第

回

ケ ア労働と ＢＩ

障 ・社会福祉制度 への不信 ・疑 問 です。そ の点はと て

しい ことを付け加 えさせ ていただきますと、仮 に 「一 た ち の理 不 尽な 現 状 へ の思 い ・怒 り と 現在 の社 会 保
人十 万円給付を恒常的 にすれば、年 間百兆 円も の

が 故 のア予算が 必 要にな るが、 この赤字財政 のど こか も共感 でき る点 ですが、 それ以上に共感 できた のは、

ら予算を 工夫す る のか？」と いう議論を始め ると、 お ベーシ ックイ ンカムと いう考 えが、 現在 の労働観、社

社会意識や思想 に深く関わるも のだと いう ことと、 そ

そらく収集が つかなくな ってしま う のではと心配しま 会観、価値観、自 由や人権 に関わる考 えなど、 人々 の
した。

って形づ くられ てき たも のだと いう点 です。生まれ落

山森さん （写真左上）は 「
あ る特定 の支出をど のよ れが、 歴史的 に女性や労働者など の主体的な運動 によ
うな財源 で賄 う のかを論 じる のは、第一に、あまり意

味がなく、第二にときに有害でさえある 」と いわれま ちた状況に関係なく、誰もが、自由 にした いことが で

同志社大 教授 山森 亮さん す。 ＢＩを考 えるうえ で制度 設計 にだ けと らわれ てし き る社会が、 ベーシ ックイ ンカム の目指す社会だと い

ま っては いけな いけれども経済 の原理を変 え て行 こう う理念は共感を覚 えます。山森さん のお 話 のあと の参

去る九月二六日 、オンライン哲学カフェで山森亮さ とす るポ テンシ ャルを ＢＩの理念や哲学が 持 っている 加者 の皆さん の活発な意 見交換を聞 いて、資本主義や

んにお話を伺いました 。多 数 の皆さん のご参加を いた ことを よく理解 していなか ったゆえ の危惧だ った こと 民主主義が 危機 に瀕 し、労働をは じめ自 由 ・平等や人

根 の コミ ュニケ ーシ ョン の場はと ても大切だと感 じま

に ついて共に考 える ことが でき る、今 回 のような草 の

野崎） と いう共通 の基盤 のもと に、 現在 の課題や社会的 問題

だき、 活発な議論が できま した。あ りが と うござ いま を 思 い知りま した。 一言お詫び やら言 い訳やらを書か 権 の意味が 問われ ている現在、 この地球 に生き ている
世話人
した。当初ご 案内を差 し上げ ていた段階 で 「
財源 の問 せ て頂きま した。ご 了解くださ い。 （
題には でき るだ け触 れな いで、哲学的な議論をお 願 い
した い」と の趣

