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済成長率についてのコンセンサス予測
は、前年度の1.0％から減速し、0.7％程
度と見込まれている。
　ところで、このコンセンサス予測は、
民間エコノミストの各予測の単なる平均
値ということにとどまらず、個々の予測よ
りも予測成績がよいことが知られてい 
る1。例えて言えばリスク分散投資と同じ
ような効果が働くとの説明が可能で、そ
の結果当たり外れの少ない予測となって
いると理解できるようだ。
　一方、政府は、毎年12月下旬に、次
年度予算の政府案決定に合わせて経済
見通しを作成、発表している。これは、
単なる予測ということではなく、次年度
の日本経済をより望ましい姿に導くべく
経済財政運営を行うことにより、経済の
姿がどのようになるかを示すものであ
る。
　これらに対して、連合総研も独自に経
済見通しを作成している。その意義は、
何か。DIO・2017年10月号の「視点」で
3点指摘している。その一つは、民間エ
コノミストの予測を重視した見通しとは
異なり、働く生活者の暮らしと経済にとっ
て何が重要なのかを示すことに重点を
置いて連合総研ならではの経済見通し
を目指していることである。こうした考え
に立ち、ここ数年、賃金動向いかんによっ
て経済の姿がどのように変わってくるの
かを示してきた。
　特に2019年度の日本経済においては、
消費税率の引上げによる物価上昇が、
実質所得への影響を通じて消費にマイ
ナスの効果をもたらすことを考えると、
賃金の動向が鍵となる。昨年10月に発
表した見通しでは、2019年度も潜在成
長率並みの持続的な経済成長を実現し
ていく上で、実質賃金のベースでプラス
の伸びを確保することの重要性が示さ
れた。世界経済の動向を始め、その後
の動きを踏まえ、来月、その改定見通し
を公表する予定である。

　平成の30年間の景気動向を振り返る
と、バブル景気の真只中、平成の時代
が始まった。その後、バブル崩壊と
1990年代後半の金 融危機、さらに
2000年代後半の世界金融危機による
戦後最大の不況と、大きな景気変動を
繰り返し経験してきた。この過程で、
完全失業率も5.5％まで上昇した。これ
に対して、平成最後の6年間は緩やか
ながらも景気回復が続き、このままい
けば今月で戦後最長の景気拡張期とな
る。雇用情勢も需要不足失業が解消
し、完全失業率は、現在2％台前半ま
で低下し、平成元年の水準に回帰して
きている。平成の日本経済は、少子高
齢化・人口減少の進行や政府債務残
高の累増などの構造的な課題を抱え、
依然としてその解決の道筋が不確かで
あるが、平成の景気変動については、
最終段階では平らかにして成ったとみ
ることができるのかもしれない。
　今後については、息の長い景気拡大
を期待したい一方、昨年来からの懸念
材料も不透明感がなお強い。これまで
の景気回復を支えてきた輸出に影響し
てくる世界経済・貿易動向についての
先行き懸念である。最大のリスクは、
二大経済大国である米中間での貿易摩
擦。このほか、英国のEU離脱交渉の
行方や米国金融政策の動向なども引き
続き注視していく必要がある。IMFや
OECDなどの国際機関が発表する世界
経済見通しは、このところの改定によ
り下方修正されてきている。
　また、こうした世界経済・貿易動向
の影響とともに、本年10月に予定され
ている消費税率の8％から10％への引
上げの影響がどのように現れるのかも
気になる。政府は、その影響緩和のた
めに様 な々措置を講じるとしている。
　このような中で、2019年度の日本経
済は、どのような姿になっていくのであ
ろうか。
　民間エコノミストの予想をとりまとめ
て定期的に公表しているESPフォー
キャスト調査（回答期間：2018/10/29
～ 11/5）によると、2019年度の実質経

年は、「平成」から元号が改めら
れ、新たな時代が始まる。 今

１  小峰・伴・河越・吉田（2010）「我々は日本の
経済予測専門家のサーベイ調査から何を学ん
だか」による。
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　明けましておめでとうございます。
　健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　2019年の新春を迎えるにあたり、年頭のご挨拶を申し上げますとともに、連合総研に対
します日頃のご指導・ご支援に心より感謝申し上げます。
　昨年は、世界秩序の混迷が表面化した年と言っても過言ではありません。国際協調や多国
間協力に背を向け、自国第一主義を堂々と標榜するアメリカ大統領。それと密接に関連する
貿易摩擦、特に、米中貿易戦争といわれる米中関係は、関税だけでなく先端技術や安全保障
も含めた覇権争いであり、長期化・構造化するという見方も根強くあります。また、ヨーロ
ッパを中心とするポピュリズム政党の躍進の現象は、ある意味政治の主流になっているとい
う政治学者も多くなっています。11月中旬に開催されたAPECが1993年第１回以降４半世
紀の中で、初めて首脳宣言を採択されないまま閉幕したことは、今の世界秩序を物語る象徴
的なことでした。日本社会も決して埒外ではなく、「分断」「格差」を是正するための「分配」「包
摂」をキーワードとした新たな社会システムの構築が急がれます。そして、今年も多くのこ
とが起こる年となるでしょう。
　今年４月に今上天皇の生前退位と５月の新天皇の即位で、平成に幕を閉じる日本にも、様々
なことが予定されています。たとえば、G20議長国として日本での開催、ラグビーワールド
カップ、消費税率10%への引き上げ、第19回統一地方選挙、第25回参議院議員通常選挙など。
そして、様々な分野に数々の課題が待ち受けています。
　このようないわば混迷ともいえる時代には、私たち一人ひとりは２つのことに注力する必
要があると思います。１つは、「人は何のためにこの世に生まれ、存在しているのか?」とい
う根源的なことを、もう一度じっくりと考える必要があるのではと思われて仕方ありません。
私たちはしばらく続いている平和で安全だと信じている時代の中で、「人が生きるとはどう
いうことなのか」「人が働くことの意味とは」「人が社会や組織の中で生活し暮すとは」そし
て、「その中で私たち一人ひとりは、どんな役割と責任を果たさなければならないのか」な
どを考える機会の少ない社会を創ってきたのかも知れません。もちろん、日常的に解決すべ
き多くの課題が直面していますが、一方では、このような本質的な価値観に対して思いをは
せる「時」と「空間」を持ちたいものです。四百年前、ベニスの衰退期を生きた歴史家ジョ
バンニ・ボテロは「偉大な国家を滅ぼすものは、決して外面的な要因ではない。それは何よ
りも人間の心のなか、そしてその反映たる社会の風潮によって滅びるものである」と、書き
残しています。
　２つ目は、今一度､ 物事を進める上での基本である「何のために､ 何の目的でやってい
るのか」を、一定の期間で再確認する習慣をつける必要があります。一生懸命に取り組んで
いる活動こそ、目的が手段化していたり手段が目的化していることを経験した人も多いので
はないでしょうか。「何のために、何の目的でやっているのか」に照らし合わせ、曖昧であ
ればその活動を止めなければならないし、もし必要な活動で上手くいかないのであれば、原
因・課題を表面化させ､ 新たな角度､ 視点､ 発想のウィングを拡大していくことが必要です。
身近な課題から取り組みたいものです。
　今年も所員一同、時代認識を確かなものにし、様々な課題に対する調査研究活動を進めて
いきたいと思っています。変わらぬご指導・ご支援をお願い申し上げますとともに、皆様に
とって、実り多き年となりますよう心より祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

連合総研理事長　古賀　伸明

新年のご挨拶
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　新年明けましておめでとうございます。謹んでお慶びを申し上げますとともに、連合運動
に対し、多岐にわたる研究成果を通じた貢献と、日頃から皆様に多大なご理解とご支援をい
ただいておりますことに、改めて御礼申し上げます。

連合結成30周年に向けて
　今年、連合は結成30周年を迎えます。これからの時代を見据えると、人口減少・超少子
高齢社会に加え、第4次産業革命の進展など、私たちを取り巻く環境が大きく変化していく
ことが見込まれます。そこで連合は、「働くことを軸とする安心社会」を深化させ、30周年
の節目に向けて、「持続可能性」、「包摂性」の視点をより重視した新たなビジョンを示し、
希望ある未来づくりへの運動を打ち出してまいります。同時に、各構成組織・地方連合会と
の丁寧なコミュニケーションによる情報共有と合意形成に努め、一体感のある運動を推進し、
組織力・政策力・発信力強化に全力で取り組んでいく所存です。

『今こそブレイクスルー！ すべての労働者の処遇改善と働き方の見直し！』
　春季生活闘争は、2016闘争より「底上げ」を標榜し、中小のベアが大手を上回る、そし
て非正規と言われる形態の賃金アップ率が正規のそれを上回るという成果を定着させてきま
した。しかしまだ、社会全体に波及できているかということの問題意識をよりいっそう強め
ていかなければなりません。月例賃金の引き上げにこだわり、賃上げの流れを継続・定着さ
せるとともに、中小組合や非正規雇用で働く労働者の賃金を「底上げ・底支え」「格差是正」
する取り組みの実効性を高め、賃金の上げ幅のみならず、賃金水準を追求する闘争の強化が
求められます。
　同時に、働き方の見直しにより職場の基盤を強化するとともに、賃上げと取引価格の改善、
労働の質的向上を、生産性向上の好循環の一環として確立していかなければなりません。賃
上げと働き方の見直しを同時に推し進めるには、働き方も含めた「取引の適正化」が極めて
重要なカギを握ると考えます。とりわけ中小企業において、賃上げの原資を確保するために
は、「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」が不可欠です。

働く者のための働き方改革の実現に向けて
　我が国では、年間200人前後の方々が、過労死・過労自殺として労災認定されています。
これは、36協定の存在すら認知されず、あるいは適切な運用の埒外に置かれ、長時間労働
に全く歯止めがかからないケースが依然として多く存在しているということの証左です。労
働組合の有無に関わらず、すべての職場において、より良い働き方の実現をはかる運動を、
関係団体とも連携しながら、私たち連合、労働組合が率先して牽引していく所存です。連合
は、すべての職場で適切に36協定が締結されるよう、世の中全体の運動を牽引するために、

「Ａｃｔｉｏｎ！３６」の取り組みを展開しています。その一環で毎年3月6日を「36（サブ
ロク）の日」として記念日登録いたしました。この日を一つのターゲットに、組織内のみな
らず、広く社会に向けて運動を盛り上げてまいります。こうした取り組みの基盤となるもの
が、集団的労使関係の構築です。連合は昨年、15年ぶりに「700万連合」を回復いたしました。
しかし、依然として働く仲間の8割以上が集団的労使関係の外に置かれています。私たちは
このことに正面から向き合い、すべての働く者にとっての労使関係の重要性・必要性を強く
訴えてまいります。

　本年も、連合に対する一層のご支援をお願いするとともに、皆様の益々のご健勝とご活躍
を祈念いたします。

日本労働組合総連合会　会長　神津　里季生

新年のご挨拶
連合結成30周年の新たなビジョンで希望ある未来づくりへ
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　 視　点

この特集を企画した直接のきっかけは、今年３月に

起きた５歳児の虐待死だった。児童相談所もある程度

状況は把握していたが、結局守りきれず、子どもは短

い人生を残酷に断ち切られてしまった。それにしても、

何とかならなかったのか。社会の側が早く発見し、救

出できなかったのか。

今の社会は、支援を必要とする人を見守り、手を差

し伸べる力を失ってしまったのか。はじめはそう思っ

た。だが考えてみると、こうしたことはこれまでも起

き続けていたはずだ。よく児童虐待や高齢者の孤独死

などについて、人間関係の希薄化や家族構成の変化な

どが背景として語られるが（それで私もはじめはそう

思ったのだが）、では過去の人間関係が濃密で地域では

「隣組」が活躍し、家庭はどこも大家族という時代には

虐待や孤独死はなかったというのだろうか。いや、そ

うではないだろう。だとすると、人間関係の濃淡や家

族構成などにその背景を探していたのでは、何も解決

しないのではないか。これはもう、もともと人を見守り、

支援する仕組みなんかはどこにもなかったのだとして

(「仕組み」とは違う形ではある程度あっただろうが)、

まずは現在すべきことを考えるべきだろう。

これまで必要な見守りや支援を受けてこられなかっ

た人たちがいる。社会はそれを見落とさず、見守り、

必要な支援を行わなければならない。さらには、どん

な人にどんな支援が必要なのかも改めて考えなければ

ならない。いや、そもそも支援が必要ない人がいるの

だろうか。誰もが支援を受け、誰もが支援する側でも

ある社会が必要なんじゃないか。そんなことを考える

ヒントが得られればと思い、今回「見守り社会」をテー

マとした。

中島康晴特定非営利法人地域の絆代表理事は、「今

日の福祉ニーズ」といわれるものの多くが、決して新

たに生まれたものではなくこれまで顕在化していな

かっただけとし、いまだ同様の潜在的課題を多く抱え

たまま福祉が前進していると錯覚する状況を憂慮。さ

らに「安心」「安全」を求める「見守り」がともすれば「監

視」につながりかねない日本的社会体質の危険性を指

摘しつつ、「人間の権利擁護」を目的においた「信頼社

会」構築をめざすことの必要性を呼びかける。そして

その「信頼」を築くために「出会い」「出会い直し」を

促進することで、共生社会をめざすことを呼びかけて

いる。

平川則男連合総合政策局長は、人口と世帯人員が減

少し、高齢者人口と単身世帯が増加し続ける状況下で、

高齢者の尊厳ある暮らし、生活資金、権利擁護などで

さまざまな問題が顕在化し増加しつつあり、これにつ

いて地方自治体が対応しなければならない状況が増え

ていることを指摘。西東京市、横浜市寿地区、釧路町

などでの取り組みを紹介した上で、制度別の縦割りの

対応では対応に限界があるため包括的な支援が必要と

し、これが地方自治体の普遍的な制度となるべきとし

ている。

橋本達昌全国児童家庭支援センター協議会会長は、

要保護児童対策地域協議会(地域協議会)について、児

童福祉法に基く設置の経緯を説明した上で、スタッフ

の専門性と機能強化が繰り返し図られてきたものの、

十分とはいえない状況を指摘。一方、地域での市民活

動団体や地域自治組織による子ども食堂や学習支援拠

点などが成果を上げている状況を紹介。これらのスタッ

フの取り込みや、児童家庭センター、民間支援機関と

の協働などを通じた地域協議会の「子どもを守る地域

ネットワーク」への深化を呼びかけている。

今回取り上げた課題は「人が人らしく生きる」とい

うことの実現に社会がどう関わっていくかという問題

であり、社会の仕組みや人々の価値観が常に動き続け

る以上、「正解」というものが出る問題ではない。正解

があるとするならば模索し続けるその姿勢そのものだ

ろう。この特集が皆さんの「模索」の一助になれば、

幸いである。

人が生きることに社会がどう関わるか
〈特集解題〉
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１． 「ニーズの多様化・複雑化」の陥穽－基
礎的ニーズの欠落と抑圧されてきたニー
ズの顕在化－

　「今日の福祉ニーズ」をとらまえた際、つい、
「福祉ニーズの多様化・複雑化」へと議論が
膨張するきらいがある。また、その認識は政
府の側からもよく示されている。
　例えば、「ニッポン一億総活躍プラン」（2016
年6月2日閣議決定）における以下のくだりを
みてみよう。「育児、介護、障害、貧困、さ
らには育児と介護に同時に直面する家庭な
ど、世帯全体の複合化・複雑化した課題を受
け止める」。また、「新たな時代に対応した福
祉の提供ビジョン」（2015年9月17日 厚生労
働省）において、社会的な背景や課題に「福
祉ニーズの多様化・複雑化」への言及があ 
り1、そして、「地域共生社会」でも、「少子
高齢化・人口減少が進み、一人ひとりの持つ
課題がさらに複雑になっていく社会」として
現状が捉えられている2。
　しかし、ここ十数年で個人から発せられる
ニーズが大きく変化しているわけではない。
確かに、1990年代後半以降、共働き世帯が増
加を続けているにもかかわらず、世帯収入は
明らかに減少の一途を辿っている。また滞日
外国人の数は確実に増加傾向にあることなど
から、ここでは新たなニーズが高じていると
言えなくはない3。しかしそれ以外は、むしろ、
家族形態を含めた社会構造の変容によって、
個人の置かれている状況が変遷していること
として捉えるべきだろう。
　例えば、バラエティー番組において、30年
前に誕生しその当時は何の批判も寄せられな
かった「LGBTを嘲笑する」登場人物に現在

は強い批難が寄せられている。それが、フジ
テレビの宮内正喜社長の謝罪へと発展するほ
どにだ4。同様に、大みそかの日本テレビ系
の番組においても、あるお笑い芸人が、「黒
人俳優に扮する際に顔を黒く塗る『ブラック
フェース』をしたことに対し、批判の声が広
がっている」5。
　これらは、「ニーズの多様化や複雑化」か
ら端を発しているものでは断じてあるまい。
むしろ、30年前から不快な思いをさせられ続
けていたLGBTや日本においても侵害され続
けてきた黒人の歴史があり、ジョン＝G=ラッ
セルも指摘する『ちびくろサンボ』や「カル
ピスの商品マーク」、「だっこちゃん」・「サン
ボ」人形の問題をみよ！6、それが今になっ
てようやく、その反抗の声をあげることが許
されるようになってきたというだけのことで
あろう。障害者の領域で言えば、発達障害や
高次脳機能障害などが、そして、先の滞日外
国人にしても以前から外国人は存在していた
わけだから、これらと同様の経緯がみられる。
これは言い方を変えれば、「ニーズの多様化・
複雑化」などではなく、従来から抑圧され続
けてきたニーズの表出化・顕在化であるとい
えるだろう。
　このように、「ニーズの多様化・複雑化」
には、これまでも存在していたにもかかわら
ず、抑圧によって埋没・黙殺され続けてきた
ことによって、顕現のされてこなかった「ニ
ーズ」が内含されているという事実は押さえ
ておくに値する。つまり、「福祉ニーズの多
様化・複雑化」という捉え方自体に大きな誤
認があると私は考えている。そこには、「人
びと」を抑圧し続けていた過去に対する反省

