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2019 年 5 ⽉ 18 ⽇ 
 

⾃治体戦略 2040 構想と社会保障改⾰、その財源 
 

⽴教⼤学：芝⽥英昭 
 
はじめに 
・⾃治体戦略 2040 構想研究会発⾜の⽬的 →  

⼈⼝減少と⾼齢化、団塊ジュニアの⾼齢化。 
多様な⾃治体⾏政の展開によりレジリエンス（強靭化）を向上させる。 
⾼齢者（65 歳以上）⼈⼝が最⼤となる 2040 年頃の⾃治体が抱える⾏政課題を整理した

上で、バックキャスティング（将来のあるべき姿から逆算し、その実現のために取り組む
べき事柄を検討する⼿法）に⾃治体⾏政のあり⽅を展望し、早急に取り組むべき対応策を
検討する。 
・研究会は、計 16 回開催（第１回 2017 年 10 ⽉ 2 ⽇〜第 16 回 2018 年 12 ⽉ 28 ⽇ 6 ⽉
27 ⽇）。 
 
1.⾃治体戦略 2040 構想研究会第⼀次報告、第⼆次報告を読む 
1）第⼀次報告 
・⾃治体には、専⾨性を発揮し、住⺠の合意形成をコーディネートする役割がより求めら
れることとなる。地域ごとの公・共・私のベストミックスに移⾏するため、⾃治体が、単
なる「サービス・プロバイダー」から、公・共・私が協⼒し合う場を設定する「プラット
フォーム・ビルダー」への転換が求められる。 
・個々の市町村が⾏政のフルセット主義を排し、圏域単位で、あるいは圏域を越えた都
市・地⽅の⾃治体間で、有機的に連携することで都市機能等を維持確保することによっ
て、⼈が⼈とのつながりの中で⽣きていける空間を積極的に形成し、⼈々の暮らしやすさ
を保障していく必要がある。 
・都道府県・市町村の⼆層制を柔軟化し、それぞれの地域に応じた⾏政の共通基盤の構築
を進めていくことも必要になる。  
・医療・介護ニーズの急増や⾸都直下地震への対応など、東京圏の⼤きな⾏政課題に対処
していくためには、いわゆる埼⽟都⺠や千葉都⺠なども含めた東京圏全体のサービス供給
体制を構築していく必要がある。  
・若年層の減少により、経営資源としての⼈材の確保がより厳しくなる中、公・ 共・私
のベストミックスで社会課題を解決していくことが求められる。他⽅、定年退職者や出産
を機に退職した⼈など、企業等で築き上げた能⼒が⼗分活かされず、活躍の場を求めてい
る⼈も多い。  
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・就職氷河期世代には、これまで⼗分活躍の場が与えられてこなかった⼈がいる。こうし
た⼈々が多様な働き⽅ができる受け⽫を作り出す⽅策について検討する必要がある。  
・これまで⾃治体が個々にカスタマイズしてきた業務プロセスやシステムは、⼤胆に標準
化・共同化する必要がある。更には、今後、ICT の利⽤によって処理できる業務はできる
限り ICT を利⽤するという ICT の活⽤を前提とした⾃治体⾏政を展開する必要がある。  
・主に⾏政により提供されてきた公共サービスについて、その提供主体となりうる意欲と
能⼒を備えた多様な主体（住⺠団体、NPO、企業等）が登場している。このような多元的
な主体により担われる「新しい公共空間」をいかに豊かなものにしていくのかが重要。 
・アウトソーシングの⼿法として、指定管理者制度や地⽅独⽴⾏政法⼈制度、⺠間委託の
活⽤が進められている。 
 
2）第⼆次報告 
・⼈⼝減少と⾼齢化により、公共私それぞれの⼈々のくらしを⽀える機能が低下する中、
⾃治体は、「プラットフォーム・ビルダー」として新しい公共私の協⼒関係を構築し、住
⺠⽣活に不可⽋なニーズを満たすことが求められる。  
・⾃治体の職員は関係者を巻き込み、まとめるプロジェクトマネジャーとなる必要があ
る。⾃治体においては、公共私を⽀える⼈材の確保・育成が重要な課題となる。ワークラ
イフバランスやワークライフミックスを実現しやすい地⽅圏においては、 定年後だけで
なく定年前から、新たな活躍の場や豊かな⽣活環境を求める⼈材が移住しやすい環境を整
備していくことが重要である。 
・地⽅部においては、従来からの地縁組織やより活動の幅を広げた地域運営組織が共助に
よる⽀え合いの基盤となっているが、⾼齢化と⼈⼝流出によって急速に弱体化するおそれ
がある。継続的な活動に必要な⼈材、資⾦、ノウハウを⼗分に確保できるよう、地縁組織
の法⼈化等により、組織的基盤を強化する必要がある。  
・地域のくらしを⽀える担い⼿が不⾜する状況の下では、外国⼈がサービス提供の担い⼿
となることも考えられる。その前提として、⽇本に滞在する期間 に応じた外国⼈と地域
社会との関係性について、地域における共通理解を形成していく必要がある。  
・⾃治体が住⺠サービスを持続的、かつ、安定的に提供していくためには、AI(⼈⼯知能)
やロボティクスによって処理することができる事務作業は全て AI・ロボティクスに任
せ、職員は職員でなければできない業務に特化することが必要である。  
・⼈⼝縮減時代のパラダイムへの転換は、個別⾃治体における対応にとどまらない。⼈⼝
の縮減とともに、都市圏が維持できるサービスや施設の全体量も縮減する。個々の⾃治体
が短期的な個別最適を追求し、過剰な施設の維持や圏域内での資源の奪い合いを続けれ
ば、縮減する資源を有効に活かせないまま、圏域全体、ひいては我が国全体が衰退のスハ
パイラルに陥る。現在の⾃治体間連携を超えて中⻑期的な個別最適と全体最適を両⽴でき
る圏域マネジメントの仕組みが必要である。  
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・あらゆる⾏政サービスを単独の市町村が個々に提供する発想から転換し、地⽅⾃治体間
の連携を柔軟かつ積極的に進めていくため、地⽅⾃治体間の条約ともいうべき「連携協
約」の制度(政策⾯での基本的⽅針や役割分担を定めることが可能)を導⼊(2014 年度地⽅
⾃治法改正)した。  
・地⽅圏では、連携協約を活⽤した連携中枢都市圏等の形成、条件不利地域における都道
府県による市町村の補完が推進されてきた。  
 
