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第２２回浦安市賢人会議

１．開催日時 平成 27 年２月 17 日（火）15 時～17 時

２．開催場所 都市センターホテル 603 会議室

３．出 席 者 神野議長、大日向委員、西川委員、松崎市長

３．欠 席 者 鈴木委員

事 務 局 市長公室長、市長公室次長、秘書課長、企画政策課長、

企画政策課 1名

４．会議の概要

（開 会）

(1) 市長あいさつ

(2) 議長あいさつ

(3) 委員あいさつ

(4) 議事

生活困窮者自立支援法と子どもの貧困について

（閉 会）

●市長あいさつ

市 長： きょうは大変お忙しい中、また寒い中ありがとうございます。

この賢人会議で、これまでいろいろご議論いただいたものは、施策

や予算のほうに反映させていただいております。平成 27 年度も今週、

20 日に市議会が招集され、予算審議がいよいよ始まります。

私どもの浦安は、東北地方と違って大地の被災なもので、地中が大

分ダメージを受けていまして、道路の舗装が４割台に手が届くかどう

かといった、今のところまだ復旧・復興の道半ばというところです。

今年、平成 27 年は戦後 70 周年ということもあり、また大きく教育

委員会制度も変わりますし、大日向委員のご専門の子ども・子育て新

制度もスタートと、またそれに加えて、生活困窮者自立支援法ですと

か、障害者差別禁止法ですとか、社会保障分野で大きく変わる年だと

自覚をしています。

ただ、生活困窮者の自立支援制度もそうですし、地域包括支援シス

テムも、子ども・子育ても全部同じところに帰結するのではないかと

思うんですけれども、何か閉塞感が漂うような今の日本社会、私ども

非常に小さなコンパクトシティですけれど、子育ての関係ですとか、
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少子化対策ですとか、何らかの形で国を動かし切れる強力な自治体だ

という自負だけは持っていますけれども、この子どもの貧困と生活困

窮者の支援、これについてはどちらかというと突然降って湧いたよう

な認識で、まだ右往左往している状態ですので、ぜひ委員の皆さん方

に大所高所からのご指導をいただければと思いますので、よろしくお

願いします。

●議長あいさつ

議 長： お寒い時期に皆さんお集まりいただきまして、ありがとうございま

す。

きょうのテーマとなっている、子どもの貧困だけは理解できないん

です。

何で子どもの貧困という概念が出てきて、年齢別に貧困率も出てき

て、相対的貧困率ないしは年齢別に政府が介入する前と後のジニ係数

を出すんですね。

大沢真理先生とか、阿部彩さんとかと議論していると、結局、日本

では年齢別に見て、子どものとき、子どもの年代の政府が介入する前

のジニ係数と政府が介入した後のジニ係数だと、後のジニ係数のほう

が大きくなっていて、これは世界の国々で日本だけだと。つまり、簡

単に言ってしまうと、政府が介入すると子どもの相対的貧困率という

か、子どもの不公平、格差が拡大する唯一の国だと指摘されている。

これは親の貧困かというとそうでもないし、つまり、子どもの貧困と

いう指摘からどういう問題を認識し、どういう問題解決の方法を考え

たらいいのかというのが、いま一つしっくりこないんですね。

最近、東大でトマ・ピケティ氏が講義をされまして、あの方の議論

を見てみると、今までの貧困とか格差の問題は、労働とか生活の場を

見ていた。それを見ていると本質が見抜けない。私はその資本を見る

んだとおっしゃってですね、つまり資本主義というか、生産要素に私

的所有権をくっつけてしまうと、経済成長率よりも資本の上げ幅が大

きくなってしまうから、必然的に格差と貧困が大きくなり、それが修

正された例外の時期は、福祉国家と言われているほぼ時代が例外的な

時期であると。

そういう分析の仕方をすると、結局政策提言は何でしょうかという

と、グローバル富裕税をかけろと。

資本の蓄積を抑えるということしか関心がなくて、貧困に対して、

貧困とか格差とか、いや、彼の議論はとにかくそれでもマルクス主義
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のように資本主義をひっくり返しちゃだめなんだと。

資本主義というのは成長は必要なんだけれども、修正すればいいん

だと。

これは昔から言っている我々の学問は、市場による所得分配という

のは不公正なんだけれども、マルクス主義のようにもうこれから全部

やめなくちゃいかんというふうに考えるのか、修正すれば正義にでき

るというふうに考えるのかといえば、19 世紀の末から出てきている財

政学とか、それは皆、修正すればどうにか、再分配をすればどうにか

公平なものに追いつけるということなんです。それは言われなくても

それはもうわかっていることなのですが、では、実際に貧困や格差の

是正、つまり彼はそちらの分析しか今までやってこなかったのがまず

いんだというふうに批判したからやっていないのかもしれないんだけ

れども、そちらの政策提言は余りないんですよね。

貧困というのは実はかなり複雑で、非常に個別的な事情で貧困にな

っていくんですよ。なので、お金をばらまけば、ばらまけというのは

変だけれども、給付つき税額控除をやれば全ての問題は解決するとか、

最低限の所得保障、「ベーシックインカム」を保障すればいいというよ

うなものじゃないと思うんですよ、貧困というのは。

例えば障がいを持ったり、また病気から貧困に陥ったりする人もい

るし、いろんな要素で貧困に陥ってくるので、政策として貧困を防ご

うとする場合、さまざまなところでさまざまなリスクに対するネット

を張っておいて、最後に落ちてくるところは、生活保護で受ける。我々

の財政学では、予防主義という考え方なんですが、そういうかなり複

雑なシステムが要って、下のほうの問題について言えば、格差とか貧

困の問題というのは単純に金持ちの蓄積を、そうは言っていないけれ

ども、そっちの問題だけから出てくる政策提言では何ら解決ができな

いので、子どもの貧困という問題を考える上で、貧困問題全体をジグ

ソーパズルの絵だとすると、一つの小片だけを見て、ああでもない、

こうでもないといじっていても、結局全体の図柄を見失う結果になっ

てしまうので、子どもの貧困問題というのは、子どもの政策だけでは

なく、いろいろな問題を含めて考えていくことが大切じゃないかと思

っています。

●委員あいさつ

委 員： 子どもの貧困というのは、連鎖するところが非常に大きな問題で

す。
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育っている今の時点での環境的な貧しさから、子どもが心や体に影

