
第１節 関係分野の制度の概要，関係法規等（社会の仕組み） 

１ 社会保障の仕組み  

（１）わが国の社会保障の概要 

日本国憲法第25条では，「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

として，国民の生存権を保障している。この生存権を保障する方法の一つが，社会保障である。 

一般的に社会保障には，①救貧的機能，②防貧的機能，③社会的平等化機能，④経済安定化機能

等があるとされている。救貧機能，防貧機能とは，社会保障制度の機能には，貧困になった場合に

その状態から脱却できるようにし，また貧困になることを予防する機能があるということである。

社会的平等化機能とは，高所得者層から低所得者に所得の再分配が行われることを垂直的所得再分

配と，同一所得間，同一職種間等で稼得能力のある人からない人に所得が再分配される水平的所得

再分配である。経済的安定化機能は，特に失業保険で機能すると言われており，景気の変動と連動

して自動的に景気変動の振幅を小さくする効果が期待されている。 

また，社会保障には新たな市場を生み出し，市場を活性化するという機能もある。たとえば，介

護保険制度のように，関連する産業を活性化させたり，新たな市場を生み出したり，新たな労働力

を喚起し，労働市場の拡大につなげ，経済を活性化させるということである。 

わが国の社会保障には，社会保険と社会扶助（生活保護等の公的扶助，社会手当），福祉などの

社会サービスがある。 

 

（２）社会保険の特徴 

わが国の社会保障の根幹をなしているのは社会保険制度である。社会保険に限らず保険が成立す

るためには，①大数の法則に基づく保険事故（リスク）の発生率の測定が必要，②加入者の保険料

でリスクの発生に備える，③収支総額と支出総額のバランスの確保（収支相等の原則）が必要とな

る。これに民間保険会社で行っているような私保険には，保険料は保険金を受け取る数学的期待に

等しくなければならないという給付・反対給付均等の原則がある。 

社会保険の特徴としては以下６点が挙げられる，①社会不安の原因になりやすく国家等の社会的

対応が必要な保険事故（リスク），たとえば病気や死亡，失業，老齢，介護，障害等に対応する。

②保険者は，国や地方自治体，あるいはそれに準ずる機関である。③一定要件による強制加入であ

る。④給付内容が，標準化・規格化されている。⑤保険料は，保険加入者全体の保険事故（リスク）

の発生率に対応させた平均保険料であり，なおかつ応能負担によって保険料が決定する。⑥保険料

は，労働者の場合，保険加入者である被保険者だけではなく事業主負担があり，また公費負担が行

われている場合もある。 

 

（３）わが国の社会保険の種類と財源 

わが国の社会保障は社会保険方式をとる場合が多く，その制度は，一般国民を対象として，老齢

や傷病等の保険事故に対応し，年金保険，医療保険，介護保険，雇用保険，労働者災害補償保険制



度の五つの保険制度からなっている。 

これらの社会保険の財源は，被保険者が拠出する保険料と被用者保険の場合には事業主が負担す

る保険料，国庫負担，医療保険や介護保険等の場合にはサービスの利用に応じた応益負担としての

自己負担である。 

 

（４）年金保険制度の概要 

わが国の年金保険制度は，全国民共通の国民年金（基礎年金）が導入されている。国民年金（基

礎年金）に上乗せして，サラリーマンを対象とした報酬比例の年金を支給する２階部分である厚生

年金制度等がある。年金制度は，図４－１のように３階建て構造となっており，３階部分としては，

サラリーマン等の被用者の場合には，厚生年金基金がある。また，自営業者等に対し，基礎年金の

上乗せ年金を支給するものとして国民年金基金がある。 

 

図４－１ 公的年金制度の仕組み 

 

 

20歳以上の国民全員が加入しなければならない国民年金（基礎年金）は，被保険者を３種類に区

分している。自営業者等の第１号被保険者，民間のサラリーマンや公務員，私立大学等の教職員を

対象とする第２号被保険者，そして第２号被保険者から扶養を受けている第３号被保険者である。 

国民年金の給付内容としては，老齢になった場合の所得を保障する老齢基礎年金，障害をおった

場合の障害基礎年金，国民年金の被保険者が死亡した場合に遺族（規定あり）に支払われる遺族基

礎年金である。国民年金は，被保険者が負担する保険料と国庫負担によって賄われている。 

サラリーマンを対象として国民年金（基礎年金）に上乗せされるのが，厚生年金保険等である。

国家公務員共済組合等の場合は，厚生年金制度と若干仕組みとして異なる場合もあるが，給付の種

類等はほぼ同じである。厚生年金も，老齢厚生年金，障害厚生年金，遺族厚生年金がそれぞれの保

険事故（リスク）にあった場合に給付される。 



老齢厚生年金，老齢基礎年金共に，支給開始年齢は原則として65歳からである。老齢厚生年金等

の場合は，国民年金の各種年金に上乗せして支給される。国民年金の給付額が全国民が同一条件で

加入していれば一律であるのに対し，働いている時に支払っていた保険料（報酬に応じた保険料）

に応じてもらえる金額が異なる。 

年金制度は，昨今さまざまな問題が報じられているが，国等が保険者となっている公的な保険で

あり，強制加入となっており，私たちの老後の生活等を保障するものである。 

 

（５）医療保険制度 

わが国の医療保険制度は，被用者を対象とした健康保険法（全国健康保険協会（協会けんぽ），

健康保険組合），船員を対象とした船員保険法，共済組合である国家公務員共済組合法，地方公務

員等共催組合法，私立学校教職員共済法と自営業等を対象とした国民健康保険法を根拠法としてい

る。全国民を対象とした強制加入である。つまり，全年齢の国民は必ず何らかの医療保険制度に加

入していることになる。2008（平成20）年４月から，新たに高齢者医療制度が創設され，65歳か

ら74歳の高齢者は従来の医療保険の各制度に加入し，75歳以上は都道府県を単位とする新たな医療

保険制度に加入することになった。 

医療保険制度の保険料は，それぞれの保険者ごとに支払う保険料率が異なるし，被用者や自営業

者の収入に応じて支払う金額も異なる。給付対象は被保険者本人だけではなく，サラリーマンの場

合には，被保険者に扶養されている人も被扶養者として保険の給付の対象となる。 

医療保険制度の給付には，①傷病の場合の医療サービスを受ける療養の給付・家族療養費等があ

り，実際に医療を受ける際には自己負担がある（表４－１）。高額の医療サービスを受けた場合は，

高額療養費支給制度があり，これは高額の医療費の家計負担を軽減するものである。また，2008

（平成20）年４月からは，高齢者と医療と介護の負担を軽減するために，介護保険制度と医療保険

制度の自己負担を合わせて，給付の対象とする高額介護合算療養費が新設された。 

 

表４－１ 医療保険制度の自己負担割合 

対象者 負担割合 

75歳以上 
 

一般 １割 
現役並み高所得者 ２割 

70～74歳 
 

一般 ２割 7)

現役並み高所得者 ３割 

就学以降～70歳未満 ３割 

３歳～就学前 ２割 

３歳未満 ２割 

 

医療保険制度は，医療という現物のサービスを保障するだけではなく，移送費・家族移送費，傷

病手当金，出産手当金，出産育児一時金・家族出産育児一時金，埋葬料・家族埋葬料などの現金給

 
                                                                                                                                                                     
7）  2008（平成 20）年４月から 2009（平成 21）年３月までの１年間は，自己負担は１割（ただし 2008（平成 20）年３月段階
で３割負担，後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた者は除く。） 



付がある。傷病手当金とは，サラリーマンを対象とした被用者保険の給付であり，被保険者が療養

のため労務に就くことができない期間，標準報酬日額の３分の２に相当する額を同一傷病について

１年６か月間受けられる制度である。 

医療に要する費用は，診療報酬によって決まる。診療報酬及び薬剤報酬があり，医療行為及び薬剤等

についてそれぞれに点数が定められており，点数に１点10円を乗じた額が診療報酬となる。 

 

（６）介護保険制度 

65歳以上の第１号被保険者と40歳以上64歳までの第２号被保険者で構成され，市町村を保険者と

して要介護のリスクに対応するものである。介護保険制度は，要介護認定を受けて要介護・要支援

と認定された人が給付の対象となる。 

介護保険制度で提供されるサービスには，①居宅サービス，②施設サービス，③地域密着型サー

ビスがある。居宅サービスには，要介護か要支援かによって若干異なるが，訪問介護（ホームヘル

プサービス），訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーション，通所介護（デイサービス），

通所リハビリテーション，短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステイ），特定施設入

所者生活介護（有料老人ホームやケアハウスでの介護），福祉用具貸与，特定福祉用具販売，住宅

改修であり，これらのサービスをマネジメントする居宅介護支援（ケアマネジメント，要支援の場

合は介護予防支援）がある。要支援者には同様のサービスが予防給付として提供される。要介護の

場合には，施設サービスとして介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設に入所

するサービスが受けられる。施設サービスは，要支援の場合は受けられない。また，地域密着型サー

ビスとは，住み慣れた地域での生活を続ける支援サービスで，市町村が指定・監督を行うサービス

であり，小規模多機能型居宅介護，夜間対応型訪問介護，認知症対応型通所介護，認知症対応型共

同生活介護，地域密着型特定施設入居者生活介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が

ある。 

介護保険制度のサービスは，介護報酬に基づいて算定され，１割の自己負担がある（住宅改修は

この限りではない。また居宅介護支援（ケアマネジメント，要支援の場合は介護予防支援）は自己

負担がない。）。また，要介護状態等の区分，要介護度に応じて，支給限度額が設定されている。

支給限度額を超えた場合には，自費でサービスを受けることになる。 

介護保険制度の財源は，保険料と公費負担である。介護保険の保険料は，第１号被保険者の場合

には年金保険から天引きされる特別徴収が一般的であり，第２号被保険者の場合は医療保険と一緒

に徴収される。 

 

（７）雇用保険制度 

雇用保険制度は，失業という保険事故に対応し失業時の所得を保障するだけではなく，再就職で

きるように支援する制度である。業種等を問わず，労働者が雇用される事業すべてに適用され，雇

用保険の適用事業に雇用される労働者は，原則としてその意思にかかわらず全て被保険者となる

（任意適用事業等あり）。ただし，短時間労働者，日雇労働者や季節的事業に雇用される者，公務



員，65歳に達した日以降に雇用される者は雇用保険の被保険者からは除外される。船員保険制度は，

それまで除外されていたが，2010（平成22）年４月１日から，適用されることとなった。 

雇用保険制度における失業の定義は，「被保険者が離職し，労働の意思及び能力があるにもかか

わらず，就業に就くことができない状態にある」ことである。つまり，労働の意思がない場合は対

象とならない。 

雇用保険制度の給付としては，生活保障である求職者給付，再就職のための就職促進給付，就職

に向けた教育訓練給付，雇用継続給付である。求職者給付は，被保険者として雇用された期間や離

職の理由によって段階的に区分されて設定されている。リストラ等によって失業した場合は，７日

間の待機期間を経て求職者給付が支給される。自己都合によって退職した場合は，待機期間の満了

後１か月以上３か月以内の間，支給が制限される。 

雇用継続給付の主なものとして，育児休業給付と介護休業給付がある。育児休業給付は，１歳未

満の子を養育するため育児休業を取得した被保険者に対して，休業前賃金の30％を休業期間中に支

給し，残りの10％は休業後６か月間以上，同一の事業主に被保険者として雇用された場合に，育児

休業者職場復帰給付金として支給される。 

 

（８）労働者災害補償保険制度 

労働者災害補償保険（労災保険）制度は労働中等の事故に対する保障である。原則として一人で

も労働者を雇用するすべての事業に適用される。例外として，国の直営事業や非現状の官公署，船

員保険の被保険者は除外され，労働者が常時５人未満である個人経営の農林，畜産，養蚕，水産の

各事業は，暫定的に任意適用となっている。 

雇用事業に雇用される労働者は，アルバイトやパートタイムを含めて，事業主と雇用関係があり，

賃金が支払われている者すべてが対象となる。ただし，中小企業の事業主，一人親方等の自営業者，

家族従事者，家内労働者，海外に派遣されて従事する者などは，労災保険の対象とはならないが，

特別加入制度がある。 

労災保険は，業務遂行中に発生した事故か，災害の発生が業務に起因したものであることが必要

とされる。また通勤上の災害も対象となる。勤務中，通勤上を問わず，療養補償，休業補償，障害

補償，遺族補償，葬祭料，傷病保障年金，介護保障給付の保険給付が受けられる。 

他の社会保険と異なり，保険料は，原則として事業主の負担のみである。通勤災害の場合のみ労

働者も保険給付の費用の一部を負担する。 

労災保険の保険料は，業種ごとに災害発生率が異なるため，事業の種類に応じた保険料率が設定

されている。また，個別の事業場ごとの労災防止意欲を高めるために，一定の条件に該当する事業

場について，過去の労働災害発生率等を勘案し，労災保険料を引き上げたり引き下げたりする制度，

メリット制を採用している。 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------●  東洋大学社会学部准教授 藤林慶子  



２ 公的扶助の仕組み  

（１）公的扶助の概要 

公的扶助制度は社会保障制度の一つとして，社会保険制度と並び国民・住民生活を保障するもの

である。社会保険制度は，生活上の困難がもらたす一定の事由（保険事故）に対して，保険技術を

用い，被保険者があらかじめ保険料を拠出し，保険者が給付を行う公的制度であり，防貧的機能を

有している。 

それに対して，公的扶助制度は，国民の健康と生活を最終的に保障する制度として位置づけられ，

その特徴として，貧困・低所得者を対象としていること，最低生活の保障を行うこと，公的責任で

行うこと，資力調査あるいは所得調査をともなうこと，租税を財源としていること，救貧的機能を

有していることなどが挙げられる。 

公的扶助制度は，大きくは，資力調査を要件とする貧困者対策と，所得調査（制限）を要件とす

る低所得者対策の二つがある。 

前者の貧困者対策には，生存権を実現する生活保護制度がある。生活に困窮している国民すべて

に対して，健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であり，その上で積極的にそれらの人々

の社会的自立を促進する相談援助・支援活動を行うよう定められている。 

後者の低所得者対策には，公的扶助と社会保険の中間的性格を持つ社会手当制度，民生委員の相

談援助活動を通して資金の貸付を行う生活福祉資金貸付制度，低所得層を中心に住宅を提供する公

営住宅制度等がある。 

 

