
2013年 8月 24日 お父さんリーダー育成講座 京都ひと・まち交流館にて 

小崎恭弘先生講演 

「なぜ男も子育てなのか？」② 

 

 

 

                なぜ今 FJ なのか？ 

 

 

 

              で、なんで今 FJ っていうか、この今日の父親支援の 

グループなんかもそうなんですけど。ひとつはやっぱり是非あとでお父さん方に聞きたい

んですけど、なんでそんなん始めはったんですかって。ひとつやっぱりすごい閉塞感の中

で息苦しい。僕なんか息苦しいです。で、それを子育てって言うんは、すごく自分を開放

したり楽しいから、それを一緒にやる人を考えていきましょう。 

それからやっぱり大切なものの変化。仕事がやっぱり男性大事で仕事してればよかった

んですよ。会社に全てがあったんです。けど今、会社もなかなかしんどい状況の中で、そ

れ以外のものを探しています。あとやっぱり家族とかが大事。 

それから楽しそうなロールモデル。「育児楽しいよねー」って言う人、なかなかいないん

ですよね。学生さん聞いたことある。「奥さん好き」って言うパパ。見たことある。自分の

お父さんおられる方は、「奥さんの事好き」って言う「お母さん大事」って言う。なかなか

見いひんよね。そういうロールモデルを発信していく中で、そんなんおもしろそうです。

さっきのあの「パパスクール」ってのがあるんですけどね。「パパスクール」。東京で、日

本で初めてやりました。3カ月で 8回。夜 7時から 9時までの 2時間です。今日はちょっと

やらないですけど、子どもの発達とか遊び方、それから夫婦の関係性とかお金の話、ファ

ザーリングの話。1回いくらくらいやったら出してもいいと思います？みなさん、関西でや

るとしたら。京都でやるとしたら。1 回いくらくらい、8 回。「1500 円」お金持ちやねえ。

関西人ってすぐ 500 円って言いません。ねえ、僕も 500 円ぐらいかなと思います。8 回で

4000 円ちょっと高いなあと。で、ファザーリングジャパンを作った代表の安藤と話して、

やろうかなって、1 回いくらするんです？なんとね 1 回 5000 円って言ったんです。あほち

ゃうか思うてね。だって 40000 円ですよ。来えへんでしょ。今日これ 500 円取られたら来

えへんでしょ、わからんけどね。（笑）僕絶対無理やって。確かに 4万円は高いからマーケ

ティングしました。ママたちの上限が 3万円やったんで、3万円設定で。ただ単発で来る人

は 1 回 5000 円で。絶対無理ですって、関西でやったら人来えへんって。「東京は大丈夫や



からやってみよう。」って。お江戸はすごいですよ。第 1回目にね 15人来たんです。3万円

払って。へーって、2 回目の講師で行って、この 15 人どんな奴なんやろって。けど、当日

は 15 人やったんですけど、後ろにマスコミ 50 人いましたからね。自分らなんなんって言

うたら、11人はパパ。あと 2人はプレパパでママがお腹大きい。そのうち１人が悲惨でね、

ママが「あんた、これに行って勉強せんかったら私生まへんよ」と。その選択肢があんの

かいって話ですけどね。（笑）ママに聞くと「こいつこれから父親になったら、絶対役に立

たん父親になる。だから、今のうちにしっかり教育せんといかん」。問題はあと 2 人。25、

26。自分らなんでなん？「僕ら結婚もしてないんで、まだ若いんですけど。父親になりた

いし、父親になったら家族を大事にしたいし、父親を楽しみたいと思います。だから、勉

強しに来ました」。3 万出してですよ。変わっとんなーっ思って。ちなみに、彼女おんのっ

て 2人に。「それはいません。」それはおかしいやろ。（笑）六本木行けと。今日来られたね

若い学生さんが多くてびっくりしません？こんな集まるとはびっくりしました。彼らにも

是非色々聞いてみたい。なんで今父親なん？あるいは、家族ってどう思ってんの？ 

それから新しい公共という意味では、地域とか自分の生き方を考えていく。 

それから、うちの NPO で言ってんのは「OS」を入れ替えようと。これだけ社会が大きく

変化していろんなものが変わってんのに、父親とか男性の意識がやっぱりね、まだまだ