中島　康晴
　特定非営利活動法人地域の絆・代表理事
　社会福祉法人地域の空・理事長

「今日の福祉ニーズとそれに
応える『見守りの仕組み』」

（ ）
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の念がみじんも感じられないからだ7。
　更にいうならば、「福祉ニーズの多様化・
複雑化」という表現は、まるで、日本の社会
福祉が次の段階に進化したかのような錯覚を
人びとに植え付ける。つまり、生存保障など
根源的なニーズの充足から、多様な個人の尊
厳保障などのより「上層ニーズ」の充実を目
指しているかのように、現下の社会福祉の実
態を瞞着するべく画策を狙っているのではな
いか、とつい勘繰ってしまうのは、私の性格
が捻くれているせいだろうか。
　しかし、少なくとも、「福祉ニーズの多様化・
複雑化」に対応する以前の段階で、今もなお、
日本の社会福祉は停滞しているように思われ
る。生活保護問題対策全国会議が編集する

『「生活保護法」から「生活保障法」へ』（明
石書店）によれば先進諸外国（ドイツ・フラ
ンス・スウェーデン・イギリス・アメリカ・
韓国）と日本の公的扶助・社会扶助の比較に
対する以下のくだりをみてみよう。
　「日本の生活保護制度の実情は、世界基準
からは大きく遅れ、その利用が制限されてい
ること、貧困者を救済するという本来の役割
を発揮できていないことがわかります。すな
わち、貧困率が高い（高い方から2位）にも
かかわらず、保護率は低く（低い方から3位）、
また、捕捉率は最下位、生活保護についての
財政支出も低い方から2位です。その原因は、
先進諸外国と異なり、預貯金と自動車の保有
を基本的に認めないという厳しい制限や、あ
まりに広い扶養義務、制度を周知しようとし
ない国や自治体の姿勢などにあることが明ら
かです。こうした生活保護制度を先進国並み
に改革していくことは喫緊の課題です」8。
　本書では、日本の相対的貧困率を15.6％、
保護率（利用率）1.68％、捕捉率10.8％（保
護率/相対的貧困率・生活保護基準比は
22.9％）としている。このように先進諸国の
なかにあって、日本の根源的社会福祉は底辺
にあることへの共通理解は欠かせない。
　日本独自の動向を顧みても、「2004年から
の老齢加算の削除・廃止、2005年からの母子
加算の削減・廃止に始まり、2013年8月からは、
3年間で平均6.5％、最大10％、年額で670億
円もの生活扶助基準」を引き下げ、「その後も、
住宅扶助基準、冬季加算の引き下げを」続け
て行っている。直近の「2018年10月からは、
3年間で平均1.8％、最大5％、年額で160億円
に及ぶ生活扶助基準の引き下げ」を決めてい

る9。
　以上みてきたように、日本の社会福祉の水
準は、まさに、選別主義と劣等処遇の原則に
よって設定されていることに疑いの余地はな
いだろう。このような基礎的・根源的な社会
福祉の劣化が現存するなかで、「福祉ニーズ
の多様化・複雑化」に対応するという言い回
しは欺瞞でしかない。また、生存保障さえま
まならない人びとが地域で暮らす現状を等閑
にしておいて、つまり、もっとも基礎的な社
会福祉サービスを御座なりのままにして、「地
域共生社会」を声高に叫ぶことに対しても、
どうしても共感することができないのだ。

２． 「見守り」と「監視」の違い―「見守り」
は、何のために、そして、誰のために行
うのか―

　そして、本稿で取り上げる「見守り」は、「監
視」ではない。この「見守り」は、「人間の
権利擁護」に資するものでなければならない
という捉え方自体は、多くの読者からも共感
が得られることと思う。しかし、私たちの社
会には、それが「見守り」という名の「監視」
に凋落してしまいかねない素地があることは
押さえておく必要があるだろう。そこで、こ
こでは、この「見守り」と「監視」其々の背
景に、「信頼」と「安心」という異なる要素が
据えられていることから確認しておきたい。
　まず、日本人の他者との関係の特徴である
が、「内輪びいき」という言葉に代表される
ように、私たちは、自らが所属する集団や階
層内における他者への相互理解や相互支援
の関係は顕著であるが、「内輪」の外にいる
他者への信頼は思いのほか稀釈しているよう
だ。増田直紀は、山岸俊男の「信頼の解き放
ち理論」をもとに、赤の他人に対する信頼度
は、日本人よりもアメリカ人の方が高いと指
摘する。また、その理由として、日本人は「信
頼」よりも「安心」を求める傾向にあること
を挙げている。加えて、この「安心」と「信
頼」は性質的に全く異なるものであり、「安心」
は所属集団内における防衛的な思想・行動に
依拠するが、翻って、「信頼」は所属集団外
部に対する開放的な他者との繋がりを志向し
ていると主張している10。
　加えて、昨今の動向として今一つ気になる
ことがある。それは、この「安心」の使われ
方に起因する問題でもあるが、「安心」「安全」
を標榜しつつ「見守り」を強調することにあ
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る。増田と山岸の主張にもあるように、「安心」
「安全」の背景には排除の概念があるように
思われる。つまり、「我がまちの安心」「我が
国の安全」という具合にだ。この場合、「我が」
以外の人びとの「安心」「安全」は含まれて
いない。逆に、「信頼」は、「安全」とは異な
る概念であり、「我が」以外の人びとへの繋
がりを志向しているように思われる。要する
に、「安全」は特定の集団や階層、圏域内部
での繋がりを強化し、外部を排除へと導くが、
翻って、「信頼」はこれら集団・階層・圏域
外部へとひらいた繋がりを志向する。加えて、
以上の趨勢が、「メダカ社会」に象徴される
日本人特有の横並び・画一的な思想との相乗
効果を起こせば、この「安心」「安全」からは、
異質なものを排除する傾向さえ生みだされる
だろう。
　この「異質なものを排除する」。言い換え
れば、一定の基準に準拠した暮らしを守るこ
とを意図した「安心」「安全」から、「見守り」
を鑑みれば、どうしても私は、それが「監視」
へと連なる感覚を得てしまう。特にこの「見
守り」のまなざしが、「強者」から「弱者」
へと一方通行で向けられている場合はなおさ
らである。このように「安心」「安全」の強
調は、自らの集団や階層、特定の圏域内にお
ける規則・規範を守ることや、であるがゆえ
に、その内部においてその基準から逸脱した
人びと、異なる集団・階層・圏域の人びとを
同時に排除してしまう危険を高めること、さ
らには、異なる立場の人びとへの信頼を毀損
させることへと帰趨する。
　であるならば、このような「安心」「安全」
への憧憬を捨て、自らとは異なる立場の人び
とと「出逢う」ための勇気と覚悟を包含して
おく方が、「人間の権利擁護」に依拠したま
ちづくりにおいては有効であろう。そして、
このような勇気と覚悟を人びとが獲得できる
ように後押しをすることが「見守り」の重要
な機能となり得ると私は考えている。

３． 「出逢いの不在」と「出逢いの失敗」が
多様性の尊重を阻害する

　それでは、社会福祉の観点からは、なぜ、
階層・集団を超えた「出逢い」や連携が求め
られるのだろうか11。それは、これら多様な
人びとによる「出逢い」の希釈化が、多様な
立場や思想の相互理解を阻害しているからで
ある。先に挙げたジョン＝G=ラッセルも、「日

本人の黒人に対するイメージは根本的に西洋
人の黒人観に基づいている」その理由として、

「日本に居住する黒人が少ない」ことを挙げ
てしていた12。そこでは、「日本人」と「黒人」
による「出逢いの不在」が一つの要因として
捉えられているのだ。
　つまり、障害者と健常者、認知症の人とそ
うではない地域住民、富裕層と貧困層、高齢
者と若年者、子育て中の世帯と介護をしてい
る世帯など、私たちは同じ地域で暮らしてい
るにもかかわらず、階層や集団によってその
繋がりが分断されており、これらを越境した

「出逢い」がなされていないがゆえに、それ
ぞれの視点や思想の共通理解を困難にしてい
る現状があるというわけだ。
　この「出逢いの不在」に対する理解を深め
るために、障害者と健常者の「出逢い」の実
態について確認してみたい。全人口に占める
障害者の割合は、約10％といわれているが13、
健常者が通学・所属する学校や職場には10％
の障害者の存在が確認できるだろうか。ライ
フステージ毎に顧みれば、まず、中等度から
重度の障害児の多くは一般の保育園・幼稚園
には通園していない。もちろん、このことは、
障害児の受け入れに見合った補助金等の公
的支援がないことなどによる制度的な欠陥に
起因しているといえるのだが、結果として、
中等度から重度障害のある乳幼児は専門の施
設等におけるサービスを利用することになる。
　次に、小中学校では、学級や学校が峻別さ
れその接点はさらに減退させられている。大
学、短期大学及び高等専門学校においては、
障害者の割合は1％未満へと低下してしまう14。
この様な空間では、障害者がまるでいないに
等しい事態となっているといって過言ではあ
るまい。そして、「大人」になってからも、
公的機関や民間企業等の職場でも障害者の
割合は2％程度で推移しており、私たちは共
に働く機会を奪われ、自らが暮らす地域にお
いても、すれ違う程度の出会いに終始する傾
向にある15。しかも、政府（中央省庁）や自
治体におけるこの数字にさえも不当な「水増
し」処理がなされていたという驚愕すべき事
態も生じている。このことは公的機関でさえ
も、「障害者の法定雇用率」の達成・保持が
困難である事実を露呈しているといえるだろ
う。よって、この問題の本質は、行政機関の
杜撰で滑稽な制度運営の手法に対してではな
く、生産性と効率性を過度に求める「人間に
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とっての労働」のあり方そのものから端を発
していると捉えるべきだ16。
　如上のように、私たちの社会では、確かに
地域で障害者と健常者は、物理的には同じ地
域で暮らしているという意味で「共住」して
いるものの、その関係は、すれ違う程度のか
かわりに終始しており、双方が意識して「出
逢う」ことがなされにくいものとなっている。
この階層間による「出逢いの不在」もしくは、
例えば認知症によるBPSD（Behavioral and 
Psychological Symptoms of Dementia：「認
知症の行動と心理症状」）が顕在化して、認
知症の人が混乱の只中にある際に「出逢う」
という「出逢いの失敗」が、そのつながりを
分断し、問題の共有や相互理解・支援の妨げ
となっているのである。私たちは、この「出
逢いの不在」と「出逢いの失敗」を克服し、
つまり、「出逢い直し」を促進するなかで、
地域で共に暮らしているだけの「共住」社会
から、その地域で暮らすすべての人間の尊厳
を相互に認め合う「共存」社会、即ち、真の
意味における共生社会を志向していかなけれ
ばならないのだ。

４． 「出逢い直し」が人びとの関係構造とア
イデンティティの変容を促進する

　ここでは、この「出逢い直し」が人びとの
関係構造とアイデンティティの変容を促進す
ると論じるに至る根拠について若干ではある
が触れておきたい。そこで、まず、日本介護
経営学会が実施した認知症の人へのスティグ
マ調査結果を紹介しておく。「認知症に関す
る病態理解」等の「知識供与型の学習」が認
知症の人と認知症の理解を進め、スティグマ
の低減に連なっているとの指摘があり、この
種の学習・理解は、必ずしも認知症の人との
接触体験を必要とはしていない。
　しかし、本研究においても、「認知症に関
する病態理解だけでなく、認知症を内包する
人格や性格等の個性の理解や関係性の濃密
度が（スティグマの）低減を促進する決定因
子である」（括弧内は中島）と推測がなされ
ており、この後者の部分への対応は、「知識
供与型の学習」では不十分であるとの指摘が
ある17。つまり、障害のある人の個別性・関
係性に着眼すれば、たとえ同じ「障害種別」
にあってもその配慮には個々に様々な方法が
求められることになり、そのための理解を促
すには「共活動を主とした接触体験の機会」

が不可欠となるということだ。以上のことか
らも、この調査では、「認知症の人とかかわ
りがない人は、かかわりがあった人よりもス
ティグマが強いということが明らかになって
いる」18 。
　また「知識供与型の学習」自体についても、
阿部哲也は、「はたして『認知症の理解』促
進は、スティグマの緩和に十分に貢献してい
るのであろうか」との見解を吐露しつつ、実
体験として、講演会に参加した地域住民から

「認知症にはなりたくないですね」などとい
った逆の反応があることを顧みる。そのうえ
で「これらのことは、『認知症の病態や症状
などの理解』は、無知による偏見の解消に有
効である反面、恐怖や不安などを増長する要
因にもなることを意味している」とこの種の
学習が諸刃の剣として機能することに言及す
る19。この指摘は、「知識供与型の学習」や一
般化されている「認知症の理解」促進、即ち、
学校型の“正しい”知識の伝達・移転による
学習が、スティグマを一定程度低減させる効
果がある一方で、翻って、排除の論理を強化
させてしまう可能性も内含されていることに
加え、認知症の人の個別性や関係性に対する
理解促進にまでは届かないことを示している。
　高橋満らによれば、学習論は、この30年で
価値規範の大きな転換がなされてきたとして
いる。それは、「獲得としての学習（学習の
標準的なパラダイム）」から「参加としての
学習（学習についての生成的パラダイム）」
である。高橋らの説明では、「獲得としての
学習」においては、知識が、学習者から切り
離すことが可能であることや、逆に、獲得し、
所有することのできるものであるとし、学校
教育の場での教科書を用いて行われる学習を
代表例としている20。まさに、知識を獲得す
ることを学習の中核に据えているものだ。他
方で、「参加としての学習」では、知識は、
学習者の諸個人の関係、相互作用によって生
成され、継続的に再構成される流動的なもの
として捉えるとする。ここではまさに、活動
や状況への参加を通してなされる学習を指し
ている21。
　もう既にお分かりの通り、ここで取り上げ
た「学校型」「知識供与型」の学習が「獲得
としての学習」に、「共活動を主とした接触
体験の機会」による学習が「参加としての学
習」と符合する。
　まさに、教育学における学習論の観点から
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も、この「出逢い直し」に向けた実践は正当
性のあるものとして捉えられていることがわ
かる。よって、私たちも同様に、「人びと」
に対する理解や協力を促進する実践の変換を
はかる必要があるのだ。 

５． 「見守り」への参加が多様性理解へ逢着
する

　以上みてきたように、「人間の権利擁護」
を「見守り」の目的に置くならば、私たちは、

「安心社会」ではなく、「信頼社会」の構築を
目指さなければなるまい。そのために必要な
ことは、地域住民における思想や姿勢の画一
化・同質化を拒否しつつ、未だ「出逢う」こ
とのない他の集団・階層に所属する人びとと

「出逢い」、また異なる地域・圏域の人びとと
の繋がりを希求することにある。
　山岸の主張で最も参考になる点は、社会的
不確実性やリスクが存在する「信頼」への挑
戦に必要なことは、その社会的不確実性を減
退させる「情報の透明性」「情報開示」にあ
るとしていることだ。山岸の主張をみれば、

「政治活動や経済活動を含むさまざまな社会
活動の透明化」を提言し、「とくに公的な問
題にかかわる政治や経済活動の透明化は、情
報の独占化による非対称性を減少させること
により、社会全体にわたって社会的不確実性
の水準を引き下げる」としているように、こ
の「情報の透明性」「情報開示」を実施する
主な主体を政府や自治体に位置づけているよ
うだ。確かに、社会全体をみれば、権力の側
による積極的な情報開示・透明性の担保が、
社会的不確実性を払拭していくことで、政府
に対する信頼も上昇させ、それが、信頼社会
の構築に向けた推進力となるであろう。
　しかし、地域社会において、この「情報の
透明性」「情報開示」を検討すれば、それは、
階層・集団間を超えた「出逢い直し」にも通
ずるものがあると私は考えている。つまり、
未だ「出逢って」いない、異なる階層・集団
にいる人びとによる対話とかかわりの機会を
設けることにより、その人びとが各々に抱え
る個別具体的な暮らしの困難とその存在を分
かち合うことが、多様な立場の人間・階層・
集団間における「情報の透明」化であり、「情
報開示」としてとらえることができると考え
るのだ。このような階層・集団を超えた「出
逢い直し」が進めば、相互理解が深まり、そ
の地域における社会的不確実性やリスクはむ

しろ軽減していくに違いない。そして、この
「出逢い」の経験と成果が、次の「出逢い」
を求める勇気と原動力へと連なるだろう。
　このように、未だに十分な接点のなかった
多様な他者間の「出逢い直し」が、従来から
分断されていた人びとによる「情報共有」を
形成し、その先に更なる新たな「出逢い」を
促進していく。そして、この多様な「出逢い」
によってこそ、相互理解・学習が進み、地域
に多様性・信頼性を醸成していくのである。
であればこそ、私たちが志向する「地域の連
携」とは、「安心」ではなく、「信頼」に傾注
するべきものとなるだろう。そして、この社
会的不確実性とリスクのある初期の「出逢い
直し」を支えるのは、コーディネーターとし
ての専門職の関与である。私は、その中核に
ソーシャルワーカーを据えるべきだと主張し
たい。特に、初期の「出逢い」では、「安心」
を求めるがゆえに、人びとはリスクを回避し
たがる傾向が強い。そこで、そのリスクを乗
り越える勇気を醸成し、その後押しをするこ
とがソーシャルワーカーの重要な仕事とな
る。

