
と き：2018年10月7日（日）13：00～17：00 

ところ：松ヶ枝福祉館４階集会室 

 石川県社会保障推進協議会、後援:医療・福祉問題研究会 

 きょうされん石川支部、石川県保険医協会 

 石川県医療ソーシャルワーカー協会  
     連絡先：金沢市京町24-14  

☎076-253-1636 ＦＡＸ 076-253-1459 メール kaigo@imir.jp  

社会保障の明日を考えるシンポジウム 

報告集 



社会保障の明日を考えるシンポジウム報告集発行に当たって

2018年 10月 7日、社会保障の明日を考えるシンポジウムを開催しました。
安部内閣になってから、「税と社会保障一体改革」が進められてきましたが、今社会保障の各分野でど

のような事が起きているか、それをどのようにとらえるべきか、そしてその憲法をないがしろにした事態、

人権侵害の事態をどのような対抗軸で打開していくのか、それらを学び語り合うことを目的の集会でした。

一部は基調講演で、横山壽一佛教大学教授が講演されました。鋭い分かりやすい基調講演でした。

二部は現状共有のためのシンポジウムでした。６名のパネラーの報告に、呼応するような５人がフロア

から補足発言が続きました。各地から各分野から意見がだされました。

三部は、打開の行方の提案とデスカッションでした。横山教授による打開のための提案がなされました。

簡潔でかつ明確な提案でした。希望が見える提案でした。パネラーからの打開策の発言があり、まとめが

ありました。

社会保障の明日を考えるシンポジウムは当初の目的をほぼ達成することができました。チャレンジの試

行的な思いで開催しましたが、今後は各県で各地域で同様の集会・シンポジウムを開催していくことが可

能で有り、重要であると実感することができました。私たちは各地域で同様の集会が開催される時、参考

になればと願い、社会保障の明日を考えるシンポジウムの報告集を発行することにしました。

2018 年 12 月
社会保障の明日を考えるシンポジウム実行委員会
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社会保障の明日を考えるシンポジウム「基調報告」

紹介されました横山です。「社会保障の明日を考えるシンポジウム」ということで、現状を踏まえ

てこれからの社会保障の打開の方向も考えていこうという趣旨になっております。いきなり明日を語

るところから始めるわけにいかないので、今どういう状況になっているのか、特にそれぞれの分野で、

それぞれ違った形でさまざまな問題が進行してきています。その全体像をできるだけ把握をして、そ

れを共有をしていこうというのが、第一部・第二部の趣旨だと思います。

各分野での具体的な問題については、それぞれパネラーの方々から発言をいただきますので、私が

全体として今社会保障がどういう状況に置かれているのか。そしてなぜそういうことが起こってきて

いるのか。その背景や要因、そして今起こっている問題をどんなふうに捉えておく必要があるのかに

ついてお話をしたいと思います。社会保障の広い意味での削減、再編。こうしたことが 20 年以上に
わたって続いているので、現在のような状況というのが段々と当たり前になってきているというよう

な感覚もあります。

改めて今起こっている問題の深刻さ、これを社会保障の原点に立ち戻って、考えて、捉えておく必

要があると思います。

社会保障はどのような状況におかれているか

最初のところで、どのような状況に置かれているのかということについてお話をしたいと思います。

一つは、社会保障は名前の通り、社会の責任で生活を保障する、生存権を保障するための仕組みとし

て作られ、運営されてきたものであります。しかしその社会が責任を持つという、この考え方が大き

く揺らいできているという点がその一つであります。そういう意味で社会保障の根幹が壊されようと

しています。その点は特に自助、互助、共助、公助の考え方の中で端的に示されています。様々な分

野で国や自治体が責任を持って問題解決にあたる、人々の暮らしを守るというその基本線が極めて曖

昧になり、揺らいできているという点が一つであります。

二つ目はその具体的な表れの一つでありますけれども、健康で文化的な生活を保障していくという

社会保障の基本的な中身が顧みられなくなってきているという点であります。今、裁判で争われてい

る生活保護基準の切り下げの問題はその端的な表れであります。年金は引き下げられながら、介護保

険、医療保険も保険料あるいは窓口の負担を引き上げられていく状況の中で、その人が実際に生活で

きるだけの生活費が確保されているのか、それが最低限の生活を保障する水準になっているのかを、

どこも顧みない、誰も顧みようとしない状況になってきている。こういう点でもやはり、この健康で

文化的な生活の保障という、これまた社会保障の基本的な役割が大きく揺らいできているという状況

にあります。

さらに三つ目は、社会保障は誰もが経済的な心配なく利用できる、そういう仕組みとして作られて

きたわけでありますが、今やその点についても大きく揺らいできているということです。窓口の負担

は際限なく引き上げられて、保険料も引き上げられてきています。国保料が支払われない場合には保

険証が渡されなくて、医療保険を使うことができない。こんな状況も当たり前のように起こってきて

います。この点でも大きな揺らぎが起きているということも見ておく必要があると思います。さらに、4
番目、先ほど松浦先生の挨拶にありましたように、社会保障を議論する際に、社会保障を直接担当す

る審議会とか委員会がベースになって、そこで議論をされ、社会保障の抱える様々な問題点をどう解

決していくのかが議論される、そういう議論の仕方ではなくて、成長戦略をどう進めていくのか、財

政の再建をどう進めていくのか。こうしたことがまず議論されて、そのために社会保障をどういうふ
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うに変えていくべきか、どう予算を削減していくべきか、こうしたやり方で議論されています。そう

いう状況がずっと続いてきています。

社会保障は国民生活を第一に考える制度でありますが、国民生活よりは経済や財政、あるいは企業

の利益のためにどう社会保障を活用するか、そのような位置づけになってきているという点でも社会

保障がやはり大きく揺らいできている状況だと思います。

どうしてこのような状況になっているのか

ではどうしてこういうような状況になってきているのかということであります。

一つは何よりも、1970 年代以降の自民党政権による相次ぐ社会保障の抑制路線、これが根本的な要
因です。駆け足で振り返りますと 1970 年代初頭のオイルショック以降、最初に打ち出されていたの
が、「日本型福祉社会」論です。国の責任を狭めて、地域や企業や家族がその役割を担う方向を打ち

出しました。それを受けて、1980 年代はご承知のように「臨調行革路線」の嵐が吹き荒れました。
増税なき財政再建ということで、歳出の徹底した削減を求め、その中心に社会保障や教育が挙げられ

て、補助金の削減等大きな転換を余儀なくされました。

1990 年代半ば以降は構造改革が始まります。その流れを受けて、社会保障の分野でも社会保障の
構造改革等が動き出していきます。さらには、その一端として社会保障の基礎構造改革ということで、

戦後の福祉の仕組みそのものを根本から見直していく動きが始まっていきました。この構造改革自体

も、バブル経済崩壊以降の日本経済をどう立て直していくのか。この大きな枠組みの中で社会保障を

どう活用するかという発想で進められてきました。とりわけ、この規制緩和で競争を促進していく、

あるいはコストの高くつく体質を転換していく、その発想がこの社会保障の改革の全体を貫いてきた

といえます。

これらはいずれも社会保障が直面する様々な課題に真正面から取り組むということを行ってこなか

った。むしろどう削減、抑制を推進していくのかを中心に進められてきたと言っていいと思います。

その後を受けたのが、これが安倍政権の経済・財政一体改革であります。社会保障・税一体改革関

連法は民主党政権のもとで通過をいたしましたが、政権交代でその具体化は第二次安部政権の手に委

ねられました。そのことが一層厳しい状況を生み出してきました。社会保障・税一体改革は、消費税

を含む税制の抜本改革を行い、社会保障の改革を進めていくと説明されてきました。消費税は社会保

障を良くしていくということに使われるのだというように、誰もが、国民はその説明を聞いて思った

わけであります。しかし実際の中身は消費税を引き上げると同時に社会保障を改悪するものでした。

国民に新たな税負担を求めるのであれば、社会保障も徹底して無駄を排除しなければならないという

理屈で社会保障の削減、転換を求めてきたわけです。これを主導してきたのが、「社会保障制度改革

推進法」という法律です。

2016年からはこれを引き継ぐ形で「経済・財政一体改革」が始まります。これはその名前の通り、
成長戦略と財政再建、この二つを基本におきながら、それに合わせて社会保障のあり方を考えるとい

うことで進められてきました。それは文字通り、社会保障を経済成長や財政再建のもとに従属させ、

社会保障を社会保障とは似て非なる物に変える戦略です。そういう点で安倍政権の社会保障改革は一

段とこれまでの流れを強めていく、そういう中身だといえます。

こうした、相次ぐ社会保障の抑制や削減が続いていく中で、憲法的な理念そのものが乱暴に踏みにじ

られてきました。そういう歩みであったと言ってよいと思います。

安倍政権による社会保障の壊し方
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この社会保障の再編、削減を新しい段階へと引き上げてきた安倍政権。この安倍政権がどのような

手口で社会保障を壊しにかかってきたのか。次に、この点について、少し具体的に話をしておきたい

と思います。

【社会保障の理念の転換】

一つは、冒頭にお話をした、社会保障の根幹を崩すということに関わった点であります。社会保障

を自助、互助、共助、公助の組み合わせで考える。このような説明を繰り返してきました。この自助、

互助、共助、公助という言い方は安倍政権の社会保障改革に対して、快く思っていない人たちも含め

て、今や何かを語る時には枕詞のように使われる。それほどまでに浸透し始めている言葉であり、考

え方であります。

これは、元々の説明は、まずは自助・互助で対応する、それで足らなければ共助で、つまり助け合

いで対応する。それでも足らなければ公助、つまり国が助けると。このことで分かるように、これは

自助、互助を基本とする考え方です。その次に出てくる共助。これは社会保険です。社会保険は公助

の仲間には入っていません。これも助け合いですから、自助、互助のあとに来るのも助け合い、こう

いうことであります。さらにその後に出てくる公助。この公助は言葉の通り、国が助けるという意味

であります。ここには権利としての社会保障という位置づけは微塵もありません。しかも、その公助

はわれわれが社会保障と呼んでいるものをすべて含んでいるわけではなくて、生活保護など極めて狭

い範囲に限られています。したがって、公助という言葉は、われわれは絶対使ってはならない。それ

は、「権利としての社会保障」を真っ向から否定するものだからです。

その公助でさえ、自助努力や助け合いをした後でなければ登場しない。文字通りこれは生存権や生

活権の保障に、制限をつける考え方であり、憲法の考え方と真っ向から対立する考え方であります。

自助・互助・共助・公助は、社会保障は国の責任で国民の生活を保障するということを否定する中身

であり、社会保障は社会によって保障される権利であることを否定するものに他なりません。

その考え方をベースに社会保障の見直しや再建を行われてきているということが最も大きな特徴で

あります。われわれは社会保障を良くしていこうとすれば自助、互助、共助、公助に徹底して、立ち

向かって批判をしていかなければならないということをまず強調しておきたいと思います。

【社会保障を財政赤字の主犯とみなして予算を削減】

二つ目はこの社会保障を財政赤字の主犯とみなして予算を削減していくという方法であります。経

済・財政一体改革は「社会保障の改革なくして財政再建はない」とまで言い切って社会保障の削減を

財政再建の最も重要な課題として位置づけています。そのために、公費の支出を削減する、あるいは

公費がかからない仕組みに変える、つまり国民が負担する仕組みに変えてきています。制度から外し

て自助や互助に置き換えていくやり方です。

また、こうした見直しを行っていかなければ、社会保障そのものが将来にわたって維持できないと

して、いわゆる「持続可能性のある社会保障」を持ち出して、「社会保障は制度を変えない限り破綻

するぞ」という、脅しをかけてきました。

社会保障の財政、財源の問題は後でまた触れますが、財源が問題にされるのは社会保障だけです。社

会保障は、財源の問題をいつも指摘をされるので当たり前だと思っているかもしれませんが、例えば

防衛費の財源はどうするのか、あるいは公共事業の財源はどうするのか、そんなことはまったく問題

にされません。社会保障だけ財源が問題にされる。さらには、社会保障にはあたかも充てられるべき

財源があらかじめ決まっていて、その「財源を超えて支出をしているので財政赤字が増え続けるのだ」

というような二重、三重に誤った説明も繰り返し行われています。
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この議論は、財政の赤字を生み出してきた要因や責任については一切問題にしません。もちろん財

