あまみ

中

い～な
診療所
ねぎぼうず
中 央
事務局
研究所
しらさぎ

つなぐの

さくら

大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造
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ハローワーク通じ就職の障害者 昨年度９．３万人余 NHK ニュース 2017 年 6 月 5 日
昨年度、全国のハローワークを通じて就職した障害者は延べ９万３０００人余りに上り、
過去最多を更新しました。
厚生労働省によりますと、昨年度、全国のハローワークを通じて就職した障害者は延べ
９万３２２９人で、前の年に比べて３０３８人、率にして３．４％増えました。就職者数
が増えるのは８年連続で、過去最多を更新しました。
このうち、精神障害者は前の年から７．７％増えて４万１３６７人、次いで身体障害者
が３．８％減って２万６９４０人、知的障害者は１．９％増えて２万３４２人となってい
ます。
就職先の産業別では、医療、福祉が最も多く３万５３８６人と全体の３８％を占め、次
いで製造業が１万２２６８人、卸売業、小売業が１万１５４７人でした。
障害者の雇用をめぐっては、来年４月から、企業などに義務づけられた雇用率を算定す
る際、精神障害者が新たに対象となり、企業に求める雇用率は今の２％から２．２％に引
き上げられることになっています。
厚生労働省は「過去最多を更新したとはいえ、３割の企業で障害者を１人も雇用してい
ない実態があり、障害者雇用が促進されるよう引き続き指導や支援をしていきたい」とし
ています。

沖縄の夜の街に生きる少女たちの現実

上間陽子×荻上チキ
シドノスジャーナル 2017 年 6 月 5 日
沖縄の夜の街で働く少女たち――暴力を受け、そこから逃げた彼女たちに寄り添い、自
分の居場所を作り上げていくまでの記録をまとめた『裸足で逃げる』（太田出版）。四年間
にわたり沖縄の夜の街を歩き、風俗業界で働く未成年の少女たちに聞き取り調査を行って
きた、琉球大学教授・上間陽子氏と荻上チキが語り合う。2017 年 3 月 1 日放送 TBS ラジ
オ荻上チキ・Session22「沖縄の夜の街に生きる少女たちの現実〜『裸足で逃げる』が話題
の上間陽子×荻上チキ」より抄録。
（構成／大谷佳名）
■ 荻上チキ・Session22 とは
TBS ラジオほか各局で平日 22 時〜生放送の番組。様々な形でのリスナーの皆さんとコラボレーションし
ながら、ポジティブな提案につなげる「ポジ出し」の精神を大事に、テーマやニュースに合わせて「探究
モード」、「バトルモード」、「わいわいモード」などなど柔軟に形式を変化させながら、番組を作って行き
ます。あなたもぜひこのセッションに参加してください。番組ホームページはこちら →
http://www.tbsradio.jp/ss954/

性風俗業界で働く女性たちの調査
荻上 ゲストをご紹介します。
『裸足で逃げる』の著者で、琉球大学教授の上間陽子さんで
す。よろしくお願いします。
上間 よろしくお願いします。
荻上 上間さんは、普段はどんな研究をされているのですか。