Windowsの 95いますね。時々MS-DOSとか見ませんか？これ和泉で講演会、パパと遊ぼうっ

ていうやつをやっておじいちゃん来てはったんです。で、子どもの服のサイズの話になっ

て。パパ大丈夫？お子さんのサイズご存知ですか？これパパスクールっで聞いた。知って

る？って、「はい」。子ども何歳？「2 歳」、服のサイズは「S」って言うたね。はぁ？って。

学生さんなんのこっちゃわからへんね。子どもの 2 歳の服のサイズって 130 とか 110 とか

やで。S ってない。僕、はぁ？って。もっかい言ってみ？って。「え、SS？」って…おいお

いどこまで行くって。 

そういう話があって、おじいちゃんが来てはって。おじいちゃんに、お孫さんの服のサ

イズ知ってます？って聞いたんよ。「何言うてんの先生。わかるわけないやん。自分の服の

サイズもわからへんのに。」（笑）そういうじいさん、いはるでしょ、周りに？奥さんが全

部する。皆さんのお父さん、おじちゃんとか大丈夫？その人らって「生活者」ではないで

すよね。「労働者」ではあってもね。そういう意味で「OS」を入れ替えていこう。 

それから新しいネットワーク。実は、今日大きいなって思うのはここです。30代、40代

の男性が仕事以外で集まる場って、今の社会どうですかね。京都なんかは祭りがあったり

するとこあるんかな。どうですかね。是非それも聞いてみたいです。兵庫県は、兵庫の「お

やじネットワーク」ってのがあるんですけど、それが活発なのは姫路です。姫路は小学校

区全部に父親のネットワークがあります。なぜか？－祭りなんです。あそこは灘のけんか

祭りっていう。で、加古川なんかもそうなんです。僕、宝塚にいるんですけど、宝塚そう

いう祭りがないからネットワークがない。昔で言うたら青年団とか農協とかっていうとこ

で。いらんことも教わるんやろうけど、ちょっとモデルがいて相談のれる人がいるんやろ



うけど。今ないので、僕、これになってくん違うかなあと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親の育児が活発な理由 

少子高齢化。例えば、企業でお仕事されてる方はわかると思うんですけど、企業の戦

略で一番大事なんはなにかって言ったら人口っていうことですね。例えば、これからパ

イが縮小する中で、どういうとこにどういうふり方をするかっていうのを男性が考える。  

それから育てる側育つ側。これ良くない話です。虐待、育児不安。特に母親たちのし

んどさ。それから子どもの安全が脅かされてる。兵庫県でいうとうちの大学の近くです

けど、加古川っていうとこ。3年前に小学校 1年生の子が下校途中に殺されて、犯人見

つかってないです。そういう社会で生きてる中で、父親が「もう子育てわからへんねん。

もう女の仕事やろ、お前に任せた。」っていうのは残念ながら通用しなくなってる。 

それから、男女共同参画社会って意味では、男らしく、女らしく言われてた時代があ

りましたけど、今やっぱりそういう時代ではない。例えば昔のパパたち、男性って、風

呂・飯・寝るで 1日が終わってた。言うてみたいですよね。うちで「風呂！」言うたら

「洗っといて！」言われますよね。（笑）「飯！」「作っといて！」「寝る。」「布団引いて！」

言われますね。最近、男の子どう。はやってる？うちの学生なんか見てたら、もてる男

の子は「お弁当男子」やね。この前見てたらおもしろかったんが、うちの学生で男の子

が彼女にお弁当作ってんの。彼女が食べながら「ちょっと味濃いんちゃう。」って言っ

てましたけどね。」「あ、ごめん、気を付けるわ。」って。つらい時代やね、男の子ね、

と思うけどね。けど、豊かやと思います。 

それから企業の経営戦略という意味では、ワークライフバランスとかダイバーシティ

って言う言葉が非常に、やっぱりより効率的な。企業自身も、今ブラックと言われない

ような企業イメージ、ブランディングを構築するために上手く使ってる。 

それから男性自身の幸せ志向が大きく変化したかなあと。たぶん今日、ここに参加し

ていただいてる方も、ここが大きいんちゃうかなと思ってます。ほんまに楽しいとか幸

せとか、自分がおもしろいとか大事って思うことってなんやろって。に気付かれたかな

と。 

 