（２）生活保護制度の仕組み 

ア 生活保護制度の目的・原理・原則 

生活保護法は，憲法に定める生存権を実現するための制度として制定されている。このことに

ついては，生活保護法第１条に，「この法律は，日本国憲法第25条に規定する理念に基づき，国

が生活に困窮するすべての国民に対し，その困窮の程度に応じ，必要な保護を行い，その最低限

度の生活を保障するとともに，その自立を助長することを目的とする」として明記されている。

すなわち，生活に困窮している国民に対して，健康で文化的な最低限度の生活を保障（所得保障

を指す）するだけでなく，さらに積極的にそれらの人々の社会的自立を促進する相談援助・支援

活動（生活保護法では「自立助長」と条文規定している。対人サービスを指す。）を行うことも

示されている（法第１条）。 

また，同制度では，次の三つの基本原理（その他，法第１条の国家責任による最低生活保障を

入れ四つとする考えもある。）を定めている。①すべての国民は，この法律の定める要件を満た

す限り，この法律による保護を無差別平等に受けることができる（無差別平等の原理，法第２条）。

②保障される最低限度の生活は，健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなけれ

ばならない（最低生活保障の原理，法第３条）。③保護は，生活に困窮する者がその利用し得る



資産，能力（労働能力を指す。）その他あらゆるものを，その最低限度の生活のために活用する

ことを要件とし，また，民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は，すべてこ

の法律による保護に優先して行われなければならない（補足性の原理，法第４条）。 

そして，その運用に当たっては，次の四つの原則を定めている。①法は申請行為を前提としてそ

の権利の実現を図ることを原則としている。一方，保護の実施機関は，要保護者の発見，あるいは

町村長などによる通報があった場合適切な処置をとらなければならない（申請保護の原則，法第７

条）。②厚生労働大臣の定める基準により測定した，要保護者の需要を基に，そのうちその者の金

銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う（基準及び程度の原則，法第

８条）。現行の保護基準は，最低生活に必要な費用を各種の扶助ごとに金額で示しているが，この

基準は保護が必要かどうかを判定するという機能も有している。つまり，保護基準は，保護の支給

基準であると同時に保護の要否の判定基準ともなっている。③保護が要保護者の年齢別，健康状態

といった個々の事情を考慮したうえで有効適切に行われなければならない（必要即応の原則，法第

９条）。④保護の要否や程度を世帯単位で判定して実施する。つまり，個々の困窮者には保護の請

求権があるが，その者が生活困窮に陥っているかどうか，あるいはどの程度の保護を要するかとい

う判断は，その者の属している世帯全体について行う（世帯単位の原則，法第10条）。 

イ 生活保護の種類と方法 

生活保護法は，その前提要件として，収入，資産，能力を活用し，さらに私的扶養，他の法律に

よる給付を優先して活用し，それでもなおかつ生活に困窮する場合に初めて保護を適用する仕組み

である。 

生活保護法で定める保護の種類は，８種類の扶助（生活扶助，住宅扶助，教育扶助，介護扶助，

医療扶助，出産扶助，生業扶助，葬祭扶助）に分けられている。保護は必要に応じて１種類（単給

という）から二つ以上の種類の扶助が受けられる（併給という。）。給付は金銭給付を原則とし，

それにより難い場合には現物給付を行っている。なお扶助の種類別でみれば，医療扶助と介護扶助

においては，給付の性格上，現物給付で行っている。それ以外は，金銭給付の方法で行うことを原

則としている。なお，介護保険法の制定にともない創設された介護扶助は，保険の１割負担部分と

入所者生活費（従来の施設入所への入院患者日用品費に相当するもの）に対応する。一方，介護保

険料は生活扶助で対応する仕組みとなっている。  

また生活保護は居宅保護を原則としている。しかし，それにより難い場合には施設にて保護を行

う。生活保護法で規定されている保護施設には，救護施設，更生施設，医療保護施設，授産施設，

宿所提供施設の５種類があり（法第38条），それぞれ施設の目的・対象・機能が違っている。 

ウ 被保護者の権利・義務 

生活保護を受けている者（被保護者）は，特別な権利を与えられている一方，義務も課せられ

る。 

被保護者の権利には，次のものがある。①正当な理由がないかぎり，すでに決定された保護を

不利益に変更されることがない（不利益変更の禁止，法第56条）。②保護金品を標準として，租



税その他の公課を課せられることがない（公課禁止，法第57条）。③すでに給付を受けた保護金

品，またはこれを受ける権利を差し押さえられることがない（差押禁止，法第58条）。 

また，被保護者の義務には，次のものがある。①保護を受ける権利を譲り渡すことはできない

（譲渡禁止，法第59条）。 ②常に，能力に応じて勤労に励み，支出の節約を図り，その他生活

の維持，向上に努めなければならない（生活上の義務，法第60条）。③収入，支出その他生計の

状況について変動があったとき，または，居住地もしくは世帯の構成に異動があったときは，速

やかに，福祉事務所長にその旨を届け出なければならない（届出の義務，法第61条）。④福祉事

務所長が行う生活の維持，向上，その他保護の目的達成に必要な指導に従わなければならない（指

示等に従う義務，法第62条）。 

エ 費用の返還と徴収 

次のような場合，保護費の返還と徴収が行われる。①急迫した事情などにより資力があるにも

かかわらず保護を受けた場合（法第63条）。②届出の義務を，故意にこれを怠ったりあるいは虚

偽の申告をした場合など不正な手段により保護を受けた場合（法第78条）。なお，不正受給につ

いては，単に費用徴収にとどまらず，その理由によっては，生活保護法の罰則規定（法第85条）

あるいは刑法の規定に基づき処罰を受けることもある。③扶養義務者が十分な扶養能力を有しな

がら扶養しなかった場合。この場合は，その扶養義務者の扶養能力の範囲内で，保護のために要

した費用の全部または一部を徴収されることがある（法第77条）。 

オ 不服の申立て 

当然受けられるはずの保護が正当な理由もなく行われなかった場合は，行政上の不服申立てに

よる救済の途が認められている。それは，次の二つの段階がある。①福祉事務所長の行った保護

開始・申請却下，保護停止・廃止などの決定に不服がある者は，都道府県知事に対し，審査請求

を行うことができる（審査請求，法第64条）。②都道府県知事の裁決に不服のある者は，さらに

厚生大臣に対して再審査請求を行うことができる（再審査請求，法第66条）。また，都道府県知

事の裁決を経た後は，裁判所に対して訴訟を提起することができる。 

 

（３）生活保護の実施 

ア 生活保護の実施機関としての福祉事務所                                 

福祉事務所は，社会福祉法において「福祉に関する事務所」と規定されている。生活保護法，

児童福祉法，身体障害者福祉法，老人福祉法，知的障害者福祉法，母子及び寡婦福祉法のいわゆ

る福祉六法を中心に援護，育成または更生の措置に関する業務を行っている第一線の総合的な社

会福祉行政機関である。すなわち，生活保護の実施機関という側面と，福祉各法（福祉五法）の

実施機関としての側面を併せ持っている。都道府県，指定都市，市及び特別区においては義務設

置，町村は任意設置である。職員として福祉事務所長のほか，査察指導員，現業員及び事務職員

を置くことになっており，対人援助に当たる職員は，社会福祉主事資格を有する者が当たること

になっている。 



イ 生活保護の実施 

生活保護の決定実施過程は，受付→申請調査→要否判定→決定（開始・却下）→支給（変更・

停止）→廃止のプロセスをとる。すなわち，原則として要保護者（生活困窮状態にある者）が申

請を行い，保護の実施機関が，保護の要否の調査，保護が必要な場合その種類，程度及び方法を

決定し給付を行う。 

保護の要否を判定し決定・実施する機関は，申請者の居住地または現在地（居住地がないか明

らかでない場合）を所管する福祉事務所であり，そこが実施責任を負う。 

福祉事務所では，申請を受け付けると，地区を担当しているソーシャルワーカー（社会福祉主

事）が家庭訪問などを実施し，保護の要否を調査する。これが，補足性の原理を満たしているか

どうかを確認するためのミーンズ・テスト（資力調査）である。 

この調査結果に基づいて，原則として世帯を単位に保護の要否を決定し，それを申請者に文書

で通知する。この通知は，申請があった日から14日以内にしなければならないとなっているが，

特別な理由がある場合は延長し30日以内に行うこととなっている。保護の要否や程度は，保護基

準によって定められたその世帯の最低生活費と収入認定額とを対比させることによって決めら

れる。そこで認定された収入が保護基準によって定められたその世帯の最低生活費を満たしてい

ない場合に，その不足分を扶助費として給付する。 

 

（４）低所得対策 

低所得対策には，主として社会手当制度，公営住宅制度，生活福祉資金貸付制度がある。 

ア 社会手当制度 

社会手当は，社会保険と公的扶助（生活保護制度）の中間的性格を持つ，無拠出の，すなわち

保険料などを納めなくても受け取ることができる，現金給付を指している。それは，所得制限の

ある選別的手当と所得制限のない普遍的手当に分かれ，わが国の支給する社会手当は，恩給や戦

争犠牲者援護などを除き，社会手当である。 

わが国の社会手当としては，児童手当，児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，

障害児福祉手当などがある。 

イ 公営住宅制度 

低所得者を対象に住宅を提供することを目的としており，母子世帯，高齢者，心身障害者など

を対象とした住宅や低家賃住宅などがある。1996（平成8）年の公営住宅法改正により，所得制

限別の第１種，第２種の区分を撤廃，事業主体の民間住宅の買い取り借り上げが可能となったこ

と，社会福祉法人が公営住宅を住宅として使用できるようになるなど，その内容も変わっている。 

ウ 生活福祉資金貸付制度 

生活福祉資金貸付制度は，低所得世帯や障害者，高齢者，失業者世帯などを対象として，低利

子もしくは無利子で，生活に必要な資金を貸し付ける制度である。生活福祉資金の種類は，総合

支援資金，福祉資金，教育支援資金，不動産担保型生活資金である。 



生活福祉資金貸付制度の実施は，都道府県社会福祉協議会であるが，貸付業務の一部は市町村

社会福祉協議会に委託している。利用者に対する相談業務については，市町村社会福祉協議会の

担当職員だけでなく，地域の民生委員が担っている。特に，民生委員は制度発足から重要な役割

を担っており，申込みに関する相談だけでなく，世帯の調査や貸付世帯への日常的な訪問を通し

必要な援助活動を行っている。 
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３ 地域福祉の仕組み  

 はじめに 

地域社会は，あらゆる人にとって生活の基盤である。しかし近年，少子高齢化の進展，産業構造

の変化，ライフスタイルや価値観の多様化等にともない，近隣における人間関係が希薄になってい

て，さまざまな社会的ストレスを発生させている。ことに，何らかの支援の必要な人々にとって（子

どもも成人も，障害のある人もない人も），これは一層深刻であり，孤立感や緊張を強いる要因と

なっている。地域社会における青少年の健全育成の点でも，今日のこのような状況は，子育て不安，

家庭内での虐待，不登校やひきこもり，フリーターやニート，少年による非行・犯罪や自殺等の逼迫
ひっぱく

した問題を生んでいる。 

福祉ニーズを持つ当事者を含めたすべての住民が，住み慣れた地域で安心して暮らせるために，

さまざまな主体が協力しながら，共に支え合う仕組みを築き，実践していくことが地域福祉である。

ユースアドバイザーには，こうした視点から，幅広く，かつきめ細やかな支援のネットワークを広

げていくことが求められるだろう。 

 

