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巻頭言

　現実の生産はデータとして存在する一
方、生産能力を取ることができる分野は
限られており、例えば鉱工業の生産であ
れば可能である。製造工業について、
一人当たり生産指数、生産能力、実質
総生産を描いてみたのが下図である。
一人当たり生産能力は、リーマンショッ
ク頃までは基本的には向上を続けてい
たが、以降横ばいから低下となっており
様 な々投資の不足が示唆される。一方、
現実のデータである一人当たり生産指
数、またGDPの内訳としての実質総生
産は、業況変動や景気動向に大きく左
右される。この意味での労働生産性は、
労働者だけに責任があるのではなく、
労働者を「遊ばせている」経営側や、更
には景気対策も預かる政府・日銀の責
任も大きい。
　実際には、生産能力はデータが取れ
る分野は限られているため、例えば日本
経済全体なら現実のGDPを使うほかな
い２。
　現実の生産を使った分析は、当連合
総研の「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」でも扱
っており、いずれ公表する予定であるの
でご覧いただければ幸いである。

「だらだらと長時間仕事をしている割に
成果が出ない」というイメージであろう
か。
　では、マクロ経済理論ではどうなる
か。よく使われるのは全要素生産性で
ある。これは、以下の生産関数Fを仮
定して、潜在GDPの変化率から、資本
投入量と労働投入量の変化率を引いた
ものである。
Y=F（K, L）

（Y：潜在GDP、F：生産関数、K：資
本投入量、L：労働投入量）１

　これを高めるためには、技術を進歩
させるための研究開発投資が必要であ
る。また、資本や労働の質が考慮され
ておらず単に量だけが捉えられている
なら、資本や労働の質を向上させる無
形資産投資（研究開発と重複する可能
性はあるが）や人的資本投資も必要と
なってくる。決して「だらだらと働かな
い」といったことではない。
　さて、一般的な労働生産性は、生産
を労働投入量で割ったものである。そ
の際、生産として潜在的な生産能力を
使うか、現実の生産を使うかという問
題がある。

産性が低い」とはよく言われるこ
とであるが、日常用語の場合は、「生
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製造工業の一人当たり生産指数、生産能力、実質総生産

（出所）生産指数と生産能力は経済産業省「鉱工業指数」。
　　　 実質総生産は内閣府「国民経済計算」。

 1   生産関数として、以下のコッブ・ダグラス型を仮定した場合、
　  Y＝AKαL1－α

Yの成長率＝Aの成長率+α×Kの成長率+（１－α）×Lの成長率
となり、全要素生産性Aの成長率は左辺のYの成長率から右辺の第２項と第３項を引いたものとなる。

 2  GDPギャップは現実のGDPから潜在GDPを引いて潜在GDPで割ったものなので、その推計に際し潜在GDP
の代わりに現実のGDPを使うわけにはいかない。様々な推計法が工夫されているが、結果として現実の
GDPのトレンドに似たものになることも多い。
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　日頃より大変お世話になっていることに感謝を申し上げ、一言、新年のご挨拶を申し上げ
ます。
　今年こそは、良い年になってほしいと願わずにはおれません。
　振り返れば、一昨年は 2 月 1 日にミャンマー国軍のクーデター、そして昨年は 2 月 24 日の
ロシアによるウクライナ侵攻と、一年が始まって早々の段階で、抜き差しならない事態が勃
発し、その後も打開の兆しのないままに推移をしてしまっています。
　私たちには、未来を言い当てることはできません。今年も何がおきるかは、わかりません。
　一方では、気候変動の問題や、パンデミック、大規模災害の頻発等の地球規模の問題が、
相互にからまりあいながら、人類の行く末を左右しようとしています。人間同士でいさかい
を繰り返している場合ではありません。

＜私たちが未来を変える＞
　私が連合本部在任中、結成 30 周年を機に策定されたビジョンでは「私たちが未来を変え
る」というフレーズが前面に掲げられました。正直言って私は、ずいぶんとまた大きく出た
なぁと、当時、このフレーズをまぶしく感じたものでした。（もちろん誰にも言いませんで
したが）
　もちろん私はいわゆる運命論者ではありません。しかし、前述のように、私たちには未来
を言い当てることはできないのであって、その人間が、未来を規定できる力があるなどと豪
語できるのであろうか？、この大上段にかまえたフレーズは違和感をもって迎えられてしま
うのではないか？、…こんな心配が一瞬私の頭のなかにひらめいたのでした。
　しかし、未来を言い当てることができないということと同じく自明のこととして、努力を
怠れば未来はありません。私は事務局の意気込みを多とし、内心の不安をおくびにも出さず
にこのフレーズを受けとめたものでした。

＜世の中の進歩を展望する＞
　私は運命論者ではないどころか、究極の楽観論者です。なぜか？
　様々な経験を通じて、世の中の進歩についての認識を高めてきたからです。20 万年とい
われるホモサピエンスの歴史のなかで、労働組合というすばらしい可能性を持っている組織
形態が誕生してからまだたったの 200 年程度。そして、その労働組合があるからこそ成立す
る「政労使三者構成」を基本とする ILO がスタートしてからまだたったの 103 年。様々な課
題を抱えつつも、付加価値を実現し、その付加価値を公正に分配する「労使関係」という機能、
そしてその好循環を糧にしながら社会の諸課題解決に立ち向かう政労使の社会対話。
　これまで多くの先達が大変な労苦の末にモノにしてきたこの世界を、さらに発展させるこ
とは、もちろん、容易ではありませんが、しかし、その進歩を見通すことはできるはずです。
未来を変えるという気概に支えられつつ、社会対話が世界であまねく進展していくことこそ
が、地球規模の課題解決の決め手となることを信じて疑いません。
　
＜着実に前へ＞
　私は楽観論者であると申しましたが、頭のなかに悲観論が無いわけではありません。
　核戦争の脅威という究極の悲観的要素を含めて、現実世界の戦争・紛争・テロの数々。認
識を強めるべきは、それらの根底をなす憎しみの連鎖、その背景にある貧困・不平等、社会
の不条理です。だからこそ、こういった事柄を根絶することができるのは、やはり労使関係
であり社会対話であると、あらためて思うのです。
　あわてず騒がず着実に前へ。連合総研の今年の一年、どうかよろしくお願いを申し上げま
す。

連合総研理事長　神津　里季生

新年のご挨拶
着実に前へ

3



DIO 2023, 1

　謹んで新春の寿ぎを申し上げますとともに、日頃からの連合運動へのご理解とご支援に心
より御礼申し上げます。
　コロナ禍の下で4度目の新年を迎えました。コロナウイルス感染症との闘いは、3年に及
んでもなお、その克服を見るに至っていませんが、医療をはじめ、人々の生活を支える様々
な分野で多くの皆さんが懸命に努力を重ねていただき、漸く社会・経済活動が正常化しつつ
あるように感じております。引き続き、感染防止に努めながら、この間の経験と知見を踏ま
え、変化に対応したコミュニケーションの多様化により、「新しい運動様式」に挑戦して参 
ります。

包摂的な社会の実現に向けて
　コロナ禍による社会・経済活動の制約や、ロシアのウクライナ侵攻による資源・エネルギ
ー価格の上昇に加え、為替の影響も相俟って、「コロナ禍、物価高、円安」の「三重苦」が
私たちの日々の生活を苦しめています。その影響は、特に弱い立場・不安定な立場にある仲
間の雇用と生活に深刻な打撃を与えており、窮状を訴える相談が連合にも寄せられています。
年末年始を寒さと苦しさの中で過ごした方々へも心を寄せる必要があります。連合は、全て
の働く方々はもちろんのこと、困難な状況にある方々の「必ずそばにいる存在」となり、誰
一人取り残されることのない包摂に満ちた一年を実現できるよう決意を新たにしたいと思い
ます。

ジェンダー平等の更なる推進
　世界経済フォーラムが2022年7月に発表した各国のジェンダーギャップ指数において、日
本は146か国中116位でした。多様性を重んじる労働運動こそ、ジェンダー平等の取り組み
があらゆる分野に先行して実現されていかなければなりません。そのためには、身近な取り
組みの中から少しずつ実現していくことが必要です。生活慣習、服装、役割分担、嗜好・・・
など、「こうでなければならない」「こうあるべきだ」というアンコンシャス・バイアスが私
たちの心にこびりついてはいないでしょうか。それは、「誰かに無理をさせている」「誰かに
我慢を強いている」ことにつながっている可能性があります。私たち自身がけん引役となっ
て、誰にとってもより良い社会となるよう努力して参ります。

労働運動の国際的取り組みの推進
　昨年、オーストラリア・メルボルンでＩＴＵＣの世界大会が開催され、新会長に連合参与
の郷野晶子さんが就任されました。また、ＩＴＵＣ女性委員会委員長には、連合の則松副事
務局長も選出されました。世界と日本の労働運動において女性がトップを務めることとなり、
改めて身の引き締まる思いです。連合としても精一杯、その取り組みを支えていきます。

連合運動の跳躍の一年に
　今年の干支は卯です。一回り前は、2011年でした。東日本大震災から干支が一回りした
ということです。12年後の今、長引くコロナ禍や経済的な課題によって、辛く苦しい日々
を過ごさざるを得ない方々がいます。干支が一回りする間に、大災害や疫病によって社会の
在り様や人々の価値観は大きく変わってきたように感じます。不確実な時代の中で、私たち
は今一度、「連合結成30周年の決意」を噛みしめたいと思います。

たとえ今後どのような社会の変化が起ころうとも、未来に向かって挑戦し、希望あふれる未
来へと変えていくことができるのは、私たち自身である。「働く」とは職場への参加、生活
の糧であることのみならず、私たちの自己実現の機会となり生きがいにも通じる。そして、
人と人、人と地域が直接的に「つながり」を持つということは、社会の中で生きていくうえ
で重要な価値であり続ける。

　こんな時代だからこそ、「働くことを軸とする安心社会　－まもる・つなぐ・創り出す－」
という連合ビジョンを高らかに掲げて、連合運動がより一層、跳躍することができますよう
皆さまのご支援をお願いします。本年が皆さまにとって実り多い一年となりますことを祈念
いたします。

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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　今日、障害者が地域で暮らすことは珍しくなく、車椅子を利用されている方や
脳性麻痺の方を、普通に街で見かける。実はこのような風景が当たり前になり、
障害者の権利や人権が意識されるようになってきたのは、つい最近のことであ
る。
　しかし、障害者への差別や権利侵害が無くなったわけではない。知的障害者施
設における不妊手術の強制や、相模原における障害者施設殺傷事件は、社会に衝
撃を与えるとともに、未だに根深い差別が存在していることを改めて明らかにし
た。こうした中、2022年9月9日に国連権利委員会から日本政府に対して行なわれ
た勧告（総括所見）は、未だに日本の障害者差別解消に向けた政策に大きな課題
があることを突き付けた。
　このような状況を踏まえ、本特集においては、多様な視点から、障害者政策の
課題について提起をいただいた。

障害者差別の解消に向けて
差別なく地域で暮らしていくためには何が必要か

特集

DIO 2023, 15
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１．障害者差別禁止法の衝撃
　米国では1990年に「障害のあるアメリカ人
法（ADA）」という画期的な障害者差別禁止
法が制定された。当時日本では、障害者の人
権に関わる活動をしている人々から「ADA
の衝撃」として感嘆と羨望とともに受けとめ
られた。英国でも「障害者差別禁止法（DDA）」
が1995年に制定され衝撃はさらに続いた。
　21世紀に入ると国連総会で「障害者権利条
約」制定の提案が採択され、条約草案策定
のためのアドホック委員会が組織された。日
本政府も積極的に参加し、市民社会からも多
くの人がニューヨークの国連本部まで足を運
んでアドホック委員会を傍聴した。それとと
もに障害者権利条約への期待が高まっていっ
た。「私たちのことを私たち抜きで決めない
で」は障害者権利条約の基本理念となり、ス
ローガンとなった。
　同条約は2006年に採択され、2008年に発効
した。日本は、民主党政権下の2009年に障害
者権利条約の締結に必要な国内法の整備をは
じめとする我が国の障害者制度の集中的な改
革を行うため、内閣総理大臣を本部長とする

「障がい者制度改革推進本部」を設置した。
さらに多様な障害当事者を委員とする「障が
い者制度改革推進会議」を設置し、その下に
は「差別禁止部会」を設置し、障害者差別禁
止法の制定のための準備作業が行われた。
　その後、「障害者基本法」が改正され、ま
た政権交代もあり、障がい者制度改革推進会
議は任務を終え、「内閣府障害者政策委員会」

が新たに設置された。差別禁止部会は障害者
政策委員会の部会として報告書のとりまとめ
まで活動を続けた。
　差別禁止部会が報告書をまとめて任務を終
えた段階では、差別解消法は棚上げになると
予想する人がほとんどだったのではないかと
思う。しかし、新たに着任した内閣府統括官
は、差別解消法の成立に向けて意欲的な動き
を見せた。思いがけない偶然が重なる中で障
害者政策委員会の初代委員長を引き受けるこ
とになった私は、統括官から協力要請を受け
た。「この法案を通せるかどうかはやってみ
ないとわかりません。ぜひ石川先生にも協力
してもらいたいのです。」それから、政治家
へのロビーイング活動が始まった。障害者の
福祉や人権の問題に取り組む与野党の政治
家の尽力がなければこの法案は日の目を見な
かった。
　障害を理由とする差別を禁止する「障害者
差別解消法」は2013年6月に成立した。ADA
から四半世紀で日本にも障害者差別解消法が
できると予想した人はいったいどのぐらいい
ただろうか。日本に障害者差別解消法ができ
た最大の理由は、障害者権利条約の批准をテ
コに差別解消法を作るための戦術を練り、実
行した人々の知恵と行動力だった。障害者差
別解消法制定のいきさつについて詳しくは、
障害者差別解消法解説編集委員会編（2014）

『概説 障害者差別解消法』法律文化社.を参
照されたい。

改正障害者差別解消法は
多様性を包摂する
社会への架け橋となるか

石川　准
（静岡県立大学名誉教授）

寄 稿 ❶
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２． 障害者差別解消法はなにを差別とする
のか

　「障害を理由とする差別の解消の推進に関
する基本方針（以下「基本方針」）」は、障害
者差別解消法に規定された障害者に対する
差別を以下のように説明している。
　障害者差別解消法は「障害者に対して、正
当な理由なく、障害を理由として、財・サー
ビスや各種機会の提供を拒否する又は提供に
当たって場所・時間帯などを制限する、障害
者でない者に対しては付さない条件を付ける
ことなどにより、障害者の権利利益を侵害す
ること」を「不当な差別的取り扱い」として
禁止している。
　さらに障害者差別解消法は「行政機関等及
び事業者に対し、その事務・事業を行うに当
たり、個々の場面において、障害者から現に
社会的障壁の除去を必要としている旨の意思
の表明があった場合において、その実施に伴
う負担が過重でないときは、障害者の権利利
益を侵害することとならないよう、社会的障
壁の除去の実施について、必要かつ合理的な
配慮を行うこと（以下「合理的配慮」という。）」
を求めている。
　ただし、民間事業者については合理的配慮
の提供は努力義務とされた。いきなり民間事
業者に合理的配慮の提供を義務づけることに
は強い抵抗が予想され、差別解消法の成立が
先決との判断が働いた結果である。
　差別解消法が成立した直後から、内閣府は、
この法律の周知と啓発のために全国で説明会
を開催した。私も講師として多くの地を訪れ
て法の説明を行った。障害者政策委員会は、
1年ほどの時間をかけて同法の基本方針をま
とめた。基本方針に基づき、府省庁は内部向
けの対応要領と事業者向けの対応指針を策定
し、独立行政法人は対応要領を策定した。そ
して対応要領と対応指針に基づき差別解消法
の研修が行われた。多くの自治体で相談窓口
が設けられた。全国に障害者差別解消地域協
議会もつくられた。しかし、民間事業者にと
って合理的配慮の提供が努力義務だったこと
もあってか、差別解消法の社会全体への浸透
は十分とはいえない。
　だが、差別解消法がはっきり効果を発揮し
た分野もある。一番影響が大きかったのは大
学、短大、高等専門学校といった高等教育機