上間 今メインで取り組んでいるのは風俗業界で働く女性たちの調査です。その他にも、
2013 年 2014 年の沖縄の全国学力・学習状況調査（通称「学力テスト」
）の量的データを扱
う分析も行っています。
いろいろやっていますが、私が一番好きなのは、学校の中に入って行う調査です。子ど
もが豊かに語り合っている教室に入って、やりとりを見たり、話を聞いたりしています。
ずっと調査ばかりしていて、東京では 90 年代後半の 3 年間、女子高校でギャルの聞き取り
調査をしたのが初めての調査でした。
荻上 具体的にはどのような調査だったのですか。
上間 当時、社会学者の宮台真司さんが援助交際のフィールドワークをされていて、
「性規
範が変化し、援助交際をしても傷つかない女の子がたくさん出てきた」とおっしゃってい
ました。でも私は、そんなことはありえない、お金の話だったり、学校の中でのポジショ
ン取りだったり、いろいろなこととの関係で援助交際という現象がおこっているはずだと
思っていました。生育環境や、家族、友達との関係など、子どもたちが生きている場所の
一つ一つを見ていかないと、この議論はできないと思いました。だから学校に入って、ゆ
っくり子どもたちと友達になって話を聞くというスタイルで調査をしました。
荻上 その後、出身地である沖縄で調査を始めたきっかけは何だったのでしょうか。
上間 10 年ほど前から、琉球大学の教員として働きながらスーパーバイザーの仕事も受け
持つようになりました。スーパーバイザーの仕事とは、たとえば学校関係者から上がって
くる相談の中で、医療機関や警察につなぐ必要のあるような深刻なケースについて、周り
の大人が子どもたちにどう介入していくべきか見立てをするというものです。たとえばと
いうことでお話すると、
「生徒が援助交際をしているとの噂を聞いたが、本人にどう聞けば
いいか」
「不登校の生徒が、親の代わりに兄弟の面倒を見ているらしいが、どうすれば良い
のか」
「レイプ被害にあった生徒にどう対応するべきか」というようなたぐいの相談である
と考えてもらったらいいと思います。ただ、その仕事には守秘義務があるので、そこで聞
いた話は外に出せません。いつかちゃんと調査という形にしなければと思いながらも、な
かなか踏み出せずにいました。
そんな中で、2010 年に中学生の女の子が集団レイプを受け自死されるという事件が起き
ました。驚いたことに、事件の後、地元の男の子たちのコミュニティでは被害者の子のこ
とが非常に露悪的に語られていたんです。彼女に対するバッシングも起きました。学校関
係者ですら、
「（被害者は事件当時、酒を飲まされていたので）中学生なのにお酒を飲むの
が悪い」と、彼女に非があるかのように言う者もいました。まずレイプそのものが問題で
すし、かつその子が育ってくるプロセス全体を見ないと、なぜこんな事件に巻き込まれた
かは分からないはずなのに。そこで調査をしようと決心したんです。
荻上 上間さんは沖縄で聞き取りをしている女性たちに対して、調査者としてだけでなく、
支援者としても接していらっしゃるという印象です。
上間 確かに支援はしていますが、私自身は、自分の仕事は話を聞くという取材がメイン
だと思っています。どんな話を聞いているかと言うと、基本的に仕事の内容や仕方を聞い
ています。たとえばキャバクラに嫌な客が来たときはどうやって対応するのかとかです。
主にそういった取材という関わり方をしつつも、やはり実際にいま暴力が起きている、こ
のままだとその子が被害に遭ってしまうという現実がある。当然、何もしないわけにはい
かないので、支援もします。
荻上 なるほど。性風俗で働いている女性たちの聞き取りをするにあたって、まずどこに
アクセスして、どんな方法で調査を始められたのですか。
上間 2011 年から、共同研究者の打越正行さんと協力して、風俗店やキャバクラのオーナ
ー層に会うようになりました。彼らとしても私たちのような調査屋と普段会うことはない
ので、初めてオーナーに取材依頼の電話をかけた時なんかは、
「夜 9 時半にお店に 1 人で来
て。怖かったら新聞記者を連れてきてもいいけど？」と言われたりもしました。試されて
いるという感じでしたね。私が「あっ、ビルの場所なら分かるから一人でいくよ」と返す

と、相手もこちらが本気なんだと分かって突然敬語になる、ということもありました。他
にも、お店で 30、40 分待たされるのは当たり前だったり、
「車回しながらじゃないと話せ
ないから」と言って突然車に乗せられたり……。それでも調査についてちゃんと理解して
もらえると、何人か女の子を紹介してくれるようになりました。その後は、会ってくれた
女性が友達を紹介してくれることもありました。
荻上 その時は、どんなことを知りたくて調査を続けていたのですか。
上間 彼女たちの仕事のことです。性風俗産業の仕事って、
「仕事」として見なされていな
いところがありますよね。でも、全然そんなことはなくて、たくさんの知恵と工夫とスキ
ルが必要なんです。その話を聞きたいと思っていました。
ただ、そうは言っても、やっぱり未成年が働いていい業界だとは思っていません。オー
ナーたちが紹介してくれるのはみんな 20 歳以上の方だったのですが、自分で会い始めるよ
うになったら未成年の子がゴロゴロ出てきたんです。本人たちは早い時期から性風俗で働
いているのは「自分の選んだことだから」と言うけれど、それがあらかじめ選択肢を狭め
られた結果のなかの選択だったのかは、お話をうかがっているとわかりました。なので、
仕事の話以外にも、生育環境についても丁寧に聞いていくようになりました。
荻上 他の道も選択できる環境があれば、セックスワークもしっかりした仕事だと言える
ようになっていく。福祉との両輪の議論が必要になってきますよね。
上間氏