3）⾃治体戦略 2040 構想研究会報告の狙い 
・⾃治体がプラットフォーム・ビルダー（基盤・基礎環境整備）に変わることで、プロバ
イダー（公共サービス供給主体）としの機能を縮減・捨象の⽅向を明確にした。⾃治体
が、公共私のマネイジメント役に特化。 
・⾃治体の⾏政フルセット主義から「⾃治体関連携」。具体的には、地⽅圏での連携協約
による「連携中枢都市圏」の形成により、都市機能の選択と集中化。2040 年までに、連携
の事実を元に、地⽅⾃治体を解体し、「圏域⾏政体」の構築を図る。新たな機能分担論、
ネットワーク論としての「圏域マネジメント論」の構築を狙っている。 
・「圏域⾏政体」は、地⽅⾃治法上の「地⽅公共団体」ではなく、議会を持たないし⾃治
権も曖昧。 
・改正地域再⽣法（2018 年）における「街区」の地域再⽣エリアマネジメント負担⾦制度
の例を勘案すれば、「新たな地⽅⾃治組織」における費⽤負担は「受益者負担」となるの
は⾃明。 
・圏域マネジメント論では、「住⺠参加の単位」としての⾃治体が、「サービス供給単位」
としての「都市圏域」から分離されてしまい、⾃治体・⾃治体住⺠の⾃⼰決定の実効性が
確保できない。既存の⾃治体の存⽴理由が問われる。 
・地縁組織の法⼈化で、公から「共」への流れを加速。 
・外国⼈を労働⼒として受け⼊れる。 
・新しい公共空間の名の下に、住⺠団体、NPO、企業等へ、「公共サービス」を最⼤限担
わせる。企業等のビジネスチャンスを提供。 
・AI を⽀えるビッグデータの構築。「マイナンバーカード」の普及と使⽤の強制化。 
 
2.⾃治体戦略 2040 構想の具体化 
1）種⼦法（主要農作物種⼦法）の廃⽌（2017 年 4 ⽉可決・成⽴、2018 年 4 ⽉ 1 ⽇廃⽌） 
・戦後の⽇本（1952 年制定）で、⽶、⼤⾖、⻨類の種⼦の安定供給を⽀えてきた法律。 
・各都道府県が担っていた種⼦（⽶、⼤⾖、⻨類の品種）の開発・増殖が、義務ではなく
なる。同法廃⽌説明においては、農⽔省は、「公が管理する仕組みが⺠間の品種開発意欲
を阻害している」と説明。 
・種⼦法は、⺠間企業の参⼊を禁じてはいなかったが、極めてハードルが⾼かった（都道
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府県には国費が投⼊）。 
・種⼦法廃⽌後も、当分は都道府県の種⼦⽣産に国費の投⼊はあるが、その根拠となる種
⼦法が廃⽌されたことで、将来への影響は未知数である。 
・⺠間企業による種⼦の私有化が進む恐れ。種⼦に特許をかけ企業がその所有権を主張。
農家は、ロイヤリティを⽀払わないとその種⼦が使⽤できない。 
・巨⼤種⼦企業（例、⽶企業モンサント等）が、「F1 種」という⼀世代限りしか作物がで
きない品種を販売し、種⼦の⾃家採種ができないことから、毎年種⼦企業から「F1 種」を
購⼊させるサイクルを作り出す。 
2）⽔道法の改悪（2018 年 12 ⽉ 6 ⽇成⽴） 
・⾃治体が浄⽔場などを所有したまま運営を⺠間企業に売却できる「コンセッション⽅
式」を促進。 
・⽔道料⾦格差の拡⼤。 
・⽼朽⽔道管の交換等、いわゆる維持費が⽔道料⾦に負荷され、料⾦が⾼騰。⽔道管交
換、1km あたり約 1 億円必要。⽼朽破裂事故、年間約 2 万件。 
・地震⼤国⽇本、災害時の「⽔」の供給は⼤丈夫か。 
・安全・安⼼の⽔の確保。⽔道施設での異物・バクテリア、毒の混⼊は防げるのか。 
・フランスのパリ市では、1980 年にコンセッション⽅式による⽔道⺠営化を果たしたが、
⽔道料⾦が⾼騰し、2010 年には再公営化。 
 
