
司会進行　谷津
　9月10日に旧友の会からIKI・IKIライフクラブと
いう形で、組織が大きく変わりました。発足にあ
たっての感想をお聞かせください。

野口　一言でいえば「ホッ」としました。発展的に継
続出来るという見通しが立ち肩の荷を下ろした思
いですね。IKI・IKIライフクラブスタートのために、
大勢の人たちの貢献があったわけですが、UAゼン
センの組織内に「友の会改革特別委員会」を作って
もらい、現役の組織の中の退職者を中心とした会
という位置づけを作ってもらえたことが大きかっ
た。特別委員会の八野正一副会長をはじめとして、
寝食を忘れて一生懸命やっていただきましたこと、
深く感謝申し上げたいと思います。
　和田正前会長から会長職を引き継いだのが
2015年9月で、半年間ほど仕事をやっていくうち
に、「これはえらい組織に入ったなあ」と思いまし
た。倒産間もない組織、「重荷を背負わされたな
あ」という実感を持ちました。

　会員の減少が止まらない。それにともない財政
が、どんどん悪化する。早く手を打たなければいけ
ないと思いました。もう一つは、高齢化の時代に突
入し、退職した後の人生をどう送るか、率先してや
らなくてはならない課題であると考えました。それ
で2016年の総会で、友の会の改革に向けて提案
したことがスタートでした。
　2016年に「友の会改革プロジェクト」ができ、ま
とめた報告書に、「友の会改革特別委員会」を作り
本格的な検討を進めなくてはいけないという提案
を最終報告でいただき、特別委員会が2017年に
発足し、2年間、IKI・IKIライフクラブに結び付く具
体的中身を検討してきたわけです。
　ところが、友の会は製造産業部門を中心とする
組織でしたので、現実にはUAゼンセンは流通部
門・総合サービス部門が多数の組織に代わってき
ていて、その方たちの理解を得るのが非常に難し
かった。もう一つは、友の会は赤字を続けてきて、
これ以上、友の会に現役から財政的支援をすると
いうことには乗れないという問題があり、どうにも

ならない暗礁に乗り上げていました。
　その様な中で非常に助かったのは、松浦会長が
友の会の活動はこれからも引き継いでいかなけれ
ばならない「かけがえのないもの」であるという発
言をしてくれました。これが大きな打開策に結び付
いたわけです。

谷津　中間答申を作る直前に、「かけがえのないも
の」という言葉が本当に大きなキーワードとなった
わけですね。
松浦　まずはIKI・IKIライフクラブが無事発足をし
たこと、関係者が深く議論を進め、ここまで漕ぎつ
けていただいたことに感謝と敬意を表したいと思
います。
　改革を進める中で、現役がバックアップすること
を前提にしつつも、それが永続的に行っていくもの
としては何らかの改革が必要で、これを見直し、現
役世代も納得できる形にしていきたいという思い
があるなかで、できれば友の会の皆さんの痛みが
無いように。あったとしても、限りなく痛みが小さ
いように移行していきたいという話もさせていた
だいた。そのためにはやはり友の会に対する目線
をしっかり伝える必要があるなということで「かけ
がえのない組織」なんだという言葉が出てきた。こ
の気持ちをみんなで共有しないと議論の筋を間違
える可能性があると思ったのです。
　友の会の皆さんには、選挙になったら心の底か
ら熱心に応援していただいている姿も見てきてい
るし、現役が頑張って苦労しているからと垣根なし
に応援しようという気持ちで活動に参加していた
だいている姿を見た時に、やはりこの組織は絶対
になくしてはいけないという思いを実感したから
でもあったのです。その意味でも、より生きた形で
友の会の皆さんをサポートしていきたいというこ
とが「IKI・IKIライフクラブ」という形で、現役そして
友の会の皆さんが一致点を見出してくれたという
ことで、大変うれしく思っています。
谷津　IKI・IKIライフクラブがスタートしましたが、
UAゼンセン運動との連携という視点から、「生涯
ネットワーク」という言葉がもう一つのキーワード
となりましたね。
野口　最終的な結論は、新しく友の会に代わるさ
らに魅力的な組織をつくって、そこに友の会を平行
移動させるという発想で（新しい組織を）作っても
らったわけです。
　新しい革袋を作って新しい酒を入れていこうと、
そこに古いモルトも入れてより味の良い飲み物を
作ろうということになった。それが「生涯ネットワー
ク」というキーワードです。

