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はじめに

は　じ　め　に
　我が国は現在，貧困が拡大・深刻化する一方，大企業・高額所得者への富の集中が続
き，極端な格差の拡大，所得の二極化が進んでいる。
　非正規労働者は労働者全体の 3 分の 1 を超え，年収 200 万円以下で働く民間企業の労働
者は 1000 万人を超えている。生活保護受給者は 200 万人を超えてなお，「過去最高」を更
新し続けている。「経済・生活問題」を原因とした自殺者は依然として年間 5000 人を超
え，毎年のように餓死・孤独死の報道が繰り返されている。また，我が国の相対的貧困率
は，厚生労働省の調査では約 16％に達し，OECD 加盟国の平均よりも明らかに高く，特
に一人親世帯の相対的貧困率は 50％を超えるなど，極めて深刻である。
　他方で，企業の内部留保（利益剰余金）は増加し続けて 300 兆円近くに達し，企業の役
員賞与の総額は 1998 年から 2003 年までの 5 年間で 2 倍に増えた。株主への配当も 10 年
間で 2 倍以上に増加して 2010 年には合計 10 兆円に達し，年収 5000 万円以上の給与所得
者も，ここ 10 年で 3 倍になったとの報告もある。また，メリルリンチ・グローバル・ウ
ェルス・レポートによれば，我が国において 100 万米ドル以上の投資可能資産を保有する

「富裕層」は，2011 年には 174 万人に達しているという。
　このような状況の下，大企業・高額所得者の一部が，憲法が要請する「応能負担原則」
に反する形で中間層以下に税負担を押し付けることにより，所得再分配機能を機能不全に
陥らせ，その結果，社会保障給付の削減等により，憲法が保障する国民の生存権をも脅か
す「不平等」な社会となっている。
　一例を挙げれば，2008 年度の申告納税者の所得税負担率は，所得 1 億円の人の 23.3％
をピークに，10 億円では 22.9％，100 億円では 13.5％まで低下するなど，高額所得者の
納税負担は軽くなっている。
　その一方で，人々の暮らしを支える社会保障制度は，税収の落ち込みとともに主張され
る「財源不足」の声や，「自立・自助が基本」という理由などから，生活保護の老齢加算
の廃止に続き，保護基準自体の引下げも決まるなど，その削減が続いている。
　このような社会は，まさに「不平等社会」と言わなければならない。
　日弁連では，2006 年，2008 年及び 2010 年の人権擁護大会シンポジウムにおいて，生活
保護，労働（ワーキングプア），子どもの貧困をそれぞれ取り上げ，貧困問題の背景・要
因について検証し，貧困の連鎖を断ち切るために必要な提言を行った。そして，2011 年
の人権擁護大会においては「社会保障のグランドデザイン」（全体構造）を提言し，社会
保障の権利性の明確化とともに，「財源不足」を理由とした社会保障の削減が許されない
ことや，歳出における社会保障の優先配分，応能負担原則の貫徹による社会保障費捻出と
所得再分配機能の強化等を国に求めた。
　しかし，これらの提言にもかかわらず，格差は拡大し続け，生活保護等の給付削減が続
き，所得の再分配機能は低下し続けている。
　そこで，今年の人権擁護大会のシンポジウムにおいては，「不平等社会」が進行する要
因・背景を徹底的に検証し，憲法 14 条・25 条等が要請する応能負担原則に基づく所得再
分配のあり方，財政・税制の決定過程の透明性の確保・民主化・当事者関与など，これま
での人権擁護大会において，議論が十分と言えなかった論点に深く切り込んで行くことに
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よって，「不平等社会」を克服するための処方箋を提示していこうと考えた。
　財政や税制の問題は，私たち弁護士にとっては，容易に理解できない高度で複雑な問題
ではあるが，格差の解消・貧困の根絶を実現するためには，避けて通れない分野である。
限られた時間の中で，多くの学者，ジャーナリスト，労働者等からレクチャーを受け，フ
ランスやイタリアの制度の調査も行った上で，実行委員が徹底的に議論を繰り返した。シ
ンポジウム当日も，これらの調査研究の成果をもとに，掘り下げた議論がなされることに
なるであろう。
　そして，人権擁護大会においては，日弁連において，画期的な生存権保障のための財
政・税制の実現に向けた決議が採択されることを期待するものである。
　　
　2013 年 10 月 3 日
　　

第 56 回人権擁護大会　　　　　　　
シンポジウム第 3 分科会実行委員会　

実行委員長　河　野　　　聡　　　
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第１章　総論

第１章　総論
　　

第１節　「不平等社会」の実態

　現在，我が国では，以下のとおり，貧困と格差の拡大・所得の二極化が進行し続けてい
る。

第１　貧困の拡大
　我が国においては，働いても人間らしい生活を営むに足る収入を得られないワーキング
プアが急増し，不安定就労・低賃金労働が拡大している。
　非正規労働者は 2012 年には約 2043 万人，全雇用労働者の 38.2％と実数・率ともに過
去最高に達したが，賞与を含めた非正規労働者の賃金は正規労働者の約 5 割に過ぎない。
そのため，年収 200 万円以下で働く民間企業の労働者は，2006 年以降 6 年連続で 1000 万
人を超える状況が続いている。
　このように，労働者全体の平均給与額は，年々減額されていき，2001 年度の平均 454
万円から 2010 年には平均 412 万円と大きく減少している。
　このような不安定就労・低賃金労働の拡大は，国民生活を直撃している。
　国民健康保険料滞納世帯は，2006 年には 480 万世帯に達して，その後も 400 万世帯前
後で推移している。
　政府が発表する「ホームレス」も近年は減少傾向にあるものの，2012 年も 1 万人近く
に上り，毎年のように餓死・孤独死の報道がなされている。
　就学援助の支給対象となった小中学生は，2011 年度において過去最高の 156 万 7831 人
となり，全児童生徒に占める割合は 16％に達している。
　そして，生活保護受給者は，2011 年以降，200 万人を超える状態が続くとともに，毎月
のように「過去最高」を更新し続けている。
　このような現状においては，人々の暮らしを支えるべき社会保障制度の重要性は高まっ
ているが，社会保障費の削減が続いており，例えば，生活保護については，老齢加算の廃
止に続き，保護基準自体の引下げが決まった。生活保護基準については，デフレと第 1・
10 分位の消費水準との比較を理由として，生活保護の生活扶助基準を最高で 10％引き下
げることを決め，本年 8 月に実行されている。
　さらに，生活保護受給の申請自体を抑制する方向での生活保護法の改正も現実味を帯び
ている。この改正が実現すると，もともと諸外国の保護受給の実態に比べて極めて低い捕
捉率が更に低下するおそれが指摘されており，生活保護が受給できないことによる餓死・
孤独死の増加も危惧されるなど，座視できない深刻な事態と言わざるを得ない。
　15 年連続で 3 万人を超えていた年間の自殺者数は，2012 年は 2 万 7858 人となり，経
済・生活問題を理由による自殺者も 5219 人と減少したが，社会保障の削減と生活保護の
窓口対応の強化等によって，再度増加に転じる懸念も否定できない。
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第２　富の集中
　我が国においては，長引く不況にもかかわらず，企業の内部留保（利益剰余金）は増加
し続け，2002 年には 190 兆円だったところ，2010 年には 300 兆円近くに達している。
　また，企業の役員賞与の総額は，1998 年の 7693 億円から，2005 年には 1 兆 5225 億円
などと，ここ 5 年間程度で 2 倍に増えている。
　株主への配当も 2001 年には約 4 兆 5000 億円だったのが，2010 年時点で合計約 10 兆円
と，10 年間で 2 倍以上に増加している。
　そして，メリルリンチ・グローバル・ウェルス・レポートによれば，我が国において
100 万米ドル以上の投資可能資産を保有する「富裕層」は 2011 年には 174 万人に達し，
年収 5000 万円以上の給与所得（報酬）を得ている人も，1999 年の約 8000 人から 2007 年
の約 2 万 7000 人へと急増しているとの報告もある（武田知弘『税金は金持ちから取れ』
79 頁（金曜日，2012））。

第３　拡大する格差と所得の二極化
　以上のとおり，企業の内部留保は増加し続け，株式配当は増え，役員報酬も増加してい
る。その一方で低賃金労働が拡大しているということは，後述のとおり，労働分配率のみ
が低下していることを示す。
　しかも，2008 年度の申告納税者の所得税負担率は，所得 1 億円の層の 28.3％をピーク
に，所得が増加するほど低下し，所得額 10 億円では 22.9％，100 億円ではなんと 13.5％
まで負担率が低下する（三木義一『日本の税金』52 頁（岩波新書，新版，2012））など，
我が国の税制も憲法 14 条及び 25 条等によって要請される「応能負担原則」に反する状況
であると言わざるを得ない。
　その結果，厚労省の調査では，相対的貧困率が 2009 年において 16％に達し，特に一人
親世帯の相対的貧困率は 2011 年度において 50％超と深刻である。国際比較においても，
OECD が 2006 年に公表したデータによれば，我が国の相対的貧困率は，加盟国中アメリ
カに次いで 2 番目に高く，2011 年に公表されたデータでは加盟国が増えたこともあって
34 か国中 6 番目となったが，平均よりも明らかに高い状態が続くなど，格差の拡大を示
している。

第４　「不平等社会」の本質
　以上のように，我が国の生存権はその危機に瀕している。
　その大きな要因は，税と社会保障による所得再分配が，脆弱な社会保障と，応能負担に
反する税制により，機能不全に陥っていることにある。
　つまり，貧困と格差が拡大する中において，本来であれば所得再分配がより重要となる
はずであるにもかかわらず，憲法が保障する生存権や法の下の平等の要請等に反する形で
所得再分配機能を弱め，社会保障を削減するなどして生存権保障を脅かしているのが，我
が国の現状である。
　そこで，我々は，このような現状を「不平等社会」と位置付け，その克服を目指すもの
である。
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第２節　「不平等社会」克服の視点

　不平等社会を克服するための視点を考えるに当たっては，その要因を検討する必要があ
る。
　ここでは，大きな要因として「貧困の拡大」と「所得再分配機能の低下」を検討する。

第１　貧困の拡大の要因
　我が国の不平等社会の要因である「貧困の拡大」の背景には，以下のとおり不安定・低
賃金労働の蔓延，もともと脆弱な社会保障及び子どもの貧困による貧困の再生産が存在
し，これらによって機会の不平等が生まれ，階層の固定化が生じていることが挙げられ
る。

１　不安定・低賃金労働の蔓延
　前述のとおり，年収 200 万円以下で働く民間企業の労働者が 6 年連続で 1000 万人を超
えるなど，我が国においては，働いても人間らしい生活を営むに足る収入を得られないワ
ーキングプアが急増している。ワーキングプア拡大の主たる要因は，労働分野の規制緩和
が推進されたことにより，雇用の調整弁として非正規雇用が急増したことにある。
　そして，偽装請負，残業代不払等の違法状態の蔓延など，不安定就労・低賃金労働も改
善されていない。
　また，憲法は団結権，団体交渉権，団体行動権を保障し（憲法 28 条），これにより，一
人ひとりでは交渉力の弱い労働者が団結することによって使用者と対等の立場を確保し，
交渉を通じて労働条件や職場環境の向上，紛争の予防的解決等を図ることを期待している
が，労働組合全体の組織率は 2 割以下で，産業別組合が組織されていないために，中小零
細企業や非正規労働者層は，事実上未組織状態に置かれているのが現状である。

２　脆弱な社会保障制度の実情
　我が国では，男性を一家の働き手の支柱とし，年功序列制度と終身雇用制度に基づく賃
金体系と「国民皆保険」を政策の中心として位置付けてきた。そして，社会保障制度が本
来担うべき役割の多くを，企業，地域及び家族の負担と責任に委ねてきたと言っても過言
ではない。
　他方，医療については，医療費抑制政策により，医療費の自己負担割合は増加してい
る。
　また，年金については，国民皆年金体制が成立しているが，国民年金を 40 年間納付し
たとしても，基礎年金額は夫婦ともに高齢者の世帯が受給する生活保護基準にも及ばな
い。
　そして，住宅の確保については，国民の自助努力と位置付けられ，近時は，公営住宅の
建設も抑制されている。その結果，家賃負担に耐えられなくなって，「ネットカフェ難
民」や野宿等のホームレス状態に陥る人が後を絶たない。
　このように，我が国の社会保障制度は，セーフティネットとして十分に機能しておら
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ず，一旦収入の低下や失業が生じると社会保障制度によっても救済されず，蓄え，家族，
住まい，健康等を次々と喪失して，根本から生存権を脅かされていくこととなる。

３ 　「子どもの貧困」による貧困の再生産と機会の不平等による社会階層の固定
化

　社会保障費の削減は，子どものいる家庭への給付削減・負担増加を伴い，子どもを育む
べき低所得者層の家庭の経済的基盤が脆弱となっていった。
　加えて，公教育が縮小され，教育の私費負担が拡大している。
　そのため，保育料，給食費，高校授業料などの滞納，高校中退を余儀なくされたり，大
学進学を諦めたりする子ども，医療を受けられずに心身の健康を悪化させる子ども，家族
の中で育つ機会を奪われ貧困に直面させられている子どもが増加している。
　そして，本来保障されるべき教育・支援を奪われた子どもが，成長後も貧困から脱出で
きず，親の貧困が子どもの貧困に繋がる「貧困の連鎖」の構造が作られている。
　さらに，不安定・低賃金労働の蔓延，社会保障制度の削減及び子どもの貧困による貧困
の再生産は，個人の努力では克服困難な「機会の不平等」をも生じさせている。
　そして，その経済的・社会的ハンディが次の世代に連鎖することとなり，この貧困の連
鎖が，社会階層の固定化を生じさせている。

第２　所得再分配機能の低下
１　税と社会保障制度による所得再分配の必要性
　貧困と格差の拡大に対する施策として，税と社会保障による所得再分配機能がある。す
なわち，富の偏在に対して，課税面においては，低所得者への生計費控除原則や高額所得
者に対する累進課税等による課税などにより，実質的な平等を目指す機能であり，社会保
障においては，低所得者などの社会的弱者に対して社会保障給付を行うことにより実質的
な平等を図る機能である。
　この所得再分配機能を十分なものとするためには，課税面において，所得等にふさわし
い応分の負担を求める「応能負担の原則」が要請され，担税力に応じた税負担が必要とな
る。
　所得の再分配は，生存権を保障するなど福祉主義を採用する憲法においては当然に予定
されている機能であり，応能負担の原則も，憲法 13 条，14 条，25 条，29 条などから要
請される。

２　課税における応能負担原則に反する現状
　前述のとおり，申告納税者の所得税負担率は，所得 1 億円の人をピークに低下してい
る。
　年収 300 万円～500 万円の平均的給与所得者の勤労所得（給与所得）に対する所得税率
は，10％～20％であり，所得が 10 億円を超えるような高額所得者と比べて，中所得者層
の納税負担が重くなっているといえる。

３　所得税基礎控除額の問題
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　所得税の所得控除は給与所得控除，社会保険控除，基礎控除，配偶者控除や扶養控除な
どの控除総額が課税最低限となっているが，これらの控除の趣旨は生存権の反映としてな
される人的控除であるところ，1965 年までは基礎控除額が生活扶助費よりも高額となっ
ていたものの，その後は生活扶助費との逆転が生じている。

４　資産所得の分離課税と減税措置の問題
　株式，金融資産などによる資産所得（不労所得）は，所得を合算して税率を決める総合
課税ではなく，分離課税を選択することができる（一部は源泉分離課税）。そのため，資
産所得については，分離課税を選択し，所得を合算した場合に適用される所得税率よりも
低い税率の適用を受けることができる。
　上場株式配当に対する減税措置については，本年に改正がなされたが，分離課税の資産
所得に対する所得税率は 15％となっており，前述した平均的給与所得者の給与に対する
税率よりも低く，これが高額所得における税負担率が低くなる主な原因ともいわれてい
る。
　他方，相続税についても，過去 75％に及んだ最高税率は，2003 年以降引き下げられ，
現在は 50％になっているなど，高額資産保有者の相続税の負担は軽減されている。

５　社会保障制度の所得再分配機能としての問題点
　前述のとおり，我が国の社会保障制度は脆弱であり，所得再分配の機能を十分に果たし
ていない。
　まず，我が国の社会保障給付費は，対 GDP 比で欧州諸国よりも少なく，「平成 24 年度
版厚生労働白書」によれば，2007 年時点においてスウェーデンやフランスが 30％近いの
に対し，我が国は 20％にも達していない。
　また，社会保障給付の内訳についても，欧州諸国と比べて高齢者関係・医療関係に偏
り，家族関係支出・失業関係支出・住宅関係支出などの割合が少ない。
その結果，我が国は所得再分配機能が低く，所得再分配前後のジニ係数の改善度による国
際比較においても，OECD 加盟国の中では最低レベルにあり（平成 23 年 6 月「産業構造
審議会基本政策部会資料」），子どもの貧困率においては，加盟国中唯一，所得再分配前よ
り所得再分配後の方が高くなるという逆転現象を示している（OECD「Growing unequal?

（2008）」（平成 23 年版厚生労働白書のデータ））。

第３　「不平等社会」克服に向けて
　以上の観点からすれば，「不平等社会」の克服のためには，まず，貧困を生む要因であ
る不安定・低賃金労働の解消，社会保障制度の充実及び子どもの貧困対策等を行い，それ
によって格差の固定化，社会階層の固定化を防ぐとともに，社会保障基本法の早期制定に
より，社会保障の内容の具体化と権利性の明確化を行い，社会保障費削減を止めることが
不可欠である。
　また，税制においても生存権保障の趣旨を生かすよう，所得税の所得控除を見直すとと
もに，応能負担原則による税制の再構築を行う必要がある。
　そして，税制，財政，社会保障等に関する議論を国民全体の関与・監視の中で行うとと
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もに，社会保障の財政における不可侵性，税制における応能負担の原則等についての国民
の理解・認識を定着・推進させるための教育制度の整備が必要である。
　さらに，社会保障，労働法制，税財政等のあり方の議論において，特定の立場の関係当
事者の意見に偏ることがないよう，関係当事者の対等な参画を可能にするとともに，議論
の前提となる情報についても客観性及び多様性等が確保されるような取組が必要である。
　そして，客観的で多様な情報発信が保障され，国民が必要な情報を選択しながら自己の
意見を表明することは，民主主義の基本であるが，民主主義の確立・維持には不断の努力
が必要であり，格差が拡大し続け，社会的力関係に圧倒的な差が存在する現状において
は，これまでの取組による成果と課題を踏まえ，今後の運動のあり方についても検討しな
ければならない。
　以下，これらの点を各論的に検討し，最後に提言を行う。
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第２章　不安定・低賃金労働の蔓延
　　

第１節　労働現場の深刻な現状

第１　雇用構造の変化
　2012 年の総務省統計局による就業構造基本調査によると，正規の職員・従業員は 3311
万人，パート・アルバイト・契約社員など非正規の職員・従業員は 2042 万人と初めて
2000 万人を突破し，雇用者全体に占める割合も 38.2％と過去最高となっている。20 年前
の調査と比べると非正規の割合は 16.5 ポイントも上昇している。

第２　非正規の働き方の病理現象
　非正規の職員・従業員のうち雇用期間の定めがないものは 30.2％にすぎず，大多数は
雇用期間が限定された有期雇用である。1 回当たりの雇用期間は「6 か月超 1 年以下」が
最も多く 41.1％，次いで「1 か月以上 6 か月以下」が 29.9％であり，非正規の職員・従
業員の 7 割以上が 1 年以下の短期間という極めて不安定な状態で雇用されている。
　年間の就業日数を見ると，正規の職員・従業員では 9 割以上が年間 200 日以上就業して
いるが，「パート」で年間 200 日以上就業しているのは 56.1％，「アルバイト」では 35.6
％である。
　正規と非正規では賃金面でも大きな格差がある。1 時間当たり賃金で比較すると，男性
正規労働者を 100 とした場合，女性の正規労働者は 67，男性のパートは 41，女性のパー
トは 37 でしかない。
　低賃金かつ短時間労働の結果，正規と非正規の所得格差は極めて大きくなる。男性の正
規の職員・従業員では年間所得「500 万円～699 万円」の割合が最も多く全体の 21.5％で
あるが，男性のパートでは「100 万円～199 万円」が 50.9％，女性のパートでは「100 万
円未満」が 51.5％となっている。

第３　正社員の働き方の病理現象
　不安定で低賃金な非正規雇用の割合が，増加の一途をたどっている一方で，正社員の働
き方における病理現象も深刻である。
　男性の正社員を中心にして長時間労働が蔓延しており，過労死や過労によって心身に故
障を来す事例が後を絶たない。週 60 時間以上働いている労働者は全体では約 1 割である
が，男性に限ると 14％に達しており（総務省労働力調査），25 歳～40 歳の男性正社員で
は 2 割を超えている。男性正社員の週平均労働時間は 52.5 時間（年間 2730 時間）にも上
っている（総務省社会生活基本調査・2006 年）。この傾向は，前述の雇用構造の変化と歩
調を合わせており，週 60 時間以上働く男性の正規の職員・従業員は 1997 年には 11.4％
であったところ，2007 年には 18.5％に増加している（2007 年就業構造基本調査）。週 60
時間以上の労働とは，厚生労働省告示によって「過労死ライン」とされる月 80 時間以上
の時間外労働を意味しており，働き盛りの男性の 2 割以上がいつ過労死してもおかしくな
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い状態で働いていることになる。
　このような男性正社員を中心とする極端な長時間労働は，国際比較からしても異常であ
る。EU 諸国では 2003 年 EU 指令により，残業を含めて週 48 時間が労働時間の最高限度
とされ，また最低 11 時間の休息時間（ある勤務と次の勤務との間隔）を設けることが義
務付けられている。
　職場の中で正社員が減少し，これまで正社員が担ってきた仕事を派遣やパートなどが担
当するようになると，当然，残された正社員には大きなプレッシャーとなるであろう。不
安定で低賃金な非正規雇用が増加することで，残された正規雇用に過重な働き方・働かせ
方が広がり，そのことが更に正規雇用を縮小させるという悪循環が進んでいる。これらは

「同じメダルの表と裏の関係」にある i，ii。

第４　失業の長期化
　2010 年 4 月期～ 6 月期の平均で，完全失業者は 349 万人であり，非労働力人口のうち
就業希望者は 474 万人，短時間就業者中の転職希望者は 200 万人であり，総計で 1000 万
人を超える人々が失業又は過小就業を余儀なくされている。失業期間が 1 年以上の長期失
業者は，1990 年代前半から増加し，長期失業者割合（完全失業者総数に占める長期失業
者の割合）も 1992 年の 15.3％から 2003 年には 33.7％と大きく上昇した。2009 年にはリ
ーマンショックの影響で失業者総数が増加したため，一時的に長期失業者割合は低下した
ものの，2010 年以降再び上昇に転じ，2011 年は 38.4％と過去最高となっている。年齢階
層別に見ると，長期失業者は失業者総数と比較して，45 歳以上の割合が高くなっている。
最も割合が高いのが 25 歳～34 歳層で 24.8％，次いで 35 歳～44 歳層で 22.0％となってい
る。若年無業者（15 歳～34 歳の非労働力人口のうち，家事も通学もしていない者）と中
年無業者（若年無業者の年齢要件を 35 歳～44 歳にした者）の推移を見ると，若年無業者
は 2002 年以降おおむね横ばいで推移している一方で，中年無業者については増加傾向に
ある。総務省統計局「国勢調査」により，非労働力人口のうち家事も通学もしていない者
の年齢分布を見ると，2005 年から 2010 年にかけて無業者の山が 35 歳前後から 40 歳前後
に推移しており，無業者の中年化が進んでいることが分かる iii。

第５　荒廃する職場と労働者全体の貧困化
　長期化する失業と非正規雇用の増加の一方で，「過労死ライン」を上回るような長時間
労働の蔓延という極端な二極構造は，職場における人間関係を荒廃させている。特に，能
力主義・成果主義が広がり，労働者間での競争が激化している結果，職場におけるセクハ
ラ・パワハラの事例も多発し，メンタルヘルスに不調を来す労働者も多い。
　主として企業別に組織されている日本の労働組合は，非正規雇用の拡大にも，長時間労
働の蔓延にも，十分な規制力を発揮してこなかった。その上，労働組合の組織率は 2007
年に 20％を下回り，2012 年には 17.9％まで低下して，戦後最低となっている（厚生労働

ⅰ　伍賀一道ほか『ディーセント・ワークと新福祉国家構想』旬報社（2011）
ⅱ　森岡孝二「労働時間の二重構造と二極分化」大原社会問題研究所雑誌 No. 627（2011）
ⅲ　厚生労働省「平成 24 年版労働経済の分析」，総務省「平成 24 年就業構造基本調査」
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省・労使関係総合調査）。
　全産業（金融業，保険業を除く）の企業の経常利益の総額は 2001 年度で 28 兆 2469 億
円であったところ，2011 年度では 45 兆 2748 億円となっている（財務省「法人企業統計
調査」）。ところが，給与所得者全体の平均年収はピークの 1997 年（463 万円）より 54 万
円も少ない 409 万円に減少している（国税庁 2011 年分民間給与実態統計調査）。年収 200
万円未満の給与所得者は 2006 年以来 6 年連続で 1000 万人を超えている。
　労働者の平均年収が減少しているのは，賃金の低い非正規雇用の割合が増加しているこ
とに由来すると考えられるが，全体で見ると企業利益の配分において，正規非正規を含め
た労働者全体への配分が減少し，その分，企業の内部留保や配当が増加している。

第２節　不安定・低賃金労働が蔓延する要因・背景

　前節で述べたとおり，我が国の労働分野における病理現象は極めて深刻である。本項で
はその要因や背景事情について検討する。

第１　日本型雇用とその崩壊
　我が国は，バブルが崩壊する 90 年代初めまでは，1 億総中流という認識が国民に相当
広く行き渡っており，社会的な格差が小さいとの認識も国民に相当広く行き渡っていた。
その時代における我が国の労働分野を基礎付ける最も重要な概念の一つが，日本型雇用で
ある。
　日本型雇用の重要な構成要素は，①終身雇用制度，②年功序列賃金，③企業別労働組合
の三つである。この三つが組み合わされることにより，労働者が転職することなく一つの
会社に勤めあげることが，労働者個人にとって最も利益が大きくなるとともに，会社から
見た場合には，従業員の高い忠誠心を確保しつつ，従業員を若年時の就職から定年退職ま
で全面的に支配し，十分な職業教育を安心してできることになり，企業の利益を確保する
ことが労働者の利益と直結する環境を作ることができるのである。このような日本型雇用
は，我が国の高度経済成長期には，高度経済成長を支える重要な屋台骨の一つであり，そ
の後も，我が国の高い生産性を裏付けるものと評価されていた。
　しかしながら，1990 年代になりバブルが崩壊し，日本経済の停滞が進み，1997 年の金
融・証券不況（同年 11 月には都市銀行の一つである北海道拓殖銀行と 4 大証券会社の一
つである山一証券が破綻した。）と 2000 年代初頭のＩＴ不況等により，日本経済の不況は
深刻化し，雇用情勢も急速に悪化した。また，この時期に経済のグローバル化が進み市場
競争は激烈化し，市場も不安定化・不確実化した。そのような情勢で，企業は，日本型雇
用を放棄し，終身雇用ではない，契約社員（期間の定めのある雇用契約の社員）や派遣社
員を活用し，雇用の流動化を進めるようになった。
　雇用の流動化を経営側から理論的に整理しまとめたものが，1995 年に日経連（日本経
営者団体連盟，2002 年に経団連と統合し，日本経済団体連合会になる。）が発表した「新
時代の日本的経営」という論考である。「新時代の日本的経営」では，日本型雇用を否定
し，正社員（期間の定めのない雇用契約の社員）を管理職，総合職，技能部門の基幹職に
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限定し，それ以外の労働者は全て有期雇用契約とし，その中でも一般職，技能部門，販売
部門については時間給制にすべきであると主張した。ここでの議論が全て実行されたわけ
ではないが，「新時代の日本的経営」がその後の労働分野の規制緩和の理論的な支柱にな
っていたことは間違いない。
　1994 年の調査では，非正規雇用の割合は 20％程度であったが，非正規労働者のうち他
の雇用形態に変わりたいという者の割合は 15％程度であった。ところが，2007 年の調査
で他の雇用形態に変わりたいという者の割合は 30％程度と倍になっており，不本意な状
況で非正規を選択せざるを得なかったという労働者が急増したのであり，このことから
も，正社員を減らし，非正規雇用の労働者に置き換えていったことが明らかである。

第２　労働分野の規制緩和と規制の未整備
１　労働者派遣法の制定と派遣業務の拡大
　そもそも，職業安定法 44 条で労務供給事業が禁止されており，労働者派遣は禁止され
ていたが，1985 年に労働者派遣法が制定され，労働者派遣が長期雇用システムを浸食し
ないように，長期雇用システムの中では人材養成がしにくい業務について，一定の期間の
限度で労働者派遣を認めることとなった。派遣労働が認められる業務が徐々に拡大するだ
けでなく，1999 年の改正では，それまでのポジティブ・リスト方式から，限定列挙され
た禁止業務以外は一般的に適法化するネガティブ・リスト方式に変更され，2003 年の改
正では物の製造業務への派遣も適法化がなされるとともに派遣業務の期間制限も緩和され
た。このことにより，派遣労働が製造業の労働現場に広がり，その結果，リーマンショッ
ク後，企業は，雇用の流動化のメリットを最大限活用し，派遣労働者をはじめとした非正
規社員を大量に解雇し，社会的な大問題を引き起こすこととなるのである。

２　サービス残業と長時間残業の横行
　日本の労働基準法の最大の問題の一つが，労働時間の上限規制がないことである。三六
協定を結ばなければ，そもそも残業を命じることができないのが原則であるが，通常の事
業所では三六協定が結ばれており，使用者は労働者に残業の命令をできる状況にある。
　しかも，日本型雇用が崩壊し，職場において，正社員が減少し，非正規社員が増える中
で，正社員の負担が非常に大きくなり，前述のとおり，働き盛りの男性労働者の 2 割以上
が過労死ラインを越える労働をしている現状があり，このことが，過労死を生む背景とな
っている。

３　非正規労働者の保護の不足
　非正規労働者は，契約社員（期間の定めのある雇用契約の社員）と派遣社員に大きく分
けられるが，日本にはそれらのものを保護する立法がほとんどない。期間の定めのある雇
用契約の場合，期間の満了により雇用契約が終了することは，法律上当然のことである
が，実際には，期間が満了しても，直ちに契約の更新をし，しかもその更新を繰り返す例
も多い。そのような場合には，実態的には正社員（期間の定めのない雇用契約の社員）と
変わらない。
　そのような更新拒絶に対し，それを否定する判例法理が形成されてきていたが，それで
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は，労働者の保護としては全く十分ではなかった。

４　民主党政権下での規制の強化とその問題点
　2009 年の政権交代を受け，民主党政権下で，2012 年，労働者派遣法及び労働契約法が
改正され，非正規労働者の保護が進められたが，どちらの改正も十分なものとは言えない
ものである。

第３　労働者の権利意識と労働法制知識の不足
　前述のとおり，労働基準法上，労働時間の上限規制はないが，通常，三六協定を結ぶ時
には，協定で残業時間の上限を決めている。また，残業をする場合には，労働基準法上，
最低でも 125％の時間外賃金を支払う必要があるが，それらが遵守されないことが珍しく
ない。時間外賃金を支払う残業時間を月 20 時間と決めている企業も少なくない。そのよ
うな企業の場合，20 時間を超える残業は，時間外賃金が支払われていないいわゆるサー
ビス残業として扱われることになる。
　このようなサービス残業が広範に生まれてしまうことの理由は，幾つかあるが，その重
要な理由の一つは，労働者の権利意識や労働法の知識が乏しいことにある。日本の義務教
育及び高等教育において，労働者の権利や労働法の基礎知識を学ぶ場面がないことが極め
て問題である。

第４　労働組合の問題点
　前述のとおり，日本型経営の一つの要素が企業別組合である。終戦直後には，産業別組
合が組織された時期もあったが，サンフランシスコ講和条約を締結し，我が国が国際社会
に復帰する頃には，完全に企業別組合が主導的になった。それでも 1960 年代初めまでは
企業別組合の中でも労使協調路線をとらず，使用者との対決姿勢をとる戦闘的な組合があ
ったが，高度経済成長の中で，そのような組合が少なくなり，日本型雇用が成立していく
とともに，企業と協調路線をとる組合が大半となった。しかも，日本の企業別組合は，正
社員のみを組合員とし，非正規労働者の組合員資格を認めないところが大半であったし，
非正規労働者を組合員にしても非正規労働者の待遇改善に本気で取り組むところはごく少
数であった。企業別組合が協調路線をとった場合，労働組合も企業の繁栄が労働者の収入
増や安定につながると判断しやすくなるし，組合員が正社員中心で構成されている場合，
企業が非正規労働者を活用する場合にも，現在の正社員の雇用を守るためには必要なこと
と判断する例も少なくない。
　産業別組合が主流であれば，そのような判断をせず，全労働者の利益を守るという観点
から，非正規労働者の活用に対し労働組合が歯止めをかけることができるのとは対照的で
ある。
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第３節　解決への視点

第１　2008 年日弁連人権擁護大会の決議
　日弁連は，1985 年の労働者派遣法案の国会上程に際し，その立法化に反対する意見書
を公表した。その意見書において指摘した派遣法制定に伴う将来的な懸念の一つは，「派
遣労働者の不安定な身分や低賃金等劣悪な労働条件を固定化せしめる」ことであったが，
現在の社会状況を見ると，不幸にもその懸念が現実化していると言わざるを得ない。
　派遣法制定以後，派遣社員をはじめとする非正規労働者の増加に伴い，いわゆるワーキ
ングプアと呼ばれる労働者の存在が広く一般的に認知されるようになった。貯蓄なし世帯
は 1990 年代後半から急増し，自殺者数は 1998 年以来 14 年連続で 3 万人を超える状況が
続いていた（2012 年の自殺者数は 3 万人以下となった。）。貧困の拡大をもたらした要因
は何か，貧困の拡大を防ぎ，貧困を解消するためには何が必要か，日弁連は，これらの課
題を検討し，雇用破壊と貧困の拡大に歯止めをかけることができなかったことへの反省を
踏まえて，2008 年 10 月 3 日第 51 回人権擁護大会において，「貧困連鎖を断ち切り，すべ
ての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」を採択した。この宣言におい
て，日弁連が国・地方自治体・使用者らに対し実施を求めた具体的な方策は，次の六点

（要約）である。
①　（国）正規雇用が原則であり，有期雇用を含む非正規雇用は合理的理由がある例外

的場合に限定されるべきであるとの観点に立って，労働法制と労働政策を抜本的に見
直すべきである。特に労働者派遣法については，日雇派遣の禁止や登録型派遣の廃止
を含む抜本的改正を行うこと。

②　（国）同一価値労働同一賃金の原則を立法化し実効的な措置を取ること。
③　（国）最低賃金を大幅に引き上げるよう施策を講ずること。
④　（国）労働法規の違法行為の根絶を図るため，監督体制を強化し，実効ある措置を

取ること。
⑤　（国・地方自治体）ワーキングプア等が社会保険や生活保護の利用から排除されな

いよう社会保障制度の抜本的改善を図るとともに，利用しやすく効果の高い職業教
育・職業訓練制度を確立すること。

⑥　（使用者）労働法規を遵守し，雇用に関する社会的責任を果たすこと。
　以上の提言は，2013 年現在でも引き続きその意義を失っていないものばかりである。
ところが，2013 年 6 月 14 日に閣議決定された「日本再興戦略」においては，労働法制の
規制緩和が政策目標と位置付けられ，労働者の権利保障とは逆方向の，かつ，労働の現場
における過酷な実態とはかけ離れた議論が展開されている（この議論に労働者代表が一切
参加できなかった点は，第 6 章第 2 節記載のとおりである。）。日弁連は，2013 年 7 月 18
日に「『日本再興戦略』に基づく労働法制の規制緩和に反対する意見書」を公表したとこ
ろである。不安定就労，低賃金労働の広がりは，貧困問題を解決に導くどころか，更なる
貧困・格差の拡大をもたらすものである。経済成長に目を向けた場合にも，雇用の安定，
労働者及びその家族の生活の安定こそが，経済を発展させる活力になるものである。
今こそ，再び，上記六点の提言を具体的に実現し，更に推し進めるべき時である。
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第２　企業の社会的責任の追及
　企業が法令等を遵守することは当然のことであるが，企業にはそれを超えて，社会に対
して果たすべき責務がある。企業の社会的責任とは，法令の遵守だけではなく，人権，労
働等の社会的分野や環境保全に対する配慮等をも含めて，企業がその業務活動の全体を通
じて，自主的に社会に対して果たすべき責務である（日弁連編『労働と貧困』（あけび書
房，2009 年）185 頁）。ワーキングプアが社会問題化している現在においては，特に労働
分野における社会的責任は極めて重要な位置付けを占めている。
　ILO「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」（第 4 版，2007 年）は，多国
籍企業及び国内企業に対し，「積極的な労働力計画を通じて，その被用者に対して安定し
た雇用を与えるよう努めるべきであり，また，雇用安定及び社会保障に関する自由な交渉
の結果負った義務を遵守すべきである」としている（25 項）。また，企業が雇用の安定に
十分に配慮すべきことを繰り返し指摘している（16 項，25 項，26 項，27 項等）。ILO の
指摘を待つまでもなく，企業が社会に対して果たすべき責務としては，雇用責任こそが社
会的責任の核心である。日本の企業にとって，第一の社会的責任は，産業構造の激変が雇
用に与える影響から労働者を守ることである（大島和夫著『企業の社会的責任』（学習の
友社，2010 年）94～96 頁）。企業がその社会的責任を果たすことは，当該企業に対する社
会からの信頼を維持向上させ，長期的な経営にも資するものである。
　また，政労使の合意による「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」に
おいては，「若者が経済的に自立し，性や年齢などに関わらず誰もが意欲と能力を発揮し
て労働市場に参加」できる社会の実現を目指して，「企業とそこで働く者は，協調して生
産性の向上に努めつつ，職場の意識や職場風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取
り組む」ことが要請されている。
　日弁連編『労働と貧困』185 頁においても同様の指摘をしていたところであるが，今こ
そ企業は，特に雇用の面において，労働者の生活の安定と経済的自立のために，その社会
的責任を果たさなければならない。

第３　団結権の実効化
１　産業別組合の必要性
　憲法は団結権，団体交渉権，団体行動権を保障し（憲法 28 条），これにより，一人ひと
りでは交渉力の弱い労働者が団結することによって使用者と対等の立場を確保し，交渉を
通じて労働条件や職場環境の向上，紛争の予防的解決等を図ることを期待している。しか
し，労働組合全体の組織率は 2012 年時点で僅か 17.9％と低下傾向にあり，また，産業別
組合が組織されていないために中小零細企業（100 人未満の事業場の組織率は 1％未満。）
や非正規労働者層は，事実上未組織状態に置かれているのが現状である。こうした非正規
労働者の労働条件の改善のためには，本来産業別に組織された労働組合が企業横断的な活
動を行い，全体として同じ産業に属する労働者の労働条件を勝ち取っていく仕組みが必要
である。

２　諸外国の状況
　フランスでは，組織率は低いものの，労働協約が非組合員にも拡張適用され，労働条件
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は基本的に労働協約によって確保される仕組みができている。
　イタリアでも同様であり iv，労働組合と使用者団体との集団的労働協約を締結する方式
がとられており，公共部門の非正規労働者の労働条件も労働協約によって定められる。非
正規から正規への転換も進められており，労働組合の活動によって何十万人もの正規転換
が実現している。こうしたこともあって，イタリアの労働者間の賃金格差等は日本ほど大
きくない。韓国は歴史的に日本と同様に企業別の労働組合が中心であったが，ナショナル
センターの一つである全国民主労働組合総連合が企業別の労働組合を解体して産業別に組
織を再編するという大胆な取組が行われている v。

３　我が国における正規化への取組例
　この点，広島電鉄での非正規社員の正規化を実現した取組は参考になる。広島電鉄は，
鉄道・バス・不動産事業を営む広島の交通会社である。従業員数は 1558 人（2012 年現
在）である。慢性的な赤字に悩むバス事業について，コストカットの要請から 2001 年に
契約社員制度が導入された。契約社員は正社員と比べて，契約期間 1 年の有期労働契約で
あり，基本給，賞与が少なく，退職金制度がないという非正規労働者である。
　広島電鉄労働組合は，契約社員の組織化を進め，「正社員との格差是正」を掲げて経営
側と交渉を重ねてきた。有期労働契約を無期に転換させて，「正社員Ⅱ」という制度を導
入し，更には「正社員Ⅱ」の正社員化を実現した。
　佐古正明執行委員長によると，現場では正社員化への要求が強く，経営側との交渉に当
たっては，総人件費を増加させないという前提を組合が受け入れた。この結果，正社員Ⅱ
が正社員となることによって，一部の正規労働者の賃金は減額されることとなる。しか
し，長期的に見た場合，特に若年層の労働条件改善が期待できることや労働条件の全体と
しての改善が会社の発展にとっても望ましいこと等，正規化を実現する意義が浸透し，賃
金が下がる組合員を含め，全体として正規化を進めることを確認し，交渉を進めたとい
う。
　2009 年の春闘で労使合意に達し，全ての非正規労働者が正規となり，同じ賃金制度の
下で働くこととなった。加えて定年年齢も 60 歳から 65 歳に引き上げられた。

４　小括
　非正規割合は増加する一方であり，格差が拡大し続ける我が国においても，今後労働組
合のあり方が鋭く問われることになるであろう。特に，非正規労働者をはじめとした未組
織の低所得労働者をいかに組織していくかが，我が国全体の貧困問題解決の上で，重要な
課題であり，格差問題を非正規労働者だけの問題ではなく，労働者全体の問題と捉えて活
動していく姿勢が問われていると言える。
　日弁連としても，今後貧困問題の解決という視点から，この問題についてさらなる調査
研究を深め，提言をしていく必要がある。

ⅳ　イタリア調査報告書 CGIL 参照
ⅴ　韓国調査報告参照
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第４　社会的企業の育成
１　社会的企業
　社会的企業については，現時点での定まった定義は存しないが，社会的課題を解決する
ために，ビジネスの手法を適用して活動する主体を指す用語として用いられることが多
い。経済産業省のソーシャルビジネス研究会では，「社会的課題を，市民自らが当事者意
識を持ち，ビジネスとして積極的に事業性を確保しつつ解決しようとする活動」で，以下
の①～③の要件を満たす主体を，「ソーシャルビジネス」と定義している。

①社会性： 現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションと
すること。

②事業性： ①のミッションをビジネスの形に表し，継続的に事業活動を進めていくこ
と。

③革新性： 新しい社会的商品・サービスや，それを提供するための仕組みを開発した
り，活用したりすること。また，その活動が社会に広がることを通して，新
しい社会的価値を創出すること。

２　我が国の「社会的企業」の動向
　我が国においては，内閣府の「新しい公共」や経済産業省の「コミュニティビジネス／
ソーシャルビジネス」など，社会的企業に関係する施策が幾つか行われている。しかし，
それらは，複数の省庁において独自に実施されてきたものであり，一括りにすることは難
しい。「社会的企業」という用語を用いて実施されている最近の事業としては，地域社会
雇用創造事業（社会的企業支援基金）がある。これは，明日の安心と成長のための緊急経
済対策（2009 年 12 月 8 日閣議決定）の一環として実施されたものであり，「諸外国に比
べて社会的企業の事業基盤が弱く，潜在的な雇用吸収力を発揮できていない」という認識
に基づき，2010 年 3 月から 2012 年 3 月までの 3 か年度にわたって実施された事業であ
る。公募により選定された 12 の事業主体は「社会起業インキュベーション事業」と「社
会的企業人材創出・インターンシップ事業」を実施し，このうち前者の事業からは 800 超
の社会的企業が立ち上がったと報告されている。そして，同事業の終了後，新たに復興型
地域社会雇用創造事業が実施されており，東日本大震災の被災地において地域課題を解決
するための社会的企業の起業等による雇用の創造が試みられている。
　障がい者団体やホームレス支援の現場では，社会から排除されてきた人たちの参加によ
る仕事作りの取組が実践されてきた。また，生活保護の運用においては，各地で就労自立
に向けた自立支援プログラムも実施されてきた。そして，社会保障審議会「生活困窮者の
生活支援の在り方に関する特別部会」において，生活困窮者に対する新たな就労支援策と
して，就労準備段階の支援や「中間的就労」の創出が提起されている。しかし，その報告
書では，生活保護制度の改革とセットで提案され，全体として厳しい市場競争からはじき
とばされた人たちを再び市場に押し込もうとするものになっている。

３　課題
　「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」において，「中間的就労」は，期間
の上限を定めない「支援付き訓練」と位置付けられ，「軽易な作業等を提供する」とされ
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ており，最低賃金など労働者としての権利保障が存しない。さらに，社会福祉法人の役割
を強調しており，民間企業の CSR の発想も欠落している。ここで想定されている「中間
的就労」には，社会構造や市民意識の変革を誘引する仕掛けは内包されていない。就労継
続支援Ｂ型事業を利用する障がい者の工賃の平均月額は，1 万 3000 円で極めて低額であ
る。「中間的就労」がこのような福祉的就労を更に拡大させることになれば，障がい者の
働く場が奪われるのみならず，労働者の権利保障が底抜けとなる。
　韓国において社会的企業が拡大してきた背景には，これまでの国民的な運動や事業によ
って築かれた社会的基盤があった。しかし，日本では，反貧困運動が国民的な運動に発展
しておらず，全国的な中間支援組織も存在しない。特別部会の報告書には「中間的就労」
の事業の担い手の一つとして「社会的企業」が登場するが，その概念自体には社会的包摂
の理念が取り込まれておらず，この点で韓国の社会的企業とは大きく異なる。「中間的就
労」において労働者としての権利も保障されず，支援する側・される側の関係に押し込め
られるのであれば，人間としての尊厳を互いに認め合う共生の実現は困難となる。「中間
的就労」の制度化に当たっては，韓国で社会的企業の拡散が図られてきた以上に，幅広い
分野にわたって民間企業や地域住民を巻き込み，社会的排除を克服する積極的な契機とす
るための工夫が必要である。国や自治体には，労働法制や社会保障法制の適用等による人
権保障とともに，本年 4 月 1 日から施行された「国等による障害者就労施設等からの物品
等の調達の推進等に関する法律」のような理念に基づき，優先購買や税制優遇等の対策を
講じ，創意工夫にあふれた民間団体の活動を発掘し応援していくことを期待したい vi。

第５　社会的協同組合の育成―イタリアの例を参考に
１　イタリアの社会的共同組合の概要
　社会的協同組合とは，人間発達及び市民の社会統合によって，コミュニティの一般利益
を追求する目的を持った協同組合と定義されている。
　社会的協同組合には，Ａ型とＢ型の二つがある。Ａ型の社会的協同組合は，高齢者介
護，障がい者へのサービス，幼稚園や保育園の運営等，社会的サービス，医療的サービ
ス，教育的サービスを提供している。Ｂ型の社会的協同組合は，農業，工業，商業，サー
ビス業等の事業を行っている。Ｂ型の社会的協同組合の大きな特徴は，そこで働いている
労働者の少なくとも 40％は，社会的に不利な立場の人達（身体障がい者，知的障がい者，
精神障がい者，薬物中毒者，アルコール中毒者，年少者で家庭環境が複雑な者，受刑者
等）でなければならないという点にある。
　社会的協同組合は，イタリア全土に約 1 万 2000 程あり，約 38 万人が社会的協同組合に
雇用されている。

ⅵ 　第 4・2 及び 3 について，舟木浩「社会的企業育成法に関する日弁連韓国調査の報告」
労働法律旬報 1789 号（2013）15 頁。なお，参考文献として，「＜日弁連調査報告＞生
活困窮者の就労支援と社会的企業・韓国篇」賃金と社会保障 1587 号（2013）4 頁，

「＜日弁連調査報告＞生活困窮者の就労支援と社会的企業・国内篇」賃金と社会保障
1589 号（2013）4 頁を参照。
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２　社会的協同組合の意義
　イタリアでは，社会的に不利な立場の人達に社会的協同組合の活動に参加してもらい，
そこで仕事に必要な知識や技術を身につけさせて，社会的に不利な立場の人達に社会参加
の機会を与えることを重要な目的としている。例えば，社会的協同組合は，受刑者に対し
て，職業訓練と雇用の機会を提供するために，刑務所内において，パン職人やピザ職人に
なるための職業訓練を受けさせている。そして，受刑者が服役後に，受刑中に身に付けた
知識や技術を活かして，社会的協同組合に就職し，やがて自立することができる。この社
会的協同組合の活動により，イタリアの再犯率は低下している。

３　我が国における協同労働の可能性
　我が国では，イタリアの社会的協同組合と似たもので，労働者協同組合（ワーカーズコ
ープ）というものがある。労働者が資金を拠出し合い，経営を労働者が合議で行う。労働
者協同組合は，公園の管理，介護や育児サービス等を業務として行っている。
　労働者協同組合の日本国内における認知度は未だに低いものの，イタリアにおける社会
的協同組合のように，社会的に不利な立場の人達に対する職業訓練と雇用を提供する組織
に発展する可能性がある。労働者協同組合がイタリアの社会的協同組合のように発展すれ
ば，社会的に不利な立場の人達が社会に参加する機会が増加し，不平等社会を克服するた
めの一つの社会的装置になり得る。そのため，労働者協同組合をイタリアの社会的協同組
合のように発展させるために，労働者協同組合の活動を促進するための法整備（最低賃金
の保障を認める等）を進めていく必要がある。

第６　職業訓練の充実―イタリアの例を参考に
１　エミリアロマーニャ州の職業訓練
　（1）教育制度
　　エミリアロマーニャ州では，子ども達は，義務教育後に，普通の高等学校，職業訓練

学校，工業高等学校，専門学校のいずれに行くのかを選択する。
　　職業訓練学校では実技を伴う授業が行われており，企業でのインターンシップで就労

体験ができる。職業訓練学校に 5 年間通えば高等学校卒業と同じ学歴となる。職業訓練
学校の学生がより勉強をしたいのであれば，職業訓練学校の卒業後に 2 年間専門学校へ
通うことができる。エミリアロマーニャ州では，高等学校と職業訓練学校との間に格差
があったことから，勉強と職業訓練を近付けるために，高等学校と職業訓練学校との間
を移動できる制度が創出された。

　（2）ECIPAR（職業訓練学校について）
　　ECIPAR は，CNA という起業家団体が運営している職業訓練学校である。ECIPAR

では，技術研修，起業家を育てるための研修，イノベーション研修等，全ての業種に関
する研修が行われている。講師は，CNA 加盟企業から派遣されてきた人やコンサルタ
ントが担っている。

　　ECIPAR には，EU やエミリアロマーニャ州，職人企業資金等から資金援助がなされ
ているので，ECIPAR の研修の 65％は無料で受講することが可能である。また，
ECIPAR の研修の 60％が企業内部で行われている。
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　　ECIPAR で研修を受けている受講生は，起業家を目指す者，既に就職していてスキ
ルアップや転職のために研修を受けている者，企業に就職を希望する者等様々であると
ころ，就職希望者は，80％～100％の確率で就職ができる。また，機械工業やエネルギ
ーの研修コースを選択した受講生の多くは，CNA の加盟企業に就職できる。

２　我が国の職業訓練への応用
　我が国の職業訓練は，主に国や地方公共団体が行う公的なものが中心である。
　他方，イタリア（エミリアロマーニャ州）では，職業訓練に企業が深く関与し，職業訓
練を受けられる分野も多種多様である。さらに，労働者を育成するだけでなく，起業家を
積極的に育成することにも主眼が置かれている。低廉な授業料で，より実務的で実践的な
知識とスキルを身に付けることができる。企業と就職希望者とのマッチングもうまくなさ
れている。
　このようなイタリア（エミリアロマーニャ州）の職業訓練の視点を，我が国の職業訓練
にも取り入れて，我が国の企業が求める人材を育成していくことが考えられる。我が国の
職業訓練が充実し，多くの人達が自分の就きたい職業に就労することで，不平等社会を克
服するための一助となる。
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第３章　脆弱な社会保障
　　

第１節　社会保障をめぐる情勢

第１　はじめに
　社会保障制度改革推進法の成立（2012 年 8 月），財政制度等審議会「財政再建に向けた
基本的考え方」の公表（2013 年 5 月 27 日），骨太の方針 2013（「経済財政運営と改革の基
本方針について」（以下，「骨太の方針 2013」という。））閣議決定（2013 年 6 月 14 日），
社会保障制度改革国民会議の最終報告書の公表（2013 年 8 月），社会保障制度の根幹に関
わる重要な法律や閣議決定及び審議会報告書が相次いで打ち出され，社会保障をめぐる情
勢は風雲急を告げている。「税と社会保障の一体改革」として，消費税の増税とも密接に
関連しながら，2013 年秋の臨時国会と 2013 年度通常国会において，年金・医療・介護・
生活保護その他社会保障に関する様々な法改正が政府から提起されることが予想されてい
る。
　上記の法律，閣議決定及び審議会報告書に共通しているのは，社会保障給付費の増加と
それに伴う国の一般会計予算における社会保障関係費の増加が国の財政を危機的状況に至
らしめている主要因であるという認識であり，このような認識に基づいて，日本国債に対
する信認が失われて財政が破綻する事態を回避するためには，「重点化・効率化」により
社会保障関係費を削減・抑制するとともに，消費税の更なる増税によって社会保障の安定
財源を確保し，「持続可能な社会保障」を構築しなければならないとする政策判断であ
る。

第２　骨太の方針 2013（2013 年 6 月 14 日閣議決定）
１　骨太の方針 2013 における財政健全化の位置付け
　政府は，2013 年 6 月 14 日に「経済財政運営と改革の基本方針について」を閣議決定し
た。
　骨太の方針 2013 は，「急速な高齢化の進展による社会保障関係費の増大や，リーマンシ
ョック等による景気後退などにより，我が国の財政状況は悪化を続けてきた。」との認識
に基づき，経済再生のためには「持続可能な財政と社会保障」の構築が必要不可欠である
とし，また，日銀による金融緩和を更に進めながら，国債に対する信認を確保するために
は，財政健全化が極めて重要であり，経済再生が財政健全化を促し，財政健全化の進展が
経済再生の一段の進展に寄与するという好循環を目指す，としている。

２　骨太の方針 2013 における財政健全化への取組方針
　骨太の方針 2013 は，国の歳出のうち，国債の償還費や利払費を除いた，プライマリー
バランスの対象となる歳出総額について，「高齢化等に伴う社会保障支出の累増に加え，
リーマンショック後の緊急対応等で更に増加した。」との認識に基づき，「以前にも増して
財政健全化が求められており，国・地方双方で徹底した取組が必要である。」とし，具体
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的な数値目標として，国・地方のプライマリーバランスについて，2015 年度までに 2010
年度に比べ赤字の対 GDP 比を半減し，2020 年度までに黒字化し，その後も債務残高の対
GDP 比の安定的な引下げを目指すとしている。
　そして，上記数値目標を達成するため，歳出面では，「社会保障支出についても聖域と
はせず」義務的経費を含めて踏み込んだ見直しを行い，2020 年度のプライマリーバラン
ス黒字化に向けて，プライマリーバランスの対象となる歳出と歳入の対 GDP 比のかい離
を着実に解消していく必要があることを強調している。歳入面では，経済成長を通じた税
収増を図るとともに，税制抜本改革の実現について，2012 年 8 月に成立した税制抜本改
革法にのっとり着実に取り組む，としている。

３　社会保障費の「重点化・効率化」
　骨太の方針 2013 は，歳出の重点化・効率化に当たっては，「裁量的経費，義務的経費を
通じて聖域なき見直しを行っていく必要がある」とした上で，社会保障費については，

「高齢化や医療の高度化等を背景に，社会保障の給付水準は名目成長率を大きく上回って
上昇しており，公費負担が増大し財政赤字拡大の大きな要因になるとともに，後世代に負
担を先送りすることとなっている。」との認識を示し，「国民皆保険制度を将来にわたり堅
持し，国民の安心を支える社会保障制度を持続可能なものとするため」に，「健康長寿
化，ICT 化，後発医薬品の使用促進などを通じて，国民の健康が増進され，効率的に社
会保障サービスが提供される体制を目指す。」「経済財政と社会保障の相互連関を踏まえ，
こうした取組がマクロ経済と社会保障の給付と負担に与える影響について，経済財政諮問
会議において定期的に検討を行う。」としている。

４　社会保障の主要分野における「重点化」
　骨太の方針 2013 は，社会保障の主要分野（医療，介護，年金，生活保護，保育）につ
いて，次のとおり「重点化」を図る施策を挙げている。

①　医療・介護
・高齢者医療の自己負担の見直しについて検討し，早期に結論を得る。

②　年金
・マクロ経済スライドについては，物価・賃金の上昇が想定される下で，特例水準を

速やかに解消した後，法律にのっとり直ちに実施する。
・来年実施される財政検証を踏まえ，健康長寿時代に対応した年金制度とする観点か

ら，在職老齢年金制度の見直し等年金給付の在り方について検討する。
・国民年金保険料の納付率向上等について幅広い観点から検討し，取組を推進する。

③　生活保護
・支援の在り方（加算制度や各種扶助の給付水準）を速やかに検討し，見直す。不適

正・非効率な給付を是正する。
・働くことの可能な被保護者には，本人の就労へのインセンティブを強化するととも

に，被保護者を取り巻く支援環境を整える。
・生活困窮者に対する早期支援と貧困の連鎖の防止対策を強化する。

④　待機児童解消（保育）



― 31 ―

第３章　脆弱な社会保障

・「子ども・子育て支援新制度」の着実な実施への取組を進める。
・「待機児童解消加速化プラン」を展開し，平成 25・26 年度の 2 年間を「緊急集中取

組期間」として，約 20 万人分の保育の受け皿を集中的に整備し，平成 29 年度末ま
でに，潜在的な保育ニーズを含め，約 40 万人分の保育の受け皿を確保し，保育の
質を確保しつつ，「待機児童ゼロ」を目指す。

・「緊急集中取組期間」には，①賃貸方式や国有地も活用した保育所整備，②保育士
の処遇改善など保育士確保，③新制度の先取りとして 20 人未満の小規模保育や幼
稚園での長時間預かり保育も新たに支援の対象とすること，④認可外保育施設を将
来の認可を目指すことを前提に支援，⑤事業所内保育施設への支援，などの 5 本柱
からなる総合的な支援パッケージにより，国として，意欲のある地方自治体を強力
に支援する。

第３ 　財政制度等審議会「財政再建に向けた基本的考え方」（2013 年 5
月 27 日公表）

１ 　「急速な高齢化の進行に伴う社会保障給付費の急増や景気の悪化による税収
の減少」が財政状況悪化の主要因とする財政制度等審議会の見解

　財政制度等審議会が 2013 年 5 月 27 日に公表した「財政再建に向けた基本的考え方」
は，国の財政の現状について，「世界でも類を見ないレベルにまで悪化した現下の財政状
況から目を背けることはできない」「90 兆円を超える国の一般会計の歳出がある中，その
半分近く，40 兆円超の収入を借金に頼るという異常な財政構造が常態化していることは，
まさに驚くべき事態である。」「近年の財政状況は，急速な高齢化の進行に伴う社会保障給
付費の急増や景気の悪化による税収の減少などを主要因とし，歳出と税収のかい離の度合
いが年々深刻になるなど，悪化の一途を辿ってきた。」「その結果として政府が抱える債務
もペースを上げながら累増し，OECD の国際比較においては，2012 年末の我が国の一般
政府の債務残高は名目 GDP 比 214％にまでに達しており，財政危機で世界の注目を集め
たギリシャやイタリアなどと比べても，際立って高い水準にある。」「さらに，人口の高齢
化は今後も半世紀以上続いていく見通しである。少子高齢化を背景に，社会保障費は毎年
1 兆円の自然増が見込まれる。」「一方で，社会保障以外の支出の対 GDP 比は，現状でも
既に OECD 諸国で最低水準にある。こうした厳しい現状の下で持続可能性を確保しなが
ら，日本は財政運営を行っていかなければならない。」等と述べ，国の財政が極めて厳し
い状況にあるとの認識を示している。

２　検証の必要性
　ここで注目すべきことは，国の財政状況が悪化した主たる要因を「急速な高齢化の進行
に伴う社会保障給付費の急増」と「景気の悪化による税収の減少」に求めている点であ
る。また，今後の見通しに関して，「人口の高齢化は今後も半世紀以上続いていく見通し
である」こと及び「少子高齢化を背景に，社会保障費は毎年 1 兆円の自然増が見込まれ
る。」ことを強調し，「こうした厳しい現状の下で持続可能性を確保しながら，日本は財政
運営を行っていかなければならない。」と述べている点についても注目すべきである。
　果たして，財政制度等審議会が言うように，「社会保障給付費の急増」が国の財政状況
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が悪化した主たる要因なのか。また，「社会保障費は毎年 1 兆円の自然増が見込まれる」
ことが，今後の国の財政運営の「持続可能性」を危うくしているのか。
　財政制度等審議会は，「債務残高の対名目 GDP 比の値が，将来にわたり上昇し続けれ
ば財政は破綻する。」「仮に財政の持続可能性に対する信認が揺らぐことがあれば，国債価
格の暴落や金利の上昇，政策の自由度の減少等を通じ，国民経済・国民生活に甚大な悪影
響が出る。」「財政健全化に向けた取組は，その進捗が遅れれば遅れるほど，後でより極端
な政策対応が必要となるのであり，一刻も早く確実に財政健全化の取組を進めることが求
められる。」と述べて，国民の危機感をあおり，社会保障の削減を求めているが，ここで
述べられていることは，客観的証拠資料に照らしてその正しさが検証されていると言える
のか。
　財政状況の改善が必要であることには異論はないものと思われるが，実際に改善するた
めには，過去において財政状況が悪化した主たる要因は何か，先入観や政治的思惑等に捕
らわれることなく，客観的証拠資料に基づいて冷静に検証することが重要である。財政状
況悪化の主たる要因についての誤った認識に基づいて立案された改善策は，財政状況を改
善する効果を上げることが期待できないだけでなく，真に必要な施策の実施を妨げるとい
う逆効果をもたらすからである。

３　歳出面での公債残高増加の主要因は公共事業関係費

 出典：「日本の財政関係資料」2011.9 財務省に基づき作成　　　　
　　
　公債残高増加の主たる要因が公共事業関係費であることは明らかである。上のグラフ
は，1989 年から 2011 年までの国の一般会計予算における公共事業関係費の推移を表した
ものであるが，その合計額は 222 兆円にも及んでいる。
　次のグラフは，一般政府の総固定資本形成（対 GDP 比）の推移の国際比較（対アメリ
カ，イギリス，フランス，ドイツ）を表したものであるが，日本はピーク時（1995 年）
からは大きく低下しているものの，財務省も「欧米諸国の平均より高い水準」にあると評
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価しているとおり，現時点においても，高い水準にある。

　このような公共事業関係費の財源はいわゆる建設公債であり，建設公債の償還期限は
60 年であるから，1989 年以降に発行された建設公債は，その大部分が未償還である。ま
た，当然のことであるが，1988 年以前に発行された建設公債も多くは未償還である。

　財務省も，2011 年 9 月発行の「日本の財政関係資料」においては，次のとおり，「特例
公債の発行から脱却することのできた平成 2 年度以降の公債残高の累増について見てみる
と，歳出面では，90 年代は公共事業関係費の増加が主要因でした」と述べて，少なくと
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も 1990 年代までは公共事業関係費が公債残高増加の主たる要因であったことを認めてい
る。

　次のグラフで公債発行残高の推移を見ると，建設公債残高が急増し始めた時期は 1992
年頃であり，特例公債残高が急増し始めた時期は 1998 年頃である。1992 年は，政府が，
日米構造協議に基づく閣議決定により，1991 年度から 2000 年度までの間に国・地方合わ
せて 430 兆円の公共投資を行うことを内容とする「公共投資基本計画」を策定した結果，
公共事業関係費が急増し始めた時期であり，1998 年は，日本経済が現在まで続くデフレ
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不況に陥り，緊急対策として大規模な補正予算が組まれた時期である。

　さらに，政府は，上記「公共投資基本計画」を 1997 年 6 月に改定し，1995 年度から
2007 年度までの 12 年間に 630 兆円の公共投資を行うこととした。その後，2002 年 1 月の
閣議決定により，「公共投資基本計画」は廃止され，これにより，公共事業関係費はピー
ク時より大きく減少した。しかし，依然として，日本の公共投資は，欧米諸国の平均より
高い水準にあることは先に述べたとおりである。

４　歳入面での公債残高の増加要因は景気と減税による税収の低下
　このように，国の歳出面では，1990 年以降，公共事業関係費が急増したのに対し，国
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の歳入面では，逆に，1990 年をピークとして，一般会計税収が減少の一途をたどってい
る。その結果，下記グラフを見れば明らかなように，歳出に対する歳入の不足を補うため
の特例公債発行額が急増し，現在に至るまで増加の一途をたどっている。

　この点に関しては，財務省も，公債残高の増加要因について，「また，歳入面では，景
気の悪化や減税による税収の落ち込みが主要因となっています。」と述べて，1990 年度の
税収を基準としたときの 2011 年度までの税収減が累計で 223 兆円にも達していることが
歳出面の主たる要因であることを認めている（「日本の財政関係資料」2011 年 9 月）。

５　社会保障関係費は公債残高増加の主要因ではない
　（1）財務省，財政制度等審議会の見解
　　財務省は，公債残高増加の要因について，歳出面では，「1990 年代は公共事業関係費

の増加が主要因でしたが，近年では高齢化の進行等に伴う社会保障関係費の増加が主要
因となっています。」と述べ，近年では社会保障関係費の増加が歳出面での主要因であ
るとの見解を示している（「日本の財政関係資料」16 頁，2011 年 9 月）。

　　また，財政制度等審議会は，「近年の財政状況は，急速な高齢化の進行に伴う社会保
障給付費の急増や景気の悪化による税収の減少などを主要因とし，歳出と税収のかい離
の度合いが年々深刻になるなど，悪化の一途を辿ってきた」と述べて，「社会保障給付
費」の急増と「景気の悪化による」税収の減少が「歳出と税収のかい離の度合いが年々
深刻」化してきた主要因であるとの見解を示している（「財政健全化に向けた基本的考
え方」）。

　（2）社会保障関係費の増加，社会保険料の増加と税収の減少
　　財務省は，次のグラフを用いて，1990 年度と 2011 年度の国の一般会計予算を比較
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し，「歳出の伸びの大半は社会保障関係費の伸びであり，また，国債発行額の増加は，
税収の落ち込み・社会保障関係費の伸びが影響しています。」との見解を示している。

　　確かに，上のグラフからは，社会保障関係費が 11.6 兆円（1990 年度）から 28.7 兆
円（2011 年度）に 17.1 兆円増加しているのに対し，税収は 58 兆円（1990 年度）から
40.9 兆円（2011 年度）に 17.1 兆円減少していること，特例国債による歳入は 0 円

（1990 年度）から 38.2 兆円（2011 年度）に増加していることが読み取れる。
　　しかし，まず，1990 年度と 2011 年度を比較したとき，歳出面で大きく増加している

のは社会保障関係費だけではない。国債費も 14.3 兆円（1990 年度）から 21.5 兆円
（2011 年度）に 7.2 兆円増加している。国債費とは，過去に発行した国債の元本の償還
費及び利払費である。先に述べたとおり，1989 年から 2011 年までの国の一般会計予算
における公共事業関係費の合計額が 222 兆円にも及んだことが，国債費増大の主要因で
ある。

　　次に，社会保障関係費が 11.6 兆円（1990 年度）から 28.7 兆円（2011 年度）に 17.1
兆円増加し，社会保険料も 39.5 兆円（1990 年度）から 59.6 兆円（2011 年度）に 20.1
兆円増加しているにもかかわらず，税収だけが逆に 17.1 兆円も減少しているのは，極
めて不可解である。これは，単なる「景気の悪化による税収の減少」というものではな
く，政府が，明確な政策目的をもって，税制改正を行い，減税を実施してきたからであ
る。
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 出典：国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」から作成　
　　
　　2011 年度における社会保障給付費は，次のグラフのとおり，107.8 兆円（うち年金が

53.6 兆円，医療が 33.6 兆円，介護・福祉その他が 20.6 兆円）である。
　　そして，この社会保障給付費を賄う財源は，保険料が 59.6 兆円，国税負担が 29.3 兆

円，地方税等負担が 10.1 兆円，資産収入等が 8.8 兆円である。
　　1990 年から 2011 年度までの間に，社会保障給付費は，66.3 兆円（1990 年度）から

107.8 兆円（2011 年度）に 41.5 兆円増加した。
　　この増加した 41.5 兆円を賄う財源として，社会保険料は 39.5 兆円（1990 年度）か

ら 59.6 兆円（2011 年度）に 20.1 兆円増加しているにもかかわらず，税収は逆に 17.1
兆円も減少している。そのため，2011 年度の国の一般会計において，社会保障関係費
28.7 兆円を賄うために，特例国債を発行する必要が生じたのである。
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 出典：国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」から作成　　

 出典：財務省「日本の財政関係資料 2011」　　　
　　
　　社会保険料の増加は，年金に関しては度重なる国民年金保険料の引上げと厚生年金保

険の料率及び標準報酬月額の改定によるものであり，医療に関しては保険料率の引上げ
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によるものである。
　　このうち，国民年金保険料の変遷は下記のとおりである。1990 年度の月額 8000 円に

対し 2011 年度は 15,020 円であり，約 87％引上げられている。
　　

国民年金保険料の変遷（出典：日本年金機構ホームページ）

平成元年４月～平成２年３月 ¥8,000
平成２年４月～平成３年３月 ¥8,400
平成３年４月～平成４年３月 ¥9,000
平成４年４月～平成５年３月 ¥9,700
平成５年４月～平成６年３月 ¥10,500
平成６年４月～平成７年３月 ¥11,100
平成７年４月～平成８年３月 ¥11,700
平成８年４月～平成９年３月 ¥12,300
平成９年４月～平成10年３月 ¥12,800
平成10年４月～平成11年３月

¥13,300

平成11年４月～平成12年３月
平成12年４月～平成13年３月
平成13年４月～平成14年３月
平成14年４月～平成15年３月
平成15年４月～平成16年３月
平成16年４月～平成17年３月
平成17年４月～平成18年３月 ¥13,580
平成18年４月～平成19年３月 ¥13,860
平成19年４月～平成20年３月 ¥14,100
平成20年４月～平成21年３月 ¥14,410
平成21年４月～平成22年３月 ¥14,660
平成22年４月～平成23年３月 ¥15,100
平成23年４月～平成24年３月 ¥15,020
平成24年４月～平成25年３月 ¥14,980
平成25年４月～平成26年３月 ¥15,040

　　
　　これに対し，税収の減少の原因は，法人税率の引下げ，税制改正による所得税の累進

税率の緩和，配当・株式譲渡益に対する軽減税率等の減税政策である。
　　このうち法人税率の推移については次のグラフのとおりである。
　　これによれば，法人税率（基本税率）は，40％（1989 年）→ 37.5％（1990 年）→

34.5％（1998 年）→ 30％（1999 年）→ 25.5％（2012 年）と繰り返し引下げられている。
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 出典：財務省ホームページ　　
　　
　　また，所得税の税率の推移は次の表のとおりである。
　　これによれば，1984 年以降，繰り返し累進課税が緩和され，最高税率は 75％（1974

年～）→ 70％（1984 年～）→ 60％（1987 年～）→ 50％（1989 年～）→ 37％（2000 年
～）→ 40％（2007 年～）と変遷している。

　　

1974 1984 1987 1988 1989 1995 2000 2007

税　　率

％ ％ ％ ％ ％　　万
円

％　　万
円

％　　万
円

％　　万
円

10 10.5 10.5 10 10（～
300）

10（～
330）

10（～
330）

5（～
195）

12 12 12 20 20（～
600）

20（～
900）

20（～
900）

10（～
330）

14 14 16 30 30（～
1,000）

30（～
1,800）

30（～
1,800）

20（～
695）

16 17 20 40 40（～
2,000）

40（～
3,000）

37（1,800
～）

23（～
900）

18 21 25 50 50（2,000
～）

50（3,000
～） 　 33（～

1,800）

21 25 30 60 　 　 　 40（1,800
～）

24 30 35 　 　 　 　 　
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27 35 40 　 　 　 　 　
30 40 45 　 　 　 　 　
34 45 50 　 　 　 　 　
38 50 55 　 　 　 　 　
42 55 60 　 　 　 　 　
46 60 　 　 　 　 　 　
50 65 　 　 　 　 　 　
55 70 　 　 　 　 　 　
60 　 　 　 　 　 　 　
65 　 　 　 　 　 　 　
70 　 　 　 　 　 　 　
75 　 　 　 　 　 　 　

住民税の最高税
率 18% 18% 18% 16% 15% 15% 13% 10%

住民税と合わせ
た最高税率

93%
（注）

88%
（注） 78% 76% 65% 65% 50% 50%

税率の刻み数
（住民税の税率
の刻み数）

19
－13

15
－14

12
－14

6
－7

5
－3

5
－3

4
－3

6
－1

 出典：財務省ホームページ「所得税の税率構造の推移」

　（3） 社会保障関係費は公債残高増加の主要因ではない
　　以上のとおり，1990 年から 2011 年度までの間に，社会保障給付費は，66.3 兆円
（1990 年度）から 107.8 兆円（2011 年度）に 41.5 兆円増加し，この増加した 41.5 兆円
を賄う財源のうち，社会保険料は 39.5 兆円（1990 年度）から 59.6 兆円（2011 年度）
に 20.1 兆円増加しているにもかかわらず，税収は，税制改正による法人税率の引下
げ，所得税の累進税率の緩和，配当・株式譲渡益に対する軽減税率等の減税政策により
17.1 兆円も減少している。このため，2011 年度の国の一般会計において，社会保障関
係費 28.7 兆円を賄うために，特例国債を発行する必要が生じているのであり，社会保
障関係費が公債残高増加の主要因ではない。

６　社会保障制度改革のあり方に対する財政制度等審議会の意見
　財政制度等審議会は，「財政再建に向けた基本的考え方」において，政府に対し，次の
とおり，今後の社会保障制度改革のあり方に関する意見を極めて強い論調で表明してい
る。

①　我が国の社会保障制度は，自助・自立を基本とした上で，それを「共助」と「公
助」で補完する制度である。

②　本来「共助」である年金，医療・介護等の公的保険制度においては，保険給付の財
源は社会保険料で賄うことが原則である。
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③　ところが，我が国の社会保障制度の現状を見ると，社会保険方式を採りながらも，
公費負担への依存が大きく，依存度が上昇している。

④　しかも，本来税財源により賄われるべき公費負担の財源について，特例公債を通じ
た将来世代への負担の先送りが続けられているのが現状である。

⑤　当面は，消費税増収分を活用して公費を追加し，社会保障の充実を図ることとされ
ている社会保障・税一体改革の実現が課題である。社会保障における改革の内容こそ
が消費税率引上げに当たり国民が注視しているものであり，国民の理解と納得を得る
ためには，消費税増収分を目に見える実効的な改革につなげ，その成果を国民に還元
していかなければならない。

⑥　「補完的・限定的な分野に対し，その目的を明確化しつつ，効率的・効果的に公費
を投入するとの原則」を，社会保障・税一体改革において貫徹する必要がある。具体
的には，公費追加による政策効果，公費追加の手法更には公費投入先の優先順位付け
等が厳しく検証されなければならない。

⑦　同時に，今般の社会保障・税一体改革が実現してもなお消費税収が社会保障給付費
の公費負担の総額に対して大幅に不足する見込みであるなど引き続き安定財源確保と
いう重い課題が残されているからには，社会保障の重点化・効率化に徹底して取り組
み，社会保障費の抑制に着実につなげていくことが欠かせない。

⑧　国民は，なお負担以上のサービスを享受しつつ，大きな負担を将来世代に先送りし
続けている現実を直視し，必要な負担増や給付抑制を受け容れる覚悟を持たねばなら
ない。

⑨　このような状況の下，社会保障・税一体改革を機に，既往の取組を超えて社会保障
の重点化・効率化のための新たな制度改革に踏み込むことに躊躇があってはならず，
それにより社会保障の充実の財源を捻出することも求められる。

⑩　その際，社会保障の重点化・効率化の効果が過大に甘く見積もられ，その見積もり
に基づいて社会保障の充実が行われたり，重点化・効率化の効果が発現しないうちに
先行的に社会保障の充実が図られたりすることは避けなければならない。

⑪　われわれは，今般の社会保障・税一体改革は持続可能な社会保障制度の確立に向け
た第一歩に過ぎないという認識を出発点として共有しなければならない。

⑫　政府は，なお残る社会保障給付費の公費負担の総額と消費税収の大幅なギャップに
どのように対応していくのか，更には最終的に公費負担の総額の伸びが経済の伸びと
大きくかい離しないような経済・財政との調和が図られた制度設計をどのように担保
していくのか，道筋を示していく責任がある。

　　
　しかし，上記意見は，社会保障関係費が公債残高増加の主要因であるとの認識を前提と
している点において，誤っている。
　また，「我が国の社会保障制度は，自助・自立を基本とした上で，それを「共助」と

「公助」で補完する制度である。」としている点については，社会保障制度改革推進法（2
条）と同様に，国の責任を，「家族相互及び国民相互の助け合いの仕組み」を通じた個人
の自立の支援に矮小化するものであり，国による生存権保障及び社会保障制度の理念その
ものを否定するに等しく，日本国憲法 25 条 1 項及び 2 項に抵触するおそれがあるとの批
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判（2012 年 6 月 25 日日弁連会長声明）が妥当する。
　また，「わが国の社会保障制度の現状を見ると，社会保険方式を採りながらも，公費負
担への依存が大きく，依存度が上昇している。」としている点については，社会保険と私
保険の違いを無視ないし軽視するものであるとの批判が妥当する。すなわち，基礎年金や
国民健康保険など，年金や医療など生存権保障の核心的部分についても，税財源方式では
なく社会保険方式によって実現しようとする制度を採用する以上は，社会保険料を労使折
半することができない自営業者や非正規雇用の労働者などが加入する国民年金や国民健康
保険の財政に対して国庫負担を行わなければ，保険料だけでは到底給付を行うことができ
ず，その結果，生活保護を利用することを余儀なくされる人が現在以上に大量に生み出さ
れることになるが，それでは年金・医療についても社会保険制度によって保障することと
した趣旨が全く損なわれてしまう。

第２節　どのような社会保障制度をつくるのか

第１　社会保険方式と税方式
１　社会保障制度の二つの方式
　社会保障制度には，大きく分けて，社会保険方式と税方式の二つの方式がある。二つの
方式は，歴史的な成り立ちの経緯が異なり，OECD 諸国の中でも，社会保険方式を中心
とする社会保障制度を採用している国もあれば，税方式を中心とする社会保障制度を採用
している国もある。また，一つの国を見た場合，社会保険方式だけ，あるいは，税方式だ
けという国は少なく，多くの国では二つの方式を組み合わせて社会保障制度を構築してい
る。

２　社会保険方式
　「社会保険」とは何か。私保険との対比で考えれば理解しやすい。私保険とは，個人に
生じる死亡，疾病，傷害，火災，盗難などを「事故」として捉え，あらかじめ事故発生の
確率に見合った一定の保険料を支払った加入者に事故が発生した場合に，保険者が当該加
入者に対して保険金を支払う仕組みをいう。私保険においては，「給付・反対給付均等の
原則」と「収支相当の原則」を満たす必要がある。「給付・反対給付均等の原則」とは，
加入者から見た場合に，保険料と保険金の期待値が等しいことをいう。また，「収支相当
の原則」とは，保険者が加入者から集める保険料の総額と，保険者が加入者に対して支払
う保険金の総額とが等しくなくてはならないことをいう。
　これに対して，社会保険は，国や地方自治体が保険者となって，国民・住民に対し，老
齢・障がい・疾病・失業・労働災害等による所得の喪失や医療費・介護費等の負担のため
に，貧困に陥り，健康で文化的な最低限度の生活を送ることができなくなることを防止す
ることを目的として，法律で加入と保険料の支払を義務付けるものである。社会保険にお
いては，私保険と異なり，「給付・反対給付均等の原則」と「収支相当の原則」を満たす
必要はない。社会保険は社会保障の一環であり，所得再分配機能を果たすことが求められ
るからである。
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　社会保険においては，保険料を負担するのは被保険者に限られず，厚生年金や健康保険
等の被用者保険では，被保険者を雇用する事業主も保険料を負担する。また，社会保険の
財源としては，保険料以外に国や地方自治体が負担する公費負担があり，国民健康保険や
健康保険，介護保険の場合は，医療や介護のサービス給付を利用した被保険者が，かかっ
た費用の一部を窓口で支払う一部負担金（利用者負担）もある。

３　税方式
　「社会保険方式」と異なる社会保障の仕組みとしては，「税方式」がある。税方式とは，
保険料ではなく専ら租税を財源にして給付を行う仕組みであり，国や地方公共団体の施策
として，国民や住民に対して現金又は現物（主にサービス）の提供が行われる仕組みであ
る。その典型は，公的扶助としての生活保護制度であるが，その他に，児童福祉，障害者
福祉といった社会福祉制度も含まれる ( 平成 24 年版厚生労働白書 39 頁 )。

４　社会保険方式と税方式の比較
　社会保険方式と税方式の長所と短所はおおむね表裏の関係にある。
　社会保険方式の長所は，保険料を支払ったことの見返りとして医療や年金などの給付を
受けられるという対価関係が明らかであり，そのために，権利性が明確で，保険料の支払
という負担をすることについて納得が得られやすいと言われる。
　しかし，社会保険方式の方が税方式よりも権利性が明確であるとする見解は，社会保険
と私保険の違いを見ずに「保険」という用語の持つイメージを根拠とする嫌いがあり，説
得的であるかは疑問がある。社会保険方式にせよ，税方式にせよ，権利性が明確か否かは
給付の根拠法の規定の仕方によって決まるのではないか。
　他方，社会保険方式の短所としては，社会保険の加入対象（被保険者）から除外されて
いる者や様々な理由により保険料の納付要件を満たさない者は，給付を受けられないこと
が指摘される。「無保険者」や「無年金者」と呼ばれる問題である。
　この点に関しては，厚生労働省も，「特に，事業主経由ではなく，直接本人から保険料
を徴収する国民年金制度（第 1 号被保険者）や国民健康保険制度においては，保険料の未
納や徴収漏れといった制度運用上避けられない問題があり，非正規雇用の労働者を対象と
した厚生年金保険等の適用拡大や保険料納付率向上のための効果的な未納対策も併せて重
要な課題となっている」と述べて，「無保険者」や「無年金者」の問題が重要な課題であ
るとの認識を示している ( 平成 24 年版厚生労働白書 40 頁 )。
　厚生労働省作成の「平成 23 年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によれば，国民
年金の納付率は，1996 年（平成 8 年）までは 80％を超えていたが，その後は低下の一途
をたどり，2011 年（平成 23 年）には 58.6％にまで落ち込んでいる。
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　このまま推移すれば，今後，膨大な数の無年金者が発生することが確実であり，生活保
護制度の大きな負担となることが懸念される。
　また，国民健康保険についても，厚生労働省の「平成 23 年度国民健康保険（市町村）
の財政状況＝速報＝」によれば，2011 年（平成 23 年）度の保険料収納率は 89.39％であ
り，滞納世帯数は 414 万世帯にも及んでいる。保険料滞納世帯に対しては，通常の保険証
より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があり，また，特別な理由がな
く 1 年以上滞納した場合には，保険証ではなく「資格証明書」が交付される。資格証明書
は医療機関窓口で一旦 10 割分を支払った上で，後日，申請により保険給付相当分の払戻
しを受けなければならず，窓口で支払うお金がないために医療機関を受診することのでき
ないケースの発生が避けられず，大きな社会問題となった。そのため，資格証明書を交付
された世帯であっても，18 歳未満の子どもについては，有効期間 6 か月の被保険者証を
交付することとし，取扱いが変更された。
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　これに対し，税方式では，「無保険者」や「無年金者」は生じないという長所がある。
　我が国がこれまで採用してきた「国民皆保険」政策は，生活保護利用者などのごく一部
の例外（法定免除対象者，申請免除対象者，保険料減免対象者）を除いて，大部分の国
民・住民が保険料を納付することを前提とする制度である。しかし，格差の拡大により，
保険料を納付することのできない貧困層が看過できない程度に増大し，今後改善する見通
しも立たないとするならば，「国民皆保険」政策の立案者が目指した理想を実現するため
には，税方式への移行は必然の方向ではないだろうか。

第２　社会保障の所得再分配機能
１　厚生労働省による説明
　上記のとおり，社会保険方式，税方式を問わず，社会保障には所得再分配機能を果たす
ことが求められている。我が国において，現行の社会保障制度がどのような所得再分配機
能を果たしているか，厚生労働省が「ジニ係数」の改善という指標を用いて説明を試みて
いるので，以下に見ることとする（厚生労働白書平成 24 年版 31 頁以下）。
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２　内閣府による分析
　また，内閣府が麻生内閣当時の 2009 年 7 月に公表した「平成 21 年度年次経済財政報
告」（http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je09/09b00000.html）は，次のとおり，我が国
における所得再分配の現状に関して興味深い分析を行っている。
　（以下，「平成 21 年度年次経済財政報告」239 頁以下から引用）
　　
　●格差縮小のため重要性増す所得再分配
　　高齢化等の影響で，再分配前の家計所得によるジニ係数は上昇しており，当初所得に
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おける所得格差は拡大傾向で推移している（第 3 － 2 － 11 図（1））。

　　特に，「所得再分配調査」に基づく当初所得のジニ係数は，90 年代後半以降，急速に
上昇している。一方，同調査での再分配所得，すなわち税・社会保障（医療等の現物給
付を含む）による再分配後の所得のジニ係数は緩やかにしか上昇していない。この差
は，所得再分配効果が強まったことで説明される。

　　では，こうした所得再分配効果は，どのような原因によるものだろうか。ジニ係数の
改善度を社会保障による部分と税による部分に分けてみよう。なお，社会保障費も一部
は税収から賄われるため，厳密には再分配効果を税と社会保障に分けることは難しい
が，ここではそうした側面は考慮しないこととする。結果は，社会保障による改善度が
高まっているのに対し，税による改善度が低下している（第 3 － 2 － 11 図（2））。

　　その背景として，以下の諸点が指摘できる。
　　第一に，社会保障については，高齢化の影響，すなわち単純に高齢者が増加したこと

によって年金，医療などの給付が増加したことが大きい。また，制度改正等により保険
料が上昇してきたことなども再分配効果を高める方向に作用したと考えられる。

　　第二に，税については，所得税負担軽減の一環として行われた所得税の最高税率の引
き下げや税率のフラット化など，近年の税制改正の影響などによって，その再分配機能
が低下したためと考えられる（第 3 － 2 － 11 図（3））。
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　　例えば，所得税では，88 年（昭和 63 年）改正において，所得税における最高税率の
引下げ（5,000 万円以上の所得に対し税率 60％から，2,000 万円以上の所得に対して税
率 50％に）が実施され，住民税と合わせた最高税率はそれまでの 76％から 65％に低下
した。さらに 99 年（平成 11 年）にも最高税率に引き下げ（所得税は 1,800 万円以上の
所得に対して 37％）が行われ，住民税と合わせて最高税率は 50％となっている。これ
らの年の前後に，税による所得再分配効果が低下する傾向が見られる。なお，2006 年

（平成 18 年）の税制改正では，所得税の住民税への一部移譲が行われたため，所得税の
最高税率は 40％に引き上げられたが，住民税を合わせた最高税率は 50％で変わってい
ない。

　●我が国の所得再分配効果は国際的には低め
　　次に，我が国の所得格差と再分配効果について，国際的な位置づけを確認しよう。
　　OECD 加盟国の中で再分配前と再分配後のジニ係数の水準を比べると，以下の諸点

が明らかになる（第 3 － 2 － 12 図）。
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　　第一に，再分配前所得で見ると，上位にイタリア，ドイツ，フランスなどの大陸欧州

諸国があり，続いてアングロサクソン諸国が続き，我が国はその次に位置し，OECD
平均をやや下回る程度である。我が国よりも小さいジニ係数となっているのは，北欧諸
国など欧州の小国や韓国である。

　　第二に，再分配後の所得で見ると，所得格差が大きいのは，南欧，東欧諸国に続き，
アングロサクソン諸国となっている。その次に我が国は位置し，OECD 平均をやや上
回った水準である。OECD 平均よりも格差が小さいのは，韓国，続いて西欧や北欧の
諸国となっている。

　　ここから，国際的に見ると，我が国の所得格差は再分配前では比較的小さいが，再分
配後は相対的に格差が大きい状態となっており，再分配効果はそれほど強くないことが
分かる。実際，再分配効果の大きさをジニ係数の改善幅で諸外国と比較すると，年を経
るにしたがい強まってはいるものの，英国やカナダなどアングロサクソン諸国と同程度
であり，OECD ベースのデータで見る限り，我が国の所得再分配機能は高いものでは
ないことが分かる。国民負担率や，社会保障給付の対 GDP 比率が相対的に低いことが
背景の一つとして考えられよう。

　●社会保障を通じた再分配の強まりは先進国共通の特徴
　　では，このような再分配効果のうち，税による部分と公的移転による部分について

は，我が国は国際的にどのような位置にあるのか見てみよう。なお，ここで扱う公的移
転は，社会保障による現金給付にほぼ等しい概念であり，保育や医療，介護といった現
物給付は含まれていない（第 3 － 2 － 13 図）。
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　　第一に，公的移転による再分配効果については，我が国は OECD 加盟国の中では小
さいグループに入る。スウェーデン，ベルギー，デンマークなどが上位を占めており，
アメリカと韓国は公的移転による再分配効果が日本より小さい。

　　第二に，税による再分配効果の大きさを見ると，我が国は OECD 加盟国の中で最も
小さい。韓国がこれに次ぐが，それ以外の国は効果の相対的に小さい国でも日韓と比べ
れば遥かに高い水準にある。

　　第三に，どの国でも公的移転による再分配効果が，税によるそれを上回っている。
OECD 平均では，前者が後者の約 2.5 倍に達している。先進国ではどこでも高齢化の
ために社会保障による再分配が進んでいるといえよう。我が国は，税による再分配効果
が極めて小さいため，相対的に公的移転に対する依存度が高くなっている。

　●我が国の相対的貧困率は上昇傾向
　　ここで，再分配後の所得の相対的貧困率についても，OECD 加盟国の中での我が国

の位置を見ておきたい。なお，OECD による国際比較では，中央値の 50％の所得を得
られない家計を貧困層としている。その結果を見ると，以下のような点が特徴的である

（第 3 － 2 － 14 図）。
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　　第一に，我が国家計の再分配所得に関する相対的貧困率は，2000 年代半ばで 15％程
度となっている。この比率は 2000 年前後までは上昇が続いていたが，2000 年代半ばに
かけてやや低下した。Ｇ 7 諸国で時系列の推移を比べると，英国，フランスでは漸減傾
向となっている。これに対し，アメリカは横ばい圏内の動き，ドイツは一貫して上昇が
続いている。このように，再分配所得の貧困率の動きは一様ではなく，社会保障制度等
の再分配制度の差や世帯構成，高齢化の進展度合いなどが反映されていると考えられ
る。

　　第二に，国際的に水準を比較しても，我が国の相対的貧困率は，韓国，アイルランド
などと同程度で，アメリカ，メキシコ等の最も貧困率が高いグループに次ぐグループに
属し，OECD 加盟国の中でも相当程度高い水準にある。これはドイツやフランスとい
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った大陸欧州諸国よりも遥かに高く，労働市場の分類ではアメリカに近かった英国やオ
ーストラリアよりも高い。我が国は相対的に高齢化が進展しており，相対的貧困率を高
める一つの要因となっていると考えられる。

　　ただし，使用する統計によってその水準は異なってくるため，相当の幅をもって解釈
しなければならない。OECD による国際比較研究においては，我が国に関するデータ
は「国民生活基礎調査」が用いられており，ジニ係数や再分配効果が大きくなりやすい
ことに注意が必要である。

　●給付と負担に占める低所得層のウエイトで見ても所得再分配効果は低い
　　我が国の所得再分配の状況を示すもう一つの指標として，年齢と関係なく，一定の社

会保障給付や税・社会保険料負担について，低所得層のウエイトを他の OECD 加盟国
と比べてみよう。具体的には，低所得層として，所得の下位 20％層に絞り，間接税を
除く税・社会保険料負担全体に占めるこの層の負担額の割合（負担割合）と，公的移転
給付全体に占めるこの層への給付額の割合（給付割合）について，各国における 2000
年前後の変化をそれぞれ見てみる（第３－２－ 15 図）。

　　第一に，我が国では，低所得層の負担割合は低下しているものの，各国と比較して相
対的に高い位置にある。第二に，低所得層への給付割合については，我が国は，高齢化
の影響があるにもかかわらず，微増にとどまっており，比較的低い位置にあることが分
かる。これは，我が国における所得再分配効果が，各国と比較して大きくないことの要
因の一つであると考えられる。

　　ただし，この議論では，受益面では医療・介護・保育サービスといった現物給付，負
担面では間接税が考慮されていないことや，国により大きく異なる給付と負担の規模の
大小関係により所得再分配効果が変化することには留意が必要であろう。

 （引用終わり）　
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第３　選別主義と普遍主義
　社会保障制度は，上記のとおり，財源の観点から社会保険方式と税方式に大別される
が，給付対象の観点からは選別主義と普遍主義に分類される。

１　選別主義
　選別主義は，ミーンズテスト（資産と収入の調査）を行い，所定の基準以下の者を選別
して，給付を行う方式である。日本の生活保護制度はその典型である。日本では，生活保
護以外の社会保障制度でも，所得制限が設けられている場合が多い（無拠出の障害基礎年
金，児童扶養手当，特別児童扶養手当，求職者に対する住宅手当ほか）。

２　普遍主義
　これに対して，普遍主義の典型例はイギリスの医療保障制度である NHS（National 
Health Service，国民保健サービス）である。NHS では，イギリス国民であることを条件
に，国民全員に対して，無料で医療サービスを現物給付している。NHS と同様の医療保
障制度を採用している国として，カナダ，オーストラリア，イタリア，スペインほかがあ
る。また，全児童を対象とする家族手当の給付は，スウェーデン，ノルウェー，デンマー
ク等の「高福祉高負担」といわれる北欧諸国のほか，「中福祉中負担」といわれるドイ
ツ，フランス，イギリスなどの国でも行われている。

３　選別主義の社会保障によって貧困をなくすことはできない
　選別主義と普遍主義の違いは上記のとおりであるが，貧困をなくすという政策目的は，
選別主義の社会保障制度によっては達成することができないとの指摘がなされている。
　厳格なミーンズテストによって「本当に困っている人」と認定された人だけを対象とす
る社会保障制度は，必然的にその利用をためらわせる。多くの人にとって，自立・自助が
不可能な「本当に困っている人」と認定されることは，自尊心を傷つけられることであ
り，そこには大きな心理的障害がある。
　さらに，2012 年の春に突然始まり現在も続いているマスコミによる「不正受給」追及
キャンペーンと政府による生活扶助基準の引下げ及び生活保護法改正の動きは，一般市民
とりわけ生活保護を利用していない低所得層からの生活保護利用者に対する反感を増幅さ
せ，生活保護を現に利用している者及びこれから利用しようとする者に対し，極めて強力
な心理的圧迫を加えている。
　そして，このように，生活保護を利用していない低所得層の中に，生活保護利用者に対
して反感を持つ者が存在することには，客観的な理由がある。
　すなわち，一旦生活保護を利用するに至れば，生活扶助のほか，教育扶助，住宅扶助，
医療扶助，介護扶助，出産扶助，生業扶助，葬祭扶助とライフサイクル全般の需要に対応
する給付が保障され，また，国民年金保険料や国民健康保険料を納付する必要もなくな
る。現行の生活保護基準が憲法 25 条の保障する健康で文化的な最低限度の生活を満たす
ものと言えるかどうかはともかく，生活保護を利用していない低所得層から見れば，何ゆ
え，生活保護利用者だけがこのように生活全般について給付を受けることができる一方
で，生活保護を利用せずに頑張ってギリギリの生活をしている自分たちは何らの給付も受
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けられず，国民年金保険料や国民健康保険料の負担を免れることもできないのか，これは
不公平ではないか，との思いを抱くのはある意味では当然とも言える。
　現在，我が国で進められようとしている保護基準の引下げとミーンズテストと扶養義務
の強化を主な内容とする生活保護法改正の動きは，このような生活保護を利用していない
低所得層の生活保護利用者に対する反感を一層強め，これを利用する形で進められてい
る。
　しかし，保護基準を引き下げ，受給を抑制する方向で生活保護法が改正されても，それ
によって，生活保護を利用していない一般低所得層は何らの見返りを得ることもできな
い。それどころか，保護基準の引下げと受給の抑制は，今まで以上に，低所得層が生活保
護を利用することを困難にし，賃金の引下げ圧力として作用する。また，保護基準の引下
げに連動して住民税非課税限度額が下がることにより，従来は非課税であった人が課税さ
れ，保育料，介護保険料，国民健康保険料，就学援助など多方面に不利益が及ぶ。その結
果，一層貧困が増大する。そして，低所得世帯の消費水準が低下すれば，「一般低所得世
帯との均衡」を理由として，さらに保護基準が引き下げられる。
　これはまさに「負のスパイラル」である。このように，選別主義の社会保障によって貧
困をなくすことはできない。

第４　福祉レジーム論による分析
　デンマーク出身の社会政策学者であるエスピン - アンデルセンは，社会保障において
国・市場・共同体（地域や家族）の果たす役割に着目し，世界の国々の社会保障制度を，

「自由主義レジーム」，「社会民主主義レジーム」，「保守主義レジーム」の三類型に分類す
る「福祉レジーム論」と呼ばれる理論を提唱し注目されている。
　エスピン - アンデルセンの福祉レジーム論に関しては，厚生労働白書平成 24 年版の解
説が詳しいので以下に引用する。
　厚生労働白書は，「エスピン - アンデルセンは，日本の現状の福祉システムは，自由主
義レジームと保守主義レジーム双方の主要要素を均等に組み合わせているが，いまだ発展
途上であり，独自のレジームを形成するかどうかについては結論を留保している。国や地
域ごとの歴史的な経緯や社会経済情勢により，どのような社会保障・福祉国家が形成され
るかは異なってくる。私たちは，日本をどのような社会にしたいか，社会保障はどうある
べきかを議論するに当たっては，第 1 節で説明した「国家」，「共同体（家族や地域）」，

「市場」という 3 つの福祉の生産・供給主体それぞれの特徴や機能を踏まえ，他の先進諸
国の状況も参考にしながら，これらをどのように組み合わせていくのが最適なのかという
視点を入れて考える必要がある。」と述べている。
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第５　どのような社会保障制度を作るのか
１　私たち自身が十分に議論して決めるべきである
　厚生労働白書平成 24 年版も述べているとおり，「日本をどのような社会にしたいか，社
会保障はどうあるべきか」は，他の先進諸国の状況も参考にしながら，私たち自身が議論
し，選択して決めるべき事柄であり，あらかじめ答えが決まっているというものではな
い。また，選択のための議論は，あらゆる情報や統計資料を公開し，名実ともに国民各分
野各階層の代表によって構成される国民的会議体において，十分に時間をかけて行われる
べきである。

２　社会保障制度改革推進法の「基本的考え方」
　2012 年 8 月に成立した社会保障制度改革推進法は，「安定した財源の確保」，「受益と負
担の均衡」，「持続可能な社会保障制度」（1 条）の名の下に，国の責任を，「家族相互及び
国民相互の助け合いの仕組み」を通じた個人の自立の支援に矮小化するものであり（2 条
1 号），国による生存権保障及び社会保障制度の理念そのものを否定するに等しく，日本
国憲法 25 条 1 項及び 2 項に抵触するおそれがある（2013 年 6 月 25 日日本弁護士連合会
会長声明）。
　同法（2 条 3 号）は，「年金，医療及び介護においては，社会保険制度を基本とし，国
及び地方公共団体の負担は，社会保険料負担に係る国民の負担の適正化に充てることを基
本とする」として，年金・医療・介護の主たる財源を国民が負担する社会保険料に求め，
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国と地方の負担については補助的・限定的なものと位置付けている。しかし，年金・医
療・介護について，今後も社会保険方式を続けることがよいのか，税方式に移行すべきで
はないかという根本的な問題についての国民的議論をあらかじめ排除してしまうことは妥
当ではない。
　また，財源面では大幅に公費負担の割合を低下させることが懸念される。
　同法（2 条 4 号）は，社会保障給付に要する公費負担の費用は，消費税及び地方消費税
の収入を充てるものとするとしているが，財源の確保は，憲法 13 条，14 条，25 条，29
条などから導かれる応能負担原則の下，所得再分配や資産課税の強化等の担税力のあると
ころからなされなければならない。
　さらに，同法（4 条）は，新設する社会保障制度改革国民会議の審議を経て社会保障制
度改革を具体化する立法措置を講じるものとしているが，社会保障制度改革をめぐる国民
的議論は，全国民の代表である国会において，全ての政党・会派が参加し，審議の全過程
を国民に公開すべきであり，内閣総理大臣が任命する僅か 20 名の委員による審議に委ね
ることは民主主義の観点から不適切である。

３　租税負担及び社会保障負担の国際比較
　下のグラフは，国立社会保障・人口問題研究所のデータに基づき，租税負担及び社会保
障負担（国民所得比）の国際比較を行ったものである。日本は，1970 年代から現在まで
一貫して，アメリカとほぼ同じ水準（30％台）であり，イギリス（50％前後）・ドイツ

