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はじめに

皆さんこんにちは。

こうしてお顔を見ますと古い友人である忍先生とか、また今から釦年前に一緒に中学に入学

した友人もいるんです。古い友人方と若いこれからの方々と一緒におられまして大変嬉しく思

つております。ご紹介いただきましたけれども、大変難しい題を出されてその題に沿ってお話

は出来そうにありませんけれど、最近考えておりますことをいくつか、みなさんの批判の対象

になるようにお話し出来れぱと思っております。

波照間でのこと

日本列島の最南端。北海道から一番遠いところにある島を「波照問(はてるま)」といいます。

かつてそこに1275名の方々力H主んでいました。今は500名余です。日本の軍隊が戦争中にそこ

に参りまして、軍刀で脅しながら島民全部を強制疎開させたのです。島民が飼っていた1200頭

の牛、豚さらに鶏を調達するためだと後にいわれました。その島民たちは同じ離島、西表の南

風見(はえみ)という、南の風を見ると書きますが、南風見海岸に疎開になりました。今、行っ

ても実に不便なところです。そこには、まず食ベるものがない。その上にマラリアが蔓延をし

て、結局4田名の人がそこで命を落としました。その中に66名の学童がおりました。この学童

を引率したのが識名信升(しきなしんしょう)という小学校の校長でした。亡くなった子ども

たちを悼んで識名校長はこの波照問の見える南風見の海岸に大きな石を据えて「忘るなかれ」

「忘勿石」といいますが「忘勿石ハテルマシキナ」と10文字を記しました。この石は今で

も置かれています。先に死んでいった子どもたちに痛恨の思いを込めて石を置いたのだと思い

ます。子どもたちが次から次ヘと死んでいったのに責任者である自分は生き延びた、申し訳な

い。この感情を沖縄で「ちむぐりさ」と呼びます。

私ども本土の言葉にどぅ考えても訳せないですね。人が病気で痛みを覚え悶えている。自分

は健康、大変幸運です。自分は安全地帯にいて幸せ。しかし、他人は病んでいる、それを自分

は幸いだと思わないで病んでいる人に対してすまない、そういう思いを「ちむぐりさ」という

言葉で表すんですね。「ちむぐりさ」は肝が苦しむと書きます。私はこれが日本の福祉の思想

の原点ではないかと考えるのです。

ただ、他人が苦しんでいるのに自分は健やか、申し訳ないという気持ちはあってもなかなか

行動に表せない。私も友人をだいぶ戦争で亡くしました。その友人に対する負い目を感じてい

ます。友達が戦争で死んで、白分が生き延びている負い目です。それではおまえは何をしたの

かといわれると何もしていないのです。ここが福祉の難しさで、自分の中にそういう情緒的な

気持ちがあってもそれを行動で表せない、そういう脳みを私自身持っています。

ベヴァリッジが問うたもの

英国でウィリアム・ベヴァリッジという人物がおりました。この人が社会保障法を立案しま

す。社会保障法が出ましたのが1942年。世界戦争の最中に英国は社会保障法を出しました。当

時日本はどぅなっていたかと申しますと太平洋戦争を起こす時に日本は国家予算の47%を軍事

費に使いました。これが戦争になって76%までになります。総力戦と申しました。だから国民
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は食ベるものがなくなった。当時、相手国のアメリカは日本の戦争に使ったのはわず力巧%で

すから勝てるはずありませんでした。総力をあげて全てを犠牲にして300万の命を失いながら

日本は戦争した。

ところが英国はその戦争の最中に国民の命と生活を守る社会保障をつくっております。大き

な違いを感じます。その社会保障を立案しましたウィリアム・ベヴァリッジがその時こう申し

ました。 r社会保障は社会的制度であって国家の責任において行なわなければならない。けれ

ど、ボランタリーアクションを大事にすべきだ」と申しました。これを実施したのがアトリー

内閣です。

ベヴァリッジはこう書きました。英国で隣人の為に何かしている、例えばボランティアはた

くさんいる。しかしながらボランティア活動しない、隣人の為に何もしていない人も決して少

なくない。大変興味深いのは、ベヴァリッジはさらにこういうのです。特に女性は何もしてい

ないことに罪意識を持っている。そして、これを大事にしなければいけないとをベヴァリッジ

は申しました。この場合の罪はギルトで、必ずしもそれは宗教的な罪とは限りません。

アメリカのルース・ベネディクトが戦争中に出しました日本の国民性の研究、「菊と刀」こ

の中で日本は恥の文化、シエームカルチャーに対してヨーロッパはギルトカルチャー、罪の文

化と申しました。同じギルトを使います。いわば社会的な罪悪感といっていいのでしょうか。

何もしないことに罪を覚えるので何かを隣人に対してしなければならないという気持ちにさせ

られるのです。私どもの場合はここが少し違うと思います。

アメリカの社会を支えるもの

アメリカのワシントンにある日本大使館で働いている日本の若い外交官の3歳のお嬢さんが

夜中にひきつけを起こした。すぐにダイヤルを回した。救急車を呼びたいわけです。すると病

状はどぅなのか聞かれた。外交官ですけどまあ慌てふためいていて英語で説明が出来ない。奥

さんが代わった、奥さんは「helD、 heゆ、 helD」というわけです。それ以上何も言えない。だ

いたいひきつけって英語で何というか私も知らない。いえないでしょ?そうしたら交換手は「あ

なた何語しゃべるんですか」というので田本語」といったらたちまち日本語を話す人に代わ

つた。そして病状を話したらすぐに救急車がとんできてくれた。そして救急車に医者が乗って

いて診察をしてすぐに入院ということになった。その時に父親に向かって、「あなたは後始末

をしてから病院に来てください」といわれた。家の後始末をしているとドアをノックする人が

いる。出たら隣の家のご主人。何か出来ることがあったら何でもいってくれといって大きな紙

に自分の家の電話番号を書いて持ってきたそうです。入院をした。幸いにたいしたことがなく

て二晩で退院をします。その入院をした翌朝どこからききつけたのか朝早く幼稚園の園長さん

が見舞いにとんできた。子どもは病室に備えられている子ども用のビデオを楽しんで、電話は

使い放題。二晩入院をして退院になった。家に帰って病院から請求書がきて、びっくりした。

卯万円の請求書。幸い保険に入っているので立替え払いですので、立て替えた後で返してくれ

る。こういう話であります。

この入院料は高い。日本ではちょっと考えられませんね。二晩の子どもの入院で40万円の請

求。医療費が非常に高い。日本の倍くらいの医療費です。保険に入っていればそれは全部払っ

てもらえますけれども、現在アメリカの4千万人くらいでしょうか、無保険です。日本のよう

な健康保険制度がありませんので、診察を受けられない。クリントン大統領の奥さんであるヒ

^3^



ラリーが委員長になって医療改革案を立て議会に上程をしましたが否決されました。これはア

メリカの問題です。

ただ、私はその話で大変感心しますのは、電話をしてすぐに日本語を話す人に代わった。ア

メリカのワシントンに日本人が何千人いるか存じません。ごく少数です、ワシントンの中では。

しかしそのマイノリティのために日本語を話す人を24時間配置していること、これがマイノリ

ティに対する配慮です。そして隣のご主人がすぐに自分の家の電話番号を大きな紙に書いてわ

ざわざ持ってきた、翌朝園長がとんできた。大変アメリカらしいところだと思いますね。

アメリカとは個人主義の国です。なのに国の秩序が保たれているのは中間組織が発達をして

いるからです。 NP0です。我が国ではNP0法によって認証を受けた団体今約4千団体ぐら

いになると思います。アメリカではNP0が12万あります。その中間組織が基礎を固めていて

アメリカという社会が調和を保っているのではないかと思います。

和と分の社会

さてこういう社会を考えた場合に私どもはどうだろか。自分の地域の実状を思い浮かべるわ

けです。私は今までに4回引越しをしました。引越しをするたびに昔は引越しそばですけど、

私は近所にタオルを配って挨拶いたしました。これはごく普通の挨拶で、私の家の近くに越し

てきた人は石鹸を持ってあいさつに見えました。地域に新入りで入りますので、もともとそこ

にいらっしゃる方に挨拶をしなけれぱならない。それで受け入れてもらえるのですね。アメリ

力では新しい住民が越してくるとその人が近所をまわるのではなく、近所の人が新しい住民の

ところに来るのです。歓迎の挨拶をすると同時にごみ出しはどうするか、どこから新聞は取れ

るのか、生活上のノウハウを伝えるのです。新しく移った住民がまわるか、近所の人がくるの

かそれだけの違いですが、そこにやはり大きな相違を認めなければならないと思います。私共

の地域は和と分を大切にします。平和の和、調和の和と分度の分。この和と分を乱してはなら

ないのです。私の町では明日、明後日が実はお祭りです。お祭りには町内の方は寄付を出しま

す。私は宗教上の理由で神社のお祭りには寄付を一切いたしません。まあ私も長くいますから

皆もそれで認めてくれておりますが、住民として町内に回覧されてくる、あるいは町内の人が

集めに来る寄付に出さないのはちょっと具合が悪いんですね。後で村八分にあったらどうする

かという心配がない訳ではないでしょう。だから付き合いとして皆一律に寄付に応ずる。この

寄付もなかなか難しいのでして、序列がある。先日、東京芝の徳川家の菩提寺増上寺に散歩が

てら参りました。大きな板の掲示板に奉納した人の名前が全部記されております。それが金額

順です。町でも同じで多い順に書く。金額と名前を。この時に序列がある。地主がたくさんの

寄付をする。氏子総代はこれは普通、寺もそうですけども3代続かなけれぱ総代になれない。

こういう地主層から寄付がでます。そして段々一般庶民に移る。この時に地主よりもたくさん

寄付をしてはいけないのです。地主が100ならば庶民は10とかというような序列がそこに自然

に出来て参ります。それが和と分の社会、これは地域でなくても同じ、たとえば日本の企業が

外国に参りまして、支店にたくさんの日本人の社員が働きます。社員なら分かりますけれども

社員の奥さん方は、支店長の奥さんよりもいい車に乗ってはいけない。これは不文律。支店長

の奥さんを越してはいけない。こういういわば見えざる秩序力q動くものです。

ーーー4^



ボランティアが育たない風土

こうした社会では目立った行動はいけないのです。横並びでなけれぱいけないし、目立った

行動は陰口をたたかれます。それが戦後日本の社会でボランティアが育たなかった大きな障害

だと恕、つております。ボランティア活動をすると、でしゃばりであると。正面きって言う人は

いなくても陰口をたたかれる。お節介といわれるのです。自分のうちも治められないのになぜ

人様のところへ、といわれるんです。だから一時代、ボランティアは自分の町で活動しないで

遠くの施設までわざわざ行った。町でやると目立ちますので。これが幸いにずいぶん変わって

参りまして、今は福祉のボランティアだけで約800万人ぐらいが登録をされることになって参

りましたが、ここに参りますまでずいぷん時間がかかりました。

こうした地域における節度が住民に規制をかけて参りました。こうした地域の問題は、家族

の問題にもかかってまいります。私の友人が、東北で奥さんのお産で実家に帰りました。別室

で奥さんのお産を待っておりますとお産婆さんが挨拶に来た。お産婆さんが深々と頭を下げて

「残念でございました」と挨拶した。あぁ、死産かと思ったそうです。死産ではない。女の子

が生まれたのです。昔のお産婆さんは男の子が生まれるとおめでとうございましたと挨拶をし、

女の子は残念でございましたと。今日、 3分の2の方残念組ですね。女の子でなぜ残念かと。

ーつは戦前の日本の政策は軍事力の強化ですから兵役の義務があります。兵役につくことによ

つてお国のために尽くした。女の子の場合にはそれが出来ない。もうーつは相続です。女の子

には相続権が認められない。だから女の子ですと残念なのです。

売り物・跡継ぎ・用心棒

昔から伝えられてきた言葉に売り物、跡継ぎ、用心棒があります。結婚をして嫁に出る。嫁

に出る場合にできるだけ自分の家よりも格の高いところに娘を出したい。娘が格の高い家に行

きますと自分の家の格が上がるのです。これをとりもつのが仲人でした。媒酌人がこれをとり

もった。娘は自分の家を良くする売り物でした。その娘には教育は必要ないのです。邪魔なの

です教育は。戦争が終わる前、女性で高等教育を受けた人、専門学校以上の高等教育を受けた

人は1000人に2人です。女性にはいらないのです、教育は。今はもう夢みたいですね。

「おしん」という有名なドラマがありますが小学校に行っていない。彼女は7歳にして奉公

に出された。自分の家を高める売り物、そして飢健がきて食ベられなくなると文字通り娘が身

売りに出された。身売りに出されて家を救うのが美談でした。この娘が嫁に行って嫁家先でま

ず最初にしなけれぱならないことは家風に合わすこと。一軒一軒家風が違いますので自分が育

つた家風を捨てて嫁家先の家風に合わせる。私は東北系ですので、子どもの時から辛い味噌で

育ちました。今でも東北の味噌を使っています。家内は、関西でして薄眛です。結婚して驚い

たことがいくつもあるのですけれども、すき焼きの作り方が違う。私は肉を先に入れて野菜を

後から入れるのがすき焼き、家内はネギを先に入れてその上に肉を敷く。これ関西風なんです。

我が家はどぅしているかというとちゃんと肉から先に入れています。こういう風に全て違う訳

ですね。その家風に嫁が合わさなければならない。その嫁に教育者がおのます。これが姑です。

姑から家風を継承します。この嫁にとっての最大の任務は子どもを産むことでした。子どもが

生まれることによって初めて血がつながる。子どもが生まれるまでは嫁は他人です。子どもが

生まれて血がつながるのです。さっき言いましたように男の子でなければならないのです。男
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の子が生まれればでかしたといって赤飯を炊いてお祝いをしてもらいました。女の子だと残念

ということです。女の子だけですと養子を迎えなければなりません。小糠3合あれば養子に入

るるなと昔から言いまして、やはり敬遠をされた。嫁の尻に敷かれてるということで。男の子

も生まれない、女の子も生まれないことになりますと嫁に危機が参ります。嫁して3年子なき

は去る、離縁です。これを逃れる道がある。妾腹で産んだ子どもをひそかに入籍をさせて後継

ぎにする。ここに妾を社会悪と考えながらも日本の社会が容認をした理由があります。後継ぎ

を大事にするわけです。この後継ぎは長男。

昔は子どもの多くが天折を致しました。長男が死にますと次男に番がまわります。そこでこ

の次男のことを用心棒といった。用心棒としてとっておく。予備軍でした。明治の一時期、こ

の用心棒という言葉が兵隊という言葉に代わっています。これは先ほど兵役の義務があると申

しましたが、長男はこれも一時期、大切な後継ぎですから兵役の義務を免れた。兵隊にいった

のは次男以下。喜んで軍隊に入りました。それは軍隊に入れば3食、米の飯が食ベれたからで

す。この次男は長男が死ねぱ長男の席を継ぎますけれども、長男が死なないと長男のために働

かなければなりません。これを部屋住みと申しまして、・一生働いて、しかも結婚をすることを

許されませんでした。それを嫌って外ヘ出たのです。

明治の日本の産業革命の担い手は次男以下でした。この構造は戦後変わったのかと申します

と戦後の目本の経済成長の担い手は同じく次男以下でした。長男は跡取ですから家に残る。北

海道は違うと思いますが、村の役場を調ベますとそこで働いている男性職員のほとんどは長男

です。長男は逃げませんから雇った。次男以下は外ヘ出て行くとそういう構造をっくって参り

ました。男と女、長男と次男以下に区別というよりある意味での差別が存在をしてました。こ

うぃう家族構造を我々はっくってきたわけで、言い換えれば、家族の軸は親と子、子から孫と

いう縦なのです。

内孫・外孫

私の町でも、例えば保育所に来る人達の中で内孫っていう言葉を良く使いますね。内孫と外

孫を分ける。長男の孫と次男以下の孫とは違うのです。長男の孫は内孫で一番大事なのです。

今でも、私のところの保育所に来ているおじいさん、おばあさんはよく申します。縦、祖先に

つながっているわけですね。これが一番よく表れるのが墓です。墓は何々家の墓とか祖先代々

の墓とか書いてありますが、これを大切にする。祖先崇拝であります。

ヨーロッパと異なる家族の軸

この親と子を中心にしてっくられてきた私どもの家族から見ますと、ヨーロッパの家族は違

う。ヨーロッパの家族の中心は夫と妻です。親と子ではない。だから子どもが成人をしますと

親の元を去ってぃくのが常識です。親は夫婦のみ、あるいは一人暮らしでもそこで暮らしを立

てる。親には親の生活があり、子どもには子どもの独自の世界があることを認めているのです。

この夫と妻を中心に家族を構成します。この夫と妻は血のかよっていない他人同士です。そこ

には愛と憎しみという人間特有の問題がっきまといます。憎しみが勝てば離婚になるでしょう。

夫と妻の隣に隣人がいる。隣にです。夫と妻という他人の延長線上に隣人が位置することにな

ります。夫と妻が愛し合うようにその延長線上の隣とも信頼関係をっくっていかなければなら
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ない、こういう考え方がコミュニティに広がっていくーつの基礎だろうと思います。

隣人愛

キリスト教が入って参りましてから特にキリスト教の社会的活動に一番大きな影響を与えた

のは隣人愛の教えです。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという戒めが日本の社

会に非常に大きな影響を与えて参りました。この隣人という言葉は新しくつくった言葉です。

なぜ新しくしたかといいますと隣という私達の持っている概念は地理的概念です。村境です。

ところがネイバーという英語は人格的概念です。隣に住んで生きているその人をネイバーとい

う。この人格的概念が私どもの隣という字にありませんので、やむを得ず隣の下に人という字

をつけてちょっと座りの悪い隣人とか「となりびと」という呼び方をして参りました。この隣

人という広がりがコミュニティに発展していくと申し上げた訳であります。こうした家族の構

造あるいは地域の構成というのはヨーロッパと日本の違い、それは風土の違いであり、伝統の

違いであり習慣の違いですけれども私はそこにたぶんに政策的な問題が含まれていると老える

のです。

岩倉使節団が見たもの

徳川の時代が終わって明治政府になり明治4年に明治政府が欧米に視察団を送ります。岩倉

具視を団長に木戸孝允、大久保利通、伊藤博文など。そういう人々を中心として46名の使節団

を欧米に送ります。従者を含めて100名超します。この使節団が12力国を2年間調査し視察を

してまわった。この使節団が日本に帰って参りまして日本の政策をつくるのです。

最初にアメリカに行きました。アメリカに行っていろんなものを見るわけです。見るもの聞

くもの珍しいものばかり。この使節団に7歳の少女がいた。それが津田梅子でした。津田塾の

創立者です。 7歳の少女がこの使節団と一緒に留学をしたのです。たびたびパーティーに招待

されます。行きますとなんと女性が上座に座っている。奥さんが上座でご主人が下の方に座っ

ている。驚樗しました。それまで女性は男性にはべる存在です。日本では。その女性が上に座

つていることに大変不思議なものを感じ、使節団が得た印象は、アメリカはかかあ天下なりで

した。

アメリカの議会に行きました。記録によりますと魚市場だといった。喧喧謂謂の議論でした。

まるで魚市でセリをしているようだと。旧本では殿様の、鶴の一声で皆服従した。なのに議論

をしているのですね。これにはあまり関心を示しませんでした。こんなことをしていいのかと

疑問に思ったようです。

この使節団が一番感化を受けたのがアメリカの科学文明が進歩していることでした。日本の

40年先をいっているといいました。この技術に大変驚かされ、ここからヨーロッパに追いつけ

という合言葉が出来る。文明は最大限日本が受け入れて日本でも発達をさせなければならない

と心1こ決めて帰って参りました。

しかし文化の方はかかあ天下を始めとして、十字架に死人がぶら下がっている、醜悪である。

聖書は戲言だと決めつけました。キリスト教に対する拒否感を抱いたわけであります。この使

節団が帰って参りまして、和魂洋才を唱えたのです。ヨーロッパの技術、文化、才能は受け入

れる、しかし日本人の魂を売り渡してはならない、文化はいれない、こういう方針で、それに
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よって明治の憲法が制定され、あるいは教育勅語ができてくるということになります。日本の

文化を何とかしてヨーロッパから守り抜こうという表れです。

スラムで見たもの

この使節団が英国のスラムに参りました。スラムで得た所感は悪魔の巣窟である。英国民の

約1割は堕民である。救貧政策はほどほどにすべし、適当にやろう、ほどほど、あまり深入り

してはいかん、という考えを得た。そして日本に帰って参りまして翌明治7年に仙救規則がつ

くられます。日本最初の救貧法です。

仙救規則は住民の情誼を期待するわけで、保護の対象になりましたのが年問約3万人くらい

です。手続きが大変やかましくて、市町村が保護するときは全部内務省に報告する善務を負う

という面倒臭いことがあり、市町村も嫌がりました。 3万という数は、戦後の生活保護で一番

保護人員が多いときは300万くらいでありますからいかに少ないかが分かります。

そしてこの仙救規則が昭和4年になって救護法という法律に改められます。これは日本の福

祉法制の近代化されたものだと言われて参りました。この救護法に、欠格条項を設けました。

保護の対象になると選挙権を剥奪しました。選挙をするという権利を奪ったのです。

富国強兵政策と中央集権

日本が立てました政策が富国強兵・殖産興業。産業を興して国を豊かに富ませる、富んだ国

を強い軍隊で守る政策が太平洋戦争まで一貫した明治時代の口本の政策になりました。軍事力

の増強であり、明治30年の日本の軍事費は国家予算の52%です。だからいかに軍事力に力を入

れたかが分かりますし、その軍事力を担う兵役、兵隊にする義務を国民が負ったわけです。

私が、子どものときに習ったのは、国民に3大義務がある。第一は納税の義務、選挙の義務、

兵役の義務。男は20歳になると必ず兵役の義務に服さなければならない。誰しも兵隊に行きた

くない。特に戦争中は私もそうでした力畔テけば戦って死ぬことが目に見えています。兵役検査

があり、甲・乙・丙・丁という順番。甲は合格。私の時代は乙まで合格、丙以下は不合格。不合

格になりたいわけです。ところが不合格というレッテルを貼られますと社会はその人に仕事を

与えなかった。そして兵隊に行って戦って負傷して帰って参りますと私どもの時代に使った言

葉は傷瘻軍人でして、昭和の初めまでは廃兵といった。廃する、捨てる意味です。軍人でさえ

戦闘能力を失うと廃兵、捨てたんです社会は。そういう軍事力優先の社会を戦前はつくってま

いりました。

こうした中でこの使節団がアメリカのあるいはイギリスの民主主義を、拒絶しましたが、こ

の使節団が感銘を受けたのがドイッです。当時血鉄宰相と言われたビスマルクの時代で、整然

たる政治体制をひいておりました。これが中央集権ですので、この使節団が帰って参りまして

実施したのが中央集権でした。

明治21年に市町村制がひかれます。その時に約7万の村が貝本にありました。それを明治21

年に1万5千の市町村に編成しました。その基礎は500人の小学校区でした。これが戦後にな

リ、昭和29年、30年、31年と更に市町村の再編成が行なわれ、 1万ありました市町村を現在、

合併がありますので正確ではありませんが、 3千324か5という数にした。政府はこれを1千

にしようというのが方針です。分権一括法と申しますけれどその単位は1千ぐらいの市町村に
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するのが丁度いいという思想にたっているようです。 7万あった自然村が、今日3千になって

いる。ここにやはり地域の問題があるのです。

私達が持っている市町村は行政単位です。共同体単位ではない。ずいぶんある意味では無理

をしてその行政単位つまり行政区画をつくって参りました。私のおります神奈川県でもうしま

すと神奈川県に922の村がありました。今は37です。その922の村に1800の神社がありました。

1870の寺がありました。 1850の鎮守の杜があった。その杜が20年前の調査で42しかない。今い

くつあるか分かりません1850あった鎮守の杜が42しかない。

地域福祉計画のねらいと課題

ここで考えますことのーつは中央集権制をひき、福祉で申しますと対象者中心に福祉をつく

つて参りました。年寄り、子ども、母子、障害者対急者を中心につくってきた。そしてその上

に法制、制度を形づくって参りました。私の働いております施設で6年前建物を建て替えまし

た。その建物に子どもから障害者、年寄りまで、あるいは例えば障害者でいうと身体の障害、

知恵遅れ。老人でいうと虚弱、痴呆あるいはりハビリ、診療所などをーつにした。この建物を

建てますのに私のところは市ですが、市役所の16課が関わってました。16の課全部回って説明

する。おっしゃることが全部違う。ーつの建物ですが、障害者と老人のところには壁で仕切っ

て下さいとかあるいは玄関を別にしろとか、トイレはもうーつつくれとかいろんな要求が出ま

した。はじめの計画を通しましたけども、16の課にわかれるという行政組織をつくって縦割り

の処遇をしてきた。

今回の社会福祉法によって地域福祉計画が出てまいりました。地域福祉という言葉はずいぶ

ん長らくいわれてまいりましたが、法律に出てきたのは実は初めてのことで、初めて地域福祉

が出てきた。そして地域福祉計画を立てる。例えば、高齢者保健福祉計画あるいは障害者計画、

エンジエル計画そういう個別計画を全部総括をした地域福祉計画を立てなさい。平成15年から

という規定をしている。ようやく対象別につくられてきた福祉の仕分けを地域という場におい

て包括してはどぅかという考え方が打ち出された。

鎮守の杜が消えて失ったもの

そして、その計画を立てますのに先ほど鎮守の杜がなくなってきたと申しました。理由は鎮

守の杜をつぶして工場を建て、住宅に変え駐車場にしてきたからです。そのために経済発展が

可能になったことは確かです。でも何か失ったのではないかという思いがある。全国の自治体

が総合計画を立てております。都市計画です。大変いい計画ができるようになりました。

私どもの都市計画とヨーロッパの都市計画とでは手法において少し違いがある。そのーつは

ヨーロッパでは新しい町をつくる時に町の真中に教会を建てるのです。できれば高い塔も。ヨ

ーロッパばかりではありません。南米においでになると南米の町は例外なしに町の中心は教会

です。その横に役場を配置します。役場の前は広い大きな広場をつくります。ここに町民が集

まって町の政治を論じ決めた。今は代議制ですから皆が集まることはありませんが、広場を設

けています。そしてそこを中心にスプロール状に住宅、事務所、工場を配置します。私どもの

計画は緻密につくるようになりましたが、そこに神社仏閣は配置されません。いい悪いの問題

ではありません。ここに歴史、思想、文化、宗教の違いがある。それならば何を持って地域の
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精神的な中心にすえるのかを私達は改めて問われることになります。町づくりという場合、形

