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知的障害者のプロ集団

ＪＯＹ倶楽部の演奏、観客魅了

佐賀新聞 2015 年 08 月 04 日

高い演奏力で観客を引き込む「ＪＯＹ倶楽部ミュージックアンサ
ンブル」のメンバー＝佐賀市の県立美術館ホール

知的障害者で構成するプロの演奏集団「ＪＯＹ倶楽部
ミュージックアンサンブル」のコンサートが１日、佐賀
市の県立美術館ホールであった。２９人が豊かな音色を
響かせ、観客を魅了した。＝写真
演奏者は１部と２部に分かれて出演し、シンセサイザ
ーやアコーディオン、ドラムスなどを用いて全１３曲を
披露。カーペンターズの「イエスタデイ・ワンス・モア」
などの名曲とオリジナル曲を織り交ぜ、ダンスパフォーマンスを盛り込むなど飽きさせな
い構成で観客を引き込んだ。
以前楽団のスタッフを務めていた女性（４０）＝北九州市＝は「一人一人が個性を出し
て輝いている」と魅力を語った。また、家族４人で鑑賞した佐賀市の堤瞳さん（３５）は
「演奏者の皆さんが楽しそうで、音楽の楽しさがこちらにも伝わる演奏だった」と絶賛し
た。
「ＪＯＹ倶楽部－」は福岡市内の障害福祉サービス事業所が１９９３年に設立。年間約
６０公演をこなし、観客動員数は２６万人以上を数える。

障害者女子ソフト「武蔵野プリティープリンセス」始動へ

支援募る
埼玉新聞

2015 年 8 月 4 日

社会人女子ソフトボールチームの監督で、
「武蔵野プリティープリンセス」代
表の工藤陽介さん（右端）

知的障害のある女性でつくる日本初のソフトボールチーム「武蔵
野プリティープリンセス」が９月から本格始動する。
代表を務める工藤陽介さん（３８）は「純粋に体を動かす楽しさ
を知ってほしい。チームスポーツの楽しさ、勝つ喜び、負ける悔し
さをみんなで味わいたい」と意気込んでいる。チーム発足に向けて
の支援も募っている。
「ソフトボールは女性が輝けるスポーツ。その場をつくり出した
い」
。シドニー五輪ソフトボール女子日本代表に通訳として帯同し、
現在は東松山市内の福祉施設で働く工藤さんはチーム創設の目的
をこう語る。
女性の障害者スポーツは大人になっていくにつれ、実施できる場が少なくなっていくの
が現状だという。男性の障害者チームは、県内にも数チーム存在するが、その中に女性が
参加すると、体力的な差が出てしまう。

「スポーツをしたいのにできる環境がない」と指摘し、「将来的には知的障害者の女子ソ
フトボールリーグを立ち上げたい」という夢を持っている。
ただ、社会人女子ソフトボールチーム「ＴＳＭレディース」の監督でもある経験から、
「選
手や資金を集めるにしても、ぶつかる壁は大きい」と実感を込めて課題を指摘する。道具
の準備や練習グラウンドの確保、練習場への移動などは、やはり健常者の補助が必要だ。
それでも「われわれがサポートして、ただやるだけではなく、勝敗にこだわることで楽
しさを感じてもらいたい」と前向きだ。
チーム立ち上げへ心を突き動かした大きな要因がもう一つある。野球型競技の障害者ス
ポーツの広がりが少ないことから、２０２０年の東京五輪・パラリンピックの種目追加に
逆風が吹いていること。
副代表の松永侑子さん（２７）も「この活動が切っ掛けになって日本中に広まってくれ
れば」と期待する。
チーム結成には選手が足りず、スカウトキャラバンを実施するためのバットやグラブな
どの備品も足りない。
支援調達の一環として現在、インターネット上で「クラウドファンディング」
（ https://readyfor.jp/projects/softball ）を実施中。目標金額は６５万円で、今月３
１日午前１１時までに達成すると、決済が完了する。３日午後の時点で６万６千円が集ま
っている。
練習はさいたま市、川越市内のグラウンドで土曜日の午前中に実施する予定。協賛や練
習などの問い合わせは、工藤代表（電話０８０・７９６３・４３７３）へ。チームのフェ
イスブックでも活動を報告している。

