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★★★ これは、知的障害者の親の全国組織で働く労働者で作る労働組合の「手をつなぐ育成会分会」のニュースです。★★★ 

 

信頼される育成会運動を取り戻そう 
育成会の皆さん、こんにちは。障がい者の命と権利を護

り、インクルージョンを広げましょう。 

 

賛助会員は会の趣旨・活動に賛同して入会するもの 

発行を全日本育成会から育成会連合会に変えた機関誌

「手をつなぐ」は、２０１７年１月号（８頁）に「育成会

会員が減少している」ことを掲載しましたが、その後、新

しい会員が入会しやすい環境は整えられたのでしょうか。 

育成会の（個人）賛助会員は、会の掲げる趣旨に照らし

て、入会も脱退も、自分の自由な意思でできるのです。会

が、会の掲げる趣旨に沿わなくなった場合も同様です。 

現在の（個人）賛助会員の多くは全日本育成会時代から

の方が多いのではないでしょうか。育成会の趣旨・活動に

賛同して入会したけれど、会の趣旨・活動が変わったり内

容が縮小したりすれば、（個人）賛助会員が減少すること

もあるでしょう。そして「いつの間にかブラック団体の賛

助会員になっていた？！」と感じた人も、やめていくこと

になるではないでしょうか。 

育成会連合会では、会員の減少について、「高齢化」「自

然減」としているようですが、育成会運動が広く人権に立

脚した運動内容となっているか、「利権団体」ないし私物

化と疑われる要素はないか、公正・公平をもって活動して

いるか、権利侵害にならないような配慮がされているか

を、今一度確認してみましょう。 

 

育成会運動の明確な目標や、ビジョンを示しているか 

全日本育成会は、１９９５年に「（全日本）手をつな

ぐ育成会」という名称になり、これには「精神薄弱とい

う言葉は使わない。親だけでなく、本人と家族、市民と

のみんなの会にする」という考え、基本的人権と本人の

意思の尊重ということが大きく貫かれているものでし

た。英語名も国際育成会連盟の名称変更を受けて

「Inclusion Japan」と変更しました。 

「Inclusion」は、社会がどのようであればいいのかに

ついての基本的な理念です。「Inclusion」がめざす社会

は、知的障がいにとどまらず、障がいのあるなしや、その

他の条件にかかわらず、それら万人を包み込む社会

（society for all）、さまざまな多様性のある人々を包

み込む社会です。Inclusion の反対の概念は、exclusion

で、「排除」・「差別」なのです。Inclusionとは、誰を

も排除しない社会を目指そうということでした。 

ところで、育成会連合会は目指すビジョンを明確に示

し、そのための活動内容を公表して誰にでもわかるよう

にしているのでしょうか。

 

情報公開ないところに、会員拡大なし  

会員から納められた会費収入で運営している団体にと

って、事業計画書や事業報告書、収支予算書と決算書の情

報の開示は非常に重要で基本的なことです。そして会員

であれば、その事業計画や決算に対して意見を言える場

がきちんとあることが大切です。皆さんの市区長村育成

会ないし、都道府県育成会では情報公開されていますか。 

育成会連合会は、事業計画や予算、決算などの情報の公

開をしていません。これでは、会員は会費がどのように活

動に使われているかも知ることはできず、団体について

の検証ができません。情報公開が進まないようでは、信頼

の基礎が築けず、会員が減少するのもやむ得ないのでは

ないでしょうか。 
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財務状況は開示していますか？ 
⓵ 全国手をつなぐ育成会連合会の財務状況の開示について、久保厚子会長のお考え 

