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担い、現在は、株式会社
リヴィノールシステムの
代表取締役をやり、この
社会福祉法人の仕事も行
っています。
また、今、新さっぽろ

にあるＦＭドラマシティ
ー（ ・６ ・毎月第４木
曜日 時～ 時）という
ラジオ放送のパーソナリ
ティーも始めました。厚
別区中心に、介護問題を
中心にしながら、話題や
情報を提供しているとこ
ろです。
池田 いいですね。
21 Mhz

石山 放送のなかでは、
当法人の若いスタッフに
ゲストとして登場してい
ただき、介護のやりがい

とか、介護を担おうと思
った動機など、インタビ
ューしながら進めるコー
ナーを設けています。介
護・福祉で働く若い人た
ちが誇りを持てるような
メッセージを伝えたいと
思っています。介護問題
や介護で働く人たちの課
題は、究極的には、政治
に行きつく話ですので、
国政で福祉や社会保障に
転換していくような、そ
んなことも、お伝えでき
るようなことを、ぜひや
りたいと思っています。

若いスタッフにＦＭラジオ出演
し語ってもらっています
介護福祉に誇りをもって働ける
ことを願って
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ソーシャルワーカー、以前はヘルパーも
「措置」から「介護保険」への移行の時期
池田まきさん

（２面へつづく）

石山 池田さんもすごく た。最初は技能系職員、 サービス（直接介護）を
努力されて、福祉の仕事 区直営の家庭奉仕員でし 残 す よ う 訴 え て い ま し
を さ れ る よ う な 経 緯 だ た。その家庭奉仕員派遣 た。行政が責任をもって
ったとお聞きしています 事 業 （※２）も 翌 平 成 年 実務をするということを
が、板橋ででしたよね。 には事業費補助方式 （※３） 職種として（当時は介護
ソーシャルワーカーの仕 となり時間の積み上げを 指導職）残すという運動
事をされていたのでしょ して派遣時間を決定し、 です。なぜかというと、
個別援助計画を策定し、 「契約」制度になってい
うか。
「 契 約 」が で き な
池田 板橋区役所の福祉 民間事業者（当時は家政 くと、
事務所での経験は大きい 婦紹介所）へ移行すると い人が出てくるのではな
と思いますが、その前に いう流れの中で、ケアマ いか、事業者側からみた
措 置 時 代 （※１）の 在 宅 ヘ ネジメントの流れの中で 「契約対象の利用者」と
ル パ ー や 通 所 施 設 で の の行政の役割というもの いう選別がされてしまう
介護の仕事をしていまし を強く意識しました。ま のではないか、そしても
た。板橋区では在宅介護 た、介護保険への移行準 う一つは「申請という行
支援センターに所属した 備も始まり、モデル事業 為」自体が壁となり支援
登録ヘルパー、かけもち をとおして認定調査にお が必要な人が「申請」に
どのような視点で、 至らないのではないか、
で、練馬区にある重度の いて、
重症心身障害児（者）通 どのような特記事項を記 という懸念でした。当時
所施設、豊島区の高齢者 入するか、など、一律の でも、地域の住民や事業
在 宅 サ ー ビ ス セ ン タ ー 基準によるコンピュータ 者 か ら 通 報 や 通 告 が あ
（今でいうデイサービス） ー判断ではそぎ落ちてし り、それによって行政が
で寮母もしていました。 まう視点を探り、現場か 現場に出向き実態を確認
官民ある福祉のうち「公 ら創っていくという仕事 する、ご本人は困ってい
ても制度を知らず、制度
的福祉」にとても関心を をしていました。
また、すべてが介護保 を説明してもどういうも
もっていましたので板橋
「い
区役所に入り、板橋福祉 険制度へ移行するとは思 のか想像ができず、
事務所で 年間勤めまし えず、行政が自らハンド らないよ」と言ってみた
り、拒否をしたり。
でも、行政が把握し
た以上、その後も見
守り訪問を続けて利
用に繋げたり、ヘル
パーがダメでも病院
や施設に繋げたり、
直接公務員ヘルパー
が対応することによ
り、命や暮らしを支
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※１ 「
助事業として確立したのは１９６２年に老人家庭奉
 措置」制度とは、行政がサービスを指示、決定
をする制度です。介護保険制度がスタートする前の
仕員事業として位置付き、翌年「老人福祉法」の中
社会福祉事業における福祉に関する制度のことで、
に明文化された制度のことです。
「老人の日常生活
措置権者（行政）がその公的責任において、利用者
上の世話を行う者」と定義されていましたが、所得
のニーズの判定、サービス提供内容、費用負担等を
制限（低所得世帯・所得税非課税世帯）が設定され
決定し、社会福祉サービスの利用者に給付する行為
る等、派遣は限定的なものでした。１９８０年代の
（行政処分）をいいます。介護保険制度では、原則
見直しを経過しつつも、
「家庭奉仕員事業は在宅老
として、サービス利用者（被保険者）とサービス事
人福祉施策の中核」と位置付けられていました。現
業者の関係は「契約」にもとづくことなり、一部に
在の「ヘルパー」制度の前身です。
要介護認定の申請・契約利用等が困難な者などに対 ※３ 各地方自治体の実際の公共事業負担額や、その地
方負担に充てた地方債発行額の一定割合を補正係数
する行政機関による措置の方法が残されています。
化することにより、基準財政需要額に算入する方式
※２ 「
 家庭奉仕員」制度とは、１９５０年代後半から
各地における萌芽的制度化がありましたが、国庫補
のことです。
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2017年９月１日発行

「安保法制＝戦争法」
「共謀罪法」の廃止、立憲主義と民主主義を求め、社会保障の充実を！

かりぷ 新聞

発

まずは、自己紹介しましょう
石山建治 理事長

理事長をしています石
山です。どうぞよろしく
お願いします。
地元、厚別区のもみじ
台に住んで 年になりま
す。社会福祉法人の理事
長にありがちな資産家で
はありません。我が法人
にふさわしく、お金のな
い理事長です。
（笑）
私は、空知の芦別で生
まれ、美唄で育ち、名古
屋にある日本福祉大学の
社会福祉学部を卒業しま
した。病院のソーシャル
ワーカーを経験し、その
後、病院の事務長などを

憲法を活かし・子どもから高齢者まで
安心して暮らし続けられるまちづくりを
熱く語る 石山理事長と池田まきさんの対談

2017年９月1日

聞
新
ぷ
り
か
第４号
(1)

（１面からのつづき）

えるための支援を実施し
ていました。いわば申請
を促す「おせっかい」サ
ービスを実践していたか
ら、少しずつ支援を受け
いれたり、信頼関係が構

(2)

石山 なるほど。その時
代というのは、
「 措置 」
から「契約」へ移行して
いく時代ですね。具体的
にいうと、何年頃のお話
なのですか。
池田 介護保険施行の２
０００年（平成 年）の
少し前からの「社会福祉
基礎構造改革」の時期で
すね。
平成 年から介護保険
開始の平成 年。その後
は、障がい者（児）の制
度では 年に支援費制度
準備委員会が始まり平成
年に「支援費制度」が
実施されました。その間
に保育も「措置」から「利
用、
契約」
になりました。
10
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※Ａ 社会福祉基礎構造改
革に伴う児童福祉法改
正により、措置制度か
ら保育所方式に改めら
れた。

その保育でいえば、か
つては、福祉事務所の職
員が、家庭を訪問し、保
育に当時は「 欠く 」
（現
在は「 必要とする 」
）実
態を把握し入所を決定す

（※Ａ）
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築されて申請・利用・契約
に至ったりした経緯があ
りました。ですから、そ
ういった制度利用までの
「つなぎ支援」こそ行政
の役割だ、そして、その
働きかけや直接支援は専