車いす「ハネト」支え２０年

平内の「じょっぱり隊」

北海道新聞

2015 年 8 月 4 日

ねぶた囃子のリズムに乗り、ハネト体験を満喫するじょっぱり隊
の参加者＝3 日夜、青森市新町 2 丁目

青森ねぶた祭で「ハネト」として参加する障害者を支
援する団体「ケア付きねぶた じょっぱり隊」
（事務局・
平内町）が 3 日、1996 年の発足以来 20 回目の出陣を果た
した。青森菱友会の運行に加わった障害者や高齢者 29 人
が浴衣に花がさ姿で車いすに乗り、沿道に手を振りなが
らハネトを楽しんだ。
29 人の参加を支えたのは、ボランティアやスタッフ計
321 人。ボランティアは医療・介護・福祉の専門職や県立保健大などの学生らで、地元だけ
でなく首都圏や九州など全国各地から集結した。
参加者の中には長期の意識障害だったり、高齢や事故などで自力歩行できない人も多い
というが、同隊の紙屋克子実行委員長＝静岡市＝によると、ねぶたに出ることを目標に、
それぞれがリハビリに取り組むなど励みになっているという。
参加者は 3 日、介助者のサポートを受け「ラッセラー、ラッセラー」と声をそろえなが
ら練り歩き、沿道からは大きな拍手と「頑張って！」
「お疲れさま」などの声が掛けられた。
最多の 19 回目の参加となった澤淑子さん(80)＝神奈川県＝は「沿道の観客が手を振ってく
れたり、うちわであおいでくれたりと温かく、涙が出そうになった」と話した。
じょっぱり隊は行政からの補助金を受けず、T シャツやポストカードの売上金や、寄付を
基に運営を続けている。紙屋委員長は「自由にやりたいという思いからです」と語る。
過去に土砂降りの中、ねぶたに参加して、ふだん雨の中を外出することのない障害者が
「生きていることを実感した」と話すなど、ボランティア側が気づかされる体験も多いと
いう。
同隊は第 1 次安倍内閣時にバリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰を受け

た縁で今年、安倍晋三首相から祝電が届いた。また、20 周年特別企画として今月 16 日に米
ロサンゼルスに出陣する竹浪比呂央さん制作のねぶた運行に、同隊参加経験のある秋田、
埼玉県の男性 2 人が参加する。
事務局長の長根祐子さん＝平内町＝は「どのスタッフが欠けても成しえなかった 20 年。
反省もあるが今年も皆さんに感謝です」と話した。

バリアフリー観光推進

県が来月大会

読売新聞 2015 年 08 月 04 日

県内のバリアフリー観光情報が掲載された「みえバリ」

バリアフリー（障壁のない）観光地づくりを県内に広
めようと、県は９月４日午後２時から、津市の男女共同
参画センターで、バリアフリー観光推進大会を初めて開
催する。県が今年３月に発行したバリアフリー観光ガイ
ドブック「みえバリ」と、観光相談システムについて紹
介するほか、
「五体不満足」の著書で知られる作家の乙武
洋匡さんらによる討論会を行う。
県内ではＮＰＯ法人「伊勢志摩バリアフリーツアーセ
ンター」
（鳥羽市）が、伊勢志摩地域の観光施設や宿泊施設などを詳細に調査し、バリアフ
リー観光情報を発信している。同センターでは旅の相談に対して、「パーソナルバリアフリ
ー基準」という考え方を採用。個々の障害の状況に応じて旅行を楽しめるよう、観光施設
などのバリアを乗り越える工夫を提案している。
県は同センターの取り組みを県全域に拡大するため、２０１３年６月に「日本一のバリ
アフリー観光県」の推進を宣言。具体的な取り組みとして昨年度、同センターに調査編集
を委託し、県内約１２０施設の車いす対応トイレや駐車場などバリアフリー情報を盛り込
んだ「みえバリ」
（Ａ４判、８４ページ）を発行した。
大会では、同センターの中村元理事長がパーソナルバリアフリー基準について解説した
後、乙武さんが「観光のユニバーサルデザイン 本当のおもてなしとは？」と題して講演。
中村さんの司会で、障害者の就労支援に取り組む社会福祉法人「プロップ・ステーション」
（神戸市）の竹中ナミ理事長と乙武さん、鈴木英敬知事が討論する。
県観光政策課は「パーソナルバリアフリー基準という考え方を多くの人に理解してもら
い、バリアフリー観光の機運を醸成したい。観光関係者だけでなく、福祉や教育関係者に
もネットワークを広げることができれば」と参加を呼びかけている。申し込みの締め切り
は８月１４日（必着）
。問い合わせは同センター（０５９９・２１・０５５０）。

失われた２０年インタビュー：大田弘子・元経済担当相「政治がメッセージ作れず、遠の
いた構造改革」
毎日新聞 2015 年 08 月 04 日
大田弘子・政策研究大学院大教授＝東京都港区で 2015 年 7 月 9 日、内藤絵
美撮影