2018年４月1５日の久保厚子陳述書（１９頁） ２０１８年４月２３日 第１回審問速記録（１６頁） 

東京都労働委員会より、財務状況について求釈明を

いただきましたが、決算書等は対外的に公開していな

いため、詳細をお話することは難しいのが実情です。 

質問：東京都労働委員会のほうから「決算資料等を開示し

てほしい」という依頼がありましたが、なぜ開示できない

のですか。 
 

久保：現在、会員さんにも今のところ開示しておりません

し、会員さんのほうから反対の声もありますので、お示し

することは控えさせていただきたいと思っております。 
 

久保厚子育成会連合会会長の「財務状況の開示」についての考え方について、皆さんはどうお考えになりますか。 

今時、会費を集めている団体はホームページや、機関誌（「手をつなぐ」）にも予算、決算を開示するのではありません

か。会員に予算書も、決算書も開示しないという隠蔽体質は、組織の運営の透明性の確保の点から変えるべきなのでは

ないでしょうか。久保厚子会長は「決算書等は対外的に公開していない」としましたが、納得できる理由を示していま

せん。新しい会員を増やしたいのであれは、積極的に情報開示すべきです。 

 育成会連合会の場合、都道府県育成会に所属する（個人）賛助会員は、都道府県育成会で賛助会費を集約して連合会

に収めていると思いますが、それでも、賛助会員一人一人に開示できる形を考えることが運営の透明性を確保すること

に繋がります。また、会員は自分が納めた会費がどのように使われているか、きちんと確認するために、育成会連合会

に対して、ぜひ予算書・決算書の開示を要求して、透明性の確保に務めましょう。 

 

② ２年連続の賛助会費の値上げについて、久保会長のご説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）（個人）賛助会費の連続値上げに合理的説明はありますか。 

予算書も、決算書も開示していないのに、（個人）賛助会費の値上げをする必要性を合理的に説明できるのでしょう

か。また、育成会連合会では、機関誌「手をつなぐ」の編集・発行・管理を、公益社団法人日本発達障害連盟に業務委

託をしていますが、日本発達障害連盟に業務委託していることすら、機関誌「手をつなぐ」に記載がないのはどうして

でしょうか。 

（２）災害支援基金について 

２０１７年度の会費から、個人賛助会員も含めて「災害支援基金」に拠出しているのに、「災害支援基金運用規程」の

ような運用ルールを示すものが、ホームページにも、「手をつなぐ」にも掲載がありません。これでは、基金の運用につ

いて不明朗です。また災害支援基金は会計上、どの会計で管理しているのかも明らかにされていません。 

２０１６年度 賛助会費改定の理由 

（「手をつなぐ」№720 38頁） 

２０１７年度 賛助会費改定の理由 

（「手をつなぐ」№７３２ ３６頁） 
 

2014年4月の消費税増税や各種原材料の高騰などに

より、当会機関誌「手をつなぐ」につきましても印刷

費をはじめとするコストが増加しております。 

機関誌「手をつなぐ」につきましてビジュアル的な要

素を強化するなどし、誌面を充実させることを考えて

います。これにかかる諸経費の増加に伴い賛助会費を

改訂することとしました。なお「災害支援基金」の創

設のため、年会費引き上げ（1会員あたり年間５０円）

を積み立てることといたします。 

check１！ 
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事業の透明性を確保していますか？  
育成会連合会の財政は、（個人）賛助会員の賛助会費や正会員からの分担金からなり立っていますが、育成会

