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１ 河添誠氏（首都圏青年ユニオン青年非正規労働センター事務局長（講演当時））講演録 

「自分で守る、自分を育む働く場－若者が働くことの現在－」（平成２５年度） 

 
実施日：平成２６年２月２３日 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに：企画主旨と河添さんの自己紹介 

【職員・井口】今日は「自分で守る、自分で育む働く場」と

いうテーマで、公民館の若者対象の講座として企画しました。 

この場所は青年室という部屋で、意外と公民館に青年室があ

るということを国立市民の方でも知らない人は結構多いん

ですけど、普通公民館ってメインのユーザーは中高年なんで

す。特に女性が多いです。なかなか若者の利用がないという

ふうにイメージとして皆さんお持ちだと思うんですけど、国

立の公民館では、いわゆる貸部屋の会議室や音楽室とは別に、

こういう青年室という場を設けて、ずっと青年たちの活動が

続いてきています。基本的にはここは青年たちの自主的な運

営に基づいて管理され、コーヒーを飲みながら語りあえる

「たまり場」として使われてきました。雑然としたこんな場

で申しわけないんですけども、今日はこういう若者の問題を

メインに考える講座なので、この部屋を使ってやらせていた

だきたいと思います。こんなテーブルだけの部屋だけなので、

少しお互いの顔が見えるような状況の中で今日進めていけ

たらいいなと思っています。 
 最近、ここにいろいろな若者たちが来るようになっていま

す。例えば、不登校とかの経験を持っている人もいますし、

失業してしまったり、あるいは非正規で働きながらさまざま

な困難や苦労があったりした人たちがこの活動に参加して

います。それは社会の構造自体が、どうしてもさまざまな形

で若者にそういったしわ寄せがいってしまうようになって

いるんだと思います。 
 ここでは、こうした現状も踏まえて文部科学省から委託事

業を受け、課題を抱える若者への社会参加支援をもっといろ

いろな形で取り組もうということの一環で、今回の講座も企

画しました。今回の企画を担当したのは、職員の森ですので、

ここからはバトンタッチをして主旨説明と進行をしていき

ます。森は一橋大学の大学院生として研究しながら、公民館

の臨時職員という非正規の立場で今回の企画を準備してき

ました。 
【職員・森】皆さん、こんにちは。このプロジェクトで今回

この企画に携わることになって、若い人たちにとっての働く

ということを考えてみたいということで、私、もともと専門

は労働ではないので、文献をあたってみたりとか、新聞記事

の特集を読んでみたりして、働くっていうことはどういうこ

となのかなと自分なりに改めて考えてきました。働くって、

自己実現の意味でも大事というか、もちろん生計を立てると

いうのは間違いなくそうだと思うんですけど、同時に自分も

働くことを通じて、働いた経験を通して社会を支える人間と

して自分が成長していくということもあります。働くという

ことの大きな意味というか、役割というか、そういう社会的

な意義があるんじゃないかと思います。 
 ただ、現状の労働の現場の問題を見ていると、まさにブラ

ック企業とか、非正規の問題とか雇い止めとかいうのがあっ

て、特に若い人がそういう状況になっているというのが報道

されていて、これから社会を支えていく一員であるはずの若

い人の人間としての成長を育むという働く意味は失われて

しまっている状況が広がっているように思います。実際その

渦中にある人たちの語りを読んでみると非常につらいし、苦

しく、ただ、本当はその人が悪いわけじゃないけど、自分が

悪いんだという自己責任にとらわれてしまうことを知って、

それって本来の働くことの意味を考えたら、どうなんだろう

ということを考えさせられたということがありました。 
 今回はそういった働くってどういうことなのかというこ

とも考えながら、現状の問題としての働くことの困難の状況

と、そうした問題に自分がぶち当たったときにどういうふう
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に考えて、どう具体的に対応できるのかを考えたいと思いま

す。 
 前半にまとまったお話をしていただいて、後半、いろいろ

皆さんのお話も伺いながら相互に話をして考えて、深めてい

ければいいなと思います。 
 では河添さん、よろしくお願いします。 
【河添】どうもこんにちは。河添と申します。 
 私は２年ぐらい前からこの近所の立川市錦町というとこ

ろに住んでいて、大学とか短大の非常勤講師とかやりながら、

それだけでは食えなかったので、立川総合病院という、それ

も立川の錦町にあるんですけど、そこの病院で夜間の救急の

アルバイトをしていました。患者さんが来ると保険証を見て、

パソコンに入力していったり、夜働いて、それが主な収入源、

十数万円の収入源で、あと非常勤講師をやりながら生活をし

ていました。それはもう結構前ですから、１０年ぐらい前ま

でやっていましたので、非正規雇用でずっと４０歳近くまで

やっていました。 
 そういう生活をしていたので、自分自身がそういうことも

いろいろ考えていたということもあります。でも、非正規の

人たちというのがひどい首切りにあったりとか、賃下げにあ

ったりとか、めちゃくちゃなことをやられている。これはま

ずいんじゃないかということで、仲間と一緒に、後でユニオ

ンというのを説明しますけど、労働組合をつくったんです。

１人でも入れる労働組合。その活動を２０００年からやって

いまして、専従者のスタッフになったのが途中で、２００５

年からか、昨年までやっていました。今は別のＮＰＯで働い

ていますけれども、その活動にかかわっています。 
 そこから見えてきた問題というのを少し今日はお話した

いと思います。働くことの意味みたいな話というのは、今、

井口さんと森さんのほうからもうお話があったので、私はで

きる限り具体的な実例をお話ししながら、今の若い人たちが

働いている状況はどうなっているのかという全体を少しお

話ししたいと思います。 
 
２ 「ブラック企業」での勤務実態  

●ショップ９９・清水文美さんの例 

まずブラック企業問題って、すごくここ２、３年大きな問

題になっていますよね。映画になったり本になったり、いっ

ぱいテレビに出たりしていますね。 
 ブラック企業って具体的にどんな状況かということなん

ですけど、私たちがかかわった問題でいえば、後でちょっと

ビデオを見てもらいますけど、ショップ９９ってコンビニは

今はあんまりないけど、今、ローソン１００というのに店舗

展開が変わっているんですけど、ショップ９９というのがあ

るんですね。このショップ９９というのは９９プラスという

会社が経営していて、この９９プラスというのはローソンが

１００％出資している会社です。ですから、ローソンの完全

子会社が経営しているコンビニですね。ショップ９９という

のは９９円で商品が価格設定されていて、税込みで１０４円

になるというお店でした。 
 ここで働いていた清水文美君という私たちの組合員がい

たんですけど、彼のケースをお話しします。彼は高校を出た

ときに就職したかったんですけど、就職がうまくいかなかっ

たんです。それで、８年間フリーターをしていました。ガソ

リンスタンドでバイトしていました。でも、正社員になりた

いと思ってハローワークで見つけた仕事がショップ９９の

仕事でした。２６歳のときに入社して、初めて正社員になっ

たから、ここで仕事をちゃんと覚えて頑張ろうと思って働き

始めたわけですけど、実際にはその職場はものすごくハード

で、彼が配属されたのは国分寺のお店だったんですけど、入

社して４カ月で、コンビニだから正社員もいるけど、ほかの

人は全部バイト、パートさんなわけで、バイト、パートさん

ばかりのところに２６歳の彼が入社して４カ月でたった１

人、だから事実上の店長をさせられちゃったわけ。 
 そうすると、これまでそういう人を管理するなんていう仕

事したことない人が、いきなり全部管理しなきゃいけない。

お店の事実上の店長なので、たくさんある商品の管理、売り

上げの管理、それから売り上げをどうやって伸ばすかという

ことの管理、それからすごく大変なのがアルバイト、パート

さんの労務管理ですね。雇ったり、あるいはちゃんと働いて

くれない人に対して注意をするとか、場合によってはやめて

もらうということまで含めて全部やらなきゃいけないんで

すね、２６歳の若者が。 
 しかもコンビニなので、２４時間営業ですよね。夜中でも

何でもお店でトラブルがあると、休みの日だろうが何だろう

が、携帯が鳴るわけですよ、家で寝ていても。寝ていて鳴る

と、それは夜中でも、電車がとまっていても自転車でお店に

駆けつけなきゃいけない。そういうような生活になっていた。 
 アルバイト、パートの人の勤務シフトも彼が組んでいたん

だけど、夜中のシフトだとか何だとか、パートさんの都合と

かで組めないときがありますね。穴をあけるわけにいかない

わけですよ。だれもいないお店というのはあり得ないわけだ

から、だれか働かなきゃいけない。組めないときはどうして

いるかというと、自分が入るしかなかったです。そうこうし

ているうちに、めちゃくちゃな長時間労働になっていきまし

た。一番働いたときには４日で８０時間働きました。１日当

たり２０時間労働。１日２４時間しかないわけですから、そ

うなってくるとどういう状態だったかというと、まず家に帰

れない。だから、コンビニには後ろに商品が置いてあるバッ

クヤードってありますよね。そういうところに商品の詰まっ
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ている段ボール箱を畳んで床に敷いて、そこに制服のままご

