今 年 の３月、 国労青 年部 は、東京 に て、若 手弁護 士を交え た学
習会 を行 いま した。 そ こでは 「
労働組合 に でき る こと、 できな い
こと」と いう テー マで討論が行 わ れ、 そ のグ レーゾ ー ンと し て、
個 人 の問題を解決 でき るかどう か、と いう ことがあが りま した。
もち ろん、 お金 の問題や 法 に触 れ るような ト ラブ ルを起 こした
場合、組合 の力 で解決す る こと は難 し いかも しれません。
しかし、職 場 の人間関係 におけ る問題を考 え た場合 はどう でし
ょう か ？例えば、勤務 中 に体 調 不良時 に陥 ったとき の、助役 から
の嫌味、 また、 出退勤 の点 呼時 の恫喝、 そ の他業務 に支障 をきた
してしま いかねな い精神的負担 を強 いられたとき ・・・。
これら の問題を同じ組合員 に相談 した際、 「
そんな こと気 にす る
な」 「
助役もたまたま機嫌 が悪 か った のだ ろ」等、ま るで個 人 の好
き嫌 いによ る 「
子供 のケ ンカ」 であ るか のよう に捉え てしまう方
が、中 にはおられ るよう です。 「つら い時 は、 一人 で悩まず に身 近
な 人 に相談 しま し ょう」と言わ れ ては いますが、相談 を受 け る側
に、他 人 の問題を重 要な問題と し て認識す る能 力や姿勢 が欠け て
しま って いる のでは、自分 の悩 みを話す気 になどなれません。
組織 に対す る信頼 は、 こう したと ころから失われ て いきます。

これだと、一人で

抱え込むしかなく

なるよね…

これ は社会 心理学 の根幹とな る考え方 で、人は他者 の存在 と いう
社会 環境 によ って大きな影響を受け、私たち自身 も、そ のような社
会 環境 に能動的 に関わ って います。「
人は 一人 では生き て いけな い」
とよく言われ て いますが、 そ の根拠 は こ の考え にあ ります。
私たち は、仕事 を通 して社会 に参加 して いるわけ で、日 々の業務
のな かで、職場 の同僚や お客さまと関わ り、自分 の仕事 を認め ても
らう こと で、社会的動物と して の承認を得 て います。
要す るに、私たちが仕事 をす る こと の最大 の意味 は、社会 の 一員
と して の自 己を確立す ると ころにあ ります。
こ のこと から、他 人にあ る ことを指摘さ れたとき、それが仕事 に
関す るも のであ った場合 に、私たち の心 は敏感 に反応 します。
職場 で の、 理不尽な上司と のトラブ ル。 これを 「
子供 のケ ンカ」
で片付け て いいと思 います か ？
職場の不満を話したら、
「そんなもんだよ」と言
われたけど、「面倒くさ
い話はしたくない」とい
う意味なのかな？
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