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の補完的な関係を築きながら、人的資
本の充実を図ってきたが、バブル崩壊
後、それまでの成功を更に磨き上げるど
ころか、人的資本はコスト削減の対象と
なり、全体ではむしろ劣化した可能性
がある。
　企業による教育訓練が低調な一方で、
大学への進学や社会人になった後の大
学での学び直しが活発かというと、国
際的にみて高いわけではない。他方で
大学の教育力、研究力も、世界の中で
相対的に低下を続けている。デジタル
経済との関係では、デジタル人材が育っ
ていない。グローバル人材も然りだ。
　人的資本の充実には、これらの質的
向上が重要な課題となるが、と同時に、
生産年齢人口の減少が続く日本におい
ては、知識を持った労働者を量的に確
保していくことにも戦略的に取り組む必
要がある。それは、潜在的な能力の発
揮が期待される女性と知識・経験を有
する高齢者が更に活躍できるようにして
時間を稼ぎ、この間に出生数を回復させ、
将来の労働力を確保するということにな
る。
　加えて、知識社会への移行に伴って
知識・所得の格差が拡大しないように目
配りも必要だ。
　こうした課題に対して、政府はこれま
でも取り組んできた。しかし、女性・高
齢者の就業増加に成果がみられるもの
の、人的資本の質的向上や出生数の回
復の面では依然目覚ましい成果は得ら
れていない。政策的にも、予算獲得に
力が注がれ、従来の措置の深掘り・延
長が多くはないか。人的資本の充実は
一朝一夕に実現できるものではないが、
効果的な成果を着実に出していかない
と意味がない。これまでの政策に限界
があるならば、発想の転換も必要だろう。
政府、企業、家計の各主体が認識を共
有し、主体的に行動に移していくことも
重要だ。ドラッカーは、歴史的転換が
2020年頃までに終わると予測した。日
本も後れを取り戻し、人的資本大国の
実現により知識社会への歴史的な転換
が進むことを願う。

ナウイルス感染症が終息し、社会経済
活動が正常化することを願いたい。と
同時に、この歴史的な出来事・経験が
我が国経済社会の発展やあり方を大き
く変える転機となることを期待したい。
　日本経済は、1990年代以降、世界
の中で取り残され、長期低迷が続いて
きた。工業化へ離陸したアジア諸国の
中には、中所得国となった後、経済構
造の転換が進まず、高所得国へ移行
できない国もある。中所得国の罠と呼
ばれ、日本でも話題となったが、日本も、
高所得国に仲間入りはしたものの、そ
の後の進化に失敗し、罠にはまってい
るかのようだ。
　ドラッカーの「ポスト資本主義社会」
の日本語版が出版されたのが、30年前
の1993年だった。その日本語版への序
文には、次のようなことが書かれている。
日本の過去40年間の成功は、工業化
の時代において行うべきことを卓越し
て行った結果であったと。日本から学
ぶべきものは欧米にとって既知のもの
ばかりだったが、日本が優れていたの
は、それを実際に行ったことだ。しかし、
これからの新しい時代、すなわちポス
ト工業化の時代では、これまでの成功
を更に磨き上げるのではなく、全く新し
いことを行わなければならない。それ
はやさしいことではないが、日本の可
能性を確信しているという主旨の楽観
的なメッセージが送られていた。
　しかし、ドラッカーの予測した知識
社会への移行に、残念ながら日本は世
界の中で後れを取ったままだ。それを
目のあたりに見せつけられたのが、今
回のコロナショックであった。デジタル
経済化、ワクチン・治療薬の開発など
の例を出すまでもないだろう。
　知識社会では、知識が重要な資源
となり、カネや機械ではなく、人間が
中心的な役割を果たす。金融・物的資
本よりも、人的資本の充実がより一層
重要となる。かつて日本は、経済発展
を目指して教育水準の向上に力を注い
できた。企業も、長期雇用と人材育成

年を迎え、スペイン風邪のときと
同様に3年目の今年には新型コロ新
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　明けましておめでとうございます。
　健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　2022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。
　昨年一年間も一昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症への対応に終始した年となり
ました。
　東京や大阪近郊の都市圏や沖縄などでは、昨年（2021年）の9月末までのほとんどの期間が、
緊急事態宣言もしくは重点措置が適用されていました。東京を例に挙げると、なにも発出さ
れていなかったのは、1月7日までと3月後半から3週間程度でした。そして、やっと10月1日
からは日本全国で緊急事態宣言もまん延防止等重点措置もない日々が続きました。
　新規感染者数は8月20日に過去最多を記録して以降減少傾向に転じ、順調に推移していき
ました。しかし、韓国や欧米の状況、そしてオミクロン株の確認などから、引き続き、個々
人の感染対策の徹底や、感染拡大局面に備えた医療体制のさらなる充実・強化が必要です。
　今年の干支は「壬寅（みずのえ・とら）」。「新しく立ち上がること」や「生まれたものが
成長すること」を表すといわれています。今年は感染症が収束するか、あるいは治療法の確
立により、新型コロナウイルスの脅威が薄れ、新しいステージに向かっていくことを祈るば
かりです。
　この新型コロナウイルス感染拡大は、私たちの働き方や暮らし方に大きな変革をもたらし
ています。国内外を問わずオンライン会議は日常化し、テレワークも拡大しました。これら
のことが、労働環境や雇用関係にも大きな影響を及ぼしているとともに、技術革新が私たち
の生活を、根本から変える時代になりつつあることを実感しています。ウィズ・ウイルスの
社会システムをどうつくっていくのか、早急に対応していかなければならない課題です。
　一方、コロナ禍とは関係なく、日本社会には二つの大きな課題があると思います。一つは
経済・社会の成熟化です。成熟化は、経済の低成長と国民意識や価値観の多様化という特徴
をもっており、これまでの国内総生産（GDP）を前提とした仕組みを組み替える必要があ
ると思います。二つ目は人口減少を伴った超少子高齢社会の進展です。国立社会保障・人口
問題研究所によると、2065年には日本の人口は8000万人台になり、高齢化率も40％弱にな
ることがほぼ確実視されています。
　加えて、第26回気候変動枠組条約締約国会議（COP26）が昨年10月英国・グラスゴーで
開催され、各国の立場の違いが鮮明となり会期が延長される状況となりました。しかし、私
たちの経済・社会活動が、地球システムに負担をかけ、その容量を超えて重要な機能を変化
させ、これまでの繁栄の礎であった安定的でレジリエントな地球システムを失う危機に近づ
けていることが、改めて確認されました。世界中で頻発する異常気象や地球規模の生物多様
性の喪失はその証左です。
　成熟化と超少子高齢社会、そしてCOP26が私たちに突き付けた、この現実に冷徹に向き
合わなければなりません。私たちのライフスタイルも含めて、循環型経済をベースとした新
たなこの国の形をどう創っていくのか、その中で私たちの働き方や働くことの満足度をどう
高めていくのかなどの政策対応が求められています。　
　表面化した現象の中から本質を見極め、大切な価値を一つひとつ紡ぎながら、次の時代を
模索し構想することが、これからの重要なステップではないかと思います。
　今年も所員一同、時代の変化を敏感に受けとめ、さまざまな課題に対する調査研究活動を
推進していきたいと思っています。引き続きのご指導・ご支援をお願い申し上げますととも
に、皆さまにとって実り多き年に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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　新年を迎え、2022年が皆様にとって安らかで実りのある年となるようお祈り申し上げ
ます。
　2021年を振り返る時、一昨年に引き続き、昨年もかつて経験したことのない新型コロナ
ウイルス感染症のパンデミックという事態への対応に終始した一年だったと言っても過言で
はありません。連合総研に集う仲間の皆さま、それぞれの立場で、大変なご苦労・ご奮闘を
続けてこられたと思います。すべての皆さまに心より敬意を表します。
　連合は、昨年の10月６日に、「安心社会へ 新たなチャレンジ ～すべての働く仲間ととも
に『必ずそばにいる存在』へ～」をスローガンに第17回定期大会を開催し、運動方針を確
認しました。
　新たに確認された「2022 ～ 2023年度運動方針」では、連合運動の現在地として、コロナ
前からの課題に向き合い、浮き彫りになった課題を直視し、第17期連合運動の基軸として、
新しい運動スタイルの構築に向けて、第16期運動方針で掲げた3期6年の「改革パッケージ」
のさらなる推進のため、「すべての働く仲間をまもり、つなぐための集団的労使関係の追求と、
社会に広がりのある運動の推進」および「安心社会とディーセント・ワークをまもり、創り
出す運動の推進」、「ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された『真の多様性』
が根付く職場・社会の実現」などを掲げています。
　いま、私たちの眼前には、経済の成熟化、超少子高齢・人口減少社会の進行、そして格差
や貧困の拡大など、社会の持続可能性に関わる様々な課題が立ちはだかっています。
　私たちは、労働組合としての社会的役割を果たすべく、雇用を守り、労働の価値を高め、
誰一人取り残さない社会の実現に向けて、丁寧に、素直な気持ちで対話を重ねながら、寄り
添い、共感を得、集団的労使関係の輪を広げていく運動を推進していきます。コロナ禍を克
服するとともに、今後の不確実な環境変化に適応しつつ、一人ひとりをまもり、地域をつな
ぎ、人権が尊重されジェンダー平等と多様性に満ちた安心社会の構築へ果敢に挑戦し、そし
て、「働くことを軸とする安心社会」に向けて、すべての働く仲間とともに「必ずそばにい
る存在」としての連合運動を切り拓いていきましょう。ジェンダー平等と多様性に満ちた安
心社会の構築へ果敢に挑戦していくとともに、現場の意見をきちんと聞くことで、労働運動
が更なる前進を果たせるよう全力で取り組んでまいります。
　社会・経済・政治のあり方を問い直し、すべての働く仲間・生活者の命と雇用とくらしを
まもり、持続可能で包摂的な「働くことを軸とする安心社会」に向け、今こそ「私たちが未
来を変える」運動をともに実践していく必要があります。その中では、連合総研の研究活動
に重要な役割を担っていただくことを期待します。
　また、私たち労働組合自身も、ジェンダー平等等、新しい労働運動スタイルへの挑戦が求
められます。団結や連帯のかたちの幅を広げ、より多くの人とつながり合い、労働組合の力
として発展させていくことが必要です。そして、すべての働く仲間に向けた組織拡大・強化
の取り組みを通じて、集団的労使関係の価値を社会に広げていくことが重要です。
　
　私も先頭に立って連合運動の社会的価値を発信し、行動していきます。皆さまのご指導・
ご協力をお願いいたします。本年も連合へのご支援を心よりお願いします。

日本労働組合総連合会　会長　芳野　友子

新年のご挨拶
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　 視　点

私事で恐縮だが、私が幼少期を過ごした地域では当

時、玄関に鍵をかけるという習慣がなかった。それど

ころか、隣近所の人が貰い物の生鮮食品のおすそ分け

を持ってきてくれた時にその家が留守だったりすると、

勝手に上がって冷蔵庫に入れていってくれたりするこ

とがあった。地域全体が「家族ぐるみで昔からの知り

合い」という状況だから、それも可能だった。その後

時代が変わり外の地域から多くの人が移り住むように

なると、やがて我が家も玄関に鍵をかけるようになっ

た。

今回の特集は地域の「つながり」の力である。上記

のような、近所の家の冷蔵庫の中身まで把握している

ような地域もあれば、マンションが立ち並んでいて近

所づきあいは極めて希薄な地域の場合もある。そして

前者は減少を続けており、後者は増加を続けている。

働き方や家族のあり方をはじめ、人の暮らし方や価

値観が変わってきているのだから、当然のことだろう。

ただどのような場合でも、人が支えあっていくもので

あり、また社会を構成することで暮らしていく生き物

である以上、その地域の中での「つながり」の力は必

要だ。災害の激甚化、住民の高齢化、格差の拡大と貧困、

孤立や外国人住民との共生など、地域の課題も多様に

なっている。今の時代、そうした地域の課題に取り組

む「つながり」の力はどのような現状にあり、また「つ

ながり」の力を維持・発展させていくためには、なに

が求められ、現在模索されているのか。それについて

考えてみたいと思った。

寄稿1で名和田是彦法政大学教授は、地域コミュニ

ティの持つ機能について、「親睦」および「『参加』と『協

働』」に大きく分類したうえで、とくに後者の推進につ

いて行政と専門機関の果たす役割について「仕組みづ

くり」「専門性の支援」「拠点施設」を切り口に、現状

と課題を明らかにしながら、今後の可能性について考

察をしている。

寄稿2で鍵屋一跡見学園女子大学教授は、災害時の

「避難行動要支援者（高齢者や障がい者など）」への支

援のための制度改定について取り上げ、市区町村の策

定する個別避難計画策定にあたって福祉専門職が参画

し、さらに市区町村の調整により地域住民に協力をも

とめること必要性を指摘。そしてこうした非常時への

備えの取り組みが、平時の地域社会で支えあえる関係、

地域の「つながり」を作る機会にもなると強調する。

寄稿３で玉野和志東京都立大学教授は、自治会加入

率の低下の原因を「人のつながりの希薄化や公共心が

失われたこと」と考えるのは的外れで、そもそも無報

酬で行政の下請け仕事ともいえる業務に協力が得られ

てきたこと自体「奇跡」と考えるべきと指摘。そして

その「奇跡」がなぜ可能であったかを考えることで、

今後の課題が明らかになるだろうとしている。そして

下請け事務を行う場ではない「協議の場」としての自

治会・町内会が自治体に提言を行っていく形への模索

が、これからの姿の一つと提言している。

寄稿4で西尾敦史愛知東邦大学教授は、民生委員制

度の歴史に触れたうえで、役割や期待が高まる半面、

その大変さから欠員率が高まる現状を指摘。東日本大

震災での活動・実践を紹介したうえで、そこで明らか

になった民生委員が生活支援ニーズの多様化・複合化

に対応するための視点を４つに分け分析している。そ

して、それらの実践を可能にしていくためには民生・

児童委員協議会や行政・自治体などによるサポートが

重要であるとしている。

寄稿５で作野広和島根大学教授は、地縁など従来型

のコミュニティでは対応しきれない地域の課題解決の

ため生まれた「地域運営組織」について、登場の経緯

や背景を紹介しつつ、自治会・町内会と比較しその特

徴を明らかにしている。取り巻く課題はありながらも、

地域の「つながり」を再構築できる組織として、今後

もさらに多様な展開をしていくであろうと指摘してい

る。

地域社会で取り組むべき課題は社会の変化にともな

い一層多様になっているし、それは今後も続いていく。

だから、「つながり」の力を再生・維持・発展させる取

り組みも、さらなる工夫や新たな発想で進めていくこ

とが欠かせない。

（連合総研　主任研究員　浦野高宏）

地域を守る「つながり」の力を
再生・維持・発展させるためには

〈特集解題〉
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１. 地域のつながりとは
　地域社会（コミュニティ）の「つながり」
や「きずな」が希薄化しているといわれる。
これは由々しき問題である。由々しきことだ
と考える理由は二つある。

（1）「親睦」と地域に住む安心感

　一つには、およそいかなる国や時代でも共
通だと思うが、人間が生きていく上で、周囲
に住んでいる人々から価値ある人格として認
められているという感覚（社会的承認欲求が
充足されているという感覚）が、そして願わ
くは人々から信頼されまた必要とされている
という感覚が、必要だからである。こうした
地域に住むことの安心感は、よく「親睦」と
いった言葉で表現されており、自治会・町内
会などの地域組織の規約などにもしばしば登
場する。具体的には、普段外で出合った時に
挨拶を交わし、ちょっとした言葉を交わすこ
となどを通じて表現され、もう少し組織立っ
たものとしてはお祭りなどの親睦行事を通じ
て維持される。
　コロナ禍でお祭りや運動会などは多くの地
域で中止になったが、もし地域のつながりが
ある程度強ければ、こうした親睦行事はなん
とか復活していく（現に復活している地域が
ある）し、つながりが希薄化してしまってい
るとそのまま消滅ということになりかねない