（50％前後）・フランス（60％台）・スウェーデン（60％～80％）と比較して格段に租税負
担及び社会保障負担（国民所得比）が低いことが分かる。

４　租税負担と社会保障負担の割合の国際比較
　下のグラフは，同じく国立社会保障・人口問題研究所のデータに基づき，租税負担と社
会保障負担の割合（国民所得比）の国際比較を行なったものである。租税負担の割合が高
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いのはイギリス，アメリカ，スウェーデンであり，社会保障負担の割合が高いのはドイツ
とフランスである。日本は，1990 年を境に租税負担の割合が低下し，社会保障負担の割
合が増え続けている。

５　租税・社会保障負担の構成の推移
　下のグラフは，我が国の租税・社会保障負担の構成の推移を表したものである。
　1990 年以降，個人所得課税と法人所得課税の割合の減少が続く一方で，一般消費税と
社会保険料（費用者負担，事業主負担）の割合が増加し続けていることが分かる。
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 「よくわかる社会保障と税制改革」のデーから作成　　　　 　

６　社会保障給付費の財源内訳の推移
　下のグラフは，我が国の社会保障給付費の財源内訳の推移を示したものである。
　1975 年から 1995 年までは公費（国庫負担金）の割合が低下し，社会保険料（被保険者
負担・事業主負担）の割合が増加していたが，2000 年以降，公費（国庫負担金）の割合
が増加する傾向にあることが分かる。

７　社会支出の国際比較
　下のグラフは，社会支出（社会保障給付費に加えて，施設整備費等の個人に帰着しない
支出及び就学前教育，自賠責保険，生活保護以外の住宅関係費等の制度も集計範囲に含
む）の国際比較を表したものである。これによれば，日本の社会支出は，アメリカより大
きいが，ヨーロッパより小さいことが分かる。
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８　政策分野別社会支出の推移
　次のグラフは，ILO 定義に基づく政策分野別社会支出の推移を表したものである。
　これによれば，1990 年から 2010 年まで一貫して，「高齢」と「保健」で社会支出全体
の約 80％を占めていることが分かる。これに対して，「家族」や「住宅」分野への社会支
出は一貫して小さい。
　ILO 定義による「高齢」分野の社会支出とは，「退職によって労働市場から引退した人
に提供される全ての給付」を言い，厚生年金，国民年金その他の老齢年金と介護保険給付
及び社会福祉の老人福祉サービスなどが含まれる。また，「保健」とは，「病気，傷害，出
産による保護対象者の健康状態を維持・回復・改善する目的で提供される給付」をいう。
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 出典　国立社会保障・人口問題研究所「平成 22 年度社会保障費用統計」　　　　　
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９　政策分野別社会支出の構成割合の国際比較
　次のグラフは，2009 年度の政策分野別社会支出の構成割合の国際比較を示したもので
ある。これによれば，日本の特徴は，「家族」分野の社会支出の割合が著しく小さい

（4.1%）ことである。「家族」分野の社会支出とは，「子どもその他の被扶養者がいる家族
（世帯）を支援するために提供される給付」をいう。これに対し，ヨーロッパの国は，イ
ギリス（15.31%），ドイツ（7.27%），フランス（9.88%），スウェーデン（12.39%）と

「家族」分野の社会支出の割合が高い。
　また，日本は「住宅」分野への社会支出の割合が極めて小さい（0.69%）。「住宅」分野
とは，「住居費の援助目的で提供される給付（資力調査を行うもの）」をいう。これに対
し，イギリス（5.81%），ドイツ（2.23%），フランス（2.61%），スウェーデン（1.57%）
等，ヨーロッパの国は「住宅」の割合が日本に比べて高い。

10　まとめ～どのような社会保障制度を作るのか～
　以上の検討に基づき，我が国においてどのような社会保障制度を作るのかを考える際に
重要なポイントをまとめると次のとおりである。

①　無保険者や無年金者が発生しないようにするため，基礎年金・医療・介護は社会保
険方式から税方式へ転換することが必要である。

②　社会保険方式から税方式への転換は，社会保障による所得再分配効果を高めるため
にも必要である。

③　「家族」分野及び「住宅」分野への社会支出を抜本的に増加させるべきである。具
体的には，全ての子どもを対象とする十分な額の児童手当や一般低所得者に対する住
宅手当（家賃補助）の制度を設けるべきである。

④　社会保障の財源のうち，公費（国庫負担分）は，逆進性のある消費税ではなく，
1990 年以前のように，累進課税を強化した個人所得税及び法人所得税をもって賄う
べきである。そうすることが社会保障による所得再分配効果をより高めることに資す
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るからである。
⑤　国の財政状況が悪化した主たる原因は，社会保障給付費の増加に伴い一般会計の社

会保障関係費が増加したことではなく，「公共投資基本計画」に基づき，1990 年以降
も国の一般会計から多額の公共事業費が支出されたことや，1990 年以降に累進課税
を緩和する方向での所得税減税と法人税率の引下げが繰り返されたことが主原因であ
ることを明確に確認する必要がある。

⑥　国の財政健全化目標達成のために「持続可能な社会保障」，「重点化・効率化」の名
による社会保障削減を進めるべきではない。

第３節　住宅政策

第１　住宅にまつわる社会問題
　2013 年，「脱法ハウス」と呼ばれる，オフィス・倉庫等の用途に供していると称しなが
ら多人数の居住実態がある建築物や，マンションの住戸又は戸建住宅を改修して多人数の
居住の用に供している建築物について，国土交通省が実態調査に乗り出した。入居時に保
証人や敷金などが不要で，特に若者で低所得者が，一般住宅を賃借できずに利用するが，
各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている，窓がないなど建築基準法に違反している
疑いのある建築物で，非常時の危険性は著しく高い。
　また，主に生活保護受給者を対象に，1 か月 8 万円ないし 9 万円を利用料と称して徴収
し，劣悪な環境で生活させる無料低額宿泊所は，2011 年の厚生労働省の調査によれば，
法的位置付けのある施設は全国で 488 か所，法的位置付けのない施設については全国で
1314 か所に上ることが判明している。
　いずれも，低所得者層に対する住宅供給が不十分であることの事象である。

第２　住宅政策の歴史
１　法の整備と変遷
　終戦直後の日本の住宅不足数は 420 万戸と言われている。空襲で焼失した住宅（約 210
万戸）や戦時中の供給不足（約 118 万戸）によるものであるが，当時，個人が住宅建設の
ため資金を調達しようとしても，住宅向けの長期の融資が実現される金融環境ではなかっ
た。
　徐々に経済が復興してきた 1950 年，「国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅
の建設及び購入（住宅の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含む。）に必
要な資金について，銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを自ら融
通すること」を目的として，長期かつ低利で住宅建築等の資金を提供する住宅金融公庫が
設立された。
　続いて，1951 年，「国及び地方公共団体が協力して，健康で文化的な生活を営むに足り
る住宅を建設しこれを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することによ
り，国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」を目的として公営住宅制度が制定
された。これは，住宅困窮者に対して居住の確保を国及び地方公共団体が保障するという
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生存権保障の役割を担うものであり，憲法 25 条が規定する生存権保障を住宅政策におい
て具体化するものであった。
　さらに 1955 年，「住宅不足の著しい地域において，住宅に困窮する勤労者のために耐火
性能を有する構造の集合住宅及び宅地の大規模な供給を行うとともに，健全な新市街地を
造成するために土地区画整理事業を施行すること」を目的に日本住宅公団が設立された。
住宅公団は，大都市に集中し始めた勤労者のために，低所得層だけでなく，一般勤労世帯
についても居住を保障する機能を有していた。
　このように，公的資金による住宅供給体制が構築され，都市への人口流入，公団住宅の
建設，宅地開発，住宅金融公庫融資による定年までの住宅ローンを利用した持家取得のラ
イフサイクルが出来上がっていった。
　しかし，少子高齢化の急速進展を踏まえ，「住生活全般の質の向上」を図る政策への転
換が図られるようになった。2001 年，「都市基盤整備公団」が廃止され，2003 年に「独立
行政法人都市再生機構」が設立された。「住宅金融公庫」は 2003 年に住宅金融公庫法・住
宅融資保険法の一部改正が制定，施行され，公庫業務に民間住宅ローンの証券化（債権を
投資家に売却する仕組）支援業務が導入され，住宅金融公庫は 2007 年 3 月で廃止され
た。一方，公営住宅は 1996 年に公営住宅法が抜本的に改定され，第一種，第二種区分の
廃止，対象階層の引上げ（収入分位 25％階層まで），高齢者・障がい者については 40％階
層まで自治体の裁量で引き上げることを認めた。さらに民間賃貸住宅の借上げ・買上げ方
式を導入して公営住宅の供給方法を多様化し，家賃については市場家賃を基準として，こ
れに入居者の負担能力や立地条件を考慮した減額を行うという応能応益家賃制度が採用さ
れた。結果，公営住宅は低所得者や高齢者などの利用に限定化されるようになった。

２　住宅神話の崩壊
　戦後の日本の住宅政策は，高度経済成長やオイルショック，バブル崩壊，構造改革など
社会的，経済的背景を受けながら，持家政策の推進だけは一貫して推し進められた。
　終身雇用制と年功序列賃金制の下では，年齢が上がると所得も上がる。人々の多くは標
準的な家族（夫婦と子ども）を形成し，標準的なライフコースをたどる。住宅・土地価格
が急速に上昇することによって，持家世帯はキャピタル・ゲインを手にいれ，住宅所有は
有利な資産を形成した。借家から持家へ，マンションから一戸建てへ，狭小住宅から大き
な住宅へ，という住み替えが促された。
　しかし，1990 年以降，経済は停滞し，人々の所得は上がらず，成果主義の導入や大規
模なリストラなどが行われ，階層間の格差が拡大し固定化するようになった。バブル経済
が崩壊し，持家はデフレーションに見舞われ，その資産としての安全性が消え去った。さ
らに企業の終身雇用制と年功序列賃金に支えられた勤労者の住宅所有システムが根底から
崩れてきた。所得が減少し公庫融資の滞納が目立つようになる。雇用の安全性が減退し所
得が伸びず，住宅所有のための負債が増え，住宅資産はますます減少する事態が起きる。
　かつて，若い社員は社宅に入居し，あるいは家賃補助を受け取った。持家を取得しよう
とする社員は社内の貯蓄制度と住宅融資制度を利用した。しかし，不況が長引く中で，住
宅関係の社内制度が存続するかは不透明になった。
　かくして，「住宅を持つ」ということが社会経済的リスクに変換されていった。
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３　住生活基本計画
　一方，国の施策としては，上記のとおりに公庫や公団等について抜本的な改革を行い，
2006 年 6 月に住生活基本法を制定した。また同年 9 月には，同法に掲げられた基本理念
や基本的施策を具体化して推進するための基本計画（住生活基本計画）が閣議決定され
た。
　この住生活基本計画の概要は，以下のとおりである。

 出典：国土交通省ホームページ「住生活基本計画（全国計画）」から抜粋　　
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第３　住宅政策の概要
１　公営住宅等
　（1）公営住宅制度
　　各都道府県又は市町村が国の助成を受けて建設，買取等を行い，低所得者に賃貸する

ための住宅で，2011 年 3 月末のストックは 217 万戸に上っている。家賃は入居者の収
入や立地条件・経過年数などから地方公共団体が定めるが，入居資格は条例で定める収
入基準を満たすこと，現に住宅に困窮していることが明らかなこととされている。入居
の先行は公開抽選方式が一般的であるが，特に困窮度が高い高齢者・母子・障がい者世
帯については優先的に入居できる場合がある。

　（2）地域優良賃貸住宅
　　2007 年，公的賃貸住宅制度の再編により，子育て世帯等，居住の安定に配慮が必要

とされる世帯を念頭に，整備費・家賃減額のための助成を通じて良質な賃貸住宅の供給
を促進するために制度化された賃貸住宅である。収入分位 80％以下のうち，高齢者・
障がい者・子育て世帯や，災害等特別な事情がある場合の世帯が利用できる。

　（3）特定優良賃貸住宅
　　1993 年に「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく制度として創設

されたものであり，民間の土地所有者等に対し，建設費に対する助成，家賃減額のため
の助成等を行うことなどにより中堅所得者向けの良質な賃貸住宅を提供するものであ
る。2007 年までに約 22 万個が供給されている。

　（4）サービス付高齢者向け住宅
　　介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する制度であり，「高齢者の

居住の安定確保に関する法律」に基づく制度である。バリアフリーなどの基準が設けら
れ，安否確認・生活相談サービスの提供なども行われるのが建前である。

２　住宅金融支援機構
　旧住宅金融公庫は，戦後の住宅不足に対応して，住宅の建設を促進するため，計画的か
つ安心して住宅を取得できるようにするため，長期・固定・低利の資金を提供するととも
に，独自に定める技術基準を満たす住宅を融資対象とする。
　しかし，民間活力の活用と市場重視の政策により，直接の融資から民間金融機関による
融資の支援・補完へとシフトすることが求められるようになった。
　そのため，2007 年，住宅金融公庫は廃止され，住宅金融支援機構が設立された。
　住宅金融支援機構の役割としては，①官民の適切な役割分担の下に，安心感の高い長
期・固定金利の住宅ローンが職業や地域等による画一的な選別なく，安定的に供給される
よう，証券化支援業務等を通じて民間金融機関による資金融通の支援業務，②災害復興住
宅や密集市街地建替え等，政策的に重要で民間金融機関では対応が困難な分野における直
接融資業務が挙げられる。

３　都市再生機構
　日本住宅公団は，1955 年，住宅不足の著しい地域における勤労者のための住宅建設や
大規模な宅地開発などを目的として設立された。
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　1981 年，日本住宅公団と宅地開発公団が統合され，住宅・都市整備公団が設立された。
そして 1999 年，健康で文化的な都市生活等を実現するための都市の基盤整備へと重点を
置く都市基盤整備公団が設立され，さらに 2004 年，都市再生に民間を誘導することを目
的とした都市再生機構が発足した。
　都市再生機構は，民間事業者による都市再生の推進を図ることを目的とする他，高齢者
や子育て世帯等の住宅セーフティネットとしての役割や，災害復興に際して，被災者への
住宅提供，応急仮設住宅建設用地の提供などを行っている。

４　住宅にまつわる税制度
　（1）取得にかかる税金
　　住宅取得にかかる税金には，印紙税・登録免許税・不動産取得税・消費税がある。
　　印紙税は国税で，契約額に応じて税額が決定される。
　　登録免許税も国税で，所有権保存登記には不動産価額の 1000 分の 4，所有権移転登

記は同 1000 分の 20，抵当権設定登記には債権金額の 1000 分の 4 という税金がかかる。
　　不動産取得税は地方税で，不動産価格（固定資産評価額）の 100 分の 4 と設定されて

いる。
　　消費税には国税と地方税があり，2013 年時点では住宅の譲渡等にかかる対価の額の 5

％と設定されている。ただし，土地の譲渡及び賃貸住宅の賃料は非課税とされている。
　（2）取得にかかる特例措置
　　一方，住宅取得の促進などの観点から，種々の税制特例も設けられている。
　　金融機関等から返済期間 10 年以上の住宅ローンを受けて住宅を新築等した場合，一

定期間は住宅ローン残高の一定割合を税額から控除される住宅ローン減税をはじめと
し，住宅用家屋には登録免許税や不動産取得税についても軽減措置が講じられている。

　　さらに改修の場合も，耐震改修促進税制，バリアフリー改修促進税制，省エネ改修促
進税制などによる減税制度がある。

　（3）維持にかかる税金
　　住宅維持にかかる税金には固定資産税と都市計画税がある。いずれも地方税で，固定

資産評価額に対し，前者は 100 分の 1.4 相当額が，後者は 100 分の 0.3 相当額が課税さ
れる。

　　また固定資産税や都市計画税にも一定の条件の下，軽減措置が取られている。

第４　福祉分野における日本の住宅政策
１　住宅政策費
　（1）政策分野別社会支出
　　2010 年度の社会支出を政策分野別に見ると，「高齢」が最も多く（47.3％），次いで
「保健」（31.7％），「遺族」（6.3％），「家族」（5.5％），「障害，業務災害，傷病」（4.8
％），「失業」（1.3％），「積極的労働市場政策」（1.2％），「他の政策分野」（1.1％），そ
して最下位が「住宅」（0.7％。8083 億円）となっている。

　　ここで言う「住宅」とは，公的住宅や対個人の住宅費用を減らすための給付を計上し
たものであり（OECD 定義），生活保護における住宅扶助の他，住宅対策事業費などが
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該当する。純粋な住宅扶助に限った場合には（いわゆる機能別社会保障給付費），「住
宅」関連支出は 0.5％（4426 億円）に過ぎない。

　（2）平成 25 年度国土交通省住宅局予算
　　一方，国土交通省住宅局関係予算は，住宅対策費として合計 1450 億円，うち公的賃

貸住宅家賃対策に 100 億円，民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業に 100
億円が計上されている。

２　住生活基本計画
　2013 年 3 月 15 日，今後 10 年間を計画期間とする新たな「住生活基本計画（全国計
画）」が閣議決定された。
　そのうち，住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が目標の一つとして挙
げられている。
　その内容は，低額所得者，被災者，高齢者，障がい者，子どもを育成する家庭，外国
人，ホームレス等の住宅の確保に特に配慮を要する者がそれぞれの特性に応じて適切な住
宅を確保できるよう，公営住宅等公的賃貸住宅を的確に供給するとともに民間賃貸住宅へ
の円滑な入居の支援を推進し，これらが相まった重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット
の構築を目指すとするもので，①公平かつ的確に公営住宅を供給する，②公的賃貸住宅の
供給を促進するとともに，民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため，地方公共団体，
賃貸住宅管理業者，居住支援を行う団体等から構成される居住支援協議会に対する支援を
行い，民間賃貸住宅に関する情報の提供や必要な相談体制の整備等を図る，③既存ストッ
クの有効活用を図りつつ，公営住宅制度を補完する重層的な住宅セーフティネットの構築
を図るため，地域住宅協議会の活動等を通じて，各種公的賃貸住宅制度の一体的運用やス
トック間の柔軟な利活用等を円滑に行うことなどが基本的な施策として掲げられている。

３　住宅セーフティネット法
　住生活基本法の成立に当たり，参議院国土交通委員会で付帯決議がなされた結果，2007
年 7 月，「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（いわゆる住宅
セーフティネット法）が制定された。同法は，住生活基本法の四つの基本理念のうちの四
番目を踏まえたもので，「低額所得者，被災者，高齢者，障がい者，子どもを育成する家
庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者（以下「住宅確保要配慮者」という。）に対す
る賃貸住宅の供給の促進に関し，基本方針の策定その他の住宅確保要配慮者に対する賃貸
住宅の供給の促進に関する施策の基本となる事項等を定めることにより，住宅確保要配慮
者に対する賃貸住宅の供給の促進を図り，もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に
寄与することを目的とする。」と規定されている。またここに言う公的賃貸住宅とは，①
地方公共団体，都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する住宅（公営住宅，特定優良
賃貸住宅，高齢者向け優良賃貸住宅等），②地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安
定を確保し，その供給の促進を図るために補助を行う賃貸住宅であり，それ以外の賃貸住
宅は「民間賃貸住宅」としている。

４　住宅セーフティネットの機能不全
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　しかし，これらの住生活基本計画や住宅セーフティネット法に対しては様々な批判が投
げかけられている。
　住宅政策の理念というよりも，市場主義的な住宅政策の展開方向を示したものであっ
て，生存権の保障という国の国民に対する責務を定めたものではない。また，セーフティ
ネット法における住宅確保要配慮者に位置付けられるカテゴリーに，一貫した基準がな
い。例えば低所得者も住宅確保要配慮者に含まれるが，低所得である以外に特徴のない
人々が，それ以外の特徴的な類型のカテゴリーの人々に優先して，数的に限度のある公営
住宅等に入居できる可能性は高くない。
　そもそも，現状において，公営住宅の新規建設はゼロという事態が 2003 年以降続いて
いる。少ない募集戸数に応募が殺到して高倍率（2006 年度の全国平均 9.6 倍。東京都は
34.3 倍，大阪府は 14.3 倍。）となり，容易に入居できない。このような物件が果たして
セーフティネットとしての機能を有するかは大いに疑問である。
　さらに，公営住宅を補完する役割を持つ都市再生機構の UR 賃貸住宅（旧公団住宅），
公社住宅などの公的賃貸住宅についても，家賃が高いという批判が当てはまるほか，民営
化の検討が進められている公団・公社住宅はいくつもある。住宅確保用配慮者が利用でき
る公的住宅は減少する一方である。

５　住宅手当事業
　厚生労働省は，2009 年 10 月，住宅手当緊急特別措置事業を開始し，離職者であって就
労能力及び就労意欲のある者のうち，住宅を喪失又は喪失するおそれのある者を対象とし
て，6 か月間を限度として住宅手当を支給するとともに，住宅及び就労機会の確保に向け
た支援を行うこととした。
　2013 年 4 月より「住宅支援給付」と名称を変更し，制度も一部変更された。支給対象
者は，①離職後 2 年以内の者及び 65 歳未満であること，②離職前に主たる生計維持者で
あったこと（離職前には主たる生計維持者ではなかったが，その後離婚等により，申請時
には主たる生計維持者となっている場合も含む。），③就労能力及び常用就職の意欲があ
り，ハローワークに求職申込みを行うこと，④住宅を喪失している者または賃貸住宅に居
住し住宅を喪失するおそれのあること，⑤申請者及び申請者と生計を一つにしている同居
の親族の収入の合計額が一定以下の金額であること，⑥申請者及び申請者と生計を一つに
している同居の親族の預貯金の合計が，単身世帯で 50 万円以下，複数世帯で 100 万円以
下であること，⑦国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等（職業訓練受講
給付金等）及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を，申請者及び申請者と生活を
一つにしている同居の親族が受けていないこと，⑧申請者及び申請者と生計を一つにして
いる同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと，の各要件を満たす者である。
　住宅支援給付の支給額は，単身世帯で月収 8.4 万円以下または 2 人以上世帯で月収
17.2 万円以下の場合は家賃額（住宅支援給付基準額（地域によって異なる）を上限賃貸
住宅の家賃額）となり，各月収を超える場合には家賃額との差額を負担することになる。
　また，支給期間は原則 3 か月で，一定の条件を満たした場合は最大 9 か月間受給するこ
とができることとなっている。
　しかし，日本でのいわゆる家賃補助制度は，生活保護を除けばこの住宅支援給付制度し
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かない。

６　諸外国の家賃補助制度
　（1）アメリカ
　　アメリカでは，先着順に住宅バウチャー（家賃支出に限定した補助）を交付する家賃

補助制度がある。2009 年時点で見ると，総支給世帯数は 3371 千世帯（全世帯比：2.9
％），総支給額は 1 兆 9535 億円（対 GDP 比：0.16％）であり，全額が国費負担であ
る。

　（2）イギリス
　　イギリスでは，全借家を対象に，資産要件等を満たす者に必ず給付される。家賃，所

得，家族構成に応じて支給額を算定され，2009 年では総支給世帯数は 4607 千世帯（全
世帯比：17.8％），うち公営住宅は 1504 千世帯，登録社会住宅（RSL）では 1739 千世
帯，民間賃貸住宅では 1364 千世帯の利用状況となっている。総支給額は 2 兆 6535 億円

（対 GDP 比：1.4％）で，全額国費負担である。
　（3）フランス
　　フランスでは，全持家と借家が対象となっており，所得要件等を満たす者に必ず給付

される。家賃，所得，家族構成に応じて支給額を算定されるが，2008 年では総支給世
帯数 6145 千世帯（全世帯比：22.8％），総支給額 1 兆 8847 億円，うち国費負担分 6256
億円（対 GDP 比：0.26％），社会保障基金負担分（主に雇用者からの保険料収入や個
人からの拠出金等）9433 億円，雇用者拠出金負担分 3158 億円となっている。

　（4）ドイツ
　　ドイツもまた全持家・借家が対象となり，所得要件等を満たす者に必ず給付されるこ

と，家賃，所得，家族構成に応じて支給額を算定することはイギリスやフランスと同じ
である。2007 年における総支給世帯数は 580 千世帯（全世帯比：1.5％），総支給額は
1137 億円，うち国費負担分約 600 億円（対 GDP 比：0.02％）と推計されている。な
お，家賃補助の財源は国と州が約半分ずつ負担している。

７　まとめ
　日本における政策分野別社会支出で，「住宅」関連費が諸外国に比して著しく低いの
は，【第 1 編 3 章 2 節】で述べたとおりであり，実際，家賃補助制度は低所得者層に限ら
れ，また，所得の上昇の有無にかかわらず有期でしかない。
　住宅は，単に人が居住するだけではない。仕事を得ようにも，住所不定であればまとも
な職に就けないのは明らかであり，人が人らしく生きるための根幹でもある。
　日本は憲法 25 条において健康で文化的な生活を送る権利を人権として認めている。か
かる生存権を全うするための最低限の保障は住宅にある。
　期間のない家賃補助制度など，誰もが住まいに関して不安のない制度が早急に創設され
るべきである。
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第４節　生活保護をめぐる動向

第１　現状と問題点
１　やまない「生活保護バッシング」
　2012 年春，人気タレントの親族が生活保護を利用していたという報道を契機として，
いわゆる生活保護バッシングが過熱した。テレビや週刊誌を中心に，連日生活保護制度に
関連したバッシング報道が世間を賑わせた。また，国会議員がブログやツイッターといっ
たソーシャルメディアを用いて公然と関係者の個人名等を挙げ，批判に及ぶ事態も生じ
た。
　当初は，収入があるのに親族を扶養せず生活保護を受給させたというタレント個人に対
しての批判が主であったが，その後，本来受給要件がないのにそれを装ってなす不正受給
が取り上げられ，その次には，法定の要件にかかわらず生活保護受給者のギャンブル依存
症や医療，車の使用がけしからんという風潮があおられ，そして生活保護基準そのものが
高すぎるというように，次々とその論調が変化，拡大していった。その結果，あたかも生
活保護制度全般，制度利用者全体に問題があるかのような論調がマスメディアを席巻する
ようになった。
　さて，本当にそのように言われるほど，生活保護の不正受給が増加しているのか。
　もちろん不正受給自体は許されるものではないが，「不正受給」は金額ベースで 0.4％
弱で推移しており，近年目立って増加しているという事実はない。
　　

不正受給件数，金額等の推移

年度 不正受給件数 1 件当たりの金額 生活保護費
（事業費ベース）

不正受給に係る
金額の割合

　 件 千円 億円 ％
18 14669 8978492 26333 0.34
19 15979 9182994 26174 0.35
20 18623 10617982 27006 0.39
21 19726 10214704 30072 0.34 
22 25535 12874256 33296 0.39 

 財務省主計局社会保障予算（生活保護，年金等）平成 24 年 10 月より
　　
　生活保護利用者のほとんどは，疾病や失業，低賃金，低年金といった事情からやむな
く，制度を利用しているのである。また，日本の生活保護制度の利用率は 1.6％にすぎ
ず，先進諸国（ドイツ 9.7％，イギリス 9.3％，フランス 5.7％）に比べてむしろ異常に
低い。捕捉率（生活保護利用資格のある人のうち現に利用している人の割合）は 2 ～ 3 割
にすぎず，統計資料から見れば，不正受給（濫給）よりも，保護が必要な人に行き渡って
いないこと（漏給）の方が，より大きな問題であるといえる。
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　そもそも，我が国では，雇用の崩壊と高齢化の進展が深刻であるにもかかわらず，雇用
保険や年金等の他の社会保障制度が極めて脆弱である。そのような社会の構造と現在の経
済情勢の下では，生活保護利用者が増えるという事態は当然のことであり，雇用保険や年
金等の生活保護制度の手前にある社会保障制度の整備こそが急務である。
　生活保護制度は，憲法 25 条の生存権保障を具体化し，「最後のセーフティネット」とし
て，我が国で暮らす全ての人の健康で文化的な生活を保障する極めて重要な制度である。
残念ながら，今年に入ってからも「餓死」や「孤立死」が相次いでいる中，こうした生活
保護制度の役割は増しこそすれ，決して減ることはない。

２　際限なき「基準切下げ」
　上記のような根拠のなき生活保護バッシングに際しては，政府は，生活保護制度を適正
に運営するため，本来，先導して報道機関及び国民に対し冷静な対応を呼び掛けるべき立
場にある。
　しかし，2012 年 5 月 25 日，当時の小宮山洋子厚生労働大臣は，事実上扶養を生活保護
利用の要件とする法改正や生活保護基準の引下げを検討する考えを示し，本年 8 月から施
行されている。
　このような政府の態度は，バッシング報道に乗じて拙速な法改正や基準引下げを強行し
たという疑いを招きかねない。
　さて，生活保護基準の引下げは，単に生活保護受給者に支給される金銭や給付の水準が
下がることを意味しない。
　生活保護の基準は，様々な社会保障や社会福祉の制度の基準に使われる。給付や減免を
受ける基準となる年収は生活保護基準の何倍という形で設定されるので，これらの利用の
可否や段階区分が生活保護基準に連動することになる。例えば，国民年金保険料の減免や
国民健康保険及び後期高齢者医療における一部負担金の減免，介護保険料や高額介護サー
ビス費，保育所利用料等の段階区分，就学援助の利用基準等，広範多岐に渡る。また，最
低賃金は，生活保護基準を目標にして定めるとされている。
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　このように，世論が生活保護バッシングに誘導された結果，それを理由に行われようと
しているのは，生活保護基準を要とした社会保障制度全般の引下げなのである。そして，
その直撃を受けるのは，生活保護以外の社会保障制度の利用対象となっている層（生活保
護基準に準ずる低収入の世帯）である。皮肉にも，「自分たちが低収入で頑張っているの
に」というバッシングの結果，まさにその層の負担増を招くことになったのである。

３　生活保護法改正問題
　このような流れを受けて，生活保護法そのものの改正（改悪）まで着手された。
　今般の生活保護法改正案は，「生活保護法の一部を改正する法律案」（以下，「改正案」
という。）として本年 5 月 17 日に閣議決定し，国会に提出された。改正案は，参院審議中
に首相問責決議を受けて閉会されたことを受けて廃案となったが，これがなければ成立が
目されていたものであった。
　当初の改正案に対しては，閣議決定の直後から批判が殺到し，日弁連の緊急会長声明を
皮切りに，各弁護士会や司法書士会，支援団体がこぞって反対の声を上げた。
　批判の内容の主なものは，改正案が，生活保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼ
し，福祉事務所の申請妨害であるいわゆる「水際作戦」を許容・助長しかねないとの二点
において，看過しがたい重大な問題があるというものであった。例えば，次のようなもの
である。
　（1）申請行為の要式化
　　まず，当初の改正案 24 条 1 項は，保護開始の申請について所定の事項を記載した
「申請書を保護の実施機関に提出してしなければならない。」としていた。

　　一見，何のことはない条文である。現行法上も下位省令では申請書等の書式が定めら
れている。しかし，実はこれが重大なのである。

　　すなわち，現行制度では，法文上，保護の申請は要式行為とされず，口頭で申請の意
思が示されれば申請行為として足りるとする運用が裁判例で蓄積され，実務運用にフィ
ードバックされてきた。これは，福祉事務所が申請書すら渡さず相談扱いにとどめ，申
請をさせないという「水際作戦」と言われる事態を救済する論理であった。

　　ところが，同条 1 項により申請が要式行為とされれば，申請書用紙すら渡されない事
案を救済することができなくなる。

　（2）申請時の書類添付の義務化
　　次に，同改正案 24 条 2 項は，上記申請書に「要保護者の保護の要否，種類，程度及

び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令に定める書類を添付しなければ
ならない」と義務付ける。

　　これもまた一見，何ということのない条文である。しかし，これが重大なのである。
　　すなわち，現行制度では，申請後の調査として開始または棄却の決定までの間に必要

な書類を揃えれば足りた。
　　しかし，改正案では申請時に必要書類を揃えることを義務付けている。書類を揃えて

こないと申請とは扱いませんよ，したがって何も始まりません，応答義務も発生しませ
んよ，というのである。

　　住む場所を持たず刑事施設を釈放された者やホームレス，ＤＶ被害者，着の身着のま
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まで避難を余儀なくされた被災者等にとっては，同条 2 項が想定するような家賃の契約
書，預金通帳，給与明細やときには身分証明書すら，申請時に準備しておくことが困難
な場合が多々ある。これらの書類を申請時に要求することは，これらの者の生活保護申
請を事実上閉ざすものであると同時に，書類が揃わないという理由で申請をさせない

「水際作戦」の運用を合法化しかねない。
　（3）扶養義務者への通知の義務付け
　　改正案 24 条 8 項は，「保護の開始の決定をしようとするときは，」「あらかじめ，当該

扶養義務者に対して書面をもって」「通知しなければならない」と義務付ける。このよ
うな通知は現行制度にはなく，今般の改正で新しく制定されるものである。

　　現行制度においても，生活に困窮する者が，扶養義務者（配偶者，直系血族，兄弟姉
妹等）への扶養の可否についての照会がなされることにより生じる親族間の軋轢やステ
ィグマ（恥の烙印）をおそれて生活保護申請を断念する事態は少なくない。とりわけＤ
Ｖやストーカー，暴力や犯罪被害から逃れてきた者にとっては，しばしば扶養義務者が
加害者である。

　　このような通知が原則とされれば，被害者は自己の生命身体の危険を冒して保護を受
けるか，申請を断念するかの選択を迫られることになる。

　　日弁連や司法書士会，あるいは生活困窮者を支援する全国の民間団体は，このような
改正案の内容の危険性をいち早く見抜き抗議の声を上げた。

　　彼らは，日々の業務として生活保護利用者をはじめとする生活困窮者の支援にあたっ
ている。それは，「水際作戦」と言われる生活保護の申請妨害行為との，必死の攻防の
歴史でもあった。

　　「今回はあくまで相談ですので申請扱いにはしません。」「住民票を，昔の預金通帳
を，家賃の証明書を持ってきてくれないと申請はできません。」「別れた夫に『扶養でき
ない』という一筆をとってきてください。」「加害者の夫に連絡がいくことになります。」
そのような理由をつけて申請をさせない，あるいは断念させてきたのが「水際作戦」で
あった。

　　今般の改正案は，それを根底から覆そうというのだ。
　　その他にも，改正案には，生活保護の開始の際の調査に当たり福祉事務所の調査権限

を扶養義務者の勤務先等関係者にまで拡大するとか，後発医薬品の使用を義務付ける，
返還金について行政罰ともいえる加算金の加算や国税徴収法の例による徴収を可能にす
るといった条項が並んだ。

　　これらは，全般的に生活保護の権利性をひどく後退させ，使い勝手を悪くし，心理的
障壁を設ける内容であり，生活保護の制度を利用できない，できるだけ利用させない方
向の改正であったと言えよう。

　　これらの点につき，厚生労働省は，本年 5 月 17 日の大臣記者会見，同 20 日の生活保
護関係全国係長会議等で，24 条 1 項及び 2 項について取扱いには今後も変更はないこ
と，同条 8 項について扶養義務者への通知は極めて限定する予定である旨を説明する。
また，政府与野党は，日弁連や各弁護士会，支援団体などの関係諸団体からの批判を受
け，改正案 24 条 1 項中「の申請は，第七条に規定する者が」を「を申請する者は」
に，「提出してしなければならない」を「提出しなければならない」に改め，同条 1 項
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及び 2 項にただし書を加え，「特別な事情があるときは，この限りでない。」との例外規
定を設けることを合意した。

　　しかし，残念ながらそれを信用するわけにはいかない。昨今の生活保護バッシング，
それを受けた世論の追い風を受けて，生活保護の基準引下げをはじめ，各種社会保障が
削られようとしているではないか。

　　改正案の目的は不正受給対策の強化とされるが，真に保護が必要な者の生活保護申請
を困難にする必要性は全くない。

　　厚生労働省の説明のように，従前の運用を変える意図がないのであれば，法改正の必
要性自体が乏しいと言わなければならない。

　　現行法制度を前提としても，捕捉率（生活保護の受給要件を満たす者のうち実際に生
活保護を利用する者の割合）はせいぜい 2 割～ 3 割と言われ，その一方で，上記のよう
な「水際作戦」と言われる申請妨害が全国で見られた。その結果が，捕捉率の低さであ
り，今もなお全国で後を絶たない餓死や孤独死等である。

　　改正案は本年 6 月，第 183 回通常国会では廃案になった。しかし，今年 8 月から生活
保護基準切下げは実施され，厚生労働省は今秋の臨時国会での再提出を公言している。
引き続き，動向を注視し声を上げていかなければならない。

第２　改革の視点と方向性
１　自己責任論及びバッシングの克服に向けて
　このような生活保護バッシングとともに，生活保護受給者全体に対する批判として使わ
れたのが，「自己責任」という言葉である。
　さて，社会保障の基本的な考え方としては，従前から，自助，共助，公助といった概念
があるとされてきた。この点については，首相官邸ホームページの「Ⅳ　今後の社会保障
制度の在り方　１　社会保障についての基本的考え方」の中で，次のように述べられてい
ることが参考になる。

1）　自ら働いて自らの生活を支え，自らの健康は自ら維持するという「自助」を基本と
して，

2）　これを生活のリスクを相互に分散する「共助」が補完し， 
3）　その上で，自助や共助では対応できない困窮などの状況に対し，所得や生活水準・

家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉など
を「公助」として位置付ける。

　この「自助」の部分を「自己責任」と言い換えて差支えないだろう。確かに，伝統的な
自由主義の考え方のもとでは，「自助」が基本となり，国家の役割は最小限とすべきであ
る。
　しかし，歴史上この考え方は修正を余儀なくされ，現在では多かれ少なかれ福祉国家化
が進んでいる。また，現実の現代社会を見ても，そのような原理的な自由を享受できない
者が圧倒的に多い。現在，無年金・低年金の高齢者が自力で十分な老後の蓄えを得ること
はおそらく不可能であっただろうし，今後それを期待することも無理であろう。派遣やパ
ートといった低賃金の労働でやっと生活の確保ができるといった状態では，失職が直ちに
生活困窮につながる。刑事施設を釈放されても生活の見込みがなく，また罪を犯す者がい
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る。刑務所が障がい者や高齢者の福祉施設化しているという報道もある。離婚の際に合意
又は審判で決められる子の養育費の金額は養育に十分でなく，それすら支払われないこと
もままある。
　それらは生活保護の問題ではない，年金制度であり，労働法制であり，刑事司法や障害
者福祉や家族法の問題であると断じてしまうのは簡単である。
　しかし，上述のように，原理的な自由を享受できない中での自助は限界である。必ずそ
こからこぼれ落ちる者が出る。そして，親族や地域コミュニティによる助け合いや社会保
険を内容とする共助も，今や親族や地域での扶助は限界であるし，健康保険や年金といっ
た社会保険も制度の疲弊を起こしている。
　残るは公助しかない。
　戦後の我が国は，都市部での労働力の確保と引き換えに，地域や親族のコミュニティを
失った。その結果，目覚ましい経済成長を得た。高度成長期には，地域や親族のコミュニ
ティを職場のそれが取って代わることで社会保険や年金といった共助が成り立ってきた
が，雇用の流動化が進み，そこからもこぼれ落ちる者が出てきた。
　もちろん，このような社会の流れそのものは，デメリットよりもメリットに着目された
からこそ，国民に広く受け容れられてきたものである。
　しかし，その結果，自助・共助ではすくいきれない生活困窮者が生じたのも，紛れもな
い事実である。これは，国民全員が向き合うべき課題である。道端や空き家に餓死者の死
体が転がり，万引きや強盗をはじめ生きていくための犯罪が横行する中で警察や司法にコ
ストを払うか，施設に押し込めて死なない程度に生かすためにコストを払うか，社会でつ
つがなく生活を続けさせるためのコストを払うか。それこそが，我が国の「自己責任」で
ある。
　バッシングで目先の対立をあおるのではなく，困っている人がいたらどうやって助ける
のかを国民全体が我が事として考えること。それには，自助，共助，公助の概念とそのた
めの諸制度，それらの利用の仕方等について，教育啓発の機会を充実させていかねばなら
ない。

第５節　社会保障基本法制定の必要性

第１　社会保障基本法制定の必要性
　日弁連は，2011 年 10 月 7 日第 54 回人権擁護大会第 2 分科会シンポジウム，「『希望社
会』の実現～豊かさへの社会保障をデザインする～」を開催し，同人権擁護大会において
は，「希望社会の実現のため，社会保障のグランドデザイン策定を求める決議」が，満場
一致で採択された。この決議の中で，社会保障基本法の必要性とその内容の大枠について
述べている。
　我が国では，憲法 25 条をはじめとする人権規定があり，これまで法律上保障されてい
るはずの権利が周知されずに「絵に描いた餅」となったり，保障水準の安易な引下げがな
されても立法裁量論・行政裁量論によって司法的救済の道が閉ざされることが少なくなか
った。そこで，憲法理念を具体化し，権利としての社会保障を確立し担保するために，少
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なくとも次のような内容を有する「社会保障基本法」を制定する必要がある。

１ 　社会保障制度の利用が恩恵ではなく，我が国で暮らす全ての人の具体的な
権利であること

　社会保障制度によって給付されるサービスや現金の利用は，決して恩恵ではなく，憲法
上保障された諸人権を具体化する裁判規範性のある権利であるということが明確にされな
ければならない。
　また，社会的排除を受けている特に不利な立場にある人々に対しては，積極的是正策を
講ずることも明示することが必要である。

２ 　現物（サービス）給付・現金給付（所得保障）ともに，国の責任において
「健康で文化的な」水準の最低基準が確保されなければならないこと

　憲法は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利，その他の社会権の実現に積極的な
施策を国に義務付けており，社会権保障のナショナルミニマム（国家的最低保障）の確保
は，国本来の責務である。他方，憲法が独立の章を設け，人権保障の機関として地方公共
団体を規定しているのは，国と地方の双方が重畳的に共同して社会権保障を実現すること
を求めているものである。
　したがって，格差のないサービスを受ける市民の権利を保障するため，国の責任におい
て，憲法 25 条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」水準が確保されるべきこと

（ナショナルミニマム）が明確にされなければならない。すなわち，社会福祉，保険，教
育，その他，地方自治体が実施責任を負う社会保障については，生活保護を始めとする現
金給付について，最低基準がいわば「岩盤」として確保されるべきであるし，現物（サー
ビス）給付についても，上記水準を満たし得る施設の設備・面積，職員の資格・配置数等
の最低基準が確保されなければならない。同時に，国には，全国的又は広域な管理・運営
を必要とする保障分野についての管理・運営責任がある。
　地方自治体には，国とともに人権の実現を担う機関として，地域の特性に合わせて，ナ
ショナルミニマムを超える「上乗せ・横出し」を実現する責務がある。地方自治体がその
責務を全うできるよう，国には，地方自治体の財政基盤を確立し強化する責務があること
も法律上明確にする必要がある。

３ 　国及び地方自治体は，社会保障上の諸権利について情報の周知・助言教示
の義務を負い，政策の策定，実施，事後審査の各過程に当事者の参加が保障
されるべきこと

　社会保障上の諸権利が形式上保障されたとしても，それが当事者に周知されず，実際に
行使することがかなわなければ，権利は「絵に描いた餅」であり何の役にも立たない。権
利を有する全ての人が漏れなく自らの権利を行使し得るためには，例えば視力障がいを有
する人に対しては録音媒体などによって，十分に周知・広報されることが不可欠の前提と
なる。また，社会保障の諸制度は，往々にして複雑怪奇であり，素人には理解が困難であ
るから，当事者が最も有利かつ効果的に社会保障上のサービスを享受・利用し得るために
は，制度に精通した窓口職員が，当事者の最善の利益のために適切な助言や教示を行うこ
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とが不可欠である。
　また，人権としての社会保障制度が当事者にとって利用しやすく，豊かな内容を備える
ものとなるために，政策の決定（法制定や実施計画の策定等），実施（給付機関の人員構
成等），事後審査（不服申立ての審査会の人員構成等）の全ての過程に当事者及びその利
益代表団体が参加し，その意見が反映される仕組みが確保されなければならない。近時，
障がいの分野で言われる「私たち抜きに私たちのことを決めるな」という理念は，全ての
社会保障分野で貫徹されなければならない。　

４ 　自らに対する処遇に不服のある者は，簡易迅速で実効的な行政手続上・訴
訟上の異議申立てを無償で行う権利を有すること

　社会保障制度の利用が権利として保障されるためには，権利侵害があったり，処遇に不
服や疑問があった場合に簡易迅速に異議を申し立てる事後救済の制度が整備されなければ
ならない。
　そして，社会保障制度の利用者の多くは貧困であるから，ドイツなどに倣って，社会保
障裁判に要する鑑定その他の訴訟費用は無償とすべきである。また，社会保障制度が複雑
でその理解には専門的知識が不可欠であるから，裁判のみならず行政上の不服申立てを行
うに当たっても，弁護士等の専門家の援助を無償で受けるための法律扶助の利用を権利と
して保障する必要がある。

第２　社会保障制度改革推進法
　前記人権擁護大会決議に基づき，会内で，社会保障基本法案の策定作業を進めていた，
2012 年 8 月 10 日，社会保障制度改革推進法が成立した。
　そこでは，「安定した財源の確保」「受益と負担の均衡」「持続可能な社会保障制度」（1
条）の名の下に，国の責任を，「家族相互及び国民相互の助け合いの仕組み」を通じた個
人の自立の支援に矮小化するものであり（2 条 1 号），国による生存権保障及び社会保障
制度の理念そのものを否定するに等しく，憲法 25 条 1 項及び 2 項に抵触するおそれがあ
る。
　すなわち，推進法（2 条 3 号）は，「年金，医療及び介護においては，社会保険制度を
基本とし，国及び地方公共団体の負担は，社会保険料負担に係る国民の負担の適正化に充
てることを基本とする」として，年金・医療・介護の主たる財源を国民が負担する社会保
険料に求め，国と地方の負担については補助的・限定的なものと位置付けており，大幅に
公費負担の割合を低下させることが懸念された。
　また，推進法（2 条 4 号）は，社会保障給付に要する公費負担の費用は，消費税及び地
方消費税の収入を充てるものとするとしているが，財源の確保は，憲法 13 条，14 条，25
条，29 条などから導かれる応能負担原則の下，所得再分配や資産課税の強化等の担税力
のあるところからなされなければならない。
　さらに，推進法（4 条）は，新設する社会保障制度改革国民会議の審議を経て社会保障
制度改革を具体化する立法措置を講じるものとしているが，社会保障制度改革をめぐる国
民的議論は，全国民の代表である国会において，全ての政党・会派が参加し，審議の全過
程を国民に公開すべきであり，内閣総理大臣が任命する僅か 20 名の委員による審議に委



― 85 ―

第３章　脆弱な社会保障

ねることは民主主義の観点から不適切なものであった。
　また，最後に，推進法（附則 2 条）は，「生活保護制度の見直し」として，不正受給者
への厳格な対処，給付水準の適正化など，必要な見直しを実施するとしたのである。
　このような社会保障制度改革推進法は，前記宣言・決議の内容と全く反し，社会保障制
度そのものを骨抜きにするものであり，直ちに廃止されなければならない。そして，再
度，世論を喚起し，前記宣言・決議が求める社会保障基本法制定に向けた取組が必要であ
る。

第６節　日弁連の生活保護法改正要綱案

第１　生活保護法改正要綱案を取りまとめた経緯
　日弁連は，2006 年 10 月 6 日の第 49 回人権擁護大会において，「貧困の連鎖を断ち切
り，すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決議」を全会一致で採択する
とともに，その実現を目的として 2007 年 3 月に生活保護問題緊急対策委員会を設置し，
生活保護制度の実態把握とその運用改善，申請援助体制の整備，生活保護法改正提案のた
めの調査研究等の活動に取り組んできた。
　その結果，2008 年 11 月 18 日には「生活保護法改正要綱案」及び参照条文（対照表）
を取りまとめることに成功し，政府，国会，各政党及び関係諸団体に提示の上，立法化に
向けた検討を求めるに至った。

第２　改正要綱案の四つの柱
　改正要綱案には，以下のとおり四つの柱がある。

①　水際作戦を不可能にする制度的保障
②　保護基準の決定に対する民主的コントロール
③　権利性の明確化
④　ワーキングプアに対する積極的な支援の実現

　これら四つが緊急に改正を要するポイントである。

第３　水際作戦を不可能にする制度的保障
　現在の生活保護行政では，「水際作戦」が広く行われており，正当な保護受給要件のあ
る人に対して申請を断念させ，保護受給者の数を減らす役割を果たしている。
　このような被害にあった要保護者に対する弁護士や弁護士会による個別救済には限界が
あり，「水際作戦」を根絶するためには，これを不可能にする制度的保障を設ける法改正
を行う必要がある。　

第４　保護基準の決定に対する民主的コントロール
　生活保護法 8 条 1 項は，保護の基準は厚生労働大臣が定めるものとしており，国会によ
る民主的コントロールが全く及んでいない。これは，国民年金法や最低賃金法など他の社
会保障制度と比べても異色である。
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　厚生労働大臣は，2006 年 4 月に老齢加算を廃止し，さらに，2009 年 4 月には母子加算
も廃止した。また，2013 年 8 月には生活扶助基準の引下げも行った。これらは，市民生
活の実態を十分に見ないまま，ひたすら社会保障費削減を推し進める姿勢を反映するもの
であり，現行法 8 条の問題を浮き彫りにした。
　そこで，法改正により，「保護の基準の全部を生活保護法の別表に掲げる方法」を採用
し，国会による民主的コントロールを確保すべきである。また，法改正に当たり，民主的
コントロールを受けないまま廃止されてしまった老齢加算と母子加算を廃止前の内容で復
活させるべきである。

第５　権利性の明確化
　我が国では，生活保護基準以下の収入しかなく，客観的には保護の受給要件を充たす人
のうち，実際に保護を受給する人の割合は 2 割程度と言われている。「保護」という用語
が，利用者には「スティグマ」を与え，制度を運用する公務員には「保護を与えてやって
いる」という誤った意識を生んでいる。
　そこで，法改正によって，法の名称を「生活保障法」と改めるとともに，「被保護者」
を「利用者」と言い替えるなど用語を改め，生活保護は恩恵として与えられるものではな
く，健康で文化的な最低限度の生活を保障する憲法 25 条を具体化した権利であることを
明確にすべきである。

第６　ワーキングプアに対する積極的な支援の実現
　我が国では生活保護の利用世帯の約 9 割が高齢者世帯及び傷病・障がい者世帯，母子世
帯である。現在の生活保護は，稼働年齢層のワーキングプアを広く受け入れるものとはな
っていない。
　そこで，その原因となっている水際作戦を根絶するとともに，韓国の基礎生活保障法に
おける「次上位階層への給付」制度など諸外国の例に学んで，生活保護基準以下の生活に
落ち込む前の低所得者（ワーキングプア）層に対し，住宅扶助・医療扶助・生業扶助に限
定した部分的給付を行い，早期の自立に向けた積極的な支援策を講じることができるよう
にして，「利用しやすく自立しやすい生活保護制度」を実現すべきである。
　また，このような法改正により，収入が生活保護基準を若干上回っただけで一切の給付
を受けられなくなり，他方で社会保険料負担や医療機関での自己負担が生じることによ
り，保護受給世帯よりも可処分所得が少なくなるという「逆転現象」を防止ないし緩和す
ることもできる。
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第４章　貧困の再生産と階層の固定化
　　

第１節　子どもの貧困

第１　子どもを取り巻く現状
　2009 年に初めて厚生労働省が調査した子どもの貧困率が発表され，子どもの貧困率は
15.7％，つまり，約 326 万人もの子どもが経済的に困窮していることが明らかになった。
以降，子どもの貧困問題の解決を求める声は大きくなり，当事者である子どもたち，その
支援者らの後押しを受け，2013 年 6 月 19 日，子どもの貧困対策法が成立した。
　法の制定は極めて重大な出来事ではあるが，それだけで問題は解決しない。子どもの貧
困問題は，単に家庭の，保護者の経済力の問題ではなく，社会構造の問題である。そし
て，子ども期の格差は，少しずつ積み重なり，子どもが大人になってからも影響を与え，
その子の次の世代にも影響を与える。子どもの貧困は，世代間に連鎖していくのである。
つまり，子ども期の格差，子どもの貧困問題は日本の未来の問題なのである。
　今，日本社会の不平等を考えるに当たり，子どもの貧困は避けて通ることの許されない
問題である。そこで，これまでの取組を振り返るとともに，これまで深く論じられること
のなかった分野における子どもの貧困問題を改めて見直したい。　

第２　これまでの取組
　日弁連は，子どもの貧困問題が社会の問題であることを意識し，2010 年 10 月 8 日盛岡
市で行われた第 53 回人権擁護大会にて「貧困の連鎖を断ち切り，すべての子どもの生き
る権利，成長し発達する権利の実現を求める決議」を採択し，子どもの貧困問題の解決を
目指し活動してきた。2013 年現在は，他の関係団体らと協力しながら，保育問題，奨学
金問題を中心に取り組んでいるが，今もなお，以下のような課題が存在する。

第３　課題
１　社会保障と子ども
　ここ数年，保護者に資力がないために十分な医療を受けられない子どもの数が増えてい
る。
　我が国の社会保障は「男性稼ぎ主」型での社会保障システムと評され，世帯主（多くの
場合は男性）にその配偶者や子が付随するような制度となっている。本来は，税と社会保
障による所得再分配機能により，再分配後の相対的貧困率は再分配前より下がるはずであ
り，多くの先進国では，事実，再分配後の貧困率は再分配前よりも低い。
　しかし，我が国では共稼ぎ世帯，就業する一人親の世帯，単身就業者世帯では，税や社
会保障による再分配前より再分配後の方が，相対的貧困率が高い。つまり，我が国の社会
保障制度は，一人親世帯，とりわけ，稼ぎ主となる男性のいない母子世帯や単身高齢女性
にとっては極めて厳しい制度なのである。ただし，2013 年に僅かながらではあるが，子
どものいる家庭について，再分配後の相対的貧困率が再分配前よりも下がったとの報告も
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ある。
　所得再分配機能が十分に機能していない理由の一つは，租税負担率が下げられる一方，
社会保障負担は増えたことである。しかも，社会保障サービスを利用するためには，自己
負担が課される。低所得者は，税と社会保障費の負担により，更に厳しい経済状況に追い
込まれ，扶養されている子も厳しい状況に追い込まれているのである。その結果，家庭・
保護者の経済状況によって必要な，医療などの社会保障サービスを満足に受けることがで
きない子どもが存在する。これは，制度そのものに内在している問題により，子どもに不
利益を課しているといえる。このような状況を改善するためには，応能負担原則に基づい
た税・社会保障費の負担，さらには一定のモデル家庭を前提に社会保障制度を構築するの
ではなく，個人をベースとした社会保障制度をも検討する必要がある。

２　学ぶ機会の平等
　学びの機会を平等に確保する上でまず指摘しなければならないのは，早期支援の重要性
である。困難を抱えた子どもの不利益は，日々蓄積され，子どもの成長発達の阻害要因と
なる。各国における実証研究は，これを効果的に防ぐため，成長の初期の段階からの支援
が重要であることを明らかにしている。
　ここで大きな役割を果たすのが「保育」である。保育は，親の就労を助けるだけでな
く，子ども自身に豊かな暮らしの環境とコミュニケーションの場を提供し，要した費用の
何倍もの利益を社会にもたらす。ここでは，待機児童の解消など保育の量だけが問題なの
ではなく，いかに保育の質を確保し高めるかが重要である。我が国で 2015 年度から本格
的なスタートが予定されている「子ども・子育て支援新制度」では，幼保一体型の認定こ
ども園の普及等が目指されているが，予定される様々な保育施設によって基準が異なるな
ど，子どもの安全安心な成育環境の点から見過ごせない問題も抱えている。保育の質を保
障するため，財政基盤を確保し，質の高い保育を行える認可保育所などの保育施設と保育
士・幼稚園教諭を増やし，その労働環境を向上させることが必要である。
　我が国では，学びの機会を保障するための奨学金について，その返済が大きな負担とな
り，利用者を追い詰めている。高等教育の学費が物価の上昇率をはるかに超えて高騰する
一方で，家計が苦しくなる中，現在，昼間部の大学生で，約 2 人に 1 人が何らかの奨学金
を利用し，約 4 割が独立法人日本学生支援機構（旧日本育英会）の奨学金を利用してい
る。その大半は貸与であり，機構の奨学金は全てが貸与である。学費の高騰に伴い，大学
卒業時には数百万円の奨学金の負債を追うケースが少なくない。
　他方，卒業後の労働環境は，非正規雇用の増大やブラック企業の増加，就職難により極
めて悪化しており，多くの人が奨学金の返済に困難を来している。機構の奨学金では，
2011 年度末の延滞額は 876 億円，延滞者数は 33 万人にも上り，返済困難者に対する制度
内救済制度の不備，現実を無視した回収強化策により，返したくても返せない人たちを追
い詰めている。これは奨学金とは名ばかりの学資ローンであり，「受益者負担論」がもた
らした社会的不平等そのものである。
　このような状況を受け，日弁連は，2013 年 6 月 20 日，「奨学金制度の充実を求める意
見書」を取りまとめ，高等教育の無償化を目指しつつ，高等教育において給付型の奨学金
を導入し拡充すること，奨学金における利息や延滞金の負担をなくすこと，所得に応じた
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返済制度や返済困難者に対する柔軟な救済制度の整備など制度の改善を求めた。高騰した
学費を引き下げることを含む，制度の抜本的な改善が急務である。

３　被災と子ども
　大きな災害が起きると，社会保障制度が上手く機能しない限り，経済的弱者が自力で生
活を立て直すことは極めて困難である。2011 年 3 月 11 日の東日本大震災，福島第一原子
力発電所事故は，その事実を日本社会に突き付けた大災害であった。
　保護者を失った子ども，保護者が仕事を失った子ども，災害後の事情により家族（又は
家族のうち誰かと）と別居しなければならなくなった子ども，進学を諦めざるを得なくな
った子ども，就職先を失ってしまった子どもなど，子どもが災害により受けた影響は様々
であるが，たくさんの子どもたちが，2 年経過した今でも，経済的，精神的な支援を必要
としている。しかし，東日本大震災後，提供されてきた様々なサービスが，少しずつ，打
ち切られようとしている。普遍的かつ十分な社会保障サービスが構築されていない我が国
において，被災者へのサービスが打ち切られることは，災害により大きなダメージを受け
た子どもたちから未来への希望を奪い，将来の選択肢を狭めることにつながる。性急に子
どもたち，子どものいる世帯への支援を打ち切ることなく，必要な支援を続けるととも
に，平時から困窮状態に置かれた子どもへの支援制度を構築していく必要がある。

４　司法と子ども
　（1）子どもに影響を与える司法
　　子どもは成人に比べ判断能力が不十分であることを前提に，法定代理人らが代わって

法律行為をするものとされている。しかし，少年審判手続においては，子ども自身が審
理の対象となるし，一部の家事手続においては，その親とは別に，自らのために代理人
を選任し，意思を表明することができる。子どもは未成熟であるからこそ，司法手続の
場でその権利を守ることについて，成人よりも手厚い支援があるべきである。しかし，
実際には司法の場で当事者的地位に立つ子どもへの支援制度は成人に比して少なく不十
分で，結局は，保護者の経済力が強い影響力を持つのが実情である。このような，本
来，自身に資力が期待できない子どもについて，最も平等であるべき司法制度が経済力
により受けられる支援に格差を与えてしまう現状は，極めて問題である。

　（2）国選付添人制度
　　現在，国選付添人が選任されるのは重大事件に限定されており，対象外の事件では，

弁護士会による援助制度はあるものの，公的には付添人弁護士の支援を受けられない。
そのため，本来，成人の刑事事件と同様に，若しくはそれ以上に弁護士の支援が必要な
のにもかかわらず，子どもであるがゆえに，必要な支援を受けられない子どもたちが存
在する。保護者に経済力があれば弁護士に依頼することも可能であろうが，現実問題と
して，事件に関わる多くの子どもの保護者には十分な資力がない。このように資力によ
り，審判手続において付添人の選任の可否が決まる現状は，成人と比較しても，また，
子ども間の比較においても，不平等であり，改善されなければならない。

　（3）子どもの手続代理人制度
　　2013 年 1 月より子どものための家事手続代理人制度が始まった。これは，子どもに
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大きな影響を与える事項が判断される場合，子ども自身のために代理人を選任できる制
度であり，子どもの権利保護のためにその制度の活用が期待される。しかし，この制度
の運用において，現在，代理人への報酬支払の仕組みがないし，仮に子ども自身が代理
人に委任できる資力を有するとしても，子どもと受任者との契約が有効なものと言える
か不明であるから，制度の利用が想定できるのは，資力のある親族等が子どものために
委任するようなケースである。成人であれば資力がなくても家事事件の手続代理人の選
任に際し日本司法支援センターの援助制度を利用できるのに，「子ども」であるがため
に同様の支援は受けられない。つまり，子どものための制度があっても，実際には制度
を利用できる子どもは経済力のある親族を持つような子どもに限られてしまうのであ
る。

５　生活者としての教育の必要性
　子どもは，単に保護されているだけの存在ではなく，社会の構成員の一員である。そこ
で，子どもたちに対しても，その成長に応じて自らの権利や義務について学ぶとともに，
自らの判断や意見を発表する機会を，また課せられた義務について意見を述べる機会を保
障されるべきである。
　近年，経済情勢の悪化する中，学費や生活費を得るために就労する子どもが増えてい
る。しかし，余裕のない状況の中，このような子どもたちが不当に搾取されたり，劣悪な
環境で働かされたりすることが多々ある。しかし，子どもたちは，相談すべき窓口の存在
も，救済機関も知らないことがほとんどである。加えて，子どもは，社会に広がる「自己
責任論」に押され，困窮していればいる程，そのような不合理な環境に置かれていてもそ
れを社会の問題と捉えて助けを求めて訴えることができず，また，そもそも自分の置かれ
ている状況が不合理なものであることに気付くことすらできず，一人で苦しんでしまう。
子どもたちをそのような環境に置き続けることは，貧困から脱却する機会を失わせること
にほかならない。そこで，子どもたちに対し，自らの状況を大きな視野から考えることが
できるように，また，自分の権利を守ることができるように必要な知識を身に付ける機会
を，その意見を社会に対し公表する機会を保障すべきである。

第２節　女性の貧困

第１　女性をとりまく経済状況
　日本国憲法は両性の平等を定めるが，現実の社会生活，とりわけ労働市場において，女
性が男性に比べ厳しい状況に置かれていることは，事実である。女性は男性に比して所得
が低く，これが特に単身高齢女性の貧困問題につながっている。また，前章で述べたとお
り，労働問題のみならず，国が保障すべき社会保障制度もまた「男性稼ぎ主」型モデルで
あるため，その「モデル」に当てはまらない女性は厳しい生活を強いられる。しかも，女
性の貧困問題は，男性の貧困問題に比べ，「モデル」から外れて生きることを選んだ女性
の，いわば，自己責任に関わる問題として扱われてきた。しかし，女性の貧困問題は，個
人的な問題ではなく，不平等な，また不適切な制度から生じる社会問題である。したがっ
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て，女性の貧困問題を予防，改善するためには，女性が置かれている不平等な社会のシス
テムについて検討する必要がある。

第２　課題
１　労働市場における女性の不平等
　1985 年に男女雇用機会均等法が成立して以降，職場における性差別的取扱いは改善し
たと言われる。しかしながら，未だに性別役割分業という規範のもと，女性の労働条件は
男性に比べて悪く，日本の女性の労働の特徴として，男性に比べて管理職比率が低い，非
正規雇用の割合が高い，賃金が低いといったことが挙げられる。
　これらの特徴は全て，未だに労働市場において女性が男性に比べ不利に取り扱われてい
ることの証左である。後述するとおり，日本社会において女性は男性稼ぎ主の周辺にいる
存在とされてきたから，女性の労働・貧困問題は軽視され，労働者の権利のためにある労
働組合でさえ，女性の労働問題を優先課題として取り組んではこなかった。結果，女性の
労働者としての地位の向上はますます遅れた。2012 年に専業主婦を希望する女性の割合
が増加した背景には，このような恵まれない労働環境の下，苦労する女性たちの姿を見て
いることの影響がないとは言えないだろう。
　少子高齢化を避けることができない日本においては，女性の労働力は必要不可欠のもの
である。今後，性別によってその役割を制限されることのないよう，不平等な労働の仕組
みを変えることが必要である。

２　税・社会保障制度の中に見える女性の不平等
　前章でも述べたとおり，我が国の社会保障や税制度は「男性稼ぎ主」が稼働して世帯を
経済的に支えることを前提に構築され，女性や子どもは，いわばその付属である。そのた
め，そもそも賃金が比較的に高い「男性稼ぎ主」を持たない母子家庭・単身女性は，収入
が低く経済的に困窮しやすい上，社会保障と税の持つ所得再分配機能が男性稼ぎ主を持た
ない世帯の貧困率を下げるように設計されていないため，貧困に陥りやすく，しかも，容
易にはそこから抜け出せない。これは我が国の社会構造が女性を，とりわけ男性とともに
いない女性を貧困にするものだと言える。このような制度は，性差による不平等を生み，
結果，女性の生き方を制限するものであり，改善されなければならない。

第３節　提言

　政府は，関係者らと協力し，子どもの貧困対策法の理念にのっとり，社会保障制度の改
革や奨学金制度の充実など具体的な貧困の予防，改善措置をとるとともに，子どもが現
在，また未来に受けられる社会保障制度についての知識を身に付ける機会を与えるべきで
ある。また，これまでの性別役割分業を見直した上，その役割を固定化するような社会保
障制度・税制度を改めるべきである。
　　
参考文献　「貧困の実態とこれからの日本社会」大阪弁護士会編　明石書店　2011 年
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　　　　　「いまこそ考えたい生活保障のしくみ」大沢真理　岩波ブックレット　2010 年
　　　　　「福祉＋α格差社会」橘木俊詔編著　ミネルヴァ書房　2012 年
　　　　　「少子高齢社会のみえない格差」白波瀬佐和子　東京大学出版会　2005 年
　　　　　「子どもの貧困」浅井春夫他編著　明石書店　2008 年
　　　　　 「新編日本のフェミニズム 4　権力と労働」天野正子他編著　岩波書店　2009

年
　　　　　 「ジェンダー社会科学の可能性　第 2 巻　承認と包摂へ」大沢真理編集　岩波

書店　2011 年
　　　　　「学校教育の中のジェンダー」直井道子他編　日本評論社　2009 年
　　　　　「労働再審 3 女性と労働」藤原千沙他編　大月書店　2011 年
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第５章　不公正な税制
　　

第１節　一部の者に「富」を集中させる税制の実態

第１　大企業・富裕層を優遇する税制
１　はじめに
　第 1 章等で見たように，我が国における格差拡大の傾向は年々大きくなり，歯止めがか
かっていない。こうした格差拡大の傾向をもたらした極めて大きな要因は，1982 年以降
になされた一連の税制改革である。
　本節では，まず日本税制史の概略について述べ，次いで，1987 年の税制抜本改革後，
特に 2000 年代以降の富裕層減税の動きについて詳論するものとする。

２　日本の税制史
　金子宏教授によれば，戦後の日本税制史は，大きく四つに区分できるという。第一は戦
争直後の転換期（昭和 21 年～昭和 24 年），第二は日本政府がシャウプ勧告を受け入れ，
これが比較的純粋な形で存続していた時期（昭和 25 年～昭和 27 年），第三はシャウプ税
制が修正され，徐々に形骸化した時期（昭和 28 年～昭和 61 年），第四は昭和 62 年以降の
税制抜本改革以後の時期である i。
　本稿では，まずこのうち，第二期にあたるシャウプ勧告が比較的純粋な形で存続してい
た時期の税制の特徴を概観する。このシャウプ税制については，様々な評価があるが，今
日の目からすると，相対的に公正な税制であったと言ってよいであろう。それに引き続
き，こうした税制が，いかにして政財界の力によって歪められ，現在の不公正な制度へと
変遷して行ったかを述べるものとする。
　（1）シャウプ勧告による税制の構築

　①　シャウプ勧告の内容
　　現代日本の税制の源流は，シャウプ使節団による『日本税制報告書』（いわゆるシ

ャウプ勧告）に遡る。カール・シャウプ博士を団長とするシャウプ使節団は，1949
年 5 月 10 日に来日し，9 月 15 日に日本税制に関する膨大な報告書を発表した（第 1
次シャウプ勧告）。その後，シャウプ使節団は 1950 年 7 月に再来日し，同年 9 月 21
日に第二次報告書を発表した（第 2 次シャウプ勧告）。

　　金子宏教授によれば，これらのシャウプ勧告による税制の特徴は，以下のように整
理できる ii。

①　直接税（所得税）中心の税制を構築すべきとしたこと
②　総合累進所得税の導入。特にキャピタル・ゲインの全額課税とキャピタル・ロ

スの全額控除の必要性を強調したこと

ⅰ　金子宏『租税法（第 18 版）』53 頁
ⅱ　金子・前掲書 55～59 頁
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③　資産課税としての富裕税の創設
④　配当控除制度の導入及び利子付加税の賦課
⑤　事業用固定資産の再評価（インフレ対策のため）
⑥　相続税・贈与税に代えて累積的取得税を導入
⑦　租税特別措置の排除
⑧　租税行政の改善
⑨　地方税の改善（一財源一団体の原則，地方自主財源の強化，重要性の少ない地

方税制の廃止による簡素化）
　②　「公平」の観点から見たシャウプ勧告の特徴
　　今日の見地から，このシャウプ勧告を見る際に注目すべき点は，①直接税を中心と

した税制体系の構築が指向されていたこと，②納税義務者の税負担回避を防ぐための
措置が勧告されていたこと，③一般財産税としての富裕税が税制の中に組み込まれて
いたことである。

　　直接税，特に所得税を中心とする税体系が指向されたのは，直接税は納税者が意識
しつつ納付するという点でも，また，担税力に応じた課税を可能とするという点で
も，間接税よりも優れていると考えられたためである iii。シャウプ勧告においては，
他に，基礎控除等の既存の控除制度を充実させる一方で，医療費控除・不具者控除等
を新設して，所得税に社会政策的考慮を大幅に加味することも勧告されていた。こう
した課税理念からは，シャウプ使節団が担税力に応じた課税を通じ，再分配による公
平な社会の実現という理想を求めていたことが分かる。

　　また，シャウプ勧告においては，金持ちが税制の抜け穴を通じて税負担を回避する
ことに対しては，細心の注意が払われていた。最たるものは，キャピタル・ゲインに
対する全額課税であった。シャウプ勧告においては，日本税制における税逃れの手段
として，特に深刻なものとして「キャピタル・ゲインの 50％を課税所得から除いて
いること」と，「利子所得に対し比例税率が適用されていること」が挙げられた。こ
れに対する有効，かつ最重要の対処法こそ，キャピタル・ゲイン課税であった。勧告
は「キャピタル・ゲインの全額課税こそは，われわれの勧告のなかで最も強調されて
いるところである」「キャピタル・ゲインの全額を課税標準に参入することは，われ
われの税制改正方針の礎石の一つであり，この原理に背馳すれば，この計画の統一性
は著しく損なわれる，ということをいかに強調してもしすぎることはない」とす
る iv。

　　また，いまひとつシャウプ税制の特徴を形作るのは，富裕税の導入である。具体的
には，個人の純資産 500 万円を超える部分について，0.5％～ 3％の 4 段階の累進課
税を行うものとされた。

　　注意しなければならないのは，シャウプ税制においては，富裕税の導入と引き替え
に，所得税の累進性を大幅に緩和していることである。それまでの最高税率が 75％
であったものが，シャウプ勧告を受けた 1950 年の税制改正では 55％にまで引き下げ

ⅲ　金子・前掲書 56 頁
ⅳ　安藤実『富裕者課税論』13 頁～14 頁
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られている。その代わり，前述の富裕税が導入されている。累進課税の上限が引き下
げられたのは，そのような高い税率が脱税の誘引となると考えられたことによる v。
むしろ，形成された資産に対して低率の税率による資産課税を行う方が効果的と考え
られたのである。

　　総じて，シャウプ勧告は「公平」という理念に対して極めて忠実な税制を指向して
いたと言える。このことはむしろ，当時の日本人には驚きをもって迎え入れられたよ
うである。シャウプ使節団は「われわれが search for equity（公平の追求）に重点を
置いていることに対し，驚きを与えていることが少なくない」と述べている vi。

　（2）シャウプ勧告の「骨抜き」
　　1950 年の税制改正において，シャウプ勧告は日本政府にほぼ全面的に受け入れられ，

勧告に沿った新しい税体系が構築された。しかし，シャウプ勧告に基づく税体系が，純
粋な形を保ち得たのは，僅か 3 年程度のことである。
　①　「資本の集積」の要請
　　シャウプ税制は，特に当時の日本の経営者層から，強い反発を受けた。
　　当時は，戦後間もない時期であり，戦災復興のために「資本の集積」が重要である

としばしば説かれた。例えば，汐見三郎（京都大学教授）は，日本租税研究協会第 3
回大会において「シャウプ勧告は精緻に過ぎ，これによる税制は我が国に適しないと
ころもあるから，部分的に改正を行うべきであるというのが大多数の意見でありまし
た。今日，資本蓄積を高めていくことが重要な政策目的となっておる。この状態で所
得税中心の税体系は多くの矛盾を含む。総合課税に例外を設け，間接税の相対的増
大。富裕税は税収から見ても，手数を要することから見ても，これをやめ，代わりに
所得税の最高税率を上げる方がいいというのが多数意見。相続税の軽減も主張されま
した。」と述べている vii。

　②　富裕税・利子附加税の廃止
　　シャウプ税制においては，所得税の補完税として富裕税が設けられていたが，これ

は昭和 28 年には廃止されてしまった。
　　富裕税の導入時期は，戦後直後ということもあり，これにより見込まれる税収額は

僅かであった。他方，富裕税を課するためには，富裕者の課税すべき資産を捕捉しな
ければならないため，徴税のために相当に手間のかかる制度ではあった。しかし，シ
ャウプはこうした批判を見越して「富裕税の税収は，今後数年間は多額にのぼること
はない。しかし，これは税を課さない理由にはならない。経済復興が進むにつれ，富
の集中と蓄積が顕著となってくる。富裕税は将来に対して設けるもの（である）。」と
述べている viii。

　　こうしたシャウプの指摘があったにも関わらず，富裕税はほとんどその命脈を保ち
得ず，早々に廃止の憂き目をみた。とりわけ強い批判を受けたのは，徴税に多大の労

ⅴ　安藤・前掲書 18 頁
ⅵ　安藤・前掲書 13 頁
ⅶ　安藤・前掲書 31 頁
ⅷ　安藤・前掲書 18 頁
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力を要する割に，税収が上がらないという点であった。ただ，富裕税が所得税の最高
税率引下げとバーターとされていたことは国会審議等でも意識され，富裕税廃止と同
時に所得税の最高税率は 65％（地方税込だと 77％）に引き上げられることになっ
た ix。

　③　キャピタル・ゲイン課税の廃止
　　シャウプ勧告であれほど重視されたキャピタル・ゲイン全額総合課税は，1950 年 4

月の施行後僅か 3 年で全廃され，原則非課税とされることになった。株式譲渡所得に
対し課税することが原則となるのは，その後，税制全面改正を経た 1989 年に至って
からのことである。しかし，証券優遇税制によって，株式譲渡所得の課税範囲は，現
在は 10％という低率にとどまっており，シャウプ勧告当時に，シャウプが公正税制
の本丸と位置づけたキャピタル・ゲインの全額課税には到底及んでいない。

　④　利子所得課税の変遷
　　預金利子や株式配当といった金融資産からの所得は，個人の生活と必ずしも直結し

ない財産から得られる所得であって，したがって，本来的には質的な担税力が高いも
のと考えられている x。

　　シャウプ勧告の下では，利子所得も総合課税の対象とされた。利子所得課税はそれ
まで源泉選択制度となっており，比例税率による課税がなされていたが，シャウプ勧
告においては分離課税が税逃れの温床になるとして，これらを含めて総合課税の対象
としたものである。

　　しかし，利子所得への総合課税は金融業界の強い反発を受けた。預貯金を通じた間
接投資が主流の日本経済において，預金利子への課税を強化することは資本の蓄積を
妨げ，実情にそぐわないというのである。例えば，日本租税研究協会第 3 回大会にお
いて，熊本吉郎（大和銀行調査部長）は「預貯金の吸収をあまり阻害しない仕組みが
望まれる。ここ数年間でも結構でありますから，税制上若干のゆとりを持たしていた
だけたらと考える。…例えば無記名預金をもう一度復活してもらうとか，預金利子の
課税について源泉選択にするとか。所得に総合することは税の理想であるとしまして
も，今後 2，3 年間でも，しばらく眼をつむってもらうことが必要ではないでしょう
か」などと述べている xi。

　　結局，利子所得の源泉選択が廃止されたのは 1950 年 4 月から 1951 年 3 月までの 1
年間だけで，1951 年 4 月には源泉選択が復活した（税率 50％）。さらに，利子所得の
税率は，1953 年 1 月には一気に 10％にまで引き下げられ，1955 年 7 月には全額非課
税となった。1957 年 4 月以降は再度利子所得に対する課税がなされるようになり，
その後税率も上がってきてはいるものの，利子所得を源泉分離課税とする扱いは，現
在まで存続している。

　⑤　小括―1987 年以前の税制について

ⅸ　梅田高樹「富裕税の創設とその終末」税大論叢 15 号 209 頁以下参照
ⅹ 　量的担税力と質的担税力の相違について，北野弘久『税法学原論（第 6 版）』168 頁

以下
ⅺ　安藤・前掲書 39 頁
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　　1952 年から 1986 年にかけての税制は，公平を追求したシャウプ勧告の理念は骨抜
きにされた上に，多くの租税特例措置が乱立する複雑奇怪な税制となっており，決し
て「理想の税制」ではなかった。

　　しかし，所得税・相続税における高い累進税率は富裕税廃止とのバーターとでも言
うべきもので，公平の実現という意味では，今日よりも幾らか「まし」な要素もあっ
た時期でもあったといえる。シャウプ税制は相当部分が骨抜きにはされたが，それが
目指した公正の理念は一定程度は残っていた。これが大きく崩れて行くのは，1987
年の税制抜本改革以降のことである。

　（3）1987 年の税制抜本改革
　　1987 年に，日本の税制は大きく変容した。これは，英米において新自由主義的思想

に基づく税制改革（レーガノミクス，サッチャリズム）が行われたことに強く影響を受
けている。

　　新自由主義の大きな特徴は，市場原理によるパイの拡大化傾向を前提として，格差の
存在それ自体を肯定する点である。

　　政府税制調査会は，1986 年 10 月 28 日に「税制の抜本的見直しについての答申」を
まとめ，総理大臣に提出し，その後 1987 年から 1988 年にかけて，大規模な税制改革が
実施された。中でも最たるものは，消費税の導入である。消費税は 1988 年に税率 3％
として，初めて導入された。

　　他方，所得税については，最高税率が 70％から 50％へと大幅に引き下げられた（1987
年改正）。また，相続税についても最高税率 70％から 55％へと大幅な引下げがなされた

（1988 年改正）。
　　その結果，所得税・相続税とも，税収比率における割合を大幅に下げることになっ

た。時おりしも，いわゆるバブル経済の最も華やかな時期に差し掛かろうとしていた時
期であったが，バブルがもたらした富裕者の巨額の所得は，国庫を豊かにすることはな
かった。

　　税制改正直後は，バブルの影響もあり，所得税・法人税の額は高まりを見せた。税制
改正による減税がなければ，この時期の税収はこれ以上のものとなっていたものと推測
される。

　　しかし，バブル崩壊後，所得税・法人税の税収は大幅に低下することになった。2013
年度予算においては，所得税の税収は 13.9 兆円，法人税の税収は 8.7 兆円とともに，
税収のピーク時の半分にも満たず，バブル前の税収水準にも及んでいない。これらに代
わって大きく比率を高めているのが消費税であり，2013 年度予算において 10.8 兆円の
税収が見込まれている。

　　我が国においては，消費税の課税において何ら逆進性の緩和措置が採られていないた
め，一連の税制改革は，富裕層に減税による恩恵をもたらす一方で，貧困層に対する課
税を強化するという，極めて逆進性の強いものとなった。
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図・税収割合の推移（財務省ホームページより引用）

　　
　（4）「構造改革」以降の税制
　　いわゆるバブル経済が崩壊した後の税制は，より一層，大企業・富裕層を優遇するも

のとなっていった。
　　1999 年には，所得税・住民税・法人税及び事業税の税率の再度の引下げが行われた。

所得税の最高税率は，この改正によって，それまでの 50％から，37％にまで引き下げ
られることになった。

　　2001 年には，商法改正に対する税制上の手当として，企業組織再編税制が整備され，
また，年度の途中で有価証券譲渡益課税の見直しが 2 回に渡って行われた。翌 2002 年
には，法人税の連結納税制度が導入された。

　　さらに，富裕層減税の大きな画期をなしたのは，2003 年に導入された証券優遇税制
である。これは，上場株式などの配当や，株式を売却した際の譲渡益にかかる税率を，
本来の 20％から 10％に軽減したものである。また，配当所得に対する課税について
も，上場株式等（大口以外）に係る軽減税率（10％）が適用されるようになった。これ
は 2003 年に時限措置として導入されたが，その後，今日に至るまで延長が繰り返され
ている。これらの優遇措置は 2013 年末に打ち切られる予定であるが，今後の政治情勢
によっては，延長ないし再導入の可能性も否定できず，予断を許さない状況となってい
る。

３　現在の税制
　以上のような変遷を経て，我が国の現在の税制は形成されている。それは，富裕層に甘
く，それ以外の層に対して厳しいものとなっている。
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　（1）所得税
　　現在の所得税は，5％～40％まで，6 段階の累進課税であり，住民税と合わせた最高

税率は 50%である。昭和 61 年までは，10.5％～70％まで 15 段階の累進課税であり，
住民税と合わせた最高税率は 88％であったため，高額所得者について大幅な減税がな
されていることが分かる。

　　なお，2013 年の税制改正により，2015 年分の所得税から，課税所得 4000 万円超につ
いて 45％の税率が設けられる予定になっている。

　　
　　図・所得税率の推移（財務省ホームページより引用）

　　
　（2）法人税

　①　法人税率とその推移
　　現在の法人税の基本税率は 25.5％である。下図から分かるように，法人税は 1984

年（昭和 59 年）以降の 43.3％をピークとして，以後の税制改正時に一貫して引き下
げられ続けており，法人の税負担が軽減され続けていることが読み取れる。
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図・法人税率の推移（財務省ホームページより引用）

　②　様々な租税特別措置
　　さらに，法人においては，様々な租税特別措置が講じられている。
　　租税特別措置の中でも代表的なものは，研究開発税制である。研究開発税制は，①

試験研究費の総額に係る税額控除制度，②特別試験研究に係る税額控除制度，③中小
企業技術基盤強化税制，④試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度からな
り，企業の試験研究費の一定部分について法人税からの税額控除が認められている。
中小企業を対象とするものもあるが，研究開発税制による恩恵を受けている企業の多
くは大企業である。2010 年度の国税庁会社標本調査結果によれば，同年の試験研究
費関係控除額は 3726 億円にも上っている xii。

　③　損失の繰越控除
　　法人税については，個人事業主にはない特典として，純損失の繰越控除が認められ

ている。
　　純損失の繰越控除それ自体は，国際的に見ても珍しい制度という訳ではないが，我

が国ではバブル崩壊以降，欠損法人割合が大幅に高まり，この制度による減収が生じ
たため，結果として法人税収の大幅な減収に繋がっている。

　　欠損法人割合は，2011 年度においては 64.3％，当期控除額は約 9 兆 7000 億円に上
る xiii。欠損法人割合は，1989 年においては 49.6％だったので，法人税を払っていな
い法人の割合が大きくなっていることが見て取れる。

ⅻ　国税庁 2010 年度会社標本調査結果概要・9 頁
　　http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2010/pdf/kekka.pdf
xiii　国税庁 2011 年度会社標本調査結果概要・15～19 頁
　　http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2011/pdf/kekka.pdf
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　　この制度については，2011 年 12 月の税制改正において見直しが図られた。損失繰
越控除の限度年数を，従来の 7 年から 9 年に延長する一方で，当期控除の限度額規制
を新設し，大法人に限り，繰越欠損金の使用が税引前利益の 80％に制限されている。

　（3）相続税
　　相続税率も，昭和 62 年の税制改正により，富裕層に対する税率が大幅に軽減されて

いる。具体的には，それまでの最高税率 70％が，55％に引き下げられ，その後更に 50
％にまで引き下げられている。

　　2013 年の税制改正では，基礎控除額が従来の「5000 万円＋ 1000 万円×法定相続人の
数」から「3000 万円＋ 600 万円×法定相続人の数」に変更され，課税ベースの拡大が
図られるとともに，上限税率が 55％へと若干引き上げられている。

　　
　　図・相続税率の推移（財務省ホームページより引用）

　　
　（4）消費税
　　消費税は，前述のとおり，1988 年にはじめて導入され，平成 7 年の税制改正により 5

％に引き上げられた後，現在に至っている。
　　なお，消費税は，税を負担する一般市民にダイレクトに負担感を与え，増税に伴って

消費そのものの動向に影響を与えるため，増税が直ちには増収に結びつかない場合があ
るという指摘がなされることがある。実際に 1995 年の税制改正の際には，税率が 5％

（国税部分 4％）に上昇したにも関わらず，税収が減少するという現象が生じている。

第２　中間層以下に厳しい税制
１　租税・公的費用負担率の分布
　我が国の現在の税制下においては，高額所得層に対する累進課税率が低く抑えられてい
る結果，申告所得 1 億円をピークとして，以後，所得に対する税負担率が減って行くとい
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う現象が起こっている。これは，高額所得者に多額の収入をもたらしている株式譲渡益や
配当といった不労性所得について，分離軽課されている影響が大きいと考えられる。ま
た，累進税率の上限が低いことも，こうした傾向に一定の影響を及ぼしていると考えられ
る。

 （垣内亮作成：2007 年の国税庁統計による）　

２　低額の基礎控除
　（1）日本の基礎控除の変遷
　　我が国における基礎控除額は，現在は 38 万円である。この額は，1995 年以降，全く

引き上げられていない。本来，基礎控除は，いわば「裏返しの生存権」とでも言うべき
ものであり，「健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な費用には課税しな
い」という原則を反映したものでなければならない（最低生活費非課税の原則）。

　　給与所得者に関しては，給与所得控除の 65 万円を加算すれば 103 万円になるが，こ
れは給与所得者にしか適用されないし，この 103 万円という金額にしても，都市部にお
ける最低生活費（生活扶助と住居扶助を合わせた金額）よりは下である。しかも，給与
所得者控除制度の趣旨は，給与所得者が就業に際し必要とする経費の概算控除という点
にあるのだから，人としての最低生活を保障するための控除である基礎控除とは，そも
そも位置付けが異なるともいえる。

　　その結果，我が国においては，現実に就労して，最低生活費に満たない収入を得てい
るにも関わらず，その収入の中から納税を義務付けられるという層を生じることになっ
ている。

　　基礎控除の額は，1970 年頃には最低生活費の水準とおおむね一致していた。ところ
が，この時期以降，生活保護法における最低生活費は伸び続けて行ったのに，基礎控除
の額はほとんど増えなかった。結果として，現在は，基礎控除額と生活保護における最
低生活費の間には，大きな乖離が生じている。

　　このことは，大変な問題である。そもそも基礎控除制度は，担税力のないところから
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は税を取らないという形で，個人の生存権を直接保障する制度である。所得水準が最低
生活費以下のところから税を取るというのは，とりもなおさず，徴税という国家の作為
によって国民の生活を最低生活水準以下におとしめようとすることなのだから，生存権
に対する侵害の程度は，水際作戦のような国家の「不作為」よりも，より強度であると
さえ言い得る。

　（2）基礎控除と最低生活費の不一致に関する判例の立場
　　しかし，基礎控除と最低生活費が一致しないことそれ自体は，日本の判例上は合憲と

されている。
　　いわゆる総評サラリーマン税金事件の最高裁判決（最高裁平成元年 2 月 7 日判決）に

おいて，最高裁は所得税の基礎控除額と生活保護における最低生活費とが一致していな
いとの原審認定事実を前提としつつ，租税政策における憲法 25 条の適用関係について
も，堀木訴訟最高裁判決（最高裁昭和 57 年 7 月 7 日判決）で示された「憲法二五条の
規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の
広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と
見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である」と
いう基準を援用した上で，明白な立法裁量の逸脱は認められないとした。

　（3）今日における基礎控除と最低生活費の不一致の問題性
　　総評サラリーマン事件判決の事案は給与所得者によって控除の在り方の合憲性が争わ

れた事案であり，そこでの控除には給与所得控除が含まれており，基礎控除そのものが
争点とされた訳ではないという点には留意しなければならない。また，対象としている
課税処分は 1971 年のもので，判決自体もバブル真っ盛りの時期である 1989 年になされ
ており，今日では経済情勢は大きく変化している。

　　今日の経済・社会情勢を踏まえると，最高裁の示した明白性の基準を前提としてもな
お，今日の基礎控除の水準は違憲の疑いが強い。最低生活費と基礎控除額の乖離が，あ
まりにも大きくなり過ぎているからである。

　　基礎控除額が 38 万円にとどまる一方，最低生活費の額は上がっており，その乖離
は，もはや看過し難いほどに広がっている。2009 年度の厚生労働省の統計によれば，
生活保護の被保護者一人当たりの保護費総額は年額 170 万 5164 円と推計される xiv。こ
のうち住宅扶助費だけを見ても，年額 30 万 3240 円となっており，基礎控除額は，この

「住宅扶助だけの年額」とほとんど変わりがない。
　　1971 年当時においては，被保護者一人当たりの保護費総額は 23 万 4228 円である一

方，基礎控除額は 20 万円であった。このことから，約 40 年の間に両者の乖離が大きく
進んでいることが分かる。

　　現在の基礎控除額を月数で割ると 1 か月当たり 3 万円と少しの金額ということになる
が，今日，このような低額では住居の確保もままならず，衣食という人間の生存に不可
欠なものすら確保できないということは，容易に想像されるであろう。生活保護におい
て想定されている最低生活こそが，憲法の理念に照らし正当なものというべきであり，

xiv 　国立社会保障・人口問題研究所「扶助別保護費 1 人当たり月額の年次推移」平成 21
年度データより推計。http://www.ipss.go.jp/s-info/j/seiho/seihoH24/H24-23.xls
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基礎控除制度が想定する最低生活は，日本の現状に照らしおよそ実践し難い，不相当な
ものと言わざるを得ない。

第３　まとめ
　以上に見てきたように，我が国の税制は，今日，高額所得者や株式等の金融資産保有者
のような富裕層を優遇する一方で，低額所得者に対しても広く課税がなされるという，不
公正かつ逆進的な制度となっている。こうした税制が日本における格差を形成し，拡大さ
せていることは明らかである。
　憲法・人権という観点からの，あるべき税制について以下詳論する。

第２節　不公正税制の是正に向けて

第１　税制・財政に関する憲法上の要請
１　租税制度の目的
　これまで，我が国において「不平等」の病理現象が現れていること，これを生起させる
様々な制度的・社会的な要因があることを見てきた。そして，この要因として，特に不公
正な税制の存在が極めて大きな問題であることを指摘してきた。
　本章では，「不平等社会」と化した我が国の現状を是正するために，いかなる方策が有
効であるか，論ずることとしたい。
　「不平等社会」の是正を目指す際に，まず我々がよすがとするべきなのは，憲法 14 条で
あろう。憲法 14 条 1 項は，「すべて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，
社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。」
と定め，全ての国民の平等を保障している。そして，憲法 14 条 1 項は，生存権を保障し
た 25 条と相まって，形式的平等だけではなく，実質的平等の保障をも要請していると考
えられている。
　そうであるならば，我が国における不平等をもたらしている税制の分野においても，憲
法による実質的平等の保障の要請が働いているというべきであろう。

２　租税制度の目的
　（1）租税制度の目的に関する一般的な説明
　　租税制度の目的については，一般的には，次のように理解されている xv。

　①　公共サービスのための費用の調達
　　政府は，様々な公共サービスの提供や，公共財の整備などを行う任務を負ってい

る。例えば，道路に信号機が設置されることで国民が得られる便益は，全ての国民が
等しく享受するものである。こうした費用は，広く国民が負担することが適切である
といえる。租税制度には，こうした公共財・サービスを提供するための費用の調達と
いう目的がある。

xv　税務大学校編『税法入門』3 ～ 4 頁
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　②　所得再分配
　　市場経済によりもたらされる資産や所得の分配は，個々人の出自（より具体的に

は，親からの援助や，遺産相続による資産取得ができるかどうか）や，先天的な能力
など，その出発点において格差が存在することから，社会的に見て望ましくない場合
が少なくない。租税は，所得税や相続税の累進構造を通じ，歳出による社会保障給付
と相まって，所得や資産の再分配を行う機能・目的を有している。

　　この機能は，憲法 25 条において生存権の保障を定め，福祉国家の理念を採る日本
国憲法の下では，とくに重要な機能であるということができる。

　③　景気調整
　　租税は，変動する景気に対する調整装置の機能を有する。市場経済においては，し

ばしば景気が急激に変動し，これによって国民生活に大きな悪影響がもたらされるこ
とがある。租税は，好況期には GDP の伸び以上に増加して総需要を抑制し，景気の
過熱をおしとどめる作用を有する。逆に不況期には，租税の伸びが鈍化し，市場の総
需要を刺激する方向に作用する。このように，租税は景気を自動的に安定化する役割
を有している。

　④　その他の特定の政策達成の手段
　　租税は，特定の政策達成の手段として用いられる場合もある。例えば，一定の寄付

金について控除の特典を与えることによって，学芸や文化を奨励するという政策目的
を達成しようとする場合もある。

　（2）税制における再分配機能の位置付け
　　税という制度そのものは，近代社会の形成以前から存在するものである。例えば，公

共財整備のための費用徴収という側面における租税の性格は，それこそ古代ローマから
現在に至るまで，本質的には変容していないと言えるだろう。

　　しかし，近代化，ことに各国の憲法に生存権の保障が明記されるようになった現代福
祉国家においては，租税の性格もおのずから，こうした憲法の理念に沿ったものとなる
ことを迫られている。

　　日本国憲法は，その 25 条 1 項において，全ての国民の生存権を保障するとともに，2
項において，社会保障の増進を国の責務としている。社会保障財源は国民の納税義務

（憲法 30 条）を通じて国家により調達され，これが具体的な社会保障制度を通じて分配
されるので，ここでは，富の再分配は国の当然の責務とされている。ゆえに，そのため
に税制において応能負担原則を適用し，所得再分配の機能を持たせることも，憲法上当
然の要請と言える。ここに応能負担原則を適用しなければ，社会保障制度は生存権の保
障・困窮者の救済という本来的機能を果たし得ないからである。

　　これは，全ての市民の自由が保障される社会を持続的かつ安定的なものとするために
は，極めて重要な原理ないし機能である。資本主義社会において，富の偏在の結果，政
治（税制を含む！）が一部の富裕者のみによって左右されるものとなってしまうと，民
主主義は社会の不公正を是正する方向では作用しなくなる。現代社会において，経済的
基礎を全く欠いているところで，人権のカタログに記されているような自由権だけを保
障したとしても，そのような自由には意味がないか，あるいは容易に侵害され得るもの
となってしまうだろう xvi。このように，一部の富裕者と，この富裕者に奉仕するため
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の大多数の市民によって構成されるような社会は，もはや自由な社会とはいえない。こ
れこそまさしく，現代の福祉主義が克服しようとした「貧困の構造化」である。

　　こうした病理を克服するためには，市民の能力に応じた負担と給付を行い得る，公正
な税制と社会保障が不可欠である。前章までで述べたように，世界的な格差の拡大が進
行する今日において，応能負担原則の重要性はどれほど強調してもし過ぎることはな
い。

３　税における「公平」とは何だろうか―垂直的公平と水平的公平
　ところで，税負担における「公平」とは，そもそも何だろうか。累進課税によって「公
平」を実現しようという場合，これは，持てる者は多くを負担し，持たざる者は負担をし
ない，あるいは少なく負担するという「垂直的公平」を意味する。
　ところが，我が国の税制が現在の形になるまでに，政府がしばしば喧伝していたのは，
その税制改正によって，「公平」を実現するというものであった。
　例えば，1988 年に消費税導入を目指した竹下内閣の税制改革法案要綱の基本理念にお
いては「今次の税制改革は，国民が社会共通の費用を広く公平に分かち合うためのもので
あるという基本的認識の下に，税負担の公平を確保し，税制の経済に対する中立性を保持
し，及び税制の簡素化を図ることを基本原則として行われるものとする。」とある。ここ
でいう公平とは，いわば「水平的公平」であるといわれることもある。
　しかし，このような理念は果たして「公平」の名に値するのであろうか。「薄く広く」
というと一見「公平」という理念を目指しているように見えるが，要するに個々の負担能
力を把握する努力を放棄しているということである。そうであれば，こうした「水平的公
平」の理念に基づいて形成される税制は，おのずから，税負担者それぞれが持つ生まれ育
ちや，社会的地位，承継し得る資産といった一切の事情を考慮せずに課される，「不公
平」なものとならざるを得ないはずである。
　憲法 30 条は，「国民は，法律の定めるところにより，納税の義務を負ふ。」と定めてい
る。しかし，ここでの「法律」とは，決して何らの制約をも受けない無限定なものではな
い（仮にそうであれば，明治憲法下における「法律の留保」と何ら差がないことにな
る）xvii。税法といえども法律であり，これを指導すべき原理を示すものは憲法である。前
述したように，憲法 14 条は 25 条と相まって，実質的平等の保障をも要請している。ここ
での平等は「水平的公平」という，無内容なものではない。

４　日本国憲法の求める租税理念
　国家は，法律の制定と執行を通じて憲法理念の実現を目指すものであり，税制は，日本
国憲法の下においては，個人の尊重と法の下の平等の実現，あるいは生存権の保障や社会
保障の増進といった，憲法上の基本理念の実現に繋がるものでなければならない。
　それゆえ，税制を通じて憲法の保障する人権を保障するためには，憲法理念の税制にお

xvi 　三木義一『租税規範に対する憲法審査基準』（「現代税法と人権」所収）113 頁以下参
照

xvii　北野弘久『税法学原論（第 6 版）』78 頁以下
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ける現れである応能負担原則が，税制において貫徹されなければならない。それゆえに，
低所得者・困窮者の保護のためには，応能負担原則の派生原則たる最低生活費非課税の原
則にのっとった税制の構築が求められる（このことは，自由権としての憲法 25 条 1 項の
保障そのものである）。また，基幹税たる所得税について累進性を高めることも，応能負
担原則に沿うものと言える。逆に，生存権を脅かすような課税を行うことや，資産所得の
ような質的担税力の高い所得を殊更に軽課することは，応能負担原則に反し，ひいては憲
法の理念に違背するものだと言える。
　税制の実体面において，憲法の理念を反映させることは，人権保障上，極めて重要であ
る。租税立法が技術的かつ特殊な法分野であるからといって，そこに憲法の理念が及ばな
いなどということには決してならない。憲法の理念を実現できる税制こそが，あるべき税
制の姿である。
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第６章　民意反映過程の歪み
　　

第１節　流される情報と真実

第１　流されている一般的な情報
１　生活保護受給者増と「財源がない」
　近年，生活保護受給者は増加の一途をたどっており，このままだと生活保護財源が枯渇
するという指摘がなされることがしばしばある。また，こうした傾向をもたらしているの
は，「働けるのに働かない」生活保護受給者が増加している点にあるとして，受給者のモ
ラルハザードが問題視されることがある。例えば，指定都市市長会が 2010 年 10 月 20 日
に行った「社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度の抜本的改革の提案」の中に
は，以下のような記載がある。
　　

　生活保護制度は，昭和 25 年の制度創設以来，抜本的な改革が行われていないこと
から，社会経済情勢の変化に対応できておらず，制度疲労を起こしている。とりわ
け，一昨年のリーマンショックに端を発した急激な景気の後退により，生活保護受給
者は大幅な増加を続けており，保護率の高い大都市においては，生活保護に要する負
担の増加が財政全体を圧迫し，行政運営に支障をきたしている。さらに，年金制度や
最低賃金制度との不整合などの制度の矛盾が顕在化し，国民の不公平感やモラルハザ
ードを招いている。このまま放置すれば制度への信頼が失われる恐れがあるどころ
か，国や国民のあり方にも関わる重大な問題ともなる。

　　
　また，自民党の生活保護プロジェクトチームの主要メンバーである片山さつき参議院議
員は，産経新聞のインタビューに答えて次のように述べている i。
　　

（インタビュアー） 　厚生労働省が生活費に充てる「生活扶助」の基準額を引き下げる
方針を固めた

（片山議員） 　「いよいよ水準が適正化，公平化されるという思いだ。初めて生活保護
制度に疑問を感じたのは，大蔵省主計局の厚労省担当主査だった平成 7 年
ごろ。失業手当などさまざまな厚労関係の手当を見ていて『生活保護制度
って，もらう側にほとんど何の義務もないな』とはたと気づいた。ハロー
ワークへの登録義務もないんだな，と。海外では職業訓練やコミュニティ
ーサービスなど，何らかの義務がある。」

　　　　　 　「当時の生活保護費は 1 兆円台。申請段階での厳正な審査と恥の文化が
まだ残っていたことで抑制されていたが，それがなくなったときに『どう

ⅰ 　「芸人母受給追及『悪い流れ止める抑止力に』進む改革・片山さつき氏インタビュ
ー」（産経新聞 2013 年 2 月 7 日）
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やって止めるの？』と当時から思っていた。実際にそういう状況になって
いる」