響を受けることは言うまでもありませんが、それが教育格差や健康格

差となって、将来、大人になったときの格差につながるという点で、

昨今、問題認識が強まっています。

ＯＥＣＤはすでに1980年代のころからこの問題に着目しています。

スターティングストロングといって、小さいときの発達環境の整備

に十分な投資をすることが、将来の労働力の質の担保や犯罪率の低下

など、社会の投資になっていくという発想でやってきています。それ

に対して、日本は随分後手に回ってきたと思うんですけれども、最近

いろんな対策が打たれているようです。ただ、昨今の政策の中には、

かえって子どもの格差を広げる方向につながりかねないものもあって、

心配しています。

たとえば、祖父母から孫への教育資金贈与というのがありますね。

孫一人当たり、1500万円まで贈与税が非課税になるということですが、

豊かな祖父母はこの制度を利用して、孫の教育を支援するでしょう。

一方、そういう祖父母を持たない子どもたちはどうなるのかというこ

とが非常に心配です。日本全体で見ると、子どもの貧困はさらに拡大

しているのが現状だからです。

そこにどうやって手を打つかということですが、親の貧困と子ども

の貧困をどういうふうに線を引いて考えるかといったことの議論がま

だ十分ないような気がいたします。親が豊かだろうが貧しかろうが、

子どもには教育を保障する、あるいは健康を保障しなくてはいけない。

これが現物給付であろうと現金給付であろうと、そこのところの手当

てが十分できてないのではないかなと思っています。

●委員あいさつ

委 員： この貧困問題は、やっぱり国の問題ではないのかなという感じがす

るんです。

市 長： それが今、自治体におりてきてしまっているから問題なんです。

委 員： そうですね。おかしいなという点が１点と、もう一つ、トマ・ピケ

ティが言っているのは、結局、経済成長よりも資本の投資、資本収益

率のほうが早いと。

やるせない話ですけれども、その対策として、そこまではいいんで

すよ、トマ・ピケティは分析したわけですから、それは正しいんです

よね。ただ、その貧困の差が縮まったのは戦争のときだけだったと言

っていましたね。
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福祉国家とは余り関係ないということを言っていたような思いがあ

りますけれども、それで答えがないんですよ。国際的に富裕税を取る

なんて絶対無理ですし、ただ一つ、委員もおっしゃっていたように、

教育というものは非常に重要で、子どもが勉強しようとしてもお金が

なくてできない、いい学校や大学とかに行けないということで、また、

貧困につながっていく。とにかく、教育で、学ぶ価値を教えて学ばせ

て、その費用は自治体が持っていくくらいでしょうかね。もっと大き

な枠組みになったらもう国しかないんだろうなと。

自治体毎にばらばらにやっていたら、やっぱり日本の貧困問題、子

どもの貧困問題って解決しないと思うんですよ。そう言っているピケ

ティがまた高学歴で、これも何か自分で自分を否定するようなことを

言っていいのかという感じがしますけれども。

それと、今、企業の採用の現場で何が起きているか。ネット出願な

んですよね。大学名を入れさせるわけですよ。そこで、フィルタリン

グというのがあって、○○大学って名前が五、六個書いてある。それ

がシャっと落ちていくわけですよ。これ、ひどいんですよね。まだ手

書きのほうは、そんな有名な大学じゃなくても、ああ、この人はおも

しろいとかいって出していくんですけれども、見事に企業は今そうい

う足切りをしています。こんな非人間的なということでいいのかとい

うことを人事担当役員に言ったら、そうしないと有名な企業は３万と

か４万とか出願が来て……。

市 長： それは大手企業の話ですね。

委 員： そうです。だから、教育については自治体として、本当に小さいと

きから東大に入るまで、入った後というか卒業するまでいろいろな手

が打てるんではないかと。

全体の貧困については、何かもう議長がおっしゃったようにいろい

ろなファクターがあって、私は研究者じゃないんで実態しかわからな

いですけれども、例えば大阪市の西成区というところでは、生活保護

の受給日を、給料日だと言うんですよ。

それで、そばに○○組系の飲み屋がたくさんあって、「競艇にするわ、

きょうは」とか言って、全く働く気も何もない。ああいう人たちを見

るとちょっと腹が立つ感じで、これでいいのかと。

やっぱりそういう人たちの子どもって、当然、競馬、競輪、競艇、

オートレースで使ってしまったら、教育費はなくなっちゃうわけです

よ。だったら、教育クーポンとかそっちのほうがまだいいのかなと思

いました。実証ができない話で申しわけありませんが、そのような実
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態かなと思います。

