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２０１８年 新春講演会のお知らせ

テーマ

「精神疾患やガンなど治療と仕事の両立支援に向けて

―判例からみる難治性疾患と企業の合理的配慮義務をめぐって」

師：三柴

日（土）

労働人口の３人に１人は、病気を治療しながら仕事をしています。今後、
産業医による病者・障害者の就労判定機能が重要視される一方、難治性疾患
にり患した労働者の就労支援に寄り添う産業保健職の社会的役割が問われる
ことになります。
特に近年、企業には業務上外を問わず基礎疾患を持つ労働者に対する増悪
防止措置（健康配慮）が民事上の責任として求められて来ています。そのた
め各企業には、対応の難しい疾病障害を抱える労働者に対し、職務への適応
を支援する必要性が求められてきます。そうした課題は、職場の労働条件や
人間関係にも影響を与えるために、使用者だけでなく当該職場の労働者、労
働組合にも問われる課題でもあります。
尚、今回はご講演後に講師から具体的なテーマを頂き、参加者が向かい合っ
てワークを行います。その後講師からのコメントを頂きます。

講

時：２０１８年２月

分

分より）

丈典（近畿大学法学部教授）

日
午後２時～４時

場：同志社大学

（受付開始：午後１時

会

員：２００人（先着順）

志高館１１２教室

定

催：ＮＰＯ法人あったかサポート

参加費：１、０００円

主
公益社団法人・京都勤労者学園

後
援：京都労働局・京都府・京都市・京都商工会議所・連合京都・
京都府社会保険労務士会
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新しい年を迎えるにあたって

― 働き方 改 革のこれから
井

勝

求件数は８２５件で、前年度比 件の

増加であった。支給決定件数は２６０

件で９件増、死亡件数も 件増となっ

た。残業時間別では、月に 時間から

１００時間が最も多く１０５件で最多

で、１００時間以上の合計は１２８件

あったことは忘れられてはならない。 災の請求件数は１５８６件で 件増、

澤

だった。
同一労働同一賃金についても、正規労

昨年の 月 日に、東京地裁の菊池務

「精神障害に関する事案」では、労
働者と非正規労働者の大きな格差をい

あったかサポート理事長

30

未遂を含む自殺者数は１件減ったが

１９８件と高水準だ。

は、２０１８年の１月の通常国会まで

改革の同一労働同一賃金への動きから

地方公務員の世界では、この働き方

らいたい」と説諭した。

る会社。ぜひ社会的役割を果たしても

ている人もいる。電通は業界を代表す

月

「働き方改革実現会議」は、 年３

働き方実行計画とロードマップ

先延ばしした。そのうち働き方改革の

派生するかたちで、非正規職員の待遇

また、ＮＨＫの女性記者住戸未和さ

罰金を言い渡し、
「働き方改革がどの

ための関連７法案では、理念を雇用対

改善を目指すとして、既に昨年の５月

ん（ 歳）の２０１３年の過労死につ

むしろ格差を固定するものになりかね

策法に位置付け、残業代ゼロ制度（高

に地方公務員法と地方自治法が改正さ

会の会期を大幅に延長したが、与野党

71


重要法案は通常国会に

11

80

度プロフェッショナル制度）と裁量労

ように実行されていくか、疑問を持っ

くらか是正する効果が期待できるが、 裁判長は法人としての電通に 万円の

6

ないとの懸念もある。

政府は、２０１７年秋召集の特別国

10

対立が予想される重要法案について

50

日に、
「働き方改革実行計画」を

17

ドマップ）を公表した。あわせて

れ、２０２０年４月施行への準備が進

いてご両親があらためてＮＨＫに公表

中心は「長時間労働の是正」に向け

ページある。

働制については労働基準法改正で、月

た残業の上限を法的に縛ることだが、

これは、それこそ組織体制の改革とビ

するよう強く求めた結果、ＮＨＫが公
表することとなったのも、時代の趨勢

ジネスモデルの大転換がないとできな

働基準法改正で、そし非正規労働者の

だ。また公務職場では、２０１５年に

い話しだ。朝日新聞社の調べだと、東

なお増加する過労死

長時間労働が原因で亡くなった 歳の

間の上限規制については、評価する声

が、連合は反対にまとまった。残業時

残業代ゼロ制度は紆余曲折はあった

月の電通の

で、今度の働き方改革の動きを強く推

に転換する好機だととらえたい。ここ

界的に見て際立つ長時間労働を社会的

方改革」の色彩が強い。とは言え、世

死等の労災補償状況」では、
「脳・心

厚労省が発表した「平成 年度過労

発防止策を講じると発表した。

は昨年１２月１日に和解金を払い、再

についてこの３月に労災認定され、県

労死ライン」とされる 時間を超えて

る１２５社が、 年７月時点で、
「過

待遇是正を目指す「同一労働同一賃金」
についてはパートタイム労働法、労働

大分県職員（男性、企画振興部所属） 証一部上場２２５社のうち５割を超え

の一方、繁忙期での上限を月１００時

したのは、２０１５年

34

間といった過労死ラインに設定してい

今回の「働き方改革」は、政府や経

契約法、労働者派遣法の見直しで行う。 団連の生産性向上を柱とした「働かせ

む。

62

決定し、同時にその「工程表」
（ロー

28

１００時間の残業時間の上限規制も労

31

うち少なくも 社が月に１００時間以

労使協定（三六協定）を結んでいる。

17

上の協定は一昨年の 月時点では 社

上の協定を結んでいた。１００時間以

41
臓疾患に関する事案の労災補償」の請

28

80

10

68

12

ることなどへの強い反対意見がある。 高橋まつりさん（ 歳）の過労自殺で
24
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超えた残業時間を把握できる職場環境