（インタビュアー） 　昨年，人気お笑い芸人の母親が生活保護を受給していたことが発
覚。片山議員をはじめ何人もが国会で取り上げ，「十分な収入があ
るのに，扶養義務を果たしていない」との世論が高まった。改めて
この問題を振り返り，どう感じるか

（片山議員） 　「十分な余裕があって親を養いうる人が，親を積極的に生活保護状態に
し，それを周囲に吹聴していた。そんなことをされると，日本中の福祉事
務所が困る。そういった悪い波及効果を止める抑止力になった部分はある
と思う」

（中略）
（インタビュアー） 　必要な人のみに保護の網をかけられれば，負担する国民の同意も

得られる
（片山議員） 　「働いた方がもらえるお金が少ないとなれば，誰も生活保護から抜け出

そうとしない。給付水準を下げ，働いて得た収入は保護費から削るのでは
なく，貯蓄しておいて保護から抜けたときに渡す。就労支援にも力を入れ
て，まず働ける世代を求職者支援など別のセーフティーネットで受け止
め，自立促進することが非常に大切だ」

　　
　こうした言説は，現在の我が国において珍しいものではなくなった。ここでは生活保護
の問題が社会の構造的な問題としてではなく，受給者のモラルの問題として捉えられ，し
かもそれが社会保障財源の問題と結びつけられることにより，「一般国民の負担」の問題
と直結されることになる。その結果，現実に納税している多くの国民が，生活保護の受給
者やその親族に対して，心理的反発を覚えることになる。

２　「日本の法人税は高い」という言説
　また，日本の法人税は高いとしばしば喧伝される。例えば，日本経済団体連合会は，

「平成 25 年度税制改正に関する提言」の中で，次のように述べている。
　　

　わが国の法人実効税率は，平成 24 年度より 40.69％から 38.01％へと約 2％引き下
げられた（大法人，東京都）。しかしこれは，法人税率の 4.5％引き下げと法人税額
に対する 10％の復興特別法人税を踏まえ計算される表面実効税率に過ぎず，研究開
発促進税制の縮減，欠損金の繰越控除に係る所得制限，減価償却制度の縮減等，課税
ベースの拡大も同時に実施されていることから，個別の企業ではむしろ増税となって
いるケースもある。
　一方，世界各国では，さらなる法人税率の引き下げ競争が行われている。また，日
本が競合するアジア諸国の税率は，中国 25％，韓国 24.2％となっており，依然とし
て日本と 10％以上の開きがある。
　立地競争力の差がこのように歴然とする中で，現在，わが国では，外資系企業の撤
退のみならず，日本企業についても，製造，販売，研究開発拠点に加え，系列企業や



― 111 ―

第６章　民意反映過程の歪み

本社機能までも海外に移転せざるをえない事態が現実化しつつある。日本経済は今や
「根こそぎ空洞化」の危機にあるといって過言ではなく，現状を放置すれば，国内に
おいて十分な投資や雇用の水準を維持することは到底，不可能であり，わが国経済が
衰退に向かうことは必至である。

　　
　こうした「提言」がマスコミに鵜呑みにされ，国民一般にそのまま伝えられることも，
決して少なくない。

第２　あまり報道されない「真実」
１　生活保護の実態
　（1）受給者の構成比
　　生活保護受給者が増加し続けているのは事実であるが，増加の原因は明らかに高齢受

給者の増加である。このことは，必ずしも広く知られているとは言い難い。
　　2013 年 3 月期の厚生労働省の統計によれば，全受給者の 44.8％が高齢者世帯であ

る。また，障がい者世帯が 11.4％，傷病者世帯が 18.3％となっているため，このよう
な，そもそも稼働能力がないと考えられる世帯の割合が，合計で実に 74.5％にも及ん
でいる。こうした生活保護の実態からは，そもそも自ら稼働することを期待できず，社
会保障によって生活を維持されるべき層のセーフティネットとして，生活保護が効果的
に機能している姿が見えてくる。

　　他方，稼働能力があると考えられる「その他」世帯の割合は，18.4％であり，全受給
者の 2 割にも満たない。しかも，「その他」世帯の実数は 2013 年 1 月をピークとして下
落に転じている。

　　このように見て行くと，生活保護予算増の実態は，年金の問題が大きいということが
分かる。国民年金の受給額は，たとえ満額の受給ができる場合であっても最低生活費未
満にとどまるため，社会の高齢化の進行に伴い，ほぼ必然的に生活保護受給者は増加し
て行くことになる。これを受給者のモラルの問題に還元することには無理があり，むし
ろ年金制度との不整合そのものが問題だというべきであろう。

　（2）生活保護世帯の生活実態
　　また，生活保護受給世帯においては，ケースワーカーから様々な生活指導を受けるこ

とや，耐久消費財の保有に制約を受けること（地域における世帯普及率 7 割を超えるも
のしか原則として持てない。），自動車の保有が原則として許されていないことなど，生
活保護の受給に伴う様々な制約は，やはり広く国民に知らされているとは言い難い。生
活保護費の給付水準が実際にいくら位なのかということについても，正しく知らされる
ことは少ない ii。

　　生活保護は，憲法 25 条 1 項に基づく「最低限度」の生活であるに過ぎないのだか
ら，好き好んで生活保護で生活しようとしている者が多数生じている（そして，実際の

ⅱ 　被保護世帯と低所得世帯（所得 5 分位第一階級）の保有物品や生活実態を比較分析し
た研究として，阿部彩「低所得世帯と被保護世帯の生活実態―消費パターンとウェル・
ビーイング―」（季刊社会保障研究 46 巻 2 号 86 頁）
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受給者がそうである。）というのは，いわれなき偏見である。実際には，現在の法制度
下においてさえも，生活保護の受給に伴って多くの制約を受けることになるのであっ
て，好んで生活保護を受けている国民が多数いるとは考えにくい。こうした視点から見
れば，現在，稼働可能な「その他の世帯」の実数が漸減傾向にあることは，十分了解可
能な現象である。生活保護受給者の多くは，当然のことながら，こうした制約を受けな
い自由な生活を希望するであろうし，実際に生活保護からの脱出を希望する者が多くい
るからこそ，稼働可能な「その他の世帯」の数が減りつつあると分析することができ
る。

　（3）生活保護と国家予算
　　次に視点を変えて，財政の観点から生活保護を概観してみよう。
　　平成 25 年度予算において，生活保護のための予算は約 3.8 兆円であり（国・自治体

を合わせた額），そのうち国費において計上された予算額は 2 兆 8614 億円である iii。一
般会計の総額が約 92 兆 6000 億円であるため，総予算の約 3％ということになる。平成
25 年度の生活保護予算は前年比約 1％，金額にして 296 億円の増加である（ただし，平
成 25 年 8 月 1 日以降の生活保護費の削減分も見込んでの増加幅であるということには
留意する必要がある。）iv。

　　生活保護費を削減しても，なお約 300 億円支出が増える訳だから，一見すると，生活
保護のための支出が激増しているようにも見えるかもしれない。

　　しかしこれは，約 300 億という数値そのものの巨大さによるものである。そもそも一
般会計の予算規模は 92 兆 6000 億円あるのであり，その，より巨大な予算全体の中にお
いて，生活保護費の支出水準が適正かどうかが判断されなければならない。巨大な数字
それ自体を一人歩きさせ，予算全体を見据えた判断がないがしろにされるようなことは
あってはならない。

　（4）誰のためにお金を使うのか？―平成 25 年度予算編成を例として
　①　予算の全体像把握の重要性

　ア　「財源論」とは何の問題なのか
　　生活保護をはじめとする社会保障の充実が求められる際に，「では，財源はどう

するのか」という疑問が投げかけられることは，確かに多い。しかし，「では，日
本は何にお金を使っているのか」と，さらに反問されることは少ない。また，たと
えば法人税の減税が叫ばれるときに，「では財源はどうするのか」と問われること
は，更に少ない。

　　いわゆる「財源がない」という形での財源論は，社会保障分野において特に問題
視されるが，およそ国家が何らかの施策を実行しようとする際に財源が必要なのは
当然である。その意味において，（少なくとも一般会計歳出による施策との関係で
は）財源論は，あらゆる政策との関係において中立的な問題である。財源は社会保
障においてのみ必要な訳ではない。財源の問題をこと社会保障の場面でのみ問題と

ⅲ　松浦茂（国会図書館調査員）『平成 25 年度予算案の概要』5 頁
ⅳ 　時事ドットコム『【図解・行政】2013 年度予算案・生活保護受給人数と保護費の推移
（2013 年 1 月）』http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_yosanzaisei20130129j-10-w430
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することは，アンフェアである。
　　国家は，社会保障に限らず，産業の振興や安全保障など，およそありとあらゆる

分野において活動する。財源論は本来，限られた国家財源を，様々な国家的課題の
どの方向に振り分けるのが適切かという，分配の問題である。さらに，財源の調達
手段としての税制と切り離して論じることもできないものである。

　イ　語られない「財源論」―平成 24 年度補正予算
　　2012 年の衆議院選挙の後に，閣議決定「日本経済再生に向けた緊急経済対策」

を受けて編成された平成 24 年度補正予算においては，10 兆 2815 億円（基礎年金
国家負担 2 分の 1 の実現に伴う支出を合算すると 13 兆 1054 億円。）もの追加支出
が決定された。その財源は既定経費の減額等だけでは到底賄い切れておらず，財源
の大部分は赤字国債である。同補正予算においては，5 兆 2210 億円もの公債増発
が組み込まれている v。

　　補正予算の中身は公共事業が中心であるが，内容は多岐に渡り，個々の政策につ
いては賛否があるので，ここでは詳論しない。ただ，社会保障において財源を問題
にするのなら，こうした支出に際しても，当然，財源について問題とされ，国民的
議論がなされるべきであったといえよう。

　ウ　二種類の財源―租税と公債
　　国家政策のための財源は，大きく分ければ二つある。租税収入と国債発行であ

る。財政法は原則として国債の発行を禁じているが（財政法 4 条 1 項），「公共事業
費，出資金及び貸付金の財源については，国会の議決を経た金額の範囲内で，公債
を発行し又は借入金をなすことができる」と規定しており（同条但書），例外的に
建設国債の発行を認めている。さらに，1965 年以降は，特例公債法による赤字国
債の発行が断続的に行われてきている。

　　貧困と格差の是正という観点からいえば，国債を国家政策の財源とすることはで
きるだけ避ける方が望ましい。国債の利払を通じて，国債を保有し得る富裕層に対
して公的資金の分配がなされることになり，格差を拡大する効果をもたらすからで
ある。しかし，我が国の国債発行高の増加傾向は，近年に至っても止まる様子がな
い。平成 24 年度補正予算と平成 25 年度予算を合わせたいわゆる「15 か月予算」
において，公債発行総額は 48 兆円にも及んでおり，予測税収の 43 兆円を上回って
いる。

　エ　財源に関する建設的議論とは
　　財源について建設的な議論を展開するためには，まず，我が国の予算規模の全体

像を踏まえ，「誰から取って，誰のために使うか」ということを，きちんと意識し
た議論がなされなければならない。これまで，しばしば社会保障の充実の提言に対
する批判的文脈でなされてきた「財源論」においては，この「どこから取るか」あ
るいは「現在は誰のために使っているのか」という点が余り意識されていなかった
ように思われる。

　　次に，現在の我が国の税財政の形を把握するため，主に企業のために行われてい

ⅴ　阪田渉「平成 24 年度補正予算について」（ファイナンス 2013 年 2 月号 2 頁以下）
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る様々な施策について概観する。
　②　企業優位の税制改革
　　あまり報道されない，あるいは認識されていない事実として，平成 25 年度予算に

おいては法人税収の大幅な下落が見込まれているという事実を指摘することができ
る。

　　平成 25 年度の法人税については，新規に導入される企業優遇税制の影響で，税収
見込 8 兆 7140 億円と，前年比 1.1％の減少が見込まれるというのである vi。平成 25
年度税制においては，新たに様々な企業優遇税制が採用されており，これによる法人
課税の減収効果は，初年度において 2400 億円，平年においては実に 3320 億円にも及
ぶという vii。

　　ここでの優遇措置は，具体的には，以下のようなものである viii。
　ア　研究開発税制における法人税額控除の拡充（初年度減税効果 450 億円）
　　研究開発税制は，製品の開発や技術改良に係る試験研究費等の一定割合の金額を

当該事業年度の法人税額から控除する制度である。与党大綱では，研究開発税制で
ある試験研究費の総額に係る税額控除制度，特別試験研究に係る税額控除制度，中
小企業技術基盤強化税制等において拡充がなされ，2 年間の時限措置として，税額
控除の上限が当期の法人税額の 20％から 30％に引き上げられた。

　イ　生産等設備投資促進税制の創設（初年度減税効果 1000 億円）
　　国内の産業空洞化対策として，国内の設備投資を喚起する特例（生産等設備投資

促進税制）が，2013 年 4 月から 2 年間の時限措置として創設された。与党大綱で
は，青色申告書を提出する法人について，国内の設備投資額を前事業年度から 10
％超増加させ，かつ，その額が減価償却費を上回った場合，法人税額の 20％を上
限として，機械装置の取得価額の 3％を法人税額から税額控除するか，又はその 30
％を特別償却することができることとされた。

　ウ　所得拡大促進税制の創設及び雇用促進税制の拡充（初年度減税効果 630 億円）
　　企業による雇用・労働分配（給与等支給）を拡大するための税制措置（所得拡大

促進税制）が，2013 年 4 月から 3 年間の時限措置として創設される。与党大綱で
は，青色申告書を提出する法人について，国内雇用者に対して支給する雇用者給与
等支給額が，基準事業年度を 5％以上上回り，かつ，雇用者給与等支給額及び平均
給与等支給額が前事業年度を下回らないことを条件に，雇用者給与等支給額の増加
額の 10％（中小企業は 20％）を法人税から税額控除できることとされた。ただ
し，税額控除の上限は，法人税額の 10％（中小企業は 20％）である（大綱，
p. 63）。減税額は平年度ベースで 1050 億円となり，単純な逆算によると給与総額は
1 年間で約 1 兆円増加するという。また，雇用者の数が増加した場合の法人税額の
特別控除制度（雇用促進税制）について，増加雇用者 1 人当たりの税額控除限度額

ⅵ 　時事ドットコム「【図解・行政】2013 年度予算案・『税収＞国債』は達成？（2013 年
１月）」http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_yosanzaisei20130129j-15-w300

ⅶ　梶善登（国会図書館調査員）『平成 25 年税制改正案の概要』1 頁
ⅷ　梶・前掲 5 頁以下
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が現行の 20 万円から 40 万円に引き上げられる等の拡充がなされる。
　エ　グリーン投資減税の拡充（初年度減税効果 20 億円）
　　与党大綱では，再生可能エネルギーや省エネの関連設備に投資した場合に適用さ

れるグリーン投資減税も拡充された。太陽光や風力等の関連設備の減価償却を一括
して行える特例措置が 2012 年度末から 2 年間延長され，対象設備に熱と電気を同
時に生み出せるコージェネレーション（熱電併給）設備が追加された。また，電気
自動車や急速充電設備等を導入した企業が投資額の 30％を特別償却できる制度に
ついても，2013 年度末から 2 年間延長される（大綱，p. 64）。

　オ　中小企業向け設備投資促進税制の創設（初年度減税効果 140 億円）
　　与党大綱では，本節①から③までの項目において，中小企業に対し大企業よりも

税額控除の額やその上限を高くしたり，地方税である法人住民税や法人事業税にお
いても適用したりするなどの措置がとられているが，これらのほか，2013 年 4 月
から 2 年間の時限措置として，商業・サービス業・農業を営む中小企業の経営改善
に向けた設備投資を促進する税制が創設される。商工会議所等から経営改善に関す
る指導及び助言を受けた中小企業が，店舗の改修等に伴い 1 台 30 万円以上の備品
や 60 万円以上の建物付属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合，その取
得価額の 7％を法人税額から税額控除するか，又はその 30％を特別償却することが
できることとされた。ただし，控除税額は当期の法人税額の 20％を限度とし，控
除限度超過額については 1 年間の繰越しができる（大綱，pp. 63-64）。

　カ　中小企業の交際費の損金算入の特例の拡充（初年度減税効果 110 億円）
　　租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）は，資本金 1 億円超の企業について交

際費等の損金算入を一切認めず，資本金 1 億円以下の企業については，交際費等の
うち定額控除限度額である年額 600 万円の範囲内でその 90％の損金算入を認めて
いる。与党大綱には，この定額控除限度額を年額 800 万円まで引き上げるととも
に，その範囲内での全額を損金の額に算入できる措置が盛り込まれている（大綱，
p. 67）。景気低迷を背景に企業の交際費がピーク時の半分以下まで落ち込み，地方
の繁華街の景気低迷につながっているといわれており，中小企業の交際費特例を拡
充させることで地域経済の活性化を期待する意見を反映したというものである。

　③　税制改正・予算編成の評価について
　　このように，平成 25 年度予算・平成 25 年度税制においては，様々な優遇税制の導

入により，実に 2000 億円以上の法人税減収効果が生じる見込みである。無論，これ
ら優遇税制の中には，目的に照らし合理性が認められるものもあるといえるが，問題
なのは，こうした法人減税を行う一方において，法人税減税の幅に比べれば決して多
額とはいえない生活保護予算が切り捨てられていることである。まして，周知のとお
り，平成 24 年度補正予算において，巨額の財政出動により公共事業の推進がなされ
ている。その中で，法人税については，こうした減税措置が断行されているのであ
る。

　　そもそも，応能負担原則の下においては，担税力のある富裕層・中間層から，担税
力のない貧困層への再分配を強化することによって，国民の間における富の偏在を是
正し，公平の実現を図らなければならない。そうした意味において，予算・税制を応



第１編　基調報告

― 116 ―

能負担原則の観点から検証することが重要といえる。生活保護予算の多寡について
も，他の制度にどれほどの予算の振り分けがなされているか，あるいは，どの税金に
ついてどの程度の優遇措置が採られているかが検証された上でなければ，単純に金額
のみをもって高い・安いという評価を下すことはできないはずである。社会保障給付
が多額であるという指摘がなされる際，こうした大局的視点は，しばしば見過ごされ
ている。

２　日本の法人税は高いのか？
　ここまでの論述の中で，法人課税の優遇措置が様々な形でなされていることを見てき
た。これは，財界が税制決定過程と深く関わり，「日本の法人が重い税負担に苦しめられ
ている」という言説が政策決定の場において受け容れられている結果であるといえよう。
マスコミ等においても，しばしば，日本の法人税は高すぎると喧伝される。しかし，これ
は正しいのだろうか。実際，このことについては，様々な観点からの異論がある。
　ここでは，野口悠紀雄教授の指摘を見てみよう ix。
　日本の法人税が高いとされる根拠として挙げられるのは，法人税の実効税率の国際比較
である。野口教授は，法人の実効税率を指標として用いるのは，二つの点から問題がある
とする。一つは，実効税率のデータは課税上の利益をもとに作られているが，税法は国に
よって大きく違うため，課税所得をもととした指標は国際比較にはなじまないという点で
ある。ゆえに国際比較をするのであれば，国際的に統一された基準で計算される会計上の
利益を指標とすべきであるとする。もう一つは，様々な特別措置によって，実際の課税額
は表定税率による課税額とは異なり，表定税率をもとに算出する実効税率のデータを用い
ることには問題があるという。会社標本調査をもとにして製造業における実際の税負担率
を推計すると，負担率は 27％程度に過ぎず，税金が安いといわれるアジア諸国と比べて
も大差はない。表面上の税率と実際の負担率の差をもたらしているのは，法人税の繰越欠
損や受取配当の益金不算入といったものと考えられるという。なお，野口教授は指摘して
いない点であるが，大企業に対する種々の租税特別措置（減税措置）がなされており，こ
れらによる法人税の控除幅が大きいということも，一定の影響を与えていると考えられよ
う。
　このように見れば，そもそも日本の法人税は，必ずしも高くないということが分かる。

３　企業の内部留保増加と配当性向の上昇・労働分配率の低下
　構造改革期以降の税制優遇措置の影響や，日本企業の内部留保傾向の強さもあり，法人
の内部留保は増加を続けている。これは，2008 年のリーマンショックにより一時大きく
減少したが，2009 年以降は増加に転じ，2012 年末の時点では 300 兆円近くに達してい
る。
　一方で，企業の労働分配率は低下傾向にあり，労働者の賃金は上がっていない。また，
株式会社の配当性向は大きく高まっており，企業の利益のうち，株主に利益配当として回

ⅸ 　野口悠紀雄『日本の法人税の負担は重くない』（ダイヤモンド・オンライン）http://
diamond.jp/articles/-/37990
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される金額は大幅に増えている。企業の経済活動を通じて得られた利益のうち，株式を保
有し得る富裕層に回る部分が大きくなり，労働者に回される部分が小さくなる結果，格差
がより拡大して行くことになる。
　（1）企業内部留保の増加
　　内部留保とは，一般に，企業が経済活動を通して獲得した利益のうち，企業内部へ保

留され蓄積された部分のことをいう。
　　企業の内部留保は，大企業・中小企業とも，2000 年代を通じて，おおむね増加傾向

にある。
　　内閣府の調査によれば，大企業においては，2000 年に 15％未満であった内部留保比

率が，2010 年には 20％程度となっている x。
　　

内閣府・企業内部留保比率の推移
　　
　　また，同調査によれば，利益を内部留保へと振り向ける性向は全ての企業類型におい

て高い。
　　反面，特に大企業において，従業員への還元や雇用の増加について軽視される傾向が

見て取れる。
　　

ⅹ　内閣府「今週の指標 No. 988　企業の内部留保の動向」
　　http://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2011/0425/988.html
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内閣府・企業規模別の利益配分のスタンス（2010）
　　
　（2）大企業における配当性向の上昇傾向
　　一方で，日本企業においては，株主に対して配当を行う企業の割合は非常に大きく，

また，配当性向（利益をどれだけ株主に配当するかという割合。配当金支払額÷当期利
益（当期純利益）× 100（％））も近年上昇傾向にある。

　　日本企業において顕著なのは，株主に対して配当を払う企業の比率（有配企業比率）
の高さである。一橋大学の野間幹晴准教授によれば，日本の上場企業における有配企業
の割合は，2009 年においては 86.5％に及び，先進国中でもずば抜けて高い xi。アメリ
カでは 1985 年から 2009 年までに，有配企業比率が 73.2％から 30.2％に下落してお
り，イギリス・フランス・ドイツといったヨーロッパ諸国でも低下傾向にあるため，非
常に特異な傾向を示すものといえる。

　　また，日本企業では，かつては配当性向が低いといわれていたが，近年では配当性向
が大幅に上昇している xii。みずほ総研リサーチ＆コンサルティングの調査によれば，上
場企業の配当性向は 2004 年 3 月決算期においては 19.2％であったが，2013 年 3 月決算
期（予測）においては 31.4％にまで上昇しており，単純に配当性向が低いとはいえな

ⅺ 　野間幹晴「『通説』と異なる日本企業・有配企業の比率，高水準」（日本経済新聞
2010 年 8 月 5 日・29 頁）

ⅻ 　平成 18 年度内閣府年次経済財政報告書においては「企業の配当性向…については，
黒字企業に限ってみると，日本の配当性向は 2 割程度で，アメリカの 3 割強程度，EU
の４割程度と比べて低い水準にある。ただし，日本企業の大きな特徴としては，配当を
行なっている企業の割合が極めて高い点であり，今回のサンプルでみる限り，アメリ
カ・EU 企業の有配企業割合を大きく上回っている。」とされていた（同報告書第 2 章
第 2 節 2（2））。
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くなっている xiii。上場企業の配当総額についても，2001 年には約 2 兆 2000 億円だった
ものが，2012 年には 5 兆 4400 億円と，3 兆円以上の増加を示している xiv，xv。

　（3）　労働分配率の低下
　　このように，企業が内部留保を増やし，また株主配当も増加している一方，日本にお

ける労働分配率は長期的に低下傾向にある xvi。
　　ILO の「世界給与・賃金レポート 2012/2013」によれば，日本の労働分配率は，1970

年代後半から 1980 年代半ばにかけては，75％～80％で推移していたが，1986 年頃に急
落し，以後，70％前後で推移するようになった。1998 年以降は更なる低下傾向を示す
ようになり，2010 年においては約 65％にまで低下している。

　　こうした近年における労働分配率の低下は，富裕層にお金が回っても，それが労働者
のところにまで降りてくることはなかったという事実を証明している。

４　高額所得者の増加傾向
　近年は，貧困層の数が増え中間層が薄くなる一方，年間所得が 5000 万円を超える高額
所得者の数も漸増傾向にあり，所得格差の拡大が見られる。

xiii 　みずほ総研リサーチ＆コンサルティング「東証 1 部 3 月本決算企業対象・配当金総額
の推移」

　　http://mizuho-msrc.com/dynmc/gcnt.php/DL0000001752/03/06/haito1_121218.pdf
xiv　佐々木憲昭衆議院議員による 2009 年 2 月 24 日財務金融委員会配布資料
　　https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1
xv　時事ドットコム「【図解・経済産業】上場企業の配当総額の推移」
　　http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_eco_company-haitou
xvi 　労働分配率の定義方法は複数あるが，ここでは ILO 世界給与・賃金レポートにおい

て採用されている「雇用者報酬総額（自営労働者報酬について加算調整）／ GDP」とい
う定義を用いる。なお，内閣府の年次経済財政報告書においても，ほぼ同様の定義が用
いられている（平成 22 年度内閣府年次経済財政報告書・174 頁）。
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　国税庁の平成 23 年度申告所得税標本調査結果によれば，年間の所得が 5000 万円を超え
る者の数は約 4 万 5000 人となっている。年間 5000 万円超の所得を得ている者の数は平成
19 年に約 6 万人となりピークに達した。リーマンショック後に一旦大幅に減少したもの
の，その後は再び漸増傾向にある。また，年間 1 億円超の所得を得ている者の数も増えて
おり，平成 23 年度には約 1 万 1000 人に達している xvii。
　所得金額 1000 万円を超える納税者数の構成割合は，事業所得者が 5.3％，不動産所得
者が 10.5％，給与所得者が 17.2％，雑所得者が 0.5％，他の区分に該当しない所得者が
41.6％となっている。殊に所得 1 億円を超える超高額所得者においては，半数以上が，他
の区分に該当しない所得者である。この他の区分に該当しない所得者の中には，当年度に
おいて退職金（退職所得）を得た者や，金融取引を通じて所得（株式譲渡益，利子・配当
等）を得ている者が含まれる。これら高額所得者は，退職所得に対する優遇税制や，前述
した証券優遇税制，利子・配当所得の分離課税などを利用することができ，税制上も大き
な利益を与えられているといえる xviii。

５　租税回避
　（1）タックス・ヘイブンとは
　　さらに，近年は，高額所得者がタックス・ヘイブンを利用して，税逃れをしているこ

とが，国際的な課題となっている。
　　ヘイブンとは，避難所の意味であり，タックス・ヘイブン（tax haven）は，一定の

課税が著しく軽減ないし免除される国や地域のことを指す。
　　タックス・ヘイブンに当たる国・地域は，全く税を課さないか名目的な税を課すのみ

であり，情報交換を妨害する法制があるなど透明性が欠如している国がほとんどであ
る。

xvii　国税庁「平成 23 年度申告所得税標本調査結果」
　　　http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/shinkokuhyohon2011/pdf/gaiyo.pdf
xviii 　ただし，平成 24 年度税制改正により，勤続年数 5 年以下の役員の退職金については

優遇税制が適用されなくなった。松浦茂（国会図書館調査員）『平成 24 年度税制改正案
の概要』5 頁
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　　そして，タックス・ヘイブンは，富裕層や大企業が課税から逃れて負担すべき税金を
負担しないことに使われ，資産の隠匿に使われている。

　　このことは，誠実な納税者に無用で余分な税負担を強いるという結果を生む。
　（2）日本における租税回避の具体例

　①　日本の個人富裕層や大企業においても，タックス・ヘイブンを利用して課税を免
れうる。例えば，次のような事例がある。

　　かつて，日本の相続税法の下では，国外に保有する資産を日本の非居住者に贈与す
る場合，受贈者が日本国籍を持つ者である場合にも贈与税が課されなかった。このよ
うな法制度を利用して，日本の創業社長が，まず，その長男を，相続税も贈与税も課
税されない国に住まわせ相続法上の非居住者としておき，国外財産として保有してい
た巨額の株式を長男に贈与したのである。これに対し，国税庁は長男の住所が日本に
あるとして課税処分をなしたが，裁判所は，長男を日本の居住者ではないと認め課税
処分を取り消した。結果として，この創業者親子は，日本の相続税を逃れることに成
功したことになる。

　②　このようなケースは，氷山の一角に過ぎないと思われる。問題なのは，このよう
に課税対象である海外資産及び贈与や相続の実態がつかめていないことである。

　　この点に関する対策としては，税務行政執行共助条約への署名等に伴い，個人が有
する国外財産の内容を税務署に報告する「国外財産調書」制度が創設され，内国税の
適正な課税及び徴収に資するため，一定額（5000 万円）を超える国外財産を保有す
る居住者に対し，その保有する国外財産に係る調書の提出を求めることとなるが，あ
くまでも居住者に対するものに止まる。

　③　このように，日本においても，日本の法律の間隙をついて，タックス・ヘイブン
を利用した租税回避がなされることがある。

　（3）タックス・ヘイブン税制
　①　高額所得者がタックス・ヘイブンを利用すれば，こうした富裕層から適切に徴税

することができなくなるため，結果的にそのしわ寄せは，誠実に納税をする市民，す
なわち中間所得者層のところに及ぶことになる。

　　もっとも，租税法律主義（憲法 84 条）の下では，いかに具体的妥当性を欠く場合
であっても，法律の定めるところを超えて課税をなすことはできない。ゆえに，富裕
層や大企業によるタックス・ヘイブンを利用した租税回避措置に対抗するには，その
ような法制度を整備しなければならない。

　②　大企業等は，税率の低いタックス・ヘイブン国に子会社等を設立し，タックス・
ヘイブン国に資産を保有することや，子会社を利用した取引を行うことにより納税を
免れようとする。

　　このような租税回避方法に対抗するため，日本においては，内国法人がタックス・
ヘイブン国に設立した子会社について，その留保所得のうち，その内国法人に対応し
ている所得を親会社である内国法人の所得に合算して課税する税制（以下「タック
ス・ヘイブン税制」という。）が採られている。

　③　もっとも，タックス・ヘイブン税制といっても，タックス・ヘイブン国に設立さ
れた子会社等全てに課税されるというものではなく，税制の適用条件としては，①そ
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の発行済み株式等の 50％超が日本の居住者及び内国法人によって保有されている外
国法人であり，②①のうち，実効税率（現地の所得に対する税負担）が 20％以下で
あり，③その特定外国子会社等の所得のうち，当該外国法人の発行済み株式等の 10
％以上を直接及び間接に保有する場合である（租税特別措置法 66 条の 6 第 1 項）。な
お，一定の場合，適用除外が認められている。ただし，ここにおいても，あくまで税
制が適用される対象は「日本の居住者」であり，居住実態のない者に日本の税制によ
る規制を及ぼすことはできない。こうした点も含め，現在のタックス・ヘイブン税制
には，なお不十分な点が多々残されている。

６　タックス・ギャップの調査がなされていないことについて
　税法の予定した税収と現実に期限内に納付された税収とに差異があることをタックス・
ギャップという。アメリカでは，アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）がタックス・ギャップ
の調査・推計を行い，その調査結果を具体的な税務行政に生かす取組がなされている xix。
　日本では，大久保勉参議院議員の質問主意書（2008 年 1 月 21 日提出）に対する政府答
弁において，タックス・ギャップの調査がなされておらず，また，その予定もないという
ことが明らかにされた。その後，調査を進める方向に方針変更がなされたことはない xx。
　政府は，タックス・ギャップの調査をしない理由は，「個々の納税者について課税要件
事実や適用される税法の規定がそれぞれ異なっていることから，税法により課されるべき
税額の総計について正確に捉えた推計を行うことは困難であること，アメリカ合衆国の内
国歳入庁のように，課税上問題があると認められない者も含め，無作為に抽出した多数の
納税者に対して「タックス・ギャップ」を推計する目的で実地調査等を行うことについて
は，そのコストや調査を受ける納税者の負担にも配慮する必要があること等である。」と
している。
　しかし，アメリカにおけるタックス・ギャップの調査は，税務に関する行政実務におい
て，有益な影響を与えていると見られる一方，日本政府の上記答弁においては，タック
ス・ギャップの把握を通じてなし得る様々な行政施策に関して何ら言及がない。タック
ス・ギャップに関しては，調査による様々な国民の負担のみならず，調査により得られる
様々なメリットをも踏まえて，検討されるべき課題といえるが，こうした検討自体につい
て，立ち後れが見られる。

７　まとめ
　冒頭の生活保護予算と法人税制の対比においては，社会保障，殊に生活保護について，
その財政規模に比して過剰なほどに財源不足が問題視されている一方，企業に対する優遇
税制については，驚くほどに財源との関係が問題視されていないことが理解されたであろ
う。こうして国家によって手厚く支援された企業は，その株主たちに対して，より多くの

xix 　IRS による具体的な取組の内容については，瀬沼雄二ほか「米国の税務行政（上）」
税大ジャーナル 7 号 181 頁以下参照

xx　参議院「大久保勉議員の質問に対する答弁書」
　　http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/169/touh/t169006.htm
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利益を分配するようになっている。他方，労働分配率の低下に伴い，労働者たる市井の一
般庶民は富を得にくくなっている。
　そして，一旦「勝ち組」に入った富裕者は，グローバル化した社会の中において，様々
な手段を駆使して公的な負担を免れることができる。こうした富裕者の行為に対して，我
が国の政府は未だ有効な対処をなし得ていない。結果，そのしわ寄せは，中間層以下の庶
民のところに回されることになり，更なる格差の拡大が生じる。
　こうして出来上がったものが，現代日本の「不平等社会」である。日本の格差問題は，
景気の変動などでたまたま生じたものではない。それは，主に税制を中核とする社会構造
によって，半ば必然的に産み落とされたものである。
　そうであれば，こうした構造にメスを入れていかない限り，「不平等社会」が克服され
ることはない。我々は今こそ，こうした社会のあり方に対して自覚的となり，国家は何の
ためにその権力を振るい，国民からお金（税金）を取るのか，そして，誰のために，徴収
されたお金を使い，どのような人々をより強く保護するべきなのか，真剣に考えなければ
ならない。民主国家においては，主権者たる国民においてこそ，こうした思考が強く求め
られるといえよう。
　もっとも，国民が税制，社会構造について正しく知り，判断するためには，正しい情報
と，政策決定過程にアクセスする機会が必要である。現在の日本においては，このような
点についてさえ不平等が存在する。

第３　情報の公平性の確保に向けて
１　情報の不公平性
　本節第 1 で述べたように，社会保障に関する正確な情報，特に，貧困問題や不平等社会
の問題について議論する上で前提となる，不平等な現状を示す諸事実が，報道されず，ほ
とんど知られていないという現実がある。そして，そのような正確な情報に基づかずに，
片寄った議論がなされている現実もある（例えば，「生活保護不正受給」バッシングの議
論）。
　現代社会は，インターネットの普及などにより，全世界の様々な情報にアクセスするこ
と，そして情報を発信することが，かつてより容易になっている面があることは事実であ
る。しかし，あまりにも膨大な，そして虚実が入り混じった情報の中から的確に情報を収
集し，また，効果的に情報を発信することは非常に困難である。かつ，「新自由主義」の
下，経済がグローバル化し，世界的に熾烈な経済競争が行われている中で，一般市民や労
働者が，世界の経済，財政，税制や労働法制，社会保障制度などに関する情報を的確に入
手した上で理解し，発信することもまた，極めて困難である。
　例えば，「日本では諸外国の消費税率（付加価値税）が 20％～25％であるのと比べる
と，消費税率が低い」という主張がなされる。この主張は，その面だけをとれば「正し
い」かもしれない。しかし，諸外国の全体の社会制度（労働市場，労働組合の組織状況，
教育制度，失業対策をはじめとする社会保障制度などの社会全体の仕組みとそこへの税金
の遣われ方）と，それらの制度に対する国民のコンセンサスなどの状況をトータルに捉え
なければ，その国の消費税率が「日本に比べて高い」と評価できるのかどうかは分からな
いのである。したがって，企業の側と社会保障の充実を求める社会的弱者の側で，それぞ
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れ一部の事実を取り上げて主張しても，決して説得力のある正確な事実に基づいた議論と
はならないのである。ところが，政府や企業などの側と，社会保障の充実を求める側で
は，圧倒的に情報の収集力，発信力に格差が存する。その結果，「正確な情報」に基づか
ない，片寄った議論になりがちという結果に陥っていると言わざるを得ない。
　不平等社会克服のためには，まずは現状に関するトータルで正確な事実が提供され，議
論の前提とならなければならない。

２　現状に関する正確な事実の流通を妨げている要因
　社会保障の充実を求める側，不平等社会の是正を求める側の情報収集力，情報発信力
が，相対的に，ますます低下していることが挙げられる。
　現代世界は，「新自由主義」の下，世界的に熾烈な経済競争がなされており，必然的に
経済界の要請を受けて，政府の施策も「新自由主義」的なものとなっている。それに伴
い，「新自由主義」的な，すなわち不平等社会をもたらす施策と，それを基礎付ける事実
が，企業や企業団体のみならず，政府によって大量に発信され，それがマスコミ等により
継続的に流布される状況がもたらされている。
　これに対し，かつては，労働組合，学者やマスコミ・ジャーナリストによる批判的検討
や情報発信が，一定程度はなされていたが，そのような批判的な立場からの発信は衰退し
ているといわなければならない。
　第一に，社会保障や不平等社会克服に一番の利害を有している労働組合（その連合体）
は，既に述べたように，そもそも企業内労働組合がほとんどであることから，“企業の業
績”に捕らわれがちである。それに加え，非正規雇用労働者の増加により，「正社員」主
体の労働組合の組織率も低下しているし，最も「不平等」のしわ寄せを食う非正規労働者
の声を，労働組合が集約し，方針に反映することができなくなっている。日本の労働組合
は，そのような脆弱な基盤しか有していないため，的確な意見集約自体が困難となってお
り，有効な情報収集・発信を行い得ないでいる。
　第二に，社会的弱者の立場を代弁すべき政党も，小選挙区制導入などの要因もあり，極
めて小勢力となってしまっている。
　第三に，学者，研究者の発信力も低下している。国公立大学は独立行政法人化により

「成果主義」が導入され，国の施策に正面から「反対」するような研究発表には萎縮的効
果が見える。また，学者が，政府の審議会等に委員として参加することなどにより，政府
の政策と一体化した学問研究の方が発信力を増している状況にある。
　第四に，マスコミ・ジャーナリストの政府の政策への批判力の低下が挙げられる。
　第一から第三でみてきたように，不平等の克服を求める側の発信力が弱まっているか
ら，必然的にそのマスメディアによる報道も減少するという関係にあるが，マスメディア
自体，その経営環境の悪化により，大企業などの広告主に対する批判的な報道は，より抑
制される方向に働く。記者も，もともと調査報道の伝統がない中，記者クラブ制の下，所
属官庁などの発表を無批判に報道する傾向が強くなっている。批判的報道を支える役割を
果たすマスコミ関係労働組合の力も弱体化している。
　また，かつては，雑誌メディアが，調査報道，政府の政策などに批判的な報道に関して
一定の役割を果たしていたが，特に，2008 年頃から雑誌メディアが経営難を理由とする
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廃刊が相次ぎ，いわゆる社会派のジャーナリストが活躍の場を失っている。
　なお，自民党などは，メディア戦略を強化しており，発信力の強化とともに，“マスコ
ミ報道のチェック”も位置付けている。これが報道機関への「萎縮効果」をもたらしてい
ることも考えられる。
　第五に，在野法曹として，自由と人権の擁護の役割を担う日弁連の役割が相対的に高く
なってきているが，日弁連も，効果的な情報収集と発信力に関する能力と体制を持ち得て
いない。

３　対策
　そのような中で，不平等社会克服のための正確な事実を流通させ，周知させてゆくため
には，やはり労働組合（及びその連合体）が，組織率の強化を図るとともに，諸外国の全
体的な社会制度を含めて情報を収集し，発信力を強化してゆくことが必要である。
　そして，社会的弱者の側の情報収集力，発信力が（相対的に）低下している中にあって
は，日弁連の役割も重要である。①世界各国の NPO や運動家，学者，研究者などとの連
携を深め，特に，インターネットによる情報の流通が容易・安価になっていることを活用
してネットワークを構築し，効果的な情報収集と分析，政策提言を含めた発信力の強化に
努めることが必要である。②それとともに，政府の審議会等の委員に，不平等社会是正の
立場にある労働組合代表，学者，有識者を，一定数送り込む運動を行うとともに，そのバ
ックアップを行うことによって，審議会内部やマスコミ報道において，正確な情報が流通
するように努めることが必要である。③また，マスコミ報道に注目し，「正確でない情
報」に対しては，適宜，正確な情報の報道を求めるマスコミ対策を継続的に行うことも必
要である。

第２節　政策形成過程の歪み

第１　労働法制
　政府は，2013 年 6 月 14 日，「日本再興戦略」とそれを受けた「規制改革実施計画」を
閣議決定した。「日本再興戦略」においては，産業競争力会議や規制改革会議等の答申を
基に，我が国の経済を再生するに当たっての阻害要因を除去し，民需主導の経済成長を実
現していくために不可欠であるとして，様々な規制改革・規制緩和が提言されている。経
済を新たな成長軌道に乗せるためには，人材こそが我が国の最大の資源であると言いつ
つ，「多様な働き方の実現」のためとして，多様な正社員モデルの普及，労働時間法制の
見直し，労働者派遣制度の見直し等が検討対象とされている。「規制改革実施計画」にお
いても，人口減少が進む中での経済再生と成長力強化のため，「人が動く」ように雇用の
多様性，柔軟性を高めるものとして，ジョブ型正社員の雇用ルールの整備，企画業務型裁
量労働制等の見直し，有料職業紹介事業の規制改革，労働者派遣制度の見直しが個別措置
事項とされている。これらの提言は，労働者の地位を不安定にするとともに労働条件の低
下をもたらす危険性を有しているものであり，労働者にとって不利益となる可能性が高い
ものである。
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　ところが，今回の提言の基とされた「答申」を作成した産業競争力会議や規制改革会議
においては，労働者の代表が一人も議論に加わっていないという極めて不公正な人選がな
されている。
　産業競争力会議の議員については，大臣らを除く 10 人の民間議員のうち 2 人の大学研
究者を除く 8 人の議員は全て企業の経営者で占められている。また，規制改革会議雇用ワ
ーキング・グループの 5 人の委員の構成も，大学研究者と新聞論説主幹を除く 3 人の委員
は，全て企業の経営者で占められている。いずれの機関においても労働者や労働組合の代
表は一人も選出されていないのである。
　労働に関する政策を決定するに当たっては，事前に，政府・労働者・使用者の三者の代
表による審議をなすべきことが国際的な常識となっており，ILO も三者構成での審議を推
奨している。一連の規制改革の提言は，その審議過程における構成から見ても，極めて不
公正なものであり，労働者の立場に立った意見が全く反映されておらず，労働者の権利に
対する保護が極めて不十分なものである。

第２　税制
１　税制改正大綱の作成過程
　（1）租税立法状況
　　税制改正大綱とは，政府が翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って，財務省や

与党が発表する改正の原案をいう。
　　我が国では，法律案のほとんどは政府から提出され，可決されている。これは，租税

立法の分野でも例外ではない。むしろ，租税立法の分野では，より顕著であり，毎年の
税制改正のうち「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正す
る法律」を中心として，そのほぼ全てが政府立法によっている。

　　この点について，第 156 回国会（会期：2003 年 1 月 20 日～同年 7 月 28 日）の立法
状況を見ると，議員立法全般では，法律案の可決成立率は，衆議院 15％，参議院 9％で
あるのに対し，政府立法は 96％である。税金関連の法案に限れば，衆議院議員が提出
し可決成立した法案は，農業関連補助金を課税除外とする措置に関する 1 件だけであ
り，しかも，これは，例年，与野党議員が合意して提出している法案で，本来の議員立
法案といえるか疑わしいものである。これに対して，政府立法では，可決成立率 100％
である。

　（2）自公連立政権下での税制改正過程
　①　税制改正過程   
　　1945 年から 2009 年まで，一時期の例外を除き，長期にわたって中央政界で自由民

主党政権が続いてきたが，近年は，例年ほぼ以下のような流れで税制改正が執り行わ
れていた。

　　

各省庁から財務省主税局に対して要望提出（8 月末頃）

↓
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個別の経済団体からの税制改正要望（9 月頃）

↓

政府税制調査会審議開始（10 月頃）

↓

政府税制調査会，内閣総理大臣に答申提出（11 月後半頃）

↓

自由民主党税制調査会審議開始

↓

与党税制改正大綱発表（12 月中旬頃）

↓

財務省税制改正大綱発表（与党大綱発表の数日後）

↓

財務省税制改正要綱閣議決定（1 月中旬頃）

↓

内閣が法案を国会に提出（1 月後半頃）

↓

衆議院・参議院にて審議

↓

「所得税法等の一部を改正する法律」国会成立（3 月末）

↓

「所得税法等の一部を改正する法律」公布（3 月末）

↓

「所得税法等の一部を改正する法律」施行（4 月 1 日）

　　
　　以上の税制改正の流れを見て分かるように，旧自公連立政権下の税制改正には，三

つの機関，①財務省主税局，②政府税制調査会，及び，③自由民主党税制調査会が関
与している。

　②　財務省主税局
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　　例年の税制改正は，8 月末頃に各省庁から財務省主税局に対して要望が提出される
ことから始まる。

　　財務省主税局は，本省内部部局の一つとして位置付けられ，租税に関する制度の調
査，企画及び立案等の事務を行う機関とされている（財務省組織令 5 条）。通常の税
務行政事務を全く担当しない特別の部署であり，六つの課からなる（同 30～36 条）。
2002 年 9 月 30 日当時，財務省主税局の職員の定数は，局長 1 人を入れ総計で 116 人
となっている。

　　担当課（例えば，法人税や消費税の企画立案は，主税局第二課が担当することとな
っている。）は，税制改正案の作成に先立ち，内容の検討を行うが，その際に，実態
の調査，資料の収集，関係業界や団体などから意見や要望を聞き，また，現行法の問
題点を含む調査・分析を行う。

　③　政府税制調査会
　　税制改正の内容については，まず政府税制調査会で審議されることになっている。
　　政府税制調査会は，内閣府本府組織令に基づき，内閣府の付属機関の一つとして設

置され（内閣府本府組織令 xxi 38 条），国民の生活や産業に重大な影響を及ぼしかね
ない税制のあり方について，内閣総理大臣の諮問を受けて，調査・審議することを目
的としている（同 40 条の 2 第 41 条）。内閣府設置法 15 条 2 項に基づいて制定された
税制調査会令によれば，委員は 30 人以内とされているが（税制調査会令 xxii 1 条 1
項），「特別の事項を調査審議させるため」に特別委員を，「専門の事項を調査させる
ため」に専門委員を置くことができるとされている。委員及び特別委員は，「学識経
験のある者」のうちから，そして，専門委員は「財政経済又は税制に関し専門的知識
のある者」のうちから，それぞれ内閣総理大臣が任命することとされている（同 3 条
1 項）。

　　政府税制調査会の「庶務」は，内閣府大臣官房企画調整課において，財務省主税局
総務課及び総務省自治税務局企画課の協力を得て処理することとされており（同 9
条），政府税制調査会は，独自の事務局を持っていない。委員の任免，議案の提出，
議事の進行，資料の作成や提出，税制調査会答申案文の作成等は，全て財務省主税局
の担当するところであり，政府税制調査会の事務局は，実質的に政府立法の原案を作
成している財務省主税局であるといえる状況にある。

　　財務省主税局の担当課は，法律案の作成に入る段階で，通常，政府税制調査会に対
し，その案件の調査・審議を諮問し，その後，法案作成に入ることになる。

　④　自由民主党税制調査会
　　財務省主税局の担当課は，法案作成に入る際，局内の審査・調整，省（庁）内の審

査・調整を行う。また，他の省庁との協議を行う。同時に，その案件について，関係
業界や団体などに説明し，調整を行う。さらに，いわゆる族議員との協議・折衝を重
ね，調整を進める。特に，与党である自由民主党の税制調査会や連立与党の税制審議
機関（税制協議会）が取りまとめた「与党税制改正大綱」をもとに協議を重ね，調整

xxi 　本項では全て 2013 年改正前の条文による。
xxii　本項では全て 2013 年改正前の条文による。
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を進めることとなる。
　　自由民主党税制調査会は，日本の税制を事実上，取り仕切ってきたといわれている

が，その位置付けは，文字通り自由民主党内部の一組織である。一政党内の組織であ
るため，政府税制調査会のように根拠法令があるわけではないが，自由民主党党則
48 条を根拠として，政務調査会に属する調査会の一つとして組織されているものと
思われる。

　　自由民主党税制調査会は，例年，11 月頃から小委員会を舞台に議論を開始し，12
月に大詰めを迎えると，会長，会長経験者などが務める顧問，小委員長による非公式
幹部会を開く。この非公式幹部協議は，いわゆる「インナー」と呼ばれるものであ
り，実質的な最高意思決定機関ともいわれている。

　　「インナー」は，財務省主税局とともに省庁や業界団体などの税制改正要望を「○
（受け入れ）」「×（却下）」「△（引き続き検討）」などと一つ一つ判定していく。これ
らを積み上げ，「税制改正要望一覧表」が作成される。この冊子が「電話帳」と呼ば
れるものである。

　　この「電話帳」が小委員会で配布され，財務省主税局が内容を説明する。小委員会
には自由民主党の国会議員は誰でも出席でき，議員は，この場で大きな声を張り上げ
て「×」や「△」を「○」に引き上げようとアピールするが，結局は「インナー」の
協議で最終方針が決定する。

　　12 月中旬に至り，自由民主党税制調査会による大綱策定後，連立政権を組む公明
党との与党税制協議会において，最終決定される。この意味では，与党税制改正大綱
というべきであり，実際そのように表現されることもあるが，税制改正大綱は，自由
民主党の名前が冠せられ，自由民主党から公表されている。

　　こうした調整を経て，財務省主税局は税制改正大綱を作成し，それに沿った国税の
改正法案（法律案）を作成する。そして，法律案は，法制的な面でのチェックを受け
るために内閣法制局の審査に付される。内閣法制局の審査を経た法律案は，与党の審
査に付され，与党審査が終わると，法律案は，次官会議，次いで閣議に諮られ，承認
されれば，国会に提出される。

　⑤　党高政低
　　我が国の税制改正はほぼ例外なく政府立法によるので，法案を提出する内閣の付属

機関である政府税制調査会と，行政サイドで税制の企画立案を担当する財務省主税局
（地方税においては総務省自治税務局）が存在するが，さらに，国会で確実に成立さ
せるために与党税制調査会のフィルターを通し党議拘束をかけることが不可欠となっ
ている。

　　内閣が法案を提出する政府立法を前提に考えれば，政府税制調査会の答申を待った
上で，政府側が自由民主党税制調査会と打ち合せ，翌年度の税制改正要綱を決定する

「政主党従」が本来あるべき姿といえるが，実情としては，政府税制調査会が内閣総
理大臣に提出する答申は，税制改正の基本的考え方に従った方針を示すのみで，税制
改正の具体的な内容は，全て自由民主党税制調査会で決められていた。

　⑥　問題点
　ア　透明性の欠如
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　　問題点の第一は，議論の「透明性の欠如」である。政府税制調査会は，税制調査
会議事規則 5 条 1 項により，会議は原則公開とされ，実際にホームページ上で，情
報公開はほぼ整備されていた。これに対して，自由民主党税制調査会の情報公開
は，全くなされていないといっても過言ではない。

　　自由民主党税制調査会の会議には，自由民主党に所属する国会議員とその秘書し
か入ることができず，マスコミ関係者や業界関係者は閉ざされた扉の外で聞き耳を
立てている状態である。自由民主党税制調査会の会議は，原則非公開で議事録もな
い。納税者は，最終的に大綱が発表されるまで，自由民主党税制調査会の税制改正
に関する議論を知ることはできない。また，自由民主党税制調査会の最高意思決定
機関，一部長老議員が密室で決めるともいわれる「インナー」の存在は，自由民主
党税制調査会の議論が形骸化する要因となっている。

　イ　責任の欠如
　　問題点の第二は，「責任の欠如」である。税制改正法案は政府立法となるので，

国会審議では国税は財務大臣，地方税は総務大臣がそれぞれ答弁することになる
が，いずれの大臣も「インナー」に属していないので，議論の経緯が分からず責任
ある答弁ができない。

　（3）民主党政権下での税制改正過程
　　2009 年 9 月の総選挙を経て，同月に鳩山内閣発足により民主党への政権交代が実現

した。民主党政権は，前述の自公連立政権時代の税制改正過程の「透明性の欠如」や
「責任の欠如」といった問題点を払拭するために，従来の政府税制調査会と民主党内の
税制調査会を廃止し，政府に財務大臣を長とした新しい政府税制調査会を発足した。こ
の新しい政府税制調査会は，国会審議での説明責任や政治主導を明確にするために財務
大臣を会長，総務大臣を会長代行とし，各省庁に置く税制担当政務官らの計約 20 人で
構成されていた。

　　また，政府税制調査会の下に，中長期的な税制のあり方について助言・報告させるた
め，専門家からなる専門家委員会が設置された。

　　なお，民主党税制調査会は，鳩山政権発足時に廃止されたが，政府に属さない民主党
所属議員の不満がくすぶったことなどから，2011 年 9 月の野田内閣発足とほぼ同時に
復活し，民主党税制調査会会長代行が政府税制調査会にもオブザーバーとして参加する
こととなった。

　　民主党政権時代の税制改正過程において特筆すべきは，「議論の透明性」である。民
主党政権下の政府税制調査会は，議事録の作成はもちろんのこと，リアルタイムでイン
ターネット中継され，資料も即日ホームページで公表，会合後には記者会見も開かれ
た。

　（4）現在の自公連立政権下の税制改正過程
　　2012 年 12 月の総選挙の結果，再度の政権交代となり，自公連立政権である第二次安

倍内閣が発足した。この現政権は，政治家から構成される民主党政権下の政府税制調査
会を廃止した上で有識者による審議会としての旧来の政府税制調査会を復活させること
を閣議決定した。旧来の政府税制調査会の役割は中長期的な視点による抽象的な内容の
内閣総理大臣に対する答申を公表することにとどまっており，具体的な税制改正の内容
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は自由民主党税制調査会で検討，決せられるという税制改正過程も旧来の形に戻され
た。

　　民主党政権は，この旧来の税制改正過程の問題点を払拭するべく政府税制調査会を主
体として議論の透明化を図っていたこともあり，再び，税制改正過程の「透明性の欠
如」と「責任の欠如」が問題となっている。

　（5）「透明性の欠如」と「責任の欠如」が生み出す不平等
　　税制改正過程の「透明性の欠如」と「責任の欠如」によって，税制改正に関しては，

法律案提案者の名前が顕在化しない。また，政治資金の提供や票などを通じた，いわゆ
る族議員とのつながりも顕在化しにくくなっている。このことは，とりわけ，特定の業
界や業種などに対する政策的な減税措置，いわゆる「政策減税」（減税措置の機能は多
様であるものの，その実質は，立法過程における租税回避行為である。）の場面で不平
等を生み出す要因となっていると考えられる。

　　なぜなら，政策減税の場面では，それにより利益を受ける業界団体や納税者が財務省
主税局や各省庁の政策担当者に対する圧力団体と化すことは半ば必然といえるにもかか
わらず，税制改正過程の「透明性の欠如」と「責任の欠如」によって，国民には，そこ
で生じる不平等を発見し是正する機会が与えられないからである。

２　是正の視点
　（1）決定過程への関与

　①　租税法律主義の再考
　ア　租税法律主義
　　租税は，公共サービスの資金を調達するために，国民の富の一部を国家の手に移

すものであるから，その賦課・徴収は必ず法律の根拠に基づいて行わなければなら
ない。換言すれば，法律の根拠に基づくことなしには，国家は租税を賦課・徴収す
ることはできず，国民は租税の納付を要求されることはない。この原則を租税法律
主義という。

　　この意味における租税法律主義は，近代法治主義の，租税の賦課・徴収の面にお
ける現れである。法治主義とは，権力分立を前提として，公権力の行使を法律の根
拠に基づいてのみ認め，それによって国民の「自由と財産」を保障することを目的
とする政治原理ないし憲法原理である。一般化していえば，近代以前の国家におい
ては，君主が国民の自由や財産に恣意的に干渉することが多かったが，これを防止
して，国民の自由と財産を保護し，国民の経済生活に法的安定性と予測可能性を与
えるため，公権力の行使は法律の根拠に基づかなければならない，という政治原理
が主張され，それが徐々に憲法原理として定着するに至ったのである。

　　日本国憲法は，「あらたに租税を課し，又は現行の租税を変更するには，法律又
は法律の定める条件によることを必要とする」（84 条）と定め，租税法律主義を宣
明している。

　　そして，租税法律主義の内容として，課税要件法定主義が挙げられる。
　　課税要件法定主義は，刑法における罪刑法定主義になぞらえて作られた原則で，

課税の作用は国民の財産権の侵害であるから，課税要件（それが充足されることに
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よって納税義務が成立するための要件）の全てと賦課・徴収の手続は法律によって
規定されなければならないことを意味する。

　　そして，日本国憲法 41 条が「国会は国権の最高機関であって，国の唯一の立法
機関である」と規定する以上，憲法の予定する立法のあり方は議員立法であり，特
に租税法律主義が謳われている税においては，より強い要請があるものと考えられ
る。

　イ　租税法律主義と租税立法
　　租税法律主義の原則の下で導き出される租税要件法定主義は，第一義的には，法

的安定性や法的予測可能性を担保することにより納税者の財産権や手続上の権利を
保護することに主眼が置かれている。同時に，租税要件法定主義は，国会での法律
案の審議をより綿密とする機能をも有するものであるともいえる。課税要件の全て
と賦課・徴収の手続について，可能な限り詳細にわたり法律で規定するよう求める
ことの当然の帰結として，国会での法律案の審議も可能な限り綿密とならざるを得
ないからである。

　　しかしながら，前述のとおり，今日の国会での税の立法状況は，政府立法一辺倒
といっても過言ではなく，特に重要法案については，ほとんど全てを政府立法が占
める傾向が顕著である。政府立法の場合，議員立法の場合と異なり，法律案提案者
の名前が顕在化しない。政治資金の提供や票などを通じた，いわゆる族議員とのつ
ながりも顕在化しにくい。

　　また，そもそも政府立法が憲法 41 条に反しないとする根拠の一つとして，国会
が法律案を自由に修正・否決できることが挙げられるが，税法の立法過程におい
て，政府よりも与党の意見が重要視され，政府立法の可決成立率が 100％である現
状を踏まえれば，この点が完全に形骸化されていると考えざるを得ない。

　　したがって，今改めて，租税法律主義の趣旨を再考した上で，租税議員立法の活
性化が図られるべきである。

　②　立法過程の透明化
　　国民が立法過程に関与するためには，立法過程における議論の透明化が不可欠であ

る。
　　しかし，前述のとおり，今日の国会での税の立法状況は，政府立法一辺倒といって

も過言ではなく，また，その立法過程において，原則非公開で議事録も作成されない
自由民主党税制調査会が実質的な最終決定機関となり税制改正が進められる党高政低
の現状では，およそ立法過程における議論の透明化を期待することはできない。

　　そもそも，内閣が法案を提出する政府立法を前提に考えれば，党高政低の現状は，
本末転倒である。本来は，政府税制調査会が案を作り，内閣が案を公表し，その上で
与党が意見を付け，最終的には議会で決するべきであるから，その本来の形に戻され
るべきである。

　　また，財務省主税局は，政府税制調査会の実質的な事務局であり，また，自由民主
党税制調査会で配布され大綱につながる「税制改正要望一覧表」を作成し，「インナ
ー」とともに要望事項を判定，小委員会や総会での説明も担当している。これらのこ
とから，税制改正を実質的に取り仕切っているのは，財務省主税局であるといっても
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過言ではない。財務省主税局は，税制の企画・立案の作業を国家予算編成と並行して
行っている関係上，各省庁から出される要望の取りまとめのみを行っているわけでは
なく，年度改正を超える中長期的な税制の調査・立案を日々執り行っている。したが
って，財務省主税局の税制の調査・立案過程が公開されれば，立法過程はより透明化
されることになる。

　③　パブリック・コメント制度の活用
　　行政手続法の定める意見公募手続は，本来，行政の政策決定過程を透明化すること

が目的であり，立法過程の透明化を目的としたものではない。
　　また，行政手続法に基づく意見公募手続は，対象を広く「命令等」とし，税制に関

して，税制施行令，施行規則，租税法通達等は，当然に「命令等」に該当する。しか
し，適用除外規定である 39 条 4 項 2 号に「納付すべき金銭について定める法律の制
定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに
算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を
定めようとするとき」と規定され，「納付すべき金銭」である税については，これに
抵触するため，やはり，税制改正に意見公募手続を活用することはできない。

　　しかし，立法に対するアカウンタビリティ確保のためには，法案の趣旨，内容，問
題点などが広く国民・納税者に周知され，かつ，その法案に対する各界からの意見が
集約される必要がある。そのためには，法案に対するパブリック・コメント制度を整
備し，それを活用することが検討されるべきである。

　（2）国民による監視
　①　税負担は国民の間に担税力に即して公平に配分されなければならず，各種の租税

法律関係において国民は平等に取り扱われなければならない。この原則を租税公平主
義といい，これは，近代法の基本原理である平等原則の課税の分野における現れであ
り，直接には日本国憲法 14 条の命ずるところである。

　　また，日本国憲法は，財産権を保障する一方（29 条），福祉国家の理念の下に生存
権を保障している（25 条）。生存権の保障のためには，各種の社会保障政策が必要で
あり，そのためには，富の再分配が不可欠である。したがって，日本国憲法が，暗黙
の前提として，再分配は国家の正当な任務の一部であると考えていることは，疑問の
余地がない。

　　そして，租税制度が全体としてどの程度に累進的であるべきかは，何が適正な分配
状態であるか，またどの程度に再分配が行われるべきか，かかる決定を前提としての
み判断されうる問題で，これらの問題は，倫理的・社会的・経済的に最も困難な問題
の一つであるが，それは政治過程に投影された国民の意思に従って解決されるほかな
い。
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　②　日本では，1990 年代以降の税制改革で，高額所得者に焦点を絞った所得税減税

と法人税減税を実施する一方で，消費税を増税しており，高額所得者の租税負担は低
くなり，低額所得者の租税負担は高まったことになる。したがって，租税公平主義の
原則に反する税制改革が実施されてきたといえる。

　　確かに，日本では一般消費税の負担率はまだまだ低く，個別消費税を合わせてみて
も，消費税の負担率は，諸外国と比較しても著しく低い。「国民負担率の内訳の国際
比較（日米英独仏瑞）」を見ても，日本の消費課税の負担率は 7.0％にすぎないのに
対して，スウェーデンの消費課税の負担率は 18.6％に達している。ドイツ，フラン
スもいずれも，消費課税の負担率は 14％を超えている。

　　しかし，一般に消費税の負担は逆進的であると考えられているところ，高い消費税
の負担率によって貧しい国民にも負担を求めることが正当化されるのは，充実した社
会保障を築き，国民が協力して分かち合い生きていこうとする国民の合意があってこ
そである。
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　③　その一方で，日本と諸外国の高齢化率と社会保障の給付規模を比較すると，日本

では，1980 年から 2005 年までの 25 年間で高齢化率が 10％以上上昇しているもの
の，社会支出の国民所得比の増加は約 13％にとどまっており，その水準もスウェー
デン，フランスなどに比べ，低い。イギリスやアメリカ，ドイツなどは，高齢化率は
大きく変わらないものの，その社会支出の国民所得比は 5％～10％程度上昇してい
る。

　　つまり，日本では，諸外国では類のないスピードで高齢化が進行し，社会保障給付
費も年々増加の一途をたどるものの，諸外国と比較すると，高齢化率の上昇の割に社
会保障給付費の増加は比較的緩やかに推移しており，その水準もアメリカを上回るも
のの，欧州諸国と比べると高くないといえる。

　④　したがって，日本では，高額所得者と法人所得に絞って減税を実施し，貧しい国
民に対しては，逆進的な消費税の増税により租税負担を求める一方で，社会保障の充
実を目指すのではなく，生活については自己責任で生きていくことを要求してきたと
いえる。これが，1990 年代以降，政治過程に投影された国民の意思であるとするな
らば，国民の税制・財政に対する理解が極めて不十分であったと結論せざるを得な
い。

　　国民が明確な社会ヴィジョンを描き，それを自らの意思として政治過程に投影さ
せ，また自らの意思が政治過程に投影されているかを監視するためには，何よりも，
国民自身が税制・財政に関心を持ち理解する必要がある。

　　そのためには，今改めて，国民に対する税制・財政教育の重要性を認識し，学校教
育を含む国民教育のあり方を議論すべきである。
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第７章　貧困・格差問題へのこれまでの取組
　　

第１節　日弁連の取組

第１　2006 年～2007 年
１　第 49 回人権擁護大会―貧困，特に生活保護に焦点
　日弁連は，2006 年 10 月 6 日，第 49 回人権擁護大会において，初めて貧困問題を正面
から取り上げた。
　貧困を根絶し格差の拡大に歯止めをかけるためには，本来，労働法制や社会保障制度全
般の見直しが必要である。しかし，当時，生活保護を受けられずに餓死や自殺に至るとい
う悲惨な事件が相次ぎ，まずは生存の「最後の砦」である生活保護制度を守り十分に機能
させることが喫緊の課題であった。また，貧困が拡大する状況にあって，まずは生活保護
制度が本来の役割を果たせば，当然，生活保護制度の利用が増加し，そうなれば，雇用保
険などの生活保護より上層のセーフティネットの機能不全，不安定就労・低賃金労働の拡
大等が貧困の拡大要因であることが一層明らかになり，社会保障制度全般の見直しの必要
性が認識されていくことも期待された。そこで，「貧困の連鎖」を断ち切るための第一歩
として，生活保護制度に特に焦点を当てた。
　採択された「貧困の連鎖を断ち切り，すべての人の尊厳に値する生存を実現することを
求める決議」においては，日本社会の貧困や格差の拡大という実態を直視し，最後のセー
フティネットである生活保護の切下げを止め，基礎年金額の引上げや生活保護法の積極的
適用などにより社会保障の充実を進めること，生活保護の窓口における違法な運用を直ち
に是正すること，生活保護制度より手前のセーフティネットの整備・充実などを求めた。

２　生活保護申請同行等の拡大，法律援助制度の創設
　各地の弁護士会は，人権擁護大会の取組の一環として，プレシンポジウムを開催し，ま
た，複数の弁護士会が，弁護士が生活保護の申請同行等を行う場合の法律援助制度を自主
事業として立ち上げ，それが契機となり，現在の日弁連による生活保護の法律援助制度へ
と発展し，弁護士による生活保護の申請同行等が大きく拡大することとなった。
　また，人権擁護大会の取組を通じて，ホームレス問題・生活保護問題などに取り組んで
いた弁護士と多重債務問題など消費者問題に取り組んでいた弁護士が問題意識を共有し，
貧困問題の分野での弁護士による運動のウィングが大きく広がることになった。

３　生活保護問題緊急対策委員会による取組
　日弁連は，第 49 回人権擁護大会決議において，貧困問題における従前の取組が不十分
であったとの反省に立ち，今後，生活困窮者支援に向けて全力を尽くす決意であることを
宣言し，これを受けて，2007 年 4 月，生活保護問題緊急対策委員会を設置した。同委員
会は，より積極的に生存権を保障する内実をもつ生活保護法改正要綱案の作成に着手し
た。
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　2007 年秋，政府が生活保護基準引下げの方向性を打ち出したが，日弁連は「安易かつ
拙速な生活保護基準の引き下げに反対する会長声明」を発するなどして，民間団体と連携
して取り組み，生活保護基準の引下げは見送られた。

第２　2008 年～2009 年
１　第 51 回人権擁護大会―労働と貧困
　2008 年は，全国各地で，大量の派遣切りが行われた年である。
　日弁連は，貧困と格差を拡大させている主要な要因が，不安定就労・低賃金労働の拡大
といった労働の問題にあるという認識の下，同年 10 月 3 日，第 51 回人権擁護大会におい
て，ワーキングプアに焦点を当て，「貧困の連鎖を断ち切り，すべての人が人間らしく働
き生活する権利の確立を求める決議」を採択した。ここでは，構造改革政策の下で，労働
分野の規制緩和が推進されたことに加え，社会保障費の抑制が進められたことにより，ワ
ーキングプアが急増したこと，一旦収入の低下や失業が生じると社会保障制度によって救
われることなく，貧困が世代を超えて拡大再生産される「貧困の連鎖」の構造が作られて
いることを指摘した。その上で，正規雇用を原則とし，非正規雇用は合理的理由がある例
外的場合に限定されるべきこと，労働者派遣法制の抜本的改正，均等待遇原則の確立，最
低賃金の大幅な引上げなどを求めた。
　人権擁護大会に向けた取組の一環として，全国統一フリーダイヤルを利用した全国一
斉・非正規労働ホットラインを実施し，全国から電話が殺到した。また，この人権擁護大
会の取組を通じて，労働問題に取り組む弁護士との協働も進み，貧困問題に取り組む弁護
士の運動がさらに拡大した。

２　貧困と人権に関する委員会の設置
　人権擁護大会の直後，我が国は，リーマンショックに端を発する世界同時不況に見まわ
れ，派遣切りの状況は一層悪化し，仕事と住居を同時に失う人が全国で続出した。
　日弁連は，第 51 回人権擁護大会後，2008 年 12 月，生活保護問題緊急対策委員会を改
組して，貧困と人権に関する委員会を設置し，貧困問題に対応する組織体制を拡充強化し
た。
　同年年末には日比谷年越し派遣村の取組がなされ，その後，各地で同様の取組が行わ
れ，貧困と人権に関する委員会の委員の多くがこれらの取組に参加した。

３　労働者派遣法抜本改正運動など
　日弁連は，人権擁護大会後も，民間の動きと連携しつつ，労働者派遣法の抜本改正を求
めて，各地の国会議員に対する集中的な要請などを行い，2009 年 6 月には，抜本改正に
近い内容といえる野党 3 党案が国会に提出され，労働者派遣法抜本改正の気運が高まっ
た。
　同年 9 月には，派遣法抜本改正を公約とした民主党政権が誕生した。
　同年 12 月，日弁連は，政府が企画した「ワンストップ・サービス・デイ」に協力し，
行政と連携して全国各地で相談会を実施し，生活に困窮した人の支援活動を展開した。
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第３　2010 年～2011 年
１　貧困問題対策本部の設置，ねじれ国会
　日弁連は，2010 年 4 月，貧困と人権に関する委員会を改組し，貧困問題対策本部を設
置し，貧困問題に取り組む組織体制をさらに強化した。また，各地の弁護士会に対して
も，貧困問題対策本部ないし貧困問題に取り組む委員会の設置を要請し，各地弁護士会と
の共催により貧困問題全国キャラバンを実施して各地でシンポジウム等を開催する取組を
開始した。
　日弁連は，同年 2 月に「労働者派遣法の今国会での抜本改正を求める意見書」を公表す
るなど引き続き早期の抜本改正を求めていたが，同年 7 月の参院選で民主党が敗北し，ね
じれ国会となり，改正労働者派遣法などの重要法案の審議が遅々として進まない状態とな
った。

２　第 53 回人権擁護大会―子どもの貧困
　貧困は，世代を超えて拡大し，子どもの 7 人に 1 人，特に一人親家庭では半数以上の子
どもが貧困状態にあるという深刻な状況がある。また，子どもの問題は，社会全体の理解
を得られやすい問題であり，子どもの貧困を結節点に，貧困問題への取組が一層拡大する
ことが期待された。
　そこで，2010 年 10 月 8 日，第 53 回人権擁護大会においては，子どもの貧困に焦点を
当て，「貧困の連鎖を断ち切り，すべての子どもの生きる権利，成長し発達する権利の実
現を求める決議」を採択した。ここでは，保育，教育，医療などの面で決定的な不利益を
受ける子どもが増加していること，我が国では，税・社会保障による所得再分配前に比し
て所得再分配後の子どもの貧困率が上昇するという逆転現象が生じていることなどの現状
を指摘し，すべての子どもが家庭環境に左右されずに安心して生活を営み成長し発達する
ことができるよう，子どもの貧困の実態調査，貧困削減目標の設定，保育の質的・量的な
充実，公立の義務教育課程及び高校の学費の完全無償化等の教育の充実などの諸方策の実
施を求めた。

３　東日本大震災など
　2011 年 3 月，東日本大震災・福島原子力発電所の事故が発生し，生活保護基準引下げ
を含む社会保障費削減圧力が高まっていった。
　日弁連は，同年 4 月，「公契約法・公契約条例の制定を求める意見書」を制定し，貧困
問題・ワーキングプア及び男女間賃金格差の解消の見地から公契約に基づいて労務に従事
する人の適正な労働条件を確保するために，公契約を規制する条例（公契約条例）を積極
的に制定することを全国の自治体に要請し，合わせて，国に対し，公契約法の制定を求
め，各地でシンポジウムを開催した。

４ 　第 54 回人権擁護大会―社会保障のグランドデザイン・社会保障基本法
　医療，年金などを含む社会保障の全体像を考え，社会保障の権利性を高め，同時により
幅広い分野の運動との連携を目指して，2011 年 10 月 7 日，第 54 回人権擁護大会におい
ては，「希望社会の実現のため，社会保障のグランドデザイン策定を求める決議」を採択



第１編　基調報告

― 140 ―

した。ここでは，誰もが豊かさを実感し，希望を持てる社会（希望社会）を実現するため
には，社会経済の安定と発展の基礎としての社会保障が重要であることを指摘し，これま
での社会保障制度のあり方を根本的に見直し，雇用，子育て，教育，住宅なども含めた社
会保障のグランドデザイン（全体構想）を策定するとともに，憲法的理念を踏まえた社会
保障基本法の制定を求めた。

第４　2012 年～2013 年
１　相次ぐ餓死・孤立死，生活保護バッシング
　2012 年に入り，北海道白石区など，各地で餓死・孤立死が相次いだ。
　同年 5 月には，お笑い芸人の母親が生活保護を利用していたことをマスコミが大きく取
り上げたことを契機に，生活保護及び制度利用者に対するバッシングが強まった。このよ
うな状況の中で，政府は，社会保障制度改革推進法案を作成した。同法案は，国の責任
を，「家族相互及び国民相互の助け合いの仕組み」を通じた個人の自立の支援に矮小化す
る内容であり，附則には，生活保護基準の適正化など生活保護制度の見直しが盛り込まれ
た。
　日弁連は，同年 6 月，「生活保護制度に関する冷静な報道と慎重な議論を求める会長声
明」，「社会保障制度改革推進法案に反対する会長声明」を発し，同年 9 月には「我が国の
生存権保障水準を底支えする生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明」を公表し，
シンポジウムの開催，全国一斉生活保護ホットラインを実施するなどして，生活保護や社
会保障制度を抑制する動きに反対する取組を継続した。

２　第 55 回人権擁護大会―自殺対策
　2012 年 10 月 5 日，第 55 回人権擁護大会においては，「強いられた死のない社会をめざ
し，実効性のある自殺防止対策を求める決議」を採択した。ここでは，自殺者が 14 年連
続で 3 万人を超えるという異常事態が続く背景には，格差と貧困が拡大してきたという構
造的要因があり，多くの自殺は，社会の構造的な要因を背景に，解雇，過労などの労働問
題，多重債務，生活問題，家庭問題，学校問題などが複合的に重なり，心理的に追い込ま
れた結果であることから，構造的要因を解消することが不可欠であることを強調した。

３　安倍政権の発足，生活保護基準の引下げなど
　2012 年 12 月の総選挙で自民党が圧勝して安倍政権が発足した。2013 年に入り，政府は
生活保護基準引下げの方針を決定し，また，生活保護の申請に，申請書及び給与明細など
の添付書類の提出を必要とすることなどを内容とする生活保護法改正案が国会に提出し
た。これに対し，日弁連及び各地の弁護士会は，生活保護基準の引下げ及び生活保護法改
正案に反対する取組を続けたが，生活保護基準は同年 8 月から引き下げられることとなっ
た。

４　第 56 回人権擁護大会―不平等社会
　アメリカのオキュパイ・ウォールストリート運動をはじめ，チュニジア，エジプト，ス
ペイン，ギリシャなど世界中に広がった直接民主主義的な抗議活動の背景には，人々の



― 141 ―

第７章　貧困・格差問題へのこれまでの取組

「不公平感」があると指摘されている。我が国においても，格差の拡大を示すジニ係数が
年々大きくなり，大企業を中心に企業の経常利益が増加しているにもかかわらず，労働者
の賃金は低下するなど，貧困の拡大とともに格差・不平等が拡大した。一部富裕層への所
得の極端な集中は，富裕層の声を増幅する政治につながり，国家の重大な意思決定に歪み
をもたらし，民主主義と国民間の連帯を破壊する危険がある。これまで，「格差があって
何が悪い。」と主張する者も，貧困については「あってはならないもの」であると認めざ
るを得ないことから，格差・不平等より貧困の問題に軸足を置いて取り組んできたが，不
平等の拡大は正義に反する結果をもたらしているという危機意識から，今回，不平等社会
をテーマとし，取組の強化を目指している。

第５　今後の取組
　日弁連は，今後も，貧困問題対策本部を中心に，貧困を根絶し格差の拡大に歯止めをか
けるため，引き続き，労働と生活の問題の総合的な相談窓口の構築，正規雇用を原則とす
る労働法制及び労働政策の確立，日弁連生活保護法改正要綱案の法制化，子どもの貧困対
策の推進，生存権保障の観点からの自殺対策の推進，女性の低賃金労働の改善に向けた運
動等女性の貧困対策の推進に取り組む。特に，①労働の分野では，労働相談体制の強化に
よる訴訟・審判の拡充，派遣法・有期労働法制及びパート労働法などの法改正の動きへの
対応，公契約条例制定運動の推進，求職者支援制度の検証及びあるべき失業者支援制度の
構築に向けた提言，②生活保護争訟の倍増，生活保護制度改悪阻止運動，③奨学金制度の
充実，④自殺対策の推進，⑤社会保障基本法制定運動，⑥地方自治改革への対応，⑦貧困
問題全国キャラバンの継続実施，⑧大学生などを対象とした貧困問題出張講座の全国実
施，に重点的に取り組むこととしている。

第２節　民間団体等の取組

　貧困と格差の拡大が深刻化する中で，民間団体等も，様々な取組を粘り強く継続してき
ている。法律家も参加した近時の主な取組を紹介する。
　2007 年 3 月，反貧困ネットワーク準備会が発足した。貧困問題が，労働，福祉，多重
債務，国籍・性・障がいなどを理由とする差別など様々な問題と結び付いていることか
ら，これらの各分野における運動の枠を超え，貧困に抗するネットワークを構築すること
を目指して，同年 10 月，反貧困ネットワークが正式に発足した。
　同年 4 月には，生活保護の水際作戦等に対抗し，法律家が生活保護の申請等を支援する
ことを目的として，首都圏生活保護支援法律家ネットワークが発足し，これを皮切りに，
東北，近畿，九州等，各地に，生活保護の利用を支援する法律家のネットワークが次々と
立ち上がり，活動を開始した。
　同年 6 月，全国クレジット・サラ金問題対策協議会のバックアップを受けて，生活保護
問題対策全国会議が発足し，餓死事件や水際作戦の被害の告発，生活保護基準引下げ阻止
運動等，精力的な取組を始めた。
　2008 年 7 月には，貧困問題に取り組む各地の民間団体等が連携して，反貧困全国キャ



第１編　基調報告

― 142 ―

ラバンが実施され，全国各地をキャラバンカーが移動し，各地で集会や相談会が開催さ
れ，キャラバンの実施を契機に，各地に反貧困ネットワークが設立されていった。
　2008 年年末，派遣切り等によって，仕事と住居を同時に失い，生存の危機に陥る人が
続出した。この事態を受けて，全国の民間団体が連携して年越し電話相談会が実施され，
年末年始には日比谷の年越し派遣村の取組が行われ，また，各地でも同様の取組が続き，
貧困状態にある人の実態が，新聞やテレビ等で，大きく報道された。
　2009 年 11 月，非正規労働者の権利実現全国会議が発足し，非正規労働者の不安定就
労・低賃金労働の実態を告発し，制度改正を実現するための取組を開始した。
　2010 年 4 月，子どもの貧困解決を目的として，「なくそう！ 子どもの貧困」全国ネッ
トワークが発足した。
　2012 年 9 月，宇都宮健児弁護士などが呼びかけ人となり，様々な民間団体等が連携し，

「STOP！生活保護基準引き下げ アクション」がスタートし，署名活動，集会の開催など
の取組を開始した。
　2013 年 3 月，奨学金の返済に苦しむ人の相談，支援活動を行い，学費と奨学金の制度
改革を目指す奨学金問題対策全国会議が発足し，各地に，奨学金問題に取り組むネットワ
ークが広がりつつある。同年 7 月には，若手弁護士を中心としたブラック企業被害対策弁
護団が結成された。
　これらの民間団体による活動は，現在も，粘り強く続けられている。本年も，8 月 22
日から 11 月 24 日まで，「人間らしい生活と労働の保障を求めてつながろう～私たちの町
をもっとやさしい社会にするために～」をテーマに掲げてキャラバンカーが全国を巡り，
各地の取組をつなぐ反貧困キャラバンが実施される。

第３節　小括

第１　取組の進展
１　弁護士・弁護士会の取組の拡大
　第 49 回人権擁護大会の開催，生活保護の法律援助制度の創設などにより，生活保護の
申請同行を行う法律家が拡大した。また，人権擁護大会の取組等を通じて，生活保護，消
費者，労働などそれぞれの分野で取組をしてきた弁護士が貧困問題に協働して取り組むよ
うになった。日弁連に貧困問題対策本部が設置され，各地の弁護士会にも貧困関連委員会
が設置されて，貧困問題に取り組む組織体制が強化され，貧困問題全国キャラバンなどの
取組を通じ，相互の連携が進み，例えば，生活保護基準引下げの問題では，全国の全ての
弁護士会が反対の意見を表明している。

２　幅広いネットワーク，地域毎のネットワークの形成
　反貧困ネットワークの設立により，労働，多重債務，高齢者，障がい者等の各分野の運
動の枠を超えて，貧困問題を結節点に幅広い運動が形成された。首都圏生活保護支援法律
家ネットワークを始めとする生活保護の利用支援ネットワークが全国各地に発足し，生活
保護の実務に取り組む弁護士，司法書士，支援者の連携が進み，福祉事務所における違法
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な運用を是正する役割を果たすようになった。生活保護問題対策全国会議，非正規労働者
の権利実現全国会議，奨学金問題対策全国会議などの運動団体の設立により，当事者，学
者，弁護士，司法書士などの協働が進み，特に，当事者の声が，マスコミやネットを通
じ，社会に伝えられ，時々の問題や情勢に対応して集会等が活発に行われるようになっ
た。
　反貧困キャラバンの取組や派遣村の取組を通じ，各地にも反貧困ネットワークなどが立
ち上がり，各地域における連携が進んだ。

３　貧困の可視化
　年越し派遣村の取組は，テレビ等を通じて全国に報道され，見えにくい貧困を可視化
し，貧困問題や派遣など使い捨てにされる働き方の実態を社会に伝え，また，生活保護制
度に対する誤解や偏見を減らし，生活保護制度の積極的な利用を後押しした。

４　弁護士と民間団体等との連携，重層的な取組
　これらの民間団体等の取組に弁護士が参加し，あるいは弁護士の取組に当事者や支援者
が参加することなどによって，民間の取組，日弁連・弁護士会の取組，あるいは弁護団

（新宿ホームレス訴訟など）の取組の連携・役割分担，重層的な取組が可能となった。

第２　局面の変化と今後の課題
　しかし，2010 年 7 月の参院選民主党敗北後のねじれ国会，2011 年 3 月の東日本大震災
後の社会保障費抑制圧力の高まり，被災者のように「本当に困った人」の支援を優先する
という風潮の広がりと貧困問題への関心の希薄化，生活保護バッシングによる当事者への
萎縮効果，公助を後退させる社会保障制度改革推進法の成立，生活保護基準引下げと生活
保護法改悪の動き，民主党の大敗と骨太の方針への逆戻りという情勢の変化の中で，貧
困・格差問題への取組は，難しい局面を迎えている。
　貧困・格差拡大の実態をどう可視化し社会に伝えていくのか，各地域に根付いた取組を
どのように構築していくか，非正規労働など労働と社会保障問題が跨がる分野での一層の
連携，「若者」「女性」「子ども」「高齢者」など追い詰められている各層の当事者の支援と
当事者運動，自己責任論への対抗，生活保護利用者対年金受給者など作られた分断や対立
をどう乗り越えて連帯を広げていくか，政権交代の狭間の中で変化した運動のネットワー
クを今後再びどう構築していくか，分かりやすい運動の対抗軸の設定，不平等の拡大と民
主主義の危機，貧困・格差問題の取組の支柱であり基盤をなす生存権保障や表現の自由を
憲法改正からどう護るか，法的支援の強化と法律扶助制度の拡充などの諸課題を意識しつ
つ，今後も，粘り強い取組を継続することが必要である。
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第８章　参考となる海外の制度・取組
　　

第１節　イタリア

第１　はじめに
　日本時間 2013 年 5 月 19 日（日）～26 日（日）にかけて，イタリア共和国の首都ローマ
およびエミリアロマーニャ州の州都ボローニャ所在の様々な政府機関ないし公的・私的団
体を視察した。
　イタリアは，歴史的・文化的・産業的に日本と多くの共通点がある国家である。さらに
は，国家財政を揺るがす債務危機問題を背景に，社会保障のあり方が政治の場において議
論されている状況にあり，この点でも日本と共通する社会状況が見られる。
　現在，政治的，社会的に歴史の岐路に立っていると言われるイタリアにおいて，社会保
障政策及び労働政策がどのような変容を受けているのか，緊縮財政が貧困問題に対する支
援の現場ないし労働市場の現場にどのような影響をもたらしているのかなどの点を中心に
視察を実施した。
　視察報告の詳細は第 2 編に委ね，本節では，イタリアの労働法制及び社会保障制度の概
要について若干紹介した上で，各視察先の特徴などについて簡単に報告する。

第２　イタリアの労働法制・社会保障制度の概要
１　労働法制の概要
　（1）イタリアの失業率
　　イタリアの 2011 年現在における失業率は 8.4％（日本は 4.6％）であり，中でも 15

歳～24 歳の若年失業率は 28.9％（日本は 8.2％）であった（厚生労働省「平成 24 年版
労働経済の分析」309-310 頁）。

　　イタリア国内では，北部地方と南部地方との間の経済的な格差が大きく，失業率につ
いても，北部地方に比べて南部地方の方が格段に高くなっている。

　（2）最低賃金制度
　　イタリアには，法制度としての最低賃金制度はない。最低賃金については，産業別労

働組合，使用者側代表及び政府代表との間の産業別労働協約に定められる賃金規定がそ
の機能を果たしている。この最低賃金の仕組みは，組合員に限らず，非組合員にも適用
されている。

　（3）労働組合
　　イタリアには，イタリア労働総同盟（CGIL），イタリア労働組合連盟（CISL），イタ

リア労働連合（UIL）という三つの大きな労働組合団体（3 大総連合）がある。従来，3
大総連合の労働者代表性，交渉力は強力なものであったが，1990 年代から顕著となっ
た非典型労働者等の増加に伴い，その代表性および交渉力は低下傾向にある。

　　労働組合の組織率は，2008 年現在で 35.6％であるが，イタリアの労働組合には，労
働者ではない年金生活者が多く加入しているという特徴がある（厚生労働省「2010～
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2011 年海外情勢報告」35 頁）。なお，イタリアにおいても，日本と同様に，非正規労働
者の組織化が課題となっている。

　（4）職業教育支援
　　イタリアでは，職業教育を受けるための費用は基本的に無料である。国立，州立の施

設はもちろん，民間施設であっても州の委託を受けている機関であれば，州又は EU の
結束基金の援助を受けていて無料のことが多い。

　　職業教育を実施している機関（視察先としては ETIPAR がこれに当たる。）は，様々
な資格取得のためのプログラムを用意しており，職業教育を受けようとする者が任意に
選択することができる。ただし，人数制限があるため，人気のプログラムには参加でき
ないこともある。

　（5）失業者支援
　　イタリアでは，失業中の労働者のために，所得補償基金制度などが設けられている。

所得補償基金は，労働者が次の仕事を得るまでの一時的な制度である。しかし，所得補
償基金からの支給期間が長期にわたる場合や，退職年齢の直前であれば退職年齢になる
まで再就職できない場合も多い。

　　また，2012 年 4 月の改革によって雇用のための社会保険である「ASPI（アスピ）」
と呼ばれる制度ができた。これによって，労働者は，業種・企業規模を問わず，失業の
際の保障を受けられるようになった。

　　なお，失業者も，再就職に向けて職業教育を受けることができる。
　（6）社会的協同組合（民間団体）による就労支援
　　イタリアにおける最大の課題は，雇用の確保である。社会的協同組合は，雇用を作る

ための提案も数多く行っている。社会的協同組合を運営するのは民間団体である。例え
ば，視察先であるコンフコーペラティブ（CONFCOOPERATIVE）には，約 2 万の共
同組合が加入しており，農業，医療，教育，文化，観光，組合銀行，生協，社会的協同
組合などの分野がある。

　　社会的協同組合は，イタリア全国で約 1 万 2 千団体あり，合計約 38 万人が雇用され
ている。その内，約 6000 の社会的協同組合がコンフコーペラティブに加入しており，
約 23 万人が雇用されている。

　　社会的協同組合は，国から独立した組織であるが，自治体や国から委託を受ける形で
仕事をすることが多いために，政府の緊縮財政の影響を受ける事態になっており，運営
資金の政府依存からの脱却が課題となってきている。

２　社会保障制度の概要
　（1）最低所得保障制度
　　イタリアには，日本の生活保護制度のような一般的な所得保障制度はない。年金だけ

では生活できないという世帯も存在するが，家族や慈善団体に頼らざるを得ない状況に
なっている。最低所得保障制度が必要であるという民間の声も強いが，法制度化には至
っていない。

　　他方で，日本とは異なり，医療費や教育費などについて，多くの場合，本人負担なし
でも利用可能な制度となっている。
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　（2）SSN（国民保健サービス）
　　イタリア国民は，イタリア全土において，平等に健康保険サービスを受けられる。

SSN は，国庫負担により，国民に対して継続的な医療的アシストを行う制度である。
　　現在，地域の医療ネットワークを強化するために，薬局を医療ネットワークに加える

ことが検討されている。
　　なお，SSN 制度の下，家庭の医師制度を基礎として地域の医療ネットワークが形成

されており，不必要な医療の減少と医療費の抑制が図られている。同制度は，日本での
導入を検討すべきである。

　（3）ボランティア活動
　　イタリアではボランティア活動が盛んであり，全国で約 600 万人がボランティア活動

に参加している。特に，障がい者・高齢者介護はボランティア活動により賄われている
部分が大きい。

第３　視察先の特徴
１　イタリア共和国政府・労働省
　イタリアの労働政策を担当している部署。貧困問題に関連した政策の一環として，例え
ば，失業時などに給付される所得補償基金の運営管理などを行っている。

２　イタリア共和国政府・健康省
　イタリア全土の医療健康行政を司る官庁。SSN（国民保健サービス）の管理，運営など
を行っている。

３　CGIL（シージーアイエル）
　労働組合の全国組織である 3 大総連合の一つ。イタリアの福祉制度の中心となる「医
療」，「年金」，「社会保障」の三つの分野でも活動している。

４　CONFCOOPERATIVE（コンフコーペラティブ）
　イタリアの協同組合をまとめる協会の連合の一つ。約 2 万の協同組合が加入している。
協同組合には，農業，医療，教育，文化，観光，組合銀行，生協，社会的協同組合の分野
がある。

５　CARITAS ITARIANA（カリタス・イタリア）
　1971 年設立。イタリアカトリック教会が創設した慈善活動組織である。カトリック教
会からの寄付などを財源にしながら，社会的協同組合の設立の促進や様々な貧困対策の促
進活動を行っている。

６　Cesare Pinelli（ピネッリ）教授
　憲法と EU の法律，及び，社会から疎外されている人々についての研究を専門としてい
る。イタリアでは，健康，医療，年金については，憲法以上に寛容な法律がある一方で，
社会保護については十分な法律がないという指摘や，イタリアでは国が社会疎外への措置
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を取るための根拠は憲法にあるという指摘とともに，イタリアにおける社会保障の問題点
などが指摘された。

７　エミリアロマーニャ州・人材育成・労働政策局
　エミリアロマーニャ州における雇用情勢等を聴取。同州は，イタリア全土に比べて雇用
率がよく，EU の平均雇用率と同じくらいの水準である。また，女性の就職率がよい。他
方，イタリアの南部における女性の就職率は 40％に満たない水準である。同州における
失業者の約 20％が移民である。同州は，若者や失業者が労働市場へ参入するための職業
教育が充実しており，日本においても，より実践的な職業訓練を導入する上で参考となる
制度といえる。

８　エミリアロマーニャ州・医療福祉政策局
　エミリアロマーニャ州全体の医療福祉政策を管轄する部門。州の予算を各地域に振り分
け，州全体の福祉行政の全体の監督を行う。エミリアロマーニャ州でも貧困に関わる問題
はたくさんあるが，その対策のための資金は削減される傾向にあり，その中で様々な工夫
をしているという説明がなされた。

９　AUSL（アウスル）
　エミリアロマーニャ州の行う医療サービスや市が行う社会サービスについて，重要な部
分の委託を受けて実施している機関。医療サービス，社会サービスの財政的負担及び諸機
関の連携について聴取した。

10　CNA（シーエヌエー）
　CNA は，起業家・中小企業が登録する団体である。CNA は，大きく分けて二つの業
務，①それぞれの職種の声を代弁すること，②企業に対するサービス（会社の財務計算の
サービスなど）を行っている。また，研究業務などもしている。

11　ETIPAR（エチパル）
　CNA と連携している職業訓練学校。1973 年設立。CNA 加盟企業のコンサルタントな
どが講師となり，実践的な職業教育を実施している。EU の社会資金や，企業が作ってい
る職人企業資金というところから資金援助が出ているコースもある。CNA 加盟企業から
のニーズに応じた職業訓練を実施するため，就職率も高い。

12　Legacoop（レーガコープ）
　社会的協同組合をとりまとめている組織。イタリアの社会福祉サービスの多くは，社会
的協同組合（Ａ型）によって支えられている。また，社会的協同組合（Ｂ型）は，弱者に
就労場所を提供し，その社会参加を助けている。レーガコープは，協同組合の声を政府に
届ける業務や，加盟協同組合に対する様々なサービスの提供業務などを行っている。
　イタリアには，協同組合を取りまとめている三つの大きな団体がある（レーガコープ，
CONFCOOPERATIVE，AGCI）。これら三つの団体は，現在，共通の目的をもつものと
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して協力関係を深めている。

13　Vittorio Capecchi（カペッキ）教授
　研究の傍ら，学者の立場でボローニャ州の支援や労働組合などの支援に従事している。
新自由主義に関し，その悪い点として，個人のエゴが強くなってしまっている点を挙げ，
その危険性を指摘する。また，現在，イタリアでも憲法上の「権利」が失われつつあり，
時代の流れがおかしな方向に向かっているとして，権利は概念だけではなく行使されなけ
ればならないと言及された。

第２節　フランス

第１　はじめに
　フランスにおいて，社会保障の歴史及び現状を学ぶとともに，①市場主義に対する社会
民主主義のあり方を考えること，また，②制度としても，同じく社会保険方式を基本と
し，中央集権的国家体制という点で，日本と同じ基盤の上に社会保障制度を構築してきた
フランスの社会保障制度が今後どのように変貌しようとしているのか，その実情を把握す
ることは，我が国の社会保障のあり方を考える上で非常に有意義であることから，2013
年 6 月 24 日（月）～28 日（金），調査を実施した。調査団は 8 人である。
　視察報告の詳細は第 2 編に委ね，本節では，フランスの社会保障制度の概要について若
干紹介した上で，各視察先の特徴などについて簡単に報告する。

第２　フランスの社会保障制度の概要
　フランスの社会保障制度は，大きく社会保険制度（assurance sociale）と社会扶助制度

（aide sociale）に分けられる。
　社会保険制度は，保険料によってまかなわれる制度であり，疾病保険（assurance 
maladie）（医療），老齢保険（assurance Vieillesse）（年金），家族手当等に分かれている。
　他方，社会扶助制度は，社会保険制度の給付を受けない，障がいのある人，高齢者，児
童などの救済を目的とする補足的な制度であり，積極的連帯収入（RSA），高齢者扶助，
障がい者扶助などにより構成されている。社会扶助制度は租税を財源としているため，給
付を受けるには所得が一定額以下であることが条件となる。
　社会保険制度は保険料で運営するのが原則であり，保険料負担は労使で分担するが，使
用者負担の割合が非常に大きい。従来，国庫負担は赤字補填に限定されていたが，1991
年から導入された一般社会拠出金（CSG）をきっかけに社会保障の国庫負担が増大した。
このほか，1996 年からは社会保障の累積赤字（特に疾病保険部門）返済を目的として，
当初 13 年間限定であったが現在では無期限となった社会保障債務償還拠出金（CRDS）
が加わった。これらの拠出金は，免税対象者（最低賃金の 1.3 倍までの所得の者）及び年
金生活者にも課税されるのが特徴である。
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第３　視察先の特徴
１　Pôle Emploi（雇用センター）
　日本でいうハローワークに当たる。国の機関であり，各地域にセンターが置かれてい
る。単なる職業紹介にとどまらず，求職者のニーズを細かくくみ取り，カウンセリングや
関係機関とも連携しながら，寄り添い型のワンストップサービスを提供していること，失
業に関する手当の受給申請も行っていることなどが特徴的であった。

２　Secours Catholique（カトリック救援）
　1946 年に創設された非政府，非営利団体（NGO）である。カトリックの信仰に基づ
き，慈愛の精神を世界的に普及させることによって連帯を強めていこうという思想が根本
にある。世界的な連帯を強めることで，社会的公平，社会的正義を実現し，より質の高い
暮らしを実現することを目的としている。Secours Catholique は，極貧層を救援の対象と
して，寄宿施設を作るなど付添いによる貧困からの脱出を目指しており，子どもの貧困，
社会最低手当，住宅問題，雇用問題などについて独自の調査，提言など様々な活動を行っ
ている。

３　SAMUSOCIAL de Paris（路上生活者支援のNGO）
　1993 年，ジャック・シラク元大統領がパリ市長であった頃，グザビエ・エマニュエリ
博士によって，パリ市役所の支援を受けて設立された。この団体の目的は，サミュ

（SAMU）という医療の緊急救助サービスの方法を，社会の最も恵まれない人々に対して
適用するものである。“ソシァル”とは社会という意味であり，サミュ・ソシァルを文字
通り翻訳すると社会の緊急救助サービスを意味する。ということは，サミュ・ソシァルに
よる救護は個人に対する「癒し」の機会の提供だけではなく，人間をときに「排除」して
しまう社会の病んでいるメカニズムを「癒す」ことでもある。その意味で，これは社会全
体のための緊急救助サービスなのである。

４　CGT，siège（労働総同盟（共産党系労働組合））
　フランスのナショナルセンターの一つ。最も歴史があり，現在でも組織人員は最も多
い。フランスの 800 万人の労働者が，最低の賃金，960 ユーロで一月を暮らしている。う
ち 500 万人～600 万人の労働者が不安定雇用であり，フランスのワーキングプア問題も極
めて深刻である。その最大の要因はグローバリゼーションと移民労働者問題である。
　CGT は正社員が中心の組合であるが，失業者委員会やサンパピエ委員会を作り，非正
規問題に積極的に取り組んでいる。フランスで働く以上は，国籍に関わらずに，フランス
人と同じ労働条件で働けるようにすることが，フランス人の労働条件を守る上でも重要だ
と考え，その実現のために活動を重ねている。

５　ONPES（貧困と社会参入観測所）
　公的な機関ではあるが，公的な統計に加え，民間団体からのデータも広く集積し，貧困
の実態についての独自性をもった総合的な分析を行い，集約した情報を政府，議会，公共

（市民）に配信する。ときにその報告は，政府に対し，影響力を与えている。
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６　M. Annie Pourre（DAL の活動家）
　スクワット（占拠）運動を行ってきた。その目的は，建物を占拠することによって，貧
しく屋根のない人たちに対し，安定的な住居を見付けるまで，一時的に立ち寄る場所と期
間を作るということであり，極貧の声の出ない，見えない，隠された存在の人を，その惨
状から救い出し，住宅の正当な権利を，現実的に獲得させることである。また，不動産業
界による投機的な取引によって，住宅として使われていない建物が単に値段をつり上げる
ために寝かされており，他方で，無数の人たちが屋根のない生活を強いられていることと
のギャップを訴えるための運動でもある。
　1993 年にスクワット運動を開始し，1994 年に出た判決では，占拠した人たちの人道的
な正当性が認定され，屋根のある建物に住む権利が法的に認定された。
　DALO 法は，やむを得ざる状況が生じているために占拠を行っていることを証明でき
る場合に，空き家の占拠に正当性を与える法律である。DALO 法に基づき，調停の申請
をし，調停委員会による住宅割当ての決定が出されたにもかかわらず，6 か月以内に住宅
の割当てを受けられない場合，申請者は，行政訴訟に訴えることができる。行政裁判所
は，申請者に住宅が割り当てられるべきであるにもかかわらず割り当てられていない場合
には，国に対し，住宅を与えるよう命じ，併せて，罰金を命じることができる。