公室長： ありがとうございます。

お三方の委員のごあいさつで、もう本日のテーマの具体的な内容に

入っているかと思いますが、再度整理させていただきますと、本日の

テーマが「生活困窮者自立支援法と子どもの貧困について」というこ

とで、本年４月からこの支援法が施行され、我々自治体としてもこの

自立相談支援事業、こういったものを実施していかなければならない。

ただ、やはりなかなかこの対象者の把握が非常に難しいということ

と、あと、この支援法そのものが今までの金銭給付とかではなくて、

就労準備、あるいは生活支援、あるいは家計相談、こういったものが

中心となっていまして、そういった制度設計をどうデザインしていく

のかとか、自治体としてもなかなか課題が多いというような状況があ

りまして、それと、子どもの貧困の問題、非常に先生方のお話を聞い

ていると、子どもの貧困率そのものの定義が逆にわからなくなってし

まったんですが、その辺も含めていろいろご議論いただいて、またい

ろんなご意見をいただければと考えていますので、よろしくお願いし

ます。

それでは、これからの議事進行を議長のほうにお願いしたいと思い

ます。

●生活困窮者自立支援法と子どもの貧困について

議 長： 本日は、今もう既にお話をいただきましたが、事務局で準備してい

ただいている資料について、説明をお願いいたします。

事務局： それでは、事務局のほうから資料についてご説明をさせていただき

ます。

まず資料１ですが、こちら生活困窮者自立支援法の概要になります。

この法律は、平成 25 年 12 月 13 日に公布されたものですけれども、

今年の４月１日からの施行になりまして、生活保護に至る一歩手前の

方たちに対しまして、自立支援策の強化を図ろうという趣旨の法律に

なっております。

法律の概要の１番、２番というところにも書いているんですけれど

も、こちらの法律では、必須事業と任意事業という２つの柱から成り

立っておりまして、必須事業では、自立相談支援事業という大きな柱

がございます。こちらは、生活に困りごとや不安を抱えている場合、

相談員がどのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支
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援プランを作成、自立に向けた支援を行っていくといった事業です。

浦安市の場合、平成 27 年度の事業予算案としまして 480 万円となって

おります。

それと、必須事業でもう一つ、住居確保給付金がございます。こち

らは、離職などにより住宅を失った、また失うおそれの高い方に、就

職活動などを条件に３カ月間家賃相当額を支給する事業となっており

ます。浦安の場合、こちらに約 227 万円の予算案となっております。

続いて、任意事業ですが、就労準備支援事業がございます。こちら

は社会とのかかわりに不安がある、他人とのコミュニケーションがう

まくとれないなど、直ちに就労することが困難な方に６カ月から１年

間の間、基礎能力を養いながら就労支援や就労機会を提供するといっ

た事業で、433 万円の予算案となっております。

また、一時生活支援事業というのは、資料に記載されたとおりです

けれども、本市では予算化しておりません。

次に、家計相談支援事業、こちらは、収入はあるのですが家計が回

らない方に対して、相談者みずからが家計を管理できるよう状況に応

じた支援計画を作成し、早期の生活再生を支援するといった内容で、

予算案として 161 万円計上しております。

それと、もう一つ、学習支援事業、生活に困窮している家庭の子ど

もたちに対しまして学習の支援などを行い、親から子への貧困の連鎖、

これを防止していくというものを掲げたもので、事業予算案は 500 万

円となっております。

続きまして、資料２です。今、生活困窮者自立支援法のご説明をさ

せていただきましたが、生活保護に至る一歩手前の人たちに対するも

のだったんですが、では生活保護の現状というのはどうなっているの

かということで、資料２、３、４という形で用意させていただきまし

た。

資料２は、国全体の被保護世帯、人員、保護率の昭和 26 年度から平

成 26 年までの年次推移になっております。平成５年、６年ぐらいは全

体的に下がった、このころはバブル絶頂だったと思うんですけれども、

そのバブルの崩壊に伴いまして、平成５年、６年、７年あたりからど

んどん上昇のカーブを描いていきます。そして、もう一つの転機が平

成 20 年ごろですね、こちらリーマンショックも重なり、さらに上昇カ

ーブを描いている形になります。

当時の麻生内閣が、平成 20 年３月に、働くことが可能な若い失業者

にも生活保護費を支給するようにと、このような通知を出しておりま
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して、これも上昇カーブが加速する一つの原因になったのではないか

なと思われます。

また、同じ年に麻生内閣から政権交代した、鳩山内閣では、低所得

者対策として、速やかに生活保護の決定をするようにと、このような

通知を出しておりますので、このようなことからも、上昇カーブの拍

車がかかったのではないかなと考えられます。

現在は、このグラフのスタート時の昭和 26 年度と同じぐらいの被保

護人員がいまして、保護率も 1.70％、100 人いれば 1.7 人が生活保護

になっている実態でございます。

続きまして、資料３のほうに移りまして、こちらが浦安市の実態に

なっております。これも国と同じようなカーブを描いていまして、や

はり平成 20 年度、リーマンショックやら麻生内閣、鳩山内閣の通知を

受けて、そこから上昇カーブが急上昇しております。平成 25 年度ベー

スで浦安市は、8.2‰（パーミル）。1,000 人に 8.2 人の割合で生活保護

を今受給していることがわかります。

続きまして、資料４に移らせていただきます。こちら、生活保護実

態の自治体間の比較についてという形になりますが、年次がばらばら

で恐縮なんですけれども、浦安市と県内の主な市、あとは横浜市です

とか、先ほどちょっとお話も出ていました大阪市ですね、あとは東京

23 区内の状況なんかも示しております。こう見ますと、浦安市の保護

率は平成 26 年 12 月現在 8.30‰ということで、8.94‰の流山市と同様

に、他のところと比べて低いことがわかります。一方、大阪市という

のはかなり、やはり 55.6‰ということで高い数字が出ておりまして、

先ほどお話もありました西成区ですと 1,000 人中 230 人ぐらいが生活

保護だという実態があるようでございます。

引き続きまして、資料５に進ませていただきます。こちらが、生活

困窮者自立促進支援モデル事業の概要という資料になっております。

先ほど、生活困窮者自立支援法の施行が平成 27 年４月からとご説明

しましたが、先駆けてモデル事業に取り組んだ市町村がございまして、

浦安市も昨年の６月１日から、このモデル事業を始めております。

続きまして、資料６です。こちらは、昨年６月から始めた浦安市の

モデル事業の 12 月時点での実績報告になります。数字が伸びていない

んですけれども、なかなかご自分から、困っているので相談したいと

いう方はいらっしゃらないような状況になっているようです。

今後は、制度の中核となる相談事業、自立相談支援事業というもの

をどうデザインして、実効性を高めていけるかというところが、重要
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なのかなと考えております。