ろんと寝ると。仮眠をとって、１時間とかちょっと寝て仕事

に入ると。そんな生活になっていたわけです。 
 そんなになると頭はもうろうとなってくるし、仕事の効率

も落ちるし、ミスも起こるし、でもそれでもやり続けなきゃ

いけない。だんだん考えることもできなくなってくるわけで

すよ。これはもうまずい、やばいと思って、本人は何度も何

度も上司に、私、耐えられないので、一旦店長をおろしてほ

しいと頼むんですけど、それも上司は許してくれなかったで

すね。まあ、頑張りなさいと。上司の人が、そうこうしてい

るうちにその人も過労で倒れてしまった。連絡がつかなくな

ってしまった。いよいよ追い詰められて、１人でとにかく頑

張るしかないと、頑張り続けたんです。 
 そうしたところ、ある日、彼は家で覚めて、目は覚めたん

ですが、体がどうしても動かなかった。体を起こせなかった

ですね。動かないと。どうにもならなくなって、そこで初め

て病院に行った。病院に行ったところ、重いうつ病ですと。

だから、すぐに仕事を休みなさいというふうにドクタースト

ップが出て、それで初めて仕事を休むことになりました。 
 休んだ後、会社に対して彼は、自分の病気は長時間労働、

それから過密労働、そういったところにあるんだというふう

に主張しました。なれない仕事をいきなりそんなに長時間で

やらされた。しかもまともな教育もなかった。しかもそうい

う労務管理で全部のお店をやっているものだから、さっきも

上司の人がいなくなったという話をしたけど、ばたばたと人

がいなくなる会社なんですよ。だから、ほかのお店の応援だ

とか何だとかいうのに、頻繁に正社員が回されるんです。ほ

かのお店へ行くと、ほかのアルバイト、パートさんを与える

わけですよ。だから、全然違う労務管理をしなきゃいけない。

そういうなれない仕事をやらされて、ものすごいストレスに

なってしまって、それも負荷がかかったんですね。 
 
●首都圏青年ユニオンでの対応 

 彼が最初にユニオンに来たときは、本当にもう何も言えな

いような状態でしたね。うつが重かったから。でも、何とか

したいと思って来たんですけど、何から手をつけたらいいの

かわからない。なので、彼の話を聞いて、会社に団体交渉を

申し入れましょうと。で、会社に交渉をしました、労働組合

として。そうしたところ、会社は長時間労働とうつとの関係

というのを認めませんでした。彼は仕方ないから裁判を起こ

して、裁判は最終的に勝ちました。後でビデオを見てもらい

たいと思います。 
 でも、彼はその後も病気はなかなか治らなかったですね。

うつというのはなるときはすぐなっちゃうんですけど、治る

のが大変なんですね。抗うつ剤と睡眠導入剤を飲みながら生

活していて、集中力が続かないと言っていましたね。１時間

半ぐらいしか続かないと。だから、アルバイトとか、そうい

う仕事もできない。家でその薬を飲んでいると、その薬を飲

んでいる姿を見てお母さんが泣くと言うんです。息子が入社

して１年２カ月で体をぼろぼろにされて、働けないような体

にされてしまったというのがお母さんとしても悲しいし、耐

えられない。お母さんがそう言ったわけじゃないけど、想像

すると、多分どうしてこんなになるまで何にもしてあげられ

なかったんだろうということも思ったんだと思うんです。清

水君自身もお母さんが泣くのがつらいので、お母さんが見て

いないところで陰で薬を飲むようになったというふうに言

っていました。 
 そういう状況が続いて、ずっと休んでいたんですけど、昨

年の秋、ようやく彼は職場に復帰しました。労働時間は長時

間働けないので、週３日短時間の勤務ですけれども、仕事に

ついています。労働災害として認定されているケースなんで

すけど、労働基準監督署というところに、長時間労働で病気

になったりすると労働災害として認められるんです、基準が

あって。その労働災害というのが認められると、医療費だと

か生活費とかは労働災害保険からお金が出るようになって

います。ですから、彼はそれで生活が成り立ってはいたんで

すけども、働けないというのはやっぱりつらいわけです。自

分は働いて世の中とかかわろうとしていたこと、それが自分

はもしかしたらこのまま働けないのではないだろうかと思

うというのは非常に不安だし、つらいわけですけど、彼は病

気を家族や仲間から励まされたということもありますけど、

治療もうまくいってある程度病気は治って、それで職場に復

帰することができました。職場に復帰できるというケースも

非常に少ないです。大体みんなやめちゃう。しかも相当傷つ

いてやめてしまうわけですけど、彼は頑張って声を上げて、

裁判で、判決で全部会社に否を認めさせて、それで職場に復

帰することができました。 
 この会社で、彼は自分は「燃料のように使われた」という

ふうに表現していました。私が初めて聞いたときに変わった

表現だなと思いました。道具のように使われたってよく言わ

れますよね。あるいは会社の歯車のように使われたとか、そ

ういう言い方はあるんですけど、燃料のようにってあんまり

使わないので、どういう意味かなと思ったら、道具というの

は、例えばはさみでも金づちでも使った後、形が残るわけで

すね。あるいは歯車というのは、会社の歯車になったという

のは会社の一部になってずっと回り続けたと。だけど、自分

の場合は違ったと言うんです。会社のエンジンがあって、そ

この中に体ごと放り込まれて、ぼおぼおに燃えている中に燃

やされて、あとは燃えかすしか残らない、灰しか残らないよ

うな働かされ方をした。何にも残らなかったと。だから、燃
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料だというふうに言っていました。本当にそういう気分だっ

たんだと思います。 
 この会社では、彼の年収は３０４万円でした。管理職にな

ってからは残業代を出さないというやり方でした。これは比

較的よく知られるようになったのでご存じだと思いますけ

ど、管理職になったから残業代は払わなくてもいいというの

は違法です。マクドナルドの裁判というのが有名ですけど、

マクドナルドの店長の裁判というのがあったですね。労働基

準法に管理及び監督者という規定があるんですけど、この管

理及び監督者については、時間外の労働時間の計算の仕方を

管理しなくても構わない労働者であるけども、構わないとい

うのが労働基準法の規定であるんです。これをもとに管理職

は残業代を払わなくてもいいということがまかり通ってい

たんですけど、実際にはそうではない。この管理及び監督者

という労働基準法上の規定と、実態的にマクドナルドの店長

であるとかコンビニの店長であるとか、こういった人はあた

りませんよという判決がたくさん出ていて、それに基づいて

このショップ９９の判決も出ました。 
 ですが、世の中には、この判決があるんですけど、実際上

の運用としては管理職の人は残業代は出しませんというの

がいまだにいっぱいあります。そういう問題があるわけです

が、会社は最初はそれをかたくなに言っていて、３００万円

で使い放題だったんですね。年収３００万円で死ぬほど働か

せられるわけですから、これは変な言い方ですけど、おいし

いですよね、会社からすれば。残業代を払わなくて、正社員

で３００万ですから。それで死ぬほど使う。この会社はこん

な働かせ方をしているので労働条件が悪いので、ばんばん人

がやめていくわけです。あるいは体がきついので、やめざる

を得なくなるわけです、やめたくなくても。入社した人のう

ち、３年以内に９５％の人がやめるという会社です。今、離

職率というのがすごく高い会社があるといろいろ問題にな

っていますね。外食産業で言われているのは４割とか５割と

か、せいぜいそのぐらいです。何と９５％というのは断トツ

に高い数字なんです。こういう会社で働いていた。 
 こういう会社は極端な形ではなくて、もしかしたら私が話

したような話も、いや、私の友達にもいるとか、自分はそう

じゃないけど、前そうだったとか、そういう話を聞いている

人もいるかもしれません。こういうことが特別な極端な事例

ではなくなってしまっているというのが今の状況なんです。 
 ブラック企業の話をすると、これラジオでホリエモンが言

っていたんですけど、ライブドアの堀江貴文、彼はブラック

企業なんて言っているやつはおかしいんだと。あんなの、だ

ってやめる自由があるんだから、やめりゃあいいじゃん、や

めりゃあいいのに働いといて、ブラック企業なんていうふう

に会社のせいにしているのはおかしいんだと言っていたん

ですよ。 
 一見正しい。確かに、例えばブラック企業があって、ワタ

ミでもユニクロでもいいんだけど、その会社に働いている人

がみんな、これはブラックだ、とんでもないと言ってやめち

ゃって、あるいはだれも就職しないという話になれば、ワタ

ミやユニクロで働く人はだれもいなくなりますよね。だれも

いなくなればその会社はもたないですよね。そうすると、そ

の会社はもたなくなってしまうか、もしくは労働条件を大幅

に改善して、人が働けるような状況にするしかなくなります。

いずれにせよ、ブラック企業という状態ではなくなるはずな

んです。だけれども、世の中にはブラック企業と言われるよ

うなひどい労働条件の職場はどうも増えているようだと。皆

さんの実感からしてもそうだし、実際に低い賃金での労働条

件が悪い正社員の仕事というのは増えているんです。年収が

２００万円、３００万円で長時間過密労働というところが非

常に増えている。 
 だから、この問題はホリエモンが言っているような話では

どうもない。そんな簡単ではない。じゃ、それをどうやって

説明するのかというのが、このブラック企業問題を考える上

で重要なんです。じゃ、何でか。結論を先に言うと、ブラッ

ク企業はなぜ増えるのかといったら、やめられないからです

ね。何でやめられないかという話を今からします。 

 

３ 非正規雇用の問題 

●非正規雇用の全体像 

 今、日本の社会で働き方をめぐって、もう一つ大きな問題

があります。非正規雇用の問題です。皆さんの中にも非正規

雇用の方がいらっしゃるかもしれません。若い人の間に非正

規雇用というのはとてもありふれています。今、大体半分ぐ

らいが非正規雇用です。女性でいえば半数をはるかに超えて

います。労働市場全体では上の年齢、中高年まで含めて３

６％、８％ぐらいが非正規雇用になっていますから、非正規

雇用というのは全く珍しくも何ともないことになっていま



－ 113－ 5 

す。若い人であれば、なおさら普通になっています。 
 問題は昔と違って、昔というのはそんなに昔の話じゃなく

て、８０年代ぐらいまでは若い人たちの間には非正規雇用は

昔からそれなりに多かったですよ。だけど、非正規雇用から

正規雇用に転換できたんです、８０年代ぐらいまでは。９０

年代の後半以降、それが非常に困難になってきた。ですから、

非正規雇用の人は２０代だけじゃなくて、３０代、４０代に

なっても非正規雇用というのが標準化している。おそらく一

生非正規雇用という人たちの比率がこれからはどんどん高

くなると思います。 
 じゃ、昔からそんなのはいなかったかというと、いたわけ

ですね、昔から非正規雇用という人たちは。特に日雇いの人

なんかは一生非正規雇用ですね。その人たちの比率が非常に

大きくなったということで、社会的には大きな問題になって

いるということです。 
 非正規雇用というのが今どういう実態になっているのか

という話を少し、ホワイトボードを使ってご説明します。 
 非正規雇用の問題というのは貧困の問題としてよく語ら

れますね。非正規雇用がなぜ貧困になるか説明したいと思い

ます。非正規雇用の問題というのは、まず賃金水準が低い。

働いているときに、東京の最低賃金幾らだか知っていますか。 
【森】８６９円（講演当時）。 
【河添】当たり。すばらしいです。臨時職員は賃金幾らです

か。 
【森】８８０円。 
【河添】８８０円ですね。まさしくこれはいい好例がありま

したね。要するにこの最低賃金の水準に張りつくようにパー

ト・アルバイトの賃金、非正規雇用の職員の賃金というのは

つくられているんです。だから、国立市もブラックとは言わ

ないが、もうちょっと上げてあげてもいいんじゃないかと思

いますが、８８０円という数字で非常勤の人を雇っている。

そこら辺のパートの人たちは多分８７０円とか８８０円と

か、そういう水準だと思います。ちょっと気にして調べてみ

てください。これは上がったばっかりなので、この前は８５

０円でした。だから、ちょっと上がったんだと思いますね、

きっと。 
 この水準で年間ずっと働いていたとしても、年収２００万

円は絶対にいきません。年収２００万円いかないというのを

よくワーキングプアと言いますね。ワーキングプアというの

は、フルタイムで年間通して働いていても貧困であると。 
今、年収２００万円以下の人って、どのくらいの数いると

思います？ 日本の社会。年間通して働いている。勘でね。

普通に民間で働いている人の何割ぐらいだと思います？直

感でどうでしょう。 
【参加者】８００万。 

【河添】８００万人。皆さんそんな甘い世界じゃありません。

今、１,０９０万人（講演当時）います。民間で働いている人
の２３％ぐらい（講演当時）です。だから、働いている人の

２割以上の人が貧困なんです。だから、貧困のイメージとい

うのを少しチェンジする必要があると思うんです。貧困とい

うと、例えば国立にいるかどうかわからないけど、立川とか

のホームレス状態になっている人だとか、そういうイメージ。

確かにそれはもちろん貧困ですよ。家がないような状態まで

追い込められているわけですから。あるいはネットカフェ難

民だとか、いろいろなイメージがありますよね。あるいは働

けてないシングルマザーの人とか、障害を持っている人とか、

病気を持っている人とか、そういういろいろなイメージがあ

ると思うんですが、桁違いに働いている貧困の人のほうが数

が多いです。質的にはその人たちはおのおの大変ですよ。障

害の問題があるし、シングルマザーの問題、いろいろな問題

があるんですけど、それはそれで個別のケアが絶対に必要で

すけど、貧困って数の上で一番大きな問題は何かといったら

働いている人なんですよ。１,０９０万人で桁違いに多いです
ね。この人が大きな問題。 
 

●貧困の要因 

 年間を通して働いていても年収２００万円以下ですよ。貧

困です。だけど、実際にはずっと働き続けることはできない

ですね。何らかの理由で失業するんです。失業の理由はさま

ざまです。例えば有期雇用の契約。例えば１年間の有期雇用

だとか、半年の有期雇用だとか、３カ月の有期雇用だとか、

そういう有期雇用が切れた。それはパート・アルバイトでも

切れることがあるし、契約社員でも切れることがあるし、派

遣でも切れることがある。切れると失業ですよ。あるいはあ

まりにも労働条件が悪くて、とても働き続けられない。だか

ら、やめる。賃金が本当は１,０００円くれると言ったのに８
８０円しかくれない。やめる。パワハラがあった。やめる。

セクハラがあった。やめる。そういうようなケース。あるい

は会社からやめてくれというふうに言われた。それで居心地

が悪くなってやめる。あるいは首になる。 
首になるというケースも２つあります。１つは合法的な解

雇、合法的な首切りというのがあります。経営が立ち行かな

くなって、首を切らなければその経営が立ち行かないという

ことが、一定の条件がありますが、そういったことが認めら

れれば合法的に解雇することができます。合法的な解雇とい

うのもきちんとした法律上のルールがあるので必要ですが、

首を切ることはできます。 
 だけれども、非正規のところにありふれているのは、合法

的じゃない解雇です。違法な解雇。店長と言い合いになって

首になったみたいなケースがいっぱいあるわけです。ですか
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ら、非正規雇用の人というのが安定的にずっと年間を通じて