７　DAL（住宅への権利）
　DAL は，1990 年に設立したアソシエーションで，住宅困窮当事者の救済と「住宅への
権利」の発展のために，住宅困窮当事者とともにスクワット（占拠）や裁判闘争を行って
いる。それは，住宅への権利を現実に実施するための活動でもある。特に 2012 年 2 月に
は，コンセイユ・デタでベソン法や DALO 法を現実に実施させる旨の決定を勝ち取って
いる。フランスの住宅政策は，不動産の投機的投資や社会住宅建設の停滞のためにうまく
いっていないので，やるべき活動が多いと認識している。

８　EMMAUS France（市民団体としての貧困支援）
　1949 年，アベ・ピエールによって設立され，フランス国民に広く知られている団体で
ある。ホームレスの人，失業者，出所者，精神疾患を抱えている人など，困難な状況にあ
る人を受け入れ，衣料品や家電製品などの廃品回収とリサイクルの仕事をしてもらい，孤
立を防止しつつ，それぞれが抱える問題の解決を目指している。
　フランス国内に 316 のエマウスのコミュニティがあり，4200 名分のベッドが確保され
ており，廃品回収とリサイクル事業によって得られた収益によって運営されている。
　また，コミュニティ以外に，ホームレスの人を受け入れる施設の運営，路上―パトロー
ルなど，ホームレス問題，住居に関する活動も重要な活動になっている。

９　M. Christophe Aguiton （SUD創設・幹部経験者）
　1990 年代後半から始まった失業者運動，反貧困運動，労働組合が考えてきたあらゆる
手だてもほとんど功を奏していない。労働組合は，銀行制度や金融政策，金融危機に対し
てほとんど何も手を打てなかった。労働組合とは別に，失業者運動は失業者としての権
利，生きていくための最低限の権利（最低限の賃金，最低限の生活費）を認めさせる運動
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であり，労働組合の中では SUD が 3 つの失業運動を行っている団体とともに運動を行っ
ている。

10 　DIHAL（ホームレスないしは住居環境の良くない人々に対する住居のアク
セスと寄宿の省間代表部）

　フランスでは，DALO 法により請求権つきの住宅の権利が認められている。この代表
部ではその権利を保障するための活動を行っている。
　不法滞在者には DALO 法の請求権付きの住宅の権利は認められないが，根源的な人権
侵害が認められる場合には，ヨーロッパ人権法等に基づき裁判を起こしており，請求が認
められる例もある。

11　Caisse d’allocations familiales（家族手当基金）
　家族手当の支給をはじめ，家族の抱える問題全般についてのサービスを提供し，フラン
スにおける子どもの貧困，人口問題について重要な役割を担っている。

12　DGEFP（労働省　雇用と職業訓練代表部）
　フランスでは，雇用を維持するための失業保険や職業訓練に比較的大きな予算が使われ
ている。また企業には職業訓練をする義務があり，適切な職業訓練をしないで能力不足で
解雇することはできない。あらゆる市民が仕事を得て賃金で主体的に生活できることが重
要であるとする一方で，失業を不可避と考え，失業者の生活を下支えしていくための給付
をしっかりやっていこうという方向性もしっかりしている。

13　Invalide での反貧困・尊厳への行進見学（カトリック救援）
　最も疎外された人々を援助するキリスト教的慈善団体 Secours Catholique（カトリック
救援）による，貧困に反対し，人間としての尊厳を守るためのデモ行進である。

第３節　ドイツ

第１　社会保障の実効性確保のための様々な制度
　ドイツでは，不平等を是正するための社会保障の実行性を，様々な制度によって確保し
ようとしている。

１　憲法上の制約の積極的活用
　ドイツには，日本の憲法 25 条のような生存権保障の直接的な条文はないが，基本法 1
条の人間の尊厳の不可侵，同 20 条のドイツ連邦共和国は民主的かつ社会的連邦であると
する条文の組み合わせによって，憲法違反か否かとの判断が積極的に行われており，社会
保障における憲法の役割は，日本に比べてより大きく，具体的なものとなっている。
　最近の例としては，2010 年 2 月の連邦最高裁判所の違憲判決がある。ドイツでは，
2005 年 1 月から失業救済金と社会扶助（生活保護）を統合して，稼働能力のある人を対
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象とする「失業手当Ⅱ」を新設したが，同判決は，この失業手当Ⅱの受給者の家族に対す
る社会手当の算定基準について，連邦政府が子どもの需要，すなわち子どもの成長にとっ
て何が必要かを独自に調査・算定せずに社会手当の額を設定しており，その点で，給付額
が人間の最低生活基準の根拠たるに値しないとして，これを違憲とした。これにより，連
邦政府は同年内に子どもの需要をより正確に把握できるように，社会手当の基準額の算定
方法を見直さなければならなくなった。

２　社会法典（SGB）の役割
　ドイツの社会保障制度は，失業保険，健康保険，年金保険，労災保険，介護保険，社会
扶助など，その多くが社会法典（SGB）の中に規定されている。この社会法典は，異なる
法律によって定められていた既存の社会保障制度を順次編入しながら少しずつ拡充されて
きたもので，現在は全 12 編である。社会法典は，単に社会保障制度の具体的内容を定め
るだけでなく，憲法と具体的制度を定める法律の間をつなぐ制度の基本理念についても規
定しており，社会保障制度の権利性の確立，制度運用の充実，権利救済の実質化に大きな
役割を果たしている。

３　行政の助言・説明義務と回復請求権
　ドイツでは，法規定のみならず，社会保障についての重要な判例法理も形成されてい
る。その一つが「回復請求権」である。
　社会法典第 1 編「総則」では，行政機関には社会保障制度について市民に助言し，説明
する義務があると定められている。ところが，これがきちんと行われなかったために，市
民が給付を受けるなどの権利行使ができなかった場合には，正しい説明が行われていれば
行使できたであろう権利の回復を請求することができる。社会法典に規定があるものでは
ないが，このような権利が裁判上の権利として認められている。

４　社会裁判所の役割
　ドイツの裁判所は，日本とは異なり，通常の裁判所のほかに，労働裁判所，行政裁判
所，財政裁判所などの専門的事件を取り扱う裁判所が整備されているが，社会保障制度に
ついての司法手続については「社会裁判所」という専門の裁判所が担っている。社会保障
裁判は市民にとって非常に利用しやすい制度になっている。
　社会保障裁判は，印紙代や郵券代を含めて原則無料である。ドイツの裁判所では，職権
探知主義，つまり，裁判官が積極的に職権で証拠調べを行うことができる制度となってい
る。例えば，日本では，裁判手続内で専門家の鑑定を受けるような場合には，当事者の費
用負担が大きくなってしまうが，ドイツでは，例えば，就労不能で障がい者年金給付を受
けたいという人から訴訟が申し立てられたような場合には，その人が本当に就労不能なの
かを判断するというようなことが，裁判所の費用負担の下に行われる。そのため，社会保
障の裁判では，第二審までは弁護士を付けなくても裁判を受けることができる。また，日
本では，行政庁相手の裁判は管轄地が行政庁の所在地とされているが，ドイツでは原告の
住所地とされており，この点でも，市民にとって裁判を受けやすい制度となっている。そ
のため，ドイツでは，社会保障裁判は，2009 年度で継続件数が 38 万件超となるなど非常
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に多く利用されている。
　ドイツの社会裁判所法には「仮の救済制度」が定められており，これが積極的に活用さ
れている。日本では，行政に対し，本裁判の手続を経ずに迅速に仮の救済を受けようとし
ても，要件が厳しくなかなか認められないが，ドイツでは，生存権にかかわる仮の救済を
求める裁判では，判例法理によって行政側に高い証明義務を課し，市民が救済を受けやす
い構造になっている。

第２　課題
１　ハルツ改革とその評価
　当時のシュレーダー政権は，2002 年から労働市場改革を次々と打ち出した。フォルク
スワーゲン社取締役のハルツ氏を委員長とする政府諮問委員会（通称 ハルツ委員会）が
設置され，その提言を元に政府は「自助努力を呼び起こし，かつ保障を約束する」という
基本理念に従って，労働・雇用政策のみならず，社会保障にも関わる大規模な改革が提言
された。ハルツ改革の最大の特徴は「福祉から就労へ」の施策を重点に進めてきた点にあ
る。解雇規制と有期雇用規制の緩和，派遣業に対する規制緩和も行い，他方で積極的な就
労支援を行うことで，職のない人の社会統合を図ろうとした。上記「失業手当Ⅱ」でも，
利用者は，生活保護程度の支援を受けながら，職を探す努力を以前にも増して行うことが
求められるようになった。
　このハルツ改革では，自治体が費用を負担してきた社会扶助の多くが国の負担である失
業手当Ⅱに付け替えられたことにより，多くの自治体で負担が軽減されたなどの評価があ
る一方で，低賃金労働者の増加・拡大を招く，短期的な就労の成果を求めて効果がなけれ
ば制裁措置をとるということでは，貧困克服の効果を期待できないなどの批判も多い。

２　ボーヒャルト裁判官の指摘
　2011 年 10 日に実施したドイツの訪問調査の際，ヘッセン州社会裁判所のボーヒャルト
裁判官から，ドイツの社会保障の現状について意見を聞いた。
　同裁判官は，まず，ドイツの社会保障給付は，高齢者の給付水準が高いのに比べ，家
族・子どもへの給付水準が他の EU 諸国と比べて低くなっており，子どもの貧困に対応で
きていないと指摘した。
　また，国民負担では，社会保険料について高所得者への応能負担が徹底されておらず，
税収においても，利益に対する課税である申告所得税や法人税が減少する一方で，給与所
得税と売上税の徴収割合が増えており，かつてに比べ，高所得者層の負担率が低くなり，
逆進性の強いものになっていると指摘した。
　その上で，ドイツが公平性を欠いた国になっていることを問題視している。我が国にも
共通する問題である。

３　子どもの貧困
　ドイツでは，1990 年代後半から，雇用情勢の悪化により，子どもの貧困率が増加して
いた。ドイツ連邦政府は，子どもの貧困を解消するために積極的な政策を展開し，その結
果，2008 年頃からは子どもの貧困率の増加を食い止め，一定の水準で維持することに成
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功したといわれている。
　ドイツにおける子どもの貧困対策の特徴は，保育に力を入れていることである。その背
景には，保育には，①親の労働を容易にし，世帯の収入を拡大して，「現在の貧困」を克
服するという作用と，②子どもに対して早期教育の機会を提供し，将来，貧困から脱する
すべを授けるという「将来の貧困」回避の作用があるとの考えがある。連邦政府は，全国
的に保育を拡充するために，社会法典に子どもの保育を受ける権利を規定し，戦略的に保
育の拡充を図った。この権利は，児童の主観的な権利であり，子ども自身に主観的な保育
請求権が認められている。

第３　教訓
　ドイツが抱える課題は，我が国とも共通するものがある。しかし，ドイツでは，様々な
制度によって，不平等を克服する有効な手段としての社会保障を実効性のあるものにする
ための努力が続けられている。それは，市民の権利意識を高め，社会の不平等の克服に向
けた力の醸成に大きく役立っていると思われる。

第４節　イギリス

第１　社会保障制度の概要
１　社会保障制度の特徴
　（1）年金，雇用関連給付も含めた全国民を対象とした社会保険制度に一元化されてい

る。
　（2）医療は税財源により国民保健サービスとして，全国民を対象に原則無料で提供され

ている。
　（3）高齢者・障がい者等に対する社会サービスは，地方自治体において税財源で対人社

会サービスの提供が行われている。

２　最近の動き
　（1）2010 年 5 月までの労働党政権では，従来の自立自助路線を継承しつつ社会的公正

の観点も重視した「第三の道」を標榜して，年金，医療制度の大幅な改革を行い，福祉
については，働くことが可能な者には極力就労を促進する一方で，真に困難をきたす者
に重点を置くべきとして，積極的な雇用促進策，就労促進のための給付内容の見直し，
低所得者への財源配分等の施策を推進した。

　（2）2010 年 5 月の保守党キャメロン政権以降，社会保障分野において，自立自助路線
を強めて強い社会を目指す方向が示され，福祉予算が大幅に削減された。

　　そして，生活保護，雇用保険，障害年金等が独立した制度として存在することは非効
率であるとして，2012 年福祉改革法で，これらを一本化したユニバーサルクレジット
制度での継続的支援を導入した。この中で，稼働能力がある長期失業者について，求職
申込みを一定期間怠ると支給を一定期間停止する制度を導入している。
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３　貧困と格差の現状
　（1）労働党政権に交代した 1997 年以降，一時期貧困率が下がった時期もあったが，全

体的には高止まりしており，貧困率は変わらない。
　（2）ジニ係数も横ばいであるが，僅かながら増大している。

第２　訪問調査の成果
１　2006 年イギリス調査
　（1）イギリスが最貧者に対する救済として福祉を行ったことが福祉に対するスティグマ

につながったことに対する反省から，社会保障制度を充実させてきたことを確認するた
め調査を行った。

　（2）雇用年金省，ジョブセンタープラス，社会保障コミッショナー，金融サービス庁，
市民相談所等を訪問した。
　①　ジョブセンタープラスは，職業紹介所に福祉給付事務を統合させた機関で，雇用

年金省の管轄である。なお，職業紹介事業はジョブセンタープラス内だけてなく，ス
ーパー，図書館などでも Kiosks と呼ばれるタッチパネル式の機械でも行われている。

　②　社会保障コミッショナーは，社会保障に関する行政決定に対する異議申立ての上
訴を取り扱っているが，不服申立ての認容率が約 50％と高い。社会保障の支給基準
を改善する役割を果たしている。

２　2009 年 10 月調査
　（1）主に子どもの貧困根絶のためのイギリスの取組を調査するために訪問した。
　　1999 年にブレア首相が子どもの貧困を 2004 年までに 4 分の 1 削減し，2010 年までに

半減させ，2020 年までに根絶するとの具体的な数値目標を掲げ，その達成のために様々
な政策を実行に移して効果を上げてきた過程を調査した。

　（2）子どもの貧困を根絶するキャンペーン活動等を行う CPAG が，「End Child 
Poverty」の標語を掲げて幅広い活動をしていた。

　（3）周産期から社会に出るまでの継続的な支援プログラムが構築されていた。
　①　0 歳～ 4 歳では，生まれた子ども全員に一律 250 ポンドの入った口座を与えるチ

ャイルド ･ トラスト・ファンド，主に母子世帯と未就学児童を支援するプログラムで
あるシュアスタート

　②　5 歳～16 歳では，学校機能を拡張して子どもを取り巻く問題の改善に取り組む
様々な試みを行うエクステンディッド・スクール

　③　13 歳～19 歳では，その年齢の全ての若者を対象として，就労，住宅，健康，飲
酒・薬物，給付の支援等様々な問題に対応するコネクションズ

　④　18 歳～24 歳では，就労支援策である若者向けニューディール
　（4）その中で子どもがいる世帯への経済的支援策として，税額自体を控除して，低所得

世帯には給付をするタックスクレジット制度が注目された。
　　中でも，ワーキング ･ タックスクレジットは，低所得の勤労世帯を対象とし，働くこ

とで得をするように設計されている。
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第５節　デンマーク

第１　国の概況等
　デンマークは，人口約 553 万人（2010 年），合計特殊出生率 i は 1.87（日本は 1.39）

（2010 年）である。自治体は，5 つのレジオンという広域行政圏と 98 の自治体で構成され
ている。16 歳から 64 歳までの労働に適応した年齢層の就業率（2009 年）は，男性が
79.2％，女性は 74.4％であり，女性の就業率はヨーロッパの中で最も高い（ヨーロッパ
平均は 59％）。世界競争力ランキングでは，常に上位であり，国民一人当たりの国内総生
産も上位であり，高い国民所得と競争力の国である。
　なお，日弁連は，2010 年 8 月に労働法制・労働政策を中心に，2012 年 8 月に社会保障
政策を中心に訪問調査を実施した。

第２　貧困と格差が最小，幸福度世界一の国
１　貧困と格差が最も小さい
　（1）2008 年の OEDC 調査によると，OEDC 加盟 30 国中，2000 年代半ばの相対的貧困

率は，デンマークは 5.3％であり，最も貧困率の小さな国である。同じ調査で，日本は
14.9％であり，トルコ，アメリカに次いで貧困率が 3 番目に高いのとは対照的である。

　　また，子どもの貧困率は 2.7％，一人親世帯の貧困率は 6.8％であり，いずれも加盟
国の中で最小である。これに対し，日本の場合，子どもの貧困率は 13.7％であり，特
に，一人親世帯の貧困率は加盟国の中で最悪の 58.7％である。

　（2）ジニ係数
　　所得格差を示す指標であるジニ係数は，2000 年代半ばで 0.232 であり加盟国で最小

である（2008 年 OEDC 調査）。日本は，0.321 で OEDC 平均の 0.311 を上回り 17 位で
ある。

２　幸福度世界一，人々の相互の信頼が高い
　デンマークは，国民に対する幸福度調査で，世界一にランクされている（2006 年イギ
リス・レスター大学による調査，2007 年イギリス・ケンブリッジ大学による調査，2008
年アメリカ・ワールド・バリュー・サーベイによる調査）。日本は，例えば，レスター大
学による調査では，90 位である。イギリスのニュー・エコノミクス・ファンデーション
が発表した 2006 年の「人生の満足度指数」では，デンマークが 178 か国中 1 位，アメリ

ⅰ　一人の女性が一生に産む子どもの平均数
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カは 16 位，日本は 90 位となっている。
　また，「だいたいにおいて人は信用できる」という回答率が，世界 60 か国中，第 1 位で
あり（2000 年・2005 年世界価値観調査），他の調査でも同様の結果が出ており，人々の相
互信頼が高い社会であることがうかがえる。

第３　所得再分配による貧困と格差の縮小―高負担と国民の理解
　所得再分配前のデンマークの貧困率は，23.6％であり，OEDC 加盟国中 8 位の低さで
あるが，所得再分配後は 5.3％と加盟国中で最も低い水準に縮小している。ジニ係数も，
所得再分配前は 0.4 以上であるが，所得再分配により 0.232 まで下がっている。
　所得再分配は，主に，租税政策と社会保障政策によってなされるが，デンマークの場合
には，次のような特徴がある。

１　高い国民負担率
　デンマークの税負担率は 65.1％，社会保障負担率は 2.7％，両者を合わせた国民負担
率 ii は 67.8％（2010 年）であり，世界で最も高い水準にある。日本は，租税負担率 22.1
％，社会保障負担率 16.4％，国民負担率 38.5％である（2010 年）iii。

２　高い税負担
　所得税として，国税（3.6％又は 15％。所得が 38 万 9900Kr 以上が 15％），地方税（平
均 24.9％），医療賦課税（8％）があり，これらの合計の上限が 51.5％である。このほか
に，労働市場貢献税（8％）という直接税がある。一般的な中間所得者層の直接税の税率
は，40％台であり，国民全員に対し，40％から 50％台のかなり高い直接税が課せられて
いる。
　間接税（消費税）は 25％，法人税は 25％である。

３　所得再分配と国民の理解
　国家財政の支出内訳は，社会保障 41％，教育 15％，医療 10％である（なお，防衛は 3
％）iv。例えば，教育機関への公的支出の対 GDP 比は，7.6％であり，OEDC 加盟国中で
最も大きく，これに対し，日本は，3.6％で 4 年連続最下位である（2010 年 OEDC 調
査）v。
　このように，デンマークは，高い税率の直接税，間接税（消費税）による潤沢な財源に
より，福祉，医療，教育など国民生活に不可欠な社会サービスを実施することで，所得再

ⅱ 　国税と地方税とを合わせた租税負担の国民所得に対する比率である租税負担率と，年
金や医療保険などの社会保障負担の国民所得に対する比率である社会保障負担率との合
計

ⅲ　財務省ホームページ　http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/238.htm
ⅳ　2013 年 1 月 29 日日弁連シンポジウム・銭本隆行氏提供資料による。
ⅴ 　2013 年 6 月 25 日朝日新聞記事「教育機関に公的支出，日本は GDP 比 4 年連続最下

位」
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分政策を有効に機能させ，生活水準を平準化させ，貧困と格差を減少させている。
　このような高い税負担に関する国民の意識に関する次のような調査がある。デンマーク
大蔵省が 1990 年と 1998 年に実施した世論調査では，今の税金で今と同じサービスを求め
る人が 55％であり，1998 年には，今より高い税金で今より高い水準のサービスを求めて
いる人の割合が 1990 年の 2 倍以上も増加しており，デンマークの納税者が高い税負担を
認めつつ，サービスの低下に大きな抵抗を示していることがうかがえる。

第４　福祉国家を支える民主主義
　デンマークの社会を福祉国家として成長させ，社会保障制度や社会サービスを充実させ
る上で最も重要な役割を果たしたのは，デンマークが築いてきた民主主義であると指摘さ
れている vi。

１　対話を重視した民主主義
　デンマークでは，「大波がくればなくなるかもしれない平坦な国だが，国がなくなって
も，民主主義は残る。」と言われるほど，民主主義が重視されており，対話を重視した民
主主義教育がなされてきている vii。

２　参加型民主主義（ユーザー・デモクラシー）
　高齢者委員会，障がい者委員会等，行政の政策決定過程に，市民や住民の意思を民主的
な方法や手続を経て反映させるシステムが公的に保障されており，参加型民主主義が機能
している。1973 年のオイルショック後に，デンマーク政府が原発推進計画を打ち出した
際，環境 NGO が再生可能エネルギーへの転換を提案し，10 年間に及ぶ徹底的な国民的議
論の末，原発の放棄が決定されたことが，ユーザー・デモクラシーが機能した象徴例とし
て挙げられている viii。

３　国民の政治への関心，高い投票率，政治への信頼
　税金の使い道や政府の政策等に関する国民の関心は高く，毎回の国政選挙の投票率は過
去 80％を割ったことはなく，ときには 90％に達する。2011 年 9 月の総選挙の投票率は，
87.2％である（日本の 2012 年 12 月の総選挙の投票率は 59.3％）。
　政府，議会，政党に対する信頼度に関するヨーロッパ域内 31 か国を対象にした 2008 年
の調査では，デンマークが信頼度 1 位という結果になっている。国民の政治意識の高さ
が，国民の意思を反映した政治につながり，その結果，政府等に対する信頼度も高いとい
う結果につながっていると指摘されている。

ⅵ　野村武夫「『生活大国』デンマークの福祉政策」211 頁（ミネルヴァ書房）
ⅶ　銭本隆行「デンマーク流『幸せの国』のつくりかた」241 頁（明石書店）
ⅷ　前掲ⅴ　212 頁
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第５　福祉国家を支える平等の理念
１　選別主義を廃し，普遍主義に立脚
　所得再分配政策の効果については，最下層あるいは貧困者のみを対象とする選別主義と
全ての国民を対象とする普遍主義の考え方があるが，デンマークは，他の北欧諸国と同じ
く，選別主義を排除し，普遍主義に立脚している。
　選別主義については，富裕層が貧困層に給付されるための税金を払うことになると，労
働者階級に分裂が生じ，上層及び中間階層と労働者階級の最下層との間に利益対立によっ
て社会構造の二重化が生じ，ひいては，税金を支払うことへの富裕層の抵抗を強め，福祉
国家維持に反対する勢力を生み出すことになると指摘されている ix。
　普遍主義によって，大学までの無料の教育，無料の医療など，全ての国民が直接的・間
接的に社会政策の恩恵を受け，そのことが，労働者階級の分裂や貧困層の孤立を防ぎ，高
負担への国民の支持と国民全体の連帯を可能としている。

２　平等と連帯
　平等が重視され，あらゆる支援を受ける対等の権利（入口の平等），全ての人は比例し
て支払う義務（支払の平等），支援を同じレベルで受ける権利（受給の平等）があるとさ
れている x。税は，基本的に負担能力に応じて賦課されるものであるのに対して，保険
は，基本的には給付の受益に対する拠出という応益的性格を持つものであることから，デ
ンマークの福祉は保険ではなく税を財源としている。
　デンマーク社会の発展をもたらした基礎的な要因の一つとして，連帯の重要性が指摘さ
れている。「階級」ではなく「国民」を基礎とした連帯を構築することが福祉国家の存立
と維持に必要不可欠である。平等が，国民の広範な連帯を実現する上で必要不可欠な前提
であり，平等の促進によって連帯が強化される。

第６　デンマーク社会保障制度の概要
１　雇用政策
　デンマークは，欧州諸国の中でも失業率が低いことで知られている。デンマークの労働
市場は，「黄金の三角形（ゴールデントライアングル）」と呼ばれる三要素，すなわち①フ
レキシブルな労働市場，②手厚い失業保険制度，③積極的労働市場政策を兼ね備えてお
り，これらが相互にバランスをとって機能する「フレキシキュリティ」（フレックス＋セ
キュリティ，柔軟性と安全性の両立）の代表例として注目されている。「フレキシブルな
労働市場」ばかりが注目され，解雇が自由な国として紹介されることも多いが，決して解
雇は自由ではない。労働協約によって，解雇については正当理由が要求され，労使で設置
する解雇をめぐる紛争解決システム等も整備されている。
　また，デンマークモデルは，失業しても次の仕事が見付かるまで安心して生活できる手
厚い失業保障があって初めて機能するものであり，また，労働組合の組織率が高く，産業
別に組織された労働組合が積極的役割を果たしている。

ⅸ　訓覇法子「アプローチとしての福祉社会システム論」68 頁（法律文化社）
ⅹ　前掲ⅲ
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　そのほか，職業教育が充実し，離職者に対する手厚い就労支援が行われている xi。

２　保育
　0 歳～ 3 歳の 92％が保育所，3 歳～ 6 歳の 97％が幼稚園に行っている。
　保育所・幼稚園の費用は，全費用の 25％を親が負担し，残りは自治体が負担する。金
銭的な負担軽減のために，子ども手当が子どもを持つ親に支給され，世帯の収入によって
保育料自体も異なる。入所・入園の条件として，両親が就労しているかどうかは問われな
い。保育所はほとんど公立であり，公立の保育施設に預けられる割合は 97.4％である。

３　教育
　義務教育は 10 年である。就学前教育という政策により 0 学年が導入され，以前からの
義務教育 9 年に 0 学年を加えて 10 年になる。授業料は大学まで無料である。
　各学校には学校理事会があり，教師，生徒，父母，コミューンの各代表者により構成さ
れる。使用する教科書は，学校理事会が決める。

４　医療
　保健・医療はレギオンの任務とされている。デンマークでは，全ての人が同等の医療を
受けることができるとされている。医療費は無料であり，財源は税である。国内に平均
1500 人に 1 人の割合で各地域に家庭医がおり，より専門の治療が必要となれば，家庭医
の紹介で専門病院に行って治療を受ける。　

５　年金
　（1）国民年金
　　年金者になる前の職業の種類や所得に関係なく，65 歳で退職すれば一律に支給され

る。基礎年金部分は，年間 68556Kr（102 万 8340 円），月 5713Kr（8 万 5695 円）であ
り，これに加えて配偶者の有無など本人の状況によって額が変わる付加年金部分がある

（一人暮らしの場合，総額で月 1 万 1646Kr（17 万 4690 円））。
　　年金の財源は，保険料ではなく，税金で，受給者自身も受給額から税金を支払う。
　（2）早期年金
　　18 歳以上で，能力・機能が低下して，労働市場に出られないときに受給できる。独

身の場合，年間最大 20 万 4900Kr（307 万 3500 円），月 1 万 7075Kr（25 万 6125 円）
で，国民年金額より高い。

６　女性・子育て
　1980 年に，産休に関する法律が成立し，2002 年の法改正により，産前産後の休暇が合
わせて 52 週間に伸びた。
　男女の賃金は平等と定められている。

ⅺ　詳細は，日弁連デンマーク調査報告書を参照されたい。
　　http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/poverty_issue.html
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　子ども・子育てに関するサービスは，結婚しているか，していないかにかかわらず支給
される。子どもを持つ家庭には，所得制限なく，全てに，子ども手当が支給される。

７　障がい
　就労のできない 18 歳以上の国民は，早期年金を受給することができる。
　各コミューンは，障がいのある人に対して，成人する前には障がい者幼稚園や特別支援
学校を，成人してからは一人暮らしをするための住居などを提供する義務を負う。
　2006 年，各コミューンに，障がい者団体の代表が参加する障がい者委員会の設置を義
務付ける法律が成立し，コミューンの議会は，障がい者施策の決定にあたり，障がい者委
員会の意見を聴かなければならないことになっている。

８　「社会的弱者」
　ホームレス，アルコール・麻薬依存症，精神疾病，売春，その他の社会的な問題を持っ
た人たちのことを「社会的弱者」と呼んでいる。
　社会省の中にある独立した組織として，社会的弱者委員会が政府によって設立されてい
る。財源は国から拠出されている。社会的弱者委員会は，ワンストップサービスの提案，
緩やかな「居場所」の提供，社会的弱者の健康を守るための活動，精神疾病者の強制治療
廃止の提言などの取組をしている。

９　高齢者
　法律で，各コミューンに高齢者委員会の設置が義務付けられており，委員は公選であ
る。コミューンで高齢者に関する施策が決議されるのに先立って委員会に諮問しなければ
ならない。
　訪問介護，訪問看護，高齢者センターなどに入り 24 時間のケアを受けることなど，全
て税金でまかなわれている。在宅が原則である。1988 年，プライエム（特別養護老人型
施設）からプライエボーリ（介護付住宅），エルダボーリ（高齢者住宅）への転換が決ま
り，プライエム新設が禁止され，2005 年，プライエムは全廃された。

第７　まとめ
　デンマークでは，平等が重視され，普遍主義的所得再分配政策により，貧困と格差を減
少させており，全ての国民が直接的・間接的に社会政策の恩恵を受け，そのことが，国民
間の分裂や貧困層の孤立を防ぎ，高負担への国民の支持と国民全体の連帯を可能としてい
る。また，民主主義が重視され，市民の意思が反映されるシステムが公的に保障されユー
ザー・デモクラシーが機能しており，高い税金の使途や社会保障施策のあり方を民意がチ
ェックし，そのことが政治への信頼，高負担への理解を支えている。
　　
参考文献
野村武夫「『生活大国』デンマークの福祉政策」
銭本隆行「デンマーク流『幸せの国』のつくりかた」
訓覇法子「アプローチとしての福祉社会システム論」
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第６節　スウェーデン

第１　はじめに
　2007 年 11 月 19 日から同月 23 日まで，ストックホルム，エステルスンドで生活保護制
度の海外調査を行った。調査団は総勢 19 人（うち研究者 4 人）であった。
　なお，この調査に当たっては，ストックホルムの訓覇法子教授（日本福祉大学），エス
テルスンドでは高田清恵准教授（琉球大学）の並々ならぬご尽力・ご協力に支えられたこ
とを付言しておく。

第２　スウェーデンの社会保障・社会福祉の概要
　スウェーデンの貧困対策・生活保障は，トータルな社会政策として捉えるべきである。

１　子どもや子どものいる家庭への支援
　スウェーデンでの「高負担」を支えるのは，「生まれたときから誰もが福祉の恩恵を被
っている」という意識だという。
　（1）育児有給休暇（両親手当）
　　まず，子どもが生まれると父親・母親の別なく，一人の子どもにつき 480 日間，従前

の所得の 8 割が保障された育児有給休暇（両親手当）を取得することができる（両親共
にとる場合の期間は 2 分の 1 ずつとなる。）。

　（2）就学前教育
　　就学前教育として 1 歳児～ 5 歳児の 77％が保育所に行っており，保育料は低廉に抑

えられている。
　（3）児童手当
　　16 歳未満の子を持つ親は子一人当たり 1 か月 1050 クローネ（約 2 万円）の児童手当

を所得制限なしに受けることができる。

２　教育政策
　義務教育前の 6 歳児のプレスクール，義務教育，高等教育は全て，クラブ活動費や給食
費まで含めて無料で行われている。
　高校と大学の中間に位置する職業訓練学校，高校中退者や移民の成人のための成人高
校，大学も無料であり，教育を受けている間の生活費については低金利でローンを受ける
ことができる。

３　労働分野
　貧困の予防として，障がいのある人も含めた完全雇用が目指されており，失業率は 4％
以下となっている。
　賃金は労使協議での合意によって行われている。団体協約によって，職種別に賃金レベ
ル・給与体系が決められているため，正規雇用より非正規雇用の賃金が格段に低くなると
いうことは起こらない。
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　失業保険は任意加入だが，労働組合が管理しており，加入率は 9 割である。労災保険は
義務加入である。いずれも，給付条件を満たせば，従前の給与の 8 割が支払われる。
　このようにして，失業や労災によっていきなり生計援助（生活保護）を利用するような
ことは通常起こらないように設計されている。

４　社会保険制度
　スウェーデンの社会保険制度は，普遍的スタンダード保障型といわれ，全ての国民を対
象として，所得比例給付を主な原則として，平均的所得水準を保障している。
　種類としては，医療保険（傷病手当を含む），失業保険，労災保険，早期年金，老齢年
金，児童手当，両親手当，住宅手当等がある。このうち失業保険のみが任意保険である。
　保険料は積立方式ではなく税方式であり，名目賃金の 32％である。

５　保健医療政策
　保健医療財政は，保険ではなく，税を財源として運営されている。国民保険に加入して
いれば，従前の所得の 8 割を保障する傷病手当と，医療費給付を受けられる。

６　年金
　国民全てに均一に給付される国民基礎年金と，所得比例の国民付加年金がある。基本的
に 65 歳以上の人に支給される老齢年金，18 歳～64 歳で障がいを持って労働力が低下した
人に支給される早期年金と疾病手当などがある。

７　住宅
　住宅については，一人一室，一人当たりの住面積は平均 50㎡というのがスタンダード
であり，この住宅スタンダードを保障するため，子どものいる家庭や青少年，年金受給者
に対して資力調査を伴う住宅手当が支給される。

８　生計援助（生活保護）
　所得保障や他の社会保障制度が充実しているので，最後のセーフティネットである生計
援助は，臨時的な困窮に対応する施策である。
　（1）根拠法
　　根拠法は社会サービス法 4 章 1 条であり，「自分の必要性を自ら満たすことができな

い者，または他の方法によって満たすことができない者は，その生計維持及びその他の
生活上の営みに対して社会委員会の援助を受ける権利を有する」（1 項）と，「援助を受
ける権利」が明確に規定されている。そしてその場合の援助の水準は「適切な生活水
準」とされている（2 項）。

　　「援助を受ける権利」に基づいて受けることのできる援助の内容としては，①全国一
律の生計維持援助（食料品，衣服，靴，娯楽，余暇，及び日刊紙等）と，②コミューン

（市）の決定する適切とされる費用（住居費，光熱費，通勤費，歯科医療，労働組合費
等），③その他の生活上の営みに対する援助（個人ごとに適切な生活のために必要とさ
れる金銭給付や，様々な種類の社会福祉サービス等）がある。
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　（2）生計援助基準
　　生計援助基準は 1985 年までコミューンが決定していたが，社会庁が全国基準額を定

め，その後，それが「妥当な生活基準」であるとの最高裁判所判決が 1993 年に出され
てからは，ほとんどのコミューンが全国基準を導入した。

　　基礎額は一年に一度，政府の中央統計局により算定される。単身世帯で 1 か月 3500
クローネ（1 クローネ 20 円として約 7 万円）であり，加えて家賃が支給される。社会
サービス法に定められたバスケット（買い物かご）の各項目については物価の平均的な
都市での物価を参考に消費者庁が算定する。

　（3）申請手続・不服申立て等
　　個人が援助を受けるためにはコミューンの社会委員会に申請を行い，社会委員会が決

定を行う。決定に対しては不服申立てをすることができる。
　　コミューンの財源不足を理由とする申請却下は許されないことが，行政解釈及び判例

で確認されている。
　　生計援助の平均受給期間は半年未満程度であり，就労のための施策への参加を受給の

要件とすることができるようになっている。

第３　まとめ（スウェーデンに学ぶべき点）
１　平均的生活をすべての人に保障するという考え方
　日本においては，生活していく上で賃金すら十分でない人も多く，社会保障も非常に不
十分で，貧困状態に置かれている人が多数いる。また，そのことが「生活保護利用者の方
が優遇されている」との思いを生み，生活保護利用者への偏見が根強くある。
　これに対し，スウェーデンにおいては，平均的生活を全ての人に保障している。これ
は，選別主義的に所得再分配するのではなく，生まれてから亡くなるまで税金還元を受け
るのは全ての人が同じだからであり，皆が貧困者を容認しない社会を作るのは，全ての人
が対等な価値をもつのだという考えに基づいている。また，それだからこそ，国民が高負
担を受け入れている。税方式は必ずしも高福祉，高負担だけで見るのではなく，国民連帯
の面も見なければならないということである。
　平均的生活を国民誰もに対して保障することは憲法 25 条 2 項が要請するところであ
り，さらに，そのことによって生活保護利用者への寛容をも期待することができる。日本
においても，平均的生活を誰もに保障しうるトータルな社会保障制度の設計が必要であ
る。

２ 　社会保険と生計援助（生活保護）の相互作用，生計援助（生活保護）の役
割の小ささ

　スウェーデン調査により，①貧困の縮小には生活保護（垂直的な所得再分配）は効果的
ではなく，基本的には社会保険方式（水平的な所得再分配）にしなければならないこと，
しかも，保険方式といっても保険加入を任意にすると支払わない人が生じてそのような人
が貧困に転落するため，税方式にすること，②社会保険は大半の中流階層を対象としてい
るため，寛容な社会保険制度の維持が支持されやすいこと，③社会保険の給付水準が高い
ところでは生活保護の給付水準も高いことが示された。
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　日本における所得再分配を考える際にこれらの視点を忘れてはならないであろう。

３　最後のセーフティネットの利用しやすさ
　スウェーデンでは，生活保障制度に占める生計援助（生活保護）の役割が日本ほど大き
なものではないにもかかわらず，生計援助の利用率は約 5％である。これは，生計援助が
利用しやすい制度であることの現れであると考えられる。
　これに対し，日本においては，生活保護の利用率は約 1％であり，実際には受給要件を
充たしていると考えられるにもかかわらず，保護を利用していない人がこの何倍もいると
いわれる。
　明確に生存権保障をうたう憲法 25 条をもつ日本で，生活保護制度を利用しやすい制度
とすることは急務である。

４　教育の機会均等の徹底と職業訓練・就職支援の徹底
　スウェーデンにおいては，教育が基本的に大学まで無償であり，平等に教育の機会が与
えられることによって，貧困の連鎖が防がれている。
　また，生活を保障された上での職業訓練が充実していることは，いつでもやり直しがで
きるという意味で労働者にとって有益であるばかりでなく，国全体として産業再編に柔軟
に対応できる力を生み出している。これに加えて，仕事を失っても社会保険制度が充実し
ていることも，労働者の労働条件を守る上で重要である。経済と福祉がともにあり，経済
が変わっても雇用が得られることが社会発展に対して肯定的に捉えられている。これがグ
ローバリゼーションの中でもスウェーデン方式を貫くことができるという自信の根拠であ
る。
　日本においても無償教育の範囲を広げて教育の機会均等を徹底し，職業訓練・就職支援
を，訓練期間の生活保障を含めて充実させていくべきである。

５　対人援助を担う職員の体制を充実させること
　スウェーデンでは教育や就労支援などの対人援助を公務員が担っており，対人援助に税
金がしっかりと使われている。これは人が人として大事にされていることの現れである。
対人援助に財源を使うことは雇用創出にもつながっている。
　日本においては対人援助を民間委託することによって援助の水準が切り下げられたりす
ることがままあるが，人を大事にするためには人手と時間がかかることを国民の共通認識
にし，対人援助を担う職員の体制を充実させるべきである

第７節　フィンランド

第１　フィンランド調査の概要
　日弁連では，貧困問題に関連する調査のため，二度にわたりフィンランドの社会保障の
仕組み等を調査した。一度は子どもの貧困対策を，一度は自殺対策を主要なテーマとし
た。
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　フィンランドをはじめ，北欧諸国といえば日本では「福祉国家」として知られる。調査
の結果は果たして，充実した社会福祉政策を是とする政治理念とそれを支持する多数の市
民に支えられた充実した社会福祉制度の数々であった。無論，日本と様々な事情の異なる
フィンランドの社会保障の仕組みを，そのまま日本で取り入れられるわけではない。しか
しながら，社会福祉，貧困問題をどのように考え，その解決にどのように取り組むのか，
学ぶべき点は多々ある。

第２　フィンランドの貧困問題への取組
１　貧困問題に対する認識
　フィンランドでは，雇用率の維持，最低所得保障による生活保障，税と社会保障制度に
よる所得格差の解消を推進することにより，貧困を防止してきた。このような，国民に重
い税・社会保険料を負担させる政策が指示されるのは，フィンランドにおいて貧困は社会
問題であるとの認識が共有され，社会全体でそれを防ぐ必要があると考えられているから
である。

２　民間団体・NPOと行政の連携
　フィンランドでは，民間団体，NPO の提供するサービスを国や地方自治体が購入し，
これを国民・市民に提供するというシステムがごく普通に運用されている。このように行
政が民間団体・NPO のパワーを生かすことにより，一定の質が保たれた福祉サービスが
柔軟に提供されている。

３　スロットマシーン協会の役割
　フィンランドの社会福祉制度に関連し特筆すべきものの一つにスロットマシーン協会が
ある。スロットマシーン協会とは，国から権利を付与されてギャンブルを運営している組
織である。この協会の売上げが，NPO の主たる財源となっている。国民や観光客は，遊
興費が社会福祉のために利用されることを認識しながら，ギャンブルを楽しむのである。
協会は広く集めた資金を，公平に，基準を満たした NPO に提供し，NPO はその資金を
利用して国民に対し福祉サービスを提供するという仕組みが構築されているのである。こ
のシステムにより，NPO は相当部分の運営費の確保という負担から逃れ，そもそもの目
的たる活動を行うことができるのである。ギャンブルの是非はともかく，この協会の存在
が福祉サービスを支える一つの仕組みなのである。

４　子どもへの支援と教育制度
　フィンランドでは，子どもが出生する前から支援が開始され，その子のみならず，子の
親も支援を受けることができる。そして，充実した義務教育制度と社会で働いた後に，学
費や在学中の生活費をも心配せずに高等教育を学ぶことができる仕組みがある。フィンラ
ンドの資力にかかわらず学ぶことができる環境は，親や保護者，または本人の経済力に左
右されずに人生の選択肢を広げることに貢献しており，社会の格差拡大を防ぐ一つの理由
にもなっている。
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第３　まとめ
　フィンランドでは貧困を社会の問題と捉え，他方，日本では貧困を「自己責任」とする
傾向が強い。貧困問題のある社会を，不平等な社会をどう捉えるか，フィンランドから学
ぶべきものは一つ一つの政策やサービスではなく，この貧困は社会の問題という問題意識
ではなかろうか。

参考文献
「フィンランドを世界一に導いた 100 の社会改革」イルッカ・タイパレ　公人の友社　
2008 年

第８節　韓国

第１　期間制法
１　概要
　2012 年 7 月 22 日から 29 日までの日程でソウル市内の各機関を訪問し，韓国における
非正規職保護法施行後の非正規労働者の実情を調査した。労働問題関係の訪問先は，チョ
ン・イハン教授，韓国経営者総協会，韓国労総組合総連盟，中央労働委員会，全国民主労
働組合総連盟，雇用労働部，参与連帯，ソウル中央地方法院労働専門部裁判部，全国金属
労働組合，チョン・ヨンフン憲法裁判所附属研究所研究員，ソウル特別市の 11 か所であ
る i。

２　調査の目的
　2013 年 4 月 1 日から施行されている改正労働契約法において，有期労働契約の更新等
に関する雇止め法理の法定化や差別禁止についての規定が盛り込まれた。さらには同法
18 条によって契約期間を通算した期間が 5 年を超えた場合，無期契約へ転換できる制度
が新たに定められた。法の趣旨は，有期契約労働者の雇用の安定を確保することにあるも
のの，有期労働契約の締結事由については制限がないため，5 年を超える前の雇止め誘発
等の懸念もある。そこで，先行して 2 年を超える有期労働契約について，無期契約への転
換を法制化した韓国の実情を調査することとした。また，韓国も日本と同様に企業別組合
が定着している国であるが，近年の特徴的な動きとして，産業別組合への転換を大胆に図
っており，日本における労働組合のあり方を考える上でも参考になると考え，現地の労働
組合も調査の対象とした。

３　期間制法の概要
　（1）概要
　　有期労働契約の規制を目的とする「期間制および短時間勤労者の保護などに関する法

ⅰ 　塩見卓也「非正規職保護法施行後における韓国非正規雇用の実情」（労働法律旬報
1789 号 9 頁）参照
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律」（以下「期間制法」という。）は，2007 年 7 月 1 日に施行されている。有期労働契
約に基づき就労する労働者については，原則として 2 年を超過しない範囲でのみ使用す
ることができるものとし，有期契約での雇用期間が 2 年を超えた場合には当該労働契約
は無期契約に転換されたものとみなすものとする。さらに，有期労働契約であることを
理由に当該事業場において同種または類似の業務に従事する無期契約労働者と比べて差
別的処遇をしてはならない旨を規定する。

　　2011 年 1 年間でみると，契約終了が 49.6％，正規転換が 23.9％，継続雇用が 26.1％
である。2010 年 4 月から 12 月までの数字で見ると契約終了が 45.2％，正規転換が
22.8％，継続雇用が 30.9％であった。概ね 5 割弱が雇止めされ，5 割強が法的に無期雇
用に転換され，そのうち 2 割強が契約形式上も無期雇用に転換された。この評価につい
ては韓国内でも分かれている。韓国労総によれば，熟練度の高い労働者の正規転換は進
んだが，未熟練労働者は多くが雇止めされたり，間接雇用への置き換えが進んだとい
う。

　　無期転換後の労働条件については，低いままに据え置かれ「無期契約職」と呼ばれる
正規でも有期でもない中間的なカテゴリーが出現している。また，一方で雇用安定や待
遇改善委つながるケースも報告されており，労働組合は正規職と同等の待遇を求める運
動を展開している。

　（2）差別是正手続
　　労働者は，地方労働委員会に差別是正を申立てることができる。方式は簡易な書式の

申請書を提出するだけでよい。代理人を付すこともできるが，金銭的余裕がない場合は
国選労務士を付すことができる。

　　申立てを受けた地方労働委員会は，差別是正委員会を構成し，担当調査官が差別の事
実の有無など事実関係を調査し，調査報告書を作成する。申立て後 60 日以内に審問会
議が開催される。審問会議終了後 30 日以内に判定所が送付される。実際には会議終了
後判定がなされ，翌日までに通知される運用である。申立件数は，2007 年が 145 件，
2008 年が 1948 件，2009 年が 95 件，2010 年が 152 件，2011 年が 88 件である（08 年は
同一使用者の大量申立事案が含まれる）。

　　申立件数は伸び悩んでいるがその主たる要因は，差別是正申請を労働者本人がしなけ
ればならない制度となっているため，勤務継続を望む労働者は不利益をおそれて申立て
を躊躇する点にあるといわれている。

４　小括
　韓国の期間制法は，日本の改正労働契約法に比べると，いずれも契約締結事由を制限し
ていない点では共通しているものの，①有期労働契約で使用できる期間が短い（日本は 5
年），②法的効果として無期転換みなし制度を採用していること（日本では労働者の申込
みが必要），③差別是正についての簡易な手続を設けていることにおいて，より非正規労
働者の保護に主眼を置いた制度となっている。韓国では大統領選挙において非正規労働者
の雇用の安定と均等待遇が大きな争点となり，ソウル市では非正規労働者を正規に転換す
るなど，国全体が意識的にこの問題に取り組む姿勢を示している。
　日本における非正規労働問題への取組はまだまだ弱く，韓国の法制度や立法過程に学ぶ
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べき点は多い。

第２　韓国における労働運動
１　今回の調査では，韓国の労働組合からも意見を聴いた。
　訪問先は，韓国労総組合総連盟，民主労総の二大ナショナルセンターと全国金属労働組
合である ii。

２　韓国労総組合総連盟
　韓国労総組合総連盟は，66 年の歴史があり組合員は 100 万人である。民主労働と比べ
ると保守的と評価されてきたが，近年その差は目立たなくなっている。2007 年に李明博
政権と政策連帯を結んだが，2011 年に破棄され，政権との対決姿勢を強めた。
　非正規労働問題については，入口規制を求めてきた。近年は最低賃金の引上げや整理解
雇の厳格化等を求めている。

３　全国民主労働組合総連盟
　非正規問題について特徴的な取組を展開している。組織化に力を入れており，非正規労
働者が自らの意思で権利を主張し，要求し，闘争して勝ち取ることを応援している。民主
労総傘下では，10 万人強が非正規労働組合に組織されている。また，闘争を重視してお
り，要求実現のためにしばしばストライキを実施している。
　全国民主労働組合総連盟は，日本の企業別労働組合の限界に学び，企業別労働組合を解
消し，産業別労働組合への組織改編を進めているとされる。傘下の全国金属労働組合は，
企業別組合の連合体から産別組織へと組織形態を変換した組合員 15 万人の産別労組であ
る。自動車，電気などの職場で組織化を進めており，特に非正規労働者との共闘を重視し
ている。

４　小括
　韓国における組織率は日本と変わらないものの，産別組織への大胆な転換やストライキ
を含む強力な闘争を行っており，政策に与える影響力や社会全体における存在感は大き
い。非正規労働者や中小企業労働者の組織化は，労働条件改善にとって重要であり，韓国
の労働運動は参考になる。

第３　社会的企業育成法
１　調査の概要
　今回の訪問では，韓国の社会的企業についても調査を行った。社会的企業に関する訪問
先は，「幸せ分かち合い」財団・「幸せのお弁当」，「美しい店」，社会的企業振興院，社会
的企業活性化全国ネットワーク，キム・チョンコル延世大学教授，ともに働く財団，ソウ
ル市立青少年職業体験センター（ハジャセンター），株式会社 OTB クリエイティブズ（ア
ロウ・アド・コリア），オーガニゼーション・ヨリ，社団法人「野の花」・「野の花が咲く

ⅱ　労働法律旬報 1789 号「2012 年韓国調査訪問録」参照
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花園」の 10 か所である。

２　調査の目的
　韓国では，1990 年代末の通貨危機以降，失業者や生活困窮者，非正規雇用者が加速度
的に増加し，社会問題となった。このような状況において，韓国では，2006 年 12 月に社
会的企業育成法が制定され，2007 年 7 月から施行されている。
　そして，社会的企業に対しては，財政的支援や経営支援等のサポートも実施されてお
り，韓国社会の中において，社会的企業は一定の地位を占めている。また，社会的企業
は，就労困難な人に雇用の場や居場所を与え，社会とのつながりを確保するという役割に
おいても，ますます重視されるようになっている。
　このような意義を有する社会的企業の仕組みと運用状況，更には問題点を学ぶことは，
今後の我が国での就労支援のあり方を検討するにあたり，極めて有益である。

３　社会的企業育成法の概要
　（1）定義
　　韓国の「社会的企業」とは，「脆弱階層に社会サービスないし職場を提供するか，ま

たは地域社会に貢献することで地域住民の生活・命の質を高めるなどの社会目的を遂行
しながら，財貨及びサービスの生産・販売など営業活動をする」組織のことである。ま
た，社会的企業として認証されるためには，一定の認証要件を充たす必要がある。

　　上記「財弱階層」とは，「自身に必要な社会サービスを市場価格で購入することに難
しさがあったり，労働市場で通常の条件での就業が特に困難な階層」のことである。世
帯の所得が全国の世帯平均所得の 60％以下の者がその典型であるが，それ以外にも，
高齢者や障がい者，性売買被害者，長期失業者（1 年以上の失業者），北朝鮮脱住民，
家庭暴力被害者，片親家庭，結婚移住者，更生保護対象者，犯罪被害者保護対象者な
ど，非常に広範な就職困難層が含まれている。

　（2）類型
　　韓国の社会的企業には五つの類型があるが，特に重要なのは以下の三つである。
　　一つ目は，脆弱階層に就労を提供することを目的とする「雇用提供型」であり，従業

員のうち脆弱階層が 100 分の 50 以上を占めなければならない（ただし，2013 年 12 月
31 日までは，「100 分の 50」を「100 分の 30」に緩和する経過措置が講じられてい
る。）。

　　二つ目は，脆弱階層に対する社会サービスの提供を目的とする「社会サービス提供
型」であり，サービス利用者のうち脆弱階層が 100 分の 50 以上を占めなければならな
い（ただし，2013 年 12 月 31 日までは，「100 分の 50」を「100 分の 30」に緩和する経
過措置が講じられている。）。

　　三つ目は，脆弱階層に就労と社会サービスの両者を提供することを目的とする「混合
型」であり，従業員のうち脆弱階層が 100 分の 30 以上を占めると共に，サービス利用
者のうち脆弱階層が 100 分の 30 以上を占めなければならない（ただし，2013 年 12 月
31 日までは，「100 分の 30」を「100 分の 10」に緩和する経過措置が講じられてい
る。）。
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　（3）公的支援の内容
　　韓国の社会的企業に対しては，①運営に必要な専門的知識や情報の提供，②必要な土

地，建物の費用の融資や公有地などの賃貸，③公共機関による優先購入，④租税減免や
社会保険料の一部負担，⑤人件費，運営費などの公的助成が行われる。

　　特に人件費については，3 年間～ 5 年間にわたり，最低賃金の 70～100％（段階的に
削減）に相当する補助を受けることができるため，多くの団体が社会的企業の認証を受
けようとする誘因になっている。

４　社会的企業育成法の特長と問題点
　（1） 認証制度の功罪
　　韓国の社会的企業育成法においては，社会的企業という新たな類型の法人が設立され

るわけではなく，既存の団体が社会的企業としての認証を受けるにとどまる（社会的企
業について認証制度が採られているのは，世界でも韓国のみである。）。したがって，社
会的企業の認証を受けようとも，既存の株式会社は株式会社のままであるし，既存の社
団法人は社団法人のままである。

　　この点は，韓国社会において社会的企業を迅速かつ大規模に普及するために非常に大
きな威力を発揮した。僅か 5 年程度で 600 を超える社会的企業が生まれたというのは

（2011 年 12 月現在，総数 669 か所に及ぶ社会的企業が認証されている。），人件費補助
をはじめとする手厚い公的支援が存在するとしても，従来の団体のままでよいという手
法の端的な成功であった。

　　他方，このような認証制度に問題点がないわけでもない。例えば，認証制度の結果，
社会的企業内部において，公的支援の内容が異なってしまうという問題点がある。すな
わち，社会的企業には株式会社もあれば社団法人もあるので，社団法人として何らかの
公的支援を受けられる場合には，株式会社である社会的企業と比較すると，同じ社会的
企業でありながら，公的支援の内容が異なってしまうのである。この点については，

「社会的企業」という新たな類型の法人格を設定しなかった負の側面が表れている。
　（2） 創業支援のアプローチと失業対策のアプローチ
　　韓国の社会的企業育成法は，主として二つの典型的なイメージにより，非常に失業率

が高く，また，格差も拡大しつつある現代の経済社会にアプローチしようとしている。
一つは創業支援の観点であり，もう一つは失業対策の観点である。

　　創業支援に関する典型的なイメージは以下のようなものである。すなわち，社会に対
する高い問題意識やイメージ，アイディアなどは有していても，それを現代の経済社会
において自らの生業として具体的な形にすることのできない若者や社会運動家・活動家
に対して，起業の機会・チャンスを公的に与える，ということである。

　　また，失業対策に関する典型的なイメージは以下のようなものである。すなわち，行
われる事業自体には特に目新しさはないが，一般の競争社会においては就業の難しい
人々に対して，優先的に就業の機会を確保する，ということである。社会的企業がこの
ような側面に対応しうるのは，社会的企業で働く人々が法律上保護されるべき「労働
者」として位置付けられており，また，社会的企業には人件費の補助（融資を含む）も
与えられる場合があるからである。
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　（3）人件費補助への依存
　　韓国の社会的企業に横たわる非常に大きな問題の一つが，人件費補助への依存であ

る。
　　社会的企業に対する充実した公的支援，その中でも特に人件費に関する公的支援は麻

薬のようなものであり，その支援が継続する間はよいけれども，その支援も次第に縮小
し，遅くとも 3 年から 5 年の後には消失する。人件費に関する公的支援が縮小・消失す
ると共に経営が傾く社会的企業は相当多いのであり，社会的企業に対して手厚い公的支
援が行われるとは言っても，将来的には自立・独立することが前提とされていることに
ついて，大いに注意喚起する必要がある。

　（4）社会的企業に対するイメージ
　　韓国の社会的企業の大半に対して韓国の一般市民が抱くイメージは，「かっこいい」

などというものではなく，むしろ差別的なものである。その原因は，社会的企業の大半
が脆弱階層の就労支援を目的とする企業であり，したがって，福祉の分野に偏っている
ことが大きい。その結果，本来であれば全く新しい分野のビジネスを開拓できる（場合
によっては，現在の経済社会の仕組みそのものに対するオルタナティブたりうる。）社
会的企業の「勢い」（すなわち，創業支援の側面。）が大きく削がれていることについて
は，憂慮せざるを得ない。

５　小括
　韓国の社会的企業の制度には非常に魅力的な点が多いが，この制度の導入・活用に当た
って注意しなければならない点も数多い。日本においても，現在，社会的企業の制度に対
する関心が高まっており，様々な方面から研究されているとは思うが，この制度に対して
過度に期待することなく，冷静にその功罪について分析することが必要だろう。また，韓
国では，昨年末から社会的共同組合の制度もスタートしており，今後は，社会的企業に対
する調査・研究とともに，社会的協同組合に対する調査・研究も並行して行われなければ
ならない。

第９節　アメリカ

第１　法制度の概要
１　労働法制の概要
　アメリカの労働法制は，労働者の権利保障の観点からは不十分であり，我が国において
見習うべき点は極めて少ない。
　連邦法の「公正労働基準法」は，最低賃金と労働時間についてだけ規定しているといっ
ても過言ではない。それ以外の労働条件については，協約によって決められることとな
る。
　最低賃金については，2009 年からは 1 時間 7.25 ドルとされている。
　また，労働時間については，法定労働時間は週 40 時間とされ，それを超える労働に対
し，1.5 倍の割増賃金を支払わなければならないとされている。
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　他方，解雇自体を直接規制する法律はなく，普通解雇については，判例法上の随意雇用
の原則により，使用者は，いついかなる理由によっても労働者を解雇できることとされて
いる。ただし，差別禁止法により，人種・皮膚の色・宗教・性別，年齢等を理由とする解
雇は不当解雇となる。
　また，全国労働関係法は，排他的交渉単位制度を採用しており，労働組合を組織する場
合は，交渉単位の労働者の 30％以上の賛成署名を集め，選挙において労働組合は過半数
の指示を得なければならない。このようにして選出された労働組合は，その企業における
唯一の交渉代表として，全被用者のために団体交渉をし，協定を締結する権限を持つこと
になるが，組合の組織自体が極めて厳しい条件であるため，労働組合の組織率は低く，労
働協約でカバーされる労働者は民間部門では約 1 割でしかない。
　なお，労働者派遣（temporary help agency）に関する特別の法規制はなく，派遣業務
の限定もない。

２　社会保障制度の概要
　医療保険に関しては「国民皆保険」の制度を採用しておらず，公的な医療保険制度とし
ては，65 歳以上の高齢者や障がいのある人を対象とする Medicare（高齢者医療保険）と
低所得者を対象とする Medicaid（医療扶助）がある。使用者に対する義務づけも無く，
使用者は給付の対象者の範囲を自由に決定できる。そのため非典型労働者が年金や健康保
険を受けられないことが多い。
　ま た， 我 が 国 の 生 活 保 護 に 相 当 す る TANF（Temporary Assistance for Needy 
Families，貧困家族一時扶助）は，1996 年の福祉改革法で，AFDC（要扶養児童家族扶
助）を廃止して導入されたもので，18 歳未満の子どもを養育する家族が対象となるが，
現金扶助の受給期間を生涯 5 年間に制限され，しかも，州政府の裁量により 5 年間よりも
短い受給期間を設けることもできるとされた。
　そして，現金扶助の受給のためには，就職活動や教育・職業訓練や，訓練と称する清掃
などのボランティア労務に服する義務を負うこととなり，これらの要件が達成できなかっ
た受給者は，給付額の減額や給付打切りなどの制裁措置を課されることとされた。
　他方，SSI（Supplemental Security Income，補足的所得保障）は，所得及び資産が一
定水準以下の高齢者および障がいのある人に対して，所得・資産調査を前提として現金給
付を行う制度である。
　また，低所得者のための食費援助として Food Stamps（食糧切符）があり，受給の要
件は，保有現金が 2000 ドル（60 歳以上は 3000 ドル）である。自動車の保有をしていて
も受給できる。

第２　参考になる制度・取組
　法制度等については問題が多く，基本的に学ぶべきところは少ない。

１　Food Stamps（食糧切符）
　Food Stamps（食糧切符）は，自動車を保有していても受給できる。
　自動車社会のアメリカという特殊性はあるが，自動車の保有・使用が厳しく制限されて
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いる我が国の生活保護との対比で参考となる。

２　リビング・ウェッジ条例
　「最低賃金」とは別に，「貧困のない生活を送れるように」という観点（生活賃金）とい
う発想で制定された賃金の基準に関するリビング・ウェッジ条例は，ロサンゼルス市では
1997 年に制定された。この条例により，ロサンゼルス市の 2007 年 4 月時点での賃金水準
は時給 9 ドル 71 セントと 1 ドル 25 セント分の健康保険とされている。
　その適用は，もともと「市からの発注事業」であったが，市から不動産を借りている企
業，市から補助金を受け取っている企業と次第に拡大し，「パブリックに直接関わる」と
いう観点から，ロサンゼルス空港付近のホテルにまで広げられ，地域の最低賃金の引上げ
にも貢献している。

３　労働組合の活動
　アメリカ最大のナショナルユニオンである AFL-CIO は，かつては既存組合員への支援
を中心にしていたが，近年は貧困対策，移民の支援など，地域社会の問題にも取り組むよ
うになってきている。
　他方，2005 年に AFL-CIO から独立したナショナルユニオンの CTW は，産業界全体
の組織化・連携を目指し，CTW に加盟する SEIU は介護労働者などの非典型・非正規労
働者の組織化に成功している。

４　民間支援団体の取組
　アメリカ政府は，社会福祉の分野について，民間団体に補助金を支出して民間の力を活
用する政策に力点を置いている。現在のアメリカは，民間団体の力でかろうじて社会福祉
を支えているといえる。
　ホームレスに対して住居・食料などを提供する団体，就労支援のために面接，履歴書作
成等のアドバイスを行う組織，移民を中心とした低賃金の日雇労働者に自己の権利などを
教育している団体，アフリカ系の子どもに教育やコミュニティ活動などを行う組織，アジ
ア系市民を中心に薬物依存症の治療などを行う団体，移民の人権を守るためにその組織化
をして立法運動などを行う組織など，実に様々な組織・団体が活動をしている。
　また，政府から資金援助を受けていない民間団体としても存在し，移民を中心とした低
賃金労働者を支援するために国際的に取り組む組織や，リビング・ウェッジの実現に向け
た取組などをしている団体などがある。

５　Labor Center（レイバーセンター）
　Labor Center（レイバーセンター）は，プログラムごとに政府・公共機関や民間団体，
労働組合などからの資金援助を得て，学生や労働者に労働教育，労働運動への参加などを
行っている大学の機関であり，全米で約 50 ある。そのうちの一つである UCLA のレイバ
ーセンターは，1964 年に設立され，労働者の組織化，移民労働者対策，非正規・低賃金
労働者対策などを行っている。
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第９章　提言
　以上のとおり，不平等社会を克服するためには，まず，貧困を生む要因の除去，すなわ
ち不安定・低賃金労働の解消，社会保障制度の充実及び子どもの貧困等の対策を行い，そ
れによって格差の固定化，社会階層の固定化を防ぐことが必要である。加えて，社会保障
の権利性及びその財源の不可侵性等を内容とする社会保障基本法の制定が必要である。
　ただし，これらの点は，第７章で指摘したとおり，過去の人権擁護大会において既にこ
れらの内容を含む決議が採択されているため，本章では，それ以外の点についての提言を
述べる。

第１節　社会保障

第１　必要とされる生活保護制度の改革について
　真の意味での生活保護制度の改革を行うためには，まず，日本の制度の問題状況を実態
に基づいて分析し，それを克服するにふさわしい改革を行うべきである。このような観点
からは，少なくとも，以下のとおりの改革が必要である。

１　当事者の意見をもとに考える
　どのような制度の改革についても，制度の利用者の意見に真摯に耳を傾けることなく，
改革することは不可能である。生活保護制度の問題点及びその克服方法についても，生活
保護制度の利用者が最もよく理解している。まずは，利用当事者の意見に耳を傾けること
から改革をスタートするべきであり，現在のように利用当事者不在の法改正（改悪）など
行うべきではない。このような見地からは，社会保障審議会の生活保護部会に利用当事者
の声を代弁できる人物を速やかに加えなければならない。

２　生活保護基準の引下げを撤回し，年金支給額及び最低賃金額を引き上げる
　生活保護制度は，憲法 25 条に基づき，国の責任による「健康で文化的な最低限度の生
活（ナショナル・ミニマム）」を保障する制度である。
　生活扶助基準が引き下げられれば，労働者の賃金の底支えをしている最低賃金の額も事
実上影響を受ける危険がある。また，基礎年金の支給額も低額でよいということになりか
ねない（現在，生活保護受給者のうち 46％は 65 歳以上の高齢者であり，年金制度の無策
が非常によく表れている状況にある。）。
　さらに，生活扶助基準は，就学援助の基準，住民税の非課税基準，国民健康保険の保険
料や窓口負担の減免，介護保険料の軽減基準，保育料徴収基準など多くの負担や料金設定
の基準になっているため，これらの負担も軒並み大きくなる結果となる。
　日本における「貧困の深化」に思いを致すならば，まずは，生活扶助基準の引下げを撤
回するとともに，基礎年金の支給額・最低賃金の額をいずれも引き上げ，国の保障する最
低生活の底上げを図るべきである。
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３　「生活保護法」から「生活保障法」に改正し，受給者の権利性を明確にする
　生活保護制度を利用することは，恩恵でもないし，恥ずべきことでもない。
　韓国では，「生活保護法」を「国民基礎生活保障法」という名称に改め，制度をより利
用し易くする改正を行った。また，ドイツでも「失業扶助」と「社会扶助」の一部を「求
職者のための基礎保障制度＝失業手当Ⅱ」という名称に改め，制度を利用し易くしてい
る。
　生活保護制度の利用が何ら恥ずかしいものではなく，権利性を有するものであることを
改めて明らかにし，行政に制度の広報義務・教示義務があることを明示する。このような
改正により，生活保護制度の捕捉率を大幅に引き上げることも可能となる。

４　財源について
　生活保護（生活保障）制度は，国の責任に基づく制度であり，全額について国の負担と
すべきである。

５　利用し易く自立し易い制度へ
　自動車などの「資産」を保有していても生活保護を利用できるなど，生活保護制度自体
を利用し易いものとし，併せて「貧困の予防」のために，生活保護受給前の段階で利用で
きる，給付中心の「第 2 のセーフティネット」制度を恒久的に導入する。
　また，働ける年齢層の人については，「就労を指導指示」するのではなく，「就労を支援
する」立場から，「寄り添う支援」や「伴走型支援」の形で自立を支援する制度へと改め
る。

６　雇用保障の強化，社会保障の充実
　生活保護制度の利用者を根本的に少なくし，制度の財政負荷を小さくするためには，生
活保護制度以外にセーフティネットとして十分に機能している制度がないという現在の状
況を根本的に改め，生活保護制度に過度に依存する必要のない新たな社会保障の仕組みを
構築する必要がある。
　そのためには，雇用保障の機能を強化（非正規労働の規制，解雇の制限，雇用保険の給
付の拡充など）するとともに，生活保護以外の社会保障制度の充実（年金支給額の引上
げ，医療保険の負担の軽減と給付改善など）を図り，市民の生活を有機的に支える制度と
することが重要である。
　生活保護制度は決して制度利用者のためだけの制度ではなく，この制度が他の様々な社
会給付の基準と連動するなど，制度以外の多数の市民にも影響が及ぶ制度である。市民の
各層が連帯して運動を広め，「生存権」を支えるために，生活保護制度の真の「改革」を
求めていく必要がある。
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第２節　不公正税制の早急な是正

第１　基礎控除の引上げ
１　基礎控除見直しの必要性について
　不公正税制の是正の第一として，まず，現状で 38 万円にとどまっている基礎控除の額
を，速やかに生活保護における最低生活費の水準に近づける措置を採るべきである。
　そもそも，基礎控除制度は，憲法 25 条にのっとり，国民の生存を確保するために，所
得の中でも最低生活費に対しては課税を行わないとするものであり，その意味において
は，まさしく憲法による生存権保障制度そのものと言えるものである。
　しかし，現行の基礎控除額では，最低生活費に及ばないことはもとより，そもそも人と
しての最低限度の生活にすら足りないことは明らかであろう。現行の基礎控除額は月当た
り約 3 万円にすぎず，これでは最低生活には到底及ばない。基礎控除制度において想定さ
れている最低生活は，それこそ朝日訴訟の時代とほとんど大差ないとすら言えよう。
　現在の税制では，給与所得者控除による一定の手当はなされているが，そもそも憲法
25 条による生存権の保障が，給与所得者であると自営業者であるとを問わず，全国民に
対してなされていることに照らせば，こうした手当の仕方についてはなお疑問が残る。
　加えて指摘しておかなければならないのは，基礎控除がこのように極めて低廉なものと
されている結果，我が国においては，「生活保護法における最低生活費に及ばない収入し
かないのに，納税の義務を負わされる国民」が存在しているという事実である。そもそも
応能負担原則に照らせば，租税を負担する能力のない国民は，その負担を負わなくても良
いはずである。しかし，実際には，こうした貧困層も税負担を余儀なくされる。そして，
必ずしも貧困層において，納税の「見返り」がある訳でもない。
　このような異常事態は，もはや放置されるべきではない。前述のとおり，基礎控除制度
は，憲法 25 条により直接要請される最低生活費非課税の原則を具体化したものであるの
に，その水準が現行の 38 万円という程度のまま放置されている結果，本来担税力を欠い
ている貧しい国民に対しても，広く課税が行われてしまっているのである。その結果，年
収 100 万円の者と年収 100 億円との者の間で，公的負担率においてほとんど差がないとい
うような，驚くべき事態が生じているのである。これはまさしく「不公平」そのものであ
り，速やかに是正されなければならない。

２　参考とすべき議論―ドイツの憲法判例
　ドイツでは，憲法裁判所の判例において，最低生活費に課税してはならないという原則
が繰り返し述べられている。1990 年 5 月 29 日のドイツ連邦憲法裁判所第 1 部判決におい
ては「…人に値する存在にかかる最低条件を充足するために必要な範囲で非課税にし（な
ければならない）。この憲法上の要請は，基本法 1 条 1 項，それに関連して基本法 20 条 1
項の社会国家原則から導かれる。国家は，この憲法基範によって，資金のない市民に必要
な場合に社会給付によってその最低要件を保障するよう義務づけられているように，市民
に自身で稼いだ所得をその金額まで―以下では最低生活費と示す―奪うことは出来ない。」
とする i，ii。1992 年 9 月 25 日には，社会保障との比較で基礎控除の金額の方が低いことが
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争われ，憲法裁判所はこれについて違憲との判断を下した iii。ドイツでは，憲法裁判所に
よる，この違憲判断を受けて，基礎控除の金額が引き上げられていったという経過があ
る。
　日本はドイツと同様に，民主主義，福祉国家という理念を共有しており，こうした考え
方は日本でも同様に妥当するといえるだろう。

第２　最高税率の引上げ
　第二に，所得税及び相続税（贈与税）の最高税率について，引き上げる措置を採るべき
である。
　度重なる税制改正を経て，現在の我が国の税制は，富裕層に優しく，貧困層に厳しいも
のとなってしまっている。税制は本来，所得の再分配による公平の実現を大きな目的とし
ているが，一連の税制改革の結果は，こうした理念に真っ向から反するものである。もは
や，これ以上の累進緩和・格差拡大は許されないというべきである。
　税務大学校の鳴島安雄教授は，昭和 62 年度の税制改革以降の一連の税制改革が，所得
の再分配機能を低下させていることを検証した上で，次のように述べている iv。

　　
　消費税の導入や消費税率の引上げに伴う税制改革以降，基礎控除等の人的控除の引
上げや給与所得控除の見直し等のほか，所得税率の刻み数を減少させ税率の引下げと
ブラケット幅を拡大する等の累次の改正の結果，国税収入に対する所得税収の割合が
低下するとともに，国民所得に対する所得税の租税負担率も低下し主要諸外国と比較
しても最も低い水準となっており，所得税の財源調達機能が低下している。また，所
得税の納税者の大多数を占める給与所得者について，給与収入階級の分布状況等を見
ると給与収入 500 万円を超える中堅所得者層を中心に累進性が大幅に低下している。
更に，雇用者所得等の伸びがマイナスないし鈍化傾向にある経済状況においては所得
税の累進性が低下していること等から経済自動安定化機能が弱くなっている。こうし
た現状を踏まえると，今後の所得税の「あるべき姿」を考える上で，これ以上，基幹
税としての所得税の機能を劣化させる余地はない状況にあるといえる。
　また，終身雇用等の日本型雇用慣行が揺らぎ，働き方が多様化し共働き世帯が増加
するなど，経済・社会の構造変化が激しく変貌しており，こうした構造変化に対応し
た所得税の負担構造となっていないのが現状である。
　今後，消費税率の引上げにより公的負担全体の負担構造が現在よりも逆進的となる

ⅰ 　マーコス・ハインツェン（奥谷健訳）『ドイツ所得税法における最低生活費に対する
課税免除について』・日本法学 75 巻 4 号 142 頁

ⅱ 　ドイツ憲法 1 条 1 項は「人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し，及び保護するこ
とは，すべての国家権力の義務である。」とする。また，また同 20 条 1 項は「ドイツ連
邦共和国は，民主的かつ社会的連邦国家である。」として，社会国家原則を定めている。

ⅲ　ハインツェン・前掲書 154 頁
ⅳ 　鳴島安雄『所得税の財源調達機能と所得再分配機能のあり方についての一考察』（税

大論叢 61 号 1 頁）
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中，税制の基本原則である公平・中立・簡素を踏まえ，所得税の負担構造の見直しに
ついては，経済の活力維持の要請も踏まえつつ，消費税率の引上げによる分配構造の
変動に対し，所得再分配機能を適切に発揮させる。つまり，一定の所得水準以下は負
担減，それ以上は負担増とすることにより，所得税の累進度を高めることを通じ，公
的負担全体の累進度をある程度維持する必要があると考える。

　　
　こうした指摘が正当なものであることは，今や誰の目にも明らかであるといえよう。格
差の拡大と貧困の問題が社会的にこれほど大きな問題となっている現在の情勢下におい
て，これらの問題に正しく対処するためには，今一度，応能負担原則にのっとり，所得税
制や相続税制の見直しを行うことが不可欠である。

第３　富裕税の導入
　シャウプ税制において導入されていた富裕税についても，導入の検討を始めるべきであ
る。もともと，シャウプ税制における富裕税は，累進税率の引下げの代替として導入され
ていたものであった。富裕税は資産課税であり，当時は資産捕捉や資産評価の難しさ，徴
収の困難ゆえに廃止の憂き目に遭った。
　しかし今日ではむしろ，富裕税による経常的資産課税が行われることを通じて，富裕者
の資産の捕捉と評価を経常的に実施し，より効果的な税務行政を行い得るようになる可能
性があるという側面があることを，積極的に評価するべきではないだろうか。富裕者の資
産が適切に捕捉されることにより，相続税や贈与税といった他の税金の徴収についても，
より適切に行われるようになることが期待できる v。
　こうした議論はなお端緒に過ぎないが，不平等社会を克服するための処方箋の一つとし
て，富裕税の導入に関しても新たに議論されるべきだといえよう。

第３節　所得と海外移転への対応

第１　タックス・ギャップの調査・公表
１　タックス・ヘイブン税制
　タックス・ヘイブンによるしわ寄せは，誠実に納税をする市民すなわち中間所得者層に
来る。
　もっとも，憲法第 84 条は，租税法律主義を定めており，租税法律主義の下では，いか
に具体的妥当性がないとしても，法律の定めるところを超えて課税をなすことはできない
のである。
　富裕層や大企業によるタックス・ヘイブンを利用した租税回避措置に対抗するには，法
制度を整備すべきである。
　大企業等は，税率の低いタックス・ヘイブン国に子会社等を設立し，タックス・ヘイブ
ン国に資産を保有することや，子会社を利用した取引を行うことにより税金を免れようと

ⅴ　神野直彦『税金　常識のウソ』248 頁
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する。
　このような租税回避方法に対抗するため，日本においては，内国法人がタックス・ヘイ
ブン国に設立した子会社について，その留保所得のうち，その内国法人に対応している所
得を親会社である内国法人の所得に合算して課税する税制（以下，「タックス・ヘイブン
税制」という。）が採られている。
　もっとも，タックス・ヘイブン税制といっても，タックス・ヘイブン国に設立された子
会社等全てに課税されるというものではなく，税制の適用条件としては，①その発行済み
株式等の 50％超が日本の居住者及び内国法人によって保有されている外国法人であり，
②①のうち，実効税率（現地の所得に対する税負担）が 20％以下であり，③その特定外
国子会社等の所得のうち，当該外国法人の発行済み株式等の 10％以上を直接及び間接に
保有する場合である（租税特別措置法 66 条の 6 第 1 項）。なお，一定の場合，適用除外が
認められている。
　ここにおいても，注目すべきは，あくまで，税制が適用される対象は「日本の居住者」
なのである。

２　日本におけるタックス・ギャップの把握
　タックス・ヘイブン税制が導入されてもなお，居住者課税を原則とする日本において
は，以上のようなタックス・ヘイブンを利用した租税回避措置により，税法の予定した税
収と現実に期限内に納付された税収には差異が生じており，（このような差異を「タック
ス・ギャップ」という。），タックス・ギャップを把握し是正することは，政府の予算編成
等において極めて重要である。タックス・ギャップを把握することは，財政再建に資する
だけでなく，納税者の不公平感を緩和し来たる増税への理解の獲得に繋がる。すなわち，
タックス・ギャップを把握しない消費税引上げ等の増税議論は，公平かつ公正な課税の観
点から不適切である。
　アメリカの内国歳入庁は，前述のタックス・ギャップについて公表しているところ，タ
ックス・ギャップの調査研究に対しては，第 169 回国会（常会）において質問がなされた
ものの，内閣総理大臣は，アメリカのような「タックス・ギャップ」について，日本では
推計を行っていないと答弁している。その理由は，個々の納税者について課税要件事実や
適用される税法の規定がそれぞれ異なっていることから，税法により科されるべき税額の
総計については正確に捉えることは困難であること，アメリカの内国歳入庁のように，課
税上問題があると認められないものも含め，無作為に抽出した多数の納税者に対して，

「タックス・ギャップ」を推計する目的で実地調査を行うことについては，そのコストや
調査を受ける納税者の負担にも配慮する必要があること等としているが，第６章でも述べ
たとおり，調査・公表により得られる様々なメリットを踏まえ，この点を真摯に検討すべ
きである。

２　国際協調の重要性
　タックス・ヘイブンを探し当て，これを排除しようとしても，空いた間隙を埋めて自国
経済を測る地域は後を絶たないのであり，タックス・ヘイブンを全て排除するということ
は不可能である。
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　タックス・ヘイブンの問題の本質は，その秘密性，情報の不開示にある。
　タックス・ヘイブンの問題を真に解決するためには，国境を越えるマネーに対し，その
情報を開示することが必須であり，これは一国のみならず，国際的協力の下になされるこ
とが重要である。

第２　所得の海外移転への対応の検討
１　居住要件の撤廃の検討
　以上に述べたとおり，日本においても諸外国と同様に，富裕者や大企業が，無課税若し
くは軽課税地域を利用した租税回避措置を採っており，このような事象により，富める者
は課税を逃れて更に富み，その負担は，誠実な納税者に対する消費税の課税等の措置とい
う形でしわ寄せが来ている。
　しかしながら，住所地原則や，本店所在地原則の下では海外移転は避けられないのであ
る。これをどのように改めるのか，アメリカのような国籍主義に移行も考えられよう。も
っとも，国籍主義に移行する場合には，租税条約の改正や国籍離脱時の課税関係の調整と
いった新たな問題も生じることになるが，現行の居住地国課税方式において，租税回避の
封じ込めがどこまで可能であるかという点を考慮し，国籍主義への移行に，より大きな利
点が見出されるのであれば，これも選択肢の一つとして検討されるべきといえよう。

２　金融取引税等の導入の検討
　EU では，人類社会初めて 11 か国が連携して金融取引税を導入することを決めた。国
境を越えて各国の経済を揺さぶってきた金融取引に課税の網をかぶせようという試みであ
り，日本でも数年前から議論が始まっている。
　各国がばらばらに課税している状況の下では，国際的公平の実現は不可能である。日本
でも EU と連携して，課税する方向を検討すべきではないだろうか。

第３　まとめ
　以上のような所得の海外移転に対応するため，本来我が国において納付されるべき税金
のうち，我が国の一部の大企業・高額所得者が所得を海外に移転することにより，どの程
度の額が納付されていないのかの推計を行って公表するとともに，所得の海外移転等によ
る我が国への納税回避を防ぐため，課税における居住要件の撤廃及び金融危機において金
融機関を救済する場合等に備えた金融取引税等の導入についての議論を行うことを提言す
る。

第４節　政策形成過程における透明性・公平性の確保

第１　透明性，公平性の確保
　政策形成過程における議論の公開等，透明性の確保及び，その過程における客観的・中
立的立場による実態調査と関係当事者が対等に参画する機会を確保することが必要であ
る。
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　ところで，我が国の政策決定では，諮問機関が，我が国政府の政策形成・法律立案に深
く関わることから，大きな影響力を持っている。諮問機関とは，国の行政機関である府・
省・委員会・庁の長及び地方公共団体の執行機関の附属機関の一種であり，行政庁の意思
決定に際して，専門的な立場から特別の事項を調査・審議する合議制の機関である。諮問
機関には，法令によって設置される「審議会等」と，法令に基づかない「私的諮問機関」
の二種類がある。審議会や諮問機関等は，行政機関から諮問を受けて意見を具申する機関
であるが，最終的な責任は行政機関に存在することから，諮問機関は，「法的な責任を問
われる存在ではないが，専門性や権威を備えた諮問機関の意思決定は，その後の政策形成
の方向性に，大きな影響を与えている」（『審議会等・私的諮問機関の現状と論点』西川明
子，平成 19 年 5 月号　国立国会図書館調査及び立法考査局）。近年は，影響というより
も，端的に事実上の決定をしていると評価される事案も多い。審議会等での方針報告は，
民主制の原理に基づいた議員によって構成されるものではなく，そのため，審議会型政策
決定が，官僚の隠れ蓑として機能してきたとの批判もされている。
　一方で国家や審議会の審議内容自体についての情報開示はかなりなされており，また，
有権者から選出されていない者から構成される審議会等であっても専門性が高く迅速で集
中的な議論が政策決定のために必要なことも多い。
　しかしながら，政策意思決定に極めて重要な影響を及ぼす政党内部の議論，政策形成途
上での情報，更には審議会等諮問機関の人選の過程は非公開が原則とされている。人選に
おいては必ずしも専門性に基づいているわけではなく，また専門性の基準や定義も不明確
であり，当該課題の当事者や市民の視線を排する反面，特定の経済的利害の反映の場とさ
れていることも少なくない。審議会型政策決定の全てが不要というわけではないが，政策
決定の透明性の確保と民主制と実質的に矛盾しない改革が必要である。また，どのような
根拠で決定がなされるのかについての明確性も必要である。
　市民・国民が求めているのは，真に市民・「国民の声を反映できるような審議会であ
り，そのための現行審議会制度の民主的改革であると考えるべきであろう」（晴山一穂

「審議会制度『改革』の問題点」『行財政研究』41 号，1999.8，p. 60）。また，「国会の各
委員会が審議会相当の機関を持つべきである（曽根泰教「『族学者』がはびこる審議会は
廃止より競争を」『論座』43 号，1998.11，p. 112）」）との提言も参考となる。
　また，細野助博教授は，「審議会の数よりも，審議会の質の向上が喫緊の課題である」
とし，そのためには，「情報公開の積極化，より専門性を高めるためのタスクフォースや
ワーキンググループなど審議会に附属する機関の設置，審議結果に対して適宜パブリック
コメントの募集，審議会委員の人選に対する透明性の確保」が必要であると述べている

（細野助博「審議会型政策形成と情報公開の意義」『公共政策研究』3 号，2003，p. 61.）。
また，草野厚慶応義塾大学教授は，情報の公開を通じた議論の透明性の確保とともに，審
議会等の委員の兼職を排し，より多様な人材を委員として登用することを提言している

（草野厚「『人材バンク』作っては」『朝日新聞』2005.2.27）。

第２　客観的・中立的立場による実態調査
　また，政策判断には根拠となるデータや資料が必要であり，その公開が必要であるが，
そもそも，生活保障政策においては，必要なデータが乏しいのが実態である。さらに，我
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が国の社会保障政策については，総合的な統計や政策効果を分析する統計も極めて乏し
い。「それぞれの政策の個別の効果（どういった人にその政策効果があったのかなど）
と，個別の政策によって社会保障全体あるいは関連分野についてはどうなったのか（介護
制度を変更したら，医療についてはどうなったかなど），といった丁寧な分析が，合理的
な政策判断の源として必要な時代となっている。しかしながら，政策分析・政策立案の基
礎である統計は，こうした分析にフィットした構造になっていない。」と指摘されている
ところである（鈴木亘『社会保障関係の統計における課題』）。
　例えば，総合的な社会保障統計の体系が持つべき内容として，以下のようなものの必要
性が提唱されている（加藤久和『社会保障統計の体系整備の考え方について』統計委員会
基本計画部会第 3 ＷＧ資料より）。

①　（ワークライフ・バランス，格差問題，少子化対策などの）新たな福祉・社会保障
の定義・範囲をカバーしていること

②　経済統計（SNA 等）や人口統計と整合的であること
③　（地方分権などのトレンドとともに）地域別の統計が十分に活用可能なこと
④　行政記録のみならず，標本調査などを含めて対象者のミクロ的側面も把握できるこ

と
⑤　分配面を詳述するため，租税統計等ともリンクし，かつ将来の社会保障番号・納税

者番号制度からの情報も利用可能なものであること
　以上に加えて，

⑥　国際比較が可能であること
⑦　時系列・クロスセクションにおいて（過去の統計との）継続性が担保されているこ

と
もまた重要であるとされている。

第３　関係当事者が対等に参画する機会の確保
　また，政策決定のための情報と，その影響を受ける市民との距離が遠い。政治における
情報公開の努力にもかかわらず，政策の根拠となった情報や過程については，多くの市民
に知られていないままであり，情報共有の積極的取組が必要となる。
　ただし，政策決定過程で透明性は政策に働きかける資源を持つ人と，持たざる者の格差
を生み，政治的資源をすでに有する者にとっては効果的なロビーイングに役立てることが
できる反面，その政策によって影響を受ける当事者がアクセスできない矛盾も解消する必
要がある。審議会等の情報公開を進めても，その情報にアクセスしてこれを検討する者が
いなければ，公開による議論の公平性を保ち，内容・質の向上に寄与することの意義は失
われることになろう。
　このような政策決定過程において，その政策によって影響を受ける当事者の参画は極め
て重要である。「わが国でいえば，障害者基本法などの改正のみならず，自立支援協議会，
障害者計画の策定委員会や施策推進協議会，障害程度区分の認定審査会などにも障害のあ
る人々が参加し，決定に関与するようになってきている。当事者が参画する意義は，当事
者のニーズをより反映した政策・施策にできるという点にある。また，当事者不在のまま
議論を進めてしまうと，当事者を要援護者・弱者という立場に押し込めてしまい，医学モ
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デルに陥りがちになってしまうという側面もある。さらに，完全参加と平等のあり方を，
政策決定レベルから実現することによって，より実効性の高いものにすることができ，障
害のある人のエンパワメントにつながるため，当事者がさまざまなレベルで政策・施策決
定に参画し，その役割を果たしていくことは重要である。（『政策決定過程における当事者
参画の意義』吉川かおり「ノーマライゼーション　障害者の福祉」2009 年 7 月号）」。
　しかし，さまざまな審議会や協議会に委員として参加する機会が増えてはいるものの，
その数も，実質的な参加の保障も，当事者の声が代表されているかの保障もまだ途上段階
である。
　また，「当事者参加・参画のあり方は，「障害のある人に関することを障害のある人抜き
で決めない」「完全参加・平等」を追求する流れの中で，「自己決定」の重視と結びついて
きた。それは，力（発言力・思考力）のある当事者の社会への組入れを可能にするもの
の，一方で，自己決定力に困難を持つとみなされる人々を取り残すという構造にもつなが
る危険性をはらんでいる。（前出，吉川論文）」。
　実質的な参画を保障するためには，情報の公開，政策決定過程への参画機会を形式的に
保障するだけでは足りず，政策の影響を受ける様々な当事者が政策決定についての情報と
過程にアクセスできる合理的配慮が不可欠である。

第５節　教育

第１　教育の重要性
　人は，基本的人権をはじめ，様々な権利をもつ。同時に，全ての人の権利を調整するた
め，社会には様々なルールがある。そこで，権利を行使するとともに他者の権利を尊重す
ること，主権者の一人として政治に参加・意思表明すると同時に社会の一員としての原則
を知ることは極めて重要である。その原則の一つが，「法」である。もちろん，生活の中
で，日々，身に付けることができる知識や技術も多々あるが，日常生活の中で正しく

「法」を学ぶ機会は，実際はさほど多くなく，法学部生にでもならない限り，法を体系的
に学ぶ機会はほとんどない。生活に密接に関わるいくつかの法を学ぶ機会すら，現状では
保障されていないのである。
　他方，インターネット等の普及に伴い，法に関するたくさんの，精査されていない情報
が，現代社会にはあふれており，正しい法知識を得る必要性は，ますます高まっているの
である。このような現状を改め，とりわけ後述する視点に基づいて法を学ぶ機会が人々に
提供されるべきである。

第２　主権者のための法教育
　主権者の一人として政治に参加して意思を表明し，国や地方自治体の意思形成に参画し
ていくためには，国や地方自治体と個人の関係，国や地方自治体の活動の根拠，自己の意
思の適切な表明の方法など，学ぶべき法や規範はたくさんある。
　これまでも，日本の最高法規である憲法を中心に，各地の弁護士会などが中心となっ
て，子どもたちに対し，法教育を受ける機会が提供されてきた。今後は，この活動を更に
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拡充し，子どもたちのみならず，より幅広い世代の人々に対し，主権者の一人として法を
学ぶ機会を提供することが重要である。

第３　生活者のための法教育
　法は，日常生活の中に，それと意識されることなく，溶け込んでいる。そのため，生活
するうちに自然と身に付けることも多い。しかし，情報技術や流通の発展に伴い，人々の
生活は自分の目の届く範囲にとどまらなくなっている。このような複雑な社会において，
生活者としての自己を守り，同時に他者に損害を与えないためには，生活に密接に関わる
法を学ぶ必要性は高い。
　また，人は，社会の中で，被用者となり，時に雇用主となる。そして，社会の一構成員
として，税金や社会保険料を納める義務を負担するとともに社会保障サービスを受ける権
利を有している。これらは，生活をする中で，当たり前のこと，とされている。しかしな
がら，これらについて定める，労働法，税法や社会保障法などを学ぶ機会は，増えてきて
はいるものの，さほど多くはない。そこで，特に，これらの仕組みや法について学び，知
る機会を保障することが必要である。

第４　法教育の拡充を
　以上の事情を踏まえ，主権者として，また，社会の一構成員，生活者として，より充実
した生活を送ることができるよう，子どもたちに対し行われている法教育を更に充実させ
るとともに，幅広い世代の人に対し，法を学ぶ機会を提供するべきである。

第６節　不平等社会克服に向けた日弁連・弁護士の役割

第１　戦後の民主主義運動の歴史
　民主政治の下では国民による自発的な民主主義運動は不可欠である。戦後，日本国憲法
第 21 条は国民に集会，結社及び表現の自由を保障し，何人にも公共の福祉に反しない限
り，政治的自由を保障した。国民自らが主権者として民主政治に積極的に参画することを
求めたのである。このため国は国民がより正確な情報の下，正しい政治的判断ができるよ
う広く情報の公開をする責務を負った。
　しかしながら，戦後日本の民主主義運動は健全かつ力強いものとして発展したかと言え
ば，必ずしもそうだとは言えない事情がある。
　戦後，日本の民主主義運動は労働運動を中核として出発した。労働組合は占領軍の指導
の下，多くの労働者が組合員として団結し，労働者の様々な要求の実現を求めて立ち上が
り，労働者の究極の権利としてストライキ権を行使することにより，労働者の権利獲得だ
けでなく，多くの平和運動を始めとする民主主義運動を前進させた。また消費者団体も全
国各地に組織され，米よこせ運動，物価値上げ反対運動，食品・薬品など安全な商品を求
める運動として，多くの消費者の支持と賛同の下に悪質企業に対する不買運動など効果的
な戦略を展開して大企業にも消費者の諸権利を認めさせてきた。こうして多くの国民は，
生活は未だ貧しかったものの「民主政治は自らの権利を自らが闘い取るものだ」と自覚し
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て，政治運動にも活発に参画する息吹が芽生えた。食品，薬品被害の告発，公害反対運動
が行われた。1960 年頃までは民主主義運動は健全活発に行われてきた。
　しかしこうした国民，労働者，消費者側の活発な動きを警戒した政治，官僚，財界が
徐々に鉄のトライアングルを形成して国民の民主主義運動を封じ込めようとし始めた。そ
して国民の 70％～80％の人達が中流意識を持つに至り，自らの権利獲得の闘いを労働組
合や消費者運動，市民運動に託することを忘れるようになった。そうした中で政・官・財
そしてマスコミが一体となってこれら民主主義運動を徐々に分断，弱体化させるに方策を
講じ始めた。これらの運動に特定の政党色を印象づけることにより，政治的イデオロギー
先行の運動に色分けさせていった。そして今日，国民はかつての民主主義運動を衰退させ
るばかりか，気がつくとその分断の差別化の中で，立ち上がれないほどに国民の民主的意
識は弱体化してしまった。これが今日の貧困の急増と格差の拡大に至る最大の原因と言っ
ても過言ではない。
　その原因にはいくつかの要因が考えられる。

①　労働組合運動が特定の政党の政治的運動と一体化してしまい多くの国民が政党の政
治運動と民主的運動とを同一視するようになった。また，一部のマスコミが政官財と
一体化して，市民運動，労働運動，消費者運動を「左翼」「アカ」呼ばわりして一般
国民から分断抑圧し，異端視させるよう仕向けていった。これが多くの良識ある知識
人をして民主主義運動から遠ざける要因となった。

②　また労働組合自体が政党，政派と一体化して独自性，独立性を保ち得なかった。日
本の多くの労働組合は企業内労働組合として結成されたため，企業の盛衰の中で労働
組合運動も盛衰を繰り返し，不景気に見舞われると労働組合は労働者の権利要求運動
をすることができず，企業内労働組合として，経営側に取り込まれていくという事情
があった。

③　消費者運動，市民運動，公害運動などは時にマスコミ報道に依存するような一時的
で弱い組織体制しか作り得ず，更には人的資源，活動資金にも恵まれずに浮沈を繰り
返し，国民，消費者全体のものとなり得なかったきらいがある。勿論，いくつかの運
動団体はその努力によって輝かしい成果を挙げてきたが，それが組織的に長続きする
ものにならなかった。そして組織と財政の弱体化は専門職や専従の事務職員を持つに
至らず，事務局能力が弱体な故に弱小な運動しか出来ず，分裂，離合集散を繰り返
し，リーダーの高齢化の中で運動は沈滞して，今や行政庁の下請機関に成り下がって
しまっている。これでは到底巨大な政府，自治体，政党の権力に対峙して強い影響力
を行使し得る民主的運動を展開することは出来ない。

④　戦後学者・研究者らは社会問題や政治的問題について議論はするものの，自ら実践
的な市民運動，消費者運動に関わることを忘れ，その研究を怠り，こうした市民運
動，消費者運動の正確な記録がほとんど整理されず，運動経験の交流もなされなかっ
た。そして先ず事実を知って告発し，声を挙げるべき研究者らが運動の先頭に立つこ
とがなかった。これ故に国民の側が多様な民主主義運動の歴史と経験を積み重ねるこ
とができなかった。

　　若い世代は市民運動，消費者運動の体験を得ることなく，また指導力ある運動のリ
ーダーも生まれなかった。運動論，戦術論が軽んぜられる限り，効果的な民主主義運
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動は成立しない。
　これが今日までの日本の民主主義運動の現状であった。

第２　日弁連，弁護士会，任意団体の民主主義運動について
　日本社会の以上のような民主主義運動の下で，近時，日弁連，弁護士会，弁護士に求め
られる役割が徐々に大きくなっている。

１　当事者性の確立―被害，貧困は当事者にしか語れない
　クレジット・サラ金法規制運動は被害者の会を 30 年かけて全国 80 余か所に順次結成
し，これら被害者の会がネットワークを形成し全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会

（被連協）という組織を結成した。又この運動を側面から弁護士，司法書士ら法律実務家
らが支援する「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」（クレサラ対協）が結成され，
両者が車の両輪となって長期に渡り，粘り強い運動を展開し，業界，債権者側，更には政
治家，マスコミ，広告業界の強力な連合体に対し，また社会の多重債務者に対する差別と
偏見に対しても，社会に多重債務被害の実態を繰り返し訴え続けることにより，2006 年
遂に世論を味方に付けてこれを打破し，高金利，過剰与信，違法取立を規制する「改正貸
金業法」を成立させるに至った。また多重債務者救済の手段としての「消費者破産」手
続，更には利息制限法による不当利得返還請求も勝ち取ることが出来た。
　世論は借主責任論から貸主責任論に徐々に転換していった。これは日本の消費者運動の
中でも画期的な勝利といえる。これはクレサラ被害者，当事者が中核となって闘い抜いた
勝利であった。
　一方，貧困問題に目を向けると目下のところ「当事者性の確立」が未だに不十分といわ
ねばならない。「反貧困運動」は行政の無策を責め，貧困者に必要な施策を求めるもので
あったが，「当事者性の確立」がなされず，当事者の要求や訴えを政治や行政に反映させ
るという運動がなされなかった。市民運動側がホームレス化した派遣労働者のために行政
が必要な援助や支援を行うよう求めた運動であった。行政の援助を受けてようやく年を越
せた人達はそれぞれの食いぶちを求めて全国各地，各職場に散って，たちまち政治の舞台
から姿を消してしまった。彼らこそ，何故自分は派遣切りされ，ホームレスにならねばな
らないのかを怒りをもって訴えるべき被害当事者たちであった。世間は今でもその原因が
分らず「彼らが悪いのではないか？」と自己責任論，貧困者責任論に終始している。派遣
労働者，失業者，貧困者に対する世間の冷たい偏見と差別の中で，彼らこそ声を大にして
発言すべきで沈黙してはならないのであった。
　しかし，彼らを支援する側に彼らを組織化し，継続的に政策要求団体として活動させる
視点がなかった。「誰がかかる貧困を生み出したか」という社会や産業界に対する鋭い問
いかけがなかった。支援する者の声や姿は多く見られたが，当事者は顔を隠し，声を挙げ
ず，テレビカメラの前に正面から姿を見せることはなかった。原因はリーマンショックだ
けではなく，労働者を人として処遇しない経営者側の使い捨て労働視観ではなかったかと
思う。

２　事務局能力の強化
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　これまでの「反貧困運動」が何故関係者の多大な努力にかかわらず運動の継続性に欠
け，強い政治力を発揮できなかったのか。運動が盛り上がっている時に運動継続のため力
強い事務局体制を整えるべきであった。一時は数千万円の資金が全国から寄せられた。こ
れを運動組織のために使わず，全て貧困者に前後の計算もなくばらまいたことに最大の失
敗があった。年越し派遣村に援助を求め集まった沢山の若者達をせめて組織化して，その
中に労働問題，貧困問題，多重債務問題など様々な社会的矛盾を発見し，それぞれに民主
主義運動に取り組む組織のリーダーを生み出すことがなかったことは悔まれる。反貧困運
動の主催者の活動は単なるボランティア活動ではあっても，社会を変えようとする民主主
義的運動ではなかったことになる。一定の方向を目指す組織的継続的運動を持続させる強
力な事務局が存在しなかったのである。

３　専門分野別の組織化の必要性
　最近「反貧困運動」というキーワードは，抽象的で何を追求するのか曖昧であるという
批判がある。
　それ故に，今後の運動は，具体的目的が明確に表示された組織が必要である。目下のと
ころはクレサラ対協傘下に「生活保護問題対策全国会議」「非正規労働者の権利実現全国
会議」「セーフティネット貸付全国会議」「依存症問題対策全国会議」「全国追い出し屋対
策会議」「奨学金問題対策全国会議」が設立されており，それらは明確な目的を表示して
いる（日弁連が過去に人権擁護大会で宣言したテーマである「子供の貧困と生存を保障す
る全国会議（仮）」や「生活保障法実現全国会議（仮）」などの組織化が遅れている。）。
　また，今回の第 56 回人権擁護大会シンポジウムを受けて「不公正税制対策国民会議