民間から内閣府に入り、小泉純一郎政権で「構造改革のエンジ
ン」といわれた経済財政諮問会議の運営に携わった大田弘子・政
策研究大学院大学教授。第１次安倍内閣、福田内閣では経済財政
担当相として入閣した。
「格差が拡大したのは構造改革のせいでは
ありません」と話す大田氏に聞いた。【聞き手・尾村洋介／デジタル報道センター】
−−格差が小泉政権で広がったとの指摘がありますね。
大田さん 雇用格差の拡大を小泉構造改革のせいだと言う人がいますが、データをきちん
と見れば１９９７年から急速に非正規が増えていることが分かります。グローバル化する
中で９７年のアジア経済危機以降、製造業が国内にそれまでのような多くの雇用を抱えて

いくことができなくなり、雇用構造の変化、産業構造の変化を受け止めきれなかったんで
す。
小泉内閣がやったことは、政府による再分配で経済を支えるのをやめることだった。世
界経済の構造が変わったら国内の経済構造を変えない限り成長はできない。労働市場の改
革が必要だし、高齢化の進展に伴い税と社会保障の改革も必要だったんです。日本ではバ
ブル後の景気悪化を公共事業などで支えてきたのですが、それで支えられるはずがないん
です。グローバル化で製造業の海外移転が進むなか、地域経済をどうするかを考えなけれ
ばならなかった。そこで公共事業を減らし、再分配を減らした。そのことへの批判はすご
く強くて、新しい経済構造はどうあるべきかを議論しなきゃいけないのに、「元に戻せばう
まくいく」という反論が出てくるわけですね。自民党の中ですらそういう意見が非常に強
かった。
「元に戻せば」っていうのは再分配の復活です。再分配はみんなうれしいし、政治
家は再分配が多くなればなるほど役割を発揮できるわけですから。
−−バブル崩壊が日本の長期停滞の主因のようにいわれますが。
大田さん バブルがはじけただけではありません。９０年前後に世界経済も日本経済も大
きな転換点を迎えました。ベルリンの壁が崩れて冷戦構造が終わり、ソ連が崩壊し、東西
ドイツが統一され、同じころＥＵ（欧州連合）が生まれた。アジアではインドが経済危機
に直面して経済体制を開放し、中国は（改革・開放政策の加速を指示した）９２年のトウ
小平氏の「南巡講話」を機に開放政策が本格化する。ブリックス（ＢＲＩＣｓ）と言われ
る新興国のうち経済的に大きいＩとＣができるわけです。９０年代後半からアメリカはＩ
Ｔ革命で生産性を上げ、再び世界経済をリードし始めます。９０年代にはグローバル経済
が劇的に変わっていきます。日本国内では高齢化が急速に進みました。
しかし、日本は８９年に株価が最高値を付けてバブルのピークにあり、９１年にバブル
が崩壊した後、不良債権処理に１０年もかかりました。そのために、世界の変化を受け止
めきれなかったんですよ。
−−小泉政権当時、構造改革の必要性についてどのような認識でしたか？
大田さん やっぱり供給サイドの改革こそ重要で、需要をつけても意味がないと思ってい
ました。９０年代は政府が財政を投じて需要を作りました。しかし、世界経済の仕組みが
変わったら、それに合わせて国内も仕組みを新たな形に変えていかない限り成長はできな
い。まして日本の場合は高齢化が急速に進むのですから。だから、構造改革が必要だった
んですよ。私は「改革なくして成長なし」というのは今でも正しいと思っていますよ。
小泉改革では金融機関の不良債権処理をきちんと終えて、かろうじて世界景気が回復す
るのに間に合った。２００２年からアメリカの旺盛な消費が世界経済を引っ張り、アジア
も急速に成長する息の長い景気回復期に入るわけですが、ぎりぎり間に合って、小泉改革
の間に長い停滞をやっと脱するわけですよね。
−−５年５カ月の小泉政権が終わり、出向先の内閣府から一時大学に戻っていた大田さんは
第１次安倍内閣に民間出身の経済財政担当相として初入閣します。
大田さん 安倍内閣では、経済が安定し危機が去ったということもあって、政治の世界で
大きな揺り戻しがありました。私は小泉改革を続けるべきだと思い内閣に入っているんで
すけど、公共事業を減らし、再分配を減らした小泉政権の手法への批判はすごくて。諮問
会議を事務方としても担当してきた私が国会で答弁するとすごいヤジで、強い風圧を感じ
ました。
−−非正規雇用や格差の問題への対応が安倍政権の喫緊の課題になっていました。
「再チャレ
ンジ」という言葉もよく使われました。
大田さん ９７年から非正規雇用が増えていたと言いましたが、そのために雇用・労働格
差、賃金の格差が拡大していました。その処方箋としては、労働市場の改革と併せてグロ
ーバル化の中で新たに成長する道を探さなきゃいけないわけですね。製造業が海外に移っ
ていく中で、地域経済が低迷していっていましたし、国内に残るサービス産業の生産性を
上げることが重要課題でした。雇用で言うと、戦後の日本型雇用のもとでは、景気の調整