（現にさまざまな地域の活動団体が解散した
り消滅したりしている）。
　親睦的雰囲気の実現は、ごく普通の自然な

善意の発露として定着し、通常は特に意識し
なくても保持されるが、つながりの希薄化が
進行すると、自覚的に取り組まなくてはなら
ない。本号の特集の各論稿が扱っているよう
な、自治会、民生委員、地域運営組織といっ
た地域の仕組みを通じて、意識して地域の親
睦的雰囲気を形成するような取り組みが行わ
れる必要がある。近年地域福祉の取り組みに
おいて、見守り活動が重視され、「さりげな
い見守り」とか「緩やかな関係性」とかいっ
た言葉で語られているが、こうした活動は、
かつては意識的な「活動」として組織されず
とも、親睦的な雰囲気の中で自然に実現して
いたものであったろう。
　筆者の地元の例で恐縮であるが、横浜市の

「市民意識調査」における「隣近所とのつき
あい方」に関する回答の長期的な変化を少々
見よう1。「隣近所とのつきあい方について『道
で会えば挨拶ぐらいする』と回答した人がこ
こ数年半数近くを占めている」が、1975年で
は34.1％で、その後増加してきた。これだけ
見ると、親睦的雰囲気が増したように見える
が、そうではない。「たまに立ち話をする」は、
この50年ほどずっと4分の1強くらいで変わら
ないが、「『一緒に買い物に行ったり、気のあ
った人と親しくしている』『困ったとき、相談
したり助け合ったりする』と回答した人の割
合は減少傾向」なのである。「また、年齢が
低いほど『顔もよく知らない』と回答した人
の割合が高い傾向にある一方で、70代以上の
女性では『一緒に買い物に行ったり、気のあ

地域における『つながり』の力の
現状とこれから
名和田　是彦

（法政大学法学部教授）
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った人と親しくしている』『困ったとき、相談
したり助け合ったりする』と回答した人の割
合が高くなって」いるというのである。おそ
らく、この50年ほどの間に、隣近所との比較
的強いつながりが減少し、「道で会えば挨拶
ぐらいする」や「顔もよく知らない」という
回答へと移行してきていると想像できよう。
　こうした状況を背景に、「煩わしいネチネ
チした地域のしがらみ」と「カラッとした、
しかし困りごとを抱えるとよるべのない都会
的な人間関係」の中庸を目指して「さりげな
い見守り」や「緩やかな関係性」が政策的に
追求されることになるのである。

（2）合意形成と公共サービスの提供

　「親睦」は地域のつながりの最基底の基盤
であるが、しかし、地域のつながりは日本で
はさらに重要な意味を持っている。
　すなわち、親睦の域を超えて、日本の地域
社会は、政策上「コミュニティ」などといわ
れて、欧米諸国ではあまり見られないさまざ
まな役割を果たしているのである。これは、
私見によれば、日本では幾度となく市町村合
併が繰り返されてきた結果、「基礎的な自治
体」といわれる市町村が相当大規模になって
おり、コミュニティレベルへのきめ細かな配
慮が出来にくいためである。さらには、1990
年代以降のいわゆる「右肩下がり」の時代に
おいては、新自由主義的な行財政改革が推進
され、行政が提供する公共サービスが縮小・
重点化されてきており、それの補完が、他の
民間諸主体とともに地域コミュニティにも期
待されているのである。
　そこで、本特集においても扱われている「地
域運営組織」の形成が各地域コミュニティに
求められ、「地域課題の解決活動」が奨励さ
れることになる。公共サービスの提供を、行
政と民間諸主体との連携・協力によって保障
しようとする、こうした政策傾向を「協働」
と呼んでいることは、読者の皆さんもよくご
存じであろう。
　ここで注意したいのは、地域コミュニティ
の側では、単に黙々とサービス提供活動を行
うだけではなく、どのようなサービスがなぜ

自分たちの地域に必要かを議論し、決定する
こと、そして場合によっては、行政の役割だ
と考えたものについては行政に要求すること
も、必要だということである。こうした合意
形成と意思決定の機能も、地域コミュニティ
は持つべきだし、現に持っている、というこ
とである。自治体の政策形成にこのようにし
て影響力を行使することは、最近の政策論議
では、「参加」と呼ばれている。
　かくして、今日の地域コミュニティの役割
には、「親睦」のほかに、「参加」と「協働」
とがあるということになる。
　地域コミュニティの参加と協働のあり方を、
自治会や地域運営組織といった地域集団など
と、民生委員などの地域の委嘱委員とに即し
て、具体的に論ずることは以下の各論稿に委
ねることとし、ここでは、こうした地域コミ
ュニティと関わる行政や専門機関に目を移し
てみよう。

２. 行政と専門機関の関わり
　行政や社会福祉協議会や公民館のような
専門機関は地域コミュニティを「支援」する
とよく言われる。ここでもこうした「支援」
的な地域社会への関わりを主に考察対象にし
ているが、こうした関わり以外にも、行政と
専門機関がいわば本業として責任を持って主
体的に関わる分野もあるから、ここでは「関
わり」と言っておく。
　行政や専門機関の地域への関わりは、地域
のつながりにとってどういう役割を持ってい
るだろうか。

（1）仕組みづくり

　地域のつながりが希薄化しているときに、
制度的な枠組みを用意して、地域のつながり
が展開しやすい場を仕組みとして作ることが
ある。これは主として行政の役割である。
　例えば、本特集で扱われている「地域運営
組織」を、自治体の区域全体にくまなく展開
する仕組みを「都市内分権」とか「自治体内
分権」とか「地域分権」というが、こうした
仕組みを作ることによって、加入率低下に悩
む自治会が活動しやすくなる。なぜなら、自
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治会は民間組織であるから、「会員」になら
ないとまちづくりの当事者にならないが、都
市内分権制度のもとでは、当該区域内のすべ
ての住民が当事者であり、参画の呼びかけの
対象となる。
　また、都市計画・建築系の地域活動におい
ては、これに取り組む地域の活動団体を、行
政側が「街づくり条例」などに基づいて「認定」
することを通じて、行政が持っている権限を
ある程度委譲することができる。ハードの街
づくりは、私有財産権の規制を伴うので、民
間の力だけでは限界があるのである。
　福祉保健系の地域活動に関する「地域包括
ケア」や「地域福祉計画」のような制度枠組
みも、地域に協議体を組織して地域の諸課題
を議論する場と機会を作り出すことができ
る。よく「行政も縦割りだが、地域もこれを
反映して縦割りだ」と言われるように、特に
行政委嘱委員のルートを通じて地域にも縦割
り構造が持ち込まれており、都市内分権など
の協議組織で議論してみたら、どの地域組織
も同じ地域で同じようなイベントをやってい
たことがわかることがよくある。
　こうした話し合いと課題解決活動のための
地域サイドのプラットフォームができれば、
地域の埋もれたニーズも掘り起こされ、それ
に取り組むことを通じて新しい人材も発掘さ
れるであろう。各地域のニーズに合った活動
をすることこそが、多くの住民の関心を惹き、
担い手を増やしていくゆえんである。

（2）専門性の支援

　日本都市センター（全国市長会のシンクタ
ンク）の2019年の、全国の都市自治体を対象
としたアンケート調査によれば2、現在地域コ
ミュニティが取り組むべき課題として、「防災」
と「地域福祉」が大きな比重を占めている。
そのほか、回答数はまだ少ないが、近い将来
の課題として、空き地・空き家問題、学校教育、
地域公共交通、国際交流、地域経済なども意
識されている。
　そして、このアンケート調査でも示されて
いるが、そうでなくともすぐに理解されるよ
うに、これらの分野は地域コミュニティが主

としてボランティアで取り組むには、少々専
門性が高い面がある。つまり、これからの地
域コミュニティに求められる活動は、これま
でより専門性が伴うものが多いということで
ある。
　そうだとすれば、行政や専門機関が支援し
て、一つには、地域コミュニティ内の人材と
してそうした専門性を身につけた人たちを育
成する必要があるし（例えば「認知症サポー
ター養成講座」などは最も広まっている例の
一つであろう）、もう一つには、行政や専門機
関が自ら専門家として介入し援助する必要が
ある。
　こうした専門性の中でも、注目されるのは、

「コーディネーター」という存在である。なぜ
なら、この場合行政や専門機関は、自ら事業
を手がけるだけではなく、地域コミュニティ
に支援的に関わり、地域の活動力を引き出す
ように行動する必要があるからである。防災
訓練であれば、みごとなホース捌きによる消
火活動や手際のよい救命活動などを住民に見
てもらうだけではなく、住民自身がそれをで
きるように訓練プログラムを組み立てなけれ
ばならない。
　コミュニティスクールにおける学校地域コ
ーディネーター（地域学校協働活動推進員）、
社会福祉協議会や地域包括支援センターにお
ける生活支援コーディネーターなどのように、
コーディネーターと称する職種が近年増えて
いる。こうした「コーディネーター」という
ものの専門性は独自なものであって、何か専
門的なことを知っていたり実践できたりとい
う知識・技能的専門性ではなく、自らは黒子
になりながら地域の人と人、組織と組織とを、
結びつけるように行動する専門性である。ま
さに地域のつながりを創り出し強化していく
専門性といえよう。
　こうした専門性は日本ではまだ十分に認知
もされていないし十分に開発されてもいな
い。これからの実践の中で深化されることが
期待される。

（3）拠点施設

　こうしたコーディネート機能が展開する場
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は、もちろん地域社会そのものであるが、そ
の際拠点となる施設ないし空間的な場が必要
である。それを意識した施設づくりが近年盛
んに行われているように思われる。
　かねてより、小学校区に一つとか中学校区
に一つといった身近なエリアに、公民館、コ
ミュニティセンターといった生涯学習系の施
設や、地域包括支援センターのような福祉保
健系の施設が整備されてきた。しかし、これ
らの施設は、その運営にあたる人々が、地域
の人たちが集まり交流を深め、地域活動を起
こしていくことを支援するつもりになってい
なければ、十分な機能を果たすことができな
い。来場する人たちを「お客様として接遇す
る」という発想を超えて、ともに地域を作っ
ていく仲間として広く受け容れ、コーディネ
ートしていく必要がある。そのためには、ふ
らりと寄る人でも入りやすいような空間づく
り、雰囲気づくりが重要である。かつてのコ
ミュニティセンターなどには、なるべく多く
の空間を壁で仕切ってなるべく多くの生涯学
習グループに貸す、というコンセプトの空間
づくりが多かったが、これでは相互の交流が
生まれない。最近のコミュニティセンターに
は、あえて広いロビーや公共空間をしつらえ
ている設計のものが多く見られる。
　こうして、すでに地域活動をしていて、特
定の目的を持って施設を訪れる人たちだけで
はなく、無目的にふらりとやってくる人たち
にも開かれた空間を作り、交流の中から新し
い仲間や担い手を発掘するコーディネート機
能が望まれる。
　おそらくこうした拠点空間の必要性への本
能的な気づきから生まれた民間サイドの斬新
な取り組みこそ「コミュニティカフェ」であ
るといえよう3。コミュニティカフェとは、カ
フェ営業などの「コミュニティ・ビジネス」
によって資金を得て存続を確保しながら、誰
もが自然に立ち寄れて自分の時間を過ごした
り相互に交流したりできる居場所を提供する
試みである。その交流の中から、地域の日常
生活における課題やアイデアが話題となり、
思わぬ動きにつながるのである。コミュニテ
ィカフェは今全国的に広がっており、増え続

けている。
　コミュニティカフェを観察していると、「公
共空間」というものの真の意味がわかってく
る。「公共」とは、仲間であろうが仲間でな
かろうが、誰もが単に「人」であるというだ
けで（大げさに言えば人権の享有主体として）
尊重され迎えられる空間である。誰もがそこ
にアクセスできる。そしてそこで交流してみ
て、馬が合わなければそれでもよい。もし馬
が合えば仲間になっていく。こうした公共空
間を実は地域コミュニティは失ってきたので
はないか。それが地域のつながりの希薄化を
生んでいるのではないか。
　自治会をはじめとする地域活動団体におい
て、もちろん仲間集団はきわめて重要であり、
それ抜きには何もできない。問題は、どんな
組織でも時の経過とともに仲間内に自閉する
傾向があることである。それはしばらくは効
率が良いが、次第に活動が地域のニーズに合
わなくなると、縮小再生産への道を歩む。大
切なことは、活動団体が外の公共世界に常に
窓を開き、まだ仲間でない人たちと交流する
構えを持ち続けることである。今全国に燎原
の火のごとく広がりつつあるコミュニティカ
フェは、仲間内への自閉という組織内在的な
傾向に抗して地域のつながりをリフレッシュ
しようとすることの必要性を訴えるものであ
るように思われる。

１  以下については、『第4期横浜市地域福祉保健計画』冊
子（2019年3月）、123頁にまとめられている。

２  日本都市センター（2020）『コミュニティの人材確保
と育成～協働を通じた持続可能な地域社会～』を参
照。この冊子の特に45頁以下に、本文で述べているこ
とを詳細に説明しておいた。

３  コミュニティカフェについては、齋藤保（2020）『コ
ミュニティカフェ』学芸出版社を参照。コミュニティ・
ビジネス的手法で最も成功したコミュニティカフェの
一つである「港南台タウンカフェ」の詳細が分かる。
219頁以下には筆者も解題を書いている。
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はじめに
　近年の災害では、高齢者や障がい者等が
逃げ遅れたり、その後の避難生活で厳しい状
況に陥る事例が後を絶たない。また、住宅だ
けでなく福祉施設そのものが被災し高齢者が
亡くなる事例も出ている。
　その主な理由は、避難行動要支援者（以
下「要支援者」という）と言われる高齢者、
障がい者等が激増したからだ。75歳以上の高
齢者人口は阪神・淡路大震災時の1995年に
約718万人だったものが、2020年には約1872
万人と2.6倍に急増し、単身高齢者が3.2倍に
なった。同じように25年間で、障がい者人口
は62.5％、特定医療費（指定難病）受給者証
所持者数は3.24倍にそれぞれ増加した。
　このような要支援者を災害から守るため、
2020年度、政府は大きな制度改正を行った。
具体的には、「避難情報の見直し」、「避難行
動要支援者の個別避難計画作成の努力義務
化」、「福祉事業者へのBCP作成の義務付け」

「福祉避難所ガイドラインの改定」「福祉施設
の立地規制」だ。
　私は、この制度改正が行われた2021年を「福
祉防災元年」と捉えている。その中核が防災
における福祉事業者と地域コミュニティ・自
治体の連携だからである。

１. 避難情報の大幅改定
　2021年5月の災害対策基本法改正により、
避難情報が大幅に改定された。主な変更点に

ついて「避難情報に関するガイドライン」に
沿って概観する。

（1） 警戒レベル３「高齢者等避難」（市区町

村長が発令）

・発令される状況⇒「災害のおそれあり」
・ とるべき行動⇒「危険な場所から高齢者等

は避難」
　高齢者等とは、避難を完了させるのに時間
を要する在宅又は施設利用の高齢者及び障
害のある人等、及びその人の避難を支援する
者とされている。避難支援者を加えているこ
とを忘れてはならない。支援者はまず、自ら
の安全を確保したうえで、避難しようとする
人を支援するのが原則である。
　この「高齢者等避難」の名称は何度も変更
されてきた。2005年に初めて制定されたとき
は、「避難準備（要援護者等避難）情報」で
あったが、その後、主に名称が長いという理
由で「避難準備情報」になった。2017年には、
前々年9月の関東・東北豪雨災害や前年の台
風第10号による高齢者施設の被災等を踏まえ