６．信頼に基づく「見守りの仕組み」考
　以上の主張から、人間の権利擁護に資する

「見守りの仕組み」について論及したい。まず、
「参加としての学習」を鑑みた際、この「見
守り」活動への参加そのものが、これに該当
することは間違いないだろう。よって、多様
性尊重の観点からは、民生委員・ボランティ
ア等の「セミフォーマル」（準専門職）に位
置づけられている人びとや既に社会福祉に興
味のある人びとによる「見守り」だけでは不
十分であり、むしろ、社会福祉や「人びと」
に無関心な人びとへの参加の誘導が不可欠と
なる。人びとによるこの様な「見守り」活動
こそが、「人びと」の存在と困難を分かち合
うことに連なり、「人びと」に対する理解や
慮りを醸成していくことに逢着するであろ
う。
　つまり、「見守り」それ自体は目的にはな
りえないということだ。翻って、私たちは、「見
守り」を多様な人びとの相互理解・学習を促
進する手段として捉えるべきだと考える。な
ぜならば、この「見守り」は、政府が意図し
ている財政抑制を担保するための地域住民の

「サービス提供者」化を図るものではないか
らだ。生存保障や最低限度の生活保障は、第
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一義として、政府や自治体にその責務が求め
られているわけだから、その一部を地域住民
に肩代わりさせる類のものであってはなるま
い。このような潮流の下では、冒頭から述べ
ている基盤的・基礎的社会福祉サービスの減
退を招くことにつながり、これはそのまま、
人間の尊厳毀損へと直結してしまうからだ。
　更に言えば、「見守り」は、政府や自治体、
専門職などの「誰か」から強要されて行うべ
きものでもない。また、そのような「見守り」
は、「監視」につながりやすい危険を孕んで
いるといえるだろう。よって、多様な人びと
に対する「見守り」活動への誘導には、信頼
できる他者からの働きかけが切要となる。多
様な人びとの主体性を尊重しつつ、「見守り」
活動への協力を要請していくのである。ここ
に、平素による地域住民との連帯を重視した
ソーシャルワーカーの関与が求められている
と考える。さらに言えば、「参加としての学習」
は、何も、「見守り」活動に限定したもので
もないだろう。社会福祉施設や事業所へのボ
ランティア活動やあらゆるまちづくりへの参
加を通してもなされるものである。よって、
私たちは、多様な活動の中に、この「見守り」
活動を位置づけていく必要がある。
　以上みてきたように「見守り」という言葉
には、幾つもの思惑が交錯していることがわ
かる。政府の側からは、地域住民を「サービ
ス提供者」へと誘う財政抑制論として、「安
心社会」を志向する人びとからすれば、「自ら」

「自分たち」の安心のために、そして、「人間
の権利擁護」の観点からは、集団・階層を超
えた多様な人びとによる相互理解を求めて、
という具合にだ。よって、私たちは、「見守
りの仕組み」を考える前に、一体、それを誰
のために、何のために行うべきかの共通理解
を果たさなければならないだろう。しかし、
このことは、私たちがどのような社会を志向
しているのか、その社会の捉え方に大きく依
存している。

１  2016年7月15日「地域包括ケアの深化・地域共生社会
の実現」厚生労働省

２  地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援
体制の在り方に関する検討会2017年9月12日「地域力
強化検討会 最終とりまとめ～地域共生社会の実現に
向けた新しいステージへ～」P.29厚生労働省

３  法務省入国管理局2017年3月17日「平成28年末現在に
おける在留外国人数について（確定値）」。「平成28年
末現在における中長期在留者数は204万3,872人、特別
永住者数は33万8,950人で、これらを合わせた在留外
国人数は238万2,822人となり、前年末に比べ、15万
633人（6.7％）増加し、過去最高となりました。男女
別では、女性が124万7,741人（構成比52.4％）、男性が

113万5,081人（構成比47.6％）となり、それぞれ増加
しました。

４  滝沢文那・湊彬子2017年9月29日「とんねるず番組で
フジ謝罪　『性的少数者を差別』の批判」『朝日新聞』

５  伊藤恵里奈・滝沢文那2018年1月19日「顔黒塗りのネ
タ、批判を考える　差別意識無くてもやめて」『朝日
新聞』

６  ジョン＝G＝ラッセル（1991）『日本人の黒人観　問題
は「ちびくろサンボ」だけではない』PP.71-73新評論

７  本稿では、社会福祉領域において、「利用者」「クライ
エント」「当事者」などと呼称されている人びとのこ
とを「人びと」と表記する。

８  編者：生活保護問題対策全国会議（2018）『これがホ
ントの生活保護改革　「生活保護法」から「生活保障
法」へ』PP.90-91明石書店

９  編者：生活保護問題対策全国会議（2018）『これがホ
ントの生活保護改革　「生活保護法」から「生活保障
法」へ』P.3明石書店

10  増田直紀（2007）『私たちはどうつながっているのか
　ネットワークの科学を応用する』PP.61-63中公新書

11  本稿では、「出逢い」と「出会い」を次のように使い
分けて用いることにする。「出会い」には、偶発的な
ものや非意図的なもの、挨拶程度のかかわりの密度の
低いものを想定しているが、「出逢い」は、その範疇
にとどまらず、より積極的に、互いの存在を認識しな
がらなされるものとし、であるがゆえに、そのかかわ
りの密度はおのずと高くなるものとして捉えていく。

12  ジョン＝G＝ラッセル（1991）『日本人の黒人観　問題
は「ちびくろサンボ」だけではない』P.71新評論

13  厚生労働省の発表によれば障害者の全人口に占める
割合は約7.4％とされている。しかしながら、この算
定根拠が、各種障害手帳の取得者などが対象となっ
ていることから、実際の数は更に多いと捉えるのが一
般的である。佐藤啓介「障害ある人は936万人　人口
の7.4％　厚労省推計」2018年4月9日『朝日新聞』

14  「平成28年度（2016年度）大学、短期大学及び高等専
門学校における障害のある学生の修学支援に関する
実態調査結果報告書（訂正版）」2018年7月独立行政
法人日本学生支援機構

15   「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」厚生労働省・
職業安定局2017年12月12日

16  村上晃一2018年10月23日「障害者雇用の水増し、全
国の自治体3800人　政府調査」『朝日新聞』「障害者
雇用数の水増し問題で、政府は22日、全国の自治体を
対象に昨年6月1日時点の雇用数を再調査した結果、計
3809.5人の不適切な算入があったと発表した。全体の
平均雇用率は従来調査の2.40％から2.16％に低下した。
教育委員会が2359.0人と全体の6割を占め、平均雇用
率は2.22％から1.85％に下がり、当時の法定雇用率
2.2％を割り込んだ。都道府県の平均雇用率は2.65％か
ら2.36％に低下。市区町村は2.44％から2.29％になり、
当時の法定雇用率2.3％を下回った。これで国・地方
の行政機関全体の水増し数は、公表済みの中央省庁
分3445.5人（8月公表後に訂正）とあわせて計7255.0人
となり、行政機関を『牽引役』と位置づける障害者雇
用を促す制度が形骸化していた実態が、改めて浮き
彫りとなった」。

17  「Ⅳ-1認知症スティグマ操作因子モデル」阿部哲也
（2016）特定非営利活動法人日本介護経営学会『認知
症早期発見・初期集中対応促進に資するアウトカム指
標と定量的評価スケールの開発に関する調査研究』
P.81

18  阿部哲也（2018）「『認知症の人』から『普通の人』へ」
『日本認知症ケア学会誌2018.Vol.16-4』P.723一般社団
法人日本認知症ケア学会

19  阿部哲也（2018）「『認知症の人』から『普通の人』へ」
『日本認知症ケア学会誌2018.Vol.16-4』P.723一般社団
法人日本認知症ケア学会

20  編著：高橋満・槇石多希子（2015）『対人支援職者の
専門性と学びの空間　看護・福祉・教育職の実践コ
ミュニティ』P.14創風社

21  編著：高橋満・槇石多希子（2015）『対人支援職者の
専門性と学びの空間　看護・福祉・教育職の実践コ
ミュニティ』P.15創風社
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１． 2025年を目標とした社会保障と税の一
体改革

　2010年に、民主党政権下で社会保障と税の
一体改革が構想されて８年が経過した。この
改革の課題は、「現行の社会保障制度の基本
的枠組みが作られた1960年代以降今日まで、
①非正規雇用の増加等の雇用基盤の変化、
②地域・家族のセーフティネット機能の減退、
③人口とりわけ現役世代の顕著な減少、④高
齢化に伴う社会保障に関わる費用の急速な増
大、⑤経済の低迷デフレの長期化等厳しい経
済・財政状況、⑥企業のセーフティネット機
能の減退」（2011年6月30日 社会保障・税一
体改革成案、政府・与党社会保障改革検討
本部決定）という社会情勢の変化にどう対応
するかということであった。また、改革の時
間軸は団塊の世代が75歳以上となる2025年が
目安と設定された。これは、検討の時間的制
約があったことや、例え消費税を引き上げた
としても、社会保障給付の充実に限界がある
ことなどから、子ども・子育て支援、医療・
介護・年金改革、低所得者対策、貧困・格
差対策（財源根拠なし）に限定された。加え
て、2025年から数十年に渡る大幅な人口減少・
超少子高齢化の推計を示した場合、議論の的
が絞られず、政治的にはハードルが高い課題
として認識され、「まずは社会保障改革とそ
の財源としての消費税10％の実現と財政再
建」という当面の策としての目標が設定され
た。

　また、地域社会という視点では、家族関係
や企業福祉、地域の様々な社会資源の力が
弱まっているとして、地域包括ケアシステム
という高齢者を地域全体でカバーしようとす
る取り組みや、生活困窮者自立支援法のよう
に、「孤立」に対する支援、社会的包摂やア
ウトリーチという新しい概念が提示され、法
案化されてきた。

２． 人口減少・単身世帯の増加に直面してい
る地域社会

　しかし、2018年の今日、地域では、新たな
課題の発見や問題点が浮き彫りにされてい
る。人口減少や少子高齢化、単身世帯の増加
が現実に進行する中、これまで十分議論され
ていなかった課題、もしくは、認識はあった
ものの、財政制約や検討時間の制約から問題
提起されなかった課題が顕在化しつつある。
　　国立社会保障・人口問題研究所は、2018
年3月30日に、2040年の将来推計人口1を公表
した。これによると、人口減少の在り方は、
地域によって大きな違いがあり、人口そのも
のが半分以下に減少するところ、すでに全て
の年齢層で人口減少が始まっているところ
や、人口に大きな変動はないものの75歳以上
が大幅に増加するところなど、地方自治体に
よって大きな違いがある。例えば、広島県の
各地方自治体の将来推計人口を見てみると、
広島市や福山市のような大都市は、75歳以上
人口の伸びが著しいことが推計されている。

平川　則男
（連合総合政策局長）

単身世帯の増加、人口減少で
大きく変化する地域社会
地域資源を生かした支えあいをどう構築していくのか
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しかし、三次市などは、75以上人口だけは均
衡しており、安芸大田町などの町村は、全て
の年齢層で人口が減少することが推計されて
いる（資料１）。
　次に世帯の状況についても簡単に分析をし
たい。国立社会保障・人口問題研究所は、

2014年4月に日本の世帯数の将来推計2を公表
している。これによると、全国平均世帯数は、
2.42人から2.20人にまで減少するとされ、世
帯人員の減少が全国的に顕著となるとしてい
る。特に、2035年時点では平均世帯人員が全
国で一番多いとされる山形県においては、

資料１　日本の地域別将来推計人口指数（2015 年 =100 とした場合）より

※国立社会保障・人口問題研究所　日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）
　2018年3月30日公表から平川作成。

資料 2　都道府県別　平均世帯人員の推移

※　国立社会保障・人口問題研究所、『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）2014年4月』をもとに平川が作成。
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2010年の2.94人から2.59人と大きく減少する
ことが推計されている。三世代同居が多いと
言われている県では、世帯人員の減少率が高
い傾向にあり、今後の動向に注視する必要が
ある（資料２）。
　次に75歳以上の単独世帯数を見てみると、
東京都周辺の県を中心に、２倍以上増加する
ことが推計されている。公表された推計では、
市町村別のデーターは無いものの、埼玉県の
将来人口推計をみてみると、戸田市などの東
京のベッドタウンと言われる地域で、75歳以
上人口が２倍近くになることから単身高齢者
が急増することが類推される。更には、さい
たま市も同様である。ただし、意外にも東京
都の高齢単身世帯増加率は全国で中位であ
る。これは、元々分母が大きいことや、持ち
家率が低いこと、高齢者住宅が周辺県に集中
していることなどが要因と考えられるが、更
に分析が必要である（資料３）。
　こうした高齢者人口や単身世帯の増加は、
様々な課題が生じることとなる。現在の高齢
者は、平均余命と健康寿命が延伸し、体力の
向上も著しくなっているとの報告がある3。こ
のことから、政府は、健康を未来投資の一つ
として位置づけ、健康増進のインセンティブ
を更に高めることを検討している。このこと
によって、「働く意欲がある高齢者がその能

力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の
場を整備することが必要」との論点を提示し
ている。しかし、高齢者は、健康の個人差が
大きく4、全ての高齢者が65歳以上の就労に
ついて積極的になれる状況とは言えない。ま
た、75歳以上の高齢者、特に80歳を過ぎると
認知症となるリスクが高くなる傾向にある5。
認知症に罹患しても、地域で暮らし続けるこ
とのできる高齢者も多いものの、単身者とな
ると、家族の支えが期待できない中で、地域
社会の中で孤立したり、ちょっとした問題が
生じても自分で解決できなくなったり、更に
はごみ屋敷問題にまで発展するなど、尊厳あ
る暮らしの確保に向けて多くの課題が生じる
可能性がある。
　加えて、生活資金の面からも大きな課題が
ある。公的年金はマクロ経済スライドの発動
によって、長期的な基礎年金水準の低下が見
込まれている6。これによって、国民年金の
み受給者の生活水準を低下させる恐れがあ
る。また現役時代は、非正規雇用であり厚生
年金が未適用となっていた方が、年金受給世
代になりつつあることによって、今後、低年
金者が増加していくとの推計もされている7。
すでに、生活保護制度の動向を見ると、2018
年1月の速報値では、生活保護世帯の53％が
高齢者世帯となっており、1995年以降一貫し

資料３　都道府県別　家族類型別世帯主 75 歳以上の世帯数の推移

※　国立社会保障・人口問題研究所、『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）2014年4月』をもとに平川が作成。
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て増加している。
　更には、高齢者の財産保護、介護保険利
用の契約時における本人の意思確認など、権
利擁護の問題も顕在化している。内閣府の成
年後見制度の現状8によると、成年後見制度
の利用者は年々増加している。申立人につい
ては、本人の子が30％を超え最も多いが、市
区町村長が申立人がとなっているのは、全体
の17.3％を占めるようになっている。2011年
は11.7％であったことから、家族・親族に頼
れない高齢者が増え、地方自治体が対応せざ
るえない状況が増えつつあることを示してい
る。

３． 地方自治体の取り組み
　地方自治体においては、今後の人口動向や
世帯動向に応じた医療・介護・子ども子育て
支援などの提供体制の見直しと、人口減少問
題が目の前の現実として顕在化している中、
2035年もしくは2040年への課題の解決が求め
られて状況にある。以下、いくつかの自治体
や地域の課題について簡単に紹介したい。
　東京都西東京市においては、2040年の人口
20万人前後と大きな変動が無いものの75歳以
上人口については1.6倍に増加することが見
込まれている。こうした中で、オール西東京
モデルとして、健康応援都市宣言を行い、在
宅医療連携を強化する在宅医療推進のため
の組織を市役所内に設置した。地域包括ケア
システムの構築は、医師会、ケアマネ、病院
などの多職種連携により、市民の参加も得て
顔の見える関係づくりを進めている。単なる、
介護保険制度や医療制度に止まらない、人材
と「ソフト」の仕掛けが重要であることがわ
かる（2018年4月平川聞き取り）。
　横浜市寿地区は、かつて日本の三大ドヤ街
と呼ばれた地域だが、現在は、高齢化率50%
という超高齢化地区となっている。その要因
は、簡易宿泊所など低所得者を中心とした生
活の基盤となる社会資源や支援体制が整って
いることによるもので、横浜市の福祉事務所
からの措置が多くある。特に、身寄りの無い
単身低所得男性高齢者が集中し、かつ、要

介護認定率高く、ほとんどが、生活保護法の
介護扶助を活用している。こうした中、訪問
介護事業所や診療所、生活困窮者自立支援
施設、簡易宿泊所、支援団体が連携し、切
れ目のないサービス提供と生活支援を行って
いる状況にある。ここでも、地域実情に応じ
た生活支援の構築が重要となっている（2018
年3月連合現地調査）。
　北海道釧路町では、地域によっては、単身
高齢者が集中し、コミュニティの形成が困難
となり、公共料金の支払いなど、生活上の課
題を解決できないことが多く報告されてい
る。また、近所との関りが薄く、相談相手が
いない中、誰も認知症に気づかず、医療介護、
生活保護の支援もない中で、ゴミ屋敷が発生
するなどの事例が多発していることなどが報
告されている。生活支援は、社会保障制度の
運用だけでは届かない状況が見えている

（2018年8月平川聞き取り）。
　東京都江戸川区では、年齢や障害の有無に
関わらず、誰もが相談でき、気軽に集えるま
ちの福祉拠点「なごみの家」を2016年から社
協主体で開設した（連合町会の区域が基本）。
相談機能（個別支援）土日も含めて総合的な
窓口を設置し、居場所機能、ネットワークづ
くりをCSWや看護職の配置とともに、子ども
の学習支援や地域交流の憩いの場、何でも相
談などを実施し、その中で課題の発見や他機
関につなぐ役割も発揮している（2018年10月
自治労介護集会第５分科会江戸川区社協報
告）。　
　自治労広島県本部自治研集会においても、
単身高齢者が増加する中で家族関係が希薄
となり、入院後の退院支援はもちろんのこと、
様々な手続きや財産の保護などに支障を来す
方が増加しており、それらの支援の社会化が
重要であり、加えて成年後見制度など人権擁
護の体制が求められていることが明らかとな
っている（2018年5月27日開催）。