（１）地域福祉の概念 

ア 変容する地域社会と，求められる住民・当事者参加 

かつての日本では，地域共同体を基礎的な生活単位として，共同労働や相互扶助によって住民

同士で支え合いをしていたのであるが，近代化・都市化の進展とともに，それらが大きな変貌を

遂げてきている。今日の地域社会を変容させた社会・経済的な背景としては，①日本経済の急速

な変貌，②家族機能の縮小・解体傾向，③都市環境の変貌，④価値観の揺らぎ等が指摘される。

また，その影響で，急増する非正規雇用，ニート，ネットカフェ難民のような，新たな「貧困」

の問題が浮上しているほか，近隣住民同士の無関心・緊張に起因する「心身の障害・不安」（社

会的ストレスやアルコール依存等），路上死・中国残留孤児や在住外国人への排除等にみられる

「社会的排除・摩擦」，一人暮らし高齢者の孤独死，若者や中高年層の自殺，家庭内の虐待・暴

力等「社会的孤立・孤独」といった問題が生起している（厚生省，2000；宮崎，2006）。 

このような状況の改善のため，当然のことながら行政や福祉施設等によって専門的対応がなさ

れている。しかしそれだけではなく，住民にも，ボランティア活動等を通して地域を暮らしやす

くしていくための直接的な働きをすることをはじめ，議会・行政の動向にも関心を持ち，傍聴や

計画づくりへの参加等を通して住民の意志を反映させていくこと等が期待されている。なぜなら，

住民にとって身近な範囲（ここではおおむね町内会・自治会の範囲から中学校区程度を指し，「生

活圏」という。）について，その良さも，問題点も，最もよく知っているのはそこに暮らす住民

にほかならないからである。同様に，支援を要する福祉当事者が地域生活を送るうえでの物理

的・心理的な障壁は，当事者自身が一番感じているのであり，その声が聞き漏らされることのな

いよう，当事者の参加機会が保障されていることも必要である。そのような住民や当事者の生活



感覚を起点とし，彼ら自身による活動と，行政職員等による専門的支援がうまく連携していくこ

とが大切であるのだが，そこでは市町村社会福祉協議会等による調整活動も不可欠である。 

イ 地域福祉の法的位置 

一方，今日は行財政改革が進んでおり，2000年の「地方分権の推進を図るための関係法律の整

備等に関する法律」（地方分権一括法）の施行にみられるように，地方分権の制度的基盤が整備

され，国から地方（自治体）への権限や財源の委譲が進められている。また，「指定管理者制度」

や「PFT手法」等にみられる民間委託や民営化による公共経営管理手法が導入され，官から民へ

の委譲も進行している。こうした変革期にあるからこそ，上述したような住民や当事者の声を反

映する仕組みが必要なのであり，一人ひとりが持つ日常的なニーズを生活圏の福祉活動につなげ，

生活圏の状況を集積して小中学校区，市町村レベルの福祉のありようを決定していくような福祉

のシステムが不可欠なのである。 

ところで，地域福祉の概念自体は新しいものではない。戦後，地域開発政策が打ち出されるに

従い，産業・経済の都市集中が激化し，都市部の過密化や農村の過疎化にともなうコミュニティ

崩壊，犯罪，公害問題等が深刻化した。それに対し，高度経済成長期の1960～1970年代にかけ

て，中央政府レベルからのコミュニティづくりの提言が相次いだ。こうした中での政策として地

域福祉への注目が高まり，また1974年には，岡村重夫によって地域福祉概念の基礎とも言える『地

域福祉論』が刊行されている。 

2000年の社会福祉事業法の改正により社会福祉法が成立し，同法の目的として「地域福祉論の

推進」が掲げられた。地域住民と福祉関係者に地域福祉推進が努力義務として課された（第４条）

ほか，第10章（地域福祉の推進）では，市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画（第107

－108条）や，地域福祉の推進を目的とする社会福祉協議会（第109－111条）が規定された（武

川，2007）。 

 

（２）地域福祉の推進主体と関連法・制度 

では，実際にどのような主体が地域福祉を推進しているのだろうか。ここでは，紙幅の関係から，

社会福祉協議会，民生委員，そして住民のボランタリーな（自発性に基づく）実践主体に焦点を当

てて見ていこう。 

ア 社会福祉協議会 

地域の福祉ニーズは極めて多様であり，児童や高齢者への虐待や一人暮らしの高齢者の孤独死へ

の介入のように緊急度の高いものから，住民の福祉意識醸成のように長期間かけて進めていくもの

まで多岐にわたる。そうした問題の数々に対し，行政，福祉施設，ボランティアによる支援者等が

個別的に対応するより，それらを組織化したり，個々バラバラの当事者を組織化する等して解決を

図る方が，より大きな社会的インパクトをもたらし，問題状況を改善させることがある。また，福

祉教育等に取り組みながら，住民の間に連帯感や問題意識を喚起し，住民主体による活動を盛り上

げていくこと（住民の主体形成）や，地元の活動者・当事者・住民等と行政が将来の福祉ビジョン



を話し合い，限られた資金・人材・場所・時間等の配分方法や優先課題の決定，解決手段の決定等

に取り組む計画策定のような技術も必要である。そうした地域社会への援助（コミュニティワーク）

を専門的に進めるのが，地域福祉の第一線機関である社会福祉協議会（以下「社協」という。）で

ある。社協は，全国・都道府県・市区町村等の範囲ごとに設置され，福祉施設，民生委員・児童委

員，住民組織等から構成されている。「地域社会において民間の自主的な福祉活動の中核となり，

住民の参加する福祉活動を推進し，保健福祉上の諸問題を地域社会の計画的・協働的努力によって

解決しようとする公共性・公益性の高い民間非営利団体で，住民が安心して暮らせる福祉コミュニ

ティづくりと地域福祉の推進を使命とする組織」（和田，2001）である。 

社会福祉法上の規定では，市町村社協の事業は，社会福祉を目的とする事業の「企画及び実施」，

そうした諸活動・事業に関わる「住民の参加のための援助」，「調査，普及，宣伝，連絡，調整

及び助成」，「事業の健全な発達を図る」こととされる（第109条）。また，都道府県社協につ

いては，上記の市町村社協事業のうち「広域的な見地から行うことが適切なもの」のほか，福祉

事業に対して「従事する者の養成及び研修」，「経営に関する指導及び助言」，そして「市町村

社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整」と定められている（第110条）。 

イ 民生委員 

民生委員は，住民の身近にいる福祉の世話役であり，孤立傾向にある住民，支援の必要な住民

等に気を配り，専門機関や近隣の住民等と共に見守りや声かけ等の活動を行っている。民生委員

法において，その基本理念は「社会奉仕の精神をもって，常に住民の立場に立って相談に応じ，

及び必要な援助を行い，もって社会福祉の増進に努めるもの」（第１条）と規定されている。市

町村設置の民生委員推薦会の意見をもとに，都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱す

る「行政委嘱ボランティア」である。任期は３年で，児童委員を兼ねる。都道府県知事が定める

区域ごとに「民生委員協議会」が組織される。 

民生委員は，三つの原理（自主性，奉仕性，地域性）と三つの原則（住民性，継続性，総合性）

に基づき，七つの働き（社会調査，相談，情報提供，連絡通報，意見具申，調整，支援態勢づく

り）に取り組んでいる。 

ウ 住民の活躍によるボランタリー（自発的）な実践主体 

（ア）地縁団体 

地縁による団体は，地方自治法に根拠を持つ任意団体で，「町又は字の区域その他市町村内の

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」（第260条の２）と定義される。

町内会・自治会等のように地域の諸問題の解決や住民間の親睦を目的とする地域包括的なものを

はじめ，子ども会，青年団，婦人会，老人会のような年齢階梯別集団等がある。町内会・自治会

は50～200世帯単位で組織されることが多く，上部組織に連合町内会等，下部組織に組や班があ

る。代表的な活動に「運動会・祭り等」，「防犯・防災」，「ごみ処理・緑化活動」，「児童の

健全育成」，「健康づくり」，「共同募金への参加等の福祉活動」，「自治体広報の配布等の行

政補完」，「政治・選挙への参加」等がある。 



これらは，地域共同体的な性格を有する最も基礎的な社会集団として，住民にとって不可欠な

存在であるものの，全戸加入を組織原則とすること等から「前近代性・非民主性」や「住民ニー

ズとの乖離」等が指摘されており，加入率低下や後継者不足に悩むものも多い。 

（イ）NPO・ボランティア団体 

少子・高齢化や福祉ニーズの複雑化・増大を受け，サービス提供主体の多元化への社会的要請

が強まり，わが国でもNPO（Nonprofit Organization：非営利民間組織）やボランティア団体へ

の関心が高まった。これらによる地域福祉活動は，直接的なものでは，訪問介護，家事援助，配

食サービス，外出支援，話し相手等さまざまであり，介護保険事業・障害者自立支援法等によっ

て規定されるフォーマルな事業から，制度の透き間にあるニーズへのアプローチまで，幅広く，

かつ柔軟に取り組める。また，より間接的，あるいは政治的なものとしては，行政への提言や総

合計画策定への参加・協力，オンブズマン（仲介者）やマニフェスト（政権公約）のチェック，

シンポジウムやフォーラムの開催等のように，市民活動としての機能を果たすものもある。まち

づくりという点では，当該地域の文化・伝統を活かした「地域おこし」等も含められる。 

NPOは，「特定非営利活動促進法」（いわゆるNPO法）の成立（1998年）によって法制化さ

れた。福祉の分野では，2000年の介護保険制度導入を契機に，この事業者としての指定を受ける

目的等で，「特定非営利活動法人」（NPO法人）の設立が相次いだ。それまで，任意団体として，

活動者の自宅を活動拠点にしたり，自家用車を送迎車代わりにしたりしながら，地域の高齢者世

帯を支えていたような，いわゆる「草の根」のボランティア団体が法人格を取得するケースが少

なくなかった。このようなボランティア団体とNPOとの区別は容易ではない。法制上，NPO法

人化して受託事業等を行う団体をNPO，草の根の任意団体（法人格なき団体）をボランティア団

体と呼ぶ傾向もあるが，活動実態で見れば，法人格がなくても組織規模の面で平均的なNPO法人

を上回るものもあるし，法人格を有するものでも社会福祉法人等でNPO的な事業に取り組むもの

もあるため，必ずしも上の分類は当てはまらない。NPOの定義には，広義から狭義まで諸説ある

が，定説はない。ここでは，少なくとも「非営利性」，「民間性」，「公共性」，「自発性」等

を組織原理とする点で，これらが共通するという言及にとどめておきたい。 

NPOやボランティア団体は，自団体のミッション（使命）に基づいて活動するため，地縁型の

団体に対してテーマ型あるいは課題型の団体と言われる。つまり，行動特性として，地理的範囲

に縛られない「機動性」や，潜在的ニーズにもアンテナを張り，発掘できる「先駆性」，前例や

予算的制約にこだわらない「柔軟性」，自らの団体のテーマに関して，専門家の協力も得ながら

追求していくという「専門性」等が特徴といえる。しかしその反面，自団体の関心に偏重する一

方で他の問題に無関心になりがちなことや，利益を第一義としないことによる経営の不安定さ，

ボランティア等に依存することによる資源確保の見通しの立ちにくさ，運営が素人的になりがち

である，といった限界性を持っており，それゆえに組織基盤が脆弱な団体も多い。 

 

（３）青少年育成のためのネットワークづくり 



さて，ユースアドバイザーが，地域社会において青少年の自立生活を支援するうえでは，多様な

社会資源を調整しつつ，当事者を中心としたネットワークを形成していくことが求められる。その

ネットワークにはいくつかの位相があり，各々に課題がある。本稿の最後に，これらについて触れ

ておきたい。 

第１は，本人の家族・知人等のネットワークである。本人の問題を知るうえで，周囲の人間関係

や生活歴を把握することは，極めて重要である。また，本人が家族あるいは親友に対して，専門的

支援者にはない安心感を持てることもあり，心強い存在である。 

第２は当事者間のネットワークである。深刻な問題に直面した青少年が，周囲には心を開けなく

ても，同じ悩みを持つ人となら話しやすいということがある。このようなときには，セルフヘルプ

グループ等の当事者組織づくりを支援し，仲間どうしの分かちあいや励ましあいの場を提供するこ

とが大切である。 

第３は，先に述べたような地域福祉推進主体のネットワークである。社会福祉の制度・サービス

や援助に関する専門知識を持ち，援助計画に基づいてサポートするチームとしての機能をうまく発

揮させることが重要である。同じ地域の中でも，既存の諸団体等間での利害対立や価値観・行動原

理の相違等から，必ずしも円滑に連携の体制が作れるとは限らないが，互いの持ち味をいかし合っ

て相補的な関係を持つことが，当事者にとって望ましいことは自明である。 

言うまでもなく，福祉行政との連携も重要である。行政は，福祉事務所や児童相談所等を筆頭に，

公的なサービス主体であるわけだが，それと同時に，地域のニーズに対して計画化・施策化し，総

合的に対処していく推進主体でもある。したがって，ユースアドバイザーが支援の最前線でつかみ

取ったニーズを，行政・議会につなぎ，施策化やサービスの向上を促していくことも必要である。 

第４は，福祉に隣接する領域の専門機関，すなわち保健・医療機関，教育機関，就労支援機関，

司法機関等とのネットワークである。人の生活問題は複雑で，行政の縦割り機構に単純に適応しな

いことが多い。少年犯罪を例として見ると，司法の問題，本人や家族の心理的サポート，教育や就

労の問題等が絡み合っているため，複合的に対処していかなければならない。したがって，庁内の

調整会議やプロジェクト等の機会をつくりながら，分野の異なる諸機関の間でヨコのつながりを持

たせ，総合的な支援体制を整えることが大切である。 

第５は，地元の企業・商店街や住民一般とのネットワークである。青少年が何らかの問題を抱え

て力をなくしているとき（たとえば，ひきこもりの青年等），地域の無理解・偏見は，本人の孤立

感を更に深め，社会との関わりを阻む障壁となりがちである。裏返せば，周囲の人々がよき理解者

となり，簡単なボランティアの機会を提供すること等によって，本人にとって社会との関わりを取

り戻しやすくなる。そのため，地域の人々が持つ否定的な先入観を解消し，一人でも多くの人たち

が理解を持てるよう，広報・啓発や福祉教育等を行政や社協等と共に進め，支援ネットワークをつ

くっていく必要がある。 

ユースアドバイザーには，このようなさまざまなレベルのネットワークづくりを担う一人となる

ことが期待される。ただしこれらを分断されたものととらえるのではなく，大きな輪としてつなが



りを持たせていくことが肝要である。 
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４ 障害者福祉の仕組み  

（１）障害者福祉の理念 

ア ノーマライゼーション 

国際連合は，1980年の「国際障害者年行動計画」の中で，「ある社会がその構成員のいくらか

の人々を閉め出すような場合，それは弱くもろい社会なのである」とうたっている。障害者の問

題は，差別と偏見の歴史の中にあるといってもよい。 

1950年代後半に，デンマークのＮ.Ｅ.バンクミケルセンは，知的障害者の入所施設の生活が極め

て，非人間的な環境にあることを問題とし，知的障害者の生活条件を一般市民と同じにすべきであ

るという考え方を打ち出した。つまり知的障害者は「あたりまえの」「普通の」生活を送る権利が

あり，その生活を支える社会を構築するという意味がある。この考え方をノーマライゼーションと

いい，障害者福祉を支える理念となっている。また，今日では障害者福祉の理念にとどまらず，社

会福祉の理念としてもこのノーマライゼーションの考え方そのものが浸透してきている。8)

