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「目的・視点」 

本研究は、昨今の社会福祉法等改正で確定づけられた「地域共生社会づくり」政策の社会

福祉政策史上での位置を明らかにしたうえで、その新自由主義的政策を批判し、新たな子ど

もの居場所づくりに向けた展望を明らかにすることを目的とする。 

 

「方法」 

社会福祉政策史上の位置を明らかにするために文献研究を行った。また、筆者が行った子

どもの居場所に関する調査研究については、すでに公刊されているので、引用という形とな

っている。 

 

「倫理的な配慮」 

文献研究であるため、日本社会福祉学会研究倫理規定にのっとり、引用・参考文献に関す

る出典を明確に示した。 

 

「社会福祉政策上の位置づけに関する結果」 

１、新たな社会福祉理念としての「地域共生社会」 

新自由主義とは、「一般的には『小さな政府』『民営化』『規制緩和』『競争原理』といった

事柄をキーワードとする政治経済の政策であり、資本の具体的対応としては『選択と集中』

『アウトソーシング』といった利潤の追求が喧伝されますが、要するにこれは余剰価値の追

求手段」（1）であるとされる。 

さて、「地域共生社会」であるが、2020 年 6 月 5 日社会福祉法等改正案が国会で可決さ

れ、社会福祉法第 4 条に「地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いな

がら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない」と地域福祉の

推進理念が付け加えられ、法的に「地域共生社会」の実現が目標とされた。理念として極め

て崇高であり、「人格と個性を尊重し合いながら」の共生に対して、社会福祉の理念として

反論の余地もないところであろう。しかしながら、この理念が実際の制度として、いかに展

開されていくのかについては大きな疑問が生じるところである。実際に今回の社会福祉法

等改正案はいわゆるまるめ法案として提出されていたのだが、抱き合わせで可決した法律

群の中には極めて問題のあるものが存在している。 



例えば、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により介護福祉士の国家試験免除期間がさ

らに 5 年延長され、専門性を軽視して労働力を確保することが優先された。介護保険法改

正により、有料老人ホームの設置等に係る届出事項が簡素化された。また、社会福祉法にお

いても第 125条で社会福祉連携推進法人が新設されるという事態となっている。つまりは、

この法人は株式会社における持株会者のような機能（資金提供、従業者の確保等）を有する

ことが認められており、ファンドや人材派遣業者が経営に参画し、社会福祉法人の系列化進

むことが予測される。まさに、従業者の安価な確保及び金融市場の影響下に社会福祉法人自

体を置くという、新自由主義政策の一環と捉えることができるのである。 

さて、まるめ法案の性格に、新自由主義政策が色濃く出ている中での、地域共生社会づく

りのための制度はいかなるものであろうか。 

 

２、「地域共生社会」づくりのための制度 

 106 条の４ 2 項において、「重層的支援体制整備事業」が定められ、高齢者・障害者虐

待、介護保険法、障害者自立支援法、子ども子育て支援法、生活困窮者自立支援法の相談事

業を、第 106 条の３ 3 項において、生活困窮者困窮者自立支援法における生活困窮者自立

支援相談支援事業を行うものが「地域生活課題を解決するために、相互の有機的連携の下、

その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備」をすることとしている。 

 また一方で、第 106 条の３ ２項においては、「地域住民等が自ら他の地域住民が抱える

地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援

関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備」をすることしている。 

 つまりは、地域における公的な相談窓口を生活困窮者自立支援相談支援事業に一括させ

たうえで、その相談を受ける主体を地域住民自身に担わせようとする、福祉相談窓口及び相

談専門職の大幅なリストラ法案と見て取ることもできるのである。 

 