3）中央教育審議会⼤学分科会将来構想部会「今後の⾼等教育の将来像の提⽰に向けた中
間まとめ」（2018 年 6 ⽉ 28 ⽇） 
・⼤学等連携推進法⼈（仮称）・・・複数の⼤学が国公私⽴の枠を超えて連携。 
・⼀つの国⽴⼤学法⼈が、複数の国⽴⼤学を「アンブレラ⽅式」で運営。 
EX:名古屋⼤学・岐⾩⼤学、静岡⼤学・浜松医科⼤学、帯広畜産⼤学・北⾒⼯業⼤学・⼩
樽商科⼤学 
・私⽴⼤学が、他⼤学に⼀部の学部だけを譲渡できる。 
・⼤学連携の名の下で、⼤学教育の縮⼩化。 
・学問の⾃由、⼤学の⾃治の破壊。 
 
4）マイナンバー法とマイナンバー・カードにより国⺠監視を強化 
・2013 年に「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律（以
下「マイナンバー法」）」が成⽴した（2013 年 5 ⽉ 24 ⽇） 
・マイナンバー法は、社会保障領域等への利⽤拡⼤を⽬指して 2015 年９⽉に、2013 年法
が施⾏される直前に改正され、同年 10 ⽉ 5 ⽇に施⾏された。同年 10 ⽉より、マイナンバ
ーの通知がなされた。2016 年年明けから⾃治体においてマイナンバー・カード（任意）の
交付が始まったが、交付の際「顔認証システム」での本⼈確認が⾏われた。この顔認証デー
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タは、破棄されない限り⾃治体に蓄積される。 
・政府は、マイナンバーカードの情報を、スマートフォン等の「SIM カード」に搭載する⽅
針、マイナンバーカードと医療保険証と合体させる案。2019 年通常国会にマイナンバー法
の改正法案を提出予定（読売新聞 2018 年 8 ⽉ 9 ⽇付）。 
・SIM カードにマイナンバーカード情報を組み込む場合、本⼈確認の顔認証を⾏う。全て
の国⺠の顔認証データが、国家に蓄積。 
・「刑事訴訟法等の⼀部を改正する法律」が 2016 年 5 ⽉ 24 ⽇に可決・成⽴し、取り調べの
可視化（部分的な録⾳・録画）、司法取引（合意制度等）の導⼊、通信傍受（盗聴）の拡⼤、
等が盛り込まれた。 
・捜査当局による盗聴は、国⺠的批判の下、対象犯罪を薬物、銃器、組織的殺⼈など、暴⼒
団関係の組織犯罪 4 類型に限定し、通信事業者の常時⽴会いを義務付けすることで 1999 年
に成⽴した。しかし、2016 年改正法は、盗聴対象を組織犯罪 4 類型から、窃盗、詐欺、恐
喝、逮捕監禁、傷害等の⼀般犯罪を含む広範囲に拡⼤し、実質的に⼀般市⺠を盗聴対象とし
た。 
・通信事業者の⽴会い義務を外したことで、国家が常時国⺠を監視できることとなった 
・犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正法が、2017
年 6 ⽉ 15 ⽇、可決・成⽴。 
・⼀連の流れから⾒えてくるのは、国⺠が国家から常時監視されていることで、⺠主的な
政治的発⾔や⾏動・活動をしにくくする狙いが透けて⾒えてくる。 
 
5）出⼊国管理法改正と外国⼈労働者 
・外国⼈労働者受け⼊れ拡⼤に向けた「出⼊国管理法」改正が 2018 年 12 ⽉ 8 ⽇可決・成
⽴、2019 年 4 ⽉施⾏。 
・新設する特定技能 1 号・2 号で、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲⾷料品製造
業、外⾷業、素形財産業（鋳造など）、産業機械製造業、電⼦・電気機器関連産業、建設
業、造船・船⽤⼯業、⾃動⾞整備業、航空業、宿泊業等の 14 業種を対象に検討。 
・少⼦⾼齢化に伴う労働⼒不⾜を補うために外国⼈労働者を受け⼊れるのか。 
・技能実習⽣制度における「低賃⾦」、「⼈権無視（奴隷労働）」の実態を改善しないま
ま、外国⼈労働者の拡⼤で良いのか。「安価な労働⼒」、「使い捨て労働⼒」、「雇⽤の調整
弁」にはならないのか。 
・⽂化や⾔葉の違いを超えた多様な社会を構築する覚悟と準備ができているのか。 
・⽇本もダイバーシティを⽬指すのであれば、外国⼈を、「単なる労働⼒」としてみるの
ではなく、「地域を構成する⽣活者」として受け⼊れる準備が必要。時間をかけて移⺠政
策として議論すべき。 
 