自分の人生を語れない
荻上 上間さんの聞き取りの方法としては、何度
も会う回数を重ねていって、会話の中から浮き彫
りにしていくという形なのでしょうか。
上間 はい、そうですね。ただ私は毎回、一人一
人に対応した質問表を作っています。最初にみん
なに必ず聞くのは、日常生活のことだったり、仕
事でのお客さんに対する対応の仕方だったり、今
までどんな社会関係資本を持っていて、そこから
何を得てきたのかなどです。それをベースに、回数を重ねるごとに、一人一人に即した形
で質問事項を準備して聞いていきます。
何度も会う理由のひとつは、前回話した話を本当に使っていいのかと確認をしたいから
です。本人たちは意外とすんなりと「使っていいよ」と言うんです。ただ、沖縄の小さな
コミュニティの中で、あるいはネットを通じて、この情報が出回ることのリスク、つまり
外部がどうなっているのかは、私たちが説明しなければいけません。
それに付随して、前回聞いた話の中でもう少し詳しく知りたいと思ったことを聞いてい
く。たとえば、本当に辛い経験については踏み込もうかどうしようか一瞬躊躇してしまい、
聞くべき大切な話だったのに聞けていないこともあるんです。そんな時は次に会う時にそ
の話題を中心に質問を設計します。
荻上 近年、社会科学の領域では、研究倫理としてより当事者の利益を考えようという発
想になってきています。上間さんも、ゆっくりと信頼関係を築きながら、本人が決定した
情報を出すというプロセスを重視されていますよね。
上間 研究倫理は確かに大事なのですが、それよりも気になっていたのは、自分の人生が
ほとんど語れない方がいたことでした。この本では、優歌さんという方がそうでした。何
回会って話を聞いても、ある時期のことが空白になっていて、本人もそれについては語れ
ない。何が起きたのかということに付随して、その時どういう感情だったのかも聞くので
すが「分からない」としか言わない。結局、優歌さんが語らなかった時期というのは、彼
女が自分の子どもと別れることになった時期だったと分かりました。
自分で自分の人生を“線”でもって語ることが難しい子もいる。だから、会って話を聞
く時は、前回語ってもらったことをトランスクリプトにまとめて提示しながら、
「こういう