るということがされてい
たわけです。本当に必要
な家庭や本当に必要な人
に支援が行き届かなくな
ってしまう恐れをあらゆ
る福祉制度において実感
をしていましたね。
石山 そうですね。だん
だんやっぱり、
「 措置 」
制度の弱点もあるのかも
しれませんが、国が責任
を持つという意味で、「措
置」
制度だと理解すると、
それはそれで福祉や社会
保障の根幹だなと受け止
めることができますね。
「措置」から、
「契約」
制度に変わるっていうこ
とが、本当に適切な表現
なのかは、お話をいろい
ろ伺っていても、考える
ところですよね。
池田 あと「保険」とい
う概念ですよね。社会保
障というのと保険とは明
らかに違うわけで、社会
保障制度を社会保険化す
るならば私は２段階必要
だと思ます。それは保険
という備えにより利用や
選択など自らできる権利
を保障する。そのことは

「措置」制度時代から契約制度へ
国家責任・行政責任はどこへ

第４号

聞
新
ぷ
り
か
2017年９月１日

門的援助ができる専門性
をもった職員が必要だ、
ということを当時訴えて
いました。

自由のひとつでもありま
す。でも、本当に必要な
人は必要な支援は保険で
はなり立たないというこ
とが多々あるのが現実。
その場合は、今までのよ
うに税で保障していく制
度と命を守る国家責任、

命を守る為の行政介入が
必要であるということ、
それこそが社会保障であ
り、現在の憲法がある限
りなくしてはならないの
ではないでしょうか。現
在、措置制度は言葉とし
て残っているものの実態
はゼロ。それと引き換え
に多くの命が失われてい
るわけです。ここに力を
入れて独自に条例などを
つくり積極的に実施して
いる自治体は本当にわず
かです。どこにいても同
じ対応ができるよう国家

とにとても違和感を覚え
ました。真に地域全体を
活性化するのであれば、
地域全体の底上げが必要
だと。しかし、区役所で
さえ、まちづくりや観光
や地域振興課の事業に福
祉事務所と連帯すること
はない。このパイプ役を
担うぞと、活動をしてい
ました。その活動のきっ
かけになったのは、内閣
府へもよく出向いていた
上司で、
当初
「防災怪人」
と呼ばれてた防災課長。
要援護者支援や福祉施設
のＢＣＰのガイドライン
の策定などを携わりなが
ら、内閣官房の地域活性
化推進担当の方や全国の
なかまと学び、実践し、
活動をし、視野がとても
広がりました。
その中で、

責任として行政責任を明
確にする必要があると思
います。社会福祉制度に
おいて今、自治体は現場
というものをほとんど手
放してしまっています。
トンネルの崩落事故と同
じようにペーパーによる
チェックだけで実質的な
助言支援や指導指示がで
きないんですよね。事業
者に対してだけではな
く、当事者やその家族な
ど、実態の想像力に欠け
るということが大きい問
題だなと思っています。

北海道を何度か調査など
で訪れ、自然と資源と可
能性が限りない！第二の
人生の地は北海道にと自
然と導かれたと言っても
いい感じです。そして、
３つ目は大病と政権交代
です。
石山 そうなんですか。
池田 はい、こんなに元
気なると思っていなかっ
た位、覚悟しました。骨
の腫瘍ができて３回も手
術をしたのですが、最後
はがん研有明病院で手術
して。
幸い悪性でもなく、
再発もなく、元々フルマ
ラソンやバレーボールも
やっていて体力余してい
ましたので、介護技術も
人一倍うるさいので全部
自立支援で（ 笑 ）
。当 事
者どこでもソーシャルワ

子どもの成長、そして自分の大病と復活再起
地域活性化と福祉を通じて北海道へ
石山 それで、北海道に
来られるっていうのが、
すごく飛躍的な話だなと
思いながらお聞きしてい
るのですが、北海道にお
みえになったきっかけは
何だったんでしょうか。
池田 ２０１１年に移住
しました。人生のタイミ
ングです。大きく３つの
転換期がありました。１
つは、
子どもの成長です。
下の子どもも高校を卒業
し東京ではない進学が決
まったこと。２つ目は地
域活性化との出会い。地
域活性化を通し全国の仲
間ができました。官僚や
首長、地方自治体職員、
そして大学やＮＰＯや
様々な民間経営者など。
でも、なぜかそこに福祉
事務所がいない。このこ

ーカーのように、病院内
で病室カフェをしたり、
退院後も車いすや杖でど
こでも訪問したり、みる
みる回復でした。
当時は、
生活保護のケースワーカ
ーでしたが、自立支援プ
ログラムや自立促進事業
の提案だけではなく、そ
もそも本当の意味での適
正化の追究、法の解釈と
運用の実態、福祉事務所
の専門性など２００％で
闘っていました。その矢
先に政権交代が起き、現
場では実現できなかった
ことでも、例えば高校授
業料無償化とか、母子加
算の復活とか、政権交代
でできちゃうんですね。
その政治力というものを
目の当たりにし、小手先

やまやかしの施策や事業
を成果とする、そういう
もやもやしたものを吹き
飛ばす衝撃を覚えていま
す。
このまま死ぬかもしれ
ないと覚悟した命、残り

石山 北海道は、地域格
差が激しく、自治体財政
も、 夕 張 を 代 表 に 破 綻
しているようなところが
多々あります。特に、旧
産炭地は夕張に限らず、

の人生思いきりライフワ
ークである公的扶助の追
究、公共福祉の実践に没
頭しようと決意したわけ
です。

でできなかった政治活動
や選挙活動に参加をし始
めたわけです。そのうち
に、公募の機会があり手
を挙げることになってし
まいました（笑）
石山 席があったと。（笑）

（３面へつづく）

厳しい状況に直面してい
ます。
私が生まれた芦別は、
最盛時の人口が７、８万
いたかとは思うのですけ

北海道の超高齢化と地域格差、
厚別区も。
子どもがいなくなった感が。
若者が住めないまちに？

にアプローチできるよ
う、そして、あのとき感
じた政治に近づき、今ま

政治活動を思い切りやろうと、
そして手を挙げることに

池田 ものすごいいろい
ろなタイミングが重なっ
て。
そして、北海道の水、
空気、食べ物、目にする
景色、開放感、生きてい
るって全身で実感。する
と元気になりますね！そ
して元気になると活動も
さらに活発になり、でも
これまでの人生は通信教
育で一つ一つ資格取得を
してきた十数年でしたの
で、 こ こ で し っ か り と
キャンパスに通いたい
と、北大公共政策大学院
に 入 り ま し た。 政 策 的

43
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だったりします。
だから、
子どもがいない。
つまり、
子育てをする若い人たち
が住めない町になったな
というのが、私なんか住
んでいてすごく実感する
んですよね。
池田 子どもが減ったと
いいますか、子どもを持
つ若い世代が住みやすい
かどうか、核家族世帯の
共働き夫婦が住みやすい
かどうか、ですよね。
まちをつくった時の時
代の背景と現代のギャッ
プを把握する必要がある
と思います。まずは所得
格差の問題があります。
世帯所得が１９９４年の
ピークから ％低下し１
２０万減少しています。
共働き世帯は９３０万世
帯から１０７７万世帯と
増えたにも関わらず所得
は低い。ＯＥＣＤで９番
目に格差は大きい、相対
的貧困率は６番目、さら
に、ひとり親は年収２０
０万円以下の世帯が全体
の２割、ものすごい格差
大国であるということ。
雇用全体の約４割近くが
非正規。 年前に比べて
も２割増えました。こう
いう現実の中で、次世代
は生きています。現実的
に、車を持てるか、マイ
ホームを持てるか、
通勤・
通学に便利か、公共交通
機関の有無やアクセスの
良さ、日常生活の中でい
かに時間と経費を節約で
きるかという問題は大き
い。
子どもが減ったから
と、学校の統廃合や保育
所が少なくなれば、さら
に悪循環で、もっと便利
なまちへ引っ越そうとい
うことになるのは当然で
す。ですから、まちづく
りは一体となってやらな
ければうまくいかないと
思います。当初めざした
まちとビジョンを少し変
えるのであれば当時につ
くった規制などを再度見
直すことが必要と思いま
す。
石山 もみじ台では、空
き家が多くなってきてい
ます。もみじ台地区の分

