
京都フォーラムインタビューレポート 

～内発的公共性を生きる、パブリックイノベーターへの道～ 

17311002 家田 心春 

 

～インタビュー対象者：大住力(インタビューには代読の方が回答)～ 

 

Q1 「内発的公共性を生きるという実感について」 

 ご自分が考えている「内発的公共性を生きる」実感と、ご自分以外の発表を聞いての「内発的公共性を生き

る」実感も含めて、お聞かせください。 

 

A1 正直「内発的公共性」はなじみのない言葉でしたが、皆さんの発表を聞いてしっくりくることがありまし

た。私たちの団体が一般企業ではなくて公益社団法人なので、私たち自身が企業の方に支援していただく機会

のほうが多いです。最初は何か寄付という形や自社のサービス、商品の提供でした。何かをしてあげているつ

もりでした。 

しかしそうではなく、むしろ難病の子どもとその両親から活動を通して受け取るものがあります。嬉しい言葉

をもらう機会が多いです。私自身去年まで一般の企業にいましたが、このような嬉しい言葉をいただくとは驚

きです。今日いらしている皆さんは「内発的公共性」を真にとらえている方なのでそう言った発言が多かった

と思いました。 

 

Q2 「パブリックイノベーターへの道の実践について」 

リーダーとしてのあなた個人と企業経営や社会に対してどう実践していかれますか？ 

 

A2 私は代表という立場ではなく事務局のマネージャーです。広報を担当しています。 

代表とともに目指すところは同じなのですが、多くの人に活動を知ってもらうことが一番大事です。私たちの

団体名は「Hope＆Wish 公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を」です。4 月に亡くなられた日野原重明

先生が名付け親であり、その言葉通りの支援をしています。しかし難病＝かわいそうだから何かしてあげるの

ではありません。自分より先に死ぬかもしれない子どもを持つご両親の「力」または「哲学」を世に知っても

らうことを、オープンに活動していきたいです。けして悲観的に支援を訴えるのではなく、こんなにも素晴ら

しい家族や命があることを訴え共感を広めていきたいです。 

 

 

Q. もしも中学生に「内発的公共性」とは聞かれたら、どのように説明しますか？ 

 

A. 人のためにできることが、自分に返ってくることがきっとあるということだと思います。 

 

Q. なぜ京都フォーラムに興味を持ったのですか？ 

 

A. 私は代読のため答えられる立場ではありません。ただ、こう言った志の多い人を紹介して頂きご縁があるの

でありがたく感じると代表が申し上げておりました。 

～まとめ～ 



・「内発的公共性」は人によってとらえ方が違い、この言葉の奥深さを感じた。 

・パブリックイノベーターを自身が目指すことの他に、パブリックイノベーターを育てることも「パブリック

イノベーターへの道の実践」といえる。 

 

～感想～ 

私が今回の大会で最も心打たれた発表は大学の同級生である木村優希さんの発表です。まだ彼女に出会って半

年ですが、いつも笑顔で明るく何事にも積極的に取り組む姿が印象にあります。今回、児童養護施設の職員に

なると聞いて働く姿を想像しました。そうすると彼女が子どもに囲まれ笑っている姿が浮かびます。もしこの

姿を私で想像しても浮かびません。なぜなら彼女は施設の職員ですら気づかない男の子の「我慢」に気づいて

あげられるからで、その我慢はしなくていいなんて言ってくれるのは彼女だけだと思います。 

私は未だ「内発的公共性」の意味が理解できません。インタビューを通して「内発的公共性」とは何か尋ねま

したが、なんとなく言葉で説明できない感じるものなのではないかと思いました。1 ステップ進んだ気がしま

す。 

今大会で株式会社コンパスの長渡和久さんをはじめ、視野が広がるような出会いがあり充実した 1日でした。 
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「京都フォーラム」レポート 

今井みう 

１．「内発的公共性をいきるということについて」 

A. 堤芳亮さんにインタビューしました。自分の中にあるもの。というよりも、まず本来

の自分と出会うこと。自分で、きっとこうだろうとか、こういうことをしてあげたい、こ

ういうことをして欲しいと、自然に感じることそのものが良心ではないか。子どもの頃は、

そのまま生きていたと思う。それが大人になって、本当に正しい良心に従って生きている

のかどうか、ということを考えながら生きていくことで公共化できる。正しいことを公共

化していく。みんなと共有していくということが内発的公共性で生きることだと感じてい

る。 

 

２．「パブリックイノベーターへの道の実践について」 

A. 自分と考え方が違う他者がいて、もしかしたら他者の考えの方が正しいかもしれない。

それをお互いが感じあう。つまり、自分の考えとは少し違う。でも、「そうだ」と感じる部

分がある。それを互いに受け入れていくことで、イノベーションしていけると思う。まっ

たく存在しないものを新たに作るという意味ではなくて、すべての人から何かを吸収して

いくことだと思っている。しかし、それが正しいかどうかは分からない。そのようなこと

を考えるというか、みんなと一緒にやっていくことが大切ではないか。もし自分が、巻き

込める側になることができたら、周りの人たち、出会った人たちの幸福に少しでも関わる

ことができるのではないか、と考えている。 

 

質問「大学でやっておけばよかったこと」 

 堤さんは大学に通っていませんでしたが、もし自分が大学に行っていたら、という前提

で答えてくれました。 

 大人になってから、大学に行った同級生たちを見ると、大学の 4 年間は、子どもの時と

違って、頭の中で考えることができ、やれることの領域も広がっている。その中で、時間

的なゆとりをうまく活用して、いろいろな人に出会って欲しい。たとえば誰かに声をかけ

てもらったとき、興味のあるなしよりも、ちょっと行ってみようかなと感じるところがあ

れば、是非行って欲しい。仕事を通じてというのではなく、いろんな人の話が聞ける機会

があったり、出会う場があったり、全然関係のない人と友達になったり仲間になったりと

いうことを、社会に出る前にもっとしておきたかった。 

 出会いというのは、何の縁なのか分からない。すごく大事な縁になりかもしれないので、

縁を大事にするという気持ちを少しでもいいから大学生に持ってほしい。 

 