４． 制度の枠を超えた包括的な生活支援の
必要性

　社会保障と税の一体改革の検討では、少
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子高齢化に向けた対応として、医療・介護、
子ども子育て支援の提供体制の質と量の改善
を進めるとともに、その財源確保を明確にな
るよう議論が進められた。特に、地域全体で
高齢者などを支える仕組みとして介護・医療
では地域包括ケアシステム、生活困窮者自立
支援では申請主義からアウトリーチの手法と
包括的かつ伴走型の支援を目指してきた。し
かし、そのような改革を行ってもなお、今日
の急激な人口減少・単身世帯増加という課題
に対しては、十分ではなくなっているものと
思われる。
　これまで分析してきたように、単純な人口
減少だけではなく、若年層の人口動向、75歳
以上の人口動向など、各年齢層の人口動向は
地域によっては大きな違いがみられているこ
とや、単身世帯の増加、家族人員の減少、現
役時代の雇用悪化による低年金・無年金者の
増加、不安定雇用や子どもの貧困の増加とい
う社会変動が顕著となっている。
　2012年の厚生労働白書においては、すでに、

「3世代同居が減り、いわゆる核家族が主流と
なってきている。また、高齢者のみの世帯 
が増えてきている。さらに、家族の機能を補
い、ともに支えあってきた地域社会が崩壊し 
つつあり、地域の助け合いが期待できなくな
っている。従来は家族や地域の自助で解決さ
れていた子育てや介護などの問題が、社会で
解決しなければならない課題となってきてい
る」との指摘がされていたところである。
　こうしたことから、高齢者支援、生活困窮
者支援、子ども子育て支援などの制度として
の特徴を生かしつつも、その実施については、
地域の実情に合わせて地域社会全体で支え
ていく必要がある。その支えとなる社会資源
は、行政組織、社会福祉施設、集まる場とし
ての公民館などの施設や、ソーシャルワーカ
ー、医師、ケースワーカー、ボランティア、
社協職員という人材の確保と多職種の連携と
人的資源。子ども会、老人クラブ、子育てサ
ークル、労働組合という「集まる場」を組織
する団体というソフトがあり、そのような資
源は全国一律ではなく、自治体によって様々

である。すでに各自治体は、こうした、施設、
人材、ソフトを駆使しながら、地域ニーズを
把握しつつ政策を進めているが、自治体の予
算・人員については、依然として縦割りであ
る。
　この役割を乗り越えるには、地方自治体や
社会福祉協議会、NPOなどの職員の問題意
識や活動、もしくは、自治体首長の指導力が、
その地域の社会資源を統合し、生かしていく
取り組みにつながっている。しかし、それは
同時に地域福祉の実施水準の格差にも影響を
与えている可能性がある9。中央大学教授の
宮本太郎氏は、制度別の対応ではなく、自助・
互助・共助・公助の「包括的な支援が必要」
とし、「スーパー社協職員やカリスマ公務員
が、力技、裏技、荒技を駆使して辛うじて実
現させている」包括的な支援体制を「どう普
遍的なものにしていくのかが問われている」
と述べている。

５． 包括的な支援を地方自治体の普遍的制
度にするために

　宮本太郎教授が指摘しているように、社会
保障制度を含めた包括的な生活支援体制を
つくるには、それを地方自治体の普遍的な仕
事として明確に位置づけられる必要がある。
そのめには、法令上の担保と財政的な保証が
必要であり、これらの裏付けがあれば、自治
体の業務として普遍的な制度運用が図られる
可能性があるのではないか。
　その財政的な裏付けであるが、すでに、地
方自治体には地方消費税が確保されている。
１%分を除く地方消費税は、使途が社会保障
に限定されており、地方自治体の予算・決算
においても、地方消費税増税分の使途につい
て明記がされている10。この増税分の使途決
定の経過については、別稿に譲るとしても、
地方自治体が社会保障制度の実施体制を確
保していることや、地方単独事業もあること
などから、このような配分とされている。更
に厳密に言えば、国は、消費税増税分の使途
を社会保障四経費（年金、医療、介護、少子
化）に限定されているが、地方消費税につい
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ては、地方自治体の実態に見合った使途とな
るよう「「消費税法第１条第２項に規定する
経費その他社会保障施策（社会福祉、社会
保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に
要する経費」とされ、なおかつ予算書や決算
書の説明資料等において明示することとされ
ている。このことによって、消費税増税後も、
子ども子育て支援や生活困窮者支援など、増
大する社会保障のニーズに対して、一定の財
源が確保されてきた。
　更にそのニーズが高まる今日、国・地方自
治体は、まずは、財政状況の説明と将来の社
会像を明確にし、国民や住民に更なる財源確
保の理解を求める必要がある。その上で、地
方消費税は地方自治体の自主財源であるの
で、包括的な生活支援体制を地方自治体の責
任において構築する必要がある。

６． 社会保障の充実に向けた財源確保のあ
り方

　社会保障の財源は、社会保険料（事業主
負担も含む）と税（消費税だけではなく総合
課税化も含む）の組み合わせにより総合的に
検討すべきものである。しかしこれらについ
て、検討してもなお、更なる地方消費税の財
源確保は、国民の合意に時間がかかるとすれ
ば、より給付と負担の関係性が見え、国民に
とっても議論しやすい仕組みを検討せざるを
えないこととなる。
　ここでは、社会保障制度の中核である社会
保険制度を活用した「拠出金」の可能性を提
言しておきたい11。
　社会保険制度は、負担と給付の関係性が、
税と比較して明確であるという特徴がある。
被用者保険であれば、社会保険料は、被保
険者からの保険料と事業主負担が財源となっ
ており（国税・地方税からの繰り入れはある
が、それであっても社会保険という性格は変
わらない12）、社会保険サービスの提供体制や
制度は、日本全体の被保険者（代表は主に連
合）と事業主拠出者（経団連や日商）の意向
を踏まえることが原則となっている。このこ
とから保険あって給付なしという実態の解消

に向けて努力するなど13、全国津々浦に同じ
レベルのサービスを提供するインセンティブ
が働くという大きなメリットがあるが、一方
で、制度の縦割りや地域実態に必ずしも見合
わないことも生じ得る。
　しかし、社会保険制度とその給付には、様々
な例外がある。介護保険制度では、2014年度
から、２号保険料も活用した介護予防・日常
生活支援総合事業地域支援事業が創設され
ており、多様な主体の地域資源も総動員した
取り組みを目指している。この仕組みは２号
保険料を地方自治体が地域実態に見合った
取り組みを推進し活用できるようにしたもの
であり、社会保険財源の使途のありかたから
すると、異例なものとなっている14。
　また、年金保険料に上乗せして事業主が拠
出している「子ども子育て拠出金」 も、異例
な制度である。事業主には、「仕事と子育て
の両立は、労働力確保に資するものであり、
社会全体で取り組むべき課題である」とされ、
事業主にだけ負担が求められている。
　これまで述べてきたような多様な地域実態
の中で、社会保障制度間の連携とその地域に
ある施設、人材、ソフトを包括し連携する仕
組みとそのための財源を、医療保険の被保険
者と事業主から保険料に「拠出金」を上乗せ
し、その財源をもとに、地方自治体は包括的
な生活支援の体制作りを行うことも考えられ
る。
　行政や民間団体が、社会保障や住まい、暮
らしを社会として支える体制を地域事情に合
わせつつ構築し、その体制の一部に社会保険
制度から財源を確保することは、社会保障制
度の持続可能性の観点からも、拠出金の根拠
となる可能性がある。加えて、医療保険の保
険料の収納体制を生かせば、被扶養者を除き
高齢者から若者まで幅広く負担を求めること
ができる。
　この財源が確保され、制度として包括的な
生活支援の業務が明確になれば、各機関の職
員個人の頑張りに頼っていたものが、標準的
な事務として地方自治体で取り組まれる可能
性がある。
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　しかし、検討にあたっては問題も存在する。
「拠出金」という名称ではあるが、医療保険
と同時に拠出するのであれば、保険料の目的
と整合性がとれるのかが問題となる。社会保
障制度全体の持続可能性につながるとして
も、負担と給付の関係性からして問題がある
という指摘も想定される。また、被用者保険
の保険料は、特定の地域を対象として支払っ
ているわけではないので、地方自治体に配分
する前提としている「拠出金」は、その整合
性が求められる。また、税なのか社会保険料
なのかの性格が明確ではなく、税金となれば、
公法人である健保組合が税の徴収に対して
権限を発揮できるのか、という疑問もある。
更には、各地方自治体の使途に対して、被保
険者の意見表明の機会が無いなどの問題があ
る。加えて、財政規模の検討や地方自治体に
対する配分のあり方も重要な検討課題であ
る。

６．最後に
　社会保障と税の一体改革では、地方におけ
る社会保障の実施体制が議論となり、地方消
費税の配分が議論されてきた。これが、十分
に配分されていなかったならば、大きな変動
が生じようとする地域社会への対応や子ども
子育て新制度にも十分な対応できなかったと
思われる。
　2010年から８年が経過し、2025年が目の前
に迫っている中、今こそ、2035年や2040年を
見据え、高齢者、障害者、子育て世帯はもち
ろんのこと、あらゆる人々が地域で暮らし続
けるための包括的な生活支援の仕組みの検討
が求められる。更には、住まいの問題や、地
域コミュニティの形成、AIを活用したサービ
ス提供の検討、働き方改革など、他にも検討
すべき課題は多々ある。そのためには、まず
は消費税も含め所得再分配機能を強化した
税制の検討がまずあるべきである。今回は、

「拠出金」の可能性にも言及したが、引き続き、
財源確保の実現に向けて検討していく必要が
ある。
　また、これまで述べてきた地域社会の課題

に加えて、紙幅の関係で言及できなかったが、
増大しつつある医療や介護給付の負担をどう
していくのか、ということも大きな課題であ
る（財政規模的にはこちらの問題の方が大き
い。加えて、拠出金の考え方は、子ども子育
て支援の方が相応しいかもしれない）。厚生
労働省などは、2040年頃を見据え、社会保障
の給付と負担の姿を幅広く共有するための議
論の素材を提供するとして、2040年を射程に
おいた医療・介護費用の給付推計を公表した。
国の財政再建が進み、一定の経済成長や賃
金の引き上げがあるという前提であれば、制
度は持続できるとしているが、そうであって
も消費税10％後の財源確保は必須であること
に変わりはない。政治の場における真剣な議
論が強く求められている。

※　なお、この論文は、あくまで個人的な見
解を述べたものであり、連合本部を代表した
ものではないことに留意されたい。

 1　 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）
2018年3月30日公表。

 2　 国立社会保障・人口問題研究所、『日本の世帯数の将
来推計（都道府県別推計）』（2014年4月推計）。

 3　 高齢者の体力・運動能力はこの10年強で約5歳若返っ
ているという報告がある（首相官邸HP第20回未来投
資会議配布資料、2018年10月22日）。

 4　 秋山 弘子（東京大学高齢社会総合研究機構）、経済
産業省商務情報政策局新事業創出ＷＧ資料、2015年
2月16日。

 5　 現在、製薬会社では、認知機能低下の進行を抑制す
る薬を開発してはいるものの、特効薬の開発にはま
だ時間がかかることが予想されている。

 6　 2014年度財政検証結果レポートによれば、ケースF・
出生中位、死亡中位を前提とするモデルケースで、
所得代替率は36.8%から22.6%まで低下する。

 7　 稲垣誠一（国際医療福祉大学教授）　2016年10月31日
　年金と経済「高齢女性の貧困化に関するシュミレ
ーション」。年金額分布の将来見通しと家族・世帯の
将来推計を同時に行うことによって、将来の高齢女
性の貧困率の見通しを推計し、貧困化の要因を分析
した。高齢女性の貧困化は、現行の公的年金制度が
前提としている、高度経済成長期までに確立した日
本人の典型的なライフスタイルが大きく変容したこ
とがその背景にある。このライフスタイルの変化は、
1970年代後半から急速に進行し、結婚年齢の遅れや
未婚化、少子化、離婚の増加など、当時は考えられ
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なかったような著しい変化であったが、男女の雇用
格差は残ったままであった。足元では、この新しい
ライフスタイルの世代が年金受給世代に到達してい
ないことから、この問題は顕在化していないが、近
い将来、顕在化・深刻化することを定量的に明らか
にした。

 8　 内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局　2016年
９月23日。

 9   例えば、生活困窮者自立支援法における任意事業の
うち子どもの学習支援事業の実施率は2016年度で
47%に止まる（平成28年度生活困窮者自立支援制度
の実施状況調査：厚生労働省） 。

10   地方税法第72条の116
１ 　道府県は、前条第二項に規定する合計額から同

項の規定により当該道府県内の市町村に交付した
額を控除した額に相当する額を、消費税法第一条
第二項に規定する経費その他社会保障施策（社会
福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。
次項において同じ。）に要する経費に充てるものと
する。

２ 　市町村は、前条第二項の規定により道府県から
交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条
第二項に規定する経費その他社会保障施策に要す
る経費に充てるものとする。

11   負担増に対して、国民は多様な反応がある。消費税
に対しては、大きな抵抗を示す一方、介護保険制度
のように目的がはっきりした社会保険の創設に対し
ては、一定の理解を示した。

12   いわゆる旭川市国保料訴訟（最高裁平成12年（行ツ）
第62号、同年（行ヒ）第66号平成18年3月1日大法廷
判決）。

13   各地に設立された国保病院はその代表例。
14   当時の社会保障審議会介護保険部会では、連合は、

拠出者である被保険者の意向が反映されないことや
社会保険の原則から外れる点を指摘。
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１．要保護児童対策地域協議会設置運営の経緯
　児童福祉法第25条の2には「地方公共団体
は、単独で又は共同して、要保護児童の適切
な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への
適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
及び児童の福祉に関連する職務に従事する
者その他の関係者により構成される要保護児
童対策地域協議会を置くよう努めなければな
らない。」とあり、各市町村は、この条文を
法的根拠として要保護児童対策地域協議会

（以下「地域協議会」という。）を設置してい
る。厚生労働省作成の「要保護児童対策地
域協議会の設置運営状況調査結果の概要」

（以下「調査結果概要」という。）によると、
平成28年4月1日現在、地域協議会は1,727市
町村に置かれており、その設置割合は99.2%
に及んでいる。
　そもそも地域協議会は、被虐待児など要保
護児童の早期発見や保護を図るためには、関
係機関がその子どもに関する情報等を共有
し、適切な連携によって支援内容等を検討し
ていくことが不可欠であるとの認識のもと、
平成16年の児童福祉法一部改正によって法定
化された。これにより地方公共団体は、地域
協議会を構成する関係機関等に対し守秘義
務を課すとともに、（構成団体のうちから）
地域協議会の運営の中核となり、支援対象児
童等に対する支援の実施状況の把握や関係
機関等との連絡調整を行う調整機関を指定す
ることとなった。これらの法的整備によって、

関係機関のはざまで適切な支援が行われない
といった事態が防がれること、及び医師や地
方公務員など守秘義務が課せられていること
から個人情報の提供に躊躇があった関係者か
らの積極的な情報提供がはかられることが期
待された。しかしながら、この段階では地域協
議会の設置は義務付けられていなかったので、
平成17年4月1日の設置数は111市町村（4.6%）、
平成18年4月1日でも598市町村（32.4%）にと
どまっていた。
　そこで平成20年4月施行の「児童虐待の防
止等に関する法律及び児童福祉法の一部を
改正する法律（平成19年改正）」では、地方
公共団体に対し地域協議会の設置を努力義
務化した。次いで平成20年11月に成立した「児
童福祉法等の一部を改正する法律（平成20年
改正）」により、平成21年4月から支援対象を
要保護児童のみならず、養育支援が特に必要
である子どもやその保護者、妊婦に拡大する
とともに、地域協議会調整機関に児童福祉司
たる資格を有する職員や保健師、助産師、看
護師、保育士、教員、児童指導員等の専門職
を配置することを努力義務化した。
　さらに平成28年5月に成立した「児童福祉
法等の一部を改正する法律（平成28年改正）」
では、要保護児童等の自立支援の必要性の観
点から、地域協議会の支援対象である要保護
児童について、18歳以上20歳未満の延長者等
を含めることとした。併せて地域協議会の機
能不全的実態を厳しく指弾したうえで、地域

橋本　達昌
（全国児童家庭支援センター協議会 会長・越前市要保護児童対策地域協議会 会長）

要保護児童対策地域協議会の
現状と課題
～子どもを守る地域ネットワークを紡ぐために～
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協議会調整機関への調整担当者の配置を義
務化すると同時に当該担当者の研修をも義務
化した。このように国は、主に支援対象の拡
大に相応して地域協議会スタッフの専門性の
向上に力点を置き地域協議会の機能強化を図
ってきたが、その成果は十分とは言い難い。
それゆえ本稿では、地域協議会の現状を明ら
かにしたうえで、新たな社会資源とのリンケ
ージにスポットをあてることで、本来、各々
の地域コミュニティにおいて子どもと家庭を
支援する機制たるべき地域協議会の近未来を
展望していきたい。

2．地域協議会の組織と活動の実際
　地域協議会は、「要保護児童対策地域協議
会設置・運営指針」（以下「運営指針」という。）
によって、その組織構成や運営方法等が定め
られている。運営指針では構成員について、

「市町村の児童福祉、母子保健、障害福祉等
の担当部局、児童相談所、福祉事務所（家
庭児童相談室）、保育所、児童養護施設等、
児童家庭支援センター、里親会・・・」と例
示しているが、総じてどこの地域協議会にお
いても市町村の児童福祉主管課、教育委員会、
小・中学校、児童相談所、警察署など行政関
係者が大多数を占めているのが実情である。
また「調査結果概要」によると、地域協議会
の中核である調整機関の約9割が、市町村の
児童福祉主管課（家庭児童相談室や児童福
祉・母子保健統合主管課等を含む。）に指定
設置されている。このことからも官主導の色
合いの濃い組織であるといえ、それゆえに地
域協議会の活動実態に対し現場サイドからは
形式主義やマンネリズムに陥っているとの懸
念の声も上がっている。
　さらに特筆すべきは、調整機関の担当職員
の状況である。調整機関に配置されている職
員（全国で8,033名）のうち、28.4%が非正規
職員であり、24.1%が非常勤職員となってい
る。また業務経験年数については、「1年～ 2
年未満」が20.9%と最も多く、次いで「6 ヶ
月未満」が20.7%となっており、5年未満が全
体の8割を占めている。さらに資格について