式的な計画でなく、そこに精神的なシンボルをどこに求めるかという新しい課題に直面してい

ると思います。

分権の意味

こうした明治以来の中央集権を今ようやく分権化していこうという方向にあります。その分

権化はディセントラリゼーションですね、セントラリゼーションを否定する。この「ディ」と

いう言葉は、部れるというのです。中央から離れていく。これは航れっぱなしではいけない。

分銅を振り回しますと、一定のスビードを超えますと分銅は飛んでしまいます。求心力と遠心

力の不均衡を引き起こします。そうするとどこまで雜れるのがいいのか、どこまで離れられる

のか、をそこで思考しておかなくてはいけない。これからの分権化はそれぞれの自治体が自ら

を新しくしてぃくという、意欲を持たなければ成功はおぽっかないのではないかと思います。

岩倉使節団が見てなかったもの

そうぎぇて参りますと、先ほどの岩倉使節団がロンドンのスラムに行った、スラムの実態を

見た、悪魔の巣窟だと印象を受けた。しかし、見なかったものがあります。見落としたものが

ある。それはそのスラムで既に活動していたCOS、あるいはセツルメントさらに救世軍。そ

うぃう活動を見なかった。スラムに対するボランタリーな対応に目を向けることがなかった。

これは戦後の私どもも同じでして、社会保障を英国から学んで参りました。私どもが学んだも

のは国家責任でありました。全て行政の手で。そう考えたのです。そこでベヴァリツジが主張

したボランタリーアクションを全く私どもは受けることはなかった。ベヴァリッジは英国のス

ラムにあるトインビーホールの副館長をしていました。それを実施したアトリー首相はそのス

ラムでボランティア活動をしてぃたのです。そういうボランタリーなものが社会保障制度を作

らせ、それに命を注ぎ込んできた。これを見落とした。このことに目を向けることがありませ

んでした。ようやく、考え方が段々改まって参りまして今回の社会福祉基礎構造は実はそこが

大きな転換点でした。

新しい公の創造

社会福祉基礎構造改革、いろいろとポイントがありますが、まず、一人の人間を大事にする。

人格として重んずる。そこで権利擁護という問題が展開されてくる。契約はそこで生まれる対

等な関係、対等な人間関係ということです。この基礎構造改革の後、今お手元にあります、「社

会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」がっくられ社会福祉法が

とり残した問題を再検討しました。

その中でお読み頂きますと分かりますが、いくっかの新しい問題提起をしているのです。公、

新しい公の創造をいっている。長い歴史を持っています。公私関係というのは福祉論の中では

パラレル、平行という考え方が大変強く今まで支配をして参りました。私どもにとって公私と

いうと老え方が二っありまして、・ーつは「公」と「私」。対立的に、時には協力的にというよう

に「公」と味幻という全て二っに分けるという考え方。もうーつは「公」は官であり味勾
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は民間。こういう民間と行政との関係を公私関係といいました。その後この公私の官と民の間

にもうーつ置こうと、自助・公助の間に共助というコミュニティをおいたらどぅかという主張

へと変わってまいります。そこで問題提起をしていますのは公は官と民の一番基盤をなすもの

ではないか。公というと私どもはすぐに行政、公的責任という言葉をイメージしますがパブリ

ツクという言葉はたとえぱ英国で申しますと、パブリックスクールとは民間の学校をいうので

す。公立学校ではないのです。パブリックは市民の総体、その市民の総体である公の上に官と

民とが位置付けられるのではないかという思いをこめて新しい公の創造という言葉がそこに使

われております。

ソーシャルインクルージョンを導入

第2はソーシャルインクルージョンという概念を打ち出しています。この背景は先ほども申

し上げましたが、私どもの生活圏を考えると3つ周縁がある。第1は家族親族すなわち血縁で

す。第二は地域の縁、地縁です。第3は職縁、職業をめぐる縁、飲みに行くのもゴルフをする

のも全部職場の仲問というような縁ですね。この3つの周縁の中で私どもは重複させながら生

活をしています。ホームレスは、この3つの周縁を持っていない人をいうのです。

日本の福祉の制度はこの3つの周縁を前提につくられて参りました。ホームレスのように住

民登録をしていませんと生活保護の対象にすることが極めて困難になります。縁がないからで

す。これを仏教で縁起の構造と申しますが、それは存在概念です。さっき引っ越して新しい地

域に入ると申しました。新しい地域に入りますとそこに縁があり、その縁によって結ばれるの

です。自然に結ばれるのです。そこにおける私どもは受動的なのです。この、地域に対して受

身の態度を攻めに変えていくのが今回の社会福祉法の主旨です。この縁からはじき出された

人々。いろいろありますね。今までは日本の戦後の社会福祉には2つの大きな柱があります。

ーつは生活保護、もうーつは社会福祉施設です。この2本柱できた。大きくいって貧困対策を

戦後の日本の社会福祉は考えて参りました。貧困という概念ではくくれない新しい二ードが起

こって参りました。

そこで、 3つのカテゴリーを老えた。第1は心身の障害、例えば精神障害、アルコール依存

症といったような心身に伴う問題。第2は社会的排除。ホームレス、在日の外国人といったよ

うな人々が社会的に排除されています。医療も受けられない。もうーつは今までの福祉が介入

することが極めて困難と考えられて参りました孤立と孤独です。この3つの新しい理念を受け

入れなければならないだろうと。そこで、ソーシャルインクルージョン、排除することなく全

てを包括していく新しい理念に立つべきではないかというのが今回の問題提起のーつです。

ホモジニアスからへトロジニアスヘ

私どもの国はホモジニアス、同一性の社会です。同一性を求めて参りました。これが政策で

は同化政策となりました。日本の植民地であった朝鮮・台湾に同化政策を求めたのです。言葉

は日本語を使う、名前は日本名に変えさせる。神社参拝を強要する。日本に同一になれと求め

ました。これは、植民地だけではありません。例えば、沖縄では標準語を学校で教えました。

教室で方言を使いますと子ども達は一日大きな方言札を吊るしていなければならなかったので

す。多様性を認めない。このホモジニアスの私どもの社会をへトロジニアスに変えていく。異
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質なものを認識して受容するという新しい社会をつくるべきでないか。そういうことがソーシ

ヤルインクルージョンという考えの中に含まれております。もう一点、社会福祉基礎構造改革

で私が一番大きなポイントだと考えましたのは、さっき言った存在概念という縁起の構造に対

して、それを形成概念に変えていくこと、隣人と意思疎通と努力を重ねなけれぱ人問の関係性

を保っことが出来ない。それを組織化していくのが、地域福祉である。福祉は与えられるもの

ではなくて、白らがつくりだしていくということであります。

福祉の文化の創造

そこで最後に、福祉の文化の創造をいっている。これは基礎構造改革に7つのインデツクス

の一番最後の7番目です。新しい福祉の文化の創造、福祉と文化の間に「の」と言う言葉が入

つているのです。福祉文化ではない。私は一番ケ瀬先生に詰問されました。なぜ、福祉文化で

はないのか。一番ケ瀬先生は福祉文化学会の会長です。私は福祉を基盤に据えた新しい文化の

創造という意味ですといいましたら、「ああわかった、わかった」といってくださいましたが、

新しい文化をっくることが今回の主旨で、形成という概念を福祉に導入しているのです。これ

が、一番大きな転換点だと自分では認識をしています。

ニュージーランドで見たもの

それを地域の福祉で考えた場合にーつだけ事例を申し上げて終わりにしたいと思います。

ユージーランドに参りました時に、ウエリントンの田舎にある町ですが、病院のケースワーカ

ーと訪問看護婦に連れられて、 4軒のお年寄りの家庭を訪問しました。最初に行った家が一人

暮らしでして、 87歳の大きな体をした男性でした。広い農家に一人で住んでいます。 1キロ四

方家がないのです。ぽっんと建った家でした。その方に「寂しくありませんか」と聞きました0

するとそのお年寄りが「見てごらん、猫が2匹、犬が1匹、外に馬が1頭いるだろ?いい友達

だよ」そして、「近所の若者達がここにきて話し込んで帰らないんだ。迷惑しているよ。」とい

つて片目をっぶって「にやっ」と笑って私にウィンクしました。実にユーモアのある人でして、

このユーモアがこの人の一人蟇らしを支えているのかと思いました。「わしの父親はここで生

まれてここで死んだ。わしもここで生まれてここで育ってここで働いて、村にも尽くした。わ

しはここで死ぬ。」断言するように申しました。

この午寄りの所に病院が週一度、ケースワーカーと訪問看護婦を送り、月一度医者が往診を

し、 3人のホームヘルパーが交代で援助をしている。そして1日2回配食されていました。そ

の配食をするボランティアが口ータリークラブのメンバーでした。おじ様方です。その晩、私

は口ータリーの話を聞きました。皮肉を交えてですけどもこういうんです。日本の口ータリー

クラブは金があるから、金配ってるだろ?わしら町の口ータリーなんて金がないから老人にオ

当配るんだよ。とウィットにとんだ表現でした。

要するに一人の年寄りがそこで死にたいというのならば、ボランティアを含めて町のあらゆ

る資源を動員してそれを守り支えよう。こういう体制です。私は大変反省させられました。長

いこと福祉の仕事をしてまいりました私は、いろいろのプログラムをっくって、専門家を置い

てワーカーがいて、これだけ揃ったら一人暮らしおできになりませんかと呼びかけるところが

あるのです。施設中心です。でも福祉は一人の人間が主体的に生きようとするのをみんなでサ
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ボートしてシステムをっくりあげることではないか。それがコミュニティワークではないかと

私はそこで学んだのです。

シドニーオリンピックから

もうーつ、昨午のシドニーオリンビックを思い出していただきますと、聖火ランナーが競技

場に入りましてりレーがありました。お二人が車椅子でした。車椅子の聖火ランナーは初めて

です、オリンピックで。そして最終ランナーはキャティ・フリーマンという女性です。ゴール

ドメダリストです。このキャティ・フリーマンはアボリジニーという少数民族です。このフリ

ーマンを名誉ある最終ランナーとして起用したことに国民の76%は喜んだと報じられました。

私は驚きを覚えたのです。太平洋戦争が終わった後、私ども日本の社会が直面した問題は二

つ。ーつは食ベるものがない。衣食住の問題、基本的欲求の充足です。戦後、最初の選挙に掲

げた政治家のスローガンのーつは米3合に鰯1匹という言葉です。当時米の配給が2合3弱。

白米ではありませんで、雑穀のような米です。遅配、欠配続きでした。せめて3合の米を欲し

い。鰯1匹分の栄養を摂りたいというのが切実の願いだったのです。今私どもは何十匹分の鰯

の栄養を摂ることができるようになったか。こういう貧困をどぅするか、これが昭和20年代の

大きな問題でして、当時学者が使った言葉がボーダーライン階層、要援護層ですね。社会福祉

学会ができましたのが昭和29年で、それから4年、このボーダーライン階層という問題が主要

テーマでした。まだ貧困から抜け出すことができなかった。昭和30年に政府が初めて経済白書

を出しました。「戦後は終わった」という表題の経済白書をだした。その翌年、昭和31年に厚

生省が最初の厚生白書をだします。「果たして戦後は終わったか」という問題を投げかけた。

よく出したと思いますね。そこに認識の違いがあるわけですが、問題のーつは貧困という問題

でした。

もうーつの問題はその貧困の上に日本は46%の領土を失い、625万の人々が外地から兵隊を

含め引き上げてきた。過剰人口です。食ベられないのです。ここから日本の戦後の移民政策が

始まりまして、南米・北米ヘと海外移住しました。その時オーストラリアは日本の移民を拒否

しました。オーストラリアは白豪主義、白人の移民しか受けなかったのです。日本人は拒絶。

このオーストラリアがアボリジニ少数民族を最終ランナーに起用するまでに変わってぃるので

す。これが戦後50年のオーストラリアの歩みです。

私は人間が変わる、国民が成長しうることをその時に学んだのです。過去3代のオーストラ

リアの首相はアボリジニに対するボランティア活動の経験者です。私はオーストラリアでアボ

リジニのコミュニティに案内してくれた女性のソーシャルワーカーは、畏敬の思いを持ってア

ボリジニの文化を私に語りました。大変感銘を受けました。

これが文化の創造です。新しい福祉の文化を一人ひとりの市民的努力から作り上げていく、

変えられるのです。その責任が特に若い諸君に期待されているのでして、研錨を重ねて新しい

社会の担い手としてたっていただきたいと思います。

※ 2001年7月27日、北海道地域福祉学会公開講演会においてご公演されました内容を掲載させていただ
きました。
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文

痴呆性高齢者の療養看護に対する寄与分

北村久美子(旭川医科大学看護学科地域保健看護学講座)
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序

高齢社会を迎え、在宅ケア体制が推進される中で、痴呆性高齢者が要介護状態を経て死亡し

た場合に、その高齢者を看護してきた相続人又はその他の者が、療養看護としての寄与分を、

相続に際して老慮されるかという現実的な課題が今後予想されると思われる。

民法上、相続(第5編)と扶養(第4編)は、その要件を全く異にしているため、両者の関

係は無関係のように見えるが、実際には両者は関係しているように思われる。それは、現実に

行われている相続が、痴呆性高齢者の扶養の問題を含んで行われていることからも明らかなこ

とである。

1980年(昭和55)年に寄与分が立法化され四叫条の2)、高齢社会における要介護高齢者の

介護が「療養看護」として寄与分の対象とされるにいたり、民法において高齢者扶養の概念と

は別に高齢者介護の概念が誕生したといってもよい、さらに高齢社会の相続は、生前贈与や遺

贈の問題も含めてますます高齢者の扶養・看護を民法上保障する性格をもつことになる"。

2 現行制度の概要と課題

①寄与分制度の基本的考え方

D 寄与分の概観

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与貢献

をした者がある場合に、その寄与を考慮した実質的公平を実現するため、寄与相続人に相

続分以上の財産を取得させる制度をいうの。承継の実質的均衡をめざすという趣旨におい

て特別受益の制度と共通するが、相続財産から寄与分の部分を除いた部分を分割の基礎と

する点で、特別受益とは逆の計算をする"。寄与分については当初規定がなかったが、遺

産分割の実務上、肯定されていたところ、先述したとおり1980年の民法改正により立法化

された四04条の2)。

まず、 904条の2 (寄与分)を詳細にみていくこととする')。

イ、寄与分を主張することができる者は、共同相続人に限られる(904条の2第1項)。

したがって、それ以外の者、例えば、内縁の妻、相続人の配偶者、後順位の相続人は、

たとえ家族の一員として相続財産の維持増加に貢献していても、寄与分をもたない。

立法論的には批判の余地があるが、逆にかりに共同相続人以外の者を含むとすれば、

どこまでの範囲とするか、相続人以外の者をどのような形で遺産分割手続きに取り込

むか等疑問点も多く、立法化に際して共同相続人に限定された。

ロ、寄与分として認められる対急は、①被相続人の事業に関する労務の提供または財産

上の給付、②被相続人の療養看護、③その他の方法、によって、被相続人の財産の維

持または増加につき特別の寄与をした場合である。被相続人との身分関係にもとづい

て通常期待されるような貢献は寄与分とは評価されない。寄与の時期については特段

の制約はないが、相統開始前であることを要する(通説)。

ハ、寄与分の有無、額は、共同相続人の協議による。協議が調わないとき、または、協

議することができないときは、家庭裁判所が寄与分を有すると主張する者の請求によ

り審判で寄与分を定める。その際、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続
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の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を定める(904条の2第2項)。調停におい

て、寄与分を定めることもできる。なお、寄与分の額は、相続開始時の遣産の価格か

ら遺贈を控除した額をこえることが'できない。つまり、遺贈に食い込むことはできな

い(9叫条の2第3項)。

このようにして、寄与分の額が定まった場合の計算方法は、相続財産から寄与分を控除

したものを相続財産(「みなし相続財産」)、これに指定または法定相続分を掛け算し(この

結果得られた数額が寄与分をもたない相続人の具体的相続分となる)、寄与者については、

上記金額に寄与分を加算したものが具体的相続分となる(904条の2第1項)。具体的な例

を示す。

〔例〕 5,000万円の相続財産を残して死亡した被相続人を、妻Aと子B、 Cの3人が相続

した。 Bは父とともに家業に長年従事して労務を提供し相続財産の維持増加に寄与して

いた。協議により、 Bの寄与分は1,000万円と定められた。

・みなし相続財産額 5,000万円一1,000万円=4,000万円

・各人の相続分

A 4,000万円X I/'2 =2,000万円

B 4,000万円X I/2 × 1/2 =1,000万円

1,000万円十1,000万円=2,000万円

C 4,000万円X I/2 × 1/2 =1,000万円

結局、 2,000万円、 B2,000万円、 CI,000万円となる

2)寄与分の法的性質

つぎに、問題となるのは、寄与分として被相続人が相続開始の時において有した財産の

価格から控除される分を、法的にいかに理解するかということであり、この点について検

討する。

この寄与分の基木的性質についての学説は、寄与分を事後的調整要素とみて、他の相続

人に相続分どおり帰属させては不公平である部分を寄与者に廻して修正するものであると

する見解(調整説斜)と、寄与分を寄与相続人が相続財産上に有する客観的に確定しうる

利益とみて、寄与者に帰属すべきものを寄与者に帰属させるために、寄与者の具体的相続

分を他の相続人のそれよりも大きくしようとするものであるとする見解(身分的財産権

説田)、に大別することができる。このほかに、寄与の態様・程度の多様性からみてーつの

理論構成で統一的に捉えられないとして、寄与者の類型によってことなる法律構成をとる

べきとする見解(折衷説刀)もある。

判例"は、身分的財産権説に立っているものが多く、調整説と身分的財産権説の差は、

「相続人間の実質的衡平を図る」という寄与分制度の趣旨の取り込み方の違いに基づくも

のと思われる。例えば、寄与分の法的性質に関する理解の差は、共同相続人の全員に同程

度の「特別の寄与」がある場合の寄与分の評価について明確にあらわれる。すなわち、寄

与分を相続分の調整機能を果たすものとする、調整説に立てば、この共同相続人間では、

それぞれ「特別の寄与」たりえないことになる。これに対して、寄与相続人が相続財産上

に有する利益をそのまま同人に帰属させることを重視する、身分的財産権説に立てば、各

相続人の「特別の寄与」がそれぞれに評価されることになる。

辻')は、寄与分の法的性質について、以下のような見解を述ベている。「あえて、結論
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からいえば、身分的財産権説が妥当と考えられる。新設の寄与分法規が、相続人間の実質

的衡平」を図る手段として、相続財産から寄与分をあらかじめ控除する方法を採用したこ

とは、実質的には、寄与者自身の財産であるものを遺産分割に際して寄与者に寄与分とし

て清算する、との観点に立つものと解される。そして寄与分としての評価を受けうるのが

財産的寄与行為に限定されたのも、計算の可能性が重視されたからであろう。だとすれば、

少なくとも、身分的財産権説による方が、寄与分の算定基準が明確・客観的になり、制度

の主旨に合致することになると青えられるからである。この寄与分の算定基準の明確性・

客観性の確保は、共同相続人間の叶R続人間の実質的衡平』を満足させることにもつなが

ることであり、重要なことと思われる。

②被相続人の療養看護

D 意義

民法904条の2では、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者の例

示として、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付に加えて、「被相続人

の療養看護」を挙げている。以下では、この点に重きを置いて論じることとする。

現実的に「ネ皮相続人である痴呆性高齢者と同居して面倒をみてきた」というように扶養

を含む療養看護も行われている実例に、しばしば遭遇する。

この種の寄与分にっいては、次のような裁判例がある。五男一女の相続人中、一人だけ

上級学校に進学できず、退職後の被相続人と8年問同居して面倒をみたという三男の貢献

を、「これが直系血族としての扶養義務の履行であることを吉慮しても、他の相続人との

関係では、三男の具体的相続分に10%を加えるのが相当」とした審判に対し、「三男が遺

産の維持に貢献したと認める事実上の根拠に乏しく、かっ家庭裁判所の裁量により相続分

を増減することは法的根拠を欠いている」として、原審判を取り消し、寄与分を否定した

(東京高決昭和54年5月14助櫛。この裁判例の後の昭和55年に、民法の一部改正により、

寄与分が法的に認知された。

「被相続人の療養看護」にっいては、高齢化社会の中で老人の「療養看護」が家族の負

担になることが多いことを理由として、法案段階で付加された文言であると説明されてい

る功。療養看護が寄与分の実体要件との関連でどのような意義を有するのか、あるいは財

産の維持または増加の要件との関連ではどぅなのか。この点に関しては当時、国会審議に

おいて問題になったようである。

その当時、看護職能団体の代表である金子みつ国会議員は「親が長年寝たきりの病人で

あった場合に、財産形成でないけれども、その親の扶養、看護から一切の世話をして特別

の寄与をしたという場合」について、これを寄与分として評価し得るかを質問した。これ

に対する政府の答弁は、次の2点にまとめられる櫛。

第一は、特別の寄与と通常の寄与との関係である。一般的に夫婦の間では、協力扶助を

しなければならない。その親族間でも通常の扶養義務がある。その範囲のものは特別の寄

与とはいえない。子供が親に対し孝養を尽くすのは当然のことであるし、妻が内助の功と

して支えていくのはむしろ相続分の引き上げで報いている。したがって、特別の寄与は、

これらを越えたものでなければならない。

第二は、財産の維持・増加の要件についてである。「長年にわたって療養看護をしたと
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いうことは、結局は、主婦なり嫁なり息子なりがそういう付き添いをするということでは、

家事やそのほかの仕事ができないわけでございますから、通常は本来ならぱ、付添人と申

しますか看護人を雇わなければならない。そうなりますと、それは被相続人としては出費

を余儀なくされるわけでございますが、それを献身的な看病によってそういった出費を免

れさせたということであれば、これは喪失すべかりし財産の喪失を防いだというように評

価されるわけでございまして、そういった看病というようなものはやはり寄与分としてぎ

えているわけでございます。」

以上のことから、痴呆性高齢者の療養・看護が通常の内助の功、通常の扶養義務の範囲

かについては不明である。政府の答弁に対して、吉田脚は、つぎのように指摘している。

「それはあくまで、財産の維持・増加の要件をクリアすることを前提としての立言である

ことに改めて注意しておきたい。療養看護の文言の追加は、寄与分制度における財産の維

持・増加の要件の考え方を変えるものではなく、あくまでそれを前提とするものだったの

である。」

在宅における療養看護は金銭的評価が困難である。核家族の中で誰が親の老後の世話を

するのかが大きな社会問題となっている今日、特に在宅における痴呆性高齢者の特徴と療

養看護負担を総合的に考慮すると、療養看護が「特別の寄与」として現行法に規定された

ことは意義あることと思われる。

2)寄与分主張の実態

司法統計によれば、寄与分を定める処分に関する審判事件の年度別新受件数は、それぞ

れ次のとおりである川。

〔寄与分を定める処分〕

家事審判

家事調停

1918 1982

8

器

このように、寄与分を定める処分に関する審判、調停は、年々増加の傾向にある。また、

寄与分を定める処分という形をとらないで、造産分割調停事件のなかで、当事者から寄与

分の主張がなされることも多い励。しかし、昭和冊年度までの寄与分の処分をめぐる事案

において、公表された判例で、具体的な寄与分の算定がなされた事例は4件しか見当たら

ない那)。

寄与分主張の実態についてみると、昭和56年1月1日から昭和57年12月31日までの間、

東京家庭裁判所に受理された遺産分割調停事件を対象とした調査結果によれば功、調査さ

れた645件のうち、寄与分に関する主張があったのは202件(約31%)で、 3件に1件弱の

割合である。そのうち、既済事件131件(遺産分割申立と寄与分申立とが併合されている

もの5件)につき、整理、分類された寄与の態様は、「家事に従事」(22%)、「資金その他

の財産を提供」(17.4%)、「財産を維持管理」(19.3%)、「生活費を負担」(19.3%)、「療養看

護」(16%)、「その他」(6 %)となっている。「その他」として分類されているのは、例え

ぱ「家のあととりだから」というような特殊な主張であるが、「その他」のうちの2%は、

被相続人との同居を理由としている。

こうしてみると、「入院中付き添った」というような、文字どおりの療養看護のほか、

部

19部

部

70

1984

101

125

19舗

120

168

1986

154

182

1987

199

237

1988

203

217

1989

252

331

1990

324

398

1991

4諦

498

1992

437

534

19蛤

490

578

1994

503

588

551
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生活費を負担したとか、同居して世話をしたという扶養に関する寄与分主張は、全体の約

37%を占めているといえよう。なお、寄与分主張者のうち、被相続人と同居していたもの

は、63%である。ただし、これらの寄与分主張の大部分は、複合してなされているので、

扶養や療養看護のみを主張したケースは比較的少ない。これらの扶養・療養看護による寄

与分の主張を、配偶者と子に分けて詳しくみると、まず配偶者(夫は1件のみ)の主張は、

「家事に従事」した事由がもっとも多く、その他財産上の貢献を主張したものがほとんど

である。「生活費の負担」および「療養看護」は、これらの財産上の寄与と複合的に主張

されているが、その割合は、 21%とわずかである。扶養や療養看護したここと、遺産の維

持または増加との因果関係を具体的に主張した例は少なく、ほとんどは「夫を扶け苦労し

た」という内容である。つまり、前記調査にみる限り、妻がいわゆる"なさぬ仲"の子ら

に対し、配偶者としての地位を強調するようなパターンが目に付く圃。

つぎに、子が扶養・療養看護を主張する割合は全体の74%を占めており、その態様は、

財産上の寄与行為と複合して、親と同居して面倒をみたという主張がかなり多い。「生活

費の負担」および「療養看護」によるものは、複合的に主張された子の寄与の態様別総数

のうち40%に達している揃。

ここで、注意すべきことは、胴査に示された限りでは、療養看護力畔皮相続人の財産の維

持・増加との関連を示して主張されているわけではないことであり、療養看護などの相続

時の評価を求める際の当事者の意識を示すものとして興味深い帥。

3 判例の全体の流れと特徴

ここでは、寄与分をめぐる事案において、特に痴呆性高齢者に対する療養看護による寄与分

が問題になった判例2件を取り上げ検討する。

①判例の概要

1)痴呆性高齢者に対する療養看護による具体的な寄与分の算定がなされた事例は、 2件

〔①審判、②審判〕であった。いずれも、寄与分が認定され具体的な寄与分の算定がなさ

れた事例である。

2)寄与の態様(9叫条の2)には、労務の提供、財産上の給付、療養看護、その他を規定

している。これまで公表された判例で、しかも分析対象として取り上げる2事例において、

主張された寄与の態様は、いずれにおいても、被相続人の療養看護がなされる場合〔①審

判、②審判)であるが、②審判の事例は、被相続人の事業に関する労務を提供するととも

に、療養看護に勤めた場合である。

②判例の特徴と寄与分算定方式(判例の検討)

