知事） 

●第４回(2006年) 福岡市 

「日本の進路と憲法９条」品川正治氏（経済同友

会終身幹事・国際開発センター会長） 

「小泉政権下で進んだ地方切り捨て」小池清彦氏

（新潟県加茂市長・元防衛庁教育訓練局長） 

●第５回(2007年) 東京都 

「基地を抱える地方自治体と国の政策｣伊波洋一

氏（沖縄県宜野湾市長） 

●第６回（2008年） さいたま市 

「米追随『姿なき占領』と地方自治」本山美彦氏

（京都大学名誉教授） 

「アメとムチによる米軍再編と住民自治」井原勝

介氏（前岩国市長） 

●第７回(2009年) 那覇市 

「世界経済危機を東アジア共同体設立に活かそ

う」谷口誠氏（前岩手県立大学長、元ＯＥＣＤ事

務次長） 

●第８回（2010年） 横浜市 

 

「地域主権改革と地方議会改革」三谷哲央氏（三

重県議会議長・全国都道府県議会議長会副会長） 

「普天間問題から考える日米関係」玉城義和氏

（沖縄県議会副議長） 

●第９回(2011年) 東京都 

講演 「ふくしま原発と地方自治」佐藤栄佐久氏

（前福島県知事） 

●第１０回(2012年) 福岡市 

「オスプレイ配備に反対する沖縄県民の闘いと

日米関係」玉城義和氏（沖縄県議会議員） 

「TPP は壊国の道」鈴木宣弘氏(東京大学教授) 

●第１１回(2013年) 川崎市 

「辺野古への新基地建設反対は名護市民の総意」

稲嶺 進氏（名護市長） 

「ＴＰＰは第３の不平等条約」原中勝征氏（前日

本医師会会長） 

●第１２回(2014年) 那覇市 

「沖縄戦後史における『建白書』の思想的系譜」

比屋根照夫氏（琉球大学名誉教授） 

●第１３回(2016年) 福岡市 

「日本には本当に地方自治と民主主義は存在す

るのか」仲里利信氏（衆議院議員） 

●第１４回(2017年) 札幌市 

「トランプ政権と日本―直面する国と地域の課

題」 亀井静香氏（衆議院議員） 

「沖縄県の現状と課題」吉田勝廣氏（沖縄県政策 

調整監 元沖縄県議 元金武町長） 

●第１５回(2018年) 山形市 

「トランプ政権から浮かび上がる日本の現状と

課題」舟山康江氏(参議院議員) 

第１６回 (2019年) 熊本市 
（１日目）記念講演 
｢沖縄県が皆さんに訴えたいこと」玉城デニー（沖縄県知事） 

 

問題提起 
「金融危機と民主主義の危機」熊本学園大学元学長 坂本 正 

「農業と JA と地域環境」菊池農協組合長 三角 修 

「いのちをつなぐ政治を求めて～知事８年の経験から参議院議員へ」参議院議員 嘉田由紀子 
 

（２日目）分科会 

  第１ 農林漁業の復活で地方再生へ 
第２ 急速に進む貧困化、「全世代型社会保障」と自治体財政 

第３ 「ミナマタ」から「原発事故」まで 経験に学び命と安全を守る地域発展を探る 

第４ 防災と復旧・復興。災害対策、自治体の課題 
第５ 米中激突・アジアの共生へ、沖縄が問う自治体の役割 

 

（３日目）現地視察 
 熊本地震被災地のいま／水俣の現状と課題 
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第 17 回全国地方議員交流研修会 in 大阪･関西にむけて 

 

 

 