３、「地域共生社会」づくりの社会福祉政策的分析 

 ①分析方法 

古川孝順(2)は、「人文科学や社会科学における歴史研究の意義について」、「自然科学の世

界で採用される実験という方法、手続きを採用することがむずかしいから」、「歴史は過去の

実験室」として活用すると述べている。つまりは、過去の歴史的事実の積み重ねについて、

法則性を発見し、現在の事象の分析軸として活用するということである。 

②欧米資本主義国家の社会福祉政策の歴史的推移 

欧米（イギリス、アメリカ）における社会福祉政策の発展過程を端的に述べると次のよう

になる。(3) 

a. 夜警国家：16 世紀後半～18 世紀。絶対主義の君主が警察権力を用いて国民生活を規制

するとともに、国民の福祉を増進。人権観念がなく、国家が国民の自由を規制。 



b. 市民革命：19 世紀前半。市民が革命をおこして、人権の獲得した。権力分立を保障する

政府が成立した。憲法により国民の基本的人権が保障された。 

c. 夜警国家：19 世紀末から 20世紀初頭。近代自由主義国家。政府は企業・個人の経済活

動に干渉しない。経済格差拡大、貧困の深刻化。その結果、治安悪化が悪化し、階級対

立を生じ、社会主義運動が高揚した。そのため、貧困者に対する治安対策、社会主義運

動への対策が必要となった。その典型がドイツのビスマルクの政策であった。疾病保険、

労働災害保険、障害・老齢保険の三大社会保険の整備がされた。一方では社会主義者鎮

圧法を成立させ、「あめとむち」の政策といわれた。 

d. 福祉国家：20 世紀前半以降に自由主義的なヨーロッパ諸国が福祉国家に転換していっ

た。福祉国家とは、国家の政策として各種の福祉サービスを行う国家である。福祉を実

現するために公的扶助（税を財源とする所得の再配分機能）や社会保険（リスクの分散

するために、国及び国民が保険料を出し合う）など多様な社会保障制度を維持し、その

ための国家および地方公共団体の行政および財政の制度を用意する。この時期、アメリ

カでは世界大恐慌（1929 年）対策のために公共事業による雇用創出をはかった。その際

に連邦緊急救済法、社会保障法（連邦：老齢年金、州：失業保険、公的扶助）を整備し

た。そして、第 2 次世界大戦は、福祉国家対戦争国家・権力国家間の争いとして喧伝さ

れるのである。1941 年 8 月。英国チャーチル首相と米国ルーズベルト大統領が大西洋

条約に調印し、戦後世界を構想した。労働条件の改善、経済的進歩、社会保障の充実が

確認された。1942 年イギリスで、ベヴァリッジ報告が提出され、「ゆりかごから墓場ま

で」手厚い福祉国家が提唱された。そして、戦後は多くの国が福祉国家に転じていった。 

e. 福祉国家の黄金時代：20世紀中盤。福祉を充実させることは経済成長にプラスになると

された。ケインズ主義的な福祉国家が目指され、「高福祉高負担」の「大きな政府」が志

向された。社会保険や公的扶助への財政支出は、低所得者の購買量を高める効果がある

とされ、積極的な財政政策、完全雇用を目指す雇用政策がとられた。ウィレンスキーは

(5)、福祉国家収れん説を唱え、経済が発展した国家は、福祉国家になっていくと論じた。 

f. 福祉国家の危機：1973 年の石油ショック、第 4次中東戦争、1978 年のイラン革命によ

って、原油価格が高騰して、急激な物価上昇に世界が見舞われた。先進工業国がこぞっ

て経済危機となり、福祉財政への支出に否定的な意見が拡大した。 

g. 新自由主義：国営事業の民営化、市場活力の重視、政府による規制の緩和を柱として、

反ケインズ主義的経済政策がとられ「小さな政府」がめざされた。社会保障費の見直し