　新しい組織が、家族にも親しまれるという組織に
したいという夢ですね。
　例えば、総会を開いた一方の部屋ではカル
チャーあるいは講演会をやっている。それには会
員だけではなく家族の人たちも参加できる。そし
てグラウンドではＵＡゼンセン関係の企業からの売
店が並んでいると、そして法律等の相談コーナー
があるというような総会を実現してほしいなと夢
見たわけです。
　新しい組織の理念については、ＵＡゼンセンＩＫＩ・Ｉ
ＫＩライフクラブは「UAゼンセンのこれからの運動
領域の一つであり、２０２５中期ビジョンの挑戦３、挑
戦４の実現と位置付け、IKI・IKIライフクラブの組織
機構として「心豊かで幸せなライフスタイルを作る
ための生涯ネットワークの構築・強化」という理念
を打ち出してくれましたね。それがIKI・IKIライフク
ラブという名称に非常にこだわった中にあらわれ
ていると思っています。また、活動についても、「え
らべる倶楽部」を新しく作り上げてくれ、非常に大
きなメインディッシュをみんなの前に提供すること
ができ、素晴らしいことだと思います。
　今後の課題は、第一には、現役を含めた組織拡
大。現実的にも近々二つの食品スーパーが、現役
の組合員全員を加入させるという決定をしそうだ
という情報も出てきていますし、UAゼンセン自体
もいろんな拡大の実績をあげてくださると思って
います。
　二つ目は魅力ある事業の拡大。メインディッシュ
だけでは食事にならないので、色々なメニューを
用意しなければならない。そこで一度会員のニー
ズを把握していく必要がある。例えば高齢者には
どういうニーズがあるのか、という調査もしてみた
いと個人的には考えています。

谷津　野口会長のいう形に少しでも近づけていく
ために、どのようなサポートをしていただけるの
か、お聞かせください。
松浦　生涯ネットワークという話をUAゼンセンの
中期ビジョンの流れの一環であるという位置づけ
をしていただいていることは大変うれしく思いま
す。一人一人が心豊かに生きていく持続可能な社
会ということにぴったりなことになっているなと、あ
らためて認識をさせてもらいました。
　IKI・IKIライフクラブのよいことは、入り口のハード
ルが低く非常に入りやすい。そしてメインディッシュ
がはっきりとわかる。しっかりわかることはこれから
入会者を増やしていくことに貢献できるということ
と思います。特に福利厚生が充実していない組合に
とっては、その点でもメリットがあると思うのです。

　生涯つながるという点では、外に出る機会のな
い人でも出てきてくれる。つながりをもっと感じて
もらえるということのため、当面は各地で、検討し
動かしてみる事だろうと思います。また、全国47の
地域でどんなことが行われているのか各地域のみ
んなが知っているという状態を作ることなのかな
と思います。その意味でも、IKI・IKIライフクラブの
皆さん自身が、現役との共同作業で作っていける
よう本部事務局としてしっかり把握し、活動を積み
重ねていくことが当面の作業と思います。

　先ほど野口会長が、UAゼンセン祭りのような形
でとおっしゃりましたが、そこは自由な発想でス
タートしてもらえれば嬉しい。
　組織拡大という点では、流通サービスのみなさ
んは、若くして組合活動を終えて会社業務に戻ら
れる方が多いけれども、地域でリーダー的にやって
きた人が、まず自ら入ることで組合員に加入を勧
めれば説得力がでる。これは共済と同じですよね。
野口　現役の時からこの組織になじんでもらうた
めに松浦会長にも音頭をとっていただき、勢いづ
けてほしいなと思います。
　そして現役もいろんな社会貢献運動をやってい
るのだから、シニアの方たちを呼び込んでほしい
ですね。シニアの方は元気ですし、何か地域の役に
立つのではと思います。

谷津　話題を変えて、私たちを取り巻く政治・政策
面について、特に組織内議員川合さんの運動があ
るわけで、この辺についてお聞かせ願います。
松浦　2020年の夏以降、野党の再編があり、旧立
憲と旧国民が一緒になろうと議論してきたわけだ
が、残念ながらすべてが一つになるということには
至らなかった。この辺が一番わかりにくいと思う。
完全合流に至らなかったのは、旧立憲と共産党の
かかわりにけじめをつけ、中道でやっていくという
ことが欲しかったが、明確にならなかった。そのよう
な理由で川合議員も田村議員も合流新党に行か
せることを見送った。連合と新国民民主党の関係
も一から関係構築となりましたので、無所属という
存在は、両党を繋げる存在も果たしていけると考
え、川合議員、田村議員は現時点では無所属という
形をとったわけです。この様な流れの中で、川合議
員が会派、田村議員が無所属という問題が発生し
ていますが、別々の道を歩むことは考えていない。
今は過渡期ということでIKI・IKIライフクラブの皆
さんもこの考え方にご理解をいただきたい。