生き方をしているよね」という確認をしてみる。そこで「このときどんな気持ちだった？」
と聞くと、
「すごく、寂しかったかも……」というように、ようやく自分の気持ちを言える
ようになってくるんです。自分の人生をつなげるように語るようになっていくというか。
それが一番の関心でしたね。
「自分で実現できる」という感覚を得ていく
荻上 カウンセリングに近い機能があるのかもしれませんね。具体的な取材経験を伺いた
いのですが、実際にどんな方にどのようなお話を聞かれましたか。
上間 取材をしたのは、未成年のころからキャバクラで働いているシングルマザーの方が
多かったです。たとえば、本にも書いた翼さんという方は、中学を卒業してすぐにキャバ
クラで働き始めます。それまでは親のネグレクトを受けながら育ちました。彼女はお店に
入ってすぐに、ボーイをしていた年上の男性と付き合いはじめ、のちに結婚します。彼女
曰く、
「家族を早く作って、ちゃんと子どもを育てたい」という希望があったのだそうです。
しかし、結婚相手とは上手くいかなくて、ひどい暴行を受けているんですね。4 年間殴ら
れ続けて、最後は彼女と同じキャバクラで働く友達が助けてくれて、別れることができま
した。そういった危機的な状況をどうやって乗り越えてきたか、という話も聞いています。
荻上 そもそもキャバクラや性風俗以外の労働の選択肢が少ない状況があるのですか。
上間 はい、それも実際問題としてありました。ただそれよりも調査をしてみて手強いな
と思ったのは、彼女たちが欲望を口にできないということなんです。私たちは、
「自分はこ
れをやりたいと思っている」と滑らかに言うことができますよね。それは常に自分の意見
が尊重されている環境の中に育つからこそ、できようになるんです。しかし、貧困の中で
育つということは、欲望の萌芽を作りきれないことなんですよね。
たとえば、先ほどお話した優歌さんは妊娠されたときに、最後まで「子どもを産みたい」
と言えなかったんです。でも、彼女と二人でご飯を食べにいったら、これまで吸っていた
タバコを吸わなくなっていたり、野菜が多めの料理を注文していたりして、それを見て、
「あ
あ、この子は産みたいんだな」って分かりました。でも、
「産みたい？」って聞いても、
「分
からない」としか言わない。自分が「産みたい」と口にして、そこにたどり着くまでのさ
まざまなことを引き受けることができないと思っていて欲望を語れない。
あと、この本にも書いた鈴乃さんという方は、現在は看護師をされているのですが、彼
女もずっと自分から「看護師になりたい」と言えなかったんですって。彼女はもともとシ
ングルマザーの家庭で育ち、中学生のときに付き合い始めた彼からずっと DV を受けてい
ました。高校 2 年のときに妊娠して子どもが生まれたのですが、それでも暴力は止まなか
った。
そのような環境の中で、自分ができることがすごく少ない状況に追い込まれていたんで
す。「これは自分で実現できそう」という感覚を持てない。彼女たちの話を聞いていると、
「頑張っているな」と思うのですが、本人たちは「自分が頑張っている」という感覚は全
く持っていないんですね。
荻上 人と比べたり、人から褒められることを通じて自己評価を獲得することがないまま、
生きてきたということですか。
上間 そうですね。結局、鈴乃さんの場合は、恋人と別れて、キャバクラで働きながら子
どもを育てて、高校にも入り直して、そこで友達もできて、先生たちがみんな応援してく
れて……そういうことが積み重なって、初めて卒業のときに「看護師になりたい」と口に
することができるようになりました。
荻上 鈴乃さんは、どうやって DV から逃れることができたのですか。
上間 彼女は、散々殴られた後に一人で街をずっと歩いて逃げて、24 時間やっている病院
の待合室で朝を迎えて……という日々を繰り返していたそうです。警察にも何度も行った
のですが、
「入籍していないから」ということで保護しなかったんですね。
ようやく保護されたのは、子どもが退院して家に帰ってきたときでした。パートナーが
子どもの前でいつものように自分を罵りはじめて、彼女はそれが許せなくて、子どもをお