働けるということであるならば、問題はまだ深刻な状況にな

らないんですが、実際には失業するわけです。だから、細切

れな雇用が増えている。 
 貧困になる要因の１つは賃金水準、特に最低賃金の水準が

低い。それから、雇用がなくなるということ。雇用が細切れ

であるということ。それから、もう一つの要因は、失業した

ときの所得の保障がないということです。働いているときに

雇用保険というのに入ります、一般に。雇用保険に入ったと

きに、やめればその中から雇用保険の失業給付というのが出

ることになっている。ところが、雇用保険の失業給付という

のは、今失業している人のうち２０％ぐらいの人しか受けら

れません。つまり無収入になる人が７５％から８０％ぐらい

いるんです、失業している人のうち。このデータは正社員の

人も非正規の人も全部込み込みのデータなので、実際には非

正規の人はさらにこの数字は高くなると思います。無収入の

人は９０％を超えていると思います。 
だから今の日本の社会というのは、失業すると無収入にな

るという社会になっています。失業すると無収入になるって、

何となく今当たり前のように思わされているけれども、こん

な社会は非常に最近の話です。例えば１９８０年のデータを

見ると、大体６０％の人が失業給付を受けています。だから、

１９８０年のデータだと、もらってない人の比率というのは

４０％ぐらいです。それがこれだけ増えちゃったということ

ね。倍。 
 これがこういう状況になって無収入になっている。無収入

になるとどうなるかというと、もともと最低賃金レベルで働

いているような非正規の人はそんなに月収ないですね。東京

で暮らしても十数万円ですよ。１５万円の月収があった人が

無収入になる。１５万円の月収で、ここら辺で家賃５、６万

円払って、毎日毎日自炊で頑張っているとしても、そんなに

大きな貯金はできないです。時々、友達の結婚式や飲み会な

ど何だかんだいろいろな理由でお金が出ていく。そうすると、

すぐになくなっちゃう。だから、貯金ってあんまりないわけ

ですよ。せいぜい１０万円とか２０万円とか、そのぐらいの

貯金しかない。何百万円も持っている人は普通いない。 
 そうなるとどうなるかというと、失業して無収入になった

ら、おっ、これ、やばいと。何か次の仕事見つけなきゃいけ

ないという話になるわけです。次の仕事が、また月収１５万

円の仕事がぱっと見つかるんだったらまだいいんですが、そ

んな簡単にうまく見つからないわけです。 
 そうするとどうなるかというと、この人は半端な仕事だけ

ど、働こうとなるわけです。例えば月収８万円の仕事でも働

こうとなる。この月収８万円の状態というのはどういう状態

なのか。この状態はまず働いている状態。ちょっと難しい言

葉でいうと就労と。働いている状態ね。就労。それから、失

業している状態。失業ね。この状態というのは非常に不可思

議な状態になっていて、８万円では暮らせないわけですから、

次の仕事を探しているわけです、一生懸命。一生懸命探しな

がら働いているわけです。こういうのを研究者は半分失業、

半分就労というふうに言います。半失業・半就労と。だから、

非常に半端な状態なんです。でも、これって続けられない。

また失業する。また違う仕事につく。また就労状態になって

いく。このように非正規雇用の人というのは、就労状態、失

業状態、半失業・半就労状態というのを複雑に組み合わせな

がら、凸凹に暮らしているというのが標準タイプです。 
 これで見ると、この水準で最低賃金のラインで年間暮らし

ていたとしても、これは貧困状態です。年収２００万円以下。

だけど、失業しているときは無収入になっているわけです。

あるいは８万円とか１０万円とか、半端な賃金しかもらえな

い時期があるわけです。そうすると、年間でならせば、最初

のラインがここでしょ。だけど、こういうのを挟み込むから、

その分下がりますよね、年間にならせば。だから、この分だ

け下がっちゃうわけですね、ならしたら。最低賃金の水準で

も年収２００万円いかないのに、実は最低賃金のラインより

も下がるんです。最低賃金って、その賃金をもらえなかった

ら、まともな生活できないでしょという水準ですよ。この水

準だって生活保護水準より低いという金額がいっぱいある

のに、さらに低くなっちゃうんです。貧困状態が生まれる。

賃金が低いだけじゃないんです。賃金が低いのと細切れ雇用

なのと、それと３番目が失業時の所得保障がないのがとても

弱い。これが非正規雇用の人たちが貧困になる要因なんです。 
 
●貧困から派生する諸問題 

こういうのが非正規雇用の中に広がっているものだから、

いろいろな問題が起こっているわけです。これは貧困だとい

う事態はすごく大変です、生活が。突発的な支出に耐えられ

ません。例えばさっき言ったけど、友達が結婚したとか、そ

のときに友達にご祝儀を持っていかなきゃいけない。着てい

く服だってそんな汚いもの着ていくわけにいかない。２万、

３万お金はとる。でも、こんな状態ではどうするねという話

になるわけですね。本当に貯金がないのにそれを全部削って、

生活は困窮してくるわけです。そんなめでたい話だったらま

だいいですけど、例えば今はやりのノロウイルスにかかって

しまった。１週間飲食店のバイトに行けない。そんなんした

ら１週間分収入が全部途絶えてしまう。それだけで５万円の

減収になる。それに対する保障は何にもない。もっと長いこ

と休む。例えば病気やけがで休んだ。３週間休んだ。正規雇

用の人ならは、会社の健康保険には傷病手当金という制度が

あります。だけど、フリーターの人なんかは国民健康保険だ
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ったりすると、傷病手当金という制度はそもそもないです。

だから、即収入が減って、かつ何の保障もない状態に陥って

しまう。いろいろな問題が起こってきます。 
 もっと大きな問題も起こります。例えば健康保険の話を今

しましたが、日本の健康保険制度って国民健康保険制度が１

９６０年代にできて、それ以降８０年代には在日の韓国人、

朝鮮人の人たちも持てるようになったりして、日本で暮らし

ている人たちは健康保険料さえ払えば、ほぼみんな持ってい

ることになっている国民皆保険というのがありますが、これ

が実態的にどういうことが起こるかというと、例えばこの人、

会社の健康保険に入っているとしますね。会社の健康保険に

入っていた。余談ですけど、実際にはパート・アルバイトの

場合、フルタイムで働いていたとしても会社の健康保険に入

れてもらってないケースがあります、違法に。本当は法律上

は標準的な労働者の４分の３以上の労働時間という規定が

あるので、８時間労働週５日だとしたら４０時間でしょ。正

規の人が４０時間だったら、３０時間以上働いているパー

ト・アルバイトの人は健康保険とか年金に入れるんですけど、

そうすると会社の持ち分があるものだから、それを嫌って入

れないという会社がいっぱいあるんです。 
 それもあるんですが、その話をするとややこしくなるので、

とりあえずここの会社は真面目で入っていたとします。それ

だとして、ここで会社を何らかの理由でやめたとします。退

職したと。退職すると今度は制度上は会社の健康保険と年金

を外れていますから、国民健康保険と国民年金に入るという

制度になります。国立市在住だったら、国立市の役所に行っ

て国民健康保険と国民年金に入る手続をこの時点でするこ

とになります。 
 ところが、今言ったみたいにほとんど貯金がない、わずか

なお金で、次の仕事も決まってないというような状態で、国

民健康保険と国民年金に入る余裕はあるかというとないわ

けですね。まず、国民年金はパスしますよね。まあ当面いい

かと。しばらく滞納するか。背に腹はかえられない。国民健

康保険は、もしかしたら次病気になるかもしれないし、入っ

ておきたいなというふうに頭の片隅で思うんだけれども、今、

３万円ぐらいしか手持ちのお金ないのに５,０００円、６,０
００円の国民健康保険料を払うことはできないという話に

なったら、当面、保険を払えないから入るのやめておこうと

いう話になるわけですね。そういう人いっぱいいます。 
 そうなると、この状態はどうなっているかということなん

ですけど、国民健康保険って今でも健康保険料がやたら高い

ために、保険料を払えない人というのが社会問題化していま

す。どこでもそうなっています。国立市でもそのはずです。 
 そういうのが社会問題になっているんですけど、社会問題

になっているケースというのはどういうケースかというと、

国民健康保険にもともと入っていた人が払えなくなったか

ら、国立市はだれだれさんは、河添さんは払っていませんね

という話で督促ができるわけです。だけど、私がそもそも市

役所へ行かなくて入らなかったらどうなるかというと、私が

入るべき人だということを国立市は把握してないわけです。

だから、私のことを国立市は知らない。国立市は知らないん

だけど、私は無保険になっているんです。保険を持ってない

人になっている。すごく重大なことが起こっていて、国立市

は知らない。じゃ、東京都は知っているのかといったら当然

知らない。厚生労働省は知っているのかといったら知らない。

だから、行政のエアポケットみたいなことが実は生まれてい

るんです。 
 非正規雇用が増えて貧困が増える。そして、雇用の細切れ

が増えるというのは、国民健康保険みたいなとっても重要な

社会保障制度を底から食いつぶしているわけです。これで無

保険状態になっている人たちはどれくらいいるのかって、全

く把握されてないですよ、日本政府も。こんなめちゃくちゃ

なことがあっていいのかと私は思いますけど、これは国会質

問してもまともな答弁は出てこない。という状況になっちゃ

っているんです。 
 それだけじゃないです。若い人でいうならば、今、日本の

雇用制度の中では仕事はどこで教わるかというと、学校で仕

事を教わるということはないですね。学校を出たときには、

例えば普通科の高校を出る、あるいは大学を出る。大学で私

は源氏物語の勉強をしていました、文学部でと。その人、ど

うするねっていうの。源氏物語の仕事があるならいいですよ。

でも、その人、実際には銀行で営業しなきゃいけないかもし

れない、保険会社で営業しなきゃいけない。保険会社の営業

の仕事ってどこでだれが教えるのかといったら、会社に入っ

てから会社の人が教えてくれるわけです。これをオン・ザ・

ジョブトレーニングといいますけど、仕事をしながら、先輩

の言うことを聞きながら一から覚えていくというのが日本

の仕事の覚え方なわけです。これがいいかどうかは別として。 
 そういうことから非正規の人たちというのは徹底して排

除されています。例えばコンビニでずっと働いていた人がい

ます。コンビニに入ったばかりの人と１年働いていた人との

間には多分相当の差があるでしょう。でも、１０年働いてい

る人と５年働いている人でそんなに違いがあるのかといっ

たら、あまりないですね、多分。非常に単純化された仕事を

繰り返し繰り返しやっていくだけで、それ以上に何か職業的

なトレーニングを受けるようなチャンスというのに恵まれ

ないわけです。それはその人のせいでも何でもないですね。

たまたまそういう仕事についてしまっただけだから。だけど、

時給８６９円の仕事をずっと転々としていくしかない。仕事、

新しい技能を覚えてなければ賃金が上がるということもな
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い。同じような仕事をずっと転々としていく。 
 同じような技能しか身につかないという話になってくる