譲地は、 坪以上のとこ
ろが大半です。そして、
よく調べてみたら２００
平米以下の住宅は建てち
ゃいけないっていうお

約束が出来上がっていま
す。やっぱり若い人がま
ず、２００平米以下は建
てちゃいけないとか、コ
ンビニは新たに建てられ

ないなど結構制限があっ
て、若い人たちが住みに
くい状況ですね。

ます。あの時、高齢者だ
けではなく、障がい者や
子ども、共働き世帯や単
身世帯の傷病時支援な
ど、医療と福祉と暮らし
を切れ目なく、支えあい
のまちづくりをトータル
的に実践できたら、それ
ぞれの法律がまたがるよ
うに改正されていくと思
います。
委託事業者は地域によ
っては行政の下請け事業
所で、現場実態をしらな
い行政の言いなりで虐待
や孤独死や心中を防ぐこ
とが難しい状況ではない
ですか。そもそもの事業
所の経営の財源や人件費
の額も少なからず影響し
ていると思います。です
から、選挙公約や政権の
パフォーマンスで介護人
材の人件費を少し上げた
ところで問題は何も解決
しない。介護人材とひと
くくりにいっても、地域
でケアする仲間のような
インフォーマルの介護だ
ったり、地域の障がい者
や子どもたちが支え手と
なる場合があったり、支
え合いのしくみや構想を

介護福祉人材確保の困難がさらに拡大
介護制度自身の問題と地域住民の福祉という
ごまかし

80

石山 あと、
介護施設が、 池田 介護の人材不足の
急速に厚別区にもできて 話もそうですけど、そも
います。でも、人材確保 そも介護制度を今後どう
が困難で、特養のベッド していくのか、そのこと
が埋まらないとのお話も が本当に問われていると
聞こえてきます。契約制 思 い ま す。 介 護 保 険 制
度に変わり株式会社（営 度と要介護者、要支援者
利会社）が介護事業に参 という高齢者だけではな
入するなかで人材がます く、障がい者や傷病者、
ます足りない。その割に 児童福祉や生活困窮者な
は、賃金だとか含めて、 ど へ の 福 祉 制 度 全 般 で
本当に十分でないと思い す。介護保険でいえば、
ます。賃金は低い、事業 平成 年の改正において
所はここにあっても住め は、思惑があったものの
る場所はない。このよう やりきれなかった。要介
な状況が、うちの職員も 護 １ を 外 す だ と か、 障
同じように置かれている がい者制度との統合だと
状況かなって思うと、ま か、介護切りが始まって
だまだやることがたくさ いたわけです。でも、結
んあると思います。
局は選挙の影響だか何だ
かうやむやにしながら、
お茶を濁す形で要支援や
地域包括支援センターの
創設を位置づけたもの
の、その理念はやりきれ
なかった。やろうとしな
かった。介護保険法の中
にあるにもかからず条文
に「地域住民の福祉」と
して高齢者を限定してい
ないこと＝総合相談の役
割、これはとても大きな
メッセージだったと思い
18

（２面からのつづき）

地域の再生政策と総合的
な社会保障の対策が必要
だと思っています。
この厚別区にいても、
例えば私の住んでいる、
もみじ台、これが高齢化
が異様に高くて ％ぐら
いの高齢化率。
それから、
少し離れて青葉という地
域があって、そこも高齢
化率が結構高くて、 ・
４％ですね。
自治体別の高齢化率
は、全道１位が夕張で、
２位上砂川町、３位歌志
内、４位三笠で、８位赤
平、９位芦別とつづきま
す。
厚別区のもみじ台と青
葉町、札幌ではあります
が全道のベスト にはい
ります。
でも、お年寄りが急激
に増えたというよりは、
子どもたちがいなくなっ
たというのが実感です。
もみじ台では、４つの
小学校がありましたが、
今２つに減りました。こ
の２つの小学校も、１ク
ラスだったり、２クラス
18

10

■1972年５月24日 東京都板橋区生まれ
双子座、Ｏ型
■板 橋区役所福祉事務所に14年間勤め、
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉
士、介護支援専門員、ヘルパー１級、防
災士などの資格を取得
■「 福祉は政治」と政治を志し、2011年
北海道へ移住
北
 海道 NPO 被災者支援ネット（生活相
談センター長）、北海道社会福祉士会な
どの仕事をしながら、フリーソーシャル
ワーカーとして、災害福祉、権利擁護、
人材育成など幅広く活動
■元内閣官房地域活性化伝道師
（～2014年まで）
■2015年３月北海道大学
公共政策大学院修了
■2015年４月北海道大学公共政策大学院
HOPS 研究センター研究員
■民進党北海道第５区 総支部代表
……………………………………………
●趣味：温泉、人と会うこと
●好きな食べ物：
北海道の魚介類・山菜・採れたて野菜
●座右の銘：有言実行、一期一会
●尊敬する人：マザー・テレサ、ガンジー

れ ど も、 そ れ が １ 万 台
になり。炭鉱が閉山した
後 は、 最 大 の 産 業 を 失
い、再生計画としてテー
マパークづくりをやりま
した。あまりどこも成功
したところはないと思い
ます。芦別も『星の降る
里 カナディアンワール
ド』っていう東急資本が
入り、三セクで観光事業
をやりました。しかし倒
産し、和議債務というこ
とになり、いまだに借金
を払い続けている自治体
になります。福祉にお金
を回そうっていう気持ち
はないわけではないので
すが、福祉制度を削減せ
ざるをえなくなっていま
す。高齢化率は、空知の
旧産炭地では、どこでも
高くなっていますので、
ますます大変な地域です。
北海道は、本当にそう
いう地域があまりにも多
いと思います。その意味
で、単純に高齢化という
よりは、地域の問題も含
めて、
高齢化への対応は、

池田まきさんの
します
プロフィールを 紹介
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いくらつくっても実践す
るためのマネジメントが
できるソーシャルワーカ
ーをつくらなければなら
ないと思います。今の何
法に基づく何の事業だけ
をする限定ワーカーでは
担えないということです。
今の政権ははっきりし
ていると思います。まや
かしの福祉政策で、
「介
護離職ゼロ」と言いなが
ら、介護離職する要因を
たくさん生み出していま
すから。介護保険制度が
あっても利用できない。
あと、北海道でいえば
そもそもの人口減、若い
人たちがいない。専門職
を求めても、同じ仕事を
するなら、生活環境や労
働条件、待遇がよい方へ
となるわけで、すると札
幌へ、そして道外へ、と
なりますよね。また、雪
の問題もあると思いま
す。同じ職種でこんなに
も労働時間にカウントさ
れない雪かき時間や移動
時間という労働を強いら
れている地域はないと思
います。そこに対価が伴
うことはとても重要だと
思います。
石山 そうですね。

（４面へつづく）

（３面からのつづき）

だからできる、〇〇町だ
からできる、介護を超え
てそのまちの産業振興へ
の参画や生きる、暮らす
ということを全身で感じ
る暮らしとか、全国一律
の基準ではない北海道ラ

石山 ちょっと話は大き
くなりますけれども、今
回、都議選で自民党が大
敗北したっていうのを目
の当たりにして、野党が
勝ったのかな―とかって
いうよりは、あれだけ加
計学園だとか何だとか、
自分の気に入った人たち
のための政治をやる、私
物化するような政治をや
るっていうようなこと