ぶって警察に行ったんです。そこでようやくシェルターにつながることができました。
荻上 数年前の話とは言え、警察の対応が鈍いなという感じはしますよね。子どもがいな
くても個人が暴力の被害者であるという段階では、なかなか支援につながらないという実
態が浮き彫りになりますね。
上間 はい。彼女がすごいのは、そうした制度のあり方だったり、社会のあり方が脆弱で
あることに対して、すごく怒っているんです。彼女のお子さんは、生まれた時から重い脳
性麻痺があります。だからこそ、
「自分たちが生きているんだってことを見せなくちゃ」と
言って、お子さんを連れてデパートにも行くし、海にも行く。毎日が戦いなんです。
鈴乃さんは、
「この子を産んで良かった。この子がいなかったら、私はずっとあほだった
はず」と言います。医者から「この子はいつまで生きられるか分からない」と言われて、
なんとか子どもを救いたいと、少しずつ周りに助けを求め始めました。彼女が暮らしてい
たシェルターの人たちにも話を聞いてもらいながら、だんだんとエンパワーメントされて
いったんですね。そういった積み重ねがあって、ようやく、
「私はやりきれている、日々を
ちゃんと過ごしている」という感覚を得ていく。その過程で、DV からも抜け出すことがで
きたんです。母になるということと、周りからの支援とのセットの中で、
「自分は大丈夫」
という気持ちを見つけていったのだと思います。
貧困層の二層化
荻上 調査を続けていく中で、貧困と暴力に晒されても学校空間にコミットできず、文科
省も厚労省もどちらも救ってくれない、という現実を濃厚に感じられるものなのでしょう
か。
上間 本当に感じますね。スーパーバイザーの仕事には中高生のケースも多いので特に感
じることなのですが、保護してくれる場所が本当にないんです。たとえば、親から「産ま
なきゃよかった」というような暴言を毎日言われているという場合では、児童相談所は動
いてくれません。まだ今は殴られていないし、生命の危機はないという理由からです。
私は特に、学校が問題だと思っています。今、沖縄は学力テストの対策にすごく力を入
れています。ずっと成績が全国最下位だったので、何としてでも点数を上げようと熱心に
なっているんです。それで短期的には学力テストの成績は上がりましたが、そもそも暴力
を受けている子たちの問題は、言葉がない問題だったりするわけです。苦悩を言葉にでき
ない。そして自分の苦悩が人に分かってもらえると思えない。誰にも話を聞いてもらえな
いまま、外に押し出されていく。その先でどれだけ支援体制をつくろうとも、メインの居
場所である学校が押し出していると、そこから救い上げるのはすごくハードルが高いと感
じます。
ですから、まずは学校の外に押し出さない。その上で、地域の中にも居場所がたくさん
ある、というのがベストだと思います。私からしてみると、いまの貧困施策はとりあえず
問題のある子は学校の外に出してしまって、その後でどうにかしようとしているように見
えます。学校や家庭に居場所がない子は子ども食堂に行かせましょう、無料学習塾に行か
せましょう、地域で“ゆいまーる（沖縄の言葉で「助け合い」の意味）”で頑張りましょう
と言っても、もうその子たちが学校で排除されて傷つきを抱えていたら、難しいんですよ
ね。県としては学力テスト対策に力を入れる一方で、貧困対策には十分に取り組んでいる
とは言えない状況です。
荻上 以前、NHK と共同して不登校の子ども 400 人にアンケートを取ったところ、半数近
くの方が家庭学習できる状態ではなかったことが分かりました。支援へのつながり方も各
家庭の自助努力に求められ、自分で窓口に行って時間をかけて相談を重ねなければならな
い、という実態がありますよね。
そもそも、全国学力・学習状況調査（学力テスト）は子どもたち一人一人の学力を測る
ためのものではなく、調査をするためのものです。たとえば、子どもの貧困率と学力との
相関関係などを明らかにすることで政策につなげていく。しかし、テストの点数を上げよ
うというおかしな動機付けを現場に与えてしまっているわけですね。

上間 分析させてもらった沖縄県のデータは、解答データと階層調査の結果を照らし合わ
せたかったんです。階層問題と点数問題は関係するものなので、どの学校を重点的に対策
にあてるかを明らかにしたかった。しかし、県は階層データを出さなかったんです。それ
まで県が取り組んでいたのは、早寝早起き朝ごはん運動です。「早寝早起きをして朝食をと
る人は学力が高いというデータがある、だからお家で頑張れ」と宣伝しているわけですが、
もちろん疑似相関にすぎません。学力が低いことには貧困の連鎖などさまざまな要因があ
るにもかかわらず、それを分析するためのデータは出してもらえなかったのです。
荻上 上間さんが取材された方々の中にも、家庭の外では支援につながりにくい環境に晒
されている、というケースはありましたか。
上間 貧困といっても、やはり一枚岩では語れなくて、貧困層の中でも二層化していると
思いました。中には自律的に生活を作れる層もいる。共同研究者の打越正行さん曰く、「こ
の暴力を振るうと数ヶ月後の生活が見えない」とか、「数年後、自律的に生活を作っていく
ことができなくなる」というように、先々のことを想像できる層はいます。その一方で、
暴力が吹き荒れる中ではどうせすぐにルーティーンが崩れるから、ルーティーンを作らな
いほうがまだマシ、と思っている方もいました。
特に、子どもを育てる時にこの差が出てくるなと感じています。たとえば保育園に入れ
るか入れないかという選択で、前者の場合は、数年後子どもがどう育つのかと考えて、集
団生活をした方がいいだろう、大人の目は多い方がいいだろう、その間に自分は外で仕事
をしよう、とある程度予測することができます。しかし、後者の場合、「いま、とにかく、
月に３万近くお金を払うのはもったいない」という考え方が勝ってしまう。この差は子育
てにおいて大きな差になってしまうなと思います。
荻上 こういった貧困層の二層化の問題は他にもあって、たとえば親が高卒でも、子ども
には大卒を希望する人もいれば、高卒でもいいという人もいる。つまり、
「子どもには自分
のような苦労をさせたくない」という人と、
「自分もこれくらいで生きてこれたし、高校卒
業したら自立してほしい」という人、こういった差はグラデーションのように存在します
よね。
上間 そうですね。そういった場合、日々の生活の作り方そのものが違うなと思います。
やっぱりルーティーンは大事なんですね。たとえば、この本に出てくる京香さんは、家で
海水魚を飼っているんです。二日おきに海に水を汲みに行かないといけないのですが、そ
れを全然苦労とは思っていなくて。そうやって日々の生活を作っていける人は、日々の生
活の先にある数年後を見通している。ママ友もいるし、育児不安がある時にどこに相談す
ればいいかも分かる。
一方で、相談できる人を見つけられなくて、もう考えること自体がものすごくしんどい
人もいるんですね。ですからインタビューの中では、できるだけその人の頑張りを拡張し
ていくようにします。実際にその人が自分の足で前に進んでいる部分はあるので、そこに
スポットを当てて話を聞いていく。とは言え、「間に合うかな」という不安はあります。子
どもが虐待に合わないか。この先も大丈夫か……。ずっと心配しながら関わっている方も
います。
他者への想像力をどう育むか
荻上 こんなメールをいただいております。
「
『裸足で逃げる』の話は沖縄に限定される話でしょうか。また、私たちはこの本を読ん
だ後、何をすべきでしょうか。
」
上間 まず、沖縄に限定される話ではないと思います。まだ語られていない体験はどこに
でもあります。特に暴力を受けた経験は、受けた方は自分が悪いと思っていたり、その体
験がいたたまれなかったり、悲しかったりするので、なかったこととして封印することも
多いのです。
二つ目の質問ですが、私はこの本を読んだ方に直接の支援者になって欲しいとは思いま
せん。むしろ、自分の体験を思い出したり、自分にもそんないたたまれない時があったか