野口　UAゼンセンは政党的には民社党からの流

れで、思想的には民主社会主義に立脚している。た
だ、今は共産党との関係を大衆はもとより組合員
も知らない話です。
　政治に影響力を持つということは、国民が理解し
て「なるほどなあ」と思えて初めて、それが有効に
なってくる。大きな幅広い歴史的流れを捕まえて
いく必要があるわけです。
　私たちが支持してきた政党というのは、政治的
な改革中道だが、しかし中道を維持することは大変
難しい。与党に対して明確に批判、発言し、行動して
国民の目に見えるようにすることが非常に大事だ。
　まず、理念を言うよりも、発言と行動で示して理
解をしてもらうことが大事。それが今欠けているの
ではないか。連合の運動もそうだが、足が動いて
いない。口が動いていない。いずれにしても政権
交代が可能な政治状況を作り上げていくことが重
要と考えます。
谷津　IKI・IKIライフクラブも発足し1カ月。前身は
友の会で、50年以上の歴史を重ねていますが、労
働運動への思い、IKI・IKIライフクラブのスタンス
をお聞かせください。
野口　労働組合の社会的地位、あるいは単組の企
業内における地位が低下していると感じている。　
いかに働く者・生活者中心の地位を高めていくか、
とりわけ非正規社員という極めて重大な問題を抱
えて、その人たちをどう救い上げていくかが大事
な課題だと思う。外に向かっての発言と行動という
のを大事にし、内にこもってはいけない。ニュース
をパソコンで流すだけでは運動にならない。その
辺をしっかり踏まえてほしいと思います。

谷津　高齢化の時代に入り、不安の時代にもう少
し助け合いができないか、という課題があります。
ＵＡゼンセンの運動の中期ビジョンの実現と合わ
せて、ポイントをお話しください。
松浦　連合は外国人労働者の問題を取り上げたり
し、多様な働き方の人たちのあいまいな雇用、雇
用関係にないフリーランスの人たちまで、サポート
活動をやろうと、目線は良いものを持っていると思
いますが、どう社会的動きに連動させていくのか、
もう一磨きする必要があると思う。
　例えば今年のメーデーはWEBでということに
なったしWEBは全国で見えるにもかかわらずこれ
を視聴した人はいつものメーデーの参加人数より
も少なかった。そのようにならないためにも、是非
この運動に関しては、全組合員に伝えてほしいとい
うことを能動的に動かす必要がある。
　組織拡大についても、他組織の組織化の努力は
聞くが、私はつくづくUAゼンセンで良かったなと
思う。人と組織とスキル、これがそろっている産別
が少ない。

谷津　IKI・IKIライフクラブにおいても、発足総会
の「代表者会議」の中で川合孝典参議院議員を推
薦することを決議し、取り組んでいくことになりま
したが……。
野口　「田村まみ」さんの選挙は、実に素晴らしい
結果を出しました。だが連合の中での位置取りで

あって、票からいうとそうもいえない面がある。今
度の川合孝典参議院議員は、ＵＡゼンセンを代表
する候補者であり、各部門のリーダーの方々は、
UAゼンセン運動は自分らが担っているという意識
で主役となって是非活動していただきたい。それ
ぞれのリーダーが選挙活動に全力で取り組んで自
分の力を示していただきたいと思います。
　私たちIKI・IKIライフクラブの面々も、従来に増し
て全力投球したいと思います。そこで松浦会長に
お願いですが、政治の問題についてもっと発言を
し、その中で、与党をきっちり批判していく、自分た
ちの改革の方向をきっちり示していただきたいと
思います。松浦会長が、積極的に政治的色彩を強
く打ち出す、それがいろいろな組織を通じて、組合
員にあるいはIKI・IKIライフクラブの会員に伝わっ
ていくわけです。
松浦　まず、川合孝典参議院議員への取り組み決
定を感謝申し上げます。いつも参議院選挙の比例
に関しては全国でご支援いただき、そのおかげで
川合議員、田村議員の二人体制ができていると
思っています。