と、もう一つ問題になってくるのは、さっきも仕事を通じて

世の中のためになりたいという話がありましたけど、みんな

そういうふうに素朴に思っているわけです。だから、仕事と

いうのは、あなたは今何している人ですかと言ったときに、

私は消防士をやっていますよとか、私は服をつくっています

よとか、靴をつくっていますよとか、工場で何か組み立てて

いますよと。そういうことというのは社会的なアイデンティ

ティとかかわっているわけです。自分は何者であるかといっ

たときに、仕事で言う人が普通多いわけですよ、仕事を通じ

て自己実現している人が。仕事以外のことで自己実現できる

ならば、それはそれでいいんですよ。別に仕事じゃなくて、

アフターファイブですげえ盆栽つくっていますみたいな若

い人がいるとか、コンピューターで何かすごいプログラムを

していますとか、何でもいいんですけど、でも実際のところ、

そんなことは難しいんです。仕事以外のことで自己実現する

というのはそんなに簡単なことではない。 
 世の中、私も含めて多くの人は凡人なので、仕事を通じて

自己実現できているというほうが社会は安定するんです。多

くの人が普通に働いて、普通にぼちぼち暮らせるという状況

をつくっておかないと社会というのがなかなか厳しいもの

になるんだと私は思っていますけど、今、日本の社会という

のはこの厳しい状況を、非正規雇用を増やすことによって拡

大しているんじゃないかなと思っています。 
 今、非正規雇用がどういう困難に陥るかという話をいろい

ろしてきましたけど、ブラック企業の話に何が関係あるのか

というと、こういう状況が広がるとどういうことが起こるか

というと、この状況からとにかく脱出したいと思うわけです。

そうすると、こんな細切れの雇用じゃないし、これよりはち

ょっと賃金いいし、死ぬほど働かされるかもしれないけど、

年収３００万円でずっと続いている仕事のほうがまだいい

というふうになるわけです。こういう仕事よりはワタミやシ

ョップ９９の仕事のほうが魅力的に見えますね。ですから、

ハローワークにショップ９９が求人を出せば、入れ食い状態

でどんどん若いたちが入ってくるわけです。 
 会社にとっては人を使いつぶしても問題はなくなってい

くんです。ショップ９９で９５％の人が３年以内にやめる。

どんどん体を壊してやめていく。続けられないと言ってやめ

ていく。やめていったとしてもすぐに若くて元気な人たちが

どんどん入ってくるわけですから、取りかえちゃうわけです。

使いつぶしたほうが得というふうになる。変なビジネスモデ

ルが成立する根拠があるのは、このように非正規雇用と失業

者のところでの貧困の拡大というのを放置しているからで

す。ブラック企業問題というのは、特別に悪い経営者がいて

変なことをやっているという話じゃないんですよ。確かに、

一部の経営者は、キャラが立ったちょっと変わった人だと思

いますけれども、そのおかしい会社はなぜもっているのかと

いう話でいえば、そこは労働力がどんどん供給されるような

仕組みがあるからなんです、こういう仕組みが。 
 ブラック企業問題というのは、だから企業だけを取り締ま

れば、ああいう企業は取り締まれ、取り締まれって。取り締

まらないといけないですけど、取り締まったら解決するのか

といったら、それは違うと思います。ワタミがなくなっても

違う外食がまた出てきます。ユニクロがなくなっても違う衣

料品が出てきます。それはなぜかといったら、こういう状況

があるからです。ブラック企業問題というのは、ブラック企

業って正規の長時間で過密な労働、人権破壊的な労働と、非

正規のところでの貧困と人権破壊的な労働というのは、同じ

雇用社会というコインの表と裏の関係です。一体のものです。

表と裏という以上に裏かもしれません。裏と裏を張りつけた

ようなの、こんなふうに。悲惨な状況が今広がっていると言

えるのかもしれません。 
 じゃ、これをどうしていくのかという話を最後に少しして

いきたいと思います。 
 ここまで話すと大分暗い気分になっちゃうので、もうちょ

っと明るい話をやっていきたいと思いますが、ビデオを見て

いただいて、ユニオンで何をやるのか。 
 
４ 労働組合の意義 

（ビデオ上映） 
【河添】今見てもらったのは、渋谷の小さなハンバーガーシ

ョップでアルバイトの女性が解雇されたケースでした。ちょ

っとわかりにくかったかもしれないですけど、団体交渉でや

りとりしていたときに私が電話で話ししていたのは、店長が

彼女に対して現場でおまえ首だというふうに言った。店長は

団体交渉に出てきてなくて、社長は首にしたつもりはないと

かいうふうに言っていたので、じゃ、事実確認してくれと言

って、渋っていたんですけど、お店に電話をかけさせて、店

長と私が電話でやりとりをして事実確認をしていくという、

やや変則的な団体交渉です。 
 
 ●団体交渉とは何か？ 

 団体交渉というのは何かということをまず話したいと思

うんですけど、団体交渉というのは憲法２８条というのがあ

って、あんまり勉強っぽくやりたくないのですっ飛ばしぎみ

に話しますけど、労働三権って聞いたことあるかもしれませ

ん。労働組合をつくる権利とか団体交渉する権利、それから

ストライキなんかをする団体行動権利って、３つの権利があ

るんです。これは中学と高校で習う話です。それに基づいて労
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働組合法という法律があって、その労働組合法に何て書いてあ

るかというと、労働組合が使用者、会社に団体交渉を申し入れ

るときに、正当な理由なく交渉を拒否することはできないと書

いてあります。これはとても強い権利になっています。 
 例えば私が首切られて、すげえむかつくと。公民館の仲間

を集めて、じゃ、行くぜと言って、例えばどこかの会社に行

くと。ワタミに行くと言って交渉しろと言って、そうしたら

ワタミの人は、そんなのおまえらと会う気はないんだと言っ

て追い返しても全然問題ないわけです、私が当事者だとして

も法律上は。だけど、ここで公民館の仲間が労働組合だった

らどうなるかというと、労働組合として団体交渉を正式に申

し入れた場合に、会社は拒否することはできないです。これ

はとっても強い権限ですね。 
 
●労働者・労働組合の権利 

 労働組合法というのはなぜわざわざつくられているかと

いうと、そういう強い権利を与えるためにつくられているん

です。ＮＰＯとか市民団体とは全然違う権限を労働組合とい

うものに与えているんです。何でかというと、労働者という

のはばらばらにされていたらとても弱い存在じゃないです

か。ばらばらにされていると大きいのは、典型的なのはさっ

き言ったような状況です。ばらばらにされていた労働者はば

らばらに労働条件を決められて、ばらばらにブラック企業に

雇われるんです。それがみんなでこんなブラック企業許さな

いよという話になってくれば、それは違う論理ができるよう

になって、それは労働組合のつくり方のルールというのは国

際的に確立していて、だからＩＬＯって聞いたことがあるか

もしれませんけど、国際労働機関というものがあって、どこ

の国でもよほど一部の独裁国家は除いて、全ての国に労働組

合というものがあるんです、法律がきちっと。 
 そういう権利を法律で今持っているので、それを私たちは

活用した運動をやっているわけです。だから、会社と交渉し

ているわけで、さっきの。 
 彼女は結局は職場には戻りませんでした。それは人間関係

が壊れているということもあったので、会社には謝らせて、

解雇は違法だったということは認めさせて、職場には復帰し

ないというかわりに、金銭和解といいますけど、損害賠償と

してお金で解決をしました。これから働き続ける権利があっ

たけども、その権利を放棄するかわりにお金をもらうという

損害賠償ですね。それと同時に会社に対しては、店長と人事

担当者については、この２人は彼女を解雇するということを

知っていたわけです。でも、社長は会社の方針じゃないとい

うふうに言っていたわけです。だから、そんな人を雇う雇わ

ないという話、首切るなんていう重要な話を、会社の方針じ

ゃないことを勝手に一部の社員がやったんだとしたら、それ

自体問題でしょうと。だから、会社の中でそれは処分してく

ださいよというふうに言って、店長と人事担当者は減俸処分

になったそうです。３カ月の減給。 
 ここで大切なことは、パートでも、アルバイトでも、派遣

でも、契約社員でも正社員と同じように労働者としての権利

があるということなんですね。労働組合をつくったり、労働

組合に入って交渉する権利がある。むやみやたらと首を自由

に切っていいわけじゃないという話なんです。それを一つ一

つ私たちは労働組合という形をとって会社と交渉すること

によって、問題を解決していくということをやっています。 
 交渉の流れをもう少しお話しすると、大体電話でいろいろ

な相談を受けています。平日の１０時から６時の間に電話を

かけてきて、その電話を受けて、交渉できるようなケースだ

ったら事務所に来てもらって、会社に団体交渉の申入書とい

うのをつくります。申し入れるといったって、生まれて初め

て労働組合に入ったような人が交渉を申し入れられるのか

なと思うかもしれませんけど、その文書は基本的に本人につ

くってもらいます。本人がどうやってつくるかというと、パ

ソコンの中にはワードのファイルで、前に交渉したようなケ

ースのひな型があるわけです。首切られたようなケースとい

うのはいっぱいあるわけです。だから、そのひな型の会社の

名前と、組合員さんの名前と日付と、社長さんの名前を入力

しなおしていきます。それをチェックした上で完成させて、

今度はそれを会社にファックスと郵便で送ります。送った後、

今度は組合員が、３５０人ほどいますけど、メーリングリス

トのメールでメールを流して、何月何日に渋谷のハチ公前集

合というふうに流すと、さっきみたいに人がわっと集まって

くるわけです。 
 
●首都圏青年ユニオンの活動 
 途中でちょっと映像が出てきました、金色のところがお店

なんだけど、渋谷の小さなハンバーガーチェーンです。あそ

こで働いていたのは彼女１人だけです。ですけれども、応援

に来ていた人たちというのは首都圏青年ユニオンの組合員

で、いろいろな職場で働いていたり、学生だったり、失業中

の人だったり、中には生活保護を受けている人もいる。そう

いう人たちが応援に来ているわけです。でも、それは労働組

合という形式なので、みんなで行けるわけです。みんなで行

って交渉して、また外に出てきてやりとりをした後、道端で

また打ち合わせをします。打ち合わせの中では、よく頑張っ

たねというふうに励ましたり、会社、相手はどういうふうだ

ったのという質問が出たり、もう少しこういうことを用意し

ておけばもっとよかったんじゃないかという反省が出たり、

そういうことをやって、じゃあねと言ってまたみんなで別れ

ます。 
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 何で道端でやっているかというと、喫茶店に入るとか何だ