関かもしれない。全国の大学に障害学生支援
室が設置され、障害学生支援担当を置く大学
が国立大学や主要な私立大学を中心に増えて
いった。多くの大学が障害のある学生の受験
を拒んだり、入学後のサポートを提供しない
時代を知る私としては、隔世の感がある。
　差別解消法は、主務大臣性を採用し、各主
務大臣が指導、監督などの権限を有する業界
に対して「対応指針」を示して、差別解消法
の啓発を図ることとされている。差別禁止法
といわずに差別解消法という法律の名称が示
すように、この法律は司法の場で直接利用す
ることを意図して作られた法律ではなく、行
政や事業者と障害者との間の建設的対話によ
り直面する障壁を取り除くための方法を合意
することと、悪質な差別に対しては主務大臣
による指導、監督により、不当な差別的取り
扱いの禁止の徹底と合理的配慮の提供を民
間事業者に浸透させていくことをねらいとす
る法律だということができよう。

3． 障害者差別解消法の見直し
　障害者差別解消法の見直しは施行3年後見
直しの時期にあたる2019年の障害者政策委員
会の任務となった。委員長として私が目指し
たのは、民間事業者にも合理的配慮の提供を
義務化するというただ一点だった。障害者政
策委員会での、時間をかけての議論（時に激
しい）の後、民間事業者への合理的配慮の義
務化について内閣府、各省庁、事業者団体か
らの合意を得ることができた。経営者団体か
らの委員、ヒアリングを実施した各業種の事
業者団体からの反対意見や懸念は強かった。
内閣府事務局や各主務官庁による説得や協力
要請があったことは想像に難くない。
　2021年5月、障害者への合理的配慮の提供
を民間の事業者にも義務付ける、「障害を理
由とする差別の解消の推進に関する法律」の
改正法（以下「改正差別解消法」）が成立した。
今回成立した改正差別解消法の最大の改正
点は、これまで民間の事業者については「努
力義務」とされていた合理的配慮の提供が、
国や地方公共団体などと同様に「義務」（法
的義務）となった点だ。この改正差別解消法
は、公布日である2021年6月4日から起算して
3年以内に施行される。
　改正差別解消法の成立を受けて障害者政
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策委員会では、基本方針の改定作業に着手し
た。障害者権利条約や障害者権利委員会の
一般的意見で示されている間接差別や複合差
別などの概念の整理なども含めて、多くの時
間をかけ議論し、障害者団体ヒアリング、事
業者ヒアリングを行い、2022年11月14日、改
正障害者差別解消法施行に向けての基本方
針の改定案をまとめた。基本方針は同法の考
え方を敷衍するもので、どのような行為が不
当な差別的取り扱いに当たるのか、いかなる
場合において合理的配慮の不提供となるのか
の基本的な考え方やわかりやすい事例を示す
とともに、対応要領や対応指針に盛り込むべ
きことや、相談体制の強化や役割分担、市町
村、都道府県、国の連携、国のワンストップ
窓口の試行などについて基本的な方針を示す
内容となっている。
　改正基本方針では、車椅子、補助犬その
他の支援機器等の利用や介助者の付添い等
の社会的障壁を解消するための手段の利用等
を理由として行われる不当な差別的取扱い
も、障害を理由とする不当な差別的取扱いに
当たることを明記した。
　改正基本方針では、正当な理由がなく、不
当な差別的取扱いに該当すると考えられる例
として以下を示した。

・ 障害の種類や程度、サービス提供の場面
における本人や第三者の安全性などにつ
いて考慮することなく、漠然とした安全
上の問題を理由に施設利用を拒否するこ
と。

・ 業務の遂行に支障がないにもかかわらず、
障害者でない者とは異なる場所での対応
を行うこと。

・ 障害があることを理由として、障害者に
対して、言葉遣いや接客の態度など一律
に接遇の質を下げること。

・ 障害があることを理由として、具体的場
面や状況に応じた検討を行うことなく、
障害者に対し一律に保護者や支援者・介
助者の同伴をサービスの利用条件とする
こと。

　一方合理的配慮は、行政機関等及び事業
者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、
必要とされる範囲で本来の業務に付随するも
のに限られること、障害者でない者との比較
において同等の機会の提供を受けるためのも

のであること、事務・事業の目的・内容・機
能の本質的な変更には及ばないことに留意す
る必要があることを明記した。また、対面の
事業だけでなく、オンラインの事業も対象と
なることを明記した。ウェブサイトやオンラ
インストアがアクセシブルでない場合にも合
理的配慮の提供を求めることができることを
示した意義は大きい。
　また改正基本方針では環境整備と合理的
配慮の関係についても詳述した。不特定多数
の障害者を主な対象として行われる施設や設
備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケ
ーションを支援するためのサービス・介助者
等の人的支援、障害者による円滑な情報の取
得・利用・発信のための情報アクセシビリテ
ィの向上等を環境整備と呼ぶ。従って「新バ
リアフリー法」や「障害者総合支援法」など
は環境整備法として位置づけることができ
る。環境整備は計画的かつ弛まずに進めてい
くべきものである。社会的障壁の除去は、不
特定多数の障害者が経験するであろう社会的
障壁を前もって取り除くための環境整備と、
今まさに実際に社会的障壁にぶつかった障害
者が求める合理的配慮要求への応答義務と
しての合理的配慮の提供を両輪として進める
必要がある。前もっての環境整備が進めば、
個別の場面において社会的障壁に直面する可
能性は減る。一方環境が整備されることで社
会の様々な場への障害者の参加が可能になる
と、今度は参加した場で新たな障壁に直面す
るということもある。不特定多数を対象とす
る環境整備が進んでいない場合にも、あるい
は一定程度進んだ場合にも、個々の場で個別
の合理的配慮の提供が必要になる。合理的配
慮の提供を機に、それを一過性のものにせず、
環境整備として集積していくことで環境整備
と合理的配慮は社会的障壁の解消と多様性の
包摂のための仕組みとして車の両輪のように
働くことが期待できる。

4． 改正障害者差別解消法は多様性を包摂す
る社会への架け橋となるか

　改正差別解消法で社会はどう変わるのだろ
うか。あるいはどのように変えていくことが
できるだろうか。
　先に、この法律の効果が最も現れているの
は高等教育機関の障害学生への対応ではない
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かと述べた。これには個々の高等教育機関の
問題意識の高さに加え、差別解消法成立直後
の文部科学省高等教育局の対応の迅速さも関
係しているように思う。有識者を集めて、「障
がいのある学生の修学支援に関する検討会報
告（第一次まとめ）」および同（第二次まとめ）
を策定し、全国の大学に発出した。社会で活
躍する障害学生支援プラットフォーム形成事
業なども実施した。差別解消法成立直後の数
年間の高等教育局の機動力は目を見張るもの
があった。
　2020年度の実績で、障害学生が在籍する
大学等において、授業に関する支援を実施し
ている大学等の割合は82.7％、障害学生が在
籍する大学等において、授業以外の支援を実
施している大学等の割合は74.3％、障害学生
支援担当者を配置している大学等の割合は
96.0％、紛争の防止、解決等に関する調整機
関を設置している大学等の割合は50.7％であ
り、合理的配慮の提供と障害学生支援の組織
体制と人員配置の整備は着実に進んでいる。
また受験生や学生への周知に関しては、ホー
ムページで障害学生支援情報を公開している
大学等の割合は58.1％、募集要項等への障害
学生への配慮に関する記載を行っている大学
等の割合は85.8％と、入学前の受験生に対し
ては情報を発信する大学が多い。一方、学生
向けガイダンスにおいて、障害学生支援の手
続などに関する学内規程や支援事例等を周知
している大学等の割合は22.2％と、入学後の
学生への周知には課題がある。また、キャリ
ア支援に関しては対応が遅れている大学が目
立つ。障害学生が在籍する大学等において、
就職先の開拓、就職活動支援を実施している
大学等の割合は23.5％、障害学生が在籍する
大学等において、障害学生向け求人情報の提
供を実施している大学等の割合は22.5％であ
り、障害学生の就職支援は遅れている。
　実は、高等教育機関に、障害学生への支援
を義務づける法制度はこれまでなかった。社
会の障壁除去は環境整備法と差別解消法が
両輪となって牽引するのが基本であり、効果
的だと書いたが、高等教育分野は差別解消法
だけで障壁の除去を牽引していることにな
る。そのため、この分野では合理的配慮は、
ある程度環境整備を含むものとして運用せざ
るを得ない。

　ところで、高等教育機関が合理的配慮を提
供する学生の大多数は発達障害と精神障害
の学生である。合理的配慮は本人からの求め
により建設的対話を行って支援の内容を合意
するのが原則である。教職員から見て、診断
や検査を受けて合理的配慮を求めるほうがよ
いのにと思っても、本人からの申請がなけれ
ば合理的配慮は提供されない。ガイダンスや
学生相談などにおいて障害学生支援に関する
情報を提供することはできたとしても、自己
の障害を受け入れることを躊躇する学生もい
る。他方、障害学生支援がもっと浸透すれば、
詐病といったことも心配しなければならなく
なる。実際米国などではかなり以前から問題
とされている。多様性を包摂する社会は「ボ
ーダー問題」という新たな課題をかかえるこ
とになる。加えて今後高等教育機関は、留学
生への支援、性的少数者への支援、そして
複合的差別や交差的差別などの多用な課題
への対応も迫られるだろう。
　高等教育機関の光の部分を述べたが改善
を要する課題もある。高等教育機関に在職す
る障害のある教職員から、退職を勧告された、
授業外しをされている、承認人事で差別を受
けている、などの相談を個人的に受けること
がある。それには障害者政策委員会はどうす
ることもできない。雇用分野の不当な差別的
取り扱いは障害者雇用促進法で禁止してお
り、差別解消法の枠外にある。もちろん私に
もたらされる訴えは氷山の一角である。裁判
の原告側証人になったこともある。その裁判
は最高裁で原告全面勝訴が確定したが、障
害を理由とする不当な差別的取り扱いは続い
ている。司法の救済は事後的救済、金銭賠償
が限界だとすれば、人権救済のための国内人
権委員会の設立を切に望む。
　2022年8月に行われた国連障害者権利委員
会による日本の初回審査の結果採択された総
括所見では、精神障害者の非自発的入院、身
体拘束、脱施設が進まないこと、分離教育中
心の特別支援教育、障害者権利条約実施の
国内監視枠組みの制度的位置づけ、国内人権
機関の未整備などについて、懸念と勧告が示
された。障害者の人権を確保するうえで基本
となる考え方や原則に基づき、根気強く不断
に改革を進めていくことが求められる。
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はじめに
　2022年８月22日、23日、スイスのジュネー
ブで日本政府と障害者権利委員会（以下、権
利委員会）との建設的対話（対日審査）が行
われた。2002年、ニューヨークの国連本部で
障害者権利条約の策定について、最初の「障
害者の権利及び尊厳を促進・保護するための
包括的・総合的な国際条約に関する諸提案に
ついて検討するための特別委員会」（以下、
特別委員会）が開催されてから８回におよぶ
特別委員会の開催を経て、2006年に障害者の
権利に関する条約（以下、権利条約）が国連
で採択された。筆者は2002年の第１回特別委
員会から７回特別委員会に参加し、条約交渉
にNGO代表団・事務局の一員として参加し
た。あれからちょうど20年となる2022年８月
に障害者権利委員会と日本政府との最初の建
設的対話が行われたのはとても感慨深いもの
がある。そして、今後の障害者施策の推進に
おいて重要なことは、同年９月９日に、「日
本政府の最初の報告に対する総括所見」

（Concluding observations on the initial 
report of Japan）（以下、総括所見）の暫定
版が出され、10月７日に確定版が公表された
ことである1。
　この総括所見は、まさに障害者施策へのガ
イドとなるものである。厳密な意味では法的
拘束力はないが、批准した条約の国内履行に
おける尊重すべき重要な文書であることは論

を待たない。今後の障害者施策における大き
な方向性が示されたという点で歴史的な意義
を持つ。
　条約交渉当時から現在まで、13の障害関係
全国団体のネットワークであり、筆者の所属
するDPI日本会議もメンバーの一員である日
本障害フォーラム（以下、JDF）がその中心
となって条約に関する活動を行ってきた。
JDFでは、政府報告に対するパラレルレポー
トを３つ作成し、権利委員会に情報を提供し
てきた2。筆者は今日の主要なテーマである
第19条を含め、第12、13、18、24条を担当し
た。その他、日本弁護士連合会も３つのパラ
レルレポートを権利委員会に提出している3。
　今回のジュネーブでの建設的対話について
は８月22日と23日に実施された。権利委員会
の委員は18名。委員長はオーストラリアの障
害女性、ローズマリー・ケイエスさん。副委
員長はリトアニアのヨナス・ラスカスさんと
韓国のキム・ミヨンさん。そしてお二人とも
日本の総括所見の作成を担当する国別報告者
である。一方、日本政府は、外務省を中心と
して、内閣府、法務省、総務省、厚生労働省、
文部科学省、国土交通省の31名からなる代表
団を派遣した。団長は外務省総合外交政策局
の片平聡参事官である。NGOからは約100名
が現地で参加し、共同通信などマスコミ関係
者も現地に駆け付けた。国会議員は障害当事
者の参議院議員である船後議員が参加してい

障害者差別と地域移行に向けて
運動の歴史と課題

崔
さ い

　栄
た か

繁
の り

（明治大学法学部比較法研究所客員研究員）

寄 稿 ❷
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る。NGO側の100名という参加者の人数は権
利委員会の会合史上最も多い数で、報道にも
あったように「国連もびっくり」であった4。
　こうした歴史的な経過を踏まえて、本稿で
は、障害者の問題でも特に障害差別と地域に
おける自立生活―脱施設に焦点を当てて、そ
の反差別運動と自立生活運動や青い芝運動な
どの歴史的な経緯を紹介し、今後の課題を整
理する。今後の課題については、障害者権利
条約や障害 者 権 利委 員会の一般的意 見

（general comments）、総括所見をもとにし
て述べることとする。

１． 戦後の施設収容や差別に対する運動
　1950年代にいわゆる先進欧米諸国では、知
的障害者などを一つの施設に集めて処遇する
大規模施設収容が行われていたが、そうした
状況に疑問を持っていたデンマークの社会省
担当官だったニルス・エリク・バンクーミケ
ルセンは、「障がいの有無に関わらず、人々
にはより快適に当たり前の生活をする権利が
あり、社会全体でそれを実現していく必要が
ある」というノーマライゼーションの理念を
提唱した。その考え方は社会運動へと発展し
1959年にデンマークで「知的障害者福祉法」
が制定され、世界で初めてノーマライゼーシ
ョンの理念が法律で導入され、欧米諸国を中
心にノーマライゼーションの考え方が広がっ
た。スウェーデンの知的障害児者連盟のベン
クト・ニリィエは、ノーマライゼーションの
８つの原理を提唱し、国連や日本を含む各国
の施策に影響を与えた。1980年代以降各国で
掲げられ始めた「脱施設」政策もここから始
まったと言ってよいだろう。例えばスウェー
デンでは1985年に精神発達遅滞者等特別援
護法が制定され、施設解体が始まった。1997
年には特別病院・入所施設解体法が施行され、
1999年12月末日までに全国の特別病院・入所
施設を閉鎖したのである5。
　また、国際的な動きとして重要なのが、
1990年に制定された世界で最初の障害者差
別禁止法である「障害を持つアメリカ人法」