りは事業所任せ自治体任
せにするのではなくきち
んと財源確保が必要であ
ると思います。地方自治
としての声をもっとあ
げ、現実路線で政策へ反
映していく必要があると
思います。でなければ、
町からみんな出て行って
しまいます。

共助のしくみ、それらを
いかに日常から実践して
いるかということが、災
害時に実践できる減災の
活動がありました。地方
創生もコンパクトシティ
やひとつの政府の案に追
従する、そんな人生を強
いられているようでなり
ません。
石山 本当、そう思いま
すね。

だ と か、 安 保 法 制 も や
り、そして先の国会は共
謀法をやるっていうなこ
とで、かなり国民の生活
からはかけ離れた政治に
対する怒りがやっぱり今
回の都議選に表れたんじ
ゃないかなって、思いま
す。
あまり選択肢がないの
で、都民ファーストへ行
ったっていうようなこと

東京都議選の結果をどう見ま
したか
自民の惨敗・都民の怒り

者同志の支えあいを考え
るとこの先の介護制度の
あり方を財源だけを理由
に小手先の制度改正ばか
りではなく、根本的なと
ころから議論する必要が
ありますね。２００８年
に日本で初めて災害時に
おける特別養護老人ホー
ムのＢＣＰのガイドライ
ンを作成しました。その
時にいかに、施設内での
互助のしくみ、地域での

イフ（暮らし、人生）が
実現できるということは
他ではなかなかできない
ことだと思います。しか
し、この雪に関しての経
費や労力、リスク管理の
比重も大きく、そのあた

財源確保は、地域任せにしないこと
法律・制度の中でしっかりと

池田 だから、それこそ
地域の誇り、そこにいる
価値というものを大切に
評価できるような工夫が
必要だと思います。まち
づくりではよく愛着心と
かいいますけど。北海道

以前は軽い方も重い方も
バランスよくいて、一つ
のコミュニティーです。
職員も重たい方ばかり
を毎日見ているのと、い
ろんな行事ができたりっ
ていうような方たち含め
てそういうコミュニティ
ーづくりみたいなことも
やりながらやれるのとで
は随分違います。その意
味では、働いてる人を追
い込むような介護保険制
度になりつつあります。
そんなふうに私も実感し
ます。
池田 何が尊厳ある暮ら
しなのか、入所基準を重
度に限定していくのは非
常に違和感があります。
一つのパターンに押し込
めていくような。施設自
体がコミュニティとして
支えあい、互助のしくみ
をどうつくるか、地域へ
の開放だけではなく入所

介護保険制度の改悪・特養の入
所規制が
尊厳ある暮らしは守られるのか
石山 介護保険制度は、
実際に対応している立場
からすると、どんどん切
り捨てが行われてきてい
ます。制度を変えてほし
い、もうちょっとちゃん
としてほしいっていうの
が私たちの要求ですが、
制度の改定を待っていら
れない状況です。
そうなると、介護保険
の報酬に対応しない仕事
も、対応しなければなり
ません。それから、われ
われだけでできないこと
もあり、もう少し町内の
方やいろんな方たちの協
力が必要な場面も、実際
にはあるんですよね。
それから、特養の入所
基準も改定されてしまい
ました。
池田 そうですよね。
石山 今は本当に重たい
人しか入れないっていう
現実で、
それはある意味、

もあるのですが、それで
もあれだけ自民党が敗北
するっていうのは、本当
に猛烈な強い怒りがすご
くあったのじゃないかな
と思うのですが、どんな
ふうにお考えですか。
池田 ちょっと、分析は
まだできていませんが、
私は投票率の低さに注目
しています。今の政権の
代わりを積極的に求めて
いる、民主党が政権をと
った時のようなそういう
状況とは違って、代わり
を求めるというよりは、
政治不信・政治離れが大
きくなっているのではな

いかと私は思っているん
ですね。
強烈な自民党支持者、
もともとの自民党支持者
が、 今 回 の 政 権 与 党 に
対してちょっと違うので
は？と都民ファーストに
入れたというか。あるい
は民進党も含めて、いろ
んな政党の人たちが、都
民ファーストに行った、
野党側から行った人は勝
ち馬に乗るというバッヂ
をつけることに意義をも
っているような、そうい
う人たちが行ったと思っ
ていますけれどもね。

あ北海道ではどうかなと
いうと、まだまだ権力と
仲良くしていた方が生き
やすいって思っていらっ
しゃる方がとても多いと
実感しています。ちょっ
とおかしいよね、だから
こういうふうに良くする
ためにこういうふうにし
ようよ、という主体的な
取組みで繋がるというよ
りは、不具合やかなり不
利益を被ったとしても、
役所に聞きに行くのも恐
れ多いという
「役所様様」
なところがあって、窓口
は過ちに気づかず。私な
どの人権擁護などの支援
活動をしているところに
恐る恐る相談しに来るわ
けです。それでも、同行

してほしいというより泣
き寝入りを選択する、審
査請求や不服申し立て期
間を過ぎてしまうことも
多々あります。また、職
員側からも上司に意見す
ることがほとんどないの
ではないでしょうか？現
場しかわからない実態か
ら、こうすればできるの
ではないか、組織改革、
態勢の提案など、真に行
政として行うべきことを
見過ごさずにできる方法
を提案する、これらの分
野は最も現場の職員から
沸き起こるものでした。
生活保護の基準改定も、
介護保険施行前や支援費
制度の施行前のＱ＆Ａも
各実施機関の実態から出

都議会への都民の目はとても厳しいんです
道民・札幌市民は、もっと権力に厳しい目で発信を
池田 あとは、
東京って、
都民って、役所にとても
厳しいんです。透明性・
公平性を求める部分。決
定の結果だけではなくて
事前周知の徹底や、決定
プロセス、そして結果と
その対応まで。それは議
会に対しても同様です。
役所は日ごろ実務をして
いますから、仕事は目に
見えるのですが、議会は
そうでないのでより一
層、議会への方が、厳し
い目をもっています。だ
から、今回の都民ファー
ストへの流れは、そうい
う都民感覚っていうのが
あるのかな、とも思って
います。
その件で言えば、じゃ

てきているので
すから。
そういう意味
で、おとなしい
というか、そう
いう北海道では
「白石区の事件」
（ 歳代の知的
障害のある姉妹
死亡事件）とい
う悲劇が繰り返
されたり、北海
道の雪などの事
情についての算
定基準など少な
かったり、そこ
は随分違うのか
なと思います。

（５面へつづく）

「 児童虐待 」でも、ち
ょっと介護の問題から外
れますが、そういう事件
があった時、その問題を
行政、議会とも取り上げ
て全容解明し再発予防策
のプロジェクトをつくる
とか、「誤った」「きちんと
やらなければ」
「変える
んだ」などという行政の
メッセージを発信したり
とかはとても重要です。
もちろんパフォーマンス
では終わらせないその後
の実践、実行が要ではあ
りますが。しかし、昨今
のニュースで報道された
事件では、わざわざ記者
会見を開き、警察も役所
も「落ち度はなかった」
「虐待は確認できなかっ
た」など平気で弁明する
わけです。そこに何の希
望もありません。むしろ
憤りを感じます。
実際に、
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（４面からのつづき）

亡くなってしまったわけ
ですから、「救う手だては
なかったか」「どうしたら
救えたか」真摯に受け止
め改善していくという誠
意ある発信が非常に少な
い。いろいろな行政サー
ビスで、例えば、事務遅
滞などによる児童手当や
生活保護費などの漏給、

濫給など不適正な事務処
理が行われていた場合、
当該職員や上司を処分し
て終わり。それでは再発
防止になりません。なぜ
そ う な っ た の か、 そ の
職員は氷山の一角に過ぎ
ず、
どう組織やシステム、
人事配置を変えていくの
か、そのような事案をど
う再発防止するのか、対