1)まず、重い老人性痴呆の被相続者を10年間にわたり、看護してきた申立人に寄与分を認

めた事例〔①審判〕について、検討する。

相続人は、摘出子5人であり、寄与申立人は摘出子(4女)の一人である。相続人財産

は、士地(2,146万円)、家屋 U13万円)で合計2,259万円(相続開始時の価額は不明)で

ある。
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輯申し立てられた寄与の時期・方法・程度

被相続人は、夫と死別後、経済的には年金を受給しており、日常生活に困ることはな

かったが、そのころから呼肖化障害、頭重感、不眠等の愁訴で通院するようになり、そ

の後、脳循環障害、慢性胃炎、末梢循環障害、高血圧症などの症状で年とともに病院通

いが頻繁になった」。申立人は、昭和35年の結婚以来昭和56年まで被相続人と同居生活を

してきた。被相続人は申立夫婦と同居して世話になりたいと老えていた。被相続人は、

昭和46年(73歳)のころから痴呆が目立つようになり、家人が目を離すと外出してバイ

パスに飛び出したり、物が盗まれるなどという被害的言動が多くなり、年とともに次第

に痴呆が高度となり、ささいなことで興奮して家人に乱暴したり、さらにガス栓を回す、

ストーブの灯油を撒き散らす、水道の水を出し放しにする、布団に水をかける、薬をー

度に全部飲んでしまうなどの行動を繰り返し、ついには食事や用便も人の手を借りなけ

れぱならない状態となり、申立人は四六時中被相続人の傍らに付き添い、また、夜間起

き出して俳桐するようになってからは、申立人の家族で不寝番をしながら被相続人の療

養看護を行ってきた。昭和56午4月、被相統人が入院してからは、おむつ代を負担し、

その死亡にいたる5ケ月間、毎日タクシーで病院に通い被相続人に付き添い、身の回り

の世話をしてきた。また、同居していた建物の営繕費や庭木の手入れなどの営繕費用の

支払いを負担していた。

価)認定された寄与の時期・方法・程度

20年余りにおよぶ被相続人の療養看護のうち、被相続人の痴呆が高じた後半の10年間

の療養看護は、「親族間の扶養義務に基づく一般的な寄与の程度を盗かに越えたものと

いうべく、被相続人は他人を付添婦として雇った場合支払うべき費用の支払いを免れ、

相続財産の減少を免れたことは明らかであり、従って申立人には、被相続人の療養看護

の方法により被相続人の財産の維持につき特別の寄与があったものというべきである」。

また、「建物についての営繕費や植木の手入れ費用を負担してきたことー・により本件

遺産の維持に特別の寄与があったことは明らかである」。

なお、 20年間の扶養料(年額40万円)については、その清算はほかの扶養義務者と協

議するなど別途解決すべきとし、また、おむつ代、看護のための毎日のタクシー代等に

ついては、申立人が被相続人の年金を受け取っているので、寄与分額の算定につき、考

慮する必要はないとしている。

婦寄与分の評価とその算定

昭和58年当時の盛岡看護婦・家政婦紹介扱いの協定料金は、基本料金1日4,500円、

それに泊まり込みの時間外手当が加わると1日6,750円である。夜間の看護が必要とな

つたのは4年間とするのが相当であるから、被相続人が職業付添婦に支払うべきであっ

た総額は、(4,500円X365日 X 6年)十(6,750円X365日 X 4年)の計算式により、 1,

971万円となる。しかし、申立人は、その間6年問くらいは、被相続人の療養看護の傍

ら、家族のための家事労働をなす余裕があったことを考慮すると、寄与分の額は総額の

60%程度すなわち1,182.6万円と認めるのが妥当である。また、建物の営繕費用等につ

いては、その額は領収書による30.4万円であり、申立人の寄与分の総額は],213万円で

ある。

以上のことから、結局寄与分が認められたのは痴呆が目立つようになった後半の10年

間のみである。前半の10年間については、寄与分が認められておらずその理由も明示さ
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れていない。

長崎家諫早支審昭和62年9月1日では幼、共同相続人の1人が、 2年2ケ月同居生活

をして「介助身辺の世話」をしたことを主張した事例にっき、「被相続人に対する世話

は日常生活(食事の支度・洗濯等)の範囲内のもので、それ以上の特別の介護費用を要

する種類のものではなく、肉親としての当然の互助の範囲を出るものではなく、相続財

産維持に貢献したとまでみることはできない」として、寄与分としての評価を否定して

いる。つまり、同居生活を通じての「介助身辺の世話」は、被相続人に対して行われた

世話が日常生活の範囲内のものである以上、それは肉親として当然の互助の範囲内であ

リ、 904条の2でいう「特別の寄与」とはいえないということである。おそらく、本審

判も伺様の理由により前半の10年の同居介助について特別の寄与分を否定したものと考

えられる。

他方、後半の10年問にっいてであるが、この期間の「療養看護は、親族間の扶養義務

に基づく一般的な寄与の程度を洛かに越えた」と判断され寄与分が認められているが、

重度の痴呆性高齢者の療養看護の実態を考えると当然の判断であると思える。また、判

旨では、その寄与分算定の根拠として、職業付添婦を雇った場合を想定し、被相続人は、

申立人の療養看護により支払いを免れ、財産の維持に特別の寄与があったものとしてい

る。

これは、904条の2の寄与分制度の主旨を素直に解釈しても納得できる考え方である。

2)つぎに、痴呆性高齢者である被相続人の扶養および療養看護および家事従事の態様ごと

に寄与分を評価した事例〔②審判〕について検討する。

相続人は、被相続人の亡長男の妻(申立人・被相続人の養女)とその3人の子(代襲相

続人)、さらに被相続人の子4人の子、この4人の子のうち1人の子の妻で被相続人の養女

である。これらの相続人のうち、 3人の代襲相続人および被相続人の子の4人のうち3人

は、亡長男の妻(被相続人の妻)に相続分を譲渡しており、亡長男の妻の相続分は7分の

5になっている。

御申し立てられた寄与の時期・方法・程度

亡長男は、生前、農業後継者であるが、出稼ぎにいっており、盆正月に帰宅する程度

であったので、その妻が被相続人夫婦とともに農作業に従事していた。ところが、昭和

52年出稼ぎ先で長男が死亡し、被相続人夫婦も高齢であったことからほとんど収入は

なく、その妻は家族の生計を支えるため工場で働くとともに被相続人に代わって田畑の

管理および耕作を行うようになった。そこで、被相続人は、亡長男の妻に感謝して同人

と養子縁組を行った。昭和55年に被相続人の妻が死亡し、昭和60年には被相続人が物

忘れ、失禁等の痴呆状態となった。亡長男の妻は、一人で家族の生活を支え、昭和飴年

に被相続人が死亡するまで療養看護に勤めた。被相続人の相続に際して、亡長男の妻が

寄与分を主張した。

Gi)認定された寄与の時期・方法・程度等

判旨は次のように亡長男の妻の寄与分を認めている。「申立人は、 00 (名前・夫)

が死亡してからほとんど一人で家業の農業に従事する一方、工員として稼働し得る収入

で被相続人および家族の生活を支え、被相続人の妻が死亡してからは、老人性痴呆状態

の被相続人の療養看護に勤めたもので、申立人の右貢献がなければ被相続人の財産は維
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持できなかったと認められ、申立人に特別の寄与があったというべきである」。さらに、

寄与分の評価は、農業に従事したことによる寄与分、家事労働についての寄与分、療養

看護を行った寄与分、被相続人を扶養した寄与分、の4つに分類している。相続の開始

は、被相続者の死亡した昭和腿年6月器日である。

御寄与分の評価とその算定

イ、農業に従事したことによる寄与分

農業従事については農作業標準賃金を基準にしている。具体的には、従事年数(夫の

死亡から被相続人の死亡まで)Ⅱ年、年間作業日数釦日、農作業標準賃金1日4,800円、

生活費を如%控除して、 4,800円X11年X60日 XO.6=1,900,800円である。

ロ、家事労働についての寄与分

家事労働については昭和卵年の家政婦の基本賃金を基準にしている。具体的には、被

相続人の妻が死亡してから被相続人死亡時まで2,759日に家政婦の平均賃金5,100円を乗

じ生活費として40%を控除して、 5,100円X2,759日 XO,6=8,442,540円である。

ハ、療養看護を行った寄与分

上記の昭和63年の家政婦の基準賃金(5,100円)に超過料金(2,550円)および深夜料

金Q,脇0円)を加えている。具体的には、痴呆状態に陥ってからの日数1,275日に9,180円

を乗じて、(5,100+2,550+1,腿の円XI,275日=11,704,500円である。

被相続人を扶養した寄与分^、

申立人は、夫が死亡してから工員として働き、その収入で被相続人を扶養していた。

工員として得た収入の釦%とするのが相当であるとして、具体的には、年間100万円で

11年間の60%で100万円XⅡ年XO.6=6,600,000円である。

上記(イ)から(ニ)の合計は28,647,840円となる。ところで、寄与分の制度四04条

の2)は、相続財産の増加ないしは維持に特別の貢献があった相続人と他の共同相続人と

の実質的公平を図る制度であるから、寄与相続人が、被相続人から生前贈与を受ける等し

て寄与相当分が報われている場合は、その限度で寄与分の請求はできないというべきであ

る。

以上のことから、寄与分として請求できる額は、前記認定の寄与分の評価額から申立人

が被相統者から贈与を受けた価額を差し引いた6,321,840円であるとされた。

本判例では、寄与分を個別的にかつ具体的に判断し、算定していることが、特徴的であ

ると言える。さらに、被相続人の老人性痴呆が進行し、昼夜を問わず療養看護を要する状

態になってからの約3年間の寄与分の額 al,704,500円)を算出し、他の寄与分の額より

最も多いこと、そして、昼夜を問わずの療養看護に対しては、超過料金ならびに深夜料金

を加算していることは高く評価できる。それは、算定額について、妥当か否かの課題はあ

るが、痴呆性高齢者の在宅における療養看護料の算出を試みているからである。

しかし、本事例の寄与分の算出について痴呆性高齢者と他の要介護者に対する療養看護

を比較したかどうかは、明示されていないが、比較考量して、算定されることが望ましい

と考える。つまり、先述した痴呆性高齢者の療養看護の特徴を判断基準の要索に入れるこ

とを考慮することであると思われる幼。
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③判例にあらわれた寄与分の法的性質

先の第2節D で述ベたように、ここでは判例をとおして療養看護に対する寄与分の法的

性質を検討する。寄与分の法的性質とは、被相続人が相続開始時に有した財産の価格から、

寄与分として控除される分をいかに理解するか、ということについてである。

この寄与分の基本的性質についての学説には、既述のように、調整説制と身分的財産権説帥

と折衷説狗がある。

被相続人に行われた療養看護にっき職業付添婦の協定料金を基準に寄与分を算定した①審

判は、身分的財産権説を採用しているとみることができる鋤。同様に、家事従事、扶養およ

び、療養看護の寄与分を評価した②審判も、身分的財産権説であると思われる。それは、現

行の寄与分制度の枠組みを前提とし療養着護に対して金銭評価を行い、財産の維持・増加の

要件に該当させているからである。詳述すると、被相続人の療養看護について付添婦などを

雇った支出を基準として寄与分を評価しているからである。

このことについて、吉田幼は、以下のように述ベている。出費の節約論を媒介とする寄与

分評価で、現行制度の枠組みには適合的である。少なくとも重度の介護で市場での代碁サー

ビスの調達が可能な部分については、この方向が十分な説得性を持ちうるのであろう。もっ

とも、出費の節約論を媒介とする介護の金銭評価が、この方向での問題解決にとって適合的

かは問題である。むしろ、この方向を採るならば、提供された介護自体を有償として端的に

金銭評価をするという形で、財産的論理を徹底すべきであろう。なぜなら、出費の節約論に

おいては、例えば介護保険の制度化によって介護費用負担の社会化が図られた場合に家族介

護の十分な金銭評価が確保されるかについて問題があるからである。

辻制は、寄与分の法的性質について、以下のような見解を述ベている。「あえて、結論か

らいえば、身分的財産権説が妥当と考えられる。新設の寄与分法法規が相続人間の実質的衡

平」を図る手段として、相続財産から寄与分をあらかじめ控除する方法を採用したことは、

実質的には、寄与者自身の財産であるものを遺産分割に際して寄与者に寄与分として清算す

る、との観点に立ったものと解される。そして、寄与分としての評価を受けうるのが財産的

寄与行為に限定されたのも、計算の可能性が重視されたからであろう。だとすれば、少なく

とも、身分的財産権説による方が、寄与分の算定基準が明確・客観的になり、制度の主旨に

合致することになると老えられるからである。この寄与分の算定基準の明確性・客観性の確

保は、共同相続人問の『相続人問の実質的衡平』を満足させることにもつながることであり、

重要なことと思われる。

④判例にあらわれた寄与の態様と「特別の寄与」

ここでは、主に被相続人の療養看護に対する寄与の態様を中心に述ベる。

まず、士肥動は、寄与分主張の実態(扶養・療養看護を中心に)を通して、つぎのことを

指摘している。扶養・療養看護による寄与は、安易かつ感情的な主張になりがちなせいか、

実務では、寄与分の認定基準が限定的に解釈され、抑制する傾向がある。「特別の寄与」に

当たるか否かの要件は、通常期待される親族の扶養義務の範囲を超える寄与であることが必

要とされている。しかし調査結果をみる限り、当事者が相続分の修整を求める理由は、通常

の程度以上に貢献したことではなく、紛争の相手以上に寄与したことであるのが実務の実態
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である。ー・扶養とか療養看護は、それに要する費用を支出すれば遺産との関連性が明らか

になるが、事実上の介護は、本来、金銭に評価し難い性格を有している。この種の寄与分主

張が「親の面倒をみた者が家のあとをとるべきだ」という"あととり"意識に基づく場合は、

これを認めることはできないのは当然である。

一方、核家族の中で高齢化現象がすすむにつれ、誰が親の老後の世話をするかが大きな社会

問題となっているのが現実である。親に対する事実上の扶養、看護が主として家族内の女性や

いわゆる"嫁"の家事労働にまかされている実状をみると、金銭的評価が困難なこのような寄

与を無視することはできない。

寄与分の認定に当たっては、衡平を図る趣旨に基づき、「特別の寄与」の要件を形式的、限

定的に判断することなく、相対的な評価がなされることが望ましい。

つぎに、分析対象の判例をとおしてみてみる。

①,②審判の両事例ともに、老人性痴呆症に櫂患した「被相続人の療養看護」に対して、正

面から寄与分を認めた事例である。この「被相続人の療養看護」に寄与分が認められるために

は、(イ)病気療養中の被相続人を介護、看護、介抱、世話すること、(ロ)それが被相続人

との身分関係に基づいて通常期待される程度を越えた療養看護であること、(ハ)被相続人が

それによって付添人の費用の支出を免れた、というような財産上の効果がもたらされたこと、

が必要である。①審判は、これらの要件を踏まえた上で、「看護婦・家政婦紹介所扱いの協定

料金」をべースに算定した被相続人が、職業付添婦に支払うべきでであった総額を算定し、療

養看護の傍ら家族のための家事労働をなす余裕があったことを考慮して60%を寄与分として認

めている。

また、②審判においては、家政婦賃金の基本料金に超過料金および深夜料金を加えた額を算

出し、寄与分の評価額としてとらえている。

療養看護が、被相続人と相続人との身分関係に基づいて、通常期待される程度を越えた場合

に、寄与分として評価されるのは、その療養看護全体ではなく、通常期待される程度を越えた

部分に限られるはずである。

②審判は、療養看護全体が寄与分として評価されているが、①審判では、全体の療養看護か

ら日常家事労働を差し引いて、寄与分を印%という数値にとどめている。これについて、辻刈

は、身分的財産権説からみれば、少なくとも大筋としては、妥当な結論との支持を得ようが、

調整説の立場からは、寄与分を認めること白体に異論はないとしても、その算定基準、方法に

は批判が予想される、とし、さらにその批判については、例えば、身分的財産権説を強調する

見解に対しては、それなら寄与分規定が「第2節相続分」ではなく「第3節遺産の分割」のと

ころに新設されるはずである、との批判も老えられよう、と述ベている。

⑤判例にあらわれた嫁による療養看護と寄与分制度

現行の寄与分制度(904条の2)は、あくまで共同相続人闇の実質的衡平を図る制度として、

構成されている。従って、相続人以外の者、たとえば嫁が療養看護を行った場合、その貢献は

寄与分制度では評価できないことになる。しかし、現実的には、要介護高齢者の介護の実態に

よると鋤、介護の担い手は主に女性であり、中でも息子の妻、すなわち嫁による介護が3割を

越えている。また、核家族の増加は、平均寿命の伸長とあいまって、子の家族と老親家族の分

雜をますます進行させ、60歳以上の夫婦世帯、高齢者単独世帯を生じ、老人問題が社会問題に

[^閉^



なってきた。特に、高齢者の介護をどぅするかが問われ、三世代家族など、家族のあり方が問

題になり、また、嫁と姑男の地位の逆転の中での老人問題が顕在化してくる訟。

ところで、嫁による男姑(被相続人)の介護は寄与分として認め、られないのかどぅかという

ことであるが、一般的には、奧姑が被相続人である場合には、嫁は相続人にはなり得ず、寄与

分権もないことになる。この場合、嫁は夫の履行補助者として、相続人である夫の相続分に嫁

の寄与分を加え、夫が相統分を主張するということになる。夫が死亡している場合は、子が父

を代襲相続(8釘条2項)となり、寄与分を含めて子が請求することができる鋤。嫁が男姑(被

相続人)を介護する場合に、あらかじめその介護を法的に考慮するために介護サービス提供契

約の締結、造贈(986条以下)、死因贈与契約の締結(554条)、養子縁組(792条以下)の方法が

ある鵠。

分析対象判例では、被相続人と養子縁組をした事例(②審判)があり、寄与分が認定された。

これからの方向性として、山脇狗は、相続と扶養・介護の関係は、法社会学的にみると深い

ものがあるが、法解釈学レベルでは寄与分の問題として、わずかな肯定審判例があるにすぎな

い、とし、今後の高齢社会の進展の中で、高齢者の生存権(扶養・介護)保障の要請が強まる

こと、被相続人から相続人ヘの、生前から死後を通しての財産移転の中に扶養・介護の問題が

うまく組み込まれるような法理論の創造が求められていることを、指摘している。また、野田鋤

は、相続と扶養とを関連させている法律制度として、中華人民共和国相続法の規定にっいて述

べている。その主旨は、中国では、経済発展の意欲を国民に持たせるため、ある程度の私有財

産を認めた上での扶養・相続の規定があり、親や高齢者を扶養した者に相続させ、法定相続人

であっても、親の面倒をみなかった者には相続させないことが裁判所の命令でできる制度で、

長男の嫁が親の面倒をみると優先的に相続でき、第三者でも扶養することを約東して相続する

ことができる、というようなことである。

興味深い制度ではないかと思われるが、高齢社会を迎えたわが国においては、これまでの時

代の背景、国民性を考慮した法理論の構築が必要となろう。
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①盛岡家裁昭和61年4月Ⅱ日審判

Aは、夫の死後、 X (四女)夫婦と同居し、士地を購入し建物新築し(本件遺産)、固定資産税等は

Xが支払っていた。 Aは昭和46年(73歳)頃より、痴呆が目立ち、次第に高度となり、 Xは四六時中

Aから目を離せずA夫婦とその子は不寝番をしなければならなくなった。昭和56年4月Aが入院中、
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Xは毎日タクシーで病院に通い、付き添い、身の回りの世話、話相手になっていた。 Aは同年9月Ⅱ

日急性肺炎で死亡(83歳)。Xは、 AとXの問に暗黙の使用貸借契約があり、居住権があると主張した。

審判は、 Xは世話すべきAの死亡後は、 Xには本件遺産に居住を継続すべき必要性も正当性もなく、

その地位を保護すべき理由はないとされた。しかし、 Xは、20年余にわたる病弱で老齢のAと同居し

て扶養し、殊にAの痴呆が高じた昭和46年以降その死亡に至るまでの10年間はAに付き添って療養看

護を要する状態となり、後半の10年問の療養看護は親族間の扶養義務の基づく一般的な寄与の程度を

洛かに超えたというべきで、 Aは、他人を付添婦として雇った場合、支払うべき費用の支払いを免れ、

相続財産の減少を免れたことは、明らかであり、従って、 XにはA被相続人の療養看護の方法により、

Aの財産の維持につき、特別の寄与があったとされた。

②盛岡家裁平成4年10月6日審判

X (申立人.長男の嫁)は、 6人兄弟の夫と結婚し、夫の両親、兄弟と同居していた。そのころか

らXの夫は出稼ぎに行き、夫の両親と農業をし家事作業に従事。その間夫の兄弟は独立。 Xの夫が昭

和52年に死亡し、 Xは工場で働き農業に従事。夫の母が死亡し、 A (夫の父)が昭和60年に物忘れ、

失禁等の痴呆状態になり、 Xは家族の生活を支え、 Aが死亡するまで療養看護に勤めた。 Aは、 Xの

夫が死亡してからも家を去らず、献身的に尽くしたXに感謝し、昭和57年3月8日にXと養子縁組を

行い生前贈与を行った。

審判は、 Xの貢献がなければ、 Aの財産は維持できなかったと認められ、 Xに特別の寄与があった

というべきである。 AはXの貢献に対し心から感謝し、それに報いる気持ちで生前贈与を行ったと認

めるのが相当であり、 XがAから受けた贈与は生計の資本ではないから特別受益には当たらない。

キーワード痴呆性高齢者 療養看護 寄与分
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介護保険制度が導入されて2年が経とうとしている。家族介護の崩壊から介護の社会化を目

指した当制度であったが当初から課題満載でのスタートとなっていた。介護保険はその基本理

念として「利用者本位の介護サービスの提供」を調い、「心身の状況、その置かれている環境

等に応じて」、「可能な限り居宅における白立した日常生活が営むことができるように配慮され

なけれぱならない」としている(介護保険法第土条第3項および第4項)。しかしながら、この

2年間で見えてきたものは在宅生活の維持どころかむしろ施設入所を望む声の高まりであり、

制度の目的とは裏腹に現実は逆行していることである。

その原因が介護保険制度がそもそも在宅生活を維持できるような仕組みになっていないことに

あることはこれまで再三指摘されてきた。特に、在宅サービスの要である訪問介護サービスの

利用率が予想より低いということは、利用すべき人、つまり二ーズのある人が利用していない

ことであり、それすなわち在宅生活の維持が困難になる要因である。

我が国には長期に介護を必要な寝たきり老人・痴呆性老人・虚弱老人が2即万人いるといわ

れている。介護保険施設などで24時間介護を受けている人以外は自分の家(居宅)で介護を受

けている人たちである。だが、これら居宅で介護が必要な人たちがすべて訪問介護サービスを

利用しているとは限らないし、必要十分に利用しているとも限らない。家族介護が十分で家族

の介護負担も重くなく、元から外部の介護サービスが必要ないという場合ももちろんある。し

かし、介護サービスが必要であるにもかかわらず十分に利用されないのは、介護保険以前から

いわれている福祉サービスを受けることへの抵抗感に加え、介護保険制度では保険料を払う上

に利用料の1割を自己負担しなければならないこと、要介護度に応じた支給限度額設定により

利用できるサービスに上限があること、地域によっては参入する事業者やへルパーの不足など

によりサービスの需要に対して量が十分に供給できていないこと、要介護認定からサービスの

契約まで煩雑な手続きが多いことなど様々な要因が指摘されている。問題は、ニーズがあるの

にサービスを十分利用できない、あるいはしない要介護者が在宅にたくさんいるということだ。

家族の介護負担が重かったり、日常生活に支障が生じていてもサービスの利用に繋がらない、

あるいは十分にサービスを利用していない要支援者および要介護者(以下、「要介護者等」と

略す)を如何にサービスにつなげるかが課題である。

そのためには、まず二ーズがどこにあるのかを把握することが必要である。在宅の要介護者

等はどういうことが困難でそれに対して何をどれだけ必要としているのかということであり、

要介護者等がどのような生活環境で暮らしているのかに由来する。家族形態や介護者の状況に

加え、住んでいる地域、すなわち都会か地方か、気候はどぅか、伝統や価値観はどぅか、地域

経済はどぅか、などが関係し、それらを含めて総合的な生活実態を知る必要がある

サービスを利用するかどぅか、どれだけ利用するかは、最終的には要介護者等(または家族)

の意志にかかる。また、利用量はどれだけ介護が必要かによって決まってくるので基本的には

要介護度によると思われる。しかし、その決定過程に何か外的要因が影響しているとしたなら

ば、負に働く因子を除き正に働く因子を助長することによって必要なサービスを十分利用する

方向ヘ働くのではないかと考えられる。前述したサービスの利用に影響しているといわれてい

る因子がどれだけ本当に影響しているのか、生活環境の異なる地域でもそれは同じなのか、ま

た、介護保険サービスを上限一杯利用している場合や利用したいサービスがその地域にない場

合、介護保険サービスでは不十分な部分は誰がどのように援助しているのか、検証する必要が

研究の目的
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ある。

以上のように要介護者等の生活実態を総合的に捉えて、利用するサービスとの関係を明らか

にすることによって、在宅要介護者等の潜在的二ーズを掘り起こして必要なサービスに導くこ

とができる。それは結果的に訪問介護サービスの利用をのばすことに繋がる。ところがこうし

た在宅要介護者等の生活実態調査は介護保険制度以前には数多くされていたが、導入後には実

践レポートや事例研究が多く、国や各地方自治体、あるいは社会福祉協議会や各高齢者関係団

体による利用者調査は数多く行われているものの、利用者の生活実態とサービス利用との関係

を捉えて地域で比較した調査研究はほとんど見あたらない。そこで、本研究は在宅要介護高齢

者の生活状況を家族介護状況や経済状況とも合わせて把握し、それと利用する介護サービスの

種類・量などとの関係を地域別に明らかにする。そして、要介護者等の在宅生活を支えるため

の今後の方向を検討する。

2

山調査目的

本調査は、要介護高齢者(以下、要支援者含む)本人がそのような生活環境下で在宅生活

を送っているのかを、本人の障害の程度、家族介護者の状況、在宅サービスの利用状況、経

済状況などから把握し、それらの地域差およびサービス利用との関係を知る。

また、本人や介護を担う家族が社会的介護サービスに求めるものは何かを探り、今後のホ

ームヘルプサービス事業の発展と要介護者等の在宅生活の維持・増進に向けての基礎資料と

する。

②調査対象

平成13年6~7月中に民間訪問介護サービス事業者J社の訪問介護サービス利用者2,Ⅱ8

名を対象にし、そのうち実際に調査用紙を配布したのは1,570名であった。

③調査期間

平成13年6月10日~ 7月31日

④調査の内容および方法

調査は本人および家族の介護状況に関する項目、訪問介護サービスに関する項目、居宅介

護サービス全般に関する項目、介護にかかる経済的負担に関する項目からなる全37問とした。

調査方法は、 J社直営のへルパーステーション34ケ所のセンター長ないしサービス提供責任

者を通して担当ホームヘルパーから各利用者宅ヘ調査用紙と返信用封筒を個別配布してもら

つた。

⑤回答率

回収は直接投函とし593の有効回答を得た。そのうち東京23区と神奈川県(横浜市・川崎

市)の回答者を「首都圏(n・166)」、東北地方の中で最も利用者の多い宮城県(仙台市および

仙南地方)の回答者を「宮城(n・94)」、北海道内の回答者を「北海道(n・261)」とし、 521の回

答を分析対象とした(有効回答率37.6%)。分析にはSPSS(ver.!0.01)を使用した。

訪問介護利用者調査の概要
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3.