説明のほうは以上になります。

議 長： 生活保護者の年齢構成など、浦安市はどうなっているのでしょうか。

全国だと高齢者が圧倒的ですよね。

例えば、生活保護を受けていた人が自立支援だといっても、どうい

う人なのかと。つまり、とてもじゃないけれども自立支援というか、

相談してというようなことが気になるので。

委 員： 多分、今、高齢者がどんどん増えていっているわけですよね。

議 長： 生活保護者がですよね。

ジョブカフェでしたっけ、若い人たちにやったのは。職業訓練とか

ほかの政策とリンクしていないんですよね。なので、もう一回、労働

市場に戻すところまでいかない場合が非常に多い。こういう政策は、

少し他の諸政策とどう有機的に関連づけられているのかということを

考えないと。

そもそも子どもの貧困ということから言えば、子どもの貧困の出し

方がよくわからないんですが、社会全体として、愛情は親の責任だけ

れども、サービスその他については、子どもが育っていくために必要

なものは社会が責任を持って提供しましょうというような国では、そ

もそも問題にならない。

委 員： これは全国ですけれども、平成 21 年度の生活保護年齢別だと、60 歳

以上が 50％以上、50 歳以上となるとおよそ３分の２ですね。また、生

活保護の廃止理由のほぼ半分近くが死亡、失踪です。収入増による廃

止はわずか 12％。

議 長： 収入増で 12％ね。20 代だと 3.0％ですね。40 代が 6.4％、これでま

だ１割にいかないんですよね。

委 員： あるエコノミストと話をしていたら、５年後には 60 歳以上の生活保

護受給者が４分の３になるだろうと。つまり年金がもらえない、ある

いは年金では暮らしていけないということで、もう本当に老人向けの

生活保護みたいな形になっていくと。

議 長： 例えば、基礎年金なんかばんばん切っちゃうと、生活保護に移るだ

けになる危険性があるので、日本の社会保障の問題点なんだけれども、

やっぱり有機的に関連づけないとですよね。

市 長： これが今度、先ほど言いました生活支援サービスの項目ありますよ

ね、自立相談支援事業とか住居確保給付金、就労準備支援事業など、

みんな人口比で国が補助金の上限額を決めているんです。

例えば、学習支援事業というのは、あくまでも生活保護じゃなくて
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生活困窮者、生保の一歩手前の人たちを救済しろという意味なんです

けれども、うちのような自治体の人口比では 15 万人から 20 万人の中

に入るんですけれども、学習支援だけでも 1,400 万円を限度におりて

くる、２分の１の補助ということで。

議 長： 何をやるんですか。完全な生活保障みたいなものですよね。つまり、

ステップアップというか、労働市場にまた戻してやるという作戦、つ

まり自立支援、だって子どもはそもそも自立しないんだから、労働市

場に出ていくわけじゃないんだから。

市 長： 問題がですね、生活保護はわかるんです。授業料も取れませんし、

給食費の減免とかありますから。ところが、生活困窮者の世帯という

のはすごくいるわけです。その人にどう声をかけるかというのが……。

議 長： 学習支援事業というのは給食費なんかに使えるの。

市 長： 使えません。

あくまでも学習だけで、サポートしろというんですけれども、今、

市でやっているのは、社会福祉課の職員が見るに見かねて生活保護の

家庭の子どもたちを呼んで、ボランティアでやっているんですけれど

も、今回はその上の生活困窮者にターゲットを当てて、何か学習支援

をしようというんですけれども、正直、ピックアップできないんです

よ。それで、国は 1,400 万円、うちの自治体につけてきて、市が同額

出せば、２分の１の補助ですから、2,800 万円使っていいということな

んですけれども、何をやれというのかなということで壁にぶち当たっ

ちゃうんです。１つ１つが。

委 員： 教諭が把握というのは難しいんでしょうかね。

議 長： どういうニーズを把握するんでしょうかね。つまり、教員が見てい

て、ああ、何らかの形で貧困がゆえに学業に手がつけられないような

状態になっていると、そういうことを問題にしているのか。それって、

どういう意味なんでしょうか。杉並区は、貧しい人は塾に行かず、ほ

かの人は塾に行っていて差ができていると言っていますね。

市 長： 根本的な教育制度の問題なんです。実は、生活保護の子どもは大学

へ行けないんですよ。行かせるとしたら世帯分離をしなきゃいけない。

要は、贅沢みたいなことになっちゃっていますので。

議 長： 本人が自立というか、世帯分離すればいいわけですね。

ただ、いずれにしても、何か関連づけられていないと、相談して一

時的に就労できるだけで終わってしまう。今度はそこを出たときに、

あなた、こういう訓練を受ければこういった職に就けますよというよ

うなアドバイスができないし、そういった訓練施設もないわけですよ
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ね。

