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＜いのちの響き＞盲ろうを生きる（上）

触れる手話が親子結ぶ
中日新聞 2017 年 9 月 20 日

怜南ちゃん（中）の両手を取って「ちょうだい」の手話の練
習をする内川浩子さん（右）と竜治さん＝広島市で

目と耳の両方に障害がある「盲ろう」
。人間は九割
以上の情報を目と耳から取り入れるといわれており、
その双方に障害があるのは大きなハンディだ。とりわ
け、幼い子どもたちにとっては、言葉や文字を覚えた
り、両親の顔や声を認識したりするため、発育にも直
結してくる。それでも、周囲の大人たちは、そうした
子どもたちと触れ合う中で関係を築き、成長を支えて
いる。 （添田隆典）
「れいちゃーん」
。広島市の主婦、内川浩子さん（３１）の大きな掛け声に、居間で寝転
がっていた長女怜南（れいな）ちゃん（３つ）の動きがぴくりと止まる。でも、怜南ちゃ
んがママに呼ばれたことを理解して反応したわけではない。怜南ちゃんは、目があまり見
えず、耳もはっきり聞こえない障害があるからだ。
異変が見つかったのは生後すぐだった。左目がうまく開かず、視線も合っていない。詳
しく検査したところ、顔のすぐ前にある物でもぼんやりとしか見えない弱視と診断された。
加えて、別の機会に実施した聴力検査で、大声に反応はするが、補聴器を着けても音を識
別して言葉として理解するのは難しいことも分かった。
「出生児にまれに起きる遺伝子の変異が原因のため、治療のしようがない」
。浩子さんは、
主治医にこう伝えられた。ほほ笑みかけても反応のない怜南ちゃんを育てるのに、喜びを
どこに見いだせばいいか分からなかった。
発達に心配のある子どもを総合的にケアする「子ども療育センター」に一歳半から通っ
たが、そこでも壁にぶつかった。怜南ちゃんは肢体不自由児の教室に在籍。三歳になって
も歩くには手すりが必要なため、浩子さんと会社員の夫竜治さん（３１）が「まずは独り
歩きできるように」と希望してのことだった。でも、教室の幼児九人のうち盲ろうは怜南
ちゃんだけ。絵本の読み聞かせの時間などでは周りが何をしているのかも分からず、一人
ぼんやり座っているしかなかった。
浩子さんは、何とか自分の存在を伝えようと、怜南ちゃんと自分の頬をくっつけたりも
した。全国に盲ろう者やその家族の会があるのを知り、勉強会にも参加した。盲ろうの人
たちが互いの手話を手で触り合って、言葉を交わしているのを目にした。
「やっぱり触れ合
うのが大事なんだ」
。その思いを強くした浩子さんは、自ら手話を学び始め、実践するよう
になった。
まず、ミルクの時間は「ちょうだい」の手話をするのが日課となった。哺乳瓶を口に持
っていく前に、怜南ちゃんの上に向けた手のひらを、ポンポンと二回重ねる。おなかがす
いてぐずりそうなときも辛抱強く続けると、二週間を過ぎたころ、自分からかすかに両手

を重ねるしぐさを見せた。
「ミルク欲しいんだね？」
。それまでは泣くことでしか自分の意思を伝えられなかったの
が、初めて言葉でやりとりができたみたいで、浩子さんは怜南ちゃんの頬を両手でなでて
何度も褒めた。
内川さん夫婦は、怜南ちゃんが独り歩きできるようになったら、地元の盲学校に入れよ
うと考えている。物に触れて覚える方法は視覚障害児にも共通するからだ。学校に相談し
たところ、個別指導に前向きな返事ももらった。ただ、聴覚にもハンディのある盲ろう児
を専門的に受け入れる態勢があるわけではない。
「親身になってくれる先生に巡り会えるといいんだけど」
。怜南ちゃんの言葉の世界が広
がれば、親子でもっと喜びを共有できる。一方でそのために適した教育がどれだけ受けら
れるか。浩子さんには期待と不安が入り交じる。
◆教育現場 手探りの指導
胸をくすぐるジェスチャーで永島隆聖君（左）を褒める岡
沢治樹教諭＝東京都世田谷区の久我山青光学園で