全国地方議員交流研修会 in 大阪を成功に

導くために、賛同会員で府市議会議員の方に

どんなテーマを取り上げたいかについてざっ

くばらんに語っていただいた。2 月 10 日の協

同会館アソシエでの集まりには、インターン

シップの学生も参加もあり、新鮮で活発な会

となった。全国事務局長の山本正治氏は冒頭

今抱えている問題、解決を迫られている問題

はなにか？そうしたいくつかのテーマを 8 月

まで話を詰めながら、問題解決の大きな潮流

を作りたいと訴え、それに対し目安として以

下のように分類わけし、若干の説明をした後

討議に入った。 

・大阪開催で特に取り上げたいテーマ  

・今回特に取り上げたいテーマ    

・継続して取り上げているテーマ    

・新たに取り上げたいテーマ  

４つの項目に沿って出された意見をもとに

《なみはや》編集部でまとめてみた。 

【大阪・維新の会政治】 

大阪開催なので大阪維新の会の府政を取り

上げたい。維新の会は離れた地域では改革派

と映っているようだが、その実際の政策やそ

の本質はなにかを全国の議員の皆さんに知っ

て欲しい。またなぜ選挙で支持を集めるの

か？多数派として何をしたのか？11 月に行

われた大阪市廃止のいわゆる大阪都構想が住

民投票で否決されたにもかかわらず、また似

たような広域行政一元化条例案を議会で数に

物を言わせて可決成立した。なぜそこまです

るのだろうか？ 

 渕上猛志堺市議会議員は維新の会が推し

進めてきた IR や大阪万博など大規模事業な

ど景気刺激策にたよる政策に対し、ポストコ

ロナ時代の自治体の取り組むべき事業につい

て取り上げたいと述べた。コロナ禍の一年で

世界の様相は変わり、観光産業、旅客産業は

大きな打撃をうけ、カジノのニュースも聞か

れなくなった。カジノ業者をあてにした莫大

なインフラ整備の費用をだれが負担するのか？ 

馬場慶次郎吹田市議会議員は都構想の論

議から、あるべき都市政策の在り方について

討議したいと述べた。政令指定都市では自主

性の高い特別自治市制度が検討されている。

それを検証し一般市や中核市がそこから学ぶ

こと、そもそも根本の都市制度の在り方を考

えることは大事な課題である。 

維新の会の躍進の裏に政治とメディアの関

係があると見ているのは渕上議員である。ポ

ピュリズムをあおるようなメディアと、それ

によって決まる政局をどうとらえるか。選挙

では維新の候補は同じスローガンを連呼して

いただけで支持を得る。単純明快が求められ、複雑

な思考を嫌う風潮が生まれたて来たのは問題だ。 

山田けんた大阪府議会議員は地方議会を

メディアが取り上げられないので、議会でど

う討議されているかが住民に伝わらない。維

予備会合で活発に議論 
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新というだけで当

選した議員のなか

には、議会でまっ

とうな質疑もでき

ない者がいるとい

う話を聞いた。議

会の様子をメディ

アが取り上げれば

維新の会の一人勝ちにはならない。 

さらに日本の地方議会選挙制度が外国のそ

れとの違いや問題点を調査し、小選挙区比例

代表制自体が本当に国民の意思を反映するの

かを探っていきたい。 

 

【コロナ問題】 

今年だから特に取り上げたいテーマはやは

りコロナ関係だった。 

西谷知美（ワーキングマム主宰、摂津市在

住）は教育格差が貧困の連鎖を生んできたこ

とが問題になっていたが、コロナ禍でそれが

明確に線引きされてしまった。ヤングケアラ

ー（児童、生徒が家族の介護を担う）、子育

て世帯の貧困それに伴う虐待だけでなく、女

性の貧困、孤独死の増加、賃金の減少などコ

ロナ禍は社会的弱者により大きな影響を与えた。   

その一方で財政政策によって濡れ手に粟の

利益を得た富裕層もあり、

その格差の極端な広がりは

社会を不安定になった。コ

ロナ禍で顕著になった重要

課題である。 

山田議員はワクチン供給や接種体制で見え

てくること問題にしたいと語った。一時は世

界最先端の医療体制と自負していたのに、

PCR 検査や病床も患者の急増に間に合わず

医療崩壊を招き、ワクチンや治療薬開発も他

国に後れを取

ってしまった。

コロナは日本

の医療保険制

度の脆弱さを

示した。 

【日本の進路】 

継続して取り上げているのは日本を取り巻

く情勢とそれに対し日本の取るべき進路の課

題である。地方議員には直接関係ないと思わ

れがちだが、全国から集まるからこそ取り上

げたい課題で、資本主義の危機の問題、沖縄

で端的に表れている日米関係、アジアの共生、

それに冒頭にも書いたが緊迫度が増している

米中関係などである。 

馬場議員から資本主義が行き詰まっている。

脱資本主義 脱成長という考えが重要である

という意見が出た。「日本の進路」誌上でも

資本主義の危機を論じて来た。資本家は

SDGs、グリーンニューディール、ステークホ

ルダー資本主義などを提案しているが、本当

にそれで危機を回避できるのだろうか？ 

 

【デジタル化】 

今年話題になっているのは菅政権の目玉政

策であるデジタル改革だ。これが私たちの生

活に大きな影響を及ぼすことは必至である。 

学生からはコロナ禍で教育のオンライン化
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が進み、大学キャンパスに通うことが減少し