だつかみやすい。しかし、この協定を

残業規制は三六協定があるので、ま

とを改めて強調しておきたい。

合の取り組みが強く求められているこ

は許されない。特にここでは、労働組

しかし、このまま進むかまったく予断

アンケートは 月にトヨタ自動車やパ

用できる「短時間勤務制度」や「在宅

患者が働きながら通院や負担軽減に利

によりそう両立支援コーディネーター

た求人情報の提供を行う事業者に対し

生・生徒に対する労働関係法令や相

等学校・大学等と労働局が提携し、学

に向けた支援・環境整備」では、
「高

構築を掲げる。共同通信社の調査では、 いる、
「就職氷河期世代や若者の活躍

のトライアングル型のサポート体制の

て、労働者を守る労働ルールの周知を

それぞれ ％にしかならないという。 談・通報窓口等の周知徹底を図る。ま

勤務制度」を整備している主要企業が

行うよう要請する」としている。実際、 援について皆さんと一緒に議論したい

の新春講演会では治療と仕事の両立支

づけていければと考えている。この度

を幅広くし、教育現場の取り組みに近

となっている「出前授業」はより内容

きたらと考えている。主な事業の一つ

き方改革」の道筋に、少しでも貢献で

当ＮＰＯ法人としても、
これらの「働

自身を振り返っても、学生、生徒をあ

がある企業は、まだ少ないとされてい
ナソニックなど１０８社に行ってい

と思っている。特に中小企業の経営者

だったので、いくらか改善はしている。 げられ、主治医、会社・産業医と患者

る。社員に労働時間を過少申告させる

る。がん患者に対して、雇用の継続に

われわれＮＰＯ法人の経験でも、高校

にとって、重荷となりかねない「働き

る意味無防備のまま、送り出していた

企業が増えるおそれもある。労働基準

配慮する努力義務を課した改正がん対

や大学の先生方や事務局に、学生や生

方改革」へのアプローチを一緒に考え、

病気と仕事の両立支援講座など

監督官へのアンケートでは、労働時間

策基本法が成立して１年だが、これも

徒に「労働者を守るルール」としての

と反省している。

規制で必要な対策を「実労働時間の把

遅々として進んでいない。管理職研修

11

「ロードマップ」の⑯に挙げられて

握義務の法定化」を挙げている。

実行していきたい。
もらうとする意欲が乏しい。わたくし

3

や社員啓発を実施しているにはわずか 「労働関係法令」を常識として持って
2

「働き方改革実行計画」では、７番

４コマ漫画：連載11回目

30

・１％だった。

制作 NPO 法人福祉工房Ｐ＆Ｐ

目に「病気の治療と仕事の両立」が挙

就労継続支援 B 型 職場

去る

月

日行われたシンポジウムには、六〇名の方々が

25

島

感想レポート

同志社大学 政策学部・２回生

シンポジウム


麻

衣

今回シンポジウムに参加し、私は

あったかサポートの主催するシンポ

目は、世間は言った、言ってないとい

点について考えさせられました。 点

ジウムの場で、実際に起きたブラック

憩、時間外の残業、給料の未払いなど

私が体験したアルバイトでは、無休

こと。 点目としては、もし問題が発

Ｈを文書できっちりと書き留めておく

わらず、相手の条件を確認し、５Ｗ１

為、組織に入る上で大きい小さいに関

悪い労働環境に加え、上司の過度な要

頂きました。

う主張が全てに置いて関わってくる

2

アルバイトでの体験談をお話させて

私は、今回川口ゼミの一員として、

田

参加されました。そのうち二人の学生さんからの感想文が届
きましたのでここに紹介します。

11

1

取ることが大事になってくるのではな

いを思いやり、コミュニケーションを

れる側共に両者が常識の範囲内でお互

した。そして、今後、雇用する側、さ

いる場合もあることを痛感させられま

思っていましたが、迷惑をお掛けして

任が伴わないという理由で、自由だと

をいただきました。アルバイトは責

とに困っているといった貴重なご意見

会に恵まれ、とても光栄に思います。

することが出来ました。このような機

を見る目を養うものである事を再確認

稼ぐ為だけにあるものではなく、社会

状を知ると共に、アルバイトはお金を

話ばかりでした。日本の雇用環境の現

たち学生にとって、とても役に立つお

事に移り、企業に勤めることとなる私

を経験し、本業が学業から本格的に仕

様々な立場の方々の意見は、就職活動

崇

いかと考えさせられました。

有難うございました。

感想レポート

シンポジウムでのアドバイザーや

シンポジウム

弘
今回のシンポジウム「学生アルバイ

橋

生した時、自分の将来を見据え、選択

トの落とし穴」への参加は、これから

これまで私はブラックアルバイトと

石

求によるハラスメントによって、私の

肢の幅を消さない為に、正しい知識の

の自分の働き方や生き方に新たな視点

いうと、無賃金労働や休憩時間を無視

同志社大学政策学部・２回生

体は限界を超え、学業との両立は不可

もと、信用出来る相談先を決めておく

をもたらしてくれる貴重な経験となり



能になっていきました。当時の私はま

ことの重要性を改めて感じさせられま

ンポジウムは非常に興味関心をもって

さか自分がブラック企業で働くこと

した。

と思うと、今でも怖いです。

た解釈がなされていたかもしれない

ことが出来ましたが、少しでも間違っ

的に、早くブラック企業から手を引く

い、両親に少し知識があった為、最終

戸惑いました。しかし、私の場合は幸

なのか、正しい判断を決断することに

でした。そのため、どう対処するべき

何か不満があればＳＮＳで拡散するこ

と、学生は平気で 、 週間で辞め、 ラックアルバイトや学生の労働環境に

いの仕事量を求めている所が多い現状

ことから学生アルバイトにも同じくら

した。雇用側は、今は正社員が少ない

ルバイトの印象について発言がありま

険労務士や経営者の方から見た学生ア

そして、意見交換の場では、社会保

ついて興味をもっていたため今回のシ

ました。そのこともあり、自分自身ブ

な注目が集まってきていると感じてい

かけに企業の働き方・労働環境に大き

長時間労働で自殺した事件などをきっ

大手広告会社である電通の女性社員が

重労働による心不全で死亡した事件や

ました。最近、ＮＨＫの女性記者が過

ことがわかりました。どういうことか

学生にもできることは多くあるという

あると考えすぎているのではないか、

単に自分のアルバイト先はブラックで

シンポジウムを通して、我々学生は簡

ができないと考えていました。しかし、

あったとしても学生には何もすること

した。そして、もしもそういう経験に

した労働、パワハラなどを考えていま

参加させていただきました。

になるとは、夢にも思っていません

2

1
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具体的に述べると、
「実際に決められ

た時間以外の時間に無賃金で働く」こ

れだけで私はブラックアルバイトだと

判断していました。しかし、それだけ

ではなくそこに上司からの強制力があ

るのかどうか、自分はどのように感じ

ているのかなど、様々なことを考えた

上で判断しなければいけないというこ

とを知ることができました。また、も

し我々学生がブラックアルバイトを経

験しても、あったかサポートのような

ＮＰＯや行政機関に相談し助けてもら

うことができるということも知ること

ができました。

しかしこのシンポジウムを通して

一番感じたことは、笹尾さんもおっ

しゃっていたように、上司や同期など

社員同士で良好な関係を築くことが一

番大切なのではないかということで

す。私自身、今のアルバイト先で非常

に良好な人間関係が築かれているから

こそ、少々上司から無理を言われても

まったく苦を感じることはないし、毎

日働くことが楽しいです。そして、職

場の人間観関係によって自分の働き方

や考え方も変わってくると考えていま

す。

シンポジウム「学生アルバイトの落

とし穴」に参加させていただき、本当

にありがとうございました。

シンポジウム「学生アルバイトの落とし穴」
参加者アンケート結果
質問１ この度の企画は、どこでお知りになりましたか。
① 主催者側からの案内

8

② チラシ

⑤ 新聞などマスメディア

0

⑥ ホームページ

0 ③ メールによる配信

3

④ 知人の紹介

3

0

⑦ その他

1

1

③ テ
 ーマ自体に関心があ
り客観的な理解を深め
たいから

5

④ 自
 分自身に関わる問題であり、その問題解決の糸
⑤ テーマ自体が自らのビジネス展開に役立つものであ
3
口を探りたいと思ったから
り、情報を吸収したいから

2

質問２ どのような動機で講演会に参加されましたか。一つだけ選択してください。
① ブ
 ラックバイトなど学生
アルバイトの現状を知り
たい

7

② 学
 生生活の継続や将来的な若者のキャリ
ア展開を不安視するから

質問３ アンケート結果の報告についてどのように感じましたか。一つだけ選択してください。
① 理解が深まり有益だった

15 ② 報
 告の内容が物足りなかった

1

③ 報
 告内容が理解できな
かった

0

質問４ 学生の報告と社会保険労務士のアドバイスについてどのように感じましたか（複数回答可）
① 今
 日的なアルバイトの現
② 学生が自らのアルバイトを通じ、今後の
状や若者の意識と個別労
10
就職活動や企業社会を見る視点の広がり
働紛争への対応について
を感じた
理解が深まった

4

③ 今
 回の報告と社労士の
アドバイスは、個別労
働紛争の防止に向けて
役に立ちそうに思えた

3

質問５ 今回の企画内容について、率直なご意見やご感想を記入してください。今後に活かします。
• アルバイトについて、労働者の視点だけでなく、経営者の視点も交えながら話をして下さり、とても参考になりました。
• 雇用者側も学生側もそれぞれの都合はあるが、契約内容や条件を守ったうえで、互いに配慮をしあって、臨機応変に対
応する事が必要と感じた。また、
そのためにはコミュニケーションや良い関係づくりが無くてはならないと思う。コーディ
ネーターの方と司会の方の連携がうまく取れていなかった気がして、気になった。
• ブラックバイトの現状についてよく知れた。
• ブラックバイトという、自分に身近な内容で楽しく充実した時間を過ごせた。
• ブラックバイトの発生には、学生の無知にも原因があるのではと思った。
• 「学生アルバイト」の実情を知ることができて参考になった。
• 大変勉強になりました。ありがとうございました。
質問６ NPO 法人あったかサポートの活動についてお答えください。
① 以前から関わっていた

5

6

② 名
 前は聞いたことがあった

1

③ 初めて知った

8

どで大幅に目減りしていくことがはっ

す。基礎年金はマクロ経済スライドな

はそのうちの１割以上にもなっていま

は平均で月額約５万円。現在の保険料

はまだしも基礎年金だけの人の受給額

ら天引きされています。厚生年金の人

ると試算されています。

ば２０２５年度には８１６５円にもな

サービス費の引き上げがあります。介

自己負担増ではもう一つ、高額介護

くない時期にやってくるのは確実です。

利用者負担も倍になる時代が、そう遠

なっています。保険料も増え、さらには

上げることが毎年のように検討議題に

議会で現在１割の人は全員２割に引き

などが３４０万円以上の人です。

い人は３割負担になります。年金収入

社会保障よもやま話・その❹

きりしています。その中で、天引きさ

護の自己負担が過重にならないよう月

高齢化で医療と介護の費用は伸び続けています。これをどう賄うか。前回
の医療に続いて今回は介護の話です。医療と同じで自己負担は増え続けて
いますが、それだけでなく、内容もかなりドラスティックに変わりつつあ

す。現在は▽現役並み所得者▽一般所

利用 者 負 担では、厚 生労 働 省の審

れる保険料が近い将来、平均で２割近

ごとに上限額を設けている制度で、上

ります。介護は高齢期の日常生活に密着しているため、少子高齢化が進む
中でどういう地域社会をつくっていくのかという課題とも絡むからです。
介護保険のサービスの一つ一つには