 



 6 

3.⾃治体戦略 2040 構想と「我が事・丸ごと」地域共⽣社会の近似性 
・2016 年 7 ⽉ 15 ⽇、厚⽣労働省に設置された「『我が事・丸ごと』地域共⽣社会実現本部
（以下「実現本部」）」が、第⼀回会合を開き、その場に厚⽣労働省は、2020 年代初頭まで
に実現すべき地域共⽣社会のあり⽅を、「地域包括ケアの深化・地域共⽣社会の実現」との
⽂書で⽰した。 
・2017 年 2 ⽉ 7 ⽇実現本部は、「『地域共⽣社会』の実現に向けて（当⾯の改⾰⼯程）」をと
りまとめた。厚⽣労働省は、この改⾰⼯程に従って「地域包括ケアシステムの強化のための
介護保険法等の⼀部を改正する法律（以下「介護保険法等改正法 2017」）」が、2017 年 5 ⽉
26 ⽇参議院本会議にて可決・成⽴した。 
  
1)地域共⽣社会は社会保障をどう捉えたか 
・実現本部の「社会保障」概念理解が意図的かそうでないかは別にして、極めて偏向してい
ることに驚きを禁じ得ない。先ず、改⾰⼯程本⽂中に、「社会保障」の単語は 4 度しか使⽤
されていないし、ほとんどが社会保障を「公的な⽀援制度」、「公的⽀援」、「保健福祉」、「福
祉分野、保健・医療」、「保健、医療、福祉」と⾔い換えていることである。 
・例えば、実現本部は「社会保障」が必要となった背景を、「戦後、⾼度成⻑期を経て今⽇
に⾄るまで、⼯業化に伴う⼈々の都市部への移動、個⼈主義化や核家族化、共働き世帯の増
加などの社会の変化の過程において、地域や家庭が果たしてきた役割の⼀部を代替する必
要性が⾼まってきた。これに応える形で、疾病や障害・介護、出産・⼦育てなど、⼈⽣にお
ける⽀援が必要となる典型的な要因を想定し、⾼齢者、障害者、⼦どもなどの対象者ごとに、
公的な⽀援制度が整備（下線筆者）」［「我が事・丸ごと」地域共⽣社会実現本部、2017、p.1］
されたとしている。また、この⽂章は、改⾰⼯程の最初に記述されており、実現本部が社会
保障をどう理解したのかを⽰していると解するべきである。 
・社会保障は、地域や家庭が果たしてきた役割の代替なのであろうか。 
・我々が⽣きている現代社会（資本主義社会）は、⽣産⼿段を所有しているもの以外は、賃
⾦労働者であり⾃らが持てる労働⼒を売ることで初めて⽣活（労働⼒の再⽣産）できる。た
だ、賃⾦は、労働⼒の価値に対しての対価であることから、個々⼈が抱える⽣活問題（⽣活
過程に起こる社会問題。具体的には、失業、保育、介護、疾病、障害などから⽣起する⽣活
困難等）全てを個⼈で解決できるだけの⾦額は⽀払われない。したがって、労働者が⽣活問
題を抱えれば、いともたやすく⼈が⼈らしく⽣きるレベル（健康で⽂化的な⽣活）を下回っ
てしまい、⽣存権が侵害されることとなる。つまり、社会保障は⽣活問題を緩和・解決する
ための制度・政策であり、そのことを通して⽣存権を保障する機能を有しているのである。 
・改⾰⼯程には、この観点が全く⽋落している、というよりは意図的に歪曲したと捉えるべ
きである。つまり、社会保障（改⾰⼯程では公的な⽀援制度等としている）を、家庭や地域
の役割の代替制度だとすることで、地域課題解決の責任を地域住⺠や個⼈にすり替えるこ
とが可能となるからであろう。 
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2)憲法 25 条と社会福祉法 4 条 2 項の⽭盾 
・介護保険法等改正法 2017 の中の社会福祉法改正法では、4 条（地域福祉の推進）に新た
に 2 項が加えられた。同項は、「地域住⺠等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービ
スを必要とする地域住⺠及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、
就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住⺠の地域社会からの孤⽴そ
の他の福祉サービスを必要とする地域住⺠が⽇常⽣活を営み、あらゆる分野の活動に参加
する機会が確保される上での各般の課題（地域⽣活課題）を把握し、地域⽣活課題の解決に
資する⽀援を⾏う関係機関との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする
（下線筆者）」としている。確かに、地域住⺠が抱える課題は、多岐にわたり「福祉領域」
に限定するのは困難であろう。ただ、同項の主語が「地域住⺠等」で、地域住⺠が関係機関
と連携し解決を図るようにするとしており、⾃治体や公的団体の役割を副次的に捉え、地域
住⺠を主体化しているが、地域における地域⼒には相当の格差がある中での責任の丸投げ
は、結果的には⽣活問題の解決にはつながらず、地域住⺠の主体性との美名の下に、⽣活問
題が解決されず放置される可能性がある。 
・社会福祉法改正に関してその具体化の指針「社会福祉法に基づく市町村における包括的な
⽀援体制の整備に関する指針」［厚⽣労働省告⽰第 335 号］（2017 年 12 ⽉）が市町村に⽰
された。 
・同指針によれば、「地域住⺠等」とは、「地域住⺠、社会福祉を⽬的とする事業に関する活
動を⾏う者」。 
・「関係機関」とは、「地域⽣活課題の解決に資する⽀援を⾏う関係機関」。 
・「市町村」は、「包括的な⽀援体制の整備を推進する」としている。また、市町村が⾏う具
体的な事業内容として、「地域住⺠が地域⽣活課題を⾃らの課題として主体的に捉え、解決
を試みることができるよう地域住⺠、地縁組織その他地域づくりに取り組む組織等の地域
の関係者に対して、必要な働きかけや⽀援を⾏う者の活動の⽀援を⾏う」と明記している。 
・この様に、社会保障における⾃治体の責任が「⽀援」に矮⼩化されたことで、憲法 25 条
が謳う国・⾃治体の社会保障「向上・増進義務」との齟齬が⽣まれたと⾒るべきである。 
・確かに、地域⽣活課題に関しては、地域住⺠が⾃ら共同の運動の⼀環として取り組むこ
とは重要であるが、国家が上意下達的に⾃治体の責任を曖昧にして地域住⺠に丸投げすれ
ば、地域間格差が拡⼤し、ますます地域が疲弊するのではなかろうか。 
 
