
 

 

 

 

 

 

 

 

 

残業時間上限規制<１００時間>は誰のため？ 
 

 もう２カ月以上前になりますが、１ヵ月の残業時間上限を「繁忙期は１００時間」と固

執する経団連と「１００時間未満」を主張する連合のどちらが譲歩すべきかが新聞誌上を

賑わせていたことがありました。現状では多くの企業が１ヵ月の残業時間上限が１００時

間で協定を結んでいます。（ＮＴＴ東日本に至っては１５０時間です。） 

 現在これだけの時間、労働者を『合法的に』働かせることができる経団連が、「働き方改

革」での長時間労働規制において「繁忙期は１００時間」を割らせないように固執してい

たのです。経営者側は１００時間くらい残業させられなければ困るという考えなのでしょ

う。 

 でも、それは過労死基準なのです。過労死基準は脳・心臓疾患などで１ヵ月１００時間、

２～６か月で平均８０時間とされています。つまり、場合によっては労働者が死んでしま

う時間ということなのです。そういう痛ましい事件が起きないよう、現状を変えるのが「働

き方改革」だったのではないでしょうか。 

                       

ぼくのゆめ                 弁護士でブラック企業被害対策弁護団代 

                      表である佐々木亮氏はご自身の記事でこ 

大きくなったら               のような内容を訴えていました。 

ぼくは博士になりたい            そして、父親を過労自殺でなくしたマー

そしてドラえもんに出てくるような      くん（当時小学校１年生）が書いた詩を 

タイムマシンをつくる            紹介しています。 

ぼくはタイムマシーンにのって        私たちの親・子ども・兄弟が働き過ぎで 

お父さんの死んでしまう           命を落としたら、と思うと胸がしめつけ 

前の日に行く                られるような気持ちになります。 

そして『仕事に行ったらあかん』て      そして、このような現状は大人だけの現 

いうんや                  状と言っていいのでしょうか？ 

                       夜１０時頃になっても学習塾の窓から

は明かりが漏れ、勉強を終えた子どもたちがぞろぞろと出てきます。勉強だけでなく、水

泳・ピアノ・英会話・お習字など。休日はサッカー・野球・部活になるとこれに朝練もあ

り・・・どうして日本の子どもはこんなに頑張り続けるのでしょうか？子どもの「頑張り

時間上限規制」は何時間なのでしょうか？        （記 安藤） 
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 ４月２９日（日）この日は細川隆先生と一緒に小山町の森を歩き、春の草花や生き物に

ついて教えていただく予定でした。ところが、突然先生が来られないことにな

ました。さあ大変！小山町の森のことはよくわからず、今回はみんなで昭和の森で遊ぶこ

とになりました。

 今期のあそび塾は新しい友達がふえました。土気南小学校３年生の本田

下永田れいちゃん、伊藤翼くんの弟のだいちくんは誉田

前あそび塾にきていた木村ゆうきくんの弟こうすけくんはおゆみ野南小学校の２年生です。

半年お休みしていた

とになりました。今期のあそび塾は１４名でスタート

 

田んぼにはオタマジャクシがいっぱい！

 キャンプ場からまずは

りました。午前中に田植えをしたばかりという田んぼには

オタマジャクシがたくさんいました。６年生のこのかちゃ

んを先頭に

ぜ道に降りていき

子どもたちの歓声が上がります。興奮気味のみんなをれいちゃんが上の方から冷静に見て

います。「れいちゃんはこういうの嫌い？」と聞くと「嫌い！」ときっぱ

感じます。それでもしばらくして気が付くと、いつの

遊んでいました。こうすけくんが

 

お花見広場でラプンツ

 「八重桜が咲いているかもしれないよ！」

りました。かやちゃんが「急な階段で、登るのすごい大変なんだよ！途中で休みたくなる
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えてきました。れいちゃんが「あの白鳥はヤスオくんっていうんだよ。うちのお母さんが

と教

たり

。私たちが近づいて、たくさんの子どもたちに囲まれ

写真を撮ろう

安藤さんは白鳥につつかれてしまいました。みんなに囲まれて興奮してしまっ

たのですね。家に帰って見てみるとヤスオくんにつつかれたと

ていました。それでも女性の方にはとて

いるようにも見えました。 

てもなつ

いているおじさんがいて、おじさんがバイクで来るとそのバイ

クの音を聞き分けすぐに飛んでくるそうです。白鳥がこんなに

時計を見ると、解散の時間まであと２０分です。さあ、また急な山道を登りキャンプ場

まで上がらなくてはなりません。覚悟を決めてみんなで頑張ってのぼりました。（子どもた
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講師：野井
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場所：千葉市民会館

参加費：１０００円
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学校生活にも慣れてきたころで
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ご参加くださいませ。お待ちしております。

月 18 日（日）１０：３０
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講演会のお知らせ
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体育学部健康
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子ども劇場千葉県センター 

では運動会が開催され、新一年生もはりきっ
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を開催します。昨年引っ越した
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おとなに伝えてい

受付開始) 
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会も新年度を迎え、さっそく楽しい

引っ越した新しい
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ご提出ください 

 

、ちょっと気になる子どものからだ。このような現実

おとなに伝えてい
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