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働きすぎ症候群
大ロホ市国憲法0ヽ

''が
できた頃 日

本の労■者の内8目を古めていた晨ll水産

業は 日本 J恵ユ0,4`が できた頃には5

制に減0191,年 にはわずか6,4こ激減

サービス案か6割を越え 0割が工業という

力躙督分

"に

奥わります つま,こ のたつた

の 10午あま)の1に ‖本は農林木確業を

綺て去りました

02年の時点で級輸自綸率を見ると 先jせ

|11の 1では1■%の 液を筆頭に仏>加 >十

1 >",J>共 で 中 国が101%||が

 `81,I冑 綸率が外%し かなく |おか 11

121■||の1千本が ,か lし,び つな魔業

榊 1をしているのか力,,が ,ます

今や世界最大の食

"輸

入国であると同

|ヤに 1!罪ダントツのiフート‐ィレージJの

出さでも有名です 「フードマイ́ ―ジJコよ

「食料のti耐 ,輸送li離|■1‐=3Jのことで

すが その意味するところは それだけCのを

‖11`して 地摯に大きな

“

々をかけていると

いoこと

この興常な社会懺迫がいつまでも続をは思

えませんが この構造を維持するために大きく

2つの潔対な影口を日本社会は撤りました

1つは 食

“

ために輌かざるを,な くなoた

ことです

ん? 当たり,,?―のようこ田こえますね で

も ちょoと違います 良ll水産■を油てよつ

た日本は 食べるためには外力ら買oてくるし

かあ0ません 買うためにはお金が必無です

餃かなければ食えない―「働くこと―食べるこ

と」が榊地的に密竹すること=な た́ということ

です

倒えば llは3ちゃん農業をやっている地崚

の上ヽにいたことがありますが そこは 館ホ

的に食うこШらないので人かのんび0していま

す 晨繁麟IJま手伝いのためにT場をflむな

ど 4:活のリズムが工場 辺倒輩 ありませ

ん 最|1限 食べることが●証されれば そ

ォutどス せくする必要はな 0ヽで す

そして 食4:活が無面されていれば 関くこ

とは食以N,も のに費やすことができます

自分の数ホに応した動きをすれ
`ま

い|"け

で 輌きにもした豊かさと織足をおることが

できます

しかし r輌かなければ喪べられないJとい

ヽ 珊状況に出地的に業かれることしなoた

場合 ヽ=どんなに嬌いても 企 .・ちになo

ても安心できず いつも遺い立てられて■き

るようこな
'ま

す い1,f噛 迪神経11りに

アメリカ生活にf■立つ情報薔鵬 :
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働く」国になつてしまoたのです これが 日

ホがどんなに聖力ヽ こなつても その豊かさを

実惑できない椒●ヨ=ある問題ではないて

しょうカ

共観Il働きで

'ど
もと

'き

合うヒマはなく

iどもに金を与え… そういう規を知つてい

ますが その子どもま 女連を金で買うよう

になりました 親力`自分にしたことを学ん1 7

でした

子どもこ接する時間もなく版に長卓を囲

んで ,ヽ1すべきこともなく家庭が空lll化し

Ⅲ颯してい初 に まだ働く働く0ま 41活の

ためですが その生活が失われているのに

11まらない―これは{う立派な

"気

ではない

てしょうか

今の日本は もまや日,|がいわば対籠虚

です

「強迪神 経輌 1働 きすきll:候群J―そ

うお断してもよいのではないかとuい ます

国という土壊が,ん でいるのですから そこ

に古つりが

"気

にならないわ )があ,ませ

ん 大人も子

`tも

1殺 するJになつてしまい

ました

□時代に観弄される

カイシヤイン
もう一つの影響は 社会人にな/●ということが

「会社人Jになることを意味するようこな|,たこ

とです 他の
`[き方が見えなくなつたのです

他の生き方が見えない‐会社にしがみつくし

かない′,1で すから 構造的に経営者が社長

よりも燎位に立つようこなりました

では そのカイシャインはどのよう0餃われて

いうたでしょう

1,,0年代に会‖員は労働者の過半を超え

史金のmFr代 には■社員の田い込みが行わ

●て帰嘱薫融の強化がいまります 市成成長

の101■ にヽな全 憲円と階層が‖|かく分か,ヽ

て
'テ

ヨコにしエラルキーが出来上が,会 社

は完成します 組年代にバフルが起こ
'jo"