 



 一緒に稼いで一緒に生活する時代へ 

まあ、その社会の変化って言うと、やっぱり共働きが。1980年で 30年前ですけど、ほんと

に専業主婦が多かったです。共働きが少なくて、僕保育士を元々してましたけど、この頃

って「小さい子を預けてかわいそう」って言われてた時代です。1995 年で、見て貰ったら

わかるけどもっと開いてます。共働き世帯の方が多いです。で、2010 年から可処分所得で

す。使えるお金ね。必要経費を取り除いてですけど。20 代で言うと女の人の方が上ですか

らね。今まで平均賃金で言うと、男性 100にとすると女性の賃金は 70です。社会全体では。

でも、20代の可処分所得は 2010年こう。ふたつのことが言えます。 

ひとつは、看護・介護・保育という、所謂女性労働の条件が上がってきたということと。

もうひとつ裏返すと、それだけ若年の、若い男性の労働条件ってのが非常にしんどいと思

います。そう思うと、一緒に稼いで、一緒に生活する方がかなりリスクヘッジ。その中で

女性が働くことの対価に、男性が子どもを育てるってのが当たり前の時代になりつつある

かなと思います。 

 虐待を救えるのも父親ではないか 

それから児童虐待。見て貰ったらわかるように 20年前っていうのは、通報件数が 1年間

で 1000 件です。1 日 3 件。京都であったら、沖縄と北海道であったらもうその日おしまい

やったんです。去年 60000 件ですからね。20年で 60 倍。そうなったときに、やっぱり非常

に虐待って言うのは、ちょっと乱暴な言い方しますね。我々の親が子育てしてた頃ってね、



起こるべき家で起こってます、虐待。今はどの家もハイリスク。実際、どの家も起きてる。

ここを救っていくことができるのは父親だけじゃないかなあと思います。 

 男性の長時間労働は続く・・・ 

と言いつつ、男性長時間労働です。これ長時間労働、60 時間以上の働いている人の割合

です。ちなみに学生さん覚えててね。法律では 1週間の労働時間って 40時間やからね。け

ど、実際 60時間以上働いてる人が、20代 30代が多いということです。80を超えると過労

死のラインに乗っていきます。日本の過労死の一番裁判で高いのなんぼかしってます。2億

6 千万です。鹿児島のファミリーレストランの店長さんが朝、低酸素脳症で倒れはって、そ

のまま植物人間です。その人倒れる前の日まで 203 日連続勤務。7 か月。月の残業時間が

200時間を超えてる。それ聞いてあほな人やと思います？僕はね、そうは思わなくて、やっ

ぱりねすごい、いい人やと思うんです。ファミリーレストランで学生とかがバイトとか休

んだり誰か来れん時、じゃあがんばるわ。さっきの片山くんと一緒やと思います。ずーっ

と頑張って。でも、だれが喜びます。自分の命削って仕事頑張ったけど、会社は労災認め

へんって裁判になっとるんですから。会社は名前出てくるし、家族も嬉しくないよ。一番

無念なんは倒れたパパやろなあという風には思います。 

 