 私は木村さんの発表を聞いた時、とても感動しました。私も、彼女と似ていて、児童養

護施設で 16 年間すごしました。違うところは、両親と兄弟がいないところです。ですが、
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私には祖母がいました。しかし、私を育てることができなくて、施設に預けました。まだ、

2歳にもなっていませんでした。 

 私も木村さんと同じで、周りを気にして、自分の気持ちを押し殺して生活していました。

いつも、いい子でいようとしていました。彼女も言っていましたが、友達が親と喧嘩した

と言っているのを聞くと羨ましく思ったり、悲しく思ったりします。今でもそう感じます。 

 木村さんの発表を聞いて、一度、施設や祖母のところに帰ろうと思いました。帰る場所

があることは素晴らしいと思うし、心が温まります。 

また、勇気づけられました。同じような経験をしてきた彼女が、大きな会場で暗い過去

の話や未来の夢を話して頑張っている姿を見たとき、自分ももっと頑張らないといけない

と思いました。これから夢に向かって日々努力していきます。 



京都フォーラムでのインタビュー 

17311009 紺藤 怜 

 

多くの経営者が「内発的公共性とパブリックイノベーター」について話をしてくれました。こ

の言葉は難しく、理解できない部分もありました。今回は大阪での京都フォーラムで経営者の方

にインタビューという形でお話を聞きました。 

  

◎1人目 

Q1 ご自分が考えている「内発的公共性を生きる」実感をお聞かせください。 

 私たちは生まれたときからすごい能力を持っているということ。周りの環境や出来事や人間に

よって今の自分が形成されていく。そう考えると、元々自分はすごいということを内発的に持っ

ていると思う方が良い。元々持っている物をどうやって引き出していくか、それをどう社会に活

かしていくか。 

 

Q2 パブリックイノベーターへの道をどう実践していかれますか。 

 元々すごいのだということを、気づいてもらうことが重要。 

 

Q3 京都フォーラムに入ってどう変わったか。 

 自分ってなんだろうという問題意識がわいてきた。元々、自分にはそういう資質があるのだと

いうことに気づかせてもらった。そこから、今の時代にどういうふうに役立つかを考えるきっか

けになった。 

 

Q4 これからの目的 

 人を美しく幸せにできる人をつくり、世界を変えるということが目的。 

  

 

◎2人目 

Q1 ご自分が考えている「内発的公共性を生きる」実感をお聞かせください。 

 自分自身をオープンにして、格好つけずにありのままを見せる。過去の経験や失敗を包み隠さ

ず、それから得た教訓を、人生がより良くなるように、周りの人や下の世代に伝える。 

 

Q2 パブリックイノベーターへの道をどう実践していかれますか。 

 実践としてはデジタルの広告。良いものより良く伝えていきたい。悩んでいる方や苦しんでい

る方に対して、問題を解決できる人を繋ぐ。  

 

Q3 京都フォーラムに入ってどう変わったか。 

自分の失敗をオープンにするようになった。失敗は恥ずかしかったし、良くないものだなとい



うふうに思っていたが、失敗をオープンにすることによって反響が良くなった。 

 

 最初に、内発的公共性について、言っていることに違いがあって分かりづらいと言いましたが、

いま感じていることは、内発的公共性の捉え方に違いはなく、自分をオープンにして、元々持っ

ているものをどう引き出すかなどの根本は、みな同じなのだなということです。そして、今回イ

ンタビューさせてもらった方々や講演してくださった経営者は共通して、どうやったら社会に役

に立てるのか、どうやったら人が喜んでくれるのかを考えていて、それぞれの良心に沿って人々

の幸福を目指して行動しているんだなと思いました。 

 私は、今までの萩での授業と今回の京都フォーラムを通じて、内発的公共性とは、自分が本当

にやりたいこと、私心に流されない心、良心だと考えました。良心を信じて行動すれば、それは

周りの人々や社会、そして自分が幸福になれるのだと考えました。 

（木村：1215文字） 



1 

 

京都フォーラムレポート 

17311022 山口 大樹 

 

 今回、大阪に行って京都フォーラムに参加しました。テーマは内発的公共性で、意味が

分からなかったので、これからいろいろ勉強していこうと思います。 

 