政赤字には様々な要因が働いているけれども、バブル崩壊以降の景気対策のために発行されてきた大

量の赤字国債が今日の赤字を生み出してきた大きな要因であるということは明らかです。そのことを

一切問題にしないで、財政再建の責任も社会保障に押し付けてくる。こうしたことが当たり前のよう

に行われている。その上で社会保障の財源を確保していく、だから増税が必要なんだということで、

繰り返し消費税の増税が叫ばれ、そのたびに社会保障のためという説明が持ち出されてきました。

しかし、消費税増税が社会保障の財源として 100％使われたことは 1回もありません。今日、社会
保障の財源として消費税の増税分は社会保障に充当するという説明をされていて、専門家たちも消費

税が福祉目的で、社会保障の目的税として扱われるようになった説明をする人もいますが、これはま

ったくの誤りであります。予算の編成方針として、消費税の増税分を社会保障に充当するということ

を謳っているだけであって、実際には目的税でも何でもありません。充当するという言い方は、もう

少し具体的に言うと、これまで充てられていた公費の部分を消費税の増税分に置き換えるというだけ

であります。そのプラスアルファで調整、増税分が増えていくわけではまったくありません。こうし

たことも含めて、この消費税の増税に対してこの社会保障を結果的にはエサとして使っていた、こう

いうことだと思います。

【社会保障を経済成長の手段として活用】

三つめは、社会保障を経済成長の手段として活用するということです。これも先ほども触れた点で

ありますけども、このことが一段と際立った形で進められているのが、先ほど触れた経済・財政一体

改革であります。医療や介護や健康や生活サービス、これらは成長産業だということで、この育成を

進めていく政策を取ってきました。この分野を産業として育成を進めていくためには、社会保障が広

がっていくということは、かえって妨げになる。つまり社会保障がきちんと対応していれば民間が参

入して、産業として育成を図っていくことの可能性は小さくなりますから、できるだけ社会保障の対

象範囲を狭めることによって、民間の活動の場を広げていく。こういうことが繰り返し行われてきま

した。

今、特に健康を対象にした産業の育成に力が注がれています。健康の自己責任が繰り返し強調され、

健康は金で買うものという風潮が作り出されています。コンビニに行って、ちょっと高いけども特定

保健食品（特保）のお茶を買ったら、ひょっとしたらお腹が少しへこむんじゃないかと期待しながら

買う人もいるかと思います。腹回りは健診の項目で基準をオーバーすれば指導の対象ですから。つま

り人々の健康不安を煽りながら、それをビジネスにしていき一大産業に育成していく、そうした戦略

が安倍政権によって強力に進められていく状況にあります。文字通りビジネス優先で進められ、人々

の健康だとか、あるいは安全や、安心というものは後回しにされていく状況にあります。

【最近の新たな手口】

その上で、さらにここ数年の動きの中で、新たな抑制や削減の手口として登場してきたものが、い

くつかあります。その一つがいわゆる「地域差の解消」ということであります。これは医療費やさら

には介護の費用について、都道府県別に、あるいは保険者別にかかる費用を明らかにして地域差を問

題にし、最も低いところに合わせて費用の削減を図っていくことを求める手口です。医療費について

は「医療費適正化計画」、介護保険についても介護費用の適正化を進め、介護費を削っていく。それ

を首尾よく達成したところ、積極的に取り組んでいるところには、調整交付金を使ってご褒美を与え

る、こういうようなことまでやっています。徹底して地域差を活用して削減を求めていく。これも新
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しい手口であります。

もともと、それぞれの地域は自然的な条件や社会的条件、提供体制整備の状況などに違いがある。

その地域特有の様々な生活様式もあって、医療や介護の利用の仕方についても地域差があります。そ

れは当たり前の話であります。もちろん見直すべきところがあれば見直していということは必要では

ありますけれども。地域差があること自体を問題にして、その地域差を解消することを求めていくと

いうのは、文字通りそれぞれの地域で、それぞれの状況に合わせて、住民が自らの生活のあり方を決

定していくという、地方自治や住民自治そのものを否定をしていく考え方だと言ってよいと思います。

現在では、医療費の目標が達成できなかった場合には、その都道府県には別の診療報酬を設定して

構わないっていうようになっております。実際にすでに手を上げた都道府県もあります。

それから二つ目は予防の重視です。予防自体にはもちろん必要なことでありますけれども、問題は、

制度を使わない、使わせないことを目的とした予防が進められていることです。いわば究極の費用削

減です。制度を使わなければ、お金はかかりません。みんなが介護保険を使わなければ、みんなが医

療保険を使わなければお金はかかりません。そういう究極の費用削減へと駆り立てていく動きが進め

られています。特に介護の分野で、自立を求め、介護保険からの卒業を求める、介護保険はいつまで

も使うものではありませんよということで、この制度から、そこから抜け出すということを目標にし

て努力を求める。こういう動きが強まってきています。

日本健康会議という全国組織ができて、健康づくりの取り組みが地域や企業で進められています。

ここのスローガンは保険を使わないことをめざすということです。介護保険法は、それぞれの能力に

応じた自立した生活を営むことができるようにサービスを提供する、つまり制度を使って自立するこ

とを謳っています。ところが介護卒業は、制度を使わないことが自立、制度から離れることが自立い

う考え方です。それは、介護保険法にも、憲法にも反する考え方、社会保障の理念にも反した自立概

念です。

それからもう一つは全世代型社会保障ということです。松浦先生のお話にもありましたが、この考

え方も大変危ない中身をもっています。この前提は、今の社会保障は高齢者優先の仕組みになってい

るという考え方であります。そこで問題にされているのが、医療や介護、年金です。しかし、考えて

みれば医療も年金も介護も別に高齢者のためだけのものではなく、すべての国民のために作られてい

るものであります。年金だってそうです。今は受給はしてないけども、そのうちに必ず受給する。そ

れをあたかも高齢者優先、高齢者だけ利益を受けている仕組みだというように取り上げて、見直しを

迫るという形になっています。これはトランプ風に言えば、フェイクです。これは徹底して批判しな

ければなりません。しかも実際にやっていることは、全世代型と言いながら、全世代にわたって負担

を増やしたり、給付を削減することです。とりわけ高齢者に対しては負担を求めていく。こういうよ

うな内容になってきているということであります。

もう一つあります。生産性の向上であります。これも政治家の発言で問題になりましたけれども、

その前からすでに社会保障の分野で生産性を求める動きが大変強まっていました。背景には人口減少

と労働力不足があります。そのなかで福祉の人材を確保していくことが難しくなってきている。その

中でどう対応していくか、そういう問題意識から出てきた動きであります。

一つは、複数の資格を取得するということを求めてきました。例えば、社会福祉士と保育士を両方

取得する。一人で二役こなすという方向です。そして、もうひとつが情報や技術を活用して、少ない

人数でより多くの効果をあげる、これが生産性の向上と呼んでいる取り組みです。例えば、介護の分

野では、大真面目にロボットを導入する取り組みが進められています。冗談ではなくて、実際にもロ

ボットの導入が始まっています。業界誌にも「うちはこんなロボットを導入しています」「笑顔がた

くさん生まれました」というような紹介が載るようになりました。そうした生産性向上の取り組みと
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いうのが次第に浸透し始めていています。

しかし社会保障を生産性という基準で評価をするという方法は、もっともふさわしくない方法です。

仮に多くの費用がかかっても、対象が一人や二人であっても、その人にとって命をつないだり、生活

を維持するために必要であれば、サービスをきちんと提供しなければなりません。それを費用がかか

るわりに効果も一部に限られて大きくないということで、排除してしまえば、命を落とし、生活を維

持できなくなります。こうした考え方は、費用がかかる人だとか、ケアが必要な人だとかを、厄介者

として排除していく、そういう考え方につながっていきかねない大変危険な思想であると言ってよい

と思います。

【放置され増幅される人権侵害・憲法無視】

そういう状況の中で、全体として今どういう状況になっているかということまとめて第三部のとこ

ろでつなげたいと思います。

われわれは繰り返し攻撃を受けて、抑制だとか削減だとか当たり前になってきていて、それがいっ

たいどういう問題なのかということを、明確にできない状況になっています。そういうなかで、最近

出版された憲法学者の木村草太さんが編集をした『子どもの人権をまもるために』という本のある節

のタイトルが「待機児童問題は人権侵害である」書かれていました。児童福祉法第 24 条は自治体が
保育を提供する義務を持っている、これを守っていないのは法律違反である、人権侵害であると明確

に書かれていました。

この発想、この考え方がとても重要です。われわれは、ひどい状況がどんどん続き、そのひどい状

況が当たり前になってきている。そういう状況の中で改めて、今起こっている問題を人権侵害、憲法

を否定する動きとして明確に捉えていく必要があると思います。最低生活を保障しない生保基準の切

り下げは人権侵害だ、障害のある人に対して、介護保険を優先適用するという中身も人権侵害だ、待

機児童問題は人権侵害だと。年金の切り下げや、生活保護基準以下での生活をせざるを得ないって人

たちが放置をされているいうのも人権侵害だと。待機児童問題が人権侵害であれば、特養入居待機者

問題は非常に深刻な人権侵害だと。医療にかかりたくてもかかれない、経済的な理由によって亡くな

っていくということは、これは人権侵害の最たるものであります。

われわれは単に問題が深刻だということを言うだけではなくて、これは憲法が保障する権利を踏み

にじり、人権侵害が起きている状況ということを明確に打ち出していく必要があります。まさにいま

起きていることは、人権侵害、憲法無視の放置です。

レジメの「社会保障の明日を考える」以下のところは第三部のところで話をしたいと思います。ひ

とまず現状ついて問題提起をさせていただきました。以上です。

【司会】横山先生ありがとうございました。私も医療福祉現場で相談、援助の仕事をしていますが、

そういう社会保障制度がなにもかも、何年もかけて改悪される中で、どうやって患者さん、ご利用者

の命、人間らしい生活を守っていくことができるのか日々悩んでいます。それに先生がおっしゃった

人権が侵害されているっていうことを感じています。先生からは、安倍政権により「権利である社会

保障」が自助や互助といった自己責任や助け合いに置き換えされて、そして財源でも社会保障だけが

問題にされて。さらに増税も必要だ、あらゆる方法で、あらゆる手口で攻撃をされていることがよく

分かりました。先生ありがとうございました。

⇒ 後半の「打開策の提案」・「まとめ」に続きます。
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社会保障の明日を考えるシンポジウムパネラー文章発言

健康で文化的な最低限度の生活を送ることは私たちの大切な権利

金沢生活と権利を守る会

高野 等

社会保障の明日を考えるシンポジウムを楽しみにしていましたが、家庭の都合で出席できなくな

りましたので、紙上発言とさせていただきます。

私は、現在金沢地方裁判所で審議されている生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件の原告

の一人です。私が、生活保護を受給することになった経緯、生活扶助費が引下げられて困った事、

生活保護者としての社会参加についてお話させていただきます。

私は、かって東証―部上場 売上高1500億の年収1000万超えの管理職をしていました。仕事で北

は青森八戸、西は、福岡博多と、家庭を顧みず仕事で、転勤を繰り返す日々を過ごしていました。

そんな中、結婚から31年目の2012年、夫婦生活の破綻から離婚、会社を退職しました。36年勤めた

会社を辞めたあと仕事を探しましたがなかなかなく日雇、日払いの土木作業員の仕事を住込みでし

ていました。生まれて初めての肉体労働、本当に辛い日々を過ごしていました。仕事を初めて6ヶ月

たった頃、息切れ、体の浮腫、食欲がない等、いろいろな症状がでました。病院に行きたくてもお

金、保険証がない、このまま死んでしまうのか、あの時もう少し家族のことを大切にしていれば、

いろいろなことが、頭の中をよぎりました。お金、保険証がなくてもとにかく病院に行こう、死に

たくない、思いついたのは、かって務めていた会社の産業医である民医連の病院で、日曜日の夜中

救急外来に行きました。

入院後検査を受けると病名は、うっ血性心不全等7つの病名がついていました。専門の病院で、手

術をしなければ生きられません。どうしよう？、お金、保険証ない、病院の医療福祉相談室の方々

に、相談にのってもらい生活保護を申請することにしました。私が生活保護、なんで？様々な思い

が、頭の中をよぎりました。

私は生活保護制度のおかげで、冠動脈バイパス術、僧層弁形成術等の治療を受けることができま

した。人間には、自己責任、道義的責任、法的責任があると思いますが、私は自己責任、道義的責

任を問われるとこの世に存在できません。兄弟、子供とは法的に縁はきれないと思いますが、様々

な理由で、人生につまずいた人が人間として生きる最後の砦が生活保護制度であり生活保護より低

い所得で、生活している人がいることも私は、十分承知していますが生活保護以下で生活する人が

いる社会があってはならないと思います。

2013年8月から3段階に分けて生活扶助費が引下げられました。

憲法に照らすと、もともと最低の生活をしているのですが、現実に引下げが行われました。会社勤

めしていた頃は、単身赴任の気楽さから「あの店の肉がうまい、あの店のラーメンがうまい」など

話を聞くとよく出かけていました。風呂は毎日入っていましたし近隣の日帰り温泉施設にもよくで

かけていました。生活保護を受給するようになってから閉店間近の約2キロ離れたスーパに、30分

かけて行き半額の食品を主に買い、1日あたりの食事代を800円以内になるよう買い物をしています

が、うまく計算道りにはいきません。特に冬の買い物は辛いです。風呂は、冬、ー週間に2回 夏、

シャワー毎日、生活扶助費が引下げられてからは、一度シャワーを浴び、頭、体を洗浄しガスを切
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り配管に残っているお湯で体を洗い流しますが2分以内に終えないと悲惨なことになります。日中出