「避難準備・高齢者等避難開始」に変更された。
私は、この委員会で「避難準備」という名称
に反対した。それは人には正常性バイアスが
あり「避難準備」だと「準備だけすればいい
んだ、まだ逃げなくていい」という誤ったメ
ッセージを伝えかねないからだ。
　今回のガイドラインで、「「避難準備」で名
称が始まると、高齢者等が避難するタイミン
グである認識が薄れるおそれがあること。」

鍵屋　一
（跡見学園女子大学教授）

福祉と地域の連携による安心
安全な地域社会づくり
～福祉事業者と地域コミュニティ・自治体の連携～
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と変更理由を説明している。
（2） 警戒レベル４「避難指示」（市区町村長

が発令）

・発令される状況⇒「災害のおそれ高い」
・とるべき行動⇒「危険な場所から全員避難」
　内閣府が行った住民向けアンケートでは、
避難勧告及び避難指示（緊急）の両方を正し
く認識していたのは17.7%に過ぎなかった。
そこで、避難勧告が廃止され、避難指示に一
本化された。なお、避難とは「危険な場所か
ら難を避ける」ことを意味し、必ずしも屋外
への立退き避難を求めているわけではない。
以前、市区町村の全域に避難勧告等が出され
たとき、どこに避難すればいいんだ、という
批判があったが、危険な場所にいる住民は全
員、安全な場所へ避難するようにと考えれば
よい。

（3） 警戒レベル５「緊急安全確保」（市区町

村長が発令）

・発令される状況 ⇒「災害発生又は切迫」
・ とるべき行動 ⇒ 「命の危険 直ちに安全確

保！」
　居住者等が指定緊急避難場所等へ立退き
避難することがかえって危険であると考えら
れる状況において、いまだ危険な場所にいる
居住者等に対し、「立退き避難」を中心とし
た避難行動から、「緊急安全確保」を中心と
した行動へと行動変容するよう促したい場合
に発令される。
　今回の避難情報の改定では、様々な課題
が整理された。関係者のご尽力に心から敬意
を表したい。

２.  市区町村への個別避難計画作成の努力義
務化

　要支援者が個別に災害時の避難計画を作
成する「個別計画」の制度が始まったのは
2005年。2020年10月1日現在、消防庁による
と避難行動要支援者名簿（以下「名簿」とい
う）に掲載されている者全員について個別計
画の策定を完了している市区町村は12.1％、
一部について策定が完了している市区町村は
50.1％だ。制度開始以来15年が経過してなお

達成率は低い。
　2013年の災害対策基本法改正で、名簿作
成を市区町村に義務付けたが、それから7年
でほぼすべての市区町村が名簿を作成してい
る。一方で、個別計画の位置づけはガイドラ
インだ。名簿は、役所内の情報だけで策定で
きるが、個別計画は、実際に職員が訪問した
り、地域住民にも協力していただく必要があ
って、人手も時間もはるかにかかる。市区町
村にとっては、法的位置づけが弱いために優
先順位が下がりやすい。　　
　そこで、2021年度の災害対策基本法改正に
より、個別計画は「個別避難計画」と名称が
変更となり、その作成が市区町村の努力義務
と位置づけられた。
　要支援者の個別避難計画を作成し、安全
な避難を確保するためには、要支援者本人が
家族及び支援者らとともに計画策定のプロセ
ス、避難訓練、検証、見直し等を通じて災害
対応の意識を醸成し、避難の意欲を高め、実
効性を確保することが重要である。
　大分県別府市や兵庫県の先進事例では、
要支援者を日常で支援し、状況をよく知って
いるケアマネジャーや相談支援専門員など福
祉専門職が参画して個別避難計画を作成し
効果を上げている。さらに、優先度の高い要
支援者については、本人も参加する地域調整
会議を開催し、福祉専門職や地域住民が必要
な情報を共有し、調整を行って個別避難計画

（災害時ケアプランとも言う）を作成する。
実際に計画作成する福祉専門職には、1件で7
千円の報酬を支払っている。
　一方で、福祉専門職は多くの要支援者を抱
えており、災害時にすべての要支援者の避難
支援はできない。このため、地域住民による
避難支援への協力が必要になる。このような
調整を行うのが、市区町村の役割となる。
　早期に要支援者の個別避難計画を策定す
るためには、優先度を考慮する必要がある。
災害リスク、当事者本人の心身の状況、独居
等の居住実態、社会的孤立の状況などである。
それがよく分かる福祉専門職の協力を得る必
要がある。
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　一方で、福祉専門職には災害対策のノウハ
ウが不足している恐れがあり、ハザードマッ
プの見方、避難場所、避難方法、避難支援
者等について研修をしたり、自治体内で相談
支援する体制が求められる。

３. 福祉事業者へのBCP作成義務付け
　厚生労働省は、今年度から全ての介護福
祉事業所、障害福祉サービス等事業所を対
象に、３年の経過措置期間を設けた上で、Ｂ
ＣＰ（業務継続計画）等の策定、研修の実施、
訓練（シミュレーション）の実施等を義務づ
けた。 
　東日本大震災後の2012年～ 2014年の3年
間、私たちは厚生労働科研費を得て100名以
上の被災者、支援者等のインタビューを重ね、
被災地の福祉施設職員らとの共同研究を行っ
ている。福祉施設のBCPにおいては、企業
BCPと違い以下の重要課題がある。

【ハザードの理解と避難】
　福祉施設はもちろん、利用者の居宅、また
職員自身の自宅や通勤路にはどのようなハザ
ード（洪水や土砂災害、津波の危険性など）
があり、警報が出たときに、どのような行動
をしなければならないかを理解することが第
一歩である。
　そして、避難場所、避難方法、持ち出し品
などについて、避難先での福祉サービスの継
続を考慮してBCPを作成し、訓練することで、
避難行動がしやすくなる。

【ライフライン停止に備えた備蓄等】
　災害時には停電、断水が危惧される。水や
食料、薬などは備蓄されていることが多いが、
真っ先に困るのはトイレである。利用者だけ
でなく、職員のトイレ確保も極めて重要であ
る。また、電源確保も大事だ。吸引吸痰がで
きなければ命にかかわる。スマートフォンは
現代のライフラインだ。さらに、夏の冷房対
策、冬の暖房対策も命にかかわる課題だ。

【職員の自助】
　職員は、施設にいるときよりも、自宅にい
る時間のほうがずっと長い。仮に、自宅でケ
ガをしたり、停電断水で家族の生活が厳しか

ったり、介護や保育をしなければならないと
すれば、簡単には出勤できない。家族が安心
して生活ができるようになって初めて、出勤
できることを忘れてはならない。それには、
やはり停電断水に備えた自助が不可欠であ
り、近隣と仲良くして支え合ったり、場合に
よっては家族全員で施設に来るなどの対応が
求められる。往々にしてBCPは事業所での事
業継続ばかりを計画するが、職員の自助力の
向上がその前提となることを忘れてはならな
い。

【避難確認、安否確認】
　警報が発令されたとき、居宅で福祉サービ
スを受けている要支援者については、その福
祉事業者が避難の必要性を伝え、避難してい
るのか、まだ避難していないのかを確認する
必要がある。その上で、避難支援の必要性の
有無を確認して、支援者や自治体に状況を伝
えるとともに、場合によっては自らが避難支
援を行う。
　さらに、災害発生直後は、利用者及び職員
の安否確認が重要になる。しかし、多くの場
合、安否確認方法は携帯電話や自宅電話の
連絡網にとどまっている。SNSやICTを活用
した新たな手法が開発される一方、声掛けな
どを含めて近隣職員が訪問したり、地域住民
や要支援者団体などと連携する方法があるの
で、施設の強みを活かしながら対策を講じる。
　これらが、居宅支援を行っている事業者の
BCPに組み込まれなくてはならない。この避
難確認、避難支援は、市区町村が作成する「個
別避難計画」と同じものである。したがって、
福祉事業者が個別避難計画づくりに主体的に
参画して作成すれば、福祉事業者のBCPの
一部となる。

【福祉支援のできる避難先の確保】
　従来の施設の消防計画、非常災害対策計
画では、避難先で福祉支援を継続することま
では考えられていなかった。安易に学校など
福祉支援に課題のある場所が避難場所とし
て選定されていなかっただろうか。場合によ
っては屋外のグラウンドなどが指定されてい
るかもしれない。考えればすぐわかることだ
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が、大雨のとき、屋外の避難場所には避難す
るわけにはいかない。
　望ましいのは、同種の福祉サービスを提供
している施設への避難である。特別養護老人
ホームなら同じ特別養護老人ホームへの避難
がいいはずである。
　また、通所施設や特別支援学校であっても、
大災害であったり、公共交通機関が止まった
りで親族の引き取りがなければ、施設や避難
場所において福祉支援を継続しなければなら
ない。

【支援者の確保】
　災害時の利用者支援は24時間体制になる
ので、通常よりも多くの職員が必要になる。
その上、職員そのものが被災して参集できな
い可能性もある。そこで、同一市区町村内の
各施設、法人が互いに支援し合えるように協
定を結んだり、全国組織との連携により、直
ちに支援者を確保できるように検討を進めて
おく必要がある。
　なお、私たちは、その後も福祉施設が本来
備えるべき防災計画を研究し、既存の消防計
画、非常災害対策計画を土台として避難確保
計画、BCPを作成し、必要に応じて福祉避難
所計画を加える必要があることを明らかにし
た。これを福祉防災計画と名付けていて、広
義のBCPとも言える。

４. 福祉避難所ガイドライン改定
　内閣府による福祉避難所のガイドラインは
2021年5月に大幅な改定がなされた。
　以前の「福祉避難所の確保・運営ガイドラ
イン」29ページにはこう書いてある。
　「市町村は、災害が発生し又は発生のおそ
れがある場合で、一般の避難所に避難してき
た者で福祉避難所の対象となる者がおり、福
祉避難所の開設が必要と判断する場合は、福
祉避難所の施設管理者に開設を要請する。」
　すなわち、このガイドラインは、福祉避難
所を主に二次的な避難所と位置付けて記述し
ている。
　しかし、二次避難所として運用された場合、
高齢者や障がい者等から考えるとどうだろう
か。「警戒レベル３・高齢者等避難」が出た
ときに、最初に向かうのは小中学校など一般
の避難場所になる。認知症高齢者や、自閉症
の障がい児者、精神障がい者、乳幼児を連れ
た保護者などはその避難場所に行けるだろう
か。当事者が不安定になって発作を起こした
り、夜泣きをして周囲に迷惑をかけるかもし
れないのだ。
　実際、熊本地震において、熊本県特別支
援学校知的障害教育校PTA連合会が保護者
アンケートを行ったところ、65％の家族が避
難し、避難先は車中泊が指定避難所の2倍以

図　福祉防災計画の全体像

福祉防災計画
消防計画・非常災害対策計画に、避難確保、

福祉事業継続、地域貢献を加える

[1]従来の消防計画・
非常災害対策計画
災害直後の安全確保（避難･
救助･消火等）

[4]地域貢献・連携

地域との支え合い、

個別避難計画作成支援

（福祉）避難所等

[3]福祉事業継続

代替施設、利用者保護

在宅者の避難支援、

人の確保、備蓄物資等

[2]避難確保計画・レ
ベル向上

安全な避難方法、

複数の避難路･避難場所等

出典：鍵屋作成
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上（657家族、避難者全体の65％）であった。
このPTAの要望を受けて熊本市は特別支援
学校を「福祉子ども避難所」に指定し、直接
避難を含め障がい児を受け入れることにし
た。一方で、全国の市区町村のうち特別支援
学校を避難所に指定しているのは149、11.9％
に過ぎない。小中高校が96.7％であるのに比
べるとその違いは歴然としている。
　一般避難所での生活が難しい方は、最初か
ら福祉避難所に向かい、利用したほうがいい
はずだ。今回のガイドラインは、二次避難所
ではなく、一般の避難所と同時期に開設すべ
きものとして次のように明記した。

「市町村は、災害が発生し又は発生のおそれ
がある場合（災害時）で、高齢者等避難が発
令された場合などには、指定福祉避難所を開
設する。」

　なお、福祉避難所の負担を軽減するため、
事前に避難予定者と福祉避難所をマッチング
させ、直接避難できるようにする。また、高
齢者施設に障がい児者が避難しても十分な対
応が難しいなどの状況があるため、たとえば
特別養護老人ホームなら高齢者向け、特別支
援学校なら障がい児向けなど、避難者の対象
を特定できる制度を新たに設けた。

５. 災害リスクの低い場所への福祉施設の誘導
　近年の一連の水害では、多くの福祉施設で
避難を余儀なくされ、使えなくなった施設で
は他の施設を借りたり、仮設の福祉施設を建
設して福祉サービスを継続するなど大きな被
害を受けた。いくつかの施設からは、当時、
まさに「命からがら」で逃げた、という避難
状況を聞いている。
　福祉施設から避難せずに済むためには、災
害ハザードエリアにおける開発を規制し、安
全な土地への立地誘導が必要である。今回、
国土交通省と厚生労働省が歩調を合わせて、
大きな方向性を打ち出している。
　まず、土砂災害特別警戒区域など災害レッ
ドゾーンについては、社会福祉施設等の開発

を原則禁止とする都市計画法が2022年４月か
ら施行される。今年の流域治水関連法改正で、
特定都市河川流域においては、新たに浸水被
害防止区域を創設した。これが洪水における
レッドゾーンに該当することになる。それ以外
の水災害リスクの高いところは、厚生労働省が
補助を厳格化する。これで、全国の水災害リ
スクの高い立地をカバーし、できるだけ安全な
立地に施設を誘導していく手段が整った。

おわりに
　これまで見てきたように、個別避難計画に
は福祉専門職の参画、福祉BCPには防災部局
の専門性、福祉避難所には福祉施設と防災の
連携、福祉施設の立地規制には都市計画部
門との連携がそれぞれ求められている。した
がって、まず自治体の内部で福祉部局と防災・
都市計画部局が縦割りを超えて連携しなくては
ならない。その意義や業務内容について対話に
より共通理解をつくることが第一歩となる。
　高齢者や障がい者等の災害時の安全確保へ
の取り組みが、平時の地域社会で支え合える
関係をつくる機会にもなる。「災害は弱い者い
じめ」という社会に訣別し、日常も災害時も安
心で安全な地域共生社会づくりを進めたい。
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イメージ」2021年3月18日
https://www.mhlw.go.jp/content/sankousiryou1.pdf
鍵屋一監修・著、岡野谷 純、岡橋 生幸、高橋 洋『ひな
型でつくる福祉防災計画 ～避難確保計画からBCP、福祉
避難所～』東京都福祉保健財団、2020年7月
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　地域の運営に住民自身が関与する組織とし