（Americans with Disabilities Act、以下、ADA）

制定である。これは、1964年に制定された人
種、肌の色、宗教、性別による差別を禁止す
る公民権法（Civil Rights Act of 1964）を障
害者への差別禁止に広げたもので、雇用、公
共サービス、公共施設での取扱、通信の４つ
の分野での差別を禁止した。2008年には大幅
改正されている（ADAAA）。世界最初の障
害差別禁止法はその後、各国に広がり、権利
条約の議論にも大きな影響を与えた。2013年
の日本における障害者差別解消法の淵源とも
いえる。特に1954年のブラウン対教育委員会
裁判における一連の判決（ブラウン判決）に
おいて公共教育の場における分離は違憲とさ
れるなど、それまでのアメリカの判例におけ
る「分離すれども平等」から「分離は差別」
への転換がされてきた。この差別法理は、障
害の分野においては、隔離された施設への収
容や分離された場における特別教育の在り方
に大きな影響を与えたのである6。

２． 障害者権利条約の動向と総括所見
（１）障害者権利条約制定と批准後の動向

　上述の通り、計８回の特別委員会を経て、
2006年12月、第61回国際連合総会において本
条約が採択された。条約採択後、日本政府は
2007年に条約を署名した。JDFでは2003年か
ら2008年まで約20回にわたり政府との意見交
換会を行ってきた。その後2009年の民主党政
権下で権利条約批准のための障がい者制度
改革が進められ、障害者基本法改正と改正に
よる障害者政策委員会の設置、障害者総合支
援法の制定などが行われた。その後、再度自
公政権となり、2013年に障害者差別解消法が
制定され、翌年2014年１月、障害者団体の強
い働きかけにより権利条約を批准した。
　権利条約を批准した国は国際人権条約の
実施の監視のシステムである「報告制度」の
プロセスに従う義務が生じる。権利条約第35
条、第36条にその規定がされている。この報
告制度に基づいて2016年６月に日本政府は最
初の報告を権利委員会に提出した8。その後、
JDFや日本弁護士連合会などNGOから2019
年に事前質問用のパラレルレポート、2021年

11
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には総括所見用のパラレルレポート、2022年
は事前質問の日本政府の回答に対するコメン
トとしてのパラレルレポートを作成し、権利
委員会に情報を提供した。建設的対話の直前
にはNGOからのレポートが９つ提出された。
そして2022年８月15一から始まった第27会期
の権利委員会において、8月18日と22日に
NGOと権利委員会との間で非公開のプライ
ベートブリーフィングが行われた。これは、
NGOが出したレポートなどに対する質問を委
員より受けて、NGO側がそれに答える、とい
う形のものである。そして、22日15時から３
時間、23日午前10時から３時間にわたって日
本政府と権利委員との建設的対話が行われ
た。こうした長いプロセスを経て９月９日（確
定版は10月７日）に総括所見が公表されたの
である。
　
（２）総括所見の概要

　総括所見の構成は、１．イントロダクショ
ン、２．肯定的側面、３．主要な懸念と勧告、
４．フォローアップ（重要事項と次回の報告）
の4つのパーツに分かれている。
　日本への総括所見は分量も多く、各条文す
べてにわたって述べられており、内容も詳細
で充実している。起草を担当した上述２名の
国別報告者が中心となって、政府報告と
NGOからの詳細なレポートを検討し、対話を
行ってきた成果である。
　まず、肯定的側面で実に17項目が取り上げ
られており、筆者の知る限りではこれまでの
障害者権利条約の総括所見においては最多
である。
　主要な懸念事項と勧告は、懸念事項に対
応する形で勧告が記載されており、総括所見
の勧告の数は全部で93である。とくに第11条

（危険な状況及び人道上の緊急事態）、自立し
た生活及び地域社会へのインクルージョンに
関する第19条、第24条（教育）の条項に多く
の勧告が出されているのが特徴である。さら
に重要なことは、「勧告」には“recommendation”
という言葉が一般的に使用されるが、第19条
と第24条に関する勧告には“urge”（「強い要

請」）という文言が使われている。14条の勧
告には“call upon and recommendation”（要
請と勧告）となっている。これは、勧告の重
要性の優劣を付けるものではないが、権利委
員会がどの課題に対して大きな懸念と関心を
持っているかを示す。さらに、フォローアッ
プにおいて明示的に緊急の対応を求めている
のは、第19条に関するパラグラフ42、第24条
に関するパグラフ52である。これからも第19
条と第24条に関する課題が日本における喫緊
の課題である、という権利委員会の認識を示
すものといえる。

３． 脱施設・地域移行に関する総括所見の
内容

　本稿では第19条に関する脱施設、自立生活
について焦点を当てて課題を整理しまとめと
する。脱施設、地域における自立生活の権利
に関する19条に関しては、上述の通り、総括
所見のパラグラフ41に懸念事項、同42に勧告
が示されている。懸念や「強い要請」も詳細
にわたり内容も充実している。
　なぜ権利委員会がこのような重大な関心を
寄せるのか。日本の現状は以下の通りである。
身体障害者7.3万人（身体障害者のうち1.2%）、
知的障害者13.2万人（知的障害者のうち
12.1%）（令和４年度障害者白書P.215）が入
所施設で生活しており、さらに入所を待つ待
機者も全国で２万人以上いると予想される。
５か年計画である障害福祉計画における政府
の地域移行の目標値についても、第３次計画
から第４次計画の目標数値が低くなってい
る。さらに入所施設が新設され、大規模改修
で定員が増加したところもある。全体として
地域移行は進んでいない。精神科病院に至っ
ては、世界の精神科病床（ベット）の30％以
上が日本に存在し（27万床）、入院患者数や
平均入院日数は世界一であり、2018年の統計
では1700人以上が50年以上入院している状況
である9。
　以下、第19条に関する総括所見の内容であ
る。勧告と懸念事項はセットで読み込むべき
だが、紙面の都合上、以下、勧告部分「強い

12
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要請」のみ紹介する。

42.　自立した生活と地域社会にインクルー
ジョンされることに関する一般的意見第5号

（2017年）および脱施設化に関するガイドラ
イン（2022年）を参照し、委員会は締約国に
強く要請する。

（a） 障害児を含む障害者の施設収容を廃止す
るため、予算配分を、障害者の入所施設
から障害者が地域社会で他のものと平等
に自立して生活するための配分と支援に
振り向けることによって、迅速な措置を
とること。 

（b） 精神科病院に入院している障害者のすべ
てのケースを見直し、無期限の入院をや
め、インフォームド・コンセントを確保
し、地域社会で必要な精神保健支援とと
もに自立した生活を育むこと。

（c） 障害者が居住地、地域社会のどこで誰と
暮らすかを選択する機会を持ち、グルー
プホームを含む特定の生活形態に住むこ
とを義務づけられないようにし、障害者
が自分の生活に対して選択とコントロー
ルを行使できるようにすること。

（d） 障害者団体と協議の上、障害者の自律と
完全な社会的インクルージョンの権利の
承認を含め、障害者が施設から他の人と
平等に地域社会で自立した生活に効果
的に移行することを目指す、期限付きの
ベンチマーク、人材、技術、資金を伴う
法的枠組みおよび国家戦略、ならびにそ
の実施を確保するための都道府県の義
務付けを開始すること。

（e） 障害者が地域で自立して生活するための
支援体制を強化する。これには、あらゆ
る種類の集合施設の外にある自立した、
アクセス可能で安価な住宅、個人的な支
援、ユーザー主導の予算、地域内のサー
ビスへのアクセスなどが含まれる。 

（f） 障害者の社会参加とインクルージョンの
ために、障害者の社会における障壁と必
要な支援の評価を含む、コミュニティに
おける支援とサービスの付与のための既

存の評価スキームを、障害者の人権モデ
ルに基づいていることを確認するために
改訂すること。

　
　第19条に関する総括所見の内容は、障害者
権利委員会が作成した一般的意見5をもとに、
当該国の状況を踏まえて作成されているた
め、総括所見の内容の理解のためには一般的
意見に何が書かれているかを理解することが
重要である。紙面の都合上、詳細は触れない
が、特にパラグラフ1から６，16や21などは
ぜひ目を通していただきたい10。

おわりに
　障害者権利条約第19条は、「障害者を保護
の客体から権利の主体へパラダイムシフトの
ための基礎となる条項」とされている11。一
般的意見５のパラグラフ６には、「第19条は
本条約における最も広範かつ最も交差的な条
文の１つとして明確な役割を果たし、本条約
のすべての条文の実施に不可欠なものとみな
されなければならない。」とあり、本条約が
規定する権利の中でも第19条の権利は中核的
な権利といえよう。
　権利委員会は2022年９月「緊急時を含む脱
施設化ガイドライン」（Guidelines on deinstitu 
tionalization, including in emergencies）

（CRPD/C/5）を公表し、脱施設に対する権
利委員会の強い意志を示した12。スウェーデ
ンやニュージーランドでは入所施設は廃止さ
れており、カナダのブリティッシュ・コロン
ビア州やオンタリオ州ももはや知的障害者の
施設は存在しない。脱施設の遅れに対して強
い市民運動が展開されている韓国も、政府が
2025年から2041年までに段階的に地域移行を
進める「脱施設障害者地域生活支援ロードマ
ップ」を策定している。
　脱施設、脱病院への本格的な取り組みは待
ったなしである。施設だけでなくグループホ
ームについての言及もされている。一般的意
見５パラグラフ16の「100人を超える入居者
を抱えた大規模施設も、入居者が5 ～ 8人の
より小規模なグループホームも、施設を特徴

13
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付ける施設収容の要素が挙げられる場合、自
立生活施設と呼ぶことはできない。」の意味
をきちんと理解する必要がある。
　第19条は障害者権利条約の基礎となる条項
であり、同上の権利を保障するためにインク
ルーシブ教育（24条）や法の前の平等（12条）
などの他の権利を保障することが必要、とい
う構造がある。総括所見は、法的拘束力はな
いが、国際人権法上、重要な意見とされてい
る。障害者権利条約37条で障害者権利委員
会との協力義務があり、また、批准した条約
の実施は日本国の政策の根幹の一つである国
際協調主義と合致する。相模原の施設におけ
る障害者殺傷事件に関連して、ニュージーラ
ンドのロバートマーチン委員は日本政府との
建設的対話の中で、事件後の障害者の施設
収容はどのように変わったのか、という質問
をしている。世界が日本を見ている。国際社
会のリーダー国の一つとして、日本政府や議
会は総括所見をしっかり受け止めるべきであ
る。

14

１ 建設的対話までの権利委員会の事前質問事項や日本
政府の回答、NGOのレポートなどは障害者権利委員会の
以下、URLを参照（英語）。
ht tp s : / / t b i n t e rne t . o h ch r . o r g / _ l a you t s / 15 /
t r e a t y b o d y e x t e r n a l / S e s s i o n D e t a i l s 1 .
aspx?SessionID=2545&Lang=en
　日本への総括所見の原文は以下、権利委員会URLより
参照（英語等、国連公用語）
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybody 
external/Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FJP
N%2FCO%2F1&Lang=en
２ JDFのパラレルレポートについては、以下、JDFホー
ムページを参照　
https://www.normanet.ne.jp/~jdf/data.html#page_top2
３ 日本弁護士連合会のパラレルレポートについては、以
下、日本弁護士連合会ホームページを参照　
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/
library/human_rights/shogaisha_report.html
４ 共同通信の配信記事については例えば、以下、URL
参照
https://www.47news.jp/8285219.html
５ 詳細は河東田博「福祉先進国における脱施設化と地
域生活支援」（2007年、現代書館）
６ 例えば、1999年７月、オルムステッド対L.C.事件の判
決で米国の最高裁は、施設サービスではなく地域に根ざ
したサービスを障害のある者に提供することを州政府に
義務付けた。
７ 筆者も第７回特別委員会を除くすべての特別委員会に
参加する機会を得た。当時の記録は以下、Web上で公開
している。
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/right.html
この記録はあくまでも通訳なども媒介しているため、あ
くまでもメモとしてご覧いただきたい。
８ 最初の政府報告、事前質問事項等は以下、外務省の
ホームページを参照
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_
shogaisha.html
９ JDF事前質問事項用パラレルレポート（以下URL）の
65ページから参照。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src= 
https%3A%2F%2Fwww.normanet.ne.jp%2F~jdf% 
2Fdata%2Fpr%2Fjdf_report_ for_ lo is_ jp_r9d .
docx&wdOrigin=BROWSELINK
また、50年以上の入院患者に関する報道は以下、URL参
照
https://mainichi.jp/articles/20180821/k00/00m/040/ 
127000c
10 日本語仮訳は以下、JDFホームページを参照
https ://www.dinf .ne . jp/doc/japanese/rights/
rightafter/crpd_gc5_2017_living_independently.html
11 詳細は拙稿「自立生活」『増補改訂　障害者の権利条
約と日本　概要と展望』（長瀬修、東俊裕、川島聡編著）

（2012、生活書院）
12 以下、障害者権利委員会ホームページ参照（国連公
用語のみ） https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treaty 
bodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/5

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2545&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FJPN%2FCO%2F1&Lang=en
https://www.normanet.ne.jp/~jdf/data.html#page_top2
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/shogaisha_report.html
https://www.47news.jp/8285219.html
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/right.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.normanet.ne.jp%2F~jdf%2Fdata%2Fpr%2Fjdf_report_for_lois_jp_r9d.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://mainichi.jp/articles/20180821/k00/00m/040/127000c
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc5_2017_living_independently.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/5
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　以下では、（1）日本の学校教育の現状、（2）
国連・障害者権利委員会の勧告について紹介
した上で、日本におけるインクルーシブ教育
の課題として、大きく二点に分けて論じるこ
ととしよう。第一は、インクルーシブ教育を
めぐる定義の問題であり（（3））、第二は、主
として2000年代以降の、排除的・競争主義的
な教育改革の問題である（（4））。

（1）激増する特別支援教育対象児童生徒
　障害者権利条約24条は、「障害のある人が、
他の者との平等を基礎として、その生活する
地域社会において、インクルーシブで質の高
い無償の初等教育及び中等教育にアクセスす
ることができること」を規定している。日本
政府は、2014年に障害者権利条約を批准した
ことで、学校教育をインクルーシブ教育へと
転換する必要に迫られている。
　にもかかわらず、特別支援教育対象児童生
徒は激増の一途を辿っている。文部科学省の

「特別支援教育資料」によれば特別支援教育
制度が開始された2007年度に特別支援学級
在籍者は小学生約7万9千人、中学生約3万5
千人だったのが、2021年度には小学生約23万
2千人、中学生約9万2千人となった。少子化
であるにも拘わらず、小学生は約2.9倍、中学
生約2.6倍である。普通級に在籍しながら一
部の時間だけ別室で特別の指導を受ける通級
指導の対象児童生徒は、同期間に小学生約4

万3千人から約14万人へと約3.2倍、中学生約
2千人から2万3千人へと約11.5倍となった。ま
た特別支援学校在学者数（小中高合計）の
推移も2007年度約10万8千人から2021年度約
14万6千人へと約1.4倍である。

（2）国連の勧告
　以上のような状況を前に、各国における障
害者権利条約の履行状況を審査する国連・障
害者権利委員会は、日本政府に対して次のよ
うな勧告を行った。まず、「懸念」事項として、