策を真剣に考えない。神
奈川県小田原市でおきた
生活保護のジャンパー事
件は、
そういう意味では、
市長がトップになり、全
庁職員を対象にしたこ
と、当事者を検討委員の
メンバーに入れたこと、
など再発防止にむけ慣例
主義を打ち破り本気度を
示したと思います。もち

深刻に進む
「子供の貧困」、子ども食堂や無料学習塾

ようなところが増えてき
たなと思っています。
貧困問題に関わる人間
が増えれば増えるほど、
ボランティアっていうよ
うなところから少し一歩
進んで、この地域をどう

したらいいのか、この子
どもたちがどう地域で育
てたらいいのかだとか、
ちょっと進むような流れ
も出てきているのかなっ
て思っていて、すごく大
切 な こ と だ な、 そ う い
うお話を聞い
て、思うので
すけれどもね。
池田 子ども
の貧困の調査
を北海道と札
幌市で行って
いますが、そ
れをどう評価
し、どう政策
に繋げるか、
その情報も公
開性、
透明性、
計画へのプロ
セスなど住民
への情報共有
と住民参加は
非常に大事で
す。しかし、

政治的判断と財源を
そして共生型サロン・居場所づくりを
石山 最近、札幌でも子
ども食堂をオープンさせ
る所が随分増えていると
思います。その取り組み
のお話を伺うと、やっぱ
り入り口はいろいろあ
り、学校の先生たちが退
官なされて少し勉強を教
える、子どもたちの状態
やお話聞いていると、や
っぱり勉強よりも食事が
必要じゃないかっていう
ふうに思うことがままあ
るのだそうです。
「 おや
つも出したりしている」
って言っていましたか
ら。
子どもたちと接してい
ると、貧困がすごく進行
しているのが見えてくる
ような、今、状況が地域
の中に存在しているのだ
ろうなって思います。特
に給食の出ない夏休みな
んか集中的に子ども食堂
やりたい、やるっていう

ろんそのあとが重要です
が。そういう意味で、慣
例主義や官への依存、改
革への消極性などをまだ
まだ感じる道内において
は、都民ファーストのよ
うな風は、維新と同様大
きな風は吹かないのでは
ないでしょうか。
石山 なるほどね。
池田 また、私は離島も

ているような町内会は。
しかし、生活に困難を
抱える世帯の子どもたち
には教育以前に安心し
て生きる場が必要なんで
す。居場所です。
生活が混乱したり困難
を抱えたりしている家庭
の子どもはとても学習
できる環境にないんです
ね。家の中がひっくり返
っていたり、あるいは、
訪問したら虫だらけで身
体に這う虫すら払いのけ
ることができない位、心
身共に衰弱している、こ
れを世間は無気力とか言
い ま す が、 ま っ た く そ
んな状況ではありませ
ん。その子どもたちに必
要なのは、何もしなくて
もいい、今のありのまま
で否定されない存在意義
や価値、そして自己肯定
感を感じるような信頼関
係、自分は生きていてい
いんだよ、堂々と笑った
り泣いたり嫌なことや不
安なこと思ったことを口
にしていいんだよという
心理状態まで包み込んで

含め道内各地を渡り歩い
ていますが（ 笑 ）
、こ の
１年は衆議院北海道５区
という選挙区となりまし
たので管内を丁寧に歩い
てみますと、この北海道
の中央である石狩管内で
も人口減により地域が見
捨てられる寸前というと
ころがあります。週に２
本のバス、週に１回の移

いく必要があります。そ
して学習の先に何がある
のか、学習以外の社会経
験、いろんな機会の参加
です。地域からも置いて
きぼりです。子どもらし
い子ども期をいかにつく
れるか、その保障が生き
るチカラにつながり、そ
の先に教育や就労がある
わけですから、
「 すべて
の子どもが夢を見られる
社会づくり」こそ、本当
の意味での貧困対策では
ないでしょうか。
今の安倍政権は出口
で待っているだけです。
「子どもの貧困対策」と
して「子ども未来応援基
金」企業の寄付も５カ月
で１、９４９万円、２、
０００万円届かず。そこ
にポスターやシンポジウ
ムやセミナーなど普及宣
伝活動費はなんと２億円
以上。２億円は誰に届い
たのか、子どもではあり
ません。こういう言葉遊
びの対策には現場からも
っと声をあげなければな
らないと思います。

動販売、元々の小さな集
落でも空き家が目立ち、
わずかな年金で生活保護
基準以下での生活を強い
られている方に伺うんで
す。
「 大変じゃないです
か？」 す る と、
「大変だ
けど、大変だって言えね
んだ。
大変だっていえば、
（子どもがいるまちや札
幌などの中心地に）連れ

この子どもの貧困対策
としての地域食堂や学習
支援は対象者を限定する
ものやそれを売りにする
ことで、地域や当事者の
意識に分断を生んでしま
うという結果にもなりか
ねません。また、そうい
う「子どもの貧困対策と
して実施しています！」
というようなところは、
子どもたちを限定するだ
けではなく、色眼鏡でみ
てしまう根掘り葉掘りプ
ライバシーに踏み込んで
しまうという傾向も強く
みられます。守秘義務意
識も非常に低く、一歩間
違ったら人権問題に発展
しかねません。専門的ケ
アを目的とする機関では
ない場合、地域での市民
の取り組みであればなお
さら、
対象者を限定せず、
虐待を受けていようが、
親がどうであろうが、共
働きであろうが、いろん
な家庭がある中で必要と
される居場所、何と言い
ますか地域サロン、
「お
腹すいたー」となればお

ていかれる。
」「なんだか、
一度連れていかれたけど
ヤダー（おそらくデイサ
ービス ）
。
」
「 ここで暮ら
してきたんだからここで
暮らすたいんだ」と 度
以上曲がった腰で、わず
かな畑で自分が食べるだ
けの野菜をつくったり、
鮭をさばいたり、自分ら
しい暮らしをおくってい

にぎりつくろうとか、お
茶 の み で も、
「 ち ょっ と
教えて大人たちー」と駆
け込める場所だったり、
地域で必要とされる空間
があればと思うのです。
そのために、高齢者だと
か、障がい者だとか、低
所得者の子どもとか限定
しない、つまり、地域な
んでもサロンの場所の維
持を補助しながら、住民
自治の創意工夫と互助共
助の精神で人材を育成す
ることが、地域の少子化
や人口構造が限られてく
る中で共生型が求められ
る居場所づくりだと思い
ます。補助金目当ての事
業所への支援はもう終了
し、真に必要な支援実現
へ展開しないと人はそう
簡単に作れません。
札幌でも地域食堂や地
域サロンをはじめ、町内
会館や福まちなど、老人
クラブの人だけが使った
り、町内会の人だけが使
うのではなく、いつでも
空いている、いつでもだ

らっしゃいました。やっ
ぱり自分の住んでいた家
が城で景色が故郷ですよ
ね。こういう地域で暮ら
す、
生きる人たちへこそ、
行政は向き合い、どうや
って支えることができる
か、自治体だけでは担え
ない法制度から中央へ提
起していくことが必要と
思います。