て、自治会・町内会はこれまで多くの役割を

果たしてきた。戦後すぐの頃には街灯の設置

に自ら努力したり、ハエ・蚊退治のための消

毒作業に協力したり、道普請や用水の清掃、

地域の運動会などを行っていた時期もある。

近年ではさすがにそこまでの活動力をもつ自

治会・町内会は少なくなったが、今でもお祭

りや盆踊りぐらいの行事には関わり、ゴミ集

積所の管理や防災訓練などを取り仕切ってい

る。多くの人はその存在自体は知っていても、

自治会・町内会がどのような沿革をもち、ど

んな活動をしているかについては、よく知ら

ないのが一般的だろう。何年かに一度輪番で

班長がまわってくると、会費を集めたり、寄

付を募ったりという協力はするけれど、それ

以上のことを頼まれるのはちょっと、という

人も多いだろう。若い人の中には、引っ越し

た後に入会を求められ、会費を請求された際

に、入らなければいけないんですか、入って

何のメリットがあるんですか、と聞く人も多

くなっている。

　自治会・町内会はこれまで地域の運営や親

睦に関する活動を自ら担うだけでなく、自治

体の広報広聴活動など様々な活動にたいする

協力を行ってきた。事実上、地域を代表する

住民組織として、行政にとっては欠かすこと

のできない存在である。なぜなら、地域には

様々な市民活動団体やNPOが存在するが、

自治会・町内会ほど網羅的に住民を組織して

いて、かつ行政に好意的に協力してくれる団

体は少ないからである。

　ところが、これまで長い間そのように地域

や行政を支えてきた自治会・町内会が、いよ

いよその役割を果たすのが困難な状況に至っ

ている。かつては8割や9割以上という全戸加

入に近い組織率であったものが、50％を切る

場合も多くなり、特に若年層が加入してくれ

ないために役員の高齢化と担い手不足が重な

り、これまでやってきた行事を維持すること

すらも困難になりつつある。ところが、逆に

行政の方は、阪神・淡路大震災や東日本大震

災の教訓から、災害時の要援護者の地域での

洗い出しと、いざというとき誰が安否確認や

助けに行くのかという計画立案を自治会・町

内会に求めるなど、以前にも増して、多くの

協力を期待するようになっている。自治会・

町内会の会長をいったん引き受けると、月に

何度も出席しなければならない会合や関連す

る仕事が負担になるので、自分まではいいと

しても、とても次の人に引き受けてもらうこ

とはできないということで、自分の代で自治

会・町内会を解散するとか、少なくとも上位

団体である連合会への参加は取りやめるとい

う事例が見られるようになっている。

　これらのことが、都市化によって地域での

自治会・町内会のこれまで
とこれから
玉野　和志

（東京都立大学教授）
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人々のつながりが希薄になったとか、公共心

が失われたというように解釈され、事実、自

民党などからは一時期、自治会・町内会への

加入を義務化すべきだという議論も見られた

が、この点での理解はいささか的外れである

ように思う。なぜなら、自治会・町内会の活

動は、NPOや市民活動団体のように、自分た

ちの利害や関心にもとづく活動というより

も、地域のすべての人々にとって必要な公共

的な活動に取り組むという色彩が強い。だか

ら、行政の下請け仕事ともいえる業務にも積

極的に協力してきたのである。つまり、もと

もと自治会・町内会は公務としての報酬を保

証されてもいないのに、自発的に公共的な業

務を担ってきたという、およそありえないこ

とを続けてきた団体なのである。そのような

団体の組織率が低下し、その維持が困難にな

っていることは、むしろ当然のことであり、

これまで維持できてきたこと自体をむしろ奇

跡と考えるべきなのである。現在でも人々の

地域でのつながりは、それなりに維持されて

いるし、公共心も決してなくなってはいない。

自治会・町内会とは対照的に市民の自発的な

活動は決して衰えていないし、諸外国では実

現が困難と言われた複雑なゴミ出しのルール

も、それなりに広く守られているのである。

　だとしたら、むしろそのような自治会・町

内会の奇跡がなぜこれまで可能であったかを

考えるべきであろう。自らの利害や関心では

なく、公共的な自治体の業務に自発的に協力

する民間の団体が、なぜ広く成立しえたのか。

このことを考えることで、現在の自治会・町

内会が置かれている困難とこれからの課題が

明らかになるだろう。しかしその前に、実は

自治会・町内会とよく似た事情にある団体を

ひとつ指摘しておきたい。意外に思うかもし

れないが、労働組合がそれである。自治会・

町内会は住民であり、労働組合は労働者であ

る点は異なるが、いずれも彼ら彼女らの公共

的な利害を守ることを目的とした団体なので

ある。自治会・町内会が全戸加入を原則とし

ている点も、かつては強制的ないし半強制的

な加入として疑問視されたが、労働組合が可

能ならばすべての労働者を組織し、すべての

労働者のために活動する点と、実はあまり違

いがない。だから自治会・町内会もその担い

手たちの利害や関心ではなく、町の人みんな

のための活動が優先されるのである。そして

現在ともに加入率の低迷に悩んでいる点も同

じである。

　さらに、自治会・町内会の奇跡も、実は一

般的に労働組合が台頭する歴史的事情と関

連している。自治会・町内会が広く日本の都

市で組織され始めたのは、大正から昭和にか

けて都市化が急激に進んだ時期である。それ

は労働組合運動が台頭すると同時に、経営家

族主義によって取り込まれたり、国家権力に

よって弾圧されていく時期と重なっている。

この時期に自治会・町内会を組織し始めた

人々は、村落から都市に流入して労働者にな

ったが、その不安定な状況ゆえに、失業時に

はくず拾いや露天商などの雑業に従事し、や

がては町工場や商店主へと上昇していった都

市の自営業者層であった。彼らは労働組合が

弾圧される中で、労働者として身を立てる道

よりも、自営業者して一国一城の主になろう

とした。そして彼らがその営業上の利害ゆえ

に組織した町の会が、戦時体制に入ろうかと

いう政府によって発見され、奨励・制度化さ

れていったのが、戦時中の部落会町内会であ

り、隣組組織だったのである。つまり、労働

者と自営業者は近代化＝民主化の要求が高ま

った時代に台頭した大衆の2つの形態、いわ

ば双生児であった。欧米では労働者が労働組

合を通じて労働者政党を生み出し、制度化＝

体制内化していったのにたいして、日本では

自営業者が自治会・町内会を組織して戦時体

制に協力することで、天皇制国家の一員とし

て認められることになった。小作や雇いとし

て暮らした村落を追われ、労働者となった

人々が、労働運動が弾圧される中、自営業者

となって町会を組織したときに初めて国家に

よって尊重される存在へと社会的に上昇する

ことに成功したのである。戦後、GHQによっ
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て戦争に協力した組織としていったん禁止さ

れた町内会が、しぶとく生き残って自発的に

行政に協力する活動を続けていったのは、地

域の中小零細自営業者として、自治会・町内

会を担うことで自治体行政への影響力を行使

することが、自らの社会的上昇として経験さ

れた人々が健在だったからである。したがっ

て、そのような都市の自営業者の経済的基盤

が崩れ、グローバル化が進む1980年代以降に

は、自らの利害関心を度外視してまで、地域

の人々のために行政に積極的に協力しようと

いう奇特な担い手を確保することは、通常通

り、困難になっていったのである。

　したがって、現在、自治会・町内会の活動

を、これまでと同様に将来にわたっても維持

していこうとするのは、無理があると考えた

方がよい。むしろできなくなって当たり前な

のである。とりわけ行政への協力という点で

は、これまで通りにはいかないことが増えて

いくだろう。事実、行政もそれをうすうす感

じ始めていて、自治会・町内会へのてこ入れ

や、それに代わる地域の新しいプラットホー

ムづくりを模索しつつある。それでは、将来

の自治会・町内会をどう考えるのが適切なの

だろうか。

　まず、最初に断っておきたいのは、自治会・

町内会は地域によってそれぞれだということ

である。一律に考える必要はない。地域の実

情に応じて、様々なあり方があると考えた方

がよい。そのうえで、問題は現在の自治会・

町内会のどの部分を維持し、どこを諦めるか

である。これもまた地域によって違ってよい。

組織率は下がったといっても、他の団体に比

べれば、まだまだ網羅的なので、この部分を

維持していくのもひとつの考え方だし、住民

同士の親睦活動だけは残したいとか、行政へ

の最低限の協力と連絡機能は残すべきだとい

うのもひとつの考えだろう。重要なのは、そ

れらすべてを残そうとすると無理があり、す

べてを失う可能性があるということである。

具体的には、地域の親睦活動も維持し、行政

からの要請にも応えようとすれば、高齢化し

た役員の負担は過大となり、引っ越してきた

新しい住民を一軒一軒訪ねて会員になっても

らったり、会費を集めるという活動はほとん

どできなくなる。その結果、組織率はどんど

ん下がっていき、活動の担い手も補充できな

くなる。組織率が3割を切った自治会・町内

会は、事実上、存在しないに等しいだろう。

それでは、どのようなあり方がありえるのか。

ここでは地域によって多様であることをふま

えつつも、対照的な2つの道について考えて

みたい。

　ひとつは、行政が何らかの策を講じること

で、自治会・町内会の公的な活動への協力機

能をなんとか維持していこうとする道であ

る。現在多くの自治体が模索している方向で、

地区担当職員や地域コーディネーターを置い

たり、自治基本条例やまちづくり条例によっ

て公的な団体として位置づけたり、「自治会

等を応援する条例」を制定したところもある。

まちづくりコンサルタントを派遣したり、

NPOや企業などのノウハウを学ぶ機会を提

供したりしながら、自治会・町内会が他の市

民団体の力を借りることで、刺激を受けたり、

新たな協働を可能にしようとする試みなども

行われている。このやり方は、自治会・町内

会にこれまで通りの活動の継続を期待するも

ので、そのような協力を必要としている行政

にとっては望ましいかもしれないが、自治会・

町内会にとっては何ら負担の軽減につながる

ものではない。したがって、この考え方では

自治会・町内会の加入率が回復したり、担い

手が増えることは期待できない。これまで通

り、自治会・町内会は行政への協力だけで精

一杯で、親睦活動を通じて担い手を増やすこ

とや、新規に来住した住民に丁寧に説明して

確実に会費を払ってもらえるようにすること

も困難になる。やがては高齢化と担い手不足

によってさらなる行政による直接の支援を必

要とするようになる。自治会・町内会の側の

奇跡的な努力がないかぎり、これでは悪循環

なのである。

　これにたいして、行政の仕事も、地域の行
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事も、無理なく実行できる最低限までけずっ

て、自治会・町内会に新規来住者の入会を促

進し、もっぱら加入率を維持することに専念

してもらうという道がある。この場合、行政

にとってはこれまでのような日常的な協力を

期待することはできないが、いざというとき

に地域の総意を確認し、合意を調達すること

のできる有力な話し合いの場を確保すること

ができるという意義が残る。実際、地域の半

分以上の世帯を組織することができている団

体など、今後もそう生まれるとは思えない。

一般の市民活動団体は1割を超えれば大変な

ことで、地域によっては大きな存在感を示し

ているような宗教組織であっても、3割がせ

いぜいである。組織率が半分を切ったことが

嘆かれるような団体であったからこそ、行政

は自治会・町内会を事実上特別扱いできたの

である。今後もこのような網羅性をもって地

域住民が集う場を確保しておきたいと考える

ならば、日常的な細々とした下請事務などは

関連する個々の市民活動団体に分散して任せ

ればよい。自治会・町内会はそのような個々

の市民団体を含めて地域の総意を確認しなけ

ればならないときに、さまざまな人が集って

話し合う協議の場を提供すればよい。行政も

自治会・町内会をそういう場を実現してくれ

る特別の団体として位置づければよいのであ

る。そうすれば、自治会・町内会は役員がた

とえ高齢化していたとしても、多くの住民が

加入している地域を代表する団体という特別

の地位を維持していくことができる。そもそ

も自治会・町内会は全戸加入原則という、地

域の人ならば誰もが参加してまちのことを語

り合うことのできる場として、近代の都市化

というすべての人が不安を感じていた時代に

生まれたものなのである。その本来の姿にも

どって、そこでの意思決定にもとづき、自治

体が責任をもってこれに応えるというかたち

が、これからの姿として模索されてよいので

はないか。
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はじめに
　わが国の国土は、地震、火山活動が活発な
地域に位置し、最近では温暖化の影響もあっ
て、豪雨災害・土砂災害も頻発しており、常
に自然災害が起きることを前提にした防災・
減災対策が課題になっている。防災・減災は、
自助・共助・公助それぞれの力を高めていく
ことが重要だといわれるが、人口の少子高齢
化、家族の小規模化、つながりの希薄化がす
すむなかで、地域社会における共助の取り組
みの重要性が謳われ、特に災害時に避難支
援が必要な要援護者の日頃からの把握と見守
り、情報共有に民生委員・児童委員（以下、 

「民生委員」とする）の活躍が期待されてきた。
しかし、活動上の困難や負担感も大きく、地
域社会で住民の安心・安全が確保される体
制をどのように構築できるかという課題が投
げかけられてきている。
　本稿では、地域社会における民生委員活
動の現状と課題、主として被災地における活
動実践の検討をとおして、民生委員が「地域
を守るつながりの力」を発揮し、活躍できる
環境づくりについて考える。

１.  民生委員制度の概要と歴史
　民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労
働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員
で、児童福祉法に定める児童委員を兼ね、給
与の支給はなく、ボランティアとして活動し
ている。活動にあたっては、民生委員法に定
められた守秘義務があり、相談内容や個人の

秘密は守られる。都市規模と世帯数に応じて
定数が定められ、担当区域ごとに委員が配置
されている。令和元（2019）年度末現在、全
国の民生委員数は 229,071人、男女別では、
男性 88,483人、女性 140,588人で、6割以上
が女性委員となっている（厚生労働省2020）。
委員の任期は3年であり、3年ごとの12月1日
に一斉改選が行われる。
　制度の源流は、大正6（1917）年に岡山県
で創設された「済世顧問制度」に遡り、翌大
正7（1918）年には大阪府で「方面委員制度」
が発足、昭和3（1928）年には方面委員制度
として全国に普及した。戦後、昭和21（1946）
年の民生委員令の公布により、方面委員は民
生委員と改称され、昭和23（1948）年に民生
委員法が公布された。また、昭和22（1947）
年の児童福祉法により、民生委員が児童委員
を兼務することとなった。
　このように制度の出発が地方からであった
ことは、民生委員制度の地域に根ざした性格
を形作ってきた。
　また、地方行政の協力機関という性格に由
来する「意見具申」という役割は、方面委員
による昭和4（1929）年の救護法実施促進運
動をはじめとして、必要とされる福祉を制度
化する運動に発展してきた。昭和27（1952）
年には、世帯更生運動を展開し、昭和30（1955）
年に世帯更生資金貸付制度が創設されたが、
これは今日「生活福祉資金貸付制度」となり、
民生委員は現在もその相談支援の役割を担
っている。

西尾　敦史
（愛知東邦大学教授）

民生委員・児童委員が
活躍できる体制づくり
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　制度創設50周年の翌年、昭和43（1968）年
には、全国「居宅ねたきり老人実態調査」を
行っている。当時、全国13万人の民生委員が
一斉に調査を行った結果、在宅の70歳以上の
寝たきりの高齢者が全国で20万人以上いるこ
とがはじめて明らかになり、その後の国の在
宅福祉施策の充実に大きな影響を与えた。
平成7（1995）年の阪神・淡路大震災、平成
16（2004）年の新潟県中越地震、相次ぐ台風
や豪雨災害を踏まえ、全国民生委員児童委員
連合会（以下、「全民児連」とする）は平成
18（2006）年、制度創設90周年記念事業とし
て「民生委員・児童委員発　災害時一人も
見逃さない運動」の実施を決定した。この運
動は、平常時において災害時要援護者台帳や
災害福祉マップ等の作成を進めておくこと
で、発災時の迅速な安否確認活動や避難後
の支援に役立てることをめざすもので、その
後の自然災害の避難救援において大きな成果
をあげることとなった。

２.  社会の変化とともに民生委員の役割期待
が拡大

　平成27（2015）年度の委員一人あたりの活
動件数（年間実績）は次のとおりとなってい
る。
　訪問活動（高齢者世帯、子育て世帯などへ
の訪問、見守り活動など）は166.2回、相談支
援（情報提供、関係機関へのつなぎなど）は
27.6回、調査・実態把握（災害時要援護者台
帳の作成など）は23.4回、行事・会議への参
加・協力（地域ケア会議や市の要保護児童対
策地域協議会など）は26.7回、地域福祉活動・
自主活動（サロンの運営・運営協力など）は
39.7回、状況確認（証明事務、手当受給に必
要な「現況届」の記入など）は1.7回などで
ある。
　それまでの10年間の変化を見ると、活動日
数は 1割近く、訪問回数および地域づくりの
取り組みも2割近く増加しており、また、活
動内容にも変化が見られる。
　「相談・支援」では「介護保険」に関する
相談は半減しており、これは介護保険制度へ
の理解や地域包括支援センターの相談対応