３万７２００円→４万４４００円）に

者も現役並み所得者と同じ上限額（月

ありますが、来年８月からは一般所得

得者▽住民税非課税世帯―の３区分が

なります。

▽最低でも２割負担時代へ

やして保険財政からの支出を減らすこ

都道府県・市町村が負担する公費と、 の手っ取り早い方法は、自己負担を増

自己負担を除いた残りの費用は、国と

とです。サービスを利用したときの自

この制度は医療の高額療養費制度と

国が決めた利用料金があり、利用者の

ずつを賄っています。このため、総費

己負担（利用者負担）は制度当初から

同じで介護保険の要です。一定以上の

ビス費があるので実際の負担が必ずし

このため、費用の伸びを抑える一番

用が膨らめば公費も保険料も増やさな

ずっと１割でしたが、２０１５年８月

所得者の利用者負担が２割に引き上げ

歳以上の人が負担する保険料で半分

くてはなりません。

から一定以上の所得がある人は２割に
を増やすには限界があります。私たち

一定以上の所得とは、年金収入とそ

も倍になるわけではない」と説明して

ただ、国や自治体は財政難で、公費

です。創設された２０００年に比べて

が負担する保険料も同じです。保険料

の他の所得の合計が単身で２８０万円

兆円

られたとき、厚労省は「高額介護サー

約３倍に膨れあがっています。高齢化

は ～ 歳未満と 歳以上では計算方

介護保険の総費用は現在約

65

引き上げられました。

40
めで、団塊の世代が全員 歳以上にな

法が違いますが、改定のたびに引き上

以上、夫婦では３４６万円以上の人で

りません。
どうなっているのでしょうか。

いたのですが、いまやそれも当てはま

か３年しかたたないのに、来年８月か

みると、地域によって異なりますが、 になります。ところが、それからわず

る２０２５年度には約

れあがるとみられています。医療の費

全国平均では当初の月額２９１１円が

65

用に比べると規模は小さいですが、伸

65

らは２割負担の人のうち特に所得が高

び率は高いのが特徴です。

介護費用の抑制のもう一つの柱は

▽軽度者向けサービスは地域で

す。 歳以上のほぼ５人に１人が対象

65

げられてきました。例えば 歳以上で

65
兆円にも膨

40

現在は月額５５１４円。このままいけ

21 75

が進んで利用者が増え続けているた

10

歳以上の人の保険料は基礎年金か

「大負担増時代②」

くになるというのは現実的には無理で

限額を超えるとその分は払い戻されま

髙 瀬 髙 明

はないでしょうか。

共同通信編集委員

冬号
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施設への入所では、低所得者（住民税

施設▽介護型療養病床―の介護保険３

ば、▽特別養護老人ホーム▽老人保健

サービスの効率化・重点化です。例え

の低下がみられる人も利用できます。

要支援の認定を受けなくても生活機能

律のサービスから切り離され、今年４

険の課題でもありますが、同時に住民

生活支援サービス」に移されました。 の日常生活に欠かせない援助は介護保

月から市町村が実施する「介護予防・

が住みやすい地域づくりを目指さなく

は難しいところだと思います。高齢者

形です。ただ、これをどう評価するか

問われているのではないでしょうか。

ていくか。これからは市町村の力量が

る中で、住民サービスをどう充実させ

人口減による消滅可能都市も指摘され

帯になる人が多いのですが、配偶者

入所のときに世帯分離して非課税世
のサービスや生活支援サービスです。

が主体になったりする訪問型・通所型

員配置などの基準を緩和したり、住民

いるところでは「そもそも地域に人材

りません。特に過疎や高齢化が進んで

国どこでも担い手を確保できるとは限

住民主体のサービスといっても、全

りや安否確認など、その地域で必要と

高所得者の利用者負担を２割から３割に引き上げ（2018年８月～）

非課税世帯）には食費と部屋代に補助

が課税されている場合は補助の対象

介護事業者のほか、民間事業者やＮＰ

がいない」などの声も聞こえてきます。

この見直しの背景には、介護保険で

される新たなサービスに取り組んでい

介護型療養病床を医療介護院などへ転換（2018年４月～）

てはならない市町村のもともとの役割

外になったほか、収入が少なくても預

Ｏ、ボランティアらを活用して、地域

そういうところではサービスの縮小に

の生活援助をめぐる古くからの議論が

健保組合や協会けんぽが負担する介護納付金は総報酬割に（2017年８月～段階的に実施）

この新しいサービスは従来とほぼ同

貯金などが単身で１千万円、夫婦でも

のニーズにあった多様で柔軟なサービ

つながる恐れもあり、地域格差が広が

２０１５年４月からの新規入所は原則

あります。訪問介護には掃除や洗濯、 るところもあります。

高額介護サービス費の上限額引き上げ（2017年８月～）

がありますが、この対象者が２０１５

２千万円を超える場合はやはり対象外

スを提供していこうというのが目的で

るのではないかという懸念も出ていま

要介護３以上に限定されました。さら

だれでも加齢に伴って足腰が弱った

要支援のサービスのうち訪問介護と通所介護を市町村の事業に移行（201７年4月～）

でもあるからです。

です。この影響で３施設に入所する約

すが、一方でサービス提供者への報酬

にはサービスの中で最も使われている

調理の手伝いなどの生活援助と、排せ

り、体力が衰えたりすることは当たり

一定以上の所得がある人の利用者負担をこれまでの１割から２割に引き上げ（2015年８月～）

じ内容のものもありますが、主流は人

２割の人の負担が大幅に上がりまし

はこれまでより低く設定されました。 すが、その一方で、ゴミ出しや買い物

介護ベッドや歩行器などの福祉用具の

つや入浴などの身体介護があります

前のことです。単身世帯や夫婦だけの

介護の最近の主な自己負担増

年８月から大幅に絞られました。

た。中には負担できなくて退所した人

費用を抑制する狙いもあるからです。

のサービスではできなかった庭の手入

支援などのほか、これまでの全国一律

も少なからずいます。
このほかにも、それまで要介護１か

レンタルも貸与基準を厳格化すること

が、要支援の人たちが利用しているの

世帯が急増している中で、高齢者の日

れや雪かき、弁当の配食を通じた見守

が検討されています。

は大半が生活援助のため、
「ヘルパー

常生活をどう支えていくのか。増え続

▽市町村の力量が問われる

サービスの内容の見直しもありま

を家政婦代わりに使っている」などの

ら入所できた特別養護老人ホームも

す。介護保険の利用者約４００万人の

りや、生活支援と医療と介護が一体と

ける認知症高齢者にやさしい地域づく
そうした議論を詰めることなく、生

なった地域包括ケア体制の構築など、

批判が絶えませんでした。

けのサービスの中で、訪問介護と通所

活援助自体をいわば地域に丸投げした

うち約１１０万人を占める要支援者向
介護（デイサービス）の２つは全国一

7

特別養護老人ホームの入所を原則として要介護３以上の人に限定（2015年４月～）

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

あったか情報

寄稿

孝

２０２５年問題と住民主体の助け合い活動
林

発を目的に、昨年５月に発足しました。

これまでに区内各地域で定例の連絡会

を 回、研究会を６回、区・社協・連

絡会共催の「助け合いのまちづくりを

進めよう 江東区地域福祉フォーラム」

を超す町会・自治

を３回開催しています。

連絡会には、

支え合いの体制づくりが期待されてい

の『助け合い活動の事例集』発行を予

す。連絡会では、３か年計画で区内で

事業」がスタートし、その一環として

私が住むコープ南砂は入居から 年

助け合い活動の紹介

コープ南砂での

定しています。

ます。

の担い手となる住民主体の助け合い、 会・ＮＰＯ・任意団体が参加していま

議」の設置が義務付けられ、生活支援

（江東区助け合い活動連絡会 事務局長） 小
私は、居住する江東区のマンションで 年前に「助け合いの会」を、

編集部から標記テーマの寄稿依頼を受け、読者の皆様の参考になれば

と思い、東京下町・江東区での住民主体の助け合い活動の取り組みを

江東区助け合い活動連絡会の活動
江東区では平成 年４月から「総合

る中、この間、介護保険制度の見直し

目を迎えた、全戸１６５戸の居住者の

への介護予防の訪問看護や通所看護の

全国一律に給付されていた要支援者

行の介護保険法改正により、これまで

よる地域包括ケアシステム）が設置さ

や「地域ケア会議」
（多職種の協働に

人配置、「下町支え合い会議」
（協議体）

合い推進委員）が社会福祉協議会に４

問題」とは、われわれ団塊の世代が

塊の世代”の一人です。
「２０２５年

私は約８００万人いるとされる“団

介護保険制度の見直し

２０２５年問題と

よる介護予防・生活支援サービスを提

主体の取り組みを含めた多様な主体に

事業」
）で、地域の実情に応じ、住民

日常生活支援総合事業」
（以下、
「総合

でに各市区町村は「新しい介護予防・

情報交換の段階にあります。

域ケア会議に参加していますが、まだ

表の一人として下町支え合い会議、地

主導の支援体制づくりで、私も住民代

これは厚労省の制度設計に基づく行政

紹介させていただきます。
れている問題です。

50

生活支援コーディネーター（地域支え

サービスが介護保険の対象から市区町

２０２５年には後期高齢者と呼ばれ

江東区助け合い活動連絡会は、区の
供することになりました。この「総合
事業」に伴う生活支援体制整備事業の 「総合事業」と連携し、区内で住民主

る 歳以上に達し、日本の 歳以上の
比約 ％）になることで、介護・医療

高齢者人口が約３、
５００万人（人口

ディネーター」
（地域支え合い推進委

一環として市区町村に「生活支援コー

ワークと交流、助け合い活動の普及啓

動などに取り組んでいる団体のネット

体の助け合い活動や見守り、サロン活

費等の社会保障財政の崩壊が懸念さ

12

が進められています。平成 年 月施

高齢化が進行し社会保障費が急増す

••••••••

れ、それぞれ活動を開始しています。

4

村の事業に移管され、平成 年度末ま

27

29

員）の配置や「協議体」
、
「地域ケア会

65

37

東京都生活支援コーディネーター視察研修（
「コープ南砂集会室」
）

28

12

２年前に「江東区助け合い活動連絡会」を発足させ活動をしています。

••••••••
75

30
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あったか情報

ションは築年数が経つと、住宅設備の

顔が見える中規模集合住宅です。マン
時預かりなど）

の開催、保育園等への送迎、子供の一

⑤ 子育支援（子ども向けイベント

フォーム相談、各種契約手続きの相談、

⑥ 相談活動（住宅設備の改修・リ

老朽化とともに居住者の高齢化が進
み、単身・夫婦二人暮らしの高齢者宅
が増えてきます。

の昔遊び、縄跳びなどを楽しんでい
ます。
〈包 丁 研 ぎ デ ー〉 年 ４ 回（ ６ 月・ ９

月・ 月・３月）
、敷地内公園で開催
し、毎回 本前後の申し込みがあり
ます。利用料は１本３５０円、自分
で研ぐ人は無料で利用できます。

請求書」にて現金で支払います。

〈広報
 活動〉会員へのお知らせは、助
け合いの会ニュース（隔月発行）を

会員宅に配布、
ふれあい喫茶室やキッ

ズクラブの案内、各種イベントは掲

示等で案内しています。

〝助け合い〟
の文化、
取り組みを広めよう！

高齢化社会が進む中で、介護保険制

け合いの会は、相互にできることで手

助け合いの会の活動 コープ南砂助

け合いは高齢者から子どもまでが対象

定期的な活動 集合住宅や値域での助

キングや観桜会、講習会などの開催）

い喫茶室や趣味のグループ活動、ハイ

います。

営、利用方法などは次のように行って

会の運営と財政、利用方法 会の運

を開催し、楽しんでいます。

はハイキング、正月には七福神巡り

援が望めないことから、地域の住民に

公的な福祉サービスだけでは必要な支

まっています。現状の介護保険制度や

主体になって助け合う仕組みづくが始

立を促す生きがいづくり活動。ふれあ

⑦ 親睦活動（会員相互の心身の自 〈観桜会・春と秋のハイキング〉 毎年

月初旬には観桜会、６月と 月に

や金銭など専門的なものは除きます）

コ ー プ 南 砂 助 け 合 い の 会 は、 その他日常的な生活相談。但し、法律
２００６年に自治会の呼びかけで設立
した会員制の互助会組織で、設立から
年、会員世帯数は１３５軒（自治会