もしれない、と豊かに考えること。それが、彼女たちを想像することにつながっていくと
思うんです。そして、自分の経験をだれかに語りたくなるようになるといいなと思ってい
ます。もちろん制度の課題もあります。でも制度をつくるためにも、自分の想像力を拡張
し、他者とのつながり方、みんなが健やかに生きられる方法とはなんであるかを考えるこ
とは必須だと思います。
荻上 自分だけの問題ではなく、他者と分かち合いながら別の人生も生きられるんだと気
づいていく。当事者同士が繋がって、他人の言葉も借りながら外に発していく、そういっ
た自助グループや支援団体とつながることは大事だと感じる一方で、その数があまりに少
ないですよね。子どもが「親から逃げたい」と思っても、「自助、共助、公助の順番だ」と
言われてなかなか支援にアクセスできない。さらに最近は家庭教育支援法が掲げられ、家
庭の絆を取り戻そうという動きもありますよね。
上間 家族は非常に美談化されやすいですが、本当はそんな場所ではありません。彼女た
ちがいかに殴る親を抱えようとしてきたか。いかにして、自分の子どもを抱えていくのか。
家族というのは愛憎入り混じった世界なんですよね。だから、できるだけ風通しを良くし
ていくべきですし、親を捨ててもいいと思える場所がなければ、自分がどう生きたいのか
考えることはできないと思います。でも学校の先生方は、家族を支えようと頑張っている
女の子のことを美談として語ります。そこは学校関係者として絶対に止めないといけない、
と思っています。
荻上 たとえ家族であっても、やはり有害なものからは離れる、縁を切る権利はあるはず
です。そこは「家族はこうあるべき」という考え方に蓋をされてはいけないですよね。し
かし、国としてもなかなか貧困問題に本気で取り組む姿勢にはならない。まずはこういっ
た現実に光を当てていくことから始めたいですね。
上間 そうですね。他者への想像力というものは、自分と繋がっ
ているという認識がないと作っていけないものだと思っていま
す。そこをどうやって耕していけるのか、今は考えています。
裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち
(太田出版) 上間陽子 (著)、岡本尚文 (写真)
上間陽子（うえま・ようこ） 教育学
1972 年、沖縄県生まれ。琉球大学教育学部
研究科教授。専攻は教育学、生活指導の観
点から主に非行少年少女の問題を研究。
1990 年代後半から 2014 年にかけて東京で、
以降は沖縄で未成年の少女たちの調査・支援に携わる。著書に『裸
足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』
（太田出版）、共著に『若
者と貧困』
（明石書店）
。