（６面へつづく）

市民に意識が広がるまで
年遅いなと思っている
んです。もうひと昔前の
施策や事業をやろうとし
ている。学習支援は、平
成 年、
北海道では釧路、
京都の山城北や東京都の
板橋区などが先行的にモ
デルとされました。しか
し、それも事業が後で実
践が先。東京都の江戸川
中３勉強会は戦後の福祉
事務所のワーカーがボラ
ンティアで始め今まで市
役所の募金と職員のボラ
ンティアなども継続して
いる取組みで真に現場か
ら必要とされた支援を活
動として行ってきたあゆ
みがあるわけです。
しかし、今の生活困窮
者自立支援法などをはじ
め生活保護世帯への学習
支援は学習塾化となって
います。それでもいいん
です。地域の取り組みな
らば。地域の支えあいの
しくみの中で補助金なく
とも続ける覚悟や行政に
頼らない村づくりを実践
し自主財源で寺子屋をし
10
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暇そうなラーメン屋さん
やタバコ屋さん、人の出
入りがいつもあるトラッ
クの配送センターやコン
ビニなど、何気に見守っ
てくれていることは多い
ものです。子どもや認知
症の徘徊なども結構見て
くれています。子どもだ
けで夜を過ごす子どもに
はコンビニは実際に見守
りになっていて、お弁当
を毎日買っていたけどな
んかおかしいぞ、ごはん
を買わずに他のものを買
ったり、寂しさあまりに
万引きしたり、地域でホ
ンキで見守ることで、子
どもは決して見捨てられ
ていないと感じることが
できると思います。地域
の中では
「繋がりづくり」
「やさしい見守りづくり」
でしょう。
それを政府が「貧困対
策」と名を打つことに非
常に違和感を通り越し、
憤りを感じるということ
です。政府は貧困対策か
ら目を背け、ごまかして
いるに過ぎないと思いま
す。
そもそも、当時の自立
支援プログラムや自立支
援事業に関する研究調査
においては、生活保護受
給家庭の高校進学を普遍
化すること、先行事業に
よって進学率などの変化
を可視化し生活保護受給
家庭においても教育やそ
の機会を保障していくと
いうことが福祉事務所現
場の狙いでした。
「 貧困
の見える化」と「教育の
機会によって成果の見え

「権利なんだからやんな
さい」って言うだけでは
なかなか進まないこと
を、どのように進めてい
くかは、地域づくりとっ
ても、すごく大事なテー
マの一つだなって思って
います。
池田 二つあると思いま
す。一つは先ほど話した
地域ができる市民ができ
ることと、専門職がしっ
かり担うところとあると
思います。相談が重荷に
なったり逆に事態を悪化
させたりすることもあり

る化」だったんです。そ
の流れと並行するかのよ
うに、２００４年（平成
年）福岡学資保険訴訟
最高裁版判決と同じく２
００４年（平成 年）社
会保障審議会福祉部会生
活保護の在り方に関する
専門委員会の報告書の結
果、２００５年（平成
年）度改定で、高校就学
費が生業扶助として創設
されたのです。その生活
保護の高校への問題は、
１９５０年教育扶助創設
時の高校進学率は ・５
％、当然国民の半数以下
が進学していないのです
から、妥当といえます。
しかし、戦後日本は大き
く変わり、福岡学資保険
訴訟提訴当時（１９９１
年）の高校進学率は ・
17
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ます。ですから、地域は
さりげない見守りと繊細
な気づきと全部ＯＫ大丈
夫といわんばかりの包容
力で安心に変えられると
思います。そして、専門
職への情報提供ですね。
専門職は、制度を聞き
に行く同行やその準備と
か心配事への事前相談な
ど対応です。
ただでさえ、
なんだかの問題、課題を
抱えている最中、例えば
「昔の通院歴と職歴を調
べてきてください。
」と
か「年金を証明する〇〇
をもってきてください。
なければ再発行して持っ
てきてください」などと
言われると、それだけで

95

（５面からのつづき）

れでも来ていいよという
空間が、
「 公 共 」の 場 と
してどんどん進め、地域
の顔の見える関係だけで
も、
「 ち ょっ と 今 日 は 顔
色悪いね 」とか、
「 見て
いるよ」という安心にも
つながります。あとは、
何も行政が認めたり、補
助金や助成金で認められ
たり社会的企業として名
称がなくとも、今ある地
域の資源によって見守り
はできるということ。子
どもからすれば、今そこ
にいる人、
いつもいる人、
昔からあるところが、救
われるものです。名札を
つけて「私、子どもの貧
困対策の担当者です」と
来られるより、よっぽど
自然。地域にある寂れた

踏み込めないっていうふ
うな人たちに、社会なの
か、マスコミなのか、あ
るいは道徳教育がそうな
のか、なかなかそこに踏
み込ませないようなこと
が、実際には地域の中で
あるので、打開していく
ために、どんなことが必
要なのか、単純に利用し
ましょうっていうだけで
は進まないようなことっ
て、結構やっぱりあるん
ですよね。
そのような現実をみる
と、いつも悩みますね。

差別・偏見をなくす地域社会づくり
専門家の役割が大きい

石山 「 子どもの貧困 」
についてもう少し踏み込
ん で 言 う と、 就 学 援 助
制度があります。ところ
が、単純に所得を見なが
ら課税、非課税を見て大
丈夫だから利用すればい
いじゃないと思うのです
けど、なかなかそこの一
歩が踏み込めないご家庭
の方が相当多いなって、
おもいます。
生活保護もそうだと思
いますが、就学援助でさ
え、絶対に条件はクリア
しているんだけれども、

16
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も相当エネルギーを費や
され挫折しちゃうんです
よね。実質的なチカラに
なることが専門職の役割
だと思います。就学援助
も介護保険も生活保護も
あらゆる制度手続きを理
解して申請に行く人はい
ません。
みんなただただ、
「困った」ということが
あるだけです。その困っ
たに寄り添い、支援策を
考え情報提供だけではな
く実際に繋げていく橋渡
しがソーシャルワーカー
の役割だと思いこれまで
も実践しています。
また、
もうひとつ大事なこれか
らのソーシャルワーカー
の役割は人生の選択をで

４％でした。その間、生
活保護の子どもたちは、
進学という道を閉ざされ
機会すら与えられず、子
どもの貧困の世帯の連鎖
など社会がいいますけ
ど、冗談じゃない、この
国が生み出してきたと言
っても過言ではないと私
は思っています。
当時、イギリスではブ
レア政権が誕生し、その
後、日本では民主党政権
となりすべてのこどもた
ちが高校授業料無償化へ
となったわけです。
しかし、その後、自民
党安倍政権になって、こ
の高校授業料無償化も所
得制限などの条件つきと
なり、生活困窮者自立支
援法における任意事業で
学習支援が位置づけられ

すね、仕事選びやどこに
住むか、障がい者恋愛や
結婚観なども尊重できる
徹底的な当事者支援、と
りわけ型にあてはめよう
とする福祉施設や事業
者、行政もまだまだ偏見
差別が多く、制度や施設
にとって都合のいい利用
者に押し込めようとしま
す。そういう場合に、挑
戦する寄り添いを実践で
きるか、真に人権擁護の
観点からも外部との調整
や理解を求めることがで
きるか、場合によっては
救出が必要な場合もあり
闘いも想定され、当事者
保護の観点をもち、人生
の失敗する権利も保障で

ました。型にはめる最も
実態とかけ離れていると
思います。生活に困難を
抱える家庭の子どもたち
は、 多 様 な タ イ ミ ン グ
で、
多様な方法・手段で、
そして柔軟な学習支援が
必要です。根本的な無条
件による教育費の無償化
は「貧困対策」だけでは
なく「少子化対策」とも
言えます。そして「子ど
もの貧困対策」というの
であれば、すべてのこど
もたちが多様な教育を受
けられる保障と、社会生
活における社会経験の保
障、機会の平等を考慮す
る支援、すべてのこども
たちが「夢や希望をもて
る」社会の実現にむけた
支援ですね。

きるか、日本の社会福祉
士がソーシャルワーカー
になることが求められて
いると思います。社会の
偏見差別意識をなくすと
いう社会へのアプローチ
やソーシャルアクション
がとても大事な時期にさ
しかかっていると思いま
す。
石山 今お話しいただい
た中にも、いくつか共生
だとか、地域の中の居場
所づくりや、それから、
ある意味絶対的な貧困に
ついては、国の制度とし
て、きちっと責任として
保障しなくちゃいけない
んだっていうようなこと
だとか、いくつか重要な
キーワードがすごくある
と思いました。
われわれもそういう社
会をつくりたいと思って
いるので、政治の力も借
りないといけないし、地