を貸し合うことで、会員・居住者が

となります。当住宅では次のような定

度の見直しもあって今、各地で住民が

心豊かに、安心して暮らせるコミュニ

（経費は会が補助）です。お茶を飲 〈会の財政〉 会の財政は、入会金（出

資金３千円）と年会費（千円）
、利用

室で開催しています。参加費は無料

自治会活動の一環として次のような活 〈ふれ
 あい喫茶室〉女性たちが中心の
「日中の通い場」として毎月２回集会

は必要に応じ随時開催しています。

構成し、隔月開催（年６回）
、事務局

すが、地域にはまた多様な人材が暮ら

いて、地域的な特性や条件も異なりま

すます増えていきます。マンションや

地域での助け合いのニーズは今後ま

よる相互扶助で助け合おうという試み

の利用件数は、各種イベントや親睦活

料、雑収入で賄っています。利用料

しています。

地域には様々な考え方を持った住民が

動を除いて、年間２５０件を超えてい

歌や健康体操、参加者の趣味をいか

は３５０円／ 分で、うち３００円
毎回１５人前後です。

みながらの“おしゃべり”を基本に、

① 保守修理（住宅設備の不具合点

した手芸や料理、介護予防の講習会

取付けなど）
② 家事支援（粗大ごみなどの搬出、

お住いの地域やマンションで“あった

会則、資料などをお届けしますので、

申込書か電話で申し込みます。事務 り組んでいただければ幸いです。関心
局長が支援者と日時を調整します。 のある方には、当住宅の助け合いの会

かサポート”となる助け合い活動に取
会室・敷地内公園で毎月１回開催し、

利用料は、支援活動終了後に事務局

たちが異年齢で元気に遊べる場を集

④ 介助支援（散歩付き添い、車椅

絵本の読み聞かせや四季折々のイベ

役所等への車での送迎、付き添い）
子介助、話し相手など。但し、専門的

本誌編集部までご連絡ください。

包丁研ぎ、
買い物代行、
食事の支度など） 〈コープきっず〉 子育て支援の一環と 〈利用

 方法〉 助け合い活動の利用申込
して、小学生・幼児を対象に子ども
みは、管理室または事務局に所定の

50

長が発行する「助け合い活動利用料

③ 外出支援（買い物や病院、施設、

30

ます。
検、水栓器具や照明などの交換、網戸

なども取り入れています。参加者は

そこで、紹介したコープ南砂での取
は支援者に謝礼金で支払い、 円は
会の手数料（運営費）にしています。 り組みを参考に、本紙読者の皆様に、

動に取り組んでいます。助け合い活動

ティづくりに寄与することを目的に、 期的な活動にも取り組んでいます。

11

13

会員世帯の約 ％）です。

40

12

です。

4

〈会の
 運営〉 会の運営は運営委員会・
事務局で行い、運営委員会は 人で

85

ント、お手玉、けん玉、石蹴りなど

介護は除く）

9

12

連 載 ③

浜 上 知 子

就労支援の現場から見えること
就労支援員

生活困窮者自立支援法は、生活保護の受給者を対象とし

なった時、多くの人が仕事を続けるべ

れど「こんなはずじゃなかった！」と

えながらの船出です。就職してみたけ

るかなど、たくさんの不安と期待を抱

たな環境で自分が職務に十分対応でき

うなことをしていたことから、今回

場合相談者がこれまでも何度か同じよ

かが嘘を言っているわけですが、この

の言い分が食い違っています。どちら

でした」との返答がありました。双方

連絡したのですが、送られてきません

むしろ（大人なのに）なぜ嘘をつく

きか辞めるべきか悩みます。何があっ

で本人が自信をなくし次の仕事に踏み

のか考える必要があります。生活保護

も相談者が応募していないのにしたと

出しづらくなってしまうことがありま

受給者は就労阻害要因がなければ担当

ても続けたほうがいいとは思いません

す。せめて次は長く続けられる仕事に

のケースワーカーから就労指導を受け

言っているような気はします。まあ、

就けるよう支援したいとは思うのです

ます。就職活動の状況を報告すること

（体調を崩すくらいならやめたほうが

が、こちらもあらゆる事業所の（人間

も求められるので、その人も活動をし

刑事ではないので証拠を見せて自白を

やく見つかった仕事でしたが、辞めて

関係も含めた）情報をすべて把握する

ていないのに活動をしていると言って

いい場合もあります）が、短期間で辞

生活保護受給者やひとり親家庭、生

しまったようです。次回の相談予約を

ことはできないので、
「絶対に辞めよ

いる可能性があります。ではなぜ就職

求めるようなことはしませんが…。

りがいもあり楽しい仕事なのですが、 とって電話をおき、深いため息をひと

活困窮者の就労支援をしています。や

つ。また仕事を探そうという時に相談

うと思わない最高の事業所」を紹介す

活動をしない（またはできない）ので

めたり離転職を繰り返したりすること

時おり「魂をもっていかれる」と思う

者から再度思い出してもらえたことは

るなんてことは夢の話です。

ています。今回は、その最終回のレポートです。

ほど困難な場面もあります。ここでは

就労支援員としてありがたいと思う反

ある単身男性が言っていたことを思

しょうか。

困難場面の例を挙げて、就労支援のあ

職場への定着支援をもっと積極的にし

ひとつのゴールともいえますが、相談

就労支援員にとって相談者の就職は

た」と本人は言います。事業所からの

類を送ったら不採用で返却されまし

うと連絡した時のことです。
「応募書

か出なかったので、本人に結果を聞こ

担当する相談者の選考結果がなかな

た。身体的に働けないわけではありま

の目には深い孤独が浮かんでいまし

に来週はくるんだろうかと」
。その人

だろうかと不安になるんです。自分

時ふと自分は来週どうなっているの

来週のお知らせが流れますよね。その

い出します。
「テレビなどを見ていて

す」と聞き覚えのある声の相談者から

者にとってはスタート地点です。就職

採否通知をＦＡＸしてもらおうと思っ

ていれば退職まで至らなかったかもし

の電話。なんだかいやな予感…。
「実

前に聞いていた労働条件と実際に入社

せん。ですが、面接に行く身なりや服

■就職しても短期間で辞める

は先日仕事を辞めまして、また就職の

してからの労働条件に相違はないか、 て私が会社に連絡したところ、求人担

装を整える、写真を撮り履歴書を書

れないという思いも頭の中をかけめぐ

相談に行きたいのですが」
。ああ、や

当者から「何度か応募書類を送るよう

ります。

はり予感は的中です。何社受けてもな

人間関係はうまくやっていけるか、新

「以前就職でお世話になった○○で

かなか決まらず、数か月かかってよう

■就職活動に前向きになれない

面、就業中でも本人にまめに連絡して

••••••

り方を考えたいと思います。

ていない。しかし、
支援の現場では、
様々な困難と立ち向かっ

••••••
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ある気はします。いずれにしろ就職活

というあきらめや自信のなさも背景に

接に行ってもどうせ受からないだろう

ているのかもしれません。あるいは面

をかわすためについ嘘をついてしまっ

ギャップがある場合、厳しい就労指導

とと自分ができることとの間に大きな

す。ケースワーカーから求められるこ

神状態にある人はかなりの割合でいま

ないとわかっていても踏み出せない精

ドルを感じてしまい、やらないといけ

答えする、そのようなことに高いハー

く、面接に行って採用されるよう受け

した例もたくさんみているからです。

は、就労することによって人生が好転

でも私がこの仕事を続けていられるの

をもっていかれそうになります。それ

ろで進めざるをえないことが多く、魂

は、本人の幸福とは全く関係ないとこ

感情しかもてない人に対する就労支援

を極めます。働くことにネガティブな

したケースの就労支援はしばしば困難

じ、就労意欲や働き続ける能力が低下

な理由から働くことにしんどさを感

一方、前述した二例のように、様々

ば就職につながる例も多くあります。

います。

という仕事はやはり幸せな仕事だと思

おり、そこにかかわれる「就労支援」

動に前向きになれていない状態です。 「働くこと」が人に与える力を信じて

■「就労支援」という仕事
就労支援の相談現場における困難場
面を二例挙げました。いずれもよくあ
るケースですが、それに対して私なり
の解決方法が見つかっているわけでも
なく、どうすればいいのか今も毎日悩
み続けています。
就労意欲が高く働く能力もある人の
就労支援は比較的容易です。条件に合
う求人を提示すれば短期間で就職を決
め、その後も元気に働き続けています。
また、就労意欲は高いけれど働く能力