とかというと、みんなお金がないので、２００円、３００円

のお金がかかりますよね、喫茶店へ入ると。そのお金が惜し

いということで、みんな、おれ、帰るわって帰っちゃうわけ

ですね。だから、道端で短時間立ったままやるというやり方

になっています。それと、ああいうふうに渋谷まで出てくる

お金もあんまり持ってないので、その交通費もユニオンの財

政から実費を出しています。片道の実費１,５００円の範囲ま
で出すようにしていますから、相当遠くの人が応援に来れま

す、茨城ぐらいから。 
 そうやって、またじゃあねって別れるわけですけど、じゃ

あねって別れたら、今度はみんなが今日の団交はこんな感じ

でしたというのをメールで流すわけです。そうすると、団交

に出てなかった人たちも、今日の団交こんな感じだったのか、

次は応援に行こうかな、頑張ってねってという声が出たり、

メールでまた励まし合ったりするというやり方をしていま

す。私たちは参加型の団体交渉というふうに呼んでいますけ

れども。 
 何でこういうことをやっているかというと、結局、職場の

ことというのは変えられないことというふうに何となくみ

んな思い込まされちゃっているわけです。ひどい目にあって

もそれはどうにもならないことであって、我慢するか、やめ

るか、どっちかしかないなというふうにみんな思い込まされ

ちゃっている。だけど、そうじゃなくて、そこで労働組合と

してきちんと声を上げること、交渉することによって問題が

解決できることもあるんですよと。特に非正規のところで、

正規もそうだけど、違法なことなんかはいろいろな形で粘り

強く、我慢ができないんだったら声を上げていくことがとて

も大切だということをみんなに広げていきたいと思って、こ

ういう運動をやっています。 
 彼女のケースでいうと、従来型の労働組合なんかだと、職

場に労働組合として残っていかなかったら意味がないんじ

ゃないかと、やめてしまったらという話があるんだけど、私

たちはそう思わない。なんでかというと、彼女はひどい首切

りにあったのは事実なわけですね、違法な首切りにあったの

は。彼女自身はその前の職場でも、ひどい労働条件の中でや

めざるを得なくてやめてきているという人生なわけですよ。

また、ここで同じことを繰り返すのは嫌だということで、彼

女は勇気を振り絞って声を上げたわけですから、それを支え

るということはとても意味があると思うんです。彼女の人生

にとってとても意味があって、そうでなかったらずっと諦め

ることを繰り返していくことになるのかなと思うんです。彼

女にとってもそうだし、社会全体でもそうですよね。みんな

が諦めることを覚えていくということがずっと広がってい

くならば、この世の中というのは不当なこと、ひどいことが

あっても声を上げないことが一番うまい世渡りの仕方なん

だみたいなことが広がっていくというのは、世の中全体にと

ってもプラスにならないと思って、私たちはこういうことを

やっています。 
 みんながみんな声を上げられるわけじゃないわけです。例

えば組合員の中でも、自分の職場にいろいろな問題はあるん

だけど、組合に入っているけども、会社とは交渉はしてない

という人もいるわけです。でも、そういう人もほかの人が声

を上げているということを見ていく中で、自分も声を上げら

れるかもしれないというふうに励まされて、声を上げていく

ようになったりもするんです。そういうことがつながってい

くことが、少しずつですけども、働き方とか、大きくいうと、

社会みたいなことを変えていく力になるんじゃないかなと

いうふうに思っています。 
 いったんここら辺で切りますけど、皆さんに言いたいのは、

仕事の話というのは、どうしても仕事がうまくいかないとか

というふうになると、会社とか上司はおまえのせいだという

話にするわけです。おまえのせいだというふうに言われてし

まうと説明が一応成り立っているように見えるので、おまえ

の能力が低いとか言われると何となく納得させられちゃう

んですけど、実は大きく見ると、そういうことではないこと

も相当あるんですよということですね。社会全体の働かせ方、

働かされ方というのは、労働者の側、働く者の側が声を上げ

られないような仕組みが全体として強くなってしまってい

て、声を上げられなく、抑え込む力が強くなっているという

のが非常に大きな問題になっていると思っています。ですか

ら、自己責任だというふうに考えないで、諦めずにつながる

こと、そういうことを励まし合うことを、どこからつくれる

かということをみんなで考えていきたいと思っております。 
 とりあえず私の話はこれで終わります。ありがとうござい

ました。（拍手） 
 
５ 参加者の質疑を交えて 

【参加者】大学生と接する仕事をしております。そこで、こ

れとまた問題は違うと思うんですけれど、卒業生を送るとき

にこちらから見ると卒業生が使い捨てされる、それが明らか

にわかるような会社に勤めて、そこで自分の体を壊したり、

精神をすごく傷めてしまうという学生を何人も見ていると

いうこともございます。にもかかわらず、地方の私立大です

ので、少子化の中では、私立大学の生き残り策みたいなとこ

ろで見て見ぬふりをしているんじゃないかなということ。 
 それから、学生の自尊感情というものが本当に低く低く抑

えられていて、先ほど言われたように、自分が悪いんだから、

自分が我慢すればいいんだというような、横の連帯ができず

に自分の問題として抱え込んでしまう、そういう教育がなさ



－ 119－ 11 

れてきているなというのを非常に考えるところです。 
 もう一つ、地方は特に大企業がないので、企業の中自体に

人権とか、そういう感覚が本当になくて、地域レベルの中で

は小さな団体の中で仕事が回されている。そうすると、非常

に顔の見えるところで会社から監視されるというよりも、働

いていない、そこで何か問題を起こしてやめたということ自

体がその人の結果になるという、ある意味、封建的な関係と

いうのが今でも続いています。 
 そういう中で学生を社会に送り出す側としてどういうア

ドバイスをしていいのかということを、もしここで何かヒン

トを得ることができればありがたいなと思っています。 
【藤井】職員の藤井です。お話ありがとうございました。私

も職員ではあるんですけども、嘱託という非正規の立場であ

って、自分で専門職の嘱託というのを選んでやってきている

つもりではあるんですけども、１年間雇用という不安定な中

で働くというのを一緒に考えたいなと思って今日お話を伺

って、ブラック企業で働いている人と非正規で働いている人

というのは別にくくって捉えていたのが、社会構造の中では

つながっているというのがすごく納得というか、やっぱり大

きな問題だなというのを改めて感じました。ありがとうござ

います。 
【井口】改めまして、職員の井口と申します。私も３０ぐら

いまでこういう社会教育の仕事を非正規で働いていて、今は

市の職員になりましたけれども、少しでも条件を改善できな

いかなと思いながら悩んでいました。なので、そういう意味

ではすごく実感を持ちながら聞いていた話でした。 
 これまで公民館でこのような労働の問題を取り上げるよ

うなことはあまりやってこなかったんですよね。今回初めて

このプロジェクトを始める中で、そういうきっかけとなる場

をつくりたいと思って、こんな角度から企画をしてもらいま

した。今までワーク・ライフ・バランスとか、もう少し別の

角度から働く問題というのを考えてきたんですけど、今、若

い世代に目を向けると、これほどまでに問題が深刻化してい

るということを改めて再確認させてもらうような話だった

と思います。 
【森】改めまして、森と申します。今日お話を聞いていて、

私自身、非正規とブラックの、先ほどもちょっとお話しして

いたんですけども、表裏一体とおっしゃっていたのはあんま

りわかってないところがあって、本当につながっているとい

うことをすごく思ったし、そういった職場を用意しているよ

うなところに対して、外にいる人間はどういうふうに目を向

けていくかということだったり、制度とかはどういうふうに

問題だというふうに認識して働きかけていけるかというこ

とも考えていかないといけないんだなということを改めて

思いました。 

●日本社会の失業率 
【河添】まず無職という問題をどう考えるかという問題です。

無職というのは要するに失業中という意味ですよね。あるい

は体調が悪くて働けないとか、いろいろな理由があると思う

んですけど、大きく失業というものをどう考えるかというこ

となんですね。 
 日本の社会は長らく若い人は失業率が低い社会だったん

です。これは先進国の中で極めて特異な状況で、大体ヨーロ

ッパやアメリカなんかを見ていても失業率は若い人って高

いんです。何で高いかというと、それは技能を持ってないか

らです。若い世代の人は技能を持ってないので失業率が高い

というのが普通なんですが、日本の場合はそれが非常に低い

社会だった。それはたまたま高度経済成長といったもので、

オイルショック以後の７０年代も低成長とはいえ成長し続

けた国なんです。そのために失業率が非常に低いということ

がたまたまつながっていたために、日本の社会全体で失業し

ている人に対してのまなざしが極めて冷たい社会になって

います。だから、失業しているとその人がさぼっている、怠

けているというふうにするまなざしが強いんです。 
 ヨーロッパやアメリカとか見ていれば、死ぬほど失業者が

いっぱい出て、失業手当をもらって元気にしているわけです。

それは失業手当が全然違います、カバー率が。だから、例え

ばデンマークなんかだと、これ改悪されて短くされて、それ

でも失業給付が１年間もらえるんです。日本はどうなってい

るかというと、日本は大体若い人だと、失業給付がもらえる

期間というのは９０日から１５０日です。圧倒的に短いんで

す。しかもさっき言ったみたいにカバー率がそもそも低いで

すから、お話にならないです。もらっている人でも９０日か

ら１２０日しかもらえない。 
【井口】これなんでこんなに下がっちゃったんですか。その

理由を簡単に。 
【河添】それは非正規雇用が拡大したことに対して、雇用保

険の制度そのものが対応してないというのが非常に大きな

原因ですが、それだけではなくて、今、例えば政府がスロー

ガンのように言っているのは、失業なき労働力移動というふ

うに政策、新聞とかに出てくるでしょ、テレビとかも。あれ

は失業をさせて、失業したときの所得の保障をするという考

え方そのものが、すごく後退しているんです。 
 日本はもともと社会保障が全体として弱かったことに加

えて、新自由主義改革でさらにそれが弱められているという

のが今の現局面です。今、安倍内閣は派遣法の根本的な改悪

をしようとしているんです。こういうことがずっと進んでい

って、かつ失業時の所得保障は何もしないという方向ですか

ら、大変なことが起こるとは思います。 
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●資本主義社会の経済システムにおける失業と保障 