このノーマライゼーションの理念は，北欧，北米をはじめ，先進諸国に広がり，具体的には脱

施設化と施設解体，地域生活の実現という障害者福祉政策の転換への影響力となっていった。ま

たノーマライゼーション発祥の地，デンマーク，スウェーデンは，ともにこれらを推進していく

活動に，知的障害のある子どもを持つ親や知的障害のある当事者自身が参画していったことは注

目すべき点である。つまりそこには，理念としてのみ存在するノーマライゼーションではなく，

当事者主体の権利の実現という価値があるといえよう。さらには，政策に具体化され，社会の変

革を促すという使命を着実に果たしてきた。 

そのような側面からいうならば，今日のわが国における障害者福祉制度等の在り方においては，

ノーマライゼーションは言葉とその概念は浸透しつつあるものの，その価値に基づいたシステム

の転換にはいまだ至っているとはいえない状況にある。 

 
                                                                                                                                                                     
8） 社会福祉士養成講座編集委員会編，2006，『新版社会福祉士養成講座 障害者福祉論』，中央法規出版，６頁      
 なおノーマライゼーションの理念を発展させ，，，ノーマライゼーションの８つの原理が提唱された著を参照されたい。    
 ベンクト・ニィリエ著，河東田博他訳，1998，『ノーマライゼーションの原理』，現代書館 



イ インクルージョン 

インクルージョンという言葉は，本来「包含，包み込む」ことを意味する。このような意味を持

つインクルージョンは，教育及び福祉の領域においては，「障害があっても地域で地域の資源を利

用し，市民が包み込んだ共生社会を目指す」という理念としてとらえられている。このインクルー

ジョンが注目された契機としては，1994年にスペイン・サラマンカで開催されたユネスコの「特別

ニーズ教育世界会議」で採択し宣言された「サラマンカ声明」によるところが大きい。 

わが国のこれまでの障害児教育の体系は，障害児は障害児学級，養護学校，盲学校，聾
ろう

学校で学

び，いわゆる障害を持たない子どもたちとは異なる教育の場が用意されてきた。このことから障害

を持つ子どもと持たない子どもが分離されてしまうことにより，差別や偏見が助長され，障害の理

解が進まないという考えに基づき，障害のある子どもと障害のない子どもとの統合教育（インテグ

レーション）の必要性が唱えられてきた。しかし統合教育は場の共有に重点が置かれ，一人ひとり

に適合した教育までには至らなかった。 

前述の「サラマンカ声明」には，「特別な教育的ニーズを有する人々にも，そのニーズに見合っ

た教育を行えるような子ども中心の普通学校にしなければならない」，「インクルーシブな方向性

を持つ普通の学校こそが，差別的な態度と闘い，すべての人を喜んで受け入れられる地域社会を建

設し，万人のための教育を達成するための最も効果的な手段である」とある。 9) これは，単なる場

の共有のみを統合とするのではなく，その中で必要な支援を個別に用意することの必要性を指摘し

ているものである。 

ノーマライゼーションの理念を踏まえるならば，このインクルージョンの考え方はその延長線上

にあるといってよい。「障害があるから，養護学校（現在は特別支援学校）を卒業したら社会福祉

施設に入所する，通所する」のではなく，そこで提供される支援が個別のニーズに応じているのか

どうかということが大切であり，かつそのサービスが必要な人は誰でも利用できる資源として，地

域の中に存在していることが重要である。 

インクルージョンは，地域社会はさまざまな人によって構成されていることが自然であり，そこで，

それぞれがその人らしい暮らしを築いてくことを実現していく社会の在り方を示している。 

 

（２）障害者の実態 

障害者分野での基盤となる法律は，障害者基本法であり，障害とは，身体障害，知的障害，精神

障害の三つが規定されている。『障害者白書（平成21年版）』の厚生労働省の調査によると，わが

国の障害児・者の数は，723.8万人であり，総人口の５％を超えている。 

上記の障害の種類別では，身体障害児・者が366.3万人で，そのうち肢体不自由が50.6％，心臓

や腎臓，呼吸器などの機能障害である内部障害が30.5％，視覚障害及び聴覚障害が18.9％であり，

内部障害の増加が特徴的であり，また65歳以上の障害を持つ高齢者が60％を超えている。 

 
                                                                                                                                                                     
9） 佐藤久夫他編著，2002年，『福祉キーワードシリーズ 障害者と地域生活』，中央法規出版，９ページ。 



知的障害児・者については，「知的機能の障害が発達期（おおむね18歳まで）にあらわれ，日常

生活に支障が生じているために，何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」という定義で

調査が行われ，総数は，54.7万人で，そのうち在宅者が41.9万人，施設入所者は12.8万人と知的障

害の約２割が施設に入所している。 

精神障害児・者数は，302.8万人と増加傾向にあり，精神病院に入院・通院している精神疾患の

ある人を表している。精神病院の入院患者は，35.3万人で，欧米に比べて高い割合となっている。 

このほかには，高齢にともない，視覚や聴覚，肢体等に何らかの機能障害があって，障害の認定を受け

ていない人も存在する。わが国の超高齢社会というのは，誰もが心身に何らかの障害を持つ可能性がある

ということであり，自らのみでなく，自らの家族，地域のこととしてとらえていくことが求められている。 

（３）障害のとらえ方：国際生活活機能分類（ICF）の視点 

今日の障害の概念は，世界保健機関（WHO）によって国際的に共通の視点から分類・整理され

ている。1980年に公表された国際障害分類によると，聴覚の異常，手足の切断などの心身の機能の

異常や形態の欠損という医学的な意味の「機能障害」，その機能が障害を持つことにより，歩行や

入浴，排泄の困難が生じる「能力障害」，能力に障害が生じることにより，就職が困難などの社会

生活上に不利益を生じてしまう「社会的不利」など，これらが相互に関連するとらえ方がある。 

2001年には，国際障害分類を改定し，国際生活機能分類（以下「ICF」という。）として整理さ

れた。病気／変調は，健康状態に，機能障害は心身機能・身体構造に，能力障害は活動に，社会的

不利は参加，にそれぞれ置き換えられている。「障害」という否定的な表現を排し，状態をニュー

トラルに表現し，それぞれに何らかの障害や規制を受ける状態において，「機能障害」，「活動制

限」，「参加制約」と表現することとした（図４－２）。また，図４－２の個人因子と環境因子は，

合わせて背景因子と称され，障害は，障害の原因となる病気／変調からのみもたらされるのではな

く，個々人によって異なる背景の影響を多分に受けて表れるものであるとしている。つまり，障害

は個人に帰属するものではなく，諸状態の集合体であり，その多くが社会環境によって作り出され

たものであるとされる。したがって，この問題に取り組むには社会的行動が求められてくる。 

 

図４－２ 国際生活機能分類（ICF）の構成要素間の相互作用 

 

（資料）厚生労働省資料より 



（４）障害者福祉の制度 

障害分野における理念法でもある障害者基本法は，第３条に「何人も障害者に対して，障害を理

由として，差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と差別の禁止を規定

している。したがって国や地方自治体の施策は，これに沿ったものでなければならない。しかしな

がら，わが国の障害保健福祉施策は，障害種別ごとの法律等に基づき，サービスが提供されており，

全国共通の利用のルールはなく，地域における社会資源の状況やサービス提供体制が異なるなど不

整合があるとされている。そのために地域や障害種別により，サービス利用に格差を生じることに

なってしまっている。 

そこで障害者が地域に普通に暮らせる社会を構築するために，2006年に障害者自立支援法が施行

された。以下に同法の基本的方向性を概観する。10)

 

ア 障害のある人が普通に暮らせる地域づくり 

地域においては，支援を必要とする障害者は高齢者と比較すると数が少ないために，これまでは

障害とサービスの拠点が遠くなりがちだった。このため，身近なところにサービスの拠点を増やす

ため，既存の社会資源をいかし，多様な地域の状況に対応ができるよう，必要な規制緩和等を行う

こととした。またこれまで原則として障害種別ごとにサービス拠点を整備する必要があったが，障

害種別を超えて共通の場でそれぞれの障害特性等を踏まえたサービス提供ができるようになった。   

イ 障害のある人のニーズや適正に応じた自立支援 

サービスとして提供される支援がより一層効果的なものとなるように，施設や事業の体系を見直

した。障害種別を超えて対応できるように制度の見直しをする一方で，具体的な自立支援のサービ

ス内容を一人ひとりに合ったものにしていく必要があった。このため，障害者が地域で自立して生

活することを考え，一般企業等で就労することができるよう施設・事業の体系を見直すとともに，

新たな就労支援事業を創設するなど障害者のニーズや適正に合わせて就労を支援していくことと

した。 

ウ 市町村を中心とするサービス提供体制の確立と国，都道府県による支援 

障害者施策の中心を担うのは市町村であり，市町村中心の体制を確立するとともに，国や都道府

県が，広域的，技術的，財政的などの観点から重層的に支援する体制の整備を図ることとした。そ

のため，市町村は障害者福祉サービス及び相談支援など提供体制の整備のために障害者福祉計画を

作成することにした。 

エ 効果的・効率的なサービス利用の推進 

どのような状態の人にどのようなサービスを提供するか市町村によることになっており，地域差

が生まれる大きな原因となっている。相談支援体制を整備するとともに，こうしたルール化等を進

めることにより，必要なサービスをより効果的・効率的に，より公平で透明なプロセスで提供でき

るよう客観的な尺度（障害程度区分）を導入した。 

 
                                                                                                                                                                     
10） 社会福祉の動向編集委員会編集，2008年，『社会福祉の動向 2008』，中央法規出版，204～205ページ。 



オ 費用の公平な負担と資源配分の確保  

制度の公平性や持続可能性を確保するために，「みんなで負担する」という考え方が重要である。

また，限られた社会資源をより必要な分野に重点的に配分することが必要である。このため利用者

負担を見直し，負担能力の乏しい方へ配慮しつつ，福祉サービスの利用量に応じた１割を上限とし

た定率負担にするとともに，国，都道府県の財政責任を強化した。 

  

（５）障害者自立支援法における障害福祉サービス 

図４－３によると，個人に対する費用の給付である自立支援給付と，市町村に実施責任がある地

域生活支援事業のサービスに区分できる。自立支援給付には，介護給付，訓練等給付，自立支援医

療等，補装具がある。 

介護給付には，家庭に訪問して入浴，排泄などの生活全般のサービスを行う居宅介護（ホームヘ

ルプサービス），介護者が病気の場合等に短期間，障害者支援施設等で介護を受ける短期入所

（ショートステイ），常時介護を必要とする人に主として日中に障害者支援施設で行われる介護や

創作活動または生産活動の機会の生活介護，主として夜間に行われる，共同生活を営む住居での入

浴，排泄等の介護の共同生活介護（ケアホーム），施設入所者を対象とした夜間の介護の施設入所

支援などが利用できる。 

訓練等給付では，身体機能や生活能力の向上のための自立訓練，就労に必要な知識・能力向上に

ための訓練などの就労移行支援，雇用されることが困難な障害のある人への就労の機会の提供や就

労に必要な知識・向上のための訓練などの就労継続支援，夜間に共同生活を営む住居における相談

や日常生活上の援助の共同生活援助が利用できる。 

 

図４－３ 新たな障害福祉サービスの体系：総合的な自立支援システムの構築 

 

（資料）厚生労働省資料より 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------●東洋大学社会学部教授 高山直樹  



５ 児童福祉の仕組み  

（１）児童福祉の仕組み 

ア 児童福祉の対象 

児童福祉の総合的かつ根本的な法律である児童福祉法では，「すべて児童は，ひとしくその生

活を保障され，愛護されなければならない」と規定されている。同法では，「児童」の定義を「満

18歳に満たない者」と規定している。11) 

児童福祉の対象となる施策は，保育や健全育成などのすべての子どもや家庭を対象とした施策

から，子ども虐待などの特別なニーズを持つ子どもや家庭への対応まで幅広く，関係施策も多岐

にわたる。また，法律上は「児童」という言葉が使われるため，本稿では児童福祉という言葉を

使用する。しかし，「子どもの権利条約」等が示す子どもの権利の観点と，子どもを取り巻く環

境，特に家庭も視野に入れて考える必要があるため，「子ども家庭福祉」とも表現される。つま

り，子ども本人に関することから，その子どもを取り巻く家庭や地域までもが対象といえる。 
イ 児童福祉の総合法としての児童福祉法 

児童福祉法は，昭和22年に制定され，平成19年に制定60周年を迎えた。同法は，基本精神とし

て，すべての子どもを対象とした福祉の積極的増進，あるいは健全育成を基本理念とし，その時々

の社会のニーズに合わせて改正を繰り返しながらも，現在まで児童福祉の基盤として位置づけら

れている。 
児童福祉法は６章構成となっており，「総則」（第１章），「福祉の保障」（第２章），「事

業及び施設」（第３章），「費用」（第４章），「雑則」（第５章），「罰則」（第６章）で構

成されている。 

 

表４－２ 児童福祉法の構成 

章 内容 

第１章 総則 定義／児童福祉審議会の設置／実施機関／児童福祉司・児童委員・保育士の養成

と資格要件 

第２章 福祉の保障 療育指導等／居宅生活の支援／助産施設；母子生活支援施設及び保育所への入所

／障害児施設給付費，高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並

びに障害児施設医療費の支給／要保護児童の保護措置等／雑則 

第３章 事業及び施設 児童自立生活援助事業／相談支援事業／放課後健全育成事業／児童福祉施設（助
産施設，乳児院，母子生活支援施設，保育所，児童厚生施設／児童養護施設／知

的障害児施設／知的障害児通園施設／盲ろうあ児施設／肢体不自由児施設／重症

心身障害児施設／情緒障害児短期治療施設／児童自立支援施設／児童家庭支援セ

ンター），里親 

第４章 費用 費用の負担・徴収（国庫／都道府県／市町村） 

第５章 雑則 機関の連携／保育所の拡充／児童福祉施設の運営報告など 

第６章 罰則 児童福祉法違反事項等 

児童福祉法の総則には，「すべて国民は，児童が心身ともに健やかに生まれ，且つ，育成される

 
                                                                                                                                                                     
