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★知的障がい者の親の会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。★

私たちの「働きたい」は、今・・・。  
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。 

さて育成会は、１９６０年代から知的障がい者の雇用問題に取り組み、義務雇用制度の運動をしてきました。毎年

育成会全国大会本人大会決議文には就労のことが入っています。「働きたい」という願いは、みんなの願いです。 

しかし、２０１８年８月下旬から９月上旬に、障がいのある人たちの「働きたい」というその願いを踏みにじる、

中央省庁と都道府県（３７府県）での、障がい者の雇用人数を「偽装」が発覚しました。このような「働きたい」と

希望する障がい当事者の期待を裏切り、働く場を奪うことは許されません。 

 

雇用促進法は１９７６年から民間企業にも障がい者の

雇用率が義務付けられてきましたが、今回の発覚では厚

生労働省でも水増しがあったというのだから、中央省庁・

地方自治体の障がい者への重大な裏切りであり、まさに

恥ずべき不正行為です。 

雇用促進法には、民間企業では一定数以上の従業員の

いる会社に対して、一定数の障がい者を雇用する義務を

課しており、毎年６月１日現在で法定雇用率が達成でき

なければ納付金として障がい者 1 人あたり月５万円が課

され、企業名が公表されたりします。このように民間には

ペナルティを伴う法令順守を求めながら、中央省庁は法

定雇用率をクリアしていると見せかける「偽装」をしてい

たというのです。言語道断です。 

障がい者手帳がなくても「障がい者」として数えてよい？ 

「偽装」の方法は、実際上は「健康診断で異常を指摘され

た」とか、糖尿病の人や、視覚の弱い人、補聴器を付けて

いる人、がん患者などの障がい者手帳を持っていない人

たちを雇用率の算定に入れたというのです。このような

偽装工作までして障がいのある労働者が職場に入ること

を拒んでいるのか、差別的な確信までをも疑わせます。 

このような障がいのある労働者と共に働くことを拒み、

「偽装」までして障がい者の働く権利や就労場所を奪っ

てきました。中央省庁２７機関で合計３４６０人と３７

都道府県は約９００人を水増ししていたことが分かって

いますが、このような権利の侵害を許してはなりません。 

 

育成会連合会も「雇用隠し偽装」で、「水増し偽装」を 

許さない立場に立てるのか？ 

津久井やまゆり園事件といい、旧優生保護法問題とい

い、知的障がいのある人達に関わる事件が多発し、「育成

会運動が何たるか」も問われています。 

その全日本育成会もまた２０１４年に「社会福祉法人

としての解散」を「組織の解散」であると言いなして、組

合員を不当解雇し、「全国手をつなぐ育成会連合会」と名

前と法形式を変えるなかで、労務の提供方式を外注など

にしながら、業務指示系統がある労務があることを隠し、

「雇用隠し偽装」をしてきましたが、このような「雇用を

偽装してもよい」する考え方では、「水増し偽装」を許さ

ない立場に立っていられなくなります。 

全日本育成会の「偽装解散」後の育成会連合会も偽装を

維持するために、事務所は持たず、事業は分散して幹事会

育成会に「お任せ」（４ページ参照）という姿勢を主張し

続けていますが、久保会長は、この姿勢で、将来のために

責任を持って精いっぱいの運動ができるでしょうか。 
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育成会は不当な不妊手術をされた 
２万５千人の声にどう答えるのか！  
育成会連合会は、４月１８日付久保厚子会長名で出さ

れた旧優生保護法に関する声明文でも、「手をつなぐ」６

月号（№７４８）「今月の問題」でも、育成会と旧優生保

護法の関わりを明らかにしていません。そして知的障が

い者の親の団体として積極的に実態調査をすることも表

明していません。なぜでしょうか。 

 