全国盲ろう者協会（東京都新宿区）が二〇一二
年度に実施した調査によると、視覚と聴覚両方で
障害者手帳を交付されている人は全国に約一万四
千人。障害を届けない人もおり実際はもっと多い
とみられるが、このうち二十歳未満は百七十八人
で、十歳未満は五十九人だった。
人数が比較的少ないこともあり、全国に盲学校やろう学校はあっても、盲ろう児を対象
にした専門の教育機関はない。盲ろう児教育に詳しい国立特別支援教育総合研究所（神奈
川県横須賀市）の星祐子上席総括研究員（５９）は「盲学校やろう学校、あるいは最寄り
の特別支援学校に通っている」と話す。
特別支援学校「東京都立久我山青光学園」
（世田谷区）の岡沢治樹教諭（３０）は、中学
部二年で盲ろうの永島隆聖君（１４）を受け持つ。当初はコミュニケーションの取り方に
も戸惑ったという。
永島君は、姿や声では目の前にいるのが誰か分からない。そこで、岡沢教諭は同じ腕時
計をいつも身に着け、それに触れてもらってから接することで、
「腕時計の人＝岡沢教諭」
という認識を定着させた。
手に持つのが好きなブラシを渡すときも、永島君がブラシを意味するサインを出せたら
手渡す。一緒に、岡沢教諭と本人の胸に交互に永島君の手を当てることで、
「サインが伝わ
ったよ」と知らせる。今では「ご飯」や「トイレ」、「終わり」など十五個ほどの手話を発
信できる。
「共感し合える関係が築けたことで、言葉の理解が進んだ」と岡沢教諭は話すが、
手探りでの指導が続く。
星研究員は「適切な教育を提供できるかは、受け持ちの教諭の努力や熱意に委ねられる
部分が多い」と言う。現在の教員養成課程ではこうした子どもが想定されておらず、専門
的な指導方法を学ぶカリキュラムがないからだ。各学校でも盲ろう児が入学してくること
自体限られるため、教え方や接し方が蓄積されていかないといった問題もある。
こうした状況を変えるため、〇三年には全国盲ろう教育研究会が設立され、保護者や教
諭が集まって情報交換や研修の場を毎年、提供してきた。ただ、どの学校に盲ろう児がい
るのか把握が難しく、盲ろう児を担任する教諭たちのネットワークには限りがある。
そこで、国立特別支援教育総合研究所では本年度、盲ろうの子どもたちの実態調査を十
九年ぶりに実施している。在籍校だけでなく、教諭が必要と感じる支援なども把握する。
◆卒業後の暮らし 働ける場所、確保は困難
学校卒業後、盲ろう者たちはどのように暮らしているのか。全国盲ろう者協会の１２年
度の調査によると、日中を家庭内で過ごすと回答した人は全体の７割近くに上った。
とりわけ、３０代以上では、いずれの年代も「家庭内」が最も多く、７０代では約７７％。

星研究員は「加齢に伴い目と耳の障害が重くなり、盲ろうになる人は多く、その場合、外
出できずに家にこもるといった問題が起きやすい」と指摘する。
働く場を見つける難しさもある。就労支援施設を含む通所サービスで過ごすと回答した
割合は２０代では４割だが、３０代～５０代では１割から２割台。同協会の橋間信市事務
局次長（４９）は「盲ろう者とコミュニケーションを図れる態勢が整った施設自体、限ら
れている。本人に意欲があっても受け入れが難しいのが現状」と話している。