「医療に基づく査定を通した、障害のある子
どもの分離された特別教育が永続しているこ
と。障害のある子ども、特に知的障害、精神
障害またはより集中的な支援を要する子ども
が、通常環境での教育にアクセスできなくな
っている。また、通常学校に特別支援学級が
あること」「障害のある子どもを受け入れる
には事実上準備不足であると受け取られてい
ることにより、障害のある子どもの通常の学
校での受け入れを否定していること」などが
示された。さらに「要請」事項として一歩踏
み込む形で示されたのは、以下のような事項
だった。一部を引用する。

a）国の教育政策、法律及び行政上の取
り決めの中で、分離特別教育を終わらせ
ることを目的とし、障害のある子どもが
インクルーシブ教育を受ける権利を認識

インクルーシブ教育の課題

小国　喜弘
（東京大学大学院教育学研究科教授）

寄 稿 ❸
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すること。また、特定の目標、期間及び
十分な予算を伴い、あらゆる教育レベル
においてすべての障害のある児童／生徒
が合理的配慮及び必要とする個別化さ
れた支援を提供されることを確保するた
めに、質の高いインクルーシブ教育に関
する国の行動計画を採択すること。

（b）すべての障害のある子どもに対して
通常の学校へのアクセシビリティを確保
すること。また、通常の学校による、障
害のある児童／生徒の通常の学校への
通学拒否が禁止されていることを確保す
るための「非拒否」条項及び政策を策定
すること、及び特別学級に関する政府の
通知を撤回すること。（文部科学省仮訳

「障害者権利条約対日審査について」『通
常の学級に在籍する障害のある児童生
徒への支援の在り方に関する検討会議

（第5回）会議資料』）

　ここで、「特別学級に関する政府の通知」
というのは、2022年4月27日に出された文部
科学省通知である。通知では、インクルーシ
ブ教育をより推進する方針を前提としなが
ら、支援学級に在籍する子どもが週半分以上
を通常学級で授業を受けることを不適切と見
なした。分離を拡大しかねない通知が出た背
景には特別支援教育関連費用の削減という意
図が見え隠れする。
　この国連の勧告に対して永岡桂子文部科
学大臣は、同年9月23日の記者会見で、「特別
支援教育を中止することは考えてはおりませ
ん」「勧告で撤回を求められたのは大変遺憾」
としつつ、「インクルーシブ教育システムの
推進に努めてまいる所存」と、引き続き、従
来通りの政策を継続的に展開すると述べた。

（3） 文科省「インクルーシブ教育システム」
の問題点

　共にインクルーシブ教育を進めることに合
意しているかに見える国連と文科省とで、具
体的な方途をめぐって大きくすれ違っている
のは、そもそもインクルーシブ教育について

の理解が異なっているからである。
　そもそも国連でいうインクルーシブ教育
は、障害の有無にかかわらず「同じクラスで
学ぶこと」と定義されている（インクルーシ
ブ教育を受ける権利に関する一般的意見4号、
Easyread version）。背景には、そもそも人
間は多様であり、地域社会とは様々な市民が
共生する場であり、学校はその共生の原体験
となる場でなければならないという位置づけ
がある。以下、4点について整理しておこう。
①ユネスコでは、「インクルーシブ教育の利
益を論ずることは、奴隷制の廃止やアパルト
ヘイトの是非を問うに等しい」とし、障害の
有無で分けるか分けないかは学習の効果が上
がるかどうかではなく社会的正義の問題とし
て捉えている。
②狭義の障害に加えて民族・経済格差・言語・
宗教・性差など多様な差異の包摂を課題とし
ている。
③また、多様な差異の包摂にあたっては、「障
害の社会モデル」を採用し、マイノリティの
子どもたちが包摂されるために学校のルール
や慣習、さらには授業のやり方を変革するこ
とを学校・教育行政に求めている。
④障害者権利条約は当事者の参画が重要概
念であり、故に学校運営や授業に対する子ど
もたちの意見表明の機会を保障することも求
めている。
　このような国連のインクルーシブ教育と比
較した時、文科省が提唱する「インクルーシ
ブ教育システム」の問題は明らかだ。
　①まず、中央教育審議会の「特別支援教
育の在り方に関する特別委員会」における
2012年7月の報告によれば、インクルーシブ
教育システムとは障害者権利条約に基づいて

「障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕
組み」とした上で、次のような定義を示して
いる。

インクルーシブ教育システムにおいて
は、同じ場で共に学ぶことを追求すると
ともに、個別の教育的ニーズのある幼児
児童生徒に対して、自立と社会参加を見

16



DIO 2023, 1

据えて、その時点で教育的ニーズに最も
的確に応える指導を提供できる、多様で
柔軟な仕組みを整備することが重要であ
る。小・中学校における通常の学級、通
級による指導、特別支援学級、特別支
援学校といった、連続性のある「多様な
学びの場」を用意しておくことが必要で
ある。

　文部科学省の定義では、①教育的ニーズに
合わせた指導の最適化として学習上の効果を
追求し、「多様な学びの場」として事実上分
離された教育の場を制度化している。インク
ルージョンを社会的正義の問題と捉える視点
が弱い。
　②「障害」の有無にインクルージョンの問
題を矮小化している。経済格差、性差、民族
による文化差などが包摂の対象として認識さ
れていない。そのため、例えばニューカマー
の子どもの、日本の学校文化に馴染んでいな
いが故の行動を発達障害の徴候として捉え、

「障害児」として特別支援学級に措置する事
例も報告されている（例えば、金春喜『「発
達障害」とされる外国人の子どもたち』、明
石書店、2020年）。
　③後に述べるように、2000年代以降の教育
改革によって、普通学校普通学級の閉塞感が
増している。国連の考えに従えば、インクル
ーシブ教育では、まず、学校や教室を誰にと
っても居心地の良い空間に変革すること、さ
らに多様な特性を持つ子どもが学び合えるよ
うな授業を工夫することが求められる。しか
し日本でのインクルーシブ教育の議論は、「障
害」の種別や程度に応じた指導をいかに当事
者に対して行うかのみを重視し、事実上医学
モデルを採用してしまっている。故に、学校
内の様々な社会的バリアが看過されている。
　④前項とも関連するが、日本では、インク
ルーシブ教育における当事者や保護者の参画
は就学先決定などでの意見の尊重など限られ
た場面に限定されている。そのため、学校の
構成員の参画として重要な機会である、児童
会や生徒会、保護者たちのPTA組織などを

どうインクルーシブな学校運営に組み込むか
という議論はなされていない。
　⑤以上に加えて、特別支援教育について、
個々の子どもの教育的ニーズに的確に応え得
る制度として過度の期待がある。子どもの障
害の種別・程度に応じて「多様な学びの場」
が準備されている建前だが、実際には障害種
別毎に特別支援学校は6人、特別支援学級は
8人で1学級が編成される。障害の種別が同じ
であれば、障害の程度も年齢も違うため、教
育的ニーズが大きく異なる子どもが同一学級
に措置されてしまう。そのため、特別支援学
校や特別支援学級で、一人の教師がクラスに
いる全ての子どもについて、「教育的ニーズ
に最も的確に応える指導」をすることは事実
上困難である。特別支援学級の教師が、「個
別のニーズに応える授業をしなければならな
いのだとしたら8つの指導案を毎時間準備し
なければならなくなるが、そんなことはでき
ない」と嘆く声を教育現場ではよく耳にする。
　また、特別支援教育は「障害児」の個別の
教育的ニーズに対して教師がどう指導するか
という観点から構築されている。そのため特
別支援教育では教室内に複数の「障害児」が
いても集団活動をせず、個別に教育を受けて
いるケースが多い。普通学級で多くの友達と
学び合う機会から遠ざけられた「障害児」は、
特別支援教育の下で、再度クラスの友達と学
び合う機会を奪われてしまう。特別支援教育
の在籍として措置された子どもは、友達と学
び合う機会から二重に遠ざけられてしまって
いる。

（4）問題を深刻化させてきた教育改革
　学校では、特別支援教育対象児童生徒が
増えてきただけではない。いじめ件数や不登
校者数、さらには自殺者数も少子化であるに
もかかわらず増加傾向にある。たとえば、い
じめ件数は1990年度に小学校約9千件、中学
校約1万3千件だったが、2020年度には小学校
約41万7千件、中学校約7万9千件となった。
不登校は、1991年度に小学校約1万2千人、中
学校約5万4千人が、2020年度には小学校約6
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万3千人、中学校約13万3千人となった。自殺
者数について小学校はそれほど増えていない
が、中学校での増加が深刻だ。1990年度35人
に対して2020年度103人、約2.9倍である（母
子愛育会・愛育研究所『日本子ども資料年鑑
2022』、KTC中央出版、2022年）。
　背景には、1990年代半ば以降の労働規制の
緩和による経済格差の拡大が子どもたちの生
育環境を悪化させたことがまず指摘し得るだ
ろう。児童相談所の児童虐待相談件数は、
1995年度約5千件が2020年度には約20万6千
件へと激増した。生育環境が悪化したのであ
れば、本来、学校の役割は、どの子にも居場
所を保障し、信頼できる複数の大人と子ども
たちを出会わせ、子どもたちの安全安心を保
障することに置かれるべきだ。
　しかし、国際的な学力順位の低下が問題と
なり、2000年前後から学力向上施策が次々と
展開された。2001年1月に文部科学省は、学
習指導要領の位置づけを「標準」から「最低
基準」へと変更した。「標準」であれば大多
数の子どもが到達すべき大体の目安だった
が、「最低基準」となれば、学習指導要領の
規定した目標に到達し得ない子どもは、特別
支援学校用の学習指導要領に準拠した教育
を受けるべきという理屈になる。かくして学
力水準の低い子どもをより厳しく特別支援学
級籍へと措置する体制が準備された。
　さらに2007年には特別支援教育制度の開始
と同時に全国学力学習状況調査が開始され
た。各自治体がテストの平均点を競う中で、
教育委員会によって様々な学力向上施策が学
校に課せられていくようになった。多くの学
校では、日常的にテストを行ったり、大量の
宿題を出すようになり、学力テストのための
準備教育が日常化していく（吉益敏文ほか編

『検証　全国学力調査』、学文社、2021年）。
小学校教師の岡崎勝は、「2000年以来の教育
改革は、単純に言ってしまうなら、『競争原
理で子どもを包囲すること』だった。その結
果、『不安な子どもたち』を増産した」と述
べている（岡崎勝「子どもの悩み」『こころ
の科学』140号、2008年7月）。

　2000年以降、様々な教育改革は子どもたち
を競争主義に巻き込んでいった。特別支援教
育制度（日本型インクルーシブ教育システム）
は、これらの改革とセットで機能してきたの
であり、結果として競争において不利な条件
しか持たない子どもが「障害児」と見なされ、
友達から分断されることになった。一刻も早
く、競争主義的な改革を廃止すると共に、学
校を真の意味でのインクルーシブな場へと転
換させ、まずは全ての子どもたちが安心安全
に学び合える場へと再生しなくてはならな
い。

18



DIO 2023, 1

Ⅰ． （その１）京都市精神障害者地域移行促
進事業の概要と課題、今後について

１．はじめに
　2004年（平成16年）の「精神保健福祉施
策の改革ビジョン」において、「入院医療中
心から地域生活中心へ」という基本方針が示
され、精神障害に関する国民の理解の促進、
そして精神病床の機能分化・地域生活支援
体制の強化等により、精神保健医療福祉体系
の再編と基盤強化を進めること、そして具体
的には、今後10年間で「受入条件が整えば退
院可能な者（約7万人）について解消を図る」
という目標がたてられた。この7万人（この間、
精神病床7万床の削減等と、表現の変遷もあ
った）については、いまだに解決されたわけ
ではないが、少なくとも、近年の国の精神保
健福祉施策がこの方針に基づいて進められ、
精神科病院の長期入院者の退院促進、地域
移行、地域定着への取り組みが継続されてき
たことは間違いない。
　長期に入院されている方が地域で生活でき
るよう支援していくことは、今日に至るもな
お日本における精神保健福祉の大きな課題と
してある。本稿では、京都市での精神障害者
の長期入院者の地域移行、退院支援の取り組
みについて概観することで、全体での考察の
一助となることを願う。

２．�京都市精神障害者地域移行促進事業につ
いて

　本事業は、「…精神障害者の地域生活への

移行に向けた支援及び地域生活を継続する
ための支援を行い、精神障害者が地域の一員
として安心して自分らしい暮らしをすること
ができる社会の構築に資することを目的」と
している。精神科病院に長期（概ね１年以上）
に入院中の方が主な対象となる。地域移行支
援の実務者会議を開催し、関係機関等への普
及啓発、研修などを行っている。また、ピア
サポーターの養成や活動の機会の拡がりを図
っている。京都では、2005年から退院促進支
援事業の試行実施としての取り組みを行い、
2012年からは地域移行支援、地域定着支援と
して、障害福祉サービスの一つとして、個別
給付化されている。地域体制整備等に関わる
事業は、引き続き京都市より支援センター「な
ごやか」にて受託し、実施している。
　地域移行支援事業は、入院中に利用でき、
地域定着支援事業は、退院後に利用できる障
害福祉サービスである。障害福祉サービスに
位置付けられる前は、病院からの推薦書を必
要としたが、現在は、本人からの希望があれ
ば利用できる。地域定着支援は、地域生活を
継続していくための常時の連絡体制の確保に
よる緊急時等の支援体制が必要と見込まれる
方が対象となる。地域移行支援では、精神科
病院における地域移行の取り組みと連携しつ
つ、地域移行に向けた支援を行う。具体的に
は、病院訪問による面接、単独外出に繋げる
ための外出支援、一人暮らしに向けた体験宿
泊を行う際の支援などがある。

京都市圏域での
精神障害者地域移行促進事業
の取り組みについて
～二人の相談員からの視点～

藤井　　弘（相談支援専門員）

田中　稔一（相談支援専門員）
（京都市中部障害者地域生活支援センター「なごやか」）

寄 稿 ❹
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　長期入院者が地域移行する意義として、た
とえ精神障害があっても、入院生活が当たり
前ではなく、地域社会で暮らすことが普通の
姿であり、それが患者の人権の尊重につなが
るということがある。そして、地域でごく普
通の、当り前の生活ができるように支援を届
けることが大事となる。退院を諦めてしまっ
ている、退院後の生活への不安などから、退
院を望まれない場合もある。地域社会とのつ
ながりが持ちにくい入院生活という「非日常」
的な生活が日常になることで、自分の居場所
や役割を失ってしまわれる状況がある。退院
後の生活を考える上では、人とのつながりも
大事である。退院したい、やっぱりやめとく、
といった気持ちの揺れに沿うことが必要とな
る。外出の予定をキャンセルされることもし
ばしば起こりうる。「退院したい」という気
持ちは、何がきっかけとなるかはわからない
中で、関わり続ける中で見えてくる場合もあ
り、本人の意向を尊重した関わりが求められ
る。病院とともに取り組むことの一つには、
地域の支援者と出会う機会を作り、ピアサポ
ーターとの交流の場を設けることなどがあ
る。病棟のOTプログラムや患者さんとの茶
話会にも参加している。支援体制や制度につ
いて病院スタッフ向けの説明会も行ってい
る。失ったものを取り戻すには時間と労力が
必要で、意欲の低下もある中で、焦らず諦め
ず働きかけていくことが求められる。

３．京都市圏域での取り組みとその特徴
　事業利用者の概況としては、2005年～ 2021
年度までの17年間の取り組みの概数として
は、事業利用者数（年度ごとの集計による延
利用者数）は240名（実務者会議で把握して
いる数）であり、実数としては140数名、その
およそ7割の方が退院されている。事業利用
者の平均年齢は50代半ばである（長期に入院
されている方全体の年齢はもっと高くなる。）
　入院前の居住形態と、事業利用時の希望、
退院後の生活についての結果（2005年～
2019年度）から京都市圏域の特徴として大ま
かに読みとれることとしては、入院前は家族
と一緒に暮らしておられた方が多い（半数以
上）が、事業利用時の希望としては、一人暮