かけるときは、冷蔵庫以外の電源は全て切り、トイレの大きい方は、近くの大型商業施設を利用す

るようにしています。食料品は翌月に、お米、冷凍食品等をいくら残せるかで変わってきます。月

末近くにお米がなくなりそうになると5分～7分のお粥にして乗り切ります。

私が一番困ったのが、月末近くに眼底出血の疑いで、左目が、見えなくなり普段いっている病院

では、検査、治療ができなく大学病院に行くよう紹介状を書いて頂いたのですが大学病院まで、交

通費で1日あたり約2000円かかり大変困りました。

この時は、友人に事情を話し朝早く友人に大学病院に送ってもらい帰りはバスに乗らず電車の方

が安いので約1時間かけて駅迄歩きどうにか治療する事ができました。この時、思ったのはもしもの

時に対応出来るように月末には5000円以上蓄えていたいのですが現実はどんなに節約しても2000円

残ればいい方です。

ただ食って、寝て、一日過ごす、なんとなく一日が過ぎていく、「健康で、文化的な最低限度の

生活」ってなんだろう？。私は闘病後このことに悶々としていました。そんな時、あるチラシの中

にNPO 法人の運営する運転ボランティア募集のお知らせがありました。

今私にできることは、車の運転くらいしか思い浮かばず、話だけでも聞いてみようと思い応募し

ました。話をきくと福祉有償運送のボランティアで1種免許しかない私は福祉有償運送運転者講習を

受けて初めてボランティアを出来ることを知りました。車椅子の取り扱い、地理の不安、どんな利

用者がいるのか？不安だらけでしたがやってみることにしました。そしてどうにか2年が過ぎました。

ボランティアといえども、有難いことに活動費がでます。

金沢市生活支援課に収入認定申告しお金に色はつけられませんがこの活動費は、自由に使えるよ

うにしています。私は、人によって文化って違うと思いますが出来ることから社会参加することで

人の心が、開き人生の歴史の積み重ねが文化だと思います。

どんな形であっても社会参加し、人と交わらないと文化は開けないと思います。私は、健康な人

の50％ほどしか心臓が働かずフルタイムで働くことができませんがボランティアとして社会参加し

たことで今まで知らなかったこと、見えなかつた事が少しずつですかですが理解出来るようになり

ました。何より嬉しいのは、ボランティア利用者様の「ありがとう」の一言で、人間として生きて

いる喜びを感じています。私はこれからも出来ることから積極的に社会参加していきたいと思いま

す。

こうした中で私は、昨年 62 歳になり厚生年金の比例部分が支給されたので、生活保護からは外れ

ました。しかし、 65 歳から年金が満額となるまで厳しい生活になんら変わりありません。低年金で

も病院の窓口負担や介護保険料などの負担も増えて、福祉有償運送のボランティア活動費がなかっ

たらとても暮らしてはいけないのです。

そうした中で、政府は今年の10月より生活保護基準のさらなる引き下げを実施します。生活保護

利用者の67％に影響をもたらす引き下げです。子どものいる世帯ほど影響が大きいと聞いています。

2013年の生活保護基準引き下げは憲法違反として全国で1000名以上の仲間が国を被告にして裁判で

訴えている時に、今度の引き下げです。仲間の暮らしがさらに厳しくなると思うと政府の冷たい仕

打ちに怒りがいっぱいです。私はこのような攻撃を跳ね返していくために、生活保護基準引き下げ

違憲訴訟に何としてでも勝ちたいと決意を新たににしています。皆さんにこの訴訟へのご協力・ご

支援をお願いする次第です。宜しくお願いします。
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社会保障の明日を考えるシンポジウムパネラー発言 

両親の介護と特養ホーム入居待ち 

特養ホーム入居待機者家族会 

田畑吉廣 

私は特養ホーム入居待機者家族会の田畑吉廣と申します。今日はこの場で発言をさせて

頂く機会を頂きありがとうございます。 

私は 60歳の定年で仕事を辞めて両親の介護を始めました。最大の失敗は母の家事を取り

上げたため、認知症を悪化させてしまったことです。 

介護保険は 2000年に作られました。特養のやすらぎホームに仕事を辞めてすぐに父の入

居を申し込みました。父は要介護状態でした。当時は申込順に入居できましたので早い方

がよいと思ったからです。 

父は要介護認定を受けましたので、廊下と玄関、玄関外の手すりを付け、取り付け価格

の内 9割の補助金が出ました。 

両親の通院は月 1 回で、認知テストで医師が「ねこ、電車、時計」を覚えさせて後で思

い出させて言わせるのです。親は全部言えませんでしたが、実は私も忘れて全部思い出せ

ませんでした。親は認知症の進行を遅らせる薬を飲み始めました。母も介護認定を受け夫

婦でデーサービスに週 2 回通うようになりました。デーサービスや家で父が暴力を働くよ

うになり、医師に漢方薬の抑肝散を服用させるように進言しました。 

私が退職した時には、父は夕方ズックをはいて近所の散歩を３０分ほどしていましたの

で一緒について歩くことにしました。しかし、一人で散歩しているとき、暗くなると自分

の位置が解からなくなり、何度か最寄りの店へ入って家へ電話がかかって来て私が迎えに

行きました。 

ある日、家へ帰ると父が戻らないという事で、自転車で近所を探しましたが見つからず

困り果てていましたら、妻から電話が入り「タクシーで帰ってきた。運転手にどこから乗

ったのかと聞いたら、金沢駅」だったそうです。私が早足で歩いても駅まで４０分かかり

ます。 

両親とも生まれは白山市の仏師ケ野で「ふらり」という旅館と手取川の第２ダムのある

ところで、現在３世帯が住んでいます。そこへ父母はかつて車で１時間かけて通って野菜

を作っていました。冬の４時ころに夫婦で家の除雪をしてこれから帰ると電話がありまし

た。しかし、私が７時に家へ帰ると、まだ戻っていませんでした。携帯は通じないし待つ

しかないとじっとしていると８時ころに帰ってきました。聞くと横川町から金沢駅前に着

き、市内を走って片町から家へ帰って来たのでした。こんな状況ですので、事故を起こさ

れては困りますので、私の車を車検の時に廃車し父の車をもらうことで話を付けました。 

親戚の９３歳の男性は車で買い物に行くのが唯一の楽しみでした。事故が心配で父の車

を昨年廃車すると、途端に認知症が出て施設に入ってもらわなければならなくなった。と
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の事でした。 

ある夜２時ころに母が「父がいない」と私を起こしに来ました。自転車で３０分以上北

陸線の外側を探し回りましたが見つかりませんでした。それで線路の反対側へ行くと、暗

闇の中で道の片隅にポツンと立っていました。あまりにも早朝なので新聞配達も動く前で

した。それを契機に玄関にセンサーチャイムを付け私の枕元で鳴るようにしました。 

父は朝起こしたら向き合って両手をつないでトイレへ行き、パッドを付けた紙パンツを

全部交換します。しかし、よほどトイレへ連れていかれるのが嫌と見えて、唾を私の顔面

へ吐きつける、手の指を１本つかんで骨折するように曲げてくることも日常的でした。そ

れで、考えて後ろからわきの下へ両手を回し押してトイレへ連れて行くことにしました。 

母は最初、朝起こして自分でパンツ交換をしていましたが、はくときにパッドの位置が

ずれているのを修正するために、横で見ていると羞恥心で嫌がられました。 

私が定年になってから桜が満開に咲いたら両親と横川の公園のベンチで弁当を一緒に食

べに行くことにしました。でも父は「花見に行って弁当を食べよう」と声をかけてもすん

なりと行くと言いませんでした。翌日、再び「花見に行こう」というと「行く」といった

具合でした。母はいつも大喜びでした。でも、３回しか行けませんでした。その度に写真

を撮りました。また、通院の時は必ず昼食は外で食べることにしていました。 

特養待機者家族会ではこれまでに「老いを支えて」を第３集まで発行し、待機者の願い

や介護者の家庭内での苦しみを告発し、施設の増設と職員への待遇改善を県、市には毎年、

東京の厚労省へ行き直接交渉し待機者の解消を働きかけて来ました。しかし、部分的な改

善はあるものの国庫負担の削減がより強力な措置として改悪が連続的に押し付けられてき

ました。 

私は、2 年前の 11 月から働きに出ざるを得なくなりました。父は小規模多機能の施設へ

既に入っていました。母を月曜から金曜まで特養のショートステイに入ってもらいました。 

TBS テレビの「あさチャン」の取材を待機者家族会の要請でこれまでに２回受けました。

一年前の２回目のときは都知事選の候補者に特養待機者の状況を伝え、どうするのかを問

うものでした。母を父に会わせる事になり取材者と父の入居している施設へ行きました。

取材が終わり私が母に「帰ろう」と言うのですが母は「得次さんとここに居る」と繰り返

し 3度目にやっと連れて帰る事が出来ました。夫婦の絆を少し感じました。 

しばらく経ってからこの状況を思い起こし、夫婦は一緒に過ごさせるのがよいと思い付

き、ケアマネジャーに母を父の居る施設で一緒に暮らせるようにして欲しいと頼み、約１

カ月で同居する事が出来ました。夫婦にも色々あって、必ずしもそれで良いと言えないこ

ともあると施設の職員が言っていました。 

私の妻は定年延長で勤めていましたので、家事のほとんどは私がしていました。一番困

ったのは冬場の洗濯物の乾燥でした。最初は２人分と私の洗濯物をコインランドリーで４

００円かけて乾燥しに行っていました。時間の手間とコストを考えて、冬場は防水シーツ

４枚、毛布 2 枚を重ね、家族の物を含めた洗濯物を干し場の２本の物干し竿に除湿器を入
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れて干し物を入れ替えて２晩続けて乾燥させることに変えました。 

個室の小規模多機能の施設の入居料は引き落としにせずに、毎月支払いに行き、両親に

おやつや着替え等を持って行き会う事にしていました。母はいつも笑ってくれましたが、

父は認知症の薬と向精神薬の併用で半分眠っている状態で反応は余り良くありませんでし

た。待機者家族会では介護７分目、「笑顔で介護」を合言葉にして制度改善などを求めてき

ましたが、制度はどんどん真逆の方向に改悪されて来ています。 

そのようなときに妻にがんが見つかりました。それまで家族の食事は妻が全て作ってい

ましたが、私が作る他なくなりました。私は煮物を作ったことがありませんでした。私の

作った料理は薄味で、父が「まずい」と言うと母も同調して食べないこともあり大変でし

たが、施設に入っても認知症の薬の副作用で職員へ暴力を振るうことが常態化しており、

対策として向精神薬が投与されていました。その薬を飲むとうたた寝状態になります。あ

る夜のニュースで向精神薬の投与は死亡率が２倍になっていると言っていました。それで

薬の投与はすべて止めてもらいました。親の暴力で介護殺人が増える状態は、認知症患者

の父母と一緒に暮らしてみると毎日の事なのでわかる気がすることが度々ありました。 

私は定年後すぐにタイミング良く両親の世話を始めましたが、親が特養に入れない介護

度の時は子が離職するか、他の入居料の高い施設へ入るかの厳しい選択を迫られることに

なります。 
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社会保障の明日を考えるシンポジウムパネラー発言