 私は弁護士にインタビューしました。弁護士とは被疑者や容疑者など罪を犯した者や家

庭内の問題などの弁護をする人だと思っていました。確かに仕事の内容はそうですが、ど

ういう気持ちで仕事をしているかは、予想していたものと少し違いました。絶対にこいつ

はやってるだろうと疑っている容疑者にはただの頼まれ仕事だと思って、あまり良い気持

ちではやっていないと思っていました。ですが、今回お話を聞いて、人によっては違うん

だと判りました。 

 質問時間に、弁護するときの気持ちを聞いてみました。弁護士は、今は弁護をする側の

人間だが、もし違う人生を歩んで、弁護する人と同じ人生をたどったとしたら、同じ事を

やっていたかもしれないと常に思いながら弁護をしている、と言っていました。やった人

は、悪人とよく見られますが、その人と自分は全然違うという感覚ではないと。人間同士

なので通じる部分もある、と言っていました。弁護する人と自分にどうしてそれだけの違

いができてしまったのだろうと話を聞いて、これからどうしていこうかという話をしてい

くと言っていました。 

 その中である裁判で殺人の弁護をした時、弁護した人が結局殺人で 9 年の懲役だったそ

うです。普通、刑務所ではお金はもらえないし、自分の人生も大変なのに、出所後 1 万円

を送ってきたそうです。弁護士は、正直何もできなかったのに、そういうお返しが来て、

ああこういう人達のために自分は弁護士になったのだと思った、と言っていました。また、

罪を犯したとはいえ、間違ってやってしまったり、事故でやってしまったりしたこともあ

るかもしれない、と言っていました。分かってくれない人もいるが、この弁護した人は、

少し分かってくれたのかもしれないと言っていました。 

 私は今までテレビなどでしか裁判の様子や犯罪の内容などを見たり聞いたりすることが

ありませんでした。ドラマなどでは犯人の気持ちや被害者の気持ちによりそう弁護士など

を見たことがありますが、本当にそうなのかは知りませんでした。ニュースは罪を犯した

犯人は悪いというイメージしか与えませんが、弁護士という仕事をやっている人にしか分

からないこともあるんだなと判りました。確かに犯罪者への寄り添いは大事だと思います

が、私は専門家ではないので、正直よくわかりませんでした。ですが、今回、話を聞いて

勉強になりました。 

 それでも、犯人の本当の心境は弁護士などでないと分からないだろうなと思いました。

テレビや新聞などでのニュースでは、普通に幸せに生きている人を殺したなどの報道しか

ありません。だから、一般の人からみれば、悪いイメージしかもてないです。弁護士の仕
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事に就いて初めて、本当の真実にたどりつけるのかなと思いました。 

 私は弁護士のお話を聞いて、学ぶことだらけでした。色んな見方があると知ったので、

これからもっと勉強し、もっと視野を広げていくつもりです。 

（安藤：1380文字） 



京都フォーラムレポート 

15311026 春田龍馬 

 

岩崎さんへのインタビュー 

岩崎さんは医療関係の仕事に就かれています。医療は全国的なもので、身体は医療の現

場にしかありませんが、頭の中は全国の病院の幸せを願わないといけない、と話しておら

れました。こういったことが当たり前のようにさらっと口から出るというところがすごい

な、と感心しました。そして、自分の病院だけが儲かればいいという考えはだめだと言わ

れたので、「なぜですか」と質問してみたところ、全国の病院がしっかりしないと医療は継

続できない、という答えをいただきました。これを聞いて、他の職業の人は、どう思われ

ているのか、と考えました。私は、社会とは自分のところだけ儲かればいい世界だと考え

ていたので、岩崎さんの答えを聞いて、こういう考えもあるのだなと実感しました。 

 

一番心に残った事 

「医療という仕事は、患者さんの悪いところを調べて治すだけではない。国の悪いところ

を調べて治す、というのも医者の仕事だと思う」という言葉を聞いたときに、この方はす

ごいなと思いました。そして岩崎さんの職場は、貧困な方もいらっしゃるので、そういっ

た方たちに対する配慮を行っているということで、できることからやったほうが良いとい

う助言もいただきました。 

さらに、周りの考えを聞くのも大事だけど、偉人などの本を読むことが大切だと言って

くれました。人はそれぞれに考えがあるけど、結論は皆同じだと言われ、それまでの言う

ことをどう考えているかを探すのも大事だと言われていたので、考えていきたいと思いま

す。 

短い時間でしたけど非常に貴重な話が聞けて、濃い時間を過ごすことができました。 

ありがとうございました。 

（人見：710文字） 



「京都フォーラムの感想」 

15312002  徐 相勤 

 

私は、京都フォーラムに行って、本当にいい経験になったと思います。いろんな仕事で

成功した人たちと出会ってよかったです。そういう人たちと出会っただけでいい経験にな

ったし、自分も頑張ったら成功できるのだと思いました。 

 

まず、安住社長に話を聞いたところ、とりあえず、自分を信じることが一番大事だと言

いました。何があっても自分を信じること。失敗したり、能力不足でできないことがあっ

たりしても、自分に怒らずに、落ち着いて自分に言うことが大事だ。そして、たまには優

しく「お疲れ様」とか「今日もよく頑張ったね」と、自分自身に言うことも大事だ、と言

っていました。 

なぜ、そう言わないといけないのか。自分自身に厳しすぎると、ほかの人たちにも本来

の自分の性格や姿でないことを要求し、ストレスが溜まって生活も上手くできなくなるな

ど、周り人たちにもよくないからです。自分に厳しくするのは成長するためにはいいです

が、厳しすぎるのは良くないと思います。自分自身を褒めたり自信を持たせるようにした

りすることが大事です。 

 

他は至誠館の一年生の木村優希さんと小川さんの話を聞いて、家族のことをもっと大事

にしたいと思いました。そして、自分が父親になったら、子どもを世界一一番幸せにして

あげたいです。自分の子どもが幸せになするのは自分じゃないのかなと思いました。 

 

京都フォーラムに行って色々なことを学んで本当に良かったです。また機会があれば必

ず行きます。呼んでくれた小川さんと三宅さんに感謝します。 

（人見：745文字） 



京都フォーラムのレポート 

学籍番号 17311014  人見 明香里 

１．インタビュー１人目 

①「内発公共性を生きるという実感について」 

 社会の評価やこうあるべきだというものに縛られていた感覚がすごくあった。それでも、

心の中に、人の役に立ち喜ばせたい、人と暖かい心で繋がっていたいという思いがあった。

だから、そういうものを発露させていくことができたら幸せだと思う。自分も会社の成長

を追い求めているけれども、いくら人から評価されても、人との繋がりがなかったら喜べ

ない自分がいる。人と共にやっていくという感覚。皆が心の中にある優しさ、や人を思う

心など、そういう感覚を自然と出し合って、繋がりながら成長していけたらいいと思って

いる。 

それを聞いて、人との繋がりを大切にしていることは素晴らしいことだと、私は思った。

自分の中にある優しさや思いやりなどを出し合い繋がりながら成長する。自分だけが成長

するのではなく皆と成長する。そうしたら社会はもっとよくなるだろう。 

 