らし、あるいは、グループホームなど居住支
援の場を望む方が多く、家族との同居を望む
方はとても少ない（1割未満）。そして、その
上で、退院後の生活は、一人暮らしが6割以
上で、グループホーム、介護保険施設などへ
の入居は2割未満である。
　家族との同居を望む方が少ないことに関し
ては、家族の反対や家族とのあつれきなど
様々な家族状況を反映してのことが考えられ
る。グループホームについては、希望があっ
ても空きがないと入れないことや、また集団
での生活に合うかどうか等のことがある。見
方を変えれば、必要な支援が得られれば、一
人暮らしも成り立つということである。個別
に状況は異なるにしても、なんとか在宅での
生活を可能としているのも、京都市圏域の一
つの特徴的な側面と思われる。
　在宅での生活は、居宅介護事業所、訪問
看護による訪問、成年後見の制度や社会福祉
協議会による金銭管理の支援、通院同行の支
援などがあって成り立っている。また、日中
の活動の場として、デイケアや、生活介護、
生活訓練、就労継続支援B型事業所等がある。
退院後の生活の組み立てを考えるにあたって
は、公的なサービスによる支援を基本としな
がらも、生活のありようは様々であり、地域
での相談員の役割がある。高層ビルのない大
都市部である京都市において、碁盤目状の通
りを往き来する支援者の姿がある。近年にお
いては、グループホームの新増設が続いてお
り、また住まい探しの困難さについて共有し
ながら、居住支援のネットワーク作りに向け
た取り組みがなされ、居住支援法人も増加し
つつある。課題は山積しつつも、住居支援と
地域の理解がより進むことを期待したい。

４．課題と今後に向けて
　精神科病院からの退院者の状況について、
2011年の厚生労働省の資料では、5年以上入
院されている方の約半数（48.6%）は転院・院
内転科、つまり、入院の継続であり、約3割

（27.6%）は「死亡」となっている。比較的最
近の資料（精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステム構築のための手引き（2020年度版）

「平成29年精神病床退院患者の退院後の行
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先」）でも高齢者施設への入所の割合が増加
しているものの、「他の病院・診療所に入院」
41.7%、「その他（死亡・不明等）」33.3%とな
っており、基本的な状況に変わりはない。5
年以上入院されている方で65歳以上となる
と、実際に家に帰れる方は非常に少ない。以
前の厚生労働省の資料（推計値）であるが、
年間2万人以上の方が「死亡退院」となって
いる（2011年）。
　退院に向けて一歩踏み出すことは、年齢に
関わらず少なからず体力と気力とを必要とす
る。力をもっておられる50代～ 60代前半のう
ちに、支援を届けることが必要であり、また
長期の入院に至らないように支援につなぐこ
とが必要である。もちろん、事業利用に至ら
ずに退院される方は数多くおられるが、この
事業の利用を広めていくことで、さらに退院
できる人を増やすことができると考えられ
る。地道に取り組むことで支援を届けていく
ことが必要である。また、しばしば語られる
医療や福祉、地域の関係者の意識変革のため
には、抜本的な仕組みの構築が必要と思われ
る。また、地域定着支援については、24時間
の連絡体制や緊急時の訪問などはハードルが
高く、実際に事業を担える事業所は少ない。
当直や宿直体制があって夜間も業務として連
絡が受けられる体制でなければ、持続可能な
形としては難しい。
　地域移行支援が個別給付化された当初、
事業の活用方法がつかめない中で、いわば足
踏みした状態であった。そうしたところから
ようやく対象者が増加しつつあった中での…
コロナ禍。病棟に訪問することが困難となり、
関わりの制約による影響も受け、利用者は減
少した。全国的に見ても、地域移行を利用さ
れている数は圧倒的に少なく、全国一律の事
業でありながら、地域ごとの実施状況に幅が
生じている中で、いかにして地域移行の拡大
を図るか。少しずつでも課題の共有を図り、
解決につなげていきたい。

Ⅱ． （その２）京都市精神障害者地域移行促
進事業の現状と課題、今後について

１．現状
　精神障害者の地域移行の背景として、しば

しば長期入院患者の課題が上がってくる。一
般科の病院と比べて精神科病院の入院患者
は入院期間がとても長く、何十年も入院され
ている患者さんが今も数多くいる。
　では何十年も入院しないと治療ができず、
地域生活ができる状態にはならないのだろう
か？個人的な経験をもとに考えてみる。
　私は地域移行の取り組みをしていく中で現
在も精神科病院に訪問をしている。そこでは、
病状が悪く意思疎通がしっかりできなかった
り、独り言をぶつぶつ言ったり、うろうろさ
れている方がいたりもするが、きちんと座っ
て話を聞かれている方やプログラムに参加し
て他の方と話し合っている方、初めて会った
私に挨拶したり声をかけてくれる人などの姿
も多くみられた。地域で様々な障害を支援し
てきた私にとっては、「どうしてこんなに座
って話を聞け、また話ができる人たちに入院
が必要なのだろう？地域生活している人でも
っと落ち着かない人や行動の激しい人たちも
たくさんいるのに…。」と、どうしても感じ
てしまった。
　そんなことを感じながら、熱心な病院の職
員さんたちの協力を得て病院訪問を続けてい
たが、新型コロナウイルス感染症が広がった
のを契機に訪問活動はできなくなってしまっ
た。

２．課題
　このように地域移行の取り組みで病院を訪
問させて頂き、患者さんや病院の職員さんと
お話をする中で、患者さんたちが、なぜ今も
入院しているのかという理由がいくつか分か
ってきた。入院時は様々な理由で体調が悪化
し、精神症状が悪い状態で入院されてきた方
がたくさんおられた。ただ、その時の出来事
や、症状が悪化するまでの生活のなかでの困
りごとなどの影響で、『住む家がない』『家族
が反対している』『お金がない』などといっ
た事をご本人が感じておられる事例が多くあ
った。そのような中で病院内の生活では『何
かあれば病院スタッフがいてくれる』『食事
も出てくる』『お金の心配をしないでいい』『家
族に迷惑が掛からない』というようなことを
患者さん自身が感じ、最終的には『病院の中
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の方が安全』『退院したくない』と思うよう
になった方が、どんどん長期化していく傾向
があると感じた。
　また、長期入院をしていた方から聞いた話
の中に『病院に入ってすぐの時は、手厚く対
応をしてくれていろいろ思って動いてくれる
が、病状が落ち着いて入院期間が長くなって
くると患者さんを刺激しないような関わりに
なってきて、退院の話などがあまりでなくな
ってくる』というお話も聞いたことがあり、
病院による差はあるとは思うが、体制や職員
の姿勢も影響しているのかなとも感じた。
　そんな中で、病院だけで退院支援に取り組
むのではなく、地域にいる相談員も一緒に取
り組める制度があることを、病院スタッフや
患者さんに伝えるようにしている。
　専門職だけでは患者さんに十分伝わらない
ことなどもあり、ピアサポーター（同じよう
に精神疾患を抱えていたり、入院経験がある
人）も一緒に病院に行って話をしてもらうこ
ともある。
　また退院するにあたって、地域の理解も必
要で地域の研修会や集まりに出向き、ピアサ
ポーターに当事者体験を話してもらうこと
で、精神障害の理解促進につなげる取り組み
を続け、数年前は小学校でも福祉教育の一環
でお話をさせて頂いた。
　しかし、このような取り組みも新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けここ2，3年はほ
とんどできなくなってしまった。
　そんな中で今まで普及啓発の面で受け身だ
った姿勢を変え、WEBを使ってこちらから
発信していく取り組みを始めた。ピアサポ―
ターの皆さんと『ぴあHappiness通信』とい
う広報誌を作り、体験談や今の生活の楽しみ
などを掲載して発行するようになった。
　今年度に入ってからは、病院や地域の方も
いろいろ考えてくださり、密にならない・接
触をしない形ということで、ZOOMを使い体
験談発表をするという取り組みも増えてきて
少しずつ活動が戻ってきた。

３．今後の展開
　少しずつ普及啓発の場は戻ってきつつある
が、まだ患者さんと直接接する機会を持つこ

とはできていない。
　入院患者さんに画面を通して（ZOOM面
会）、あるいは病棟から出てきて面接室での
話をするといったことなどは、患者さんにか
なりのストレスや緊張感を与えることにな
り、退院に向けての良いイメージを作ってい
く事が難しいと感じている。
　以前のようにこちらから病院（さらに言え
ばベット脇まで）に出向いて、患者さんの思
いやつらさに寄り添い、社会に入院前とは違
う支援者や理解者がいる生活を取り戻すため
の取り組みをさらに続けていきたい。

謝辞：本稿作成に当たり、京都市こころの健
康増進センター所長の波床将材氏よりご助言
を頂きました。この場を借りて深謝いたしま
す。
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1.�2002年、DPI（Disabled�Peoples’�
International）世界会議札幌大会を軸に

　連合総研レポートDIO2023年１月号は、障害

者差別をテーマとした。この間、障害者への差

別事件が続出したことに加え、国連の障害者権

利委員会において、日本に対して多くの勧告（総

括所見）がされるという情勢を踏まえたからであ

る。

　さて、2002年10月に札幌で、障害者団体の世

界的な国際会議「第６回DPI世界会議札幌大会」

が開催されたことをご存知だろうか。世界112の

地域から３千人以上が集まり、障害者の権利擁

護をはじめ、障害者差別の解消に向け、人権の

視点から教育や社会参加の課題について議論が

された。そこでの議論をほんの少し引用すると、

「一般の人々が考える社会福祉とは何でしょう。

施設入所者が60万人もいます。彼らは社会から

隔絶されているのです。そして彼らの入所を一

般（の人は）歓迎しているのです」「そういう人

権のない自由権のない社会福祉というのは、ある

意味で人権を侵害するようなシステムを生むの

です」と訴えている。そして、「障害者の人権が

尊重され、社会的に正当な位置づけのもとで暮

らしていくということは、障害者一人一人が他の

地域住民と同等な経済的な基盤や労働・教育と

いった社会参加の機会が完全に保障されること

に他ならない」と述べている1。

　そこで、本解題では、そのような議論のあった

2002年のDPI世界会議札幌大会を軸とし、障害

者をめぐる差別について、40年前及び20年前の

トピック。また、2002年から20年経過した2020年

代の障害者をめぐる特徴と、連合総研レポート

の寄稿の歴史的な位置付けについて分析してみ

たい。

2.�1960年代−障害者の施設収容につな
がった精神薄弱者福祉法

　2002年から約40年をさかのぼる1960年、大き

な制度改正があった。精神薄弱者福祉法の制定

である。第一条では、「この法律は、精神薄弱

者に対し、その更生を援助するとともに必要な保

護を行ない、もって精神薄弱者の福祉を図るこ

とを目的とする」としており、その保護について、

厚生省の通達では、「精神薄弱者に対する福祉

の措置は、施設における保護と指導訓練がその

中心である。特に都道府県の設置する精神薄弱

者援護施設の整備については、当省としても最

も重点を置いていく方針であるが、各都道府県

においても特別の配慮を致されたい」2と施設処

遇の強化が示された。このことは、障害者を地

域社会から隔離し、結果として排除することとな

り、深刻な人権侵害を引き起こす社会につなが

ったとも言える。崔論文にもある通り、当時の世

界的なノーマライゼーションの思想や脱施設化

へ向かう動向とは相反する施策がとられたと言え

る。実際、人口減少地域においては、過疎対策

解　題

1960年←1980年←2002年→2022年→

そして障害者差別が解消される未来へ

連合総研副所長　平川則男
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として「都外施設（障害を持つ都民を対象とし

た施設）」を誘致する事例も多く見られるように

なり、北海道では全国の知的障害者施設の１割

が集中する事態ともなっている。更には、社会活

動への差別も深刻で、例えば、脳性麻痺の方が

列車に乗っていると、警察が乗り込んできて引き

ずり降ろされるなど、社会から障害者が排除さ

れる事例もあった。

　しかし、1968年にアメリカで始まったと言われ

る、障害者の自立生活運動（IL運動）は、世界

的な運動となっていく。日本においても運動が始

まり、施設移転反対や施設の待遇改善、公共交

通機関を利用可能とするための街頭活動、中に

はバスやバスターミナルを数時間占拠するなどの

過激な活動も展開された。また、北海道におい

ては、1977年に大規模福祉施設の「北海道福

祉村」に入所していた、小山内美智子、澤口京

子らが、福祉村への個室要求をきっかけに、福

祉村を出て、民間アパートを借りて自立生活を

始め、同時に、自立生活運動を開始している。

このような障害当事者による運動が、社会的な

反響を呼び、障害者の社会参加が少しずつ進む

こととなる。

3.�1981年−国連国際障害者年

　こうした自立生活運動の中間的な到達点とし

て、2002年から約20年前、1981年の国連国際障

害者年につながっていく。これは、障害者の「完

全参加」をテーマに、「障害者が適切な仕事に

つき、社会生活に十分に参加することができるよ

うにすること」などが明記された。なお、この障

害者年をきっかけに、厚生省は初めて、障害者

をテーマとした厚生白書（昭和56年版）を発行

している。

　この国際障害者年をきっかけに、北海道庁に

おいても、1981年に身体障害者の採用に踏み切

った。身分は、非正規で任用される職員ではなく、

一般行政職員としての採用であり、当時としては

先進的な対応だったと思われる。ただしこの当時、

北海道庁の労働組合（全道庁）に勤務していた

経験から言うと、職場では車椅子を利用する職

員にどう対応すべきか、という経験が全くない時

代で、配置はされたものの、玄関にスロープが

無いなど、職場環境が全く整っていない状況に

あった。中には、車椅子用トイレを設置したもの

の、そこにたどりつくには、階段を利用せざる得

ないという、笑えない状況もあった。そこで、全

道庁は、障害を持つ組合員の意向を受け、職場

の環境改善要求を進めてきた。しかし、「合理的

配慮」という概念が無い時代、改善要求が一部

の職員の「わがまま」と受け止められることも多々

あった。つまりこの当時、「人権」という視点に

欠け、「社会生活に十分に参加することができる

ようにする」という理念だけでは、具体的な推進

力に欠けていたと言える。

　しかしその後、崔論文にもある通り、各国で掲

げられ始めた「脱施設」政策や1990年に制定さ

れた世界で最初の障害者差別禁止法である「障

害を持 つアメリカ人 法 」（Americans with 

Disabilities Act、以下、ADA）の制定など、

障害者の権利向上への動きが進んでいく。

4.�2000年代−障害者権利条約から障害
者差別解消法へ

　そして2002年10月には札幌においてDPI障害

者世界大会が開催されるが、その前後、2001年

12月、第56回国連総会において、メキシコ提案

の『障害者の権利及び尊厳を保護・促進するた

めの包括的・総合的な国際条約』に関する決議

案が採択され、条約作成交渉のための「障害者

の権利条約に関する国連総会アドホック委員会」

の設置が決定された。そして、2002（平成14）

年以降８回にわたるアドホック委員会における条

約交渉を経て、2006（平成18）年12月、『障害

者の権利に関する条約』が第61回国連総会で採

択され、2008（平成20）年５月に発効した。そ
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の後、日本において、障害を理由とする差別を