 失業者というのは資本主義社会である限り必ず必要なん

です。何でかというと、景気って変動するんです。よく言い

ますね、景気変動あります、資本主義って。景気がよくなる

ときは企業は人を雇うんです。景気が落ちていくときは雇用

を減らすんです、解雇したりなんかして。でも、また上がる

んです。また上がったときに人を雇うんです。また上がった

ときに人を雇うときにどこから雇っているのかといったら、

それは働いてない人から雇うしかないですよ。当たり前だけ

ど。 
 つまり失業者というのは必ずプールされてなきゃいけな

いというのが資本主義社会です。絶対にどこかにいなきゃい

けない。絶対にどこかに失業者がいない限り成り立たないよ

うな経済システムなんです。だから、資本主義社会じゃない

別な社会を構想するなら別ですけど、現実の問題として当分

資本主義社会なわけですから、そうするならば資本主義社会

のもとで必要なことというのは、失業者というのは必要なん

だから、その人たちが生活できるようにちゃんと社会的にプ

ログラムするというのはごくごく当たり前のことなんです。

だから、失業している人は自分はたまたま失業しているので

あって、その人の責任でも何でもないんです。努力と無関係

ですね。そういうふうにまず大きな枠組みで考えておかない

と、考え方がおかしくなってくるんです。 
 じゃ、どうするかといったら、失業者に対して所得の保障

をしていく必要があって、１つは雇用保険の失業給付を、カ

バー率を上げていくことと、それから金額そのものが低いで

すから、金額そのものが低過ぎて、非正規の人なんかもとも

との賃金が低過ぎるから、そのうちの６割から７割ぐらいし

か失業給付なんてもらえませんから、そうしたときに生活保

護の水準すら割り込むことがあるわけです。非正規の水準が

低いから。だから、これはもっと水準を上げなきゃいけない。

それから、さっき言ったみたいに期間が短過ぎるので、９０

日から１５０日の間に次の仕事が見つかればいいですけど、

見つからないことがあるわけです。そうした場合、じゃ、ど

うするのという話になりますから、もっと長くしていく必要

があります。 
 今の状況は、所得の保障がどういうふうになっているかと

いうと、まず働いているときは賃金で生活していますね。そ

れで、失業したときに、もらえている人は制度的には雇用保

険の失業給付で生活しますよね。今はこれがもらえてない人

もいっぱいいるわけです。そうなると、失業したら真っ逆さ

まに落ちていって、どうしているかといったら、さっきみた

いに凸凹の収入を得ながら、うまく見つからなければずっと

順々に落ちていくわけです。手持ちのお金がなくなってくる

から。手持ちのお金がなくなってくると、最後の最後に、今

支えているのは生活保護なんです。 
 生活保護はご存じのとおり、全部自分の資産を使い尽くさ

ないと利用することができないので、このプロセスというの

はすごくシビアなプロセスなんです。毎日毎日生活しながら

苦しめられていくわけです。御飯を１００円にしようか、５

０円にしようかというところで苦しみながら、毎日毎日電気

も削りながら暮らしていくけれども、仕事が見つからないか

ら、どんどんお金がなくなっていくというプロセスなわけで

す。大体このプロセスで精神的にもうやばくなっちゃうわけ

ですね。やばくなっちゃっているから、生活保護を受けると

きにはヘトヘトになっていて、ここから次に仕事をつくると

いうこと自体がすごく大変になってくる。 
 だから、こういうのは多段階にいろいろ制度設計する必要

があって、本来はまず雇用保険の失業給付を、さっき言った

みたいにカバー率を上げていくということですね。 
 それからもう一つ、これはヨーロッパなんかにはよくある

制度なんですが、失業扶助制度というのがあります。雇用保

険というのは日本式の名称で、一般に労使がお金を出し合っ

て出している保険を失業保険というふうに制度設計上は言

います。失業扶助制度というのをつくります。さっき言った

みたいに失業というのは必ず社会にとって必要なものです

から、労使がお金を出して保険をつくって、その人たちの生

活を支えるというのは極めて合理的な制度だったんです。 
 それをつくるのと同時に、この失業扶助制度というのはど

ういうものかというと、雇用保険にもともと何らかの事情で

入れなかった人とか、あるいは雇用保険の期間を延長したと

してもその先でも仕事が見つからなかった人とか、そういう

人が失業しているときに受けられるお金というのを失業扶

助制度というふうに制度設計をする。その上で、最後の最後

に、制度上は日本では生活保護制度ですが、制度設計上、一

般名詞では生活扶助と言いますけど、こういうもので所得の

保障をしていく。 
 貧困の問題は、当たり前ですけど、所得の保障をしなけれ

ば絶対だめなんです。今、最近の貧困問題のいろいろな新し

い政策の中に寄り添い型の支援とかなんとかいろいろ出て

きますけど、あの生活困窮者自立支援法の枠組みで非常に問

題なのは、この所得保障の問題がすっぽり抜けていることで

すね。所得を保障しなければ貧困というのは絶対に解決しな

いんです。だから、失業の問題でいえば、この賃金、失業保

険、失業扶助、そして最後に生活扶助というような、この多

段階の所得の保障という制度を構想しなければいけない。こ

こは新設。日本にはないです。つくるとしたら、これを新設

する必要がある。こういうことが構想としては考えられると

思います。 
 ですから、失業というのはその人本人の問題では基本的に



－ 121－ 13 

はない。たまたま仕事が見つかってないというふうに考えな

ければいけない。 
 なぜそれが重要かというと、仕事なんて選ばなければある

よという物言いがありますよね、世の中にいっぱい。そんな

のえり好みしているんじゃないのと。バイトの雑誌とかいっ

ぱい出ているじゃない、選ばずにつけばいいじゃないという

言い方があるんだけど、仕事というのは選ばなければいけな

いんです。選べるような状態でなければいけない。何でかと

いったら、パワハラがあろうが、セクハラがあろうが、ブラ

ック企業だろうが、その仕事につくべきだという話になって

いったら、ブラック企業は減らないです、さっき言ったみた

いに。労働市場の論理でいくとブラック企業はやめることが

できて初めて減らすことができるんです。だから、仕事とい

うのは常に仕事につくか、やめて失業して生活するか、どっ

ちかが選べるような状況がどこかで社会的に確保されてな

いとうまくないです。 
 じゃ、失業させっ放しかよっていう話になるので、この期

間に重要なのは、同時にあわせて職業訓練制度を組み合わせ

て、ここの人たちはここに入れるようにしようということ。

新しい技能を身につけて、例えば電気機械操作の技能を身に

つけて仕事につくとか、内装の技能を身につけて仕事につく

とか、いろいろあると思うんですけど、そういう職業訓練が

受けられるようにするということです。 
 これが日本は非常に弱いんです。職業訓練というのは結局

企業の中で行うということが、さっき言ったみたいに強くあ

るので、企業外でつくるという発想が弱いんですが、実はこ

れがものすごく重要。何回か転職していると別の仕事をやっ

ている。そうすると、決まった技能ってなかなか実について

いかないわけですよ。だから、それをきちんとシステム化さ

れた形で職業訓練制度を、国が学校をつくって、そこに入れ

ていくということがとても大切です。だから、ヨーロッパの

福祉国家はもちろん、デンマークのコペンハーゲンに私が一

昨年行ったときには本当に驚きましたね。本当に充実した職

業訓練の学校でした。でも、それ以外にアメリカでもそうい

ったものはいっぱいありますし、日本がすごくおくれている。

むしろこれが縮小傾向にあるというのは非常に大きな問題

だと思います。 
 

●社会の仕組みの転換に向けて：労働組合の活動 

 新規で学卒で就職しても離職している人がすごく多いで

す。大学生でも３年以内に３割ぐらいやめていますから、結

局正規で就職させるということは何か意味があるかという

と、それは一旦そういうふうに意味があるように見えるとい

うだけであって、その後の人生にとっては何の保障もないん

です。やめているというのはよほどのことですよ。こんなに

就職難なのにやめちゃっているというのは、続けられないそ

れなりの相当なシビアな理由があったからやめているとい

うふうに見たほうがいいので、それを考えるならば、離職し

た後にほかの職業訓練を受けて、次のチャンスを得られるよ

うな社会の仕組みをつくっていかないと、みんな新卒就職で、

かつ正規で、かつブラックじゃない企業でという、本当に針

の穴に糸を通すような話になっているわけですよ。それにみ

んな疲弊しちゃっている。これは転換しなきゃいけないと思

いますね。 
 困ったときに例えばそういう個人加盟の労働組合という

のがあって、相談できるよということを知っておくだけでも

全然違いますよね。日本の労働組合の全国的な集まりという

のは連合と全労連というのがあるんですけど、ここは両方と

も全国的にフリーダイヤルを持っていて、労働相談のダイヤ

ルがあります。０１２０－１５４－０５２。なぜ覚えている

かというと、「行こうよ、連合に」なんですね。０１２０－

３７８－０６０、これは「みなは全労連」なんです。このフ

リーダイヤルがいいのは何がいいかというと、東京でかける

と東京のセンターにつながります、沖縄でかけると沖縄のセ

ンターにつながります、宮城でかければ宮城のセンターにつ

ながります。全国で使える共通番号なんです。ですので、こ

こにかけて相談に乗ってくれる労働組合を紹介してもらっ

て、ただ、労働組合ってすごくいろいろあるので、その人に

合うかどうかというのは相談に乗ってもらわないとわから

ないところがあるんです。合わなかったら、また違う組合を

紹介してもらうとか。東京近辺、首都圏だったら首都圏青年

ユニオンで大丈夫だと思うので、ネットで青年ユニオンで検

索してもらって、相談に乗ることは可能だと思います。 
 それから、ショップ９９の職場の改善につながったかどう

かということですね。これは１人の人が裁判をやったという

ことの中では、それなりの改善があったと思います。彼は裁

判を起こして、随分あちこちの集会とかで、ショップ９９で

こんな問題があるということは争議ですから、いろいろな宣

伝をしたわけです。僕らも会社の前で宣伝もするし、マスコ

ミにばんばん名前が出ましたからね。ショップ９９の話は出

たし、ブラック企業大賞というのを僕らはやっているんだけ

ど、表彰もしたし、そういうのもあって相当嫌がっていまし

たね。だから、その嫌がっているというのは当然プレッシャ

ーになるわけで、こういういやがらせも個人でやると営業妨

害とかになりますけど、労働組合がやるとそれは労働組合法

で認められた団体行動なので、オーケーなんです、会社の中

にビラをまこうが。そういう意味で随分よくなりましたよね。

ですから、一応残業代は払われるようになっています。 
 ショップ９９じゃない例でというと、例えばすき家のケー

スなんかだと、途中でいやがらせで会社から監視カメラで監
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視されて、おにぎりを３個食べたから窃盗だと言って、刑事