②「パブリックイノベーターへの道の実践について」 

 トラック業界に入って 20年以上になるが、その間に、かつてない大事故を従業員が起こ

してしまった。一つ間違えていたら相手が亡くなっても不思議じゃないくらいの事故を経

験して、安全ということにしっかりと取り組んでいくことを通じ事故のない社会をつくる

活動、そして安全ということを軸にしながら、働く人の心と体をサポートできるような活

動をやっていきたい。それが社会に対する責任である。それをしっかりと取り組むことで、

自分の会社から広がって、事故のない、みんなが笑顔になれるような社会を作っていきた

い。 

事故が起こった後、会社で安全確認をするだけではなく、事故のない社会作りや働く人

の心と体をサポートできるような活動をやっていきたいという思いを聞いて、私は、事故

の経験を通じて色々な問題が見え、どうしたら事故のない社会が出来るのかと考えるよう

になった。人は経験を通して成長するのだとインタビューを通じて分かった。 

 

  インタビュー２人目 

①「内発公共性を生きるという実感について」 

 京都フォーラムに出会うまでは、考え方はＡ型構造だった。京都フォーラムの出会いに

より、内面に向かっていた考え方が、外向きに変わっていった。「パブリックイノベーター

への道」の考え方が頭に入ったことによって、大きく広がった世界が見えた。今までとは

違う清々しい空気が漂っている。考え方が、まさしくＡの構造からＷの構造の変わったと

いうことが、すごく大きい。そういう考えから行くと、世界も大きく自分の力で変えられ

ると思った。 



答えを聞いて、私は、人との出会いはこんなに人を変えるのだと思った。林さんは京都

フォーラムと出会いＡ型の構造からＷの構造の考え方になり、世界が大きく広がったと言

っていたので、私も、これから人との出会いを大切にしていきたい。 

 

②「パブリックイノベーターへの道の実践について」 

 インターネット放送。元々は広告の会社だったが、矢﨑会長との出会いによって、イン

ターネットで番組を作って、今のニュース番組のやり方を完全に変えたい。事故や事件の

ニュース番組を見たとき、正直自分じゃなくてよかったと思う安心感が人の中にはある。

でもそれはおかしい。自分じゃなくてよかったけど、そしたら、亡くなられた方の分まで

自分が背負って生きていくぞ、ということを皆が感じ取れるような、そういう良心に響く

ようなメディアの使い方をしないと。メディア自体はすごくパブリックな電波を使ってい

るのにもかかわらず、流れてくる放送を見ると、パーソナルな感じで閉ざされている。そ

れをインターネットを使って、新たな広告展開をしていけたらいいなと思っている。新た

な事業として取り組むように実践している。 

それを聞いて、質問①と同じ感想になるが、人との出会いで人は変わる、と思った。林

さんは矢﨑会長との出会いで、今のニュース番組のやり方を変えたいと思うようになり、

新たな事業に取り組もうとしている。人と出会うことは自分の成長につながることなのだ、

と林さんのインタビューを通じて分かった。 

（人見：1925文字） 



京都フォーラムレポート         

17311007 川並 勇人  

   

◎1 人目  

1 人目は、株式会社八光殿グループの代表である松村康隆さんでした。「内発的公共性を生きる

という実感について」に、松村さんは、「小さくてもいいから長く続けていくことが大事」と仰い

ました。松村さんは今年、河内音頭のギネス記録達成のため、代表として活躍され、見事ギネス

記録を達成しています。 

お話を聞かせていただいた際、個人的に「多くの方から援助や力添えを頂く場合、どういった

心構えをいしきしていますか」と尋ねたところ、「思いを伝えること、想いの強さを大事にしてい

る」と答えて頂きました。代表である自分が、率先して練習や活動を行うことで、想いの強さを

伝えていける、と仰っていました。 

この考え方は、これまで人から聞いたり、本で見たりしたことはありましたが、松村さんのす

ごい点は、それを実行し、なおかつ結果を残していることです。口だけなら誰でも言えますが、

実行し結果を出すためには、相当な努力や苦労があったはずです。それを乗り越え、大きな目標

を成し遂げたところは、さすがに人の上に立つ人だと感じました。これからの人生で、松村さん

のように大きな団体の代表になることがあったら、ぜひ実践していきたいなと思いました。 

2 つ目に「パブリックイノベーターへの道の実践について」お聞きしたところ、最初にも仰っ

ていた通り、小さくてもいいから長く続けることが大事だとのことでした。特に「恩返し」に焦

点を当てていて、先述したとおり、地域への恩返しとして河内音頭のギネス記録のための協力を

しています。他にも大阪府との連携であるアトプト・ロードへの参加で、街と道路の清掃活動に

力を入れているようでした。街や道路の清掃活動について、松村さんは、街が綺麗になると犯罪

も減るという「割れ窓理論」を意識されていて、多角的な目線で物事を見ているなと感心しまし

た。そして、自身の会社に対しては、さらなる発展のため尽力しているとのことで、就労時間厳

守も徹底させ、社員と共に地域の声を拾っていくことが飛躍につながっていくと仰っていました。 

最後に「これからの大きな目標はありますか」と尋ねたところ、会社として世界に対して貢献

していきたいとのことでした。これまで松村さんは、様々な団体の理事や会長を務めており、そ

の経験を会社経営に取り入れることで、世界にもっと貢献していけるとお考えのようでした。正

直、2 つの質問では少ないのではないかと思っていましたが、松村さんの回答は、とても内容が

濃くインタビューした時間が短く感じました。「会社と地域」。この切っても切り離せない関係性

を両者の成長のため上手く活用されている点や、アトプト・ロードのように「行政と民間の協力」

を実践されている点に、松村さんの経営者としての手段を見た気がします。改めて、京都フォー

ラムという団体の方向性と思想の強さを思いしらされました。 

   