山利用者本人の属性および障害の程度

3地域全体の平均年齢は釘.1歳であった。首都圏の平均年齢は84歳と最も高く、宮城と北

海道では80歳であった。年齢を睡歳以下、 65~74歳、 75~84歳、 85歳以上の4区分に分けて

地域別にみると、首都圏では85歳以上が5割以上を占めているが、北海道では約3割であっ

た(表1)。いずれの地域でも75歳以上の後期高齢者が7割以上を占めており、要介護者等の

高齢化が進んでいることを示している。性別は男性が2暁、女性が73%で年齢が高くなるにつ

れ女性の割合が高くなっている。全体の平均要介護度D は2.49、首都圏3.09、宮城2.80、北

海道1.92で、首都圏と北海道では1ランク以上の差があった。地域別要介護度は、首都圏で

は介護度が最も重い「要介護5」が最も高く、宮城・北海道では逆に「要介護1」が最も高

かった(表2)。

調査結果および考察

地域 首都圏

表1

宮城

合計

地域と年齢のクロス表

~64才

北海道

4

2.6%

弱~74才

7

フ,8%

21

13.5%

17

6.6%

75~84才

12

13.3%

28

5.6%

(χ2値25.156, D F = 6, P =.(功)

49

31.4%

43

16.8%

85才~

43

47.8%

76

15.1%

表2 地域と要支援・要介護度のクロス表

圏

宮城

詑

52.6%

119

46.5%

要支援

口計

北海道

28

31.1%

<汁

211

42.0%

Ⅱ

フ,3%

156

100.0%

要介護1

77

30.1%

9

10.3%

卯

13.3%

90

100.0%

187

37.3%

朋

22,帆

国保連による全国の平均を見ると、訪問介護サービス利用者の午齢構成は64歳以下が5.フ%、

65~74歳19.碇、 75~84歳41%、 85歳以上器.眺である"。要介護度は平均が1.91で、要介護

度別の割合は要支援が17.娚、要介護136.4%、要介護217.眺、要介護310.3%、要介護48.跳、

要介護59.2%である"。全国の平均と比較して本調査対象が年齢・要介護度ともに高いのは、

J社が身体介護に特化したサービス提供をしているため、必然的に要介護度が高くなり、そ

のため年齢も高くなっているためと思われる。

身体障害の程度は寝返り、食事、洗面、入浴、更衣、排淮、室内移動、屋外移動の8項目

を「概ね白分でできる」「一部介助」「介助が必要」の3段階で、知的障害の程度として日常会

要介護2
要支援・要介護度

21

24.1%

256

100.眺

73

15,器

35

器.3%

98

40.フ%

502

100.0%

要介護3

14

16,1%

139

29.1%

即

19.3%

36

14.9%

要介護4

(χ2 値部.840,

N

16.1%

闘

17.誤

13

8,フ%

26

10.器

要介護5

Ⅱ

12.眺

α抑)DF=8, P=

朋

N.娚

釘

24.フ%

12

5.0%

その他

15

17.器

36

フ,5%

3.読

H

4.6%

合計

3

3.4%

150

100.0%

船

13.2%

5

2.1%

訂

100.暁

13

2.フ%

241

100.眺

478

100,0%

^噐^



話、意志疎通、見当識、留守番、家庭内の行動を指示なしで可能かの5項目を「できる」「不

十分」「困難」の3段階で尋ねた。「概ね自分でできる」「できる」を 1点、「一部介助」「不十

分」を2点、「介助が必要」「困英倒を3点としてそれぞれの合計を出し「身体的障害度」と

「知的障害度」とし、その合計を「障害度」とした。要介護度と身体的障害度、知的障害度、

障害度はすべて正の相関関係にあり(Dく.0OD、要介護度は身体能力と知的能力の両方が正当

に評価されているといえる。各障害度の程度を3区分に分け年齢とのクロス表をt検定す

ると知的障害度で有意差があり、舗歳以上のグループの半数近くが最も重いクラスだった

(Pく. OD。

身体障害の各項目の中では、入浴と屋外移動に「介助が必要」と答えた者が多かった。知

的障害の各項目では、留守番や家庭内の行動が「困難」であると答えた者が多かった(表3)。

地域別にみると、首都圏では全項目で、宮城でも食事、意思疎通、見当識を除き「介助が必

要」または「困難」が最も多かった。一方、北海道では全項目で「おおむね廐立」または「で

きる」が多かった(Pく.0OD。

家族構成は、全体では「一人暮らし」が最も多く「夫婦のみ」を合わせると高齢者のみの

世帯が半数以上となっている。北海道では「一人暮らし」が最も多く、「夫婦のみ」を合わ

せると7割以上が高齢者のみの世帯である。一方首都圏では、「要介護者と子供世帯」が最

も多いが「要介護者夫婦とその子供世帯」の割合は非常に低く、「一人暮らし」は北海道の

半分以下である。宮城では「要介護者夫婦とその子供世帯」が他地域より群を抜いて多く、

3世代家族が多いことが伺える(表4)。

概ね自立

一部介助

介助が必要

無回答

寝返り

42.0%

表3 身体的障害および知的障害の程度

できる

9.8

食事

十

16,5

日常会話

31.フ

諦.眺

回

53.4%

15.9

洗面

15.0

13.2

意志疎通

30.1

諦.8%

9.6

23.8

45.1%

14.4

入浴

地域

21.フ

20.9

見当識

30.1

15.鶚

8.1

首都圏

25.9

39.9%

13.8

着替え

42.0

宮城

19.6

留守番

28.6

15.5

24.2%

表4 地域と家族構成のクロス表

配偶者

合寸

北海道

25.5

認.2%

18.2

排紲

36

25.フ%

27.6

17.フ

家庭噺丁動

29.9

27.4%

25.3

器

42.鰐

子供

23.8

30.1%

]5.4

室内移動

窃

52.1%

61

39.眺

28.0

以上のことから、地域別にみた平均的な在宅の要介護高齢者は、首都圏ではかなりの高年

介護者の続柄

18.4

29.2

子の配偶者

26.1

31.1%

18

器.娚

130

35,1%

24.8

14.8

屋外移動

n=521

24.0

60

39.2%

18

12.眺

30.1

14.4%

その他の親族

151

40.器

(χ2 値7フ.給2, D F = 8, P =.鰍))

20

26.眺

15,4

41.5

17

11.1%

28.8

5

3.6%

肪

14.眺

その他

2.暁

8

5.フ%

3

2.0%

合計

4

5.2%

10

2.フ%

140

100.暢

12

フ.8%

77

100.0%

^33^

24

6.5%

153

100,眺

370

100.偶

分

難

答

不

困

無



齢でADLに重介護を必要とし生活全般に見守りゃ指示が必要な痴呆症状の重い高齢者が子

供世帯と一緒に暮らしている。しかも、配偶者を亡くして要介護者等が一人になってから子

供と同居する場合が多い。宮城では要介護度や家族形態に特徴的な差がなく、多様な障害を

持つ高齢者が多様な家族形態のもとで暮らし、 3世代家族伺居に配偶者の有無が関係しない。

北海道では比較的要介護度が低くADLが概ね自立している高齢者が一人暮らししているの

が特徴といえる。

②家族介護者について

日常的に介護している方(主たる介護者、以下「介護者」)は男性107名、女性245名(不明

20名)で、年齢構成は~4歳7.3%、 45~54歳22.眺、郭~64歳22.眺、 65~74歳24.3%、 75~84

歳19.器、 85歳~3.1%で、約半数が老老介護をしていることになる。

介護者の続柄は「子供」が最も多く、次いで「配偶者」、「子の配偶者」であった。地域別に

見ると首都圏では「子供」が最も多く、北海道と宮城は「配偶者」が多い。「子の配偶者」

が介護しているのは首都圏と北海道では1割強と少なく、最も多い宮城でも2割強にすぎな

かった(表5)。「子の配偶者の」叫親よ女性つまり、嫁であった。平成4年度の国民生活基

礎調査では、寝たきり高齢者の介護者は「女性(85.暢)」・「子の配偶者(33.4%)」であり、「嫁

が介護を担っている」とされたが、本調査では介護を担っているのは娘(30.フ%)や配偶者(妻

16.9%、夫17.1%)であり、従来の「嫁・妻・娘」という家族介護者像はこの10年で「娘・妻

・夫」に変化してきたようだ。

介護者と要介護者等の居住関係は78%が「同居」で同一敷地内・近隣を合わせると86%が要

介護者等の近くに住んでいる。就労状況は、介護者の約4割が就労しており、そのうち約4

分の3が自宅外での仕事を持っている。また、半数以上が介護の手伝いをしてくれる人は「い

ない」と答えている。介護者の属性では続柄以外に地域による有意差はなかった。

介護保険の導入による介護負担の変化で負担が「重くなった」と答えたのは、身体的負担

で19.4%、精神的負担で器%と少なかった一方、経済的負担では45%と介護保険によって家族

にかかる経済的負担が重くなったことが明らかになった。

地域 首都圏

宮城

表5 地域と介護者の続柄のクロス表

配偶者

合計

北海道

36

25.フ%

③経済状況および費用負担について

生活と介護にかかる費用は主に誰の収入でまかなっているか、という質問では、「本人の

収入」が最も多く、次いで「本人世帯の収入」であった。さらに自由記述中に「本人の預貯

金」というのが数件有り、約4分の3は要介護者世帯の資金で生活していることになる。地

器

42.眺

子供
窃

52.1%

田

39.眺

介護者の続柄
子の配偶者

W

23.4%

130

35.1%

60

39.器

18

12.眺

その他の親族

151

40.馴

(ゞ値25.744, D F = 8, P =.【期)

20

26.眺

17

Ⅱ.娚

5

3.眺

距

14.眺

その他

2

2.暁

5.フ%

3

2.0%

合寸

4

5.2%

10

2.フ%

140

100.眺

12

フ.8%

77

100.0%

24

6.5%

153

100.眺

^34^

370

100.眺



域別にみると首都翻と宮城では夲人世帯と伺居や別居の子供世帯の収入も合わせていると答

えたものが多く、北海道では「本人」または「本人世帯の収入」をあわせて約8割が子供か

らの援助なしに生活している(表田。介護保険サービスの利用料はどの程度負担になってい

るのかの質問では、北海道では介護保険の利用料、介護費用総額ともに負担感が低く、首都

圏では負担感が高い(表7)。また、生活の中で何を節約しているかという質問に首都圏では

「交際費」、宮城と北海道では「食費」が最も多く、 T特に必要ない」のは北海道で鉐.暁と

最も多かった(ゞ検定P・.00の。「介護サービスにあとどれくらい負担可能力U の質問には

各地域とも「これ以上負担できない」が最も多かったが、負担できる額として首都圏では1

万円から5万円以上まで比較的高い金額を答えたものが多かった。北海道では5千円までの

比較的低い額を回答した人が多かった。

以上のことから、全体としては経済的な負担感は少なく、何かを節約する必要もなく、子

供からの援助がなくても経済的余力があるといえよう。首都圏では負担できない人と出来る

人との差が大きく、できる人は額も大きい。また、要介護者等が子供と同居している率が高

いことから子供の収入も介護費用になっている。北海道では負担感が少ないわりには追加で

負担できる額は少なく、全国と比して北海道全体の経済水準が低いことが介護ヘかける費用

が少ない原因のーつであると思われる。

地域 首都圏

表6 地域と誰の収入で負担するかのクロス表
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表7 地域*家計内の介護費用負担感
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④訪問介護サービス利用量および介護内容

地域別サービスの型別利用回数と時間は表8の通りである。利用回数・時間とも首都圏が

最も多く、特に身体介護と複合型が多い。宮城でも身体介護の利用率が高いが他に比ベて家

事援助の利用回数・時問が多いのが特徴である。北海道では家事援助の利用率が圧倒的に多

い割には回数と時間はさほど多くなく、総利用時問は首都圏の半分以下で身体介護の時問に

至っては4分の1にも満たない。

地域
首都圏平均値

度数

標準偏差

表8 地域別サービス型別利用回数と時間

身体介護
(回数)

城平均値
度数

標準偏

北海道平均値

度数

標準偏差

6.フフ

100

6.器

家事援助
(回数)

A汁

5.57

58

6.16

2.29

器

1.99

平均値

度数

標準偏

複合型
(回数)

3.47

窃

3.92

2.83

30

3.34

サービス利用量に影響する要因を調ベるため、サービス利用量として1週間の総利用時間

をあて、この総利用時間と本人の属性、家族の介護状況、経済状況、と分散分析を行った。

福祉を受けることへの抵抗感は、サービスは必要だが実際に十分利用していない(サービス

不足)場合の理由の「他人を家に入れたくない」と総利用時問との分散分析を行った。その

結果、北海道の場合は要介護度のほか「追加負担可能額」「収入源」で有意差が見られ(Pく.05)、

追加負担可能額を少なく答えた人、本人の収入で生活している人で総利用時間が短かかった。

首都圏では要介護度のほかに有意差のあるものはなかった(Pく.05)。宮城ではさらに要介護度

でさえも有意差が見られなかった。サービス不足の理由の「他人を家に入れたくない」との

答えと総利用時間の間には有意差はなかった。

利用量が必要な分のサービスをまかなっているか(サービス充足度)は、首都矧で「かな

り不足」「やや不足」とを合わせて5割以上、宮城でも3割以上になる。一方北海道では8割

近くが「ほぽ充足」されていると答えている(Pく.0OD。利用量と充足度との間に有意差はな

く、利用量が多いからといって必ずしも充足されているとは言えない。

「やや不足」「かなり不足」と答えた人の不足理由を地域別に見ると、首都圏では「支給限

度額が一杯」と「希望するサービスを提供する業者がいない」ことが多く挙げられている。

宮城では「他人を家に入れたくない」が他地域よりも多かった。北海道では「サービスが必

要ない」「自己負担額の支払いが大変」「他人を家に入れたくない」が多かった。

訪問介護サービスの量不足を何で補っているのかを介護保険以外のサービスを利用してい

る割合からみると、保険外サービスの利用は首都圏が最も多く、そのうちの「・一般の有料サ

ービス」が、宮城では「低料金のサービス」が、北海道では「近所の人、ボランティア」が

多かった(表9)。
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5.74

1.99
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1.42
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24

3.91

4.佃
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1.94

6.67

2.84

朋
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1.46

複合型
(時問)

5.11

3.67
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3.開
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1.誌
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総利用
時間

2.81

3.16

2.29

フ.30
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9.託

166

12,80

4.97

3.27

4.03

1.64

1.84

5.舶
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6.70

3.76

4.22
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4.開
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5.46

6.認
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表9 地域*介護保険以外のサービス利用率(ネ臭数回答)

首都圏

近所の人・
ボランティア

宮城

北海道

8

5.9%

低料金の
サービス

全体

2

2.8%

介護保険以外のサービス

17

12.眺

那

13.1%

一般の有料
サービス

このように見ていくと、首都圏、宮城、北海道という地域によってサービス利用の仕方が

異なっていることがわかる。前述した各地域の要介護者等の生活像と合わせてみると、首都

圏では要介護度が高いことから身体介護での利用が多く、利用時間の長短は要介護度、すな

わちどれだけ介護が必要かということが基本となっている。そして、もっと利用したくても

支給限度額やサービスを提供する事業者がいないなどの外的要因により利用できない状況に

ある。そうした訪問介護サービスの不足は他の一般有料サービスで補填せざるを得なくなり

さらに白己負担が増えるため負担感は非常に強い。

一方、北海道では要介護度の低い一人暮らし高齢者が多いため、生きていく上で必要な生

活手段としての家事援助が多いと青えられる。しかし、家事援助の利用者は多いが利用量と

しては少なく、サービスもほぽ充足してそれ以上必要ないと考え、もし足りなくても近所や

ボランティアなどインフォーマルなサービスを利用する。介護費用の負担感が少ないわりに

は実際に支払える額が少ない。こうしたことから北海道の場合は、施設ケアのウェイトの高

さが重度の要介護者等を在宅から施設ヘ向かわせているために家事援助型の訪問介護サービ

スのウェイトが高いという傾向を老慮することと、加えて経済的側面が大きく影響している

と考えられる。すなわち、北海道の経済水準が低いこと、高齢者世帯の世帯あたりの平均所

得金額が低いこと、農業地域が多いことから厚生年金受給者に比ベて年金額が低いことなど

に加え、子供からの経済援助を受けずに白分たちの収入だけで生活しているため、生きてい

くための必須な費用以上に介護に費用がかけられないためと老えられる。

宮城の場合は要介護度、家族形態とも多様で、利用量との関係は明らかにならなかったが、

「他人を家に入れたくない」気持ちが他地域よりも強いことから福祉に対する意識がサービ

ス利用を左右すると考えられる。しかし、これだけで断言するに根拠に乏しいため、福祉に

対する意識についてさらに解明していく必要がある。
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腿.眺

175

101.6%

382

103.6%

⑤他の介護サービスとの関係

訪問介護以外に利用しているサービスの種類別利用率を地域別で見たものが図1である。

介護保険のサービス(実線)では首都圏で利用率が高く(Dく.01)、介護保険外のサービス(点

線)では緊急通報システムと除雪の一人暮らし向けのサービスは北海道で、介護度の重い人

向けの紙おむつ支給は首都圏で多かった(Dく.05X図1)。

^37^
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4.まとめと今後の課題

①まとめ

本研究では、在宅生活を送っている要介護高齢者がどのような生活環境下にいるのかを訪

問介護サービスの利用者の調査をもとに本人の属性・障害度、家族介護者および経済状況な

ど多角的に分析し、それらと介護サービスの利用状況との関係を明らかにしようと試みた。

その結果、首都圏、宮城、北海道の3地域でそれぞれ特徴的な高齢者の生活像が浮かんで

きた。すなわち、首都圏では配偶者を亡くした高年齢で重度障害の要介護者等が子供世帯と

同居し、娘が介護している要介護高齢者。北海道ではやや年断が若くて要介護度も低い比較

的元気な、しかし厳しい雪国で一人暮らしの高齢者。宮城は多様なレベル、多様な生活状況

ではあるが、配偶者とともに3世代家族の中で生活し配偶者や嫁が介護している要介護高齢

者。経済面では全体として困窮している様子は伺えないものの、要介護度の高い首都圏では

負担感が強い。しかし、首都圏の場合は必要とあらば介護費用の負担が可能なものが比較的

多くぃる。一方、北海道では生活に困っていなくとも介護にかけられる費用は全体的に少な

い。このように、生活像の違いから介護サービスの利用と負担状況をみると、首都圏では要

介護度の重い高齢者が在宅で生活しているため、家族介護だけでは賄えず訪問介護の身体介

護を中心に限度額一杯まで利用し、それでも足りずに有料サービスを利用するなど自己負担

額が大きくなっている。北海道の在宅要介護者等は他の地域と比ベて要介護度が低いため利

用量は少なく、特に一人暮らしが多いため生活に必需の家事援助が中心になっている。しか

し、利用量の少なさ、家事援助中心の理由はそれだけではなく、介護に費用をかけないよう

にしていることが大きな理由のひとっである。すなわち、介護保険では単価の安い家事援助

を最低限利用し、他に必要な部分は費用の少ないインフォーマルなサービスを利用している。

宮城の場合は多種多様の生活像でサービスの利用状況も多様であるが、どちらかといえば家

族介護が中心で介護サービスはその不足部分の補填としての役割を担っているように思われ

る。
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②今後の課題

介護保険制度は、我が国の少子・高齢化の進行、核家族化、女性の社会進出の進行、など

さまざまな社会的環境の変化により、家族介護の限界を動機として始まった。しかしながら、

施設にいる要介護者等は別として、在宅の重度の要介護者を24時間社会で支える仕組みには

残念ながらなっていない。多くの場合、家族介護者にその負担がかかっており、サービスの

利用度合いも家族介護者の介護力に左右される。つまり、家族ができない部分、家族では抱

えきれなくなった部分に社会的な介護力が登場する構図である。そのため、要介護者等とそ

の家族の生活を支えるというには介護保険制度は貧弱すぎる。

また、我が国は気候、士地、人口、経済状況など地域ごとに異なっており、そこに暮らす

要介護者等の生活状況も違っている。生活が違えば必要なサービスも違ってくる。しかし、

介護保険は全国統一の制度であり、サービス整備目標には地域性が老慮されていても、具体

的なサービス内容にこうした地域性は考慮されていない。さらに生活する上で季節によって

必要なこともあるがそれも老慮されていないのがこの制度である。

こうしたことから、現在多くの研究者や実践者が指摘しているように、支給限度額を撤廃

し必要な人に必要なサービスが必要なだけ提供できるようにすること、サービスメニューや

事業所の対応を改善して提供するサービスの種類を増やし、時間などには柔軟な対応をする

こと、低所得層でも安心してサービスが受けられるよう自己負担を見直すこと、などが検討

されるべきである。加えて、地域ごとに要介護者等の生活が異なることを考慮し、介護サー

ビスの内容については地域の牛活を最もよく知る保険者である地方自治体に裁量権を与え、

地域ごとに必要なサービスを作ったり利用可能額に柔軟性を持たせることが必要ではないか

と考える。施設から在宅ヘと要介護者等をシフトするために作られた制度であるはずが、現

状では在宅での介護は家族に重い負担がかかり施設ヘと逆流している。根本的にこの制度を

見直すことをしなければこの傾向は止められないだろう。

本稿では、在宅の要介護高齢者の生括像とサービス利用状況を中心にみてきた。今後は、

在宅要介護高齢者やその家族がその生活状況から具体的にどのようなサービスを必要として

いるのか、また実際のサービス提供者であるホームヘルパーやサービス事業者に対して何を

求めているのか、について検討し報告していきたい。

最後に、本研究にあたり、調査にご協力していただいたJ社およびJ社ご利用の皆様に深く

感謝いたします。
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はじめに

グローバリゼーションの進展する現代にあって、先進諸国に共通する経済成長維持と社会政

策コストの削減という政治課題は、各国の経済・政治・文化的事情を与件としながらも、非営

利.ボランタリーセクターの育成支援を政策課題として浮上させることになってきた。わが国

にあっては、1998年の特定非営利活動促進法以降、 2001年10貝の同法改正と同時に、認定特定

非営利活動法人に対する税法上の優遇措置(寄附免除のみ)が実施されるようになった。しか

し、現在までのところ認定法人数は数件であり、その認定基準の厳しさから多くのNP0法人が

適用外となっているのが実態である。税法上の各種優遇措置は経営基盤の弱い市民団体にとっ

て、大きな支援措置であるにもかかわらず、現今わが国政府のこのことに対する対応は非常に

厳しいものになっている。念のために述ベると、特定非営利活動法人数は全国で6000を越え、

北海道は267法人(2月22日現在)である。

このような政策的支援の弱さを説明するには、いくっかの関連する分析視角の設定が必要で

ある。小論では、市民的事業者=ボランティア団体という社会的位置づけが、過渡期にあって

払拭されてぃないこと、即ち、市民団体の事業の社会的有用性(社会的意義)をめぐる外的評

価や認知の問題が大きな要因であると考えている。実体として、異なる地域的諸条件一地域の

基礎構造、自治体行政、政治勢力、社会運動の存在、実践主体、民主主義の水準一の下での多

様な実践的努力として、自らの活動の社会的意義を根拠に正当性を獲得しようとする市民的協

同関係が、中間領域の混沌とした内実を構成しているのである。従って、多くの私事的な団体

を含む中間領域の公益性や公共性の判断には、従来とは異なる評価基準と承認のあり方が求め

られる一方で、私事的団体として活動や事業を開始した団体は、実践の内実によって社会的承

認を獲得するべく、いかにして組織成員を方向づけていくかが課題となるだろう。

以上わが国の市民セクターの社会的承認という課題を考えるために、小論では1990年代以降ボ

ランタリーセクターとの協働が進展している英国の場合を参老にして、政策論の展開と論理及

び地域社会における実践展開と論理を明らかにしたい。具体的には、協同関係の公式的承認に

つながる歴史的経過と新労働党の戦略の概観、次いで地域における実践例として、北アイルラ

ンドにおける多様なパートナーシップの現況を報告する。そして、地域事情を与件としてボラ

ンタリー組織の活動と公共性の再編という普遍的課題が、どのような実践的努力の中から出現

してきたのか、団体の発展過程を中心に明らかにすることをっうじて、今後の研究課題の予備

的考察としたい。

2 英国におけるボランタリーセクターとの協働

山 1970年代二つの社会的実験一EPAとCDP

19能年のシーボーム委員会の勧告に基づき「地方自治体社会サービス法」U97のが成立し、

それによって、労働党政権下で福祉行政改革が開始されることになった。保健、医療、社会サ

ービスの三行政組織の再編と、効率的な対人社会サービスを提供するために地方自治体が政策

責任を負うことが決定された。地域社会重視の政策理念と執行体制の再編を勧告したシーボー

ム委員会の方針は、1960年代後半の「二っの注目すべき社会的実験」である「教育優先地域計

画 Ed11Cational pdodw Ar巳丑SJ(EPA)と「地血宮ネ士会発展計画 CotⅡlnunity Development projects」

(CDP)に具体化されていった。
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通称EPA計画とは、アメリカの「ヘッドスタート」に影粋を受けたプラウデン報告 a96の