4.社会保障を理解する基本的視点 
1）社会保障の構造 
・社会保障の構造は図 1。社会保障は、⼤きく所得保障と対⼈社会サービスに分かれる。さ
らに所得保障は、社会⼿当、失業給付、労災給付、年⾦給付、公的扶助から構成され、対⼈
社会サービスは、福祉サービス、医療サービス、保健・公衆衛⽣サービスから構成されてい
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る。ただしこの分類は⽇本の場合で、イギリス、オセアニア、北欧諸国では、これらに住宅
保障や教育が加わる場合もある。 
・社会保障は、⽣活過程に起こる社会問題、つまり⽣活問題を公的責任において緩和・解決
するための公的制度・政策や、その制度・政策を実施する上での⽅法論（技術）を指す。  
 
 
図-1 社会保障構造図 

 
２）社会保障と⽣活問題の関係を理解する  
・「⽣活」という概念は、⼀般的に⽤いられているように⽇常的な⼈間の⾏為そのものであ
る。 
・⽣活構造（図-2）を⽰すが、私たちが⽣活する資本主義社会では、国⺠のほとんどが⽣産
⼿段（⽣産のための材料、機械、道具、⼯場など）を持たない賃⾦労働者（会社等に雇われ
ている労働者）であることから、労働し賃⾦を得ることがあらゆる⾏為の基盤となる。この
労働⾏為を「労働⽣活」と呼ぶ。 
・労働者は、労働⽣活によって労働⼒を消費することから、それを通して得た賃⾦を基に労
働⼒の再⽣産を図るための⽣活財を購⼊する。この⾏為は、労働⽣活で得た⾦銭を消費する
ことから「消費⽣活」と呼ぶことができる。消費⽣活は、労働⽣活の上に乗る形で位置づけ
られ、共に⾦銭の動きを⽰すことから、労働⽣活、消費⽣活を総称して「経済⽣活」と呼ぶ。
さらに、この経済⽣活は、私たち⼈間の⽣活の基盤といえる。 
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図-２ ⽣活構造と社会保障 

 
 