＜いのちの響き＞盲ろうを生きる（中）

道開いた恩師の厳しさ
中日新聞 2017 年 9 月 21 日

右手でディスプレーに表示される点字、左手で手話を読み取
りながら、講義を受ける森敦史さん（右から２人目）＝茨城
県つくば市の筑波技術大で

「合理的配慮という言葉について書かれた法律を、
挙げてみてください。では、森君」
七月、筑波技術大大学院（茨城県つくば市）であ
った講義。指名された大学院一年の森敦史さん（２
６）が回答する。「障害者総合支援法です」。指で形
を作って五十音の一文字ずつを表す指文字で、法律
の名前を答えた。
同大は、視覚障害者と聴覚障害者のための全国唯
一の大学だ。森さんはこの春、ルーテル学院大総合人間学部（東京都三鷹市）を卒業し、
この大学院で学んでいる。一緒に学ぶのは、目か耳いずれかに障害がある人たちで、両方
にある人は他にはいない。生まれつき盲ろうの人で大学、大学院に進んだのは、森さんが
日本で初めてだ。
森さんの視力は、明暗や目の前に人がいるのが分かる程度で、形や色の区別は困難。眼
球の真ん中は見えず、視界がドーナツ状になる。聴力も補聴器を着けると大きな声や音は
分かるが、内容を聞き取るほどには聞こえない。
講義では、教授らが話した内容がリアルタイムでパソコンに文字化され、点字ディスプ
レーにも表示される。これを右手で読んでいく。一方、左手は、左隣に座って教室の様子
を伝える通訳補助の手話を触って読み取っている。どんな学生が受講しているかなど、周
囲の情報が伝えられる。
大学院に進んだのは、
「盲ろう者でも不便なく情報が手に入る環境を整えたい」と、情報
インフラを学ぶためだ。平日は毎日、一～二コマの講義を受講し、テーマに沿ったリポー
トも書く。基本二年だが、三年かけて修士課程を終える予定だ。
目と耳両方にハンディがあっても、勉強や周囲とのコミュニケーションには何の支障も
ない。手話や点字、指文字をすらすらと自在に使えるからだ。これを身に付けるのに森さ
んも幼少期から努力してきたが、その努力は決して一人だけのものではない。支援のたす
きをつないだ両親や恩師たちの存在があった。
森さんは岐阜市内の会社員の家庭に生まれた。
「目が物を追わない」と最初に診断された
のは四カ月健診でのこと。病院で全身を再検査したところ、耳も聞こえないかもしれない
ことが分かった。両親は原因と治療法を求めて病院を転々としたが、盲ろう自体が珍しく、
医師から返ってくるのは気休めの言葉ばかり。結局、「治療する手だてはない」と、はっき
りした診断を受けたのは、健診から一年が過ぎたころだった。
「思いっきり泣いたけれど、どう生活していくか。悲しんでいる余裕はなかった」と、
母貞子さん（５７）は振り返る。まだ、インターネットは普及しておらず、情報はなかっ
た。
「敦史のような子は、他にいないのではないか」と不安にかられた。そんなころ、人づ
てに盲ろう児を受け入れる施設があると聞き、二歳八カ月で通い出したのが、同市の難聴

児通園施設「みやこ園」だった。
入園当初、貞子さんは、森さんが困らないよう付きっきりで手をつないでいた。それを
見た当時の園長伊藤泉さん（７６）はある日、何もない教室の真ん中でわざと森さんを一
人にした。手の届く範囲に誰もいない場所に放り出されながら、森さんは表情を変えるこ
とも泣くこともなく、三十分間、ただ立ち尽くしていた。
「見えなくて聞こえないんだから、自分から体験させないと外の世界を知ることも、感
情が育つこともない」
戸惑う貞子さんに伊藤さんはそう諭した。この出来事が、森さんが言葉を身に付けてい
くための第一歩になった。 （添田隆典）