た。大学での教育の在り方を問い直したいと

いう訴えがあり、山田議員は学校や大学は社

会関係を学ぶ場でもあると述べた。 

大島淡紅子宝塚市議会議員は、デジタル改

革を便利だから、世界に後れを取っているか

らといって遮二無二進めているが、デジタル

化社会は人々を国が管理するという面もあり、

このまま進めていっていいのだろうか？デジ

タル社会の自分たちの未来をどうしていきた

いのかを考える場にしたいと述べた。 

学生からリモートワークやオンライン授業

が進めば、地方への移住が進み、働き方にも

大きな変化が起きるという意見が出た。 

 

【防災問題】 

防災問題は熊本に続き大阪でも重要な課題

となるだろう。 

2018 年の大阪北部地震で罹災した学生は、

このコロナとの複合的な災害が起きた時どう

対処するのか、さらに南海トラフ地震にどう

備えるのかを課題にしてほしいと述べた。 

 毎年のように起こる風水害も大きな脅威で

ある。このような異常気象の原因といわれる

環境破壊は人類の生存にかかわる重要な問題

である。大島議員は世界と比べて日本の対策

の遅れを指摘し、どうするのか考える機会に

したいと述べた。学生も気候変動に対処する

ため温室効果ガスを減らす取り組みについて

も知りたいと話した。SDGs や政府も脱炭素

社会の実現など温暖化に取り組む姿勢を示し

ている。しかし企業論理を優先させて、遠い

未来を含めた地球全体のことを考えていると

は到底思えない。 

 大島議員は環境問題とともに食の問題を提

起した。食料問題は農業問題に直結している。

今井和夫兵庫県宍粟市議は食料を自給し真

に自立した国にしようと訴える。今や日本の

主食として欠かせない小麦の自給率は 12%

と非常に低い。各国は食料生産を安全保障の

問題として重視しているが、日本は米国との

貿易交渉で自国の農業を犠牲にしてしまった。

東京大学の鈴木教授は農林業の健全な育成に

よって循環可能な社会を目指すべきと訴えて

いる。 “粉もん”を好む大阪では討議する責

任があるだろう。 

多様な問題が提案された。コロナ禍で顕在

化した問題もあれば、急速に進んだ問題もあ

る。今年のテーマはコロナ禍という共通項で

くくった取り組みにしてはどうか？と渕上議

員の提案に一同賛同して会合は終了した。 

 4 月 13 日の全国実行委員会には、読者の皆

さんにも参加して意見を出してほしい。 
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また、今井和夫兵庫県宍粟市議会議員か

らは手紙も頂き、全国地方議員交流研修会

のテーマについてご意見を頂きました。 

 

● 「日常活動的な活動を作る必要があるの

ではないか(〜まずは、分科会を通年で

持ってみては〜)」 

これは、この全国地方議員交流会のあり

方を考えるテーマです。 

野党にもなかなか期待できない現状。そ

うなれば、市民生活に直結している地方議

員が国のあり方を考え、国を変えていく動

きをつくり出していくしかないのではと思

います。 

そういう意味において、年一回だけの交

流会では、意見交換はできても、全国の地

方議員が力をあわせて行動していくという

活動は絶対に無理です。そういう活動が、

いよいよ求められているのではないでしょ

うか。 

私たち地方議員自身、本気で地方の暮ら

し、地元の暮らしを良くしていきたいと、

本気で思うならば、そのような活動を作り

出していくしか道はないのではと思います。 

そういう、日常的な活動のあり方につい

て、協議していくことを大きなテーマにし

てはどうでしょう。 

その具体的な方法の一つとして、とりあ

えず、毎回、分科会形式で話がされること

を、ある程度整理して、通年の分科会を作

っていくことから初めてみてはどうでしょ

うか。 

現状を繰り返していても、地方議員交流

研修会としても国民連合としても、飛躍は

難しいのではと思います。地方議員は地元

の様々な課題に直面しているので大変忙し

い。なかなか大きな動きを作っていくのは

難しいかもしれませんが、それをしていく

しか、打開していく道はないのでは。それ

こそ、今、ITが進んでいるのですから、そ

れを駆使しながら、全国的な動きを作って

行くことは、以前よりはしやすくなってい

るのではと思います。現状に甘んじてしま

えば、私たち自身も、現・野党同様、「保

身」に甘んじてしまうことになるのではな

いでしょうか。 

 