（仮）」の運動組織なども日弁連の会員が中心となって結成することになるであろうが，未
だその作業は未定に終わっている。日弁連貧困問題対策本部が取り組む様々なテーマの担
当弁護士が中心となって運動の事務局，若しくは事務局長を努める全国組織化を目指すこ
とが望まれる。
　一人ひとりの声が如何に大きくても，それが組織化されて運動として取り組まれない限
り，社会にとって政治にとって全く存在しないに均しいのである。かつて日弁連は，宣
言・決議団体とやゆされてきた。日弁連若しくは弁護士会も社会に向けての組織的な働き
かけを全く行わなかったし，それが正しいのだと公言する者もいた。しかしそれが日弁連
の立場であるとして放置することが許される時代は終わった。
　まずは弁護士が中心になって任意団体の組織化による民主的運動を開始し，日弁連がこ
れに二人三脚として協力，支援すれば，その行動力，機動力と日弁連の中立性は両輪とな
って社会に向けて大きな力を発揮できることは「生活保護問題対策全国会議」の近時の精
力的活動とその成果を見れば明らかである。

４　事務局長と事務局を構成する者の情熱と指導力
　運動を組織化することの必要性は誰もが納得する。ところが，現実に誰が事務局長，事
務局を引き受けるかと問われるとたちまち腰砕けになる。しかし，弁護士や司法書士とい
う重い公共的責務を負う人がこのような姿勢では，他の市民団体や消費者運動，学生運動
のリーダーたちは推して知るべしである。ある時，クレサラ運動のリーダー的立場の学者
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が「弁護士や司法書士はいざとなれば事務所があり，事務局員がいる。これほど運動に適
した組織を有する存在は他にはない」と自分達学者の社会的存在の弱さを慨嘆したことが
あった。
　もっとも，その運動のリーダーや事務局長の役割は大変に重いものである。時に血のに
じむような努力と犠牲が求められる。また民主主義運動は多くの人が意見を一致させ，行
動を共にするために辛抱強い議論が必要で，それは大変苦労の多い仕事である。しかしそ
の作業なくして巨大な社会構造や利権構造を変革することはできない。そうした役割を果
たし得る者こそが民主主義社会のリーダーと言うべき私たち弁護士の役割である。

５　民主主義運動のキーワードは，自分たちの言葉であること
　問題をいち早く取りあげて社会問題化し，自分たちがマスコミに働きかけて，問題解決
の方策を提起していくことは民主主義運動「必勝の方程式」である。こうした運動の中で
使う用語は運動側が自分たちの言葉を使うことが大切である。民主主義運動側が権力側，
業界側，学者，研究者らが上から目線で作ったキーワードを使っている限り，自分たちの
思想やイデオロギーを社会に浸透させることはできない。言葉に鈍感な者は民主主義社会
の論戦に勝利することはできない。

６　運動は闘争である
　民主主義運動は民衆運動である。市民，学生，労働者，消費者，大衆は自分たちの要求
や権利を求めて権力，権威，利権を有する者に闘いを挑む。突き詰めれば政治は支配者と
被支配者との権力闘争であり，その手法が平和的な民主的ルールによって，すなわち憲法
21 条の集会・結社・言論・出版・表現の自由を駆使して行われる。表面的には「民主的
手続やルール」によって行われる政治的闘争であるとはいえ，時に支配者側，権力者側は
必ずしも公明正大な民主的手続で政治を行う訳ではなく，「原発村」「東電村」などの例を
始めとして，ある種の集団は政治家，官僚，経営者，学者，研究者，評論家，マスコミそ
の他諸々の人たちを利権，権力，権威をエサに買収し，不公正な手段を労して政治目的を
達成しようとすることがある。
　運動が闘争であるなら，私たちはまずは誰が敵であり，誰が味方であるかを正しく見極
めることが大切である。真の敵が誰なのかが分かり難いのは今日の社会である。また民主
主義運動側が真剣な議論もなく少数者の権威に盲従するようではおしまいである。
　運動は全国各地に沢山の語り部を登場させ，全国で社会矛盾，社会問題について大合唱
し始めてこそ世論は変わり，社会の意識が変わる。そのためには，かなり長い時間と大き
なエネルギーを要することは過去のクレサラ運動などから実証済みのことである。しかし
この作業と時間があってこそ，民衆に浸透した思想や文化，政治的信念は簡単に崩れない
ものとなる。近時東京中心に運動を進めようとする傾向があるが，まずは地方からじっく
りと時間をかけて攻め上る戦術が大切である。問題が大きければ大きい程その作業は慎重
でなければならない。

７　最後に
　日弁連は国民側の任意団体による民主主義運動を日常的に支援，協力して，運動の総合
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統一化を図り，これを法理論化して，国民世論を形成し，最終的に政治，政党，行政に政
策変更，法律の成立を目指すこと，これが本来日弁連，弁護士会に求められている社会
的，公益的役割であると考える。
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第１節　イタリア（ローマ・ボローニャ）

■調査に関するまえがき
　第 56 回人権擁護大会シンポジウムのための海外調査先をイタリアにしようと考えたの
は 2012 年 12 月の日本の総選挙の前のことであった。
　当時は，このままでは日本もギリシャのようになる，そうならないためには社会保障費
を抑制し，消費税を増税するしかない，という議論の全盛期であり，マスコミの論調も一
色に染まった印象であった。新聞やテレビは，連日のように，ギリシャの次はアイルラン
ドとポルトガル，スペイン，イタリアの南欧諸国が危ない，と報じていた。これらの国に
対する世界の信認が失われ，国債を発行しても消化されないために，既存の国債を償還す
ることができず，債務不履行（デフォルト）となって，国家が破綻するのではないか，と
いう観測であった。そして，これらの国は，デフォルトを回避するために，トロイカ
（IMF，EU，ECB＝欧州中央銀行）の指示どおりに，教育や医療，年金などの社会保障費
の削減を内容とする緊縮政策を進めていたが，その結果，不況が更に深刻化するととも
に，若者の失業が爆発的に増加し，社会不安が非常に高まっている，と報じられていた。
　日本では，これらの国の頭文字を並べて PIIGS（Ｐ：ポルトガル，Ｉ：アイルランド，
Ｉ：イタリア，Ｇ：ギリシャ，Ｓ：スペイン）と呼び，蔑視する議論もあったが，日本の
財政はこれらの国以上に深刻な状況にある，いつ日本国債が空売りされ紙くずになるか分
からない，として危機感をあおり，社会保障費の削減・抑制とともに消費税を増税する以
外に選択肢はない。すなわち「税と社会保障の一体改革」は待ったなしである，とする議
論が声高に叫ばれ，不安と閉塞感が世間を覆っていた（今考えれば，その後の総選挙で
「デフレ脱却」を掲げた自民党が大勝し政権を奪還したのは，民主党に対する失望だけで
はなく，アベノミクスによるバブル再来によって，欧州債務危機に起因する不安と閉塞感
から解放されたい，という人々の絶望的な願いが作用した結果ではないかとも思われ
る。）。
　イタリアは，日本との比較でいえば，人口，GDPともにおよそ半分であるが，GDPは
ユーロ圏ではドイツ，フランスに次ぐ第 3位で，Ｇ 7のメンバーでもある。要するに上記
の南欧諸国の中では別格の大国である。確かに，イタリアの国債残高は GDPの 100％を
上回る水準で推移しているが，これまでイタリアが国債の償還も借り換えもできなくなる
事態を本気で心配する専門家は少なかった。しかし，ギリシャの債務危機をきっかけに，
国債に大規模な「カラ売り」を浴びせて，その価格を暴落させ，莫大な利益を得ようとす
るヘッジファンドが，次なる大きな獲物としてイタリアにも目を付けるようになり，にわ
かに注目が集まったのである。
　そうした中，イタリアではトロイカ（IMF，EU，ECB＝欧州中央銀行）の意向に忠実
に従って緊縮政策を実行していた，政治家ではなくテクノクラートのモンティ政権が，緊
縮一辺倒の政策に強く反対する労働組合や市民の運動もあって行き詰まり，2013 年 2 月
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に総選挙が行われることが決まった。
　日本を含む世界のマスコミは，もしも総選挙の結果，緊縮政策の継続が否定される事態
になれば，そのときはイタリア国債が暴落し，財政が破綻して，ヨーロッパ全体が大混乱
に陥るおそれがある，との論評を繰り返し，イタリア国民の選択肢を限定しようとしてい
た。
　私は，このような，追い詰められたともいえる厳しい政治経済の状況の中で，イタリア
国民が何を考え，どのようにして窮地を乗り越え，国の将来を切り開こうとしているの
か，自分の目で見て，耳で聞き，空気で感じて知りたいと思った。そのようなイタリアの
現実を知ることは，イタリア以上に国債残高の GDP比が高く，今後も毎年 1兆円ずつ社
会保障関係費が増えるので，持続可能な社会保障にするためには，今のうちに社会保障を
「重点化・効率化」，すなわち抑制・削減する以外にないと脅され続けている日本という国
の私たちにとって，進むべき方向を考えるための貴重なヒントを与えてくれるのではない
か，と考えた。
　第 56 回人権擁護大会シンポジウム第 3分科会実行委員会としてイタリア調査を行うこ
とが決まってから，脇田滋氏（龍谷大学教授），田中夏子氏（都留文科大学教授（当時）），
ファブリツィオ・グラッセッリ氏（ダンテ・アリギエーリ協会東京支部長，文春新書「イ
タリア人と日本人，どっちがバカ？」の著者），高橋進氏（龍谷大学教授），高橋利安氏
（広島修道大学教授）らの御厚意により，イタリアに関する基本的な文献や情報等の知識
を得るとともに，ローマ大学ピネッリ教授や現地におけるコーディネーター兼通訳の方を
紹介していただくことができ，実りある調査を行う上で，大変お世話になった。これらの
先生方に対し，この場を借りて改めて御礼を申し上げたい。
 （弁護士　阪田　健夫）　

第１　調査の目的
　イタリアは，人口規模・国内総生産（GDP）ともに日本の半分弱であるが，ユーロ圏
第 3位の経済大国であり，歴史的・文化的・産業的に日本と多くの共通点がある国家であ
る。特に最近では，長引く不況の影響からイタリア政府の債務危機問題が取りざたされ，
緊縮財政が進められている。日本においても，税収の減少に伴う財源問題を背景に，社会
保障費の削減や経済成長を名目とした労働政策における規制緩和などが進められようとし
ており，緊縮財政の下で社会保障制度及び労働政策の変容を既に具体的に迫られているイ
タリアの政策立案状況，社会状況は，我が国においても重要な参考資料となるものであ
る。
　他方で，イタリアにおいては，全額税財源により医療の現物給付を行う国民健康サービ
ス制度が実施されていたり，地域社会に根付いた民間団体である社会的協同組合による失
業者支援，若者支援，障害者支援などの先進的な支援制度が設けられていたり，貧困問題
に対して，キリスト教の慈善活動を始めとする民間団体による実践的かつ多様な取組が見
られるという特徴がある。
　そこで，債務危機問題を背景にして歴史の岐路に立っていると言われているイタリアに
おいて，社会保障政策及び労働政策がどのような変容を受けているのか，緊縮財政が貧困
問題に対する支援の現場ないし労働市場の現場にどのような影響をもたらしているのか，
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また，貧困問題に対する先進的な取組がどのような背景を持ち，いかに実践されているの
か，先進的な取組を日本に導入する際の注意点は何か，という点を中心に今回の調査を実
施した。
　今回の調査対象都市は，イタリア共和国の首都ローマとエミリアロマーニャ州の州都ボ
ローニャである。ローマでは，イタリア政府機関や全国的な活動を行っている労働組合，
支援者団体を訪問し，ボローニャでは，州の機関や全国的な組織であるが特にボローニャ
において特徴的な活動を行っている公的団体，社会的協同組合などの民間団体を訪問し
た。

第２　調査日時・参加者
日　時（日本時間）：2013 年 5 月 19 日（日）～ 5月 26 日（日）
参加者（実行委員）： 阪田健夫（視察団長），木村達也，尾藤廣喜，河野　聡，滑川和也，

大久保聡子，星野　圭，徳田隆裕，河邉優子

第３　訪問場所
＜ローマ＞
１　イタリア共和国政府・労働省
２　イタリア共和国政府・健康省
３　CGIL（シージーアイエル）
４　CONFCOOPERATIVE（コンフコーペラティブ）
５　CARITAS ITALIANA（カリタス・イタリア）
６　Cesare Pinelli（ピネッリ）教授
＜ボローニャ＞
７　エミリアロマーニャ州・人材育成・労働政策局
８　エミリアロマーニャ州・医療福祉政策局
９　AUSL（アウスル）
10　CNA（シーエヌエー）
11　ETIPAR（エチパル）
12　Legacoop（レーガコープ）
13　Vittorio Capecchi（カペッキ）教授

第４　訪問録
＜ローマ＞
■１　イタリア共和国政府・労働省
【訪 問 先】　労働省（Ministero del Lavoro）労働政策部門
【訪問日時】　2013 年 5 月 20 日（月）
【対 応 者】　労働政策局長　サルヴァトーレ ピローネ（Salvatore PIRRONE）
　　　　　　労働政策局役員　ヴァレリア デル マストロ（Valeria DEL MASTRO）
　　　　　　職業教育局役員　モニカ リッポリス（Monica LIPPOLIS）
　　　　　　職業教育局役員　アンドレア ヴァレンティ（Andrea VALENTI）
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【概　　要】　 イタリアの労働省の中で，労働政策を担当している部署。同部署が担当する
貧困問題に関連した政策には，失業時などに給付される基金がある。

１　説　　明
　イタリアの労働省の中で，労働政策を担当している。
　担当している労働政策のうち，貧困問題に関連するものとしていくつかの基金がある。
　まず，イタリアには「特別所得補償基金」というものがある。この基金は，経営不振に
より使用者が従業員を解雇し，失業者が生じることを防ぐため，企業に十分な仕事がない
とき，従業員の給与の 80％を基金により補てんする制度である。
　制度を担当しているのは労働省だが，実際に企業に対し給付をするのは，労働省ではな
く，INPS である。
　まず，企業は労働省に対し基金の適用を申請する。労働省は，申請があると基金の規定
と企業の状況が一致するか確認する。検査員を派遣して，確認作業をすることもある。そ
して，状況により，12 か月又は 24 か月間の所得保障の支払いを許可することになる。労
働省が支払いを許可すると，INPS（Istituto Nazíonale della Previdenza Sociale. 全国社会
保険機構。労働省等の監督の下で，様々な社会保険制度の管理運営を行っている公的機
関。）が支払いをする。支払いは，INPS から直接，労働者に対しなされることもあるし，
企業が立て替えて労働者に支払った後，INPS が企業に支払う方法も選択できる。
　この部署は基金などの予防策のほか，雇用促進，教育なども担当している。
　まず，憲法上の国と州の権限，管轄について話したい。
　貧困の危険が高い事態の解決手段については，国が権限をもつことがほとんどだが，実
際に運営を担当しているのは INPS やほかの公的機関である。雇用を促進するための政策
も国が担当している。これらを国の政策としているのは，目標達成のための手段のほとん
どが税金の優遇措置だからだ。
　州が行うのは雇用に向けての教育。この分野は州の管轄になる。労働省の仕事は州の作
成した案をまとめ，コーディネートをすること。具体的に言うと，州の政策とEUをつな
ぐことである。基金の元はEUから拠出されたものが多い。
　次に，国の管轄である二つの分野に集中して説明する。
　危機の際の手段が最近大きく改革された。基本的には二種類の手段がある。
　一つは雇用関係がなくなった際のもので，もう一つは雇用関係継続中のもの。業種によ
ってばらばらだったが，まとめて合理的にした。これは，2012 年 4 月の改革。
　まず，解雇された場合だが，雇用のための社会保険，「ASPI（アスピ）」。これまでは 5
つの色々な種類の手当があったが，アスピにまとめた。業種・企業規模を問わない。新し
い失業手当を受ける条件は過去 2年の間に一度でも働いたことで，条件を満たさない場合
は金額の低い手当が予定されている。もう一つの対策は，雇用しない場合の保障。今まで
は製造業と建設業，50 人以上の商業企業にしかなく，保護のない労働者が多かった。一
時的な危機のために企業縮小か停止の必要がある場合にどうするか問題だったが，改革に
よって保障されなかった労働者も保障されるようになった。運営は，INPS に置かれた基
金をベースに，労使両者の協定によって作られる基金。労使両方の手によって作られる基
金は，停止の際に使われることもできるし，失業保険の補てんに使うこともできるように
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なる予定。企業側も部分的に負担することがある。労働者が 3分の 1，企業が 3分の 2，
総額は労使の協定によって定められる。
　もう一つ，基金は雇用者が多すぎる場合に早期退職の際に支払う手当にあてることがで
きる。退職年齢の改革が事前にあったので，これにつながる。改革の内容は大体，以上の
とおり。

２　質疑応答
Ｑ　雇用促進，優遇措置に関して，恩恵を
受けていない人から，逆差別という批判
はあるか。
Ａ　大きな批判はない。EUレベルでの規
定で，優遇措置は制限されている。理想
の世界では，このような優遇措置は雇用
されることに困難のある人が恩恵を受け
るはずなのだが，完璧なバランスの補て
んはできない。
Ｑ　2012 年に保険をまとめたとのことだ
が，水準の下がった業種はなかったの
か。その場合，批判はなかったのか。
Ａ　それまで，業種別だったのをまとめようとしたが，ある意味，妥協をした。
　　例えば，中企業や大企業から集団的に解雇される労働者には補てんがあった。4年間
与えることができた。これが一番，労働者側に有利な手当だった。これと同じようなも
のが建設業にもあった。それに対して，ほかのほとんどの中小企業では給付期間は 1年
間だった。手当の金額は上がったが，18 か月間に制限された。
　　従来は，83％が 1年，7％は手当なし，10％が 4年間。それを考えて決定した。もち
ろん，10％の労働者からは抵抗が強く，今もそう。この 10％は，組合も一番強い。
Ｑ　制度が導入されてから，混乱はないか。
Ａ　実施されたのは，今年の 1月。
　　運営に関して大きな問題はない。中小企業への規制と同じような方法で運営している
からだと思う。
Ｑ　非正規の労働者も対象か。
Ａ　制度上は，どのような契約でも労働者を保護するものではある。今まで見習いと協同
組合の組合員も対象とした。2年前から，若しくは，2年前の間に 1年間の雇用。その
条件を満たすのは難しい。そのためにミニアスピを作った。12 か月の間に 13 週間雇用
されていることが要件。金額の計算は一般と同じ，給付は実際の就労期間の半分。非正
規はイタリアではだいたい 13％。
Ｑ　最低賃金制度について教えて欲しい。
Ａ　法定のものはない。憲法 36 条 i には労働者には適切な給与が与えられることが義務
付けられている。どのように解釈するかというと，労働協約に定められた賃金を支払う
ことになる。労働者全てが対象。
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Ｑ　日本では 1時間当たりいくら，と決まっている。イタリアではそのような政策の方針
はあるか。
Ａ　イタリアの現在の状況では職種別の最低賃金がたくさんある。一律の最低賃金を定め
ることは，労使交渉の際の交渉力を弱めるものになってしまう。
Ｑ　金銭解雇の制度ができたと聞くが，その影響は？
Ａ　労働市場の動きと解雇法の制度の動きを結びつけるのは難しい。解雇の数は増えた
が，制度が変わった影響というより，不況の影響だと思う。新しい制度の効率性に関し
ての意見はバラバラ。私の意見としては，検証には多少の期間が必要だと思う。
　　この新しい制度は，解雇にかかるコストが確かになる。ただ，一部の研究者によれば
中企業，大企業の一部ではコストが上がっているとのこと。なぜかと言えば，大企業は
補償金の支払いが高くなる。ただし，解雇のリスクは低くなる。
Ｑ　日本では，金銭解雇は強い反対で導入が見送られた。イタリアではどうだったのか。
Ａ　労働者憲章 18 条の問題，長年話し合っているが抵抗は強い。三者で交渉を行ったが，
この点が一番問題となった。正当でなく解雇された労働者の再雇用が一番の論点だった。
ただ，そのような問題は訴訟になる。イタリアでは期間がとても長く，10 年かかるこ
とも。結果によっては，それまでの給与を会社は払うことになる。差別的解雇の場合の
み，裁判所は再雇用を命じることができる。それ以外の場合，罰則金の支払いのみ。
Ｑ　2001 年に有期雇用契約が改正されたと思うが，それは失業対策になったか。
Ａ　2001 年前後の有期雇用をみると，そんなに変わっていない。影響はなかったと思う。
　2000 年代は失業率が高かった時期。有期労働が増えたわけではない。2012 年の有期
雇用の制度が多少の変更や修正がされた。
Ｑ　2003 年の派遣労働者の改正について。
Ａ　1997 年に派遣が初めて導入された。2003 年に改革があり，利用しやすくなった。
　　大体，2003 年の前後でも，雇用者はフルタイムの 20 万，30 万の労働時間に値してい
た。民間部門では 1200 万人の労働者がいた。基本的には給与に関しての規定は守られ
ている。反対に，大きく変わるのは企業側のコスト。業種がなんであれサービス業とい
う枠組みの中の保険料を払うことになる。正社員より，給与が高い。
Ｑ　見習い，職業訓練生には労働憲章が適用されているのか。
Ａ　いくつかの特徴がある。見習いは，一般の資格より，二つ低い資格で就労することが
できる。失業手当の対象にも昨年なった。所得補償の対象外でもある。また，一応，期
限なしの雇用関係という位置付けだが，資格に達した時点で解雇できる。
Ｑ　イタリアにもサービス残業はあるか。
Ａ　労働に関する規制が守られていないこともしばしばあるが，一番大きいのは残業では
なく保険料を企業が払わないこと。一番問題なのは，正規ではない雇用や国には申請さ
れていない労働。そのため，国や社会労働省が検査をする。雇用主は，労働帳簿を持つ

ⅰ 　イタリア憲法 36 条 1 項　勤労者は自らの勤労の量と質に比例した報酬を受ける権利
を有する。この報酬は，いかなる場合にも，勤労者とその家族に自由で威厳ある生存を
保障するに足りるものでなければならない。（日本語訳は，樋口陽一・吉田善明編『解
説世界法集』（三省堂，第 4版，2001 年）より。）
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義務がある。それから新規雇用の場合には，前日に労働省に申請しなくてはならない。
　　それをベースにして申請が実際に行われているか，社会保障機構が確認する。いろい
ろな計算の方式があるが，一番は国全体のデータをベースに計算する。13％から 17％
が闇経済に流れており，それが雇用形態にも影響していると思う。
Ｑ　女性や若者を対象にした制度は？
Ａ　雇用就労促進，若者は見習い，女性には 6か月以内に就労していない女性を雇用する
企業は税法上優遇される。
Ｑ　金銭解決による解雇はどういった手続で行うのか。
Ａ　解雇の中でも罰としての解雇，差別的な解雇，不当な解雇がある。差別による解雇の
場合だけが裁判所に再雇用を求めることができる。ほかの人は罰則金。罰則は月給の
16 倍から 28 倍。だいたい 25 倍。
Ｑ　北部と南部の格差は，労働政策にどのような影響を与えているか。
Ａ　過去には，長い間，南イタリアに対し優遇措置がとられていた。今は優遇の度合いが
違う。15 年くらい前から規定は一律。今は南部の格差を克服のために使われているの
はEUの結束金。結束基金を利用することで，州ごとに雇用政策することができる。
Ｑ　労働教育とはどのような視点で行っているのか。
Ａ　学校教育は国家が，労働とつながるのは高等教育，就職のための州の行う教育。
　　イタリアでは教育と職業用の教育は別。憲法上，分けられている。若年層の職業に向
けた教育は州が大きな役割を果たすことになる。州と同じ 21 の労働教育政策があるこ
とになる。20 州だけど，二つの自治州があるので 21。
　　イタリアでは義務教育は高校の 2年目まで。その後，高校は 5年間，卒業して大学に
行くか，訓練にいくか。訓練校の場合，高卒の学位ではないが，卒業上の資格を得る。
卒業上の資格を発行するのは州の権限。職種によっては，州とは別に資格を発行する機
関もある。弁護士，会計士，教員など。公立学校で教える場合。イタリアでは，若い人
が就職するためのコースは，高校の途中または卒業してから（大学 2年相当）職業資格
を得る方法もある。労働市場で求められる資格は製造と観光。観光は当然だが，製造と
いうのは，イタリアは中小企業が発展しているから。
Ｑ　州でどのような教育がされているのか，労働法なども教えてもらうことができるの
か。
Ａ　特に権利などに関するものはない。職場の安全などは義務的な教育が行われている。
例えば一つの例として，観光産業ではホテル，レストランで必要な安全対策についての
指導，教育が行われる。州ごとに政策が変わる。これは州の経済が反映されるから。
　　イタリア語以外の言語が話されるところでは，もう一つの言語での教育も行われる。
基本的に学校教育の形だが，それ以外にも企業でインターンをすることができる。教育
というのは実務も大事なので，インターンをする。純粋な見習い制度と言うのは，雇用
契約に属するもの。学校教育の場合には制限があるが，見習いの場合は制限なく学ぶこ
とができる。
Ｑ　資格は州外でも使えるのか，就職の必須条件なのか。
Ａ　とても難しい問題。基本的に州ごとの資格だが柔軟に利用できるように，EU全体の
スタンダードにつなげることが大事だと思っている。イタリアの教育制度で重視してい
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たのが，何を教えられていたか。一人一人の個別の成果があるということ。これもEU
の資格の枠組み（EQF）の中でどれだけ習ったかが基準になっている。これにあわせ
ている。ヨーロッパの資格の枠組みは実際の資格というのではなく，スタンダード。
EUにある色々な資格が，それぞれにどれだけ一致しているか。そういうヨーロッパの
スタンダードの資格ができることで州ごとの資格もそれにあわせていく必要がうまれ
た。あわせることにより，イタリアの州でとる資格の価値は増し，国外でも使える。教
育によって得る資格だが，仕事をもっている人が仕事をしながら得る資格もあり，この
ような方式に適合するように行っている。イタリアは元々，インプットをベースにして
いたが，それを裏返さなければならない。資格が義務付けられている職種は，資格が必
要。そうでなければ資格の有無は問題ない。資格が必要な仕事とそうでない資格の比率
はわからないが，多くの職種で資格が必要。イギリスでは全国的な資格の枠組みがあ
る。枠組みに含まれている資格はそれだけで有効だが，イタリアでは規制が強い。資格
そのものが給与に反映することはない。
Ｑ　職業教育を受けるための費用は？
Ａ　基本的には無料。国立か州立だから。さらに，民間施設であったとしても州の依頼を
受けている機関であれば，州又は EUの結束基金の援助を受けていて無料のことが多
い。EUの社会基金は州の教育政策のために使われる。
Ｑ　無料で受けられるということは自分で得る資格を選択して入るのか。
Ａ　教育サービスを提供する機関が，どのような資格取得のためのプログラムを行うか公
布する。そこに自分で参加する。機関の運営には透明性が要求される。特にEU基金を
使うときは，EUの監査が入るが，その際，一番要求されるのは透明性。
Ｑ　教育を受けるために試験はあるか。
Ａ　試験もあるが，必要な資格がある場合もある。
　　一つだけ話したいことがある。OECDの取組に既に労働している人に向けた教育と
いうのがある。いろんな国が参加している。労働省と文部省が関係しており，その会議
があるが，イタリアと日本はいつも隣。文部省の取組は PISA（生徒の学習到達度調査）

で，同じように PIACというのが
ある。PIAC は社会人の能力比較
のためのもので 15 歳から 65 歳を
対象にしている。今年の 10 月に
国際報告書が初めて出版される。
国際的な比較となり，たくさんの
情報が得られる取組。それぞれの
能力，高度・中度など。運営が社
会的にどのように影響を与えるか
研究している。イタリアの労働者
の能力を国際的に客観的に比較で
きることになる。労働教育に関す
る資料だが，EUのものはある。
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■２　イタリア共和国政府・健康省
【訪 問 先】　イタリア共和国政府・健康省
【訪問日時】　2013 年 5 月 21 日
【対 応 者】　健康計画局局長　フランチェスコ・ベーベレ（Francesco Bevere）
　　　　　　マルコ・マッカーリ（Marco Maccari）
　　　　　　ジョーネ弁護士
【概　　要】　イタリア全土の医療健康行政を司る官庁。

１　SSN（国民保健サービス）の仕組み
　SSN とは，イタリア国民がイタリ
ア全土において平等に健康保険の権利
を得て，平等に健康サービスを受けら
れるという制度である。国民に対して
継続的な医療的アシストを行う制度で
ある。
　イタリアでは各市民が SSN に加入
して，各市民に担当医師がいる。この
担当医師を家庭の医師という。各市民
が家庭の医師を選ぶことがほぼ義務に
なっている。家庭の医師が市民の医療
相談にのる。難しい病気の場合は，市
民は専門医の診断を受けることになる。

２　SSNの改革
　1978 年の法律以前は，それぞれの職種に職種別の保険があった。その職種別の保険で
は，医療サービスが平等に国民に提供されていなかった。この制度を大きく転換させて，
医療サービスを平等に提供するために，職種別の保険とは異なる，国庫負担による SSN
とした。
　SSN は，数十年前の政治的に不安定な時に改革が行われた。この改革によって，国民
の平均寿命が延び，また，病院や診療所の設備が整った。しかし，財源が確保できないこ
とが明らかになり，コストを重視するようになった。

３　SSNと地方分権
　SSNにおいて地方分権が開始された。中央政府から州へ医療に関する自治権が委譲さ
れた。もっとも，国がコストのチェックをし，医療保険の制度を州に依頼していくという
矛盾が生じ，これが大きな間違いであった。本来は，地方分権をする前に州の統治能力を
確認すべきだったのにそれをしなかった。
　多くの州では，医療のコストをモニタリングする能力がなかった。州に医療についての
赤字が生じ，財源が不足することになったので，全ての医療を全ての国民に付与するべき
であったが，できる限りの医療を国民に付与することとなった。
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　国は，市民に対する最低限の医療の質を定めている。医療制度の運営能力がない州に対
して，国が権限を所持している。州内で医療制度を運営できるような人材を育てるのが大
事なことである。
　イタリアでは医療設備のモニタリングを確立し，医療のコストが膨張した州について，
コストを抑えられるようになった。州からの抵抗が当初強かったものの，医療の統治能力
がなかった州は，国に権限を戻さなければならなくなった。

４　SSNと財政
　イタリアにおける腐敗及び脱税率が高くなった。全ての税金を免れるのではなく，税金
の一部を免れようとする場合もあった。これらにより，イタリアの財政が健全でなくなっ
た。
　これら腐敗対策として，医療制度内での倫理的な行為を促すようにしている（無駄な治
療を抑制し，本当に治療が必要な人が治療を受けられるようにする。）。
　現在，国は，新しい財源を確保している最中であり，国民が本当に必要なときに病院を
利用できる制度にしていきたい。

５　医療費等について
　イタリアの医療費はそれほど高くない。一人当たりの医療費の支出は他の国よりも低
い。また，医師のレベルは高い。支出で足りないのは病院施設や新しい技術への投資であ
る。医療財源が限られている中で，国の他の財源が使えないか検討している。医者の中に
は良い人材が多く，彼らを効率的に働いてもらう施設が必要である。

６　SSNの評価と課題
　この制度がなかった場合，市民は，本当に健康を害してやむなく救急病院に運ばれるこ
とが多くなったであろう。そして，高い治療費を支払わなければならなかったであろう。
また，医療費が無料であるからといって，無駄に治療を受けていたのでは，本当に必要な
人が病院に入院できなくなるおそれがあるので，限られている財源を倫理的に使用するこ
とを検討している。
　現在，家庭の医師が地域の専門医や医療施設とのつながりがなくなったのが問題となっ
ている。地域の医療ネットワークを強化するために，薬局を医療ネットワークに加えるこ
とを検討している。イタリアはどこに行っても，薬局があり，薬局で簡単な医療行為を受
けることができる（例えば頭痛の相談，血圧の測定等）。薬局では判断が難しい場合に
は，薬局が家庭の医師を呼ぶ。そして，家庭の医師が細かく診断する。家庭の医師の診断
や検査結果によって，専門的な治療が必要なら患者を病院に送ることになる。手術が必要
なら入院してもらう。
　現在，担当医は 1日 6 時間，家庭の医師として待機している。この制度を 24 時間無休
で市民が担当医に聞けるようにしたい。そのためには，担当医は，1日 12 時間を待機時
間として空けていないといけない。
　また，全ての州における医療サービスの向上を図っていきたい。
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７　質疑応答
Ｑ　国民の自己負担を増やすことは検討しないのか。
Ａ　持続可能性の観点から，公的な財源が確保されない場合，個人の負担を増やすことは
検討する。しかし，自己負担を求めることは，構造的な改革の後にすべきことである。
医療について国民に負担を求めるのは間違っていると考えている。国民から医療につい
てお金を取ることは危険なことである。
　　実際に医療サービスを必要としている弱者が，医療費を負担しなければならなくな
る。
　　最も，医療制度が整っているのであれば，不必要な医療を抑えるために自己負担を求
めることはあり得る。その場合，自己負担額は市民の負担に応じたものでなければなら
ない。所得に比例した自己負担額を考えるべきである。そのためには，国が市民の所得
を把握しないといけなくなるが，イタリアでは，国が把握できていない所得が多いのが
問題である（地下経済の問題）。国が把握できていない所得が，最も高額な所得であ
る。結局，弱者の医療費を負担することになるのは，サラリーマンや公務員となりそう
である。
Ｑ　医療行為についての患者の自己決定はどうしているのか。
Ａ　患者は，民間の医療設備で治療を受けることは自由である。また，患者は，公的な医
療施設にいる医師に有料で治療を受けることも可能である。患者が，このような治療を
家庭の医師に申請するか，または，患者が自己負担で民間の医療施設にいく。
Ｑ　富裕層の人は民間医療機関を利用するのが通常か。
Ａ　富裕層の人は，好きな医療機関に行ける。これからは自由にヨーロッパ内で医療を受
けられる。そのため，イタリアの医療の質を高くする必要がある。
Ｑ　SSNの医療は国民に支持されているのか。
Ａ　十分であると国民に認識されている。医療の最低水準を更新している。国民は SSN
の医師と設備に信頼を抱いている。国民に一部負担はあるものの，適切な医療が行われ
ていれば，国民は，自己負担部分を支払う。医療分野の人材を育てるのが大事なことで
ある。
Ｑ　貧困と健康との間に相関関係はあるか。
Ａ　それは文化の問題である。すなわち，社会的水準や文化水準によって，何が健康に必
要なのかが変わってくる。人々のライフスタイルによって，健康は変わってくる。所得
と健康の関係は研究中である。
Ｑ　国が州から権限を奪うということは国が市民の医療に責任を持つということか。
Ａ　これはイタリアの憲法に記載されている原則である。
Ｑ　適切な医療を提供して，更にコストを抑えることをしていく中で，年中無休の医療体
制及びコストの抑制との両立をどのようにして図っていくのか。
Ａ　制度全体を把握して，長期的な医療費の節約につながるのであれば，国が州の合意を
得て投資をする。その場合，市民が健康になることによって，中長期的にはコスト削減
になる。
Ｑ　イタリアに過労死はあるのか。
Ａ　イタリアに過労死という概念はない。イタリアでは労働時間の規制が強く守られてい
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る。
Ｑ　顧問弁護士は健康省にどのようにかかわっているのか。
Ａ　顧問弁護士は，法案を様々な観点から分析する。法的にどのような影響があるか検討
する。医療に関わる人達に対して倫理の教育をする。

■３　CGIL（シージーアイエル）
【訪 問 先】　CGIL（シージーアイエル）
【訪問日時】　2013 年 5 月 24 日
【概　　要】　 労働組合の全国組織である三大総連合の一つ。イタリアの福祉制度は「医療」，

「年金」，「社会保障」の三つに分類される。福祉制度は特定の瞬間に始まっ
たのではなくイタリアの歴史の中，戦後徐々に発展していった制度である。
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１　医療制度
　イタリアでは，1978 年の医療改革によって，従来の社会保険型のシステムに代わり，
現在の医療制度システムが導入された。従来の社会保険型のシステムは市民間の大きな経
済格差に由来しており，職種別や産業別であった。そのため給付内容に格差が生じるなど
の問題が生じていた。
　従来の社会保険型のシステムに代わり取り入れられた国民保健サービス機構（Servizio 
Sanitario Nazionale＝SSN）は，全ての国民の医療を保障するのみならず，外国人の加入
も認めている。SSNは原則として完全無料であったが，「チケット」と呼ばれる一部負担
が導入されたことを皮切りに，2年前から救急病院での部分的自己負担が導入されるなど
徐々に市民の負担が増している。そして，「自己負担」は，州によって大きな格差が生じ
ている。しかし，全ての SSN加入者にチケット制度が求められているのではなく，高齢
者・貧困層・難病者などは免除者とされている。
　このような自己負担額の増加の背景には，1990 年以降の不況の影響による医療制度に
対する約 300 億ユーロの削減がある。この大規模削減により医療サービスの提供が困難に
なった。
　労働組合としても，医療制度の無駄な部分を改善すべきであることは認識している。し
かし，政府は特定の非効率的な部分を削減したのではなく，財源を均一に，すなわち無差
別に削減した。
　SSNの大きな問題は，特定の検査の場合は待機時間が長いことなど，医療制度が十分
に機能していないことにある。特に，高齢者の割合が世界で最も高いイタリアにおいて
は，医療制度不全の犠牲者は高齢者である。例えば，65 歳以上の高齢者のうち 800 万人
は月 500 ユーロの年金しか収入がない。
　そのような状況においてもイタリアの経済状態を安定に導いている理由の一つはイタリ
ア人がヨーロッパでも高額の個人資産を有する国民であるためである。しかし，現在高齢
者は，医療のために貯蓄を切り崩すのみならず，自分たちの少ない貯蓄を不況に苦しむ子
どもたちのためにも使わなければならない状態になっている。
　もう一つの理由が，実に 85％もの人が家を所有していることにある。しかし，イタリ
アの固定資産税は非常に差別的であって，不動産税は持ち家の数にかかわらず同じ金額で
ある。

２　年金制度
　ルーズかつ寛容な制度であった過去の年金制度だが，最近 20 年の間に大きな改革があ
った。かつての年金制度は，35 年間働いたことにより誰でも受給が可能であって，年金
額は一番最後の給与に比例したものであった。つまり，現在働いている人が，その時に年
金を受給している人たちのために支払っている状況であった。しかし，高齢化の進展，就
職率の悪化によりかつてのシステムは持続性を失い，機能不全に陥った。
　現在の年金制度の問題は二つある。まず一つ目は，イタリアには公的年金を補填する年
金制度がないことである。5，6年前から始まった補填年金基金は規模が限られている上，
現在の経済的不況の中での進展は困難なものとなっている。
　さらに，もう一つの問題は年金制度の中での格差が生じ，不平等が生まれていることで
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ある。一部の政治家や自営業者が受け取る年金は黄金年金と呼ばれ，この黄金年金は不平
等の最たるものである。

３　社会保障制度
　イタリアの社会保障制度は，主として失業者となったり就職が停止されている労働者の
ための制度であるいわゆる所得補償基金である。所得補償基金は，一時的に雇用先を失っ
てはいるものの，社会制度自体が次の職を与えることを前提としている一時的な解決制度
である。しかし，所得補償基金からの支給期間が長期に渡る，退職年齢の直前であれば退
職年齢になるまで再就職できないことが多い。組合は，失業時の一時的補償があっても，
就業に向けての再教育制度が全くないかあっても不十分であることを指摘している。
　この社会保障制度はコストが高いが，負担しているのは企業と労働者であり，一部は国
である。実際に約 800 万人の労働者が失業時のセーフティネットを有していないため，失
業時の保障が何もない。現在緊縮財政の中で政府による資金の割り当てがないが，所得補
償基金の対象外となっている労働者のためにはいわゆる連帯基金がある。現在組合は連帯
基金に必要な財源を保障するよう政府に要求している。しかし，割当てが行われなけれ
ば，50 万人の労働者が失職することになる。

４　最後に
　イタリアではボランテ
ィア活動が盛んであり，
全国で約 600 万人が行っ
ている。そして，障がい
者・高齢者介護はボラン
ティア活動により賄われ
ている。
　さらに，4，5 年前か
らの新しい現象として多
くの高齢者宅で 24 時間
住み込みのヘルパー（99
％が女性であり，東ヨー
ロッパからの人が多い）
を雇っている。そのよう
なヘルパーの数は約 200

万人で，当初はほとんどのヘルパーは無契約（闇労働）であった。組合は去年ようやく全
国的にヘルパーのための労働協約を締結したが，まだ多くは闇労働であるという問題があ
る。

５　質疑応答
Ｑ　日本では労働組合が弱体化しているが，イタリアの労働組合は強いといわれている。
それはなぜか？。
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Ａ　イタリアでも組合が弱体化しているが強いことは強い。他の国とイタリアの組合が違
う点として二点ある。
（1）政治的な違い，二組合の組織
　　イタリアの労働組合は政治政党の意思から戦後生まれた。戦後はイデオロギーの対
立が強い時期であった。そうすると，政治・社会に貢献するという意思が非常に強
く，それが組合に遺産として残っている。ただ，2，30 年前からは政治政党から組合
は完全に独立し，それを今も守っている。

（2）組織の理由
　　組合は職種別にあるがその中心となる連合が大きな役割を果たしている。色々な組
合の連合が強いために，労働組合運動全体が職種を保護すると同時にイタリアの経済
発展を視野に入れている。さらに，歴史的な背景からいえば，戦後もあるが，1960
年代終わりのアメリカの人権運動（パリの 6月）の中でイタリアの労働運動が強くな
り労働者の権利が保障されることになった。職場での集会する権利，組合に組織され
る権利，及びストライキの権利が，完全に保障され憲法に定められている。民間も公
共も同様である。
　　もう一つは，組合と使用者団体との集団労働協約を締結する権利が定められてい
る。これは法律ではなく，組合と使用者の力関係によるものである。この交渉は義務
付けられていないが，法律で定められてもいない。

Ｑ　ストライキはどのように定められているか。ストライキをすることで市民に文句を言
われないのはなぜか。
Ａ　ストライキは労働組合にとって一番大きな武器である。
　　そういう意味では労働組合は，ストライキを最終手段として使うため，慎重に使う。
特に公共部門のストライキは市民の生活に大きな負担を与えるため，公共部門の労働者
のストライキを制約する法律がある。ストライキを保障する権利があるのと同時に市民
が公共サービスを利用する権利も保障されており，それらが両立されている。
Ex.　医療のストライキの場合⇒最低限必要なサービスは保障されなければならない，
公共サービスのストライキは市民に負担をかけるため，組合としてはストライキの際
に市民に情報（理由）を与え事前に謝罪する。イタリア人は労働者に対する理解が強
く，援助してくれる。

Ｑ　組合の組織率を維持するために努力していることは？
Ａ　難しい質問である。
　　組合は労働者の権利を保護することについて，実際の不況を考慮に入れた上で対策を
取ろうとしている。他方，組合が現実的な対策を提示しようとするがために，労働者に
対し何かを犠牲にすることを求めることもしばしばある。例えば，会社が潰れないよう
に労働時間を減らすなど，組合にとって大切なのは，労働者の権利を保護しつつ，現実
的で真面目な組織であるとアピールすることであり，多くの人たちは理解してくれてい
る。また，組合員に対していろいろなサービスを提供している。
　　例えば，イタリアは納税手続が複雑であるのでそれに関するサービス（本来は有料だ
が，特別価格で行うなど。），職場で問題があれば法的な労働者の保護・弁護士などを通
して保護するサービス，窓口で相談するサービス，訴訟になれば一般の弁護士に相談に
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行くよりも有利な条件でリーガルサービスを利用できるサービスなどがある。これは若
い弁護士にも大きな機会である。組合は大学を卒業したばかりの若い弁護士に依頼する
ため，弁護士にとっても経験を積む機会になる。
Ｑ　会社が不当労働行為を改善しなかった場合に罰則のような制度はあるか。
Ａ　罰則はある。違反内容により罰則も変わる。
　　職場における健康安全の保障に対する違反は刑事的問題になる。例えば，1週間毎日
あるいは 15 日間連続で労働者を働かせた場合は高額の罰金になる。労働協約が守られ
ない場合は組合が雇用者を訴えることができる。訴訟の結果によっては罰金の支払いが
命じられることもある。
　　さらにもう一つの問題は，使用側が労働者の社会保険料を払わない場合は民事・刑事
で罰せられることがある。イタリアの司法権の中では労働の司法という専門部がある。
労働裁判所と労働裁判官という制度がある。
Ｑ　非正規労働者はどれくらい組合に入っているか。
Ａ　公共部門では，労働者約 300 万人（300 万人は正規である，更に 40 万人位の非正規
がいると考えている。），非正規は若い人がほとんど，問題はどういうところで雇用され
ているか，医者（救急病院），文化遺産関係（美術館や遺跡の館員）も多く，彼らによ
って文化遺産の見学が可能になっている。緊急部員のような必要不可欠の分野に関わっ
ているにもかかわらず非正規であるため，毎回契約が更新されるか分からない。2日前
までに 1万 4000 人の今年度末までの雇用を保証をする措置を政府が可決した。それが
なければ，彼らは失業し，美術館などは開かなくなってしまう。非正規雇用に苦しんで
いるのは学校教育界の労働者であり，例えば，20 年間非正規雇用が続いている人もい
る。介護の分野でも外国人の多くが非正規労働者であり，外国人は仕事がなくなればそ
の時点で違法滞在者になる。つまり，使用者に対して外国人（被用者）の立場は弱い。
Ｑ　日本では非正規労働者の割合が 35％を超え，賃金が不安定などの問題が山積してい
る。これを解決するために非正規労働者（有期雇用・派遣労働者）を組織化し組合を作
ることが検討されている。イタリアでもこれと同じような状況か。
Ａ　イタリアでは非正規雇用は一つの大きな問題である。イタリアでは非正規雇用の形式
が 44 種類ある（派遣・有期雇用以外にもある。）。
　　有期雇用と派遣は法律・規制・協約などによって規制されている。例えば，公共部門
の非正規雇用者の権利（休暇や労働時間等）も労働協約によって定められている。非正
規雇用の権利を守ることも大事だが非正規雇用を正規雇用に変えていくことが大事。実
際，組合の活動により何十万人もの非正規雇用の契約が正規雇用に転換された。ただ，
44種類の非正規労働の形態の中でも組合としても強く反対している労働の形態もある。
例えば，呼ばれたときだけ数時間の間仕事ができる形式。呼ばれたら仕事ができるが，
呼ばれなければ一月に約 150 ユーロ～200 ユーロの補償金が与えられる。しかし，一月
150 ユーロ～200 ユーロで生活することは無理。当初，このような形態は失業対策とし
て考えられたが，実際は貧困を増やすことになってしまっている。そのような労働者を
組合は組織することができていない。これは組合の一つの課題である。
Ｑ　日本でも派遣雇用のほとんどは，登録型派遣という派遣会社に登録して，派遣会社に
仕事の依頼があったときのみ，1日ないし数時間仕事ができるという派遣労働の形態が
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一般的である。その組織化が日本でも課題になっているので，イタリアでどのような取
組があるのかを教えていただきたい。
Ａ　ヨーロッパ全体でそうであることだが，イタリアの組合にとっても非常に問題であ
り，ほかの国よりも遅れていると思っている。基本的にはこのような労働者は何もしな
いよりも週に数時間でも働くほうがましだと考えているので，組織化することが難し
い。そのような労働者と話すと，「組合の言うことはもっともであるが，組合に入るこ
とで（使用者側から嫌がられるため）仕事ができなくなるのではないか」と懸念してい
る。
　　労働者を差別することは法律によって禁じられているが，その対象は職を有する労働
者であり，このような（非正規）労働者は含まれていない点で問題がある。計算では約
500 万人が派遣・非正規・有期である。また，闇経済が問題であり，特に南イタリアで
は犯罪組織とつながっていることである。以前は単純労働が非正規だったが，専門的な
分野でも非正規が増えていることが大きな課題となっている。
Ｑ　若者の雇用対策として，見習い労働制度や参入契約があると聞いているが，それにつ
いてはどのように考えているか。
Ａ　参入契約は制度として導入されたがあまり効果的でなかったと考えている。まず，雇
用者側から言えば十分な納税優遇措置がなかったこと。そのため組合としては参入契約
よりも見習い制度に重点を置いた。見習い制度は各職種別の労働協約の中での見習いの
部門を更新させていくものである。その見習いの中で職業の教育を義務付けること，さ
らに雇用者側は見習いを正規雇用する際の優遇措置を求めている。見習いは最高 3年ま
で。例えば 50 人見習いを雇ったとして，3年経って誰も雇わなければ会社は見習いの
制度を使うことはできなくなる。
　　見習いとは別の制度であるインターンは完全に無料であるが，濫用されていることが
大きな問題である。
Ｑ　先ほど，組合の活動により，非正規から正規に労働契約が変わったとあったが，具体
的にはどのような活動を行ったのか。
Ａ　まず，非正規が正規になりやすかった一つの条件としては，当時の政府が労働者の権
利や貧困など社会の問題を重視した政府であったことである。政治側の相手方がこのよ
うな課題を重視しなければ，組合は活動することが難しい。もちろん一気に非正規から
正規に契約を変更することは難しいので，徐々に正規化する基準を考えた。例えば，ど
れくらい働いたら正規になりやすいかなど。基本的には組合，政府，使用者がいるの
で，三当事者の協定によって進んでいった。同時に政治・使用者側に対する圧力をかけ
ることもあった。アメリカのロビー活動ではないが，政治に対する活動，ストライキ，
デモも主体となる。
　　もう一つは世論に呼びかけることも必要であるので，メディアに呼びかけることもあ
った。世論・新聞・ラジオ放送局など敏感なメディアも一部にあった。
　　難しい課題であり，数年間に及ぶ結果である。今も終わっていない。
Ｑ　どのくらい非正規が正規労働者になったのか。
Ａ　今は非正規を正規にすることは難しくなっている。そして，民間と公共の違いはあ
る。例えば，民間は非正規が増えている。新規労働者はほとんどいないし，そのほとん
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どは非正規。
　　2008 年～現在，公共自治体では約 8万人の非正規労働者が正規労働者になった。そ
れと同時に 2000 年～2010 年に約 10 万人の民間の非正規労働者が正規になった（統計
局のデータ）。
　　派遣労働者が派遣先の正規になるケースがあるがデータはない。
Ｑ　労働条件（主に賃金）は非正規から正規になったことで変わるのか。
Ａ　変わらない。
　　もともと正規と非正規は，多少の休暇の長さの違いはあるかもしれないが，基本的に
労働条件（権利など）に差異はない。非正規と正規の大きな違いは安定しているかそう
でないかである。
　　正規になったら非正規よりも少し安く雇われるようになったという要求がいくつかの
使用者団体から最近あった。組合はこれに反対している。
　　なぜなら，終身雇用制が崩れている中で，現在の正規労働者もいつ解雇されるか分か
らない状況になっている。その中で賃金も安くなってはとても不利である。成長にもよ
くないし，格差を増やすことにもなる。
　　そのため，見習いに重点を置いている。
　　あるいは，見習い以外にも教育が重視されているインターンに重点を置いている。
Ｑ　日本では正規と非正規の給与格差が倍以上であるが，イタリアは給与格差は生じない
のか。
Ａ　イタリアでも現実と規定では差異が生じている。いろいろな職種において全国協約上
は差異がないことになっているが，現実は異なっている。
　　なぜかというと，闇労働という大きな問題があるからである。さらに，イタリアは
2，3 人～10 人規模の小さな会社が約 300 万社ある。それがイタリアの経済のネットワ
ークである。それはイタリアの経済が柔軟であるというメリットでもあるが，制度が弱
いということにもつながる。
　　そういう小企業の労働者に対して労働組合が非常に大きく接しているということが問
題である。おそらくそのような世界では給与の差が大きい可能性は高い。
　　実際に発覚するのは税務警察や労働省の調査が入って，パートタイムの条件でフルタ
イムで働いているなどの場合。
Ｑ　見習い制度の重視は，再雇用や正規雇用につながりやすいという理由からか。
Ａ　見習いに重点を置いているまず一つの理由は，イタリアでは教育世界と労働がつなが
っていないことにある。教育を与えながら職場で働くことを可能にするのが見習いの制
度である。もちろん見習いの制度は，一種の見習いという名目で格安で働かされる危険
もあるが，組合としては見習いという制度の中でも権利を保障する役割が高い。
　　一番大事なのは，見習いが更新されないということである。
　　大事な手段は平均的には労働協約にもよるが，大体 10 人中 1人くらいを見習い期間
の後に雇用しなければ，その企業は今後一切見習い制度における優遇措置の対象になる
ことができない。
　　本人が別のところでまた見習いになることは可能。
　　場合によっては 10 人のうち最低 2人を雇わなくてはならないが，残り 8人のうち数
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人を雇うことを条件に再度同じ人を見習いとして雇う協約を結ぶことはあり得る。
Ｑ　労働者の地位向上とは別に弱者・貧困対策を組合として行っているのか。
Ａ　いくつか部分的にボランティア的な活動をしているところもある。
　　退職した組合員がボランティアをする協会が労働組合の中にある。活動にはお金が必
要であるため，資金集めのためのイベントを組合員がボランティアとして行っている。
また，組合幹部の場合，20 ユーロをボランティア活動に取り組む教会に対して支払っ
ている。
　　イタリアでは難民ボートのように外国人労働者が多い。イタリア最南端の島ランペド
ゥーサが特に多く，そこでは組合員がボランティアで海を渡ってきた移民を受け入れる
施設で活動している。そこでは地域のカトリック教会と協力している。
Ｑ　学校現場で非正規になりやすい要因はあるのか。
Ａ　20 年前から非正規を続けている人もいるが，小中学校と大学は別の話である。イタ
リアは，公的教育制度は民間はほとんどがカトリック系の学校である。公的な学校で正
規に働くためには国家試験が必要である。基本的には教育に対する財源が足りないとい
うこともある。正規雇用を雇う十分な財源が国にないことが問題の一要因である。学校
でなぜ非正規が多いかというと，学校が休みの間は非正規には給与を支給しないからで
ある。
　　大学では非正規が増えている。大学教育の中でも教授になる試験などは限られてお
り，かつ当該試験は不透明であることから，実際は教授のコネがなければ進むことがで
きない。
　　イタリアの教育の問題は不況であるから国が投資しないということにある。他の国で
は不況であれば教育に投資するという点が異なる。国民所得の 1％が教育費，優秀な研
究者がイタリアから離れていくことが問題である。特に，世界レベルの研究者は離れて
いっている。
Ｑ　緊縮財政により，医療費等社会保険料が下がっているという話があった。おそらく人
件費が最初に削られたのだと思うが，そこで医療労働者の労働環境に変化はあったの
か。また，失業者の生活が以前より過酷になったのか。
Ａ　過去 4年間に約 300 億ユーロの削減がおこなわれた。おそらくその影響で 4万人の看
護師，1万人の医師が減っている。病院の規模を縮小したためである。病棟を廃止する
などのこともあった。大都市であるミラノには 18 の病院があるが，産婦人科は 3つし
かない。
　　そのため，検査や診療を受けるための時間が長くなっていく。
　　これは医療の民間部門が大きく優遇されていることになる。
　　民間の病院で，全国に 24 の病院をもっている大きな病院がある。そして，SSNでも
診療してもらえるので，国からもお金をもらっている。イタリアの大新聞社の二番目の
株主になれるほどの財力である。
　　だが，イタリアの医療制度は世界でも屈指の優秀な制度であるのは幸いである。
　　緊縮財政の簡単な結果は，貧しいものはより貧しく，富める者も貧しく，ということ
である。
　　現在，イタリアの貧困層は約 600 万人といわれている。2010 年からは約 15％増えて
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いる。
　　失業手当はあるが，十分ではないので，社会がボランティアとして活躍し，労働組合
を含む宗教団体が大きな役割を必然的に担うことになっている。例えば貧困層のための
食堂は当初とは異なり，多くのイタリア人が利用している。
　　それよりも組合が懸念しているのは将来性である。この国に将来がなく，発展途上国
になってしまうことを懸念している。

■４　CONFCOOPERATIVE（コンフコーペラティブ）
【訪 問 先】　CONFCOOPERATIVE（コンフコーペラティブ）
【訪問日時】　2013 年 5 月 24 日
【概　　要】　 コンフコーペラティブ（CONFCOOPERATIVE）とは，イタリアの協同組

合をまとめる協会の連合である。約 2
万の協同組合がコンフコーペラティブ
に加入している。協同組合には，農
業，医療，教育，文化，観光，組合銀
行，生協，社会的協同組合の分野があ
る。社会的協同組合は全国で 1万 2千
あり 38 万人が雇用されている。約
6000 の社会的協同組合がコンフコー
ペラティブに加入し，23 万人が雇用
されている。過去 5年ヨーロッパは不
況で厳しい時代だったが，コンフコー
ペラティブに加入している社会的協同

組合の雇用率は 17％上がった。2012 年度は，雇用率が 4％上がった。社会
的協同組合の利用者は約 400 万人である。

質疑応答
Ｑ　貧困問題への取組は？
Ａ　加入している社会的協同組合はＡ
型，Ｂ型もある。社会的協同組合の
基本的概念は介護だけではなく雇用
も必要だというものである。貧困な
り障害なり，阻害されている人たち
のニーズを総合的に担おうとしてい
る。阻害されている人たちが社会の
一員となることが目的である。最初
のステップが介護であれば最終的に
は仕事をすることによって社会に入
っていけるようにする。人間を 360
度からケアする。我々の役割は社会



― 215 ―

第１章　海外調査訪問録

的協同組合を手伝うことである。納税の面，法律の面，資金の面で援助する。政治に働
きかけることもする。社会的協同組合や福祉を促進するような提案が実現されるように
する。10 の提案をすると 1つが実現される。我々の仕事は国会議員・大臣に対する政
策提言などの仕事が大きい。
Ｑ　政治に対する影響力があるのはなぜ？
Ａ　組織自体の信頼性がある。組織が色々な問題に取り組んで解決する能力があることが
政治の世界でも認められている。我々の提案が現実的で実現できるものである。政治家
は反対に実現できないことをたくさん約束する。
　　我々が政策を提案する際に最も重要なのは，自分たちだけでなく我々が担っている人
全員が提案を支えている背景があることを認識されることである。つまり，我々が
6000 の協同組合を代表しているというよりも 400 万人の利用者を代表していることが
政治的に認識されることが重要である。
　　イタリアの歴史の中でも協同組合は貢献していることが認められている。農業が典型
的な例である。協同組合があるからこそイタリアの農業が発展していることが認められ
ている。
Ｑ　社会的協同組合が行う貧困対策などを本来は国が行うべきでは？
Ａ　国は実際に国民のケアをするが，一番の手段は資金をいろんな形で国民に給付するこ
とになる。無償の医療サービス（SSN）や年金制度は，国が国民のケアとして実施して
いる。国が十分に働いてないと思っているわけではない。ただ，国はサービスを十分に
提供していないと思っている。
　　例えば，障がい者として 1か月 500 ユーロの手当が与えられる。それで生きることは
できるが社会的に阻害されている状況を克服はできない。社会的協同組合はそういう人
たちに介護と同時に仕事をする機会を与える。つまり，我々は自立させることが大事だ
と考えている。我々の協同組合に雇用されている障がい者は 1万 7千人いる。仕事があ
って税金を納めて国の負担にはなっていない。我々が国の代わりになることによって国
の負担を実際に減らしている。国がやっていないのではなく，国が十分によくやってい
ないと考えている。そういう意味で，我々は国の代わりにやっているのではなく国がや
っていないことを補完していると考えている。お互いに完全な制度に向かって協力し合
っていると考えている。ただ，我々の取組の方が国の取組より成果が高いと考えてい
る。
Ｑ　コンフコーペラティブが政治的に今取り組んでいる課題は？
Ａ　イタリアの一番の問題は雇用である。
　　我々の多くの提案は雇用を作るための提案である。
　　現在イタリア人の若者の 3分の 1は勉強もしないし，仕事もしない。総合失業率は
12％である。雇用率を高くするための提案である。我々が政治として動いているのは雇
用に掛かっている税金を減らすことである。さらに，我々が働いているのは福祉の分野
には雇用を作る機会がたくさんあるということである。日本と同様にイタリアでも高齢
化が進んでいる。
　　高齢者の多くは自立していない。高齢者たちの介護でどれだけの雇用ができるかを考
えていきたい。
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Ｑ　高齢者の介護は移民が担っていないのか？
Ａ　外国人が多いが，特に，女性で失業したために介護の仕事をしているイタリア人が増
えている。介護には二つの仕方がある。一つは，個人的に契約して住み込みで介護をす
る仕方で外国人に多い。もう一つは，協同組合とは別の仕方で難しいサービスを提供す
る。高齢者の場合は介護と同時に医療が必要な場合があり，しかも高度な医療を必要と
する場合がある。そういう設備の多くは協同組合によって担われている。
Ｑ　女性は仕事と子育てを両立できているのか。
Ａ　イタリアの子どもたちの 13％が幼稚園に行くことができる。イタリアには子どもた
ち 13％分の幼稚園しかない。イタリアでは祖父母が子どもの世話をする。これが少子
化と女性の雇用問題につながる。
Ｑ　資金はどこから調達するのか。
Ａ　協同組合がコンフコーペラティブに年間費を払う。国からは支払われてない。
Ｑ　社会的協同組合に資金などの援助は行っているのか。
Ａ　コンフコーペラティブが社会的協同組合に国・自治体，地域の銀行などによる交付金
の案などの情報を提供する。
　　コンフコーペラティブは銀行が社会的協同組合に融資をすることを仲介する。コンフ
コーペラティブ全体の中での連帯がある。加入する全ての協同組合の利潤の 3％がコン
フコーペラティブに集められる。それを財源として必要とする協同組合に色々な形で利
用する。協同組合であるからこそ助けあう。自分の利益の一部を他の協同組合に渡す。
コンフコーペラティブ自体が協同組合に直接融資することもある。
Ｑ　緊縮財政が活動に影響を及ぼしているか。
Ａ　組織は財政的に国から独立しているが，協同組合は自治体や国のための仕事をしてい
るので，緊縮財政の中で自治体や国からの発注が少なくなり，色々なサービスを提供す
ることが難しくなっている。
　　特に社会的協同組合の顧客は自治体・病院であるので緊縮財政の中で発注が少なくな
っている。
　　過去にはイタリアの福祉国家は赤字を作ることで賄われていたが現在はそれが不可能
となった。そういう中で，福祉のため，自治体のための財源が削減されている。そうす
ると，地域の福祉サービスを社会的協同組合に依頼することができなくなっている。
Ｑ　若者の雇用を創出するために可能性のある分野は？
Ａ　農業，再生可能エネルギー，文化の分野に雇用の可能性がある。
　　イタリアには莫大な文化遺産があるが，それらが十分に利用されていない。ローマで
は公開されている教会があるが公開していない教会もたくさんある。美術館に行って
100 個の作品を見られるとしても，別の 100 個の作品は見られない（非公開になってい
る）。それらの文化遺産を公開，閲覧できるようにすることで雇用を作ることが考えら
れる。
　　再生可能エネルギー分野も可能性がある。イタリアは原子力を使わない。太陽エネル
ギー，風力，ゴミからのバイオマスのエネルギーなどがある。現在イタリアではゴミの
リサイクル比率は低く，ゴミを再利用してエネルギーとして発電できるがしていない。
北アフリカから来る化石エネルギーに依存している。
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　　イタリアの若者の 10％は社会的協同組合の中で就職できる。
　　若い人たちに困難なのは経験のない人が就職することだが社会的協同組合の場合は未
経験の人が就職することが比較的簡単である。
　　社会的協同組合の労働者の平均年齢は非常に低い。社会的協同組合は若年層の雇用を
作るのに大きな役割を果たしている。
　　EUの指示であるが，新しい雇用を作るには福祉・医療が重点になるべきだと言われ
ている。介護などの社会保障の分野は大きな投資が必要でないので，少ない投資で雇用
に結びつけることができる。
Ｑ　社会的協同組合は職業訓練を受けられる機能を果たしているか。
Ａ　社会的協同組合も職業訓練に関わっているが，全体的にイタリアで職業訓練は悪く運
用されている。職業訓練は成果を確認していない。成果というのは雇用である。職業訓
練が新しい雇用につながるかは十分に確認されていない。この分野は改革すべき分野で
ある。
Ｑ　社会的協同組合の中で未経験から経験をして転職する人は？
Ａ　我々の職業訓練は職場の
訓練である。その機会を与
えるのは大きな意味があ
る。
　　障がい者の場合は協同組
合以外の場所で就職するの
が一番の目的である。我々
が一番うまくできるのは職
業を教えることである。障
がい者の場合は，一定期間
協同組合の中で職業を習う
ことである。理想は，協同
組合を出て普通の企業で就
職することである。
Ｑ　Ｂ型の社会的協同組合と普通の企業とは違うのか。
Ａ　Ｂ型は会社とは違う。Ｂ型には，障がいのある人が自立するための支援をするチュー
ターがいる。チューターは二つの仕事をしている。先生のように障がい者のケアをしな
がら同時に協同組合の仕事をしている。二つの仕事を一つの仕事の給料でしている。
Ｑ　チューターはＢ型の社会的協同組合の中で福祉的なケアをしているのか？
Ａ　チューターは福祉的なケアをしている。社会就職就労ケアをしている。障がい者には
他にもいろいろなニーズがある。人間関係や人との交流でサポートが必要である。精神
的障がいがある人は職場で問題になることがある。元麻薬依存者が誘惑される場合があ
るので誘惑に弱い期間を克服することを手伝う。
Ｑ　労働時間の間にそういうケアがあるのか。
Ａ　2，3 人ぐらいをケアする。ケアするのは労働時間内である。障がいや社会的に弱い
立場は，人それぞれで違う。チューターがいるかどうかがＢ型と一般企業の違いである。
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Ｑ　一般の企業が障がい者に対して合理的配慮をしているか？
Ａ　普通の企業では障がい者に対する合理的配慮はない。イタリアでは，障がい者は普通
の企業に就職できない。50 人以上雇用している企業は労働者の 7％は社会的に弱者とみ
なされている労働者でなければならないという法律がある。罰則があるが企業は罰金を
払った方がよいと思っている。
Ｑ　罰金を払う企業を公表することはあるか。
Ａ　そういうことはない。ネットを検索すると障がい者ができないような仕事（クレーン
の運転など）を募集している企業がある。募集をしたけど誰もいなかったという国への
言い訳になる。障がい者の保護団体がそういう企業を探している。
Ｑ　日本では福祉の仕事は賃金が低くて女性が多いがイタリアではどうか。
Ａ　似たような現象はある。ただ，就職できるというのは経済的に自立するだけでなく人
間として自立する第一歩なので意義があると考えている。そういう意味で，社会的協同
組合は一歩目のステップと考えている。
　　例として，2人の子どもができて仕事ができなかった女性に対して社会的協同組合は
再就職の機会を与えることはできる。最初は賃金は低いかも知れないが，仕事をしなが
ら看護師の資格を得ることができる。2，3 年働いた後に資格を得て専門的な仕事を得
られる。
Ｑ　イタリアで社会的協同組合が発展したのはなぜか。
Ａ　一種の発明である。1991 年の 381 号法が社会的協同組合の発明になる。いろいろな
国のニーズや問題をまとめることができた法律である。1980 年代からはオイルショッ
クなどがあり，特に福祉の面で国の役割が後退していった時期である。そういう中で社
会的協同組合のような組織が活躍する場が設けられてきた。さらに，国や自治体の運営
は非効率的で生産率が低い。企業的な社会的協同組合が運営することによって成果が高
くなりコストも低い。
Ｑ　州ごとで社会的協同組合の運営に違いはあるか。
Ａ　イタリアでは北部と南部の格差が大きいが，それが社会的協同組合にも反映する。北
部の社会的協同組合は規模が大きいし資本が大きい。それは経済全体と余り変わらな
い。南北の格差が社会的協同組合の場にも見えてくる。
　　逆に言えば，南イタリアで社会的協同組合が発展する余地がある。歴史的には中部・
北部が社会的協同組合運動の中心だった。北イタリアのブレシアという町で社会的協同
組合が発展していった。今成長率が高いのは南イタリアのシチリア州，あるいはバジリ
カータ州である。
Ｑ　日本では貧困の連鎖が問題となっているがイタリアではどうか。
Ａ　貧困の連鎖というのはイタリアにもある。取組はあまりないが，社会的協同組合の活
動自体が間接的に貢献している。いわゆる社会エレベータという表現である。我々は社
会エレベータの入口である。エレベータがなければ貧困層の人は貧困層に残る。最初の
雇用を与えることで次の雇用につながる。イタリアの問題は機会を掴む可能性を与える
ことである。我々の貧困の概念はお金がないのではなく可能性がないことである。
Ｑ　社会的協同組合が刑務所出所者の更生支援をしているか。
Ａ　刑務所出所者の更生支援は大きな分野である。まずは，服役している時点から活動を
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始める。刑務所の中で職業訓練を行う。刑務所を出た時点でパン焼き職人になれたり，
ピザ職人になれる。刑務所を出たら社会的協同組合で仕事を続けるか，完全に自立して
就職するか選ぶことができる。
　　我々が政治に提案した中で成果があったのは刑務所にいる人を対象にした取組であ
る。世論・政治の理解を得るのは難しい。失業者から見たら何で刑務所にいる人に機会
を与えて私たちに機会を与えないのかという不満がある。我々は，囚人がどれだけ国の
負担になるかを理解させることによって世論を説得できた。囚人が 1日刑務所にいるこ
とによるコストは 136 ユーロである。刑務所の制度，コストの分析をすることによって
囚人に職業を教えて再就職させることが効率的であることを理解してもらうようにし
た。それによって，世論と政治を説得させることができた。
　　さらに，社会的協同組合の中で働いた元囚人の 5％だけが再犯を犯したという再犯率
の低さ，そうでない囚人の 90％が再犯を犯したというデータを示した。我々の提案は
一般の市民に安全を保障すると認識された。刑務所の中に約 100 個の社会的協同組合が
入って活動している。
Ｑ　イタリア以外の国では社会的協同組合の試みはあるのか。
Ａ　スペイン，フランス，ポーランド，ベルギー，ポルトガルに社会的協同組合に関する
法律がある。まだ，歴史が短くイタリア程の成果は出ていない。社会的協同組合はイタ
リアでカトリック系の協同組合運動から生まれた。
Ｑ　地域密着の活動ができているのはなぜか。
Ａ　カトリック教会の地域密着の活動があったからである。まずはイタリアに協同組合の
運動自体が強いし根づいている。そこからの発展として社会的協同組合が生まれてい
る。
Ｑ　移民者を支援するために世論や政治の理解を得るためにはどうすればよいか。
Ａ　イタリア人がしたくない仕事が実際にたくさんある。出生率が低い国なので他の国か
らくる若者が必要である。そういう意味では，コストの問題である。もう一つはキリス
ト教的価値観である。同時に北アフリカの多くの独裁政権を西欧諸国が支持したという
責任感というのもある。イタリア政府はカダフィなどを支持していた。リビアからの移
民が多いがイタリアは大量の武器をリビアに売っていた。イタリアにはカトリック教会
の文化と共産主義的文化が強いのでそれら大事な土壌を作っている。
Ｑ　社会的協同組合で働く人の賃金の引上げのための活動はどうしているか。
Ａ　労働組合との交渉である。実際に労働協力は本部で行う。使用者としての協同組合と
組合の労働者の交渉である。不思議な交渉である。労働組合は労働者を代表し，協同組
合は協同組合員を代表している。基本的には組合というのは同じ人である。けんかをす
る。けんかをしている中でも賃金を上げることはできる。
Ｑ　緊縮財政の中で国から仕事を取る活動はしているのか。
Ａ　まずやるべきなのは福祉に対する出費というのは投資であることを理解してもらうと
いう文化的なことである。新聞，メディア，一般の世論では社会出費，福祉のための出
費と書かれている。本当なら出資ではなくて投資と書かれるべきである。それを理解さ
せるのが一番難しい。
Ｑ　コンフコーペラティブと国の関係は今後どうあるべきか。
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Ａ　イタリアは政治が不安定というのが一つの問題である。政権が代わるたびに政治に対
する働きかけがゼロから始まる。我々が政治に一番理解してもらいたいのは，我々が雇
用に一番貢献している分野であることを理解してもらいたい。協同組合は不況であると
きに成長する。それを理解させるのは難しい。
Ｑ　普通の企業と競争関係に立つように見えるが産業界からの圧力はあるのか。
Ａ　産業界からの圧力は確かにある。協同組合は労働者が魅力的と感じる職場であると説
明する。ただ，協同組合は労働者が運営している企業なので非常に運営が難しい。例え
ば，協同組合の中での会議は複雑であり，組合員が一致するのが難しい。ただ，一致し
た時点では普通の企業より成果は高い。
Ｑ　社会的協同組合のＢ型で弱者を雇うことの困難さはあるか。
Ａ　不利な労働者，弱者の能力を浮上させることには困難がある。一旦浮上させれば一般
の労働者の能力よりも低いわけではない。浮上させるための負担は実際にあるが国の優
遇措置がある。労働者のための社会保険料を払わなくてよい（社会保険料の使用者分を
免除される）。不利な労働者の生産性が低い分，国によって援助されている。我々は基
本的な能力というのは障がいがあっても人間にはあると認識している。
Ｑ　社会的協同組合の中での弁護士はどういう役割を果たしているか。
Ａ　他の企業でも同じであるが今は企業が弁護士を必要としている。例えば，公共入札，
自治体や国との関係である。多くの協同組合はコンソーシャルでまとまっているが，一
番のコストは弁護士のコストである。特に公共事業をする企業は訴訟・紛争の可能性が
高い。予防法務，訴訟をすることを妨げるという弁護士の仕事が重要である。協同組合
の世界では訴訟や弁護士に使う金額は非常に高い。その意味では，弁護士の世界でも社
会的協同組合が注目されている。最近は，弁護士なども社会的協同組合を研究して専門
にしている。
Ｑ　コンフコーペラティブ，レーガコープ，AGCI の 3 団体共通の課題は何か。
Ａ　雇用である。

■５　CARITAS ITALIANA（カリタス・イタリア）
【訪 問 先】　CARITAS ITALIANA（カリタス・イタリア）
【訪問日時】　2013 年 5 月 21 日
【対 応 者】　カリタス・イタリア国内政策責任者
　　　　　　Francesco MARSICO氏
【概　　要】　 　1971 年設立。イタリアカトリック教会が創設した慈善活動組織である。

カトリック教会からの寄付などを財源にしながら，社会的協同組合の設立の
促進や様々な貧困対策の促進活動を行っている。

１　CARITAS ITALIANAの概要・沿革
　CARITAS ITALIANA（以下，「カリタス・イタリア」という。）は，イタリアカトリ
ック教会が，各地域のカトリック教会の協会区における慈善活動を促進するため，1971
年に設立した組織である。1970 年代～80 年代には，北イタリアで発生した地震などの自
然災害への支援で大きく活躍し，1980 年代の終わり頃からは，移民問題にも力を入れて
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いる。貧困問題対策については，カト
リック教会がカリタス・イタリア設立
前から行っていたところであるが，カ
リタス・イタリアにおいてもホームレ
スへの支援などに取り組んでいる。
　慈善活動など現場での支援活動を実
際に行っているのは，各地域のカリタ
スである。カリタスは，イタリア全土
で，貧困地域を中心に合計 220 の組織
が活動しており，カリタス・イタリア
は全国の個別組織をまとめている組織
である。
Ｑ　カリタス・イタリアと各地の個別組織はどのような関係か。
Ａ　カリタス・イタリアが直接運営している取組の中心は，海外での支援活動や自然災害
被災地への支援活動である。貧困対策は，カリタス・イタリアではなく，各地域のカリ
タスが主として行っている。
　　貧困対策においては，地域の声を直接聞くのが大事なので，各地域の相談センターが
貧困対策の第一歩となる。各地域の相談センターから浮上してくる地域のニーズに対
し，各地域のカリタスはそれぞれそのニーズへの対応をしながら，全国組織であるカリ
タス・イタリアにも報告する仕組みになっている。
　　カリタス・イタリアは，各地域の声を集約して，貧困に関する全国レポートを作成し
ている。このレポートは，国の政策形成にも大きな役割を持っている。なぜなら，この
レポートの内容は，国の対策不足を浮き彫りにするものだからである。
　　例えば，イタリアにおける貧困対策プランの不十分さの表れとして，最低限の所得保
障制度がないことが挙げられる。イタリアの公的福祉制度は，セクターごとに分かれて
しまっており，社会全般を対象にしていない。国は，貧困対策として，公共サービスの
支払いに利用できる社会カード（ソーシャルカード）を発行したが，その対象者は 3歳
以下の子どもまたは 65 歳以上の高齢者がいる世帯に限られ，それ以外の世帯は対象に
なっていないという問題がある。
　　また，地域のカリタスの活動から分かる国の対策不足は，地域間格差にも表れてい
る。特に，北イタリアの県は裕福である一方で，南イタリアの県では貧困対策が不十分
なままになっている。イタリアの貧困率は，全国平均で 11％ほどであるが，南イタリ
アでは，全国平均の倍以上になっている。イタリア国内の地域間格差は，教会組織を基
盤とするカリタスの財源にも反映されている。そこで，各地のカリタスの運営にあまり
差が出ないようバランスをとる必要があるため，カリタス・イタリアが，各地域の財源
についても，全体で調整した上で分配する機能を持っている。
Ｑ　カリタス・イタリアはどのような姿勢で貧困問題に取り組んでいるのか。
Ａ　カリタス・イタリアを含むカトリック教会は，以前は，物質的な支援は国家の役割と
考え，精神的な水準を高めていくための支援が教会の役割であると考えていた。しか
し，国家の役割が十分に果たされていない社会状況の下で，物質的に支援を与えるとい
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う視点から人間に対する支援を実施するようになった。教会が行うのは，単なる物質の
援助というより，人間を支える活動である。
　　現在の不況の影響から，最近は，精神的なものより物質的な支援のニーズが増えた。
Ｑ　カリタス・イタリアの財源はどうなっているのか。
Ａ　カリタス・イタリアの運営費全体の約 2割はカトリック教会からの資金で賄っている
が，大きな割合を占めるのは個人的な寄付である。各地域のカリタスの運営費の財源に
ついても，概ね同じような割合となっている。一部の取組については，カトリック教会
の資金だけで賄うこともある。また，大災害などの場合には，全国的なカンパを募って
活動資金とすることもある。
Ｑ　どのようにして組織作りを行ってきたのか。
Ａ　カリタス・イタリアと各地域のネットワークがあるのは，カトリック教会がイタリア
全土に根付いているという歴史的理由がある。
　　カリタス・イタリアは，一律ではないが，ある程度の一貫性のある政策を全国的に行
ってきている。各地域の組織の能力は，その地域の人材に大きく左右されるため，カリ
タス・イタリアとしては，各地域組織の運営者の教育が重要と思っている。そのため，
カリタス・イタリアでは，運営者の教育に力を入れており，全国 220 組織の内 9割くら
いが，カリタス・イタリアの教育を受け，組織運営に関する内容を共有している。ま
た，毎年，各地域のカリタスの運営者 600 名程が 3日間の集会に参加して，移民問題，
貧困問題，国際的取組など全国的なテーマごとに意見交換するなどして情報を共有して
いる。

２　カリタス・イタリアの運営主体
　カリタス・イタリア本体のスタッフは 40 人（内聖職者は 3人のみ）。社会学，政治学，
経済学，法学を学んだ者や，社会福祉の教育を受けた者が多い。
　各地域の組織としては，各地域の教会長（普通は聖職者）がいて，その下にチームがで
きている。チームは主に各地域の信者の共同体であり，慈善活動やその促進活動などを行
っている。例えば，ローマ・カリタスは，いくつかの協同組合を連合した組織があり，全
体で 100 人くらいの人が働いている。また，ミラノや北イタリア地域のカリタスも，その
ような組織で運営されている。他方で，南イタリア地域の小さいカリタスの場合は，1～
2人がボランティアで活動しているところもある。
Ｑ　弁護士がカリタス・イタリアの活動に関与することもあるか。
Ａ　カリタス・イタリアや各地域のカリタスの活動で，弁護士が関与することもある。弁
護士が関与して活動している分野で最も大きなものは，移民の権利保護の分野である。
これはボランティアで対応している。
　　弁護士が関与するもう一つの大きな分野は，多額の債務を抱える世帯に対する支援で
ある。銀行への対応について弁護士が支援したりする。その他に離婚や法的別居に関す
る親権争いなどの分野でもある程度活動しているが，それほど大きくはない。弁護士費
用については，訴訟につながる活動では弁護士会の規定に従っているが，そうではない
コンサルタント的な活動はボランティアで対応している。
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３　カリタス・イタリアが取り組む貧困対策としての諸活動
　（1）貧困層に対する支援
　　イタリア政府の統計局における貧困の定義は，一般消費所得の半分以下の所得しかな
い世帯のことをいう。この定義にしたがうと，イタリアの全世帯の 11％，人口の 13％
が貧困ということになる。もうひとつの貧困の定義である絶対的貧困とは，生活必需品
を消費できない人のことを言い，イタリア全国で 360 万人くらいと言われている。
　　貧困層に属するのは特に母子世帯，一人の所得しかない子どもがいる世帯であり，貧
困の危険は子どもが増えるほど高くなる。他方，高齢者は，最低年金制度があるため，
貧困世帯は比較的少ない。最近の傾向として増えているのは，ワーキングプア世帯であ
る。
Ｑ　カリタス・イタリアが特に注意している貧困層はどういう世帯か。
Ａ　子どものいる世帯が貧困層に入っていく危険の高いことを懸念している。不況の中で
大きく増えたと感じるのは，失業手当や所得補償基金の受給者で子どものいる世帯。こ
の世帯の人が，地域の教会に食料，医療を求めてくる例が増えている。
　　また，最近では，高齢者世帯がその子ども世帯へ援助する例が増えており，子ども世
帯への援助が増えるにつれて高齢者世帯も生活に困るという例が増えている。2010 年
度までは，統計局のデータでも，所得補償基金や家庭内での支援でどうにかなっていた
ようだが，その後，家庭内では支えきれない状況が出てきている。
Ｑ　カリタス・イタリアの活動に対してキリスト教信者の意識はどういうものか。貧困層
への差別意識はあるか。
Ａ　カリタス・イタリアの第一目標は，人々を啓蒙することにある。貧困問題について，
確かに以前は，自己責任であると差別的に見られていたところもあった。しかし，今
は，貧困は個人以上の現象であり，自己責任を超えた問題であると認識されはじめてい
る。もっとも，移民に関する取組に対してはまだまだ困難が大きい。この問題に関して
は，信者からの寄付金よりも，カトリック教会組織からの支出の方が大きい。
Ｑ　貧困問題が自己責任を超えた問題であると認識されはじめたのは，どういう理由から
か。
Ａ　今までと違って，現在の貧困層は，失業，仕事のない若者，所得補償金を受ける人な
ど，身近な人が増えている。多くの人にとって，今までの貧困層はどこか別の世界の人
と見られていた。しかし，身近な人が貧困層となることで，困っている人たちに対する
否定的な意識がなくなってきた。ただ，他方で，移民に対する理解はまだまだ進んでい
ない。
　　貧困問題対策，移民問題対策を広く市民に受け入れやすくするためには，市民全体に
対する文化的対策が必要であるし，差別意識をできるだけ消していく必要がある。
Ｑ　カリタス・イタリアでは，ボランティア的な支援と国家の役割との間の調整について
は，どのように整理しているのか。
Ａ　イタリアには，日本の生活保護制度のような最低限の所得保障制度はない。もっと
も，イタリアにおいても，最低限の所得保障制度が提案されることがある。カリタス・
イタリアの調査では，イタリア市民の 67％が最低限の所得保障制度に賛成している。
もしこれが実現したらイタリアの社会保障制度は大きく変わる。
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　　現在，イタリアの福利厚生制度全体の改革が議論されているが，国家の「補完性」の
原則（決定や自治などをできるかぎり小さい単位でおこない，できないことのみをより
大きな単位の団体で補完していくという考え方。）についてどのように考えるべきか
は，大きな問題である。今までは国家がしないことを社会的協同組合が実施していた。
地域社会では，国家が全ての社会保障サービスを提供すべきであるという考え方がある
一方で，民間においてもたとえ一部でも社会保障サービスを供給すべきであるとも考え
ている。
　　カリタス・イタリアとしては，国家は最低限の所得保障制度を整備するなどして市民
の権利の側面をしっかりと保障し，他方で，地域社会における教会やボランティアが当
該地域の活動を行えるようにすること，その調和が理想であると考えている。
　（2）社会的協同組合
　　カリタス・イタリアの地域組織は，ホームレスの宿泊施設や食堂などを運営している
ほかに，社会的協同組合の運営をしている例もある。例えば，ローマ・カリタスが関与
している社会的協同組合は，合法・非合法を問わない外国人のための医療設備を運営し
ている。当該設備ではボランティアの医者が活動している。
　　社会的協同組合は公的資金に依存していることも多いため，緊縮財政によって同組合
の運営が困難になることがあるなど，社会保障の実施を社会的協同組合に依存するのは
問題がある。もっとも，カトリック教会系の社会的協同組合は，カリタス・イタリアの
支援を受けることができるため，不況の中でもある程度その活動が保障されている。
　（3）ワーキングプア・ニート問題
　　ワーキングプアの問題は，1990 年代の半ばから浮上してきた。特にサービス業の安
い雇用，有期雇用の労働者に関して目立ち始めた。
　　非正規労働に関する問題は，基本的には若年層の問題である。非正規労働の若年層は
家庭から完全に独立していないことが多く，その生活は家族が支えていることが多い。
　　南イタリア地域ではニートの問題が大きい。これまでは家族が支えていたために社会
問題として浮上してこなかったが，不況が続いていることでカリタスなどの支援が必要
になってきている。
　（4）ホームレス支援
　　イタリア政府の統計局が，労働局，カリタス・イタリア，ホームレス支援をする教会
などの協力を得て調査したところ，イタリア全土のホームレスは約 80 万人であるとい
う結果が出た。この調査におけるホームレスの定義は，教会の宿泊施設にいる人や離婚
などに伴い一時的に住まいを失っている人，更に一定の水準を満たさない家に住んでい
る人も含む数字である。
　　ホームレスには，職業があっても社会から阻害されていたり，社会のネットワークに
頼らなければ生きていけない人が含まれる。そのため，ホームレス対策としては，食
堂，宿泊施設の提供だけでは不十分であり，それぞれの状況に応じたニーズを分析し，
どういう支援をするかを検討することが必要である。
　　カリタス・イタリアは，宿泊施設の多様性確保，ワーキングプアのホームレスに対す
る職業活動の強化，孤立を防ぐための社会的ネットワークの強化に取り組んでいる。
Ｑ　完全に家を失ったホームレスの方はどうやって生活しているのか。
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Ａ　完全にお金がなくなった人は，教会以外に頼るところがない。例えば，ローマなど
の自治体は，寒い冬の間だけは地下鉄ホームを開放して緊急的にそこに滞在できるよ
うにすることがある。
　　ローマなどの都市では道路で寝ている人もいる。都市の郊外でテントやバラックを
建てて住んでいる人もいる。政府は特に支援をしていない。そういう中でどういう解
決をするかは課題である。

　（5）女性に関する問題に対する支援
　　イタリアでは，女性を対象にする支援の中で大きいのは，売春婦に対する取組であ
る。カトリック教会では，売春組織から逃げてくる女性を受け入れる体制作りをしてい
る。また，カリタス・イタリアは，イタリア政府に対して，そういう女性たちを保護す
る法律を作るようロビー活動をしてきている。
　　カリタスの地域活動としては，女性を受け入れる設備を作って保護すること，地域の
警察と協力しながら地域をパトロールするなどの取組をしている。
　　他に，カリタス・イタリアの創設前から，カトリック教会は，母子家庭に対する支援
に力を入れてきた。もっとも，最近は，離婚した男性が貧困に陥ることも多く，そうい
う男性への支援も，比率は低いものの問題になってきている。
　（6）子どもの貧困問題に対する支援
　　イタリアでは，1992 年～1993 年に大きな緊縮財政があり，1990 年半ばには家族手当
が大きく削減された。当時は，社会保障全体を大きく改革をするという考えがあった
が，実際には，手当削減がされただけで改革はなされなかった。家族手当の対象は所得
が非常に低い世帯に限定されており，金額もたいしたことがない。そのため，家庭への
支援が必要になっている。
　（7）障がい者に対する支援
　　イタリアの福祉制度では，障がい者には権利としての制度が確立しているが，病気の
場合には制度が不十分であるという問題がある。例えば，高齢者の病気やアルツハイマ
ー病などは，一部だけが市民健康サービスの負担となり，ケアのためのヘルパーなどは
本人負担となる。これは将来的に大きな問題になりうる。将来的には社会的協同組合
が，医療支援と同時に解決していく必要がある。
　　他に，障がい者に対する支援として，ミラノの教会では，精神的障がい者のための施
設を設けた。施設建設について，当初，地域の人たちからの反対があったが，やがて入
所者が名前で呼ばれるようになり，地域社会の一員として受け入れられるようになっ
た。
　（8）刑事施設収容経験者に対する支援
　　カリタス・イタリアは，貧困層が自ら所得を作り出す活動にも取り組んでいる。例え
ば，南イタリアのシチリア島メッシーナにあった刑務精神病院が廃止になった際，そこ
にいた人たちの社会復帰活動を支援する財団法人に資金を提供し，太陽電気の発電所を
建設した。そして，その発電所から得られた収益を，そこにいた人たちの社会復帰や就
職活動に利用した。
　　カリタス・イタリアが将来的な活動の形と考えているのは，カリタスの地域組織が仲
介をして，地域の企業，行政機関，金融機関などが協力できるような共同体を作ること
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である。その共同体が自律性のある様々な活動を支えていく仕組みを作ることが，持続
性のある支援のために必要であると考えている。
　　また，カリタス・イタリアは，各地域で服役中の人や出所後の人に対して住居を用意
する活動や職業教育を実施する活動も行っている。特に，職業訓練については，地域の
企業や教会と協働して取り組んでおり，カリタス・イタリアの資金を原資として職業教
育のための支援金制度（本人対象，企業対象の両方）も設けている。このような支援が
成功している地域では，出所者の再犯が減っているという成果があるが，まだ全国的な
取組ではない。
　（9）移民に対する支援
　　カリタス・イタリアの重要な取組として，イタリアに来たばかりの外国人移民の受入
れと，居住中の外国人移民がイタリア社会に入っていくための活動がある。
　　1990 年代には，移民の受入れに関して，宿泊場所や職業の確保という問題に集中し
ていた。この当時，特に注目されたのは非合法移民に対する医療サービスの提供であっ
た。また，移民の就労に関して，多くの移民が就職していたヘルパーの仕事に就けるよ
うヘルパー教育を提供した。
　　その後，移民が増えるにしたがい，移民がイタリア社会に入っていくための支援が問
題となった。外国人移民の場合，社会から阻害されていることから差別意識が生まれる
という問題があったため，カリタス・イタリアでは，宿泊施設を信者の家庭にしたり，
移民専用ではない施設での受け入れをしたりして，交流の場を増やした。移民の子ども
についても，イタリアの学校に行けるようにした上で，授業時間外にイタリア人の子ど
もたちと移民の子どもたちが交流できる場を設けるなどして，一緒に活動する場を作る
支援を行っている。

４　カリタス・イタリアの政策を政治に反映する手段
　カリタス・イタリアは，政治に意見を反映させる重要な手段として，毎年，貧困問題に
関する報告書を公表している。報告書では，貧困問題に関して調査・分析し，財政面を含
めて様々な提案を行っている。また，時の政府の政策への反対声明を出す活動も行ってい
る。他に，政府の調査委員会に委員として参加もしている。政府に対する声明について

は，公表時にただちに影響力がある
わけではないが，文化を積み上げる
という重要な意味がある。

５ 　カリタス・イタリアの今後
の課題

　カリタス・イタリアに限らずカト
リック教会全体の問題であるが，信
者の数が減少することで支援活動全
体が縮小してきている。ボランティ
ア活動をする青年が減ってきている
という問題がある。
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　財政面では，地域の緊縮財政が進み，社会的協同組合に対する交付金が減っていること
で，新規の活動を始めることが難しくなってきている。
　カリタス・イタリアの今後の大きな課題としては，公的資金に依存しない体制を作るこ
と，寄付金を誘致する力を作ることが挙げられる。また，今後は，貧困層自体で所得を作
る能力を上げることが必要であり，そのための実験的な取組を進めているところである。

■６　Cesare Pinelli（ピネッリ）教授
【訪問日時】　2013 年 5 月 24 日
【対 応 者】　Cesare Pinelli（ピネッリ）教授（ローマ第一大学・憲法学）
【概　　要】　 　イタリアの憲法学者は，貧困問題をどのように考えるか。社会保障を受け

ることの権利性は前提とされているものの，民間団体等が社会保障的役割を
担っていることなどから，国にはあまり多くが要求されていない。

　　
【質疑応答】
１　ピネッリ教授の専門分野について
Ｑ　最初に，先生の御専門とされておられる分野について教えてほしい。
Ａ　現在は，憲法とEUの法律を専門としている。それから，イタリアの法の起源となる
法律や憲法，政府の規定，権利。
　　そして，皆さんの分野と一番近いものとしては，社会から疎外されている人々につい
ての研究もしている。これが貧困に一番近いだろう。私は，「社会からの疎外」という
本を編集した。英語の文献も書いている。
Ｑ　疎外というのは，疎外の要因か結果のどちらをテーマにしているのか。
Ａ　両方である。必要な政策を理解するには，その要因を理解する必要がある。
　　基本的には，この課題は，社会学者と法学者がやっている。両者で観点が違う。社会
学者は，法の改革を視野に入れながら，社会疎外の要因を理解しようとする。一方，法
学者は，法の改正などを重視するとともに，裁判で裁かれるような差別も理解しようと
している。例えば，我々の観点から見ると，疎外には，刑務所にいる人も含む。人種差
別も含む。しかしこれらのテーマには社会学者はあまり興味がない。我々の方が広い意
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味での社会疎外を扱っている。
　　ただ，正直に認めると，法学者の中では，疎外に対する興味は断続的である。
　　疎外の一つは，家を有する・家に住める権利という点にある。あるいは，学校教育の
質が低いこと，学校の設備が良くないこと，これらも一種の社会疎外であると考えてい
る。

２　イタリアにおける二つの「補完性」について
　（1）二つの補完性の概要
Ｑ　イタリアでは，「補完性」という言葉があると聞いている。一つは，国と地方との
間での補完性。一つは公共と民間の間での補完性。これらについて説明を聞きたい。
Ａ　その通り，垂直と水平の二つの補完性がある。これらは，両方とも，イタリアの憲
法上認められている補完性である。憲法 118 条 ii（2001 年憲法改正で生まれた条項）
に規定されている。
　　垂直の補完性は，原則としては市民に対する議論については最も市民に近い立場に
ある市が行うべきであり，市にその能力がない部分については，順に県，州，国が手
助けをするというもの。
　　水平の補完性は，個人の教会なども，公益の分野にも関わることが可能であるとい
うもの。イタリアでは，ボランティア活動が大きな役割を果たしている。例えば，高
齢者の介護など。教会などが，本来国がすべきことを代わりにやっている。

　（2）水平の補完性について
　①　国と民間団体の役割分担
Ｑ　教会などは，本来自分たちではなく国がやるべきだという考えを持っているの
か，自分たちがやることで納得しているのか。
Ａ　確かに，水平の補完性にはあいまいさがある。イタリアは非常に複雑な国で，地
域によっては教会が社会に貢献する伝統が根付いていることもある。例えば，フィ
レンツェのピストーニャという町では，1500 年代から，民間の教会が病院を運営
していた。イタリアの一部の地域ではこのように根付いた伝統がある。南部では少
ないが，中部・北部では多い。
Ｑ　では，逆に，国家は介入してくるなという意識があるのか。
Ａ　特にそういう意識はない。彼らは，国に，彼らの活動を認めてもらいながら，国

ⅱ 　憲法 118 条　行政権能は，統一的な執行を保障するために，補完性，差異化及び最適
性の原則に基づき，県，大都市州及び国に移譲される場合を除き，コムーネに帰属す
る。
　② 　コムーネ，県及び大都市は，それぞれ固有の行政権能並びに国及び州の権限に基づ

き，国の法律及び州法によって移譲された行政権能を有する。
　③ 　国の法律は，第 117 条 2 項ｂ）及びｈ）号が定める事項について国と州との調整の

形式，さらに，文化財の保護に関する合意及び調整について定める。
　④ 　国，州，大都市，県及びコムーネは，補完性の原則に基づき，一般利益を持つ活動

の展開のために，市民，個人及び団体の自主的なイニシアチブを促進する。
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の設備等を使わせてほしいと求めている。現在は，緊縮財政であるので，国が民間
の活動を補助する体制を作るのは難しい状況である。
Ｑ　これまでは，ボランティア活動に，国や県などがお金を出して支援していたの
か。
Ａ　そうでもない。1992 年に法律ができ，2001 年に憲法改正があったが，法律は変
わっても，実態はあまり変わらない。昔は，国も地方自治体も，ボランティアの活
動を理解する文化も能力もなかった。今は，認識はしているが，お金がない。
Ｑ　認識が強くなったのは，今貧困が社会問題となっているからなのか。
Ａ　そのとおり。国とボランティアの関係については，二種類の国の態度がある。
　　3年前程までは，政府ははっきりと「社会疎外の問題は教会が担うべき問題であ
る」と言っていた。政府はソーシャルカードを作った。貧困層に購買力を与えるた
めに作ったものである。これがベルルスコーニ政権の考え方だった。政府は慈善的
なスタンスでいた。貧困層を助けることは，貧困層から見て，権利ではなく，恵で
あるという考え方だった。
　　しかし，中道左派的考え方から言えば，あるいは憲法に基づいて言えば，これは
権利である。
　　政権交代があり，考え方が変わった。なぜなら，貧困層が増えたためである。ソ
ーシャルカードでは十分ではなかったことが明らかになった。

　②　社会保障を受けることの権利性
Ｑ　日本では，生活保護の権利性が人々になかなか認識されない。どうしたら認識さ
れるようになるのか。
Ａ　権利であるということを理解するためには，法を変える前に，世論を変えなけれ
ばならない。メディアの役割がとても大きい。民主主義的な国では，まずは，世論
の理解を得ることが前提である。
　　イタリアでは，権利であるということは憲法上書かれており，イタリアの政治文
化上もあった。ただし，今は，権利は憲法に定められているが，権利が適切に実施
されるか否かが問題。イタリアでは，健康，医療，年金については，憲法以上に寛
容な法律がある。逆に，社会保護については十分な法律がない。イタリアでは，国
が社会疎外への措置を取るための根拠は憲法にある。日本ではその点がどうか分か
らないが。
Ｑ　日本でも，憲法上の規定はあるにはある。しかし，権利として認識されていな
い。生存権を保障するとは書かれているが，それをどう保障するかは法律で定めら
れることになっている。憲法上の生存権は抽象的な権利とされている。具体的な法
律がないと，具体的な権利でないということになっている。
Ａ　それはイタリアも同じである。
　③　あるべき補完性のあり方
Ｑ　昨年，日本では，社会保障制度改革推進法という法律ができた。日本では，自
助，共助，公助の三つの概念があるのだが，この法律では，公共の役割を，自助，
共助を後ろから支えるだけのものと決めてしまった。日本弁護士連合会でも会長の
声明を出し，この法律は憲法の生存権保障に反すると述べている。その法律に基づ
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いて，現在，生活保護法などの社会保障制度が変えていかれている。
　　このように，日本では，「補完性」というと，まず「自助，共助」が原則で，足
りない部分を「公助」で補うというイメージである。イタリアでの「補完性」はそ
れとは違う概念という理解でよいか。
Ａ　社会政策全体が国の恵という風に認識されると，補完性という観念は危険であ
る。問題は，法ではなく，実態である。イタリアには，日本の社会保障制度改革推
進法のような法律はないが，実態としては同じようなことが起こっている。正しい
補完性というのは，国の役割が個人や社会の役割と絡み合う状況である。最終手段
として国が関わるというのは良くない。イタリアの憲法で定められた補完性は，こ
のような，協力し合うという意味での補完性である。
　　そういう中では，例えば，民間の教会の一つの役割というのは，国がやらないこ
とをやるという以外に，国がやらないことをやるべきであると訴えることもある。
一つの例としては，患者の権利の裁判所というものがある。イタリアの公共医療機
関では，様々な問題が起こる。その際，患者が訴訟を起こすなどして，問題を是正
する。例えば，私が最近本で書いたように，カンパーニャ州が，公共医療制度のい
くつかを削除したことについて訴えられた。

　④　弁護士の関与
Ｑ　こういう問題で，イタリアでは，弁護士が弱者のために活躍しているか。
Ａ　そうでもない。こういう分野の専門家はいるが，数は少ない。弁護士のほとんど
は，ビジネスとなる仕事を覚える。
Ｑ　日本の弁護士は違う。制度がしっかりしていないために，弁護士が出て行かざる
を得ないのが日本の現状である。
Ａ　イタリアでは，民間などがしっかりしているから，その点では違うのだろう。

　（3）垂直の補完性について
Ｑ　エミリアロマーニャ州では，医療福祉政策担当の弁護士の方から話を聞いた。彼が
いうには，州が国を憲法 32 条 iii で何度も訴えているが，いつも負けているとのこと
だが，どのような訴訟なのか。
Ａ　憲法院における訴訟だろう。州の法と国の法が矛盾しているケースだと思われる。
州が医療のサービスを運営するが，水準は全国水準なので国が定める。例えば，病院
のベッド数などは，全国基準で定められる。しかしそれを実施するのは州であるため
に矛盾が生じる。
Ｑ　予算を減らしたことが憲法違反であると訴えることもあるのか。
Ａ　金額だけの問題なら，憲法院は何も裁判しない。唯一憲法違反になりうる行為は，
州の権限に触る行為である。どのように財源を割り当てるかは政治的な判断であるた
め，憲法院はそれに対して何も言いたくない。確かに，緊縮財政による削減がある
が，それに対して，裁判所や憲法院からの解決はない。