調査したところ、「児童福祉司と同様の資格
を有する者」は20.7%に過ぎず、「（看護師や
保育士等）その他の専門資格を有する者」も
34.7%しかいない。いずれのデータからも調
整機関担当職員の脆さが浮き彫りとなってい
る。
　また運営指針では、地域協議会内部の会議
として、代表者会議、実務者会議、個別ケー
ス検討会議の三層構造をモデル提示している
が、平成27年度中（平成27年4月1日～平成28
年3月31日）における各級会議の開催実績（回
数）は、全国平均で、代表者会議0.99回/年、
実務者会議6.74回/年、個別ケース検討会議
32.09回/年であった。さらに地域協議会に登
録されているケース数は、平成28年4月1日現在、
全国で219,004件であり、「要保護児童」が
135,534件（61.9%）、「要支援児童」が78,685件

（35.9%）、「特定妊婦」が4,785件（2.2%）で
あった。児童相談所の児童虐待相談対応件
数が飛躍的に増大している情勢と軌を一にし
て、市町村の対応件数も年々増加の一途を辿
っている。地域協議会調整機関の担当者に対
して運営上の課題を聴取したところ、「調整
機関の業務量に対して職員数が不足してい
る。」との回答が61.0%（1,054 ヶ所/1,727 ヶ所）
に上っていることからも支援現場のオーバー
フロー状況が窺われる。
　総じて「調査結果概要」からは、地域協議
会の現状は、官主導の色彩が強く硬直的であ
り、かつ担当者の専門性や継続性に難があり、
児童虐待ケース対応という本来業務の増大に
対応しきれていないという課題が見えてく
る。

3． 子どもの居場所づくりに挑む市民活動団
体への期待

　現在、筆者は福井県越前市（人口80,938人
世帯数28,816世帯:平成30年4月1日）の要保護
児童対策地域協議会の会長を務めている。ま
た民間のファミリーソーシャルワーク機関で
ある児童家庭支援センターの全国協議会組織
である全国児童家庭支援センター協議会（平
成30年5月1日現在、北海道から沖縄まで全国
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123センターが加盟）の会長の任にも就いて
いる。以下、夫々の立ち位置から「地域協議
会の抱える課題をいかに解決し、活性化して
いくべきか」との問いに対し挑戦的な解を示
していきたい。
　最近、地域では子ども食堂や生活困窮児童
への学習支援拠点など、（家庭と学校以外の
第三の）“子どもの居場所”といわれる新た
な社会資源が、市民活動団体や地域自治組
織の尽力によって盛んに創出されてきてい
る。
　越前市でも現在、子どもの居場所としての
学習支援拠点が市内７ヶ所において開所して
いる。このような子どもの居場所には、地域
協議会の支援対象となる子どもや保護者が来
所し、運営スタッフと良好な関係性を保って
いるケースが少なくない。むしろ学校では活
躍の機会もなく居心地の悪さを感じている子
どもが、子どもの居場所には目を輝かせて来
所し、運営スタッフとのコミュニケーション
を楽しんでいる事例や児童相談所や福祉事
務所のケースワーカーとは衝突を繰り返して
きた保護者が、子どもの居場所の運営スタッ
フとは自発的に交わり、食事作りや学習支援
の補助者として生き生きと活躍する姿も報告
されており、そこにはオフィシャルな機会や
対応では紡げなかった地域コミュニティとの
確かな“繋がり”が垣間見える。
　本稿の冒頭で述べたように地域協議会は、
守秘義務と個人情報保護の絡みから来る情報
共有への柵（しがらみ）を乗り越えるための
法的スキームとして整備されてきたという経
緯を有しており、だからこそ官主導・行政機
関中心で運営されてきたという経過がある。
しかしそのような硬質なスキームでの活動が
限界にきている以上、スキーム自体を根底か
ら覆すようなイノベーションが必要ではなか
ろうか。その第一歩が、このようなボランテ
ィア精神あふれる子どもの居場所運営スタッ
フ=市民活動家=らを地域協議会の中に数多
く取り込んでいくことであると考える。朗ら
かで和やかなキャラクターで、柔らかく包ま
るように支援対象者と繋がっている彼らの存

在そのものが、次代の地域ネットワークシス
テムの象徴となることに期待したい。

4．児童家庭支援センターとの協働に活路を
　一方、地域協議会調整機関の専門職員のあ
り方についても、専門性の乏しさや経験年数
の浅さ、非常勤・非正規といった雇用条件の
不安定さが指摘されてきたが、これら人的脆
弱性を解消・緩和する施策の一つとして、児
童家庭支援センターの活用を提案したい。
　児童家庭支援センターとは、平成9年の児
童福祉法改正によって制度化された比較的新
しい社会資源であり、その大半は児童養護施
設や乳児院など入所型社会的養護施設を本
体施設としている。事業内容としては、①児
童に関する家庭その他からの相談のうち、専
門的な知識及び技術を必要とするものに応じ
る。②市町村の求めに応じ、技術的助言その
他必要な援助を行う。③児童相談所において、
施設入所までは要しないが要保護性がある児
童、施設を退所後間もない児童等、継続的な
指導措置が必要であると判断された児童及び
その家庭について、指導措置を受託して指導
を行う。④里親及びファミリーホームからの
相談に応ずる等、必要な支援を行う。⑤児童
相談所、市町村、里親、児童福祉施設、要
保護児童対策地域協議会、民生委員、学校
等との連絡調整を行う、とされている。
　実際には、施設と地域をつなぐ結節点とし
て、ショートステイの利用調整や乳幼児健診
時の相談支援、子どもの養育や児童虐待防止
に関する市民啓発セミナーの開催等、市町村
や地域に密着した子ども家庭支援活動を展開
しているセンターも多い。
　なお「市町村子ども家庭支援指針（ガイド
ライン）」でも「市町村は、児童家庭支援セ
ンターに協力や支援を求めるなど、積極的な
活用を図られたい。」との言及がみられる。
事実、子どもの虹情報研修センターが行った

「児童家庭支援センターの役割と機能のあり
方に関する研究」調査によれば、回答のあっ
たセンター（全81センター）のうち93%が地
域協議会の構成員となっており、個別ケース
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検討会議への出席依頼を受けているセンター
も86%に及んでいる。これらのことから既に
地域協議会と一定の関係を有している児童家
庭支援センターに、調整機関の全部ないし一
部を委託することに左程の障害はないと推測
される。
　問題は、（自治体数に比し、児童家庭支援
センターの）設置数の少なさであるが、平成
30年7月6日に厚生労働省子ども家庭局長通知
として発出された「都道府県社会的養育推進
計画策定要領」では、「市区町村の子ども家
庭支援体制の構築等に向けた都道府県の取
組」の一つとして「児童家庭支援センターの
機能強化及び設置促進」を推奨している。市
町村並びに社会的養護施設はこれを好機とし
て、児童家庭支援センターが市区町村の子ど
も家庭支援機能の一翼を担うべく積極的に開
設（増設）されるよう、都道府県への働きか
けを強化する必要があろう。
　社会福祉士をはじめ児童福祉司任用資格
を有するスタッフや臨床心理士などを予めチ
ームスタッフ化している児童家庭支援センタ
ーが、しかも本体施設である社会的養護施設
の全面的なバックアップを得ながら地域協議
会の中核を担うこととなれば、その専門性の
欠如や経験不足といった従来からの課題は十
分にクリアされるし、むしろ民間支援機関で
あることの強み=具体的には継続性、迅速性、
柔軟性=を活かして、より広範で強靭な協議
体を形成する可能性をも有しているといえよ
う。

5．結びに
　昨春、目黒区で発生した痛ましき女児虐待
死事件は、その顛末の尋常ならざる悲哀さか
ら国民的関心を喚起し、児童相談所を基幹と
する現行児童虐待防止施策の弱点を露見さ
せた。児童相談所が溢流状態にある今、市町
村児童福祉行政の役割、なかんずく地域協議
会の機能は一層重要となってきている。
　ところで（市町村に対し、）地域協議会の
調整機関職員の専門性強化や構成員の連携
強化、さらには地域協議会活動の地域住民へ

の周知を図る取組等の実施を促すために設け
られている国の補助事業は、いみじくもその
名称を「子どもを守る地域ネットワーク機能
強化事業」という。
　虐待や貧困、いじめなどから“子どもを守
る”ためには、その中核となるスタッフの専
門性や経験の蓄積、支援の継続性が重要で
あることは論を俟たない。また多様な人々が
暮らす“地域（コミュニティ）”の中に“ネ
ットワーク”を築き、それをより大きく頑丈
なものへと紡いでいくためには、地域住民の
関心やエネルギーの持続が不可欠であるとと
もに、組織体としての多面性や重層性、包摂
力も求められよう。市町村が自らの地域協議
会を、（文字どおり）“子どもを守る地域ネッ
トワーク”へ深化させていこうと真摯に望む
のならば、市民活動との連携や民間支援機関
との協働体制の構築に果敢に挑んでいくべき
ではなかろうか。

【参考文献】
「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」（厚生労働
省）

「要保護児童対策地域協議会の設置運営状況調査結果の
概要」（2016厚生労働省）

「都道府県社会的養育推進計画策定要領」（2018厚生労働
省）

「児童家庭支援センター設置運営要綱」（厚生労働省）
「基本保育シリーズ 保育相談支援　児童養護施設等要保
護児童の家庭に対する支援」（2015中央法規出版）橋本
達昌

「全国児童家庭支援センター運営ハンドブック　改定３
版」（2017全国児童家庭支援センター協議会）

「児童家庭支援センターの役割と機能のあり方に関する
研究（第１報）」（2016子どもの虹情報研修センター）
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 大阪市　「ふれあい収集」事業

自治体の現場職員による見守り活動
連合総合生活開発研究所　主任研究員　浦野　高宏

特集 関連報告

1.　 およそ9000世帯が利用する「ふれ
あい収集」

　高齢や障害などにより体が不自由であり、しかも最近

増加している一人暮らし世帯などでは、集積所へのごみ

の持ち出しが困難だ。大都市である大阪市では高層の集

合住宅に暮らすそうした人も多く、その場合困難さはい

っそう増すことになる。

　そこで必要な人にはあらかじめ申し出てもらい、玄関

までごみを受け取りに行こうというのがこの「ふれあい

収集」の発想である。そしてこのサービスの特徴は、ご

みの収集にとどまらず大阪市環境局の職員が、希望者に

対して「こんにちは。ごみを持って行きます」「お元気

ですか」など声かけを行うことで安否確認につなげてい

ることだ。もしごみが出されていない時が続いたり、声

かけを行って返事がなかったりする場合には、あらかじ

め登録された緊急連絡先に連絡を取ることで、安否確認

が確実に行えるようにしている。

　2018年3月時点では9044世帯（普通ごみ・資源ごみ・

容器包装プラスチックについて）に対してふれあい収集

サービスを行っている。内訳は高齢者が7743世帯、障

がい者が1301世帯だ。またこのうち安否確認サービス

については5437世帯が希望し、実施している。

　ふれあい収集の対象者は「大阪市ふれあい収集実施要

綱」には次のように書かれている。

　大阪市では、環境局の職員が高齢や障がいなど

の理由でごみの戸別収集の申込みがあった家庭を

訪れ、ごみの収集を行うとともに対象者への声か

けを行い、必要に応じてその家族やヘルパーなど

登録された関係者に連絡を取り安否確認につなげ

るサービスを行っている。1996年に全国に先駆

けて大阪市で始められたこの「見守り」の取り組

みは、市民からの評価も高く、また現場担当職員

の仕事と職場の価値を高めることにつながってい

る。その現状と経緯、課題と可能性について、報

告する。

（対象者）

第2条　ふれあい収集を受けることができるものは、次の

各号のいずれかに該当し、かつ、親族または介護に関わ

る者（以下「親族等」という。）による協力が得られず、

自ら所定の排出場所までごみの排出が困難である、大阪

市内に居住する一人暮らしのものとする。

　（1）満65歳以上の者

　（2） 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又

は療育手帳の交付を受けている者

　（3）要支援又は要介護の認定を受けている者

　（4） 親族等が大阪市内に居住していない者（粗大ごみ

のふれあい収集に限る。）

　（5）その他環境局長が認めるもの

2　 前項各号に該当するものに同居者がいる場合であって

も、当該同居者が前項各号のいずれかに該当するもの

や年少者等であり、ごみの排出が困難な場合は、ふれ

あい収集を受けることができる。

　条文を見ると、かなり対象が限定されているように感

じるかもしれないが、これはこのサービスが極めて限ら

れた人員と資機材で行われているためあまり対象を広げ

るわけにはいかない事情と、実際には面談による聞き取

りでの「必要性」が重視され運用されているという事情

がある。これについては、後段で触れたい。

　さて、実際に「ふれあい収集」の申込みがあると、市
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内11箇所にある環境事業センターおよびその出張所か

ら担当者がその家庭を訪問し、直接聞き取りを行ったう

えで実際の必要性を判断し、ふれあい収集を行うかどう

かを決めている。申込み自体は、「ふれあい収集」開始

当時は町会の役員などを通じての情報提供がきっかけと

なる場合が多かったが、現在では介護にあたっているヘ

ルパーやケアマネージャーが本人に薦めたり、環境事業

センターに連絡をしてくる場合が多くなっているとい

う。

　面談では、ごみの収集とあわせて声かけが必要かどう

か（声をかけられるのが嫌という人もいるため）、ごみ

が出ていない場合の声かけをどうするか、何度か訪れて

ごみが出ていないようであれば家族やケアマネージャー

に連絡を取るか、などについて確認する。

　一方サービスにあたる環境局の清掃職員は、安否確認

に関わる声かけをはじめ対象者の状況を把握するための

コミュニケーション能力が必要なため、あらかじめ対人

接遇研修を受ける。これは、それまでは技能労務職員（現

業職員)には必要ないと思われていたものだが、「ふれあ

い収集」により対人サービスが業務の一環となっている

現在では、不可欠のものとなっている。また、訪問時な

どに対象者が倒れているなど不測の事態に備えるため、

AEDの取り扱い講習や消防で行われている普通救命講

習なども、受講に取り組んでいる。

　実際にサービスが始まると、職員が対象となる各家庭

でのごみ出しや声かけ時の状況についてチェックしてい

く。それらの情報はセンターで報告され、報告を受けた

ふれあい担当部門監理主任が状況の変化などについて記

録・確認していく。一方センターにも利用者から「入院

するから止めておいてくれ」「退院したから収集を始め

てくれ」などの連絡が入り、日々対象の状況は変わって

いく。それを事務所内の担当と収集担当とで毎日情報を

つき合わせ、確認しながら計画を立てていく。取り扱う

件数は、各センター平均で800件程度。ふれあい担当部

門監理主任がその整理に当たっている。ちなみに大阪市

では、所長など一部を除き、技能統括主任や部門監理主

任などの管理的業務も技能職員（現業職員）が行ってい

る。大阪市以外では行政職が行う場合も多いが、大阪市

は直接地域住民に接する立場にある現場担当者がすべて

を見渡し調整することが自治体による住民サービスの質

の向上に欠かせないと考え、「現業管理体制」をとって

いる。

2．予算と人員を増やさず作業の工夫で実現
　

　この「ふれあい収集」事業は、当初から現在に至るま

で大阪市で規定された人員の41人で行われている。ち

なみに2003年時点でふれあい収集対象世帯数は1456件、

2018年は9044件。件数が相当増えているにもかかわら

ず人員が変わらないのは、「予算も人員も増やさない」

ことを前提に始められているからだ。

　この事業を発案したのは自治労大阪市従業員組合環境

事業支部。1991年のことだ。当時、80年代からの臨調

行革で全国の清掃職場では民間委託が進行し、直営職場

は縮小が続くばかりだった。そうした状況を打開し直営

職場を守るため、「市民目線」に立った直営職場ならで

はの仕事の確立が目指された。そのなかで、ごみ収集現

場での待機時間（ごみ収集車が清掃工場にごみを運んだ

のち収集現場に戻るまでの時間）を活用して何かできな

いかが検討され、発案されたのが「ふれあい収集」だっ

た。

　当時は清掃職員が収集現場で市民とコミュニケーショ

ンをとることはほとんどなかった。しかし91年は容器

リサイクル法の改正時期であるなど、廃棄物行政の転換

時期だったこともあり、市民からの問い合わせも増加し

ていた。そのため、市民と対話できる作業を現場でも行

っていくことなどの機会を通じて、コミュニケーション

スキルを高めていくことの必要性も認識されつつあっ

た。そうした流れの中で、障害者、高齢者への福祉サー

ビスの質を高めようとふれあい収集を大阪市に対して提

起したのだ。

　しかし市の内部では、福祉事業は本来民生局が行うも

のであるという意識が根強く、また新たな行政サービス

にはお金が必要になるということで、なかなか進展がな

かった。

　そんな中、95年に阪神・淡路大震災が発生。大阪に

も多くの被災者が出たし、災害後の避難生活が続く時期

には被災者の孤独死などが多発した。日ごろごみ収集な

ど環境局で清掃事業の現場を担当している職員もこの時

期、被災者の支援に当たった。それまで組合としては「ふ

れあい収集」の意義を提起しつつも、組合員の中には新

たな仕事の発生による労働強化やこれまで行ってこなか

った（しかもあまり得意でない場合も多い）コミュニケ

ーションを伴う対人サービスなどに疑念や警戒感を持つ

者も多かった。しかし、被災者に対して支援をしていく

中で直接市民に触れて行く大切さややりがいを肌で感じ
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のセンターでの運用を工夫することで、実際のサービス