が浸透してきたためと見られる。一方で、子
どもに関する「相談・支援」はやや減少して
いるものの、「子どもの地域生活」は増加し
ている。子どもをめぐる課題が増加、多様化
していることが背景にあると考えられる。
　また、「日常的な支援」は約2割増加してお
り、公的な制度では対応できない住民の生活
課題、病院への付き添い、ゴミ出し、買い物
代行などにも、活動の範囲を越えて対応して
いる状況がうかがえる。
　定数に対する欠員率は、平成7（1995）年
度からの20年間で、0.7%から2.0%へと約3倍
に拡大した。こうした背景には、企業等の定
年年齢の延長、過疎化・高齢化する地域で
の適任者の不足、さらに「民生委員は大変」
といった評判などが複合していると考えられ
ている（全民児連2017）。
　民生委員への役割期待の拡大の背景には、
昨今の社会の変化がある。
　核家族化や少子高齢化、地域のコミュニケ
ーションの希薄化、孤立死などの問題が指摘
され、経済状況の悪化等によるニート、ホー
ムレスなどの貧困問題、生活困窮者の自立支
援、さらに社会的引きこもり、家族内虐待、
悪質商法、ひとり親家庭の増加など社会問
題・福祉課題が複合化、深刻化している。
　さらに活動上の困難を大きくしている要因
として指摘されているのが、「個人情報」で
ある。調査によれば、約6割の委員が、住民
の「プライバシーにどこまで踏み込んでいい
のか戸惑う」と回答し、続いて「援助を必要
とする人との人間関係のつくり方が難しい」
としている（全民児連2017）。個人情報に関
する住民の関心の高まりが、委員活動の遂行
の負担感を大きくし、オートロックマンショ
ンの増加などの住環境の変化もあって、見守
り訪問活動をさらに難しくしている。

３.  地域社会における民生委員活動　東日本
大震災の際の活動事例をとおして

　平成23（2011）年3月11日、東日本大震災
が発生した。死者・行方不明者は2万人を超
える未曽有の被害が発生するなか、民生委員
は高齢者等の避難や安否確認に奔走し、避
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難後の生活支援等に尽力した。しかし、避難
支援活動中の委員56名が犠牲になり、発災時
の委員の安全確保の重要性があらためて強調
されることとなった。民生委員活動のなかで、
災害時の要援護者支援は、その役割期待と葛
藤が端的にあらわれている課題でもあること
から、ここでは、東日本大震災の際の活動実
践を、発生からの時間の経過にそって、発災
時、避難所設置期、仮設住宅以降（復興期）、
平常時の4つの局面から考えてみたい。
■発災時
　発災時には、民生委員は避難支援を要する
高齢者、障がい者、児童等に対する声かけや
直接的な避難誘導のほか、住民の安否確認等
の活動にあたった。応答のない場合は部屋の
中まで入って安否確認をしたり、車いす利用
者の補助、委員の自家用車に乗せての避難を
支援した例もみられ、消防や警察に協力し住
民に関する情報提供を行ったり、行方不明者
の捜索、遺体確認への立ち会い等の活動にも
あたった（兵庫県民児連2017）。
　こうした共助の避難行動にあって、民生委
員が犠牲になったり、また依頼した地域支援
者が犠牲になったことで、自責の念を抱き続
ける例もあった（本多2016a:12）。そのため、「災
害に備える民生委員・児童委員活動に関する
指針」（第3版2019）では、委員と家族の安全
確保を最優先し、率先避難に徹することが確
認されている。
■避難所設置期 
　避難所設置期には、被災住民の多くが避難
所での生活を余儀なくされ、民生委員も同様
であった。避難所は、行政と自治会・町内会、
自主防災組織などが共同で設置・運営する
が、民生委員は、支援の必要性の高い避難者
への対応、在宅避難者への支援、避難所運
営への協力、災害ボランティアセンターへの
協力、要援護者の安否確認活動の継続、要
援護度の高い避難者のニーズ対応などの働き
を行った（全民児連2019）。
　避難所では、障がい者など要援護者への
対応があり、集団生活のなかでは特異な行動
とみられてしまう特性を理解してもらうよう
に努めたり、障がい者にも積極的に仕事を割

り振って自主的に集団生活に参加してもらえ
るように配慮した取り組みの報告がある（本
多2016a:16-17）。
　在宅の被災者については、各戸を訪問して
安否確認、状況把握に取り組んだほか、外出
が難しい高齢者宅に水や食料等の物資を届
けたり、健康面・精神面の相談にあたったり
した（兵庫県民児連2017）。
■仮設住宅以降（復興期） 
　数か月後には、仮設住宅が建設され住民が
避難所から順次移行して、生活の再建に向け
て歩み出す時期となる。住居は確保されるも
のの、非常に長期の避難生活のなかで、孤立
や体調の悪化などの課題が顕在化することか
ら、継続的な安否の確認、発災前のコミュニ
ティの維持や新たなコミュニティの形成の必
要性が高まった（兵庫県民児連2017）。
　そのため、仮設住宅に入居した住民が孤立
しないよう、集まる場所を提供したり、近隣
地域の自治会等とも協力し、地域との橋渡し
の支援を行った。住民が地域内外の仮設に分
散し、家族・親族や地域の相互扶助の力が
大幅に低下し、それまでのコミュニティが弱
体化したため、仮設を重点的に巡回する生活
支援員と連携して見守り支援することの難し
さを痛感することとなり、また担当地区仮設
の近くに住んでいない民生委員もあり、活動
基盤としての地域を失ってしまう苦悩、葛藤
が深まった状況があった（本多2016b:20）。
■平常時
　以上見てきた発災後の復興に向けたプロセ
スのなかでの活動実態、課題から得られた知
見は、災害時に要援護者支援を適切に進める
ためには、やはり平常時の活動が重要で、防
災・減災の取り組み、とりわけ担当地区を基
盤とした日頃の見守り活動が重要であり、そ
れがいざというときに力を発揮することが再
確認されることとなった。
　国においては、平成25（2013）年6月に災害
対策基本法を改正し、市町村における災害対
策の取り組みを推進することとし、市町村に

「避難行動要援護者名簿」の作成を義務づけ、
その名簿の提供先のひとつとして民生委員を
挙げている。この名簿は、平成29（2017）年
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6月現在、 93.8%の市町村が作成済となってお
り、平常時における提供先としては、92.1％
の市町村で民生委員への提供がされている。
この割合は、消防署、自主防災組織、社協、
警察、消防団と比べて最も高くなっている（全
民児連2019）。

４.  地域社会のなかで民生委員が力を発揮し
ていくための課題

　昨今の社会状況の変化のなかで、民生委
員の活動領域が拡大し、また活動上の困難が
深まっている現状をどう改善できるのか、被
災地での活動実践から見えてきた課題を通し
て考えてみたい。
　職務の困難、負担感の増大は、社会からの
要請の帰結であると同時に、民生委員制度が
もつ固有の性格に由来しているところがあ
る。民生委員の基本的性格、活動原則に、「地
域性」「住民性」「包括・総合性」があるため
に、地域社会の問題の深まりが相談内容に直
接的に反映するが、行政や専門機関のように
対応の範囲が明確になっているわけではな
い。むしろ、対象者別の法制度による対応に
限界があるからこそ、身近な存在である民生
委員に相談が持ち込まれる。問題解決のため
に、民生委員が直接「生活支援」を行うこと
もあるが、それだけで住民の生活全般が支え
られるわけではない。民生委員は行政の協力
機関であり、そのための「情報提供」であり、

「調整」であり、「意見具申」が重要な役割機
能になるのである。
　そこで、こうした生活支援ニーズの多様
化・複合化に対応できるよう、民生委員の従
来からの基本的な機能を発展させる視点とし
て、「地域の住民としての性格」「住民だから
こその素人専門性」「声を上げ、代弁する役割」

「つなぐ（橋渡しする）役割」に着目した。
（1）「地域の住民としての性格」

　民生委員の「地域性」には、担当地区とい
う性格と、住民としてそこで生活を営んでい
るという「住民性」がある。
　制度的には、一人ひとりの民生委員が一定
の地理的範囲の地区を担当し、この担当地区
が重なることはない。担当地区は、定例会の

場などで他の委員に相談は可能でも、原則と
して担当外の地域に他の委員が介入すること
はなく、担当区における活動の自由・自律性
は担保されている。また、地域住民の立場か
ら福祉活動に従事する一住民であり、専門教
育は受けておらず、むしろ高齢者など支援を
必要とする要援護者と同じ目線に立つ地域住
民であるところに、民生委員活動の強みがあ
るともされてきた（本多2016b:3）。

（2）「住民だからこその素人専門性」

　地域住民の一員であるが、民生委員は専門
教育を受けているわけではない。この点を専
門職の専門性と対比し、民生委員のもつ素人
固有の専門性に注目する研究がある。近年、
保健医療・福祉の領域では、たとえば慢性疾
患や後遺症を抱えて暮らす生活者が自らの闘
病経験にもとづいて、医療・福祉に対して主
体的に関わり、自らの生活を組織化している
プロセスに注目が集まっている。素人は、行
政や専門家にはない、特別で固有な知識を持
っていると捉え、その経験や視点に大切な価
値を見出す考え方である。
　民生委員は、地域社会に詳しく人格識見に
秀でた地域住民に委嘱される。地域の生活者
こそが地域の実情を知っているという素人専
門性モデルに基づく制度といえる。また、民
生委員は、行政や社会福祉協議会、地域包括
支援センター、保健師等の専門職と連携して、
対象者の相談に乗り、支援のニーズがある住
民を専門職や関係機関につないでいく役割を
もつ。こうした素人専門性は、民生委員とし
て、地域に暮らし、住民の生活状態を知り、
声を聴き、相談援助を行い、関係機関につな
ぐ日常活動のなかでつくられ、高められてい
く（本多2016b:4）。

（3）「声を上げ、代弁する役割」

　つぎに、民生委員が声を上げることの重要
性である。民生委員は、直接生活支援を行う
存在ではなく、住民の状況を、最も身近な支
援者として理解し、思いを汲み取って、行政
や関係機関に「声を上げ」ていくことで、行
政が適切に対処できるように働きかけていく
ところにその役割がある。
　東日本大震災では、「人に迷惑をかけたく
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ない」という気持ちから、援助を求めること
を控える被災者もあって、援助を受け入れら
れる「受援力」をもつことが重要といわれた。
日本人の、自助意識、とりわけ家族の責任意
識が非常に強いという性格は社会環境の変化
ほどには変わっていない。自分から「困って
いる」「助けて」と声を上げることは、周り
への遠慮も働いて難しいことも多い。それだ
けに、民生委員には、同じ地域住民であると
ころから、その共感性から、福祉や医療の関
係者に、本人に代わって伝えるというアドボ
カシー（擁護、代弁）の役割が重要となる。
行政や関係機関の側からも、民生委員が声を
上げて地域に潜在化しやすい問題を顕在化さ
せ、制度や専門サービスにつなげてくれる役
割を期待している。

（4）「つなぐ（橋渡しする）役割」

　東日本大震災の被災地では、民生委員は
被災者に対して、また外部からの専門支援チ
ームに対しても情報を提供したり、地域のど
こにニーズがあるのかをボランティアセンタ
ーなどに伝えて、民生委員がボランティアを
地域に連れていくなど、民生委員が間に入っ
てつなぐことで安心につながった活動実践が
多数報告されている。
　日常においても、地域包括支援センター、
児童相談所、学校、保健所などの関係機関
への「つなぎ役」として、また公的関係機関
と情報共有し、関係づくりを行うことが期待
される。地域包括支援センターの「地域ケア
会議」や生活困窮者自立支援における「支援
調整会議」など、事例によって民生委員の参
加が求められる会議の位置づけも増えてい
る。こうした公民連携の相談調整にあたって、
自治会町内会、自主防災組織、地区社会福祉
協議会など地域運営組織との連携・協働を基
本的な仕組みとして組み込んでいく必要があ
ろう。

おわりに　地域社会における体制づくりに
むけて
　こうした4つの視点からのつなぎ役として
の民生委員の働き（機能）を組織的にも担う
場が、単位民生委員・児童委員協議会（以下、

「民児協」とする）である。単位民児協の運
営を工夫し、定例会を学習の場とする、その
時間を確保し有効に活用する試みが行われて
きているが、地区（単位）民児協による、地
域ニーズを把握し共有するマネジメントが重
要となる。
　また、行政・地方自治体の支援事例として
は、民生委員への理解や支援を全庁的に位置
づけて、関係各課に民生委員支援担当者を置
くサポート体制をつくっている大分市の取り
組みなどが知られている（厚生労働省2014）。
　民生委員は、困難な状況にあっても、地域
住民であり、住民とともに、住民の声を聴き、
またそのニーズや思いを代弁する、助けを必
要とする一人ひとりを専門機関、公的機関へ
橋渡しをし、つなぐためのコーディネートを
行うという本来の役割を果たすことが期待さ
れる。今日、地域共生社会の実現をめざし、
包括的相談支援体制の構築がすすめられて
いるが、なかでも民生委員のこうした「つな
がりの力」を発揮しうる地域連携、公民協働
による相互のサポートの仕組みづくりがそれ
ぞれの地域の実情に応じてつくられていく必
要があるだろう。
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１.  地域課題解決の必要性と地域運営組織
（1）地域課題解決の必要性

　我が国は，人口減少と高齢化に起因する，
多くの地域課題が生じている。例えば，農林
漁業や商工業など産業の衰退，医療機関の縮
小，学校の統廃合，公共交通機関の廃止，公
共施設の閉鎖などが挙げられるが，これらの
地域課題は広域的，構造的であり，地域住民
のみで解決することは困難である。一方で，
空き家の増加，耕作放棄地の拡大，鳥獣害の
深刻化，防災への対応，住民相互による支え
合いなど，地域における生活レベルの課題も
多い。これらの課題に対しては，住民自身に
よる課題解決が求められる。
　地域課題解決においてしばしば用いられる
のは，「自助」「共助」「公助」というフレー
ズである。「自助」は，自分でできることは
自分で行うことが原則であることを示してい
る。「共助」は，「自助」では解決できないよ
うな課題の解決に向けて，地域コミュニティ
を単位として住民相互が連携・協力すること
を意味している。そして，「公助」とは，社
会福祉，教育，産業振興，インフラ整備など
行政サービスを政府や自治体が行うことを指
している。
　高齢化により，「自助」の範囲は徐々に縮
小している。一方で，人口減少により「公助」
の範囲も縮小せざるを得ない。その結果，「共
助」の役割が重視されるようになった。住民
の身近な地域において，「自分たちの地域は
自分たちで守る」ことの合理性と必要性が高

まっている。また，地域包括ケアの文脈にお
いては，「我がごと・丸ごと」という表現が
用いられている。「我がごと」とは，自らが
居住する地域は住民主体で課題解決にあた
る必要性を説いている。また，「丸ごと」とは，
地域を有機的なシステムとして捉え，系統的
な個別課題解決ではなく，地域全体としての
一体的な対応が必要であることを訴えてい
る。

（2） 「互助」を基盤とする従来型の地域コミ

ュニティ

　ところで，「共助」の中には，「互助」の概
念も含まれている。「互助」とは，生活や仕
事の利害をともにする地域住民同士の助け合
いを指し，「運命共同体」のような性格が強
い表現である。従来から集落や近隣地域を範
囲として，自然発生的に成立していた地域コ
ミュニティが担ってきた役割である。以前は，
コミュニティの範囲において「互助」がしっ
かりしており，その力によって地域が支えら
れていた。しかし、現在は住民による地域へ
の所属意識が低下し，地域住民のみによる「互
助」が弱まっている。したがって，地域を守っ
ていくためには，従来型の地域コミュニティ
では対応しきれない状況に陥っている。