日本は、スウェーデンのコンボックスみたいに社会的な教育を公的に

やるわけじゃなく、企業が新入社員教育から全部やっていたわけですが、

企業が日本的経営をやめましたといった瞬間に、何もないわけですよ、

上に上がっていく社会人しての教育もね。

だから、この相談方式というのは限界があって、相談した結果、例え

ばここの訓練施設に行きなさいとかできていないから、日本の場合、困

っちゃう。

市 長： 制度がぼんぼんおりてくるんですけれども、現場は困っちゃうわけ

ですよ。

委 員： まず、生活困窮者だとわかるのは、学校に来ていないとしようがな

いんですけれども、学校に来ているということであれば……。

議 長： そうなんです。だから、この学習支援事業の対象になるのはどうい

う状態なんですか。学校に来ないで、ひきこもりになっているとか、

そういう状態をいっているのか。貧困の家庭にいて、ひきこもりにな

っている。ひきこもりというのは、ただ貧困だけじゃないでしょう。

むしろ、貧困じゃないほうが多いということも聞きますし。

委 員： ゲーム三昧とかですね。

市 長： 基本的に私なんかが理解しているのは、塾に行けない子どもとかね

……。

議 長： そうなっちゃうんだよね。それ、学習支援なのかな、塾に行けない

というのは。非常に日本的なニーズですよね。

委 員： 塾に行かせたくても、母子家庭のお母さんたちは、これ以上働けな

いほど懸命に働いています。それでも貧困になってしまっている。

議 長： ワーキングプアはどうしているの。

公室長： 今の母子家庭なんかですと、かなりの割合がやはり生活保護を受け

るような形になってきていますね。

委 員： でも、働いていますよね。

公室長： 働いていてもなかなか、例えば医療扶助を受けるといった、全部が

全部生活保護を受けない場合もありますけれど、逆に、受けていない

方なんか、年収 200 万円だとかそういう状況の中で、かなり苦しい生

活をしていると。そういったお子さん方が、やはり学習環境がなかっ

たり、あるいは塾に行けないとかという形で、どうしても勉強がおく

れてしまうと。そういう子が例えば、高校を卒業して、専門学校に通

って看護師になろうとしても、専門学校に通う経費は全く出ないと。

もし、それが出るなら、その分生活保護から差し引かれてしまうと。
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だから、高等教育を受ける権利がないと。

市 長： それこそ連鎖がまた繰り返されてしまう。

委 員： 大学生も今、全国的な現象として多額の奨学金の負債を背負ってい

ます。卒業後に正職につけなくて、ワーキングプアになって、ネット

カフェで暮らしているという貧困者もふえていますね。女性でも、そ

ういう人たちがいます。

市 長： よく言われているのは、生活保護の捕捉率でしたっけ、相対的貧困

率の 20％しか……。

議 長： だから、もらえる人がもらっていないということですよね。

市 長： それを救済しようというのが、まさにこれだろうと思うんですよね。

議 長： いや、これは、もうちょっとあれじゃないですか。さっきの話って、

生活保護がもうちょっとたまらないので、できだけ働かせましょうと、

そっちだと思いますよ、むしろ意思は。

委 員： 私もそっちだと思います。

委 員： でも、本当にもうぎりぎりの状況で困っている人たちに自立しろと

言われても、無理なこともあるでしょう。もちろんさっき委員がおっ

しゃったみたいに、本当に働く意欲もなくて、お金をどぶに捨ててい

るようにしか思えない人たちも、もちろんいることでしょうが。

議 長： 日本の場合には、ミスマッチを是正するという仕組みがないんです

よ。つまりその人の能力を高めてあげるとかね。

少なくても貧困というか、金銭的な所得の貧困の解消というのは、

地方団体で差をつけてやられたら無理なんです。金銭給付でやるのは。

だから、やれるのはむしろサービス給付で支えてあげるということで、

お金を配るんじゃ意味がないんで、それは政府の責任で、どこの窓口

に行っても全国統一で配ってもらわないと、高いところにみんな集ま

ることになって、財政破綻ということになりますから。

市 長： ニートとかひきこもりの人たちをターゲットにするのであれば、ど

うやってそれを掘り起こさなきゃいけないかとか、そういうところか

ら……。

議 長： 日本は生活保護が非常に大変なことになっていると。しかも、本来、

給付を受けるべき人が受けていないということが問題で、これをどう

していくかという発想よりも、逆転して、どんなことを協働事業で、

子どもだったらこの地域でどんな子どもをどう育てていったらいいの

かを考えて、結果、それが安全弁になって、貧困に陥らなくするとい

うふうに考えたほうが。逆からいくとどうも限界があります。

委 員： おっしゃるとおりだと思います。特に、子どもの問題はその点から
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対処しやすいと思います。