保育の現状
あゆみ保育園保育士 横山 幸恵

2015年よりこれまでの子ども・子育て新システムから「子ども・子育て支援新制度」へと保育制度

が大きく変わりました。

安倍内閣の下、新制度の課題は待機児童解消と少子化対策という事でしたが、実際には、保育の市

場化と規制緩和が進んだというのが現状です。保育園は親の労働権と子どもの発達権の保障にあり、

子どもにはどの地域・どの親ももとに生まれてもしあわせに生きる権利があります。保育行政は権利

保障行政ですから「保育は権利」です。

子ども・子育て支援新制度―児童福祉法24条1項（市町村責任による保育所の維持(公的責任）)の意

義を学び直そう―

これまでの制度は、保育園が委託費を受け取り自治体の責任で保育は行われ親と子は権利の主体者

でした。ところが、新制度になり認定こども園に移行した保育園は親が受ける個人給付を園側が代理

受領しての直接契約となり保育はサービスの売買となりました。

従来の保育園・幼稚園に加えて認定こども園ができ、さらにその認定こども園も幼保連携型・幼稚園

型・保育園型・地方裁量性と利用する人もですが保育園に働いている私たちでさえ戸惑うことも多々

あります。今のところ金沢市は保育の提供をするため、認定こども園には市が認定してお金の使い方

・適切な運営を関与すると言っていますが、いつかは直接入所の認定こども園・小規模保育事業等に

おいて、施設の入所や保育の提供などについて自治体が直接責任を負う事がなくなり、自治体が関与

しなくなるのではと危惧されます。石川県はもともと民間保育所数が全国でもトップクラスで認定こ

ども園への移行が進んでいます。金沢市では、市立保育園13か所、県立認定こども園１か所、私立保

育園50か所、私立認定こども園48か所、幼稚園から移行した認定こども園10か所の合計122か所の保

育園・認定こども園があります（平成30年4月１日現在）。新制度になって具体的に変わったことは、

まず子どもを幼稚園の教育時間だけの利用を受ける子は１号認定、3～5歳児は2号認定、0～2歳児は

３号認定と保育の世界も認定区分が導入され、短時間・標準時間と保育必要量が決められました。

石川県は「待機児童はなし」としていますが、企業主導型保育事業（2016年度から国の直轄事業）

が石川県内・金沢市内にも進められ、2017年度運営開始8ヶ所から2018年度には13ヶ所に増えました。

市町村が関与しない企業主導型保育事業は、現地を見る事がなくてもインターネットで申請でき国

からお金が入ってくるそうです。近年多くなっている災害の後、保育を続けたくても園の責任なので

市町村から何もしてもらえないという話しも聞きました。『初の抜き打ち立ち入り調査』の指摘内容

では・幼児用のトイレではない・トイレに専用の手洗い設備が設けられていない・トイレが保育室及

び調理室と区画されていない・消火用具がない・月極契約入所児童数に時間預かりの数を加えた入所

児童数に対する保育従事者数について有資格者が不足している・遊具がない等など劣悪な保育施設が

乱立しているそうで、今後、施設が増える中で、誰がどのように監査するのか？子どもを守るために

これでいいのか！？心配なことばかりです。『保育は福祉』という立場で、公的責任でしっかり子ど

もの育ちを保障してほしいです。
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保育士の処遇改善

勤務時間はすべて子どもに向き合う時間、保育の準備は勤務外が当たり前、書ききれない記録は持

ち帰り。保育士にも家庭があるし仕事量や責任の重さに見合わない給与・労働条件に、若い保育士の

離職はとても多く、昨年度の退職者の半分以上が勤続年数5年未満の職員でした。国の政策では、処

遇改善費、家賃補助、各自治体での上乗せ加算など賃金引上げによる保育士確保に対して手を打ち一

定の成果を上げましたが、多忙に対して手を打っていません。処遇改善も経験年数概ね7年以上の数

名の職員にキャリアアップと称して15時間から60時間の研修を受けさせて手当を付けるというもので

す。専門性を高めるには研修は必要ですが、このキャリアアップは各園決められた人数の人が研修を

受けて手当てがもらえるシステムで職員間の分断をうむのではないかとても心配です。私たちが求め

ているのは、保育園の全職員の給与の底上げなのです。

業務軽減と称してICT化を推進していますが、保育士の『人を増やして労働時間削減したい』とい

う要求に合わず、労働時間・業務負担の多さで若い人は保育士になろうと思わず、若い人を引き寄せ

る改善になっておらず人手不足の原因です。大学生の就職意識調査では『休日、休暇の多い会社』が

急上昇で、保育所の働き方の“給料は少ないけどやりがいがある"は、ニーズに合っていないのが現

状です。

保育士処遇の問題は、背景として低すぎる国の配置基準と人件費財源保障があります。公定価格を

上げて賃金保障が大切です。職員置基準を世界と比較すると、0～2才児は世界で中間位ですが、3～5

才児の30：1は世界ワースト1位、世界からは「羊飼い」と言われているそうです。

保育士処遇改善に必要な課題は、賃金引き上げ、労働時間抑制、業務負担解消など総合的・全産業

的な処遇改善が必要です。処遇の問題は、園や園長の問題でなく制度の問題です！私たちが提起しな

くては改善は進まないのです！

保育・幼児教育の無償化

政府は、2019年10月から保育・幼児教育の無償化を方針化しました。財源は2019年10月消費税増税

です。その概要は3～5才児全世帯（幼稚園・認可外保育施設は条件アリ）、1～2才は住民税非課税世

帯が対象、実費徴収は対象外です。

保育料は無償化されても、給食費が無償化から省かれるのではないかという問題があります。1号2

号3号認定の給食の取扱い方が違うのですが、食事は保育の一環なので反対していかなくてはいけま

せん。“幼稚園は給食を出さなくてもいいから一緒”論ではないのです。給食は保育の一環という考

えの否定につながる恐れがあります。保育料が無償化されても給食費払わなければいけなくなると、

多子世帯、低所得世帯などそもそも必要な人ほど負担が重く影響が大きくなるのではないかと思われ

ます。家庭の経済力や保護者の力量によらず、子どもが育つ権利を保障することが大事です。

指針では、食育と保育は一環なのに食育が成り立つのか。無償化で単に保育料が無償になるだけでな

く保育の内容に関わるのです。どんなに良い内容の指針を作っても、基準を守れなければ意味があり

ません。

無償化バンザイと喜んでばかりではいられません。無償化すると処遇の問題、待機児童問題にお金

がいかなくなるのではないかと心配されています。無償化で単に保育料が無償になるだけでなく保育

の内容にも関わってきます。国に自治体に意見を出していくことが、子どもの生活や命を守ることに

つながります。
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「保育園落ちた、日本死ね」のブログから社会的に問題となった保育園待機児童問題、一方では深

刻な少子化・保育士不足と、安心して子どもを産み育てることのできない状況がたくさんあり、何よ

りもこれからの社会を担っていく子どもたちの健全な育ちを保障したいと思うと不安なことがたくさ

んあります。保育の仲間だけでなく、福祉を守りたいと考える多くの人たちとこれからも国や自治体

に向け、一緒に声をあげていきたいと思います。
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社会保障の明日を考えるシンポジウムパネラー発言

「障害がある人の権利と制度の行方」

ソーシャルネットかがやき

西脇 瑞枝

障害者の制度は支援費制度を皮切りに障害者支援費制度～自立支援制度～総合支援法と現在に至っ

ていますが、これからは総合福祉法へと歩むはずなのですが、障害制度はどのように進んでいくのだ

ろうかと不安を持つ昨今です。

障害者制度の近年の歩みを振り返る時に見逃してならない運動が二つあります。それは自立支援法

の反対運動が拡大し、全国から 71 名の障害がある人が、原告訴訟団を作り障害がある人の生存権を

訴えたものでした。その当時の政府（国）と原告団が和解し、その際に出された文書では、以下のよ

うに「基本合意」を交わしました。

・サービスを利用すればするほど支払わなければならない「応益負担の廃止」

・障害がある人が、65 歳になったから介護保険を使うとか、40 歳以上で高齢に伴う病気で障害が出

てしまった人（介護保険の 2号被保険者と言う）が、介護保険を使わなければならない「介護保険

優先制度」をなくすること。

・どんなに重い障害があっても、一人一人が安心して暮らせるように、必要な「介護や支援の支給量

を保障」すること。

・支給決定の過程で当事者が参加し意見を述べること。

と言うのが基本合意でした。

１．介護保険優先原則について（65歳問題ともいわれます）

障害がある人が 65 歳になると当然のように介護保険のサービスを利用するようにと行政から声が

かかります。審査会でも当然のように障害制度では一筋縄では通してはくれません。障害がある人が

生活介護の事業所へやっと毎日通えるようになった方がいますが、それが 65 歳に近くなって、仲間

と気持ちが通じ合え、お互いに力をもらってようやく通えるようになったのです。介護保険のサービ

スに切り替えはとても困難でした。高齢者が通うデイサービスには馴染まないのです。少ない工賃で

したが作業にも参加したいと。お互いに高齢者だからと言われると夜も眠れないほどでした。

障害がある人は障害基礎年金だけで生活している人が多く、介護保険サービスを利用すれば 1 割 2

割の自己負担が伴います。これについては、今年度の改定で、サービスに係る費用の償還払いができ

ることになりましたが、石川県の医療費の償還払いと同じく、利用した分の領収書を持参して申請を

するのも、移動が困難な障害がある人にとっては大変なことです。

２．公的責任・役割の消失

措置から契約制度に移行した結果、行政の関与や責任などが低下していると感じます。手続きや申

請などは、ケアマネジャーや相談支援専門員が行政の肩代わり役となったり、制度やサービスの情報

を利用者に伝えることも、困難事例や苦情や虐待事例の解決などにも、行政の関与は少なく、実際に

発見したり通報しても、解決が見えてこないことが多いです。
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３、障害がある人の権利について

調査で情報を審査会に伝えても、審査会で決定されるため、当事者の声がなかなか反映されず、サ

ービスを削ることや、本人の状況などが無視され、介護保険と同じ考え方で審査会が進んでいるのだ

と思います。

また、営利事業所が、障害サービス事業に参入し、競争原理によって、利用者が翻弄されていく現

象も見受けられます。どの事業所を選択すればよいか、見極めることもなく、事業所主導でサービス

が提供されたり、支給量が多い利用者を囲い込むなども増えています。本人の意思がはっきり表明で

きない人ほど事業所に左右されていく現象が見られます。

成年後見制度の利用がなかなか進まないのも、市町には成年後見制度利用支援事業があるのですが、

この事業の普及も進まず、費用がかかる場合には、障害基礎年金だけでは後見人を付けることも難し

い状態です。

４．サービス内容の多様化

日中活動の場所では、機能訓練的な活動・介護や生活面の支援、労働への意欲や希望、余暇の過ご

し方など、日中活動の場に出されてくるニーズは非常に多く、多様なニーズに対応するには、職員の

能力が問われ、介護者不足から来る、人材不足もあり、重度の利用者が多い事業所では、預かりや見

守りに過ぎなかったり、生活介護と就労訓練とが混濁しあい、就労支援施設では、介護や医療的な支

援が必要であったり、重度の人が就労支援を希望する場合もあり、就労支援事業所では、低い支給額

で職員体制が整わず苦労している現状です。就労支援、生活介護で障害がある人を区分けしたり、就

労支援もＡ型・Ｂ型・就労移行支援に区分されていますが、どんなに重い障害があっても、本人が希

望すれば就労ができ、給料が保障され、自立生活ができるような仕組みが必要です。

５．報酬改定による課題

2018 年の報酬改定では、就労継続支援と就労移行支援、放課後等児童デイの報酬が見直されまし

た。就労支援Ｂ型では目標とする工賃を掲げて達成したら加算されるという方式でしたが、これを撤

廃し、昨年度の工賃を基準とし工賃次第で単価が決められることになったのです。工賃で単価が決め

られることで、3 月に行った、全国の就労支援施設に出した、きょうされんの調査によれば全国で 7

割のＢ型事業所が減収となり、年間に 100 万円以上の減収が見込まれる事業所が 117 か所、年間 300

万円以上の減収が 25 か所もありました。その結果、Ｂ型の就労支援を中止し、生活介護に切り替え

た所もあり、職員の人件費が出ず、就労移行支援事業を中止したという声も上がっています。本人の

状態に応じたＢ型は、障害がある人のそれぞれの能力を発揮し、頑張って働く場としてニーズも多い

のですが、政府は障害福祉予算を削るターゲットとして就労支援Ｂ型や就労移行支援事業が狙われて

いるように思います。

６．自立生活について

障害がある人のほとんどは、障害基礎年金 1級 8万円程度のお金で、生活をしています。金沢市の

場合、生活保護は 1級年金者は、対象外と相手にされません。自立生活を進める絶対条件は所得保障

です。工賃であれ、給料であれ、年金に上乗せしなければ生活できない現状で貧困生活そのものです。

自立ができないために家族へ依存するほかないと思う人も多く、施設から、または、家から出て、

一人暮らしがしたいという人は沢山いながら地域生活が進まない原因でもあります。 自分で生活や

お金の管理をすることは、実際に出てみて学ぶものであり、見通しのない施設生活や、家族からの自
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立がままならない人たちにとっては、いつまでも成長がない子供と一緒だと思います。自分で働いた