（3）地域運営組織の登場

　そこで誕生した新たな仕組みが地域運営
組織である。地域運営組織とは，「互助」の
精神を活かしつつも，高齢化や担い手不足を
補うために，多様な主体が参画して地域経営
を行う組織である。従来型の地域コミュニ 

作野　広和
（島根大学教育学部教授）

地域の「つながり」を再構築
する地域運営組織
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ティに代わるオルタナティブな存在として位
置づけられるため，しばしば「新しい地域コ
ミュニティ」と呼ばれる。従来型の地域コミ
ュニティに代わる地域組織の必要性は，2000
年代の終わり頃から訴えられてきた。当時は，

「新たな公」ないしは「新しい公共」という
概念として整理された。すなわち，政府や自
治体といった「官」と，地域住民主体の「民」
との中間に位置する存在を明確に位置づけ，
地域の「つながり」の再構築が目指された。
地域における課題解決を，地域住民のみで行
うものを「互助」とするならば，「共助」は
多様な主体の参画を前提とするものである。

（4）地域運営組織の定義と現状

　ここで，改めて地域運営組織の概念を整理
する。地域運営組織とは，「地域の生活や暮
らしを守るため，地域で暮らす人々が中心と
なって形成され，地域内の様々な関係主体が
参加する協議組織が定めた地域経営の指針に
基づき，地域課題の解決に向けた取り組みを
持続的に実践する組織」と定義されている（総
務省，2020）。
　この定義に基づけば，地域運営組織は「地
域の生活や暮らしを守る」ことを目的とした
組織であり，その主体は「地域で暮らす人々
が中心」であるが，そこには「地域内の様々
な関係主体が参加する」ことが想定されてい
る。そして，地域運営組織は「地域課題の解
決に向けた取り組みを持続的に実践する」こ

とが目的とされている。なお，その取り組み
は「協議組織が定めた地域経営の指針に基
づく」ことが前提となっている。第１図は，
地域運営組織のスタンダードな組織形態を示
したものである。ただし，組織の形態は地域
の実態に応じて設定されるため，多様である。
　地域運営組織は，2020年度に全国で5,783
組織あり，2016年度の3,071組織と比べて２倍
近くとなっており，増加傾向にある。組織形
態としては，法人格を持たない任意団体が約
92％，NPO法人は約５％，認可地縁団体が
約２％である。これらの組織のうち，活動拠
点を有している組織が90％であり，このうち
約75％が公共施設を使用している。具体的な
活動としては，高齢者交流サービスが51.9％，
声かけ・見守りサービスが41.2％，体験交流
事業が34.1％，公的施設の維持管理が26.6％
となっている。収入源としては，生活支援な
どの自主事業の実施等に取り組む地域運営組
織は47.0％と比較的多いが，これらの組織で
あっても会費，補助金，交付金等は得ている
ものと思われる。

２.  地域運営組織の特徴
（1）地域運営組織設立の背景

　第２図は，総務省が集計した地域運営組織
の設立年を示している。集計の関係で，2016
年度までしか設立年は判明していないが，そ
の後も地域運営組織は増加し続けている。地

第１図　地域運営組織の組織形態

（雲南市資料をもとに作成）
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域運営組織は，1984年以前にも一定数の設立
が見られるが，2000年代前半までは毎年50組
織以下と設立数は少ない。最初に設立のピー
クを迎えるのは，2005年～ 2007年である。こ
の時期は，いわゆる「平成の大合併」が行わ
れた直後である。自治体が広域化することに
伴い，末端地域へ行政サービスが行き届かな
くなることが懸念されるため，行政主導で設
置されたケースが多い。島根県雲南市の「地
域自主組織」の設立検討は，合併協議の重要
項目として位置づけられていた。その後，
2008年には一旦少なくなるが，徐々に増加し
ていき，2013年度に再びピークを迎え，以降，
毎年300以上の組織が設立されている。この
ように，多くの地域運営組織が設立された背
景には，政府により政策誘導が行われた結果
であるといえる。特に，2013年度は「小さな
拠点」事業を開始した年であり，2015年度か
らは「地方創生」事業も開始されている。こ
のように，地域運営組織は，地域課題解決の
主要な方策として，全国に展開していった。

（2）地域運営組織の特徴

　ここでは，地域運営組織の特徴を，①空間，
②主体，③構造，④機能，⑤合意形成，⑥ 
ソーシャルキャピタルの６点から整理する

（第１表）。
①空間
　既存の自治会・町内会とは異なる地域運営
組織の空間的な範囲は，小学校区や中学校区

など広域であることが多い。自治会・町内会
では対応できないような地域課題を，広域で
あれば関わる人や組織も多様化し，柔軟に対
応でき，課題解決の可能性が高まる。ただし，
自治会・町内会の連合組織とは，その範域が
重なる傾向にある。そのため，自治会・町内
会の連合組織が解散したり，発展的に解消し
て地域運営組織となったりすることもある
が，地域によっては両者が併存するため，し
ばしば「どちらが上か問題」が発生する。
②主体
　自治会・町内会は「イエ」を単位とした世
帯代表の集まりによって構成されるのに対
し，地域運営組織は「人」を単位とした個の
集まりであるとともに，地域内の多様な組織，
行政機関，大学やNPO，地域外住民など多
様な主体が参画することができる。「イエ」
を単位とする前者は，世帯代表として高齢男
性が中心となるため，保守的な考え方が支配
しがちであり，時代の変化に対して柔軟な対
応がとりにくい。
③構造
　自治会・町内会は，市町村レベル，地域（旧
市町村レベル），地区レベルにつながる階層
構造の末端に位置づけられる。その結果，上
意下達に適した構造となり，自治会・町内会
は行政機関から発せられる情報の伝達や依頼
事項を処理する受け皿となることが多い。ま
た，寄付の集金や，選挙の集票に適した構造

第２図　地域運営組織の設立数の推移

（総務省調査結果より作成）
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となっている。一方，地域運営組織は空間的
な階層構造に位置づけることはできるもの
の，上位空間と下位空間との間に階層的な関
係を有さない。そのため，地域間の「しがら
み」が弱く，地域課題に対して柔軟な対応が
可能である。これに対して，自治会・町内会
は「イエ」の集合体として「ムラ」を構成す
るため，地区レベルにおいても「ムラ」の連
合体としての性格が強く，世帯間・集落間の
対等性を担保しようとする意向が強く働き，
地域課題に対して柔軟に対応しにくい。
④機能
　自治会・町内会は，行政の末端組織として
の機能を担わざるを得ないため，「団体自治」
といわれる「ガバメント」（統治）としての
性格を帯びる。「ガバメント」（統治）を目指
す場合，画一的な手法をとることで，合理的
な地域運営を行うメリットも存在している。
これに対して，地域運営組織は「住民自治」
といわれる「ガバナンス」（協治）を志向する。
そこには，「自分たちの地域は自分たちで創
る」ことを前提としており，住民主体の地域
づくり組織を形成する。
⑤合意形成
　自治会・町内会は全会一致の合意形成を
原則としているのに対し，地域運営組織はゆ
るやかな合意形成を前提とするとともに，部
会制やプロジェクト制をとることで，機動性
の高い意思決定が行える。地域の課題は，人
口減少や高齢化だけに起因するわけではな
い。地域住民の職業の多様化，価値観の多
様化により，地域による意思決定は困難を伴
う。「イエ」の集合体である自治会・町内会
では，構成員の対等性を担保するために，全

会一致を原則とする。そのため，全構成員が
納得するような課題解決案は生まれにくい。
⑥ソーシャルキャピタル
　自治会・町内会は，地域に居住していれば
自然発生的な関係が生じるボンディング型

（結束型）ソーシャルキャピタル（社会関係
資本）を基盤としている。そのため，地域の
決まり事は完全履行する必要があり，行事な
ども原則的に全員参加する必要がある。草刈
りなどの日役に欠席する場合，「出不足金」
を支払わなければならない地域が存在してい
るのは，ボンディング型ソーシャルキャピタ
ルを前提とした地域組織を形成しているから
である。したがって，地域外の住民や組織な
どは，関わりにくい構造となっている。これ
に対し，地域運営組織はブリッジング型（橋
渡し型）ソーシャルキャピタルを基盤として
いる。地域運営組織には，地域住民のみなら
ず，出身者，通勤者，立地している事業所，
関係人口等，多様な主体が関わりやすく，緩
やかにつながっていく性格を有している。

（3）地域運営組織の機能を有した組織

　地域運営組織の最大のミッションは，地域
課題解決にある。一方で，地域課題解決だけ
を目的とするならば，必ずしも地域運営組織
を構築する必要はない。例えば，既存の自治
会・町内会や，その連合体が地域課題解決を
行う能力があるのであれば問題はない。しか
し，前述したように，自治会・町内会と地域
運営組織とは，基本的性格が大きく異なるた
め，自治会・町内会による自律的な課題解決
を行うには困難を伴う。
　これに対して，公民館はやや柔軟な対応が
可能である。公民館は，社会教育法に基づく

第１表　自治会・町内会と地域運営組織の特徴

（筆者作成）
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社会教育施設であるが，地域課題解決に対し
積極的に活動している公民館も多数存在して
いる。また，商工会議所や商工会青年部・女
性部，青年会議所，郵便局，農協等，地域内
には多様な組織が存在している。それらは，
地縁組織ではないものの，地域課題解決に意
欲的な組織も存在している。
　ただし，地域課題解決を行うにあたっては，
地域代表性を備えているか否かがポイントと
なる。従来から，自治会・町内会やその連合
体は地域内における唯一絶対の地域組織であ
った。それ以外の組織が地域の課題解決を行
おうとする場合，自治会・町内会の了承なく
しては行えない実態がある。地域運営組織は，
唯一絶対であった自治会・町内会と並ぶオル
タナティブな存在として，地域代表性を担保
されている点が重要である。ただし，設立時
にこの点を曖昧にした場合，設立後に問題が
発生することが多いため，注意が必要である。

３．地域運営組織の事例
　地域運営組織の事例として，兵庫県加西市
宇仁地区を紹介する。加西市は兵庫県中央部
に位置し，人口５万人程度の小規模都市であ
る。近隣の姫路市や加古川市をはじめ，神戸
市や大阪市への通勤も不可能でないため，著
しい人口減少には見舞われていない。加西市
においては，地域運営組織である「ふるさと
創造会議」が10地区において設立されている。
　宇仁地区は，加西市の北東に位置し，人口

約1,500人，世帯数630戸の田園風景が広がる
地区である。地域運営組織である宇仁郷まち
づくり協議会は，2008年に設立された。設立
のきっかけは，地区内の宇仁小学校が近隣の
学校に統合される可能性があり，地域住民が
学校の存続のために集結したことである。そ
の後，学校存続活動に限らず，広くまちづく
り活動を行うために宇仁郷まちづくり協議会
が設立された。
　第２表にあるように，同協議会には11もの
部会が存在しており，非常に活発な活動が展
開されている。このうち，①宇仁校区子育て
支援センターは，平日の学校休業日に終日に
わたって子どもを預かり，学習支援や地域で
の学びを提供している。④定住促進部会では，
小学校の存続も念頭に置きながら，地区内へ
のUIターンを促進している。地区の大半は市
街化調整区域であるため転入者用の住宅が
建築しにくい構造にあるが，市の都市計画部
門と相談しながら規制を変更して，農村景観
を損なわない形で新規住宅が建築されてい
る。⑩宇仁ふれあいバス部会は，地区住民の
移動手段を確保するために，定時運行のバス
を住民の手で運行している（写真１）。⑪宇
仁地区はつらつ部会は，地域福祉上の課題解
決と，健康増進を目的とした活動を行ってい
る。
　また，②宇仁の里・花畑街道部会は，花の
種植え，花苗づくり，苗の植栽，苗の世帯・
事業所への配布などを行っている。春の「さ

第２表　宇仁郷まちづくり協議会の部会と主な活動

（2020 〜 2021年度は，新型コロナウイルス感染拡大のため，実施していない事業もある）
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くらまつり」と秋の「コスモスまつり」にお
いては，地区内住民のみならず地区外住民も
参加したウォーキング大会を行うなど，熱心
に活動している。③宇仁の朝市部会では，生
産者から安価で新鮮な野菜を提供して販売
するとともに，来訪者が交流できるようにも
てなしを行っている。結果的に，地域内住民
のいこいの場，ふれあいの場を提供すること
で，住民交流に貢献している。なお，朝市の
出荷・売り上げ管理においては，⑦情報部会
が開発したPOSシステムを活用するなど，部
会間の有機的な関係構築にも成功している。
　この他の特徴的な活動としては，⑧宇仁郷
歴史資料館の設置・運営が挙げられる。この
資料館は地区出身の元学校教員による大量の
蔵書の移管を受け，それらの保管と利活用を
軸としている。宇仁郷歴史資料館として独立
した建物を設け，書籍の貸し出しの他，地区
内資料の発掘・保管，地域内外の住民交流な
どを行っている。
　このように，宇仁郷まちづくり協議会では，
地区内の課題を地域住民によって主体的に解
決することで，住みよい地域づくりが実現し
ている。

４．地域運営組織の課題
　最後に，地域運営組織が直面する課題に
ついて列挙する。
　第１に，地域住民が人口減少や社会環境の
変化に対して，危機感を共有していない点が
挙げられる。しばしば，地域住民からは「何
も困っていないのに，なぜ地域運営組織を立
ち上げる必要があるのか」といった声が寄せ

られる。我が国が人口減少社会に転じてから
15年以上が経過していても，未だに現実が直
視できない感覚は理解し難い。大都市圏であっ
ても地方圏であっても地域課題は山積してい
ることは論を待たない。結果的に，自治体側
の焦りから，地域住民との間に軋轢が生じる
ことも多い。
　第２に，地域運営組織を設立したものの，
イベントや研修などの行事を実施することが
できても，具体的な課題解決に繋がっていな
い点が挙げられる。これは，具体的な課題解
決に対して地域におけるノウハウと人員が不
足していることが要因である。行政，公民館，
社会福祉協議会，中間支援組織等による，「着
かず離れず」の支援が不可欠である。
　第３に，地域運営組織が地域代表性を担
保することに対して，地域住民から強いアレ
ルギー反応が示される点が挙げられる。地域
住民の大半は，自治会・町内会が地域代表性
を有する唯一の組織であると理解しており，
並列する形で存在する地域運営組織は，「紛
い物」と認識する傾向にある。「紛い物」に
対して地域代表性を付与することに対して理
解が得られず，複線的な住民自治組織の構築
は困難を伴うことが多い。これを打破するた
めに，自治会・町内会の連合組織を発展的に
解消する手段が考えられるが，住民からはさ
らに強い抵抗が示される。また，そのような
改組が成就したとしても，既存の自治会・町
内会の連合組織と同じ性格を有するのであれ
ば本末転倒である。このようなジレンマが，
全国各地で見られる。
　この他，地域運営組織を取り巻く問題は多
数存在している。しかし，地域運営組織が年々
増加していることからも，地域課題を解決す
るとともに，地域の「つながり」を再構築し
ていく組織であることは間違いない。今後も，
地域運営組織は増加するとともに，多様な組
織形態，活動形態が生まれてくると思われる。

写真１　宇仁ふれあいバス

（宇仁郷まちづくり協議会HPより転載）

総務省（2020）：「令和２年度地域運営組織の形成及び持続
的な運営に関する調査研究事業報告書」総務省，71p+88p.
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松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