告訴されたということもあったんですけど、それは完全に報

復なんですよ。会社が残業代を払ってなかったから、これを

刑事告訴したんです。それに対する報復として会社がやって

きたんですけど、おにぎり３個というのもお茶わんを洗って

いるときにたわしの毛が入っちゃったから、お客さんに出せ

なかったから、もったいないから御飯にして食べたというだ

けなんだけど、それを窃盗だといって。普通の会社だったら、

そんなの注意すれば済む話でしょ、御飯食べたぐらいで。そ

れがまずいって。企業内の処分をしないで窃盗だと言って。

結局送検とか立件とかされないけど、そうやって脅してくる

わけですよ。 
 でも、逆手にとって直ちに記者会見をやって、こんなひど

いことやっていると言ったら、朝日新聞はこのくらいの記事

にして、おにぎり３個で告訴されて。すき家はゼンショーと

いう会社なんだけど、あまりにも極端なことばっかりすき家

はやるから、朝日新聞なんて特集記事をばあっとやったから、

相当向こうはマイナスだったと思いますよね。すき家はブラ

ックだというのが出て、本当に有名にしたので。そういうこ

とはありますよね。最終的にはこのすき家は残業代を、その

前からだけど、僕らの運動で１万人以上に残業代を払わせる

ようにさせたり、最後に闘った組合員に対しては、団交経由

で闘ったんだけど、その後、賃上げをさせているから。とに

かく声を上げなければ何にもとれないんですよ。声を上げれ

ば、絶対とれるという保証はないけど、とれることも多いと

いうことですね。 
 それから、企業別の組合とユニオンのあれですね。なかな

か難しいのは、正社員でその会社にいて、企業の組合に入っ

ていたというケースですよね。そうした場合にユニオンに入

ることは可能です、まず。だから、二重に加盟することは可

能で、加盟している人は実際に青年ユニオンにはたくさんい

ます。だけど、実際に何かトラブルがあったときに会社と交

渉できるかというと、ややこしいのは会社側から見たときに、

この人は２つの組合に入っているという話になると、例えば

どちらがあなたの要求を代弁しているのかがわからなくな

っちゃいますよね。だから、交渉を申し入れるんだったら、

企業別労働組合のほうを脱退して申し入れる必要が出てく

るんです。 
 ちょっとややこしい話になりますけど、ユニオンショップ

協定というのがあることがあって、労働組合員でなければ雇

わないという、労働組合を脱退したら、同時に解雇するとい

う規定がある。そういう協定を、労働組合が強い場合に会社

との間で結んでおくことが多いわけですね、企業内の組合と

いうのは。ですので、別の組合に入っていないと首を切られ

るおそれがあります。だから、ほかの組合に入っているので、

首は切られないですけど、問題は具体的に言うと、例えば首

都圏青年ユニオンで交渉するという話になった場合に会社

の組合を脱退しなきゃいけない。会社の組合というのは事実

上会社組織と一緒なので、会社の外側に出たという感じに受

けとめられるんです、会社の社会の中で。ですから、それを

やるときというのは、もう会社をやめてでも争うという覚悟

があるとき、相当差別されていても闘わなければいけないと

いう局面でないとリスクは高いと思います。 
 ただ、僕らがそういうケースで勧めるのは、ユニオンに二

重加盟した上で、その企業内の組合でどういうふうに行動し

たら一番いいかというアドバイスをする相談のやり方をす

ることが多いです。 
 それから、地方の学生さんへのアドバイス。実際のところ、

率直に言って難しいですね。だから、東京でもそれは同じこ

とですけれども、学生のときに判断をするというのは、仕事

はひどい会社だったらやめてもいいんだよということはど

うしても伝えざるを得ない。それはそうでないと本当に死ん

でしまうので、あるいは体を壊してしまうので、そこはそう

いうふうに言わざるを得ないと思いますね。その上で、やめ

た後でもいろいろな職業訓練の制度があったりするよとい

う話、相談先があるよというような、何か事柄に直面したと

きに対応するような労働法の知識だとか、相談先の情報だと

か、そういったものを身につけてもらうしか実際上ないと思

います。どこに就職したら安泰という世の中ではない。大企

業でもトラブルに巻き込まれるので。 
 
●「自己責任」を越えるために 
【井口】最後に、今日初めてこういう場でこういう取り組み

をしたので、今後やっていく際のご助言をもらえるといいな

と思っていまして、みんな自己責任、働く問題って自分でど

うにかしなきゃいけないって、追い込まれているはずなんで

すよね。ブラックな企業で働いていたら、何とかここでしが

みつきながらもやるしかないとか、あるいはやめる覚悟する

んだったらやめて、次見つけなきゃいけないって、とにかく

自分でどうにかしなきゃいけないと思っていたり、あるいは

失業状態になる人たちだってみんな悩んでいたりする。そう

いう人たちもとにかく自分に合ったところを見つけなきゃ

いけないとか、あるいはそこで今度トラブルがあったらどう

しようとか、多分そういう悩みをみんな抱えている状況だと

思うんです。 
 でも、今日の話はそこを１回突き放して、社会の構造に目

を向けよう。社会にはやっぱりいろいろな問題もあるし、な

かなかそれは大きく変えられないことではあるけれど、でも、

一つ一つ声を上げていくというのは、仲間がいれば何とかで

きるんじゃないかって、そんな話だったと受けとめさせても
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らったんですね。 
【河添】まず、例えば今、具体的にこういう活動に参加して

みたいという人は、首都圏青年ユニオンに直接連絡をとって

もらわないとまずいと思います。その上で、とにかく自分自

身の問題だというふうに思い込まされている人が多いわけ

ですから、物理的にこういう居場所も持っていて、こういう

社会的資源をもっともっと活用して、今日お話ししたことも

もう少し詰めていくと、いろいろなパートに分けられる問題

ではあるんです。ブラック企業の問題、非正規の問題、失業

の問題。それから、例えば病気になっちゃったらどうするの

とか、お金がなくて病院にかかれるのとか、家族がトラブル

を受けちゃったらどうするのとか、あるいは生活保護はどう

やったら受けられるのみたいな話も含めて、いろいろなタイ

プのことを具体的にあんまり理念的にやらないほうが多分

いいんじゃないか。もうそういう時代じゃないというか、超

具体的にこういうことができますよという話をやったほう

が社会的需要に応えているんじゃないかなと思います。そう

いうのを連続講座で国立市公民館がやってくれればそれは

全面協力しますけど、そういうのをやったらおもしろいです

よね。 
自己責任って、いろいろな人がいろいろな言い方をしてい

るから、これが決定的ですというのは言いにくいけど、何で

広がるかということを考えると、例えばそれ自己責任だろう

っていうふうに言うのは、自分よりも弱い立場の人に対して

だけ言うんですよ、自己責任という言葉は。例えばヒラ社員

が課長に対して、あなた自己責任ですよと、努力足りないん

じゃないですか、だから部長になれないんですって言わない

じゃん。部長に対して、あなた努力が足りない、だから社長

になれないんですよとか言わないでしょ。言うのは、自分の

部下に対して努力が足りないねとか、もうちょっとこうした

らどうか。非正規の人たちに、あなたももうちょっと頑張っ

ていればこうだったのにね、失業中の人に対して言う、生保

を受けている人に対しても言う。 
 基本的に自己責任論というのは弱い者いじめの言葉なん

ですよ。ここに本質があるということをまず抑えるべきだと

思いますね。水平的な言葉じゃないですよね。本当にだれに

対しても自己責任ということが言えるんだったら、上に対し

ても言えるはずなんですが、まず弱い者いじめ。 
 でも、弱い者いじめだし、しかも自己責任というのは何か

説明したかのように見えるけれども、実は何にも説明してな

いんです。というのは、どんな人でも大体努力をしている局

面もあれば、さぼっている局面もあるわけですよ。自己責任

だよって言っている人に私は聞きたい。あなたは生まれてこ

の方、ずっと一貫して努力し続けてきたのかと、さぼりもせ

ずに。うそだろうっていう、そんなのうそに決まっているわ

けですね。どこかでさぼっている、だれでも。さぼっている

んだけど、うまくいってない人に対しては、それはさぼった

結果だというふうに言うわけです。だけと、自分が今この位

置にいることそのものはさぼった結果だというふうには考

えないです。だから、論理的にそもそも成立してない話だと

思うんですね、自己責任の言い方は。 
【参加者】そうすると、何も言えないですよね、そう言われ

たときに。自分でばぁーんとこっちから本音をぶつけたら、

言っていいものやら、何も言わないでためておくか。 
【河添】自己責任って言われた場合にね。言われた場合にど

うするかっていう話は、それはそれでちょっと難しいですけ

ど、まず自己責任という言葉がどういうふうに使われている

かという話をまず説明させてもらっていいですか。今言った

みたいに、自己責任ということそのものは全く論理的じゃな

いですね、もともと。だけど、何でこんな言葉が広がって定

着するかということがもう一つあって、これは私はこう思っ

ているんですね。例えば成功した人というのは、成功という

のも括弧つき成功ですけど、社会的に地位のある立場にある

ような人、例えば会社の経営者であるとか、医者とか弁護士

とか、そのような人は努力してないのかといったら相当努力

しているわけですよ、その人たちはその人たちで。だから、

努力したために、あるいはもっと普通にそこら辺のサラリー

マンでもそうですよ。努力しているんですね、その人なりに。

だから、自分が今あるポジションというのは努力の結果だと

思うんです、だれでも。皆さんもそうですよ。自分が今大学

生であるのは、あるいは大学院生であるのは、自分が勉強し

てきた結果だと思うんです。 
 だけど、そこから先があって、ここにまでいってない人は、

努力してないからだというふうに思っちゃうんですよ。そこ

は論理の飛躍があるんだけど、自分が努力してここまできた。

そこまでは客観的に事実だと思います。その努力がなかった

ら、そこまでいってないから。それはそうなんだけど、努力

すればみんなそこまでこれたのかよという話は全然論証さ

れてないんだけれども、努力の結果だと思い込んでいる。み

んなが努力すればそうなるだろうと。 
 でも、努力というのは非常に難しくて、努力ができないよ

うな家庭環境というのもあり得るわけです。いつもおやじが

飲んだくれて母親を殴っているみたいな家庭で、勉強もおち

おちできるかというとできないですね。お金がなくていつも

いつもお母さんはダブルワーク、トリプルワークで夜遅く帰

ってきて、いつも弟、妹の飯を自分でつくって一緒に食わな

きゃいけないみたいな家庭環境だったら、勉強はできないで

すね。学校に給食費もまともに払えないような家庭環境とい

うのは、高校進学だって考えちゃいますよね。 
 だから、だれもが同じように努力できるという前提そのも
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のがうそなんですよね、事実の論法として。だから、そうい

うことに対してきちんと見ていかないと問題は解けないと

私は思っています。 
自己責任というのは根深いんですよね。根深いし、定着し

ていて、しかもそれは権力のある側の人たちにとっては極め

て都合がいい。だって、全部その人のせいにしてしまう。本

当は社会的な問題なのに、社会的に解決しなきゃいけないも

のを個人の問題にしてしまうわけですから、貧困の問題だと

か何だとか、教育を受けられないとか、そういったことも含

めて全部。それは非常に問題のある考え方だと思うんですけ

ど、それにそういう考え方が意識的にまかれている部分もあ

るし、自分たちが内面化しちゃっているから、すごく定着し

ていて、それが逆にそういう意図的に流すものも受け入れや

すくなるという、相互に強め合っちゃっているという関係に

あるような気がしますね。 
 今、政府がやっているような話というのは、例えば社会保

障会議なんかは自助・公助・共助といって、まず自分たちで

やってくださいねという話にどんどんなっていっているけ

ど、社会保障も自分たちでやってくださいねって言ったら、

社会保障じゃないよね、本当は。ちょっと考えてみればおか

しな話だなという話なんだけど、そういう話になっちゃって

いる。ここは気をつけなきゃいけないというやつだね。（拍

手） 
―― 了 ―― 
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２ 藥師実芳氏（特定非営利活動法人 ReBit代表理事）講演 

「シリーズ 現代社会を、私はこう生きる 

『ありのままの自分』を生きられる社会をめざして」（平成２６年度） 

 
実施日：平成26年12月27日 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ はじめに：自己紹介・団体紹介 