11） 一部の施設では，児童養護施設から大学等へ通う場合など，個別の理由により，18歳以上でも児童福祉法の対象となる場合
がある。 



よう努めなければならない。」（第１条），「すべて児童は，ひとしくその生活を保障され，愛護

されなければならない。」（第１条第２項）ことが規定されている。また，その責任は保護者だけ

のものではなく，「国及び地方公共団体は，児童の保護者とともに，児童を心身ともに健やかに育

成する責任を負う。」（第２条）とされる。これらについては，「児童の福祉を保障するための原

理であり，この原理は，すべて児童に関する法令の施行にあたって，常に尊重されなければならな

い。」（第３条）と規定されている。 

ウ 児童の虐待等の防止に関する法律 

厚生労働省は1992年から全国の児童相談所における子ども虐待対応件数を集計，公開している。 

子ども虐待対応件数の急激な増加により，議員立法によって2000年に児童の虐待等の防止に関す

る法律が成立した。 

（２）児童福祉に関わる主な施策の体系と仕組み 

先述のように，児童福祉の総合法として児童福祉法が制定されているが，その他にも対象に応じ

ていくつかの法律が制定されている。なお，障害者施策については，本書の「障害者福祉の仕組み」

を参照されたい。 

 

表４－３ 児童福祉施策の概要 

 主な児童福祉 
施設等 

目的 
 

主な法律 
 

乳児院 
 

乳児（保健上，安定した生活環境の確保その他の理由により特に

必要のある場合には，幼児を含む。）を入院させて，これを養育し，

あわせて退院した者について相談その他の援助を行うこと 
児童養護施設 
 

保護者のない児童（乳児を除く。ただし，安定した生活環境の確

保その他の理由により特に必要のある場合には，乳児を含む。以下

この条において同じ。），虐待されている児童その他環境上養護を

要する児童を入所させて，これを養護し，あわせて退所した者に対

する相談その他の自立のための援助を行うこと 
里親 
 

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当である

と認められる児童を養育すること 
児童自立支援施

設 
 

不良行為をなし，又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環

境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ，又は保護者の下

から通わせて，個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い，その自立

を支援し，あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと 
児童家庭支援セ

ンター 
 

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき，児童，母子家庭そ

の他の家庭，地域住民その他からの相談に応じ，必要な助言を行う

とともに，児童福祉法第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一

項第二号の規定による指導を行い，あわせて児童相談所，児童福祉

施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に

行うこと 

要保護児

童施策（児童

自立支援施

策／相談援

助事業等も

含む） 
 

助産施設 
 

保健上必要があるにもかかわらず，経済的理由により，入院助産を

受けることができない妊産婦を入所させて，助産を受けさせること 

児童福祉法／児

童虐待防止法／Ｄ

Ｖ法／児童売春防

止法 
 

児童健全

育成施策 
児童厚生施設 
 

児童遊園，児童館等児童に健全な遊びを与えて，その健康を増進

し，又は情操をゆたかにすること 
児童福祉法 
 

保育施策 
 

保育所 
 

日日保護者の委託を受けて，保育に欠けるその乳児又は幼児を保

育すること 
特に必要があるときは，日日保護者の委託を受けて，保育に欠け

るその他の児童を保育すること 

児童福祉法／次

世代育成支援対策

推進法／少子化社

会対策基本法／就



学前の子どもに関

する教育，保育等の

総合的な提供の推

進に関する法律 
母子保健

施策 
 

保健所，保健セ

ンター，母子保

健センター等 

母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに，母性並びに乳児

及び幼児の保健指導を行い，又はこれらの事業にあわせて助産を行

うこと 

母子保健法／地

域保健法／児童福

祉法 
母子・寡婦

福祉施策 
 

母子生活支援施

設 
 

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者

の監護すべき児童を入所させて，これらの者を保護するとともに，

これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し，あわせて退所

した者について相談その他の援助を行うこと 

児童福祉法／児

童扶養手当法／母

子及び寡婦福祉法

／DV法／生活保護
法 

知的障害児施設

 
知的障害のある児童を入所させて，これを保護し，又は治療する

とともに，独立自活に必要な知識技能を与えること 
知的障害児通園

施設 
知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて，これを保護

するとともに，独立自活に必要な知識技能を与えること 
盲ろうあ児施設

 
盲児（強度の弱視児を含む。）又はろうあ児（強度の難聴児を含

む。）を入所させて，これを保護するとともに，独立自活に必要な

指導又は援助をすること 
肢体不自由児施

設 
肢体不自由のある児童を治療するとともに，独立自活に必要な知

識技能を与えること 
重症心身障害児

施設 
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所

させて，これを保護するとともに，治療及び日常生活の指導をするこ

と 

障 害 児

（者）施策 
 

情緒障害児短期

治療施設 
 

軽度の情緒障害を有する児童を，短期間，入所させ，又は保護者

の下から通わせて，その情緒障害を治し，あわせて退所した者につ

いて相談その他の援助を行うこと 

児童福祉法／障

害者自立支援法／

障害者基本法／知

的障害者福祉法／

知的障害者福祉法

／特別児童手当等

の支給に関する法

律 
 

 

児童福祉法により，地方自治体は児童福祉審議会を設置し，子どもの福祉等に関する調査審議を行

うこととされている。子どもに関する相談や子ども虐待問題への対応は，市区町村及び児童相談所等

の相談援助機関が実施する。なお，児童相談所は，都道府県，政令指定都市，一部中核市に設置され

ている。また，施策ではないが，各地域での子育てネットワーク等の組織12) や母親グループ，あるい

は児童養護施設入所経験のある当事者団体13) ，民間団体などは，交流やセルフヘルプなどを通じて重

要な役割を果たしている。また東京，神奈川では子どものシェルター14) も設立された。 

 

（３）権利主体としての子ども 

児童福祉の目的は，子どもの福祉，更に言うと子どもの最善の利益を保障することであり，「権利

主体としての子ども」という視点が重要である。この視点は，昭和53（1978）年にポーランドが草

案を提出し， 1989年の国連総会で採択され，わが国も158番目の締結国として平成元（1989）年に

批准した「子どもの権利に関する条約」の趣旨に沿う。なお，「権利主体としての子ども」という言

 
                                                                                                                                                                     
12） 代表例として，「新座子育てネットワーク（http：//ccn.niiza-ksdt.com/）」などがある。 
13） 代表例として，児童養護施設生活経験者による「日向ぼっこ（http：//hinatabokko2006.main.jp/）」「なごやかサポートみ
らい 

（http:nagoyakamirai.web.fc2.com/）」や里親のもとでの生活経験者による「さくらネットワーク」などがある。 
14） 「カリヨン子どもセンター（http://www.h7.dion.ne.jp/~carillon）」や「子どもセンター・てんぽ（http://www3.plala.or.jp/tempo/）」
などがある。 



葉は，批准に先立つ平成５（1993）年に「厚生省子どもの未来21世紀プラン」報告書に盛り込まれ

た。たとえば一時保護所や児童養護施設などの入所型施設において，「子どもの権利（・責任）ノー

ト」が作成・配布されている。また，児童養護施設内の虐待事件の発覚も重なり，児童福祉施設最低

基準に施設側からの過度な人権侵害を防止し，子どもの権利を護るため「懲戒権の濫用の禁止」（９

条の２），「苦情への対応」（14条の２）が盛り込まれた。行政，施設，あるいは子どもから見て中

立的な立場に立つ第三者委員会15) やオンブズパーソン16) 等も一部自治体で実現されている。加えて， 

平成19（2007）年の「児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成20年施行）に

より，法律の目的に「児童の権利利益の擁護に資すること」が明記されることとなった。 

 

（４）児童福祉に関する最近の主な動向 

ア 次世代育成支援対策推進法及び少子化社会対策基本法 

わが国の急速な少子化の進行と，その影響を踏まえ，次代の社会を担う子どもが健やかに生ま

れ，育成される社会の形成を図るために次世代育成対策とその総合的な実施に向けて， 平成15

（2003）年に策定された。目的及び基本理念が策定され，国，地方自治体，事業主，国民の責務

や雇用環境の整備，保育サービスの充実等の基本施策の策定などが盛り込まれた。 

次世代育成支援対策推進法により，区市町村，都道府県，そして一部事業主は次世代育成支援

対策推進計画を策定することとなっている。平成21（2009）年度には，次世代育成支援対策後期

計画が策定され，平成22年（2010）年度より実施される予定である。 

イ 認定子ども園 

平成18（2006）年に，保育と教育を一体的に行い，地域において子育て支援を行う「認定子ど

も園」事業がはじまった。 

ウ 要保護児童に関しての児童福祉法，児童虐待防止法等の改正 

平成９（1997）年には，児童養護施設と児童自立支援施設は，それまでの保護・養育に加え，

子どもの自立支援を行うこととされた。また，平成16（2004）年には，乳児院，児童養護施設，

児童自立支援施設，情緒障害児短期治療施設について，退所後のアフターケアの実施等が役割と

して加えられるとともに，虐待の定義の拡大，国及び地方自治体の責務の強化，通告要件の拡大，

警察への援助依頼，要保護児童対策地域協議会の設置等が盛り込まれた。さらに， 平成19（2007）

年の改正により，児童相談所が児童の安全確認等のための立入調査等の強化，保護者に対する面

会・通信等の制限の強化，保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化等が盛り込まれ， 

平成20（2008）年度４月に施行される。改正にともない，保護者援助のガイドライン等のツール

が作成され，児童相談所運営指針等に盛り込まれた。 

 
                                                                                                                                                                     
15） 代表例として，神奈川県「子ども人権審査委員（http：//www.pref.kanagawa.jp/osirase/13/1359/jinken/ryouiku4.html）」などが
ある。 

16） 代表例として，「川西市子どもの人権オンブズパーソン事業（http：//www.city.kawanishi.hyogo.jp/post/kdm_onbs/）」など
がある。 



平成21（2009）年には，法務省により子ども虐待対応についての検討が行われ，課題の整理が

行われた。子どもへ虐待を行なった親に治療義務を課すための「親権一時停止」などが検討され

るなど，今後大きな改正の可能性があり，同行に注目する必要がある。 

エ 里親に関する支援の強化 

他の先進諸国と比較して，日本では保護された後，施設で養育される子どもの割合が極めて高い。

厚生労働省は，家庭的な養育の推進を目指して施設の小規模化，里親施策の充実を推進してきた。

里親手当の総額や都道府県・指定都市・児童相談所設置市による里親支援機関，およびその委託実

施ができるようになるなど，里親支援の強化が行なわれている。 

 

（５）要保護児童対策地域協議会の設置 

要保護児童地域対策協議会は，地域の関係機関が連携し，ネットワークを構築することにより，

援助のニーズのある子どもや家庭を早期発見し，問題が深刻化する前に対応することと，加えて複

数の機関による多様な視点からの情報と援助方針の共有を図る目的で法制度化された。法制度化以

前より，子ども虐待対応のためにそれぞれの自治体や地域独自でネットワークを構築する動きは

あった。平成16年の児童福祉法改正より，設置が進められてきたが，さらに平成19年（平成20年４

月施行）の改正では，区市町村に設置の努力義務が課せられた。 

協議会への参加機関としては，地域の福祉・保健・医療機関（児童相談所，保健所，自治体，病

院等），司法・警察機関（弁護士会，警察），保育・教育機関（教育委員会，保育園，幼稚園，小・

中学校等），地域のサービス資源（民間団体，民生児童委員等）などが想定される。協議会の有効

な活用に向けて，ただネットワークの形式を整えるだけでなく，実効的な関係作りや情報共有を行

う必要がある。また，事例のたらい回しを防ぐために，事例や状況に応じて，主たる担当機関，調

整機関を定めておく必要もあろう。さらに，多様な機関が参加するため取り扱われた情報が不必要

に漏らされることのないよう，参加機関，及び参加者には守秘義務が課せられる。 

要保護児童地域対策協議会の有機的な運用のために，以下のような三層構造が推奨されている。 

ア 代表者会議（年数回程度） 

地域のさまざまな機関の代表者が出席し，各関係機関同士の取り組みを理解し，参加機関同士

の理解と連繋を進める。要保護児童地域対策協議会の在り方について実務者会議での政策提言を

審議したり，互いの要望等を共有・検討する。 

イ 実務者会議（月1回程度） 

地域のさまざまな機関の実務者，及び相談・援助担当者が出席し，新たな事例と，これまで見

守り等で情報共有，及び対応してきた事例の経過の確認等を行う。（月1回程度） 

ウ 個別ケース検討会議 

新たな事例，あるいは見守り等で情報共有，及び対応してきた事例について，関係機関で情報

共有や援助方針・対応についての協議が必要な状況が生じた際に，必要に応じて開催される。 
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６ 教育制度の仕組み  

わが国教育制度は，学校教育と社会教育に大別される。 

 