議 長： 地方自治体のサービスとして、子どもたちにどんなサービスを提供

していけばいいか。できればこれは、ユニバーサルにしておけば……。

委 員： その前提がついてなければ、いろいろなことができると思うんですけ

れども。

市 長： 裁量権がほとんどない中で、何度聞いてもわからないのは、家計相

談支援事業というのは、国から 1,500 万円出るんですよ。私ども幾ら

頑張っても、そこまで使えないんですよ。

公室長： 先ほどギャンブルの話がありましたが、やっぱり生活設計ができな

いという方が結構多くて……。

委 員： 何かもう自分が生きる目的とか、そういうものじゃなくて、お金が

入ってくるからそれで楽しくやればいいみたいな、そういうのはのい

ておいて、子どもたちのことは、やっぱりきちんと考えなきゃいけな

いなという感じがしますよね。

公室長： 生活保護世帯なんかも、支給日が月１回と決まっているんですけれ

ども、１回に渡すと一か月持たないという人は、何回かに分けて渡す

とか、そういうことをして行政が金銭管理をするような形で対応して

いる場合もあります。

議 長： それは結局、お金で渡すからですよ。だから、金ではなく、例えば

子どもを育てるというのがサービスで提供されていれば、つまり現物

給付でやるという。

そうしていって、どこかでひっかかるというふうにしないと、生計

費というのは食費と医療費しか出ないんですよ、普通。

委 員： 保育料は、生活保護の家庭はゼロですよね。

市 長： 生保家庭はそうですね、給食費なんかはみんな。

委 員： 入り口はどうなんですか。学校というのは、市の行政とは直接リン

クしていないから難しいんでしょうかね。例えば、教員の中で担当と

して、生活困窮家庭をケアするというか気を配って、この人はこうじ

ゃないかということで……。

市 長： 今現実に、ＮＰＯにもなっていない市の職員がボランティアをやっ

ている、生活保護家庭の子どもたちをサポートしているんですけれど

も、要は、君は生活保護の家庭だからだと言えないわけですよ。

委 員： 言っちゃいけないですね。

議 長： いずれにしても、あんまり線を引いてしまう給付の仕方ってよくな

いんですよね、市民を色分けする。だから、例えば障がいであったら

別に色分けではなくできるというようなことにしないと。
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委 員： 学習支援ということで、全ての浦安の子どもには放課後、勉強を支

援する仕組みを作るとか、親の収入は問わずにですね。

議 長： それは本来学校のはずなんですよね。

委 員： たしかにそうですが。でも、放課後まで先生がするのは難しいかも

知れません。地域の人たちに活躍してもらうこともあるでしょう。

市 長： ＯＥＣＤの加盟国の中で、教育費が無料というのはどれぐらいのパ

ーセンテージがあるんですか。

議 長： 僕の知識では、ヨーロッパであればイギリス以外はほとんど無料で

すよ。

市 長： それはどうしてそういうふうに動いていったんですか。

議 長： そもそも教育と住宅は社会サービスだという、公共財だという考え

方で、少なくても政府の介入がどうしても必要だった。

委 員： フランスは、フランス革命が起きて王様がいなくなったから、国の

責任で、国に役立つ人間をつくるということでグランゼコールという

のができたんですね。だから、そこに入ると国が金を出すわけですよ、

在学中に。

あのグランゼコールというのは全部給付ですよね。

議 長： そうです。グランゼコールに入るには、家庭教師をつけて、えらい

勉強しなくちゃいけないので、事実上裕福な家庭じゃないと無理な点

はあるんだけれども、道は開かれている。

市 長： ヨーロッパ、北欧というのは、私学というのは余りないんですか。

議 長： 私学はあっても無料ですから。

市 長： 日本が何で教育費無料のほうに流れていかないのかというのは、私

学が強いからかなと思っているんですけれども。

議 長： 例えばドイツだったら、教会が建てたって公立ですよ。日本は教会

が建てると私立になるけれども。向こうの場合には私立だと言ってつ

くっても、無償ですから。

つまり、株式会社であろうと組合であろうと、いわゆる公的な教育

委員会の下にある保育園であろうと全部無償ですから。正確に言うと、

１割本人の負担があるんですが、所得比例なので、貧しければほとん

ど払わなくていいシステムになっています。

委 員： それを国立大学に導入するというのはどうなんですか。原則無料、

１割で…。

議 長： 財務省が言うのは、国立大学はそれだったらば、貧しい人々を優遇

するような措置をとれと。それを、文部科学省が認めないだけの話な

んですけれどもね。
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市 長： 去年の１月から浦安の子育て中の若いお母さん方とお父さん方と話

して、もう１人産めない理由の一番は教育費なんですよ。将来にわた

って、掛ける２、掛ける３と続いていきますよね、これが一番大きい

からかなという……。

議 長： だから、教育と住宅、この２つが公共財だと考えるのか、私的財だ

と考えるかで全く違って、アングロサクソン系と日本は私的財だと考

えているんですよ。

ヨーロッパの場合には、基本的に住宅というのは政府が保障するも

のですから、政府が介入しているので、非常に家賃は安い。それは公

共財だという考え方があるからですね。それから、教育についてもこ

れは公共財だと考えているので無料と。日本の場合には、私的財、つ

まり市場で買うものですよというふうに。

市 長： 根本的にそこが変わらなきゃだめなんですね。

議 長： そうなんですよね。しかも日本の場合には、教育というのは、個人

の金儲けの能力を身につけるのが教育だと思っている。そうじゃなく

て、社会全体に貢献するためで、教育の利益というのは社会全体が受

けるんだという考え方、全く理解しないわけですよね。

委 員： ますますひどくなっていますよね。就職に有利な学部とか、学科と

か、大学とか、そっちが。そしたら、哲学はどうなるんだといって…

…｡

議 長： だから、そこは少しずつ少しずつ考えていかないと、何度も言うよ

うですけれども、スウェーデンの消費税は 25％といったって、それの

おかげで教育費はゼロだし、住宅費はあっても全部統一して、何円ぐ

らいしか家計簿に出てこないんですよ。

ところが、日本の場合には、教育費と住宅費が家計簿の二大支出項

目になっていた上に、消費税を値上げするというからみんな怒るんで

すよ。

委 員： 生活困窮者自立支援制度の実施に当たっては、制度の入り口をどう

デザインするかということが重要だと思うんですけれども、制度の入

り口というのは、何か線引きとかなかなか難しいから、来てもらうと

いうことなんでしょうね。来てもらうために、本当にＰＲというか、

もう秘密は守りますし、敷居を物すごく低くすると。支援のデザイン

と出口については、やっぱりできればプラットホームみたいのが欲し

いですよね。

議 長： そうなんですよね。

市 長： 今の現実の目の前の対症療法と、さっき話されている基本的な理念
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の変換とか公共財とか、それを変えないと解決しないですよね。