＜いのちの響き＞盲ろうを生きる（下）

当事者の実態 発信する
中日新聞 2017 年 9 月 22 日

筑波大付属盲学校小学部時代に、指文字に触れながら学習す
る森敦史さん（左）＝星祐子さん提供

生まれつきの目と耳両方の障害を乗り越え、筑波
技術大大学院（茨城県つくば市）に進んだ森敦史さ
ん（２６）。「生活のすべてが言葉を身に付けるすべ
になる」。そう最初に教わったのは、地元岐阜市の難
聴児通園施設「みやこ園」に通った幼少期だった。
例えば、園で遊んでいるときに他の園児におもち
ゃを持ち去られても、盲ろうの森さんには分からな
い。そこで、当時の園長伊藤泉さん（７６）は、わ
ざとおもちゃを横取りし、森さんがしかめっ面をし
たときに、
「悔しい」と手話で伝える方法を教えた。
家庭では母貞子さん（５７）が先生役。洗濯物を取り込むときは、大小のイメージをつ
かんだ。貞子さんは、取り込んだ森さん本人と家族のシャツをそれぞれかぶらせて、「僕、
小さい」
「お父さん、大きい」と森さんの手を取って身ぶりで繰り返し伝えた。
「料理」という行為があることを理解させるため、けがを覚悟で包丁で野菜を切らせた
こともある。
「とにかく触って体験させないと」。貞子さんは食べ物や日用品を表す身ぶり
を教え、一人で表現できるようになると、簡単な手話や五十音を指の形で表す指文字に置
き換えた。
卒園時に表現できる手話や指文字は、身の回りの物を中心に約百五十個になった。聴覚
だけの障害だと、同じ年齢で約二千個を覚えるといわれるのに比べれば少ないが、この蓄
積が点字の学習に生かされていく。
森さんが最初に点字を学んだのは、岐阜市の岐阜聾（ろう）学校小学部一年のときだっ
た。話し手の手を触れば手話が分かるため、ろう学校を選んだが、「教科書での学習ができ
るように」と、付き添い指導をした教諭の今枝みどりさん（４９）が中心に取り組んだ。
今枝さんは、森さんを教えるために自分で盲学校に通って点字を学び、一文字ずつ指文
字に置き換えて理解を助けた。持ち物や自宅の家具には、その名前を点字で書いたシール
も貼った。いつでも点字に触れられる環境の中、二年生になるころには点字タイプライタ
ーで「あつし」と名前が打てるまでになっていた。
五年生になると、点字学習を深めるため、筑波大付属盲学校（現同大付属視覚特別支援
学校、東京都文京区）に転入した。そこでも鍵は「触る体験」。森さんは「から」や「まで」
などの助詞を使った表現が苦手だった。担当教諭だった星祐子さん（５９）は、鉄道模型
で駅と駅の間を行き来させることで、そうした表現にもなじませ、点字での文章力を磨い
た。
外の世界が広がると、自分の障害も自覚するようになった。すると、ある欲が芽生える。

「同じように見えなくて聞こえない人がいるなら、役に立ちたい」
。福祉を学ぶため大学を
選んだのは自然な流れだった。
ただ、講義を理解するためには手話通訳が欠かせない。東京近郊の大学にあちこち問い
合わせたが、森さんのために通訳支援を準備すると回答したのはわずか二校。それでも、
高等部の卒業を一年延ばし、受験に備えた。点字での小論文と面接試験に合格し、ルーテ
ル学院大総合人間学部（東京都三鷹市）に入学。障害のない学生に交じって六年かけて卒
業した。
森さんはいま、大学院で学ぶかたわら、講演会で自身の経験を手話で語っている。盲ろ
う者は、その障害ゆえに社会との接点が作りづらく、実態が伝わりにくい現実がある。だ
から、「盲ろう者がどう生きているのか、当事者の言葉で発信していきたい」。それが、扉
を開いてくれた親や恩師に報いることだと思っている。 （添田隆典）