お金を自分で管理し、そのお金でしっかりと生きていくためにも、生活費を得ること。どうしても得

られにくい場合には年金の金額を上げるか、生活保護などでカバーしなければなりません。

以上のように政権が変わると、基本合意も障害者制度推進会議で協議された「提言」も残念ながら

消えそうであり、障害制度はこれからどうなるのだろうかと不安が募ります。

もう一つの障害者の権利を押し上げる画期的なことは「障害者の権利条約の批准」です。

「障害者権利条約の批准」（2014 年 1 月 20 日公布）「私たち抜きで私たちのことを決めないで」国連

で繰り返されたフレーズです。この条約で最も強調していることは、障害がある人とない人との平等

性です。もう一つは、地球上のどこでも通用し、時代を超えても色あせず、競争原理にも警鐘を鳴ら

し、常に障害がある人を中心とした人間中心にシフトしていこうとする普遍性です。「障害者権利条

約」をきょうされん専務理事の藤井克徳氏が絵本でわかりやすく解説しています。この絵本ではいろ

いろなフレーズが盛り込まれています。

「みんな違ってみんな一緒」

「私たち抜きに私たちのことを考えないで」

「違いの中にこそ、その人らしさがある」

「誰にとってもわけ隔てのない社会を作りましょう」

「障害者権利条約が大切にされればされるほど、街の中で障害がある人が多く見受けられ、明るさや

笑顔が増えるはず」

「お年寄りにとっても、赤ちゃんにとってもおなかに赤ちゃんがいるお母さんにも、外国の人にも、

けがや病気の人にも、誰にとっても住みやすく優しい社会になるでしょう。」

「権利条約を批准した国として、私たちはこの権利条約を羅針盤として、小さな実践を積み重ね、障

害がある人を中心にして地域の人たちと交流を重ね、障害がある人も無い人も共に生きる社会に向

かっていきたいと思います。」
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社会保障の明日を考えるシンポジウムパネラー発言 

公的年金の現状と打開の方向 
 

2018.10.07 社保シンポ 

茶谷十来也 

はじめに  

１．高齢者の実態と公的年金 

（1）貧困化がすすむ高齢者の生活実態 

① 増える高齢者、増える負担        

  ○ 65歳以上高齢者数は 2,576 万人（2005年）から 3,387万人（2015年）と 31％も増加。 

  ○ 65歳以上高齢ひとり暮らし 2005年は 386.5万人（65歳以上高齢者数の 28.7％）、2015 

年は 592.8万人（同 34.4％）と 206.3万も増えている。  （平成 29年高齢社会白書） 

  ○ 収入は減っているのに公租公課負担率は逆に増えている（2013年度→2017年度） 

年間収入：高齢者ひとり暮らし世帯 147万円→140 万円 夫婦世帯 252万円→251万円 

公租公課負担率：高齢者ひとり暮らし 14.90％→19.04％、夫婦世帯 19.39％→21.31％ 

 （総務省「家計調査年報」2013・2017 年度版） 
 
② 最後の砦にならない生活保護                

  ○ 被保護者の 52.9％が高齢者 

  ○ 捕捉率約 22.9％  保護基準より低い収入で暮らしている高齢者が 8割近くも 

                            （2018年 5 月公表の推計）                         

（2）公的年金 どうなっているか 

 ① 全体的な状況 

  ○ 受給者数は 3,223万人（2005年）から 3,991万人（2015年）と 23.8％増 

○ 年金給付費は 45兆 2145億円（2005年）から 54兆 844億円（2015年）19.6％増 

○ 一人当たり 1,755,221円（2005年）から 1,599,657 円（2015年） 9.9％も減額 
                 （国立社会保障･人口問題研究所｢社会保障統計年報」より） 

② 受給者の実態 

  1）厚生・共済年金は、加入期間が伸びているにもかかわらず、支給開始年齢の引き上げ、相

次ぐ削減措置、現役労働者賃金の低迷などで、年金額が減少している （4頁表 6･7参照） 

   

2）女性の年金水準は男性の 3分の 2 

○表１ 平均年金月額                      （単位:円） 
区   分 旧厚生年金 国公共済 地公共済 私学共済 厚生年金計 

含:老齢基礎年金額 145,638 171,971 173,879 173,893 150,007 

男 性 166,863 175,535 182,668 190,245 169,075 

女 性 102,708 154,109 160,574 148,992 110,889 

女性（男性＝

100） 

61.6 87.8 87.9 78.3 65.6 

（2018.06.22 第 2回社会保障審議会年金部会 資料） 

3）最大の問題  無年金・低年金者の存在 

  ○表 2 受給者の 3割が老齢基礎年金のみ受給者と月額 10万円未満の厚生年金受給者  
項     目 受給者数（万人） 全高齢者との割

合 

老齢基礎年金(平均月額約 5万円)のみの受給者 737 18.1％ 

月額 10万円未満の厚生年金受給者 男 性 113 2.8％ 

女 性 264 6.5％ 

小 計 379 9.3％ 

無 年 金 者 115 2.8％ 

合         計 1,231 30.2％ 
（平成 28年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況） 
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※ 無年金者 115.3万人のうち 2016年 11月成立した年金機能強化法（受給資格期間短 

縮 25年→10年）により 55.7万人が手続き・受給者となり、無年金者が 59.6万人と減 

少したが、低年金者が増加した。（2018.04.04第 1回社会保障審議会年金部会資料から） 

２．加速化する年金削減  最近の年金｢改革｣について 

（1） 2000年までは、5年ごとの財政再計算で所得代替率 6割を確保するために、保険料を段階

的に引上げていくことを前提に、高齢化等の伸展を口実に支給開始年齢の引き上げ、給付単

価の切り下げなどの削減を行ってきた。 （４頁 表 7･8･９｢財政再計算の歴史｣など参照） 
 
（2）「2004 年改革」での財政方式の転換 

 ① ｢給付水準維持方式」から｢保険料水準固定方式｣へ 

  ○ 04年改革以前は給付水準維持方式（段階保険料方式）で財政運営。段階的に保険料を引

き上げながら給付水準は｢所得代替率｣約 6割を確保するとしてきた。 （4頁 表９参照） 

○ 04 年改革 2005年以後も保険料を引き続き引き上げていくが、2018年で固定（厚生年 

金保険料 18.3％・国民年金 16900円)し、固定された保険料水準の財源枠内で給付設計。 

 ② 自動削減装置  マクロ経済スライド 

○ 限られた年金財源の枠内での自動的削減装置。具体的には毎年度の削減率を平均余命▲ 

0.3％と加入者数の変化率をもとに設定。但し、削減率を実施するとマイナスになる場合は 

年金額を据え置き（名目額下限措置）とした。 

  ○ 特例水準「解消」後でなければ、マクロ経済スライドを実施できないこととしていた。 

特例水準とは 2000年から 2002年の 3年間、物価が下がったのに年金額を据え置いたとき 

の水準のこと。特例水準は物価が上がったときに｢解消｣することになっていた。 

  ○ 2014 年の財政検証では、最低生活保障としての基礎年金は 2043年迄続き最終的な削減 

率が 29％、厚生年金は 2020 年まで 6％の削減率と予測しているが、これでは社会保障と 

しての年金（特に基礎年金）とはとても言えない。 
 
（3）「社会保障と税の一体改革」とそれ以後の改悪 

  ① 特例水準は物価が上がったときに「解消」するとしてきたものを、上がらなくても「解 

消」するとして、2013～15 年の 3年間で 2.5％の削減を強行した。（2012年改正法） 

② 2016年｢年金カット法」によるいっそうの改悪（キャリーオーバー制）  

 当該年度で控除できなかった分がある場合は、翌年度以降に繰り越し、まとめて削減する 

 ことに改悪した。 
□表 3 マクロ経済スライド｢調整｣の状況                 （単位：％）  

改 定 年 度 2014 2015 2016 2017 2018 

Ａ 
物価変動率 （前々年と前年との対比） 0.4 2.7 0.8 ▲0.1 0.5 

賃金変動率 （前々年度以前 3年間の平

均） 

0.3 2.3 ▲0.2 ▲1.1 ▲0.4 

Ｂ 発動したマクロ経済スライド ― 0.9 ― ― ―（注） 

 平均余命▲0.3％×加入者数変化率 ▲1.0 ▲0.9 ▲0.7 ▲0.1 ▲0.3 

Ｃ 特例水準の解消 ▲1.0 ▲0.5 ― ― ― 

 年金改定率（Ａ－Ｂ―Ｃ） ▲0.7 0.9 0.0 ▲0.1 0.0 

2014年財政検証の見込み ▲1.0 ▲1.1 ▲1.1 ▲1.1 ▲1.0 
     

（2018.07.30 第 3回社会保障審議会年金部会 資料）  
（注）当該年度に控除しきれなかった調整率 0.3％を、キャリーオーバー制で翌年 

度以降に繰越。 
 

（4）全世代型社会保障（世代対立論）名目で、再来年の年金法改悪ねらう 

  ① 2020年｢年金関連法｣改定に向けて  大規模な思想攻撃 

② 2019 年財政検証の役割 マクロ経済スライドの「フル稼働」、支給開始年齢の引上げな

ど 
 

３．今後の課題 

22



（1）改革の方向 

 ① 貧困受給者の底上げ  健康で文化的な最低限度の生活保障（性別格差の是正） 

② 具体案の方向   「2004年改革」の廃止・最低保障年金制度の創設 

○ 応能負担・所得再配分の原則の徹底   

（例）62 万円超の加入者、健保並みの保険料引き上げ 

  ○ 現役労働者の賃金・雇用条件の向上   

（例）大企業の内部留保四百数十兆円の社会的還元 

  ○ 年金積立金の計画的取り崩し   

（例）無年金・低年金者の受給額改善に 
 

（2）年金者組合の最低保障年金制度  具体的な一提案として 

○ 1989年発足以来の中心課題（来年、創立 30周年を迎える） 

① 「第 2次提言」（2005年の定期大会で発表）の内容 

○ 最低保障年金（全額国庫負担）と納付期間に応じた年金――2 階建て年金制度。10 年以 

上日本国在住が受給条件。老齢・障害・遺族最低保障年金の 3種類 

○ 支給月額 8万円  三つの根拠 

①全国消費実態調査の高齢者夫婦世帯の基礎的消費に保険医療・交通通信費・ 

小遣いを加えたもの、②生活保護基準 高齢者世帯（2 級の 1）生活扶助と 

住宅扶助、③全国一律最低賃金の水準の手取り額の 2分の 1 

  ○ 財源 

   ・社会的富を国民本位の立場で再配分 

   ・国庫負担は消費税によらず負担能力に応じた税収による 

   ・事業主の負担は現行被用者年金の事業主負担のうち基礎年金に充てられている金額をも 

    とに決める 

  ○ 2階部分の年金 

   新国民年金、新厚生年金、新共済年金 

  ○ 移行措置  

 旧制度の納付実績を新制度に組み込む 
 

② 提案の反響など 

○ 国連社会権規約委員会  最低年金の導入と男女平等への改善 

2001 年、2013年と 2度にわたる日本政府への是正勧告  

○ 政令指定都市市長会の 2005年 7月「最低年金の提言」 

○ 社会保障制度審議会の建議「皆年金下の新年金体系」（1977年） 
 

③ 当面の緊急要求課題  最低保障年金制度が実現するまでの間 

  ○ 国庫負担の平等化  納付期間に限らず満額の国庫負担額 
    無年金者も満額老齢基礎年金の半額（国庫負担）を支給 
 

   □表 4 年金額の対比（緊急案と現行法）                （単位：円） 
区    分 無年金者 10年納付 20年納付 30年納付 40年納付 

現 行 制 度 ―― 16,200 32,400 48,600 64,800 

緊

急

案 

納 付 分 ―― 8,100 16,200 24,300 32,400 

国庫負担 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 

合 計 32,400 40,500 48,600 56,700 64,800 

※ わかりやすくするため 40年納付の満額老齢基礎年金月額を 64,800円として作成。 
（2018年度価格は 64,941円） 
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参考資料 