はパートタイマーでやってきました。パートタイマーの多くは専業主婦だったので、時間
的な柔軟さのほうが重要で、待遇が悪いことは軽視されてきました。それを本当に変えな
ければならない。同一賃金同一労働とまでは言いませんが、均衡処遇をもうちょっとやら
なきゃいけなかった。
また、サービス産業が増えるっていうことは、働き方が多様化すると言うことでもあり
ます。それに合った働き方を作るために、サービス産業の生産性向上と職業訓練のための
「ジョブカード」
（職業訓練の機会に恵まれなかったフリーターらを対象にした支援）創設、
それと最低賃金引き上げの三つを「底上げ戦略」としてセットでやりました。成長と分配
を両立するためには労働市場を変えて、働き方も変えなきゃいけない。サービス産業を強
くする。私は供給側の改革が不可欠だと思いました。
−−しかし、安倍政権は閣僚の不祥事も相次いで、改革は失速していきます。
大田さん やったこと自体は間違っていなかったと思うんです。これは本当に私の力不足
としかいいようがないのですが、世界経済が変わったら日本経済の構造を変えなきゃいけ
ない、それ以外に道はないのだとういうことを、もっとわかりやすい言葉で繰り返し言わ
なきゃいけない。でも、それができなかった。私は「政治はメッセージだ」と思うんです
が、あのときね、やっぱりメッセージを作ることができなかった。
私は、所得倍増計画のようなものを考えて、
「生産性倍増計画」を打ち出したかったんで
すが、倍増は無理なのでせいぜい“生産性伸び率５割増し”。目標としては正しくても、メ
ッセージにはならない。もし今だったら上手にできるかというと……。やっぱり自信はな
い。とっても難しいんですよ。あのとき、不祥事もあったし年金の記録漏れ問題などもあ
りましたが、説得力をもてなかったのは、私の力不足です。
−−福田政権に移りましたが、大田さんは経済財政担当相を続投となりました。しかし、目
標としていた構造改革は遠のきました。
大田さん できなかったですね。力不足を棚に上げるつもりはまったくありませんが、第
１次安倍内閣は１年で終わってしまった。福田内閣でも改革を継続する努力はしたつもり
ですが、なかなか形になりませんでした。その後、０８年にリーマン・ショックが起こり、
やがて、怒とうのごとく民主党政権になっていきました。
−−大田さんには底上げとか、ワーキングプアの対策も課題として与えられました。
大田さん 国会では「諮問会議の民間議員を呼べ」の大合唱だったんですよ。秋葉原の歩
行者天国で起きた連続殺傷事件があったときでさえ、「あの事件は（格差を拡大した）諮問
会議のせいだ」と国会でいわれたことがありました。諮問会議の下につくった労働ワーキ
ンググループではよい改革案をまとめてくれたんですが、いい案が出ても実行に移す余裕
がなかった。私は社会保障制度改革もやろうと張り切っていたんですが、福田総理は「諮
問会議で社会保障制度改革をやると余計に批判が強くなる」と心配しておられました。結
果的に社会保障国民会議がつくられて、そちらで議論が行われた。
−−日本の雇用システムが崩れてきて、次のところに移らなきゃいけないというのが大田さ
んの考えでした。しかし、パッケージとして移らせることが実際にはできなかったし、規
制緩和する部分だけは進んで、落ちて苦しむ人たちを支える仕組みは十分にできなかった
と思うのですが。
大田さん 落ちて苦しむ人が出たのは、小泉改革以後ではなくアジア危機からです。経済
危機で職を失ったその人たちをどう次の職場に移すかを考え、結果的に転職してよかった
というふうにしないといけないわけです。一度非正規になっても転職して正規になれる、
転職自体は怖くないというふうにしたかったわけです。これはどの国でも、政権を挙げて
やらなければならないくらい大変なことなんです。言っていたことは間違ってなかったと
思っています。規制改革だけでなく職業訓練の増加、女性の雇用拡大など全体的なプラン
でやりたかったのですが、あの時は諮問会議自体がたたかれていて、なかなかできる状態
ではなかった。
−−働き方も含め、供給側を改革して生産性を高めていこうという課題は、１０年たっても