・経済⽣活の上部に位置づくのが「社会的⽣活」、「精神的⽣活」、「政治的⽣活」で、⼟台で
ある経済⽣活が成り⽴たなければ、当然これらの⽣活も不安定となる。 
・「社会的⽣活」とは、社会の最⼩の構成単位としての家族等の「⾎縁」、地域や学校等の「地
縁」、会社などの「社縁」における⼈間関係によって成り⽴っている。例えば、以前 A 家が
近所の B 家より「出産祝い」を頂いたとする。その後、B 家に⼦どもが⽣まれたのだが、そ
の時期 A 家の世帯主が失業していたことから B 家に「出産祝い」を贈れなかったとすれば、
当然 A 家は地域で孤⽴する可能性がある。 
・「精神的⽣活」とは、学校での学びや趣味の集いなどの⽂化活動、恋愛等の精神的な活動
の総称である。しかし、失業や経済的不安があれば、進学や恋愛を諦めることもあると考え
られる。 
・「政治的⽣活」とは、政党、労働組合や住⺠運動などでの政治的活動を意味する。やはり、
失業や貧困等の経済不安があれば、そのような活動は不可能となる。 
・総体としての⽣活の基盤である「経済⽣活」が、⽣活問題等によって不安定になれば、そ
の上部構造である社会的⽣活、精神的⽣活、政治的⽣活が不安定となる。従って、社会保障
は⽣活の⼟台である「経済的⽣活」における何らかの事故に対応する制度・政策だといえる。 
・社会保障が対象とする⽣活問題は、おおむね⽣活障害、⽣活危険、⽣活不能、に分けるこ
とができる。 
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3）社会保障の役割と機能 
（1）社会保障の役割 
・2017 年版厚⽣労働⽩書によれば、社会保障の役割は、「個⼈の⼒だけで備えることに限界
がある⽣活上のリスクに対して、幾世代にもわたる社会全体で、国⺠の⽣涯にわたる⽣活を
守っていくこと」［厚⽣労働省、2017、p.7］としている。 
・憲法 25 条 1 項が謳う「すべて国⺠は、健康で⽂化的な最低限度の⽣活を営む権利を有す
る」との⽣存権・⽣活権保障を社会保障の役割と捉えたと理解することができる。戦後、⽇
本においては、この理念の下、国⺠⽣活を保障するための社会保障関連法が随時制定され、
今⽇ではこれらの制度が⽣活を送る上での必要条件となった。 
・2017 年版厚労⽩書の「幾世代にもわたる社会全体で」との⽂⾔は、憲法 25 条 2 項の「国
は、全ての⽣活部⾯について、社会福祉、社会保障及び公衆衛⽣の向上及び増進に務めなけ
ればならない」とする、社会保障における国の社会保障増進努⼒義務を「社会全体で」との
⾔葉で曖昧にし、公的責任よりも相互扶助的意味合いを強調している、と⾒ることができ
る。  
・⺠主党政権下の 2012 年版厚⽣労働⽩書では、「社会保障は、⼀般に、『国⺠の⽣活の安定
が損なわれた場合に、国⺠にすこやかで安⼼できる⽣活を保障することを⽬的として、公的
責任で⽣活を⽀える給付を⾏うもの』（社会保障制度審議会〈社会保障将来像委員会第 1 次
報告〉（1993 年））とされている」［厚⽣労働省、2012、p.29］と述べ、社会保障の⽬的・役
割における公的責任を過去の⽂献を引⽤しながら明確にしていた。 
 
（2）社会保障の機能 
・社会保障は、その役割を果たすためにいくつかの機能を有していると⾔われている。厚⽣
労働⽩書（2012 年版、2017 年版）によれば、社会保障には、「⽣活安定・向上機能」、「所
得再分配機能」、「経済安定機能」があるとしている。 
 
① ⽣活安定・向上機能 
・私たちが暮らしている現代社会は、多くの⼈が限られた賃⾦で⽣活しており、⽣活過程に
おいて、失業、疾病、障害、保育、介護、貧困、孤⽴、住まい、就労等の様々な問題・課題
が、複合的・重層的に襲いかかってくる。当然、これらの問題・課題を抱えれば、⽀出が嵩
んだり、収⼊が減じたり、中断したり、喪失したりし、従前の⽣活⽔準を維持できなくなる。
これらの問題・課題に対して、社会保障が現物給付（対⼈社会サービス等）や⾦銭給付を通
して公的に⽀えることで、⽣活安定に寄与し、また⽣活向上へのステップとなる。 
・社会保障が不⼗分で、これらの問題・課題が放置されれば、国⺠が⾃らの責任で対処すべ
く収⼊のかなりの部分を将来のリスクに備えて預貯⾦や私的保険に回さなければならず、
結果、消費性向が抑制され、経済への悪影響は避けられない。 
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② 所得再分配機能 
・現代社会は、⽣まれながらにして不平等である。様々な機会に触れることにおいても不平
等であるし、⼀次所得分配（労働で得た賃⾦）においても、⼤きな格差が存在している。 
・経済学者のトマ・ピケティは、「所得は常に労働所得と資本所得の和となる」、「所得格差
というのはこの⼆要素を合計した結果だ。この⼆要素が不平等に分配されれば、それだけ全
体の格差も⼤きくなる」、「資本の格差が、労働所得の格差よりも常に⼤きいということだ。
資本所有権の分配は、常に労働所得の分配よりも集中している」［ピケティ、2014、p.254］
し、「労働所得分布の上位 10 パーセントが、通常は全労働所得の 25-30 パーセントを稼い
でいるのに対して、資本所得分布の上位 10 パーセントは、常に全ての富の 50 パーセント
以上（社会によっては 90 パーセント）を所有している」［ピケティ、2014、p.255］と富の
具体的格差を⽰した。 
・格差・不平等を放置すれば、低所得層、低資産層は、現代社会の中で⽣活はますます不安
定となる。⼀定その状態の緩和を図るのが、社会保障における「所得再分配機能」である。
ただ、所得再分配機能は、社会保障独⾃の機能ではなく、⼀般的には「租税制度における所
得再分配機能」がよく知られている。 
・所得再分配の⽅法には、「垂直的再分配」と「⽔平的再分配」がある。 
・垂直的再分配とは、異なる所得階層間での分配で、具体的には⾼所得階層から低所得階層
への縦の再分配を指す。税制であれば、所得税のように累進的に課税され、様々な⾏政サー
ビスは所得階層に関係なく平等に享受できる。社会保障であれば、応能負担で保育サービス
（社会福祉サービス）などが利⽤できる仕組みである。 
・⽔平的再分配は、同⼀の所得階層間での再分配であり、⼀般的には再分配機能は低く、逆
進的な分配になると考えられる。税制における消費税が、その典型で様々な調査からも、低
所得階層に⽐べ⾼所得階層の⽅が年収に占める負担割合が低いことが知られている。これ
を財源に、様々な⾏政サービスが無料か低額で受けられたとしても、実態的には低所得階層
の負担割合が重く、再分配効果は期待できない。 
・社会保障においては、例えば健康保険の保険料徴収⽅式では、保険料の算定が個々の給与
を標準報酬⽉額に置き換え、定率で賦課されるが、標準報酬⽉額には上限が設定されてお
り、⼀定以上の報酬を得る⾼所得階層は、低額の保険料拠出のみで医療サービスを受けるこ
とができ、不平等・格差の拡⼤を助⻑している⾯も否定できない。 
  