連合会の事業費は「幹事会が内容を決定し予算執行も各幹事会の裁量に委ねられ、育成会連合会の決裁もいらな

い」としています（２０１７年７月３日付育成会連合会の都労委あて準備書面（９）１５ページ）。 

また、４月２３日の久保厚子会長の人証調べでは、育成会連合会の２０１７年度予算について尋ねられまし

た。育成会連合会の役員会（全日本育成会での旧理事会の当たる）において、各幹事会の予算の内訳について確

認するかを尋ねられました（２０１８年４月２３日 第１回審問速記録５１頁）。 

質問：ここに書かれた「コンサル委託」は、田中統括のことですか。 

久保：「それぞれの幹事会に確認しないと、確かなことは言えません」 

質問：それぞれに出てくる内容について、証人たちはその内訳については分からないということですか。 

久保：「それぞれの幹事会に自主的にやっていただくようにお任せしております。」 

質問：連合会さんの役員会では確認しないのですか。 

久保：「確認しておりません」 

「事業は幹事会が担って、既存の仕組みを活用」

とは、トンネルで業務委託していた不明朗  

育成会連合会の「政策提言」を司る政策センターの

幹事会は静岡手をつなぐ育成会です。 

上記２０１７年度予算案の、静岡（政策）は、配分金

は 10,300,000 円で、そのうち、「コンサル委託」に

1,500,000円、「外部業務委託」に、8,529,000円です。

委託合計は、10,029,000円です。 

連合会から静岡育成会への政策にかかわる配分金の

約９７パーセントは業務委託に使われています。 

しかし、久保厚子会長の証言でもあるように、育成

会連合会では、その事業に必要な予算の根拠も、業務

委託先も「確認しておりません」としています。つま

り、業者合見積もりもなく、コスト削減のチェック機

能もなく、「幹事会にお任せ」であり、しかも予算書も

決算書、事業報告も公表しないのですから、運営は不

透明であるといわざるを得ません。どこで、誰が、ど

のように「育成会連合会の政策提言」を作っているの 

でしょうか。 

特に重要なことは、育成会会員の声から、育成会連

合会の「政策提言」ができているかという点ですが、

その点は、業務委託業者とはどのような契約と実務な

のでしょうか。情報公開が急がれます。 

「福祉コンサルタント」田中正博統括 

各幹事会が「コンサル料」に年間 150万円の予算を

計上しています。田中正博統括は、育成会連合会で

「福祉コンサルタント」としてお仕事をされています

が、各幹事会のコンサルをお引受けですか。 

田中正博氏ご自身の自己紹介

（https://8card.net/p/34289063102）によれば、 

「福祉コンサル」田中正博氏の「職歴」が 

・全国手をつなぐ育成会連合会 2016/2/19～現在 

・社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会 

          2011/10/01～2014年 03/31 

となっていますが、これは事実と違いますね。この職

歴は「税務署対策」のためなどですか？ 

Check２！ 

2017年度事業幹事会費内訳 （円）

収入
滋賀　（事務セ

ンター）
静岡（政策）

兵庫

（権利擁護）

大阪（本人

活動支援）
東京（国際） 合計

配分金（助成金） 12,670,000 10,300,000 3,800,000 3,050,000 3,350,000 33,170,000

その他収入 751,000 751,000

合計 12,670,000 10,300,000 4,551,000 3,050,000 3,350,000 33,921,000

支出

コンサル委託 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000

外部事務委託 5,380,000 8,529,000 0 0 0 13,909,000

（諸経費） 5,790,000 520,000 3,051,000 1,550,000 1,850,000 12,761,000

合計 12,670,000 10,549,000 4,551,000 3,050,000 3,350,000 34,170,000

（2017年度収支予算　別紙１より）
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機関誌は毎月発行日どおりに届いていますか？ 
機関誌「手をつなぐ」の発行について久保厚子会長と編集担当（元職員）のお考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）全日本育成会では、「手をつなぐ」の発行は、会員