十分達成できてはいませんね。
大田さん 潜在成長率を上げるためには、特にサービス産業の生産性を上げ、少なくなっ
た労働力を生かすために成長分野に移動できる労働市場にする。転職による不利益を最小
限にして成長分野に移動できるようにすることが必要です。かつての日本型雇用は、中に
入った人は守られますが、外の人にはすごく冷たい。新卒時に正規社員になれない若者、
子育てのために一度辞めた女性は、中には戻れない。定年退職した高齢者も技術があって
も活用されない。こうした人たちをもっと大切に使っていく。中にいる人だけが守られる
んじゃなくて、男女の壁、正規・非正規の壁、年齢の壁を低くしないと、人材は生かされ
ません。
供給側の改革がいよいよ必要になってきますから、今の安倍首相が主張するアベノミク
スの成長戦略「第三の矢」も難しい局面に来ています。今度の成長戦略にも、問題は需要
不足から供給制約になったと書いてあるんですが、供給に働きかけるということは、第一
に、阻害要因の除去に取り組まねばならないので反対が強い。第二に、実現するまで時間
がかかります。しかし、難しいだけに、長期政権だからこそやらなきゃいけないことだと
思います。
−−しかし、日本では、外部労働市場が機能していないので、長期雇用が崩れるなら新しく
社会保障などで支える部分が必要になります。
大田さん 今、安倍政権は、
「失業なき労働移動」と言っています。「失業なき」という枕
ことばがつくにせよ、政権が「労働移動」という言葉を使うのは、大きな変化です。規制
改革会議でも、失業なき労働移動のための仕組みをつくろうとしているんですが、マスコ
ミにはたたかれる。なかなか、転職して不利にならない社会、成長分野に移れる社会とい
うのはできないんですよ。
−−できるという現実感がないのではないでしょうか。
大田さん でもね、現状では、声を出せない労働者は泣き寝入りせざるを得ません。私は
今、雇用は国民問題だと思います。単に労と使じゃなくて、その枠から漏れている人が雇
用に関して問題を抱えてしまっている。多くの非正規の人がいますし、これから働きたい
と思っているお母さんたち、これから社会に出る若者がいます。雇用国民会議とか、そう
いう場で正面から議論するときだと思います。
−−構造改革が、また旗印になるには何が必要ですか？
大田さん 危機感の共有です。日本人は危機感さえ共有できれば、ものすごい柔軟性と強
さを発揮します。戦後も、オイルショックの後もそうでした。大震災の後も世界から驚嘆
された。だけどグローバル化という変化は目に見えないし、高齢化もじわじわ進む。だか
らこそ、危機の状況を示し、将来への時間軸を持てるようにすることが必要です。ある時
点に立って先を見て、そこから今に立ち返るということをしないとなかなか危機は認識で
きない。１０年後の姿をしっかり描いて何をするかということが大事なんです。
■おおた・ひろこ 政策研究大学院大学教授。一橋大卒業。埼玉大助教授などを経て２０
０１年、政策研究大学院大教授。０２年に任期付き任用制度で内閣府入りし、参事官、大
臣官房審議官、政策統括官。０５年大学に復帰。０６年から安倍、福田内閣で経済財政担
当相を務めた。０８年に大学に復帰。規制改革会議議長代理や政府税制調査会委員も務め
ている。

失われた２０年インタビュー：作家・雨宮処凛さん「格差が、同じ日本で言葉が通じない
くらい広がった」
毎日新聞 2015 年 08 月 04 日
作家の雨宮処凛さん＝東京都千代田区で 2015 年 7 月 16 日、内藤絵美撮影

フリーターとして働いた苦しい経験から非正規労働の救いのな
い状況、貧困を訴え続けている作家の雨宮処凛さん。「同じ日本に
住んでいて言葉が通じないぐらいに格差が広がってきている。生活