大学で自覚した発達障害「焦燥感が常に」 模索する支援

船崎桜
朝日新聞 2017 年 9 月 21 日

スケジュール管理のコツなどをまとめたラーニングサ
ポートブックをつくっている筑波大の学生スタッフ＝
茨城県つくば市

発達障害がある学生が学びやすいように、支
援に取り組んでいる大学があります。その学生
に合った手助けをできるかが、「学びやすさ」
へのカギとなるようです。
注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）の傾向が
ある筑波大大学院２年の女性（２７）は、締め
切り日が決まっていない課題が出されると手をつけられず、
「やるべきことをやっていない
焦燥感が常にあった」という。
「いつ実験し、結果をまとめるか決められないため、先延ば
ししてしまっていた」からだ。
昨年、大学のカウンセラーに相談し、発達障害があることが初めてわかった。今は作業
完了までにやるべきことを細かく書き出し、ひとつずつこなすようにしている。たとえば
研究発表の資料作りでは、①資料作成ソフトを起動②資料全体のデザインを選択③図表の
貼り付け④文字の記入――といった具合だ。
このやり方に沿うと、
「とりあえず作業に手をつけることができ、発表原稿作りなど苦労
する作業にも順調に移れるようになった」
。教員と一週間の予定を毎週確認することも合わ
せて、
「先延ばしの癖が改善している」と語る。

悩む親へ絵本でエール 糸島、障害者らが出版 生まれてくる以前から愛感じてます
西日本新聞 2017 年 09 月 22 日
「Ｂｅ ｗ
ｉｔｈ ｙ
ｏｕ あな
た と と も
に」
。左のペ
ージに手描
きの絵、右
ページにメ
ッセージが
記されてい
る
絵本に添えるメッセージを書いた松本梨那さん

福岡県糸島市の障害福祉サービス事業所「ＭＵＫＡ（ムカ）」に通う障害者たちが、絵本
「Ｂｅ ｗｉｔｈ ｙｏｕ あなたとともに」を出版した。主な読者に想定しているのは、
出産前に不安を抱える母親や、子育てに悩む親たち。「生まれてくる以前から子どもは親の
愛を感じています」と、子どもの立場からエールを送る内容だ。企画した事業所スタッフ
の上田千夏さん（４４）は「親子は愛し愛される関係であるということを、改めて感じら
れる作品です」と話す。
絵本は、赤ちゃんやお母さん、天使が登場する優しい色使いの１７の絵で構成。「赤ちゃ
んの時に親であるあなたが感じた胸の鼓動はその赤ちゃんから発せられている生きる喜び
なのです」
「子どもたちを抱きしめてあげてください。それだけであなたと子どもたちの持
っている愛のオーラは同じ速さで共有されます」といったメッセージが添えられている。
知的障害や身体障害のある２０～３１歳の通所者が手掛けた。農作業や公園の清掃、高
齢者宅の除草を担う仕事をしながら、市内の海沿いに設けたアトリエ「ムカアート」で作
品づくりに取り組んだ。
メッセージは、松本梨那さん（２０）が考えた。上田さんから「どんなふうに子育てを
してほしいか、子ども目線で書いてみて」と提案されたのがきっかけ。「読んだお母さんが
少しでも優しい気持ちになるように」との願いを込めたという。絵は、天使の姿を毎日描
いている長井優樹さん（２２）らが担当した。
絵本作りを陰で支えた上田さん自身、生まれつき左手のない息子の育児で悩んだ時期が
あった。同じような境遇の母親と交流する中で、子どもに障害があることを受け入れられ
ず、苦しんでいる人が多くいることを実感。絵本の出版を思い付いたという。
上田さんは「想像する力や優しい思いを絵の中に転写する能力など、絵本を作ったメン
バー一人一人が才能を持っていて、生き方が作品に表れている。多くの人に読んでもらえ
れば」と話している。
千円。問い合わせはムカ＝０９２（３２８）１９２３。

＜横手５人死亡火災１カ月＞社会の力集め 支援を
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秋田市のＮＰＯが開く精神障害者と支援者の集い。担当
者は「精神障害者が自立した生活を送るには見守る存在
が不可欠」と語る

秋田県横手市南町のアパート「かねや南町ハイ
ツ」が全焼し、５人が死亡した火災は２２日、発
生から１カ月を迎えた。入居者２５人のうち１７
人に精神科の通院歴があり、アパートは退院した
患者やグループホームでの共同生活を好まない
人が地域で生活していく拠点だった。同様のアパ
ートは秋田県内に少なく、焼け出された入居者の
多くは行き場を失ったままだ。精神障害者が地域で暮らしていくための課題を「かねや南
町ハイツ」から探った。
（秋田総局・藤井かをり）
◎地域で暮らす精神障害者（下）見守り
＜マナー違反も＞
精神障害者にとって重要な居場所だった横手市南町のアパート「かねや南町ハイツ」の
入居者の中には、ストーブを消さずに出掛けたり、共有の食器を持ち出したりする人もい
た。
住み込みで管理人を務めていた男性（６４）は、
「他人の迷惑になる行為はやめて」とい
う内容の張り紙をして注意を呼び掛けたこともあったという。
男性は２０１５年１１月ごろ、管理人に就いた。アパートを運営する仕出し業者「よこ
てフードサービス」＝横手市、佐々木安弘社長（４８）＝から届く朝晩の食事の配膳と後