③ 経済安定機能 
・国⺠が様々な⽣活問題を抱えても、社会保障が制度として確⽴していなければ、個⼈や事
業主が、個別にその問題の緩和・解決に努めなければならず、国⺠はその⽀出のために⽣活
が不安定になり消費性向が落ちるし、事業主もその⽀出により本業に資本を回せなくなり、
結果経済の安定を損ねる可能性がる。 
・しかし、社会保障制度が確⽴していることで、具体的には、雇⽤保険制度のように失業中
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の家計を⽀える効果もあるし、公的年⾦では、障害があり仕事ができない場合も、リタイア
した⾼齢者の場合も、それぞれの家計収⼊を安定化させ、消費活動を活性化させると考えら
れ、結果的には個々⼈の消費、企業の投資を下⽀えすることにつながる経済的安機能がある
といえる。 
 
4）⽇本国憲法・基本的⼈権と社会保障 
・⼈権には、「固有性」、「不可侵性」、「普遍性」との重要な観念が存在する（⽇本国憲法 11
条、97 条）。 
・「⼈権の固有性」とは、⼈間であることにより当然備わっているとされる観念であり、⼈
権は恩恵的慈恵的に与えられたものではない、とする考え⽅。  
・「⼈権の不可侵性」とは、⼈権は、原則として公権⼒により侵されないということである。
歴史的に⾒て、公権⼒が多くの場⾯で⼈権を侵害してきたことから、⽴憲主義の観点に⽴
ち、公権⼒の規制を求めなければならないし、⼈権は国家に対して請求するとのいう点も重
要である。 
・「⼈権の普遍性」とは、⼈種、性別、⾝分に関係なく、すべての⼈間は平等に⼈権を持っ
ているということである。 
・⽇本国憲法は、このような⼈権観念を基本とした叡智の結晶であり、社会福祉労働者にと
って社会保障の根拠を条項から学ぶことは意義深いと考える。 
  
 (1)憲法 25 条の「⽣存権、⽣活権、健康権、⽂化権」 
・第 2 次世界⼤戦後、わが国は憲法 25 条をよりどころに社会保障制度の充実を図ってきた。
ただ残念なことに、⽇本国憲法はアメリカ・GHQ から押しつけられたものとの「通念」が、
⼀般化している。 
・憲法 25 条 1 項の「すべて国⺠は、健康で⽂化的な最低限度の⽣活を営む権利を有する」
との⽂⾔は、GHQ 草案には存在しない。この条項が憲法の中に取り⼊れられたのは、衆議
院での審議過程で野党が、⽇本⼈による様々な憲法私案を参考に修正提案したことで実現
したのであった。当時、憲法研究会が憲法草案要綱を公表（1945 年 12 ⽉ 26 ⽇）している
が、その案には「国⺠ハ健康ニシテ⽂化的⽔準ノ⽣活ヲ営ム権利ヲ有ス」と憲法 25 条の条
⽂とほぼ同⼀の条項が⽰されていた[⾼柳、1972、pp.482-485]。 
・GHQ ⺠政局の⼈権⼩委員会では、基本的⼈権に関し積極的に国の責任を規定しようとし
ていた。⼈権⼩委員会議事録では、ロウスト中佐が、「社会保障を憲法に⼊れることは、最
近のヨーロッパ諸国の憲法では、広く認められている。⽇本では、このような規定を⼊れる
ことは特に必要だと思う。というのは、⽇本では、これまで国⺠の福祉に国家が責任を負う
という観念はなかった。この観念を⼀般に受け⼊れるようにするには、憲法に謳っておく必
要がある」[鈴⽊、2014、p.277]と語っていることから、GHQ と⽇本国⺠の思いが⼀致し
ていたことが窺われる。 
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・25 条を素直に理解すれば、すべての国⺠に⽣存権だけではなく、⼗分に健康で⽂化的な
⽣活を保障しており、健康権、⽂化権をも重層的に保障していると理解すべきである。さら
に、25 条 2 項は、「国は、すべての⽣活部⾯について、社会福祉、社会保障及び公衆衛⽣の
向上及び増進に努めなければならない」としており、国・⾃治体（市町村・都道府県等の⾃
治体を含む）は、社会保障における「向上・増進義務」があると解されている。 
 