　今回は「田村まみ」議員の票が大きく伸びた要因
は流通という思いがあります。とはいえ26万です
からこれを伸ばしていくということについては流
通・サービスが要だと感じています。何としても二
人体制を維持していくために、流通・サービスが組
合力を強化し、票が出るような永続的な作業を続
けていかなければと考えています。
　IKI・IKIライフクラブのOG・OBの皆さんもこれ
だけ組合員がいてもっと票が出ると思っていらっ
しゃるし、私たち自身も感じているところです。ひた
むきに3年ごとの選挙の中で、組合の活動力が政治
活動とイコールに近くなるよう強化していくことだ
と思います。おかげさまで核兵器廃絶署名も協力
をいただき、初めて組合員数を超える署名数になっ
た。こだわる時にはこだわり、職場活動にまで運動
が展開されることができていると思っています。
　最後に、IKI・IKIライフクラブが現役の皆さんも
含めて魅力あるものとして、全国に行き届くよう共
に進めてまいりたい。大変魅力あるものと思って
いますから、まずは旧友の会の皆さんに楽しんで
頂き、その姿を見ることで私も入ってみようという
気持ちになるということだと思います。UAゼンセ
ンと共にというよりも、むしろサポートしていただく
身として支援をしていただけるものと思っていま
すので、格段のご協力をお願いしたいと思います。
野口　IKI・IKIライフクラブにトップを切って松浦会
長には入ってもらうことになりました。お礼を申し
上げます。今後ともご支援をお願い申し上げ感謝
に替えさせていただきます。今後の課題は、現役を含めた組織拡大

現役組織の中の位置づけは画期的！

キーワードは「かけがえのないもの」

川合・田村議員は車の両輪で活躍

生活不安の払拭は中期ビジョンの実現で！

川合議員の支援に全力で取り組む！

心豊かで幸せなライフスタイル築こう
IKI・IKIライフクラブで生涯ネットワークの構築を！

（注：川合議員は対談時無所属でしたが、
その後、国民民主党に入党しました）
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20.10.29　松浦・野口会長対談　進行　谷津 ●松浦 昭彦　UAゼンセン会長　　●野口 敞也　IKI・IKIライフクラブ会長　　●進行　谷津 正信　生活応援事業局長

「友の会」は「全繊OB友の会」結成より55年の歴史を踏まえつつ、令和２年９月10日に友の会としての活動を終了し、
現役組合員と共に一歩ステップアップした活動を進めていく「IKI・IKIライフクラブ」の結成に臨みました。
IKI・IKIライフクラブは「心豊かで幸せなライフスタイルを築くための生涯ネットワーク構築」をもとに、
友の会のこれまでの活動を「かけがえのないもの」として継承し結成され、現役会員とともに、
会員とその家族の生活に密着し「つながっている」を具現化する新たな組織として出発しました。
今号では、松浦昭彦UAゼンセン会長と野口敞也IKI・IKIライフクラブ会長による対談を通じて組織結成への思い、
今後の展望などを語っていただきました。

発行人　野口 敞也
編集人　谷津 正信UAゼンセン
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☆TOHOシネマズ　☆イオンシネマ　☆１０９シネマズ　☆ユナイテッド・シネマ
☆MOVIX＆松竹系映画館　

☆富士急ハイランドフリーパス
大人  6,200円→6,000円　中・高校生  5,700円→5,500円
小学生  4,500円→4,300円
幼児・シニア・妊婦・障がい者手帳をお持ちの方
2,100円→2,000円（特典適用対象：5名）

☆ビックカメラ　☆コナカ

☆すかいらーくご優待券3,000円→2,800円　☆モンテローザグループ
ご飲食代10%引き（2名以上）　☆コロワイドカンパニー  ご飲食代10%引き

家電/服飾

飲食店

☆ニチイ  医療事務講座、介護職員初任者講座など
☆ニチイライフ  家事・育児・自費介護サービス等

会員カードでご家族（二親等まで）が利用できる
「えらべる倶楽部」のサービスです

UAゼンセンIKI・IKIライフクラブでは、会員とご家族が利用できる
JTBベネフィット「えらべる倶楽部」のサービスを提供します。

日々の暮らしや余暇活動にご利用できます。

IKI・IKIライフクラブ 入会のメリット 割引があります☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