片付けのほか、ゴミ出しや廊下、風呂などの共有スペース、喫煙所の掃除などをしていた。
精神障害に関する特別な知識はない。
「日常的なマナーを守れない入居者もおり、自分一
人では手に負えない部分があった」
。障害者を見守り支えていく活動の深遠さを知り、態勢
が十分ではなかった実情を実感する。
精神障害者にも、賃貸アパートの門戸を開いていた佐々木社長は「病状によっては、訪
問看護やヘルパーを受け入れていた。見守りの態勢に問題はなかった」と話しながらも、
「管
理人を増やした方が良かったと思う時もある」と葛藤を口にした。
精神障害者が１人で安定した生活を続けるのは容易ではない。
「定期的に巡回訪問をする
などの支援が必要だ」と指摘するのは、メンタルクリニック秋田駅前（秋田市）院長で精
神科医の稲村茂さん。
「行政は障害者のニーズに応じて援助できる態勢を整えるべきだ」と
強調する。
＜福祉士が助言＞
先例となるのが横浜市。単身で暮らす障害者らを支援するため、０１年度から障害者施
設の社会福祉士や精神保健福祉士を「自立生活アシスタント」として約１００人配置した。
精神障害者約５００人を含む市内の障害者約９５０人が登録し、訪問活動や電話相談など
を通じ、家探しや衣食住の助言を受けている。
市障害福祉部の担当者は「アパートを借りる際、アシスタントの存在を知って大家さん
が安心することも多い」と話す。
今回のアパート火災は、精神障害者が社会復帰を目指して生活する上で、居場所の確保
が一つの障壁となり、周囲の支援がなかなか行き届かない現状を浮き彫りにした。
身近に精神障害者と接してきた管理人の男性は「彼らを見守るためには、多くの人の力
が必要」と語り、地域全体で支えていく態勢づくりの必要性を訴える。

ホーム入所者のカードで３００万円引き出す 容疑の介護福祉士逮捕 神奈川
産経新聞 2017 年 9 月 23 日
他人のキャッシュカードを使い現金計３００万円を引き出したとして、鶴見署は２２日、
窃盗容疑で、横浜市鶴見区駒岡の介護福祉士、小野田理恵容疑者（４５）を逮捕した。「遊
ぶカネがほしかった」などと容疑を認めている。逮捕容疑は、３月１２日から４月１日ま
での間、他人名義のキャッシュカードを使って、同区内のコンビニエンスストアに設置さ
れたＡＴＭ（現金自動預払機）から複数回にわたり、現金計３００万円を引き出したとし
ている。同署によると、キャッシュカードは小野田容疑者が勤めている同区内の老人ホー
ムに入所していた８０代の男性名義のもので、男性は３月上旬に死亡。遺族が荷物の整理
をしていた際、死亡後に男性の口座から現金が引き出されているのを発見したといい、同
署は小野田容疑者が男性のカードを盗んだとみている。

社説:消費税の使途 安倍さん、自己否定だよ
中日新聞 2017 年 9 月 22 日
安倍晋三首相が消費税増税の使途変更を明言したのはアベノミクスの自己否定だろう。
「経済再生と財政再建の両立」といいながら成長頼みの税収は増えず、財政再建目標の旗
も降ろすからである。
首相は二十八日に召集する臨時国会の冒頭で衆院を解散する意向といわれる。併せて二
〇一九年十月に消費税率を８％から１０％へ予定通り引き上げること、増収分の使い道に
ついて財政再建に充てる分を減らして教育無償化などに財源を回す考えを明らかにする方
針だ。
財政健全化目標の国際公約である「基礎的財政収支（プライマリー・バランス＝ＰＢ）
の二〇年度黒字化」についても、達成時期の先送りを表明する見込みだ。
アベノミクスは、成長によって税収を伸ばし、その果実で経済を再生して、世界最悪の