　第24回ソーシャル・アジア・フォーラムが11
月17日に東京で開催された。このフォーラムは、
１年に一度、日本、韓国、台湾、中国の4か国・
地域でホストを持ち回りで担当し、労働組合関係
者、労使関係研究者などが集い、自由な議論を行
う場となっている。
　2020年10月に開催を予定していた第24回
会議は日本がホスト国だったが、新型コロナウイ
ルスの感染拡大により、1年間延期し、お台場の
東京国際交流会館メディアホールを会場に、対面
とオンラインとのハイブリッド開催として実施し

た。また、残念ながら、中国がぎりぎりまで調整
していた中国側参加予定者32名が急きょ欠席と
なったが、３つの国・地域から約120名が参加
した。
　今回のテーマは、前回の台湾会議で確認した

「東アジアの共通課題としての少子高齢化と切迫
する労働供給－多様な人材の活躍と労働組合の役
割－」に加え、「COVID-19による雇用と働き方
への影響の特徴と各国政府の対応および労働組合
の役割」という2つテーマについて活発な議論が
行われた。

授及び台湾 林 文政 労働研究情報センター会長（中

央大学尽力資源所副教授）が各国・地域を代表して挨

拶をおこなった。

　日本からは連合の吉野 友子 会長が主催国としての

歓迎の挨拶をおこなった。「長年交流を重ねてきたソ

ーシャル・アジア・フォーラムは、東アジアの労働問

題についての自由闊達な議論を行える貴重な場であ

り、今後もぜひ継続していっていただければと思う。

日本の状況についてコロナ禍で特に女性の非正規雇

用が大きな影響を受け、女性の自殺者の増加や健康・

精神面でも大きく負担のかかる状況がみられた。コロ

ナ禍や超少子高齢化・人口減少社会に際しても個々

のニーズに合った多様な働き方ができるような社会を

つくっていくことが喫緊の課題となっている。連合は

　冒頭、主催国代表として「ソーシャル・アジア・フォ

ーラムを支援する会」代表世話人である古賀 伸明 連

合総研理事長が開会の挨拶を行った。「COVID-19で

亡くなられた方々への哀悼の意を表するとともに、この

ような状況下で日夜、奮闘していらっしゃるエッセンシ

ャルワーカーの仲間に心より敬意を表する。ソーシャ

ル・アジア・フォーラムは、COVID-19により１年間延

期し、今回、初めてのオンラインによる開催となった。

オンライン開催が可能になったのも技術革新によるも

のである。一方COVID-19は私たちの働き方・暮らし

方に大きな変化をもたらしている。技術革新がさらに

進展し、テレワークの拡大・オンライン会議の日常化

など労働環境や雇用関係にも大きな影響が出てくるこ

とが予想される。また本日のテーマである「少子高齢

化と切迫する労働供給」についてもこれまでとは異な

る道筋が描かれる可能性もある。今回は前回の台湾

会議で確認されていたこのテーマに加えて「COVID-19

による雇用と働き方への影響の特徴と各国政府の対

応および労働組合の役割」を加えた。このテーマに

ついても活発な議論がされると思う。日程も1日とコン

パクトなスケジュールとし、オンライン開催による制約

もあるが、このフォーラムが有意義なものとなることを

心より祈念する」とフォーラムへの期待を述べた。そ

の後、韓国 イ・スンギル 亜州大学法学専門大学院教

報 告 第24回ソーシャル・アジア・フォーラム東京会議
（11月17日）がオンラインで開催されました

開会あいさつを行う古賀連合総研理事長
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過度な長期化、技術系職業体系の衰退などの要因に

より職場が期待している多様化した人材の活用と矛盾

する状況になっている。また、工会が多くの職場で設

立され拡大していく中で、工会には健康保険加入の身

元確認や保険費用の分担という問題を解決する役割

が期待され、労使関係の問題に無関係となり、本来

期待されるような労働権益での機能を発揮することが

不可能となった。さらに法令や規制により名前は「工

会」であっても社会保険の取り扱いという事務的機能

を担うだけの存在となり、政治的な場における対話能

力を喪失し期待を失っている。工会はその社会的能

動性を減少させていると言える。さらに、台湾の島国

としての閉鎖的性格により、台湾社会は自覚しない内

に危険な状況に陥っていくと考えられる。

「新型コロナウイルス (COVID-19) が
雇用と労働形態にもたらした影響お
よび対応措置－政府と工会の役割」

台湾２
劉人瑋（台湾石油工会　副秘書長）

　台湾において2020年時点でのコロナ禍の抑制状況

は良好であった。しかし2021年5月に感染拡大した時

は簡単に収まらなかった。ここでは、台湾政府が特に

労働環境の維持のためにおこなった政策内容につい

て政策の有効性とメリット・デメリットについて考察す

る。その中でも全ての政策を対象とするのではなく、

労働環境の維持のためにおこなった労働者への救済

2035年の社会を展望し「連合ビジョン」を策定した。 

「私たちが未来を変える」との決意のもと「まもる・つ

なぐ・創り出す」運動の再構築をめざしている。また 

「ジェンダー主流化」を連合運動の中心に据え、連合

が一丸となって男女平等参画を進めていく決意であ

る。今回のまさにタイムリーな２つのテーマについて活

発な討議を期待するとともに、各国地域との交流と連

帯がより一層強まることを祈念する」と日本の状況や

「連合ビジョン」の取り組み、及びフォーラムへの期待

を述べた。

各国報告

「少子高齢化に起因する労働
力不足－人材多様化の活用と
工会の役割」

台湾１
陳立儀（中国文化大学労働・人材資源学系助理教授）

　多くの先進国が少子化に直面し、少子化により必

然的に労働力不足が引き起こされる。このような社会

の変化に対して産業構造の転換と同時に仕事の現場

において個々の労働者に対しどのように多様な職業技

能が期待されるようになるのか。台湾において工会 

（労働組合）はこの職場の変化に対してどのような役

割を果たすことができるか。この点について分析を試

みた。

　長期間にわたり、台湾政府は少子化問題に対応せ

ず、労働力不足に対しても、雇用の硬直化、教育の

歓迎挨拶を行う芳野連合会長 台湾からの報告のパートで議長を務める藤本連合総研所長
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措置に焦点を当てる。

　労働の安全（雇用の安定）に関する基本政策につ

いては①融資による支援（コロナ禍の影響を受けた労

働者に対し最大10万台湾元、期間3年、金利1.845％

1年目の利子は政府が肩代わりする）②雇用支援とし

て、リフレッシュ研修計画（労働時間を減らして研修

期間とし研修手当を支給する）や安心雇用計画（無給

休暇に対して毎月の賃金差額として50％が支給され

る）③失業労働者に対する支援として、失業労働者

への子女に対する就学補助・非自発的な失業者への

雇用奨励金の支給・失業給付の付加給付が実施され

た。

　また、企業に関する支援として①この期に安全装置

の導入・生産設備の改善など設備を向上させるための

投資への支援②従業員のワークライフバランス促進に

対する助成額の引上げ③貸付金の返済期限の延長な

ど緩和措置をおこなった。一方、最も弱い立場にある

末端労働者に対しては①自営業者などへの生活補助

金の支給②視覚障害者マッサージ拠点への物品支給

③政府からの時間制雇用の提供によるパート労働者

への支援をおこなった。そして、青年（若年者）の雇

用に対する支援として①新卒者の就職への奨励金②

青年への職業訓練の費用の補助と学習奨励金の支給

③企業のインターン（実務訓練）提供への補助金支

給④特定製造業・介護サービス業・建設業に従事す

る青年への奨励金支給などが実施された。

　これらの労働者救済措置の実施における問題点は

①金銭的救済だけでは根本解決にならず長期的な効

果を生むことはできず、新型コロナウィルスによる影

響が終息しないかぎり問題は解決されない。しかし、

今すぐ必要と言う切実な問題には対応している。②救

済の基準・審査認定額に一定の原則がなく、労働者

または企業での適用において疑義と困難が乗じてい

る。③特殊な労働およびその従事者ならびに一部企業

（芸術・文化産業関係者、小規模企業）の救済を十

分にカバーしていない、および2020年と2021年の基

準が異なることで不公平感を抱かせた。

　このような政府・行政の対応について工会及び関連

労働団体はどのような役割を担っていくべきか。今回、

観光業及び仲介業者以外で最も大きな被害を受けた

「８つの業界」（カラオケ、風俗マッサージを含む理髪

業、特殊浴場、接客を伴うダンス劇場、クラブ、キャ

バレー、バー、個室喫茶）については一気に業界の

浄化に取り組み、業界の合法化を図ると共に、従業

員の転職指導おこなうべきである。「８つの業界」の

制度化・合法化を図り政府の管理下に置き、供給側と

需要側がともに満足できる状況を生じさせるべきだ。

　工会は、政策面での提言・監督の他に政府・行政

の複雑な規定に困惑している労働者へサポートすると

いう務めを果たさなければならない。そして、労使紛

争が発生した場合には、工会は労働者が自らの権利

を行使できるように援助すべきである。そして、コロ

ナ禍において引き続き労働者の声を代弁し、労働者

の窓口となり関係当局に要求していく役割も果たさな

ければならない。

「少子高齢化時代における多
様な労働力の活用化と労組
の役割」

韓国１
李 ユンジン（ソウォン大学　社会福祉学部　教授）

　少子高齢化という時代的な動きは東アジアのみなら

ず世界的に共通している問題と言える。少子高齢化と

いう現象とともに、多様な労働・雇用関係の下で労働

者がどのように社会保障制度を通じて保護されなけれ

ばならないのか、どのような雇用が必要なのか、さら

に労働組合がどのような役割を果たすべきかについて

韓国の状況を中心に論じたい。

　労働力の多様化は、労働組合の役割の変化と社会

保障制度の変化を伴う。社会的連帯と合意、デジタル

資本主義の活性化などが少子高齢化社会でどのよう

に融和されるべきかという構想が必要であり、多様化

する労働者を包含する労働組合の新たな形態が必要

とされている。
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第24回ソーシャル・アジア・フォーラム東京会議オンライン開催

　一方、社会保険制度についても変化が必要とされて

おり、多様な労働者を受け入れるような方向を検討し

なければならない。この際、労働組合は一定程度の

役割を果たさなければならない。

　少子高齢化の中では出生率を引き上げる方策と同時

に新しい資本主義秩序に対応する戦略が必要である。

雇用政策については、各種の規制を緩和して労働市

場の多様な展開を可能とする基盤をつくる。そして、

労使間の対話と未来に向けての譲歩と説得妥協が必

要となる。強固な社会保険制度の構築により労働柔

軟性を確保することで労働者の生活と未来を保障す

る。このように労働柔軟性と社会保障安全網が同時

に機能することが重要なことである。

「Covid-19 が雇用と業務スタ
イルに及ぼした変化、政府の
対応と労働組合の役割」

韓国２
ジョン・フンジュン（ソウル科学技術大学　経営学科教授）

　Covid-19感染拡大は韓国おいても雇用の減少など

の影響があったが、業種別、雇用形態別、所得水準

ごとに雇用不安に差があることが明らかになった。飲

食店・宿泊などの対面サービス産業、非正規雇用（臨

時・日雇）、低賃金労働者がより大きな雇用不安をも

ち、雇用保障・社会保障のあり方が課題となっている。

独立契約者（従業員のいない1人自営業者）とプラット

フォーム労働者が増加しており、その保護法について

の議論も始まっている。

　労働時間についてはCovid-19を期に弾力的労働時

間制活用が大きく広がった。フレックスタイム制が特

に多く女性の経済活動参加に寄与している。しかし、

弾力的労働時間制度は活用できる職種が限られてい

る。また、社内インフラ（イントラネット）が構築され

ていなければならないので主に大企業でのみ活用さ

れる。非正規雇用労働者も正規雇用労働者と比べて

弾力的労働時間制度に活用割合が低いが、その要因

は業種が対人サービス業のエッセンシャルワーカーが

多いことにある。

　このような状況下で政府は、①「雇用維持支援金（日

本の雇調金）」「緊急雇用安定支援金」を支給し解雇

や零細事業主を救済した②雇用保険（失業手当）を

2025年までに段階的に全国民に適用するというロード

マップを発表した③「プラットフォーム従事者保護法

案」を発表した、という対応をおこなった。

　Covid-19感染拡大により労働組合は、労働市場の

格差（賃金と雇用の安定）をどのように縮小させるか

を重要な課題と捉え、雇用関係の多様化により普遍

的な社会安全網（雇用保険・労災保険・傷病手当な 

ど）が重要であり、労働基本権の死角に置かれた労

働者をどのように保護するかを検討することが急務と

なっている。

会場の様子

同時通訳ブース
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「東アジアの共通課題としての少子高
齢化と切迫する労働供給－多様な人材
の活躍と労働組合の役割－連合「人口
減少・超少子高齢社会ビジョン」検討
委員会（最終報告）より」

日本１

佐保昌一（連合総合政策推進局長）

　日本の社会では急速な超少子高齢化が進展し、「働

き方改革」により「一億総活躍社会の実現」をはかり、

労働力不足へ対応し労働生産性と賃金を引き上げ、生

産と消費を支えていくことが重要となっている。財政

と社会保障制度の持続可能性が問われている。

　連合は2035年の社会を展望し、目指すべき社会に

向けて「連合ビジョン」を策定した。雇用労働分野に

おける諸解題に対応し、取るべき進路として①「雇用

の原則は定めのない直接雇用」であり「有期雇用契約

の入り口規制」を実現する②ハラスメント防止、同一

価値労働同一賃金、高齢者・障害者雇用等多様性を

受け入れる職場づくり③失業なき労働移動に向けての

体制整備④雇用関係によらない「曖昧な雇用」への

法的整備⑤リカレント教育・生涯学習の推進等持続可

能な発展を担う人材育成の強化⑥労働時間の短縮と

雇用形態間の均等・均衡待遇の確保⑦社会でともに

生活する仲間としての外国人労働者の受け入れの整

備などをおこなってく必要があると考えている。

　社会保障分野の諸課題に対しては①社会保障の機

能強化②効率性の高い社会保障制度の構築③サービ

ス供給体制と財政の両面から持続可能な制度の構築

が必要となる。仕事と生活の両立の分野では、①仕

事と育児の確実な両立②仕事と介護の確実な両立③

仕事と治療の両立を可能とする職場環境づくりが急務

となっている。

　日本はこれらの課題先進国として、課題への解決

策を示し国民とともに着実に一つひとつの課題を解決

し、いきいきと安心して暮らせる社会をつくり、各国

のモデルとなるべきである。

「COVID-19によるANAグループ
への影響と労使の取り組み」

日本２
濱田恵輔（航空連合ANA労働組合中央執行副委員長）

　航空関連産業はCOVID-19の影響をもっとも大きく

受けた産業のひとつである。航空旅客需要が蒸発し

たことにより労働条件の低下だけでなく、誇りをもっ

て取り組んできた仕事がなくなるという困難な状況に

立ち向かってきた。この間、会社は「社員の雇用を守

り運航便再開に向けて教育訓練を充実させる」という

方針を社内外に宣言し様々な施策を進めてきた。ＡＮ

Ａ労働組合として①いかなる環境でも安全は絶対に譲

れない②人件費に関する施策については「生活を守 

る」ことのできる賃金水準であること③「チームスピリ

ット×チームワーク」を高める施策が構造改革と同時

に展開されること④ＡＮＡグループの姿・将来展望が

示されること、という方針のもとに労使で度重なる協

議をおこなってきた。そして、一時帰休・部分就労の

拡充により労働時間は大きく減少し、一時金などの賃

金も減少した。教育訓練の拡充や社外出向、各種休

業・部分就労制度などの新たな働き方を導入し、雇用

維持に努めた。希望退職や特別転身支援などあくま

で本人の意向による特別措置や兼業・副業の許可の

緩和などさまざまな施策を労使で協議し実施した。労

働組合独自では組合費徴収の減免や共済制度の拡充

など少しでも組合員の生活に資するような取り組みをお
日本から報告を行う連合佐保総合局長
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こなった。