テーマ
パーク

映画館
チケット

資格取得

レジャー
エンタメ

ショッピング
グルメ

生活
カルチャー

旅行等 ☆えらべる倶楽部　☆JTB国内パッケージ商品
☆国内旅行予約  るるぶトラベル等

会員専用
宿泊プラン



進行司会　吉住　２０２０年10月26日に臨時国会
が開かれ、12月５日に閉会しました。直近の政局な
どお聞きできればと思います。

川合　平素、皆様には私どもの取り組みにご理解
をいただき感謝いたしております。誠にありがとう
ございます。また、前回の選挙では「田村まみ」さん
を，素晴らしい成績で国会に送り出していただきま
した。
　田村さんは当選するといきなり、予算委員会と
厚生労働委員会に所属するということで、本来ベ
テラン議員でも実績を残さないと座れない椅子に
最初から座り、極めて目立つ場所で、かつタイム
リーな政策課題を質問できることになりました。も
ちろん本人が、大変なプレッシャーの中で寝る時間
を削って、何も知らないところから勉強をして取り
組むのは当然なことですが、新人としてこれだけ恵
まれた立場で彼女が仕事をできているのは、トップ
で国会に送り出していただいたその成果であると
思っています。
　臨時国会自体は重要な法案もない、スカスカの
ただのアリバイ作りのための国会であり、ふざけて
いるというしかない中身でありました。そのこと以
前に今年の年明け以降の新型コロナウイルスの問
題に関しては、現場から上がってくる悲鳴のような
要請を形にして、数十回にわたり関係大臣、所管省
庁に繰り返し要請を行うことで、雇用調整助成金を
はじめ、具体的な成果につなげられたものも多く
あります。その意味では大変風通しよく現役の皆
さんと会員の皆さんとの意見交換ができる枠組み
を作っていただいたおかげで、迅速に現場の要望
に対応できる状態が、特にこの一年は非常に良い
感じで進んだと思います。
吉住　この一年で大きく変わったのは、新型コロ
ナウイルスによる影響だと思います。ＩＫＩ・ＩＫＩライフ
クラブの皆さんは生活しづらい事やこまったこと
が多くあったと思います。その点では…

福重　もう仕事をしていないので、現役の組合員
の皆さんの活動や職場の問題に対しては、外から
見ているとよくわかります。ライフスタイルが大き
く変わってきています。それに対して、リモートワー
クというか、テレワークというか、キャリアや終身雇
用など、どう変化するか実感がわきません。しかし
その様な働き方改革を国がやろうとしている。そ
のような中で、雇用助成金というものがあったり、
休業補償の問題があったり、聞いていると本当に
十分機能しているか不安な気がします。コロナに
よって合理化、失業、12月以降には第３波が来ると
いう状況で、命を守る医療を優先するのか、経済を
守るのか、国の施策はわれわれの所には十分伝

わってきていないですね。
川合　明確な答えはおそらくなく、どちらを優先さ
せるのかということなのだろうと思いますが、今政
府がやっていることは、どちらも中途半端です。私
自身の考え方は、経済を止めてでも感染を封じ込
める、というものです。そうであればもっとやり方
はある。いったん完全に抑え込めるまで止める。し
かし、完全に止めても、何もせずに雇調金も、持続
化給付金など様々な給付・補償というものをしな
いままだとしたら、おそらく失業者は１００万人を下
らない、倒産件数も数えきれないことになります。
そのことを考えたときに、政府としてやることは「こ
こからここまではこうします」と、こういう水準まで
感染者数が改善した状態になったならば戻すの
で、改善するまでは我慢してくださいという話だっ
たならばよいと思いますね。出口戦略を提示せず
に、ただ、我慢しろと言われれば、いつまで我慢しろ
ということに必ずなりますので、とても下手な対応
を安倍内閣も菅内閣もやっています。

　新型インフルエンザ特別措置法は民主党政権
下で成立したものですが、その後、新たなワクチン
行政など、前安倍政権では何も行わず、ずるずる来
て今に至っているということを考えた時に、経済優
先で、正直、医療とか社会保障政策のお粗末さに
ついては残念と言わざるを得ないです。

村上　コロナ禍で、今までは「いらっしゃいませ」と
発する当たり前のことを流通で働く人たちはして
はいけなくなっています。レジで「いくらいくらをお
預かりします」と言うこともできないし、お客様の方
から「しゃべるな」「話すな」という言葉が出てくる。
釣銭にしても、「消毒して返せ」などと言われる方も
いる。また、お客様が品物を手にとって棚に返す時
がありますが、一回とった物は返すなとお客様同
士で暴言をはかれるのですね。それで従業員が中
に入る対応をしているということも多くなってきて
いる。品物にしてもわざわざ「パック詰め」する、な
ど手間暇かけています。除菌にしても今まで以上
に気を使い頻繁に行うようにしていますので、残業
も増えて従業員に疲弊感が半端ではないですね。
コロナが蔓延し始めたときには、家では、旦那から
「お店に行くな」と言われたりし、会社を休まれる人
も出たこともありましたね。お客様相手のサービス