財政も再建させるとしてきた。当初は税収が増え、日銀の超低金利政策もあり、消費税増
税を二度延期するといった財政規律のなさでも何とか財政運営は回ってきた。
しかし、昨年度は税収が減少に転じた。異次元の金融緩和も物価上昇目標を達成できず、
アベノミクスの行き詰まりは明らかだった。首相はこれまで「道半ば」と繰り返すばかり
だったが、もはや通用しない状況だと自覚すべきだ。
ＰＢ黒字化達成時期の先送りに追い込まれたことは国債の格下げリスクや異次元緩和の
出口戦略をさらに困難にする恐れがある。
問題はほかにもある。消費税の使途変更は民進党の前原誠司代表が訴えてきたものだ。
首相が同じような公約を唐突に言い出したのは衆院選の争点つぶしが狙いだろう。与党で
議論したこともなく、自民党内から「思いつきでいわれても、そうですかとはいかない」
と不快感を表す声さえ上がった。
野党第一党の代表が打ち出す政策を臆面もなく取り入れ、自前の看板のように掲げる。
これまでも同一労働同一賃金などがあり「抱きつき戦術」と揶揄（やゆ）されてきた。
百歩譲って、野党の政策でも国民が望むなら政権党として実現を目指すというならまだ
しも、問題なのは看板は同じでも中身は国民が求めるのとは違うものに都合よく変えてし
まうことだ。
民進党の検討案は２％分を社会保障に回すが、それは受益感を高め、増税への抵抗感が
強い国民の意識を変えようという「哲学」がある。冷たい自己責任社会から負担を分かち
合う社会への転換。思いつきの人気取り政策とは違う。

社説:非正規の処遇を見直す機会に
日本経済新聞 2017 年 9 月 22 日
日本郵便の契約社員３人が、正社員と同じ仕事なのに手当や休暇に格差があるのは違法
だとして待遇改善を求めた裁判で、東京地裁は原告に住居手当などがないのは不合理で労
働契約法に違反するとの判決を出した。
正社員と非正規社員の待遇格差は合理的な説明ができなければ認められない、との考え
方を示したものだ。非正規社員の処遇をめぐる企業への警鐘といえる。
判決では、正社員は長期雇用を前提としており、会社に定着してもらうには非正規社員
との間で待遇に差を設けることも認められるとした。仕事の幅の広さや配置転換の有無と
いった違いを踏まえると、賞与にあたる手当などの差は不合理ではないと判断した。
しかし、転居を伴う異動がない一般職の正社員に住居手当があるのに、契約社員に支給
していないのは不合理だとした。非正規社員と勤務条件が近い正社員との比較で、待遇の
差の合理性を見極めようとした点は注目される。
年末年始の勤務手当や有給の病気休暇などで契約社員を対象外としていることについて
も、合理的な理由は見当たらないとした。
仕事が同じなら手当を含む賃金も同じにする「同一労働同一賃金」が日本でも広がろう
としている。狙いは不合理な待遇の差の解消にあり、判決はこの考え方に沿ったものとい
えよう。
企業は正社員と非正規社員の処遇の違いについて、理由を説明できるか点検すべきだ。
政府が導入をめざす同一労働同一賃金の制度案では、企業に、求められ
た場合は処遇に差がある理由の説明を義務づける。十分な備えが要る。
日本郵便は判決を不服として控訴し、裁判は継続するが、地裁判決は
企業が非正規社員の処遇を見直す機会にもなる。
定年後の再雇用でも、定年前と仕事が変わらないのに非正規社員にな
ったことで、正社員と比べ賃金に開きが出ることが問題になり始めてい
る。継続雇用の処遇への目配りも企業は求められる。
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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