が各国で行われた。(4) 経済の立て直しに一応の成功は見たが、福祉水準は切り下げら

れ、格差拡大が拡大し、貧困層が更なる困窮をなした。 

h. 第三の道：小さな政府による福祉国家を目指す道である。アメリカ民主党のクリントン

大統領(1993～2001)は、福祉サービスへの依存でなく、教育支援・就労支援による社会

参加を目指す自立型福祉を目指した。イギリス労働党のブレア首相(1997～2007）も、

大きくも小さくもない政府による社会サービスの近代化を図った。減税は継続し、低所



得層に対する教育機会拡大・就労支援を行った。これらの流れにより、欧米の資本主義

国家の社会福祉政策は、格差対策にための拡大と経済優先のための縮小を法則的に繰り

返していることがわかる。 

 ③我が国における１９６０年代以降の社会福祉政策の推移 

 我が国における１９６０年代以降の社会福祉政策も欧米と同様な道をたどり、その法則

性が示されている。 

ア．１９６０年代：戦後の高度経済成長期には、ケインズ主義的経済政策が成功していた。

池田隼人内閣は、所得倍増計画を打ち出し、労使協調路線の日本的雇用慣行（終身雇用、

年功賃金、企業別組合）で、安定的に経済成長が達成された。しかし、欧米の福祉国家の

ように、社会保障制度は充実させず、経済格差は公共事業で解消させようとした。その状

況下で福祉６法体制が確立され、工業化・都市化・核家族化という新たな社会課題に対応

して、1960 年精神薄弱者福祉法（現知的障害者福祉法）、1963 年老人福祉法、1964 年母

子及び寡婦福祉法（現母子及び父子並びに寡婦福祉法）が成立した。 

イ．石油ショックから１９７０年代：順調な経済成長を受け、列島改造論という公共土木事

業による地方の経済化を打ち出した田中角栄内閣により、老人医療費は無料化さら、年金

給付水準も引上げられた。これにより、１９７３年は福祉元年といわれた。ところが、翌

年石油ショックにより財政が破たんした。税収が前年比－9.1％なのにもかからず、社会

保障支出が前年比＋35％という状態に陥った。国家財政は、国債依存財政となった（依存

度 30％）。この中で、「増税なき財政再建」が目標とされ、財政支出が削減されていくの

である。 

ウ．1981 年第 2次臨時行政調査会（土光臨調） 

 「活力ある福祉社会」。個人の自立・自助の精神に立脚家族・地域・企業などの役割を重

視した福祉社会を構想した。家庭・近隣・職場や地域社会での連帯が基盤であるとされてい

る。が、高度経済成長による都市化で家庭・近隣・地域社会が破壊されているので、これは

うたい文句にしかならず、結局は企業福祉に頼るのである。 

エ．1982 年 老人保健法：一部負担導入 

  1984 年 健康保険法改正、１割負担 

1985 年 基礎年金制度、給付水準の引下 

1988 年  所得税・法人税引下。消費税３％導入。 

と社会保障費の個人負担が増大し、うたい文句の家庭・近隣・地域社会の支えは現出しない。

しかしながら、土地、株式投資に火がついてバブル景気となる。 

オ．宮澤喜一内閣(1991-93)：バブルが崩壊し、消費税導入を導入して、内閣不信任案が可

決する。非自民連立政権（細川・羽田内閣）が誕生する。 

カ．自社さ連立政権（社会党村山内閣）：自民党が主導し、構造改革路線が継続する。金融、

経済・財政構造の改革が構想される。そして、心中主義的な福祉、雇用の改革が予定される。 



キ．1996 年橋本龍太郎内閣：価値観とシステム転換が示される。1997 年財政構造改革法が

成立し、赤字国債・公共事業削減、社会保障制限の方向性が明確となる。しかしながら、景

気は回復しせず、自民党は参議院選挙大敗し、土井社会党委員長は「山が動いた」と表現し