旧優生保護法推進の立場だった歴史をもつ育成会 

「手をつなぐ育成会５０年の歩み」（以下、「５０年誌」

とする）という本には、育成会運動の歴史が書いてありま

す（なお、「精神薄弱」と記載されている部分は、ここで

は「知的障がい」と置き換えて記載します）。 

５０年誌には、育成会が結成された１９５２年から「優

生保護法による精神薄弱児の発生予防の適用強化」を陳

情し、また「１９６３（昭和３８）年の活動報告」には優

生保護法の適用の範囲拡大（５０年誌 123頁）の優生保

護法推進の立場であったことが書いてあります。 

そして１９９０年の育成会全国大会の決議文まで「（障

がい児の）発生予防」に関する要望項目が入っていました。 

これらを直視しないで、旧優生保護法との関わりの検

証などできるものではありません。 

 

障がい児を「誤って生まれた」存在にした育成会 

育成会設立当初には社会的価値観に優生思想による社

会からの排除があり、社会的支援も少ないなかで、親たち

はわが子のために社会的な運動をしてきましたが、１９

７５（昭和５０）年の中央情勢報告の中には「この子を持

った悲しみ苦しみは私たち一代で十分である。孫子の末

まで生まれないように、誤って生まれても早く発見し早

く治療し、たとえ障害が残ったとしても、地域の人々の温

かい協力によって、人間として明るい生きがいのある生

活が保障されることであります」（５０年誌 233～234

頁）と書いてあるように、当時の親の会の考えは、「誤っ

て生まれ」た、というものであったのです。 

久保厚子会長は、こうした考え方で進められてきた育

成会運動を、「過去の人たちがやったこととで当時として

は正しかった。」と正当化し、仕方なかったとすることは

許されません。なぜなら、そのために実際に優生手術によ

り体が傷つき子どもを持つ権利が奪われた被害者が多数

いるからです。誰もが子どもを産み育てる権利があり、障

がいがあることを理由にこの権利が奪われてはいけない

ことは、憲法でも基本的人権として認めてられています。 

 

過ちを認め反省し、実態調査を実施すべき育成会 

育成会運動の方針は時代によって変わってはきました。 

１９９６年に旧優生保護法が改正される頃には、育成

会もその人権侵害性に気が付いていましたが、反省も、謝

罪も、救済の必要性も示しませんでした。 

そして、この旧優生保護法が、障がい者の尊厳を否定し、

現在にいたる障がい者差別を助長してきたと思わせる事

件が、２０１６年７月２６日に津久井やまゆり園で起き

ました。「障がいのある人を社会から排除することが社会

のためになる」と誤った考えで障がいのある人を殺傷し

た植松被告の考えと、育成会が１９９０年頃まで進めて

いた発生予防の考え方には近似性があります。だから、こ

の時期に育成会の「負の歴史」を正面から見据えることに

よって植松被告を批判することができ、全ての障がい者

に対する「誤って生まれ」た論を払しょくできるのです。 

 

育成会連合会は、今こそ育成会運動の歴史の中で旧優

生保護法の適用拡大を進めてきたことを真摯に反省し、

全国的な実態調査の実施が必要です。そして被害者へ救

済が届くように、この過ちを二度と繰り返さない姿勢と

実効性のある行動を示す運動をすることが、今後に障が

い者の権利や生命を否定する考え方に対する強いメッセ

ージとなるでしょう。 
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財務状況は開示していますか？ 
１． 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、納得できるその理由を示して

いません。新しい会員を増やすためには、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育成会

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。個人賛助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。 

育成会連合会では、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、機関誌「手をつなぐ」の編集・発行・管理を、７００号（２０１４年6月号）から公益社団

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事実すら、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、説明はありますか。 

２０１７年度の会費の値上げの説明の際に、個人賛助会員の会費も含めて「災害支援基金」の創設が示されましたが、

その旨は賛助会員募集のチラシにも記載されていません。この基金の「規程」のような運用ルールが、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、ひとり５０円を充てている基金の運用が不明朗ではないですか。 

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。 

最近の育成会連合会の信用回復 check１！ 
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事業の透明性を確保していますか？  
育成会連合会の収入は、（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、支出の

うち事業費は「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、育成

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

を以下のように答えました（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」 

 

「事業は幹事会が担う」はずが、丸ごと業務委託 

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、支出が適性であることやコスト削減のチェックも

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。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、一体どこで、誰が、どのよ