ことだと思 いま

お感 じにな った

した。 不自由を

いら っし ゃいま

理解された方も

な いと いう風に

のことは議論 し

このことを財源

下げ ていま した。

理解 不十分な点が 多くあ り、勉強 しなければ と 思 いま

ズ にお 話を聞く ことが でき たとは思 いまが、まだまだ

ム入門」に少 し目を 通していた ので、あ る程度 スムー

加 しま した。事前 に山森亮さん の 「ベーシ ックイ ンカ

て、 大変タイムリーだと いう こと で、 Ｆさんと共に参

少 し意 見交換 していた矢先 に、 この講座 のことを知 っ

よるベーシ ックイ ンカムに ついて の新 聞記事をもと に

講座 」） で、 Ｆさんが 持 ってき た京大 の藤 原辰史 氏に

貨 のお店 ハンナ」 で行 っている 「
まちかど よろず ミ ニ ています。 ＭＵ）

●九月 一二日 のハンナ の講座 （長岡京市 の 「手作 り雑 ミ ュニケ ーシ ョン の末端 に つなが っていければ と 思 っ

した。 ハンナ の講座も小さな空 間 ですが、 草 の根 の コ

す。申 し訳あり

した。山森さん のお 話 で強く感 じた のは、女性、労働

ケ ア労働と ＢＩ 」 の感想
第 四回 「

ませ でした。若

者、障が い者など、社会的 に厳 しい状況におかれた人

旨 のことを申 し

干、 言 い訳が ま

(

山森亮 『ベーシ ック ・インカム入門』光文社新書
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●今 回 の哲学 カ フ ェは、 テー マが 現実的な政治的争点 点に ついては、まだまだ議論が 必 要だなと感 じま した。
にもなりうる、 ベーシ ックイ ンカムに関す るも のでし 個人的 には、 「人権 」とか 「
権 利」と いう言葉 で語られ
た ので、議論が 対立 したり、経済学的な細か い議論 に ている ことを、もう少 し実質的な言葉 で置き換 え ていく
入り込ん で共有 しにく いも のにならな いか、 心配して
作業を、対話 の中 でや っていかなければ ならな いと、感
いま したが、さ いわ い、講師 の山森さんに、 上手に整
じています。 これに つなが る問題と して、世帯単位 の給
理したり説 明していただ いたおかげ で、 ベーシ ックイ
ンカム の基本的な考 え方 に ついて、あ る程度 の理解を 付対個人単位 の給付 の問題とからめ て、家族 原理と いう
共有 でき たように思 います。特 にベーシ ックイ ンカム も のを、ど う考 え ていくかに ついても、今 回参加 いただ
が 魔法 の杖 ではな い こと、また、 ベーシ ックイ ンカム いたような いろいろな立場 の人と、ひき つづき 話し合 っ

佐 々木 隆治編著 『ベーシ ックイ ンカムを 問 いなおす』法律文化社

いうだ け ではな い気が します。も っと 日常生活 の即し

た 日本的な思想 （言葉）が 求め られ ている のでし ょう

が ‥‥。 （ＭＩ）

●山森先生 の講 習は ＯＨＰ等 で良く理解 できま した。

叉そ の後 の討論会も 「環境保護 の立 場」 の方 の説 明も

役立ちま した。 （ＮＯ）

●山森さん のお 話をと ても興味 深くお聞き しま した。

「ケ ア労働と ベーシ ックイ ンカム」と いう話題 の意味

が 当初分かりません でしたが、今 回 の話 で何とか理解

できま した。私は ＢＩ の考 え方 （
最低所得保障 ・負 の
●山森さん の話は分かりやすく興味 深いも のでした。英
所得税）を、初め 反社会主義者 のフリード マン Ｍ, から
国 の炭 鉱労 働 者 出身 の女 性が 五〇年 前 に生 み出 した考 学 んだ ので、 かなり ＢＩを警戒 しています。私 の理想

ござ いま した。 （ＮＡ）

ん、参加 していただ いたみなさん、ど うも、ありが とう

の考 え方 の重点をど こに置くか に ついて、あ る程度 の たり、 深めたりした いと強く思 いま した。講師 の山森さ
幅が あ る こと に ついても、 よく理解 でき たように思 い
ます。とくに今 回は、議論 にさまざ まな立 場 （
投資家
の視点、政策的視点など ） の方が参加 していただ いた
こともあ り、今 の日本社会 で、社会保障 に関す る新 し
い制度 設計 の実 現にむけ て、立 場を超 え て考 え ていく
可能性 に ついて、 少 しだ け、希望を感 じる ことが でき
ま した。ただ、逆 に、 ベーシ ックイ ンカム の原理 の思
想的な意義をど こに求め るか、労働 の意味、 ケ ア労働
の意味をど うと らえるか、あ る いは、 そ の考 え方を、
実際 に社会 で、 し っかりと共有 でき るかど うかと いう

ア ニー ・ローリー 『みんなにお金を配 ったら』みすす書 房

.

え方 「ベーシ ック ・イ ンカム」が、 「
格差 の時代」を突 とす る相 互扶助 ・互助 互恵 の社会 にと って、 ケ アは、

のではな いでし ょうか。 （Ｏ２）

険 の制度化と 同じように社会 の福祉的絆を低 下させる

ると 思 っています。 しか し、 ＢＩ の制度化は、 介護保

援助 ・道徳 ） であ
き破 る コンセプ トと して“ 再生” したと いう のは、時代 労働 ではなく人間と して の生き方 （
閉塞 の深刻さを物語 っていると思 います。でも、 日本 で
は 正直、 し っくりき ていな い のは何故 でし ょう。生存権
や権 利と して の福祉さ え、未だ定着 していな いから、と
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● コロナ禍 で国 の対応 に関して の様 々な意 見を聞き、 を置 いています。売上が 利用者さん の賃金 に反映され ●今 回 の山森さん のお話しを心待ち にしている矢先、

自分自身、 国家とは何かと改め て考 えるようになりま ると の事 で 「たくさん売 らなく ては」と いう事 にな っ 報道 番組 で の新首相 のブ レーン のひとり のネオリベラ

した。非常事態宣 言 でお店を休業 して、 収 入も途絶 え ていく のですが、 ＢＩ の制度が あ ったら ハンデ ィキ ャ ル経済学者か ら のＢＩ導 入論 の発言が 巷 で話題になり