11

が不足している人に対しては、職業訓
練を受けてもらうなど能力開発をすれ

今年も「きょうと地域力アップおうえんフェア」
に参加しよう！

NPO 法人の活動を広く市民に知らせるための「きょうと地域力アップおうえんフェア」

（京都市が主催）が2018年３月４日の午後１時～午後５時までの間で、ゼスト御池を会場に

開催される予定です。昨年は当法人も参加し、社会保険労務士が中心になって労働問題や年金

など市民の身近な課題について相談活動を行いました。本年もブース出展を申込んでいますの

で、皆さんのご参加をお待ちしています。

身近に迫る５年有期雇用労働者の申出による無期雇用への転換問題、長時間労働やハラスメ

ントなどの労働相談、そして適用範囲が拡大された公的年金、その受給資格期間が25年～10

年に短縮された問題など、今後広く市民に周知され、啓発されなければなりません。

当法人では、お仕事の悩みや生活に関わるテーマについて、「草の根の学習会活動」の開催

を呼びかけています。是非、今回のブース出展を契機に皆さんの地域や職場で年金・医療・介

護と待機児童など子育て支援に係る学習会の場を設けませんか。

日

時：2018年３月４日

午後１時～午後５時

会

場：ゼスト御池（地下鉄東西線「京都市役所前」下車）

内

容：ステージライブ、ゲーム大会、ステージ発表、ブース出店など

当法人は、労働問題や公的年金相談に応じます。

寄稿

西

岡

正

次

場。雇用型と非雇用型）といった支援

付き就労の情報が、３者の交渉・調整

で新しいテーマとなり、企業等も、相

談者も初めての経験として広がってい

る。また、相談者が就労体験といった

ステージからキャリア開発を始めるた

め、そこからどのような能力・技能が

獲得できてキャリアの選択肢をどう広

度等の動きや政策課題を取り上げてい

度をめぐって、生活困窮者自立支援制

者と求人者である企業等の２者間の交

ている。職業紹介中心の支援では求職

段階まで、様々なステージにまたがっ

どちらも困窮や孤立をふせぐ新しい制 （離職トラブル等の対応も含め）等の

て定着し、若者の就労支援やキャリア

企業と連携した職業体験の仕組みとし

布施北高校のデュアルシステムは地域

研究会」
（注）で紹介された大阪府立

当館が実施する「高校生の進路保障

げられるか、就労やキャリアの見通し

る。私は「就労支援」というわかりや

渉・調整が前提となっているが、就労

開発支援の可能性を感じさせてくれ

カバーする範囲が広いことも理解され

すい言葉の背景にある混乱、誤解を考

支援は各ステージで就労を希望する相

た。
「怒られるだけのアルバイトより、

前大阪市立大学）
、有田朗先生（ぎふ

えてみた。

談者（以下「相談者」
）と、体験や雇

職場や作業を通じた能力の獲得を実感

感の有無が体験プログラムの良し悪し

●就労支援って？

用で対応する企業等、そしてこの両者

できるデュアルの方がいい」と振り返

ていない。相談の段階から、個々の

特に全体像が見えないのが自治体の

にかかわる支援（機関）者という３者

る感想に、勇気をもらった。デュアル

ＮＰＯセンター）との編著「生活困窮

就労支援であろう。年代別・対象別に

の交渉・調整の過程となり、さらに

システムによる就労体験は単なるアル

を決めることになる。習得した能力や

サービス提供する各部署で付随的に行

様々な生活支援等も重なり、関係する

バイト経験とは異なり、
「計画された

者支援で社会を変える」（法律文化社）
、 事情を踏まえた就労準備の段階、職業

′Ａワーク創造館

就労支援施策の変化と就労体験

若者の就労支援と定着が社会

われる相談支援が就労支援の実態であ

アクターはさらに複雑だ。

偶然」として彼らにキャリアの見通し

技能を書き込む職務経歴書の内容、表

る。また産業や労働、人口対策の部署

を実感させているようだ。こうした就

もう１つは宮本太郎先生（中央大学） 紹介など就労に向かう段階、そして定

あったかサポートに集い共に活動さ

では福祉や医療の利用者は施策の対象

● 者
 の交渉・調整によって、変わる
こと

労支援のステージを地域間で共通にし

現も変わることだろう。

れる皆さん。あけましておめでとうご

として検討されることはない。最近テ

求人情報とは別に、体験やインター

編著「転げ落ちない社会」
（勁草書房）
。 着や就労継続の支援段階、さらに転職

昨年、私は就労支援施策の動きや自

レビでがん患者が支援や相談を利用し

て、広域で体験プログラムを連携させ

ざいます。
治体の役割について２冊の本を発表す

ながら働く姿を「〇〇ながらワーカー」 ンシップ、就労訓練事業（訓練付き就

る機会を得た。

1

（大阪市立大学）
、岩間伸之先生（故人。 として描くＣＭが新鮮だ。就労支援が

つは五石敬路先生

る事例も登場している。大阪府泉佐野

•••••••

労呼ばれ生活困窮者自立支援法で登

したので、紹介します。

第一人者からのご寄稿を頂きま

的課題となっている現在、その

•••••••

3
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間から若者が集まっている。そしてそ

連携した就労支援の評判を聞いて阪神
本田由紀（東京大学・教育学部教授）

菊池伊代（高校生の進路保障研究会）

講 演：
「高等学校教育の職業的意義 筒井美紀（法政

 大学・キャリアデザイ
―若者、学校、社会をつなぐ」
ン学部教授）

市の若者支援団体が実施する農業等と

こから弘前市のりんご園や加賀市のな

＊他に
 シンポジストとして大阪府立の
学校長二人、′Ａワーク創造館館長
など

主 催：高校生の進路保障研究会

問合せ：
′Ａワーク創造館

（大阪地域職業訓練センター）

電 話：０６―６５６２―０４１０

申込期限：２０１８年 月 日（金）

ＦＡＸ：０６―６５６２―１５４９

執行委員長

宮

脇

会社に積極的な提言ができる労働組合をめざして
近鉄ビルサービス労働組合

皆様が良いお年をお迎えになられまし

「清掃」という職種ではないでしょう

思い浮かばれるのは「設備」
、
「警備」
、

か。その他業種としまして、
「建設施

工事業」
、
「プロパティマネジメント事
弊社は、本社所在地を大阪市中央区

り、大阪府、京都府、奈良県、愛知県、

ション事業」も業務として担ってお

会社の紹介

たことをお喜び申し上げます。

あけましておめでとうございます。 会社というと、一般的によく皆さんが

力

新年にあたり労働組合、弁護士、京都府のそれぞれの立場からお三方に当法人の活動に対し、期
待と要請を込めた文章が寄せられました。なお、中小企業の経営者と社会保険労務士からもご寄稿
を頂いていますが、紙面の都合上次回の春号でご紹介させて頂きます。
（編集部）

● あったかサポート活動への期待 ●

び～」

報 告：
「生 徒が起きてるキャリアの
授業～教室観察から得た学

し園の体験プログラムに参加できる事
業が始まっている。新しい土地に居を
移して支援付き就労に挑戦する若者も
生まれている。就労支援のプラット
フォームが地域間で整えば、個々の支
援プラン情報が載った「就労カード」
を利用して、より広域でキャリアを選
択し開発できる可能性も広がる。就労
やキャリア開発をめぐって、支援者を
含めた３者間の交渉・調整の仕組み
が、今後の「働く」
「働き続ける」を
支える施策の課題になりそうだ。今年
も引き続き生活困窮者自立支援制度を
はじめ労働や雇用、生活保障をめぐる
自治体・地域の動きを見守っていきた
い。

シンポジウムのご案内
テーマ：
「高 校生の進路保障を考える」
～大阪府立西成高校、布施北

に置く、１９７２年（昭和４７年）に

岐阜県、三重県、東京都、千葉県、福

業」
、
「各種不動産事業のコンサルテー

日 時：２０
 １８年 月 日（土）
時 分～ 時 分

設立し、従業員数２，４００人の総合

高校の実践から～

12

岡県におきまして、オフィスビル・官
3

20

30

1

1

ビルメンテナンス会社です。ビルメン

13

13

会 場：アウ
 ィーナ大阪 近鉄大阪線大
阪「上本町」駅から徒歩 分

30

16

公庁・病院・福祉施設・学校・銀行・

して、社会人へは、経営力の向上や企

あったかサポートへの今後の期待と

現在の執行部は、設備関係者２人、 いことで、学習する機会が少ないこと

業法務全般の実務的教育を基本とし

きることは、上部団体へ加盟していな
から、大変ありがたく、法改正の内容

た、育成・成長に繋がる教育の場とし

状況に合わせて活動しています。
営業関係者２人、事務関係者１人と

や実務的な人事労務管理についてのア

金融機関・百貨店・ショッピングセン
タ ー・ ス ー パ ー・ ホ テ ル・ レ ス ト ラ
なっています。
近年は、社内外の多様化する価値観

いこと、困ったときの対処方法等を学

ン・テーマパーク・遊園地・美術館・
スポーツ施設・駅ターミナル施設等に
により、柔軟な発想や対応に適用する

また、労働政策・社会政策に関する

びたい方が学べる場としてのセミナー

的に研究をされている方、実務に携わ

渉において、交渉時の考えや方向性を

労働組合へは、使用者側との団体交

て、これから社会人となる学生へは、

おいて営業を行っています。中でもや
ことが求められ、人や企業、社会の考

項目のセミナーも開催されており、講

の企画を継続させてほしいです。

そのような中、顧客に合わせた柔軟

り問題解決に向けて支援されている方

労働組合や従業員側からの解釈だけで

ドバイスや問題点等を教わる有意義な

はり近鉄グループ関連施設の管理が多
え方等、ひと昔前とは劇的に変化して

師陣も幅広い学識をお持ちの方や専門

なサービスの提供を迅速かつ正確・安

を招かれ、何が問題か、どのような解

はなく、使用者側からの目線も交えて

社会人生活が始まる前に知っておきた

いです。皆さんも一度は、私たち社員
いるように感じています。

全に応えられるよう業務に取り組んで

決策があるのかを一緒に考えさせても

場となっています。

を見かけられたことがあるかもしれま

職種により様々な制服があります

いるため、通常業務以外に労働組合の

らえる見識を深める場となっています。 の支援をいただけるＮＰＯ法人であり

せんね。京都では有名なテレビ局と勘

が、社名ロゴ【ＫＢＳ】が入っており

職場代表として代議員や中央委員へ立

る方の体験談を含め、幅広い情報交換

や企業へ経営アドバイスを本業とされ

らご支援をいただき、企業経営者の方

より、お会いすることのできる方々か

時に、頼りになる組織であり続けるこ

共有や情報発信の場とし、何か困った

うＮＰＯ法人であり、会員相互の情報

に集まり、楽しめるイベント開催を行

また、老若男女の異業種の方が気軽

違いされることもあるそうです。

ますので、今後、もし見かけられまし

候補してもらえる方が少ないのが現状

をさせてもらえることは、本当にあり

とを切に願います。

続けてほしいです。

たら注視してください。いつものよう
です。

あったかサポートは、労働関連法教

がたいことであり、深く感謝しており

何かのご縁があり、入会することに

に頑張ってくれていると思います。

私たち労働組合は組合員１，２５０

育宣伝活動をはじめ、
労働相談、
行政・

ます。

労働組合とあったかサポートの接点

人の組織であり、昨年９月に、おかげ

他団体とのネットワーク連携・協働活

労働組合の紹介

さまで組合結成 周年を迎えることが

あったかサポート主催行事へ参加
政の方、大学関係者、労働組合関係者、 とができること等、今まで自分には発

し、初めて気づかされることや知るこ

上部団体へ加盟せず、専従役員無しと

労働組合としては、専門士業の方か

使用者側の目線を意識した研修を

学びの基になっています。

その他異業種の方が入会されており、 想がなかった考えを持つことができる
それぞれの立場の意見等を聴くことが

おり、組合の執務にあわせて離職する、

ら直接労働関連法のセミナーを受講で

できる貴重な場となっています。

あるいは、非番・休日の日に各職場の

め、普段は各職場で通常業務を行って

専従者無しということになりますた

いう状況で活動を続けています。

できました。
動等多方面でご活躍されており、会員
しかし、組合結成時から現在まで、 の中には、企業経営者、士業の方、行
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14