□表 5 公的年金制度一覧  ※受給者数合計欄は重複のない人数、 

基礎年金のみの平均月額 51,329円 
区 分 被保険者数 受給者数 平均月額 支 出 積 立 金 保 険 料 

国 民 年 金 2,464万人 3,283万

人 

5.5万円 3.7兆円 9.0兆円 16,490円 

旧厚生年金 3,822万人 1,853万

人 

15.0万円 48.1兆円 173.7兆

円 

18.300％ 

国 公 共 済 107万人 17.986％ 

地 公 共 済 284万人 17.986％ 

私 学 共 済 54万人 15.062％ 

合 計 6,731万人 4,010万

人 

― 51.8兆円 182.7兆

円 

― 

                 （平成 28 年度 公的年金制度一覧・厚生年金保険･国民年
金事業の概況より作成） 

□表 6 受給者の状況                              
区   分 年 厚生年金 国共済 地共済 私学共済 基礎年金 

受 給 者 数 

（単位：万人） 

2005年 2,316 96 221 26 2,395 

2015年 3,370 125 295 45 3,323 

平均年金月額 
（単位：円） 

1996年 171,793 216,147 232,008 218,014 45,851 

2016年 145,638 187,169 191,435 190,522 55,373 

平均加入期間 

（単位:月） 

1996年 350 410 405 355 251 

2016年 405 429 427 398 381 

賃金（標準報酬） 
（単位：円） 

1995年 312,674 407,137 452,836 367,267 ― 

2016年 307,896 415,569 413,488 358,853 ―   
（平成 28 年度 

公的年金財政状況報告） 

□表 7 主な年金削減の歴史 
  項    目 改 悪 内 容 備    考 

1986（昭 61） 報酬比例年金の支給率 10/1000 → 7.5/1000 20年かけて漸減 

1994（平 06） 支給開始年齢の引上げ 60歳 → 65歳 定額部分 

2000（平 12） 報酬比例年金の支給率 7.5/1000 → 7.125/1000 5％カット 

支給開始年齢の引上げ 60歳 → 65歳 報酬比例部分 

2003（平 15） ボーナス込み保険料 17.35/100  → 
13.58/1000  

総報酬制の導入 

報酬比例支給率の改定 7.125/100  → 

5.481/1000 

賞与無者 23％削減 

2005（平 16） マクロ経済スライド 基礎年金は 2042年まで削減 2014年財政検証 
 

□ 表 8 主な年金改定の歴史 
 実 施 年 発足・改悪内容など 備    考 

 
制度の 
発足・
拡充 

1940(昭 15） 船員保険法発足 国防上の海上輸送確保 

1942(昭 17） 労働者年金保険法発足 戦費調達 

1954(昭 29) 厚生年金保険法全面改定 定額部分の創設 

1961(昭 36) 国民年金法全面施行 国民皆年金 

1973(昭 48) 物価スライド制導入 制度の拡充 

 
 
高齢化
等を理

由に削
減へ 

1986(昭 61) 基礎年金制度の導入 給付水準の削減始まる 

1994(平 06) 定額部分の支給開始年齢の引き上げ 60歳 → 65歳 

1997(平 09) ＪＲ・ＪＴ・ＮＴＴ共済 厚年に統合  

2000(平 12) 報酬比例部分の支給開始年齢引き上げ 60歳 → 65歳 

2002(平 14） 農林共済を厚生年金に統合  

2004(平 16) マクロ経済スライドの導入 給付水準維持方式の放
棄 
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2012(平 24) 国庫負担 2分の 1、特例水準の解消 社会保障と税の一体改
革 

2015(平 27） 国共済･地共済･私学共済 厚年に統合 被用者年金一元化完了 

2016(平 28) マクロ経済スライドの改悪 キャリーオーバー制 

（2018.04.04 第 1回社会保障審議会年金部会 資料より作成） 
□表 9 財政再計算の歴史 
実施
年 

改 正 概 要 
保険料（％） 最終保険

料率％（到
達年） 

人口・経済の前提 年金の水
準 

％（万円） 
改 正
前 

改 正
後 

出 生
率 

物
価％ 

賃
金％ 

1973 賃金再評価・物価スラ

イド 

6.4 7.6 19.6

（2008） 

2.23 5.0 7.0 62（5.2） 

1976  7.6 9.1 20.7

（2006） 

2.10 ― 6.0 64（9.0） 

1980 支給開始年齢引き上げ

提起 

9.1 10.6 35.4

（2021） 

2.10 5.0 7.0 68（13.6） 

1984 基礎年金の導入 10.6 12.4 28.9

（2020） 

2.09 3.0 5.0 69（17.6） 

1989 完全自動物価スライド

制 

12.4 14.5 31.5

（2020） 

2.00 2.0 4.1 69（17.6） 

1994 報酬部分可処分所得ス

ライド 

14.5 17.35 29.8

（2024） 

1.80 2.0 4.0 68（23.1） 

2000 報酬比例部分 5％カッ

ト 

17.35 17.35 27.8

（2024） 

1.61 1.5 2.5 59（23.8） 

※ 年金の水準％は「所得代替率」。所得代替率とは、現役労働者の平均賃金と標準年金と
の比率。標準年金とは夫が 40年間第 3号被保険者であった場合の世帯年金額。 

（2018.06.22 第 2回社会保障審議会年金部会 資料） 
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社会保障の明日を考えるシンポジウムフロア発言 

経済的事由による受診手遅れ死亡事例調査から見えること 

城北病院 相談室 川合優 
 私からは、医療現場でおこっている実態から、受療権の問題について報告させていただ

きます。シンポジストの松浦先生からも報告がありましたが、全日本民主医療機関連合会

が毎年調査している、「経済的事由による受診手遅れ死亡事例調査」において、全国から 63

件の手遅れ死亡事例が報告されており、石川からも昨年 1件の手遅れ死亡事例を全日本民

医連に報告しました。 

 その患者さん（Aさん）は 50代の男性でした。受診時には癌の末期状態で、救急搬送後、

20日あまりで亡くなられました。救急搬送後、Aさんとソーシャルワーカーが面接した際

に Aさんが発した言葉は「自分がまいた種だから仕方ない」というものでした。 

 私たち SWは、このような状況になった患者と面接する機会がよくありますが、患者の多

くは、そのような状況になった原因を自分自身のせいだと言うことが往々にしてあります。

貧困状態に陥った人ほど、その原因を自身の問題だと責め、多く人は他人に相談せず、ま

すます貧困な状態へと陥っていきます。 

確かに日本には様々な社会保障制度がありますが、本当に必要な人にその制度が行き届

いておらず、今回の Aさんのケースもそうですが、もっと早い段階で適切な相談の場所に

繋がることで救われる人が多く存在するのではないかと思います。 

「自己責任論」が日本社会の中に蔓延している中で、「権利としての社会保障」という考

え方を、多くの人たちとともに広げていく活動が必要だと感じています。 

もう一つお話したいことは国民健康保険（以下、国保）の問題です。松浦先生の報告に

もありましたが、死亡事例の 8割は国保の対象者でした。貧困の問題は国保の問題といっ

ていもよいほど、国保加入者の貧困問題は深刻です。実は、それは当然のことで、国保に

加入している人は誰かと考えると、それは被用者保険に加入していない人であり、無職者

や年金生活者がその半数を占める状況となっているからです。 

しかし、そういった国保加入者の実態を無視し、自治体側は目隠しをした対応をおこな

っているという実態があります。例えば保険料を滞納した人に対して、生活実態を無視し

て資格証明書を発行したり、財産を差し押さえしたりするといった対応が横行しています。

しかし、自治体のそういった対応を責めることができるのでしょうか。自治体側の立ち場

に立つと、国からの補助金が減額され続け、保険料が収入も限られる中で、保険料徴収に

必死にならざるを得ない状況もあると思います。そのいった状況の自治体側に「保険料を

下げろ！」「資格証明書を発行するな！」と一方的に話をしても議論が噛み合わないと思う

のです。私たちにできることは、国保世帯の実態を少しでもリアルに自治体職員に伝え、

目隠ししている自治体の状況をサングラスをかけている状況に変え、最終的に国保世帯の

実態を反映させた行政へと改善していくことだと思っています。 
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社会保障の明日を考えるシンポジウムフロア発言

相次ぐ介護保険改定で特養ホームは？

2018年 10月 7日

藤牧圭介

制度が変わるたびに求められる対応。本来主旨とかけ離れた介護保険法の改悪と呼べる変化が大きい。

いわゆる保険あってサービスなし状態。

特に 2015年施行の法改定。これまでにない大きな変化を現場に及ぼした。

・入居制限要介護 3以上 順番にも付けなくなった

・費用負担が急に大きく増えた 他の有料と変わらない

そのことで待機者数激減した

影響は

入居の相談自体が減った。入居決まらず施設長が奔走する事態。

待機者がいるのにすぐ決まらない→お互いのタイミング。お金があるうちは他所で。本当は特養がい

い。

施設経営の打撃。介護報酬は発足時より悪化。増員、給与アップも困難。

人材不足は危機の最中。

施設のベッド空いているのに、待機者もいるのに稼動できない施設もある。

介護学生の減少。無資格で雇ってもしっかりと育てる体制の維持困難。

高い介護保険天引き、利用するときに高くて使えない、介護度によっては使う権利もない、在宅介護

困っている人沢山、事業者も経営難、担い手もいない状況を生み出してきた。

→地域で助け合って生きることをバラ色の未来にように描く計画を強要

→現場感覚との乖離

介護者も、事業者もこれ以上負担増はやっていけないの声をもっと主張すべき。双方に無理が生じ

ている。国、政治の役割。

本来の主旨に沿った制度に作り変えるべき。介護に関わる職員の専門性を報酬で評価すること。一

番有効な施策。

以上
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社会保障の明日を考えるシンポジウムフロア発言

介護労働者の置かれている状況

2018.10.7
石川民医労 今澤增男

こんにちは、石川民医連労働組合で専従をしています、今澤です。私の方からは、介護労働者

の置かれている状況を話したいと思います。私は、二十数年間介護士として働いてきました。2000

年に介護保険制度が始まりましたが、介護を取り巻く環境は悪化の一途をたどる一方です。先

ほど藤牧さんの話にもありましたが介護保険料の引き上げ、軽度要介護者の切り捨てにより制

度があっても介護サービスが受けられない現状が発生しています。

そして、何よりも介護職員の人員不足と高齢化です。人員不足の問題では他産業と比較して、

仕事がきついうえに月額約 9 万円も低い状況で、『このままでは結婚しても暮らしていけないか

ら』と辞めていく男性の寿退社が後を絶ちません。

厚生労働省は、2025 年度石川県では 1610 人不足するとみていますが、これは現状の増員ペー

スが保たれることが前提で、現行単純比較では 4924 人不足し、毎年 700 人増やしていかないと

必要数を満たせないのが現状という試算も出ています。

これまで行われてきた多くの運動を反映して、2012 年に処遇改善交付金がつくられ、今の処

遇改善加算につながりましたが、処遇を改善するまでには至っていません。

2019年秋に勤続 10年以上の介護士の給与を引き上げると、昨年秋（2017年）に財務省より発

表されましたが、消費税の引き上げとセットとなっています。（保育でも同じことが言われ消費

税増税では財源が足りないのは明らかです）

給料が低いため、慢性的な人員不足になり、特別養護老人ホームや多くの介護施設では、人

員不足のため公休も取れず、2 交替で月 6 回以上の夜勤、3 交替を行っている施設でも月 9 回以

上の夜勤をして働いている状態です。

2018 年 6 月に行われた日本医労連・医療研究全国集会の分科会の中で、あるグループホーム

で『2交替で月 8回の夜勤をしているところもある』との報告もありました。

県内の介護施設でも、人員不足により事業所の業務が出来なくなり、やむなく廃業する施設

も出てきています。

また、職員の高齢化問題では、人員不足のため定年を迎えても退職できず、あるヘルパース

テーションでは『80 歳を超えても辞めさせてもらえない』と言われました。その為、訪問先で

自身が病気になり倒れていた、認知症になり訪問したが何をしたらよいのか分からなくなり、

連絡がはいった、などの報告もあります。

介護士を養成する教育機関も、問題は深刻です。

石川県内にもある介護福祉士の養成学校も、定員割れしクラスによっては定員の約半数しか

生徒がいないなどの状況も発生しています。

そして、せっかく資格を取得しても介護の仕事を選ばず他産業に就職する生徒もいるとの事で

す。また、就職が決まっていても、『親が自分の子供に、給料が安くてこんなひどい仕事はさせ

られない』と、就職を辞退すると言ったケースも発生しています。
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そして、6 月末にＮＨＫにて『ハラスメント』をテーマに放送された番組では、『患者・利用

