う意味では︑成果もあった

年だったと思います︒まさにせ

したにもかかわらず︑政府は国

民の方をまったく見ていないと

く死を迎えるという当たり前の

ことが︑なかなか難しい時代に

紙を持って来られる方や大田病
院の巡回バスに品川から乗って

基準もそうだし︑入院して差額
ベッド代が払えないときも大変

てもらう︒そして︑自分の専門
性の中で︑
何が欠落しているか︑

ます︒はじめてみると医療や介
護︑病気のことが多く︑経済的

めぎあいが続いています︒今︑

地域の力で︑そういう力が盛り

この街で生きて︑この街で

いうことがはっきりしました︒

上がってこそのとりくみの実現

というのは︑あってはならない

働いて︑この街に住み続けたい

なのではないでしょうか︒

なっています︒孤立死・孤独死

という人たちの思いを︑どう生

品川で受け止められるし︑大田

ことです︒それをネットワーク

協のネットワークで助けていく

くる方もいます︒品川にあれば︑

としてどうつなげていけるか︒

か︒一緒になって叶えるのかが

セージを伝えます︒そして︑１

たちがついているよ︑のメッ

な︑あなた１人じゃないよ︑私
感じます﹂
と話されてますが⁝︒

とりくんでいるのでやりがいを

きものを助ける〟精神に則って

あって改めて思います︒

たっていい社会になればいいな

です︒この相談なんかやらなく

相談で知り合った方が浮かぶん

す︒怒りを感じるとき︑よろず

まりないそうです︒その時は︑

田のような︑病院との接点があ

と言われました︒というのは大

くんですね︒
﹁発想としてない﹂

したんですが︑みんな一様に驚

集まりで︑このとりくみを報告

佐藤 都内の弁護士団体の

が努力していく︒

域社会を実現するために私たち

う締めくくりができるような地

生きていて良かったと︑そうい

品川の地域で︑支え合いながら︑

いくのか︒そういう意味で大田・

制度としてどうやってなくして

行ったら︑いろいろな問題の解

の組合員の誰々さんのところに

をつくっていきたいです︒生協

すが︑地域に無数のよろず相談

げてよろず相談をやっていま

大森中診療所では看板を掲

課題だと思います︒

士の数も増やしていきたいと考

く︒相談件数が増えれば︑弁護

合った対応や体制をつくってい

ることは明らかです︒それに見

し︑役割を発揮し︑発展してい

ければいけない︒ともかく充実

とどまらない︑外に出ていかな

担当者も増えて充実して︑中に

今の社会保障制度の貧困さと
と品川では制度が違う部分があ

まわりの人たちの気づきに頼る

ですよね︒
いうのを︑改めてこの相談の中

りますから︑そういう意味でも

ようなやり方ではなく︑もっと

激にもなっています︒

から実感しています︒それが私

することがいいと思います︒

それぞれの地域でしっかり対応

何が不十分か︑新たな学習の刺

のインタビューで﹁ほとんどボ
をするエネルギーになっていま

自身も生協の活動や地域の活動

が︑先日︑三ツ木診療所からの

ランティアに近いですが︑弁護

そういう方もいらっしゃるの
佐藤 法律事務所は敷居が高
植田 品川で相談を受けると

﹃診療研究﹄
植田 佐藤先生は
の人が生きる希望につながるよ
士を志したそもそもの目的〝弱

で︑やはり品川の方でも弁護士
歩踏み出しましょうよ︑と︒よ
くなかなか訪ねられない方が︑

き︑どこで知りましたかと聞く

紹介で来た方は︑
年金も少なく︑
家賃が払えないという相談でし
ががんばる力を引き出せるよう