弁護士

私なりの理解では、弁護士の活動を通

古 家 野

晶

子

るＮＰＯ法人の強みだと思います。先

行きの見えづらい世の中だからこそ、

明確なビジョンのもとに人々の願いを

つむいでいくことが大切ではないかと

思います。

【２】
「あ ったか企業」を生み出し、
支える活動を

「ＮＰＯ法人あったかサポート」の

可能にする「あったか社会」の創造を

る」とあるように、人々の「共生」を

会の創造に寄与することを目的とす

より、人間性あふれる、住みやすい社

決への糸口を見出す活動を行うことに

３条に「…共助の視点に立って、…解

「あったかサポート」でも、定款第

目指すものです。

社会、いわば「共生」の社会の実現を

それぞれが幸せを追求できるフェアな

社会で生を受け、死を迎えるまでの間、

ポートの諸活動の位置づけもより明確

のではと思います。また、あったかサ

支援者、協力者を得ることにつながる

識をもつ地域の人々を惹きつけ、広く

が表現されたものとなり、同じ問題意

あったかサポートならではの問題意識

いる「あったか社会」の姿をイラスト

たりますが、その活動の先に見据えて

あったかサポートの活動は多岐にわ

らし、
よい人材を惹きつけるなどの「プ

適切な労務管理は、企業に活力をもた

を見出すべきではないかと思います。

ための知恵としてもっと積極的な意味

がありますが、労務管理は人を活かす

また、
「事業は人なり」という言葉

に活かすことができないだろうかと考
かがでしょうか。
そこに描かれる「あったか社会」は、 えてきました。

等でわかりやすく具体化してみてはい

ラス」
を生み出し得るものです。
「共生」

連携し、紛争から得られた知見を平時

にあたるたび、専門家どうしがもっと

ます。弁護士として労使間の紛争対応

な負担となりますし、コストもかかり

紛争は、労使ともに、精神的に大き

設立趣意と素敵な名前に惹かれ、昨秋

目指されているようです。私も一会員

になり、活動のさらなる発展につなが

の思想のもとに労務管理を進める企業

【１】目指
 すべき「あったか社会」
の具体化を

入会させていただきました弁護士の

として、そうした社会の実現に寄与で

るかもしれません。

じ て「 Happiness & Fairness
」を追求
することだと考えています。人がこの

古家野晶子と申します。２００８年の

きればと思っております。どうぞよろ

「あったか」という言葉に惹かれて

弁護士登録後、主として、企業の人事

さて、弁護士の立場から「ＮＰＯ法

ようにアプローチしたかが明確にされ

すべき「あったか社会」に向けてどの

を迎えるいま、専門家の経営者に対す

労働市場や労働法制が大きな転換点

は、まさに「あったか企業」とも呼び

しくお願いいたします。

従事してきたほか、事業再生、債務整

人あったかサポート」に期待して、３

ると、支援者へのフィードバックとし

る提案力が一層求められるとともに、

さらに、毎年の事業報告でも、目指

労務に関する相談業務や紛争対応に
理、
相続、
離婚等様々な案件を取り扱っ

つの提案をさせていただきたいと思い

ても効果的ではないでしょうか。
社会に向けて「こうありたい」を自

につながる可能性も広がっています。

労務管理上の創意工夫が企業の競争力

うるのではないでしょうか。

て参りました。

ます。

的人権を擁護し、社会正義を実現す

由に提案できることも、民間団体であ

弁護士法１条には「弁護士は、基本
ることを使命とする。
」とありますが、
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「弁護士の立場からＮＰＯ法人の活動に期待すること」
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冬号
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り組み、専門家どうしが、事例検討会