域で運動を進める側とし
ても、今言ったようなキ
ーワードを大事にしない
といけない。そうなると
われわれの運動は、やっ
ぱりそこに住んでおられ
る方や、もし、今ボラン
ティアで学ぶことを教え
ているような人たちもい
れば、あるいは専門職の
方も関わっていただいた
りしなければならず、わ
れわれ自身の仲間にそう
いう人たちがいないと駄
目だなって思います。
今回、特に、前回の選
挙でもそうですけれど
も、今度も市民と野党が
共闘することの意味は、
決して選挙にとどまらな
い中身にもなっているの
かなって思います。法人
としても正面から受け止
めてやりたいと思いま
す。

（７面へつづく）

池田 「 自立する個人を
尊重する」っていうこ
と と、
「 家 族、 地 域、 国
への帰属意識で自立する
国民像」とはっきり活字
で謳っているわけですか
ら、当然、地方の自治体
やごく一部の企業、特に
ＮＰＯや社福法人を問わ
ず福祉関係の事業所は補
助金を受けたとしても、
それは施しであって、真
の社会保障への手だてで
はないということ、地方
や自立困難な国民は切り
捨てられる、社会保障は
保険化し、民間保険会社
やお金でサービスを購入
するそういう政策がとら
れていく恐れが十分にあ
るということだと思いま
す。自民党改憲草案の憲
法 条など本当に恐ろし

い。
石山 今の自民党の綱領
の話にも通ずることだと
思いますが、措置制度を
批判しながら、契約制度
に 切 り 替 え て い く、 老
人 福 祉 法 で も「 国 の 責
任」がもともと条文の一
番最初にあるにもかかわ
らず、介護保険は相互扶
助から始まるというよう
に、 社 会 保 障 予 算 の 削
減や介護保険制度の登場
が、国民への責任放棄に
つながっていると思いま
す。
それから、教育勅語を
礼賛するだとか、一連の
ものが全てやっぱり今、
特に自公政権を中心にし
てそこに向かっている、
今の政権が長く続き過ぎ
ているんじゃないかなと

思います。だからやっぱ
り、自公政権を断ち切ら
ないといけない。
あらためて、どれほど
日本国憲法の価値
があるのかという
ことも、われわれ
もすごく逆に学び
直さないといけな
い。その意味では
憲法改悪、改正に
反対するのです
が、逆に言えば、
どれほど素晴らし
い憲法なのかを、
いろんな人に伝え
るのがわれわれの
年代の仕事かなと
思いますね。
池田 改憲勢力が
３分の２あり、さ
らに安倍首相は２
０２０年に憲法改

憲法改悪―自民党改憲草案の突っ込みどころ
分かりやすく学習し、憲法を活かす運動とた
たかいを若者たちともに

ある 」とか、
「 個への貢 正するとまで公言したわ
（６面からのつづき）
献と義務を誇りを持って けですから、今までのよ
自民党の綱領は、あまりにもひどい
果たす国民である」とい う な 選 挙 や 政 党 支 持 を
うのは「地域や国への帰 しているわけにはいきま
「他人に頼らず、自立を誇りとする国民である」
と
属意識を持って果たして せん。いつでも発議し、
に繋がると思います。超 護法、安保法制、共謀罪 ください」ということで 様々な法律も強行可決を
党 派 と は よ く 言 い ま す の強行可決、年金カット す よ ね。あ と、
「 国 民 に 可能としてしまう国会勢
が、地方自治では解決で 法や介護保険法改定、家 再分配しない」というよ 力となった以上、私たち
きないと思ったのが、自 庭教育支援法、さまざま う な こ と も 言 っ て い ま 国民は来る総選挙は、ま
民党の綱領です。改めて な社会保障策など、ふむ す。結果として、国民の たあるいつもの選挙では
見直したのですが、政権
自立は、
「 再分配するこ ないということを覚悟し
ふ
む
と
納
得
で
き
ま
す
。
そ
をとられたときに新しい して、改憲ですね。
とが国民の自立心を損な なければならないと思い
綱領ができていますが、
その自民党の綱領によ う社会主義政策はとらな ます。とりわけ、ケアが
これから、今の流れが理 りますと
と言っていますから。 必要な人に携わる介護業
「他人に頼らず、 い」
解できます。特定秘密保 自立を誇りとする国民で 石山 なるほど。
界やソーシャルワーカー
などの専門職、教育や弁
護士のような人権侵害と
人権擁護が表裏一体とな
っている職種の人は相当
使命感をもって政治参加
が必須と感じています。
判断に至るまでの情報提
供や、棄権や言いなりに
なることのないよう権利
をしっかりと保障してい

池田 そうですね。選挙
の争点がどうかというと
ころもあると思いますけ
ど、社会保障の問題でも
差別・偏見ということの
生まれる背景にはごく一
部の人が利益を得ている
ということ。アベノミク
スの経済政策や森友・加
計問題などはまさにそう
ですが、強いものへ向か
う と い う よ り は、 弱 者
へ向かう感情が生まれや
すい、その方が楽なんで
すね。
「 私もこんなに頑
張 っ て い る の に、 ず る
い！」と。これだけ多く
の人々が所得や貯蓄に不
安を抱える格差大国だか
らこそ、すべての人が受
益者になるそのことによ
って今度こそ共生社会を
実現しようということと
同時に、
「 絶対に国民を
見捨てない 」
「 誰一人お
いてきぼりにしない」と
いう政治のメッセージは
ものすごく大事だと思い
ます。何も政府与党だけ
ではなく、地方自治体の
首長さんがぜひ発信して
ほしいものです。北海道
は１７９市町村と北海道
を合わせたら１８０人も
首長さんがいるわけです
よ。国へはっきりと地方
のメッセージを発信すれ
ば、国をも動かす地方の
声として地方自治の確立
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くことができるかです。
今でさえ、憲法 条が守
られているとはいえない
場面が多々あるのに声を
上げられない、政治的な
発言はできないと言いつ
つ、とある社会福祉法人
のとある理事長は「うち
は自民党だから」と利用
者や家族へ投票依頼をす
る。あるいは、投票所と
なる施設において極めて
偏った候補者情報により
投票を誘導するといった
ことが実際にあります。
とんでもない話です。ま
た、安保法制の法案が審
議されている最中に北海
道の美瑛町でチラシを作
成したことで、自民党側
からの圧力で社協の役員
が処分をされたというよ
うなことがありましたよ
ね、ご存知ですか？
石山 覚えています。フ
ォルダーかなんかにどう
のこうのってやつ。
池田 そう。それは表現
の自由だけではなくて、
社協としての周知義務や

石山 今、ちょうど正念
場に入ったなと思います。
だから学習もいっぱい
しないといけないなと
思いますし、一方で、や
っぱりもう解散総選挙を
求めるぐらいになるよう
な、地域の運動や、住民
運動や、国民運動が広が

ソーシャルワーカーとし
てのアドボカシーなど多
様な役割があります。地
域住民が何も知らないま
まということを許してし
ま う の で し ょ う か？ 当
事者は何がおきているの
か、どういう意味か、わ
からなければおかしいと
声を上げられません。教
育や福祉に関わる人たち
が、どういう姿勢をとる
か、それを権力でねじふ
せることがまかり通って
しまうことの恐ろしさ、
ものすごい危機感を感じ
ます。
石 山 そ う で す ね。 今
回、国会で共謀罪が強行
的に成立させられて、あ
らためて思いましたが、
私が別の会社の若い職員
たち中心に集めて、
「共
謀罪っていうことについ
てどれだけ知っている
か」っていうふうに聞い
たところ、そうしたら、
「テロを取り締まるんで
あれば、
いいんじゃない」
っていうふうなことだと