てしま っている五月に い つも通り納税 の通知が や って ップが あ ったり体が 弱か ったりして働く ペースが ゆ っ ま した。山森さんはそ のこと にも質問が あ ると 思う の

き て、き っちり税金 の取り立 てはあ る のだと気分が 暗 くり の人も、 少 し余裕を持 って安心 して働けるように でと 話されま した。参加者 のひとりか ら、 ＢＩは右か

くな った感が ありま した。そ の後 の 一〇万円 の支給は な る のではな いかと単純 に思 ったりも しま した。 この ら左ま で賛成す る人々が いると いう発 言が ありま した

「それは 面白 いね。も っと知りた い」と肯定的 に受け と いう観点に立 つはず のも のが、経済効率と いう観点

まだ年金受給 の年齢 ではな い自分 には安心感が ありま 講座 の後 に何人か の人にＢＩ の事を 話してみま した。 が、まさ に、 問題はそ こにあ り、 そ の根拠が 社会保障
した （しか し住 民登録が 支給条件 であり断念 した方も

おられる問題が ありま したが ） コロナ禍 の前からＢＩ 止め る方が いる 一方 で 「
税金が そんな風に使われる の に立 つ基 の定義をはずれた別物 のＢＩが 「小さな政府」

（ベーシ ックイ ンカムを省略 して書きます）には興味 は公平ではな いと思う層 （
たぶんあ る程度所得が あ っ に向 かうため のツールとされ掲げ られ ています。また、

として 裁判で認められた日に、新聞記者に撮影されたもの。

でどなたかが お金持ちとは 「
何十億 」 のレベル、 それ 民主主義者と いわれ る人々 の現金 の給付よりサ ービ ス

は 正当な労働 の対価な のか？など の話をされ ていたよ や 現物給付 のほうが いいと いうメンタ ルスタ ンス。 こ

うに思う のですが （記憶違 いならす みません。）山森 れら のことを考 えると、 この国 の今あ るど の政党が 山

さんも以前 にあ るイ ンタビ ューで資産 に ついて 「
今作 森 さ ん の言 う Ｂ Ｉに賛 同す る のだ ろ うか 。 ア ント ニ

り出 したも のに対す る対価 のように見えるが、実際は オ ・ネグ リ の 「
生き る こと自体が 報酬 の対象 にな る。」

過去 の人たち の積 み上げ の上にあ る、 共有財産 」と い と いう言葉を著書 の中に見 つけ、 ついて行く しかな い

うような ことを述 べておられま した。実際、 コロナ禍 と思 いま した。 （Ｏ１）
で過酷な労働を強 いられる方が いる 一方 で、株価が 上
が って儲か る人が いる ・・・。それ こそ公平ではな い
と思う のですが 。今 回ＢＩを考 える ことを通して私自
身が は っき りした事は、 人間 の価値をど う見るかと い
う こと でした。人は生き てる ことそ のも のが 誰か の心
の支 えにな ったりす るも ので 「
生まれ てきた人には最
低限 の保障をす る国家 」と いう考 え方が も っと普 通に
なれば、 日本 のように生活保護を遠慮 して受けたりす
たな い人間だと切り捨 てて起 こる恐ろしい犯罪もなく

『
お金 のために働く必要が なくな ったら、何を しますか？』 光文社新書

エノ ・シ ュミ ット

る風潮もなくな るし、自分 の勝手な思 い込みで役に立
な る のではと感 じま した。 （Ｆ）
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が あ った のですが、 この 一律支給 で 一層関心が 深ま っ て税金をたくさん納め ている方も指す のかな？）が い 山森さんが 他 で話され ていた労働組合 の人々 の労働崇

写っている写真は、1970 年代に既婚女性として初めてロンドンの公営住宅の契約者

たと思 います。今、お店 に就労支援事業所さん の商 品 るでは」とお っし ゃ った方もおられま した。講座 の中 拝 のため の 「
非物質的労働」と いう概念 の躊躇、社会
[写真上]山森さん提供。ジュリア・メインウォリングさん。壁に掛けられた娘さんと