議 長： 実際これ難しいですよね。ここに並べてあることをやってもね。学

習支援でしょう、さっきのお話のような家計相談支援でしょう。それ

は確かに賭博に狂っている人がいるかもしれないから、だからといっ

て家計簿つけさせていいという話でもないですよね。

それから、あとは就労事業の推進ということで、職業訓練をここで

やりなさいというふうにサポートするとか。

公室長： それも含めてという形になるんですかね。

議 長： 中間的な就労の場を与えるというふうに書いてあるんだから、試し

に就職しなさいよということですよね。スウェーデンは、その就労に

よってその給与を支払わなくちゃいけない賃金を肩がわりしてあげて

いるんですが、そういったものでもないんでしょう。中間的就労とい

っているんだから、一般就労に必要な知識・技能を習得するための訓

練を行うので、一番は訓練なんですよね。

公室長： その辺が、今度は都道府県の事業として実施されるんですよね。

議 長： そう、職業訓練は都道府県の事業なので、連携して、例えばこの訓

練をやってくればちゃんとこういう企業に就職できるということを保

障できなくちゃいけないんだけれども、そのシステムがないんだよね、

日本の場合には。だから、どこどこで訓練してらっしゃいと。あなた、

こんな仕事につきたいんですねと、今の能力からいうとここなので、

この訓練を受けていらっしゃいと。しかも、日本の場合には、資格が

ないでしょう。資格というのも変だけれども、ヨーロッパの場合には、

この資格とこの資格、この訓練とこの訓練を受けてくれば、例えば准

教員の資格が取れるとなるわけですよね。日本はないからね、どうす

るのかな、これも。

市 長： 制度の特徴的な点として、行政サイドで新たな雇用を生み出すと簡

単に書いてあるんですけれども、何をやれということなのか。

議 長： 都道府県は、ハローワークの仕事を一部できちゃうんですけど、市

町村はできないでしょう。だから、そもそも訓練と紹介とコンサルす

るわけだから、コンサルしたら、紹介と訓練とその後の職業のある程

度の保障みたいなものをセットでわかっていなければ、相談に乗りよ

うがないよね。

委 員： 相談支援員というのを幅広く、ある程度ボランティアみたいな形で

も、元教員とか元企業の人とかいろんな人で、相談支援員というのを

つくって……。

市 長： さっきの学習支援に、一旦戻りますけれども、退職教員、退職校長
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たちがグループ組んでいるんですよ。そういう人たちが力を貸そうか

というと、実はひきこもり、ニートはだめなんです。

議 長： 何でだめなの。

市 長： いや、受け入れないんです、先生方を。

議 長： 先生方を受け入れないのか。

市 長： 学校の匂いがしちゃうともうだめなんです。

議 長： そこまで言われるとちょっと何とも答えようがないんですが、ただ

絶望しないでやるしかないんですよね。

市 長： 都市部のひきこもりがつらいんですよね。そもそも豊かで、表に出

てこないんです。

委 員： 企業の中で鬱病とかそういうことで休職するじゃないですか。それ

で、医者が戻っていいと診断して、戻ってくるんですか。やっぱりう

まく機能しないですよね。

相談支援員でも、元ひきこもりやニートで今活躍しているといった

人とか、多様な人を、こういう人はやっぱりやりがいを求めてやって

いると思いますし、出口以降はやっぱり都道府県と連携しなきゃだめ

だと思うんですよね。

議 長： ただ、この手の相談員みたいなのだったら、大日向委員がやってい

るような感じで、もう定年退職した人で力が余っている人、心理学者

とかいろいろたくさんいるんじゃないですか。いないかな。

委 員： 絶対いますよ。うらやす市民大学でも、やっぱりそういうことをや

りたいという方がいらっしゃいますしね。そこが浦安の良さというん

ですか、そういう人たちがたくさんいる、面談して登録してもらって、

対処すると。できれば、パート化していくと。

委 員： 学校の先生たちがなかなかひきこもりやニートの人たちに対処しに

くいということですが、一方で、私のＮＰＯで一緒に活動していただ

いている団塊世代の男性たちの話を聞いていると、企業に長年勤めて

いると、みんな一度や二度、鬱になりかけたり、ドロップアウトした

りしているんだそうです。ですから、既定のルートに乗れなかったり

して苦しんでいる子たちを責めたりできない。むしろ共感を持てると

いうんです。ですから、そういう年配の人で長年、企業で働いて、時

には挫折したり、またはい上がったりした人のほうが、子どもたちの

力になってくれると思うんですけれども。

委 員： 挫折体験って大事ですよね、そういう人たちに入り込むのに。

市 長： 先生だと、やっぱり上から目線になるんだそうです。

委 員： お母さんにとっても、校長先生や教頭先生に相談に行くのは、敷居
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が高いようですね。しつけが悪いとか説教されるのではないかとか、