 お父さんは家にいない・・・ 

さあ、皆さん何時ごろ帰ってます。長時間労働って言う意味では。これ日本・スウェー

デン・フランスの国際比較です。パパ・ママ、家に何時帰ってますかーっていうデータで



す。見て貰ったらわかる通り、スウェーデン・フランスっていうのは合計特殊出生率、子

どもが生まれる数が 2.1 くらい。だから人口が減ってない、あるいはちょっと増えてると

いう意味です。日本は今 1.4です。人口、もう 2.1を下回ると減るから、かなり減ってる。

少子化なんですけど。スウェーデンすごいですよ。6 時までに 70％ですよ。これねママた

ちの講演会で言ったら「へー、いやー！」って言いますからね。たまにはええけど、毎日

はやめてってことですね。フランスも一番多いのは 6 時まで 3 割なんです。6 時、7 時、8

時ときて、日本は見て貰ったらわかるように、8時帰りなんです。ちゃうんです、これ 8時

以降なんです。僕も昨日帰ったんは 11時ぐらいですかね。遅いんですけどね。東京都の調

査によるとサラリーマンの帰宅のボリュームゾーンは 23時です。そんなもんちゃいますか

ね。で、やっぱり東京っておかしいとこで、僕もよう会議に行くんですけどね。東京の終

電って何時か知ってます。25 時とか。このまえ渋谷のラーメン屋入ったら、土日の閉店時

間 30時って書いてましたからね。30時は時間ちゃうよね。朝 6時までやってる。で、終電

こう待ってて「これ帰らなー」と思ってたんですけど。東京メトロから人ダーッと降りて

くるんです。１時くらいの事かな。着いた電車が超満員。僕、そんな満員電車乗ったこと

ないから、こんな乗られへんって思ったら、東京メトロの人ってね、優秀ですよ。「これに

乗らなきゃ帰れないよ」言うて押してますからね。ダーってほんまこんなんで入るんです。

地獄ってあんなとこやね。おっさん全員酔っ払いやからね。ウエーってなる。えーって。

で、そのまま出て帰って。次の日またね、朝またちょっと早く 6 時 5 分の新幹線のって関

西帰らなあかん。で、新幹線あんまり乗らへんから、指定券取ろうと思うでしょ。6時 5分

東京発の指定、全部売り切れですよ。え、なんでって聞いたら通勤通学なんですって。学

生さんとか、皆さんそうなんですけど、2時間ぐらいかけて来てる子いるよね。学校まで 2

時間かかりますって人います。あ、います。何時間くらい。2時間くらい。あ、そう。東京

からそう思ったら東京から 2 時間って名古屋通勤圏ですからね。それでみんな乗ってる。

それをカナダの父親支援の研究者にこの話をしたら「Hahahahaha!クレイジー!」って言う

てましたからね。（笑）クレイジーなんです。ただ、考えてみてくださいよ。毎日 6時に家

におろうと思ったら、職場何時に出なあかん。毎日定時に日本のサラリーマンが会社を出

たら「あいつおかしいんちゃうか」って反対に言われるんですよ。で、日本ってそう思う

と、日本の中にいるとわからないんですけど、比較した場合非常にしんどい国であるなあ

と言う風には思います。 



 ホンマは増えていないイクメン・・・ 

これもなんですけど、イクメンが増えてるっていうような話があるんですけど、実は

イクメンは増えてません。去年出た社会生活基本調査ってのがあるんですね。日本の国民

がどんな時間を過ごしてるかっていうやつを見たときに、ちょっと乱暴な言い方します。

世界と比較したときに、世界スタンダードは 6 歳未満の子どもを持ってるパパは 1 日 3 時

間家事をしてます。うち 1 時間は育児してます。どれぐらいしてはります。僕もちょっと

子ども大きなったから、色んな父親の話をしながらもそんなにはできてない。日本見ても

らったらわかる通り、1 日 39 分です。そんなもんちゃいます。これも実は、1 週間の平均