（１）学校教育制度 

ア 教育の機会均等と無償性 

教育制度は，わが国においては学校教育と社会教育に大別されるが，いずれも法律によって制

度化されている。最も基本的な法律は憲法で，その第26条において，「すべて国民は，法律の定

めるところにより，その能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は，法

律の定めるところにより，その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は，

これを無償とする。」と，教育の機会均等と義務教育について規定している。さらに具体的なこ

とは法律で定めるとしているが，それは教育基本法と学校教育法である。 

昭和22年に制定された教育基本法は平成18年に改正されたが，（昭和22年の）同法は第４条で

「教育の機会均等」の原則として，「人種，信条，性別，社会的身分，経済的地位又は門地によっ

て，教育上差別されない。」こと，国及び地方公共団体の義務として，障害のある者に対する支

援，経済的理由による修学困難な者に対する奨学の措置が規定している。また，義務教育の無償

性に関しては，第５条で国・公立学校では授業料を徴収しない旨が規定されている。憲法では義

務教育を無償とする旨を定めているが，これは宣言的な規定であり，具体的に何をどこまで無償

とするかは，別途法律で定めることになっているのである。教育基本法で規定している無償性は，

国立と公立学校における授業料の不徴収までであるが，昭和38年に「義務教育諸学校の教科用図

書の無償措置に関する法律」が制定され，憲法が規定する無償性の範囲は義務教育諸学校（小学

校，中学校，中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部）にまで拡大され

た。また，授業料の無償性は国・公立学校に限定されているが，教科用図書（文部科学大臣の検

定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書。文部科学省が著作の名義

を有する教科用図書とは特別支援学校対象の図書のこと）は，私立学校も含め，すべての義務教

育諸学校に適用されている。 

なお，海外に設けられている日本人学校は，法律が属人主義でなく属地主義であることから，

日本の国内法上は正規の学校ではないので，国内の私立学校と同じように授業料は徴収されてい

るが，教科用図書は，教育を受ける権利を有する子女を保障するという精神に従って，海外子女

教育振興財団（わが国の海外子女・帰国子女教育の振興を図るため昭和46年に外務省と文部省（当

時）共管の財団法人として設立された公益法人）を通して海外子女に無償で配布されている。 

なお，以上は該当するすべての者に対する平等の保障措置であるが，学校教育法第19条は，「経

済的理由によって，就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては，市町村は，

必要な援助を与えなければならない。」としている。 

以上のような制度は，経済的地位などによって義務教育を受ける権利が阻害されないように保



障することが目的であるという意味で保障義務といわれている。 

イ 義務教育制度 

前述したように，義務教育については無償性が憲法と教育基本法に規定されているが，その義

務教育の範囲などに関しては，学校教育法が定めるところとなっている。 

憲法第26条に規定されているように，義務を負うのは保護者（子に対して親権を行う者。親権

を行う者のいないときは，未成年後見人）であって，教育を受ける子女にとっては権利としてと

らえられている。これは子女を就学させる保護者の義務という意味で就学義務といわれる。また，

教育基本法第５条３は「国及び地方公共団体は，義務教育の機会を保障し，その水準を確保する

ため，適切な役割分担及び協力の下，その実施に責任を負う。」としている。これは国及び地方

公共団体の保障義務と設置義務を定めたものである。 

義務教育を受ける権利を有する子女についての規定の仕方には，大別すると，年齢主義，課程

主義，年数主義の三つがある。年齢主義は年齢による規定であり，課程主義は所定の課程を修了

するまでの期間による規定，年数主義は年数による規定であるが，現在のわが国の義務教育規定

は年齢主義によっている。すなわち，学校教育法は義務教育の期間を，満６歳に達した日の翌日

以後における最初の学年の初めから満15歳に達した日の属する学年の終わりまで，と規定してい

る。これは年齢主義による義務教育規定で，万一，15歳に達するまでに小学校を終了できない場

合には，そこで義務教育は終わることを意味している。 

ウ 学校体系 

学校体系の基本は，学校教育法が定めている。まず第１条が，この法律でいう学校の種類を，

「幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，大学及び高等専門学校」

としている。ここでいう大学は短期大学と大学院を含んでいる。これらの学校は第１条に定めら

れていることから１条学校と通称されている。中等教育学校は，平成11年に導入された学校で，

中学校と高等学校の教育を一貫して施すことを目的とした制度である。このほかにも学校教育法

は，専修学校と各種学校について定めている。専修学校は，修業年限が１年以上など一定の条件

を満たした教育施設であり，各種学校は専修学校以外で学校教育に類する教育を行うものである。

特別支援学校は，盲学校，聾学校，養護学校などを総称する学校制度である。 

１条学校は，公の性質を有するものであることから，国，地方公共団体及び法律の定める法人

以外は設置することができないことになっている。 

以上は文部科学省の所管する教育機関・施設であるが，厚生労働省など他の行政機関が所管す

る教育訓練施設も多い。特に，文部科学省所管の教育施設と関連が深いのは，就学前の幼児を対

象とした保育所や看護関係の養成機関などである。 

エ 教育の目的・内容など 

教育基本法は，教育の目的及び理念を第１～４条で規定している。教育基本法には，家庭教育，

私立学校，社会教育などについての条項も設けており，したがって，同法が規定する教育の目的

及び理念は，社会教育はもちろんあらゆる教育において尊重されなければないないといってよい



であろう。 

学校教育法は，義務教育で達成すべき目標を10項目とし，さらに，幼稚園，小学校，中学校，

高等学校，中等教育学校，特別支援教育，大学，高等専門学校，専修学校の目的をそれぞれに規

定している。大学，高等専門学校，専修学校以外については，さらに教育の目標などより細かい

点についても規定している。特に，小・中・高等学校に共通することとして，体験的な学習活動，

特にボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他体験活動の充実に努めるもの

とすること，この場合，社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮し

なければならないことを規定している。 

具体的な教育内容の基準については，中央教育審議会の答申に基づいて文部科学省が学校種ご

とに策定する学習指導要領が定め，それに沿って各学校は教育課程を編成することになっている。

小・中・高等学校などの場合には，検定を受けたまたは国が作成する教科用図書を使用すること

が法的に義務付けられているが，この検定・作成も学習指導要領に準拠して行われている。 

なお，学校教育に関する法律で，教育の目的・内容に関わる重要な法律として，文字・活字文

化振興法がある。同法は，すべての国民の生涯にわたる基本理念を定めたものであるが，特に，

学校教育における理念として，「すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができる

ようにするため，その教育の課程の全体を通じて，読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎と

する言語に関する能力（以下「言語力」という。）の涵養に十分配慮されなければならない。」

と規定している。 

オ 教員制度 

幼稚園から大学までの１条学校については，学校園種別ごとに資格要件が定められている。幼

稚園から高等学校までの初等・中等教育については免許制度があり，該当免許を保有し，公立学

校の場合は各都道府県の行う採用試験により，私立学校の場合は各学校の裁量によって採用など

が行われている。大学については，免許制度はなく，学位，研究歴，教育歴，社会的活動歴など

に基づく各機関による審査をもとに採用・確保・昇任などが行われている。 

（２）社会教育制度 

ア 社会教育の定義 

社会教育は，社会教育法第２条において，「学校の教育課程として行われる教育活動を除き，

主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動

を含む。）をいう。」と定義されている。また，第１条では，同法の目的を，教育基本法の精神

に則り，社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることとしている。第２条の

定義によると，社会教育は学校教育以外で主として青少年と成人を対象として組織的に行われて

いるものということで，目的は問われていない。第３条１では，国及び地方公共団体の任務を，

「この法律及び他の法令の定めるところにより，社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営，

集会の開催，資料の作製，頒布その他の方法により，すべての国民があらゆる機会，あらゆる場

所を利用して，自ら実際生活に即する文化的教養を高めるような環境を醸成するように努めなけ



ればならない。」としている。これは第１条における「教育基本法の精神に則り」という理念の

具体的措置を規定したものと言ってよいであろう。教育基本法は前述したように，教育の機会均

等の精神を規定しているが，社会教育法第３条はこの精神を社会教育においても配慮しなくては

ならないとしているのである。 

しかし，これはあくまでも国及び地方公共団体の任務であって，国及び地方公共団体が任務と

して行うものだけが社会教育というわけではない。第２条で規定されている定義に沿っているも

のは，それを行う主体を問わず，すなわち民間の行うものも社会教育に含めて考えるのが一般的

である。 

イ 社会教育施設 

前項で述べたように，社会教育は概念として公的な主体が実施するものに限定されるわけでは

ないが，国及び地方公共団体は，社会教育の奨励に必要な施設を設置・運営などを行うことがそ

の任務と規定されているのである。これまで国及び地方公共団体が設置・運営してきた主な施設

としては，公民館，博物館，図書館が挙げられる。公民館については社会教育法に詳細な規定が

あり，博物館と図書館については，別途，独立して博物館法，図書館法がある。これらの施設は

社会教育施設と総称されている。 

博物館と図書館の設置主体は，国，都道府県，市町村，民間など多様であるが，公民館は市町

村が設置することが原則になっている。それ以外の場合は，公民館設置の目的をもって民法第34

条の規定により設立する法人でなければならないと，設置主体が限定されている（民法34条：「学

術，技芸，慈善，祭祀，宗教その他の公益に関する社団又は財団であって，営利を目的としない

ものは，主務官庁の許可を得て，法人とすることができる。」）。 

社会教育には専門的職員として社会教育主事と社会教育主事補があり，社会教育を所管する教

育委員会事務局に配置されており，社会教育施設にはそれぞれ必要なスタッフが置かれることに

なっている。公民館の場合には，「館長を置き，主事その他必要な職員を置くことができる。」

（社会教育法27条１）とされているが，主事には特に資格要件はない。また，博物館には学芸員，

図書館には司書をそれぞれ資格要件が定められた専門的職員として置くことになっている。 

 

（３）生涯学習 

以上，学校教育と社会教育の制度について，法的規定を中心に述べたが，両者を通底する理念

として「生涯学習」がある。これについては法的あるいは公的に確定した定義はないが，平成２

年に「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」（通称，生涯学習振興法）

が制定されている。 

これは「国民が生涯わたって学習する機会があまねく求められている現状にかんがみ，生涯学

習の振興に資するための都道府県の事業に関しその推進体制の整備その他の必要な事項を定め，

及び特定の地区において生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進するための措置について定

めるとともに，都道府県生涯学習審議会の事務について定める等の講ずることにより，生涯学習



の振興のための施策の推進体制及び地域における生涯学習に係る機会の整備を図り，もって生涯

学習の振興に寄与すること」を目的とする法律である。 

なお，生涯学習と並んで生涯教育という言葉もある。ユネスコによって提唱されたのは生涯教

育であったが，教育という言葉に，一方的に教えるというイメージ付着しているなどの理由から

生涯教育という言葉は近年忌避され，生涯学習という言葉が一般的になっている。しかし，学校

教育あるいはそれに準じた教育を生涯にわたって必要に応じて，あるいは興味などに応じて繰り

返すという制度としてOECD が提唱したリカレント教育の重要性は広く認識されている。 
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7 少年司法の仕組み  

（１）少年司法と保護手続 

少年（20歳未満の男女）が犯罪その他の非行（触法，ぐ犯）を行ったとき，国の機関がその少年

をどのように取り扱うか，その手続の基本的な理念と構造を定めた法律が「少年法」である。犯罪

少年の取扱いについては，少年法の規定が優先的に適用されるので，少年法は，犯罪と刑罰につい

て定めた「刑法」や，犯罪事件に関する国の手続を定めた「刑事訴訟法」の特別法ということにな

る。少年法の理念は，非行のある少年を健全に育成する（少年に対し非行性を克服して，その個性

に見合った成長発達を遂げさせる）ことである（少年法第１条，「児童の権利に関する条約」第３

条，第６条，第18条など）。 

非行少年の取扱いについての手続には，「保護手続」と呼ばれるものと「刑事手続」と呼ばれる

ものがある。保護手続とは，家庭裁判所（少年部）が少年事件を受理してから，調査・審判を経て

終局決定を行うまでの手続のことである。これに対して，少年事件の刑事手続とは，家庭裁判所が

調査または審判の結果，事件を検察官に送致した場合（少年の刑事事件）にとられる手続であり，

公訴の提起から刑事裁判を経て，有罪・無罪及び刑が確定するまでの手続のことである。この手続

は，基本的には成人の刑事事件の手続と同じである。 

いずれの手続も司法機関である裁判所による手続であるが，その前後に行政機関による手続がある。す

なわち，非行ないし非行少年に関する「発見活動」が前にあり，その活動の大部分は警察によって行

われる。また，保護処分または刑事処分（刑罰）に付された少年に対しては，少年刑務所や少年院（矯

正施設），児童自立支援施設や児童養護施設（児童福祉施設）などによる「施設内処遇」や，保護観

察所による「社会内処遇」が行われるが，それぞれの段階に応じて，手続の内容は各種の法令によっ

て定められている。「少年法」の規定の多くは，保護手続に関するもので，少年の犯罪事件に対する

捜査機関の活動や刑事裁判の手続については，ごくわずかの特別規定を置くのみで，原則として刑事

訴訟法の規定によるものとしている。しかし，非行少年に対する手続は，どの段階においても，少年

の健全育成という理念が働くので，手続の全体を広義で保護手続と読んでさし支えない。 

そこでこの広義の保護手続をその進行過程に従って区分すると，おおよそ次のようになる。第１に，

非行が発見されて家庭裁判所に事件が送致されるまでの手続，第２に，家庭裁判所が事件を受理して

から終局決定を行うまでの手続，そして第３に，家庭裁判所の終局決定後の手続である。この第３段

階の中には，処分決定に対する不服申し立ての手続，審判により保護処分に付された少年及び検察官

に送致され，刑事裁判の結果，刑事処分に付された（刑を科せられた）少年に対する処分執行の手続

など各種の手続が含まれる。これらの手続の内容及び関係法令は多様であり，全体を把握するために

は深い学習が必要である。学習の入口として，澤登俊雄『少年法－基本理念から改正問題まで』中公

新書，専門的な体系書として，同著『少年法入門第４版』有斐閣，実務上の手引書として，田宮裕・

廣瀬健二『注釈少年法』有斐閣，『別冊ジュリスト147号 少年法判例百選』などが適当である。 

手続の詳細を知ることについては，上記著書等による各自の学習に委ねることとし，以下では，



少年司法を学ぶうえで特に必要な「少年法」と「児童福祉法」との関係について概観し，さらに，

ユースアドバイザーの活動に関わりが深いと思われる非行少年に対する「社会内処遇」としての「保

護観察」制度について概説する（平成19年６月15日公布された「更生保護法」により，法整備と処

遇内容の充実・強化が図られた。）。 

 