禁止する「障害者差別解消法」の制定に向けて

進んでいく。

　この障害者差別解消法の課題は、石川論文に

詳しく記載されているが、2022年にその障害者

差別解消法の改正が行われ、民間企業に対して

も障害者への合理的配慮が求められる時代とな

った。まさに、「改正障害者差別解消法は多様

性を包摂する社会への架け橋となるか」が問わ

れていると言えよう。更に石川論文では、この法

律は、「環境整備法として位置づけることができ

る」とし、「不特定多数の障害者が経験するであ

ろう社会的障壁を前もって取り除くための環境

整備」「社会的障壁にぶつかった障害者が求め

る合理的配慮要求への応答義務としての合理的

配慮の提供」を両輪として進めるとしているとこ

ろに特徴があると述べている。つまり、障害者差

別を取り締まるのではなく、社会的対話を通して、

障害者差別を解消していくものとされていること

が重要であることが強調されている。

　こうした動きのなかで、障害者雇用についても

2018年４月１日より障害者雇用義務の対象として

精神障害者が加わり、2021年３月１日以降、法

定雇用率は民間事業主2.3％、国・地方公共団

体2.6％、都道府県等教育委員会は2.5％へと引

き上げられた。そして、厚生労働省の2021年障

害者雇用状況の集計結果によれば、民間企業に

おける障害者の実雇用率は2.20％と過去最高を

記録している。雇用の分野でも、障害者差別の

解消がますます求められていると言える3。

5.�2020年代−国連権利委員会から日本
政府への勧告（総括所見）

　しかしなお、日本の障害者をめぐる状況には

多くの課題がある。2016年７月には相模原市に

ある津久井やまゆり園に入所していた方々が襲

われ、19人もの尊い生命が奪われ、26人が重軽

傷を負わされた殺傷事件が起きている。またこ

の事件だけでなく、職員による利用者への虐待

事案、不適切対応等があったことが明らかにな

っている。

　また、「不良な子孫の出生防止」を目的とした

旧優生保護法による不妊優生手術の問題が取り

上げられたのに続いて、2022年12月には、北海

道江差町にあるグループホームにおける知的障

害カップルの結婚・同棲希望に対する不妊処置

の事実上の強制措置の問題が表面化している。

　更には、雇用の場における使用者からの虐待

を受けた障害者は、2021年度で1,431人4。障害

者福祉施設従事者等による障害者虐待の相談・

通報件数は2020年度で2,865件にのぼっている5。

これは、報告された数字であり、潜在的にはより

多くの差別・虐待事例があると思われる。

　このように、障害者への差別や虐待問題は、

依然として深刻な課題である。

　そのような中、2022年８月22−23日にスイスの

ジュネーブで、障害者権利条約の日本政府との

建設的対話が開かれ、９月９日に国連権利委員

会から日本政府へ勧告（総括所見）が出された。

その内容は、分離教育の中止、精神科への強制

入院を可能にしている法律の廃止を求めるなど、

日本の課題を指摘したものとなっている。

　この勧告（総括所見）の意義については、崔

論文に詳細に記載がされているが、障害者施策

へのガイドとなるものであること、批准した条約

の国内履行における尊重すべき重要な文書であ

ることを強調し、「今後の障害者施策における大

きな方向性が示されたという点で歴史的な意義

を持つ」と評価している。また、脱施設・地域

移行に関する勧告（総括所見）については、懸

念や「強い要請」も詳細にわたり内容も充実し

ていることを分析し、権利委員会がこのような重

大な関心を寄せる日本の現状について指摘して

いる。

　また、勧告（総括所見）のうち、分離教育に

ついては、小岩論文において詳細に課題が述べ

られている。まず第一に、インクルーシブ教育を
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めぐる日本と国連の定義の違いを指摘している。

国連では、障害の有無で分けるか分けないかは

学習の効果が上がるかどうかではなく社会的正

義の問題として捉えている一方、日本では、教

育的ニーズに合わせた指導の最適化を追求し、

「多様な学びの場」として事実上分離された教

育の場を制度化している。この結果、特別支援

学級では健常児と切り離され、クラスの友達と

学び合う機会を奪われ、健常児も障害のある友

達と触れ合う機会を奪われる不幸な状態を指摘

している。そして第二に、この問題は、2000年前

後の教育改革が問題を深刻化させていると指摘

している。

　更に、勧告（総括所見）にかかわる課題のうち、

精神障害者の地域生活移行の課題についても寄

稿をいただいた（医療保護入院の現状について

は、本冊の今月のデータで取り上げており、参

照願いたい）。

　日本の精神病床の平均入院日数は、諸外国と

比較して異常に長い実態がある。このことから、

厚労省は、精神障害にも対応した地域包括シス

テムの構築を目指すとされているが、十分とは言

えない現状にある。そこで、地域生活移行を支

援している団体の実践的な取り組みについて、

二人の相談支援専門員（藤井、田中）からの論

文では、「地域の視点」「精神病院・病棟」の視

点という複眼で述べられている。この複眼の視

点は重要である。「地域の視点」からは、在宅生

活に向けた、事業所や社会福祉協議会、障害

福祉サービス、生活保護制度などとその連携が

重要となること。また、「精神病院・病棟」の視

点からは、病院内における入院患者に対する退

院のモチベーションに向けた取り組みと多職種

連携・地域連携が重要であることが述べられ、

今後の精神障害者の地域移行への取り組みの

大きなポイントとなりえる。

　以上、2002年を軸として、障害者の人権を確

保するための様々な歴史的な動向と、寄稿され

た各論稿の時代的な意義について解説をした。

こうした流れを見ていくと、障害者差別の解消や、

人権の確立に向けては、これまで長い年月の障

害当事者を中心とした運動の中で、今日的な状

況をつくり上げてきたことがわかる。しかし、そ

れは、あくまで、現段階での到達点である。石

川論文にもある通り、制度の改正によって、職場、

地域、教育機関がどう変化していくのかが重要

である。障害者差別が解消される未来に向けて、

引き続き議論を重ね、取り組みを進めていく必要

があると言える。

１ DPI日本会議　2003年　「世界の障害者われら自身の声－
第６回DPI世界会議札幌大会報告集－」
２ 厚生省　1960年４月27日　「精神薄弱者福祉法の施行につ
いて」（各都道府県知事あて厚生事務次官依命通達）
３ 連合総研　2022年８月　『障害者と労働組合－障害者の更
なる雇用促進と職場定着に向けた課題と労働組合の役割に関
する調査研究委員会報告書－』
４ 厚労省　2022年９月公表　「令和３年度使用者による障害
者虐待の状況等」
５ 厚労省　2022年４月公表　「令和２年度 障害者虐待対応状
況調査」
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報 告

　連合総研は10月28日に連合総研HPにて
「2022 ～ 2023年度経済情勢報告」を公表
した。前号に続き、今号では、第Ⅱ部「持続可
能な成長を支える公正な分配を目指して」を掲
載する。
＊第Ⅰ部及び補論、第Ⅲ部目次は、11・12月
合併号を参照のこと。
　なお、本文の記述は一部を除き原則９月中旬

時点のデータに基づく。また、文中の図表番号
は、報告書本体における番号であり、連続した
番号となっていない。なお、内容の詳細や引用
に当たっては、報告書本体を参照されたい。
URL（ 連 合 総 研HP）https://www.rengo- 
soken.or.jp/work/2022/10/281330.
html

新たな時代における経済の好循環実現に
向けて

「2022 ～ 2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

第１章　ディーセント・ワークの実現

　コロナ禍により、日本の経済社会構造が大きく変

容するとともに、従来より我が国が抱えてきた様々

な課題が顕在化した。中でも、「ディーセント・ワ

ーク」の実現に向けた取組の遅れはその最たるもの

であろう。今後ますます人口減少・少子高齢化が加

速する中、持続可能な成長の実現のためには、限ら

れた労働力の効率的な活用と併せて、全ての労働者

において「ディーセント・ワーク（働きがいのある

人間らしい仕事）」が実現されるとともに、活発な

イノベーションを通じて生産性の向上が図られるこ

とは不可欠である。

　「ディーセント・ワーク」とは、99年の第87回

ILO総会に提出された事務局長報告において初めて

用いられ、ILOの活動の主目標と位置付けられてき

たものである。我が国において、（1）働く機会があ

り、持続可能な生計に足る収入が得られること （2）

労働三権などの働く上での権利が確保され、職場で

発言が行いやすく、それが認められること （3）家

庭生活と職業生活が両立でき、安全な職場環境や雇

用保険、医療・年金制度などのセーフティネットが

確保され、自己の鍛錬もできること （4）公正な扱い、

男女平等な扱いを受けること、と整理されている 。

　ディーセント・ワークの実現を通じ、日本の労働

市場が海外からも高く評価され、優れた人材を呼び

込めるようになれば、イノベーションも加速するこ

とが期待される。こうした好循環の構築は、我が国

にとってまさに喫緊の課題であるといえよう。

第１節　 非正規雇用を中心とする将来の
生活不安への対応

　初職就業時に非正規雇用されていた労働者の割合

は、就職氷河期世代（1993年頃から2005年頃までの

間に学校卒業期を迎えて深刻な就職難を経験した世

代、現在の40歳代～ 50歳代が該当）において大幅

に上昇した。そこで連合総研調査において、40歳代

未婚の非正社員、正社員が抱える将来の生活不安を

比較したところ、「これまで」および「将来」の不

安度は、ほとんどの項目で、正社員よりも非正社員

のほうが高く、特に「将来の賃金の額」「公的年金

の受け取り額」などの経済的問題に対する不安度が

高い。

第Ⅱ部　持続可能な成長を支える公正な分配を目指して
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図表Ⅱ－１－１　雇用形態別にみた「これまで」と「将来」の個別不安度

（備考）１．緑色の網掛けは10点以上、黒色の網掛けは１点以上の差。
２．回答者数は、正社員149、非正社員421。いずれも40歳代未婚。
３．連合総研「『人生100年時代』長寿社会における新たな生き方・暮らし方に関するアンケート調査」

（2020年１月実施）より集計・作成。

　初職就業時に非正規雇用されていた労働者の割合

は、就職氷河期世代以降もさらに上昇を続けている

ことから、こうした将来不安を解消することは、我

が国全体として消費喚起を図る上でも不可欠であ

る。そのためには、非正規雇用の賃金引き上げ、正

規との格差の是正、非正規雇用で働く労働者の教育

訓練が必要と考えられる。

28
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

第2節　 法定最低賃金引き上げの推進
　日本の「法定最低賃金制度」には、都道府県ごと

に当該地域のすべての雇用労働者を対象に設定され

ている「地域別最低賃金」と、特定の産業や職種に

対して設定される「特定最低賃金」がある。このう

ち、「地域別最低賃金」については、非正規雇用の

増大など雇用・就労形態の多様化と所得格差の拡大

する中で、均等・均衡処遇の実現に資する役割が期

待され、近年、その水準の大幅な引き上げが行われ

ている。ただし、実態をみると、地域間格差拡大の

是正や最低賃金支払いの履行確保などの課題を抱え

ており、とりわけ履行確保の観点については、労働

組合、経営者団体を通じた周知活動や各地方の労働

局などによる取組の強化が求められる。

図表Ⅱ－１－５　2022年地域別最低賃金 地域間格差の推移

（備考）労働調査会「最低賃金決定要覧」から作成。

図表Ⅱ－１－６　最低賃金支払義務違反事業所数と違反率

（備考）１．厚生労働省「中央最低賃金審議会」資料および労働調査会「最低賃金決定要覧」から作成。
２．各年とも１～３月の結果である。

2021年は緊急事態宣言等が発出されたことに伴い、申告や労働者からの相談等に基づく事案
等緊急性があるものを除き、監督の実施を一部延期している。

29
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　一方、労働組合が中心となって主体的に取り組む

ことにより、新設や金額改正が行われる「特定最低

賃金」については、「地域別最低賃金」を下回るケ

ースも散見されることから、使用者側から不要論が

強く主張されるなど、一部地域や産業においては、

水準改正はおろか、その存続すら厳しい状況に置か

れている。しかしながら、労働組合の組織率が低位

にある現状を踏まえると、未組織労働者について団

体交渉の補完的な機能が期待されるほか、国を挙げ

第３節　 共通理解なき「ジョブ型雇用」
導入と労使の課題

　近年の経済社会の急激かつ大きな構造変化に伴う

各企業の課題への解決策の一つとして、いわゆる「ジ

ョブ型雇用」が大きな注目を集めている。しかし、

現在、取り上げられている「ジョブ型雇用」をめぐ

る論議は、一般的に想定される「欧米型のジョブ型

雇用」とは異なる、いわば日本版「ジョブ型雇用」

についての論議であり、労使をはじめ関係者間にお

ける共通理解は未だ醸成されていない。そのため、

まずは定義を統一するところから始める必要がある

て年功賃金から日本に合った形での職務給中心のシ

ステムへの見直しが進められる中、産業ごと、ない

しは職種ごとの最低基準を設定するニーズは、今後

ますます高まることが想定される。こうした状況を

踏まえると、「特定最低賃金」をさらに意義ある制

度として発展・継承させる必要がある。したがって、

労働組合、とりわけ産別（産業別労働組合）による

積極的な取組が期待される。

との指摘もなされている。

　企業が「ジョブ型雇用」に関心を持ったきっかけ

としては、多様な人材や高い専門性を有する人材の

確保が挙げられている。しかし、導入状況の現状を

みると、今後の他社の導入状況の「様子眺め」や、

社内での関心の高まりにより情報収集を行っている

段階の企業も少なくない。また、この「ジョブ型雇

用」の導入にあたっては、国内外の企業グループ全

体として従業員の職業能力を明確にすることによる

人材の最適配置を目的としている事例もあるもの

の、その関心の中心は、人材確保の観点、とりわけ

図表Ⅱ－１－７　最低賃金適用労働者数と特定最低賃金件数の推移

（備考）労働調査会 2022年「令和４年版最低賃金決定要覧」から連合総研事務局作成。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

図表Ⅱ－１－12　人事・労務からみた「ジョブ型雇用」への関心

（備考）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 2021年11月16日 企業人事部門アンケート
「ジョブ型雇用の実態調査」結果概要

高度で専門的な技術を有する経験者を「即戦力」と

して採用することではないかと考えられる。

　「ジョブ型雇用」の導入にあたっては、適用対象

範囲や職務の確立・明確化及びそれらに応じた賃金

体系の構築をはじめ、人材育成のあり方の見直しや

セーフティネットの整備といった数々の課題が存在

する。産業横断的あるいは職種共通的な資格や能力

基準評価などが必要になることも想定されよう。こ

れらの取組は個々の企業による対応のみでは解決が

困難な課題であることから、産業別の経営者団体や

労働組合による息の長い取組が期待される。

第４節　 情報開示によるディーセント・
ワークの実現

　近年、世界的に企業経営における非財務情報の開

示が大きな潮流となっているが、ESG（環境・社会・

（備考） 「成果主義ではないジョブ型雇用」（産経新聞：2020年10月26日朝刊）、「労働政策で考える『働く』のこれから」（Worksデ
ジタル10月17日号：リクルートワークス研究所）を参考に作成。
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ガバナンス）投資の拡大と相俟って、投資を呼び込

むものとして、我が国においても官民を問わず関心

が高まっている。ESG投資のうち、海外では「S（社

会）」である人権や労働が重要視され、人的資本の情

報開示の取組として、DJSI（Dow Jones Sustainability 

Indices）やISO30414（ISO（国債標準化推進機構）

による社内外への人事・組織に関する情報開示のガ

イドライン）が策定されるなど、様々な指標が生ま

れている。また、人権デューデリジェンスを義務化

する法律が整備された国も増えている。こうした国

際的な潮流を受け、日本国内でも経済産業省を中心

に人的資本や働き方に関する情報開示の検討が進め

られている。

　ただし、働き方や雇用の問題は、国内の法律や商

慣行の影響を強く受けるため、海外の指標に注目す

るだけでは解決しない。日本で優先的に取り組まな

ければならない課題には、例えば、仕事や家庭参加

における男女格差や、雇用形態（雇用管理区分）格

差の解消などがある。また、健全な働き方を社会に

広げていくためには、単に制度整備を進めるだけで

は足らず、最終的には人々の意識や職場の価値観、

社会規範を変える必要がある。その実現に向け、働

き方を「見える化」する取組の一つとして、日本版

ディーセント・ワーク８指標（JD ８）の情報開示が

ある。JD ８とは、日本特有の働き方の問題に焦点

をあて、誰もが尊重され、働きがいをもつことがで

図表Ⅱ－１－16　日本版ディーセント・ワーク８指標（ＪＤ８）

（備考）連合総研・QUICK ESG研究所
「日本版ディーセント・ワーク８指標（Japan Decent Work 8 Index : 以下ＪＤ８）」
※2022年５月27日「今、改めてESGの『S』指標を考える」シンポジウム資料
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