の低下を招かないよう実施している。

４．事業への高い評価と今後の課題

　地域の高齢者や障がい者のニーズに的確に対応するサ

ービスとして、「ふれあい収集」事業は市民の評価も高

くまた必要性が広く認識されているため、議会などでも

あまりこの事業自体に反対する議員はいない。業務の特

性から自治体が直営で行うことが重要であるため、民営

化に歯止めをかけようとする議員も多い。たとえ仮に目

先の経費が節減できるとしても、住民が求めているサー

ビスであり、しかも住民の暮らしと安全を守るという自

治体の基本中の基本である責任を果たすこの事業を、な

くしてしまうわけには当然いかないのだ。不用意にそん

なことをすれば、市民に怒られてしまう。

　それどころか、それに関しては課題もいくつか浮かび

上がってきている。この「ふれあい収集」で始まった自

治体による地域住民の「見守りサービスニーズ」の高ま

りである。

　高齢者も増え、災害も多発している近年、地域住民へ

の見守り・支援について、行政が力を入れなければなら

ない時代が来ているといえる。「ふれあい収集」事業は、

清掃業務に付加価値を付ける意味で始められ、人も要員

も入れない約束でスタートしているものではあるが、時

代の要請に応える行政サービスとして位置づけなおし実

施体制を充実していくことの必要性を、大阪市も組合も

ひしひしと感じている。

　その場合、当然のことながら環境局だけで取り組む（あ

るいは取り組める）課題ではないことは明白だ。医療、

福祉、防災など、市の関係するあらゆる部署との連携や、

地域のさまざまな団体などとの協力関係も築いていかな

ければならない。そして、それが求められる段階にすで

に来ているのだ。

　現時点でも、地域での「ふれあい収集（見守り・支援）」

ニーズ情報の把握を、現在主な情報提供元になっている

ケアマネージャーやヘルパーに大きく依存している状況

では、たとえば外国人など近年増加しつつあるグループ

をはじめ各所にあることが想定されるニーズを把握しき

れないなど、体制上の限界は明らかだ。また、仮に把握

ができても、対応していくための人員も機材も足りない。

　繰り返しになるが、この状況を乗り越えていくために

も、ごみの収集にかかわる付加的なサービスという形で

ることになり、風向きが徐々に変わり始めた。また、大

阪市としても、やがて再び起きるかもしれない大規模災

害への対応や被害の予防には民生局の陣容のみでは対応

できないことが予想され、部署を超えた連携で取り組ん

でいく必要があるという機運が高まった。さらに災害対

応の観点だけではなく、そもそも地域の関係が希薄にな

りつつある時代背景の中で、地域の人間関係に頼れなく

なった人々を行政が支援していく必要性が今後一層高ま

ることは確実だった。それへの対応策の一つとしてもこ

の「ふれあい収集」が有効であることは間違いないと思

われ、一気にふれあい収集実現への動きが加速。労使で

の協議を積み重ねたうえで、実施に踏み切ることになっ

た。

　ただし前提は待機時間の活用と現有の予算と人員の中

で行うというもの、つまり効率化と能力の向上という形

でこれまでできなかったサービスを行い、仕事と職場の

付加価値を高めることが目指されたのだ。

３．サービスの質や公平性担保への工夫

　実はこの「ふれあい収集」サービスは開始当初、全市

での統一的な実施の基準や面談記録書類などのフォーマ

ットなどは作られずに実施されていた。環境事業センタ

ーごとに現場や対象者の実態にあわせ判断していたた

め、公平さの観点で課題が認識されるようになってきた。

統一的な基準がない中では、センターや担当者によりサ

ービス実施の判断が違ったり、手厚さに差があったりす

ることも当然出てくる。「前の人はやってくれたのにあ

なたは融通が利かない」などと文句を言う人も出てくる。

そんなこともあって、2016年4月にはまず「大阪市ふれ

あい収集実施要綱」が定められた。ふれあい収集の目的

や対象者、申込み手続きや可否判定を始め、情報共有の

あり方やごみの排出や収集方法などが、これによって環

境事業センターに共通する形での基準が出来上がった。

また2018年8月の要綱改正の際には、申し込み用紙や面

談の記録用紙も統一された。

　ただ統一の過程では、たとえば比較的緩めの基準で実

施していた環境事業センターについては、あまり厳しく

しては現在実施している人も対象外になってしまう場合

があるし、あるいはすでに限られた人員でできる限界ま

で実施しているところでは、さらに緩めた場合業務がパ

ンクしてしまうなど、問題が生じることも予想された。

そこでこれについては、基準は統一するもののそれぞれ
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はなく、自治体による地域住民の総合的な「見守り・生

活支援サービス」に位置づけなおしていくことと、それ

による予算や人員の大幅な充実が求められるところだろ

う。

５．全国への広まりとサービスの発展

　全国に先駆けて大阪市で始められたこの「ふれあい収

集」事業は、開始されるとすぐに、自治体の現場力を活

用し新たな役割を確立することで住民サービスを向上さ

せ、時代のニーズに応える画期的な取り組みとして、他

の自治体の関心を引いた。そして横浜市、川崎市、名古

屋市などの政令市をはじめ、全国の自治体から大阪市の

ノウハウや経験について導入を前提に視察やヒアリング

に訪れた。また近年は、そのようにして導入した自治体

が自治体の規模や地域の状況などに合わせ独自に取り組

みの工夫を加えることで、よりその地域にふさわしいも

のに発展させるとともに、それらの自治体に規模や地域

状況が似通った自治体がさらにそこへ学びに行くこと

で、取り組みは全国に広まりつつある。

　そして今回大阪市の事例で見たように、「ごみの収集」

への付加的なサービスで始まったものが、時代の要請に

よって自治体による新たな「見守り・生活支援サービス」

に発展していくことが求められる流れになっている。お

そらくこの状況は、「ふれあい収集」事業を行っている

自治体に共通しているであろうと思われる。

　現在、「ふれあい収集」と呼ばれているサービスでは

あるが、市民の期待やニーズがさらに先にあることは、

時代の流れからして間違いないと思われる。自治体と住

民がどのような関係にあり、自治体はどのようにニーズ

を把握しサービスを提供していくのか。地域住民の暮ら

しと安心・安全を守るという自治体の基本的な役割を果

たしていくために、自治体が地域のなかにどのように自

らの「五感」をもち、地域にある「政策情報」を拾い上

げ、そして見守り、支援をしていくのか。そのために自

治体はどのような「現場力」を備えておく必要があるの

か。「ふれあい収集」が行われる中で見えてきたのは、

そうした課題と可能性だ。

　ひょっとしたら将来、地域住民の暮らしに欠かせない

自治体の「見守り・生活支援」サービスが、大阪市のご

みの収集事業の工夫から始まったということに、多くの

人が驚く日が来るのかもしれない。
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報 告 第19回労働関係シンクタンク
交流フォーラム

　連合および連合構成組織に関係する11の調査研究
機関でつくる「労働関係シンクタンク懇談会」は、11
月12日（月）午後、連合会館において、第19回労働
関係シンクタンク交流フォーラムを開催した。
　本フォーラムは、調査研究活動の連携強化と相互交
流を目的に毎年開催しているもので、第10回（2009年）
以降、一般参加者を交えての研究報告発表会と懇談会
参加組織に限った討論会を交互に行っている。研究報
告発表会形式をとった今回は、４組織が最新の研究成
果を持ち寄って報告と問題提起を行い、参加者全員で
活発な意見交換を行った。フォーラムには、懇談会組
織のメンバーと一般参加者あわせて45名が参加した。

◆各組織の研究報告発表◆

　報告では、増田喜三郎・ＪＰ総合研究所所長が、世界
（欧州）の郵便事情調査の概要を報告し、郵便事業の自
由化・民営化とデジタル化の進展により、ユニバーサル
サービスの維持と郵便の経営、物流体制の確立に各国が
苦慮しているなかで、いかに地域社会と共に歩む郵便事
業の持続的発展に向けてサービスレベル維持・向上に努
力しているか、フランスなど各国の事業体の取り組みな
どを紹介した。
　高木雄郷・経営民主ネットワーク事務局長は、欧州労
連（ETUC）の現状と課題、欧州会社の実情や欧州労
使協議会（EWC）指令が目指す方向性を示しながら、
ヨーロッパにおけるコーポレートガバナンス（経営統治）
への労働者の参加をとりまく現状を報告し、労働者重視
のコーポレートガバナンスの確立・強化のため、経営に
おける労働者の「情報権」「事前協議権」「参加決定権」
の法制化によって、経営の健全な発展と民主化をはかる
ことの必要性を強調した。
　内田文子・電機総研事務局長は、「ライフキャリアに
関する調査」の概要を報告した。同調査では、積極的職
務行動得点が高い人は、将来の仕事や職場の変化などに
関する不安感が低いことや、60歳代前半の雇用処遇の

あり方に関する要望について紹介し、多様な人材が活
躍できる職場作りをめざすダイバーシティ経営の取り
組みや、社員が学ぶことを奨励したりプラスに評価し
たりするいわゆる＜学習支援企業＞をめざすことが働
く人々の積極的職務行動の向上に有効であることを提
起した。
　杉山豊治・連合総研副所長は、「戦後労働運動の女性
たち－闘いの歴史と未来への提言」研究委員会報告に
ついて説明した。同報告は、連合結成以前の女性労働
運動に直接的に関わってきた女性組合リーダーに聞き
取り調査を実施して女性労働運動の通史をまとめたも
のであり、そこから得られる教訓をもとに、これから労
働運動を担っていく女性組合リーダーたちへの提言を
行うものである。なお、同報告書は、女性リーダーに限
らず、労働運動に携わる多くの関係者にも読んでもらう
ために、研究報告書ではなく書籍として刊行した（『労
働運動を切り拓く　女性たちによる闘いの軌跡』旬報
社）。

◆意見交換概要◆
　JP総研の報告に対し、岩崎馨・労働研究センター事
務局長から、郵便局が抱える問題は都市部に限定される
ものではないため、地方における郵便局の役割を労働組
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＜プログラム＞
報告

「世界（欧州）の郵便事情調査報告」
増田　喜三郎（ＪＰ総合研究所所長） 

「欧州労働社会運動の新潮流～コーポレートガバナンスの現状と産業民主拡大戦略～」
（ブリュッセルの欧州労連本部を訪問して） 　　　　　　

高木　雄郷（経営民主ネットワーク事務局長）  

「『ライフキャリアに関する調査』結果報告」
内田　文子（電機連合総合研究企画室事務局長）

「戦後労働運動の女性たち～闘いの歴史と未来への提言に関する調査研究報告」 　　　　　　
杉山　豊治（連合総合生活開発研究所副所長）
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合がどのように考えているのかについて、高木雄郷・経
営民主ネットワーク事務局長から、配達を各地区におい
て週に1回とし人員削減を行った、デンマークにおける
配達業務の現状と配達業務を行う人員について、藤本一
郎・連合総研所長から、フランスの郵便局員が非常に信
頼されている理由と待遇面での保障、そして両者の関係
性について質問があった。この他、郵便法が改正される
ことによる影響について、野川孝三・教育総研専務理事
から質問が出た。
　同氏からは、経営民主ネットワークの報告に対して、
1995年から1996年にかけて欧州労使協議会の設立が急
激に増加した原因について質問があった。
　電機総研の報告について、藤川伸治・連合総研主任研

究員から、65歳まで働き続けることを望む多くの人が
「勤務先を問わず」と回答しているが、この点に関して、
仕事の内容が問題なのかとの質問があり、併せて、60
歳以降の仕事や働き方として60歳までと同じ仕事を希
望する者が多いことと矛盾しないのか等の指摘があっ
た。また、定年制のうち「選択定年制」を希望する者
が多かったとの調査結果に関して、小林良暢グローバ
ル総研事務局長から大変興味深い結果との指摘がある
とともに、研究会に参加した先生方や報告書の中でどの
ような分析を行い議論したのかについて質問があった。
　最後に、連合総研の報告に対し、大門正彦・生活研専
務理事よりヒアリング対象者の選定や書籍刊行までの
スケジュールなど実務的観点からの質問が出た。

（公財）連合総合生活開発研究所、（社）生活経済政策研究所、労働調査協議会、（公財）地方自治総合研究所、
電機連合総合研究企画室、（一財）教育文化総合研究所、ＪＰ総合研究所、労働研究センター、（公財）中
部産業・労働政策研究会、グローバル産業雇用総合研究所、経営民主ネットワーク

〈労働関係シンクタンク懇談会〉
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年休の取得向上に職場の雰囲気づくりが大きく影響
−時間外労働45時間以上で3人に1人が年休を「まったく取得しなかった」−
第36回「勤労者短観」調査結果の概要（2018年10月実施）

松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告

1．調査対象：
　株式会社インテージのインターネットアンケートモニター
登録者のなかから、居住地域・性・年代・雇用形態で層
化し無作為に抽出した、首都圏ならびに関西圏に居住す
る20 ～ 64歳の民間企業雇用者2,000名

2．調査時期：
　2018年10月１日～５日

3．調査方法：
　インターネットによるＷＥＢ画面上での個別記入方式

4．回答者の構成：

5．調査項目：
⑴  景気・仕事・生活についての認識
　［定点観測調査］

・ 景気、物価、労働時間、賃金、失業、仕事、生活
等に関する状況認識について

⑵  労働時間についての意識と実態
　［10月準定点観測調査］

・ ９月の所定外労働時間、賃金不払い残業、労働時
間管理に関する状況認識について

⑶  ワークライフバランスについての意識と実態
・ 仕事と私生活の現実と希望、これからの働き方に関

する認識について
⑷  年次有給休暇の取得状況の実態

・ 年次有給休暇の保有日数等の把握・取得実態につ
いて

⑸   外国人労働者の受入れに関する意識
・ 外国人労働者の受入れと増加した場合の期待や不

安について
 ⑹  学校の教員の働き方等に関する意識

・ 学校教員の労働時間と残業代支払い関する認識につ
いて

調査実施要項

　本稿では、2018 年 10 月初旬に実施した第 36 回「勤
労者の仕事と暮らしについてのアンケート（勤労者短
観）」の結果概要を紹介する。本調査は、連合総研が
毎年 4 月と 10 月に定期的に実施しているが、第 36 回
調査では、毎回実施している仕事と暮らしに関する意
識変化をとらえるための定点観測調査に加えて、隔
回で実施している「労働時間についての意識と実態」、
さらにトピックス調査として、「ワークライフバランス
についての意識と実態」、「年次有給休暇の取得状況
の実態」、「外国人労働者の受入れに関する意識」、「学
校の教員の働き方等に関する意識」といったテーマで
調査を行った。
　本稿は紙幅の関係から結果の概要の一部のみの紹
介となっているので、詳しくは連合総研ホームページ

（http://www.rengo-soken.or.jp）または、報告書をご
覧いただきたい。

（2000）
100.0

（396）
19.8

（466）
23.3

（575）
28.8

（424）
21.2

（139）
7.0

（1086）
100.0

（203）
18.7

（263）
24.2

（312）
28.7

（230）
21.2

（78）
7.2

（914）
100.0

（193）
21.1

（203）
22.2

（263）
28.8

（194）
21.2

（61）
6.7

単位：％、（　）内は回答者数

※四捨五入により行の合計が100.0％にならないことがあります。

１.  景況や物価、仕事に関する認
識と賃金の状況

◆景気が悪化したとの認識、勤め
先の経営状況が悪化したとの見方
がやや増加

２. 労働時間についての意識と実態
◆男性正社員の所定外労働時間
は減りつつあるが依然多い。また、

所定外労働を行った人の約3割に
賃金不払い残業がある。

３.   ワークライフバランスについて
の意識と実態

 ◆７割近くが私生活重視を希望し
ているが、現実は約４割にとどまる。

４.   年次有給休暇の取得状況の
実態

 ◆昨年度、年次有給休暇を「まっ
たく取得しなかった」が、時間外
労働45時間以上で３人に１人、「99
人以下」で４人に１人。
◆職場の雰囲気が、年次有給休
暇の取得実績や希望時期（時季）

に合わせた取得を大きく左右して
いる。

５.   外国人労働者の受入れに関す
る意識

 ◆外国人労働者の受入れについ
て、現状維持を適当とする人が過
半数。6割超が、ルール習慣の不
知によるトラブル増を懸念。

６.   学校の教員の働き方等に関す
る意識

 ◆約６割が、学校の教員の平均的
な労働時間が、他の労働者に比べ
て長時間と認識

調査結果の
ポイント
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調査結果の概要（一部抜粋）

Ⅰ　勤労者の生活と仕事に関する意識

 ・1年前と比べた景気認識D.I.値はマイナス8.2と、前
回調査からやや悪化している。１年後の景気見通し
D.I.値は、マイナス15.0と、前回調査（マイナス10.9）
よりも、景気が悪化するとの認識は強まっている。

１年前と比べた景気の見方と１年後の景
気見通しが悪化（QR2、QR3）

図表1　�1年前と比べた景気認識と1年後の景
気見通し（D.I.）

（注1）  D.I.＝{ ｢かなり良くなった（かなり良くなる）｣ ×1＋ ｢や
や良くなった（やや良くなる）｣ ×0.5＋ ｢変わらない｣ ×
0+ ｢やや悪くなった（やや悪くなる）｣ ×（－0.5）+ ｢かな
り悪くなった（かなり悪くなる）｣ ×（－1）}÷回答数（｢わ
からない｣「無回答（10年10月調査まで）」を除く）×100

（注2） 第21回調査（11年4月）以降の集計対象は20～ 64歳、第
20回調査（10年10月）以前は20～ 59歳

◆景気、物価に対する意識

◆勤め先と仕事に関する意識

図表２　今後1年間に失業する不安を感じる割合

（注1）失業不安を＜感じる＞＝「かなり感じる」＋「やや感じる」
（注2）  第21回調査（11年4月）以降の集計対象は20～64歳、第

20回調査（10年10月）以前は20～59歳

 ・今後1年くらいの間に自身が失業する不安を＜感
じる＞割合は、全体で28.3%と、前回調査（27.9%）
からわずかに上昇しており、引き続き3割近くが失
業不安を感じるという、高い水準にある。