意識も何もかも全部違って、格差の上位の人と下の人たちで、一つも共感できるところが
ないふうになっている。そういう社会ってちょっと怖い」と話す。【聞き手・尾村洋介／デ
ジタル報道センター】
−−雨宮さんがフリーターになったいきさつを教えてください。
雨宮さん 美大に進学したくて１９９３年に東京に出てきて、美大専門の予備校に行きま
した。バブル崩壊は何となく知ってたけど、東京に出た時はまだジュリアナ・ブームのよ
うな感じで、すごいバブルっぽい雰囲気がありました。９４年に進学を諦めたんですが、
その時に「就職氷河期」といわれていて、どうしたら就職できるかわからないし、まあア
ルバイトを始めようと思いました。実際に始めると、時給はどんどん下がっていって、バ
イト先でも「すごく悪い時にフリーターになったね」って言われましたね。
−−当面の仕事のような意識だったのでしょうか。
雨宮さん 最初はそんな感じでしたけど、始めて半年ぐらいたったら、もう、これ絶対逃
れられないんだなっていうのに気づきましたね。９５年ぐらいの時、自分の周りの友達と、
「うちらは親が死んだらホームレスだよね」「野垂れ死にだよね」ということは冗談交じり
に話してたんです。アルバイトだから風邪で一回休んだだけで家賃を滞納してしまったり、
ガスや電気が止まったりするので、そのたびに親に電話し、泣きついてお金を借りていま
したので。もう正社員にはほぼなれないし、なり方もわからないし。綱渡りの生活をして
いた。世の中では自由でいたくてやっているフリーターというイメージがすごく強かった
けど、自分たちはまったく自由だと思わなかったですね。でも、上の世代からは甘えてだ
らしがなくて怠けてるって言われるので、私は甘えているからこういう生活なんだろう、
何かが自分に足りないからこうなってるんだって思ってました。社会が悪いとは一切思わ
なかったです。
−−すれすれの生活ですね。
雨宮さん バイトもしょっちゅうクビになるんです。本当は違法な解雇だったりするんで
すけど、当時は人格否定されたように思っていました。単純な仕事をクビになると結構き
ついんです。本当に誰にもできる、クソつまらないような仕事でさえ必要とされないとい
うのは、一番底辺から蹴り落とされるようなところがありました。
−−何かよりどころはあったのでしょうか？
雨宮さん 私は一時期、右翼団体に入っていました。飲食店で働いていると、日本人のフ
リーターに比べて韓国人のほうが時給は安いのに働き者だから取り換えたいとか、そうい
うことを言われるんですよ。
「自分は日本の底辺にいて、外国人労働者とまったく変わらな
い。もし外国人労働者と自分を区別するものがあるなら、それって日本人であることしか
ない」みたいな、過剰に日本人であるってことにすがっていきました。学生時代にバブル
だったので、ものすごく受験勉強が厳しくて、受験戦争で傷つけられても、すべて頑張れ
ば報われるという戦後日本の一番大切にしていた「神話」みたいなものを信じてきた。け
れども、自分が社会に出たころ、
「バブルが崩壊したから今までのことは全部うそになりま
した」と言われた気がして、すごくびっくりした。大人とか学校から教わってきたことが、
たかが経済によってうそになるんだ、みたいな。それで後で思うんですが、天皇制はバブ
ルで崩れなかったので、経済の停滞とかで崩れない揺るぎない価値観が欲しいという気持
ちがありました。フリーターとして東京で１人暮らしをしていると、職場がなかったり、
職場があってもしょっちゅうクビになったりするので、そこに帰属意識が持てないし、職
場が変わるので友達もできない。学校にいけない、企業社会にも入れない、もちろん地域
社会もない、どこにも居場所がなくて。そうなると、もう一気に国家しか居場所がないよ
うな感覚がありました。教育にうそをつかれたっていう被害者意識があったので、学校で
教えてくれない靖国史観的なものが、自分の中にストンと入ってきた。私が入っていた右
翼団体には同じような人が入っていました。
−−その団体が、当時の非常に不安定な状況を支えてくれることはあったんでしょうか？
雨宮さん 一時的にはありました。私を唯一必要としてくれる居場所でしたが、自分たち

の苦しい現実から目をそらすために、アメリカがどうとか、そんな大きな話をしていた。
自分たちの生活を何とかしようとか、自分たちの労働や生活の状況を問題にするというこ
とは一切なかったですね。逆に言うと、自分たちは日本人で恵まれているんだということ
を再確認し合う会話がずーっと続くというような、そんな感じでした。
−−今から考えると、どういうことだったんでしょう？
雨宮さん お前は悪くないよって誰かに言ってほしかったんですね。右翼の大人は、今の
世の中で若者が鬱屈して生きづらいのは、日本国憲法が押し付け憲法だから悪い、アメリ
カと戦後民主主義が悪いと説明するんですが、その意味がわからなくても、自分が悪いと
思わなくていいというところで自分の生きづらさをごまかすことができた。それではまり
ました。
−−右翼をやめたのはどうしてですか。
雨宮さん 私、そのころ総理大臣も名前も知らないくらいの大ばかだったんですけど、右
翼の人が時事問題から何から教えてくれました。でも、ある程度物事がわかってきて自分
の頭で考えるようになったら、私は全然、右翼じゃないな、右翼の人の言っていることは
自分の考えとは違うなと思うようになり、やめました。
−−雨宮さんが「プレカリアート」
（不安定な労働者）という問題に取り組み始めたのはいつ
ごろからですか？
雨宮さん ２００６年ごろですね。００年に脱フリーターして文筆業になって、不安定な
プレカリアートという言葉をたまたまネットで見つけて引っかかるものを感じて、メーデ
ーの集会に行った。そこで、新自由主義と生きづらさや自殺の問題の関係とか、日本の労
働政策がどれほど変わってきたかというのを初めて知ったんですね。それまで、自分の周
りの人たちがずいぶん自殺していたんですが、その背景には、個人の問題じゃなくて、何
か構造的な問題、社会が関わっているんじゃないかとずっと考えていたときだったので、
すっと理解できた。その十数年前からの労働政策や新自由主義で格差が広がり、普通に生
き、普通に働くってことが特権階級にしか許されなくなったというような状況がある。自
己責任などと言われて働けない自分を責めて、
「すみません」って遺書とかで謝りながら死
んでいった人もいます。どんどん労働市場が過酷になって、ちょっと不器用な人たちの居
場所がなくなり、こんな自分が生きてちゃいけないと思って死んでいくような、そういう
ことがあった。集会で話を聞いて、その人たちのせいで死んだんじゃなく、人を生きさせ
ないようなシステムがもう作られてたんだなと思った。「原因がやっとわかった。ここに敵
がいたのか」みたいな感じでした。それをなくさないと私たちの生きづらさは絶対になく
ならないと思うと、猛然と腹が立った。
−−敵といってもシステムですか。
雨宮さん 当時は小泉政権でした。小泉さんは敵としてはある意味完璧というか、自己責
任という言葉もそうですし、既得権益である正社員層からごっそり盗んで、非正規の人が
何かおこぼれがくるんじゃないかと錯覚させるようなやり方が巧みだった。小泉さん個人
というよりは、小泉さんが進めている労働法制の規制緩和などの政策が自分たちを追い詰
めている。本当をいえば、それ以前からの政策で、派遣法ができたときぐらいから自民党
の政治が進めてきた方向が、若者の貧困を個人の問題にして企業の利益を最大化していく。
そこにみんな気づいて怒りだしたんです。
−−経済の停滞が始まって、企業は非正規を採用してコストを低くしました。それはどのよ
うに見えていましたか。
雨宮さん プレカリアートの問題を知ってからは、やっぱり企業は自分たちの利益のため
に人件費の削減をやっていこうとしているんだと、びっくりしました。日本の企業を誇り
に思っているところがあったのに、名だたる大企業が非正規を使い捨てにしたために、派
遣労働を経由してホームレスになっている人たちが山ほど生まれた。当時は景気が良いと
言われていたけれど、自分たちにはその恩恵はないし、すごく苦しい人が増えているし、
大企業の派遣で働きながらも月収１０万円ぐらいの人もいた。まったく自分たちが思って