長時間労働は恋愛に「支障」７割超…私生活にも“負の影響”浮き彫り 民間調査
産経新聞 2017 年 6 月 5 日
長時間労働が健康面だけでなく私生活にも大きく影響している実
態が浮き彫りに

長時間労働が原因で恋愛に支障を来した人が７０％以
上－。民間の結婚相談所が月平均４０時間を超えて残業
をしている男女を対象に実施したアンケートでこんな結
果が出た。長時間労働が健康面だけでなく私生活にも大
きく影響している実態が浮き彫りになった。
調査したのは「パートナーエージェント」（東京）。今
年３月、２０～５９歳の男女を対象にインターネットで実施し、２２０人から回答を得た。

残業が交際に影響を与えたかを聞いたところ、問題が生じた人は有効回答者のうち７
２・１％に。具体的な内容では（複数回答可）、
「一緒に過ごす時間が減った」が３８・２％、
「相手に迷惑を掛け、我慢させた」が３７・７％、
「けんかになった」が１２・７％だった。
既婚者の６９・８％も「結婚生活に悪影響があった」と答えた。
交際や結婚がうまくいかなくなったときの対応は、約半数が「我慢してもらった」と答
え、「残業を減らす努力をした」を上回った。「交際を諦めて仕事に集中した」という人も
１５・５％いた。政府が進める働き方改革には「期待できない」が３２・７％、
「難しい」
が１４・１％と否定的意見が半数近く。
「期待している」は１０％にとどまり、ワークライ
フバランス実現の難しさや期待の低さを示した。

医療費の後払いＯＫ 松本歯科大病院

サービス開始

中日新聞 2017 年 6 月 2 日

「医療費あと払いサービス」をＰＲする「Ｐｅｐｐｅｒ」
（左）と
説明を聞く来院者（右）＝塩尻市の松本歯科大病院で

松本歯科大（塩尻市）は１日から、
「医療費あと払いサ
ービス」を始めた。事前に登録した患者が希望すれば、
医療費は後日に口座引き落としされる仕組み。患者の利
便性向上が目的で、システムの開発会社によると県内の
病院では初の導入となる。
登録した患者が、診察受け付けの際に同サービスの利
用を告げれば、診察後は会計せずに帰宅できる。医療費
は利用者の登録口座から引き落とされ、ソフトバンクの
スマートフォンを利用している人は携帯電話料金とまとめて支払うこともできる。
利用対象は外来保険診療、１万円以下の外来自費診療、各種予防接種などで、サービス
の利用には１回あたり１０８円（税込み）かかる。
同病院には歯科や内科、眼科、耳鼻咽喉科、小児科があり、診療後の会計の待ち時間は
長い場合で１５分ほどかかっているという。病院側にとっても、会計精算業務が集中する
時間の分散化を図れるメリットもある。
システムを開発した「エムイーエックステクノロジーズ」
（東京）によると、全国では病
院やクリニックの計約１１０カ所、薬局約２００カ所で導入されている。
松本歯科大病院は、７日まで１階に案内窓口を開設し、ソフトバンクの人型ロボット「Ｐ
ｅｐｐｅｒ（ペッパー）
」がシステムをＰＲしている。同病院統括者の矢ケ崎裕さんは「患
者に優しい病院を目指し、さらなる対応をしていく」と話している。
（一ノ瀬千広）

関西初の赤ちゃんポスト 面談型で設置へ
ytv ニュース 2017 年 6 月 5 日
育てることができない赤ちゃんを匿名で受け入れるいわゆる「赤ちゃんポスト」
。関西で
の設置への理解を広めるための講演会が開かれた。講演会では、赤ちゃんポストの設置を
目指すＮＰＯ団体が、事業の必要性を訴えた。当初、団体は、全国で初めて設置された熊
本の病院のように、赤ちゃんを預けて、立ち去ることが出来る方式を検討。神戸市の助産
院への設置を目指したが、医師が常駐しなければ、医師法に違反する可
能性があるとの指摘を受け、まずは赤ちゃんの母親と助産師との「面談
型」で、計画を進めることになった。マナ助産院・永原郁子院長は「名
前を明かして下されば支援の輪も広がっていきますし。しかしながら匿
名という人もいたらその道も残していかないと命を守ることができな
い」と話した。助産院は、名前を明かせない母親から赤ちゃんを引き受
け、乳児院などにつなぐ方法も検討している。(
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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