か企業」を生み出し、支える活動に取

あったかサポートでも、是非「あった

先度の高いテーマではないでしょう

の経営に資する労務管理サポートは優

の向上や就労面でのサポート、保育園

が考えられます。保育士の地位・処遇

えられます。行政サービス等の穴や不

と連携した復帰後の就労サポートも考

娠中の就労サポート、子育て支援団体

か。このほか、産婦人科と連携した妊

みを進めていけたらと思います。

案するようなＮＰＯならではの取り組

足を見つけ、課題に対する解決策を提

中

川

多 鶴 子

関するアンケート調査」によると、ア

課長

澤井理事長をはじめ、役員並びに会

ルバイト経験者のうち、３人に１人が

労働・雇用政策課

である赤ちゃんや子どもたちに、また

員の皆様方のこれまでの御努力と御熱

「学業に支障があり」
、
４人に１人が「何

京都府商工労働観光部

京都府の労働・雇用行政の立場から期待すること

や研究会を通じてつながり、企業に対
する提案力を磨く場を共有できればと
思います。

【３】
「あ ったか未来」のために子
どもたちを支える活動を
女性活躍推進は、女性の経済的自立
や社会的地位の向上という点では歓迎

それを守ろうとする母親をはじめとす

意に心から敬意を表します。

ですが、一方で、社会で最も弱い存在

る養育者に、過度な負担や皺寄せが生

いるように対策が遅れています。
する人々とともに、共助の視点に立っ
皺寄せは、離婚、孤食、貧困、虐待、 て解決への糸口を見いだし、人間性あ

ペ育児、小１の壁という言葉に表れて

保育士不足、保育の質の問題、ワンオ

めですが、現在もなお、待機児童問題、

を可能にする社会構造ではなかったた

てきたのは、育児や家事と就労の両立

これまで女性の多くが育児に専念し

ふれる住みやすい社会の創造に寄与

会保障に関する問題の解決を必要と

ＮＰＯ法人あったかサポートは、「社

の高校・大学等において実施していた

変有効な取組であり、これまでに多く

た場合の問題解決能力等を養う上で大

けるとともに、労働トラブルが発生し

保障制度の活用のしかたなどを身につ

との意義や労働者の権利・義務、社会

関する基礎的な知識を習得し、働くこ

てほしい労働関係法制度や社会保障に

は、若者が社会に出る前に知っておい

校生や大学生を対象とした出前授業

とりわけ、教育・宣伝活動の中で高

多く存在することは、憂慮すべきこと

いままアルバイトや就職をする若者が

このように、基礎的な知識を持たな

半数に満たない結果となりました。

賃金支払いが必要」を知っていたのは

務命令により行う準備・片付け時間も

労働条件通知書の交付が必要」や「業

識については、
「雇入時には労働者に

回答しています。また、労働法制の知

に１人は「誰にも相談しなかった」と

さらにトラブルを経験した際に、４人

らかのトラブルを経験した」と回答し、

じているのではないかという点で大き

非行、引きこもり等様々な形で弱いと

する」ことを目的に、情報発信活動、 だきました。

な懸念があります。

ころに現れます。
「あったか未来」の

教育・宣伝活動、
相談活動、
ネットワー

議会（京都労働局、京都府、京都市） により、一人でも多くの若者が正しい

知識を身につけていただくことを期待

であり、あったかサポートの出前授業

ために、
子どもたちの養育環境を「あっ

ク活動の４本柱を軸に様々な活動を

が実施した「学生アルバイトの実態に

昨年度、京都ブラックバイト対策協

たか」くする取り組みが急務です。

精力的に展開してこられました。

労務面からもいくつかのアプローチ
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あったか情報

しています。
京都府においても今年度から新た

さて京都府内の雇用情勢は、有効
求人倍率が１・５倍台の高水準で推移

に、京都労働局、京都市、府市の教育 （平成 年 月時点）する一方、若者

著書紹介

また、あったかサポートの活動のう

ます。

に労働教育の充実を図ることとしてい

に向けた取組を進めており、今後さら

や大学等でのワークルール教育の充実

ル等教育充実会議」を立ち上げ、高校

対し奨学金の返済支援制度を設けてい

的な負担の軽減を図るため、従業員に

足の解消と従業員の定着、若者の経済

今年度から新たに、中小企業の人材不

を大切にする京都ならではの働き方改

京都府においては、
オール京都で、「人

る「男性稼ぎ主モデル」の転換の必要

期課程に入学した時、私は日本におけ

たものです。２０１３年４月に博士後

に提出した博士論文に加筆修正を施し

用化の促進に取り組むこととしており、 学大学院社会学研究科社会福祉学専攻

革」により、人材確保・定着と正規雇

性を強く感じていました。本書でいう

ことは、大きな問題です。

さまざまなリスクにさらされてしまう

また、降りざるを得なくなった場合に

その役割から簡単には降りられない。

想定しているがために、男性も女性も

の早期離職や、業種や地域に関係なく

ち、
「相談活動」についても大変お世

る中小企業に対する補助制度を創設す

委員会、大学コンソーシアム京都、連

話になっています。京都府が設置して

るとともに、就労環境改善サポートセ 「男性稼ぎ主モデル」とは、「男は仕事、

『
「稼得とケアの調和モデル」とは』
田 中 弘 美

いる「京都中小企業労働相談所」にお

女は家庭」の性別役割分業を基軸とし

人手不足が深刻化しています。

いて、平日夜間と毎週土曜日の労働相

ンターを京都テルサ内に設置し、就労

た家族モデルを前提とする社会・生活

こうした問題意識はこれまで幾度も

テムの根底にこのような家族モデルを

談については、あったかサポートの社

環境改善に取り組む中小企業を寄り添

保障システムのことを指します。

本書は、２０１６年 月、同志社大

会保険労務士さんが、いつも専門性の

い支援する取組を始めています。
今後とも、あったかサポートをはじ
て、労働・雇用に関する課題に対応で

なぜ「男性稼ぎ主モデル」は克服さ

め関係機関・団体の皆様と一緒になっ 「男性稼ぎ主モデル」の克服という課題

労 働 相 談 に つ い て は、 昨 年 度 は

きるよう、様々な取組を展開してまい

定した雇用」
「安定した家族」が、社

３１３０件の相談があり過去最高とな

ＮＰＯ法人あったかサポートの皆様

会状況の変化を受けてすでに崩れつつ

れなければならないのか。その理由の

関係（パワーハラスメント等）に関す

が活動理念に基づき、その時々の社会

あるからです。もう１つの理由は、こ

りますので、引き続き御支援と御協力

る相談が上位になっています。今後も

認識や課題を敏感に捉え、様々な活動

のモデルには人びとの生き方の選択肢

りました。特に非正規労働者からの相

様々な労働問題に関するトラブルや悩

にさらに取り組んでいただくことを御

の幅を著しく狭める側面があるからで

１つは、このモデルの前提とする「安

みに真摯に向き合い、相談者のよりど

期待申し上げますとともに、今後一層

す。というのは、社会・生活保障シス

をお願いいたします。

ころとなれるよう、ご協力をお願いい

の御発展をお祈りいたします。

指導教員の埋橋孝文・同志社大学社会学部教授と著者

3

談が増加傾向にあり、労働契約や人間

す。

ただいており、心から感謝申し上げま

高い内容を分かりやすく丁寧に対応い

合京都に御参画いただき「ワークルー

10

たします。
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29

提起されてきました。しかし、なぜ日 います。それが、本書のタイトルにも 労・公的ケア型」
（典型国：スウェー
本ではなかなか「男性稼ぎ主モデル」 なっている「稼得とケアの調和モデル デン）
、
「断続就労・
（選択的）家族ケ
の克服が進まないのか。その背景には （
）
」です。これは、 ア型」
（典型国：フィンランド）
、
「柔
earner-carer
model
次のような課題があると思われます。 男女ともに稼得者としての役割と同時 軟就労・共同ケア型」
（典型国：オラ
第１に、そもそも「男性稼ぎ主モデル」 に、ケア提供者としての役割も果たす ンダ）という３類型として整理できま
ことを志向するモデルです（第２章）
。 す。また、以上のようなヨーロッパ諸

いますが、これらをどう評価するの

き方改革」などが進められようとして

分に議論されていないこと。第２に、
そのような理論的根拠にもとづいた政

討することにしました。まず、
「規範

そこで、私は次の３つの視点から検

ぎ主モデル」の克服に取り組んできた かで、実際には政治家個人や政党の考 です。
ヨーロッパの６か国（スウェーデン、 え、雇用主と被用者、男性と女性など、

としたのは、日本よりも先に「男性稼

類型」を提示しています。比較の対象

実現するための「政策パッケージの３

系の国際比較を通じて、このモデルを

続く「政策論」では、制度・政策体

政策の理想像や複数の選択肢があるな

を検討しています（第５章、第６章）
。 し、読者のみなさまとの活気ある議論

うな政策体系の違いが生まれるのか

な政策形成プロセスをを経て前記のよ

そして、
「動態論」では、どのよう

うした議論にいくばくかの材料を提供

モデルの枠組みや諸外国の事例が、こ

も大きいです。本書の提示する規範的

いま日本では、
「女性活躍」や「働

しています。

るための具体的な方策をいくつか提案

日本が「男性稼ぎ主モデル」を克服す

るのではないかという予想とともに、

国に比べて、日本の現状はまだまだ低

か、今後日本はどのような方向を選択

に代わるような理論モデルについて十

い水準にあることもみえてきます（第

すべきなのか、まだまだ不透明な部分

論」＝従来のモデルに代わるどのよう

立場や考えの異なる多様なアクターの

欧州における 類型とは

３章、第４章）
。

な社会・生活保障システムをめざすべ

フィンランド、フランス、ドイツ、オ

力関係や相互交渉によって政策の形は

策論議が行われていないことです。

きか。次に、
「政策論」＝その新たな

ランダ、イギリス）です。

新たな生活・社会保障システムをめざして

モデルはどのような政策によって実現

からの移行の「目的地」と「経路」の

のように編成されているのかをみてい

の労働政策といった各施策が各国でど

るのか。つまり「男性稼ぎ主モデル」 育児休業制度、パート労働の待遇など

形成に関与したアクターへの聞き取り

イギリスを事例に、現地で実際に政策

私自身が修士号を取得した国でもある

まず、
「規範論」では、これまで国

の保障、母親だけでなく父親に対する

もに対するＥＣＥＣサービス利用資格

最後に、以上の検討を踏まえて、日

につながっていくとすれば望外の喜び

できるか。そして、
「動態論」＝その

探索です。この「規範論」
「政策論」
「動

調査から描き出すことを試みました。

内・海外の研究で論じられてきた「男

休業制度など、一定の共通点がみられ

から個人単位への移行、すべての子ど

性稼ぎ主モデル」とは異なるモデルに

日本的規範モデル変革への示唆

関するレビューから、今後わたしたち
が目指すべき規範的モデルを提示して

ます。その一方で、決定的に異なって 本は前記の３類型のうち現実的には
いる部分もあり、その特徴は「連続就 「柔軟就労・共同ケア型」の方向を取

本書の特徴となっています。

態論」を１本の軸で結びつける試みが、 くと、税・社会保障における世帯単位

政策自体がどのように選択・決定され

税制・社会保障制度、ＥＣＥＣ（就 決定づけられていきます。そのような
学前幼少期の教育・ケアサービス）
、 政策形成のリアルなダイナミズムを、

3
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第 回

ける性差別を克服できるか」
「同一価値労働同一賃金」は、性差
別賃金を問うことに始まりました。正
規と非正規の「格差の是正」には、賃
金の年功的運用による査定など性差別
という根の深い問題が潜んでいます。
（京都女子大学法学部教授）

講 師：南野 佳代


「
『働き方改革』でこの国のワークライ

フバランスは、実現可能か」
女性正社員が男性並みに働くことを
迫られては、働き方改革の名に値しま
せん。ケア労働が外国人労働者に依存

attaka-support@r6.dion.jp

問合せ：電話０７５ー３５２ー２６４０

メール：

申 込：ＦＡＸ０７５ー３５２ー２６４６

主 催：ＮＰＯ法人あったかサポート

会 場：
「ひと・まち交流館 京都」
０７５―３５４―８７１１
京都
 市下京区 河原町５条
下ル東側
第 回

０００円
２０１８年 月 日（土） 参加費：１、
０００円）
午後 時 分～ 時 分
（３回連続の申込みは２、

（同志社大学 研究開発推進機
構及び社会学部特別任用助教）

２０１８年 月 日（土） 比較しながら考えることにします。
午後 時 分～ 時 分
講 師：田中
弘美

4

「
『同一労働同一賃金』は、働き方にお

30

30

２０１８年春季連続セミナー

4 31

4 7

4 21

メインテーマ「ジェンダー視点から

30

3

30

2

2

せざる得ない現状をイギリス、欧州と

19
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第１回 ２０１８年 月 日（土）
午後 時 分～ 時 分
「労働経済学の視点からの『女性の活
躍推進』と社会政策上の課題」
女性がのびのびと働いている職場
は、男性にとっても働きやすい職場で
す。そのため、どのような社会政策的
な課題が官民に突き付けられている
のかを考えます。
講 師：川口 章
（同志社大学政策学部教授）


2

2

3

『働き方改革』を問い直す」

3

30

4

30

国の「働き方改革」は、残業時間の抑制と労働生産性の向上を意図し
経済政策として進められています。そのため生産年齢人口の減少にもか
かわらず、労働力人口は増加しています。
それを支えているのは、主に高齢者、女性、外国人です。特にケア労
働の現場には、技能実習生という名の下に外国人女性労働者が増えるこ
とで「賃金の下方硬直性」が強まるのではないかと危惧されています。
いま政府は、
「労働時間法制」と「同一労働同一賃金」を二大看板に
労働法制を改正しようとしています。しかし、この国に根強い男女の性
別役割分業を前提にした日本的雇用システムの下で、女性にとって、働
きやすい労働条件や労働環境は改善され、健康や人権は守られるので
しょうか。そのような疑問から 人の研究者に異なる研究分野から今進
められている「働き方改革」について検証して頂くことにします。

••••••••••••••••

連載

栃木からの便り

木洩れ日（６） 
金魚湯おきん

年近く前、その温泉に老夫婦をご

案内したことを思い出します。政治学
者で晩年を東欧研究に捧げた前野良、
浅子さんご夫妻。前野先生は経済学の
井汲卓一氏との共訳『君主論』で、グ

裕

がこんなことを言った…とそんな気

ラムシの思想を体系的に提唱しまし

柏 倉
がした。
「風呂はつま先からへえるもんでご

を戦車で踏みにじったソ連・ワルシャ

た。ハンガリー動乱に続くプラハの春

に、古い銭湯がある。金魚湯とい

ワ条約機構軍の侵攻には、井汲氏と二

が湯にへえる作法ってもんでござん
前野さんご夫妻はすでに鬼籍となら

軍の即時撤退を求めたそうです。

人、ソ連大使館前で抗議文を読み上げ、

ざんす。波立てちゃあ、周りに迷惑が

それでも昼間から、風呂好きの常連
す」

場。着替えを放り込む大きな篭が無

３００円なり。おきん、また来るぜ。

りました。何が起こったのか、分かり

森の道で前野先生がいきなり横にな
ません。すると奥さんは「ちょっと坂

金魚湯おきんの前で、裸の客はすべ
て平等である。

せて、先生と小生たち夫婦 人は一

た。奥さんに聞くと、それはニトログ

もなかったように先生は歩き出しまし

り出して飲ませます。十数分後、何事

で先生の胸ポケットからカプセルを取

た。一生忘れないよ」

「いいところに連れてきてもらっ

かがようばかり。

ら湯ノ華が舞い上がり、満天の星は

緒に露天風呂に入りました。お尻か

がきつかったのかしら」と、涼しい顔

那須、塩原、奥日光、奥鬼怒など栃

リセリンでした。心臓に爆弾を抱えて

奥鬼怒の思い出

湯は熱い。熱い湯に、うーっとう

木には名湯、秘湯と呼ばれる温泉がい

た。

かるのが楽しみになりました。

腰を痛めてから、温泉にゆるりと浸

なりながら浸かる。ふと見ると、湯

くつもあります。
熊除けの鈴を鳴らし、 いたのです。

わらぬ風情になんだか嬉しくなっ

舟のわきに若い河童の女の石像。ひ

森と渓流を抜けて鬼怒川の源流を遡

ない。

言った先生のことを僕たちも忘れ

帰りの車中、ビールを飲みながら

と目、胸の盛り上がりで若いと分か

その夜、恥じらう浅子さんを説き伏
ると、人ぞ知るＴ温泉がありました。

たちのデカい声。背に観音様を彫り

ら聞こえてくるのは昔のお嬢さん

造作に積んである。大鏡の向こうか

低い番台にかすれた木造りの脱衣

木枯らしが吹き始めた休日の昼
なあるほど、これから河童の姐さん れましたが、奥鬼怒の源流を、温泉を
下がり、
久しぶりに金魚湯に行った。 をおきんと呼ばしてもらいやしょう。 目指して一緒に歩いていた時のことは
大汗をかき、
さっぱりして番台を出る。 今も覚えています。