いたのとは違う労働世界が広がっていて、その人たちはもう一生はい上がれないようなシ
ステムになっちゃっている。それが始まったのがちょうど私たちの世代くらいからなんで
す。０６年に私は３１歳でした。同世代のフリーターは３０代を超えて、仕事がなくなり
始めてましたね。３０の壁を超えられないとか、日本には３０歳を超えたフリーターの行
き場がないということにも気づいた。
−−企業の言い分についてはどう思いますか。
雨宮さん 結局、グローバル競争を勝ち抜いていくためには人件費を安くして当然じゃな
いか。一貫してそれです。企業は営利活動を目的としているので、企業を責めてもしょう
がない。そこは政治がある程度歯止めをかけないと。営利活動が行き過ぎない雇用形態だ
とか、あっさりホームレス化しないような生活ができる賃金を払うという法規制は、どこ
の国でもやっている。日本は働いた賃金だけで生きていけっていうかなりの自己責任社会
であるうえに、そこを不安定化、低賃金化されると、働く人に不利にできているので、み
んなが不安定になってしまう。雇用保険も失業者の７割以上が受けていない上に住宅政策
もないので、失業したらホームレスになっちゃう。
−−８０年代から雇用の流動化が進んできましたが、不安定になる人を支える手立てをあん
まり考えてこなかったんですね。
雨宮さん そうです。求職者への支援制度とかセーフティーネット的なものがやっとでき
たのは派遣村以降で、それもあまり使い勝手がいいとはいえないんです。本当は８６年に
派遣法ができたぐらいからやっておかないといけなかった。００年代に時限爆弾が爆発す
るように問題化した時には、まだ何もなかった。
−−プレカリアートの人たちに日本が豊かだという感覚は？
雨宮さん まったくないんじゃないですか。９０年代は、自分たちが集まって話すときは
常にうっすらと「豊かだけど生きづらい」と意識していました。それが００年代に入ると
「生きづらいうえに貧乏、カネがない」というのを前提に語られるようになった。だから、
一億総中流的なものって、言葉としては０５年ぐらいまで生きていた気がします。９０年
代も自分たちは貧困ライン以下の生活をしていたのに、日本は経済大国という全体の幻想
の中で、本当に気づくのが遅れてしまった。当事者は、社会に出たことがないから気づか
ない。あの時、誰か一人でも、気づいてくれたらと思います。今でこそ、若者の貧困が注
目され、非正規の問題に取り組んでくれる人は増えましたけれどね。メディアに問題とし
て発見されたから、認識が改まったってことですよね。
−−今現在の状況はどう見ていますか。
雨宮さん どんどん悪くなっていると思いますね。この前の国民生活基礎調査で、生活が
苦しいという人が６２・４％と過去最多でした。だから、アベノミクスって何なの、って
ことです。年収２００万以下の人が増え、平均年収も下がっています。生活保護受給層は
２００万人をずっと突破しています。
−−リーマン・ショックの時、緩やかに回復していた景気が急速に悪化して、「派遣切り」な
どが表面化しました。こうしたことがまた起きる際の備えには何が必要ですか。
雨宮さん 自衛する方法としては制度を知っておくことですかね。労働組合が関われば、
寮を追い出されないようにする交渉ができるので、フリーターでも入れる組合を知ってお
けばいい。あとは、最低限の生活保護に関する知識とか、住宅手当や求職者の支援制度も
あります。使えるものは結構あるんですが、それがまったく周知されてない。日本ではそ
ういう生きるか死ぬかにかかわる情報が全然知られてない。
−−どこを変えればいいのでしょうか？
雨宮さん 最低賃金を上げるとか、非正規にいろんな保障をつけるとか、過労死しない労
働時間規制とか、そういう個別の小さな政策でできることってちゃんとあります。でも、
日本社会がこの格差に対してまひしている感じがあるように思えるんです。最初はみんな
すごいショックを受けて聞いてくれたんですが、今は誰も驚かないし、そういう社会だか
らしょうがないよね、それがグローバリズムに対応する先進国の宿命でしょう、とでもい