うに「育成会連合会の政策提言」を作っているのか、

久保会長も知らないのでしょうか。 

 

「福祉コンサルタント」田中正博統括 

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、２０１４年６月１日から育成会連

合会の統括であり、１０月２日まで全日本育成会の常

務理事であることを、正確に記載しない理由はなんで

すか。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る

ようですが、年間７５０万円をお受け取りですか。 

最近の育成会連合会の信用回復 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（元職員が引き続き担当）のお考えは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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」という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日発行を守ることは育成会運動の基

本。ところが育成会連合会では「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、「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に配付する

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、毎月１日頃に届いたことはなく、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」

の編集を業務委託し、「手をつなぐ」編集委員会の委員の

選任及び編集委員会の運営までも、同連盟に委託され、さ

らに編集業務はさらに２０１４年１０月１日からは元職

員が起業した会社に再委託されていました（地位確認裁

判の２０１６年５月２７日付育成会連合会の準備書面

（７）で分かりました）。また、実態は、全日本育成会元

編集担当職員が全日本育成会との雇用契約関係がある２

０１４年４月から、育成会連合会発行の「手をつなぐ」２

０１４年６月号（№７００）の編集作業を行い、現在に至

るまでずっと「手をつなぐ」の編集をやっているというこ

とでした。 

機関誌の発行日が、「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「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、育成会連合会の機関誌「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（後略）。 

最近の育成会連合会の信用回復 Check３！ 
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問題の解決こそ、信頼回復の基礎  
１．不当労働行為の認定によって反省文を掲載 

２０１４年２月に不当労働行為が認定されて東京都労

働委員会命令が出されましたが、全日本育成会はそれに

従わず、そして、東京地裁に都労委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、福祉新聞に掲載することで、都労委との和解が成立し、

「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。 

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」を発しましたが、全日本育成会は

それに従わず、またも中労委命令取り消し訴訟を訴えま

した。２０１７年１０月１７日に最高裁で、育成会の訴え

は退けられ、中労委の命令は確定しました。 

 

２．最高裁判所により訴えを退けられ中労委命令が確定したことから、全日本育成会は当組合に対し２０１７年

１２月１３日付回答書で「誠実に対応する所存」を表明 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．育成会は不当労働行為について、これまでの態度を変更することを求められています。 

そして、これまでの態度からの変更は、これまでの自らの反省がなければできないことです。 
 

東京都労働委員会命令による反省文を福祉新聞に掲示

しても、中労委の命令の確定による「誠実に対応する所存」

の表明をしても、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、団体交渉応諾拒否を続けています。 

反省をして態度の変更をしなければ、問題の解決になり

ません。態度を変更しなければ、問題の解決はできず、信

頼は失墜するばかりです。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、不当労働行為責

任は、使用者性の承継と共に育成会連合会に承継される

のです。 

本ニュース３～５ページで見たとおり、全日本育成会

から育成会連合会へ組織と運動の継承がされるなかで、

コンプライアンスがルーズになっていることと、１～２

ページの問題はつながっています。組織問題の解決こそ、

育成会運動の信頼の回復の鍵でしょう。「私たちの『働き

たい』を奪うな」の声を大きくしていきましょう。
 

 

当会は、平成２７年９月１６日付で中央労働委員会が発した命令に関し、東京地方裁判所平成２７年（行ウ）第６６

８号事件において同事件の被告である国が下記のとおり示した同命令の趣旨に沿って、誠実に対応する所存である。 

記 

「組合が、本件命令発出後、法人が清算手続中である状況においても、なお義務的団交事項と認められる組合の組合員

の労働条件を議題とする団体交渉申入れを行った場合、法人は新たな議題についてのみ団体交渉に応じるといった開催

条件を付すなどして、協議の行き詰まりがないにもかかわらず従前の議題について団体交渉を拒否するという対応、開

催された団体交渉において、議題を協議対象として取り上げず、結論を述べるので具体的な説明をしないなど議題につ

いて実質的な協議を行わないという対応あるいはこのような第８回団体交渉までと同種又は類似の不誠実な対応をする

ことなく、同申入れに対応しなければならない」 

 

 