規程の中に位置づけていました。 

 賛助会員になって、会費を納めた者には、機関誌「手を

つなぐ」を毎月１冊届けることが定められていました（全

日本育成会会員規程細則第7条）。育成会運動を広げるた

めに、機関誌「手をつなぐ」が広まっていくことで、親た

ちが考えるわが子の幸せや、実践、また知的障がいのある

当事者の声を広げることにもつなげることで、知的障が

い者福祉の向上を目指すものでした。 

 したがって、賛助会費の値上げなどは、理事会で議論さ

れ、正会員から「今の時期に値上げしたら会員が減るから

ダメ」と厳しいご指摘が多ければ、値上げは見送られ、そ

の場合は他のやりくりが検討されたのでした。 

（２）機関誌の月１日発行をまもることは育成会運動の

基本。ところが育成会連合会では「月１日発行」と書いて

あるだけで、実際は・・ 

機関誌「手をつなぐ」の奥付には、「月１日発行」と記

載されています。全日本育成会時代では、全国各地に毎月

１日までに届くように、月末に発送していました。 

 定期に発行されていることで、都道府県正会員にまと

めて届けられた機関誌を、各支部や個人に小分けして配

布するためのタイミングで会合を入れその際配付するな

ど、各地で工夫されてきました。 

 ところが、育成会連合会になった２０１４年度６月号

以来、月１０日より早く届いたことはなく、月によって発

行が違い、会合などを入れてもその際に配付できなかっ

たりしています。発行サイクルの乱れによって各支部育

成会の活動サイクルは崩されているのが実情です。 

（３）機関誌「手をつなぐ」の編集委員会も、編集作業も、

業務委託していましたがその契約のことは隠蔽ですか？ 

 育成会連合会では、日本発達障害連盟に「手をつなぐ」

の編集や編集委員会を業務委託し、「手をつなぐ」編集委

員会の委員の選任も、連合会で決めないで日本発達障害

連盟に依頼していたことが地位確認裁判の２０１６年５

月２７日付連合会の準備書面（７）で分かりました。 

 そして、「手をつなぐ」の編集業務はさらに、日本発達

障害連盟から全日本育成会元職員の会社に２０１４年１

０月１日から再委託されていました。 

しかし実態は、全日本育成会の事務所を廃止する前の

２０１４年４月から、「手をつなぐ」２０１４年６月号（№

７００）の編集を元編集担当職員がやっていたというこ

とでした。機関誌の発行日が、「月１日発行」となってい

るにもかかわらず、毎月１日に届かないこと自体が、信用

失墜行為なのですが、業務委託契約では、その点どうなっ

ているのでしょうか。 

 具体的な機関誌の発行日が契約上どのようになってい

るか、に関する、育成会連合会と日本発達障害連盟の間の

委託契約の内容は、一切情報が開示されていません。また、

日本発達障害連盟と元職員らの会社との契約の内容につ

いても、労働委員会に開示しませんでした。 

 機関誌「手をつなぐ」の発行日に「月１日発行」と記載

している以上、１日に届かないことは、信用失墜行為とな

るという認識は、連合会の機関誌「手をつなぐ」の編集担

当者にはない対応でした。 

 これでは団体の信用を失うばかり。回復するためには、

発行日に届くことから始めるべきではないでしょうか。 
 

２０１８年４月１５日付久保厚子陳述書 

１６～１７ページ 

２０１８年５月２１日 第２回審問速記録 

９５ぺージ 

日本発達障害連盟では、最終的に全日本育成会で「手

をつなぐ」の編集業務を行っていた元職員（室津・塩

塚）が平成２６（２０１４）年１０月に起業した会社

に編集業務を外注することにしました（起業前は、同

人らはボランティアで編集業務に協力していまし

た）。この会社は、障がい者福祉の制度に深い知見を

有している上に、編集を的確に行う能力にたけてお

り、月刊誌としての締め切りを厳守して機関誌を発行

する能力がありました。（下線：引用者） 

質問：「手をつなぐ」の発行の時期がちょっと一定し

ないと言うような趣旨の話をされたかと思うのです

が、大体月の前半か、後半かということは。 
 

元職員：全日本育成会の時は、奥付にあった１日の発

行という所で動いていたんだけれども、それが何を持

って１日なのかというのは非常に難しくて、特に印刷

所から発送されると、地域によっては届くのに日数が

かかりますので、それが届いた時点ということです

か。 

Check３！ 
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津久井やまゆり園事件２周年に思う

排除の思想と闘おう  

 