NPO法人ReBit代表理事を務めております藥師実芳です。平

成元年生まれの25歳です。今日はよろしくお願いします。 

 まず、団体紹介をさせていただきます。ReBitは、「Bit」少し

ずつ（little bitのBit）で、「Re」何度でも繰り返すことで社会

がよくなりますように、そんな願いを込めて立ち上げた団体で

す。LGBT を含めた全ての子どもがありのままで大人になれる

社会を目指し、2009年 12月、大学 2年生のときに学生団体と

して立ち上げ、2014年3月にNPO法人となりました。大学生

から20代を中心に250名ぐらいが参加し、LGBTの人もLGBT

じゃない人も一緒にやっています。 

 主に3つ目の事業を展開しています。1つ目がLGBT教育で、

教育現場や行政での研修をさせていただいていて、今年だと年

間約90回実施しています。あわせて、行政や大学等と連携し教

材作成をしています。 

 ２つ目の事業はLGBT成人式です。成人式に着たくない性の

晴れ着を着なければならない、地元でいじめられていたなど

様々な理由で成人式に参加できないLGBTは少なくありません。

また、成人式に限らず、ありのままの自分に胸を張れるタイミ

ングが少ないのが現状です。そのため、世田谷区など、全国の8

地域で成人式を開催しています。 

 また、3 つ目の事業として、LGBT 就活を実施しています。

LGBT の就活生へのキャリア開発セミナー、企業や自立就労支

援機関への研修提供をしています。 

 
２ 多様なセクシュアリティ 

●性別とは？ 

 まず、LGBT とは何だというふうに考える前に、性別って何

だろうということを考えていきます。 

 性別は4つの軸で考えることができます。1つ目に、外性器、

内性器、性染色体などからみるからだの性。2つ目に、自分の性

別をどういうふうに認識しているかというこころの性。3つ目に、

どの性別の人を恋愛対象とするかしないかという、すきになる

性。4つ目に、服装、話し方、振る舞い方などからみる表現する

性。この 4 つの性が掛け合わさって、セクシュアリティを考え

ることができます。 

 
●LGBTとは？ 

 LGBT は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランス

ジェンダーの頭文字からなる言葉です。女性として女性が好き

な人をレズビアン、男性として男性が好きな人をゲイ、男性も

女性も恋愛対象になる人をバイセクシュアル、体の性と心の性

が一致しない人をトランスジェンダーと言います。 

 しかし、セクシュアリティは人の数だけあるともいわれてお

り、L・G・B・T 以外にもたくさんのセクシュアリティが存在

します。その中でも代表的なものをご紹介させてください。  

 例えばからだの性が先天的に非典型である状態を性分化疾患

と言い、約2,000人に1人の割合で出生すると言われます。 

 また、こころの性が男女どちらかに二分できない人を Xジェ

ンダーと言います。例えば、男と女の間の中性だと自認してい

る人、男女の両方である両性であると自認している人、自分に

性別はなく無性であると自認している人など、自認は様々です。 

 また、恋愛対象をもたない人をアセクシュアルといいます。 

ここで僕がお伝えしたいことは２つあります。1つ目に、からだ
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の性だけで性別は決まらないということ。2つ目に、人の数だけ

セクシュアリティってあって、男女じゃ分け切れないというこ

とです。 

 実際、LGBTは国内人口の約5.2%、約20人に1人いるとい

われます。40人クラスだったら2人ぐらいはいるだろうという

ことで、国内人口の約660万人はLGBTであるというふうに考

えられます。この 20 人に 1 人という数字は、例えば左ききや

AB型と同じぐらいの数というふうに言われます。 

 
●アイデンティティ問題としてのセクシュアリティ 

 LGBT の話をすると、それって性の話や恋愛の話で、子ども

に関係がないのではと言われることもあります。しかし、セク

シュアリティの話は、アイデンティティの話で、進路や就職、

誰とどう生きるかなどに広く関わります。 

 だからこそ、LGBT であることというのを否定的に捉えるこ

とは自尊感情の低下につながりやすいと言われています。実際、

学校現場でいじめや暴力を受けたことがある LGBTは約 7割、

不登校を経験したことがある性同一性障害者は約 3 割、自傷、

自殺未遂を経験したことがある性同一性障害者は、同じく約 3

割。自死念慮を抱いたことがある性同一性障害者は約 7 割、3

人に 2 人ぐらいは死にたいと思ったことがあります。特にその

ピークが二次成長期、小学校高学年から中高生の間であること

からも、LGBTの課題は 子どもの課題でもあると考えられ、実

際法律や条例にも記載されています。 

 例えば、「子ども・若者ビジョン」（内閣府）が平成22年に制

定され、その中でLGBTは偏見差別をなくし理解を深めるため

の啓発活動をしないといけないということ、「自殺総合対策大

綱」（内閣府）の中で、LGBTを自死のハイリスク層として捉え

教職員の理解を促進する必要性が記載されています。しかし現

状教育現場ではLGBTが約 20人に 1人いることを知っている

先生は約1割。同じく学校教育の中でLGBTや多様な性に関し

て知る機会があった高校生も約 1 割です。その反対に、学校現

場でホモネタとかおかまなど、LGBT を揶揄する言葉聞いたこ

とある高校生は約 4人中 3人であり、まだ学校現場で人権問題

としての対応が不足していると考えられます。 

 また、厚生労働省の補助金事業でもある「よりそいホットラ

イン」という24時間の無料電話相談があり、そこのセクシュア

ルマイノリティ専門の相談電話には、昨年度63万件の相談電話

がかかってきています。また受話件数でみると 10 代、20 代の

若者からの電話が約半数です。社会的に可視化しづらい LGBT

の子ども若者ではありますが、見えないからいないというので

はなく、見えないからこそ困っていて、支援を求めており、で

も身近な人に相談できないというのが現状だと考えられます。 

３ LGBTが抱える困難 

●子どもの視点 

 LGBTの子どもにとって、困りやすいことは多くあります。 

１つ目に、男女で分けられることは困りやすいです。例えば私

は、中学校のとき制服が嫌で、スカートの下にいつもジャージ

履いていましたが、いつも生徒指導の先生に反抗的だと怒られ

ていました。けれども、そういうふうに男女で分けられるとい

うところに困ったりして、本当は反抗じゃないのにそう見られ

ることがあったり、他にも修学旅行の部屋やお風呂で困るため、

修学旅行行けないという子がいたりします。 

 ２つ目に、LGBT がいないことが前提となっていることでも

困りやすい子どもたちがいます。例えば、先生の声かけで「女

の子らしくてすてきな色使いだね」「重いもの持つから男子集

合」など、男らしさ、女らしさが前提となっていることがあり

ます。ほかにも、だれもが男女で結婚して子どもを持って生き

ていくことが前提となり授業やキャリア教育が行われる場合、

自分が当てはまらないと、あれ、おかしいのかなとかんじる

LGBTの子どももいます。 

 ３つ目に、教職員や保護者から正しい知識を教えてもらえず、

正しい知識にアクセスできないことで困りやすいです。このこ

とが、LGBT の子どもであれば自分で自分のことがわからなか

ったり、LGBTでない子どもであれば他者理解を妨げます。 

４つ目に、身近に相談できる人がいないこと。周りの不理解や

否定されるのではという懸念から相談できないことでひとりで

抱え込んでしまいやすいです。 

５つ目に、ロールモデルが見えないこと。LGBT の大人がイメ

ージできないことで将来の不安が生じ、どう生きていけばいい

のかわからないということで、孤立し、自尊感情の低下、人間

関係構築の障壁などにつながりやすいです。 

 そういったLGBTの子どもを守るために、まず、教育関係者

がLGBTを知る機会を提供ということで、教員養成過程や教職

員への人権研修の中にLGBTの研修や資材提供をすることが大

切です。 

 また、子どもがLGBTについて知る機会の提供ということで、

LGBT がいることを前提とした教材の作成や義務教育課程での

情報提供が大切です。また、LGBT の子どもと家族の支援体制

をつくっていくことが大事だと考えられます。 

 
●若者の視点 

子どもから大人に移行していく期間の中で、就活、就労とい

うことで困りやすです。企業や自立就労支援機関に理解がなく

採用における差別が生じたり、支援者に理解がないため相談し

たら二次被害に遭うケースもあります。 
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 さらに、就労後も安全に働くことができない。差別やセクシ

ュアルハラスメントを受けやすいですし、福利厚生の中で

LGBT が想定されていません。例えば、会社、社員寮で同性パ

ートナーの入居は想定されていないとか、例えば同性のパート

ナーがいることを会社で言えていない場合、パートナーが長期

にわたり入院をしているので会社を休みたいという相談ができ

ない。また、転勤の場合に、同性パートナーが家族と認められ

ず一緒に行けないこともあります。 

 そして、人間関係構築が難しいという側面もあります。自分

のことや家族のこと、週末誰と何をしてたとか、そういうこと

にセクシュアリティがかかわる際、セクシュアリティを隠すこ

とで、小さなうそをいっぱいつくことになります。そのことで、

疲れたりとか、齟齬がうまれたりとか、人間関係ぎゃくしゃく

したり、コミュニケーションが難しくなっていきます。また、

場合によっては、「あの人ゲイなんじゃない？」などと噂になっ

たり、いじめに発展するケースもあり、人間関係構築は職場の

大きい課題のひとつです。 

 LGBT の若者を守るためには、差別禁止を明文化することが

大切です。自治体や職場でLGBTを差別をしないことを明確化

する。また、社内の理解促進や対応ということで、社内での研

修実施や相談窓口をつくる、福利厚生の改定など、LGBT の社

員がいることを前提に職場をつくっていくことが大事です。 

 また、自立就労支援機関での理解促進や対応ということで、

相談支援にかかわる職員に理解が普及していくことが、セーフ

ティーネットをつくることつながります。 

 
●地域での生活と家族 

 LGBT が地域社会にいないと思われていることで、例えば同

性同士で住んでいたり、見た目の性別と戸籍の性別が違う場合、

地域の人間関係って難しくなる場合があります。しかし、自治

体でLGBTの相談窓口や担当課があるところは少なく、困って

いてもどこに相談していいかわからない、相談しても担当でな

いということで対応してもらえないこともあります。 

 日本は同性婚やパートナーシップ法がありません。G8の中だ

と日本とロシアだけであり、LGBT の人権に対して後進国だと

も言われています。同性カップルが法律上家族になれないこと

で様々な困難が生じます。例えば、長年連れ添ってきた同性パ

ートナーが ICUに入院すると、面会ができなかったり、医療上

の同意ができなかったりします。また、2人の名義で家を買った

り財産を持ったりできないため、2人で築いた財産や一緒に買っ

た家であっても、１人の名義になっているので、その１人が亡

くなると財産を失ってしまいます。また、公営住宅に入れない

など、家族であることにおける権利・保証からも抜け落ちてし

まいます。 

 
４ LGBTをめぐる困難に対する取り組み 

●国内外の法制度や政策 

国内でも LGBT にかんする様々な取り組みが進んでいます。

2010年8月に先ほど話した『子ども・若者ビジョン』と『自殺

総合対策大綱』に性的マイノリティについて記載されました。

2013年 12月に、男女雇用機会均等法の改正によって、性的マ

イノリティに対する差別的な言動もセクシュアルハラスメント

であると認められました。つまり職場で、「おまえ、おねえか」

とか、「早く結婚しないと、ホモだと思われるよ」などの言動は

全てセクシュアルハラスメントというふうに規定され、職場と

して取り組まなければならない権問題になりました。 

 2014年には、文部科学省が学校における性同一性障害にかか

る対応に関する調査を実施し、全国小中高校で 606件の対応例

が報告されました。 

 また、自治体の中でも取り組みが進んでいます。例えば、大

阪市の淀川区は、全国で初めて行政としてLGBT支援宣言を出

しました。LGBT に関する正しい知識の理解を深め、少数者の

人権を尊重したまちづくりを目指し、意見交換会や、啓発活動、

電話相談、コミュニティースペースの運営などを実施していま

す。 

 
●LGBTを包括した社会に向けて 

 最後に、今日の講座にいらしていただいたみなさんにしてい

ただきたいことをお話しします。LGBT のこと知っているよ、

応援しているよという気持ちをぜひ可視化して、LGBT の応援

者である「アライ」であってください。今日の研修の話を、自

分の地域や家族・友達にぜひ発信していただきたいなと思って

います。また、職場や家庭・地域などに、LGBTの本を 1冊置

いたり、6色のレインボーがLGBTの象徴ですので貼っていた

だいたり、広報誌や学級新聞などに少しLGBTのことを書いて

いただいたり、ご自身の周りでLGBTを笑いのネタにしている

方がいたら注意できるのであれば注意していただけたらうれし

いです。LGBT フレンドリーだよ、相談していいんだよという

気持ちを可視化してくださると、うれしいです。 

ご清聴いただきありがとうございました。 

── 了 ── 
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『月刊公民館』2014 年７月号（第一法規）より
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『月刊社会教育』2014 年 9月号（国土社）より
『月刊社会教育』2014 年 9月号（国土社）より