（２）少年法と児童福祉法との交錯 

14歳未満の少年に限られる触法事件と14歳未満の少年のぐ犯事件は，警察の補導で済まないとき

は，まず児童相談所に送られ，そこで児童福祉法上の行政的な措置がとられることになる。その措

置には種々のものがあり，個々の児童の状況に応じて適当な措置が選択される。児童福祉法が児童

またはその保護者に対して予定している措置として，訓戒，誓約書提出，児童福祉司・児童委員等

による指導，児童家庭支援センターへの指導委託，里親・保護受託者への委託，児童養護施設・児

童自立支援施設等への入所などがあり，多様である（児童福祉法第26条，第27条）。この多様な措

置の一つとして家庭裁判所送致がある。つまり，家庭裁判所は，14歳未満の非行少年については，

児童相談所長（形式的には都道府県知事）から送致されたときだけ，審判権が認められるわけであ

る。このように，14歳未満の少年の非行事件については，児童福祉法を優先的に適用するというの

が法の趣旨である。 

家庭裁判所は，児童相談所から送られてきた14歳未満の触法・ぐ犯少年について，その他の非行

少年と同様に調査・審判を行い，必要なときは保護処分を課す。他方，家庭裁判所は，警察等から

送致され審判に付された少年に対し，保護処分よりは児童福祉法に定められている措置の方が相当

だと判断したときは，事件を児童相談所長に送らなければならないとされている（少年法第18条第

１項）。さらに，非行少年に限られないが，児童相談所が児童福祉法の措置を適用している少年に

ついて，その行動の自由を制限したり自由を奪うような強制的措置が必要になったときは，家庭裁

判所から具体的な指示をともなう許可をもらわなければならないとされている（少年法第６条第３

項，第18条第２項）。このように，少年法と児童福祉法は相互に交錯しながら，対象少年の保護に

最適な方法をとることが予定されている。 

 

 （３）「更生保護法」の新設と保護観察制度の充実・強化 

「更生保護法」の新設により，保護観察制度に関する法整備が行われるとともに，処遇内容につ

いても充実・強化が図られた。新法の諸規定のうち，特に少年事件に関連する部分につき，重点的

に見ていくことにする。 

ア 保護観察の目的と実施方法･･････更生保護法は第１条に目的規定を置く。それによると，「犯

罪をした者及び非行のある少年に対し，社会内において適切な処遇を行うことにより，再び犯

罪をすることを防ぎ，又はその非行をなくし，これらの者が善良な社会の一員として自立し，

改善更生することを助ける」ことが更生保護の目的であると規定している。そして同法第49条

第１項は，保護観察の目的と実施方法につき，基本的な枠組みを規定する。すなわち，保護観



察は，対象者を社会内に置き，遵守事項による一定の義務付けを行いながら，保護観察所が，

対象者を「指導監督」するとともに，必要な「補導援護」を与えることにより，自立と改善更

生を図る措置であると定めている（指導監督・補導援護の内容については，同法第57条，第58

条に具体的に示されている。）。 

以上は，１号観察から４号観察までに共通する枠組みであるが，このうち，保護観察処分少

年（１号観察）と少年院仮退院者（２号観察）は，少年審判によって保護処分を課せられた者

であるのに対し，仮釈放者（３号観察）と保護観察付執行猶予者（４号観察）は，刑事責任を

問われて刑罰を科せられた者である。したがって，保護観察の基本的枠組みについて，両者間

に相違はないが，その執行に当たっては，１号観察，２号観察については，少年法の目的も踏

まえる必要がある。そこで同法第49条第２項は，「保護観察処分少年又は少年院仮退院者に対

する保護観察は，保護処分の趣旨を踏まえ，その者の健全な育成を期して実施しなければなら

ない。」と規定している。 

イ 遵守事項の整備・充実･･････保護観察は，対象者を社会内に置いて処遇する制度であるから，

その処遇を成り立たせる前提条件として，対象者に対し，遵守事項による一定の義務付けを行

うことが不可欠となる。遵守事項には，一般遵守事項と特別遵守事項がある。更生保護法は，

これまでの法律には規定されていなかった一般遵守事項として，「保護観察官又は保護司の呼

出し又は訪問を受けたときは，これに応じ，面接を受けること」及び「保護観察官又は保護司

から，労働又は通学の状況，収入又は支出の状況，家庭環境，交友関係その他の生活の実態を

示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは，

これに応じ，その事実を申告し，又はこれに関する資料を提示すること」を守り，「保護観察

官及び保護司による指導監督を誠実に受けること」が明記された（第50条第２号）。保護観察

においては，対象者との接触が処遇全体の基礎に置かれるから，このような遵守事項は，成人，

少年を問わず，すべての対象者によって遵守されなければならない。 

一般遵守事項に加えて，必要に応じ，特別遵守事項が保護観察対象者に義務付けられる。更生保

護法では，対象者が特別遵守事項に違反したときは，仮釈放の取り消しなどの「不良措置」に結び

つくことがあり，１号観察については，保護観察所長の申請による収容処分への変更（少年法第

26条の４第１項），２号観察については，少年院への戻し収容処分（更生保護法第72条第１項）

と結びつくことがある。特別遵守事項にはそのような法的性質があることを踏まえたうえで，「保

護観察対象者の改善更生のため特に必要と認められる範囲内において，具体的に定めるもの」とし，

具体的に定める対象となる事項の範囲として６項目を挙げている（第51条第２項）。 

ウ 特別遵守事項の設定・変更・取消し･･････従来の法律では，特別遵守事項は，保護観察の開

始時に必ず定めるものとされ，一度定められると，その後の保護観察の期間を通して，付加，

変更または取消しができなかった。しかし，これでは処遇の弾力性を欠き，結果としてその有

効性を発揮できないおそれがあるので，更生保護法では，保護観察開始時には特別遵守事項を

設定しなくてもよく，保護観察の途中でそれを設定したり，変更することができ，さらに必要



がなくなった特別遵守事項は取り消すものとした（第52条，第53条）。 

特別遵守事項の設定・変更ついては，保護観察処分少年（１号観察）に限っては特別の定めが

ある。すなわち，保護観察所長は，保護観察処分を言い渡した家庭裁判所の意見を聴き，それに

基づいて，特別遵守事項を定めたり，変更したりすることができるとされている（第52条第１項）。 

この趣旨の規定は，廃止された「犯罪者予防更生法」にもあったが（第38条第１項），「少

年審判規則」には，これを必要とする詳細な規定がある。「保護処分の決定をした家庭裁判所

は，当該少年の動向に関心を持ち，随時，その成績を視察し，又は家庭裁判所調査官をして視

察させるように努めなければならない」（第38条第１項）｡ 

「保護処分の決定をした家庭裁判所は，必要があると認めるときは，少年の処遇に関し，保護

観察所，児童自立支援施設，児童養護施設又は少年院に勧告することができる。」（同条第２項）。

「家庭裁判所は，執務上必要があると認めるときは，いつでも，参考書類の返還を求めることが

できる。」（第37条の２第３項）。さらに，少年院から仮退院中の者に対する戻し収容処分（更

生保護法第72条）及び保護観察所長の申請による収容処分への変更（少年法第26条の４第１項）

など，家庭裁判所は，保護処分決定後も少年の処遇につき一定の関与ができることとされている。

このような背景の下で，「保護処分をした家庭裁判所は，当該保護観察対象者に対し，特別遵守

事項が過度に人権を制約するものとなったり，恣意的に設定・変更されたりすることのないよう

改めることはもとより，当該保護観察対象者の処遇において，どのような特別遵守事項が必要か

つ相当であるかについて意見を述べることとなるものと考えられる。」 。17) 

特別遵守事項のほかに，保護観察所長は「生活行動指針」を定めて対象者に示すことができ

る（更生保護法第56条）。対象者はこれに即して行動するように努める義務を負うことになる

が，違反しても，直接不良措置に結びつかない。 

エ 遵守事項不遵守と処分内容の変更･･････遵守事項を遵守しないことが原因で，保護観察所長

からの申請に基づき，保護処分の決定をした家庭裁判所が，保護観察を取り消す内容の決定を

する場合がある。 

その一つが，少年院への戻し収容である（更生保護法第71条，第72条）。保護観察所長の申

出により，地方委員会が，少年院を仮退院して保護観察中の者（２号観察）が遵守事項を遵守

しなかったと認めるときは，仮退院者を少年院に送致した家庭裁判所に対し，これを少年院に

戻して収容する旨の決定の申請をすることができる。従来「遵守しない虞」があるときも戻し

収容ができたが，更生保護法で「遵守しなかったと認めるとき」に要件が絞られた。 

保護観察処分少年（１号観察）については，遵守事項違反を直接の理由として施設内収容処

分に移す措置は，これまで設けられていなかったが，平成19（2007）年11月１日に施行され

た「少年法等の一部を改正する法律」により，１号観察についても，遵守事項不遵守による収

 
                                                                                                                                                                     
17） 鎌田隆志，2007，「更生保護法の解説－少年事件に関連する規定を中心として」『家庭裁判月報 59（12）』80～81頁，最高
裁判所事務總局家庭局 



容処分決定の手続が新設された（少年法第26条の４第１項；更生保護法第67条）。保護観察処

分少年が遵守事項を遵守しなかった場合，保護観察所長が警告を発することができることとさ

れ，さらに，それにもかかわらず，その者がなお遵守事項を遵守せず，その程度が重く，かつ，

保護観察によってはその改善更生を図ることができないと認めるときは，保護観察所長の申請

により，家庭裁判所が決定をもって，少年院送致または児童自立支援施設等送致の保護処分を

することができるとされた。しかし，「警告」の内容，遵守事項不遵守の「程度が重く」の判

断など，明確でない要件があり，今後の適正な運用が期待される。 

オ 保護観察の担い手･･････保護観察制度の担い手は，全国50か所にある保護観察所の保護観察官

と保護司である。保護観察官は，地方更生保護委員会の事務局と保護観察所に配置されている一

般職の国家公務員であり，「医学，心理学，教育学，社会学その他の更生保護に関する専門的知

識に基づき，保護観察，調査，生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保

護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。」（更生保護法第31条）。これに対し，保護司は，

法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家（ボランティア）であり，その身分は，非常勤の国家公務

員である。保護司の使命については，「社会奉仕の精神をもって，犯罪をした者の改善及び更生

を助けるとともに，犯罪の予防のため世論の啓発に努め，もって地域社会の浄化をはかり，個人

及び公共の福祉に寄与すること」（保護司法第1条）と定められている。さらに，「保護司は，

保護観察官で十分でないところを補い，地方委員会または保護観察所の長の指揮監督を受けて，

保護司法（昭和25年法律第204号）の定めるところに従い，それぞれ地方委員会又は保護観察所

の所掌事務に従事するものとする。」との規定も置かれている（更生保護法第32条）。 

多くの国が保護観察制度を置いているが，中でも「日本の保護観察は，常勤の国家公務員であ

る保護観察官と民間ボランティアである保護司を中心に，更生保護施設等関係機関との協力の下

に実施されていることに特色があるとされてきた。」という指摘もあり，さらに，両者の協働態

勢の在り方として「専門性，地域性等保護観察に必要な知見を相互に補完し合える対等なパート

ナーシップの関係でなくてはならないだろう。」という主張も有力に行われている。18) 

保護観察官の専門性と保護司の地域性とが相互に補完し合えば，社会内処遇の効果を十分高

めることができるであろう。しかし現実の問題として従来から指摘されていたのは，保護観察

所職員定員があまりにも少なく，保護観察事件を担当できる職員数の確保が困難であり，多く

を保護司に委ねざるを得ないこと，関連して，保護観察官の専門性向上に困難がともなうこと，

保護司については，高齢化と並んで，都市化の進行による「地域への通暁性」を持つ人材の確

保が困難なこと，地域社会の変容により保護司の役割が相対的に低下しつつあることなど，わ

が国の保護観察制度の特色を維持し，かつ発展させるという目標の前には，さまざまな克服す

べき困難な課題が数多く横たわっている。 

2007年12月1日から施行された「更生保護法」は，以上の状況を踏まえたうえ，わが国の保

 
                                                                                                                                                                     
18） 刑事立法研究会編，2007，『更生保護制度改革のゆくえ』164・168頁，現代人文社 



護観察制度の特色を維持し発展させるためさまざまな施策を生み出すことができるような法

制度とするため，立法の上で工夫をこらした成果として受け止めるべきである。このこととの

関連で新法の規定を見ると，同法第61条に「保護観察の実施者」と表記された条項があり，そ

の第１項には，「保護観察における指導監督及び補導援護は，保護観察対象者の特性，とるべ

き措置の内容その他の事情を勘案し，保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。」と

規定されている。これにつき，次のような解説が行われている。「たとえば，特異重大事犯や

暴力的性向の強い者などで処遇上特別の配慮を要する事案など，官が自ら全面的に担うべき事

案については，保護観察官に直接担当させることや，保護司が担当している事案であっても，

権力的な措置を考慮しなければならないような場合には，適切に保護観察官を関与させること

などが求められることとなる。」。19) 
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８ 労働環境（職業紹介を含む。）の仕組み  