きるようにする指標として、連合総研及びQUICK・

ESG 研究所により取りまとめられたものである。

　誰ひとり取り残さない、持続可能な社会を実現す

るためには、株式市場や労使対話においてＪＤ８の

観点が重視されることが極めて重要であり、こうし

た取組が進むことは、働く個人のウェル・ビーイン

グを向上させるとともに、人材の獲得や従業員の離

職防止などを通じ企業価値を高めることに資するで

あろう。ひいては社会の持続可能性を高め、我が国

の企業が世界から有望な投資先として選ばれること

にもつながると考えられる。労使が共に連携しつつ、

より一層積極的に「働き方の見える化」を推進して

いくことが期待される。

第２章　労働組合の新たな役割

　我が国の労働組合の組合員数及び組織率の推移を

みると、高度成長期にピークを迎えた後は第一次オ

イルショック、第二次オイルショック、バブル崩壊

を経て、経済成長率自体の低下やデフレの長期化、

経済社会構造の変化等を背景に低下傾向となった。

さらにその後、リーマンショックや東日本大震災、

そして今般のコロナ禍など、100年に一度ともいわ

れる負のショックに次々と見舞われる中、低迷を続

けている。同時に、賃金引き上げのほか、各種政策

決定過程における労働組合のプレゼンスも相対的に

低下した。しかしながら、今般のコロナ禍により、

我が国の労働市場が抱える諸課題が顕在化・深刻化

する一方で、雇用形態の多様化・複雑化はますます

進んでおり、労働者のニーズの的確な把握や労働者

の権利保護における労働組合の役割はむしろ増して

いるといえよう。

第１節　 生産性向上を高める労使協議
　人口減少・少子高齢化が加速し、労働力人口が減

少する中、持続可能な経済社会の実現のために生産

性の向上は不可欠である。そのため、多くの職場で

AI等の新技術の導入が図られているところである

が、その際、労働者側の理解を十分に得るべく労使

協議が事前に行われていることが、真に生産性向上

を実現する上で極めて重要となる。

　連合総研が昨年実施した『経営に関する労使協議

についてのアンケート調査』結果によると、経営に

関する労使協議機関は、調査対象全体では８割を超

える労使において設置され、かつ定期的に開催され

ているものの、従業員規模によるばらつきが大きく、

図表Ⅱ－２－11　労使協議における労働組合の考え方
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図表Ⅱ－２－12　労使協議における労働組合の実際の行動

（備考）『経営に関する労使協議についてのアンケート調査』2021年10月～ 12月実施（連合総研）

規模が小さいほどその設置割合は低い。

　また、労働組合側も生産性向上の必要性は理解し

ているものの、生産性向上を推進する上で会社・労

働組合が実行すべき項目として、「従業員の意識改

革」を多くの労働組合が挙げている。また、生産性

向上に向けた「新技術の導入」についての労使協議

は実施されているものの、事前協議の明文化や実施

に至る労使は２割を切っている状況である。

　さらに、経営に関する労使協議における労働組合

の考え方と実際の行動との間には乖離が見られるこ

とから、労働組合が経営側への協力と組合民主主義

のバランスに苦慮していることがうかがえる。

第２節　 「DXの推進」に向けた人材育成・
能力開発のあり方

　成長と分配の好循環の実現に当たっては、労働者

の賃金を適切な水準に引き上げていくことはもとよ

り、人材育成・能力開発といった人的投資の拡充が

不可欠である。とりわけ、企業が国際競争力を維持・

強化していくためには、「デジタルトランスフォー

メーション 」（以下、DX）をスピーディーに進め

ていく必要がある。

　しかし、経済産業省が2020年に実施した調査によ

ると、全体の９割以上の企業がDXにまったく取り

組めていない「DX未着手企業」レベルか、散発的

な実施に留まっている「DX途上企業レベル」の状

況にあるとされている。こうした結果を受け、経済

産業省をはじめ、多くの産業、団体により、DX実

現に向けた組織改革や人事制度改革などの環境整備

に関し各種調査や提言がなされているところではあ

るが、我が国のDX投資の規模自体は未だ小さく、

かつその担い手となる人材が大幅に不足しているこ

とがボトルネックとなって、諸外国と比べ大幅に取

組が遅れているのが実情である。

　JILPTが2021年に実施した企業調査では、「デジ

タル技術を活用するうえでの課題」について、最も

多い回答が「デジタル技術を利用するための人材が

不足している」であった。

　厚生労働省が2018年に分析した結果によれば、

GDP（国内総生産）に占める企業の能力開発費の国

際比較で、日本は0.10％と突出して低い水準にある。

　我が国の企業におけるＤＸ推進に向けた人材育

成・能力開発はようやく緒に就いたばかりである

が、今後はリスキリングの積極的活用を通じた「人
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要②：第Ⅱ部）

図表Ⅱ－２－16　企業におけるデジタル技術を利活用するうえでの課題（図表４）

（備考）「JILPT人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査（企業調査）」（2021年）。

図表Ⅱ－２－21　GDPに占める企業の能力開発費の割合の国際比較（図表９）

（備考）厚生労働省「平成30年版 労働経済の分析」（2018年９月）を参考に作成。

の投資」を行う企業が徐々に増えていくものと見込

まれる。他方、その効果が十分発現されるためには、

労働者側も自らのエンプロイアビリティ及び処遇の

向上の機会と捉え、能動的にキャリア形成やスキル

アップに取り組む必要がある。従来、多くの労働組

合は、人材育成・能力開発は会社責任として、個々

の労働者のスキルアップやキャリア形成に関し深く

関与してこなかったが、今後は労働者自身の意識向

上や、育成されたDX人材の処遇等の見直しにあた

り、より積極的に関与することが求められるといえ

よう。

第３節　連帯による地域の支え合い
　かねてより、労働組合は地域の支え合い活動に取

り組んできたが、あまり注目されてこなかった。し

かし、少子高齢化・人口減少の進行に伴い、行政サ

ービスのみでは複雑化する社会課題に対応すること

は困難となっており、共助の充実が地域の持続可能

性を高める上で不可欠となっている。その代表的形

態の一つである労働組合が果たす役割もますます重

要性が増しているといえよう。

　例えば、連合北海道は、新型コロナウイルス感染

症拡大を受け、マスクの寄贈や経済的打撃を受けた
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一次産業や困窮者の支援を展開した。日頃のネット

ワークを活かし、自治体や大学、NPOやメディア等

と連携することで、支援活動は迅速かつ大規模なも

のとなった。

　このほか、労働組合の支え合い活動としては、従

来から行われている災害時のボランティアやカンパ

がある。近年では、Ｗｅｂでの情報提供やクラウド

ファンディングなど、テクノロジーを活用した新た

な支え合い活動も生まれている。2019年には労働組

合や地域NGO・NPOによる支え合い・助け合い活

動をサポートするオンライン・サイト「ゆにふぁん」

を開設し、社会課題の解決を図るための「運動の結

節点」の役割を果たしている。このように、労働組

合は一義的には組合員のための互助組織ではある

が、その連帯は内部にとどまらず、支え合い・助け

合いの精神に基づき、必要に応じ他の主体を巻き込

むことで、社会課題を乗り越える原動力の役割を果

たしている。

連合の「ゆにふぁん」
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物価上昇の認識が過去最高値を更新、
今後も上昇するとの認識が高い水準
第44回『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート（勤労者短観）』調査結果の概要（首都圏・関西圏版）

松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告

1．調査対象：

　首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）ならびに関西圏（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和
歌山県）に居住する20～64歳の民間企業に雇用されているものを対象に、2,000名の回答を得られるよう、株式会
社インテージリサーチのアンケートモニター登録者へ調査票を無作為に配信した。

2．調査期間：

　2022年10月１日（土） ～ 10月５日（水）

3．調査方法：

　ＷＥＢ画面上での個別記入方式（㈱インテージリサーチ社に調査作業を委託）

調査実施要項

　本稿では、2022年10月初旬に実施した「第44回勤労者短観調査（勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート）」
の首都圏・関西圏版の分析結果概要を報告します。
　詳しくは連合総研ホームページ（http://www.rengo-soken.or.jp）または、報告書をご覧ください。

１.  勤労者の生活と仕事に関する意識
◆ 1年前と比べ景気認識は悪化。１年後の景気見通しも、前回より悪化認識が強まる。
◆ 物価認識D.I.値はプラス62.9と過去最高値を更新。今後も上昇するとの認識が高い水準
◆ 全体では「賃金収入の変動幅は、物価上昇より小さい（賃金の増加幅＜物価上昇幅）」と

回答した割合が57.4%

２.  仕事と生活についての意識と実態
◆「仕事と生活のバランス」などのD.I.値が経年で上昇傾向
◆ＷＬＢがとれている認識は、女性正社員で大きく悪化
◆キャリアを高めるための機会や支援があるとする割合は、非正社員のいずれの従業員規模でも低い

３.  労働時間、有給休暇についての意識と実態
 ◆平均実労働時間は全体では横ばい傾向
◆賃金不払い残業「あり」は１/ ４以上、未申告の残業時間平均も増加傾向
◆上司による明確な業務指示や有給休暇取得の働きかけが不十分と感じている人の割合が高い
◆在宅勤務・テレワークの実施割合は依然としてコロナ前を上回る
◆従業員99人以下企業の約15％が在宅勤務・テレワーク時の時間を管理していない
◆１か月の所定外労働45時間以上層で、年次有給休暇を＜取得しなかった＞割合が５割超

４．労働組合についての認識と実態
 ◆ 全体では労働組合活動により「労働条件がよくなる」「労働者の権利が守られる」と認識している割合が約

４割      　　　　　　                            
◆全体では労働者の権利として「労働組合を作ること」を認識する割合は３割強にとどまる

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 47 .2 と、前回調査から悪化。
 ・ １年後の景気見通し D.I. 値はマイナス 34 .3 と、前回調査（マイナス 27 .3）に引き続いて悪化するとの認識が強

まっている。

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） 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

◆景気、物価に対する意識

１年前と比べ景気認識は悪化。１年後の景気見通しも、前回調査より悪化認識が強まる
（QR２、QR３）

 ・１年前と比べた物価認識 D.I. 値はプラス 62 .9 と、過去最高値を更新した。
 ・ １年後の物価見通し D.I. 値はプラス 54 .0 と、前回調査（プラス 54 .5）と同水準で、引き続き物価が上昇してい

くとの認識が強い。

図表２　１年前と比べた物価認識と１年後の物価見通し（D.I.）

（注１） D.I.＝ {｢かなり上がった（かなり上がる）｣×1＋｢やや上がった（やや上がる）｣×0 . 5＋｢変わらない｣×
0＋｢やや下がった（やや下がる）｣×（- 0 . 5）＋｢かなり下がった（かなり下がる）｣×（-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

物価認識 D.I. 値はプラス62.9と過去最高値を更新（QR15、QR16）
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第44回『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート（勤労者短観）』調査結果の概要（首都圏・関西圏版）

 ・ １年前と比較した賃金収入の変動幅と物価上昇幅の差について、全体の 57 .4% が「賃金収入の変動幅は、物
価上昇より小さい（賃金の増加幅＜物価上昇幅）」と回答。

 ・ 「賃金収入の変動幅は、物価上昇より大きい（賃金の増加幅＞物価上昇幅）」と回答した割合は、労組あり（9.9%）
の方が労組なし（6.8%）よりも 3.1% ポイント高い。

図表３　�１年前と比較した賃金収入の変動幅と物価上昇幅の差（就業形態・年代・年収・
勤め先の業種・従業員規模・労組の有無・従業員組織の有無別）

「賃金収入の変動幅は、物価上昇より小さい（賃金の増加幅＜物価上昇幅）」と回答し
た割合が全体では６割弱（57.4％）（QR17）

（注１）（　）内は回答者数（Ｎ）
（注２）従業員規模、労組の有無、従業員組織の有無について「わからない」と回答した人は除いて集計
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Ⅱ　仕事と生活についての意識と実態

 ・ ＷＬＢがとれている認識について女性正社員が大きく低下している一方で、その他の属性では上昇傾向が見
られ、男性非正社員では大きく上昇している。

 ・ 就業形態別でみると、キャリアを高めるための機会や支援があるとする割合は、正社員全体は 3 割強（32 .6%）
となっている一方、非正社員全体では 2 割弱（19 .9%）にとどまる。

図表４　ＷＬＢがとれている認識（性・就業形態別）（D.I.）

図表５　職業能力・キャリア支援（就業形態・従業員規模別）

（注１） 各年データは 4 月調査と10 月調査の結果をマージして作成（2022 年＝全体 4307s、正社員男性
1663 人、非正社員男性 335人、正社員女性 755人、非正社員女性 916 人、仕事と生活のバランス
が適度にとれているか「わからない」と回答した人を除いて集計）

（注２） QR19（2022 年 10月調査からは QR 20）の D.I. ＝ { ｢当てはまる｣×1＋ ｢どちらかというと当てはま
る｣×0 . 5＋｢どちらかというと当てはまらない｣×（- 0 . 5） ＋｢当てはまらない｣×（-1）}÷回答数×100

（注１）（　）内は回答者数（N）
（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」
（注３）従業員規模について「わからない」と回答した人は除いて集計

◆ＷＬＢがとれている認識

◆キャリアを高めるための機会や支援

仕事と生活のバランス（ＷＬＢ）がとれている認識は、女性正社員で大きく低下（QR19
※ 2022 年 10月調査からは QR20）

非正社員ではキャリアを高めるための機会や支援があるとする割合が低い（QR20、
F20、F4）
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第44回『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート（勤労者短観）』調査結果の概要（首都圏・関西圏版）

Ⅲ　労働時間、有給休暇についての意識と実態

 ・ 2020 年 10 月と比較すると、男性非正社員（プラス 4.5 時間）での増加が大きくなっている。

 ・ 在宅勤務・テレワークを実施した割合は、2022 年 9 月（今回調査）は 26 .3％。

図表６　１週間あたりの平均実労働時間（性・就業形態別）

図表７　在宅勤務・テレワークの実施状況の推移

（注）  週労働時間の階級の中央値で平均時間を計算した。「20 時間以上、30 時間未満」を25 時間、「30
時間以上、35 時間未満」を32 . 5 時間、「35 時間以上、40 時間未満」を37. 5 時間、「40 時間以上、
45 時間未満」を42 . 5 時間、「45 時間以上、50 時間未満」を47. 5 時間、「50 時間以上、60 時間未満」
を55 時間とし、「20 時間未満」を10 時間、「60 時間以上」を70 時間として算出した。

（注）＜実施した＞＝在宅勤務・テレワークを週１日以上行ったことがあるとした回答の合計

◆ 1 週間あたりの平均実労働時間

◆賃金不払い残業の実態

1 週間あたりの平均実労働時間は、男性非正社員・女性正社員で増加傾向、全体では
横ばい傾向（Ｆ８）

在宅勤務・テレワークを実施した割合は３割を下回るものの、コロナ前より15％ポイント
上回る（QT18）
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Ⅳ　労働組合についての認識と実態