に基づき、 5つの都市の衰退地域を「教育優先地区」と指定して、地域の教育的条件を積極的

に改善しょうとした「積極的差別化」政策による教育実践である。公立学校を地域社会の資源

とするコミュニティ・スクールとして機能させ、両親が教育過程に参加して学ぶことことや大

学の教育学部との協力で特別の教育を行った。いくつかの画期的成果と継続の期待があがった

ものの、その成果は全国的な施策ヘと発展させられることはなかった。むしろ、 1970年から74

年政権を握った保守党政府の下では、子どもたちの学力の低下は「甘やかし」と社会的平等主

義を追及する「国家教育の失敗」のつけと認識され、基本的な規律や健全な訓練の放棄が問題

であるという主張が現れてくる。その後は、1974年に労働党政権が再び政権の座についたもの

の、1979年から1997年までの保守党体制が新自由主襲的改革を打ち出す中で、地域教育という

観点は政策方針からは傍流に押しゃられることになった。

もう一方の地域社会発展プロジェクト(CDP)は、貧困対策として内務省の管轄下で、19能年

からウィルソン労働党政権によって推進された。12の荒廃地区ごとに、地区再生を目的として

コミユニティ・ワーカーを中心とする活動チームが任命され、社会問題の解決に果たす地域組

織の役割と相互扶助機能の活用が意識的に追求されることになった。1969年から1975年までに

500万ポンドが支出されたCDPは、当初はワーカー達が地域の課題を積極的に組織し、行政に

対して声をあげることを援助する活動として始められた。後に、彼らの中の一部の人たちが社

会変革を目指す運動のりーダーと自らを自己規定するようになり、政治活動を貧困の解決策と

みなすグループも現れるなど、当時の若者文化とネオマルクス主義的政治思想の影響もあって、

徐々に地域のその他の関係者(住民、ボランタリー組織、議員、専門職ら)や中央政府の期待

する活動からかけ離れていくことになり、75年には労働党内相によって資金の打ち切りが決定

され、その評価はなされないままとなった。ジョーンズは福祉改革の始まりの時期に実施され

た二つの実験を「その計画は実態としては、殆ど申し訳ていどの企画にすぎなかった。それは

もはや維持することの出来なくなった拡大主義哲学に対応したゼスチャーだった」(C.ジョー

ンズ、美馬訳 19俳:19のと述ベている。 CDPの経験から、その後政府は、公衆の行政参加

を刺激することよりも、都市中心地区の産業再生ヘと関心を移していったとされる。福祉改革

前夜は、こうして労働党政権最後の社会的実験の総括をしないまま、18年間におよぶ保守党政

府の市場化政策ヘと道を譲ることになった。しかし、ポップルらは、同様の手法は政権が交代

後も形を変えて応用され、新労働党政権では「社会的排除部局 ThesodalEXC1山ioo U址U

の機能に継承されていると述ベている0。

②「第三の道」とコンパクト(盟約)一典型的な評価一

1998年に新労働党政権はボランタリーセクターとの協働を新しく定義し、協働のための枠組

みを双方が承認した覚書「The compact」(盟約)を交わした。 17項からなる合意内容には、政

府の約束として、「独立性」の尊重、「資金提供の原則」、「政策の策定と諮問に関する事柄」

が挙げられている。また、ボランタリーおよびコミュニティ・セクターの約束としては、「資

金確保と説明責任」、「団体のメンバーや利用者など多くの人が意見を言う機会を与えられるこ

との保証」、「最善の実践の促進」などが挙げられているの。コンパクト自体に法的拘束力はな

く、いわば政府機関とその関連行政機関がボランタリー組織と協同プロジェクトを行う際や事

業を委託する際に、双方が対等な関係にあることを表明し、確認したものである。一方、ボラ

ンタリー組織にとっては、社会に貢献する事業の実施と成果に対する説明責任を求める内容に
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なってぃる。このため、公的な認知を与えることと引き換えに管理や説明責任が問われるよう

になったことで、管理と白由あるいはシステムの変革か包摂かという論争が再燃している。

ポップルとレッドモントは、ブレア政権の「第三の道」の評価とボランタリーセクターに及

ぼす影響を次のように分析する。18年ぶりに政権の座にっいた新労働党政権の課題は、過去の

労働党との違いを明確にした上で、.まずグローバル経済下での安定した経済運営を担い得るこ

とを証明し、同時により公平なやり方で公共サービスへの財政出動を抑制することであった。

だが、現実には保守党政権下で経済格差が拡大し、大量の失業者が生じたことから社会保障費

が増加の一途をたどっていた。こうした現実問題に対して、「第三の道」の対応は福祉のニユ

ディールと呼ばれる「就業型福祉施策」、即ち、福祉対象者たちを社会参加させる条件整備

を行いっつ、民間・公共セクターがパートナーシップを組んで社会的費用を抑制するという方

法であった。いうならば、「第三の道」には何かこれといった画期的な施策があるわけではな

く、「政府の失敗」と「市場の失敗」の次は、民間・公共の最適なバランスと混合経済による

福祉供給の模索ということであり、サービス提供者として、また失業者の雇用先としてボラン

タリー.コミュニティセクターが、社会的調整弁という役割を再浮上させてきただけのことで

ある。ポップルらの理解によれば、旧労働党政権時代には、ボランタリー・コミユニティセク

ターは地域社会発展プロジェクトの主役であり、社会変革の推進者でもあったが、今では、福

祉サービスや必要な社会資源を不利益地域に届ける援助者ヘと、その役割が限定されてきてい

るというのである。なぜならば、現労働党政権ではラディカルな活動に対しては、資金引き上

げなどの制裁が与えられるほか、提供するサービス内容は委託契約の合意に基づいて決定され

てぃるなど、旧来とは異なる管理様式力ゞ徹底しており、ボランタリーセクターの官僚制ヘの取

り込みが進展したからであるという。こうして、ボランタリーセクターは無自覚のうちに「第

三の道」の支持者となり、社会的に排除された人々を地域において援助する仕事をとおして、

政策の意図を貫徹することに手を貸しているのである。

「第三の道」が標楞する新しい社会民主主義は、とりわけ「コミュニティ」再構築の試みと

して知られている。その評価を紹介しておこう。
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「コミュニティとは何よりも道徳共同体である。これが意味するものは何か。それはコミユ

ニティ内存在としての個人は「義務」と「責任」を有していることを意味する。かくしてそこ

で期待される主体とは、ネオリベラルの主体一すなわちあのりスク管理主体一にやすやすと接

合し、またこれを補強しさえするのだ。(中略)このビジョンはセイフティ・ネツトを資格化、

条件化することによって、それを限りなく市場原理に近づけようとするのである」(渋谷望

1999:9田

これら論者の批判の焦点は二っに集約される。ーつには、公共性の獲得が公的管理に包摂さ

れる危険性があること、もうーつは、ボランタリー組織が活動するコミュニティの再生とは、

資格/能力のある者とそうでない者とを更に分割する可能性があるということである。こうし

た批判は、ポランタリー組織のもっ革新的な実践の両義性を指摘する、批評空間における言説

の一般的なものとして受け止めておくことは重要である。しかし、より建設的な議論のために

は地域における実践を分析し、こうした問題をいかにして回避するのか、その条件にっいて我々

は考えなければならないだろう。



3.北アイルランドのボランタリーセクターの特徴

ボランタU一組織の支援に対する政府の基本的認識は、ベヴァリッジプラン、社会福祉サー

ビス法(北アイルランド1949年)にも盛り込まれていると言われるが、紛争地域という性格が

地域住民たちの相互的援助活動を必要不可欠なものとしたことから、デリー市では現在でも住

民組織同士のネットワークによる地域フォーラムの開催や、コミュニティセンター建設が一般

的であり、公共施設を自治体が建設することが当然という意識はあまりないようである。相対

的にコミュニティの結束力は強く、地域活動が活発に行われているという印象をもった"。

次にボランタリーセクター支援の政策形成史を概観しておく。

表1 パートナーシップ関連政策の形成過程

19能

1969

1970

1971

1973

地域関係協議会(CRC)設立(-1974)

73カウンシル17に縮小、教育、保健・社会サービスが各委員会の所管ヘ

「北アイルランドの未来」グリーンペーパー

26カウンシルへ再編

「北アイルランド基本法提案」白書

サニングデール協定(英国、北アイルランド、共和国の合意)

Dnss 「ボランタリー組織に対する支援」

地域関係協議会の所管が地方行政府と教育省に移管

ウォルフェンデン委員会「ボランタリー組織の未来」

内務省「政府とポランタリーセクター」

北アイルランドボランタリートラスト設立(Nlvf)

社会問題調整委員会「明日の資源:社会福祉領域におけるボランタリーセクターに対す

る政府政策の総括」

地域雇用行動(ACE)

DHSS 「保健・福祉分野における政府・ボランタリーセクター問の協力」

国際アイルランド基金設立

査察レポート「ボランタリーセクターへの政府資金の効率性評価」

農村開発協議会(即C)

社会関係改善協議会(CRC)

2月「北アイルランドのボランタリーセクターと地域社会発展の支援のための戦略」

6月DHSS内にボランタリー活動担当部局設置(VAU)

EU 「平和と和解のための特別支援資金」(peace11994-200の

「共に築く未来」(BⅡildin客 the FutⅡre T0宮ether)白書

コンパクト(盟約)合意

1974

1975

1979

1980

1981

19蹄

1991

19暢

1994

1997

1998

以下の文献を参考にして筆者が作成

: A. wiⅡalnson, a992),1力ι V01目凡m1ツ S己C!or'工 Cιπtral Role iπ Ma"agmg socie1αι ln甜αhiii砂 m Ⅳorthem

he1αnd, Gover1血ent and 訂le Thlrd sector-Emer即Πg Rela廿0那hips in welfare S捻tes, B. Gidron, R.

Kr如er, L. sa1如on(eds), Jossey-Bass plubⅡShets, PP120-145

D. BitNⅡ, A. wi11i且mson(20OD, The voi"πtα1ツ aπd comm女nio, sector a"d pohtiCαι Developmeπt iπ

N0πhιηl he1α11d, submission paper to tho specia11reland iS脚e of v01Ⅱn伽S

J. Ke帥)ey(1995), Thι dινι10pnle川 q「' govenlnlent poliι), and ils 」1ratι8y loward 所ιν01五11ml),α11d

Com削"πiり, seclors, V01叩ねry ACⅡon and social policy in Northem lre1日nd,

N. Acheson, A. wi11iamsion(eds), Athenaeum press, PP11-32

N, Acheson, A parmιr工ho) qf' di1ι抗抗α工 0πd ιonlradich'0πS:Uπres01νed iぶSUιS iπ',ove力11"ent一ν0IUπtal)1

Sector re1αh'0πS, ibid., PP33→5

鈴木敏正a998)、地域づくり教育の誕生~北アイルランドの実践分析、北海道大学図書刊行会
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概括的に支援政策の形成過程を述ベると、①自助組織の立ち上げと相互扶助の時代 a969-

197の、②地域・ボランタリー組織の仕事の重要性を認知した時代 a俳5-1978)、③資金援助の

枠組みづくりと助成則団設立の時代(1979-1992)、④正式な政府支援の骨格発表 a993)、⑤EU

資金と活発化する地域社会発展プロジェクトの時代(1994-)、⑥英国全土のボランタリーセク

ターとの協働のための覚書発表(1998)へという発展過程が読み取れる。

北アイルランドのボランタリーセクターの特徴として、公的資金による支援が多いこと、民

問および一般人の寄附が少ないことがあげられる。それは、紛争解決のために政府が何らかの

財政支出を余儀なくされてきたことと、特に母Aの停戦合意以降a994)のEUの社会構造資

金と特別資金(peacel,Ⅱ)の拠出が大きな割合を占めているからであろう。また、北アイル

ランドは民間企業の投資が少なく、先の福祉サービス供給者という役割について言えば、伝統

的に重要な供給者であったが、現在でもその期待される役御」は大きいと言える゜。また、社会

的な不利益地域が多いことから、常に政府の地域振興策の対象地域指定を受け、先行的な地域

実践が多く存在することも北アイルランドの特徴である。

例えば、鈴木は『平和ヘの地域づくり教育ーアルスター・ピープルズ・カレッジの挑戦』

(1995)で、トム・ラベットの地域教育実践研究の総括を行っている。その中で、トム・ラベッ

トが19舶年EPA計画の研究組織者として参加したりバプールでの経験を基に、アルスター大

学(デリー市のマギーカレッジ)で地域活動家の教育実践を始めたことが紹介されている。それ

が、1977年外部資金を得て始められたCA郎ブロジェクトである。それは、地域活動や社会

運動にはたす成人教育の役割を追求する教育実践と研究であった。そこでは、地域住民自らが

自分たちの仲間を、地域課題ヘの革新的な対応を担いうるりーダーと知識人に鍛えていくこと

の必要性が認識されており、鈴木は地域社会教育の革新的モデルと評価している。

小論の関心に即して、ラベットの教育実践の意味を考えるな引ま、いかにして社会的承認を

得るのかという課題は、リーダーたちがメンバーの利益のみを目的に活動を編成している段階

から、より普遍的な地域課題を自分たちの活動に取り込み社会化していくこと、その成果が社

会的に認知されることで公共空間ヘの参入可能性を展望しうるのであるが、そこにはりーダー

たちの意識的な教育実践という媒介が必要であるという理解ができるだろう。

4 デリー・ウェルウーマンの実践論理

①デリー・ウェルウーマンの概要①Ow weⅡ Woma,1 DWW)

考察の対象とする地域と事例は、英国の制度下にあって、独自の地域性と歴史・社会的事情

をもつ北アイルランドのデリー市内で、女性の健康問題に関する教育的活動を行うデリー・ウ

エルウーマンという団体である。13年問に及ぶ地域住民を対象とする健康教育実践の展開過程

には、当事者と専門家の連携を実現する独特の発展論理が見出され、管理や共同性の分断とい

う問題を回避しながら実践している例として取り上げる意義があると思われる。

DWWの組織概要は以下のとおりである"。

設立;1989年有限会社、チャリティ登録団体理事会13名

事務局:10名雇用、事務局長・財務、管理事務、コーディネーター、保育士、
カウンセリングコーディネーター、プロジェクトワーカー、ハウスキーパー

支援者:非常勤講師、ボランティア、カウンセラー釦名登録

年間予算:2Ⅸ冷年度ε199,666 (約 3千5百万円)、年間利用者数:5,917人
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2001年度年問報告書にみる主な活動および事業内容は、①カウンセリング、個別相談、②セ

ルフヘルプグループの支援、③健康教育・訓練講座、④クリニックサービス、⑤予防と健康促

進のための講座とイベント、⑥保健政策研究会の主催や地域連携づくり、⑦その他として保育

室と資料室の運営となっている。これらを体系的に位置付けると下図になる。

図1 ラニ、リ ・ウェルウーマンの事業体系図
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次に、活動の始まりから現在までを、年間報告書と設立に携わった関係者の聞き取り調査に

基づいて振り返っておく。このことが、各事業の個別の目的と意義を相互に関連させ、意味あ

る連関として統合してきたDWWの実践の編成論理を析出するための予備作業となる。

引ハ挙牛叫ト"咽*

'喫亨聯翻磯晦胤

脚準゛膨瓣゛

下＼＼＼

出典:デリー・ウェルウーマン年間報告書2001年 DⅡ図を参照して作成

②実践の展開過程

①1987年~1991年一制度批判から自主活動ヘ

1980年代のサッチャーリズムは、北アイルランドという不利益地域の社会的サービスの水

準をも低下させていた。助産施設の閉鎖や採算のとれない地方の診療所の閉鎖などが相次い

でいたと、 DWWマネージャーは当時を回顧する。そのため、自助努力を余儀なくされた市

民たちは、さまざまな相互扶助的グループ活動を展開していった。1987年頃からDWWの

設立に関わった継続教育機関講師、アルスター大学講師、ユースワーカーら職業背景の違う

4名の交友関係のある女性たちが集まって、女性の活動支援センターの必要性や基本的な枠

組みについて、アイディアを膨らませていた。そして自分たちが必要とする社会的サービス

を自分たちの力で提供するために、地域の女性グループを集めた集会を開き地域課題を明ら

かにしていった。そこで、女性たちは特に、保健サービスに不満を感じていることが明らか

にされた。子宮ガン検診を受けるまでの順番待ちが長いこと、助産施設の閉鎖などを地域内

の医療・保健施設とサービスの不足は、地域の全女性の課題として取り上げるべき普遍性を

もっていた。

そして「仲間の意見にきちんと耳を傾けること」が基本的価値として確認されたほか、薬

保健政策提言と地域連携

皮性保健政策PJ)

轟1^、^血璽1
k//*

※網掛けされた事樂はセンター

内部で実施されているもの
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物に依存しない代替的、補完的セラピーに対する需要が明らかにされた。初期の頃の重要な

実践としては、癌患者のグループによる「キャンサープログラム」立ち上げがあった。癌の

告知を受けた女性たちを組織し、彼女たちと共に1年間をかけて国内の癌に関わる活動を行

う団体の活動を調ベて歩き、どのような学習やセラピーの内容や方法が自分たちの求めてい

るものに近いのかを、患者自身が見つけ、選択するという能動的活動から、「キャンサープ

ログラム」(講座)が生まれた。モデルとすべき実践を見つけた後は、コーディネーターが講

師を探し、白己尊重、心理的なケアを含む生活の中で実践できる健康管理の方法や、病気に

対する専門知識、代替的治療法の学習を主な内容とする短期問の講座として共に創り上げて

いった。さらにはその講座をつうじて、患者白身が医療機関、行政機関に改善要求や提言を

行うロビーグループと癌患者同士が励まし合い、情報を交換するためのセルフヘルプグルー

プが誕生した。

②19能年~1995年ーオルタナティブの創造と社会的協同の広がり

カウンセリング、相談、セルフヘルプ支援活動は、いわば女性たちの健康に関する問題を

受け止め、発見する最初の場所であり、それを解決するためにそれ以外の活動とサービスが

創られていくという関係にある。個別的な健康問題を時には個別的に解決し、時には専門家

やピアグループをつうじて、そして時には制度の改革をつうじた解決というようにいくつか

の解決のチャンネルを持っている。セルフヘルプの組織化支援は、新しい課題に応じて継続

的に統いており、現在では13団体がDWWを会合場所としている。この頃から、従来の当

事者向けの講座に加えて、それを支援するボランティアたちのスキルアップの要望に応える

ために、資格取得講座も開始された。当事者と支援者(一般ボランティアや専門職ボランテ

イア)の連携の広がりと深まりを学習活動がつないでいる。

また、この時期から先駆的な取り組みへの外部の注月が高まっていく。まず、それは利用

者数の増加、ボランティアカウンセラーの数の増加として現れてきたほか、行政機関や医師

など専門職が精神的ケアの必要な人たちをDWWに紹介するようになってくる。具体的な

プロジェクトでは、 92午WHSSB と協同で更年期クリニックを開始、暢年には、ある医師か

ら不妊治療を行うカップルの感情面のケアと支援を依頼され、セルフヘルプグループを組織

している。このことは単に、専門家がDWWのサービスの質を認めたというのではなく、

身体的兆候に及ぽす感情的な影響を医療が認識してきたことの表れとして評価すべきである

と、述ベられている(年間報告書1993/94P田。93年には、また、コミュニティ内で健康に

関する情報を広げる掛け橋となる人材を育成するために、家族計画協会と保健活動促進局と

の協同プロジェクト「地域健康情報ボランティアプロジェクト」(CO,血U血W H0飢由

Information volunteers pfoject C1ⅡVP)カ'女台まった。

③1996年~1998年一地域社会ヘのアプローチと組織力の向上ヘ

この時期には、既に始まっていた他の団体、専門機関との連携による協同プロジェクトが

増加していく。 CHIVPは94年3月に終了するが、そこで出会った地域の人たちゃ専門機関と

の関係を生かして、96年Ⅱ月にはⅡ1の資金を得て地域内での健康教育活動を組織するグル

ープ育成プロジェクトー近隣健康ブロジェクト(N画ghbo0血ood Hoa1山 Projeco 一を立ち上

げたほか、デリー健康都市プロジェクト(De丘y H0凪thy ciw pmjoo0 が同時進行していた。

こうした地域社会ヘのアプローチと同時に、施設内部での講座参加者数の増加も著しかっ
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たことから、 98年には事務局組織体制を3部門に再編成し、業務、役割を明確化した。①組

織管理部門(管理事務と政策提言、財務)、②センター内での企画とサービス提供部門(カウ

ンセリング講座の企画と組織化支援)、③センター外での協同企画推進、教育活動部門(地域

社会発展と保健活動促進、教育・訓練)である。また、拡大するコース、講座内容の利用者

評価を行う評価票の記入を全講座で実施することが決まった。

④1999年~2001年一政策研究会と公共空聞ヘの参入

2000年9月からは、新しいプロジエクトとして「女性の保健政策」研究会(wom帥'S Health

Policyptoject wHP)が組織された。その目的は、アイルランド北西地域の女性たちによ

り良い生活(W0Ⅱbomg)を保障する保健、公衆衛生の戦略、政策を発展させることである。

具体的には、①女性の保健政策の現状分析、モデル調査を行って保健政策の改善を提案する、

②専門家、専門機関の職員から構成されるアドバイザーグループを組織し、女性の保健政策

を立案する、③ステークホルダーグループ(公衆衛生に関わる活動をする利害団体、個人)

を組織し、新しい保健政策に対する意見聴取を行うというものである。 DWWが諮問の媒介

者となり、政策立案者(行政担当者)とサービス提供者あるいは利用者との間にあるギャッ

プを明らかし、利用者の立場に立ってより良い施策づくりのために交渉するというものであ

る。

矧小括~ウエルウーマンの実践論理

図(P.50)は、 DWWの健康教育実践における専門機関とのネットワークを示している。DWW

の最初の教育事業である「癌プログラム」(ca11Cer work)を例にとれば、アルスター癌基金(ulster

C飢0暁 Foundation)、西地域保健・社会サービス委員会(WHSSB)、フォイルトラスト(Foyle

H巳址th social seNices Tmst)、アルタナゲルヴィン.トラスト(Altn鴫elvin Health soci址

Services Tmst)から事業費と専門的協力力所尋られている。また、地域内外の他の専門事業を行

うボランタリー組織との連携では、「コミュニティ・ワーク」や「女性と暴力」を例にとれば、

多様な地域組織及び専門事業組織と関わっていることがわかる。

こうしたネットワークの広がりは、利用者の二ーズと地域課題に対応した必然性に規定され、

DWWの健康教育実践の全体的展開と共に、端的にはセルフヘルプ支援の領域拡大を意味する

ものである。 DWWの13年間の実践展開過程を総括すると、疎外された個人の支援に始まり、

集団学習により社会的課題ヘと認識を深めつつ、利用可能な社会資源を活用しながら問題解決

を図り、専門機関との連携や社会の支持者を広げていくこと、そして地域の保健政策策定ヘの

参画(あるいは研究会の組織化)という統合的な実践編成の論理が見出される。以上の過程に

は、言い換えると①個人の精神的ケア伯己信頼や主体性の回復)、②集団による課題共有のた

めの学習活動と社会問題の意識化、③社会資源に関する情報提供と具体的な問題解決支援(専

門機関につなぐ等)、④地域社会(住民や専門機関)への働きかけの活動という、少なくとも4

つの段階が含まれているのである。これは、利用者の課題を解決することに共に携わりつつ見

出してきた援助の方法と言い換えることもできるだろう。また、鈴木の地域社会発展教育の枠

組みに即してみると、地域組織モデル及び地域開発モデルの典型的実践ということができる"。
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5 おわりに

小論では、わが国の市民セクター発展の可能性を釖り拓くには、いかなる実践が必要となる

のかという実践的問題意識の下、第一に、先行する英国のボランタリーセクター支援政策の形

成過程を概観した後、第ごに、北アイルランド(英国の遠隔地方として)の健康教育実践の展

開過程の考察を行った。限られた資料調査と聞き取り調査からではあるが、次のような支援政

策形成の論理と、実践論理を筆者なりに確認することができた。

ボランタリーセクター支援政策形成に関しては、①白助組織と相互扶助の時代(地域住民の

生活維持のための自発的努力)、②自助組織の拡大による社会化の時代(専門機関ワーカーとコ

ミュニティ活動家の協同も一部実現)、③社会的認知の高まりと資金的支援の開始(援助の基準

づくりと助成財団の設立支援)、④公式な文書による政府支援の公表、⑤協同のため覚書合意、
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という過程があった。いうならば、生活維持のための自助的努力力壮也域住民共通の二ーズを満