で、平日だけをみるとたぶんね、18分ぐらい。18分ってどんなんかって。今日も僕朝 6時

か 7 時前には家出て来たんですけど。子どもが「あー、おはよう」って「おお起きたかー

歯磨けよ」って言ってね。着てる服はパジャマです。お父さん仕事行きます。で、10 時過

ぎに帰ってきたら子どもが「あー眠い寝るわ」「おう、寝んのか。歯磨けよ」。着てる服は

パジャマです。日本の正しいお父さんは、2回「歯を磨け」と子どもの服はパジャマしか見

たことがないというのが日本のスタンダードです。それでも起きてる時間に帰るってまし

な方ちゃいますか。何が起こるか。「パパー、また来てねー。」って送り出される。で、パ

パが来たら「パパ、いやー」って泣かれる。「あっち行ってー」ってのが日常的に起こるん

です。当然です。 

 イクメンはいない、作るもの 

何が言えるかっていうと、父親が家事・育児が出来ていない、子どもと触れ合うこと

ができない、パートナーと関わりがない、父親がいいひんのが当たり前。僕は色んな講演



会、さっきすくすくの話とかしていただきましたけど。行ったときに、本当にママたちが

つらい。講演会とかね、泣いて来はるんですよ。なんで皆さん、結構夫婦で来たときに、

後ろ 5人ぐらいママだけでいはるんです。「なんでみんなあんな仲良さそうやのに、うちの

旦那はなにもしてくれないんですか」。学生とか話したときに「先生、イクメンってどこに

いるんですか」。特に女の子覚えときや。おらへんで。イクメンはおらへんから作る。それ

が夫婦とかの考え方とか、家族をどう作るかっていうことを意識するということです。こ

のことが家族を作る。 

それから家族の諸問題。今日は心理系の学生さんが多いです。事例検討をやったとき、

必ず母‐子がセットやね。お父さん事例ある。お父さん事例少ないよ。お父さんが出てき

たら解決するのと、お父さんが出てきたらすごく揉めるのと、どっちか極端やね。バラン

ス悪いのパパって。是非それも勉強してほしいなあというふうには思います。家事・育児

が一方的に母親に偏っている。 

  生き方の幅が狭くしんどい男性 

どういうことが言えるか。男性ってやっぱり生き方狭いです。非常にしんどい生き方し

てます。平成 10年から自殺が 3万人超えてるのご存知やと思いますけど。内 7 割が男性で

す。そのうちの 8割は 40歳以上。この社会の中でどれだけ多くの父親たちが自殺で命を落

としているか。それから過労死 9割、ホームレス 95%。全部男性ですよ。さっき一番最初に、

男の人って喋らへんのですって言うたけど、まさにコミュニケーション能力の低さ弱さ、

そのトレーニングのなさ、あるいはそういう機会のなさってのが男性を追い詰めている。

けど、男の人わかると思います。仕事できへんとか嫌っていうのが、自分が許せない。男

の人ってがーって頑張ってぽきって折れちゃいます。女の人って柔らかい。保育士を僕し

ててね、休憩室で僕座ってるでしょ。ご飯食べてたら、女の先生、先輩がふたりおって「あ

れ見たー」「あれはないわー。ひどいよねー」別の女の先生の悪口言うてはるんです。僕は

もう嫌やなーと思って、はよ出ようと思ったら。トントン、ガチャ。悪口言われた本人が

入ってくる。もう、こっちその時点で心臓バクバクですよ。え、どうするんやろって思っ

たら。今まで悪口言ってたふたりの先生ふっと振り向いて、その入ってきた悪口を言われ

てた当の本人に「あ、先生！」って手振るね。女の人ってすげーなって思って。男の人っ

て苦手でしょ。嫌いなやつ一生口きかへんとか思ってたりする。坊主憎けりゃ袈裟まで憎



い。生き方固い。そのしんどさっていうことがあるのかな。男性文化っていうのは、男性

を追い詰める。あるいはワークライフバランス、長時間労働・長時間勤務、通勤が男性を

しんどくさせる。ね。 

 