業の人たちは、皆さん怖がりながらも働いている
という状況ですね。そのようなことも分かってほし
いなと思いますね。
川合　感染のリスクと向き合いながら皆さんこわ
ごわ仕事をしていただいているわけですね。その
ことを通じて生活がかろうじて守られている。その
意味で毎回組合員の皆さんと話すときは、「ありが
とうね」の気持ちでいっぱいです。
　お客様の暴言などハラスメント対策で、自分で
議員立法を作って、かなり強力な規制の法律がで
きました。12月３日にＵＡゼンセンが、悪質クレーム
撲滅の取り組みとして緊急実態報告会を院内集会
でやったとテレビの「スッキリ」が特集しました。今
までＵＡゼンセンの人たちはやったことがないので
すけれども、共産党を除くすべての政党に案内し
たところ多くの与野党の議員・秘書の方々が来て
下さり、法整備の必要性などへの理解を深めてく
れました。この参加者数にはＵＡゼンセンの方々も
感激していました。
　この様に社会に対して問題提起を行うことで、み
んながこの問題を知ってくれれば、世間の悪質な
クレーマーに対してみる目が厳しくなり、これまで
何十年と悪質なクレーマーの事が指導されてきた
中で、この２～３年の間で環境が劇的に改善しつつ
あることも確かです。そのことを社会全体に問題
提起していますので、国民の理解が整ったところ
で、規制するための法律のようなものを作ってい
ければ良いなと思っています。
　３、４月の時点で、所管する経済産業省、農林水産
省、消費者庁等と話をして、いわゆる三密対策をし
たうえでのルール・ガイドラインを作り、そこに役所
の名前を併記して「国の指示」というようにポス
ターを作って喚起しました。悪質クレーマーの問題
は、小売りやサービス業界の人しか知らない業界
特有の問題です。だから文句を言われることを覚
悟して、自分たちでやろうと流通部門の方々が中
心になり取り組みを進めていただきました。
　村上さんから問題提起頂いたものは、受けとめ
てやらせていただきます。これからも目に見える結
果を出せる活動をしていきたいと思います。
福重　身内がコロナ以外で入院することがあり、
その時の事ですが田舎ですから、大都市圏から来
る人は「ダメ」だと、地方の偏見を凄く感じることが
ありました。施設の面会などＰＣＲ検査をして陰性
であれば面会などはよいはずですが、そのような
対策がなされていない。ＧｏＴｏトラベルなど地方
との移動はできても、普通の生活に支障があるの
が実情です。

川合　この新型コロナウイルスは初めてのこと
で、どの程度の毒性があって、どの程度の致死率な
のかも、全然わからない状態で、客観的な情報が

ないから怖いですし、田舎に行けば行くほど人の
動きも少ないわけです。特にご高齢の方が多い地
域だと、重症化するリスクが高いのは事実でありま
すから、心配の種になるような人には来てもらいた
くないという気持ちはわかりますね。これを乗り越
えるためには検査を受けようと思った時に受けら
れる体制をちゃんと作ると同時に、国が制度として
検査を受けていない人は移動しないでください
と、そして、陰性だった人の受け入れ拒否は許しま
せんというだけの話です。その辺を判断するルー
ルを作り、国や厚生労働省が示せばよいわけです
からね。それがないから自粛警察みたいなことを
やられてしまう。ＧoＴoトラベルをやっている場合
ではなくそこにお金を使うべきだと思います。
村上　しっかりと検査をやっていただけると嬉しい
ですね。聞いた話ですが、妻が出産しても父親は退
院するまで赤ちゃんや妻に会えないなんていう例
がありますので。検査をして陰性ならば会いに行
けるようなことができればよいなと思いますね。
川合　陰性証明を提出の上お越しくださいという
ことならばこんな状態にならなかったと思います
ね。なぜそれができないかはどうしても意味がわ
からない。国は最初から一貫してＰＣＲ検査に後ろ
向きですね。韓国、台湾ではしっかりと検査をやっ
てきていますよね、結局は政府がやる気を持って
いない。検査したら陽性者が増えるからとバカなこ
とを言っているわけで最初から間違っているわけ
ですよ。
　この新型コロナウイルスは、いったん収束させ
るという状況にまでいかないと、感染者が一人い
れば広がるのです。彼らの話を聞いているとイラ
イラします。