 ・ 60 代前半では 46 .8% が「労働組合を作ること」と回答しており、全体より 11 .0% ポイント高い。また、年齢
が若くなるほど、「労働組合を作ること」と回答する割合が低くなっており、全体では 3 割強（35 .8%）にとど
まる。

図表８　労働者の権利として定められている法律の知識

（注１）網掛け＝全体と比較して５％ポイント以上の差があるもの。
（注２）下線＝各属性間の比較で５% ポイント以上の差があるもの。

◆労働者の権利として定められている法律の認知

労働者の権利として定められている法律の認知について「労働組合をつくること」と回
答した割合は、全体では 3 割強にとどまる（QT26、F1、F2、F4、QR25）
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・第１号議案　2021年度事業報告に関する件

・第２号議案　2021年度決算報告に関する件

・第３号議案　定款の一部変更に関する件

・第４号議案　規則・規程の一部改定に関する件

・第５号議案　評議員の改選に関する件

・第６号議案　理事の改選に関する件

・第７号議案　監事の改選に関する件

・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　政策研究委員会委員の選任に関する件

・第５号議案　顧問・参与の委嘱に関する件

・第６号議案　退職慰労金の支給に関する件

　連合総研は、定款に定められた手続きに従い2022年12月2日、第27回定時評議員会・第59回理事会
をオンラインで開催しました。評議員会では、2021年度（2020年10月1日～ 2021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、７つの議案を提案し、すべて提案どおり承認されました。また、
続く理事会では、理事長・副理事長・専務理事の選定など６つの議案を提案し、いずれも提案どおり承
認されました。理事長については古賀伸明氏が退任し、神津里季生氏（全労済協会理事長）が就任しま
した。

評議員会・理事会報告
「2021年度事業報告・決算」を承認－第27回定時評議員会・第59回理事会－

市川　正樹（連合総研所長）
金子　晃浩（自動車総連会長）
毛塚　勝利（労働法学研究者）
神津里季生（全労済協会理事長）
佐藤　博樹（中央大学教授）
清水　秀行（連合事務局長）

新谷　信幸（連合総研事務局長）
末廣　啓子（目白大学教授）
瀧本　　司（日教組委員長）
中富　道隆（日本機械工業連合会顧問）
松浦　昭彦（ＵＡゼンセン会長）
山内　達也（中央労働金庫理事長）

相原　康伸（教育文化協会理事長）
安藤　京一（情報労連委員長）
今野浩一郎（学習院大学名誉教授）
戎野　淑子（立正大学教授）
川本　　淳（自治労委員長）
権丈　英子（亜細亜大学教授）

坂田　幸治（電力総連会長）
神保　政史（電機連合委員長）
中村　圭介（法政大学教授）
廣田　政巳（こくみん共済 coop 理事長）
元林　稔博（国際労働財団常務理事）
吉川　　薫（白鷗大学教授）

森　　一夫（元日本経済新聞特別編集委員） 湯本　健一（連合総合総務財政局長）

【理　事】＜2022年12月　日現在＞

【監　事】

【評議員】

●（公財）連合総研 理事・監事・評議員名簿

第27回定時評議員会

第59回理事会

（下線は新任）
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　厚労省は例年通り、昨年12月中旬に2022年の「労働

組合基礎調査」の結果を公表しました。

　賃上げをめぐるニュースや記事が例年以上に多い中で

も、労働組合基礎調査の結果を取り上げた全国紙は日経の

みで、それも2023年1月5日付の朝刊で230字程度の小

さな記事でした。賃上げはニュースになっても、「労働組合」

のニュースバリューはあまりないということでしょうか。

　2022年 の 推 定 組 織 率 は、2021年 の16.9 ％ よ り

0.4％減で過去最低の16.5％、労働組合員数は一千万人

を割り込んで999万2千人となりました。日経の記事では

減少幅の数値に誤記がありましたが、「パートタイム労働

者の加入が増え、正社員の加入が減っている」と報じてい

ました。

　連合が結成された1989年当時の組織率は25.9％（組

合員数1215万人）で、組合員数がもっとも多かったのは

5年後、1994年の1270万人（24.1％）です。組織率

は分母の雇用者数の増減の影響もあるので単純な比較はで

きませんが、組織率や組合員数の表面的な減少以上に労働

組合の基盤の変化が進んでいると思われます。

　2022年の全組合員数999万2千人のうち、パートタ

イム労働者（以下、パート）の組合員数は140万4千人で、

全組合員数の14.1％を占めています。女性や高齢者を中

心とする労働参加率の高まりの中で、関係各位のご努力で

パートの組織化が進められてきた成果ではありますが、一

方で、中核を占めるパート以外のフルタイム労働者（以下、

フルタイム）の組合員数は852万人強となっています。

ピークだった1994年当時は全組合員数1270万人のう

ち、パートの組合員数は全組合員数の1.3％、16万8千

人でしたので、フルタイムの組合員数は1253万人でし

た。1994年からの約30年間で全組合員数が270万人減

少している中でも、フルタイム組合員数がおよそ1/3、

400万人も減少していることになります。日経の記事は

図らずも核心を突く内容となっています。

　見かけの組織率の減少以上に、フルタイムの組合員数の

大幅な減少によって、労働組合は主に財政問題と、そこか

ら派生する役職員体制に大きな影響を受けていると思われ

ます。

　連合と連合総研が労働調査協議会に委嘱して2 ～ 3年の

頻度で実施している「労働組合費調査」結果1を見ると、

正規雇用の組合員の平均月額組合費は5,066円であるの

に対し、非正規のそれは1,721円（フルタイム非正規）、

1,256円（短時間非正規）となっています（下表参照）。

全組合員数に占める正規雇用の組合員比率も減少してい

て、2021年調査では65.4％となっており、労働組合の

財政がかなり逼迫していることが推測されます。

　一組合当たりの平均組合員数も減少していて、これに対

応して、専従役員がいる組合の比率が近年大きく減少し、

また、一組合当たり平均の専従役員数や職員数も減少して

います。組合活動を担う人材が減ってきていることが懸念

されます。特に専従役員は企業内組合での活動だけでなく、

地域や社会活動を推進する産別や地方連合の活動の主な担

い手でもあり、また、上部団体役員の供給源でもあります。

　専従役員数の減少は、専従役員が一人当たり対応する組

合員数の増加も伴っており、組合役員アンケートでも「自

分の時間や家庭生活が犠牲になる」（45.7％）、「仕事が忙

しくて組合業務ができない 」（28.0％）、「組合が忙しく

て仕事に支障をきたす」（25.8％）」（労働調査協議会「第

4回 次代のユニオンリーダー調査（2014年11月）」）な

ど、組合役員の深い悩みも読み取れます。

　企業内の民主主義や社会の安定帯としての「労働組合」

の危機は根深い問題をはらんでいます。

「労組組織率 16.5％」では見えない危機

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

1   1975 年に第１回調査を実施して以降、ほぼ２～３年間隔
で定期的に実施され、2021年調査で20回目になる。第１
回以降「アジア社会問題研究所」で行われていたが、同研究
所の解散に伴い第14 回調査（2003 年）から連合及び連合
総研が行ってきた。

「労働組合費調査結果」（連合・連合総研による共同調査　労働調査協議会集計）
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していくだろう。
　労働運動や社会運動では、法整備や
行政施策の拡充を目的達成の手段やゴ
ールにする。だとすれば、この新たな
政策トレンドを理解し、活かすことが、
労働組合を含む運動推進者の力にな
る。逆に、この新潮流に関心を払わず
に、旧来の手法のみに固執するのでは、
せっかくのパワーアップする機会を逃
すことになる。
　『EBPM　エビデンスに基づく政策
形成の導入と実践』は、EBPMの紹
介から具体例までを網羅した、22人
の執筆者による４部構成の体系書であ
る。
　第Ⅰ部は基本的な概念整理と日本の
現状分析である。EBPMをわかりや
すく解説した後、代表的な分析手法を
紹介し、EBPMの限界について論じ
る。
　第Ⅱ部は海外動向と日本への示唆で
ある。EBPMのフロントランナーで
ある英国と米国の取り組みや、2019
年のノーベル経済学賞でも注目された
国際開発分野におけるEBPMの枠組
みを紹介する。英国では、2000年以
降、政府エコノミストの数が急増し、
さらにエビデンスの供給を増やすため
に、各省が研究の必要なテーマを公表
するなどしている。
　第Ⅲ部は、日本国内の教育・環境・
エネルギー・経済産業政策における
EBPMの具体例の紹介である。
　第Ⅳ部は、EBPMと親和性が高い
行動経済学の「ナッジ」の紹介である。
ナッジとは、特定の決断や行動をする
ようにそっと説得・推奨することであ
る。リーフレットやポスターの言葉づ
かいを変えて市民の行動を喚起した

り、郵送物の印刷内容を変更して開封
率やアンケート回答率を上げたりす
る。変更にかかるコストは少ないにも
かかわらず、劇的な効果を生むことが
あり、ナッジへの注目は上昇の一途で
ある。
　本書を労働組合の方々に紹介したい
理由は３つある。
　第一に、前述したように、政策や行
政施策におけるEBPMが拡大してい
るため、知識として理解しておく必要
がある。
　第二に、政府や自治体の具体的取り
組みの中に、労働組合の活動に転用可
能なものが多々ある。例えば、第Ⅳ部
で紹介される自治体のナッジ施策は、
組合活動にそのまま使えるだろう。
　第三に、データ活用による意思決定
が広がっていくなかで、データの整備
や統計専門家の確保、施策決定プロセ
ス再構築の重要性が高まっており、労
働組合はこの変化にどのように向き合
うのか考える必要があるからだ。労働
組合は労働の実態に精通し、エピソー
ドには事欠かない。組合員などを対象
に調査も行っている。しかし、EBPM
では単なる調査結果ではなく、因果関
係の証明が求められる。今のままでは、
EBPM時代に政策提言や政策評価に
おいて先手を打てなくなるだろう。
　 エ ピ ソ ー ド か ら エ ビ デ ン ス へ。
EBPMはこのようにいわれる。そし
て、政策形成や意思決定において劇的
な変化が起きつつある。労働組合の力
を高めるために、この転機を敏にとら
えたい。

videnced  Based  Po l i cy 
Making、略してEBPM。日本語

では「エビデンスにもとづく政策形 
成」といわれる。
　政策は時折、深刻な事件の印象や影
響力の大きな関係者の経験といった

「エピソード」によって、確たる根拠
がないまま決定される。効果を検証せ
ずに、予算や人員が投下され続ける施
策も多い。しかし、政策資源は貴重で
有限である。近年、データ蓄積や分析
手法の発達を背景に、「エビデンス」
にもとづく政策立案や政策評価が重視
されるようになってきている。
　EBPMは、英国のブレア政権（1997
～ 2007）が本格的に始め、米国で
もオバマ政権（2009 ～ 2017）が
積極的に推進した。日本では、2017
年の骨太方針にEBPM推進が盛り込
まれ、以降、各省庁や自治体、研究機
関で取り組みが広がりつつある。少子
高齢化により政策資源の効率的・効果
的配分が不可欠な日本では、デジタル
化によるデータ活用の飛躍的進歩とあ
いまって、EBPMは不可逆的に普及

中
村
　
天
江
　
連
合
総
研
主
幹
研
究
員

大竹文雄・内山融・小林庸平 
編著
日経BP 日本経済新聞出版
定価3,600円（税別）

『EBPM　エビデンスに基づく政策形成の導入と実践』

データ時代の新常識を 社会運動
にいかせるか？

E

最近の書棚から
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精神医療における医療保護入院と地域包括ケア
　2022年8月22日から23日にかけて、国連障害者権利委員会は、
日本に関する第一次報告を検討し、9月2日に開催された第611回会
合において総括所見を採択した。そこでは、いくつかの勧告や指摘
などが行われ、精神障害者に関しては、精神病院への強制的な入院や、
虐待の防止、長期入院の中止、地域社会で必要なメンタルヘルスサ
ポート、自立生活への促進、住まいや地域で暮らす自己選択などが
記載されている。
　特に強制的な入院で指摘されているのは、「精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律33条」にある医療保護入院である。この法律に
おいては、対象者は「入院を必要とする精神障害者で、自傷他害の
おそれはないが、任意入院を行う状態にない者」。要件としては、「精
神保健指定医（又は特定医師）の診察及び家族等のうちいずれかの
者の同意が必要（特定医師による診察の場合は12時間まで）」とされ
ている。
　実は、厚労省は、国連障害者権利委員会の動向も踏まえ、2021年
10月から「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に
向けた検討会」を開始していた。この議論において、2022年5月20
日とりまとめ案では、「医療保護入院については、制度の将来的な継
続を前提とせず課題の整理に取り組みつつ、その縮減に向けた具体
的かつ実効的な方策を検討する」とされていたものが、その後のと
りまとめでは削除されるという事態となった。精神障害者の人権を
無視し、国際的な潮流に反しているとの批判が起きている。
　一方、自立生活への促進に向けて、精神障害者の地域包括ケアシ
ステム構築の取り組みも進められてきた。厚生労働省は2008年9月

に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、入院医療中心か
ら地域生活中心という理念を明確にしたことに続いて、2017年2月
には、「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書」
を公表し、「精神疾患は全ての人にとって身近な病気であり、精神障
害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこ
とができるような地域づくりを進める必要がある」1とした上で、「精
神障害者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしができる
よう、医療、障害福祉、介護、社会参加、住まい、地域の助け合い、
教育が包括的に確保された『精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステム』を構築する」ことを明記した。
　そして、直近では、2021年3月に「精神障害者にも対応した地域
包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書」を公表し、重層的な
連携による支援体制の構築を強調するとともに、地域共生社会の理
念も言及している。このように精神医療政策の基本的な方向は、精
神障害者の単なる地域移行から誰もが安心して自分らしく暮らすこ
とができるよう、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、地域
の助け合い、普及啓発が包括的に確保された精神障害にも対応した
地域包括システムの構築を目指すとされている。
　しかし精神疾患を持つ患者の地域生活移行は十分とは言えない現
状にある。それに対する取り組みは、特集で寄稿され、解題でも解
説しているが、以下、特徴的なデータについて紹介する。

今月のデータ

図１　入院形態別在院患者（医療保護入院など）の推移

資料出所　「厚労省、2022年6月9日、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」参考資料」

 1    厚生労働省：これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書, 3頁, 
2017年2月8日, アクセス2022年7月2日, https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai- 
12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000152026.
pdf.

厚生労働省　精神保健関係資料より
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図２　精神病床における入院患者数の推移（在院期間別内訳）

資料出所　「厚労省　2021年11月5日　中医協総会資料」

図３　精神病床数※（諸外国との比較）

資料出所「厚労省　2014年3月28日　精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」
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【11月の主な行事】

 11 月 2 日 所内・研究部門会議

 ７日 第８回非正規で雇用される労働者の働き方・意識に関する実態調査と
労働組合の役割に関する調査研究委員会

（主査：森　ます美　昭和女子大学名誉教授）
  第４回「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来」

に関する調査研究委員会
（主査：玄田　有史　東京大学社会科学研究所所長）

 16 日 所内・研究部門会議
 18 日 シンポジウム「障害者雇用と労働組合－インクルーシブな職場の創造に

向けて－」（オンライン）
 22 日 第５回産業構造の大きな変化と新型コロナウイルス感染拡大を契機とした、

就労支援と能力開発の一体的な仕組みの実現に向けた調査研究委員会
（主査：戎野　淑子　立正大学経済学部教授）

 25 日 第８回日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する
調査研究委員会

（主査：清水　敏　早稲田大学名誉教授）
 28 日 第５回「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来」

に関する調査研究委員会
（主査：玄田　有史　東京大学社会科学研究所所長）

 30 日 所内勉強会（講師：伊藤　彰久　主任研究員）