うな︑全部は無理ですが︑本人

を含めた相談日数を増やしたい
ろず相談はそんな機会になって
寄って相談できる場所というこ

病院へ来たついでにちょっと

あと思いました︒

です︒すぐには難しいですが︑
いると思います︒

さて︑よろず相談の認知度が
知っている人が増えて︑こうい

たことで︑全国によろず相談を
セッティングになっていると思

とでは︑利用者の立場に立った

けでなく全国に発信して︑地元

問題提起したんですが︑都内だ

地元の病院に相談してみたらと

潜在的な不安や思いを持った方

に来ていただきたい︒地域には

ではなく︑いろいろな方に相談

よろず相談には患者さんだけ

活動の大きな柱にしていきたい

になっていけるような︒生協の

んがそういうよろず相談の窓口

決の糸口が見つかる︒組合員さ

なって︑安心して暮らせる︑命

んの力を借りながら生協一丸と

植田 組合員︑地域のみなさ

えています︒

うのが地域の要望です︒
高まってきたこともあって﹃い

の病院とタイアップしてみては

と暮らしが最優先される︑そう

います︒そういうところに来る

です︒

方というのは︑やはり条件面で

がたくさんいるので︑そういう

いう世の中にしていく一つの力

うことをやってみたいなあとい

どうかと提案しようと思ってい

になれればいいと思います︒

う人が増えたらいいですね︒
厳しく︑そうした方々のニーズ

佐藤 昨年は︑制度の改悪を

んですが︑ほとんどの方が﹁城

食い止めきれなかった部分もあ

南の保健﹂を見て知ったと言

植 田 ２０ １ ４ 年 が 大 変 な

撃をして︑その暴走を止めてい

ざいました︒

ていきましょう︒ありがとうご

ますます地域の中に根を張っ

方々とのつながりをどう生協の

に応えられるところに喜びを感

りますが︑憲法 条改憲の企み

運動と絡めながら︑ネットワー

じます︒

クを張っていくかをこれから
は知っていたけれど︑大田まで

年になるだろうと予想されます

を止めきれなかったと思います

る部分も明らかにある︒そうい

われます︒大田でやっているの

行くのは大変︑近くではじまっ

が︑貧困と格差をなくして︑平

が︑あれだけ国民の怒りが爆発

こういう方がいました︒
﹁よ
ろず相談の看板を見て︑法律相

たのでやっと来られましたと

和で暮らせる世の中にしていく

色部 相談コーナーだけでは

談のことは知っていたけれど︑

いう方もいました︒
﹁城南の保

ためにも︑私たちは引き続きが

て広がりをつくりながら︑運動

寄ろうか寄るまいかずっと悩ん

健﹂が読まれていると感じまし

をつぶしたり︑
労働の分野では︑

片付かないテーマがあって︑労

でいて︑今回思い切ってきまし

た︒それがもっと広がって︑何

やっていく必要があると思いま

に行ったり︑場合によっては︑

働基準監督署や年金機構事務所

た﹂というのです︒法律事務所

●法律相談は月2回。担当は東京南部法律事務所
こちらはできるだけ事前に電話予約を
（6404−2301大森中診療所まで）。
第1水曜日 13時〜15時
第3土曜日 10時〜12時

いけるように今年１年がんばっ

時の相談時間では収まらない内
家庭の中でどんな生活をしてい

だけじゃなく︑弁護士そのもの

相談担当は
月：清水 洋（元大田病院事務長）
火：前沢淑子（生協常務理事・中央社保協事務局次長）
水：村松 茂（生協常務理事）
木：色部 祐（生協常務理事・社会保険労務士）
金：大田病院医療相談室・介護保険室
土：宮田冨美男（社会保険労務士）