吉住　安倍総理から菅総理になって、何も変わって
いない、むしろ菅総理自身の言葉が伝わってこない
ということで、支持率も下がってきていますね。
福重　その意味では、桜を見る会、学術会議の選
任の問題など与党のおごりに通じるものを感じま
す。一つ一つに対して何で説明できないのかと。
　国民民主党に期待したいことは、国家像とか、目
指す社会像とか、具体的施策とかをしっかり示して
もらう事で今がチャンスだと思うのですね。

　最近、菅総理の所信表明への代表質問があっ
て、それがネットで分析されているのをみたのです
が、野党の中で、立憲民主党の枝野さんの代表質
問と国民民主党の玉木代表の代表質問が分析さ
れていたのですが、枝野さんは68％が政策論で、
32％がスキャンダルという内容でした。玉木さん
の方は３%ぐらいがスキャンダル的なことで後は
97％が政策論を話していたと分析されていました

が、やはり野党は政策論で行くべきで、玉木さんに
対する高い評価がされていたことに心強いものを
感じましたし、しっかり政策を提起していけば、支持
率も上がってきますよ。
川合　対案なき反対はただの反対です。安倍総
理、菅総理だから反対というのは当然ながら有権
者の皆さんの共感につながらない。
　国民民主党には厳しかろうと何だろうと掲げた
旗は変えてはいけないという思いの同志が残って
います。
福重　その意味でマスコミの分析は、期待が持て
る内容ですね。
吉住　直近では医療費の窓口負担の問題で75歳
以上の医療費負担をどうするのかなどの話が出て
きていますが、将来の人たちの負担を残さないと
いう意味合いと、医療費のひっ迫という現実的な
問題はどうなのでしょうか。

福重　私は、自分の事は自分でやれるように、最後
は介護を受けることになるかもしれませんが、社会
の一員として尊重される生涯をまっとうするのが
願いですね。高齢者は、社会生活を送るためには、
社会のつながりというのが非常に大事で、それが
「かけがえのないもの」という言葉に通じると思う
のです。ＵＡゼンセンがＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブという
形でやっているのだから、社会的にもやれると思っ
ています。その意味でＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブは一つ
のモデルになるのではないでしょうか。
村上　最近主人が定年退職しました。現実的に感
じることは、将来子供に迷惑をかけたくないという
のが本音ですが、最悪の場合は子供たちの世話を
受けるかもしれない。その時の生活を支える年金
制度は大丈夫なのかと心配になりますね。
川合　菅総理が何を考えているのか、しきりと、自
助、共助、公助といっていますね。順番としての意
味は分かるのですが、本当に救いの手を差し伸べ
なくてはいけないのが、どういう所なのか、「そこに
は必要な措置を講じます」と一言いえばよいのと
思うですが。
　多くの人が向き合っている問題意識を国会の場
で提起するのが私たちの仕事で、ご意見をＩＫＩ・ＩＫＩ
ライフクラブで集約して、川合、田村に「これをやり
なさい」と示してもらえれば非常にありがたいと思
います。良い提案をしても自民党にいいところ取り
をされてしまうと言われますが、自民党がやろうが
他の所がやろうが結果として国民の皆さんが助か
るのであればそれで良いのですから。
吉住　今、川合議員と田村議員とで、政策実現に
向けた活動の深みを増し、二人体制が非常に大事
になっています。そうした中で、２０２２年７月に向け
た川合議員への取り組みが始まっています。
福重　私は田村さんの当選にどのくらい力を発揮
できたか分析が十分ではないのですが、後援会の
中で闘ってきたわけで、今回の川合さんの場合も
後援会の中で頑張っていくというのは間違いあり
ません。川合さんを盛り上げていくという意味で
は、今コロナの状況もあり顔見せができていない
状態だと思います。目標やキャッチコピーで認知度
を高め、さらにできる限り地域に出かけて行って顔

を見せてほしいと思います。
　国民民主党も組織を固め、外に向けた対応を期
待します。

村上　票を積み上げるためには、一人ひとりが活
動に関わらなければ、他の人からお願いしますとい
われたぐらいでは応援しようという気持ちにならな
いと感じます。自分が中に入って汗をかいたという
ことであれば、気持ちが高まると思います。ですか
ら組合員の皆さんをどう関わらせるかがカギだと
感じますので、職場の中でしっかりと取り組んでい
きたいと思います。