● 具体的な内容のテーマとしては 

「国としての食料自給、真に自立した国

を作ろう」 

 食料自給率が 37%までさがり、底が見え

ない状況です。これは独立国としての体を

なしていないと思います。なぜ、このよう

な状態でも国民は平気なのか。 

 アメリカ食料メジャー企業に寄って、日

本の食と農は壊され、日本人の健康が脅か

されています。そして、日本政府中枢の政

治家たちは保身のためにアメリカにモノが

言えない。結果、竹中やアトキンソンのよ

うな「代理人」にますます牛耳られている。 

 それに対して、これではダメだ とする

動きは各地・各業界でフツフツと湧き上が

りつつあるのではないか。 

 マスコミのウソを暴き、本当の日本を取

り戻そう、共同体の日本を取り戻そう。美

しい田園風景を取り戻そう。そういう声を

みんなで上げていこうではないか。 

 そのためには、私たち自身の広報活動─

新聞やメディアを作ろう。 

 

 と、分けが分からないですが、もう、食

料・農業問題だけの話ではないです。日本

の独立でしょう。真に独立して、もう一

度、共同体の日本を、共に生きる日本を取

り戻していくしかありません。 

 それでないと、地方はやがて地図から消

え、日本は壊れてしまいます。 
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コロナ禍で仕事が無くなった、または大幅に

減った業種に舞台イベント関係がある。特にフ

リーランスのスタッフは一つの催しごとの契

約なので全く補償がない。行政から私たちの存

在すら知られず支援は当初除外されていた。 

吹田市の支援も元からこの職種を想定して

いなかった。そこで吹田市会議員の馬場慶次郎

氏を通じて議会に行政補償などの支援を求め

る請願をおこなった。結果としては否決された

ものの市長らに私たちの状況は届いたようで、

私は演出家として吹田在住のフリーランスの

スタッフに何かしら仕事につながる企画をす

るよう依頼された。 

そして実現したのが「吹田・発火点 SUITA 

HOME GALA CONCERT」である。 

このコンサートには「吹田応援アーティスト

８０」で紹介されたアーティストの中から 8 名

のミュージシャンに出演いただいた。彼らも人

前で演奏する機会が激減していたので、コンサ

ートの企画には喜んで応じてくれた。ジャズサ

ックス奏者、北欧民俗音楽フィドル奏者、津軽

三味線奏者、エレキベーシスト、それに弦楽四

重奏と一見全くつながりのない演奏家たちだ。

さらにその音楽は地域性も歴史も伝承の仕方

も違うし価値観も違うのだ。今回はそれを無理

は承知の上でコラボを含むコンサートにした。 

 コロナ禍で演奏の場が減ったというが、コロ

ナ前が良かったのかというと、決してそんなこ

とはなかった。日本の芸術文化政策は貧困であ

る。今回のことで芸術が人が生きるうえで欠か

せないものという認識も広まったようでもあ

るが、一方では「不要不急のもの」と決めつけ

られたようにも感じる。 

 過去の延長線上にバラ色の未来が待ってい

ないならば、より積極的に自分たちの価値を訴

えていかなければならない、自分たちのジャン

ルの中でのみ成り立っていた価値を外に広げ

ていかなければならないと感じ、このような新

たで、無茶振りのコラボの場を設けたのである。 

こうした実験的な試みが新しい音楽を作り

出す契機なるかもしれない。だからこそこのコ

ンサートが発火点と名付けたのである。 

 

（演出家・澁谷文孝） 

吹 田 ・ 発 火 点 
 

SUITA HOME GALA CONCERT 
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昨夏、コロナ禍で祇園祭が中止されたことを本稿で取り

上げました。そのほかにも私たちの歴史や民俗には流行病

との戦いや付き合いがさまざまな形で残されています。 

2 月の節分もその一つで、もとは文武天皇時代の慶雲 3 年大晦日に始められた疫病退散の追

儺という宮中行事が始まりとされています（続日本紀によると豆まきではなく土牛を飾ったよ

うです）。 

ワクチン接種も始まりましたが、皆様のご多幸をお祈りし、コロナではありませんが、疱瘡退

治の民具（埼玉県鴻巣、赤色は疱瘡神が嫌う）の一部をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪歴史探訪⑦ 
西川 たけお 

（広範な国民連合・大阪運営委員） 

連 載 

  

 