失業不安を感じる割合がわずかに上
昇、引き続き３割近くが不安を感じてい
る（ＱＲ8）

 ・１年前と比べた賃金収入増減D.I.値を就業形態
別、業種・規模別にみると、正社員はプラス5.0（2017
年10月調査：プラス3.8）、非正社員はマイナス6.8

（2017年10月調査：プラス0.1）となっており、非
正社員は、昨年の同時期から大きく減少している。
　正社員に着目すると、99人以下の製造業を除い
て、賃金収入増減D.I.値がプラスとなっている。
・また、労働組合の有無別でみると「ある」は8.3、
「ない」は2.7と、賃金収入増減D.I.値に5.6の差がで
ている。
 ・賃金収入見通しD.I.値をみると、非正社員に、賃
金が減少するとの見方が強い。

正社員の賃金改善の動きが続く（QR９、
QR10）

図表３　賃金収入の増減実績と見通し（D.I.）
（就業形態別、正社員について業種・従業員規模、労組有無別）
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（注1）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注2）  QR1で1年前は「働いていなかった」、1年前の就業状態は

「わからない」とした回答者を除いて集計
（注3） 1年前と比べた賃金収入D.I.={「かなり増えた」×1＋「や

や増えた」×0.5＋「変わらない」×0＋「やや減った」×（－
0.5）＋「かなり減った」×（－1）}÷回答数（｢わからない｣
を除く）×100

（注4） 1年後の賃金収入見通しD.I.={「かなり増える」×1＋「やや
増える」×0.5＋「変わらない」×0＋「やや減る」×（－0.5）＋「か
なり減る」×（－1）}÷回答数（｢わからない｣を除く）×100

Ⅱ　労働時間についての意識と実態

所定外労働をした男性正社員の月平均所
定外労働時間は 39.3 時間（QT１、 QT2）

◆所定外労働時間（残業・休日出勤）の実態

◆賃金不払い残業の実態

 ・9月に所定外労働（残業および休日出勤）を行っ
たとする割合は33.5%であり、その平均所定外労働
時間は34.1時間であった。
・男性正社員は、48.2%が所定外労働を行い、所定
外労働時間の平均は39.3時間であったが、前回調
査（2017年10月：42.3時間）前々回調査（2016年10月：
49.4時間）と比較すると所定外労働時間は減りつ
つある。

（注１）QT5で残業代が「支給される立場である」と回答し、か
つQT1で「所定労働時間を超えて働いた」と回答した人
について集計

（注２） 表中の「未申告の所定外労働時間（平均）」は、QT1で「所
定労働時間を超えて働いた」と回答した人の未申告の所
定外労働時間数の平均

（注３） （　）内は、回答者数（N）

（注１）管理職（課長クラス以上）も含めた集計
（注２） 表中の「所定外労働時間（平均）」は、QT1で「所定労

働時間を超えて働いた」（所定外労働「あり」）と回答し
た人の所定外労働時間数の平均値

（注３） （　）内は、回答者数（N）

図表５　�今年９月の賃金不払い残業（性・就業形
態別）

図表４　�今年９月の所定外労働時間（性・就業形
態別）

16.3 

16.8 

9.1 

21.6 

8.9 

29.9%

31.5%

未申告の
所定外労働
時間（平均）

17.6時間

18.0時間

13.9時間

38.2%

16.3時間

3.0時間

11.0時間

6.0時間

 ・残業手当が支給される立場で今年9月に所定外労
働を行った人の29.9%が、残業手当の未申告（賃金
不払い残業）があると回答した。不払い残業時間
の平均は13.9時間に達する。残業手当の未申告割
合、不払い残業時間平均は、ともに前年同期より
も減少している。

 ・今年9月に所定労働時間を超えて働いた人で、申
告しなかった時間がある人に対して、その理由を
たずねたところ「申告する際に、自分自身で調整
したから」が65.2%にのぼっている。このうちの
36.0％は、「働いた時間どおり申告しづらい雰囲気
だから」と回答している。一方「申告する際に、
上司から調整するように言われたから」との回答
も25.0%あった。

所定外労働を行った人の 29.9％が賃金不
払い残業「あり」と回答、不払い残業時
間の平均は月13.9 時間（QT６、 QT７）

賃金不払い残業を行った人の３分の２が
「申告する際に自分自身で調整した」と
回答（QT８、 QT９）
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第36回「勤労者短観」調査結果の概要（2018年10月実施）

残業手当に限
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り申告しづらい
雰囲気だから，

36.0

行政に届け出た
時間に違反する
から,  12.8

申告する際に、
自分自身で調整
したから，65.2

申告する際に、上
司から調整するよう
に言われたから，

25.0

査定に影響す
るから，3.5

他人からの評
価に影響する
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残業手当に限
度があるから，
       17.4 

働いた時間どお
り申告しづらい
雰囲気だから，

36.0

行政に届け出た
時間に違反する
から,  12.8

申告する際に、
自分自身で調整
したから，65.2
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司から調整するよう
に言われたから，

25.0

査定に影響す
るから，3.5

他人からの評
価に影響する
から，3.5

（注１）QT5で残業代が「支給される立場である」と回答し、か
つQT1で「所定労働時間を超えて働いた」と回答した人
について集計（N=442）

（注２）｢今の勤め先での仕事に不満｣ は、QR21で ｢やや不満｣
｢かなり不満｣ と回答した人の合計

（注３）｢仕事をやりたくないと感じながら残業した｣ は、QT3
で所定労働時間を超えて働く際に「やりたくないと感じる
ことが多かった」人

（注４）｢今の勤め先を変わりたい｣ は、QR20で ｢すぐにでも変
わりたい｣ ｢いずれは変わりたい｣ と回答した人の合計

（注1）QT5で残業代が「支給される立場である」と回答し、か
つQT6で今年9月の1か月間に会社の業務で所定労働時
間を超えて働いた時間のうちに、残業手当の支払い対象
であるにもかかわらず、「申告しなかった時間がある」と
回答した人について集計

（注2） （２）は、（１）で「申告する際に、自分自身で調整したから」
と回答した人を100とし、その内訳の割合を表している

図表７　�賃金不払い残業が仕事に対する意識
に与える影響

Ⅲ　ワークライフバランスについての意識と実態

賃金不払い残業がある人は、仕事の満
足度や意欲が低く、転職意向が強い（QT
６、 QR20、 QR21、 QT３）

＜仕事重視＞は減少しているものの、依然
として「現実」が「希望」を上回る（QT16）

◆仕事と私生活の希望と現実

 ・「不払い残業がある」とする人では、「ない」とす
る人に比べて、仕事への不満が強く、仕事への取り
組み姿勢も消極的になる傾向がみられ、転職意向も
強い。

 ・現実の生活について＜仕事重視＞と回答した割合
は24.4％、＜私生活重視＞と回答した割合は40.8％
であった。第31回調査（2016年4月実施）と比べる
と、＜仕事重視＞が減少し、＜私生活重視＞が増加
した。
・現実での＜仕事重視＞の割合は減少しているもの
の、依然として希望としての＜仕事重視＞の割合

（1割）を上回っている。一方、希望としての＜私生
活重視＞の割合は7割近いが、現実での＜私生活重
視＞の割合は約4割にとどまっている。

図表６　�所定労働時間を超えて働いた時間をその
とおりに申告しなかった理由�

（１）申告しなかった時間あり（合計）

（2）自身で申告時間調整した人

（回答者数 132）（%）　

（回答者数 86）（%）　
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◆年次有給休暇の保有日数等の把握・取得状況

 ・昨年度の年次有給休暇の取得実績について、＜
取得した＞と回答した割合は34.9％、＜取得しな
かった＞と回答した割合は43.6％であった。
 ・従業員規模別にみると、従業員規模が小さくなる
ほど、「まったく取得しなかった」と回答した割合が
高い。
・「卸売・小売業・飲食店・宿泊業」や「労組なし」で 
も、「まったく取得しなかった」と回答した割合が２
割程度あり、2019年４月に施行される年5日の取得義
務化の効果が期待される。

（注）「平均的な時間配分」は、QT17で通常の1週間の勤務日
数が1 ～ 7日であると回答した人のみ集計

（注１） 「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与されてい
ない」、「わからない」と回答した人は除いて集計

（注２） ＜取得した＞＝「全て取得した」+「おおよそ取得した」、＜
取得しなかった＞＝「あまり取得しなかった」+「まった
く取得しなった」

（注３）（　）内は回答者数（N）

従業員規模が小さくなるほど、「まったく
取得しなかった」の割合が高い（QT21）

図表９　�勤務日の平均的な睡眠時間、仕事時間、
家事関連時間、自由時間と望ましい時間
数（平均値、性・就業形態、週あたり実
労働時間別）

図表10　年次有給休暇の取得実績（属性別）

Ⅳ 年次有給休暇の取得状況の実態

（注1）（　）内は回答者数（Ｎ）
（注2） ＜仕事重視＞＝「仕事重視」＋「どちらかといえば仕事重

視」、＜私生活重視＞＝「どちらかといえば私生活重視」＋
「私生活重視」

図表８　仕事と私生活に関する「現実の評価」と「希望」

週実労働時間が長くなるほど、仕事時間
を減らし、睡眠、自由時間を増やしたい
と希望（QT18、 QT19）

◆生活時間の希望と現実

 ・勤務のある日の「平均的な時間配分」（現実）に
ついて、性・就業形態別にみると、仕事時間は男性
正社員（9.6時間）で長く、家事関連時間は女性正社
員（2.0時間）、女性非正社員（2.8時間）で長い。週
あたり実労働時間が長くなるほど、仕事時間が増加
し、睡眠時間、自由時間が減少する傾向がある。
 ・また「平均的な時間配分」（現実）と「望ましい
時間配分」（希望）の差については、週あたり実労働
時間が長くなるほど大きくなる。労働時間が長い人
ほど、仕事時間を減らし、睡眠、自由時間を増やし
たいと希望している。
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第36回「勤労者短観」調査結果の概要（2018年10月実施）

 ・年次有給休暇の取得実績について、労働時間別
にみると、おおむね１週間当たりの実労働時間お
よび１か月当たりの所定外労働時間が長くなるほ
ど、「まったく取得しなかった」と回答した割合が
高い。
 ・とくに、１週間当たりの平均実労働時間が「60時間
以上」では34.2％、１か月当たりの所定外労働時間が

「45時間以上80時間未満」では32.4%、「80時間以上」
では36.4％が、「まったく取得しなかった」と回答した。

所定外労働時間が長くなるほど、「まったく取得し
なかった」の割合が高い（QT21、F８、QT２）

 ・昨年度の年次有給休暇の付与日数の平均値は
16.5日、取得日数の平均値は10.2日であった。
 ・年次有給休暇を取り残す理由についてたずねた
ところ、「病気や急用のために取っておいたが取り
切れなかった」が37.7％で最も高く、次いで「職
場に休みにくい雰囲気があるから」が34.6％であ
った。
 ・属性別にみると、男性は女性に比べ「休んだ分、
成果や業績を出せなくなるから」と回答した割合
が高く、女性は男性に比べ「職場に迷惑がかかる
から」と回答した割合が高くなっている。

 ・年次有給休暇の取得にプラスに作用しているの
は、「経営トップや上司からの雰囲気づくり」（「〇」
と「×」の差が19.6％ポイント）、次いで「十分
な要員確保」（同16.0％ポイント）、「取得が低調
な者への指導」（同15.5%ポイント）、「連続休暇の
取得促進」（同15. ３％ポイント）、「個々の従業員
に対する意識改革」（同14.8%ポイント）の順であ
った。
 一方、年次有給休暇の取得にマイナスに作用し
ているのは、「年次有給休暇を取得しにくい雰囲
気がある」（同マイナス17.6％ポイント）、次い
で「恒常的に残業が行われている」（同マイナス
10.6％ポイント）、「年次休暇が取りにくい人事評
価が行われている」（同マイナス3.4%ポイント）
であった。
 ・いずれにおいても、職場での雰囲気が、年次有給
休暇の取得を大きく左右することが示唆される。

有給休暇を取り切れなかった理由は、「病
気や急用のために取っておいたが取り切
れなかった」「職場に休みにくい雰囲気
があるから」（QT21付問１、付問２）

職場での雰囲気が、年次有給休暇の取
得に大きな影響を及ぼす（QT21、 QT25）

（注１）QT21で「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与
されていない」、「わからない」と回答した人は除いて集計

（注２）（　）内は回答者数（Ｎ）

（注１）QT21で「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与
されていない」、「わからない」と回答した人は除いて集計

（注２）（　）内は回答者数（Ｎ）

図表11　労働時間と年次有給休暇取得実績

図表12　有給休暇を取り残す理由
　　　　　（属性別）（回答は３つまで）
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 ・特別休暇制度の導入状況について、就業形態別
にみると、いずれの制度も非正社員は正社員に比
べ低い。とくに「慶弔休暇」については、現行パ
ートタイム労働法が守られていない可能性がある。
 ・従業員規模別にみると、いずれの制度も、99人以
下の企業は100人以上の企業と比べて導入状況が低い
が、「慶弔休暇」「夏季特別休暇」「年末年始休暇」に
ついては、100人以上の企業と1,000人以上の企業で導
入状況に差がなくなっている。

（注１）QT21で「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与
されていない」、「わからない」と回答した人は除いて集計

（注２）（　）内は回答者数（N）

（注）（　）内は回答者数（N）

慶弔休暇等、各種特別休暇制度は非
正社員の導入割合が低い（QT24）

図表14　�年次有給休暇の取得実績（休暇関連制
度の導入別）

図表15　�特別休暇制度の導入状況（就業形態別/�
従業員規模別）（M.A.）

（注１）QT21で「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与
されていない」、「わからない」と回答した人は除いて集計

（注２）表中の「〇」は、QT25で「当てはまる」、「どちらかとい
うと当てはまる」と回答した人について集計、「×」は「ど
ちらかというと当てはまらない」、「当てはまらない」と
回答した人について集計

（注３）（　）内は回答者数（Ｎ）

図表13　�「職場の状況や取り組み」と取得実績の関
係性

 ・年次有給休暇の取得状況について休暇関連制度
の導入別にみると、いずれの制度においても、導
入されている方が「全て取得した」および「おお
よそ取得した」と回答した割合が高くなっている。
 ・「導入している」と「導入していない」の差をみると、
とくに「計画的取得制度」（「導入している」と「導入
していない」の差が14.2％ポイント）および「時間単
位休暇制度」（同10.6％ポイント）については、差が
大きくなっている。

「計画的取得制度」「時間単位休暇制度」
の導入の有無で、有給休暇の取得実績
に差（QT23、QT21）

◆休暇関連制度および特別休暇制度の導入状況
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（注１）QT22で「わからない」と回答した人は除いて集計
（注２）表中の「〇」は、QT25で「当てはまる」、「どちらかとい

うと当てはまる」と回答した人について集計、「×」は「ど
ちらかというと当てはまらない」、「当てはまらない」と
回答した人について集計

（注３）（　）内は回答者数（Ｎ）

図表17　�「職場の状況や取り組み」と取得時期（時
季）の関係性

 ・希望した時期（時季）の取得にプラスに作用し
ているのは、「経営トップや上司からの雰囲気づく
り」（「〇」と「×」の差が24.5％ポイント）、次い
で「取得が低調な者への指導」（同24.2％ポイント）
であった。

 ・一方、希望した時期（時季）の取得にマイナスに
作用しているのは、「年次有給休暇を取得しにくい雰
囲気がある」（同マイナス23.7％ポイント）、次いで「年
次有給休暇が取りにくい人事評価が行われている」

（同マイナス12.7％ポイント）であった。
・いずれにおいても、職場での雰囲気が、年次有給休
暇の取得実績と同様に、希望時期（時季）の取得に
も左右することが示唆される。

 ・希望した時期（時季）に年次有給休暇を取得で
きているかをたずねたところ、＜取得できている＞
と回答した割合は6割であった。
 ・業種別にみると、「卸売・小売業・飲食店・宿泊業」、 

「その他サービス業」で、＜取得できている＞と回答
する割合が低くなっている。
 ・従業員規模別にみると、従業員規模が小さいほど、 
＜取得できている＞と回答する割合が低くなってお
り、「99人以下」では、＜取得できている＞と回答し
た割合は5割に満たない。

（注１）＜取得できている＞＝「希望通りに取得できている」+「お
おむね希望通りに取得できている」、＜取得できていな
い＞＝「あまり希望通りに取得できていない」+「希望通
りに取得できていない」

（注２）（　）内は回答者数（N）

職場での雰囲気が、年次有給休暇の
希望取得時期（時季）にも大きく影響

（QT22、QT25）

従業員規模が小さいほど、希望通りに
取得できる割合は低い（QT22）

図表16　�年次有給休暇の取得時期（時季）の希望
と実態

◆年次有給休暇の取得時期（時季）の希望と実態

第36回「勤労者短観」調査結果の概要（2018年10月実施）
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 ・働き手として外国人にきてもらうことへの意識
について、半数以上（56.3％）が「現状維持がち
ょうど良い」と回答している。「今より多くの外国
人にきてもらいたい」は23.9％、「今よりも外国人
が少ない方が良い」は19.8％となっている。

外国人労働者の受入れについて、現状維
持を適当とする人が過半数（QT30）

◆日本で働き生活する外国人の実態認識と今後の受入れ意識

Ⅴ　外国人労働者の受入れに関する意識

 ・日本で働き生活する外国人が増加した場合の「期
待」についてみると、「労働力不足解消への期待」が、
全体で約6割となっており、「外国人ならではの能
力やアイデア取り入れ」や、「社会の多様性が広が
ることへの期待」は、ほぼ5割となっている。