た。橋本内閣は退陣し、小渕恵三内閣では財政再建断念し、公共事業投資に走った。 

ケ．小泉改革(2001-6)：「構造改革なくして景気回復なし」と、明確に新自由主義路線を打

ち出した。道路４公団、石油公団、住宅金融公庫、郵政の民営化を断行し、社会資本はすり

減っていった。規制緩和、民間活力導入による景気回復路線を堅持し、公共事業は削減し、

「小さな政府」へ方向性をとった。しかしながら、「地方切り捨て」と批判され、都市と地

方の格差拡大は大きなものとなった。 

コ．年金改革、医療制度改革：年金財政が破綻仕掛けていたため、基礎年金の国庫負担率を

３分の１から２分の１に引き上げたが、財政問題からなかなか実現しなかった。医療保険は

保険料水準固定方式とし、年金はマクロ経済スライドを導入した。 

カ．格差拡大：小泉政権下での格差拡大により、ワーキングプア、派遣切りが大きな問題と

なる。また、一方で終身雇用制という日本的雇用慣行が崩壊し、生活保障基盤が喪失してい

く。 

サ．さらなる流動化 

 これらを取り巻く要求の中で、人口減少社会、少子高齢社会、情報社会、男女共同参画社

会、家族構造変化、地域社会崩壊、国際化のそれぞれが進んでいた。そんな中、２００７年

リーマンショックで、アメリカの金融が危機となり世界同時不況となる。 

シ．2009 年民主党政権成立 

 「コンクリートから人へ」をスローガンにした民主党が政権を獲得した。鳩山政権それに

続く管政権において、社会保障費拡充政策が打ち出され、こども手当が創設された。その一

方でダムに象徴される公共事業費は削減された。 

ス．2012 年 8 月社会保障・税一体改革関連法 

東日本大震災、福島原発事故によりダメージを負った菅政権に代わった、松下政経塾出身

の野田政権はそれまでの方針を一転させ、消費税を上げて、持続可能な社会保障制度に改革

するという路線変更を行った。消費税は５％から８％、１０％へと段階的引き上げの方針が

示される一方で、社会保険料の国民負担は引き上げられた。今後の社会保障制度の改革につ

いては、 社会保障改革推進法で設置された社会保障制度改革国民会議で決められることと

なった。 

セ．第 2次安倍政権とアベノミクス 

 総選挙で完敗した民主党に代わり、自民党による第２次安倍政権が成立した。民主党政権

時の政策を批判しながら、①大胆な金融改革②機動的な財政運営③民間投資を喚起する成

長戦略の三本の矢を特徴とする新自由主義政策であるアベノミクスを展開した。その一方、

社会保障費抑制による財政再建が目指され、市場経済（株式市場）の活力を刺激し、介護保

険の一層の市場化を進め経済成長を目指した。年金・医療についても同様に、アメリカ型の



市場開放が模索されている。もう一方で、欧米で見られたように福祉から雇用労働への政策

展開が志向されており、若者、高齢者、女性、障がい者の雇用促進を図った。2014 年に雇

用保険法を改正して育児休業給付を充実させたほか、ハローワークにおける教育訓練給付

の充実、再就職手当拡充を図った。2015 年には、パートタイム労働法が改正され非正規雇

用労働者の雇用条件改善が目指され、いわゆる同一労働同一賃金を前提として最低賃金の

引き上げがなされている。 

 この結果、社会福祉から公的責任が後退し、公助から共助・互助・共生へ力点が移ってい

った。そして、「我がこと、丸ごと、地域共生社会づくり」の掛け声のもと、認知症ケアの

担い手として地域住民が期待され、住民組織による総合相談の補完が示されていった。これ

が、社会福祉法改正へとつながるのであるから、地域共生社会政策は新自由主義政策の一連

に位置することが明らかである。 

  