子どもの成績に響くのではないか、などと心配したりして。

委 員： もう１点だけ、何とか出口のところで、そういう大学、専門学校に

行けない人に、浦安市としてサポートできるということはないんでし

ょうかね。

市 長： 例えば。

委 員： 例えば、そうですね、奨学金という形なんでしょうかね。

市 長： 奨学金は、今まで貸与型だったんです。

実際、使っている子どもたちも 50 何名なんですよ。先ほど言った教

育費の不安というのは、もう１人産めない大きな理由だというので、

基礎自治体でできるところは奨学金ぐらいしかないんですよ。

今回、給付型の奨学金を４月からやるんです。一定の基準をやっぱ

り持たざるを得ないので、所得制限や、成績の評価基準を設けて、そ

れで高校生が約 500 人、大学生と専門学生のほうも 500 人ぐらいまで

広がって。我々が教育費で将来にわたってできることはそれぐらいだ

ろうと。

委 員： アメリカでの調査で、今言われたそういう教育支援をすると、みん

な貧しい人が集まってきて自治体は困るという仮説を立てたら、逆だ

ったそうです。優秀な人が来て、優秀な人じゃなきゃそういう向学心

はないですから、ほかに行く人もいますけれども、そこに戻ってきて、

起業したりとかそういうことで、非常に自治体にとって大幅なプラス

になったという論文がありました。

議 長： 参考になるかわかりませんが、ヨーロッパの場合にはほとんど大学

教育というのはただと申し上げましたけれども、その条件としてあれ

ですよね、そもそも日本みたいに、高等教育というのはもう自立しち

ゃっているわけですよね、本人のお金で行くので。

市 長： 先ほど、自立とおっしゃっていましたね、世帯分離して。

議 長： もともと世帯分離していて、スウェーデンでもドイツでも大体 30 歳

ぐらいですよ、大学生の平均年齢が。ところてん式にいく人というの

はほとんどいないわけで、だから自分で働いて、そのお金で大学に行

く分には構わないわけですよね。

ただ、日本の場合にはどうしてもそういうシステムにならないんで

すが、例えばドイツのミュンヘン大学、みんな学生は寮に入っている

んだけれども、ミュンヘン市のすぐ近くで、歩いて５分ぐらいのとこ

ろに住んでいても寮に入るんですよ。なぜかというと、寮費というの

はほとんどなしだしね。その上、学割みたいなのがすごく大きいので、
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大学生になったときの生活費というのがほとんど要らない状況なんで

す。

それで、学費はただですので、大学に年をとってから行っても、収

入が余りなかったとしても、生活費は学生というのは優遇されている。

日本の場合には、あれは取られるわ、寮なんていうのは学生運動のメ

ッカだからと潰しているしさ。

委 員： もうおとなしくなっちゃいましたよね。

アメリカの寮なんかも、定員があってないようなもので、ごろごろ

いるわけですね。スティーブ・ジョブズ氏は、別にそこの大学の学生

じゃないのに寮にいて、暮らしていましたよね、起業前は。

公室長： あと、先ほどの生活保護の扱い……。

議 長： そうしないと、もうだめだということですね。

市 長： 日本人の生活文化からいうと、世帯分離を促すというのは余りよろ

しくない。

議 長： アメリカでも大体、大学行ったら、おまえ、自分で生活しろといっ

て、突き放されるんじゃないですか。

委 員： アメリカは貸与で大学へ行って、そのローンがすごく重くて、すご

い苦しんでいるという……。

市 長： どこで自立するのかというのが……。

議 長： スウェーデンの基礎控除の額は低所得者だと低いんですよ。徐々に

所得額は上がっていくんですね。上がっていってピークがあって、そ

こからまた高額所得者になるにつれて基礎控除の額は小さくなってい

るんです。なので、お金持ちには、とにかく高い税率をかけるんです。

低い所得の人は誰かというと、大学生ですよ。大学生というは、学

問をするのが本分なのだから、働くということがけしからんと。なの

に税金を払うか。日本の場合はそうじゃないんですよ。日本は、大学

に行って、アルバイトをやると、これはけなげな学生であると、勤労

学生控除取られるわけですよ。

それで、スウェーデンの場合には、学生が学ぶという本分を忘れて

パートで働いているはとんでもない。といって重課されるんですね。

ここの違いは何かというと、生活費がかなり優遇されているわけで

すよ、学生は。学費は無料だし、寮は基本的にただみたいなものだし、

何かにつけて学割をやっていて、それで勉強しないでアルバイトをし

ていると、けしからんという論理は、向こうでは通用するんだけれど

も、日本でそれをやると……。

委 員： あとは、もう夢みたいな話ですけれど、こういった生活困窮者とか
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生活保護者向けの何か。市営住宅ってあるじゃないですか、それと同

じような、市営の公立の学校で、ただし講師、教官は超一流を揃える

んですよ。そうすれば、学生はいっぱい来ますし、みんな勉強するよ

うになりますし、やっぱり教育者の力って物すごく大きいので、そう

いう人たちが入れて、それで出口としては、いい大学とかそういうと

ころに行けちゃうみたいなのができれば、本当にいいなという感じが

しますね。

議 長： すみません、時間だということなので、まとめとしては、結局まと

まらないんですが、それぞれの任意事業みたいな形、必須事業はこれ

はやらなくちゃいけないということをやるんだけれども、これは任意

事業との関連づけということが非常に難しいということですよね。こ

っちも読んでいて考えていても、就労準備支援事業とか、さっきも言

ったようなことでいくと、そもそもこれに関する権限が基本的に市に

あるわけじゃないんですよ。職業紹介から訓練までを肩がわりします

よということもできない。

公室長： 開拓していかなきゃいけない。

議 長： ということですよね。それから、家計相談支援とか学習支援事業と

かも、きちんとイメージしにくくて位置づけられないんだけれども、

こちらをきちっと位置づけないと、自立支援相談事業、必須でやって

も、アドバイスのしようがないと。いろいろアイデアを出していただ

いて、支援事業などについては市民の活用といった、手はないわけで

はないけれども、とにかく中身がよくわからないと。本当に軸みたい

なことを考えるのかとかね、学習支援で。それを考えないと。という

ことで、結論は余り出ないんですが、大体そんなところでしょうかね、

きょうのところは。

市 長： ありがとうございました。