２０１６年７月２６日、相模原市の知的障害者施設「神

奈川県立 津久井やまゆり園」で植松被告（当時２６才）

による利用者１９人の死亡、負傷者２６人という最悪の

事件から２年を迎える。 

津久井やまゆり園の施設は解体が始まり、再建に向か

う。そして、利用者への聞き取りも始まる。 

障がい者の福祉の向上は、誰もが暮らしやすい社会を

つくっていく 1つの要因である。福祉関係者は、そのこと

を肝に銘じて、津久井やまゆり園事件で被害にあった１

９名の被害者に鎮魂をささげよう。 

誰もが命の大切さや、人としての尊厳が守られ、普通の

暮らしができることを日々大切に生きていきたいと思う。

そのうえで、障がいがあればなおさら、普通に暮らすため

の社会的支援が必要なのだ。ところが、この津久井やまゆ

り園事件が起きて、それに逆行する「重度の障がい者への

支援が手厚すぎる」などの声が浮き上がったが、このよう

なことは社会の格差を作り出してきた政策にも問題があ

るのである。 

 

非正規・外注化による格差社会 

そもそも、資本が横暴であることから社会保障という

ことの必要性が生じるが、資本主義社会における、そのバ

ランスも崩れようとしている。 

社会が、障がいのある人にとって過酷な場になって、社

会から排除されてはならないのであるが、企業がやりや

すいように正規労働者を減少させ、非正規職人口の増大

で、仕事が不安定で、低賃金という人が増えてきている。

今回の労働契約法の５年ルールにより、実態としてはま

すます、非正規から無期限への転換が難しくなっている。

このようなことも、社会的な不公平感を生み出している

要因である。弱肉強食化という動きと社会福祉破壊は連

動している中で、そうした矛盾が障がい者への差別性に

おいて、鋭く噴き出して行くのは、社会全体の構造的問題

でもある。 

植松被告の障がい者を抹殺してよいとする極端な考え

方は、どうしてなのか。植松被告は「障がい者の安楽死を

国が認めてくれないので、自分がやるしかないと思った」

という供述をし、こうした偏見に至った背景について、中

学時代に障がいを持つ同級生と関わったことや、園で働

いた経験などを挙げ、「障がいがあって家族や周囲も不幸

だと思った」などと述べていたとされている。 

また、植松の言動がトランプや安倍との感性的近似性

があるのは不気味だ。殺害を思い立ったきっかけとして、

トランプの演説を聞いたことをあげ、「真実を話している

と強く思いました」と記している。トランプが自国の利益

を最優先し、メキシコとの国境に壁を作るなど、要するに、

強いものが弱いものを蹂躙するという「自由」・わがまま

を基準として吹聴している考えへの共感があったのだと

言えようか。植松被告の重度の障がい者殺害事件を正当

化する材料となったとするなら、その部分において、グロ

ーバルな規模で社会が差別性を深めつつあることが事件

の背景にあると言わざるを得ない。 

また、安倍は７人死刑執行の前夜に上川法相と「祝盃」

をあげた事実がツィートされているが、殺されてもいい

とする存在の同時多死を喜ぶ心情には植松との近似なも

のを感じざるを得ない。 

 