 そのことが悲劇を生む－二つの虐待 

で、そのことが今度は悲劇になってきます。なにかというと児童虐待です。児童虐待っ

て、圧倒的に加害者は 7 割が実母です。で、実父が 2 割から 2 割 5 分。これも非常に問題

なのが養父とか、最近多いのはママの彼氏。結婚してない人が虐待した場合は、母親のネ

グレクトにカウントされるんです。あれ親族統計なんで。だから、実際はもうちょっと男

性の比率は高いんですけどね。やっぱり非常に虐待は母親たちがしている。それだけ育児

に追い詰められてるんですけど。 

問題はこっちですよ。高齢者虐待ってご存知ですか。今非常に問題になっています。75

歳のおばあちゃんが殴られるってのが一番多いんです。殴ってる方誰やと思います。41%息

子です。で、20%が旦那さん。ここにいる男性です。なぜか。色んな考え方があります。虐

待って 1 要因で語るのは非常に危険なんですけど。一つの理由は、育児経験してないこと

です。だって、おしめもどこに売っているかってわからへん。で、子育てされた方わかる

と思うんですけど、人の営みってね、汚いもんですわ。今、たぶん下でふたりの学生さん

保育してるんかな。苦労してるんちゃうかなと思うんですけど、すっごくいい経験。だっ

て、子ども育てたらわかるけど、あいつらねえ、色んなとこから色んなもんでてくるよ。

なんでこっからこんなん出てくるんやろって。特に、うんちからピーナッツよう出てくる

ね。キラキラシールとかね。鼻からも色んな色の液体が出てくるね。なんやこれって思う

けど。そんなもんなんよ、人の営みって。けど、男性残念ながら育児から遠ざけられて、

いきなり介護の現場に叩きつけられた時に、すっごいハードルが高い。うんちとかおしめ

とか。それがいとも簡単に暴力になっていくってことです。 



 男性も女性も子どもも、家族が追いつめられる 

男性が育児が出来ない社会の功罪。男性が追い詰められている、自殺です。女性が追い

詰められている、わが子を殺める。あと今これもあるでしょ、子どもが親を殺める。虐待

で今年間 60人の子どもが亡くなっている。簡単に言うと週に 1人。と同数、一家心中で亡

くなってる。週に 2人。3日に 1人、親に殺められる子どもがいる社会ですからね。これも

変な国やと思います。これって、家族があるからこその問題です。家族ってみんな幸せに

なろうね、って結婚しはりましたよね。プロポーズの言葉とか、もし教会であれば、病め

るときも健やかなときも汝愛する、って言うたけど、ママたちの多くが言うのは、私を一

番大事にしてくれるって約束したパパたちが、一番私のことを大事にしてくれない。その

しんどさ。隣のおっちゃんが育児を手伝ってくれなくても何も思わへんのです。約束した

人間が嘘をつくからしんどいってママたちは言っている。 

 

 父親の育児が 5 人をしあわせにする 

そう思うとそれを一気に解決できるのが、父親が育児をすることです。子ども・母親・

父親・企業・社会、みんなが幸せになる。簡単なことですよ。よくね、僕は色んなイン

タビューとか講演会で、父親の育児のデメリットってなんですかっていうけど、僕が思

うところはまずない。ただ最近ちょっとあるのは、活動をやりすぎてママたちに干され

てるパパっていうのがね、いたりして。うちの NPOで 1人だけなんですけど、それが理

由で離婚した家庭があるんで、そこが最近のデメリットになるかなという風に思うんで

す。特に大きいんは父親たちです。父親、男性の生き方って簡単に言うと序列です。経

済性と効率が一番の軸になります。あいつよりできるとか、社会の中で価値を求めると

か。けど、子どもって経済性と効率から一番遠い存在です。子育てされてたらわかりま



すよね。したらあかんっていうこと何回やります。彼らが立つまで何回こけて失敗しま

す。そういう男性の生き方と違う意義を見い出せる。そこに子どもたちの、あるいは家

族の価値があるのかなあと思っています。 

 

社会に合わせた多様な生き方っていうのが、今求められる時代やという風に思います。

なぜか。社会がこんだけ大きく変化してるっていうのはたぶん皆さんが一番ご存知やと思

うんですけど。その中で気づいてほしいのがモデルがないんですよ。昔はモデルがありま

した。働く男性、家にいる女性。で、ここに問題あったけど、みんなそうやったから、こ

れで幸せモデルやったんです。たぶん、高度成長ってそうやと思います。けど、今どれが

正しいってわかりにくい。で、そこであの人がいいとかああいう生き方がいいじゃなく、

自分たちが新しいモデルで、あ、うちの家族これでいいよね。あるいはそういうメンバー

たちがお集まりでネットワークができてるんやと思います。個人とか家族の価値は違うけ

ど、共通する部分。あ、子育て楽しいよね、この地域って大事よね、子どもと遊ぶことっ

て大切よねっていう。そういうことを考えてネットワークとモデルを作っていくことが大

事かなあという風には思います。僕は人権・環境・男女共同参画・子育てこの 4 つってい

うのは、やっぱり単独では無理でどれだけ皆さんとつながっていけるか、広げていけるか

っていうことが重要やなあと思います。 

やっぱりこれまで子育ての対象外とされた父親を子育てにぐっと引き寄せることで、社

会全体の変革。だって、父親が育児をしようと思ったら、家族の事とか地域の事とか働き

方とか、今まで当たり前やったこと、全部変えなあかん。それは、とってもしんどいこと

でなく楽しいことやなあと思ってるんで、今日がそういう第一歩になればありがたいなあ

という風に思います。 

すいません、時間がないので早足でいきましたけど。丁度いただいた時間が来ましたん

で、これで終わりたいと思います。また、色んな話させて頂けたらと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 

拍手喝采！！！ 