うようなものを感じるんです。同じ日本に住んでいて言葉が通じないぐらいに格差が広が
っていて、生活意識も何もかも全部違って、格差の上位の人と下の人たちで、一つも共感
できるところがないふうになっている。そういう社会ってちょっと怖い。そういう相手を
助けようとは誰も思わないだろうし、話を聞こうともしない。言葉も通じない怠け者は自
己責任だと思ったら、社会保障の分配の対象にするのにも反対すると思うんですね。そう
いうふうになってきている感じがする。
−−これから先の展望はどうでしょうか？
雨宮さん 自分たちの世代は自分を「絶滅危惧種」って呼ぶようになってきています。結
婚して子供を残せない、種を残せないから、そのまま絶滅していくだけの運命という意味
です。今住んでいる６畳一間のアパートとかにみんな居続ける。フリーターとか非正規で
働いている人たちはその家賃も払えなくなってくると思う。川崎市での起きた簡易宿泊所
の火事では、あれが自分たちの未来の姿じゃないかというか、ああいうところで自分たち
の世代がどんどん孤独死したり、火事で死んだり、そういう場所に行きつくしかないんじ
ゃないかとすごく感じました。
−−５年先、１０年先にやっていきたいことは何ですか。
雨宮さん 自分の世代のこの問題が、何か運動とかすれば解決とか決着というか、どこか
に着地するのかと思っていたんですね。雇用があまりにも流動化したもことが原因だから、
セーフティーネットが必要だ、彼らが悪いわけじゃないんだという認識が社会的にも広ま
って、どこかに決着の地点があると思ったけれど、１０年たってもまったくない。だから、
自分の世代の問題として、どこかで落とし前をつけるまではこの問題からは離れられない。
１０年前は若者の貧困だったけど、今はもう若者じゃない。中年になっていて、それがど
んどん初老になり、高齢者になっていく。この世代がどのへんで救われるのかが、ものす
ごく重要だと思っています。
■あまみや・かりん １９７５年、北海道生まれ。高校卒業後、パンクロック歌手、右翼
活動家などを経て作家に。２０００年、「生き地獄天国」でデビュー。若者の生きづらさを
テーマにした著作を発表している。著書に「プレカリアート」
「雨宮処凛の闘争ダイアリー」
など。
「生きさせろ！難民化する若者たち」で日本ジャーナリスト会議賞受賞。「反貧困ネ
ットワーク」世話人。最新刊に「14 歳からの戦争のリアル」。

ＮＰＯわかば、障害者とともに２０年 支援の歩み振り返る

佐賀新聞 2015 年 08 月 04 日

創立２０周年記念式典で大正琴の演奏を披露する「わかば」の利用
者＝鳥栖市酒井西町のホテルビアントス

作業所の運営を通して障害者支援に取り組むＮＰＯ法人
わかば（鳥栖市幸津町）が１日、創立２０周年を記念して
鳥栖市のホテルビアントスで式典を開いた。関係者約１６
０人が出席し、歩みを振り返り節目を祝った。
わかばは１９９６年、障害がある子どもの保護者らでつ
くる「親の会」の事務局として活動を始めた。９８年に現
在の名称で福祉作業所を開所し、２００６年にＮＰＯ法人になった。国
の補助を活用して今年、施設を建て替え、現在は２７人の利用者がいる。
式典では、森田紀男理事長が「ハンディのある人たちを社会に送り出
すことが私たちの務め。そのためにも一人でも多くの人に障害を正しく
理解していただき、この鳥栖市で楽しく暮らしていけるように願ってい
る」とあいさつした。利用者による大正琴の演奏もあった。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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