ⅲ 　イタリア憲法 32 条 1 項　共和国は健康を個人の基本的権利として，また社会全体の
利益として保護し，貧困者には無償の治療を保障する。（日本語訳は，樋口陽一・吉田
善明編『解説世界憲法集』（三省堂，第 4版，2001 年）より。）
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　　何年間の間は，削減は均等になされていた。例えば，全国で，あらゆる分野で 5％
削減する，など。しかし，国が関わる割合が分野によりいろいろあるので，5％減ら
すことが大きな影響を持つ場合とそうでない場合がある。特に医療については，人の
生命に関わる問題であるから，そのような基準でコストを削減することはしてはなら
ない。一律で削減するのは，行政側にはやりやすい。個々の問題毎に削減する基準を
算出すると，抗議する人が出てくる。それに対して責任を取るのは政治の役割であ
り，今までそれをやってこなかったことが問題である。

３　社会保障費をめぐる裁判について
Ｑ　社会保障に関係する裁判はそれほどないのか。自分がもらっている社会保障費が少な
すぎる，などといった裁判はないのか。
Ａ　その訴訟は非常に難しい。例えば，国がある新聞の記事の出版を止めるとしたら，そ
れは違法な行為であり，国を訴えることができる。やってはいけないことをやった場合
には訴えられる。しかし，逆に，国がやるべきことをやらないという理由で訴えること
は難しい。裁判上，作為義務が認められることは難しい。
Ｑ　日本では，難しいと分かりながら，結構やることが多いのだが。
Ａ　確かに，やるべきである。しかし，イタリアでは，難しいからなかなかやらない。
Ｑ　イタリアの憲法学では，社会保障はどの程度重要な位置を占めているのか。
Ａ　そこそこの重要性はある。ただ，一般的に福祉国家の原則については議論されるが，
実態についてはあまり研究されていない。

４　外国人への社会保障について
Ｑ　日本では，外国人に対する社会保障は，日本人に対するものと差があるが，イタリア
ではどうか。
Ａ　憲法院によると，国籍を問わず，裁判所に訴える権利は保障されている。ただ，実際
に裁判をするときは，差別されることが多い。その意味では，形式的には差別はない
が，実態としてはある。また，エミリアロマーニャ州やトスカーニャ州では外国人にも
保障している権利が，他の州では保障されていないなど，州毎にも違う。移民政策は国
家の権利だが，実際の段階は州の条例により規定される。
Ｑ　日本では，憲法改正が議論になっている。憲法の人権保障の条文を「国民は」と規定
することで外国人を排除しようとする見解もある。
Ａ　一番大事なことは，平等権がどのように定義されているかという点である。確かに，
「国民」などと主語が明らかであれば別である。そのような問題は，イタリアでは選挙
権がある。私などは，選挙権はイタリアに在住している人の権利であると考えている。
選挙権以外の権利については，イタリアでは，憲法院の解釈によって，国籍を問わず認
められている。イタリアの憲法では，「国民」と明記されている場合もあるし，「誰も
が」と書かれている場合もあるが，憲法院の判断により，「国民」と明記されていても
全ての人の権利と認められているものもある。
Ｑ　日本では，難民条約という条約を 1981 年に批准している。その結果，外国人を社会
保障において差別的に扱ってはならないことが条約上の義務になった。そのため，国民
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年金法や国民健康保険法は，国民という名前がついてはいるが，外国人にも適用される
ことになった。しかし，生活保護については，改正をせずに，今でも外国人には適用さ
れないことになっている。一部の人にのみ準用するという中途半端なままになってい
る。

５　弁護士自治への他国からの圧力について
Ｑ　弁護士会からの質問だが，欧州での金融危機やアメリカからの圧力で，イタリアの弁
護士自治が侵害されているという話を聞いたが，何か知っているか。
Ａ　私の知る限りではあまり知らない。
Ｑ　弁護士法人を株式会社形式でもできるようになるとの法律が昨年できたと聞いた。弁
護士でない人の出資を 3分の 1に抑えるなど。
Ａ　最近そのような改革はあったが，その点についてはあまり研究していない。現在の傾
向としては，弁護士の特殊な職業の世界を規制緩和するという傾向は強い。イタリアで
は，弁護士会があり，会員でなければ弁護士でない。このような制度は他のヨーロッパ
のほとんどの国にはない。イタリアが他のヨーロッパの国に同調する傾向があるので，
強制加入の弁護士会は弱まる傾向がある。

６　大学教育課程について
Ｑ　大学の学費はどのくらいか。
Ａ　詳しくないが，ローマ第三大学（公立）なら，年間 2000 ユーロである。
Ｑ　以前より高くなっているのか。
Ａ　10 年前から見ると，高くなっている。
Ｑ　学費は誰が出すのか。
Ａ　親が出す。現在は，大学同士の競争が強くなっている。昔はそのような競争はなかっ
た。
Ｑ　奨学金制度はあるか。返さなくて良い奨学金制度はあるか。
Ａ　減っている。奨学金は，どちらかというと，大学卒業後に海外留学する学生のための
ものが多い。ローマ大学全体では，8万～ 9万の学生がいる中，1年に 470 個の奨学金
が出る程度である。
Ｑ　奨学金制度があまりないということは，経済的理由で大学に行かれない高校生もいる
のか。
Ａ　奨学金はほとんど大学卒業後のものなので，確かに大学に行くための奨学金はあまり
ない。しかし，長いこと，大学の学費が安かった。今でもそれほど高くない。そのた
め，それほど学費は障害になっていない。
Ｑ　教会が奨学金を出すということはないのか。
Ａ　たぶんない。
　　憲法には，能力のある人は最高のレベルまでの教育を受けられるように保障すると定
められている。しかし，実際にはこの条項は適切に実施されていない。
Ｑ　教育の機会を平等に与えないと，貧しい人は学歴がなく，良い仕事に就けない，とい
う貧困の連鎖が生じないか。日本では，学費が高く，国立でもイタリアの倍，私立だと
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更に高い。そのため，貧困の連鎖が問題となっている。イタリアでは，貧困の連鎖とい
う概念はないのか。
Ａ　イタリアでもその概念はある。ただ，イタリアでは，貧困の連鎖は大学教育から生ま
れるものではない。1962 年までは小学校までが義務教育だったのが，だんだん中学校
までになり，更に 2年追加された。義務教育が長くなり，経済成長もあった時代には，
労働者の子どもが大学に行き，新聞記者になることもよくあった。現在の貧困の連鎖
は，経済成長がないことから生じている。イタリアの社会では家族が単位となっている
が，成長がなければ，社会の中で動く余地がなくなり，労働者の子どもは労働者，失業
者の子どもは失業者となってしまう。これが貧困の連鎖であると考える。
Ｑ　成長どころか縮小しているから，従前の地位まで失いかねないということもあるか
Ａ　そのようなこともある。

＜ボローニャ＞
■７　エミリアロマーニャ州・人材育成・労働政策局
【訪 問 先】　エミリアロマーニャ州・人材育成・労働政策局
【訪問日時】　2013 年 5 月 22 日
【対 応 者】　Serenella Sandri
【概　　要】　 エミリアロマーニャ州における人材育成及び労働政策を担当している部署。

１ 　エミリアロマーニャ州の雇用率及
び失業率

　エミリアロマーニャ州は，イタリア全土に
比べて雇用率はよく，EUの平均雇用率と同
じくらいの水準である。また，女性の就職率
がよい。他方，イタリアの南部における女性
の就職率は 40％に満たない水準である。
　エミリアロマーニャ州では，失業率が低
い。失業者の 20％が移民である。また，エ
ミリアロマーニャ州では高齢化が進んでお
り，出生率がヨーロッパで一番低かった。老
人介護の分野では東ヨーロッパの女性が活躍
している。

２　エミリアロマーニャ州の雇用政策
　職業支援についての基金が州，EU，国から拠出されている。州は，国から権限の委譲
を受けて，職業訓練の事業を行っている。エミリアロマーニャ州法 12 条では，誰に対し
ても職業訓練を受ける権利が与えられている。障がい者も職業訓練を受けることができ，
また，現在働いている人も職業訓練を受けることできる。2005 年のエミリアロマーニャ
州法 17 条により，雇用の促進，労働安全，労働契約の奨励が規定された。
　州と県が雇用のために経済的支援をしている。州は，大学と若者の起業を連携させ，県
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は職業プロジェクトを行っている。州と県の労働政策部門がプロジェクトの公募及び資金
の交付を行っている。州と県がプロジェクトを公募して，そのプロジェクトに対して経済
的支援をする。州からプロジェクトの公認を受けるには企業の施設や雇用数が決まってい
なければならない。これが整わないことには企業は，プロジェクトに参加できない。県が
州から委託を受けて，プロジェクトの選抜と資金の配分を行う。
　民間企業や組合，市，企業連合が人材教育サービスを行うには州の公認を受ける必要が
ある。
　エミリアロマーニャ州では 8億 600 万ユーロを次のように振り分けている。すなわち，
働いている人が新しい技術を身につけること，雇用保険，社会的弱者の雇用促進，イノベ
ーションの促進などである。また，4500 万ユーロを地震の被害にあった地域の費用に当
てている。
　現在働いている人が転職のために新しい技術を身に付けたり，新たな資格を取るための
政策も行っている。
　労働契約を安定させる必要がある。不安定な形態の雇用が増えていることから，継続的
な労働契約が締結されるような政策を取っている。
　エミリアロマーニャ州の企業では高齢化が進んでおり，世代交代がうまくいっていな
い。また，エミリアロマーニャ州の企業は，家族経営のところが多く，その跡継ぎがいな
いことが問題となっている。エミリアロマーニャ州は，世代交代がうまくいっていない企
業や跡継ぎのいない家族経営の企業を支援している。例えば，これらの企業は銀行から資
金援助を受けるのが難しいので，州が保証して，これらの企業が銀行から資金援助を受け
られるようしている。
　エミリアロマーニャ州の人材育成労働政策についての財源は，国が 65％，EUが 35％
負担している。エミリアロマーニャ州は，社会サービスの基金を拠出している。

３　若者の雇用について
　イタリアの経済危機によって，若者の雇用が打撃を受けている。エミリアロマーニャ州
では，若者の雇用促進のための基金が設立され，若者の就職と起業の両方を援助してい
る。若者の雇用問題について，レーガコープや労働者団体，学校に通っている子供の親か
ら意見を聞き，委員会を設置して対応している。

４　45 歳以上の労働者の雇用問題
　45 歳以上の労働者は，以前であれば，資格がなくてもすぐに仕事をみつけることがで
きたが，現在，45 歳以上の労働者が解雇された場合，新しい仕事をみつけることが困難
になっている。エミリアロマーニャ州では，45 歳以上の労働者で解雇された人に対して，
資格を取得させて，雇用を保障させるようにしている。

５　女性の雇用問題
　女性の雇用の問題として，女性は，期間限定の雇用形態に就いていることが多いという
点が挙げられる。また，女性は男性に比べて高いポジションにつきにくい傾向があるの
で，エミリアロマーニャ州では，女性が男性と同じポジションにつけるように，女性が新
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しい資格を取得できるように支援している。女性が家庭と仕事の両立ができるようなサー
ビスを行っている。例えば，育児のためにキャリアを断念する女性が多いと考えられるの
で，子どもが私立の保育園に通う場合，その家族に対して資金援助をするというバウチャ
ー制度がある。

６　社会包摂のための支援
　エミリアロマーニャ州では，社会包摂のための支援として，社会と疎遠になっている人
が自立するために，就職できるように支援している。障がい者にはお金が支給されるが，
その金額が低く，障がい者は，働かないと自立できないので，障がい者の支援を行ってい
る。また，女性の移民の経済的自立を助ける支援や，ホームレス及び受刑者が職に就ける
ような人材育成サービスを行っている。企業にも，こういった人たちの雇用を促進するよ
うに，補助金の助成等の政策ではたらきかけている。
　この社会包摂のための支援には，45 歳以上で解雇された人たちも対象である。社会的
協同組合も弱者層の就労支援をしている。社会的協同組合では，これらの人たちに対し
て，技術を身につけさせる，規則を守らせる，時間を守らせる，といった当たり前のこと
ができるようにさせている。例えば，社会的協同組合は，刑務所内に受刑者の協同組合を
作り，テクノロジー製品の解体の技術を身につけさせて，服役後に，テクノロジー製品の
解体を行っている企業に就職できるようなプロジェクトを行っており，エミリアロマーニ
ャ州では，そのプロジェクトに対して，資金援助をしている。

７　教育制度について
　イタリアの教育制度は，小学校が 5年間，中学校が 3年間，高校が 5年間で，16 歳（高
校 2年生）までが義務教育である。
　エミリアロマーニャ州では，子どもたちが普通の高校，工業高校，専門学校，職業訓練
校のどこに行くのかを選択する。職業訓練学校では実技を伴う授業が行われている。職業
訓練学校を 5年通えば高校卒業と同じ学歴となる。職業訓練学校では企業でのインターン
シップで就労体験ができる。職業訓練学校の学生がもう少し勉強したいと考えたなら，今
度は 2年間専門学校へ通うことができる。工業高校では，3年間は教養科目を学び，残り
2年間は企業研修を行う。専門学校は専門的な資格を取得することができる。
　エミリアロマーニャ州では就労と職業訓練が連続している。2001 年，高校と職業訓練
校との間に格差があったことから，勉強と職業訓練を近づけることとなった。すなわち，
高校と職業訓練学校との間を移動できる制度になった。
　高校と同じ資格があれば大学に進学できる。
　エミリアロマーニャ州では，ポリテクニックネットワークという地域密着の雇用政策が
あり，大学卒業者を企業に就職させ，企業にイノベーションを起こしていくことにお金を
出している。大学院のマスター課程における奨学金が整備されている。
　資格がないと若者は就職できないので，若者の就職を容易にするために，このような教
育体制になっている。

８　質疑応答
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Ｑ　イタリアではホームレスが増えているのか。
Ａ　経済不況によりイタリア人のホームレスは増加している。
Ｑ　国の財政縮小により，エミリアロマーニャ州の労働政策にどのような影響がでている
か。
Ａ　以前は労働政策の予算に 14 億ユーロが割り当てられていたが，8億 600 万ユーロに
減額された。組織の合理化及び教育システムの合理化によって対応するしかないと考え
ている。
Ｑ　エミリアロマーニャ州ではどのような分野の起業を支援しているのか。
Ａ　情報分野やコンピューター分野。他にも，EUからの資金をもとに，農業の発展，州
の発展，人材育成の分野の支援も行っている。
Ｑ　労働市場につながらない人が存在することの原因は何と考えているか。
Ａ　3年前までは選ばなければ仕事はあったが，現在の経済危機により，企業は新しい人
材を採用しなくなったことから，若者の就職状況が悪くなった。就職できない若者を家
族が支えている。就職できない若者に対して，労働一時金（就職のための習い事をした
場合に支給される金銭）を支給する等の対策を行っている。
Ｑ　エミリアロマーニャ州ではホームレスに対する一般的な支援を行っているのか。
Ａ　市がホームレス対策を行っている。それぞれの地域がホームレス支援の計画を立て
る。移民は，仕事がなくなると居場所がなくなり，精神障害がい者は，家族と疎遠にな
り，それぞれホームレスになりやすい。
Ｑ　家賃補助制度はあるか。
Ａ　家賃補助制度は存在するが，1世帯の収入が 130 万円以下でなければ家賃補助は適用
されない。家賃補助を受けているのは，ほとんど移民である。
Ｑ　移民の受け入れはどのようになっているか。
Ａ　本来，移民は，企業から招聘されて入国しなければならないが，イタリアは，大陸で
各国とつながっているので，無断で入国し，滞在許可書なく滞在している。そのため，
移民を受け入れるしかないと考えている。
Ｑ　多重債務者はいるか。
Ａ　ギャンブル好きの人に多重債務者は多い。
Ｑ　エミリアロマーニャ州における 1か月の生活費はいくらくらいか。
Ａ　3人家族であれば，1800 ユーロくらい必要である。最低年金の額が 700 ユーロで，家
賃は 600 ユーロ～700 ユーロである。

■８　エミリアロマーニャ州・医療福祉政策局
【訪 問 先】　エミリアロマーニャ州・医療福祉政策局
　　　　　　（SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, EMILIA-ROMAGNA）
【訪問日時】　2013 年 5 月 22 日
【対 応 者】　ジャン ピエロ氏
【概　　要】　 　エミリアロマーニャ州全体の医療福祉政策を管轄する部門。州の予算を各

地域に振り分け，州全体の福祉行政の全体の監督を行う。時には国に対し，
州の権利・利益を守るために訴訟を起こしたりする。
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【説　　明】
　エミリアロマーニャ州でも貧困に
関わる問題はたくさんあるが，その
対策のための資金は削減される傾向
にある。健康保険制度は大きく，一
般向けのものと弱者向けのものの二
つに分かれている。私は二つともを
担当しているが，一般的には担当局
が分かれている。まずは一般的なも
のについて説明し，次に弱者向けの
制度について説明する。
　エミリアロマーニャ州の福祉制度
にかかるお金は約 1050 億ユーロ
で，そのうち 70 億ユーロが国から州に来るお金で，それを 17 の AUSL と病院・施設に
州が振り分けている。エミリアロマーニャ州の福祉政策局で資金を分割し，活動を管理
し，責任者の指名を行い，どんな活動をさせるかも州が決めます。毎年，年間目標を作成
し，目標を達成するように頑張ってください，という形で行っている。州から資金の提供
を受けるAUSL だが，全てが公的機関との取引ではなく，民間団体との取引も当然ある。
薬やサービスの提供など。
　健康保険制度や医療制度は誰も排除されずに受けることができる。多くの医療サービス
は無料になっている。一部負担になっているものもあるが，かなり額を押さえている。
　しかし，今年から費用を削減しなければならなくなった。30 年で初めて，予算が少な
くなってしまった。
　看護師を例にすると，今までは 1人が年金生活に入ると，100％，新たに 1人が雇用さ
れていたのだが，今年からは 4人がやめて 1人，新規雇用できることになった。今後，組
織をスリム化しなければならないということで，17 あるAUSL を 12 にできないか検討し
ている。3億ユーロの削減を行わなければならないので，民間の病院や民間企業との間で
定額になっていたコストを引き下げていかなければならない。
　皆さんは弁護士なので興味があるのではないかと思うが，コスト削減のため，医療過
誤・事故のため 5000 万かけて保険に入っていたが，各自が行うことにしました。
　次に，弱者層に関するサービスだが，テクノロジーを追及するものではないので，比較
的コストはかかっていない。しかし，色々なネットワークを作ってサービスを提供してい
る。ネットワークの主体になるのは各市役所。
　どのように運営されているかというと，州は 39 に分けている。市が単独で，又は複数
の市でプログラムを作って，どういう風に運営していくか検討している。それぞれの地域
が話し合って年間計画を作り，どのようなサービスを提供するか，どれだけ資金を使う
か，活動を全部決める。
　医療福祉サービスに関して言うと，サービスが組織立っていて均一のサービスを受けら
れるようになっているが，社会サービスに関して言うと，ニーズがそれぞれ違うので，公
的機関だけで行うのではなく，公的機関がお金を出し，民間がサービスを提供するという
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形が多くとられている。
　公的な社会サービスに対する資金は年々減少していく傾向にあるが，エミリアロマーニ
ャ州では，自立のための資金を作っていて，それは年間 5億ユーロ，実際に社会サービス
を行っているところに資金援助をしている。
　社会サービスを公的につくるための会社がASP（アスプ）というところ，複数の市が
お金を出して作っている公的な会社。計画にのっとってサービスを運営し，供給していく
という使命をもっている。
　それ以前に弱者に社会サービスを提供する IPAB（イパッブ）という会社が 150 年前か
らあり，2000 年くらいから，それをASPに移行してきた。ASPはこれから合併をしてス
リム化し，残った組織でサービスを提供していくことになっている。ASP の合理化を図
ることにより，それぞれの地区内でASP が幼児教育も含んだ社会サービスを運営提供し
ていくモデルに変えていくことが目標。
　医療福祉政策についても，社会サービスについてもエミリアロマーニャ州は公的に行う
べきものと考えているが，全てを行うことは無理で，ある分野は民間に委託すべきである
ということも認識している。これまで公的機関がやってきたサービスを，受給者が満足で
きるものを，民間と協力して提供していきたいと思っている。

【質疑応答】
Ｑ　弱者層への社会サービスというのは。
Ａ　弱者とは老人・障がい者・幼児など。法的な定義はないが，一般的な認識として，障
がい者・未成年・移民・貧困者・出所者・中毒者・ギャンブル依存者・売春婦など。
　　精神障がい者も弱者に含まれるが，社会サービスだけでなく，医療・リハビリ，同伴
などが必要。
Ｑ　シングルマザーは。
Ａ　弱者とはみなされていない。弱者層と言うカテゴリーに入るためには，担当者から認
定を受けることが必要になる。極度の貧困者，例えばホームレスの人が自分で申請に行
くことはほとんどないので担当者が回ってケアしていく。本当に貧困じゃないと，弱者
として援助を受けることはできない。
Ｑ　1050 億ユーロが医療サービスとして使われているというのは間違いないか。
Ａ　イタリア全体の金額である。それを 21 で分割する。70 億～80 億がエミリアロマーニ
ャ州に来るお金。一人当たり，1800 ユーロという予算になる。
Ｑ　医療と社会サービスの予算は一緒なのか。
Ａ　国から医療サービスとして下りてくる予算が 70 億～80 億。別に，州から社会サービ
スに対し 5億ユーロがそれぞれの市の構成する地区に分割される。市に対し国から直接
交付されるお金も同じくらいだと思う。
Ｑ　高齢者に対するサービスは社会サービスに含まれるのか。
Ａ　公的な高齢者に対する社会サービスは，老人ホーム又は医療サービス付きの老人ホー
ム若しくは老人のためのデイサービスの二つのみ。実際のところ，老人ホームに入所し
ている人の 50％は家族か本人が費用を負担している。介護は東ヨーロッパの人が担っ
ていることが多いが，費用は本人又は家族の負担。
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Ｑ　なぜ社会サービスは自己負担なのか，今後も同じ方針なのか。
Ａ　第一に医療システムの方が先に誕生した。医療システムは高度な技術が必要，社会サ
ービスは人的サービスの色合いが強く，当事者間でサービスを作り上げて行ったり，ボ
ランティアを活用したり，公的な色合いが薄い。社会サービスは自分たちで発達させて
いくべきもの。二つは一緒にできるものではないと考えている。しかし，ボローニャで
は問題にならないが，小さな町では社会サービスのためのお金をAUSL に回している
ところもある。
Ｑ　不合法移民に対しては。
Ａ　イタリアで共通に行われているのは救急，出産，幼児へのサービス。
　　エミリアロマーニャ州ではほかのサービスもある。
Ｑ　幼児へのサービスとはどのようなものか。
Ａ　保育園は 0歳～ 3歳，幼稚園は 3歳～ 6歳。保護者が社会的困難な状況があれば，サ
ービスや小児科での診療は全て無料。薬も無料。
Ｑ　サービスの削減とは。
Ａ　2013 年 1 月から削減される。1978 年から今のシステムで，年々増加していた。費用
もサービスが増えるのに伴い上昇していた。しかし，3億ユーロの削減が見込まれてい
る。70 億ユーロのうち 5％くらい。5％の削減だけなら組織の合理化だけで乗り越えら
れるが，若干の質の低下もあるはず。それでも何とか耐えうるが，更に削減されたら，
誰でもサービスを受けられるようにはならないだろう。
Ｑ　財政を理由にサービスを削減することに，憲法違反との主張はないか。意見を述べる
ような団体はないか。
Ａ　もちろん議論はある。何度も憲法訴訟がされている。しかし憲法 32 条は全てを保障
しなければならないとは書かれていない，ということで，いつも国が勝訴している。そ
ういう抗議をするのは州が中心だが，訴訟では負けてしまう。州法と憲法の差。

■９　AUSL（アウスル）
【訪 問 先】　AUSL〔地域医療公社〕ボローニャ
【訪問日時】　2013 年 5 月 22 日
【対 応 者】　Monica Minelli　社会医療サービス局長（途中退席）
　　　　　　Gabriele Cavazza　ボローニャ地区責任者
　　　　　　（Direttore／Distretto Citta di Bologna）
【概　　要】　 　州の行う医療サービス，市が行う社会サービスについて，重要な部分を委

託を受けて実施している機関。医療サービス，社会サービスの財政的負担及
び諸機関の連携について聴取した。



第２編　資　料

― 240 ―

１　AUSL ボローニャの概要
　（1）社会医療計画の策定と州内の管轄
　　州が社会医療サービスに関する基本方針を出し，それに基づいて県知事，市
（COMUNI）の市長，各地区のAUSL の責任者，病院の責任者が集まり，3年計画の方
針書とコーディネートに関する指示書を作成する。それに基づき各地区が 3年計画と年
間計画の地区計画を策定する制度となっている。
　　エミリアロマーニャ州の人口は約 490 万人であり，AUSL ボローニャは，ボローニャ
地区 6地区と，イモラ（IMOLA）地区（イモラ市及び近隣の 9市）を合わせた地域を
管轄しているが，その人口は約 100 万人となるので，AUSL ボローニャが，州の約 20
％の地区を管理していることになる。
　（2）社会医療計画の内容
　①　当初は，医療計画だけだったが，現在では医療計画と社会計画が立てられてい
る。県がそれらの計画に基づきガイドラインを作るとともに，社会経済に関する現状
分析を行っている。医療サービスは州が主体で，社会サービスは市が主体である。そ
の中の重要な部分について，AUSL が委託を受けて運営をしている。例えば障がい者
に関する部分はAUSL が委託を受けている。
　②　病気になった場合には，自分の登録しているファミリードクターを受診し，必要
な医療に関して判断を受けてから大病院を受診することになる。
　　社会的サービスでは，市の窓口でソーシャルワーカーに配点され，必要なサービス
を検討されることになる。両方の要素を含む場合には，UVMという専門家連携の機
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関において，ケース診断会議を行う。UVMでは，特定の個人について，医療に関す
るプロジェクトと社会サービスのプロジェクトが策定され，あるべき処置が検討され
ることになる。このような個人計画（TAI）を作るのは公的機関であるが，サービス
の提供は公的機関とは限らず，民間が委託を受けて運営する場合もある。
　③　個人計画に基づく実際のサービスを提供するのは，公的機関ではASP，民間機
関では，COOPERATIVE，NO-PROFIT などである。

　（3）財政的負担について
　①　例えば，寝たきりの老人をホームで 1日預かるのに，仮に 100 ユーロかかるとし
た場合，50 ユーロは自分で払えるのであれば，支払うことになる。支払えない場合
は，負担できる身寄りがいるかどうかを確認した上で，市が一部を支払う。全くお金
がなく身寄りもない場合は市が全額負担する。残りの 50 ユーロについて，25％は医
療基金から国が支払う。25％は寝たきり老人に対する社会的基金からの支出となるの
で，AUSL の基金で負担する。つまり，市民は最大限 50％を負担するということに
なる。
　②　市民が負担を求められる場合については，収入，資産などによって経済指標
（ISEE）が定められているが，一般的に言うと，家族の総収入が 2万 3000 ユーロ以
上の場合は 50％全額負担となる。それ以下の場合は，段階的に負担が減っていく（こ
こで指標の前提となる収入金額については，自己申告が前提となる。）。

　（4）医療制度と費用負担
　①　14 歳までの子どもは，生まれた時から登録しているかかりつけの小児科医をま
ず受診する。
　　15 歳以上の場合は，まずファミリードクターに行き，処方箋や診断書を書いても
らう。ファミリードクターで診療を受けて診断書等を書いてもらうのは無料で，そこ
で書いてもらった書類を持って，薬局に行ったり，CUP（中央予約センター）に行
って検査を予約したりする。緊急の場合は，救急病院に行くか，救急車を呼ぶ。小児
の緊急の場合は，夜間は電話サービスに電話をして指示を受ける。なお，精神病の場
合は，予約システムを通さずに直接精神科を受診することができる。
　②　治療について，全てのサービスが無料というわけではない。特に歯医者の場合は
ほとんど全額負担で，特に貧しいか特別の疾患がある人以外は自己負担である。その
他の一般的な治療は一部負担で，治療の内容と所得に応じて金額が決められており，
その金額を支払うことになる。
　　6歳以下の子どもと，75 歳以上の老人で収入が 2万 3000 ユーロを超えない人，慢
性疾患を有している人については無料である。
　　個人が支払わない部分の医療費は，州からAUSL に下りてくるお金（年間 1人当
たり 1700 ユーロ～1800 ユーロ）で賄うことになる。
　　ファミリードクターは，診断をして，薬で治る場合には処方箋を出して薬を出す
が，検査が必要だったり専門医に紹介すべき場合には検査機関や大病院に回すことに
なる。
　　基本的にファミリードクターは住民 1000 人に対して 1人だが，住民はファミリー
ドクターを自由に選べるので，人気のある医者は最高 1600 人まで担当することがで
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きる。
　　ファミリードクターの収入は，自分の所に何人登録されているかによって決まる。
登録している市民が実際に診療を受けるか否かは関係がない。
　　小児科医の場合は，最高 300 人まで登録できる。小児科のファミリードクターは，
往診もしてくれる。
　　ファミリードクターは，医学部を出た後，一般診療のための専門課程を経て，その
後AUSL と委託契約をする。
　　このような制度は，イギリス，スペイン，カナダ，オーストラリアなども同様であ
る。フランスとドイツは日本と同様保険制度になっているが，フランスの場合は，国
民健康保険を払えない人のために，国が保険料を肩代わりする制度がある。

２　制度の良い点と悪い点
　（1）良い点
　　誰にとっても平等である点が良い点である。金持ちでもホームレスでも同じ医療が受
けられる。
　　ファミリードクター制度により，必要な人が必要な診療を受けることになる。必要な
いのに希望してエコー検査を受けるというようなことは起きない。
　　医療サービスの質とコストを考えたときに，低いコストで高いサービスを実現できて
いる。イタリアでは，医療費はGDPの 6.7％，他の国では 8％～10％である。
　（2）悪い点
　　無料であるために必要でない医療を受ける人もいるので，一部負担，チケット制度を
取っている。
　　また，人気のあるファミリードクターに市民の登録が集中するので，待ち時間が長
い。検査が 2年先というようなこともある（なお，ファミリードクターが緊急の検査を
受けなければならないと考えて，「Ｈ 24」（24 時間以内），「Ｈ 7」（1週間以内）と記載
した場合には，その人の検査は優先される。それ以外の人は待たされることが多くなる
のである。）。

３　市民の支持
　市民はこの制度について一般的には支持しているといえる。ファミリードクターに親近
感を抱いている。検査の待ち時間，救急病院の待ち時間が長いことについては不満が多い
が，全体の制度に対する批判とはなっていない。
　このため，政治家も，この医療システムは変えようとはしていない。

４　質疑応答
Ｑ　AUSL の資金は全て公的資金か。
Ａ　AUSL は公的資金で運営されているが，一部市民の支払ったチケットの収入などもあ
る。約 100 万人を対象とする医療サービス提供のために 17 億ユーロの資金を州から受
けている。これで 9つの病院の医師，看護師等の資金を賄っている。
Ｑ　EUが拡大して，技術者の移動が多くなったというが，医療関係者について，そのよ
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うな現象はあるか。
Ａ　医師はほぼ 100％がイタリア人である。看護師は 1％位が東ヨーロッパで，ポーラン
ド人が多い。清掃関係者などは海外の人が多い（東ヨーロッパ，インド，パキスタン，
北アフリカなど）。
　　なお，医師は住民 250 人に対して 1人である。
Ｑ　歯科診療だけ全額負担なのはなぜか。
Ａ　1979 年にシステムが誕生したが，その際，国がどの部分の医療サービスを公的サー
ビスとするかが問題となった。その時点で，歯医者，美容外科，鍼治療などは公的サー
ビスに含まれなかった。絶対に必要なサービスではないと判断されたからと思われる。
Ｑ　同様のシステムを取る国のうち，導入時期の前後関係は。
Ａ　最も早くこのシステムを入れたのはイギリスで，1955 年頃であった。その後，イタ
リア，スペインという順番で導入された。
Ｑ　不法移民でもファミリードクターの診療を受けられるのか。
Ａ　移民の場合は，滞在許可証を持ち移民登録をしていないと SSNの社会保障制度の適
用を受けられないので，ファミリードクターの診療は受けられない。救急の場合のみ診
療が受けられる。しかし，それ以外にボランティアの診療所に行けば診療を受けること
はできる。
Ｑ　健康省での聞き取りでは，24 時間年中無休で担当医に問い合わせ対応するようにし
たいとの発言があったが，現在の予算削減傾向の中で実現可能と考えるか。
Ａ　現在もAUSL で，ファミリードクターが何人かで組んで，「健康の家」と呼ぶ施設に
常駐し，問い合わせに対応する 24 時間対応制度を試みている。今二つあるが，新たに
もう一つ作ろうとしている。
　　健康の家では，医師，看護師の他にソーシャルワーカーも滞在している。
　　現在使われていなかったり，閉鎖寸前の病院を利用して対応することで，あまり予算
をかけずに実施することは可能と考えている。
Ｑ　予算削減の風潮の中で，AUSL の活動全体への影響は。
Ａ　病院のコスト削減が求められている。
　　以前は病院 1000 人当たりベッド 5つだったが，国のガイドラインで 3.6 に下げるよ
うにと指示されている。そこで浮いたお金について，エミリアロマーニャ州では，健康
の家に回そうとしている。
Ｑ　社会的協同組合Ｂ型で働いている不利な立場の人々（社会的協同組合法 4条）（障が
い者など）に対して，AUSL はどのような支援をしているか。
Ａ　そのような障がい者，弱者の人たちは，協同組合の中での自立した活動として働いて
いるので，AUSL としては特に何もしない。AUSL が緑地の整備などをする必要があ
るような場合には，そのような所に優先的に委託することにはなる。
　　障がい者，弱者の人には，それぞれの個人の状態に沿ったプログラムが組まれ，一定
の目標を持ってケース会議をして進めて行くことになる。もしそこでどうしてもうまく
行かない場合には，他の社会的協同組合に回すなどの場合はある。
　　もしその人が 1人で食事ができないとか，ある場所に行けないというような場合に
は，AUSL が支援することがある。
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Ｑ　移民について，居住登録をしていないと医療サービスを受けられないとのことだが，
ホームレスも同じか。
Ａ　イタリア人のホームレスの場合には，どこかに居住登録がなされているはずなので，
国籍が証明されれば，暫定的にファミリードクターに登録できる。イタリア国籍を持っ
ていなければ，移民と同じ。
　　また，夜間収容所で住所登録をしてファミリードクターに登録することもできる。
Ｑ　AUSL として，貧困問題が医療問題にどのように表れていると考え，それにどのよう
に対応しようとしているのか。
Ａ　統計から見ると貧しい層に属している人，学歴の低い人は医療サービスの利用頻度が
低い。そのような人たちは同じ地域に固まって住むことも多い。したがって，サービス
へのアクセスをしやすくしなければならないと考えている。医療システムの問題という
より社会的な問題と言える。

５　我が国に参考とすべき制度（聴取者の感想）

　①　医療制度において，原則としてホームドクター制が取られ，まず登録したホームド
クターで必要な検査，投薬，治療に関して診断を受け，それに基づいて検査機関，薬
局，大病院などにつないでいく制度は，不必要な診療を抑え，効率的な医療費支出につ
ながるものと言える。
　②　同様に社会サービスについても，市の窓口で必要なサービスを検討し，関係機関に
つないでいくという制度は，きめ細かく穴のないサービスにつながると考えられる。
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■10　CNA（シーエヌエー）
【訪 問 先】　CNA（個人企業・中小企業連合）ボローニャ
【訪問日時】　2013 年 5 月 22 日
【対 応 者】　Stefania Gamberini（国際化政策責任者）
【概　　要】　 職人企業・中小企業の支援のための様々なサービスを行っている民間組織

１　組織の概要
　私は，ボローニャ県本部のコンサルタント部門の責任者であり，加盟企業に対してコン
サルタントを行っている。コンサルタント部門では，約 30 人のコンサルタントがおり，
主に 5つの部門，すなわち，①国際化，②企業戦略，③ブランド特許，④質と管理，⑤企
業家と従業員との関係でコンサルタントを行っている。日本からの視察もよく見える。
　CNAには，職人企業と中小企業が加盟している全国レベルの組織である。その下に，
州本部，県本部がある。もともとは，地域内の小さな企業の声を代表する機関として生ま
れた。加盟企業は，従業員 0人から 9人などの零細企業が多い。中には，イタリアでは中
企業と言われている企業もあるが，最高でも従業員は 600 人で，ヨーロッパの中では，小
企業が極めて多い。
　CNAは，約 65 年前に作られた。もともと企業の声を代弁する機関として作られたが，
この 65 年間にそれ以外に企業を支援する様々なサービスを提供する機関になった。
　現在のCNAは，主に二つの部門に分かれていて，一つは，本来の役割である企業の声
を代弁する部門，もう一つは，企業を支援するサービスを提供する部門である。
　組織の形態としては，民営の組織であり，加盟する企業が年会費を支払って財政を支え
ている。年会費は，企業の大きさによって変わるが，最低で年間 250 ユーロ，最高で年間
1500 ユーロとなっている。その他に，いろいろなサービスを利用すれば，何らかの特別
な費用負担が求められる。
　CNAは，1946 年 12 月に設立され，内部は 10 部門（ユニオン）に分かれている。①
食，②芸術的職人，③健康，④コミュニケーション，⑤建築，⑥ファッション，⑦輸送，
⑧電気などの配備，⑨生産，⑩コミュニティサービス（エステ，美容師など）である。
　CNAボローニアは，1945 年に設立され，現在 1万 5500 社が加盟し，内部で約 550 人
の従業員が働いている。
　CNAの運営部門のうち，役員，理事者は，全て加盟企業の社長らが担当している。理
事長 1人，副理事長 8人で理事会は 9人で運営している。任期は 4年で今ちょうど改選時
期になっている。

２　業務の内容
　（1）サービスを提供する部門に約 70％の従業員が関わっており，現在は，これがメイ
ンの部門となっている。その中でも一番メインのサービスは，会計とか給与精算の支援
である。これは，小企業が多い中で，各社が企業の会計・給与精算の専門家を採用する
と人件費がかかりすぎるので，こちら（CNA）でサービスを用意して，小企業はこれ
を利用した方がコストの削減になるということで非常によく利用されている。
　　しかし，この経済危機の中でニーズが変わってきて，新しいリクエストが加盟する企



第２編　資　料

― 246 ―

業から上がってきている。企業家の声を州とか国とかに届けて欲しいという内容も，必
要だと言われるニーズもどんどん変わってきている。
　（2）新しいニーズとは何かというと，主に三つのテーマに分かれる。①はイノべーショ
ン，②は海外進出，③はネットワークシステムである。
　　このうち，ネットワークシステムは，グローバル市場の中で，いままでいろいろな研
究者によって研究されてきたボローニャモデルが，企業の規模が小さすぎることで困難
な状況に陥っている。ところが，それぞれの企業の個性が強すぎるということで，二つ
の企業を合併することが非常に難しい。そこで，ネットワーク密着型のネットワークシ
ステムを作っていこうというニーズが出てきた。
　　イノベーションに関して言えば，組織の効率化である。サービス供給の効率化であ
り，これは，トータルマネージングということで，日本型のモデルを参考にしている部
分がある。
　　海外進出，国際化については，海外に製品を輸出することもあるが，海外に生産拠点
を移すということも含めて国際化を考えなければならない。
　（3）新しいニーズに応えるためには，企業自体の意識改革，考え方を変えてもらう必要
がある。そして，新しい流れに添っていくことが必要である。そのために，いろいろな
サービスを行うのがコンサルタント部門であり，重要な役割を果たすことになる。内部
のコンサルタント部門だけでは処理できない問題があり，そういう場合には，外部の専
門家のネットワークにお願いすることがある。
　　海外進出を考えると，その時々で業界によっても違うが，ターゲットになる国があ
る。例えば，東京では，2年前に「ウイ・ラブ・メイド・イン・イタリー」という衣料
品関係の見本市のような企画を持った。エミリアロマーニャ州にある衣料品関係を作っ
ている会社の方たちが見本を持ってホテルを借りて見本市を行うなど。
　　ファッション関係では，ロシア市場とか韓国市場とかをターゲットにするということ
もある。業界によっては，トルコとか中国，南米などをターゲットにしているところも
ある。
　（4）CNAは，加盟している企業のために，企業の声を届けるために，企業に有利なよ
うに政策を進めていくという使命を持っているが，経済危機があったり，政治的な混乱
があったりする中で，失業と企業の危機が二大軸になっている。
　　企業の倒産に関しては，完全に倒産して企業を閉鎖し，従業員の人たちが皆職を失っ
てしまうということを避けるために，「発達のための資金」なども使って一時待機とい
う形で，最低限の賃金を支払って，できるだけ完全閉鎖をしないようにすることもやっ
ている。
　　また，イノベーションと海外進出の面では，特に，海外進出のターゲットになってい
るのが，ブラジル，ロシア，インド，中国などの国である。
　（5）我々がどういうふうに失業問題を扱っているかというと，実際問題としてCNAは
企業が集まった組織であり，失業者とは反対の立場（雇用する側）にある。
　　CNAの指導としては，あくまでも「適正な組織づくり」をしていくということと
「コスト削減」ということになる。「コスト削減」に伴って，従業員を減らさなければな
らないということも出てくる。
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　（6）その中で今，イタリアで一番問題となっているのは，若者の失業率が高いこと，こ
れを何とかできないかということである。
　　そこをなんとかできないかということで，CNAでは，その若者が従業員として働く
のではなくて，自分で起業する，自分で会社を作っていくということを促進できないか
と考えている。
　　CNAでは何年も前から若い起業家を育てるというということを考えており，その中
ではやっぱりお金の問題がある。
　　若い起業家は，高額の支払いはできない。そこで，このプロジェクトに参加したい人
は，バウチャーを買ってカタログに載っているような研修，職業訓練に参加することが
できるようにしている。
　（7）CNAでは，主に三つのテーマで研修を行っていて，まず第一にどういう企業形態
で企業を作るか，こういう企業形態にするとこういうメリットがあるとか，第二に，形
態的に企業を維持していくにはどのようにしていったらいいか，第三は，市場へのアプ
ローチをどういうふうにしていくかである。
　　この三つのテーマは，全ての新しく企業を作ろうとする若者に妥当するものである
が，それ以外の個人個人の場合でも，企業を作ろうという人はそれぞれアイデアは持っ
ている。だけどそれが売れるかどうか，市場のニーズに合っているかどうかというのは
本人は必ずしも認識していない。そういう部分についての指導を行っている。
　（8）会社の設立から 3年間は非常に難しいと言われている。3年経ってうまくいってい
る企業は，軌道に乗る。しかし，3年の間に駄目になっているところは結構多い。3年
間にどういうふうに伸びるかというところを支援していくのである。
　（9）ではどういうふうに実際にやるのか。例えば，大学でもいろいろ研究してきた。他
方で起業を乗り切ってきた経験のある会社の人たちが会社に実際に来て運営し，技術的
若しくは組織的イノベーションを教える。実地の教えである。
　（10）少なからずCNAも経済危機の影響を受けている。
　　このため，従来行ってきたサービスに加えて，経済危機によって生まれてきた新しい
ニーズにも応えていかなければならない。
　　例えば，非常に規模が小さい企業は，銀行から融資してもらうのが非常に難しい。そ
ういった場合，CNAの関連の金融会社から比較的簡単にお金が借りられるようにす
る。弁護士とか税理士のサービスを紹介したり，定期的な経済分析を行って市場の動向
を知らせる。公的機関から出ている資金援助，EUからこういう時にはこういうお金が
出ますよといった情報があった時に，そういう情報を知らせる。そういった場合，手続
が面倒なので手続の手助けをする。
　　中小企業は，マネージメント能力が欠けているので，最低限マネージメントの知識を
持ってもらうなどということもやっている。

３　質疑応答
Ｑ　参加企業が 500 社減少しているというが，こういう場合の手続，例えば，破産手続，
会社更生法，夜逃げなどの様々な場合の指導はスムーズに行われているのか。
Ａ　手続は，会社法で決まっている。最終的には民法にのっとった手続になる。しかし，
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CNAは直接には関わらない。というのは，破産企業の取引先の多くが CNAに加入し
ている会社なので，CNAが委託している弁護士，税理士のチームに処理をお願いして
いる。
Ｑ　ボローニャでは，ファミリー経営が多いと聞いたが，倒産後には，家族全員が仕事を
失うことになることが多いと思うが，生活の支援はCNAで行っているのか。
Ａ　企業の形態によって対応が異なる。多くの会社が有限会社の形態を採っているので，
基本的に企業の財産の範囲内では責任を取るが，経営者個人の財産にまでは破産の影響
は及んでこない。いずれにしても，できるだけ個人の財産は残るような形で支援してい
る。
Ｑ　起業家の 3年間が重要であるとのことを聞いたが，例えば家賃を安くする，コストを
安くするなどの援助をしているのか。
Ａ　直接的な経済的支援は行ってはいない。しかし，新しい会社の場合には，一定のサー
ビスを無料で提供したり，安い値段で利用できるようにしたりすることはある。なお，
事務所を安く貸すなどは，ボローニャ大学や市が行っているので，そのような募集がか
かった時に，応募するための支援はしている。
Ｑ　労使関係の助言はどのようにしているのか。
Ａ　非常に小さい企業が多く，企業家と従業員の関係が濃厚（社長と従業員が一体となっ
て働いている）なので，解雇の問題などはあまり顕著ではない。解雇が問題となるとき
は，従業員の態度が悪い・勤務時間なのに買い物に行ったなどの個別の事情による。
　　しかし，近年の経済危機の影響でどうしても企業の規模を縮小しなくてはならなくな
り，人員削減は必要。でも解雇はしたくない（経営者が従業員に対して愛着があるた
め）という中で一時待機してもらえないかという話合いはある。
Ｑ　経済危機の影響を受けてる中でのニーズに応えるということで，CNAの関連のとこ
ろでお金を貸すという話が出ていたが，金利はどのくらいか。2012 年の実績で，何社
ぐらいが利用しているのか。
Ａ　CNA関連の金融会社というが，実際には金融会社ではなく銀行と企業の間に入る仲
介役の会社である。ここが，CNAの関連企業が融資を受けるために必要な書類の準備
をしたり，借りようとしている銀行の利率が適正なものかどうかの管理をしたりしてい
る。
　　これに加えて，この仲介会社は「保証」を提供している。なぜなら，最終的に銀行と
企業が直接融資の契約を結ぼうという場合に一番問題になるのは，保証がないじゃない
かということ。
　　その保証を提供するコンソーシアムがあり，そこにCNAと企業が積み立てている基
金がある。その基金を使って，ある企業のために基金が保証しますから融資をして欲し
いという形で保証をするのがメインの仕事である。
　　保証がないと銀行は結局お金を貸してくれない。保証を得るということが一番難し
い。そして，実際に融資されるお金は銀行から出ている。
Ｑ　利用実績はどんどん増えてるのか。
Ａ　これがCNAが提供しているサービスの中で一番人気のあるサービス，一番使われる
頻度の高いサービスである。
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Ｑ　社長個人は保証人でお金は借りられないのか。
Ａ　個人の企業の社長でも同じことをすることが可能な場合もあるけれど，CNAは，企
業家の集まりで，その集まりが皆で保証するために，より手続も簡単だし，銀行も実績
があって安心してくれるので利用する人が多い。
Ｑ　日本の場合には，銀行が貸さなくなるとか半公的な機関が貸さなくなると高利の闇の
金融業者から借りて，結果的にはそういうところからの取立てで経営がつぶされるとい
うケースがある。経営者というのは本来これ以上は経営できないというところで諦める
のなら良いけれど，なかなか諦められず，闇の金融業者から借りてしまうことが少なく
ない。イタリアの場合はそういうことはないのか。
Ａ　非合法な金融業者というのは，あまりいない。特に，ボローニャにはほとんどいな
い。非常に「協同」という考え方が強いので，業種別の銀行がある。例えば，薬剤師，
薬局だけのための金融業者とか。そういう非合法な金融業者に行く前に，どこかの時点
で，大体お金を貸してくれるところが見付かるものである。
　　しかし，最近経済危機が深刻になってきて，イタリアでも自殺するケースが何件かあ
る。
Ｑ　国際化に伴う問題として，生産拠点を海外に移すということで，地元の産業が空洞化
するということはないのか？
Ａ　少なくともボローニャの場合は，国際化に伴って海外拠点を作っても，コスト削減の
ために海外に拠点を作るというよりは，そこの国の市場に出ていくために海外拠点を新
しく作るという考え方のところが多いので，生産拠点は国内にそのままにし，それに加
えて新たに海外拠点を作るという形をとっている。例えば，ベトナム，中国など。
　　しかし，イタリアのベネト州などは，海外に生産拠点が流出して問題になっている。
特に，ニット関係。
Ｑ　企業家で加盟しているメンバーの中に，女性の企業家というのはどの程度いるのか。
Ａ　たぶん 30％ぐらい。CNAには，女性企業家委員会というのがあって，CNAの理事
長は，ずっと長い間女性であった。彼女は，今は商工会議所の理事で，結構活躍してい
る。
　　ちなみに，CNAで働いている従業員の 70％は女性。今も役員のうち 1人が女性であ
る。
Ｑ　CNAの運営資金は，会員からの年会費，サービス利用料とその他に何かあるか。ま
た，年間の予算規模は？
Ａ　年間の売上高は 6500 万ユーロである。企業からの年会費と提供しているサービスの
売上げだけでこの収入がある。
Ｑ　この不況の中で若者が起業するのは極めて困難であると思うが，企業を現実に起業し
ている件数，起業していたもののうまくいっているのかいっていないのかの評価につい
ては，どう見ているのか。
Ａ　バーバラノザイクさん（若い企業家とファッション事業の責任者）によれば，大体
60 人起業をしたいという若者がいたとしたら，実際に起業できるのは 6人か 7人であ
る。
　　そのうち，3年目で何社かは駄目になる。5年生き残れば大体大丈夫。
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　　イタリアの国内のデータだと 2年目が一番危なく，設立から 2年目で倒産してしまう
企業が全体の 70％。ボローニャだけ見た場合は 70％以上が生き延びて，CNAに加盟し
ていてCNAに支援されている企業は 87％が生き延びる。2012 年の 12 月末のデータで
ボローニャ全体で 6000 社弱の新しい企業が誕生して，そのうちの 600 社が CNAから
生まれた企業である。
Ｑ　日本の場合，起業に失敗・倒産した場合，再生が難しいが，イタリアの場合，CNA
が支援したり職業訓練学校があったりすることで，起業のセカンドチャンスがあるとい
う認識が起業希望者にあるのか。
Ａ　イタリアの場合，小規模の企業は倒産できないようになっている。一度その会社を閉
鎖して，再生する形をとる。そのため，ボローニャのような零細企業が多い町では倒産
はあまり問題にならない。しかし，実際は一度倒産すると再生は難しいというのはどこ
でも同じである。
　　倒産は従来は非常にネガティブなイメージがあったが，単なる一つの失敗であり将来
に引きずるようなものではないと考えるアメリカ的な倒産のイメージを変えるような新
しい法律が昨年 12 月にできた。しかし，できたばかりの法律であり，実際にどれほど
の効果があるかはまだわからない。
Ｑ　それはどういう法律か。
Ａ　テクノロジー，情報関係，ＩＴ関係，ナノテクノロジーなど先進的な分野の会社に限
られており，そのような企業が倒産しても，倒産の手続を踏めばすぐ再生が可能な法律
である。しかし，法律はできたがまだその法律の効果はわからない。
　　実際の問題として，一度倒産してしまうと銀行は新しい会社を作るのに融資してくれ
ない。CNAとしては，倒産した人の新しいプロジェクトに対して，もう一度お金を貸
してあげてくださいということで，CNAから保証を出して支援していくという形をと
っている。
　　金融法の規制が厳しいためCNA自体が銀行を作ることやプロジェクトに対して投資
を行っていくことは困難である。CNAができることは，金融機関（銀行）と企業との
間に立つ仲介役の会社を使って，実際の手続を支援することと，保証を行うことに限ら
れる。
Ｑ　失業している若者（35％）に対する支援としての課題はどういうところにあるのか。
Ａ　CNAの内部では企業家の声を集めているので，私たちは，〇〇というポストの人を
探している，との声がくる。そこで，その職（ポスト）にあった新しく大学を出た若者
を紹介するとか，若しくは CADを使った 3Dの立体モデルを作るフリーランスの仕事
のニーズがたくさんあるということで，ファッション関係の仕事をしていて解雇されて
しまった人がそういうところに研修に行って，新しくフリーランスとして職を得るとい
うことはある。
Ｑ　弁護士はCNAの会員として入ることは可能か。
Ａ　医師会と同じように登録リストがあり，弁護士は弁護士会に登録するが，企業とはみ
なされないので入ることはできない。
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■11　ETIPAR（エチパル）
【訪 問 先】　ETIPAR（エチパル）
【訪問日時】　2013 年 5 月 23 日
【対 応 者】　 Luca Roversi（ECIPAR・Bologna 職人企業中小企業連合附属のセンター責

任者）
【概　　要】　 起業家を育てることを重視した職業訓練を行うことで，地域産業を活性化し

ようとしている。

１　ECIPARとは
　（1）CNAについて
　　ECIPARは，CNAと連携している。
　　CNAは，起業家が登録する団体である。CNAは，大きく分けて二つの業務を行って
いる。一つは，それぞれの職種の声を代弁すること。もう一つは，企業に対するサービ
ス，例えば会社の財務計算のサービスなどである。一つ一つの会社で費用計算をするよ
りも，CNAに頼んだ方が費用削減になるとして，利用されている。また，研究サービ
スなどもしている。
　（2）ECIPARについて
　　ECIPAR では，全ての業種に関する研修を行っている。技術研修から，起業，イノ
ベーションの研修などを行っている。イノベーション研修は，主に若い社長向けであ
る。将来的な起業家を育てなければならない。そのために，若者が学校にいるときか
ら，起業家を育てる研修を始める。そして，その若者を実際に企業に派遣して，実務研
修をさせ，専門性を身につけて，いずれは自分で起業できるようにする。
　　今，経済危機の状況にあり，エミリアロマーニャ州では 1日に 40 社の企業が倒産し
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ていると言われている。
起業家が少なくなってい
ることが経済危機に影響
を与えているのではない
かとも言われている。そ
こで，新しい起業家を育
てることが大事だと考え
ている。
　　ボローニャ県のプロ
ジェクトで，起業家を育
てるプロジェクトをして
いる。そこに CNAも参

加している。学生に，起業の良さを植え付けなければならない。イタリアの学校では，
起業のリスクや起業家がどのようなことを作っていかなければならないかということを
教える科目がないので，その部分を教えるために，県とCNAが協力して，プロジェク
トを行っている。
　（3）職員数，コース数や受講生数など
　　この学校が作られたのは 1973 年である。
　　ここで働いているのは平均年齢 30 歳くらい。従業員は 30 人いる。この近くに，エス
テと美容院の大きなワークショップがある。郊外にもう一つ学校がある。ボローニャ県
の中では二番目に大きな学校である。一番大きいのは工業関係の会社の連合が持ってい
る会社の職業訓練学校である。
　　2012 年は，237 のコースを実施し，4422 人が参加した。全部で 13 万 5968 時間の研
修を行った。売上高は年 400 万ユーロである。2004 年からどんどん上昇している。
　（4）歴史的沿革
　　ボローニャの起業家精神がよく分かるのは，産業博物館である。1700 年代末期の中
世の時代には，ボローニャでは絹の産業が栄えていた。なぜなら，ボローニャでは，産
業革命よりずっと前に，少しの量で回る水車が開発されており，水車を使って自動的に
糸を紡ぐ仕組みなどができていたから。絹産業が衰退するまでの間，3万人が絹産業に
関わっていた。ボローニャの水車の秘密については，厳密に厳守されており，秘密を漏
らしたら死刑と言われていた。
　　産業革命が始まり，危機感を感じたアルデーニ氏とバレリアーニ氏が，蒸気機関のモ
デルなどを実際に使わせて教えなければならないということで，自分たちの遺産を使っ
て教える学校を作った。それがバレリアーニ工業高校（市立）である。そこで 60 年代
に起業家が生まれた。
　　そのきっかけが，水に粉末を入れると炭酸水ができるという品である。ある時，15
グラム入りのものを 2000 個作って欲しいという依頼を受けたが，時間的にとても間に
合わない。そこで他の企業に相談したところ，パッケージング機械を作ってもらえた。
それがパッケージング機械の走りになっている。今では，CDやお茶などいろいろなも
ののパッケージング機械ができている。
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　　そこで働いていた技師が独立して新しい会社を作っていく。ある人はコンソメを梱包
する会社を作り，ある人はアイスクリームを梱包する会社を作り…と言った具合に，ど
んどん会社ができ，経済成長を支えた。

２　ECIPARの具体的活動
　（1）基本的な説明
　　この近くに，職業訓練学校がある。そこの学生が 200 人程，ここ ECIPAR で，3 年
間エステシャンと美容師になるための研修をする。その 3年間が終わると，美容院を自
分で経営するための専門課程に入る。
　　イタリアでは，エステシャンと美容師はとてもニーズがあるので，100％の就職率と
なっている。
　　その他，モバイルのアプリケーションを開発する専門家，エネルギーの専門家，機械
工業の専門家などのコースがある。それらのコースの学生は，なるべくCNAの加盟企
業に就職できる。
　　（全 15 ページのカタログを見ながら，）初めが，マネジメントのコース。6ページか
らが，業種別の研修リストとなっている。例えば，芸術的職人，コミュニケーションな
どもある。9ページの真ん中辺土に，ボローニャ・ライフスタイルというのがある。こ
れは，レストランなど食に関する研修。また，14 ページには，美に関する研修という
カテゴリーを新しく設け，エステや美容師の研修をしている。
　　また，安全対策研修，企業内研修などもある。
　（2）講師
Ｑ　講師はどのように確保するのか。
Ａ　多くは，CNA加盟企業の人，又は，地域の企業をよく知っているコンサルタント
の人から選ばれる。例えば，経済関係では，ココーギ大学が有名であり，同大学で専
門的コンサルタントを育てているが，実際のところ，ロンバルディアの企業経済シス
テムとボローニャのそれとは全く異なるので，ロンバルディアのやり方では通用しな
い。ボローニャでは，ボローニャの人が教えるのが良い。ロンバルディアの企業は，
ボローニャの企業より大型の企業が多いため，起業家ではなく，マネージャーが求め
られる。一方，ボローニャでは，小さい会社が多いので，自分で会社を作って自分で
マネジメントもする起業家が多いのである。

　（3）コース内容
Ｑ　医療系のプログラムはあるのか。職業訓練学校としてやっているのか。
Ａ　ここではやっていない。他にやっている学校はあるが，協同組合がやっている職業
訓練コースでやっていることが多い。

　（4）受講生の選抜
Ｑ　人気のコースは，希望すればみんな入れるのか。
Ａ　募集は 1年に 1回である。人気のコースは 70 人～80 人の応募がある。法律上は 25
人まで一つのコースに参加できることになっているが，ここでは，教室の大きさ等か
ら，15 人しか採用しない。書類審査などをして 15 人を採用する。
Ｑ　この学校は特別倍率が高い学校なのか。
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Ａ　EUから州にお金が下りてきて，学校にお金が分割される。できるだけ州の中のい
ろいろな学校で，それぞれの学校が特徴を持つように分割される。CNAの場合は職
人企業なのでそれに関連したコースが多い。機械工業の連合がやっている学校の場合
には，機械関係のコースが多い。協同組合の職業訓練学校は，社会医療オペレーター
などのコースがある。
　　選考に漏れると 1年間待つか，他のコースに応募することになる。
　　州から，こういう人材を育てたいという要望がくる。企業の中からも，こういう人
材を育てて欲しいという要望がくる。

　（5）コースの費用について
　　エステシャンや美容院の専門課程には，一人 7000 ユーロかかる。一方，EUの社会
資金や，企業が作っている職人企業資金というところから資金援助が出ているコースも
ある。職人企業資金からは，全国レベルで 4900 万ユーロの資金が出ている。そのよう
な資金援助を使って，研修のうちの約 60％を企業の内部で行っている。企業の内部で
行われる研修には，実務研修と，組織のオーガナイズの研修とがある。
　　CNAでは，なぜ若者が機械工業にこず，高い費用のかかるエステコースなどに行っ
てしまうのか，が議論になる。確かに，ボローニャでは家族経営の機械工業が発達して
おり，ボローニャ経済を支えている。しかし，機械工業の会社は古い体制の会社が多
い。工員として入社してもキャリアを積める可能性が低く，将来的にも不透明。そのた
め，若者からは嫌われる傾向がある。
　　だから，高いお金を払ってでも，将来的に見通しが明るいエステや美容師が選ばれる
傾向がある。
　　また，EUからお金が出る無料のコースで，例えばモバイルのアプリ開発専門家のコ
ースは，800 時間のコースであるところ，このコースを修了することで得られる資格
は，ヨーロッパ全体で使える資格である。よって，とても人気がある。
　　また，服の 3Ｄデザイナーのフリーランスの研修も無料で受けられ，企業でのニーズ
もあるため，人気がある。
Ｑ　ここECIPARの授業料はいくらか。
Ａ　ここで行っている授業の 65％は，EUと職人企業資金からお金が出ているので，無
料である。
　　その他のコースは，時間数などがかなり違うので，研修の種類によって開きがあ
る。先ほどの 7000 ユーロは特に高額なものである。例えば 2日～ 3日の研修ならば
200 ユーロのものもある。1日セミナーで 200 ユーロというものもある。値段に開き
がある。
Ｑ　7000 ユーロなどのコースに関し，奨学金制度や貸付け制度などはあるのか。
Ａ　分割払い制度はある。お金を借りられる制度もあるが，あまり利用されない。
　　ボローニャでは，経済危機の状況ではある。失業率も高まっている。しかし，不安
があるだけで，まだ親は，子どもの将来のためと思えばお金を出せる。一括払いだと
7000 ユーロが 300 ユーロ引きになることもあり，親はお金を出している。ボローニ
ャでは，経済危機はそこまで深刻ではない。
Ｑ　若者が起業する際には，資金援助はあるのか。
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Ａ　CNAでやっている。
　　ここ ECIPAR では，どのように起業をするのかの研修を行うが，実際に起業する
ための手続や支援は，CNAでやっている。

　（6）就労へのつながり
Ｑ　4422 人の参加者のうち，就職を望む者の就職率は？
Ａ　まず，全員が就職を望むわけではない。既に職を持っていて，資格を取りたくて来
ている人もいる。4422 人のうちの約 30％が就職希望である（通訳：なお，「就職」に
は起業も含む。）。残りの 70％は，既に職を持っている人のスキルアップのためや転
職のためや失業者のためや社長向けでやっている。
Ａ　就職希望者のうちの 80％～100％が就職できる。
Ｑ　職業訓練学校の教育により，若年就職率が上がったということはあるか。
Ａ　研修にはニーズがある。ニーズがあるコースを修了する人は，就職しやすい。100
％の就職率のコースもある。
　　もっとも，州から，こういうコースを作って欲しいという要望があり，そのガイド
ラインに従わざるを得ない面がある。そのため，資金援助が出るプログラムも行う必
要がある。起業家を育てるという必要がある。
Ｑ　CNA登録企業以外への就職もあるのか。
Ａ　ある。
　（7）若者の就労意欲と大企業重視傾向の有無
Ｑ　大企業への就職を優先する傾向があるか。大企業に入れなかった人が中小企業に行
くという現状があるか。起業や中小企業への就職の意欲はあるのか。
Ａ　就職したくてここに通う学生は，非常に意欲的である。（通訳：まず，大前提とし
て，ボローニャには大企業は存在しない。一番大きい企業でも，従業員 1万人くらい
で，ほとんどは 30 人くらい。）

　　現在の学校教育では，会社の中で働くことを基本に教育しているが，それとは逆
に，こうした学校で起業家としての教育を受けていれば，その人が企業の中で働いた
としても，視点が変わる。それが大事。
　　確かに，イタリアでも，大企業を優先する傾向はなくはない。しかし，地域密着の
中小企業は，その地域のアイデンティティとなるものであり，非常に大切な存在であ
る。そのため，そこで働く人材を育成することが大事だと思っている。
Ｑ　日本では，大企業に入ることが第一とされ，中小企業には，大企業からあぶれた人
が行く。そのため，意欲も低くなる。その点についてどう考えるか。
Ａ　エミリアロマーニャ州では，従業員 10 人前後の小さい企業が多い。また，職人の
技が重視され，職人技が入ることが付加価値となる。
　　例えば，グッチが大量生産路線になり，一部の部分のみを職人が作っているとして
も，職人の技が入っていることによって付加価値が付く。
　　モバイルのアプリの開発についても，新しいタイプの職人であると思う。そのよう
な新しいタイプの職人の技が評価される状況を作らなければならない。
Ｑ　日本では，大企業と中小企業の結びつきが低い。国際競争力のためといって，大企
業から中小企業への報酬が減らされ，中小企業の労働者の給料が減らされている。イ
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タリアではそのようなことはないのか。
Ａ　イタリアでは，普通は，職種ごとに基本給が決まっており，組合の力が強いために
給料を下げることは難しい。そこで，給料カットよりも，クビを切ることになる。
　　例えば，あるグッチの下請けの会社は，とても優れた技術を持っている。しかし，
グッチから，報酬引下げの圧力がある。そこで，他の幾つかの会社と一緒に，グッチ
から独立することを検討中である。

　（8）受講生について
Ｑ　生徒の中には，移民もいるのか。
Ａ　いる。多くは，既に工場などで働いていて，そこで働き続けるために通っている。
Ｑ　男女の受講生の傾向は。
Ａ　美容関係は，ほぼ 100％が女性である。一方，機械関係は女性が 20％いれば多い方
である。
Ｑ　社会に出てから，ここに戻る人もいるのか。
Ａ　既に働いているけど更に資格を取得してスキルアップしたい，転職したい，という
人もいる。
Ｑ　ここで学ぶ生徒の家庭は，同じ職業のことが多いのか。
Ａ　ボローニャの大きな問題は，起業家の世代交代ができないこと。その原因は，学校
で起業家を育てることをしてこなかったし，たたき上げの社長が後任を育てることを
なおざりにしてしまったため，自分の親の職を継ぐということが難しくなっている。
そのため，ここに通う子どもは，親とは全く違うコースに通うことが多い。
　　イタリア人は，クリエイティブであると言われているにもかかわらず，学校教育の
場では，従業員を育てることは考えても，自分で会社を立ち上げることについて全く
教えてこなかった。そのため，今のような状態になっている。
Ｑ　途中で辞めたり，進路変更する子はいるか。
Ａ　数は少ない。辞めると，お金を返さなければならないから，こちらも辞めないよう
に説得する。

３　コースの見学
　（1）給与計算のコース
　　受講生は 9人おり，うち 7人が女性である。総務会計部門には女性が多い傾向があ
る。
　　前の授業で講義を受け，今は実技の時間である。各自にコンピュータが割り当てられ
ている。
　　講師は，コンサルタント業の人がやっている。
　（2）重さを量る機械の研修のコース
　　受講生は 15 人おり，全員が男性である。みな 19 歳～20 歳の若者であり，企業内で
研修をしている。
　　講師は，コンサルタント業の人がやっている。
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４　聴取者まとめ
　起業家を育てることを重視した職業訓練を行っている。EUや職人企業資金からお金が
出るコースは，無料で提供され，ニーズのある職に結びつくコースほど人気がある。起業
家精神を身に付けた人材が増えて，新しい視点で地域産業を活性化させてくれることを目
指している。
　一方，エステシャンなど，起業家とはなりにくいが，就職率の良い職に結びつくコース
は，有料であるが，こちらも人気が高い。子どもの就職のためならお金を出すという親が
多いとのことである。

■12　Legacoop
　　　（レーガコープ）
【訪 問 先】　Legacoop
　　　　　　 （レーガコープ）エ

ミリアロマーニャ州
本部

【訪問日時】　2013 年 5 月 23 日
【対 応 者】　 アルベルト・アルベ

ラーニさん（レーガ
コープ・エミリアロ
マーニャ州本部社会
福祉及び社会的協同
組合部門責任者。レ
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ガコープ・ソシャーリ〔イタリアの全国レベルで，社会部門の協同組合を集
めた連合〕の理事長でもある）

【概　　要】　 　社会的協同組合を取りまとめている組織。イタリアの社会福祉サービスの
多くを，社会的協同組合（Ａ型）が支えている。また，社会的協同組合（Ｂ
型）は，弱者の就労場所を提供し，弱者の社会参加を助けている。

１　レーガコープの役割
　第一に，レーガコープは，協同組合のための労働組合である。協同組合の声を政府に届
けるという仕事をしている。社会関係の法案やプロジェクトを作る際には，私が参加し，
協同組合としての意見を述べる。
　第二に，ここに加盟している協同組合にサービスを提供する。例えば法務サービス。特
に労働契約に関するサービス，税務に関するサービス，銀行から融資を受けるためのサー
ビスなど。この建物（大きい！）は全てレーガコープで使われている。それぞれのフロア
で各サービスが行われている。
　第三に，様々な業界における新しい協同組合の誕生を奨励する。
　第四に，協同組合としてのアイデンティティの管理。ある協同組合が本来の協同組合と
しての仕事をしているかの監視もしている。
　第五に，エミリアロマーニャ州にある協同組合の協力関係を深める。協同組合間のネッ
トワーク作り。

２　レーガコープ以外の協同組合取りまとめ団体との関係
　イタリアには，三つ，協同組合を取りまとめている団体がある（レーガコープ，
CONFCOOPERATTIVE，AGCI）。CONFCOOPERATIVE がカトリック系で，他の二
つは宗教とは関係のない団体である。今は，三つの団体が協力関係を深めている。
　すなわち，1990 年代には三つの大きな政党があった。共産党（PCI），カトリック
（OCT），社会党（PSI）。
　それぞれの下に，協同組合があった。共産党の下にレーガコープ，カトリックの下に
CONFCOOPERATTIVE，社会党の下にAGCI。
　また，労働組合も共産党系，カトリック系，社会党系に分かれていた。
　しかし，1991 年以降，ベルルスコーニに対抗するために，三つに分かれていられなく
なった。今は，政党による影響を受けず，同じ目的のために同じことをやっているのだか
ら，協力するようになった。

３　協同組合の実績，レーガコープの実績
　イタリアの協同組合が，イタリアの国内生産高の約 7％を占めている。また，労働力の
6％を占めている。
　エミリアロマーニャ州全体で 911 の協同組合があり，3万 6000 人の従業員がいる。13
億ユーロ～14 億ユーロの生産高を上げている。エミリアロマーニャ州では非常に重要な
存在である。
　エミリアロマーニャ州総人口が 439 万 5600 人であるところ，うち 172 万 4000 人（約
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40％）がレーガコープ加盟の協同組合の何らかの形でのメンバーである。
　多くは，スーパーマーケットのコープのような消費者組合の組合員であることが多い。
業界別グラフを見ると，最も多いのが，消費者協同組合（コープ）である。
Ｑ　エミリアロマーニャ州全体で 911 の協同組合があるとのことだが，911 のうち，　レ
ーガコープに入っている組合は幾つあるのか。
Ａ　236 である。数は少ないが，規模の大きい社会的協同組合が多く加盟している。
　　州全体の社会的労働組合で働いている人が 3万 6000 人，売り上げ高が 13 億ユーロ。
　　うち，レーガコープに加盟している団体の売上高は 9億 3400 万ユーロ。レーガコー
プに加盟している組合は 236 だが，従業員数が 2万 7000 人もいる。
　　例えば，歴史的なボローニャの映画家の組合があり，老人介護や幼稚園や保育園の上
映をしているが，従業員 3500 人もいる。また，同じようなA型のドルチェという組合
も従業員 3000 人がいる。

４　協同組合の国際的定義
　協同組合は，個人の集まりである。資本ではなく人的に集まる団体である。
　組合への参加は，本人の自由意思による。
　協同組合は，誰のものでもない。協同組合が共同で所有するものであり，個人のもので
はない。全ての決定は，多数決・民主主義によって決める。一人の上に立つ者により決ま
るのではない。一人一票制であり，お金を出している人に多く票が与えられるわけではな
い。
　巨大な協同組合になるとこの原理が薄くなることが多いが，新しくできた小さい組合で
は非常に重要な原理となる。
　中には，本当に貧しいホームレスが作る協同組合，麻薬中毒者の協同組合，精神疾患患
者の協同組合もある。彼らは，組合員となることで，協同組合を通じて，自ら協同組合の
所有者となり，社会に参加することで，社会的に立ち直っていくこともできる。
　例えば，10 人のホームレスが組合を作り，3年に 1回理事長を決める際に，自分たちの
票で自分たちの協同組合の未来を作ることを実感することができる。

５　社会的協同組合の歴史
　1970 年代の半ばに，最初の社会的協同組合が誕生した。しかし，当時はまだ社会的協
同組合の定義がなかった。1991 年までに，社会的協同組合が発達してくる。その重要性
が地域で認められ，どんどん組合数も増加し，法律的にも無視できなくなり，1991 年に，
法律 381 号で，社会的協同組合の定義が定められた。
　この法律ができたことが，社会的協同組合の今後の発展に寄与した。
　社会的協同組合を定義した法律は，イタリアで初めてでき，その後他国でも作られるよ
うになった。一番最近では，ポーランドで去年承認された。2年前にはウルグアイとアル
ゼンチン。こういう法律があることにより，社会的協同組合の発達を助けることができる
ことに気付き，各国で社会的協同組合ができた。

６　Ａ型とＢ型について
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　この法律の中で，2種類の社会的協同組合が定義されている。それがＡ型とＢ型であ
る。
　（1）Ａ型の協同組合
　　社会的，医療的，教育的，介護的なサービスを，プロの資格を持ったオペレーターが
提供する組合。
　　例えば，老人の介護，障がい者へのサービス，困難な状況にある未成年者保護，ホー
ムレス夜間収容所の運営，幼稚園，保育園，薬常習者，精神障がい者へのサービスなど
がある。
　　そこで働く全ての職員が，その職業のためのトレーニングを受け，労働協約に基づく
賃金を受けている労働者である。
　　これらのサービスは，公的機関が提供している同種のサービスに比べ，質が高く，格
安なので，非常に発達している。
　　これらＡ型協同組合の提供するサービスの 70％が，公的機関が徴収した税金の中か
ら支払われている。
　　公的機関がＡ型の協同組合にサービスの提供を頼む場合は，入札か委託の形をとる。
　（2）Ａ型の市場の内訳（円グラフ）
　　Ａ型は 30 億ユーロの市場を持っている。
　　うち 20 億ユーロ～25 億ユーロが，高齢者と障がい者向けの市場である。11 億ユーロ
が，高齢者介護の市場。
　　その他が，幼稚園，保育園，移民，困難な状況にある未成年者，精神障がい，中毒状
態の人向けの市場である。
　　エミリアロマーニャ州全体で，911 の協同組合が 13 億ユーロ～14 億ユーロの生産高
を上げているが，このうち，Ａ型の占める割合が，8億 6000 万ユーロ。Ａ型の方が生
産高が高く，従業員も多い。
　　実際には，Ａ型とＢ型を併せ持つＡ＋Ｂ型というのもある。
　　現在，Ａ型の提供しているサービスは，ほとんどモノポリーで，競争相手がいない状
態である。逆にＢ型は，生産活動を行っている企業なので，民間の企業などと競争しな
くてはならない。競争相手が非常にたくさんいる。
Ｑ　Ａ型は競争がないというのはどういうことか。
Ａ　 公的機関がサービスを委託する場合に，多くの場合入札制度を使うので，安いと
ころが選ばれる。そのため，入札を通して，Ａ型の中でも競争はある。しかし，入札
だけだと，過激な競争になってしまうので，中には委託契約も使われる。その場合に
は競争がない。
Ｑ　Ａ型のサービスは，公的機関のサービスより，質が高く安いとのことだが，質が高
いからという理由で委託されるのか。
Ａ　入札の場合には，実質的にはコストだけで決まる。本当は質も評価されなければな
らないのだが。しかし，委託契約を直接行う場合には，ある程度条件がある。その条
件を満たすところでないと委託契約を結べない。したがって，ある程度の質は求めら
れる。
Ｑ　Ｂ型については法 381 号 5 条にて「社会性を認める入札」という，一般競争入札と
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は別に優先的に仕事を任せられる制度があるが，社会性を認める入札はＡ型にはない
のか。
Ａ　（通訳による回答：Ａ型の協同組合の入札の場合は，競争相手はみなＡ型の協同組
合であるため，みんな社会性がある。一方，Ｂ型の場合は，一般企業との競争も出て
くるために，社会性を認める入札の意義が出てくる。）

Ｑ　Ａ型はＡ型との競争しかないということか。
Ａ　（通訳による回答：そうである。）
　（3）Ｂ型の協同組合
　　例えば，農業，工業，商業，サービス業，その他生産活動を通じて，弱者に属する人
の労働への参入を奨励する。
　　例えば緑地の整備，掃除，レストラン業，分別ゴミステーションの運営などの仕事が
ある。
　　Ｂ型協同組合の大きな特徴は，ここで働いている労働者の最低 40％は，弱者に属す
る人でなければならないという義務があることである。実際は，40％を超える弱者に属
する人が働いている。
　　法律 381 号の中で，弱者に属する人は 6個のカテゴリーに分けられている。①身体障
がい者及び知的障がい者，②精神障がい者，③麻薬中毒者，④アルコール中毒者，⑤未
成年かつ家庭状況困難な者（親が刑務所に入っている子どもなど），⑥受刑者
　　Ｂ型社会的協同組合の目的は，現在弱者層に属している人を，この活動を通じて，弱
者層から抜け出させ，普通の状態に戻すことにある。
　　特筆すべきこととしては，Ｂ型の協同組合は，形態としては協同組合だが，実質は企
業であるという点である。赤字を出すと倒産する。利益を出さなければならない。働い
ている労働者にとっては，利益がそのまま賃金になる。
Ｑ　弱者の 6つのカテゴリーは，Ｂ型の対象となる弱者のことでよいか。
Ａ　そうである。
　　もっとも，多くのＢ型の社会的協同組合は，Ａ型の活動もしている。それが先ほど
のＡ＋Ｂ型である。
　　例えば，麻薬中毒者は，麻薬をやめるまでの弱者の立場のときには，Ａ型の対象と
なる（サービスの客体）。麻薬を辞めて就労するまではＢ型（研修を受け，うまくい
けば，研修後従業員となる。）。また麻薬を始めてしまうとＡ型の対象に戻る。そのた
め，多くの社会的協同組合がＡ＋Ｂという形態をとる。
　　B型で働く従業員は，組合員となるケースもあれば，組合員にはならないケースも
ある。組合員従業員と，組合員ではない従業員が両方いる。例えば，研修してその協
同組合に合っていると思った人は，研修後，そこの従業員となり，組合員となること
もできる。合わないと思ったら，組合員とはならず，従業員として関わることもでき
るし，研修後は，別の企業で働くこともできる。
Ｑ　エミリアロマーニャ州全体の社会的労働組合で働いている人は 3万 6000 人いると
のことだが，この中に，組合員でない人も含まれているということか。
Ａ　そうである。
Ｑ　法 381 号で弱者層を 6つのカテゴリーに分けているが，「その他これに準ずる者」
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のような人は含まないのか。
Ａ　含まない。よって，移民は入らない。もっとも，近年，ギャンブル好きの人は精神
障がいに含められることになった。
　　この 6つのカテゴリーに当たるかは，市の認定を受ける必要がある。
Ｑ　法 381 号 4 条には，6つのカテゴリーが挙げられた上で，さらに，労働大臣が提案
して総理大臣が決定した場合には，他の類型の人にも適用されると書かれているが。
Ａ　そういうただし書はあるが，実際にそれが使われたことはない。ただ，例外的に一
つ加えたのは，刑務所から出てきた人。条文には，刑務所にいる人しか入っていなか
ったが。この 1991 年の法律は，1988 年に法案が作られていた。そのため，現在とは
そぐわないカテゴリー設定になっている部分があるのは事実。そのため，現在に合う
法に変える必要があるとの議論はある。
　　2008 年に EUが弱者層について新しくカテゴリーを作った。①最低 6か月以上規
則的給与を受け取っていない人，②高校卒業資格を持たない人，③ 50 歳を超えた労
働者，④ジプシー，⑤一人または複数の扶養者を持つ人。EU規定 2008 年 800 号
（2008 年 8 月 6 日に出されたもの）に載っている。これはあくまでEUのガイドライ
ン。イタリアがそれに併せる必要はないが，併せるべきではという議論はされてい
る。
Ｑ　Ｂ型で働き始めた障がい者に対しては，何らかのケアがなされるのか。
Ａ　基本的に，特別扱いされることはない。ソーシャルワーカーがつくことはない。
　　協同組合の中で働くならば，他の人と同じように普通に働くことが求められる。普
通の企業と違う点としては，その人の困難さを理解してくれる職場であるということ
はある。
Ｑ　ソーシャルワーカーが常についているということはないにしても，AUSL で担当の
人がいて，Ｂ型の中でうまくやっていけているかを見てくれるということはないの
か。
Ａ　Ｂ型で正式に従業員として働き始めた場合には，一般人と同じ扱いになるので，個
人向けのプロジェクトはなくなる。Ａ型の支援対象となっている間は，個人プロジェ
クトの対象となるので，国からお金も出るが，その後研修を受けて B型の従業員と
なってしまうと，一般人と同じ扱いになる。
Ｑ　Ｂ型で働くようになっても，障がい者は障がい者なので，何らかの福祉の対象とな
るのでは？
Ａ　仕事に関してはそのような対象にはならない。障がい者のグループホームに入って
いれば，そこでは福祉の対象となるが。
Ｑ　財源が足りないからならないのか。
Ａ　通常の人になるという認識だから，福祉の対象にならないのである。
Ｑ　本人が希望しても，福祉の専門的アドバイスなどを受けることはできないのか。
Ａ　Ｂ型の従業員として働いている人は，基本的に，普通に働いていかれる人たちであ
る。それができない人は，Ａ型の支援の対象として残っていくことになる。そのた
め，Ｂ型の従業員となれば，福祉サービスはいらなくなる。
Ｑ　Ｂ型の労働者には，最低賃金の適用はあるか。
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Ａ　Ｂ型の労働者も，職種によって労働協約で決まっている賃金をもらっている。た
だ，働く時間は普通に働いている人より短いこともあるので，一般の人のように最低
賃金＋αの給料をもらえることは少ない。
　　Ａ型で働いているうちは，リハビリの一部と見なされ，報酬はでない。
　　職業訓練の研修となると，400 ユーロ程度の労働奨励金がもらえる。
Ｑ　2005 年に，アルベルトさんが，労働者の賃金が安いので引き上げる取組をしたい
と言っているが，どのような取組をしているのか。
Ａ　残念ながら，この経済危機により，この 4年間で，全職種で賃上げが行われていな
い。2005 年の国の公務員の給与が 1100 ユーロであり，現在も 1100 ユーロのままで
ある。
　　しかし，協同組合で働いている人の給料は，2005 年に 1000 ユーロだったのが，
2010 年に 1200 ユーロに引き上げられた。今年は 1400 ユーロに上げることに決まっ
ている。
　　協同組合の場合，国の労働協約に関わらず，基本給を決めることができる。レーガ
コープ，CONGCOOPERATIVE，AGCI の三者合同協議で，3 年ごとに基本給を改
定する。Ａ型の組合が市から委託を受ける際に締結する契約の中にただし書があり，
組合員従業員の賃金を上げる場合には，サービスに対して市が払うお金も高くなると
いう条項がある。
　　現在，高齢者介護サービスを 1時間提供すると，市は協同組合に 24 ユーロ払う。
とすると，今度基本給が改定されて約 8％賃金が上昇するので，24 ユーロが 25 ユー
ロに引き上げられることになる。
　　これは，公的機関との契約だからこそできることである。さきほど見たように，Ａ
型組合の売上げの大部分が公的機関との契約だからこそ，できる。

　（4）人数の内訳
　　弱者層に属する労働者が，2628 名いる（おそらく，エミリアロマーニャ州において，
の意味：記録担当者注）。 

　　Ａ型で働いている人の 85.1％が女性である。
　　働いている方のうち，21.4％が有期契約。それ以外は 65 歳までの終身契約。
Ｑ　Ａ型従業員の多くが女性であることの理由は何か。
Ａ　仕事の内容が高齢者介護や幼児教育なので，女性が多くなる。カトリック系の伝統
として，人の世話をする仕事は女性の仕事というイメージがある。

７　社会的協同組合の弱点
　（1）公的機関への依存率が高い。公的機関の資金削減が行われると，ダメージが大き
い。
　（2）儲けの上がる率が低い。大抵，100 ユーロの儲けがあるなら 97 ユーロの出費もあ
る。売上げは 3％しかない。ほとんど人件費とトントンになってしまう。また，限られ
た業種であるがために，他の業界からの出資も得られない。
　（3）普通の企業だと，従業員と社長の利益の衝突があり，労働組合がある。しかし，組
合では，従業員もほとんどが組合員なので，所有者すなわち社長側でもある（組合員で
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ない純粋な組合従業員もいるが）。だから，労使の交渉がややこしいという弱点もある。
　（4）小規模で多数あることも弱点。自分の協同組合で固まってしまい，他の協同組合と
情報交換や共同作業などの協力をすることがあまりできていない。そこを変えていかな
ければならないと考えている。

８　ホームレス支援について
Ｑ　ホームレスのための組合は，どのようなことをしているのか。
Ａ　例えばAUSL が協同組合に，麻薬の中毒者がいるという情報を持って行く。そこで，
組合は，まずは麻薬をやめさせてリハビリをさせる。麻薬がなくても大丈夫になれば，
就業のための技術を身につけさせる。うまくいけば，それで仕事が見付かる。
　　ピアッツァ・グランデというホームレスのための組合があり，そこではいろいろなワ
ークショップをやっている。例えば，仮面劇がある。ホームレスは，人とのコミュニケ
ーションができない人が多いので，演劇の授業をする。一般人も一緒に受講でき，ホー
ムレスは無料で，一般人は有料で受講する。演劇の授業を通じて，時間や規則を守るこ
とを覚え，人とコミュニケーションを取ってもらう。また，コミュニケーションを取る
ことで自信をつけさせる。音響なども自分たちでやる。
　　また，放置自転車を直して，格安で市民に売ること，いらなくなった洋服を直して売
ること，ホームレスにプレゼントしたり，ファッションショーをしたりなどもしている。
Ｑ　レーガコープ自身がそういう活動をすることは。
Ａ　ない。レーガコープは，まとめ役をするだけである。
Ｑ　ホームレスを就労につなげるためにはどのようなことをするのか。
Ａ　市は，20 万ユーロ以下の仕事であれば，Ｂ型の組合には，入札ではなく，優先的に
仕事の委託ができる。法律上，社会性を認めて，という条文によって決まっている（法
381 号 5 条）。例えば，マルゲリータ公園の清掃活動は，ピアッツァ・グランデと市が
委託契約を結んで，ピアッツァ・グランデが行う。
　　これが非常に重要なことで，法律 381 号の 5条に載っている。
Ｑ　2005 年の報告書によると，ボローニャ市では，20 万ユーロ以下の仕事は少ないとの
ことだが。
Ａ　確かに少ない。Ｂ型協同組合は，社会的協同組合でない協同組合や一般企業との競争
をしなければならないところ，それらの企業らがいろいろ文句を言う。そのため，実際
には，自由にＢ型社会的協同組合との委託契約ができない現状がある。

９　ギャンブル中毒者について
Ｑ　ギャンブル中毒はどのように認定するのか。
Ａ　一つのパターンとしては，イタリアでは，ギャンブル中毒者は，自分ではどうにもな
らないようになり，絶望状態になって，自分から社会福祉課に行く。そこで，専門家が
診断する。
　　もう一つのパターンとしては，ギャンブル好きの人は，自分からAUSL に行くか，
家庭内で暴力をはたらくか，周りの人に通報されるかして，強制的に福祉課に連れて行
かれて，診断を受けさせられる。
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　　ボローニャでは，ピアッツァ・グランデが，ホームレスが集まっているところに実際
に行って，治療を促すこともしている。

10　未成年者支援について
Ｑ　困難な状態にある未成年にはどのような支援をしているのか。
Ａ　（前出の円柱グラフを見ながら）全体の市場は 3000 億ユーロであるが，うち，未成年
者の市場は，4300 万ユーロであり，非常に小さい。エミリアロマーニャ州内には困難
な状態にある未成年者を収容するための 150 の施設があり，それぞれ 10 人ずつの未成
年者を収容できる。必ず専門のエドゥケーターが常駐し，土日も 24 時間常駐するの
で，費用が多くかかる。
　　普通は市がお金を出して委託契約を結び，協同組合がこのようなサービスを提供す
る。お金がある州はできるが，南部のお金のない州ではこういうことはできない。
　　学校が終わる午後 2時から午後 7時くらいまで居られるデイセンターもあり，午後 7
時頃までそこで宿題等をして，その後家に帰るということもできる。
　　それとは別に，エドゥケーターが街を回り，未成年者がたむろしているところに話し
かけ，若者の生態を把握して，麻薬等をしていないか確認したりもしている。
Ｑ　今の話はＡ型の話か。
Ａ　そのとおり。
Ｑ　Ｂ型では，未成年への仕事の支援などもしているのか。
Ａ　未成年への仕事の支援をする場合というのは，ほとんど，東ヨーロッパから来て売春
婦をしている未成年者を対象としたものである。売春婦をしている未成年者たちに，売
春婦を辞めさせて，他の職業を覚えさせることはしている。ただし，これは特殊な例で
ある。
　　1998 年に法律ができた際には，まだ義務教育が 14 歳までだった。今は義務教育が 16
歳，大抵は 18 歳まで学校に通っている。よって，未成年者で就業活動をする必要があ
る場合というのは，ほとんど外国からきた未成年者。

11　社会的協同組合の社会的役割
Ｑ　社会的協同組合の社会的役割について知りたい。
Ａ　特にエミリアロマーニャ州では，従来市が行っていた弱者へのサービスをほぼ 100％
全て肩代わりして提供しているのが社会的協同組合である。そのため，社会的協同組合
なしでは，市の事業はできない。特にエミリアロマーニャ州では高齢化が進んでいるか
ら，社会的協同組合なしではどうにもならない。
Ｑ　市民同士のネットワーク作りという面もあるのか。
Ａ　コミュニティーの中の協同組合なので，地域密着性が高い。特に普通の小規模な組合
は，地域密着型であることが重要なので，地域のコミュニティーの一部となっている部
分が大きく，ネットワーク作りの意味もある。
　　しかし，それはこの州だからこそ。
　　シチリアでは違う。
　　コーパップスという，知的障害がい者が農作業をして無農薬野菜を作って売っている
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組合では，初めは地域からの反対があった。そこで，地域の行事に参加したり，町で毎
週行われる青空市場に出店するなど地域との繋がりを強める努力をして，理解を得られ
るようになった。
　　協同組合は，どこにでも輸出できるものではない。趣旨を理解してくれる人がいるの
が大切である。また，支援してくれる法律の整備も必須である。日本でこのモデルを持
って行っても，すぐにできるかどうかは分からない。私はよくアルゼンチンに呼ばれて
行くが，アルゼンチンでは競争が激しすぎて，協同組合を作ってもうまく育たない。
Ｑ　日本では，社会保障は国が責任を持って行わなければならないと憲法上定められてい
る。イタリアでもそうだろう。しかし，今のイタリアでは，州が行うべき福祉サービス
を全て社会的協同組合が行っているわけだが，そのような状態は，国民には，支持され
ているのか。国の責任放棄としては映らないのか。
Ａ　少なくともエミリアロマーニャ州では，社会的協同組合のおかげで良い生活ができて
いるとして歓迎されている。病院の医療レベルも，ボローニャはヨーロッパの中でも高い
方であり，エミリアロマーニャ州では障がい者へのケアも突出していると言われている。

12　聴取者の感想
　イタリアの社会福祉サービスの多くを，社会的協同組合（Ａ型）が支えている。また，
社会的協同組合（Ｂ型）は，弱者の就労場所を提供し，弱者の社会参加を助けている。 
　もっとも，社会的協同組合がうまく機能するには，国や公共団体との関係，民間企業等
との関係での諸条件がそろう必要があり，日本で必ずしもうまく機能するとは限らない。
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■13　Vittorio Capecchi（カペッキ）教授
【訪問日時】　2013 年 5 月 24 日
【対 応 者】　Vittorio Capecchi（カペッキ）教授（ボローニャ大学）

１　カペッキ教授の研究事項
　1960 年代から 1990 年代までは，地方公共団体の政治，特に州の政治が，中小企業・小
規模企業の発達と非常に密接な関係があった。中でもエミリアロマーニャ州はもともと中
小企業の発展のための政策に力を入れていた。
　一点目，かつてはエミリアロマーニャ州だけが中小企業政策に力を入れていた。
　二点目，労働協約を決めることにかかわる法律家がいっぱいいた。
　三点目，特に金属機械関係の組合運動が非常に盛んだった。
　私は 1960 年代に大学生だった。ボッコーニ大学で経済を勉強した後，アメリカに行
き，ニューヨークのコロンビア大学で経済の学士号と社会科学の数学モデルの学士号を取
得，今は，経済の雑誌と数学モデルの雑誌（英語）を作っている。
　私は 1970 年代の初めにアメリカからボローニャに戻った。
　ボローニャに戻って始めた仕事が金属機械関係の組合の支援と州の支援だった。当時，
機械工業からエレクトロニクスに移行する時期で，その支援をやっていた。
　当時の工場は非常に労働者の権利が守られていた。
　私は何度も日本に行ったことがある。どうしてボローニャのパッケージング機械が日本
で売れているのか，研究した。エミリアロマーニャ州の機械工業は，規模は小さいが全て
オーダーメイドである。顧客のニーズに合わせたオーダーメイドの機械を作っているの
で，大量生産品ではない。フィアットのように同じものを大量に作っているのではない。
例えば，日本では緑茶を飲む。緑茶のティーバックを作りたいということで，初めは，ド
イツのパッケージングの機械の会社に注文した。お茶の香りを失わないために，上部をち
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ゃんと密封するように言うと，「普通のティーバックなら作るがそんな特殊なことはでき
ない」と言われた。そこで，ボローニャの会社に頼むと，要望が実現できた。それで信頼
を得て，ボローニャに発注されるようになった。
　今でもそういった専門性の高い機械を作っているので，経済危機の影響は受けている
が，影響は少ない。しかし，労働者の権利が非常に侵害されつつある。というのは，やは
り新自由主義がはびこり過ぎているためである。
　イタリアの新自由主義にのっとった政策がどういうものかというと，それまでは，地域
密着型の中小企業を支援しながら地方を発展させていくという政策だったのが，重要なの
は大企業と銀行という政策に移ってきている。大企業と銀行を支援して，中小企業はその
歯車のような形になってしまった。そうすると，その結果として，組合の力が弱まってし
まった。なぜかというと，それまでは，労働者の労働というものに意味があり，重要性が
あったので，労働者の権利が守られてきた。しかし，中小企業はどうでもいいという見方
になってしまうと，中小企業で働く労働者・工員の権利が守られなくなった。そのために
労働組合の力が非常に弱まった。
　一番それが顕著になったのが，シアトルマルチオーネの例だった。彼は，公的な場で，
労働者には全く権利なんかないと言い，会社にとって利益がある間はイタリアで生産を続
けるけれども，利益がなくなったらすぐに海外に拠点を移してしまうだろう，おそらくア
メリカとかブラジルとかに移ってしまうだろう，と言われている。彼は，言うとおりにし
ない労働者はどんどん解雇する，と発言した。そういうこともあって，どんどん労働者の
権利が弱くなってしまった。
　もう一つは，どんどん移民が入って来た。経済がよかった時には労働力として必要だっ
たので，北アフリカからの移民や東ヨーロッパからの介護労働者は非常に評価されてい
た。しかし，経済危機になると，イタリア人でもなかなか仕事を見つけるのが難しいの
に，ということで，いろいろ複雑になってしまった。
　また，新自由主義の政策によって大学の研究者も皆切られてしまった。
　私が関与していた，インターネットシステムなどの新しいテクノロジーを使って高齢者
や障がい者の暮らしを改善しようとする研究も，研究費を打ち切られてしまった。本当で
あればイタリアでも実現するはずだったが，研究費が切られてしまったことによって，ヘ
ルシンキとかドイツとかで環境にやさしい新しい産業が生まれて来たにもかかわらず，イ
タリアでは実現することができなかった。
Ｑ　イタリアの新自由主義はどこから来ているのか。
Ａ　イタリアに入って来た新自由主義は，アメリカのレーガン，イギリスのサッチャー，
そしてアメリカのブッシュ親子が作り上げた波がヨーロッパに入って来たものである。
そして，それに対抗しようとしているのが，イタリアの社会的医療政策（SSN）などの
政策である。（自動車産業の）フィアットなどは，今も昔も全く変わらず，労働者は使
えるだけ使え，あいつらに権利などない，という考え方で，それに対して，（タイプラ
イターで著名な）オリベッテイモデルがある。オリベッテイは，結局は失敗してしまっ
たけれども，自分の会社のために働いている人を苦しめてまで，売上げや利益を上げる
必要はない，という考え方だった。その考え方が現在の協同組合の考え方につながって
いる。
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　　エミリアロマーニャ州などは，まだ州の政策がしっかりしているので，イタリアのほ
かの地域に比べればずっといい。
　　「貧困」と一口に言っても，いろいろな段階がある。本当に食べるものが全くないよ
うな段階から，大学に行けない，海外に勉強に行きたいが行くお金がない，といったも
のまで，かなりバリエーションがある。
　　その中で，一番貧しい，食べるものに困っている層に向けた面白い政策を行ったの
が，ボローニャ大学の農学部の部長。彼は，無駄になっている食べ物（レストランで余
ったもの。）を集めて貧しい人たちが来る食堂に配給する協同組合を立ち上げた。食べ
物は無駄になっている部分が多くある。魚や果物など。食べられるのに商品にならない
として捨てられるものが多くある。そういうものを集めて貧困者にまわしてあげるのは
非常に有効な方法ではないか。
　　私が今取り組んでいる面白い政策は，自宅で一時待機になっている人を支援する政策
である。一時待機になる人の多くは 40 歳から 50 歳の人であり，いくばくかのお金はも
らえるとはいえ，いきなり職を失ってしまい，どうしていいか分からない状態にある。
私は，そういう人のための研修を行った。やってみて気が付いたことは，そういう人た
ちは，技術的な研修だけではなく，本当に役に立つ知識を得たいという意欲を持ってい
る，ということだった。例えば，イタリアのテレビでは，くだらない政治の論争の番組
などがいっぱいあるが，そういう番組の中では，新自由主義の政策とそうでない政策の
違いについて，誰も説明してくれない。
　　例えば 50 歳で自宅待機になってしまった女性は学歴があまり高くない。中学卒とか
高校卒とか。しかし，意欲はある。コミュニケーションや，高齢者に関する仕事，新し
いテクノロジーであるとか，従来の伝統的な産業分野ではない，そういった新しい分野
の中で，この人たちが興味を持ってできる仕事があるかどうか支援する。そういう人た
ちが，個人若しくはグループで起業するというコースを行い，非常に成功している。
　　職業訓練校には一部経済的支援（若者の失業率を下げるための支援の資金）が回って
きているので，若い人たちも入って来る。若い人たちと 50 歳で自宅待機になってしま
った人とが一緒にいて，なかなか面白い。
　　もう一つ面白いのが，銀行などで経験を積んだ人が退職する際に，明日からいきなり
その人が退職して入れ替わりに新しい人が入って来るというのではなく，例えば退職を
2年間延長して，そこに新しい新人を入れて，2年間じっくり自分がやってきたことを
教え込むといった新しいシステムが生まれている。
　　また，新しく作る会社は，1年目はいろいろな援助があるので大丈夫だが，2年目以
降は例えば大学や銀行の支援がなくなり，生き残るのが難しい。私は，そういう部分を
何とかするために，友人の金融機関の人と相談して，支援システムを作ろうとしてい
る。
Ｑ　日本では女性が出産と同時に会社を辞めて，再就職ではなく起業を目指す人がいて，
中にはインターネットを使って自分の小物を販売するなど，小さなことから始める女性
がいる。イタリアでもそういう動きがあるか？
Ａ　インターネットの活用は重要だ。やはりイタリアでも，クリエイティブな面を活かし
て，新しい仕事を作り出している。しかし，クリエイティブな人が販売がうまいわけで
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はない。また，ある程度軌道に乗ってくると雑務が出てくる。ビジネスを拡大するため
にほんの少額でも融資を受けたいとか，法的な紛争が起こるとか，特許を取りたいと
か，そういうことを支援してあげる窓口があると役に立つ。
　　クリエイティブな人間の能力は小さいときから作っていかなければならない。いきな
り 30 歳になってクリエイティブな人間になるわけではない。ものすごい発明をしなけ
ればならないわけではなく，本当に身近な小さなことが環境を改善することにつなが
る。例えば科学の応用もそうで，イタリアでは数学も遅れていて，教え方もひどい，そ
ういう細部から変えていってクリエイティブな人間を作る必要がある。
　　私が今取り組んでいる仕事の三つ目は，障がい者や高齢者の日常の生活を改善するた
めにテクノロジーを導入する仕事だ。この分野で一番進んでいるのはデンマークだ。
　　四つ目は，環境関係の仕事で，電気自動車を作っている。ボローニャで初めての電気
自動車を自動車メーカーのブカーティと協力して作っている。
Ｑ　イタリアでは女性と子どもの貧困が問題になっていないのか。シングルマザーや高齢
で結婚してない女性など。
Ａ　もちろんそういう例はあるが，ボローニャではシングルの女性の貧困の例は少ない。
Ｑ　高齢のシングルの女性の貧困が少ないのは年金が充実しているからか。
Ａ　現在の高齢者は経済的に良い状況の早い時期に年金生活に入ることができた。比較的
良い状況の時期が長かったのでお金を持っている。エミリアロマーニャ州はもともと中
小企業が盛んで大金持ちはいないが小金持ちが多い。そういう人たちは引きこもりにな
りがちで，表に出てこない。年金も非常に低い人たちがいるが，探しにいかなければな
らない。
　　特にエミリア地方には，ボローニャもそうだが，「社会センター」という施設があ
り，高齢者が自主運営している。高齢者の居場所と言われている。現在は若者も取り入
れていこうという動きもある。特に午後にみんなぞろぞろ集まってくる。おじいさんた
ちのグループやおばあさんたちのグループが 4時半になると出てきて噂話を毎日賑やか
にしている。ダンスパーティーや資金集めのバザー，食事会などをしている。ボローニ
ャでは高齢者が引きこもりになりにくい。最近来ていないなとなると誰かが様子を見に
行く。だから表沙汰になっていないけれども。必ず，そういう人たちはいるはずだ。ボ
ローニャでは少ないが他の地域ではもっとそういうケースがあるはずだ。
Ｑ　日本では東京や大阪など大都市で孤立している高齢者が多い。
Ａ　1か月ぐらい前に，ボローニャの病院に入院していた人が，バルコニーのドアを開け
て倒れていた。誰も気が付かず凍死してしまった。今までそんなことは起こったことが
なかった。要するに，資金が切られてしまったことによって看護師の数が少なくなり，
オペレーターの数が少なくなってしまったり，やはり目先の仕事にとらわれがちになっ
てしまう。そういういわゆる新自由主義の政策が，政策の部分にとどまらずに，そこか
ら派生し得てどんどん文化の中に浸透している。一番悪い点は，新自由主義で個人主
義，個人のエゴが強くなってしまっている点，そうなると，隣の人のことも何も知らな
い，死のうが関係ない，アメリカでもそういう例は見たけれども，解決するのはすごく
難しい。ボローニャでも助合いの精神がなくなってしまうと，そういうケースが増えて
しまう。
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Ｑ　最低所得保障制度はないのか。
Ａ　最低所得保障はない。議論はあるがまだ実現していない。
Ｑ　最低所得保障がなくても深刻でないというのはどういう原因によるのか。日本では社
会保障制度がでたらめで医療保険も自己負担が多い。生活保護がなかったら本当に大変
なことになる。イタリアでは問題が表に出ないというのはどういう理由によるのか。
Ａ　カリタスなどの慈善団体に行くしかない。障がい者であれば公的保障が受けられる
が，そうでなければ慈善団体しかない。
Ｑ　ローマでカリタス・イタリアの本部へ行った際，カリタスの人は最低所得保障制度が
必要だと言っていたが。
Ａ　そういう声は非常に強いし，そうあるべきなのだが。民間の声はあるのだが政治家が
全く動いてくれないので，今のところはできていない。しかし，特に年金生活の高齢者
の場合，年金だけでは，月末までもたない人がいっぱいいる。それで万引きして捕まっ
たり，自殺する人もいる。ボローニャではあまりいないが。
　　ホームレスの人は別にして，今までちゃんと生活してきた人でいきなりそういう状況
になってしまった人は，慈善団体には行きたがらない。恥ずかしいという気持ちが強
く，自殺を選んでしまうことがある。そういうこともあって，引きこもりになって表に
出てこない人を探しに行こうと私は考えている。
Ｑ　最低所得保障制度が必要ないという人はなぜそう考えるのか。
Ａ　馬鹿だから（笑）。どうしてもベルルスコーニを中心に回ってしまっている。ベルル
スコーニを守ることに躍起になっている団体とベルルスコーニを引きずり下ろすことに
躍起になっている団体と，みんなそれに集中してしまっている。
Ｑ　イタリアでは 90 年代に最低所得保障制度を作ろうとしたが挫折した，と本に書いて
あったが。
Ａ　10 年ぐらい前に法案はできている。しかし，承認されていない。政治家も自分の利
益にならないことはやりたくない。積極的に動いている人がいない。
　　ボローニャでは本当に貧しくて困っている人は少ない。だけれども，CARITAS や市
が貧しい人たちのために食堂を運営したりしているので，そういうところへ自分で行く
ことは可能だが，権利として保障されていない。法案が通れば，最低所得を受け取る権
利が貧しい人に与えられる。権利が保障されるまでは解決しない。
Ｑ　日本では一応生活保護があるが，安倍首相は物価を上げる一方で生活保護基準を 10
％下げようとしている。そのために，生活保護を受けることは恥ずかしいことだと言っ
て攻撃をかけ，権利ではなく恥だと思わせ，なるべく生活保護を受けさせないようにし
ている。
Ａ　いま聞いていると，日本でも，権利ではなく慈善団体に成り下がろうとしているよう
だ。
Ｑ　日本では生活保護を権利ではなく恩恵だと思っている人が多い。私たちはこのような
意識を変えて行かなければならない。教授のお考えは。
Ａ　権利はヨーロッパでは古くからある概念である。ナポリターノ大統領より国民の支持
を得ているロドカという大統領候補が書いた本「権利を得るための権利」がある。
　　今，イタリアでも「権利」が失われつつある。権利がなくなるということは，誰が何
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をしてもいいということになる。人を殺そうが自殺しようが権利がないから関係ないと
いう話になりかねない。非常に危険だ。権利は概念だけではなく行使されなければなら
ない。
　　イタリアの憲法は，他の国に比べても素晴らしい憲法だが，その憲法の中では，様々
な権利が保障されている。その権利が認められないということは，憲法の侵害にもつな
がる。今の時代の流れは非常におかしい。政治家が愚かすぎる。