◎2人目 

2人目にインタビューした女性は、「内発的公共さえを生きるという実感について」にとても丁

寧に答えてくれました。私があまり理解できていなかった内発的公共性についても「自らの中で



受け取り直しを繰り返すことで理解が深まり、それが強みと共に公共性になっていく」と仰って

いて「内発的公共性」という今回のテーマをしっかりと自分のものにしているようでした。まだ

実践には移せていないようですが、他の経営者の発表を聞いて刺激を受けたようで、これから結

果を出されていくのだろうなと思いました。 

２つ目に、「パブリックイノベーターへの道の実践について」お聞きしたところ、会社の中で「メ

ンター＝お手本になること」を意識して行動しているそうです。なおかつ、自らが日々パブリッ

クイノベーターとして活動することで、内発的公共性をスタッフにも感じ取ってもらい、1 人で

も多くのパブリックイノベーターを育てるよう実践しているようです。1 人目の松村さんと同様

に、会社や団体のトップに位置する人間だからこそ積極的に行動していく点が類似していて、あ

まり行動せず、干渉もしてこない代表者と、積極的に行動して社員やメンバーに関わっていく代

表者となら、私も後者が良いと思います。 

追加質問として、「京都フォーラムに所属して自分の中で１番変わったことはなんですか」と尋

ねたところ、今までは、自分の考えや思いが周囲の人にどこまで受け入れてらえるか不安だった

が、京都フォーラムの発表の場に登壇してからは、自分の思いを１人でも多くの人に伝えたいと

いう気持ちが強くなり、伝える機会をもっと増やしていきたいと考えるようになったと仰ってい

ました。お話を聞いて、この心境の変化に、とても驚きました。しかし、思い返してみると、私

自身も、高校生のとき弓道部という未知の世界に足を踏み出してから、ものの見方が変わり大き

く成長できたので、団体に所属するということは、個人で活動するより遥かに成長できるんだな

と再認識させられました。 

最後に「周囲の人から援助していただくときの心構えを教えてください」とお聞きしたところ

「ありがとう」という言葉に尽きると仰っていました。この質問でも松村さんとの類似点を見つ

けました。当たり前のことですが、感謝の気持ちを忘れずにいることが大事だな、と感じました。 

今回、京都フォーラムの方々にインタビューできて、とても良い体験になりました。普段は来

ていただいているので、学生側から足を運ぶことで、これまで一方通行だった交流が真の意味で

の「交流」になった気がします。今度は講演だけでなく、経営者の会社にインターンさせていた

だいて、現場で内発的公共性について学んでみたいです。 

（木村：2418 文字） 
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「京都フォーラム」レポート 

村岡朋也 

 

１．楽育学について 

 最初に、「楽育学」の考え方を全国に広めようとされている山口育子さんに「内発的公共

性を生きる、パブリックイノベーターへの道」について、インタビューしました。 

 楽育学は本当に素晴らしい考え方です。老若男女を問わず、一人ひとりが大切にされる

世の中であってほしい。そのために、インストラクターを派遣して、気持ちを楽にして子

どもを育てるということを広めたい。これは今、日本でもっとも必要とされていることで

あると、私は強く思います。現在、少子高齢化が深刻な社会問題となっています。このま

までは、増えていく高齢者を支えていくことができないので、本当に大変です。 

 なぜ子供が生まれないのか。2つの理由があると考えます。 

 一つ目は、女性の社会進出です。古くから日本では、女性は家事を、男性は外で仕事を

という性別役割分担が行われてきました。しかし現在では、男女関係なく、社会で活躍す

る機会を与えられています。これは大変良いことです。古いしきたりに縛られずに、男女

ともに好きなことで生きていける。いうなれば、自由な選択が可能な社会になりました。

しかし、以前の性別役割分担の考えがあったおかげで、子育てしやすい環境であったこと

も事実です。一生を好きなことで費やすとなると、子どもは障壁にしかならないからです。 

 二つ目は、育児制度の不備です。これは私たちが生活する中で実感していることです。

代表的なものを挙げていけば、医療費が高いこと、学費が高いことなどです。子どもは大

人に比べて免疫力が低く、病気になりやすいです。病気になるたびに病院に行くとなると、

かなりの医療費がかかります。学費も当然かかります。現代は学歴社会なので、多くの親

は子供を大学まで行かせたいと願うでしょう。そうするには、多額の費用が掛かることは

目に見えています。 

 しかし私は思います。本来なら子どもが生まれることは、それだけで嬉しいことなので

はないか、と。いくら金がかかるとはいえ、普通に働いていれば払えないわけではありま

せん。要は子どもが生まれない一番の理由は、私たちの意識が変わってしまったことでし

ょう。子育ては大変だと思うようになってしまったからです。 

 ここで楽育学の考え方が必要になってきます。育児を重荷とする意識を、もっと「楽に」

考えるように変えるのです。私は、いま親になっている人たち、これから親になる人たち

に、子育てを楽しんでほしいです。子どもが元気に育っていく姿は、それだけで素晴らし

ものです。確かに、実際は楽しいことばかりではないでしょう。しかし、気持ちをもっと

楽にして、子育ての悩みも含めて、育児を楽しむのです。この考え方が広まれば、子育て

をしたいと願う人が増えていくのではないか。山口育子さんの活躍が期待されます。これ

からの日本が、子どもも大人も、一人ひとりが大切にされ、誰もが笑って暮らせる社会に

なってほしいです。 
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２．パブリックイノベーターとしての心構え 