括採 用 ・年功序 列賃金 ・終身 雇用 の三 つが そ の象徴 で

が 確立された歴史観とも並 列に思考す る機会も 頂けた で、 日本型雇用シ ステムと いう言葉が あ るが、新卒 一
と思 います。

追伸、 ＥＧＳ等サ ステナブ ルな文脈な話も少 し触れさ あ る。戦後 の経済成 長を支 えた のは紛れもなく この日

せ ていただきま したがご 要望等あれば ＥＧＳ ・ＳＤＧ 本型雇用システムだ った。 平たく いえば 、企業 に忠誠

ｓ投資と い った視点 で エンゲ ージ メントさせ ていただ を つく し正社 員とな って家庭を築く、 一軒家を手に入

人生が モデ ルであ った のだ 。それが 制度疲労を起 こし

く ことも 可能 です ので、い つでもお声が け 下さ い。（Ｍ） れ、 子どもに高学 歴を付け る こと で 「一丁上が り」 の
＊お問 い合わせなどが あ りま したら世話人ま でご連絡くださ い。

●他 人 の幸せは、自分 の不利益 。 …と いう風潮 にな っ 非 正規と いう働き方 でど んど ん格差が 広が っていると

てき た のは、 い つか らだ ろうかと考 えなが らお 話を 聞 いう現実。また世帯を中心とす る日本 の福祉政策も こ

いていま した。生活保護 しかり、 子ども手当 しかり。 れと 同様だと いえる。 ＢＩ の議論が、第 二次ブ ームに

1

『１％ の富裕層 のお金 でみんなが幸せになる方法』

二〇 二〇年 の問答 連 ・哲

学 カ フ ェは第 五回を 以 っ

て最終 回と な りま した 。

多 数 の皆 さ ん のご 参 加 あ

りが とうござ いま した。

プ レジデ ント社

「わた し」が 主体的 に関わりを持 てな いと感 じる （
本 な って いる こと の所 以 では な いだ ろ うか と 考 え て い

年 ほど前 に借 り て 当は関わ っている のですが ）あらゆる場面を通じ、「不 る。 （ＹＮ）

うに思う。く リー マンシ ョックを受け て市 民 の生活が

的な立ち位置 で皆さんと エンゲ ージ メント でき大変良 起 こ っている のかも しれな い。すなわち、格差社会 の

済的な側 面で議論を 見聞き していた ので、今 回は思想 った のもそ の頃だ った。現在 再び ＢＩブ ーム （？）が

●ベーシ ックイ ンカムと いうとど うしても財源等、経 相当大変な時代だ った。 「
年越 し派遣村」が 話題にな

この話聞 いていただきた い。 （Ｓ）

した。 「
自 助、 共助、 公助」と 言 っている人たち にも ●か つて 二〇 一〇年前後 にＢＩ の議論が 盛んだ ったよ

ちが 「ベーシ ックイ ンカム」を訴えた こと に感動 しま 換 える」も のではな い のでし ょう。 （ＴＮ）

根本的 に違 う。差 別や社会的な構造 の中苦 しむ女性た た。件 の経済学者が 語 っていたように、 何かと 「引き クリス ・ヒ ューズ

と 「ひとり 一人が 生活す る権 利が 保障され ている」は 根底か ら転換 しようと いうも ののように受け止めま し

「セ ーフテ ィーネ ットが 準備され ている （
生活保護 ）」 関係性 によるも のではなく、 「
生き る」と いう土台を

な問題、課題に改め て気づ かされた部分が ありま した。 す。そ こで今 回 のＢＩですが、 これは こうした既存 の

そ の可能性が な い現状 の中 （過去も含め て） で の様 々 係 性 に は 限 界が あ る んだ と つくづ く感 じさ せ ら れ ま

の生き方 にどんな 可能性が 生まれる のか、逆 に言えば、 いうセリ フが あ りま したが、支 える ・支 えられ る の関

て生活を営む に足る所得を給付す る」 ことが 一人 一人 を生 み出 します。か つて 「同情す るな ら金をくれ」と

人に、無条件 で、普 遍的 に、個人単位 で、尊厳を持 っ で のみ成立す る （
許され る）絆は、 ひるが え って敵意

のですが、今 回、 山森さん のお 話を 聞き、 「
す べて の 持ち になります。ご く閉じられた コミ ュニテ ィー の中

思 います。そ の時は漠然と しか 頭に入 ってこなか った し ょう。 これが 「
絆」社会 の実態かと 思うと悲 しい気

読 んだ本が 「ベーシ ックイ ンカム入門」だ ったように 平等 」 への不満が 澱 のように溜ま ってい っている ので

●ベーシ ックイ ンカムに ついて、

「プレカリアート憲章」

い時間をすご せま した。また、自由 ・平等等 の考 え方 矛盾が 大きくな っている ことによる のだ ろう。と ころ
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