（１）就職準備と職業訓練 

職業に就き，経済的基盤ができることは，自立の重要なステップの一つである。このため，自立

支援のできるだけ早い段階から，対象者の能力や適性を十分考慮しつつ就職への道筋を検討し，計

画的なアプローチを図っていくことが望まれる。 

社会経験の少ない青少年が，具体的な職業イメージを持たず職業的能力を形成できないまま一定

年齢に達し，就職活動の過程で困難に直面した結果，再び就職活動を行う以前の状況に逆戻りする

というケースも少なくない。職業観や職業能力は一朝一夕では形成されないものであるので，職業

人として生きていけるよう，労働市場や地域産業の動向も考慮に入れ，実現可能性の高いプログラ

ムの準備を早期に開始することが大切である。 

ア 地域の就職事情を知る 

就職は働く人を求める企業（求人）と働く職場を求める人（求職）とのマッチングによるもの

であり，景気動向等による一般的雇用情勢や地域の産業構造という企業側の要因と，職業適性や

能力・志向といった求職者側の要因の双方に左右される。雇用失業情勢は2008年秋のリーマン

ショック以降急激に悪化し，若年者にとっても超氷河期の再来と言われる極めて厳しい状況に

なっている。その中でも，さらに職種や地域によって就職の厳しさには差がみられる。支援対象

者に地元志向が強い場合や，生活支援等の面で就職地域が限定されるような場合には，地域の就

職事情や企業の状況を十分に分析することが必要である。 

地域の就職事情を知るためには，都道府県や地元のハローワークが毎月取りまとめ，発表して

いる業務統計が参考となる。全国分は毎月月末近くに「一般職業紹介状況」として厚生労働省よ

り発表され，同省ＨＰにも掲載される。ここで発表される「求人倍率」（ハローワークへの求人

数と求職者数の比率であり，数字が小さくなるほど就職難）は，総務省統計局が発表する「労働

力調査」の「失業率」と並んで労働市場の状況を示す指標となっている。 

一般職業紹介状況で職業別求人倍率を見ると，たとえば就職希望者の多い「一般事務」では求

人倍率が0.1倍台と極めて就職難であるが，一方，「保安の職業」では２倍を越えているなど，現

状でもなお求人のほうが多い職種もある。地域別に見ると，いずれも厳しい状況ではあるものの，

有効求人倍率が最も高い県では0.6倍台，最も低い県では0.2倍台と差が見られる（平成21年11月

の状況）。 

支援対象者の希望や期待をできる限り実現しようとすることは大切であるが，一方で，地域に

おいてどのような産業や企業から求人が多く出されているのか，どのような職種が就職しやすい

のか，そのために利用できる職業訓練機関や訓練課程があるかなど，現状を分析し，現実的な選

択肢を提示する客観性とバランス感覚がYAには求められる。特に，現在のような厳しい雇用情

勢の下では，就職までに相当な時間を要する場合が多いと思われるので，支援対象者の労働市場

に対する理解と就職意欲の維持を図る工夫も必要である。 



イ 職業訓練の利用 

新たな職業技能を身に付けたいという場合には，公共職業訓練の利用も有効な方法である。「職

業能力開発促進法」に基づく「公共職業訓練」では，都道府県や（独）雇用・能力開発機構が設

置した訓練施設等により，目的や対象者別に多様なプログラムが提供されている。訓練課程の一

部を専門学校・各種学校や事業主団体等に委託して実施しているコースもある。地域にどのよう

な職業訓練機関や訓練コースがあるかについては，（独）雇用・能力開発機構が運営するサイト

「雇用・能力開発ステーション」のホームページ（http://www.ehdo.go.jp/station/top.html）等

で検索することができる。 

若年者向けの職業訓練としては，企業現場における実習と教育訓練機関等における座学を組み

合わせた実践的な職業能力形成プログラムが用意されている。このうち，企業が実施主体となっ

て雇用関係の下で行われるものとして「有期実習型訓練」及び「実践型人材養成システム」，教

育機関や公共職業能力開発施設または企業が実施主体となって公共職業訓練として実施される

ものとして「日本型デュアルシステム（委託訓練活用型，短期課程活用型）」及び『企業実習先

行型訓練システム（仕事おためし訓練コース）」がある。それぞれ募集対象や訓練期間，カリキュ

ラム等に違いがあるので，最寄りのハローワークに利用可能なコースについて問い合わせるとよ

い。ハローワークなどへの求職申込者の場合，教育費を除き訓練は無料で受講することができる。

また，雇用関係の下に行われる場合は資金が支給される。 

なお，上記の職業能力形成プログラムには，平成20年度より本格実施された「ジョブ・

カード制度」が活用されている。「ジョブ・カード」とは，正社員経験の少ない人が，ハ

ローワークやジョブカフェ等でのキャリア・コンサルティングを通じて職業経歴や教育訓

練歴，取得資格などの情報を記載し，訓練修了後に交付される評価シートを加えて取りま

とめ，就職活動やキャリア形成に活用するものである。職業能力の形成状況を客観的に示

すとともにキャリア形成上の課題を明確化するツールとして，国により制度の普及が推進

されている。（「ジョブ・カード制度」の詳細  

 http://www.mhkw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/index.html）  

 

（２）就職活動の仕組み 

日本の労働市場には，大きく分けて新規学卒労働市場と一般労働市場（中途採用対象）があり，

採用・就職活動の仕組みが異なっている。 

新卒採用の場合，在学生を対象とするため学校教育への配慮が必要であることや，募集・選考・採用

内定時期と卒業して実際に入職する時期までが離れていることなどから，企業が守るべき一定のルール

が定められている（新規中学校・高校卒業予定者の採用活動に関しては，厚生労働省と文部科学省の連

名通達によりハローワーク・学校における求人受理や企業による採用選考のスケジュールを設定）。ま

た，国のハローワークだけでなく，所属する学校も「職業安定法」において「無料職業紹介機関」とし

て位置づけられており，社会経験の少ない生徒・学生の就職活動を守る仕組みが用意されている。 



ア 就職媒体の特性と選択 

これに対し，中途採用の労働市場では企業の採用活動の自由度が大きい。利用できる募集媒体も，

ハローワークのような無料の職業紹介機関のほか，民営の有料職業紹介所 20) ，就職情報誌（紙）やイ

ンターネットの就職サイト，新聞・雑誌等の求人広告，自社のHPや募集チラシなどさまざまである。 

就職活動に際しては，それぞれの募集媒体の特性を理解し，求職者の状況に応じて利用するこ

とが必要である。たとえば，有料職業紹介事業所は専門職・管理職などの人材紹介を中心とする

ところが多く，就職情報誌や就職サイトなどにも，それぞれの得意分野や対象エリアがある。ま

た，職業紹介ではなく求人情報の提供のみを行う媒体の場合，求人者へのアポイントメントや求

人内容の確認は，自分で主体的に行う必要がある。支援対象者がどのような就職活動を行うかに

よって，中心的に利用する媒体を選択し，効率的に利用することが望ましい。 

 
イ 地域の就職支援機関との連携 

一般的に，自立支援の対象者が最初から単独で就職活動を行うことは少なく，YAが補助しな

がら就職活動を始めることとなるだろう。YAが所属する機関や連携のある機関に多くの就職支

援の経験がある場合は別として，就職支援の経験が少ない場合には，まず，最寄りのハローワー

クやジョブカフェなどに相談し，企業情報や求人の状況，利用できる公的支援制度などを把握す

るのが便利である。 

たとえば，若年者就職支援策としては，「若年者トライアル雇用事業」がある。これは，学卒

未就職者などの若年失業者（おおむね35歳未満まで）を短期間の試行雇用として受け入れ，仕事

に必要な指導や教育訓練を実施する企業に対し，国が「試行雇用奨励金」を３か月まで支給する

ものである。トライアル雇用後の本採用を企業に義務付けるものではないが，制度を利用した若

年者の８割程度がトライアル雇用終了後その企業での常用雇用に移行している。仕事の内容や職

場への適応に不安がある場合や本格的な就職に踏み切ることにためらいがある場合などに，トラ

イアル雇用の利用をハローワークやジョブカフェに相談してみるとよい。 

ハローワークには，若年者担当の部門や特別にきめ細かい支援を必要とする求職者を担当する

部門があり，個別に利用可能な制度について相談することができる。また，キャリアコンサルタ

ントによる時間をかけた相談などが利用できる場合もある。このような地域の就職支援関係者と

日頃よりネットワークを形成する工夫が望まれる。 

なお，雇用情勢の急激な悪化に対応して，国によりさまざまな緊急対策が講じられており，今

後も状況に応じて拡充強化される方向にある。新たな支援メニューが活用できるようになる可能

性もあるので，こまめに情報をチェックすることが大切である。 

ウ インターネット等の活用 

支援対象者がハローワーク等に出向いて職業相談をしたり職業紹介を受けたりするのが難しい

 
                                                                                                                                                                     
20） 職業紹介事業を行うには国の許可（一部無料紹介事業については届出）が必要。 



場合や，とりあえず自宅で求人情報を見たいという場合には，インターネットでハローワーク等の

求人を見ることができる（「しごと情報ネット」http://www.job-net.jp/，「ハローワークインター

ネットサービス」http://www.hellowork.go.jp/）。具体的にどのような職種でどの程度の労働条件

の求人が多いのか，就職活動に先立って知識を得るためにも活用できる。また，いろいろな職種に

ついての一般的職業情報を知りたい場合には，（独）労働政策研究・研修機構が提供している職業

情報データベース（「キャリアマトリックス」http://cmx.vrsys.net/TOP/）が便利である。 

エ 求人条件の確認を十分に 

このほか，就職活動時に特に注意するべきことは，求人票や募集要項などから就職後の労働条

件について正確に理解し，重要なポイントを確認することである。最近は，雇用形態が多様化し，

常用雇用のいわゆる正社員のほか，雇用期間が半年や１年といった有期雇用のいわゆる契約社員，

臨時のアルバイト，パートタイマー，派遣労働など，さまざまな形態で求人が出されている。有

期雇用の場合，契約更新はあるか，正社員への登用可能性があるかなど十分確認することが必要

である。また，派遣労働者の場合は，派遣会社に登録しただけでは雇用契約に至るとは限らない。

具体的な派遣先のめどがあるのか，派遣先に就職する可能性のある紹介予定派遣が利用できるか

など，見通しを確認することが重要である。（なお，労働者派遣に関しては法律の見直しが検討

されており，大きな制度変更が行われる可能性がある。） 

また，中には一般の従業員募集に応募したつもりであったところ，雇用関係ではなく実質

的に個人で業務を請け負う契約となっていたというようなケースもある。雇用形態や雇用期

間は生活基盤の安定や将来設計を左右する基本的な条件であるので，求人内容を十分慎重に

吟味したい。 

 

（３）労働者を守る法律 

就職活動をしている時には，とりあえず職に就くという目標が優先されがちであるが，就職して

みて初めて分かる実際の職場の状況もある。中には労働条件や仕事の内容が予想とは異なったり，

法の基準が守られていないといった場合もある。このため，職場で何か困難に直面したときには，

ある程度自分自身で判断し対処できるように，労働者を守る法律や制度についての基礎的な知識を

身に付ける機会の提供が望まれる。 

労働者保護関係法規の中心は「労働基準法」である。労働基準法には，労働契約，労働条件（賃

金，労働時間，休日・休暇等），就業規則，解雇など，採用から退職に至る各局面において，使用

者が守らなければならない最低基準が定められている。 

たとえば，労働契約の締結時には，使用者は労働者に労働条件を明示することが義務付けられてお

り，このうち労働契約の期間や就業場所・業務内容，労働時間，賃金，退職に関する基本的な事項に

ついては，文書（労働条件通知書）で明示しなければならないとされている。また，解雇については，

原則として解雇の日の30日以上前に予告するか，30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う

ことなどが定められている。労働基準法の定めを下回る労働契約や就業規則は法的に無効であり，違



反した場合には罰則も適用され，法が遵守されるよう労働基準監督署が指導・監督を行っている。 

労働基準法のほか，賃金水準に関しては，「最低賃金法」により，都道府県別の最低賃金（時間額）

が定められており，原則としてこれを下回る賃金で労働者を働かせることは認められていない。最低賃

金額は毎年見直され，公示されるので，地域の最低賃金額について一度確認しておくことが望ましい。 

また，「男女雇用機会均等法」では，募集・採用から退職までの雇用管理における性別を理由と

する差別の禁止や妊娠・出産等に係る不利益取扱いの禁止，事業主が職場のセクシュアルハラスメ

ント防止対策を講ずる義務などについて定められている。 

このほか，労働保険や社会保険についても，法律により適用対象や事故の際の給付条件等が細か

く定められている。このうち，業務上の事由または通勤による負傷・疾病・障害・死亡に対して給

付が行われる労災保険については，労働者を使用するすべての事業が適用対象となり，勤務日数に

かかわらず，またアルバイトなどの臨時的雇用の労働者にも適用される。 

 

（４）職場への適応と定着に向けて 

雇用形態の多様化や産業構造の変化などの中で，多くの企業において，若年者をじっくり育成す

るゆとりが失われがちであり，職場の人間関係も厳しさを増す傾向がみられる。従来から，せっか

く就職しても短期間で離職してしまう若年者が少なくなく，職場定着のためのフォローアップが若

年者支援の大きな課題となってきたが，職場環境が複雑化する中で，職場内に相談相手を見つけに

くい，問題を抱えていても周囲が気づかず事態が深刻化する，などのケースが目立つようになって

いる。 

特に，集団内での活動経験があまりない若年者の場合，職場のルールや人間関係にうまく適応する

ことが苦手なことも多く，ストレスをためたり，いじめなどの対象となったりする例も少なくない。

問題への対応が遅れると，解決に時間がかかり，権利の回復やダメージからの立ち直りが困難になり

がちである。支援対象者が職場で何らかの問題を抱えている場合には，その内容に応じて早めに専門

の機関への相談を勧められるよう，最寄りの主な相談先を確認しておくことが必要である。 

 

【労働問題に関する主な相談先】  

◇労働条件や労働災害など（たとえば賃金不払いや長時間労働，解雇，業務上の事故への補償など） 

→ 労働基準監督署，総合労働相談コーナー 

◇職場での男女差別やセクシュアルハラスメントなど → 都道府県労働局雇用均等室 

◇職場でのいじめ，パワーハラスメントなど → 総合労働相談コーナー 

◇失業給付や公共職業訓練の受講など → ハローワーク 

※上記四つの相談先については，都道府県労働局の所在・連絡先情報を参照 

 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html 

◇法律一般についての相談など → 法テラス（日本司法支援センター） http://www.houterasu.or.jp/ 

※多くの自治体や専門団体などでも，無料で相談に応じる窓口が開設されている。 
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