者から職員に対してのセクハラ・暴力』の問題が明らかになりました。

多くが訪問介護で利用者宅に行き 1対 1になった場面、施設内ではプライバシー保護の為個室

が増え、排せつ介助などで部屋に行き 1 対 1 になった場面に発生しています。その事が原因で

辞めていく職員もいます。

このままでは、制度自体も崩壊してしまいます。（もう崩壊しているかもしれませんが・・・）

それでも、現在働いている介護職員は、歯を食いしばり、利用者の前では笑顔で誇りを持っ

て働いています。

利用者の守ることも必要ですが、職員の人権も守ることも必要です。何としても、制度を改

善し、『職員も安心して働ける』『利用者も安心して制度を利用できる』ための運動を作り出す

ことが重要です。

皆さん、ともに頑張りましょう
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社会保障の明日を考えるシンポジウムフロア発言

子ども子育ての現状

あゆみ保育園 澤口朋之

あゆみ保育園に勤める澤口朋之と申します。現在、年長の息子と2歳の娘の父をしながら保育

士をしています。家庭でも仕事でも子どもと関わり日々奮闘中です。

保育園の待機児問題から保護者が立ち上がり、保育園の問題が大きく取りざたされるように

なりました。金沢市では「待機児童ゼロ」と言われていますが、家や職場の近くの園に入りた

いと思ってもなかなか入れないのが現状です。お母さん方が安心して赤ちゃんを生める環境に

なったらいいなと思います。

これらの問題の中には保育士の人手不足が大きく関係してきます。保育士は憧れの職業と言

われていたのに、仕事の割には給料が安いなどの理由で、なり手が少なくなっています。また

書き物や行事などに向けた制作の準備などで夜の9時近くまで残っている園もあるそうです。

給料の面では、10年以上してもまだ17万ほどです。上がることはありがたいですが、やっぱ

りもっと欲しいです。女性では出産とともに辞める人もいます。また男性の場合は結婚を機に

給料のいい仕事にと寿退社も増えています。やりがいのある仕事なのに、、、そしてこれからの

未来を担う子どもたちを育てる大事な仕事なのに、、、。

もっと国が保障していってほしいと思います。現在、処遇改善で4万円アップが実施されまし

たが、それは園の中でも2、3人だけ。それを受けられる人も15時間から60時間かけての研修が

あります。職員が抜けている分、休みも取りづらいなど、まだまだ課題が大きい問題です。そ

して一時的な改善費（手当）で年金には関わらないものなので、組合としても全員のベアを訴

えていきたいです。署名活動などを通して改善できるよう力を尽くしていきたいと思います。
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社会保障の明日を考えるシンポジウム フロア発言

年金給付の削減は憲法25条の社会保障の後退原則に違反していて許されない

年金引き下げ違憲訴訟原告

岩原 和子

はじめに

日本国憲法25条第2項で「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」と国の義務を規定しています。しかし、年金給付は相継いで引

き下げられ、年金受給者を塗炭の苦しみに落とし入れました。この年金給付減は憲法25条から導かれ

る社会保障の後退禁止原則に違反し許されないことを陳述します。

１．私の職歴と年金受給額

私は1948年3月生まれです。子ども時代は生活には困らない家庭で生まれ育ち、大学は1971年京都

外国語大学を卒業し、大学の内外で学んだ民主的インテリゲンチャーをめざして「平和」を教える

「教師への道」を歩もうとしました。私は英語の臨時教師含めて12年間程勤めましたが、厚生年金

の加入期間は25ヶ月でした。私が現在受給している年金は、厚生年金25ヶ月分含めて414ヶ月分、つ

まり34年5ヶ月分の年金で、その結果私の年金は月々6万6000円です。金沢市での生活保護の生活扶

助費は月68000円です。私の年金額はその生活扶助費以下になると思います。

２．特例水準解消を理由にした年金削減・ﾏｸﾛ経済ｽﾗｲﾄﾞ及び年金ｶｯﾄ法の実施による私の不安

2013年10月から特例水準の解消を理由にした2．5％の年金削減、2015年4月からのマクロ経済スライ

ドの実施によって、2013年10月から現在に至るまで年金は3．6％削減されてきました。

今後、マクロ経済スライドと2016年12月に強行採決された年金カット法が実施されると、基礎年金

は2042年までに29％削減されると聞かされ、身の毛もよだつ思いでいます。私は月々6万6000円だから、

29％削減されるとなると、24年後の2042年では月々4万6000円位になるのです。

今一人暮らしをすると、食事代、水光熱費、病院代、冠婚葬祭代、税金などなどで、衣類は買わなか

ったとしても、月々12万円から15万円は必要です。今、私の夫は現在69歳で、まだ元気だけれども、

24年後は93歳。私が万が一94歳で一人となった場合、4万6000円では暮らしは成り立ちません。首をつ

るしかないんです。24年後までいかなくても、一人身で5万円、6万円では生活は無理です。今は夫婦

2人合わせて月21万円位の生活です。が、それでも将来を考え、不安の気持ちで貯金を崩しながらも何

とか暮らし続けています。でもこれが、もし夫が亡くなっては、私一人だけの年金では暮らしてはい

けません。そう思うと、不安で不安で夜もおちおち眠れません。

３．私たちには人間らしく生きる権利がある。

考えてもみてください！すでに年金もらっている人がそれを基に老後設計をしてきて、今になって

それが削られる。そしてそれを取り戻す力が無い年齢になって年金を削減されることは「老後の設計

を壊し、将来言い知れぬ不安をもたらすだけ」です。私たちだって人間らしく生きる権利があります。

老齢になって、ひとり暮らしになると人間らしく生きる権利が守られないだけでなく生存さえ奪われ

るような事が許されるのでしょうか
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日本国憲法25条では第1項で「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、第2項で「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」と国に向上・増進義務があります。ましてや後退させてはいけない、とな

っていると理解しています。

ところが先に述べましたように、国は2013年10月から現在に至るまで3.6％国民の命綱である年金を

無謀にも削減しました。「削減」について何ひとつ私達の意見を聞いたり、「削減することによって、

私達の生活がどのような悪影響を被るのか調査もしない」で削減したのです。これは決して「許せな

い」ことです。私たちが裁判で国を被告にして訴えている中身です！

4．若者も高齢者も安心できる年金制度の確立

さらに国が3．6％年金を削減する理由として若者の負担の軽減を理由としていますが、若者の負担

の増大は政府の政策によるものです。高齢者の年金が多いからではないのです。私の子どもをはじめ

として現在の若者世代の労働条件・賃金には過酷なものがあります。労働基準法が全く機能していな

い実態もあります。その結果、今日労働者の非正規雇用の方々が労働者全体の4割という中で、若者た

ちの暮らしはままならず、年収200万円以下の労働者は1000万人以上います。現在の若者たちは、今で

も大変な生活を強いられ、将来、高齢期になった時には私達団塊の世代が65歳で年金は手にできたの

と違って、70歳でないと年金が手に取れないという過酷なことを政府が検討しています。

「若者に安心な年金を渡したい」のこの願いは私たちの願いです。私が裁判の原告に名を連ねて訴

えているもう一つの理由です。私達にとっては、若者が将来には「安心できない年金」しか受け取れ

なくなることは非常に苦痛です。子ども達の将来を老後を考えると自分の将来以上に不安が募り、心

が痛みます。

５．裁判長へのお願い

裁判長、高齢者が安心できない社会は全ての人が安心できないいびつな社会です。年金は障害や老

齢で働くことができなくなったら、人間らしく生きていくための土台です。命綱です。それを財政を

理由にして削減し続けることは憲法上許されるのでしょうか？

国会では、私も年金カット法案の時に、傍聴しましたが、与党は小選挙区制度での偽りの多数の議

席で、十分な審議もしないで強行採決でした。私はこの時に感じた怒りを帰りの電車の中で歌詞にし

ました。それは作曲家の手によって「夢を抱こうよ！」という曲になり、昨年秋の全国うたごえ祭典

で歌われ、全国で歌われています。

裁判長、国会は国民の声や願いを聞かないで悪政製造機関

かのように暴走しています。医療・福祉・年金制度は憲法２

５条から導かれる社会保障の後退禁止原則に反して、『給付

の削減と負担増』の連続です。だからこそ、司法が名もなき

私たちの声や願い、不安な老後を送っている私たちの声や願

いに耳を傾け、憲法に基づいて審査していただくことを切に

お願いいたしまして、私の陳述を終わらせていただきます。
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社会保障の明日を考えるシンポジウムフロア発言

家計簿から見える社会保障

新日本婦人の会金沢支部 片岡紀子

私は長年家計簿をつけてきました。といっても消費税や税金・社会保障の年間まとめが分かるくら

いにつけられるようになったのは、１０年ほど前からです。その頃から、私は自営業、夫は会社員で

す。

１０年前と昨年を比べると、夫の年間の健康保険は１．６倍になりました。私は国保で３．１倍に

なりました。年金は夫も私も１．６倍になりました。社会保障と税金の年間総額は１０年間で２倍以

上になりました。収入に占める社会保障費の割合は１０年前は１６％でしたが、昨年には２８％まで

に増えています。年間約２０万円の消費税を入れると、昨年の収入に占める税と社会保障の割合は３

０％以上となりました。

ここまで社会保障と税金の負担が上がっているのに、私たちの生活は良くなっているはずですが、

逆に心配な老後が待っています。

夏に、武蔵で署名行動をし、署名とともに「将来の不安なことは何？」というシール投票を実施し

ました。その時中学生が「年金」にシールをはったのです。理由を聞くと「自分が年金をもらう頃に

どうなっているか分からないから」と言いました。中学生がそんな心配をしなければならない国は他

にあるでしょうか。

社会人になった娘も「年金を払っていても老後はどうなるかな」と言っています。若い世代が将来

に不安を持っています。

消費税が 10%になればさらに消費は落ち込み生活は大変になります。これい以上の税と社会保障

の負担増は困ります。

皆さんも自分の家計の何％が税と社会保障なのか、調べてください。それは確定申告や、市民税の

申告の時に、収入と税金、社会保障の負担額はわかりますので、それを基に計算をすれば割合が出せ

ますので、ご一緒に実施してみませんか

33



社会保障の明日を考えるシンポジウム「打開策提案」

【司会】横山先生より、本日の、今までの討論を受けての「打開策の提案」をしていただきたいと思

います。

◇ ◇

シンポジウムではたくさんの発言をいただきました。文字通り、最初に報告をさせていただいた人

権侵害がどれほど広く、深く進行していて、人々の生活を苦しめているかということがよく分かりま

した。特に高齢、障害、子どももそうですし、年金生活の人たちも含めて、それぞれ個人の人権が侵

されている。人権、つまりその人がその人らしく個人として尊重されながら生活をすることができる、

こうしたことが踏みにじられている状況が広がっているということをあらためて捉えなおすことがで

きました。

もう一つはそういった人々の生活を守り、権利を担っていくべき医療や介護の現場で働く人たちの

人権も、ひどく踏みにじられているという実態も明らかになったと思います。人々の生活を支えるに

ふさわしい様々なサービスを提供している事業所も安定的な運営が脅かされ、存続そのものも危ぶま

れる状況に追いやられている。こういう 3つの側面から、人々の生活っていうものが大変深刻な状況
に置かれてきているということが明確にされたと思います。

最近、谷本真由美さんが書いた『世界でバカにされる日本人』という本を読みました。それによる

と、日本人には最近、「日本すごい病」というのがあって、「日本はすごい国だ」っていうことをテ

レビでも盛んにやっているが、それが実に世界では奇妙に思われているとのこと。この本には、どう

かなと思うところもありますが、ひとつ共感できたのは、これだけ高齢化や少子化が進行し、世界も

日本がこの状況をどのように克服していこうとしているのか注目している。ところが、ずいぶんとひ

どい状況が進行しているにも関わらず、多くの人たちが声をあげようとしない。これは大変奇妙なこ

とだという指摘です。

おそらく今日の話をイギリス人やあるいはフランス人などが聞いたら、いったい日本ってどんな国

だ、どうなっているんだ、国民はなぜ何も文句を言わないのだ、っていうように考えると思います。

われわれはそういう状況をずっと経験しているので、なんとなく感度を少し鈍くしてるようなところ

があると思います。それほどまでに、今日話をされた中身はほんとに深刻な人権侵害の状況だと思い

ます。それは同時に、一体憲法はどこにいったのか、憲法があるのにどうしてこんな状況がいつまで

も放置されているのか、そのことを真剣に考えなければならないということを示していると思います。

そこで、打開策と言うとなかなか大変なのですが、レジュメの後半の内容に沿って、打開の方向性

を提起させていただきます。

【憲法を足場に人権としての社会保障を取り戻す】

まずは、憲法を足場にして、人権としての社会保障を取り戻す、このことがまず基本に据えられな

ければならないというように思います。細かい取り組みについては、省きますが、例えば 13 条。こ
れは皆さんもよくご存知のとおり、「全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求