≪ 紹 介 ≫ 

■広範な国民連合（全国事務局）では、２月から各界のオピニオンリーダーのＺＯＯＭに

よるオンライン講演会を行い、参加者の交流もしています。２つの内容、動画を紹介します。 

〇オンライン講演会｢球磨川豪雨の溺死者個別調査と流域治水｣（2 月 23 日）講師：嘉田由

紀子さん（参議院議員、元滋賀県知事） 昨年７月の球磨川豪雨災害についての詳細な内

容。広範な国民連合 HP で動画が公開されています。 

〇オンライン講演会「農林漁業を核にした地域循環経済の形成へ」（３月 28 日） 

講師・鈴木宣弘さん（東京大学大学院教授）。資料に沿って、鋭くかつ全面的にわが国経

済社会、とりわけ農林漁業政策の問題点を指摘されました。資料、動画が必要な方は事務

局までメールでお問い合わせください。 

■月刊誌「日本の進路」ご購読ください。（年間 6,000 円） 

 ４月号の主な記事 

 「サスティナブルでインディペンデントな日本へ」石破茂氏は語る（衆議院議員、元民党幹事長） 

 「『飢餓の危機は日本人には関係ない』は誤っている」鈴木宣弘さん（東京大学大学院教授） 

 「これ以上沖縄を犠牲にしてはならない」 高里鈴代さん（基地軍隊を許さない行動す

る女たちの会共同代表）に聞く 

「ほっかいどう若者応援プロジェクト」

の取り組み 出村良平さん（北海道労働

者福祉協議会理事長） 

槙枝基文（元総評議長、広範な国民連合全

国代表世話人）回想録 その２ 

 

           国民連合事務局 

  shibuyakokuminrengo@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

mailto:shibuyakokuminrengo@yahoo.co.jp
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変異種に警戒 

封じ込め困難 

 

 新型コロナウイルスによる現状は、刻々と

変わり、大手製薬会社数社がワクチンを開発、

高齢者から接種が進められる中、今度は「変

異ウイルス」がイギリス、南アフリカ、ブラ

ジル・・・と、世界の１００を超える国や地

域から感染が報告され、ＷＨＯ（世界保健機

関）や各国が警戒を強めています。 

さらに、３月に入り、変異ウイルスの感染

による死者も増加傾向にあり、公衆衛生学が

専門で国際医療福祉大学の和田耕治教授は

「国内でどこまで広がっているのか、まだわ

かっていないことも多いが、国内の状況を見

ると封じ込めることは難しく、国内でも感染

の主流に置き換わると考えるべきだ。（～中

略～）監視体制の強化も必要で、民間の検査

会社が検査したウイルスの検体からも変異

ウイルスを検出できるように、しっかりとし

たルール作りを国が行うべきだ」と話してい

ます。（３月２５日現在。ＮＨＫ ＷＥＢニュ

ースより） 

 

コロナで変わった子育ての状況 

 ただ、コロナ以後、男性が幼い子どもを連

れて買い物をしたり、公園で遊ばせたりとい

う姿は、街中で急増しており、コロナは「男

性の育児参加」という限られたテーマ内では、 

 

半ば強制的にではあるが、在宅勤務の増加に 

より、男性の子育

てへの関わりを促

進するという喜ば

しい結果が生まれ

ました。その点は

コロナの功罪とい

えます。 

 しかし、この現

象も、夫婦のうち、夫が正社員で在宅ワーク

が可能な職種である恵まれた立場にあると

いう世帯に限られ、夫の職種が、対面が必須

だという方や、代替がきかず、出社しないと

仕事自体がままならないといった立場の方

は、妻がワンオペ育児に追い込まれるという

状況にあります。併せて、コロナで人と会う

ことが制限され、子育て広場の閉鎖など、地

域から孤立した子育てになるという悪循環

で、産後うつに陥るママが以前の３倍に増え

ているという調査結果も出ています。 

 母親たちを孤立させない取り組みが急務

で、行政は相談窓口の設置や、新生児を抱え

る母親の目線

に立った育児

相談の充実と

いった必要な

支援を迅速に

進めてもらい

たいですね。

 

令和世代の子育てばなし⑦ 
西谷 知美 

（子育て支援団体 ＮＰＯ法人ワーキングマム代表） 

連 載 

編集後記：編集作業が佳境に入り、窓の外の桜は見ごろを迎えています。桜はその下で宴会があろう

となかろうと咲き誇ります。ところが大輪で見ごたえのあるソメイヨシノは種を作りません。本来花

は子孫を増やすために咲くのです。でも品種改良によって人工的に造られたソメイヨシノにはその機

能が弱いのです。人の都合で咲かされているのかもしれません。人の都合でゆがめられたのは桜ばか

りではありません。地球は人によって破壊され、今存在している多様な生命を育めないまでの危機的

状況です。今年の夏も暑くなりそうです。３月２６日記（Ｓ） 