４、地域共生政策に位置付けられた子どもの居場所 

 厚生労働省社会援護局地域福祉課「令和２年度 地域共生社会の実現に向けた市町村にお

ける包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議」に提出された資料によると、新規に

創設する「参加支援事業」は、目的として①社会とのつながりを作るための支援を行う②利

用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチング③本人の定着支援と受け入れ先の支援を行うと

されており、支援対象者の具体的例として子が引きこもりの状態である世帯が挙げられて

いる。また、豊田市におけるモデル事業の紹介資料では、子どもの貧困に対して子ども食堂

を個別支援の観点（貧困の子を発見・見守り、子どもの食育、居場所）と、地域づくりの視

点（地域住民の交流、運営する側も生きがい）の二側面から位置付けている。従って、引き

こもりの子どもや、家庭が貧困状態にある子どもは、住民の組織によって参加が促され、支

援を計画的に提供されなければならない位置づけとなっており、そこに児童福祉法に位置

付けられた子どもの意見表明権は示されていない。新自由主義政策は効果と効率が求めら

れるので、モデルとしての数量実績のために子どもは共生を強制されていくであろう。 

 内田宏明らの調査によると(6)、子ども食堂の機能として①交差点性②参画性③雑居性④

支援性があげられている。支援については子どもが求める時に、子ども食堂への参加は子ど

もの自由意志であり、その場で何もいなくても存在が受け止められ、子ども食堂の運営に参

画できることが大切であることが指摘されている。地域共生の社会政策の国家による住民

組織という方向とは異なり、個の尊重と自由意志が基盤となっていることがわかる。 

 

「福祉国家の危機以降の福祉レジーム論と今後の展望に関する考察」 

 エスビアン-アンデルセンは(7)、福祉国家の危機以降の西側先進校の福祉国家のあり方を

商品化と社会階層化を軸として以下の 3 つの福祉レジームとして論じている。 

・社会民主主義レジーム 

 北欧諸国＝脱商品化・高、社会階層化・低 



福祉の給付水準が高い→市場に依存する必要が低い 

全国民対象の福祉制度→社会的な格差を固定することが少ない 

・自由主義レジーム 

 アメリカ、アングロ・サクソン＝脱商品化・低、社会階層化・高 

福祉の給付水準が比較的低い→市場原理が強く、企業・民間サービス依存 

生活困窮者対象の公的扶助中心→社会的階層を固定化 

・保守主義レジーム 

 ドイツなどヨーロッパ大陸＝脱商品化・中、社会階層化・中 

キリスト教民主主義。家族・地域のつながり強い→市場依存は中程度 

職業別・産業別社会保険整備→社会階層化は高レベル 

 