 2番目にインタビューした社会労務士の、「良心の発動」という言葉が印象に残りました。

自分だけではなく、周りの人たちも幸せになれる。私も自分が生活していく中で良心を発

動させているか、とても深く考えさせられました。自分の幸せを考えることはとても大切

なことです。自分が幸せになるために今日と明日を頑張るのは、むしろそれ自体が生きる

ことではないでしょうか。 

 しかし、私たちは自分のための幸せだけに気をとられて、周りの人の幸せを見落としが

ちです。自分が幸せであるためには、周りの人もそうでなければならないと、私は思って

います。周りの人が笑顔であれば、自分も笑顔になれます。「良心の発動」という言葉は、

これから生きていくうえでとても大切な言葉になるでしょう。 

 次に、「生かされていることに感謝しつつ、死ぬまでやりきる」という言葉にも感銘を受

けました。確かに私たちは生かされていると思います。食べるものを作ってくれる人、ペ

ンや消しゴムを作ってくれる人。そういった人たちがいるからこそ私たちは生きているの

です。 

 それから、「私たちが今こうして存在していることはご先祖様がいらっしゃるから」とい

う言葉にも感動しました。私を生んでくれた親、親を生んでくれた親、その親を生んでく

れた親…と、どんどん遡ることができます。その全員がご先祖様なのです。命はどんどん

受け継がれていきます。私たちが生まれて、泣いたり笑ったりすることができるのは、ご

先祖様がずっと続く命を絶やさずにここまで繋いできてくれたからです。ここまで来るに

は膨大な時間がかかっています。命を繋ぐ努力を続けてきたご先祖様には、感謝してもし

きれないものがあります。 

 また、「繋がる」ということを、若いうちから意識することの大切さも教わりました。私

たちはいろいろなものと繋がって生きています。先のご先祖様はもちろん、今を共に生き

る人や、未来の人びと、つなりこれから生まれてくる新しい命とも繋がっています。繋が

りを意識すると自分が見えてきます。今、自分は今どんな人生を生きているのか。自分が

見えてくると、生き方を振り返ることができます。何であの時あんなことをしたのだろう、

などと省みることができます。若いうちはたくさん失敗します。なので、人生を省みるこ

とはとても大切です。同じ失敗を繰り返さないために、そして失敗を次に繋げるためにも。

「繋がり」を意識することの大切さを今のうちから気づくことができてよかったです。 

 「京都フォーラムとの出会いが、少しでも世の中に役に立つことを考えるきっかけにな

った」という言葉も印象深いです。世の中の役に立つということは、とても素敵なことで

す。私は今まで、それが分かっていながらも、なかなか世の中に役立とうとは考えてきま

せんでした。なので、この言葉を聞いて、今までの自分を、恥ずかしく思いました。これ

をきっかけに、世の中のために何ができるかを考えます。 

 最後に、「社員を家族として見ている」という考え方にも深い感銘を受けました。最近は、

社員を道具としてしか見ず、非人道的なことを繰り返す、いわゆるブラック企業が増えて
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います。会社としての利益を大切にしながら、それ以上に社員を大切にするという姿勢か

ら、これからの企業が目指すべきリーダーのあり方が見えました。大学でビジネス文化を

学んでいる者として、この姿勢は見習わないといけないと思います。これからの大学生活

を未来のために使っていきます。 



          京都フォーラムレポート 

                   17311021 桃坂 太樹  

  

今回、私達が大阪へ行き、多くの経営者のお話を聞くという貴重な機会を下さり、感謝

しています。 

 私は小林雅代さんにインタビューしました。まず小林さんは、「自分の為に生きている人

が多い」と言いました。小林さんは会社を経営していますが、決して自分のためではなく、

会社のためや、従業員やお客さんなど周りの人々が幸せになれるよう、人のために生きて

いると言っていました。私は野球をしていますが、よく考えてみると、上手くなりたいか

らや試合に出たいから、エースとして活躍したいからといった、自分のために野球を頑張

っていると感じました。しかし、考えを少し改めて、周りの人のために野球をしてみたら

今とどう変わるだろうと考えたところ、少しでもチームの勝利のために力になれるように

頑張るや、自分が活躍することでチームメイトや親、家族など、今までお世話になった人

達に喜んでもらうために頑張るという考え方になりました。自分が周りの人に幸せや感動

を与えられると、それは自分の幸せや喜び、生きがいになるので、今からは野球だけでは

なく、全てのことで、自分のためだけに行動するのではなく、周りの人の幸せのために取

り組んでいこうと思いました。 

 

 色々な経営者からお話を聞いて、「内発的公共性」という言葉は、自分の言葉や行動で周

りの人が幸せそうになったなと自分が思えて、自分も周りの人も心の中で幸せだなあと思

えることだ、と考えました。人間はとても素直な動物だと思います。普段、おしゃべりな

人でも無口な人でも、表情には今の感情がまざまざとでてきます。笑う時も同じで、愛想

笑いをしているのと本当に心の底から笑っているのでは、見ただけで瞬時に判断できます。

私は、昔から「人の気持ちだけはわかってあげる人になれ」と親に言われて育てられてき

たので、表情だけで心中の喜怒哀楽がわかる人になれていると思います。 

 このように、言葉はなくても、他人の表情を見て、この人は幸せなのだなあと感じて自

分も幸せになり、お互いに幸せだと感じ合えるということが「内発的公共性」なのではな

いか、と私は考えました。しかし、私みたいに表情で相手の気持ちが分かる人ばかりでは

なく、他人の感情が本当に分からない人も世の中にはたくさんいます。人は皆、同じ感情

を持っています。 

 

ある弁護士はこう言いました。「罪を犯した人は、皆が皆、心の底から悪い人ではない」

と。その人は、ある殺人犯の弁護を担当しました。最初の弁護士になったばかりだったの

で、その時は殺人を犯した人はすべて悪い人達だと思っていました。しかし、殺人犯と話

しす度に、その人の人間性を知って、本当は優しい人なのだと気づき、勘違いをしていた

自分が情けなかった、と言いました。その日から、その弁護士は、罪を犯した人を最初か



ら悪い人だと決めつけず、ちゃんとした心を持った 1 人の人間として接し始めました。す

ると、その殺人犯がしっかり罪を償い、釈放後に感謝の手紙が届いたそうです。すると、

心の底から幸せな気持ちになり、自分はこの為に弁護士になる努力をしてきたんだ、と話

しました。このように、自分が担当した人が心から幸せになり、その感謝の気持ちを自分

が受け取り、今まで頑張ってきてよかったと思えることこそが「内発的公共性に生きる」

ということだと話してくれて、私はとても感動して、心を揺さぶられました。 

 