川合　20年前と比べると、活動や意識がものすご
く変わってきていると感じます。ＵＡゼンセンは巨
大組織であるがゆえに、タンカーと同じで舵を切っ
てから曲がるまで時間がかかる。職員の皆さんが
苦心惨憺しながら対応されている状況だというこ
とで、私は議員になるまでは単組の中で応援する
側にいてやってきましたが、議員に当選させていた
だき、しかも落選経験までして、ある意味衆議院議
員のような経験をしました。そのことで見えてきた
のは、最初から諦めてしまっている組合・組合員の
皆さんに「声を上げれば、変えられる可能性があ
る」ということに気付きを与えることしかないと
思っています。まさに村上さんがおっしゃられる当
事者意識を喚起するという表現が分かりやすい。
吉住　まだまだ話されることがいっぱいあると思
いますが、最後に川合議員からＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブ
に対して期待するメッセージを頂ければと思い
ます。

川合　初挑戦させていただいて以来、先輩の皆様
から色々叱咤激励をいただき、十分そのご期待に
応えることができないことを自問しながら、今でも
活動をしていますが、本当にご支援に感謝しており
ます。今、次の参議院選挙に再度ＵＡゼンセン組織
内候補としてご決定いただきました。年数をそれ
なりに重ねてようやく、永田町、霞が関というという
ところで少しプレゼンを発揮できるようになりまし
た。そのことを最大限活かして皆様の役に立てる
よう、きちっと成果を導き出せるような活動をこれ
からもしていきたいと思います。私自身と田村議
員がきちんと国会で活動できるように、ＩＫＩ・ＩＫＩライ
フクラブとして、これから取り組んでほしい内容な
どを要請していただければ有難いと思いますし、要
請に基づき働いた結果を報告できる形になれば大
変うれしいことと思います。良い意味でどしどし
使っていただきたいと思います。本日はありがとう
ございました。

現場の声を聴き要求を実現

国の施策が伝わって来ない

コロナ禍で増加する悪質クレーム

対策の遅れは国に責任

国民民主党に期待していること

IKI・IKIライフクラブがモデルになります

自ら汗をかき、組合員の気持ち高める運動を

成果導き出す活動を全力で
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ＵＡゼンセンは第９回定期大会を、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、
２０２０年９月２～11日にかけ、初めて書面審議として開催しました。
１８７３名の代議員の電子投票による表決を行い、この結果、上程したすべての議案が賛成多数で承認・可決しました。
この中で第13号議案として「第26回参議院議員選挙の組織内候補者」として川合孝典組織内参議院議員の擁立を決定しました。
また９月１０日に結成されたＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブも、川合孝典氏を組織内候補予定者に推薦し、
３期目当選を目指すことを決定しています。今号では、これまでの「かけがえのないもの」としての活動を、
さらに会員とその家族の生活に密着したものとするために、川合孝典氏への支援を通じて
日常の困難を解消する取り組みを強化していくべく、川合議員を囲みその思いを語り合っていただきました。

私たちが関わり川合さんの
議員活動を支援します！　

かけがえのない活動を通じて

20.12.07　川合・福重・村上　鼎談（於参議院議員会館1223号室） ●川合 孝典　組織内参議院議員（現２期）　　　　●福重 元博　IKI・IKIライフクラブ副会長
●村上 ツネ子　IKI・IKIライフクラブ実行委員　　 ●（司会進行）　吉住 正男　政治局長
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IKI・IKIライフクラブの
ホームページを見てみよう！ ＵＲＬ：https：//ikiikilifeclub.ｃom

UAゼンセンIKI・IKIライフクラブ本部事務局　〒１０２-８２７３　東京都千代田区九段南４-８-１６
TEL:０３-３２８８-３５９８　FAX:０３-３２８８-７１７４　E-mail:ikiiki@uazensen.jp

会員の皆様は、UAゼンセンIKI・IKIライフクラブのホームページから、
さまざまな情報を確認できます。

●IKI・IKIライフクラブについて
●会員になるメリット
●会員へのサービス

●各種活動について
●各種申請書
●入会フォーム
等の情報がいつでも検索できます。

JTBベネフィット「えらべる倶楽部」のサービス
生活応援
入会方法