っていかないといけない
ような時期に、間違いな
く差し掛かったかなと思
います。
今だったら、どんな人
に訴えても共感していた
だけるぐらいの情勢を迎
えているかなと思ってい
るので、ぜひ池田さんも

か。
「 す ご く、マ ス コ ミ
でテロもあおられている
ので、その程度のだった
らいいんじゃない」って
いうふうに、あまり直接
関係もなさそうだしとい
うのが最初の印象はみん
なそんな感じでしたよね。
だから、本来、最も知
らないといけない若い世
代の人たちが、一番、そ
の問題に取り残されてい
って、共謀罪も結局、通
る頃にうちの会社でも学
習会を開いて、若い人た
ちが「えー」って驚いた
のですけれども。そのと
きにはもう、通過してい
ました。
あらためて憲法改正の
日程も、ご指摘のように
待ったなしだなって僕も
思うので、あの安倍政権
を、今回の都議選の結果
も踏まえつつ、きちっと
追い詰めていくような取
り組みを加速度的に進め
ないといけないと思いま
す。

（８面へつづく）

国政の場に何とか出ても
らって、あの場で強行採
決を阻止するような活躍
を期待します。
池田 ありがとうござい
ます。本当に、そのため
にはやることがまだまだ
ある。名前すらまだまだ

池田さんには、ぜひ、国政の場に出てほしい
強行採決を阻止するような勢力を握りたい
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かりぷ・あつべつ

E-mail：itukusimi@karipu.jp

〒004-0031 厚別区上野幌1条2丁目2-30
サービス付高齢者向け住宅ぽろか（☎011-890-8787）
小規模多機能ホームかりぷ
デイサービスののか

（敬称略）

かりぷ・上野幌

●ケアセンター

奈良

（７面からのつづき）

石山 やっぱり、われわ
れのアンテナは見ている
ようだけども、やっぱり
忙しいとなかなか見れて
いないんですよね。冷静
に考えられないっていう
ときに、こういう事例か
らしっかり考えるってい
う作業しておかないと、
あんまり抽象的な話から
若い職員たちに伝えて
も、実際には伝わりませ

品

ラミッドも崩れる。見え
ない背丈だけど、強い土
壌、強い根っこづくりで
頑張ります！
例調査・ 老福連の施設
長アンケート調査）がま
とめられていることは、
大きな力になると思いま
す。ぜひ、現場の人にも
共有しフィードバックし
つつ更なる提言に繋げら
れたらと思います。
石山 それはそれで、本
当にそこまで集まるって
いうのは大変なことです。
池田 素晴らしい。

ん。今見ていること、今
見てる介護の必要な人た
ちっていうところから学
ぶことが、やっぱり大事
な取り組みだなって思っ
ています。
池田 そうですよね。ワ
ールドカフェなどでもや
もやを共有したりするの
もいいし、もっと気軽に
愚痴カフェとか、愚痴ソ
ングなどラップで歌った
りして共有しながら、な
んと実はそこに現場改善
のヒントがあったり、仲
間とともに新たな目標を
持ったりすることでモチ
ベーションがあがったり
ということがありますか
ら。また、いつも聴く側
のケア職ですから、時々
アウトプットすることで
更なる気づきや学びなど
を発見し、楽しくて仕方
のない仕事になると思い
ます。
石山 今日は、長い時間
ありがとうございます。
今度は、あらためて時
間をいただいて、会食と
一杯飲みながら、若者も
含めて、お話しできる機
会ができることを期待し
ています。
池田 いいですね。ぜひ
ぜひ。こちらこそ、あり
がとうございました。

敬子

一人ひとりの想いが繋が
る、アメーバのような新
しいネットワーク型、い
わゆる草の根活動が重要
だと思います。どんなに
高い木もどんなに高いピ

があっては困ります。単
なる人件費の問題に置き
換えられてしまうと、単
純に安価な中間就労や障
がい者雇用や外国人ケア
労働者はどうか、とか、
ボランティアでどうかと
かになりがちです。
「規
制というのは、利用者、
そして働く人の命や権利
を守るものです。地域や
施設の実態から規制緩和
がベターな場合もありま
す。
」安 易 に 人 材 不 足 や
経営上を理由に規制緩和
する場合には命やその暮
らし、サービスの保障と
いう意味でリスクが伴い
ます。働く側の保障と利
用者側のケアの質の保障
と安心安全の保障こそ政
治が果たしていく課題と
思います。また、ケア職
の価値観を問うことが求
められるものの、当事者
のケア職は日々フル回転
で忙しいわけです。とて
も一人ひとりが学び研究
し、提言をすることも困
難です。ですから、この
ような施設や法人での取
り組み（民医連８００事

今河

（併設事業所）
指定居宅介護支援事業所かりぷ
短期入所生活介護かりぷ・あつべつ
デイサービスセンターかりぷ
訪問看護ステーションかりぷ
高齢者支援ハウス えみな
札幌市厚別区介護予防センター厚別中央・青葉
（☎011-896-1475）

雅樹

追いついていません。ピ
ラミッド型で徹底した組
織力のある自公に対決す
るためには、党利党略、
私利利欲を捨て、純粋に

ごく成長しているなと感
じました。
僕も聞いていて心に残
るようなことを若い人た
ちが言っています。そう
いう考え方が仕事の現場
で身についていること
は、相互扶助、国の責任
の放棄、自立自助みたい
なことでくくられるよう
な 時 代 の 中 で、 そ れ に
立ち向かえるような人間
も、こういう介護の現場
の中から育つ可能性もす
ごくあるなと思っていま
す。
今日、いろいろお話し
いただいたことも、うち
の職員に伝えて、一人一
人、力を発揮してほしい
なっていうふうに、実は
そんなふうに思って聞い
ていました。
池田 介護や福祉、人に
関わる仕事ってお金に換
えられない喜びがあるじ
ゃないですか。それの価
値観やモチベーションを
もっと高め、尊厳ある仕
事としたいですね。その
ためには、これ以上賃金
を下げられるようなこと

厚別区厚別中央5条6丁目5-20
（☎011-896-1165）

阿部

〒004-0055

かりぷ・もみじ台

●ケアセンター

かりぷ・あつべつ

雅子

●特別養護老人ホーム

建治

寄附金

今の時代に立ち向かえる職員の成長
若い職員の可能性は大きいと実感
ともに学び合いながら大いに期待したい
石山 施設内を見ていた
だいたとき、若い職員が
多かったと思います。
それで、先ほどラジオ
の話をさせていただい
て、若い人たちに来てい
ただいて、
「 何で介護の
道を選択したんですか」
っていうことを聞くと、
きっかけはやっぱり「自
分のおじいちゃん、おば
あちゃんをみていて」だ
とか、
「 高校生のときに
やったボランティアがす
ごく心に残って、そんな
仕事をしてみたい」と。
「
『 あ り が と う 』っ て い
うふうに言われる仕事を
自分の職業として選択し
てみたい」っていうふう
なのが入り口でした。
実際にお年寄りを対応
していく中で、
「 一人一
人全部違うのだなってい
うことがあらためて分か
った」って。だから、「押
し込める、機械的なこと
っていうのはやっぱりあ
り得ないんだなっていう
のを、すごくこの施設に
来てから学んだ」ってい
うふうに言っていて、す

2017年6月1日～ 2017年7月31日

〒004-0013 厚別区もみじ台西3丁目1-8
指定居宅介護支援事業所メイプルかりぷ（☎011-899-7722）
ショートステイメイプルハウス
デイサービスもみじの家（認知症対応型）
ヘルパーステーションかえで（☎011-899-2525）
〒004-0013 厚別区もみじ台西6丁目1-4もみじ台内科2F

物

社会福祉法人 協立いつくしみの会

理事長 石山

細川

いつでも、どこでも、誰もが、
安心して暮らし続けられるまちづくりを一緒にすすめましょう。
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