 今回、何人かの経営者の方とお話する機会をもらい、人それぞれに「内発的公共性」の

考え方を持っており、これからの人生の参考になりました。経営者は皆違う考え方だと言

いましたが、全ての人が共通したキーワードがあります。それは「幸せ」という言葉です。

他人に幸せを与えようと努力し、取り組んでいる人は、どんなことをしても、絶対に成功

するのだと思いました。さらに、人と人との繋がりや、ご縁を大切にしている人が多いな

と思いました。私も最近はできるだけたくさんの人とコミュニケーションをとって、出会

いを大切にして生活していますが、今回の京都フォーラムで、人との出会いの大切さを改

めて実感することができました。 

 

私が至誠館大学に入学して、京都フォーラムに出会い、たくさんの経営者と出会えたこ

とも何かのご縁だと思い、大切にしていきます。 

（木村：1960文字） 
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公共経営論特講 

17311015 冨賀見萌衣 

 

11 月 2 日（木）、大阪中之島の大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）で京都フ

ォーラム「内発的公共性を生きる、パブリックイノベーターへの道」が開催されました。

私たち至誠館大学の学生は２人１組になり、「１．内発的公共性を生きるという実感に

ついて」と「２．パブリックイノベーターへの道の実践について」、京都フォーラム塾

頭の方々からお話を聞きました。私は専門学校で非常勤講師をしている栗木大輔さんか

らお話を聞きました。 

 １つ目の質問に、栗木大輔さんは、心を大切にした生き方をしているとおっしゃいま

した。栗木さんは２６歳の時、脳出血で左半身に麻痺が残ってしまいました。障がい者

になってから、人から支えてもらうこと、手伝ってもらうことが多くなり、人の温かみ、

ありがたみを感じるようになったそうです。病気になるまではそんな感情はなく、ただ

自分勝手に生きていました。障がいを持ってから内発的公共性を生きる、という実感を

もつことができたとおっしゃいました。障がいを持っていながらも自分に優しくしてく

れる（騙してやろうとか、踏み台にしてやろうなどはなく）障がい者の方が、他の人の

気づきになるということが分かったそうです。 

 ２つ目の質問「自分自身が内発的公共性の生き方していくには」に対して、心の中に

あるものを忘れないことだとおっしゃいました。 
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 栗木さんには他にも下記のようなお話をして頂きました。まず自分から望んで障がい

者になったわけではないし、自分から望んで内発的公共性な生き方を選んだわけではな

い。受動的になったのだ。こう考えた時に、自分はこの体に恵まれているのだと思った

そうです。私は、障がいを持ったら、普通は気持ちが後ろ向きになるものだと決めつけ

ていました。でも、栗木さんの話を聞いて、とても前向きで強い生き方をしていらっし

ゃる方だと感じ、障がい者に対する思いが変わりました。「障がい者だから無理」だと

か、「障がい者だから周りと違う」といった考えを持っていた自分が情けなくなりまし

た。 

栗木さんは、京都フォーラムに参加するような人間ではない自分が、このような機会

を頂いてありがたい。障がい者との触れ合い体験を増やしていきたいとおしゃっていま

した。赤ちゃんや動物を見て優しい気持ちになるように、障がい者と触れ合う時にも、

優しさをもって接してくれるような人を増やしたいそうです。 

 私はお話を聞いて、「内発的公共性を生きる」とは何なのか考えてみました。人によ

って捉え方が違うので、様々な答えがあるとは思いますが、私はこう思います。「相手

との信頼関係を築くために大切なことは、お互いが自分の中にある思いを伝えることな

ので、自分の気持ちを心の中に閉じ込めず外に出すこと」。これが「内発的公共性を生

きる」ことだと考えました。私には、自分の思いを相手にうまく伝えられないという短

所があります。ですが、この答えを見つけたからには、短所を長所に変えるというつも
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りで、自分の思いや考えを発信できるようにしたいです。また、障がい者に対する思い

が変わったので、「障がい者にも長所がある。できることがたくさんあるのだ」と、マ

イナスではなくプラスに受けとめることを大切にしていきたいです。栗木さんの言葉を

お借りしますが、「人々が、自分が自分がという生き方をするのではなく、心を大切に

し、人に寄り添った生き方をする」という世の中になってほしいです。 

今回、大阪に足を運んで会場でたくさんの京都フォーラムの方々のお話を聞けたこと

がとても貴重な経験となりました。私はまだ明確に自分のやりたいことが定まっていま

せんが、自分の夢が叶った時に、皆さんのように堂々と自分の生き方を語れるまでにな

りたいです。そのために、今自分にできることは何なのか、自分はどうしたいのか、や

りたいことは何なのかをこの大学４年間で具体的にしていきたいです。 

 

 ところで、今回初めて木村優希さんの発表を聞きました。子どもに対する愛情、家族

に対する愛情についてとても考えさせられるお話でした。家族と暮らせない木村さんの

気持ち、母親の顔を知らない、本当の自分を出せなかった（隠していた）という今まで

の経験を初めて知りました。私には家族がいます。現在一緒に暮らしています。幸せで

す。だからこそ、彼女の言葉を一つひとつの聞きながら胸が苦しくなりました。ですが、

彼女が今幸せではないわけではありません。本人がそう言っていました。この言葉がと

ても嬉しかったです。そして彼女は誰よりも親と暮らせない子どもたちの気持ちを知っ
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ています。その子たちの帰る場所を作りたいと言っていた木村さんを応援しようと心か