たすためのサービス提供ヘと社会化されていくことで、まずは地域社会での承認を得ること、

次いで専門機関からの支援をとりつけ、より広く地域課題の解決に努力する過程があり、最終

的には公共的な事業として委託されるか、制度化ヘと吸い上げられていくという論理として理

解できるように思われる。

健康教育実践の展開からは、①現存制度の批判、②自主的な活動の創造、③オルタナティブ

な実践と理論の形成、④協同と社会的支持の拡大、⑤地域社会での実践展開 q主民グループの

育成支援)、⑥政策研究と公的機関ヘの提案(制度の革新に向けた提言)という過程が見出され

、^0

このように政策と実践の展開論理を改めて取り出してみると、実践の論理を承認していく政

策の論理という仮定が立てられるように思われる。今後の課題としては、公共性の再編に果た

す地域組織、ボランタリー組織と専門機関や行政機関の相互作用に焦点化した実践過程分析が

必要であると考えている。つまり、小論で明らかにした政策と実践の相対的に別の論理を統一

的に把握する相互作用分析のための視座の設定と、相互承認の論理が異なる他者及び機関との

協同によって実践の発展過程の中でどのように統一されていくのかに焦点を当てた実証研究と

いう課題が残されているだろう。

DWWの実践について若干の評価を述ベておきたい。 DWWの健康教育実践を特徴づけるの

は、利用者中心に精神的ケアを重視して構成された保健・福祉サービス提供である。この点は、

現存するサービスの限界を超える革新性を有しているという評価ができる。しかし、その教育

講座の内容には、意識的に社会構造の問題や地域の経済・社会問題を視野に入れることは残念

ながら見られていない。筆者が聞き取りを行ったコミュニティ・ワーク実践としての「近隣健

康教育プロジェクト」においても、住民グループの育成過程で取り組まれたのは、健康情報を

いかにうまく地域住民に伝達するかという広報の技術、コミュニティ・ワークの技術、日常生

活に必要な範囲での医療と介護知識と技術を内容とする、いわば技術伝達教育であったと思わ

れる力。

このことから、 DWWのネットワーク形成については、次のような限界を指摘することがで

きる。 DWWは関連する多様な住民組織、ボランタリー組織、専門機関をつないでいるものの、

その関係性は不足するサービスの相互補完という意味が大きいのではないかということである。

従って、何らかの必要なサービスがどこかで満たされているならば、それ以上の社会システム

化や制度改革ヘと学習や社会的行動を組織することに、利用者たちあるいはDWWが向かう

かどうかは疑問である。但し、2000年から始まった政策研究会の主催という新しい形の実践に

その可能性を見ることはできると思われる。この点は、今後の検証として残されている。少な

くとも、個人の利益から集団の利益、社会に開放された利益の蓄積と多様なネットワークの広

がりを関連づけることができるという理解を示しておきたい。

最後に、本事例の現段階で、ボランタリーセクターを含む中間領域の私事性の克服と公共性

の獲得という論理を、普遍的こととして確定するのは尚早であると思われる。しかし、公共性

の再編が現代社会で普遍的な課題となワてきているのは、歴史的必然であるという立場は表明

しぇたかと思う。小論は、公共性の形成過程を歴史的な視野から捉えるための一試論であった

と考えている。
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1 問題の所在

2002年1月に国立社会保障・人口問題研究所が出した田本の将来推計人口」は、「このよ

うに日本の人口はまもなく人口減少時代に突入し、右肩上がりの人口増加の趨勢は終青する。

日本の出生率が1970年代半ばから人口を一定の規模で保持する水準(人口置換水準=合計特殊

出生率が2.07:筆者注)を大きく割込んでいるため、このような過去四半世紀続いた低出生率

水準と今後の見通しは今世紀初頭から始まる人口減少をほぽ避けることはできない現象」Dで

あると結論付けている。

政府は、少子化対策として「今後の子育て支援のための施策の基本的方向にっいて(エンゼ

ルプラン)」、つづいて「緊急保育対策等5力年事業」、1999年12月には「重点的に推進すべき少

子化対策の具体的実施計画(新エンゼルプラン)」を策定した。

これを地域における子育て支援の視点からみると、エンゼルプランの「基本的方向」の中に、

「児童委員等のボランティアの協力のもとに地域子育てネットワークづくりを推進する」また、

「子ども同士や高齢者との地域社会におけるふれあい、ボランティア体験など通じて子どもが

豊かな人問性を育めるような家庭や社会の環境づくりを推進する」とあるが、同プランにおけ

る重点施策や「緊急保育対策等5力年事業」においては「地域子育て支援センターの整備」が

推進されているだけである。さらに、新エンゼルプランにおいて、地域において子育ての相互

援助活動を行う会員制の組織として「ファミリー・サポート・センターの整備」が追加された

が、エンゼルプランの基本的方向にあった児童委員などポランティアの協力に期待するものと

は、形相を変えたものとなっている。

このことは、「現代の子どもの育ちは家庭の責任のみで解決できるものではなく、広く家族、

地域、社会の連帯と共伺によって確保できるものである」幻との指摘を認めっつも、子育てに

関わる問題の解決を進めるための、地域住民相互のボランタリーな支援活動の具体的方向は、

現在も模索されっづけられている最中であり、定まったとはいえないことを示唆していると考

える。つまり、地域住民に何を期待しているのか見えづらいということが、地域での子育て支

援をすすめる上で問題となっているのではないだろうか。

しかし・一方、本研究のフィールドとなった千歳市のように、「千歳市更生保護婦人会」とこ

の団体が中心となり組織した「千歳市子育て支援地域活動実施委員会」幼などのボランティア

団体が、「地域のなかで子育てを支援する活動」を模索し始めている。このような地域も現に

存在しているのである。

本研究は、これら子育てを取り巻く問題を解決していくために、インフォーマルなボランテ

イア団体などが中心となり、子育てを支援する地域活動に取り組むことが今後ますます重要と

なるとの認識から、子育てをしている親を対象とした実態調査を通して、①子育て中の親がど

のような悩みや課題を抱えているのか明らかにすること、また②今後どのような支援活動が必

要か、あるいは可能であるか明らかにし、今後の子育て地域支援活動のあり方を検討すると共

に、地域の活動を活発化させる方策を考えるための手がかりにっいて検討を試みるものである。

2.調査の方法と回答者の性格

本調査は、 2000年10月16日から3]日に行い、質問紙法による留置自計式を採用した。対象と

なったのは、同年10月1日時点で就学前児童(3~6歳)を抱える保護者であり、①保育所'
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保育園に通園している児童の保護者(U0名)、②仲よし児童館に通っている児童の保護者(100

名)、③育児サークルに参加している親(60名)、④これらに含まれない世帯で、Ⅱの地区民生委

員児童委員協議会に所属する児童委員が、任意に選択した児童の保護者(200名)の計800名を

対象とし、 725名(回収率90.6%)から回答が得られた。

調査票は紙幅の関係で本論文に添付することはできないが、以下に示した内容を骨子として、

「千歳市子育て支援地域活動実施委員会」と筆者が検討を重ねつつ作成した。

①回答者の子どもから見た属性、世帯構成、健康状態、介護を必要とする家族の有無、居住

年数、住まい方、市内に在住する親戚の有無、世帯税込年収

②子どもの平日の昼間の過ごし方、健康状態

⑧母親の就労状況

④父親の就労状況

⑤子どもの遊び方

⑥用事のあるときの子どもの世話

⑦子育てに困ったときや、心配ごとの相談相手

⑧子どもへの行為

⑨配偶者の協力

4ひ子どもについて日ごろ感じること

⑪公的機関の認知状況、利用状況ならびに満足度

⑫今後、必要な政策など

3 千歳市における子育ての現状(調査結果)

本調査の結果のなかから、注目すべきものについて特記していく。なお、必要に応じて単純

集計表を配したが、同表に関しては本論文の後部に付したのであわせて参照されたい。

①回答者の概況

回答者の95.4%が母親であり、父親は3.6%であった。また、家族構成をみると、核家族

(「父十母+子」)が74.3%であり、ひとり親家族である「母十子」、「父十子」はⅡ.1%であっ

た(表D。

表1

家族形態

回答者世帯の構成

核

拡大

父十母+子

ひとり親

構成の種類

父十母十子十祖父母

父十子

母十子

その他

父十子+祖父母

注)無回答は集計から除外した。

母十子+祖父母

その他

本市での居住年数は、「5~10年」が28.フ%、吐0年以上」が37.1%で、 5年以上居住し

ているものは65.8%であり、比較的長期間にわたって居住しているものが多い。

人数

533

67

%

4

75

74.3

3

93

認

0.6

10.5

717

04

45

0.4

100.0
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また、千歳市内に親類がいる回答者が63.5%であった。

回答者世帯の税込年収は、「400~600万円」力玲3.9%と最多であり、つづいて、いわゆる

低所得家庭といえる「200~400万円」が26.4%、「600~800万円」が18.2%であった(表2)。

表2 回答者世帯の税込年収

年収帯

200万未満

200-4冊万

400-600万

600-800万

なお、回答者の子どもの状態にっいてもたずねたが、 94.6%が「良好」と回答したが、 2.フ

%が「病気がち」とし、さらに、 2.0%が「身体的もしくは知的障害」があると回答した。

このような子どもたちにっいて、地域で支えていく手だてを考えていかなければならない。

800万以上

人数

②親(保護者)の就労状況

76

親の就労状況にっいてたずねたところ、父親の98.フ%、母親の50.2%が仕事をしていると

回答したが、仕事をしている父親の飢.9%が「常勤職」であるのに対し、仕事をしている母

親の46.8%が「パート」などであり、「常勤職」は".8%と、女性の労働は男性と比較して、

不安定な状況になっていることが考えられる(表3)。

一日あたりの労働時間にっいてたずねたところ、母親では「フ~9時間」が60.6%で最多

の回答であり、「10時問以上」と長時間に及ぶものは5.0%であった。一方、父親では「10

時問以上」と回答したものが39.5%もおり、長時間にわたり仕事に拘束されている。このこ

とは、父親の家事ヘの参加が少ないことの原因のーつであると考えられる(表4)。

また、仕事の終了時間にっいてたずねたところ、母親の7フ.3%が「18時まで」に仕事を終

了していると回答し、 18時以降に仕事を終える母親は22.フ%であった。また、父親をみると

「玲時まで」に仕事を終えているものは訟.8%と半数以下であった。

このことは、保育所および保育園の延長保育について老えるきっかけを提示していると思

われる。(表5)

186

%

260

128

10,8

54

26.4

704

36.9

18 2

フ.フ

100.0

表3 仕事の形態

父親

母親

常勤職

表4 就労時間

407

91.9

Π3

ノ弌ート

父親

"8

.

3時間以内

母親

4

0.9

自営業主

118

46.8

2

4~6時間

0.5

24

(上段:人数、下段:%)

8

5,4

その他

3.3

玲

6.3

フ~9時間

0.2

8

乃

1.8

31.1

5

254

計

2.0

(上段:人数、下段:%)

冊8

10時問以上

"3

146

100 0

60.6

252

168

100.0

39.5

12

計

5.0

425

100 0
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表5 仕事の終了時刻

父親

母親

15時まで

⑧用事があるときの子供の世話

15

生活上での出来事、つまり用事があるときに誰が子どもの世話をするかについてたずねた

ところ、「無理をして連れていく」と回答したものは、病気のときで7.5%、冠婚葬祭で16.3

%、買い物などで19.4%、趣味などで8.8%であった。このことは、気軽にまたは臨機に子

供を預けるところが少ないことを示す結果であり、無視できない数字だと考える。(表田

39

玲

16時

8.0

0.3

22

17時

9.8

表6 子どもを無理をして連れて行く生活上の出来事

48

12.6

脚

W時

65

30 7

(回答者が櫂患した)病気

生活上の出来事

17.0

65

玲時

28.9

出産

注)割合偶)は全回答者に対する割合である。

看病

(上段:人数、下段:%)

冠婚葬祭

19.4

20時以降

18

買い物

④子育てに関する相談相手と情報入手手段

8.0

趣味

179

人数

46.9

子育てについての相談相手の有無についてたずねたところ、全体の98.3%は、相談相手が

「いる」と回答した。相談相手の1位は「友人j で".6%、つづいて「親」が42.9%、「配

偶者」が31.4%となっている。子育ての相談相手の1位が「配偶者」でないことは、興味深

い結果であると考える。

さらに、育児についての情報の入手手段について(3つまで)回答を求めたところ、「自

分(回答者)の親」が47.8%、「近所の友人、知人」力玲9.6%、「(近所にいない)友人」が

36.9%であった。また、「育児雑誌」が31.1%、「テレビ」が17.4%、「専門書」力司3.2%

であり、親はいわば「人的資源」と「情報資源」の両方から清報を入手していることがわかる。

認

寸

14 7

50

認2

100.0

6

%

225

51

102

100.0

フ.5

128

1.1

53

9.4

16.3

19.4

8.8

⑤子どもに対する行為

子どもに対する行為について、虐待的傾向の有無を含め質問した。その結果、おおむね虐

待傾向は認められないものの、「ものを使って叩くことがある(経験者の割合14.フ%)」「物

を投げつけることがある(同12.5%)」「子ども力ゞ傷つくようなことを繰り返し言うことがあ

る(同37.フ%)」「蹴ることがある(同19.5%)」という結果は、無視できない問題であると考

える。また、割合としては低率であるものの、「裸のままにしておくことがある(同1.フ%)」、

「子どもの体に噛み付くことがある(同0.3%)」との結果も得られた。これらの問題行動を

しばしば行っている親がいることは、その子どもヘ与える影響も危倶されるところであり、

早急に対策が求められるところでもある(表7)。
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表7 子どもに対する行為

泣いてもほうっておくこと
がある

食事を与えないことがある

子どもが傷つくようなこと

を繰り返し言うことがある

大声でしかることがある

お尻をたたくことがある

1:まったくない

手をたたくことがある

Ⅱ5

18.3

頭をたたくことがある

2:ときどきある

616

97.3

顔をたたくことがある

諦3

62.4

つねることがある

上段:人数下段:構成比

4諦

73.1

物を使コてたたくことがあ
る

3;しばU弍ある

17

2.フ

Ⅱ

2.フ

208

物を投げつけることがある

219

34,8

54

8.6

255

40.3

蹴ることがある

33

402

63.4

浴室などに閉じ込めること
がある

217

34.3

363

57.5

18

2.9

能8

100.0

433

68.6

家の外に出すことがある

329

52.1

215

33.9

6胎

100.0

子どもを家に置いたまま出
かけることがある

569

90

368

58.1

60

9.5

630

100.0

裸のままにしておくことが
ある

540

舗.3

179

28.4

48

フ.6

634

100.0

子どもの体に強く噛みつく
ことがある

552

87.5

631

100.0

48

フ.6

631

100.0

503

80.5

認

13,9

^58^

632

100.0

605

95,6

⑥配偶者の協力状況

配偶者の家事、育児参加ヘの満足度をたずねたところ、「とても満足」と「まあ満足」の

肯定的な回答をあわせて66.5%と、半数以上の回答者が満足している。

さらに、配偶者の具体的な協力の有無にっいて、「ほとんど毎日協力する」と「週3~5

日は協力する」といった肯定的な回答をあわせた数値でみたところ、「子どもをしかったり、

ほめたりする」との項目では79.2%、「子どもといっしょに室内で遊ぶ」では引.フ%、「子

どもをお風呂に入れる」では56.2%と半数を超えており、育児に協力的な姿勢を示す配偶者

が比較的多いのではないか。

しかし、家事に関する設問では、「掃除をする」の設問に「ほとんどない」と「週1~2

日」といった消極的回答を行ったものをあわせると89.8%、「買物をする」では86.8%、「食

事の後片付けをする」では78,フ%となり、育児行為には協力的であるが、家事行為には協力

していない傾向力電忍められた。

前述したとおり、母親の50.2%が有職者であることから考えると、母親は、「労働」、「子

育て」、「家事」など大きな負荷を背負っていることが想像される(表8)。
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表8 配偶者の協力

買物をする

食事の後片付けをする

掃除をする

子どもと一緒に外で遊ぶ

子どもと一緒に室内で遊ぶ

ほとんど毎日

子どもをお風呂に入れる

子どもをしかったり、ほめ
たりする

26

4.4

週3~5日

子どもを寝かしつける

78

13.2

33

5.6

噐

8.8

ごみをだす

週1~2日

27

4.6

48

8.1

子どもが病気のとき面倒を
みる

226

38,4

27

4.6

上段:人数下段:構成比
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50.0

193

詑.6

⑦子育てに関する日ごろの感触

ほとんどない

40

6.8

163

27.5

333

56,フ

137

23.3

子育てに関する日ごろの感触について、Ⅱ項目の設問を設定してたずねたところ、多くの

回答者が、自らの子育てに対してたいへん肯定的な評価を行っていることがわかった。

しかし、ごく少数ではあるが、「自分の子どもはけっこうぅまく育っていると思うことU全

くない」 1.4%)」、「子どもを育てるのは楽しくて幸せなことと思うこと(同1.1%)」、「子ど

もがかわいくてたまらないと思うこと(同0.5%)」との回答が得られたことを無視してはな

らない(表9)。
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日ごろの感触
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よいかわからなくなること
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んぱかりしていること

587

100.0

163

27.6

子どもに八つ当たりしたく
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4.8

274

43.3

自分の子どもを他の家の子どもと
比して心になることがある

130

20.5

202

32.0

上段:人数下段:構成比
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⑧子育てに関する機会・事柄の必要性

子育てに関する機会・事柄の必要性をたずねた結果、「とても必要である」と回答したも

のが半数を超えた項目は、「育児休暇や育児休業等の制度の充実(釘.5%)」、「親と子ども

たちが一緒に遊ベるような場(79.3%)」、「短期問子どもを預けることができる場所(65.9

%)」、「働いていない人でも、日中子どもを預けることができる場所(57.2%)」、「出産・育

児について身近に相談できる場(56.9%)」の5項目であった。今後、子育て支援地域活動や、

行政の政策に対し参考になるものと思われる(表1の。

表10 子育てに関する機会・事柄の必要性

親たちが日常的に集まって、

出産・育児に関して情報交
換できる場

出産・育児に関する学級・講

座

出産・育児に関して身近に
相談できる場

出産・育児に関する電話相

談

1:とても必要

ベビーシッターのような家
庭に出向いての保育

育児休暇や育児休業などの
制度の充実

251

36.4

短期問、子どもを預けるこ
とができる場所

2

260

37.5

働いていない人でも、日中
子どもを預けることのでき
る場所

269

諦.0

395

56.9

親と子どもたちが一緒に遊
べるような場

3

308

".3

281

40.5

124

玲.0

291

42.1

218

31.4

4.考察と結論

郭5

81.5

4

247

35.5

100

14.4

上段:人数下段:構成比

まず、子育て中の親がどのような悩みや課題を抱えているのか、この調査で明らかになった

事柄のうち、地域における子育て支援活動と関連が深い事柄について述ベることとする。

第一は、98.3%の回答者が育児について相談相手がいると回答しつつも、「子どものことで

どぅしたらよいかわからなくなることがある」、「子どもがわずらわしくていらいらしてしまう

ことがある」、「自分の子どもを他の家の子どもと比較して心配になることがある」などの質問

について、半数以上の回答者が「よくある」「時々ある」と答えており、これらの不安や課題に

ついて現在の頼りにしている相手に相談するだけでは、不安が解消しきれていない現状が明ら

かになった。

第二は、配偶者の協力については、育児については比較的協力的であるが、家事については

協力的とは言えず、50.2%の母親が仕事を持っていることから考えると、母親の負担は相当大

きいことが明らかになった。その原因のーつとして、父親の39.5%が1日「10時問以上」、66.2

%が「18時以降」も仕事をしているという現状が考えられる。相談相手の1位が父親でないこ

とは、多過ぎる仕事がつくる現象のーつのように思われる。また、要望のなかで最多であった
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ものが「育児休暇や育児休業などの制度の充実」であったこととも無関係ではないであろう。

つまりここから、個々の配偶者の非協力を責めても、それだけでは問題が解決しないことがわ

かる。

第三は、病気の時や冠婚葬祭など生活上で緊急の出来事や用事あるときに、気軽にまたは臨

機に子どもを預けるところが少ないことが明らかになった。

このような問題の根底には、過疎化と過密化は、「深刻な社会問題を引き起こしており、解

決の困難な課題として、住み続けたくともそれを阻むメカニズムが、現実の社会経済システム

に内包されている」りとの観点と伺様に、子育てが困難となりゃすいメカニズムが、現実の社

会経済システムに内包されていることが原因のーつとなっていると考えられる。

つまり、地域福祉は「高齢者、障害者の在宅福祉の問題に還元されるものではなく、本来的

には、幼児から子育て最中の若い世代、障害者、高齢者までのすべての社会階層にコミュニテ

イへの完全参加を保証する活動であり、また、乳幼児から高齢老に至るまでの全ての人々の自

己実現をめざして、それぞれのライフサイクルにおいて直面する発達課題を他者との共同性の

なかで実現していく活動」釘といえる。しかし、現状は、高齢者の介護問題にシフトしてぃる

と言っても過言ではないのかもしれない。

例えば、「地域の人々による児童の下校後の生活の見守り、あるいは子育てに関して不安を

抱える母親の相談や悩みを受けとめる当事者グループへのサポート、児童館や保育所、あるい

は保健医療福祉の専門家による相談機能を含めた子育て支援ネットワークなどの必要性が指摘

されている」゜)ことも、逆説的に考えるならば、そのような活動が現在活発とはいえないとこ

を表していると考えられる。

田本の将来推計人口」において人口の減少は避けられないと結論付けられたことからも、

少子化問題を解決するためには現在の政策だけでは充分とは言えないが、「エンゼルプラン」

に始まった「子育て支援センター」や「新エンゼルプラン」で示された「ファミリー・サポー

ト・センター」などの施策は、大きな効果をあげるものと期待される。しかし、地域における

子育て支援の視点からみると、やはり政策や関係機関の活動だけでは問題が解決するとは考え

にくい。住民のボランティアによる子育て支援地域活動は、問題に個別に、また臨機に対応で

きるものとして期待されるだけではなく、このような子育ての問題を住民が自らの問題として

とらえていく第一歩になると芳えられる。子育ての問題の解決を、行政や保育所など関係機関

にのみ頼っていたのでは、トップダウンの構図は何も変わらない。そればかりか、そのような

活動では住民のエンパワメントにはつながらないのではないか。地域での住民による「支えあ

い」の新しい方向こそ検討され、実践されるべきなのであり、必要なのである。そしてこのよ

うな、住民による子育て支援地域活動を進めるうえで次の4点がポイントになると考える。そ

れは、①二ーズに対応する括動の継続的な実施、②関係機関、団体との協力関係の強化、③継

続的な広報活動の実施、④行政との共働である。

さらに、社会福祉協議会がこのような住民の地域活動を、どのようにサポートできるかが、

今後、地域活動を活性化させるための・ーつのカギとなると考える。

最後に、現在、独居老人に対する見守りを主な活動としている、「小地域福祉ネットワーク

活動」とその実践者である福祉委員を、子育て支援活動にも活用できないか、今後研究を進め

たいと考えている。これは、前述した地域福祉をライフサイクル全般に対応するよう進めてい
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こうとする考えと同様である。

子育ての問題を解決させるためには、行政や関係機関団体の積極的な対応と同様、当事者と

それを取り巻く住民が相互に協力しあいながら、自分たちの力を強めていくことが最も重要な

のである。
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はじめに

積雪寒冷地域における冬の生活安心ネットとしての雪対策は切実な課題である。

札幌市の市政世論調査でも、過去常に第1位を占めるのは「除雪」に関する要望であった。

しかし、これまでも雪対策は取り組まれてきているが十分な状況になってはいなかった。

後述の調査などから、特に高齢者・障害者世帯などでは、公道除雪後に住宅前に置いていく

雪の処理に困っている実態が明らかになっている。このことは、買い物、通院、福祉サービス

利用等での外出を困難にさせ、孤立しがちになるなどの福祉問題を派生させてくる。

これに対して、札幌市社会福祉協議会(以下「市社協」と略)が除雪ボランティア活動とし

て支援してきたが、対象世帯の増加、担い手の高齢化などで限界も出てきた。

そこで、平成12年度に市行政は、高齢者世帯等に対する福祉除雪を重点課題として取り上げ、

平成12年5月に公募による市民、高齢者・障害者の当事者団体、市社協等から構成する「札幌

市の福祉除雪を考える市民委員会」を設置し、ここでの提言をうけて当該年度(約2,450万円

を予算化)よりモデル地区試行実施(650世帯)し、平成13年度(約1億4,600万円を予算化)

からは市社協を実施主体とし、市内全地区に拡大(2,卵3世帯)試行実施している。

なお、実施にあたっては、福祉除雪を単に除雪作業に終わらせるのではなく、これを契機と

して住民相互が支えあうまちづくりをめざす地域福祉活動の一環として位置づけ、住民、町内

会等の地域組織、社協、行政との連携・協働事業としてすすめることを基本的考えとしている。

ついては、札幌市での福祉除雪の取り組みの背景、経過、事業の概要、試行実施の結果を通

して、その現状と課題について報告したいと考えている。

なお、ここで使用している用語の整理をしておきたい。「福祉除雪」とは自力で除雪するこ

とが困難な高齡者や障害者世帯を対象に間口や敷地内の除雪を支援するものである。具体的に

は、除雪車により道路除雪が行われた日の午前中に、間口部分と玄関先までの通路を歩行に障

害がない程度に除雪を行うものである。また、間口除雪とは道路に面した出入口部分を幅1.5

血の除雪を行うことをいう。(市政ホットニュース「2001.広報さっぽろ9月号」札幌市P 8)

2 札幌市の地域概況

札幌市の人口は、平成13年4月1日現在、 1,819,075人である。これまで持続的な人口増を

続けてきた札幌市も前年増加率は平成3年以降低下しており、人口増加の趨勢は鈍化傾向にあ

るものの人口構造を見ると、肪歳以上の老年人口比率は14.6%、年少人口比率は13.6%(平成

W年4月1日現在)で少子高齢化は今後一層加速するものと予測される。札幌市が高齢社会の

仲間入りをしたのは平成12年で、全国から比ベると6年遅いが、フ%から14%までにわずか16

年しか要しておらず、全国平均に比ベ1.5倍の速さで人口の高齢化が進んでいる。高齢化ヘの

対応はもう待ったなしの状況である。また、介護保険における要支援・要介護高齢者は31,749

人で出現率は12.0%、障害者手帳を交付された市民は、 74,914人(平成13年4月1日現在)で

ある。

札幌管区気象台によると、平成12年度の降雪量は494伽であった。また、各区の士木センタ

ーのデータでは、北区・白石区の2つの区で6血を超える降雪があった。
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3 福祉除雪の取り組みの背景と経過

ここでは、札幌市における福祉除雪に取り組む必要が緊急の課題となってきている背景や、

これまでの取り組み経過について各種調杏結果などから整理してみる。

①
づヒ

月

平成10午度「除排雪に関するアンケート調査」(札幌市実施)では、除雪に対する要望の第

1位の「凍結路面の対策を充実してほしい」に続き、「玄関や車庫前に雪を置かないでほし

い」という要望が第2位となっている。また、家や車庫の出入り口の前に除雪車が置いてい

く「除雪時の雪に困っている」(49.2%)、「いくらか困っている」(27.1%)と答えた市民が76

3%に達し、多くの市民が「間口除雪」に苦慮している。

札幌市民全般が「問口除雪」に困っている状況であるが、この問口除雪は、冬期間の生活

に支障を感じ、除雪に関しハンディキャップを持っている高齢者や身体障害者にとってはさ

らに切実な問題である。この点について、調査報告から見てみると、平成10年度に行った「高

齢者生活実態調査」(札幌市実施)では、保健・医療・福祉施策に対する希望を問う設問(複

数回答)に対し、「年金の充実」に次ぎ、「除雪体制の充実」が第2位となっている。また、

障害者の直近の認査として、平成5年度の「心身障害(児)者実態調査」(札幌市実施)では、

住まいに関して困っている点を尋ねたところ、「冬期間の除雪」という答えが全体の35.4%

で、最大値となっている。

また、平成Ⅱ年度の「高齢者世帯の除雪に関する実態調査」(札幌市実施)によれば、幽由

意見を述ベる設問では、「間口に雪を置いていかないで欲しい」という意見が第1位、「今

のところ白分でできるが、将来が不安」という意見が第2位という結果となっている。

また、平成12年度「障害者世帯の除雪に関する実態調査」(札幌市実施)においても、自由

意見を述ベる設問では、「間口に雪を置いていかないで欲しい」という声が多かった。以上

のように高齢者、障害者世帯については、「間口の雪の処理」は切実な課題となってきてい

る。

②経過

①社協の取り組み

D 除雪ボランティア

平成2年度より市社協では、要援護高齢者や障害者世帯ヘの支援として、地域住民

が除雪奉仕活動を行う「独居老人世帯等除雪サービス事業」に取り組んだ。また、

平成7午度からは、担い手も拡大し事業名を「除雪ポランティア事業」に変更した。

実際の担い手は、町内会役員、民生委員、ポランティアグループ等であった。

その概要は次のとおりである。サービスの活動内容は、降雪及び除雪車により堆積

した雪のために、生活の支障となる玄関先の道路部分の間口除雪、屋根の雪おろしで

ある。費用については、市社協は担い手の実費弁償分として1世帯5,000円負担し、

利用者負担はない。

なお、平成2年度では、間口除雪363世帯、屋根の雪おろし75世帯、ボランティア

活動者力巧98名であったが、平成12年度では、間口除雪1,173世帯、屋根の雪おろし52
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世帯、ボランティア活動者1,760名で実施した。特に間口除雪では約3倍強の実績と