差別・排除の思想と闘おう 

障がい者支援施設において、障がい者を主従関係で扱

っているようになれば、障がい者虐待はある意味どこで

起きてもおかしくないことになる。だから、あらゆる人権

を護る柱としての、労働者・労働組合の存在・スタンスと

働きかけが決定的な要因である。 

事件の背景には「障がい者への差別・排除の、社会に潜

在する意識」がある。だから「障がい者」というレッテル

による差別・排除の意識を払しょくするために、個性ある

人として社会に存在していることを知らしめ、尊厳を持

った人・労働者であることを世の中に広めることは、障が

いのない人のためでもある。 

職場の労働環境が悪ければ、職員自身も長時間労働、低

賃金が続けはストレスがたまり、職員による障がい者へ

の対応が、より弱い者への暴力の一方的な押し付けによ

る虐待の温床になりかねない。だから、労使関係を「主従

関係」としてあることから、解いていくこともファクター

として重要である。 

 津久井やまゆり園事件への重大な関心を持って、差別・

排除の思想と闘い、社会に渦巻く格差の拡大と企業に優

遇する政権にはNOを突きつけよう。 

２０１８年７月１３日付 手をつなぐ育成会分会の主張 
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福祉労働者こそ、権利侵害と闘おう 
反省文を掲載しても、都労委命令の趣旨を棄損 

２０１４年２月に都労委命令が出されましたが、全日

本育成会はそれに従いませんでした。そして、東京地裁に

命令の取り消しを求める訴えをしましたが、２０１５年

５月には、全日本育成会が取消訴訟を取り下げ、福祉新聞

に掲載することで、和解が成立し、Ⓐ「今後このような行

為をくりかえさないよう留意します」と掲載しました。 

ところが、全日本育成会はその後も不当労働行為を反

省することなく、団交応諾拒否を続けています。中央労

働委員会は、２０１５年９月１６日付で、都労委の不

当労働行為救済命令（第１項・第２項）に加え、「誠実

対応命令」を発しました（Ⓑ）。 

 

 

 

       

 

   Ⓐ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⓑ 全日本育成会の不当労働行為の認定し、中央労働委員会は、２０１５年９月１６日付で、都労委の不当労働行

為救済命令（第１項・第２項）に加え、第３項に「社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会は、今後、ユニオン東京

合同から同組合の組合員の労働条件に関する団体交渉の申入れがあった場合には、誠実に対応しなければならな

い」と、誠実対応命令を発しました。そして２０１７年１０月には、最高裁で命令が確定しました。しかし命令にも

従わず、不誠実な対応を続け、団交拒否の態度を改める気はなく、不当労働行為をやめない姿勢なのです。 

 使用者・全日本育成会が解散・消滅しても、「使用者性」の承継と共に、不当労働行為の責任は承継されるという現象

により、育成会連合会に承継されるのです。 

 

全日本手をつなぐ育成会は２０１７年度に約５５０万円を消費！ 

 全日本育成会の支出の内訳は、わかりませんが、何にこんなに 

使ったのでしょうか。 

育成会連合会にも２０１４年度から弁護士２名が付いていま 

すが、労働委員会での２０１８年５月２１日の第２回審問から、 

弁護士が３名となり増員となったので、こちらも多額のお金が 

かかっているのでしょうね。
 

全日本育成会の資産の総額（登記簿より） 

2015年 3月末 ３１７２万２５４円 

2016年 3月末 ２７９４万８２５８円 

2017年 3月末 ２６２０万１５０５円 

2018年 3月末 ２０７０万８４８１円 

不当労働行為事件（団交応諾拒否など事件）の図 

※ 不当労働行為とは、「労働組合法第7条で、団結権の侵害を使用者に禁止している」ことに違反すること。 

2014年 2月 都労委命令（不当労働行為認定）        →    2014年 3月・育成会は地裁に提訴   

↓（労働組合側が再審査請求）     2015年5月 育成会が裁判を取り下げて和解 →福祉新聞に掲示 Ⓐ 

2015年 10月 中労委命令                  →    2015年11月・育成会は地裁に提訴（育成会負け） 

（都労委命令維持 ＋誠実対応命令Ⓑ）           ↓ 2016年 11月・育成会は高裁に控訴（育成会負け） 

                           ↓ 2017年 5月・育成会は最高裁に上告 

                             2017年 10月・中労委命令は、最高裁で確定した（育成会負け）。       

                                

               

 

２０１５年６月１５日 福祉新聞（２６７４号）に裁判所での和解

に基づいて反省文を掲載したが、反省の態度は偽りだったのか。→ 