２　最近の政治情勢について
　来週の土曜日，ボローニャで憲法学者らが集まって権利に関する討論会を行う。こんな
ことは 20 年前には考えられなかった。権利は保障されて当然だった。権利について議論
するなど考えもしなかった。しかし，非常に多くの人が参加するだろう。
　権利を守るということは憲法を守るということだ。こんな当然のことをどうして議論し
なければならないのか。ほんとうにおかしな状態だ。反政府集会だ。左派も右派も勝て
ず，嫌々手を結ぶしかなかった。政府は作ったが，結局何もできない。そういうことでは
いけないということで，私たちが集まって議論する。権利が守られないと全てが慈善に変
わってしまう。絶対にそれはあり得ない。来週多くの人が集まり反響を呼ぶことを期待し
ている。
Ｑ　「五つ星運動」についての教授の見解は？
Ａ　活動自体はおもしろい。もともと五つ星運動の誕生のきっかけは，今の政党のシステ
ムがおかしいと主張したことにあった。今回，勝利を収めたことで，その主張の正しさ
を証明した。
　　もう一つの良い点は，議会に今まで政治の経験のない若い人たちを送り込んだ。汚職
とは無縁な人たちだ。少なくともその部分は変えることができた。
　　デメリットとしては，団体の中で民主主義が存在しないことだ。グリッロの右腕と言
われるブレーンの言うことに従わない者はみんな出て行けということで，話合いがな
い。俺の言うとおりにしろ，気に入らないなら出て行け，と。もともとグリッロ自身
が，億万長者の喜劇役者だ。今は勝利を収めて話題を呼んでいるが，これからどうなる
か…。
　　しかし，たぶん，デメリットよりもメリットの方が大きい。ただ，内部で民主主義が
ないのは非常によろしくない。もう一つ，私自身は，億万長者は信用できない（笑）。

■調査に関するあとがき
　私たちの調査はローマ，ボローニャ滞在 5日間に 13 か所を訪問するという，いつもな
がらのハードな視察計画であった。それでも委員の真剣な姿勢と核心を突く質問攻めの中
で，訪問先の方々は正に真剣に私たちの調査に対応してくれ，初期の視察目的は十分達成
することができた。阪田団長の周到な事前準備，ローマでの通訳栗原さん，ボローニャの
通訳青山さんらの秀でた能力や細かい御配慮に心から感謝したいと思う。
　ところで私自身は本隊が帰国後ナポリ，ポンペイ，アマルフィを観光して廻ったが，阪
田団長からイタリア南部の貧困状況を調査して欲しいと指示されたので，少し以下に報告
しておきたい。
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　世界に冠たる観光地ナポリ駅前はひどく貧しげで，汚く，タクシー運転手は追いはぎ同
然の料金請求であった。ポンペイ遺跡を一日ガイドしてくれた日本語ガイドの高橋氏はナ
ポリ，ポンペイの市民生活について以下のとおり話された。
　イタリア南部は観光と農業以外の産業はなく，若者はどれだけ優秀であっても，有力な
コネがないと然るべき企業に就職できない。したがって若者はイタリア北部かEUの豊か
な国に出稼ぎに出掛けてしまう。南部の失業率は北部よりはるかに高い。自分の息子も北
部の大学に行って，北部で就職するよう話している。だから南北格差はひどくなる一方
だ。確かにナポリの旧市街に入っても道路の石畳はデコボコ，ゴミは散っているし，ビル
の壁面は汚れて真っ黒である。昼食を食べようと然るべきレストランを探して 3～ 4 km
街を歩いてみたが，小さなピザ屋さん程度の店しかなく，商店も古く小さいものばかりだ
った。観光客はホテルからバスで遺跡や美術館に出掛けてしまい途中でお金を落とさない
のか，豊かさは感じられなかった。
　私は昼食時，高橋氏と運転手のマッシモ氏に，「カリタス」「アウスル」「レーガコー
プ」という言葉を聞いたことがありますか？と聞いてみた。彼らは即座に「カリタス」は
知っている。生活に困窮した時に教会が助けてくれる制度だと答えたが，「アウスル」「レ
ーガコープ」という言葉はローマ字綴りを見てもらったが聞いたことがないと答えた。彼
らはイタリアでは生活に困ったら家族で助け合う，だから家族の絆は強い。近所でも貧し
くて結婚できない 40 才の女性がいるが，母親の世話になっている。国民年金では食えな
いので，皆医者に頼んで偽の診断書を書いてもらって，障がい者年金をもらう，これでよ
うやく生活ができる。過日犯罪として新聞報道されていたが…。
　自分の通訳の資格も資格試験を受けて免許を得たものだ。苦労して仕事上の様々な資格
を取っても現実はその仕事がない。イタリアではカードを持っていない人が多い。カード
を持つには銀行口座が必要だが，銀行口座を持つと手数料がかかるので，収入が少ないと
口座手数料を引かれて残金不足になり，口座は解約される。リラの時代はまだ良かった
が，ユーロになって庶民の生活はより苦しくなった，と話してくれた。
　私は彼女彼らの話を聞きながら，教育費無料，医療費無料，生活保護のない国イタリア
の様々な矛盾と貧困を考えていた。いずれの国も貧困は社会の諸矛盾の集積として弱者に
しわ寄せとして現れるものだし，その社会の矛盾はその国の経済，社会，文化，歴史的背
景の中に生まれるものだから，貧困者対策自体もそれぞれの国によって全く違うものとし
て発達している。各国の優れた制度を参考にはできてもそのまま移入することはできな
い。貧困対策は貧困者本人，コミュニティ，そして政府の三者が協力し合ってこそ成果を
挙げ得るものだ。そして今のところいずれの国も貧困者対策の特効薬を持っていないと感
じている。イタリアで貧困者対策として活用され効果を挙げているという「カリタス」
「アウスル」「レーガコープ」などはいずれも人と人との信頼と友愛を基本とするコミュニ
ティであり，この友愛の精神こそが有効な貧困者対策の基本となるのではないかと感じた
次第であった。
 （弁護士　木村　達也）　
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第２節　フランス

第１　調査の目的
　フランスでは，1946 年 1 月，ピエール・ラロックによって，戦後フランス社会保障の
基本方針を示す「ラロック・プラン」が公表された。そこでは，まず完全雇用を目指し，
社会保障は労働収入が不足する場合にこれを補うものと位置付けられた。そして，「国民
連帯」の理念に基づき，全ての国民に社会保障を適用するとともに，社会のあり方として
社会民主主義を標榜し，労働者の経済生活や企業管理への参加の促進だけでなく，社会保
障制度への参加もうたった。さらに，労使関係者が自ら制度を作り上げるためにも，税方
式ではなく社会保険方式を採用することによって，効率化の最大化をも目指した。
　しかし，戦後の高度経済成長を経て，1970 年代後半以降，オイルショックなどを契機
に低成長への転換を余儀なくされる中で，失業者は増大し，国家財政も赤字基調が続き，
社会保障財政も赤字に苦しみ続けることとなった。その後も，フランスの雇用の状況は完
全雇用の理想からはほど遠く，失業は常に大きな社会問題となっている。
　我が国の皆保険に相当する社会保障の一般化は，1999 年の普遍的医療保障制度
（Couverture Maladie Universelle：CMU）の創設によって半世紀ぶりに実現された。社
会保障財源についても，1991 年には新たな財源として社会保障目的税たる一般社会拠出
金（Contribution Sociale Généralisée：CSG）が導入され，さらに 1995 年には，それまで
の社会保障の赤字を棚上げし，その債務を 10 年以上かけて返済するための目的税である
社会保障債務償還拠出金（Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale：
CRDS）が導入された。そして，その代償として，社会保障全体の予算をコントロールす
ることを目的とした社会保障予算法（Loi de Financement de la Sécurité Sociale：
LFSS）の仕組みが導入され，これによって議会が社会保障予算をコントロールすること
になった。フランスの社会保障は，自治ないし自律の特色を失いつつある。
　加えて，2007 年には，アメリカ流市場主義を標榜するかのように見える国民運動連合
（UMP）のニコラ・サルコジが大統領に選出されるなど，フランスの社会保障は，我が国
の社会保障と同様，市場主義者からの厳しい挑戦にさらされている。
　2012 年には，フランスで十数年ぶりに社会党（PS）政権が成立した。フランソワ・オ
ランド政権は，年収が 100 万ユーロ（約 1億円）を超える個人の富裕層に対し，最大 75
％の税率を課す「特別貢献税」を導入し，富裕層への増税を進めようとした。しかし，富
裕層からの反発が強く，反発する富裕者の海外移住が起き，憲法裁判所で違憲判断がなさ
れたことから，軌道修正を迫られているとも言われている。
　フランスにおいて，社会保障の歴史及び現状を学ぶとともに，①市場主義に対する社会
民主主義のあり方を考えること，また，②制度としても，同じく社会保険方式を基本と
し，中央集権的国家体制という点で，日本と同じ基盤の上に社会保障制度を構築してきた
フランスの社会保障制度が今後どのように変貌しようとしているのか，その実情を把握す
ることは，我が国の社会保障のあり方を考える上で非常に有意義であることから，調査を
実施した。
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第2　調査日時・参加者
日　時（日本時間）：2013 年 6 月 24 日（月）～ 6月 28 日（金）
参加者（実行委員）：村上　晃，猪股　正，渡辺達生，眞鍋彰啓，森　弘典
　　　（実行委員外）：森川　清，堺　啓輔，甲木美知子

第3　訪問場所
１　Pôle Emploi（雇用センター）
２　Secours Catholique（カトリック救援）
３　SAMUSOCIAL de Paris（路上生活者支援のNGO）
４　CGT（フランス労働総同盟）
５　ONPES（貧困と社会参入観測所）
６　M.Annie Pourre（DALの活動家）
７　DAL　DROIT AU LOGEMENT（住宅への権利）
８　EMMAUS France（市民団体としての貧困支援）
９　M. Christophe Aguiton （SUD創設・幹部経験者）
10　 DIHAL（ホームレスないしは住居環境の良くない人々に対する住居のアクセスと

寄宿の省間代表部）
11　Caisse d’allocations familiales（家族手当基金）
12　DGEFP（労働・雇用・職業訓練・社会的対話省　雇用・職業訓練代表部）
13　Invalide での反貧困・尊厳への行進見学（カトリック救援）

第4　フランスの社会保障制度の概要
　フランスの社会保障制度は，大きく社会保険制度（assurance sociale）と社会扶助制度
（aide sociale）に分けられる。
　社会保険制度は，保険料によってまかなわれる制度であり，疾病保険（assurance 
maladie）（医療），老齢保険（assurance vieillesse）（年金），家族手当等に分かれている。
　他方，社会扶助制度は，社会保険制度の給付を受けない，障がいのある人，高齢者，児
童などの救済を目的とする補足的な制度であり，積極的連帯収入（RSA），高齢者扶助，
障がい者扶助などにより構成されている。社会扶助制度は租税を財源としているため，給
付を受けるには所得が一定額以下であることが条件となる。
　社会保険制度は保険料で運営するのが原則であり，保険料負担は労使で分担するが，使
用者負担の割合が非常に大きい。従来，国庫負担は赤字補填に限定されていたが，1991
年から導入された一般社会拠出金（CSG）をきっかけに社会保障の国庫負担が増大した。
このほか，1996 年からは社会保障の累積赤字（特に疾病保険部門）返済を目的として，
当初 13 年間限定であったが現在では無期限となった社会保障債務償還拠出金（CRDS）
が加わった。これらの拠出金は，免税対象者（最低賃金の 1.3 倍までの所得の者）及び年
金生活者にも課税されるのが特徴である。
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第５　まとめ（フランスに学ぶべき点）
１　失業者の生活を下支えしていくための制度，政策
　フランスでは，雇用を維持するための失業保険や職業訓練に比較的大きな予算が使われ
ている。また企業には職業訓練をする義務があり，適切な職業訓練をしないで能力不足で
解雇することはできない。あらゆる市民が仕事を得て賃金で主体的に生活できることが重
要であるとする一方で，失業を不可避と考え，失業者の生活を下支えしていくための給付
をしっかり行っていくという方向性もしっかりしている。

２　貧困問題を政治的課題として捉え，それに正面から取り組んでいること
　貧困観測所（ONPES）は，貧困問題に特化して，情報を集約し，分析する，公的な機
関であり，しかも，公的な機関でありながら，独自の視点から，ときに政府の方針を批判
する報告を行っている。その報告は，政府の方針や法律の内容に影響を及ぼしうるものと
なっている。貧困観測所の存在自体，フランスが貧困問題を政治的課題として捉え，正面
から取り組んでいることの表れであり，フランス以上に貧困と格差が深刻になっている日
本においても同様の機能をもった組織を設けるべきである。特に貧困と格差の問題につい
て，正面から取り組む姿勢に乏しい日本においてこそ，貧困と格差について分析を行う機
関の創設が待たれるところである。
　また，貧困観測所は，相対的貧困率のみでは，貧困の実態を把握することはできないと
して，独自に極貧層の実態把握のための情報収集，分析の重要性を指摘しているが，その
独自の分析手法にも傾聴すべきものがある。
　さらに，貧困観測所は，貧困と社会的排除と闘う評議会（CNLE）に報告書を提出する
が，この評議会は各官庁の代表者，経営団体の代表者，地方，県，市民団体の代表者から
なり，具体的な貧困対策に関する勧告を政府に行うとし，その勧告は政府にとっても影響
力のある勧告になるという。我が国においても同様の組織を創設することが必要である。

３　子どもの貧困の視点を持って社会政策を実施していること
　家族手当基金は，子どものいる家庭の負担を軽減するのに役立ち，とりわけ一人親世帯
の貧困，子どもの貧困の防止に大きく貢献している。それが，フランスにおける人口減少
防止にもつながっている。日本においては，一人親世帯の貧困が 50％を超え，また，再
分配前後の子どもの貧困率の逆転，さらには出生率の低下が生じているが，その原因とし
て，北欧やイギリス，フランス，ドイツなどに比べて，家族関係手当が極めて少ないこと
が指摘されるところであり，フランスの取組は大いに参考にすべきである。
　フランスにおける家族政策関係予算の規模の大きさはもちろん，乳幼児の養育に関する
手当が，仕事か家庭かの自由選択と組み合わされて非常に柔軟な手当となっていること，
家族の大きさによる負担の違いを考慮し，家族の大きさにより支給額が変わること，家族
が大きくなると急速に増大する住宅手当，単親手当など，これら金銭的配分以外に，基金
自身が，子どものいる家族の抱える様々な問題解決に向けた親切なサービスを行っている
ことも特筆すべきことである。
　さらに，一般的な家族手当には所得制限はなく，普遍的な制度であることも，我が国の
現政権が児童手当に所得制限を設けていることと比較すると，この手当の背後にある考え
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方や歴史的背景には大いに学ぶべき点がある。フランスにおける再分配前後の子どもの貧
困率は，分配前の 27.7％から分配後の 7.7％に減少していることは，再分配の前後で子ど
もの貧困率が逆転している我が国においてこそ，フランスに学ぶべきことは実に多いとい
うべきである。

４　「持たざる者」の積極的な権利主張
　フランスにおける貧困に苦しむ人たちは，支援をされる立場に留まるのではなく，自ら
がアクターであるとの意識を持って，積極的に行動し自らの権利を主張している。貧困に
苦しむ人たちが自ら要求行動してこそ，そういった人たちの居場所が作られていくのであ
り，彼らのそういった意識の持ち様は大いに学ぶべきと思われる。
　労働組合は，1980 年代～1990 年代，広場や建物を占拠したり，行進を行ったりした。
ただ，再度，状況が悪くなっている状況下で，今までどおりの運動でいいのかという議論
がある。労働組合は，銀行制度や金融政策，金融危機に対してほとんど何も手を打てなか
った。そのような中，フランスでは，仕事を「持たざる者」である失業者は，失業者とし
ての権利，生きていくための最低限の権利（最低限の賃金，最低限の生活費）を認めさせ
る運動を行っている。「持たざる者」の積極的な権利主張と権利実現は学ぶべきところで
ある。

５　雇用センターでの取組から学ぶべきこと
　雇用センターでは，単なる職業紹介にとどまらず，求職者のニーズを細かくくみ取り各
人に適した職業が見付かるよう努力している。各相談者に対するカウンセリングも個別の
ニーズに合うようきめ細かく充実した体制で行っている。また，家族の問題，精神的問題
等を抱えた人に対しても全てワンストップ型で相談を受け，そこから関係機関と連携して
総合的に問題を解決していくシステムが構築されている。このような寄り添い型のワンス
トップサービスを提供している点は日本でも参考にすべきである。また，失業に関する手
当の受給申請手続も行っており，その意味でもワンストップサービスが提供されており，
示唆的である。

６　カトリック救援での取組から学ぶべきこと
　カトリック救援のように，極貧層にどこまでも寄り添うことで生み出される独自の調査
能力と高い活動能力，貧困問題を克服していこうとする力強いパワーは，参考にされなけ
ればならない。

７　サミュ・ソシァルでの取組から学ぶべきこと
　サミュ・ソシァルでは，社会的に排除され最も支援を必要としている人たちに対して，
彼らの法的，心理的，社会的地位に関わりなく，様々な専門知識をもった専門家たち（ソ
ーシャルワーカー，医師，看護師など）が彼らの下（路上など）に赴き，まとめて支援を
行う。専門家たちは，法律的・公的な裏付けのある資格を保持して活動に参加するため，
即時に必要な決定を下すことが可能であるから，支援機構の職員に紹介するというクッシ
ョンを経ず，直接に必要な支援機関に向かうことができる。
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　社会的に排除され最も支援を必要としている人たち（ホームレスなど）に対する支援の
質を高めるためには，サミュ・ソシァルの実践する，彼らに対する路上での実効的な公的
支援から学ぶ部分は多いと思われる。

８　CGTの取組から学ぶべきこと
　正規社員で構成されたナショナルセンターが，非正規社員の労働条件を正規社員と同じ
水準に引き上げることを方針として掲げていることは非常に意義深いことである。正規と
非正規の壁を取り除くためにも，この方針は正しいと思われる。是非，日本のナショナル
センターにもこのことを参考にしてもらいたい。

９　住宅への権利（DAL）の取組から学ぶべきこと
　就職するにも，社会保障を利用するにも，住宅が必要だということが意識されおり，そ
れを獲得することが権利として認められている。法律上認められているだけでなく，その
権利を現実に獲得していくこと，実現していくことが実践されている。
　DALのように，あくまで当事者とともに，当事者の側に立って，その現実の救済とと
もに広く権利を獲得する活動をしている点は，見習うべきことが大きい。

第６　訪問録
■訪問録１　Pôle Emploi（雇用センター）
【訪問日時】　2013 年 6 月 24 日（月）10 時 00 分～12 時 00 分
【場　　所】　雇用センター（Pantin）
【対 応 者】　Géraldine Drais　ジェラルディン・ドレ（所長）
　　　　　　Danielle Bourdon　ダニエル・ブールドン（イル・ド・フランス県執行部代表）
　　　　　　Olivier Le Cardinal　オリヴィエ・ルカルディナル（総務国際関係部）
【概　　要】　 　日本でいうハローワークの存在である雇用センター。国の機関であり，各

地域にセンターが置かれている。今回，パリ近郊の特に失業者の多い地域
（Pantin）の雇用センターを見学した。単なる職業紹介にとどまらず，求職
者のニーズを細かくくみ取り，カウンセリングや関係機関とも連携しなが
ら，寄り添い型のワンストップサービスを提供していること，失業に関する
手当の受給申請も行っていることなどが特徴的であった。

１　雇用センターの役割
　雇用センターには 5つの任務がある。
①　求職者の要望を聞く
②　失業者への手当，助成の判断，申請に関する情報提供
③　家族手当の問題も対処
④　求職の希望と雇用主との調整
⑤　雇用主の要望の調査
　求職者の希望を聞いて，それに応じた企業とのマッチングを図るのが重要な任務。
　パンタン市他周辺 3市（パンタン市人口 7万人，他の 2市はもう少し規模が小さい）で
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47 か所のセンターがあり，各 5人ずつのスタッフで対応している。
　各センターはそれぞれ持っている情報の職種に強みがあるなどセンターごとに特色があ
り，それに合わせた紹介も行っている。
　パンタン市他 3自治体合計で月平均 5000 人の求職者がくる。
　そのうち 12 か月以上求職し続けている人が 39％。
　地域内に 2800 の企業がある。その中から求職情報を集め，求職者の希望と調整する。
　求職者の職業訓練のレベル，足りない職業訓練の確認，それを補う方法などを一緒に考
え，就職できるまで導いていく。
　大統領の交代による影響はない。
　雇用センターは，国の雇用政策に従って実践している。
　大統領が誰であれ，変わらない。
　雇用センターは全国組織，全ての国民に同じ質のサービスを提供するという考え方。
　したがって，地方移管は問題とされていない。ただし，地域の特性に応じたサービス提
供は心掛けている。

２　具体的な対応
　具体的な受付方法は，窓口に直接来る方法と，事前に面談予約をして来る方法がある。
その他，電話での相談にも応じている。
　予約をしてくる人は，登録手続が全く分からない人，特殊な職種を希望する人，何度も
就職活動に失敗している人。そのような人が月に 600 人ほどいる。
　専従のスタッフを 34 人配置している。
　資料を作成するためにコピー機は自由に使える。
　相談が複雑で時間がかかる人の場合，一度情報を整理して再度来てもらうこともある
が，再来場までは 48 時間以内としている。
　当センターでは一日 350 人くらいが新規相談に訪れる。
　自宅ではインターネット接続できない人も多いので，インターネット接続のパソコンも
自由に使えるようにしてある。
　パソコンで各自の履歴書，就職条件の希望等を作成でき，これを登録すると，希望に応
じた企業情報が送られてくる仕組みになっている。履歴書作成も職員が手伝ってくれる。
　自尊心が強い人が多いため，一定の情報をセンターから与えれば，あとは自主的に自分
でやるという人が多い。これが第一段階。
　しかし，より要望が細かい人，どうしていいか分からない人に対しては，スタッフが手
伝ってあげる。これが第二段階。人数は 150 人くらい。
　第三段階としては，社会的，家族的，精神的問題を抱えている人への対応。月 2回の定
期的面談を行いながら就職活動に寄り添う。このような人たちが月約 70 人はいる。これ
らの問題への対処は，関係機関と連携しながら取り組んでいる。
　いわゆるワンストップサービスの役割を果たしている。
　この分類を最初にカウンセラーが振り分けている。
　各人の特性に応じた対応ができるようにするこの判断がカウンセラーの大事な役割。



第２編　資　料

― 280 ―

３　手当の申請手続
　失業に関する手当の申請受付，審査手続もセンターで行っている。
　形式的審査だけでなく，実質的審査まで行った上で，手当を支給する家族手当基金に書
類を送る。申請から実際に受給されるまで，3日～ 4日しかかからない。
　月 1600 人くらいの申請者がいるが，そのうち 46％は申請を拒否されている。拒否決定
に対して不服申立てもできる。
　提案した職業を拒否したら手当を打ち切られることもあり得る。
　ただし，拒否の理由が正当なら打ち切られない。機械的に打ち切ることはない。
　3回までは再提案する，それでもだめならその原因を洗い直し再就職に向けた努力を行
う。
　どうしても再就職できなければ打ち切りもあり得る。
　求職者の生活は元々不安定なので，更に不安定にするような対応はしない。
　職業訓練が必要と判断し提案する場合，お金がない場合は手当の支給の可否，企業への
訓練の働きかけなども行う。
　職業訓練を扱う機関はいくつかある。

４　センターのスタッフ
　スタッフの採用条件は，学歴短大卒以上で，分析能力，対応能力，コミュニケーション
能力，モチベーションの高い人などの観点から選定している。
　新規採用者は，まず研修を受ける。面談や手続，サービス内容，企業との関係などの研
修を受け，4か月～ 6か月の研修後カウンセラーとして職務に就く。
　雇用センター中央本部人事課で採用。
　試用期間 3か月～ 7か月。その後無期限雇用。

５　若年者雇用対策
　若年者雇用対策として三種ある。
・社会生活参入契約
　各地域委員会で問題のある若者に対して雇用を完成させるための取組
・熟練化契約
　資格のない若者に対して企業の援助で職業訓練を行い資格取得
・見習い契約
　上記と類似。研修期間，予算規模が小さい。

■訪問録２　Secours Catholique（カトリック救援）
【訪問日時】　2013 年 6 月 24 日（月） 14 時 00 分～16 時 00 分
【場　　所】　106, rue, de Bac-75007 Paris
【対 応 者】  アラン・ベルナール（貧困問題，住宅問題担当）
　　　　　　デルフィンヌ・ボンジュール（外渉・他組織との連携担当）
　　　　　　ヴェロニック・ラギャルド （アランのアシスタント）
【概　　要】　 　Secours Catholique（以下「スクールカトリック」という。）は，1946 年
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に創設された非政府，非営利団体（NGO）である。カトリックの信仰に基
づき，慈愛の精神を世界的に普及させることによって連帯を強めていこうと
いう思想が根本にある。世界的な連帯を強めることで，社会的公平，社会的
正義を実現し，より質の高い暮らしを実現することを目的としている。フラ
ンスは福祉国家としての歴史があるが，最近は貧困が重要な問題となってお
り，とりわけ雇用の不安定化が深刻になっている。そのため，スクールカト
リックのような市民団体（アソシエーション）の活動が役割を見出しつつあ
る。とりわけスクールカトリックは，極貧層を救援の対象として，寄宿施設
を作るなど付添いによる貧困からの脱出をめざしており，子どもの貧困，社
会最低手当，住宅問題，雇用問題などについて独自の調査，提言など様々な
活動を行っている。

１　フランスの社会保障の現状とアソシエーションの役割
　ヨーロッパを含めてフランスは，福祉国家としての歴史がある。国が公共サービスとし
て，貧困をなくす，教育を平等に授ける，国民の健康や生活を豊かにし守っていくなど，
社会保障に重点を置いた国造りをやってきた。フランス各地方においてもそのような傾向
が強く現れていた。全国民に社会最低手当で最低限の収入を確保する他，あらゆる人が国
籍の区別なしに医療保険を受けられる普遍的制度の創設，最低限の年金保障などである。
しかし，最近フランスでも貧困が重要な問題になっており，とりわけ雇用の不安定化が深
刻になっている。
　そのため，スクールカトリックのような市民団体，NPO（フランス語ではアソシエー
ション）の活動が，その中で役割を見いだしている。

２　スクールカトリックの目的と組織の概要
　スクールカトリックは，1946 年に創設された非政府，非営利団体（NGO）である。カ
トリックの信仰に基づき，慈愛の精神を世界的に普及させることによって連帯を強めてい
こうという思想が根本にある。世界的な連帯を強めることで，社会的公平，社会的正義を
実現し，より質の高い暮らしを実現することを目的としている。
　フランスには，各県ごとにスクールカトリックの支部がある。各県には，中央支部をも
とに 100 支部前後の支部があり，フランス全国で約 4000 支部を数える。現在，専従職員
が約 2000 人いる他，約 6万 1000 人のボランティアスタッフによって活動が支えられてい
る。
　現在，スクールカトリックは，カリタスフランスという組織に合流しつつ，フランス国
内での慈善事業，世界的な慈善事業にも参加しており，各支部に集まってくる親派の人た
ち（参加者）を数えると約 100 万人いる。全世界的に見れば 200 万人以上の人がカリタス
の事業に参加している。カリタスフランスは，スクールカトリックが設立した財団であ
り，大きな寄付金を集めて国際的な救援活動を行っている。
　スクールカトリックの年間予算は，約 1億 8000 万ユーロである。その大半が大小含め
た寄付金で賄われており，国や自治体からの補助金は非常に少ない。また，約 6万 1000
人のボランティアスタッフが，年間約 2億ユーロの働きを無償でしている。予算のほとん
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どが寄付金であるため，予算委員会を作り，予算の内訳を全て公表し，透明性の確保に努
めている。
　スクールカトリックは，ルルド，パリなどの三つの地方に小さな救援都市を作った。救
援都市は，救援都市協会という市民団体，NPOが運営にあたり，困った人たち，難民化
した人たちを受け入れる宿泊施設がある。離婚して住むところがなくなった女性などの避
難所になっている。

３　スクールカトリックの活動の概要
　（1）スクールカトリックの三つの基本的な活動
　①人々が仕事上や生活上緊急事態に陥ったときに，生活の不安定さの中で，スクール
カトリックがここにいることを示すこと。貧困の時にスクールカトリックに連絡して
下さい，あらゆることをしますよ，とアナウンスをすること。
　②スクールカトリックに助けを求めてきた人たちが窮状から抜け出すまで，一緒に付
き添うこと。
　③救援の方途の探究のため，政界，経済界などとつながりをもち，具体的な政治的解
決，法的解決の方法を提案すること。

　（2）スクールカトリックの救援の対象
　　単に貧困というのではなく，最もどん底にある貧困者たちが救護の対象である。具体
的には，女性や，子どものいる一人親家庭（特にシングルマザー），長期に亘る失業
者，移民で仕事が見付からない人，刑務所から出所し仕事が見付からない人たちが救援
の対象となっている。
　　このようなカテゴリーの人たちが，実際どのくらいいるのか，スクールカトリックは
毎年統計をとり，公表している。それを国に提出することによって，スクールカトリッ
クの任務の重要性を認識してもらおうとしている。

４　フランスの子どもの貧困について
　フランスは，ヨーロッパの他の国と比べても，家族手当などを通じて子どもに予算を使
っている方の国である。しかし，かかる保障国家であるにも関わらず，貧困が目に見える
形で増大してきており，貧困者の 3人に 1人が子どもであるなど，子どもの貧困が重要に
なっている。
　ここ何年か，家族手当をうまく利用して儲けている，それを邪に使っているという非難
が一部にあり，フランスの手当のやり方が悪いという批判があった。しかし，スクールカ
トリックが実際に調査し統計をとってみると，それはむしろ逆で，本来，家族手当をもら
える条件を満たしているにもかかわらず，もらえていない人たちの方が遙かに多い。その
ために，貧困は増大しているともいえる。
　つぶさに分析してみると，手当を受けるためにどういう条件があれば申請できるのか十
分な情報が与えられていない。また，手当の申請手続が複雑かつ煩雑で，申請書を作るに
も大変な手間がかかる。手続が面倒で申請を諦める。自分でなんとか脱出できると楽観的
に考えて手遅れになる。行政もスムースに手当がもらえるような配慮をしない。このよう
な手続上の破綻を起こし，二度と申請に行くのは嫌だとなる。こういう状況から最終的に
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手当をもらえない。スクールカトリックは，独自に現場で調査して統計をとることで，こ
ういうことが原因で貧困が増大していると分かった。
　スクールカトリックは，かかる統計に基づく現実を国に示すことが役割だと思ってい
る。

５　フランスの社会最低手当の捕捉率とバッシングについて
　フランスでは，一定の所得水準を下回る貧困者一般に金銭扶助等を行うための社会最低
手当として，社会算入最低限所得（RMI）が 1998 年に創設された。就労連帯手当（RSA）
は，RMI に替わる新制度で，2009 年 6 月 1 日から，全国で本格導入された。
　スクールカトリックが極貧層を独自に調査した結果，RMI を受給する要件を満たすの
に受給していない人が約 30％，RSAを受給する要件を満たすのに受給していない人が約
70％いた。
　この数字は，スクールカトリックの救援チームが各現場で取材して得た数字である。社
会最低手当を飲酒や娯楽のために使っている人がゼロだと主張するつもりはない。しか
し，かかる貧困層の大半が窮状から自力で脱出したいと思っていること，漏給が原因で貧
困層がますます拡大していることも事実である。
　確かに，マスコミにも，貧困は自己責任だとバッシングする傾向がある。しかし，スク
ールカトリックは独自に統計を取って漏給の事実を掴んでいるので，そのバッシングに対
抗することができる。また，RSAの創設者であるマルタン・イルシュは「不安定な生活
状況，就業状況にある人は，貧困で罰せられている上に，貧困状態であることで更に社会
的に罰せられ，二重刑を受けているような状況である。社会は，貧困者に『お金が無いな
ら携帯電話を使うな』と言う。しかし，携帯電話を使うことで職業を得る為の様々なコミ
ュニケーショができることもある。そうであるのに，全部駄目だということは，貧困者を
一種の二重刑に陥れることになる」と主張している。むしろ，ポジティブな方向に条件を
整えることこそが，貧困の救済につながると考える。

６　フランスの住宅問題について
　住宅に関しては，2007 年に住宅の権利が認められた。住宅の権利は，全ての人が屋根
の下に住む権利を持っているということを合法的に認めることになった。
　今までの住宅政策の問題点は，貧困層の比率からすると，社会住宅，福祉住宅の数が少
なすぎるということである。また，社会住宅といってもまだまだ家賃は高い。もっと非常
に低い家賃の社会住宅を造る必要がある。そういった住宅問題は，パリのような大都市で
人口が集中し貧富の差が激しいところで顕在化している。かかる貧富の差が増大している
地域では，地方自治体としての住宅政策が重要になっている。パリの低所得層は，非常に
安価な家賃で住める住宅が造られない限り住居を得ることができない状態である。
　実際に，ホームレスになっている人はたくさんいる。スクールカトリックも含めて寄宿
施設は各地に様々あるが，どこも超満員であり，空室を見つけることは難しい状況であ
る。

７　フランスの雇用問題について
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　貧困から脱出するには，各人が自力で職を見付けて働き，収入を得ることが望ましく，
そのためには条件作りが必要である。とりわけ長期間失業状態にある人は，職を身につけ
ていない，資格を持っていないなど，様々な職業的な権能を持っていないことが多い。か
かる人を貧困から脱出させるには，今までの政策だけでは不十分であり，貧困から脱出す
る手段を与えるような政策を取らなければならないというのが，スクールカトリックが提
案したい問題点の一つである。
　貧困の問題をとりわけ年代で区別すると，国が発表している統計では，15 歳から 65 歳
までの人で，70％が働き，そのうち 60％が固定した仕事を持っている。しかし，スクー
ルカトリックが対象としている極貧層の統計をとってみると，同じ 15 歳から 65 歳までの
人で，働いている人は 50％，そのうち固定した仕事を持っている人が 19％しかいないと
いう現実がある。このように，国が全般的にとった統計と，スクールカトリックが救援の
対象としている極貧層の統計とは数値が違ってきている。
　かかる統計からみれば，貧困から脱出するためには，経済的な社会参入が不可欠であ
る。そこで，スクールカトリックの雇用問題チームは，経済的な社会参入をするために
は，その人が自立するまで付き添う必要があると考えている。つまり，付添いとは，様々
な相談に応じるのみならず，職業訓練を受けて資格をとる，マスターしたという証明をも
らうといった，職業的に自立するための条件を自ら確保していくという職業的な部分と，
離婚して住宅問題で困っている，子どもの世話をできないなどの社会的な部分と，二つの
側面から付き添いながら支援して解決することである。
　貧困問題の解決は，今までのやり方では同じことの繰り返しになってしまう。今までに
ないやり方，新しい方法で貧困問題を解決する糸口を見つける必要がある。とりわけスク
ールカトリックは，企業と，社会参入させるための様々な活動をしている市民団体，スク
ールカトリックのような宗教団体，救援活動をしている団体，その間に架け橋をつくっ
て，お互いに自分たちの活動をレベルアップして交流していくことが必要と考えている。

８　全国貧困シンポジウムについて
　（1）シンポジウムの内容
　　2012 年 12 月，フランス政府は「貧困に対する戦いと，社会参入のための全国シンポ
ジウム」（以下「全国貧困シンポジウム」）を開いた。全ての社会福祉活動，救援活動を
している組織の代表者が参加し，スクールカトリックも参加した。今日の家庭の貧困，
多重債務の貧困に陥っている人たち，こういった人たちの具体的問題を踏まえながら，
5年間の展望で，具体的に今の惨状をどう脱出するのか会議を開いた。そして，それぞ
れのテーマごとにワーキンググループを設けて，この 5年間に具体的にやっていく政策
を考えた。具体的には，7つのワーキンググループが作られて，それぞれのグループに
約 200 人が参加した。7つのワーキンググループが，シンポジウムに向けてテーマを絞
り込んでいった。最終的にシンポジウムに参加した人も多数にのぼった。
　　最終的にシンポジウムが終わった後，ワーキンググループが具体的な提言をまとめ
て，政府に提出した。政府は，その中からいくつか選択し提言の大半は受け取った。
　　ワーキンググループの中で，貧困問題に対する対策としてガバナンスのレベルを高く
していこうと様々な提言がされた。また，予算的にもしっかりとつけて 5年間で実施し
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て成果を出すことになっている。
　（2）シンポジウム開催の背景
　　この全国貧困シンポジウムは，政府が開催したものであり，これだけ大規模なテーマ
を取り上げて行ったのは今回が初めてである。
　　かかる大きなシンポジウムが開かれた経緯は，まず，第一に政府が変わったこと。オ
ランド大統領が社会党から出た。彼は，大統領選のときの施政方針演説でも，経済的ク
ライシスの中で貧困が増大しているので，できるだけ幅広い人に参加してもらって貧困
問題を考えたい，と述べていた。そして，政府が実際に代わったのでそれが実行に移さ
れた。第二に，政府の新旧にかかわらず，フランスでは不況，経済的クライシスが深刻
になって貧困が目に見える形で増大してきているという現実を無視できなかった。かか
る二つの背景がある。
　（3）シンポジウムの実効性
　　かかるシンポジウムによって今後 5年間の活動が決まった。明るいニュースでありス
クールカトリックにとっても励みになっている。しかし，政府が決断した政策が実際に
実施され，どの程度の効果を上げることができるのか，スクールカトリックのような市
民団体が注意深く監視する必要がある。シンポジウムで謳われたように理想的に行くの
か，それとも様々な問題が生じて行き詰まってしまうのか。7つのワーキンググループ
で決められたことを指導していく視察官に任命された人は，労働運動の活動をしてきた
中で代表的な信頼のある人であるから，希望はあると思うが，市民団体として慎重に見
守りたい。

９　フランス社会の寛容の精神について
　フランスの現状は，社会全体が不寛容になり硬直化している。他者に対する不信感で移
民を排除し，フランス人以外への人種差別をするという不寛容さが目につく現状である。
　しかし他方で，スクールカトリックへの寄付金の額が上がっている。不況が酷いからお
金が必要ではあるが，自分がいつそうなるとも分からないから寄付をする。それほど現状
が苦しいのであろう。このように，必ずしも悲観的な状況だけではないが，今のフランス
でどう寛容の精神を広めるかは苦しい課題である。
　社会に外国人を排泄する不寛容なムードが以前にも増して高まっているが，現場での作
業を通じてみていくとフランス人はそんなに排他的ではない。知っている外国人には寛容
である。強制退去命令を受けた外国人について支援の会を作るなど援助の動きもたくさん
ある。全てが排他的というわけではない。偏見が無くなれば友達だから助けようというム
ードになる可能性もある。

■訪問録３　SAMUSOCIAL de Paris（路上生活者支援のNGO）
【訪問日時】　2013 年 6 月 24 日（月）　16 時 40 分～18 時 40 分
【場　　所】　SAMUSOCIAL de Paris（パリ本部）
【対 応 者】　Marie Chuberre マリー・シュベール（国際部門所長）
　　　　　　Laura Berge ローラ・ベルジュ（作戦部長）
　　　　　　Valerie Coton　バレリー・コットン（広報担当）
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【概　　要】　 　サミュ・ソシァル（SAMUSOCIAL）は，1993 年，ジャック・シラク元
大統領がパリ市長であった頃，グザビエ・エマニュエリ博士によって，パリ
市役所の支援を受けて設立された。この団体の目的は，サミュ（SAMU）
という医療の緊急救助サービスの方法を，社会の最も恵まれない人々に対し
て適用するものである。“ソシァル”とは社会という意味であり，サミュ・
ソシァルを文字どおり翻訳すると社会の緊急救助サービスを意味する。とい
うことは，サミュ・ソシァルによる救護は個人に対する「癒し」の機会の提
供だけではなく，人間を時に「排除」してしまう社会の病んでいるメカニズ
ムを「癒す」ことでもある。その意味で，これは社会全体のための緊急救助
サービスなのである。

１　サミュ・ソシァルの組織
　（1）サミュ・ソシァルは最も疎外された人々の援助をするアソシエーション（民間の非
営利団体）の中で特別な地位を占めている。アソシエーションの大部分は，1901 年制
定のNPO法（結社法―日本の 1998 年 NPO法に相当する）に基づいて活動しており，
それぞれの団体が，特別なアイデンティティを持っている。これらのアソシエーション
の総体は市民社会の活動の発露であり，公権力に対しては，提案的勢力，対抗勢力とし
て働きかける。その中でも，サミュ・ソシァルは，公権力との対話が許される評価を得
ており，GIP（公益団体）の法律的な裏付けを持つ行政的サービスの代理人として活動
しているので，公権力にとても近い。サミュ・ソシァルは国家の名において（市民社会
の名においてではなく），半私的，半公的な柔軟な機構として活動している。例えば，
年間予算は，公的基金からも私的基金からも出資されている。同様に，理事会には官公
庁や公的な性格を持つ大企業（フランス電力公社，フランスガス公社，フランス国有鉄
道）そして私企業の PSA・プジョーシトロエンが席を占めている。
　　また，横断的であるという特徴も有しており，それは，二つの方向に発展している。
一つは，公的な受け入れ機関やアソシエーション間を結び付ける働きであり，彼らとの
ネットワークを非常に重視して活動を行っている。もう一つは，1901 年に成立した
NPO法を根拠としてサミュ・ソシァル国際部門を設立し，フランス国外にサミュ・ソ
シァルの実践している，（一部の個人を優遇するのではない）普遍的価値のある緊急支
援体制を世界に広げようと働いている。
　（2）サミュ・ソシァルパリ本部は，パリ市内だけでなく，パリ県，セーヌ・サン・ドニ
県，セーヌ・エ・マヌル県を管轄し，そのスタッフは，500 人の専従の常勤職員，100
人のボランティアからなる。年間の予算は 1億ユーロで，そのほとんどは国が出資して
いるが，昼のパトロールについてはパリ市も資金提供を行っている他，個人レベルの寄
附も受けている。
　　また，サミュ・ソシァルは，フランス全土に広がっているが，それぞれが独立した活
動を行っているため，全国レベルでの統括組織は存在しない。中には，直接自治体の組
織に組み込まれているサミュ・ソシァルもある。

２　サミュ・ソシァルパリ本部の任務
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　サミュ・ソシァルパリ本部の第一の任務は，ホームレスに会い，必要な緊急支援（緊急
医療及び緊急宿泊施設の提供）を行い，あるいは，彼らが必要とする支援先につなぐこと
である。支援の対象となるホームレスは，非常に多様で，路上生活者の他，24 時間営業
のレストランや実家，ホテルを転々とする若年不安定労働者も含み，また，ホームレスの
間では，外国人の人口割合が，フランスの全人口の割合に対するより多く見られる。サミ
ュ・ソシァルは，彼らの法的，心理的，社会的地位に関わりなく，まとめて支援を行い，
社会復帰の最初のきっかけとなることを目的としている。
　ホームレスと会うための方法としては，大きく二つ，① 24 時間終日運営される 115 番
のフリーダイヤルの設置，②トラックでのパトロールとがある。パトロールで使用される
トラックは，9人乗りで，運転手，看護師，ソーシャルワーカーの 3名がチームを組み乗
務しているため，1台につき 6人までホームレスを乗せることができる。
　また，結核の専門チーム及び精神疾患者の専門チームが存在し，パトロールに出向いた
チームが結核あるいは精神疾患が疑われるホームレスと出会った場合には，各専門チーム
が対応する。

３　ホームレスへの緊急支援
　115 番のフリーダイヤルにホームレスから連絡が入った場合，あるいは，パトロールで
ホームレスを発見した場合，サミュ・ソシァルのスタッフは，まずは，緊急宿泊センター
にホームレスを案内することになる。
　この緊急宿泊センターは，サミュ・ソシァルが運営するもので，運営時間は，午後 6時
45 分から翌正午まで，夕朝二食が提供されるほか，シャワー設備があり，また，ソーシ
ャルワーカーによるカウンセリングや医師による診察を受けることもできる。最大 5泊で
きる。
　また，115 番のフリーダイヤルに，ホテルに宿泊しているホームレスあるいはその家族
から，ホテルの宿泊代を支払うことができない旨連絡が入った場合には（※フランスで
は，ホームレスが安いホテルに宿泊することが多い。），サミュ・ソシァルの家族部門が担
当する。具体的には，ホームレスの家族から事情を聴取した上で，支援を開始するか否か
を判断し，支援の開始を決定した場合には，サミュ・ソシァルがホームレスの宿泊してい
るホテルに対して，宿泊代を支払う。また，支援を受けているホームレスがホテル代の他
に生活に不足しているものがないか，宿泊先であるホテルが劣悪な環境にないかの調査も
併せて行う。このような支援は原則として 30 日までの期間継続されることになるが，場
合によっては，数年に及ぶこともある。なお，サミュ・ソシァルパリ本部では，常時，2
万 2000 人のホームレスに対して，このような支援を行い，その宿泊代を負担している。

４　他の機関や団体との連携，その後の支援
　115 番のフリーダイヤルの重要な機能の一つとして，115 番をかけてきたホームレスに
対するオリエンテーションが挙げられる。つまり，困った状況に置かれた人々というの
は，これからどうすればいいのか分からない段階で，とりあえず 115 番に電話をかける。
また，フランスでは，出所者，ＤＶ被害者，アルコール依存者などを支援するアソシエー
ション（民間の非営利団体）が数多くあり，その役割が非常に細分化されている。電話を
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受けたオペレーターは，ホームレスの話を聞き，サミュ・ソシァルが支援の対象としてい
ないホームレスであった場合には，サミュ・ソシァルは対応は拒否しても，助言を与え
て，彼らにとって最もふさわしい支援を行っている受入れ機関やアソシエーションに紹介
し，ホームレスを彼らが必要とする支援先へとつないでいる。
　また，前記 3で述べた緊急宿泊センターが運営されていない昼間の時間は，同じくサミ
ュ・ソシァルの運営する社会復帰連帯センターがホームレスの対応をする。同センターに
も，シャワーや洗濯の設備があり，医師，ソーシャルワーカー，臨床心理士が待機してい
る。なお，フランスでは住所がなければ各種社会的な手当を一切受けることができないた
め，同センターは，ホームレスに対して住所を与える（つまり，ホームレスが同センター
を住所として各種社会手当を申請する。）という重要な役割も果たしている。
　さらに，ホームレスが緊急事態を脱した後は，サミュ・ソシァルの支援の対象ではなく
なるが，彼らが，その後，自立して生活していけるよう助言を与え，彼らが必要とする支
援を行う受入れ機関やアソシエーションを紹介している。　

■訪問録４　CGT（フランス労働総同盟）
【訪問日時】　2013 年 6 月 24 日（月）　17 時 30 分～19 時 30 分
【場　　所】　フランス労働総同盟（CGT）
【対 応 者】　Pascal Rennes　パスカル・レンヌ（法律顧問）　弁護士ではない。
　　　　　　Josiane Stamp　ジョジアンヌ・スタンプ（失業者委員会） 
　　　　　　Hervé Goix 　ヘルヴェ・ゴア（サンパピエ労働者委員会）
　　　　　　 フランシーヌ　労働総同盟の総務の幹部の 1人で失業者委員会で活動してい

る。
【概　　要】　 　CGTは，フランスのナショナルセンターの一つ。最も歴史があり，現在

でも組織人員は最も多い。フランスでもワーキングプアの問題は極めて深刻
である。フランスの全労働者のうち，800 万人が，月額 960 ユーロ（約 12
万 5000 円）以下の賃金でを暮らしている。うち 500 万人～600 万人の労働
者が不安定雇用である。ワーキングプア問題の最大の要因はグローバリゼー
ションと移民労働者問題である。

　　　　　　 　CGTは正社員が中心の組合であるが，失業者委員会やサンパピエ労働者
委員会を作り，非正規問題に積極的に取り組んでいる。フランスで働く以上
は，国籍に関わらずに，フランス人と同じ労働条件で働けるようにすること
が，フランス人の労働条件を守る上でも重要である。その実現のために活動
を重ねている。

１　フランスの労働組合一般についての質疑応答
Ｑ　5つの主要労組に全国的な代表性が認められ，所属組合には無条件で交渉権が与え　
られ，労働協約を締結できるとのことだが，このことを具体的に教えてほしい。
Ａ　1966 年に，政府は政令により，五つの労働組合（CGTフランス労働総同盟，CFDT
フランス民主労働同盟，CGT-FO労働総同盟労働者の力，CFTCフランスキリスト教
労働者同盟，CFE-CGC 管理職総同盟）に全国的な代表権を与えたが，このこと自体は
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非常に政治的であった。この当時，CGTは 30％の労働者を組織しており，5つの組合
の中で最も勢力が大きかった。先の五つの組合の中には，8％の労働者しか組織してい
ないところもあった。そのような組合に全国的な代表権を認める必要があったのかは非
常に疑問であり，CGTとしては，CGTに対する妨害工作の一つと評価している。
　　フランスの場合，少数組合でも労働協約を締結することができ，一定の手続を経れ
ば，その協約がその組合に所属しない労働者にも拡張適用されることになるが，労働協
約には，有利原則（労働協約が労働者の処遇を改善する方向にしか作用しないという原
則）があるので，基本的に混乱が生じることはない。
Ｑ　フランスではユニオンショップ制やチェックオフが禁止されているとのことだが，そ
の理由を教えてほしい。
Ａ　労働組合に加盟するか否かは個人の判断の問題だから，この二つは禁止している。

２　CGTの失業者委員会の取組について
　CGTでは，まず，失業を起こさない戦いを進めている。失業になった時には，様々な
面が後退し，悪い状況になるので，家族の面，文化的な面，様々な面で戦いを進めてい
る。失業者委員会で決まったことが，CGT全体で決まったことになる。失業者委員会の
方針とCGTの方針がずれることはない。CGTでは，失業者委員会が先頭に立って，ワー
キングプアの問題に取り組んでいる。
　もし，仕事が奪われることがあれば，それは人間の疎外である。それが生じないような
戦いを進めている。失業が生じた場合には，最低限の生活ができるように，失業前の 80
％の収入を保証することを要求している。
　また，新しい職場についての三つの条件（本人の希望，適正な収入，本人の適性）と合
致していることが重要であり，このことも我々の重要な要求である。失業した場合の生活
の不安定化は非常に深刻である。この数年間，職場の不安定化が進んでおり，それに対し
て，安定化を求めている。基本的に，期間の定めのない雇用契約を求め，期限がある場合
にも社会保障が出来るだけ行き届くように要請をしている。
　フランスには，積極的連帯所得（RSA）がある。政府は雇用の安定化ではなく，不安
定化の政策を取っているため，雇用の安定化を勝ち取ることは容易ではない。RSAと言
っても，以前から全く改善されていない。以前の RMI では，様々な状況を踏まえた上
で，最低限の所得を算定していたが，今は，一括して算出をしており，制度として劣化し
ているし，金額的にも減額され，実際に RSAで生活をすることは困難である。そのた
め，労働者は，労働条件が非常に悪いだけでなく，社会保障も非常に悪い中で，働くよう
になっている。そのような状況で働かざるを得ないように，労働者が追い込まれているの
が現状である。今の労働条件は最悪，RSAでは，生活できない。資本家が，安い賃金で
できるだけ働かせるという労働空間が作られてしまっている。フランスの全労働者のうち
800 万人が，月額 960 ユーロ（約 12 万 5000 円）以下という賃金で暮らしている。うち
500 万人～600 万人の労働者が不安定雇用。
　CGTの加盟労働者の大半は正規雇用である。数パーセントの組合員が正規雇用から非
正規雇用に落とされた人である。産業別に労働組合があり，それらをまとめて CGTがあ
る。CGTの主力産別は，鉄鋼，繊維，船舶である。
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　以前と違い，今は，労働者の意見をまとめるのはかなり難しい。同じ工場で働く労働者
にも，様々な契約関係の人がいる。正規労働者も非正規労働者もいる。以前のように，一
括した労働条件を提案することが難しくなっている。劣化した条件で働かざるを得ない労
働者をどうするかが重要だが，組合としてもこの問題をクリアーに整理できないでいる。
労働法で認められた権利を確保すること自体が非常に難しくなっている。同じ工場の労働
者でも様々な契約の労働者がいる。フランスでは労働協約が 400 もあり，同じ工場内で
も，複数の労働協約が存在しているのが実情。
　CGTとしては，労働市場の要請に基づいた労働者を作るのではなく，あらゆる職場で
最低限の文化的な生活が営めるように，相互扶助，地域間の援助，価値観の共有を持つよ
うにしている。市場原理ではなく，労働者の権利を擁護することを目指している。
　我々の労働運動が以前に比べると後退をしているのは事実であり，再構成をしようとし
ている状況にある。CGTの主張に共感はしてもらえており，主張を実現していくために
は組織を強くすることが必要であり，そのために，新しい運動が必要。現在は，まさに過
渡期である。
　組織を再建するために何が必要かを話し合っている。不安定化を脱出するために一番必
要なことは，職業訓練の場を整備し，そこで取得した資格を元に，適正な賃金を要求して
いくことである。職業訓練を労働者の権利とすることが重要であり，資格や教育水準が低
い人を安い賃金で雇うようになっているので，それに歯止めをかけることが重要である。
　貧困問題の原因の一つは，労働者が認められた権利を主張せず，諦めていることにあ
る。様々な権利が保障されているにも関わらず，途中で諦めてしまう人が多い。フランス
の経団連は，雇用手当は家族手当をむさぼっているという宣伝をしているが，実際には，
受給できる手当を受給せず泣き寝入りをしている人たちが多数いるのが現状。資格のない
労働者は自分には何も権利がないと思い込んでいる。そのような人たちに情報を提供し，
その権利を獲得できるように援助をしていくことが重要である。

３　サンパピエについて
　何の資格も，滞在許可書もない人が，最大の貧困層でありそれがサンパピエである。
CGTとして，そのような人たちに対する取組も重視している。彼らも労働者だから，
CGTに加盟する権利がある。彼らが法律上，保障されている権利はたくさんある。それ
を支援することはCGTとしても極めて重要なことである。
　フランスの大半の会社が，工場を労働者の賃金が安い国に持っていっている。移動でき
ない労働現場は，サービス関係，レストラン，ガードマン，メンテナンス。このような現
場がサンパピエを安く使い，労働条件を壊している。
　労働組合の活動が，労働条件の改善に直接繋がっていないかもしれないが，2つの大き
な獲得物がある。一つは，6か月の研修という企業側の要求を 2か月～ 3か月に引き下げ
たことは，CGTが労働省に労働者の要求として突き付けた結果である。政治的にそのよ
うなことを勝ち取った。全国的なキャンペーンを行い，最低生活費の内容について，細か
くアンケートを行い，100 万人分まとめて，それをもとに，労働省と社会問題省に提案
し，その内容が受け止められた。
　ヨーロッパ全体で，流民と化した大量の労働者がいる。サンパピエを使ってはいけない
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というルールになっているが，実際には無視され，大量のサンパピエが働いている。その
ような労働者が働いている現実を拒否することはできない。EUの下，労働者は何処の国
にいても働くことができるのが現状。その下で，サンパピエのために戦うことを決めた。
　経済的に悪い，ギリシャ，イタリア，スペインでは，外国籍の人の排斥が非常に強くな
っており，フランスでそれに歯止めをかける意味でも，サンパピエの戦いをすることは重
要。
　サンパピエがやっている労働を実際にはフランス人はやらない。フランス社会が必要な
労働なので，その労働の労働条件を守ることが必要。2008 年までは，滞在許可書がない
労働者はあり得なかったが，今は，サンパピエの労働者が大量にいる。その人たちを強制
送還させないようにしたのは我々の運動の成果。サンパピエの労働者のいる工場に行っ
て，宣伝をし，彼らが滞在許可書を取れるようにしている。このような運動を進めること
で，組合員が現状を理解し，労働者が権利を理解している状況が生まれている。1974 年
以降公式には移民労働者がいないというのが政府の見解であったが，その見解を変えさせ
たことも我々の戦いの重要な成果。
　サンパピエが，滞在許可書を取り正規の労働者になり，その人たちがサンパピエを支援
する立場になってきている。終わりのない戦いだが，一つ一つ成果を勝ち取ってきてい
る。
　多国籍企業では派遣社員を大量に活用している。サンパピエにも派遣社員が沢山おり，
そのようは人には正規の社会保障もない。サンパピエについて，派遣契約から正規の雇用
契約にし，滞在許可書を取り，社会保障の権利を獲得することが重要。ポーランドの会社
がフランスの会社に派遣している例は特にひどい。ポーランドの極めて低い賃金で，フラ
ンスの工場で実際に働かせている。フランスで働く以上，フランス人と同じ権利を獲得す
ることが必要。それが私たちの立場である。

４　フランスの労働組合についての補足
　フランスの労働組合にとって，国からのお金が非常に重要。それは CGTも同じ。組合
の財政の中で組合費が占める割合は 60％程度で，残りの 40％程度が国からのお金であ
る。労働組合の内部の様々な研修は国からの助成でやっている。労働裁判所の判事も組合
で養成しており，その費用は国からきている。CGTが要請した労働裁判所の判事が 3000
人おり，そのサラリーの全額が 300 万ユーロであり，かなり大きな額である。養成のため
に受けたお金はそれに使わなければならないという制限はあるが，CGTにとって重要な
お金である。
　企業が組合に補助金を出すこともある。従業員 1人に年間 50 ユーロ～100 ユーロの補
助金を出すこともある。企業によっては，併存した他の組合にも補助金を出すところもあ
る。

■訪問録５　ONPES（貧困と社会参入観測所）
【訪問日時】　2013 年 6 月 25 日（火）　9時 30 分～11 時 30 分
【場　　所】　貧困と社会参入観測所
【対 応 者】　ディディエ・ジェロ氏
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【概　　要】　 　公的な機関ではあるが，公的な統計に加え，民間団体からのデータも広く
集積し，貧困の実態についての独自性をもった総合的な分析を行い，集約し
た情報を政府，議会，公共（市民）に配信する。ときにその報告は，政府に
対し，影響力を与えている。 

１　貧困観測所について
　1998 年 7 月 29 日の社会的排除に関する基本法（反排除法）によって設立された公的な
機関。貧困問題に関わっている市民団体から，現場での活動を明確にするために，貧困や
排除についての分析について知りたいとの要請があった。経済社会評議会（CES）と統計
情報評議会（CNIS）によって引き継がれたことがこの分野であり，貧困と社会的排除に
関する総括と情報の配信を行い，この分野における知識を発展させることを推進させられ
る組織を設置するということで貧困観測所が設置された。

２　任務について
　我々が行っている作業の多くのデータはこの二つの評議会で得る情報と民間団体のデー
タを取り入れ，総合的な分析をしている。
　貧困問題は幅広く，国の統計局のデータだけでは実体はつかめない。さらに貧困観測所
のような機関が作られ，民間や国のデータを集積し，総合的に貧困についての情報を集
め，理解を深める。ヨーロッパの様々な国も貧困についての情報を集めているが，情報集
積についてはフランスは比較的レベルが高い。
　社会問題健康省，労働省，様々な官庁が貧困問題を研究しているが，1998 年以前は，
貧困問題について総論的な分析をする組織がなかったのであり，総合的分析をすることが
貧困観測所の任務である。
　すなわち，貧困観測所の任務は，以下のとおりである。
　貧困や不安定状況，分散され，排除され，搾取された状態に関する，得にくい情報デー
タを集約すること。これらの現象，とりわけ，あまり知られていない分野についての知識
の発展に寄与すること。研究，評価作業を，貧困と社会的排除と闘う評議会（CNLE）と
密接な連携をしながら実施すること。集約した情報を，政府，議会，公共に配信するこ
と。
　貧困観測所の組織の構成は少ない人員であり，年間 60 万ユーロの予算。
　貧困観測所自身では研究を実施せず，大学の研究機関や民間の研究機関に委託してい
る。委ねられた作業について，議論し，優先順位をつけ，選択した組織に発注する。
　反排除法ができたころの貧困観測所は統計局に付属する機関であり，統計局は当時の社
会問題省の付属機関として創設されていた。そのため統計局の情報集積をベースとして出
発したが，今日は民間と協力し，また，CES，CNIS という二つの評議会のデータも得
て，総合的な分析をしている。
　貧困観測所の優先的な長所は，国の国立統計所のようなところからのレベルの高い科学
的に信頼できる情報をベースにしつつ，それだけではなく，民間団体とも組みながら，そ
の裏側にある現象をつかむために情報を幅広く集めており，それが貧困観測所の信頼度の
レベルアップにつながっている。
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　私たちの組織は国立統計研究所の調査とは別個の統計調査を行うこともできる。例えば
昨年 1000 人の社会福祉担当者にアンケートを実施し，貧困状態を国立統計局とは違う観
点で調査した。それは社会問題健康省で評価され，私たちが行ったアンケートは 6か月ご
とに行うことになった。そういう意味で，私たちの提言する分析方法や情報の集積の仕方
は独自のものであり，貧困問題の調査分析のパイロット役を務めているともいえる。
　貧困観測所は，社会問題省の統計局の下部組織として機能しているが，必ずしも国立統
計研究所の統計内容に従属したものではなく，それなりの独立性を保った貧困観測所とし
ての分析研究を行っている。例えば，前政権から貧困観測所に対し，貧困撲滅のための成
果を具体的な数字で示すように求められた際，我々は，彼らの貧困指針は意味をなさなか
ったということを研究で証明して報告した。そめため，政権交代後，新政権は私たちの報
告書を理解して，前政権の貧困指針をやめた。このように貧困観測所が公共の機関だから
といって政府の政策全てに従属しているわけではなく，政府の方針が誤っているのであれ
ば，それを修正する独立の視点を持つこともできる。

３　組織の構造
　貧困観測所の組織はデクレ（公布）によって決められており，市民団体，研究分野，行
政分野の 22 人のスタッフがいる。その内訳は，組織の事務行政を行う部門，研究者の部
門，外部の委嘱研究者の三つのグループからなる。貧困観測所自身は，研究は行わず，委
ねられた作業について，議論し，優先順位をつけ，そして，選択した組織に発注する。統
計行政による情報を使う。それらの配信，配布の前に行われる総括・分析作業の舵取りと
評価を行う。
　統計文化的側面と，研究者の視点，アソシエーションで現在の作業を行っている人たち
の研究，それらを集めて総合的に考えていくことが貧困観測所の特徴。
　貧困観測所の独自性としては，様々な国が様々な調査研究を行い，フランスでは社会問
題省でも労働省でも住宅省でも貧困問題について調査研究しているが，私たちは，これら
の様々な情報を総論的に分析し，国立の貧困と社会的排除と闘う評議会（CNLE）に報告
書を提出する。この評議会は各官庁の代表者，経営団体の代表者，地方，県，市民団体の
代表者からなり，具体的な貧困対策に関する勧告を政府に行う。政治的な判断をする正当
性のある評議会であり，その勧告は政府にとっても重い勧告となる。例えば評議会が政府
に行う勧告に基づき，政府が法律の概要を準備する。それを評議会はどう解釈するか一旦
評議会に戻す。さらに評議会は貧困観測所に戻し，実際に施行されたら現場はどう反応す
るかについて分析する。そして，もう一度評議会に上げて勧告をもう一度出す。その上で
最終的な法案の準備が行われ，議会に提出される。
【質疑応答】
Ｑ　前政権の貧困指針はどういうものであったのか。
Ａ　前政府の貧困指針は，所得の一番低い部分と高い部分の真ん中の 60％以下は貧困と
みなす，というもの（相対的貧困率）。前政権が樹立した 2007 年においてはその 60％
というのは 900 ユーロ，2010 年は 960 ユーロ。
　　彼らの相対的貧困指針は，この 60％以下の人がこの 5年の間に減ったか減らないか，
あくまでも相対なものであり，その貧困指標は絶対ではなく，必ずしも現実の貧困状況
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を反映したものではないことが分かった。
　　この 5年間でサルコジが行ったことは，大企業優先の政策で，大企業が社会の経済的
な機関車となって牽引し，全体をレベルアップしていく，というネオリベラリズム。そ
ういった中で格差は開き，金持ちはもっと金持ちになった。当然そのような経済政策の
中では，自然と貧困は減少する。サルコジは，5年のうちに 60％以下の人を 30％削減
することを目標とした。現実には 40％も削減された。それだけ金持ちが増えたという
こと。この政策目的と彼らの相対的貧困率には欺瞞性があったので，私たちは，それを
批判した。貧困問題について闘っている民間団体も私たちに同意した。
　　私たちは，そのような相対的貧困指標そのものはあってもいいが，それを絶対とみな
すのではなく，極貧の人たちの状態をつぶさに調査しデータを集め，その人たちに注目
すべきであるという勧告を出した。現実には，40％も削減されたということは，私たち
の視点からすればそれだけ極貧の人が増えたということである。

４　貧困に関する異なった指標
　（1）金銭的貧困
　　2010 年，人口の 14.1％，つまり 860 万人が月 964 ユーロ以下で生活している。その
うちの半分が 781 ユーロ以下である。
　　平均給与の 50％（月 803 ユーロ）は，人口の 7.8％，つまり 470 万人となる。
　　極貧の 40％をデータのベースとすれば，現在 200 万人の極貧がいることになる。
　（2）二番目の貧困に関する指標としては，お金をテーマとするのではなく，生活条件を
テーマにした指標，すなわち，屋根がある住まい，暖房，十分な食事など最低限の生活
条件を得られるという指標である。
　　生活条件における貧困は，フランスでも行うし，EUの全ての国で同じ条件に基づき
貧困調査をしている。
　　二番目の生活条件における貧困者は，人口の 12.6％。
　（3）三つ目の指標として，社会最低手当の受給者の数によって貧困を考える。
　　積極的連帯所得手当（RSA）の受給者家庭が 200 万件。2012 年 7 月段階で 450 万の
人に 50 万人の RSA受給者がいる。RSAの受給権がありながら，申請をしない人が 35
％，なお，雇用はあるが不安定雇用の人には，RSAとして別に手当が出るが，これを
申請しない人が 65％。
　　RSAの受給権を持った人の 35％が申請しない。なぜ申請しないかというと，そもそ
も権利を知らない人が多い。もう一つは申請書が煩雑，様々な書類の作成が必要であ
り，また，住所がないと保証人を立てないといけない。今日の政府は申請書類の単純化
を進めている。さらに，RSAを受給することで，自分自身を貧困者と認定することを
したくない人も多い。
　　昨年，貧困全国シンポジウムが行われ，5年の間に実行性のある政策を行うというこ
とであるが，RSAに対するアクセスを高めていくことともに，その有効性を実施でき
るようにしていくことが課題である。
　　雇用はあるが不安定雇用で，申請しない人の割合は，65％。雇用はあるが不安定雇用
の人には補助金として月 150 ユーロの手当を出しているが，それを得る権利を持ってい
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るにもかかわらず，それを知らない。それを知っていても申請が煩雑，貧困とみなされ
るのを嫌う人たちが申請しない。
　　前政権がやってきた貧困政策は，ある意味で貧困者であることが悪いことであるかの
ようなイメージを押しつけてきた側面が強い。これに対し，新政権は貧困者に対するイ
メージチェンジをはかり，権利を明確化することにより，権利を持った人がその権利を
行使することは当たり前というイメージ作りをしようとしている。

５　金銭的貧困の変化
　2000 年頃から 2008 年までは，貧困率（相対的貧困率：真ん中の所得の 60％）は，減少
していたが，2008 年以降は上昇している。金銭的貧困指標で考えただけでも 2008 年以降
貧困者が増え，2010 年では，貧困率は 14.1％になっている。2008 年から明らかに不況の
クライシスが始まり貧困者が増えている。
【質疑応答】
Ｑ　相対的貧困率が実際 40％低下したという話があったが，どこで低下しているのか。
Ａ　サルコジが立てた指標は 2007 年の貧困者の基準と比較して，それより貧困者を減少
させること，すなわち，2007 年の時点で貧困者と見なされるのは，月 900 ユーロ以下
の者であったところ，5年間に，月 900 ユーロ以下の人の割合を 30 パーセント減少さ
せることを目標とした。5年で貧困者の割合を何パーセント落とそうという目標ではな
かった。5年の間に 900 ユーロ以上の人を増やすというだけの話だった。
　　貧困観測所としては，真ん中の所得額の 50％ないし 40％を目安として考えないとい
けないと報告した。

６　金銭的貧困の内容
　人口の 14.1％が貧困。真ん中の 40％以下を貧困と考えれば，今の貧困率の 3倍くらい
増えてしまう。
　様々な社会階層をみると，遙かに高い貧困率が見て取れる。
　移民の貧困率は，40.3％。親が一人で子供を育てる家庭の貧困率は，32.2％。子供が 3
人以上の家庭は，22.7％。それ以外では若者層が貧困に陥っており，21.9％。
　2008 年から 2010 年にかけて一度落ちた貧困率が上がっている。50 代～60 代と 18 歳～
24 歳の貧困が増えている。1945 年以降を考えると，社会保障を充実させたため，50 歳以
上の貧困率がすごく下がった。戦後しばらくは高齢者の貧困率が下がったが，農村地帯で
は，高齢者になり，夫に先立たれると年金がもらえず，農村で女性の貧困がみられた。し
かし，今日では 60％以上の女性が働いているので，高齢者の貧困率は今後減ると思われ
るが，逆に若者の貧困が増えている。
　サルコジ政権以来，社会保障制度にお金がかかるとして様々な手当が少なくなり，年金
も少なくなる改正が前政権でなされた。高齢者は少ない年金しかもらえなくなる。高齢者
は年金の満期の年齢が上がり，65 歳あるいは 67 歳まで働かないと満期の年金をもらえな
くなり，高齢者の貧困層がまた増えてくるだろう。
　ここ一，二年のことであるが，アソシエーションからの報告では，食事を買うお金もな
いという高齢者が増えてきているという報告が出されている。
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　現社会党政権も年金を長くかけることと年金額を落とすという政策は変えていないの
で，今後高齢者の貧困層が増えるとみなされている。

７　貧困の地理的特徴
　都市貧困層の多い敏感地域での貧困率を見ると，都市の周辺に貧困層が集まっている。
都市の周辺部の地域的な意味で貧困率を見ると，32.4％，つまり，他の地域の 2.7 倍ほど
高い。
　都市の周辺部の若者層の統計では，18 歳未満の 42％，幼い子供の 49％が貧困に陥って
いる。数年前にフランスの郊外の暴動が起こった。若者たちが車に火を付けたり，店舗を
おそった。貧困率を見ればその理由がわかる。都市周辺部の貧困は若者の二人に一人が貧
困という酷い状況。
　都市だけではなく，農村地帯の貧困率もみられる。
　農村地帯での 2009 年の貧困率は，都市部では，12.7％，農村部 14.4％。農村部での貧
困は，とりわけ小農家。小農家で高齢の女性たちが貧困に陥っている。農村部の若者が都
市に仕事を求めて行ったけれども仕事が見付からず，都市の周辺部に住んで貧困に陥る。
都市部で住居が見付からない人も貧困に陥っている。

８　再分配
　フランスとヨーロッパの金銭的な貧困率（相対的貧困率）を比較して見ると，フランス
はヨーロッパ全体のうち，比較的貧困率が少ない 3分の 1のグループに属する。数値的に
は 14％が貧困だが，社会保障がなければ，22％に上がる。つまり，所得再分配前の貧困
率は，22％であるが，所得再分配後は，14％になっている。
　22％から 14％に減らすにはどういう再分配をするべきかという今後の計画について話
す。
　再分配へのインパクトの内容を指し示す。
　租税のシステムで 2ポイント，社会保障手当で 6ポイントの合計 8ポイント。社会保障
手当の 6ポイントの内訳は，家族手当 2ポイント，住宅手当 2ポイント，最低所得手当
（RSA）2ポイントの合計で 6ポイント。
　これを見ると，とりわけ子どもに対する補助と住宅補助が充実しているといえる。
　税制を改革することによって再分配して貧困をなくすという方向性の中では，租税のシ
ステムでのインパクトは 2ポイントしかないので，税制改革でまだまだ貧困へのインパク
トを高める可能性はある。
　また，最も極貧の人に対するインパクト見ると，社会保障手当で 26 ポイントもインパ
クトがあると分析された。この分析をみれば，貧困者に対する社会保障がなければ極貧の
人がもっと増えるといえる。その内訳は，家族手当 10 ポイント，住宅手当 8ポイント，
最低賃金手当 6ポイント，RSA 2 ポイント。

９　貧困と社会的排除に対する闘いのプラン
　貧困と社会的排除に対する闘いの今後のプランとして，2012 年 12 月に貧困と社会的排
除に対するシンポジウムが開催され，5年間の計画が立てられ，全体の行動計画を評価す
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るための責任者の任命が行われた。
　ここでは，フランスの各省が担当すべき 7つのテーマが掲げられた。
　5年間の計画で，オランド大統領の任期中の 5年間の間に貧困撲滅のプランが実行され
る。例えば，積極的連帯手当（RSA）のパーセンテージを 5年で 10％までアップする。
住宅手当も増額する。極貧の人には冬に暖房の費用が出ないので，灯油の値段，電気代を
固定する。現実的に 26 の政策が決定され，それが 5年のうちにどれ位効果を発揮するの
か報告する人物として，社会党系の労働組合の書記長であったフランソワ・シェレック氏
が任命された。

10　貧困観測所の仕事
　政府に対する年次報告。研究とリサーチのニュースレター（年 6回）の発行。インター
ネットサイトの運営。フランスをはじめ世界の分析作業を発表するニュースレター。
【質疑応答】
Ｑ　富裕層に 75％の特別貢献税を課そうとしたが，それがどういうふうになっているの
か。
Ａ　税制に関しては巨額の金持ちに対して行っている租税の貢献率は非常に少ない。その
層は人口の 0.01％に過ぎない。もっと広い富裕層に対して幅広く課税しないと，2ポイ
ント以上のインパクトを与えるのは難しい。しかし，前の保守政権も現在の社会党政権
も大きな租税改革に踏み込もうとしていない。
　　租税的な問題点は，巨額の資産家個人に税金をかけること以上に，巨額なお金を持っ
ている人や企業が租税を逃れる手段を様々に考えて租税天国のような国に資本を移動さ
せて逃げているという状況がフランスのみならず，世界的に起きており，これに対して
手を打たない限り，租税をかけることによる解決法というのはうまく機能しない。
　　先のＧ 8のサミットにおいても租税逃れの問題が話されたが世界的な租税改革が進行
しないと租税による再分配はうまくいかない。
　　トービン税（国際連帯税）の実施は，一時かなり現実味を帯びて話されたが，最終的
にはトービン税のような有効な税率はまだ実現していない。
　　私の視点からみれば，RSAが現在月 450 ユーロ，今後社会党政権も 10％しか上げな
いとしているが，私としては，もっと上げて 960 ユーロ近くまで上げる必要があると考
えている。1998 年の反排除法ができたときに，RMI（最低限賃金所得）が設けられた
が，現在の RSAの額は，1998 年の 40％でしかない。この 20 年間の間にむしろ後退し
ている。
Ｑ　日本では，税による再分配機能を高めるために，累進の税率を高めよう，法人税を上
げようという意見もあるが，そうすると，富裕層や大企業が海外に移動してしまうとい
う話で議論が止まるが，フランスではどうか。
Ａ　フランスも全く議論の状態が似ている。現在，法人税もフランスの歴史からすれば，
かつてないくらい低い法人税でしかない。
　　経済政策には二とおり考え方があり，大企業を優先的に考え，それに牽引させるとい
う考え方と，底辺に購買力を持たせるという議論があるが，フランスでは大企業優先と
いう考え方が保守政権で続き，社会党政権でもさほど変わらない。
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Ｑ　しかし，フランスでは特別貢献税の創設が提唱されたが，どうしてそのようなコンセ
ンサスができるのか。
Ａ　伝統的にはフランスは税率が高く，社会的な連帯をするために金を払うという考え方
の下にあるが，この歴史的背景からみて今は課税率が低くなっている。それを表面的に
ごまかすためにすごい資本家には課税するなど手管はやっているが，安定的な職業につ
いている中間層から十分な税金を得られないと社会保障を充実させるのは難しい。しか
し，どの政権も自分たちの支持が落ちるからと改革に踏み出さない。
　　確かに 1998 年の反排除法による最低賃金所得ができ，貧困観測所ができたが，金持
ちや格差，不平等を観測する観測所はできていない。貧困観測所はそれなりの役割を果
たしてきたが，なぜこのような格差，不平等が生じているかを観測する貧困観測所とは
別の観測所があってもいい。労働組合や様々な市民団体からもそのような意見が出され
ている。

■訪問録６　M. Annie Pourre（DAL の活動家）
【訪問日時】　2013 年 6 月 25 日（火）14 時 00 分～15 時 30 分
【場　　所】　Rue Valencienne, 75010 Paris（スクワットしている建物内）
【対 応 者】　Annie Pourre　アニー・プール
【概　　要】　 　スクワット運動の目的は，建物を占拠することによって，貧しく屋根のな

い人たちに対し，安定的な住居を見付けるまで，一時的に立ち寄る場所と期
間を作るということであり，極貧の声の出ない，見えない，隠された存在の
人を，その惨状から救い出し，住宅の正当な権利を，現実的に獲得させるこ
とである。

　　　　　　 　また，不動産業界による投機的な取引によって，住宅として使われていな
い建物が単に値段をつり上げるために寝かされており，他方で，無数の人た
ちが屋根のない生活を強いられていることとのギャップを訴えるための運動
でもある。

　　　　　　 　占拠する建物は，国または銀行などの企業が所有している物件である。
　　　　　　 　1993 年にスクワット運動を開始し，1994 年に出た判決では，占拠した人

たちの人道的な正当性が認定され，屋根のある建物に住む権利が法的に認定
された。

　　　　　　 　初めて住宅の占拠を行った 1993 年には世論の 23％の支持しかなかった
が，4年後には 80％の世論がこの住宅占拠運動に正当性があると評価し，世
論が 4年の間にがらりと変わった。

　　　　　　 　DALO法は，やむを得ざる状況が生じているために占拠を行っているこ
とを証明できる場合に，空き家の占拠に正当性を与える法律である。DALO
法に基づき，調停の申請をし，調停委員会による住宅割当ての決定が出され
たにもかかわらず，6か月以内に住宅の割当てを受けられない場合，申請者
は，行政訴訟に訴えることができる。行政裁判所は，申請者に住宅が割り当
てられるべきであるにもかかわらず割り当てられていない場合には，国に対
し，住宅を与えるよう命じ，併せて，罰金を命じることができる。
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１　現在，占拠している建物について
　この建物は，スペインの多国籍企業が所有していたものを私たちがオキュパイし，最初
は，12 人の若い建築家たちが集まってここを占拠し，その後，貧困で屋根のない若者た
ちが占拠に加わった。
　年末の大晦日に，この場所のオキュパイを始めた。年末は，最も警備が手薄になるとき
なので，そのタイミングを狙ってオキュパイし，その後，自主管理をしてきている。ここ
にあった様々な財産は，自分たちのものとして使っている。ある種の余暇を楽しみなが
ら，ここの生活をうまくやっていくための工夫を色々している。

２　運動の目的
　もちろん，私たちの最終目的は，オキュパイすること自体にあるわけではなく，オキュ
パイすることによって，貧しい人，屋根のない人を一時的にここにかくまい，安定的な住
居を見つけ，それまでの一時的な立寄り期間をここで作るということである。
　私たちがやっている運動は，極貧の声の出ない，見えない，隠された存在の人を，その
惨状から救い出し，彼らに今までなかった権利，とりわけ住宅の権利を新たな権利として
獲得させることであり，単に占拠して屋根のないホームレスを住宅に移すということだけ
ではなく，住宅の正当な権利を，現実的に獲得するということである。

３　占拠の対象
　私たちのオキュパイ運動では，住宅を占拠する際，個人所有の建物には絶対手を付け
ず，国または銀行などの企業が所有しているものを対象にしている。
　国が持っている空き家というのは，フランス電力公社，ガス会社，郵便局，フランス国
立銀行など国が株主になっている国営企業が所有している物件のことである。
　具体例として，フランス電力公社が 20 の個室と上に小さなスタジオ形式の住居がある
建物を持っていた。上の住居は社員用の住宅であり，個室は電力公社の幹部がパリに来て
研修を受けるときだけに利用する宿舎であり，この建物が空き家になっていたので，ここ
を，あくまでも，ホームレスになった家族が一時的に安心して居住できる過渡期の場所と
して占拠した。戦略と期限を決めてこの建物を占拠し，それだけではなく，電力公社の企
業委員会と交渉し，電力公社の幹部が研修に来たときだけではなく，社員が常時住居とし
て利用できるようにすることを約束させた上で退去したので，二つの意味で勝利すること
ができた。

４　1993 年からの運動と世論の変化
　1993 年から，こうした住宅の占拠運動を始めた。
　（1）1994 年の裁判
　　1993 年に最初の占拠をし，そのことによって裁判で訴えられたが，1994 年の裁判で
意義のある判決が出た。重要な点は，占拠した人たちの人道的な正当性を認定したこと
であり，つまり，屋根のない人たちが屋根のある建物に住む権利を法的に認定すること
によって，個人が物を所有する権利と同じレベルでの住宅権を認めたことである。
　　1994 年の裁判では，占拠された家の持ち主が 75 万ユーロの賠償金を請求する訴えを
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起こしてきた。私たちの場合は，活動家全体が法律に非常に詳しく，あらゆる法律を調
べて裁判に対応した。フランスの判事組合の中で活動家的に社会運動に関与している判
事に法律顧問になってもらうなど，様々な法律専門家に協力してもらい，法的な問題を
一つ一つ詰めていく作業を行った。
　（2）不動産業界の投機的取引による住宅難
　　特に，パリ地方の場合，多くの空き家があるが，不動産業界が投機的な取引によっ
て，高額の家賃で賃貸するか高額の代金で売却して利益を得るために，空き家の大半
が，使用されずに寝かされており，それらを占拠して不当性を訴えるための運動とデモ
を繰り返し行ってきている。
　　最初は，こういう形で，住宅の占拠を行い，キャンプのような形で占拠するが，その
後は，教会から教会へのデモなど，様々な形で，政府ではなく一般大衆の世論を喚起す
るために行ってきた。住宅として使われていない建物が単に値段をつり上げるために寝
かされており，他方で，無数の人たちが屋根のない生活を強いられていることとのギャ
ップを訴えるためだった。
　（3）運動の展開と世論の支持
　　1993 年から 4 年間，こういったキャンペーンを行い，初めて住宅の占拠を行った
1993 年には世論の 23％の支持しかなかったが，4年後には 80％の世論がこの住宅占拠
運動に正当性があると評価し，世論が 4年の間にがらりと変わった。もちろん，私たち
の運動は，暴力的運動ではなく，非暴力を貫徹した運動であり，繰り返し公開討論会を
行い，様々なデモ行進を行い，そうした中で，世論が変わっていった。
　　屋根のない人たちは極貧の人たちであり，地下道に眠っていたり，公衆電話ボックス
の中で夜，子ども連れで寝たり，トラックが運ぶ大きな工事用の鉄のゴミ箱で寝たりと
いう，ひどい生活を強いられており，そういう人たちに対する支援として，このような
象徴的な運動が続いている。私たちが非暴力的な運動をしても，この 4年の間に，機動
隊に殴られ，蹴られ，拘束された活動家たちはたくさんいる。

５　建物の自主管理について
　住宅占拠運動に参加して住宅を占拠している家族たちは，建物の自主管理委員会を作
り，お金を出し合い，電気代，水道代など住宅を維持し生活していくための費用を自分た
ちで支払っている。DALの場合，原則として，大人 1人につき 10 ユーロ，子ども 1人に
つき 5ユーロを出し合い，こういった様々な費用に充てている。ここの建物の占拠の場合
は，月に，一家族 100 ユーロ，子どもがいる家族はプラス 50 ユーロで暮らしている。

６　二つの市民団体
　ここの建物は，現在，二つの市民団体の責任で占拠している。DALともう一つは，黒
い木曜日 i という市民団体であり，黒い木曜日は都市計画を学んでいた大学生で仕事がな
かなか見付からない人たちが創設した団体である。
　この二つの団体は，極貧の住宅のない人の支援を行っている。こうした人たちの多くは

ⅰ　Jeudi noir　ジュディノワール
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移民労働者であり，家具付きのぼろぼろのホテルや自動車の中で生活するなどしている
が，移民労働者の場合，住宅を得るためにほぼ 10 年の待ち時間が必要な状況であるた
め，10 年もの間，待っていることはできないということを，占拠運動によって訴え，効
果を発揮している。

７　DALO法
　DALO法 ii は，やむを得ざる状況が生じているために占拠を行っていることを証明でき
る場合に，空き家の占拠に正当性を与える法律である。本来，国やパリ市が，空き家を押
さえて提供すべきであるのに，それをやらないために，やむを得ず，私たち市民団体がホ
ームレスの家族を支援するために占拠しているという運動の正当性を認めさせたわけであ
る。
　DALO法に基づく調停の申請書に，ホームレスの家族が現況を書き込んで調停委員会
に申請する。調停委員会による住宅割当ての決定が出されたにもかかわらず，6か月以内
に住宅の割当てを受けられない場合，申請者は，行政訴訟に訴えることができる。行政裁
判所は，申請者に住宅が割り当てられるべきであるにもかかわらず割り当てられていない
場合には，国に対し，住宅を与えるよう命じ，併せて，罰金を命じることができる。
　そうなったときに，私たちオキュパイ運動の成果を発揮できる。私たちのアソシエーシ
ョンのもとで，住宅を与えられる要件を満たしている家族が，道路に寝るなどの運動を行
い，そうすると，国や自治体は，治安の問題があるので，責任をもって対処しなければな
らない状況になる。
　国が罰せられる場合，一家族につき，3万ユーロから 5万ユーロの罰金を払わなければ
ならないという判決が多く出ている。この罰金は，社会住宅支援基金に入れられ，この基
金で社会住宅が建設され，裁判に訴えて勝った人に優先的に社会住宅に入居できる権利が
与えられる。

８　劣悪な住宅を提供した場合の家主の責任
　よこしまな家主が高い家賃で劣悪な生活環境の住宅を提供するということがある。例え
ば，2メートル平米しかない部屋を貸していたというケースでは，本来は賃貸用住宅とは
認められないものを貸したということで，家主が 5000 ユーロの賠償金を支払い，受け取
った家賃の全てを返還し，3年間の禁固刑に処せられた。

９　宿泊所への入居支援活動と 2004 年判決
　私たちは，屋根のない生活をしている人が，緊急に宿泊所に入ることの支援活動も行っ
ているが，2004 年 12 月に判決が出た裁判では，一度宿泊所に入った場合には，勝手に期
限を決めたりして追い出すことはできず，入居者の自主的意思に任せるしかないというこ

ⅱ 　「不服申し立てのできる住宅への権利と，社会参入を考慮した種々の措置を有する
2007 年 3 月 5 日法，第 2007-290 号」。2009 年 5 月 14 日に強化された。DALO は，
Droit Au Logement Opposable＝不服申し立てのできる住宅への権利，の頭文字をとっ
た略称。
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とを法的に認定させた。

10　大都市の問題
　小さな都市や農村地帯では，私たちがやっているような住宅占拠運動が功を奏している
が，大都市では難しくなっている。しかし，大都市には，実は，空き家が多く，しかも，
国が所有している建物が多く，行政裁判でも，国が負けて罰金を課せられている。そうい
う状況にもかかわらず，国が，主体的に空き家を押さえて，社会住宅として作り直すとい
うことをなかなかやらない。だから，私たちが，住宅占拠運動をしている。実際に，フラ
ンスでは，ホームレス状態の人が 100 万人もいる。

11　デモについて
　毎週水曜日に，デモを行っている。占拠している場所からの追い出しなど，その時々で
対応しなければならない様々な事件があるので，定期的ではないが，約 15 日間隔で水曜
日にデモを行っている。今度の日曜日は，コンセイユ・デタ iii というフランスの国務院の
前でデモを行うことになっている。
　調停委員会の住宅割当て決定があったにもかかわらず，国がそれを実行しない場合，個
人であっても団体であっても，コンセイユ・デタに行政訴訟を提起することができる。
　私たちは，現在，国に対し，法的レベルで，始終，国が嫌がる行為を続け，いつも課題
を押しつけて，早く対処せよと要求し続けている。

12　法律と生きるための正当性
　子どもが飢えているときに，親が食べ物を盗んでも無罪であるという判決が出たことが
ある。今でも，シングルマザーが貧困で食料に窮して盗んだ場合，裁判で，罰金などで処
罰をされずに，正当性が認められるケースが少なくない。
　私たちの闘いは，法律に決められていることと，人間が生きるための正当性がどこにあ
るかという二つのレベルの闘いである。法律を機械的に適用すれば処罰するということに
なるが，正当性が認められれば，法律のおかしさが明らかになり，法的な改善や進歩につ
ながる。
　北欧では，社会保障が行き届いており，社会手当，住宅の光熱費の手当などもあって，
貧しい家庭も最低限の生活が保障されているという良い状況だが，フランスはまだまだ遅
れており，大都市の中の貧困家庭で社会保障によって支えられない人も多く，私たちの住
宅に関する運動も，社会的に，正当な権利であることを認めさせることによって状況を改
善しようというものである。

13　社会的連帯の思想
　フランスの社会保障制度の基礎には，元来，社会的連帯の思想がある。
　しかし，連帯の概念が均一的なもので，個々の状況に応じた連帯思想ではなかったため

ⅲ 　国務院。フランス政府の諮問機関であるとともに，行政訴訟における最高裁判所とし
ての役割を果たしている機関である。
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に，ケース・バイ・ケースの困難さに対応できなかった面がある。実際には，子どもの多
い家族，少ない家族，身障者のいる家族など，家族や個人によって，それぞれ必要な社会
保障が異なっているので，一般化し過ぎないようにして，各家族，各個人が抱える個々の
問題に対応できるように，私たちの連帯思想を考え直していく必要があると思っている。

14　世論の変化
　住宅のない人たちに対する支援のあり方として，私たちがやっているようなスクワット
運動に正当性があると考える世論が，4年間で，23％から 80％にまで増加し，今でも，80
％の世論の支持があると思う。
　今日，もし，変わったものがあるとすれば，不況や金融危機の流れのなかで，妙な意味
でナショナリズムが強くなったこと，人種差別が酷くなったこと，極右的な考え方が強く
なったことだと思うが，極貧の人の住宅環境に対する支援を国が責任をもってやるべきだ
という考え方はそのまま残っていると思う。
　黒い木曜日の建築家の学生たちは，ほとんどが中産階級の息子や娘であり，比較的恵ま
れた家庭環境の人が極貧の人を助ける支援運動を展開するという形に事情が少し変わって
きている。なぜかといえば，中産階級の子弟は，昔はその財力で家を買えたが，今では家
を買えない状況が生まれており，そこに，今日の住宅問題の核心が集約的に現れていると
いえ，実際に家を買えなくなった彼らが，ナショナリズム等によって，最も差別され犠牲
になっている移民労働者とその家族に目を向けて支援している。

15　住宅の権利の平等な保障のために
　住宅の権利はあらゆる人に平等に与えられなければならないと考えており，国籍等で差
別してはならない。
　しかし，時代風潮の中で，まず住宅の権利はフランス人に与えよという傾向が強くなっ
ており，ある意味の退行現象であり，不況の中で，前はなかった排他的な考え方が潮流に
なりつつあるので，あらゆる人に平等に住宅の権利が保障されなければならないという運
動を続けていかなければならないと思っている。
　楽観できない状況であるが，戦う意欲は全く失っておらず，ここしばらく，警察や権力
の弾圧が酷くなるかもしれないが，意欲は失っていない。どちらにせよ，これ以上失うも
のはないので，闘うしかない。

16　日本について
　日本では，道路，駐車場，地下鉄の駅などの非常に劣悪な環境でホームレスの人たちが
寝ており，そこからさえ，排除されている状況がある。
　私たちは，そのような問題があると，日本の領事館や文化センターなどに行って，一時
的に占拠して抗議するという活動などもしている。大阪で，ホームレスの人が排除された
際には，パリ市の大阪代表事務所に行って，そこを一時的に占拠して抗議し，もちろん事
務所長が警察に電話をかけたので退去せざるを得なかったが，それ以降，大阪事務所は監
視カメラを設置し，私たちのような活動家が来ることを警戒している。
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17　建物内の見学
　家族毎に別々の部屋を利用しており，居間や寝室がある。
　シャワールーム，子どもたちが宿題をやったり音楽など様々な文化的な活動をしている
部屋，スクワットしている家族とアソシエーションの代表者が集まって，毎週，会議をす
る部屋など，共用のスペースがある。「住宅差押え！法律を適用せよ！」との横断幕が張
られていた。この建物を所有していたスペインの多国籍企業が，業務で宝石を扱っていた
ため，大きな金庫が設置されていた。

■訪問録７　DAL　DROIT AU LOGEMENT（住宅への権利）
【訪問日時】　2013 年 6 月 25 日（火）　16 時 30 分～18 時 30 分
【場　　所】　DALイル =ド =フランス県本部
【対 応 者】　Jean-Baptiste Eyraud（ジャン =バティスト・エイロー）代表
　　　　　　Annie Pourre（アニー・プール）No Vox，DALの活動家
　　　　　　Jean-Baptiste Lecerf（ジャン =バティスト・ルセルフ）法律顧問（連盟担当）
　　　　　　 Ludivine Lubaki（リュディヴィンヌ・リュバキ）法律顧問（パリ・イル =

ド =フランス県担当）
【概　　要】　 　DALは，1990 年に設立したアソシエーションで，住宅困窮当事者の救済

と「住宅への権利」の発展のために，住宅困窮当事者とともにスクワット
（占拠）や裁判闘争を行っている。それは，住宅への権利を現実に実施する
ための活動でもある。特に 2012 年 2 月にコンセイユ・デタでベソン法や
DALO法を現実に実施させる旨の決定を勝ち取っている。フランスの住宅
政策は，不動産の投機的投資や社会住宅建設の停滞のためにうまくいってい
ないので，やるべき活動が多いと認識している。

１　DAL設立の経緯と運動の成果の概要
　1990 年にパリを中心に不動産の投機的投資がひどくなり，住宅価格及び家賃が高騰し
た。それに対する住宅困窮者，ホームレスの人の大きな戦いがあって，その運動をきっか
けにDALが設立した。
　その当時，私たちは二つの建物を占拠して，住宅に困窮している二家族を住まわせた。
そのときに追い出されていた家族たちの要請に基づいて，住宅に困窮している家族や住民
たちの生活，住居空間を改善するために運動をしようということで市民団体を作って，政
治的な権力をもつ当局に訴えていく活動を開始した。
　今日まで 23 年間の闘いをしてきたが，いくつか進展した点が含まれており，政治的な
進歩，権利の進歩を表明することができる。とりわけ家を追放される場合に，それに反対
する権利も法廷で争われる中で認定されてきているし，住宅の権利は一般法の中で認定さ
れたという進展した部分もある。