に対する国民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」と謳っている。個人の尊厳っていうのは何よりも大事にされなければならないっていう

ことを憲法では謳っているわけです。この視点で、では保育の現場で子どもたちの人権が本当に守ら

れているか、介護の現場で高齢者の人権が本当に守られているか、障害を持つ人たちが、その生活の

場で本当に人権が守られているか、こういうことを真剣に深く捉えなおすこのことが、まず必要だと
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思います。

そのうえで、憲法の保障する権利を社会保障の中に具体化をし、実現していくことが求められます。

権利侵害の具体的な状況に即して、権利の内容や原則を掲げて、その改善を求めていくことが必要で

す。ただ、憲法と具体的な制度や現状との間には、なおやはり乖離があるのも事実です。そこで、こ

の憲法の理念を具体化し、個別の制度、分野に共通に求められる原則あるいは権利保障の内容を明確

にする作業が必要となります。この作業を行ってまとめられたのが「社会保障基本法及び社会保障憲

章」であります。これは、井上英夫さん、後藤道夫さん、渡辺治さんが編集された『新たな福祉国家

を展望する』という本に載っています。全部ではありませんが、社会保障の権利と原則としてまとめ

られた第 2 章のところだけを資料として載せました。資料の 36 ページからです。例えば、いま言っ
た個人の尊厳については、第 7条の 2項で「すべての人は社会保障の給付を受けるに際して、個人と
して尊重され、その各人に応じた多様な必要を充足する内容と水準、人間の尊厳のふさわしい手続き

を求める権利を有する」としています。これは憲法 13 条を具体化した内容です。全部は読みません
が、例えば「必要充足の原則」。それから、「基礎的なサービスの現物給付原則」「ナショナルミニマ

ム保障の原則」、あとで触れます財政についても、社会保障施策の財政上の考慮への優越が述べられ

ています。つまり、財政的な理由でその権利を制限をするようなことは許されないということ、この

ようなことも含めて書かれています。

この社会保障の基本法を社会保障の憲章を踏まえながら、それぞれの領域で何が今、どのような形

で権利が侵害されているのか、それをどう取り戻していくのか、その具体的な目標と方向性を明らか

にしていくことが求められます。

そして、その次ですが、憲法を活かせば社会保障はもっともっと輝くことができる、そして人々の

生活を大きく豊かにすることが可能だ、そのことをそれぞれの分野の状況に即して、生き生きと語っ

ていくことが求められていると思います。

【人権としての社会保障を実現する財政の確立をめざす】

次もう一つは、この人権としての社会保障を実現するための財政の確立を目指すということです。

先程財源の話もありました。財源の不足に対してこれは徹底して反撃をしなければ、われわれの展望

は開けません。

社会保障の財源不足の議論が繰り返しされている状況の中で、改めて原則的な考え方を確認してお

きます。国の予算の歳入と歳出は、特定の歳入と歳出を結びつけないという原則があります。財政学

では「ノン・アフェクタシオンの原則」と言われています。つまり様々な税など、消費税も含めてで

ありますが、歳入を確保する。そのうえで、それをどう使うのか。どの分野でどう使うのかは、その

時々の最も優先度の高いものから財源を配分していく、これが財政編成の大原則です。そのように考

えれば、実は入ってくる歳入のすべてが、潜在的には社会保障の財源だということです。もちろん 100
％社会保障に使うわけにはいかない。そこで、国民生活や経済に必要な事業にそれぞれ財政資金を振

り分けながら、社会保障についてもどれだけ配分していくかが、最終的に決まってくるわけです。つ

まり、社会保障の財源が不足をしていて、社会保障の充実を図れないっていう話は大嘘だということ

です。国の財政は使い方によっては、社会保障の財源を十分に確保することができるということです。

つまり、現在の使いみちを変えて、より多く社会保障へと配分していく。その方法が一つです。

それから歳入自体を増やして、社会保障へ投入していく財源を増やしていくことも同時に追求する。

この二つのことを考えなければなりません。

社会保障に充てるとイメージで議論してしまうと政府の土俵にはまってしまいます。国の予算をど
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ういうふうに組み替えていくのかということを考えて、そのこととの関係で社会保障の財源をどう確

保していくのか、社会保障にどれだけ財源を投入していくのかを考えていく。つまり社会保障の財源

を考えるということは、国の歳入や歳出の全体のあり方を考える、そして歳入・歳出を見直して組み

替えていくという作業だということです。

いま、社会保障の改善は、消費税の増税しかありえないみたいな議論になっていますが、これは大

きな間違いであります。先ほども発言がありましたが、日本の税制度はこの 20 年くらいの間に極め
ていびつで、不公平な状況に変わってきています。所得税の最高税率の段階的引き下げ、同じく法人

税の段階的引き下げ、株取引による利益への負担軽減、タックス・ヘイブンによる税逃れ・税隠し、

そして消費税の増税。これらはますます日本の社会の格差や貧困を広げていく、そういう大きな要因

にもなっています。したがってここをただす。この税が財政のゆがみを正し、不公平を是正していく。

このことをきちっとやっていけば、多くの財源を確保することが可能だということであります。

福祉国家構想研究会というグループがあります。これは社会保障基本法・社会保障憲章を具体化を

していくための研究会で、私も参加しています。そこで試算をしたところ、傷んだ社会保障を修復し

人権侵害を食い止めていく、そのために必要な財源は大体 30兆円、多く見積もって 40兆円くらいで
す。垣内亮さんは『経済』という雑誌で、所得税、法人税の見直しなどで「2016 年の段階で総額ざ
っと 23兆円ぐらいの財源は確保できる」と試算をしています。一度に 30兆円を増やすというのは難
しい話でありますけれども、それを例えば 5 兆円ずつ 6 年かけて 30 兆円を確保する。いうような計
画を立てれば十分それは可能な計画であります。税や財政の歪みを正す、このことによって財源をき

ちんと確保して社会保障を改善していく、そのことは十分可能であるということをきちんと語ってい

く必要があると思います。

予算の大幅増ということはとても望めないことだと思うかもしれませんが、1973年の「福祉元年」
と呼ばれた年は、前年度の社会保障関係費に比べて 31.9％増額されています。この間でも、例えば、
介護の処遇改善について、現場の人たちが要求してもなかなか改善しなかったのに、大幅に予算が増

えました。お金がないというのは、それはウソですね。その気になれば予算をいくらでもやりくりし

て充当できる。安倍首相はいろんな国に出かけては、巨額の経済協力をポンポンと約束をしてくる。

いったいそんなお金がどこにあるのかと思うのですが、実はあるんです。だからそれを社会保障に使

えばいいということであります。

最後に一言。憲法改正を巡る動きは大変危険な状況になり始めています。そういう状況の中で改め

て改憲を許さない取り組みは最も重要な課題です。その際に、9 条と 25 条を一体的に捉え、平和的
生存権の理念こそ憲法の神髄であることを訴えていく。そして、憲法を活かしてこそ豊かな生活が実

現できるということを訴えていく必要があります。

いま、皆さんは 3 千万署名を取り組まれていると思いますが、3 千万というのは安保法制反対の時
に取り組んだ署名の大体倍ぐらいの数になります。この取り組みを通じて、憲法を生き生きと語るこ

とができれば、世の中を変えていくことが可能だと思います。

具体的な解決策というところまではいきませんが、基本的な打開の方向を提起させていただきまし

た。以上です。

【司会】横山先生ありがとうございました。引き続き、パネラーの皆さんからもご意見をいただきた

いと思います。
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社会保障の明日を考えるシンポジウム「まとめ」（横山壽一氏）

このシンポは、最初は二日間にわたって 2 回に分けてやろうという話がありましたが、2 回に分け
ると両方出られない人もたくさん出るので、1 回でやろうということでやりました。全体としてはも
っともっと時間をとって、いろんな議論ができればよかったのですが、少し時間が足りなかったよう

に思います。それでもいま起こってきている問題を、それぞれ関わっている分野だけではなくて、全

体として明らかにし、それを共有しようというシンポの目的・課題は、ある程度達成できたかなとい

うように思います。

では、これからどうしていくのか、その点について簡単にまとめたいと思います。

ひとつは、発言にもありました、自治体の人たちが具体的なその状況について見て見ぬふりをする、

目隠しをするなどして、その実態について真正面から向き合おうとしないという指摘がありました。

何よりも大事なのは、今日のこういう様々な問題を具体的な形で明らかにし、訴えていくことです。

このことがまず基本です。まず実態を明らかにしていくということです。

社会保障の歴史の中で、19 世紀の末に、これまで長期にわたって支配的であった貧困は自己責任
だという考え方から、そうではなくて社会的な要因によって起こってくる問題だ、だからその解決に

は社会が責任をもつべきだという、貧困観の大転換がありました。この貧困の大転換をもたらした要

因の一つは、チャールズ・ブースという人が行ったロンドンの貧困調査、それから、シーボーム・ラ

ウントリ－が行ったヨーク市の貧困調査です。これらの調査は、貧困の実態を科学的な方法で明らか

にし、その上でその貧困を引き起こしている原因の多くが個人の責任ではなくて、社会的な背景、要

因によって引き起こされているっていうことを明らかにしました。このことが貧困観を変えていく大

きな力になりました。

今日、報告された実態の多くも、それが個人の努力の不足だとかそういうことでもたらされたので

はなくて、文字通りこれは社会的な要因によって引き起こされたものであり、さらには、国が、制度

自身が作り出してきた実態であることは明らかです。このことをきちっとまとめて明らかにし、多く

の人と共有をするということがまず必要なことだと思います。

そのうえで、何が問題かを明確にしていくことです。繰り返しになりますけども、やはり人権とい

う視点で、徹底して問題を明らかにして、それが文字通り「権利が侵害されている状況だ」、「一刻

も放置をしていてはならない」、あるいは「社会がそういうことを、取り組まないで放置をしておく

ことは許されない問題だ」ということを明らかにしていく。このことも合わせてやっていく必要があ

るというように思います。

そして、これも繰り返しになりますが、憲法や社会保障基本法や社会保障憲章をうまく活用しなが

ら、それぞれの分野で憲法を活かして社会保障を改善、改革を進めていけば、どれほど豊かな生活が

展望できるのかということを、私たちが具体的にかつ生き生きと語っていく必要があるということで

す。

例えば、生活保護の制度について、これは国会でも議論になり、生活保障法へ変えましょうという

提案がありました。生活保護を文字通り総合的な生活保障のベースになるものとして組み替えていく。

そのことが必要だと思います。医療保険も、いつでも、どこでも、誰でも、経済的に心配なく、最高

の医療を受けることができる。みんなが加わるというだけではなくて、医療の内容についても充実を

図り、医療保障にふさわしい体制として再構築していく。介護保険についても、医療保険に比べると

大変使い勝手の悪い、欠陥だらけの制度を、当面はせめて医療保険並にする。さらにそのレベルにと

どまらず、その先も展望して、保険という制度から税を中心とした方式へと変え、介護保障の仕組み

37



へと転換を図っていく。こういうことを具体的に示していく必要があると思います。

年金についてはかなり詳しく提案がありました。何よりも最低生活保障、最低生活保障年金これを

実現していくということが最も重要なことであります。同時に医療や介護の負担がかかりすぎると、

年金にどんどんと負荷がかかってくる。したがって医療や介護はできるだけ負担がなく、できれば無

償にして総合的にそれらも含めた生活が保障していけるような仕組みを考えていく。こういうことも

必要かと思います。

障害の分野については、障害者総合福祉制度の骨格提案がまとめられました。実現はできていませ

んが、ここには文字通り障害者の権利保障を、障害者権利条約をベースに実現していく方向というの

が明確かつ具体的に示されています。こうしたものを使いながら、改革の方向を明らかにしていくこ

とが必要だと思います。

保育の分野についてもこれはすべての子どもの発達保障を担う制度として、そして希望すればいつ

でも、どこでも、誰でも利用可能な保育制度として再構築する。そのことによって子どもの人権を守

ることができる。

ひどい状況が長く続くと、それが当たり前になって、そこから先の明るい展望を語ることが段々と

虚しくなる。そういう現実がありますけれども、しかし、われわれには憲法があります。この憲法を

どう活かして、明るい社会をどう作っていくのか、希望の持てる社会保障をどう作っていくのか、そ

のことをもっともっと具体的に議論していく必要があると思います。今日はたくさんの提案もいただ

きました。それらを手がかりにしながら、さらに議論を深めていくことができればと思います。以上

です。
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