２０００年以前のわが国福祉レジームについてアンデルセンは、自由主義と保守主義が

ないまぜとなった福祉ミックス型として、以下の特徴を上げた（8）。 

「（１）文化的伝統として、仏教と儒教に基づく家庭的で共同体的な連帯と義務があるこ

と、（２）企業の職域福祉充実し、とりわけ大企業は包括的な福祉の供給主体として大きな

役割を果たしていること、（３）他の福祉国家が取り組まなければならない社会問題があま

り深刻でないこと」 

（１）家族や地域を社会福祉の含み資産とする保守主義的な志向は依然強いと考えられ

るが、グローバリゼーションの進行により（２）はなくなり、（３）については深刻化して

いることは言うまでもないであろう。 

塩野谷祐一は、(9)「公共的理性」の概念を用いて、「社会制度を論じる際、国民が私利の

観点ではなく公正の観点をとるために必要な知的道徳的な能力」を国民自らが磨くことに

よって、公平・公正な福祉国家を実現することを提唱しているが、グローバリズムが作り出

した格差拡大社会の中で、国民に自分の生活ことだけを考えるのは誤りと誰が説くのであ

ろうか。それは、むしろ禁欲的であれと政治が説く、保守主義的なあり方を想起させる。そ

の点から、「公共的理性」概念は有効であるか疑問となる。 

平成 24年度版厚生労働白書では、第 4章に「福祉レジーム」から考える社会保障・福祉

国家を考えるとして、アンデルセンの論を下敷きにした論考を試みている。結論として、

「『国家』、「共同体（家族や地域）」、「市場」という 3 つの福祉の生産・供給主体それぞれの

特徴や機能を踏まえ、他の先進諸国の状況も参考にしながら、これをどのように組み合わせ

ていくのが最適なのかという視点を入れて考える必要がある」(10)と今につながる、企業参

入、地域・家族を含み資産とする日本型福祉ミックス論の方向を示している。しかし、これ

らのアンデルセンの福祉レジーム論を分析軸として2000年以降のわが国の社会福祉基礎構

造改革以降の社会福祉政策が方向付けられきたのだが、結果そして社会福祉からの国家責

任の後退、貧困、格差拡大社会を招いている。 



古川孝順は(2)、「たしかに『歴史は繰り返す』のですが、その対極には『歴史の一回性』

という事があります。歴史の中で、同じことは二度と起こりません」とのべ、自由主義に対

して現在の似たような状況を新自由主義と説明している。とすれば、現在の福祉レジームは、

アンデルセン理論（図１）から発展させ、社会民主義レジームを社会自由主義（リベラリズ

ム）レジームに、自由主義レジームを新自由主義（ネオリベラリズム、リバタリアン）、保

守主義を新保守主義（コンサバティブ）へと規定し直す必要があると考えられる。これらの

新しい軸は、社会的公正、多様性と仮説設定したい（図２）。社会的公正、多様性の方向に

向かうためには社会的にソーシャルワークを位置付けていくことが必要ではないか。 

ここでいう新自由主義とは(11)、１９８０年代のレーガノミクスやサッチャリズムの流れ

をくむマネタリズムやサプライサイド重視の経済学を理論的根拠とする政治思想である。

新保守主義とは、公的な支出を抑え得こむために、含み資産として家族のきずなや地域の助

け合いを強調する政治思想である。 

また、社会自由主義とは(12)、自由主義の政治思想の一つで社会的公正を重視する。社会

次週主義は(13) (14)、資本主義を支持するが社会資本必要性が資本主義と自由民主主義の

両方の前提であるとしている。そして、個人主義や資本主義が、公共の精神や連帯の意識に

よって加減されたときに、自由民主義は最良の状態になると考える。現在の新自由主義から、

かつての社会民主主義への移行は、国民負担率の大幅な上昇を招くために国民の許容され

ないと考えるため、この社会自由主義に換置した。 

図 1 アンデルセンの福祉レジーム論 

 

 

図２ 新福祉レジーム（案） 内田仮説 



 

イワン・ファーガンスンは(15)、２０0０年以降のイギリスのソーシャルワークに関して、

「専門的なソーシャルワークがケアマネジメントに狭められてきていることにある。それ

は、ソースシャルワークと社会的ケアの中に市場を創出することを目的として購入者と提

供者の分裂を導入したことを反映している」「『新自由主義的なソーシャルワーク』が、ラデ

ィカルで構造的なアプローチのソーシャルワークだけでなく、『伝統的な』結びつきに基礎

を置いたソーシャルワークをも侵食している」「社会正義にねざしたソーシャルワークの専

門性が消失し、抑圧や不平等に挑む social ワークに失敗している」と述べている。 

そして、これからソーシャルワークの復権のために(16)、新自由主義や戦争に反対する運

動、当事者による福祉運動、労働組合と結びつきながら、 

（１） 倫理的なものの復権のために、数値的「根拠に基づいた」実践モデルを超え、 

（２） 関係性と過程の復権のために、間接的事務中心の業務を改め、 

（３） 社会的なものの復権のために、社会的な支援体制を構築し、 

（４） 構造的なものの復権のために、生活の構造的要因の理解を再生させる。 

結びとして、政治的なものの復権を掲げて、「対象者や社会を少しでもよくしたい（make 

a difference）」という熱意こそが人々をソーシャルワークに惹きつけ、これが社会正義、

社会的公正、人権擁護を求める政治的な動きと連動していくと占めている。このことがわ

が国においても、新自由主義の中での地域共生社会政策をソーシャルワークによって展

開していく大きな指針になると考える。 
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