が一人二人と暖簾をくぐる。

るので、半世紀を超えて今も営業を かかりやす。やせ我慢してぢっとへ
続けている。
懐かしい昭和の佇まい。 えって、来し方行く末を考える。それ

う。確か小学生の頃入った記憶があ

自宅から歩いて２ 、
３分のところ

30

る。見上げていると、目の前の河童

込んだ兄さんもいて、そんな昔と変

金魚湯

4
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あったか歳時記
衣姿の人たちで電車がいっぱい！とい
うこともしばしばです。
そして最近の秋、なんといっても盛
＝お正月雑記＝
り上がるのがハロウィン。いつからこん
山 本 和 子
なに日本に根付いたのか、それも日本
流に変化して、コスプレした人々 が渋
谷の交差点で渦を巻くのは、当然のこ
とのようになってきました。盛り上が
りでは、
クリスマスをもしのぐ勢いです。
行事を大急ぎで一巡りしてきましたが、
数ある行事の中でやはりお正月の存在
感は別格です。
（そうなんです。これを
言いたいための行事一巡りでした。
）
みなさまにはどんなお正月をお迎
もちろんお正月も、時代とともにか
えになられましたでしょうか？
わってきていることは多々あると思い
今 年 が 幸 多 い 年 に な り ま す よ う、 ます。
なにより世界の平和がたもたれます
私の子どもの頃は、年末から家庭も
よう、心より願っております。
世の中も、お正月を迎える高揚感に包
まれていたように思います。年末に大
掃除やお節料理の支度でせわしなく動
き回る大人のまわりで、うろちょろし
た り、お 使 い を 頼 ま れ た り し な が ら、
とんでもなく楽しいものがやってくる
ような気がしていました。ものも情報
も娯楽も、今より格段に少なかった時
代、昭和中盤のお正月を、いそいそと
うれしげに迎える家族の雰囲気を、長
谷川町子さんの『さざえさん』を読む
たび思い出します。
お 正 月 は、 幸 せ を も た ら す 歳 神 さ
各国にいろいろな行事やお祭りが
ありますが、日本は行事、最近風に
いえば、イベントの宝庫だなあと思
います。成人式には晴れ着の若者が
街にあふれ、豆まきは大きな神社仏
閣はもちろん、保育園や幼稚園でも
定番の行事となっているようです。
雛祭りにはお雛様大集合！のような
イベントもあり、お花見のにぎわい
は言うまでもありません。五月のお
節句には鯉のぼりがひるがえり、夏
祭りや花火大会も、会場へ向かう浴

まをお迎えするために、大掃除で家を
きれいにして注連縄を飾り、歳神様の
依 り 代、目 印 と な る よ う 門 松 を 立 て、
鏡餅をお供えします。もちろん地域に
より、様々な形があることと思います
が。お節料理も、海老は腰が曲るくら
いまで長生きしますように、きんとん
は金運に恵まれますよう、黒豆はまめ
に働けますよう、蓮根は穴があいてい
るので、先の見通しがよくなりますよ
うなど、いろいろな願いが込められて
い る の は ご 存 知 の と こ ろ と 思 い ま す。
初詣でも各地で賑わい、国民の大多数
ともいえる人々が、新年にこんなにも
幸せへの願いを込めるというのは、あ
らためてすごいことだと思います。
お正月も数日を過ぎれば日常にもど
り、迎えた新年は、決していいことば
かりはない。むしろ、多くのつらいこ
ととたたかう毎日にもなることを、た
ぶんみんなが知っています。それをわ
かっていな がらも、お正月はいったん
そういう日常を止めて、非日常であふ
れためでたいときとすることで、私た
ちが前の年から引きずってきた様々な
ことを、リセットするのだと思います。

お正月にも、お仕事をして下さって
いる方がいることを身をもって知り、
感謝とともに心に刻んで、少しでも
いい年にしてけたらと思います。

並べば、混雑の中メガネをなくすと
か、スリにあうとか、そういう心配は
なくなるのでいいようにも思えます
が、配給のように並 ぶのもどうなの
でしょうか？ 私はわらわら派です。
そして、数年前の大晦日に、急病
で救急車で運んでいただく、という
人生初体験をしたおり、大晦日にも

ちなみに我が家でお正月恒例のこ
 とといえば、隅田川七福神巡りです。
鐘淵の多聞寺から向島の三囲神社ま
で、素焼きの宝船に乗せる七福神の
ご分体をいただきながら巡ると、お
節料理とお雑煮にでぽんぽんになっ
たお腹も、少しすっきりします。と
きには正装の向島芸者さんに出会っ
たり、鳶さんのはしご乗りを見物で
きたり。
で も ここ 数 年 で 気 に な る こ と は、
きちんと２列や多くて４列くらいに
並んで詣でるのが、どこでも普通に
なってきたことです。当然な がらか
なり時間 がかかります。少なくても
１０年くらい前までは、もっとわらわ
らとつめかけ、わらわらとおまいり
していたように思います。きちんと

たとえ日々幸せです、という方にとっ
ても、このリセット がなかったらと思
うと、やはりかなり重い、つらいこと
になるのではないでしょうか？
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（冬）

新しい年を迎えることになったが、世界はどうもきな臭いにおいが立ち込めている。
核兵器をはじめとした戦争兵器の売買が進み、平和を願う民の声がかき消されそうに
なっている。
国内に目を転じると国の「働き方改革」が喧噪され、書店に出向くとその種の書籍
が所狭しと並んでいる。
「長時間労働の是正と生産性の向上」これが合言葉のように
広がってはいるが、一方で風呂敷残業が増えているとも聞かれる。
ワークライフバランスをこの国の日本的企業文化の中に根付かせるためには、男
女の性別役割分業を前提にした働き方やそれを前提に組み立てられてきた年金・医
療・介護などの社会保障制度改革について併せて議論されなければならない。しかし、
２０２５年問題として語られる高齢化と少子化対策が迫られてはいるが、社会の変化
に対応したセーフティネットの改革は蚊帳の外におかれたままである。
景気が回復、株価が上昇し、労働力が不足しているという。しかし消費の拡大が一
向に見られないのは、私たちの間に社会保障など将来への不安の高まりがあるから
であろう。国はいま税負担の拡大による「公助」
、そして保険料の負担による「共助」
の仕組に限界が見えてきていることを知っている。にもかかわらず老後の支えにと確

田中弘美 著
ミネルヴァ書房

困窮や孤立の実態に統計データを
駆使してあるいはルポで迫る著作
は多く出ているが、本書は困窮や
孤立に立ち向かう処方箋としての
制度や政策を問い直している。

宮本太郎 編著
勁草書房

当法人に贈呈を
頂いた図書を
紹介しています

長時間労働やハラスメントの
温床となっている「男性稼ぎ
主モデル」の改革がなぜ進ま
ないのか。本書は新たな政策
モデルを問うている。

河原町通

間之町通

東洞院通

下京年金事務所●

●ＪＲ京都駅から徒歩５分
●京阪七条駅から徒歩７分

七条通

定拠出型年金を拡大しようとしている。それは自助努力の勧めに他ならないが、それ
が可能な人たちはどのくらい存在するのだろうか、不思議でならない。
再び世界の現実に目を転ずれば、移民排斥など「他者」の創出と排除や差別、貧困
が拡大している。そして、この国の労働の場面では、依然として長時間労働やノルマ
の強制、いじめ嫌がらせによる過労死・過労自殺が続き、働く者の関係性の喪失が拡
大している。
いまやグローバル化時代における他者との共存が欠かすことができない。それを指

烏丸通

（坂口ビル）

東本願寺

●下京渉成小学校

下珠数屋町通

渉成園
枳穀邸

あったか
サポート

花屋町通

五条通

五条駅

記

摘するかのように本号に原稿を寄せて頂いた方の中には、
「共生」
（ともいき）という

HP http://attaka-support.org/
E-mail attaka-support@r6.dion.ne.jp

後

言葉を使っておられる。理念によって結ばれるＮＰＯ法人としては、めざすべき社会
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・

集

のあり方、あるべき労使関係、健やかな子育て可能な社会、そうした社会の実現に向

ささおたつろう

特定非営利活動法人 あったかサポート事務局 笹尾達朗（当法人・常務理事）

編

けて行政にはできない隙間産業としてのサービスの提供を心がけたいと思う。（笹
 尾）

土・日・祝日に関わらず、
別途設定します。

●ご相談

平日／10：00〜17：00（土・日・祝日は休業）

●お問い合せ時間

075-352-2640
075-352-2646
FAX

■ご相談とお問合せ TEL

冬号
2018年

会員年会費または寄付金のお願い

ＮＰＯ法人あったかサポートは、
「労働と社会保障」に係る市民のコモンセンスづくりを進めます。
当法人の活動へのご理解を賜り、本年度も引き続き年会費または寄付金をお願いします。
（１）正会員は、年間１口５、０００円です。個人として総会での議決権を有します。
（２）協力会員は、年間１口１０、０００円です。団体としての参加ですから総会での議決権はありません。
（３）賛助会員は、年間１口３、０００円ですが、当法人の活動に直接参加できない方のための制度です。
従って、総会での議決権はありません。
尚、当会は認定 NPO 法人です。当会への寄付金や協力会員会費、賛助会費は、寄付金控除にご利用できます。

郵便振替口座 ００９００－２－２６４２４４ 振込先 → 特定非営利活動法人 あったかサポート

京都駅

本誌責任編集 笹尾達朗
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