な豊かさの申で会社のモラルが 半(‐ しヽ

て会社自■が
'テ

ィアン1ししていつたI=イヽ

"力

を仲(れたオウムJ“用政は||( のヽあl.rt

でした そして一転 火わlll ll年といわれる

',年
代を迎えます 浮かれていた会社●1輌

力らリストラという冷水を浴びせら,■ました

そして ●7年の山一直かの魔業は次のよう

な蒻響を社会に与えました

1会 社がス久に組くという幻なの消滅

一
「ジ●●7ン ン■永迪断 た

'メ
,コ競

2会 社への忠誠(カンバ=― ロイヤリ

ティ)ではなく市場への忠綺(マーケットロ

イヤリテわが必晏(自分の市場価値が大

0)な ことが分かりました

3.会社のリストラに大崚名分を与えました

―
'箭

みを1ゆ難せ改革∫ヽ と

“

して大手を

振つて解Hできるようこな味した

'1年
の始 腑崩壊J意 まさに会社と,,働者

の関係却 l壊したことの

“

徴でした 「会ll"

れ‐,1合離れ」ま加螂してl■合は力を失い
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く着者紹介>

中尾英司 (家族le談士 シニア立業カウンセラー)
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DV難 婚 会社のセク′ラ ′ヽフ′ラ の|1題などを手かけてヽ
`組織改革を載功させた後 会ilの■土改革力もま鷹の風 [改革に

軸足を移す シニア産業

"ン

セラーの育成 輛贅依預00m講 師

テレヒ東京「朝は楽しくIJの鳳 がまの事件簿Jのコー十―で,メン

テー
'出

演

口■ ■■ あきらめの雪をぶち破つた人,メ J本 議済新翻イ●

「みなたの子どt●力!キ者にしないた期=」(生活情報センター

'ロサイド「中I翻 謙室J「組搬改革ご支樅COHJ(-Oo(1● 入力,

ロプ。ク 「あなたの子どもを加古者にしないためにJ

I"疼 +="オ ンライレ露

“
`口

筆‖です 群●で,サイi●●m腋 Jを ぉ照

会社は社員との信輌関係の源である賃金

制肛 退職金制嗅に手を0)は じめます

そして リストうという名の■Rの 選=帖 洵

次か齢ま,コ ストダウンの名の ドに補允が

必要であればll遺,1員に切

'響
え

"る

正

|lnに は成,■ 代を辱人して「.を■き|.・め

ました

'サ
ラリーヤンは気楽な稼業」どころか受

鮭のサ1代が訪れました しかし 康林水産

業という受け皿かない日本では会社にしか

みつくしかありません かくして ますます争

社の立場は強い ていきました

そして 失業率東新博千ヽに小崇内閣は[6

年間で,30万人の■用創出Jを唱えますが

その効 は会:い 派適社員を使いやすく法

改11し その結果,`|‖でも的万人の|1正

1員 を用やし
'人

にせたが』工社長となる

|ヤ代を迎えたのです

ここに当||の私
"'[=し

たl●■がありま

す それは ,日 米国商工会跛所会頭クレ

ン フクシヤがII籠を,1限している日本の

制度の推廃を要求していることが薔かれて

'tイ
ンタビュー記1'です(0,鵬 O

111, ■
``け

上のために法|うに経

'屋

用

のル郎=保 証[たのはGHQで した つ■1

1:暴を猥J摯 止した
'メ

リカが =ヽや 捨ヽ

設置したその法=1度の燎度を要求していう

の0こ れ i 日本がF史 lb韓口点に

来ていることをt朗 する事11だと是い 私度

この8ιVを11しておしました

籠史的=口 点を0った■在 私の実もし

ていること
''あ

,ま十 それi 働(峙i]が:

0度複うせずれヽんだと=うことです 鳳1'

の
`峙

が今の,叶 以,1の9時が今の夜

|●,1,iです この

"円

のズ

'か
様々な背

・rを■■ tt索 ■tt]さ 起こtています

「7-タ ライフ,'ランス」という当た
'前

のこと

を 1,ざわざ声高に■ よなければならない

'1代
鷹 りました
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