２　住宅問題・住宅政策の状況
　住宅問題については，不動産販売業者や不動産関係の建設業者などの住宅関係の圧力団
体が大きな力をもっていることから，住居の経済的な問題を改善していく状況にはなかな
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か厳しい。高価な不動産，高額な家賃という状況がある。
　不動産価格は 2000 年と比べて現在は全体的に 3.5 倍くらい高騰しているし，家賃が 50
％も値上がりしている。そのため，高価格，高家賃の家に居住できる人たちは 17％くら
いしかいない。
　地方自治体が地域の都市計画を管理・運営して実施しているが，地方自治体は地域の不
動産，都市計画における道路の整備などによって価値を高めていく努力をしている。例え
ば，パリで昔は汚かったベルヴィル地域でも舗装されてきれいになり歩道もきれいになり
周辺にはきれいな市電が走るというように変わってきて，全体の不動産の価値が上がって
しまった。その結果，住宅価格や家賃が高くなり，貧困層が住めなくなってしまう。住宅
政策としては，住宅の価値を高めることで貧困層にとっては非常にマイナスになって居住
が困難になるという矛盾が生じている。
　特にパリは顕著で，建物や道路や様々な都市計画が整備されることで価値が高まってし
まって，貧困層が中心部から周辺部に逃げていかざるをえないという状況が生まれてい
る。都市の中心がプチブル化し，周辺に貧困層のゾーンができている。
　夫婦世帯の所得額という観点からみて，ヨーロッパの中で最も家賃の高い国になってい
る。イギリスやスペインではむしろ家賃が下がっている。特にパリは非常に高い。
　現在の状況は，建物の 57％が自己所有住宅，22％が一般の賃借住宅，17％が社会住宅，
残りの 3，4％がただで住宅を借りていたり友達の家に仮住まいをしていたりという人々
である。
　一般家庭の階層の人たちは，現在のフランスの経済状況と比較して非常に高い家賃を支
払わなければならない。ドイツはフランスと比較して経済がうまくいっているが，家賃は
はるかに安い。経済がうまくいっているドイツで家賃が安いことを考えると，フランスは
家賃が高くなっているゆえに経済が停滞しているともいえる。不動産の高騰は経済を活性
化させない。不動産への投機的投資が起こるだけであり，矛盾した状況がパリを中心に見
られる。

３　DAL の目的と活動
　DAL のアソシエーションとしての目的の一つは，住宅に関する法律を適用させるこ
と，国籍・人種・年齢を問わず道路で寝なければならないような人々がいた場合に国家に
はその人たちを屋根のある住居に受け入れる義務があることを政府担当者に訴えていくこ
とである。
　2012 年に法廷闘争を行い，DAL の法律顧問弁護士の働きによってコンセイユ・デタ
で，ホームレスの人が住居を求めた場合に 48 時間以内に決定を出して 48 時間以内に家が
見つけられるべきである，という判決を得た。法廷闘争という意味では，非常に高い権利
を獲得した。少しずつ権利という意味で前進をしている。
　こうした法的な進歩は，DALが集団的アクションを市民的レベルで起こしてその圧力
によって少しずつ獲得されていった権利によるものであって，こういった進歩をこれから
も継続的に行っていかなければならない。
　2013 年 6 月 26 日，住宅に関する法案，今までの借家人に不利な状況について借家人と
家主との関係を均衡のとれた関係に改善するための法案が提出されるが，DALは立法運
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動に関与している。新法が制定されるまで時間がかかるので，DALは新法よりも更に改
善された提言を行なっていこうと考えている。
　現在，不動産業界も危機状態が続いており，土地そのものが非常に高騰しているし，家
を建てる建設費も高い。完成した新しい家は高い値段でしか売れない。平均的な若い夫婦
はそういう家を買うことができない状況になっている。社会住宅の建設に関しても，現政
権が新しい改革案を提示する様子はなく宙吊り状態である。だから，DALがやらなけれ
ばならない活動は幾多もある。

４　DALの組織について
　イル =ド =フランス県の本部を中心に各地方にもDALのアソシエーションがあり，各
地方の支部が DAL の連盟を構成している。また，連盟には，DAL の地方支部以外の
DALではない組織も加盟している。例えば，自分たちで住宅を作って自主運営している
アウトノミアの人たち，生活の場としてのキャラバンやキャンピングカーで移動しながら
各地で働きながら生きているフランス人たち（旅人のグループのアソシエーション）も加
盟している。都市から移住して農村で住宅を共同購入して共同生活をする若者たちのグル
ープも参加している。
　イル =ド =フランス県の本部のスタッフは，受付と事務をする 2人の女性が専従で有給
である。それから，毎週月水土に法律相談を受けている弁護士が 1人いる。連盟のスタッ
フは，専属の受付が 1人，受付・事務が 1人。ボランティアの弁護士が 1人。合計 6人が
明確な意味のスタッフである。
　他は全てボランティアの参加者であり，ボランティアの数は非常に多いときもあれば少
ないときもある。代表の給与は月 1400 ユーロ。貧困線よりも少し上で低額だが，パリ・
ラ・ヴィレット建築学校で毎週講義している社会住宅問題の講師料によってなんとか生活
ができている。
　全体的には規模の小さな組織だが，多くのボランティアによって支えられている。

５　DALの活動資金について
　本部事務所は，2年前まではオペラ座のそばにある建物を占拠して使っていたが，2年
前に現在の建物に移転してから家賃を支払っている。
　家賃を支払うために，多くのアーチストが寄付をしてくれている。アーチストは，漫画
家，歌手，デザイナーなどである。DALのために展示会を開いたりコンサートを開いた
りＣＤを作って売ったりして寄付をしてくれている。アーチストの協力によって，助かっ
ている面がある。例えば，小さなパネルに張られた有名な漫画家のデッサンが 2500 ユー
ロくらいで売れるので，それが資金源になっている。
　寄付以外で受けている補助金は，研修費だけである。研修費の対象となる研修は，2週
間くらいの期間で「住宅に関する権利にはどういう権利があるのか」「それはどのように
行使できるのか」などを連盟に加入しているDALの活動家たちに参加してもらって開催
する。
　例えば，研修会を地方で行なって，その地方の活動家の自宅で食事と宿泊の提供を無料
で受けるという受入れ体制を作ってもらい，移民の家族を受け入れてその子どもたちにバ
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カンスをさせ，その間に親たちが「移民の家族にどういう権利があるのか」「住宅が持て
る状況になるためにはどういう権利の要求を当局にすればよいのか」などの研修を受ける
という工夫もしている。

６　法律顧問の活動
　連盟の法律顧問として行なっている中心的な活動は，連盟の国に対する訴訟である。国
を法的に訴える根拠を探している。拠り所にしているのは人権であって，人権に基づいて
分析・解釈して，それを根拠にして争った訴訟には多くの場合に勝てている。
　さらに国に対する訴訟問題に加え，新法を成立させていく計画，とりわけホームレスの
人の権利を擁護するための法的な枠組みを検討していくことに強い関心がある。2007 年
に大きな社会運動があって，そのときの裁判闘争によって，ホームレスの人を一回寄宿さ
せたときに期限が来たことで道路に追い出すことが禁止された。つまりホームレスの人が
一度保護された場合に二度と道路に戻すことはできないという法律ができたことからも，
法的に少しずつ整備されることによってホームレスの人の人権に基づく保護を進めていく
ことができるということに強い関心を持っている。
　法的な整備はこのように大きな課題であるが，国家に対する闘いとしては，特に現行の
法律が現実的に実施されるための枠組みを国家に要求していくことが重要だ。行政を担当
している様々な公務員や福祉担当者は相談を受けるが解決方法を見つけてくれない，住宅
をすぐ見つけてくれるわけではない。こういうことができますよという助言がなされても
実施されないので，実施されるための枠組みを国家に対して要求していかなければならな
い。

７ 　2012 年 2 月にコンセイユ・デタで勝ち取った事件
　最近の裁判闘争で最も大きな成果は，ホームレスの人には 48 時間以内に少なくとも仮
の住居であっても緊急の宿泊施設に入る権利があること，一回入ったら期限が来たからと
追い出すことができないこと（次の寄宿先が明らかにされない限り宿泊施設から追い出す
ことができないこと。）を，2012 年 2 月にコンセイユ・デタに認めさせた。その根拠にし
たのは，まさに人権である。
　これは，実際にホームレスであった家族が緊急寄宿施設に入ったが何日かして期限が来
て追い出されて道路に戻らされたために，その家族が国に対して訴えを起こしたものであ
る。裁判の中で争われたのは，追い出された家族をもう一度寄宿させろというものであ
る。損害賠償を請求することもできるが，時間的余裕がなかったのでやっていない。
　仮処分手続であって，10 日間でコンセイユ・デタが決定を出した。緊急の人権，最も
根源的な権利を保障するための手続であるから，行政裁判所に訴訟を起こして 48 時間以
内に決定が出ない場合には，コンセイユ・デタに訴えることができる。
　主に根拠としたのは，ヨーロッパ人権条約の第 3条，第 8条である。第 3条は「何人
も，拷問又は非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を受けない。」，第 8
条は「全ての者は，その私的及び家庭生活，住居及び通信の権利を有する。」という条項
である。
　ヨーロッパ人権条約を根拠にしたのは，ここで認めないとヨーロッパ人権裁判所に訴え
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られることになるので，それをおそれたといえる。
　もちろん二つのフランス憲法も引用したが，フランス憲法だけを引用しているとヨーロ
ッパ人権裁判所に訴えることができない。ヨーロッパ人権条約を引用すると，もし負けた
場合でもヨーロッパ人権裁判所に訴えることができる。

８　住宅への権利と憲法
　住宅への権利は抽象的な概念なので，それを主たる根拠にするとそこで止まってしま
う。問題の本質はそれだけでは捉えきれない。問題の本質は貧困全体の問題で，住宅の問
題はその一部でしかない。だからもっと広い意味で人権という概念を持ち込まないと，一
部でしか勝利ができない。ヨーロッパ人権条約を引用して，人権と人間の尊厳という二つ
の軸を基にして訴えれば，貧困全体の問題として争える。
　これまでやってきた裁判闘争でなぜ住宅への権利を根拠にしないのかは，より一歩前進
するための法的な戦略であって，現行のフランスの法律の中の住宅への権利だけに依拠し
てしまうとそれ以上前進することができない。
　住宅への権利は，抽象的概念として憲法に規定されてはおらず，法律で，国に対して住
宅を要求する権利がある，住宅を得なければいけないという枠組みを国に義務付けてい
る。
　1990 年の法律（ベソン法）の「住宅への権利」は抽象的な原則論としての住宅への権
利であって，実施するための概要としては連帯基金が作られ，そこに資金を蓄えて住宅へ
の権利を行使するためにその資金を使おうというそれだけの実施概要しかできなかった。
　2007 年 3 月 5 日に制定されたDALO法では，ホームレスの人には 48 時間以内に住居
を獲得する権利，すなわち緊急に寄宿する権利があるという具体的な実施要項ができた。
　基本法としてはこの二つの法律ができたが，現実に実施させるための法律として有効性
が乏しかった。そのため，私が昨年，48 時間以内に寄宿させなければいけないというと
ころまで追い込んだわけである。
　2012 年のコンセイユ・デタでの裁判では，DALO法は全く使わず，DALO法の定める
48 時間以内に寄宿させなければいけないという国家に課された義務が人間の根源的な権
利であることを認めさせた。それによって 48 時間での実施についての概要がはっきり認
定された。

９ 　緊急性，必要性について
Ｑ　フランスでは子どもが飢えている場合に親が子どもたちのために盗みを働いても無罪
ということで，子どもたちが屋根のない状態だったらそれを根拠に親に占拠が認められ
るようになったと日本の文献で紹介されているが，そのとおりか。
Ａ　ここ 2年，国家の果たすべき役割を放棄しているという「国家の不在」（国家がある
べき場所にいない。不作為を含む概念）を基に，論理的，法的に訴えることができるよ
うにと考えてきている。人権に基づいて，「国家の不在」の論理を発展させていくこと
ができれば，とりわけホームレスの人，劣悪な状況に暮らす人たち，路上で死んでいく
人たちについて，国家の責任を明確にして，惨状から救うことができるんじゃないかと
考えている。ただ，法的な根拠を示す場合にはそれを細かく定義して行かなければなら
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ないし，そういうことをうまく説明して行かなければならないのでなかなか難しい作業
である。
　　子どもが生き延びるために食べ物を盗んで食べたのは，刑事裁判になってしまってい
る。犯罪として訴えられたことに対して対抗するためには，根本的な人間の尊厳や人権
を打ち出して事態の緊急性を認定させなければならない。
　　例えば，DALは道路にテントを張って寝てそこを占拠するという闘争もやったが，
道交法違反で捕まるとか，撤去されるとかあって，国から訴えられて下級審で負けた
が，道路に寝ざるを得ない緊急性・必要性を訴えて上級審で勝った。

10 　住宅の質についての成果
　建設法，1989 年 7 月 6 日法，2002 年 1 月 30 日法という三つの法律が，住宅の条件を規
定している。トイレとか風呂とか水道とかそういう設備がどのようなものでなければいけ
ないのかという基準が規定されている。
　悪い住居とは何かという法律に規定されている基準をチェックするのは，地方自治体の
住宅技術課である。住宅技術課に対して私の借りている家はおかしいと訴えれば，監察官
が来てチェックする。悪い住宅環境，特に衛生環境については指摘される。
　不備な住宅を法的に訴える場合には，リスクの概念を引用する。どういうリスクかとい
うと，そういう住宅に住んでいることから，不潔な状況，漏水，空調が悪いことなどによ
って，健康被害や精神的なダメージを受けるというリスクを訴える。
　悪い環境の住宅を貸したりする大家は，訴えられた場合，すべきことをしていなかった
ということで，賠償金を請求されるし刑事裁判として罰せられて禁錮刑になる場合もあ
る。

■訪問録８　EMMAUS France（市民団体としての貧困支援）
【訪問日時】　2013 年 6 月 26 日（水）　16 時 30 分～18 時 20 分
【場　　所】　EMMAUS France　エマウス・フランス
【対 応 者】　クリストフ・デルトンブ　M.Christophe Deltombe
【概　　要】　 　エマウスは，1949 年，アベ・ピエールによって設立され，フランス国民

に広く知られている団体である。ホームレスの人，失業者，出所者，精神疾
患を抱えている人など，困難な状況にある人を受け入れ，衣料品や家電製品
などの廃品回収とリサイクルの仕事をしてもらい，孤立を防止しつつ，それ
ぞれが抱える問題の解決を目指している。

　　　　　　 　フランス国内に 316 のエマウスのコミュニティがあり，4200 名分のベッ
ドが確保されており，廃品回収とリサイクル事業によって得られた収益によ
って運営されている。

　　　　　　 　また，コミュニティ以外に，ホームレスの人を受け入れる施設の運営，路
上パトロールなど，ホームレス問題，住居に関する活動も重要な活動になっ
ている。

　　　　　　 　エマウスの収益の 5％は，連帯のための活動に使われ，それによって，世
界各国にあるエマウスを援助し，現在，世界 36 か国にエマウスが存在して
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いる。
　　　　　　 　人を助け，社会的に善いことをしているという確信がエマウスの活動を支

えている。
　　　　　　 　エマウスの長年に渡るコミュニティ活動の経験から，2008 年に「コミュ

ニティの受入れ及び連帯活動の組織法」が制定された。
　　　　　　 　私は，労働問題を専門にする弁護士であるが，エマウス・フランスには，

元々，弁護士として関わるようになった。6年経って会長に就任し，その
後，長く会長を務めてきたが，1か月前に任期が切れて退任し，今は，エマ
ウス・フランスから離れて，弁護士の仕事に戻っている。

１　エマウスの原点，理念
　1949 年に，カトリック神父であったアベ・ピエール（Abbé Pierre 1912-2007）が，パ
リの東の郊外の街で，ユースホステルの経営を始めた。当時のフランスは，大変な住宅難
であり，貧困が深刻化していた。彼は，ホームレスの家族を積極的に受け入れて衣食住を
提供した。彼は，当時，国会議員であり，その給料の全てをその活動につぎ込んだ。
　その後，アベ・ピエールは，国会議員の任期が切れ，再出馬もせず，お金がなくなって
しまった。
　彼が困っていたときに，集まった家族のうちの一人が手に職があると言い，その仕事が
廃品回収だった。これがエマウスの活動の原点である。
　1950 年に，アベ・ピエールは，もう一人重要な人物と出会った。彼は，父を殺した罪
で無期懲役の刑を受け，ギアナで服役し，模範囚であったことから釈放されたが，生きる
希望を失って死にたいと言っていた。アベ・ピエールは，「私は何もあなたにしてあげら
れないが，自殺をするくらいなら，うちへきて手伝いをしてください。」と言った。
　このように，廃品回収の仕事をする人と困難な状況にある人との出会いが，エマウスの
原点である。
　エマウスの理念は，仕事の内容はシンプルであっても，みんなで，一緒に力を合わせて
仕事をし，一緒に問題を解決していくことである。最初に必要なのは支援であり，支援を
して，最終的に支援を必要としなくなったら，私たちの勝利である。

２　組織の概要
　エマウスで働くスタッフは，フランス全体で約 1万 6000 人である。そのうち，困難を
抱えてコミュニティに来ている人が 4200 人，5000 人が有給スタッフであり，あとはボラ
ンティアである。
　予算の規模は，エマウスという名前を使った 288 の法人の集合体であるため，正確な数
字を上げるのは難しいが，年間 4億 5000 万ユーロ程度である。
　収益の 5％を連帯のための活動に使うことになっている。それによって，世界各国にあ
るエマウスを援助でき，現在，世界 36 か国にエマウスが存在している。日本にはない
が，アジアにも存在し，廃品回収などの活動をしている。エマウスは聖書に出てくる地名
であり，アベ・ピエールは神父であったが，エマウスは，宗教や教会の活動とは無関係で
ある。
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　路上生活者に対する緊急援助活動を行っているサミュ・ソシァル（SAMUSOCIAL），
シマットという外国人専門のアソシエーション，レスト・デュ・ワールといった炊き出し
を行うアソシエーション，カトリック救援など様々な団体との連携がある。
　エマウスのことを，フランス人に知ってもらうための努力は特にしていない。なぜな
ら，フランス人で知らない人はいないからである。オランド現大統領は，選挙期間中，2
回エマウスを訪問し，また，エマウスの組織が新設されたときにテープカットにも来た
し，それ以外の大臣も訪問する。
　政治的には，対外的には中立というスタンスだが，内部的には，中立的というより社会
党との関係がはるかに強い。

３　エマウス経済活動
　（1）コミュニティ
　①　数，規模等
　　1950 年に始まり，現在までに，316 のコミュニティを有するに至っている。
　　コミュニティの規模は，20 人から 50 人，ときには 100 人から 130 人という規模の
ものがある。一軒家，数軒の家，バンガローなどがある。敷地内には，居住スペース
のほか，廃品を保管しておく倉庫，作業用のアトリエ，公衆浴場（150 平米～3000 平
米）などがある。住環境は，個室であり，個室にシャワーが付いている場合もある。
食事は，同じ時間に一緒にとる。
　②　運営
　　コミュニティは，人々が生活する場であり，人々を受け入れる場である。ホームレ
スの人，失業者，出所者，精神疾患を抱えている人など，困難な状況にある人を受け
入れて，一緒に生活していくために，彼ら自身にも働いてもらい，その収益でエマウ
スを運営していくというのが原則である。
　　コミュニティは，民主的に運営され，コミュニティごとに管理委員会と会長がお
り，会長は投票によって選ばれる。
　　コミュニティには 5つの規則がある。飲酒の禁止，ドラッグの禁止，けんかの禁
止，共同生活の規則を守ること，働くことである。この 5つの規則さえ守ればよく，
実際，中には 30 年間もコミュニティで生活し，年金生活を送っている人もいる。孤
立していた人が多いので，エマウスのコミュニティで家族を作るという面がある。
　　エマウスに来る人は，だいたい弱った人，傷ついた人であり，問題を抱えている。
それでも，どんなに小さなことでも仕事をしてもらう。そうすることで，尊厳や誇り
を取り戻すことになる。簡単な作業とは，ガーデニング，皿洗い，物を運ぶことなど
である。
　　コミュニティには，当初は，単身の男性が多かったが，今では女性が相当数おり，
一緒に生活している。当初は，男女一緒の生活で問題が起きないか心配していたが，
杞憂で終わり，むしろ，女性が存在することで平和になり対立が減る。
　　コミュニティでの生活と，外部の生活へ自立していくことと，ケースバイケースで
両方を目指している。外部での生活がまったく想像もできないような人もいる。他
方，数か月で出て行く人もいる。
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　　エマウスに来る人が抱えている問題の中で最も多いのはアルコールの問題である。
困難なケースが多いが，アルコールからの回復は一人では困難であり，回復のため
に，コミュニティは適している。アルコール問題の専門家，ソーシャルワーカー，医
師，精神科医などが定期的にコミュニティを訪問する。AAのミーティングをエマウ
スの中でやることもあるが，もちろん参加は強制ではなく，外部のミーティングへの
参加，医師に相談するなど選択の自由がある。問題が解決したら自立していく人がい
る。
　③　収益
　　エマウスは，コミュニティの参加メンバーによって収益を上げ運営されており，廃
品回収によって出た利益は，構成員に平等に配分する。国や自治体等の補助金は一切
受けておらず，むしろ，拒絶している。受け入れた人は，支援される人より，自ら主
人公になるべきだからである。
　　RSA（エレサ）は，エマウスの前会長のマルタン・イルシュが国に提言してでき
た制度である。コミュニティのメンバーは，エレサは利用していない。エマウスは支
援されずに独立することが重要であるという原則が働いており，また，コミュニティ
メンバーの投票でも 90％が不要であると回答した。とはいえ，エレサが多くの人に
役立つことは間違いないので，エマウスのコミュニティでの利用とその他の人の利用
の問題は分けて考える必要がある。この建物の日中のセンターに来る人の多くはエレ
サを利用しており，また，エレサの申請の相談のためにエマウスに来る人もたくさん
いる。
　④　廃品
　　廃品回収の仕事の廃品は，街をトラックで走って拾ってくることもあれば，一般の
人が持ち込んでくれることもあり，集めた廃品をきれいにして修理して販売するのが
仕事である。
　　扱っている商品はゴミなので，フランスの中での最大のゴミ収集業という面もあ
る。年間 30 万トンの廃品を取り扱っており，有効活用されている。年間 30 万トンの
廃品回収の経済活動のおかげで，フランス全土に 4200 名分のベッドがあり，年間
8000 人がエマウスのコミュニティで生活する。
　⑤　2008 年の法律
　　フランスでは，2008 年に「コミュニティの受け入れ及び連帯活動の組織法」が制
定された。この法律の制定は，エマウスの長年のコミュニティ活動の成果である。

　（2）家がある人による廃品回収
　　コミュニティ活動の他に，もう一つ活動の柱があり，ホームレスの人ではなく家があ
る人を雇い入れる形でも廃品回収の仕事をしている。現在，4500 名を雇用しており，
長期失業者，高校を出ていない人など，困難を抱えた人たちである。事業主体は，協同
組合，アソシエーションまたは会社形態である。
　（3）回収した廃品の扱い
　　フランスでは，年間 12 万トンの衣料品の回収がある。そのうち，エマウスが 80％を
扱っており，国内一位である。
　　回収した衣料品は，従業員によって振り分けられ，質のいい物は，ここに置いてある
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ような状態で（訪問した部屋に紺のスーツが何着も吊されている。）店舗で販売する。
質が悪い場合は，産業用の雑巾になり，もっと質が悪ければバラバラにして繊維を回収
し，更に質が悪ければ建築用の遮断材の材料になり，更に悪ければゴミにするしかな
い。ちなみに，中国製の衣類は，繊維の回収等が非常に困難であり，ゴミになってしま
うことが多い。
　　家電製品の回収も重要である。家電の場合も状態がよければ修理して販売し，不可能
なら分解して貴金属を回収する。
　　以上が経済活動についてである。

４　住居に関する活動
　次に重要なのが，住居に関する活動である。
　エマウスの組織の一つに，アベ・ピエール財団がある。この財団は，一般の人に住宅問
題をアピールし，寄付を募り，住宅問題への取組にあてている。
　また，「希望の屋根」という組織があり，住居の修繕工事を行っている。
　パリ市内に，ホームレスの人を受け入れる宿泊施設である 50 のセンターがあり，ここ
の建物で，50 のセンターを管轄している。
　この建物では，社会活動を行っており，この建物で活動しているメンバーは，エマウス
の路上パトロールをし，路上でホームレスの人と会い，エマウスが運営する 50 の宿泊施
設に来るように説得するなどの仕事をしている。
　また，この建物は，日中に，人を受け入れるソーシャルセンターとしての役割もある。
ここには，宿泊設備はないが，日中は公開されており，一日に数百人が訪れ，シャワーや
ランドリーを利用し，ソーシャルワーカーと相談する人などがいる。
　この「エマウス連帯」という日中に人を迎え入れる組織は，パリ市内で毎日 2000 人を
受け入れている。
　ここで私たちが出会う人たちは，健康，家族，心，雇用，滞在許可の問題など様々な問
題を抱えており，その支援にあたっている。
　以上は，主にパリの状況について説明したが，地方にも同じような組織がある。ただ
し，パリよりも小規模である。

５　2008 年の「コミュニティの受け入れ及び連帯活動の組織法」について
　エマウスでは，廃品回収によって得た利益を，構成員に平等に配分する。ただし，2008
年の「コミュニティの受け入れ及び連帯活動の組織法」が適用されて，エマウスは，人を
受け入れる立場にあり，使用者とは異なるから，労働法の適用はなく，最低賃金が保障さ
れる労働者の賃金として支払われるわけではない。
　実際に，エマウスがイニシアチブをとってこの法律の制定を実現したものである。コミ
ュニティで働く人の待遇，社会保障，生涯教育のための積み立て，年金などを国と協議し
て作った。エマウス以外の組織が同様の支援をする場合にも役立つということである。
　他方で，労働法等の適用を免れる目的で悪用される可能性もあり，実際に，過去にその
ような例があった。こういった悪用を防止するために，法律を制定したという面もあり，
法律では，非常に厳しい規則を設けており，国の認可が必要であり，現在も規則の内容を
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政府と調整しつつ進めている。

６　2007 年の請求権付き住宅の権利法について
　2007 年 3 月 5 日に成立した法律であり，この法律によって，国は，家のない人に対し
て，住宅を与えなければならないことになっている。しかし，実際には，住宅が余ってい
るわけではないため，国は，与えることができないので，国が罰金を払うという形になる
ことが多い。

７　弁護士のエマウスへの関わり
　私は，会長になる前は弁護士として無償でエマウスに関わり，エマウスの法人設立に関
する法的な助言，内部の労使問題，刑事事件などを担当していた。
　エマウスと共同する弁護士ネットワークがパリ及び地方に存在している。ネットワーク
に参加する弁護士は，安い費用で，幅広い事柄に対応している。

８　エマウスの活動が発展した理由について
　社会的に善いことをしているという確信である。
　私は，アベ・ピエールと一緒に仕事をしたことがある。彼の父親は大きな民間企業の管
理職であったが，毎週，貧しい人を助けるための活動に彼を連れて行っていた。アベ・ピ
エールは，戦時中は，レジスタンスの一員としてナチスと戦った。何が善いことであり，
何が悪いことであるかに関する確信が成功の秘訣だと思う。また，彼は，話がうまく，
1959 年の冬に女性が凍死した事件があり，ラジオ局での彼の話が，予想以上に共感を得
て，たくさんの寄付が集まった。
　廃品という見捨てられた物と排除された人が結びつくことによって，再生し，よいもの
が生まれる。
　世界に広げていくにあたって重要なことは，社会及び連帯経済と呼んでいるが，株式配
当を行わず，民主主義的な組織作りをし，環境に優しいエコロジー的な活動をし，その活
動が人を助けるものになっているという社会的意義があることである。

９　フランスの貧困問題について
　（1）貧困率等
　　現在，フランス及び EUで使われている相対的貧困（中間所得の 60％以下）の概念
によれば，月収 964 ユーロ以下は貧困となる。この貧困ラインを下回る人は約 860 万人
いる。これはフランスの全人口の 13.6％に当たる。うち，子どもは 200 万人である。
　（2）住宅問題
　　野宿生活者という意味での狭義のホームレスの人の数について，オフィシャルな統計
ではないが，アソシエーションや行政機関による試算では，15 万人から 20 万人という
数字が出ており，そのうち，1万 5000 人がパリにいる。
　　広義のホームレスの人の数は，キャンピングカーに住んでいる人だけで全国で 15 万
人，友達の家，狭すぎる家など，適切な住居に住んでいない人の数は 300 万人と言われ
ている。
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　　現在フランスで不足している住居の数は，90 万戸である。住居の不足が，ホームレ
ス状態の人が多い要因となっている。
　（3）移民の問題
　　フランスを含むヨーロッパ全体において，移民の問題が深刻な問題と考えられてい
る。合法的な移民だけでなく，不法移民の数も多く，特にフランスでは多く，約 50 万
人と言われている。これは経済問題でもあり，不法移民は，ヤミ労働に従事してしまう
からである。
　（4）社会的孤立の問題
　　先進国全ての問題だと思うが，孤立の問題が年々深刻化している。
　　孤立の問題に関して私たちがとっているコミュニティモデルは非常に有効であると考
えている。共同生活は必ずしもバラ色ではないが，孤立がもたらすものに比べたらはる
かによく，多くの人の助けになっていると確信している。
　（5）その他
　　フランスでは，貧困問題に関する市民の関心は比較的高いといっていいが，反対の言
説もあり，この建物を作るとき，結構な反対運動があった。
　　エレサをもらう権利があるのにもらっていない人が 68％と言われている。不正受給
への批判もある。不正受給は，年間 30 億ユーロと言われている。本来もらえるはずの
人がもらっていないのが 60 億ユーロと言われている。差し引きすると国は黒字であ
る。
　　フランスでは，貧困になる人が犯罪に手を染めるという偏見があり，それに対して，
エマウスでは，「貧困は犯罪ではない」というキャンペーンを行っている。

■訪問録９　M. Christophe Aguiton（SUD創設・幹部経験者）
【訪問日時】　2013 年 6 月 26 日（水）　17 時 00 分～18 時 00 分
【場　　所】　ATTAC事務所
【対 応 者】　M. Christophe Aguiton　クリストフ・アギトン氏
【概　　要】　 　1990 年代は企業の労働市場が変わっていった時代であったが，労働組合

は雇用の不安定化，失業の増大に対応できなかった。貧困層の労働者たちと
上層の労働者たちとの，ある意味「二極化」が生じた。

　　　　　　 　1990 年代半ばからフランスでは，失業者たちによる全国行進が組織され，
1997 年にはヨーロッパ全体を行進する失業者の貧困デモが起き，失業者た
ちが雇用センターを占拠し，自分たちの職場を求める行動が起きた。若者も
失業しているため年上の人たちの失業運動に共感し，それを支援する若者が
増えた。

　　　　　　 　1990 年代の後半から 2000 年の初頭にかけて，経済状態が復興して，失業
者が減少したが，2000 年の初頭を過ぎると，労働の不安定化が始まった。
ここ 3年～ 4年，一番酷くなりつつある。失業はどんどん増えていて，ブレ
ーキがきかない状況になっている。そのような状況の中で，1990 年代後半
から始まった失業者運動，反貧困運動，労働組合が考えてきたあらゆる手だ
てもほとんど功を奏していない。
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　　　　　　 　労働組合は，銀行制度や金融政策，金融危機に対してほとんど何も手を打
てなかった。労働組合とは別に，失業者運動は失業者としての権利，生きて
いくための最低限の権利（最低限の賃金，最低限の生活費）を認めさせる運
動であり，労働組合の中では SUDが三つの失業運動を行っている団体とと
もに運動を行っている。

１　自己紹介
　労働運動から出発したが，世界的なグローバリゼーションに反対していく運動体
（ATTAC（トービン税の実現を目指す社会運動団体））を作っている。

２　フランスにおける雇用問題
　自分も何度か日本に行っている。日本の労働者の貧困は，最近，若い人たちの職場の不
安定化も起きているが，ある特定のセクターで起きている。建設業界，日雇い労働者が大
半である。
　フランスでは，1980 年代から失業はだんだん増加した。一つのセクターだけでなくて
いろいろな分野の労働現場で失業が増えた。日本と質の異なる貧困の問題がある。
　1980 年代末から 1990 年にかけて，かなり多くの失業が見られたセクターは肉体労働，
単純労働のセクターで多く，とりわけ，移民労働者，若者の失業が目立っていた。
　そのような中で，政府は最低賃金所得（RMI）を作り，その後それが RSAとなった
が，従来の最低賃金所得の半分くらいの金額しか受給できない。
　活動している労働者 2500 万人のうち 300 万人が失業状態で，1997 年から酷い状態にな
った。RMI をもらっても生活できない。
　少し改善されたが，現在，1997 年と同じような状況になっている。2010 年過ぎから同
じような状況が出現している。職人，土方，肉体労働者だけでなく，普通企業の幹部クラ
スにも失業が拡がっている。とりわけ，シングルマザー，子どものいる一人親家庭が一番
酷い状況になっている。若い人たちも職が見つからなくて貧困状態になっている。
　1990 年代後半は高齢層の貧困はあまりなかった。年金も良かったし，最低限の年金手
当もあった。家を持っている人（所有者）が多かった。住居の問題もなかった。
　ヨーロッパの中で，南ヨーロッパ諸国と北ヨーロッパ諸国では状況が違う。南側の諸国
では，家族の結合が強く貧困でも家族が助け合って生活して，経済的困難，貧困を乗り越
えている。他方，ドイツや北欧の国々のような社会的な結合が弱いところでは社会保障が
行き届いている。フランスはその中間に位置している。
　1990 年代は企業の労働市場が変わっていった時代であったが，労働組合は雇用の不安
定化，失業の増大に対応できなかった。大企業は大きくなり，安定する幹部の人たちは増
えるが，労働組合に加入する組織率は下がった。貧困層の労働者たちと上層の労働者たち
との，ある意味「二極化」が生じた。
　1990 年代半ば～1994，1997 年には，フランスでは，失業者たちによる全国行進が組織
され，1997 年にはヨーロッパ全体を行進する失業者の貧困デモが起き，失業者たちが雇
用センターを占拠し，自分たちの職場を求める行動が起きた。若者も失業しているため年
上の人たちの失業運動に共感し，それを支援する若者が増えた。
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　1990 年代の後半から 2000 年の初頭にかけて，経済状態が復興して，失業者が減少し
た。不安定雇用も比較的問題が少なくなったかに見えた。その時は左翼政権であり，労働
時間も週 35 時間制を導入して，労働の再分配，分かち合いができて，ある意味の小康状
態となった。
　2000 年の最初の時期を過ぎると，労働の不安定化が始まった。多くの職場が不安定な
職場となり，賃金も安く，長続きしないポストが提案され，そのような仕事をせざるを得
ないような社会状況が生じてきた。とりわけ，2009 年から社会的な労働現場で不安定な
現象が起きている。ドイツの場合，最低賃金法がないので，時給 6ユーロ～ 7ユーロで働
かされている労働者がいる。国全体の経済力と生産力が強いため，貧困の問題が比較的語
られにくい。他方，フランスの場合，最低賃金法があるので，そのような安い賃金で働か
せることはできない。
　今日（ここ 3年～ 4年），一番酷くなりつつある。失業はどんどん増えていて，ブレー
キがきかない状況になっている。今年の末まで増え続けるだろうと言われている。肉体労
働，単純労働だけでなく，若い人たちの職場が失われていったということと，あったとし
ても不安定な職場しか見付からない。1997 年と近い状況になっている。しかし，1997 年
の時にはその当時の退職者，高齢者は良い年金を受給できていたが，この数年の間に退職
した人たちは良い年金を受給できないということが増えている。それによって生活困難に
陥っている高齢者が増えている。そのような状況の中で，1990 年代後半から始まった失
業者運動，反貧困運動，労働組合が考えてきたあらゆる手だてもほとんど功を奏していな
い。労働組合，市民運動も無力感にとらわれるような難しい時代に入ってきている。世論
を大きく動かすような状況を作れなくなってきている。例えば，スペインでは，若者の失
業率が 55％以上になっている。若者を中心にした動員によって社会運動が起こる可能性
がある。しかし，フランスではそこまでは行かなくてどっちつかずの状況がズルズル進ん
でいる。

３　労働条件悪化の原因
　根本的な問題としては，世界的な経済危機がある。特に北側の発展国で共通している。
　サルコジ政権は，そういう状況に対してブレーキをかけずにそれを積極的に推進するよ
うな経済政策や社会保障政策しかしてこなかった。今そのツケが来ているが，新たな社会
党政権はそれに対する解決策を持っていない。
　日本とヨーロッパ，あるいは，欧米が直面している危機とは状況が違う。
　2007 年～2008 年のアメリカのサブプライムローン問題を中心として金融市場が破綻し
て世界的な金融危機が生じた。フランスはその流れの中にいたが，公共の赤字がすごく増
えてしまった。ヨーロッパ諸国の中では他の国に借金するような状況になってきた。その
典型はギリシアである。他方，日本は赤字があっても自国の中で解決することができる。
1990 年代の末から 2000 年の初頭にかけて GNP が 3％くらい上がったので，比較的小康
状態が訪れたように感じて，経済的発展が続くと誤解されたが，その後，GNPは 0 に落
ち込んで成長がほとんどない。フランス政府はかなり銀行を国有化して国の金をつぎ込ん
でしまったが，銀行は立ち直れない。ヨーロッパの銀行システムが崩壊しそうな危機の中
にある。
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４　労働組合
　このような雇用状況，経済状況に対して，労働組合として有効な政策を打ち出せなかっ
た。唯一提案したのは，労働時間の短縮によって労働時間を分かち合うことによって失業
状態を救っていくということで，これが 1990 年末から 2000 年初頭にかけて有効に働い
た。
　しかし，労働組合は，銀行制度や金融政策，金融危機に対してほとんど何も手を打てな
かった。
　労働組合とは別に，失業者運動は，失業者としての権利，生きていくための最低限の権
利（最低限の賃金，最低限の生活費）を認めさせる運動である。最近目立った動きとして
は，失業者に対して交通費（公共交通機関の交通費）を免除させる運動である。こういう
要求は，労働組合にはできなかった。
　生活者の権利というところで，労働組合と失業者がぶつかった。失業者は働いていない
が，労働組合の組合員は働いているというところでぶつかった。権利は認めるけれども，
どこまでの権利を認めるのか，最低限の所得はどこで決めるのかという点で，失業者と労
働組合と意見が一致しないということがあった。

５　失業者の運動
　失業者運動の中で三つが中心になっている。APEIS，AC ! ，MNCP（貧困に反対する
全国運動。構成員は失業者だけではなく，あらゆる人たちが集まって失業者を支えてい
る。）の運動体が合流して，DAL（住宅への権利）と考え方が似通っている。共闘してデ
モやキャンペーンをしている。失業者の権利の中には，住宅の権利があるし，暖房（エネ
ルギー）を要求することが必要となる。電話や携帯電話でコミュニケーションができるよ
うな最低限の金が必要だし，無料で公共交通機関を利用できるような権利が必要となる。
このため，DALと共闘することができる。
　唯一違うところは，普遍的な賃金をあらゆる人に保障するという考え方と，働いている
レベルによって保障内容は違うという考え方の二通りの考え方がフランスでもある。

６　労働運動
　1980 年代～1990 年代，広場や建物を占拠し，行進を行った。
　再度，状況が悪くなっている状況下で，今までどおりの運動でいいのかという議論，戦
略の話合いがある。世論にアピールする「行進」が重視されている。
　戦略を立てる前に重要になってくるのはその基となってくる概念が必要である。権利を
問い返して考えていく必要がある。18 世紀以降アメリカで現れた市民権と同じような考
え方がある。第一段階としては，教育を受ける権利，保健衛生を獲得する権利，働く権利
がある。第二段階として，市民権的な権利より積極的な権利として，最低限の賃金を受け
る権利などもう少し進んだ権利がある。しかし，法律で決められた権利がなかなか実施さ
れない。そこで，第三段階として，異議申立てできる権利を同時に備えた権利を主張，実
現していかなければならない。異議申立てができる権利の主張が言われている。労働を得
る権利，住宅を得る権利など様々な権利を新しい権利として主張していく。こうした動き
が歴史的に見て続けられている。
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　1990 年代初めは，失業しているのは主に移民労働者であったが，1990 年代後半から失
業は中産階級の子ども，子弟に拡がり，不安定化が始まり，中産階級も同じような体験を
して，自分に関係ないと思っていた人にも拡がった。雇用を要求する権利が住宅を要求す
る権利と同じ問題の二つの側面であると考えられ，雇用を要求する権利が住宅を要求する
権利と同じように認められてきた。

７　労働組合と失業運動
　確かに労働組合が失業運動を行わないのは本末転倒かもしれないが，フランスは人口が
少ないので，企業の労働者の投票によって労働組合の大きさが決まってくる。左翼の労働
運動の基盤がなかなか固まらなかった。社会党系の CFGTは社会福祉を根元的に求める
運動体とは全く違うような方向に動いた。その中で我慢できない人たちが組合の外に出
た。あまりに急進的すぎる人たちは追い出されてしまったが，他方，大きな左翼系の運動
に合流することはできず，SUDができた。組織率が低いので，幅広い団結が必要である。
　労働組合の中では，SUDが最も失業問題について考えている。三つの失業運動を行っ
ている団体とともに運動を行っている。行進にも参加している。CFGT，CGTは失業者
団体とは運動を行っていない。ましてや保守派の労働組合は，全然，失業問題に関心を持
たず，賃金をもらっている人の権利の維持に関する運動しか行わない。

■訪問録10 　DIHAL（ホームレスないしは住居環境の良くない人々に対する住
居のアクセスと寄宿の省間代表部）

【訪問日時】　2013 年 6 月 27 日（木）　10 時～12 時
【場　　所】　 ホームレスないしは住居環境の良くない人々に対する住居のアクセスと寄宿

の省間代表部（DIHAL）
【対 応 者】　Mme Marie-Françoise Lavieville　代表部副代表（寄宿／住居担当）
　　　　　　マリー =フランソワーズ・ラヴィヴィル女史
【概　　要】　 　フランスでは，ダル法により請求権付きの住宅の権利が認められている。

この代表部ではその権利を保障するための活動を行っている。不法滞在者に
はDALO法の請求権付きの住宅の権利は認められないが，根源的な人権侵
害が認められる場合には，不法滞在者が，ヨーロッパ人権法等に基づき裁判
を起こしており，請求が認められる例もある。

１　代表部について
　（1）この代表部は，2010 年に三つの目的で設置された。一つ目は，劣悪な住居環境で
暮らしている人に対し，よりよい住居環境を提供することである。二つ目は，移民の人
たちが非常に劣悪な住居環境で暮らしているので，そのような人たちがまっとうな住居
に住めるような環境を作ることである。三つ目は，ホームレスの人たちが寄宿できる設
備を全国的に作り，道路で寝ているような状況がおこらないようにすることである。
　（2）この代表部は，省間代表部であり，厚生省，司法省及び内務省の代表が集まって仕
事をしている。
　（3）この代表部ができた背景には，フランスでは社会住宅の整備に努めてきたが，劣悪
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な住居環境で暮らしているフランス人が増加し，現在，800 万人に及んでいることがあ
る。代表部としては，安い費用で入ることができる社会住宅の建設や劣悪な環境にある
建物に対する改善指導等を行っている。
　（4）この代表部が保護の対象としている非常に困難な住居環境にある人は基本的に三つ
のカテゴリーに分けられる。一つ目は，様々な事情で長期にわたり働けず極貧状態にあ
る人。二つ目は，ギリギリのラインで生活をしてきたのだが，アクシデントにあってそ
こから脱落した人。三つ目は，亡命を求めて旧東ヨーロッパ等の海外からやってきた
人。彼らの大半は亡命が認められず，何らの証明書もない状態でフランスに居残ってお
り，仕事に就けず，公的な手当の支給も受けられない状況である。
　（5）この代表部の仕事は，大きく三つの仕事に分けられる。一つ目は，各自治体との調
整作業。二つ目は，現状を改善するための具体的な提言を行うこと。三つ目は，前記の
対象者に対し，必要な情報を与え，自己の権利にアクセスできるように援助すること。

２　質疑応答
Ｑ　フランスにおける請求権付き住宅の権利について
Ａ　DALO法によって請求権付き住宅の権利が認められた。この権利を有する人が国や
地方自治体に対し，この権利の行使を申し立てた場合には，国や地方自治体は住居を与
えなければならないことになっている。
　　この権利が認められるためには，滞在許可が必要だが，それ以上のものは必要ではな
い。
　　このような権利が認められたことを踏まえて，国や地方自治体は社会住宅の増設に努
めているが，それでは追いつかず，民間のアパート等を国や地方自治体が借りて，市民
団体と協定を結び，市民団体の運営で，そこに非常に困難な住居環境にある人を住まわ
せるということもやっている。
　　また，民間のアパート等を市民団体が借りて，市民団体が，非常に困難な居住環境に
ある人を住まわせるとともに，家族手当の受給等のための援助をおこなったりするシス
テムもある。そのシステムの場合，国が家賃を保証する。このシステムは法律ではな
く，通達に基づいている。また，このシステムの場合，家主に対し，収益の 70％につ
いては租税が免除され，収益の 30％に対して課税されることになっている。
　　このシステムの場合，国は 1戸あたり年間 8000 ユーロ～9000 ユーロの補助金を出す
ことになるが，寄宿施設の場合，国の負担は 1戸あたり年間 1万 5000 ユーロになるの
で，それよりも経済的である。
Ｑ　住居の喪失を防ぐための予防策について
Ａ　フランスは，いろいろな形で家賃等の補助をしており，その予算の総額は年間 170 億
ユーロに及んでいる。また，最近は，家賃等の補助を，賃借人ではなく，賃貸人に直接
払うという制度もできている。これは，家賃等の補助が他の支出に転用されないように
するためである。
Ｑ　住居権と賃貸借契約の関係について
Ａ　フランスでは，賃借人の保護が強く，家賃の未払いを理由に裁判を起こしても，実際
に明渡しをさせるまでに 18 か月から 2年近くもかかるのが通常である。家主の組合か
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ら，賃借人の保護が強すぎるという意見も出されている。
Ｑ　2010 年に代表部ができてからの成果について
Ａ　この 2年間で 4万軒の新しい寄宿舎を作るとともに，前述の市民団体を活用した中間
的なシステムで新たな社会住宅を提供もしている。オランド政権は 5年間で 15 万軒の
社会的住宅や寄宿施設を作るという方針を出しており，代表部でも 40％近い予算を充
てて，4万軒の寄宿施設を作る計画を有している。
　　また，これまでの寄宿施設は，独身男性を想定し，比較的オープンな造りであった
が，現在は，家族やシングルマザーの寄宿施設への入居も多いので，個室や夫婦部屋を
造るといった改善もしている。
　　また，住宅政策が上手くいっているオランダでは，企業が使っていない工場や事務所
の建物を国や地方自治体が借り受けて，最小限度の改造をし，月 200 ユーロ程度の家賃
で住める住宅として活用することを進めている。フランスでもそのような方策を取るこ
とができないかを検討している。
Ｑ　寄宿施設の運営主体について
Ａ　寄宿施設の運営は 95％以上民間に委ねられている。施設自体は，国が作るのも多い
が，運営は民間が主体である。
Ｑ　不法滞在者と住宅の権利について
Ａ　前述のとおり，滞在許可書を持たない不法滞在者に対しては，DALO法の住宅の権
利は認められない。
Ｑ　住宅の権利にかかわる諸問題について
Ａ　住宅問題は，賃貸物件の場合，家主と賃借人のバランスを如何にとるかは非常に難し
い問題である。代表部では，住宅の権利が認められていることを踏まえて，適正なバラ
ンスを取るように努めている。
　　また，オランド政権では，不動産業者の手数料についての規制を検討している。
　　市民団体による住宅の占拠については，市民団体の責任でやっている問題なので，代
表部がコメントする立場にはない。
　　東ヨーロッパから大量のロマ人がフランスに流入しており，その人たちの住宅の権利
をどうするのかは非常に難しい問題である。

■訪問録11　Caisse d’allocations familiales（家族手当基金）
【訪問日時】　2013 年 6 月 27 日（木）　14 時 00 分～16 時 00 分
【場　　所】　家族手当基金
【対 応 者】　フィリップ・ステック氏
【概　　要】　 　家族手当の支給をはじめ，家族の抱える問題全般についてのサービスを提

供し，フランスにおける子どもの貧困，人口問題について重要な役割を担っ
ている。

１　家族手当基金
　家族手当基金は，公的機関であり，国に属し，国の監督を受けている。全国に 102 の家
族手当基金の窓口がある。各県に一つの窓口がある。
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２　家族手当基金の三つの任務
　①フランスの家族政策の任務を遂行，②住居に関する政策を遂行，③フランスの住民の
生活のための権利を保障する。ナショナルミニマム（最低限所得），すなわち，RMI，
RSA。
　家族手当の受給者は 1150 万人。女性子どもを含めるとフランスの人口の半分が基金か
らなんらかの手当を受けている。現在の支払総額は，6170 億ユーロ。
　フランスの家族政策を四つにまとめると，①幼児を持つ若い母親の家庭を優先的に，②
子どもの多い家庭，③家族の住居の確保，④片親家庭（とりわけシングルマザー）の家
庭。
　戦後，ベビーブーム，子どもを増やす政策，子育てを楽にできる政策が考えられてきた
が，1970 年以降大きく方向性が変わり，女性が社会に出て働くようになり，働きながら
なおかつ子どもを育てる生活環境を整えることが重要となった。フランスでは一時期，非
常に子どもが少なかったが，1972 年以降，子どもが増えて，1家族 2人の子どもが平均。
　妊娠期の女性の物理的困難がないようにするのが，1972 年以降の大きな政策転換。
　子どもの妊娠 7か月以降，毎月 900 ユーロの出産準備手当が出る。働く女性でも妊娠出
産後 16 か月の有給休暇が保障される。子どもが 3人いる母親はその有給休暇を 26 週間と
ることができる。父親は 2週間の有給休暇がとれる。出産休暇が終わった後も父母が子ど
もの世話をしないといけないということで家庭に留まる場合，3人目の子どもの場合，月
570 ユーロの手当が出る。
　母親が出産し，仕事に復帰したとき，子どもをどうするかの解決策として，二通りあ
る。
　一つは，保育園に預ける。もう一つは，母子ともに手当を介助するアシスタントの制度
として，保育ママがある。祖父母が面倒をみる家庭は，月 280 ユーロの手当が出る。2歳
から 3歳の子どもの幼稚園は無料。母親が仕事に復帰して仕事に出た場合，その間の家庭
の保護は家族手当基金にサービスを頼むことができる。
　このような選択肢の中で，有効な手立てをみつけるためにサイトを作っている。ここに
は養育の問題で可能なサービスが全て提示されている。

３　支払われる家族手当の額及び関連給付について
　2011 年の月々の手当の額は，（1）単身で子どもなし 326 ユーロ，（2）夫婦で子どもな
し 358 ユーロ，（3）1 子家庭 427 ユーロ，（4）2 子家庭 405 ユーロ，（5）3 子家庭 761 ユ
ーロ，（6）4子以上の家庭 1248 ユーロ
　もう一つの問題は，子どもを持った家庭がいい環境の住宅を得ること。フランスの家庭
では一般に，生活費の 14％が食費，30％が住居費として使われている。住宅手当は収入
が少ないほど手当があがる。最も収入の低い人で月 400 ユーロの住宅手当が出る。
　人口の 19％がシングルマザー。片親というだけで月 90 ユーロの支給がある。女性のシ
ングルマザーの場合，最低所得手当がおよそ 600 ユーロ。片親の場合，父親であれ母親で
あれ，食費を支払うことが困難な場合，食費に対する手当もある。
　成人身障者には，月 800 ユーロの手当が出る。現在 80 万人の身障者がこの手当を受け
ている。
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　1998 年に最低生活を保障するための社会参入最低限所得（RMI）が設けられた。RMI
が設けられたときは，最低限の生活費の保障だけであったが，現在の RSAのもとでは，
積極的に職場に復帰するための補助的な手当も RSA以外にもある。例えば，家族基金か
ら 180 ユーロの手当が職場に復帰するための手当として支給される。現在この手当を受け
ている人は 40 万人。
　様々な家族手当があるため，コンピュータシステムを備えている。このシステムは，イ
ンターネットとの互換性をもっている。申請用紙もダウンロードできる。学生が社会住宅
を確保するため住居申請をすることができるようになっている。現在，インターネットサ
イトを使って，うまくいっている人は全体の 2.9％しかいない。

４　国・政府との関係
　家族手当基金は国と 4年に一度契約を結んでいる。家族手当基金と国の契約は，運営と
その目的に関する契約がある。
　国の全国家族手当基金には理事会があり，労働組合の代表，経営界の代表，家族問題を
扱っている市民団体によって構成される。政府が家族政策を転換するときは必ず家族手当
基金の理事会に諮問する。これがフランスの社会民主主義。政府は，家族手当基金の理事
会に諮問することを義務付けられている。

５　親切なサービス
　家族基金が行っているサービスの中には，保育園の紹介とか，家族問題の調停，和解，
家賃滞納者の調停，その他，福祉センターとの連携的な問題，バカンスのときの子どもの
過ごし方の提案の仕事も含まれている。こういった総合的なサービスを家庭に対して行っ
ている。その他，突然子どもが死んだがどうすればいいか，離婚状態のときの手当はどう
なるのか，家賃が払えないがどうしたらよいか，失業状態になったときの家族内の問題に
ついて相談に応じる。
　私たちは，特定のクオリティを持ったサービスを行うことをモットーとしている。ま
ず，申請された書類に対し，15 日以内に返答する。もしその家族が貧困であれば，10 日
以内に返答する。窓口に来た人を 20 分以上待たせることはしない。電話での相談は 80％
以上きちんと対応する。手当を支給されている人たちの様々な依頼や照会メールには，メ
ールできちんと返答する。
　家族手当の受給者は，様々な書類提出を提出しなければならないが，この情報システム
は一括的な検索が可能。
　私たちの組織では，600 人の監察官を抱えている。例えば，収入が非常に少ないのに高
い家賃であるような場合には，監察官を送り込む。年間 25 万の観察を行い，これによ
り，1000 万ユーロを回収した。
　サービスに対する様々なアンケートをとって，どのように家族に受け止められているの
かを調査する。受付の対応，インターネットの情報がどのように受け止められているの
か。申請された書類は，4日～ 8日で処理できているが，補足援助チームを送って作業の
遅れを回復させる。家族基金の業務が円滑かつ効率よくサービスを行う組織になってい
る。
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　それぞれのセンターの運営管理は全国の代表理事によって管理されている。
　家族の暮らし，職業的暮らしを両立させることが軸。女性の出産率は下がらず，むしろ
上がってきている。今後の年金問題，高齢者の増加による高齢者介護の問題からすると，
子どもが減っては困るが，今日の状況は悲観的ではない。

６　質疑応答
Ｑ　基金の財源はどうなっているか。
Ａ　6170 億ユーロの財源の 60％は企業が社会連帯基金に定期的に払う。残り 40％は税
金。サラリーマンは月給の 5.4％を基金の一部として納めている。19 世紀からの社会連
帯の思想に基づいて，今日の制度が打ち立てられた。
　　今日の政府の方針は，企業の社会的負担が多いと国際競争力も落ちるし，発展しない
として，企業の負担部分を落とすことを考えている。
Ｑ　受給額はどのように決まるのか。
Ａ　国が最終的に決定している。家族手当基金は，それぞれの手当の額を，物価に応じ
て，おおよその評価をして，それを国に伝えており，それに基づいて国が決定する。た
だし，過去には決められた手当の額が少なすぎたということがあった。家族高等審議会
で，様々な条件を考慮し，分析的な研究を行い，食費，電気代，エネルギーをつめて考
えて，おおよその今日の経費を割り出して報告し，政府が決めるが，過去には誤った決
定をされたことがあった。
Ｑ　給付水準国会の議決は通さないのか。
Ａ　1956 年の法律でデクレ（政令）によって政府が責任を持って手当の額を決めなけれ
ばならないとなっている。そのこと自体が国会での議論を禁止している訳ではなく，も
らいすぎとか少なすぎるとか訴える議員もいるが，政府に決定権が委ねられている。
　　1956 年前の第 4共和制の時代には，一人の大統領の下に政変で首相は何度も交代し
た。そのときは政府には最終的決定権がなかったことから，首相が替わるごとに政策が
変わった。1956 年，ドゴールのときに最終的には政府が決められるようにあらゆる政
策の決定権は政府が持ち，デクレ（政令）で決めるとした。それが現在の第 5共和制。
Ｑ　日本では，朝日訴訟，ドイツでは生活保護違憲の憲法裁判が出た。保護基準がおかし
いという裁判上の紛争はフランスでは起きていないのか。
Ａ　裁判上の紛争ということでいえば，過去の例をとると，フランスに働きにきた外国人
労働者が家族はイタリアにいるからという理由で国は家族手当を払わなかった。フラン
スは訴えを起こされ，最終的には欧州裁判所で，フランスは負けた。外国籍であっても
合法的に働いている人に対して，家族手当を払わなければならないことになった。手当
を受けている受給者の家族が異議申立てを行うことがあるが，家族基金の中の調停和解
委員会での話合いで，おおよそ解決される。それに納得しないで行政裁判所に訴えるこ
ともあり，更に高等破棄院にいくこともあるが，そのようなことは，極めて少ない。
　　万一，受給者が不正を働き，不正額が巨額になった場合には，私たちは刑事裁判所に
訴える。
　　家族手当基金の中にある様々な係争を担当するサービスがあり，そこのスタッフは法
律の専門家である。憲法や法律，政令（デフレ），通達（シルクレール）の 3段階の法
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体制があるが，それら全部に精通した専門家が対処する。
Ｑ　家族手当の所得制限がない理由と所得制限を設けるべきという議論がないかどうか。
Ａ　所得制限はある。それは手当の内容による。どういう手当を申請するかによる。基本
的には，税金申告の額で課税される家族と課税されない家族の場合で分けられる。最初
の子どもができた場合に，最も金持ちの家庭の 15％は対象外。家族手当一般も，最も
豊かな家庭の 20％は申請できない。新学期援助も，最も金持ちの 50％はもらうことが
できない。申請したうちの 50％はもらえない。税務署の税金申告と情報装置が直結し
ているので，ウソはすぐばれる。
Ｑ　所得制限はいつからあるのか。
Ａ　住宅手当は 1948 年から，子どものバカンス休暇の援助は 1972 年から，新学期補助手
当は 1974 年から所得制限が設けられた。
Ｑ　所得制限がないものはどういうものがあるか。
Ａ　一般的な意味での家族手当は，二人以上の子どものいる家族は所得制限なくもらえ
る。家族手当基金の40％がそれに使われている。半分は所得制限のない普遍的なもの，
半分はスウェーデンやイギリスのような所得に応じたもの。
Ｑ　所得制限を一律設けるべきという議論はないか。
Ａ　アンケートを取ると世論は所得制限を設けるべきだというのが多数意見である。しか
し，家族支援を行っている様々な市民団体は，圧倒的に普遍的に支援すべきだという考
え方に立っている。この考え方は，1945 年の基金創設以来の基本的な姿勢であり，経
済的理由で切ったり足したりすべきでないというものである。国民の大半は所得制限を
設けた方がいいとなりつつも，今の政府はアソシエーションの意見を拝聴している。
　　OECDの報告をみてもフランスは，経済のバランスと，人口的にも衰えず，それな
りの増加を示しており，家族手当制度はうまく機能してきたと考えている。もし家族手
当がなければ 27％の子どもが貧困となる。家族手当のおかげで，子どもの貧困は 7％し
かない。その意味で基金の役割は重要であり，それなりにうまく機能していると考えて
いる。
Ｑ　企業の負担金を競争力強化のために減らしていく議論があるとのこと。全体的な予算
も減らす趣旨か，企業の割合を減らすだけか。
Ａ　そういう議論があるというだけで実際にやるかどうか分からない。減らすことへの圧
力はフランスの経団連からかかっているが，私の個人的な意見を言えば，経営業界がフ
ランスの家族問題に関心をもたなくなり，経済のことにしか頭がいかなくなると国全体
がおかしくなる。家族手当はフランスの家族の暮らしを豊かにするための根本的な社会
保障制度であり，経営陣が考えなくなるというのは，フランスの未来を予測しなくなる
ことであるから，いいことではない。

■訪問録12 　DGEFP（労働・雇用・職業訓練・社会的対話省　雇用・職業訓練
代表部）

【訪問日時】　2013 年 6 月 28 日（金）　9時 30 分～11 時 30 分
【場　　所】　雇用・職業訓練代表部
【対 応 者】　Bruno Conquet　代表付き顧問
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【概　　要】　 　フランスでは，雇用を維持するための失業保険や職業訓練に比較的大きな
予算が使われている。また企業には職業訓練をする義務があり，適切な職業
訓練をしないで能力不足で解雇することはできない。あらゆる市民が仕事を
得て賃金で主体的に生活できることが重要であるとする一方で，失業を不可
避と考え，失業者の生活を下支えしていくための給付をしっかりやっていこ
うという方向性もしっかりしている。

１　雇用・職業訓練代表部の課題と活動
　代表部の目的は，失業者が雇用を見つけて再就職するように，そしてそれができるよう
にするための職業訓練を施していくことにある。
　雇用・職業訓練関連の年間予算は 100 億ユーロであり，軍事予算以外の民間レベルに投
ぜられる政府の年間予算の中で最も大きな予算である。
　いわゆるOECDの加盟国の中でも，雇用問題及び職業訓練にこれだけ多額の予算を使
っている国は，他にも例を見ない。
　代表部の活動の中心的課題は雇用関係を全体的に改善することだ。それは，労働市場に
かかる費用，雇用についてかかる様々な社会的チャージ，職業訓練を施す費用，雇用を創
出するための好条件を整えるなどについて，全体的な環境整備のための最善の政策を打ち
出していくことで，それは企業が雇用創出を容易にできるようにするためでもある。
　だから，雇用が創出された段階で生活するのに十分な賃金が得られるかが問題である
が，得られなければ，新しい雇用についた場合に支援金を出す制度などもある。失業者が
職業社会に復帰するために最善の方法を試行錯誤しながらやっていくが，職業訓練が必要
であれば職業訓練を受けやすいシステムを提供し，それから再度復帰してもらうというこ
とでもある。
　次に重要な課題は，失業者対策だ。失業保険に多くの公費がつぎ込まれており，全国的
に雇用センターが設置され，雇用センターのシステム自体が我々の監督下で行われてい
る。失業者が時間とともに労働市場からますます遠ざからないようにするために，各種助
成を行っており，職業訓練以外にも，特に若者がはやく社会参入できるようにするための
参入契約を締結している。その場合，最初の段階ではパートタイムが多いわけだが，国が
一定の助成をしながらできるだけ早く正規の雇用につけるよう支援している。
　更に生活が困難な人に対しては，当然 RSAを支払うことになるし，生活が困難である
片親の家庭の場合は，子どものための削減税や住宅補助がある。
　つまり，雇用が基本的に得られやすい層と既に労働市場から遠ざかっている貧困層と二
とおりに大別して，前者の層については質的な意味で雇用環境を改善していくこと，後者
の層についてはあらゆる市民が仕事を得て賃金で主体的に生活できることが重要だから労
働市場に復帰できる環境を作る，そういう環境に戻れるように様々に援助することが課題
だ。
　金銭面では，財務省が貧困状態の人の課税をできるだけ少なくする，免除するという方
向で様々な枠組みを考えており，社会問題・健康省では様々なレベルでの社会的な援助，
住居支援，失業者に対する長期的な特別な給付の制度も用意している。
　またヨーロッパ全体で地方分散型の社会福祉が進められており，地方自治体において
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様々な社会福祉業務が行われているが，政府は，地方自治体，県に対して指導と支援を行
っている。例えば，RSAも社会福祉課を通じて各地域の貧困状態の人が得られるように
行政事務を指導しているし，とりわけ貧困家庭の子どもたちの保育費用，バケーションに
おける助成も行なっている。

２　予算の枠組み
　分野別にしたグラフでは，左から失業保険，所得税，職業訓練，費用の削減，省の予
算，居住支援，RSA，PPE（勤労奨励手当），ASS（特別連帯手当）となっている。
　失業保険は 366 億ユーロの予算が使われているが，給与所得者が年間ほぼ 1か月分の給
与を加入費として支払っている。収入の 6.4％である。
　このグラフで所得税を示したのは，失業保険はいかに規模が大きく重要かということを
理解するための参考である。
　費用の削減（Exo Cot.Soc.）は，企業の負担金を削減する費用である。
　省の予算は，代表部の予算で，前述のとおり 100 億ユーロである。
　PPE は，就労所得が一定の課税水準を超えた世帯では納税額から控除され，一定の課
税水準に満たない世帯では給付される手当である。
　ASS は，長期失業者等を対象として給付される手当である。
　なお，棒グラフの濃い色の部分は，活動できる労働者人口の人たちに関する費用（給
付）であって，薄い色の部分はそれ以外のもの。例えば，高齢者が受けている住宅手当と
か，職業訓練の場合は失業状態の人たちが受けている職業訓練，所得税については就労収
入以外の収入に対するものである。
　このグラフから，真ん中より左側が雇用を維持するためのものであって，比較的大きな
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予算が使われている。右側が貧困者のための予算であるが，比較的拠出が少ないことが分
かる。

３　質疑応答
Ｑ　例えばデンマークの場合にはフレキシキュリティということで比較的ゆるい雇用と職
業訓練の組み合わせで労働市場に戻すための循環があるが，フランスのような比較的に
雇用に対する規制で解雇しにくいシステムの中で職業訓練によってうまく循環して労働
市場に戻っていけているかどうか。
Ａ　確かにデンマークのケースと比べると，フランスの制度は非常に硬直した形で難しい
部分が確かにある。職業訓練してそれが様々な形ですぐ循環していくというデンマーク
型ではない。ただし，フランスは確かに硬いが，商業の分野の労働市場では毎年 1800
万人の求職者に対し，1700 万件の雇用契約が行われている。ほぼ 80％の人たちが仕事
に就けているので，分野を限定すれば，比較的循環がうまくいっているところもある。
店舗の販売員の職業訓練を受けた人たちがパートタイムであっても複数の契約を結んで
生活を成り立たせていることもあって，労働市場の中の分野の中で循環ができている部
分とできていない部分がある。デンマークと異なった硬直した制度であることがフラン
スのネックであると思うが，最近は雇用契約をすること自体は容易になっているとも感
じる。
　　実際，確かに若者が早期に職業高校を出てすぐ職場について新しい研修を受けていく
という意味での若者の職業訓練，料理人になるとか特定の職人的な職業訓練を受けると
いうレベルでは，つまり 16 歳からのある種の職人的な職業訓練のレベルではうまくい
っているが，一般的意味での職業訓練という意味では，企業が職業訓練するための加盟
費を支払い，職業訓練ができるように努力しているが，なかなか職業訓練の成果があが
ってこない。私はこの部門に勤めて 8年になるが，その間に 4回の職業訓練の制度改正
があった。1万人単位の失業者に対する職業訓練は比較的うまくいっても，100 万人単
位の失業者に対する職業訓練はうまくいっていないという状況が出現している。現在も
数百万人単位の失業者が出ている中で，いまの職業訓練の対応のレベルではやっていけ
ない。フランスの職業訓練の実情は問題を抱えている。
Ｑ　失業率は低くないフランスで，職業をもつことによって生活していくのが一義だとい
う説明だったが，全ての労働者を労働市場において受け入れるのは難しいのではない
か。大きな制度の建付けとして一定程度の失業者が出ることは不可避だから，失業者に
対して生活費その他のいろいろな支援について積極的にやっていく，失業者の生活を下
支えしていくというポリシーでやっているという理解でいいのか。
Ａ　現状はそういう理解でいいが，今後の政策をどのように導くかという点で課題が山積
みである。
　　今日の世界的な経済危機の中で日本のように均質的な社会ではなく，ヨーロッパ，特
にフランスの場合は様々な人種，移民を抱えており，そういう中で経済的不況にさらさ
れ，労働者が労働市場から浮いた状態になっている。フランスはヨーロッパの中で社会
保障が行き届いた国の一つだが，さほど仕事をしないで社会保障を求めている人もかな
りいて，そういうシステムと失業者との兼ね合い，システムと労働市場の兼ね合いの中
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で矛盾が生じている。そういう中でなかなか解決の糸口が見えてこないのが現状だと思
う。
Ｑ　日本では求職者支援法が成立し求職者支援制度が始まっているが，生活保障が充分で
ないため，特にシングルマザーが資格を取りにくい制度になっている。職業訓練におけ
る生活保障についてはどうなっているのか。
Ａ　フランスの場合は，そういった人たちが資格なしに企業に就職できる方法として企業
はある一定の職業訓練を施す義務が課されている。そのための職業訓練の予算も獲得し
てある。資格のない人を雇用して，雇用したあとに企業が職業訓練を施す。賃金を得な
がら職業訓練を受ける。しかるべき資格を得て企業の正規の従業員となって正規の賃金
が得られる。導入でこういった支援があるので，社会保障制度から支援を受けて会社か
ら職業訓練を受けて，まっとうな雇用を完成させる。特にシングルマザーなどの片親の
人たちを対象にした特別の方法があるわけではないが，貧困者全般を平等に対象として
やっている。
　　また，失業状態の人の中には，生活態度，すなわち決められた時間に職場に来ると
か，きちんとあいさつができるとか，職業訓練以前の生活態度が身についていない人が
いる。お客様が来てもまともに対応できない，という若者たちが多い。とりわけ貧困層
の若者たちにはそういうレベルの者が含まれているので，単なる職業訓練だけでは立ち
いかないような状況もある。そのレベルの人たちだと資格の有無にかかわらず，企業は
雇用を拒否するから，そういう人たちをどうするのかという問題がある。
Ｑ　ドイツでは，職業訓練を受ける権利が法律に定められて保障されているが，フランス
ではどうか。
Ａ　法律の専門家でないので，どこまでが職業訓練を受ける権利として認められているか
はわからない。
　　ただ，企業が雇用した人たちに職業訓練を受けさせる義務が認定されていることか
ら，企業が解雇したときに「この人は能力がない」という理由を主張しても裁判所で企
業がすべき職業訓練を怠ったせいだという判決が出る。
Ｑ　日本では，非正規雇用が拡大して不安定就労・低賃金になって，労働組合が力を失っ
ていて，使用者と対等といえない。労働組合が力を取り戻すのは課題だと思っている
が，フランスでは労働組合に対する支援や援助を公的なセクターが行っていくことはあ
るのか。
Ａ　フランスの場合は社会的な対話を促進させることによって団結を強めていくことには
前向きであるが，労働組合の組織率は 6％から 7％くらいしかない。労働組合が抱えて
いる問題が今日の経済不況や労働問題のせいだとはっきりはいえないが，症状として
は，労働組合の力の低下が今の社会問題の症候の一つだとはいえる。
　　国が労働組合にもっと強くなってほしいということで解決の方向に向かうかどうかは
まだ議論がいろいろあり，現実に職業訓練は企業，つまり経営者側がしっかりやってい
る。国は職業訓練に対して大してお金を拠出していない。
　　労働組合は，労働者の利益を守るためにも自らが職業訓練の場を作っていく，あるい
はそういうところで起業家や国に対して要求を突きつけていくということもすべきであ
る。しかし，今の労働組合の動きを見ていると，労働組合ができることをしていない。
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組織率が落ちていることは，今のフランス社会の全体の団結的な意味で思わしいことで
ないが，労働組合は果たすべき役割があるにも関わらず，あまり活動していないように
見える。
　　確かに労働組合に対して様々な支援，助成をしてもいいんじゃないかという議論はた
くさんあり，国会議員の中でも議論されている。失業保険の額を決める場合でも，雇用
者と被雇用者の代表者が集まって評議会が開かれて，そういう評議会を通して最終的に
毎年失業保険の金額が決められるわけだが，被雇用者の代表者はほとんどが労働組合の
代表者である。労働組合の代表者が何らかの形で具体的なレベルに関与しているわけだ
から，労働組合の果たすべき役割は大きいと思うが，現実的に労働組合に支援したほう
がいいか支援しないほうがいいかという議論について，具体的な決定が行われていない
状況である。
Ｑ　労働組合ができることをやっていないとは，具体的にどういうことか。
Ａ　大きく分けて二つの問題点がある。
　　一つは失業保険のあり方で財務的な組織運営の仕方が非常に悪い。おそらく 15％く
らい削減してその使い方をもっとうまくすることができるのではないかという財務運営
上の問題がある。労働組合が行っている職業訓練の財務的な運営の仕方がよくない。お
金を使っている割に成果が上がっていない。労働組合がもっと効率のよい職業訓練を行
っていれば，労働市場にもいい人材を送り込んでいけるのではないか。ここ 30 年くら
い労働組合が行っている職業訓練の成果は悪化している。最悪といってもいい状況であ
る。
　　もう一つは，企業経営側と労働者側を結びつける対話が成立しないことにはうまくい
かない。フランスの場合，国が対話に介入しすぎるという批判が常にあるが，フランス
は中央統制型の政治体制でもあり伝統的にピラミッド型でやってきた。40 年間こうい
う形でやってきて経済危機が続き，経済のグローバリゼーションがずいぶん言われて，
世界的な規模での自由主義経済においてグローバリゼーションが完成すれば，最終的に
雇用問題も解決するという経営者側からの展望があったが，現状は逆に失業者がどんど
ん増えて格差が開き非常に困難な状況に陥っている。
　　グローバリゼーションで工場は安いところに移転し，フランスではテキスタイルが壊
滅的な状態になっている。靴も工場がアジアに移転されているが値段は変わらない。と
にかく経済的な問題と結果的に起こっている矛盾を解決していくためには，労働者側の
強い団結と交渉力が要求される。社会的対話が成り立つことによってこの状況が改善し
ていくわけではあるが，今の労働組合の力が不足しているのでこの辺の対話力をつけて
いく必要があると思う。
Ｑ　フランスの労働法制の中で原則は期限の定めのない雇用契約ということでいいのか。
期限の定めのある雇用契約を結ぶときに特定の目的がなければ有期雇用契約を結んでは
いけないという入口規制があるのか。
Ａ　フランスも同じように 3種類の雇用契約がある。無期限契約と期限付きの有期契約と
アンテリウム型の臨時契約（派遣契約）がある。
　　アンテリウムとは派遣社員の契約である。アンテリウムという雇用会社があり，その
会社と契約して，雇用会社が他の企業に社員を派遣する。契約を結んでいるのは雇用会
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社であって，だいたい長さとしては 1日から 1週間の仕事である。有期契約の場合は，
直接その企業と契約を結んで 6か月から 12 か月の間の職業が一般的である。
　　当然，無期限契約がノーマルな契約と考えられ，残りの二つは理由が明らかに示され
ないといけない。ある社員が事故を起こして怪我をしたのでその人の代替として一時期
雇用するとか，あるポストが特定の期間内しか機能しない仕事。例えば，特定の工事現
場の仕事とかは請け負った会社の道路工事の期間しか雇用できない。
　　法的な枠組みとしては大きな問題になっていない。フランスでは，三つの契約がうま
く機能しているともいえる。1700 万人の雇用者が雇用されていてそのうちの 1000 万人
が正式の雇用，400 万人が期限付きの雇用，300 万人が派遣契約の雇用である。法的に
は問題なく，三つの契約で労働市場が満たされていればいいが，現実には労働市場の中
で失業者が溢れかえっている。この契約類型の中ではアクティブな労働人口を全部吸収
できていない。この人たちの生活が安定状態にない。貧困が生まれているので，そこが
問題で，労働市場と経済危機，企業の運営のあり方とかそういった問題に広がってくる
のでかなり政治的な問題が含まれてくると思う。
Ｑ　日本の場合，正規が原則の場合は正規の割合が高いほうがいいのではないか，非正規
の拡大は雇用の安定性を壊している，正規と非正規の賃金が違うので労働者がどんどん
貧しくなっていく，という見方があるが，フランスではないのか。
Ａ　フランスでも同じような議論が当然ある。
　　経営陣の傾向としては，できるだけ労働市場を流動化させて自由に雇用できる形態に
すべきである，契約形態も一つでいい，という要求がでている。それに反対する意見も
たくさんある。フランスで労働法が生まれてから 1世紀ちょっとで労働法における権利
が 100 年以上続いてきたわけだが，私の個人的な意見では，労働権という権利だけでは
解決できないので，様々な制度を設けて経営者側と雇用者側のバランスをとっていくこ
とでクライシスを乗り越えていくことがいいと思う。期限付き契約，アンテリウム型の
派遣契約を行う場合には，企業が支払う社会的連帯加入費の額を上げるとかして，そう
いう雇用をすれば企業が負担を強いられるということで労働市場のバランスをとってい
くことも可能ではないかと私は考えている。しかし，政府の上部，あるいは経営陣の上
部との話合いはうまくいっていないし，現状は袋小路に入っているような厳しい状況で
ある。
Ｑ　非正規雇用の割合だが，最近の推移はどうか。
Ａ　正確にはいえないが，少なくともこの 10 年くらいの推移で見れば，30％くらい非正
規雇用のパーセンテージが増えているのではないかと思う。かなり大幅な増加が見られ
る。
　　雇用そのものがないというよりは，雇用の場はあるが，被雇用者側の要求と合致しな
い。企業は企業に有利な条件しか提示してこないし，被雇用者は見合った条件の職場に
しか就きたくないというかい離が見られる。労働市場の流れは常にあるが，全体の労働
者の生活の安定化につながらないというのが現在の大きなネックの一つになっている。
Ｑ　CGTや DALで，RMI から RSAに変わったことで暮らせなくなったという声を聞い
たが，その辺についてはどうなのか。
Ａ　確かにRSAは RMI に比べると非常に低いが，それ以外に手当がないわけではなく，
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家族手当の方から住宅手当が出たりとか，子どもの養育手当が出たりとか，極貧の人の
場合は食事手当が出たりとかするので，全体的な社会福祉手当のレベルから見れば，フ
ランスは給付額がそれほど低い国ではないし，ヨーロッパの中ではいいほうだと思う。
　　RSAの金額はもちろんいろいろ問題があるが（最低賃金の 40％が RSAにあたり，
それを倍にすればいいのかという議論もあるが），私は，あまり最低所得が高くなる
と，失業者がもう一度仕事を見つけようという意欲をかきたてられずそれで安住してし
まう危険もあるので，今の状態を保ちながら雇用への再復帰ができる形に失業者の背中
を押してあげる政策をとったほうがいいと思う。
　　社会保障の失業手当の給付額だけをアップさせればそれでいいとは実質的にはならな
いので，自分で仕事を探し稼いで自分の生活を成り立たせていくという方向の指導が必
要であると考えている。
Ｑ　フランスの場合，同一労働同一賃金が法律で保障されていると思うが，それは遵守さ
れているのか。
Ａ　フランス労働法は，同じ種類の職場で同じ仕事をした場合には賃金を同じくしなけれ
ばならないと規定されているので，そうでない行為は禁止されている。唯一同一労働同
一賃金の例外の職場は，官公庁である。官公庁には公務員しかいないが，臨時の職員が
採用されることがある。臨時の職員は，低賃金である。企業では法的には禁止されてい
る。
　　雇用契約をしたときに賃金とか労働条件について契約書に明記される。それを遵守し
なければ当然被雇用者から訴えられ裁判所に持ち込まれるので，一般的には守らざるを
えないと思う。私は労働基準監督署の人間ではないので，現実にどの程度まで守られて
いるかはわからない。
Ｑ　労働分配率はどうなっているか。
Ａ　再分配が法律で決められているわけではないので，不平等に行われているのが現実で
ある。
　　大企業では労働組合が強いので組合側との交渉の中で大企業の社員は比較的賃金がよ
くなっているが，中小企業では，特に労働組合が弱い企業では非均衡的な形での分配し
かない。労働分配率の数字は出ていると思うが，私は記憶にない。政治的な議論はある
が，再分配が改善したという話は聞かない。
Ｑ　資格取得で日本では必ずしも仕事に結びつくものでなくてもお金が出る。資格取得が
仕事に結びついているかとか，訓練校の成果とかについてのリサーチや検証はしている
のか。
Ａ　雇用センターがそれを行っているくらいで，それ以外の所でリサーチを手伝うとかは
やっていない。

■訪問録13　Invalides での反貧困・尊厳への行進見学（カトリック救援）
【訪問日時】　2013 年 6 月 28 日（金）　15 時 30 分～17 時 00 分
【場　　所】　アンヴァリッド広場（Invalides）
【対 応 者】　Delphine Bonjour　デルフィンヌ・ボンジュール（カトリック救援）
【概　　要】　 　最も疎外された人々を援助するキリスト教的慈善団体 Secours Catholique



― 333 ―

第１章　海外調査訪問録

（カトリック救援）による，貧困に反対し，人間としての尊厳を守るための
デモ行進。サン・ミッシェル広場（place St Michel）を 10 時 30 分に出発
し，パリ市内を巡る。その過程で，14 時 30 分に住宅省の担当者との面談，
15 時に労働省の担当者との面談，15 時 45 分に国民議会の代表者との面談が
設定されており，16 時 30 分からはアンヴァリッド広場でフォーラムが行わ
れることになっている。

１　デモ行進が実施されるまで
　インドでは，昔から貧困者が反貧困を訴えるデモ行進が行われており，その平和的な方
法で反貧困を政府や民衆に訴えようとするアイデアを参考にして，3年前から，毎年，ロ
ーヌ川地方やリヨンで反貧困を訴えるデモ行進が行われるようになった。パリ市内で行
い，政府に対して反貧困に関する施策を提案するのは，今回が初めてである。1年半前か
ら，3つの委員会を設置し，各委員会内で，デモンストレーションや政府に対して要求す
る具体的な施策の内容について議論し，準備を進めてきた。
　今回のデモ行進では，政府に対して，1948 年の国連で採決された人権宣言に基づき貧
困をなくすよう要求することになっている。具体的な内容としては，外国人の中に貧困者
が多いことに鑑み，そういった外国人に対して，①書類上の問題を解決し，滞在許可や労
働許可を与えること，②住居の問題を解決し，住居を与えること，③雇用を見付けるこ
と，また，特定の季節的な仕事に就く外国人は，期間の限られた滞在許可，労働許可しか
得られていないが，許可の更新を繰り返し，結局は，長期間フランスに滞在，労働してお
り，そのような外国人に家族がいる場合，その地位は極めて不安定であることに鑑み，④
安定した生活が送れるよう書類上の問題を解決すること，などが挙げられる。

２　アンヴァリッド広場にて
　調査団がアンヴァリッド広場に到着した 15 時 30 分過ぎ，アンヴァリッド広場には，既
に 50 人程度が集まり，10 近いテントが張られ，16 時 30 分以降に開催が予定されている
フォーラムの準備が進められていた。人種は様々で，比較的若い人が多い印象を受けた。
　フォーラムを実施するのは，いくつかのアソシエーション（民間の非営利団体）であ
る。フランスでは，成人の約 10％が何らかのアソシエーションに加入していると言われ
ており，その加入率は労働組合よりも高い。アソシエーションは，その目的とする活動の
他，公権力に対し，提案的勢力，抵抗勢力として働き掛けを行っている。
　16 時ころ，1台の小型トラックに先導され，約 300 人のデモ隊がアンヴァリッド広場に
姿を見せた。大音量のソウル・ミュージック（あるいはレゲエ・ミュージック）が流さ
れ，デモ参加者の多くが，事前に配布された白色，あるいは鮮やかなオレンジ色のメッセ
ージ入りＴシャツを身につけている。掲げられた横断幕には，フランス語で「貧困に反対
し，人間の尊厳を守るためのデモ」と書かれており，また，「あなたたちに屋根を一つ，
私のために屋根を一つ，全ての人たちに屋根を一つ」と書かれたプラカードもあった。彼
らは，口々に，「同性結婚に反対する人が 34 万人も集まったのに，なぜ，貧困に反対する
人はこれだけしか集まっていないのか。」などと主張していた。
　デモ隊のすぐ後，約 100 人のデモ隊が続いてやって来た。彼らのほとんどがブラックア
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フリカンであり，不法滞在者であった。フランスでデモ行進が行われる場合には，それに
併せて，彼らのような不法滞在者がデモ行進を行うことが珍しくないようである。彼らの
周りには数名の警察官がいるが，特に彼らを逮捕等しようとする様子はない。フランスで
は，不法滞在者の数があまりに多いため，特定の者だけを国外に強制退去させるわけには
いかないとの理由から，警察等が不法滞在者を取り締まることは少なく，また，不法滞在
者の中には仕事を持つ者も多いが，同じような理由で，その雇用主が罰せられることも少
ないとのことだった。
　16 時 10 分ころ，デモ行進を先導してきた小型トラックがアンヴァリッド広場で停車す
ると，マイケル・ジャクソンの名曲「BAD」調のポップ・ミュージックに合わせて，ト
ラックの荷台の上で 2人の若い女性が踊り出した。デモ参加者も皆，彼女らの振付けに合
わせて踊り始める。踊り終わると，デモ隊の 1人が人権宣言文の書かれたプラカードを掲
げ，「1948 年の国連の人権宣言の内容に基づき，あらゆる人が自由に生き，自由に移動
し，自由に生活し，自由に雇用を得，自由に生きていく権利がある。」と述べた。
　16 時 30 分ころ，国民議会の副議長を務めるスーツ姿の女性がアンヴァリッド広場に登
場，デモ隊の 1人が，彼女を前にして，「現実にある，既に決められた法律をきちんと適
用すれば，貧困問題はかなり改善される。私たちは，新しい法律を作ることは要求しな
い。今ある法律をきちんと適用するよう求める。」などと述べ，それに対して，副議長
は，「人権宣言に基づいて，あらゆる人が同じ権利を持っているから，貧困者だからとい
って言論を封じられてはならない。皆が同じ声の大きさで主張ができる。」などと応じ
た。
　こうして国民議会の副議長との面談が終了した後，今回のデモ行進の主催者によって，
「人権大会の準備をしている日本の法律家が貧困問題を研究しに来ている。」と調査団のこ
とが紹介され，調査団がデモ参加者から拍手を受ける一幕もあった。

３　フォーラム
　デモ行進終了後，以下のようなフォーラムの開催が予定されていた。
①　「人生の断片」と題したドキュメンタリー映画の上映，及び，住居に関する討論会
②　「孤独」と題したドキュメンタリー映画の上映，及び，討論会
③　「移民の人たちの道筋において」と題した，移民の人たちがどういう道筋でフラン
スに入り，どういうことをしているのかについてのプレゼンテーション
④　「屋根を得ること」と題した，悪い状況に住んでいる人たちの現状を理解するため
の議論
⑤　住居の福祉課の窓口の受入れ体制を改善するためのプロジェクト
⑥　「子どもたちにも権利がある」と題した，EMMAUSによるプロジェクト
⑦　「代議士たちの表明」と題したプロジェクト

４　最後に
　フランス調査を通じて，あるいは，デモ行進に参加して目にしたのは，フランスにおけ
る，貧困に苦しむ人たちの，支援をされる立場にとどまるのではなく，自らがアクターで
あるとの意識である。日本でも居場所作りがうたわれるようになってきてはいるが，やや
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もすれば支援する側からの上から目線になりがちに思える。やはり，貧困に苦しむ人たち
が自ら要求行動してこそ，そういった人たちの居場所が作られていくものだと実感した。
　　
参考文献
国 立社会保障・人口問題研究所「海外社会保障研究」No. 161（2007 年冬）「フランス社会
保障制度の現状と課題　趣旨」
ダ ヴィッド =アントワーヌ・マリナス「フランスのサミュ・ソシァル　ホームレス支援緊
急システム」





― 337 ―

第２章　プレシンポジウム

第２章　プレシンポジウム概要
（開催日が入稿日以降のものは，内容等に変更が生じていることもあります。）

第１　佐賀県弁護士会
　「社会保障削減は不可避か―『財源不足』の実態を検証する―」

１　開催概要
・日時　2013 年 7 月 13 日午後 2時～午後 4時 30 分
・場所　佐賀県弁護士会館大会議室
・共催　日本弁護士連合会

２　主なプログラム
・基調講演　「税金は金持ちから取れ」　武田　知弘氏（元大蔵省職員）
・パネルディスカッション
　パネリスト　　　　武田　知弘氏（元大蔵省職員）
　　　　　　　　　　森　　周子氏（佐賀大学経済学部准教授）
　　　　　　　　　　甲木美知子　（佐賀県弁護士会会員）
　コーディネーター　辻　　泰弘　（佐賀県弁護士会会員）

３　内容
　基調講演では，具体例や統計データなどに基づき，我が国の税制の応能負担原則に反す
る現状と，「財源不足」が富裕層への減税等で作られたものであることなどを分かりやす
く説明していただいた。
　また，パネルディスカッションでは，餓死・孤独死事件等にみる我が国の生活保護行政
の実態，ドイツやフランスの社会保障の現状などを報告していただいた上で，社会保障制
度の中身や財源についての議論を行った。
　参議院選挙期間中ということもあって，参加者は約 50 名であったが，税制の現状が一
般国民の意思と離れたところで決められている現状を知っていただく機会となるととも
に，税と社会保障による所得再分配について憲法，人権，民主主義の観点から議論を行う
必要性を伝える機会にもなったと思われる。

第２　兵庫県弁護士会
　「野宿者支援学習会」

１　開催概要
・日時　2013 年 7 月 23 日午後 6時から
・場所　兵庫県弁護士会館大会議室
・共催　日本弁護士連合会



第２編　資　料

― 338 ―

２　主なプログラム
・講演　生田　武志氏
　　　　（野宿者ネットワーク代表・ホームレス問題の授業づくり全国ネット共同代表）
・質疑応答

３　内容
　生田武志氏は，釜ヶ崎で野宿生活者の支援を行うとともに，全国の小中学校を回ってホ
ームレス問題の授業をされている。その授業を大人向けにしていただこう，というのが今
回の企画である。当日は，教育関係者をはじめ，一般の方々に多数参加していただき，有
意義な学習会が開催できたと思う。
　この学習会の内容について簡単に説明をすると，現代の貧困の構造について，「経済の
貧困＋関係の貧困＝現代の貧困」というキーワードを使って説明していただいた。最近の
変化としては，女性，子ども，若者の野宿生活者が増えているということである。生活保
護を受給できても，人間関係が作れず虐待される，仕事に就けず，アルコール等の問題が
生じてくるなど，貧困問題の解決のために人間関係の構築という視点が欠かせないことを
指摘していただいた。
　また，少年たちによる野宿生活者襲撃事件を題材に，襲撃事件は，自尊感情が低く居場
所を失った少年たちと野宿者の不幸な出会いであること，その出会いを不幸なものとしな
いための子ども夜回りの取組などが紹介された。
　企画のタイトルは「野宿者支援」とあるが，そこから見えてくる問題は，弱者が生み出
される社会構造全般に関わる問題であることが浮き彫りにされた学習会となった。

第３　広島弁護士会
　「格差社会の克服　～正規と非正規の垣根をこえて～」　

１　開催概要
・日時　2013 年 8 月 24 日午後 1時～午後 4時
・場所　広島県立広島産業会館
・共催　中国地方弁護士会連合会　日本弁護士連合会　

２　主なプログラム
・基調講演　「広島電鉄における非正規社員の正社員化について」
　　佐古　正明氏（私鉄中国地方労働組合　広島電鉄支部執行委員長）　
・当事者報告
　　清水　力志氏（マツダ派遣切り裁判　原告団事務局次長）
・パネルディスカッション
　パネリスト　　　　熊沢　　誠氏（甲南大学名誉教授）
　　　　　　　　　　椋田　昌夫氏（広島電鉄　社長）
　　　　　　　　　　佐古　正明氏（私鉄中国地方労働組合　広島電鉄支部執行委員長）
　コーディネーター　藤井　　裕　（広島弁護士会会員）
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３　内容
　基調講演では，非正規社員の正社員化を実現した広島電鉄の取組をもとに，正社員化を
実現するまでの経緯とこれに伴う経営上・労働環境上の効果，残された課題等について，
報告していただいた。
　また，当事者報告として，マツダ派遣切り裁判の原告本人より，現在の非正規社員の置
かれた現状と訴訟の経過について報告があった。
　パネルディスカッションでは，基調講演及び当事者報告から浮き彫りになる労働現場に
おける格差の実態を踏まえて，労使双方の立場及び研究者により，貧困と所得格差の是正
に対する対応としてどのような方策が考えられるか，格差社会において労働組合に期待さ
れる役割とは何かについて，議論を行った。

第４　福岡県弁護士会
　「労働の規制緩和が日本を壊す！？」

１　開催概要
・日時　2013 年 8 月 30 日午後 6時～午後 8時 30 分
・場所　天神ビル 11 階 10 号会議室
・共催　日本弁護士連合会

２　主なプログラム
・ 基調報告　「労働問題に関する福岡県弁護士会の取組」　星野　圭（福岡県弁護士会会員）
・基調講演　「憲法 25 条と労働の規制緩和」　遠藤　美奈氏（早稲田大学教授・憲法）
・パネルディスカッション
　パネリスト　　　　遠藤　美奈氏（早稲田大学教授・憲法）
　　　　　　　　　　笠木　映里氏（九州大学准教授・社会保障法）
　　　　　　　　　　黒岩　正治氏（自治労福岡県本部）
　コーディネーター　井下　　顕　（福岡県弁護士会会員）

３　内容
　基調報告では，福岡県弁護士会において 2012 年 10 月 1 日にスタートした無料労働相談
窓口の稼働状況の報告や，日弁連の労働相談ホットラインの相談状況等が報告された。
　基調講演では，2013 年 6 月 14 日に閣議決定された「日本再興戦略」や「規制改革実施
計画」等において言及されている労働法制の規制緩和の動きについて，憲法 25 条の生存
権保障の観点からは，どのように評価できるかを指摘していただいた。
　また，現場報告として，労働者の方，労働組合の方から労働現場の状況を報告していた
だき，そして，生活保護基準が引き下げられたばかりの生活保護基準引下げ問題に取り組
む方から，生活保護世帯の現状を報告していただいた。
　パネルディスカッションでは，基調講演及び当事者報告等から浮き彫りになる労働や社
会保障の現場での状況，労働者・生活困窮者の生活実態を踏まえて，改めて憲法 25 条の
権利性を確認すること，貧困問題の解決の視点から労働法制の規制緩和をどのように評価
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すべきか，労働法制の規制緩和が市民の生活にどのような影響を与えるか，あるべき労働
法制とあるべき社会保障は何かなどについて議論を行った。

第５　千葉県弁護士会
　「あなたは大丈夫？　ブラック企業の傾向と対策」

１　開催概要
・日時　2013 年 9 月 7 日午後 1時～午後 4時
・場所　千葉県弁護士会会館講堂
・共催　日本弁護士連合会，関東弁護士会連合会
・後援　千葉県，千葉市，千葉司法書士会

２　主なプログラム
・基調講演　今野　晴貴氏（NPO法人 POSSE 代表）
・対談
　対談者　　今野　晴貴氏（NPO法人 POSSE 代表）
　　　　　　朝比奈ミカ氏（中核地域生活支援センター「がじゅまる」所長）
　　　　　　黒葛原　歩　（千葉県弁護士会会員）

３　内容
　基調講演では，年間数百件の労働相談を受けているNPO法人 POSSE の代表を務める
今野晴貴氏に，実際に同氏が関わった具体例や調査結果などに基づき，いわゆるブラック
企業の実態，ブラック企業問題が大きく取り上げられるようになった社会的背景，ブラッ
ク企業の弊害，ブラック企業の見分け方，ブラック企業問題に対する当面の課題等につい
て，分かりやすく説明していただいた。
　また，当事者報告として，ブラック企業（運輸業）で働いた経験があり，現在，同企業
に対し残業代を請求し訴訟係争中の当事者より，同企業に在籍していた当時の置かれた現
状や訴訟の経過等について報告があった。
　さらに，対談では，NPO法人 POSSE の代表を務めブラック企業の実態に造詣の深い
今野氏，中核地域生活支援センターの所長として，対象を限らない福祉の総合相談や各種
福祉サービスの提供に関わる援助を行っている朝比奈氏，千葉県弁護士会労働問題対策委
員会副委員長及び社会福祉委員会副委員長を務め，多くの労働事件や生活保護の同行申請
等に携わった経験のある黒葛原歩弁護士が，それぞれの立場から，ブラック企業の実態，
ブラック企業に対し個人としてどう対処すべきか，ブラック企業への社会的な対策等につ
いての議論を行った。

第６　大分県弁護士会
　「存在権の確立―権利としての生活保護を考える―」

１　開催概要



― 341 ―

第２章　プレシンポジウム

・日時　2013 年 9 月 14 日午後 2時～午後 5時
・場所　コンパルホール 400 号室
・共催　日本弁護士連合会

２　主なプログラム
・基調講演　「存在権の確立のために」　遠藤比呂通氏（大阪弁護士会会員）
・パネルディスカッション
　パネリスト　　　　遠藤比呂通氏（大阪弁護士会会員）
　　　　　　　　　　瀬戸　久夫氏（大分県弁護士会会員）
　　　　　　　　　　辻　　泰弘氏（佐賀県弁護士会会員）
　コーディネーター　大分県弁護士会会員

３　内容
　基調講演では，憲法学者を退任して弁護士となり，釜ケ崎でホームレス支援活動に携わ
っておられる遠藤比呂通弁護士が，生活保護の根幹にある存在権という考え方を提起さ
れ，生活保護裁判を通じて生活保護の権利性が侵害されていることの問題点を述べられ
た。
　パネルディスカッションでは，高齢者・障がい者問題に携わって来た瀬戸久夫弁護士が
社会保障分野における弱者支援の普遍性を根拠に，社会保障の権利性を確立していくべき
ことを述べられた。また，人権擁護大会シンポジウム第 3分科会実行委員会事務局長の辻
泰弘弁護士が，不平等社会の観点から憲法の応能負担原則を見直し，社会保障と税制によ
る所得再分配機能を強化すべきことを述べられた。

第７　愛知県弁護士会・岐阜県弁護士会・三重弁護士会
　「のしかかる教育費―教育にもっと財源を―」

１　開催概要
・日時　2013 年 9 月 14 日午後 1時～午後 4時 30 分
・場所　電気文化会館イベントホール（5階）
・主催　愛知県弁護士会
・共催　日本弁護士連合会，中部弁護士会連合会

２　主なプログラム
・基調講演　大内　裕和氏（中京大学教授）
　　　　　　　「社会保障と財源～学費・奨学金問題から考える～」（仮題）
・当事者の訴え
　「高校生フェスティバル」「あしなが育英会」「愛知県　学費と奨学金を考える会」「ビギ
ナーズネット」などから，学費，奨学金，貸与制で，負担に苦しんでいる，貸付を受けて
いる，返済している，返済に苦しんでいる当事者が発言。
・日本学生支援機構による説明制度の概要
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　変わってきた制度の内容，滞納者が増えた原因，今後の展望
・パネルディスカッション
　パネリスト　　　　大内　裕和氏（中京大学教授）
　　　　　　　　　　その他，教員等

３　内容
　日本の社会保障制度は，市場原理優先の構造改革，規制緩和により切り崩され，雇用の
セーフティネットとともに，セーフティネットとして機能していない。
　このような中，政府は「社会保障・税一体改革」を提示し，社会保障制度改革推進法案
など一体改革関連 8法を成立させた。ここでは，社会保障給付に要する費用の負担を消費
税に依拠している。他方，8法が目指す社会保障制度はいずれも給付抑制に向かっている
といえる。
　そこで，社会保障の財源の問題を取り上げ，財源が不足していることを理由に社会保障
を切り下げることができるのか，8法により，今後，社会保障給付の一層の切下げか，消
費税の増税かの二者択一を市民に迫ることにはならないか，日本の社会保障と財源の問題
を学費（高等学校，大学），奨学金，司法修習生の給費制・貸与制を通して考えた。

第８　香川県弁護士会
　「連鎖する貧困～子どもの貧困の現状と対策」

１　開催概要
・日時　2013 年 9 月 14 日午後 1時 30 分～午後 4時 30 分
・場所　生涯学習センター「まなびＣＡＮ」
・共催　日本弁護士連合会，四国弁護士会連合会

２　主なプログラム
・ 基調講演　「子どもの貧困の現状と対策（仮題）」　湯澤　直美氏（立教大学コミュニテ
ィ福祉学部福祉学科教授・「なくそう！子どもの貧困」全国NW共同代表）

・パネルディスカッション
　パネリスト　　　　湯澤　直美氏　
　　　　　　　　　　川田　行雄氏（元香川県西部子どもセンター所長）
　　　　　　　　　　中島　香織氏（高知弁護士会会員）
　　　　　　　　　　廣田　邦義氏（元家庭裁判所調査官，臨床心理士）
　コーディネーター　徳田　陽一　（香川県弁護士会会員）

３　内容
　基調講演では，我が国の母子世帯を中心として子どもの貧困が問題となっている現状と
その要因，子どもの貧困問題を踏まえて成立したとされる「子どもの貧困対策の推進に関
する法律」の要点と今後の課題等指摘していただいた。
　パネルディスカッションでは，基調講演から浮き彫りになった子どもたちが置かれた母
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子世帯の現状について，子どもセンター，家庭裁判所，弁護士と異なる立場からの関わり
を続けてきた方々から重ねて報告があった。かかる子どもの貧困問題に対応して成立した
とされる子どもの貧困対策法の内容について検討するとともに，母子世帯を中心とした子
どもたちの生活実態を踏まえ，今後さらに子どもの貧困問題へのいかなる取組が必要であ
るかなどについて議論を行った。
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編集後記
　　
　貧困と格差が拡大する中，「何もしないわけにはいかない」ということで取り組み始め
たシンポジウムであり，どこに照準を合わせ，何を獲得目標にするか，実行委員全員で考
えながら準備を進めてきた。
　貧困問題については，2006 年の釧路大会以降，富山大会，岩手大会，香川大会でも取
り上げてきたが，今回は，これまで本格的に取り上げてこなかった税制について踏み込む
こととなった。
　税と社会保障による所得再分配，応能負担原則，租税法律主義，財政民主主義。これら
はいずれも憲法上の重要なテーマであるが，社会保障，労働法制，税財政等について，民
意が十分に反映されているのか，疑問がある。
　国民一人ひとりが，この国の主役であるという実感を持てるようにするためには，何が
必要かを考え，評論家的な提言を超えたシンポジウムになるよう心がけたつもりである。
　誰もが希望を持てる公正な社会の実現のためには，不平等社会の克服がまず必要であろ
う。
　今回のシンポジウムが，その取組のきっかけとなれば幸いである。
　　
 第 56 回人権擁護大会　　　　　　 　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム第３分科会実行委員会　
 事務局長　　辻　　　泰　弘　　　
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