なっている。同様にボランティア活動者も約3倍必要となっていた。

2)除雪ボランティア対応による限界

この除雪希望世帯は、平成12年度で1,000世帯を超えており、更に潜在的な二ーズ

を含めると対応が困難な状況になっていた。また、これまで除雪活動は町内会を中心

に実施してきたが、役員が高齢化(直近の調査では60歳以上が90.5%)してきており、

従来の対応では困難になってきていた。このため高齢者や障害者等の自力で除雪が困

難な世帯に対する「間口除雪」が大きな課題になっていた。

②行政の取り組み・「市民委員会」を設置

平成12午5月より公募委員を含む7名による「木帥晃市の福祉除雪を考える市民委員

会」(事務局・市保健福祉局、建設局、市社協等)を設置し、平成12年度冬期間 a2月~

3月)における取り組み内容の検討に入り、平成12年9河Ⅱ日市長あてに中間提言をし、

同年12月からモデル地区による試行実施を行った。

平成13年度においては、前年度の評価、検討をふまえ、対象世帯、内容等を拡大し、

対象地区も全市に拡大して実施中である。

4 福祉除雪実施概要(平成12年度)

①福祉除雪の内容

平成12年度の実施にあたっては、札幌市と市社協共催とした。なお、平成13年度は市社協に

一本化し実施した。この福祉除雪の目的は、自力で除雪が困難な70歳以上の高齢者だけで構成

されている世帯、重度(1級及び2級)身体障害者のみで構成されている世帯(一戸建て)を

対象に、道路除雪後の間口の除雪が困難な場合に支援することとしている。

なお、除雪の方法は社協実施の地域協力員による除雪(間口及び敷地内除雪、安否確認、声

かけ)と行政発注の業者による除雪(行政実施は、間口除雪のみ)で行い、利用者の費用の負

担(ひと冬)は生活保護世帯は無料、市民税非課税世帯は、 5,000円、市民税課税世帯は、!0,

000円とした。担い手には、実費弁償分として 1世帯21,000円を支給した。実施地区の選定に

つぃては、各区毎に高齢者数の多い地区やボランティアの多い地区等を老慮し2地区選定し、

全市で20地区で実施した。

②福祉除雪事業の行政、社協等の主な役割分担

①行政の主な役割は、社協に対する補助金の交付、業者ヘの発注コーディネート(平成

13年度は社協に一本化)、市民に対する事業のPR、利用申込者の受付、審査、決定。ま

た、事業の苦情対応、社協に対する情報の提供等である。

②市社協の主な役割は、地区社協、民生委員等ヘの制度の説明、区社協が地区社協へコ

ーディネートするのに必要な支援(主に地域協力員の確保)、苦情の処理、地域協力員の

保険の加入等である。

③区社協の主な役割は、地区社協、民生委員等ヘの制度の説明、地区社協ヘのコーディ

ネートに関する支援(主に地域協力員の確保、対象世帯と地域協力員とのコーディネー
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ト)、地区助成金の交付、苦情の処理等である。

④民生委員の主な役割は、福祉除雪ヘと移行する除雪ボランティア利用者ヘのPR、対

象者ヘの周知等である。

⑤町内会、地区社協、地区福祉のまち推進センターの役割は、地域協力員の募集、ニー

ディネート等である。

5 実施状況と結果

ここでは、本福祉除雪の実践について、実施初年度である平成12年度の状況と結果を中心に

述ベる。

①実施状況

平成12年度は、市内20地区において、 650世帯(1地区21~120世帯)を対象に実施した。

そのうち行政発注型で行った世帯は、14地区の392世帯、地域協力員型で行った世帯は、 6

地区の258世帯であった。

行政発注型に参加した委託地域業者は18社で、地域協力員型で参加した地域協力員は212

人であった。

②結果

利用者及び担い手に関するアンケート調査から利用状況、評価等、さらに今回の実施を小

地域福祉活動の可能性の視点から整理してみた。

①最初にアンケート調査からみたい。平成12年度の試行実施後に利用者世帯に対してア

ンケートを行った(札幌市実施。回収率82.8%)。

その中で、「申し込み理由」では「体力的に除雪ができなかったので」が74.フ%で、

その他に「配偶者の死亡」、「子供の転居」、「近所でやってくれるひとがいなくなった」

等があげられていた。

評価としては、「良かった」、「まあまあ良かった」をあわせて87.2%、次回もこの制

度を利用するかの問いには、 82.フ%が「利用する」と答えるなど、対象者には、概ね好

評のうちに行うことができたと思われる。

なお、「よかった」「まあまあよかった」と回答した中に70歳以上の単身女性世帯が89.

6%、 70歳以上の世帯86.3%を占めた。

次に、除雪作業の時間では、「7時前」(25.1%)、「フ~ 8時」(29,6%)と午前8時ま

でには半数以上の54.フ%が終了していた。なお、「8 ~9時」(17.1%)、「9~10時」(フ.

6%)、「10~正午」(5,9%)という状況であった。次に除雪前の外出では、「全くなかっ

た」(40.1%)、「ほとんどなかった」(27.フ%)であった。ただ、「除雪前に外出したこと

がある」(「たまに」「よくあったD人が29.2%おり、そのうち「多少」・「とても」支障

を感じた人が能.2%(10別句となっていた。その支障の78.フ%が「通院」、25.0%が「買

い物」、10.2%が「デイサービス・デイケア」であった。(前本市調査)。除雪時間と個別

ニーズの関係では今後の検討が必要と思われる。

また、近所の地域協力員が除雪してくれたことに対して、「近所の人で安心した」と

6割の人が答え、逆に「気まずかった」は5.5%であった。さらに利用負担金額につい
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ては「安い」「適当」を合わせて8害何金の人たちが肯定的に答えている。

また、社協コーディネートの地域協力員に対して行ったアンケート(市社協実施。回

収率器.1%)の中で、福祉除雪を実施しての評価としては、「良かった」、「まあまあ良

かった」をあわせて89.0%、次回もこの制度に協力するかの問いには、 71.0%が「協力

する」と答えるなど、担い手である地域協力員にも、概ね好評のうちに行うことができ

たと思われる。

②次に小地域福祉活動の広がり、可能性の側から述ベてみる。

地域協力員型で実施した地域の中には、中高生ボランティア活動として町内会との連

携により取わ組むところも出てきた。とくに、清田区北野地区は熱心であった。北野地

区は、福祉のまち推進センター事業でもボランティア活動がさかんな地域である。

当地域は、昭和認年、昭和45年に団地造成が始まり、昭和58年に北野地区町内会連合

会力珠且織化され、その頃から、福祉活動に力を注いできた。

また、当地域内には、北野中学校、北野台中学校及び清田高等学校があり、学校側も

地域の福祉に関心を寄せていた。福祉のまち推進センターは、10年程前から春、夏、冬

の長期休暇に入る直前に、校長、教頭を招き休み中の子供の生活に関する懇談会や、担

当教諭とボランティア会議を開催してきている。

小学生に対しては「ボランティアの心を育てる」として高齢者に手紙を書くことから

はじめている。特に、中学生では、「ボランティア活動の実践」を目標とし、 5年前か

ら希望者128名が地域で除雪等のボランティア活動をしてきた。

また、厚別川の清掃等も学校ヘ呼びかけ、地域と学校の連携をさらに深めようとして

いる。

さらに、札幌清田高校の生徒も除雪活動に取り組んだ。

ここの生徒会にはボランティア係があり、係員(12年度は4名)が全校生徒に呼びか

けることにより、除雪ボランティア(8名)をはじめ、草刈り、お祭りの手伝い、身体

障害者の介護、募金活動、など主として学校の所在する北野地区を中心にボランティア

活動を繰り広げている。

除雪の分野では、 4年前から活動しており、平成12年度は、地域協力員として登録し

なかったが、地域内の除雪の担い手として、積極的に活動してきた。

とくに、平成13年度には、ボランティア同好会として新しく組織化され、現在30名の

会員が所属している。

また、手稲区に住んでいるある親子も除雪活動に取り組んでいる。

父親が単身赴任で遠くに行っているので、母親が子供達と地域のふれあいのきっかけ

になればよいと思い、町内会を通じて福祉除雪の協力員として申し込み、活動したとい

う。 3人の子供は、雪が10伽積もると近くの一人暮らしのおじいちゃんのところに行っ

て除雪し声かけをしている。福祉除雪がきっかけとなり、おじいちゃんとのふれあいが

でき、よい人間関係ができたとお亙いに喜んでいる。
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6 新たな取り組み

平成12年度の結果に対し、平成13年度の取り組みを中心に述ベる。基本的な考え方として提

言に盛り込まれた本文と実務内容を中心に述ベる。

① 12年度をふまえ、13年度は次の点を改善

①対象世帯と活動内容の拡大

平成12年度は、公道の除雪道路のみであったが、平成13年度はそれに加えて、それ以

外の中小道路を含めた一戸建て住宅も対象にし、全市に対象世帯を拡大した。

また、活動内容では除雪車による除雪後の間口(1.5m)に加え、敷地内の通路部分

の除雪や利用者の安否確認活動までに広げた。

そして、除雪活動は、概ね10センチ以上の降雪があった日に行い、時間帯などは前年

度同様、その日の12時頃までとし、 1日 1回の実施とした。

②システムの簡素化

除雪の担い手を地域協力員に一本化し、社協が協力員の組織化や利用決定のコーディ

ネート等を行うなどシステムの簡素化を行った。

③小地域福祉活動の活性化

ここでは、市民の冬の生活のセーフティネットをめざして、行政、社協が協働してこ

の福祉除雪に取り組んだものである。

平成13年度では、前年度の約4倍強にあたる2,腿3世帯(12月末現在)を対象に実施

している。担い手の状況では、地域協力員のうち福祉のまち推進センター(町内会役員、

民生委員、中高生を含む地域ボランティア等)が48.1%にあたる1,2田世帯、また、知

的障害者の3施設が13世帯、さらに1か所の小規模作業所で3世帯と広がってきている。

12年度の福祉除雪の実施状況から老察してみると、より多くの地域組織が関わったと

いうことがいえる。

また、学生ボランティアとして南区の澄川中学校の生徒20人が新たに除雪に加わる等、

今までの事業に対する学校側の協力体制も全市に広がる雰囲気がある。

7 おわりにーまとめにかえて

冬期間の安全で安心のある生活を送るためには公道部分のみならず、生活と密着した間口や

敷地内等の除雪は不可欠である。とくに、「除雪申し込みの理由」にみるように、「体力的に

除雪ができない」、「子供の転居」、「近所でやってくれる人がいなかった」など、健康上や家族

構成の変化、地域の福祉力の低下等のさまざまな背景のなかで生活二ーズとして顕在化させて

きている。その実数も平成13年度では2,600世帯強となり、これからも増加してくると予想さ

れる。そして、これらは虚弱、要介護高齢者や障害者世帯の通院、買い物、福祉サービス利用

等での冬期間の生活困難として大きな課題となってくる。同時にこの対応は、近隣等小地域に

よる相互援助活動や社協のボランティア活動のみでは困難であり、行政との協働(パートナー

シップ)が強く求められる。札幌市での取り組みはこの公私協働による事例でもある。とくに

評価できたのは、市の政策的判断に加え、市社協の大都市における小地域福祉活動展開の契機

と位置づけ、区社協、福祉のまちづくり推進センター事業との連携による実施の点である。

^69^



また、対象世帯を一部利用者負担金を導入しつつも市民税課税世帯に広げていること、そし

て、この申し込み、決定、実施の中で2,600世帯を超える住民の二ーズ把握の契機になったこ

とも大事である。

平成12年度の結果でもその必要性と意義が確認され、またその評価をふまえた平成13年度の

取り組みが、今後より雪に関する生活二ーズに対応の過程として深化されることが求められて

いる。

今後の課題として、対象世帯の拡大の対応システム、担い手の拡大、組織化、個々の生活二

ーズと除雪時間、予算増に対する住民、議会の合意、小地域福祉活動の活性化等があげられる。

ここでは、今後に向けて、小地域福祉活動について若干ふれてまとめとしたい。

小地域福祉活動は、一般的に小地域を基礎に行われる住民の福祉活動と理解される。その内

容は、要援護者に対する具体的な援助を行う活動であり、近年、小地域福祉ネットワーク活動

と呼ぱれている。

札幌市の実践においても、清田区の北野地区などの実践活動のように、福祉除雪サービスが、

単に問口除雪で完結するのでなく、敷地内の除雪、安否確認や利用世帯とのコミュニケーショ

ンなどと広がりもみえてきている。この活動が小地域で、福祉のまち推進センターに属する町

内会役員、民生委員、中高生を含む地域ボランティアが約5割を占めて活動している点にその

可能性を見ることができる。また、近隣の福祉施設の利用者等の参加もあり、地域ぐるみの福

祉コミュニティづくりに向けた実践としても意義をみることができる。

そのためには、福祉除雪の申し込みで把握された2,600世帯の二ーズを分析し、福祉のまち

づくり推進センター事業の展開過程での小地域ネットワーク活動システムの検討、理論化が課

題となっている。まさに、市社協、区社協の連携、支援関係の深まりの中に、福祉除雪を契機

とした大都市札幌の地域福祉の展望を垣間見ることができると思われるのである。

付

この報告にあたっては、筆者ら個人の責任で委員会の一員として、また社協事務局としてかかわっ

た立場からまとめたものであることをおことわりしておきたい。また、執筆にあたり、市所管課の山

本係長には貴重な助言等をいただき、お礼を申し上げたい。
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文献紹介

「HACCプログラムに関する調査報告」

忍博次監訳・北海道地域福祉学会編訳

石川秀也(北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園)
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1 本書都訳の経過

本書は、オーストラリア連邦議会下院・コミュニティ問題特別委員会が1994年7月に発表し

た"Homo Aod comm"nity cate (以下「11ACC」という)"1こ関する調査報告書「Home But Not

Alono」の全訳である。本書は、かねてよりオーストラリアの社会福祉に強い関心を持って

いた監訳者の忍博次氏(吉備国際大学大学院教授・北星学園大学名誉教授・本学会前会長)が、

1994年Ⅱ月にオーストラリアを訪れた際に入手してきたものである。本書の内容を概略的にい

えぱ、それまで施設福祉に偏っていた福祉施策を、効率的な在宅福祉ヘとシフトしょうという

ねらいで19舗年に立法化された、'The Home 肌d c01血Uniw caTe Act (以下「HACC法」と

いう)"の制定10年目を機に、同特別委員会が設けられ、様々な地域レベルからの意見を集約す

ることによって、今後の1仏CCのあり方に実践的かつ示唆的に富んだ勧告を行ったものであ

る。忍氏は、その緻密な同委員会の作業経過と、有意義な主張に着目し、本学会の有志に共同

翻訳を呼びかけ、今回、発行に至ったものである。

なお、筆者も訳者の一人に加えていただいていることから、本稿は"書評"ではなく、あく

までも"紹介"という役割を果たすことでご容赦願いたい。

2 HACC導入の経過

前述のように、オーストラリアにおいてもかつては施設福祉中心の時代があり、特に貧困層

の高齢者ヘの住宅対策を主なねらいとした「高齢者ホーム法(Tho Agodpe玲0船 Home Act)」

が1954年に制定され、だが、それは、ホステル(それほど要介護度が高くない高齢者が対象で、

掃除・洗擢等の身の回りの世話が中心の居住施設)を設置・運営しようとする非営利団体に対

する建設資金等に連邦政府が補助金を交付するものであった。その後、入所者の高齢化などに

伴い、重度の要介護者にも対応できる施設ヘの需要が高まり、いわゆるナーシングホーム(要

介護度の高い高齡者が対象で、日常生活援助と医療看護サービスを提供)の整備費補助、利用

者に対する補助などが行われるようになり、19脚年には「高齢者ホーム法」が改正され、施設

福祉中心の傾向は一層強まっていったのである。

しかし、本来、住み慣れた地域で自分の家庭で生活を継続するべきであるという、施設福祉

中心ヘの反省の機運が生まれ、1985年、 HACC法が誕生した。

3 現在のHACCプログラムの概要

以下に、 commonwealth Department of He址山如d A容ed care, a0机e α11d c0枇"1Nhil) carι

(HACC),Ωααliり, Cのe ル, older A船加liα加, C川reπt ω March 2001 (UN:http://WWW

health.goゞ.au/acc/publicat/qcoa/02iofo.h如)により、現在の flACC の概要にっいて紹介する。

HACCプログラムは、在宅で生活する要介護高齢者、障害者、そしてその介護者に対してサ

ービスとケアを提供している。このプログラムの財源は、連邦政府と州・準州政府が共同して

負担している。そのうち、約釦%は連邦政府が負担している。 HACCは、要介護高齢者、障

害者が施設入所ではなく、地域生活を継続できるようにサービスと支援を行っている。 HACC

サービスの対象となる人々は、 11ACCプログラムの中のレスパイト・ケアを受けることもで

きる。地方自治体、地域団体、ボランタリー団体、宗教組織、慈善組織、またある地域におい
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ては営利団体、さらに州・準州政府機関が、 HACCサービスを提供している。 HACCのサー

ビスの主なものは、次のようなものである。

ホームヘルプ(homehelp)=清掃、調理、銀行手続き、洗濯、アイロンかけの援助。

・パーソナルケア(peNonalcare)=入浴、着脱衣の援助。

・給食サービス(foodserⅥCes)=配食サービス、会食サービス、食材買物の援助。

・レスパイ・ケア(communityrespite)=介護者がその役割を果たせなくなったり、要

護高齢者が一人で生活しなけれぱならないときの援肺。

.テtイ→ナ^ビス(day care centres)

・移送サービス(t稔nsp0Π)=個人がどこかに行きたいという場合の具体的な援助。

・家屋維持・修理サービス(home maintenance or modification)=家、庭、敷地内を快適な

ものとするような援助。

・訪問看護サービス(homecommumtynursing)=訓練を受けた看護婦によって、定期的又

は単発的に、コミュニティセンターから家庭に訪問してサービスを提供する。

これらのサービスのための利用料は、州や準州によって様々である。連邦政府は、 HACC

における利用料の全国的な考え方を示しており、それは、多くのHACCの利用者が支払いが

可能になるようにするもので、そのため、ケアを必要とするだれもが、収入にかかわらずこの

ケアを受けることができる。すべての州と準州は、この原則を支持している。 HACCの利用

料については、物品・サービス税(Goodsand services Tax=GST)は免除されている。

オーストラリアの医療・保健・福祉については、①少ない財源で豊かな福祉を実現する、②

高齢者の入院日数を短くする(4.7日=日本の約11の、③所得に応じた医療保険システム、民

間活力'入、予防医学などにより、日本と変わらない負担で充実した福祉を実現する、④HACC

により、地域での人間らしい生活のための福祉を提供する、⑤ボランティア、看護婦、医療の

専門家、家族など、福祉に欠かせない人材に対するソフト面の充実を図る、⑥終末ケア、痴呆

ケアなどに優れた成果をあげている、といった特色についてはよく知られているところである

が、 HACCは、そうした中にあって在宅における保健・福祉の中核的な役割を果たしてきて

いるといってよい。

筆者は、 2001年に財団法人老齢健康科学財団の研修派遣事業により、オーストラリア・ヴィ

クトリア州バララット市に訪問させていただいたが、具体的な研修プログラムの提供をしてく

れたクイーンエリザベス国際医療福祉教育研修センターの担当マネジャーが、『施設入所を希

望する人なんていない。施設に入所せざるを得ない人は、本当にやむにやまれぬ事情を抱える

人だけなのだ」と語っていたことは、極めて印象的であった。

わが国において、2000年に介護保険制度が'入され、介護保険制度の理念が在宅ケアへのシ

フトであったにもかかわらず、現実には入所希望・待機者の急増という現象を生み出している

現状については周知のことであるが、(社会的、制度的、文化的背景が異なることから、単純

にHACCによる取組みをわが国に置き換えることはできない力り約17年間に及ぶHACC制度

が歩んできた努力の過程に、われわれが学ぶべき点は少なくないのではないだろうか。本書が、

そうした営みへの一助となればまことに幸いである。

なお本書の発行に当たって、その経費の大部分について、監訳者である忍博次氏の個人的な

ご支援をいただいたことを記し、北海道地域福祉学会会員の総意として深謝申し上げたい。

4. HACCがわれわれに教えてくれるもの





資

「社会的な援護を要する人々に対する社

会福祉のあり方に関する検討会」報告書
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はじめに

「社会的な援護を要する人々に対する

社会福祉のあり方に関する検討会伴R告書

本検討会は、平成12年7月に設置されて以来、9回にわたり、広くかっ深い問題に対Lて精力的な検討を
行ってきた。限られた時間の中で、「社会的援護を要する人々」に対する全ての問題を論じ尽くすことはでき
なかったが、問題の所在と「社会福祉のあり方」の見取り図とでもいうべきものの整理を行えたものと考え、報
告する。

1.基本的な考え方

戦後、我が国は、混乱した貧ししヰ士会から立ち上がり、豊かな社会を創造してきた。社会福祉も「貧困から
の脱出」という社会目標に向け、一定の貢献をしてきたことは評価されてしかるべきであろう。しかしながら、そ
の後の都市化と核家族化の進展や、産業化、国際化の中で人々の「つながり」が弱くなってきたことも否定で
きない。また、社会が経済的に豊かになったとはいえ、新たな課題ヘの挑戦を称え、尊ぶという側面が弱くな
つてきていることも指摘されている。

社会福祉に関わる諸制度も、このような社会の変化の中で、逐炊、整備が図られてきた。貧しい社会におけ
る貧困者の救済を中心とした選別的な社会福祉から、豊かな社会の中に給ける国民生活の下支えとしての
社会福祉ヘ、少子・高齢社会において安心できる社会福祉ヘと普遍化が図られてきた。
一方、近年、社会福祉の制度が充実してきたにもかかわらず、社会や社会福祉の手が社会的援護を要す

る人々に届いていない事例が散見されるようになっている。

社会福祉は、その国に住む人々の社会連帯によって支えられるものであるが、現代社会においては、その
社会における人々の「つながり」が社会福祉によって作り出されるということも認識する必要がある。特に、現
代社会においてはコンピューターなだの電子機器の開発・習熟が求められるが、人々の「つながり」の構築を
通じて偏見・差別を克服するなど人間の関係性を重視するところに、社会福祉の役割があるものと考える。な
お、この場合における「つながり」は共生を示唆し、多様性を認め合うことを前提としているととに注意ずる必
要がある。

先の通常国会で成立した「社会福祉事業法等の一部を改正する法律」は、豊かな社会における社会福祉
制度として、救済的な措置制度から利用者の選択を尊重する利用制度ヘ上転換を図ろうとする「社会福祉の
基礎構造改革」である。それとともに社会福祉サービスが人間による人間のためのサービスであるという原点
に立ち返った制度改革であり、吐也域福祉の推進」という章を新たに設けたことからも明らかなように、地域社
会における「つながり」を再構築するための改正であるともいえよう。
イギリスやフランスでも、「ソーシャノレ・インクルージョン」がーつの政策目標とされるに至っているが、これら

は「つながり」の再構築に向けての歩みと理解することも可能であろう。
諸外国におけるこのような試みに鑑みると、「社会的援護を必要とする人々に社会福祉の手が届いていな

い」事例は、それがたとえ小さな事例であったとしても、その集積と総合化の中から「つながり」の再構築ヘの
道筋力斗乎かび上がってくるものと思う。

本検討会ではこのような考え方から、制度論からではなく、実熊論からのアプローチを行った。すなわち、
いくっかの現在生起している課題の実態を踏まえ、個別具体的な解決の方法を考え、それらを総合化して
いくという検討方法である。今後の「社会福祉のあり方」を展望するとき、このような検討方法もーつの有力な
方法であることを指摘しておきたい。

平成12年12月8日
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2.近年における社会経済環境の変化

以下のような社会経済環境の変化に伴い、新たな形による不平等・格差の発生や、共に支え合う機能の
脆弱化が指摘されている。また、社会保障・社会福祉制度体系のよって立っ基盤自体の変化にも着目する
必要がある。

a)経済環境の急速な変化
・産業構造の変貌とグローバリゼーション

・成長型社会の終青

・終身雇用など雇用慣行の崩れ
・企業のりストラの進行

・企業福祉の縮小~競争と自己責任の強調
(2)家族の縮小

・世帯規模の縮小

・家族による扶養機能のますますの縮小
・夛轍昏・パラサイトシングルなどの現象

(3)都市環境の変化
・都市機能の整備
・高層住宅、ワンノレームマンションなど住宅の変化
・浩費社会化
・都市の無関心と個人主義

(4)価値観のゆらぎ

・技術革新や社会経済変化の中で、人間や生活、労働をめぐる基本的価値観の動揺

3.対象となる問題とその構造

従来の社会福祉は主たる対象を「貧困」としてきたが、現代に謁いては、
・「心身の障害・不安」(社会的ストレス問題、アノレコーノレ依存、等)
・「社会的排除や摩擦」(路上死、中国残留孤児、外国人の排除や摩擦、等)
・「社会的孤立や孤独」(孤独死、自殺、家庭内の虐待・暴力、等)