と事業が一緒になって前進して

容のものもあります︒そうした
るのかを知るために訪問したり

んばらなくてはなりません︒

月曜〜土曜の10時〜12時（ただし第3土曜日は休み）
場所は大森中診療所１階

企みも世論でつぶしている︒反

場合は︑別な日に時間をとって
します︒そういった相談の延長

かあったときに﹁こういう相

らないと思います︒

るんですよね︒人間らしく生ま

《大田》

解雇自由を認める首切り特区の

お話を聞きます︒ある方は︑イ

の敷居が高いんだと改めて反省

よ﹂と言われて来られた方がい

あったらいいと思っていまし

れ︑人間らしく働き︑人間らし

「よろず（なんでも）相談」無料

どんな相談でもできます。弁護士の相談も受けられます。

《品川》

毎週火曜日と木曜日 10時〜12時
場所はゆたか診療所3階 ゆたかの家

相談担当は
火：植田栄一（城南保健生協理事長）
木：橋本雪子（ゆたか訪問看護ステーション看護師）

前沢 昨年は︑制度の改悪

ンスリンの治療を続けないとあ
のとりくみがどうしても必要な

借りる中で︑現行制度で救えな

ました︒そういう意味では認知

で落ちたら救うのか︒生活保護

た︒三ツ木診療所の所長のお手

今︑若者の孤立死が広がってい

してもなくしたいと思います︒

なときは︑問題を１つ１つ解き

がそうだし︑いろいろな減免の

●法律相談は 毎月第3月曜日 10時〜12時
担当は串山泰生弁護士（五反田法律事務所）
お問い合わせはゆたか診療所まで（3781−4723）。

す︒

と１年もないと医師から言われ

いことに対して︑改めて怒りを

されていると思います︒

色部 社会保障も全面的に切

れを私たちがしっかりと追求す

なんでも聞いてもらえるよ﹂と

る︒それを地域の人たちや患者

なって︑一人ひとりの組合員さ

前沢 蒲田駅でホームレス

ることも︑私自身経験させてい
前沢 色部さんが言われた

の男性が具合悪くなった時︑近

さんと︑どう手をつなぎながら

てくれた方々の求めに応じられ

しましたが︑決して一方向では

ように︑本当にその人たちか

実現していくかということを︑

地域の人たちや患者さんの

なくて双方向というか︑相談に

ら学んでいます︒相談をはじめ

くにいた女性が︑バス代の片道

絶えず考えて努力しなければな

お役に立ちたい思いでスタート

必要だしと悩んでいました︒生

護を受けるのも︑家族の合意が

来る方からもいろいろなことを

だけ渡して﹁大森中診療所のよ

り下げられて︑命や健康が最優

活と健康を守る会に協力しても

学びます︒まさに人に歴史あり

た当初は専門知識もなく不安で

ろず相談に行ったら何とかなる

んが地域の窓口になってくれる

らって︑休日に娘さん同席で対

というか︑さまざまな人生︑生

に制度を調べ︑専門家の知恵を

した︒相談を受け︑解決のため

ただいています︒

制度や地域の人の支えがあっ

き方があるんですね︒それを私

先される政治経済のあり方︑こ

て︑その人の生活が安定してい

たちが理解することが必要であ

感じました︒預金があったら生

り︑その機会を相談の場で与え

死んだっていいんです︒罰が当

活保護を受けられない︒どこま

私は孤立死・孤独死をなんと

たったんです︒私の責任です﹂

ほぐしながら︑何か１つでもそ

私もよろず相談が品川にも

と言われる方もいました︒そん

私が受けた相談で﹁もう私は

応しました︒

このことが大切だと思います︒

く︒そして次の人生が歩める︒

ことがいいと思います︒

をお聞かせください︒

それではそれぞれ今年の抱負
談やっているよ︒ここに行けば

ネットワークを
さらに広げる

ます︒

つでも元気﹄や﹃診療研究﹄な
その反響はどうですか？
前沢 全国から声をかけられ
て﹁すごいことやっているねえ﹂
と言われます︒

学ぶ機会を
与えられる場

どの雑誌で紹介されましたが︑

このよろず相談が紹介され

毎日できる体制を組めたらとい

よろず相談も件数が増えて︑

いままでよくがんばってきたな

た︒障害者手帳を持っていて︑

なことはないと思っていました

1

もしましたし︑そう言って訪ね

96

んですね︒

12

ているが︑お金がない︒生活保

相談によっては︑ 時から
10
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