　さらに経営のパートナーとして各職場、部門、にお

いて経営との労使協議を通じて経営のチェックを実施

した。労働組合の「課題認識」を経営に提出し部門

戦略に具体的に反映させた。ＡＮＡ労働組合は、労

働条件の維持・改善のみならず、今後も経営のパート

ナーとしての価値を発揮することでCOVID-19の苦難

を乗り越え豊かな未来を創っていきたいと考えてい

る。

　日本の報告に対しては、「社会保障制度の維持のた

めの財政健全化についての考え方」「連合としての雇

用原則や労働者性に関する考え方など多様な労働者

に対する労働組合の対応」「ハラスメント防止の取り組

み状況」「コロナ下におけるＡＮＡ労働組合の取り組

みの現状について」など多くの意見・質問が出され日

本の労働状況についての関心の高さが示された。

　その後のフォーラム全体を締め括る全体討論・総括

が、川本連合会長代行（総評会館理事長「ソーシャル・

アジア・フォーラムを支援する会」代表世話人）の議

事進行でおこなわれた。

　「日本の高齢化対策について効果のあった施策につ

いて」「雇用類似の働き方をしている人へのCOVID-19

における補償のあり方」「人権デューデリジェンスにつ

いての取り組み状況について」など短い時間だったが

活発な討論がされた。今回の2つのテーマに関して、

３つの国･地域それぞれの国情の違い、各国特有の課

題も存在するものの、共通の課題も多いことが明らか

となった。課題解決に向けて、各国労働組合をはじめ

とした相互協力がますます必要になると思われる。

　最期に各国代表の挨拶がおこなわれ、日本側から

は古賀 伸明連合総研理事長（「ソーシャル・アジア・

フォーラムを支援する会」代表世話人）が今回のホス

ト国としての挨拶をおこなった。なお、次回は、「ポス

トコロナ時代における東アジアでの包摂的で公正な労

働の世界の構築と労働組合の役割」（仮称）という原

案をもとにテーマについて詳細を各国事務局で調整を

進め、中国で会議を開催することを確認し閉会した。

日本からの報告を行うANA濱田中央執行副委員長

写真左から、金子代表世話人、川本代表世話人（古賀理事長）中嶋顧問、西原顧問
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　今年も連合総研に対しまして、皆様のご理解・ご支援を

お願い申し上げます。

　さて、本誌30ページで報告していますが、今回は連合総

研の取り組みの近況として、昨年11月17日に連合総研が

事務局を担当して開催した国際会議について報告します。

　その会議、「ソーシャル・アジア・フォーラム」（以下

SAF）は、日本・韓国・台湾・中国の労使関係研究者、

労働組合指導者が毎年一堂に会し、東アジアにおける社会

的課題や労働問題に関する研究と意見交換を目的として開

催している国際会議です。

　SAFは、姫路獨協大学教授（以下、肩書はすべて当時）

だった初岡昌一郎さんが中心となり、前島巌　東海大教授、

藤井紀代子ILO東京局長（後に横浜市助役）、鈴木宏昌　

早大教授、山田陽一　連合国際政策局長、中嶋滋　自治労

国際局長（後にILO理事）、小島正剛　国際金属労連東ア

ジア代表といった方々が立ち上げに尽力され、1995年に

第1回を東京、翌年第2回をソウル開催としてスタートし

ました。

　第1回の講演テーマは「アジアの成長経済における社会

労働問題」で、ILOアジア支局長のカルメロ・ノリエル氏

による講演、「台湾における最近の社会的動向一労働法、

労働組合、労使関係」（陳継盛　台湾・文化大学教授。台

湾の有名な労働法研究者で弁護士事務所主宰者。台湾・民

進党創立の立役者）、「韓国における労働法と労働組合運動

一労使関係の最近の動き」（朴栄基　西江大学教授。韓国

労働組合総連盟（FKTU）の元国際部長）という内容でし

た1。

　そもそもなぜこのような会議体が持たれたかについて

は、2010年の第16回台北会議に日本から報告者として

参加されたJILPTの濱口桂一郎さんがブログ2で、「ソーシ

ャルアジアフォーラムの由来」というタイトルで紹介され

ていて、私も今回初めて知ることができました。

　いずれにしても、SAFは、全逓本部から国際郵便電信

電話労働組合連盟（PTTI）東京事務所長を経て大学教授

になられた初岡さんのご経歴が物語るように、国際労働運

動の個人的なネットワークの中から生まれた会議体でし

た。そして、純粋なアカデミアの研究者だけではなく、労

働運動にも軸足を置いたメンバーにより、「個人参加の建

前で、参加者は国や団体を代表して参加するのでない」と

いうことが第1回会議以来、この会議の基本的なルールと

なっています。

　1999年の第５回会議より、日本、韓国、台湾に加え中

国からの参加があり、複雑な国際的関係や各団体間の異な

る立場を越えて、自由な討議と交流を可能にしてきた会議

体でもあります。

　毎年1回の会議は各国・地域で持ち回りとしており、日

本側の事務局組織は、当初は立ち上げに尽力された方々が

運営している「ソーシャル・アジア研究会」が担っていま

したが、2010年に当時の連合総研草野忠義理事長が決断

をされ、2011年の第16回東京会議から日本側事務局を

連合総研が担うこととなり今日に至っています。

　第24回となった今年の東京会議は、2019年の台湾・

高雄での第23回会議を受けて、2020年に日本側ホスト

で開催する予定でしたが、新型コロナ感染拡大により開催

を1年延期し、会場参加とZoomとの併用開催となりまし

た（約120名参加）。今回は①「東アジアの共通課題とし

ての少子高齢化と切迫する労働供給－多様な人材の活躍と

労働組合の役割―」、②「COVID-19による雇用と働き方

への影響の特徴と各国政府の対応および労働組合の役割」

という２つのテーマでした。日本からは連合　佐保昌一総

合政策推進局長と航空連合ANA労働組合　濱田恵輔中央

執行副委員長のご両名に報告いただきました。

　冒頭のタイトルが中国に（　）が付いているのは、前回

の台湾・高雄での会議に続き、今回も中国が不参加となっ

たためです。開催3日前に中国側事務局を担う中国労働関

係学院（中華全国総工会が設立した在学生6千名超の大学）

から、中国側参加者32名全員が参加できないとの連絡が

ありました。オンラインでの国際会議参加も当局の許可が

いるようで、許可手続きが間に合わなかったとのことでし

た。中国からは事前に興味深い報告資料も送られてきてい

たので中国の不参加は残念でした。しかし、一番残念だっ

たのは参加者名簿に載っていた中国側参加者の皆さんだっ

たかもしれません。次回は中国ホストでの開催となります。

円滑な開催を祈るのみです。

1  メールマガジン「オルタ広場」第22号　初岡　昌一郎「回
想のライブラリー（４）」

2  「hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)（2010年11月 
7日）
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日本・韓国・台湾・（中国）によるソーシャル・アジア・フォーラム

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　事務局長（専務理事）　新谷　信幸
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ず空虚感を感じる人が、特定のことに
とらわれ、それを埋めようと、「ある
こと」に「はまる」、「溺れる」。それ
が時として、薬物乱用、暴力あるいは
ギャンブルなどであり、そして、そこ
に依存し、そこから抜け出せない状態
となる症状のことである。

　著者は日頃から臨床の日々に蓄積し
た嗜癖障害という病への正しい知識を
発信している。この著書でも、「ある
こと」に依存する患者を適切に治療し、
社会復帰へと導くためには、何が必要
かを訴えている。そして、それを阻む
ものについて言及をする。例えば、精
神科医のあいだでは、「アルコール依
存症患者は病気だから治療は必要だ
が、薬物依存症は犯罪だから医療の問
題ではない」と主張して憚らない者が
いるという。著者は、本当にそうなの
か、そのようないくつもの精神医学界
の「神話」に疑問を投げかける。確か
にそうかもしれない、しかし「それだ
けではない」と指摘していく。さらに、
嗜癖障害に対する世の中の声や、その
声の形成に大きな影響を与えるメディ
アの課題も指摘する。

　著者は一人ひとりの患者たちの悲哀
と苦悩の歴史を知ることにより、心の
傷への寄り添い方を見つけていく。例
えば、依存症専門医の扉を叩く者は、

「心底治療が嫌ならば、そもそも診察
室にはいないはずだ」「どこかに『こ
のままではダメだ』『もう少しマシな
人生を送りたい』という気持ちが存在
するからだ」と理解し、どうやって患
者の「わずかな心の隙間」に「自分の
足先を突っ込み、相手のドアを開けさ
せるか」を考えるという。これはもは
や「治療」ではなく「営業、いや誘惑」
と言った方がいいとも語る。
　一方、その気持ちとは裏はらに、と

きに医師として無力感さえ感じる「現
実」に直面せざるをえない経験もする。
そして、患者を救う正しい方法などあ
るのだろうかと自問しながら治療を続
けていく。
　少年鑑別所での嘱託医の経験が語ら
れている。そこでも、精神医学的な治
療が必要な少年・少女たちと出会う。
しかしそれらの施設での治療に向けた
環境が必ずしも十分でないことを痛感
させられる。そして、その経験は著者
の医師としての針路に大きな影響を与
えることになる。

　人々を孤立から救い、安心して、誰
かに依存できる社会を作ることこそ、
嗜癖障害の最大の治療であると著者は
述べている。この原稿を書いている
2021年11月末、日本における新型
コロナ感染症の新規感染者は大きく減
少してきている。しかし、この２年間
近くにわたるコロナ禍は、私たちの生
活や意識に大きな影響を与えたのは間
違いのないことであろう。在宅勤務の
導入拡大などが、新しい働き方として
定着し、一部では、ワーク・ライフ・
バランスの実現に向けた環境が整いつ
つあるという声もある。しかし一方で、
さまざまな場面での「格差」の拡大や、

「孤立、分断化」の進展など、人々の
心が傷つくことが懸念さる状況が続い
ているのも事実である。このような負
の状況が続くなかで、満たされない空
虚感が充満し、誰かに、何かに「依存」
したいという潜在的な傾向がこの世の
中には満ちているのではないだろう
か。
　あらためて、健全な形で「誰かを支
え」、「誰かに支えられる」社会を作っ
ていきたい。読後にそう思わせられる
一冊である。

くは森鴎外、近年では加賀乙彦
氏など、医師でありながら文学

作品を著述する著名な作家はいる。本
書の著者である松本俊彦氏は、「作家」
が本業ではないものの、本書のもとに
なった雑誌（出版社のＰＲ誌）の連載
を持つような文才にも恵まれた方であ
る。
　連載の書籍化ということもあり、各
章の見出しにも興味が惹かれる。「『浮
き輪』を投げる人」「神話を乗り越え
て」、あるいは「人はなぜ酔いを求め
るのか」など、思わず何が書かれてい
るのかを考えさせる余韻を持った言葉
が並んでいる。本書はまずは著者の甘
酸っぱい初恋の話から始まる。しかし、
その思いはけっして、それだけで終わ
らなかった。その後、著者が精神医学
の道に入っていくことを決断するうえ
で十分に重いものとして残っていく。
ちなみに、その章の見出しは「再会」
である。

　本書で扱われている「アディクショ
ン」とは、「嗜癖（しへき）障害」の
ことである。おそらく「依存症」との
表現の方が一般的なものであろう。つ
まり、現実の社会や生活では満たされ

萩
原
　
文
隆
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

松本俊彦　著
みすず書房
定価2,600円（税別）

『誰がために医師はいる　クスリとヒトの現代論』

誰かを支え、誰かに支えられる社会が
課題解決の処方箋

古

最近の書棚から
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今月のデータ
働き方や地域社会の変化に合わせた確保が求められる

災害から地域を守る力「消防団」の担い手

令和2年版消防白書

図1　消防団員数と被雇用者化の推移

　昨年夏、熱海で大規模な土石流が発生して多くの犠牲者が出たこ

とは、記憶に新しい。繰り返しテレビで流された土石流が伊豆山地区

を襲う映像には、避難誘導に当たっていた消防団員が危ういところ

で難を逃れる姿が克明に映されていた。当日、彼らが家々を回って

避難を呼びかけたことで、命を救われた人も、多いことだろう。

　熱海の土石流もそうだが、日本の災害は激甚化していることは間

違いない。そんな状況で、「消防団」のような地域住民自身が地域を

守る力の役割が重要になることは、言うまでもない。その一方、消

防団の担い手は減少を続けている。

　下記のグラフはいずれも「令和2年版消防白書」からのものだが、

図1「消防団員数と被雇用者化の推移」を見ると毎年5千人から1万

人のペースで団員数は減少している。また、被雇用者団員比率は団

員数と反比例するように増加、7割を超えている。会社などに勤める

人たちが消防団活動を行うことについては、仕事との関係からも様々

な制約や苦労があるだろうことは想像に難くないが、いまの時代、担

い手を確保するためには避けられないことだ。会社側の理解とあわ

せ、一層活動に参加しやすい社会のあり方が求められるだろう。

　図2「女性消防団員数の推移」および図3「機能別消防団員数の推

移」を見ると、毎年増加を続けている。女性消防団員については、例

えば避難所などでの女性被災者対応などで男性消防団員では対応が

難しい場面などでは特に必要とされるだろう。機能別消防団員とい

うのは、状況や技能により特定の活動のみに参加する団員で、たと

えば「勤務地団員」「情報収集団員」などがあり、地域住民でなくとも

参加しやすい形として作られた。

　人びとの働き方や地域社会の変化に伴い柔軟に仕組みを工夫しな

がら、災害などから地域社会を守る力を維持していく努力が、今後

も求められていく。
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図 2　女性消防団員数の推移

図 3　機能別消防団員数の推移
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　アニメをよく見るが、学校が舞台
の場合、部活動を中心に描かれたも
のが多い。野球やサッカー、テニス
などの運動部や、吹奏楽部や美術部、
写真部などの文化部などの、どこの
学校にもよくある部活から、スクー
ルアイドル部などという架空（たぶ
ん）の部活まで、多くの部活動を舞
台に青春の物語が繰り広げられる。
これは、部活動というものが、とく
に人格が形成されていく重要な時期、
人間としての成長や何かに打ち込む
ことのすばらしさなどを与えてくれ
るものであるから、舞台として最適
なのだろう。一方、学校が舞台であ
っても授業を中心に描かれたものは

極めて少ない。というか、私は知ら
ない。これは授業というものが、と
くに人格が形成されていく重要な時
期、人間としての成長や・・・、いや、
これ以上はカドが立つので書かない。
だが、日本の学校での部活動は世界
的にもその教育効果を極めて高く評
価され、学校生活を送る海外の学生・
生徒からは羨望の的である。私自身
も、自分の人生にとっての重要なこ
との多くを、部活動の経験から得た
と実感している。学校も時代に合わ
せて様々な改革が必要だろうが、部
活動だけはより一層充実する形で改
革が進んでほしいと願っている。

（オラオラですか）
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【11月の主な行事】

 11 月 4 日 所内・研究部門会議

 9 日 第14回労働力人口減少下における持続可能な経済社会と

働き方（公正分配と多様性）に関する調査研究委員会

（主査 : 藤村　博之　法政大学教授）

 17 日 第24回ソーシャル・アジア・フォーラム東京会議

（東京国際会議場平成プラザ）

 18 日 所内・研究部門会議

 19 日 第 9 回地域コミュニティの一翼を担う労働者自主福祉運動の人材育成等に

関する調査研究委員会

（主査 : 中村　圭介　法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）

 24 日 所内勉強会

 26 日 第25回定時評議員会・第54回理事会