労働力不足解消への期待は、約６割（QT31）

（注）QT26で日本国籍有りと回答した人で集計

（注１） QT26で日本国籍有りと回答した人で集計
（注２） ＜当てはまる＞＝「当てはまる」＋「どちらかというと当

てはまる」、＜当てはまらない＞＝「当てはまらない」＋「ど
ちらかというと当てはまらない」

図表18　外国人の受入れについての意識

図表19　外国人労働者増加への期待

◆日本で働き生活する外国人が増加した場合の期待や不安

（回答者数 1964）（M.A.）

（注１） QT26で日本国籍有りと回答した人で集計
（注２） ＜当てはまる＞＝「当てはまる」＋「どちらかというと当

てはまる」、＜当てはまらない＞＝「当てはまらない」＋「ど
ちらかというと当てはまらない」

図表20　�外国人労働者増加への不安（性・年
代・就業形態別）

 ・日本で働き生活する外国人が増加した場合の「不
安」についてみると、「ルール習慣の不知によるト
ラブル増加」や、「犯罪や不法滞在者の増加」が、
約6割となっており、「日本人労働者の雇用や労働
条件へのマイナス影響を心配」する割合は5割弱と
なっている。

 ・日本で働き生活する外国人が増加した場合の「期
待」と「不安」について、受入れ意識別にきいた
ところ、「期待」の度合いは、受入れ意識によって
差が出ている。「今よりも多くの外国人にきてもら
いたい」と回答した人の期待割合は、全ての項目
で全体よりも20％ポイント以上高くなっている。
・「不安」について、受入れ意識別にみると、「不安」
の度合いは、「期待」と比べて、受入れ意識によっ
て、あまり差が出ていない。日本の習慣やルール
の不知によるトラブル増については、「今よりも多
くの外国人にきてもらいたい」と回答した人でも
61.1％が不安を感じるなど、今後の外国人の受入
れ意識にかかわらず、6割以上の人が心配している。

トラブル増を心配する割合は、６割超
（QT31）

受入れ意識にかかわらず、約６割が「日
本の習慣やルールの不知によるトラブル
増」を懸念（QT31、QT30）

（回答者数 1964）（M.A.）
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（注）平成28年度教員勤務実態調査（文部科学省）によると、１
日当たりの学内勤務時間の平均は、小学校教師：11時間
15分、中学校教師：11時間32分。

（注）教員の労働時間については、「把握しているかどうかわか
らない」「出退勤の時刻の把握を行っていない」をあわせ
ると約４割となり、労動時間把握にも課題があることが指
摘されている。

資料出所： 連合総研（2016）「日本における教職員の働き方・労
働時間の実態に関する調査研究報告書」

図表22　�学校の教員の平均的労働時間が長時間
であることを知っているか

図表23　�公立学校の教員の時間外業務に残業代
が支払われないことを知っているか�

 ・公立学校教員の残業代については、「支払われな
い」にもかかわらず、６割以上の人が「支払われ
る」と認識していた。教員の長時間労働に比べて、
残業代に対する認知率は低くなっている。

（注１）QT26で日本国籍有りと回答した人で集計
（注２）QT31の各項目で「当てはまる」との回答と「どちらかと

いうと当てはまる」との回答を合わせた割合

図表21　�外国人労働者増加への「期待」と「不安」
　　　　（受入れ意識別）

第36回「勤労者短観」調査結果の概要（2018年10月実施）

 ・小中高生の保護者の63.3％が、教員の労働時間
は他の労働者と比べて長時間と認識。該当する子
どものいない人でも、58.8％が教員の労働時間は
長時間と認識。

公立学校の教員が時間外に行っている
部活動指導・授業準備・テストの採点な
どは残業代が「支払われない」ことを、
知らない人が６割超（QT34）

教員の平均的な労働時間が、他の労
働者に比べて長時間となっていることを

「知っている」が約６割（QT32）

◆学校教員の長時間労働に対する認識

Ⅵ　学校の教員の働き方等に関する意識

（回答者数 1964）（M.A.）
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・第１号議案　２０１７年度事業報告に関する件

・第２号議案　２０１７年度決算報告に関する件

・第３号議案　理事の改選に関する件

・第４号議案　監事の改選に関する件

・第５号議案　評議員の改選に関する件

・第１号議案　理事長・副理事長・専務理事の選定に関する件

・第２号議案　研究所長・副所長・事務局長の選任に関する件

・第３号議案　総務委員会委員の選任に関する件

・第４号議案　顧問・参与の委嘱に関する件

　連合総研は、定款に定められた手続きに従い2018年11月26日に、第19回定時評議員会・第40回
理事会を開催した。第19回定時評議員会では、2017年度（2017年10月１日～ 2018年9月30日）の
事業報告や決算、役員改選に伴う手続きなど、５つの議案について提案し、質疑の後、全て提案通
り承認された。また、続く第40回理事会では、理事長・副理事長・専務理事の選定など４つの議案
について提案し、いずれも提案どおり承認された。
　議案および選任された理事は以下のとおりである。

評議員会・理事会報告
「2017年度事業報告・決算」を承認−第19回定時評議員会・第40回理事会−

古賀　伸明 （連合総研理事長） 藤本　一郎 （連合総研所長）
新谷　信幸 （連合総研専務理事） 相原　康伸 （連合事務局長） 
岡島真砂樹 （日教組委員長） 毛塚　勝利 （法政大学客員教授） 
佐藤　博樹 （中央大学教授） 末廣　啓子 （目白大学教授） 
高倉　　明 （自動車総連会長） 廣澤　孝夫 （日本自動車査定協会理事長） 
松浦　昭彦 （UAゼンセン会長） 松迫　卓男 （中央労働金庫理事長）

下田　祐二 （連合総合総務財政局長） 森　　一夫 （元日本経済新聞特別編集委員）

今野浩一郎 （学習院大学名誉教授長） 川本　　淳 （自治労委員長）
岸本　　薫 （電力総連会長） 塩田　正行 （国際労働財団常務理事）
中世古廣司 （全労済理事長） 中村　圭介 （法政大学教授）
南雲　弘行 （教育文化協会理事長） 野田三七生 （情報労連委員長）
野中　孝泰 （電機連合委員長） 三浦　まり （上智大学教授）
吉川　　薫 （白鷗大学教授）

【理　事】＜2018年11月26日現在＞

【監　事】＜2018年11月26日現在＞

【評議員】＜2018年11月26日現在＞

●（公財）連合総研　理事・監事・評議員名簿

第19回定時評議員会

第40回理事会
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連合総研は10月から新しい事業年度をスタートさせてい

ます。

公益財団法人である連合総研は、内閣府が所管する

2400余の公益財団法人の一つとして、いわゆる公益法人

三法に基づき設置され、法に基づき運営をしています。

連合総研は働く者のシンクタンクとして1987年12月に

発足し、翌年には、当時の経済企画庁・通商産業省・厚生

省・労働省共管の「財団法人」となり活動を続けてきまし

たが、2008年の公益法人制度改革に伴う法施行をうけ、

2011年4月1日からは「公益財団法人」に移行し、今日に至っ

ています。

公益財団法人としての法に基づく運営は、連合総研に限

らず他の公益財団法人も同様と思いますが、それは労働組

合法や組合規約に基づく労働組合の運営とはかなり異なる

ものです。

公益法人の公益性は「公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律」（以下　法）に、「公益目的事業を行

うことを主たる目的とするものであること」（法第5条）と

規定されていますが、連合総研の場合、定款で「本財団は、

内外の経済・社会・産業・労働問題に関し調査・研究し、

その成果に基づき国民的視点に立った政策の提言を行い、

もって、勤労者とその家族の生活の総合的向上、わが国経

済の健全な発展及び雇用の安定に寄与することを目的とす

る」と定めています。そして、具体的な公益目的事業とし

ては、経済・社会・産業・労働問題に関する調査・研究、

情報収集、シンポジウムの開催、国際的な研究交流、情報

誌発行等を掲げています。

また、法に基づく会計上の運営では、公益目的事業にお

ける収入が費用を超えないこと（いわゆる収支相償原則）

や公益目的事業が全体経費の過半数以上であることなどが

要請されますが、手続き面でも、法に基づく定款に定めが

あり、事業計画書や収支予算書は、事業年度開始日（連合

総研では毎年10月1日と定款に規定）の前日までに理事会

での承認を得ることとしています。連合総研では外部の学

識経験者、産別代表者などの方々に理事（12名）、評議員（11

名）に就任頂いていますが、9月下旬に定例の理事会・評議

員会を開催し、新年度の事業計画と収支予算の承認を頂き

ました。

また、毎事業年度終了後は、監事の監査をうけた事業報

告や決算書について、理事会の承認を経て評議員会での承

認を受ける必要があり、その後、議事録等の必要書類を添

付して3ヶ月以内に所管官庁である内閣府に提出しなけれ

ばなりません。連合総研では、独立監査人として公認会計

士の監査も受け、11月下旬に定例の理事会・評議員会を開

催し、内閣府へ関係書類を提出して、一連の年度更新手続

きを終えることができました（内閣府の手続きとは別に一

般財団法人としての法務局への法人登記も必要ですが）。そ

してこれらの公益法人としての関係書類は、個人情報に関

する部分を除いてすべて情報開示をすることとしています

（連合総研のHPに公開しています）。

公益法人としての年度更新の手続きだけでも少なくない

事務量ですが、2011年の公益財団法人への移行に際して

の事務手続きは、相当な量と煩雑さであったと推察します。

当時の草野理事長（2012年3月ご逝去）や久保田専務理

事の、先人のご労苦に感謝と敬意を表したいと思います。

さて、このような手続きを経て連合総研の新しい事業年

度がスタートしています。

公益目的事業である今年度の調査・研究では、9本の新

規研究テーマを計画しています。外国人労働者の受け入れ

と社会的包摂に関する研究や、「人生100年時代」長寿社会

における新たな生き方・暮らし方に関する研究など、「国民

的視点に立った政策の提言を行い、もって、勤労者とその

家族の生活の総合的向上、わが国経済の健全な発展及び雇

用の安定に寄与する」、このような大きな成果を挙げたいも

のです。

「公益財団法人」としての連合総研　新しい事業年度立ち上げ

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　専務理事兼事務局長　新谷 信幸
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　社会保障制度の理解が難しい理由の

一つは、とても複雑でスケールが大き

いことにある。日本のＧＤＰの２割に

あたる毎年100兆円を超えるお金が動

いている。国家予算（一般歳出）に占

める割合も５割を超えているし、市民

一人ひとりの生活はもちろん、企業経

営や自治体財政、日本の経済全体にも

関わりがある。全体を理解するのには、

あまりに壮大で大規模、複雑至極であ

る。

　社会保障制度を設計している側は、

様々なことを全体的に見渡して、社会

的なコストはなるべく小さくし、サー

ビスはなるべく充実させるという、こ

の相反することの最適解を求めて懸命

に考える。一方、実際にサービスを受

けている市民の側は、「私と、私の家族

をどうしてくれるの」という自分事の

世界になる。制度の全体像＝マクロの

風景と、市民一人ひとりに起こるミク

ロの風景画、この２つはものすごく乖

離している。筆者はその点にも社会保

障を理解する難しさがあるという。つ

まり、その人の置かれている立場や状

況によって、見えている社会保障の風

景がまるで違い、そのことが、社会保

障の全体像とミクロで起こっている事

実を知る妨げになっている。

　さて、2019年10月に、消費税が8％

から10％への引き上げが行われる。こ

れまで同様にマスコミ報道で伝わって

くるのは、増税派と反増税派双方の訴

えかけが再び熱を帯びつつあることだ。

安倍首相は、14年４月に税率を８％に

引き上げた後の11月、税率10％への

増税延期を掲げて衆院を解散した。16

年７月の参院選直前には、二度目の延

期も決めた。そのような政局の材料と

なるのは、負担が増えるけど、安心安

全な年金、医療、子育てなどの政策は

実現されるのだろうか、という漠然と

した市民の不安があり、市民の支持を

得たいという目先の利益を追う政治家

に翻弄されるという側面もある。ただ、

市民の不安が客観的に的を射ているか

どうかの問題ではなく、多くの人がそ

う受け止めているという事実は看過で

きない。そこには、政治や政治家に対

する不信、行政や公務員、政府のガバ

ナンスに対する不信が根っこにあるか

らである。さらに、市民として、社会

保障制度が拠って立っているこの国の

社会の仕組みや価値観、理念、哲学を

公教育でも就職してからも系統立てて

学ぶ機会が保障されていないこともあ

る。

　人口減少、少子化、急速に進む超高

齢化社会で「安心」が揺らぎ始め、日

本の社会保障制度は、大きな曲がり角

に差し掛かっている。どのような社会

的・文化的・経済的な階層に置かれよ

うとも、社会の構成員一人ひとりが自

分のやりたいと思っていること、ある

いは潜在的に持っている能力を発揮し

やすい環境をつくることが社会の発展

の源であって、社会保障はそれを実現

するための基盤であるという理念・哲

学に基づき構想される必要がある。本

書は全編にわたりこの理念・哲学に基

づき社会保障制度の現状、そしてグラ

ンドデザインが描かれている。

者の香取照幸さんは、厚生労働

省などで、長年にわたり日本の

社会保障制度改革に携わってきた方で

ある。2017年３月より在アゼルバイ

ジャン共和国日本国特命全権大使を務

めている。香取さんは、｢本屋に置いて

ある社会保障に関する本はやたらと小

難しいものや筆者のイデオロギーが強

いものばかりで、もっと普通のサラリ

ーマンでもわかるような本を書こうと

役所を辞める前から思っていた｣（覚え

書き「著書『教養としての社会保障』

について」）と述べている。私も、仕事

上、社会保障制度関係の書籍を読んで

きた。その中でも社会保障の理念、現状、

今後のグランドデザインについて非常

に説得力がある提言がされている秀逸

の書籍であると思う。

　さて、人生の様々な場面で必ず関わ

りを持つのが社会保障である。しかし、

「ユーザー」であるほとんどの市民は社

会保障の理念とは何か、どんな仕組み

になっていてどう動いているのか、知

らない。

藤
川
　
伸
治
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

香取　照幸　著
東洋経済新報社
定価1,600円（税別）

『教養としての社会保障』

少子高齢化、人口減少社会における
社会保障制度の展望を描く

筆

最近の書棚から
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今月のデータ

　普段取り上げるデータとは毛色が違うが、これもまた日本の今の

人の暮らしの一側面を示すデータということで。

　今回は怒りとともに「今月のデータ」である。ご承知のとおり、歩

行者が横断歩道を渡ろうとするとき、自動車は一時停止し、歩行者

を優先しなければならない。一方、これまたご承知のとおり、実際

には止まらない車が非常に多い。JAFの今年の調査では、なんと停止

率は全国平均で8.6％。非停止率ではない、停止率である。何の冗談

かと思う。９割以上の運転手が、平気で違法行為を行っているので

ある。ちなみに道路交通法では、3 ヵ月以下の懲役または5万円以下

の罰金だ。

　実は私は日ごろから、体を張ってこの状況の改善を試みている。車

がやってくる横断歩道に、気合で足を踏み入れていくのだ。だが、多

くの車が歩行者を見ても速度を緩めない。信号がなければ自動車が

優先だとでも思っているのだろうか。しかしここで引いては、停止

しないという犯罪を見逃すことになる。だからそこからは気合の勝

負である。車をにらみつけつつ、とにかく歩き続ける。おおむねの

車は直前で急停止するが、ひどいやつだと速度を落とさず反対車線

にはみ出し私に触れそうになりつつすり抜けていく。非常に危険だ。

　以前新聞でイギリスからの旅行者が、一時停止をしない日本の状

況に「クレージー」「ルールを守るという日本のイメージと違う」と

コメントを述べていた。恥ずかしいことである。

　最近は外国人旅行者も多い。再来年には東京オリンピックもある。

現在の「クレージー」な交通マナーを何とかしなければ非常に恥ず

かしい。事故も起きかねない。

　長野では過半数がしっかり停止するという。長野でできることが

全国でできないはずはない。一刻も早く、改善に取り組むべきだ。

　しかし栃木の0.9％、すげーな・・・。    （主任研究員　浦野高宏）

信号機のない横断歩道での歩行者横断時における
車の一時停止状況全国調査2018 【 JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）】

一時停止しない車の割合、驚愕の９割超
一刻も早い改善が求められる深刻な交通マナー

2018年　信号機のない横断歩道における車の一時停車率（全国）

※上は全国平均の年ごとの変化
※左は 2018 年の各県の一時停車率をグラフにしたもの
JAF（一般社団法人  日本自動車連盟）調査
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D I O
２０１９　

　解熱鎮痛剤と鼻炎薬を飲んだ上に、
大酒を飲んだときのことである（絶対
にやってはいけない）。いつも通勤に
利用している駅前の交差点で、迷子に
なった。間違いなくその交差点にいる
のだが、４つのコーナーのうちどこに
立っているのかいくら街の様子を眺め
てもわからず、どちらに歩いていった
ら自宅なのかがどうしてもわからなか
ったのだ。あれは、困った。結局家に
はたどり着いたが、どうやってたどり

着いたのかについては機密事項のた
め、ここでは明らかにできない（ヒン
ト・駅前に交番がある）。しかしおか
げで、認知症などで徘徊する人の見て
いる街の風景がわかった。大酒は今後
もやめられそうにない。そんなわけで、
安心して徘徊できる（拘束されたり常
に見張られたりしない）社会になるこ
とを、ぜひ望むものである。

（オラオラですか）
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【11月の主な行事】

 11 月　5 日 交通労働者の労働条件改善と公共交通のあり方に関する研究委員会

（主査 : 戸崎　肇　首都大学東京特任教授）

  7 日 所内・研究部門会議

 12 日 労働関係シンクタンク交流フォーラム 

 19 日 所内勉強会　 

 20 日 総務委員会

　 　21 日 所内・研究部門会議

 26 日 理事会・評議員会