といった問題が重複・複合化しており、こうした新しい座標軸をあわせて検討する必要がある。【呂1俳珂

このうち、社会による排除・摩擦や社会からの孤立の現象は、いわば今日の社会が直面している社会の支

え合う力の欠如や対立・摩擦、あるいは無関心といったものを示唆しているともいえる。
具体的な諸問題の関連を列記する巴、以下の通りである。

・急激な経済社会の変化に伴って、社会不安やストレス、ひきこもりや虐待など社会関係上の障害、あ
るいは虚無感などが増大する。

・貧困や低所得など最低生活をめぐる間題が、りストラによる失業、倒産、多重債務などとかかわりなが
ら再ぴ出現している。

・貧困や失業問題は外国人労働者やホームレス、中国残留孤児などのように、社会的排除や文化的
摩擦を伴う問題としても現れている。

,上記のいくつかの問題を抱えた人々が社会から孤立し、自殺や孤独死に至るケースもある。
・低所得の単身世帯、ひとり親世帯、障害者世帯の孤立や、わずかに残されたスラム地区が、地区ごと

孤立化,、ることもある。

・若年層などでも、困窮しているのにその意識すらなく社会からの孤立化を深めている場合もある。こ
れらは通常「見えにくい」問題であることが少なくない。

J
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以上の整理は、あくまで例示であって、これらの問題が社会的孤立や排除のなかで「見えない」形をとり、
問題の把握を一層困難にしている。孤独死や路上死、自殺というた極端な形態で現れた時にこのような闇
題が顕在化することも少なくない。
そのため、「見えない」問題を見えるようにするための、複眼的取り組みが必要である。

(問題把握の視点)

(1)問題の背景
・経済環境の変化

・家族の縮小
・都市(地域)の変化

(2)問題の基本的性格
,心身の障害や疾病

・社会関係上の問題
・貧困や低所得

(3)社会との関係における問題の深まり
・社会的排除・摩擦

・社会的孤立

(4)制度との関係における問題の放置
・制度に該当しない

・制度がうまく運用されていない
・制度にアクセスできない
・制度の存在を知らない

4,問題が発生しながら解決に至らない理由

問題が発生しながら解決に至らない理由を、家庭、地域、職域の要因、行政実施主体の要因、福祉サービ
スを提供する側の要因の各諸面に分けて整理を行った。

(1)個人、家庭、地域、職域の要因
従来、向助.共助として、個別の問題を受け止め、解決してきた家族や地域のっながりが希薄化し、また

職域の援助機能も脆弱化してぃる。一方、従来の価値観や生活習慣が崩れたことにより、個人が家族や
近隣との接触・交流なしに生活できる社会になっている。
このことは現代社会の成熟化に伴う特色であるとも考えられるが、一方この結果、孤立、孤独や社会的排

除に伴う課題に直面した場合に問題解決が難しくなっている。

(2)行政実施主体の要因
社会福祉制度の充実整備を通じ、行政実施主体の側においては業務の専門性が高まる反面、その枠

に収まらない対象者が制度の谷間に落ちるのを見過ごす傾向が強くなっている。また、社会福祉法人など
の福祉サービス提供者に対して、目的とした事業以外ヘの積極的な取り組み意欲を阻害する制度運営が
行われてきたことも指摘されている。
さらに、特定の問題に直面してぃる人々が分散していることにより、行政実施主体がそれを課題集団とし

て認識でき゛、「見えにくい」問題が発生している。

(3)福祉サービス提供側の要因
社会福祉法人などの社会福祉サービスを提供する側においても、行政から委託される社会福祉事業の

薯哘に努めるあまり、困窮した人々の福祉二ーズを把握できず、見落とすといった問題も発生している。
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5.新たな福祉課題ヘの対応の理念

これらの諸問題に対応するための、新しい社会福祉の考え方を提言する。

(D新たな「公」の創造
今日的な「つながり」の再構築を図り、全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化

的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員とし.て包み支え合う(ソーシャノレ・インクルージョン)ための

社会福祉を模索する必要がある。
このため、公的制度の柔軟な対応を図り、地域社会での自発的支援の再構築が必要である。特に、地

方公共団体にあっては、平成15年4月に施行となる社会福祉法に基づく地域福祉計画の策定、運用に
向けて、住民の幅広い参画を得て「支え合う社会」の実現を図ることが求められる。
さらに社会福祉協議会、自治会、NPO、生協・農協、ボランティアなど地域社会における様々な制度、

機関・団体の連携・つながりを築くことによって、新たな「公」を創造していくことが望まれよう。

今日的な「つな力札力の再構築

(2)問題の発見把握それ自体の重視
金銭やサービスの供給だけでなく、情報提供、問題の発見把握、相談体制を重視し(社会福祉の方法

論の拡大・確立)、社会的つながりを確立していく必要があろう。

(3)問題把握から解決までの連携と統合的アプローチ
問題の発見・相談は、必ず何らかの制度や活動ヘ結びつけ、問題解決につなげるプロセスを重視する。

(4)基本的人権に基づいたセーフティネットの確立
個人の自由の尊重と社会共同によるセーフティネットの確保を図る。特に、最低限の衣食住については

最優先で確保されるようにしていく必要があろう。

6.社会福祉に関する相反する要請

新しい社会福祉の構築に当たっては、以下のような相反する要請があり、これらの調手口・両立を実現する必
要がある。

(1)専門性の向上を図るための制度の分化と、総合性を確保するための制度の調和
地域福祉の推進

(2)制度化を必要とする課題と、制度的でない手法によって対応すべき課題の整理について
の社会的合意形成

(3)専門家の養成・確保と幅広い住民の参加
(4)主体性と社会的支援巴の調和

できるだけ個々人の主体性を尊重することと、社会構成員としての責任を果たすことを実
現できるような支援

(5)個人のプライバシー・自由と社会福祉の連結のあり方の整理
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フ.いくつかの具体的提言

新しい福祉を構築する方法として、いくっかの具体的提言を行うこととする。

(1)社会的なつながりを創出することに係る提言
・'清報交換・情報提供の「場」の創造

民生委員や社会福祉協議会、自治会、NPO、生協・農協、ボランティア、各種民間団体など地域社
会の人々が協力して、関係機関の連絡会を開催するなど情報交換の「場」を設け、「孤立した人々への
見守り的な介入」を行うことが必要(空気は通すが水は通さない柔軟なネットワークの構築)。

.共通の課題を有する人々の定期交流のための場の提供や、受診をきっかけ巴した仲間づくりの支援。

.外国人に対するワンストップサービスのような総合サービス機能を設け、通訳ボランティアの協力をイずな
がら外国人に対する総合案内を進める。

(2)福祉サービス提供主体に係る提言
社会福祉法人なぞが創設の趣旨に立ち返り、地域の福祉問題を発見・対応する取り組みを強化。この
揚合において、社会福祉法人としての密主性・自発性を確保・強化する観点から、独自の財源確保に
努めることが望まれる。

.宿泊、食事、入浴等の選択的利用を認める個別対応プログラムの実施。

.福祉と医療の総合的な提供の取り組みの支援。また、無料低額診療に取弊且んできた済生会等に論い
ては、その全国ネットワークを活用して、社会的援護を要する人々に対する福祉医療サービスを積極的
に提供することが期待される。
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(3)行政実施主体の取り組みに係る提言
住)問題発見・問題解決機能の向上を図る必要がある。

行政実施主体にっいては、待ちの姿勢で対応する、制度の内規などにより制度本来の趣旨を狭め硬
直的な運用を行ってぃる(行政の下方硬直性)、窓口のたらいまわしにより総合的解決に結びっきにく
い、といった批判があり、これに応えていくことが求められる。
また、相談を受けながら福祉サービスにっながらなかった事例の記録を分析して問題発掘に取り組む

とともに、問題解決ヘの手順を明確にする。
社会福祉の基本姿勢として、相談だけでなく解決にもっていくプロセスを重視するこ主が必要であろ

^

つ。

促)福祉分野と他分野との連携を強化する必要がある(建設・労働部局、水道・電気事業者等)。
都市部を中心に、周囲と連絡を取らずに一人暮らしを行う人々が増えており、役所や民生委員などに

よる直接的な福祉二ーズの把握が困難になる中で、水道・電気事業者、家屋賃貸者などの何らかの契
約関係を有する者との連携が効果的である。
ホームレスにっいては、多くの者が道路、公園、河川敷といった公共の用地で暮らしており、住まいの

確保が最優先の課題である。また、自立のためには、就業斡旋や職業訓練など労働部局との連携が重
要である。これにっいては、国・地方公共団体が連携して一時避難所や自立支援センターなどの確保'
提供を進め、道路.公園等の公共の用地での野宿の解消を早急に図ることが必要である。また、地域に
オンサイトの相談場所があることが有効であり、既存のいくっかの相談所、相談員の連携'協力を得て、
参加型のサービスを提供することが考えられる。

なお、一部の委員から、との問題にっいての国の責務、特別就労対策、住宅・医療・福ネ止等の総合施
策の推進、公共施設の不法占有の規制などを盛り込んだ特別立法が必要であるとの意見があった。

(3)固定した住民概念の転換も迫られている。
家庭、地域、職域の機能の脆弱化を前にして、福祉サービスを必要とする者にっいて、画一的な要件

に該当しないと対象巴しないという考え方から脱却する必要があろう。また、個性を尊重し、異なる文化を
受容する地域社会づくりのために、外国人や孤立した人々をも視野に入れた情報提供や都市部におけ
る地域福ネ止・コミュニティワークの開発が期待される。



(4)人材養成に関する提言
(1)福祉人材の育成

対象とする人々の問題を読みとり、地域での生活を全体約に.捉え、地域形成に参画する社会福祉士
などソーシャルワークに携わる人々の育成が必要であり、このため、養成機関における教育や実習等に
おいては、地域社会との連携を強化する必要がある。

(2)福祉人材の姿勢
従来のような行政や施設の窓口で待つ「消極的」な関わりではなく、地域や対象とする人々の中に「積

極的」に出向くアウトリーチなどの取弊且みが必要とされており、そうした姿勢が求められている。
また外国人等の地域での生活のために、異文化を受容する姿勢が必要である。

(3)福祉人材の機能と役割
対象者の二ーズに柔軟に即応するために、社会福祉士などソーシャルワークに携わる人々について

は、地域社会における様々な人々と共働するための実際的権限を付与する必要がある。

地域開発等のように地域住民の主体的な参加や組織化を必要とする場合には、その事業の実施期
間にわたって、ソーシャルワークに携わる人々を地域の中に配置するような取り組みが求められている。

(4)地域の生活様式に対応した地域福祉人材の確保
地域住民の流動化が進み、また日中は地域に不在となる住民が増加する状況を踏まえ、従来の地域

的つながりにより活動する民生委員や各種相談員だけでなく、深夜や若者の集まる場所でも相談に応

じられるような、新たな生活様式に対応した地域の福祉人材を配置する。
また、このために多様な人材を民生委員等の地域福祉人材として登用できるようにする必要がある。さ

らに、社会福祉士等地域で活動する専門家の活用を図るべきである。

(5)その他
(1)ボランタリズムの醸成

わが国社会において、見えない社会的二ーズに自発的に対応するボランタリズムが必ずしも十分育っ
ていない。特に、勤労者(サラリーマン)と企業との結びつき力珂金いわが国においては、サラリーマン及
びサラリーマン退職者がボランティアとして参加できるような文化が育っていない。
したがって、社会福祉協議会やそのボランティアセンターは、福祉の枠にとどまることなく、幅広い人々

の参加を促すように努めるとともに、特にサラリーマン及びサラリーマン退職者の参加意欲を積極的に

受け止める機能の強化が期待される。
また、寄付金の税控除などを含め、NP0やボランティアが地域活動に参加しやすい環境づくりの対応

も必要であろう。

さらに、とれまで貧困などの福祉問題に取り組んできた救世軍等の民間団体の地域社会ヘの積極的

な役割を認めるとともに、とれら団体がその創設の趣旨を踏まえながら、社会に潜む福祉二ーズの把握
と解決に率先して取り組むことが期待される。

(2)福祉文化の創造
社会福祉が人々の生活にかかわるものであることから、人々の生活の拠点である地域社会において、

いわゆる「官」と「民」が共働してその推進を図る必要があり、新しい「公」の創造を提言した所以でもある。

また、社会福祉が人々の生活にかかわるうえで、その人の尊厳を守り、生き方を尊重することが必要で
あることはいうまでもない。

これらのことは、狭い意味での社会福祉の課題にとどまるものではないことから、このようなことに立脚
した福祉文化が創造され、わが国の中に定着していくことが必要であろう。

(3)生活保護制度の検証
制定50周年を迎えた生活保護制度にっいて、経済社会の変化、貧困の様相の変化(高齢単身者の

増加等)を踏まえ、保護要件、適用方法、自立支援機能、保護施設機能、社会保険制度との関係など
の諸論点について、最低生活の保障を基本に、本報告書で指摘した新たな形の社会的課題をも視野
に入れて検証を行う必要がある。
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贅セ里垈

本報告は、わが国の社会構造の変化を踏まえた新い寸社会福祉のあり方」の提言を行うものであり、従来
の社会福祉のあり方.方法の見直しを求めるものであるが、これを基に社会福ネ止関係者、国民が幅広い議論
を行うことを期待する。また、各地域においては、平成15年4万の地域福祉計画の策定に向けて、本提言を
参考とされることを期待tる。

厚生省(平成13年1月より厚生労働省に改糸助においては、関連する他省庁と連携し、検討を重ねたうえで、
本報告の内容の具体化を図ることを期待する。
こうした考え方を検討し、具体的な対応、政策に導くため、平成13年1月の中央省庁再編に伴い、厚生労

働省に設置される社会保障審議会において審議を進めることを提言する。

(照会先)

厚生省社会・援護局企画課堀

03(3595)2612 (直通)
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【別紙】 現代社会の社会福祉の諸問題

社会的排除や摩擦

心身の障害
・不安

路上死

ホームレス問題

社会的ストレス
問題

カード破産

外国人・残留孤児
等の問題

アルコール依存

等の問題

等の問題

若年層の

中高年りストラによる生活問題

(個別的沈殿)

横軸は貧困と、心身の障害・不安に基づく問題を示すが、縦軸はこれを現代社会との関連で見た問題性を
示したもの。

各問題は、相互に関連しあっている。
社会的排除や孤立の強いものほだ制度からも漏れやすく、福祉的支援が緊急に必要。

不安定問題

フリーター
低所得
出産育児

虐待・暴力

孤独死・自殺

貧困

社会的孤立や孤独

低所得者問題
特に単身高齢世帯
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人口

平均寿命

区分

出生数

合計特殊出生率

社会保障関連基礎統計年次比較
平成12年12月8日厚生省社会・援護局調ベ

0-14歳人口

1564歳人口

昭和 30午(19聞年)

飾歳以上人口

飾歳以上人口割合

産業別就業者割合

男 63.60、女 67.75

高等学校等進学率

90,077 千人1

大学等進学率

有配偶女性雇用者数
(非農林業)

1,730,692 人

昭和50年(1975年)

有配偶女陛就業率

30,1部千人1

国際連合加盟国数

弱,167 千人1

237

男 71'73、女 76.89

一般会計歳出決算

S35) 32.7念9.1:38.2}

111,940 千人

4,7部千人

社会保障給付費

国民所得

1,901,440 人

国民負担率

53%;

平成7年(1995年)

租税負担率

産業別就業者割合は、「第1次産業:第2次産業:第3次産業」で表示しているが、分類不能分を除いたた
め、数値の合計が100にならない場合がある。
H7の高等学校等進学率は、通信制課程ヘの進学者を含む。
亘7の大学等進学率は、通信教育部ヘの進学者を含む。

27,221千人

麿立

S37)262 万人1

51.5%}

社会保障負担率

75β07 千人

1.91

男 7638、女8285

18.4%1

125,570 千人

S55) 10.9:33.6:55.4

8,865千人

1,187,064 人

10,182億円1

冨

79%

76か国

3,893億円1

20,014 千人

919ツ0

69,7開億円1

87,165 千人

1.42

342%

595 万人

18,261千人

S55) 48.5%,

20.8%

6.0:31.6:61.8

18.1%1

208,609億円

14.5%

144力、国

2.7961

117,693億円

1,239,907 億円

96.フ%

1,161万人

37.6%

25.フ%

183%

502%

759,385億円

185か国

647,314億円

フ,5%

3,807,144億円

36.5%

233%

132%
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福祉サービス対象者数年次比較
板山委員の提出した図表を基に厚生省社会・援護局責任で作成したもの。

する趣旨ではない。平成12年12月8日厚生省社会・援護局調ベ

対象者別

1低所得者

a)被保護者

対象者

2 要援護老人

a)寝たきり老人

(2)痴呆性老人

(3)虚弱老人

悪翻^圃可

(4)一人暮らし老人

じこ二^[ニニ^C^1

"11,929!408 1,349,230 88邑t?29

a)身体障害児・者(在宅)

(2)知的障害児・者(在宅)

対象者数

(3)精神障害者

児童・家庭

(1)要援護児童

(2)母子家庭

「^C^に^

(3)父子家庭

14万人

5 結核、難病

に二^C二^に^
「ニ^「エ^茂^'(加郭、飾部0

・・ーー」ー'・(3)はS30、S62、H8。

CI^][ニニ^[ニニ^圃

(*は S32)。

山特定疾患

また、全ての社会的問題を網羅

②結核患者

148 万人

(3)透析患者

じ工亙五
Cヌ三^
じ至亜五

戦争犠牲者

1 a)戦傷病者

屡ヨ

【2】

は65歳以上患者数。

・*は HI0。

・(4)の日7 は兵庫県を除く。

C11^に^じ^

(2)遺族等

備考

〔ニニニ^Cニニ^仁二^

(3)原爆被爆者

[ニニニ^〔ニエ^C荻工^'a)齢獣艇療工給者識付イ轍。
〔蚕豆^ミこ^じ1^,1.)艦ぶ船恕盤患詠(*郎狗。

〔ど二^EI^1Ξ1ヨih川嘩、'翻0 ゜〔ど二^CI^[ニ^四川嘩抽翻。

7 更生保護

(1)保護観察

1田

(2)刑法犯

(3)20歳未満の刑法和

n四口四^

8 中国残留邦人帰国永住者

9 外国人

煙竺巨戸^

a)外国人登録者数

一η

*200,984 356,527人 328,629人

じ二^に二^に^
[二亙^C^C^
「亙^C^「^
C^雪C^^

うち永住外国人

(2)不法滞在者

【5】

C^IC^こ^
こ二^にご^こ^

じー^じ二^蓬^

C^〔^巨^
"^Irj^三1[^

・(Dは戦傷病者手帳所持者数
(*は S39)。

・(2)は恩給、(軍人)及ぴ援護年金年度末支、"
人員。支給対象者の拡大あり。

・(3)は被爆者健康手帳交付件数(*はS33)。

【フ】

・ロ)は保護観察新規受理人員。

・(2)は刑法和検挙人員。

・(3)は少午刑法犯検挙人員
侶50、H7は交通関係事和を除く。

【8】・累積総数。

【田

・(1)は S34、 S49、 H7。

・(2)は票2.フ.1 以降推計。

J

)。
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ーー、・ー[三[三E三
辻ール秘にこ二二CI^Cニニニヨ
(Dホー'咳 C1エニ〔ニニ^〔二ま^
_.【鱸雄延三<笠___「二r二^〔ニニ^〔ニニ^
D歌死亡人だで^C三^区工^
②歌病人[ニニニ^〔ニニニ^Cニエ^
自己破産者

対象者数

3 アノレコーノレ依存等

(1)アルコーノレ依存症患者

(2)薬物事犯

失業・フリーター

1,949 件

(1)失業者

C^1こ丁^「^

うち20代

* 14,625 件

うち30代

うち40代

備考

うち50代

(2)いわゆる「フリーター」

U1
・(1)の*はHU,11推言十。
・(2)(1)の*はHI0度。

34,126 人

、广^ご^C^
蓬亙五〔^こ^、
じ工^[^に^
〔ニ^「^こ^
_1^弓^逐,^返

- 50万人 151万人

14,720人

43,414件

5 ドメスティック・バイオレンス

害者

9,703

【21
.

産申立件数(*はS60)。

23,800 人

ー....ー、.HΞ"呼1"."'

は破産新受件数、残兜っは自己1

19,425人

・(1)はアルコール精神病者数及び

6 自殺者

アルコーノレ依存症患者数(S30、
43、 H8)。

・(2)は麻薬・覚醒剤事犯。麻薬とは、

へん及び大麻をいう。
麻薬恒7 は向精神薬を含む。)、あ1

【り 1
・(1)は完全失業者数(*はS45)。 1
・(2)はS30、S57、H9。 1
.フリーターとは、(1)年齢 15~34

歳、(2)就業者にっいては勤め先に1
おける呼称が「アノレバイト」又は「パ}
ート」である雇用者で、男性につい1
ては継続就業年数が 1~5年未満
の者、女性にっいては未婚で仕事樹

C^C^C^

主にしている者、(3)無業者について

ト・パート」の仕事を希望する者を

* 2,418 件

は家事も通学もしておらず「アル,

レ、う。

【51 !【51 ,

・婦人相談所一時保護所、婦人保顎
設及び母子生活支援施設におけ

る「夫等の暴力」等の理由による措
置件数(*はH11)。

^86^

】3
一

【
卵



福祉サービス提供者数概観
平成12年12月8日厚生省社会・援護局罰ベ

ロニニ「至^〔二貫^こ^じ^じ^に^

盲祉事務所

(再掲)

児童相談所

174か所

(婦人相談所

7か所)

地域子育て支援セ

ンター

1,800か所
課後児童健全月

事業

9,729 か所
士会福祉協議会

(再掲)

要援護

の発見

民生委員

16,842 人

ービスの

U用支援

(相談、サ

ビス利用

助等)

精神障害者

生活訓練施設 1

149か所

精神障害巷
冨祉ホーム

99か所

精神障害者

入所授産施設!

18か所
工

精神障害者

通所授産施設

127か所

高祉事務所

1,200 か所

民生委員

(再掲)

土会福祉協

会(相談、地

福祉権利

事業)

全国 1か所

都道府県・
指定

都市卵力

甘祉事務所}

(再掲)

老人介護支援
ンター

,379か所 1
宅介護支援

ンター

5,262か所 1

士会福祉協談
△(再掲)

く児童福屯醐搬

3,198か所>

民生委員

(再掲)

83 力

く精神障害者

会復帰施設

1か所>

肢体不自由者

更生施設

37か所

視覚障害者更

生施設

14か所

聴覚・言語障
害者更生施設 1
3か所

内部障害者亘
生施設

ーネ止事務所

(再掲)

身体障害者更型
談所

68か所

身体障害者相談

民生委員

(再掲)

ービスを

供する

設

(入所は

、通所は

、利用は

市区町村

3,368 か所

く保護施設

36か所>

言祉事務所

(再掲)

知的障害者更生
談所

79か所

知的障害者相談

,フ72人 1
障害児(者)地域
育等支援事業

20か所 1

民生委員

(再掲)

く知的障害者援

施設

,726か所>

知的障害者
更生施設

1,515か所 1
知的障害者

一産施設

993か所

知的障害者遍
勤寮 1
116か所

知的障害者福

止ホーム

67か所

知的障害者福
止工場 1
闘か所 1

小規模通所揺
施設 1
(再掲) 1

15,640人 1
市町村障害者坐
活支援事業

200か所

士会福祉協議会
コ

(再掲) 1

救護施設

177か所

更生施設

17か所

医療保護施

設

5か所

授産施設

65か所

宿所提供

設

12か所

匝ヨ

く老人福祉施
設

19,106力、所> 1

養護老人ポ
一厶

949か所 1

特別養護老

人ホーム

3,942か所 1

軽費老人太

1,082か所 1

老人福祉セ1
ンター

,249か所 1
老人日帰り充
・施設 1
6,4能か所 1
老人短期N
施設 1
3か所 1

健所

641か所}

精神保健福祉

ンター

55か所

市町村保健ゼ

ンター

1,630か所{
精神障害者地

生活支援ゼ

ンター
コ

195か所

ーーーー,J

児童委員(民生委

X再掲)

うち主任児童委員

14,455 人

」

く身体障害者更

援護施設

1,577か所>

^87^

助産施設

537か所

乳児院

114か所

母子生活支援

設

300か所

保育所

22,327か所
児童擁護施設

555か所

知的障害児施設

80か所

園

設
通

施
児

児
害

閉
所
的、

設所

害
通

障
場
模

神
工
所
覗

6
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瑞
病
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つ
カ
カ

1
 
設
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重度身体障害
授産施設

127か所

身体障害者通
1

授産施設 1

認か所

身体障害者樹
止工場

5か所
冨

小規模通所揺
産施設

、 5,000か所

身体障害者福
センター

246か所

在宅障害者日

帰り介護施設
20か所 1

障害者更生ゼ
ンター

10か所

補装具制作施

6か所

点字図書館

73か所

点字出版施設
14か所

1 聴覚障害者慌
1報提供施設!
江7か所

士会福祉士

(再掲)

介護福祉士

(再掲)

社会福祉士 1
18,502 人
介護福祉士 1

167,992人}
ホームヘノレノξ}

144,758人

ノ護支援専門

(HI0 度・H1上

度合格者計)

160,154 人

1

コ

会福祉士

(再掲)

ノ護福祉士

(再掲)

肢体不自由児

設

フカ、所

肢体不自由児'

園施設

82か所

肢体不自由児'

施設

7か所

重症心身障害児
設

能か所

情緒障害児
期治療施設

17か所

児童自立支援

設

57か所

児童館

,323 か所
児童遊園

,152か所

く母子福右鯲搬

3か所>

母子福祉センタ

75か所

母子休養ホーム

18か所

く婦人保護施設

2か所>

育士

249,374 人

冨

^88^

ービス

ーう人木

(主な専門

職)

士会福祉士

(再掲)

介護福祉士

(再掲)

,神保健福祉

(第1回合格
) 4,3認人

育士

249,374 人
ぢ祉事務職員

(うち法令上、
査察指導員及

び現業員はネ
会福祉主事)

60,910 人



【別添1

社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会委員(玉十音順)

匠玉ニニ
匿1^ニ
趣亙^
匿亙蚕^
厘直至^
巨亟^

役職

東京都副知事

岸本葉子エッセイスト

長谷川匡壁j撫徳大学学長

(福)横須賀基督教社会館館長

(福)浴風会理事長

張田直子

日本女子大学人間社会学部教授

伴弓匝^

横浜市立大学国際文化学部教授

三島浩一

E安匝1面11^全国民生委員児童委員連合会会長
山本修三

茨璽ニニニ
吉村取生

(福)救世軍社会事業団社会福祉部長

日本福祉大学社会福祉学部教授

大阪市福祉援護担当部長

蓮"邊_一雄_,_..1

神奈川県済生会神奈川県病院長

(福)こころの家族理事長

q酌大阪自彊館

岩手県立大学国際社会人教育センター長 1
J

^89^

理事長
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北海道札幌市中央区北2条西7丁目道立社会福祉総合センター
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