ら思いました。上手く言えませんが、木村さんだから分かること、私だから分かること、

私たちだから分ること、たくさんあると思います。それを社会でどう生かしていくか、

がこれから大切になっていくことです。彼女のお話を聞いてから、「家族を大切にしな

いと」と強く感じ、心を動かされました。感謝の気持ちでいっぱいです。木村さんに出

会い、お話が聞けて本当に良かったです。 
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京都フォーラムレポート 

17311020  毛利 龍助 

 

 今回は大阪で京都フォーラムの人たちの話を聞きました。テーマは「内発的公共性」で

した。私は企業の人に「内発的公共性を生きる、パブリックイノベーターへの道」につい

てインタビューをし、2つのことを聞きました。 

1つ目は「内発的公共性を生きるという実感について」です。インタビューした人は、食

に関する仕事をしている人で、内発的公共性とは本当の自然だと言っていました。私たち

がどう生きていくか、どういう役割があるかと思う。その中で自然にお腹がすいた、何を

食べようか、眠たいなという感覚、つまり生きているという感覚があると言っていました。

確かに私たちは何気なく毎日を過ごしています。その中で一人ひとりの役割について考え

ることは全く気にせずに生活していました。この社長は「食」の世界で生きているので、

生きている以上、どう大きな目的を持ち、何をやりたいのかと考えた時に「命を繋げるこ

と」を大切にし、どうやったらそれができるのかを考えた結果、「地球環境を良くしよう」

という新しい目標を見つけました。質問に答えた後、「内発的公共性は今言ったことであっ

ているのかな」と言われました。 

他の企業の社長さんの話を聞いたら、皆さん一人ひとりが違った内発的公共性を持って

いることが分かりました。「食」のことについて考えていた人、「不良少年たちがどうして

そうなったのか」を考えている人もいました。私もまだ、内発的公共性についてよくわか

らないので、これから時間をかけて理解したいと思っています。 

2つ目の質問は「パブリックイノベーターへの道の実践について」。リーダーとしてのあ

なた個人と企業経営や社会に対してどういう実践していかれますか、と質問したところ、

「食」の世界で生きているので、北海道から沖縄までの生産者たちと自然栽培、完全無農

薬を目指すグループを作っています。日本は「世界三大農薬園」に入っています。中国、

韓国、日本の 3か国が特に農薬を使っていて、大地が汚染されて、ニューニコチノイド農

薬や硝酸態窒素などがオゾン層を破壊して、地球温暖化に繋がっていきます。そうならな

いために、無農薬を使っている仲間を増して、作った野菜をミシェラン、ブルガリレスト

ラン、リッツカールトン、リーガロイヤルなどの星付きのお店に使ってもらったり、一般

の人にも販売していって環境にやさしいものを提供して、私なりのパブリックイノベータ

ーの道を進んでいきたいと言っていました。 

 私がインタビューから教わったことは、内発的とは内発的自然感覚だということ。自分

の中でやりたいことを「未来世代の子どもたちに伝えていく」。そのためには、大地を美し

くすることが大切ということ。大地が美しくなれば、雨水が川になり、川から海に流れ、

海に流れてきたものを微生物が食べ、その微生物を魚が食べて、その魚を私たちが食べて、

またその魚が川に戻り、動物たちがそれを食べ、その流れを循環していく世界を作り、 

内発的に生きていくことが大切だということ。自分だけではなく、同じ業界の仲間を作り
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大地を美しくすること。その為に無農薬野菜が大切だということが分かりました。 

 海では、漁師たちが次の若い漁師たちに海の資源を残していくように考える公共性が必

要です。それが仲間内の同業者と全く仕事の内容が違う他業者と、同じ目標を持ち、美し

い地球を大切にしていきたいと話してくれました。私も、普段の日常生活の中で地球環境

と向き合っていけたらいいと思いました。 

私の夢はまだ決まっていません。でも、学校の先生になってみたいです。これから自分

なりに考えていきます。 

 

 今回の京都フォーラムで驚いたことは、こんなに大きなグループだったということです。

初めて京都フォーラムを見た時は、正直、企業の社長たちのグループだと思っていました。

しかし、最初のプロジェクターを見て、世界的にもすごいグループだったことを知ること

ができました。 

 

 今回、で印象に残っているのは木村さんの発表です。確かに、京都フォーラムのメンバ

ーの 1分間スピーチやインタビューも良かったけど、木村さんの発表でたくさんのものを

もらったと思いました。彼女は、「親と喧嘩したこともうらやましかった。子どもが思い切

って、泣いたり、笑ったりする場所を作りたい」と言っていました。私は親とは、何度か

喧嘩したことがありますが、世界には、親と一緒に生活できない子たちがたくさんいます。 

 大学に入学し、一人暮らしを始めた時、とても寂しかったことを今でも覚えています。

部屋を出たら知らない人達しかいない、父や母、妹もいないところはとても嫌でした。で

も 8か月たった今では、大学生活にも慣れてうまくやっています。家に帰ったら、家族に

一緒に生活した時には伝えられなかった「ありがとう」を言いたいです。「親のいない人の

こと考えたことありますか」と涙を出して話している木村さんの姿を見て、自分も涙が出

そうでした。そう考えたら、自分は幸せ者だと思いました。次は自分が感謝を伝えていき

たいです。 

 

 今回は「内発的公共性」と「パブリックイノベーター」についての話し合いでした。で

も私は「家族の大切さ」だと思いました。この世界にはたくさんの人がいます。その中で

も、家族が一番だと思います。 

たくさんの企業の社長さんたちが素晴らしいスピーチをしてくださって、これからの自

分の将来に役立つと思うので、企業人の真似をして、素晴らしい生き方をしていき、自分

なりの内発的公共性やパブリックイノベーターの道を探していきたいと思いました。また

の機会があれば、もっと話を聞きたいです。 

（木村：2457文字） 