(2)憲法 14 条の「法の下の平等」 
・14 条１項は、「すべて国⺠は、法の下に平等」であるとしているが、⼀義的には形式的平
等としての「機会の平等」を意味するし、それにより社会的に強い者と弱い者が⽣み出され
ることがある。 
・しかしこの定義は、弱い⽴場にある⼈を公的に助けることで、実質的に平等を図る「結果
の平等」も意味している。また、本条は、社会保障の権利を論ずる上でも重要な原則だとさ
れている。 
 
(3)憲法 13 条の「個⼈の尊重、⽣命・⾃由・幸福追求の権利の尊重」 
・13 条は、「すべて国⺠は、個⼈として尊重される。⽣命、⾃由及び幸福追求に対する国⺠
の権利については、公共の福祉に反しない限り、⽴法その他の国政の上で、最⼤の尊重を必
要とする」と規定され、個⼈主義、⽣命・⾃由・幸福追求権が、すべての⼈権の総則的基本
原理であり、同時に、「新しい⼈権」の根拠ともされている。 
・本条⽂を、「⼈間の尊厳」から根拠付ける考え⽅に⽴てば、社会保障の権利を直接具現化
するとはいえないが、⽣存権を間接的に枠付ける形で、社会保障の権利を規定している［菊
池、2014、p.63］とされる。 
 
(4)憲法 29 条の「財産権」 
・29 条 1 項は、財産権を規定し、2 項では財産権の内容は「公共の福祉」により制約を受
け、3 項では「正当な補償」の元に公共のために⽤いることができるとしている。 
 ただし、社会保障との関連では、社会保障給受給権が財産権に当たるのかとの問題が存在
するが、公法上の権利である社会保障の受給権も、本条の対象となると理解されている［伊
藤、2017、p.36］。 
・社会保障の受給権が、本条 2 項の「公共の福祉」により制約される場合、具体的には社会
保障給付内容の削減等が⽴法において規定された場合であっても、削減内容や程度が、公益
等を総合的に勘案し、本条に違反するのかどうか判断が司法に委ねられるとされている。 
 
おわりに・・・共同の⼒と繰り出し梯⼦理論から未来を展望する 
・シドニー・ウェッブが 1911 年に著した『防貧策』で、「この理論（「繰り出し梯⼦」理論：
extension ladder）のもと、新たな⽀援⽅法を常に追求し、困難な事例に対しても愛情に溢
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れたケアを⼼がけ、（中略）公的機関だけによって実施される⽐較的低⽔準のサービスを上
回るサービスを実践・実施することで、結果的に公的サービスにおける健康で⽂化的な⽔準
を押し上げる効果がある」［Webb, S. & B. (1911), p.252］と指摘。この「繰り出し梯⼦理論」
には、現代にも通じる⽰唆がある 
・地域における住⺠共同の運動・実践が、公的サービス（社会保障やその他の公共サービス
も含む）を上回る内容を有することがしばしばある 
・この住⺠共同の運動・実践が、私的サービスを公的サービスに昇華させる流れが、あたか
も繰り出し梯⼦が伸びるように⾒えることから、そう命名 
・例えば、介護保険における訪問介護事業は、1956 年に⻑野県で制定された「家庭養護婦
派遣事業」を端緒として、その後⼤阪市など⾰新⾃治体に広がり、結果的に 1963 年⽼⼈福
祉法 12 条に「⽼⼈家庭奉仕事業」として法定され、2000 年施⾏の介護保険法では、8 条 2
項に明記された 
・保育運動においても、同様の状況があった。1950 年代以降の⾼度経済成⻑に伴い⼥性労
働者の増⼤の中、就労と保育の両⽴を求めて、「ポストの数ほど保育所を」を合⾔葉に⼤き
な運度が広がり、結果的に公的保育所（認可保育所等）の増設につながった 
・⽼⼈医療無料化（医療保険給付における⾃⼰負担の無料化）も、住⺠共同の運動・実践が
結果的に国の制度として位置づけられることとなった。端緒は、岩⼿県沢内村（現・⻄和賀
町）の取り組みで、1960 年、同村は住⺠の要求を受ける形で、全国で初めて 65 歳以上の⽼
⼈医療の無料化を実施、翌年には対象を 60 歳以上に拡⼤した。これをきっかけに 60 年代
後半以降に⽼⼈医療無料化が拡⼤。1969 年⾰新⾃治体東京都で 70 歳以上の医療費無料化
実施が画期となり、1973 年 1 ⽉から、70 歳以上の⽼⼈医療費無料化が国の制度として実施
された 
・現在政府が⾔う「地域共⽣社会」は、社会保障等の公的責任を縮⼩したところに、その代
替として地域住⺠に地域課題解決責任を押し付けるものであり、住⺠共同の運動・実践とは
全く異なる 
・住⺠共同の運動・実践は、その⽬的に公的責任の強化、あるいはその実践を公的制度に押
し上げる狙いがあるが、「地域共⽣社会」は、そもそも公的責任を捨象し住⺠の⾃助・共助
（助け合い）に変質させることが狙いであることを鑑みれば、ますます住⺠共同の運動・実
践が必要になってきたと⾔える 
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